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平成２５年第４回定例会

三 沢 市 議 会 会 議 録

第４号（平成２５年１２月１９日）

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

◎議事日程

（予算審査特別委員会審査報告）

第１ 議案第60号 平成２５年度三沢市一

般会計補正予算（第３号）

第２ 議案第61号 平成２５年度三沢市国

民健康保険特別会計補正予算

（第１号）

第３ 議案第62号 平成２５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４ 議案第63号 平成２５年度三沢市下

水道事業特別会計補正予算（第

３号）

第５ 議案第64号 平成２５年度三沢市介

護保険特別会計補正予算（第２

号）

第６ 議案第65号 平成２５年度三沢市後

期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）

第７ 議案第66号 平成２５年度三沢市水

道事業会計補正予算（第２号）

第８ 議案第67号 平成２５年度三沢市立

三沢病院事業会計補正予算（第

３号）

─────────────────

日程第１から日程第８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９ 議案第68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10 議案第69号 三沢市情報公開条例等

の一部を改正する条例の制定に

ついて

第11 議案第70号 三沢市職員定数条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて

第12 議案第71号 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

第13 議案第72号 三沢市地域の元気臨時

交付金基金条例の制定について

第14 議案第73号 三沢市税外諸収入滞納

金督促手数料及び延滞金徴収条

例等の一部を改正する条例の制

定について

第15 議案第74号 消費税率及び地方消費

税率の引上げに伴う関係条例の

整備に関する条例の制定につい

て

第16 議案第75号 三沢市墓地公園条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて

第17 議案第76号 三沢市農業集落排水処

理施設条例及び三沢市下水道条

例の一部を改正する条例の制定

について

第18 議案第77号 三沢市食肉処理セン

ター条例の一部を改正する条例

の制定について

第19 議案第78号 地方卸売市場三沢市魚

市場条例の一部を改正する条例

の制定について



― 68 ―

第20 議案第79号 三沢市道路占用料徴収

条例の一部を改正する条例の制

定について

第21 議案第80号 三沢市水道事業給水条

例の一部を改正する条例の制定

について

第22 議案第81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23 議案第82号 三沢市駅前広場設置条

例の一部を改正する条例の制定

について

第24 議案第83号 三沢市アメリカ広場条

例及び三沢市ふれあいオレンジ

広場条例の一部を改正する条例

の制定について

第25 議案第84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26 議案第85号 三沢市ひとり親家庭等

医療費給付条例の一部を改正す

る条例の制定について

第27 議案第86号 三沢市営住宅条例の一

部を改正する条例の制定につい

て

第28 議案第87号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市歴史民

俗資料館及び斗南藩記念観光

村）

第29 議案第88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）

第30 議案第89号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市武道

館）

第31 議案第90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32 議案第91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33 議案第92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34 議案第93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35 議案第94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36 議案第95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37 議案第96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38 議案第97号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市食肉処

理センター）

第39 議案第98号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市商工会

館）

第40 議案第99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41 議案第100号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市コミュ

ニティ集会施設）

第42 議案第101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43 議案第102号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市農民研

修所）

第44 議案第103号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市野菜集

出荷所）

第45 議案第104号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢職業能力

開発校）
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第46 議案第105号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市漁業者

等地域住民交流施設）

第47 議案第106号 公の施設の指定管理者

の指定について（都市公園集会

施設）

第48 議案第107号 市道の路線の認定につ

いて

第49 議案第108号 青森県市町村総合事務

組合を組織する地方公共団体数

の増加及び青森県市町村総合事

務組合規約の変更について

─────────────────

日程第９から日程第４９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50 議案第109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５０の議事

１．提出理由の説明

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51 議員提出議案第７号 三沢市議会委

員会条例の一部を改正する条例

の制定について

─────────────────

日程第５１の議事

１．提出理由の説明

２．委員会付託省略

３．質 疑

４．討 論

５．採 決

─────────────────

（本定例会に追加提出された事件）

第52 議員提出議案第８号 三沢市議会会

議規則の一部を改正する規則の

制定について

─────────────────

日程第５２の議事

１．提出理由の説明

２．委員会付託省略

３．質 疑

４．討 論

５．採 決

─────────────────

（本定例会に追加提出された事件）

第53 議員提出議案第９号 三沢市議会議

員の議員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

─────────────────

日程第５３の議事

１．提出理由の説明

２．委員会付託省略

３．質 疑

４．討 論

５．採 決

─────────────────

第54 基地対策特別委員会中間報告

─────────────────

第55 新エネルギー導入促進特別委員会中

間報告

─────────────────

第56 民生常任委員会所管事務調査報告

─────────────────

第57 議員の派遣について

─────────────────

◎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60号 平成２５年度三沢市一

般会計補正予算（第３号）

第２ 議案第61号 平成２５年度三沢市国

民健康保険特別会計補正予算

（第１号）

第３ 議案第62号 平成２５年度三沢市農
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業集落排水事業特別会計補正予

算（第１号）

第４ 議案第63号 平成２５年度三沢市下

水道事業特別会計補正予算（第

３号）

第５ 議案第64号 平成２５年度三沢市介

護保険特別会計補正予算（第２

号）

第６ 議案第65号 平成２５年度三沢市後

期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）

第７ 議案第66号 平成２５年度三沢市水

道事業会計補正予算（第２号）

第８ 議案第67号 平成２５年度三沢市立

三沢病院事業会計補正予算（第

３号）

─────────────────

日程第１から日程第８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９ 議案第68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10 議案第69号 三沢市情報公開条例等

の一部を改正する条例の制定に

ついて

第11 議案第70号 三沢市職員定数条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて

第12 議案第71号 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

第13 議案第72号 三沢市地域の元気臨時

交付金基金条例の制定について

第14 議案第73号 三沢市税外諸収入滞納

金督促手数料及び延滞金徴収条

例等の一部を改正する条例の制

定について

第15 議案第74号 消費税率及び地方消費

税率の引上げに伴う関係条例の

整備に関する条例の制定につい

て

第16 議案第75号 三沢市墓地公園条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて

第17 議案第76号 三沢市農業集落排水処

理施設条例及び三沢市下水道条

例の一部を改正する条例の制定

について

第18 議案第77号 三沢市食肉処理セン

ター条例の一部を改正する条例

の制定について

第19 議案第78号 地方卸売市場三沢市魚

市場条例の一部を改正する条例

の制定について

第20 議案第79号 三沢市道路占用料徴収

条例の一部を改正する条例の制

定について

第21 議案第80号 三沢市水道事業給水条

例の一部を改正する条例の制定

について

第22 議案第81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23 議案第82号 三沢市駅前広場設置条

例の一部を改正する条例の制定

について

第24 議案第83号 三沢市アメリカ広場条

例及び三沢市ふれあいオレンジ

広場条例の一部を改正する条例

の制定について

第25 議案第84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26 議案第85号 三沢市ひとり親家庭等

医療費給付条例の一部を改正す

る条例の制定について

第27 議案第86号 三沢市営住宅条例の一

部を改正する条例の制定につい
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て

第28 議案第87号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市歴史民

俗資料館及び斗南藩記念観光

村）

第29 議案第88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）

第30 議案第89号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市武道

館）

第31 議案第90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32 議案第91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33 議案第92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34 議案第93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35 議案第94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36 議案第95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37 議案第96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38 議案第97号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市食肉処

理センター）

第39 議案第98号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市商工会

館）

第40 議案第99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41 議案第100号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市コミュ

ニティ集会施設）

第42 議案第101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43 議案第102号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市農民研

修所）

第44 議案第103号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市野菜集

出荷所）

第45 議案第104号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢職業能力

開発校）

第46 議案第105号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市漁業者

等地域住民交流施設）

第47 議案第106号 公の施設の指定管理者

の指定について（都市公園集会

施設）

第48 議案第107号 市道の路線の認定につ

いて

第49 議案第108号 青森県市町村総合事務

組合を組織する地方公共団体数

の増加及び青森県市町村総合事

務組合規約の変更について

─────────────────

日程第９から日程第４９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50 議案第109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

─────────────────
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日程第５０の議事

１．提出理由の説明

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51 議員提出議案第７号 三沢市議会委

員会条例の一部を改正する条例

の制定について

─────────────────

日程第５１の議事

１．提出理由の説明

２．委員会付託省略

３．質 疑

４．討 論

５．採 決

─────────────────

（本定例会に追加提出された事件）

第52 議員提出議案第８号 三沢市議会会

議規則の一部を改正する規則の

制定について

─────────────────

日程第５２の議事

１．提出理由の説明

２．委員会付託省略

３．質 疑

４．討 論

５．採 決

─────────────────

（本定例会に追加提出された事件）

第53 議員提出議案第９号 三沢市議会議

員の議員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

─────────────────

日程第５３の議事

１．提出理由の説明

２．委員会付託省略

３．質 疑

４．討 論

５．採 決

─────────────────

第54 基地対策特別委員会中間報告

─────────────────

第55 新エネルギー導入促進特別委員会中

間報告

─────────────────

第56 民生常任委員会所管事務調査報告

─────────────────

第57 議員の派遣について

─────────────────

◎出席議員（１８名）

議長 １番 舩 見 亮 悦 君

副議長 １２番 堀 光 雄 君

２番 髙 橋 武 志 君

３番 加 澤 明 君

４番 奥 本 菜保巳 君

５番 瀬 崎 雅 弘 君

６番 澤 口 正 義 君

７番 鈴 木 重 正 君

８番 太 田 博 之 君

９番 野 坂 篤 司 君

１０番 春 日 洋 子 君

１１番 西 村 盛 男 君

１３番 小比類巻 正 規 君

１４番 小比類巻 雅 彦 君

１５番 馬 場 騎 一 君

１６番 山 本 弥 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

政策財政部長 中 西 敬 悦 君

総 務 部 長 佐々木 卓 也 君

民 生 部 長 宮 古 直 志 君

健康福祉部長 小 泉 富 男 君

経 済 部 長 大 澤 裕 彦 君

建 設 部 長 沼 山 明 君

上下水道部長 今 村 哲 也 君



― 73 ―

政策財政部参事
山 本 紀 雄 君

兼 財 政 課 長

民 生 部 参 事
大 沢 武 彦 君

兼国保年金課長

建 設 部 参 事
高 橋 常 幸 君

兼都市整備課長

行政経営課長 小 松 栄 二 君

総 務 課 長 佐々木 亮 君

秘 書 課 長 田 島 一 雄 君

介護福祉課長
兼いきいきデイ 田面木 るり子 君
センター所長

水産振興課長 小比類巻 京 一 君

土 木 課 長 浪 岡 博 司 君

下 水 道 課 長 織 笠 一 任 君

水道事業課長 佐 藤 隆 君

三沢病院事務局長 小比類巻 雄 一 君

消 防 長 田 村 斎 君

教 育 委 員 長 熊 野 稔 君

教 育 長 吉 田 健 君

教 育 部 長 山 本 文 彦 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 中 村 健 一 君

次 長 伊 澤 徹 君

庶 務 係 長 大 塚 英 知 君

主 査 山 本 聡 君

主 事 一 戸 剛 君



― 74 ―

午前１０時００分 開議

○議長（舩見亮悦君） 定足数に達しており

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 議案第６０号から

日程第８ 議案第６７号まで

○議長（舩見亮悦君） 日程第１ 議案第６

０号から日程第８ 議案第６７号までの計８

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はあります

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 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６０号から議案第６７号までの８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（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。

よって、議案第６０号平成２５年度三沢市

一般会計補正予算（第３号）、可決、議案第

６１号平成２５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６２

号平成２５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６３

号平成２５年度三沢市下水道事業特別会計補

正予算（第３号）、可決、議案第６４号平成

２５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６５号平成２５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６６号平成２５年

度三沢市水道事業会計補正予算（第２号）、

可決、議案第６７号平成２５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 ９ 議案第 ６８号から

日程第４９ 議案第１０８号まで

○議長（舩見亮悦君） 日程第９ 議案第６

８号から日程第４９ 議案第１０８号までの

計４１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はあります

か。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 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。

なお、討論の通告がありますので、発言を

許します。

４番奥本菜保巳議員。

○４番（奥本菜保巳君） 私は、議案第７４

号から議案第８１号までの８議案の一部を改

正する条例の制定について、この中身が来年

４月からの消費税８％への引き上げに伴う条

例の整備のための条例改正によることから、

反対の立場で討論をいたします。

ことし１０月１日、安倍政権は、来年４月

から税率８％の消費税増税の実施を表明いた

しました。

その影響に対して、第一生命経済研究所の

調べによりますと、消費税が８％になれば、

年収２５０万円未満で年間１５万５,０００

円、３００万円以上３５０万円未満で１６万

１,０００円、５００万円以上５５０万円未

満で２０万６,０００円の消費税支払い額と

なり、一般的な家庭であれば、消費税だけで

も、これまでより１０万円前後の負担がふえ

ると見込まれております。

そして、何より、税のあり方として消費税

には問題があります。低所得者ほど税の負担

率が高くなり、逆進性があること。また、消

費を冷え込ませ、かえって景気悪化のおそれ
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を生むことが挙げられています。

過去にも、１９９７年に消費税が５％に引

き上げられた際に、景気が急速に落ち込んだ

ことがありました。要するに、消費税増税は

何もいいことはない。中止にしなければなら

ないと思います。

また、現在の地方における生活者にあって

は、給料が上がったり、景気がよくなったと

いう実感もない中、サラリーマンは社会保険

料の負担額がふえていますし、東日本大震災

の復興のため、２５年間続く庶民増税が始

まっています。年金は、１０月からの引き下

げも始まっています。

生活面では、円安による影響で、輸入原材

料の高騰により、さまざまな食料品、灯油、

電気料金などの値上げが家計を直撃していま

す。

このように、ただでさえ負担増に苦しめら

れているときに、消費税を引き上げれば、さ

らに生活苦に追い打ちをかけることになりま

す。

ところで、消費税は、物品を買ったりサー

ビスを利用する際に課税される税金ですか

ら、行政サービスにも課税されます。

したがって、市民が利用する行政サービ

ス、公共料金にも消費税がつきます。今回の

条例改正においても、市民プールやテニス

コート、公会堂などさまざまな市の施設使用

料に消費税が増額され、子供たちにまで影響

があります。

また、水道・下水道料金、病院使用料と手

数料などにも増税分の負担が重くのしかかり

ます。

国が決めたこととはいえ、厳しい社会情勢

の中、市民生活の実態をつかんで、今回の条

例は慎重に対応しなければなりません。

実際、過去において三沢市は、消費税が３

％から５％に引き上げられたときに、水道料

金の消費税の負担額について、２％分を行政

が負担し、３％のまま据え置いた経緯があり

ます。

また、地方自治体は、納税者としての側面

もあることから、市の支出はふえるだけです

が、実は、地方消費税交付金というものが国

から交付されています。平成２４年度では約

４億２,０００万円交付されています。

よって、今回の消費税８％引き上げによっ

て、交付額が１.２％から１.７％に引き上げ

られることになるため、収入がふえることに

なります。要するに、地方自治体には、さま

ざまな経費に係る消費税負担分を見越して、

国から援助されるということになるわけで

す。

現時点では、どの程度の増額が見込まれる

かははっきりしていませんが、しかし、それ

を市民への消費税増額による市民サービスの

負担軽減のために使うべきであり、市民生活

の実情や実態に照らし合わせて、もっと中身

を精査する必要があると思います。

よって、４月の消費税増税に向けた現時点

での条例の整備には、一部反対の立場といた

します。

以上で、私の反対討論を終わります。

○議長（舩見亮悦君） 次に、５番瀬崎雅弘

議員。

○５番（瀬崎雅弘君） 私は、議案第７４号

消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う関

係条例の整備に関する条例の制定について、

及び議案第７５号から議案第８１号までの７

議案について、賛成の立場で討論いたしま

す。

我が国経済の動向は、東日本大震災の影響

により、依然として厳しい状況にある中、先

行きについては、各種の政策効果などを背景

に、景気の穏やかな持ち直し傾向が続くこと

が期待されておりますが、その反面、デフレ

の影響や雇用情勢の悪化懸念が依然として

残っていることにも注意が必要な状況となっ

ております。

国においては、長引くデフレからの早期脱

却と経済再生を最優先課題として、大胆な金

融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起

する成長戦略から成る３本の矢を一体として

強力に推進してきたところであり、平成２６
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年４月１日から消費税率を５％から８％へ引

き上げることを決定いたしました。

消費税の引き上げについては、少子高齢化

社会の到来で、年金や医療といった社会保障

関連経費が増加する一方で、それを賄う財源

が不足している現状を考えれば、財源確保策

の一つとしては有効であるものと考えます。

政府は、消費税の引き上げによる税収増

を、社会保障の充実、安定化に充てるのみな

らず、デフレ脱却と経済再生に向けた取り組

みをさらに強化するため、経済政策パッケー

ジとして、住宅取得等にかかわる給付措置

や、自動車取得税及び自動車重量税の見直し

なども含め、さまざまな取り組みを実施する

こととしております。

市の公共施設は、現在、指定管理者制度に

よって管理運営されているところであり、利

用料金制を導入している施設の運営に当たっ

ては、当然、指定管理委託料への消費税の増

税分が転嫁されなければならないものであり

ます。

このことから、三沢市では、消費税の円滑

かつ適正な転嫁を確保するため、公共施設の

使用料や利用料金等の改定等に伴う条例改正

を提案いたしましたが、これは一地方公共団

体としてやむを得ないことであり、仮にこの

改正を行わない場合は、市の財政を圧迫する

ことにもなりかねません。

国の政策により決定された消費税率引き上

げについては、賛否両論ございますが、増税

が決定し、新年度から実施されることになっ

た現時点においては、これに適切に対応しな

ければならないものと考えるものでありま

す。

以上のことから、私は、今回の議案第７４

号消費税率及び地方消費税率の引上げに伴う

関係条例の整備に関する条例の制定につい

て、及び議案第７５号から議案第８１号まで

の７議案について、賛成するものでありま

す。

○議長（舩見亮悦君） 以上で、討論を打ち

切ります。

これより、採決します。

議案第７４号から議案第８１号までの８議

案を除く、議案第６８号から議案第１０８号

までの３３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（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。

よって、議案第６８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６９号三沢市情報公開条例等の一部を

改正する条例の制定について、可決、議案第

７０号三沢市職員定数条例の一部を改正する

条例の制定について、可決、議案第７１号特

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、可決、議案第７２号三沢市地域の

元気臨時交付金基金条例の制定について、可

決、議案第７３号三沢市税外諸収入滞納金督

促手数料及び延滞金徴収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８２

号三沢市駅前広場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８３号三

沢市アメリカ広場条例及び三沢市ふれあいオ

レンジ広場条例の一部を改正する条例の制定

について、可決、議案第８４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８５号三沢ひとり親家庭等

医療費給付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号三沢市営住宅

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斗

南藩記念観光村）、可決、議案第８８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）、可決、議案第８９号公の施設の

指定管理者の指定について（三沢市武道

館）、可決、議案第９０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９１

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
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い広場）、可決、議案第９２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９３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９４

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９５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９６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９７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９８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９９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）、可決、議案

第１００号公の施設の指定管理者の指定につ

いて（三沢市コミュニティ集会施設）、可

決、議案第１０１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１０２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１０３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１０４号公の施設の指定

管理者の指定について（三沢職業能力開発

校）、可決、議案第１０５号公の施設の指定

管理者の指定について（三沢市漁業者等地域

住民交流施設）、可決、議案第１０６号公の

施設の指定管理者の指定について（都市公園

集会施設）、可決、議案第１０７号市道の路

線の認定について、可決、議案第１０８号青

森県市町村総合事務組合を組織する地方公共

団体数の増加及び青森県市町村総合事務組合

規約の変更について、可決とそれぞれ決しま

した。

次に、議案第７４号から議案第８１号まで

の８議案を一括して採決したいと思います

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（舩見亮悦君） 御異議なしと認め、

一括採決いたします。

本８議案に対する委員長報告は、可決で

す。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）

○議長（舩見亮悦君） 起立多数です。

よって、議案第７４号消費税率及び地方消

費税率の引上げに伴う関係条例の整備に関す

る条例の制定について、議案第７５号三沢市

墓地公園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、議案第７６号三沢市農業集落排水処

理施設条例及び三沢市下水道条例の一部を改

正する条例の制定について、議案第７７号三

沢市食肉処理センター条例の一部を改正する

条例の制定について、議案第７８号地方卸売

市場三沢市魚市場条例の一部を改正する条例

の制定について、議案第７９号三沢市道路占

用料徴収条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、議案第８０号三沢市水道事業給水条

例の一部を改正する条例の制定について、議

案第８１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

いては、それぞれ可決と決しました。

─────────────────

◎日程第５０ 議案第１０９号

○議長（舩見亮悦君） 日程第５０ 議案第

１０９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、昨日、当局より追加議案とし

て提出されたものです。

提案理由の説明を願います。

市長。

○市長（種市一正君） 議案第１０９号につ

いて御説明申し上げます。

議案第１０９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２５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

了となりますことから、引き続き同氏を三沢

市教育委員会委員に任命するため提案するも

のであります。
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吉田健氏の略歴につきましても、議案書に

記載しておりますので、よろしくお願い申し

上げます。

○議長（舩見亮悦君） 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（舩見亮悦君） 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（舩見亮悦君） 御異議なしと認め、

質疑・討論を省略し、直ちに採決します。

議案第１０９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（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。

よって、議案第１０９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５１ 議員提出議案第７号

○議長（舩見亮悦君） 日程第５１ 議員提

出議案第７号三沢市議会委員会条例の一部を

改正する条例の制定についてを議題としま

す。

提案理由の説明を願います。

１５番馬場騎一議員の登壇を願います。

○１５番（馬場騎一君） 議員提出議案第７

号について、その提案理由を御説明申し上げ

ます。

地方自治法の改正に伴い、所要の改正をす

るため提案するものであります。

なお、詳細については、議案書に記載のと

おりでございます。

以上、議員各位の御賛同をよろしくお願い

いたします。

○議長（舩見亮悦君） 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（舩見亮悦君） 御異議なしと認め、

委員会付託を省略します。

これより、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７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（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。

よって、議員提出議案第７号三沢市議会委

員会条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、原案のとおり決しました。

─────────────────

◎日程第５２ 議員提出議案第８号

○議長（舩見亮悦君） 日程第５２ 議員提

出議案第８号三沢市議会会議規則の一部を改

正する規則の制定についてを議題とします。

提案理由の説明を願います。

１５番馬場騎一議員の登壇を願います。

○１５番（馬場騎一君） 議員提出議案第８

号について、その提案理由を御説明いたしま

す。

地方自治法の改正に伴い、公聴会の開催手

続等を定め、及び協議等の場を設けるため提

案するものであります。

なお、詳細については、議案書に記載のと

おりでございます。

以上、議員各位の御賛同をよろしくお願い

いたします。

○議長（舩見亮悦君） お諮りします。
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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（舩見亮悦君） 御異議なしと認め、

委員会付託を省略します。

これより、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８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（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。

よって、議員提出議案第８号三沢市議会会

議規則の一部を改正する規則の制定について

は、原案のとおり決しました。

─────────────────

◎日程第５３ 議員提出議案第９号

○議長（舩見亮悦君） 日程第５３ 議員提

出議案第９号三沢市議会議員の議員報酬及び

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題とします。

提案理由の説明を願います。

１５番馬場騎一議員の登壇を願います。

○１５番（馬場騎一君） 議員提出議案第９

号について、その提案理由を御説明申し上げ

ます。

三沢市議会会議規則の改正に伴い、費用弁

償を支給する職務に全員協議会及び広報委員

会への出席を加えるため提案するものであり

ます。

なお、詳細については、議案書に記載のと

おりでございます。

以上、議員各位の御賛同をよろしくお願い

いたします。

○議長（舩見亮悦君） 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（舩見亮悦君） 御異議なしと認め、

委員会付託を省略します。

これより、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９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（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。

よって、議員提出議案第９号三沢市議会議

員の議員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、原案の

とおり決しました。

─────────────────

◎日程第５４ 基地対策特別委員会

中間報告

○議長（舩見亮悦君） 日程第５４ 基地対

策特別委員会中間報告を議題とします。

山本弥一委員長。

○１６番（山本弥一君） 本委員会において

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。

本委員会は、去る１０月８日、基地周辺対

策について会議を開催し、今後の活動につい

て協議をいたしました。

その結果、８月に実施した要望項目を検証

し、９項目から４項目に絞って、再度要望を

行うこととし、１１月１３日及び１４日の２

日間にわたって、執行部とともに東北防衛局

と防衛省、さらには、県選出国会議員に対し

て、２回目の要望行動を実施いたしました。

なお、具体的な要望内容については、１点

目として、三沢空港の安定運用を図るために

も、民間機優先の第二滑走路を早期着工して

いただくこと。
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２点目として、移転補償等について、地域

の実情に合った対象区域の見直しを図ってい

ただくこと。

３点目として、生活環境施設等の整備につ

いて、三沢市国際交流スポーツセンター整備

事業の推進及び老朽化等により整備が緊要と

なっている三沢市第３配水場の設置と三沢市

清掃センター焼却施設の建設について支援し

ていただくこと。

４点目として、地域振興に対する支援につ

いて、基地関連工事及び物品調達の市内優先

発注と基地従業員の雇用確保を図っていただ

くことを強く要望してまいりました。

本委員会といたしましては、国の財政情勢

の厳しさは理解するものの、基地が所在する

自治体に暮らす市民の生活を守ることが大き

な責務であることから、それぞれの課題の早

期実現に向けて、今後とも根強く活動を継続

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。

○議長（舩見亮悦君） これより、質疑を行

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） ないようですので、

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（舩見亮悦君） 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します。

─────────────────

◎日程第５５ 新エネルギー導入促

進特別委員会中間報

告

○議長（舩見亮悦君） 日程第５５ 新エネ

ルギー導入促進特別委員会中間報告を議題と

します。

小比類巻雅彦委員長。

○１４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、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。

前回の本委員会で執行部より事業提案され

た８項目のうち、既に事業を開始しているも

の、また、市として事業を断念するなど決断

がなされているとの説明でありました。

しかしながら、まだ結論が出されていない

事業もあることから、本委員会では、それら

について調査・研究を行っていくこととし、

その中の一つであるスマートコミュニティ構

想などを導入している大阪府堺市の晴美台エ

コモデルタウン創出事業を、去る１１月１１

日から１２日にかけて行政視察を行ってまい

りました。

当日の会議では、残る項目である温泉廃湯

熱を利用したロードヒーティングについて、

三沢市で現在稼働しているアメリカ広場付近

の歩道の融雪設備の現状を踏まえて、執行部

より説明をいただきました。

説明では、現在稼働中の融雪設備は、温泉

施設から使用済みの廃湯を利用して、不凍液

を５度から２２度の温度に加熱し、歩道に設

置されたパイプに循環させ、路面の温度を上

げ、融雪及び凍結防止を行っているとの説明

がありました。

この設備は、同規模の融雪施設で比較する

と、消費電気料が電熱ヒーター方式より約６

分の１程度で済むものの、定期的なメンテナ

ンスが必要であるとの説明でありました。

委員からは、事業提案されている温泉廃湯

熱を利用したロードヒーティングの中で、実

際に登別市で行っている事業についての質問

に対して、執行部からは、同じ温泉廃湯熱を

利用しているが、不凍液を加熱するのではな

く、温かい空気を吹き出して融雪しており、

従来の電熱線の融雪より１０分の１、また、

ロードヒーティングよりも２割から３割のコ

ストダウンが見込まれるものの、設置費につ
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いては若干高くなるとの説明でありました。

今後、本委員会としては、温泉廃湯熱を利

用したロードヒーティングについて、先進地

視察を行い、協議・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、新エネルギー導入促進特別委

員会の中間報告といたします。

○議長（舩見亮悦君） これより、質疑を行

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 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（舩見亮悦君） 御異議なしと認めま

す。

よって、新エネルギー導入促進特別委員会

については、引き続き閉会中の継続審査とし

ます。

─────────────────

◎日程第５６ 民生常任委員会所管

事務調査報告

○議長（舩見亮悦君） 日程第５６ 民生常

任委員会所管事務調査報告を議題とします。

野坂篤司委員長。

○９番（野坂篤司君） 去る１２月１１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。

本年６月４日、新聞報道された、２０１１

年度県内の県民１人１日当たりのごみ排出量

は、前年度よりも９グラム減少しているもの

の、青森県は全国ワースト５位であるとのこ

とでありました。

また、三沢市は、県内４０市町村の中で、

ごみ排出量が少ないほうから数えて３４位、

リサイクル率は高いほうから数えて３３位

と、どちらも県内で下位に位置しておりま

す。

そこで、今回の会議では、三沢市における

ごみの現状と、今後、ごみ減量への取り組み

を踏まえて、三沢市におけるごみ対策につき

まして所管事務調査を行いました。

執行部から、三沢市の年間ごみの総排出量

は、平成２４年度１万７,８３０トンから平

成２４年度の１万６,８０９トンと減少傾向

にあり、減少率は約６％であり、また、ごみ

減量化の取り組みについて、現在、一般廃棄

物処理基本計画の見直し作業を行っており、

その中で、ごみの発生状況を分析しながら、

ごみ減量化の検討を行っていくとの説明があ

りました。

ごみ減量化対策として、過去に実施した個

別収集テストでの結果が説明されたほか、ご

み有料化については、市民生活の影響を見な

がら検討していきたいとの説明でありまし

た。

委員から、ごみの個別収集を有料化した場

合、市民への負担はどの程度になるのかとい

う質問に対し、執行部より、現在のごみ袋４

５リットル入り１枚１１円に個別有料化分を

２９円加えた合計４０円とし、一般家庭で年

間使用する平均枚数１０８枚で試算すると、

年間平均約４,３２０円になるとの説明であ

りました。

また、今後のごみ減量化に向けたタイムス

ケジュールを示す考えはあるのかという質問

に対し、執行部から、現在作成中の一般廃棄

物基本計画を検討し、年度ごとの計画を立て

ていくとの説明でありました。

本委員会としては、市民の生活向上、安

心・安心な暮らしの確保を第一に、今後とも

随時調査を行い、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（舩見亮悦君） これより、質疑を行

います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 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。
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─────────────────

◎日程第５７ 議員の派遣について

○議長（舩見亮悦君） 日程第５７ 議員の

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ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長（舩見亮悦君） 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（舩見亮悦君） 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。

─────────────────

◎市長挨拶

○議長（舩見亮悦君） ここで、特に市長よ

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２５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９日開会され、本

日まで１１日間にわたり、平成２５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、５０の案件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、御同意を賜

りました。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、よい新年をお迎えください

ますよう御祈念申し上げまして、閉会に当

たっての御挨拶とさせていただきます。

大変ありがとうございました。

─────────────────

○議長（舩見亮悦君） これをもって、平成

２５年三沢市議会第４回定例会を閉会しま

す。

午前１０時５０分 閉会
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