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決算特別委員会設置

楽しく遊んで絆を深める
地域の宝は未来の希望
〜市立あいかわ保育園 ２歳児〜

合川小学校建設予定地
土地購入26,416㎡
5,283万2千円
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が土地購入の範囲
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たりの単価が２００万円を超えており︑
実勢価格に比べると高いのでは﹂と質問︒
﹁平成 ・ 年の村づくり交付金事業や
その前の農業集落排水事業の関係でも︑
１㎡当り２千円として購入している経緯
があるため﹂との答弁がありました︒
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市税条例の一部を
改正する条例の制定
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きたあきた

市議会だより

第33号

平成 年北秋田市議会９月定例会は︑９月 日︵月︶から９月
日︵木︶までの 日間の会期で行われました︒
今定例会では︑条例案４件︑予算案 件︑陳情５件︑決算認定
件など 件の議案が提案されました︒
決算認定については︑継続審査として︑決算特別委員会に審査が
付託され︑そのほかの議案は原案のとおり可決されました︒

84

３

平成 年度から平成 年度までの個人
市民税について︑議員からは﹁均等割の
標準税率３千円に５００円を加算するも
のであるが︑具体的にその５００円は何
に使われるのか﹂と質問︒﹁主に東日本
大震災からの復興に関し地方公共団体が
実施する防災のための施策に必要な財源
の確保に係る地方税の臨時特例に関する
法律の施行に伴い︑条例の規定を整備す
るもので︑防災や減災について︑例えば
自主防災組織の強化や災害備蓄品の整備︑
ケア対策など課題の解決に向けて検討し
ていく﹂との答弁がありました︒
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一般会計に
５億 万９千円追加
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平成 年度一般会計補正予算案は︑歳
入歳出の総額にそれぞれ５億 万９千円
を加え︑２０４億５６６０万６千円とす
るものです︒
歳出の主なものは︑ポリオ不活化ワク
チン切替事業５５３万８千円︑青年就農
給付事業４５０万円︑森林整備地域活動
支援交付金事業１５１４万円︑バター餅
ブランド育成事業 万円︑大館能代空港
運賃助成事業６００万円︑道路維持事業
２５３１万円︑河川維持事業２３０１万
４千円︑統合合川小学校建設事業５２８
３万２千円︑農業施設災害復旧事業３０
４３万９千円︑林業施設災害復旧事業１
３５０万円︑公共土木施設災害復旧事業
４２１０万円︑財政調整基金積立金２億
９０５万７千円などを計上しています︒
統合合川小学校建設予定地の土地購入
予算について︑議員からは﹁ アール当
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一般質問は︑９月 日・ 日に行われ︑ 名の
議員が市長に対して︑中心市街地活性化︑中央公
民館建替え︑廃校舎の活用︑未婚対策︑不妊治療
助成など様々な問題についてただしました︒

活性化まずやれるものを

空き店舗が目立つアーケード街

13

８

※掲載文は︑質問者の執筆による原稿を掲載しております︒

し︑効果的な運営︑利 活用と施設敷地の取得
活用すべき︒また︑借 を積極的に進めていく︒
地である公的施設の敷
地の取得や不必要な土
地の売却などこれまで
もやってきているが︑
更に推し進めるべきと
思うが︒
答 遊休財産は売却︑
貸し付けにより財源確
保や維持管理費の軽減
問 中心市街地活性化 を図ることとしている︒
は計画をしっかり立て 公的施設の効率的な利
てやるべきだが空き地︑
空き店舗が目立ち淋し
議員⁝クマ受け入れ大丈夫か
い︒アーケードなど差
し迫っているものや︑
市長⁝ 支援と課題のクリア必要
やれるものをまずやる
べき︒また︑活性化の 問 台湾訪問の内容と 理︑今後のエサ代︑施
意味でも病院跡地を決 成果は︒
設についてなど大丈夫
答 航空会社３社を訪 か︒
める時期と思うが︒
答 施設的にも飼育体
答 ﹁住む︑歩く︑訪 問︒当市の具体的な魅
れたくなるまち﹂とし 力や内陸線を利用した 制的にも現在のままで
て活性化に取り組んで 観光ルート︑仙北市と の受け入れは無理︑県
いる︒アーケードは必 の観光連携のＰＲ等︒ や関係機関と連携しな
要︑早期に方向性を出 紅葉時期に秋田空港へ がら一定の支援と課題
したい︒病院跡地は整 のチャーター運航を２ がクリアされれば可能
備手法やスケジュール 社が具体化しており︑ と認識している︒
など年内には示したい︒ 内陸線や森吉山も組み
今後︑県とは阿仁ク
問 市所有の施設の管 込まれる見込みである︒ マ牧場の位置付けを含
理について︑解体︑無 問 県や関係機関の支 めた具体的な協議を行
償提供︑売却︑指定管 援が前提とのことだが︑ っていきたい︒
理︑直接管理など区分 ヒグマの生態や飼育管

３

議員（新創会）

松尾 秀一
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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
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議員（公明党）

武田 浩人

な情報を得るためにセ
ミナー等に職員を参加
させ︑住民や自治体に
どのようなメリットが

あるのか︑導入費用は
どのくらいか︑などに
ついて研究していきた
いと思います︒

議員⁝ 今後の防災行政の考えは

20

建替え要望がある中央公民館

おります︒
ご提案の方法は市全
体をカバーするデジタ
ル防災無線を整備する
方法と比較すると︑相
当安価に施設整備が可
能なのではと考えられ
ますので︑安心安全の
街づくりにおける防災
情報発信の有効手段の
ひとつとして︑研究し
ていきたいと思います︒

４
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市長⁝ 提案された内容を研究する

問 防災行政無線に
﹁地域コミュニティ無
線放送システム﹂を導
入し︑その接続利用に
より﹁防災ラジオ﹂等
による情報発信サービ
スを行うことについて
伺います︒
答 地域コミュニティ
無線は九州総合通信局
が平成 年度から始め
ていますが︑東北通信
局では現在コミュニテ
ィ無線用の周波数の割
り当てはしていないと
のことですので︑現時
点での活用は難しいと
思います︒しかしなが
ら︑県内の他自治体で
活用しているコミュニ
ティＦＭ放送を利用し
た﹁防災ラジオ﹂等に
よる情報発信について
は︑大変関心を持って

防災ラジオ等による情報提供を

34

コンビニ交付導入の考えは

件数は減少している︒ 答 市民の安心安全な
状況をしっかり把握し 防災拠点としての観点
双方の保護者︑学校と からも︑建替えを検討
連携し解決に向けてい する時期に来ていると
く︒根絶は難しいが努 認識している︒
力していきたい︒尚︑
いじめは︑小中で 件︑
そのうち 件は解決し
ております︒不登校は
名います︒
問 中央公民館は築
問 木質材を原料とし 年︑駐車場の確保︑エ
問 行財政改革の一環
てエタノールを製造す レベーターの設置も課
として︑住民サービス
るための５年間の実証 題となっています︒婦
の向上と窓口業務負担
結果と今後の見通しは︒ 団連から建替えの要望
の軽減などのコスト削
答 実証そのものは成 書も出ています︒当局
減への取り組みとして
功した︒ただし事業化 の構想と考えは︒
﹁コンビニでの各種証
するには︑コスト面︑
明書等の交付サービ
需要の確保などの課題
ス﹂の導入についての
議員⁝来期への考えは
が多く量産化は現状で
考えを伺います︒
は難しい︒建物は︑更
答 現在はセブンイレ
市
長
⁝
遠
く
な
い
時
期
に
地にして返還すること
ブンのみで交付サービ
となっている︒
問 市長は公約をどう
中央病院跡地利用に スが可能となっており
問 大津市でいじめが 検証し︑市政運営に取 ついては︑各種団体等 ます︒来春からは更に
発生し中二生が自殺し 組んでいるか︒また︑ の要望を踏まえ︑中心 複数の大手コンビニチ
たことで︑教育現場へ 公約の達成状況と来期 市街地としての機能が ェーンもこの事業に参
警察が強制捜査に入り への考えについて︒
発揮できるよう庁内で 加するとの情報があり
大きな社会問題となっ 答 市民病院は︑全病 検討中であり︑年内に ますので︑これにより
ています︒当市のいじ 棟が稼働すること︑そ その方向性を示したい︒ 全都道府県でコンビニ
め︑不登校の現状とそ のための医師の増員が
２期目の考えは︑前 交付サービスが可能と
の対応策は︒
課題︑そのことによっ 向きに捉えながら︑遠 なります︒
答 当市では︑アンケ て赤字補填も変わって くない時期に意思表示
今後︑コンビニ交付
ートを実施しており︑ いく︒
したいと考えている︒ サービスについて様々
長崎 克彦

議員（清和会）

中央公民館の建替えは
一般質問
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ンターから認定された
８名の結婚支援ボラン
ティアの活動を推進し
ている︒ご提案の﹁お
見合い世話人制度﹂に
ついては︑大変興味が
あるのでその可能性を

探っていきます︒若者
交流機会と出会いの場
の創出については︑今
後も引き続き実施し︑
更には商店街の活性化
に繋がる取組みをした
いと考えている︒

議員⁝保護センター誘致は

間をいただきたい︒
問 新エネルギーの開
発で地域振興を︒
答 新エネへの期待が
高まり一部民間企業等
も関心を示している︒
市民の意見も伺いビジ
ョンを検討したい︒

受入れ表明した熊牧場

市長⁝課題解決が受入れ条件

問 鹿角八幡平クマ牧
場の熊 頭受入れに当
たっては施設の改修・
拡張や受入れ後のラン
ニングコストが伴う︒
阿仁クマ牧場の経営を
圧迫しないよう︑県の
保護センターとして誘
致できないか︒
答 多くの課題解決が
必須︒今後︑県と協議
の中で参考にしたい︒
問 クウィンス森吉へ
宿泊施設の可能性は︒
答 現在︑旅館業法な
どの許認可をクリアす
るための施設改修など
について検討を行って
いる︒今後︑費用対効
果や民間との関係を検
討するが︑いま少し時

５

利活用が待たれる合川南小の校舎

関口 正則

27

議員（みどりの風）

未婚対策に世話人制度

答 地域の中心的な存 域振興が期待できる︒
在であった学校の地位
を引き継ぐ施設として
再出発を考えているが︑
地域での利活用が難し
い︑行政としても利活
用の予定がないという
場合には︑公募も選択
肢として検討したい︒
応募内容によっては︑
農業︑福祉施設として
問 死亡牛一時保管施
問 未来を担う子ども の利用も考えられ︑地
設を設置し︑処理業者
たちが︑自らの言葉で
に委託して持続的に適
市長等と議論すること
議員⁝ 子ども議会の開催を
正処理できるようにす
により︑議会制民主主
るべきではないか︒
義への理解を深めなが
市
長
⁝
良
い
機
会
︑
実
現
し
た
い
答 一時保管施設の必
ら地方自治の仕組みに
ついて学習する機会が 問 競技だけではなく︑ の合宿や種々誘致の方 要性には賛同するが事
業実施主体並びに設置
必要であるが︑市政に 健康づくりや子どもた 策を考えていく︒
対し意見を述べる場と ちのスポーツ活動の充 問 現在︑自主防災組 後の管理運営について
して﹁北秋田子ども議 実︑地域活性化︑施設 織の組織化は全世帯に は受益者側で対応いた
会﹂を開催できないか︒ の整備等を目指した計 対しどれくらい進んで だきたい︒今後︑協議
答 子ども達に対し︑ 画の策定が必要ではな いるか︑また人口比は︒ が整えば建設費に応分
の助成を考えている︒
答 ９月１日現在で
議会の仕組みや在り方 いか︒経済効果が期待
問 少子化の原因とな
について︑理解を深め︑ できる大会や合宿の誘 組織２３６２世帯５５
身近な政治に対する興 致が必要ではないか︒ ５０人となっており︑ っている未婚者を減ら
味や関心を持たせる良 答 スポーツ計画につ 組織率は世帯比で ・ すため︑成功報酬制に
い機会と捉えている︒ いては︑県の計画を参 ３％人口比で ・３％ よる﹁お見合い世話人
問 現在使用していな 考にしながら策定の方 となっている︒組織化 制度﹂の実施と︑商店
い校舎を雇用の創出︑ 向で考えたい︒体育施 率が低く確実に組織化 街の活性化と合わせた
地域活性化に繋げるた 設のより良い整備に努 が進むよう地域へ働き 若者交流事業を展開し
たらどうか︒
めに利用者を公募する め︑人的サービスの徹 かけたい︒
答 あきた結婚支援セ
べきと考えるがどうか︒ 底を図り︑様々な団体
大森 光信

議員（きらり）

廃校舎の利活用は

一般質問

問 市が策定した﹁市
職員適正化計画﹂につ
いて質問する︒市役所
は︑市民に奉仕できる
体制が整ってはじめて
﹁適正﹂と言える︒と
ころがこの計画は︑金
がないから職員を減ら
すということを書いた
ものであり︑適正化計
画ならぬ縮小化計画︒
人を減らせばサービス
は低下する︒そういう
市役所に希望を持つこ
とはできない︒必要な
所には十分に人を配置
し︑市の活性化につな
がる計画にしなおすべ
きでは︒
答 サービス低下を招
かないよう取り組む︒
問 市長はこれまで職

員は減らしながら自分
の横にいる人︑つまり
副市長だけは１人から
２人に増やした︒道理
がない︒これからも職
員を減らすというので
あれば︑その前にまず
自ら副市長を１人制に
戻すべきだ︒
答 ２人制にしたのは
私自身が必要と判断し
議会の理解も得てそう
したものです︒

議員⁝保護者にメッセージを

な対策を現在︑前向き
に検討しています︒
問 自然エネルギーの
まちづくりについて︒
答 来月完成予定の米
内沢小学校の校舎に太
陽光発電システムを導
入し︑今年中に一部の

避難所などにソーラー
式ＬＥＤ街路灯を設置
します︒太陽光以外の
再生可能エネルギーの
導入についても様々な
制度を活用しながら︑
積極的に検討していき
たい︒

議員⁝空き校舎の利活用は

問 現在︑７組から
市長⁝公募も選択肢として
組に１個の夫婦が不妊
といわれており︑治療
問 全国で︑ 年間に ている︒利活用が難し
の費用や心理的な面で 公立小中学校が計４５ いものは公募も選択肢
悩んでいる方々が多く ３３校廃校となってお として検討したい︒農
います︒県でも単独事 り︑今後５年間で１１ 業ビジネスや福祉施設
業として平成 年度か ００の小中学校が消え の工房として︑地域振
ら上限を１回あたり
るとの報道もあり︑少 興につながることが期
万円︑回数も年間３回 子化の進展により空き 待できると考えていま
までに拡充しています︒ 教室の増加や統廃合な す︒
特定不妊治療︑不育症 ど深刻な問題となって
治療費用の助成に対す います︒当市における
る考え方についてお伺 空き校舎の利活用につ
いします︒
いてお伺いします︒
答 少子化対策の強化 答 老朽化で解体せざ
となる市独自の助成制 るを得ないものを除き︑
度が必要と考えており 第一に社会教育やコミ
不妊検査や人工授精な ュニティー施設など︑
どの一般不妊治療や不 地域の中心的な存在で
育症治療についても︑ あった学校の地位を引
特定不妊治療の上乗せ き継ぐ施設として︑再
助成と併せて︑効果的 出発を図ることを考え
24
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不妊治療に助成制度を
職員適正化計画を策定した市役所

利用してすぐにメッセ
ージを発信する︒
問 市教委は︑ほとん
どの学校でいまはいじ
めがないと報告した︒
尾木ママは﹁うちはい
じめがありませんと発
表するような教育委員
会があったとしたら︑
それは把握してないか
隠しているかだ﹂と語
っていたが⁝︒
答 これからも教委と
学校が深い連携をとっ
て対策を講じて行く︒

市長⁝すぐに発信できる
問 大津市のいじめ︑
自殺事件を受けて︑保
護者から﹁北秋田市の
教育委員会や学校は適
切に対応してくれるだ
ろうか﹂﹁大津市のよ
うに隠ぺいしたりしな
いだろうか﹂との声が
上がっている︒この声
に応えて︑市教委は全
力で取り組む︑隠ぺい
はしないという安心メ
ッセージを発信したら
どうか︒
答 学校のおたよりを

17

第33号

議員
（共産党議員団）

久留嶋 範子

10

20

板垣 淳

議員（共産党議員団）

住民に奉仕する市役所に
一般質問

来春廃校の浦田小学校

問 農水省は人・農地
プランの策定には﹁徹
底した話合いを通じ
て﹂対象地域すべての
策定を目指すとしてい
る︒到達点と今後の計
画はどうなっています
か︒
答 これまで市内の対
象集落の代表説明会を
１回︑個別集落説明会
を４回開催︑今後︑希
望する集落から順次開
催したいと考えます︒
問 プラン策定は 年
度まで︒現時点では非
常に遅れているのでは
ないか︒農地集積や６
次産業化などは市の方
針が見えない︒早める
べきではないですか︒
答 予定としては︑集

落的に１６４あり︑プ
ラン作成されるよう一
生懸命頑張ります︒
問 北秋田市の基幹産
業である農業を真に発
展させるには︑行政が
中心となり︑現在ある
二つのＪＡと三者で議
論を進め︑農業再生の
展望を見出すこと︒そ
のために担当課の人事
配置は専門家で固める
べきと考えるがその決
意はありますか︒

25

〜北秋田市森林・林業・林産業活性化議員連盟

全国植樹祭
植樹木の適正管理を要望

59

北秋田市・森林・林業・林産業
全国に向けて発信しました︒
活性化議員連盟︵佐藤吉次郎会長︶
同連盟では︑６月 日に県立北
は︑市の森林︑林業︑林産業の活
欧の杜で︑実施した研修会におい
性化の実現に向けて活動すること
て︑全国植樹祭で植樹された樹木
を目的として︑市議会議員で構成
の整備状況と生育状況について︑
されています︒
管理者から説明を受け︑併せて現
第 回全国植樹祭は︑平成 年
地の状況を確認しました︒
に県立北欧の杜を会場に開催され︑
天皇皇后両陛下がお手播き・お
天皇皇后両陛下がお手播き・お手
手植えされた樹木は︑県から指定
植えされたほか︑全国から約１万
管理者として指定を受けた業者に
２０００人の参加者が公園内に樹
より適正に管理されておりました
木を植樹し︑地域緑化の推進等を
が︑一般参加者等が植樹した樹木
は放置されて雑草が繁殖し︑樹木
の生育に支障を来している状況で
ありました︒
この状況を踏まえ︑臨時総会を
9月 日に開催し︑樹木の適正管
理を県に要望することを全会一致
で可決︒同 日には︑北秋田地域
振興局において︑佐藤会長から長
谷部勝北秋田地域振興局長に樹木
の適正管理を求める要望書を手渡
しました︒
長谷部局長は﹁現地の状況を確
認した︒近々︑下刈り等の対応を
したい﹂と述べました︒

10

12

29

答 ＪＡとは︑今後さ
らに連携していきたい︒
そして︑専門職員は不
足なので厚みを持たせ
るよう検討します︒

議員⁝ 人事配置は専門家で固めよ
市長⁝ 専門職員に厚みを持たせたい

農水省の取組方針表紙

問 保育士正職員は非 答 職員の年齢の偏在
常に不足している︒当 化はある︒解消するた
局は上位法を無視して めに︑今後の定員適正
﹁ 職 員 定 員 適 正 化 計 化を図りたいと思って
画﹂で配置するのは誤 います︒
りでないか︒その計画 問 非常勤職員の待遇
でさえ﹁職種別年齢構 改善は急ぐべきだが︑
成の平準化﹂とか﹁将 なぜなされないのか︒
来的には職員不在階層 答 最低賃金の改定を
の出現も予想される﹂ 反映させたものを第一
と記載しているように︑ 段階とし︑その後に︑
大量の保育士正職員を 経験年数などを反映し
採用しなければならな たものを考えています︒
いのではないですか︒

７

20

佐藤会長より長谷部局長に要望書を提出

福岡 由巳

議員（共産党議員団）

職員の年齢偏在を解消

一般質問／林活議員連盟

常任委員会審査報告

明記するわけにはいかない
が︑国の制度設計の考え方
としては︑東日本大震災を
契機として地方自治体自ら
が防災減災事業の財源を確
保するのが望ましいとの考
え方があり︑それを想定し
ながらの予算編成になって
いくとの説明があり︑全会
一致で原案のとおり可決し
ました︒

財政調整基金
億３６０万９千円

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
３件でした︒
北秋田市市税条例の一部
を改正する条例の制定につ
いては︑個人市民税の均等
割が５００円加算されるこ
とによって年７６０万円の
増収が見込まれる︒しかし︑
あくまでも一般財源なので

平成 年度一般会計補正
予算所管分については︑平
成 年度の決算で実質収支
剰余金が４億１８１１万３
千円で︑その内２分の１相
当額を地方財政法第７条に
基づき財政調整基金に積み
立てると︑財政調整基金の
残高は 億３６０万９千円
となるとの説明があり︑目
指す金額はとの質問には︑
平成 年から地方交付税の
減額がはじまるのを見据え
て激変緩和措置という位置
づけで財政調整基金また他
の基金の取り崩しが必要と
24

33

一つずつ洋式化するとの説
明があり︑全会一致で原案
のとおり可決としました︒
急速充電設備
条例で規制

なってくるとの今後の見通
しを示しました︒審査の結
果︑全会一致で原案のとお
り可決しました︒他の議案
についても同様に決してお
ります︒

オスプレイの
配備撤回を採択

陳情の中で︑危険な米軍
輸送機﹁オスプレイ﹂の配
備撤回︑および国内飛行訓
練中止を求める意見書提出
に関する陳情書については︑
継続審査の意見もあったが︑
危険性が強く相当な騒音が

ないとの説明がありました︒
委員からは︑平成 年
月１日からの施行となって
いるが施行日前に設置され
た場合や︑普通充電設備の
安全性は大丈夫なのか︑と
の質問があり︑当局からは︑
施行日前であればこれまで
どおり変電設備に準じた取
り扱いをする︑普通充電設
備については条例の規制は
ないとの答弁があり︑全会
一致で原案のとおり可決と
しました︒
︵委員長 松橋 隆︶

予想されるとの賛成討論が
あり︑賛成多数で採択すべ
きものとし︑意見書を提出
することに決しました︒
︵委員長 黒澤芳彦︶

８

きたあきた

市議会だより

第33号

23

北秋田市火災予防条例の
一部を改正する条例の制定
については︑急速充電設備
の設置に関し︑所要の規定
の整備を行うものでした︒
当局から急速充電設備と
は︑電気を動力源とする自
動車等に充電を行うもので︑
市内にはまだ設置されてい

12

配備撤回を採択したオスプレイ

買収が決まった合川小建設用地

統合合川小学校
建設用地を買収へ
である︑との答弁でした︒
他に不動産鑑定についても
質問があり︑全ては鑑定せ
ず︑平均的な場所１か所の
み行ったとの答弁でした︒
また︑市民生活部関係で
は︑合川総合窓口センター
の修繕料１０４万８千円に
ついて︑地域の要望もあり︑
避難所の指定にもなってい
ることから男女のトイレを

24

33

当委員会に付託された案
件は︑条例案１件︑予算案
２件︑陳情１件でした︒
平成 年度一般会計補正
予算所管分については︑統
合合川小学校の土地購入費
５２８３万２千円について︑
委員が土地の不成形具合に
よって買収単価は異なるの
か質問︒当局からは︑全て
同一単価１㎡当たり２千円
24

27

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。

介護保険に付帯意見
基金を適正額に
市として基金は︑保険料
の軽減や不足の財源として
使用しており︑合併時から
各町の基金を引き継いで運
用しています︒適正額に決
まりはありませんし︑年々
増加することは考えていま
せんが︑３億９千万円程度
積み立てが必要と考えてい
ます︒市民の負担にも限界
がきているので︑市長会を

万円︑下期 万円の計１５
０万円︑最長５年間で︑途
中でやめた場合はそれまで
の間農業をやった事実があ
れば返還を求めないとの説
明がありました︒

航空運賃助成を
市単独で実施
大館能代空港運賃助成
︵片道２５００円︶につい

通して国の負担率アップの
要望書を提出しております︒
付帯意見として﹁北秋田
市介護保険財政調整基金に
ついては︑これまで取り崩
し額に対して︑繰越金等に
よる積立額が大きく︑保有
額が年々増加傾向にある︒
今後については︑介護保険
事業の円滑な運営を図り︑
併せて介護保険法における
財政調整基金の趣旨を尊重
したうえで︑市民の負担軽
減を勘案し︑基金の保有額
が適正となるよう検討する
ことを強く要望する﹂と文
ては︑複数回使用制限や事
業の評価︑来てもらう方へ
の助成︑利用促進の取り組
み︑県への助成要望︑航空
会社への助成等の質疑があ
り︑当局からは︑まず搭乗
率を上げたい︑昨年県から
の補助があり全体搭乗率が
４・７％上がった︒７月か
ら実施の北秋田市の利用は
一番多く２％程度貢献して
いる︒観光客の入込みは空
港利用促進協議会で各旅行
会社に商品造成の助成をし︑
県は千円レンタカーなど重
複しない形で対策を講じて
いる︒県には要望していな

書で付しています︒

ポリオ不活化
ワクチン個別接種に

一般会計補正予算所管分
では︑ポリオワクチンから
安全な不活化ワクチンへ変
更するため︑集団接種から
個別接種となり︑医療機関
へ委託するので増額となり
ます︒国が全国一律で９月
から行うものです︒
予算案２件は︑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 中嶋洋子︶

い︒航空会社の助成は検討
課題との説明がありました︒
７月 日豪雨災害の工事
請負費は農業施設２９００
万円︒林業施設１３５０万
円︒土木災害４１１０万円
でした︒審査の結果︑全会
一致で原案可決としました︒
陳情の道城大野地区の道
路新設及び道城から上杉間
のガードレール設置につい
ては︑全会一致で道城から
上杉間のガードレール設置
を採択とする一部採択とし
ました︒
︵委員長 松尾秀一︶

９

75

個別方式に変更となったポリオワクチン予防接種

航空運賃の助成が決まった東京便

当委員会に付託された案
件は︑条例案２件でした︒
介護保険特別会計補正予
算では︑大綱質疑で繰越金
や基金の質問に対して﹁詳
細は委員会で﹂との答弁を
受けて説明がありました︒
審査では︑委員の質疑に
対する当局答弁に納得せず︑
長時間にわたり深い審査と
なりました︒

75

青年就農交付金を予算化

１

当委員会に付託された案
件は︑予算案 件︑陳情１
件でした︒
一般会計補正予算の農林
関係の青年就農交付金４５
０万円︵３名分︶について
は︑審査の中で︑関係者等
の陳情を聞き︑やりたい目
処が立った３件が予定され
ている︒要件を満たした方
に給付されるもので上期

16

健康福祉
産業建設

委員会所管事務調査報告

根室市・網走市を調査
〜

大竹市・呉市を視察研修

〜

８月30日

市民一人ひとりが
セールスマンに

案に反映させていくことがこの制
度の趣旨ですが︑大竹市において
は︑外部に委託することなく︑市
が独自で取り組み︑職員の創意工
夫により事業が進められ︑試行︑
改善を繰り返しながら大竹市独自
の行政評価をしていました︒
なによりも︑職員自らが結果に
満足することなく︑反省と分析を
加え︑次の事業に活かすべく︑計
画的・効果的・効率的な行政経営
に努める姿勢は評価に値するもの
でありました︒

〜総務財政常任委員会
総務財政常任委員会は︑当市に
おいて現在導入に向けて検討を重
ねている﹁行政評価制度﹂を研修
の中心課題に設定し︑広島県大竹
市役所と呉市役所を訪問して調査
を実施しました︒

﹁行政評価制度﹂の
導入と検証
大竹市では﹁行政評価について﹂
は事務事業評価︵内部評価︶と取
り組みに関する満足度︑重要度ア
ンケート調査︵外部評価︶の２点
について説明を受けました︒
行政活動の目的を明確にしなが
ら︑その評価を行い︑結果に基づ
く改善に次の行政活動の企画・立

８月28日

呉市では﹁シティセールス推進
事業制度について﹂施策事例を中
心に説明を受けました︒
呉市は戦前は戦艦大和を建造し
た海軍工廠を擁するまちとして栄
えて来ましたが︑市民一人ひとり
がセールスマンとして呉市独自の
個性的なイメージ﹁都市ブランド﹂
をつくろうという事業でした︒観
光振興・定住促進・企業誘致と如
何に結びつけるかが課題であると
感じました︒

１
０
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〜議会運営委員会
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７月29日
30

７月26日

今回の所管事務調査は︑議員定
分︑一般質問は︑届出順で 分︑
数を 名に削減したことに伴い︑
人数制限はありませんでした︒議
常任委員会構成の見直しを想定し︑ 案の審査においては︑予算と決算
類似市議会を調査いたしました︒
は特別委員会を設置しており︑常
任委員会では条例等の議案審査で
あり︑効率よい委員会審査となっ
ておりました︒

議会運営について調査した網走市

全ての発言に通告書を提出
一問一答方式採用

20

全ての定例会で
予算審査特別委員会を設置

根室市は︑人口約２万８千人︒
議員定数は 名︑常任委員会は総
務︵総務・総合政策・消防・会計・
監査・選管︶︑文教厚生︵市民福
祉・市立病院・教委︶︑産業建設
︵水産経済・建設水道・農委︶の
３委員会で構成しております︒３
月議会に市政方針のほかに教育行
政方針があり︑会派の代表質問は
20

45

網走市は︑人口３万８千人︑議
員定数は 名︑常任委員会は総務
文教︵企画総務・教委・会計・監
査・選管︶︑生活福祉︵市民生活・
福祉︶︑経済建設︵経済・観光・
水産港湾・建設・水道・農委︶の
３委員会でありました︒こちらも
教育行政方針があり︑大綱質疑の
ほか討論まで全ての発言に通告書
の提出が求められておりました︒
代表質問は︑届出順で 分一般質
問は一問一答方式を取り入れてお
り︑時間は掛かるが質疑の内容が
わかりやすくなったとの事務局の
説明がありました︒議案の審査に
おいては︑３月議会は予算︑９月
議会では決算特別委員会を設置し
て集中審議をしておりました︒

行政評価について調査した大竹市
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委員会所管事務調査報告

ごみ処理施設・複合施設を調査
〜

農業・観光施策を視察

〜産業建設常任委員会

〜

８月28日
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〜教育民生常任委員会
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８月23日

熱を利用し︑発電や周辺施設への
蒸気や給湯の供給を行い︑また焼
却灰のエコセメント化など有効利
用︑再資源化に積極的に取り組ん
でいる施設でした︒
八千代市では︑施設稼働までの
事業概要や経緯︑今後の課題とな
るごみ処理広域化計画について詳
しく説明いただきました︒

多世代が交流できる
複合施設
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教育民生常任委員会は︑８月
日から 日まで︑千葉県佐倉市・
酒々井町清掃組合︑八千代市︑市
川市を訪問し︑所管事務調査を実
施しました︒

ごみ処理施設の
更新に向けて
千葉県佐倉市・酒々井町清掃組
合では︑酒々井リサイクル文化セ
ンターを︑八千代市では八千代市
清掃センターを訪問し︑当市にお
いて更新が検討されているごみ処
理施設について調査しました︒
酒々井リサイクル文化センター
は︑ごみを焼却した際に発生する

29

８月30日

産業建設常任委員会は︑８月 ︑ 一つの手法とは思うが他に音楽堂
︑ 日に小海町︑上野村︑とれ
もあり人口５２００人の町とは思
たて村︑丸中青果︵横浜市場︶を
えないエネルギーと決断には驚か
訪問しました︒
されました︒
農業は高原野菜︵レタス︑キャ
ベツ︑白菜等︶が中心で 億円程
農業と観光の融合施策
の売上げがあり︑年間１億円以上
観光と農業が基幹産業の小海町
収入のある農家もおり︑農協扱い
︵長野県︶ですが︑近くの軽井沢
のほかにも野沢菜等４億円程あり︑
の客を取り込む悩みを抱えながら
ソバが遊休地対策とのことでした︒
もスケート場︑ゴルフ場︑スキー
地方の魅力
場︑美術館︑温泉施設等︑客の入
Ｉ
︵アイ︶ターン転職
りが減って来ると観光施設を建設
し︑その都度二十数万人を集客し︑
上野村︵群馬県︶は︑森林組合
平成 年に建設した温泉施設は年
等の求人や呼びかけ︑ツアーを組
間 万人程の客だが雇用 人︑食
むなどにより︑都心から移り住ん
材の ％は地場産とのことでした︒ でいる方が 人もおられました︒
村では住宅の家賃補助制度を設け
るなど様々な施策を講じており︑
過疎︑限界集落に対する問題につ
いて改めて考えさせられました︒
丸中青果は︑北秋田のキュウリ
が出荷されている会社ですが︑秋
田県が全国一を目指しているエダ
マメの収穫期による出荷調整法な
どのアドバイスをいただきました︒
今後︑特に山菜︑果菜類に期待し
ているとのことでした︒
30

農業と観光の融合施策を
視察した小海町

８月21日

市川市では︑市川七中行徳ふれ
あい施設を視察しました︒
同施設は︑中学校︑給食室︑公
会堂︑保育園︑ケアハウス︑デイ
サービスを１棟の建物に合築した
複合施設です︒また︑民間事業者
の資金とノウハウを活用したＰＦ
Ｉ方式により施設整備及び維持管
理︑並びに運営されている施設で
もあります︒
中学校の図書室を高齢者が︑テ
ニスコートを保育園児が利用した
り︑中学生が職場体験として保育
園やケアハウスを訪れるなど︑子
どもから高齢者までが交流し︑ふ
れあいあふれる施設でした︒
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ごみ処理施設について調査した
佐倉市・酒々井町清掃組合

17

23

地球温暖化対策に関す 全国森林環境税創設促進
る「地方財政を確保・充 議員連盟
実する仕組み」の構築 会長 板垣一徳
を求める意見書の陳情

採択

提出

危険な米軍輸送機「オス
プレイ」の配備撤回、お
よび国内飛行訓練中止
を求める意見書提出に
関する陳情書

日本自治体労働組合総連
合秋田県本部
中央執行委員長
星野博之
北秋田市職員労働組合
執行委員長 成田幸治

採択

提出

少人数学級の推進、義
務教育費国庫負担率２
分の１復元に係る意見
書採択についての陳情

秋田県教職員組合
執行委員長 伊藤正通
秋田県教職員組合
大館北秋支部
支部長 出川英章

採択

提出

北秋田市議会だより

採択

道城大野地区の道路新 道城集落会
設及び道城から上杉間 会長 松橋新一
のガードレールの設置
について

一部採択
（Ｐ９参照）
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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（合川庁舎）
教育民生（本 庁 舎）
健康福祉（阿仁庁舎）
産業建設（森吉庁舎）

今年は例年になく残暑厳しい夏となりましたが︑
いよいよ寒い季節に入ろうとしています︒ニュー
スなどでは︑尖閣︑竹島と領土問題が慌ただしく
報道されていますが︑受け止め方や考え方は様々
でも︑今一度日本の歴史を知ることの大切さを感
じました︒
そんな中︑こうして議会だよりの﹁あとがき﹂
を書いていると︑月日が経つのは本当に早いなと
しみじみ感じます︒広報公聴特別委員会の委員長
になってから︑あっという間に３年目を迎えまし
たが︑議会だよりを通して市民の皆様に︑自分た
ちの納めた税金がちゃんと使われているか︑何に
使われているか︑無駄はないかなど︑議会につい
てわかりやすく伝えるということに︑より一層努
力していかなければいけないと感じております︒
そして︑少しでも多くの方々に関心をもってい
ただき︑その声に対応できるような議会だよりを
目指して︑これからも見た目の変化と中身の進化
をテーマに取り組んでいきたいと思っております
ので︑ご意見ご要望などございましたら︑ぜひ広
報公聴特別委員会までご連絡くださいますよう︑
よろしくお願い致します︒
︵佐藤光子︶

次の定例会は
１２月です
市民の皆さまの傍聴を
お待ちしています

決算特別委員会設置
今定例会には︑平成 年度各会計
決算の認定 件が提案されました︒
各常任委員会から選出された委員
により決算特別委員会で審査し︑
月定例会で結審します︒
委員は次の通りです︒
▽委員長
松橋 隆
▽副委員長 関口 正則
▽委 員
松尾 秀一
大森 光信
米澤 一
福岡 由巳
吉田 仁吉郎
長崎 克彦

北秋田市民病院への輸 道城集落会
送体制について
会長 松橋新一

本定例会の一般質問で
は︑大阿仁小学校の３年
人 事 案 件
生３名と日本赤十字秋田
看護大学の学生６名が本
会議を傍聴しました︒
本定例会に人事案同意案件が提案
小学生は︑本会議の雰 され︑次のとおり同意することに決
囲気に緊張した様子︒学 定しました︒
校では体験できない貴重
◎
坊沢財産区管理委員
な経験となりました︒
佐々木 敏雄︵福田︶
大学生は︑質問や答弁
佐藤 秀信︵屋敷︶
の内容を懸命に記録して︑
成田 忠義︵相善岱尻︶
地域課題の理解を深めて
長崎 正史︵大野尻︶
いました︒
櫻庭 正夫︵炭焼沢口︶
市議会では︑市民の皆
津谷 繁美︵大柳岱屋敷︶
さんの議会の傍聴をお待
寺田 良美︵伊勢堂下︶
ちしています︒
◎
人権擁護委員候補者の推薦
安部 貞一︵増沢字村並︶
藤島 孝雄︵鷹巣字西大柳岱︶

意見書

No.３
３

結果
請願・陳情者氏名
名
件
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議会を傍聴してみませんか
皆さんからの請願・陳情と意見書提出

１
２

きたあきた

市議会だより

第33号

