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［ 会 期 日 程 ］

６月７日（木）　本会議

６月８日（金）　（議案熟考のため休会）

６月９日（土）　休会

６月１０日（日）　休会

６月１１日（月）　常任委員会

６月１２日（火）　本会議（一般質問１日目）

６月１３日（水）　本会議（一般質問２日目）

６月１４日（木）　（議事整理のため休会）

６月１５日（金）　本会議

第２回（６月）第２回（６月）第２回（６月）
定定定 例例例 会会会

第２回定例会（概要）

　平成２４年第２回平川市議会定例会は、６月７日から１５日までの９日間を会期として開催

されました。

　６月１日から始まったクールビズにより、議員、理事者ともにノーネクタイ、上着着用に

て審議しました。

　本定例会に提出された議案は、条例案３件、予算案１件、財産の取得等２件、報告６件（う

ち承認を求めるもの２件）、請願 1件。また、最終日（１５日）には財産の取得について１件、

議員派遣について、意見書提出の議員提出議案が追加提案されました。

これらを慎重に審議した結果、全ての議案が全会一致で原案可決または原案承認、採択とな

りました。
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●住民基本台帳法の一部改正に伴う関係条例の

整理に関する条例案

（平成２４年７月９日から施行）

　住民基本台帳法の一部改正に伴い、関係条例について

所要の整理をするため。

質　疑

　問 　この内容はどのように変わることなのか。

　答 　外国人も日本人と同様、住民票に記載されるよう

に変更になったものである。

●平川市乳幼児医療費給付条例の一部を改正す

る条例案

（平成２４年７月１日から施行）

　青森県乳幼児はつらつ育成事業実施要領の一部改正に

伴い、給付対象者の所得限度額の算定方法を改めるため。

質　疑

　問 　所得限度額の算定方式の方法を改めると平川市で

はどのくらい影響があるのか。

　答 　改正というものの実際には影響がないため、今ま

でと同じである。

●平川市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部

を改正する条例案

（平成２４年８月１日から施行）

　青森県ひとり親家庭等医療費助成事業実施要領の一部

改正に伴い、給付対象者の所得限度額の算定方法を改め、

及びその他所要の改正を行うため。。

質　疑

　問 　地方税法の改正に伴うひとり親所得について、関

連しての条例改正案か。

　答 　税制改正にのっとって改正すると所得制限が新た

に拡大されることになるため、それを防ぐために従

来の所得制限と同じになるような改正をしたもので

ある。

●平成２４年度平川市一般会計補正予算案（第２号）

　歳入歳出予算総額にそれぞれ７，２３８万４，０００円を追

加し、総額を１６４億２，６３９万６，０００円とする。

質　疑

　問 　雪害で倒壊したハウスの補償はどうなっている

のか。

　答 　倒壊したハウスのものよりも太い骨材を使った再

建も補償の対象としている。

　問 　リフォーム促進支援事業利用者に対し、県と同額

の市の補助を行うことはできないか。

　答 　今年度の申し込み状況をみて、来年度市独自の緩

和措置を考える。

●平川市過疎地域自立促進計画の変更について

　平川市過疎地域自立促進計画を変更するにあたり、過

疎地域自立促進特別措置法第６条第７項において準用す

る同条第１項の規定により議会の議決を経るため。

質　疑

　問 　この計画変更には碇ヶ関区域の記載しかないが、

平賀東部地区は含まれないのか。

　答 　過疎計画であるため、過疎地域の旧碇ヶ関区域の

みである。辺地計画であれば東部地区が対象となる。

●財産の取得について

　消防ポンプ自動車１台及び小型動力ポンプ積載車（普

通車）１台を取得するため。

質　疑

　問 　今回は２台いっしょに購入しているが、１台ごと

の価格はでないのか。

　答 　入札価格は公表できないが、多く購入すればその

分安く購入できるという考えである。

したしたした審議審議審議 議案議案議案
条例案・条例改正案

そ　　の　　他

第２回定例会（審議した議案）

補 正 予 算



●財産の取得について

（１５日追加分）

　除雪グレーダー１台を取得するため。

質　疑

　問 　納期が平成２５年２月では除雪に使えない。追加

提案でなく、もっと早くできなかったのか。

　答 　国からの交付決定が最近であったことと、受注発

注のため８カ月を要すること、９月議会への提案で

は冬までにできてこないため、急遽追加提案させて

いただいた。

●放棄した私債権の報告について

（報告のみ）

　時効や自己破産等による未収金等を放棄する。

●専決第５号　平川市税条例の一部を改正する

条例

（原案承認）

　「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部

を改正する法律」が交付されたことに伴うため。

●専決第６号　平川市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例

（原案承認）

　地方税法の一部改正に伴い、東日本大震災に係る被災

居住用財産の敷地に係る譲渡期限を延長する特別措置を

適用させるため。

●専決第３号　平成２３年度平川市一般会計補正

予算（第７号）

（原案承認）

　歳入歳出予算総額それぞれに２億８，１１７万３，０００円

を追加し、予算総額を１６４億２，１０６万５，０００円とする。

●専決第４号　平成２３年度平川市介護保険特別

会計補正予算（第４号）

（原案承認）

　平成２４年度からの介護保険制度改正に伴うシステム

改修について、委託料を繰越明許費として翌年度を繰越

すことを専決処分する。

●平成２３年度平川市一般会計繰越明許費繰越計

算書の報告について

（報告のみ）

　平成２３年度国および県の補助事業及び単独事業（パ

イプハウス復旧支援対策事業、古懸不動野線道路改築事

業、大坊小学校陸上トラック整備事業、農地災害復旧事

業）について、地方自治法施行令第１４６条第２項の規

定により繰越明許費繰越計算書を調整した。

●平成２３年度平川市介護保険特別会計繰越明許

費繰越計算書の報告について

（報告のみ）

　平成２４年度からの介護保険制度改正に伴う、介護保

険システム改修の繰越額について、地方自治法第１４６

条第２項の規定により繰越明許費繰越計算書を調整し

た。

●専決第７号　損害賠償額の決定について

（報告のみ）

　車両事故による損害賠償の額を定めることについて専

決処分した。

●専決第８号　損害賠償額の決定及び和解の件

について

（報告のみ）

　車両事故による損害賠償の額を定めること、及びこれ

に伴う和解に関することについて専決処分した。

●「こころの健康基本法」（仮称）の制定を求め

る意見書提出に関する請願書

（採　　択）

　趣旨：こころの健康と精神疾患の問題について厚生労

働省は今後の精神保健医療福祉のあり方に関す

る「こころの健康政策構想実現会議」を設立し、

平成２３年には国会に超党派の推進体制が確立

されたが、いまだ制定にいたっていないため。

請 願

第２回定例会（審議した議案）

報 告
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議案

番号
議　　案　　名

本　会　議 常任委員会

結　果 備　考 付託先 結　果 備　考

【条例案・条例改正案】

５４
住民基本台帳法の一部改正等に伴う関係条例の整理
に関する条例案

原案可決 全会一致 教育民生 原案可決

５５
平川市乳幼児医療費給付条例の一部を改正する条例
案

原案可決 全会一致 教育民生 原案可決

５６
平川市ひとり親家庭等医療費給付条例の一部を改正
する条例案

原案可決 全会一致 教育民生 原案可決

【そ　の　他】

５７ 平川市過疎地域自立促進計画の変更について 原案可決 全会一致 総務企画 原案可決

５８ 財産の取得について 原案可決 全会一致 総務企画 原案可決

６０ 財産の取得について 原案可決 全会一致 付託省略

【予　算　案】

５９ 平成２４年度 平川市一般会計補正予算案（第２号） 原案可決 全会一致 総務企画 原案可決

【報　　　告】

３ 放棄した私債権の報告について

４

専決処分した事項の報告並びに承認を求めることについて

・専決第５号　平川市税条例の一部を改正する条例 原案承認 全会一致 付託省略

・専決第６号　平川市国民健康保険税条例の一部を
　　　　　　　改正する条例

原案承認 全会一致 付託省略

５

専決処分した事項の報告並びに承認を求めることについて

・専決第３号　平成２３年度平川市一般会計補正予
　　　　　　　算（第７号）

原案承認 全会一致 付託省略

・専決第４号　平成２３年度平川市介護保険特別会
　　　　　　　計補正予算（第４号）

原案承認 全会一致 付託省略

６ 平成２３年度 平川市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について

７ 平成２３年度 平川市介護保険特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について

８

専決処分した事項の報告について

・専決第７号　損害賠償額の決定について

・専決第８号　損害賠償額の決定及び和解の件について

【請　　　願】

２
「こころの健康基本法」（仮称）の制定を求める意見
書提出に関する請願書

採　　択 全会一致 教育民生 採　　択

【議 員 派 遣】

１ 議員派遣について 原案可決 全会一致 付託省略

【議員提出議案】

１
こころの健康基本法の制定を求める意見書（案）の
提出について

原案可決 全会一致 付託省略

　【おわびと訂正】ひらかわ市議会だより第２６号（平成２４年６月１５日発行）

　　・１９ページ委員長所管の中で、「そばもやし」に含まれる成分「オルニチン」とありますのは「ルチン」の

　　　誤りでしたので訂正いたします。

平成２４年
（６月議会）

議決一覧表



一 般 質 問

１．古川　敏夫　議員（一括質問方式）
　１．福祉行政について

　２．地域活性化事業について

２．今　　俊一　議員（一括質問方式）
　１．地域主権一括法による、今後の市行政について

　２．再生可能エネルギーについて

３．齋藤　　剛　議員（一括質問方式）
　１．平川診療所審議委員会の設立について

　２．都市計画区域及び農業振興地域の区域の見直しに

ついて

４．石田　隆芳　議員（一括質問方式）
　１．猿賀公園周辺の整備等と、観光施設の有効活用に

ついて

　２．学校施設の管理について

５．福士　惠美子　議員（一括質問方式）
　１．定住人口増対策について

　２．環境問題について

６．對馬　　實　議員（一括質問方式）
　１．太陽光発電の有効利用について

　２．防災について

７．齋藤　律子　議員（一問一答方式）
　１．平川市民歌制定の行方について

　２．食育推進と人事異動について

　３．災害復旧について

　４．ごみの最終処分場について

８．齋藤　政子　議員（一括質問方式）
　１．農業問題について

　２．市道小和森尾崎線の土砂崩れとその復旧について

９．工藤　竹雄　議員（一括質問方式）
　１．行政改革大綱（集中改革プラン）について

　２．平川診療所移転新築について

市政に関する一般質問より
一般質問は、議員が行政全般にわたり、執行機関に対して事務の執行状況及び
将来に対する方針等について質問します。ここでは内容を要約して掲載してお
ります。

平成２４年 第２回（６月）定例会　一般質問傍聴席平成２４年 第２回（６月）定例会　一般質問傍聴席
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一 般 質 問

１．福祉行政について

　問 　①生活保護の現状について

　　　②ケースワーカー（生活保護担当職員）の対応について

　答 　①平成２４年４月末日現在での生活保護世帯数４０９世帯、保護人員は

５４２人である。増加していくものと考えられ、６５歳未満の健康な人

には就労指導、受給者への援助を問う扶養義務者調査実施などの対策

を考えている。

　　　②不正受給対策としてケースワーカーが家庭訪問をし、収入申告書を

提出させ課税調査等を行っている。当市では５人のケースワーカーが

一人あたり約８２世帯を担当している。

２．地域活性化事業について

　問 　婚活事業について（第３回カップリングパーティーについて）

　答 　少子化対策における最初の対策が婚活事業だと認識しており、その必

要性を強く感じている。主催者には、今後ともぜひ継続して実施して

いただきたい。

古川　敏夫　議員

１．地域主権一括法による、今後の市行政ついて
　問 　①市長の見解について
　　　②予想されるメリット、デメリットについて
　　　③専門的分野を担当する職員養成の必要性と対応について
　答 　①地域主権一括法施行に伴い、市へ多岐にわたる事務権限が移譲とな

ることから、市民生活の充実につなげていきたい。
　　　②メリットは地域実情を反映したきめ細かい事務処理、デメリットは

担当者の経験・習熟不足、専門知識をもった職員の育成・確保が困難
なことである。

　　　③研修により専門的知識をもつ職員育成、専門部署の設置検討の必要
があると考えている。
※地域主権一括法　これまで国や県にあった様々な事務権限を緩和し、
市町村において判断・実施できるようにするもの。

２．再生可能エネルギーについて
　問 　①必要性に対する市長の見解について
　　　②再生エネルギー（バイオマス発電）事業の支援について
　答 　①豊富にある稲わら・間伐材などの資源を活用し、地域活性化に結び

つけることができないか注目している。
　　　②市の政策と合致するものであれば、できる範囲で協力・支援してい

きたい。
※バイオマス　動植物から生まれた、再生利用可能な有機性の資源（石
油などの化石燃料を除く）のこと。主に木材、稲わら、海草、生ごみ、
動物の糞尿など。

今　　俊一　議員



１．平川診療所審議委員会の設立について

　問 　三箇所ある診療所に対するチェック機関として委員会を設置してはど

うか

　答 　広く外部の意見や要望を取り入れることが大切であると考えることか

ら、委員会設置は十分検討したい。

２．都市計画区域および農業振興地域の区域の見直しについて

　問 　交通の利便性のよい、建物の立地が見込める幹線道路沿いの農地は、

宅地開発等の規制を受ける。見直しを行い、規制緩和することはでき

ないのか

　答 　都市計画区域見直しは県が行っており、自動車社会の進展やバイパス

道路の整備に伴い、区域外における開発圧力も考慮する必要があるこ

とから新たな拡大指定について検討することとしている。

齋藤　　剛　議員

１．猿賀公園周辺の整備等と、観光施設の有効活用について
　問 　①桜の種類ごとの開花時期を取り入れた観光開発等について
　　　②猿賀公園周辺の施設・設備等の改善について
　　　③学校学習への盛美園の有効活用について
　答 　①・新規イベントは観光協会等関係団体に検討してもらう。
　　　　・「蓮の花まつり」テレビＣＭ費用は予算縮小をしたが、使い道は

観光協会が判断する。
　　　　・新青森駅からのシャトルバス利用について黒石市、田舎館村と連

携し、運営協議会で利用促進を協議している。
　　　②・猿賀公園東側の高台駐車場からの手すりは、事故防止のため早期

改善を検討する。
　　　　・鏡ヶ池の堆積土除去の浚渫工事を行い、都市公園としての池の機

能・景観を確保する。
　　　　・ふるさとセンターの畳は汚損している部分に指定管理者がござを

購入・設置し応急的に対応している。
　　　③園主からの取り計らいで無料開放してもらえるのであれば、市内の

小・中学校に通知し学習におおいに活用していただく。

２．学校施設の管理について
　問 　猿賀小学校の樹木に起因する、周辺地域への害虫被害と対策について
　答 　市内一斉に大量発生するアメリカシロヒトリの薬剤散布駆除は、学校

の協力を得ながら教育委員会で対応している。各学校からの要望によ
り、周囲に悪影響な支障木の枝払いを実施する予定である。

石田　隆芳　議員

一 般 質 問
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一 般 質 問

１．定住人口増対策について

　問 　①平賀駅裏の住宅化推進について

　　　②平賀駅裏開発にともなう公的交通機関に対する考えについて

　　　③小和森小学校周辺の住宅化の現状について

　答 　①宅地造成については、民間での開発を視野に入れ検討したい。

　　　②公共交通の利用促進については、使用しやすい環境づくりと市民意

識の啓発を図っていきたい。

　　　③小和森小学校東側の農地約７，５００㎡が民間により宅地開発が進め

られている。

２．環境問題について

　問 　歩道及び通学路におけるアメリカシロヒトリ対策について

　答 　一斉防除をする町会に対して防除器具一式（噴霧器一式）の貸出しと

防除薬剤の無料配布を実施することになっている。広域的に一斉防除

を行う場合に限定し、一般家庭（個人）への貸出しは行わない。

　　　また、歩道・通学路の街路樹管理は県道は県で、市道は市で維持管理

しており、アメリカシロヒトリ発生前に薬剤散布を実施し防除・駆除

に努める。

※アメリカシロヒトリ　本州・四国・九州に分布。年２回（一部３回）

の発生で卵で越冬し、 幼虫は５～７月と８～９月に出現します。幼虫

は中齢期まで葉を糸で覆って巣を作って集団で生活する。食性は広く、 

サクラ、ヤナギ、カキ、プラタナス、ミズキなど百数十種の樹木の葉

を加害します。

福士惠美子　議員

１．太陽光発電の有効活用について

　問 　①市内各学校の蓄電池について

　　　②庁舎の現状について

　答 　①市内１３校の小・中学校に太陽光発電設備が設置されているが蓄電

方式ではないため、既存施設の規模や限られた財源の中で非常時での

必要最小限の電力を確保できるよう努力する。

　　　②本庁舎の太陽光発電設備は蓄電設備がないため、今年度は発電機を

更新し、災害等の停電時に対応することとした。

２．防災について

　問 　①地域の役割及び連携について

　　　②自主防災組織の設立について

　答 　①災害発生時には情報伝達や安否確認などの初期対応を組織的に行う

ことが被害を最小限に抑えるための重要な役割である。市としても体

制構築に向けた方策を検討したい。

　　　②今年度中に２７町会、来年度１２町会が自主防災組織設立の意向を

しめしている。設立後は、必要となる防災資機材の整備費用について、

自主防災組織育成事業補助金制度により支援を行うこととしている。

對馬　　實　議員



一 般 質 問

１．平川市民歌制定の行方について
　問 　これまでの経過と提言について

　答 　「平川市キャッチフレーズ等制定検討委員会」において検討の結果、

時期尚早と考え、再検討する結果となった。

２．食育推進と人事異動について
　問 　①専門職員（栄養士）をなぜ農林課に異動させたのか

　　　②健康推進課では、これからの事業計画をどのように展開するのか

　　　③異動となった専門職員（栄養士）の異動先での今後の役割について

　答 　①職員の将来及び市民サービスの低下を招かないことを考慮した。

　　　②管理栄養士と健康運動指導士が事業推進に取り組んでいく。

　　　③幅広く実務を経験し、一般事務職と同等の行政事務の知識を習得し

てもらいたいと考えている。

３．災害復旧について
　問 　①２０１２年３月３０日から３１日にかけての雨と融雪に係る被害について

　　　②原因究明と今後の対策について

　答 　①市単独事業、県補助事業で復旧を進めている。

　　　②急激な融雪と降雨による「すべり」現象の発生が原因とみられ、要

望があった場合、湧水処理と盛土形状の安定を図った設計をする。

４．ごみの最終処分場について
　問 　①尾上地区・碇ヶ関地区最終処分場の廃止について

　　　②平賀地区最終処分場の焼却灰受け入れについて

　答 　①周辺に配慮した草刈り等、適正な維持管理に努めたい。

　　　②ダイオキシン濃度が基準値内であること等から危険性はないものと

考える。

齋藤　律子　議員

１．農業問題について
　問 　①豪雪によるリンゴ樹の被害状況と今年の収穫の見通しについて

　　　②豪雪によるハウス倒壊の被害と復旧状況は

　　　③大雨（３月末）による被害とその対策について

　答 　①枝折れなどの樹木損傷と損傷による減収分を合わせた被害額は

１２億９，７００万円と推計されている。今年は不受精花「カラマツ」被

害も見られることから、平年並みの収量となるのではないかと見込ん

でいる。

　　　②市内全体で個人６８名、３生産団体、合計７１件の被害であった。

パイプハウス復旧支援対策事業費として救済対策を行った。

　　　③広船地区と尾崎地区合わせて３件の農地災害が発生し、流出土砂に

よりリンゴ樹が被害を受けた。市の単独事業として復旧費や復旧工法

等について土地所有者等と協議を進めている。

２．市道小和森尾崎線の土砂崩れとその復旧について
　問 　三箇所の道路法面崩壊の復旧の目途は

　　　白岩まつり前に復旧を終えるべきではなかったのか

　答 　９月頃の完成を目指し復旧を進めている。

　　　法面が水分を含み安定しないことから、白岩まつり前までの復旧がで

きなかった。復旧の早期完成を目指し進めている。

齋藤　政子　議員
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一 般 質 問

１．行政改革大綱（集中改革プラン）について

　問 　①職員給与公平化について

　　　②人材育成の推進について

　　　　イ．職員研修の充実について

　　　　ロ．人事評価システム導入について

　答 　①旧平賀町昇給昇格基準に基づき採用時の格付け以後について再計算

し、修正を行った。

　　　②イ．平川市人材育成基本方針に基づき、県各部局開催のもの、市単

独のものなど職員研修を行っている。

　　　　ロ．内容の見直し等を行い、本格的実施に向けて今年度も試行する。

人事は同じ職場に３～５年いる職員を異動対象者に実施している。

２．平川診療所移転新築について

　問 　①検討の余地もないのか

　　　②真意と今後の問題は何か

　答 　①現在の平川診療所は老朽化が激しく医療提供にふさわしい環境では

ないこと、市の国保直診施設としての役割も期待されることから移転

新築することと判断した。

　　　②庁内検討会議や有識者会議では経費削減、経営努力の推進の要望等

が提案され、今後は診療時間見直しや住民が利用しやすい環境づくり、

収益の増加を図っていく。看護職員定年後の補充はパート職員雇用等、

経費削減と医療サービスの充実に努力する。

工藤　竹雄　議員

　５月２３日に行われた第８８回全国市議会議長会定期

総会において、市議会議員として長きにわたって、市

政の発展に尽くされた功績により３名の方が表彰され

ました。

　齋藤　律子　議員　（在職１１年）

　齋藤　　剛　議員　（在職１０年）

　齋藤　政子　議員　（在職１０年）

　受賞者の方々に対し、心から敬意を表するとともに

お祝を申し上げます。



議員研修視察報告

●研 修 日 程　平成２４年７月１日（日）～

７月４日（水）まで

●研修・視察先　韓国ソウル市、麗水 ( ヨス ) 市

●研 修 目 的　①ソウル市におけるリンゴの流通視察

　　　　　　 ②麗水市における環境保護視察

●参 加 議 員　齋藤　　剛、齋藤　政子、成田　敏昭、

　　　　　　 小笠原勝則、佐々木利正、今　　俊一

（計６名）

●所 　 　 感

　最初の研修では、緯度が青森県と差異がない韓国での

リンゴの流通の把握を行った。

　ソウル市での視察はロッテマート金浦空港店に行った。

韓国では最大のスーパーマーケットで、金浦空港店は昨

年開店した新しい店舗である。広大な面積を誇る同店で

は、訪問日が日曜日のためか、買い物客であふれていた。

　同店で販売されているリンゴは韓国産フジのみであ

る。値段は６個入１２，０００ウォン（１個あたり１４０円）で、

日本での価格とそんなに相違がないように思われた。聞

き取りによると、韓国での主力品種はふじで、一般でも

一番なじみがあるようである。また、国内５箇所にリン

ゴの産地があり、国内消費の他、中国や台湾に輸出され

ている。韓国への青森県産リンゴの輸入はないものの、

インターネット販売はされているとのことであった。

　韓国へのリンゴについては、価格面では同等であり、

青森県産リンゴについては、多角的な売り込みで新しい

販路拡大に期待がもたれるように思われた。

　次の研修は麗水市。韓国の南端中央部にある、麗水

半島とリアス式海岸の３００余りの島々からなる都市で、

人口３０万人の観光資源が豊かな都市であり、開催中の

麗水国際博覧会を視察した。

　この博覧会は１０４ヵ国と１０の国際機関が参加し、「生

きている海、息づく沿岸」をテーマにおびやかされる海、

海と人類の共生を大型デジタルビジョンを中心に紹介し

ていた。日本の展示では、森・里・海をつなぐ日本の海

洋技術が紹介され、日本の深海への挑戦、環境配慮型搬

送船の紹介があった。韓国の展示では、韓国の海洋の歴

史と現状、そして韓国の海洋技術を紹介していた。環境

に負荷の少ないエネルギーの潮力発電、韓国の海水淡水

技術により、砂漠を緑地化に変えている紹介があった。

そして、最後に海に係る歴史と今後の海洋開発は韓国が

先陣を開くとのことであった。

　現在韓国は、輸出入が国家の経済の基盤になっている。

海洋への政策が進められている現在、韓国での国際博覧

会開催は非常に意義深いものであると思われた。

　最後に、旧平賀町では漁業従事者がいたことや、海の記

念日の制定について提案した経緯もある。海洋との関わ

りは、海の有無に関わらず皆が考えなければならず、今

後の市行政にも何らかの形で生かしていきたいと思う。

議員研修視察報告議員研修視察報告議員研修視察報告

ソウル市　スーパーマーケット

麗水市　国際博覧会日本展示館
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　６月２１日、金田小学校３年生（４４名、引率教員４名）が議場の見学に訪れました。

　児童は議員席、理事者席に座り、事務局職員から議会の役割、議員の仕事などの説明

を受けました。

　その後、机上マイクを使って見学に訪れた感想などを述べ、議会の雰囲気を感じてい

ました。

※議会事務局では、教育機関・各種団体等の議場見学を受け入れております。見学ご希望の場合は

議会事務局までご連絡ください。

金田小児童 議場見学



行 政 視 察

　７月２５日、長野県塩尻市議会会派「市政同志会」の議員２名が平川市へ行政視察に訪れました。

　平川市で実施している「学習支援員派遣事業」を利用した小・中学校のきめ細かな学習指導の現

状を学び、塩尻市においての導入検討を図ることを目的としたものでした。

　芳賀教育委員会事務局長、稲葉指導課長より「学習支援員派遣事業」の説明と現状報告が行われ、

塩尻市議会議員からは「支援員の採用基準」「採用期間や勤務学校について」等の質問が出されま

した。

ようこそ 平川市へようこそ 平川市へようこそ 平川市へ

平成　　年　　月　　日

平川市議会議長（氏名）殿

　　　　請願（陳情）者　住　所

　　　　　　　　　　　　氏　名

　　　　　　　紹介議員　氏　名

　　　　○○○に関する請願（陳情）書

【請願（陳情）の要旨】

【理　由】

印

印

【
記
入
例
】

請願書・陳情書の書き方、留意事項は次のとおりです。

①　請願書（陳情書）はその要旨、理由を簡単に、

分かりやすく書いてください。

②　提出年月日、請願（陳情）者の住所、氏名（法

人の場合は、その名称及び代表者氏名）を書いて

必ず押印してください。

③　請願の場合は、一人以上の紹介議員が必要にな

ります。紹介する議員は、署名または記名押印し

てください。

④　紹介議員が付かないときは陳情書としてくだ

さい。

⑤　道路等は簡単な地図・略図・図面等をつけて

ください。

請願書・陳情書の出し方
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議会テレビ中継

　平成２４年６月定例会より、議場

で行われる本会議等を市役所本庁舎

２階ロビーにあるテレビで中継する

こととなりました。

　議会での審議の様子をご覧になる

ことができますので、ぜひお越しく

ださい。

議会を傍聴してみませんか
定例会は
３月、６月、９月、１２月

に行われます
詳しくは議会事務局まで

電話（０１７２）４４－１１１１
（内線１５１１）

※３月議会では３９名の方が傍聴されま
した。



「ひらかわ市議会だより」は、環境に配慮した

再生紙とインクを使って印刷しています。

** 議会の動き議会の動き **
６月　１日

〃日

４日

６日

７日

９日

１０日

２４日

２６日

２９日

７月１～４日

８～９日

１１日

〃日

〃日

１２日

１６日

２３日

２４日

２５日

２８日

８月　２日

３日

５日

９～１０日

１０日

〃日

１１日

１５日

１６日

１８日

２１日

２３日

２９日

　議員研修視察で、７月、韓国に行ってきました。

　テーマは、ソウル市における青果物の流通についてと環

境保護についてです。

　地球の環境がテーマの万博は、韓国の力をまざまざと見

せつけるものがありました。韓国のバスガイドさえ近隣の

国に、我が国と並ぶものはない（日本も含めて）と言って

おりました。

　開催国のパビリオンでの最後のメッセージが「地球の未

議会運営委員会

平成２４年度平川市労働福祉協議会通常総会に議長

出席

平成２４年度国道４５４号整備促進期成同盟会定例総

会に議長出席（八戸市）

平成２４年度平川市防衛協会総会に議長出席

第３５回黒石警察友の会通常総会に議長出席（黒石市）

碇ヶ関地域活性化推進協議会総会に議長出席

第２７回青森県消防操法大会出場結団式に議長出席

第１７回平川市たけのこマラソン大会に議長ほか出

席

平川市物産協会総会に議長出席

おのえ企画「生ビールまつり」に議長出席

議員研修視察　（韓国）６名

東京津軽平川会第６回（平成２４年）総会に議長出

席（東京都）

知事の高品質りんご生産に係る現地激励に議長出席

平成２４年度国道４５４号整備促進期成同盟会要望活

動に議長出席（青森市）

津軽南市町村議会連絡協議会第１回事務局長会議に

事務局長出席

平成２４年度平川市「社会を明るくする運動」及び

「青少年の非行・被害防止全国強化月間」出発式に

議長出席

第５６回平川市連合獅子踊保存会巡回共演大会に議

長出席

第６７回市町村対抗青森県民体育大会平川市選手団

結団式に議長ほか出席

平成２４年度第１回津軽南市町村議会連絡協議会総

会に正副議長、事務局長ほか出席（大鰐町）

長野県塩尻市議会会派研修視察（市政同志会）

北限に観る蓮の花まつり開会式に議長ほか出席

「平川ねぷたまつり２０１２」テープカットに議長出

席

「平川ねぷたまつり２０１２」表彰式に議長出席

第３９回おのえねぷた合同運行表彰式に議長出席

青森県市議会議長会事務局長会議（研修会）に事務

局長出席（八戸市）

教育民生常任委員会所管事務調査

平川市防犯協会通常総会に議長出席

黒石警察署殉職警察官慰霊祭及び偲ぶ会に議長出席

（黒石市）

碇ヶ関御関所祭りに議長ほか出席

第３２回平賀登山囃子保存会平賀大会に議長出席

平成２４年度平川市戦没者追悼式に議長ほか出席

議会広報特別委員会

議案説明会

議会広報特別委員会

◆◆◆　編 集 室 から　◆◆◆

平成２４年

議会の動き

来は、韓国が導く」と、各国の言葉で紹介されていました。

　万博を視察して、右上がりの強さを見せつけた韓国、少

しひかえめな日本を感じました。

　今、マスコミ等で日本と韓国がいろいろ取り上げられて

いますが、外交にもその事が感じられます。

　国内だけでなく、国外に対してももっとしっかりと信念

をもって対応をしてほしいと思うものです。

（齋藤　政子）　


