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　７月５日の平川市議会議員選挙後初の臨時会が８月３日に行われ、議長及び副議長が選任されまし
た。その後、各常任委員及び議会運営委員、議会広報特別委員の選任が行われ、また、各委員会の組
織会において委員長、副委員長及び各事務組合等議会議員の選任が行われました。
　今臨時会では、人事案件１件、報告１件の合計２件が上程されました。慎重な審議の結果、議案第
84号平川市監査委員の選任については、佐藤　保議員が選任されました。

第１回臨時会（概要）
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　去る８月３日の臨時会において第５代議長として

選任されました齋藤政子です。誠に身に余る光栄で

あり、心より感謝を申し上げます。皆様の期待に応

えますよう、誠心誠意、最善の努力をする覚悟でご

ざいます。

　議会に対する市民の皆様の期待は大きいものであ

ると同時に、厳しい目もございます。その責任は一

段と重いと認識し、平川市の発展と平川市民の幸せ

のために頑張ってまいりますので、ご支援ご協力を

賜りますようお願い申し上げます。

　市民の皆様には、平素から市議会に対し、深いご

理解とご協力を賜り、心から感謝を申し上げます。

副議長に選任していただき、大変光栄に存ずるとと

もに、責任の重大さを痛感しているところでござい

ます。

　議長から御助言をいただきながら、議会改革の推

進と市政発展のため、最大の努力をしてまいる所存

でございますので、市民の皆様には、今後ともご支

援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

議　長　

齋
さい

藤
とう

　政
まさ

子
こ

○各事務組合等議会議員　

副議長　

桑
くわ

田
た

　公
きみ

憲
のり

津軽広域連合
　　工　藤　竹　雄　議員
　　工　藤　貴　弘　議員

弘前地区消防事務組合
　　山　田　忠　利　議員
　　山　口　金　光　議員

弘前地区環境整備事務組合
　　佐　藤　　　雄　議員

黒石地区清掃施設組合
　　齋　藤　英　仁　議員
　　長　内　秀　樹　議員

久吉ダム水道企業団
　　葛　西　清　仁　議員
　　大　川　　　登　議員
　　石　田　昭　弘　議員
　　工　藤　秀　一　議員



新議員の顔ぶれ
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①工
く
　藤
どう
　貴
たか
　弘
ひろ

柏木町【新】
②工

く
　藤
どう
　秀
ひで
　一
いち

古　懸【新】
③福

ふく
　士

し
　　　稔

みのる

広　船【新】
④長
おさ
　内
ない
　秀
ひで
　樹

き

尾　上【新】
⑤山
やま
　口
ぐち
　金
かね
　光
みつ

猿　賀【新】

⑥佐
さ
　藤
とう
　　　保

たもつ

金　屋【新】
⑦佐

さ
　藤
とう
　　　寛

ひろし

新　屋【新】
⑧山

やま
　田

だ
　忠
ただ
　利
とし

碇ヶ関【新】
⑨石
いし
　田

た
　昭
あき
　弘
ひろ

猿　賀【現】
⑩原
はら
　田

た
　　　淳

あつし

沖　館【現】

⑪桑
くわ
　田

た
　公
きみ
　憲
のり

唐　竹【現】
⑫大
おお
　川
かわ
　　　登

のぼる

大光寺【現】
⑬小

お
　野

の
　敬
けい
　子

こ

尾　崎【現】
⑭葛

か
　西
さい
　清
きよ
　仁
ひと

本　町【前】
⑮工

く
　藤
どう
　竹
たけ
　雄

お

八幡崎【現】

⑯齋
さい
　藤
とう
　政
まさ
　子

こ

尾　崎【現】
⑰齋
さい
　藤
とう
　律
りつ
　子

こ

蒲　田【現】
⑱田

た
　中
なか
　友
とも
　彦
ひこ

沖　館【現】
⑰佐

さ
　藤
とう
　　　雄

たけし

南田中【現】
⑳齋
さい
　藤
とう
　英
ひで
　仁
ひと

蒲　田【現】

新議員の顔ぶれ（議席番号順）
　任期満了による７月５日の選挙で当選した議員をご紹介します。任期は平成27年８月１日から平成31年７月31

日までです。� ※敬称略。略歴は現住所（旧大字）、現・前・新別を掲載しています。



平川市議会委員会構成決定
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総務企画常任委員会
　庶務、財務、税務、企画調査、消
防の所管に関する事項、他の委員会
に属しない事項について調査、審査
を行います。

◎　大　川　　　登
○　葛　西　清　仁
・　佐　藤　　　雄
・　工　藤　竹　雄
・　石　田　昭　弘
・　山　口　金　光
・　工　藤　貴　弘

建設経済常任委員会
　土木、建設、産業経済、土地改良、
商工観光、上下水道の所管に関する
事項について調査、審査を行います。

◎　小　野　敬　子
○　桑　田　公　憲
・　田　中　友　彦
・　原　田　　　淳
・　山　田　忠　利
・　佐　藤　　　寛
・　福　士　　　稔

教育民生常任委員会
　教育、民生、保健衛生、国民健康
保険、介護保険の所管に関する事項
について調査、審査を行います。

◎　齋　藤　英　仁
○　齋　藤　律　子
・　齋　藤　政　子
・　佐　藤　　　保
・　長　内　秀　樹
・　工　藤　秀　一

議会運営委員会
　議会の運営や議会の会議規則、委
員会に関する条例等に関する事項及
び議長の諮問に関する事項について
調査、審査を行います。

◎　田　中　友　彦
○　福　士　　　稔
・　大　川　　　登
・　原　田　　　淳
・　山　口　金　光
・　長　内　秀　樹

広報特別委員会
（兼　図書室運営委員会）

　議会に関する事項を住民へ周知す
るため、議会だよりの編集を行いま
す。（兼　議会図書室の運営）

◎　石　田　昭　弘
○　工　藤　貴　弘
・　齋　藤　英　仁
・　田　中　友　彦
・　小　野　敬　子
・　大　川　　　登

平川市議会委員会構成決定
　◆各委員会の構成が決定しましたので、お知らせいたします。

◎委員長　○副委員長



会派の紹介
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会 派 の 紹 介
誠
せい

　心
しん

　会
かい

（９名）

活
かっ

　政
せい

　会
かい

（６名）

新
しん

風
ぷう

の会
かい

（２名） 一
いっ

心
しん

会
かい

（２名）

所属会派なし（１名）

役　職 氏　　名
会 長 桑　田　公　憲
副 会 長 工　藤　貴　弘
幹 事 長 福　士　　　稔
会 計 事 務 局 長 長　内　秀　樹
監 事 長 佐　藤　　　保
会 員 佐　藤　　　雄、 葛　西　清　仁、 山　田　忠　利、 工　藤　秀　一

役　職 氏　　名
会 長 田　中　友　彦
幹 事 長 大　川　　　登
会 計 小　野　敬　子
監 事 工　藤　竹　雄
会 員 齋　藤　政　子、佐　藤　　　寛

役　職 氏　　名
代 表 原　田　　　淳
会 計 石　田　昭　弘

役　職 氏　　名
代 表 齋　藤　英　仁
事 務 長 山　口　金　光

齋　藤　律　子

※会派とは…主義・主張を同じくするものによって作られ
た派閥や団体。

　　　　　　平川市議会では運営申し合わせ事項により、２
人以上の所属議員を有する党及び会派をいう。



［ 会 期 日 程 ］

６月４日（木）　本会議

６月５日（金）　（議案熟考のため休会）

６月６日（土）　（休会）

６月７日（日）　（休会）

６月８日（月）　（議事整理のため休会）

６月９日（火）　本会議（一般質問１日目）

６月10日（水）　本会議（一般質問２日目）

６月11日（木）　（議事整理のため休会）

６月12日（金）　本会議（最終日）

　平成27年第２回平川市議会定例会は、６月４日から12日までの９日間を会期として開催されました。

　６月からはじ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にて審議しました。

　本定例会に提出されました議案は、条例案１件、条例改正案３件、補正予算案４件、規約の変更２件、

指定管理者の指定１件、工事の請負契約２件、報告５件、請願２件の合計20件が上程されました。また、

最終日（12日）には補正予算案２件が追加提案されました。

　これらを慎重に審議した結果、専決第７号は起立採決の結果、原案承認となり、請願第３号、請願第４

号は起立採決の結果、不採択となりました。その他の議案については、すべて原案可決または原案承認と

なりました。

第２回（６月）定例会
第２回定例会（概要）
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審議 議案
条例案・条例改正案

●平川市運動施設条例の一部を改正する条例案
� （平成27年７月１日から施行）
　 　尾上多目的広場を設置し、及び当該施設の使用料を

定めるため。

質　疑
　問�　尾上多目的広場使用料の設定の根拠は。
　答�　旧平賀グランド使用料を参考にしたものである。

●平川市介護保険条例の一部を改正する条例案
� （平成27年月６月12日から施行）
　 　介護保険法施行令の一部改正に伴い、低所得者の第

１号被保険者の保険料率の軽減を行うため。

●平川市工場等設置促進条例の一部を改正する
条例案

（�平成27年６月12日から施行し、改正後の規定は平成
27年４月１日から適用する）

　 　過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課
税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合
等を定める省令の一部改正に伴い、過疎地域におけ
る特例の適用期限を延長するため。

●�平川市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議
会条例案

 （平成27年６月12日から施行）
　 　平川市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会を設

置するため。

質　疑
　問�　この条例の第３条に公募の市民とあるが、その公
募の基準は。

　答�　平川市の将来像に関心があり、真剣に考えていた
だける方ということで公募している。

そ　　の　　他

●青森県市町村総合事務組合を組織する地方公
共団体数の減少及び青森県市町村総合事務組
合規約の変更について

� （平成27年９月１日から施行）
　 　構成団体である三戸地区塵芥処理事務組合が平成

27年８月31日をもって解散することにより、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減
少及び青森県市町村総合事務組合規約の変更につい
て関係地方公共団体と協議する必要があるため。

●�青森県市町村職員退職手当組合を組織する地
方公共団体数の減少及び青森県市町村職員退
職手当組合規約の変更について

� （平成27年９月１日から施行）
　 　構成団体である三戸地区塵芥処理事務組合が平成

27年８月31日をもって解散することにより、青森県
市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体数
の減少及び青森県市町村職員退職手当組合規約の変
更について関係地方公共団体と協議する必要がある
ため。

●�工事の請負契約について
　 　第２期平賀総合運動施設整備（１工区）工事につい

て、請負契約を締結するため。

●�工事の請負契約について
　 　第２期平賀総合運動施設整備（２工区）工事につい

て、請負契約を締結するため。

質　疑
　問� 　企業体をつくれる建設業者は、市全体で何社ある
のか。

　答�　今回の入札は、市内のＡランクの業者10社で５
組の共同企業体をつくり、その上で入札に参加、
落札した。

　　 　なお、一つ落札した企業体は二つ目の入札には参
加できない取り決めを行い、２組の共同企業体で
第１工区、第２工区の落札となっている。

した

第２回定例会（審議した議案）
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補 正 予 算

●平成27年度平川市一般会計補正予算案（第１
号）

　 　予算の総額に歳入歳出それぞれ 6,139 万 4,000 円を
追加し、総額を 190 億 3,139 万 4,000 円とする。

●平成27年度平川市介護保険特別会計補正予算
案（第１号）

　 　予算の総額に歳入歳出それぞれ 64 万 8,000 円を追
加し、総額を 38 億 2,563 万 3,000 円とする。

●平成27年度平川市国民健康保険診療施設事業
診療所特別会計補正予算案（第１号）

　 　予算の総額に歳入歳出それぞれ 210 万 4,000 円を追
加し、総額を３億 2,162 万 2,000 円とする。

質　疑
　問　整形外科の患者数は。
　答 　１日当たりの平均患者数は４月が 32 人、５月が

40.5 人。内科も含め診療所全体で計算すると、４月
が 48.7 人、５月は 50.7 人。昨年よりも４月は７人
ほど、５月は９人ほど増えている。

●�平成27年度平川市大字大光寺財産区一般会計
補正予算案（第１号）

　 　予算の総額に歳入歳出それぞれ 56 万 4,000 円を追
加し、総額を 368 万 1,000 円とする。

●平成27年度平川市一般会計補正予算案（第２
号）

　 　予算の総額に歳入歳出それぞれ 437 万 4,000 円を追
加し、総額を 190 億 3,576 万 8,000 円とする。

●平成27年度平川市簡易水道特別会計補正予算
　案（第１号）
　 　予算の総額に歳入歳出それぞれ 437 万 4,000 円を追

加し、総額を 2,118 万 9,000 円とする。

請　　　　　願

●ＴＰＰ交渉に関する請願

趣旨： ＴＰＰ交渉の日米２国間協議は大きく進展し、日
本側の譲歩が焦点になっているが、米や牛、豚
肉などを重要品目として「除外又は再協議」を求
めた国会決議に違反していることは明白である。

　　　 　よって、ＴＰＰ交渉に関する国会決議を守れな
い場合は、交渉から撤退することを求める。

●米価暴落対策の意見書を求める請願

趣旨： 2014年産米価格が大暴落し、労賃はもとより物
財費さえ確保できない価格では経営は維持でき
ず、借地の返却と離農が同時に進むことになり
かねない。加えて、政府は米価暴落に対し、需
給は「市場任せ」を公言し、なんら対策を打ち出
していない。

　　　 　米の需給対策を放棄する方針を撤回し、政府が
需給と価格の安定に責任を持つ米政策を確立す
ることを強く求める。

報　　　　　告

●放棄した私債権の報告について
　 　時効による未収金等を放棄する。

●専決第４号　平川市国民健康保険条例の一部を
改正する条例

　 　国民健康保険法の一部改正に伴い、平川市国民健
康保険条例を改正する必要が生じたため。

●専決第５号　平川市税条例等の一部を改正する
条例

　 　地方税法等の一部改正に伴い、平川市税条例及び平
川市税条例等の一部を改正する条例を改正する必要
が生じたため。

●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

　 　地方税法施行令の一部改正に伴い、平川市国民健康
保険税条例を改正する必要が生じたため。

第２回定例会（審議した議案）

8



●専決第７号　介護保険法施行規則等の一部を改
正する省令の制定に伴う関係条例の整理に関す
る条例

　 　介護保険法施行規則等厚生労働省所管の関係省令の
一部改正に伴い、関係条例を改正する必要が生じた
ため。

●専決第８号　平成26年度平川市一般会計補正
予算（第８号）

　�　予算の総額に歳入歳出それぞれ１億 2,678 万 3,000
円を減額し、総額を 178 億 3,408 万 3,000 円とする。

●平成26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

　 　平成 26 年度国及び県の補助事業並びに単独事業に
ついて、地方自治法施行令第 146 条第２項の規定に基
づき、平成 26 年度平川市一般会計繰越明許費繰越計
算書を調製した。

●専決第３号　損害賠償額の決定について
　 　案内標識からの落氷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する。

●専決第９号　損害賠償額の決定について
　 　平賀東中学校敷地内におけるグレーチング接触事故

による損害賠償の額を定めることについて専決処分
する。

指定管理者の指定及び　　
　指定管理者の管理の期間

●尾上多目的広場の指定管理者の指定及び指定
管理者の管理の期間について

　　指定管理者の指定： 特定非営利活動法人平川市体育
協会

　　　　　管理の期間：平成27年７月１日
 ～平成30年３月31日　　　　

　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

印をしてください。

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
【記入例】

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】

第２回定例会（審議した議案）
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平成27年（６月議会）

平成27年（８月開催）

第２回 定例会議決一覧表

第１回 臨時会議決一覧表

議案
番号 議　　案　　名 本　会　議 常任委員会等

結　果 備　考 付託先 結　果 備　考
【条例案・条例改正案】
69 平川市運動施設条例の一部を改正する条例案 原案可決 付託省略
70 平川市介護保険条例の一部を改正する条例案 原案可決 付託省略
71 平川市工場等設置促進条例の一部を改正する条例案 原案可決 付託省略
72 平川市まち･ひと･しごと創生総合戦略審議会条例案 原案可決 付託省略
【補正予算案】
78 平成27年度平川市一般会計補正予算案（第１号） 原案可決 付託省略 　
79 平成27年度平川市介護保険特別会計補正予算案（第１号） 原案可決 　 付託省略

80 平成27年度平川市国民健康保険診療施設事業診療
所特別会計補正予算案（第１号） 原案可決 付託省略

81 平成27年度平川市大字大光寺財産区一般会計補正
予算案（第１号） 原案可決 付託省略

82 平成27年度平川市一般会計補正予算案（第２号） 原案可決 付託省略
83 平成27年度平川市簡易水道特別会計補正予算案（第１号） 原案可決 付託省略
【その他】

73
青森県市町村総合事務組合を組織する地方公共団
体数の減少及び青森県市町村総合事務組合規約の
変更について

原案可決 　 付託省略

74
青森県市町村職員退職手当組合を組織する地方公
共団体数の減少及び青森県市町村職員退職手当組
合規約の変更について

原案可決 　 付託省略

75 尾上多目的広場の指定管理者の指定及び指定管理
者の管理の期間について 原案可決 　 付託省略

76 工事の請負契約について 原案可決 　 付託省略
77 工事の請負契約について 原案可決 　 付託省略 　
【報告】
４ 放棄した私債権の報告について

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４号　 平川市国民健康保険条例の一部を

改正する条例 原案承認 付託省略

・専決第５号　 平川市税条例等の一部を改正する条例 原案承認 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 付託省略

・専決第７号　 介護保険法施行規則等の一部を改
正する省令の制定に伴う関係条例
の整理に関する条例

原案承認 起立採決 付託省略

６
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８号　 平成26年度平川市一般会計補正予

算（第８号） 原案承認 付託省略

７ 平成26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

８
専決処分した事項の報告について
・専決第３号　損害賠償額の決定について
・専決第９号　損害賠償額の決定について

【請願】
３ ＴＰＰ交渉に関する請願 不採択 起立採決 付託省略
４ 米価暴落対策の意見書を求める請願 不採択 起立採決 付託省略 　

議案
番号 議　　案　　名 本　会　議 常任委員会等

結　果 備　考 付託先 結　果 備　考
【人事案件】
84 平川市監査委員の選任について 原案同意 付託省略
【報告】

９ 専決処分した事項の報告について
・専決第10号　損害賠償額の決定について

議決一覧表
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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。

１．古川　敏夫　議員（一括質問方式）
　１．平川市の障害者に対する福祉行政について
　２．平川市地域活性化事業について

２．工藤　竹雄　議員（一括質問方式）
　１．新市建設計画の変更素案について
　２．合併特例債活用事業について

３．大川　　登　議員（一括質問方式）
　１．洪水対策について
　２．水道料金について

４．齋藤　政子　議員（一括質問方式）
　１．乳幼児のＢ型肝炎予防接種早期助成について
　２．平川市演劇集団夢ぶたい会場使用料助成について

５．齋藤　律子　議員（一問一答方式）
　１．国政に対し、長尾市長の見解を問う
　２．第２次平川市食育推進計画について

６．石田　昭弘　議員（一問一答方式）
　１．市長公約の「文化・観光で元気」について
　２．魅力ある観光地域づくりを目指して
　３．「観光による経済効果」について

７．齋藤　英仁　議員（一括質問方式）
　１．平川市民の政治参加への啓発について

平成27年第２回（６月）定例会　一般質問傍聴席

※６月定例会では22名の方が傍聴されました。

一 般 質 問
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１．平川市の障害者に対する福祉行政について
　　問�　現在、平川市障害者計画、平川市障害者福祉計画が進められている

が、障害者の現状は。
　　答�　全体の障害福祉サービス利用率は約12％となっており、知的及び

精神障害者のサービス利用率の高さと新規申請者も年々増えている
状況から、相談支援事業等により事業者と連携し、その時々の社会
情勢等に合った方法でニーズを把握して対応するよう努めたい。

２．平川市地域活性化事業について 
　　問�　①　イルミネーションプロムナード事業の概要について。
　　　　②　プレミアム付商品券発行事業に向けての抱負は。
　　答�　① 　場所は農協会館・駅前休憩所・ポケットパーク・商工会館・市

役所・健康センター植栽帯・中央公園街路樹・街路灯に設置を
予定している。

　　　　　 　実施期間は、平成27年11月中旬から平成28年１月中旬までの
午後５時から午後11時までの予定である。

　　　　② 　多くの市民に商品券を利用して買い物を楽しんでいただきた
い。また、関連事業として福祉商品券の交付事業及びお出か
け・お買い物支援事業も併せて実施するため、市内全域に経済
活性化効果が波及することを期待している。

１．新市建設計画の変更素案について
　　問�　①�　市内全域の防犯灯ＬＥＤ照明の設置数、実施計画及び進捗状況

は。
　　　　②　長雨・集中豪雨等で生ずる雨水災害対策は。
　　答�　① 　設置件数は292灯。現在、各町会の要望事項や図面の整理、電

力会社と契約内容の確認などの調整作業を行っており、工事は
平成27年９月から平成28年３月までで完了する予定である。

　　　　② 　具体的な対策として、今年度は平川市柏木町地区の浸水対策基
本調査業務を４月に発注した。雨水の集水範囲、側溝や排水流
末の処理能力、最終放流先の河川等を調査し、この調査結果を
もとに側溝整備の年次計画を立て実施する予定である。

２．合併特例債活用事業について 
　　問�　基本計画、建設場所、規模等について、本庁舎建設検討委員会での

質疑内容等、現時点での状況と市の考えは。
　　答�　本庁舎建設委員会は市民有識者10数名により構成し、７月までに

設置を予定している。設置した際には、建設場所や規模などを検討、
審議して基本方針に肉付けしていく。必要な項目の決定後、議員へ
の説明、パブリックコメントにより公表し、市民の意見を取り入れ
て基本計画を策定していきたい。

古川　敏夫　議員

プレミアム付商品券

西野曽江付近の防犯灯

工藤　竹雄　議員

一 般 質 問
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１．洪水対策について
　　問�　多くの集会施設は平屋であり、床上浸水を起こしたら２次災害の恐れ

がある。緊急避難所の床基礎の高さの根拠は。また、過去に経験のない
災害が起こっていることを踏まえた上での市長の考えと対策は。

　　答�　指定緊急避難場所は、40年に一度の大雨により想定される浸水状
況を県が発表した資料に基づいて指定したものであり、基礎の高さ
は建築上の基準によるものである。

　　　 　近年の突然の集中豪雨により、想定にない浸水を引き起こす可能性
があるが、どの避難場所が床上浸水までの被害を受けるかは予想で
きないため、現段階で想定される災害に耐えうる施設を避難所にし
ている。

　　　 　現在の避難所がさらに浸水する恐れがある場合は、より高台にある
避難所や基幹となる避難所の小・中学校へ２次的避難ができるよう
誘導体制を整えていく。

２．水道料金について
　　問　水道料金の将来的な値上げの可能性について。
　　答�　水道事業経営は独立採算性を原則としているが、総務省が策定する

地方財政計画で毎年度公営企業繰出金を計上するため、一般会計か
らの繰入金は今後も継続されるものと思われる。よって、当分の期
間は料金の値上げを考慮しなくても経営できるものと考えている。

１．乳幼児のＢ型肝炎予防接種早期助成について
　　問�　平川市では乳幼児のＢ型肝炎予防接種が任意接種のため、これの早

期助成に取り組んでほしい。
　　答�　平成27年１月の厚生労働省の発表では、乳幼児のＢ型肝炎予防接

種を定期予防接種に追加する方針としており、早ければ平成28年度
より、公費負担で接種が受けられるようになることから、当市では
今後の国の動向を見据えながら接種費用の助成を考えている。

２．平川市演劇集団夢ぶたい会場使用料助成について
　　問�　市制10周年記念事業の一つである第４回公演の会場使用料を助成

してほしい。
　　答�　演劇集団夢ぶたいは、地域活性化を図る市民参加型の舞台づくりを

目的に立ち上げられ、当市の文化芸術の振興に寄与するものである
ことから、平成25年度及び26年度は、補助金の支出という形で支援
した。

　　　 　今年度の演目は旧３町村を題材にしたものであり、併せて市制施行
10周年記念事業の一環として市の共催事業にふさわしいものである
ことから、文化ホールほか楽屋等の使用料を全額免除することで支
援していきたい。

避難所に指定されている
日沼地区コミュニティ施設

大川　　登　議員

齋藤　政子　議員

一 般 質 問
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１．国政に対し、長尾市長の見解を問う
　　問　①　原発問題におけるエネルギー政策について。
　　　　②　ＴＰＰにおける食糧政策について。
　　　　③　安全保障関連法案における防衛政策について。
　　答　① 　メリットを生かしたエネルギーのベストミックスの確立が重

要。
　　　　②　国が農業者に対して十分な配慮のうえ交渉してほしい。
　　　　③　十分な議論を尽くし、国民の理解を得る必要があると考える。

２．第２次平川市食育推進計画について
　　問　①　ＴＰＰ参加等の社会情勢の変化などによる見直しについて。
　　　　②　女性の社会進出による家庭料理等、食の現状と課題について。
　　　　③　学校給食における食育推進（地産地消促進）の目標値について。
　　　　④�　教育・保育施設の食育の取り組みにどのようにかかわっていく

のか。
　　　　⑤�　経済部農林課、健康福祉部健康推進課の役割と連携強化につい

て。
　　答　① 　現状に沿った食育推進の目標項目及び目標値の見直しが想定さ

れる。
　　　　② 　食の大切さや料理をする意識啓発をし、朝食摂取率の向上を目

指す。
　　　　③ 　学校給食センターと農協及び生産者が連携できる体制づくりに

努め、地元農産物の利用率向上を図りたい。
　　　　④ 　各施設の食育活動推進のため、ひらかわ元気ファミリー（キャ

ラクター）の派遣や、地産地消を推進するため、給食の使用食材
の調査を実施する。

　　　　⑤　連携強化は協議会の意見を聞きながら対応していきたい。

１．市長公約の「文化・観光で元気」について
　　問　①　現状の交流人口と観光収入について。
　　　　②　観光振興の中長期ビジョンについて。
　　答�　① 　交流人口観光入込実人数が約14万2,000人。宿泊費、域内交通

費、買物、土産、飲食費等の観光収入観光消費額は約15億8,000
万円である。

　　　　② 　盛美園等の全国に誇れる観光資源を生かした着地型観光を推進
するため、市民、関係団体、市が一体となって受入体制の整備
に努めたい。

２．魅力ある観光地域づくりを目指して
　　問　①　３自治体による広域観光、「津軽南」の連携について。
　　　　②　観光地・施設トイレの洋式化、生け垣の保全、歩道整備について。
　　答　① 　観光アドバイザーによる３市村の観光地診断の実施と観光商品

の造成、ＰＲ方法等へのアドバイスをもとに、幅広くＰＲする
予定である。

　　　　② 　国の交付金を活用し、観光施設のバリアフリー化、多言語表示
化、Ｗｉ－Ｆｉ利用環境整備に要する経費の一部を助成する予
定。生け垣は所有者に保全の徹底をお願いし、歩道整備は総合
的に可能性を探っていきたい。

３．「観光による経済効果」について
　　問　①　平川市特産品の開発、６次産業化のその後の状況について。
　　　　②�　まちづくり懇談会で質問があったワイン特区を得るための必要

条件は。
　　　　③　猿賀神社門前市（いち）の開催などを検討してはどうか。
　　答　① 　ＡＢＣ相談会に市内事業者５名が参加し、新商品18品を開発

している。
　　　　② 　市が特区計画を作成し、特例措置を受け製造する事業者を特

定、あるいは１年以内に特定できる状況にある場合に計画が認
定される必要がある。

　　　　③ 　農業者等から開催希望がある場合に、時期や場所等を検討して
いきたい。

齋藤　律子　議員

石田　昭弘　議員

平川市食育推進キャラク
ター「ひらかわ元気ファ
ミリー」

猿賀神社門前

※ＡＢＣ相談会 … あおもり食品ビジネスチャレンジ相談会

一 般 質 問

14



１．平川市民の政治参加への啓発について
　　問　選挙の投票率向上のための新たな施策は。
　　答�　当委員会は、来年の参議院議員通常選挙に向けて、期日前投票所の

増設及び投票所の環境整備、選挙啓発の準備を進めている。
　　　 　期日前投票所の増設については、投票機会の確保策として利便性の

高い施設への設置に向けて調査、検討を進めている。
　　　 　投票所の環境整備は、各投票所への車いすの配置や簡易スロープの

設置を投票管理者と相談、検討している。また、選挙権年齢の引き
下げも踏まえて小学校、中学校、高等学校の選挙出前講座の普及に
向け、平川市及び青森県の明るい選挙推進協議会並びに教育委員会
と連携を図っていきたい。

　　　 　選挙時の啓発としては、平川市明るい選挙推進協議会と連携した広
報車による巡回広報の見直しや、町会放送施設等を活用した投票の
呼びかけの実施を町会関係者と相談のうえ、引き続き検討を進めて
いく。

　７月22日に愛知県の新城市議会議員６名が木質バイオマス発電施設について、当市へ行政視察に訪れました。
　㈱津軽バイオマスエナジー取締役、津軽バイオチップ㈱課長、商工観光課長より木質バイオマス発電施設の説明が
行われ、来訪された議員からは、発電所建設が平川市となった理由や発電所稼働の地域経済への影響等について質問
がなされました。

▲説明会の様子 ▲施設見学の様子

齋藤　英仁　議員

ようこそ 平川市へ

一 般 質 問
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＊議会の動き＊
６月
４日～12日	 	平成27年第２回定例会
　	 4日	 	陸上自衛隊前幕僚長陸将　君塚栄治氏を囲む会に議

長出席
　	 20日	 	碇ヶ関地域活性化推進協議会総会に議長出席
　	 23日	 	第２期平賀総合運動施設起工式に議長出席
　	 〃日	 	平成27年度平川市労働福祉協議会通常総会に議長

出席
　	 24日	 	平成27年度平川市物産協会通常総会懇親会に議長

出席
　	 25日	 平川市防犯協会通常総会に議長出席
　	 30日	 第10回高齢者軽スポーツ大会に議長出席

７月	 ８日	 知事による高品質りんご生産に係る現地激励に議長
出席

　	 ９日	 	平成27年度平川市「社会を明るくする運動」及び
「青少年の非行・被害防止全国強調月間」運動に議
長出席

　	 15日	 	平成27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）

	 19日	 	第59回平川市連合獅子踊保存会巡回競演大会に議
長出席

	 　22日	 	愛知県新城市行政視察に議長、事務局長出席
	 〃日	 	第70回市町村対抗青森県民体育大会平川市選手団

結団式に議長出席

	 24日	 	東北市議会議長会関係省庁要望活動に議長、事務局
長出席（東京都）

	 26日	 	田舎館村合併六十周年・村民歌制定記念式典及び祝
賀会に議長出席

	 28日	 	第９回弘南鉄道活性化支援協議会総会に議長出席
	 	
８月	 ３日	「平川ねぷたまつり2015」表彰式に議長出席
	 ５日	 第42回おのえねぷた祭り表彰式に議長出席
	 ９日	 第70回市町村対抗青森県民体育大会解団式に議長

出席
	 15日	 碇ヶ関御関所祭りに正副議長ほか出席
	 18日	 平成27年度平川市戦没者追悼式に議長出席
	 20日	 議会広報特別委員会
　	 21日	 平成27年度津軽南市町村議会連絡協議会第１回定

期総会に正副議長、事務局長出席（大鰐町）
	 23日	 平成27年度青森県南黒地区消防協会放水競技大会

に議長出席（田舎館村）
	 29日	 平川市土砂災害防災訓練に議長ほか出席
	 30日	 第34回チャリティ商工会員とその家族・従業員慰

安会並びに永年勤続者表彰式に議長出席
	 31日	 議会運営委員会
	 〃日	 議会広報特別委員会

平成27年

　８月、浚
しゅん

渫
せつ

を終えた猿賀神社・鏡ヶ池の北側に、大輪のハスの
花が咲きました。得も言われぬ美しさに、しばし時の流れを忘れ
るほどでした。
　観光で訪れた人たちも見入っていました。聞くところによる
と、田んぼアートの帰り、時間があったので寄ったと言います。
足を運んでくださって、本当にありがたいと思いました。
　国が掲げる「まち・ひと・しごと創生基本方針2015」に、観光
業を強化する地域における連携体制の構築があります。
　旅行雑誌に掲載されたように、平川市・黒石市・田舎館村の

「津軽南」エリアには、魅力的な観光資源が豊富です。
　地域活性化のために、連携を深化させる今後の取り組みに期待
を寄せます。
　市議会は、７月の改選を経て顔ぶれも新たになり、広報特別委
員も入れ替わりました。
　市民の皆様に、市議会の活動内容を報告することを目的に設置
された当委員会。
　これからも分かりやすく、読みやすい広報づくりを目指し、委
員一同力を合わせて参ります。� （石田　昭弘）

◆◆◆ 編 集 室 から ◆◆◆

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。
インターネットでも議会の
模様を視聴できます！

詳しくは議会事務局まで
電話（0172）44－1111（内線1511）

※生中継です。録画はありません。
　　URL：http://www.ustream.tv/

平成２６年平川市議会傍聴者実績
（単位：人）

期　間
傍聴者数

平川
市内

平川
市外 計

第１回臨時会 2月26日 4 1 5

第１回定例会 3月4日～3月13日 31 2 33

第２回定例会 6月12日～6月19日 24 3 27

第３回定例会 9月5日～9月16日 37 2 39

第４回定例会 12月4日～12月12日 21 2 23

合　　計 117 10 127

 （傍聴者数はのべ人数です。）

「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
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