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令和２年第４回定例会

三 沢 市 議 会 会 議 録

第４号（令和２年１２月１０日）

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

◎議事日程

（予算審査特別委員会審査報告）

第１ 議案第62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６

号））

第２ 議案第63号 令和２年度三沢市一般

会計補正予算（第７号）

第３ 議案第64号 令和２年度三沢市国民

健康保険特別会計補正予算（第

２号）

第４ 議案第65号 令和２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66号 令和２年度三沢市介護

保険特別会計補正予算（第１

号）

第６ 議案第67号 令和２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68号 令和２年度三沢市水道

事業会計補正予算（第１号）

第８ 議案第69号 令和２年度三沢市下水

道事業会計補正予算（第１号）

第９ 議案第70号 令和２年度三沢市立三

沢病院事業会計補正予算（第１

号）

─────────────────

日程第１から日程第９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10 議案第71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11 議案第74号 三沢市承認地域経済牽

引事業のために設置される施設

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12 議案第75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13 議案第76号 地方税法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例の制定に

ついて

第14 議案第77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15 議案第78号 三沢市指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の一部

を改正する条例の制定について

第16 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17 議案第80号 三沢市火災予防条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて

第18 議案第81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19 議案第82号 三沢市防災行政用無線

施設整備工事請負契約の締結に
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ついて

第20 議案第83号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市立図書

館）

第21 議案第84号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市大空ひ

ろば）

第22 議案第85号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市立中央

保育所）

第23 議案第86号 公の施設の指定管理者

の指定の期間の変更について

（三沢市総合体育館）

第24 議案第87号 公の施設の指定管理者

の指定の期間の変更について

（三沢アイスアリーナ）

第25 議案第88号 十和田地区環境整備事

務組合の解散について

第26 議案第89号 十和田地区環境整備事

務組合の解散に伴う財産処分及

び事務承継について

─────────────────

日程第１０から日程第２６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27 議案第90号 令和２年度三沢市一般

会計補正予算（第８号）

第28 議案第91号 三沢市副市長の選任に

つき同意を求めることについて

第29 議案第92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30 議案第93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31 議案第94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32 提案理由の説明

─────────────────

日程第２７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２８から日程第３１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33 基地対策特別委員会中間報告

第34 移住・定住促進対策特別委員会中間

報告

第35 産業建設常任委員会所管事務調査報

告

─────────────────

◎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62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６

号））

第２ 議案第63号 令和２年度三沢市一般

会計補正予算（第７号）

第３ 議案第64号 令和２年度三沢市国民

健康保険特別会計補正予算（第

２号）

第４ 議案第65号 令和２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66号 令和２年度三沢市介護

保険特別会計補正予算（第１

号）

第６ 議案第67号 令和２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68号 令和２年度三沢市水道
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事業会計補正予算（第１号）

第８ 議案第69号 令和２年度三沢市下水

道事業会計補正予算（第１号）

第９ 議案第70号 令和２年度三沢市立三

沢病院事業会計補正予算（第１

号）

─────────────────

日程第１から日程第９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10 議案第71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11 議案第74号 三沢市承認地域経済牽

引事業のために設置される施設

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12 議案第75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13 議案第76号 地方税法等の一部を改

正する法律の施行に伴う関係条

例の整理に関する条例の制定に

ついて

第14 議案第77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15 議案第78号 三沢市指定居宅介護支

援等の事業の人員及び運営に関

する基準等を定める条例の一部

を改正する条例の制定について

第16 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17 議案第80号 三沢市火災予防条例の

一部を改正する条例の制定につ

いて

第18 議案第81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19 議案第82号 三沢市防災行政用無線

施設整備工事請負契約の締結に

ついて

第20 議案第83号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市立図書

館）

第21 議案第84号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市大空ひ

ろば）

第22 議案第85号 公の施設の指定管理者

の指定について（三沢市立中央

保育所）

第23 議案第86号 公の施設の指定管理者

の指定の期間の変更について

（三沢市総合体育館）

第24 議案第87号 公の施設の指定管理者

の指定の期間の変更について

（三沢アイスアリーナ）

第25 議案第88号 十和田地区環境整備事

務組合の解散について

第26 議案第89号 十和田地区環境整備事

務組合の解散に伴う財産処分及

び事務承継について

─────────────────

日程第１０から日程第２６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27 議案第90号 令和２年度三沢市一般

会計補正予算（第８号）

第28 議案第91号 三沢市副市長の選任に

つき同意を求めることについて

第29 議案第92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30 議案第93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31 議案第94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32 提案理由の説明

─────────────────

日程第２７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２８から日程第３１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33 基地対策特別委員会中間報告

第34 移住・定住促進対策特別委員会中間

報告

第35 産業建設常任委員会所管事務調査報

告

─────────────────

◎出席議員（１８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

１５番 堀 光 雄 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（０名）

─────────────────

◎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

市民生活部長 工 藤 雅 則 君

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

福 祉 部 参 事
兼福祉部長心得 篠 田 浩 一 君
兼生活福祉課長

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。

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４号をもって進めます。

─────────────────

◎日程第１ 議案第６２号から

日程第９ 議案第７０号まで

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１ 議案

第６２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

６号））から日程第９ 議案第７０号平令和

２年度三沢市立三沢病院事業会計補正予算

（第１号）までの計９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）

○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６２号から議案第７０号までの９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６２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６号））、承認。議案第６３

号令和２年度三沢市一般会計補正予算（第７

号）、可決。議案第６４号令和２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６５号令和２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６６号令和２年度三沢市介護保険

特別会計補正予算（第１号）、可決。議案第

６７号令和２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６８

号令和２年度三沢市水道事業会計補正予算

（第１号）、可決。議案第６９号令和２年度

三沢市下水道事業会計補正予算（第１号）、

可決。議案第７０号令和２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１０ 議案第７１号から

日程第２６ 議案第８９号まで

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第１０ 議

案第７１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から日程第２６ 議案

第８９号十和田地区環境整備事務組合の解散

に伴う財産処分及び事務承継についてまでの

計１７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７１号及び議案第７４号から議案第

８９号までの１７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７１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７４号三沢市承認地域経済牽引事業の

ために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
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制定について、可決。議案第７５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７６号地方税法等

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理に関する条例の制定について、可決。

議案第７７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、可決。議案第７８号三沢市指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準等

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、可決。議案第８０号三沢市火災予防条

例の一部を改正する条例の制定について、可

決。議案第８１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８２号三沢市防災行政用無線施設整備

工事請負契約の締結について、可決。議案第

８３号公の施設の指定管理者の指定について

（三沢市立図書館）、可決。議案第８４号公

の施設の指定管理者の指定について（三沢市

大空ひろば）、可決。議案第８５号公の施設

の指定管理者の指定について（三沢市立中央

保育所）、可決。議案第８６号公の施設の指

定管理者の指定の期間の変更について（三沢

市総合体育館）、可決。議案第８７号公の施

設の指定管理者の指定の期間の変更について

（三沢アイスアリーナ）、可決。議案第８８

号十和田地区環境整備事務組合の解散につい

て、可決。議案第８９号十和田地区環境整備

事務組合の解散に伴う財産処分及び事務承継

について、可決とそれぞれ決しました。

─────────────────

◎日程第２７ 議案第９０号から

日程第３１ 議案第９４号まで

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２７ 議

案第９０号令和２年度三沢市一般会計補正予

算（第８号）から日程第３１ 議案第９４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５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３２ 提案理由の説明

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第３２ 提

案理由の説明を願います。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） おはようございま

す。

本日、追加上程されました議案の概要につ

いて御説明を申し上げます。

まず、議案第９０号令和２年度三沢市一般

会計補正予算（第８号）は、新型コロナウイ

ルス感染症対策等に要する経費が緊要となっ

たことによる補正であります。

次に、議案第９１号から議案第９４号まで

の４議案は、任期満了に伴う人事案件であり

ます。

以上、提案いたしますので、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を申し上げ

たいと存じます。何とぞ慎重御審議の上、原

案どおり御議決賜りますようお願い申し上げ

ます。

─────────────────

◎日程第２７ 議案第９０号

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２７ 議

案第９０号令和２年度三沢市一般会計補正予

算（第８号）を議題といたします。

当局の説明を求めます。

財務部長。

○財務部長（山﨑 徹君） 議案第９０号令

和２年度三沢市一般会計補正予算（第８号）

の概要について御説明申し上げます。

予算書の２ページ及び３ページの第１表歳

入歳出予算補正に基づき、歳入から御説明い

たします。

１４款の国庫支出金につきましては、ひと

り親世帯臨時特別給付金の再支給に係る補助

金として、２,２４６万９,０００円を増額し

ております。

１８款の繰入金につきましては、財政調整
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基金繰入金として３１３万１,０００円を増

額しております。

次に、３ページの歳出について御説明いた

します。

３款の民生費につきましては、国の追加支

援策によるひとり親世帯臨時特別給付金とし

て、１世帯当たり５万円、第２子以降１人に

つき３万円を再支給する費用として、総額で

２,２４６万９,０００円を増額しておりま

す。

１０款の教育費につきましては、成人式に

参加する新成人や関係者３５０名を対象とし

たＰＣＲ検査キットの送付及び検査費用とし

て、総額で３１３万１,０００円を増額して

おります。

この結果、補正総額は歳入歳出ともに２,

５６０万円の増額補正で、既定額との累計で

は２８０億８,７３１万１,０００円となった

ところであります。

以上が、令和２年度三沢市一般会計補正予

算（第８号）の概要であります。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。

ただいまの議案第９０号については、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。

それでは、質疑を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） 質疑を終結しま

す。

続いて、討論を行います。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（小比類巻雅彦君） 討論を終結しま

す。

これより、採決します。

議案第９０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、議案第９０号令和２年度三沢市一

般会計補正予算（第８号）については、原案

のとおり可決と決しました。

─────────────────

◎日程第２８ 議案第９１号

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２８ 議

案第９１号三沢市副市長の選任につき同意を

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（小檜山吉紀君） 議案第９１号につ

いて御説明申し上げます。

議案第９１号は、三沢市副市長の選任につ

き議会の同意を求めることについてでありま

す。

現副市長の米田光一郎氏は、令和２年１２

月１２日をもって任期が満了となることか

ら、引き続き米田光一郎氏を副市長として選

任するため、提案するものであります。

御提案申し上げました米田氏の略歴につき

ましては、議案第９１号資料に記載したとお

りでありますので、よろしくお願いを申し上

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

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
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めます。

よって、質疑・討論を省略することに決し

ました。

これより、採決します。

議案第９１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９１号三沢市副市長の選任

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２９ 議案第９２号

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第２９ 議

案第９２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を議題といた

します。

当局の説明を願います。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） 議案第９２号につ

いて御説明を申し上げます。

議案第９２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。

現教育長の冨田敦氏は、令和２年１２月２

０日をもって任期が満了となることから、引

き続き冨田敦氏を教育長として任命するた

め、提案するものであります。

御提案申し上げました冨田氏の略歴につき

ましては、議案第９２号資料に記載したとお

りでありますので、よろしくお願いを申し上

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

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・討論を省略することに決し

ました。

これより、採決します。

議案第９２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９２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３０ 議案第９３号

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第３０ 議

案第９３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（小檜山吉紀君） 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３年１月４日をもって、相沢靖恵氏の

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、新たに松森まゆみ氏を任命す

るため、提案するものであります。

御提案申し上げました松森氏は、人格、識

見ともに優れた方であり、御本人の略歴につ

きましては、議案第９３号資料に記載したと

おりでありますので、よろしくお願いを申し

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
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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・討論を省略することに決し

ました。

これより、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（小比類巻雅彦君） 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３１ 議案第９４号

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第３１ 議

案第９４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。

当局の説明を願います。

市長。

○市長（小檜山吉紀君） 議案第９４号につ

いて御説明申し上げます。

議案第９４号は、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。

令和３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、新たに岩本ヤヨエ氏を推薦するた

め、提案するものであります。

御提案申し上げました岩本氏は、人格、識

見とも優れた方であり、御本人の略歴につき

ましては、議案第９４号資料に記載したとお

りでありますので、よろしくお願いを申し上

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・討論を省略することに決し

ました。

これより、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（小比類巻雅彦君） 御異議なしと認

めます。

よって、議案第９４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３３ 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３３ 基

地対策特別委員会の中間報告を議題としま

す。

堀光雄委員長。

○１１番（堀 光雄君） 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。
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本委員会では、本年７月に三沢基地周辺対

策に関する要望について１０項目を国等へ要

望したところでありますが、その結果を踏ま

え、１０月２９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。

会議において、より効果が期待できるよう

項目を絞って重点的に要望するべきとの結論

に達したことから、１、地域の実情に応じた

移転措置について、２、第二滑走路の早期着

工について、３、特定防衛施設周辺整備調整

交付金の増額についての３項目を重点事項と

し、再度、国等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１７日、１８日に、東北防

衛局、防衛省、大島衆議院議長を含む県選出

国会議員に対し、さきに決定した重点事項の

３項目について要望活動を実施いたしまし

た。

国からは、移転先に関する騒音調査につい

ては、時期は確定していないが実施するとの

ことでありました。

また、第二滑走路については、以前に緊急

性が見られないとの結論が出ており、難しい

問題だと認識しているが、三沢市とともに立

ち上げた三沢飛行場の在り方研究チームの協

議の場を活用して、引き続き検討したいとの

ことでありました。

さらに、特定施設周辺整備調整交付金につ

いては、対地射爆撃場における訓練の増加や

Ｆ－３５Ａの配備を最大限考慮した形で、適

切に対応したいとの回答がありました。

このように、調整交付金が全国ではじめて

１０億円を超える交付額となるなど、国とし

ても地域の実情を受け止め、対応された項目

もあるものの、第二滑走路についてはいまだ

進展が見られず、また、移転問題については

騒音調査を実施するとの回答は得られたもの

の、実施時期については、令和６年にＦ－３

５Ａが全機配備された後、実施するのが適切

だと考えているとの発言があり、委員から

は、このような遅すぎる対応では、到底納得

できないとの意見も出されました。

このようなことから、本委員会としては、

移転問題の早期解決を第一の課題とし、今後

もその実現に向け、強力に活動を実施してい

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、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３４ 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３４ 移

住・定住促進対策特別委員会中間報告を議題

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、去る１１月２６日に委員会を

開催し、総合戦略の中から「住みたくなるま

ち」を基本目標とした施策を中心に、令和２

年度の移住・定住促進施策の実施状況につい

て調査をいたしました。

当局からは、三沢市への移住・定住を目的

として住宅を新築購入する方へ、その経費の

一部を助成する住宅取得支援事業助成金につ

いては、転入加算の要件緩和により、移住の

後押しとして一定の効果が図られているとの



― 69 ―

説明がありました。

また、結婚に伴う経済的負担を軽減するた

め、新婚世帯に対し、新居の家賃、引っ越し

費用等を補助する結婚新生活支援事業を１０

月から開始していることが報告されました。

なお、移住プロモーション事業として、首

都圏で実施予定だった移住相談会、県内市町

村合同イベントは、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響を鑑み、事業を中止し、それら

の影響を受けない魅力発信と移住・定住促進

施策として、無料通話アプリＬＩＮＥを活用

した移住相談事業を実施する予定であること

などの説明がありました。

これに対し、各委員からは、住宅取得支援

事業について、平成２８年度からの事業実績

を踏まえ、しっかりした分析及び検証を行

い、高い効果が得られるようにしてはどう

か。新築等に係る市内業者の施工割合が低い

ため、もう少し市内業者が増えるような手法

も考慮すべきではないかとの意見がありまし

た。

本委員会では、今後においても、三沢市に

住みたい、住み続けたいと思っていただける

よう、移住・定住に係る各種事業の取組状況

について調査・研究を行い、三沢市への移

住・定住の促進対策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、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。

─────────────────

◎日程第３５ 産業建設常任委員会

所管事務調査報告

○議長（小比類巻雅彦君） 日程第３５ 産

業建設常任委員会所管事務調査報告を議題と

します。

下山光義委員長。

○７番（下山光義君） 去る１２月２日に開

催いたしました産業建設常任委員会所管事務

調査の内容について、三沢市議会会議規則第

１０３条の規定に基づき、御報告申し上げま

す。

今回の会議では、三沢市浄化センター等運

転管理包括業務委託の進捗状況についてと、

スカイプラザミサワの運営状況についての所

管事務調査を行いました。

はじめに、三沢市浄化センター等運転管理

包括業務委託の進捗状況についてでありま

す。

本市では、令和３年度より浄化センターを

含めた下水道施設の運転管理業務について、

包括的に民間委託を行うよう準備が進められ

ており、これまでの状況及び今後の方針等に

ついて説明がなされました。

市当局からの説明に対し、委員からは、包

括的民間委託の効果について、業務委託に係

る費用が令和元年度時決算額と包括的民間委

託開始後の令和３年度の予定額とがほぼ同額

であるが、もっと費用を抑えられるのではな

いか。また、現在管理を委託している地元事

業者の雇用について、令和３年度より包括的

民間委託に移行した場合にどのようになるの

かなどの質問があり、これに対して市当局か

らは、現在の委託方法にて今後業務を行って

いった場合、業務委託に係る費用について、

現状では年間にして約５００万円程度毎年増

加していくと見込まれているが、包括的民間

委託へ移行した場合、令和３年度の金額が令

和２年度の金額から約１,０００万円程度減
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額され、その後も増額幅を抑えることができ

ると想定されるため、包括的民間委託の効果

が期待される。次年度からの包括的民間委託

に関し、優先交渉権者となった事業者による

と、現在、市から管理を委託されている地元

事業者の雇用を維持した上で事業を行ってい

く予定であるとの答弁がなされました。

次に、スカイプラザミサワの運営状況につ

いてであります。

本市の国際色を生かしたまちづくりを推進

するため、中心市街地活性化の拠点施設とし

て整備されたＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡＷＡ

を営むスカイプラザミサワ株式会社の運営状

況について、同社の株主でもある市当局よ

り、その総会資料を基に報告がなされまし

た。

市当局からの報告に対して、委員からは、

次期営業計画書に記載されている有料駐車場

ゲートの設置についての市への要望書につい

て、市当局ではどのように対応するのか。ま

た、ＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡＷＡを活用し

た地元商店街への回遊性を持たせるような活

性化方策が必要と考えるが、市当局としての

今後の展開はどのように考えているのかなど

の質問があり、これに対して市当局からは、

有料駐車場ゲートを設置する場合、法的な諸

問題を解決するのが難しい状況であるため、

現在のところゲートの設置については厳しい

状況にある。新型コロナウイルス感染症の影

響により、ＳｋｙＰｌａｚａＭＩＳＡＷＡの

客数に伸び悩みが見られるところであるが、

今後とも市と商工会、そして地元事業者と一

緒になって、利用率向上や商店街へ回遊性を

持たせるような方策を検討してまいりたいと

の答弁がなされました。

なお、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、必要に応じ意

見・提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所管事務調査報

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。

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。

─────────────────

○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、一言御挨拶を申し上げます。

今定例会は、去る１１月３０日に開会さ

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

定など、追加議案を含め全３３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、御同意を賜りまして、衷心より感

謝を申し上げます。

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す。

さて、今年も残すところあと僅かとなりま

したが、緊急案件のない限り、本定例会が納

めの市議会になろうかと思います。議員各位

におかれましては、当市の発展と市民福祉増

進のため、絶大なる御尽力を賜りましたこと

に対しまして、心からお礼を申し上げます。

年の瀬が押し迫り、何かと御多忙のことと

存じますが、皆様には切に御自愛くださいま

して、御多幸な新春をお迎えられますことと
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もに、三沢市民にとりまして、よりよき年と

なりますようお祈りを申し上げまして、閉会

に当たっての市長の挨拶とさせていただきま

す。

─────────────────

○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４回定例会を閉会

いたします。

午前１０時４１分 閉会
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