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34年の歴史に幕
最後の卒園児４人が巣立つ
〜市立たかのす幼稚園 卒園式〜

年度一般会計予算

可
決

年度各特別会計予算

63

新年度予算は
大型事業が集中

建設事業２億５７１５万
５千円︑陸上競技場改修
事業２億３７１０万円︑
消防救急デジタル無線指
令センター整備事業２億
３７００万円︑学校給食
センター整備事業１億７
４２１万４千円︑まるご
と森吉山観光振興プロジ
ェクト事業１億７０８５
万６千円など大型事業が
集 中 し ︑ 前 年 度の 当 初 予
算に 比 べ て 約 億 円の増
額となったものです︒

建設事業が増え
予算全体で２割増

40

大 綱 質 疑 で は︑ 議 員 か
ら﹁建設事業がまとまっ
て増え︑予算全体で２割
増えていることに対する
市 の 見 解 は﹂ と の 質 疑 に
対し︑当局からは﹁財政
運営には慎重に取り組ん
できた︒どうしてもやら
なければならない事業で
あり︑償還のピークや基
金︑市の財政状況を踏ま
え︑体力のある今やるし
かないと判断した﹂との
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２

きたあきた

答弁がありました︒

メガソーラー用地

変更を求める決議案

日の最終日には︑議
員より﹁メガソーラー事
業用地貸付に関する決議
について﹂の決議案が提
出されました︒
決議案は︑現在予定さ
れているメガソーラー事
業は︑旧合川高校グラン
ド跡地に建設予定であり︑
隣接地には公認合川球場
があり︑サブグランドと
しての活用や各種市民ス
ポーツゾーンとして有効
活用が見込まれることか
ら︑計画候補地の変更を
求めるものです︒
決議は全会一致で可決
されました︒
また︑教育委員会委員
１名︑固定資産評価審査
委員２名の人事案件も追
加提案され︑全会一致で
同意されました︒
今定例会は︑議員の改
選を控え︑さよなら議会
となることから︑議事日
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平成

今定例会の主な議案
○ふるさとの森整備基金条例制定
○市立たかのす幼稚園廃止条例

年度一般会計予算

○竜森コミュニティセンター廃
止条例
○平成
○平成

年度一般会計補正予算

15

市議会だより

前年度比
40億7680万
8千円増
（20.8%増）

65

２
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３

15

○メガソーラー事業用地貸付に
関する決議

14

平成 年度一般会計予
算案は︑歳入と歳出それ
ぞれ２３７億２３７０万
円とするものです︒
歳出の主なものは︑合
川小学校整備事業 億４
３８０万４千円︑︵仮
称︶生涯学習交流施設建
設事業費９億４８４４万
７千円︑伊勢堂岱遺跡見
学環境整備事業４億８０
８万２千円︑宮前町団地
26
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○平成
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第39号

２３７億２３７０万円を原案可決

６３議案が原案のとおり可決された３月定例会

２

26

平成 年北秋田市議会 月定例会は︑ 月 日︵金︶から 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 件︑予算案 件︑陳情４件など 件の
議案が提案され︑陳情２件を不採択とし︑そのほかの 議案は原
案のとおり︑それぞれ可決︑採択︑同意されました︒
また︑メガソーラー事業用地貸付に関する決議案が提出され︑
全会一致で可決されました︒
27

程終了後に︑佐藤議長が
﹁議長に就任以来︑本日
まで微力ながら︑不偏不
党︑公正無私の立場を堅
持し︑安易な妥協に陥る
ことなくの精神で一生懸
命職務を遂行してまいり
ました︒合併後の行政課
題解決には︑当局と議会
そして市民が一体となっ
て取り組んでまいりまし
た︒また︑議会改革推進
のため︑議会が身を切る
べく定数削減を実施する

賛成・反対討論

反対討論 福岡由巳議員

25

※発言順に掲載しています

予算案は︑普通建設事業
費が前年度から 億円増と
突出している︒市民の生活
改善のための予算編成にす
べき︒また︑農林水産業費
が少ない︒市の基幹産業︑
農林水産業をどのように再
生をしていくかが︑今緊急
に求められている課題︒増
額するよう努力すべき︒

久留嶋範子議員

27

34

議案第 号 平成 年度
北秋田市一般会計補正予
算︵第８号︶

43

阿仁部の統合給食センタ
ーは︑もう少し待てば一回
り小さい建物で済み︑建設
費も少なくて済む︒それま
で既存の施設で対応するべ
き︒阿仁部という広大な面
積に１カ所というのも正し
い判断とは思えない︒時間
をかけて最もよい方法を検
討すべき︒

反対討論

‥

福岡由巳議員

板垣淳議員

議案第 号 平成 年度
北秋田市一般会計予算
26

とともに︑議会の最高規
範としての議会基本条例
並びに議会議員政治倫理
条例の制定を見ることが
できました﹂と合併から
これまでの取り組みを振
り返り﹁これまでご支援
いただいた同僚議員の皆
さま︑当局職員の皆さま︑
市民の皆さまには︑心か
らお礼を申し上げる次第
であります﹂と述べ︑閉
会しました︒

佐藤議長のあいさつで
さよなら議会を締めく
くりました

小笠原寿議員

財政難の中︑税収は落ち︑
陳情第 号 陳情事項
年度から交付税が減り︑
特定秘密保護法の廃止を
建設費は高騰︑クリーンリ
求める意見書について
サイクルセンター建設など
も控えており︑不要不急の
大型建設事業はより慎重に
なるべき︒医師確保の予算
は今年度もゼロ︒お金に余
国会審議で︑危険性が明 裕があるなら︑医療︑福祉︑
らかになり︑国民の反対が 暮らし優先に使ってほしい︒
高まる中︑強行採決で成立
をさせました︒この法律は︑
世界に逆行するものであり︑
憲法の国民主権︑基本的人
権︑平和主義の原則を根本
から踏みにじる憲法違反の
法律であり︑廃止すべきと
考えます︒

59

16

賛成討論

予算案には︑市民の生活
や要望に直結する予算も数
多くある︒いち早く可決し︑
市民生活に支障が生じるこ
とのないように︒また︑市
全体が元気になるため総合
的な都市計画を行い︑その
中で街中再生計画を念頭に
置いて︑市のビジョンを描
き︑推し進めるべき︒

３

賛成討論
反対討論

常任委員会審査報告

の報酬が統一されました︒
平成 年度一般会計予算
所管分については︑防災無
線の整備計画について質問
があり︑防災無線にかわる
通信手段か︑新しく防災無
線を設置するか︑財政的な
部分︑ランニングコスト︑
有効性等を検討している段
階との答弁がありました︒

法案であり︑それに従うの
みである﹂賛成の立場から
﹁国民世論は反対している︒
何が秘密事項かわからない︑
思想信条の自由や言論の自
由までも規制されていく心
配がある﹂との討論があり︑
採決の結果︑賛成少数で不

平成 年度北秋田市一般
会計補正予算︵第８号︶所
管分については︑阿仁部の
統合給食センター建設費に
ついて︑児童生徒数が減少
している中もう少し待てば
今より小さい規模で建設で
きるし︑災害対応などのた
め給食センターは複数あっ
た方がよいとの反対討論が
ありましたが賛成多数で原
案のとおり可決としました︒
この他︑４件の予算案に
ついては︑全会一致で原案
のとおり可決としました︒
︵委員長 松橋隆︶

採択すべきものと決しまし
た︒
以上︑先の陳情２件を除
く全案件は全会一致で原案
のとおり可決︑採択すべき
ものは意見書を提出するこ
とに決しました︒
︵委員長 黒澤芳彦︶

４

きたあきた

市議会だより

第39号

デマンド型交通の
実証運行
また︑デマンド︵要求す
る︶型交通についての質問
があり︑現在バスが運行し
ていない本城方面から市民
病院までの運行の可能性に
ついてデマンドで実証でき
ないか検討したい︑との答
弁がありました︒
陳情４件の内２件は︑特
定秘密保護法の廃止を求め
る陳情でした︒反対の立場
から﹁先の国会で︑自民
党・公明党の与党で通した

建物建設慎重にと
反対討論
平成 年度北秋田市一般
会計予算所管分については︑
合川小学校︑仮称・生涯学
習交流施設︑統合給食セン
ターなど︑教育関係の施設
建設について︑今後クリー
ンリサイクルセンターなど
必要な施設の更新が控えて
いる中でのハコモノ建設は
慎重になるべきとの反対討
論がありましたが︑賛成多
数で原案のとおり可決とし
ました︒

25

全財産区委員の
報酬が統一

当委員会に付託された案
件は︑条例案４件︑予算案
件︑陳情 件でした︒
北秋田市特別職の職員で
非常勤のものの報酬及び費
用弁償に関する条例の一部
を改正する条例の制定につ
いては︑財産区管理委員会
の報酬を統一するため規定
の整備を行うもので︑これ
によって︑全財産区の委員

クラブとして利用し︑教諭
２名は保育園へ異動︑園務
担当者は退職となる︑との
答弁がありました︒
この他︑北秋田市消防長
及び消防署長の資格を定め
る条例の制定についてなど︑
当委員会に付託されました
全条例案については︑全会
一致で原案のとおり可決と
しました︒

老朽化が目立つ防災無線

３月で閉園するたかのす幼稚園

26

入園者減少
たかのす幼稚園廃止

当委員会に付託された案
件は︑条例案７件︑予算案
６件でした︒
北秋田市立幼稚園条例を
廃止する条例の制定につい
ては︑少子化により入園児
童が減少したたかのす幼稚
園を本年３月をもって廃止
するものでしたが︑廃止後
の跡地と職員の待遇につい
て質疑があり︑跡地は児童

26

４

総務財政
16

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。

竜森地区

コミュニティセンター廃止

研究材料とさせていただく
力をし︑予算に反映してい
との答弁でした︒
ただきたい﹂との討論があ
院外再来受付機の設置計
りました︒
画︑利用実態はとの質疑に︑
平成 年度病院事業会計
今後の設置計画はない︒利
予算では︑療養病床を 名
用実態は︑阿仁地区外来患
と見込んでいるが︑市が
者の１割程度との答弁があ
床のベッドや備品を整備し
りました︒
ており︑需要もあるはず︑
医業収益にもかかわる︒市
市民病院の
は 名入院させなさいとい
医師確保を
う立場をとるべきではない
かとの質疑に︑厚生連に伝
えて︑弾力的に運用できな
いか︑申し入れをしたいと
の答弁がありました︒
審査の結果︑付託された
また︑反対の立場から
﹁市民病院への負担は年々
増えている︒当局は負担軽
減の方向性を示していたは
ず︒医師確保への一層の努

40

では︑生活保護の扶助費約
３千万円減額の理由はとの
質疑に︑一番多いのが死亡︑
次が施設入所︑仕事が決ま
った︑収入が増えた等︑就
労支援の力が働いていると
の答弁でした︒
福祉の雪事業では︑実態
と合わない状況について︑
新年度の制度改正について
は考慮していない︒今後の

26

議案は︑すべて原案のとお
り可決すべきものと決しま
した︒
︵委員長 中嶋洋子︶

た形で交付金事業として進
付託された議案はすべて全
行しており﹁地域創造事業
会一致で可決すべきものと
交付金﹂補助率 ％との答
決しました︒
弁でした︒
︵委員長 松尾秀一︶
住宅リフォーム支援事業
補助金は内容もそのままで
継続︒また︑森吉合川統合
簡水は︑負担金３００万円︒
設計委託として１億２８６
２万円程︒また︑９月の災
害は査定が 月末まで行わ
れ︑今年度全体で１０５箇
所であるが︑発注は 箇所︑
残りが繰越しとなったとの
説明でした︒
年度補正予算も含め︑
12

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︒
竜森地区コミュニティセ
ンター条例を廃止する条例
は︑施設は休止しており︑
設置目的どおりの利用がで
きず廃止するものです︒今
後民間等の活用があれば対
応したい旨の答弁でした︒
平成 年度一般会計予算

地の建替え事業であり︑南
鷹巣団地から宮前町団地に
移転し︑その後を解体︑次
にそこにまた建て移転する
との繰り返しになるので新
規募集は今は考えていない︒
また︑歩行者空間整備事
業︵アーケード︶について
は︑工期︑本年度予定の工
区︑財源等への質疑があり︑
駅から﹁のーそん﹂までの
区間︑完成は３〜４年︑
年度は駅前のホテル八木の
前を予定︑国・県からの補
助金は︵仮称︶生涯学習交
流施設の事業と組み合わせ

40

25

廃止される竜森コミュニティセンター

建替え建設されるアーケード

40

30

19

住宅リフォーム支援事業
補助金継続
等施設条例を廃止する条例
の制定については︑平成
年から使っていない施設の
条例を廃止するものです︒

26

アーケード建設
新年度から着手
平成 年度北秋田市一般
会計予算では︑新しい宮前
町団地についての募集方法
等の質疑があり︑南鷹巣団

26

26

当委員会に付託された案
件は︑条例案２件︑予算案
９件︑単行議案５件でした︒
北秋田市ふるさとの森整
備基金条例の制定について
は︑市有林等の森林管理に
より︑温室効果ガス排出量
や吸収量の売買で得た資金
を自然環境の保全や市有林
等の整備に充てるため設置
するもの︒北秋田市蓄養殖

５

12

健康福祉
10

産業建設

12

25

15

42

さらなる利用が望まれる市民プール

10

６

きたあきた

市議会だより

平成 年度当初予算の戦略は

25

25

一般質問は︑ 月 日・ 日に行われ︑ 名の
議員が市長に対して︑新年度予算︑医師確保︑ふ
るさと納税︑給食の地場産活用︑若者の定住対策
など様々な問題についてただしました︒

大森 光信

18

19

７

※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（きらり）

を国の補正予算事業と 考えています︒また︑
して︑平成 年度予算 財政調整基金を約 億
に前倒しして計上して 円取り崩していますが︑
おり︑これは戦略であ それでもなお約 億円
り特色であるとも考え の残高を確保している
て い る ︒ 一 方 ︑ 歳 入 ことも特色であると認
については︑大型建設 識しています︒
事業の財源として︑国
庫支出金が昨年度比で
約 億円増加していま
すが︑地方交付税の約
問 プールの利用料金 ９億円の増額計上のほ
を引き下げることで︑ か︑約 億円の財政調
市民の利用頻度が上が 整基金の取り崩しによ
り︑健康増進につなが り︑市債の増加を６億
るのではないか︒
円台に抑え︑新規市債
答 回数券や１か月券︑ 発行額が 億円を下回
年間券など︑県内の他 るよう調整を図ってい
施設に比べても細かい ることも特色であると
料金設定を行っている︒
問 平成 年度当初予
議員⁝ 市民の介護予防の増進を
算の戦略性︑特色は何
市長⁝ 市民プールを利用し健康増進
か︒
答 平成 年度一般会
計予算の最大の特徴と 問 公債費低減に向け 億円積み増すこととし
しては︑予算規模が約 て︑どのような対応が ていますが︑これにつ
いては︑今後交付税が
237億円と過去最大 なされているか︒
となっていること︒昨 答 当初予算では新規 減少していく中で 億
年度比で約 億円の増 市債発行額が 億円を 円を超える基金残高を
となっており︑その主 下回るよう圧縮を図っ 確保し︑将来の公債費
負担に備えようとする
な要因としては︑大型 ている︒また︑平成
建設事業の計上による 年度３月補正予算では︑ ものである︒
ものです︒なお︑一部 減債基金積立金を約７

15

25

第39号

26

26

26

40

２

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 医師確保がとても
重要だが思うように進
んでいない︒他市では
医師確保だけを仕事と
する専任職員を置いた
り﹁特命チーム﹂をつ
くったりして確保に成
功している例がある︒
そうした所も参考にし
て当市でももっと本腰
を入れるべきではない
か︒
答 市民からの情報提
供に基づく交渉や厚生
連と連携しながら秋田
県と秋大に要請してい
く︒
問 それはこれまでも
やってきたことで同じ
結果にしかならない︒
当市には北秋中央病院
と米内沢病院あわせて

人の医師がいた︒し
かし市が医療整備基本
構想で米内沢病院の縮
小・廃止を発表したた
めに医師が一気に退職
し今のようになってし
まった︒つまり全国的
な医師不足だけでなく
市の医療政策によって
北秋田市から医師が減
ったということ︒よっ
て特別に力を入れて確
保する責任が市にはあ
る︒
答 市長として自ら大

方々にご協力を頂ける
ように努めて参ります︒

問 自治会や町内会か ら対応していきます︒
ら要望書を受付した後 問 元町跨線橋を踏切
の対応について︒
にしてはどうか︒
また︑要望書の統一 答 ＪＲとの協議では
道路・歩道の安全対策
問 ふるさと納税につ 様式化について︒
いて︑今後さらに認知 答 可能な限り早めの 上︑この場所に踏切を
度を高め興味を持って 回答を行うとともに︑ 設置しての平面交差は
頂くために︑地元特産 要望に対する市の現状 難しいとのことです︒
品等の贈呈や︑優待市 と考えを明確にしなが また︑道路法第 条︑
内施設の増加などの取 ら︑提出団体の理解が 道路法施行令 条でも︑
組みが出来ないものか︒ 得られるよう努めます︒ 踏切設置が厳しく制限
答 現在も寄付金額に また︑要望書の統一様 されていますので︑現
応じて地元特産品を贈 式化は︑要綱の制定な 在は困難と判断します︒
どの課題があります︒
呈しております︒
また︑県及び県内市 問 通学路防犯街灯の
状況把握について︒
町村と共同で︑県内
施設で入館無料や割引 答 街灯の数があって
のサービスが受けられ も明るさに違いがある
る﹁ウェルカムサービ 場所については︑順次
ス共通パスポート﹂を 更新する予定です︒
発行しており︑今後は 問 公共施設のトイレ
事業の概要を市のホー 用の手すりの設置状況
ムページに掲載するな について︒
どの情報発信や︑納税 答 現在トイレの洋式
者のリピーターの増加 化を進めており︑手す
を図るなどアフターフ りは設置可能な施設か

市長⁝ 可能な限り早めの回答を行う

議員⁝ 自治会・町内会の要望の扱いは

ォローの取組も強化し
ながら︑より多くの

ふるさと納税について

学などに要請していき
たい︒

議員⁝借金して奨励金は疑問
市長⁝有利な借金で効果ある

医師不足が解消しない市民病院

いのでは︒
答 あとで７割が交付
される有利な過疎債を
利用している︒
問 ﹁福祉の雪﹂事業
も過疎債を使えるのに
お金を節約したいため
に使わず対象をせばめ
た︒市民サービス充実
のためにこそ使うべき
ではないか︒
答 重要と思うものを
優先して使っている︒

対策が求められる元町跨線橋

31

35

30

問 市民病院の医師に
奨励金として毎年総額
２０００万円余りを支
給している︒開業以来
７人が退職しており︑
効果はあまりないので
は︒
答 トータルで医師は
増えており効果はある
と思う︒
問 その財源は借金︒
そこまでして払うのは
市民の理解が得られな

７

議員 （公明党）

武田 浩人

49

板垣 淳

議員（日本共産党）

医師確保に本腰入れよ

一般質問

ほしい﹂となっていま
す︒市民の声をどう市
政に反映させていくの
ですか︒
答 現在︑合併後の生
活の変化に関する市民
意識調査を実施してい

長崎 克彦

致にはつながっていな

いのが現状である︒

議員⁝太陽光発電の計画は

市長⁝６地区を考えている

８

きたあきた

若者の定住対策は

ます︒多くの市民の声
を聞き︑市政運営や新
たな施策に反映させる
ことは重要︒行政評価
の一環として︑今後の
施策を展開する際に活
用していきたい︒

26

市議会だより

第39号

議員 （清和会）

脇神地区のメガソーラー

問 太陽光発電︵メガ 作物の本作化と水田フ
ーソーラー︶の設置の ル活用で農家所得の増
現状と今後の計画は︒ 加を図ってまいりたい︒
問 職員の再任用制度
答 脇神地区の第１号
のほか５カ所を計画︒ の目的は︒定員適正化
問 若者の定住や︑少 一般家庭の２４００世 計画にどう影響がある
子化対策︑子育て支援 帯分の年間消費電力量 のか︒
答 退職と年金受給の
等の直接的な人口減少 相当となる見込み︒ま
の歯止め策に加え︑働 た︑ 年間の固定資産 接続に空白を生じさせ
く場の確保︑雇用の受 税収入は約２億３千万 ない事と︑また︑貴重
け皿となる企業誘致が 円︑賃料は約３億７千 な経験を活かすために
不可欠と考えるが︑こ 万円︑合計６億円余り 行う︒ 年度の再任用
れに対する取り組みは︒ の収入を見込んでいる︒ 予定数は５人程度考え
答 現在︑関係課長を 問 設置に対し︑反対 ている︒
委員とする︑検討委員 の意見が出た場合の対
会を設置し﹁情報の発 応は︒
信﹂﹁交流︑居住環境 答 柔軟に対応してま
の整備﹂﹁子育て支援 いります︒
の充実と健康増進﹂な 問 国の農業政策が大
どを柱とした定住促進 幅に転換するが︑これ
基本方針を策定し︑全 に対する行政指導は︒
庁を挙げて取り組む体 答 基幹産業である農
制づくりを図っている︒ 業が今後も安定的に行
また︑企業訪問などで︑ われるよう︑飼料用米
情報収集や信頼関係の や大豆︑枝豆などを振
構築などに取り組んで 興作物に位置付けるな
いるが︑新規の企業誘 どの取り組みで︑転作
20

議 員 ⁝給食に地場産品を
市長 ⁝納入業者に働きかける
産活用について︑県内
でワースト３になって
いる︒今後どのように
考えているか︒
答 野菜 品目の地場
産率は ％と低いが︑
肉や穀物類︑果物など
を含めた全食材では
％︒野菜の活用率向上
を納入業者に働きかけ
る︒

77
衛生管理には細心の注意を
払っている学校給食センター

15

35

議員（日本共産党）

久留嶋 範子

問 独自に行った市民
アンケートでは︑暮ら 問 食の安全について
し向きや市への要望な 学校給食におけるノロ
ど切実な声が寄せられ ウイルス集団発生への
て い ま す ︒ 暮 ら し は 対応策は︒
﹁ 以 前 よ り 悪 く な っ 答 北秋田保健所管内
た﹂との回答は ％で︑ で学校給食施設での発
理由として﹁年金が減 生はないが︑施設職員
った﹂﹁介護保険料が の衛生管理には細心の
増えた﹂﹁物価が上が 注意を払っている︒調
り支出が増えた﹂﹁収 理員については家族の
入が減った﹂となって 健康状態もチェックし
います︒合併しての意 ている︒県外での集団
見 で は ﹁ 地 域 が 寂 れ 感染はパンが原因との
た﹂﹁地域の繋がりが こと︒仕入れた食材を
薄れた﹂﹁行政サービ そのまま提供するよう
スが低下した﹂と答え な給食の場合︑感染防
ています︒また︑市へ 止は難しいが︑食材の
の要望として﹁市民の 納入業者へはさらに衛
声 を 聞 い て ほ し い ﹂ 生管理の徹底を依頼す
﹁議会で発言してほし る︒
い﹂﹁議会報告をして 問 学校給食への地場
70

市民の声をどう市政に
一般質問

26

生活改善の施策を

を行政で具体的施策を らすべきではないか︒
講ずるべきと考える︒ また︑副市長２人制を
例えば︑国保税の１世 廃止して正職員を確保
帯１万円引き下げ︑あ すべきではないか︒
答 確かに︑職員の構
るいは介護保険料の減
免制度化等改善すべき 成割合が崩れかけてい
でないか︒
ると言う印象をもって
答 国保税の引き下げ︑ いる︒また副市長２人
介護保険料の減免制度 制は成果が少しずつ表
化は︑各自治体とも問 れてきているので︑平
題を抱えていて国の施 成 年度も現体制で臨
策として取り組んでも ませていただきたい︒
らいたいと思っている︒
問 ﹁健全財政﹂の中
に人件費削減も含まれ
ているが︑正職員採用
人数が退職者数に比較
して少ないことから︑
管理職率が高くなって
いる︒管理職者数を減

26

平成24年度決算カード

が必要ではないでしょ
うか︒
答 対象者に入浴券を
発行し無料入浴サービ
スの提供を行うことで
公衆浴場の経営が継続
できるよう︑今後も助
成を継続してまいりた
いと考えております︒

議員⁝ さらなるバックアップを

21

議員⁝農林業費の予算増を

26

24

18

17

34

て基幹産業に力を入れ
るべきでないか︒
答 農業者の所得向上
が市の農政のめざす姿
勢︒農林業施策に関し
ては力を入れたいと思
っている︒

市長⁝ 農林業施策に力を入れたい

問 平成 年度予算の
農林水産業費は約７億
５千万円︵３・２％︶
だが︑合併後最低︒市
長の農林業に対する姿
勢が非常に疑問に感じ
る︒市独自に﹁農林漁
業基本計画﹂を策定し

９

26

51

議員 （無会派）

福岡 由巳

21

お風呂楽しみましょう

問 平成 年度の決算
問 市には福祉入浴サ
ービスがあります︒
状況によると︑本市の
市
長
⁝
今
後
も
助
成
を
継
続
す
る
歳以上の高齢者︑高齢
財政は健全と言われる
者のみの世帯︑生活保 問 市役所周辺の中心 りませんが︑その後児 がその要因はなにか︒
護世帯︑身体障害者手 市街地が暗すぎるとの 童公園はすぐに明るく
答 地方交付税の増加
帳1級2級︑療育手帳︑ 住民の声が多く耳に入 輝きました︒
と平成 年策定の市集
精神障害者保健福祉手 ります︒特に児童公園
問 公立保育園の民営 中改革プランや平成
帳をもっている方々が は街灯が少なく暗い状 化によって常勤職員と 年策定の市行財政改革
利用できます︒しかし︑ 況にあります︒市民が 非常勤職員の身分の処 大綱の着実な推進が要
銭湯の経営者の様々な 気持ちよく通れるよう︑ 遇の問題と採用状況及 因と考えている︒
事情により存続が不安 また防犯の問題や青少 び解雇の有無について︒ 問 健全財政のもと平
な状況になっておりま 年の健全な育成のため また︑保護者意向調査 成 年度一般会計予算
す︒
が提案されているが︑
にも︑明るい公園にす 実施の結果は︒
経営者は銭湯を利用 べきではないでしょう
答 意向調査は集計が 中身は建設事業費が前
する市民のため体が続 か︒
まとまり次第お知らせ 年度約 億円︵８・７
く限り︑ボイラーが動 答 担当部局で現地確 します︒職員の問題は︑ ％︶から平成 年度約
く限り︑市民のために 認を行いましたところ 市の職員の身分を失う︑ 億円︵ ・７％︶へ
頑張りたいと申してお 一部街灯が点灯してお 解雇されるということ と約 億円増は突出し
ります︒市としても市 りませんでした︒すぐ は想定していない︒し ている︒将来の財政計
民のため数々の悪条件 に原因の調査と修繕を かし︑異動等によって 画が示されていない事
をクリアできるよう︑ 依頼したところであり 遠方の通勤等が生ずる 業もあり﹁健全財政﹂
何らかのバックアップ ます︒市の回答ではあ と考えている︒
の下で︑市民生活改善
65

齋藤 美津子

議員（無会派）

福祉入浴継続支援を！

一般質問

議案に対する議員の態度について
議案に対する議員の態度について

無所属

由巳

淳

福岡

壽

久留嶋範子

板垣

正則

齋藤美津子

堀部

司

除：除斥
日本
みどりの風 共産党
関口

無所属

力蔵

浩人

博康

吉田仁吉郎

中嶋

克彦

光信

山田

光子

長崎

大森

一

佐藤

秀一

小笠原 寿

米澤

光朗

松尾

文信

松田

佐藤

重光

洋子

佐藤吉次郎

芳彦

佐藤

中嶋

武田

清和会

金田

きらり

▼：欠席もしくは退席
無所属

●：反対

公明党

新創会
庄司憲三郎

黒澤

名

隆

案

政友会
松橋

議

採決結果

所属会派・議員氏名
採決結果

○：賛成

平成26年度北秋田市一般会計予算
平成26年度病院事業会計
平成25年度北秋田市一般会計補正予算
（第8号）

可決 可決 可決

【平成２６年３月定例会／平成２６年２月２７日採決】
○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ▼ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ▼ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●
○ ○ ○ ○ ○ − ○ ○ ▼ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ●

※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。

議 案 の 内 容は？
議案番号／議案名
【議案第４３号】
平成２５年度北秋田
市一般会計補正予算
（第８号）

※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。

内

容

説

明

既定の歳入歳出予算にそれぞれ、20億3466万6千円を追加し、総額を歳入歳
出それぞれ243億2855万4千円とするものです。
歳出の主なものは、北秋田市灯油購入費助成事業として1609万7千円を計上
しているほか、国の補正予算事業として今年度予算に前倒しされる事業として、
宮前町団地建設に係る公営住宅整備事業２億2567万6千円、合川小学校整備事
業7089万5千円、学校給食センター工事請負費7億9888万1千円が計上されてい
ます。

決議とは？
議会が行う事実上の意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるい
は議会の意思を対外的に表明することが必要である等の理由でなされ
る議決のことをいいます。「○○に関する決議」「△△に関する決議
書」「付帯決議」などの形式で行われます。
決議には、法的効果を伴うものと、法的効果を伴わない事実上のものがあります。
◇法的効果を伴う決議
・検査実施に関する決議
・監査請求に関する決議
・自治法第１００条による調査実施に関する決議
・特別委員会設置に関する決議
◇法的効果を伴わない事実上のもの
・儀礼的事項に関する決議（感謝、祝賀、慶弔等）
・政治的意思の表明を内容とする決議（国交、領土問題、国と地方の関係等）
・執行機関に対する要望、勧告、注意、要求等を内容とするもの
・議会自体の内部問題に関する決議（議長不信任、議員辞職勧告、自粛等）

第39号

市議会だより

きたあきた

１
０

全員協議会

第２次北秋田市
急逝した
三浦一英議員を追悼

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/）
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行財政改革大綱案について説明
実施計画では﹁市民と行政の共
働によるまちづくり﹂﹁行政サー
ビスの質の向上﹂﹁財政運営の健
全化﹂﹁事務事業の見直し﹂﹁市
有財産の適正な管理体制の構築﹂
の５つを重要項目としています︒
また︑重要項目に付随して の
具体的施策を掲げています︒

新規施策として
遊休資産の活用等

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

市議会全員協議会が２月 日︑
市役所大会議室で開かれ︑第２次
北秋田市行財政改革大綱案の内容
について説明を受けました︒

５つの重要項目と
の具体的施策
26

計画期間は︑平成 年度から
年度︒行財政改革の目標として
﹁市民と行政の共働によるまちづ
くり﹂﹁職員の行財政改革への意
識改革﹂﹁行政コストの徹底的な
縮減と収入確保﹂を計画の柱とし
ています︒

２月 日に開会した３月定例会の冒頭
に︑１月 日に急逝した故・三浦一英氏
の追悼セレモニーが行われ︑市議会議員
と当局出席者等が遺影に黙とうをささげ
て︑三浦氏の冥福を祈りました︒
セレモニーは︑三浦氏の妻・忠子さん︑
長女・彩子さん︑兄弟︑友人ら 人が傍
聴席から見守る中で行われました︒
議場には︑三浦氏の遺影が安置され︑
全員で黙とうをささげたあと︑佐藤議長
が﹁これまで市政のために貢献されまし
た北秋田市議会議員︑故三浦一英さんの
長逝を追悼し︑謹んで弔詞をささげま
す﹂と朗読しました︒
続いて︑福岡由巳議員が﹁三浦氏の遺
志を引き継ぎ︑市政の進展︑市議会の発
展に尽くす決意をお誓いする﹂と追悼演
説を行いました︒

13

また︑津谷市長も
﹁これからの市政推
進の重要な指南役を
失った︒一層の活躍
が期待されていただ
けに︑誠に痛恨の思
い﹂と述べて弔意を
表しました︒

１
１

30

行財政改革大綱案について
説明を受けた全員協議会

39

そのうち︑新規施策として︑出
前講座の実施︑地域コミュニティ
の自立活性化支援︵元気ムラ活動
の推進︶により︑まちづくりへの
住民参加を促進︒また︑自主防災
組織の結成推進と育成強化により︑
安全な地域づくりを推進︒遊休資
産の活用し︑新たな収入を確保︒
公用車管理の一元化︑県との連携
強化により︑一般事務経費等の削
減︑外部委託の検討・再検証を取
り組むこととしています︒
当局からは︑このあと大綱案に
対して︑市民からの意見を公募し
て︑市民の意見なども盛り込みな
がら︑ 年度中に成案としたいと
の説明を受けました︒
25

39
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全員協議会

No.３９

秋田県労働組合総連合
議長 佐々木章

議会運営委員の辞任

会 派 の 解 散

市民の皆様に︑より良い
議会だよりを届けたいとい
う想いで︑委員一同積極的
に取り組んできました︒委
員長として︑議会だより編
集という貴重な経験をさせ
ていただき︑心から感謝し
ております︒今後も北秋田
市議会をどうぞよろしくお
願い致します︒ありがとう
ござました︒
︵委員長 佐藤 光子︶

多くの市民に親しみをも
って読んでいただくため︑
より簡潔にわかりやすく︑
他市の担当者と協議するな
ど︑よりよい広報発行にす
るため︑編集にかかわって
まいりました︒今後は︑新
しい広報委員の皆さんが編
集します︒市民の皆様あり
がとうございました︒
︵長崎 克彦︶

市議会会派のみどりの風︵関口正則代
表︶が１月 日をもって解散しました︒
また︑市議会会派の日本共産党議員団
︵福岡由巳代表︶が２月６日をもって解
散しました︒

とを期待しております︒
︵大森 光信︶

北秋田に暮らす私たちに
とって特別な幸せを感じる
山菜の季節がもうすぐ目の
前です︒議会だよりも山菜
のように楽しみに待って欲

しいと願っていますが︑ど
うしたら読んで貰えるか今
後も試行錯誤を繰り返すこ
とになりそうです︒４年間
ありがとうございました︒
︵関口 正則︶

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

１
２

きたあきた

市議会だより

第39号

関口正則議員から議会運営委員の辞任願
が２月６日に提出され︑同日に許可しまし
た︒
また︑福岡由巳議員から議会運営委員の
辞任願が２月６日に提出され︑同日に許可
しました︒

振り返りますれば︑編集
委員５名のうち新人が４名
の委員構成でしたので︑大
変苦労の多い難儀な編集作
業でした︒
新しい市議会では︑議会
だよりの更なる進化と変化
を期待致します︒
４年間ご覧下さいまして
ありがとうございました︒
︵副委員長 武田 浩人︶
市民にわかりやすい﹁議
会だより﹂を目指し︑この
４年間︑誌面づくりに取り
組んでまいりました︒皆さ
ん︑いかがだったでしょう
か？今後︑この﹁市議会だ
よりきたあきた﹂がもっと
皆様と議会の距離を近づけ
るために︑進歩し続けるこ

編集 広報公聴特別委員会
発行 北 秋 田 市 議 会

21

ご愛読ありがとうございました
（広報公聴特別委員）

人 事 案 件

秋田県教職員組合大館
北秋支部
支部長 田村新一
地方自治体の臨時・非常勤職
員の処遇改善と雇用安定のた
めの法改正に係る意見書採択
に関する陳情書

秋田県教職員組合
執行委員長 山縣稔

採択

提出

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︒
◎北秋田市教育委員会委員
吉田 美樹︵川井字屋布岱︶

秋田県労働組合総連合
議長 佐々木章

◎北秋田市固定資産評価審査委員
大髙 淳悦︵脇神字平崎上岱︶
木村 知剛︵下杉字小堤︶

秋田県春闘共闘懇談会
代表委員 中村秀也

不採択
秋田県春闘共闘懇談会
代表委員 中村秀也
特定秘密保護法の廃止を求め
る陳情

提出
最低賃金の改善と中小零細企
業支援の拡充を求める陳情

採択

秋田県平和委員会
理事長 風間幸蔵

不採択
陳情事項：特定秘密保護法の
廃止を求める意見書について

意見書
請願・陳情者氏名 結果
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

