６月定例市議会
（会期：６月１３日〜２６日）
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主な市政報告
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別の教科 道徳」が全面実施と
なり、検定教科書を使用した授
業が行われています。これによ
り、小・中学校とも児童生徒の
道徳的な判断力や実践力を高め
ようと、これまで以上に力を入
れて指導しています。

また、今年度から中学校で「特

◇児童生徒の学力向上とたくま
しい心と体の育成
今年度の学校教育目標を「夢
をもち、心豊かで、元気な子ど
もの育成」とし、「活かす力」
を育む学校教育を推進します。
基礎・基本の確実な習得を土台
とし、さらに高まろうとする意
欲を引き出すことで、応用・発
展させる力である「活かす力」
を付けていきます。
そのため、市独自で教育指導
員やさまざまな支援員を雇用し
きめ細かな指導を行います。さ
らには、市内すべての小・中学
校をコミュニティ・スクールに
指定し、保護者や地域住民の力
を学校教育に取り込みながら、
「にかほ地域学」等を充実させ
地域とともにある学校づくりの
一層の推進に努めます。
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にかほ ２
広報

令和元年度一般会計補正予算などを可決
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市議会６月定例会が６月 日に招集され、 日まで 日間の会期
で開かれました。上程された議案は、令和元年度一般会計補正予算
および特別会計補正予算など 件と報告１件で、すべて原案のとお
り可決されました。
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上程された主な議案

◇高校生の就職状況
この春に卒業した本市在住の
高校新卒者は１９６人で、その
うち、 パーセントにあたる
人が就職しています。就職率は
１００パーセントで６年連続で
希望者全員が就職していて、就
職先は県外の 社に 人、県内
の 社に 人で、うち市内は
社に 人となっています。県内
就職者の主な業種別では製造業
が 人と最も多く、次いで、公
務員が６人、小売業、運輸業が
３人ずつとなっています。
前年と比較すると、新卒者数
は 人の減、就職者数は６人の
減ですが、市内就職者は６人の
増、県外就職者は前年同数とな
っています。
ハローワーク本荘管内の、高
校新卒者に対する求人事業所数
は、昨年と比較して 社( ・
０パーセント)増の１２７社、
求人数は 人( ・３パーセン
ト)増の４９０人となっていて
一部の事業所では求人数を充足
できず、人材確保に苦慮する状
況が続いています。
２５

◇移住・Ｕターン促進事業
５月末現在、本市への移住希
望者の有効登録数は、前年同月
比で 世帯増の 世帯となって
いて、特に 代、 代の登録者
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主な教育行政報告
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◇令和元年度にかほ市一般会計
補正予算(第２号)
歳入歳出予算とも２億７８３
万３千円を追加し、予算総額は
１３０億２、０８３万３千円と
なりました。

◇令和元年度の課税状況
５月末現在の軽自動車税の調
定額は、前年同月比２・５パー
セント、約１８３万円増の７、
４７２万円となっています。
固定資産税については、土地
評価額の下落傾向が続いている
ものの、家屋の新増築にともな
う評価額が伸びていて、調定額
で前年度並の 億１、９７０万
円となっています。
個人市民税については、５月
中旬に給与からの特別徴収分の
み税額を通知していますが、調
定額は、前年同月比１・４パー
セント、約１、０８０万円増の
７億９、１６０万円となってい
ます。この増額は市内主要製造
企業等の業績が好調で、雇用・
所得環境が改善し、給与所得が
増加したことによるものです。
なお、個人市民税の普通徴収
分および年金からの特別徴収分
が確定するのは、６月中旬とな
りますが、現在のところ、個人
市民税全体の調定額は給与所得
等は伸びているものの、農業所
得や株式等譲渡所得が減少して
いるため、前年度並の 億８０
０万円前後と見込んでいます。
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◇にかほ市森林環境譲与税基金
条例の制定
本市に譲与される森林環境譲
与税を適正に管理し、森林の整
備事業に要する経費に充てる基
金を設置するため、本条例を制
定しました。
【主な歳出】
・集会施設整備費補助金
４６５万円
・老人福祉施設既設温泉廃坑事
業費
１、５００万円
・プレミアム付商品券事業費
３、６５６万円
・保育所等整備交付金
２、１７８万３千円
・緊急風しん抗体検査等予防接
種事業費
１、２００万円
・経営体育成支援事業補助金
５１６万５千円
・森林環境譲与税基金積立金
８６０万円
・消防団ポンプ車庫改築工事費
１、３５０万円
・屋内運動施設整備事業費
５、１７７万８千円

て、需要に応じた米生産を行う
こととしています。
◇日沿道の進捗状況
遊佐・象潟道路のうち、平成
年度から着工している象潟Ｉ
Ｃから小砂川ＩＣ(仮称)まで
の区間については、これまでに
西中ノ沢地内の市ノ沢川橋の橋
台、橋脚が完成し、現在は奈曽
川橋の橋脚工など、８件の工事
が進められています。
今後も、秋田県や山形・秋田
県境区間建設促進期成同盟会な
どとともに、小砂川ＩＣまでの
早期開通と、県境区間の早期完
成に向けて、関係機関に強く要
望していきます。
◇ガス事業の民営化
ガス事業の譲渡については、
３月 日に東海ガス株式会社と
仮契約を締結し、５月 日の臨
時議会での議決をもって本契約
へ移行しています。
また、同月 日には、東海ガ
ス株式会社との本契約への移行
確認の調印式を行いました。
今後、７月には３地域で市民
説明会を開催するなど、来年４
月１日からの民営化に向けて準
備を進めます。
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◇にかほ市公民館条例等の一部
改正など
令 和 元 年 月１日から、消費
税および地方消費税の税率が改
定されることにともない、市の
施設・物品の使用料やガス・上
下水道の料金等を改定するため
関係条例を改正しました。
◇にかほ市ガス供給条例の廃止
令和２年４月１日のガス事業
譲渡(民営化)にともない、同
日付でガス供給条例を廃止する
こととしました。

が約５割を占めるなど、若い方
の関心の高さが伺えます。
今年度は、官民一体で取り組
む「にかほ市移住・Ｕターン推
進協議会」の事業として、新た
に移住ＰＲ動画とガイドブック
を作成し、本市の魅力発信を強
化します。
また、首都圏等でのイベント
を通じて、本市のさまざまな分
野の魅力を集中的に紹介しなが
ら、移住希望者のフォローアッ
プと新規掘り起しを図ります。
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◇国民健康保険診療所
国民健康保険診療所は、昭和
年代に開設以降、主に旧仁賀
保町の地域医療へ大きく貢献し
てきました。
開設から 年ほどが経過し、
人口減少等による患者数の減少
や医療の進歩・高度化により、
在宅医療の果たすべき役割やニ
ーズが変化するなど、国保診療
所を取り巻く環境は大きく変化
しています。そのため、「にか
ほ市公共施設等総合管理計画」
の方針を踏まえ、安定的に継続
できる診療所の今後のあり方に
ついて検討していきます。
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◇農業
米の生産については昨年度か
ら、行政による生産数量目標の
配分が無くなり、米の生産者や
集荷業者等が主体的に需要に応
じた生産・販売を行っています。
今年の需給調整については、
秋田県内の主食用米生産数量の
目安が 万７、０００トンと示
されたことを受け、にかほ市農
業再生協議会では、市内の生産
の目安を１万１２９トン(前年
比１４８トンの減)としていま
す。面積に換算すると、約１、
７９２ヘクタール(約４ヘクタ
ールの減)となり、これを基に
加工用米、備蓄用米等と合わせ
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◇国民健康保険税の税率改正
国民健康保険は、平成 年４
月から、都道府県が財政運営の
責任主体となり、市町村は所得
水準や医療費水準に応じて、県
が算定する事業費納付金を納め
る制度に移行しています。これ
により、単年度の医療費の増減
にかかわらず、事業費納付金に
見合う税収が必要となり、今年
度、県から示された事業費納付
金や保健事業などの経費を基に
試算した結果、健全な国保事業
を運営するためには、税率改正
が必要となりました。改定率は
７・０パーセントの増で、年税
額は世帯平均で９、８５２円、
一人当たり平均では６、０８４
円の負担増となります。
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