№3２

平成２４年８月１日発行

６月定例会
● 本定例会の審議 …………………… ２
● 臨時議会 …………………………… ３
議案に対する議員の態度
● 常任委員会の審査報告 …………… ４ 〜 ５
● 一般質問 …………………………… ６ 〜 10
● 全員協議会・所管事務調査報告 … 11
● 請願陳情・人事案件 ……………… 12

受け継がれる地域の伝統行事
〜綴子神社例祭〜

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
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を受けた農業者に対する
復旧助成や農業夢プラン
実現事業などを合わせた
﹁農業振興事業﹂として
３９２９万８千円︑バタ
ー餅を商標登録するため
８万円︑空き家対策事業
や食料等の災害備蓄品・
特設公衆電話機などの整
備を行う防災備蓄品等整
備事業︑自主防災事業の
活動や機材購入に要する
経費の一部を市単独にて
助成する自主防災組織育
成支援事業などをあわせ
た﹁防災対策事業﹂とし
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て１２０２万７千円など
です︒

落雪事故
損害賠償

損害賠償に係る和解及
び損害賠償の額の決定に
ついては︑鷹巣体育館屋
根からの落雪事故につい
て相手方と和解し︑損害
賠償の額を定めるもので
す︒委員会審査では﹁平
成 年にも落雪事故があ
り︑その検証が何ら生か
されていない︒職務怠慢
と認めざる得ない︒職員
の他︑管理監督者の責任
は大きい︒組織をあげて︑
指揮︑命令系統全般を点
検し︑万全を講じられた
い﹂との付帯意見が付さ
れ報告されました︒

ケアタウンで
通所リハビリ

北秋田市在宅複合型施
設条例の一部を改正する
条例の制定については
﹁ケアタウンたかのす﹂

において︑今秋より通所
型のリハビリテーション
事業を行うため所要の規
定の整備を行うものです︒
今春策定された第５期介
護保険事業計画に基づい
て今回整備される通所型
リハビリ施設は︑鷹巣地
区に無かったため住民要
望などを踏まえて追加の
設置が行われます︒

監査委員の
選任に同意

最終日には︑人事案件
が２件追加提案されまし
た︒監査委員の選任につ
いては︑欠員になってい
る監査委員に戸嶋廣實氏
を選任することに同意す
るものです︒無記名投票
による採決が行われ︑賛
成 票︑反対０票で原案
のとおり同意されました︒
また︑人権擁護委員候
補者の推薦については︑
任期満了に伴い人権擁護
委員候補者に中田とし子
氏を推薦するものです︒
全会一致で同意されました︒

２

きたあきた

市議会だより

第32号

再生可能エネルギ�等導入事業

バター 餅
商標 登 録 へ
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農業振興事業などの補正予算を原案可決

10

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３億９
０２１万８千円を加え︑
１９９億５６４１万７千
円とするものです︒
歳出の主なものは︑ソ
ーラー式ＬＥＤ街路灯を︑
ヶ所の避難施設︵ ヶ
所︶に設置する﹁再生可
能エネルギー等導入事
業﹂として４３１０万６
千円︑豪雪や暴風で被害

24

平成 年北秋田市議会６月定例会は︑６月 日︵火︶から６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１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︑損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決定につい
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

平成

年度︑平成

23

年度

一般会計補正予算等を可決
15

24

全議案を可決した第１回臨時会
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【平成２４年６月定例会／平成２４年６月２８日採決】

可決 可決

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。
これまでも、議会事務局や鷹巣図書館において、冊子で公開
されておりますが、市ホームページ内でも公開しており、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/）
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【無記名投票】賛成２４票・反対０票
北秋田市監査委員の選任について

採決結果

３

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●
損害賠償に係る和解及び損害賠償の額の決
定について

清和会
きらり
新創会
みどりの風
政友会

▼：欠席もしくは退席
●：反対

臨時議会
平成 年北秋田市議会第１回臨
主に地方交付税額の確定や各事
時会が５月 日に開かれ︑上程さ
業の精算によるものです︒下水道
れた議案８件が原案どおり可決さ
事業特別会計補正予算については︑
れました︒
事業の精算により歳入歳出それぞ
議案は︑市税条例の一部改正や
れ１７８万円を減額︒坊沢・綴
国 民 健 康 保 険 税 条 例 の 一 部 改 正 ︑ 子・七日市の各財産区特別会計補
平成 年度一般会計補正予算︑下
正予算については︑送電線線下補
水道事業特別会計補正予算︑坊
償の収入が追加されたことから︑
沢・綴子・七日市の各財産区特別
坊沢財産区特別会計に 万４千円︑
会計補正予算︑平成 年度一般会
綴子財産区特別会計に２万３千円︑
計補正予算が上程されました︒
七日市財産区特別会計に 万５千
平成 年度一般会計補正予算に
円をそれぞれ追加したもので︑採
ついては︑歳入歳出をそれぞれ４
決の結果︑全会一致で原案のとお
億９７６７万４千円追加するもの
り承認されました︒
です︒
平成 年度北秋田市一般会計補
正予算については︑歳入歳出をそ
れぞれ２３９９万２千円を追加す
るものです︒
主な内容は︑４月３日から4日
に発生した暴風被害にかかわるも
ので︑老人福祉施設屋根補修工事
の６７３万８千円︑農業に関わる
復旧事業費補助金の１６２４万６
千円︑太平湖への送電線の復旧工
事費 万円などです︒
採決の結果︑全会一致で原案の
とおり可決されました︒

議

案

名

所属会派・議員氏名
採決結果

24

10

○：賛成

議案に対する議員の態度について

24

24

84

日本共産党
議員団

24

23

23

※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。

常任委員会審査報告

具体的な対応を求める﹂と
の意見もあったが﹁条例の
制定も方策の一つとして行
うべく︑そのための調査と
受け止めてほしい﹂と今後
の方針を示しました︒

北秋中央病院
跡地計画絞り込む
北秋中央病院跡地の一部
売却については︑委員から
﹁大綱質疑の市長答弁で年
内に方向付けをするという
話があったが︑計画が進ん
でいないのではないか﹂と
いう質疑に対し﹁作業とし

ては進めている︒方向性も
担当レベルではあるが絞り
込んできている﹂との説明
を受けました︒
三里担い手センターの改
修︑改築に関する陳情につ
いては︑シロアリの被害状
況の写真を回覧し︑判断の
一助としました︒
以上︑当委員会に付託さ
れた全議案は︑全会一致で
可決並びに採択すべきもの
と決しました︒
︵委員長 黒澤芳彦︶

工事が始まった
北秋中央病院跡地

落雪事故があった
鷹巣体育館
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本格的に空き家の
実態調査を行う
納税義務者を調べて適正な
管理をお願いする︒建物本
体に関して︑危険だから解
体する︑もしくは修繕する
ということは現在行ってい
ない︒公共の場所に散乱し
た場合には︑あった場所に
戻すという作業は行ってい
る﹂と説明︒また﹁所有者
に連絡しても対処してもら
えず︑近所が迷惑している︒
得ない︒職員の他︑管理監
督者の責任は大きい︒組織
をあげて指揮︑命令系統全
てを点検し︑万全の対策を
講じられたい﹂と意見を付
すことと決しました︒

火栓数基でカバーできると
考えているが︑必要となれ
ば今後検討する︑との答弁
でした︒
また︑市民生活部関係で
は︑ごみ収集運搬委託料３
２８６万７千円の減額につ
いて質問︒委託の内容は︑
鷹巣と阿仁地区の一般家庭
や公共施設のごみ収集運搬
に係るもので︑指名競争入
札による差額の減額である︑
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︒
︵委員長 松橋 隆︶

▼

▼

補正予算は
全会一致で可決

平成 年度一般会計補正
予算所管分については︑消
防本部関係では︑防火水槽
撤去のための工事請負費
万円について︑撤去後の防
災対策について質問があり︑
当局からは近辺の既存の消

57

当委員会に付託された案
件は︑予算案２件︑陳情１
件でした︒
平成 年度一般会計補正
予算の審査の中で︑空家対
策事業について︑委員から
﹁調査の過程で︑明らかに
近所に被害が及ぶような家
屋だとすれば︑どのように
対応するのか﹂という質疑
に対し︑当局は﹁所有者や

からの落雪事故があったた
め︑保険金支払いの対象と
ならない︑との説明があり
ました︒
当議案については︑全会
一致で原案のとおり可決と
しましたが︑委員会として︑
再発防止のため﹁平成 年
にも落雪事故があり︑その
検証が何ら生かされていな
い︒職務怠慢と認めざるを

24

体育館落雪事故
再発防止願い付帯意見

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２件でした︒
損害賠償に係る和解及び
損害賠償の額の決定につい
ては︑鷹巣体育館の屋根か
らの落雪により︑隣接する
倉庫を破損し︑損害を与え
た事故に関するものでした︒
委員が︑保険が適用になら
ないのか質問︒昨年も屋根

22

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。

地区には︑新しい集落セン
ターもあり︑施設利活用の
要望がない︒要望があれば
検討するので保留の状態︒
との説明がありました︒
在宅複合型施設条例の一
部を改正する条例について
は︑通所リハビリテーショ
ンの送迎をすることを確認
して審議いたしました︒
年度一般会計補正予算

浦田保育園廃止
施設利用の要望なし

当委員会に付託された案
件は︑条例案２件︑予算案
件でした︒
へき地保育所条例を廃止
する条例については︑少子
化により入所者減少で︑浦
田保育園を廃止するもので
す︒廃止後の施設の利用に
ついては︑地域の方々︑保
護者︑自治会長等と何回も
話し合いをしている︒浦田

分の３を合わせ８割の補
助となる。また強風被害に
ついては、県では育苗ハウ
ス被覆（ビニール）のみは
対象外だが、市の単独補助
が２分の１あり、同様に経
営体育成支援事業 分の３
の補助を合わせ８割の助成
があり、自己負担は２割と
なるが、下限事業があるた
めそれ以上が対象との答弁

については、根森田自治会
の計画をまとめて、市と協
議することになっており、
決まり次第早急に対処した
いとのことでありました。
一般会計、特別会計（簡易
水道・農業集落排水・下水
道）水道事業会計共、採決
の結果、全会一致で原案可
決としました。
下水道事業特別会計への
繰入れについても全会一致
で原案可決としました。
︵委員長 松尾秀一︶

については︑ひまわりの家
新しく開所して約１か月半
会一致で原案のとおり可決
の年間維持費が約４千万円
経過して︑患者さんから要
すべきものと決しました︒
かかる︒利用者も年々減少
望や苦情等について説明が
︵委員長 中嶋洋子︶
し︑今年で開所 年になる︒ ありました︒
これまで市から約６億円を
医事業務を委託している
支出している︒市の財政に
が︑6月の入札により業者
余裕がない中で︑今後の年
が変更となったことにより︑
間維持費等の負担は難しい︒ カルテの出方や精算が遅い︒
県と協議中だが︑来年４月
このことに対しては人数を
の契約更新までに決断をし
増やして対応しているので
なければならない︒との説
改善されていく︒大事な医
明でした︒
療業務に携わる部分なので︑
混乱のない体制にするよう
米内沢診療所
努力します︒との説明があ
医事業務改善へ
りました︒
医事業務の業者が変更と
審査の結果︑全議案を全
なった米内沢診療所

バター餅商標登録は
﹁結合商標﹂

でした。

米内沢診療所については︑

20

商工観光課関係では、バ
ター餅については作り方が
色々あるが定義づけをし、
ある程度統一して製造者と
協議をしたうえで、他市町
との差別化を図りたい。商
標登録は北秋田市とバター
餅などの文字に、記号や図
形を付した「結合商標」と
して登録したいとの答弁で
した。
森吉山ダム広報館の利用

ダム広報館の利用は
根森田自治会と協議

５

▼

▼

24

10

豪雪・強風被害の
補助率は８割
５

当委員会に付託された案
件は、予算案 件、単行議
案１件でした。
一般会計補正予算の農林
課関係では豪雪・強風被害
に対する補助率についての
質疑がありました。豪雪に
よる被害に対しては、夢プ
ランの助成対象であり県と
合わせて２分の１の補助に、
今回の経営体育成支援事業

10

健康福祉
５

産業建設

一般質問は︑６月 日・ 日に行われ︑ 名の
議員が市長に対して︑ＬＥＤ照明の推進︑ごみ有
料化︑産業の振興︑コンビニ納税︑北秋中央病院
跡地利用など様々な問題についてただしました︒
22

９

します︒

市役所駐車場一般開放

※掲載文は︑質問者の執筆による原稿を掲載しております︒

議員⁝防犯灯について

▲ 開放される銀座通り
近くの職員駐車場

問 本庁舎正面駐車場
市長⁝ＬＥＤ化推進に努める
に駐車してある公用車
や市役所関係車両は庁
問 北秋田市の環境へ かなければならないと
舎後ろの駐車スペース の積極的な取り組みと︑ 感じます︒現在の状況
に移動させ︑正面は一 一層のローコスト化を と今後の予定について
般の方専用にすべきと 推進するために︑防犯 お聞かせ下さい︒
考えます︒また︑鷹巣 灯ＬＥＤ化に対してど
答 ポスターやパンフ
銀座通り周辺にある市 のようなお考えか示し レットなどのほかに︑
役所職員専用駐車場を︑ 下さい︒
本年４月よりアンドロ
土日祝日には︑一般の 答 維持経費で特に電 イドのスマートフォン
方々に開放してはいか 気料金が安価になるこ 限定で﹁おもてナビ﹂
がですか︒
とや︑環境の面でも二 という観光案内アプリ
答 本庁舎正面駐車場 酸化炭素の削減につな の運用を開始している
に関しては︑すべて来 がることなどから︑補 ほか︑ツイッターを使
庁者専用とする方向で 助金要綱の見直しも含 用した観光情報発信も
す︒また︑市役所職員 め︑ＬＥＤ化の推進に 行っています︒今後も
専用駐車場については︑ 努めていく︒
あらゆるツールを活用
休日開放する旨の看板 問 観光広報の情報発 しながら︑観光客のニ
等を設置し︑一般の方 信について﹁国内初﹂ ーズに沿った積極的な
々が気軽に駐車できる のことに新たに挑戦し︑ 情報発信を行っていき
ように対応します︒い 他にはない新たな戦略 ます︒
ずれも７月中には実施 をもって取り組んでい
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議員（きらり）

佐藤 光子
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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

産業の振興を図れ

益で森林整備に充てた

い︒

議員⁝ 自然交配から人工授精へ

市長⁝関係団体と協議したい

問 現在子牛の市場価
格が人工授精によるも
のと自然交配によるも
のでは︑その差が著し
く生じてきている︒こ
れまでの放牧体制を変
問 県内で最も山林面 え︑人工授精体制にも
積を保有している地域 っていくべきでないか︒
であり戦後植林が盛ん 答 肉牛生産の繁殖経
に行われ︑現在間伐や 営は︑農家や関係者の
皆伐を迎えております︒ 方々から父方の系統に
良質材を得るため︑そ より市場価格が左右さ
の整備計画は︒
れるという話は伺って 業に取り組むことがで
答 公有林については︑ いる︒今後は関係機関 きなかったが︑様々な
施業計画を策定し間伐 や牧場利用組合と協議 課題を先送りすること
等を実施し︑民有林に しながら進めていきた なく精一杯取り組んで
ついては法の改正によ い︒また︑繁殖牛の導 きた︒懸案であった雇
り新たな森林経営計画 入にあたっては導入農 用の確保や観光物産等
を関係機関と連携し積 家や関係団体と協議し の振興︑医師確保など
極的に対応したい︒
て優良牛の生産体制の 徐々にではあるがその
問
Ｃ
Ｏ
２
削
減
に
向
け
整
備に努めていく︒
成果が見えてきた︒今
た取組みは︒
問 市長の政治姿勢に 後の取り組みとして︑
答 これまで約３４０ ついて︑これまでの取 行政評価の導入による
ヘクタールのＣＯ２吸 組みの総括と今後の取 事務事業の見直しや将
収量９９００トンが環 組みは︒
来に向けた事業に対す
境省に認証登録されて 答 就任当初は︑喫緊 る重点的な投資︑若者
いる︒今後広く企業に の諸課題の対応に追わ の雇用の確保等に取り
売り込んでいきその収 れなかなか前向きな事 組む︒

議員（清和会）

吉田 仁吉郎

米病職員に陳謝せよ
迷わせた︒せめて陳謝
すべきではないか︒
答 再就職できていな
い人がいることは気の
毒に思う︒
問 解雇した︑あっせ
んの約束も破った︑謝
りもしない︒これでい
いのか︒反論があった
らどうぞ
答 ︵﹁なしの声﹂︶

議員⁝ごみ有料化は断念を

旧公立米内沢総合病院

答 ご指摘のとおり︒
問 小坂町では生ごみ
を分別回収し堆肥にし
ている︒北秋田市では
学校給食センターの生
ごみ・残飯もごみに出
している︒市民に減量
をという前にまず市が
取り組むべきだ︒見本
を示して市民にも減量
してもらえば︑有料化
する必要はない︒
答 提言頂いた事例も
参考にして減量に取り
組みたい︒有料化あり
きではなく︑まずは減
量対策を優先させる︒

７

市長⁝有料化ありきではない
問 当市のごみ排出量
は︑全国・全県と比べ
て少ない︒なのになぜ
有料化を検討している
のか︒
答 さらなる減量対策
が必要と考えており︑
有料化もその１つの手
法︒
問 能代市は有料だが
市民１人当たりの排出
量は北秋田市と同じ︒
これは有料化イコール
減量につながらないと
の証拠︒ごみ問題を研
究している学者や国も
同じ見解だ︒

放牧中の牛の群れ

議員（共産党議員団）

板垣 淳

問 米内沢病院職員を
解雇する際︑市長は再
就職をあっせんすると
約束したが行ったか︒
行ったとすればそれに
よって何人が再就職で
きたか︒
なお︑あっせんとは
市長が言った通り﹁仲
を取り持つこと﹂であ
り︑ハローワークの求
人情報をコピーして配
布したというのはあっ
せんとは言わないので
念のため︒
答 ハローワークの求
人情報を配布した︒ほ
かに 人から相談を受
けたが︑それによって
再就職できた人はいな
い︒
問 多くの人を路頭に
11

22

51

10

60

51

庄司 憲三郎

たい︒
経験できるよう配慮し
問 米内沢保育園を鷹 ながら進めてきた︒昇
巣保育園と同じく︑午 任をさせる職員につい
前７時からできないか︒ ては︑勤務評定を行っ
答 保護者へのアンケ ている︒今後も︑職員
ートを実施したところ︑ の任用︑昇任に関して
要望が少なかったので は︑適正評価に努めて
変更は必要ないと判断 いく︒
しました︒
今後も社会情勢の変
化等に合わせて︑対応
していく必要があると
考えるので︑常に保護
者の皆さまの意向を伺
っていきたい︒
問 職員の異動並びに
昇任の基本的姿勢につ
いて︒
答 様々な職種を広く

議員⁝四季美湖のＰＲを

答 森吉山ダムについ
ては︑当市の新たな観
光資源としてＰＲして
きたところであり︑提
案の社会見学について
は︑市としても同様に
考えており︑市内外を
問わず︑広くＰＲして
いきたい︒

市長⁝市内外に広く宣伝する

問 森吉山ダム﹁四季
美湖﹂と︑東北電力森
吉発電所は︑自然エネ
ルギーを有効活用して
いる面からも小・中学
校にとっては︑最高の
社会見学の施設と考え
る︒これを全県下にＰ
Ｒすべきと思うが︒

８
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議員（政友会）

鮎を市の魚に制定しては

食べたら払おう給食費

がれき受入れの判断は
①コンビニ納税の導入 位になること︑システ
②学校給食費等の未納 ム改修などの追加費用
対策について伺います︒ が１２４０万円掛かる
答 ①導入した場合は こと︑期限が過ぎると
全国のコンビニで納付 納付できないなどです︒
可能となることで収納 しかし︑納税者の利便
率向上や︑作業の効率 性向上から︑市税のみ
化が期待される︒問題 ならず各種保険料・使
点としては現在 円か 用料等も含めて導入を
ら 円の口振手数料が 検討致します︒
←
コンビニ納税では 円
問 市内を流れる米代
問 震災がれきについ
川や阿仁川は︑昔から
て︑受入れを前提とし
議員⁝ コンビニ納税導入は
鮎の宝庫としてシーズ
た場合のスケジュール
ンになると︑県内外か
を教えて下さい︒
市長⁝今後調査して検討する
ら来る多くの釣り客で
答 試験焼却では県と
の事前協議に約２か月︒ ②学校給食費の未納者 々に１６５万３００円 にぎわいます︒全国版
並行して市民との意見 に対しては︑督促状や を充当して頂きました︒ の釣り雑誌にも取り上
交換や現地視察︑試験 電話での催促︑定期的 今後も理解を得ながら げられております︒
これを市の魚に制定
焼却説明会等の開催後 な個別訪問を実施して 未納・滞納の解消に努
し全国にＰＲして︑イ
めていきます︒
理解を得てから試験焼 きました︒
ベントを実施したらど
平成 年４月から子
却に入る︒そして試験
うか︒
前測定︑試験焼却︑事 ども手当を給食費へ充
答 鮎は米代川や阿仁
後検証等で︑更に約２ 当して頂くよう文書で
川などをはじめとする
か月必要︒その結果を お願いしたところ︑延
市内の河川を代表する
基に市民説明や意見交 べ 人分の方々から
魚として︑秋田県はも
換を行い︑理解を得て 万８１７８円納めて頂
とより全国的にも名を
から受入れとなる︒更 きました︒また︑昨年
はせた天然資源の一つ
月からは子ども手当
に︑契約や準備で約１
であります︒提言に関
か月を見込み合計で５ を学校給食費等に充当
しましては︑選定方法
できることが制度化さ
か月程度必要です︒
を含めて︑今後の検討
問 市税等公金の収納 れたことを通知したと
課題とさせていただき
ころ︑延べ 人分の方
対策について
30

18

10

議員（公明党）

武田 浩人

阿仁川で鮎の大物を狙う太公望たち

問 市の都合ではなく︑
納税者の利便性を図る
ため︑条例の改正が必
要だと思うがどうか︒
答 納税者への利便性
を図り︑さらなる市民
の納税意欲の推進を図
るためにも︑金融機関
の営業日に合わせた実
施ができないか調整を
図っていく︒

問 農商工連携をはじ 北秋田市の実情に即し
め市内産業がさらに活 ているのか︑専門的な
性化するよう︑商工会 見地を持つ委託業者と
やＪＡ等から協力を得 相談をしながら︑外部
て︑行政主導の取り組 評価委員の選任などを
みが必要ではないか︒ 進めていく︒
答 農林産物をはじめ
問 この評価制度の結
地域産業資源を有効に 果はどのように公開さ
活用し︑創意ある工夫 れ活用させていくのか︒
答 外部評価制度の基
と取り組みで︑付加価
値のついた﹁北秋田ブ 本的な活用方法は︑市
ランド﹂として︑全国 の施策や個別の事業な
に発信できるよう︑関 どを︑客観的な立場か
係機関とともに取り組 ら評価してもらい︑そ
んでいく︒
の評価をＨＰ等により
問 外部評価制度がど 公開しながら︑ご意見
のような手法で導入さ をいただき︑市の施策
れていくのか︒
に反映させるような活
答 市民の参画も含め︑ 用を図っていく︒
どういった手法が最も

市長⁝﹁北秋田ブランド﹂として

議員⁝六次産業化の促進を

答 様々な課題はある り組んだらどうか︒
ものの︑導入に向けて︑ 答 現在︑特産野菜等
調査︑検討していく︒ の品質向上と生産拡大︑
問 両ＪＡと協力して 新たな商品開発等を視
市場でも高評価である 野に両ＪＡ等と行政と
北秋田市産野菜の﹁ブ で︑取り組んでいるが︑
ランディング﹂﹁産地 今後も継続的に情報の
づくり﹂により一層取 共有に努めていく︒

外部評価制度について
議員（きらり）

問 コンビニ収納方式
の導入は︒

９

議員
（共産党議員団）

久留嶋 範子
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大森 光信
固定資産税納税通知書

今年の夏の節電対策は
調査について︒内閣府
るか︒
答 意見交換︑現地視 の調査でも︑推計数は
・７万人となってお
察︑説明会など市民の
理解を得る取り組みは り︑家族を含め困難を
当然行われるべき︒国 有する子ども・若者の
の１００ベクレルは︑ 社会的孤立を防ぐため
十分安全性は確保され 今後相談機関の充実を
るものと考えている︒ 始め︑地域との連携が
問 夏休みに被災地の 必要となってきます︒
子どもたちを受け入れ 当市の現状は︒
答 ただちに実態調査
ることについて︒
問 当市の節電対策は 答 県で助成を検討し に取り組むのは困難だ
又︑公共施設への太陽 ており︑事業が実施さ が︑日常の窓口業務︑
光発電システム導入や れる場合には︑市とし 相談業務の中で情報収
照明ＬＥＤ化について︒ ても積極的に事業実施 集を行いながら︑対象
答 ６月１日から９月 を検討していきたい︒ 者の把握に努めたい︒
日までの期間で︑節 問 ひきこもりの実態
電に取り組む︒市民に
も広報等により節電を
議員⁝長岐邸今後の利活用は
呼びかけていく︒本年
度は市内の避難施設
市長⁝地域の皆さんと一体で
箇所に 基のソーラー
式ＬＥＤ街路灯を設置 問 長岐邸は地域のシ
するが︑来年度以降も ンボル︒４月の強風で
順次小中学校や庁舎な 壊れたままで︑早く修
どにソーラー式ＬＥＤ 繕を︒今後︑どう利活
街路灯や太陽光発電パ 用するのか︒
ネルなどを設置する予 答 市の指定文化財な
ので︑現状復元が大前
定です︒
問 震災がれきの受け 提︒地域の方々の意見
入れは︑市民の安全を や要望を聞きながら︑
第一に考えるべき︒国 保存活用に取り組んで
の安全基準をどう考え いきたい︒
30

44

69

強風で壊れた長岐邸

22

診療所の体制について

国や主な自治体の農業計画

市が発展する農業計画を

バター餅の里
づくり

18

答 整備して利用する
状況等を確認しながら
答 努力目標として検 において﹁地方自治法
医師確保の観点と合わ としても相当の費用を
討したいと考えます︒ 上従う義務はない﹂と
せて検討課題︒勤務時 要するので解体したい︒
問 平成 年度市介護 確認されている︒条例
間は一般職員と同様で 解体後の跡地利用は白
保険特別会計決算書の が適用できないという
あり︑タイムカードで 紙︒備品は順次︑準備
不納欠損額︑収入未済 答弁は改めるべきでは
出退勤を管理している︒ が整い次第︑公売する︒
額では﹁払いたくても ないでしょうか︒
問 清掃業務を含む管 職員住宅は 棟の内２
払えない﹂層が非常に
答 財政的に非常に厳
理体制は︒
棟残し︑残りは解体し
多いように見える︒減 しい自治体もあります︒
答 警備保障も︑清掃 売却する︒
免制度を適用すべきと
業も一括の委託になっ
問 診療拒否の事実は︒
考えますが︒
答 事実関係を確認︒
ていない状況︒指摘を
答 減免制度の三原則
問 心ある医療の提供
問 北秋田市の診療所 踏まえ︑経費節減に向
問 北秋田市の基幹産 を遵守するようにとの
について︑適材適所に けて検討︒
はなされているか︒
業である農林漁業を国︑ 指導があり︑そして︑
問 旧公立米内沢病院
答 病により︑不安な
人員が配置されている
県の政策に頼っている 介護保険制度の枠を超
か︒特にレントゲン技 は解体するのか︒整備 気持ちでいる患者の立
だけでは︑これまでの えた独自の減免は現時
師の配置は適切か︒
して利用できないか︒ 場にたった医療を目指
経験から︑後継者育成︑ 点では難しいと考えて
答 米内沢の２人のレ 跡地利用は︒中にある し︑接遇は厚生連に強
地域経済の発展等は期 います︒
ントゲン技師︑阿仁に 備品︑職員住宅の処分 く申し入れていく︒
待できない︒市独自の 問 厚労省によると︑
２人の検査技師を配置 方法は︒
基本計画を早期に策定 全国市町村の３分の１
し︑３診療所において︑
し︑展望を切り開くべ で減免制度を実施して
急用等が発生した場合︑ 議員⁝ バター餅の売出し戦略は
きでないでしょうか︒ いる︒三原則は︑国会
２人体制の診療所から
答 基本計画の策定は︑
市長⁝﹁バター餅の里﹂宣言
１人を派遣する体制を
各部門別の既存計画の
議員⁝非常勤の待遇改善遅い
とっている︒指摘の事
再検討と合わせ︑近隣
問 バター餅のブラン 言﹂を行い︑名実とも
実は調査する︒
市町村の状況をみなが
市長⁝いま暫くの猶予を
問 医師の研究手当は ド化に向けての戦略は︒ にバター餅の北秋田市
ら検討します︒
問 保育士非常勤職員 議会に提案すべきと考 適切か︒定額ではなく 答 ﹁バター餅の里宣 を確立したい︒
問 農水省は自治体や
研究した実費に対して
集落に地域マスタープ の待遇改善について検 えます︒
ラン策定を求めている 討すると言明されて以
答 検討しているが︑ 支払うべきではないか︒
ので︑それ以前に市が 降動きがない︒どのよ 整理すべきいくつかの 勤務時間は守られてい
真に発展するための基 うになっていますか︒ 課題があるので︑今暫 るか︒その確認は︒
本計画を策定すべきと 正職員を多数募集する くの猶予をいただきた 答 規則に準じ支給し
ているが︑他自治体の
考えますが︒
ことと待遇改善を９月 いと思います︒
議員（政友会）

黒澤 芳彦
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議員（共産党議員団）

福岡 由巳

21

職員定員適正化計画

23

人

44

削減目標５年間で

22

54

所管事務
調査報告

岩沼市議会を視察研修

〜広報公聴特別委員会所管事務調査

広報公聴特別委員会の所管調査 コンセプトとして︑議会報編集特
先 と し て ﹁ 市 議 会 だ よ り に ︑ 議 会 別委員会にて作成されていました︒
に対する市民の声を掲載している
議会に対する﹁みんなの声﹂と
市議会﹂を候補にあげて話し合い︑ し て ︑ 人 選 や 内 容 に つ い て は 担 当
宮城県岩沼市議会を選定し︑５月 委員に任せ︑市民へのインタビュ
日に調査を実施しました︒
ーを実施し︑その内容を編集して
掲載していました︒また﹁傍聴席
から﹂として︑傍聴者にアンケー
読まれる・親しまれる
ト用紙を配布して︑その内容も掲
議会だよりを
載していました︒﹁みんなの声﹂
岩沼市議会では︑市民参加を導 は︑担当委員に人選等を委ねてい
入し︑議会活動の成果を掲載する る関係から︑委員の知人や自治会
など﹁市民が読んでわかるだろう 長等になることが多いとのことで
か﹂という観点から編集・校正作 した︒内容についても︑偏った考
業を進め︑議員自らが作るなどを え方や批判等が多くならないよう
にインタビューのテーマも絞って
行われているとのことでした︒
当市の議会だよりに掲載する場
合においても︑継続して掲載して
いくには︑熟慮を重ねた様々な工
夫やルール作りが必要と感じまし
た︒
今回の調査では︑大変貴重な意
見や編集方法を聞くことができま
した︒今後の議会だよりの作成に
活かして︑さらに読みやすく︑わ
かりやすい議会だよりを目指した
いと思います︒

１
１

22

21

44
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となっています︒また︑行財政改
革大綱では︑平成 年度の職員数
の目標を５４７人としていました
が実績では５４５人と目標を上回
っています︒全体的な推移として
は︑平成 年の６６４人に対し︑
大量採用した団塊の世代が退職し
たことと︑定年退職者の３割補充
を目安に新規採用の抑制を行った
結果︑平成 年度までに１２７人
が減少しています︒
新たな計画の概要では︑計画期
間を平成 年度から５年間とし︑
人口減少に伴う少子高齢化の進行
や行政課題の多様化などから財政
支出の増大が見込まれる中︑普通
交付税優遇措置の削減段階が迫り︑
景気低迷と相まって本市を取り巻
く財政状況は厳しく︑行政のスリ
ム化は必要不可欠としています︒
この基本的な考えに基づき︑類
似団体との比較等を踏まえ︑事業
の見直しなどにより 人を削減し︑
新たな行政需要に対応するため
人の増員を図り︑実質 人の減と
し︑平成 年度の職員数は全体で
４９２人を目標としています︒

市民の声を掲載している
岩沼市議会を調査

17

23

24

28

市議会全員協議会が６月 日︑
大会議室で行われ︑北秋田市職員
定員適正化計画について市当局よ
り報告がありました︒
北秋田市は︑市政の基本計画で
ある﹁北秋田市総合計画﹂とその
具体的指針である﹁北秋田市行財
政改革大綱﹂を策定し︑この中で
定員管理については﹁北秋田市集
中改革プラン﹂により進められて
きましたが︑同計画が平成 年に
終了したことから︑新たに﹁北秋
田市職員定員適正化計画﹂を策定
したことが説明されました︒
職員数の推移と定員管理の現状
では︑集中改革プランの減員目標
を平成 年度までに 人としてい
ましたが︑実績では１０９人減員
職員定員適正化計画の
説明を受けた全員協議会

98

全員協議会

三里自治会
会長 福岡昌樹

採

花の百名山でもある森吉山の高山植物観察会が
行われています︒
さて︑定例会は人事異動にともなう補正予算が
主なるものでした︒また︑鷹巣体育館からの落雪
で隣接する企業の倉庫が破損︑相手と和解し賠償
金２８６万円︑一昨年も車が破損賠償した︒今回
は保険の対象外とされました︒
学校関係をはじめ公共のすべての建築施設の安
全に対し︑日常の管理が重要です︒管理監督者及
び全職員が事故防止に万全な対策を期すべきと考
えます︒
議会改革のため特別委員会を設立﹁市民の声が
市政に反映﹂出来ることを願って︑協議中です︒
議会だよりは︑多くの市民の皆様に議会の様子
を身近に伝えるため︑﹁読みやすく﹂・﹁わかり
やすく﹂・それに﹁親しみやすい﹂をモットーに
編集に取り組んでいます︒
お気付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）
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２議員 に
全国市議会議長会表彰

▼ 年以上在職正副議長
佐藤 吉次郎 議長
▼ 年以上在職議員
佐藤 吉次郎 議員
▼ 年以上在職議員
板垣 淳
議員

23

今定例会初日の６月１９日に
表彰状が伝達されました
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

択

88

人 事 案 件

結 果 意見書

三里担い手センターの
改修、改築に関する陳
情書

15

10

No.３
２

森吉山に可憐に咲く
ハクサンチドリ

本定例会に人事案同意案件
第 回全国市議会議長会定期総会が５月 日︑日比谷公会
が提案され︑次のとおり同意 堂︵東京都︶で行われ︑本市議会から２議員が永年勤続者と
することに決定しました︒
して表彰されました︒
◎北秋田市監査委員
市議会正副議長の表彰については︑市正副議長在職２年以
戸嶋 廣實 氏
上が対象で︑市町村合併前の町正副議長在職期間の２分の１
︵坊沢字屋敷︶
を在職期間として加算しています︒
市議会議員の表彰について
◎人権擁護委員候補者の推薦
は︑市議在職３年以上が対象
中田とし子 氏
で︑市町村合併前の町議在職
︵材木町︶
期間の２分の１を在職期間と
して加算しています︒

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

