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令和３年２月遠野市議会臨時会会議録（第１号） 
 

令和３年２月10日（水曜日） 

────────────────── 

議事日程 第１号 

令和３年２月10日（水曜日）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 議案第１号 令和２年度遠野市一般会計

補正予算（第８号）の専決処分に関し承

認を求めることについて 

第４ 議案第２号 令和２年度遠野市一般会計

補正予算（第９号） 

────────────────── 

   本日の会議に付した事件 

１ 諸般の報告 

２ 日程第１ 会議録署名議員の指名 

３ 日程第２ 会期の決定 

  （議会運営委員長報告、採決） 

４ 日程第３ 議案第１号 令和２年度遠野市

一般会計補正予算（第８号）の専決処分

に関し承認を求めることについて 

  （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

５ 日程第４ 議案第２号 令和２年度遠野市

一般会計補正予算（第９号） 

  （提案理由の説明、質疑、討論、採決） 

６ 閉  会 

────────────────── 

出席議員（18名） 

１ 番  小 松 正 真 君 

２ 番  佐 々 木  恵 美 子 君 

３ 番  菊 池 浩 士 君 

４ 番  佐 々 木  敦  緒 君 

５ 番  佐 々 木  僚  平 君 

６ 番  小 林 立 栄 君 

７ 番  菊 池 美 也 君 

８ 番  萩 野 幸 弘 君 

９ 番  瀧 本 孝 一 君 

10 番  多 田  勉 君 

11 番  菊  池  由 紀 夫 君 

12 番  菊  池  巳 喜 男 君 

13 番  照 井 文 雄 君 

14 番  荒 川 栄 悦 君 

15 番  安 部 重 幸 君 

16 番  新 田 勝 見 君 

17 番  佐 々 木  大 三 郎 君 

18 番  浅 沼 幸 雄 君 

────────────────── 

欠席議員 

  な  し 

────────────────── 

事務局職員出席者 

事 務 局 長  新 田 順 子 君 

次 長  千 葉 芳 治 君 

主 査  多 田 倫 久 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 

総務企画部長  鈴 木 英 呂 君 

総務企画部経営管理担当部長
兼新型コロナウイルス対策室長 

 菊 池  享 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  寿 君 

子育て応援部長 
兼新型コロナワクチン接種対策室長 
兼母子安心課長 
兼総合食育課長 

 佐 々 木  一  富 君 

産 業 部 長  中 村 光 一 君 

産業部プロジェクト担当部長
兼三セク・まち活推進室長  阿 部 順 郎 君 

環境整備部長  奥 寺 国 博 君 

会計管理者兼会計課長  鈴 木 純 子 君 

消防本部消防長  三 松 丈 宏 君 

市民センター所長  小 向 浩 人 君 

市民センター文化振興担当部長  石 田 久 男 君 

教育委員会事務局教育部長  伊 藤 貴 行 君 

教 育 長  菊 池 広 親 君 

────────────────── 

   午前10時01分 開会・開議   

○議長（浅沼幸雄君） ただいまから、令和３

年２月遠野市議会臨時会を開会いたします。 

直ちに本日の会議を開きます。 
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────────────────── 

   諸般の報告   

○議長（浅沼幸雄君） 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号及び第２号の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

果報告書１件と令和２年度公の施設に係る指定

管理者監査結果報告書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。 

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（浅沼幸雄君） 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、１番小松正真君、２番

佐々木恵美子君を指名いたします。 

────────────────── 

   日程第２ 会期の決定   

○議長（浅沼幸雄君） 次に、日程第２、会期

の決定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。 

   〔議会運営委員長菊池由紀夫君登壇〕 

○議会運営委員長（菊池由紀夫君）  命により

まして、議会運営委員会の御報告をいたします。 

昨日午後１時30分から議会運営委員会を開

催し、令和３年２月遠野市議会臨時会の会期に

ついてを協議しました。その結果、会期を本日

１日間とすることに決定いたしました。 

会期内予定表は、既に議員各位のお手元に

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。 

会期の決定後、議案第１号及び議案第２号

は、委員会付託を省略し、この場で審議を行い

ます。議案は、補正予算の専決処分に関する承

認１件と補正予算１件です。 

なお、質疑は、自席で１人３回までとなっ

ておりますので、念のため申し添えます。 

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いたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 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、今期臨

時会の会期は、本日１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。 

   （「異議あり」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） １番…、暫時休憩しま

す。 

   午前10時05分 休憩   

────────────────── 

   午前10時05分 開議   

○議長（浅沼幸雄君） 再開します。 

異議があるということなので、採決を起立

による採決にいたしたいと思います。自席に戻

ってください。 

あらためてお諮りいたします。ただいまの

議会運営委員長報告のとおり、今期臨時会の会

期は、本日１日間といたしたいと思います。こ

れに御異議ない方の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（浅沼幸雄君） 起立多数です。 

着席願います。 

起立多数でございますので、委員長報告の

とおり決しました。よって、今期臨時会の会期

は、本日１日間と決定いたしました。 

────────────────── 

   日程第３ 議案第１号令和２年度遠野市

一般会計補正予算（第８号）の専決処

分に関し承認を求めることについて  

○議長（浅沼幸雄君） 次に、日程第３、議案

第１号令和２年度遠野市一般会計補正予算（第

８号）の専決処分に関し承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

本案について、提出者の説明を求めます。

飛内副市長。 
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   〔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、令

和３年２月、遠野市議会臨時会に提出いたしま

した議案の提案理由を御説明いたします。 

議案第１号令和２年度遠野市一般会計補正

予算（第８号）専決処分に関し承認を求めるこ

とについては、新型コロナウイルスワクチンの

接種体制確保に係る予算並びにふるさと納税の

増収に伴う返礼品発送業務等及び市道の除排雪

業務に係る既定予算を早急に補正する必要が生

じたため、地方自治法第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、その承認を求めるもので

あります。 

第１条歳入歳出予算の補正では、歳入歳出

予算の総額に歳入歳出それぞれ１億6,533万円

を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ254

億2,090万3,000円とするもので、歳入では国庫

補助金や財政調整基金繰入金、寄付金などの補

正を、歳出では、新型コロナウイルスワクチン

接種体制確保事業費ふるさと応援推進事業費及

び市道等管理費の追加補正を行ったものであり

ます。 

第２条繰越明許費の補正及び第３条債務負

担行為の補正は、いずれも新型コロナウイルス

ワクチン接種体制確保事業の追加を行ったもの

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。 

○議長（浅沼幸雄君） これより質疑を許しま

す。 

   （「な し」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） 質疑なしと認め、質疑

を終結いたします。 

 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号令和２年度遠野市一般会計補

正予算（第８号）の専決処分に関し承認を求め

ることについては、会議規則第37条第３項の規

定により、委員会への付託を省略いたしたいと

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（浅沼幸雄君） 異議なしと認めます。

よって、議案第１号は、委員会への付託は省略

することに決しました。 

これより討論に入ります。反対討論ありま

せんか。 

   （「な し」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） 賛成討論ありませんか。 

   （「な し」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） 討論なしと認め、討論

を終結いたします。 

 これより議案第１号令和２年度遠野市一般会

計補正予算（第８号）の専決処分に関し承認を

求めることについてを採決いたします。 

本案は原案のとおり承認することに賛成の

方は１の賛成ボタンを…失礼しました。採決は、

表決システムにて行います。本案は原案のとお

り承認することに賛成の方は１の賛成ボタンを、

反対の方は２の反対ボタンを押してください｡ 

〔表決〕 

○議長（浅沼幸雄君） 押し間違いはございま

せんか。 

   （「な し」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） 以上で、表決を締め切

ります。採決を確定いたします。 

賛成全員であります。よって、本案は原案

のとおり承認されました。 

────────────────── 

   日程第４ 議案第２号令和２年度遠野市

一般会計補正予算（第９号）  

○議長（浅沼幸雄君） 次に、日程第４、議案

第２号令和２年度遠野市一般会計補正予算（第

９号）を議題といたします。 

本案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、議

案第２号の提案理由を御説明いたします。 

議案第２号令和２年度遠野市一般会計補正

予算（第９号）については、第１条歳入歳出予

算の補正では歳入歳出予算の総額に歳入歳出そ
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れぞれ１億4,850万4,000円を追加し、予算の総

額を歳入歳出それぞれ255億6,940万7,000円に

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、新型コロナ

ウイルスワクチン接種体制確保事業費の追加、

新型コロナウイルス感染症の経済対策として新

たに実施する遠野産米次期作支援に係る事業費

のほか、断続的な降雪に伴う市道の除排雪業務

に係る事業費の追加などをしようとするもので

あります。 

第２条繰越明許費の補正及び第３条債務負

担行為の補正は、いずれも新型コロナウイルス

ワクチン接種体制確保事業に係る変更をしよう

とするものであります。 

以上で、説明を終わります。よろしく御審

議賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（浅沼幸雄君） これより質疑を許しま

す。 

１番小松正真君。 

○１番（小松正真君） 歳出４款、新型コロナ

ウイルスワクチン接種体制確保事業費の増、先

ほどの第１議案でちょっと質問すればよかった

かなと思うんですけども、議案が当日配付とい

うことで、私もちょっとまだ頭が整理できない

ような状態で質問するんですが、この中に委託

業務というものがあります。それも含めてワク

チン接種の対策室か何かですかね、そういうの

も立ち上げたというふうな話も聞いてます。 

せっかく議会で遠野テレビの放送もありま

すので、そこら辺もし今決まっているような状

況があれば、ワクチン接種に向けての体制とか、

そういうふうなものをお伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 新型コロナワクチン接

種対策室長。 

○新型コロナワクチン接種対策室長（佐々木一

富君） お答えします。この委託業務の関係な

んですけれども、こちら４月以降接種を開始す

る形での準備も進めてございます。 

そういう中におきましては、今接種できる

会場のやっぱり設定をしていかなければなりま

せん。 

これには、市内の医療機関の先生方とかさ

まざまその接種環境を整えるために、今現在協

議中でございますけれども、その中においては

今想定していることは、各医療機関ごとでの個

別接種も検討しながら、さらには集団接種会場

を設定して、その２つのミックスで環境を整え

ていったらどうなのかと、そういうことで今現

在協議中のところでございます。 

それを進めていくためにも、特にも集団接

種会場等必要になれば、その会場に関わる準備、

必要なスタッフ、それから接種の受け付けをす

るためのコールセンターとか、それから接種に

関わるいろいろな相談とか、そういう受ける窓

口となるスタッフも必要になってございます。 

そういう環境を今年度のうちに構築をして、

そしてさらには４月以降からの接種に備えてい

くということになりますので、それらに関わる

その財源として今回専決処分と９号補正のこの

事業と２つをミックスして、それに対処してい

くというような形になってございます。 

○議長（浅沼幸雄君） １番小松正真君。 

○１番（小松正真君） はい、大体想像がつき

ました。 

それでですね、今接種会場の選定だとかそ

ういう話もあったと思います。 

具体的に４月以降に接種が始まるとして、

今検討している内容っていうのはいつ頃までに

全部決めて市民に対してお知らせをしようとか、

そういうふうなものっていうのは決まってます

でしょうか。 

○議長（浅沼幸雄君） 新型コロナワクチン接

種対策室長。 

○新型コロナワクチン接種対策室長（佐々木一

富君） 今調整検討も含めてですねやってるわ

けですけれども、早い所で４月の上旬からすぐ

開始するとなれば、各対象者に通知する通知票、

接種券、クーポン券ですね、そういう物も準備

いたします。 

その中において３月の上旬頃、ほぼ1カ月位

前の時点でですね、会場とか受付の仕方とか、

さまざまそういう手続き的なお知らせもですね、
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入れたうえで通知をしなければならないと思っ

ていますので、３月上旬中旬頃に間に合うよう

に、そういうアナウンスも決定次第してまいり

たいと思います。 

○議長（浅沼幸雄君） 他にございませんか。 

17番佐々木大三郎君。 

○17番（佐々木大三郎君） ただ今の御答弁の

中に、コールセンターの設置というお話がござ

いました。 

このコールセンターというのは、受付の範

囲、これは遠野市民専用のセンターでしょうか。

あるいは、岩手県全体とか全国というレベルで

しょうか、その件について伺います。 

○議長（浅沼幸雄君） 新型コロナワクチン接

種対策室長。 

○新型コロナワクチン接種対策室長（佐々木一

富君） このコールセンター業務というのはで

すね、市町村であれば接種の申し込みの受け付

けがございます。 

これは、今あり方についても、ちょっと協

議されてるところでありまして、県単位で総括

してもできないのかとかさまざまございます。 

その部分とも並行してなんですけれども、

今考えているのは遠野市民向けのダイヤルを設

けまして、専用に受付から相談からというよう

な形で今考えているところでございます。 

○議長（浅沼幸雄君） 17番佐々木大三郎君。 

○17番（佐々木大三郎君） ただいまのご答弁

の中に相談というお話しがございました。 

この相談というのは、コロナに関わること

は全て受け付けしていただけるというふうに理

解してよろしいでしょうか。 

○議長（浅沼幸雄君） 新型コロナワクチン接

種対策室長。 

○新型コロナワクチン接種対策室長（佐々木一

富君） 今役割的にですね、相談窓口というの

は市町村とそれから県と国とそれぞれ持ってい

くことで今進めてます。 

市町村の相談っていうのは、申し込みとか

手続きとか、当日何を持っていったらいいんで

しょうかとかですね、接種する時にですね、い

ろいろ接種受けるまでのいろいろわからない部

分の不明点をお答えすると。県の方の相談窓口

っていうのは、医学的にこのワクチンという物

はどのような効果があったりとか、安全性のこ

ととか、そういったワクチンとかの専門的なそ

ういう相談窓口は、県が行うということになっ

てございますけれども、さまざまそれが市町村

に入って来たにしても、それはもう県のほうに

すぐお繋ぎできるような仕組みを作るとか、そ

ういう連携も今後は作っていかなければなりま

せんけれども、そこの縦割りはできてございま

す。 

ですのでそういう窓口のあり方についても、

市民向けのお知らせの中に情報として入れて周

知を図っていきたいと思います。 

○議長（浅沼幸雄君） 14番荒川栄悦君。 

○14番（荒川栄悦君） 私は、この第６款の、

補助及び交付金と２項目あります収入保険加入

促進事業費補助金と遠野産米次期作支援、これ

の具体的な補助の内容を説明してください。 

○議長（浅沼幸雄君） 産業部長。 

○産業部長（中村光一君） まず、ご質問の収

入保険の方ですけれども、これは12月の補正の

方で既に収入保険の加入料の２分の１を支援す

るということで予算措置をしていたんですけれ

ども、当初、12月までに加入しておられる方と、

その後20人程度増えるのではないかということ

で248万円ほど予算措置しておりました。 

ただ、実際予想よりもですね加入された方

が多かったので、今回補助金の額を精査して10

万6,000円程度まず増額するというのが、収入

保険の10万6,000円の増の部分となります。 

そしてもう１つ、今回新たに補助事業とし

て提案させていただいた遠野産米の次期作支援

の事業費補助金ですけれども、コロナの影響で

ですね米の需要が非常に落ち込んで、今回落ち

込んだせいで令和２年産の米価も下がったとい

うことで、市内の生産者の令和３年、今年ので

すね生産意欲を高めるということのために次期

の令和３年産の水稲の種のですね、購入資金の

３分の１を補助するというような制度になって
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おります。 

○議長（浅沼幸雄君） 14番荒川栄悦君。 

○14番（荒川栄悦君） その保険に関してです

けども、これってのは保険加入時期ってのは多

分保険というのは１年だとは思うんですが、そ

ういったものはこれは時期的なものは特に問題

はないということでここに出したということな

んでしょうか。 

要は保険加入期間が無くなるんじゃないか

っていうような気もするんですが、この加入期

間というのはいつからいつまでなんですか。 

○議長（浅沼幸雄君） 産業部長。   

○産業部長（中村光一君） 加入期間ですけれ

ども、今回の補助では昨年12月に申し込みをす

るか手続きの関係で申し込みだけは12月に行う

ということで対象としております。 

ただ、青色申告をしていることが条件にな

っておりますので、現実的には昨年の２月の時

点ですでに青色申告をしている方という限定に

なります。 

ただ、この制度は収入保険ということで、

農作物で得られる全ての収入に関して平均収入

から減った部分の９割を補助するものですので、

やはり全ての収入を正確に把握するには青色申

告をしていただいているということが、制度上

条件になっているということになります。 

○議長（浅沼幸雄君） 14番荒川栄悦君。 

○14番（荒川栄悦君） 最後になりますけども、

こっちの遠野産米っていう部分の補助金は、苗

を購入ですね。 

○議長（浅沼幸雄君） 種です。 

○14番（荒川栄悦君） 聞くところによると、

３年度の米作の作付面積も増やせないような状

況の中にあるっていうことなんですが、そのへ

んと農家の望みってのは多分収入を減らさない

ためには少し作付を大きくして収入を増やした

いと思うところもあるんだと思いますが、その

へんとの調整っていうか考え方は、これとは矛

盾してないんですか。 

○議長（浅沼幸雄君） 産業部長。 

○産業部長（中村光一君） 確かにコロナのせ

いで需要が農水省の数字ですと年間米の需要が

10万トン程度毎年減ってきたという状況がある

んですけれども、今回コロナせいでですね、30

万トンというかなり例年にない減少となったと

いうことで、遠野市の作付面積のほうも県の再

生協のほうで割り当てた所55ヘクタールという

部分があったんですけれども、遠野市のほうは

既に15ヘクタール減らしたということで40ヘク

タールの作付面積を減らさなければならないと。

確かに、米を、水稲やってる農家さんのほうで

は作付面積を確かに増やして米価も下がってる

ことだから増やしたいという希望もあるかと思

いますけれども、今回農水省のほうで飼料用米

等にですね転換した場合の補助金も手厚くなっ

ておりますので、やはり米の需要を超えて生産

すると、やはりその分米価が下がって結局農家

さんの収入に跳ね返ってくるという状況があり

ますので、私どものほうでは飼料用米と他の作

物への転作というかそちらのほうを進めながら、

なおかつできる範囲で今回種子の購入代金の補

助という部分で、農家さんの収入を少しでも維

持したいというふうに考えております。 

○議長（浅沼幸雄君） 他にございませんか。 

９番瀧本孝一君。 

○９番（瀧本孝一君） 私もその今の６款の農

業なんですが、遠野産米次期作支援事業につい

てお尋ねしますが、来年の米の種籾を購入する

人に３分の１補助するという内容ですけれども、

今苗を直接購入する方もかなりいると思うんで

す。その方々への補助というのは全く考えなか

ったのでしょうか。 

○議長（浅沼幸雄君） 産業部長。 

○産業部長（中村光一君） 確かに一定数苗を

購入されている方もいらっしゃるのはＪＡさん

のほうにも確認しながら聞いておるんですけれ

ども、傾向としてはやはり苗の購入ですと金額

も値段も高いということで、米を専業されてい

る方のほとんどは種子から買って苗を育てると。

逆に高価な苗でも購入してやられてるのは、専

業ではなくて兼業の方が多いというようなこと

もありまして、今回の支援の方は主食用米を専
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業に作っている方を対象にするということで考

えております。  

○議長（浅沼幸雄君） ９番瀧本孝一君。 

○９番（瀧本孝一君） どちらかと言えば兼業

農家が多いということらしいですが、しかしで

すね、やっぱり同じく米を売る場合は収入も減

っているということで、多少なりともですね、

３分の１までいかなくても多少なりとも補助す

るような対策も私は必要ではないかなと思うん

ですが、その辺についてお尋ねをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 産業部長。 

○産業部長（中村光一君） 確かに今回ＪＡの

ほうともですね状況等確認しながら制度を作り

ましたけれども、兼業農家さんのほうにやはり

影響がかなり大きいということであればですね、

そういった新たな支援等を検討していきたいと

考えております。 

○議長（浅沼幸雄君） 16番新田勝見君。 

○16番（新田勝見君） 第６款の予算について

質問いたします。 

先ほど来、産業部長のほうからありました

ようにですね、今米の状況というのは非常に厳

しい状況にあると。コロナの影響もありますし

消費も劣ってると、下がってると。 

そういうなかで令和２年度においては１俵

あたり60キロで800円から1,000円値下がりして

ると。これは非常に大きな農家にとっての所得

減になってると。遠野市全体で見ますと約１億

円までは行かなくてもそれに近い、減収になっ

ているというのは明らかでございます。 

そういったなかにおいて今回の予算は２通

りの予算が上げられておりますけれども、１つ

めにですね質問いたしますけれども、この収入

減少、掛け金の補填ですか、私もいろいろ勉強

したわけでございますけれども、この減少、青

色申告してなきゃならないという条件もさるこ

とながらですよ、これに入るためにはかなり厳

しいといいますかそういう条件もありますし、

また、掛け金あるいは積立金そういった面で今

までより掛け金が高くなるんですよね実際のと

ころ。そういったところを本当に農家のために

これは冷害とか収入が減ったときにしか払われ

ないわけですけども、ほんとにこれで全部補填

するわけにいきませんけれども、そういった厳

しい状況の中でこれをやっていくという部分に

ついて、先ほど足りないから10万いくら増やす

というのはありましたけども、そういった内情

ついて部長はどの程度理解しているのか、お尋

ねいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 産業部長。 

○産業部長（中村光一君） 今回収入保険のほ

うの掛金の半額補助っていうのをさせていただ

いているんですけれども、確かに議員が考えて

らっしゃるのは多分、ならし対策とか別の制度

もあるんじゃないかということも恐らく考えら

れてるかと思うんですけれども、まず、ならし

のほうはですね、作物、米とか麦とか大豆とか

限定されているということもありますし、認定

農業者でなければならないというような状況も

あります。 

今回、掛け金の２分の１を補助した収入保

険ですけれども、こちら確かに青色申告してい

なければならないという条件が確かに厳しい部

分はあるかもしれませんけれども、青色申告の

支援等ですねＪＡのほうでやられているという

話もありますし、今ですとパソコンができる方

であればソフトウェアを買ってソフトの言うと

おりに数字を入れれば申告できるといったよう

な状況もあります。今回収入保険に補助するの

は、やはり米だけではなくて全ての農作物の収

入減少、また、例えば農家さんが病気で作付で

きなかったとか、そういったこともですね広く

対象としているという部分がありましたので、

幅広く農家さんの支援になるというようなこと

で今回は収入保険の方の掛け金の補助というこ

とを選ばせていただいております。 

○議長（浅沼幸雄君） 16番新田勝見君。   

○16番（新田勝見君） 農家はいっぱいいます

からそれぞれのですね、限ってここだけの方に

っていうのはやはり一般的ではないのかなと。

私はやはり米出荷してる農家、直接に減収にな

っておりますから販売用だけだったらそんなに
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多くはマイナスにはならないだろうというふう

に思います。 

そこでですね、令和３年度の米政策におい

て、今までの主食用米作っておった面積から40

ヘクタールさらに、昔は多用途米と言ったんで

すけれども、主食用米じゃない方に誘導しなき

ゃならないと、こういう現状に迫られておるの

が実態でございます。 

そういったなかで今行政で行おうとしてい

るのが、種子の購入の補助と。３分の１補助と。

そういったこと、これも１つのですね施策には

変わりないというふうに思いますけれども、例

えばですよ、その主食米以外のここに誘導して

いく、先ほど飼料用米とかＷＣＳとかあります

けれども、そういったのに誘導していくための

誘導策としてですね、いろいろ考えられるてる

んだろうなというふうに思いますし、今までも

確かにそういう産地交付金とか水田利活用、そ

ういったなかでですね進めてきたんだろうとい

うふうに思いますけれども、今年につきまして

は、令和３年度がそれを守らなければさらにで

すね、来年、再来年と米価が下がるというふう

に報道されております。 

ですから、遠野市内においてもこの40ヘク

タール、そういったものをきちんとやはり守っ

てですね、守ってやっていかなきゃないと私は

思っていますけれども、そういう面で行政ので

すね、先ほど言った産地交付金なり、あるいは

水田利活用についても加工米もありますしＷＣ

Ｓもありますけども、そういったものの交付金、

そういったものをやっぱり大幅に上げて…大幅

と言えばあれですけども、プラス嵩上げしてで

すね、そして誘導を図る。そうすることが日本

全国のですね米価を守る、そういう政策の１つ

になっていると思いますけども、その辺につい

て、ほんとに種の３分の１というのはこれもあ

りがたい。いっぱいやってる人ほどですね効果

があるわけですから、これも政策によってあり

がたい話でございますけれども、そういった米

の政策誘導についてのお考えについて、お尋ね

いたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 産業部長。 

○産業部長（中村光一君） 今回の生産の目安、

40ヘクタールというですね、かつてないほどの

作付面積を減らさなければならないという状況

になってきております。 

遠野市の再生協議会のほうでですね、各農

家さんの作付面積等計算してですね、お知らせ

をさせていただいておりますし、また、農業の

座談会とかですね、そういった生産者の方と会

う機会を通じてですね、今おっしゃった産地交

付金とかですね水田の利活用と補助金の活用等

進めていきたいと思いますし、あと、ＰＲの仕

方としてちょっと遠野市の再生協の資料ではな

かったんですけれども、他県のですね再生協の

転作関係の資料を見たときに、例えば２ヘク

タール水田のみをやってきたという農家さんが

いた場合として、その内の例えば0.8ヘクター

ルを加工用米とか飼料用米に変えたと。その時

に、こういった補助金を使えると。こういった

直接支払いの交付金を使えるということで、ち

ょっと２ヘクタール分水稲を作った場合の収入

と、あと、２ヘクタールのうち例えば0.8ヘク

タールを加工用米とか他のに転作した場合とで、

収入の差を表示している資料を見たことがあり

まして、今年のですね農水省の補助金等を使う

とですね、単に水田を２ヘクタールだけ作った

時よりも転作したほうが収入が多いというよう

な資料もありましたので、そういった効果的な

ですね施策の見せ方とかも工夫してですね、農

家さんのほうにですね、やはり転作、加工用米

なり飼料用米への転作を少しでも誘導していき

たいと考えております。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

○10番（多田勉君） 私、４款の衛生費、予防

費についてお伺いをいたしますが、日々毎日の

ように政府もテレビ等を通じていろんな議論を

なさっておりますけれども、中にはいろいろワ

クチンの種類によっては１回もあれば２回もあ

るというふうなことで、日本は２回の接種とい

うことになるんだろうというふうに私は思いま

すけれども、今現在市民にあるいは国民に周知
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されているのは１回目そして次の２回目という

ふうなその流れが今非常な課題も残っているよ

うですけれども、そういった市民への周知もあ

わせてやっておく必要があるだろうと。いわゆ

る受け取り方では、１回目を今日しても1カ月

後を過ぎないとできなかったり、そういったも

のでいろんな人との意識の相違が出てきている

というふうに伺っておりますので、そのへんの

市の周知なり考え方っていうのはどのようにお

考えなのか、お伺いをしたいと思います。 

○議長（浅沼幸雄君） 新型コロナワクチン接

種対策室長。 

○新型コロナワクチン接種対策室長（佐々木一

富君） 現在15日に国の承認を受ける予定のワ

クチンについては、これを４月以降活用すると

いう方向でありますけれども、21日間、３週間

空けて２回接種っていうことになります。 

この接種の履歴については、国のほうでの

システム、管理システムを構築しまして、その

なかで１回目はいつどこで接種した、個人情報

を全部集約することになっております。 

受けた方にも次の21日後の日と接種場所等

について忘れないようにお知らせをその場でし

たり、そういったことで接種漏れがないような

配慮をしていく予定でございます。 

そこら辺のスキームといいますか工程が出

ましたらですね、先ほどのように３月でのお知

らせ時にこういう形で接種の流れになります、

手続きはこうですよみたいなところも含めてで

すね、お知らせをセットにしてまいりたいと思

います。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

○10番（多田勉君） 次の段階っていうか、あ

わせて進めることになるんだろうと思いますが、

遠野市の市内の医師会との話し合い、なんか話

によると近々あるんじゃないかなというふうな

こともあるんですが、そういったなかで問題に

なっている会場の問題とか、接種を受ける側か

らすれば、かかりつけ医の問題とかいろいろ条

件があるというふうに聞いていますが、そのへ

んの医師会との対応、そういったものはどの程

度進んでらっしゃるんでしょうか。 

○議長（浅沼幸雄君） 新型コロナワクチン接

種対策室長。 

○新型コロナワクチン接種対策室長（佐々木一

富君） 現在、接種する期間と接種する場所、

１日あたりに接種可能な人数、そういったもの

もある意味シミュレーションをしながら複数パ

ターンをこちらのほうで作ったりしてるわけで

すけれども、最終的には具体的に先生方の考え

も集約していかなければなりませんし、そこの

今検討協議のまだ過程でありますので、今現在

の中では明確な形でのお答えはまだできないと

いう状況にあります。 

今月の中旬下旬の間にですね、そこの部分

についても方針と決定をしていきたいと思って

ますけれども、それが表に出せるようになる際

にですね、市民の皆様にもお知らせをしていき

たいなと思っています。 

○議長（浅沼幸雄君） 10番多田勉君。 

○10番（多田勉君） 最後となりますけれども、

先ほど農林水産業費の農業振興費でいろいろ質

問ありましたけれども、現在市内ではＪＡ花巻

さんと農家の座談会が始まっております。 

私は、市が…こんなこと言えば失礼かもし

れませんが、市民と直接意見交換できる場って

いうのはなかなかないわけで、そういった農協

さんがやっている農家との直接の座談会、そう

いったものをしっかりと農協とのすり合わせを

しながら、私は遠野に合った遠野型の未来の開

けるような遠野の農業をそこから生み出してい

く必要もあるんじゃないかなというふうに思う

んですが、そういったことへの市の考え方、今

後農協さんとのそういった現場の声を十分に吸

収し活かせるような、そういう農業政策を私は

打ち出してほしいというふうに思うんですが、

そのへんの考えについて、お伺いをいたします。 

○議長（浅沼幸雄君） 産業部長。 

○産業部長（中村光一君） おっしゃるとおり

ですね直に生産者の方と話し合う機会というの

は貴重ですので、今回農協のほうの座談会のほ

うにも担当の職員をそれぞれ派遣させていただ
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いております。 

確かに今回の収入保険の補助制度なんかで

も収入保険のほうは農済さんですけれども、こ

の次期作の支援事業費補助金の事業を検討する

場合でもですね、やはりＪＡさんのほうときち

んと話し合って、実際種子の購入額とかもです

ね農協さんのほうとある程度総額っていうこと

でですね、昨年度の数字とかも教えていただき

ながら、それこそ今回の次期作の苗のほうの部

分をどうするかといった部分も、やはり現場で

直接生産者の方と話し合ってる部分はやはり、

市もやってはおるんですけれども、農協さんの

ほうが詳しい部分はありますので、きっちりで

すね農協さんのほうと連携して状況を見ながら

ですね、迅速に必要な施策を打っていくように

したいと考えております。 

○議長（浅沼幸雄君） ４番佐々木敦緒君。 

○４番（佐々木敦緒君） ６款農林水産業費、

補正についてお伺いしますが、同僚議員お話し

したように、令和２年産米60キロ１袋当たり80

0円ほど値下がりしたということから800円かと

いうふうに思うんですが、大規模農家、まとま

った数で販売する農家は相当の収入減になって、

米作り農家は今後どうしたらいいのかという声

も聞かれます。 

そのような折に種子購入ということが出て

きましたが、私も何かしら手当てしないと対策

とか米作り離れというものを案じておった時に、

購入費３分の１を補助するという提案でありま

すけれども、この３分の１、２分の１、３分の

２いろいろある中で３分の１にした根拠ってい

うのはどういうことからなんでしょうか、お伺

いします。 

○議長（浅沼幸雄君） 産業部長。 

○産業部長（中村光一君） 確かに２分の１に

するか３分の１にするか、かなり内部でも検討

をさせていただきました。 

まず、市のほうの予算的な部分もあります

し、また、これが第１弾というかですね、今後

の状況も見ながらさらに支援を進めていくとい

うことも将来的な部分も考えてですね、現在の

ところはまず３分の１にして、今後の様子を見

ながらさらに必要な施策があれば取っていくと

いうような形で今回は３分の１とさせていただ

きました。 

○議長（浅沼幸雄君） ４番佐々木敦緒君。 

○４番（佐々木敦緒君） 今の御答弁から、遠

野の農業もう少し足腰の強いものにしようとい

う気概が感じられなかったのは残念であります

けれども、しからば３分の１と提案されました

から、種子購入のですね情報、データ、例えば

ＪＡさんから種子を購入した場合に限り補助。

民間もあるわけなんですよ。こういうふうな扱

い、どのように考えて種子の購入の情報の扱い、

どのように考えておられるんでしょうか、お伺

いします。  

○議長（浅沼幸雄君） 産業部長。 

○産業部長（中村光一君） 今回種子の購入に

関しては予算を立てるためにＪＡさんのほうか

らどのぐらいの販売額があるかというデータは

確認させていただいているんですけれども、別

に種子の購入の補助をする時にＪＡのほうから

買わなければならないということではなくて、

割合的には少ないんですけれども、集荷業者の

ほうから種子を買われている方もいらっしゃる

ので、そういった方々も対象にしております。 

○議長（浅沼幸雄君） ４番佐々木敦緒君。  

○４番（佐々木敦緒君） わかりました。民間

から購入される方もおりますからこれも対象っ

てことでお聞きしましたが、先ほど同僚議員か

らですね種子ばかりではなくて苗を購入してる

農家もあるわけです、兼業農家だから助成しな

くてもいいんだというのはいささか私は疑問を

感じた御答弁だったなというふうに思います。 

種子を買って苗を育てるわけですが、この種子

を補助するってことは苗も安くなっていいはず

なんですよ、違いますか。 

ですから、販売する時にあたって苗の価格

が若干でも安くなるんではないかと私は思うん

ですが、部長の見解はいかがなんでしょうか。

お伺いします。  

○議長（浅沼幸雄君） 産業部長。 
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○産業部長（中村光一君） 種子の購入に関し

て補助は出しますけれども、ただ、補助が出る

から種子の方の購入が増えるとかですね、補助

が出たとしても出なかったとしても、令和３年

産の水稲生産するために一定量の種子は購入し

なければならないところですので、種子の購入

に補助を出すから苗の値段が下がるというのは

ちょっと想定してはおりませんでした。 

○議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。 

○６番（小林立栄君） 歳出３款の民生費の中

の、ひとり親世帯臨時特別給付金給付事業の増

についてお伺いをいたします。 

必要な方が必要な支援を受けられた実績の

増なのかなと捉えておりますが、この事業、申

請期限が今月いっぱいで終了となります。担当

としてはですね、必要な方全ての方が支援を受

けられたと認識されているのか。私としてはま

だ漏れている方がいらっしゃるではないかなと。

そのために再度ですね周知充実させる必要があ

ると考えているのですが、担当課、担当されて

いる部署としてはどのようにお考えでしょうか。 

○議長（浅沼幸雄君） 子育て応援部長。 

○子育て応援部長（佐々木一富君） この対象

についてはですね、国のほうでの受け付けとい

うことで２月いっぱいまでっていうことになっ

てますけれども、市とすればですね３月31日ま

での間にまで延長した分、それを市の単独事業

という形の位置付けで３月までの対象となろう

とする見込みの形での今回の増額の補正という

ことになります。 

○議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。  

○６番（小林立栄君） わかりました。次に行

きます。 

５款労働費の新規雇用創出事業費補助金に

ついてお伺いをいたします。 

このコロナ禍が長期化をしておりまして、

やはり経済的には厳しい状況がじわじわと圧迫

してきている状況だと捉えております。 

特にもやはり新卒採用の現状、やはり特に

も現高校３年生の就職の内定の状況と、そこを

しっかり守っていってあげることが必要である

と思います。 

その辺りの現状と、やはり引き続きですね、

これまで以上に支援をさらにきめ細かく充実さ

せていく必要があると考えておりますが、担当

部署としてはどのようにお考えでしょうか。  

○議長（浅沼幸雄君） 産業部長。 

○産業部長（中村光一君） 今回コロナ禍の中

でですね、この新規雇用創出事業費補助金でそ

ういったコロナ禍の中でも雇用創出に取り組ん

でいただく事業者さんに２カ月分の給料にあた

る分を補助させていただいておりますけれども、

今回状況を見るとですね、業種によって少し明

暗が分かれてるのかなという印象は持っており

ます。 

先日発表されました有効求人倍率のほうで

も遠野市は1.33ということで、岩手県が1.06で

すので、やはり企業の求人の人を求めるという

部分はコロナ禍の中でも一定程度持ってるのか

なという印象があります。 

ただ、業種によってと言ったのは、商工労

働課のほうでアンケートやっておりますけれど

も、月毎にアンケートしておりますけれども、

やはりコロナの影響がやっぱり売上げに影響あ

ると言ってるのは飲食業とか宿泊業とか、あと

小売業とかですね、そういった業種でやはり影

響があるという部分がありますので、市として

もメリハリを付けてですね影響がある所に。昨

年飲食業の給付金もありましたけれども、そう

いった影響の度合いを見ながらですね、必要な

施策を必要なタイミングで進めていきたいと考

えております。 

○議長（浅沼幸雄君） ６番小林立栄君。 

○６番（小林立栄君） 企業、事業者側の人材

が必要だと言う思いと、あと当然ただ働きたい

側のまたこういった仕事をしたいというそこの

ニーズっていうのは、ずれもありますので、そ

ういったマッチングしっかりしていただきなが

ら進めていただきたいと思います。 

最後ですけども、８款土木費の道路除排雪

業務委託料についてお伺いをいたします。 

ここ数年振りに雪が多く降りました。これ
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までも課題として眠ってはいましたが、改めて

ですねこういった雪が降るといろんな課題が見

えてきたと思います。 

除排雪についても、自助、共助、公助の視

点が凄い大事ですし、特にもこれからは小さな

拠点による地域づくりと連携をしっかり図って

取り組みを進めていく必要があると考えており

ますが、今年実際この短時間でありますけども、

さまざま市民の皆様からも声が寄せられたと思

います。 

除排雪のこの現状と課題、また、それにつ

いてすね今後どのように取り組んでいこうとお

考えなのか、お考えを伺います。  

○議長（浅沼幸雄君） 環境整備部長。 

○環境整備部長（奥寺国博君） まず今年度の

傾向でございます。 

やはり例年に比べて12月から降雪が多くて

ですね、除雪業者による出動回数が例年よりも

かなり多いペースで始まっております。 

それから、年が明けてもですね、異常な低

温が続き降雪が連続して続いておるものですか

ら、非常に除雪の出動回数及び砂撒き、そうい

った部分となかなか雪解けがですね思った以上

に少なくて道路のほうに個人の方から家から出

すやつ、それから除雪で置かれてる雪、それの

部分でですね非常に見通しが悪い状況が続いて

りました。 

ですので、例年ですね実施しておる排雪と

いう雪を除ける分について、２月ぐらいが１つ

の目安としておりましたが、今年は１月にせざ

るを得ないという実態がございました。これは

雪の分もありますし、家の特に排雪は市街地を

中心して実施しておりますが、やはり家の周辺

の所に雪がもう置けないそういった分がですね、

やはり道路とかそういった分の空間のほうに置

かざるを得ないという状況が出ておりました。 

それで費用が非常にかかる排雪という分を

早めに手を打って、学校が始まる３学期が始ま

る所を目安にさせていただいたという状況であ

ります。 

今後道路の分はある程度一定の排雪を県と

市ともにやっておりますので、これから先の分

は排雪ではなく除雪の分でできるだけ経費がか

からないようなことを考えながら進めていきた

いというふうに考えております。 

また、市民協働のほうにつきましてはです

ね、平成23年度に市民センターのほうから地区

センターのほうに除雪機械、それから排雪の軽

ダンプ、そういった物を配置して貸し出しとい

う形で進めさせていただいておりますし、環境

整備の部門としてはですね、融雪剤とか砂とか

そういった分も合わせて地区センターであると

かそういった所に配置してですね作業しやすく

する、それから補助的な部分をそこでやってい

ただくような形を取らせていただいております。 

ただ、これからの小さな拠点の分でですね、

各それぞれの地区の中で雪の分のですね、手が

回らない所については市民協働の形を取りなが

ら、あくまでも道路の所については高齢者であ

るとか支援が必要な所に雪を置かれると困ると

いう所はですね、平成30年度から置き雪の困る

所、置いておかれたら困るという所をですね、

あらかじめ市のほうで把握して除雪が始まる前

にですね、業者のほうにもこの場所にはできる

だけ置き雪ないようにちょっと気をつけてくだ

さいよと、そういうようなことも進めながらさ

まざまな形で進めてまいりましたし、今後もで

すね、小さな拠点の分も新たな形になってきま

すので、連絡、協力しながら進めてまいりたい

と思っております。 

○議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

○２番（佐々木恵美子君） すいません、戻り

まして４款衛生費、新型コロナウイルスワクチ

ン接種に関することに質問、お聞かせ下さい。 

これから市外転出転入の時期があると予想

されますけども、市外転出予定の方のワクチン

接種、または新年度内に転入されてきた方への

ワクチン接種はどのようになりますでしょうか、

お聞かせください。 

○議長（浅沼幸雄君） 新型コロナワクチン接

種対策室長。 

○新型コロナワクチン接種対策室長（佐々木一
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富君） ここ３月４月以降ですね人の移動とい

うのが盛んになるわけですけれども、原則は住

所地を置いてる市町村ということでありますけ

れども、居住地が違った場合には、その居住地

の場所で接種できるようにするために一旦発行

はされてますけれども、それをまた申請をすれ

ばその居住地のほうでも接種をすることができ

るというような形になってございます。 

○議長（浅沼幸雄君） ２番佐々木恵美子君。 

○２番（佐々木恵美子君） 居住先で申請すれ

ばワクチン接種がその自治体で受けれるってい

うご説明でありましたが、先ほど接種券の印刷、

発送は４月からと予定されているんですけども、

それ前にやはり何か告知ってものがこの２月３

月にそういった部分、遠野テレビ等を通しての

告知が必要ではないかなと思いますが、その辺

どのように考えてますでしょうか。 

○議長（浅沼幸雄君） 新型コロナワクチン接

種対策室長。 

○新型コロナワクチン接種対策室長（佐々木一

富君） 接種券、クーポン券とかそういった個

人への通知については、３月中旬にはですね発

送できるような形に準備は整えておきます。 

事前にお知らせをしなければならないので、

そこは接種の開始日程の所を見ながら大体１カ

月前位の所であれば凄くいいわけですけれども、

いずれ事前に発送をして完了して、後から予約

とかいろいろその期間が必要になるので、接種

開始前、半月、１カ月位前にはお知らせできる

よう通知できるようにそういうふうな形で進め

ております。 

○議長（浅沼幸雄君） 他にございませんか。 

（「な し」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） 質疑なしと認め、質疑

を終結いたします。 

 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２号令和２年度遠野市一般会計

補正予算（第９号）は、会議規則第37条第３項

の規定により委員会への付託を省略いたしたい

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（浅沼幸雄君） 御異議なしと認めます。

よって議案第２号は委員会への付託は省略する

ことに決しました。 

これより討論に入ります。反対討論ありま

せんか。  

（「な し」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） 賛成討論ありませんか。 

（「な し」と呼ぶ者あり）  

○議長（浅沼幸雄君） 討論なしと認め、討論

を終結いたします。 

これより議案第２号令和２年度遠野市一般

会計補正予算（第９号）を採決いたします。 

採決は、表決システムにて行います。本案

は原案のとおり決することに賛成の方は１の賛

成ボタンを、反対の方は２の反対ボタンを押し

てください。  

〔表決〕 

○議長（浅沼幸雄君） 押し間違いはございま

せんか。  

（「な し」と呼ぶ者あり） 

○議長（浅沼幸雄君） 以上で、表決を締め切

ります。採決を確定いたします。 

賛成全員であります。よって、本案は可決

いたしました。 

────────────────── 

   閉  会   

○議長（浅沼幸雄君） 以上で、本日の日程は

全部終了しました。 

これにて本日の会議を閉じ、令和３年２月

遠野市議会臨時会を閉会いたします。 

御苦労さまでした。 

   午前11時06分 閉会   
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