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　旧５か町村が合併し、新生五城目町が誕生して60周年を迎
えました。
　今、地球規模で気候変動が起きていると思われる中で、幸
いにも五城目町は過去においても大災害の発生もなく、自然
と共生しながら、その歴史を刻み続けてまいりました。
　平成の時代に入り、天皇皇后両陛下をはじめ皇太子殿下、
各皇族方の御来町を賜ったことは、町民に大きな激励と勇気
を与えていただいたものでありまして、崇敬の念を深くする
ものであります。
　少子高齢化の課題は余りにも大きく、多くの施設を抱える
本町にとって利活用と同時に人口減少に備えた「まちづくり
計画とその実践」は急務であります。町民、町当局、議会は
夢と希望を実現するために、心を一つに英知を結集しなけれ
ばなりません。今こそ、誰もが「住みたい、住んでみたい」
と願うような町を目指して頑張ろうではありませんか。
　議会においては、議会改革調査特別委員会で議会映像シス
テムの導入、時代に即応した傍聴規則の全部改正、議員定数
２名減の14名への削減、条例・会議規則の改正、更にはペー
パーレス化に向けたタブレット導入計画など次代に向けた不
断の努力を重ねております。
　議会の存在意義は、最終議決機関としての役割りを果たす
ことは勿論、町当局と切磋琢磨しつつ町発展に尽くすことで
あります。今後とも、自然豊かで人情厚い五城目町を、子々
孫々に伝えていくのが責務と存じております。
　本誌は「議会30年誌」に続く、昭和60年からの実に30年に
亘る記録集であり、今後の町発展の礎となりますよう祈念す
ると共に、発刊にあたり御労苦をお掛けした編集委員並びに
議会事務局の皆様に深謝し、御挨拶といたします。

60年の時空を超えて未来へ

五城目町議会議長

小　林　正　志

ネコバリ（根古波離）岩

◆　 ◆　 ◆
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五城目朝市

　われらが郷土は、昭和30年、いわゆる
「昭和の大合併」の際に５か町村が合併
し、新生五城目町として発足以来、60周
年という大きな節目の年を迎えました。
　このたび、この60周年を記念し、五城
目町議会の輝かしい足跡を改めて振り返
られるとともに、それらを記録し後世に
残すべく、「五城目町議会60年史」を発
刊されますことは、今後の町政運営に大
きく寄与するものと存じ、編集作業等の
ご労苦に敬意を表し、心からお祝い申し
上げます。
　思い起こせば、自治体再編の波が再び
押し寄せていた「平成の大合併」の最中、
町政のかじ取りを引き継いでから、早10
年が経ちました。
　単独立町の道を歩むべく、まず求められたのは町自立計画の策定であり、行財
政全体のスリム化でありました。各種事業の見直しや職員数の削減は、中長期的
な視点で着実に実施できておりますし、観光・福祉施設をはじめとした町有施設
も、指定管理制度への移行や経営の移管、施設の譲与などにより、良好な状況を
保ちながら整理が進んでおります。中でも、地区公民館の指定管理や小学校の統
廃合などは、地域の皆様のご理解ご協力がなければ成し得ないことであり、町民
そして各地域の代表たる、町議会議員の皆様によるご支援の賜物と、厚く御礼申
し上げます。
　各種課題の解決は、五城目第一中学校新校舎建設や新消防庁舎建設など、町民
の皆様が切望されていた大型事業の遂行にも着実に結びついております。
　また、就任当初より掲げて参りました、町民の皆様とともに汗する「協働のま
ちづくり」につきましては、豪雪や豪雨、震災などの難局を乗り越える大きな力
となっております。現在実施しております集会所改修助成や地域コミュニティ助
成などと併せた地域力の向上こそが、新たな「五城目町総合発展計画」に基づく、
さまざまな魅力を活かしたまちづくりに結びついていくものと存じます。
　平成19年の秋田わか杉国体開催の折には、町の歴史始まって以来初めてとなり
ます、天皇・皇后両陛下ご来町の栄を賜り、町民の皆様とともにお迎えできまし
たことは、この上ない喜びとするところであります。
　五城目町60周年という時の流れ、そして同じ時を歩んで来た議会での議論、各
種の活動を顧みていただければ、そこに町発展の輝かしい歩みを認識いただける
と確信いたしております。
　ここに重ねて、町発展に尽くされてきた町議会議員各位に深く感謝申し上げま
すとともに、これまでの業績を基礎に、さらなる進展に向け今後も活発なる活動
を展開されますようご祈念申し上げ、お祝いのことばといたします。

議会60年史発刊を祝して

五城目町長

渡　邉　彦兵衛

◆　 ◆　 ◆
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昭和60年６月　五城目町議会 第２回定例会（昭和60年６月15日）

平成４年３月　五城目町議会 第１回定例会　（平成４年３月11日）

平成８年３月　五城目町議会 第１回定例会　（平成８年３月８日）

五城目町議会議員
この　　年

平成12年３月　五城目町議会 第１回定例会　（平成12年２月29日）
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平成20年３月　五城目町議会 第１回定例会　（平成20年３月３日）

平成16年３月　五城目町議会 第１回定例会　（平成16年３月２日）

平成27年12月　五城目町議会 第４回定例会　（平成27年12月７日）

平成24年３月　五城目町議会 第１回定例会　（平成24年３月２日）

五城目町議会議員
この　　年
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五城目町議会議員
この　　年 ▼

４年に一度開かれる議会本会議場の出入り口扉
改選前の最終日に議員はここから退場し、改選後に
新議員が入場する。

議会事務局入口の議員出席表示板

▲

本会議出席の際に札を赤色から黒色に返す。

▲傍聴者休憩室
傍聴席は２階にあり休憩室はその下にある。

▼

議長室
　来訪者を迎える。

議員控室

▲

町長室と同じケヤキ
材のテーブルを使用
している。

▲議員ロッカー
定数24名当時のまま。

各常任委員会室 ▼

への廊下（４階）

▲議員控室の壁面に掲示されている歴代議長の写真額

▲映像配信システムの機材
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初　代 畠　山　松太郎 昭和30年４月15日就任
昭和31年３月19日退任

２　代 加賀谷　力　司 昭和31年４月４日就任
昭和32年６月１日退任

３　代 畠　山　松太郎 昭和32年６月29日就任
昭和33年８月８日退任

４　代 猿　田　忠三郎 昭和33年10月３日就任
昭和35年３月30日退任

５　代 木　村　喜太郎 昭和35年４月４日就任
昭和37年５月23日退任

６　代 佐　藤　邦　彦 昭和37年５月23日就任
昭和38年３月１日退任

７　代 宮　城　精　市 昭和38年３月１日就任
昭和39年３月30日退任

８　代 小　玉　太美雄 昭和39年４月６日就任
昭和41年４月11日退任

９　代 小　玉　太美雄 昭和41年４月11日就任
昭和43年３月30日退任

10　代 工　藤　孝　二 昭和43年４月３日就任
昭和45年７月27日退任

11　代 菊　地　耕　二 昭和45年７月27日就任
昭和47年３月30日退任

12　代 菊　地　耕　二 昭和47年４月10日就任
昭和49年４月５日退任

13　代 菊　地　耕　二 昭和49年４月５日就任
昭和51年３月30日退任

14　代 佐々木　輝　雄 昭和51年４月９日就任
昭和53年２月16日退任

15　代 荒　川　豊　治 昭和53年２月16日就任
昭和55年３月30日退任

16　代 荒　川　豊　治 昭和55年４月７日就任
昭和57年６月22日退任

17　代 荒　川　豊　治 昭和57年６月22日就任
昭和59年３月30日退任

歴代議長
18　代 小　熊　金之助 昭和59年４月６日就任

昭和61年４月３日退任

19　代 小　熊　金之助 昭和61年４月３日就任
昭和62年９月14日退任

20　代 斉　藤　三四郎 昭和62年10月３日就任
昭和63年３月30日退任

21　代 小　玉　哲　郎 昭和63年４月６日就任
平成２年４月６日退任

22　代 小　玉　哲　郎 平成２年４月６日就任
平成４年３月30日退任

23　代 佐　藤　成　孝 平成４年４月７日就任
平成６年４月６日退任

24　代 佐　藤　成　孝 平成６年４月６日就任
平成８年３月30日退任

25　代 伊　藤　浩　司 平成８年４月４日就任
平成９年２月４日退任

26　代 石　井　孫　一 平成９年２月24日就任
平成10年４月９日退任

27　代 石　井　孫　一 平成10年４月９日就任
平成12年３月30日退任

28　代 工　藤　卓　美 平成12年４月６日就任
平成14年４月９日退任

29　代 工　藤　卓　美 平成14年４月９日就任
平成16年３月30日退任

30　代 千　田　峯　夫 平成16年４月８日就任
平成18年４月12日退任

31　代 千　田　峯　夫 平成18年４月12日就任
平成20年３月30日退任

32　代 荒　川　正　己 平成20年４月３日就任
平成22年４月５日退任

33　代 荒　川　正　己 平成22年４月５日就任
平成24年３月30日退任

34　代 小　林　正　志 平成24年４月４日就任
平成26年４月３日退任

35　代 小　林　正　志 平成26年４月３日就任
現　在
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初　代 伊　藤　尚　三 昭和30年４月15日就任
昭和31年３月19日退任

２　代 猿　田　忠三郎 昭和31年４月７日就任
昭和32年６月１日退任

３　代 猿　田　忠三郎 昭和32年６月29日就任
昭和33年８月８日退任

４　代 小　玉　太美雄 昭和33年10月３日就任
昭和35年３月30日退任

５　代 佐　藤　邦　彦 昭和35年４月４日就任
昭和37年５月23日退任

６　代 分　銅　瑞　惇 昭和37年５月23日就任
昭和39年３月30日退任

７　代 栗　山　銀之助 昭和39年４月７日就任
昭和41年４月14日退任

８　代 坂谷　市右エ門 昭和41年４月14日就任
昭和43年３月30日退任

９　代 荒　川　豊　治 昭和43年４月３日就任
昭和45年７月26日退任

10　代 畠　山　　　豊 昭和45年７月27日就任
昭和47年３月30日退任

11　代 宮　田　清三郎 昭和47年４月10日就任
昭和49年４月４日退任

12　代 斉　藤　三四郎 昭和49年４月５日就任
昭和51年３月30日退任

13　代 畠　山　勘五郎 昭和51年４月９日就任
昭和54年３月23日退任

14　代 分　銅　良　一 昭和54年３月23日就任
昭和55年３月30日退任

15　代 伊　藤　勇　蔵 昭和55年４月７日就任
昭和57年６月22日退任

16　代 佐々木　善　蔵 昭和57年６月22日就任
昭和59年３月30日退任

歴代副議長
17　代 佐々木　市太郎 昭和59年４月６日就任

昭和61年４月３日退任

18　代 佐々木　市太郎 昭和61年４月３日就任
昭和63年３月30日退任

19　代 斉　藤　　　明 昭和63年４月６日就任
平成２年４月６日退任

20　代 斉　藤　　　明 平成２年４月６日就任
平成４年３月30日退任

21　代 舘　岡　幸　雄 平成４年４月７日就任
平成６年４月６日退任

22　代 舘　岡　幸　雄 平成６年４月６日就任
平成８年３月30日退任

23　代 猿　田　和　男 平成８年４月４日就任
平成10年４月９日退任

24　代 猿　田　和　男 平成10年４月９日就任
平成12年３月30日退任

25　代 草　皆　隆　悦 平成12年４月15日就任
平成14年４月９日退任

26　代 草　皆　隆　悦 平成14年４月９日就任
平成16年３月30日退任

27　代 荒　川　正　己 平成16年４月８日就任
平成18年４月12日退任

28　代 荒　川　正　己 平成18年４月12日就任
平成20年３月30日退任

29　代 澤田石　亀　雄 平成20年４月３日就任
平成22年４月５日退任

30　代 澤田石　亀　雄 平成22年４月５日就任
平成24年３月30日退任

31　代 荒　川　達　雄 平成24年４月４日就任
平成26年４月３日退任

32　代 荒　川　達　雄 平成26年４月３日就任
現　在
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舘　岡　市之助
（当選１回）
議 員 履 歴

建設副委員長
決算特別委員

伊　藤　邦　雄
（当選２回）
議 員 履 歴

総務副委員長
産業委員　　
議会運営委員

舘　岡　金　男
（当選３回）
議 員 履 歴

産業委員長　　　
文教社会副委員長
建設委員　　　　
議会運営委員　　
決算特別委員長　

荒　川　要　悦
（当選３回）
議 員 履 歴

文教社会委員長　
建設副委員長　　
議会運営副委員長
決算特別副委員長
監査委員　　　　

笹　川　兼　吉
（当選３回）
議 員 履 歴

総務委員長　　　
産業委員　　　　
建設委員　　　　
議会運営副委員長

小　熊　金之助
（当選６回）
議 員 履 歴

議長　　　　　　
総務委員長　　　
文教社会委員長　
産業委員　　　　
建設委員　　　　

佐々木　吉三郎
（当選６回）
議 員 履 歴

産業委員長　　
文教社会委員　
総務委員　　　
議会運営委員長
建設委員　　　

菊　地　耕　二
（当選10回）
議 員 履 歴

議長　　　　
総務委員　　
文教社会委員
産業委員　　
建設委員　　

元議員

議員名簿

猿　田　俊　雄
（当選４回）
議 員 履 歴

建設委員長　
産業副委員長
議会運営委員
監査委員　　

斉　藤　三四郎
（当選７回）
議 員 履 歴

議長　　　　　
総務委員長　　
文教社会委員長
議会運営委員長
監査委員　　　

荒　川　豊　治
（当選８回）
議 員 履 歴

議長　　　　　
副議長　　　　
総務委員長　　
文教社会委員長
議会運営委員長

近　野　格　也
（当選１回）
議 員 履 歴

総務副委員長
産業委員　　
広報編集委員

阿　部　三　郎
（当選２回）
議 員 履 歴

総務委員長　　　
文教社会副委員長
議会運営委員　　
広報編集委員　　

佐々木　市太郎
（当選３回）
議 員 履 歴

副議長　　　　
総務委員長　　
建設委員　　　
議会運営委員長
監査委員　　　

伊　藤　長一郎
（当選２回）
議 員 履 歴

文教社会委員
総務委員　　
議会運営委員

松　橋　　　勇
（当選３回）
議 員 履 歴

産業副委員長　　
建設委員　　　　
総務委員　　　　
議会運営副委員長

伊　藤　与四郎
（当選６回）
議 員 履 歴

産業委員長　　
総務委員長　　
文教社会委員　
議会運営委員長
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小　野　政　雄
（当選１回）
議 員 履 歴

総務副委員長
文教社会委員

猿　田　京　一
（当選１回）
議 員 履 歴

建設副委員長
産業副委員長
広報編集委員

猿　田　一　美
（当選３回）
議 員 履 歴

総務委員長　　
建設委員長　　
議会運営委員長

石　井　孫　一
（当選３回）
議 員 履 歴

議長　　　　　
総務委員長　　
文教社会委員長
産業委員長　　
建設委員長　　

猿　田　和　男
（当選４回）
議 員 履 歴

副議長　　　　
総務副委員長　
産業委員長　　
広報編集委員　
決算特別委員長

伊　藤　浩　司
（当選５回）
議 員 履 歴

議長　　　　　　
建設委員長　　　
文教社会副委員長
総務委員　　　　
産業委員　　　　

小　玉　哲　郎
（当選６回）
議 員 履 歴

議長　　　　　
文教社会委員長
総務委員　　　
建設委員　　　
産業委員　　　

伊　藤　重　郎
（当選３回）
議 員 履 歴

産業副委員長　　
総務副委員長　　
議会運営副委員長
広報編集委員　　

斉　藤　　　明
（当選７回）
議 員 履 歴

副議長　　　　
総務委員長　　
文教社会委員長
議会運営委員長

小　玉　郁　夫
（当選５回）
議 員 履 歴

議会運営委員長
文教社会委員長
総務委員長　　
建設副委員長　
産業委員　　　

伊　藤　建　一
（当選６回）
議 員 履 歴

文教社会委員長
産業委員長　　
総務副委員長　
建設委員　　　
監査委員　　　

草　皆　隆　悦
（当選５回）
議 員 履 歴

副議長　　　　
文教社会委員長
建設委員長　　
産業副委員長　
議会運営委員長

大　石　フ　サ
（当選３回）
議 員 履 歴

教育民生副委員長
総務委員　　　　
広報編集委員長　

佐々木　鉄　美
（当選３回）
議 員 履 歴

産業建設委員長　
議会運営副委員長
広報編集委員　　

石　井　章　司
（当選４回）
議 員 履 歴

総務委員長　　　
教育民生委員長　
建設副委員長　　
議会運営副委員長
監査委員　　　　

舘　岡　正　一
（当選４回）
議 員 履 歴

建設委員長　
産業委員長　
議会運営委員
広報編集委員

伊　藤　英　紀
（当選４回）
議 員 履 歴

教育民生委員長　
総務副委員長　　
議会運営委員長　
広報編集委員　　

舘　岡　幸　雄
（当選７回）
議 員 履 歴

副議長　　　　
建設委員長　　
総務委員長　　
教育民生委員長
広報編集委員長

元議員議員名簿
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佐々木　仁　茂
（当選１回）
議 員 履 歴

広報編集委員長　　
〈現〉産業建設副委員長

斎　藤　　　晋
（当選１回）
議 員 履 歴

総務委員　　　　
議会運営副委員長
〈現〉教育民生委員　
〈現〉広報編集委員長

石　井　光　雅
（当選１回）
議 員 履 歴

総務副委員長　　　
〈現〉教育民生副委員長

小　林　正　志
（当選６回）
議 員 履 歴

教育民生委員長
産業委員長　　
広報編集委員長
〈現〉議長　　　　
〈現〉教育民生委員

佐　藤　慶　彦
（当選１回）
議 員 履 歴

教育民生副委員長　
〈現〉議会運営副委員長
〈現〉総務副委員長　　

畑　澤　洋　子
（当選１回）
議 員 履 歴

広報編集副委員長
〈現〉教育民生委員　

伊　藤　正　春
（当選２回）
議 員 履 歴

産業建設副委員長
議会運営副委員長
広報編集委員長　
〈現〉産業建設委員長

荒　川　達　雄
（当選４回）
議 員 履 歴

総務委員長　　　
教育民生副委員長
広報編集副委員長
〈現〉副議長　　　　
〈現〉産業建設委員　

現議員

議員名簿

舘　岡　　　隆
（当選６回）
議 員 履 歴

文教社会副委員長
産業建設委員長　
議会運営副委員長
〈現〉教育民生委員長

荒　川　正　己
（当選６回）
議 員 履 歴

議長　　　　　
副議長　　　　
教育民生委員　
広報編集委員長
〈現〉総務委員　　

千　田　峯　夫
（当選６回）
議 員 履 歴

議長　　　　　
文教社会委員長
教育民生委員　
産業委員　　　
〈現〉総務委員　　

石　川　交　三
（当選７回）
議 員 履 歴

総務企画委員長
文教社会委員　
産業建設委員長
広報編集委員長
〈現〉総務委員長　

工　藤　卓　美
（当選７回）
議 員 履 歴

議長　　　　　　
文教社会委員長　
建設委員長　　　
広報編集委員長　
〈現〉議会運営委員長

佐　藤　成　孝
（当選９回）
議 員 履 歴

議長　　　　　
総務委員長　　
建設副委員長　
教育民生委員　
〈現〉産業建設委員

佐　藤　重　信
（当選４回）
議 員 履 歴

教育民生委員長
産業建設委員　
広報編集委員長
〈現〉総務委員　　
〈現〉監査委員　　

澤田石　亀　雄
（当選11回）
議 員 履 歴

副議長　　　　
産業委員長　　
総務委員長　　
議会運営委員長
〈現〉産業建設委員
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五城目町議会委員会構成一覧
平成26年４月３日～

（◎委員長　○副委員長）

議会運営委員会（５名）

◎ 工　藤　卓　美

○ 佐　藤　慶　彦

　 石　井　光　雅

　 佐々木　仁　茂

　 舘　岡　　　隆

総務常任委員会（５名）

◎ 石　川　交　三

○ 佐　藤　慶　彦

 　千　田　峯　夫

　 佐　藤　重　信

　 荒　川　正　己

教育民生常任委員会（６名）

◎ 舘　岡　　　隆

○ 石　井　光　雅

　 小　林　正　志

　 斎　藤　　　晋

　 工　藤　卓　美

　 畑　澤　洋　子

議　長　　小　林　正　志

副議長　　荒　川　達　雄

設置期間：平成26年６月13日～平成28年３月定例会まで

◎ 石　川　交　三

○ 舘　岡　　　隆

　 澤田石　亀　雄

　 佐　藤　成　孝

　 工　藤　卓　美

　 千　田　峯　夫

　 荒　川　正　己

　 佐　藤　重　信

　 荒　川　達　雄

　 伊　藤　正　春

　 畑　澤　洋　子

　 佐　藤　慶　彦

　 石　井　光　雅

　 斎　藤　　　晋

　 佐々木　仁　茂

　　　 佐　藤　重　信

　　　 澤田石　亀　雄

　　　 舘　岡　　　隆

産業建設常任委員会（５名）

◎ 伊　藤　正　春

○ 佐々木　仁　茂

　 澤田石　亀　雄

　 荒　川　達　雄

　 佐　藤　成　孝

議会広報編集委員会（７名）

議会改革調査特別委員会（15名）

監査委員

八郎湖周辺清掃事務組合議会議員

◎ 斎　藤　　　晋
○ 畑　澤　洋　子
　 佐々木　仁　茂
　 石　井　光　雅
　 佐　藤　慶　彦
　 伊　藤　正　春
　 石　川　交　三

・参　　与　　小　林　正　志 議長

・参　　与　　小　林　正　志 議長、荒　川　達　雄 副議長

・委員外議員　畑　澤　洋　子、石　川　交　三
・参　　　与　小　林　正　志 議長、荒　川　達　雄 副議長

・書　　　記　工　藤 議会事務局長　 
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議
会
六
十
年
史
を
祝
し
て

　新生五城目町が誕生し60周年を迎え、その輝かしい足跡を顕彰し、後世への道
しるべともなろう「議会60年史」を発刊されますことは誠に意義深く心から御祝
いを申し上げます。
　平成元年町長に就任し４期16年の奉職となりましたが、想えば前町政の成果を
受け継ぎ、町民百人会議の民意をもとに町新総合発展計画を策定し、各分野にわ
たり町の基盤整備に力を注いだ時代でありました。行財政改革として部長制廃止
や役場機構改革、定員適正化、財政健全化指導団体からの脱却、涸渇していた各
種基金創設と充実、職員待遇改善、町政座談会、定住の為の公共下水道、集落排
水、合併浄化槽、各地区統合簡易水道、上水老朽管更新、公営住宅、各地集会所
や地区公民館、教育としての保育園幼稚園、馬場目小、杉沢小中学校建設、福祉
保健の為の老人ホーム森山荘、特別養護老人ホーム広青苑、屋内ゲートボール場、
保健センター、消防力向上と救急救命体制構築、火葬場、湖東老健施設誘致、雇
用の為のイオンショッピングセンター、東北部品、秋田ホーセ大川工場の企業誘
致、町の魅力づくりとしての東京千代田区との姉妹提携、天翔太鼓、五城館、盆
城庵、道の駅悠紀の国、環境と文化のむら文化の館、戸村堰緑道、又高速道とイ
ンターチェンジの供用、国県町道農林道整備など多くの事業の完成をみることが
できました。又森林組合再建支援、全県植樹祭の開催、近畿五城目会設立なども
ありましたが、特筆すべきことは、平成元年天皇陛下御即位の大礼にあたり、悠
紀の国に選定され、大嘗祭の大事業を大田主伊藤容一郎氏共ども、秋田県、県警
察、ＪＡ、消防団など各機関の御協力のもとに、無事その任を果たすことができ、
皇宮での大嘗祭大礼に参内する栄に浴することができましたことは無上の喜びと
するところでありました。
　これら全てのことは町議会、議員各位の御指導御鞭撻の賜物であり深く敬意と
感謝を申し上げます。時代は正に変革の潮流の中にあります。時代をみつめふる
さとの未来を描き、具体的政策を掲げ、勇気と情熱、気概をもって挑戦し明日を
拓くことが求められています。
　町議会の果たす役割りは更に大きく重要なものがあります。たゆまぬ御尽力あ
らんことを願い、町勢進展に尽くされた議員各位に深く敬意を表し、これまでの
足跡の上に更に輝かしい歴史を刻まれんことを念じ、御祝いとします。

前町長

佐　藤　邦　夫

思
い
出 在

職
の
思
い
出 　私は、昭和60年４月から平成元年４月までの４年１か月間、五城目町議会事務

局長として奉職しました。
　昭和60年は新生五城目町が誕生してからちょうど30周年の年で、着任早々に
「議会30年史」発刊の編集作業にあたることになりましたが、発刊までの期間が
８月から10月末までと短かったことや、私をはじめ事務局職員が編集作業に不慣
れだったこともあり、発刊が遅れてしまうという事態になってしまいました。今
更ながら、お詫び申し上げます。
　刊行にあたっては、写真は元議員の方々やご家族のご協力をいただき、また、
編集・校正には役場職員の方々からお力添えをいただきました。予想以上のペー
ジ数にもかかわらず、協同印刷さんのご努力により無事刊行できました。お世話
になった皆様に改めて厚くお礼を申し上げます。
　編集後記は、「30年を一つの区切りとして活用していただければ幸いです」と
いう文章で結んでいます。
　その後、議会の仕事にもだいぶ慣れてきた昭和62年７月、当時の議長の小熊金
之助さんが突然病気のため入院し、約２か月間の闘病の後逝去されました。
　９月21日に小体育館での議会葬と決まり、１週間ほど準備のため多忙な日が続
きました。議会葬当日、住職の指示に従って館内に祭壇を作り、祭壇の前に焼香
箱を10数個置き、火種に点火し、準備万端整った午前11時におごそかに読経が始
まり、弔辞・弔電披露と長々と続いた後、会葬者の焼香が行われましたが、あち
こちから「火が消えている」との声が聞こえてきました。焼香箱を見るとどれも
これも火が消えていて、慌ててライターやマッチを探しても見当たらず、ただ呆
然と立ち尽くすしかありませんでした。小職の不手際のせいで、香のないままの
議会葬となってしまったのです。当時を思い返すたびに、悔やまれてなりませ
ん。
　在職当時、原田美和子さんと２年間、後の２年間は桜田由紀子さんと一緒に仕
事をしましたが、お二人とも明朗闊達な性格で、仕事を後に残すようなことなく、
４年間この至らぬ事務局長を支えてくれました。遅ればせながら感謝申し上げま
す。
　合併60周年に当たり、五城目町のますますの躍進を祈念し、在職の思い出とい
たします。

元 議会事務局長
（昭和60年４月１日～平成元年３月31日）

舘　岡　克　巳
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議
会
在
職
の
思
い
出

　私は平成４年４月議会事務局に出向を受け平成８年３月までの４年間勤めさせ

て戴きましたけれどもあまり良い思い出は残っておりません。強いて言えば平成

６年３月議会では議員選挙直後の就任から２年経過したため議長、副議長が慣例

によって辞任し議長は候補者もなく再選、これに対して副議長には複数が名乗り

出ました。暗黙の了解から調整に入りましたが難航し長時間に及ぶ話し合いの結

果再選されたという例があります。

　こうした無駄な時間をかけ議員たちに反省を強い見直すべきとの共通の声が上

がったこと。また、町の総合交流センター「五城館」が町民の活動拠点として平

成７年４月にオープンした。この建物は元ＪＡの倉庫（米蔵）であったものを購

入し改築したもので、この施設に関し本議会では、さまざまな意見等が出されて

スムーズにいかなかったことが浮かんで来ます。

　平成７年３月議会において、町で職員経費の削減を図るため既存の町営観光施

設を外部委託の検討とし、町開発公社にまとまった。

　この外部委託に関連した条例の制定案、改正案は議会においてこれまたさまざ

まな意見質疑等もあり難航し、結局原案どおり可決した。また、ある議員から本

会議において議事録に署名印を押したことはない。議事録はどのようになってい

るかと言う質問が出されました。後日調査したところ平成３年度以前より６年間

の議事録が作成されていないことが判明した。この６年間の議事録の作成を在職

から４年間毎日のように録音テープを聞きながら作成に励み、異動時までようや

く全部完了し上司に報告したことが今心に残っております。

　議会事務局では、２名の職員が配置され平成４年４月から１年間桜田由紀子さ

んと、平成５年４月から伊藤房子さんと３年間共に協力しあいながら議会運営に

携わって来ましたが、特に平成４年12月定例議会の本会議時に父の死亡によりど

うしても欠勤しなければならない状況から、桜田さんに大変苦労をかけたことが

脳裏に浮かんできます。

　いずれ在職中両人のささえがあってこそ無事職務を果せた事に感謝すると共

に、議会の益々の発展と議員各位のご活躍を期待し、合併60周年に当って町の一

層の躍進を祈念いたします。

思
い
出

元 議会事務局長
（平成４年４月１日～平成８年３月31日）

石　井　和　夫

波
乱
に
満
ち
た
三
年
間

　平成８年４月１日に議会事務局への出向を命ぜられ、議会改選後の初議会が４
月４日でした。議会の議の字も解らず、議事進行も皆目見当もつかない中で、幸
いにベテラン書記の伊藤房子さんと、前任者である石井和夫さんの御指導をいた
だきながら何とか終えることができました。つぎは保育園・小中学校・高校の入
学式の挨拶原稿作成です。これも房子さんが資料を集めてくれて何とか無事に乗
り切ることができました。
　６月議会は教育施設等整備に関する特別委員会が設置されました。水道課関係
の工事に関わる談合問題で入札が延期、馬小改築当時の町長の給与差し押さえ確
認等、議論は白熱しました。その後の議会でも水道工事３件を否決。馬小改築調
査設計委託料を削除した修正案を賛成多数で可決。臨時議会で否決された一般廃
棄物埋立処分場の工事請負契約を公募型指名競争入札により一転して全会一致で
可決するなど議会の度ごとにドラマがありました。
　特に印象に残っているのは２月の臨時議会での議長選挙です。長時間を費やし
ても協議がまとまらず、本会議を再開したところ８人が退場してしまい、残った
13人で議事を進行することとなりました。閉会時間は午後９時25分でありまし
た。
　４月の臨時議会では助役と収入役の選任案を否決し、その後の臨時議会で同
意。12月議会は地教委に関した「セクハラ」報道が為され、議会は大揺れとなり、
全員協議会を断続的に開催するなど対応におおわらわでした。
　平成10年４月には議会書記が伊藤房子さんから斎藤琴子さんに代わりました。
公共下水道工事に関する議案が否決されたら業者から議会宛てに内容証明が送付
されたこともありました。任期後半は「自衛隊射場誘致」と「産業廃棄物最終処
分場」の建設問題が急浮上し、誘致反対・再考・計画の白紙撤回を求めるなど請
願・陳情が多数提出されました。有志議員が防衛庁陳情を行い、本会議場で釈明
する場面もありました。結局のところ「産廃処分場」は立ち消えとなり、自衛隊
射場については「移転計画はないし、誘致論争は迷惑である」との防衛庁の見解
が示され、議論は収束しました。
　今思い返しても波乱に満ちた３年間でありましたが、議員研修等にも随行し貴
重な体験をさせていただくなど、内容豊かな議会事務局時代でありました。
　議長はじめ議員の皆様には大変お世話になりました。今後尚一層の御活躍を祈
念申し上げます。

元 議会事務局長
（平成８年４月１日～平成11年３月31日）

金　野　　　實
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町
民
福
祉
の
向
上
の
た
め
に

　歴史ある五城目町が合併60周年を迎えることになりました。長い年月を経て、
積み上げられた数々の重みが感じられます。
　私も、短い期間ではありましたが、議会事務局長として、２度（通算３年）お
世話になっております。
　最初の議会事務局出向は、平成11年度でした。前年度から陸上自衛隊射撃訓練
場の誘致問題で議会と町執行部がもめていた大変な時期でしたので、不安もあり
ました。当時は職員として斉藤琴子さん、議長は議会事務局長の経験もある石井
孫一さんでした。
　議会事務局長として２ケ月がたった６月に、６月定例会が始まりました。私に
とって初めての議会でしたが、行政報告と一般質問が終わると、再び会議が開か
れることがなく流会してしまいました。議会事務局長としての初議会が流会でし
たので、かなり苦い経験です。
　また、翌年の４月には議員定数が２名減の20名となり、臨時議会で工藤卓美さ
んが議長に就任しました。この２年間は、定例会が近づくたびに突然の問題が発
生し、流会も含めて議会は緊迫し、紛糾や中断は当たり前のようでした。都度、
議会三役会議や会派長会議、議会運営委員会などが頻繁に開催され、議会は深夜
にまで及ぶこともありました。
　平成13年から２年間は、町長部局へ異動となり、町民生活課長として勤めさせ
ていただきました。平成13年７月の大雨による富津内地区の地すべり災害が発生
したときでもあります。私は兼務で災害対策本部室長として議会と共有して災害
の復旧に努めさせていただいたのも印象に残っています。
　２度目の議会出向は平成15年度。職員は北嶋美保子さんと一緒で、議長は工藤
卓美さんでした。この一年間は、いわゆる平成の大合併の時期であり、五城目町
も井川町と八郎潟町とで湖東３町合併懇談会を開催していたころです。
　議会としても合併協議会を設立し、協議を重ねてきましたが、合併は不調に終
わりました。
　議会事務局での３年間は、議会運営の特殊なケースが多く、難題も数多くあり
ましたが、議長をはじめ、議員の方々、諸先輩のご指導により乗り越えることが
できました。今思えば感謝の気持ちでいっぱいです。また、議会事務局での経験
が、その後の仕事や人的交流などに大変役立ったのは紛れもない事実であり、さ
らに、議会の視察研修での随行や、懇談会、他町村交流なども含め、議員の方々
とのお付き合いも、貴重な経験であったと、改めて感謝しているところであります。
　合併60周年という節目にあたり、議会が益々町の発展や町民福祉の向上のため
に、より一層の躍進をご祈念申し上げたいと存じます。

思
い
出

元 議会事務局長
（平成11年４月１日～平成13年３月31日）
（平成15年４月１日～平成16年３月31日）

小　熊　弘　一

議
会
の
活
性
化
と
活
躍
を
期
待

　私が議会事務局長として在職させてもらったのは、平成13年度と平成14年度の

２か年間でした。

　「五城目町議会議員互助会規約」「議会運営に関する申し合わせ事項」「五城目

町議会の運営に関する基準」などの作成に携わったのが思い出にあります。新し

く何かを作るということは相当難儀な仕事ではありますが、皆さんの協力により

作成できたと思っています。特に、申し合わせ事項や運営に関する基準は、法令

で定めのないことを決める事によって、議会運営の円滑化や能率化の一助とな

り、議会の機能が一層発揮できるということで、当時の工藤卓美議長や運営委員

の皆さんに協力を頂きながら作成した記憶があります。

　議会事務局に「議会事務提要」という本がありまして、どこに何が書かれてい

るかが大体理解できるほど何回も読んだものですが、残念ながら、今では全く覚

えていません。

　また、休日議会の開催や議員研修の随行なども思い出の一つです。

　たった２年間ではありますが、もっと長く在職していたような気がするのは、

楽しく且つ有意義に過ごしたからだと思い、関係したすべての人に感謝したい気

持ちです。

　また、一緒に在職した斉藤琴子さんには、若輩者の私を支えて頂き大変助かり

ました。斉藤さんとは相性が良かったのか、一緒に議会事務局から異動になり、

異動先も同じ学校教育課でありました。

　最後になりますが、町議会の果たす役割と責任は益々重く、多様な町民の付託

に応えなければならないと思います。また、今後は、二元代表制の一翼を担う地

方議会としては、政策立案機能も求められると考えられます。五城目町議会の更

なる活性化と活躍を多いに期待しております。

元 議会事務局長
（平成13年４月１日～平成15年３月31日）

目　黒　　　洋
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議
会
事
務
局
の
思
い
出

　議会事務局での勤務は平成16年４月から２年間です。
　異動になった年の３月に町議会議員の一般選挙があり、４月８日に新正副議長
をはじめ各常任委員会の委員の選出など、議会の構成を決めるための臨時議会
（初議会）が開会されました。異動早々の議会でしたが、前事務局長の小熊学校
教育課長（当時）が、議会の進行について準備してありましたので、戸惑うこと
なく初議会に臨むことができたと思っています。
　議長が議会で円滑に議事を進めるために、事務局では議長と協議し、進行表を
作成しておりました。いろいろな状況を想定して作成するので、当日議長が使わ
ないページもありますし、また想定外の方向に議事が進行することもあり、作成
にあたっては大変気を使いました。
　議事の進行や議会の運営等について疑問がある場合には、事務提要などで調べ
て対応しますが、どうしても納得のいかない場合や判断できない場合には、全国
町村議会議長会議事調査部（東京都千代田区）に電話で問い合わせておりました。
部長と呼ばれている方が対応してくださいましたが、どんな質問にもほとんど即
答でした。また、時間外でも応じてくれましたし、法的根拠なども示してくれま
した。その知識の深さに基づいた的確な回答、加えて親切な対応に感銘を受けま
した。
　議事録は、業者が録音テープに基づいて作成していましたが、録音機の操作は
事務局長が議場の事務局長席で行っていました。ある時、録音機を止め忘れたと
思い議場の事務局長席に駆けつけると、テープは回っていませんでした。それで
最初から録音機は動いていなかったと判断しました。録音テープがないと議事録
を作成することができないと絶望的な気持ちになりました。そのことを総務課の
庁舎管理担当職員に話すと、事務局長が止め忘れたと思い、自分が止めたと言わ
れ、ほっとしたことを覚えています。
　２年間の短い議会事務局の勤務でしたが、２人の女性職員と一緒でした。１年
目は、前年度からの事務局職員でしたので、いろいろ教えていただくことができ
ました。２年目は、議会事務局の勤務経験がない職員でしたが、どんな仕事でも
意欲と熱意をもって取り組んでくれました。
　当時の千田議長をはじめ議員の皆様には大変お世話になりました。あらためて
お礼申し上げます。

思
い
出

元 議会事務局長
（平成16年４月１日～平成18年３月31日）

児　玉　　　昇

在
職
中
の
思
い
出

　合併60周年を迎える記念すべき年に「議会60年史」を刊行するにあたり思い出

の一端を述べることの出来る幸せに感謝の念でいっぱいです。

　事務局長としての在籍は、通算２年間ですが、最初の１年間は千田峯夫議長、

次の１年間は荒川正己議長のもとでご指導をいただきました。

　お二方は現在も現職議員として地域の発展と町民の幸せを願い日々ご尽力をい

ただいていることに対して深甚なる敬意と感謝を申し上げたいと思います。

　今思えば、定例会、臨時会等のたびごとに議長の進行表を作成するわけであり

ますが、本会議での議事進行が順調に進むか、いつもはらはらのしどおしであっ

たことが強烈に思い出されます。

　また、議論の応酬で進行表どおりに進まないこともしばしばでしたが、議員経

験の豊富な両議長の機転のきいた議事進行で無事に終わったときの安堵感はいま

だに忘れることが出来ません。

　私が無事に勤めを果たすことが出来たのは、議員の皆様のご指導と激励があっ

たことは当然のことながら、なんといっても私の手足として事務局を支えてくだ

さった書記の猿田玲子さんを紹介しないわけにはいきません。

　事務処理で抜群の能力を発揮していただいたことは勿論ですが、議員のみなさ

んは選挙で選ばれ町の発展と町民の付託に応えるため、日々頑張っている方々で

あることを十分理解した上での対応には敬服するばかりでした。また、国会議員

や県議会議員そして町民など多くの来客がある中で的確な応対や議長と副議長へ

の取り次ぎなどは、幼稚園教諭としての経験と持ち前の明るさやパワーを存分に

発揮された方でありました。現在役場の中堅職員としてがんばっている玲子さん

にエールをおくりたいと思います。

　赤いじゅうたんが敷き詰められたすばらしい議場で一職員として働くことの出

来た幸せを今さらながらに感じております。

　町民の付託に応えるために真剣に取り組んでいる議員の皆様のますますのご活

躍と合併60周年を契機に五城目町が尚一層発展されることをご祈念申し上げます。

元 議会事務局長
（平成18年４月１日～平成19年３月31日）
（平成20年４月１日～平成21年３月31日）

石　川　昭　一
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常
に
改
革
を 　私が議会事務局に出向したのは、平成21年４月から平成26年３月までの５年間

である。
　当時は、渡邉彦兵衛町長が２期目に入り、会期延長や時間延長の審議は少な
かったと思う。また、懇親の場等でも事件事故もなく執行部と議会との関係はあ
る程度穏やかな時期だったと思う。
　議会に対する社会の流れは、議員数が多いとか、報酬が高いといった風潮が高
まっていて、地方自治法も人口による議員定数の法定上限を廃止する改正がなさ
れ、各自治体で自由に定数を定めることができるようになった。平成23年10月我
が議会も定数を16名から14名とする議員提出議案が出された。臨時会を開催し、
提出議員による議案説明、休憩を挟み討論を行い、起立採決の結果、賛成７・反
対８で否決となり、次回の選挙は現状の16人で実施することになった。報酬につ
いても、全国的に日当制や月額報酬の減額等の話題があったが、議員活動を充実
していくとし、特に話し合いは行われなかった。
　大きな流れの変化としては、地方議会議員年金制度が廃止となったことであ
る。年金財政の逼迫が理由で廃止となったものだが、議員としての環境が一歩後
退したのではないかと思っている。
　議員推薦の農業委員については、前回まで議員の中から選出していたが、関係
団体から議員以外の女性委員を推薦してほしいとの要望もあり、議会としても、
今後、女性が公選で立候補する環境に繋げていきたいとして同意し、全体会を開
催し、推薦される方からの了解を得て各議員が女性委員２名を推薦し、調整して
決めることに話し合いがついた。その後、議長を除く全員から推薦が出され、そ
の中から２名の推薦者を議員の投票により決めて本会議に臨んだ。議場では２名
の方を議長推薦とし、全員異議なしで決定した。議事進行や推薦された２名の方が
承諾してくださるか心配したが、スムーズに進行し安堵したことが思い出される。
　事務局職員は２名体制で、猿田玲子書記と１年間、工藤成子書記（現局長）と
４年間仕事をさせていただいた。猿田書記は事務局に５年在職し、その間毎年局
長が変わるという経験をしている。工藤書記は、まちづくり課町長秘書担当から
の出向であった。両書記とも洞察力に優れ、各種会議の情報や雰囲気等細やかに
報告してもらい、次の対策に備えることができた。議場の出口・入口について話
題となり、町長席、議員番号席、局長の位置を考慮すると、回廊側が入口、廊下
（階段）側が出口ではないかとの意見も出され、要検討である。
　最後に60年の歴史を重んじ、受け継ぐべきは受け継ぎ、常に議会改革を意識し、
議員としての役割を果たすため、議員各位の益々のご活躍をお祈り申し上げ、思
い出としたい。

思
い
出

前 議会事務局長
（平成21年４月１日～平成26年３月31日）

伊　藤　直　勝

元 議会事務局長
（平成元年４月１日～平成４年３月31日）

（故）小　野　　　博

元 議会事務局長
（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

工　藤　耕　一

事 務 局 員

原　田　美和子
昭和53年４月１日～
昭和62年３月31日

北　嶋　美保子
平成15年４月１日～
平成17年３月31日

桜　田　由紀子
昭和62年４月１日～
平成５年３月31日

猿　田　玲　子
平成17年４月１日～
平成22年３月31日

伊　藤　房　子
平成５年４月１日～
平成10年３月31日

工　藤　成　子
平成22年４月１日～
平成26年３月31日

齋　藤　琴　子
平成10年４月１日～
平成15年３月31日

伊　藤　勝　彦
平成26年４月１日～
平成27年３月31日
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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】
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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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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成26年］2014
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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五城目町議会・この30年のあゆみ

［平成27年］2015
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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南秋田郡町村議会議長会自治功労者表彰 秋田県町村議会議長会自治功労者表彰
議長４年以上・議員８年以上 議長６年以上・議員11年以上、23年以上

表  彰  年  月  日 勤 続 年 数 職　名 氏　　　名

昭和60年２月26日 11年以上 議　　員 沢田石　亀　雄

平成４年２月25日 11年以上 議　　員 佐　藤　成　孝

平成８年２月21日 23年以上

11年以上
〃
〃
〃

議　　員

議　　員
〃
〃
〃

沢田石　亀　雄

猿　田　和　男
伊　藤　建　一
草　皆　隆　悦
舘　岡　幸　雄

平成12年２月16日 11年以上

11年以上
〃
〃

議　　長

議　　員
〃
〃

石　井　孫　一

工　藤　卓　美
小　玉　郁　夫
石　川　交　三

平成15年２月18日 30年以上
（特別功労者） 議　　員 沢田石　亀　雄

平成16年２月19日 23年以上

11年以上
〃
〃
〃
〃

議　　員

議　　員
〃
〃
〃
〃

佐　藤　成　孝

千　田　峯　夫
小　林　正　志
荒　川　正　己
舘　岡　　　隆
舘　岡　正　一

平成19年２月22日 11年以上 議　　員 猿　田　一　美

平成20年２月22日 23年以上

11年以上
〃
〃

議　　員

議　　員
〃
〃

伊　藤　建　一

伊　藤　英　紀
伊　藤　重　郎
石　井　章　司

平成23年２月24日 30年以上
（特別功労者） 議　　員 佐　藤　成　孝

平成24年２月24日 23年以上
〃

11年以上
〃
〃
〃

議　　員
〃

議　　員
〃
〃
〃

石　川　交　三
工　藤　卓　美

佐　藤　重　信
佐々木　鉄　美
大　石　フ　サ
荒　川　達　雄

表  彰  年  月  日 勤 続 年 数 職　名 氏　　　名

昭和63年７月25日 ８年以上 議　　員 佐　藤　成　孝

平成４年７月30日 ８年以上
〃
〃
〃

議　　員
〃
〃
〃

猿　田　和　男
伊　藤　建　一
草　皆　隆　悦
舘　岡　幸　雄

平成８年６月28日

　

８年以上
〃
〃
〃

４年以上
〈H4 . 4 . 7～H8 . 3 .30〉

議　　員
〃
〃
〃

議　　長

石　井　孫　一
工　藤　卓　美
小　玉　郁　夫
石　川　交　三

佐　藤　成　孝

平成12年７月19日 ８年以上
〃
〃
〃
〃

議　　員
〃
〃
〃
〃

小　林　正　志
荒　川　正　己
舘　岡　　　隆
舘　岡　正　一

　　猿　田　一　美

平成16年７月30日 ８年以上
〃
〃

４年以上
〈H12. 4 . 6～H16. 3 .30〉

議　　員
〃
〃

議　　長

伊　藤　重　郎
伊　藤　英　紀
石　井　章　司

工　藤　卓　美

平成20年８月29日
８年以上
〃
〃
〃

４年以上
〈H16. 4 . 8～H20. 3 .30〉

議　　員
〃
〃
〃

議　　長
　

佐々木　鉄　美
佐　藤　重　信
荒　川　達　雄
大　石　フ　サ

千　田　峯　夫
　

平成25年８月２日
４年以上

〈H20. 4 . 3～H24. 3 .30〉 議　　長 荒　川　正　己
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全国町村議会議長会自治功労者表彰 総 務 大 臣 感 謝 状

全国町村監査功労者表彰

全国町村議会議長会

議長７年以上・議員15年以上 議員35年以上

表  彰  年  月  日 勤 続 年 数 職　名 氏　　　名

昭和63年２月24日 15年以上 議　　員 沢田石　亀　雄

平成８年２月21日 15年以上 議　　員 佐　藤　成　孝

平成12年２月４日 15年以上

15年以上
〃
〃

副 議 長

議　　員
〃
〃

猿　田　和　男

伊　藤　建　一
草　皆　隆　悦
舘　岡　幸　雄

平成15年２月４日 30年以上
（特別表彰） 議　　員 沢田石　亀　雄

平成16年２月６日

　　

15年以上

15年以上
〃

議　　長

議　　員
〃

工　藤　卓　美

小　玉　郁　夫
石　川　交　三

平成18年２月９日 30年以上
（特別表彰） 議　　員 佐　藤　成　孝

平成19年２月６日 15年以上

15年以上

15年以上
〃
〃

議　　長

副 議 長

議　　員
〃
〃

千　田　峯　夫

荒　川　正　己

小　林　正　志
舘　岡　　　隆
舘　岡　正　一

平成21年11月11日 創立60周年記念
特別表彰 議　　員 澤田石　亀　雄

平成24年２月９日

　

27年以上

15年以上
〃

議　　員

議　　員
〃

舘　岡　幸　雄

伊　藤　英　紀
石　井　章　司

平成26年２月19日 27年以上
〃

15年以上
〃

議　　員
〃

議　　員
副 議 長

工　藤　卓　美
石　川　交　三

佐　藤　重　信
荒　川　達　雄

表  彰  年  月  日 勤 続 年 数 職　名 氏　　名

平成27年10月16日 35年以上 議　　員 佐　藤　成　孝

表  彰  年  月  日 勤 続 年 数 職　名 氏　　名

平成15年９月２日 ７年以上 議　　員 伊　藤　建　一

平成19年10月16日 10年以上 議　　員 伊　藤　建　一

表  彰  年  月  日

平成10年２月６日 第12回町村議会広報全国コンクール奨励賞

平成16年２月６日 優　良　議　会
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当落 得票数 氏　　名 年　齢 党　　派 現・新・元別 当選回数

当 667 石　川　交　三 35 日本共産党 新 1

当 628 小　玉　郁　夫 44 無　所　属 新 1

当 590 佐　藤　成　孝 54 無　所　属 現 3

当 589 工　藤　卓　美 40 無　所　属 新 1

当 556 石　井　孫　一 63 無　所　属 新 1

当 542 伊　藤　建　一 52 無　所　属 現 2

当 541 小　玉　哲　郎 57 無　所　属 現 4

当 518 舘　岡　幸　雄 38 公　明　党 現 2

当 511 荒　川　豊　治 71 無　所　属 現 8

当 458 伊　藤　長一郎 61 無　所　属 現 2

当 456 猿　田　和　男 48 無　所　属 現 2

当 445 松　橋　　　勇 60 無　所　属 現 2

当 419 伊　藤　浩　司 50 無　所　属 現 3

当 397 猿　田　俊　雄 56 無　所　属 現 4

当 394 猿　田　一　美 59 無　所　属 新 1

当 385 佐々木　市太郎 64 無　所　属 現 2

当 377 伊　藤　与四郎 62 無　所　属 現 5

当 377 澤田石　亀　雄 49 無　所　属 現 5

当 352 斎　藤　三四郎 68 無　所　属 現 7

当 333 阿　部　三　郎 61 無　所　属 新 1

当 321 草　皆　隆　悦 54 無　所　属 現 2

当 304 斎　藤　　　明 64 無　所　属 現 6

次 223 舘　岡　市之助 無　所　属 現

53 宮　田　金太郎 無　所　属 元

昭和63年３月27日 平成４年３月29日
当落 得票数 氏　　名 年　齢 党　　派 現・新・元別 当選回数

当 586 小　林　正　志 45 無　所　属 新 1

当 576 小　玉　郁　夫 48 無　所　属 現 2

当 532 佐　藤　成　孝 58 無　所　属 現 4

当 494 舘　岡　正　一 45 無　所　属 新 1

当 492 伊　藤　建　一 56 無　所　属 現 3

当 479 草　皆　隆　悦 58 無　所　属 現 3

当 465 舘　岡　幸　雄 42 公　明　党 現 3

当 465 工　藤　卓　美 44 無　所　属 現 2

当 459 伊　藤　与四郎 66 無　所　属 現 6

当 449 荒　川　正　己 44 無　所　属 新 1

当 440 石　川　交　三 39 日本共産党 現 2

当 418 舘　岡　　　隆 44 無　所　属 新 1

当 412 斉　藤　　　明 68 無　所　属 現 7

当 397 近　野　格　也 48 無　所　属 新 1

当 391 小　玉　哲　郎 61 無　所　属 現 5

当 388 伊　藤　浩　司 54 無　所　属 現 4

当 374 澤田石　亀　雄 53 無　所　属 現 6

当 359 阿　部　三　郎 65 無　所　属 現 2

当 343 石　井　孫　一 67 無　所　属 現 2

当 343 佐々木　市太郎 68 無　所　属 現 3

当 339 猿　田　和　男 52 無　所　属 現 3

当 330 松　橋　　　勇 64 無　所　属 現 3

次 320 猿　田　一　美 無　所　属 現

308 村　上　　　栄 無　所　属 新

44 北　嶋　正千代 無　所　属 新

議会議員選挙

▽当日有権者数　11,588人

▽投 票 者 数　10,512人

▽投　票　率　 91.71%

▽当日有権者数　11,280人

▽投 票 者 数　10,271人

▽投　票　率　 91.05%
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当落 得票数 氏　　名 年　齢 党　　派 現・新・元別 当選回数

当 566 石　井　孫　一 71 無　所　属 現 3

当 560 小　玉　郁　夫 52 無　所　属 現 3

当 553 小　林　正　志 49 無　所　属 現 2

当 515 小　野　政　雄 52 無　所　属 新 1

当 459 伊　藤　建　一 60 無　所　属 現 4

当 457 佐　藤　成　孝 62 無　所　属 現 5

当 452 伊　藤　重　郎 58 無　所　属 新 1

当 438 工　藤　卓　美 48 無　所　属 現 3

当 431 猿　田　一　美 67 無　所　属 元 2

当 412 猿　田　和　男 56 無　所　属 現 4

当 398 伊　藤　浩　司 58 無　所　属 現 5

当 391 舘　岡　幸　雄 46 公　明　党 現 4

当 390 猿　田　京　一 57 無　所　属 新 1

当 380 石　川　交　三 43 日本共産党 現 3

当 363 荒　川　正　己 48 無　所　属 現 2

当 361 石　井　章　司 53 無　所　属 新 1

当 355 澤田石　亀　雄 57 無　所　属 現 7

当 351 小　玉　哲　郎 65 無　所　属 現 6

当 330 草　皆　隆　悦 62 無　所　属 現 4

当 304 伊　藤　英　紀 58 無　所　属 新 1

当 292 舘　岡　正　一 49 無　所　属 現 2

当 281 舘　岡　　　隆 48 無　所　属 現 2

次 254 大　石　フ　サ 63 無　所　属 新

238 阿　部　三　郎 69 無　所　属 現

221 斉　藤　　　明 72 無　所　属 現

197 館　岡　　　勲 57 無　所　属 新

当落 得票数 氏　　名 年　齢 党　　派 現・新・元別 当選回数

当 676 小　玉　郁　夫 56 無　所　属 現 4

当 569 荒　川　達　雄 49 無　所　属 新 1

当 545 荒　川　正　己 52 無　所　属 現 3

当 534 伊　藤　建　一 64 無　所　属 現 5

当 515 舘　岡　正　一 53 無　所　属 現 3

当 511 千　田　峯　夫 64 無　所　属 元 3

当 503 石　川　交　三 47 日本共産党 現 4

当 501 舘　岡　幸　雄 50 公　明　党 現 5

当 428 工　藤　卓　美 52 無　所　属 現 4

当 416 石　井　章　司 57 無　所　属 現 2

当 413 佐　藤　成　孝 66 無　所　属 現 6

当 408 小　林　正　志 53 無　所　属 現 3

当 401 伊　藤　英　紀 62 無　所　属 現 2

当 395 大　石　フ　サ 67 無　所　属 新 1

当 382 草　皆　隆　悦 66 無　所　属 現 5

当 348 佐々木　鉄　美 65 無　所　属 新 1

当 348 佐　藤　重　信 51 無　所　属 新 1

当 344 舘　岡　　　隆 52 無　所　属 現 3

当 329 澤田石　亀　雄 61 無　所　属 現 8

当 315 伊　藤　重　郎 62 無　所　属 現 2

次 284 猿　田　一　美 71 無　所　属 現

277 猿　田　京　一 61 無　所　属 現

平成８年３月24日 平成12年３月26日

▽当日有権者数　11,039人

▽投 票 者 数　10,035人

▽投　票　率　 90.90%

▽当日有権者数　10,705人

▽投 票 者 数　 9,537人

▽投　票　率　 89.09%

議会議員選挙
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当落 得票数 氏　　名 年　齢 党　　派 現・新・元別 当選回数

当 大　石　フ　サ 71 無　所　属 現 2

当 佐々木　鉄　美 69 無　所　属 現 2

当 荒　川　達　雄 53 無　所　属 現 2

当 千　田　峯　夫 68 無　所　属 現 4

当 佐　藤　重　信 55 無　所　属 現 2

当 伊　藤　英　紀 66 無　所　属 現 3

当 伊　藤　重　郎 66 無　所　属 現 3

当 猿　田　一　美 75 無　所　属 元 3

当 石　井　章　司 61 無　所　属 現 3

当 荒　川　正　己 56 無　所　属 現 4

当 小　林　正　志 57 無　所　属 現 4

当 舘　岡　　　隆 56 無　所　属 現 4

当 舘　岡　正　一 57 無　所　属 現 4

当 石　川　交　三 51 日本共産党 現 5

当 小　玉　郁　夫 60 無　所　属 現 5

当 工　藤　卓　美 56 無　所　属 現 5

当 伊　藤　建　一 68 無　所　属 現 6

当 舘　岡　幸　雄 54 公　明　党 現 6

当 佐　藤　成　孝 70 無　所　属 現 7

当 澤田石　亀　雄 65 無　所　属 現 9

平成16年３月28日 無　競　争

議会議員選挙

当落 得票数 氏　　名 年　齢 党　　派 現・新・元別 当選回数

当 717 石　川　交　三 55 日本共産党 現 6

当 637 小　林　正　志 61 無　所　属 現 5

当 603 舘　岡　幸　雄 58 公　明　党 現 7

当 592 荒　川　達　雄 57 無　所　属 現 3

当 529 伊　藤　正　春 60 無　所　属 新 1

当 512 荒　川　正　己 60 無　所　属 現 5

当 456 佐　藤　成　孝 74 無　所　属 現 8

当 452 佐々木　鉄　美 73 無　所　属 現 3

当 441 工　藤　卓　美 60 無　所　属 現 6

当 417 澤田石　亀　雄 69 無　所　属 現 10

当 407 石　井　章　司 65 無　所　属 現 4

当 378 舘　岡　　　隆 60 無　所　属 現 5

当 364 大　石　フ　サ 75 無　所　属 現 3

当 352 伊　藤　英　紀 70 無　所　属 現 4

当 330 千　田　峯　夫 72 無　所　属 現 5

当 326 佐　藤　重　信 59 無　所　属 現 3

次 274 沢田石　俊　行 58 無　所　属 新

平成20年３月23日

▽当日有権者数　 9,983人

▽投 票 者 数　 7,845人

▽投　票　率　 78.58%
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当落 得票数 氏　　名 年　齢 党　　派 現・新・元別 当選回数

当 748 佐　藤　慶　彦 31 無　所　属 新 1

当 674 畑　澤　洋　子 56 公　明　党 新 1

当 511 石　井　光　雅 61 無　所　属 新 1

当 506 石　川　交　三 59 日本共産党 現 7

当 505 小　林　正　志 65 無　所　属 現 6

当 490 佐々木　仁　茂 59 無　所　属 新 1

当 466 斎　藤　　　晋 59 無　所　属 新 1

当 422 荒　川　達　雄 61 無　所　属 現 4

当 417 佐　藤　成　孝 78 無　所　属 現 9

当 408 佐　藤　重　信 63 無　所　属 現 4

当 367 荒　川　正　己 64 無　所　属 現 6

当 315 伊　藤　正　春 64 無　所　属 現 2

当 291 工　藤　卓　美 64 無　所　属 現 7

当 264 千　田　峯　夫 76 無　所　属 現 6

当 220 澤田石　亀　雄 73 無　所　属 現 11

当 213 舘　岡　　　隆 64 無　所　属 現 6

次 201 沢田石　俊　行 62 無　所　属 新

188 伊　藤　英　紀 74 無　所　属 現

平成24年３月25日

▽当日有権者数　 9,399人

▽投 票 者 数　 7,263人

▽投　票　率　 77.27%

議会議員選挙
議会の「カネ」
議会会議規則第９条３に「会議の開始は号鈴で報ずる。」とあり、五城目町
議会の本会議開会合図は「カネ」で行っている。議会が緊迫した時などは「カ
ネ鳴らせ」「いやまだ鳴らすな」などの声が飛び交った。国会では議長がブ
ザーを鳴らすが、五城目町議会は議会事務局職員が階下にも聞こえるよう、
手に持って打ち鳴らす。

全国町村議会議長会より優良議会表彰 町村議会広報全国コンクールで奨励賞を受賞

投 票 箱
会議規則第78条により、
記名または無記名の投票
により表決をとる。

抽 選 棒
抽選や議席の決定の際
に使用する。

抽 選 箱
ほとんど使われないが議会の
役職選挙の時に同数となった
場合、抽選により決定する。

投票用紙
会議規則第79条により、問題を
可とするものは「賛成」否とする
ものは「反対」と記載して投票す
る。記名投票の場合は自己の氏名
を併記する。規則第80条により、
白票の取り扱いは否とみなす。
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財政の推移

議員報酬の移り変わり
適 用 年 月 日 議　　長 副　議　長 議　　員

昭和56年12月１日 152,000 135,000 130,000

昭和60年12月１日 175,000 158,000 153,000

昭和62年12月１日 187,000 169,000 163,000

平成元年12月１日 200,000 180,000 175,000

平成２年12月１日 215,000 191,000 186,000

平成４年４月１日 231,000 205,000 200,000

平成５年12月１日 241,000 214,000 208,000

平成６年４月１日 251,000 222,000 215,000

平成７年４月１日 261,000 231,000 223,000

平成８年４月１日 272,000 240,000 231,000

平成９年４月１日 282,000 249,000 239,000

平成10年４月１日 295,000 258,000 247,000

平成18年４月１日 280,000 245,000 235,000

平成27年現在 280,000 245,000 235,000

（単位：千円・％） （単位：千円・％）

（単位：円）

区分
年度

歳入歳出
差 引 額歳　　入 町　税 構成

比率 地方交付税 構成
比率 町　債 構成

比率 歳　　出 議会費 構成
比率

昭和60年度 3,291,821 730,638 22.2 1,430,718 43.5 138,800 4.2 3,247,530 66,121 2.0 44,291

昭和61年度 3,448,850 782,718 22.7 1,451,596 42.1 205,000 6.0 3,336,713 70,308 2.1 112,137

昭和62年度 4,116,758 816,278 19.8 1,513,927 36.8 513,100 12.5 3,993,907 71,198 1.8 122,851

昭和63年度 4,011,977 818,383 20.4 1,687,185 42.1 340,700 8.5 3,855,631 69,078 1.7 156,346

平成元年度 4,895,755 811,744 16.6 2,295,175 46.9 406,700 8.3 4,632,851 71,542 1.5 262,904

平成２年度 5,670,439 810,377 14.3 2,199,774 38.8 678,400 11.9 5,449,147 80,688 1.5 221,292

平成３年度 6,273,329 833,920 13.3 2,379,883 37.9 830,500 13.2 5,947,733 85,635 1.4 325,596

平成４年度 6,116,327 856,884 14.0 2,531,871 41.4 739,400 12.1 5,943,071 89,002 1.5 173,256

平成５年度 6,152,652 925,678 15.0 2,561,803 41.6 724,000 11.8 5,988,225 105,742 1.8 164,427

平成６年度 6,088,476 901,557 14.8 2,604,712 42.8 947,700 15.6 5,951,167 111,798 1.9 137,309

平成７年度 5,739,918 947,257 16.5 2,674,663 46.6 587,500 10.2 5,613,724 114,277 2.0 126,194

平成８年度 5,876,011 945,553 16.1 2,855,457 48.6 638,700 10.9 5,689,562 115,157 2.0 186,449

平成９年度 6,305,220 971,577 15.4 2,908,407 46.1 1,003,800 15.9 6,098,193 115,739 1.9 207,027

平成10年度 6,256,820 908,490 14.7 3,049,200 48.7 434,000 6.9 6,030,580 111,760 1.9 226,240

平成11年度 6,666,300 914,840 13.7 3,125,220 46.9 764,300 11.5 6,430,140 109,610 1.7 236,160

平成12年度 5,914,560 877,180 14.8 3,186,490 53.9 538,600 9.1 5,683,500 111,880 2.0 231,060

平成13年度 5,979,570 861,540 14.4 3,022,340 50.5 645,600 10.8 5,772,250 113,350 2.0 207,320

平成14年度 5,676,860 867,090 15.3 2,840,930 50.0 641,100 11.3 5,521,680 112,680 2.0 155,180

平成15年度 5,782,020 854,450 14.8 2,608,620 45.1 914,300 15.8 5,585,050 108,390 1.9 196,970

平成16年度 5,902,710 829,820 14.0 2,390,120 40.5 847,400 14.4 5,742,250 107,370 1.9 160,460

平成17年度 5,411,860 838,550 15.5 2,458,250 45.4 486,800 9.0 5,189,280 101,790 2.0 222,580

平成18年度 5,210,230 814,560 15.6 2,376,610 45.6 540,000 10.4 4,973,890 94,790 1.9 236,340

区分
年度

歳入歳出
差 引 額歳　　入 町　税 構成

比率 地方交付税 構成
比率 町　債 構成

比率 歳　　出 議会費 構成
比率

平成19年度 5,241,813 879,581 16.8 2,390,587 45.6 426,000 8.1 5,024,644 95,231 1.9 217,169

平成20年度 5,872,280 877,470 14.9 2,489,390 42.4 738,300 12.6 5,586,970 86,650 1.6 285,310

平成21年度 6,374,260 840,750 13.2 2,607,880 40.9 630,300 9.9 5,997,880 87,080 1.5 376,380

平成22年度 6,739,090 818,040 12.1 2,835,910 42.1 641,500 9.5 6,317,220 86,680 1.4 421,870

平成23年度 5,963,900 807,290 13.5 2,806,450 47.1 342,900 5.7 5,739,080 119,740 2.1 224,820

平成24年度 5,345,930 793,200 14.8 2,765,240 51.7 265,700 5.0 5,089,240 106,010 2.1 256,690

平成25年度 5,871,529 796,830 14.0 2,714,350 46.2 539,200 9.2 5,629,740 105,340 1.9 241,789

平成26年度 6,572,222 807,770 12.3 2,705,070 41.2 715,400 10.9 6,341,328 104,187 1.6 230,894

【五城目町一般会計歳入歳出決算並びに町税等年次別比較表（S60年度～H26年度）】
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歴代監査委員 議会事務局職員名簿

1 荒　川　豊　治 昭和30年６月27日～昭和35年３月　　

2 新　谷　国太郎 昭和35年４月６日～平成12年10月５日

3 伊　藤　長　雄 平成12年10月６日～平成17年10月31日

4 舘　岡　　　功 平成17年11月10日～平成19年11月30日

5 本　間　信　義 平成19年12月14日～　　　　　　　　

1 伊　藤　　　靖 昭和30年６月27日～昭和31年３月30日

2 嶋　崎　兼　蔵 平成31年４月７日～昭和35年３月30日

3 小　熊　建　治 昭和35年４月６日～昭和39年３月30日

4 荒　川　豊　治 昭和39年５月２日～昭和43年３月30日

5 畑　沢　市　郎 昭和43年４月３日～昭和47年３月30日

6 石　井　俊　一 昭和47年４月10日～昭和51年３月30日

7 加　藤　甚　一 昭和51年４月９日～昭和59年３月30日

8 斉　藤　三四郎 昭和59年４月７日～昭和61年３月31日

9 荒　川　要　悦 昭和61年４月４日～昭和62年10月３日

10 猿　田　俊　雄 昭和62年10月21日～平成４年３月30日

11 佐々木　市太郎 平成４年４月１日～平成８年３月30日

12 伊　藤　建　一 平成８年４月４日～平成20年３月30日

13 石　井　章　司 平成20年４月３日～平成24年３月30日

14 佐　藤　重　信 平成24年４月４日～　　　　　　　　

議会事務局長 舘　岡　克　巳 昭和60年４月１日～平成元年３月31日

議会事務局長 小　野　　　博 平成元年４月１日～平成４年３月31日

議会事務局長 石　井　和　夫 平成４年４月１日～平成８年３月31日

議会事務局長 金　野　　　實 平成８年４月１日～平成11年３月31日

議会事務局長 小　熊　弘　一 平成11年４月１日～平成13年３月31日
平成15年４月１日～平成16年３月31日

議会事務局長 目　黒　　　洋 平成13年４月１日～平成15年３月31日

議会事務局長 児　玉　　　昇 平成16年４月１日～平成18年３月31日

議会事務局長 石　川　昭　一 平成18年４月１日～平成19年３月31日
平成20年４月１日～平成21年３月31日

議会事務局長 工　藤　耕　一 平成19年４月１日～平成20年３月31日

議会事務局長 伊　藤　直　勝 平成21年４月１日～平成26年３月31日

議会事務局長 工　藤　成　子 平成26年４月１日～現在　　　　　　

主　事　補 原　田　美和子 昭和53年４月１日～昭和62年３月31日

主　　　　任 桜　田　由紀子 昭和62年４月１日～平成５年３月31日

係　　　　長 伊　藤　房　子 平成５年４月１日～平成10年３月31日

事務局長補佐 齋　藤　琴　子 平成10年４月１日～平成15年３月31日

主　　　　査 北　嶋　美保子 平成15年４月１日～平成17年３月31日

係　　　　長 猿　田　玲　子 平成17年４月１日～平成22年３月31日

主　　　　査 工　藤　成　子 平成22年４月１日～平成26年３月31日

主　　　　任 伊　藤　勝　彦 平成26年４月１日～平成27年３月31日

事務補助員 畑　澤　真紀子 平成27年４月１日～現在　　　　　　

1 荒 川 豊 治 議会事務局長 舘舘

1 伊 藤 靖

知識経験 歴代事務局長

議会選出
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初　  代 児　玉　　　泰
平成19年４月１日就任
平成19年４月30日退任

 2　  代 武　田　和　栄
平成19年11月１日就任
平成23年10月31日退任

 3　  代 武　田　和　栄
平成23年11月１日就任
平成27年10月31日退任

 4　  代 武　田　和　栄
平成27年11月１日就任

現　　在

２　　代

加賀谷　力　司
昭和32年６月19日就任
昭和36年２月10日退任

５～９代

加賀谷　力　司
昭和44年２月24日就任
平成元年２月24日退任

初　　代

菊　地　米　蔵
昭和30年５月１日就任
昭和32年６月５日退任

３　　代

北　嶋　金　森
昭和36年６月29日就任
昭和40年２月24日退任

10～13代

佐　藤　邦　夫
平成元年２月25日就任
平成17年２月24日退任

４　　代

小　林　源四郎
昭和40年２月25日就任
昭和44年２月24日退任

渡　邉　彦兵衛
平成17年２月25日就任～現在

（14～16代）

武　田　和　栄
平成19年11月１日就任～現在

（２～４代）

歴 代 町 長

歴代副町長

町　長 副町長
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初　  代 北　嶋　金　森
昭和30年５月29日就任
昭和32年６月１日退任

〃 小　林　源四郎
昭和30年５月29日就任
昭和40年１月18日退任

 2　  代 伊　藤　卓　治
昭和34年６月１日就任
昭和36年５月22日退任

 3　  代 小　林　寛　秀
昭和40年３月12日就任
昭和43年３月12日退任

 4　  代 舘　岡　斌　郎
昭和43年８月13日就任
昭和46年１月15日退任

 5　  代 伊　藤　卓　治
昭和46年２月１日就任
昭和50年１月31日退任

 6　  代 伊　藤　卓　治
昭和50年２月１日就任
昭和54年１月31日退任

 7　  代 伊　藤　卓　治
昭和54年２月１日就任
昭和58年１月31日退任

 8　  代 伊　藤　卓　治
昭和58年２月１日就任
昭和62年１月31日退任

 9　  代 伊　藤　卓　治
昭和62年２月１日就任
昭和64年１月31日退任

10　 代 菊　地　耕　二
平成元年４月４日就任
平成５年４月３日退任

11　 代 菊　地　耕　二
平成５年４月４日就任
平成９年４月３日退任

12　 代 畑　澤　達　雄
平成９年８月12日就任
平成11年９月30日退任

13　 代 石　井　一　夫
平成12年７月17日就任
平成16年７月16日退任

14　 代 石　井　一　夫
平成16年７月17日就任
平成17年２月24日退任

15　 代 児　玉　　　泰
平成17年５月16日就任
平成19年３月31日退任

初　  代 土　田　蔵太郎
昭和30年５月29日就任
昭和32年７月15日退任

副 加　藤　巳之松
昭和30年７月15日就任
昭和34年３月26日退任

 2　  代 加　藤　巳之松
昭和34年３月27日就任
昭和38年３月26日退任

副 舘　岡　斌　郎
昭和37年８月６日就任
昭和38年４月30日退任

 3　  代 舘　岡　斌　郎
昭和38年５月１日就任
昭和43年８月12日退任

 4　  代 若　松　　　正
昭和43年８月20日就任
昭和47年８月19日退任

 5　  代 若　松　　　正
昭和48年４月１日就任
昭和52年３月31日退任

 6　  代 千　田　金之助
昭和52年４月１日就任
昭和56年３月31日退任

 7　  代 千　田　金之助
昭和56年４月１日就任
昭和60年３月31日退任

 8　  代 佐　藤　祐　治
昭和60年４月１日就任
昭和元年２月24日退任

 9　  代 加　藤　千　雄
平成元年10月１日就任
平成２年２月23日退任

10　 代 伊　藤　太　幸
平成５年４月１日就任
平成９年３月31日退任

11　 代 小　林　博　實
平成９年８月12日就任
平成13年８月11日退任

12　 代 小　林　博　實
平成13年８月12日就任
平成17年２月24日退任

歴 代 助 役 歴代収入役

※法改正により平成19年４月より助役廃止となり副町長となる。

※法改正により平成19年４月より収入役廃止となり会計管理者となる。
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　「議会60年史」は昭和60年に刊行した「議会30年史」の編集を踏襲し、「その後の30
年のあゆみ」として発行することとしました。
　編集は議会三役と作業部会（議員４名・議会事務局）で行いました。30年間の足跡
をたどるため議会報や町広報を活用しましたが、ページを開くたびにその当時の記事
に読みふけて、なかなか前に進まず資料集めにも苦慮しました。
　さまざまな出来事のあった30年。昨年度は事務局体制にも大きな変化がありまし
た。女性局長に男性書記、今までとは男女逆の立場です。しかし、書記の伊藤勝彦さ
んは女性書記の時と同じ仕事を難なくこなし、更に議会運営を理解する努力を惜しま
ない方で良きパートナーでした。１年での異動となり、今年度は事務補助として畑澤
真紀子さんが的確な事務処理を行ってくれております。
　今回の発行にあたり前町長、歴代局長の皆様より在職中の思い出をご寄稿いただき
ました。また、表紙題字は佐藤成孝議員よりご揮毫いただきました。心より感謝申し
上げます。
　皆様がこの「議会60年史」を「議会のあゆみ」として手にとり、ご覧いただければ
幸いです。

議会事務局長　工　藤　成　子

◆発行日　平成28年１月
◆発　行　五城目町議会
　　　　　〒018－1792　秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目１丁目１－１
　　　　　TEL  018－852－5411
◆印　　刷　㈱八郎潟印刷

編 集 後 記

編 集 委 員
議　　　　長　小林　正志
副　議　長　荒川　達雄
議会運営委員長　工藤　卓美

作 業 部 会
議　　　　員　石川　交三
議　　　　員　荒川　正己
議　　　　員　伊藤　正春
議　　　　員　佐藤　慶彦
　　　　　　　議会事務局事 務 局　事 務 局 長　工藤　成子

事務局補助　畑沢真紀子
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