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平成平成平成平成３０３０３０３０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30年２月20日（火曜日） 

────────────────── 

議事日程 第１号 

平成30年２月20日（火曜日）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 教育長の教育行政推進の基本方針 

第５ 議案第１号 平成29年度遠野市一般会計

補正予算（第５号）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 遠野市産業振興条例の制定

について 

第７ 議案第３号 遠野市産業振興基金条例の

制定について 

第８ 議案第４号 遠野市乳幼児、妊産婦及び

重度心身障害者医療費給付条例の一部を

改正する条例の制定について 

第９ 議案第５号 平成29年度遠野市一般会計

補正予算（第６号） 

第10 議案第６号 平成29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７号 平成29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８号 平成29年度遠野市介護保険

特別会計補正予算（第３号） 

第13 議案第９号 平成29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10号 平成29年度遠野市下水道事

業特別会計補正予算（第３号） 

第15 議案第11号 平成29年度遠野市水道事業

会計補正予算（第３号） 

第16 議案第12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13号 遠野市市税条例の一部を改

正する条例の制定について 

第18 議案第14号 遠野市国民健康保険事業財

政調整基金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 遠野市後期高齢者医療に関

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 遠野市指定居宅介護支援等

の事業の運営に関する基準等を定める条

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23 議案第19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24 議案第20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

例の一部を改正する条例の制定について 

第25 議案第21号 遠野市商工業振興対策審議

会条例を廃止する条例の制定について 

第26 議案第22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27 議案第23号 遠野市営住宅条例の一部を

改正する条例の制定について 

第28 議案第24号 遠野市消防手数料条例の一

部を改正する条例の制定について 

第29 議案第25号 遠野市庁舎整備基金条例を

廃止する条例の制定について 

第30 議案第26号 遠野市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部を改正する条例

の制定について 

第31 議案第27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
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について 

第32 議案第28号 岩手県市町村総合事務組合

における共同処理する事務の変更及び岩

手県市町村総合事務組合規約の一部変更

の協議について 

第33 議案第29号 岩手県市町村総合事務組合

の財産処分の協議について 

第34 議案第30号 公の施設の指定管理者の指

定について 

第35 議案第31号 公の施設の指定管理者の指

定について 

第36 議案第32号 市道路線の廃止について 

第37 議案第33号 市道路線の認定について 

第38 議案第34号 市道路線の変更について 

第39 議案第35号 財産の取得について 

第40 議案第36号 財産の処分について 

第41 議案第37号 平成30年度遠野市一般会計

予算 

第42 議案第38号 平成30年度遠野市国民健康

保険特別会計予算 

第43 議案第39号 平成30年度遠野市後期高齢

者医療特別会計予算 

第44 議案第40号 平成30年度遠野市介護保険

特別会計予算 

第45 議案第41号 平成30年度遠野市ケーブル

テレビ事業特別会計予算 

第46 議案第42号 平成30年度遠野市農業集落

排水事業特別会計予算 

第47 議案第43号 平成30年度遠野市下水道事

業特別会計予算 

第48 議案第44号 平成30年度遠野市遠野東工

業団地整備事業特別会計予算 

第49 議案第45号 平成30年度遠野市水道事業

会計予算 

第50 議案第46号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第51 議案第47号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第52 議案第48号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第53 議案第49号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第54 議案第50号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第55 議案第51号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第56 議案第52号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第57 議案第53号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第58 議案第54号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第59 議案第55号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第60 議案第56号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第61 議案第57号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第62 議案第58号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第63 議案第59号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第64 議案第60号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第65 議案第61号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第66 議案第62号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第67 議案第63号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第68 議案第64号 農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて 

第69 議案第65号 人権擁護委員の候補者の推

薦につき意見を求めることについて 

第70 議案第66号 人権擁護委員の候補者の推

薦につき意見を求めることについて 

────────────────── 

   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 
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４ 日程第４ 教育長の教育行政推進の基本方

針 

５ 日程第５ 議案第１号 平成29年度遠野市

一般会計補正予算（第５号）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49 議案第45号 平成30年度遠野市

水道事業会計予算まで。 

  （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50 議案第46号 農業委員会の委員

の任命につき同意を求めることについてか

ら、 

  日程第68 議案第64号 農業委員会の委員

の任命につき同意を求めることについてま

で。 

８ 日程第69 議案第65号 人権擁護委員の候

補者の推薦につき意見を求めることについ

て及び、 

  日程第70 議案第66号 人権擁護委員の候

補者の推薦につき意見を求めることについ

て。 

９ 散  会 

────────────────── 

出席議員（17名） 

１ 番  宮 田 勝 美 君

２ 番  小 林 立 栄 君

３ 番  菊 池 美 也 君

４ 番  萩 野 幸 弘 君

５ 番  瀧 本 孝 一 君

６ 番  多 田  勉 君

７ 番  菊  池  由 紀 夫 君

８ 番  佐 々 木  大 三 郎 君

９ 番  菊  池  巳 喜 男 君

10 番  照 井 文 雄 君

11 番  荒 川 栄 悦 君

12 番  菊 池  充 君

13 番  瀧 澤 征 幸 君

14 番  細 川 幸 男 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（１名） 

15 番  浅 沼 幸 雄 君

────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  村 上  猛 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 

総 務 部 長 兼
防災危機管理課長 

 鈴 木 惣 喜 君 

経営企画部長兼
政策推進担当課長 

 鈴 木 英 呂 君 

経 営 企 画 部
地域経営改革担当部長  竹 内 正 己 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 

産業振興部長兼
連携交流課長  大 里 政 純 君 

農林畜産部長兼
六次産業推進担当部長  古 川  憲 君 

環境整備部長  佐 藤 浩 一 君 

環 境 整 備 部 
まちづくり再生担当部長  千 田 孝 喜 君 

市民センター所長  石 田 久 男 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 

消防本部消防長  小 時 田  光  行 君 

会計管理者兼会計課長  鈴 木 純 子 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 

選挙管理委員会委員長  菊 池 光 康 君 

農業委員会会長  佐 々 木  誠  一 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
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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。 

 着席ください。 

────────────────── 

   午前10時02分 開会・開議   

○議長（新田勝見君）  これより平成30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。 

 本日の欠席の届け出議員は、15番浅沼幸雄君

であります。 

────────────────── 

   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

ておきましたら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29年度公の施設

指定管理者監査結果報告書並びに平成29年度定

期監査（前期及び後期）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、平成29年11月28日から平成30年２月19

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、10番照井文雄君、11番荒

川栄悦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、議会運営委員会の報告をいたします。 

 昨日の２月19日午後３時から議会運営委員会

を開催し、平成30年３月遠野市議会定例会の会

期を本日２月20日から３月９日までの18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号平成29年度遠野市一

般会計補正予算（第５号）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45号平成

30年度遠野市水道事業会計予算までの補正予算

７件、条例18件、当初予算９件、その他11件の

45件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、特別委員会を開会して

互選いたします。 

 また、議案第46号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについてから、議案第66

号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求

めることについてまでの21件は、人事案件であ

りますので、議案ごとに説明の後、質疑、討論
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を省略し、採決となります。 

 ２月21日から25日までの５日間は、議案調査

及び休日のため休会となります。 

 ２月26日及び27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。 

 ２月28日及び３月１日の予算等審査特別委員

会は、議案第１号から議案第11号までの条例及

び補正予算の審査に充てます。 

 ３月２日は、午前10時から本会議を再開し、

補正予算等11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12号から議案第45号ま

での条例及び当初予算等34件についての審査を

行います。 

 ３月３日及び４日の２日間は、休日のため休

会となります。 

 ３月５日から８日までの４日間は、引き続き

条例及び当初予算等の審査を行います。 

 なお、３月６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。 

 最終日の３月９日は、午後１時から議員全員

協議会を開会し、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９日までの18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９

日までの18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30年

３月遠野市議会定例会が開会されるに当たり、

平成30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。 

 さて、我が国は、戦後の混乱から立ち直り、

高度成長、バブル崩壊という大きな変動を経て

成熟期に入り、今後ますます人口減少が進んで

いくことが見込まれております。遠野市も、平

成17年の合併時から比較すると、10年間で約１

割、約3,300人の人口が減少しました。人口減

少は、避けて通れない課題であります。しかし、

人口減少が進む中においても、持続可能なコミ

ュニティーをしっかり構築し、遠野の歴史、文

化、地域資源を生かし、地域の雇用を創出し、

地域力を高めていかなければなりません。 

 ある市内の企業の代表の方が発言しておりま

した。「遠野の地は、当社のこの10年間の発展

に大きな原動力になっている。遠野は、いろん

な可能性を追求できる場である」と。 

 間もなく、東北横断自動車道釜石・秋田線の

全線が開通いたします。また、2019年には、ラ

グビーワールドカップが釜石市で開催されるな

ど、多くの外国人等が遠野市を訪れるきっかけ

になります。この開通をチャンスと捉え、地域

経済への好循環、拡大を図っていかなければな

りません。 

 引き続き、人材育成、組織の強化、関係機関

との連携を大事に、オール遠野で、そして、総

合力を発揮しての取り組みにより、遠野の発展

を目指してまいります。 

 さて、昨年を振り返りますと、特に思い起こ

されるのは、待望久しい市役所本庁舎の完成で

あります。町なかのにぎわいの拠点として、

「とぴあ」庁舎と渡り廊下でつなぐ複合庁舎を

持つことができました。市民が集う場として、

そして、中心市街地、さらには市全体の活性化

に取り組んでいく遠野の発信基地となるのが、

この本庁舎であります。本庁舎１階の市民ホー

ルは、絵画や書道等の展示のほか、各種団体の
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イベント、さらには、中学生、高校生の語らい

の場、勉強の場としても活用されております。

間もなく、遠野町家のひなまつりが開催されま

すが、この本庁舎も会場の一つとなります。 

 また、チャタヌーガ市をはじめとする海外と

の交流であります。昨年９月には、アメリカ・

チャタヌーガ市と姉妹都市を締結いたしました。

海外との姉妹都市締結は、昭和58年イタリア・

サレルノ市以来、34年ぶりであります。 

 さらに、2020年東京オリンピック・パラリン

ピック競技大会におけるホストタウンに遠野市

が登録されました。相手国はブラジル、種目は

サッカー、視覚障害者５人制の代表チームのホ

ストタウンとしての遠野の役割を果たしてまい

ります。 

 そして、遠野市出身の人類学者である伊能嘉

矩先生の功績をきっかけとした、台湾との交流

があります。国立台湾大学図書館との文化交流

協定書締結のほか、台湾での商談会など、経済

面でも交流も展開することができました。 

 これら、人と人とのつながりが、地域と地域

のつながりに結びついてまいりました。引き続

き、文化、教育、スポーツ、経済等、さまざま

な分野で幅広い交流を行ってまいります。 

 最後に、ホップやわさびなど本市の特産品に

おける取り組みであります。昨年４月には、首

都圏等からの若者が、ホップ栽培に参入いたし

ました。また、昨年10月には、第51回全国わさ

び生産者大会岩手大会が遠野市で開催されまし

た。大会スローガンは、「可能性広がるわさび

の力」でした。 

 減反政策の廃止という大きな米政策の見直し

が示される中、ホップやわさび栽培での新たな

取り組み、可能性を見出す取り組みに加え、

我々の命を支える米や畜産、野菜など農業生産

を強化し、市の基幹産業である農業振興をしっ

かりと進めてまいります。 

 ことしは、「第２次遠野市総合計画」の３年

目、中間年となります。私は、昨年10月に新た

に４年の任期をいただいたことから、これまで

策定してきた「遠野市総合計画」、「遠野スタ

イル創造・発展総合戦略」、「遠野市健全財政

５カ年計画」を着実に推進していくため、市役

所内に「遠野スタイル総合力推進本部」を設置

いたしました。部局間の連携を密にし、着実な

推進、果敢な挑戦、堅実な運営に努めてまいり

ます。 

 第２次遠野市総合計画前期基本計画の２年間

では、当初掲げた150事業中、131事業に着手す

ることができました。 

 ４月からの行政内部の組織再編については、

市総合計画の２つの共通優先方針である「産業

振興・雇用確保」、「少子化対策・子育て支

援」に対応すること、そして、スリム化、シン

プル化、わかりやすさを基本方針として行うこ

ととしております。現行の12部54課室等を８部

42課室等に再編し、行政運営の効率化、行政

サービスの向上、職員数の適正化を図ってまい

ります。 

 この新しい体制で、引き続き、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、市政課題に果敢に挑戦してまいります。 

 これを受けて、平成30年度予算は、「仕事、

子育て、地域、まるごと応援予算」と位置づけ、

総額177億8,000万円で編成いたしました。なお、

４月の組織編成を見据え、地方創生の実現に向

け、連携事業の再編成を図りました。編成に当

たっては、市総合計画の２つの共通優先方針と、

さらには「小さな拠点づくり」を確実に実行す

る３つの特徴を持たせました。 

 １つ目は、産業振興・雇用確保の重点化であ

ります。人口減少、首都圏への一極集中が進む

中、産業振興・雇用確保を着実に推進するため、

まち・ひと・しごと創生法の基本理念を踏まえ

た、遠野ならではの市条例「産業振興条例」と

基金を新たに設け、産業振興・雇用確保を一層

推進するため、遠野東工業団地の整備とあわせ、

国の働き方改革を念頭に、第１次産業から第６

次産業まで含めた、幅広い年齢層の雇用の確保

にも取り組んでまいります。 

 また、東北横断自動車道釜石・秋田線の全線

開通や国道340号の立丸峠工区の開通に合わせ、
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昨年12月に設置した遠野市観光推進協議会を中

心に、観光交流事業を推進するための体制を構

築いたします。この高速交通網の開通による、

市街地のストロー現象などを不安視する声もあ

りますが、遠野の場の力、内陸と沿岸の中間に

位置する遠野の地理的優位性を生かし、この開

通をチャンスと捉えなければなりません。その

ため、58事業、約14億3,000万円を確保いたし

ました。 

 ２つ目は、少子化対策・子育て支援の重点化

であります。東舘庁舎の改修工事に合わせ、子

育て支援の充実を図るとともに、社会的支援の

必要な子どもたちへのサポートを強化してまい

ります。また、老朽化する児童館の整備につい

ても検討を進め、ソフト・ハード両面から、子

育て環境づくりを推進してまいります。そのた

め、38事業、約16億9,000万円を確保いたしま

した。 

 ３つ目は、地区センターを核とした小さな拠

点づくりの重点化であります。新たな拠点づく

りとして、各地区センターの環境整備を順次進

めていくとともに、全11地区への一括交付型モ

デル事業により、地域のやる気と元気を応援い

たします。また、防災力の強化、健康づくりの

推進、生涯学習施設の充実、環境保全活動の推

進を図るなど、地域力の強化と潤いのある暮ら

しの実現に取り組んでまいります。そのため、

26事業、約４億2,000万円を確保いたしました。 

 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。 

 自然と共生する環境づくりについては、遠野

型環境調和社会を目指して、美しい自然景観、

農村景観など本市が誇るべき、かけがえのない

財産を後世に引き継いでまいります。 

 中部広域によるごみ処理については、開始か

ら２年半が経過し、順調に稼働しておりますが、

ごみの排出抑制、応分負担が課題となっている

ことから、事業者から排出されるごみ処理の有

料化について、市民の皆様と問題意識を共有し、

丁寧な議論を重ねてまいります。 

 快適な居住環境の形成については、生活に身

近な水路整備事業計画等に基づき、安心・安全

な地域環境を提供してまいります。また、老朽

化進んでいる市営八幡住宅は、利用者の理解を

得ながら解体を進め、入居者の福祉住宅団地へ

の住みかえを進めてまいります。 

 空き家対策については、市民や学識経験者、

まちづくり団体で構成する空家等対策協議会か

ら意見をいただき、危険家屋の対応を含めた計

画を策定し、空き家の利活用等に取り組んでま

いります。 

 水道事業については、遠野市水道ビジョンに

基づき、上水道と佐比内簡易水道施設の統合事

業に着手いたします。また、公共下水道事業、

農業集落排水事業について、財政状態を的確に

把握し、安定的なサービスを提供していくため、

平成31年４月からの公営企業会計への移行に取

り組んでまいります。 

 道路交通基盤の充実については、市民生活に

密着した道路整備を計画的に推進するため、生

活に身近な道づくり事業計画により、道路基盤

の充実に取り組んでまいります。また、高速交

通網の整備に合わせ、横断道の休憩施設にも位

置づけられている、全国モデル「道の駅」遠野

風の丘の駐車場の拡張や、新たな出入口の整備

について、国や県と密接な連携を図りながら環

境整備を進め、あわせて物産エリアや食堂機能

の拡充強化を計画的に進めてまいります。 

 安心・安全な地域づくりについては、災害に

強いまちづくりを推進するため、自主防災組織

の育成強化に取り組むなど、地域防災力の強化

に努めてまいります。 

 昨年10月の台風21号の接近の際には、災害対

策本部の拠点を市役所本庁舎とし、新たに整備

したシステムと資器材を生かしながら本部の運

営に当たるなど、災害対応環境を充実させてお

ります。引き続き、市民の安全を守るため、速

やかな情報収集と情報周知を行い、的確な災害

対応を行ってまいります。 
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 また、災害対応を強化するため、災害時にお

ける廃棄物処理、無人航空機ドローンによる情

報収集協力など、それぞれの協定を新たに締結

しております。平時から、関係機関・企業との

連携を強化し、防災・減災に努めてまいります。 

 東日本大震災により、市内に避難されている

方々の意向をもとに、市内２カ所に整備を進め

ている災害公営住宅は、一日も早く落ち着いた

生活が取り戻せるよう、早期の完成に取り組ん

でまいります。 

 情報基盤の充実については、「災害時におけ

る情報伝達システム導入検討会議」の提言に基

づき、情報を迅速かつ確実に伝えるため、同報

系防災行政無線のデジタル化の整備を進めると

ともに、遠野テレビの機能充実等、ベストミッ

クスなシステムの構築を図ってまいります。 

 大綱２は、健やかに人が輝くまちづくりであ

ります。 

 保健、医療、福祉の充実については、健康福

祉の里を拠点とし、遠野市社会福祉協議会をは

じめとする関係機関、団体との連携を一層図っ

てまいります。社会福祉協議会とは、昨年から

「我が事・丸ごとの地域づくり推進事業」を開

始し、市内３カ所をモデル地区に、新たに相談

窓口の拡充を図りました。全ての市民が心身と

もに健やかで、いきいきとした人生を過ごし、

助け合いながら輝くまちづくりに取り組んでま

いります。 

 健康づくりの推進については、健康づくりに

無関心な層の取り込みに効果があると認められ

た、健幸ポイント事業を継続し、健康づくりに

取り組む市民の拡大を図り、健康寿命の延伸、

将来の医療費負担の縮減も図りながら、いつま

でも元気に暮らせる社会の実現に取り組んでま

いります。 

 産婦人科医等の医師招聘については、これま

でと同様に努めるとともに、安心・安全な出産

ができるよう、県周産期医療ネットワーク

「いーはとーぶ」の活用や、病診連携等のネッ

トワークを生かし、県や県内自治体、関係機関

と連携を強化し、遠野から積極的な活動を展開

するなど、地域医療の環境整備に取り組んでま

いります。 

 地域福祉の充実については、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

福祉計画の中間評価に取り組むとともに、新た

に策定する「遠野ハートフルプラン2018」に基

づき、誰もがなれ親しんだ地域で安心して生活

できるよう取り組んでまいります。 

 また、2025年に団塊の世代が、後期高齢者と

なることを見据えながら、介護保険事業で利用

者が必要とするサービスが確保できるよう適切

な介護保険料を定めます。 

 社会保障の充実については、持続可能な医療

保険制度を構築するために、国民健康保険法の

一部が改正され、本年４月には、都道府県が国

保財政運営の責任主体となることから、県と連

携して国民健康保険事業を進めてまいります。 

 少子化対策・子育て支援については、子育て

総合支援センターを核に「遠野わらすっこプラ

ン」に基づき、結婚、妊娠、出産、子育てのそ

れぞれのライフステージにおいて、切れ目のな

い子育て支援に取り組んでまいります。 

 特に、妊産婦への支援については、子育て世

代包括支援体制のもと、遠野市助産院ねっと・

ゆりかごにおける相談支援や、スタッフの充実

を図り、産後健康診査への新たな支援を実施し、

産後ケアの充実に取り組んでまいります。 

 保育所については、休日保育、病児保育など、

保護者の就労形態の多様化に応じた保育内容の

充実を図るとともに、遠野市保育協会との協議

を進めながら、計画的な環境整備を整えてまい

ります。また、児童館や児童クラブの無料化の

継続等に取り組んでまいります。さらには、市

外の特別支援学校までの送迎バスを新たに運行

し、入校している生徒の保護者の負担軽減を図

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。 

 農業振興については、米の需給調整である生

産数量目標の配分、いわゆる減反政策が、平成

30年度から廃止されるなど、大きく変化する農
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業情勢の中、国の政策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。 

 そのため、これまで課題を共有し取り組んで

いるＪＡいわて花巻と密接な連携を図りながら、

農業生産基盤の整備や、農地中間管理事業を活

用して担い手農家・新規就農者の確保、集落営

農の組織化・法人化、耕作放棄地の未然防止な

ど、積極的に推進してまいります。 

 また、意欲のある農業者等の所得の向上を図

るため「アスト事業」を拡充し、遊休農業施設

の有効活用、アスパラガスやピーマンなどの重

点品目への支援、ＪＡいわて花巻と連携した大

規模園芸団地構想を踏まえた生産基盤の強化を

図ってまいります。 

 地産地消と６次産業の推進については、地方

創生の一環として、地域産業資源の活用と国内

外への販路開拓のほか、企業との連携による１

次産業の活性化、地域おこし協力隊による新た

な創業を促進いたします。 

 畜産の振興については、夏期放牧やキャトル

センターの有効活用の促進、牛舎整備への支援

など、肉用牛の増産体制を目指してまいります。 

 馬事振興については、遠野馬の里を拠点とし、

観光・教育分野との連携を深め、馬事文化を通

した交流人口の拡大を図ってまいります。 

 有害鳥獣対策については、特にニホンジカに

よる農作物被害を軽減させるため、地域ぐるみ

の防除と駆除、そして広域による取り組みを推

進してまいります。 

 林業の振興については、除間伐や再造林、地

域内での木材利用を推進するとともに、松くい

虫対策に取り組んでまいります。また、国では

（仮称）森林環境税を2024年度から創設するこ

とで準備を進めておりますが、森林整備の実施

主体が市となることから、その対応に向けての

検討を進めてまいります。 

 若者の定住促進として、市内に勤務するＩ

ターン者等を対象とした家賃補助の拡充を図る

ほか、移住・定住を促進するための空き家の利

活用や、金融機関との連携による住宅整備の促

進を図ってまいります。 

 町なか再生については、昨年完成した市役所

本庁舎を拠点に、市民センター、ＪＲ遠野駅を

核としたまちづくりを推進し、宮守町において

は「遠野・西の玄関口みやもり検討会」の意見

等も踏まえ、市民一丸となってにぎわい創出に

取り組んでまいります。 

 観光の推進については、東日本大震災以降、

本市を訪れる観光客数が減少しており、いまだ

震災前の水準には達しておらず、通過型観光・

滞在型観光の両面による魅力創出が課題となっ

ております。 

 そのような中、昨年12月に、本市の地域経済

が潤う仕組みをつくるため「遠野市観光推進協

議会」を設立いたしました。協議会では、観光

関係機関・団体の役割分担を明確にさせ、平成

30年度から向こう３年間の観光推進アクション

プランを策定し、取り組みの見える化を図りな

がら、オール遠野で一体的に行動してまいりま

す。 

 今後は、来訪者をマーケティングし、ターゲ

ットを捉え、戦略的に情報発信やコンテンツ開

発を進めるとともに、市内観光関係機関・団体

の司令塔となる組織として、さまざまな取り組

みを展開してまいります。 

 交流事業の推進については、友好都市との交

流事業の充実強化や、ラグビーワールドカップ

や東京オリンピック・パラリンピック競技大会

を見据えた環境整備を進めてまいります。さら

には、チャタヌーガ市に職員を派遣するととも

に、中高校生の海外派遣を拡充するなど、国際

的な視野を持った人材育成、国際理解を深めて

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。 

 教育行政の推進については、市教育委員会の

第２期遠野市教育振興基本計画に掲げる「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」の基本理念のもと、各種施策を推進
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してまいります。また、次代を担う子どもたち

が、みずからの力で未来を切り開く基礎学力の

向上に向け、学習支援員の拡充、外国語指導助

手（ＡＬＴ）の配置を充実させてまいります。 

 教育環境の整備については、土淵小学校の大

規模改修に取り組み、教育環境の充実を図って

まいります。また、県立高校の再編問題に当た

っては、遠野市が一丸となって２校存続に向け

た支援に取り組んでいく必要があります。その

ため、平成30年度からは、公共交通機関を利用

して２校に通学する生徒に対し、定期券の購入

費用の半額補助などの支援を行うなど、引き続

き、２校の魅力向上に向けた「高校魅力化サ

ポート事業」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

振興財団や遠野施設管理サービス、遠野みらい

創りカレッジとの連携を図り、各種講座の開催

による学習機会の充実を図るとともに、遠野物

語ファンタジーや芸術活動を進行し、潤いのあ

る市民生活と豊かな感性を備えた人材育成に取

り組んでまいります。 

 ふるさとの文化の継承・創造については、重

要文化財千葉家住宅の保存修理工事を円滑に進

めてまいります。また、国の重要文化的景観に

選定されている「遠野 荒川高原牧場 土淵山

口集落」の整備活用計画を策定し、持続可能な

景観保護のあり方を地域と検討してまいります。 

 大綱５は、みんなで考え支えあうまちづくり

であります。 

 住民主体の地域づくりについては、地区まち

づくり計画に基づく、一括交付型もでる事業に

より、住民主体の地域づくりを推進してまいり

ます。経営改革の大きな課題である、第三セク

ターの見直しについては、民間からの派遣を継

続し、経営診断や経営改善指導による組織経営

強化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、施設の更新、

統廃合、長寿命化など計画的な推進を図ってま

いります。 

 健全財政の堅持については、成長・進化・好

循環が期待できる事業へ集中させるとともに、

実情にあった予算の最適化を図ってまいります。

また、市税等収納対策プロジェクトの活動によ

る確実な収納のほか、利用可能施設や遊休地の

売却を進め、歳入の確保に努めてまいります。 

 先月、毎年恒例となっている遠野郷神楽共演

会が開催されました。市内の11の団体が、一堂

に介しての共演会。競うのではなく、ともに演

じるというネーミング。その言葉に、地域への

愛着、そして、伝統文化を絶やしてはならない

という思いが伝わってまいりました。 

 会場に多くの神楽ファンの皆さんが集う中、

いよいよ地域の誇りを胸に舞い踊る共演会が始

まりました。プログラムの４番目は、大出早池

峰神楽保存会による三番叟舞。演じるのは２人。

そのうちの１人は、５歳になった石橋健太朗君

でした。見事でした。ひたむきに一生懸命に、

遠野の長い歴史と伝統をその小さな体で表現し

ておりました。終了後には、観客からの大きな

歓声と拍手。私も思わず手が痛くなるほどの拍

手をしておりました。 

 それぞれの地域でのこだわりを神楽の舞に乗

せ、まさに地域のつながりを結集したその姿に、

私は、総合力という力の大きさを改めて感じ取

ることができました。それぞれが競うのではな

く、ともにこだわりを大切にしながら、家族、

地域が一体となり、次世代に引き継いでいく、

そのつながりの大切さを石橋君が体現していた

ようにも見えました。 

 このほかにも、毎年９月に開催される「永遠

の日本のふるさと遠野まつり」における遠野駅

前通りを埋め尽くす「しし踊りの大群舞」をは

じめとする郷土芸能、スポーツ、芸術、文化な

ど、さまざまな分野で遠野の子どもたちが活躍

しております。非常にうれしく頼もしくもあり

ます。 

 平成25年に、市内の中学校を８校から３校に

再編して、間もなく５年が経過いたします。各

中学校への教員配置が確保され、専門の先生の

授業が担保され、さらには、小中連携による中

学校区ごとの学力向上の取り組みにより、授業
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改善が進み学力が向上しております。また、部

活動の数が確保され、選択肢が広がったことに

より、自分に適した部活動で活動することがで

きるようになりました。地域での郷土芸能活動

にも積極的に参加し、地域でも子どもたちを支

える仕組みが継続されております。 

 市内の２つの高等学校でも、地域を巻き込ん

での取り組みが活発化しております。遠野高校

では、人材育成を目的とした「新しい遠野物語

を創るプロジェクト」が展開されております。

地域について学び、地域課題を探求し課題解決

を通して、みずからを成長させるキャリア教育

に取り組んでおります。遠野緑峰高校では、農

業系と商業系の特徴を生かし、「農・商連携」

による活動を通し、地域の６次産業の発展に取

り組んでおります。 

 また、先月は、市民センター大ホールで「成

人式 はたちの集い」が開催され、約230人の

新成人が出席しましたが、その翌日には、社会

福祉協議会主催による、障害を持つ３名の成人

を祝う会が開催されました。「障害を持つ子ど

もたちの成人式があれば」という一人のお母さ

んの言葉が多くの関係者の気持ちを動かし、平

成26年から開かれております。思いやりと優し

さが感じられる成人式でした。 

 子どもたちの成長を支え、夢をかなえる取り

組みを展開後押ししてくれているのは、地域の

皆さん。そして、多くの団体、ボランティア、

企業の皆さんです。子どもたちの活躍に触れる

たび、関係機関と連携した取り組み、総合力を

発揮しての取り組みが、いかに大事であるのか

を改めて認識しております。 

 遠野市出身の若竹千佐子さんが、芥川賞を受

賞されました。若竹さんが小さいころから持ち

続けてきた小説家への夢をかなえ、ふるさと遠

野の言葉を大事にしたデビュー作で、このよう

なはえある賞を受賞されました。市民ともども

喜びを分かち合いたいと思います。 

 夢を持ち続けることの大切さ、そして、ふる

さとを愛し、ふるさとを誇りに思うことの大切

さを大事にしなければなりません。そして、遠

野の文化を継承する取り組みを一層活発にした

いと思います。 

 さて、平成30年は、明治元年から起算して満

150年という節目の年に当たります。明治以降、

日本は近代化の歩みを進め、国の基本的な形を

築き上げてきました。その明治時代、遠野市出

身で殖産興業の指導者・起業家である山奈宗真

は、牧場を開き牛や馬の改良を行い、養蚕振興

等にも尽力されました。 

 山奈宗真は、立丸牧場の開牧を岩手県令、今

でいう岩手県知事に願い出て「資本は幾らか」

と問われた際、「資本はありません。しかし、

家族和順同盟一致をもって資本となし、和順一

致をもって労働するときは、数万の資本にまさ

るでしょう」と胸を張って答えたと言われてお

ります。いわゆる「家族が仲良く一致団結する

ことが資本であり、家族が力を合わせて働くこ

とこそ数万の資本にまさる」とのことです。 

 遠野には、人と人とのつながり、地域と地域

とのつながりという資本があります。今こそ、

関係機関・団体が一致団結し、地域資源を生か

し、総合力を発揮し、力強く歩みを進めていか

なければなりません。 

 「組織の壁・制度の壁」の打開に挑み、そし

て越えることが最も難しい「意識の壁」を打ち

破ることにより、市政課題に対し、市民一丸と

なり総合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30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10時55分 休憩   

────────────────── 

   午前11時07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４、教育長

の教育行政推進の基本方針であります。中浜教
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育長。 

   〔教育長中浜艶子君登壇〕 

○教育長（中浜艶子君）  平成30年３月遠野市

議会定例会の開会に当たり、平成30年度の教育

行政推進の基本方針について申し述べます。 

 今の子どもたちが生きる10年後、20年後の未

来は、人口減少、少子高齢化、グローバル化、

人工知能、飛躍的な進歩など、社会が急激に変

化する時代となることが予想されます。 

 そうした時代を生きるためには、予測困難な

社会の変化に主体的にかかわり、よりよい社会

を、幸福な人生のつくり手となる生きる力を身

につけることが重要であります。 

 平成32年度から新しい学習指導要領が完全実

施となります。子どもたちが新しい時代に求め

られる資質・能力を育むため、主体的で対話的

な深い学びによる授業実践と社会に開かれた教

育課程の実現を目指し、学校、家庭、地域が協

力して取り組んでいくことが大切であることか

ら、平成30年度から始まる試行期においては、

その趣旨をしっかりと理解し、段階的に準備を

進めてまいります。 

 平成25年の市立中学校再編成以降教育委員会

では、学力向上対策の推進を最重要課題として、

義務教育９年間を踏まえた指導の充実、小学

校・中学校のさらなる連携の推進の方針のもと、

中学校区ごと、小中共通の課題に基づく授業実

践、各学校の実態に基づく授業実践の取り組み

を進めてまいりました。 

 この５年間で学校における授業改善が進み、

児童生徒みずからが課題を見つけ、解決してい

く力が身についてきています。それに伴って、

遠野市のまちづくり指標である全国標準学力検

査の結果では、今年度、中学校では指標を達成、

小学校では全国平均を超える高水準を維持して

います。 

 また、全国学力・学習状況調査や岩手県学習

定着度状況調査の結果からも改善の効果は明ら

かであります。 

 次の５年に向けては、これまでの取り組みの

システムを継続しながら、授業の質のさらなる

向上、家庭学習の充実に取り組んでまいります。 

 加えて、教育は人なりの考え方のもと、教職

員が心身ともに健康で意欲を持って子どもたち

に向き合うことができるよう、教職員の負担軽

減についても検討してまいります。 

 以下、遠野市総合計画及び遠野市教育振興基

本計画の基本方針に沿って平成30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。 

 就学前は人間としてよりよく生きるための基

礎が培われる大切な時期であることから、自立

心を育て、人とのかかわりを大切にし、健康な

体、環境への探求心、言葉や表現などを育む教

育を推進してまいります。 

 平成30年４月から、改正後の保育所保育指針、

幼稚園教育要領、幼保連携型認定こども園教

育・保育要領の３法令が施行されます。 

 子どもの発達に合わせ、幼児の生活の場であ

る家庭や地域、認定こども園や幼稚園・保育所

等就学前施設と連携し、計画的で独自性を持つ

教育課程としての保育を推進してまいります。 

 また、就学前の幼児が小学校生活や学習にス

ムーズに移行することができるよう、保育所等

においては小学校への準備となるカリキュラム

を、小学校においては保育所等からの接続を滑

らかにするカリキュラムを昨年作成しておりま

す。今年度も引き続きこれらを実践し、その充

実に努めてまいります。 

 市内保育園及び認定こども園については、保

育料の一元化が図られているところですが、平

成30年４月からは市内幼稚園においても市条例

に定める保育料徴収基準額表が適用されること

から、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るよう努めてまいります。 

 そのほか、特別な支援を必要とする幼児の望

ましい成長を促すため、療育支援教育や幼児こ

とばの教室を継続し、一人ひとりの障害や発達

に応じた支援に努めてまいります。 

 第２は、学校教育の充実についてであります。 

 平成30年度も児童生徒の生きる力を育み、確
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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。 

 特に小中学校における新学習指導要領の移行

期の対応について、次の３項目に重点を置き、

着実な実施に向けた教育内容の充実に努めてま

いります。 

 重点の１つ目は、学力向上の推進についてで

あります。 

 児童生徒が「わかった」「できた」と実感で

きるよう、授業のさらなる質の向上を目指し、

各種研究会の取り組みを充実させるとともに、

教員の授業力向上を支援してまいります。 

 また、社会に開かれた教育課程の実現に向け、

地域の人、もの、環境などの資源を活用し、地

域と学校を結びつけたカリキュラムの充実に向

けて取り組んでまいります。 

 また、各種学力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とし

て市内３中学校に配置している数学の学習支援

員を増員し、よりきめ細やかな学習指導による

苦手教科の克服に取り組んでまいります。 

 さらに、平成32年度には小学校において英語

が教科化されることから、小学校外国語活動に

おいて、より生きた英語に触れる機会をふやす

ため、外国語指導助手（ＡＬＴ）の増員を実施

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。 

 年々、支援を必要とする児童生徒は増加傾向

にあります。平成30年度は特別支援学級が２ク

ラスふえる予定となっていることから、現在、

環境整備を進めております。 

 さらには、支援を必要とする児童生徒への対

応のため、特別支援教育支援員を配置するとと

もに、家庭や地域、あるいは医療、福祉等関係

機関との連携のもとに児童生徒が適切な支援を

受けられるよう取り組んでまいります。 

 また、言葉の構音障害を持つ児童については、

発音指導による改善等を図るため、ことばの教

室を引き続き設置するとともに、講師による巡

回指導を継続してまいります。 

 さらには、県立花巻清風支援学校遠野分教室

との連携を大切にしながら、児童生徒の適切な

就学支援に努めてまいります。 

 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。 

 特に平成30年４月からは、小学校において教

科としての道徳の学習が始まることから、その

授業内容の充実に取り組んでまいります。 

 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」について、新たに中学２年生を対象に

加えて実施するほか、小学校では児童の夢を育

み、中学校では進路の選択に向けた意識啓発を

図るなど、キャリア教育の充実を図ってまいり

ます。 

 問題行動や不登校など生徒指導上の課題につ

いては、各学校の教育相談体制や指導体制の支

援充実を図るとともに、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専門

家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。 

 また、適応指導教室では不登校などの児童生

徒が教室へ戻ることができるよう、学力の保障

やコミュニケーションの機会を持つなどの支援

に継続的に取り組んでまいります。 

 さらには、ゲームやＳＮＳなどの情報メディ

アの過剰利用、いわゆるメディア依存から生じ

る生活リズムの乱れや家庭学習の取り組みがお

ろそかになるケースが近年増加しつつあること

から、その防止対策を推進するため、ＰＴＡな

どと連携した啓発活動に努めてまいります。 

 いじめ防止対策につきましては、平成29年12

月に遠野市いじめ防止基本方針の一部を改訂し

ていることから、その周知・啓発と着実な実施

に努めてまいります。 

 学校、家庭、地域、行政の連携組織である遠
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野市生徒指導推進協議会が中心となっていじめ

防止に関する啓発活動を実施するとともに、児

童生徒が主体的にいじめ未然防止の取り組みを

推進し、いじめの積極的な認知による早期発見、

早期解決を目指してまいります。 

 また、平成・南部藩寺子屋交流事業として実

施している八戸市との児童交流を継続実施して

まいります。 

 学校施設の整備については、土淵小学校校舎

の大規模改造工事について最優先で取り組みを

進めております。 

 老朽化や故障等により使用に支障を来してい

る施設・整備については、緊急性等を十分考慮

しながら、適宜、修繕やメンテナンス等を行い、

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、適切な管理に努めて

まいります。 

 通学対策については、遠野西中学校のスクー

ルバス１台を更新するとともに、スクールバス

の安全かつ効率的な運行に努め、平成28年度か

ら行っている運転手の健康診断や車両の適切な

管理等を継続し、通学時の児童生徒のさらなる

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、気

象情報を適宜把握しながら学校との連絡を密に

するとともに、事前に想定されるタイムライン

に基づき、休校や登下校における安全対策等の

措置を講じ、児童生徒を不測の事態の発生や被

害から守るよう努めてまいります。 

 奨学金制度については、引き続き、経済的事

由による修学が困難である優秀な学生への学資

の貸与により有能な人材の育成に努めるととも

に、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。 

 学校給食センターでは、遠野市産直給食会と

連携を図りながら、季節ごとの新鮮で安全安心

な地元食材の安定的な供給と利用の拡大に努め

てまいります。 

 学校との連携を十分に図りながら、学校給食

のさらなる品質向上に努め、食物アレルギー対

応マニュアルに基づき、きめ細やかな主菜の代

替食の提供を継続するなど、食に関する指導の

充実と安全衛生管理の徹底に引き続き務めてま

いります。 

 加えて、学校給食を支えている人たちとの一

緒の食事、共食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、食育の推進に努めてまいります。 

 第３は、高等学校への支援についてでありま

す。 

 少子化、人口減少が大きな問題となっている

県内の過疎地域において、適正な教育環境を維

持するためには、全国一律ではなく、岩手県な

らではの学級定員と教員配置に係る新たな基準

の設定が必要であると考えます。 

 岩手県が提唱しているものづくり産業人材育

成を真に推進していくには、農業や商工業の担

い手、さらには、多くの県内企業の即戦力とな

る実業性の高校生の人材育成が何よりも不可欠

であると考えます。 

 地域が求める高等学校が今後も存続されるよ

う、高校再編を考える市民会議の皆様と連携し

ながら、引き続き、地域の未来を担う子どもた

ちの高校生活の充実と進路選択の支援に努めて

まいります。 

 第４は、社会教育の充実についてであります。 

 小学校区ごとの放課後子ども教室を引き続き

開設し、放課後における子どもたちの安心安全

な居場所を確保するとともに、家庭学習の習慣

化を図り、学習意欲の向上を目指してまいりま

す。 

 さらに、民間活力活用の観点から、遠野市教

育文化振興財団との連携のもと、市民がみずか

ら学び、ともに学び続けることができる生涯学

習の環境づくりを進めてまいります。 

 また、遠野市民センターバレエスタジオ、遠

野少年少女合唱隊等の活動支援や青少年劇場な

ど関係事業を実施し、青少年の情操教育を進め、

豊かな感性を備えた人材育成に努めてまいりま

す。 

 第５は、郷土文化の活用と保存についてであ

ります。 
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 図書館機能の充実を図り、学校をはじめ各施

設への図書の貸し出し、視聴覚教育を通じた読

書推進に努めるとともに、市内の子どもたちが

本や展示資料を通して郷土に対する理解を深め

る活動を進めてまいります。 

 また、遠野物語とかっぱをテーマにした特別

展を開催し、遠野の歴史・文化について市内外

に向けた情報発信に努めてまいります。 

 第６は、文化財の保存と継承についてであり

ます。 

 遠野歴史文化基本構想の策定を通じて文化財

の総合的把握に基づいた計画的な保存と活用を

検討してまいります。 

 また、重要文化財千葉家住宅整備事業につい

ては、保存修理工事を円滑に進め、整備活用基

本計画を策定し、具体的な活用を検討するとと

もに、修理中の現場公開を実施しながら文化財

に対する理解を深めてまいります。 

 第７は、健康づくり活動の推進についてであ

ります。 

 保育所、小学校等に外部講師を派遣し、幼児

期における運動の楽しさの体感、青少年期にお

ける走る・跳ぶ・泳ぐ運動能力の基礎づくりを

進めてまいります。 

 また、児童・生徒・指導者等を対象に専門的

知識や技能を有する講師や選手を招いた教室等

を開催し、競技力・指導力の向上を図ってまい

ります。 

 以上、平成30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。 

 新年度から教科化される道徳の６年生教科書

では、当市出身の（故）岸田袈裟さんの献身的

な国際活動が取り上げられております。 

 ＪＩＣＡボランティアとして訪れたケニアで

の改良日本式かまど、エンザロ・ジコ、伝承園

でつくり方を学んだ草履、パティパティの普及

活動等が「エンザロ村のかまど」として掲載さ

れております。 

 困っている人たちのために何かをする。簡単

にできそうでできない袈裟さんの取り組みや生

きざまが教科書を通して子どもたちの成長の糧

となることを願っております。 

 教育は、地域の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に抜

いていく生きる力を子どもたちに身につけさせ

ることが教育の役割であり、目的であります。 

 教育委員会では、未来を担う子どもたちのた

め、学校、家庭、地域の意思を的確に反映しつ

つ、教育振興基本計画に掲げる「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５ 議案第１号平成29年度遠野市

一般会計補正予算（第５号）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49 議案第45号平成30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１号平成29年度遠野市一般会計補正予算（第

５号）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49、議案第45号平成30年度遠

野市水道事業会計予算までの45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30年３月遠野市議会定例会に提出いたしまし

た議案第１号から議案第45号までの提案理由を

御説明いたします。 

 議案第１号平成29年度遠野市一般会計補正予

算（第５号）の専決処分に関し承認を求めるこ

とについては、平成30年２月３日の大雪をはじ

めとする断続的な降雪により市道の除排雪に係

る既定予算を早急に補正する必要が生じたため、

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億円

を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ188

億4,965万7,000円とした内容について、地方自
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治法第179条第１項の規定に基づき専決処分し

たので、同条第３項の規定によりこれを報告し、

承認を求めるものであります。 

 次に、議案第２号遠野市産業振興条例の制定

については、産業振興及び雇用確保に関する基

本的な事項を定めることにより当該施策を総合

的に推進し、もって地域経済の発展及び市民生

活の向上に寄与するため、制定しようとするも

のであります。 

 次に、議案第３号遠野市産業振興基金条例の

制定については、地域の特性を生かした産業の

振興並びに多様な就業機会の創出及び人材の確

保を目的に遠野市産業振興基金を設置しようと

するものであります。 

 次に、議案第４号遠野市乳幼児、妊産婦及び

重度心身障害者医療費給付条例の一部を改正す

る条例の制定については、所得税法の一部改正

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５号平成29年度遠野市一般会計

補正予算（第６号）については、第１条歳入歳

出予算の補正は、歳入歳出それぞれの総額に歳

入歳出それぞれ１億7,432万9,000円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ190億2,398万6,

000円としようとするものであります。 

 今回の補正予算の主な内容は、新たに設置す

る遠野市産業振興基金で１億円を積み立て、産

業振興及び雇用確保のための新たな仕組みづく

りを進めるほか、国の補正予算に伴う事業費の

計上など、補正予算（第５号）編成後に発生し

た所要の経費について補正しようとするもので

あります。 

 第２条繰越明許費の補正は、宮守総合支所管

理費など28事業を追加しようとするもので、第

３条地方債の補正は、４事業の追加、２事業の

廃止及び10事業の起債限度額の変更をしようと

するものであります。 

 次に、議案第６号平成29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、

第１条歳入歳出予算の補正は、事業勘定の歳入

歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億7,06

6万8,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ40億4,589万4,000円に、直営診療施設勘

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ12

3万5,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ１億5,524万3,000円としようとするもの

であります。 

 第２条債務負担行為は、平成30年４月１日か

らの各業務委託契約等に係る債務負担行為を定

めようとするものであります。 

 次に、議案第７号平成29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151万6,

000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ３億3,037万6,000円としようとするものであ

ります。 

 次に、議案第８号平成29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に歳入歳出それ

ぞれ35万2,000円を追加し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ35億9,611万円としようとするも

のであります。 

 次に、議案第９号平成29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5,112万3,000円を減額し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ５億1,576万9,000円としようとす

るものであります。 

 次に、議案第10号平成29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1,311

万9,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出そ

れぞれ８億510万7,000円としようとするもので

あります。 

 次に、議案第11号平成29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、資本的収入及び支出の補正、

議会の議決を得なければ流用することのできな

い経費の補正及び他会計からの補助金の補正を

しようとするものであります。 

 次に、議案第12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、遠野都
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市計画事業稲荷下第二地区土地区画整理事業に

伴う換地処分に伴い、該当する施設等の位置の

変更等をしようとするものであります。 

 次に、議案第13号遠野市市税条例の一部を改

正する条例の制定については、地方税法等の一

部改正に伴い、国民健康保険税の税率の改定等

をしようとするものであります。 

 次に、議案第14号遠野市国民健康保険事業財

政調整基金条例の一部を改正する条例の制定に

ついては、国民健康保険法の一部改正に伴い、

運営主体となる県とともに国民健康保険を行う

ことになることから、基金の設置目的の一部を

変更しようとするものであります。 

 次に、議案第15号遠野市後期高齢者医療に関

する条例の一部を改正する条例の制定について

は、高齢者の医療の確保に関する法律等の一部

改正に伴い、後期高齢者医療被保険者の住所地

の特例に係る事項の変更等をしようとするもの

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

に基づく第７期遠野市介護保険事業計画の策定

に伴う介護保険料の額の改定等をしようとする

ものであります。 

 次に、議案第17号遠野市指定居宅介護支援等

の事業の運営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、

市において指定居宅介護支援等の基準等を定め

るため、新たに制定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、指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

省令の施行に伴い、共生型地域密着型サービス

に関する基準等を定めようとするものでありま

す。 

 次に、議案第19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、指定居宅サービス等の事業の人員、

設備及び運営に関する基準等の一部を改正する

省令の施行に伴い、地域密着型介護予防サービ

スを行う施設として介護医療院を加える等の改

正をしようとするものであります。 

 次に、議案第20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一部を改正する

条例の制定については、指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一

部を改正する省令の施行に伴い、介護予防支援

の方法等に係る改正をしようとするものであり

ます。 

 次に、議案第21号遠野市商工業振興対策審議

会条例を廃止する条例の制定については、遠野

市商工業振興対策審議会を廃止しようとするも

のであります。 

 次に、議案第22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

額の改定をしようとするものであります。 

 次に、議案第23号遠野市営住宅条例の一部を

改正する条例の制定については、穀町市営住宅

及び穀町市営住宅駐車場を設置しようとするも

のであります。 

 次に、議案第24号遠野市消防手数料条例の一

部を改正する条例の制定については、地方公共

団体の手数料の表示に関する政令の一部改正に

伴い、危険物製造所等の設置許可、完成検査前

検査及び保安検査に係る申請手数料の額を改定

しようとするものであります。 

 次に、議案第25号遠野市庁舎整備基金条例を

廃止する条例の制定については、遠野市庁舎整

備基金を廃止しようとするものであります。 

 次に、議案第26号遠野市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、就学前の子どもに関する教育、保育等の
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総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に

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27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につい

ては、辺地に係る公共的施設の総合整備計画を

定めようとするものであります。 

 次に、議案第28号岩手県市町村総合事務組合

における共同処理する事務の変更及び岩手県市

町村総合事務組合規約の一部変更の協議につい

ては、平成30年３月31日をもって紫波稗貫衛生

処理組合を岩手県市町村総合事務組合における

常勤の職員に係る退職手当の支給に関する事務

を共同処理する団体から除くこと及び当該事由

により岩手県市町村総合事務組合規約を変更す

ることの協議に関し、岩手県市町村総合事務組

合を組織する関係公共団体である当市の議会の

議決を求めるものであります。 

 次に、議案第29号岩手県市町村総合事務組合

の財産処分の協議については、平成30年３月31

日をもって紫波稗貫衛生処理組合を岩手県市町

村総合事務組合における常勤の職員に係る退職

手当の支給に関する事務を共同処理する団体か

ら除くことに伴い、当該事務に係る財産処分を

行うことの協議に関し、岩手県市町村総合事務

組合を関係公共団体である当市の議会の議決を

求めるものであります。 

 次に、議案第30号公の施設の指定管理者の指

定については、遠野市児童館の指定管理者の指

定をしようとするものであります。 

 次に、議案第31号公の施設の指定管理者の指

定については、遠野市とおの物語の館の指定管

理者の指定をしようとするものであります。 

 次に、議案第32号市道路線の廃止については、

経営体育成基盤整備事業等の実施に伴い、当該

市道路線を廃止しようとするものであります。 

 次に、議案第33号市道路線の認定については、

遠野都市計画事業稲荷下第二地区土地区画整理

事業及び道の駅遠野風の丘の整備に伴い、当該

路線を市道に認定し、維持管理しようとするも

のであります。 

 次に、議案第34号市道路線の変更については、

遠野土地計画事業稲荷下第二地区土地区画整理

事業に伴い、当該市道路線の変更をしようとす

るものであります。 

 次に、議案第35号財産の取得については、老

朽化した廃止路線代替バスを更新するため、小

型路線バスを取得しようとするものであります。 

 次に、議案第36号財産の処分については、工

場用地として土地を売却しようとするものであ

ります。 

 次に、議案第37号平成30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177億8,000万円としようとするもの

であります。 

 予算の特徴は、産業振興と雇用確保、少子化

対策・子育て支援、小さな拠点による地域コミ

ュニティーの活性化の３つの重点施策に予算を

集中し、新しい組織体制による十分な連携と効

率化のもと、永遠の日本のふるさと遠野の実現

と地方創生の確実な推進を図ることを基本方針

に据えて、新規事業23事業を含む377事業の編

成内容となっています。 

 また、継続費の補正、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38号平成30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32億184万1,

000円とし、直営診療施設感情の歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ9,610万5,000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39号平成30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３億3,242万7,000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40号平成30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



－ 19 － 

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ35億6,514

万5,000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1,574万2,0

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41号平成30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５億927万2,000

円としようとするものであります。 

 次に、議案第42号平成30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7,545万6,000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43号平成30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８億6,617万4,000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44号平成30年度遠野市遠野東工

業団地整備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８億3,911

万7,000円としようとするものであります。 

 また、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45号平成30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

定額では収入各款の合計額を７億7,100万4,000

円、支出の各款の合計額を７億1,213万2,000円

に、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５億4,720万8,000円、支出の各款

の合計額を９億2,483万6,000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45号までの45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45号までの45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、中会議室にこ

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50 議案第46号農業委員会の委員

の任命につき同意を求めることについ

てから、 

   日程第68 議案第64号農業委員会の委員

の任命につき同意を求めることについ

てまで。   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第50、議案

第46号農業委員会の委員の任命につき同意を求

めることについてから、日程第68、議案第64号

農業委員会の委員の任命につき同意を求めるこ

とについてまでの19件を一括議題といたします。 
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 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30年３月遠野市議会定例会に提出いたしまし

た議案第46号から議案64号までの提案理由を御

説明いたします。 

 議案第46号から議案第64号まで農業委員会の

委員の任命につき同意を求めることについては、

新たに次の者を農業委員会の委員として任命し

ようとするものであります。 

 議案第46号、住所、遠野市青笹町青笹７地割

56番地、氏名、奥寺晴夫、生年月日、昭和29年

11月24日。 

 議案第47号、住所、遠野市小友町13地割153

番地、氏名、奥友康悦、生年月日、昭和29年２

月１日。 

 議案第48号、住所、遠野市上郷町来内８地割

20番地４、氏名、鬼原壽一、生年月日、昭和27

年９月９日。 

 議案第49号、住所、遠野市上組町３番５号、

氏名、河内克倫、生年月日、昭和36年４月16日。 

 議案第50号、住所、遠野市上郷町平倉21地割

１番地、氏名、菊池清重、生年月日、昭和36年

７月26日。 

 議案第51号、住所、遠野市松崎町松崎８地割

78番地１、氏名、菊池靖、生年月日、昭和33年

４月28日。 

 議案第52号、住所、遠野市附馬牛町下附馬牛

５地割133番地、氏名、小向幸子、生年月日、

昭和39年９月３日。 

 議案第53号、住所、遠野市青笹町青笹14地割

34番地、氏名、佐々木恵美子、生年月日、昭和

43年３月18日。 

 議案第54号、住所、遠野市上郷町佐比内31地

割65番地、氏名、佐々木誠一、生年月日、昭和

24年３月18日。 

 議案第55号、住所、遠野市小友町49地割107

番地２、氏名、佐々木義弘、生年月日、昭和27

年11月13日。 

 議案第56号、住所、遠野市松崎町白岩19地割

35番地１、氏名、白金英子、生年月日、昭和31

年１月28日。 

 議案第57号、住所、遠野市中央通り５番12号、

氏名、鈴木重徳、生年月日、昭和35年３月15日。 

 議案第58号、住所、遠野市宮守町下宮守２地

割102番地、氏名、多田登、生年月日、昭和31

年７月26日。 

 議案第59号、住所、遠野市宮守町上鱒沢２地

割57番地２、氏名、多田靖志、生年月日、昭和

36年４月２日。 

 議案第60号、住所、遠野市土淵町柏崎６地割

50番地、氏名、田中ナオ子、生年月日、昭和29

年7月9日。 

 議案第61号、住所、遠野市宮守町達曽部11地

割11番地４、氏名、千葉勝義、生年月日、昭和

31年３月１日。 

 議案第62号、住所、遠野市綾織町下綾織33地

割１番地150、氏名、綱木秀治、生年月日、昭

和30年９月16日。 

 議案第63号、住所、遠野市附馬牛町下附馬牛

１地割85番地１、氏名、新田佐悦、生年月日、

昭和25年８月20日。 

 議案第64号、住所、遠野市土淵町栃内22地割

168番地１、氏名、古屋敷徳夫、生年月日、昭

和26年10月２日。 

 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。 

○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46号か

ら議案第64号までの19件は人事案件であります

ので、会議規則第37条第３項の規定により、議

事の順序を省略し、直ちに採決をいたしたいと

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。 

 なお、人事案件でありますので、１件ごとに

分離して採決いたします。 

 お諮りいたします。議案第46号農業委員会の

委員の任命につき同意を求めることについて、

原案のとおり同意することに御異議ありません

か。 
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   〔「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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第47号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第48号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第49号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第50号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第51号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に議案第52号農業委員会の委員の任命につ

き同意を求めることについて、原案のとおり同

意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第53号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第54号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第55号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第56号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第57号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第58号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第59号、農業委員会の委員の任命

につき同意を求めることについて、原案のとお

り同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第60号農業委員会の委員の任命に
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つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第61号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第62号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第63号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

 次に、議案第64号農業委員会の委員の任命に

つき同意を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意されました。 

────────────────── 

   日程第69 議案第65号人権擁護委員の候

補者の推薦につき意見を求めることに

ついて及び、 

   日程第70、議案第66号人権擁護委員の候

補者の推薦につき意見を求めることに

ついて。   

○議長（新田勝見君）  次に、日程第69、議案

第65号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見

を求めることについて及び、日程第70、議案第

66号人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を

求めることについての２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30年３月遠野市議会定例会に提出いたしまし

た議案第65号及び議案第66号の提案理由を御説

明いたします。 

 議案第65号及び議案第66号人権擁護委員の候

補者の推薦につき意見を求めることについては、

新たに次の者を人権擁護委員の候補者として推

薦しようとするものであります。 

 議案第65号、住所、遠野市宮守町下宮守30地

割51番地４、氏名、菊池都代子、生年月日、昭

和31年４月18日。 

 議案第66号、住所、遠野市小友町23地割１番

地１、氏名、高橋幸子、生年月日、昭和31年４

月７日。 

 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。 

○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65号及び議

案第66号の２件は人事案件でありますので、会

議規則第37条第３項の規定により、議事の順序

を省略し、直ちに採決を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。 

 なお、人事案件でありますので、１件ごとに

分離して採決いたします。 

 議案第65号、人権擁護委員の候補者の推薦に

つき意見を求めることについて、原案のとおり

同意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、本案は原案のとおり同意することに決

定いたしました。 

 次に、議案第66号人権擁護委員の候補者の推

薦につき意見を求めることについて、原案のと

おり同意することに御異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（新田勝見君）  御異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり同意することに決

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08分 散会   
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