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             開 会  午前１０時００分 

○議長（小松則明君） おはようございます。 

  ただいまの出席議員数は13名であります。定足数に達しておりますので、平成30年第

２回大槌町議会定例会を開会いたします。 

  これより本日の会議を開きます。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小松則明君） 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118条の規定により、議長において指名いたします。

１番、佐々木慶一君及び２番、下村義則君を指名いたします。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第２ 会期の決定 

○議長（小松則明君） 日程第２、会期の決定について議題といたします。 

  お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から６月７日までの７日間といたした

いと思いますが、これに御異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（小松則明君） 御異議なしと認めます。よって、会期は本日から６月７日までの

７日間と決定いたしました。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第３ 諸般の報告及び行政報告 

○議長（小松則明君） 日程第３、諸般の報告及び行政報告を行います。 

  初めに、議長の報告を行います。 

  議長会等の動向につきましては、その概要を取りまとめお手元に配付しておりますの

で、ごらん願います。 

  続いて、岩手県沿岸知的障害児施設組合議会の報告については、お手元に配付してお

ります報告書のとおりですので、ごらん願います。 

  暫時休憩いたします。 

             休  憩       午前１０時０２分 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

             再  開       午前１０時０５分 
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○議長（小松則明君） 再開いたします。 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

○議長（小松則明君） 次に、行政報告を行います。町長、御登壇願います。 

○町長（平野公三君） 〔報告書のとおり〕 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  日程第 ４ 承認第 １号 大槌町町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告

に関し承認を求めることについて 

  日程第 ５ 承認第 ２号 平成２９年度大槌町一般会計補正予算（第７号）の専決 

               処分の報告に関し承認を求めることについて 

  日程第 ６ 承認第 ３号 平成２９年度大槌町下水道事業特別会計補正予算（第４

号）の専決処分の報告に関し承認を求めることについて 

  日程第 ７ 報告第 ４号 「大槌町観光ビジョン」の策定に係る報告について 

  日程第 ８ 報告第 ５号 「大槌町子ども・子育て支援事業計画」の変更に係る報 

               告について 

  日程第 ９ 報告第 ６号 繰越明許費繰越計算書について 

  日程第１０ 報告第 ７号 繰越明許費繰越計算書について 

  日程第１１ 報告第 ８号 繰越明許費繰越計算書について 

  日程第１２ 報告第 ９号 繰越計算書について 

  日程第１３ 報告第１０号 事故繰越し繰越計算書について 

  日程第１４ 報告第１１号 事故繰越し繰越計算書について 

  日程第１５ 議案第５８号 大槌町農業委員会委員の任命に関し同意を求めることに

ついて 

  日程第１６ 議案第５９号 大槌町農業委員会委員の任命に関し同意を求めることに

ついて 

  日程第１７ 議案第６０号 大槌町農業委員会委員の任命に関し同意を求めることに

ついて 

  日程第１８ 議案第６１号 大槌町農業委員会委員の任命に関し同意を求めることに

ついて 

  日程第１９ 議案第６２号 大槌町農業委員会委員の任命に関し同意を求めることに

ついて 
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  日程第２０ 議案第６３号 大槌町農業委員会委員の任命に関し同意を求めることに

ついて 

  日程第２１ 議案第６４号 大槌町農業委員会委員の任命に関し同意を求めることに

ついて 

  日程第２２ 議案第６５号 大槌町固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を

求めることについて 

  日程第２３ 議案第６６号 大槌町町税条例の一部を改正する条例について 

  日程第２４ 議案第６７号 大槌町町営住宅等条例の一部を改正する条例について 

  日程第２５ 議案第６８号 大槌町農村広場の設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例について 

  日程第２６ 議案第６９号 大槌町立都市公園条例の一部を改正する条例について 

  日程第２７ 議案第７０号 林業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一

部を改正する条例について 

  日程第２８ 議案第７１号 工事請負契約の締結について 

  日程第２９ 議案第７２号 財産の取得について 

  日程第３０ 議案第７３号 財産の取得について 

  日程第３１ 議案第７４号 町道の路線変更について 

  日程第３２ 議案第７５号 平成３０年度大槌町一般会計補正予算（第２号）を定め 

               ることについて 

○議長（小松則明君） 日程第４、承認第１号大槌町町税条例の一部を改正する条例の専

決処分の報告に関し承認を求めることについてから日程第32、議案第75号平成30年度大

槌町一般会計補正予算（第２号）を定めることについてまで、29件を一括議題といたし

ます。 

  ただいま議題に供されました議案について、当局からの提案理由の説明を求めます。 

  議案第58号から議案第65号までについては町長、それ以外については総務部長から説

明を求めます。 

  町長。 

○町長（平野公三君） 私のほうから、本定例会におきまして８件の人事案件を提出いた

します。 

  議案第58号から議案第64号までの７件については、大槌町農業委員会委員の任命に関
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し同意を求めることについてであります。農業委員会等に関する法律の一部改正に伴い、

新制度へ移行することから、農業委員会等に関する法律第８条第１項の規定により、議

会の同意を求めるものであります。なお、委員の任期は本年７月８日から平成33年７月

７日までの３年間であります。 

  以下、議案番号順に同意を求める委員を読み上げます。 

  議案第58号ですが、委員の氏名は北田和紀氏、生年月日が昭和27年９月18日生まれの

65歳、住所は大槌町吉里吉里四丁目２番54号であります。 

  議案第59号ですが、委員の氏名は佐々木重吾氏、生年月日が昭和32年４月25日生まれ

の61歳、住所は大槌町大槌第６地割９番地であります。 

  議案第60号ですが、委員の氏名は阿部義正氏、生年月日が昭和32年10月17日生まれの

60歳、住所は大槌町金澤第42地割30番地であります。 

  議案第61号ですが、委員の氏名は藤原長英氏、生年月日が昭和33年３月16日生まれの

60歳、住所は大槌町小鎚第７地割18番地であります。 

  議案第62号ですが、委員の氏名は阿部成子氏、生年月日が昭和33年４月29日生まれの

60歳、住所は大槌町金澤第27地割27番地であります。 

  議案第63号ですが、委員の氏名は三浦英俊氏、生年月日が昭和34年12月24日生まれの

58歳、住所は大槌町大槌第９地割69番地であります。 

  議案第64号ですが、委員の氏名は兼澤修悟氏、生年月日が昭和52年５月６日生まれの

41歳、住所は大槌町金澤第30地割30番地であります。 

  なお、略歴については別紙のとおりでありますが、人格、識見ともすぐれ、適格者と

して考えております。 

  続きまして、議案第65号大槌町固定資産評価審査委員会委員の選任に関し同意を求め

ることについてでありますが、現委員の小國榮一氏が本年６月30日をもって任期満了と

なることから、引き続き小國氏を選任したいので、地方税法第423条第３項の規定により、

議会の同意を求めるものであります。 

  小國氏の住所は大槌町末広町３番12号、生年月日が昭和28年２月13日生まれの65歳、

任期は本年７月１日から平成33年６月30日までの３年間となります。 

  なお、略歴については別紙のとおりでありますが、人格、見識ともすぐれ、適格者と

考えております。 

  以上、よろしく御審議の上、御同意くださるようお願い申し上げまして、提案理由の
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説明とさせていただきます。 

○議長（小松則明君） 総務部長。 

○総務部長（三浦大介君） 平成30年大槌町議会第２回定例会における人事案件を除く承

認３件、報告８件、議案10件につきまして一括で提案理由を申し上げます。 

  承認第１号大槌町町税条例の一部を改正する条例の専決処分の報告に関し承認を求め

ることについては、地方税法等の一部を改正する法律（平成30年法律第３号）、地方税

法施行令等の一部を改正する政令（平成30年政令第125号）及び地方税法施行規則の一

部を改正する省令（平成30年総務省令第24号）が本年３月31日にそれぞれ公布され、い

ずれも原則として本年４月１日から施行されたことに伴い、大槌町町税条例（昭和30年

大槌町条例第23号）の一部改正を専決処分したものであります。 

  承認第２号平成29年度大槌町一般会計補正予算（第７号）の専決処分の報告に関し承

認を求めることについては、一体的面整備を実施する復興整備事業下水道事業分の平成

29年度事業精査に伴う歳入の財源構成及び下水道事業特別会計繰出金による増額補正で

あり、第６号補正提案後に金額が確定したため、専決処分したものであります。 

  承認第３号平成29年度大槌町下水道事業特別会計補正予算（第４号）の専決処分の報

告に関し承認を求めることについては、一体的面整備を実施する復興整備事業の平成29

年度事業精査に伴う一般会計繰出金による増額補正であり、第３号補正提案後に金額が

確定したため、専決処分したものであります。 

  報告第４号については、「大槌町観光ビジョン」の策定に係る報告であります。 

  報告第５号については、「大槌町子ども・子育て支援事業計画」の変更に係る報告で

あります。 

  報告第６号から第８号までの繰越明許費繰越計算書及び第９号の繰越計算書について

は、事業が翌年度に及ぶことにより歳出予算を繰り越したことから報告するものであり

ます。 

  また、報告第10号及び第11号の事故繰越し繰越計算書については、避けがたい理由の

ため年度内に支出が終わらなかった歳出予算を翌年度に繰り越したことから報告するも

のであります。 

  報告第６号は、平成29年度大槌町一般会計繰越明許費繰越計算書であります。 

  報告第７号は、平成29年度大槌町下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書でありま

す。 
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  報告第８号は、平成29年度漁業集落排水処理事業特別会計繰越明許費繰越計算書であ

ります。 

  報告第９号は、平成29年度大槌町水道事業会計予算繰越計算書であります。 

  報告第10号は、平成29年度大槌町一般会計事故繰越し繰越計算書であります。 

  報告第11号は、平成29年度大槌町下水道事業特別会計事故繰越し繰越計算書でありま

す。 

  議案第66号から第70号までは、条例の一部改正であります。 

  議案第66号大槌町町税条例等の一部を改正する条例については、地方税法等の一部改

正に伴い、個人住民税、法人住民税、固定資産税及び町たばこ税について所要の改正を

行うものであります。 

  議案第67号大槌町町営住宅等条例の一部を改正する条例については、新たに整備され

る上町第２町営住宅を追加するため、所要の改正を行うものであります。 

  議案第68号大槌町農村広場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例につい

て、及び議案第69号大槌町立都市公園条例の一部を改正する条例について、及び議案第

70号林業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例について

は、釜石市と締結した定住自立圏形成協定に基づく利用者の規定等について所要の改正

を行うものであります。 

  議案第71号工事請負契約の締結については、大槌駅観光交流施設建設工事に係る契約

であります。 

  議案第72号及び第73号については、財産の取得であります。 

  議案第72号財産の取得については、三枚堂町営住宅集会所に関する財産取得でありま

す。 

  議案第73号財産の取得については、大槌町災害公営住宅買取事業（町方地区）災害公

営住宅その３に関する財産取得であります。 

  議案第74号町道の路線変更については、道路整備に伴い終点位置に変更が生じた町道

について、路線変更を実施するものであります。 

  議案第75号平成30年度大槌町一般会計補正予算（第２号）を定めることについては、

柾内地区集会所整備工事及び集約まちづくり基盤施設整備工事等により、歳入歳出予算

に６億4,806万7,000円を追加し、歳入歳出総額を390億506万7,000円とするものであり

ます。 
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  第２条は地方債の追加１件、変更１件の補正であります。 

  以上、一括で提案理由を申し述べました。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（小松則明君） 以上をもって、当局からの説明は終わりました。 

  本日は、これをもって散会といたします。 

  あす２日から４日は議案思考のため休会とし、５日は午前10時より再開いたします。 

  本日は、大変御苦労さまでございました。 

              散 会  午前１０時５１分 
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