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図ることが統合の理由で
あります︒建設地は旧米
内沢病院解体跡地２ヘク
タールを予定していると
の説明がありました︒

29

２
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市議会だより

第36号

災害対応車購入
熊牧場工事契約

11

まるごと森吉山観光振興プロジェクト

わる整備事業費３億 万
１千円︑道路維持及び道
路新設改良工事請負費７
８３６万７千円などが予
算措置されました︒
また︑簡易水道特別会
計では︑昨年度に中断し
ていた森吉・合川統合簡
易水道整備事業を再開す
るための水源井戸調査な
どの業務委託費２５６６
万７千円が予算措置され
ました︒

阿仁部学校給食
センター方式に統合

財産の取得では︑消防
ポンプ車１台︑契約金額
２０３４万９千円と災害
対応特殊屈折はしご付き
消防車１台︑契約金額１
億９２０万円の購入契約
が可決されました︒
また︑阿仁熊牧場施設
整備工事請負契約の締結
内容は次のとおりです︒
︵契約金額︶
３億１８１５万円
︵請負者︶
秋田土建㈱ 北林一成
︵工事概要︶
鉄筋コンクリート一部
２階建︑電気・機械設備
一式︑延床面積８３９．
０６平方メートル
︵工 期︶
平成 年７月１日から
平成 年 月 日まで

25 25

観光振興事業などの補正予算を原案可決

すべての議案が原案のとおり可決された
市議会６月定例会

15

給食センター新築工事
の設計委託費１９４９万
３千円が予算措置されま
したが︑合川地区小学校
の平成 年統合に合わせ
て︑森吉・阿仁も含めて
給食センターを１箇所に
統合する計画が進められ
ています︒阿仁部の各セ
ンターが築 年以上と老
朽化が進んでいることと
児童が減少し稼働率が平
均で パーセントとなっ
ているため︑経費節減を
30

11

風疹ワクチン
予防接種委託など
25

18

影響調査及び設計業務委
託２０８９万６千円︑旧
米内沢病院解体工事請負
費２億７２０６万３千円︑
カドミウム分析機器導入
補助金などの農業振興費
１８７２万５千円︑市有
林等造林事業委託１８３
２万円︑商工会が行う共
通商品券発行事業補助金
１３００万円︑︵仮称︶
森吉山ビジターセンター
建設やキャビン付き圧雪
車の購入などの森吉山観
光振興プロジェクトに関

27
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平成 年度一般会計補
正予算案は︑歳入と歳出
の総額にそれぞれ９億９
７３８万３千円を加え︑
２１１億４８７０万６千
円とするものです︒
歳出の主なものは︑風
疹ワクチン予防接種事業
委託４１７万５千円︑ク
リーンリサイクルセンタ
ー焼却炉更新に伴う環境

50

平成 年北秋田市議会６月定例会は︑６月 日︵火︶から６月
日︵金︶までの 日間の会期で行われました︒
今定例会では︑条例案３件︑予算案 件︑陳情５件など 件の
議案が提案され︑すべての議案が原案のとおり可決されました︒
そのうち︑一般会計補正予算及び職員給与減額の臨時特例に関
する条例並びに米軍機の低空飛行中止の陳情については︑起立採
決の結果︑賛成多数で原案のとおり可決されました︒
28

情であることから採択すべ
きである︒

板垣淳議員

※発言順に掲載しています

76
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賛成・反対討論

16

16

賛成討論

34

小笠原寿議員

食センター建設は地理的条
件も理想的であり︑今後児
童が減少していく中で将来
を見据えた阿仁部の一体化
は衛生管理上も効率的であ
り︑経済的にも優位である︒

北秋田市議会では、各定例会の本会議や臨時会の会議録（平
成22年4月以降分）を市ホームページ内で公開しています。
本会議の経過や各議員の発言など、家庭や職場などから簡単
に閲覧することができます。
（HPアドレス→http://www.city.kitaakita.akita.jp/gikai/）

反対討論

議案第 号 平成 年度
北秋田市一般会計補正予
算︵第３号︶

市ホームページより
本会議等の会議録がご覧になれます

議案第 号 北秋田市職
員の給与の臨時特例に関
する条例の制定について
武田浩人議員

米内沢病院の解体につい
審査の過程で︑私は次の て︑予算提案前に地元住民
理由から継続審査を要求し の意見を聞くべきであった︒
今 回 の 職 員 給 与 減 額 は ︑ ました︒秋田県内のドクタ 給食センターの統合につい
国が地方交付税を人質に取 ーヘリの運航に米軍機の低 ては︑合川の自校方式を生
るという地方自治への介入 空飛行訓練ルートがどのよ かした食育と阿仁部の広大
と考えられる︒公務員はス うな影響があるのか︒また︑ な面積から１箇所だけにす
ト権を剥奪されている代わ 緊張が続く極東アジア情勢 るのは反対︒企画費の非常
りに人事院勧告制度がある を鑑みても︑更に詳細な情 勤職員報酬について︑正し
が︑制度に基づかない憲法 報の把握と慎重審査が必要 い説明をしておらず予算提
案上も問題がある︒
違反である︒民間の賃下げ と考える︒
と相まって消費税増税が続
賛成討論 福岡由巳議員
き︑国内消費は冷え込むこ
とになる︒

反対討論

三沢基地に配備されてい
るＦー の低空飛行では県
北部でも被害を受けている︒
米内沢病院は築 年が経
顕著なのは︑比内地鶏の圧
死事件等が数件ある︒オス 過し︑別の目的に使用する
プレイの低空飛行や機種の には大規模改修と耐震化が
安全性が疑われる中でドク 必要となり多額の費用がか
ターヘリの安全に対する陳 かる︒また︑解体地への給

３

福岡由巳議員

陳情第 号 陳情︱ドク
ターヘリの安全運航と県
民の安心・安全を守るた
め米軍機︵Ｆー とＭＶ
オスプレイ︶の低空飛
行中止の意見書を政府に
あげてくださいについて

議会の
言葉を解説し
ます。

73

46

国または、地方公共団体等の公の機関に対し、
実情を訴えて、意見や要望を述べ、事情に応じて
善処してくれるよう要請することです。
地方議会では、議員の紹介のあるものを請願、
ないものを陳情と称し、原則として同様に扱うこ
とがあります。

請願・陳情とは・・・

反対討論

22

常任委員会審査報告

一般職については４２８０
万円ほどの見込みになると
の答弁でした︒
平成 年度一般会計補正
予算所管分については︑人
件費分が多く︑給料・手当
については４月の人事異動
に関係するもの︑共済費に
ついては負担金率が４月か
ら変更になったことに伴い
減額したとの説明を受けま
した︒

国民文化祭に向けての非

プレ国民文化祭の
準備

25

や地域とどのような話し合
いが持たれたのか︑また︑
米内沢病院跡地に建設する
こととなった経緯について
質疑がありました︒当局か
らは︑合川小学校の建設準
備委員会を開催し学校の設
計案を示し︑その中で給食
施設は設けないと提案し承
認を得ている︒また︑建設
場所については︑衛生環境
がよく︑配送も合理的でス
ムーズにできることなどを
勘案して病院跡地に落ち着
いた︑との答弁があり︑賛
成多数で原案のとおり可決

常勤職員の採用について質
疑があり︑総合政策課では
職種の特殊性や文化的なも
のを考慮し公募でない形で
採用したいとの説明を受け
ました︒
以上︑条例案北秋田市職
員の給与の臨時特例に関す
る条例の制定について並び
に陳情ドクターヘリの安全
運航と県民の安全・安心を
守るため米軍機︵Ｆ ︱ と
ＭＶ オスプレイ︶の低空
飛行中止の意見書を政府に
あげてくださいについては︑
賛成多数で︑そのほか承認

消防自動車
２台を購入

としました︒

22

16

ポンプ車︵鷹巣第３分
団︶とはしご車︵消防本
部︶の消防自動車２件の取
得についてと︑国民健康保
険特別会計補正予算︵第１
号︶については︑全会一致
で原案のとおり可決とし︑
また︑陳情２件についても
全会一致で採択すべきもの
とし︑意見書を提出するこ
とと決しました︒
︵委員長 松橋 隆︶

１件︑条例案１件︑予算案
２件︑単行議案１件︑陳情
２件は全会一致で原案可決︑
採択すべきものと決しまし
た︒
︵委員長 黒澤芳彦︶

給食センターで作られ
▲
ている小学校の給食

４

きたあきた
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一般職給与の
総減額４２８０万円
結果労働組合とも協議し︑
減額期間を設け提案してい
ること︑すでに国家公務員
が法律の制定をみて減額さ
れていること︑憲法そのも
のが法律の範囲内で双方合
意するものについて否定す
る考えではないこと︑の判
断のもと︑提案したとの説
明を受けました︒減額につ
いては︑９か月間の総額で

委員から焼却方式などは決
まっているのか︑との質疑
があり︑当局からはまだ決
まっていない︑発注の準備
のための基本設計であり︑
この中で焼却炉のタイプな
どについて煮詰めていきた
い︑との答弁がありました︒
教育委員会関係では︑学
校給食センター設計委託料
について︑委員からＰＴＡ

旧米内沢病院跡地に
給食センターを建設

当委員会に付託された案
件は︑承認１件︑条例案２
件︑予算案 件︑単行議案
１件︑陳情 件でした︒
北秋田市職員の給与の臨
時特例に関する条例の制定
については︑提案理由と法
的関係について質疑があり︑
地方交付税の減額が示され
ていること︑市民生活に影
響が及ばないよう検討した
３２

当委員会に付託された案
件は︑予算案２件︑単行議
案２件︑陳情２件でした︒
一般会計補正予算︵第３
号︶所管分については︑消
防本部関係では︑人事異動
に係る人件費の補正が主な
ものでした︒
市民生活部関係では︑ク
リーンリサイクルセンター
の設計業務委託料について︑

プレ大会が行われた
チェンソーアート

総務財政
教育民生

掲載文は、各委員長の執筆による原稿を掲載しております。

も子育て支援︑子育て環境
を整備することが大切だと
と言っているが︑非常勤職
員が多い︒市の財政的な犠
牲を払ってでも︑処遇改善
していく姿勢が必要ではな
いかとの質疑がありました︒
当局からは︑市の職員適正
化計画や人口が減っている
ことを考えると難しいが︑
臨時であっても賃金の最低

旧米内沢病院解体

当委員会に付託された案
件は︑予算案５件でした︒

保育士不足は
処遇改善で
平成 年度一般会計補正
予算では﹁保育園等在り方
検討委員会﹂でも提言され
ている保育士不足について︑
これまで保育士を採用しな
いできた影響がある︒市長

ている中でＪＡだけに補助
するのかとの質疑に対し︑
ＪＡに出荷していても個人
で導入できない零細農家を
救う為に２分の１補助する
というものでした︒また商
工観光課所管分で︑森吉山
観光振興プロジェクト関係
については予算が大きい事
から事業検証の必要性があ
るなどの質疑応答がありま

基準だけは民間と同じよう
な処遇をしないと︑職員を
募集しても応募者が少ない
との答弁がありました︒
また︑風疹ワクチン接種
については︑当市で妊婦が
風疹にり患した報告はない︑
妊婦に限り病院で診察を受
けた場合に抗体検査をして
いる︒妊婦の夫や家族のり
患が心配なので︑市では
歳から 歳という幅広い年
齢の方を助成の対象にした
との答弁がありました︒
旧公立米内沢病院の解体
に伴い︑医師住宅３棟を残

脇神字平崎上岱地内での
水道管破損を起因とした補
償について︑市と施工業者
それぞれ２分の１ずつ負担
するという根拠が不明確で
あることから︑その根拠を
明確にし︑市民への説明責
任を果たすべきとの意見を
付す事としました︒

す理由として︑現在医師２
人が入ってる２棟は残し︑
あとの１棟には︑病院の解
体に向けて︑レセプト関係
の書類等︑残すべき書類の
書庫として利用するとの答
弁がありました︒
採決では﹁旧米内沢病院
の解体について認めること
ができませんので︑一般会
計補正予算には反対しま
す﹂との反対討論があり︑
採決の結果︑賛成多数で原
案のとおり可決すべきもの
と決しました︒そのほかの
４議案については︑全会一

水道事業会計に
意見を付す

億６２００万円︑起債
億３８００万円︑一般財源
が２８００万円との答弁が
ありました︒

した︒
統合簡水事業の再開につ
いては︑その理由として事
業に係わる事業債の償還額
が年々減少しており︑企業
会計移行時まで剰余金が見
込まれ︑赤字額に補填がで
きること︑浄水処理方法の
変更見直しにより維持管理
コストの軽減等々の点から
水道料金の値上げが早々に
は生じない上︑安全︑安心
な水道水を供給できるなど
の説明がありました︒また
残事業費はとの質疑には約
億円︑財源は国庫補助金

致で原案のとおり可決すべ
きのものと決しました︒
︵委員長 中嶋洋子︶

審査の結果︑当委員会に
付託された全議案を全会一
致で原案のとおり可決すべ
きものと決しました︒
︵委員長 松尾秀一︶

５

21

解体される旧米内沢病院

統合簡水の配水池となる
米内沢字根小屋地内

統合簡水再開の
事業費の残額は

25

10

25

当委員会に付託された案
件は︑条例案１件︑予算案
５件︑単行議案１件でした︒
条例案は︑肉用牛肥育集
団施設の廃止について︑今
後も使用する見込みがない
事から廃止するというもの
です︒平成 年度一般会計
補正予算案は︑農林課所管
分の審査で色彩選別機はす
でに法人︑個人でも普及し

32

健康福祉
産業建設

60
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� 一般質問���月 日� 日�行��� 名�
議員�市長�対���阿仁熊牧場�����森吉
山観光振興���������������投票
所再編��様��問題�����������
21
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問 まず市有林を整備
し隣接の民有林︑その
他の民有林の整備促進
を図るべきと思うが︒
答 市有林︑分収林︑
財産区の公有林など森
林計画に基づき順次整
備を行っており︑今年
も下刈り︑除間伐など
を計画している︒林道
整備も県営事業で５路
線計画をしており︑経
営計画に即して林業振

興を図っていきたい︒
問 制度や補助事業の
周知徹底は︒
答 民有林整備をはじ
めとする林業振興につ
いては︑今後の市の広
報やホームページなど
を活用しながら森林組
合や事業者との連携を
密にし︑制度や補助事
業の周知を図っていき
たい︒

市長⁝経営計画に即し実施

議員⁝まずは市有林の整備を

用地としては有力な選 各競技団体へ移管して
択肢として考えている︒ 行うが大会の数はこれ
空き校舎利活用の公募 までと変わらない︒
や︑解体が国の交付補
助対象となるものは解
体を前提に考えている︒
問 スポ少化はいつま
でに︑どんな形で︑指
導者やコーチは︒大会
の形式はどうなるのか︒
答
年度から完全実
施される︒指導は専門
性をもった地域の人が
行う︒大会の主催︑運
営は学校体育連盟から

今後の小学校の再編は

�掲載文��質問者�執筆���原稿�掲載�������

問 学童数の推移︑校
舎の老朽化︑財政︑地
域の事情にもよるが︑
今後の統廃合の形とス
ピードは︒
答 後期再編整備計画
では鷹小と鷹巣西小︑
中央小と鷹巣南小の統
合が予定されている︒
鷹巣西小で学校関係者
保護者︑地元の方々と
の意見交換を実施して
いる︒中央小と鷹巣南
小の統合は予算との係
わりで時期までは明言
できない︒
問 統廃合に伴う廃校
や施設の利活用は︒
答 老朽化︑耐震の問
題があり︑すぐには他
の目的での利活用はで
きない︒メガソーラー

26
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議員（新創会）

松尾 秀一

20

各議員�質問�答弁��津谷市長

▼

一般質問
市政を問う
活かそう市民の声

北秋田市小学校再編計画書

問 当市は各種子育て
支援を行ってきたが︑
少子化が一層進行して
いるのも事実︒よって
これまで以上の思い切
った施策が必要ではな
いか︒
答 全庁あげて子育て
施策を充実させたい︒
問 その１つとして︑
中学卒業までの医療費
完全無料を求めたい︒
答 それを要する経費
は年３３０万円︒外来
の１０００円を超える
分の助成を昨年から開
始したばかりであり︑
ある程度の期間をかけ
て効果を検証する必要
がある︒
問 市長が建てようと
している生涯学習交流

施設は 億円︒半分の
６億５０００万円が市
の負担だが︑それがあ
れば２００年も無料に
できる︒３３０万円と
はたかがそれぐらいの
金だ︒
市長は﹁ぜひ若い人
に北秋田市に移り住ん
でもらいたい﹂とも言
う︒ならば他市よりも
魅力あることをやらな

ければいけない︒すで
に県内いくつかの自治
体は中学卒業まで完全
無料にしている︒子ど
もは毎年卒業するので
悠長に﹁検証﹂などと
言わないで決断を︒
いつやるんですか？
今でしょ！︒
答 もう少し検証した
い︒

議員⁝箱物で街にぎわう？

いろんな角度から検討
するべきとの議論もあ
る︒市長会などで意見
交換して考えたい︒

市長⁝主体はあくまで市民
問 生涯学習交流施設
を建てると︑なぜ街が
にぎわうのか︒
答 建てただけでにぎ
わいが生まれるとは考
えていない︒にぎわい
創出の主体となるのは
あくまで市民︒
問 ＴＰＰに参加した
場合︑当市の農業への
影響額は︒
答
億円減少すると
試算している︒
問 政府に反対の陳情
に行くべき︒
答 ＴＰＰについては

議員 （きらり）

小笠原 寿
新たな観光資源として

となる︒国内外で人気
のあるＡＫＢ の総選
挙にかぶらせて︑阿仁
熊牧場でも人気投票を
行い︑センター熊を決
定する﹁ＡＫＢ総選
挙﹂を行ってみては︒
答 熊牧場増設完成後
の施設の利活用につき

ましては︑県とともに
︵仮称︶阿仁熊牧場利
活用推進協議会を立ち
上げる準備を進めてい
る︒熊に現在名前が付
いていないので︑改善
を行い検討してまいり
たい︒

議員⁝市民からの参加提案は

48

問 今回の熊牧場の整
備に合わせ新たな観光
市長⁝ 設計者決定後に意見伺う
資源としての活用方法
やＰＲの仕方を考え︑
問 中 央 病 院 跡 地 の 施設の機能︑役割︑運
施設の集客を図るため ︵仮称︶生涯学習交流 営などの考え方を求め︑
の施策を打ち出すべき︒ 施設の設計プロポーザ 最もその目的にふさわ
一つの案として︑阿仁 ルが進められているが︑ しいと認められる提案
熊牧場は略すと︑阿仁 市民の方々の意見も組 をしていただいた設計
のＡ︑熊のＫ︑牧場の 入れられるよう考慮し 者を提案するものであ
Ｂとなり︑﹁ＡＫＢ﹂ ながらオープンにして る︒設計者を決定した
進めるべきと考えるが︑ 後には︑にぎわいをつ
市民に公開するタイミ くり上げていく為に︑
ングはいつなのか︒ま ２次審査で選定された
た︑市民に参加提案さ 提案書を公開し︑市民
せる意志はあるのか︒ の皆様や商店街︑地域
の方々の意見を伺いな
市長の考えは︒
答 プロポーザル方式 がら︑自分たちの施設
は具体的な設計提案を として愛着を持って利
選定するものではなく︑ 用できる施設を目指し︑
市の大きな課題の一つ しっかりとしたものが
である中心市街地の活 できるよう進めていき
性化という命題のもと︑ たいと思っている︒

７

13

37

板垣 淳

議員（共産党議員団）

農業にも大きな影響があるＴＰＰ

中学卒業まで医療費無料に 阿仁熊牧場で総選挙を

一般質問

62

74

19

現在の熊牧場

50

ニューの開発︑森吉山 しめる滞留型観光拠点
のロゴ作成などのイメ に創り上げることによ
ージアップ戦略などの り目標値のひとつであ
ソフト事業を位置付け︑ る市の観光入込客数
ハード・ソフト両面を 万人増に近づけていき
展開しながら︑森吉山 たいと考えています︒
一帯を通年で誰でも楽
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議員⁝ 期日前投票所の増設について

期日前投票所の設置に
ついては︑最近の説明
会での住民要望や委員
会等の検討の際にも意
見として出ていますが
民間建物であることか
ら︑設置スペースや投
票システム構築のため
の配線の工事等の点で
店舗側との協議や同意
が必要です︒
また︑平日の事務従
事者の配置の点で︑人
事面での考慮も必要と
なってきます︒実施し
ている他市の状況を確
認しながら問題点等を
明らかにし︑早い段階
での実施ができるよう
進めていきます︒

市長⁝ 大型ＳＳ店舗へ設置検討

問 ﹁まるごと森吉山
問 投票所再編に伴い
観光プロジェクト﹂事
業の成果指標達成のた 投票率低下を防ぐため
めの取り組みについて の対策として︑期日前
具体的に伺います︒
投票所を比立内地域に
答 プロジェクトでは︑ も増設できないか︒
ゴンドラワイヤーの交 また︑大型ＳＳの店舗
換や駅舎改修︵仮称︶ 内に期日前投票所を設
ビジターセンター建設 置できないか︑につい
などのハード事業のほ て伺います︒
か魅力発掘や︑体験メ
答 今回の投票区再編
案では︑比立内地域に
ついては従来の区割り
と変更がないことから
対象地域としては考え
ていません︒しかし︑
有権者数︑現在の期日
前投票所までの距離︑
高齢化等々を勘案しな
がら︑今後も充分に検
討していきます︒
大型ＳＳ店舗内での
大規模整備が行われる森吉山

武田 浩人

議員（公明党）

今後の森吉山観光振興について

近くの入口橋タモトか 牧場のＰＲはじめ観光
ら牧場までの道路の改 キャンペーンなどを提
良を考えているのか︒ 案していきたい︒
答 今後の状況をもみ
ながら考えたい︒
問 熊牧場の持続的安
定的運営をさせるため︑
仙台市との友好都市締
結をする考えはないか︒
答 必ずしも友好都市
の締結という形にこだ
問 ①現在の熊牧場の わらずに機会を捉え熊
名前をリニューアルす
るのか②日本動物水族
議員⁝ ラジオ難視聴地域の解消は
館協会に加入するのか
③県内の小学生を熊牧
市長⁝解決に向けて努力する
場への見学を④阿仁道
の駅付近に熊牧場入口 問 建設業者の育成に 価に基づいて積算して
の日本一の大看板の設 ついて工事単価のあま いる︒
問 ラジオ難視聴地域
りにも安い工事発注は
置を︒
答 県 と と も に ︵ 仮 ないのか又天候に左右 の解消は︒
称︶阿仁熊牧場利活用 されやすい工事はお盆
答 災害発注時の情報
推進協議会の設立を準 前の発注に労務単価の 手段としてラジオ放送
が有力であることから
備しており︑今後の運 増額は︒
営について協議するこ 答 県の実施単価表に 秋田県放送局への相談
とになっている︒議員 基づいて行っている︒ を含め︑解決に向けて
提案の件について具体 建設業者がなるべく受 努力していく︒
問 公共施設の耐震化
的に検討していきます︒ 注しやすいように配慮
問 施設の工事のため しながら早期の発注に の進捗率は︒
車両等の出入りが多く 努めている︒秋田県の
答 中学校は１００％
なる関係で道路の補修 引き上げは ・１％と です︒小学校は ・４
が必要になってくると なっており︑市でも県 ％です︒その他の公共
予想されるが打当温泉 が提示している労務単 施設は ・２％です︒
松橋 隆

議員（政友会）

熊牧場の持続的運営を
一般質問

映画・ドラマ等のロケ地誘致を

で終わらせるのではな 巣駅前にアートＮＰО
てる為にも︑教育は重 要であると考えている︒
く︑若者ならではの着 ゼロダテが活動拠点を
眼点や発想を︑これか 構え︑市内外の若者が
議員⁝やはり副読本は必要だ
らのまちづくりに生か まちづくりなどをテー
していくためのシステ マに集会を開催してい
市長⁝作成は想定していない
るので︑こうした中で
ムを︒
問 現在の﹁ふるさと 教育委員会だけではな
答 行政が主体となっ 若者世代との意見交換
て意見交換の場を設け の場というのは︑今後
教 育 ﹂ ﹁ キ ャ リ ア 教 く︑市各部局や民間の
ることは気軽に参加し 様々な場面で検討でき
育﹂分析と効果は︒
団体などと連携した新
づらいイメージを持た るものと考えています︒
答 大きな教育効果を し い 枠 組 み を 作 り ︑
れ長続きしない︒鷹ノ
あげている︒
﹁キャリア教育﹂を推
問 若い頃から政治を
問 本市のプロモーシ 問 以前﹁小中学校向 し進めていくべきと考
知り身近に感じること
ョン活動について︑ど け愛郷心を育成するよ えるが︑市長の見解は︒
議
員
⁝
若
者
と
行
政
の
意
見
交
換
を
が重要であり︑若者が
う分析しているか︒
うな副読本をつくるべ 答 ﹁連携﹂がキーワ
市政や政治︑選挙に関
答 発信を継続した結 きだ﹂と提案したが︑ ード︒市としても各関
市
長
⁝
行
政
主
体
長
続
き
し
な
い
心を持ってもらうため
果︑知名度が向上して 予算軽減のためにでき 係団体と連携を図り︑
にどのような取り組み 問 投票率向上のため 施設の生涯学習講座に きていると感じている︒ ないとの答弁だった︒ 今後も﹁ふるさとキャ
をしていくか︒
にスーパーなどに期日 ついて質問しました︒ 問 文化的・経済的振 私は今こそ時間と予算 リア教育﹂の充実に取
答 北秋田市に限らず 前投票所を設置するお
興が見込める映像コン を割き﹁ふるさとキャ り組んでいく︒
全国的な課題ですので︑ 考えはないか︒
テンツのロケ地誘致を リア教育﹂の教科書と
他市の取り組みなどを 答 投票所の利便性の
進めていく考えは︒
もいえる副読本の作成
参考にし︑効果的な方 点では効果が期待でき
答 市単独での誘致と は必要だと考えるがど
法がないか模索してい る場所と思われるが︑
いうよりも︑県や他市 うか︒再度質す︒
きたい︒インターネッ 設置に関する店舗側と
町村などと連携した動 答 ﹁ふるさと・キャ
トによる選挙が解禁さ の協議や同意が必要に
きの中での誘致活動に リア教育﹂は︑十分な
れ︑新しい形の選挙が なります︒実施してい
取り組みたい︒
取り組みがなされてい
執行されるので︑若者 る他市の状況を確認し
問 人口の減少を食い る︒副読本は必要ない︒
の関心も高まってくる ながら問題点等を明ら
止める第一歩は教育か 問 キャリア教育は教
ものと期待しています︒ かにし︑早い時期に実
らだと思うがどうか︒ 育界だけのものではあ
問 若者世代と行政と 施できるよう進めてい
答 人口減少問題をは ない︒民間にも広く呼
の意見交換の場を︒そ きます︒
じめとした︑ふるさと びかけ﹁若者世代をこ
して﹁若者が好き勝手 ※そのほか︑︵仮称︶
が抱える諸課題に果敢 れ以上流出させない﹂
に言っていることだ﹂ 北秋田市生涯学習交流
に立ち向かう人材を育 という共通認識の下︑

９

若者の政治参加を

一般質問

韓国映画のロケが行われた内陸線阿仁合駅

佐藤 光子

議員 （きらり）

市役所などで行われた期日前投票

大森 光信

議員 （きらり）

15

は︑各自治体がそれぞ
れ介護保険事業計画に
基づき︑住民のための
サービスを提供するこ
とが基本︒施設整備に
ついては︑県が認可す
るが︑東京都民を入所
させるための施設を県
内に設置することを介
護保険制度上は想定し
ていないことから︑建
設補助の対象にもなら
ない︒現時点では制度
市内の介護施設（森泉荘）

チャレンジデーの幟

問 市長の指揮命令系 として市民へのいろい
統において︑リーダー ろな働きかけのための
シップが足りなかった 反省材料となった︒今
のではないか︒
後の行政に活かす︒
答 今回を反省材料と
して︑本部長として真
摯に受け止め︑来年度
は金メダルが取れるよ
う︑全庁的に頑張る︒
問 勝ち負けより︑後
の態度が大事︒しっか
問 参加率 ％以上の り検証すべきである︒
金メダルを目指したが︑ 答 今回の事は︑行政
・９％に終わった原
因と対応は︒
議員⁝従来の施設とどう違う
答 市長を本部長とし
て実行委員会を立ち上
市長⁝活気ある交流の場を
げ︑部課長を委員とし
た︒事務局はスポーツ
従来の公民館とど の設置を想定している︒
問
今後︑いろいろな意見
振興課が担当し︑様々 う違うのか︒
な広報活動を務めた︒ 答 ︵仮称︶生涯学習 をふまえて検討する︒
問 基本コンセプトで
しかし︑各自治会や各 交流施設は︑現在の中
種団体等への周知や協 央公民館機能に︑視聴 ある憩い・交流・賑わ
力要請が不十分であり︑ 覚室や創作室等を加え いは十分満たされてい
準備段階において用意 て︑市民交流スペース るか︒
答 主体となるのは市
周到な取り組みがなさ や多目的広場等を配置
れなかったことが参加 し︑活気ある交流の場 民の皆様であり﹁自分
たちの施設﹂として︑
率の低さの原因であっ を創り上げたい︒
た︒来年度にこの反省 問 図書室︑学習室や 愛着を持って利用でき
を活かして市職員の能 文学資料館を付加する る施設を目指し︑幅広
い多くの世代が交流で
力を結集して取り組み︑ 考えはないか︒
多くの市民に参加いた 答 学 習 の 場 と な る きるよう︑賑わいを創
だくよう努める︒
﹁市民活動スペース﹂ り上げていきたい︒
22
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黒澤 芳彦
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議員（政友会）

チ�レンジデ�の対応

上︑困難なものと考え
ています︒

議員⁝空き家情報の提供を
市長⁝バンク制度を検討する
問 移住希望者への空 所有者や宅建業者など
き家情報の提供やリフ と協議を進め︑利用者
ォーム費用を支援する に喜ばれる空き家バン
考えは︒
ク制度の実施に向け検
答 現在︑県内では
討していきたい︒
市町村が空き家バンク 問 福祉灯油の支給に
制度を運用しています︒ ついてお伺いします︒
当市では昨年調査を行 答 市は今後も要援護
ったが︑移住希望者へ 者世帯の安全確保のた
の情報提供には至って め福祉の雪事業を継続
いない現状です︒空き していきたい︒福祉灯
家の利用は地域活性化 油の助成については︑
やまちづくりの観点か 今後の動向を見て検討
らも有益であると認識 したい︒
しています︒今後は︑
12

議員
（共産党議員団）

久留嶋 範子

問 当市の人口は︑５
年毎に約３０００人ず
つ減少し︑人口減少傾
向に歯止めがかかって
いない状況になってい
ます︒一方︑東京都等
都市部では︑２０２５
年までの 年間に増え
る 歳以上の高齢者の
数は︑最も高い埼玉県
で２倍︑東京で１・６
倍などと︑高齢化が急
速に進み︑それに伴っ
て介護が必要な高齢者
も増えると予想されて
います︒都市部から高
齢者の介護施設を誘致
し︑雇用を確保し︑人
口減少に歯止めをかけ
る考えについてお伺い
します︒
答 介護保険サービス
75

介護施設誘致について
一般質問

すべての先生に感謝

来年度︑大幅に採用す させていただく︒
べきと考えるが︑その
意志があるか︒
答 現在予定はしてい
ない︒
問 保育士の資格がな
い職員を﹁保育補助﹂
として雇っているが︑
児童福祉法に違反して
いないか︒資格を取得
させるべきでないか︒
問 市立７保育園の保 答 趣旨に従って決定
育士職員 人中︑正職
員は僅か ％の 人︑
議員⁝特別保育の最低基準は
市は児童福祉法第 条︑
および第 条を遵守し
市長⁝手元に資料がない
ているか︒
答 全て満たしている︒ 問 ス ポ ー ツ 少 年 団 またライセンス制とな
問 保育士の最低基準 ︵スポ少︶化は︑現在 る審判員も少ない︒ス
は︑保育内容が１日８ 移行期で︑来年度から ポ少化で部活動から身
時間を原則としている︒ 本格的な実施である︒ を引きつつ練習時間な
市はこれに加えて特別 これまでは︑学校の部 ど教育委員会が制約す
保育︵延長保育︑病児 活動として午後４時頃 るのはおかしくないか︒
病後児保育等︶を実施 から６時頃までの練習 答 この活動基準を設
しているが︑これによ が︑今後は指導者の都 けた最たるものは︑ス
り加算しなければ保育 合で夜６時頃から８時 ポ少化による過熱化を
園は成り立たない︒特 頃までの場合もあり︑ 防ぎ︑子どもたちの健
別保育の加算はどうな 子どもたちは︑学童保 康阻害を防止するため︑
っているか︒
育︑その後保護者が車 あくまでも子どもを守
答 手元に資料がない で迎え︑家で夕ご飯︑ るために作った︒審判
のでお答えできない︒ それから練習に出かけ︑ はその競技団体がやり
問 保育士正職員は
練習後保護者と一緒に 繰りして進めると思う︒
人で余りにも少ない︒ 帰る︒親子とも大変︒

無所属

無所属

武田

金田
浩人

司

齋藤美津子

大森

長崎

山田

中嶋

光子

光信

克彦

博康

力蔵

吉田仁吉郎

公明党

佐藤

小笠原 寿
一
秀一

光朗

文信

松田
松尾

米澤
佐藤

三浦

堀部

佐藤

正則

一英

壽

重光

佐藤吉次郎

関口

黒澤

中嶋

隆

芳彦

洋子

庄司憲三郎

松橋

久留嶋範子
福岡

板垣

由巳

淳

【平成２５年６月定例会／平成２５年６月２８日採決】

可決 可決

予算案は、歳入歳出の総額にそれぞれ９億９７３８万３千円を加え、２１１億４８７
０万６千円とするものです。その主な事業は次のとおりです。
◆まるごと森吉山観光振興プロジェクト事業
３億１５万１千円
◆旧公立米内沢総合病院解体事業
２億８７７０万５千円
◆米内沢放課後児童クラブ建設事業
５７３７万９千円
◆老人福祉施設改修事業
３８９５万３千円
◆学校給食センター設計委託
１９９４万３千円

【議案第７６号】
平成２５年度北秋田
市一般会計補正予算
（第３号）

明

説

容

内

議案番号／議案名

※今定例会や臨時会において、活発な議論が行われた議案や注目された議案の内容を詳しく説明します。

議案の内容は？

● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
平成２５年度北秋田市一般会計会計補正予
算（第３号）

採決結果

１
１

案
議

● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
北秋田市職員の給与の臨時特例に関する
条例の制定について

清和会

除：除斥
▼：欠席もしくは退席
●：反対

議員（共産党議員団）

福岡 由巳

27

きらり

所属会派・議員氏名
採決結果
名

27

18

新創会
みどりの風
政友会

日本共産党
議員団

30 90

45

○：賛成

議案に対する議員の態度について

保育士正職員を増やせ

一般質問

※全会一致で可決した議案、請願陳情の採決については除いております。 ※無記名投票の場合は、賛成・反対の票数を記載します。
※議長は、過半数で議決すべき場合には、法第116条第2項で「議員として議決に加わる権利を有しない」とされているため、佐藤吉次郎
議長は採決には加わりません。

臨時会／全員協議会

生涯学習交流施設︵仮称︶
実施設計費などを可決
流施設︵仮称︶の建設に向けての
実施設計費などで︑審議の結果原
案のとおり可決されました︒
そのほか︑承認案４件︑条例案
１件︑同意案５件は原案のとおり
可決されました︒

消防救急デジタル無線
設備工事請負契約締結
第２回臨時会では︑北秋田市長
及び副市長の給与及び旅費に関す
る条例及び北秋田市教育委員会教
育長の給与及び勤務時間等に関す
る条例の一部を改正する条例の制
定についてなど条例案３件は︑制
度の改正を求めるものでした︒
一般会計補正予算案は︑前田出
張所移転に係る費用や︑熊牧場改
築に伴うものでした︒
また︑消防救急デジタル無線整
備工事請負契約の締結︑また︑財
産の取得７件が提案され︑内容は
ロータリー除雪車や除雪ドーザの
取得に伴うものでした︒
上程された議案は︑すべて原案
のとおり可決されました︒

全員協議会

森吉山観光振興プロジェクト・

28

車の更新などに取り組む予定です︒
このほか︑イメージアップ事業
として︑メニューや商品の開発や
ロゴの作成などによりブランド化
を目指すとの説明がありました︒
また︑サブタイトルとして﹁い
つでも︑だれでも︑森吉山！﹂と
銘打ち︑四季を通じて子供からお
年寄りまで楽しめる観光地を目指
し︑総事業費は約６億８０００万
円︑事業期間は平成 年度から
年度までです︒

熊牧場設計変更等を説明

市 議 会 全 員 協 議 会 が ４月 日 ︑
市役所大会議室で開かれ︑県市町
村未来づくり協働プログラム︑阿
仁熊牧場のヒグマ受け入れに伴う
施設整備計画の変更の報告があり
ました︒
県市町村未来づくり協働プログ
ラムは︑市町村が抱える課題を解
決するため︑市町村側の提案を県
と協働で取り組むものです︒
市では﹁まるごと森吉山観光振
興プロジェクト﹂として︑ゴンド
ラ山頂駅に森吉山ビジターセンタ
ー︵仮称︶の整備︑ゴンドラワイ
ヤの更新︑山麓駅舎の改修︑圧雪

阿仁熊牧場に新設するヒグマの
施設は︑工事費が３億２８００万
円で︑県が全額を北秋田市に補助︑
来年春の開場を予定しております︒
当初の計画では高架式遊歩道で
したが︑ヒグマの生態系をより間
近に見学出来るように︑水遊びや
クマ穴での様子をガラス越しに見
たり︑下方から観察できる立体観
察型遊歩道に設計が変更になった
旨の説明がありました︒

阿仁熊牧場の
施設整備計画変更

25
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２
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第 １回 臨 時 会が ４月 日 ︑第 ２
回 臨 時 会 が ５月 日 に 議 事 堂 で 開
かれ︑それぞれ︑提出された議案
を審議しました︒

保育園・小学校に
空調設備を設置

24

第１回臨時会では︑津谷市長が
再選後の初の議会に臨み︑冒頭に
所信を表明して２期目の市政運営
にあたっての方針を示しました︒
一般会計補正予算案では︑公立
保育園空調設備設置事業︑住宅リ
フォーム緊急支援事業補助金︑小
中学校空調設置事業︑生涯学習交

市長が所信を表明した
第１回臨時会

24

森吉山の観光振興や熊牧場に
ついて説明が行われた全員協議会

14

臨時会

市議会議長会／所管事務調査報告

〜第

回東北市議会議長会定期総会

さいたま市議会
あきる野市議会を視察研修

なる表紙︑わかりやすい文章︵難
解な専門用語や役所言葉などをで
きるだけ避ける︶︑短時間に読め
る量など︑当市議会の議会だより
に採用できる点がたくさんありま
した︒

〜広報公聴特別委員会所管事務調査

今年度の所管調査先として﹁紙
面のリニューアルを実施した議
会﹂を候補にあげて話し合い︑さ
いたま市議会︑あきる野市議会を
選定いたしました︒

１３

東京都
あきる野市議会

23

所管事務
調査報告

埼玉県
さいたま市議会

平成 年に事務局担当者が︑事
務局内の提案を経て︑議会報編集
特別委員会に提案︑７人の編集委
員会から３人︑事務局１人で構成
する﹁議会だより調査研究グルー
プ﹂をつくり︑手に取ってもらえ
る 議 会 だ よ り づ く り を 目 指 し て︑
回の調査研究活動とともに︑市
民アンケートを実施し︑手に取っ
てもらえる︑見やすいレイアウト
が実現している素晴らしい議会だ
よりでした︒
事務局担当者の疑問から始まり︑
議員の熱意と理解︑毎号の企画特
集など︑議会報編集特別委員会と
事務局担当者が共同で取材して紙
面を作り上げて︑市民の読者を獲
得する努力には感心しました︒

10

65

秋田県を代表し、地域医療体制
の改善を国に求める佐藤議長

タイトル︵愛称︶を﹁ロクヨン
︵ 当時 の 議 員定数 人 ︶﹂ と し ︑
市議会に関心のない市民に﹁読ん
でみたい﹂と思わせる工夫として
採用し︑第一印象で手に取りたく

議会だよりのリニューアルまで
の経緯等を学んだあきる野市

佐藤議長が地域医療体制の
充実強化を訴える

18

第 回東北市議会議長会定期総
会が４月 日︑秋田キャッスルホ
テルで行われ︑当市議会の佐藤吉
次郎議長が︑秋田県を代表して地
域医療の充実強化を訴えました︒
佐藤議長は︑医師不足は日常の
診療体制︑緊急医療体制に大きな
影響をきたし︑特に地域医療の中
核的役割を担う公立病院において
は︑病院経営の存続まで危惧され
る現状にあり︑医師の養成を抜本
的に増やすことが必要です︒
また︑地域への医師配置につい
ては︑医療の公共性に鑑み︑地域

で養成した医師が︑地域が必要と
する医療に従事する仕組みを創設
することが必要です︒
よって︑医師確保の危機的状況
を打開し︑地域医療を確保するた
め︑次の事項について特段の措置
を講じられますよう国へ要望する
議案について上程しました︒
1 医師養成を図り︑医師偏在を
なくし︑医療提供体制の整備につ
いて︑国に対して働きかけること︒
２ 県内医療機関への医師配置に
関する調整機能を確保し︑医師の
地域偏在を是正すること︒
３ 地域住民に良質な医療を効果
的かつ持続的に提供するため︑医
師確保対策を講じること︒
４ 小児救急医療について︑医師
確保と地域への均衡ある配置を実
現し︑医療体制の充実強化を図る
ため︑国に対して働きかけること︒
５ 緊急医師確保対策等により︑
住民に良質な医療を提供できる医
療環境を構築すること︒
住民が良質の安定した医療を受
けられるよう国へ要望したこの議
案は︑全会一致で可決されました︒

64

市議会
議長会
65

採択

提出

少人数学級の推進などの定数改善と義務
教育費国庫負担制度２分の１復元をはか
るための、2014年度政府予算に係る意見
書採択に関する陳情書

秋田県教職員組合
執行委員長 山懸稔
秋田県教職員組合大館北秋
支部
支部長 田村新一

採択

提出

陳情−日本政府に「核兵器全面禁止の決 原水爆禁止秋田県協議会
断と行動を求める」意見書の採択につい 理事長 斎藤重一
て
年金2.5％の削減中止を求める陳情
全日本年金者組合秋田県本
部鷹巣阿仁支部
執行委員長 上遠野雅彦

採択

提出

採択

提出

「協同労働の協同組合法（仮称）の速やか 日本労働者協同組合（ワー
な制定を求める意見書」に関する陳情書 カーズコープ）連合会セン
ター事業団秋田・大仙事務
所
所長 岡田俊介

採択

提出

春の農作業が天候不順で遅れて始まりました︒
田植え後は順調に推移したが︑７月に入るや西
日本を中心に猛暑日の連続︑当地域では大雨で
農作物の冠水︑道路の決壊通行止め︑基幹産業
の農業にどう影響が出ることやら心配︑出来秋
が豊作になりますよう皆が願っています︒
今定例会は︑津谷市長２期目のスタート︑補
正予算も９億９７００万円余りの大型補正︑３
月定例会の当初予算を加えると２１１億４８７
０万６千円となります︒議員の皆さんは一般質
問で︑また各常任委員会で活発に議論︑質問し
審査を実施しました︒
広報公聴特別委員会では︑より良い市議会だ
よりを編集するため︑それぞれの自治体の広報
紙を研鑚しています︒﹁多くの市民が読みたく
なるような紙面︑わかりやすい文章﹂など︑工
夫しながら作成しています︒お気づきの事があ
りましたらご連絡ください︒

︵長崎克彦︶

広報公聴特別委員会

委 員 長 佐藤 光子
副委員長 武田 浩人
委員
長崎 克彦
関口 正則
大森 光信
渡辺 靖光

事務局担当

〒018−3392 秋田県北秋田市花園町19番１号
0186−62−6624 FAX0186−62−4845

各常任委員会の会場
総務財政（本 庁 舎）
教育民生（阿仁庁舎）
健康福祉（合川庁舎）
産業建設（森吉庁舎）

１
４
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３議員に

18

全国市議会議長会表彰
第 回全国市議会議長会定期
総会が５月 日︑日比谷公会堂
︵東京都︶で行われ︑本市議会
から３議員が永年勤続者として
表彰されました︒
市議会議員の表彰については︑
市議在職３年以上が対象で︑市
町村合併前の町議在職期間の２
分の１を在職期間として加算し
ています︒
▼ 年以上在職議員
庄司 憲三郎 議員
▼ 年以上在職議員
松尾 秀一
議員
松橋 隆
議員
今定例会初日の６月 日に表
彰状が伝達されました︒
22

編集 広報公聴特別委員会
発行 北 秋 田 市 議 会

次の定例会は
９月です
市民の皆さまの傍聴を
お待ちしています

89

15

10

人 事 案 件

陳情−ドクターヘリの安全運航と県民の 秋田県平和委員会
安全・安心を守るため米軍機（F-16とMV 理事長 風間幸蔵
22オスプレイ）の低空飛行中止の意見書
を政府にあげてください

本定例会に人事案同意案件が提案
され︑次のとおり同意することに決
定しました︒
◎人権擁護委員候補者の推薦
柴田 節子 ︵五味堀︶
意見書

No.３６

結果
請願・陳情者氏名
名
件

北秋田市議会だより

皆さんからの請願・陳情と意見書提出

