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平成20年６月20日（金曜日)

議事日程第４号

　平成20年６月20日（金曜日）

　　　　開　　　議　　　午後１時

　第１　委員長報告

　　　(1)　建設水道常任委員会

　　　(2)　教育産業常任委員会

　　　(3)　厚生常任委員会

　　　(4)　総務財政常任委員会

　第２　報告事件の審議

　　　　　質　疑

　　　　　討　論

　　　　　採　決

　第３　議案の上程（人事案件）

　　　　　説　明

　　　　　質　疑

　　　　　討　論

　　　　　採　決

　第４　農業委員会委員の推薦について

　　　　　説　明

　　　　　質　疑

　　　　　討　論

　　　　　採　決

　第５　意見書案の上程

　　　　　説　明

　　　　　質　疑

　　　　　討　論

　　　　　採　決

　第６　閉会中審査事件の付託

　　　　閉　　　会

本日の会議に付した事件
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　日程第１　委員長報告

　日程第２　報告事件の審議

　　１．認　第　 号　　専決処分の承認について（大館市手数料条例の一部を改正する条例）

　　２．認　第　 号　　専決処分の承認について（大館市市税条例の一部を改正する条例）

　　３．認　第　 号　　専決処分の承認について（大館市国民健康保険税条例の一部を改正す

　　　　　　　　　　　る条例）

　　４．認　第　 号　　専決処分の承認について（平成19年度大館市一般会計補正予算（第11

　　　　　　　　　　　号））

　　５．認　第　 号　　専決処分の承認について（平成19年度大館市老人保健特別会計補正予

　　　　　　　　　　　算（第５号））

　　６．認　第　 号　　専決処分の承認について（平成20年度大館市一般会計補正予算（第１

　　　　　　　　　　　号））

　　７．認　第　 号　　専決処分の承認について（平成20年度大館市老人保健特別会計補正予

　　　　　　　　　　　算（第１号））

　　８．議案第　 号　　大館市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例案

　　９．議案第　 号　　旧慣使用権の廃止について（根下戸町地内）

　　10．議案第　 号　　秋田県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び秋

　　　　　　　　　　　田県市町村総合事務組合規約の変更について

　　11．議案第　 号　　市道路線の廃止について（農協前線外１路線）

　　12．議案第　 号　　市道路線の認定について（東台６丁目７号線外２路線）

　　13．議案第　 号　　平成20年度大館市一般会計補正予算（第２号）案

　　14．議案第　 号　　平成20年度大館市老人保健特別会計補正予算（第２号）案

　　15．議案第　 号　　平成20年度大館市介護保険特別会計補正予算（第１号）案

　　16．議案第　 号　　平成20年度大館市戸別浄化槽整備事業特別会計補正予算（第１号）案

　　17．議案第　 号　　平成20年度大館市小規模水道事業特別会計補正予算（第１号）案

　　18．議案第　 号　　平成20年度大館市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号）案

　　19．議案第　 号　　平成20年度大館市公営駐車場事業特別会計補正予算（第１号）案

　　20．議案第　 号　　平成20年度大館市温泉開発特別会計補正予算（第１号）案

　　21．議案第　 号　　平成20年度大館市都市計画事業特別会計補正予算（第１号）案

　　22．議案第　 号　　平成20年度大館市財産区特別会計補正予算（第１号）案

　　23．議案第　 号　　平成20年度大館市水道事業会計補正予算（第１号）案

　　24．議案第　 号　　平成20年度大館市病院事業会計補正予算（第１号）案

　　25．陳情第　 号　　地域別最低賃金の引き上げと最低賃金制度の改正を求める意見書の提

　　　　　　　　　　　出要請について
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　　26．陳情第　 号　　国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書

　　　　　　　　　　　の提出要請について

　日程第３　議案の上程

　　１．議案第　 号　　固定資産評価員の選任について

　　２．議案第　 号　　固定資産評価審査委員会の委員の選任について

　日程第４　農業委員会委員の推薦について

　日程第５　意見書案の上程

　　１．意見書案第　 号　　地域別最低賃金の引き上げと最低賃金制度の改正を求める意見書

　　　　　　　　　　　　　の提出について

　　２．意見書案第　 号　　国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意

　　　　　　　　　　　　　見書の提出について

　日程第６　閉会中審査事件の付託

出席議員（29名）

　　　　　　　　　　１番　　小棚木　政　之　君　　　　　　２番　　武　田　　　晋　君

　　　　　　　　　　３番　　佐　藤　照　雄　君　　　　　　４番　　小　畑　　　淳　君

　　　　　　　　　　５番　　佐　藤　一　秀　君　　　　　　６番　　中　村　弘　美　君

　　　　　　　　　　７番　　畠　沢　一　郎　君　　　　　　８番　　伊　藤　　　毅　君

　　　　　　　　　　９番　　藤　原　　　明　君　　　　　　10番　　千　葉　倉　男　君

　　　　　　　　　　11番　　佐　藤　久　勝　君　　　　　　12番　　仲　沢　誠　也　君

　　　　　　　　　　14番　　石　田　雅　男　君　　　　　　15番　　虻　川　久　崇　君

　　　　　　　　　　16番　　藤　原　美佐保　君　　　　　　17番　　笹　島　愛　子　君

　　　　　　　　　　18番　　明　石　宏　康　君　　　　　　19番　　吉　原　　　正　君

　　　　　　　　　　20番　　佐々木　公　司　君　　　　　　21番　　武　田　一　俊　君

　　　　　　　　　　22番　　安　部　貞　榮　君　　　　　　23番　　八木橋　雅　孝　君

　　　　　　　　　　24番　　田　中　耕太郎　君　　　　　　25番　　田　畑　　　稔　君

　　　　　　　　　　26番　　富　樫　安　民　君　　　　　　27番　　相　馬　ヱミ子　君

　　　　　　　　　　28番　　高　橋　松　治　君　　　　　　29番　　奥　村　隆　俊　君

　　　　　　　　　　30番　　斉　藤　則　幸　君　

欠席議員（１名）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13番　　桜　庭　成　久　君

説明のため出席した者
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市 長

副 市 長

副 市 長

総 務 部 長

総 務 課 長

総 務 課 長 補 佐
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財 政 課 長

市 民 部 長

産 業 部 長

建 設 部 長

比 内 総 合 支 所 長

田 代 総 合 支 所 長

会 計 管 理 者

病 院 事 業 管 理 者

市立総合病院事務局長

消 防 長

教 育 長

教 育 次 長

選挙管理委員会事務局長

農業委員会事務局長

監 査 委 員 事 務 局 長

小　畑　　　元　君

長　岐　利　堅　君
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大　友　隆　彦　君
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伊　藤　哲　雄　君

三　浦　秀　明　君

松　江　正　和　君

事務局職員出席者

本　多　和　幸　君

長　崎　憲　昭　君

小　玉　　　均　君

畠　沢　昌　人　君

金　　　一　智　君
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次　　　　　　　　　長

係　　　　　　　　　長
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主　　　　　　　　　任
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午後１時00分　　開　　議

○議長（虻川久崇君）　出席議員は定足数に達しております。

　よって、これより本日の会議を開きます。

　本日の議事は、日程第４号をもって進めます。

日程第１　委員長報告

○議長（虻川久崇君）　日程第１、委員長報告を行います。

　付託事件について、各委員会の審査並びに調査の経過と結果の報告を求めます。

　最初に、建設水道常任委員長の報告を求めます。

〔建設水道常任委員長　明石宏康君　登壇〕

○18番（建設水道常任委員長　明石宏康君）　建設水道常任委員会に付託されました事件に

ついて、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。

　本定例会において、本委員会に付託されました事件は、単行案２件、予算案７件の計９件で

あります。これらの事件について、去る６月11日、12日、17日の３日間にわたり、現地調査を

含めて審査いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、以下、順を追って御報告申

し上げます。

　最初に、単行案についてでありますが、議案第81号及び同第82号の以上２件につきましては、

市道路線の廃止・認定についてであり、いずれも原案のとおり可とすべきものと決定した次第

であります。

　次に、予算案についてであります。まず、議案第83号のうち本委員会に付託されました部分

についてでありますが、その主な内容は、人事異動に伴う職員人件費の補正や、峠の家遊具撤

去にかかわる工事請負費などであり、原案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。

また、議案第86号から同第89号まで、同第91号、及び同第93号の以上６件につきましても、原

案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。

　最後に、請願・陳情についてでありますが、閉会中審査を付託されておりました請願第７号

及び陳情第13号の以上２件につきましては、いずれも再度閉会中の継続審査とすべきものと決

定した次第であります。

　以上が、建設水道常任委員会に付託されました事件についての報告であります。よろしく御

審議の上、満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。以上です。（降壇）

○議長（虻川久崇君）　次に、教育産業常任委員長の報告を求めます。

〔教育産業常任委員長　仲沢誠也君　登壇〕

○12番（教育産業常任委員長　仲沢誠也君）　教育産業常任委員会に付託されました事件に



－101－

ついて、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。

　本定例会において、本委員会に付託されました事件は、専決処分の承認１件、予算案２件、

陳情２件の計５件であります。これらの事件について、去る６月11日、12日、17日の３日間に

わたり、現地調査を含めて審査いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、以下、

順を追って御報告申し上げます。

　最初に、専決処分の承認についてでありますが、認第４号のうち本委員会に付託されました

部分につきましては、農業施設災害復旧事業において国庫負担金が一部施越事業扱いとなった

ことに伴う補正であり、承認すべきものと決定した次第であります。

　続いて、予算案についてであります。まず、議案第83号のうち本委員会に付託されました部

分についてでありますが、その主な内容は、先進的畜産経営体育成事業費補助金、バイオマス

利活用フロンティア事業費補助金の計上や、比内中学校・田代中学校の耐震対策事業費、ベニ

ヤマ荘暖房設備整備事業費の計上などであり、原案のとおり可とすべきものと決定した次第で

あります。また、議案第90号につきましても、原案のとおり可とすべきものと決定した次第で

あります。

　次に、陳情についてでありますが、本定例会において付託されました陳情第18号につきまし

ては採択すべきものと、同第20号につきましては閉会中の継続審査とすべきものと決定した次

第であります。

　最後に、閉会中審査を付託されておりました陳情２件についてでありますが、陳情第15号に

つきましては採択すべきものと、同第16号につきましては再度閉会中の継続審査とすべきもの

と決定した次第であります。

　なお、採択すべきものと決定いたしました陳情第15号に関連いたしまして、「地域別最低賃

金の引き上げと最低賃金制度の改正を求める意見書（案）」を、また、陳情第18号に関連いた

しまして、「国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書（案）」を

本委員会所属議員の発議により提出しておりますので、後ほど議題となりました際にはよろし

くお願い申し上げます。

　以上が、教育産業常任委員会に付託されました事件についての報告であります。よろしく御

審議の上、満場の御賛同を賜りますようお願いいたします。（降壇）

○議長（虻川久崇君）　次に、厚生常任委員長の報告を求めます。

〔厚生常任委員長　佐藤久勝君　登壇〕

○11番（厚生常任委員長　佐藤久勝君）　厚生常任委員会に付託されました事件について、

その審査の経過と結果を御報告申し上げます。

　本定例会において、本委員会に付託されました事件は、専決処分の承認４件、予算案４件、

陳情２件の計10件であります。これらの事件について、去る６月11、12、18日の３日間にわた
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わたり、現地調査を含めて審査いたしました結果、次のとおり決定いたしましたので、以下、

順を追って御報告申し上げます。

　最初に専決処分の承認についてであります。認第４号のうち本委員会に付託されました部分

についてでありますが、その内容は、老人保健特別会計繰出金の追加であり、これを承認すべ

きものと決定した次第であります。また、認第３号、同第５号、及び同第７号につきましても、

いずれも承認すべきものと決定した次第であります。

　次に、予算案についてであります。議案第83号のうち本委員会に付託された部分についてで

ありますが、その主な内容は、乳児保育料助成金の計上や職員人件費の補正などであり、原案

のとおり可とすべきものと決定した次第であります。また、議案第84号、同第85号、及び同第

94号の以上３件につきましても、いずれも原案のとおり可とすべきものと決定した次第であり

ます。

　続いて、陳情についてでありますが、本定例会において付託されました陳情第19号及び同第

21号につきましては、いずれも閉会中の継続審査とすべきものと決定した次第であります。

　最後に、閉会中の継続審査を付託されておりました請願１件、陳情４件につきましては、い

ずれも再度閉会中の継続審査とすべきものと決定した次第であります。

　以上が、厚生常任委員会に付託されました事件についての報告であります。よろしく御審議

の上、満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。（降壇）

○議長（虻川久崇君）　次に、総務財政常任委員長の報告を求めます。

〔総務財政常任委員長　石田雅男君　登壇〕

○14番（総務財政常任委員長　石田雅男君）　総務財政常任委員会に付託されました事件につ

いて、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。

　本定例会において、本委員会に付託されました事件は、専決処分の承認４件、条例案１件、

単行案２件、予算案２件、陳情１件の計10件であります。これらの事件について、去る６月11

日、12日、18日の３日間にわたり、現地調査を含めて審査いたしました結果、次のとおり決定

いたしましたので、以下、順を追って御報告申し上げます。

　最初に、専決処分の承認についてであります。認第１号、同第２号、同第４号のうち本委員

会に付託されました部分、及び同第６号の以上４件につきましては、いずれも承認すべきもの

と決定した次第であります。

　次に、条例案についてでありますが、議案第78号につきましては、原案のとおり可とすべき

ものと決定した次第であります。

　続いて、単行案についてでありますが、議案第79号及び同第80号の以上２件につきましては、

いずれも原案のとおり可とすべきものと決定した次第であります。

　続きまして、予算案についてであります。議案第83号のうち本委員会に付託されました部分
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についてでありますが、歳入においては、比内中学校・田代中学校における学校耐震対策事業

費や過年発生農業施設災害復旧費負担金などの国庫支出金、歳出においては、町内会館等コミ

ュニティ施設設置費補助金や職員人件費の補正などが主なものであり、原案のとおり可とすべ

きものと決定し、また、議案第92号につきましても、原案のとおり可とすべきものと決定した

次第であります。

　最後に、陳情についてでありますが、本定例会において付託されました陳情第17号につきま

しては、閉会中の継続審査とすべきものと決定し、また、閉会中審査を付託されておりました

陳情第12号につきましても、再度閉会中の継続審査とすべきものと決定した次第であります。

　以上が、総務財政常任委員会に付託されました事件についての報告であります。よろしく御

審議の上、満場の御賛同を賜りますようお願い申し上げます。（降壇）

○議長（虻川久崇君）　以上で、各委員長の報告を終わります。

日程第２　報告事件の審議

○議長（虻川久崇君）　日程第２、報告事件の審議を行います。

　審議は、お手元に配付してあります審議順序表により、順次議題といたします。

○議長（虻川久崇君）　最初に、認第１号から同第７号までの、以上７件を一括議題といたし

ます。

　これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　なしと認め、質疑を終結いたします。

　これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　なしと認め、討論を終結いたします。

　これより、以上７件を一括して採決いたします。

　本７件に対する委員長の報告は、いずれも承認であります。

　本７件は、委員長の報告のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　御異議なしと認めます。

　よって、以上７件は委員長の報告のとおり決しました。

○議長（虻川久崇君）　次に、議案第78号を議題といたします。

　これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　なしと認め、質疑を終結いたします。

　これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　なしと認め、討論を終結いたします。

　これより、本件を採決いたします。

　本件に対する委員長の報告は、原案可決であります。

　本件は、委員長の報告のとおり決することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　御異議なしと認めます。

　よって、本件は委員長の報告のとおり可決されました。

○議長（虻川久崇君）　次に、議案第79号から同第82号までの、以上４件を一括議題といたし

ます。

　これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　なしと認め、質疑を終結いたします。

　これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　なしと認め、討論を終結いたします。

　これより、以上４件を一括して採決いたします。

　本４件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。

　本４件は、委員長の報告のとおり決することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　御異議なしと認めます。

　よって、以上４件は委員長の報告のとおり可決されました。

○議長（虻川久崇君）　次に、議案第83号から同第94号までの、以上12件を一括議題といたし

ます。

　これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　なしと認め、質疑を終結いたします。

　これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（虻川久崇君）　なしと認め、討論を終結いたします。

　これより、以上12件を一括して採決いたします。

　本12件に対する委員長の報告は、いずれも原案可決であります。

　本12件は、委員長の報告のとおり決することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　御異議なしと認めます。

　よって、以上12件は委員長の報告のとおり可決されました。

○議長（虻川久崇君）　次に、陳情第15号及び同第18号の、以上２件を一括議題といたしま

す。

　これより質疑に入ります。御質疑ありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　なしと認め、質疑を終結いたします。

　これより討論に入ります。討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　なしと認め、討論を終結いたします。

　これより、以上２件を一括して採決いたします。

　本２件に対する委員長の報告は、いずれも採択であります。

　本２件は、委員長の報告のとおり決することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　御異議なしと認めます。

　よって、以上２件は委員長の報告のとおり決しました。

○議長（虻川久崇君）　以上で、報告事件の審議は全部終了いたしました。

日程第３　議案の上程

○議長（虻川久崇君）　日程第３、議案の上程を行います。

　本日送付ありました議案第95号及び同第96号の、以上２件を一括上程いたします。

　提出者の説明を求めます。

〔市長　小畑　元君　登壇〕

○市長（小畑　元君）　本日提出いたしました人事案件につきまして、御説明申し上げます。

　議案第95号は、固定資産評価員の選任についてであります。

　これは、固定資産評価員であります佐藤勇司氏から平成20年６月30日をもって辞職したい旨

の申し出がありましたことから、その後任として渡部清美総務部税務課長を選任しようとする
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ものであります。

　議案第96号は、固定資産評価審査委員会の委員の選任についてであります。

　これは、固定資産評価審査委員会の委員であります佐藤忠義氏の任期が平成20年６月30日を

もって満了となりますことから、その後任の委員として同氏を再度選任しようとするものであ

ります。

　以上であります。よろしく御同意を賜りますようお願い申し上げます。（降壇）

○議長（虻川久崇君）　お諮りいたします。

　ただいま上程・説明ありました議案２件は、所定の手続を省略し、直ちに議題といたしたい

と思います。

　これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　御異議なしと認めます。

　よって、議案２件は直ちに議題とすることに決しました。

○議長（虻川久崇君）　最初に、議案第95号を議題といたします。

　これより質疑・討論に入ります。質疑・討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　なしと認め、質疑・討論を終結いたします。

　これより、本件を採決いたします。

　本件は、原案に同意することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　御異議なしと認めます。

　よって、本件は原案に同意することに決しました。

○議長（虻川久崇君）　次に、議案第96号を議題といたします。

　これより質疑・討論に入ります。質疑・討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　なしと認め、質疑・討論を終結いたします。

　これより、本件を採決いたします。

　本件は、原案に同意することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　御異議なしと認めます。

　よって、本件は原案に同意することに決しました。
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日程第４　農業委員会委員の推薦について

○議長（虻川久崇君）　日程第４、農業委員会委員の推薦を行います。

　議会推薦の農業委員であります小畑公悦氏、嶋田ヨシ子氏、及び齋藤一子氏の任期が平成20

年７月19日で満了となりますことから、その後任の農業委員会委員の推薦を行います。

　お諮りいたします。

　推薦の方法につきましては指名推選とし、議長において指名したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　御異議なしと認めます。

　よって、推薦の方法は指名推選とし、議長において指名することに決しました。

○議長（虻川久崇君）　農業委員会等に関する法律第12条第２号の規定による農業委員に、畠

山博実氏、石田のぶ子氏、及び伊藤敬子氏の、以上３名の諸君を指名いたします。

　これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　御異議なしと認めます。

　よって、以上３君を農業委員会委員に推薦することに決しました。

日程第５　意見書案の上程

○議長（虻川久崇君）　日程第５、意見書案の上程を行います。

　意見書案第４号及び同第５号の、以上２件を一括上程いたします。

　お諮りいたします。

　ただいま上程いたしました意見書案２件は、所定の手続を省略し、直ちに議題といたしたい

と思います。

　これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　御異議なしと認めます。

　よって、意見書案２件は直ちに議題とすることに決しました。

○議長（虻川久崇君）　意見書案第４号　地域別最低賃金の引き上げと最低賃金制度の改正

を求める意見書の提出について、同第５号　国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健

全化を求める意見書の提出についての、以上２件を一括議題といたします。

　これより質疑・討論に入ります。質疑・討論はありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕
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○議長（虻川久崇君）　なしと認め、質疑・討論を終結いたします。　

　これより、以上２件を一括して採決いたします。

　本２件は、原案のとおり決することに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　御異議なしと認めます。

　よって、以上２件は原案のとおり可決されました。

　なお、ただいま可決されました意見書の処理については、議長に一任願います。

日程第６　閉会中審査事件の付託

○議長（虻川久崇君）　日程第６、閉会中審査事件の付託を議題といたします。

　各委員長から、目下、各委員会で審査中の請願２件、陳情11件について、閉会中の継続審査

の申し出があります。

　お諮りいたします。

　各委員長から申し出のあった請願・陳情合わせて13件、及び会期中に受理いたしました請願

１件は、お手元に配付してあります閉会中審査事件付託表のとおり、それぞれ各委員会に閉会

中の継続審査を付託したいと思います。

　これに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（虻川久崇君）　御異議なしと認めます。

　よって、閉会中審査事件付託表のとおり、それぞれ各委員会に閉会中の継続審査を付託する

ことに決しました。

閉　会　中　審　査　事　件　付　託　表

番　　号 件　　　　　　　　　名 付託委員会

厚　生　委

厚　生　委

建　水　委

教　産　委

　〃　 第   号７

　〃　 第   号10

　〃　 第   号９

陳情　第   号７

ミニマムアクセス米の輸入停止を求める意見書の提出要請に

ついて

原爆症認定制度の改革を求める意見書の提出要請について

請願　第   号６ 旧上川沿小学校跡地の活用（児童館の市有地移転）について

旧上川沿小学校跡地の活用（道路の拡張）について

後期高齢者医療制度に対する政府・厚生労働省への意見書の

提出要請について
〃
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厚　生　委

○議長（虻川久崇君）　以上で、本日の日程は全部終了いたしました。

　これにて、平成20年６月大館市議会定例会を閉会いたします。

午後１時28分　　閉　　会
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教　産　委

教　産　委

建　水　委

厚　生　委

厚　生　委

厚　生　委

総　財　委

総　財　委

陳情 第   号

　〃　 第   号12

後期高齢者医療制度に対する秋田県後期高齢者医療広域連合

への意見書の提出要請について

〃　第   号13

〃　第   号14

〃　第   号16

〃　第   号17

〃　第   号19

〃　第   号20

〃　第   号21

消費税の引き上げに反対する意見書の提出要請について

扇田地区都市計画道路事業の修正について

後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書の提出要請

について

鳥獣被害防止特措法関連予算を鳥獣捕殺ではなく自然林復元

と被害防除に使うこと等を求める意見書の提出要請について

名古屋高裁の「空自イラク派兵は違憲」判決を尊重し、自衛

隊をイラクから直ちに撤退させる意見書の提出要請について

後期高齢者医療制度の中止・廃止を求める意見書の提出要請

について

過剰な農薬取締法により植物からなる農業用有機資材を締め

出す不法な行政指導の改善を求める意見書の提出要請につい

て

後期高齢者医療制度の中止・撤回を求める意見書の提出要請

について
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　平成20年６月20日

　　　　　　　　　大 館 市 議 会 議 長

　　　　　　　　　署 名 議 員　　29　番

　　　　　　　　　署 名 議 員　　30　番

　　　　　　　　　署 名 議 員　　１　番


