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市庁舎建て直しより
耐震不足の児童館等の公共施設の対策を優先するべき
特定建築物以外の公共施設は７７施設あり、その内１３カ所を抜粋した耐震調
査の結果、コンクリート構造以外は耐震不足である事が明らかになりました。
震度６強で倒壊の危険性がある、市庁舎より、倒壊する危険性が高いと判定
された、公共施設の耐震対策は、合併特例債を使った市庁舎建設を延期してで
も絶対に優先されるべきです。
※合併特例債とは、国が進める市町村合併を行った
地域コミュニティ施設の配置見直しをするため
自治体に、特別に借金する時に国からの援助率が
に、子どもたちの施設の耐震改修を先延ばしする
高い制度です。
青森市と浪岡町を合併の時、借金
ことはできません。
可能額約２０２億円、実施中、済みを除き、残りは約
今後、小中学校の一部で非構造部材（天井）
２５億円です。
合併したとき、今後のまちづくりの
の改修がされますが、すべての公共施設でも非
方向性を決め、そのまちづくりのために柔軟に利
用できる有利な制度で、浪岡中央公民館改築もこ
構造部材（天井）や上部からの落下対策も早急
の事業です。
に行うべきです。
滝霧島地区に跨ぐ南側、中央の操車場
の事務所付近、北側の跨線橋下）を３カ
所確認しました。富田２・３丁目側も調
査しましたが、北と南側は水路の出口
を確認、中央部は水路の出口を確認出
来ませんでした。北側水路の出口から線
路に沿って大きな U 字溝が設置され、
そこから田畑に導水されていた痕跡が見
受けられました。町内に
少し曲 がった 排 水 溝、
幅が広い排水溝、横に
( 調査対象地域に選定）
官有地の歩くスペースが
２０年前に実施可能地区と設定された１５地区の内８ ある排水溝が設置されているところは、その名残だと
地区が整備済み及び整備中であるが、３年続く豪雪と
思います。残念ながら、富田町会側の一部は防音壁の
市民ニーズに対応するため、計画未実施の７地区も含め
ため確認出来ませんでした。
計画の見直しのための調査費が予算化されました。
これまで、石江操車場とJ R の線路、新城川に囲ま
富田地区は名前の通り、富んだ田んぼだった事を意
れた地区（西部東部地区と呼ぶ）には、沖館川、新城
味しています。生まれ育ったこの地に農業用水が豊富
川が近くにありながら、水源の確保や地理的に流・融
に流れていた事を知っている一人として、必ず水源がど
雪溝の設置が不可能な地区と烙印を押されてきました。
こかにあると思って、今回の新青森駅周辺、石江操車
私は桜川の流・融雪溝を視察し、これならば沖館川・
場周辺を調査しました。
新城川周辺地区にも、やろうと思えばその課題を解決
ガーラタウンの北側の新城川に水門があって、取水
すれば可能だと感じているので、しつこく食い下がって
施設の跡と思われる廃屋がありました。この廃屋の近
います。
くに石碑が建っていて、田畑の水源確保の功績を讃え
今定例会の予算委員会では、流・融雪溝計画の見
るものと推察されます。相野・沖館・新田地区に多い
直しがされる事から、調査対象地区になるのではない
名字が刻印されています。
かと、問いただし、この地区を調査対象地区に出来ま
また、石江操車場の西側に、線路を跨ぐ水路（西
した。

流・融雪溝計画の見直しについて

○浪岡地区においては、過去最高の積雪深
（ ㎝）に達するなど記録的な豪雪とな
ったため、特に排雪・雪盛り処理にか
かる経費が増大したことにより、約１
億２千万円の増額となったこと。
○平成 年度までは、国の補助金により行
っていたバス停 歩
･ 道等の人力除雪につ
いては、平成 年度においては市の単独
経費で行ったことにより、約１千６百
万円の増額となったこと。との答弁が
ありました。

除排雪について、市が直接管理する
除排雪も取り入れるべきではないか。

約 億３千万円で、これは、平年並みの
降積雪経費に対応するものとして、基準
財政需要額に算入されており、制度上は
最高の積雪級地と現在なっている。

（普通交付税と特別交付税の算入方
法の違いについて）
特別交付税は、各自治体個々の特殊財
政需要に着目して交付されるもので、こ
の内、ルール分は算定内訳が示されるが、
除排雪対策費などを含むルール分以外は
算定内訳が示されない。

（平成 年度の特別交付税交付決定
額について）

２４

除排雪について
平成 年度の除排雪費と除排雪費
が増大した理由について、その実感が
ないので質問しました。

１６

特別交付税決定額 約 億６千６百万円
というように、平成 年度は平成 年
度に対し除排雪経費が約 億２千２百万
円増となったにもかかわらず、特別交付
税は約１千万円の増としかならないとい
った例もあり、一概に、除排雪経費が増
となると、その見合いで特別交付税が増
えるということではない。
特別交付税は、国の予算内での各自治
体への配分となるため、当該年度の全国
自治体の災害をはじめとする特殊財政需
要の状況により、その配分は、本市で言

１６ ２０

えば、豪雪対応に伴い多額の除排雪対策費
となったとしても、
特別交付税が担保（保障）
されるわけではない。

市独自に予防接種をしない理由

妊婦への風疹の感染予防対策のために市
単独で補助事業として、なぜ実施しないの
か疑問で担当課に聞いたら、予防接種によ
る健康被害対策を迅速に図るために、予防
接種健康被害救済制度の対象
にならない、国・県からの補
助がでない予防接種は健康被
害（副作用）が出た場合、市が
保障しなければならなくなる
ためである事がわかった。

TEL : 017-734-5692 FAX : 017-722-8902

答弁 市の直営による除排雪作業班の編
成は困難であると考えているが、矢田道
路補修事務所の ショベルローダー１台につ
いては、地域的な制約はあるものの、屋
根雪落下や吹溜りの処理などの緊急時に
おいて有効的な活用ができるのか検討し
てまいりたいと考えている。

４３

１５

☆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

除排雪の財源について
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１５

１．流・融雪溝計画の見直しについて
２．津波対策について（海抜表示の設
置について）
３．情報公開について
４．公園の街灯の LED 照明への取り
替えについて
要望：市民センターへの市ホームペー
ジ専用 PC の配置について

普通交付税の算定に用いる基準財
政需要額に、道路などに係る除排雪分
としていくら算入されているのか。ま
た、豪雪に伴い除排雪対策費が増とな
った見合い分は、特別交付税で保障さ
れるのか、質問しました。

３０

２５

基
※準財政需要額とは、各自治体毎に、人口、
面積、気候等、いろいろの事を加味して、
この自治体はこれ位予算が無いと運営でき
ないとされる額を言う。市民からの税金等
の収入額が少ない場合、その足りない額を
国から交付される。
（裕福で交付税を受け
ない自治体を不交付団体と言う）

平成 年度は、豪雪に伴い、除排雪対
策費の最終予算額が約 億１千万円とな
り、結果、特別交付税が予算額を大きく
上回る約 億２千７百万円の交付決定が
なされ、豪雪により交付額が上積みされ
たとは推測できるが、その額は明らかで
はない。なお、参考として、平成 年 度
は豪雪に伴い国土交通省から臨時市町村道
除雪事業費補助金として約１億９千９百万
円、加えて、社会資本整備総合交付金とし
て１億６千３百万円のうち、約５千万円が
追加分として交付をされている。
（過去の除排雪経費と特別交付税額について）
過去の除排雪対策費と特別交付税額の
関係を取り上げると、合併前の旧青森市
における平年並みの降積雪であった平成
年度と豪雪であった平成 年度を例に
比較すると、
○平成 年度（累計降雪量： ㎝ 最大
積雪深： ㎝）
除排雪対策費決算額 約 億４千９百万
円
特別交付税決定額 約 億５千６百万円
○平成 年度（累計降雪量 ： ㎝ 最大
積雪： ㎝）
除排雪対策費決算額 約 億７千１百万
円

予算委員会質問

１７

１５

１８６

答弁 基準財政需要額に係る除排雪分の
算入額について
平成 年度の普通交付税の算定に用い
る基準財政需要額に算入されている道路
のほか、公共施設に係る除排雪分は、合
併後の新団体で積算した場合、（一本算定）

518

1,043

１７

２０

３２

答弁 平成 年度の除排雪経費について
は、決算見込み額で約 億２千４百万円
となり、平成 年度の約 億４千９百万
円を約６億７千５百万円上回り、これま
での最高額となったものである。
４００

４１
３４

２４

２４

１５

１６

178

２４

○シーズン契約の変更契約を行う際の基準
となる累計降雪量の基準値を ㎝から
㎝としていたが、 ㎝に見直したことに
より、約２億２千３百万円の増額とな
ったこと。
○幹線及び補助幹線のうち、シーズン契約
となっていた路線を単価契約に変更し
たことなどにより、約８千３百万円の
増額となったこと。
○昨年度、建設機械等損料算定表の２年に
１度の改訂があり、運転経費の一部を
占める除雪機械等の損料の見直しがあ
ったことから、１時間当たりの除雪機
械等の運転経費が上昇したことなどに
より、約２億３千３百万円の増額とな
ったこと。
５００

２３

２４

２３

２４

１．
情報公開について
（1）
行政文書の開示請求について
（2）
体制について
２．
水道部の裁判について
（1）
裁判の進行状況について
３．
除雪について
（1）
昨年度の除排雪費が増大した理由
を示せ
（2）
機材の直営管理による除排雪体制
の確立
（3）普通交付税に除雪費として算入さ
れた額はいくらか

６００

一般質問項目 ◆
◆

