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阿仁熊牧場安全対
策などで付帯意見

一般会計補正予算︵第
５号︶のうち︑阿仁熊牧
場改修設計委託料について︑
全会一致で可決すべきも
のとした産業建設常任委
員会は︑①秋田八幡平ク
マ牧場のような惨劇が二
度と起こり得ないよう徹
底した安全対策を施すこと︒
②市に新たな財政負担が
生じないように県と十分
に協議し確約を受けること︒

③施設運営に工夫を凝ら
し︑地域文化の継承︑発
展に寄与し地域振興を積
極的に推進する︒とした
３点の付帯意見を付した
ことを報告しました︒

指定管理者
7団体を指定

市の公の施設の管理や
運営を行わせる指定管理
者の指定については︑中
村地区コミュニティーセ
ンターは中村自治会︑北
秋田市軽費老人ホーム︵Ａ
型︶大野台エコーハイツ
は社会福祉法人秋田民生
協会︑ことぶき荘・もろ
びこども園は社会福祉法
人北秋田市社会福祉協議
会︑フードセンターたか
のすは一般財団法人たか
のす福祉公社︑北秋田市
妖精の森はぶなの雫森吉
山合資会社︑北秋田市ア
グリハウスは秋田クマゲ
ラ会︑北秋田市畜産経営
環境整備施設は有限会社
北秋田市有機センターに
それぞれ指定しました︒

２
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阿仁熊牧場改修設計委託料など
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薬局建設用地の土地購入
費３４９０万千円︑雇用
を創出する農林漁業ビジ
ネス支援事業費補助金９
８５万６千円︑農業水利
施設長寿命化対策支援事
業５２０万円︑熊牧場改
修工事実施設計委託料２
０００万円︑住宅リフォ
ーム緊急支援事業補助金
１５５０万円などです︒
また︑平成 年度一般
会計補正予算︵第４号︶
の内容は︑衆議院議員総
選挙事務費３３５６万６
千円です︒

４

一般会計補正予算を原案可決
12

平成 年北秋田市議会 月定例会は ︑ 月 日︵火︶か ら 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 件︑予算 案 件︑決算認 定 件︑陳情８
件など 件の議案が提案されました︒そのうち︑生活保護基準の引
き下げをしない旨の陳情２件が不採択となりました︒そのほかの議
案は賛成多数または︑全会一致により原案のとおり可決されました︒

住宅リフォーム
補助金 追 加 補 正
平成 年度一般会計補
正予算︵第５号︶は︑歳
入と歳出の総額にそれぞ
れ２億 万１千円を追加
し︑予算の総額を２０６
億９０７６万３千円とす
るものです︒
歳出の主なものは︑障
害者支援費給付事業１億
６３９万１千円︑肺炎球
菌ワクチン等接種事業７
３５万８千円︑市民病院
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７９件の議案を審議した市議会１２月定例会
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委員会で付帯意見を付した阿仁熊牧場
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板垣淳議員

理料を払って運営してもら
うべき︒

38
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※発言順に掲載しています

山田博康議員

陳情第 号 安全・安心
の医療・介護実現のため
の夜勤改善・大幅増員を
求める陳情書について

賛成討論

賛成・反対討論
陳情第 号 消費税増
税の中止を国に求める
陳情について

１

増 税 で あ り︑ ・ ５ 兆 円 も
の国民負担増を押し付ける
ものであり︑国内経済の底
抜け︑中小企業をはじめと
して︑国民の大多数がまさ

設の思いをくみ取ってこの かねない︒また︑消費税の
陳情は採択すべき︒今年５ 増税は反対︑生活保護は現
月の比立内養護老人ホーム 状では筋違いである︒
もろび苑での事件への反省
賛成討論 福岡由巳議員
から打開の一助となるこの
意見書を国に挙げるべき︒
生活保護の切り下げとい
うことは︑今の私たちの生
陳情第 号 国に︑生
活が︑非常に困窮者が多く
活保護基準の引き下げ
増えてきているということ
をしないことを求める
からすると︑自治体負担維
陳情書について
持という全国市長会のこの
賛成討論 板垣淳議員
要望というのは切実なもの
生活保護は憲法に基づい であり︑議会としても推し
たもの︒一部の不正受給や ていく必要があるのではな
より低い水準と比べて論じ いかと感じる︒
るのではなく︑最後のセー
継
審認定第 号 平成
フティーネットとして機能
年度北秋田市一般会
しているかどうかが大事な 計歳入歳出決算の認定
視点であって︑その意味で について
この制度をこれ以上改悪す
反対討論 福岡由巳議員
るべきではなく︑よって陳
情は採択するべきと考える︒ 市長のトップセールスと
副市長２人制について︑進
反対討論 山田博康議員
まない問題が少なくなく︑
新医療整備構想も大局的に
は政策判断ミスである︒ま
た︑旧米内沢総合病院の大
量解雇のために生じた約
億円もの退職手当特別負担
は市の財政をさらに悪化さ
せるものとなった︒

３

42

生活保護そのものが働い
ている人よりも給付額が多
いという問題が現実的に起
きている︒やはりこれは制
度として見直していく必要
があり︑国民の労働意欲そ
のものを欠く要因にもなり
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に悲鳴を上げる内容になっ
当市にとって医師確保は
ている︒
のどから手が出るほどの強
消費税を上げるというこ
い願いである︒これを妨げ
議案第１０４号 北秋
とは︑国民にとって誰もが
ている根本原因は︑国全体
田
市
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
喜ぶことではない︒しかし︑ ︵Ａ型︶大野台エコー
の医師数が少ないというこ
国家財政がひっ迫している ハイツの指定管理者の
とであり︑その改善を求め
中︑確かな財源を確保して 指定について
るのは北秋田市民として当
いかないことには国の将来
然 で あ る ︒ ま た︑ 月 議 会
が危ぶまれ︑誰もが求める
でも同様の陳情が提出され︑
福祉の充実を図る意味でも︑
全会一致で採択している︒
消費税を増税して明確な財
陳情第 号 介護職員
源を確保する必要がある︒
処遇改善加算の継続︑
指定管理料が高すぎる︒ 拡充を求める陳情書に
民間の福祉施設では到底考 ついて
えられないような職員１人
賛成討論 板垣淳議員
当たり５５２万円という給
料が払われている︒市が財
市内の福祉施設からこの
社会保障は切り捨て解体︑ 政難の中いろいろな経費削 加算だけはなくさないでほ
税収は公共事業と大企業減 減を考えていると思えない︒ しいとの要望があり︑介護
税に書き改められた消費税 もっと経費削減した指定管 で苦労されている職員や施
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反対討論

賛成討論

福岡由巳議員

反対討論

金田司議員

常任委員会審査報告

４棟建築されたもので︑入
居後 年で当該入居者に住
宅及び敷地を譲渡して定住
を企てる政策でありました︒
しかし︑平成 年から平成
年３月までにかけ全員退
去し︑現在は入居者はいな
い状況です︒退去の理由は
様々で﹁実家の両親が亡く
なり跡を継がなければなら
ない︒又親の面倒を見なけ

中村地区コミセン
負担付指定管理

両予算案については︑全
会一致で原案のとおり可決
としました︒

14

の案件は全会一致で︑承認︑
原案可決︑採択と決してお
ります︒
︵委員長 黒澤芳彦︶

４

きたあきた

市議会だより

第34号

庁舎内に
７００台のパソコン

また︑予算の審査では内
部情報系パソコン 台更新
について質疑があり︑庁内
には約７００台のパソコン
があり︑その内︑内部情報
系で使っているパソコンは
約６００台である︒昨年度
の決算では 台購入してい
る︑との説明がありました
た︒
付託案件は︑消費税増税
の中止を国に求める陳情に
ついては︑賛成多数で︑他

ればならない﹂等でした︒
建築費に７５６３万４６０
０円の経費をかけ︑家賃収
入が２３９２万４１９０円
とのことです︒
最初の入居条件である購
入希望との約束が守られな
かったのはなぜか︑との問
いには︑説明会を開き購入
に向けお願いをしたが︑ど
うしても出たいということ
であれば︑条例上しばるも
のがないとの説明がありま
した︒
して売却の方向で進みます︒

北秋田市中村地区コミュ
ニティセンターの指定管理
者の指定については︑管理
費用の掛かり増し分を市が
負担することで地元自治会
と合意した指定管理である
との説明を受け︑全会一致
で原案のとおり可決としま
した︒
︵委員長 松橋 隆︶

条例廃止後は︑普通財産と

学校に︑バス代︑リフト代︑
外部講師謝礼などを補助す
るものであるとの説明があ
りました︒
また︑平成 年度国民健
康保険特別会計補正予算に
ついては︑委員が今後の国
保財政の見通しに関して質
問︒後期高齢者の支援金︑
介護納付金の伸びなど心配
な点もあるが税収も伸びて
おり︑最終的には２億円前
後の黒字が見込まれ︑来年
度は税率を改正しなくても
よいのではないかと考えて
いるとの答弁がありました︒

70

阿仁克雪
定住住宅条例廃止

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１件︑陳情２件
でした︒
北秋田市阿仁克雪定住住
宅条例を廃止する条例の制
定については︑旧阿仁町に
おいて豪雪地帯における快
適な住宅の普及と定住人口
の増加をはかる目的で︑平
成７年から９年にかけて計
22

区館と考えている︒非常勤
の館長１名︑管理人１名で
スタートする予定である︑
との説明があり︑全会一致
で原案のとおり可決としま
した︒
平成 年度一般会計補正
予算所管分については︑ウ
ィンタースポーツパワーア
ップ事業の内容について質
問︒スキー教室を実施する

条例が廃止された阿仁克雪定住住宅

新築された前田公民館

15

24

地域の拠点に
前田公民館

当委員会に付託された案
件は︑条例案２件︑予算案
２件︑単行議案１件︑陳情
２件でした︒
北秋田市公民館条例の一
部を改正する条例の制定に
ついては︑前田公民館の建
設に伴うものでした︒委員
が管理体制などについて質
問︒当局からは︑森吉公民
館が本館︑前田公民館を地

24

24

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。

明がありました︒
平成 年度一般会計補正
予算所管分については︑鷹
巣東︑あいかわ︑米内沢の
３保育園にそれぞれ１名の
有資格者の保育士を雇用し︑
待機児童 名を受入れたい︒
また︑２薬局の事業用定期
借地権と普通財産貸付料の
合計は年間１１３万３４３
５円で︑市の財務規則に則

った使用料で算定︒契約期
間は１薬局が木造の為︑協
議のうえ 年で契約したも
のです︒
平成 年度北秋田市立米
内沢診療所特別会計補正予
算については︑医師の特殊
勤務手当の種類や支給につ
いての質疑で︑当局は見直
しや検討の方向性を出しま
した︒

フードセンター
一般財団法人に
フードセンターたかのす
の指定管理者の指定につい

ては︑指定管理者の法人形
態が財団法人から一般財団
法人に変更されたことにつ
いての質疑があり︑事業者︑
選定委員会から報告を受け
ている︒との説明がありま
した︒条例案︑予算案︑単
行議案については︑すべて
全会一致で可決すべきもの
と決しました︒
介護職員待遇改善の陳情
書については︑介護の職場
実態が非常に悪い︒特に医
師︑看護師︑介護員の増員
が求められている︒との意
見があり︑賛成多数で採択

議し︑確約を受けること︒
用計画は来年から１人︑県
の事業だが市も嵩上げして
３．単にクマを受け入れる
おり指導︑フォローに努め
ことだけにとどまらず︑施
たい︒今回は緊急で２社だ
設運営に工夫を凝らし︑地
域文化の継承発展に寄与し︑ が内容を各セクションに流
しアピールしたい︒との答
地域振興を積極的に推進す
弁でした︒水道事業会計に
ること︒
ついては不能欠損が増加し
ている事から今後一層収納
異業種の
への取り組みを強化すべき
農業参入に補助
との口頭での意見を付しま
した︒特別会計３件︒市道
の廃止︑認定︒指定管理２
件︒当委員会に付託された
全議案が全会一致で可決す
べきものと決しました︒
︵委員長 松尾秀一︶
雇用を創出する農業ビジ
ネス支援事業補助金につい
て異業種参入に大変有利な
制度であるが︑雇用人数と
今後の制度の活用とアピー
ルについて質疑があり︑雇

今後の利活用を地元自治会
と協議する老人憩いの家

すべきものと決しました︒
また︑生活保護基準の引き
下げをしない陳情書につい
ては︑老齢加算復活等の意
見があり︑賛成少数で不採
択すべきものと決しました︒
︵委員長 中嶋洋子︶

ヒグマを受け入れる
阿仁熊牧場

▼
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24

老人憩いの家
減築で地元自治会と協議

当委員会に付託された案
件は︑条例案1件︑予算案
件︑単行議案５件︑陳情
４件でした︒
北秋田市老人憩いの家条
例の一部を改正する条例の
制定については︑閉鎖後の
利活用の質疑があり︑減築
した方が維持管理の面で良
いとすれば︑地元自治会と
協議していきたい︒との説

した︒県との協議が最終調
整に入ったことから委員会
では次のとおり意見を付す
ことといたしました︒
１．本年４月に発生した秋
田八幡平クマ牧場のような
惨劇が二度と起こり得ない
よう徹底した安全対策を施
すこと︒
２．当市に新たな財政負担
が生じないよう県と十分協

熊牧場予算に付帯意見

当委員会に付託された案
件は︑条例案５件︑予算案
件︑単行議案５件でした︒
条例案５件は上位法の施
行に伴い制定するもの︒又︑
一般会計補正予算のヒグマ
受入れに関する設計料には︑
秋田県と条件が整い覚書を
結ぶ段階に至ったことから
関連予算が提案され︑覚書
の案が委員会に提示されま

５

24

15

健康福祉
5

産業建設
６

一般質問は︑ 月 日・ 日に行われ︑ 名の
議員が市長に対して︑市長のトップセールス︑病
院跡地利用︑クマの受け入れ︑子育て環境の充実
など様々な問題についてただしました︒
６

７

11

きたいと考えています︒

問 出馬表明時に発言 づくりをすすめていき
した公約について︑市 たい︒公約については︑
長の考える北秋田市の もう少し時間をかけて
全体像︑メインの公約 検討したいと思ってい
は︒
ます︒
問 今後のスキー競技
答 鷹巣地区を中心市
街地としてしっかりと へのバックアップにつ
形づくりながら︑合川︑ いて︒
答 北秋田市スキー協
森吉︑阿仁の３地区に
も核をつくり︑交流人 会及び４地区のスキー
口の増加を図り︑それ クラブとスキー競技の
ぞれが持つ地域資源を 振興について協議して
十分に活用し︑地域が いきたいと考えていま
元気になるようなまち す︒

市長⁝ 力強く前進する北秋田市

議員⁝ 市長の考える市の全体像

問 トップセールスの
今後の展望について︒
答 市のトップが直接
出向くことで︑多くの
課題や事案の解決スピ
ードも速く新たな展開
を見いだせるなど︑そ
の効果を実感していま
す︒今後も積極的にト
ップセールスを展開す
ることで︑元気な北秋
田市をアピールしなが
ら﹁力強く前進する北
秋田市﹂を目指してい

今後のト�プセ�ルスは

※掲載文は︑質問者の執筆による原稿を掲載しております︒

問 市長のトップセー
ルス︵とれたて村︶に
ついて北秋田市への効
果は︒
答 事業所や取扱い商
品が増加していること
は︑情報が得られるこ
とで生産者の商品開発
や商品改良の意欲に繋
がっているものと捉え
ており︑とれたて村参
加の一定の効果と認識
しています︒イベント
に定期的に参加し︑Ｐ
Ｒすることで︑単なる
消費者情報を得ること
だけに留まらず︑当市
の知名度アップや観光
面での効果もあること
から︑継続しながら産
業振興を図っていきた
い︒

アンテナショップとれたて村
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議員（きらり）

佐藤 光子

12

各議員の質問に答弁する津谷市長

▼

一般質問
市政を問う
活かそう市民の声

問 市民病院の運営に
ついて︑医師・医療ス
タッフの不足をどのよ
うに補い︑休止してい
る病棟を稼働させてい
くのか︒また︑看護師
を目指す者への奨学金
貸与制度は考えていな
いか︒
答 今後も厚生連とと
もに活動を続け︑看護
職員の確保に努めてい
きたい︒また︑看護職
員の奨学金貸与制度に
ついても︑市独自の制
度が可能かどうか検討
する︒
問 まちづくり政策の
軸となる旧北秋中央病
院の跡地の具体的な使
い道は何か︒
答 ﹁憩い﹂﹁交流﹂
27

60

期待される病院跡地

三浦 一英

問 米カメムシに対す
る市の対策について
答 県の補助対象への
要望と関係機関・団体
と検討して参ります︒
問 ＪＡの合併につい
て
答 市としては合併の
動向を注視しながら関
係機関︑近隣自治体と
連携し︑できる限り支
援していきます︒
問 合川南小などの空
き校舎の活用について
美栄の勤労者体育館に

保管している遺跡の出
土品などを展示しては
どうでしょうか︒
答 耐震の問題もある
ので︑統合による空き
校舎への国の補助金を
活用し解体も視野に入
れて判断します︒
問 合川窓口センター
へ団体︑企業や市の一
部機能を移したら︒
答 地域の要望意見を
伺い︑活性化に向けて
有効活用を探ります︒

議員⁝ 統合簡水事業について

改修が待たれる
小阿仁川

係機関に呼びかけます︒

市長⁝当面事業休止で検討

問 森吉合川統合簡水
の事業休止への説明責
任が必要ではないか︒
答 利用者負担の関係
で方向性を見極め︑議
会︑市民への説明をい
たします︒
問 小阿仁川の水害対
策と杉山田バイパス工
事について
答 両事業については
早期河川改修と早期整
備に向けて秋田県と関

７

議員 （みどりの風）

農業振興について

﹁賑わい﹂をコンセプ
トに︑市民交流と市民
活動支援機能を併せ持
ち︑子どもから高齢者
まで多くの市民が集い︑
憩うとともに︑市民の
学習活動や文化活動等︑
様々な活動を通して交
流し︑ふれあいを深め︑
地域の新たな活力と賑
わいが創出できるよう
な拠点施設を整備した
問 新たな農業戦略と
い︒
特産品開発に向けた北
秋田農業政策について
答 両ＪＡや関係機関
議員⁝ マニフェストの自己採点は
との意見交換を行って
きたが今後も北秋田ブ
市長⁝ 点
ランドとして全国に発
問 トップセールスの を行いながら︑２人の 信できるよう︑雇用の
実績とそれについての 副市長とともに取り組 拡大︑やる気のある農
自己評価は︒
んできた︒２期目に向 業者︑法人への支援で
答 直接北秋田市をＰ けましては︑１期目の 高い効果の見込める取
Ｒし︑売り込み︑交渉 基本政策を継続しつつ︑ 組みをして参ります︒
することにより課題が 平成 年度から地方交
問 人・農地プランへ
解決したものや実現し 付税の段階的縮減が始 の取組みについて
た事業などがあり︑こ まることから︑歳入構
答 関係機関の協力を
れまでと確実に変化し︑ 造の見直し︑歳出構造 得ながら全地区で取り
効果が上がっているも の総点検などを行いな 組みます︒
のと感じている︒
がら︑定住支援と雇用
問 畜産農家への飼料
問 マニフェスト自己 拡大︑中心市街地活性 の高騰対策について
検証と今後については︒ 化︑再生可能エネルギ
答 価格安定対策を通
答 課題を先送りせず︑ ーなどの取り組みを強 じて高騰対策の継続を
働きかけて参ります︒
自らもトップセールス 化していきたい︒

▼

大森 光信

議員（きらり）

病院跡地の利活用は

一般質問

問 昨今︑市民病院の
医師２名退職︑合川診
療所医師の病気休養が
あり︑医師確保は以前
にも増して重要になっ
ている︒
私は以前︑医師確保
プロジェクトチームを
作るよう提案したが︑
市長は拒否した︒市の
医師確保対策費もゼロ
である︒これで何がで
きるのか︒成果はあっ
たのか︒
答 医師確保は市の重
要課題の１つであり︑
秋田大や秋田県への要
請︑市のホームページ
での募集をした︒しか
し成果には結びついて
いない︒
問 その程度のことは

どこの首長もやってい
る︒
市民病院の一番の課
題は︑医師が少ないた
めに収益が上がらない
こと︒市長は赤字補て
んと家賃免除を約束し
実施しているが︑これ
が市財政に大きな悪影
響となっている︒なぜ
財政が厳しい北秋田市
が黒字決算の県厚生連
に財政補てんをしない

移送されたツキノワグマ

問 トップセールスに
ついて︑市民から成果
の説明を求められた場
合に︑どのように説明
されますか︒
答 就任以前からの課
題解決に道筋をつけま
した︒また︑副市長２
人の協力で︑医師確保
や増員︑地元企業の雇
用拡大︑六次産業化へ
の異業種参入支援︑と
れたて村との連携や交
流事業の実施︑マスコ
ミへの売り込みなどが
あります︒
問 今後の子育て環境
の充実について︑新た
な国の制度運用の前に
保護者の要望把握など
実施するべき事がたく
さんあります︒子育て

環境の充実への考えを
伺います︒
答 当市の少子高齢化
の進行は当初の予想を
上回り︑早急な対策が
必要と考えます︒
そこで今般﹁保育園
の在りかた検討委員
会﹂を設置し︑市役所
内に﹁保育所等整備プ
ロジェクトチーム﹂を
発足させました︒
来年度以降は﹁子ど
も子育て会議﹂の設置
が求められますが︑検
討委員会を改組する形
で進めていきます︒
また︑保護者の多様
化するニーズを把握す

るためにはさらなる調
査が必要と考えます︒
今後は︑より質の高
い保育サービスの提供
と各地域の保育体制の
整備を進めたいと考え
ています︒

議員⁝ 子育て環境充実への考えは

子どもは未来の宝です

されている患者も多く
いるようです︒今後︑
養護教諭や医師会等と
連携し︑相談しながら
理解を深めるよう進め
ていきたいと思います︒
啓発用冊子は︑議員
から出された情報を基
に検討していきます︒

市長⁝ 質の向上と体制整備進める

問 学校内の転倒事故
などで発症の恐れがあ
る脳脊髄液減少症の理
解を全教職員へ徹底し
合わせて啓発用冊子の
配布を求めます︒
答 この病気は大変判
断が難しく︑専門医も
少ないとのことで見逃
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武田 浩人

議員（公明党）

脳脊髄液減少症の理解を

といけないのか︒なぜ
医師が３００人以上も
いる他の県厚生連病院
から１人や２人さえ︑
まわせないのか︒これ
らの改善を強力に言う
べきだ︒津谷市長の政
治力が問われる課題で
ある︒
答 私への激励だと思
って︑しっかり受け止
めさせていただく︒

議員⁝ クマ受け入れの覚書は
市長⁝まもなく締結する
問 市長は﹁県の支
援﹂を条件にクマ受け
入れを表明した︒とこ
ろが﹃覚書﹄の前に６
頭を受け入れ︑残る
頭も受け入れのための
予算を提案した︒言う
こととやることが違う︒
答 ﹃覚書﹄はまもな
く交わす︒
問 ＴＰＰ参加とオス
プレイの北秋田市上空
での訓練について︑市 反対の意見書を︒
答 どちらも東北市長
民の生活を守る立場に
ある市長として︑国に 会が国に提出した︒
20

板垣 淳

議員（共産党議員団）

医師確保に本腰入れよ
一般質問

答 現時点では平成
年度から３カ年程度と
考え︑プロポーザル方
式による提案型などで
出来ればと考えている︒

議員⁝柵を外し市民に開放を

の上で民間資金を活用
できるような複合施設
型の公募によるプロボ
ーザルを行ってみては
いかがか︒

跡地利用に民間活用を

地域の皆様に説明した 市民への情報提供のあ
いと考えていましたが︑ り方について︑議員か
説明材料が整わなかっ ら私への苦言と受けと
たことからその機会を めながら今後の教訓と
逃してしまい︑議会や させていただきます︒

議員⁝地域資源の活用を！

市長⁝ 管理上の問題点︒柔軟に

14

市長⁝関係団体と協働して

28

25

年の採用試験を含め︑
どのような計画か︒
答 今年の一般行政
名の採用合格者の中に
建設工学科卒が１名︒
土木技師や保健師等の
専門職の確保に努める
ことは行政運営におい
ても重要と考え︑毎年
度検討を加えていく︒
問 阿仁のクマ牧場へ
の八幡平のクマの受け
入れは単なる受け入れ
で終わることなく︑観
光振興のチャンスと捉
えて取り組むべきでは︒
答 クマを引き受けた
後の振興策も含めたも
のを考えていかなけれ
ばならないと思うが︑
現段階では考えておら
ず︑県と協議したい︒

９

問 中央病院跡地の恒
久的な利活用について
は︑今後どのようなス
ケジュールで︑いつ頃
をめどに実現していく
のか︒また︑プランに
関しては慎重に多方面
から十分に検討した上
で決定すべき︒まず初
めにテーマを決め︑そ

問 病院跡地の恒久的
な使用目的が決まるま
での期間は﹁にぎわい
創出﹂を図る意味で跡
地は市民の憩いの場と
して開放すべき︒閉鎖
的でバリケードみたい
に見える柵は撤去でき
ないものか︒
答 管理上の問題点が
あり柵をしているが︑
柔軟に対応していきた
いと思っている︒
問 ﹁北秋田市職員定
員適正化計画﹂によれ
ば︑平成 年度までに
人の減を図る︒とさ
れているが︑類似団体
と比較して専門職が不
足している︒多種多様
化するサービスのため
にも︑早急に対応を図
るべきと考えるが︑今
44

議員（きらり）

小笠原 寿
地域活性化のためにも

ていただくグリーン・
ツーリズムへの取り組
みについての対応をあ
きらかにしていただき
たい︒
答 市だけでの取り組
みでは弱いと認識して
おり︑関係団体や事業
者と市が協働して取り
組む体制が必要と考え
ています︒

全頭を引き受ける阿仁熊牧場

議員 （清和会）

山田 博康

問 企業誘致も大切で
問 県からの要請を受 はございますが︑確実
け︑八幡平熊牧場のヒ な地域振興として地域
グマを含む全頭を阿仁 資源を活用した起業へ
熊牧場で条件が整えば の支援︑所得向上への
引き受けても良いとい 取り組みを積極的に推
う政治決断をされたが︑ 進するべきではないか
その後の進展について と考えます︒森吉山︑
議会への説明は無く︑ 奥森吉︑奥阿仁の恵ま
月に入って月の輪熊 れた自然資源を活用し
を阿仁へ移送というマ た滞在型の誘客を推進
スコミ報道でその後の する取り組みを県をは
展開を初めて知ったが︑ じめ関係団体と連携を
阿仁熊牧場はマタギの 取りながら積極的に取
里を全国にＰＲする目 り組むべきと考えます
的で設置した施設でヒ が如何か？
グマを一緒に受け入れ
また︑高齢化の進行
ることについては議会︑ で中山間地の農地荒廃
そして地元への説明が が加速度的に進み地域
必要ではなかったか？ の元気が無くなってい
答 県からの提案を受 ますが︑都市生活者を
け協議に臨み︑整った 積極的に受け入れ︑農
段階で議会をはじめ︑ 山村での生活体験をし
11

議会への対応について

一般質問

25

保育所の社会的役割は大

いて︑この事業は︑県 付け︑設備の更新を図
と市との協働プログラ ると共に︑強風等のた
ム事業であるが︑この めゴンドラが運休して
事業に︑阿仁スキー場 も訪れた観光客が滞在
のゴンドラ施設の更新 できるよう山麓駅舎の
と太平湖遊覧船桟橋ま 機能強化を図る事業展
での道路整備や︑内陸 開を考えている︒
太平湖遊覧船桟橋ま
線利活用の施策を載せ
での道路については︑
るべきと思うが︒
答 市としては︑阿仁 道路改良にしても︑代
スキー場を本プロジェ 替施設整備にしても︑
問 利用者の減少によ クトの中核施設と位置 実現に相当の時間を要
り毎年赤字が発生して
することから︑個別案
いる﹁ひまわりの家﹂
件として今後も県と協
の運営について︑見直
議していく︒内陸線に
し検討が必要でないか︒
ついても︑個別案件と
答 イベントを開催す
して︑県も含めて協議
るなど︑誘客に努めて
していくが︑これまで
きたが︑毎年３千万円
も市職員に︑回数券や
の赤字で﹁ひまわりの
関連グッズの購入を協
家の運営協議会﹂にお
力してもらいました︒
いても︑このままの継
さらに︑年明けにも第
続は︑市民の理解を得
２弾として職員に協力
ることが難しいとの指
をお願いしたい︒
摘をされている︒
平成 年度末で契約
議員⁝観光団体との連携は
が切れることから︑今
市長⁝今後も可能な限り支援
後は︑県からの提示内
容を吟味した上で︑今
後の施設のあり方を議 問 四季美湖を守る会 ることは難しいが︑今
会に相談していきたい︒ や観光団体との連携は 後も可能な限り協力を
して連携を深めていく︒
問 ﹁森吉山大自然満 どうなっているか︒
喫プロジェクト﹂につ 答 全体的な連携をと
24
24

19

24

24

庄司 憲三郎

３月で契約が切れるひまわりの家
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議員（政友会）

ひまわりの家の運営は

トを集約しているので︑ いるのは非常に遅い︒
検討委員会は︑その時 今後のスケジュールは
点で開くべきでなかっ どうなるのですか︒
答 平成 年度に︑検
たか︒分析もしないで
放置してあったとも考 討委員会の報告を受け
えられ︑今回子ども子 た後で関連法について
育て関連法︵以下﹁関 きちんと実施したいと
連法﹂︶が国会で成立 思います︒
したこの時期に開いて

24

議員⁝ 改定児福法 条の市長の考えは？
問 第１回北秋田市保
育園等の在り方検討委
市長⁝ 市が責任を果たすことに変更なし
員会︵以下﹁検討委員
会﹂︶で配布された冊 問 民自公３党の密室 もに対する環境整備な
子には﹁保育園と子育 合意で消費税大増税を ど市町村の責務は増加
て環境の課題﹂のテー 成立させ︑その大増税 していると考え︑当市
マで記載されているが 成立を最優先するかけ がいかに果たしていく
検討委員会の目的や課 ひきの中で︑ 項目も べきか検討委員会で議
題が示されていません︒ の付帯決議をつけて関 論をいただきたいと考
この検討委員会の目的 連法も成立させました︒ えているところです︒
関連法では︑児童福祉
は何ですか︒
答 検討委員会は保育 法第 条も改定されま
園をはじめとする子育 した︒この 条につい
て環境の整備について て︑市長はどのように
検討いただくものであ 考え︑検討委員会では
り︑少子高齢化の進行 どのように扱おうとし
が予想を上回り早急な ているのですか︒
見直しが迫られ︑当市 答 第 条については
としての子育ての施策 改正後も︑保育にかけ
の方針を早急に確立す る市町村の責任を果た
るため発足させました︒ すことには変わりあり
問 ３年前にアンケー ません︒むしろ︑子ど

福岡 由巳

議員（共産党議員団）

検討委員会の目的は？
一般質問

12

で審議していただく︒ う 観 点 か ら ﹁ 憩 い ﹂
問 旧北秋中央病院跡 ﹁交流﹂﹁にぎわい﹂
地の利活用については をコンセプトとした拠
婦団連からの要望書︑ 点施設の整備︑建設と
市民意識調査や提言等 いう結論に至った︒
で﹁公共的な施設﹂と
しているが︑既存施設
の利活用︑新庁舎の建
設︑その他の案につい
ての検討結果は︒
答 新庁舎建設や商業
問 市民歌を歌うこと 施設などの案もあった
問 我が北秋田市内の
によって一体感︑つな が︑中心市街地の活性
河川流域の上流部に位
がりができます︒早く 化に資する︑より効果
置する小坂町にある最
作るべきです︒
的な機能は何か︒とい
終処分場は︑ 月 日
より首都圏からの焼却
答 市制施行 周年
︵平成 年︶の節目で
灰の受け入れを再開し
議員⁝すぐやる課を作るべき
お披露目を目指してい
ました︒
るが︑委員選定の結論
昨年７月中旬まで千
市
長
⁝
先
送
り
せ
ず
に
取
り
組
む
が出ていない︒今月中
葉県の松戸市から︑国
の開催に向け進めてい 問 本来は合併前にそ 民の要望は担当課が内 の基準値である４００
る︒できるだけ早く制 れぞれの町が解決すべ 容を確認し︑優先順位 ０ベクレルを大きく超
定する︒私も一緒に歌 き諸問題を︑いつ︑誰 を決めて解決している︒ える高い濃度の放射性
いたい︒
が︑解決するのですか︒ ﹁すぐやる課﹂の設置 セシウムを含んだ焼却
問 未来の財産である 問題解決の庁内システ は考えていないが︑問 灰が搬出され停止して
子どもをどう育てるか︒ ムはどうなっているか 題を先送りせずに取り いたが︑１年４か月振
答 検討委員会で諸課 住民に見えない︒﹁す 組むことは︑すべての りの再開となる︒搬出
題について論議︑具体 ぐやる課﹂を設置して 職員が対応しなければ 時の分析結果は︑国の
的提言をいただき︑プ 解決を図るべきでは︒ ならないこと︒その意 基準を下回っているが
ロジェクトチームは提 答 文書で受理したの 識を高めて︑行政サー 心配だ︒
言を受けて子育て施策 は昨年度が１４３団体 ビスの向上に努めてい
今後の計画では︑搬
の検討に入り︑策定し ３５３件︑今年度が
入される数量からみて
きたい︒
た計画案について議会 団体２０１件です︒住
千葉県︑埼玉県の３市

から︑合わせて２８０
０トンもの焼却灰を受
け入れることになって
いる︒
私がこの点のこだわ
るかと言うと︑地元稲
作農家が神経を使って
いるのは数十年前から
確認されているカドミ
公害であります︒今は
ＪＡの指導で乗り越え
て来ております︒さら
に新たに放射性物質濃
度が含まれたものが︑
上流から流出されると
大変なことになる︒農
家経済だけではなしに
地域全体の経済にも大
きく影響して来ると思
う︒特に旧町単位から
見て旧鷹巣市民が飲ん

議員（政友会）

中嶋 洋子

議員（清和会）

中嶋 力蔵

22

でいる水道水も︑米代
川の地下水を取水して
いる︒この点も十分に
考える必要があるもの
と考える︒河川の流域
から見て︑大館市︑我
が北秋田市︑能代市の
３市で小坂町に対して
搬入の停止を求めるこ
とは出来ないか市長の
考えはいかがか尋ねま
す︒

議員⁝３市で搬入停止を

市長⁝ 今後の推移を見守りたい

答 小坂町では︑安全 稲作農家への影響につ
基準を国より厳しく設 いても十分に理解して
定し︑住民や議会に説 いるが︑流域市と協調
明した上で再開された を図りながら情報を交
ものと認識しており︑ 換するなど︑今後の推
公開されているデータ 移を注意深く見守って
上も問題のないレベル︒ いきたい︒

１
１

市民歌� 月中に制定委員会 小坂町に焼却灰の停止を

一般質問

27

10

54

市民歌を歌える日が!!

11

議案に対する議員の態度／内陸線議員連盟設立
議案に対する議員の態度について

みどりの風

●：反対

▼：欠席もしくは退席

新創会

きらり

除：除斥

清和会

無所属

○：賛成

公明党

政友会

博康

力蔵

司

中嶋

克彦

浩人

山田

光信

金田

長崎

光子

武田

大森

吉田仁吉郎

佐藤

一

光朗

小笠原 寿

松田

秀一

米澤

松尾

文信

壽

重光

佐藤

佐藤

佐藤吉次郎

堀部

一英

正則

洋子

三浦

中嶋

隆

芳彦

関口

黒澤

庄司憲三郎

松橋

淳

久留嶋範子

板垣

由巳

名

福岡

案

採決結果

議

所属会派・議員氏名
採決結果

日本共産党
議員団

北秋田市軽費老人ホーム（Ａ型）大野台エコ
ーハイツの指定管理者の指定について
平成23年度北秋田市一般会計予算歳入歳出
決算の認定について
平成23年度北秋田市後期高齢者医療特別会
計歳入歳出決算の認定について
平成23年度北秋田市立米内沢診療所特別会
計歳入歳出決算の認定について
平成23年度北秋田市病院事業会計決算の認
定について

可決 可決 可決 可決 可決

【平成２４年１２月定例会／平成２４年１２月１４日採決】
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ 除 ○ ○ ● ○ ○ ○ ●
● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○
● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※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。
じょせき

除斥とは
除斥
議会における審議の公正を期するために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、
当該事件の審議に参与することはできないとする制度。

議案の内容は？

※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。

議案番号／議案名
【議案第１０４号】
北秋田市軽費老人ホーム（Ａ型）
大野台エコーハイツの指定管理
者の指定について

内

容

説

明

地方自治法及び北秋田市軽費老人ホーム条例に基づき、北秋田市軽費老人
ホーム（Ａ型）大野台エコーハイツの管理運営を行わせる指定管理者を指定
するものです。
▽指定される指定管理者の内容は下記のとおりです。
・指定管理者 社会福祉法人 秋田県民生協会（上杉字金沢２４０番地）
・指定管理期間 平成２５年４月１日〜平成３０年３月３１日（５年間）
・指定管理者が行う業務
①エコーハイツの運営に関する業務。
②事業及び施設の利用許可に関する業務。
③施設及び設備の維持管理に関する業務。
④その他市長が特に必要であると認める業務。

25

事業計画などを決めた設立総会
（内陸線のお座敷列車内）

第34号

市議会だより

秋田内陸縦貫鉄道
北秋田議員連盟設立

秋田内陸縦貫鉄道北秋田議員
連盟︵佐藤吉次郎会長︶の設立
総会が 月 日︑内陸線列車内
で開かれ︑今後の活動などにつ
いて協議しました︒
当連盟は︑内陸線の持続的な
運営を目指し︑研究及び提言す
ることを目的に設立されたもの
です︒
お座敷列車を貸切って行われ
た設立総会では︑発起人の松橋
隆議員が設立の経緯などを説明
したあと︑設立趣意書及び名
称・規約の承認や事業計画︑予
算などについて協議しました︒
役員選出では︑佐藤吉次郎議
長が会長に互選され﹁内陸線は
全国に誇るローカル線︒議会と
してもできる範囲で協力した
い﹂などとあいさつしました︒
12

きたあきた

１
２

決算特別委員会報告／所管事務調査報告

23

８回にわたり慎重な審査が行われた、
決算特別委員会

保育園運営のあり方を調査

20

19

〜

11月９日

地元ＮＰＯ法人による
市立保育園の指定管理

園︑統合して今年度から開園した
認定こども園︑波の音保育園︵民
間︶を視察しました︒
同保育園は︑市有地を無償貸与
して︑民間事業者が園舎等の施設
を建設し運営しており︑定員１８
０名︒園舎は園庭を囲むように配
置され︑各保育室がデッキで結ば
れており︑開放的ですべての保育
室から園庭の様子が確認できるよ
うなつくりになっておりました︒

〜健康福祉常任委員会
幼・保育園
再編計画について

60

11月７日

岐阜県下呂市は︑市行政改革大
綱による人員の削減や業務の民営
化・民間委託が推進され︑保育園
の公設民営化を実施しています︒
現在︑２園が公設民営の保育園
として運営︒運営者は地域のＮＰ
Ｏ法人で︑地域の力と地域の特色
を活かした保育を実践しています︒
運営している松山理事長からは
﹁保育による地域力の再生こそが︑
私たちが抱える大きな課題を解決
してくれる大きなキーワードにな
ると考えています﹂などと地域再
生にかける思いをお聞きしました︒

１
３

21

市立保育園の再編によるあり方など
について調査した常滑市

愛知県常滑市は︑平成 年に市
幼・保育園再編計画を策定し︑園
児数を原則 人以上︑１年齢 人
以上︒園児一人あたりの経費の平
準化を図り︑サービスの拡充を図
るため︑園を集約化︵再編︶する︒
待機児童は出さない︒公設公営と
同レベルを保つことを条件に民間
活力の導入を図る︒などの具体的
な対応策を実施しています︒
現在は︑当初 園あった幼・保
育園が 園に統合再編されており
ます︒その中でも︑２保育園を閉
13

決算特別委員会審査報告
平成 年度各会計決算認定議案
ミスである︒その具体的予算であ
件が本委員会に付託されました︒ ったため決算も同様である﹂など
審査にあたり︑代表監査委員か
と反対討論がありました︒
ら実務監査の実態等について意見
病院事業会計決算の審査では
を求めました︒また︑審査の最終
﹁新医療整備基本構想が達成でき
ない決算となっている︒指定管理
日には︑市長︑副市長︑教育長に
者制度により経費節減を行うはず
対して総括質疑を行い︑認定︑不
だったが︑納付金当面免除︑赤字
認定の判断に資しました︒
補填を当面続けていくということ
一般会計決算の審査では﹁市長
のトップセールスは︑活動内容を
は︑住民の負担があまりにも大き
見ても︑人件費削減を強行されて
い﹂などと反対討論がありました︒
いるときに２人の副市長は必要で
また﹁市民の医療福祉の充実を図
ない︒市の医療構想は︑政策判断
るためのもので︑計画の実現に向
けて努力している︒また︑審査も︑
来期からもっとわかりやすくして
いきたいとの答弁もあり︑反対す
る理由にはならない﹂などとの賛
成討論がありました︒委員会では
﹁事業内容を正しく検証していく
ためにも︑決算関係書類に工夫を
加えられたい﹂との口頭での意見
を付しております︒
慎重に審査した結果︑総括的な
口頭の付帯意見として﹁決算委員
会の審査の成果が︑次年度予算に
反映できるよう改善を図ること﹂
を付して︑全ての議案を認定すべ
きものと決しました︒
24

提出
安全・安心の医療・介護実現のための夜勤 秋田県医療労働組合連合会
改善・大幅増員を求める陳情書
執行委員長 中村秀也

採択

提出
介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求 秋田県医療労働組合連合会
める陳情書
執行委員長 中村秀也

採択

提出
「教育費無償化」の前進をもとめる陳情書 秋田県ゆきとどいた教育を
すすめる会
会長 沼田敏明

採択

提出

「ゆきとどいた教育」の前進をもとめる陳 秋田県ゆきとどいた教育を
情書
すすめる会
会長 沼田敏明

採択

提出

国に、生活保護基準の引き下げをしない 秋田県社会保障推進協議会
ことを求める陳情書
会長 渡辺淳

不採択

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

１
４

きたあきた

市議会だより

第34号

副委員長の辞任・選任

市議会を
傍聴してみませんか

12

24

各常任委員会の会場
総務財政（本 庁 舎）
教育民生（本 庁 舎）
健康福祉（本 庁 舎）
産業建設（本 庁 舎）

山田博康議員から︑産業建設常任
副委員長の辞任願が提出され︑委員
会で許可されました︒
これに伴い︑次のとおり副委員長
が委員会において選任されました︒
産業建設常任委員会
副委員長 金田 司

生活保護基準の引き下げはしないことな 北秋田生活と健康を守る会
ど国に意見書提出を求める陳情書
会長 細田サミ

12

広報公聴特別委員会

新年を迎え皆様︑いかがお過ごしでしょうか︒
昨年は︑ 月定例会の議会だよりが配布され
た１月末に鷹巣地区をはじめ市全域が記録的な
大雪になりました︒国道も除雪が追いつかず大
渋滞で︑正に雪害の恐ろしさを体験しました︒
今年も年明けから連日の大雪と低温続きで︑
市民の皆様も大変ご苦労されていることと思い
ます︒
さて︑北秋田市議会の 月定例会は過日終了
し︑無事平成 年を終えることが出来ました︒
今年は平成に入り早いもので︑四半世紀となる
重要な節目の年であります︒
今後︑議員個々に求められる北秋田市のさま
ざまな諸課題を︑ますます連携を強くして乗り
切っていかなくてはならないと︑強く決意する
ものであります︒
最後に︑この一年が皆様にとってより良い年
でありますようにご祈念致します︒
︵武田浩人︶

次の定例会は
３月です
市民の皆さまの傍聴を
お待ちしています

みなし
不採択

本定例会の一般質問では︑三木田
婦人会の皆さん 名と鷹巣婦人団体
連絡協議会の皆さん 名が本会議を
傍聴しました︒
議員の質問や当局の答弁を︑聞き
入り︑内容のメモをとる方もおり︑
地域課題の理解を深めていました︒
市議会では︑市民の皆さんの議会
の傍聴をお待ちしています︒
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鷹巣婦団連の皆さん

８

三木田婦人会の皆さん

秋田県商工団体連合会
会長 小玉正憲
消費税増税の中止を国に求める陳情

提出
採択
地域経済と雇用対策強化の為の地方財政 連合秋田大館地域協議会
の充実・強化を求める陳情書
議長 碇谷博人

人 事 案 件

採択

本定例会に人事同意案件が提案さ
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
中嶋 眞知子 ︵住吉町︶

意見書

No.３4

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

