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○議長（鎌田

正）

開

席

主

議

おはようございます。

これより本日の会議を行います。
欠席の届出は１３番金谷道男君であります。

○議長（鎌田

正）

本日の議事は、議事日程第３号をもって進めます。

○議長（鎌田

正）

日程第１、本会議第２日目に引き続き、一般質問を行います。

最初に１０番冨岡喜芳君。
（「議長」と呼ぶ者あり）
○議長（鎌田

正）

はい、１０番。
【１０番

○議長（鎌田

正）

○１０ 番（冨岡 喜芳）

冨岡喜芳議員

登壇】

１番の項目について質問を許します。
おはよ うござい ます。大 地の会の 冨岡です 。地元中 仙の一人とい

たしまして、質問をさせていただきます。
猛威を 振るい世 間を騒 がせたノ ロウイル ス感染症 も沈下状 態に向か ってお る中で、火
に油を注ぐ形での質問となりますが、よろしくお願い申し上げます。

- 142 -

ふって わいたよ うな、 誠に残念 な、決し てあって はならな い、決し て起こ してはなら
ない事件 、中仙学 校給食 センター の給食が 原因によ るノロウ イルス集 団食中 毒が去る２
月上旬、 中仙地域 におい て発生し てしまい ました。 小・中６ 校全児童 生徒６ ９５人、全
教員９９ 人の合計 ７９４ 人の、実 に約３割 に当たる 児童生徒 １９９人 、教職 員３８人の
計２３７人にノロウイルスの病状が出てしまいました。
ただ、 この時点 では、 保護者、 家庭、地 域の方々 に対して の調査が なされ ていないの
で、その 実態は把 握でき ておりま せんが、 いずれに いたしま しても計 り知れ ない多くの
方々が感染していたことと推測されます。
県生活 衛生課に よりま すと、中 仙中の生 徒、教職 員７０人 が２月１ 日午後 から２日の
朝にかけ て、下痢 ・おう 吐の病状 を訴えた 、調査の 結果、全 員に共通 する食 べ物は中仙
給食セン ターによ り調理 提供され た給食と 判断した としてあ ります。 その後 ２月４日、
大仙保健 所から中 仙学校 給食セン ター職員 １２検体 中５検体 から、児 童生徒 及び教職員
２８検体中２１検体からノロウイルスが検出されたと経過を報告されております。
そこで 質問であ ります が、質問 第１とい たしまし て、中仙 中学校で ２月１ 日から２日
の朝にか けておう 吐の病 状が出た と説明が ありまし たが、も うこの時 点でノ ロウイルス
が各学校 内、中仙 学校給 食センタ ー内、あ るいは中 仙全地域 内で蔓延 状態に あったので
はないで しょうか 。ノロ ウイルス 胃腸炎の 感染は、 食べ物に より非常 に早く 感染すると
いうこと は十分認 識して おります が、どう してこん なに感染 が拡大す る前に 、もっと早
期に早い時期に誰かが何らかの兆候、異変を察知できなかったのかをお伺いいたします。
質問の ２、中仙 学校給 食センタ ーの給食 が原因で あると断 定したと 大きな 活字で報道
されまし た。その 後、中 仙保育所 の給食食 材サンプ ル検査で は異常は 見られ なかったと
あります。給食センター職員１２検体中５検体からノロウイルスが検出されております。
センター 職員が感 染源と は特定で きないと 報じられ ておりま す。一般 論から すると、限
りなく、 限りなく 職員が 感染源に 近いと疑 われます が、給食 職員、現 場の給 食センター
に対しまして、どのような調査、検査を行ったかをお伺いしたいと思います。
また、 センター 内では おう吐等 の異常は なかった のかもあ わせてお 願いし たいと思い
ます。
中仙学 校給食セ ンター 職員は、 ２４年３ 月、大仙 市との契 約時には 職員１ ０名、うち
パート４ 名となっ ており ますが、 ノロウイ ルスの検 査を受け た職員は １２名 です。中仙
学校給食 センター では、 正職員・ 臨時職員 ・パート 職それぞ れの人数 構成は どうなって
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いるのか、また、調理員が給食運搬業務を兼ねるのかお伺いいたします。
質問の ３、市長 は２月 １０日、 中仙ドン パルでの 住民説明 会の挨拶 で、本 当に申し訳
ない、原 因を洗い 出して 再発防止 策を講じ 、市民の 信頼を回 復するた めに自 分自身を含
めて関係 者を処分 すると 述べられ ておりま す。また 当日、保 護者から の回答 として、担
当職員が 感染源に ついて は専門機 関に依頼 している と答えて おります 。専門 機関とはど
こで、結果はどうであったのかお伺いいたします。
運悪く ノロウイ ルスに 感染され 、大きな 苦痛を強 いられた 数多くの 児童生 徒たちのた
めにも、 大仙市、 組織と してしっ かりと責 任を果た すために 、感染源 を、原 因を最後ま
で究明、解明すべきであります。
質問の ４、二次 感染に 対する危 機感と対 応の悪さ が指摘さ れており ますが 、２月８日
時点での 二次感染 者は１ ９名と報 道されて おります 。その後 の二次感 染の罹 患者は何人
になって おられる のか、 中仙地域 住民を対 象に２月 １５日か ら２月１ ９日に 行った無料
のノロウ イルス検 査

検便検査 でござい ますけれ ども、こ れの申請 者の数 は何名あっ

て、その結果どうであったかもあわせてお伺いをしたいと思います。
質問の ５、社団 法人大 仙市学校 給食協会 の今回の 重大事件 に対して の責任 の取り方に
は、全く理解できません。だれも何人も到底承服できるものではないと思います。
委託契 約の業務 内容、 第２条の ３項、洗 浄、消毒 業務、４ 項、清掃 、後始 末業務があ
ります。 いわゆる 衛生面 の委託契 約であり ます。あ る保護者 から、「 給食セ ンターの給
食運搬を している 人は、 運搬時、 マスクも 手袋もし ていない 。大仙市 ではど うなってい
るのか。 」との厳 しい質 問も出ま した。大 仙市学校 給食協会 は、委託 契約し たことに責
任を全う しておる でしょ うか。マ ニュアル に沿った 指導はあ ると思わ れます が、中仙学
校給食セ ンターの 現場に 足を運ん で大仙市 学校給食 センター 協会とし て実技 指導は年内
に何回あ ったのか 、また 、指導者 は誰で、 どんな資 格を持っ ておるの かお伺 いをしたい
と思います。
質問の ６といた しまし て、責任 と謝罪の 意味での 医療費や 見舞金等 の補償 費、教育委
員会では 既に学校 を通じ て保護者 の方々に 補填費算 定基礎調 査票を配 付した とあります
が、保護 者の立場 になり ますと自 分の子供 が毎日通 学してい る学校、 常に接 している恩
師に対し て、面子 から出 しづらい 、出せな い方もい ると思い ます。そ の辺の 対応、どう
配慮を行ったかもお伺いしたいと思います。
また、 提出され た調査 票は、罹 患者数の 何％に相 当するの か、また 、補償 費の総額は
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幾らぐらいになっておるのかも、あわせてお伺いしたいと思います。
いずれ質問は今のところここで、壇上からの質問を終わりたいと思います。
○議長（鎌田

正）

１番の項目に対する答弁を求めます。小笠原教育指導部長。

○教育指導部長（小笠原晃）

冨岡喜芳議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 中仙地域 の食中 毒につい てであり ますが、 はじめに 、早期発 見がで きなかった
ということにつきましてお答え申し上げます。
給食センターに勤める職員の健康把握は、学校給食法第９条に定められております
「学校給 食衛生管 理基準 」を遵守 し、学校 給食従事 者の健康 管理の項 目にあ ります赤痢
菌、サルモネラ菌、腸管出血性大腸菌Ｏ－１５７、カンピロバクターの４種類について、
月２回の 検便検査 を実施 しており ました。 また、職 員は毎日 出勤後、 本人及 び家族の健
康状態等 をチェッ ク項目 に従い、 申告して おります 。例えば 下痢をし ていな いか、腹痛
はないか、熱はないか、咳はないかなどの９項目であります。
ノロウ イルス検 査につ きまして は、職員 本人の自 覚症状が ある場合 及び家 族などに体
調の悪い 方がいる 場合は 、職員は 電話等で 事前に給 食センタ ーに連絡 し、給 食センター
に入らず に検査容 器を受 け取り、 ノロウイ ルス検査 を受け、 検査結果 が判明 するまで業
務に従事 しません 。もし 検査結果 が陽性の 場合は出 勤停止扱 いとし、 検査の 結果が陰性
になるまで出勤停止となります。
今回の食中毒事案発生前の中仙学校給食センター職員の健康状態は、自覚症状もなく、
家族に体調の悪い方もいない状況であり、検査等の必要は認められませんでした。
また、 食材等の 搬入の 検査では 、量、表 面温度、 メーカー 、賞味・ 消費期 限、産地確
認などを 行ってお ります が、納入 業者にお いて安全 性が確認 された食 材が納 入されてい
るという認識であります。
給食に 係る食器 やセン ター内及 びコンテ ナや配送 車等の消 毒は毎日 行って おり、通常
どおりの衛生管理に努めておりました。
２月１日金曜日の午後、中仙中学校の生徒におう吐等の最初の症状が見られ、その後、
手当てを した学校 職員に もおう吐 や下痢の 症状が現 われた段 階の１日 の深夜 に校長から
教育委員 会に感染 症の疑 いという ことで報 告があり ました。 ２月２日 の早朝 、中仙中学
校で感染 症の疑い がある ので登校 を控える ように、 また、具 合の悪い 人は医 療機関を受
診するよ うに電子 メール 等で連絡 されてお ります。 その後、 学校医に 相談の 上、２月４
日月曜日 の休校措 置を決 めたこと から、報 告を受け た教育委 員会で大 仙保健 所にその旨

- 145 -

を届け、大仙保健所の聞き取り調査が行われた経緯であります。
同日、 中仙地域 の児童 生徒に同 じような 症状が現 われてい る情報が 教育委 員会に寄せ
られまし た。その 情報等 により、 ２日夕方 、大仙保 健所が中 仙学校給 食セン ターにも聞
き取り調 査を行っ たとい うことで あり、食 中毒の疑 いが持た れました 。状況 を把握する
中で医療機関受診者が多いことも報告されました。
集団食 中毒とい う大仙 保健所の 判断は２ 月４日月 曜日の午 後であり ました 。その間、
児童生徒 、教職員 の状況 把握及び 医療機関 受診の勧 めはある 程度でき ました が、集団感
染の状況 を踏まえ ますと 、家族等 への感染 防止の注 意喚起を もっと早 期にす べきであっ
たとの反省を持っております。
次に、 どのよう な調査 、検査を 行ったか について ですが、 申し上げ ました ように大仙
保健所か ら２月２ 日、職 員への聞 き取り調 査が行わ れており ます。内 容は、 １月・２月
の献立表 、作業動 線図、 作業工程 表、食材 一覧、職 員健康チ ェック表 、クラ ス別の人数
表等についてであり、資料の提出も求められました。２月３日には中仙学校給食セン
ター全職 員１２名 のノロ ウイルス の検便検 査が行わ れ、結果 として５ 名から ノロウイル
スが検出されました。
この検 査を受け た職員 の人数構 成ですが 、給食協 会職員１ ０名で、 そのう ち正職員が
６名、パ ート職員 が４名 でありま す。２名 は県職員 である学 校栄養士 と市事 務職員であ
り、合計１２名であります。
その後 、２月７ 日には 大仙保健 所で中仙 学校給食 センター の調理員 の班長 、学校栄養
士の聞き 取り調査 が行わ れており ます。聞 き取りの 主な内容 は、１月 ３１日 以前にセン
ター内、 調理場内 での作 業中や配 送中にお いて何か 変わった ことがな かった かというこ
とであり、特に変わったことがなかったことを伝えております。
２月１ ４日には 、大仙 保健所に よる中仙 学校給食 センター の立ち会 い検査 が行われま
したが、 職員の服 装や着 替え、配 送車への 積み込み などにつ いて実際 に確認 するととも
に、指導 ・講話が ありま した。ま た、設備 のメンテ ナンスや 給排水の 確認、 厨房内の設
備や食器 等の洗浄 確認が 行われま した。食 器や食缶 等のルミ テスター 検査も 行われまし
たが、いずれも問題なしということでありました。
業務停 止時の指 示事項 ３点であ る全館消 毒、ノロ ウイルス を検便検 査の追 加項目とす
ること、 ウイルス 保有者 の調理業 務禁止に ついても 実施され ていると いうこ とから、業
務停止命令が２月１７日に解かれることが確認されました。
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また、児童生徒の発症のピークが２月１日から２日で、ノロウイルスの潜伏期間が
２４時間 から４８ 時間で あり、１ 月３１日 の献立が 疑わしい 旨を伝え られて おります。
給食協会の職員の業務としましては、調理業務と運搬業務を兼ねて行われております。
当然ながらその前後の手洗い等の衛生管理は行っております。
次に、 専門機関 につい てですが 、学校給 食衛生管 理基準に おいて食 中毒の 集団発生の
際の措置 の５項目 にも示 されてお りますよ うに、食 中毒の発 生原因に ついて は保健所等
に協力し 、速やか に明ら かとなる ように努 めるとあ り、集団 感染が疑 われた 時点でその
ことを報告しております大仙保健所に感染源の特定等をお願いしております。
しかし 、これま での大 仙保健所 の聞き取 り調査や 検査から は、６小 ・中学 校に共通す
る食物は 学校給食 しかな い状況で あり、給 食センタ ーの職員 や児童生 徒及び 教職員の検
便から同じノロウイルスが検出されたことなどから、食中毒の原因物質はノロウイルス、
原因食物 は学校給 食、原 因施設は 中仙学校 給食セン ターであ るという 判断で あるが、感
染源の特定はできないということであります。
なお、 大仙保健 所から は中仙学 校給食セ ンターの 当時の保 存食１週 間分か らノロウイ
ルスは検出されなかったと報告されております。
これら のことか ら、中 仙学校給 食センタ ーはもち ろんのこ と、市内 の全給 食センター
では、大 仙保健所 の指示 ・指導、 立ち会い 検査等や 衛生管理 講習会の 内容等 を踏まえ、
職員の衛 生管理に 関する 意識の向 上、衛生 管理体制 の見直し 等により 、食中 毒予防の強
化を図っております。
なお、 今後の対 応の一 つとして 、衛生管 理体制等 における 万全を期 した私 どもの取り
組みに対 して外部 評価を 行ってい ただくと いう考え で、保健 所による 定期的 な評価・確
認を予定しております。
施設の 構造や洗 浄設備 、食品取 扱設備、 機械器具 、給水及 び汚物処 理、管 理運営、食
品取扱者 の健康状 況など について 、基準点 を設けた 上で点数 化して評 価して くださると
いうこと ですので 、市内 の給食セ ンターを 定期的に 評価して いただき 、第三 者の視点も
もって衛生管理に対して常に配慮してまいりたいと考えております。
次に、 二次感染 者及び ノロウイ ルス検査 申請者に ついてで すが、二 次感染 者につきま
しても大 仙保健所 により 医学的な 立場で検 証されて いる状況 でありま す。２ 月４日時点
では、大 仙保健所 に確認 の上、２ ３７名の 発症を報 告してお りますが 、その 後、保健所
で詳細な 調査を行 ってお り、教育 委員会と して新た な罹患者 として学 校から 聞き取った
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人数の１ ９名を加 え、さ らに発症 時に遡っ た判断を されてい るという ことか ら、全体の
罹患者は ２９０名 程にな るのでは ないかと いう大仙 保健所か らの情報 提供で すが、確定
はまだできないということであります。
なお、 保健所で は２月 ４日まで に症状の 現われた 方は食中 毒であり 、それ 以後に症状
の現われた方は二次感染者と分類されるということでありました。
２月２ ２日まで に受け 付けまし た中仙地 域におけ るノロウ イルスの 検査申 請者は２１
名であり、検査結果は全て陰性でありました。
次に、 学校給食 協会の 衛生上の 指導につ いてです が、調理 ・配送業 務に従 事する協会
職員は、県学校給食共同調理場職員研修、県学校給食調理員研修、県学校給食協議大会、
食品の安 全を考え るセミ ナーなど の研修や 民間の研 修会にも 参加しな がら衛 生に関する
知識・技能を得て現場で活かしております。
毎日の 業務及び 洗浄・ 消毒業務 につきま しては、 始業前と 昼食休憩 後に全 職員による
ミーティングを行って安全に配慮した業務の遂行を確認しております。
また、 夏休みや 冬休み の長期休 業中には 、センタ ー内の全 館消毒や 食器・ 器具等の消
毒、機械 類のメン テナン スを行う とともに 、衛生管 理等につ いて学校 栄養士 からの講話
や講習会参加者からの報告研修が行われております。
業務の 遂行にあ たって は、管理 衛生士及 び栄養教 諭一種免 許を有し ている 学校栄養士
及び給食 協会の調 理師免 許を有す る班長・ 副班長が 職員の指 導監督に あたっ て業務を進
めております。
実際の 洗浄につ きまし ては、食 材、包丁 、まな板 、食器・ 食缶、バ ット等 は８０℃以
上の温度 のお湯を 使う洗 浄機で洗 浄し、そ の後、保 管庫で設 定温度８ ５℃の 熱風消毒を
します。 大腸菌Ｏ －１５ ７は７５ ℃１分間 の加熱で 死滅しま すが、ノ ロウイ ルスは８５
℃で１分 間以上の 加熱が 必要であ ると指導 されてお ります。 器具等の 殺菌も 保管庫に入
れて行っておりますが、保管庫内の温度は１００℃以上にできます。
職員の 給食運搬 時のマ スク・手 袋の着用 につきま しては、 一般的に はイン フルエンザ
等の流行 期には着 用が望 ましいと されてお りますが 、今後は 感染症が 発生し やすい時期
にはマスク・手袋の着用を義務化して、その指導を徹底してまいります。
なお、 給食協会 の今回 の事案に 対する責 任の取り 方につい てであり ますが 、協会の事
務局長が 減給１０ ０分の １５、１ カ月、班 長・副班 長が厳重 注意の処 分を２ 月２５日付
けで受けております。また、３月１日付けで職員の一部配置転換が行われました。
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この後 、協会か ら本事 案につい てのお詫 びと今後 の協会の あり方等 につい て、市議会
に説明させていただきたい旨の申し出がありましたことを申し添えます。
市及び 教育委員 会とし ましては 、本事案 を十分に 検証し、 業務委託 の改善 点等を受託
者である 協会とも 十分協 議し、二 度とこの ような事 案を発生 させない よう、 また、食育
の一環と して安全 ・安心 でおいし い給食を 提供でき るよう努 めてまい ります ので、ご理
解を賜りますようお願いいたします。
次に、 補償につ いてで あります が、補償 に係る調 査票を２ 月２５日 期限で 回収として
おりましたが、まだ提出されていない方がおり、２月２８日現在で調査票の全体数
７９４件 中６３２ 件で、 回収率７ ９．６％ でありま す。その うち医療 費につ いて申請さ
れた方は、児童生徒及び教職員２７８名、二次感染者８５名の合計３６３名であります。
この補 償につき まして は、２月 １０日の 住民説明 会や２月 １４日の 中仙地 区ＰＴＡ連
合会臨時 協議会に おいて 、６校の ＰＴＡ会 長及び校 長にご説 明申し上 げ、ご 協力をお願
いしてお ります。 また、 その後の 各学校の ＰＴＡに おいても 校長から この事 案の経緯等
の説明と補償についても説明していただいております。
今後も調査票未提出の方に提出のお願いをしてまいります。
金額に つきまし ては、 弁当持参 分などは 見込めま すが、医 療費を支 払った 方や支払わ
なかった方、お見舞金、付添料、休業補償等につきましては様々なケースがあるために、
現在調査 中であり 、まだ 見込み額 を算定で きない状 況であり ますので 、今少 しお時間を
いただきたくお願いいたします。
今後も 説明責任 を果た しながら 補償に関 して市民 の皆様の 理解が得 られる よう最大限
努力し、 対応して まいり ますので 、ご理解 を賜りま すよう、 よろしく お願い 申し上げま
す。
○議長（鎌田

正）

再質問ありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○１０ 番（冨岡 喜芳）

はい、１０番。
６番の 質問の中 で、補償 費算定基 礎調査票 のことで ありますけれ

ども、先程私が保護者の立場になると自分の子供たちが毎日通っている学校に、やはり、
また恩師 、先生も おるの で出しづ らいとい うか、出 せない方 もいると いうふ うに質問を
いたしま して、そ の対応 とか配慮 をどのよ うに行っ たかとい うことに 対して の答弁いた
だいておりませんので、それひとつまずお願いしたいと思います。
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それから、今では学校給食事業は世間一般で当然で当たり前のこととなっております。
このたび の大仙保 健所か らの１４ 日間の業 務停止処 分を受け て、この 期間の 児童生徒に
対しての 弁当持参 、親と して、保 護者とし て当然の 義務では あります が、突 然の出来事
でおかずの選択、弁当の準備等に大変苦労、難儀したとの声も聞かれております。逆に、
イオン中仙の食材売り場は大繁盛というか大盛況だそうでございます。
また、 新聞に中 仙地区 でノロウ イルスに よる集団 食中毒発 生の記事 が記載 された日に
は、まち の中は感 染恐怖 を恐れ、 ゴースト タウン化 し、不気 味な雰囲 気、世 界となり、
人の行き来、車の往来もほとんどなかったそうであります。
３月１ 日発行の だいせ ん日和で は、市と 教育委員 会として 今後の対 応策と して学校給
食センタ ーが市内 の給食 提供施設 の衛生管 理を見直 し、安全 対策をよ り一層 強化するた
めのきめ 細かなマ ニフェ ストとお 詫びの気 持ちが活 字となっ て配布さ れてお ります。現
時点でも 大仙市学 校給食 協会では 、今後の 安全対策 等につい て何も示 してお りません。
このたび の最高の 責任は 市長であ りますが 、市長に 次ぐ責任 は市と給 食委託 契約を締結
している 大仙市学 校給食 協会の会 長にある と私は思 っており ます。本 定例会 の中で教育
福祉委員 会へ大仙 市学校 給食協会 の会長か らの申し 出がある ようでご ざいま すが、まず
は委員会 、議会よ り先に 、少し遅 くはなり ましたけ れども中 仙地域で 実際に 感染、罹患
し、激痛 ・苦痛、 不安を 体感した 児童生徒 に対して お詫びを するのが トップ としての道
筋ではな いでしょ うか。 このたび のノロウ イルス食 中毒集団 感染が完 全に収 束を迎えた
ときには 、市長、 教育長 、給食協 会、給食 センター 等々の連 名で、中 仙地域 で一連の騒
動に対し て改めて 陳謝と 終息宣言 の報告文 書を配布 してはい かがと思 います が、対応を
お伺いしたいと思います。
この２つについて答弁をお願いしたいと思います。
○議長 （鎌田

正）

再 質問に 対する答 弁願いま す。まず 最初に、 小笠原教 育指導部長。

○教育指導部長（小笠原晃）

再質問にお答え申し上げます。

調査票の提出に躊躇される保護者もいられるんでないかという点でありますけれども、
教育委員 会として 保護者 にお詫び 状を差し 上げ、そ れから先 程申し上 げまし たようにＰ
ＴＡ会長さん方を通じて、是非提出をというお願いをしております。
また、 校長先生 がＰＴ Ａでもご 説明を申 し上げて おります けれども 、さら に今後は教
育委員会 から個別 の電話 等で提出 等をお願 いしてま いるつも りであり ますの で、ご理解
いただきたいと思います。
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また、 今後の対 応とし ましては 、先程申 し上げま したよう に、補償 費等の 総額等につ
きまして はもう少 し時間 をお願い いたしま したので 、基礎調 査票の結 果等が まとまり次
第、報告 しなけれ ばいけ ないと思 っており ます。そ の際には 、ただい ま議員 のご指摘、
ご提案の 点を十分 踏まえ て対応さ せていた だきたい と思いま すので、 どうか よろしくお
願いいたします。
○議長（鎌田

正）

○市長 （栗林次 美）

栗林市長から何かございませんでしょうか。
こ のたび の事案に 対しては 、現場の やっぱり 責任もも ちろんあるわ

けですけ れども、 この全 体の仕組 みを作っ てやって きた市と しての責 任が最 大だろうと
私は思っ ておりま す。今 ご説明申 し上げま したとお り、現場 でもやる べきこ とはやって
きたとい うふうに 私も理 解してお ります。 それでも やっぱり ウイルス にこえ てこられた
というこ とに対し て、我 々どうい うふうに 対応して いくかと いうこと がこれ からの課題
でありま すととも に、そ れをしっ かりして いかない と市民の 皆さんの 信頼を 得ることは
できない というふ うに思 っており ます。そ ういう意 味で、後 日、給食 協会の 方でも議会
の方にお 詫びと説 明にま いるとい うことで あります ので、そ の状況の 中でひ とつご判断
をお願いしたいなというふうに思っております。
○議長（鎌田

正）

再々質問ありましたら。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○１０ 番（冨岡 喜芳）

はい、１０番。
私はこ のたびの 中仙地域 ノロウイ ルス集団 発生の経 緯と結果の情

報につき まして、 市当局 発表より 新聞報道 でいち早 く多くの ことを知 ること ができまし
た。議会 に対して やっぱ り情報説 明が遅か ったと思 っている 人は、私 一人で はないと思
います。 幸いにし て重症 患者が発 生しなか ったこと が何より の救いで あった し、感染の
拡大を防 ぐために 中仙中 、豊成中 、中仙小 、清水小 の４校を ２月４日 の月曜 日を臨時休
校とした 判断は素 早い対 応であり ました。 また、地 域の住民 説明会の 開催、 医療費等の
補償、減 給も含め た一連 の処分、 二百数十 名いたノ ロウイル ス感染者 の快復 、収束は見
えたと思 います。 感染症 も天災と 同じく防 ぎようも ない場合 があると 思いま す。食中毒
予防体制の強化に期待を申しまして、質問を終わります。
○議長（鎌田

正）

これにて、１０番冨岡喜芳君の質問を終わります。
【１０番

○議長（鎌田

正）

冨岡喜芳議員

次に、２７番武田隆君。
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降壇】

（「議長」と呼ぶ者あり）
○議長（鎌田

正）

はい、２７番。
【２７番

○議長（鎌田
○２７番（武田

正）

武田隆議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。

隆）

大地の会の武田でございます。よろしくお願い申し上げます。

今冬の 積雪は四 八豪雪 に匹敵す る、まさ に大豪雪 の様相を 呈してお ります 。雪解け後
に徐々に 現われて くると 思われる 雪害の状 況が非常 に危惧さ れるとこ ろであ りますが、
まずはこ のような 豪雪に もかかわ らず今シ ーズンの 除雪対策 に対しま して、 市民の方々
から大き な苦情が 少なか ったとい うことは 、現場の 最前線に 立ってご 苦労・ ご難儀され
ている各 職員の方 々のお かげであ り、心か ら感謝と 慰労を申 し上げる 次第で あります。
今後と も職員一 人一人 が常に問 題意識を 持ち、交 通障害が なくなる と同時 に経費も削
減でき、 市民の方 々から も喜ばれ る除雪方 策を追求 されてい くことを 期待し たいと思い
ます。
こうし た雪対策 は、冬 期間の快 適な暮ら しを維持 していく 上で誠に 重要な ことであり
ますが、 ひいては 人々が 住んでみ たいと思 うまちづ くりのイ メージを 構築し ていくもの
と確信しております。
そこで 、こうし たふる さとのイ メージに ついて、 ２月２日 の秋田魁 新報に 「読者の皆
様へ」と いうタイ トルで 、非常に 興味深く 、同社の 小笠原直 樹社長の 記事と して掲載さ
れており ました。 これは 、かつて 秋田魁新 報社の主 筆、社長 などを務 めた安 藤和風氏の
歌集を引 用しなが ら、現 小笠原社 長が秋田 県という 我がふる さとへの 思いを 語るもので
ありました。
安藤氏 の歌集「 裸」に は、「秋 田」と題 した１０ 首からな る作品が あって 、その中か
ら秋田県 や県民を イメー ジさせる 特徴的な 歌が紹介 されてお ります。 「秋田 は金の出る
国

油湧 く国

他 国の人 に儲けら れる国」 に始まっ ています 。私の住 む土川 でも金が産

出され、 地域が大 変に賑 わったと いう歴史 がありま すし、実 際として 伝わっ てくる言葉
でありま す。そし て「秋 田は山の 国

木の 国

植え た木を官 に取られ し国」 、これも私

個人とし ましても 、また 、私の地 域の方々 にとって も、うん ちくのあ る表現 であると受
け止めております。さらに「秋田は田の国

米の国

米のほかに農業を知らぬ国」と

歌ってお ります。 これま での農業 政策に立 脚して何 とかなら ないかと いう強 い思い、ふ
るさとへ の慈しみ をにじ ませなが ら秋田県 の現実を 見事に見 抜いてお ります 。極め付き
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は「秋田 は酒旨き 国

女 美しき国

人らし き人の出 ぬ国」と あります 。さす がに現小笠

原社長も この表現 には異 論があり 、現実に 秋田県人 は多方面 で多彩に 活躍し ている人が
多く、「 人らしき 人」が いないの ではなく 、「ふる さと」で 持てる力 を発揮 する場がな
いだけで あると言 い切っ ています 。そして 、小笠原 社長は「 秋田は人 育つ国
国

学力高き

人ら しき人を 生かせ ぬ国」と していま す。まさ に至言で あり、腹 の中に ストンと落

ちてくる見事な表現だと思います。
我が大 仙市の歴 史を振 り返って みまして も、多く の先達が 地域の発 展を願 い、将来を
見据えて 腐心をし ながら 地域の土 壌を作り 、様々な 種を播い てこられ ました 。市町村合
併後の今 日、そう した芽 は各地で 芽吹き始 めており ます。中 でも大切 なのは 、この地を
心から「 ふるさと 」と思 い、ふる さとのた めに頑張 ってみた いという 人間、 人が育とう
とする芽であります。この芽に対し、行政としてどのように対応していくのか、どう
やって健 やかに育 て活か していく のか、誠 に重要な 問題であ り、歴史 的課題 でもありま
す。
かつて 小泉政権 の下で 「米百俵 の精神」 が語られ ました。 これも安 藤氏や 小笠原社長
の思いと 重なるも のがあ ります。 事ほど左 様に人間 を育てる というこ とは、 いつの世に
あっても最も根幹となるべきものであると思います。
前段が 長くなり ました が、栗林 市長は先 に述べま した安藤 氏の考え 方と現 秋田魁新報
社の小笠原社長の認識を、どのようにお受け止めになられるのかお伺いいたします。
○議長（鎌田

正）

１番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長（栗林次美）

登壇】

武田隆議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 秋田県、 いわゆ るふるさ とへのイ メージに ついてで あります が、秋 田魁新報社
の記事に つきまし ては、 私も秋田 県の首長 の一人と して大変 関心を持 って拝 見させてい
ただきました。
記事の 中に登場 する安 藤和風氏 は、大正 から昭和 にかけて 秋田魁新 報社の 主筆や社主
として活 躍され、 秋田か らは若い 年以外は 出ること はありま せんでし たが、 全国から高
い評価を 受けた超 一流の ジャーナ リストで あります 。特に昭 和１０年 頃には 、軍部の横
暴に対し 、筆硯を 新たに 退くこと を知らな かったと いう気骨 の人であ り、我 が国新聞界
の先覚功 労者を讃 えた記 念碑「自 由の群像 」にも名 を刻む日 本を代表 する「 新聞人」の
一人と言 われてお ります 。また当 時、困難 とされて いた地方 紙の新聞 経営に おいても、
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卓抜なる 手腕を発 揮され るととも に、歌人 、俳人、 郷土史家 、美術鑑 賞家と して広く活
躍された方であり、まさに不世出の人という印象を持っております。
今般の 記事は、 同氏が 遺した歌 集「裸」 とその歌 に対する 同社の小 笠原社 長の考え方
などにつ いて、現 状や課 題などを 盛り込み ながら綴 られてい る記事で あり、 内容からは
お二人の ふるさと に対す る郷土愛 、ふるさ と再生に 向けた熱 い気持ち が感じ られ、ふる
さと秋田 の将来を 、より よいもの にしたい という共 通の思い が伝わっ てまい りました。
議員ご 指摘の人 間を育 てること につきま しては、 地域を担 う人材育 成、い わば「人づ
くり」と いう概念 で捉え ますと、 よりよい まちづく りを進め 、地域を 発展さ せていく上
で、まさに根幹をなすものであり、大変重要な要素であると思っております。
私もこ うした考 えのも と、これ まで子育 て・教育 分野をは じめとし た「健 やかに人を
育む」取 り組みに 力を入 れるとと もに、「 市民と行 政との協 働のまち づくり 」に基づい
た様々な 取り組み を通じ て、市民 の皆様が 主役とな って活躍 できる「 人が活 きる」仕組
みづくり を進めて きてお り、まさ に「人ら しき人」 を育み、 「人らし き人の 才を活かせ
る場」の創出に努めてきたつもりであります。
しかし ながら、 「人ら しき人」 を育むこ と、「人 らしき人 の才を活 かせる 場」を創出
すること は、行政 だけで はなし得 るもので はなく、 家庭や学 校、職場 を含む 地域社会、
そして人 と人との つなが りなどが 密接かつ 重層的に 影響し合 いながら 実現さ せていくも
のであると思っております。
市とい たしまし ては、 こうした 取り組み が、より 一層前に 進み、心 から「 ふるさと」
を思い、 「ふるさ と」の ために頑 張ってみ たいとい う方が一 人でも多 く、こ のふるさと
秋田で活躍できるよう、今後も意を配してまいりたいと考えております。
【栗林市長
○議長（鎌田

正）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田
○２７ 番（武田

正）
隆）

はい、２７番。
先のお 二方の秋 田県に対 する認識 と思いは 、当大仙 市にも当ては

まるもの と思われ ますが 、今述べ られまし た市長の 見解と日 頃の市職 員の育 成と活用と
いう点での整合性についての捉え方はいかがでしょうか、お伺いします。
○議長（鎌田

正）

○市長（栗林次美）

再質問に対する答弁願います。栗林市長。
お答え申し上げます。
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市職員 は大仙市 にとっ ては、や はり一番 大事な人 材という ふうに私 どもは 受け止めて
おります 。そうい う中で 人材の育 成、これ が市とし ては市政 を展開し ていく 上で極めて
重要であ る、それ は一般 社会とも 共通のも のだと思 って、そ ういう形 の中で 人材育成に
努めている次第であります。
○議長（鎌田

正）

再々質問ありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田
○２７ 番（武田

正）
隆）

はい、２７番。
職員の 人材育成 という点 でござい ますけれ ども、主 幹、主任、そ

ういった 研修は行 われて いるとい うふうに 認識して おります けれども 、何と なく大仙市
の職員は 井の中の 蛙では ないかと いうふう な感じを 持ってお ります。 という のは、でき
るだけ学 校の教育 みたい な感じじ ゃなくて 、先生と か講師と かを招い てやる 研修じゃな
くて、で きるだけ 先進地 に若い人 、若い職 員を送り 出して、 その先進 地の勉 強をしてく
るという ことに対 しても 、これか ら目を向 けていっ ていただ きたいと いうふ うに思いま
す。先進 地を勉強 してく るという ことで、 我が大仙 市を外か ら見るこ ともで きるであろ
うし、ま た新たな 大仙市 の姿を構 築する一 つの材料 にもなる かという ふうに 思いますの
で、そこのところをもう一度考えていただきたいというふうに思います。
例えば 常任委員 会で先 進地の研 修視察や っている わけでご ざいます けれど も、部長は
帯同をさ れておる わけで すけれど も、その 部長のほ かに若い 職員を、 例えば １名なり２
名なり帯 同させて 勉強さ せるとい うことも 一つの手 段ではな いかとい うふう に思われま
すので、 そこら辺 のこと について 市長の考 え方をお 聞きした いという ふうに 思います。
○議長（鎌田

正）

○市長 （栗林次 美）

再々質問に対する答弁願います。栗林市長。
議 員のご 提言もご もっとも だと思っ ておりま す。ただ 、私ども職員

の様々な 外を見る 、勉強 してくる と、こう いう関係 につきま しては、 制度と しても今の
交流、あ るいは派 遣を含 めまして １０名以 上の職員 が他の機 関であっ たり、 あるいは民
間に近い ところ、 公共に 近い民間 という場 所もあり ますけれ ども、そ ういう ところに１
年、ある いは２年 という ことで、 勉強も含 めて出し ておりま す。こう いうこ とも大事に
していか なきゃな らない し、あと は大仙市 全体とし て私はそ の異動と いう中 でも、やは
り例えば 西仙地域 で採用 された人 が一生西 仙地域に いるとい うことで はなく て、大仙市
としてや っぱりあ る期間 は他の地 域で仕事 をしてい くと、こ ういうこ とも非 常に大事だ
と思っていますので、それらを含めまして考えてきたつもりであります。
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ご提言の委員会、議員の委員会等の視察も大変重要なことでありますので、若手職員、
そういう 人がもし も勉強 のためと いうこと であれば 、これは 考えてい かなき ゃならない
のではないかと思っております。とにかく中にこもるのではなくて、やっぱり外の世界、
外の人と 接すると いうこ とも大変 大事なこ とであり ますので 、そうい うこと に意を配し
てまいりたいと思います。
○議長（鎌田
○２７番（武田

正）
隆）

次に、２番の項目について質問を許します。
次に、農業政策について質問させていただきます。

平成の 大合併に より大 仙市とな って８年 が経過い たしまし た。その 間、大 仙市として
農業振興 計画を策 定し、 様々な農 業政策を 打ち出し てきてお りますが 、農業 従事者の大
勢の方々 が、これ からの 営農に不 安を抱い ているこ とは市政 評価の結 果を見 ても明らか
であります。
このこ とは、私 が思い ますに、 国・県の 農業政策 に重きを 置き、国 ・県の 政策をその
まま踏襲 してきた ことに より、大 仙市の独 自性ある 農業方針 を打ち出 せなか ったこと、
大仙市農業のあり様、将来像を描ききれないこと等が要因ではないかと思われます。
今後、 大仙市農 業を魅 力ある産 業に育て 、大仙市 農業を再 生するた めには 、農業従事
者の方々 、地域の 方々、 そして農 業団体の 方々と今 まで以上 に話し合 い、議 論を重ね、
大仙市農 業の行く 末を探 っていく ことが重 要である と考えて おります 。この ことを踏ま
えまして、大仙市農業の取り組みへの現状について質問させていただきます。
まずは 、儲かる 農業、 所得アッ プが必須 であり、 このこと がなけれ ば農業 を継続する
方々が減 少し、担 い手と なる若い 人たちも 現われて こないと 思います 。この ことについ
ての取り 組み、方 策を、 どのよう に考えて おられる のか、ま た、個人 営農者 、集落営農
を実施し ている方 々、農 業法人、 それぞれ の経営内 容、経営 状態を把 握して おられるの
か、把握しているとすればどのような内容になっているのかお伺いいたします。
次に、 集落営農 実施地 域及び農 業法人を 設立した けれども 組織の解 体・解 散をしたと
ころがあるのか、あるとするならばその要因は何であったのかお伺いします。
３項目 は、大仙 市の農 業販売額 の８０％ は米であ ります。 大仙市農 業を支 える米につ
いて、ど のような 需要拡 大策、付 加価値を つけた販 売対策に 取り組ん でいる のか、また
今後、どのような対策を打ち出していくのかお伺いいたします。
４項目 は、２０ １４年 ４月に８ ％、２０ １５年１ ０月に１ ０％、消 費税が 増税となり
ますが、 増税とな る前に 農業法人 を数多く 設立させ ていく必 要がある と思わ れますが、
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この件に関しての取り組みをどのように行っていくのかお伺いいたします。
５項目 は、個人 営農、 集落営農 、農業法 人、それ ぞれの経 営体別に 営農・ 経営をフォ
ローして いく必要 がある と思われ ますが、 この件に ついての 取り組み 方策を お伺いいた
します。
最後に 、ＪＡ秋 田おば ことして 平成２５ 年度から ５カ年の 農業振興 計画を 策定された
ようであ りますけ れども 、この策 定段階に おいて行 政として 参画され たのか どうかお伺
いいたします。
○議長（鎌田

正）

２番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長（栗林次美）

登壇】

質問の農業政策についてお答え申し上げます。

はじめ に、儲か る農業 への取り 組み方策 について でありま すが、大 仙市は 農産物販売
額の約８割を米に依存している稲作主体型の農業地帯であります。このような生産構造、
環境や担 い手の現 状など を踏まえ 、平成２ ３年度を 初年度と する農業 振興計 画では、大
仙市の農 業振興計 画では 、個々の 農業者が 元気にな れるよう 施策の体 系を整 えた上で個
別の取り組みを計画的に推進しております。
稲作を 経営の中 心に据 えて取り 組む農業 法人や大 規模個人 経営農家 につい ては、積極
的な規模 拡大によ り収益 の向上が 図られる よう、人 ・農地プ ランの中 心経営 体に位置付
けて農地の集積を積極的に支援しております。
また、 稲作に加 え野菜 や花卉な どに取り 組む若手 農業者も 増えてい ること から、初期
投資の軽 減が図れ るよう 認定就農 者や農業 元気賞受 賞者に対 しては、 機械導 入や施設設
備におい て通常の 補助率 に上乗せ 助成を行 い、早期 に自立で きるよう な支援 体制を整え
ております。
経営体 別の経営 内容の 把握につ きまして は、個人 営農のう ち認定農 業者に ついては５
年に一度 の認定審 査にお いて経営 内容を確 認してお りますが 、農産物 価格の 低迷などに
より農業所得が思うように伸びず、目標が達成できない認定農業者もおります。
集落営 農組織は 農業収 入の減収 補填を柱 とする「 品目横断 的経営安 定対策 」への加入
要件を満 たすため に、平 成１８年 度から多 くの集落 で組織さ れており ますが 、農業用機
械の共同 利用など により コストの 低減が図 られてい ることか ら、個人 営農よ り所得の確
保が容易になっております。
農業法 人は一般 の法人 同様に税 理士によ る経営指 導が行わ れており 、市で は経営の詳
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細まで把 握する立 場には ありませ んが、農 業者戸別 所得補償 制度によ る交付 金などに依
存した経 営が行わ れてい る法人も 多いと伺 っており ますので 、法人の 立ち上 げにあたっ
ては投資 と収益の バラン スが取れ るよう関 係機関と ともに指 導してま いりた いと考えて
おります。
次に、 集落営農 ・農業 法人の解 体・解散 とその要 因につき ましては 、集落 営農組織は
これまで に７５集 落で組 織されて おり、そ のうち８ 組織は法 人化され ており ますが、残
念ながら １１組織 は既に 解散して おります 。解散理 由として 、「戸別 所得補 償制度が始
まったた め、当初 の設立 目的を失 った」、 また、「 収益の配 分作業な どの事 務作業が大
変で、特 定の構成 員に負 担がかか りすぎた 」、また 、「米以 外の作物 に取り 組まない組
織は共同 で作業を する機 会が少な く、組織 を維持す る意義に 乏しかっ た」、 また、「法
人化へ向 けた組合 員の意 識が醸成 できなか った」な どが大き な理由と なって おります。
なお、農業法人の解散については、これまでのところございません。
次に、 米の需要 拡大策 と販売対 策につき ましては 、市内で 生産され る米の 多くを扱う
ＪＡ秋田 おばこで は、取 扱量の約 ８割を独 自ルート で販売し て県外へ の販路 拡大を図っ
ておりま す。また 、米卸 売会社を 通じて香 港やオー ストラリ アをはじ め十数 カ国に出荷
し、米消 費量が減 り続け る国内か ら海外へ と販路の 拡大に取 り組んで おるほ か、せんべ
え、焼酎 、冷凍食 品など へ使用す る加工用 米の取扱 量を増や し、生産 調整に 対応した水
田の有効利用に取り組まれておりますので、農家収入の拡大が図られております。
市内の 児童生徒 の学校 給食にお いては、 週５回の うち４回 は米飯に よる給 食を行って
いるほか 、残り１ 回は麺 とパンを 隔週で提 供してお り、パン について は市内 で生産され
た米を使った米粉パンを提供して消費拡大を図っております。
また、 平成２５ 年度か らは減農 薬・減化 学肥料で 栽培され る特別栽 培米や 有機栽培米
などの付 加価値を つけた 高品質米 について 、認証機 関への申 請手数料 の一部 を助成して
支援に努めたいと思っております。
次に、 消費税増 税前の 法人設立 を早急に 行うため の取り組 み策につ きまし ては、高額
な農業用 機械や農 業施設 の導入時 の負担を 軽減でき るよう、 体制が整 った集 落営農組織
などについて早期の法人設立を促してまいりたいと考えております。
しかし ながら、 法人の 立ち上げ にあたっ ては、消 費増税の いかんに かかわ らず将来の
経営計画 をしっか りと定 めてから 設立する ことが肝 要ですの で、市で も税理 士費用の支
援などを 継続し、 足腰の 強い農業 法人とし て設立で きるよう 支援して まいり たいと考え
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ております。
次に、 経営体別 の営農 ・経営の フォロー 策につい ては、集 落営農組 織につ いては集落
営農・法 人化支援 センタ ーが中心 となって 経営の指 導にあた っており ますの で、経理や
法人の設立に至るまで幅広くフォローする体制が整っております。
農業法 人につき まして は、ＪＡ が主体と なって協 議会を組 織し、経 営指導 などに取り
組んでお りますが 、法人 の経理に ついては 、一般の 法人と同 様に個別 に税理 士に依頼し
て指導を受けているのが現状であります。
個々の 農業者の うち認 定農業者 について は、再認 定の際に 農業関係 団体の 担当による
個別審査を行った上、問題点などについて整理し、経営のフォローにあたっております。
次に、ＪＡ秋田おばこの農業振興計画への参画につきましては、計画書の作成にあ
たっては 市は直接 には参 画してお りません が、大仙 市の農業 振興計画 の目標 値や個々の
取り組み と歩調を 合わせ た内容と して作成 されてお りますの で、今後 もＪＡ と協調して
計画の達成に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
【栗林市長
○議長（鎌田

正）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田
○２７ 番（武田
農業団体

正）
隆）

はい、２７番。
大仙市 の農業に とって問 題・課題 が山積み されてい る今、行政と

特に ＪＡで すけれど も

が しっかり と連携を 図り、同 じ方向 を向いて問

題・課題 の解決、 しいて は大仙市 農業の再 生・発展 を図って いくこと が肝要 であると考
えます。
現状で はなかな か意思 の疎通が できてい ないよう に感じら れますが 、市農 林振興課と
ＪＡ営農 経済部と 頻繁に 大仙市の 農業振興 策を協議 できるよ うな場を 設ける ことが必要
であると考えます。
また、 行政とＪ Ａが一 緒になり 、先に立 って小集 落単位に 農家の方 々と今 後の地域農
業をどの ようにし て守っ ていくの か、農業 形態をど のように するのか などを 相談・協議
する機会を早急につくることも必要であると考えますが、市長の見解を伺います。
○議長（鎌田

正）

○市長 （栗林次 美）

再質問に対する答弁願います。栗林市長。
Ｊ Ａ秋田 おばこと の関係で あります が、議員 からそう いうふうに言

われると 、かなり 我々連 携してや ってきて いるつも りですが 、不足し ている 点があると

- 159 -

すれば、 より連携 を深め ていかな きゃなら ないと思 っており ます。現 にこの ＪＡとも人
材の交流 といいま すか、 我々の方 からもＪ Ａの方に 行ってお りますし 、ＪＡ からも職員
を受け入 れながら 、そし て全体の 会合も幹 部同士で の会合も 持たせて いただ いておりま
す。日常 業務につ きまし ては、支 所も含め て様々な 国の制度 がいろい ろあり ますので、
ほとんどＪＡと一緒になって地域に入って農家の皆さんを指導しているというふうに
我々はと らえてお ります けれども 、不足が あるとす れば、よ り強化と いう意 味で考えて
いかなき ゃならな い点が あろうと 思います 。連携に ついては 極めて重 要だと 思っていま
すので、 議員のい ろんな お考えも 含めて、 いろいろ 点検しな がら強化 すべき ものはより
強化していくという考え方でやっていきたいと思っています。
○議長（鎌田

正）

再々質問ありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○２７ 番（武田

隆）

はい、２７番。
大仙市 農業は生 産、流通 、販売、 そしてそ れぞれの 視点から見直

しを考え ていかな ければ ならない と思いま す。また 、６次産 業化につ いても 挑戦してい
かなければなりません。そのためにも生産者、農業団体、研究機関、例えば農業研修所、
大学、試 験場、そ して行 政が一体 となって 前へ進む ために、 考え、話 し合い 、協議する
機関、例 えば大仙 市農業 戦略会議 等を設置 し、これ からの大 仙市農業 を推し 進めていく
ことが肝 要である と思い ます。こ のことを 提案した いと思い ますが、 市長の 見解はいか
がでしょうか。
○議長（鎌田

正）

○市長 （栗林次 美）

再々質問に対する答弁願います。栗林市長。
議 員ご提 案のそう したこと について も、いろ いろ検討 させていただ

きたいというふうに思っています。
○議長 （鎌田

正）

申 し上げ ます。た だいま一 般質問の 途中でご ざいます が、この際、

暫時休憩いたします。本会議は、午前１１時２０分より再開いたします。
午前１１時０８分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時１８分
○議長（鎌田

正）

再

開

休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。
次に、３番の項目について質問を許します。はい、２７番。
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○２７ 番（武田

隆）

次に、 ユメリア を広域防 災拠点（ 大規模避 難所）と する計画につ

いて、ご質問させていただきます。
ユメリ アに再生 可能エ ネルギー 等を導入 すること は、光熱 費の圧縮 等につ ながること
からしても、経営内容にプラスに作用していくことに間違いないことと思われますので、
この点につきましては是非とも導入していただきたいと思っております。
ただし 、ユメリ アを広 域防災拠 点（大規 模避難所 ）として 特定する 計画に つきまして
は、先般 の全員協 議会で も意見を 述べさせ ていただ きました が、西仙 北地域 の方々はユ
メリアは あまりに も遠す ぎ、歩い ての避難 は無理で あると考 えており ます。 先般の当局
説明では 、災害直 後の地 元の方々 に対する 避難場所 というよ り、例え ば秋田 県が想定し
ている本 県沖でマ グニチ ュード８ ．７の地 震が起き 、大津波 によって 海岸部 が災害に見
舞われた 後、何日 か過ぎ た際の後 方支援の 避難場所 であると の考えだ という 説明があり
ましたが 、この件 も含め 疑問に感 じている 点があり ますので 質問させ ていた だきます。
まずは 、大仙市 全域の 公共施設 を全て机 上に乗せ 、それぞ れの公共 施設に ついて検討
した結果 、防災拠 点とし てユメリ アが最適 であると の判断の もとに選 定した のであるの
かどうかお伺いします。
次に、 ご周知の とおり 西仙北地 域、特に 刈和野地 区は大仙 市の中で も非常 に地盤が弱
い地域で あり、地 震の場 合、大仙 市の他地 域より震 度が高い 地域であ ります し、ユメリ
アが建っ ている付 近では 直下型の 地震が多 々発生し ています 。このこ とは秋 田県が想定
している ような大 規模地 震が発生 した場合 、ユメリ ア自体が 倒壊する 可能性 が大きいと
思われます。これらのことも検討した上での選択であったのかどうかお伺いします。
最後に 、ユメリ ア付近 は豪雨の 際、頻繁 に土砂崩 れが発生 します。 また、 冬は平場よ
り積雪が 多い地帯 である ことはご 周知のと おりであ ります。 万が一こ れらの 時期に大震
災が発生 した場合 、支援 には非常 に難渋す ることが 明らかで あると思 われま す。これら
のことを 踏まえま して、 ユメリア を防災拠 点とする 件につき まして再 考をし ていただき
たいと思いますが、市長の考えをお伺いします。
○議長（鎌田

正）

３番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長 （栗林次 美）

登壇】

質 問のユ メリアを 広域防災 拠点とす る件につ いてお答 え申し上げま

す。
これま での説明 の中で 説明不足 の点、あ るいは、 やや誤解 を受けて いるよ うな点もあ
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るという ふうに認 識して おります ので、こ の際、整 理をした 上でお答 えをさ せていただ
きます。
はじめ に、広域 防災拠 点につい てであり ますが、 一般的に は災害時 に広域 応援のベー
スキャン プや物資 の流通 配給基地 等に活用 されるも ので、そ の管轄区 域内に １ないし数
箇所設置されるべきものとされております。
広域防 災拠点の 果たす べき機能 として、 災害時に おいては 災害対策 本部、 またはその
補完機能 を有する こと、 広域支援 部隊等の 活動要員 の一時集 結やベー スキャ ンプ機能を
有するこ と、災害 医療活 動を支援 すること や備蓄物 資を効果 的に供給 するこ と、さらに
救援物資の中継・分配をすることなどが挙げられております。
市では 現在、大 仙市地 域防災計 画の見直 し作業を 県の地域 防災計画 の見直 しと一緒に
なって作 業を進め ている ところで あります 。特に広 域防災拠 点の整備 にかか わる計画に
つきまし ては、県 では県 北・中央 ・県南の 各地域に それぞれ 拠点施設 の設置 を検討して
おり、大 仙市にお いては ベース基 地として 大曲イン ターチェ ンジ近く 高台に 位置する大
曲地域内 小友地区 の大曲 球場を中 心とした 農業科学 館や大曲 西中学校 を含む 総合運動公
園を、ま た、総合 指揮本 部機能と しては、 大曲市民 会館、大 曲交流セ ンター 、同駐車場
エリア全 面を候補 地にし ておりま す。これ に広域搬 送拠点臨 時医療チ ームの 設置基地と
しては新 仙北組合 総合病 院を、支 援物資の 集積、仕 分け、輸 送準備施 設とし ては嶽ドー
ム周辺を 含めた公 園を、 そして被 災者受け 入れのた めの大規 模避難所 として 「ぬく森温
泉ユメリ ア」を含 む６つ の市有第 三セクタ ー温泉施 設や市内 の旅館・ ホテル 等の施設を
候補施設としております。
今後は 、県や近 隣市・ 町とさら に連携を 深めなが ら、防災 対策を講 じてい く必要があ
ると考え ておりま す。こ うしたこ とから、 大仙市地 域防災計 画の見直 しの中 でも、ユメ
リアにつ きまして は広域 防災拠点 を構成す る一施設 と位置付 けになる もので あります。
次に、 ユメリア の立地 場所につ いてであ りますが 、現在の 大仙市地 域防災 計画では、
西仙北地 域につい ては強 首地震モ デルの被 害想定に おいて震 度６強以 上の地 域としてお
りますが 、ユメリ アがあ る刈和野 字山北ノ 沢は急傾 斜地崩壊 危険箇所 などの 危険箇所に
は指定さ れてはお りませ ん。また 、平成１ ４年に集 中豪雨に よってユ メリア 裏の法面が
崩落し復 旧工事を 実施し ておりま すが、当 時の工事 は応急的 なもので はなく 、地すべり
対策前の 現況を１ ．０と した場合 、地すべ りが人家 などに重 要な影響 を与え るような箇
所におい て目標と する安 全率であ る「計画 安全率１ ．２」に より工事 を施工 し、地盤の
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安定化を図っております。
また、 平成１５ 年の進 入路の崩 落につき ましては 、国の助 言によっ て法面 全体をコン
クリート 造りとし 、水抜 き排水管 を整備し 、さらに アンカー ボルトに よる強 制的にコン
クリートを押さえ込む構造としておりますので、強固な構造に修復しております。
また、 地盤の強 度を示 す指標の 一つとし てＮ値が あります が、Ｎ値 が３０ 以上の地盤
は大型構 造物の基 盤とし て安全と されてお りますが 、ユメリ アの建設 の際の ボーリング
調査で、このＮ値３５となっております。
以上の ことから 、ユメ リアにつ きまして は他の公 共施設と 比べ著し く危険 であるとは
言えないと考えております。
【栗林市長
○議長（鎌田

正）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田
○２７ 番（武田

正）
隆）

はい、２７番。
最初の 質問で広 域防災拠 点という 感覚でご 質問させ ていただきま

したけれ ども、市 長の今 の答弁で は、広域 防災拠点 ではなく て、それ に準ず る施設とい
うような 見解だっ たとい うふうに 思います けれども 、それで あっても 例えば ユメリアに
避難される方々は、非常に難渋する箇所で、場所であるというふうに認識しております。
でき得れ ば、例え ば旧西 仙北町に 防災拠点 、準防災 拠点を設 置すると いうよ うなお考え
であると すれば、 ユメリ ア以外の 例えば学 校、ある いは公民 館という ような 公共施設あ
りますの で、そこ ら辺を 準防災拠 点という ような形 で考えて はいかが でしょ うか。その
方が、例 えば地域 で、西 仙地域、 水害の多 いところ でござい ますけれ ども、 例えば水害
が起こっ た場合、 ユメリ アまで避 難すると いうこと は非常に 困難であ ります し、地域の
方々も歩 いてユメ リアま で行くと いうのは 、車が通 れる現状 であれば 、まあ そこそこ避
難する方 はおられ ると思 いますけ れども、 やはり水 害等の場 合は道も 水没す るというこ
とが想定 されます ので、 歩いての 避難とい う形にな ろうかと 思います 。そう いった点か
らも、も しユメリ アを準 拠点とい うような 考えで進 めていく というよ うなこ とであろう
とすれば 、他の西 仙北地 域の公共 施設を準 用しても ユメリア に代替な る施設 いっぱいあ
りますので、そこら辺の考え方を伺いたいというふうに思います。
○議長（鎌田

正）

○市長 （栗林次 美）

再質問に対する答弁願います。栗林市長。
ち ょっと 誤解され ているよ うな気が いたしま す。今説 明したのは広
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域の防災 拠点とい う意味 で、幾つ かの機能 を持った 場所を用 意してお かなき ゃならない
というこ との中で 、宿泊 、例えば その西仙 北地内で 何か起き た場合、 一時の 避難場所と
いうのは 学校と一 定の安 全を確保 されたと ころにま ず皆さん に避難し ていた だく、こう
いう概念であります。これはどこの地域でも同じです。
そういう中でものすごい災害が起きて、その場所がもう仮の避難場所でありますので、
少し長期 化しそう だとい った場合 、そうい った場合 を含めて 宿泊がで きる場 所、あるい
は場合に よっては 食事も 厨房があ りますの で、そう いうこと もできる 、一定 のその非常
用のもの も用意し ており ますので 、電気を 含めまし て、そう しますと 幾つか のいわゆる
その長期 的な形で 二次避 難といい ますか、 二次的に やっぱり その避難 された 人たちの場
所という のを作っ ていか なきゃな らない、 そういう 概念の中 でユメリ アを一 つの宿泊で
きる場所 として、 まず我 々ユメリ アを含め て６つの 公共でや っていま す第三 セクターで
やってい る施設が ありま すところ を同格に して位置 付けてい るという ことで す。それに
宿泊関係 とすれば 、比較 的頑丈な ホテルと かそうい うところ とも協定 を結び ながら、そ
ういう形 で少し長 期化す る場合、 そこで滞 在してい ただく、 そういう 概念で あります。
もちろん そうやっ てても 場所によ っては交 通が遮断 されたり する場合 がある わけですけ
れども、 その場合 は行け ないわけ ですから 、そこは 諦めます 。ですけ ど、幾 つかそうい
うものを持っておいて、少し遠くても道路がまだ健在であればどこかで車両を用意して、
そこに少 し長期的 な形で 避難して いただく と、こう いう概念 の中でこ の広域 防災拠点と
いうのを 組んでき たつも りであり ますので 、何卒ひ とつご理 解をお願 い申し 上げたいと
思います。
○議長（鎌田

正）

再々質問ありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田
○２７ 番（武田

正）
隆）

はい、２７番。
今の市 長の答弁 で大体わ かりまし たけれど も、いず れ６カ所くら

いの総合 防災拠点 という 構想があ る中での 一つがユ メリアで あるとい うよう な解釈をし
たわけですけれども、そのような解釈の仕方でよいということだと思います。要するに、
６つ防災 拠点を定 めてお いて、あ る程度定 めておい て、その 中で使え る、要 するに災害
が来た場 合に使え る場所 を選択し ていくと いうよう な考えだ というふ うに理 解しました
けれども、それでよろしいでしょうか。
○議長（鎌田

正）

再々質問に対する答弁願います。
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○市長（栗林次美）
○２７ 番（武田

隆）

結構だと思います。
わかり ましたの で、私の 質問を終 わらさせ ていただ きます。どう

もありがとうございました。
○議長（鎌田

正）

これにて２７番武田隆君の質問を終わります。
【２７番

○議長（鎌田

正）

武田隆議員

降壇】

次に、６番杉沢千恵子さん。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

はい、６番。
【６番

○議長（鎌田

正）

○６番（杉沢千恵子）

杉沢千恵子議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
公明党の杉沢千恵子でございます。

この冬 は平年並 みとの 予想を覆 しまして 、３年連 続の大雪 となりま した。 大曲地域で
は、既に いわゆる ４８豪 雪に次ぐ 積雪深を 記録し、 除雪費も 史上最高 額とな り、毎日の
雪かきは もちろん ですが 、雪下ろ し費用や 暖房費の かかり増 しなど、 雪国に 暮らす者に
とっての 宿命とは いえ、 雪による 市民生活 への影響 は測り知 れません 。これ ほど春が待
ち遠しい と思った のは最 近ではな かったよ うな気が いたしま す。一日 一日と 春が近づい
ていることを信じて、この長い冬を乗り切りたいと思います。
また、東日本大震災から間もなく２年が過ぎようとしており、被災地の復旧・復興は、
見た目に は大分進 んでい るように 感じられ ますが、 それでも 今なお不 自由な 生活を余儀
なくされ ている被 災者の 方々もま だ多くい らっしゃ います。 さらには 、目に 見えない家
族を失った悲しみや津波への恐怖、新たな生活での人間関係の悩みなど、心の部分の
様々な傷 に対する ケアが 追いつい ていない 状況もあ ります。 人間は記 憶し学 習する動物
ですが、 それと同 時に忘 れる動物 でもあり ます。震 災の記録 は残りま すが、 震災の記憶
は残念な がら時の 経過と ともに色 が薄れて いき、そ の輪郭が 曖昧にな ってい ってしまう
ことは否 めません 。私は 今後の被 災地支援 というも のは、こ れまでの ように 単に手を差
し伸べる 支援では なく、 被災者の 方々の心 に寄り添 い、同じ 東北の仲 間とし て、ともに
未来に向 かってい こうと いう気持 ちに根差 したその 支援が必 要であり 、大切 になってく
るのではと感じております。
市長は 被災地・ 被災者 支援を継 続してい くお考え だと伺っ ておりま すが、 今後も是非
被災地の現状に合致した有形・無形の支援をお願いしたいと思います。
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私もこ の場をお 借りし て、でき る限りの 支援活動 をしてい くことを お約束 させていた
だきたいと存じます。
さて、 去る２５ 日の本 会議にお いて、市 長の施政 方針演説 を聞かせ ていた だきました
が、来年 度は合併 後最大 の予算規 模となり 、主要施 策にも県 内初とな る事業 が盛り込ま
れるなど 、市長の 積極的 な姿勢が 感じられ る内容で あったと 感じてお ります 。間もなく
２期目の 任期満了 を迎え られる市 長には、 ４月の市 長選挙に おいて再 び当選 され、引き
続き市政の舵取りを担われることをお祈りしたいと思います。
それで は、通告 に従い 、各項目 ごとに順 次一般質 問をさせ ていただ きます ので、答弁
の方よろしくお願いいたします。
はじめに、大曲墓園の整備についてお伺いいたします。
大曲地 域の西根 地区に ある大曲 墓園につ いては、 園内にあ る中央斎 場が移 転すること
に伴い、 今後、跡 地利用 について 議論する 必要があ ると思い ます。現 在の墓 園は、敷地
の狭さも あり、時 折の墓 参りや彼 岸、盆の 際には駐 車が窮屈 で車があ ふれ、 雑然とした
雰囲気であるように感じられます。
また、 墓参りを した方 々の休む 場所もな く、残念 ながら公 園として はあま り機能をし
ていない のではな いかと 思われま す。一年 に何回も 訪れる場 所ではな いかも しれません
が、墓園 として位 置付け ている以 上、家族 や親戚揃 って墓参 りした方 々が我 が家の墓ま
で散策す る感覚で 歩いて いけるよ うな、ま た、途中 のあずま やなどで 休憩で きるような
安らぎのある公園として整備する必要があると考えますが、いかがでしょうか。
安らぎ のある空 間は、 故人を語 れる場を 提供する ことにも なります し、家 族の歴史を
子供たち に伝える よい機 会を与え ることに もなると 思います 。そして 、ひい ては親子の
心の交流 が促進さ れるこ とにより 、その絆 が深まる というよ うなプラ スの効 果をもたら
すことも期待できるのではないかと思います。
また、 それぞれ の墓石 の高さに ついても 一定のル ールを設 けること はでき ないもので
しょうか 。高さが ばらば らな墓園 の風景は 、あまり いい景観 とは言え ません 。それぞれ
の家に様 々な事情 がある ことは重 々承知し ておりま すが、一 定のルー ルを作 り、計画性
のあるき れいな景 観の墓 園にして いただき たいと思 いますが 、市長の お考え をお伺いい
たします。
○議長（鎌田

正）

１番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

登壇】
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○市長（栗林次美）

杉沢千恵子議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 大曲墓園 の整備 について でありま すが、は じめに、 斎場の跡 地利用 につきまし
ては、現 在、大曲 仙北広 域市町村 圏組合で 中央斎場 の移転改 築事業を 実施し ており、現
斎場については２７年度に解体する計画となっております。
大曲墓 園につい ては、 合併後、 平成２０ 年度に４ ４区画、 ２１年度 に４４ 区画、２３
年度に４ ６区画を 規制墓 地として 増設した ところで あります が、現在 、自由 墓地、規制
墓地とも 残り画数 はゼロ の状況で あり、市 では大曲 地域の墓 地需要が 高いこ とから、来
年度、規制墓地３０区画の増設を計画しているところであります。
現在の 墓園敷地 内でさ らなる増 設は厳し いものと 考えてお り、今後 の需要 の予測を立
て、中央 斎場跡地 を活用 しながら 大曲墓園 を拡張す ることで 、斎場敷 地の所 有者である
大曲仙北広域市町村圏組合と協議を進めていくこととしております。
また、斎場の解体に伴い、墓参に訪れた方々がくつろぎ、安らぎのある空間を目指し、
駐車場の 整備や休 憩室、 公衆トイ レの設置 及び墓園 内道路の 拡幅など 一体的 な整備につ
いて新年度早々に検討を加えることにしております。
次に、 墓園の景 観につ きまして は、現在 、大曲墓 園には市 が定める 墓碑を 設置する規
制墓地８ ８７区画 と自由 な墓碑を 設置する ことがで きる自由 墓地６１ ７区画 があり、自
由墓地に つきまし ても条 例の施行 規則によ りまして 墓碑の高 さを２． ５ｍ以 内とした制
限を設けております。
また、 平成１１ 年度以 降は、民 間墓地の 状況や安 価な墓地 の提供を 図る観 点から、規
制墓地の みの増設 を行っ ておりま すが、今 後も市民 の要望に 応じた計 画的な 増設を行う
とともに 、墓園内 の清掃 や樹木の 剪定等を 行い、良 好な景観 の保持に 努めて まいりたい
と考えております。
【栗林市長
○議長（鎌田

正）

降壇】

再質問はありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○６番（杉沢千恵子）

次に、２番の項目について質問を許します。
次に、男女共同参画についてお伺いいたします。

大仙市 は男女共 同参画 の推進に 関して、 合併と同 時に男女 共同参画 室を設 置し、平成
１７年１ ０月には 男女共 同参画プ ランを策 定したほ か、平成 １９年に は男女 共同参画都
市となる 宣言をし 、平成 ２０年に は男女共 同参画推 進条例を 制定する など、 県内でも最
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も早く対 応してい ただき ました。 まずもっ て、これ までの人 権を大切 にする 市の方針に
心から感謝申し上げたいと存じます。
それでははじめに、ＤＶ防止について質問させていただきます。
男女共 同参画・ 交流推 進課では 、平成２ ３年６月 １日から １７日に かけま して、大仙
市男女共 同参画に 関する 市民意識 調査を行 い、平成 ２４年２ 月に調査 報告書 を作成しま
した。
その中 で、配偶 者など 親しい関 係にある 者からの 暴力の実 態も把握 されて おります。
最も多い 暴力が怒 鳴った り、過剰 に嫉妬し たり、大 事なもの を壊した りする 精神的暴力
で、割合 が５割、 次に、 殴る、蹴 る、刃物 を突きつ けるなど の身体的 暴力と 性的暴力を
合わせて３割に上るという驚くべき実態が見えてきました。
また、 平成２３ 年７月 に行われ た交際相 手からの 暴力に関 する高校 生意識 調査により
ますと、 交際相手 からの 暴力被害 、いわゆ るデート ＤＶにつ いて全体 で８． ９％の人が
受けた経 験がある と答え ており、 高校生の 身近なと ころにお いても暴 力が起 きておりま
す。
暴力の 種類とし ては、 男女とも 身体的暴 力の割合 が高く、 女子生徒 は友人 関係、行動
を制限される傾向にあります。
被害者 は長年に わたっ て暴力を 受け続け ているう ちに、自 分が悪い からな のではない
かという マインド コント ロールの 状態に陥 り、周囲 に相談す ることも 声を上 げることも
思いつかない、私が我慢すればいいのだという殻に入り込んでしまっています。
これら の調査に よって 、相談す ることが 被害から 逃れる始 めの一歩 だと気 付いた方々
もおられ ると思い ますが 、相談す るにはま だまだ勇 気が必要 です。ま ずは顔 の見えない
電話相談から始めることが現実的で、有効な方法ではないかと考えます。
当市では平成１８年８月に大仙市ドメスティック・バイオレンス防止連絡会を設置し、
当該団体 と協同で ＤＶ防 止に関す る広報や 啓発、教 育活動、 スタッフ 研修会 に力を入れ
てきまし た。特に 平成２ ４年度に は、地域 でＤＶ被 害者対応 ができる 人材育 成に力を入
れ、市の 職員をは じめ一 般の方々 も長い期 間にわた りまして 厳しい訓 練を受 け、国から
さ

や

さ

や

も高い評 価をいた だいて いる特定 非営利活 動法人Ｓ ａｙａ－ Ｓａｙａ から修 了証をいた
だきまし た。研修 を受け た方々の ほとんど は、大仙 市ドメス ティック ・バイ オレンス防
止連絡会の立ち上げからかかわってくださっている方々です。
そこで提案ですが、研修を受けた方々を中心として、仮称ですけれども市のＤＶサ
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ポーターの認定を進めてはいかがでしょうか。
２つ目 には、研 修を受 けた方々 を中心と して、Ｄ Ｖについ てのＤＶ 被害者 の電話相談
窓口を設置してはどうでしょうか。
以上の２点について市長のご所見をお聞きしたいと存じます。
次に、女性職員の配置状況についてお伺いいたします。
女性が 生涯にわ たり継 続して就 業するた めには、 配置、昇 進、賃金 など各 方面に残っ
ている男 女格差の 早急な 解消とと もに、職 場におけ る男女に 不平等な 制度や 慣行を改め
る必要があります。
平成２ ３年６月 に実施 した大仙 市男女共 同参画に 関する市 民意識調 査でも 、女性の働
き方につ いて「子 供がで きてもず っと仕事 を続ける 方がよい 」と答え た割合 は４９．７
％であり 、中でも ２０代 女性にい たっては ５０％を 上回って おりまし た。も ちろん行政
で働く女性もそれに含まれると思います。
そこでお伺いいたしますが、市の管理職、課長・次長・部長に女性職員の登用をと
願ってお りますが 、女性 職員の管 理職登用 にかかわ る目標と 現状につ いてお 知らせくだ
さい。また、目標達成のための課題は何かをお聞かせください。
男女共 同参画に 関する 質問の最 後に、女 性職員研 修費の拡 充につい てお伺 いいたしま
す。
先程お 話した調 査にお いて、女 性の働き 方につい て「子供 ができて もずっ と仕事を続
ける方が よい」と 答えた 割合は４ ９．７％ でありま したが、 市役所で 働く女 性職員がそ
の持てる 力を発揮 してい くために は、子供 ができて も仕事を 続けてい くこと のできる恵
まれた環 境や、そ の環境 が求める 果たすべ き使命を 自覚して 、働こう とする 姿勢が必要
だと思い ます。果 たして 当市の女 性職員の 中に、自 分の成長 のために 自己投 資している
人がいる でしょう か。ほ とんどが 、子供が …、家庭 が…、職 場の環境 が…と 言い訳をし
て自己研鑚を図ることを諦めてしまってはいないでしょうか。
以前の 答弁で、 市は女 性職員に 対して研 修を行っ ていると お答えい ただき ましたが、
どなたを 講師に年 何回実 施し、ど ういう成 果が出た と認識さ れている かお知 らせ願いた
いと思います。
私は、 女性職員 がその 研修で変 わったの なら、庁 舎内はも っと女性 職員の 輝く顔であ
ふれてい るはずだ と思い ます。し かし、私 が見る限 り、残念 ながらそ のよう な状況には
なってい るとは言 えない と思いま す。庁舎 内は、女 性職員が 輝けば、 もっと 生き生きと
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するはず です。そ のため には女性 職員がも っと外部 の研修に 参加し、 いろん な方々と触
れ合い、 刺激や知 識を得 てくるこ とが大事 です。講 師を呼ん で内部で 研修し ても、それ
だけでは 大きな効 果や成 果は得ら れないと 思います 。２月２ ２日付け の日本 経済新聞に
おけるア ベノミク スの記 事におい ても、「 女性就労 が日本経 済の成長 の試金 石である」
との記載 がありま した。 私は女性 職員に対 しては、 まずは仕 事に対す る意識 や自覚を促
した上で 、業務の スキル アップの ためにも 女性職員 研修、特 に外部や 県外研 修費の拡充
が必要だと思います。市長のお考えをお伺いいたします。
○議長 （鎌田

正）

申 し上げ ます。２ 番の項目 に対する 答弁でご ざいます けれども、答

弁の内容 がかなり 長いよ うですの で、この 際、昼食 のため暫 時休憩い たしま す。本会議
の再開は、午後１時に再開いたします。
午前１１時５１分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午後
○議長（鎌田

正）

１時００分

再

開

休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。
２番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長
○市長（栗林次美）

登壇】

質問の男女共同参画についてお答え申し上げます。

はじめ に、ＤＶ サポー ターの認 定につき ましては 、平成２ ３年度と ２４年 度に実施し
ました「 ＤＶ被害 者支援 養成講座 」を受講 した方々 が４３名 おります ので、 その方々を
中心に働きかけ、制度の創設について検討してみたいと思います。
また、 養成講座 受講者 の中には 大仙市ド メスティ ック・バ イオレン ス防止 連絡会の会
員もおり ますので 、当該 団体と連 携しなが らＤＶ防 止のリー フレット 配布や デートＤＶ
出前講座 等の予防 教育事 業にも協 力いただ くなど、 講座で得 た知識を 活かし ながら地域
の身近なサポーターとして活躍していただければと考えております。
次に、 ＤＶ被害 者の電 話相談窓 口の設置 について ですが、 行き場の ないＤ Ｖ被害者の
声を被害 者の立場 に立っ て受け止 め、必要 な情報を 提供する とともに 、場合 によっては
関係機関につなぐといった非常に繊細な役割を持つものと認識しております。
２３年度に実施した男女共同参画に関する市民意識調査では、これは一般が約
３，００ ０人、そ れから いただい た回答が １，２０ ０人、そ れから、 高校生 １，４８５
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名、回答 していた だいた 方が１， ３９２名 、こうい う募集団 でありま すが、 女性の６人
に１人が ＤＶの被 害経験 があると 回答して いるにも かかわら ず、その 約４割 がどこにも
誰にも相 談してお らず、 市の相談 機関への 相談はわ ずか１． ６％とい った結 果でありま
した。
これは 、被害者 自身や 周囲の人 々のＤＶ に対する 意識の低 さに加え 、ＤＶ が夫婦間の
問題であ り、非常 にプラ イベート で顕在化 しにくい 特性があ ること、 相談す るにはかな
りの勇気 が必要で あるこ となどが 要因と考 えられま すが、顔 が見えな い電話 でなら勇気
を出して 相談する 方がお られるか もしれま せんし、 現に秋田 県で設置 してい る配偶者暴
力相談支 援センタ ーへの 相談形態 は、約６ 割が電話 相談であ ると聞い ており ます。した
がって、電話相談は有効な手段の一つと考えております。
しかし 、勇気を 持って 電話をし てきた相 談者への 対応は極 めて難し く、は じめの対応
を間違え るとその 方の人 生を変え てしまう ことにな りかねな いことか ら、相 談を受ける
者は事前に相当な訓練を積む必要があると言われております。
こうし たことか ら、市 といたし ましては 、ＤＶ被 害者支援 について 先程お 答え申し上
げました とおりＤ Ｖ防止 サポータ ーや大仙 市ドメス ティック ・バイオ レンス 防止連絡会
等のさら なる連携 を図る とともに 、電話相 談につき ましては 県で設置 してお ります配偶
者暴力相 談支援セ ンター を利用す るよう情 報提供な どに努め てまいり たいと 考えており
ます。
なお、 市では他 に先駆 けて平成 １９年か ら寄附金 と市の上 乗せ積み 立て基 金により、
緊急に一 時的保護 、また は避難が 必要なＤ Ｖ被害者 に対する 支援制度 を設け ており、警
察や他の相談機関と連携して２４時間の対応ができるようになっております。
次に、質問の女性職員の配置状況等についてお答え申し上げます。
はじめ に、女性 職員の 管理職登 用にかか わる目標 と現状に ついてで ありま すが、本年
度の管理 職の状況 といた しまして は、部長 職級と次 長職は女 性はおり ません が、課長級
は１３５ 名のうち 男性が １２１名 、女性が １４名と なってお り、管理 職全体 に占める女
性の割合は８．３％となっております。
女性管 理職登用 の具体 的な目標 につきま しては、 平成２２ 年度にお 示しし た８％は達
成してお りますが 、今後 は平成２ ４年４月 現在の県 内の市役 所職員の 平均が １０．６％
となっておりますので、これを当面の目標として登用してまいりたいと存じます。
次の目 標達成へ の課題 について でありま すが、管 理職への 昇格にあ たって は、統率力
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や指導力 等を備え た職員 を登用す ることと しており ます。し かし、現 状では 管理職候補
となる主 幹クラス に女性 職員が少 ないとい う事情が あり、こ の育成が 当面の 課題となっ
ております。
次に、 女性職員 研修費 の拡充に ついてで あります が、現在 実施して いる職 員研修は、
人材育成 の基本で ある日 常の仕事 を通じて 職員の能 力向上を 図る職場 内研修 や、それぞ
れの職階 において 必要な 知識、心 構え、役 割を学ぶ 階層別研 修、県職 員と県 内市町村職
員が一緒 になって 学ぶ秋 田県自治 研修所が 実施する 各種能力 開発研修 への派 遣研修のほ
か、千葉 市にあり ます市 町村アカ デミーで の専門的 な研修に 参加させ るなど 、知識や技
能の習得とあわせ、職員の仕事に対する意欲の向上を図っております。
特に女 性職員に 対する 研修は、 これまで 山王丸前 副市長を 講師とし て、主 席主査以上
の全女性 職員を対 象に、 女性職員 パワーア ップ研修 を各階層 ごとに１ ８回行 い、受講者
数は１９ ６名に上 ってお ります。 この研修 により仕 事に対す る意識改 革に一 定の効果が
あったものと認識しております。
議員ご 指摘のと おり研 修の効果 を高める ためには 、仕事に 対する意 識や自 覚を持つこ
とが一番 重要であ り、業 務に対す るスキル アップや 効率化を 進める上 で、今 後も各種派
遣研修に 女性職員 を積極 的に参加 させると ともに、 女性職員 パワーア ップ研 修を計画的
に実施してまいりたいと存じます。
【栗林市長
○議長（鎌田

正）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○６番 （杉沢千 恵子）

はい、６番。
なかな か難しい もんだな という気 がします 。これと いうのはメン

タルな部 分なので 、とて も難しい なという 気がしま すけれど も、やは りＤＶ に関しては
窓口が必 要でない かと思 いますの で、さら にこれか ら私ども も研修を 重ねて 、電話相談
できるだ けの力は ないわ けではな いと、結 構あると 思うんで すが、そ れがま だ認めてい
ただけない部分だとすると、努力していきたいと思います。
再質問 ですけれ ども、 やはり私 が知って いる大仙 市職員の 方で市の 業務に 真剣に取り
組みなが らも、自 分自身 の成長の ために大 学の通信 教育を受 けて卒業 したと いう方もい
らっしゃ います。 挑戦あ るところ に希望が あって、 そして自 分の内面 の生命 が躍動して
くるから 、それが 職場を 変えてい くのだと いうこの 方程式を 彼女は見 事に成 し遂げてく
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れている 実在して おりま すので、 成し遂げ てくださ っている なと思い ます。 それほど外
部の研修とは人を成長させてくれる、そういうきっかけをつくることは、私は市として、
ひいては その市の 財産、 人間の財 産として なり得る ので、先 程の前の 武田議 員の答弁に
も人材育 成の大切 さを話 されまし たけれど も、この 人材育成 に行政と してど ういう形で
実際かか わってい ただけ るのかな と、そこ ら辺もう ちょっと 細やかに お伺い したいと思
います。
○議長（鎌田

正）

○市長 （栗林次 美）

再質問に対する答弁願います。栗林市長。
た だいま 答弁しま したとお り、市と して制度 的なもの に対してはか

なり対応 している という ふうに思 っており ます。そ れから、 その結果 として 、武田議員
の質問に も答えて おりま すけれど も、いわ ゆる市役 所以外へ 人を出す という 関係につき
ましても 、これは 他の自 治体に比 べて我々 は積極的 にやって いるとい うふう に思ってお
ります。 あとはそ の個々 の職員の 皆さんの 意欲、や る気、そ ういった ものを どう

こ

れは外か ら言うも んでも ありませ んし、や っぱりお のずと自 分で考え ていた だく問題で
あります 。これや はりそ れぞれの 今現在所 属してい る職場の 中で担当 課、あ るいは担当
部の中で 、そうい うやっ ぱり雰囲 気をつく っていく というこ とが、現 在の管 理職の責任
ではない かなとい うふう に思いま す。それ をそのつ くり出す 、そうい う雰囲 気をつくり
出すため に、どう 市全体 が協力で きるかと いうこと は、やっ ぱり部課 長と一 緒になって
考えなが ら、例え ばその いろんな 形で研修 、自分で 研修とい うもの、 ある意 味で自分で
自己能力 を高める とか、 教養を高 めるとい うことは 、自分だ けででき る、も ちろんこれ
は基本だ と思いま すが、 これをや らなきゃ いけませ んけれど も、場合 によっ ては外に出
なければ ならない という 場合が出 てくるの ではない か、そう いうとき にやは りきっちり
その担当 している 部の中 で相談が できて、 ちゃんと 目的を持 っていく という ことに対し
て、その 分、職場 が空く わけであ りますの で、それ をカバー できるや っぱり 雰囲気、体
制、これ は病気等 で休む 場合も同 じだと思 いますけ れども、 そういう 雰囲気 を職場の中
でしっかりつくっていくということが、やっぱり組織の力ではないかなと思いますので、
その辺を 具体的に なかな かこう表 現できま せんけれ ども、や っぱりそ ういう ことを市役
所全体が つくって いくと いうこと が大事だ と思いま すので、 そういう 方向で まずいろい
ろこれからも指導してまいりたいと思います。
○議長（鎌田

正）

再々質問。
（「議長」と呼ぶ者あり）
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○議長（鎌田

正）

はい、６番。

○６番 （杉沢千 恵子）

本当に そのとお りだと思 いますし 、是非そ ういった 方向にやっぱ

りいっていただければ有り難いなと思います。
再々質 問ですけ れども 、例えば 市の方に そういう 研修だと かセミナ ーだと か、行政に
入った資 料が全員 の目に 触れるよ うになっ ているの か、上だ け、部長 さんだ けが持って
いて、い や、これ は必要 ないから いいなと かという 、そうい う選別を してい ないのかど
うか。や っぱり平 等にそ ういう情 報という のは下ま で流すこ とによっ て、そ れも一つの
刺激には なるのか なとい う気がし ますけれ ども、そ こら辺は どうなの かなと いうことと
あわせて 、もしそ ういう 資料を見 て、私こ れやりた いと言っ たときに 、その 部署ででき
るだけこ う許可を してい ただき、 そして助 成をする とか、そ ういうこ とがで きないのか
なという気がしますけれども、お伺いいたします。
○議長（鎌田

正）

再々質問に対する答弁願います。元吉総務部長。

○総務 部長（元 吉峯夫）

研修 の関係で ございま すけれど も、いず れ一年間 の研修のスケ

ジュール 、項目等 も全職 員に知ら せまして 、そして まずいろ いろ手を 挙げて いただく研
修という のもござ います 。それか ら、それ ぞれの職 場の中で 、こうい う研修 に行きたい
というよ うなお話 を受け て、次の 年にその 研修に行 っていた だくとい うよう な対応もし
てござい ます。そ れは一 般職・管 理職に限 らず、そ ういう職 階制で特 別その

という

ような制 限はして おりま せん。自 由に申し 出ていた だければ 、可能な 限り私 どもとして
はその本 人の意思 に沿っ ていただ くように 、そして その後を 周りの職 員が十 分支えてい
けるよう にという ことの 職場環境 づくりに も努めて いきたい というふ うに思 っておりま
すので、 今後とも ひとつ いろいろ ご提言の 方、ご指 導の方、 よろしく お願い したいと思
います。
○議長（鎌田

正）

○６番（杉沢千恵子）

次に、３番の項目について質問を許します。
次に、体罰問題についてお伺いいたします。

大阪市 立高校に おいて バスケッ トボール 部主将の 生徒が体 罰を苦に 自殺し た問題が発
端となり、体罰問題が相次いで表面化しております。
例えば 、愛知県 の県立 高校では 、陸上競 技部監督 の体罰を 受けた一 部の生 徒が転校や
退学をし ていまし たし、 三重県の 私立高校 では、水 球部監督 から体罰 を受け た部員２人
が鼓膜にけがをしたことも発覚しております。
また、 学校教育 とは別 次元です けれども 、日本の ナショナ ルチーム におけ る強化合宿
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で選手に 暴力行為 を行っ ていた柔 道女子日 本代表監 督が引責 辞任をし 、日本 柔道の信頼
を揺るがす事態にも陥っております。
「愛の むち」の 名のも とにスポ ーツ現場 で体罰や 暴力行為 的指導が 横行し ている現実
には胸が 痛みます 。体罰 は学校教 育法では 、明確に 禁止され ており、 決して 許されるも
のではあ りません 。体罰 が止まら ない背景 には、誤 った勝利 至上主義 がある とも指摘さ
れており 、部活動 で好成 績を上げ れば学校 の評価が 高まると いう現実 がある ため、周囲
も体罰を黙認してしまう風潮があります。スポーツ教育は単なる技術指導にとどまらず、
人間教育や人格形成の大切な場でもあるにもかかわらずです。
体罰は 子供に肉 体的な 傷を負わ せるだけ でなく、 自主性や 尊厳を奪 うなど 、精神的に
も深い傷 を残しま す。体 罰が原因 で不登校 になった り、大人 になって からも 心の傷に苦
しみ続ける人もおり、負の影響はあまりにも大きいと言わざるを得ません。
決して 体罰では 人は育 ちません 。スポー ツ教育や 運動部、 そして運 動部以 外の文化部
やスポー ツ少年団 などの 指導につ いては、 「人を育 てる」と の観点か ら取り 組みがなさ
れるよう、あらゆる対策を講じなければなりません。暴力に頼った指導を防ぐためにも、
指導者の質の向上や意識変革が重要であると思います。教育研修や指導者研修を拡充し、
体罰の禁 止を徹底 させる ことを求 めるとと もに、体 罰根絶に 向け社会 全体で 取り組みを
進めていきたいと思います。
そこで 質問です が、１ つは、体 罰につい ての市長 、または 教育長の 認識と お考え方に
ついてお伺いいたします。
２つ目 は、スポ ーツ部 に限らず 小・中学 校の部活 動におけ る体罰の 実態に ついて、そ
の有無と内容についてお聞きしたいと思います。
３つ目 は、スポ ーツ少 年団のこ とです。 スポーツ 少年団の 中で団内 で体罰 が行われて
いなかっ たでしょ うか。 スポーツ 少年団の 中に対す る学校の かかわり 方をお 聞かせくだ
さい。例 えば、自 分の学 校の子供 が所属す る団に教 員が足を 運ぶなど して状 況を把握し
ているでしょうか。そういうことでも結構です。
４つ目 には、ス ポーツ 少年団に おける指 導者の育 成と研修 について 、市が 関与してい
る実態はあるのでしょうか。
以上でございます。
○議長（鎌田

正）

３番の項目に対する答弁を求めます。三浦教育長。
【三浦教育長

登壇】
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○教育長（三浦憲一）

質問の体罰についての見解についてお答え申し上げます。

昨年末、部活動中の体罰が背景にあると考えられる高校生の自殺事案が発生するなど、
教職員に よる児童 生徒へ の体罰の 状況が社 会問題化 しており 、大変深 刻に受 け止めてい
るところであります。
教員の暴力等の体罰は、学校教育法第１１条の規定に対する明らかな違法行為であり、
児童生徒 の人権を 侵害す るだけで なく、人 間不信の 念を抱か せること にもな り、絶対に
許されるものではなく、いかなる場合も行ってはならないと思っております。
なお、 教員に認 められ ている懲 戒権を用 いて規範 意識の育 成等を図 る場合 もあります
が、一時 の感情や 安易な 判断では なく、日 頃からの 信頼関係 こそが重 要と考 えておりま
す。
また、 児童生徒 に行っ た行為が 体罰に当 たるかど うかは、 児童生徒 一人一 人の状況に
配慮を尽 くした行 為であ ったかと いう観点 を重視す る必要が あると認 識して いるところ
であります。
市教育 委員会と いたし ましては 、体罰に よらない 指導技術 を研修す ること や児童生徒
との人間 関係を大 切にし た指導を 実践する こと、部 活動にお ける体罰 を是認 するような
勝利至上主義から脱却を図ることなど、体罰の絶無に向けた考え方を各学校に提示して、
教師一人一人及び学校体制の取り組みを促しているところでございます。
これま でも児童 生徒が 楽しく充 実した学 校生活を 送ること ができる よう、 校長会や教
頭会等で 指導し、 管理職 を通して 教職員の 意識啓発 に努めて まいりま したが 、今後なお
一層その指導の徹底を図り、体罰の根絶に向けて取り組んでまいりたいと思います。
次に、小・中学校の部活動における体罰の実態についてお答え申し上げます。
学校教 育の一環 として 行われる 部活動は 、体力の 向上や健 康の増進 、感性 や技能の向
上などを 図り、活 動を通 じて自主 性や向上 心、責任 感や連帯 感等の涵 養に加 えて、好ま
しい人間関係の形成に資するものと捉えております。
ご承知 のとおり 中学校 の部活動 につきま しては、 新学習指 導要領に おいて 教育課程に
位置付け られまし た。各 学校にお いては、 年度当初 に各部活 動の意義 や指導 方針、年間
指導計画等を児童生徒や保護者に提示し、児童生徒の人格や人権を尊重した指導により、
良好な信 頼関係の もとに 活動が行 われてい るものと 認識して おります が、体 罰の実態に
つきまし ては、現 在、文 部科学省 の通知に 基づく県 教育委員 会による 実態把 握調査の通
知を受け、市教育委員会として調査を行っているところであります。
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この調 査は、実 態把握 と体罰禁 止の徹底 を図るこ とを目的 としたも のであ り、児童生
徒及び保 護者が記 入して 厳封した ものを各 学校の校 長が開封 して結果 を報告 することに
なってお ります。 調査結 果は学習 状況調査 などと同 様に文部 科学省に おいて 全国集計の
結果を公 表する予 定とな っており 、都道府 県・政令 指定都市 別の結果 の公表 の可能性も
あるとされております。
今年度 、本県に おきま しては、 県南の小 学校教員 及び県立 高校教員 の体罰 事案が公表
され、懲 戒処分が 科せら れており ますが、 本市にお きまして もアンテ ナを高 くし、この
ような事 案の未然 防止及 び教員と 子供との 信頼関係 の構築に 努め、家 庭や地 域と一体と
なって子供たちの健全育成を支援していきたいというふうに考えております。
次に、スポーツ少年団についてお答え申し上げます。
現在、大仙市管内のスポーツ少年団は９６単位団あり、登録指導者８９１名、団員
２，０６８名で活動しております。
はじめ に、スポ ーツ少 年団内の 体罰の有 無につき ましては 、寄せら れた情 報に基づき
事実確認により、数団において体罰行為が行われていたことが判明しております。
指導に おける体 罰につ いては、 いかなる 理由にせ よ、あっ てはなら ないこ とであり、
大仙市スポーツ少年団本部との連携のもと、特定された指導者への個別指導はもとより、
全ての団 の指導者 に対し て注意喚 起を促す 通知文を 、これま で計３回 送付し 、体罰防止
及び指導者モラルを徹底するよう指導するほか、団員保護者へも同様の通知文を送付し、
指導者・ 保護者相 互の十 分な共通 理解のも とで団運 営を展開 されるよ うお願 いしている
ところであります。
体罰行 為が判明 した団 におきま しては、 その後、 改善され ているこ とを確 認しており
ますが、 どの団で も、い つでも起 こり得る ことが懸 念される ことから 、引き 続き大仙市
スポーツ 少年団本 部や各 地域の支 部及び学 校との連 携や情報 収集に努 めてま いります。
次に、スポーツ少年団に対する学校のかかわりについてお答え申し上げます。
スポー ツ少年団 は、社 会体育と して位置 付けられ る団体で あり、大 仙市ス ポーツ少年
団本部が 管理して おりま す。学校 の団体で はありま せんが、 本市にお いては 団員が全て
同一小学 校の児童 であっ たり、指 導者が教 員であっ たりする 学校もあ ります 。小学校で
は多くの 場合、ス ポーツ 少年団と の連絡担 当教員を 置くなど して、ス ポーツ 少年団と学
校が日常 的に連絡 を密に する体制 を講じ、 子供たち の健全な 発達に資 するよ う努めてい
るところであります。
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小学校 の学級担 任をは じめ管理 職等は、 日常の業 務以外に 日々の練 習を見 守ったり、
大会等に は応援に 駆けつ けたりな ど、スポ ーツ少年 団での活 動の様子 を可能 な限り捉え
る努力を した上で 、学校 生活にお ける一人 一人の状 況把握に 努めてい るとこ ろでありま
す。
本市で は、一人 の子供 を複数の 目で育て ることを 基本にし ており、 今後と も子供たち
がスポー ツ少年団 の指導 者と学校 、保護者 、地域が 連携して 充実した 活動を 行えるよう
取り組んでまいりたいというふうに考えております。
次に、スポーツ少年団指導者の育成と研修についての市の関与についてでありますが、
スポーツ 少年団指 導者の 資格は秋 田県スポ ーツ少年 団が実施 する「ス ポーツ 少年団指導
者を育成 する認定 員養成 講習会」 の受講が 必須条件 となって おり、ス ポーツ 少年団の理
念や指導 者の役割 など１ １項目の 講義のほ か、検定 試験に合 格して付 与され るものであ
ります。今年度、大仙市管内では、１２３名が新規認定員となっております。
また、 指導者の 資質向 上と団活 動の充実 を目的と した「秋 田県スポ ーツ少 年団認定員
等再研修会」につきましても、大仙市管内で今年度１２名の指導者が受講しております。
大仙市ス ポーツ少 年団本 部では、 指導者の 資質向上 と団活動 の健全化 を図る ことを目的
とした「 大仙市ス ポーツ 少年団指 導者等研 修会」を 実施して おり、平 成２４ 年１２月１
日に仙北 ふれあい 文化セ ンターを 会場に開 催し、２ ５９名の 指導者及 び保護 者が参加し
ております。
さらに は、平成 ２４年 度から施 行された 「秋田県 スポーツ 少年団指 導者倫 理規程」の
遵守や昨 今の運動 部顧問 による部 員への体 罰事案等 の問題を 受け、「 大仙市 スポーツ少
年団不祥 事等防止 検討会 」を１月 に立ち上 げ、体罰 行為等の 根絶に取 り組ん でいるとこ
ろであります。
あわせ て、平成 ２５年 度からは 、長期に わたり指 導に当た る認定員 に対し ましては、
常に新た な感覚を 維持し ていく内 容を盛り 込んだ「 再研修」 の受講を 義務付 ける大仙市
独自のル ールを導 入し、 指導者の 資質の向 上、適切 な団活動 の運営に 努める よう支援し
てまいります。
以上であります。
【三浦教育長
○議長（鎌田

正）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）
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○議長（鎌田

正）

○６番 （杉沢千 恵子）

はい、６番。
要望で す。今お 伺いした ところ、 ９６団８ ９１の指 導者という、

もうとて つもない 数の中 で子供た ちが見守 られて育 成されて いるとい うこと に、まず敬
意を表したいなって思いました。
また、教育長は複数の目で子供たちを育てるんだというそういうお話されましたので、
私もその とおりだ と思い ます。そ ういうも のが根幹 にあって 子供たち は育っ ていくわけ
ですけれども、子供たちは学校で見せる顔と、それからスポ少に行ったときに見せる顔、
同じ顔の 子もいま すし、 まるっき り違う顔 の子もい るわけで す。この 時期、 子供たちは
一番揺れ るときな ので、 心ってい うんです か、精神 が培われ る時期で もあり ますし、と
ても大事 なときな ので、 できれば その一番 私が要望 したいの は、スポ ーツ少 年団のとこ
ろと、そ れから学 校の連 携、かか わり方、 ここを深 めていら っしゃる かもし れませんけ
れども、 さらに深 めてい ただき、 子供たち の表情が しっかり 捉えられ るよう な状況にし
ていただければ有り難いなと思いまして要望して終わります。
○議長（鎌田

正）

○６番 （杉沢千 恵子）

次に、４番の項目について質問を許します。
次に、 市の福祉 行政と社 会福祉協 議会との 連携検討 会の設置につ

いてお伺いします。
「社協 」の略称 で知ら れており ます社会 福祉協議 会は、私 たちの身 近な地 域で高齢者
や障がい 者の住宅 サービ スを支援 するため に訪問介 護や配食 サービス をはじ め様々な福
祉サービ スを行っ ている ほか、多 様な福祉 ニーズに 応えるた め創意工 夫を凝 らした独自
の事業に取り組んでおります。
また、 ボランテ ィア団 体と協力 して活動 を推進し たり、小 ・中学校 、高校 における福
祉教育の支援などを行い、地域の福祉活動の拠点としての役割を果たしております。
当市で は、社協 に対し て人件費 として８ ，３００ 万円余り を拠出し ており ますが、そ
の割にい ま一つ市 の福祉 行政との 役割分担 が明確で なかった り、政策 の整合 性がとられ
ていないように感じられます。
福祉行 政は市役 所の中 でも市民 にとても 身近な分 野であり ますが、 市が実 施している
事業内容 を見てい ると、 本来、社 会福祉協 議会が主 体となっ て行うべ き、あ るいは行っ
た方がい いと思わ れるも のが多々 あります 。私は、 行政は法 令に則り 、市の 事業計画を
市民の立 場に立っ て心を 込めて実 施する機 関である と考えて おり、実 施にあ たっては高
い平等性 や中立性 が求め られるが ゆえに煩 雑な事務 手続きが 多く、事 務に振 り回されて
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いるよう な感じが します 。事務に 負われる あまり、 福祉の突 っ込んだ 内容に ついて勉強
する暇もないようにも見受けられます。
一方、 行政より も比較 的制約が 少なく、 能動的に 動けるは ずの社協 は、少 々受身的な
対応で終 わってし まって いるよう に見える 場合もあ り、もっ と自分た ちから 住民の中へ
入っていくことができないものかと思っております。
社協は、福祉政策の最前線に立ち、住民の声を受け止め、行政機関よりもスピーデ
ィーに行 動するこ とがで きる組織 であると 考えます 。社協が 地域の人 々が住 み慣れたま
ちで安心 して生活 するこ とのでき る福祉の まちづく りの実現 を目指し ている 団体として
位置付け られてい ること を考えれ ば、行政 ともっと 連携し、 スピーデ ィーな 対応で安全
・安心なまちづくりの一端を担ってほしいと思うのであります。
災害時 において も、普 段から市 と社協と の連携が 図られて いれば、 ひとり 暮らし高齢
者の把握 も容易に でき、 避難時に ひとり暮 らし高齢 者のご家 族への連 絡など がスムーズ
に進むと 思います し、指 揮命令系 統が一本 化されて いれば必 要な支援 活動が 重複するこ
となく行き渡るのではないかと考えます。
そこで 提案です が、市 街地再開 発事業に 伴う社協 の移転を 契機とし て、市 の福祉行政
と社協の 事業のす り合わ せを行い 、市民の 安全・安 心な暮ら しに役立 つ福祉 サービスが
提供でき るよう、 まず事 業の構成 や組み立 て方を、 福祉とい う大きな 観点か らいま一度
体系化し 、それぞ れの特 性を活か し、効率 のよい施 策を展開 していく ための 研究を行う
連携検討 委員会的 な場を 創設して はいかが と思いま すが、市 長の見解 をお伺 いします。
○議長（鎌田

正）

４番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長（栗林次美）

登壇】

連携検討委員会の設置についてお答えいたします。

少子高 齢化社会 の急速 な進展に 伴い、家 族や地域 の結びつ きが薄れ ていく 中で、高齢
者をはじ めとする 要援護 者が住み 慣れた地 域で安心 して暮ら し続ける ことが できる社会
を地域全体で構築していくことが福祉行政の大きな課題となっております。
市では 、これま で高齢 者の生活 を支援す る事業と して配食 サービス 事業や ふれあい安
心電話な ど数多く の事業 を社会福 祉協議会 に委託し 、相互信 頼のもと で高齢 者施策を進
めてきた ところで あり、 また、今 日的な課 題である 高齢者世 帯の見守 り支援 や災害時の
安否確認 につきま しても 、要援護 者情報を 共有しな がら取り 組んでお り、地 域に密着し
た柔軟な 地域福祉 活動を 展開する 社会福祉 協議会の 役割は、 誠に大き なもの があると認
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識しているところであります。
地域福 祉活動は 、公的 サービス に加え、 地域住民 の助け合 い活動な どを織 り交ぜなが
ら重層的 なサービ スを提 供するこ とで要援 護者の日 常課題に 応えてい くこと から、市の
役割が重 なって見 えたり 、また、 社会福祉 協議会の 活動が要 援護者を 対象と しているこ
とから、 元気で生 活して いる人に とっては 理解や関 心が薄く 、遠い存 在とし て受け止め
られる面も確かにあろうかと思います。
しかし 、高齢者 等の冬 期間の生 活を支え ている除 雪ボラン ティア「 大仙雪 まる隊」の
活動や東 日本大震 災での 被災地支 援活動で は、市民 ボランテ ィアをま とめる 主導的な役
割を果たすなど、地域社会や被災地の復興支援に大きく貢献しており、多くの市民の
方々から 賞賛の声 が届い ており、 社会福祉 協議会の 存在が市 民に浸透 する大 きな機会と
なっているものと受け止めております。
また、 一昨年、 社会福 祉協議会 は合併後 の体制を 見直すと ともに将 来の事 業展開を見
据え、市 の福祉担 当職員 とのプロ ジェクト チームに より、本 所・支所 の組織 再編や人員
体制の見 直しなど 自主改 革を実行 し、現在 は自主事 業の比重 を高め、 積極的 に地域住民
と接する事業を展開する方向に変わってきているところであります。
市とい たしまし ては、 これまで も社会福 祉の構築 に向け、 社会福祉 協議会 に派遣して
いる事務 局長はじ め幹部 との協議 を進めて きました が、今後 も引き続 き協議 を重ねて効
率的な施策の実現に努めてまいりたいと思います。
【栗林市長
○議長（鎌田

正）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○６番 （杉沢千 恵子）

はい、６番。
社協と いうと、 何か高齢 者の福祉 っていう 感が拭い きれません。

今の市か ら派遣さ れてい る方は、 一生懸命 その地域 社会の中 で小・中 学校の 福祉教育だ
とか、ま たボラン ティア の方々を 育成しよ うと努力 していま すけれど も、な かなかそこ
の思いと 現実は少 しずつ 進んでい るように は見えま すけれど も、周り から見 るとまだま
だ高齢者 のための 福祉と いう気が しますの で、やは りもう少 しこの幅 広く、 ゼロ歳から
墓場まで の人たち を受け 持つ社協 だという ことを、 これから 私も含め てです けれども地
域への啓 発という んです か、知ら しめてい く、そう いう作業 をともど もに行 っていきた
いと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。
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答弁はいりません。
○議長（鎌田

正）

これにて６番杉沢千恵子さんの質問を終わります。
【６番

○議長（鎌田

正）

杉沢千恵子議員

降壇】

次に、２番佐藤文子さん。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

はい、２番。
【２番

○議長（鎌田

正）

○２番 （佐藤文 子）

佐藤文子議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
日 本共産 党の佐藤 文子です 。今定例 会最後の 一般質問 者として質問

させていただきます。
先の総 選挙で圧 勝し、 ３年ぶり に政権に ついた自 民党・公 明党と安 倍内閣 であります
が、その経済対策、外交政策、原発問題という政治の根本問題への対応におきましては、
以前にも まして財 界中心 、アメリ カ言いな りという 感が強ま っており ます。 ＴＰＰ参加
交渉、原 発再稼働 、米軍 基地の辺 野古移設 方針とオ スプレイ の訓練、 加えて 憲法９条改
変への動 きなど、 安倍内 閣と国民 との矛盾 は広がり 、またそ の危険性 にアジ アなどから
の懸念も出されているところであります。
日本共 産党は、 日本経 済のデフ レからの 脱却のた めには、 何よりも 働く人 々の所得を
上げる政 策が必要 で、そ して消費 税増税を 中止する こと、ま た、ＴＰ Ｐ参加 阻止、原発
即時ゼロ 、基地の ない日 本、憲法 ９条を守 るために 今後も皆 さんと連 帯して 頑張ってい
きたいと思います。
それでは通告に従い、質問させていただきます。
はじめに、灯油購入助成事業の緊急実施についてご要望を申し上げます。
過去最 高に迫る 豪雪と たびたび 発令され る低温注 意報など 、今冬は 例年に ない寒さが
続いてお ります。 こうし た中で灯 油、ガソ リン、重 油、軽油 などの燃 油価格 が高騰を続
け、暮らしは肉体的にも精神的にも、そして経済的にも限界になってきております。
とりわ け日々の 必需品 でありま す灯油価 格は、１ リットル 当たり９ ７．７ 円、今は既
に１００ 円を超え ており ますが、 高価格と なり、平 成１９年 度に大仙 市が実 施した灯油
購入助成事業のときの灯油価格をはるかに超えている状態であります。
１９年 度実施の 灯油購 入助成事 業は、市 民から大 変喜ばれ たもので ありま すが、当時
と比較し 、市民生 活は後 期高齢者 医療制度 や物価ス ライドに よる年金 受給額 の減少、豪
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雪による雪下ろし費用の積み増しなど、一層厳しさを強いられております。
そこで 、今冬に おいて 灯油購入 費助成事 業や、ま た、農業 用ハウス 燃料助 成を、緊急
的ではありますが実施する考えはないか要望するものであります。
○議長（鎌田

正）

１番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長（栗林次美）

登壇】

佐藤文子議員の質問にお答え申し上げます。

はじめ に、灯油 購入助 成事業に つきまし ては、灯 油価格の 急激な高 騰は市 民生活に与
える影響が大きく、特に低所得の高齢者世帯にとっては家計への負担が大きくのしか
かってくるだけに、灯油価格の動向が懸念されるところであります。
今冬は 灯油の需 要期に おいて例 年以上に 寒さの厳 しい日が 続いたこ とから 、灯油価格
も配達価格１リットル当たり、１２月の９６．４円、１月の１０２．２円、２月の
１０３． ５円と３ カ月連 続で上昇 し、３月 は据え置 きとなっ ており、 上昇幅 は７．１円
であります。
過去に おいて灯 油購入 助成事業 を実施し た平成１ ９年度は 、灯油の 平均価 格が配達価
格１リッ トル当た り９８ ．４円で あったこ とから、 現在の灯 油価格は 当時を 上回ってお
りますが 、助成事 業を実 施した背 景には、 当時の灯 油価格が 前年同期 と比較 し１リット
ル当たり ７６円か ら９８ 円と平均 ３０％の 急激な価 格の高騰 を示し、 市民生 活に大きな
影響を及 ぼすこと が確実 な状況で あると判 断したこ とから、 年明け１ 月から 年度末まで
の３カ月間にわたり事業を実施したものであります。
今冬は 、確かに 灯油価 格では当 時を上回 っており ますが、 前年同期 の平均 価格と比較
すると上 昇率で８ ．１％ 、額にし て７．６ 円と穏や かな上昇 で推移し ている ことから、
各家庭では冬期間の燃料費の出費への対応ができていると考えております。
また、 残り１カ 月で春 を迎える ことで灯 油価格も 落ち着い てくるも のと予 想されるこ
とから、現時点での灯油購入費助成事業の実施は考えておりません。
次に、農業用ハウスにつきましては、灯油や重油価格の上昇により生産コストが嵩み、
農業経営への影響が懸念されるところであります。
国では 平成２４ 年度補 正予算に おいて、 燃油価格 高騰緊急 対策とし て、施 設園芸分野
における 省エネ型 経営構 造への転 換を図る ため、ヒ ートポン プや木質 バイオ マス利用加
温設備、 被覆や循 環扇等 の省エネ 設備のリ ース方式 による導 入に対す る補助 を実施する
こととしております。
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また、 農家と国 の拠出 により、 燃油価格 が一定基 準以上に 上昇した 場合に 補填金を交
付するた めのセー フティ ーネット の構築を 支援する としてお りますが 、本対 策の詳細に
ついては まだ明ら かにな っており ませんの で、情報 が入り次 第、関係 農家に 周知してま
いりたいと思います。
また、 生産資材 の上昇 という観 点からは 、ＪＡと も協議を しながら 何らか の市として
の対応を 考えなけ ればな らない時 期が来る ことも予 想されま すので、 ＪＡと は常に連携
を取っておきたいと思っています。
【栗林市長
○議長（鎌田

正）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○２番（佐藤文子）

はい、２番。
家庭での灯油購入費助成事業は、今冬はやらないというふうなこと、

そしても う一点、 農業用 ハウス燃 料等含め 、農家へ の支援策 は今後、 形とな って何か現
われると いうふう なご答 弁であり ました。 灯油購入 費の上昇 幅が過去 の１９ 年度は３０
円以上も あったと いうふ うなこと で、非常 に上昇幅 が高いこ とから実 施した んだという
ふうなこ となわけ であり ますけれ ども、そ の後、結 局７０円 なんてい うのは はるか昔の
話であり まして、 ずっと ９０円台 を通って きて、現 在そして １００円 を超え ているとい
うふうな ことで、 この間 のずっと この高い 灯油代も 長く続け ば慣れて しまう というふう
な感はあ るかもし れませ んけれど も、しか し、低所 得者世帯 にとって は大変 やっぱりこ
の出費は 厳しいと いうふ うなもの であり、 また、４ 月までの 寒さの時 期もあ と１カ月と
いうふう なわけで ありま すので、 この短期 間の灯油 の助成と いうふう なもの は、十分可
能なので はないか という ふうなこ とで、横 手市では 県内ただ １市だけ ですが 実施すると
いうふうなことで、２月２５日に決定いたしまして、３月の中旬からの支給で、利用で、
４月末ま での利用 という ふうなこ とで実施 をするよ うであり ます。横 手市を 真似ろとい
うわけで はありま せんが 、是非こ ういうい いものは 真似てい ただけれ ば有り 難いなと思
いまして 、期間と しては わずか１ カ月程度 というふ うなこと になろう かと思 いますが、
是非その辺、ご検討願えればというふうなことをもう一度お願いいたします。
○議長（鎌田

正）

○市長 （栗林次 美）

再質問に対する答弁願います。栗林市長。
一 定のや っぱり理 由、ある いはそう いうもの ははっき りしないと、

なかなか こういう 問題に も踏み切 れないと いうこと でありま す。他市 は他市 としての判
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断だと思 いますの で、そ れはそれ として参 考にはさ せていた だきます けれど も、大仙市
としては 現状では 今、状 況が大き く変わら ない限り 対応しな いという ふうに 判断させて
いただい ておりま す。理 屈を言う ときりが なくなり ますので 、それ以 上のこ とは申しま
せん。
○議長（鎌田

正）

再々質問ありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○２番 （佐藤文 子）

次に、２番の項目についての質問を許します。
２ 番目に 、高齢者 世帯の除 排雪、雪 下ろし支 援につい てお願いいた

します。
まず、 急速な高 齢化の 進展と高 齢者世帯 の増加の もとで、 高齢者が 住み慣 れた我が家
で安全・安心で当たり前の生活を営むための交通対策と冬期対策は、現在と将来にわ
たって行 政の最重 要課題 だと考え ています 。豪雪の 今冬は、 そのこと がなお ひしひしと
感じられるところであります。
雪の積 もらない 家屋と 屋敷、庭 がかなえ られれば それに越 したこと はあり ませんが、
高齢者に とっては 新築や リフォー ムが難し いことも あること から、雪 下ろし や除雪の負
担をなく すこと、 軽減す ることへ の工夫を 英知を結 集して編 み出して いかな ければなら
ないと考 えていま す。除 雪や雪下 ろし中に 事故に遭 うほとん どが高齢 者であ ることから
も、実効ある支援体制の構築が急がれるところです。
この点 で私は平 成２３ 年度第１ 回定例会 で一般質 問したと ころであ りまし た。答弁で
は、今後 ますます 高齢者 世帯が増 加するこ とに鑑み ますと、 地域の見 守りや 声かけが重
要となり ますし、 空き家 等も含め 市全体の 視点から の除排雪 体制の再 構築も 必要かと考
えておりますので、来季に向けて総合的に検討してまいりたいというものでありました。
その後示された平成２４年度から平成２６年度にわたる３年間の「大仙市高齢者プ
ラン」で は、新規 に高齢 者等家屋 除排雪等 支援事業 として、 民間事業 者やボ ランティア
団体の整 備と作業 職員や 作業道具 を配備し 、緊急時 に対応で きる体制 整備の 強化を挙げ
ております。
そこで 伺います 。これ らの新規 事業の進 捗状況と 現状の課 題、さら に高齢 者世帯の除
排雪支援の今後の対策についての考えを聞かせていただきたいと思います。
２つ目 には、高 齢者世 帯への雪 下ろし支 援体制を 急いで確 立すべき と考え ますが、そ
の点で雪 下ろしは 危険な 作業であ り、専門 の知識や 技術が必 要であり ます。 経験を積ん
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だ業者や 作業員に よって 行われる ことが望 ましいの です。そ れだけに 雪下ろ し費用は高
額で、低 所得者に はなか なか業者 にも頼め ない、そ こで自ら 苦労され ている わけであり
ます。
そこで 要望であ ります が、高齢 者世帯へ の雪下ろ し支援体 制確立の 一環と して、低所
得の高齢 者世帯を 対象に 、雪下ろ し費用の 助成制度 を設ける ことはで きない かを要望す
るものです。
市内で は大仙市 社会福 祉協議会 大曲支所 が大曲地 域のひと り暮らし の非課 税世帯を対
象に、年 １回５千 円を限 度として 補助して おります 。また、 花館地区 社協と 大曲地区社
協がそれ ぞれ地区 住民を 対象に補 助事業を 行ってお り、支所 の補助と の併用 が可能で、
年１回とはいえ大きな支援となっております。
高齢者 世帯の雪 下ろし 問題は全 市の課題 でありま すし、本 来市の事 業とし て全市で実
施していただきたいものでありますが、こうしたことから低所得の高齢者世帯を対象に、
雪下ろしの助成制度を市として設けることができないかどうか見解を伺います。
以上です。
○議長（鎌田

正）

２番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長（栗林次美）

登壇】

質問の高齢者世帯の除排雪についてお答え申し上げます。

はじめに、高齢者等への除排雪支援についてであります。
本市で は、昨年 度、県 の補助制 度を活用 し「くら しの安心 サポート 事業」 として除雪
機械等を 購入し、 各支所 及び市社 協に配備 いたしま した。今 シーズン は現時 点で１２１
件の利用 実績があ り、地 域の除排 雪の支援 活動に有 効に活用 していた だいて おります。
また、昨年度から臨時雇用の職員を配置して、住宅が密集している大曲地域を中心に、
緊急性のある世帯の除排雪や屋根の雪庇除去作業等を実施したところであります。
本年度 におきま しても ４名の臨 時職員を 雇用し、 高齢者等 世帯見回 りや除 排雪作業を
行ってお りますが 、２月 ２６日現 在で巡回 による調 査件数が 延べ１， ２５２ 件、除排雪
作業件数 が延べ２ ０７件 の実績と なってお り、高齢 者世帯の 除排雪支 援とし て一定の成
果を上げているものと考えております。
また、 高齢者等 除雪サ ービス事 業、いわ ゆる間口 除雪の実 施につき まして は、利用世
帯が年々 増加し、 今年度 は１月末 現在で昨 年同期を 上回る４ ２９世帯 が利用 しており、
稼働回数 は延べ１ 万２， １４１回 でありま す。さら に社会福 祉協議会 が窓口 となり組織
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されてい る「除雪 ボラン ティア雪 まる隊」 と連携を とりなが ら、高齢 者世帯 等の除排雪
支援や見守り強化を図っているところであります。
なお、 「大仙雪 まる隊 」には市 職員も隊 員登録し 、緊急対 応が必要 な場合 などは要請
に応じて 市職員が 雪まる 隊隊員と して即応 できる体 制をとっ ており、 除排雪 に関しては
市民と行 政、そし て社会 福祉協議 会、業者 などとの 協働によ る地域支 え合い の支援体制
ができて いるもの と認識 しており ますので 、今後も 継続して 取り組ん でまい りたいと思
います。
次に、 雪下ろし 費用の 助成制度 につきま しては、 現時点で 市独自の 助成制 度の創設は
考えてお りません が、高 齢者世帯 への雪下 ろし支援 体制の構 築が急務 である ことから、
行政も一 体となっ た地域 の支え合 いによる 支援体制 を念頭に 置きつつ 、業者 に対して協
力支援を 働きかけ るなど 、計画的 に、また は緊急性 がある場 合は優先 的に雪 下ろしを行
えるよう調整してまいりたいと考えております。
いずれ にいたし まして も、雪対 策につき ましては 、昨日の 茂木議員 の質問 にもお答え
しました とおり、 従来か らの雪対 策の延長 では立ち 行かなく なってき ている という強い
危機感を 感じてい ること から、将 来を見据 えた総合 的な計画 を新たに 作成し たいと考え
ており、 来年度に その課 題の検証 や中・長 期的な視 点に立っ た持続可 能な雪 対策など、
部局横断 的な体制 で検討 し、議員 がおっし ゃるこの 雪下ろし の問題に ついて も、この中
で検討してまいりたいと思っております。
【栗林市長
○議長（鎌田

正）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○２番 （佐藤文 子）

はい、２番。
雪 下ろし の費用助 成の問題 では、市 独自とし ては今の ところやる予

定はないと、やらないというふうなご答弁でありました。
間口助 成は全市 に広が って利用 者が４２ ９世帯と いうふう な方々で 、この 利用対象は
８０歳以 上とかな る高齢 世帯を対 象にして 、近所に いろいろ 支援体制 がない ような方々
を対象と してやっ ている ものなの でありま して、大 曲地域だ けではな く全市 的にこうし
た間口除雪も十分需要が高まっているようであります。
こうし た方々は 、では 雪下ろし はどうさ れている のかとい うふうな ことで は、やっぱ
り業者に 頼んでや っても らってい ると。そ の頼む資 力がない 場合には 、自分 から上がっ
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てやって いるとい うふう なのが状 況なので 、それが 秋田県内 で除雪に まつわ る死亡事故
例で高齢 者が非常 に多い というふ うなこと の問題に なってい ると思い ますの で、そうし
た事故者 を絶対生 み出さ ないとい うふうな ことで、 今じゃあ その答弁 の中で おっしゃっ
た、その 業者も含 めた支 え合い体 制による 業者の協 力支援と いうふう なもの で、今のこ
の高齢者 世帯の雪 下ろし 問題に間 に合うよ うな状況 になって いるのか どうか というふう
なことを 考えたた めに、 私はそう いった体 制が確立 されるま での間、 低所得 者への雪下
ろし費用 の助成と いうふ うなもの を検討す べきでは ないかと いうふう なこと を提案した
わけですので、その点少し、考えをお聞かせ願いたいと思います。実際に業者の方では、
大変今冬 は、もう ３週間 も４週間 も待たな ければ来 てくれな かったと いうふ うなことが
あちこち から聞か れるわ けであり まして、 それなり にその業 者の皆さ んも大 変なこの雪
下ろし作 業に負わ れて、 ものすご い疲労困 憊の状態 になって いるとい うふう なのが実態
でありま すので、 こうし た体制を 待ってて 今の高齢 者世帯増 加に十分 間にあ うのかと、
追いつい ていける のかと いうふう なことで 私はこの 助成を要 請したの であり ますので、
もう一度その点をちょっとお答えいただきたいと思います。
○議長（鎌田

正）

○市長 （栗林次 美）

再質問に対する答弁願います。栗林市長。
昨 日来言 っており ますけれ ども、私 ども今、 危機感を 持っていると

いうふう に答えて おりま す。その 中に全体 を検討し ないと、 この部分 だけや ればいいと
いう問題 じゃない という 、そうい う危機感 で今、対 応を考え ていると ころで あります。
もちろん 市職員で 、これ は一番そ ういう意 味では我 々、豪雪 の先進地 であり ますので、
他のとこ ろを見る までも なく我々 市職員で 考えてい きますけ れども、 いわゆ る協力して
いただい ている業 者団体 の皆さん 、あるい はその地 域のそう いう福祉 的な見 守りの要に
なってい る皆さん 、そう いう人た ちの意見 も十分聞 きながら 、本当に 高齢者 社会、そし
て過疎地 帯の中で 、この 雪の問題 をどうや っていく んだかと いうこと を真剣 にやってみ
たいとい うのが我 々市役 所の今の 危機意識 でありま す。です から、雪 下ろし 一つとって
みても、 もちろん 費用が なかなか 捻出しに くい人だ けの問題 ではなく て、一 定の所得が
あっても ちょっと 立て込 んだとこ ろですと 、ちょっ とした雪 下ろしを 頼むと 一日１０万
円単位で いきます 。今年 のように ３回も４ 回もやら なきゃな らないと いうこ とになりま
すと、そういったことに対してもう一回その何らかのその税の控除的なものであるとか、
あるいは その、国 がもう 少し補填 してくれ ないかと か、こう いったこ とも含 めていろい
ろ考えな がら豪雪 で苦し む我々と 同じよう な状況の ところは 全国に一 つのグ ループとし
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て自治体 で会を持 ってい ますので 、そうい う皆さん も大体ほ ぼ共通の 認識を 持っている
と思いま すので、 そうい う全体と も一緒に 動きなが ら我々こ れからの 大仙市 にとって、
こういう体制を整えなきゃならないということ、この中にも当然雪下ろしの人員の問題、
要員の問 題等も入 ってく ると思い ます。そ ういう様 々なもの を何とか その組 み立ててお
かなけれ ばならな い、そ ういう時 代、時期 に来てい るのでは ないかな という 問題認識で
取りかからせていただきます。
○議長（鎌田

正）

再々質問ありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○２番 （佐藤文 子）

はい、２番。
雪 下ろし も含めた 高齢者等 冬期対策 、大仙市 のそうし た冬期生活の

確保とい う点での 総合的 にいろい ろ体制を 構築して いくとい うふうな 立場な のだという
ふうに考 えました けれど も、雪下 ろし費用 について は質問で も申し上 げまし たように、
そして答 弁でも社 協で実 施してい る、非常 に利用も されてい るという ふうな ことなので
あります が、社協 に頼れ というふ うなこと は、社協 に頼って 、各支所 でもそ うした社協
を頼って やれとい うふう なことは 私は言え る問題で はないと いうふう なこと で、市とし
て今、き ゅうきゅ う必要 なそうし たこの除 雪費用の 、雪下ろ し費用の 要望を 申し上げた
まででし たので、 是非そ うした雪 下ろしの 費用とい う問題に も含めて 今後の 体制整備の
中で検討願いたいと思います。
以上で終わります。
○議長（鎌田

正）

これは要望ですな。

○２番（佐藤文子）

はい。

○議長（鎌田

次に、３番の項目について質問を許します。

正）

○２番 （佐藤文 子）

そ れでは 、重大な 局面を迎 えており ますＴＰ Ｐ問題に ついてお尋ね

をいたします。
安倍晋 三首相は 、２２ 日、アメ リカオバ マ大統領 との首脳 会談を行 いまし た。安倍首
相は、日 本の経済 主権を 投げ捨て 、食と農 をはじめ 日本の産 業と国民 生活の あらゆる分
野に深刻 な打撃と なるＴ ＰＰ（環 太平洋連 携協定） 交渉参加 に大きく 踏み出 す意向を示
しました 。ＴＰＰ 参加は 国論を二 分する大 問題でも あるにも かかわら ず、国 会をはじめ
国内での 国民的議 論の場 で態度を 明らかに すること なく、日 米首脳会 談とい う場所で交
渉参加に踏み出したことは許されない問題だと思います。
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安倍首 相はＴＰ Ｐにつ いて、聖 域なき関 税撤廃が 前提でな いことが 明確に なったとし
ておりま すが、発 表され たＴＰＰ に関する 日米共同 声明では 、回りく どく書 いておりま
すけれど も、その 中身は 、結局Ｔ ＰＰは全 ての物品 が交渉の 対象とさ れ、関 税と非関税
障壁の撤 廃が原則 である ことが明 記されて いるわけ でありま す。これ を聖域 なき関税撤
廃が前提でないことが明確になったなどというのは、国民を欺くものにほかなりません。
また、交渉の場で例外を主張することは認めるというような内容もありますけれども、
これは聖 域が確保 される 保証は何 もないわ けであり ます。こ んなごま かしで 国民への公
約を投げ 捨て、農 業や医 療、食の 安全をは じめ広範 な分野で 地域経済 と国民 生活に深刻
な打撃となるＴＰＰ推進は、絶対に許されないと思います。
全国で は、交渉 参加反 対の声が 農林水産 関係者、 医師、消 費者、女 性団体 、自治体関
係者など各界各層に急速に広がっております。
そこで 伺います が、ま ず栗林市 長は、こ の交渉参 加に大き く踏み出 すとい うこの重大
な局面を 迎えたＴ ＰＰ問 題と安倍 晋三首相 の一連の 対応につ いて、ど のよう な思いで見
ておられるのか伺いたいと思います。
２つ目には、国内屈指の米の生産地大仙市の市長として、この際、市民、団体の皆
さんと一 緒に、政 府と政 権政党に 対し、Ｔ ＰＰ参加 阻止の要 請行動を 一緒に 行う考えは
ないかどうかを伺いたいと思います。
以上です。
○議長（鎌田

正）

３番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長（栗林次美）

登壇】

質問のＴＰＰ問題についてお答え申し上げます。

はじめに、安倍首相の一連の対応についてでありますが、この問題については平成
２２年１ ０月の臨 時市議 会におい て、当市 議会は県 内でいち 早く「Ｔ ＰＰ締 結反対」の
決議の意 見書を可 決して おります し、また 、１２月 に開催さ れたＪＡ 秋田お ばこ主催の
「農業危 機突破生 産者大 会」でも 決議され た「ＴＰ Ｐに断固 反対する 決議」 、この集会
には市も出席しておりますので、この立場は現在も変わっておりません。
ＴＰＰ に参加し た場合 、日本の 農業をは じめとし て極めて 厳しい状 況にな ることは、
これまで の議論で 明らか であり、 特に米に 大部分を 依存する 大仙市に おいて は、その影
響は計り 知れない ものと 考えてお ります。 さらには 、日本の 食料自給 率の大 幅な低下、
耕作放棄 地の増大 、農村 環境への 悪影響、 また、医 療保険、 金融など 農業以 外の多くの
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領域への影響も避けられないと思いますし、社会制度の変更も迫られるかもわかりま
せん。国 民生活が 大変な 事態にな りかねな いという そういう 懸念を今 でも持 っておりま
す。
これま でＴＰＰ 参加に よる影響 について は、政府 として統 一した試 算の情 報等が国民
に公表さ れていな い中で 交渉に参 加するこ とは、農 業だけで はなくて 農業農 村社会、あ
るいは様々な問題について大変な不安に思っているところであります。
次に、 ＴＰＰ参 加阻止 の要請行 動の参加 について でありま すが、安 倍首相 が訪米した
ことでＴ ＰＰ参加 への動 きがます ます強く なってき ておりま すし、ア メリカ とのああい
う形での 一定の高 揚をし ている以 上、この 参加問題 について はほぼ決 着がつ けられたの
ではない か、残念 ながら そういう ふうに思 います。 参加・不 参加を決 めるの は政府であ
りますの で、政府 が参加 をすると いうこと であれば 、その中 でどう国 益を守 っていくか
というこ と、我々 はやっ ぱり真剣 に考えて いかなき ゃならな いのでは ないか なと思って
います。 国益を守 るため には、国 会におい てしっか りと議論 をしてい ただき 、的確な判
断をして いただく よう、 国会議員 に強く働 きかけて いくとい う方法を 考えて おります。
【栗林市長
○議長（鎌田

正）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○２番 （佐藤文 子）

はい、２番。
そ ういう ふうに踏 み出すと いうふう なことを 日米共同 会談で決めて

きたよう なことな わけで すけれど も、現実 問題、ま だ決着は まだこれ からで あります。
そういう ふうな意 味で、 国会での この前の 選挙に、 なんと自 民党の候 補者の 当選した議
員の６５ ％に当た る２０ ５名が公 約として 参加反対 というふ うなこと をしっ かりと掲げ
て当選さ れている わけで あります ので、い ま一度こ こで公約 を守れと いうふ うなこと、
そして安倍首相にＴＰＰ交渉参加絶対反対という立場での要請行動というふうなものは、
決してこ の決着を ついた のではな く、決着 させない ようにす るための 意義あ る行動だと
いうふう に考えま す。安 倍首相は ＴＰＰと いう、い わゆる日 本の食料 、国民 の命をつな
ぐ食料というふうなものをアメリカに明け渡し、そして医療や保険という命を明け渡す、
まさしく 日本国家 の心臓 部に当た るあの安 倍晋三さ んは、国 家主権を 投げ出 したという
ふうなこ となわけ で、こ れは絶対 許さない というこ とを諦め ずにやっ ていか なきゃいけ
ないので はないか という ふうなこ とを強く 求めたい と思いま す。栗林 市長は 、事あるご
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とにこの ＴＰＰに ついて は悪いも のだとい うふうな ことをは っきり言 明し、 行動をとっ
てきたと 思います 。そう いう意味 で、いま 一度ここ で是非そ うした行 動をご 一緒にして
いこうで はないか という ふうなこ とを申し 上げたか ったわけ でありま す。そ の後、宮城
県議会、 あるいは また、 ＪＡの万 歳中央会 会長さん 、そうい ったとこ ろでの 強い要請行
動が繰り広げられており、大変なこのＴＰＰ参加阻止のための行動は、ますます強く
なってい るわけで すので 、大仙市 としては 大いにこ うした行 動に参加 して、 このＴＰＰ
参加を阻 止すると いうふ うなこと を最後ま で貫いて いただき たいもの だと思 います。少
し答弁できるのであれば伺いますが、この辺で。
○議長（鎌田

正）

○市長 （栗林次 美）

市長、お願いします。
確 かに最 後まで反 対という 意思表示 をしてい くことが 大事だと思い

ますけれ ども、た だそれ だけでは 物事がや っぱり、 我々が抱 えている 物事は 解決してい
きませんので、私はゼロか１００かというやり方はとらないというふうにしております。
ここまで くれば、 やはり その交渉 の中でど ういう国 益を守れ るかとい うこと をきっちり
やるとい うこと意 外、私 は残され た道はな いのでは ないかと 思ってい ます。 ガット・ウ
ルグアイ ラウンド 、ＷＴ Ｏの切り 替えのと きに、私 まだ若い でしたか ら、ゼ ロ百運動や
りました けれども 、結局 何も残り ませんで した。や っぱり国 際交渉と いうの は、やっぱ
りしたた かに、や っぱり その場に そういう 状況にな ったとき にとれる ものは とるという
ことにし ていかな いと、 その後が 大変にな るんだな という、 そういう 経験を させていた
だきまし たので、 今回の ＴＰＰの 交渉につ いては、 ここまで くればあ とはゼ ロというこ
とはあり 得ないと 思いま すので、 その中で 我々の地 域社会、 農業をど うして いくかとい
うことに 、やっぱ り頭を 切り替え ていかな ければ市 長として の責任で きない のではない
かなと、そういうような腹のくくり方をして答弁させていただいています。
○議長（鎌田

正）

○２番 （佐藤文 子）

次に、４番の項目について質問を許します。
質 問の最 後に、就 学援助対 象範囲の 拡大につ いて要望 いたします。

就学援 助の対象 であり ます要保 護と準要 保護児童 生徒は、 当市にお いても 年々増加し
ております。
文部科 学省は、 平成２ ２年４月 から就学 援助の対 象範囲、 いわゆる 支給品 目にクラブ
活動費、 生徒会費 、ＰＴ Ａ会費の ３つを追 加する要 保護児童 生徒援助 費補助 金及び特別
支援教育 就学奨励 費補助 金交付要 綱の一部 改正を行 い、各都 道府県教 育委員 会教育長に
通知しておるようです。
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当市の 就学援助 支給品 目は、平 成２４年 度当初予 算説明書 によりま して、 学用品費、
通学用具 、校外活 動費、 通学費の 一部また は全部と なってお り、この ２２年 に追加され
たクラブ活動費、生徒会費、ＰＴＡ会費は含まれていないようであります。
さて、 準要保護 者は要 保護者に 準ずる程 度に困窮 している と市が認 めた者 であります
ので、その支給にあたっては要保護と格差があってはならないと思うわけでありますが、
改正要綱 に則り、 当市で も就学援 助対象範 囲にクラ ブ活動費 、生徒会 費、Ｐ ＴＡ会費を
含めるよう求めるものでありますが、見解をお聞かせ願います。
○議長（鎌田

正）

４番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長 （栗林次 美）

登壇】

質 問の就 学援助対 象範囲の 拡大につ いては、 教育委員 会から以前か

ら協議を求められておりましたので、私から答弁させていただきます。
平成２ ２年４月 １日付 け要保護 児童生徒 援助費補 助金及び 特別支援 教育就 学奨励費補
助金交付要綱の一部改正についての文部科学省の通知は、県教育委員会を通じて平成
２２年５月１７日付けで大仙市教育委員会で受けております。
この通 知では、 平成２ １年７月 ３１日の 「教育安 心社会の 実現に関 する懇 談会報告」
において 、就学援 助の対 象範囲の 拡大、こ れは生徒 会費、部 活動等

が範 囲が示され

たことか ら、要保 護児童 生徒援助 費補助対 象費目に クラブ活 動費、生 徒会費 、ＰＴＡ会
費が追加されたことに伴い、交付要綱の補助対象事業を改正するものであります。
つまり 、新学習 指導要 領におい て部活動 も学校教 育の一環 として位 置付け られたこと
や生活保 護におい て部活 動に要す る経費や 生徒会費 及びＰＴ Ａ会費も 教育扶 助の対象で
あることを踏まえた考え方であります。
この通 知を受け 、大仙 市として 準要保護 児童生徒 の３費目 を援助対 象とし た場合の試
算をするとともに、県内市町村の対応状況を把握いたしました。状況としては、平成
２２・２ ３年度当 時は、 この３費 目を援助 対象にし た県内の 市はあり ません でした。平
成２４年度は秋田市のみが生徒会費を援助対象としている状況と伺っております。
また、 準要保護 児童生 徒のこの ３費目に 対する納 入状況を 各学校に 聞き取 らさせてい
ただきま した。平 成２４ 年１０月 現在での 準要保護 児童生徒 の３費目 におけ る納入状況
としては 、対象児 童生徒 数４７９ 人におい て、未納 者が３． ５％、少 し滞る 場合を含め
ますと５．２％であります。
来年度 の準要保 護児童 生徒はお よそ５０ ９名と見 込んでお りますが 、援助 対象費目は
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学用品費 や通学用 品費、 校外活動 費、体育 実技用具 費、新入 学児童生 徒学用 品費、修学
旅行費、通学費として予算を計上しております。
議員ご 指摘のク ラブ活 動費につ きまして は、学校 によって 希望加入 制であ ることやク
ラブ・部 活動が運 動部ま たは文化 部、また その種目 ごとによ り補助事 業で規 定されてい
るところ の児童生 徒全員 が一律に 負担すべ きことと なる経費 の算定が 難しい 状況にあり
ます。
つきましては、生徒会費やＰＴＡ会費の一律に負担すべき経費におきましては、今後、
予算積算 単価や生 活保護 基準の見 直しなど も踏まえ て、実施 に向けて 検討さ せていただ
きたいと考えております。
【栗林市長
○議長（鎌田

正）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○２番 （佐藤文 子）

はい、２番。
生 徒会費 、ＰＴＡ 会費につ いては実 施に向け て検討さ せていただく

という答 弁で、部 活動に 関しては 各校それ ぞれまた 強制的に 入ってい るとこ ろ、入って
いないと ころ、い ろいろ あるわけ なのでし ばらく考 えさせて もらいた いとい うふうなこ
とであります。
一つちょっと確認をさせていただきたいと思います。
いずれ この部活 動、生 徒会費、 ＰＴＡ会 費、これ らは要保 護に対し ては生 活保護の教
育扶助と いうふう な中で 、これは 教育の一 環だとい うふうな ことで２ ２年度 に位置付け
られてい て、また 以前か ら既に支 給されて いるとい うふうな ことです ので、 現在そうす
れば要保 護に対す るこの ３品目に ついては 、確実に 教育扶助 として補 償され ているとい
うふうな ことでよ ろしい のかどう かという のが１点 と、また そうであ るなら ば、この準
要保護者 への生徒 のこの 就学援助 の内容、 支給とい うふうな ものが格 差が、 準要保護と
要保護者 への支給 内容に 格差が出 ていると いうふう なことが はっきり してい るわけであ
りますの で、そう いった 意味で生 徒会費、 ＰＴＡ会 費につい てはやる という ふうなこと
なのであ りますけ れども 、この部 活動、ク ラブ活動 も教育の 一環とし て認め る要保護へ
の教育扶 助という ふうな ことを考 えますと 、クラブ 活動も十 分やりた い部活 動がお金の
あるなし によって できな いという ようなこ とのない ような、 そうした 教育環 境を整える
という立 場の行政 の財政 支援とい うふうな ものが必 要かと思 いますの で、是 非そういう
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３品目を 是非実現 の方向 で検討し てもらい たいと思 いますの で、その ２点も う一度伺い
ます。
○議長（鎌田

正）

○市長 （栗林次 美）

栗林市長。
で すから そういう ことも含 めて、３ つ一遍に するのは なかなか難し

くて、ま ずできる ものは きちっと やって、 その部活 動につい てはやっ ぱりこ うばらばら
でしょう 。みんな わかっ ているわ けですよ 。それが 例えば千 円とか千 円って 決まってい
ればいい んですけ ども、 そういう 状況でな いのわか っていま すので、 そうい う含みを含
めて答弁申し上げたんですけれども、ご理解いただけなかったんでしょうか。
○議長（鎌田

正）

再々質問。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○２番（佐藤文子）

はい、２番。
おっしゃることはご理解させていただいております。

ただで すね、い ろいろ この国の 示す要保 護の就学 援助の基 準という ふうな ものが、そ
れぞれの 項目にあ りまし て、きっ ちりと試 算しよう ものなら すぐにで きるも のなんです
ね。そし てその支 給金額 だとか支 給品目と いうふう なものが 、市がい ってそ うした国の
基準を参 酌しなが ら市が 決めると いうふう なことな のであり ますので 、そう いった意味
で若干私 の方で計 算して みますと 、この３ 品目合わ せて、全 てにこの ３品目 を要保護児
童生徒に この支給 すると しても、 １，０２ ６万円追 加すれば 、小・中 合わせ てですよ、
合わせて １，０２ ６万追 加すれば 可能だと 。現在の 予算が２ ，３００ 万程度 の予算であ
りますの で、そう いうこ とからい うと、市 の予算か ら考えれ ば十分こ れは子 供たちの就
学をきっ ちり保証 すると いうふう なことか ら十分財 政的にも 十分可能 だなと いうふうな
ことを申し上げたいと思います。
いずれ 答弁にあ りまし たＰＴＡ 会費、生 徒会費に ついては 検討する という ふうなこと
で、この 基準金額 なども もう既に 示されて いるとこ ろでもあ りますの で、割 と早く積算
もできよ うかと思 います が、いず れいつ頃 を目指し て実施し ようとい うこと を考えられ
ているの か、その 辺もし 答えられ るようで ありまし たら最後 にお聞き して質 問を終わり
たいと思います。
○議長 （鎌田

正）

栗 林市長 、かなり 前向きな 答弁だっ たけれど も、もう 一度お願いし

○市長 （栗林次 美）

先 程来答 弁してい るつもり なんです けれども 、単にそ の予算、金額

ます。
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の問題だ けで私は ないと 思って、 そのよう に答弁し ているん ですけれ ども、 これはこう
いう文科 省でこう いう整 理をして 、こうい う通達・ 通知が来 ている。 ですけ れども実際
は、どう もどこか で止ま っちゃっ てたので はないか なという ふうに私 は認識 しておりま
す。です から県内 の市町 村の対応 する動き というの は、ほと んどない 状況で あります。
ですから 、おそら く秋田 市が一定 の突破口 を切って くれてお りますの で、で きればこう
いう問題 について はそれ ぞれその はじき出 す金額は そんな大 きい金額 でない とすれば、
できれば 秋田県の 子供た ち、準要 の子供た ちのとこ ろまで一 定の基準 、部活 動費につい
ては一定 の基準で かもわ かりませ ん。そう いうやり 方でもい いですけ れども 、少なくて
も 大 体 同 じ 時 期 に こ こ ま で は 、 秋 田 県 で 育 つ 残 念 な が ら 準 要 の 子 供 た ち に つ い て は、
やっぱりそういうふうに足並みをそろえていくべきではないかなという認識をずっと
持ってい ました。 なかな か進まな いので、 教育委員 会の方か らきっち り調べ ていただい
ておりましたので、またこれ予算の方にははっきり出てませんけれども、何とかしたい、
しなきゃならないのではないかなというような形でまとめたつもりであります。
いずれ 部活動の 関係に ついても 、例えば そのどっ か平均的 なところ とか、 あるいはそ
ういうと ころに線 を置く というの も一つの 方法だと 思います けれども 、でき ればこれは
秋田県全 体の子供 たちに 対して恩 恵が被る ような制 度になれ ばいいな と思っ ています。
○議長（鎌田

正）

これにて２番佐藤文子さんの質問を終わります。
【２番

○議長（鎌田

正）

佐藤文子議員

降壇】

以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれをもって散会し、明日、本会議第４日を定刻に開議いたします。
ご苦労様でございました。
午後

２時３１分

散
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会

