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令和２年第２回定例会 

 

三 沢 市 議 会 会 議 録 

 

第４号（令和２年６月１８日） 

 

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

 

◎議事日程 

  （本定例会に追加提出された事件） 

第１ 議員提出議案第１０号 永年勤続議

員に対する感謝決議（案）の提

出について 

───────────────── 

  日程第１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 

───────────────── 

  （予算審査特別委員会審査報告） 

第２ 議案第28号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和元年度三

沢市一般会計補正予算（第６

号）） 

第３ 議案第29号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和元年度三

沢市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第３号）） 

第４ 議案第30号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和元年度三

沢市一般会計補正予算（第７

号）） 

第５ 議案第31号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和元年度三

沢市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第４号）） 

第６ 議案第32号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和２年度三

沢市一般会計補正予算（第１

号）） 

第７ 議案第33号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和２年度三

沢市一般会計補正予算（第２

号）） 

第８ 議案第34号 令和２年度三沢市一般

会計補正予算（第３号） 

第９ 議案第35号 令和２年度三沢市国民

健康保険特別会計補正予算（第

１号） 

───────────────── 

  日程第２から日程第９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10 議案第36号 専決処分の承認を求め

ることについて（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11 議案第37号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市地方活

力向上地域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12 議案第38号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市国民健

康保険税条例の一部を改正する

条例の制定について） 

第13 議案第39号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市介護保

険条例の一部を改正する条例の
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制定について） 

第14 議案第40号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市奨学資

金貸付条例の一部を改正する条

例の制定について） 

第15 議案第41号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市税条例

の一部を改正する条例の制定に

ついて） 

第16 議案第42号 三沢市健康推進対策協

議会条例の一部を改正する条例

の制定について 

第17 議案第43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18 議案第44号 三沢市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の制

定について 

第19 議案第45号 三沢市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する

条例の制定について 

第20 議案第46号 三沢市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の

運営並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する

条例の制定について 

第21 議案第47号 三沢市放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 

第22 議案第48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 

第23 議案第49号 三沢市介護保険条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて 

第24 議案第50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25 議案第51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 

───────────────── 

  日程第１０から日程第２５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26 議案第52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２６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27 議案第53号 三沢市農業委員会委員

の任命につき同意を求めること

について 

───────────────── 

  日程第２７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28 基地対策特別委員会中間報告 

第29 移住・定住促進対策特別委員会中間

報告 

───────────────── 

◎本日の会議に付した事件 

  （本定例会に追加提出された事件） 

第１ 議員提出議案第１０号 永年勤続議

員に対する感謝決議（案）の提

出について 

───────────────── 

  日程第１の議事 
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   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 

───────────────── 

  （本定例会に日程追加された事件） 

追加 緊急質問 

───────────────── 

  （予算審査特別委員会審査報告） 

第２ 議案第28号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和元年度三

沢市一般会計補正予算（第６

号）） 

第３ 議案第29号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和元年度三

沢市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第３号）） 

第４ 議案第30号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和元年度三

沢市一般会計補正予算（第７

号）） 

第５ 議案第31号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和元年度三

沢市後期高齢者医療特別会計補

正予算（第４号）） 

第６ 議案第32号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和２年度三

沢市一般会計補正予算（第１

号）） 

第７ 議案第33号 専決処分の承認を求め

ることについて（令和２年度三

沢市一般会計補正予算（第２

号）） 

第８ 議案第34号 令和２年度三沢市一般

会計補正予算（第３号） 

第９ 議案第35号 令和２年度三沢市国民

健康保険特別会計補正予算（第

１号） 

───────────────── 

  日程第２から日程第９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10 議案第36号 専決処分の承認を求め

ることについて（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11 議案第37号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市地方活

力向上地域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12 議案第38号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市国民健

康保険税条例の一部を改正する

条例の制定について） 

第13 議案第39号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市介護保

険条例の一部を改正する条例の

制定について） 

第14 議案第40号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市奨学資

金貸付条例の一部を改正する条

例の制定について） 

第15 議案第41号 専決処分の承認を求め

ることについて（三沢市税条例

の一部を改正する条例の制定に

ついて） 

第16 議案第42号 三沢市健康推進対策協

議会条例の一部を改正する条例

の制定について 

第17 議案第43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18 議案第44号 三沢市国民健康保険税

条例の一部を改正する条例の制

定について 

第19 議案第45号 三沢市家庭的保育事業

等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する

条例の制定について 
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第20 議案第46号 三沢市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の

運営並びに特定子ども・子育て

支援施設等の運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する

条例の制定について 

第21 議案第47号 三沢市放課後児童健全

育成事業の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改

正する条例の制定について 

第22 議案第48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 

第23 議案第49号 三沢市介護保険条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて 

第24 議案第50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25 議案第51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 

───────────────── 

  日程第１０から日程第２５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26 議案第52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２６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27 議案第53号 三沢市農業委員会委員

の任命につき同意を求めること

について 

───────────────── 

  日程第２７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28 基地対策特別委員会中間報告 

第29 移住・定住促進対策特別委員会中間

報告 

───────────────── 

◎出席議員（１７名） 

議長    １番  小比類巻 雅 彦 君 

副議長  １２番  瀬 崎 雅 弘 君 

２番  久保田 隆 二 君 

３番  舩 見 昌 功 君 

４番  小比類巻 孝 幸 君 

５番  田 嶋 孝 安 君 

６番  遠 藤 泰 子 君 

７番  下 山 光 義 君 

８番  佐々木 卓 也 君 

９番  奥 本 菜保巳 君 

１０番  澤 口 正 義 君 

１１番  加 澤   明 君 

１３番  西 村 盛 男 君 

１４番  春 日 洋 子 君 

１６番  馬 場 騎 一 君 

１７番  堤   喜一郎 君 

１８番  森   三 郎 君 

───────────────── 

◎欠席議員（１名） 

１５番  堀   光 雄 君 

───────────────── 

◎説明のため出席した者（１５名） 

市     長  小檜山 吉 紀 君 

副  市  長  米 田 光一郎 君 

政 策 部 長  佐々木   亮 君 

総 務 部 長  田面木 るり子 君 

財 務 部 長  山 﨑   徹 君 

福 祉 部 長  工 藤 雅 則 君 
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経 済 部 長            
兼新型コロナウイルス  関   敏 徳 君 
感染症対策支援室長            

建 設 部 長  澤 田   潤 君 

上下水道部長  新 堂 宏 一 君 
政 策 部 参 事            

  岡 部 章 典 君 
兼基地渉外課長            

秘 書 課 長  田 中   浩 君 

三沢病院事務局長  市 川 淳 悦 君 

消  防  長  山 本 剛 志 君 

教  育  長  冨 田   敦 君 

教 育 部 長  小 泉 厚 子 君 

───────────────── 

◎職務のため出席した職員 

事 務 局 長  村 井 拓 司 君 

庶 務 係 長  織 笠 信 吾 君 

主     査  川 嶋 貴 彬 君 
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午前１０時００分 開議   

○議長（小比類巻雅彦君） 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。 

───────────────── 

  ◎表彰状の伝達 

○議長（小比類巻雅彦君） 会議に入る前

に、去る５月２７日、書面により開催されま

した全国市議会議長会第９６回定期総会にお

いて表彰を受けられた方々に対し、その伝達

を行います。 

 局長が表彰を受けられた方をお呼びします

ので、演壇の前までお越し願います。 

○事務局長（村井拓司君） お呼びいたしま

す。 

 全国市議会議長会特別表彰。 

 市議会議員として４０年以上その職にある

者、堤喜一郎議員、同じく森三郎議員。 

 以上でございます。 

○議長（小比類巻雅彦君） 表彰状。三沢

市、堤喜一郎殿。 

 あなたは、市議会議員として４０年の長き

にわたって市政の発展に尽くされ、その功績

は特に著しいものがありますので、第９６回

定期総会に当たり、本会表彰規程によって特

別表彰いたします。 

 令和２年５月２７日、全国市議会議長会会

長野尻哲雄。 

 おめでとうございます。（拍手） 

(表彰状手交） 

○議長（小比類巻雅彦君） 表彰状。三沢

市、森三郎殿。 

 あなたは、市議会議員として４０年の長き

にわたって市政の発展に尽くされ、その功績

は特に著しいものがありますので、第９６回

定期総会に当たり、本会表彰規程によって特

別表彰いたします。 

 令和２年５月２７日、全国市議会議長会会

長野尻哲雄。 

 おめでとうございます。（拍手） 

(表彰状手交） 

○議長（小比類巻雅彦君） ここで、議長を

交代します。 

○副議長（瀬崎雅弘君） 議長を交代しまし

た。 

 それでは、表彰状の伝達を行います。 

 局長が表彰を受けられた方をお呼びします

ので、演壇の前までお越し願います。 

○事務局長（村井拓司君） お呼びいたしま

す。 

 全国市議会議長会特別表彰。 

 市議会議員として２０年以上その職にある

者、小比類巻雅彦議員。 

○副議長（瀬崎雅弘君） 表彰状。三沢市、

小比類巻雅彦殿。 

 あなたは、市議会議員として２０年の長き

にわたって市政の発展に尽くされ、その功績

は特に著しいものがありますので、第９６回

定期総会に当たり、本会表彰規程によって特

別表彰いたします。 

 令和２年５月２７日、全国市議会議長会会

長野尻哲雄。 

 おめでとうございます。（拍手） 

(表彰状手交） 

○副議長（瀬崎雅弘君） ここで、議長を交

代いたします。 

○議長（小比類巻雅彦君） 議長を交代しま

した。 

───────────────── 

○議長（小比類巻雅彦君） これより、会議

に入ります。 

 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 議員提出議案第１０号 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１ 議員

提出議案第１０号永年勤続議員に対する感謝

決議（案）の提出についてを議題とします。 

 提案理由の説明を願います。 

 馬場騎一議員の登壇を願います。 

○１６番（馬場騎一君） 議員提出議案第１

０号について、提案理由を説明いたします。 

 堤喜一郎議員、森三郎議員両氏の４０年に
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わたる議員活動において残された功績に深甚

なる謝意を表するため提案するものでありま

す。 

 議員各位の御賛同をよろしくお願いしま

す。 

○議長（小比類巻雅彦君） 次に、お手元に

配付しております決議案を局長に朗読させま

す。 

○事務局長（村井拓司君） 朗読します。 

決議第１号 

  永年勤続議員に対する感謝決議（案） 

 議員堤喜一郎君、議員森三郎君の両氏

は、昭和５５年三沢市議会議員に当選以来

４０年の永きにわたり、三沢市政発展並び

に市民生活の向上に残した実績は極めて大

なるものがある。 

 三沢市議会は、その功績に対し感謝状及

び記念品を贈り、深甚なる謝意を表するも

のである。 

 以上、決議する。 

 令和２年６月１８日 

青森県三沢市議会 

○議長（小比類巻雅彦君） 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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

め、委員会付託を省略します。 

 なお、この議案は、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（小比類巻雅彦君） 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。 

 議員提出議案第１０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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議員提出議案第１０号永年勤続議

員に対する感謝決議（案）の提出について

は、原案のとおり可決と決しました。 

 それでは、ただいま決議されました永年勤

続議員に対し、感謝状及び記念品を贈呈しま

すので、堤喜一郎議員、森三郎議員は、演壇

の前までお越し願います。 

〇議長（小比類巻雅彦君） 感謝状。堤喜一

郎殿。 

 あなたは、昭和５５年三沢市議会議員に当

選以来４０年の永きにわたり、三沢市政発展

並びに市民生活の向上に残した実績は極めて

大なるものがある。 

 三沢市議会は、その功績に対し、感謝状及

び記念品を贈り、深甚なる謝意を表するもの

である。 

 令和２年６月１８日。青森県三沢市議会。 

 ありがとうございます。おめでとうござい

ました。（拍手） 

(感謝状手交） 

〇議長（小比類巻雅彦君） 感謝状。森三郎

殿。 

 あなたは、昭和５５年三沢市議会議員に当

選以来４０年の永きにわたり、三沢市政発展

並びに市民生活の向上に残した実績は極めて

大なるものがある。 

 三沢市議会は、その功績に対し、感謝状及

び記念品を贈り、深甚なる謝意を表するもの

である。 

 令和２年６月１８日。青森県三沢市議会。 

 おめでとうございます。ありがとうござい

ます。（拍手） 

(感謝状手交） 

○議長（小比類巻雅彦君） ただいまの永年

勤続議員に対しまして、市長より記念品が贈

呈されますので、堤議員、森議員は、もう一

度演壇の前までお越し願います。（拍手） 

(記念品手交） 

───────────────── 

○議長（小比類巻雅彦君） この際、お諮り

します。 
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 米軍三沢基地内における新型コロナウイル

ス感染者発生に伴い、市の対応について、

佐々木卓也議員から緊急質問の通告がありま

す。この緊急質問に同意の上、日程に追加

し、発言を許可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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、佐々木卓也議員の緊急質問に同意

の上、日程に追加し、発言を許可することに

決定しました。 

───────────────── 

  ◎追加日程 緊急質問 

○議長（小比類巻雅彦君） 発言を許します

ので、佐々木卓也議員は登壇願います。 

 佐々木議員。 

○８番（佐々木卓也君） おはようございま

す。市民クラブの佐々木卓也でございます。 

 議員各位の御同意を賜り、通告に従い、緊

急質問をさせていただきます。 

 本年３月、ＷＨＯ・世界保健機関がパンデ

ミックとして認定した新型コロナウイルス感

染症は、世界各地で猛威を振るい、今なお感

染拡大を続けています。 

 日本国内におきましても、連日新規感染者

発生の報道がなされておりますが、感染拡大

防止に向けた三つの密を避けることの徹底、

マスク着用、まめな手洗い、手指消毒など、

国民一人一人が新しい生活様式に取り組むこ

とで、新規感染者数に減少傾向が見られるよ

うになり、青森県におきましては、５月７日

に上十三保健所管内で感染者が確認されて以

降、これまで感染者の発生は確認されておら

ず、また、政府による緊急事態宣言は５月２

５日に全面解除になり、感染症の動向に注意

を払いつつも、一方で経済の循環を取り戻す

ことに目が向けられるようになっています。 

 こうした中、昨日報じられた米軍三沢基地

内における新型コロナウイルス感染者の発生

報道は、これまで新型コロナウイルス感染者

が発生していない本市に極度の緊張と不安を

与えました。報道によると、６月１５日に三

沢基地に到着した複数名の米軍隊員から新型

コロナウイルスの陽性反応が出たこと、感染

者は無症状であるが、隔離されていること、

現在、濃厚接触者がいないかどうか調査をし

ていることなどであります。 

 現在、基地内においては、感染拡大防止に

向けた十分な措置が取られているものと思い

ますが、市民にとって、目に見えないウイル

スの脅威は膨らむばかりであり、今後の市民

生活に少なからず影響を与えるのではないか

と危惧しております。 

 市の最大の責務は、市民の安全安心を守る

ことであります。そこで、次の３点について

お伺いします。 

 感染発生時の米軍との連絡・協力態勢は既

に確立されていると認識しておりますが、今

回の事案について、市はどのような形で情報

を知り得たのかお伺いします。 

 また、市民の不安を払拭するためには、市

民への的確な情報提供と感染防止に向けた取

組が必要であります。そこで、今回の感染症

発生の経緯及び感染者の行動概要をお伺いす

るとともに、今一番の懸念は、濃厚接触者の

有無であります。市民への的確な情報提供と

感染防止に向け、今後、市としてどのように

対応していくのかお伺いします。 

 現在、濃厚接触者の有無を確認中と聞いて

おりますが、不安を抱える市民へのＰＣＲ検

査の実施や、万が一市民に感染者が発生した

場合の医療態勢についてお伺いします。 

 以上で、私の緊急質問を終わらせていただ

きます。御答弁のほどよろしくお願いいたし

ます。 

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。 

 市長。 

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。 

 ただいまの佐々木議員の質問の米軍三沢基

地内における新型コロナウイルス感染症発生

に伴う市の対応についてお答えをいたしま

す。 
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 まず第１点目、市がどのような形で情報を

知り得たのか、また、その概要についてであ

りますが、６月１５日に日本国外から三沢基

地に到着した一時在留部隊から新型コロナウ

イルス感染者が数名確認されたこと、基地関

係者全員に対し自宅待機命令が出ているとの

連絡が６月１７日未明に三沢市に対して米軍

基地からありました。この連絡を受け、市で

は、同日午前９時から緊急に対策会議を開催

し、引き続き情報収集を行うこととし、その

情報に基づき対応する等の確認をいたしまし

た。 

 また、同日午後１時２０分から開催された

第８回三沢市感染症対策本部会議に、米軍三

沢基地司令官、航空自衛隊三沢基地司令、三

沢地区医師会長等に御参集いただき、これま

での新型コロナウイルス感染症対策、今回確

認された感染者の状況及び対応、感染者発生

時の連絡・協力態勢について改めて確認した

ところであります。 

 今回、米軍三沢基地内で確認された感染者

につきましては、行動範囲が基地内のみで、

既に隔離を実施していること、行動歴の把

握、訪問した施設の消毒や濃厚接触者の確認

をしているところであり、安全が確認できる

までは現在の体制を継続するとの説明が、米

軍三沢基地司令官からありました。 

 次に、第２点目、今回の感染者確認を受

け、市として今後どのように対応していくか

につきましては、基地内で感染の封じ込めが

できていること、米軍の対策が継続して実施

されているとのことから、今後においても引

き続き米軍三沢基地と連携を密にし、情報収

集に当たるとともに、公共施設等の利用制限

については、これまでと同様３密の回避など

の感染症対策を実施し、米軍の安全確認の状

況等を見ながら対応してまいりたいと考えて

おります。 

 最後に、第３点目、不安を抱える三沢市民

へのＰＣＲ検査の実施につきましては、これ

までの検査態勢と同様、強い倦怠感や呼吸困

難、高熱等のいずれかがある場合には、まず

上十三保健所に相談をしていただき、相談の

結果、感染の疑いがある場合には受診を勧め

られた帰国者・接触者外来を受診し、医師の

判断によりＰＣＲ検査が行われることとなっ

ております。 

 また、市民に感染者が発生した場合の医療

態勢でありますが、三沢市立三沢病院におい

て、上十三保健所から要請があった場合に備

え、感染者の受入れ態勢を整えているとのこ

とであります。 

 いずれにいたしましても、米軍基地が所在

するという当市の実情を踏まえ、市民の皆様

の健康と安全を確保するため、これまで以上

に情報共有を図り、感染症対策に万全を期し

ていきたいと思っております。 

 私からは、以上であります。 

○議長（小比類巻雅彦君） 佐々木議員。 

○８番（佐々木卓也君） 市長から、万全の

態勢で取り組んでいくということでの答弁を

頂きました。ありがとうございました。 

 それで、２点目で私、市民への情報提供

が、とにかく安心させるためにも必要だとい

うことを申し上げたのですけれども、先ほど

市長が、米軍からの情報を聞いて、その言葉

で封じ込めができているというふうに答弁さ

れているのですけれども、実際のところ、私

は市民が早く知りたいと思っている情報の中

に、例えば米本土から６月１５日に来た人は

何人なのか、そしてその人たち全部にＰＣＲ

検査をして、その全員の検査の結果が出たの

か、その辺のところを本当は知りたいのでは

ないかなと思います。 

 それから、もう一つは、封じ込めができて

いると言うためには、それこそ濃厚接触者の

有無が確認されて、それでなかっただとか、

基地内で収まっているだとか、そういう情報

があれば、すごく市民も安心できると思うの

です。そういう意味で、今言った米本土から

何人来たのか、ＰＣＲ検査を何人にして、何

人の結果が出たのか、そして濃厚接触者の有

無がいつ判明するのか、これについてなかな

か難しいかと。市当局のほうも、いろいろと
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米軍のほうからの情報を得ようとはしている

と思うのですが、ちょっと今の状況をお知ら

せいただきたいと思います。 

○議長（小比類巻雅彦君） 答弁願います。 

 政策部長。 

○政策部長（佐々木 亮君） ただいまの

佐々木議員の再質問にお答えしたいと思いま

す。 

 まず、本土からといいますか、今回、感染

が確認された人数につきましては、司令官の

ほうから、軍事上の秘密ということで、人数

等につきましては公表することができないと

いうお話を伺っております。 

 またもう一つ、その後の感染者のＰＣＲ検

査の結果ということですけれども、今のとこ

ろ米軍基地のほうからは、検査の結果につい

て連絡がございません。昨日６時のラジオ放

送とかにおいても、そういった情報が一切な

かったというのが現状でございます。 

 今後、三沢市民への情報提供につきまして

は、正確な情報を提供してまいりたいと思い

ますので、その辺は答弁にもございましたけ

れども、連絡を正確に密に、できるだけ早急

に提供していきたいと考えております。 

 以上でございます。（発言する者あり） 

 濃厚接触者の人数に関しましても、これも

先ほどの基地に来た軍人の数と一緒で、公表

はできないということでありまして、今現

在、陽性感染者の行動範囲を確認しておりま

して、どういう方が濃厚接触者かということ

も現在確認中ということでございましたの

で、今後また新しい情報が入り次第、できる

だけ市民に提供してまいりたいと考えており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（小比類巻雅彦君） 以上で、佐々木

卓也議員の緊急質問を終わります。 

───────────────── 

  ◎日程第２ 議案第２８号から 

   日程第９ 議案第３５号まで 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２ 議案

第２８号専決処分の承認を求めることについ

て（令和元年度三沢市一般会計補正予算（第

６号））から日程第９ 議案第３５号令和２

年度三沢市国民健康保険特別会計補正予算

（第１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（小比類巻雅彦君） 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２８号から議案３５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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第２８号専決処分の承認を求

めることについて（令和元年度三沢市一般会

計補正予算（第６号））、承認。議案第２９

号専決処分の承認を求めることについて（令

和元年度三沢市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第３号））、承認。議案第３０号専決

処分の承認を求めることについて（令和元年

度三沢市一般会計補正予算（第７号））、承

認。議案第３１号専決処分の承認を求めるこ

とについて（令和元年度三沢市後期高齢者医

療特別会計補正予算（第４号））、承認。議

案第３２号専決処分の承認を求めることにつ

いて（令和２年度三沢市一般会計補正予算

（第１号））、承認。議案第３３号専決処分

の承認を求めることについて（令和２年度三

沢市一般会計補正予算（第２号））、承認。

議案第３４号令和２年度三沢市一般会計補正

予算（第３号）、可決。議案第３５号令和２

年度三沢市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）、可決とそれぞれ決しました。 
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───────────────── 

◎日程第１０ 議案第３６号から 

 日程第２５ 議案第５１号まで 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１０ 議

案第３６号専決処分の承認を求めることにつ

いて（三沢市税条例等の一部を改正する条例

の制定について）から日程第２５ 議案第５

１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までの計１６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（小比類巻雅彦君） 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３６号から議案第５１号までの１６

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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第３６号専決処分の承認を求

めることについて（三沢市税条例等の一部を

改正する条例の制定について）、承認。議案

第３７号専決処分の承認を求めることについ

て（三沢市地方活力向上地域に係る固定資産

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）、承認。議案第３８号

専決処分の承認を求めることについて（三沢

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の制定について）、承認。議案第３９号専決

処分の承認を求めることについて（三沢市介

護保険条例の一部を改正する条例の制定につ

いて）、承認。議案第４０号専決処分の承認

を求めることについて（三沢市奨学資金貸付

条例の一部を改正する条例の制定につい

て）、承認。議案第４１号専決処分の承認を

求めることについて（三沢市税条例の一部を

改正する条例の制定について）、承認。議案

第４２号三沢市健康推進対策協議会条例の一

部を改正する条例の制定について、可決。議

案第４３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４４号三沢市国民健康保険

税条例の一部を改正する条例の制定につい

て、可決。議案第４５号三沢市家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例の制定について、可

決。議案第４６号三沢市特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の運営並びに特定子

ども・子育て支援施設等の運営に関する基準

を定め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４７号三沢市放課後児

童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定め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４８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。議案第４９号三沢市介護保険条例

の一部を改正する条例の制定について、可

決。議案第５０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

５１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、可決とそれ

ぞれ決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第２６ 議案第５２号 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２６ 議

案第５２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。 

 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（小檜山吉紀君） 議案第５２号につ

いて御説明申し上げます。 

 議案第５２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ことについてで

あります。 
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 令和２年９月３０日をもって、石原政人氏

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石原氏の略歴につき

ましては、議案第５２号資料に記載しており

ます。よろしくお願いいたします。 

○議長（小比類巻雅彦君） 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

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（小比類巻雅彦君） 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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、質疑、討論は省略することに決し

ました。 

 これより、採決します。 

 議案第５２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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、議案第５２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２７ 議案第５３号 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２７ 議

案第５３号三沢市農業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。 

 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（小檜山吉紀君） 議案第５３号につ

いて御説明申し上げます。 

 議案第５３号は、三沢市農業委員会委員の

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。 

 令和２年７月１９日をもって、三沢市農業

委員会委員の任期が満了となることから、中

村均氏外１３名を委員として任命するため提

案するものであります。 

 御提案申し上げました皆様は、人格、識見

ともに優れた方々であり、御本人の略歴等に

つきましては、議案第５３号資料に記載して

おりますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（小比類巻雅彦君） 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

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（小比類巻雅彦君） 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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、質疑、討論は省略することに決し

ました。 

 これより、採決します。 

 議案第５３号中、中村均氏については、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、中村均氏については、これに同意

することに決しました。 



― 69 ― 

 次に、門上牧夫氏については、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、門上牧夫氏については、これに同

意することに決しました。 

 次に、浦田秀人氏については、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、浦田秀人氏については、これに同

意することに決しました。 

 次に、宮古久光氏については、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、宮古久光氏については、これに同

意することに決しました。 

 次に、千葉準一氏については、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、千葉準一氏については、これに同

意することに決しました。 

 次に、立崎京子氏については、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、立崎京子氏については、これに同

意することに決しました。 

 次に、種市廣氏については、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、種市廣氏については、これに同意

することに決しました。 

 次に、一戸実氏については、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、一戸実氏については、これに同意

することに決しました。 

 次に、川嶋敏明氏については、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、川嶋敏明氏については、これに同

意することに決しました。 

 次に、月館啓三氏については、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、月館啓三氏については、これに同

意することに決しました。 

 次に、古田武信氏については、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、古田武信氏については、これに同

意することに決しました。 

 次に、北澤邦彦氏については、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、北澤邦彦氏については、これに同

意することに決しました。 

 次に、佐々木和枝氏については、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、佐々木和枝氏については、これに

同意することに決しました。 
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 次に、新堂政登氏については、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、新堂政登氏については、これに同

意することに決しました。 

───────────────── 

  ◎日程第２８ 基地対策特別委員会

中間報告 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２８ 基

地対策特別委員会の中間報告を議題としま

す。 

 佐々木卓也副委員長。 

○８番（佐々木卓也君） 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、基地所在に起因する諸問題を

調査、解明し、基地周辺住民の民生安定と福

祉向上に資することを目的として、令和２年

第１回臨時会において設置され、去る５月２

９日、組織後初の会議を開催いたしました。 

 会議では、これまで基地対策特別委員会

が、基地に起因する問題の解決のため、国等

に対し要望活動を行っていることから、前委

員会が行った三沢基地周辺対策に関する要望

の内容及び進捗状況について執行部から説明

を受け、確認をしたところであります。その

結果、住宅防音工事においては、本体工事の

待機者数が減少し、待機期間が短縮傾向にな

るなど、一定の成果が見られる事案もあるも

のの、三沢飛行場第２滑走路の早期着工や、

浜三沢地区及び岡三沢地区における移転措置

についてなど、まだまだ未解決の問題が多く

ありました。 

 そこで、本委員会としては、未解決事案の

解消のため、今後も引き続き市とともに三沢

飛行場周辺対策に関する要望を実施すること

とし、今年度の要望項目については、前述の

第２滑走路や移転問題などのほか、特定防衛

施設周辺整備調整交付金の増額や再編関連訓

練移転等交付金の安定的な交付、また、航空

機騒音の規制措置など全１０項目とすること

といたしました。 

 なお、本定例会終了後、速やかに要望活動

を実施することと決定しながらも、現在、首

都圏においては、新型コロナウイルスの感染

者が毎日一定数確認されている状況等もある

ことから、要望活動については、その時々の

状況を判断し、実施することといたしまし

た。 

 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（小比類巻雅彦君） これより、質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 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、副委員長報告のとおり、引き

続き閉会中の継続審査としたいと思います。

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（小比類巻雅彦君） 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２９ 移住・定住促進対策

特別委員会中間報告 

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２９ 移

住・定住促進対策特別委員会の中間報告を議

題とします。 

 春日洋子委員長。 

○１４番（春日洋子君） 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、三沢市の特色を生かしたまち

の魅力を高めるための各種施策を幅広く調

査、研究し、もって三沢市への移住・定住・

交流人口の増加を図ることを目的に、先般、
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令和２年第１回臨時会において設置され、去

る５月２６日に組織会後最初の会議を開催い

たしました。当該会議では、令和２年３月に

策定された第２期三沢市まち・ひと・しごと

創生総合戦略において、政策調整課が取り組

む移住・定住促進対策事業について調査をし

たところでございます。 

 市当局からは、第１期の同総合戦略から引

き続き継続して実施している住宅取得支援事

業、移住情報の発信事業のこれまでの実績、

今年度の取組についてと、第２期の同総合戦

略から新たに実施予定の体験移住実施事業、

結婚新生活支援事業について説明がありまし

た。これに対し、各委員からは、コロナの影

響により実施が危ぶまれる移住情報の発信事

業、体験移住実施事業については、早い時期

に事業実施の可否を判断し、予算の活用を考

える必要があるのではとの意見や、コロナの

影響による社会の構造変化に伴い、総合戦略

の見直しなど、状況に応じて対応することも

必要ではないかなどの意見がありました。 

 本委員会では、コロナウイルス感染症に係

る状況を鑑み、適切な施策を望む意見が出さ

れたことから、今後、市当局におかれまして

は、移住・定住に係る事業を進めるに当たり

まして、これらの意見を十分考慮し、時宜に

かなった施策を実行していただきたいと考え

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、移住・定住促進対策特別委員

会の中間報告といたします。 

○議長（小比類巻雅彦君） これより、質疑

を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（小比類巻雅彦君） 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としたいと思います。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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。 

 よって、移住・定住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しま

す。 

───────────────── 

○議長（小比類巻雅彦君） 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（小比類巻雅彦君） 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（小檜山吉紀君） 令和２年三沢市議

会第２回定例会の閉会に当たり、議長のお許

しを得まして、一言御挨拶を申し上げます。 

 去る５月２７日に開催されました全国市議

会議長会第９６回定期総会におかれまして、

市議会議員として４０年以上の表彰を堤喜一

郎議員、森三郎議員、市議会議員として２０

年以上の表彰を小比類巻雅彦議長がそれぞれ

受賞されましたことは、誠にめでたく、市民

とともに心からお祝いを申し上げます。 

 このたびの受賞は、市議会議員として三沢

市の発展はもとより地方自治の振興に大きく

御貢献された功績によるものであり、誠に名

誉であります。受賞されました議員の皆様方

には、さらなる御隆盛を御祈念申し上げまし

て、お祝いの言葉とさせていただきます。本

当におめでとうございます。 

 また、先ほども緊急質問にお答えしました

が、米軍三沢基地内での新型コロナウイルス

感染者について、直接ストルーヴィ司令官か

ら報告を受け、感染拡大への様々な対応に

しっかりとした危機管理態勢が取れているも

のと強く感じております。今後も、米軍三沢

基地をはじめ、関係機関と緊密な連携の下、

基地内はもとより三沢市における感染症対策

に万全を期するとともに、適宜適切な対応に

努めてまいります。 

 さて、今定例会は、去る６月８日に開会さ
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れ、本日まで１１日間にわたり、令和２年度

三沢市一般会計補正予算（第３号）及び令和

２年度三沢市国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）をはじめ、行政運営上必要な条例

の制定等、追加議案を含め全２６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、御承認、御同意を賜りまして、

衷心より感謝を申し上げます。 

 御議決を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、御提言等を十分尊

重し、最善の効果を収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して、閉会の挨拶と

させていただきます。大変ありがとうござい

ました。 

───────────────── 

○議長（小比類巻雅彦君） これをもちまし

て、令和２年三沢市議会第２回定例会を閉会

します。 

午前１０時５４分 閉会   
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