№9

平成19年２月１日発行

12月定例会
● 定例会の審議と結果
● 常任委員会の審査報告
● 一般質問

阿仁スキー場の樹氷

…………… 2
………… 4

………………………… 6

● 所管事務調査レポート

………… 12

● 請願・陳情、あとがき

………… 16

米内沢・阿仁スキー大会 クロカン中止 について

継続求め付帯意見
日から

件︑条例関係９件︑

月定例議会が

年度決算認定３件など計

件がいずれも原

日まで開かれ︑一般会計と特別会計の補正

企業誘致特別委を設置
予算

年度各会計歳入歳出決算の認定ならびに企業誘致調査特別委員会

案通り可決・認定された︒このうち秋田県後期高齢者医療広域連合の設
置と

の設置に関する決議の３件は賛成多数で︑ほかはいずれも全会一致での
可決・認定であった︒

後期高齢者医療は
賛成多数で

平成 年４月から 才以上
の人だけの健康保険が新たに
創設され︑その保険者を県内
市町村の連合体とする﹃秋
田県後期高齢者医療広域連合
の設置﹄案については︑意見
が分かれ起立採決となった︒
採決に先立ち︑反対の立場
から２人が﹁高齢者が新たな
負担をさせられる﹂﹁病院に
かかっても医療費の﹃定額
制﹄導入で必要な医療が受け
られなくなる﹂︑賛成の立場
から１人が﹁国保財政の安定
化がはかられる﹂と討論をお
こない︑起立採決の結果︑賛
成多数で可決となった︒

北と西を統合し
たかのす幼稚園に

鷹巣北幼稚園と西幼稚園を
統合し﹃たかのす幼稚園﹄と
する案については議員から︑
﹁市民の同意を得ているか﹂

2

きたあきた

市議会だより

第9号

12

一般会計補正予算は︑３億
１３８７万４０００円を追加
して総額を２３７億１１０９

問の声があがり︑市教育委員
会は﹁例年︑雪不足でコース
の設営に難儀している﹂﹁教
師の負担が大きく︑廃止は︑
学校側からのたってのお願い
であった﹂と答弁したが︑こ
れを審査した福祉教育常任委
員からは﹁再度クロカンも実
施すべき﹂との意見が付され
方針の変更が求められた︒
遠距離通学者用のスクール
バス購入については﹁これで
市内全域︑バス通学に統一さ
れるのか﹂との質疑に対し︑
市教委は統一となることを説
明︒今年度当初予算︵３月議
会︶で森中スクールバス廃止
案を示し論議をよんだこの問
題は︑基本的に市内全域でバ
ス通学となることとなった︒

75

17 21

万８０００円とするもの︒
主な歳入は前年度の繰越金︒
歳出は▽患者の自己負担増な
どにより患者数が減ったこと
による減収を補てんする阿仁
病院負担金５０００万円▽遠
距離通学者のために鷹巣南中
と南小併用分︑鷹巣中と綴子
小併用分︑計２台のマイクロ
バスを購入する費用８１５万
円▽米内沢と阿仁でおこなわ
れる小・中学校スキー大会の
補助金１１０万円▽財政調整
基金積立金２億２６５７万４
０００円など︒
大綱質疑では︑小・中学校
スキー大会補助金に関し︑米
内沢大会︑阿仁大会ともクロ
カンを中止してアルペンのみ
の大会とすることについて疑

20

35

12
後期高齢者医療広域連合
設置議案の採決

25

12
17

との質疑があったが︑市教委
は﹁説明会を３回おこなった
が異論はまったくなかった﹂
と説明した︒

議会としても
企業誘致に努力

議会最終日に議員発議によ
り﹁企業誘致調査特別委員会
の設置に関する決議﹂が提案
され︑可決したのち即日設置
された︒
議員からは﹁委員会の必要
経費が予算化されていない﹂
などの異論も出されたが︑起
立採決の結果︑賛成多数で可

決された︒
同委員会は︑地方自治法第
１１０条にもとづくもので︑
目的は企業誘致のための要望
活動および調査︒委員は会派
を考慮のうえ各常任委員会か
ら２名づつ選出し︑次の通り
決定された︒
◎中嶋 力蔵 ︵形成会︶
○松尾 秀一 ︵新創会︶
鈴木 茂雄 ︵形成会︶
花田 隆一 ︵共産党︶
千葉 文吉 ︵千光会︶
松田 光朗 ︵無会派︶
湊屋 啓二 ︵新創会︶
金田
司 ︵公明正大︶
︵◎＝委員長︑○＝副委員長︶

陸線

毎年３億円の赤字が出る状
況で公共交通機関として維
持できるか率直に考えざる
を得ない時期にきている﹄
と発言した︒修繕を実施す
るかどうかの判断は存廃と
切り離せない︒市としては
必要な交通機関だが︑９億
２２００万円の負担割合が
決まり次第︑みなさんたち
にも相談して結論を出した
い︒

ど う す る ？内
どうなる？

議会最終日の冒頭︑市長
が特別に発言を求め内陸縦
貫鉄道の現状について報告
しました︒以下︑その要旨
をお知らせします︒
◇
◇
先ごろ実施した内陸線の
安全評価で︑必要な修繕費
は９億２２００万円になる
ことがわかった︒県議会で
寺田知事は﹃今後の県財政
でどこまで耐えられるか︒

今定例会で審議された議案と結果
件

名

審 査 結 果

件

名

審 査 結 果

平成18年度北秋田市一般会計補正予算
（第3号）

全会一致

原案可決

北秋田市大野台ハイランド体育館条例の一
部を改正する条例の制定について

全会一致

原案可決

平成18年度北秋田市国民健康保険特別会計
補正予算（第3号）

全会一致

原案可決

北秋田市阿仁花菖蒲園条例の一部を改正す
る条例の制定について

全会一致

原案可決

平成18年度北秋田市国民健康保険合川診療
所特別会計補正予算（第4号）

全会一致

原案可決

北秋田市阿仁今日庵広場条例の一部を改正
する条例の制定について

全会一致

原案可決

平成18年度北秋田市介護保険特別会計補正
予算（第3号）

全会一致

原案可決

北秋田市移動通信用鉄塔施設条例の一部を
改正する条例の制定について

全会一致

原案可決

平成18年度北秋田市簡易水道特別会計補正
予算（第2号）

全会一致

原案可決

北秋田市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴
収条例の一部を改正する条例の制定について

全会一致

原案可決

平成18年度北秋田市農業集落排水事業特別
会計補正予算（第2号）

全会一致

原案可決

北秋田市立幼稚園条例の一部を改正する条
例の制定について

全会一致

原案可決

平成18年度北秋田市下水道事業特別会計補
正予算（第2号）

全会一致

原案可決

秋田県市町村総合事務組合規約の一部を変
更する規約について

全会一致

原案可決

平成18年度北秋田市七日市財産区特別会計
補正予算（第1号）

全会一致

原案可決

秋田県市町村会館管理組合規約の一部を変
更する規約について

全会一致

原案可決

平成18年度北秋田市米内沢財産区特別会計
補正予算（第2号）

全会一致

原案可決

秋田県後期高齢者医療広域連合の設置につ
いて

起立多数

原案可決

平成18年度北秋田市前田財産区特別会計補
正予算（第2号）

全会一致

原案可決

企業誘致調査特別委員会の設置に関する決
議

起立多数

原案可決

平成18年度北秋田市病院事業会計補正予算
（第3号）

全会一致

原案可決

人権擁護委員候補者の推薦について

全会一致

同

意

平成18年度北秋田市水道事業会計補正予算
（第2号）

全会一致

原案可決

平成17年度北秋田市各会計歳入歳出決算の
認定について

起立多数

認

定

平成18年度北秋田市簡易水道特別会計への
繰入について

全会一致

原案可決

平成17年度北秋田市水道事業会計決算の認
定について

全会一致

認

定

北秋田市農業集落排水事業債償還基金条例
の制定について

全会一致

原案可決

平成17年度北秋田市立阿仁病院事業会計決
算の認定について

全会一致

認

定

北秋田市障害者生活支援センター条例の制
定について

全会一致

原案可決

各常任委員会及び議会運営委員会所管事務
調査について

全会一致

原案可決

北秋田市介護保険条例の一部を改正する条
例の制定について

全会一致

原案可決

請願 1件
提出 7件

3

・

陳情

11件

・

意見書

16ページ参照

常任委員会審査報告

75

▲ 着工した移動通信鉄塔施設工事

② 歳以上の保険料は年金か
ら徴収される︒
などの答弁があった︒
︵佐藤重光委員長︶

4
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補正予算など
全会一致で原案可決

10

円 を 繰 出 ︒ 残 り を 県 及 び 市 ︑ び︑戸鳥内地区の整備を目的
村で負担︒当市の負担分は８
とするもので電気通信事業者
０４６万円となり︑当初予算
︵ＫＤＤＩ︑ドコモ︶が整備
計上より１４４万２千円の減
費の８分の１を負担すること
少となりました︒
を条例として整備することが
必要となりました︒
携帯電話関連
米内沢財産区特別会計につ
条例の一部を改正
いて︑土地︑立木売払収入合
計で６６９万９千円︑補償費
で５５２万９千円を関係自治
体へ交付し︑残りを予備費と
して８０９万９千円を計上す
ることであります︒
︵佐藤文信委員長︶

10

北秋田市移動通信鉄塔施設
条例及び︑事業分担金徴収条
例の一部を改正する条例につ
いては︑地方単独事業の一つ
であり︑携帯電話不感地帯解
消支援事業で加入者見込みが
２００人以下が対象となりま
す︒今回は︑阿仁打当地区及

とになっています︒
ても心配だ︒
秋田県においても平成 年
②保険料の一部負担について
２月１日設置にむけ︑県内
現在納付されている方はど
市町村で論議されているとこ
うなるのか︒
ろです︒
などの質問が出され︑当局
広 域 連 合 運 営 と し た の は ︑ からは︑
①財政の安定化を図る︒
①共通経費の負担割合なので
②統一した保健︑医療の指導
広域連合が赤字になるとか
が可能となる︒
不満がでてくるというもの
③医療費適正化事業に一体と
ではないと思う︒医療費負
なって取り組めるため︒
担は︑公費負担各市町村は
審査にあたって委員からは
分の５︑後期高齢者支援
①秋田県一本で︑市町村の高
分︑︵国保︑社保︑共済な
齢化率の差によって負担割
ど︶ 分の４ということに
合に矛盾が出てくるのでは︒
なり高齢化率とは関係なく
また医療費負担部分につい
負担する︒
19

25

千円となりました︒
退職手当組合負担金１４４
９万９千円の増額は︑定年退
職者が 名︑若年退職者が
名となることによるものであ
ります︒
秋田内陸線運営事業補助金
は︑平成 年度の赤字額２億
９０１４万９３３１円と確定
したことにともない︑内陸線
基金から２０１４万９３３１

変えるものである︒
変更となるものは
①今まで各市町村ごとに運営
されていたものが県内 市
町村合同の秋田県広域連合
で運営されること︒
②高齢者からの保険料１割負
担があることなど︒
この制度は平成 年６月
日に国会決議され︑ 年度末
までに広域連合を設置するこ

14

付託案件は一般会計補正予
算を含め８件でした︒
補正予算の主なものは︑平
成 年度決算により純繰越金
額が４億５３１４万７千円と
確定︑９月補正で２４７２万
２千円︑ 月補正で３億３１
９９万８千円を計上︒その内︑
財政調整基金に２億２６５７
万４千円を繰出すことにより
基金総額は６億２９０９万２
12

25

18

17

後期高齢者医療で
質疑集中

付託案件は議案５件であっ
た︒
高齢化が進むにつれ︑老人
医療費を中心に国民医療費が
増大してきている︒このよう
な中から新しい高齢者医療制
度が創設された︒これは国民
皆保険制度を将来にわたって
維持可能なものにするため︒
制度は︑現在の老人保健制
度から後期高齢者医療制度に

18

18

12

総務企画
17

生活環境

″

18

20

合川中に関しては部活動の終
了時に合せてバス利用出来る
時間帯で運行を秋北バスに要
望しているとのこと︒森中の
スクールバス利用はこれまで
通りの利用と併せ内陸線を利
用している地区についてもバ
ス利用で︑その他の遠距離通
学の鷹巣中央小学区と鷹巣東
小学区内地区ではジャンボタ
クシーで対応する地区とに別
れる︒
小ヶ田地区と田沢︑李岱方
面︑スクールバス︑ジャンボ
タクシーの新規の開設時期は
いずれも新年度から︒

″

応方法もあるのか等の質疑が
ありました︒
スクールバス２台を入札で
購入︑使用地区は綴子地区で
綴子小と鷹中へ通学している
児童生徒︑向黒沢︑大畑︑二
本杉方面へ対応︑もう１台は
鷹巣南中竜森寮平成 年度か
ら廃止に伴ない同地区に対応
するもの︑増沢︑金沢︑美栄︑
桃栄等もスクールバスで対応︑

″

″

10

記念誌等補助は
一千円以内で

民生費の中で特に合川保育
園の統合に合せて 周年記念
誌作成に当って質疑が行われ
た︒
事業費に対して予算額が低
くなっているのでは︑市で全
額負担しても良いのでは︒
追加補正が出来ないか︑予
算折衝︑積算根拠は︒
記念誌作成等に基準がある
のか︒合川︑竜森各記念誌の
単価︑また各何冊か等が審議
があった︒

査をするといつ頃供給できる
見通しか︒また工業団地︑新
病院に水がないと大変では等
の質疑があり︑今の施設も更
新を控えているので︑ギリギ
リの状態︑一年でも早く整備
したい現状︒今後︑国︑県と
協議しながらできるだけ早く
整備をしたい︒そのための予
算措置は︑今後の調査を踏え
て︑ダム事業者︑県治水の関
係者と協議し︑工事的な方法
等検討しながら方向がでれば︑
来年度からその方向で進めた
い等の答弁があった︒
森吉山ダムと今回の給水調

50

遠距離地区には
スクールバス他で

付託案件は︑議案５件であ
り︑その内補正予算が２件︑
条例の一部改正案と条例制定
の３件であった︒
一般補正予算 款教育費ス
クールバス購入費に対して購
入は入札か︑旧町単位から見
て一地区だけがスクールバス
対応となっていない︑森中の
スクールバスの今後の対応は︑
その他スクールバス以外の対
10

18

″ あなたと地域の農業夢プラン
模様替えに

18

策事業︑個別経営体育成対策
事業︑事業の実施手続き︑市
町村において担い手育成計画
が策定されていること︒
事業形態︑﹁リース方式﹂
〜﹁直接方式﹂︒補助等県
分の４︑市 分の１で現在と
同率であります︒なお︑土地
の賃借等継続事業等︑一部は
″ あなたと地域の農業夢
今年も
プラン 事業として継続︒
簡水﹁合川・森吉﹂取水調査

についてただす

合川・森吉地区の給水が逼
迫しているようだが︑取水調

12

19

業実施のため︑税法上の問題
が生じる可能性があるため︑
事業実施期間を１年短縮して︑
″ 目指せ元気な
平成 年度から
担い手 応援事業として︑模様
替えをおこない︑事業実施主
体が︑認定農業者︑農業法人︑
法人化を目指す集落営農組織
等となりました︒
期間平成 年度〜 年度︑
事業内容︑組織経営体育成対

実行委員会を組織され２回
目に編集方法で当初は︑３０
００円の要望が出される︒
市でやるのであれば１冊１
０００円くらいまで︑また補
助金は事業費の３分の１ぐら
い︒
合川は単価は２７３０円５
００冊︒竜森の２００冊は雑
入でみる︒
︵中嶋力蔵委員長︶

査との関連について︑森吉山
ダムから供給できれば不要に
なるのかの質疑には︑ダムか
らの取水方法は県︑国で決め
て継続されているが︑別の方
法にするとどうかも含めて検
討する意味でもボーリング調
査を行うもので︑結果が出れ
ば一番効率的な方法で整備し
たいと思っているとの答弁で
した︒

︵武藤忠孝委員長︶

5

12

福祉教育
産業建設

付託案件は議案 件であっ
た︒
″ 夢プラン
委員会審査で特に
の件について資料提出を求め︑
応援事業の概要説明を求めた︒
標記事業は県単事業である︒
平成 年度〜 年度まで︑７
年間を事業実施期間として︑
合併前から各市町村で実施し
てきました︒しかし農協等に
よる﹁リース方式﹂による事
12

信のための総合観光案内所

宿泊や観光施設︑山のガイ

初からでも春とともに設定

興局と打ち合わせの上︑当

もらうための新聞やテレビ

パンフレット︑記事にして

設を条件に大学の定員を増

て国︑県でも奨学金制度創

問
問 医師遍在の解決策とし

も１対７とすると３６８人

生懸命やっている︒看護師

ことが必要︑今厚生連と一

会に提出し︑認めてもらう

整備はどうか︒

もある︒また︑看護師対入

師確保対策室を設置した市

修員にまで拡大したり︑医

からの持ち出し見込みが

問
問 米内沢病院の一般会計

尽くしたい︒

必要絶対数の確保へ全力を

スターや各種パンフレット

なり︑高い報酬を設定した

年度は４億２千万円︑ 年

年︑ 年度もある︒この

病院の成功するか否かは医

やる︒安の滝に関しては駐

り︑来年度以降は市主催で

また厚生連との話し合いは

の所まで努力したい︒

働が見込まれる︒ギリギリ

看 護 師 の 確 保 は 大 丈 夫 か ︒ 確保︑１人で年間２億の稼

答
答 １月の段階で医療審議

しているのか︒
あるので検討したい︒

車場が狭いのと危険な所も

ままでいいのか︑これから

し︑振興局が音頭をとって

師 に か か っ て い る と 思 う ︒ どうするのか︒

が看護師を大募集している︒

度は６億円になる由︑まだ
認定特産品に 品目を認定

ことから︑都市部の大病院

18

19
くれた﹁うめーもん創作﹂

21

答 最大の解決策は医師の
このような状況の中で医師︑ 答

20

６

きたあきた

総合観光案内所設置は

は観光を考えるうえで絶対

必要と思うが考えは︒

ド︑釣り情報︑伝統行事や

したい︒

問
答 観光協会︑商工会︑振
問 交通事情や観光コース︑ 答

イベント等の情報案内や発

医師看護師の確保は

への売り込み︑また食︑特

やしたり︑奨学金制度の対

が必要 ︑ 年の開院までに

開院までに確保予定

産品︑観光及び宿泊施設の

象を大学院生や臨床専門研

答
答 振興局と一緒に制作し

院患者数１対 が１対７に

21
た﹁マタギの森へ﹂等のポ

の道路︑駐車場︑案内板の

充実度・安心︑安全のため

てもらうためのポスターや

問 北秋田市の観光を知っ
問

（新 創 会）
も作っている︒また市推奨

10

市議会だより

春とともに設定したい
議員

松尾秀一

答

には 社参加で 出品があ

45

34

第9号

問
質
回
24

一般質問
市政を問う
活かそう市民の声

一般質問は、12月14・15
日の２日間行われ、10名の議

員が市長に対して限られた時

間の中で、様々な問題につい
てただしました。

＊掲載文は、質問者の執筆による原稿
を掲載しております。

当初予算の編成方針は

からは一般会計から６億円︑
不良債務４億６５００万円
になると予想しています︒
休床︑時間診療等で 人の
職員が余剰になると説明し

財政健全化の取組みは

上︑防犯対策上問題があり

改善すべきと考えるが市の

対応は︒

モデル地域に選定され︑推

答
答 県のまちの賑いづくり

進委員会を組織し実行プラ

ンを策定中である︒トイレ

については調査し対処する︒

により厳しい財政状況と見

問 国の三位一体改革推進

から取り組む︒

速検討し︑実行可能なもの

進する︒有料広告事業は早

用︑市税収納率の向上を推

番に︑遊休市有地の有効活

革と合わせ歳出の削減を一

り３月の集中改革︑機構改

行財政運営に取り組んでお

ついて伺う︒一層の子育て

再度出産祝金制度の制定に

共有することと同義と考え

出すことは全市民が喜びを

る子どもの誕生に祝い金を

問
問 将来地域活力の源とな

については検討する︒

付けと将来構想の中で建物

支援策の充実を望む︒また

商店街空店鋪の有効利用︑

賑い創出も兼ねて親が仕事

帰りに迎えに来るまで安全

築くため市内３商工会の合

問 地域商業振興の基盤を

１００万円補助した︒来年

北秋田市誕生記念として１

答 出産祝金制度について
答

えは︒

す る ︒ 昨 年 の 大 売 出 し は ︑ とを提案するが︑当局の考

森吉についても合併を期待

は合併協議時に創出しない

で安心な子どもの居場所づ

併支援や消費者にとってメ

度は３商工会合同の事業と

方向で議論された︒むしろ

くりを商店街に設置するこ

リットの大きいプレミアム

して実施する計画である︒

利用は新しい考え方︒市で

養育支援の充実を図る考え

また旧秋北バス営業所に設

は現在学童保育で居場所は

問
問 鷹巣地区駅前︑銀座通

答 市内３商工会の合併に
ると︑十分な設備が無く︑ 答
医療機能が果されていない︒ ついては商工会業務の効率
を考え早急に推進すべきと

けられた﹁やるべショッ

り商店街の振興策について︒ だが再度検討する︒空店鋪
考える︒鷹巣町︑合川町両

確保しているが商店街と協
題がある︒

であり市も支援する︒阿仁

商工会は 年４月合併予定

プ﹂のトイレは老朽化が激

について具体の検討は︒

付地域振興券事業への助成

次年度から具体策実施

商店街の振興策は

収納率向上策︑広報等の有

受けられるが︑企業経営的

答
答 企 業 経 営 意 識 を 持 ち ︑ 新市まちづくり計画の位置

料広告は考えているか︒

歳出削減を優先的に
議員

運営や財源確保のため税の

（新 創 会）

議したい︒

また︑医師不足を要約す

っていない状況だ︒

管理者との関係がうまくい

米内沢は職員︑労組等と

の導入も視野に考えている︒

合川診療所は指定管理者

える︒

め患者が少なくなったと考

入替と︑十分経験がないた

答
答 阿仁については医師の

題であります︒

を守るための大変重要な問

周知の事実です︒地域医療

医師不足は県内外問わず

できないのか︑その理由は︒

市立病院の医師充足はなぜ

と発言しながら︑現存する

民病院の医師確保は大丈夫

えますがどうか︒また︑市

足は病院経営上不可欠と考

院のあり方︑特に医師の充

者です︒まず︑現存する病

しかも市長が経営の責任

ております︒

年度はマイナス２・

厳しい財政運営になるので

億円程度見込んでいる︒

公債費は２５００万円増の

経常収支比率は ・３％︑

で︑相当厳しくなる︒

ともない５０００万円の減

５％︑交付税制度の変更に

答
答

る機構改革の考え方は︒

するのか︒行政効果をあげ

支比率︑公債費はどう変化

交付税の減額で厳しい

年度予算の編成方針

いて︑特に話題になってい
る市民病院の建設で︑一層
予算が窮屈になっていると
組織再編を中心に検討委員

年度

人から

問
問 市立阿仁病院︑国保合

診療科の曜日︑時間診療等
へと変化しており ︑ 年度

問

質
答

回

しく︑男女兼用で公衆衛生

ると説明しております︒医
そのための設備を充足すれ
師の減少により病棟の休床︑ ば︑予算不足という現実問

年間２億円の医業収益があ

す︒また︑医師一人につき

現在９人 ︑ 年度４月から

出しが不可欠です︒
17

人で︑一般会計からの持ち

床のベットに平均入院が

阿仁は患者の減少と ︑

今後のあり方について︒

５人になると想定していま

19 18

川診療所の管理運営と︑一

13

部事務組合の米内沢病院の

人 ︑ 年度

医療機能が十分でない

市立病院の医師充足を

事業実施にともない経常収

ま た ︑ 交 付 税 の 見 通 し ︑ 会で作業を進めている︒

言われているがどうか︒

19

議員

長崎克彦
と新規事業の重点施策につ

問
問
19

米内沢は︑医師の数は

7

96

11

19

20

32

（千 光 会）
22 60

湊屋啓二

56

問

質
答

回

補助が半分は本当か

どもあり木酢液の活用など
含め検討したい︒
問
問 企業誘致にも新病院の

ゴミ袋の作製を早急に

う︒

答
答 カード作製後︑携帯電

話の急激な普及などからカ

たものと捉え︑有効活用の

としての活用は役割を終え

ードの利用が激減︒ＰＲ用

一月に入札で作製を

遠隔医療に対処するために
も光ケーブルが必要と思う

も考えているが︑光ケーブ

過疎債︑特別債などの活用

て充当させたい︒

答 市職員は公僕という言
答

問 市長の市職員の執務姿
問

葉がぴったりで︑先走りす

で︑搬入についても独自で

と同じく市の直営の形でや

できるか相談したが︑赤字

ることになった︒決して強

ることなく︑ピシッと公平

勢に対する基本的スタンス

制的に活動を中止させた訳

に市民サービスをするのが

になるのでできないとの回

ため︑ＮＴＴの通話料とし

が大野台に設置はいつか︒
拡大については︑他市町村

答
答 補助事業がないので︑
の事例等も参考に検討した
ル以外の方法も考えている︒

問一部の小売店で市のゴミ

でない︒

は︒

袋が不足し︑市民が困って

答があった︒ゆえに他地区

係をどう保つか︑どう住民

のではないか︒

金の引き下げを考えている

がハードルを高くして交付

れているが本当か︒県や市

に徹底させたい︒部署単位

への応対にも機会あるごと

つを返してくれるが︑市民

答 私︵市長︶にはあいさ
答

か︒

問
問 予算削減で︑廃止され

予定している︒

員会開催後︑住民説明会を

るメリットもある︒検討委

る面もあるが広く交流出来

答
答 地域と関係が少なくな

注し作製する︒もっと早く

集を行い︑複数の業者に発

ては︑早急にデザインの募

答
答 指定ゴミの作製につい

されないのはなぜか︒

製するとの市長答弁が実行

緯について︑管理体制を問

部が目的外使用となった経

１６万円が在庫となり︑一

作製したテレホンカード１

問
問 なぜ︑平成６年や７年

る︒

りが大事であると思ってい

質を出せるような環境づく

一番根本である︒職員の資

機会あるごとに徹底
問
問 市職員にあいさつやマ

の理解をしてもらうか︒

答 単価の引き下げは公式
答
での朝礼も実施予定︒

伝統的なワザをもった職人

伴う施策が必要でないか︒

産地の保護や生産拡大に

出来るだけしないよう指導

答
答 職員には時間外勤務を

んな対応しているのか︒

市職員の姿勢がほしいがど

他地域を理解しようという

すぐ帰ってしまう︒もっと

事に来ても仕事が終わると

来るだけ早く示したい︒

答 来年度以降の計画を出
答

いか︒

業を市民に示すべきではな

継続する事業︑廃止する事

答
答 同会議の古紙回収の収

ればならない理由は︒

﹁市が待った﹂をかけなけ

市民会議の古紙回収事業に

問
問 ゴミを活かす合川地区

意しておきました︒

摘に対しては十分職員に注

えておくべきだったとの指

答 新田目下杉線は︑旧合
答

線は︒

北欧の杜線︑新田目〜下杉

する必要があるが︑松栄〜

望︑財政力等総合的に判断

必要度︑緊急度︑将来的展

問 公共整備については︑

インフラ整備により車両の

要︒さらに市民病院などの

のアクセス路線であり︑重

の杜公園や大館能代空港へ

さらに検証してみたい︒

であると認識しているが︑

光の交流として必要な道路

必要度等含め再度検証

市の道路整備について

にはきていないが︑下がら

る事業も多く出ると思うが︑ デザインを決めて体制を整

や特殊技術をどう継承して

している︒職員交流もして

益は同会議に入っているが︑ 川時代からつくるというこ

ることは難しいが︑県農水

等も含めるとすべて把握す

問
問 これまでの地域との関

いると認識している︒

い︑市職員が行っているの

回収後の運搬は公用車を使

済的交流︑文化の交流︑観

とで進められてきたし︑経

産額を把握しているか︒

いくか︒

おり︑徐々に浸透して来て

部の資料に出ている︒保護

往来も増加する︒

松栄北欧の杜線は︑北欧

答
答 流通ルートや自家消費

問 木材以外の林産物の生
問

問 出身地以外の事業や行
ないよう県に要望している︒ 問

問
問 農地水環境保全向上支
援事業で国が示している交
ナーをどう指導しているの

（新 創 会）
いる︒７月には入札して作

職員の市民へのマナー

い︒炭焼に関心のある人な

下らないよう県に要望

問
質
答

付金が半分になったと言わ

（新 創 会）

8

きたあきた

市議会だより
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議員

黒澤芳彦

議員

三浦克昭

回

問

質
答

回

各税︑使用料の徴収対策は

項目で努力している

今後は︑いじめは人として
絶対に許されない卑怯な行
為だということの指導︒子
どもが出すサインを見逃さ
ない︒学校︑先生は︑最後
まで絶対に守り通すという

新病院は市財政を圧迫

事業などで多額の投資をす

ることになる︒これでは市

の財政は持たない︒第２の

答 財政は圧迫しない︒
答

再検討を︒

夕張市にならないためにも

圧迫はしないと考える

うに思う︒先生と児童・生

ことが意外に少なかったよ

調査結果で先生に相談する

国で相次いでいる︒先般の

問 いじめによる自殺が全
問

えか︒

べきと思うがどのような考

度に応じて解消に取り組む

路を把握し︑重要度︑必要

観点からも︑行きどまり道

問 生活環境の整備という
問

実を図るなど徹底します︒

くなる﹂と言うが︑新病院

ればよそに行かなくてもよ

問
問 市長は﹁新病院ができ

問
問 圧迫はしないと一言で

徒の信頼関係についての考

答 基準を設けて︑最初に
答

ができたとしても現在との

市民は統合に賛成の人が多

問
問 各税及び使用料等の滞

建設費約 億円のほか関連

いっている北秋田市が今後︑ 了解してもらったものだ︒

片付けたが︑納得できない︒

えは︒

家が建つときに指導すると

いか︑反対の人が多いか︑

治療です﹂と言えるか︒

また︑いじめを起こさせ

いうふうなことが大事だと

問 いじめ︑不登校の大き
問

をどう認識しているか︒

答
答 心配はわかるが︑私は

ないために︑今後どのよう

比較で︑ベッド数は減少︑

な原因は︑競争教育による

答
答 全く予測できない︒

﹁基本構想﹂に従って進め

納について︑徴収には今ま
な対策を考えているのか︒

思いますので︑十分それは

ストレス︒文科省はそれを

答
答 医療機械でそれらに効

で以上の努力が必要と思う

やっていきたいと思います︒ 外来も横ばい︒なぜそのよ

さらに助長させることにな

くものはない︒

が︑どのような対策を講じ

答 いじめについては︑中
答

うに言えるのか︒

ている︒その構想は議会に

てきたか︒また︑専従職員
身を十分分析しなければな

答 入院日数が短くなるの
答

小学校統合の意見聴取を

常備消防も︑定数割れを

が考えは︒

速やかに解決すべきと思う

て頑張りたいと思います︒

できれば定足︑充足に向け

防も十分ではありません︒

う状況にありますが常備消

は︑定数少なくて済むとい

ン︑大腸ガンなどには効か

問 多くある肺ガン︑胃ガ
問

腫と前立腺肥大症に効く︒

答
答 乳ガン︒ほかに子宮筋

きるのはどこのガンか︒

いうが︑その機械で治療で

︵ファス︶を導入する﹂と

治療︒そのためにＦＵＳ

問 ﹁新病院の特色はガン
問

なる︒

でよそに行かなくてもよく

答 実施することに異論は
答

考えるが︒

は実施するべきではないと

の失敗作 ︒当市において

スト︒いわば 試されずみ

部省みずから取りやめたテ

がおき弊害が多いとして文

ている︒かつて競争と格差

グをつけて公表しようとし

月に実施し︑学校ランキン

る全国一斉学力テストを４

統合検討委員会が成案を作

答
答 今は物理的に難しい︒

しい︒

に説明し︑意見を聞いてほ

主政治の基本︒まずは住民

民の声を聞くというのは民

う市のやり方はまずい︒住

一方的に統合を進めるとい

る︒賛否が分れているのに

は賛成︑反対が二分してい

問
問 私がおこなった調査で

成案ができてから

どうとらえ︑どのような対

えは︒

策を考えているか︒

ない︒

ますが︑北秋田地域振興局
と一緒になって徴税に向け
て行動し収納率を上げるこ
とができ︑今後も県と一緒
に徴税運動を進めたい︒
専従職員の配置について
は︑機構改革等を 年度に
19

問
問 消防団員の定数割れは︑ がしっかりしているところ

充足にむけて頑張る

消防団員の定員割れは

向けて進めており︑徴税は

ない︒それで大みえきって

に住民説明会をおこなう︒

19

項目を設けて努力してい

市が動いていく上で一番大

答 消防団員は︑充足率で
答
87

るのでそれをもって 年度

事なことですので︑十分考

問 小学校統合について︒
問

談したという方が多かった︒ ます︒

88

淳
板垣

﹁ここの病院の特色はガン

答
答 税の滞納については︑

問
問 すでに財政難にもおち

の配置によって︑収納率の

必要度だとか緊急度に応じ

（共産党議員団）

て改善していきたいと思い

議員

らないと思います︒調査で

姿勢を示す︒相談活動の充

問

質
答
回

中学校は親よりも教師に相

（形 成 会）

向上が図られると思うが考

議員

吉田嘉隆
見ると ％です︒常備消防
えていきたい︒

９

11

問
質
答
回
11

︵仮︶市立病院建設について

北秋田市の活性化は

産業振興施策を︒

答 鷹巣町農協には伴補償
答

市民の多様なニーズに素早

づくりが最も重要である︒

が市では︑行政における人

です︒民間活力の乏しい我

ると思う︒第一に人づくり

人づくり︑仕事づくりにあ

問
問 北秋田市の活性化は︑

問
問 地域資源を活用した︑

誘致にも取り組みたい︒

合っている︒男子型企業の

元でできるよう業者に掛け

養豚業では︑二次加工も地

答
答 来春森吉地区で始まる

興策は︒

問 若者に魅力ある産業振
問

環境の整備などに努める︒

行政の仕事︒人材育成雇用

えないが交渉中︒

とつ進めたい︒詳しくは言

ることになったが︑もうひ

団地にこのほど一社進出す

していきたい︒大野台工業

結びつけた観光事業を展開

ムも加わるため︑これらを

光の中心となる森吉山にダ

方向で持っていきたい︒観

力を発揮する場を作るのが︑ 答
答 広大な土地を活用する

経験を積む機会を与え︑能

雇用環境整備に努める
準備協定書は地方自治法
条に協定書は議決事案

という形で名称が残るかど

く対応できる市の将来を切

問 岸部市長が町長に立候
問
補した時︑北秋中央病院は
厚生連から 項目の要望

現在地にと公約した︒
書がきている︒厚生連では
項目の要望についてはま

言っている︒

減価償却相当額等につい

階の質問書であった︒
ては厚生連に出してある︒

巣町農協から厚生連に売買
されたとなっている︒

年度に検討する

伴補償支援カットは合併のマイナスだ

平成

も職がないといった今日︒

現在︑地元就職を希望して

ある︒景気は依然低迷する

うが︑第二は仕事づくりで

年２月にもういちど調査し

が大事だと考えている︒来

答
答 すべての大人の見守り

えた未然防止策は︒

問
問 いじめ実態調査を踏ま

取り組みたい︒

童生徒︑家庭を巻き込んで

葉を見逃さず︑教職員や児

現場と教委密接に連携

新卒者は魅力ある職場を求

変化を分析する︒

年度は

めて流出しなければならな
い現状にあり︑高齢化率が

か︑いじめの中で冷やかし

教職員の力量向上を図るほ

３回にわたり調査した上で

やからかいが多いため言語

上昇し活力が失われる要因
仕事場確保は︒

環境を整える︒気になる言

の一つと思われるが若者の
答
答 立派な学力を付けさせ

10

きたあきた

市議会だより

厚生連に４ 億 ４ 千 万 円 程 負 担 し て も ら う

は鷹巣町農協へ声をかける
のが道義的と思うがどうか︒ 第

問
問 減反政策に対して︑減

うか︒それは無くなる方が

り開くリーダー的人材をま

書への回答はどうか︒

46

にはなっていない︒

反の補償金を市が負担しな

いいと思っている︒協議を

ず行政から育成すべきと思

項目の要望書は指定

いとなっているが︑農家全

年度に向けて

答
答

だ話が結論を得ていないと

体がよい経営ができるよう

進 め て 平成

年に鷹

項目の要望

に支援するのが当然で︑今

協議していく︒

厚生連に出した準備協定

しているか︒
書は議会の承認を得る必要
がある︒協定書を結んだ法
北秋病院敷地は鷹巣町農

的根拠はどこにあるか︒

病 院 敷 地 は 昭和

厚生連に企業債の利息５

回支援がカットされるとな

米澤
協が提供していると聞くが

19

第9号

管理者制度をわからない段

８６４万６千円︑減価償却

れば合併のマイナス効果だ︒

11

11

今回の敷地の処分について

19

19

いじめの未然防止策は

相当額３億７５４５万５千

武石隆憲

問

支援を続けるべき︒

（千 光 会）

答

回

問

円という数字を厚生連に出

（形 成 会）

質
11

議員

一

議員

質

96

答
回
11

昇級凍結を考えられないか
決算特別委員会

に生かす等︒審査にあたっ

ては代表監査員に実務監査

にあった実態を一般会計︑

件︑

会計別に分類すると︑一般

件が本委員会に付託され︑

市長に対して総括質疑を認

を踏まえ︑審査最終日には

て意見を求め︑審査の議論

慎重に精査の結果︑平成

港にするのが望ましいが︑

に大館能代空港を北秋田空

から人が集まる︒この機会

算が適正に執行されたか︒

る︒①審査のポイントは予

た︒委員会は原則公開とす

種補助資料を活用し審査し

査は６日間であり︑決算各

意見を付すことにした︒

会一致で認定と決定したが︑

企業会計２件については全

賛成多数で認定と決定した︒

論﹂があったが採択の結果

るのではないかと﹁反対討

出に関して事前執行にあた

年度各会計については︑支

を考えて︑３年〜５年位の

変更には莫大な費用がかか

②財源の確保は適正か︒③

べきである︒その結果とし

果︑経済効果を評価し無駄

審査では︑様々な質疑︑

思う︒

○ 財産区会計の会計方法と交際費

を月額１万円〜２万円くら
いで貸し付けをする方法は
考えられないか︒
来年度に向けて︑※ＰＦＩ

会計１件︑特別会計

特別会計︑企業会計につい

を利用したプロポーザル事

企業会計２件︑総額４１９

年度各会計決算認定３

業として︑民間に広告した

億円︑特別委員は８名︒

答
答 すぐ出来ることなので

い︒

月 日より 日まで実質審

手当縮減に取り組んでいる

問 北秋田市が誕生し︑国
問

定不認定の判断に資した︒

体︑全国植樹祭などで全国

昇級凍結などを考えられな

るとのこと︒せめて通称が

各種事業等検証して行政効

％︑およそ 億円で

ある︒同じ悩みを抱える全

答 給与構造改革を進めて
答

北秋田空港に定着するよう

年間
国の例を見習い︑地域経済

問 職員給与は︑中央官庁
問
おり︑各年代層ごと︑全体

パンフレット等で運動する

いか︒

と同一給料表が適用されて
年度予算編成においても

で約５％減の状況である︒
各手当の縮減に取り組んで

排水事業の推進を図られたい。

より︑職員数が臨時職員と

○ 下水道事業の見直しで農業集落

提言がなされたが当局の次

されたい。

はなかったか︒④審査の結

び未計画地域の早期実現に努力

て︑観光︑企業誘致等など

○ 農業集落排水事業の計画地域及

いる︒いずれは職員数を減

会計の是正を図られたい。

合計で９００人以上となっ

○ 翌年度繰上充用金を充てている

年度の行政に注目したいと

拡がっている︒市は合併に

おり︑地元企業との格差が

19

力すべき。

将来展望が開けると思うが︒ 果を次年度予算編成や執行

利用料、使用料を含め徴収に努

答 大館能代空港利用促進
答

○ 税の未納・滞納及び学校給食費、

らす努力もしたい︒

協議会で提案した時も現在

決算認定に対する意見

ており︑給与も一般会計で

合併協事業の見直しを

も難しいという状況は変わ
っていない︒しかしその状
況の中にあっても︑国体︑

検討して進めたい
答
答 新市まちづくり計画が

＊ＰＦＩ⁝公共施設等の建設︑

をしたい︒

問
問 合併後１年８ヶ月︑市

になった事業も出てきてい

植樹祭はチャンスなので︑

るので︑計画にこだわらず

あるが︑交付税︑補助金の

合併協議会で︑旧町から引

検討して進めたい︒

財政は危機的状況を改善す

き継いだ事業計画案を承認

問 何処の集落に行っても
問

北秋田空港に向けての努力

して進めているが︑投資効

る目処も立たない中にある︒ 減額等により︑途中で中止

果に疑問を持たざるを得な

放置された空き家が目立つ︒

︵泉

一雄委員長︶

▲ 決算審査のようす

17

58

い事業もあり︑財政事情も

維持管理︑運営等を民間の
資金︑経営能力及び技術的
能力を活用して行う新しい
手法

るべき。

11

25

市営住宅建設も必要であろ

11

19

ふまえた上で︑施行年度の

○ 阿仁地区への医療機関を存続す

（無 会 派）

見直し等も必要ではないか︒ うが︑放置されている住宅

及び報酬の統一化を図られたい。

22

議員

松田光朗

17
13

問
質
答
回

委員会

調査レポート

12

ど意識改革を図る必要がある
と判断しておりました︒
具体的な導入の目的は①頑
張れば報われる職場環境づく
り②人事評価に対する公平公
正さの向上③管理職員の資質
の向上等であります︒対象者
は部長から課長補佐までの１
７４人であり︑評価する人は
上司︑同格者︑部下でありま
す︒評価結果により昇任昇格
や６月︑ 月のボーナスにお
ける勤勉手当に反映させる制
度︵五段階で年間 ・７万円
の格差︶でありました︒
いずれも職員の意識改革の
ツールとして非常に有効であ
り合わせて市民の目︵意識︶
もまた大切であると思われま
す︒

24

市民参加へ
自治基本条例制定

12

岸和田市では平成 年都市
計画マスタープランを策定︒
平成 年市制施行 周年を迎
え新たに﹁特例市﹂としての
スタートをすることで︑府の
事務がより多く岸和田市の責
任で行なうこととなり︑市の
果たすべき役割は確実に大き
くなりました︒
そこで市民が市政に参画す
14

13

80

11

10

78

上ると試算をしております︒
平成 年からの第２期行財
政改革では︑公募型補助金制
度を創設することで補助金の
効果がどれだけ市民に波及し
ているのかを判断する制度や︑
みんなのまち条例による﹁市
民の協働﹂の推進にも取り組
んでおりました︒
行政評価制度と連動してい
るのが３６０度人事評価制度
の導入でありました︒職員に
は経営感覚やコスト意識を持
つことや意欲的かつ自発的に
行財政の見直しをすることな

▲ 寝屋川市にて

25

16

55

17

12

▲ 岸和田市にて

る基本的な考えや情報の共有
協働のルールを独自に定めて︑
共通の指針とするための条例
が必要となりました︒もとも
と昭和 年〜平成 年までは
市民協議会が各小学校ごとに
設置されており︑この活動を
いかに熟度を高めていくのか
が行政の責任と考えていた︒
そこで市民を信用し行政が
コンセプトを示して市民が一
から条例案作りを行なう方法
を採用︒自治基本条例策定委
員会を設立︑３年間無償で活
動し︑平成 年８月１日市民
自治都市を実現するための基
本条例が施行されました︒
我が市にとっても︑行政と
市民が協働するシステムをど
う構築するのか︑両市の研修
は意義深いものがありました︒
︵執筆者：佐藤文信︶

12

きたあきた
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意識改革へ
行政̶３６０度評価
当委員会では市の行政課題
の一つであります︑市民主体
の行政運営の推進と市民参加
のまちづくりシステムについ
て︑先進地であります大阪府
寝屋川市と岸和田市を調査地
と選定しました︒
まず寝屋川市では︑行政評
価制度と３６０度人事評価に
ついて調査︒人口は 万人の
住宅都市として発展︑しかし
厳しい行財政環境のもと市民
ニーズの高度化︑多様化が一
層求められていました︒
このような中で平成 年４
月自治経営室を設立し︑室長
を民間公募し︑行政評価に民
間のシンクタンクの力を活用
する手法を導入︑平成 年
﹁簡素で効率的な行財政シス
テムの構築﹂﹁市民参加の推
進と行政の公正︑透明性の向
上﹂を基本目標とする ヵ年
計画の行財政改革大綱を策定︒
平成 年までの４年間で職員
数は２２２９人から１９１４
人へと ・１％削減︑人件費
の圧縮や事務事業の見直し等
により財政的効果は約 億に
15
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平成18年10月23〜25日
寝屋川市・岸和田市
調査日
調査先

総務企画常任委員会

委員会

調査レポート
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18

識を高め︑地域の環境保全活
動の推進を図っている︒
⑷カラス対策のゴミ袋は１
月から使用する予定である︒
⑸地場産業が盛んなので共
働きが多く︑それを支えるた
めに祖父母の役割が大きく︑
地域には孫達と祖父母が一緒
に過ごせる施設がある︒
⑹地域にある自治会館に体
育館が併設されており︑スポ
ーツなどを通じたコミュニケ
ーションが図られている︒

▲ 鯖江市にて

14

16

18

▲ リニアックの説明を受ける

核的な医療機関として引き続
きその役割を発揮していくに
は常勤医師の確保はもちろん
のこと︑これまで以上に経営
環境の改善等を強固に推進し
ていくことが必要と考えてい
る︒
⑺病床数は３５０床︒
年度の患者数は︑入院で
８万８８７２人︵一日平均２
４３・４人︶︑外来が 万１
６０９人︵一日平均７７４・
２人︶で︑常勤医師の減員に
より前年度に比べ入院延べ患
者数は１７０人︵ ・１％︶︑
外来延べ患者数は２万９６３
０人︵ ％︶と大幅な減少に
なっているとのことであった︒
︵執筆者：佐藤重光︶

17

病院経営は厳しく

敦賀市立病院について
⑴市の人口は平成 年から
平成 年まで︑毎年１５０人
ほど人口増加になっており︑
本年４月の人口は６万９千人
である︒
⑵福井大学の医学部と県が
中心になって医師確保に取り
組んでいるが︑常勤医師の不
足が悩みの種となっている︒
しかし市の開業医は相当多い
ようでした︒医師確保には県
も年々取り組みを強化してい
るとのことですが︑医師不足
は解消されていないのが現状
でした︒
⑶高度医療機器としてリニ
アック︵放射線による悪性腫
瘍等治療装置︶と︑ＣＴ装置
︵全身用Ｘ線断面撮影装置
列︶が設置されていました︒
⑷ 年度決算で２億４５０
０万円の欠損処理をしている︒
⑸第三次整備事業を平成
年から４カ年継続事業で︑増
改築の事業が完成しておりま
した︒財源は︑原発があるこ
とから電源三法による寄付金
が大きなウエイトをしめてお
りました︒
⑹経営改善については︑中

64
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環境整備で
市民の意識高揚
福井県は総務省発表の﹁統
計で見る都道府県の姿２００
６﹂の都道府県別豊かさラン
キングで５年連続１位となっ
た県である︒
特に▽共働き率が高く年間
世帯収入が１位で︑繊維︑メ
ガネ︑漆器等の地場産業が盛
ん▽失業の低さ︑自動車保有
率︑貯蓄残高などが各１位︑
家の面積は２位︑長寿率は２
位▽出生率は日本の中で福井
県のみが伸びているなど他県
がうらやむ状況となっている︒
以上の理由で福井県を選び︑
その中からとくにゴミ問題と
病院について調査しました︒
鯖江市について
⑴市の人口は︑平成 年か
ら平成 年まで︑毎年６００
人程人口増加になっており︑
本年４月１日の人口は６万８
千人である︒
⑵ゴミのリサイクルは小・
中 校のうち５校で生ゴミの
堆肥を作って活用している︒
⑶環境アドバイザー 名が
登録され︑生活︑都市︑自然︑
地球の各分野で市民の環境意

13

12
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平成18年10月25〜28日
鯖江市・敦賀市
調査日
調査先

生活環境常任委員会

委員会

調査レポート

14

き部分と思えた︒最近の状況
では事務的就労を目指す方が
多いとのことであった︒
障がいは︑言うまでもなく
精神・身体・知的の三障がい
だが︑障がいに関係なく︑パ
ソコンを使う業務の希望が多
いとのことでした︒
遅い時間にセンターに到着
したため訓練指導を受ける場
面は確認できなかったが︑施
設内の訓練室を把握できた︒
パソコン実習室︑プリンター
のトナー詰め替え室︑電子部
品の組み立て室などが整備さ

れ︑ユニークなものとして野
菜の水耕栽培など都市の中で
も行なえる工夫やアイデアが
生かされていた︒各種設備や
機能︑精神的配慮など職員の
情熱が伝わってきた︒
８日の午前は︑センターで
指導訓練終了した人たちが就
労している﹁あしすと阪急﹂
に出向く︒阪急電鉄のグルー
プ会社で２００５年設立︒社
員数が１万人︒会社と連携し︑
１４０人ほどの障がいをもた
れた方達が就労されている︒
主に清掃業務で︑時給８１０
サービスも運営していた︒職
円の８時間労働で 日以上は
員は園長含め 名で︑２才〜
働き︑各種保険制度も適用さ
５才までの幼児は︑リクライ
れ︑安心の就労条件と思えた︒ ニングなど個々に合うイスを
センターでの訓練が業務の流
取りつけた通院バスで送迎さ
れをスムーズにみちびいてい
れていた︒当然︑保育室内の
た︒当初︑会社側も心配した
机やイスも個々にあわせ︑ス
が︑今ではとても助かるとの
タッフの手で造られていた︒
ことであった︒
施設の隣りには福祉短大もあ
り︑専門学校の生徒も含め実
習現場にもなっている施設で
障害幼児の療育と
あった︒自立支援法改正に伴
子育支援について
って利用者負担や市による独
自の軽減措置など運営上の大
変さも話されていた︒就学へ
向けての明るいステップが感
じられ︑今後の北秋田市の取
り組みへの参考となった︒
︵執筆者：中嶋力蔵︶

42

京都市に４施設あるうちの
西京区内の洛西愛育園︒ここ
は︑自閉症やダウン症など
様々な何等かの障がいをもつ
幼児の通園施設で︑定員 名
に相互枠４名の 名の療育や
ここの卒園者や学童児のディ
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障がい者の就労に向けた
取り組みについて
大阪市︑京都市にて障がい
︵児︶者福祉に関する法人の
取り組みと現場の状況を調査
した︒初日７日は︑大阪市障
害者福祉スポーツ協会が立ち
上げた障がい者の就労が可能
になる指導訓練の法人﹁大阪
市障害者就業・生活支援セン
ター﹂での調査でした︒ここ
は大阪市内に６ヵ所の支援セ
ンターが配置されていた︒
センターの事業内容から︑
障がい者の職業生活する上で
自立を図るために雇用・保
健・教育など地域の関係機関
と連携をとり︑より身近な地
域で就労及び生活ができるよ
う一体的支援を行なうとのこ
と︒平成 年の障害者雇用促
進法改正により実施されたも
のでした︒
訓練期間は︑６ヵ月を基本
とし就労を目指すとしている
が︑本人に合った企業にむす
びつけるまで訓練を重ねる場
合もあるとのこと︒就労に至
っては︑一連のネットワーク
の中で運営されていた︒特に
事業主の理解と参画は学ぶべ

20

46

平成18年11月７〜９日
大阪市・京都市
調査日
調査先

福祉教育常任委員会

▲ 支援センターで調査

15

▲ 個々にあわせたイス

委員会

調査レポート

60

す き つ い た て

す き お う せ つ

の対象に上げられ当地域にも
導入の必要性を強く受けまし
た︒更に価格低下は北山杉に
おいても厳しく︑最盛期の４
分の１から５分の１に落ち込
み︑その売上低下を補う対策
として数寄衝立や数寄応接と
いった新開発品によって売上
確保に努めていることが調査
によって明らかになり︑最後
は自らのヤル気と夢を求めた
努力であること︒

林業振興は
再生産意識に夢を持て
林業振興についての調査地
を京都市北山林業地としたの
は︑本県における秋田杉と共
に︑日本古来の木造建築には
歴史的にも茶室や日本間の引
き立て役として欠かすことの
できない伝統的な木材の産地
であることから︑近年の木材
価格低迷における産地の動向
を直接現地に赴き調査するこ
とこそ必要と判断した︒
まず︑京都林務事務所にお
いて︑林業振興についての取
り組みと概要について説明を
受け︑第一に観光地として有
名な京都市も山が全体の ％
以上の正に自然と協和を目指
す大観光地であることを改め
て再認識した︒更に北山杉の
生産から流通までを調査する
ため︑北山林業地の中心にあ
る林産会社に赴き調査した︒
まず︑原木生産においては︑
昨年の大雪対策ではヘリコプ
ターを活用し雪害処理をした
こと︑また紋丸太生産におい
ては︑独自に開発された背割
れに熱風を吹き込む二段乾燥
が大変優れた技法として調査

ことに調査の原点があったよ
うに感じました︒
商店街の問題は商店街自ら
によって︑考え見い出して行
くべきであるという強い思い
が根底にハッキリと見えた︒
更には苦難を乗り越え︑立ち
向うヤル気があるか︑そこが
問題であるとも強調された︒
またこの商店街振興会の﹁モ
ットー﹂はお客様との絆を大
切にすること︒自らのヤル気
こそが総ての原点であること︒
将来のために苦しい時や繁盛
の時の記録資料を残すこと︒
常に知恵は自分で見い出すも
の︑大変な状況こそが﹁起死
回生﹂のきっかけになる等多
くの教訓を教えられた所管事
務調査であったことを報告致
します︒
︵執筆者：武藤忠孝︶

▲ 元町一番街振興組合にて

商店街の活性化は︑
ヤル気が原点

商店街の活性化対策につい
ては︑﹁神戸市商店街︑小売市
場による地域力アップ事業﹂
の取り組みについて調査しま
した︒その取り組みの特徴と
効果について︑効果的なまち
づくり活動を展開する上で︑
他地域でも参考モデルとなる
ような知恵や工夫を行ってい
る点︑歴史は在るものではな
く創るものです︒過去から現
在に至る時間の経緯は唯それ
だけでは歴史ではありません︒
現在に内在する過去を歴史的
遺産として認識し自覚するこ
との中ではじめて時間の経過
は歴史に生まれ変るのです︒
元町商店街は過去に遡ると西
国街道沿いに誕生した集落で
す︒当時の兵庫県知事より元
町通と名づけられて︑名実共
に元町商店街は誕生しました︒
以来︑今日に至る膨大な時の
流れは現在の元町商店街に
脈々と流れ込んでいます︒そ
の膨大な時の流れを歴史とし
て再認識することは極めて重
要です︒元町商店街の歴史を
写した懐古写真は貴重な資料
となりました︑と強調された
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平成18年11月27〜30日
京都市・神戸市
調査日
調査先

産業建設常任委員会

▲ しぼり丸太の説明を受ける

みなさんからの

請願・陳情

ターの実施決定についての陳
情書
提出者
薄井徳幸

継続審査
▼市道阿仁前田停車場線︵小
又地区︶拡幅改良事業の早期
着工に関する請願書
提出者 小又自治会
会長 宮野徳治
他３団体
▼﹁阿仁・森吉﹂スキー場の
継続と早期営業決定について
の陳情書
提出者 森吉山通年観光
対策協議会会長
北秋田市長 岸部 陞

意 見 書

者負担増の中止等を求める意
見書
▼森林・林業 木
･ 材関連産業
政策と国有林野事業の健全化
を求める意見書
▼米価下落に影響を及ぼす低
品位米と政府備蓄米の流通見
直しを求める意見書
︿提出先﹀
内閣総理大臣 他
関係各機関

人事案件

任期満了に伴う人権擁護委
員の推薦に伴う同意案件が提
案され︑同意することに決定
しました︒同意された委員は
次のとおりです︒
中嶋 眞知子 氏︵再任︶
住吉町

広報公聴特別委員会
北 秋 田 市 議 会

▼ 格｢差社会 を｣是正し︑いの
ちと暮らしを守るために庶民
増税の中止を求める意見書
▼ 格｢差社会 を｣是正し︑いの
ちと暮らしを守るために社会
保障の拡充を求める意見書
▼公共工事における建設労働
者の適正な労働条件の確保に
関する意見書
▼秋田県の医師不足を解消し︑
地域医療の確保を求める意見
書
▼療養病床の廃止 削
･ 減と患
編集
発行

あとがき

去年は﹁命﹂
﹁ 絆 ﹂﹁ 家
族﹂の大切さが社会全体
にメッセージとして出さ
れた年でした︒
子どもたちの明るい笑
顔とはしゃぎ回る姿が
あっちにもこっちにも目
にする地域でありたいも
のです︒
それには︑家族やご近
所同士﹁おはよう！﹂の
声がけや家族の地域活動
への参加が子どもたちに
安心して遊べる環境づく
りのきっかけになるかも
しれませんね︒
議会だよりの編集にあ
たっては︑誰でも﹁読み
やすく親しみやすい﹂を
心がけ︑和やかなチーム
ワークで進めています︒
皆さんのご意見︑ご感
想をお気軽にお聞かせ下
さい︒
︵小塚光子︶

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

林 業・ 林産業 活性 化推 進議 員
連盟連絡協議会﹂
会長 津谷永光
▼米 価下落 に影 響を 及ぼ す低
品 位米 と政府 備蓄 米の 流通 見
直しを求める陳情書
提出 者 生 き物 共生農 業
を進める会
代表 今野茂樹
▼公 共工 事にお ける 建設 労働
者 の適 正な労 働条 件の 確保 に
関する陳情書
提出 者 秋 田建 築労働 組
合
組合長 伊藤和雄
他１団体

不採択
▼﹃平成 年第５回北秋田市
議 会に おいて ﹁名 称の 決ま っ
て いな いと市 長答 弁の あっ た
病 院﹂ の名称 につ いて の陳 情
書
提出者
薄井徳幸
▼﹃平成 年第５回北秋田市
議 会に おいて ﹁名 称の 決ま っ
て いな いと市 長答 弁の あっ た
病 院﹂ の診療 科数 につ いて の
陳情書
提出者
薄井徳幸
▼﹃平成 年第５回北秋田市
議 会に おいて ﹁名 称の 決ま っ
て いな いと市 長答 弁の あっ た
病院﹂の鷹巣地区外来セン

No.9

次の３月定例会（３月中旬予定）は、
委員会の開催場所も市役所本庁舎
になります。

採
▼秋田県 の医師不 足を解消 し︑
地域医療の確保を求める陳情
書
提出者 秋田県医療労働
組合連合会
執行委員長 中村秀也
▼ 格｢差社会 を｣是正し︑いの
ちと暮らしを守るために庶民
増税の中止を求める陳情書
提出者 秋田県社会保障
推進協議会
会長 渡部 淳
▼ 格｢差社会 を｣是正し︑いの
ちと暮らしを守るために社会
保障の拡充を求める陳情書
提出者 秋田県社会保障
推進協議会
会長 渡部 淳
▼療養病床の廃止 削
･ 減と患
者負担増の中止等を求める陳
情書
提出者 秋田県社会保障
推進協議会
会長 渡部 淳
▼森林・林業 木
･ 材関連産業
政策と国有林野事業の健全化
を求める陳情書
提出者 秋田県﹁森林・

北秋田市議会だより
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