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１２月定例会から、一般質問の形式が、従前通りの一
括方式か一問一答方式を選択して行うことになりました。
一問一答方式が分かりやすいという声もあります。
どうぞ、変わった議場に是非足を運んで傍聴して下さ
い。

１２月の主な議案

報告：にかほ市観光開発株式会社の経営状況
議案：にかほ市行政財産使用料徴収条例の一部
改正について
一般会計等補正予算

詳細について知りたい方は連絡下さい。

今年もまた雪の中での新年となりました。皆様には、
益々ご清祥の事とお喜び申し上げます。
さて昨年は、大雪に始まり、地震・大雨など自然災害
に見舞われた一年でありました。今年は、穏やかな、そ
して皆様には希望の叶う年であらんことを祈念致してお
ります。
早いもので、皆様方から議会に送って頂き間もなく２
年目を終わろうとしております。昨年は、毎回の定例会
で一般質問をさせて頂きました。従って、本来ならば、
その都度皆様方にご報告をさせて頂くべきところでした
が、３月３日
その目標を果たせませんでした。
そのこともあり「HP
本会議：会派代表質問
の開設」致したところであります。まだまだ行き届かな
い面が多々ありますので、逐次改善して参りたいと存じ
ております。どうぞ、皆様からも提案や意見を承れれば
幸甚です。
本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。
（失礼ながら、ポストインさせて頂きます）
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一般質問は一括方式か、一問一答か選択方式に

１２月定例会 私の一般質問から

URL http://suzuki-toshio.jp

震災瓦礫受入れなどを問う

一、震災のののの瓦礫のののの受入れについて

問 県 知事 は岩 手県 の震災 の瓦 礫十 三万 トンの 受入 れを 表明 し
た。当 市に この 要請 があっ た場 合の 市長 の見解 はい かが か。 ま
た、仮に受入れをする場合の条件はどうか。

答 同 じ東 北人 とし て受入 れを した いが 、当市 の焼 却施 設は 老
朽化し てお り、 また 、前処 理の ため の破 砕設備 等も なく 課題 が
多い。 そう した 課題 が解決 でき れば 、市 民に説 明し 、理 解を え
なければならない。

問 受 入れ には 慎重 を要す るも のの 、職 員を現 地に 派遣 し状 況
把握する考えはないか。

答 受 入れ をす る・ しない は別 とし て、 派遣し て状 況の 確認 は
したい。

二、ドクターヘリ配備にににに伴伴伴伴うううう救急搬送体制について

問 一月から運行の始まる 「ドクターヘリ」は救命率の向上な
ど期待 が大 きい 。こ れによ って の当 市で の救急 患者 の搬 送基 準
はどの よう にな るの か。ま た、 これ によ る病院 まで の搬 送時 間
はどのくらいか。ランデブーポイントの整備状況、安全対策は。

答 搬 送手 順は 地元 の病院 から の要 請と 救急現 場か らの 要請 が
ある。 現場 から の要 請は、 救急 救命 士の 判断で の要 請と なる 。
病院までの搬送時間は、例えば由利組合病院までは七分である。

答 ラ ンデ ブー ポイ ントの 安全 対策 には 、人が 周辺 にい るか 、
着陸に支障がないか十分な対策を講じていく。

にかほ市にランデブーポイント （ヘリの着陸場所）
・消 防本部 前
・鉾立駐車場
・小 砂川分 校跡 地
・仁賀保グリンフィールド
・象 潟中学 校跡 地
・釜ヶ台水芭蕉公園

三、緊急雇用臨時対策事業のののの検証とととと今後のののの対策
問 失業された方の本事業を経てからの雇用の動向はいかが
か。お 分か りで した ら当地 域の 失業 率は どの位 か。 今後 、雇 用
維持が懸念される中本事業が終わる。今後の対策を伺う。
答 平 成二 十年 度の 末から 平成 二十 二年 度まで 雇用 され た質 御
者数は 三百 二人 、こ のうち 就職 が決 まり 途中退 職し た方 が四 十
名期間 満了 後に 決ま った方 が二 十名 、事 業の委 託先 で引 き続 き
雇用さ れた 方が 十二 名。当 事業 を踏 み台 にして 、再 雇用 を果 た
した方 は全 部で 八十 名だ。 再就 職を 為し 得てい ない 二百 名の う
ち百五 十七 名は 本年 度の事 業で 雇用 され る。失 業率 は、 本荘 館
内一本 化さ れて おり 、把握 でき ない 現況 である が、 離職 者数 は
毎月三 百人 前後 で推 移して おり 、前 年対 比では 下回 って いる 。
地域的 なニ ーズ の高 い雇用 創出 事業 の十 三事業 は来 年度 も実 施
される見通しである。ふるさと雇用はまだお答えできる段階に
ない
四、にかほ市地域振興交付金制度のののの創設について
問 地 域の 活性 化や 連帯の 強化 をね らっ て、地 域振 興交 付金 制
度が検 討さ れて いる ようだ 。こ の事 業の 立案の 経緯 、概 要を 伺
う。
答 昨 今の 厳し い地 域環境 や経 済雇 用情 勢の中 、ま た、 先の 震
災を通して減災には 「地域力」を教訓として感じた。平成十七
年から 合併 特例 債を 活用し 六年 間で 十八 億円を 地域 振興 基金 と
して積立ててきた。この基金を崩しながら、市民の連帯の強化、
地域振 興に いか した い。概 要は 、地 域住 民の創 意と 工夫 によ る
課題解 決や コミ ニテ イの増 進な ど考 えて いるが 、具 体的 には 小
学校単 位に 釜ヶ 台を 含めて 八区 の形 で考 えてい る。 今、 自治 会
長連絡協議会で具体的なことを検討している。
問 地 区協 議会 には 職員か らも 出て もら うなど アド バイ スを 期
待したい。特産品の開発、伝統の保存や継承も対象にすべき。
答 職員の補助的な形は考えたい。ソフト面も考えたい。

当局から示された第１案は消防本部付近（グランド）であった
が、この用地は他に利用すべきや近隣集落からもう少し離して
ほしいなどの意見が出て、先般第２案として、金浦の雪車町付
近（金浦の最終処分場付近）が候補地として示されている。そ
して、今年は環境アセスを実施、その予算が今後示されること
になる。

この件では、９月定例会一般質問で、６月に続いて取り上げさ
せてもらった。以下は質疑のやりとりです。

９月定例会
９月定例
会 私の一般質問から

建設判断は行政責任者としての判断

質、当市の 発展計画 では、この ごみ処理 施設は
由利本荘市 と協議し ながら推進 するとあ る。市
民の代表が 協議をし 市民に説明 している 。単独
でと結論を 出したの はいささか 早まった のでは
ないか。

答、これま で協議は 進めてきた が結果は 御承知
の通りだ。 この事の 経緯・経過 は広報で 市民に
知らせて いる。

質、協議の 中で建設 年度の折合 いが一年 の差で
合意に至ら なかった のは残念で あった。 この件
では由利本 荘市から 断られたの か、当市 で断っ
たと解釈 すべき か、 伺います 。

答、協議の 段階でい ろいろあっ たが、出 来るだ
け市民の負 担、市の 負担を少な くしよう 、合併
特例債を使 おうと話 を進めてき た。しか し、こ
れまで私たちははしごを外されてきましたの
で、私の 方から 単独 でやりま すと話 をし た。

質、市民皆で作った計画書である。もう
少し、市民にこういうふうに変更してゆ
くことを知らしめる必要があったので
ないか。

答、状況によっては行政の責任者として
判断しなければならない面もある。市民
から負託を受けた市長ですから、私の判
断でやる ことも あっ ていいと 思う。

質、計画書はもっと丹念にやるべきでな
かったか 。

答、意見のすれ違いだ。毎年一億円もか
けて補修している現状から、私の判断で
方向性を 選択す るの は当たり 前であ る。

