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平成２０年第４回定例会

三 沢 市 議 会 会 議 録

（平成２０年１２月１８日）第４号

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◎議事日程

（決算審査特別委員会審査報告）

第１ 認定第３号 平成１９年度三沢市一

般会計歳入歳出決算認定につい

て

第２ 認定第４号 平成１９年度三沢市国

民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について

第３ 認定第５号 平成１９年度三沢市食

肉処理センター特別会計歳入歳

出決算認定について

第４ 認定第６号 平成１９年度三沢市土

地区画整理事業特別会計歳入歳

出決算認定について

第５ 認定第７号 平成１９年度三沢市老

人保健特別会計歳入歳出決算認

定について

第６ 認定第８号 平成１９年度三沢市農

業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算認定について

第７ 認定第９号 平成１９年度三沢市下

水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について

第８ 認定第10号 平成１９年度三沢市介

護保険特別会計歳入歳出決算認

定について

─────────────────

日程第１及び日程第８までの議事

１．委員会の審査報告

２．委員会報告に対する質疑

３．討 論

４．採 決

─────────────────

（予算審査特別委員会審査報告）

第９ 議案第74号 平成２０年度三沢市一

般会計補正予算（第３号）

第10 議案第75号 平成２０年度三沢市国

民健康保険特別会計補正予算

（第１号）

第11 議案第76号 平成２０年度三沢市食

肉処理センター特別会計補正予

算（第１号）

第12 議案第77号 平成２０年度三沢市土

地区画整理事業特別会計補正予

算（第１号）

第13 議案第78号 平成２０年度三沢市農

業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）

第14 議案第79号 平成２０年度三沢市下

水道事業特別会計補正予算（第

１号）

第15 議案第80号 平成２０年度三沢市介

護保険特別会計補正予算（第２

号）

第16 議案第81号 平成２０年度三沢市後

期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）

第17 議案第82号 平成２０年度三沢市水

道事業会計補正予算（第２号）

第18 議案第83号 平成２０年度三沢市立

三沢病院事業会計補正予算（第

１号）

─────────────────

日程第９及び日程第１８までの議事

１．委員会の審査報告

２．委員会報告に対する質疑

３．討 論

４．採 決
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─────────────────

（条例等審査特別委員会審査報告）

第19 議案第84号 三沢市部設置条例の一

部を改正する条例の制定につい

て

第20 議案第85号 三沢市認可地縁団体印

鑑登録証明条例の一部を改正す

る条例の制定について

第21 議案第86号 公益法人等への職員の

派遣等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

第22 議案第87号 三沢市承認企業立地計

画に従って設置される施設に係

る固定資産税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例の

制定について

第23 議案第88号 三沢市立図書館協議会

設置条例の一部を改正する条例

の制定について

第24 議案第89号 三沢市都市公園条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて

第25 議案第90号 三沢市立三沢病院事業

の設置等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

第26 議案第91号 三沢市立三沢病院使用

料及び手数料徴収条例の一部を

改正する条例の制定について

第27 議案第92号 専決処分の承認を求め

ることについて

（財産の取得について）

第28 議案第93号 専決処分の承認を求め

ることについて

（財産の取得について）

第29 議案第94号 財産の取得について

第30 議案第95号 財産の取得について

第31 議案第96号 財産の取得について

第32 議案第97号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市公会

堂、三沢市立中央公民館及び三

沢市農民研修センター）

第33 議案第98号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市総合体

育館及び三沢市武道館）

第34 議案第99号 公の施設の指定管理者

の指定について（滝の沢市民

プール及び三沢市屋内温水プー

ル）

第35 議案第100号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市民運動

広場及び三沢市南山多目的ふれ

あい広場）

第36 議案第101号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市駅前広

場）

第37 議案第102号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市幸町駐

車場及び三沢市交通防犯セン

ター）

第38 議案第103号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市大町

ビードル駐車場及び三沢市コ

ミュニティマーケット）

第39 議案第104号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市民の

森）

第40 議案第105号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市立児童

館）

第41 議案第106号 公の施設の指定管理者

の指定について（斗南藩記念観

光村）

第42 議案第107号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市歴史民

俗資料館及び三沢市寺山修司記

念館）

第43 議案第108号 公の施設の指定管理者

の指定について（心のとも作業

所）

第44 議案第109号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市野菜集

出荷所）

第45 議案第110号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市営牧
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場）

第46 議案第111号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市食肉処

理センター）

第47 議案第112号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市商工会

館）

第48 議案第113号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市労働福

祉会館）

第49 議案第114号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市職業能

力開発校）

第50 議案第115号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市漁民厚

生施設）

第51 議案第116号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市社会福

祉センター）

第52 議案第117号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市コミュ

ニティ集会施設）

第53 議案第118号 公の施設の指定管理者

の指定について（古間木地区高

齢者能力活用センター）

第54 議案第119号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市天ヶ森

ふれあい館）

第55 議案第120号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市農民研

修所）

第56 議案第121号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市漁業者

等地域住民交流施設）

第57 議案第122号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市漁民研

修センター）

第58 議案第123号 三沢市国民健康保険条

例の一部を改正する条例の制定

について

─────────────────

日程第１９及び日程第５８までの議事

１．委員会の審査報告

２．委員会報告に対する質疑

３．討 論

４．採 決

─────────────────

（本定例会に追加提出された事件）

第59 議案第124号 三沢市教育委員会委

員の任命につき同意を求めるこ

とについて

─────────────────

日程第５９の議事

１．提案理由の説明

２．委員会付託省略

３．質疑・討論省略

４．採 決

─────────────────

（本定例会に追加提出された事件）

第60 議案第125号 人権擁護委員候補者

の推薦につき意見を求めること

について

─────────────────

日程第６０の議事

１．提案理由の説明

２．委員会付託省略

３．質疑・討論省略

４．採 決

─────────────────

第61 基地対策特別委員会中間報告

─────────────────

第62 中心市街地活性化対策特別委員会中

間報告

─────────────────

第63 総務文教常任委員会所管事務調査報

告

─────────────────

第64 民生常任委員会所管事務調査報告

─────────────────

第65 議員の派遣について

─────────────────

◎本日の会議に付した事件

第１ 認定第３号 平成１９年度三沢市一

般会計歳入歳出決算認定につい
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て

第２ 認定第４号 平成１９年度三沢市国

民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定について

第３ 認定第５号 平成１９年度三沢市食

肉処理センター特別会計歳入歳

出決算認定について

第４ 認定第６号 平成１９年度三沢市土

地区画整理事業特別会計歳入歳

出決算認定について

第５ 認定第７号 平成１９年度三沢市老

人保健特別会計歳入歳出決算認

定について

第６ 認定第８号 平成１９年度三沢市農

業集落排水事業特別会計歳入歳

出決算認定について

第７ 認定第９号 平成１９年度三沢市下

水道事業特別会計歳入歳出決算

認定について

第８ 認定第10号 平成１９年度三沢市介

護保険特別会計歳入歳出決算認

定について

─────────────────

日程第１及び日程第８までの議事

１．委員会の審査報告

２．委員会報告に対する質疑

３．討 論

４．採 決

─────────────────

（予算審査特別委員会審査報告）

第９ 議案第74号 平成２０年度三沢市一

般会計補正予算（第３号）

第10 議案第75号 平成２０年度三沢市国

民健康保険特別会計補正予算

（第１号）

第11 議案第76号 平成２０年度三沢市食

肉処理センター特別会計補正予

算（第１号）

第12 議案第77号 平成２０年度三沢市土

地区画整理事業特別会計補正予

算（第１号）

第13 議案第78号 平成２０年度三沢市農

業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）

第14 議案第79号 平成２０年度三沢市下

水道事業特別会計補正予算（第

１号）

第15 議案第80号 平成２０年度三沢市介

護保険特別会計補正予算（第２

号）

第16 議案第81号 平成２０年度三沢市後

期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）

第17 議案第82号 平成２０年度三沢市水

道事業会計補正予算（第２号）

第18 議案第83号 平成２０年度三沢市立

三沢病院事業会計補正予算（第

１号）

─────────────────

日程第９及び日程第１８までの議事

１．委員会の審査報告

２．委員会報告に対する質疑

３．討 論

４．採 決

─────────────────

（条例等審査特別委員会審査報告）

第19 議案第84号 三沢市部設置条例の一

部を改正する条例の制定につい

て

第20 議案第85号 三沢市認可地縁団体印

鑑登録証明条例の一部を改正す

る条例の制定について

第21 議案第86号 公益法人等への職員の

派遣等に関する条例の一部を改

正する条例の制定について

第22 議案第87号 三沢市承認企業立地計

画に従って設置される施設に係

る固定資産税の特別措置に関す

る条例の一部を改正する条例の

制定について

第23 議案第88号 三沢市立図書館協議会

設置条例の一部を改正する条例

の制定について

第24 議案第89号 三沢市都市公園条例の
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一部を改正する条例の制定につ

いて

第25 議案第90号 三沢市立三沢病院事業

の設置等に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

第26 議案第91号 三沢市立三沢病院使用

料及び手数料徴収条例の一部を

改正する条例の制定について

第27 議案第92号 専決処分の承認を求め

ることについて

（財産の取得について）

第28 議案第93号 専決処分の承認を求め

ることについて

（財産の取得について）

第29 議案第94号 財産の取得について

第30 議案第95号 財産の取得について

第31 議案第96号 財産の取得について

第32 議案第97号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市公会

堂、三沢市立中央公民館及び三

沢市農民研修センター）

第33 議案第98号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市総合体

育館及び三沢市武道館）

第34 議案第99号 公の施設の指定管理者

の指定について（滝の沢市民

プール及び三沢市屋内温水プー

ル）

第35 議案第100号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市民運動

広場及び三沢市南山多目的ふれ

あい広場）

第36 議案第101号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市駅前広

場）

第37 議案第102号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市幸町駐

車場及び三沢市交通防犯セン

ター）

第38 議案第103号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市大町

ビードル駐車場及び三沢市コ

ミュニティマーケット）

第39 議案第104号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市民の

森）

第40 議案第105号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市立児童

館）

第41 議案第106号 公の施設の指定管理者

の指定について（斗南藩記念観

光村）

第42 議案第107号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市歴史民

俗資料館及び三沢市寺山修司記

念館）

第43 議案第108号 公の施設の指定管理者

の指定について（心のとも作業

所）

第44 議案第109号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市野菜集

出荷所）

第45 議案第110号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市営牧

場）

第46 議案第111号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市食肉処

理センター）

第47 議案第112号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市商工会

館）

第48 議案第113号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市労働福

祉会館）

第49 議案第114号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市職業能

力開発校）

第50 議案第115号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市漁民厚

生施設）

第51 議案第116号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市社会福

祉センター）

第52 議案第117号 公の施設の指定管理者
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の指定について（三沢市コミュ

ニティ集会施設）

第53 議案第118号 公の施設の指定管理者

の指定について（古間木地区高

齢者能力活用センター）

第54 議案第119号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市天ヶ森

ふれあい館）

第55 議案第120号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市農民研

修所）

第56 議案第121号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市漁業者

等地域住民交流施設）

第57 議案第122号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市漁民研

修センター）

第58 議案第123号 三沢市国民健康保険条

例の一部を改正する条例の制定

について

─────────────────

日程第１９及び日程第５８までの議事

１．委員会の審査報告

２．委員会報告に対する質疑

３．討 論

４．採 決

─────────────────

（本定例会に追加提出された事件）

第59 議案第124号 三沢市教育委員会委

員の任命につき同意を求めるこ

とについて

─────────────────

日程第５９の議事

１．提案理由の説明

２．委員会付託省略

３．質疑・討論省略

４．採 決

─────────────────

（本定例会に追加提出された事件）

第60 議案第125号 人権擁護委員候補者

の推薦につき意見を求めること

について

─────────────────

日程第６０の議事

１．提案理由の説明

２．委員会付託省略

３．質疑・討論省略

４．採 決

─────────────────

第61 基地対策特別委員会中間報告

─────────────────

第62 中心市街地活性化対策特別委員会中

間報告

─────────────────

第63 総務文教常任委員会所管事務調査報

告

─────────────────

第64 民生常任委員会所管事務調査報告

─────────────────

第65 議員の派遣について
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主 査 織 笠 信 吾 君

主 事 鳴 海 拓 君
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午前１０時００分 開議

定足数に達しており○議長（馬場騎一君）

ますので、４日目の本会議を開きます。

本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第４号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 認定第 ３号から

日程第８ 認定第１０号まで

日程第１ 認定第３○議長（馬場騎一君）

号から日程第８ 認定第１０号までの８件を

一括議題とします。

決算審査特別委員会の審査報告書は、お手

元に配付したとおりでございます。

委員長、補足して報告する事項があります

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ただいまの委員長報○議長（馬場騎一君）

告に対し、質疑を行いますが、通告がありま

せんので、質疑を終結します。

討論を行います。

なお、討論の通告がありますので、発言を

許します。

３番奥本菜保巳議員。

認定第３号平成１○３番（奥本菜保巳君）

９年度三沢市一般会計歳入歳出決算認定につ

いて、第７款商工費の斗南藩記念観光村整備

事業、第８款土木費の(仮称)アメリカ村広場

整備事業について、反対の立場で討論いたし

ます。

私の前任者であります日本共産党工藤内記

前議員が、平成１９年第１回定例会におい

て、予算案について一部反対討論を行いまし

た。

斗南藩記念観光村整備事業や(仮称)アメリ

カ村広場整備事業などは、当市の身の丈から

考えても、費用対効果の面から考えても、大

変疑問であり、市民の皆さんの中にも納得で

きないとの声もあります。

現在のところ、市民の利益に結びつくどこ

ろか、財政難を引き起こしている一因にも

なっています。

昨年からさまざまな税の負担が重くのしか

かり、また、物価高騰などで市民生活は苦し

くなる一方です。財政を圧迫する大型事業に

予算を費やすことより、市民生活の負担軽減

を考えるべきです。教育や福祉の充実など、

市民の要求を重視するべきです。

私は、前任者からその立場を継承するべ

く、反対を表明いたします。

次に、１０番堀光雄○議長（馬場騎一君）

議員。

私は、平成１９年○１０番（堀 光雄君）

度三沢市一般会計歳入歳出決算認定につい

て、賛成の立場で討論いたします。

地方分権社会が進展する今日、地方が自立

していくためには、経済的な自立が重要な要

素でありますが、これを企業誘致をはじめと

した外発的なものだけに頼るのではなく、当

市独自の特性を生かした産業の育成を積極的

に進め、内発的な地域経済活性化を創造する

必要があります。

こうした中にあって、当市が内外に誇れる

歴史・文化を後世に伝え残す観光拠点施設と

して整備された斗南藩記念観光村は、平成１

９年度にその核施設である総合案内施設が

オープンし、入り込み数は、平成１８年度の

約１１万人から、平成１９年度にはこれの２

倍となる約２２万人もの方々が訪れ、着実な

伸びを見せていると伺っております。

さらに、地域経済循環型社会の構築が急務

となっている中、地産地消の交流拠点として

も、その役割は重要であり、今や当市の観光

施設としてなくてはならないものとなってい

ます。

また、(仮称)アメリカ村整備事業について

は、三沢市中心市街地活性化基本計画に基づ

く都市再生土地区画整理事業やアメリカ村広

場の整備などが進められ、中心市街地の衰退

に歯どめをかけ、これらを核として、にぎわ

いを創出し、活性化を図るための重要な施設

として必要不可欠な事業であると認められる

ものであります。

三沢市の将来を見据え、長期展望に立った

まちづくりを考えるとき、これらの２事業
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は、当市の最重要施設と言っても過言ではな

く、今後も着実な進展が望まれるものである

ことから、私は、これらの事業に係る所要予

算が執行された平成１９年度三沢市一般会計

歳入歳出決算認定については賛成するもので

あります。

以上で、討論を打ち○議長（馬場騎一君）

切ります。

これより、採決します。

認定第３号を除く認定第４号から認定第１

０号までの７議案は、委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、認定第４号平成１９年度三沢市国

民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て、認定、認定第５号平成１９年度三沢市食

肉処理センター特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認定、認定第６号平成１９年度三沢

市土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算認

定について、認定、認定第７号平成１９年度

三沢市老人保健特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認定、認定第８号平成１９年度三沢

市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認

定について、認定、認定第９号平成１９年度

三沢市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について、認定、認定第１０号平成１９年度

三沢市介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて、認定とそれぞれ決しました。

次に、認定第３号を採決します。

本案に対する委員長報告は、認定です。

本案は、委員長報告のとおり決することに

賛成の方の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数です。○議長（馬場騎一君）

よって、認定第３号平成１９年度三沢市一

般会計歳入歳出決算認定については、認定と

決しました。

─────────────────

◎日程第 ９ 議案第７４号から

日程第１８ 議案第８３号まで

日程第９ 議案第７○議長（馬場騎一君）

４号から日程第１８ 議案第８３号までの１

０件を一括議題とします。

予算審査特別委員会の審査報告書は、お手

元に配付したとおりです。

委員長、補足して報告する事項があります

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ただいまの委員長報○議長（馬場騎一君）

告に対し、質疑・討論をあわせて行います

が、通告がありませんので、質疑・討論を終

結します。

これより、採決します。

議案第７４号から議案第８３号までの１０

議案は、委員長報告のとおり決することに御

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、議案第７４号平成２０年度三沢市

一般会計補正予算（第３号）、可決、議案第

７５号平成２０年度三沢市国民健康保険特別

会計補正予算（第１号）、可決、議案第７６

号平成２０年度三沢市食肉処理センター特別

会計補正予算（第１号）、可決、議案第７７

号平成２０年度三沢市土地区画整理事業特別

会計補正予算（第１号）、可決、議案第７８

号平成２０年度三沢市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第１号）、可決、議案第７９

号平成２０年度三沢市下水道事業特別会計補

正予算（第１号）、可決、議案第８０号平成

２０年度三沢市介護保険特別会計補正予算

（第２号）、可決、議案第８１号平成２０年

度三沢市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）、可決、議案第８２号平成２０年

度三沢市水道事業会計補正予算（第２号）、

可決、議案第８３号平成２０年度三沢市立三

沢病院事業会計補正予算（第１号）、可決と

それぞれ決しました。

─────────────────

◎日程第１９ 議案第 ８４号から

日程第５８ 議案第１２３号まで
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日程第１９ 議案第○議長（馬場騎一君）

８４号から日程第５８ 議案第１２３号まで

の４０件を一括議題とします。

条例等審査特別委員会の審査報告書は、お

手元に配付したとおりです。

委員長、補足して報告する事項があります

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

ただいまの委員長報○議長（馬場騎一君）

告に対し、質疑・討論をあわせて行います

が、通告がありませんので、質疑・討論を終

結します。

これより、採決します。

議案第９５号及び議案第１０１号を除く議

案第８４号から議案第１２３号までの３８議

案は、委員長報告のとおり決することに御異

議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、議案第８４号三沢市部設置条例の

一部を改正する条例の制定について、可決、

議案第８５号三沢市認可地縁団体印鑑登録証

明条例の一部を改正する条例の制定につい

て、可決、議案第８６号公益法人等への職員

の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

の制定について、可決、議案第８７号三沢市

承認企業立地計画に従って設置される施設に

係る固定資産税の特別措置に関する条例の一

部を改正する条例の制定について、可決、議

案第８８号三沢市立図書館協議会設置条例の

一部を改正する条例の制定について、可決、

議案第８９号三沢市都市公園条例の一部を改

正する条例の制定について、可決、議案第９

０号三沢市立三沢病院事業の設置等に関する

条例の一部を改正する条例の制定について、

可決、議案第９１号三沢市立三沢病院使用料

及び手数料徴収条例の一部を改正する条例の

制定について、可決、議案第９２号専決処分

の承認を求めることについて（財産の取得に

ついて）、承認、議案第９３号専決処分の承

認を求めることについて（財産の取得につい

て）、承認、議案第９４号財産の取得につい

て、可決、議案第９６号財産の取得につい

て、可決、議案第９７号公の施設の指定管理

者の指定について（三沢市公会堂、三沢市立

中央公民館及び三沢市農民研修センター）、

可決、議案第９８号公の施設の指定管理者の

指定について（三沢市総合体育館及び三沢市

武道館）、可決、議案第９９号公の施設の指

定管理者の指定について（滝の沢市民プール

及び三沢市屋内温水プール）、可決、議案第

１００号公の施設の指定管理者の指定につい

て（三沢市民運動広場及び三沢市南山多目的

ふれあい広場）、可決、議案第１０２号公の

施設の指定管理者の指定について（三沢市幸

町駐車場及び三沢市交通防犯センター）、可

決、議案第１０３号公の施設の指定管理者の

指定について（三沢市大町ビードル駐車場及

び三沢市コミュニティマーケット）、可決、

議案第１０４号公の施設の指定管理者の指定

について（三沢市民の森）、可決、議案第１

０５号公の施設の指定管理者の指定について

（三沢市立児童館）、可決、議案第１０６号

公の施設の指定管理者の指定について（斗南

藩記念観光村）、可決、議案第１０７号公の

施設の指定管理者の指定について（三沢市歴

史民俗資料館及び三沢市寺山修司記念館）、

可決、議案第１０８号公の施設の指定管理者

の指定について（心のとも作業所）、可決、

議案第１０９号公の施設の指定管理者の指定

について（三沢市野菜集出荷所）、可決、議

案第１１０号公の施設の指定管理者の指定に

ついて（三沢市営牧場）、可決、議案第１１

１号公の施設の指定管理者の指定について

（三沢市食肉処理センター）、可決、議案第

１１２号公の施設の指定管理者の指定につい

て（三沢市商工会館）、可決、議案第１１３

号公の施設の指定管理者の指定について（三

沢市労働福祉会館）、可決、議案第１１４号

公の施設の指定管理者の指定について（三沢

市職業能力開発校）、可決、議案第１１５号

公の施設の指定管理者の指定について（三沢

市漁民厚生施設）、可決、議案第１１６号公
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の施設の指定管理者の指定について（三沢市

社会福祉センター）、可決、議案第１１７号

公の施設の指定管理者の指定について（三沢

市コミュニティ集会施設）、可決、議案第１

１８号公の施設の指定管理者の指定について

（古間木地区高齢者能力活用センター）、可

決、議案第１１９号公の施設の指定管理者の

指定について（三沢市天ヶ森ふれあい館）、

可決、議案第１２０号公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市農民研修所）、可

決、議案第１２１号公の施設の指定管理者の

指定について（三沢市漁業者等地域住民交流

施設）、可決、議案第１２２号公の施設の指

定管理者の指定について（三沢市漁民研修セ

ンター）、可決、議案第１２３号三沢市国民

健康保険条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、可決とそれぞれ決しました。

次に、議案第９５号を採決します。

なお、１０番堀光雄議員並びに１４番小比

類巻正規議員は、地方自治法第１１７条の規

定により、除斥となりますので、退席願いま

す。

（１０番堀光雄君、１４番小比類巻

正規君、退席）

それでは、採決しま○議長（馬場騎一君）

す。

議案第９５号は、委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、議案第９５号財産の取得について

は、可決と決しました。

（１０番堀光雄君、１４番小比類巻

正規議員、着席）

次に、議案第１０１○議長（馬場騎一君）

号を採決します。

なお、４番加澤明議員は、地方自治法第１

１７条の規定により、除斥となりますので、

退席願います。

（４番加澤明君、退席）

それでは、採決しま○議長（馬場騎一君）

す。

議案第１０１号は、委員長報告のとおり決

することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、議案第１０１号公の施設の指定管

理者の指定について（三沢市駅前広場）は、

可決と決しました。

（４番加澤明君、着席）

─────────────────

◎日程第５９ 議案第１２４号

日程第５９ 議案第○議長（馬場騎一君）

１２４号三沢市教育委員会委員の任命につき

同意を求めることについてを議題とします。

この議案は、本日、執行部より追加議案と

して提出されたものです。

提案理由の説明を願います。

市長。

議案第１２４号につ○市長（種市一正君）

いて御説明申し上げます。

議案第１２４号は、三沢市教育委員会委員

の任命につき議会の同意を求めるものであり

ます。

平成２１年１月４日をもって、山田妙子氏

並びに米内山美奈子氏の任期が満了となるこ

とから、引き続き、三沢市教育委員会委員と

して任命するため提案するものであります。

山田妙子氏並びに米内山美奈子氏は、人

格、識見ともにすぐれた方であります。

なお、本人の略歴については、議案書に記

載しておりますので、よろしくお願いをいた

します。

以上であります。

お諮りします。○議長（馬場騎一君）

この議案は、会議規則第３７条第２項の規

定により、委員会付託を省略し、本会議審議

にしたいと思います。これに御異議ありませ

んか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。
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よって、委員会付託を省略することに決し

ました。

なお、この議案は人事案件でもありますの

で、先例により、質疑・討論を省略し、直ち

に採決したいと思います。これに御異議あり

ませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認め、○議長（馬場騎一君）

質疑・討論を省略し、直ちに採決します。

提案されました山田妙子氏については、こ

れに同意することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、議案第１２４号中、山田妙子氏に

ついては、これに同意することに決しまし

た。

次に、米内山美奈子氏について採決しま

す。

米内山美奈子氏については、これに同意す

ることに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、議案第１２４号中、米内山美奈子

氏については、これに同意することに決しま

した。

─────────────────

◎日程第６０ 議案第１２５号

日程第６０ 議案第○議長（馬場騎一君）

１２５号人権擁護委員候補者の推薦につき意

見を求めることについてを議題とします。

なお、この議案は、本日、執行部より追加

議案として提出されたものです。

提案理由の説明を願います。

市長。

それでは、議案第１○市長（種市一正君）

２５号について御説明申し上げます。

議案第１２５号は、人権擁護委員候補者の

推薦につき議会の意見を求めるものでありま

す。

平成２１年３月３１日をもって、山本博子

氏の人権擁護委員としての任期が満了となる

ことから、引き続き、人権擁護委員の候補者

として推薦するため提案するものでありま

す。

山本博子氏は、人格、識見ともにすぐれた

方であります。

なお、本人の略歴につきましては、議案書

に記載しているとおりでありますので、よろ

しくお願いを申し上げます。

お諮りします。○議長（馬場騎一君）

この議案は、会議規則第３７条第２項の規

定により、委員会付託を省略し、本会議審議

にしたいと思いますが、これに御異議ありま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、委員会付託を省略することに決し

ました。

なお、この議案は人事案件でもありますの

で、先例により、質疑・討論を省略し、直ち

に採決したいと思います。これに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認め、○議長（馬場騎一君）

質疑・討論を省略し、直ちに採決します。

議案第１２５号は、これに同意することに

御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、議案第１２５号人権擁護委員候補

者の推薦につき意見を求めることについて

は、これに同意することに決しました。

─────────────────

◎日程第６１ 基地対策特別委員会

中間報告

日程第６１ 基地対○議長（馬場騎一君）

策特別委員会中間報告を議題とします。

１５番。

本委員会にお○１５番（小比類巻雅彦君）

いて審査中の事件について、会議規則第４５



― 89 ―

条第２項の規定に基づき、中間報告をいたし

ます。

本委員会は、１０月１４日、会議を開催

し、さきに国に対して要望した三沢基地周辺

対策要望の進捗状況について確認をいたしま

した。

その結果、要望した１３項目のうち、地域

の実情に合った移転補償対象地区の見直しに

ついて、デモフライトの即時中止について、

三沢基地広報館の設置について、三沢飛行場

第二滑走路の早期着工について、特定防衛施

設周辺整備調整交付金等の増額について、地

域振興に対する支援についての以上の６項目

については、重点要望事項として再度国に要

望する必要があるとの結論に至りました。

これを受け、１１月４日、５日には、執行

部及び副議長とともに東北防衛局、防衛省及

び県選出国会議員を訪問し、それぞれの実現

に向けて強く要望してまいったところであり

ます。

また、この要望行動の際には、最近頻発し

ている米軍関係者の事件・事故等の発生防止

についても、あわせて要請してまいりました

が、この件は国においても大変重要な問題と

してとらえ、米軍に対し、不祥事の再発防止

を強く申し入れているとのことであり、解決

に向けての協力を確認したところでありま

す。

また、今回の要望行動は、半数の委員の参

加により実施したことから、１１月２１日に

会議を開催し、今回参加されなかった委員

に、その内容を報告するとともに、意見の交

換を行いました。

今後におきましては、これらの要望事項に

対する進捗状況を確認しながら、さらに検討

してまいりたいと考えております。

以上、引き続き、閉会中の継続審査とする

ことを申し添え、基地対策特別委員会の中間

報告といたします。

質疑を行います。○議長（馬場騎一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑を終結します。○議長（馬場騎一君）

お諮りします。

この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き、閉会中の継続審査にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、基地対策特別委員会については、

引き続き、閉会中の継続審査とします。

─────────────────

◎日程第６２ 中心市街地活性化対

策特別委員会中間報

告

日程第６２ 中心市○議長（馬場騎一君）

街地活性化対策特別委員会中間報告を議題と

します。

１４番。

中心市街地活○１４番（小比類巻正規君）

性化対策特別委員会における審査状況につい

て、会議規則第４５条第２項の規定に基づ

き、中間報告をいたします。

１２月５日、委員会を開催し、アメリカ村

の進捗状況についてと、市立三沢病院跡地利

用についての２件を調査いたしました。

１件目のアメリカ村の進捗状況について

は、執行部より、市が実施、施行する中央町

都市再生土地区画整理事業、市道大町ゲート

前東線整備事業、アメリカ村広場整備事業、

ゲート前歩道環境整備事業の４事業について

は、当初の計画どおり順調に推移していると

の報告がございました。

委員からは、アメリカ村の拠点商業施設で

あるＭＧプラザに関して、当初の計画がおく

れ、開業が不透明な状況にあるが、これにつ

いて市はどのように対処するのかといった質

問や、市は市民や出店予定者等に対し、工事

進捗に関する情報を積極的に公表すべきでは

ないかとの意見がございました。

これに対し執行部からは、今後は、事業主

体であるＭＧインターナショナルと協議・相

談をしながら、可能な限り情報を公開するよ

う努めるとともに、市としても早期完成に向
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け、協力してまいりたいとの回答がございま

した。

次に、２点目の市立三沢病院跡地利用につ

いてでありますが、執行部より、平成１８年

１月に、一般公募の委員を含む、商工会、福

祉団体、老人クラブ、周辺の町内会及び商店

会等から構成される市立三沢病院跡地利用検

討委員会を立ち上げ、検討しているとの説明

がありました。

なお、今現在、検討委員会から提言されて

いる中間取りまとめでは、公設、民設を問わ

ず、幾つかの案が示されているが、今後、こ

れについてさらに協議・検討を行い、平成２

１年度中には、市として跡地の利用方針を決

定したいとのことでありました。

これに対し委員からは、現病院の取り壊し

に要する経費についての質問があったほか、

民間による開発も視野に入れるべきではない

かとの意見等も出たところであります。

最後になりますが、当委員会といたしまし

ては、今後ともアメリカ村や市立三沢病院跡

地利用問題等、当市にとっての懸案事項を重

点的に調査・研究するとともに、中心市街地

の活性化を促進してまいりたいと考えており

ます。

以上、引き続き、閉会中の継続審査とする

ことを申し添えまして、簡単ではあります

が、中心市街地活性化対策特別委員会の中間

報告といたします。

質疑を行います。○議長（馬場騎一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑を終結します。○議長（馬場騎一君）

お諮りします。

この報告は、委員長報告のとおり、引き続

き、閉会中の継続審査にしたいと思います。

これに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、中心市街地活性化対策特別委員会

については、引き続き、閉会中の継続審査と

します。

─────────────────

◎日程第６３ 総務文教常任委員会

所管事務調査報告

日程第６３ 総務文○議長（馬場騎一君）

教常任委員会所管事務調査報告を議題といた

します。

１２番。

先般、１１月１２○１２番（野坂篤司君）

日に行われました総務文教常任委員会の所管

事務調査について、概要を御報告申し上げま

す。

今回は、先般、当委員会で行った行政視察

の内容を踏まえ、次の３点について所管事務

調査を行いました。

まず１点目として、当市における小中一貫

教育の導入について、今後の方向性を確認さ

せていただきました。

執行部からは、結論として、現時点で導入

する考えはないとのことでありましたが、将

来的には小中一貫教育も視野に入れながら、

現在取り組んでいる人的交流を主とした小中

連携教育を着実に進めてまいりたいとの内容

でありました。

委員からは、現在の市の取り組みを評価す

る意見や、小中連携による教員の負担増を懸

念する声が出されたほか、小学校における教

科担任制の導入についての質問が出され、こ

れに対し執行部からは、国や中央教育審議会

等の動向を注視しながら検討してまいりたい

との内容でありました。

次に、２点目は、三沢航空科学館と連携し

た授業実施の可能性についてであります。

先般、視察した出雲市では、最新鋭の機材

等を備えた出雲科学館を活用し、小中学生の

理科授業を実施しており、これにより児童・

生徒の学習意欲の向上が図られているとのこ

とから、当市における可能性について調査し

たところであります。

執行部からは、小学校における理科教育を

充実させるため、４年生から６年生を対象

に、航空科学館の出前授業を活用することに

より対処してまいりたいとの明確な回答をい
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ただきました。

これに対し委員からは、新たな取り組みに

より実験費等の負担が増すものと思われる

が、ある程度は保護者からの協力も必要にな

るのではないかとの意見や、将来的には、科

学館に出向き、実際に体験できる授業実施が

望ましいなど、建設的な意見が数多く出され

たところであります。

最後に、３点目として、中学生の学力向上

のための取り組みと課題について、今年度の

全国学力学習状況調査の結果を踏まえた上で

調査いたしました。

調査の結果を見ますと、小学校では、国、

県の平均を上回っているのに対し、中学校で

はいずれも下回っている状況であり、このこ

とについて、執行部からは、要因の一つとし

て、学力の上位と下位の二極化が進んでいる

ことが挙げられ、これを解消するため、下位

の生徒を対象に、弱点補強を目的とした放課

後の学習会を実施しているとのことでありま

した。

また、今後、県平均に並ぶことを第１の目

標に掲げ、取り組んでまいりたいとのことで

ありました。

以上が今回実施した所管事務調査の概要と

なりますが、これらの内容は、将来の三沢を

担う子供たちの学力向上や、豊かな心をはぐ

くむ上で大変重要で、かつ繊細な問題でもあ

ることから、今後もさらなる議論や改善が必

要になるものと感じております。

また、今回の調査を通じ、教育現場で実践

される教員の多忙化や、実行に当たっての予

算や人員の確保、さまざまな問題が生じてい

ることを把握することができました。

今後におきましても、引き続き、教育行政

の実態把握に努めながら、必要に応じて意

見・提言などをさせていただきたいと考えて

おります。

以上、簡単でありますが、総務文教常任委

員会の委員長報告とさせていただきます。

質疑を行います。○議長（馬場騎一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑を終結します。○議長（馬場騎一君）

総務文教常任委員会の所管事務調査につい

ては、委員長報告のとおり御了承願います。

─────────────────

◎日程第６４ 民生常任委員会所管

事務調査報告

日程第６４ 民生常○議長（馬場騎一君）

任委員会所管事務調査報告を議題とします。

８番。

１１月２８日に行わ○８番（太田博之君）

れました民生常任委員会の所管事務調査につ

いて、その概要を御報告いたします。

今回は、三沢市環境基本計画についてと、

三沢市立三沢病院の管理運営についての２点

について調査を行いました。

当委員会では、今回の所管事務調査に先立

ち、京都府京丹後市の環境循環型社会への取

り組みや、大阪府阪南市の医師確保対策等に

ついて視察してまいりましたが、今後の三沢

市の環境行政並びに市立病院の運営に関し、

大いに参考になったことから、これらのこと

を踏まえ、所管事務調査を行ったところであ

ります。

まず、１点目の三沢市環境基本計画につい

てでありますが、執行部から、本年３月に策

定された計画の概要について説明を受けたと

ころであります。

計画の概要としては、生活環境の保全、快

適環境の保全、自然環境の保全、地球環境の

保全の四つの基本目標を掲げ、それぞれに基

本施策、環境施策、個人施策を設け、市民、

事業者、市の役割を定め、協働による環境施

策の推進を図ることとされております。

委員からは、この計画の実効性について、

目標達成のために新たな取り組みや予算措置

が必要なのではないかとの質問があり、これ

に対し執行部からは、事業の実効性について

は、環境審議会及び事務事業評価委員会によ

り適正に評価を行い、広く市民に周知を図っ

てまいりたいとのことでありました。

また、目標達成については、今まで取り組

んできたことをさらに推し進め、必要な予算
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措置については、三沢市総合振興計画との連

動を図りながら、必要な措置をしてまいりた

いとのことでありました。

続いて、２点目の三沢市立三沢病院の管理

運営についてでありますが、新病院建設工事

の進捗状況についてと、給食材料の購入、検

出、出納、保管についての２項目について調

査を行いました。

１項目めの新病院建設工事については、執

行部から、予定どおり順調に推移していると

の説明を受けたところであり、委員からは、

平成２２年の開業に向け、今後とも着実に事

業を進めていただきたいとの要望がありまし

た。

２項目めの給食材料の購入、検出、出納、

保管についてでありますが、市立病院におけ

る給食材料の購入から保管までの一連の流れ

を調査することによる食の安全の確保を図る

ことを目的としたところでありますが、執行

部からの説明を受け、委員からは、これまで

以上に管理体制の厳格化に努めてほしいと

いった意見や、食材については、地産地消の

観点から、地元のものを積極的に使用してほ

しいといった意見が出されたところでありま

す。

当委員会といたしましては、環境問題や市

立病院移転の問題は、市民生活に直結する問

題であると認識していることから、今後とも

その動向を注視し、必要に応じてさらなる調

査・研究をしてまいりたいと思います。

以上が、１１月２８日に行われました民生

常任委員会の所管事務調査の概要でありま

す。私からの委員長報告とさせていただきま

す。

質疑を行います。○議長（馬場騎一君）

（「なし」と呼ぶ者あり）

質疑を終結します。○議長（馬場騎一君）

民生常任委員会の所管事務調査について

は、委員長報告のとおり御了承願います。

─────────────────

◎日程第６５ 議員の派遣について

日程第６５ 議員の○議長（馬場騎一君）

派遣についてを議題とします。

詳細につきましては、印刷してお手元に配

付しております。

お諮りします。

地方自治法第１００条第１３項及び会議規

則第１５８条の２の規定により、別紙のとお

り議員を派遣することに御異議ありません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

御異議なしと認めま○議長（馬場騎一君）

す。

よって、別紙のとおり議員を派遣すること

に決しました。

─────────────────

以上で、本定例会に○議長（馬場騎一君）

付議された事件はすべて議了しました。

─────────────────

◎市長あいさつ

ここで、特に市長よ○議長（馬場騎一君）

り発言の申し出がありますので、この際、発

言を許します。

市長。

平成２０年三沢市議○市長（種市一正君）

会第４回定例会の閉会に当たり、議長のお許

しを得まして、一言ごあいさつ申し上げま

す。

今定例会は、去る１２月８日開会され、本

日まで１１日間にわたり、平成１９年度三沢

市一般会計歳入歳出決算認定をはじめ、追加

議案を含め、６０件について慎重御審議を賜

り、それぞれ原案どおり御議決、御承認、御

同意を賜り、衷心より感謝を申し上げます。

申し上げるまでもないわけでありますが、

これらの執行に当たりましては、御審議の際

に議員各位から賜りました御意見、御提言な

どを十分尊重しつつ、最善の効果をおさめる

ように努力してまいりますので、何とぞ一層

の御支援、御協力をお願い申し上げる次第で

あります。

さて、ことしも残すところわずかとなりま

したが、特に緊急案件のない限り、本定例会

がおさめの議会になろうかと思います。
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議員各位におかれましては、年の瀬が押し

迫り、何かと御多忙のこととは存じますが、

御自愛の上、よいお年をお迎えくださいます

ように御祈念申し上げまして、閉会に当たっ

てのごあいさつとさせていただきます。大変

ありがとうございました。

─────────────────

これをもって、平成○議長（馬場騎一君）

２０年三沢市議会第４回定例会を閉会しま

す。

午前１０時４８分 閉会
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