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平成２９年第４回定例会 

 

三 沢 市 議 会 会 議 録 

 

第３号（平成２９年１２月１４日） 

 

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

 

◎議事日程 

  （予算審査特別委員会審査報告） 

第１ 議案第53号 専決処分の承認を求め

ることについて 

（平成２９年度三沢市一般会計

補正予算（第３号）） 

第２ 議案第54号 平成２９年度三沢市一

般会計補正予算（第４号） 

第３ 議案第55号 平成２９年度三沢市国

民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

第４ 議案第56号 平成２９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５ 議案第57号 平成２９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６ 議案第58号 平成２９年度三沢市下

水道事業特別会計補正予算（第

１号） 

第７ 議案第59号 平成２９年度三沢市介

護保険特別会計補正予算（第２

号） 

第８ 議案第60号 平成２９年度三沢市後

期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号） 

第９ 議案第61号 平成２９年度三沢市水

道事業会計補正予算（第１号） 

第10 議案第62号 平成２９年度三沢市立

三沢病院事業会計補正予算（第

２号） 

───────────────── 

  日程第１から日程第１０までの議事 

   １．委員長の審査報告 

   ２．委員長報告に対する質疑 

   ３．討  論 

   ４．採  決 

───────────────── 

  （条例等審査特別委員会審査報告） 

第11 議案第63号 三沢市職員の育児休業

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12 議案第64号 三沢市特別職の職員の

給料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13 議案第65号 三沢市駐留軍等再編対

策事業基金条例の一部を改正す

る条例の制定について 

第14 議案第66号 三沢市税条例等の一部

を改正する条例の制定について 

第15 議案第67号 三沢市労働福祉会館条

例を廃止する条例の制定につい

て 

第16 議案第68号 三沢駅前広場整備複合

施設建築工事請負契約の締結に

ついて 

第17 議案第69号 三沢川改修事業護岸整

備工事（Ｈ２９国）請負契約の

締結について 

第18 議案第70号 三沢市公会堂改修事業

建築工事請負契約の締結につい

て 

第19 議案第71号 財産の取得について 

第20 議案第72号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（野辺地町） 

第21 議案第73号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定
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の締結について（七戸町） 

第22 議案第74号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（六戸町） 

第23 議案第75号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（横浜町） 

第24 議案第76号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（東北町） 

第25 議案第77号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（六ヶ所村） 

第26 議案第78号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（おいらせ町） 

第27 議案第79号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（小坂町） 

第28 議案第80号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市寺山修

司記念館） 

第29 議案第81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） 

───────────────── 

  日程第１１から日程第２９までの議事 

   １．委員長の審査報告 

   ２．委員長報告に対する質疑 

   ３．討  論 

   ４．採  決 

───────────────── 

  （本定例会に追加提出された事件） 

第30 議案第82号 平成２９年度三沢市一

般会計補正予算（第５号） 

第31 議案第83号 平成２９年度三沢市国

民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 

第32 議案第84号 平成２９年度三沢市食

肉処理センター特別会計補正予

算（第２号） 

第33 議案第85号 平成２９年度三沢市農

業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号） 

第34 議案第86号 平成２９年度三沢市下

水道事業特別会計補正予算（第

２号） 

第35 議案第87号 平成２９年度三沢市介

護保険特別会計補正予算（第３

号） 

第36 議案第88号 平成２９年度三沢市後

期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号） 

第37 議案第89号 平成２９年度三沢市水

道事業会計補正予算（第２号） 

第38 議案第90号 平成２９年度三沢市立

三沢病院事業会計補正予算（第

３号） 

第39 議案第91号 三沢市特別職の職員の

給料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40 議案第92号 職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定

について 

第41 議案第93号 三沢市教育委員会教育

長の任命につき同意を求めるこ

とについて 

第42 議案第94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 

第43 議案第95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 

第44 提案理由の説明 

───────────────── 

  日程第３０から日程第４０までの議事 

   １．議案の説明 

   ２．委員会付託省略 

   ３．質  疑 

   ４．討  論 

   ５．採  決 

───────────────── 

  日程第４１から日程第４３までの議事 

   １．議案の説明 
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   ２．委員会付託省略 

   ３．質疑・討論省略 

   ４．採  決 

───────────────── 

第45 議員提出議案第２号 道路整備予算

の拡充及び道路整備に係る補助

率等の嵩上げ措置の継続を求め

る意見書の提出について 

───────────────── 

  日程第４５の議事 

   １．提案理由の説明 

   ２．委員会付託省略 

   ３．質  疑 

   ４．討  論 

   ５．採  決 

───────────────── 

第46 基地対策特別委員会中間報告 

───────────────── 

第47 定住化促進対策特別委員会中間報告 

───────────────── 

第48 議会改革特別委員会中間報告 

───────────────── 

第49 総務文教常任委員会所管事務調査報

告 

───────────────── 

第50 産業建設常任委員会所管事務調査報

告 

───────────────── 

第51 民生常任委員会所管事務調査報告 

───────────────── 

第52 議員の派遣 

───────────────── 

◎本日の会議に付した事件 

  （予算審査特別委員会審査報告） 

第１ 議案第53号 専決処分の承認を求め

ることについて 

（平成２９年度三沢市一般会計

補正予算（第３号）） 

第２ 議案第54号 平成２９年度三沢市一

般会計補正予算（第４号） 

第３ 議案第55号 平成２９年度三沢市国

民健康保険特別会計補正予算

（第１号） 

第４ 議案第56号 平成２９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５ 議案第57号 平成２９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６ 議案第58号 平成２９年度三沢市下

水道事業特別会計補正予算（第

１号） 

第７ 議案第59号 平成２９年度三沢市介

護保険特別会計補正予算（第２

号） 

第８ 議案第60号 平成２９年度三沢市後

期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号） 

第９ 議案第61号 平成２９年度三沢市水

道事業会計補正予算（第１号） 

第10 議案第62号 平成２９年度三沢市立

三沢病院事業会計補正予算（第

２号） 

───────────────── 

  日程第１から日程第１０までの議事 

   １．委員長の審査報告 

   ２．委員長報告に対する質疑 

   ３．討  論 

   ４．採  決 

───────────────── 

  （条例等審査特別委員会審査報告） 

第11 議案第63号 三沢市職員の育児休業

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12 議案第64号 三沢市特別職の職員の

給料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13 議案第65号 三沢市駐留軍等再編対

策事業基金条例の一部を改正す

る条例の制定について 

第14 議案第66号 三沢市税条例等の一部

を改正する条例の制定について 

第15 議案第67号 三沢市労働福祉会館条

例を廃止する条例の制定につい
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て 

第16 議案第68号 三沢駅前広場整備複合

施設建築工事請負契約の締結に

ついて 

第17 議案第69号 三沢川改修事業護岸整

備工事（Ｈ２９国）請負契約の

締結について 

第18 議案第70号 三沢市公会堂改修事業

建築工事請負契約の締結につい

て 

第19 議案第71号 財産の取得について 

第20 議案第72号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（野辺地町） 

第21 議案第73号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（七戸町） 

第22 議案第74号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（六戸町） 

第23 議案第75号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（横浜町） 

第24 議案第76号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（東北町） 

第25 議案第77号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（六ヶ所村） 

第26 議案第78号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（おいらせ町） 

第27 議案第79号 定住自立圏の形成に関

する協定の一部を変更する協定

の締結について（小坂町） 

第28 議案第80号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市寺山修

司記念館） 

第29 議案第81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） 

───────────────── 

  日程第１１から日程第２９までの議事 

   １．委員長の審査報告 

   ２．委員長報告に対する質疑 

   ３．討  論 

   ４．採  決 

───────────────── 

  （本定例会に追加提出された事件） 

第30 議案第82号 平成２９年度三沢市一

般会計補正予算（第５号） 

第31 議案第83号 平成２９年度三沢市国

民健康保険特別会計補正予算

（第２号） 

第32 議案第84号 平成２９年度三沢市食

肉処理センター特別会計補正予

算（第２号） 

第33 議案第85号 平成２９年度三沢市農

業集落排水事業特別会計補正予

算（第２号） 

第34 議案第86号 平成２９年度三沢市下

水道事業特別会計補正予算（第

２号） 

第35 議案第87号 平成２９年度三沢市介

護保険特別会計補正予算（第３

号） 

第36 議案第88号 平成２９年度三沢市後

期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号） 

第37 議案第89号 平成２９年度三沢市水

道事業会計補正予算（第２号） 

第38 議案第90号 平成２９年度三沢市立

三沢病院事業会計補正予算（第

３号） 

第39 議案第91号 三沢市特別職の職員の

給料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40 議案第92号 職員の給与に関する条

例の一部を改正する条例の制定

について 

第41 議案第93号 三沢市教育委員会教育

長の任命につき同意を求めるこ

とについて 

第42 議案第94号 三沢市教育委員会委員
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の任命につき同意を求めること

について 

第43 議案第95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 

第44 提案理由の説明 

───────────────── 

  日程第３０から日程第４０までの議事 

   １．議案の説明 

   ２．委員会付託省略 

   ３．質  疑 

   ４．討  論 

   ５．採  決 

───────────────── 

  日程第４１から日程第４３までの議事 

   １．議案の説明 

   ２．委員会付託省略 

   ３．質疑・討論省略 

   ４．採  決 

───────────────── 

第45 議員提出議案第２号 道路整備予算

の拡充及び道路整備に係る補助

率等の嵩上げ措置の継続を求め

る意見書の提出について 

───────────────── 

  日程第４５の議事 

   １．提案理由の説明 

   ２．委員会付託省略 

   ３．質  疑 

   ４．討  論 

   ５．採  決 

───────────────── 

第46 基地対策特別委員会中間報告 

───────────────── 

第47 定住化促進対策特別委員会中間報告 

───────────────── 

第48 議会改革特別委員会中間報告 

───────────────── 

第49 総務文教常任委員会所管事務調査報

告 

───────────────── 

第50 産業建設常任委員会所管事務調査報

告 

───────────────── 

第51 民生常任委員会所管事務調査報告 

───────────────── 

第52 議員の派遣 

───────────────── 

◎出席議員（１８名） 

議長    １番  小比類巻 正 規 君 

副議長  １０番  太 田 博 之 君 

２番  田 嶋 孝 安 君 

３番  佐々木 卓 也 君 

４番  下 山 光 義 君 

５番  遠 藤 泰 子 君 

６番  瀬 崎 雅 弘 君 

７番  澤 口 正 義 君 

８番  加 澤   明 君 

９番  西 村 盛 男 君 

１１番  堀   光 雄 君 

１２番  春 日 洋 子 君 

１３番  小比類巻 雅 彦 君 

１４番  舩 見 亮 悦 君 

１５番  馬 場 騎 一 君 

１６番  山 本 彌 一 君 

１７番  堤   喜一郎 君 

１８番  森   三 郎 君 

───────────────── 

◎欠席議員（０名） 

───────────────── 

◎説明のため出席した者（２６名） 

市     長  種 市 一 正 君 

副  市  長  米 田 光一郎 君 

総 務 部 長  小 泉 富 男 君 

政 策 部 長  山 本 剛 志 君 

財 務 部 長  伊 藤 徹 也 君 

市民生活部長  繫   範 雄 君 

福 祉 部 長  田面木 るり子 君 

経 済 部 長  山 本   優 君 

建 設 部 長  高 橋 常 幸 君 

上下水道部長  種 市   浩 君 
総 務 部 参 事            

  佐々木   亮 君 
兼 総 務 課 長            
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政 策 部 参 事            
  村 井 拓 司 君 

兼政策調整課長            
財 務 部 参 事            

  三 浦   剛 君 
兼 財 政 課 長            
上下水道部参事            

  関   敏 徳 君 
兼 水 道 課 長            

秘 書 課 長  山 﨑   徹 君 

広報広聴課長  小 松 栄 二 君 

国保年金課長  髙 橋 次 郎 君 

介護福祉課長            
兼いきいきデイ  寺 澤 寿 子 君 

センター所長            

農 政 課 長  蹴 揚 光 昭 君 

下 水 道 課 長  内 野 雅 之 君 

三沢病院事務局長  別 部 容 寛 君 

消  防  長  吉 田 武 雄 君 

教 育 委 員 長  宮 野 楠 見 君 

教  育  長  吉 田   健 君 

教 育 部 長  山 本 智香子 君 

代表監査委員  和 泉 英 世 君 

───────────────── 

◎職務のため出席した職員 

事 務 局 長  田 島 一 雄 君 

次     長  田 辺 正 英 君 

庶 務 係 長  中 村 容 三 君 

主     査  髙 橋 涼 平 君 

主     事  浪 岡 光 平 君 
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午前１０時００分 開議   

○議長（小比類巻正規君） おはようござい

ます。 

 出席議員は、定足数に達しておりますの

で、会議は成立いたします。 

 これより、本日の会議を開きます。 

 本日の議事は、お手元に配付しております

議事日程第３号をもって進めます。 

───────────────── 

  ◎日程第 １ 議案第５３号から 

   日程第１０ 議案第６２号まで 

○議長（小比類巻正規君） 日程第１ 議案

第５３号専決処分の承認を求めることについ

て（平成２９年度三沢市一般会計補正予算

（第３号））から日程第１０ 議案第６２号

平成２９年度三沢市立三沢病院事業会計補正

予算（第２号）までの計１０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） 

○議長（小比類巻正規君） ただいまの委員

長報告に対し、質疑を行いますが、通告があ

りませんので、質疑を終結いたします。 

 次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議案第５３号から議案第６２号までの１０

議案は、委員長報告のとおり決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第５３号専決処分の承認を求

めることについて（平成２９年度三沢市一般

会計補正予算（第３号））、承認。議案第５

４号平成２９年度三沢市一般会計補正予算

（第４号）、可決。議案第５５号平成２９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５６号平成２９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５７号平成２９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５８号平成２９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５９号平成２９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６０号平成２９年度三沢市後期高

齢者医療特別会計補正予算（第２号）、可

決。議案第６１号平成２９年度三沢市水道事

業会計補正予算（第１号）、可決。議案第６

２号平成２９年度三沢市立三沢病院事業会計

補正予算（第２号）、可決とそれぞれ決しま

した。 

───────────────── 

  ◎日程第１１ 議案第６３号から 

   日程第２８ 議案第８０号まで 

○議長（小比類巻正規君） 日程第１１ 議

案第６３号三沢市職員の育児休業に関する条

例の一部を改正する条例の制定についてから

日程第２８ 議案第８０号公の施設の指定管

理者の指定について（三沢市寺山修司記念

館）までの計１８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） 

○議長（小比類巻正規君） ただいまの委員

長報告に対し、質疑を行いますが、通告があ

りませんので、質疑を終結いたします。 

 次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議案第６３号から議案第８０号までの１８

議案は、委員長報告のとおり決することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第６３号三沢市職員の育児休

業等に関する条例の一部を改正する条例の制
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定について、可決。議案第６４号三沢市特別

職の職員の給料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６５

号三沢市駐留軍等再編対策事業基金条例の一

部を改正する条例の制定について、可決。議

案第６６号三沢市税条例等の一部を改正する

条例の制定について、可決。議案第６７号三

沢市労働福祉会館条例を廃止する条例の制定

について、可決。議案第６８号三沢市駅前広

場整備複合施設建築工事請負契約の締結につ

いて、可決。議案第６９号三沢川改修事業護

岸整備工事（Ｈ２９国）請負契約の締結につ

いて、可決。議案第７０号三沢市公会堂改修

事業建築工事請負契約の締結について、可

決。議案第７１号財産の取得について、可

決。議案第７２号定住自立圏の形成に関する

協定の一部を変更する協定の締結について

（野辺地町）、可決。議案第７３号定住自立

圏の形成に関する協定の一部を変更する協定

の締結について（七戸町）、可決。議案第７

４号定住自立圏の形成に関する協定の一部を

変更する協定の締結について（六戸町）、可

決。議案第７５号定住自立圏の形成に関する

協定の一部を変更する協定の締結について

（横浜町）、可決。議案第７６号定住自立圏

の形成に関する協定の一部を変更する協定の

締結について（東北町）、可決。議案第７７

号定住自立圏の形成に関する協定の一部を変

更する協定の締結について（六ヶ所村）、可

決。議案第７８号定住自立圏の形成に関する

協定の一部を変更する協定の締結について

（おいらせ町）、可決。議案第７９号定住自

立圏の形成に関する協定の一部を変更する協

定の締結について（小坂町）、可決。議案第

８０号公の施設の指定管理者の指定について

（三沢市寺山修司記念館）、可決とそれぞれ

決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第２９ 議案第８１号 

○議長（小比類巻正規君） 次に、日程第２

９ 議案第８１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）を議題としま

す。 

 ここで、地方自治法第１１７条の規定によ

り、加澤明議員の除斥を求めます。 

（８番加澤明君 退席） 

○議長（小比類巻正規君） 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） 

○議長（小比類巻正規君） ただいまの委員

長報告に対し、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。 

 次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議案第８１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、委員長報告

のとおり決することに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第８１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。 

 ここで、加澤議員の入場を許可します。 

（８番加澤明君 着席） 

───────────────── 

  ◎日程第３０ 議案第８２号から 

   日程第４３ 議案第９５号まで 

○議長（小比類巻正規君） 日程第３０ 議

案第８２号平成２９年度三沢市一般会計補正

予算（第５号）から日程第４３ 議案第９５

号人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求

めることについてまでの１４議案を一括上程

します。 

 この議案は、昨日、当局より追加議案とし

て提出されたものです。 

───────────────── 

  ◎日程第４４ 提案理由の説明 

○議長（小比類巻正規君） 日程第４４ 提
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案理由の説明を願います。 

 市長。 

○市長（種市一正君） 本日、追加上程され

ました議案の概要について御説明申し上げま

す。 

 まず、議案第８２号平成２９年度三沢市一

般会計補正予算（第５号）から議案第９０号

平成２９年度三沢市立三沢病院事業会計補正

予算（第３号）までの９議案は、平成２９年

人事院勧告及び青森県人事委員会勧告に基づ

く職員等の人件費の調整による補正でありま

す。 

 次に、議案第９１号並びに議案第９２号

は、三沢市特別職の職員の給与等に関する条

例の一部を改正する条例の制定等、行政運営

上必要な条例の制定であります。 

 次に、議案第９３号から議案第９５号まで

の３議案は、任期満了に伴う人事案件であり

ます。 

 以上、提案いたしました議案について、そ

の概要を御説明申し上げましたが、詳細につ

きましては、後ほど議案審議の際に、本職並

びに関係部長等から御説明申し上げたいと存

じます。何とぞ慎重なる御審議の上、原案ど

おり御議決賜りますようにお願い申し上げま

す。 

 以上であります。 

───────────────── 

  ◎日程第３０ 議案第８２号から 

   日程第３８ 議案第９０号まで 

○議長（小比類巻正規君） 日程第３０ 議

案第８２号平成２９年度三沢市一般会計補正

予算（第５号）から日程第３８ 議案第９０

号平成２９年度三沢市立三沢病院事業会計補

正予算（第３号）までの９議案を一括議題と

いたします。 

 当局の説明を願います。 

 財務部長。 

○財務部長（伊藤徹也君） 議案第８２号平

成２９年度三沢市一般会計補正予算（第５

号）から議案第９０号平成２９年度三沢市立

三沢病院事業会計補正予算（第３号）までの

概要について御説明いたします。 

 今回の補正予算は、いずれの会計も青森県

人事委員会の給与等に関する勧告に従い、特

別職及び職員の人件費の調整に基づく予算措

置及びその財源調整の補正でございます。 

 これにより、三沢市一般会計補正予算（第

５号）において人件費の調整を行った結果、

補正総額は、歳入歳出ともに３,１３０万円の

増額補正となり、既定額との累計では２３４

億２,８４０万円となったところでございま

す。 

 以下、同様の補正理由により、三沢市国民

健康保険特別会計補正予算（第２号）の補正

総額は、歳入歳出ともに４４万１,０００円の

増額補正で、既定額との累計では４７億９,７

７４万９,０００円。 

 三沢市食肉処理センター特別会計補正予算

（第２号）の補正総額は、歳入歳出ともに５

万円の増額補正で、既定額との累計では１０

億７,８３６万９,０００円。 

 三沢市農業集落排水事業特別会計補正予算

（第２号）の補正総額は、歳入歳出ともに８

万５,０００円の増額補正で、既定額との累計

では２億３,３１０万８,０００円。 

 三沢市下水道事業特別会計補正予算（第２

号）の補正総額は、歳入歳出ともに９４万６,

０００円の増額補正で、既定額との累計では

１７億８,０２３万円。 

 三沢市介護保険特別会計補正予算（第３

号）の補正総額は、歳入歳出ともに８０万７,

０００円の増額補正で、既定額との累計では

３７億８,７４５万円。 

 三沢市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）の補正総額は、歳入歳出ともに２

２万５,０００円の増額補正で、既定額との累

計では３億８,６４３万７,０００円。 

 三沢市水道事業会計補正予算（第２号）に

ついては、 収益的支出において２２８万７,

０００円の増額補正とし、事業費用の累計で

は７億６,７９８万円。 また、資本的支出に

おいても１６万２, ０００円の増額補正と

し、資本的支出の累計では４億５３０万５,０
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００円。 

 三沢市立三沢病院事業会計補正予算（第３

号）については、収益的支出において２,０８

１万７,０００円の増額補正とし、病院事業費

用の累計では６０億７,３２７万４,０００円

となったところでございます。 

 なお、それぞれの財源につきましては、地

方交付税、他会計繰入金及び各会計における

事業収入等をもって調整したところでござい

ます。 

 以上が、議案第８２号平成２９年度三沢市

一般会計補正予算（第５号）から議案第９０

号平成２９年度三沢市立三沢病院事業会計補

正予算（第３号）までの概要でございます。

よろしくお願いいたします。 

○議長（小比類巻正規君） お諮りします。 

 ただいま一括議題とした全議案について

は、会議規則第３７条第３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。これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、委員会付託を省略することに決し

ました。 

 これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 質疑を終結しま

す。 

 これより、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 討論を終結しま

す。 

 採決します。 

 議案第８２号から議案第９０号までの９議

案は、原案のとおり決することに御異議ござ

いませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第８２号平成２９年度三沢市

一般会計補正予算（第５号）、可決。議案第

８３号平成２９年度三沢市国民健康保険特別

会計補正予算（第２号）、可決。議案第８４

号平成２９年度三沢市食肉処理センター特別

会計補正予算（第２号）、可決。議案第８５

号平成２９年度三沢市農業集落排水事業特別

会計補正予算（第２号）、可決。議案第８６

号平成２９年度三沢市下水道事業特別会計補

正予算（第２号）、可決。議案第８７号平成

２９年度三沢市介護保険特別会計補正予算

（第３号）、可決。議案第８８号平成２９年

度三沢市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第３号）、可決。議案第８９号平成２９年

度三沢市水道事業会計補正予算（第２号）、

可決。議案第９０号平成２９年度三沢市立三

沢病院事業会計補正予算（第３号）、可決と

それぞれ決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第３９ 議案第９１号 

○議長（小比類巻正規君） 次に、日程第３

９ 議案第９１号三沢市特別職の職員の給料

等に関する条例の一部を改正する条例の制定

についてを議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 総務部長。 

○総務部長（小泉富男君） 条例関係の追加

議案について御説明いたします。 

 議案第９１号三沢市特別職の職員の給料等

に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて御説明いたします。 

 この議案は、市長及び副市長の期末手当の

支給割合を改めるため、提案するものでござ

います。 

 議案書の１ページから２ページを御参照願

います。 

 第１条の改正は、市長及び副市長の平成２

９年１２月に支給される期末手当の支給割合

を０.１月分引き上げるものであります。 

 第２条の改正は、平成３０年６月及び１２

月に支給される期末手当の支給割合を合計で

０.１月分引き上げるものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（小比類巻正規君） お諮りします。 
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 この議案は、会議規則第３７条第３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。これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、委員会付託を省略することに決し

ました。 

 これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 質疑を終結しま

す。 

 これより、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 討論を終結しま

す。 

 採決します。 

 議案第９１号は、原案のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第９１号三沢市特別職の職員

の給料等に関する条例の一部を改正する条例

の制定については、可決と決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第４０ 議案第９２号 

○議長（小比類巻正規君） 次に、日程第４

０ 議案第９２号職員の給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定についてを議題と

いたします。 

 当局の説明を願います。 

 総務部長。 

○総務部長（小泉富男君） 議案第９２号職

員の給与に関する条例の一部を改正する条例

の制定について御説明いたします。 

 この議案は、青森県人事委員会の給与等に

関する勧告に基づき、職員の給料月額等を改

めるため提案するものでございます。 

 議案書の３ページから１７ページを御参照

願います。 

 第１条の改正は、医師に支給される初任給

調整手当の月額支給の限度額を５００円引き

上げるものであります。 

 次に、一般職の１２月に支給される勤勉手

当の支給上限割合を０.１５月分引き上げるも

のでございます。 

 第２条の改正といたしましては、平成３０

年６月及び１２月に支給されます勤勉手当の

支給上限割合を合計で０.１５月分引き上げる

ものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（小比類巻正規君） お諮りします。 

 この議案は、会議規則第３７条第３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。これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、委員会付託を省略することに決し

ました。 

 これより、質疑を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 質疑を終結しま

す。 

 これより、討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 討論を終結しま

す。 

 採決します。 

 議案第９２号は、原案のとおり決すること

に御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第９２号職員の給与に関する

条例の一部を改正する条例の制定について

は、可決と決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第４１ 議案第９３号 

○議長（小比類巻正規君） 日程第４１ 議

案第９３号三沢市教育委員会教育長の任命に
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つき同意を求めることについてを議題といた

します。 

 当局の説明を願います。 

 市長。 

○市長（種市一正君） 議案第９３号につい

て御説明申し上げます。 

 議案第９３号は、三沢市教育委員会教育長

の任命につき議会の同意を求めることについ

てであります。 

 平成２９年１２月２０日をもって、吉田健

氏の三沢市教育委員会委員としての任期が満

了となることから、同氏は旧制度に基づく教

育長も兼ねているため、新制度に基づく教育

長として、新たに冨田敦氏を任命するため、

提案するものであります。 

 御提案申し上げました冨田氏は、議案書に

記載しております略歴にありますように、人

格、識見ともにすぐれた人でありますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 以上であります。 

○議長（小比類巻正規君） お諮りします。 

 この議案は、会議規則第３７条第３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。これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 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） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、質疑・討論を省略し、直ちに採決

します。 

 議案第９３号は、これに同意することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第９３号三沢市教育委員会教

育長の任命につき同意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４２ 議案第９４号 

○議長（小比類巻正規君） 日程第４２ 議

案第９４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いたし

ます。 

 当局の説明を願います。 

 市長。 

○市長（種市一正君） 議案第９４号につい

て御説明申し上げます。 

 議案第９４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ことについて

であります。 

 平成３０年１月４日をもって、山田妙子氏

の三沢市教育委員会委員としての任期が満了

となることから、新たに黒沢のぞみ氏を任命

するため、提案するものであります。 

 御提案申し上げました黒沢氏は、議案書に

記載しております略歴にございますように、

人格、識見ともにすぐれた方でありますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小比類巻正規君） お諮りします。 

 この議案は、会議規則第３７条第３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。これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 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） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認
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めます。 

 よって、質疑・討論を省略し、直ちに採決

します。 

 議案第９４号は、これに同意することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第９４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

は、これに同意することに決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第４３ 議案第９５号 

○議長（小比類巻正規君） 日程第４３ 議

案第９５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いたしま

す。 

 当局の説明を願います。 

 市長。 

○市長（種市一正君） 議案第９５号につい

て御説明申し上げます。 

 議案第９５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３０年３月３１日をもって、髙橋裕淸

氏の人権擁護委員としての任期が満了となる

ことから、引き続き同氏を推薦するため、提

案するものであります。 

 御提案申し上げました髙橋氏の略歴につき

ましては、議案書に記載したとおりでありま

すので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（小比類巻正規君） お諮りします。 

 この議案は、会議規則第３７条第３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。これに御異議ございま

せんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 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） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、質疑・討論を省略し、直ちに採決

します。 

 議案第９５号は、これに同意することに御

異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第９５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４５ 議員提出議案第２号 

○議長（小比類巻正規君） 日程第４５ 議

員提出議案第２号道路整備予算の拡充及び道

路整備に係る補助率等の嵩上げ措置の継続を

求める意見書の提出についてを議題といたし

ます。 

 提案理由の説明を願います。 

 西村盛男議員の登壇を願います。 

○９番（西村盛男君） 議員提出議案第２号

道路整備予算の拡充及び道路整備に係る補助

率等の嵩上げ措置の継続を求める意見書の提

出について、提案理由を御説明申し上げま

す。 

 この議案は、道路整備事業に係る国の財政

上の特別措置に関する法律の補助率等のかさ

上げ措置が平成２９年度までの時限立法と

なっていることから、当該かさ上げ措置の継

続と道路整備に必要な予算の拡充を図ること

について、地方自治法第９９条の規定により

意見書を提出するため、提案するものであり

ます。 

 なお、詳細につきましては、議案書に記載

のとおりであります。 

 以上、議員各位の御賛同をよろしくお願い

申し上げます。 



― 60 ― 

○議長（小比類巻正規君） 次に、お手元に

配付しております意見書案を局長に朗読させ

ます。 

○議会事務局長（田島一雄君） 道路整備予

算の拡充及び道路整備に係る補助率等の嵩

上げ措置の継続を求める意見書（案） 

 三沢市は、「人とまち みんなで創る 

国際文化都市」をキャッチフレーズに、三

沢市総合振興計画及び三沢市まち・ひと・

しごと創生総合戦略のもと、人口減少の克

服と「新たなひとの流れ」を創る地方への

移住促進事業に取り組んでいる。 

 その中でも道路の整備は、市民の生活や

経済・社会活動を助け、市民の安全・安心

を確保するとともに、地域の活性化を促す

うえでも必要不可欠な存在であり社会基盤

をなすところである。 

 しかしながら、当市における状況を見る

と、太平洋沿岸を走る国道３３８号と県道

天ヶ森三沢線とを結ぶ市道の整備は未だ万

全とはいえず、災害時への対応も含めて地

方における道路の整備は喫緊の課題となっ

ている。 

 このような状況において、「道路整備事

業に係る国の財政上の特別措置に関する法

律」（以下「道路財特法」という。）の補

助率の嵩上げ措置が平成２９年度末で打ち

切られることとなれば、平成３０年度から

の道路財源に対する地方負担が増加し、整

備中の道路工事にも遅滞を及ぼしかねず、

ひいては地方創生及び国土強靱化の政策に

も大きな影響を与えかねない。 

 よって、国においては、平成３０年度以

降も迅速かつ着実な道路整備を推進するた

め、下記の措置を講じられるよう強く要望

するものである。 

記 

１ 道路整備に必要な予算の拡充を図るこ

と。 

２ 道路財特法の規定に基づく補助率等の

嵩上げ措置について、平成３０年度以

降も継続すること。 

 以上、地方自治法第９９条の規定により

意見書を提出する。 

平成２９年１２月１４日 

 衆議院議長       大島 理森 殿 

 参議院議長       伊達 忠一 殿 

 内閣総理大臣 安倍 晋三 殿 

 財 務 大 臣       麻生 太郎 殿 

 国土交通大臣、石井 啓一 殿 

青森県三沢市議会   

 以上でございます。 

○議長（小比類巻正規君） お諮りします。 

 この議案は、議員提出議案でもありますの

で、会議規則第３７条第３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、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、委員会付託を省略することに決し

ました。 

 次に、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。 

 次に、討論を行いますが、通告がありませ

んので、討論を終結します。 

 これより、採決します。 

 議員提出議案第２号は、原案のとおり決す

ることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議員提出議案第２号道路整備予算

の拡充及び道路整備に係る補助率等の嵩上げ

措置の継続を求める意見書の提出について

は、可決と決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第４６ 基地対策特別委員会

中間報告 

○議長（小比類巻正規君） 日程第４６ 基

地対策特別委員会中間報告を議題といたしま

す。 

 堀光雄委員長。 

○１１番（堀 光雄君） 本委員会において
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審査中の事件について、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。 

 本委員会では、７月に実施した三沢基地周

辺対策に関する要望の結果を踏まえ、１０月

２５日に会議を開催し、今後の要望活動につ

いて協議を行いました。 

 その結果、要望に対する国の回答は、我々

の期待するようなものではないことから、よ

り実現性を高めるため、さきに行った要望１

０項目の中から、第二滑走路の早期着工につ

いて、住宅防音工事に係る制度等の是正につ

いて、地域の実情に応じた移転措置につい

て、再編関連訓練移転等交付金の交付につい

ての４項目を重点事項とし、再度、東北防衛

局、防衛省、県選出国会議員に対して、要望

活動を実施することといたしました。 

 その後、１１月２０日には、東北防衛局と

県選出国会議員を、翌２１日には防衛省を訪

れ、さきに決定した重点事項４項目について

要望活動を実施いたしました。 

 国からは、第二滑走路の早期着工について

は、引き続き三沢飛行場の運用状況を確認す

るとともに、米軍の考え方を確認しながら対

応を考えてまいりたいとの回答があったほ

か、住宅防音工事における所要額を確保し、

待機世帯の解消に努めてまいりたいとの回答

がありました。 

 また、移転措置については、法という制度

の壁もあり難しいが、現在、東北防衛局が地

上音を含めた騒音測定を行っているので、そ

の実態を踏まえ、どういうことができるのか

検討したいとのことでありました。 

 さらに、再編訓練移転等交付金について

は、平成３１年度の予算要求の中で検討する

こととなるが、要望の趣旨を十分踏まえなが

ら対応させていただきたいとの回答がありま

した。 

 このような国の回答には、一定の理解はす

るものの、私どもの望む回答とはかけ離れて

いるものも多く、今後においてもそれぞれの

課題の早期実現に向けて活動を継続していか

なければならないものと考えております。 

 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。 

○議長（小比類巻正規君） これより、質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 質疑を終結しま

す。 

 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

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 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いたします。 

───────────────── 

  ◎日程第４７ 定住化促進対策特別

委員会中間報告 

○議長（小比類巻正規君） 日程第４７ 定

住化促進対策特別委員会中間報告を議題とい

たします。 

 澤口正義委員長。 

○７番（澤口正義君） 本委員会において審

査中の事件について、三沢市議会会議規則第

４５条第２項の規定に基づき、中間報告をい

たします。 

 本委員会は、去る１２月６日に委員会を開

催し、定住化促進に関する案件として、住宅

取得支援助成事業の進捗状況についてと、移

住促進に係る関係機関との連携について、２

４時間保育及び保育料無料化に係る現状と今

後の方向性についての計３件について調査・

検討をいたしました。 

 まず、住宅取得支援助成事業の進捗状況に

ついてでは、執行部から本年度の実績とし

て、予算額１億５,０００万円に対し交付予定

額が１億５,０００万円で、満額が支給予定で

あること。助成金の交付件数については、合

計で１００件であったことなどの報告があり
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ました。 

 また、そのうち移住人数については、市外

から５８名、県外からは１８名が移住または

移住予定であるとの説明がありました。 

 この件について、各委員からは、当該事業

で三沢市に居住した方が三沢市に住み続けい

ていくのか、追跡調査を実施する必要がある

のではないかとの意見や、当該事業で県外や

市外から移住された方のニーズを的確に把握

し、三沢市への移住の決め手や三沢市のＰＲ

すべき点を見きわめて、今後の移住・定住化

対策に生かしていくべきであるとの意見があ

りました。 

 次に、移住促進に係る関係機関との連携に

ついてでは、執行部から、国や県との連携を

図っていることはもちろん、上北移住広域連

携研究会での近隣市町村との連携や、ふるさ

と回帰支援センターにおける移住セミナーな

どへの参加状況について説明がありました。 

 このことについて、各委員からは、県外の

方々が暫定的に三沢市で一定期間生活をして

いただく、お試し暮らしの実施を検討するべ

きではないかとの意見や、インターネットに

おいて三沢市を動画でＰＲしていくべきでは

ないかなどの意見が出されました。 

 次に、２４時間保育及び保育料無料化に係

る現状と今後の方向性についてでは、執行部

から、２４時間保育を実施している市立三沢

病院の保育施設・竹の子保育園での実情や、

認定保育所において２４時間保育を実施する

場合の試算、市内保育所の保育料を無料化し

た場合の試算などについて説明がありまし

た。 

 各委員からは、竹の子保育園における施設

の定員に対する申し込み状況や待機者の状況

について質問があるとともに、当該保育園の

運営によって市立三沢病院における看護師の

確保が十分に図られているのかなどの意見が

出されました。 

 本委員会では、これまでと同様に、三沢市

における定住化促進に係る各種事業の取り組

み状況について検討することにより、三沢市

の移住・定住の促進に取り組んでまいりたい

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、定住化促進対策特別委員会の

中間報告といたします。 

○議長（小比類巻正規君） これより、質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 質疑を終結しま

す。 

 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

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、定住化促進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いたしま

す。 

───────────────── 

  ◎日程第４８ 議会改革特別委員会

中間報告 

○議長（小比類巻正規君） 日程第４８ 議

会改革特別委員会中間報告を議題といたしま

す。 

 小比類巻雅彦委員長。 

○１３番（小比類巻雅彦君） 本委員会にお

いて審査中の事件について、三沢市議会会議

規則第４５条第２項に基づき、中間報告をい

たします。 

 本委員会では、議会基本条例の策定に向け

て検討を重ねてまいりましたが、より議会基

本条例策定及び今後の実効性を高めるため、

１１月１４日から１６日まで、愛知県岩倉市

及び岐阜県可児市を訪問し、両市における議

会基本条例制定までの経緯や現在の運用状

況、そして、今後の検討課題などについて調

査してまいりました。 

 このことを踏まえ、１２月１１日に開催さ

れた委員会において、これまで検討してきた

条項についての意見を集約し、議会基本条例
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の素案を決定したところであります。 

 今後は、三沢市議会アドバイザーからの助

言を踏まえ、議会基本条例の策定や策定後の

運用について、さらに検討を進めるととも

に、全員協議会等において全議員の了承をい

ただきながら、来年度からの運用に向けて鋭

意努力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、議会改革特別委員会の中間報

告といたします。 

○議長（小比類巻正規君） これより、質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 質疑を終結しま

す。 

 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

れに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議会改革特別委員会については、

引き続き閉会中の継続審査といたします。 

───────────────── 

  ◎日程第４９ 総務文教常任委員会

所管事務調査報告 

○議長（小比類巻正規君） 日程第４９ 総

務文教常任委員会所管事務調査報告を議題と

いたします。 

 佐々木卓也委員長。 

○３番（佐々木卓也君） 去る１２月６日に

開催いたしました総務文教常任委員会の所管

事務調査について、その概要を御報告申し上

げます。 

 今回は、東京オリンピック・パラリンピッ

ク関係事業に係る取り組みについて及び防災

対策の取り組みについての２件を調査いたし

ました。 

 はじめに、東京オリンピック・パラリン

ピック関係事業に係る取り組みについてであ

りますが、執行部からは、２０２０年に東京

オリンピック・パラリンピック競技大会が開

催されるに当たり、平成２７年１１月に、東

京２０２０オリンピック・パラリンピック競

技大会三沢市における活動推進指針を策定

し、大会成功への協力と、これを契機とした

地域におけるスポーツ・教育・文化・経済の

活性化や共生社会の実現に向けた取り組みを

進めていくこととし、教育事業として、アス

リート派遣事業、ユニバーサルマナー教室、

共生社会の実現に資するセミナー・啓発事

業、絵画コンクール、パラスポーツの魅力や

楽しさを知ってもらうスポーツ体験を実施し

ていることや、補助事業として、トップアス

リート招致事業費補助金、店舗等ユニバーサ

ルデザイン改修工事補助金を予算化し、機運

の醸成を図るとともに、まちのバリアフリー

化を推進していることなどの説明がありまし

た。 

 また、活動の大きな柱の一つである海外

チームの事前キャンプの誘致活動において

は、本年１０月に三沢市がパラリンピックに

おけるウィルチェアラグビーカナダチームの

事前キャンプ地に内定し、来年度以降、年１

回程度の強化キャンプを行う意向があるこ

と。来年６月にカナダで行われる国際大会カ

ナダカップにおいて正式な合意を行う予定で

あること。大会開催前から大会期間中、そし

て大会終了後におけるカナダチームとの交流

継続や受け入れ実績を国の内外に発信するこ

とで、さまざまな合宿誘致を進めていくとの

説明がありました。 

 委員からは、事業の成果を上げるととも

に、市民こぞって盛り上げていくため、事業

のＰＲや予算の増額が必要ではないか。三沢

市全体がカナダチームを受け入れ、経済効果

をしっかり出せる事業の推進を期待する。グ

ローバル化を進めるためには、Ｗｉ－Ｆｉ環

境の整備が必要などの意見が出されました。 

 次に、２件目の防災対策の取り組みについ

てでありますが、執行部からは、近年の取り

組みとして、災害時の支援態勢の強化のた

め、国・県、他市町村及び民間事業者との協
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定締結を推進し、現在、３３件の協定を締結

していることや、地域住民の防災思想の普及

啓発、災害による被害防止及び軽減を図るこ

とを目的に活動する自主防災組織について

は、さまざまな結成促進、育成強化の取り組

みにより、本年１１月末現在で４６組織、組

織率６２.６％で、三沢市総合振興計画におけ

る目標を達成していること。 

 また、避難所運営用の発電機、ストーブ等

の資機材の備蓄は、平成２８年度に完了し、

食料、水については、現在、目標の９割が備

蓄され、来年度には目標を達成する計画であ

ることなどの説明がありました。 

 また、今後の取り組みとして、電波法の改

正等に伴う防災行政用無線の改修や青森県の

津波浸水区域の見直しに伴う津波ハザード

マップの改訂などが予定されているとの説明

がありました。 

 次に、国民保護に関する取り組みについ

て、北朝鮮による弾道ミサイルの発射や核実

験などの挑発行動は、今後も継続される可能

性が高く、市として、市民に対し国から情報

を遅滞なく提供できるよう、情報提供網の整

備や国・県が行う情報伝達訓練への参加など

により万全を期していることや、広報みさわ

を通じ、弾道ミサイル発射時にとるべき行動

について情報発信を行ったことなどの説明が

ありました。 

 委員からは、市として燃料の備蓄タンクを

持つべきではないか、住民への危機管理意識

を一層高める必要がある、発災後７２時間の

自分の身を自分で守る自助を徹底させるなど

の意見が出されました。 

 今後も当委員会の所管する事務事業につい

て必要な調査を行い、意見・提言してまいり

たいと考えております。 

 以上、総務文教常任委員会の所管事務調査

報告といたします。 

○議長（小比類巻正規君） これより、質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） ないようですの

で、質疑を終結します。 

 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５０ 産業建設常任委員会

所管事務調査報告 

○議長（小比類巻正規君） 日程第５０ 産

業建設常任委員会所管事務調査報告を議題と

いたします。 

 西村盛男委員長。 

○９番（西村盛男君） 去る１２月１２日に

開催されました産業建設常任委員会の所管事

務調査について、その概要を御報告申し上げ

ます。 

 今回は、主要地方道三沢十和田線のアー

ケード撤去についてと三沢市の都市計画概要

についての計２件を調査いたしました。 

 はじめに、主要地方道三沢十和田線のアー

ケード撤去についてでありますが、執行部の

説明によると、主要地方道三沢十和田線に設

置されているアーケードは、建設から約４０

年が経過しており、老朽化が著しく、歩行者

の安全確保の面からも早期の撤去が必要であ

るとされております。 

 また、アーケードの撤去及び街路灯の整備

に当たっては、経済産業省補助事業が不採択

となったことから、今後は、引き続き活用で

きる補助金等の検討を進めるとともに、平成

３０年度からアーケードの撤去にかかわる問

題点を明らかにするための調査事業を実施予

定であるとの説明がありました。 

 委員からは、歩行者の安全性確保の観点か

らも、一日でも早く撤去をすべきとの意見が

あり、執行部からは、現在、補助金について

国の関係機関と交渉中であり、平成３２年度

の予算化を目指し、鋭意努力してまいりたい

との答弁がありました。 

 次に、三沢市の都市計画概要についてであ

りますが、執行部からは、今年度、三沢市の

人口規模、産業人口の規模、市街地の面積、

土地利用、交通量などの都市化の動向を把握

するため、都市計画基礎調査を実施している
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こと。 

 また、社会情勢の変化に伴い、市街地内の

空き家や空き地、郊外における土地利用コン

トロールなど、さまざまな課題も生じてきて

いる現状を踏まえ、策定からおおむね中間年

次を迎える都市計画マスタープランについて

は、新たな総合振興計画との整合性を図りつ

つ、都市計画基礎調査の結果も踏まえ、見直

しを図っていくとの説明がありました。 

 委員からは、都市計画マスタープランの見

直し過程について、委員会としても再度調査

したいとの要望がございました。 

 今回の案件につきましては、今後も引き続

きその動向を注視し、調査・助言をしてまい

りたいと考えております。 

 以上、産業建設常任委員会の所管事務調査

報告とさせていただきます。 

○議長（小比類巻正規君） これより、質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） ないようですの

で、質疑を終結します。 

 産業建設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５１ 民生常任委員会所管

事務調査報告 

○議長（小比類巻正規君） 日程第５１ 民

生常任委員会所管事務調査報告を議題といた

します。 

 瀬崎雅弘委員長。 

○６番（瀬崎雅弘君） 去る１１月２９日に

開催いたしました民生常任委員会所管事務調

査の内容について御報告申し上げます。 

 今回の会議では、先般、１年ほど前に建設

された近江八幡市の焼却施設を当委員会で視

察したことを踏まえ、現在の焼却施設の概要

や稼働状況、新しい焼却施設の計画等の概要

について調査を行いました。 

 はじめに、現在のごみ焼却施設は、昭和５

５年に、１日当たり５０トンの処理能力を

持って建設去れ、その後、平成４年、平成１

４年と改造工事を行い、１日当たり８５トン

の処理能力の施設として現在に至っておりま

す。 

 なお、現在の１日当たりの処理量は５０ト

ンから８０トンで運転しているものの、既に

３７年が経過し、毎年補修工事等に多額の費

用を要していること。また、ごみ処理施設に

かかわる老朽度調査及び三沢市清掃センター

精密機器の検査により、モルタルの剥離や耐

用年数の経過などが指摘されていることか

ら、敷地内に新しい焼却施設の建設を進めて

いるとの説明がありました。 

 新しい施設は、平成２８年度から平成３４

年度までの計画であり、２８年度、２９年度

に生活環境調査を行い、２９年度、３０年度

には基本設計業務、３１年度から実施設計並

びに建設工事を開始し、平成３４年末の完成

を目指しているとのことでありました。 

 委員からは、新しい施設の建設事業費はど

のくらいを見込んでいるのか、整備運用方式

はどのように考えているのか、また、小学生

等の社会見学等のための見学コースはどのよ

うなものを設けるのか、さらには、防臭対策

等はどのようにするのかとの意見が出され、

執行部からは、建設費は、現在のところ約５

７億円を見込んでおり、整備・運用は、設計

から施工、運用を一括するＤＢＯ方式を考え

ている。また、施設には見学コースを設ける

としているほか、エアカーテンなどを設置し

て防臭に努めたいとの回答がありました。 

 また、今の施設を使用しながら敷地内に新

しい施設を建設するため、安全面には十分配

慮してほしいとの意見もありました。 

 今回、当委員会では、新旧のごみ焼却施設

に関する調査を行いましたが、今後において

も市民の生活の向上、安心・安全な暮らしの

確保を第一に、必要な調査を行い、意見・提

言してまいりたいと考えております。 

 以上、民生常任委員会の所管事務調査報告

といたします。 

○議長（小比類巻正規君） これより、質疑

を行います。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 質疑を終結しま

す。 

 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５２ 議員の派遣について 

○議長（小比類巻正規君） 日程第５２ 議

員の派遣についてを議題といたします。 

 詳細につきましては、印刷してお手元に配

付したとおりです。 

 お諮りします。 

 地方自治法第１００条第１３項及び三沢市

議会会議規則第１６０条の規定により、別紙

のとおり議員を派遣することに御異議ござい

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻正規君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、別紙のとおり議員を派遣すること

に決しました。 

───────────────── 

○議長（小比類巻正規君） 以上で、本定例

会に付議された事件は全て議了いたしまし

た。 

───────────────── 

  ◎教育長挨拶 

○議長（小比類巻正規君） ここで、教育長

より発言の申し出がありますので、この際、

発言を許します。 

 教育長。 

○教育長（吉田 健君） 議長よりお許しを

いただきまして、一言御挨拶を申し上げま

す。 

 このたび、１２月２０日をもって、２期８

年の教育長の職を退任することとなりまし

た。この間、皆様には多大なる御支援、御厚

情を賜り、この場をかりて深く感謝を申し上

げます。 

 最後に、三沢の子供たち一人一人が夢の実

現に向かい、力強く生き抜くことを切に願

い、退任の挨拶といたします。 

 大変お世話になりました。（拍手） 

───────────────── 

  ◎市長挨拶 

○議長（小比類巻正規君） ここで、市長よ

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。 

○市長（種市一正君） 平成２９年三沢市議

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、一言御挨拶申し上げます。 

 今定例会は、去る１２月４日に開会され、

本日まで１１日間にわたり、平成２９年度三

沢市一般会計補正予算及び特別会計等の補正

予算をはじめ、行政運営上必要な条例の制定

等、４３の議案について慎重なる御審議を賜

り、それぞれ原案どおり御議決、御承認、御

同意を賜りまして、まことに感謝にたえない

ところであります。 

 御議決賜りました各議案の執行に当たりま

しては、御審議の過程におきまして議員各位

から賜りました御意見、御提言等を十分に尊

重し、最善の効果をおさめるよう努力を傾注

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ます。 

 さて、ことしも残すところあとわずかとな

りましたが、特に緊急な案件のない限り、本

定例会がおさめの議会になろうかと思いま

す。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、よい新年を迎えられますととも

に、三沢市民にとりましても、よりよき年に

よりますよう御祈念申し上げまして、閉会に

当たっての御挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

───────────────── 

○議長（小比類巻正規君） これをもちまし

て、平成２９年三沢市議会第４回定例会を閉

会いたします。 

午前１１時１１分 閉会   

 

 


