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地球深部探査船「ちきゅう」が
下北八戸沖において、海洋科学掘削の
世界最深記録を達成しました。
( 上 ) 世界最深記録達成記念式典のようす
( 左 ) 地球深部探査船「ちきゅう」

八戸市復興産業集積区域における固定資産税の
特別措置に関する条例などを可決
平成 24 年 9 月定例会は、9 月 4 日から 9 月 21 日までの 18 日間の会期で開かれ、平成 24 年度一
般会計補正予算、平成 23 年度一般会計・特別会計・企業会計決算など、議案 16 件、認定 2 件を可
決して閉会しました。
他の主な議案

○地方卸売市場八戸市魚市場条例の一部を改正する条例の制定について
○八戸市防災会議条例及び八戸市災害対策本部条例の一部を改正する条例の
制定について
○八戸市過疎地域自立促進計画を変更することについて
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はちのへ市議会だよりは、市のホームページでもご覧になれます。
http://www.city.hachinohe.aomori.jp

一 般 質 問

今定例会では、個人質問が 13 名あり、財政、
福祉行政、観光行政、環境行政、教育行政な
ど、129 項目の質問の中から質問議員 1 人に
つき 1 項目を取り上げ、要旨を掲載しました。

放射能対策は

橋

政新クラブ
高

馬

農業・畜産業・漁業に

これによる被害としては、漁業

射性セシウムが検出された。

れたマダラから基準値を超える放

阻害していた雑木などを取り除い

出事業において、これまで眺望を

から実施している市の緊急雇用創

予定でもあり、自然景観に配慮し

陸復興国立公園区域に指定される

備については、今後、同地域が三

づくりを支援するとともに、学校、

今後も、いじめを許さない学校

に努めている。

る情報を収集・整理し、実態把握

家庭、地域と連携していじめの兆

た整備が求められることから、関

係者と協議をしていきたいと考え

たことから、現在では、ＪＲ八戸
線や葦毛崎展望台を見渡すことが

候をいち早く把握し、迅速に対応

者においては、漁獲したマダラの
処分や、休漁を余儀なくされてい

ている。

文

日本共産党議員団

端

明

産業廃棄物の撤去の見通しは

できるよう努めていく。

可能となった。

保

いじめの実態把握の状況は

田

民主クラブ
下

田

【問い】

いじめは深刻な問題で

あるが、学校におけるいじめの実

センターの産業廃棄物は、地域住

う必要があることから、月ごとあ

対して、早期発見、早期対応を行

【答え】

業廃棄物については、約１万７千

【答え】

の撤去の見通しについて伺いたい。

の影響が懸念されることから、そ

旧三協リサイクル処理

態をどのように把握しているか伺

民のみならず市民の健康と生活へ

るいは学期ごとなどに、それぞれ

㌧が野積みされたままとなってい

本年７月に行われた重点事業要

対する最重点要望事項とした。

積み産業廃棄物の早期撤去を県に

同センターの野積み産

の実情に応じてアンケート調査な

ることから、市では、本年度、野

なサインを見逃すことのないよう、

さらに、児童生徒が発する小さ

どを行っている。

各学校では、いじめに

いたい。

【問い】

夫

る漁業もあるほか、関係業者にお
いては、出荷したマダラの回収・
処分、風評による取引の減少も出
ていると聞いている。
市では、国・県の検査を補完し、
基準値を超えた水産物が流通しな
いよう、魚市場における販売前の
放射性物質検査を実施することに
しており、これまで国・県の検査
結果を市ホームページで公表して
いるが、今後、より多くの市民に
情報提供できるよう検討していき
たいと考えている。

かど

鮫角灯台下を整備し活用する
考えは
自由民主・市民クラブ

個人面談や家庭訪問などを通して

望説明会の場において、県より観

男

丁寧な児童生徒理解に努めている。

測井地下水における総水銀の基準

一

市教育委員会では、毎年実施し

超過が公表され、８月にはダイオ

脇
【問い】

の新しい観光スポットとして注目

ている調査により、市全体のいじ

島

戸線や葦毛崎、太平洋が眼下に広

しているが、その活用に当たって

キシン類の基準超過も判明したこ

伺いたい。
【答え】

がる素晴らしい場所であるが、空

めの認知件数などを把握するとと

とを受け、県では、観測井など計

せい

・県などが実施しており、県では、

き地を公園化し活用するとともに、 は、国有地や民有地が多く、また

もに、スクールカウンセラーや心

３地点において、総水銀およびダ
同灯台周辺は、本年度

鮫角灯台下は、ＪＲ八

県内４カ所に検査機器を整備し、

葦毛崎方面に抜けるルートがない

の教室相談員などに寄せられた相

で放射性物質は検出されていない

【答え】

あし

モニタリング調査を実施している。

周辺に遊歩道を整備する考えはな

ことが課題であると認識している。

イオキシン類の再調査を実施した

が、水産物は、八戸港で水揚げさ

農産物および畜産物は、これま

いか伺いたい。

談内容の中から、いじめにつなが

市では、同灯台周辺を種差海岸

鮫角灯台から見た葦毛崎展望台
同灯台周辺の活用と遊歩道の整

放射性物質検査は、国

害状況および今後の対策について

おける放射性物質の検査方法、被

【問い 】

一

農業・畜産業・漁業における

市政に対する
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る調査方法などについて、専門家

県は、野積み産業廃棄物に関す

定資産として同センターに譲渡さ

に譲渡され、出資金についても特

法人あおもり農林業支援センター

外の事業は、新設された公益社団

分収造林事業のみを残し、それ以

同公社については、本年４月に

環境の確保に努めていく。

活用などを総合的に検討し、競技

拡充や用途廃止された施設の有効

ッカー場の新設、既存施設の機能

ランの検討結果なども考慮し、サ

熱中症が疑われる症状への応急処

保健室への冷房設備の設置は、

ていない。

保健室には、冷房設備は設置され

【答え】

たい。

設備を設置する考えはないか伺い

施設として改築することとした。

現在地に津波避難ビル・防災拠点

結果、環境基準値未満との報告が

の助言を受け検討するとしており、

れたところであり、今後、市に負

あった。

市としては、引き続き行政代執行

考えは

高

山

元

延

えるが、復興交付金事業計画とし

い形の防災拠点施設にすべきと考

区避難者の避難困難の解消に寄与

て、津波災害時における小中野地

橋橋りょう拡幅事業などと合わせ

この改築は、県の八戸階上線湊

ての同公民館の改築に対する所見

するものであり、地域住民の安全

小中野公民館は、新し

を伺いたい。

【問い】

自由民主・市民クラブ

小中野公民館の改築に対する

置の可能性について研究していく。

機能の強化という観点からも、設

もに、熱中症対策のほか、避難所

学校との情報交換を実施するとと

今後は、設置の必要性について、

現在、市内小中学校の

による野積み産業廃棄物の早期撤

置を施す上で望ましいものと認識

志

小中学校の保健室へ冷房設備を

している。

担が及ぶことはないと考えている。

り組みは

橋

民主クラブ
石

充

サッカー場整備への今後の取

去とともに、周辺土壌や地下水の
汚染範囲の特定を求めていく。

青い森農林振興公社の破綻問
題に対する所見は
民主クラブ

する市民ニーズが高く、サッカー

当市は、サッカーに対

【問い】

場の確保・整備について、市とし

【問い】

興公社が、本年８月２日に民事再

ても積極的な取り組みが必要と考

義

生法の適用を申請したことについ

えるが、今後のサッカー場整備に

和

て、同公社への市の出資額と、今

向けての所見を伺いたい。

田名部

後、出資者の立場としての責任が

【答え】

社団法人青い森農林振

市に及ぶことがあるのか、所見を

ては、県立屋内スケート場の建設

市のサッカー場につい

伺いたい。

開始に伴い、今後不足が予想され

同公社への出資金総額

【答え】

ることから、長根公園運動場およ
び多目的広場の代替地も含めた、

は１０１８万円で、そのうち市で
万円を出資していた。

・安心の確保が期待されている。

は

市では、小中野地区に

【答え】

それと同時に、八戸市復興計画

設置する考えは

おいて、新たに小中野小学校を津

において目指している「より強い、

新たなサッカー場の確保が必要で

波避難ビルに指定したところであ

より元気な、より美しい八戸」の

社員説明会において、負債総額は

今後のサッカー場の整備につい

熱中症などの対策とし

伊

無所属

るが、依然として避難場所が不足

実現に向けた取り組みであると考

あると認識している。

【問い】

していることから、地域住民に広

ては、本年８月３日に開催された

ては、廃止されることが予想され

て、児童生徒の健康と安全のため

えている。

子

３６７億円で、負債の主な原因は、

る施設の代替機能の確保も含め、

く認知されている小中野公民館を

圓

分収造林事業による債務超過であ

に、市内小中学校の保健室へ冷房

藤

小中野公民館

現在策定中である長根公園再編プ

また、同公社の破綻問題につい

サッカー場

るとの説明を受けている。
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特別支援アシスタントを増員
する考えは

孝

自由民主・市民クラブ
小屋敷

博

司

バリアフリーの現状と課題は

浦

民主クラブ
三
坂

修

障がい者の就労継続支援事業
所が抱える問題は
公明党
夏
【問い】

市の健康福祉関連計画

が対象者別に策定されていること

援事業所が抱える問題点について

【問い】

【問い】
から、横断的な要素の強いバリア
伺いたい。

障がい者の就労継続支

特別支援学級だけではなく、通常
フリーの視点が薄れていると感じ

【答え】

小中学校においては、

のクラスにおいても特別な教育的
ているが、当市におけるバリアフ

密に支援していく。

マダラの放射性セシウム検出
問題への対応は

田

勝

日本共産党議員団
松

納税者の利便性を考えた納税

川

優

里

納税方法について、従

藤

自由民主・市民クラブ

方法の導入を

【問い】

来の庁舎窓口や銀行での納入のほ

か、コンビニ収納やインターネッ

体制や補償に関する相談など、県

可能で場所を選ばない、納税者の

マダラの放射性セシウ

【問い】

トバンキングなど、

時間対応が

ム検出問題について、今後、検査

は、安定的な収益を確保しながら

同事業所が抱える問題

支援を要する児童生徒が増加傾向
リーの現状と課題について伺いた

にあり、児童生徒の障がいの実情

ついての所見を伺いたい。

利便性を考えた方法を採用する自

【答え】

その要因として、①障がい者が

【答え】

【答え】

や市の役割は大きなものがあると

くりの推進に当たって、市民のた

従事している仕事は簡易で単純な

マダラから基準値を超える放射性

性を考慮し、市税について、口座

事業を継続させることが難しいと

に適した支援をしていくことが必

めの安全・安心な生活の確保と、

作業が多く、利益率が低いことか

セシウムが検出され、県からマダ

振替による納付を推進しているほ

い。

要と考えるが、当市における特別

高齢者や障がい者などに配慮した

ら、工賃が低額であること②事業

ラの出荷自粛の要請があったこと

か、休日や夜間の納税相談などで

治体が増加傾向にあるが、当市に

支援アシスタントの配置状況と、

生活の支援が必要であると考えて

所が経営的側面より福祉的側面に

から、市では、県とともに、八戸

も納付を受け付けている。

考えるが、市の対応について伺い

その効果および今後の増員に向け

いる。

重点を置いていること③障がい者

港放射性物質対策協議会に参画し、

県内でコンビニ収納を実施して

いう点である。

ての考え方を伺いたい。

このことから、これまで公共施

の特性などにより継続就労が難し

①魚市場における販売前の放射性

いるのは、県のほか８市町村とな

成

年度から、特別支援教育アシ

しかしながら、現状では、いま

設などに公園の草刈作業などを優

当市においては、障害者支援施

が指示されているが、市としては、

れたマダラについては、出荷規制

現在、青森県太平洋沖で漁獲さ

国的にもまだ普及していないこと

グを利用した収納については、全

市では、福祉のまちづ

スト事業として小中学校へ特別支

設における障がい者用トイレの整

く、安定した労働力の確保が困難

物質検査体制の構築②東京電力株

っており、実施に当たっては、取

おける、これらの納税方法導入に

援アシスタントの配置を行ってお

備をはじめ、点字ブロックの敷設

なことである。

式会社への損害賠償請求③出荷自

扱手数料や新たなシステム導入の

要望がある全ての学校にはまだ応

だ十分とはいえず、高齢者や障が

先的に発注しており、今後も事業

今後も事態の推移を見ながら、県

から、今後の課題としてその動向

八戸港で水揚げされた

り、配置校からは、個別の声掛け

やスロープの設置を進めてきたほ

県では、中小企業診断士などを

粛に伴う水産物の処分について、

初期投資費用などの課題もあるが、

本年度の同アシスタントの配置
校 で、

えられていないことから、増員し

い者などに不便をかけているとこ

所が主体となり、経営改善や販路

および関係団体と連携し、適切に

校からの要望に対し

ていく必要があると考えており、

ろもあることから、これらを今後

の拡大、新規事業の展開などがさ

は、

今後も同事業の拡大を図るととも

どのように解消していくかが課題

を注視していきたいと考えている。

一方、インターネットバンキン

査研究していきたいと考えている。

に、特別支援教育が一層充実する

対応していきたいと考えている。

よう努めていく。

らに進むよう、関係機関と連携を

30

市では、納税者の利便

や 対 応 が 継 続 し て 行 わ れ る こ と で、

か、道路関係では、歩道の段差解

事業所に派遣し、必要な知識や技

問題の解決に向けて協議を重ねて

市としては、その導入について調

市教育委員会では、平

落ち着いて学習できるなどの具体

消やくらしのみちゾーン形成事業

術を提供する青森県工賃向上支援

いる。

【答え】

的な成果が寄せられている。

としての電線地中化など、バリア

事業を実施している。

たい。

24

フリー化の促進に努めている。

19

で あ る と 認 識 し て い る。

59
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年度の一般・特別・企業会計の決算および関連議案１件は、委員

決算特別委員会
平成

その際に、各会派から決算に対し、総括意見がありましたので、その要

人で構成する決算特別委員会で審査し、賛成多数で認定されました。

23

旨を掲載しました。

決算特別委員会

健全化基準をクリアし、実質公債

するよう要望する。

推進への努力に期待する。

患者の増加により、純利益は約６

市民病院事業では、入院・外来

このことは、行財政改革に積極的

億２千万円と、３年連続の黒字と

費比率も前年度より改善している。

に取り組んだ成果であると高く評

なった。

地域医療を取り巻く環境が厳し

価する。
予算執行に当たっては、全ての

い中、地域の中核病院として地域

田

西

高

藤

工

水

端

村

橋

川

藤
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吉
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優
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晴
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立

豊

石

坂

森

戸

澤

橋

花

田

橋

本

園

定

時

敬

美

充

眞

秀

博

廣

知

之

好

志

将

一

販売を含めた、市史のさらなる販

アム（はっち）など公共施設での

今後は、八戸ポータルミュージ

を評価する。

費で最大の効果を上げていること

点的に配分されており、最小の経

した、市政発展上重要な施策に重

などの戦略プロジェクトを中心と

費などの削減や効率的な資金調達

の落ち込みはあったものの、人件

自動車運送事業では、運送収益

全議案に賛成

民主クラブ

営健全化に努めることを要望する。

に支障のないよう、より一層の経

らなる医療体制充実のための投資

周産期センター拡充事業など、さ

機器の買い替えや新規設備投資、

ともに、今後も、老朽化した医療

く着手していることに感謝すると

ニーズに即した取り組みにいち早

被ばく医療合同訓練を行うなど、

医療を支えていることや、緊急時

事務事業で必要性、緊急性、効率
性の観点から見直しを行い、財政
健全化と行財政改革の推進に配慮
するとともに、第５次八戸市総合

冷
浦
満

売促進と資料の適切な保管場所の

計画に定めている地域の安心確立

三
中

夫

博

田

恒

による資金繰りの好転により、２

館

確保、軽度・中等度難聴児に対す

０９８万６千円の純利益を計上し、

大

る補聴器購入への助成と言語聴覚

市財政を取り巻く環境は、依然

い状況にあり、各種事業のビジョ

累積欠損金は２億３２１５万３千

これまで、バスの等間隔運行や

ンをより明確にし、有効性と実効

士の利活用、若者の雇用対策とし

孝

自由民主・市民クラブ

幅広く対応できるような体制づく

路線バス上限運賃化実証実験、運

性に配慮した事業による行政運営

として極めて厳しく予断を許さな

り、防災に対する市民の意識向上

行経路の見直しなど、公共交通政

が求められている。

円となった。

と消防団員のさらなるスキルアッ

策は一定の成果を収めており、そ

このような中で、一般会計・各

全議案に賛成

プに向けた救命講習の受講機会の

の積極的な姿勢と企画力に対し敬

特別会計では、東日本大震災によ
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一般会計・各特別会計決算では、

２万３千円、特別会計の実質収支

拡大、地域住民との連携による公

意を表するとともに、今後の正便
せて

億２２

額が８億７４２９万９千円、合わ

民館の耐震化を含めた施設整備と

り受けた甚大な被害の迅速な復旧

一般会計の実質収支額が

億７６５２万２千円の黒字

益・不採算に基づく公共交通政策

て相談・就労支援事業などによる

小屋敷

決算特別委員

救命講習のようす

機能強化などについて、十分検討

35

となり、財政指標はいずれも経営
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と、創造的復興に向けた復興計画

い公共交通機関として、安全で安

中心の取り組みを推進するという、

進計画に定める戦略プロジェクト

て、第５次八戸市総合計画後期推

に取り組みながらも、３年連続で

て、地域完結型の医療体制づくり

して、また地域医療支援病院とし

制の充実による地域の中核病院と

市民病院事業では、救急医療体

市の実現を目指し、復旧・復興を

る海と大地が響きあう北の中核都

今後も、当市の将来都市像であ

とに心から敬意を表する。

からの復旧・復興に努めてきたこ

下で、行財政改革を推進し、震災

となり、現下の厳しい財政状況の

を求め、取り組むことを期待する。

から、地域公共交通のあるべき姿

兆しが確実に見えてきていること

実証実験により、乗客数の増大の

実施している路線バス上限運賃化

３万２千円の減となったことを高

処理欠損金は前年度より６億９３

年連続の大幅黒字計上となり、未

１４７２万２５１０円の増で、３

両輪での行政運営を求められる難

単年度の黒字決算となり、収支の

最優先とし、快適な市民生活のた

月より

しさがあったが、その市政運営は、

改善を進めていることを評価する。

めの社会資本の整備や少子高齢化

推進するとともに、昨年

おおむね評価できる。

今後は、老朽化した医療機器の

に即応する施策の推進に取り組む

別会計決算では、実質収支額が合

連盟事業補助金については、八戸
更新や病院設備の補修、公立病院

よう要望する。

しかし、青森県アイスホッケー

億７６５２万２千円の黒字

市の主体的な管理に改めるべきで
特例債の償還、定年退職者の増加

また、若い世代のニーズに柔軟

計で

あり、それぞれの補助金の在り方
など多額の支出が見込まれること

に対応するため、出生届け時の誕

心な運送サービスの提供を要望す

について再検討するとともに、公
から、八戸市立市民病院改革プラ

生祝い品に関し、予算増額と内容

の推進に努めながら、一方で、第

平性・透明性を確保した補助金お

ンに沿った、より一層の経営健全

の検討を要望する。

る。

よび委託料の在り方について検討

化に努め、医療機器や患者サービ

５次八戸市行財政改革大綱に沿っ

すること、また第５次八戸市総合

スの充実による医療の質の向上に

政新クラブ
全議案に賛成

ゼーションの発展に伴うバス利用
の減少などにより、厳しい経営環
境にある中、八戸市営バス事業経

化を図った結果、純利益となり、

エックス線血管撮影装置・ガンマ

市民病院事業では、老朽化した

営健全化計画に沿って業務の健全

・５ ％ か

今後は、医療機器の更新や病院

設備の補修増大、および定年退職

者の増加や公立病院特例債の償還

などにより、多額の支出が見込ま

れることから、八戸市立市民病院

改革プランに沿って経営健全化に

努めるとともに、救急医療のさら

なる充実と患者へのサービス向上

を図るなど、地域の中核病院とし

ての役割を果たし、地域医療の質

の向上に向け、より一層精進する

ことを要望する。

公明党

全議案に賛成

一般会計・各特別会計決算では、

億７６５

し、国の補助制度を活用して医療

カメラ装置などの医療機器を更新

え、東日本大震災により難しいか

厳しい財政状況や経済環境を踏ま

２万２千円の黒字となり、現状の

実質収支額が合計で、

施設自家発電設備整備事業および

じ取りを迫られる中、第５次八戸

資金不足比率が前年の

・８％に下がり、同計画の最

周産期センター拡充に係る基本設

市行財政改革大綱に基づき、予算

組みや運行経路の見直し、効率的

合連携計画による運賃制度の取り

今後も、八戸市地域公共交通総

た職員数の中で、質の高い行政サ

一層の財政健全化を図り、限られ

況を覚悟しなければならず、より

市は、今まで以上に厳しい財政状

望する。

成できるよう、さらなる努力を要

健全化基準である

地方公共団体財政健全化法の経営

終年度にあたる平成

％を着実に達

ら

計に着手するなど、医療提供体制

の効率性を最大限高め、選択と集
ービスの提供が求められている。

東日本大震災の被災地である当

く評価する。

計画後期推進計画において、有識

取り組むことを期待する。

ついては、特に留意し改善に努め
ることを要望する。
自動車運送事業では、厳しい経
営状況におかれながらも、八戸市
営バス事業経営健全化計画の下、
資金不足比率の改善が進み、改革

年度には、

の充実を図りつつ経営改善に努め

なダイヤ編成など利用者の利便性

このような中、一般会計・各特

への姿勢は評価できる。

自動車運送事業では、モータリ

者から厳しい評価を受けた内容に
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中に徹した行政運営、財政健全化

50

た結果、純利益は前年度に比べ、

35

路線バス上限運賃化実証実験のポスター

35

の向上に努め、人と環境にやさし

25

41

今後も、引き続き経営健全化を
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ともに、議論・要望のあった事項

に市民生活の福祉向上に向けると

今後も、限られた財源を効果的

急医療のさらなる充実、周辺自治

リ・ドクターカーの運用による救

めの基本設計の着手、ドクターヘ

の整備や周産期センター拡充のた

機器の更新、および自家発電設備

化に努め、地域の基幹病院として

病院改革プランに沿って経営健全

とともに、今後も、八戸市立市民

るため、地域住民の期待に応える

の果たす役割はますます大きくな

ることになり、八戸市立市民病院

事起こしを強めていくよう求める。

福祉の充実、そして地元業者の仕

制度の創設など、市民の暮らしと

事業の拡大、住宅リフォーム助成

宅用太陽光発電システム導入支援

の支援拡充、生活道路の補修、住

を果たすよう求める。

り、今後も、市民の足を守る役割

実験では、確実な成果を上げてお

また、路線バス上限運賃化実証

を図ったことを高く評価する。

については、市の政策に反映する
体への常勤医師の派遣など、地域

バス事業は、地球温暖化や超高

て１千億円を超えたものの、市税

一般会計決算では、歳入が初め

険料の据え置きを決定したことは

介護保険特別会計では、介護保

てきており、職員の過度な削減は

普及や少子化による通学者の減少

自動車運送事業は、自家用車の

今後は、公共施設と一般住宅の

応や、交通不便地域の解消などに

移動手段を持たない高齢者への対

用ください。

で公開していますので、ご利

の音声データをホームページ

が朗読した「市議会だより」

ンティア団体「やまびこの会」

や高齢者のために、朗読ボラ

市議会で は 、 視 覚 障 が い 者

声の市議会だより

とを期待する。

健康を守る役割を果たしていくこ

遣など、地域医療の充実と市民の

院として、周辺自治体への医師派

り越えて、今後も、地域の中核病

なっているが、経営的な問題を乗

療機関はもとより国民的な要求と

による地域医療の建て直しは、医

また、診療報酬の抜本的な改定

とについて評価する。

院としての役割を果たしてきたこ

チームを派遣するなど災害拠点病

被災地へ医師・看護師などの医療

制の充実や周産期センターの拡充、

市民病院事業では、救急医療体

よう要望する。

国民健康保険特別会計では、

の役割を果たすことを期待する。

歳以下の者がいる世帯への被保険

者資格証明書発行を取りやめたこ

とや、相談に応じて被保険者資格

証明書から短期被保険者証への切

り替えが可能になったことについ

齢社会の中での公共交通機関とし

の減少は、震災の影響を考慮に入

評価する。

議案に賛成

一般会計決算に反対、他の

日本共産党議員団

全体の医療体制の整備を図るとと

自動車運送事業では、車社会の
もに、東日本大震災に関連し、引

するなど、災害拠点病院としての

現状や少子化の急速な進展などに

れ続けているが、厳しい環境の中
役割も果たしていることに敬意を

き続き災害派遣医療チームを派遣

でも経営努力をし、約２千万円の
表する。

より、利用者の減少を余儀なくさ

利益を出したことに対し敬意を表

ては評価するが、同証明書の発行

て、環境にやさしく、高齢者など

れても、地元の景気が依然として

また、介護報酬の引き上げが行

する。

の交通弱者の足を守るという大切

低迷を続けていることを示してい

われたものの十分なものではなく、

そのものをやめるよう求める。

な役割を担っており、厳しい環境

る。そのような中で、小中学生の

の中でも、民間バス会社と共同で、

一層の引き上げが求められており、

で介護現場の待遇改善と人材不足

労働強化となり、市民サービスの

などから、利用者の減少に歯止め

解消に努めるよう要望する。

低下につながりかねず、特に、ケ

がかからず、困難な状況が続いて
ースワーカーと充足率

耐震化事業をはじめとする防災の

ついて、充実が求められている。

職員の増員は急務である。

まちづくり、放課後児童クラブへ

いる一方で、公共交通機関以外の

％の消防

した市民サービスの削減が行われ

一方で、歳出抑制を至上主義と

医療費の一部無料化に取り組んで

将来にわたる持続可能な公共交通
システムを構築することを目的に、
路線バス上限運賃化実証実験の実
施や運行経路の見直しにより、利
用者の利便性向上を図るなど、経
営努力を続けている。

クターヘリ２機運航体制が開始す

69

今後も、八戸市営バス事業経営
健全化計画に沿って経営改善を推
し進め、市民の信頼を得られるよ
う鋭意努めることを要望する。
市民病院事業では、エックス線
血管撮影装置など老朽化した医療

7 市議会だより

18

関係者の声を国に届け、国の責任

月より、青森県ド

周産期センター

きたことを評価する。

また、本年

10

平成 24 年度八戸市一般会計９月補正予算
一般会計補正予算額
主なもの

13 億 845 万 4 千円

補正後の予算総額 916 億 8,422 万 8 千円

○地形難視聴地域共聴施設整備事業費補助金 ･･･････････････････････57,368 千円
（共聴アンテナ設置費用に対する助成）
○保育所複合化等推進事業費補助金 ･･････････････････････････････322,892 千円
（私立保育所の複合化・多機能化整備に対する助成）
○不活化ポリオワクチン導入経費 ････････････････････････････････104,112 千円
（生ワクチンから不活化ワクチンへの切り替え）
○避難所機能強化推進事業費 ･････････････････････････････････････25,049 千円
（公民館、小中学校を中心とした避難所の機能強化）
○自主防災組織育成助成事業費 ･･･････････････････････････････････16,875 千円
（防災資機材の整備に対する助成）

人事案件
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肇

国民健康保険の国庫負担率大幅引き上げを
求める意見書
介護保険制度の見直し等を求める意見書

氏

人権擁護委員の候補者に次の方を推薦する
ことに同意しました。
こ

本

堂
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子
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た

ま さ こ

藤

田

眞佐子
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久
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氏
氏
氏

市議会の傍聴ができます
本会議、常任・特別委員会、常任委員会
協議会および議員全員協議会は、どなたで
も傍聴することができます。
また、車いすの方は、市庁本館３階議会
事務局で、本会議のテレビ視聴ができます。
９月定例会では、１４２人の傍聴者があ
りました。
次期定例会は１２月に開催します。
なお、９月定例会の会議録は、１２月に
発行する予定です。

印刷部数 97,500 部

請願・陳情の審査結果

印刷経費 1 部あたり 13.2 円

継続して審査するもの
公的年金の改悪に反対する意見書提出を求
める請願
（付託先 民生常任委員会）

▽

かつ

高齢者医療制度等に関する意見書提出を求
める陳情
（付託先 民生常任委員会）

▽

どう

沼館地区に地震津波発生による生命危険時
に避難できる緊急防災避難所を設置するよ
う求める陳情
（付託先 民生常任委員会）

▽

ほん

国の地方出先機関の存続を求める陳情
（付託先 建設常任委員会）

▽

○

○八戸市固定資産評価審査委員会の委員に次
の方を選任することに同意しました。

関係機関へ提出しました。
▽

たけ

議員提出議案として、次の意見書を可決し、

▽

○八戸市教育委員会の委員に次の方を任命す
ることに同意しました。
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