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平成 24 年 第２回青森市議会定例会閉会
先議案件
議案９２号
青函ワールドの取り外し、運搬、八甲田丸へ
の設置等の経費を予算計上（3,528 万円）
議案９３号
国民健康保険事業、特別会計補正予算、平
成23年度収支見込みが、財政調整基金約６億７千万円を
全額投入しても、赤字決算を回避できない状況にあり、
翌年度の歳入を繰上充用するために必要な予算を計上（１
億１,703 万１千円）

主な議案
議案第９４号
豪雪・暴風災害に伴う、農業用施設等復
旧経費を計上（1,831万１千円）
（専決の承認）
議案第９５号
震災被害者住宅再取得に伴う、税制上の
措置（専決の承認）
議案第９６号
主な補正予算
豪雪対策経費、大連市
公式訪問経費、高齢者福祉対策のための社会福祉施設
整備費補助金、虐待防止センターを中心とする相談窓口
強化等の経費、国道280号線拡幅工事に伴う森林博物館
内物件の移転経費、その他
議案第９７号
青森市競輪事業特別会計補正予算（30
青森市競輪事業特別会計補正予算（30 万
３千円）
議案第９８号～議案第１１３号
監査委員会からの指摘に
よる、各委員会条例の制定について
議案第１１４号
青森市長の調査等の法人を定める条例
青森市長の調査権の拡大を計るもので、これまでの
出資額が２分の１を４分の１に改正
議案第１１５号
外国人登録法廃止に伴う改正措置
外国人登録法廃止及び住民基本台帳の一部改正により、
外国人住民が住民基本台帳の適用対象に伴う措置
議案第１１６号
各委員会、審議会の設置、組織及び運営
について必要な事項を定める
議案第１１７号
附属機関の取り扱いの適正化に伴う、所
要の改正を行う
議案第１２０号
小学生までの子どもに係わる医療費助
成の方法について拡充等のため

台の購入費（ 6, 877万５千円）
議案第１２６号
浪岡交流セン
ターの指定管理者を指定する
ための措置（平成 23 年第３回
定例会で否決された事案の同
内容での再提案）

その他、専決処分繰越明許費等の報告
議員提出議案・意見書の状況
採択された案件
青森市中小企業振興基本条例
「防災・減災ニューディール」による社会基盤再構築
を求める意見書
再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求
める意見書
基地対策予算の増額を求める意見書

不採択された案件
大飯原子力発電所の再稼働決定の見直しを求める意見書
生活保護の老齢加算復活を求める意見書

新聞記事にぬか喜び
6 月 23 日東奥日報朝刊に青森工業高校跡地利用の記
事が掲載されていた。
市から地域の町会に説明されていた内容は下水雨水ポ
ンプ場建設用2500平方メートルを取得、残りの7000平
方メートルのうち、2700 平方メートルを多目的広場とし
て、有償譲渡を希望し、県と折衝中とのことでしたが、
記事内容が異なることから、市に事実確認をしたところ、
折衝を継続中で掲載内容の事実は無いとのことでした。
残念な状況ですが、これを機会に記事通りに全面譲渡
を申し入れするよう求めた。

単行案件
議案第１２２号～議案第１２４号
金沢小学校の校舎建設
に係わる工事費を計上（総計 15 億2,460 万 6,300 円）
議案第１２５号
小学校の授業に使用するノートパソコン
799
７99台、サーバー・レーザー
台、サーバ・レーザープリンタ・複合プリンタ各
プリンター・複合プリンター
25

名前を まころう
と呼びます。
可愛がって下さい。

１．高齢者・障がい者の見守りにつ
いて
今年に入り、高齢者・障がい者家庭
において、介護している人が死亡、介
護を受けている人が介護を受けられず、
死亡するケースが起きていることから、
市の取り組みを質問しました。

答弁

ュニティ 推進事業」を社会福祉協議
会に委託をしている。
今般、厚生労働省は「人の生命、身
体または財産の保護のために必要があ
る場合であって、本人の同意を得るこ
とが困難であるとき」は、個人情報保
護法 条（利用目的による制限） 条（第
三者提供の制限）を適用除外できる見
解を示した。

２．指定障害福祉サービス事業所へ
の監査について
障がい者施設において車内での暴行
の状況がマスコミで報道されたことや、
事業運営に関する情報が寄せられ、市
は数度の調査、実地指導を行い、５月
日監査を実施しているため、その内
容を質問しました。

答弁
車内での暴行については、現段階で
は虐待ではないと考えているが、調査
での事実関係を把握した上で判断する。
しかし、指定基準第３条第２項「利用
者の意志及び人格を尊重して、常に当
該利用者の立場に立った指定障害福祉
サービスの提供に努めなければならな
い」の規定に違反にする行為と判断し
た。

は、県・市町村、当該利用者の保護者
に速やかに連絡するよう指導している。

３．消防職員委員会の開催状況と消
防長の処置と反映状況について
消防職員の労働条件や被服・装備に
ついて意見を聞く委員会が法で定めら
れている事から状況を聞いた。

答弁
消防職員委員会は、職員の意見を伺
う貴重な場であるとともに、意見の反
映に伴う士気の向上にもつながること
から、職員間の意志疎通を図り、より
よい職場環境作りと円滑な消防事務執
行のため、今後も引き続き開催してい
くものである。
また、防火服については今年度から
４年間で順次更新するとした。

４．青森市消防団の出動手当につい
て
北海道・東北の中核市では低いので
はないのか

答弁
青森市から消防団に関する事務委託
を受けている消防事務組合としては、
他都市の支給額との比較調査などをお
こなった結果、現時点において妥当で
あると考えているところでありますが、
今後においても、東日本大震災を踏ま
え、消防団の活動環境の整備充実と向
上に努めていくものである。
障がい者同士のトラブルがあった際
に、行政への通報のあり方はどのよう
になっているのか。

答弁

今後においては、消防団の防災活動
拠点施設である機械器具置場の環境整
備に努め、トイレの設置については、「消
防団のあり方」で方針が示された置場
の 適 正 配 置 も 考 慮 に 入 れ、基 本 的 に、
置場の建替え等にあわせて検討するこ
ととし、また、発電機等その他の設備
については、消防団の活動状況を踏ま
え、更に充実を図って参りたいと考え
ている。
また、消防団の防火服については当
面消防職員のものを再利用し、新規に
ついては検討していくとした。

TEL : 0 1 7-7 3 4-5 6 9 2 FAX : 0 1 7-7 2 2 -8 9 0 2

２３

答弁

☆ご意見・ご要望をお待ちしています☆
社民党・市民の会控室 藤 田 ま こ と

２１

青森市消防団機械器具置場にトイレ
や発電機等の設備が必要ではないか。

この農園の事業廃止のウワサが流れていますが、担当に聞いた
ところ、存続に向け取り組んでいるとの事でした。

１６

障がい者同士のトラブルの通報につ
いては、指定基準や指導内容に含まれ
ていないが、利用者が怪我をしたとき

青森市雲谷
概ね 60 歳以上の方
5 月～ 11 月
1 人１０坪
団体作付２４０区画
料金 ３,７８０円（種子・肥料代含む）
自由作付１２０区画
料金 ２,０００円

場所
対象
期間
面積
内容

休会中に政務調査し、
上記案件について質問
しました。

高齢者へは、市内 カ所の地域包括
センターで実態把握や相談支援をして
いる。認知症高齢者には、地域包括セ
ンターに各１名増員、認知症サポータ
ーを養成、民生委員や町会長、薬局な
どで組織する高齢者介護相談協力員と
協力し、支援が必要な高齢者の早期発
見・早期対応に努めている。また、日
常的に見守りが必要な人には緊急通報
装置を貸与、配食サービス事業を実施、
週２回安否確認も行っている。
高齢者のみや障がい者世帯で希望す
る方に、地域住民で編成するボランテ
ィアが週１ 回訪問する「ほのぼのコミ

青森市高齢者健康農園の紹介（総事業費 4 ,４０８千円）

１．高齢者・障がい者の見守りについて
２．指定障害福祉サービス事業所への
監査について
３．消防職員委員会の開催状況と消防
長の処置と反映状況について
４．青森市消防団の出動手当について
１１

１８

＊一般質問 ＊

