
五城目町議会・この30年のあゆみ

［昭和60年］1985
２月  15日 郡議長会定期総会に小熊金之助議長出席

３月  12～20日 第１回定例会
  昭和60年度一般会計予算（31億9,600万円）・特別会計予算

昭和59年度一般会計等補正予算 【原案可決22】
収入役の選任・教育委員会委員の任命 【原案同意２】

４月  ２日 郡議長会臨時総会

５月  １日 議会広報誌「議会だより」を創刊。
  委員長：菊地耕二、副委員長：猿田和男
 20日 郡町村議会事務局長会議（五城目町）
 22～25日 議員視察研修（群馬県富士見村・嬬恋村）

６月  11～15日 第２回定例会
昭和60年度一般・特別会計補正予算 【原案可決４】
専決処分（町税賦課徴収条例の改正） 【原案承認２】
繰越明許費繰越計算書 【報告済】

７月  12日 議員と営林署のソフトボール大会
 23日 南秋田郡町村議会議員研修会議員ソフトボール大会（五城目町議会チームが優勝）

８月  ３日 議会議員全員協議会
 ９日 県町村議会議長研修会

９月  ３日 県町村議会議員研修会
 17～21日 第３回定例会

昭和60年度一般会計補正予算、共同福祉施設（リバーサイド）条例の改正。
 【原案可決８】
昭和59年度水道事業会計決算認定 【原案認定】
開発公社の経営状況報告 【報告済】
農業用水からの流水占用料徴収反対の意見書 【議員提出・原案可決】

10月  15日 郡議長会臨時総会

11月  19日 南秋議長・事務局職員合同会議
 22日 議会議員全員協議会

12月  13～23日 第４回定例会
昭和59年度一般会計・各特別会計、簡易水道事業会計決算認定 【原案認定４】
国保財政の危機打開に関する意見書 【議員提出・原案可決】
交通死亡事故抑止に関する決議

 ２･ ６ 旧役場庁舎を解体
 ２･17 第９代町長に加賀谷力司氏

当選。
 ４･ １ 第８代収入役に佐藤祐治氏

就任。
 ４･12 秋田技能社（異業種組合）

が結成。（中村成人理事長、
組合員８人）

 ５･22 町物産協会が設立。（渡辺
琢智会長、会員28人）

 ７･24 昭和60年産、米政府買い入
れ価格決定。（60㎏当たり１
万8,668円）

 ８･10 共同福祉施設「リバーサイ
ド磯ノ目」が開館。

 ８･31 木村謹治博士の顕彰碑を農
村環境改善センター前庭に
建立。

 ９･ ８ 渡辺銀雨氏の川柳句碑を四
渡園に建立。

10･ １ 国勢調査実施。（人口１万
5,047人、世帯数3,894世帯）

10･20 躍進町合併30周年記念式典
を開催。

 町民憲章、町の花、鳥、木
を制定。

 町功労者　伊藤　一郎氏
 　　　　　長谷川専治氏
 　　　　　本間　作治氏
 　　　　　宮川庄太郎氏
10･27 杉沢小学校創立100周年記

念式典を開催。
 ボーイスカウト秋田第30団

結成20周年記念式典を開催。
12･ ８ 町連合青年会結成30周年記

念式典を開催。
12･12 旧五城目小学校、矢場崎グ

ラウンド跡地に記念碑を建
立。

 ４･ ５ 捕鯨全面撤退。
 ８･12 日航ジャンボ機が墜落、520

人死亡。
 ９･19 メキシコ大地震、死者15,000

人。
 ９･21 船川丸実習生殺人事件。
11･19 レーガン米大統領とゴルバ

チョフソ連書記長が首脳会
談。

12･18 県警と五城目署が大潟村で
４億円以上のヤミ米ルート
を摘発。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

南秋田郡議員ソフトボール大会

議会だより創刊号表紙
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［昭和61年］1986
２月  ２日 青年議会

１月  16日 議会広報編集委員会

３月  ５日 議員全員協議会
 ７日 運営委員会、議員定数懇談会
 11～18日 第１回定例会
  昭和61年度一般会計予算（31億8,800万円）・特別会計予算
  昭和60年度一般会計等補正予算、財産の取得 【原案可決31】
  議会議員の定数を減少する条例制定 【議員提出・原案可決】

４月  ３日 第１回臨時会
  議長選挙　　議長：小熊金之助、副議長：佐々木市太郎 【指名推選】
 21～22日 各常任委員会町内施設視察

５月  １日 メーデー

６月  10～13日 第２回定例会
  休養センター条例の一部改正、昭和61年度一般会計等補正予算 【原案可決12】
  専決処分（昭和61年度一般会計等補正予算） 【原案承認２】
  固定資産評価審査委員の選任 【原案同意】
  水力発電施設周辺地域交付金の期間延長に関する意見書 【議員提出・原案可決】
 25～28日 議員視察研修（千代田区）

７月  21日 南秋田郡町村議会議員研修会

９月  ５日 県町村議会議員研修会
 17～20日 第３回定例会　

工事請負契約締結（し尿処理施設工事）、昭和61年度一般会計等補正予算 【原案可決７】
専決処分（昭和61年度一般会計等補正予算） 【原案承認】
水道事業会計決算認定 【原案認定】
開発公社の経営状況報告 【報告済】

10月  21日 高知県香我美町議会行政視察
 27日 五城目八郎潟町県道整備促進期成同盟会
 28日 宮城県蔵王町議会行政視察

11月  27日 第２回臨時会
  町営住宅設置条例の一部改正 【原案可決３】
  教育委員会委員の任命 【原案同意】

12月  11～20日 第４回定例会
町立学校条例の一部改正、昭和61年度一般会計等補正予算 【原案可決10】
昭和60年度一般会計決算・各特別会計決算認定 【原案認定４】
固定資産評価審査委員の選任・教育委員会委員の任命 【原案同意２】

 ２･ １ 町消防団長に畑澤一視氏を
任命。

 ２･ ７ 雪害対策本部を設置。
 ４･ ８ 市発祥の記念碑を町村農村

公園に建立。
 ４･20 北ノ又、蛇喰で映画「イタ

ズ ･熊」のロケが始まる。
 田村高廣、桜田淳子出演。
 ５･15 複式学習指導研修講座を杉

沢小学校で開催。
 ７･16 町内会長会会長に新谷秋蔵

氏が就任。
 ８･13 61年産米政府買入れ価格決

定。（60㎏当たり１万8,668
円）

10･12 最低賃金１日3,251円、１時
間407円

10･19 町功労者　松橋　福蔵氏
 　　　　　安田　鶴冶氏
 　　　　　菊地　庄七氏
 　　　　　沢田石廣治氏
11･22 千代田区神田旭町の佐竹稲

荷神社で秋田杉植栽と記念
碑建立。

12･ ７ 馬川小学校跡地に記念碑を
建立。

 ４･ １ 県赤十字血液センターが
400ml献血を開始。

 ５･ ４ 第12回先進国首脳会議（東
京サミット）を開く。

 ７･ ６ 第38回衆議院議員選挙、第
14回参議院議員選挙執行。

 ９･ ６ 社会党委員長に土井たか子
氏就任。初の女性党首誕生。

11･ １ 国鉄阿仁合、角館両線が第
三セクター「秋田内陸線」
として開業。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

冬の朝市

恋地山荘前で子供の雪まつり

朝市風景　今はなつかしいハコゾリ
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［昭和62年］1987

２月  15日 第20回五城目町青年議会

１月  20日 県道秋田八郎潟線の整備促進の陳情
 22日 議会広報編集委員会
 27日 第１回臨時会
  休養センター条例の一部改正 【原案可決３】
  助役の選任 【原案同意】

３月  12～18日 第１回定例会
昭和62年度一般会計予算（37億8,500万円）・特別会計予算
幼稚園保育料徴収条例の一部改正
昭和61年度一般会計等補正予算 【原案可決18】
教育委員会委員の任命 【原案同意】

４月  27日 第２回臨時会
  専決処分（固定資産評価審査委員の選任） 【原案承認・原案同意】

５月  ８～11日 千代田区内神田神社例大祭（副議長・総務委員長）
 28～30日 千代田区議会議長を表敬訪問（議長）

６月  ５日 町功労者「茶会」（副議長）
 ９～12日 第２回定例会

選挙におけるポスター掲示板の設置に関する条例制定
昭和61年度一般会計補正予算 【原案可決４】
専決処分（昭和61年度一般会計等補正予算） 【原案承認２】
人権擁護委員の推薦 【原案同意】
農業委員会委員の推薦（猿田俊雄、草皆隆悦、佐々木吉三郎） 【指名推薦】

７月  16日 栃木県上都賀郡西方村議会行政視察

８月  ４日 南秋田郡町村議会議員研修会
 26日 町村議会事務局職員研修会（岩城町）

９月  ８日 県町村議会議員研修会
 14日 小熊金之助議長逝去
 16～26日 第３回定例会

国民健康保険税条例の一部改正 【原案可決９】
昭和61年度水道事業会計決算認定 【原案認定】
固定資産評価審査委員の選任・人権擁護委員の推薦 【原案同意２】
開発公社の経営状況報告 【報告済】
第10次道路整備５カ年計画の投資規模確保等に関する意見書 【議員提出・原案可決】

 21日 （故）小熊議長　議会葬

10月  ３日 第３回臨時会
  町道の路線認定 【原案認定】
  議長選挙　　議長：斉藤三四郎 【投票】
 21日 第４回臨時会
 　 監査委員の選任 【原案同意】
  五城目町３ヶ町村伝染病隔離病舎組合議会議員選挙 【原案可決】

12月  11～22日 第４回定例会
  職員定数条例の一部改正、昭和62年度一般会計等補正予算 【原案可決９】
  昭和61年度一般会計決算・各特別会計決算認定 【原案認定４】
  国民健康保険制度改革の厚生省案に関する条例の一部改正 【議員提出・原案可決】

 １･ ４ 役場執務室での喫煙を禁止。
 ２･ １ 第９代助役に伊藤卓治氏就

任。
 ３･19 五城目第一中学校と富津内

中学校が統合。
 ４･ １ 森林資料館「五城目城」で

舘岡栗山展を開催。
 ５･17 映画「イタズ･熊」が完成。

弓道場で試写会。
 ６･17 千代田区から「江戸上水道

木樋」が寄贈
 ７･ １ 町クリーンセンター（し尿

処理施設）が起工。
 ７･25 千代田区神田旭町会と本町

町内会長会が姉妹都市提携
調印。

10･10 最低賃金１日3,323円、１時
間416円

11･ ３ 町功労者　小玉嘉一郎氏
 　　　　　佐藤　　郁氏
 　　　　　伊藤　彌一氏
 　　　　　小玉太美雄氏
11･15 菅江真澄記念碑を円通寺内

に建立。

 １･29 プロ野球の落合博満選手に
県民栄誉賞（第１号）

 ４･12 県知事に佐々木喜久治氏が
３選。

11･ ６ 中曽根氏の指名で竹下政権
が成立。

12･ ８ レーガン･ゴルバチョフ首
脳会談がホワイトハウスで
開催。

12･19 森吉、阿仁スキー場がオー
プン。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

統一地方選挙の開票風景

映画「イタズ・熊」のロケ　蛇喰にて

老人クラブのボランティア活動
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［昭和63年］1988
１月  14日 第21回五城目町青年議会

３月  ２～ ８日 第１回定例会
昭和63年度一般会計予算（38億2,600万円）・特別会計予算
町職員定数条例の一部改正、昭和62年度一般会計等補正予算 【原案可決22】
地方自治法改正案早期成立の決議要望 【議員提出・原案可決】

 27日 町議会議員選挙執行（現職16人、新人６人当選）

４月  ９日 第１回臨時会
  議長選挙　　議長：小玉哲郎、副議長：斉藤明 【投票・指名推選３】
  監査委員の選任 【原案同意】
  道路占用料徴収条例一部改正、専決処分 【原案可決、原案承認】

５月  １日 第59回メーデー（議長出席）
 ２日 全員協議会

６月  ２日 鹿児島県加治木町議会行政視察
 ７～ ８日 第13回町村議会議長会全国大会（東京）
 ９～14日 第２回定例会
  国民健康保険税条例の一部改正、昭和63年度一般会計等補正予算 【原案可決４】
  専決処分（町税条例の一部改正） 【原案承認２】
  繰越明許費繰越計算書 【報告済】
22～25日  議員視察研修（広島県）
 27日 南秋町村議会議長会臨時総会（昭和町）

７月  ６日 新潟県中蒲原郡村松町議会行政視察
 15日 新議員研修会（秋田市）
 25日 南秋田郡町村議会議員研修会

８月  ６日 第２回臨時会
  工事請負契約の締結 【原案可決２】

９月  ９日 県町村議会議員研修会
 26～29日 第３回定例会

広域五城目町林業センター条例の一部改正、昭和63年度一般会計等補正予算
 【原案可決８】
昭和62年度水道事業会計決算認定 【原案認定】
監査委員の選任・教育委員会委員の任命 【原案同意２】
開発公社の経営状況報告 【報告済】
国庫補助負担率の復元に関する緊急要望決議 【議員提出・原案可決２】
選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 【指名推選】
　委　員： 千葉千代美、山田國三、草皆三夫、山平秋明
　補充員： 田中栄作、伊藤長雄、畠山勘一郎、一関昌美

10月  ４日 第３回臨時会
  教育委員会委員の選任 【原案同意】
 ５日 千代田区議会（企画総務委員）行政視察。

12月  13～23日 第４回定例会
一般職の給与に関する条例の一部改正、昭和63年度一般会計等補正予算
 【原案可決９】
昭和62年度一般会計決算・各特別会計決算認定 【原案認定４】
継続費決算報告書 【報告済】

 ３･15 町クリーンセンターが竣工。
 ３･27 町議会議員選挙執行。
 ４･13 伊藤シミさんが寿条例100

歳祝い金第１号に。
 ４･30 馬城橋の竣工記念式典。
 第１回きゃどっこまつり開

催。
 ７･22 昭和63年産米政府買入れ価

格（60㎏１万6,743円）
10･14 最低賃金１日3,424円、１時

間429円
10･23 町功労者　佐藤　佑耕氏
 　　　　　永澤政治郎氏
　　　　　　　　　阿部　チヤ氏
　　　　　　　　　加藤　甚一氏
 　　　　　畠山　　豊氏
11･ １ 第111回秋田県種苗交換会

が本町で開催。52万８千人
来場。

 １･ １ 米ソ首脳がテレビを通じ相
手国民への新年のメッセー
ジを交換。

 ３･13 青函トンネルが開業。連絡
船は80年の歴史に幕。

 ４･10 瀬戸大橋が開通。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

きゃどっこまつり’88、子供みこし

種苗交換会開催

供用を開始した馬城橋
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成元年］1989
１月  19日 議会広報編集委員会

 22日 第22回五城目町青年議会
 27日 議会広報編集委員会

３月  10～17日 第１回定例会
平成元年度一般会計予算（41億100万円）・特別会計予算
町職員の勤務時間等に関する条例の一部改正、昭和63年度一般会計等補正予算
 【原案可決25】
専決処分（町税条例の一部改正） 【原案承認２】

 29日 山形県酒田市議会行政視察

４月  ３日 第１回臨時会
  助役の選任 【原案同意】
 12日 議会全員協議会

５月  １日 第60回メーデー（議長出席）
 30日 大分県三重町議会（総務常任委員会）行政視察

６月  13～16日 第２回定例会
  国民健康保険高額療養費資金貸付金税条例制定、平成元年度一般会計等補正予算 
   【原案可決９】
  専決処分（町税条例の一部改正） 【原案承認３】
  教育委員会委員の任命 【原案同意３】
  継続費繰越計算書 【報告済２】
 21日 議会議員視察研修（雄和町・秋田市・男鹿市）
 27～29日 議員視察研修（北海道）

７月  ３日 宮城県高城町議会（産業土木常任委員会）行政視察
 10日 南秋田郡町村議会議員研修会

８月  ３日 千代田区長が来町。
 29日 矢島町議会（教育民生常任委員会）行政視察

９月  26～29日 第３回定例会
五城目町と千代田区との姉妹提携、平成元年度一般会計等補正予算 【原案可決５】
消防団員の定員任免給与服務等に関する条例の一部改正 【修正可決】
昭和63年度水道事業会計決算認定 【原案認定】
人権擁護委員の推薦、収入役の選任 【原案同意２】
開発公社の経営状況報告 【報告済】

10月  ９日 第２回臨時会
  工事請負契約締結（斎場建設） 【原案可決３】
 11日 山形県平田町議会行政視察
 16日 北海道虻田町議会行政視察

12月  13～23日 第４回定例会
  財政調整基金条例制定、減債基金条例制定、平成元年度一般会計等補正予算
   【原案可決15】
  昭和63年度一般会計決算・各特別会計決算認定 【原案認定４】

 ２･19 町長選挙執行。第10代町長
に佐藤邦夫氏当選。

 ４･ ４ 第10代助役に菊地耕二氏
就任

 ４･14 秋田駅前アゴラ広場で「ご
じょうめ朝市」を開催。

 ５･26 町総合防災訓練に千代田区
職員参加。（1,000人分の
救援物資等配布）

 ６･27 町公共下水道計画第１期分
が国から認可。

 ７･16 第５回東北親善川柳大会を
本町で開催。

 ８･ １ 平成元年産米政府買入れ価
格決定（60㎏１万6,743円）

 ８･ ３ 木村　茂千代田区長が町を
公式訪問。

 ８･25 誘致企業、秋田部品五城目
工場が操業開始。

 ９･ ４ 誘致企業、エドウィン秋田
ホーセ大川工場が操業開
始。

10･ １ 第９代収入役に加藤千雄氏
就任

10･26 千代田区と本町の姉妹都市
提携調印式が千代田区議場
で開催。

 最低賃金１日3,535円、１時
間446円

11･ ３ 町功労者　加賀谷正作氏
 　　　　　石井　良司氏
 　　　　　伊藤　卓治氏
 　　　　　工藤　孝二氏
 　　　　　二方　シワ氏
11･17 ふるさと五城目会設立総会
 （九段会館）

 １･ ７ 昭和天皇が崩御。
 １･ ８ 「平成元年」がスタート。
 ６･ ２ 竹下内閣が総辞職。
 ６･24 歌手の美空ひばりさんが死

去。
 ８･ ９ 宇野内閣が総辞職。
 ９･29 横綱千代の富士が国民栄誉

賞を受賞。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

千代田区議場にて

千代田区議会議員との交流

札幌市での研修
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成2年］1990
１月  19日 八郎潟周辺町村保健体育施設組合議会臨時会（秋田市）

 29日 議会広報編集委員会

３月  ８～15日 第１回定例会
平成２年度一般会計予算（44億8,500万円）・特別会計予算、火葬場条例制定
平成元年度一般会計等補正予算 【原案可決32】
専決処分（平成元年度一般会計補正予算） 【原案承認】
人権擁護委員の推薦 【原案同意】

４月  ９日 第１回臨時会
  議長選挙　　議長：小玉哲郎、副議長：斉藤明 【指名推選４】

  市町村職員退職手当組合規約の一部を変更する規約 【原案可決】

 25日 第２回臨時会
  一般職の職員の給与に関する条例の一部改正 【原案可決】

  固定資産評価審査委員会委員の選任 【原案同意】

８月  23日 第３回臨時会
  平成２年度一般会計補正予算 【原案可決】

６月  12～15日 第２回定例会
  五城目町立児童館設置条例の一部改正
  平成２年度一般会計等補正予算 【原案可決５】
  専決処分（町税条例の一部改正、平成２年度一般会計等補正予算）　 【原案承認２】
  繰越明許費繰越計算書 【報告済】
  農業委員会委員の推薦について（工藤卓美、松橋勇、猿田俊雄） 【指名推薦】

９月  12日 第４回臨時会
  工事請負契約締結（老人ホーム森山荘・馬場目保育園建設等） 【原案可決４】
 18～21日 第３回定例会
  五城目町過疎地域活性化計画策定、平成２年度一般会計等補正予算 【原案可決５】
  平成元年度水道事業会計決算認定 【原案認定】
  人権擁護委員の推薦、収入役の選任 【原案同意２】
  開発公社の経営状況報告 【報告済】

12月  11～21日 第４回定例会
町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正
平成２年度一般会計等補正予算 【原案可決11】
平成元年度一般会計決算・各特別会計決算認定 【原案認定５】
継続費精算報告書 【報告済】
北方領土早期返還に関する要望決議 【議員提出・原案可決２】

11月  ７日 第５回臨時会
  工事請負契約締結 【原案可決】
  教育委員会委員の任命 【原案同意】

 １･25 まちおこし100人会議が町
長に建議書を提出。

 ２･23 収入役の加藤千雄氏が逝去。
 ３･31 新しい斎場が完成。
 ４･10 町総合生きがいセンターが

開館。
 ６･16 五城目営林署設置100周年

記念式典が開催。
 ７･ １ 第１回森鈴旗争奪秋田追分

全国大会を開催。
 ８･18 五城目天翔太鼓が初舞台
 （子どもの祭典、馬城橋特

設会場）
 ９･10 中山遺跡の発掘調査を実施。
 ９･28 悠紀斎田で「抜穂の儀」
 （大田主　伊藤容一郎氏）
10･ １ 国勢調査実施（人口１万

4,161人、世帯数3,885世帯）
10･12 最低賃金１日3,738円、１時

間468円
11･ ３ 躍進町35周年記念式典を開

催。
 町功労者　工藤松太郎氏
 　　　　　三浦清三郎氏
 　　　　　佐藤　忠四氏
 　　　　　武田　新市氏

 ２･18 第39回衆議院議員選挙執行。
 ３･15 ソ連初の大統領にゴルバ

チョフ最高会議議長が就任。
10･ ３ 東西ドイツが統一。
12･29 第２次海部改造内閣が成立。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

岩手県金ヶ崎町を視察

北海道研修の一コマ

白神山地を視察
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成3年］1991
２月  14日 第２回臨時会

  工事請負変更契約の締結（養護老人ホーム森山荘移転改築） 【原案可決２】

１月  24日 第１回臨時会
  工事請負変更契約の締結（馬場目保育所改築） 【原案可決２】

３月  ７～17日 第１回定例会
平成３年度一般会計予算（47億5,400万円）・特別会計予算、企業振興条例制定 
平成２年度一般会計等補正予算 【原案可決28】

６月  11～14日 第２回定例会
国民健康保険条例の一部改正、平成３年度一般・各特別会計補正予算 【原案可決６】
専決処分（町税条例の一部改正、平成３年度一般会計補正予算） 【原案承認３】

繰越明許費繰越計算書 【報告済】

７月  ５日 第３回臨時会
  平成３年度一般会計補正予算 【原案可決】

 ８～11日 議会視察研修（大分県玖珠町）
 23日 第４回臨時会
  工事請負契約締結（杉沢小中学校校舎建設工事） 【原案可決２】

８月  30日 議会全員協議会（土曜閉庁の実施、大型店問題）

９月  17～20日 第３回定例会
幼稚園保育料徴収条例の一部改正、保育料徴収条例制定
平成３年度一般会計等補正予算 【原案可決35】

平成２年度水道事業会計決算認定 【原案認定】

「第八次治水事業五ヵ年計画」における大幅な事業費の確保についての意見書
 【議員提出・原案可決】

開発公社の経営状況報告 【報告済】

12月  11～20日 第４回定例会
過疎地域活性化計画の変更、平成３年度一般会計等補正予算 【原案可決13】

平成２年度一般会計決算・各特別会計決算認定 【原案認定５】

議会委員会条例の一部改正 【議員提出・原案可決】

10月  16日 第５回臨時会
  工事請負契約の締結（雀館公園野球場拡張工事、下水道）
  平成３年度一般会計補正予算 【原案可決３】

 ４･30 馬場目地区文化交流センタ
ー（ふれあいセンター）竣
工式。

 馬場目保育園の竣工式。
 ５･27 養護老人ホーム森山荘の竣

工式。
７･26 平成３年産米政府買入れ価

格決定（60㎏１万6,392円）
 ９･28 台風19号で大きな被害（被

害総額約９億円）
11･ ３ 町功労者　安東　　誠氏
 　　　　　長谷川定作氏
 　　　　　小熊　久孝氏
12･20 森山地区公民館が完成。

 １･17 湾岸戦争に突入。
 ４･ ７ 県知事に佐々木喜久治氏が

４選。
 ４･16 ゴルバチョフソ連大統領が

来日。ソ連最高首脳では初。
 ５･22 県立農業科学館が大曲市に

完成。
 ６･ ３ 長崎雲仙岳が噴火。
 ７･25 秋田自動車道横手～秋田間

が開通。
11･ ５ 海部内閣が総辞職。宮沢内

閣が成立。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

大分県玖珠町の視察研修

天翔太鼓の練習風景

町政座談会
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成4年］1992
２月  27日 第２回臨時会

  町長公務出張に関わる調査特別委員会（100条）設置 【原案可決】

１月  17日 第１回臨時会
  平成３年度一般・下水道会計補正予算・工事請負契約締結（雀舘野球場拡張） 
   【原案可決３】
  町長公務出張に関わる調査特別委員会（98条）設置 【審議未了】

３月  ３～11日 第１回定例会
  平成４年度一般会計予算（49億3,500万円）　各特別会計予算
  平成３年度一般会計等補正予算、職員の育児休業等に関する条例制定
  土地開発基金・地域福祉基金各設置条例制定
  特別職の給与・議員報酬改定（条例改正）、
  工事請負契約締結（下水道）、町道の路線認定等 【原案可決29】
  町長の辞職勧告決議・議員の道義的行為についての決議 【議員提出・原案可決２】
 29日 町議会議員選挙執行（現職17人、新人５人当選）

４月  ７日 第３回臨時会
  議長選挙　　議長：佐藤成孝、副議長：舘岡幸雄 【投票・指名推選４】
  監査委員の選任 【原案同意】

６月  20日 議会議員全員協議会
 11～16日 第２回定例会
  平成４年度一般会計等補正予算、過疎地域活性化計画の変更 【原案可決13】
  反社会的団体との接触、旅費問題による町長助役の減給案（条例改正） 【原案否決】
  専決処分（町税条例・国民健康保険条例等の一部改正） 【原案承認３】
  固定資産評価審査会委員の選任　人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意２】
  町長の辞職勧告決議 【議員提出・原案可決３】

７月  23日 第４回臨時会
  工事請負契約締結（西野第１農道・林道富田線） 【原案可決３】

９月  17～22日 第３回定例会
  平成４年度一般会計等補正予算、過疎地域活性化計画の変更、防災会議条例改正
   【原案可決７】
  新総合発展計画基本構想 【修正可決】
  平成３年度水道事業会計決算認定 【原案認定】
  開発公社の経営状況報告 【報告済】
  監査委員の選任・教育委員会委員の任命 【原案同意２】
  選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 【指名推選】
  　委　員： 山田國三、草皆三夫、山平秋明、渡部雄一
  　補充員： 伊藤長雄、畠山勘一郎、一関昌美、澤田石貞雄

10月  14日 第５回臨時会
  平成４年度一般会計等補正予算、工事請負変更契約締結（下水道） 【原案可決３】
  佐川急便事件の全容解明と政治倫理確立を求める意見書 【議員提出・原案可決】

11月  17日 第６回臨時会
  工事請負契約締結（下水道・ウッドロード整備） 【原案可決４】
  工事請負契約締結（都市公園事業雀舘公園築造工事） 【原案否決】

12月  10～22日 第４回定例会
  決算特別委員会に100条調査権付与を議決
  平成３年度一般会計決算認定 【原案不認定】
  平成３年度各特別会計決算認定 【原案認定４】
  平成４年度一般会計等補正予算、工事請負契約締結（西野第１農道・林道富田線）
  特別職の給与・議員報酬改定・一般職の給与改定（条例改正） 【原案可決14】
  人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意２】

 １･ ６ 町役場で土曜閉庁方式の４
週６休を実施。

 ４･ １ 町で実施するすべての検診
が無料に。

 ４･ ４ 杉沢小、中学校が新校舎で
新学期をスタート。

 ５･20 屋内ゲートボール場「すぱ
ーく五城目」が完成。

 ６･20 市神祭が開催。（～21日）
 上町通りで30年ぶりの朝市。
 ９･12 学校週５日制がスタート。

第２土曜日が休日。
11･ ３ 町功労者　荒川　豊治氏
 　　　　　斎藤三四郎氏
 　　　　　宮田盛之助氏
　　　　　　　 （故）畑沢　　實氏
　　　　　　　 （故）菊地　鶴松氏

 ４･ １ 農協の呼称が「ＪＡ」に。
 ６･15 PKO法が成立。
 ７･26 第16回参議院議員選挙執行。
 ９･ １ ハタハタの３年間全面禁漁

が決定。
10･23 天皇陛下が初の中国訪問。
12･11 宮沢改造内閣が成立。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

杉沢小中学校新校舎

初議会　新人議員の入場

岐阜県郡上市八幡町視察研修
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成5年］1993
３月  ９～16日 第１回定例会

  平成５年度一般会計予算（49億8,800万円）　各特別会計予算
  平成４年度一般会計等補正予算、工事請負変更契約締結（下水道）
  特別職・議員・一般職の費用弁償改定（条例改正）
  老人訪問看護事業条例制定、町道の路線認定 【原案可決31】
  教育委員会委員の任命、固定資産評価審査会委員の選任 【原案同意３】
 30日 第１回臨時会
  助役・収入役の選任 【原案同意２】

６月  10日 第２回定例会
 16日 平成５年度一般会計等補正予算、下水道条例の制定、過疎地域活性化計画の変更
  馬場目岳周辺自然ふれあい施設設置条例制定 【原案可決10】
  議決に付すべき契約等の条例改正・防犯指導員設置条例制定 【原案否決３】
  専決処分（町税条例の一部改正） 【原案承認３】
  農業委員会委員の推薦（小林正志、近野格也、工藤卓美） 【指名推薦】
 22～25日 議員視察研修（栃木県真岡市・神奈川県御殿場市）

７月  14日 第２回臨時会
  平成５年度一般会計補正予算、工事請負契約締結（富津内公民館･五小大規模改修）
   【原案可決６】

８月  19日 第３回臨時会
  工事請負契約締結（森林資料館取付道路・富田線） 【原案可決２】

９月  13～17日 第３回定例会
  平成５年度一般会計等補正予算　町の休日を定める条例制定
  町職員の完全週休二日制に向け関連３条例を一部改正
  工事請負契約締結（ふる創館建設） 【原案可決14】
  平成４年度五城目町水道事業会計決算認定 【原案認定】
  開発公社の経営状況報告 【報告済】
  固定資産評価審査会委員の選任、人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意２】

10月  13日 第４回臨時会
  冷害対策に関する要望書 【議員提出・原案可決】
 22日 第５回臨時会
  議決に付すべき契約等の条例改正・工事請負契約締結 【原案可決３】

12月  ７～17日 第４回定例会
  平成４年度一般会計決算、各特別会計決算認定 【原案認定５】
  平成５年度一般会計等補正予算、工事請負変更契約締結（森林資料館取付道路・富田線）
  盆城庵の無許可営業問題での町長・助役減給処分（条例改正）
  特別職の給与・議員報酬改定、一般職の給与改定（条例改正） 【原案可決13】
  地方財政の確保に関する決議 【議員提出・原案可決】

 ２･24 町長選挙執行。第11代町長
に佐藤邦夫氏当選。

 ３･30 第11代助役に菊地耕二氏、
第10代収入役に伊藤太幸氏
就任。

 ３･31 西野第１農道が完成。
 ４･ １ 老人訪問看護ステーション

がスタート。
 ７･23 盆城庵、北ノ又自然館がオ

ープン。
 ９･ ２ 朝市が公共下水道工事のた

め東磯ノ目に一時移転。
11･ ３ 町功労者　北嶋禮三郎氏
 　　　　　分銅　日香氏

 ４･ １ 「北都銀行」がスタート。
 ６･18 衆議院解散。
 ７･18 第40回衆議院議員選挙執行。
 ７･29 細川内閣非自民連立政権が

樹立。
11･ ２ 県立図書館、公文書館がオ

ープン。
12･ ９ 白神山地が世界遺産に登録。
12･14 米市場の部分的開放を決定。

※冷害で稲作は戦後最大の不作。
（五城目町の被害総額約６億５千万円）

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

冷害対策調査特別委員会　状況視察

神奈川県御殿場市矢崎部品工場視察

栃木県真岡市環境保全センター視察研修
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成6年］1994
２月  24日 第２回臨時会

  工事請負変更契約締結（西野高崎線道路改良工事） 【原案可決】

１月  14日 議会議員全員協議会
 25日 第１回臨時会
  五城目町課設置条例の制定（部制の廃止、機構改革） 【原案可決７】

３月  ８日 第１回定例会
 15日 平成６年度一般会計予算（52億6,350万円）　各特別会計予算
  平成５年度一般会計等補正予算、農村公園条例改正
  中山間ふるさと水と土保全基金設置条例制定 【原案可決26】
  過疎地域活性化計画の変更（シネマ劇場購入を削除修正） 【修正可決】
  極左暴力集団の排除に関する決議 【議員提出・動議可決】

４月  ６日 第３回臨時会
  五城目町役場の位置を変更する条例制定 【原案可決６】
  議長選挙　　議長：佐藤成孝、副議長：舘岡幸雄 【指名推選５】

５月  30日 議会議員全員協議会

６月  ２日 第４回臨時会
  工事請負契約締結（下水道工事） 【原案可決２】
 ６日 第２回定例会
 14日 平成６年度一般会計等補正予算、ファミリー広場アスレチック用地購入
  特別職の給与・議員報酬改定（条例改正） 【原案可決12】
  専決処分（町税条例の一部改正） 【原案承認５】
  一般会計継続費・各会計繰越明許費繰越計算書 【報告済３】
 20～22日 議員視察研修（北海道岩見沢市・広島町）

７月  ４日 第５回臨時会
  工事変更契約締結（ふる創館建設：積算二重計上が発覚） 【原案否決】
 28日 議会議員全員協議会

８月  ８日 第６回臨時会
  工事変更契約締結（ふる創館建設：二重部分180万円減額） 【原案可決】

９月  ８日 第３回定例会
 12日 平成６年度一般会計等補正予算、国民健康保険条例一部改正
  廃棄物の処理及び清掃に関する条例全部改正 【原案可決９】
  五城目町水道事業会計決算認定 【原案認定】
  開発公社の経営状況報告 【報告済】

11月  22日 第７回臨時会
  平成６年度一般会計等補正予算、工事請負契約締結（下水道工事） 【原案可決４】
  教育委員会委員の任命 【原案同意２】

12月  ６日 第４回定例会
 12日 平成５年度一般会計決算、各特別会計決算認定 【原案認定６】
  平成６年度一般会計等補正予算、一般職の給与に関する条例一部改正
  過疎地域活性化計画の策定（新） 【原案可決９】

 １･ ４ 町役場で完全週休２日制を
実施。

 ３･18 米不足の千代田区に「あっ
たか米」を贈る。

 ４･ １ 役場機構改革、部制を廃止
 ４･20 富津内地区公民館の竣工式

を実施。
 ６･18 みちのく渓流釣り大会in馬

場目川を開催。（～19日）
10･16 第１回朝市500年記念マラ

ソン大会を開催。
11･ ３ 町功労者　今村　方介氏
 　　（故）佐々木吉三郎氏

 ４･ ８ 土崎にセリオンがオープン。
 ４･20 横手市に秋田ふるさと村開

村。
 ４･25 細川内閣が総辞職。
 ４･28 羽田連立内閣が成立。
 ６･25 羽田内閣が総辞職。
 ６･30 村山自社連立内閣が成立。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

北海道岩見沢市　埋立処分場　視察研修

北海道岩見沢市　ゴミ焼却炉の熱で温室栽培視察
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成7年］1995
１月  24日 議会議員全員協議会

 30日 第１回臨時会
  開発公社へ委託のための各施設設置５条例の改正
  総合交流センター五城館設置条例制定、
  工事請負変更契約（都市計画道路雀舘線、下水道） 【原案可決10】
  専決処分（町税条例の一部改正） 【原案承認】

３月  ７～14日 第１回定例会
  平成７年度一般会計予算（53億6,600万円）　各特別会計予算
  平成６年度一般会計等補正予算、工事請負変更契約（下水道工事）
  教育施設整備基金設置条例制定、災害対策基金設置条例策定
  特別職の給与・議員報酬改定（条例改正） 【原案可決45】
  地方分権の推進に関する意見書 【議員提出・原案可決】
 15日 議会議員全員協議会

５月  26日 第２回臨時会
  平成７年度一般会計等補正予算（一般廃棄物最終処分場調査費） 【原案可決】
  議員定数懇談会を設置

６月  ６～ ９日 第２回定例会
  平成７年度一般会計等補正予算、開発公社よりの土地取得
  農業集落排水事業特別会計条例制定 【原案可決８】
  専決処分（町税条例・国民健康保険条例の一部改正） 【原案承認６】
  一般会計繰越明許費計算書 【報告済】
  固定資産評価審査会委員の選任 【原案同意】
 30日 南秋田郡町村議会議員大会

７月  ３～ ５日 議員視察研修（北上市・宮城県南郷町・湯沢市）　議員11名参加
 14～17日 議員視察研修（韓国）　議員８名参加
 31日 県町村議会議員研修会

８月  ７日 議会議員全員協議会・議員定数懇談会
 ７日 第３回臨時会
  工事請負契約締結（下水道工事）、消防ポンプ車購入契約 【原案可決３】
  専決処分（平成７年度一般会計補正予算） 【原案承認】

９月  ５～14日 第３回定例会
  平成６年度一般会計決算・各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定７】
  平成７年度一般会計等各補正予算、公共用地の取得 【原案可決７】
  開発公社の経営状況報告、繰越費精算 【報告済２】
  人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意】
  水力発電周辺地域交付金の交付期間の延長を求める意見書 【議員提出・原案可決２】

11月  ７日 第３回臨時会
  平成７年度一般会計補正予算、下水道条例改正
  簡易水道・農業集落排水事業工事請負契約締結 【原案可決６】
 24日 議会議員全員協議会

10月  30日 議員視察研修（岩手県安代町）

12月  ８～12日 第４回定例会
  平成７年度一般会計等補正予算、職員の定数条例改正　工事請負契約締結（下水道工事）
  政治倫理確立のための五城目町長の資産等の公開に関する条例制定
  老人訪問看護事業基金条例制定 【原案可決16】
  暴力団まがいの悪質右翼団体等への寄付行為を拒否する決議 【議員提出・原案可決】

 ３･29 都市計画事業磯ノ目地区土
地区画整理事業が完成。

 ４･ ２ 総合交流センター「五城館」
がオープン。

 矢田津世子文学記念室を公
開。

 ４･ ３ 特別養護老人ホーム「広青
苑」がオープン。

 ５･20 朝市500年祭、春まつり
 ６･25 「環境と文化のむら」がオ

ープン。
 ７･21 第３回全国やまゆりサミッ

トin五城目’95を開催。
 ８･15 朝市500年祭、夏まつり
 ９･ ６ 町消防団第７分団が県消防

操法大会で優勝。
10･ １ 国勢調査実施。（人口13,371

人、世帯数3,867世帯）
10･22 朝市500年祭、秋まつり
 朝市サミットを開催。
11･ ３ 町合併40周年記念式典を開

催。
 町功労者　石川誠一郎氏
 　　　　　笹川　兼吉氏
 　　　　　新谷　秋蔵氏
　　　　　　　　　佐藤　　幸氏
 　　　　　畑澤　一視氏

 １･17 阪神淡路大震災が発生。
 ３･20 東京地下鉄サリン事件が発

生。
 ４･９ 県知事佐々木喜久治氏が５

選。
 ７･23 第17回参議院議員選挙執行。
10･ １ ハタハタ漁を３年ぶりに解

禁。
11･ １ 新食糧法が施行。
12･ １ 井川さくら駅が開業。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

宮城県　渡辺採種場にて視察研修

韓国農業視察研修（農村振興院の水田）

テレトラック（岩手競馬組合）視察調査
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成8年］1996
２月  ２日 議会議員全員協議会

３月  ４～ ８日 第１回定例会
  平成８年度一般会計予算（51億4,400万円）各特別会計予算
  平成７年度一般会計等補正予算、工事請負変更契約締結（下水道、集落排水）
  農山村ふるさと事業基金条例制定、ファミリー広場設置条例制定
  特別職の給与・議員の報酬改定（条例改正） 【原案可決50】
  定住促進条例制定 【修正可決２】
  議会広報の発行に関する条例、地方分権の推進に関する意見書 【議員提出・原案可決２】
 24日 町議会議員選挙執行（現職16人、元職１人、新人５人当選）

４月  ４日 第１回臨時会
  議長選挙　　議長：伊藤浩司、副議長：猿田和男 【投票２・指名推選４】
  監査委員の選任 【原案同意】

５月  20日 議会議員全員協議会
 28日 議会議員全員協議会

６月  11～17日 第２回定例会
  平成８年度一般会計等補正予算 【原案可決13】
  専決処分（町税条例の一部改正等） 【原案承認】
  人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意】
  農業委員会委員の推薦（伊藤英紀、石井章司、舘岡幸雄） 【指名推薦】
  教育施設等整備に関する特別委員会設置 【議員提出・原案可決】
 28日 南秋田郡町村議会議員大会

７月  ８～ ９日 議員視察研修（東京都新木場、千葉県勝浦）

８月  27日 県町村議会議員研修会

９月  ３～13日 第３回定例会
  平成７年度一般会計決算、各特別会計・水道事業会計決算認定 【認定】
  各特別会計補正予算 【原案可決22】
  平成８年度一般会計補正予算（馬場目小調査設計委託料削除） 【修正可決】
  工事請負契約締結（下水道工事　大川西野） 【原案否決２】
  専決処分（家庭奉仕派遣手数料徴収条例改正） 【原案承認】
  開発公社の経営状況報告 【報告済】
  監査委員の選任、教育委員会委員の任命、人権擁護委員の推薦 【原案同意３】
  選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 【指名推選】
  　委　員： 山田國三、草皆三夫、山平秋明、渡部雄一
  　補充員： 伊藤長雄、畠山勘一郎、一関昌美、澤田石貞雄
  消費税５％引き上げに反対する意見書 【議員提出・原案可決２】
 27日 第２回臨時会
  工事請負契約（一般廃棄物埋立処分場建設） 【原案否決】
  固定資産評価審査会委員の選任 【原案同意】

10月  30日 第３回臨時会
  工事請負契約締結（下水道工事　大川西野）　　　再入札で3,700万円差　
  平成８年度一般会計補正予算 【原案可決４】

11月  29日 議会議員全員協議会

12月  ４～10日 第４回定例会
  工事請負契約（一般廃棄物埋立処分場建設）　再入札で約２億円差　
  平成８年度一般会計等補正予算、工事請負変更契約（簡易水道工事）
  行政手続き条例制定、職員の給与に関する条例改正 【原案可決17】
  水資源の総合的開発を求める意見書等 【議員提出・原案可決２】

 ２･10 朝市500年祭、冬まつり
 ３･10 分銅惇作氏、木村敬三氏を

ふるさと大賞表彰。
 ５･25 近畿五城目会が発足。
 ６･24 県道秋田八郎潟線保呂瀬、

杉沢間が完成。
 ７･24 三浦真氏らが町で芸術を通

し国際交流。
 ９･21 山内番楽保存会がカーネギ

ーホールで公演。
10･27 大川小学校120周年記念式

典を開催。
11･ ３ 町功労者　佐々木市太郎氏
 　　　　　齊藤　　明氏
 　　　　　伊藤興四郎氏
11･10 富津内小学校120周年記念

式典を開催。

 １･11 橋本内閣が成立。
 ３･19 厚生省が薬害エイズ資料を

公表。
 ７･20 病原性大腸菌「O157」被

害拡大
10･20 第41回衆議院議員選挙執行。
 （小選挙区比例代表並立制

に）

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

初議会　新人議員の初入場

東京都新木場での研修

五城目高校生徒が傍聴
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成 9年］1997
２月  24日 第１回臨時会

  議長選挙　　議長：石井孫一
  町道の路線認定 【原案同意】

３月  ４～11日 第１回定例会
  平成９年度一般会計予算（59億9,000万円）　各特別会計予算
  平成８年度一般会計等補正予算、工事請負変更契約締結（下水道工事）
  特別職給与・議員報酬改定（条例改正）過疎地活性化計画の変更
  ターミナルパーク磯ノ目設置条例制定 【原案可決50】

４月  30日 第２回臨時会
  助役・収入役選任 【原案不同意２】
  専決処分（一般会計等補正予算、町税条例の一部改正等） 【原案承認６】

５月  23日 議会議員全員協議会

６月  17～20日 第２回定例会
  平成９年度一般会計等補正予算、工事請負契約締結
  五城目町条例の左横書き及び用語等の統一に関する条例制定
  開発公社より土地取得 【原案可決８】
  専決処分（国民健康保険特別会計補正予算） 【原案承認】
  一般・農業集落排水・下水道各会計繰越明許費繰越計算書 【報告済３】

７月  10日 議会議員全員協議会
 17日 南秋田郡町村議会議員大会

８月  ８日 第３回臨時会
  助役・収入役選任 【原案同意２】
  工事請負契約締結（岩野高崎線、大手橋、下水道）例規集購入契約 【原案可決４】
  開発センター設置条例の一部改正 【修正可決】
 26日 県町村議会議員研修会

９月  １日 議会議員全員協議会
 ９～19日 第３回定例会
  平成８年度一般会計、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定10】
  平成９年度一般会計等補正予算 【原案可決10】
  簡易水道特別会計継続費精算報告 【報告済】
  馬場目小の全面改築を求める請願の調査特別委員会設置 【議員提出・原案可決】

10月  20日 蔵王町議会行政視察

11月  13日 玖珠町議会行政視察
 16～23日 議員視察研修（ドイツ・オーストリア・フランス）　議員10名参加

12月  16～19日 第４回定例会
  平成９年度一般会計等補正予算、一般職の給与に関する条例等改正 【原案可決17】
  休養センター等５施設の設置条例の全部改正 【修正可決５】
  工事請負変更契約締結（農業集落排水処分場） 【原案否決】
  開発公社の経営状況報告 【報告済】
  教育委員会委員の任命 【原案同意】
  開発公社との総合調整並びに助成に関する条例改正 【継続審査】
 18日 小玉哲郎議員（元議長）逝去

 １･14 湯ノ又簡易水道が完成。
 ２･16 町長選挙執行。第12代町長

に佐藤邦夫氏当選。
 ３･ １ 町児童育成計画「エンゼル

プラン」を策定。
 ３･15 町観光協会30周年記念式

典が開催。
 ４･29 ターミナルパーク磯ノ目が

オープン。
 ８･12 第12代助役に畑澤達雄氏、

第11代収入役に小林博實氏
就任。

 ９･26 今村久悦氏をふるさと大賞
として表彰。

11･ ３ 町功労者　菊地　耕二氏
11･13 秋田朝日放送の電波を薬師

山から発信開始。

 ３･31 食料費問題で佐々木知事辞
職。

 ３･22 秋田新幹線が開業。
 ４･20 秋田県知事に寺田典城氏が

当選。
 ７･11 大館樹海ドームが完成。
10･ １ 天皇皇后両陛下がご来県。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

供用開始された湯ノ又簡水浄水場

ふれあいスポット公園「ターミナルパーク五城目」オープン

ゲッケンドルフ市（ドイツ）でゴミリサイクルを学ぶ
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成10年］1998
２月  13日 議会議員全員協議会

 25日 議会議員全員協議会

３月  10～18日 第１回定例会
  平成10年度一般会計予算（53億1,500万円）　各特別会計予算
  平成９年度一般会計等補正予算、工事請負契約締結
  情報公開並びに個人情報保護に関する条例制定
  特別職の給与・議員報酬改定（条例改正） 【原案可決50】

４月  ９日 第１回臨時会
  議長選挙　　議長：石井孫一、副議長：猿田和男 【指名推選５】
  議会委員会条例の一部改正 【議員提出・原案可決】
  専決処分（町税条例の一部改正） 【原案承認２】

５月  15日 議会議員全員協議会
 16日 小野政雄議員逝去

６月  ９～18日 第２回定例会
  平成10年度一般会計等補正予算、中山間地域活性化推進事業基金条例制定 【原案可決14】
  工事請負契約締結（下水道工事　畑町国道285号付近） 【原案否決】
  専決処分（町税条例等の一部改正） 【原案承認】
  固定資産評価審査会委員の選任 【原案同意】
  馬場目川上流部に計画されている産業廃棄物最終処分場建設に反対する決議
  射撃訓練場施設等の薬師山への計画中止を求める意見書 【議員提出・可決３】
 23日 陸上自衛隊秋田駐屯地に射撃場建設計画中止を求める意見書提出

７月  10日 議会改革等に関する調査会
 16日 福島県白沢村議会行政視察
 21日 南秋田郡町村議会議員大会

８月  27日 県町村議会広報研修・議員研修

９月  10～23日 第３回定例会
  平成９年度一般会計決算、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定10】
  条例改正、各特別会計補正予算、工事請負契約の締結 【原案可決15】
  平成10年度一般会計補正予算 【修正可決】
  開発公社の経営状況報告 【報告済２】
  人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意】
  議会決議尊重に関わる決議 【議員提出・原案可決２】
  議長辞職勧告決議案 【議員提出・原案否決】

10月  21～23日 議員視察研修（香川県豊島、高松市）

11月  10日 津山町議会行政視察、南郷町議会行政視察
 12日 田代町議会行政視察
 17日 河北町議会行政視察
 19日 登米町議会行政視察
 25日 議会議員全員協議会

12月  ８～15日 第４回定例会
  平成10年度一般会計等補正予算、国土利用計画（第２次） 【原案可決26】
  農業集落排水設置及び管理に関する条例制定
  教育委員会の委員の任命 【原案同意２】
  射撃訓練場施設等の薬師山への計画中止を求める意見書（防衛庁長官宛）
  道路予算確保に関する意見書 【議員提出・原案可決２】
  議員定数調査会を設置

 ３･31 ふるさと農道が完成。（大
川、上樋口間）

 ４･ １ 湖東部４農協が合併しあき
た湖東農業協同組合が発足。

 ４･23 一般廃棄物埋立処分場が完
成。

 ５･ ８ よつば会共同作業所が開所。
 ５･25 「Goっくんカード」をスタ

ート。
 ６･ １ 伝統工芸技能後継者育成事

業をスタート。
 ９･ １ 個人情報保護及び情報公開

制度がスタート。
11･ ３ 町功労者　永井慶二郎氏
 　　　　　松橋　　勇氏
 　　　 （故）小玉　哲郎氏
11･ ８ ふるさと五城目会設立10周

年記念式典が開催。
12･15 町国土利用計画を改訂。
12･18 町教育長に小玉康夫氏が就

任。

 ２･ ７ 長野冬季オリンピックが開
幕。

 ２･22 郵便番号が７けたに。
 ６･22 金融監督庁が発足。
 ７･12 第18回参議院議員選挙執行。
 ７･18 あきた北空港が開港。
 ７･30 小渕内閣が成立。
 ８･ ３ 森吉町で日本ジャンボリー

が開幕。
12･16 米英がイラクの軍事施設な

どを空襲。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

一般廃棄物埋立処分場視察

陸上自衛隊飯島射撃場調査視察

ゴミ処理関連　香川県豊島研修視察
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成11年］1999
２月  ３日 議会議員全員協議会

 26日 第１回臨時会
  工事請負契約締結（馬場目小学校校舎建設）
  平成10年度一般会計・下水道事業特別会計補正予算 【原案可決３】

３月  11～23日 第１回定例会
  平成11年度一般会計予算（55億2,000万円）　各特別会計予算
  条例改正、工事請負契約の締結 【原案可決50】
  平成10年度一般会計補正予算 【修正可決】
  固定資産評価審査会委員の選任、人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意２】
 24日 防衛庁へ射撃場建設計画中止を求める意見書提出　　議長外４名上京

６月  14～18日 第２回定例会
  日程１日目町長の行政報告、２日目の一般質問終了

３日目（15日）午前９時より日程追加のために議会運営委員会が開かれたが、一
般質問への町長答弁が議会軽視との論議となり、委員会は３日間に渡り紛糾、会
期末となり流会となった。

 28～30日 視察研修（福島県伊達町）－産業建設常任委員会－
 30日～７月３日　視察研修（京都府木津町）－総務・文教社会常任委員会合同－

７月  21日 南秋田郡町村議会議員大会
 25～27日 第２回臨時会
  平成11年度一般会計等補正予算、工事請負契約締結 【原案可決10】
  専決処分（町条例の一部改正等） 【原案承認５】
  人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意】
  農業委員会委員の推薦（伊藤重郎、伊藤英紀、舘岡正一） 【指名推薦】
  懲罰動議により懲罰委員会を設置、審査の結果、舘岡隆議員を戒告処分とした
  　（本会議発言中、事実誤認で不穏当、名誉を傷つける発言と認められた）

８月  30日 議会議員全員協議会

９月  ６～21日 第３回定例会
  助役の辞表取扱い、議員が法解釈の誤りを指摘したが無視、県は指摘どおりと返答
  辞表を撤回、４日目町長は、陳謝したが、議会は紛糾、１日空転夕方辞表再提出
  会期を１日延長決定
  平成10年度一般会計決算、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定11】
  平成11年度一般会計等補正予算、工事請負変更契約の締結 【原案可決14】
  開発公社の経営状況報告 【報告済】
  固定資産評価審査会委員の選任 【原案同意】
  助役の辞職を請求する決議 【議員提出・原案可決３】

11月  18～19日 議員研修視察（宮城県河北町）－議会運営・広報編集委員会合同－
 26日 議会議員全員協議会

12月  ７～14日 第４回定例会
  平成11年度一般会計等補正予算、工事請負変更契約締結
  少子化対策基金条例制定、条例改正 【原案可決23】
  人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意】
  「射撃場誘致に関わる町議会決議の再考をお願いする陳情」で紛糾、流会となる

 ３･ １ 地域振興券を交付。
 ３･29 新おせど会館が完成。
 ４･ １ 五城目幼稚園で４歳児から

の２年保育を実施。
 ４･22 町第１号の救急救命士が誕

生。
 ５･ １ 上山内地区農業集落排水施

設が供用開始。
 ７･11 農業委員会委員選挙執行。
 ８･ ８ 雀館運動公園相撲場が新築。
 ９･11 矢田津世子文学記念室開設

５周年記念講演を開催。
10･25 千代田区との姉妹都市提携

10周年記念式典を開催。
10･27 八木下弘氏をふるさと大賞

として表彰。
11･ ３ 町功労者　伊藤準一郎氏
 　　　　　大石　安正氏
 　　　　　長谷川　豊氏
 　 　　（故）加藤　正松氏

 １･ １ 欧州単一通貨のユーロが誕
生。

 ４･ １ 改正男女雇用機会均等法が
スタート。

 ４･11 県立大学が開学。（新入生
375人）

 ７･ ９ 苫小牧敦賀を結ぶ定期フェ
リー便が就航。

10･ ５ 自自公連立の小渕改造内閣
が成立。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

岩手県河北町メディアショップで研修

京都府木津町リサイクルセンター視察研修

町づくりについて　福島県伊達町研修
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成12年］2000
２月  17日 議会議員全員協議会

 29日～３月８日　第１回定例会
平成12年度一般会計予算（56億1,300万円）　各特別会計予算
平成11年度一般会計等補正予算、工事請負変更契約締結
馬川交流センター設置条例制定 【原案可決55】
議会委員会条例全部改正等 【議員提出・原案可決４】

１月  24日 第１回臨時会
  議会議員の定数を減少する条例改正（定数を22人から20人に変更） 【議員提出・原案可決】

３月  26日 町議会議員選挙執行（現職15人、元職１人、新人４人当選）

４月  ６日 第２回臨時会（初議会）
  議長選挙　　議長：工藤卓美、副議長：草皆隆悦 【投票・指名推薦４】
 24日 第３回臨時会
  監査委員の選任 【原案同意】
  陸自射撃訓練場誘致に関わる陳情書で紛糾、流会となる。

５月  ８～ ９日 第４回臨時会
  陸自射撃訓練場を薬師山に誘致の実現・議会の決定意見書提出を求める陳情 【採択】
 26日 議会議員全員協議会

６月  ５～12日 第２回定例会
  平成12年度一般会計等補正予算、職員定数条例の一部改正、土地の取得（開発公社）
  工事請負契約締結（ふるさと農道　小倉線） 【原案可決11】
  専決処分（町税条例の一部改正） 【原案承認５】
  一般・下水道特別会計繰越明許費繰越計算書 【報告済２】

７月  14日 第５回臨時会
  助役の選任 【原案同意】
  平成12年度一般会計補正予算（中国大窪県訪町団交流費減額修正） 【修正可決】
  森山荘特別会計補正予算 【原案可決】
 19日 南秋田郡町村議会議員大会

８月  18日 議会議員全員協議会
 21～23日 議員視察研修（栃木県塩原町・西那須野町）議員15名参加
 24日 県町村議会議員研修

９月  ６～19日 第３回定例会
  平成11年度一般会計決算、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定10】
  平成12年度一般会計等補正予算、工事請負契約締結 【原案可決11】
  開発公社の経営状況報告 【報告済】
  監査委員の選任、教育委員会委員の任命 【原案同意４】
  選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 【指名推選】
  　委　員： 草皆三夫、山平秋明、渡部雄一、一関昌美
  　補充員： 松橋正美、藤田芳秋、八柳謙悦、藤井貞蔵

10月  ６～11日 議員視察研修（中国大窪県）議員９名参加 
 

11月  ６日 京都府久御山町議会行政視察
 ８～９日 議員視察研修（岩手県岩泉市）－広報編集委員会－
 13日 議会議員全員協議会
 17日 五城目町女性議会

12月  13～21日 第４回定例会
  平成12年度一般会計等補正予算、条例改正
  工事請負変更契約締結（ふるさと農道小倉線・農産物直売施設建設） 【原案可決20】

 １･25 馬場目小学校新校舎、体育
館が完成。

 ３･17 馬川交流センターが完成。
 ４･ １ 介護保険制度がスタート。
 ６･ １ 町のホームページを開設。
 ７･17 第13代助役に石井一夫氏就

任。
 ７･22 中華人民共和国遼寧省大窪

県人民政府の代表が本町を
視察。

 ８･ １ 福祉医療制度を改正。小学
校就学前の医療費が無料に。

 ９･19 町過疎地域自立促進計画を
策定。

10･ １ 国勢調査実施（人口12,372
人、世帯数3,878世帯）

10･ ６～11　 町長、議長ら13人が
中華人民共和国遼寧省大窪
県を視察

10･12 秋田中央地区広域農道（八
郎潟町、河辺町間）が開通。

10･21 躍進町45周年記念式典を
開催。

 町功労者　山田　國三氏
 　　　　　千田　良次氏
 　　　　　新谷國太郎氏
 　　　　　石井　孫一氏
 　　　　　澤田石榮之助氏

 ３･31 北海道の有珠山が噴火。
 ４･ ５ 森内閣が成立。
 ６･25 第42回衆議院選挙執行。
 ７･ １ 秋田空港夜間駐機東京便１

日７便スタート。
 ７･ ８ 三宅島雄山が噴火。
 ７･21 九州・沖縄サミット首脳会

議を開催。
 ９･15 シドニー五輪が開幕。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

馬場目小学校の新校舎完成

岩手県岩泉町で研修する広報委員会

活発な質疑が交わされた初の女性議会
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成13年］2001
２月  22日 議会議員全員協議会

３月  ５～14日 第１回定例会
  平成13年度一般会計予算（57億800万円）　各特別会計予算
  平成12年度一般会計等補正予算、町道の路線廃止・認定
  都市計画審議会条例・職員の再任用に関わる条例、訪問介護事業条例等制定
   【原案可決47】
  地震防災対策特別措置法の改正に関する意見書 【議員提出・原案可決】
 30日 議会議員全員協議会

４月  12日 議会議員全員協議会

５月  22日 第１回臨時会
  専決処分（町税条例の一部改正） 【原案承認５】

６月  ６日 議会議員全員協議会
 11～15日 第２回定例会

平成13年度一般会計等補正予算、農産物直売所悠紀の国五城目設置条例の制定、土
地の取得（開発公社より）、工事請負契約締結（ふるさと農道小倉線） 【原案可決12】

  一般・各特別会計繰越明許費繰越計算書 【報告済３】
財務規則に反した保険契約問題で紛糾、町長不信任決議案が出されたが、時間延
長も諮らず午後５時時間切れ流会となる。

７月  11～13日 議員視察研修（富山県宇奈月町・長野県池田町）
 19日 南秋田郡町村議会議員大会
 23日 議会議員全員協議会

８月  ７日 第２回臨時会
  平成13年度一般会計補正予算 【原案可決２】
  収入役の選任、固定資産税評価審査会委員選任 【原案同意２】
 24日 県町村議会議員研修会

９月  ４～14日 第３回定例会
  平成12年度一般会計決算、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定11】
  平成13年度一般会計等補正予算、工事請負契約締結（馬場目簡易水道） 【原案可決６】
  開発公社の経営状況報告 【報告済】
  人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意２】
  豪雪地帯特別措置法延長に関する意見書 【議員提出・原案可決３】
  町長不信任決議案　（町長の破産宣告） 【議員提出・原案否決】

11月  26日 議会議員全員協議会

12月  ９～13日 第４回定例会
  初の日曜議会、町長施政説明、一般質問者８名、午前９時30分開会
  平成13年度一般会計等補正予算、一般職の給与に関する条例改正 【原案可決16】
  第62回国民体育大会に関する開催決議 【議員提出・原案可決11】

 １･ ９ 町商工会設立40周年記念式
典を開催。

 ２･13 町長選挙執行。第13代町長
に佐藤邦夫氏が無投票当
選。

 ３･ １ 広報ごじょうめ800号を発行
 ４･ ２ ケアセンター五城目（介護

保険支援センター）がオー
プン。

 ６･16 ジャスコ五城目ショッピン
グセンターがオープン。

 ７･16 猿田沢・大ナコ地区地滑り
災害が発生。

 ８･ １ 悠紀の国五城目（農林水産
物の直売・食材供給施設）
がオープン

 ８･12 第12代収入役に小林博實氏
就任。

11･ ３ 町功労者　佐藤　祐治氏
 　　　　　小野　一二氏
 　　　　　田口　誠一氏
 　　　　　伊藤　義男氏
 内藤翠雲氏をふるさと大賞

として表彰。
12･ ６ 「馬城橋」連結式

 ３･24 県立総合プールがオープン。
 ４･15 県知事　寺田典城氏が２選
 ４･26 小泉内閣が成立。
 ５･12 能代港国際ターミナル供用

開始。
 ７･29 第19回参議院選挙執行。
 ８･16 第６回ワールドゲームズが

開幕（～26日）
10･ ７ 米がアフガンへ空爆を開始。
10･29 秋田空港と韓国を結ぶ国際

定期便が就航。
10･29 テロ対策特別対策措置法が

成立。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

賑わう朝市まつり

山内地区ふるさと農道を視察

グランドオープンしたジャスコ

地割れが拡大している猿田沢大ナコ地区（９月13日）
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成14年］2002
２月  21日 議会議員全員協議会

１月  29日 青森県平賀町議会行政視察
 31日 五城目町女性議会

３月  ８～15日 第１回定例会
  平成14年度一般会計予算（56億6,900万円）　各特別会計予算
  平成13年度一般会計等補正予算
  新世紀総合発展計画基本構想、防犯指導員設置条例の制定 【原案可決58】
  固定資産評価審査会委員の選任 【原案同意】
  議会議員の政治倫理確立のための決議 【議員提出・原案可決４】

４月  ９日 第１回臨時会
  議長選挙　　議長：工藤卓美、副議長：草皆隆悦 【投票・指名推選４】
 22～23日 議員視察研修（岩手県田野畑村・岩泉町）

６月  ６～13日 第２回定例会
  平成14年度一般会計等補正予算、工事請負契約締結（ふるさと農道小倉線追加）
   【原案可決９】
  専決処分（町税条例の一部改正） 【原案承認６】
  一般・各特別会計繰越明許費繰越計算書 【報告済３】
  人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意２】
  議会会議規則の一部改正 【議員提出・原案可決３】
  農業委員会委員の推薦（小林正志、舘岡隆、千田峯夫） 【指名推薦３】

７月  17日 第２回臨時会
  平成14年度一般会計補正予算、工事請負契約締結（西野海老沢線） 【原案可決２】
 19日 南秋田郡町村議会議員大会
 29日 議会議員全員協議会

８月  27日 県町村議会議員研修会

９月  ３～17日 第３回定例会
  平成13年度一般会計決算、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定11】
  平成14年度一般会計等補正予算、条例改正、工事請負契約締結 【原案可決15】
  開発公社の経営状況報告 【報告済】
  固定資産表審査会委員の選任 【原案同意】
  議員の定数を定める条例制定 【議員提出・原案可決３】

10月  ３日 山形県西川町行政視察
 16日 山形県三川町行政視察
 22日 奈良県桜井市議会行政視察
 23～25日 議員視察研修（新潟県小出町・千代田区）
 30日 第３回臨時会
  平成14年度一般会計補正予算、廃棄物の処理及び清掃に関する条例一部改正
   【原案可決２】

11月  ５～ ８日 市町村合併に関する町民との懇談会（地元議員出席）
 13日 東成瀬村議会行政視察

12月  ３～12日 第４回定例会
  ２回目の日曜議会、条例改正 【原案可決18】
  人権擁護委員候補者の推薦、教育委員会委員の選任 【原案同意３】
  道路整備財源の確保と道路整備の促進に関する意見書 【議員提出・原案可決７】

 ３･ １ 「市町村合併調査研究チー
ム～ビジョン21プロジェ
クトチーム」を設置。

 ４･ １ 町新世紀総合発展計画がス
タート。

 社会福祉協議会事務所がケ
アセンターに移転。

 完全学校週５日制がスタート。
 ４･28 五城目町防犯指導員を設置。
 （舘岡弘隊長、８名）
 ８･ ５ 住民基本台帳ネットワーク

システムのサービスを開始。
 ９･28 日本海沿岸東北自動車道昭

和琴丘間（20.7㎞）、五城
目八郎潟インターが開通

10･12 五城目高校創立60周年記
念式典を開催。

10･15 市町村合併に関する懇談会
を開催。（～11月８日）

11･ ３ 町功労者
 　 　　（故）加賀谷力司氏
 　　　　　猿田日出男氏
 　　　　　八柳　知三氏
　　　　　　　　　猿田　俊雄氏
　　　　　　　　　長谷川惠一氏
11･ ８ 道の駅五城目がオープン。
12･ １ ダイオキシン類対策特別措

置法により、可燃ごみ秋田
市へ搬入開始。

12･20 猿田沢・大ナコ地区地滑り
災害の避難指示を解除。

 ５･31 日韓共催のサッカー・ワー
ルドカップ開幕。

 ７･ ９ 平成19年度秋田国体開催
が内定。愛称を「秋田わか
杉国体」に決定。

 ９･17 小泉首相北朝鮮を訪問、「日
朝平壌宣言」に署名。

10･15 北朝鮮の拉致被害者５人が
一時帰国。

12･ ６ ハタハタを「県の魚」に制定

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

日曜議会で満席となった傍聴席

幼稚園・保育園建設予定地を視察

資源循環型農業先進地視察（岩泉町堆肥センター）
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成15年］2003
２月  10日 第１回臨時会

  保育園設置条例・学校条例の一部改正（富津内保育園・杉沢中廃止）
  平成14年度一般会計・観光施設等特別会計補正予算
  特別職の給与等条例改正（職員の不祥事により町長･助役減給処分） 【原案可決５】
  町村自治の確立に関する意見書 【議員提出・原案可決】
  市町村合併特別委員会を設置
 20日 議会議員全員協議会

１月  16日 議会議員全員協議会
 17日 五城目町女性議会
 27日 議会議員全員協議会

３月  ４～12日 第１回定例会
  平成15年度一般会計予算（53億3,300万円）　各特別会計予算
  平成14年度一般会計等補正予算、条例改正
  工事請負変更契約締結（西野海老沢線・浦横町簡易水道） 【原案可決52】
  委員会条例の一部改正 【議員提出・原案可決７】
  公共施設建設工事に関わる決議 【議員提出・原案可決】

５月  21日 議会議員全員協議会

６月  ９～13日 第２回定例会
  平成15年度一般会計補正予算（江戸開府400年記念イベント協賛金削除） 【修正可決】
  老人保健特別会計補正予算、条例改正、工事請負契約締結（保育園建設）
  工事請負変更契約締結（ふるさと農道小倉線追加工事） 【原案可決６】
  専決処分（町税条例の一部改正） 【原案承認８】
  平成14年度一般・下水道特別会計繰越明許費繰越計算書 【報告済２】
  三位一体改革の早期実現に関する意見書 【議員提出・原案可決４】

７月  ２日 宮城県丸森町議会行政視察
 10日 湖東３町議会議員交流会
 16～18日 議員視察研修（群馬県嬬恋村）
 23日 南秋田郡町村議会議員大会
 31日 第２回臨時会
  平成15年度一般会計補正予算（３町任意合併協議会負担金） 【原案可決】

８月  25日 議会議員全員協議会
 26日 県町村議会議員研修会

９月  ８～22日 第３回定例会
  平成14年度一般会計決算、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定11】
  各特別会計補正予算、消防団条例改正 【原案可決13】
  平成15年度一般会計補正予算（江戸開府400年記念イベント協賛金減額） 【修正可決】
  課設置条例・水道事業条例改正（水道課を建設課に統合） 【原案否決２】
  開発公社の経営状況報告 【報告済】
  人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意】
  新たな米政策改革等に関する意見書 【議員提出・原案可決２】
  議長不信任動議 【否決】

10月  ７日 議会議員全員協議会
 21日 第３回臨時会
  平成15年度一般会計補正予算（衆議院選挙費、都市交流事業費減額） 【原案可決】
 29日 第４回臨時会
  五城目町・八郎潟町・井川町合併協議会の設置、一般会計補正予算 【原案可決２】

11月  10日 北海道長沼町議会行政視察
 27日 第５回臨時会
  一般会計等補正予算 【原案可決11】

12月  ５日 議会議員全員協議会
 14～17日 第４回定例会
  ３回目の日曜議会
  平成15年度一般会計等補正予算、保育料・幼稚園保育料徴収条例改正 【原案可決10】
  消費税などの増税計画の中止を求める意見書 【議員提出・原案可決４】

 ３･20 富津内小学校閉校式を開催。
 ３･23 杉沢中学校閉校式を開催。
 ３･25 富津内保育園、杉沢保育園

の閉園式を開催。
 ４･ １ 五城目小学校と富津内小学

校、五城目第一中学校と杉
沢中学校が統合。

 行政改革大綱を策定、実施。
 （～平成17年度）
 馬場目地区、野田・浦横町

地区簡易水道を供用開始。
 ４･18 五城目町、八郎潟町、井川

町の３町で湖東３町合併懇
談会を設立。

 ６･16 市町村合併に関する町民と
の懇談会、意識調査を開催。

 （～25日）
 ８･ ６ 五城目町・八郎潟町・井川

町任意合併協議会の設立。
 ８･11 八郎湖周辺六市町村廃棄物

対策協議会を設立。
10･11 湖東総合病院創立70周年

祝賀会を開催。
10･20 秋田信用金庫と五城目信用

金庫が合併。
10･31 五城目町･八郎潟町･井川町

合併協議会（法定）を設立。
11･ ３ 町功労者　佐々木勝太郎氏
 　　　　　小玉　正文氏
 ふるさと大賞　石川三佐男氏
 　　　　　　白澤　恵舟氏
12･ １ 消防署に高規格救急車を配

備。
12･ ９ 第１回あきたふるさと手作

りCM大賞で優秀賞を獲得。

 ３･20 米軍、イラクへの攻撃を開始。
 ３･21 県立武道館オープン。
 ４･ １ ブラックバスの再放流を禁止。
 第１子０歳児の保育料を無

料化。
 ４･ １ 日本郵政公社が発足。
６･21 県立野球場「こまちスタジ

アム」オープン。
10･10 改正テロ対策特措法が成

立。衆議院の解散。
11･ ９ 第43回衆議院議員選挙執行。
11･19 第２次小泉内閣発足。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

湖東３町合併懇談会設立総会

災 害 訓 練

下山内小倉線改良工事を視察
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成16年］2004
１月  21日 議会議員全員協議会

３月  ２～10日 第１回定例会　
  平成16年度一般会計予算（資源循環型農業関係部分） 【原案否決】
  平成16年度特別各会計予算、工事請負契約締結、過疎地域活性化計画の変更
  平成15年度一般会計等補正予算、条例改正 【原案可決40】
  教育委員会委員の選任 【原案同意】
  地方財政計画・地方交付税の見直しを求める意見書 【議員提出・原案可決６】
  当初予算否決の事態で１日延会決定、予算案再提出
  平成16年度一般会計予算（57億361万円）（資源循環型農業部分削除） 【原案可決】
  議会議員選挙執行（無競争）

４月  ８日 第１回臨時会
  議長選挙　　議長：千田峯夫、副議長：荒川正己 【投票２・指名推選３】
  監査委員の選任 【原案同意】
 23日 議会議員全員協議会

５月  ６日 福島県鏡石町議会行政視察

６月  ７日 議会議員全員協議会
 14～18日 第２回定例会
  平成16年度一般会計等補正予算、条例改正、土地の取得（開発公社より） 【原案可決５】
  専決処分（町税条例の改正） 【原案承認４】
  平成14年度一般・下水道特別会計繰越明許費繰越計算書 【報告済２】
  助役の選任、固定資産評価審査会委員の選任 【原案同意４】
  緊急地域雇用創出特別交付金事業の継続、改善を求める意見書 【議員提出・原案可決５】
  産廃処分場反対の陳情が提出され、現地調査のため１日延会を決定。
  馬場目川上流部に計画されている産業廃棄物最終処分場建設に反対する決議 【原案可決】

７月  30日 京都府精華町議会行政視察
 30日 南秋田郡町村議会議員大会

８月  ３日 議会議員全員協議会
 27日 県町村議会議員研修会
 30日 議会議員全員協議会

９月  ６～17日 第３回定例会
  平成15年度一般会計決算、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定11】
  平成16年度一般会計補正予算（循環型農業・グランドゴルフ場関係削除） 【修正可決】
  各特別会計補正予算、移動通信用鉄塔整備事業分担金徴収条例制定 【原案可決12】
  開発公社の経営状況報告 【報告済】
  監査委員の選任、教育委員会委員の任命、人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意６】
  郵政事業の民営化に反対する意見書 【議員提出・原案可決】
  台風による農作物被害救済措置に関する決議
  選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 【指名推選】
  　委　員： 草皆三夫、山平秋明、渡部雄一、一関昌美
  　補充員： 松橋正美、藤田芳秋、八柳謙悦、藤井貞蔵

10月  20日 第２回臨時会
  養護老人ホーム設置条例全部改正（民間移管準備の為） 【原案可決４】
  工事請負契約締結（広域体育館改修工事） 【原案否決】
 21日 群馬県嬬恋村議会行政視察

11月  １日 議会議員全員協議会
 10日 第３回臨時会
  平成16年度一般会計補正予算、条例改正 【原案可決２】
  工事請負契約締結（広域体育館改修工事） 【原案否決】
 25日 議会議員全員協議会

12月  ７～13日 第４回定例会
  平成16年度一般会計等補正予算、リバーサイド磯ノ目設置条例廃止（商工会へ貸与）
  老人訪問看護・介護事業条例廃止（社会福祉協議会の事業へ移行）
  恋地山荘・スキー場設置条例の全部改正（休業する） 【原案可決22】
  平成17年度地方交付税所要総額の確保に関する意見書 【議員提出・原案可決８】
 24日 第４回臨時会

五城目町・八郎潟町・井川町合併協議会を組織する地方公共団体数の減少及び五
城目町・八郎潟町・井川町合併協議会の規約の変更 【原案可決】

 ２･16 もりやまこども園（五城目
幼稚園、保育園一体型施設）
の竣工式を実施。

 ３･28 町議会議員選挙執行。（史
上初の無競争）

 ４･ １ 教育長に小玉孝一氏就任。
 ４･27 第６回合併協議会で新町の

名称を「湖東町」に決定。
 ５･ １ 五城目保育園で子育て支援

センター「わんぱーく」が
スタート。

 ７･17 第14代助役に石井一夫氏就
任。

 ９･23 台風21号が接近。岡本地区
で土石流が発生。

10･31 町功労者　笹尾　　知氏
 　　　　　草皆　隆悦氏
 　　　　　荒川　要悦氏
11･26 広青苑･いこいの里開設10

周年記念式典を開催。
12･24 第２回あきたふるさと手作

りCM大賞で優秀賞を獲得。
12･31 合併協議会から井川町が離

脱。

 ４･ １ 国際教養大学が開学、県立
の中高一貫校「横手清陵学
院」を開校。

 ５･22 小泉首相が平壌を訪問。拉
致被害者家族５人の帰国を
実現。

 ７･11 参議院議員選挙執行。
 ７･13 男鹿水族館GAOオープン。
 ７･16 秋田拠点センター「アルヴェ」

ＪＲ秋田駅東口に完成。
 ９･ １ 浅間山が噴火。
 ９･22 16年産水稲の作況指数は

全国最低の「86」
10･23 新潟県中越地震が発生。
11･ １ 平成の大合併、県内第１号

として美郷町が発足。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

小倉地区の集中豪雨で滑落した法面

塩害被害状況の視察（大川潟端地区）

馬場目沢内地内の産廃予定地を視察
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成17年］2005

２月  ９日 第３回臨時会
  八郎湖周辺清掃事務組合の設置
  工事請負契約締結（湯ノ又簡易水道・広域体育館改修） 【原案可決４】

１月  14日 第１回臨時会
  平成16年度一般会計補正予算、集会所の管理者指定（町村・恋地町内会） 【原案可決３】
 21日 議会議員全員協議会
 24日 第２回臨時会
  五城目町・八郎潟町合併協議会の廃止 【原案可決】

３月  10～18日 第１回定例会
  平成17年度一般会計予算（49億2,885万円）（薬師山借地料減額修正）
  平成16年度一般会計補正予算 【修正可決２】
  平成17年度各特別各会計予算、平成16年度各特別会計補正予算
  過疎地域活性化計画の変更、条例制定・改正・廃止 【原案可決51】
  八郎湖周辺清掃事務組合議会議員の選挙（舘岡幸雄、舘岡正一） 【投票】
  食糧自給率の抜本的向上を求める意見書 【議員提出・原案可決９】
  懲罰動議により懲罰委員会を設置、審査の結果、舘岡隆議員を陳謝相当とした
  　　（本会議発言中、事実と相違し、侮辱する発言と認められた）

５月  12日 第４回臨時会
  工事請負変更契約締結（広域体育館改修） 【原案可決】
  助役の選任 【原案同意】

６月  ６日 議会議員全員協議会
 13～17日 第２回定例会
  平成17年度一般・各特別会計補正予算 【原案可決16】
  専決処分 【原案承認６】
  一般・下水道特別会計繰越明許費繰越計算書 【報告済３】
  人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意】
  骨太の方針2005において地方財政確立に向けた意見書 【議員提出・原案可決８】
  農業委員会委員の推薦（大石フサ、伊藤英紀、石川交三） 【指名推薦】
 28日 小玉郁夫議員逝去

７月  ８日 宮城県鹿島台町議会行政視察
 27日 南秋田郡町村議会議員大会
 29日 第５回臨時会
  平成17年度一般会計補正予算、工事請負契約締結、条例改正 【原案可決６】

８月  ２日 岩手県花泉町議会行政視察
 10日 宮城県丸森町議会行政視察
 24日 県町村議会議員研修会

９月  ５～16日 第３回定例会
  平成16年度一般会計決算、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定11】
  平成17年度一般会計等補正予算 【原案可決13】
  専決処分（平成17年度一般会計補正予算） 【原案承認】
  開発公社の経営状況報告 【報告済】

11月  １日 議会議員全員協議会
 ４日 議員視察研修（琴丘町・上小阿仁村）
 ７日 宮城県大郷村議会行政視察
 10日 第６回臨時会
  公の施設に係る管理者の指定の手続き等に関する条例制定 【原案可決９】
  監査委員の選任 【原案同意】
 17日 宮城県大衡村議会行政視察

12月  ２日 議会議員全員協議会
 12～16日 第４回定例会
  平成17年度一般会計等補正予算、町営住宅集会所管理条例制定 【原案可決20】
  人権擁護委員の推薦 【原案同意】
  議会議員の定数を定める条例改正（定数を４名減の16名に） 【議員提出・原案可決９】

 １･ ５ リバーサイド磯ノ目を町商
工会に無償貸与。

 ２･20 町長選挙執行。第14代町
長に渡邉彦兵衛氏当選。

 ２･28 合併協議会を廃止。
 ３･10 八郎湖周辺清掃事務組合を

設置。
 ４･ １ 恋地山荘、恋地スキー場を

休業。
 湖東３町商工会が発足。
 養護老人ホーム「森山荘」

の管理運営を五城目やまゆ
り会に移管。

 老人訪問看護ステーション
の管理運営を社会福祉協議
会に移管。

 ５･16 第15代助役に児玉泰氏就任。
 ５･28 近畿五城目会が発足20周年

を迎える。
 ９･26 身体障害者協会創立55周年

記念大会を開催。
 ９･30 馬場目岳山頂避難小屋が完成。
10･ １ 国勢調査実施。（人口11,678

人、世帯数3,891世帯）
10･18 町有バス「森山号」を廃止。
11･ ３ 町合併50周年記念式典を開

催。
 町功労者　阿部　三郎氏
 　　　　　北島宇一郎氏
 　 　　（故）小玉　郁夫氏
12･11 中心市街地活性化を進める

「株式会社あったか五城目」
を設立。

12･14 第３回あきたふるさと手作
りCM大賞で優秀賞を獲得。

 ２･17 中部国際空港が開港。
 ３･ ３ 県婦人会館で約7,000万円

の使途不明金が判明。
 ３･22 平成の大合併、６新市（北

秋田、潟上、大仙、由利本
荘、男鹿、湯沢）がスタート。

 ４･17 県知事寺田典城氏が３選。
 ４･20 県と大王製紙の和解が成立。
 ４･25 ＪＲ福知山線の脱線事故が

発生。
 ９･11 第44回衆議院議員選挙執行。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

八郎湖周辺清掃センター建設予定地視察（男鹿市松木沢）

全分団に配備された小型動力ポンプ積載車

幼保一体型園舎（もりやまこども園）
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成18年］2006
２月  15日 第２回臨時会

  平成17年度一般会計補正予算、公の施設に関わる指定管理者の指定手続条例改正
   【原案可決２】

１月  20日 議会議員全員協議会
 27日 第１回臨時会
  平成17年度一般会計補正予算、斎場の指定管理者の指定 【原案可決５】

３月  ２日 議会議員全員協議会
 ５～14日 第１回定例会
  平成18年度一般会計予算（46億7,700万円）　各特別会計予算
  平成17年度一般会計等補正予算、特別職の給与・報酬改定
  教育福祉活動センター設置条例制定、課室設置条例改正（町づくり課） 【原案可決70】
  議会委員会条例改正 【議員提出・原案可決６】
  公共施設内でのタバコ喫煙禁止と受動喫煙防止対策の措置に関する決議

４月  12日 第５回臨時会
  議長選挙　　議長：千田峯夫、副議長：荒川正己 【投票２・指名推選３】
 26日 議会議員全員協議会

６月  ５～ ９日 第２回定例会
  平成18年度一般会計等補正予算
  犯罪被害者基本条例の制定 【原案可決12】
  専決処分（震源立地地域における集会所設置条例一部改正） 【原案承認７】
  一般・下水道特別会計繰越明許費繰越計算書 【報告済３】
  地方交付税制度の財源補償機能を堅持し充実を求める意見書 【議員提出・原案可決５】
 27日 徳島県藍住町議会行政視察

７月  14日 県町村議会広報研修・議員研修
 24日 議会議員全員協議会

８月  17日 学校視察研修（能代市）
 30日 南秋田郡町村議会議員大会

９月  ４～15日 第３回定例会
  平成17年度一般会計決算、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定９】
  平成18年度一般会計等補正予算、工事請負契約締結、条例改正 【原案可決14】
  あったか五城目の経営状況報告 【報告済３】
  人権擁護委員の推薦、教育委員会委員の任命 【原案同意２】

10月  ３日 徳島県神山町議会行政視察

11月  10日 議員視察研修（東成瀬村）

12月  ４～ ８日 第４回定例会
  平成18年度一般会計等補正予算、秋田県後期高齢者医療連合の設置 【原案可決11】
  教育委員会委員の任命 【原案同意２】
  医師不足を解消し、地域医療の確保を求める意見書 【議員提出・原案可決７】
 20日 舘岡正一議員逝去

 １･ ５ 豪雪対策本部を設置。（積
雪量137㎝）

 ３･16 消防団の全分団に小型動力
ポンプ車付積載車を導入配
備。

 ３･31 杉沢小学校が閉校。開発公
社を解散。

 ４･ １ 雀館児童館、内川児童館、
築地町児童館を廃止。

 役場の組織機構の見直しで
「まちづくり課」を設置。

 寿条例を改正。（90歳、100
歳の方に長寿祝い金を支給）

 馬場目小学校と杉沢小学校
が統合。

 杉沢小中学校校舎「教育福
祉活動センター」として活
動。

 赤倉山荘、盆城庵を町直営
で営業開始。

 指定管理者「株式会社あっ
たか五城目」が五城館の営
業を開始。

 ８･ １ 指定管理者「いそうら直売
会」が悠紀の国五城目の営
業を開始。

 ９･21 教育長に伊藤恵朗氏が就任。
10･29 町功労者　伊藤　幸雄氏
11･ １ 湖東３町商工会が共通商品

券を販売。
12･ １ イオンスーパーセンター五

城目店と災害時の協力に関
する協定を締結。

 ２･10 秋田わか杉国体冬季大会が
開幕。（～13日）

 ７･ ５ 北朝鮮が「テポドン２号」を
含む７発のミサイルを発射。

 ８･ １ 小松由佳さんが世界第２の
高峰Ｋ２へ日本人女性とし
て初登頂。

 ９･ ５ 都市対抗野球大会でTDKが
日本一に。

 ９･12 皇太子さまが来県。本荘、
由利地方を視察される。

 ９･26 安倍内閣が成立。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

全面改築を目指す五一中

秋田わか杉国体開催

休業中の恋地山荘

悠紀の国五城目　指定管理開始
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成19年］2007
２月  ６日 議会議員全員協議会

 15日 第１回臨時会
  平成18年度一般会計補正予算、町内各施設条例改正、指定管理者の指定
   【原案可決14】
  八郎湖周辺清掃事務組合議会補欠議員の選挙（工藤卓美） 【投票】

３月  ５～14日 第１回定例会
  平成19年度一般会計予算（45億6,000万円）　各特別会計予算
  平成18年度一般会計等補正予算、副町長定数条例制定 【原案可決36】
  人権擁護委員の推薦 【原案同意２】
  議会委員会条例の改正 【議員提出・原案可決８】
  五城目第一中学校建設に関する決議 【原案否決】

５月  10日 大分県九重町議会行政視察

６月  11～15日 第２回定例会
  平成19年度一般会計等補正予算 【原案可決２】
  専決処分（町税条例改正） 【原案承認６】
  一般・各特別会計繰越明許費繰越計算書 【報告済３】
  固定資産評価審査会委員の選任 【原案同意３】
  非核日本宣言を求める意見書 【議員提出・原案可決４】

７月  21日 県町村議会議員研修会

８月  24日 議会議員全員協議会
 31日 南秋田郡町村議会議員大会

９月  ５～14日 第３回定例会
  平成18年度一般会計決算、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定９】
  平成19年度一般会計等補正予算 【原案可決11】
  あったか五城目の経営状況報告 【報告済】
  人権擁護委員の推薦 【原案同意】

10月  24日 議会議員全員協議会
 30日 第２回臨時会
  副町長の選任 【原案同意】
  専決処分（平成19年度一般会計補正予算） 【原案承認】

11月  28日 第３回臨時会
  工事請負契約締結（五城目第一中学校改築工事）
  八郎潟町との下水の排除及び処理事務の相互委託に関する協定 【原案可決２】

12月  10～14日 第４回定例会
  平成19年度一般会計等補正予算、条例改正 【原案可決13】
  監査委員の選任、人権擁護委員の推薦 【原案同意２】
  過疎地域自立促進特別措置法の効力を継続する新立法措置意見書
   【議員提出・原案可決４】

 ２･28 交通死亡事故ゼロ「1,000日」
を達成。

 ３･17 観光協会40周年記念式典を開催。
 ４･ １ 役場の組織機構を見直し。２

課ずつを統合し、町民福祉課、
産業課、建設課を設置。

 ケアセンター五城目の保健介
護担当職員が役場庁舎へ移動。

 役場庁舎内に地域包括センタ
ーを設置。

 各地区町内会長会を指定管理
者とした各地区公民館の管理
運営がスタート。

 合地町内会が盆城庵を指定管
理者として営業を開始。

 助役の呼称を副町長に改正。
 初代副町長に児玉泰氏就任。
 協働のまちづくり支援制度が

スタート。
 ４･17 千代田区新庁舎へ欅テーブル

を寄贈。
 ８･15 きゃどっこまつりが20回の節

目を迎える。
 ８･31 五一中創立60周年記念式典

を開催。
 ９･17 16日からの豪雨により川が氾

濫し、大きな被害。（３町内に
避難勧告）

 ９･27 千代田区、ふるさと五城目会な
どから災害見舞金をいただく。

 ９･30 天皇･皇后両陛下ご来町。
10･ ５ 秋田わか杉国体成年男子レス

リング競技会が開催。（～８日）
 常陸宮殿下･同妃殿下ご来町。
10･13 秋田わか杉大会バレーボール

競技会聴覚障害者の部開催。
（～15日）。

11･ １ 第２代副町長に武田和栄氏就任。
11･３ 町功労者　小玉　久男氏
 　　　（故）舘岡　正一氏
11･30 五一中の建設工事に着手。
12･ １ 五城目やまゆり会に「森山荘」

を譲渡。
12･18 首相官邸で渡邉町長に地域再

生計画の認定書授与。

 ２･18 日本初の大規模都市型マラソ
ン「東京マラソン」が開催。

 ７･29 第21回参議院議員選挙執行。
民主党が参院第一党に。

 ９･12 安倍晋三首相が退陣表明。
 ９･15 地下自動車専用道路「秋田中

央道路」が開通。
 ９･29 秋田わか杉国体が開幕。
 （～10月13日）
 天皇杯･皇后杯を獲得。
10･24 文科省が実施した学力テスト

で本県は全国トップクラスの
好成績。

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

合地町内会が指定管理者となる盆城庵

漏水個所の調査（森山荘）

側溝改良される下タ町通り

茅葺民家の美しい景観を残そう
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成20年］2008
２月  19日 議会議員全員協議会（赤倉山荘の管理運営について）

１月  16日 議会議員全員協議会（中心市街地活性化事業用地買収について）

３月  ３～10日 第１回定例会
  当初予算、補正予算において中心市街地活性化事業部分を採決
  平成20年度一般会計予算（54億3,900万円）・特別会計予算、集会所指定管理者の指定
  平成19年度一般会計等補正予算 【原案可決40】
  専決処分（平成19年度一般会計補正予算）　 【原案承認】
  議会委員会条例の一部改正（定数削減） 【議員提出・原案可決３】
  平成20年度一般会計予算に対する修正動議 【発議・原案否決】
 23日 町議会議員選挙執行（現職15人、新人１人当選）

４月  ３日 第１回臨時会
  議長選挙　　議長：荒川正己、副議長：澤田石亀雄 【投票２・指名推選４】
  監査委員の選任 【原案同意】

６月  ９～13日 第２回定例会
  町ふるさと愛嬌寄付条例制定、工事請負変更契約締結（五城目第一中学校建設）
  平成20年度一般会計等補正予算 【原案可決６】
  専決処分（保育料徴収条例の一部改正、平成19年度一般会計等補正予算） 
   【原案承認５】
  繰越明許費繰越計算書 【報告済３】
  湖東総合病院の早期改築実現に関する決議 【議員提出・原案可決】
  農業委員会委員の推薦（舘岡隆、千田峯夫、佐藤成孝） 【指名推薦】

８月  １日 県町村議会議員研修会
 22日 議会議員全員協議会（協働のまちづくり推進事業）
 29日 南秋田郡町村議会議員大会（八郎潟町）

９月  ８～19日 第３回定例会
  職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正
  平成20年度一般会計等補正予算 【原案可決59】
  平成19年度一般会計、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定９】
  平成19年度健全化判断比率・資金不足比率 【報告済３】
  教育委員会委員の任命 【原案同意３】
  選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 【指名推選】
  　委　員： 山平秋明、松橋正美、藤田芳秋、一関敏弘
  　補充員： 八柳謙悦、畠山利信、伊藤敏雄、石井忠
  生活品の物価高騰に対する緊急対策を求める意見書 【議員提出・原案可決】
 ９日 五城目町「森林・林業・林産業活性化推進議員連盟」（任意）設立

12月  ３日 議会議員全員協議会（赤倉山荘の管理運営）
 11～21日 第４回定例会
  町議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正
  平成20年度一般会計等補正予算 【原案可決13】
  議会会議規則の一部改正 【議員提出・原案可決５】

 ３･24 町地域公共交通協議会が設
立

 ３･25 五城目のにぎわいづくりを
考えるつどいが開催

 ４･ １ 役場１階に保健室
 ４･25 木イチゴ研究会が発足 
 ６･25 酒米研究会が発足
 ７･ １ 農業委員会委員選挙執行
 ８･10 映画釣りキチ三平の撮影
11･ １ 町功労者　伊藤　建一氏
 　　　　　舘岡　金男氏
12･ ７ ふるさと五城目会創立20周

年記念総会

 １･27 大阪府知事に橋下徹氏が初
当選

 ６･14 岩手・宮城内陸地震
 ７･ ７ 北海道洞爺湖サミット開催
 ８･ ８ 北京オリンピックの開幕
 ９･24 麻生太郎氏が第92代首相に

就任

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

五一中建設工事

中心市街地活性化事業スタート

解体前の旧五城目幼稚園
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成21年］2009
１月  16日 議会議員全員協議会（地域雇用創造実現事業）

２月  18日 議会議員全員協議会（定額給付金給付事業）

８月  17日 議会議員全員協議会（教育福祉活動センター改修調査設計）

９月  ７～17日 第３回定例会
  保育料徴収条例の一部改正、平成21年度一般会計等補正予算 【原案可決12】
  平成20年度一般会計、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定10】
  平成20年度健全化判断比率・資金不足比率等 【報告済４】
  専決処分（平成21年度一般会計補正予算） 【原案承認】
  人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意】

３月  ９～16日 第１回定例会
  平成21年度一般会計予算（54億2,900万円）・特別会計予算、指定管理者の指定
  課設置条例の一部改正、平成20年度一般会計等補正予算 【原案可決51】
  専決処分（国民健康保険条例の一部改正） 【原案承認２】
  日本政府に対し、日米地位協定・裁判権放棄の日米密約の公表・廃棄を求める意見書 
   【議員提出・原案可決２】

５月  29日 第１回臨時会
  一般職の職員の給与に関する条例の一部改正 【原案可決】
  専決処分（町税条例の一部改正、平成20年一般会計等補正予算） 【原案承認８】
 29日 議会議員全員協議会（地域活性化経済危機対策臨時交付金）

６月  ８～10日 第２回定例会
  五城目町生活交通バス運行条例制定、平成21年度一般会計等補正予算 【原案可決３】
  平成20年度一般会計・特別会計繰越明許費繰越計算書 【報告済２】
  保険でよい歯科医療の実現を求める意見書 【議員提出・原案可決】
  秋田県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 【指名推選】

７月  ３日 議会議員全員協議会（五城目第一中学校屋内運動場建設工事）
 21日 第３回臨時会
  工事請負契約締結（五城目第一中学校屋内運動場建設、赤レンガ倉庫跡地建物建設） 
  平成21年度一般会計補正予算 【原案可決３】
 31日 秋田県町村議会議員研修

 ２･15 町長選挙執行
 第15代町長に渡邉彦兵衛氏

当選
 ２･23 五一中新校舎建設工事が完

了
 ４･ １ 指定管理者制度で赤倉山荘

が管理運営を開始
 ６･ ７ 朝市プラザ「いぢび」がオ

ープン
 ７･12 秋田追分全国大会20回目
 ８･ ８ 高性寺ジャズインプレッ

ション開催
10･ １ 乗合タクシー馬場目線が本

格運行
10･23 千代田区で姉妹提携20周年

記念式典
11･ ３ 町功労者　猿田　一美氏
 　　　　　伊藤　重郎氏
 　　　　　伊藤　久夫氏
11･15 内川小学校閉校記念式典

 ４･ ５ 北朝鮮ミサイル発射実験
 ４･12 秋田県知事選挙で佐竹敬久

氏が初当選
 ８･ ３ 裁判員制度に初の裁判
 ８･30 第45回衆議院議員総選挙
 ９･ １ 消費者庁が発足
 ９･16 鳩山由紀夫内閣が組閣

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

完成した五一中

解体工事されるゴミ焼却場乗合タクシーが運行開始

10月  23～24日 議員視察研修（千代田区）－千代田姉妹提携20周年記念式典・アンテナショップ視察－

11月  20日 第３回臨時会
  一般職の職員の給与に関する条例等の一部改正 【原案可決】
  専決処分（平成21年度一般会計補正予算） 【原案承認】

12月  11～21日 第４回定例会
  町立学校条例の一部改正（内川小学校閉校）、指定管理者の指定
  平成21年度一般会計等補正予算 【原案可決18】
  行政サービスの拡充を求める意見書 
  湖東総合病院の早期改築と医師確保を求める決議 【議員提出・原案可決９】

内川小学校閉校記念式典
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成22年］2010
１月  13日 第１回臨時会

  工事請負変更契約締結（赤レンガ倉庫跡地建物建設） 【原案可決】
 13日 議会議員全員協議会（教育福祉活動センター）

２月  19日 議会議員全員協議会（温水プール、各小学校の耐震診断結果）

３月  ８～15日 第１回定例会
  平成22年度一般会計予算（52億6,000万円）・特別会計予算、手数料条例の一部改正
  平成21年度一般会計等補正予算（清掃センター解体、ストックヤード建設） 【原案可決33】
  専決処分（企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 【原案承認】
  議会会議規則の一部改正 【議員提出・原案可決５】
  非核三原則の法制化を求める意見書 【議員提出・修正可決２】

４月  ５日 第２回臨時会
  議長選挙　　議長：荒川正己、副議長：澤田石亀雄 【指名推選５】

５月  ６日 第３回臨時会
  工事請負契約締結（光ファイバ整備工事） 【原案可決】
  専決処分（町税条例の一部改正、平成21年度一般会計等補正予算） 【原案承認４】
  人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意２】

６月  ７～11日 第２回定例会
  ＊一般質問一問一答方式を導入
  工事請負契約締結（旧清掃センター解体工事）、条例一部改正
  平成21年度一般会計等補正予算 【原案可決11】
  杉沢交流センター設置条例制定 【修正可決】
  平成21年度一般会計・特別会計繰越明許費繰越計算書 【報告済２】
  固定資産評価審査委員会委員の選任 【原案同意３】
  湖東総合病院の機能正常化を求める意見書 【議員提出・原案可決２】

７月  22日 第４回臨時会
  工事請負契約締結（五城目小学校耐震補強工事） 【原案可決】

８月  ３日 県町村議会議員研修会
 23日 南秋田郡町村議会議員大会
 24日 議会議員全員協議会（過疎地域自立促進計画）

９月  １日 職員の不祥事に係る事業の対応
 ７～21日 第３回定例会
  ＊町職員の不祥事発覚直後の定例会
  平成22年度一般会計等補正予算 【原案可決59】
  平成21年度一般会計、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定10】
  平成21年度健全化判断比率・資金不足比率等 【報告済４】
  特別職の職員の給与並びに旅費に関する条例の一部改正 【修正可決】
  人権擁護委員候補の推薦 【原案同意】
  司法修習生の給費制の存続を求める意見書 【議員提出・原案可決】

 ２･26 五一中屋内運動場建設工事
が完了

 ３･29 湖東病院を守る住民集会が
開催

 ３･31 内川小学校が閉校
 ４･ ３ 五城目町循環バスが試験運

行
 ４･24 農家レストラン「清流の森」

オープン
 ５･ ５ こどもの日全国少年野球教

室が開催
 ６･ １ エンゼルタクシー券の交付

が開始
 ８･ １ 杉沢交流センター「友愛館」

がオープン
 ８･ ６ 五城目町・千代田区児童双

方向交流事業を千代田区で
実施

10･ １ 国勢調査実施（人口10,516
人、世帯数3,733世帯）

11･ ３ 町功労者
 　 　　（故）小熊金之助氏
 　　　　　小熊　正明氏
 　　　　　小玉　康夫氏
 　　　　　猿田　和男氏

 ６･ ４ 鳩山由紀夫内閣総辞職
 ６･ ８ 第94代内閣総理大臣に菅

直人氏を選出
 ６･28 高速道路無料化社会実験の

開始
10･21 羽田空港新国際線ターミナ

ルが供用開始
12･ ４ 東北新幹線八戸ー新青森間

が開業

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

湖東病院を守る住民集会（広域体育館）

五小耐震工事

不祥事の報道

大川保育園が民営化

10月  25日 第５回臨時会
  工事請負契約締結（ストックヤード建設） 【原案可決】
 25日 議会全員協議会（地域雇用創造協議会委託事業特別監査結果）
 26～27日 議員視察研修（岩手県滝沢村、仙北市）

11月  ８日 議員視察研修（美郷町）－広報特別委員会－
 10日 議会全員協議会（湖東地区医療再編計画）
 15日 第６回臨時会
  工事請負変更契約締結（地域情報通信基盤整備事業） 【原案可決２】
  TPP参加に反対する意見書 【議員提出・原案可決】
 15日 第７回臨時会
  一般職の職員の給与に関する条例の一部改正 【原案可決】

12月  11～21日 第４回定例会
  生活交通バス運行条例の一部改正
  平成22年度一般会計等補正予算 【原案可決14】
  五城目朝市ふれあい館設置条例 【継続審査】
  人権擁護委員候補者の推薦、教育委員会委員の任命 【原案同意３】
  雇用と生活をまもる施策強化を求める意見書 【議員提出・原案可決５】
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成23年］2011
１月  24日 第１回臨時会

  五城目町課設置条例制定 【原案可決２】
  農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部改正 【継続審査３】

３月  ７～14日 第１回定例会
  平成23年度一般会計予算（50億4,000万円）・特別会計予算、指定管理者の指定 
  住民生活に光を注ぐ基金条例、企業立地推進基金条例制定
  農業委員会の選挙による委員の定数条例の一部改正 【原案可決41】
  農業委員会の選任による委員の議会推薦委員に関する条例の一部改正
  五城目朝市ふれあい館設置条例 【修正可決２】
  専決処分（平成22年度一般会計補正予算） 【原案承認】
  議会委員会条例の一部改正 【議員提出・原案可決４】
 15日 東日本大震災支援会議

６月  ６～９日 第２回定例会
  特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正
  平成23年度一般会計等補正予算 【原案可決４】
  平成22年度一般会計・特別会計繰越明許費繰越計算書 【報告済３】
  専決処分（公益法人への職員の派遣等に関する条例、被災地支援等補正予算）
   【原案承認７】

７月  11日 県町村議会議員研修会 
 15日 第２回臨時会
  平成23年度一般会計補正予算 【原案可決】
  農業委員会委員の推薦（加藤茂子、工藤洋子） 【指名推薦】

８月  22日 南秋田郡町村議会議員大会 
 24日 議会報告会（議会改革等活性化調査会主催）

９月  ６～16日 第３回定例会
  議会議員の定数を定める条例の一部改正
  平成23年度一般会計等補正予算 【原案可決９】
  平成21年度一般会計、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定10】
  平成22年度健全化判断比率・資金不足比率等 【報告済４】
  副町長の選任 【原案同意】
  地方財政の充実・強化を求める意見書 【議員提出・原案可決４】

 １･24 町農業委員の定数を20から
18に

 ４･ １ 役場組織機構改革
 富津内地区予約式乗合タク

シーの本格運行
 五城目朝市ふれあい館がオ

ープン
 大川保育園の運営を「社会

福祉法人キッズハウスもり
やま」移管

 ５･10 町都市計画マスタープラン
を策定

 ６･29 馬場目小を平成25年４月に
五城目小に統合することを
決定

 ７･ ５ 町農業委員会一般選挙告示。
３選挙区13人が無投票当
選

 ７･31 悠紀の国五城目が10周年
11･ １ 第３代副町長に武田和栄氏

就任
11･ ３ 町功労者　小林　　進氏
 　　　　　佐々木廣志氏

 ３･11 東日本大震災が発生
 福島第一原子力発電所事故
 ４･ ７ 東日本大震災後の最大の余

震
 ７･18 ＦＩＦＡ女子ワールドカッ

プで日本女子代表が初優勝
 ７･24 地上アナログ放送が停波
 ８･ ３ 菅内閣総辞職
 ９･ ２ 野田内閣が発足

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

ドクターヘリのヘリポート設置（町内10ヶ所）

大震災　岩手県大槌町より無事生還

大震災　役場玄関ロビーに家族が集合

ストックヤード（小倉）

10月  28日 第３回臨時会
  議会議員の定数を定める条例の一部改正 【議員提出・原案否決】

12月  ５～９日 第４回定例会
  総合発展計画策定条例制定、指定管理者の指定
  平成23年度一般会計等補正予算 【原案可決20】
  監査委員の選任 【原案同意】
  社会保障と税の一体改革の中止を求める意見書 【議員提出・原案可決９】

88 89



五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成24年］2012
１月  30日 第１回臨時会

  指定管理者の指定（斎場、北部コミュニティ施設） 【原案可決４】

３月  ２～９日 第１回定例会
  平成24年度一般会計予算（50億3,500万円）、各特別会計、下水道事業会計予算
  介護保険条例の一部改正（介護保険基準額 5,900円） 【原案可決45】
  専決処分（平成24年度一般会計補正予算） 【原案承認３】
  最低賃金の大幅引き上げと、中小零細企業支援の拡充を求める意見書
   【議員提出・原案可決３】
 25日 町議会議員選挙執行（現職11人、新人５人当選）

４月  ４日 第２回臨時会
  議長選挙　　議長：小林正志、副議長：荒川達雄 【投票2・指名推選４】
  監査委員の選任 【原案同意】

５月  １日 第３回臨時会
  平成24年度一般会計補正予算（結海オープンイベント参加経費等） 【原案可決２】
  専決処分（平成23年度介護保険等特別会計補正予算） 【原案承認２】
 24日 議会議員全員協議会（し尿処理施設建設、消防庁舎建設）

６月  ９～13日 第２回定例会
  町ふるさと愛嬌寄付条例制定、工事請負変更契約締結（五城目第一中学校建設）
  平成20年度一般会計等補正予算 【原案可決６】
  専決処分（保育料徴収条例の一部改正、平成19年度一般会計等補正予算） 【原案承認５】
  繰越明許費繰越計算書 【報告済３】
  湖東総合病院の早期改築実現に関する決議 【議員提出・原案可決】

７月  23日 県町村議会議員研修会

８月  ３日 南秋田郡町村議会議員大会
 ７日 議会議員全員協議会（秋田県市町村未来づくり協働プログラム）

９月  ４～14日 第３回定例会
  町火災予防条例の一部改正
  平成24年度一般会計等補正予算（豪雨災害復旧費等） 【原案可決６】
  専決処分（平成24年度一般会計等補正予算） 【原案承認】
  平成23年度一般会計、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定９】
  平成23年度健全化判断比率・資金不足比率等 【報告済４】
  教育委員会委員の任命、人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意４】
  選挙管理委員会委員及び補充員の選挙 【指名推選】
  　委　員： 山平秋明、松橋正美、一関敏弘、畠山利信
  　補充員： 伊藤敏雄、石井忠、小熊弘一、齊藤陽子
  議会改革調査特別委員会の設置 【発議・原案可決】
  地球温暖化対策に関する「地方財政を確保・充実する仕組み」の構築を求める意見書 
   【委員会提出・原案可決２】

 ４･ １ 五城目町総合発展計画を策
定

 ４･25 幼保一体化推進協議会を設
立

 ５･23 千代田区に五城目町東京千
代田事務所を開設

 ７･19 国民文化祭五城目町実行委
員会を設立

 ８･ 緊急速報メールを導入
10･ １ 教育長に伊藤惠朗氏が再任
10･13 五城目高校創立70周年
10･30 皇太子さまご来町
11･ ３ 町功労者　伊藤　英紀氏
 　　　　　伊藤容一郎氏
 　　　　　石井　章司氏
11･24 馬場目小学校閉校式

 ２･ １ 青森県酸ヶ湯で439㎝の記
録的な積雪を観測

 仙北市玉川温泉近くで雪崩
により湯治客男女３名が死
亡

 ３･16 寝台特急「日本海」廃止
 ５･22 東京スカイツリー開業
12･ ２ 笹子トンネル天井板落下事

故
12･16 第46回衆議院議員総選挙
12･26 第２次安倍内閣発足

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

南秋田郡町村議会議員大会（八郎潟町）

暴風被害でハウス崩壊

五城目町東京千代田事務所

朝市通り規制を強化

10月  11日 議会議員全員協議会（下水道事業受益者分担金）  

11月  16日 道州制問題研修会
 22日 議会議員全員協議会（高齢者世帯等に対する除雪支援）

12月  10～14日 第４回定例会
  町定市場設置条例の全部改正、平成24年度一般会計等補正予算 【原案可決16】 
  専決処分（平成24年度一般会計等補正予算） 【原案承認】 
  議会傍聴規則の改正 【委員会提出・原案可決９】
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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成25年］2013
１月  17日 議会議員全員協議会（秋田県市町村未来づくり協働プログラム）

３月  ７～14日 第１回定例会
  平成25年度一般会計予算（51億25,400万円）、各特別会計、水道事業会計予算
  地域活性化支援センター設置条例制定、平成24年度一般会計等補正予算
   【原案可決51】
  専決処分（国民健康保険条例の一部改正） 【原案承認２】
  最低賃金の大幅引き上げと、中小零細企業支援の拡充を求める意見書
   【委員会提出・原案可決】
  秋田県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 【指名推選】
 25日 教育委員会委員の任命 【原案同意】

５月  23日 議会議員全員協議会（消防本部庁舎建設）

７月  23日 県町村議会議員研修会

８月  ２日 南秋田郡町村議会議員大会 
 ５日 第２回臨時会
  工事請負契約締結（西野橋橋梁上部工補修） 【原案可決】
 26日 議会議員全員協議会（子ども・子育て会議） 

９月  ５～18日 第３回定例会
  子ども・子育て条例制定、平成25年度一般会計等補正予算（豪雨災害復旧費等）
   【原案可決12】
  平成24年度一般会計、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定９】
  平成24年度健全化判断比率・資金不足比率　等 【報告済４】
  人権擁護委員候補者の推薦 【原案同意】
  経済・雇用対策強化のための地方財政の充実を求める意見書 【委員会提出・原案可決３】

６月  10～14日 第２回定例会
  過疎地域自立促進計画の変更、平成25年度一般会計等補正予算
  物品売買契約締結（高規格救急自動車購入） 【原案可決６】
  専決処分（町税条例の一部改正等） 【原案承認６】
  平成24年度一般会計・特別会計繰越明許費繰越計算書 【報告済２】
  固定資産評価審査委員会委員の選任　等 【原案同意５】
  議会会議規則の一部改正　等 【委員会提出・原案可決４】
  一般会計補正予算（消防庁舎建設 調査費）の修正動議案 【議員提出・否決】

 １･ ７ 地域おこし協力隊１名が初
めて着任

 ２･17 町長選挙執行
 第16代町長に渡邉彦兵衛氏

当選
 ３･31 馬場目小学校が閉校。馬場

目保育園が閉園。
 ４･ １ 教育長に小松正孝氏就任
 乗合タクシー内川線・面潟

線の試験運行を開始
 森林資料館「五城目城」無

料開放を開始
10･11 男鹿市・潟上市・南秋田郡

の消防広域化協議を凍結
10･15 みんなの店あさいちがオー

プン
10･28 地域活性化支援センターが

オープン
11･ ３ 町功労者　坂谷　　晃氏
 　　　　　草皆　　稔氏
 　　　　　渡邉　誠一氏
12･ ９ 議会映像配信システムの運

用を開始

 ３･16 秋田新幹線にスーパーこま
ち導入

 ４･19 インターネット選挙運動が
解禁

 ５･ ５ 長嶋茂雄氏と松井秀喜氏に
国民栄誉賞

 ６･22 富士山が世界文化遺産に登
録

 ７･21 第23回参議院議員通常選挙

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

下山内の豪雨被害

消防庁舎建設予定地

映像配信システムを導入

10月  ４日 第３回臨時会
  平成25年度一般会計等補正予算（豪雨災害復旧費） 【原案可決２】

11月  ７～10日 議員視察研修（千葉市市町村アカデミー・千代田区）
 15日 議会議員全員協議会（消防庁舎建設） 

12月  ９～13日 第４回定例会
  消費税率引き上げに伴う関係条例の整備に関する条例制定
  平成25年度一般会計等補正予算（福祉灯油事業等） 【原案可決16】 
  人権擁護委員候補者の推薦　 【原案同意】 
  TPP交渉に関する意見書 【委員会提出・原案可決５】 
  年金2.5％の削減中止を求める意見書 【議員提出・原案可決】 
  消防庁舎建設に係る調査特別委員会設置の動議 【議員提出・否決】
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２月  13日 第１回臨時会

  工事請負変更契約締結（西野橋橋梁上部工補修） 【原案可決】
  議会議員全員協議会（空き家の適正管理）

３月  ５～13日 第１回定例会
  平成26年度一般会計予算（59億7,800万円）、各特別会計、水道事業会計予算
  定年前に退職する意思を有する職員の募集等に関する条例制定
  平成25年度一般会計等補正予算 【原案可決38】
  専決処分（平成25年度一般会計補正予算） 【原案承認】
  議会会議規則の一部改正 【委員会提出・原案可決６】

４月  ３日 第２回臨時会
  議長選挙　　議長：小林正志、副議長：荒川達雄 【指名推選５】

５月  20日 議会議員全員協議会（し尿処理施設建設計画）

６月  ９～13日 第２回定例会
  工事請負契約締結（屋内温水プール改修工事）、過疎地域自立促進計画の変更
  平成26年度特別会計補正予算 【原案可決５】
  平成26年度一般会計補正予算（し尿処理施設調査設計委託料） 【修正可決】
  平成25年度一般会計・特別会計繰越明許費繰越計算書 【報告済３】
  専決処分（徴税条例の一部改正等） 【原案承認４】
  少人数学級の推進などの定数改善と義務教育費国庫負担制度２分の１復元を求める意見書 
   【委員会提出・原案可決】
  農業委員会委員の推薦（伊藤恵美、椎名志保） 【指名推薦】
  議会改革調査特別委員会設置（議長を除く全議員）

８月  １日 第３回臨時会
  工事請負契約締結（消防庁舎建設） 【原案可決２】
  南秋田郡町村議員大会（大潟村）
 ８日 県町村議会議員研修会
 25日 議会議員全員協議会（し尿処理建設計画） 

９月  ８～19日 第３回定例会
  平成26年度一般会計等補正予算（町民センター屋根全面葺き替え工事） 【原案可決９】
  平成25年度一般会計、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定８】
  平成25年度健全化判断比率・資金不足比率等 【報告済４】
  消費税10％への引き上げの中止を求める意見書 【委員会提出・原案可決４】

 ２･ 福祉灯油引換券を交付
 ４･ １ 幼保連携型の認定こども園

「もりやまこども園」がス
タート

 乗合タクシー内川線・森山
線本格運行

 ５･ １ 湖東厚生病院が開院
 ５･30 フェイスブックで町の情報

を配信
 ６･16 屋内温水プールの大規模改

修着工
10･11 国文祭「全国朝市サミット

2014in五城目」を開催
10･26 五城目朝市500年記念マラ

ソンを開催
11･ ３ 町功労者　佐藤　　信氏
 　　　　　伊藤　惠朗氏
11･16 大川小学校閉校式典を開催
11･28 五城目第一中が地産地消メ

ニュー給食全国コンテスト
で文部科学大臣賞を受賞

 ３･ ７ 日本一高いビルあべのハル
カスが大阪市阿倍野区に完
成

 ３･14 寝台特急「あけぼの」定期
運転廃止

 ４･ １ 消費税が８％に増税
 ９･27 御嶽山が噴火。50人以上が

死亡。
12･14 第47回衆議院議員選挙

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

し尿処理施設視察研修（神奈川県葉山町）

小・中学校にタブレット端末を導入

大川小学校閉校

五秋林道災害現場を視察

11月  ４～５日 議員視察研修（神奈川県葉山町し尿処理施設）
 21日 議会議員全員協議会（消防デジタル無線整備事業）

12月  ８～12日 第４回定例会
  水道事業給水条例の一部改正、工事請負変更契約締結（屋内温水プール改修工事）  
  平成26年度一般会計等補正予算（除雪事業等） 【原案可決19】
  専決処分（平成26年度一般会計補正予算） 【原案承認２】 
  教育委員会委員の任命 【原案同意２】 
  議会議員の定数を定める条例の一部改正（改選より２人減） 【委員会提出・原案可決７】
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１月  13日 議会議員全員協議会（屋内温水プール運営）

 28日 第１回臨時会
  平成26年度一般会計補正予算（除雪費） 【原案可決】

２月  13日 議会議員全員協議会（町制施行60周年記念事業）

４月  ８日 議会議員全員協議会（議会60年史）

５月  ７日 第２回臨時会
  工事請負契約締結（消防庁舎外構工事） 【原案可決２】
  専決処分（町税条例の一部改正） 【原案承認４】
 ７日 議会議員全員協議会（議員研修）
 21日 議会議員全員協議会（し尿処理施設建設事業）

６月  ８日 議会議員全員協議会（議会60年史）
 ８～12日 第２回定例会
  介護保険条例の一部改正、平成27年度一般会計等補正予算 【原案可決５】
  平成26年度一般会計・特別会計繰越明許費繰越計算書 【報告済３】
  議会会議規則の一部改正 【委員会提出・原案承認２】
 12日 議会議員全員協議会（地方創生の議会対応）

７月  28日 南秋田郡町村議員大会（五城目町）

８月  ２日 近畿ふるさと五城目会との交流会（大阪）
 ３～４日 議員研修（市町村議会議員特別セミナー：滋賀） 
 ７日 県町村議会議員研修会
 18日 議会議員全員協議会（あきた創業サポートファンド）

９月  ７～17日 第３回定例会
  情報公開条例制定、平成27年度一般会計等補正予算 【原案可決９】
  平成26年度一般会計、各特別会計・水道事業会計決算認定 【原案認定８】
  平成26年度健全化判断比率・資金不足比率等 【報告済４】
  副町長の選任、人権擁護委員会委員の選任 【原案同意２】
  議会委員会条例の一部改正 【議員提出・原案可決４】

３月  ７～14日 第１回定例会
  平成27年度一般会計予算（58億800万円）、各特別会計、下水道事業会計予算
  住民生活行政手続き条例の一部改正、介護保険条例の一部改正
  平成26年度一般会計等補正予算（財政調整基金繰入） 【原案可決42】
  議会委員会条例の一部改正、議会会議規則の一部改正 【議員提出・原案可決11】
  「集団的自衛権」「辺野古基地問題」の陳情で採決（賛成多数で採択・意見書提出） 
 25日 議会議員全員協議会（地方創生授業）
  第２回臨時会
  平成26年度一般会計等補正予算（地方創生事業）　 【原案可決２】

 ２･25 屋内温水プール改修終了
 ３･31 大川小が閉校
 ４･ １ 五城目小と大川小が統合
 ７･ ２ ３町共通のプレミアム付商

品券を発行
 ９･17 副町長に武田和栄氏を選任
 ９･24 秋田銀行と「空き家の利活

用等に関する地方創生連携
協定」締結

10･ １ 国勢調査実施（速報値人口
9,481人、世帯数3,574世帯）

10･18 広域五城目体育館でNHK
のど自慢を開催

10･21 消防庁舎が下山内に完成
11･ １ 第４代副町長に武田和栄氏

就任
11･ ３ 町制施行60周年式典を開催
 町功労者　渡邉　忠陸氏
 　　　　　猿田　由男氏

 ３･14 北陸新幹線長野駅ー金沢駅
開業

 寝台特急「北斗星」定期運
行終了

 ４･22 首相官邸無人機落下事件
 ９･19 ラグビー日本代表がワール

ドカップイングランド大会
で歴史的勝利

秋田県・国内外のできごと

五城目町のできごと

集会所の改修（西野）

リニューアルされた温水プール

プレミアム付商品券発行

消防庁舎が完成（下山内）

10月  19日 議会議員全員協議会（お互いさまスーパー創設事業）
 26日 第５回臨時会
  不動産の贈与、平成27年度一般会計補正 【原案可決３】

11月  16日 議会議員全員協議会（タブレット端末導入）

12月  ７～11日 第４回定例会
  個人番号の利用等に関する条例制定、指定管理者の指定
  平成27年度一般会計等補正予算 【原案可決12】
  監査委員の選任 【原案同意】
  「介護従事者の勤務環境改善及び処遇改善の実現」を求める意見書 【委員会提出・原案可決３】
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