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             開 会  午前１０時００分 

○議長（阿部六平君） ただいまの出席議員数は13人であります。定足数に達しておりま

すので、本日の会議は成立いたしました。 

  これより本日の会議を開きます。 

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

  日程第１ 議案第２９号 平成２４年度大槌町一般会計予算を定めることについて 

  日程第２ 議案第３０号 平成２４年度大槌町国民健康保険特別会計予算を定めるこ 

              とについて 

  日程第３ 議案第３１号 平成２４年度大槌町簡易水道事業特別会計予算を定めるこ 

              とについて 

  日程第４ 議案第３２号 平成２４年度大槌町下水道事業特別会計予算を定めること 

              について 

  日程第５ 議案第３３号 平成２４年度大槌町漁業集落排水処理事業特別会計予算を 

              定めることについて 

  日程第６ 議案第３４号 平成２４年度大槌町介護保険特別会計予算を定めることに 

              ついて 

  日程第７ 議案第３５号 平成２４年度大槌町後期高齢者医療特別会計予算を定める 

              ことについて 

  日程第８ 議案第３６号 平成２４年度大槌町水道事業会計予算を定めることについ 

              て 

○議長（阿部六平君） 日程第１、議案第29号平成24年度大槌町一般会計予算を定めるこ

とについてから日程第８、議案第36号平成24年度大槌町水道事業会計予算を定めること

についてまで予算案８件について一括議題といたします。 

  お諮りいたします。ただいま議題となっております予算案８件については、議員全員

による予算特別委員会で審査いたしておりますので、委員長報告を省略し、質疑を終結

したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（阿部六平君） ご異議なしと認めます。よって、委員長報告を省略し、質疑を終

結することに決定いたしました。 

  これより予算案８件について、順次討論、採決を行います。 
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  日程第１、議案第29号平成24年度大槌町一般会計予算を定めることについて討論に入

ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第29号平成24年度大槌町一般会計予算を定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決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  日程第２、議案第30号平成24年度大槌町国民健康保険特別会計予算を定めることにつ

いて討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第30号平成24年度大槌町国民健康保険特別会計予算を定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決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  日程第３、議案第31号平成24年度大槌町簡易水道事業特別会計予算を定めることにつ

いて討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第31号平成24年度大槌町簡易水道事業特別会計予算を定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決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  日程第４、議案第32号平成24年度大槌町下水道事業特別会計予算を定めることについ

て討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第32号平成24年度大槌町下水道事業特別会計予算を定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決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし
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た。 

  日程第５、議案第33号平成24年度大槌町漁業集落排水処理事業特別会計予算を定める

ことについて討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第33号平成24年度大槌町漁業集落排水処理事業特別会計予算を定めることについ

てを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  日程第６、議案第34号平成24年度大槌町介護保険特別会計予算を定めることについて

討論に入ります。阿部俊作君。 

○５番（阿部俊作君） 迷いながら賛成します。 

○議長（阿部六平君） 反対討論ありますか。（「なし」の声あり）阿部俊作君。 

○５番（阿部俊作君） やむないことでありますので、こういう結論になるということは

わかりますが、ただ、介護するような人たちがなるべく介護を受けなくてもいい健康な

状態になるようなまちづくり、そういうことを願いながら、受診抑制しないで、そして

病院前のバス停に建物をつくるとか、そういう方向でありましたけれども、今後ともそ

ういう細かいところではありますが、こういうここの分についてだけ今後とも、本当は

介護に通わないような健康な町民のために施策をお願いしたいと、そのことを一つ加え

て賛成に回りたいと思います。 

○議長（阿部六平君） 討論を終結いたします。 

  議案第34号平成24年度大槌町介護保険特別会計予算を定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決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  日程第７、議案第35号平成24年度大槌町後期高齢者医療特別会計予算を定めることに

ついて討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第35号平成24年度大槌町後期高齢者医療特別会計予算を定めることについてを採
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決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  日程第８、議案第36号平成24年度大槌町水道事業会計予算を定めることについて討論

に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  議案第36号平成24年度大槌町水道事業会計予算を定めることについてを採決します。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

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

  日程第１０ 請願審査報告 総務教民常任委員会 

○議長（阿部六平君） 日程第10、請願審査報告を議題といたします。 

  請願第１号医療従事者の増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める請願につ

いて、総務教民常任委員長の報告を求めます。後藤委員長、ご登壇願います。 

   （総務教民常任委員長 後藤髙明君 登壇） 

○総務教民常任委員長（後藤髙明君） 請願審査結果報告。 

  請願第１号医療従事者の増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める請願につ

いて、審査結果を報告いたします。 

  本請願については、今期定例会において付託されておりましたが、去る３月13日に委

員会を招集し、審査いたしました。持続可能な医療提供体制の確保や安心安全な医療を

進めるためには、看護師等の夜勤交代制の勤務環境を改善し、医療従事者の増員を図る

ことがぜひとも必要であると思われることから、委員会はこれを採択することと決定い

たしました。 

  審査結果につきましては請願審査報告書のとおりでございますので、よろしくお願い

申し上げます。以上です。 

○議長（阿部六平君） お諮りいたします。本案は付託案件でありますので、質疑を終結

したいと思いますが、これにご異議ありませんか。 
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   （「異議なし」の声あり） 

○議長（阿部六平君） ご異議ありませんので、質疑を終結いたします。 

  これより順次討論、採決を行います。 

  請願第１号医療従事者の増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める請願につ

いて、討論に入ります。（「なし」の声あり）討論を終結いたします。 

  請願第１号医療従事者の増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める請願につ

いてを採決いたします。 

  本請願は委員長の報告のとおり採択とすることに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本請願は委員長報告のとおり採択

と決定しました。 

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

  日程第１０ 閉会中の継続審査申出書 総務教民常任委員会 

○議長（阿部六平君） 日程第10、閉会中の継続審査申出書を議題といたします。 

  総務教民常任委員長から、委員会において審査中の事件について、会議規則第75条の

規定によってお手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申し出がありま

した。 

  お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることにご

異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（阿部六平君） ご異議なしと認めます。よって、委員長から申し出のとおり閉会

中の継続審査とすることに決定いたしました。 

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

  日程第１１ 発議案第１号 ＪＲ山田線宮古・釜石間の鉄路による早期復旧を求める 

               意見書（案）の提出について 

○議長（阿部六平君） 日程第11、発議案第１号ＪＲ山田線宮古・釜石間の鉄路による早

期復旧を求める意見書（案）の提出についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。後藤議会運営委員長、ご登壇願います。 

   （議会運営委員長 後藤髙明君 登壇） 

○議会運営委員長（後藤髙明君） 提案理由の説明。 
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  発議案第１号ＪＲ山田線宮古・釜石間の鉄路による早期復旧を求める意見書（案）の

提出について、提案理由の説明をいたします。 

  ＪＲ東日本は、津波で被災した大船渡線、山田線について、バス高速輸送システムで

復旧することを発表しました。しかし、鉄路の存続は町の行方を左右する大きな問題で

もあり、地域公共交通確保の意味でも懸念されます。 

  よって、ＪＲ山田線宮古・釜石間の復旧に当たっては鉄路での早期復旧を図るようＪ

Ｒ東日本に対して指導、支援されるよう国に意見書を提出するものであります。 

  ご賛同賜りますよう、よろしくお願いいたします。以上です。 

○議長（阿部六平君） お諮りいたします。本案につきましては、議会運営委員会で調整

されましたので、質疑、討論を終結したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（阿部六平君） ご異議ありませんので、質疑、討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  発議案第１号ＪＲ山田線宮古・釜石間の鉄路による早期復旧を求める意見書（案）の

提出についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

  暫時休憩いたします。 

             休  憩       午前１０時１７分 

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

             再  開       午前１０時２８分 

○議長（阿部六平君） 再開します。 

  追加議事日程についてお諮りいたします。 

  ただいま議員発議案１件が追加提出されました。会議規則第22条の規定により、これ

を日程に追加し議題といたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（阿部六平君） ご異議なしと認めます。よって、日程に追加し議題とすることに

決定いたしました。 
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 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

  追加日程第１ 発議案第２号 医療従事者の増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介 

                護を求める意見書（案）の提出について 

○議長（阿部六平君） 追加日程第１、発議案第２号医療従事者の増員と夜勤改善で安全・

安心の医療・介護を求める意見書（案）の提出についてを議題といたします。 

  提案理由の説明を求めます。総務教民常任委員長。 

   （総務教民常任委員長 後藤髙明君 登壇） 

○総務教民常任委員長（後藤髙明君） 提案理由の説明。 

  発議案第２号医療従事者の増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める意見書

（案）の提出について、提案理由の説明をいたします。 

  本件につきましては、今期定例会において請願第１号として提出され、本会議におい

て採択されましたことから、意見書を提出することにいたしました。 

  提案の趣旨は意見書（案）のとおりでございますので、ご賛同賜りますよう、よろし

くお願い申し上げます。以上です。 

○議長（阿部六平君） お諮りいたします。本案につきましては、議会運営委員会で調整

されましたので、質疑、討論を終結したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

○議長（阿部六平君） ご異議ありませんので、質疑、討論を終結いたします。 

  これより採決いたします。 

  発議案第２号医療従事者の増員と夜勤改善で安全・安心の医療・介護を求める意見書

（案）の提出についてを採決いたします。 

  本案は原案のとおり賛成の諸君の起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

○議長（阿部六平君） 起立全員であります。よって、本案は原案のとおり可決されまし

た。 

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

○議長（阿部六平君） 以上で本定例会に付議された議案の審議はすべて終了しました。 

  よって、平成24年第１回大槌町議会定例会を閉会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

             閉 会  午前１０時３２分 
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 上記平成２４年第１回定例会会議の次第は、書記の記載したものであるが、その内容の

正確であることを証するため、ここに署名する。 
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