平成２５年第１回大仙市議会定例会会議録第４号

平成２５年３月７日（木曜日）

議

事

日

程

第

４

号
平成２５年３月７日（木曜日）午前１０時開議

第

１

報告第

１号

専決 処分報告 について （平成２ ４年度大 仙市一般 会計補正予算
（第９号））

第

２

議案第 １１号

（質疑・委員会付託）

大仙 市議会政 務調査費 の交付に 関する条 例の一部 を改正する条
例の制定について

第

３

議案第 １２号

大仙 市職員等 の旅費に 関する条 例の一部 を改正す る条例の制定
について

第

４

議案第 １３号

（質疑・委員会付託）

（質疑・委員会付託）

大仙 市特別職 の職員で 非常勤の ものの報 酬、費用 弁償等に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について
（質疑・委員会付託）

第

５

議案第 １４号

大仙 市災害見 舞金支給 条例の一 部を改正 する条例 の制定につい
て

第

６

議案第 １５号

（ 質疑・委 員会付託 ）

大仙 市協和環 境保全基 金条例の 一部を改 正する条 例の制定につ
いて

第

７

議案第 １６号

（ 質疑・委 員会付託 ）

大仙 市農業集 落排水施 設の設置 及び管理 に関する 条例の一部を
改正する条例の制定について

第

８

議案第 １７号

（質疑・委員会付託）

大仙 市特別職 の職員で 非常勤の ものの報 酬、費用 弁償等に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について
（質疑・委員会付託）

第

９

議案第 １８号

大仙 市特別職 の職員で 非常勤の ものの報 酬、費用 弁償等に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について
（質疑・委員会付託）
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第１０

議案第 １９号

大仙 市特別職 の職員で 非常勤の ものの報 酬、費用 弁償等に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について
（質疑・委員会付託）

第１１

議案第 ２０号

大仙 市児童館 及び児童 センター に関する 条例の一 部を改正する
条例の制定について

第１２

議案第 ２１号

大仙 市道路占 用料徴収 条例の一 部を改正 する条例 の制定につい
て

第１３

議案第 ２２号

（ 質疑・委 員会付託 ）

大仙 市長期優 良住宅建 築等計画 認定等手 数料条例 の一部を改正
する条例の制定について

第１４

議案第 ２３号

（質疑・委員会付託）

（質疑・委員会付託）

大仙 市簡易水 道事業の 設置に関 する条例 の一部を 改正する条例
の制定について

（質疑・委員会付託）

第１５

議案第 ２４号

大仙 市地域雇 用基金条 例の制定 について （質疑・ 委員会付託）

第１６

議案第 ２５号

大仙 市音楽交 流館条例 の制定に ついて

第１７

議案第２６号

大仙市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について

（質疑・ 委員会付託）

（質疑・委員会付託）
第１８

議案第 ２７号

大仙 市地域ふ れあいセ ンター条 例を廃止 する条例 の制定につい
て

第１９

議案第２８号

（ 質疑・委 員会付託 ）

大仙市過疎地域自立促進計画の変更について
（質疑・委員会付託）

第２０

議案第 ２９号

大曲 仙北広域 市町村圏 組合の共 同処理す る事務の 変更及び大曲
仙北広域市町村圏組合規約の一部変更について
（質疑・委員会付託）

第２１

議案第 ３０号

大曲 仙北広域 市町村圏 組合の共 同処理す る事務の 変更に伴う財
産処分について

第２２

議案第 ３１号

（質疑・委員会付託）

秋田 県後期高 齢者医療 広域連合 規約の一 部変更の 訂正について
（質疑・委員会付託）

第２３

議案第 ３２号

市道 の路線の 認定及び 廃止につ いて

第２４

議案第 ３３号

平成 ２４年度 大仙市老 人デイサ ービス事 業特別会 計への繰入額
の変更について
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（質疑・ 委員会付託）

（質疑・委員会付託）

第２５

議案第 ３４号

平成 ２５年度 大仙市簡 易水道事 業特別会 計への繰 入れについて
（質疑・委員会付託）

第２６

議案第 ３５号

平成 ２５年度 大仙市公 共下水道 事業特別 会計への 繰入れについ
て

第２７

議案第 ３６号

（ 質疑・委 員会付託 ）

平成 ２５年度 大仙市特 定環境保 全公共下 水道事業 特別会計への
繰入れについて

第２８

議案第 ３７号

平成 ２５年度 大仙市特 定地域生 活排水処 理事業特 別会計への繰
入れについて

第２９

議案第 ３８号

（質疑・委員会付託）

平成 ２５年度 大仙市農 業集落排 水事業特 別会計へ の繰入れにつ
いて

第３０

議案第 ３９号

（ 質疑・委 員会付託 ）

平成 ２５年度 大仙市老 人デイサ ービス事 業特別会 計への繰入れ
について

第３１

議案第 ４０号

（質疑・委員会付託）

（質疑・委員会付託）

平成 ２５年度 大仙市ス キー場事 業特別会 計への繰 入れについて
（質疑・委員会付託）

第３２

議案第４１号

平成２４年度大仙市一般会計補正予算（第１０号）
（質疑・委員会付託）

第３３

議案第 ４２号

平成 ２４年度 大仙市国 民健康保 険事業特 別会計補 正予算（第３
号）

第３４

議案第 ４３号

（ 質疑・委 員会付託 ）

平成 ２４年度 大仙市土 地区画整 理事業特 別会計補 正予算（第２
号）

第３５

議案第 ４４号

（ 質疑・委 員会付託 ）

平成 ２４年度 大仙市学 校給食事 業特別会 計補正予 算（第４号）
（質疑・委員会付託）

第３６

議案第４５号

平成２４年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第１号）
（質疑・委員会付託）

第３７

議案第 ４６号

平成 ２４年度 大仙市簡 易水道事 業特別会 計補正予 算（第４号）
（質疑・委員会付託）

第３８

議案第４７号

平成２４年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第２
号）

第３９

議案第 ４８号

（ 質疑・委 員会付託 ）

平成 ２４年度 大仙市特 定環境保 全公共下 水道事業 特別会計補正
予算（第１号）
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（質疑・委員会付託）

第４０

議案第 ４９号

平成 ２４年度 大仙市農 業集落排 水事業特 別会計補 正予算（第３
号）

第４１

議案第５０号

（ 質疑・委 員会付託 ）

平成２４年度大仙市老人デイサービス事業特別会計補正予算
（第１号）

第４２

議案第５１号

（質疑・委員会付託）

平成２４年度大仙市上水道事業会計補正予算（第３号）
（質疑・委員会付託）

第４３

議案第 ５２号

平成 ２５年度 大仙市一 般会計予 算

（質疑・ 委員会付託）

第４４

議案第５３号

平成２５年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４５

議案第５４号

平成２５年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４６

議案第５５号

平成２５年度大仙市土地区画整理事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４７

議案第５６号

平成２５年度大仙市学校給食事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４８

議案第５７号

平成２５年度大仙市奨学資金特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４９

議案第５８号

平成２５年度大仙市簡易水道事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５０

議案第５９号

平成２５年度大仙市公共下水道事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５１

議案第 ６０号

平成 ２５年度 大仙市特 定環境保 全公共下 水道事業 特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５２

議案第６１号

平成２５年度大仙市特定地域生活排水処理事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５３

議案第６２号

平成２５年度大仙市農業集落排水事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５４

議案第６３号

平成２５年度大仙市老人デイサービス事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）
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第５５

議案第６４号

平成２５年度大仙市スキー場事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５６

議案第６５号

平成２５年度大仙市内小友財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５７

議案第６６号

平成２５年度大仙市大川西根財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５８

議案第６７号

平成２５年度大仙市荒川財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５９

議案第６８号

平成２５年度大仙市峰吉川財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第６０

議案第６９号

平成２５年度大仙市船岡財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第６１

議案第７０号

平成２５年度大仙市淀川財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第６２

議案第 ７１号

平成 ２５年度 市立大曲 病院事業 会計予算 （質疑・ 委員会付託）

第６３

議案第 ７２号

平成 ２５年度 大仙市上 水道事業 会計予算 （質疑・ 委員会付託）

第６４

陳情第 ５８号

最低 賃金の大 幅引き上 げと、中 小零細企 業の支援 の拡充を求め

第６５

陳情第 ５９号

ることについて

（委員会付託）

鍛冶 町地内の 消雪施設 の改修に ついて

（ 委員会付託）

出席議員（２７人）
１番

藤

田

君

雄

２番

佐

藤

文

子

３番

後

藤

健

４番

佐

藤

隆

盛

５番

藤

井

春

雄

６番

杉

沢

千恵子

７番

茂

木

隆

８番

小

山

緑

郎

９番

小

松

栄

１０番

冨

岡

喜

芳

１１番

佐

藤

清

吉

１２番

石

塚

１４番

大

野

忠

夫

１５番

渡

邊

秀

俊

１６番

高

橋

敏

英

１７番

児

玉

裕

一

１８番

佐

藤

芳

雄

１９番

大

山

利

吉

２１番

高

橋

幸

晴

２２番

本

間

輝

男

２５番

橋

村

誠

２８番

千

葉

健

２０番
２３番

橋

本

五

郎

２４番

２６番

佐

藤

孝

次

２７番

武

田
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隆

治
柏

２９番

竹

原

弘

治

谷

道

男

３０番

鎌

田

正

欠席議員（１人）
１３番

金

遅刻議員（０人）
早退議員（０人）

説明のため出席した者
市

長

栗

林

次

美

副

市

長

久

米

正

雄

長

老

松

博

行

教

育

長

三

浦

憲

一

代表監査委員

福

原

堅

悦

総

務

部

長

元

吉

峯

夫

企

小

松

辰

巳

市

民

部

長

山

谷

勝

志

昭

農林商工部長

高

橋

豊

幸

松

春

一

副

市

画

部

長

健康福祉部長

佐々木

建

長

田

口

隆

志

上下水道部長

小

病 院 事 務 長

伊

藤

和

保

教育指導部長

小笠原

生涯学習部長

佐

藤

裕

康

総

長

伊

藤

義

之

長

竹

内

徳

幸

査

田

口

美和子

設

部

務

課

晃

議会事務局職員出席者
局

長

佐々木

誠

治

次

主

幹

堀

江

孝

明

主

主

査

佐

藤

和

人

午前１０時００分
○議長（鎌田

正）

開

席

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）

それでは、議事に入ります。

本日の議事は、議事日程第４号をもって進めます。
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主

○議長 （鎌田

正）

日 程第１ 、報告第 １号から 日程第４ ２、議案 第５１号 までの４２件

を一括して議題といたします。
これより質疑に入りますが、通告はありません。質疑はありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（鎌田

正）

質疑なしと認めます。

ただい ま議題と なって おります 報告第１ 号から議 案第５１ 号までの ４２件 は、議案付
託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

○議長 （鎌田

正）

次 に、日 程第４３ 、議案第 ５２号か ら日程第 ６３、議 案第７２号ま

での２１件を一括して議題といたします。
質疑の 通告があ ります ので、順 次質疑を 許します 。最初の 発言は１ ３番金 谷道男君で
あります が、欠席 により 、ただい ま議場に おりませ んので、 会議規則 第５１ 条第４項の
規定により、通告の効力は失われました。よって、発言はできません。
予算質疑を続けます。
次に、１７番児玉裕一君。
（「議長」と呼ぶ者あり）
○議長（鎌田

正）

はい、１７番。
【１７番

○議長（鎌田

正）

○１７ 番（児玉 裕一）

児玉裕一議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質疑を許します。
おはよ うござい ます。だ いせんの 会の児玉 でござい ます。一般質

問は４年 ぶり以上 の質問 でありま して、特 に予算質 疑は初め ての状況 であり ますので、
詩を忘れ たカナリ ヤとあ りますけ れども、 質問を忘 れたカラ スのよう なもん ですので、
皆さん方の当局の説明をよろしくお願いいたしたいと思います。
それでは、通告に従いまして質問させていただきます。
９款１項５目７０事業、空き家等対策費についてお願いいたします。
市では 平成２３ 年度に 大仙市空 き家等の 適正管理 に関する 条例を作 りまし て、全国に
先駆けて 実施して まいり ました。 この条例 に関して は大変な 興味を示 し、全 国から多く
の視察が来ていると聞いております。
市の調 査では、 平成２ ３年度よ り平成２ ４年度は 空き家の 件数が減 少した との報告を
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聞いてお りますが 、今後 は、ひと り暮らし の老人等 がいっぱ いありま す関係 上、さらに
増加する 傾向にあ ると思 われます が、市と いたしま しては今 後どんな 対策を 考えている
のかお知らせいただきたいと思います。
○議長（鎌田

正）

○副市長（久米正雄）

１番の項目に対する答弁を求めます。久米副市長。
児玉裕一議員の質問にお答え申し上げます。

空き家対策についてであります。
はじめ に、市で 管理、 把握して おります 空き家の 数は、現 時点、こ れは２ ５年の１月
末時点で あります けれど も１，３ １７件で あります が、昨年 の３月末 の数が １，４１５
件であります。これには昨年中に新たに空き家になった３６件が加わっておりますので、
実質は１３４件の減少となっております。
昨年１２月から全ての空き家を巡回調査したところ、再び人が住み始めた空き家が
４８件、 市の指導 ・助言 等を受け ずに所有 者が自発 的に解体 した空き 家も３ ８件確認で
きました 。これら は空き 家条例制 定の波及 効果だと 思われま すので、 今後も 定期的に空
き家の巡 回調査を 行い、 危険な空 き家を放 置しない よう監視 してまい りたい というふう
に思っております。
市では 、崩壊等 の危険 のある空 き家につ いては、 市の条例 に基づき 適正に 管理してい
ただくよ う、空き 家の所 有者へ積 極的に指 導・助言 をしてお ります。 この指 導・助言を
受けまし て自主的 に解体 した事例 が３５件 、それか ら、市か らの補助 金を活 用して解体
した事例も１３件ありました。
また、 所有者に 資力が なく、こ のまま放 置してお きますと 周辺に危 険が及 ぶと判断し
た場合は 、市が行 政代執 行によっ て解体工 事に着手 いたしま す。今後 も条例 の目的であ
る倒壊等 の事故、 犯罪、 火災等を 未然に防 止するた めに、積 極的に適 正管理 の指導・助
言に努め 、市民の 安全で 安心な暮 らしの実 現に寄与 してまい りたいと いうふ うに考えて
おります。
一方、 市では、 平成２ ４年５月 ２５日に 大仙市住 生活基本 計画に基 づき、 空き家バン
ク制度要 綱を作成 して、 市ホーム ページ上 で空き家 の利活用 に努めて おりま す。建築年
数があま り経って いない 今後も十 分に利用 可能な空 き家で、 転売や賃 貸可能 な物件につ
きまして は、この 空き家 バンク制 度を活用 していた だくよう ＰＲに努 めてま いる所存で
あります。
また、 他の自治 体の事 例では、 まちなか にある空 き家につ いて所有 者から 建物と土地
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を市に寄 附してい ただい た後に空 き家を解 体し、跡 地を周辺 の自治会 組織で 公園や雪の
排雪場所 に活用し ている 例も報告 されてお ります。 今後、こ うした空 き家の 活用方法に
ついても研究してまいりたいというふうに思っております。
以上です。
○議長（鎌田

正）

再質疑はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

はい、１７番。

○１７ 番（児玉 裕一）

ただい まの答弁 で大変よ くわかり ました。 しかし、 今年も大雪と

いうよう なことで 、３年 続きの大 雪という ようなこ とで、今 後、雪消 えと同 時にかなり
危険な空 き家もあ ると思 いますの で、そこ ら辺は市 として十 分に調査 した上 で、地域住
民にご迷 惑のかか らない ような方 向でこの 空き家対 策を解決 していた だきた いと思いま
す。答弁はいりません。
○議長（鎌田

正）

次に、２番の項目について質疑を許します。

○１７ 番（児玉 裕一）

２つ目 の質問は 、６款１ 項３目６ １事業の 青年就農 給付金事業費

についてであります。
市では 平成２４ 年度も この事業 を行って きました が、今年 度からさ らに大 仙市農業の
若い担い 手を育成 するた めに、新 規就農者 に給付金 を給付す ることと してお ります。大
変いい事 業であり ますた めに、か なりこの もらいた いという 農家があ るわけ ですけれど
も、少し ハードル が高い ようにも 考えられ ますが、 今後はこ の事業を さらに 拡大して、
農家のた めにいい 事業に していき たいと思 いますけ れども、 市ではこ の事業 をどういう
ふうに拡大していくのかお知らせ願いたいと思います。
○議長（鎌田

正）

２番の項目に対する答弁を求めます。久米副市長。

○副市長（久米正雄）

青年就農給付金事業費についてお答え申し上げます。

青年就 農給付金 は、就 農前の研 修期間に 給付され る準備型 と、それ から、 就農後の農
業を始めて間もない時期に給付する経営開始型に分類されております。
準備型 は、秋田 県農業 公社が窓 口となっ て研修生 に直接給 付してい ること から、市の
予算を経 由はして おりま せんので 、青年就 農給付金 のうち経 営開始型 にかか わる予算が
計上されております。
新規就 農者は高 い志と 希望を持 って就農 しており ますが、 農業用機 械や農 業用施設の
初期投資 が経営を 圧迫す るほか、 作物の栽 培技術が 安定する までの間 は安定 した農業収
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入が得ら れないこ となど が懸念さ れており ます。こ のような 経営リス クを背 負って就農
する若手 農業者の 経営が 軌道に乗 るまでの 間、給付 金の支給 により農 業経営 を支援する
制度が青 年就農給 付金の 経営開始 型であり 、平成２ ４年度か ら国の事 業とし て制度化さ
れております。
経営開 始型につ きまし ては、人 ・農地プ ランに中 心となる 経営体と して位 置付けられ
ることが 必要であ り、ま た、就農 時点の年 齢が４５ 歳未満の ほか、親 元から の独立就農
や所得制 限などの 要件が あります が、年間 １５０万 円が最長 ５年間に わたっ て給付され
ることから、新規就農者を支援する有効な施策の一つであります。
平成２ ４年度に おいて は、給付 対象者１ ２人に対 して１， ０５０万 円が給 付される予
定となっており、また、平成２５年度当初予算には、事務費を含めて２９名分として
４，３６０万円を計上しております。
また、 市の予算 には計 上なりま せんが、 市の新規 就農者研 修施設等 での研 修終了後１
年以内に 独立して 自営就 農するこ とや農業 法人等へ の就農が 確実な場 合には 、青年就農
給付金の準備型の１５０万円が最長２年間給付される制度もあります。
なお、 準備型を 選択し ない研修 生につい ては、年 間９０万 円を最長 ２年間 給付する市
の研修奨励金制度で支援し、将来の大仙市農業の担い手育成、定着化に積極的に取り
組んでおります。
現行の 青年就農 給付金 制度につ いては、 農業を志 す若者が 安心して 就農に 取り組むた
めの施策 として効 果が期 待できる ことから 、国に対 しても制 度の継続 を働き かけてまい
りたいというふうに考えております。
○議長（鎌田

正）

再質疑はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○１７ 番（児玉 裕一）

はい、１７番。
今、副 市長から 縷々説明 ありまし たけれど も、現在 、農家にとっ

て担い手 がいない いない 騒がれて おります けれども 、担い手 はいるは ずです 。ただやっ
ぱり、そ こに農業 で暮ら していけ る親たち も子供た ちに与え るものが ないか ら、やっぱ
り仕事を している 関係だ と思いま すので、 そこら辺 のハード ルをもう 少し下 げながら、
着実に農家に担い手が残るような政策にしていただきたいと思います。答弁はいりま
せん。
○議長（鎌田

正）

次に、３番の項目について質疑を許します。
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○１７ 番（児玉 裕一）

３つ目 の質問を させてい ただきま す。１０ 款５項６ 目１７事業、

旧池田氏庭園整備事業費についてであります。
市では 、国指定 名勝「 旧池田氏 庭園」の 保存伝承 を図るた め、平成 １６年 度から４５
年度まで の３０年 間計画 で国庫補 助事業を 活用し整 備されて きました し、こ れからも整
備するわ けですが 、しか し、今後 もう２０ 年もの長 期にわた る事業で あるた め、いささ
か私たち としても 心配さ れる面も 多々ある わけです 。市では 、もう少 し短期 に整備でき
る方策はないのかお知らせ願いたいと思います。
○議長（鎌田

正）

○市長（栗林次美）

３番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
質問の旧池田氏庭園整備事業についてお答え申し上げます。

国指定 の文化財 の整備 を行う場 合は、文 化庁では 学識者や 専門委員 で構成 した保存整
備審議会 による計 画を樹 立するこ とを必須 としてお ります。 大仙市に おいて もこの方針
に基づい て「旧池 田氏庭 園保存整 備管理計 画」の策 定を行い 、対応し ている ものであり
ます。
この保存整備管理計画では、庭園を当時の状態に復原できる環境整備期間は、平成
４５年度 までの３ ０年が 必要であ り、その ３０年間 を第１期 ・第２期 ・第３ 期の３つに
分け、それぞれの期間を１０年として環境整備を計画的に推進するものとしております。
整備状 況につい てであ りますが 、第１期 の平成１ ６年から 平成２５ 年まで の１０年間
は、庭園 の早急な 修理・ 修繕期間 として、 主に池の 浚渫や庭 園のシン ボル的 な存在であ
ります洋 館及び米 蔵など の整備を 行ってま いりまし たが、平 成２５年 度には 第１期工事
が終了の節目の年となっております。
次に、進捗状況についてですが、平成２５年度計画しております米蔵及びガイダン
ス施設の ２つの整 備事業 費の１億 ９００万 円を含め まして、 第１期の 事業費 総額が５億
７，２０ ０万円で あり、 保存整備 計画全体 における 総事業費 １０億円 に対し 、平成２５
年度末で概ね５７％の進捗となる予定であります。
なお、 これらの 事業は 補助率が ２分の１ の国庫補 助事業を 活用して いるも のでありま
す。
特に平 成２５年 度に予 定してい るガイダ ンス施設 整備につ きまして は、整 備の進捗に
あわせて 実施して まいり ました庭 園の一般 公開にお いて、来 園者数も ２年連 続で年間２
万人を超 えてきた 状況を 勘案して 、国の新 規事業の 採択内示 を受けて 計画し ているもの
であります。
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平成２ ５年度の ガイダ ンス施設 、平成２ ６年度に は管理棟 や米蔵、 そして 駐車場の完
成も予定 され、進 捗率と しては６ ５％と大 きく進展 し、整備 の一つの 目途と なりますの
で、いよ いよ本格 的な公 開がスタ ートでき るものと 考え、準 備をして いると ころであり
ます。
主に残 っており ます旧 池田氏庭 園の５つ の蔵があ りますけ れども、 今一番 大きい米蔵
を間もな く修復で きるこ ととなっ ておりま すが、残 っている ４つの蔵 につき ましては年
次計画、 この２期 計画、 あるいは ３期計画 の中で順 序に修復 をしてい くとい う、こうい
うふうになっているところであります。
大仙市 における 文化財 保護行政 のテーマ は、文化 財の活用 と観光振 興や地 域活性化へ
の連携で あると認 識して おります ので、平 成２５年 ・２６年 度には、 例のＪ Ｒのデステ
ィネーシ ョンキャ ンペー ンや、あ るいは国 民文化祭 の開催が あります ので、 これまで臨
時的・暫 定的に対 応して きた道路 案内標識 や駐車場 及び駅か らのアク セス問 題、案内ガ
イドの養 成など、 来園者 へのサー ビス対応 施策につ きまして も文化財 保護サ イドの限定
した考え 方ではな くて、 観光活用 という視 点で新し く発足す る大仙市 観光物 産協会や旅
行業者な ど民間サ イドと 一体とな り、いわ ゆるバラ ンスのと れた取り 組みを 推進してま
いりたいというふうに考えております。
○議長（鎌田

正）

再質疑はありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

これにて１７番児玉裕一君の質疑を終わります。
【１７番

○議長（鎌田

正）

児玉裕一議員

降壇】

次に、２７番武田隆君。
（「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）
隆）

武田隆議員

登壇】

１番の項目について質疑を許します。
私は、予算編成のあり方についてご質問させていただきます。

予算は 市の基本 構想の 将来像や 基本理念 を実現す るために 策定する 基本計 画を効率的
に実現す るための 手段で あり、予 算編成の あり方と してはボ トムアッ プ型の 予算編成が
理想であ ると考え ます。 市全体の 事業につ いては、 本庁各課 の考え方 に基づ いた予算要
求である と思いま すが、 地域関連 事業につ いては支 所単位で の予算要 求が妥 当であると
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思います。が、これまでの予算編成において支所での地域関連の予算要求にあたっては、
財源的な 問題もあ ると思 いますが 、現状維 持や補修 等の経費 にとどめ るよう に考え方を
押しつけられ、我慢を強いられているように感じられます。合併以来そうした流れから、
支所では 新規に、 そして 真に地域 住民のた めに必要 と思われ る事業を 考えた り着手でき
ない体制 になって いるこ とは、否 めない現 実となっ ていると 思います 。地域 のための新
規事業を 、各支所 の考え 方で立案 し実行で きるよう な予算編 成を今後 考えて いただきた
いし、そ うするこ とによ り職員の 前向きな 考え方や 夢を与え ることに もつな がり、地域
の方々に 目を向け た行政 運営につ ながって いくので はないか と思いま すが、 市長の見解
をお伺いします。
次に、市長は予算編成のたびにスクラップ・アンド・ビルドと言われますが、平成
２５年度 の予算案 を見て みますと 、一般会 計の主な 事業の説 明書では 、総務 部が１４件
のうち３件、企画部が３１件のうち７件、市民部が２５件のうち４件、健康福祉部が
２９件の うち２件 、農林 商工部が ５９件の うち１２ 件、建設 部が１９ 件のう ち２件、上
下水道部 が４件の うち０ 件、教育 指導部が １０件の うち２件 、生涯学 習部が １６件のう
ち４件が新規の事業となっております。
比率で は、継続 となっ ている事 業が約８ 割であり ますし、 また、新 規事業 の中でも私
がざっと 目を通す 限りに おいては 、継続に 近い事業 や過去に も予算化 、ある いは計画が
なされて いた事業 などが あり、教 育関連の 何件かは 目新しい と感じら れる事 業がありま
したが、 そのほか の新規 事業は目 新しい、 あるいは 斬新で、 これこそ は大仙 市らしいと
思われる 事業がな いよう に感じら れるので あります が、新規 ・継続合 わせ、 これまでの
事業につ いてしっ かりと 検証し、 効果を確 認した上 での事業 予算の編 成であ ったのかど
うか市長の見解を伺います。よろしくお願いします。
○議長（鎌田

正）

○市長（栗林次美）

１番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
質問にお答えします。

質問の 予算編成 のあり 方につい てであり ますが、 はじめに 、地域関 連事業 につきまし
ては、平 成２５年 度の当 初予算編 成方針に も示して おります とおり、 「市政 は市民のた
め」の基 本理念の もと、 市民ニー ズや地域 事情を的 確に踏ま えたきめ 細かな 施策の推進
を柱の一つに掲げ、予算編成作業を進めてまいりました。
これを 踏まえ、 市民か らの要望 や各地域 から出さ れている 懸案事項 等につ いては、各
支所が主 体となっ てその 内容を的 確に把握 するとと もに、そ れぞれの 特性に 応じた行政
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需要に対 し、きめ 細かな 対応を図 りながら 、効率的 ・効果的 な事業実 施に結 びつける予
算としております。
また、 予算編成 の流れ において も各部局 による予 算編成方 針を各支 所に示 した上で、
支所から 出された 要求に ついては 本庁各部 局におい て取りま とめの上 、それ ぞれの支所
を交え十 分にヒア リング を行った 上で本庁 ・支所共 通の認識 のもとに 予算の 要求を行っ
ております。
市の予 算は実施 計画を はじめと した様々 な計画を 基本に組 み立てら れてお りますが、
計画立案 の際には 各分野 において スプリン グレビュ ーや様々 な協議を 通じて 、それぞれ
の地域の 考えを積 極的に 取り入れ 、地域が 主体とな ったまち づくりに 結びつ けたものと
しているつもりであります。
限られ た財源の もと、 各地域が 求めてい る事業を すべて実 施するこ とは困 難でありま
すが、今 後も地域 の声を 十分にく み取り、 地域の活 性化や主 体性を、 より一 層図った予
算編成に努めてまいりたいと考えております。
次に、 スクラッ プ・ア ンド・ビ ルドにつ いてであ りますが 、これま での各 年度におい
ても予算 編成の基 本方針 として掲 げており 、限られ た財源を 有効に活 用する とともに、
新規に事 業を創出 したり 事業を拡 大する場 合には、 既存事業 の見直し 等によ り財源を確
保し、メリハリのある予算とすることにしております。
大仙市 において は、子 育て、教 育、地域 医療、経 済雇用生 活対策、 農業振 興、防災な
ど各分野 において 県内の 自治体に 先駆け各 種施策も 実施して きており 、合併 後において
は既存事 業の見直 しを図 りながら も数多く の新規事 業を立ち 上げ、市 民福祉 の向上や地
域の活性化に努めてきております。
各年度 における 新規事 業の立案 や選択に あたって は、市の 施策に対 する市 民による市
民評価結 果を十分 に踏ま えるほか 、既存事 業につい てはＰＤ ＣＡサイ クルに より各事業
の計画、 実行、評 価、改 善の各プ ロセスに ついて、 市民ニー ズに対す る成果 を客観的な
視点から評価し、その評価結果を予算に反映させております。
平成２ ５年度当 初予算 につきま しては、 地方交付 税の減額 や市債発 行額の 抑制などに
より財源 確保が大 変厳し い状況の もとで編 成作業を 進めてま いりまし たが、 こうした中
におきま してもス クラッ プ・アン ド・ビル ドという 考え方を 積極的に 取り入 れながら、
これまで 行ってま いりま した市民 サービス の向上が 図られて いる施策 の継続 を図ったほ
か、新規事業につきましても必要な施策を厳選し、予算に計上しております。
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新規事 業や見直 しを図 った主な 事業につ きまして は、当初 予算の資 料とし て議員の皆
様のお手 元に既に お配り しており ますが、 大仙市の 特色を活 かした新 規事業 としては、
不登校や 引きこも り問題 を支援し ていく「 子ども・ 若者育成 支援事業 」や農 業経営の多
角化によ る経営安 定を支 援する「 ６次産業 化施設整 備事業費 」、子供 の学力 向上や心の
支援を図る「キャリア教育推進・総合的な学力育成事業」などが挙げられます。
今後も 合併特例 期間の 終了によ り、財政 状況は一 層厳しく なってま いりま すが、常に
市民の目 線に立っ て、限 られた財 源を有効 に活用し ながら、 より効果 的・効 率的な財政
運営に努めてまいりたいと思います。
○議長（鎌田

正）

再質疑はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田
○２７ 番（武田

正）
隆）

はい、２７番。
我が会 派大地の 会の予算 要望で、 予算執行 に関して 市財務規則の

事務決裁 規定の見 直しを 図ってい ることか ら、支所 各課が所 管する予 算につ いては支所
長が支所 各課と連 携調整 を図るこ とで、一 定枠の地 域ニーズ は支所長 決裁で の実施が可
能となる ように、 支所長 専決権限 を大きく 拡充して おり、本 庁所管課 を経由 することな
く即座に 対応でき ること になって いるとの 回答があ りました 。が、こ のこと は、あくま
でも支所 管内の市 民要望 による道 路補修や 側溝修繕 など道路 維持等に 限った ことだけで
あり、市 河川の改 修や浚 渫工事な ど、支所 単独で実 行したい と考える 事業等 は該当しな
いということであるのかどうかを伺いたいと思います。
○議長（鎌田

正）

○市長 （栗林次 美）

再質疑に対する答弁願います。栗林市長。
ち ょっと 突然の事 例であれ ですけれ ども、今 おっしゃ ったような河

川の浚渫とかですね河川の改修、そういう大きなものは、これは市全体として考えな
きゃなら ないと思 ってい ますので 、該当し ない、さ せないと いう考え 方にな ります。こ
れは事前 に支所か ら様々 な形で本 所の建設 部と協議 をさせて 、それで その小 さいことで
はないの で、大き い計画 になりま すので、 これはし っかり市 全体とし ての計 画の中で位
置付けてやらなきゃならない、そういう性格のものになると思います。
○議長（鎌田

正）

再々質疑ありますか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田
○２７ 番（武田

正）
隆）

はい、２７番。
答弁は いりませ んけれど も、昨年 の予算質 疑でも述 べさせていた
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だきまし たが、経 済とは すなわち 経世済民 、国を治 めて民を 救うとい うこと であり、元
来は政治 という意 味であ ります。 要するに 、政治イ コール経 済という ことで 、経済力を
アップさ せること が政治 の宿命で あり、市 長には大 仙市の経 済の活性 化、経 済力アップ
に全力を 注いでい ただき 、市民生 活の安定 を構築し ていただ くことを お願い し、質疑を
終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
○議長（鎌田

正）

これにて２７番武田隆君の質疑を終わります。
【２７番

○議長（鎌田

正）

武田隆議員

降壇】

次に、３番後藤健君。
（「３番」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

はい、３番。
【３番

後藤健議員

登壇】

○議長（鎌田

正）

はじめに、１番の項目について質疑を許します。

○３番 （後藤

健）

お はよう ございま す。まっ すぐ大仙 の後藤で ございま す。一般質問

と今日の 予算質疑 と３日 間にわた って行わ れてまい りました が、遂に 私が最 後というこ
とで、よろしくお付き合いくださいますようお願いいたします。
今回、 予算質疑 という ことで、 市債の発 行につい てと昨年 の予算質 疑でも 取り上げま
したけれ ども、特 定不妊 治療・不 育症治療 費補助金 について 、大きく ２項目 についてお
尋ねしますので、よろしくお願いいたします。
まず１項目め、市債の発行についてです。
今回、 滑り込み で通告 をした後 で、もし かすれば 一般質問 でもよか ったの かなと思い
ましたが 、どうぞ この場 でお付き 合いくだ さいます よう、よ ろしくお 願いい たします。
今回、 市債のう ち臨時 財政対策 債を中心 に質問し たいと思 います。 よろし くお願いし
ます。
まず、 臨時財政 対策債 ですが、 平成２５ 年度当初 予算の概 要につい ての資 料を見ます
と、全会 計の市債 の現在 高は、ピ ークであ った平成 １９年度 の１，１ １０億 円から年々
減少し、 平成２５ 年度末 見込みで １，０２ ０億と、 少しずつ ではあり ますが 着実に減っ
てきているのとは逆に、臨時財政対策債については合併をした平成１７年度に９４億
３，０００万だったものから年々増加の一途をたどり、平成２５年度末見込みでは
１８７億 ２，００ ０万円 と、合併 当初から ９３億円 もの増額 になって いるよ うでござい
ます。
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私はこ の臨時財 政対策 債につい て、ちょ っと疑問 といいま すか落と し穴が あるのでは
ないのか なと思っ ており まして、 だからこ そ今回こ の予算質 疑で取り 上げる わけでござ
いますけれども、まず、確認の意味も込めましてお尋ねしたいと思います。
全体の 話として 、現在 発行され ている市 債のうち 、今年度 、国から 交付税 で措置され
る起債全 体の額、 この臨 時財政対 策債も当 然そうな んですけ れども、 交付税 で措置され
る起債全 体の発行 額と交 付税で措 置される であろう 予定の額 と、当然 そのう ち臨時財政
対策債の 発行額と 、同じ く交付税 で措置さ れるであ ろう予定 の額をお 知らせ 願いたいと
思います。
次に、臨時財政対策債に対する市当局の認識についてお尋ねいたします。
先程申 しました ように 臨時財政 対策債の 起債残高 は年々増 え続けて いる状 況にありま
す。この 臨時財政 対策債 は、本来 普通交付 税として 交付され るべき額 を国で お金がない
ために地 方に起債 させ、 その起債 分は償還 利子を含 めて後年 度、国が １００ ％交付税措
置される 制度であ ると私 は解して おるとこ ろでござ いますけ れども、 国で交 付税として
渡すお金 がないか ら地方 に交付税 のかわり に起債さ せると、 確かに地 方から 見れば交付
税と同じ ような位 置付け の財源と 考えるこ ともでき るわけで はござい ますけ れども、こ
の私、お 金がない から起 債すると いうこの 制度は、 実質的な 借金では ないの かなという
ふうに思 っている わけで ございま す。ただ 単にその 先送りを している という のと同じで
はないの かと考え ますけ れども、 そのあた り市当局 の、この 臨時財政 対策債 に対する認
識というのは、どのようにお考えかお尋ねいたします。
次に、その臨時財政対策債を発行する際の要件についてお伺いいたします。
市では 、公債費 負担適 正化計画 を策定し 、公債費 負担適正 化に計画 的に取 り組むなど
して、市 全体の市 債残高 は少しず つではあ りますが 減少して いること は先程 も述べたと
おりであると思います。
そこで、先程も申しましたが、この実質的な借金であると私は思っているわけですが、
この臨時 財政対策 債につ いても公 債費負担 適正化計 画等に則 りですね 、発行 する要件を
設けるこ とによっ て起債 の額を抑 え、右肩 上がりの 発行額に ストップ をかけ ることがで
きるので はないの かなと 考えます 。現在、 臨時財政 対策債の 発行に際 し、何 かしらの要
件がある のか、な い場合 には、こ の先、要 件を設け る考えが あるのか どうか をお尋ねし
たいと思います。
まず１点。
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○議長（鎌田

正）

○副市長（久米正雄）

１番の項目に対する答弁を求めます。久米副市長。
後藤議員のご質問にお答え申し上げます。

はじめ に、市債 の交付 税措置に ついてで あります が、平成 ２５年度 当初予 算における
全会計（ 一般会計 ・特別 会計・企 業会計） の市債発 行総額は ６５億６ ，６５ ８万８千円
となっております。このうち後年度に交付税措置のある市債の発行額は６０億
６，７１８万８千円であり、発行総額全体の約９２％となっております。
なお、市債の種別によってこの交付税の算入率が異なっております。
主なも のといた しまし て、合併 特例債に ついては ７０％の 算入、過 疎債に ついても同
じく７０ ％の算入 、それ から、辺 地債につ いては８ ０％算入 、臨時財 政対策 債について
は１００％の算入などとなっております。
これら の市債の 交付税 算入額は 、元金償 還部分で ４６億５ ，８５３ 万３千 円でありま
して、市債発行総額全体の約７０％となっております。
また、 利息につ いても 現時点で は金額が 確定はし ておりま せんが、 元金と 同様に後年
度の交付税に算入されることになります。
次に、臨時財政対策債についてであります。
これは 議員お話 のとお り地方交 付税の財 源不足を 補うため の制度で あり、 地方交付税
の原資である国税五税の所得税・酒税・法人税・たばこ税・消費税収入が不足した場合、
その不足 する金額 の一部 を個々の 自治体が 地方債を 発行する 形で立て 替えて おき、期間
を明確に した上で 後年度 その元利 償還金全 額を地方 交付税で 補填する という 仕組みであ
ります。
また、 使途目的 が定ま った通常 のこの地 方債とは 異なりま して、投 資的経 費以外の経
費にも充 てること ができ ることか ら、一般 財源とし ての区分 がされて おりま す。そうい
うことで 、主な財 政指標 である実 質公債費 比率や将 来負担比 率などの 分母と して用いら
れる標準 財政規模 に算入 されてお ります。 このよう なことか ら、臨時 財政対 策債につい
ては、地 方に新た な負担 を生じさ せるもの ではない ことから 、実質的 には地 方交付税の
代替財源であるというふうに捉えております。
なお、 臨時財政 対策債 について は、当初 は平成１ ３年度か ら平成１ ５年度 までの３年
間の臨時 的措置と して導 入された 地方債で ありまし た。しか しながら 、国に おいて地方
交付税の原資不足が解消されないことから、現在に至るまでその措置が延長されまして、
現在では 平成２５ 年度ま での制度 となって おります 。１３年 間という ふうな 形になりま
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す。
臨時財 政対策債 の発行 可能額に ついては 、これま で各地方 公共団体 の人口 を根拠とす
る「人口 基礎方式 」と、 それから 各地方公 共団体の 財源不足 額や財政 力を考 慮した「財
源不足額 基礎方式 」の２ つの方法 により算 出されて おりまし た。しか しなが ら、２５年
度からは この財政 力の弱 い地方公 共団体に 配慮し、 財源調整 機能を強 化する というふう
な観点か ら「財源 不足額 基礎方式 」のみで 算出する こととな っており ます。 言い換えま
すと、財政力の弱い団体ほど、この臨時財政対策債の発行可能額の割合を減らしまして、
普通交付税の割合を増やすというふうな形になります。
また、 元利償還 金の地 方交付税 の算入に ついては 、後年度 からの普 通交付 税の基準財
政需要額 に２０年 償還、 うち３年 据え置き のルール のもとに 措置され ること となってお
ります。
臨時財 政対策債 につい ては、あ くまでこ の発行が 可能とい うふうな ことで ありますけ
れども、 そういう ことで 発行しな ければな らないと いうふう なもので はあり ませんけれ
ども、大 仙市はじ め地方 を取り巻 く環境が 年々厳し さを増し ておりま して、 税収も増加
も見込め ないとい うふう な中では 、現状で は一般財 源の確保 のために この臨 時財政対策
債を発行せざるを得ないというふうな状況であります。
本来で あれば地 方交付 税として 交付され るべき財 源を、こ の地方が 借金の 形で肩代わ
りしてい るもので ありま すので、 国におい ては地方 交付税の 原資とな るこの 国税五税の
法定率の 改正を図 った上 で、原則 に立ち帰 り、地方 の財源不 足につい ては全 額地方交付
税で措置するように今後も働きかけてまいりたいというふうに考えております。
○議長（鎌田

正）

再質疑はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

はい、３番。

○３番 （後藤

健）

本 来は交 付税でお 金をくれ というこ とは、ま ったくも ってそのとお

りでござ いまして 、あと はこの臨 時財政対 策債につ いて私が 何を懸念 してい るのかとい
いますと、これ、国は本当に最後まで面倒を見てくれるのかなということでございます。
先程副市 長の答弁 にもあ りました けれども 、どこの 自治体も 今、この 臨時財 政対策債に
頼らざる を得ない という ような状 況である と思って います。 どこの自 治体も 右肩上がり
で起債残高が増えている状況にあるのではないのかなと思っております。
そこで その臨時 財政対 策債の全 国的に見 ますと、 平成２０ 年度に２ ０兆円 だったもの
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が平成２ ３年度末 には４ ０兆円と なってい るようで ございま す。当然 それに 比例して国
が措置す る償還分 、交付 税も年々 増えてい っている 状況では ないのか なと思 います。そ
の分、国 にこの臨 時財政 対策債の 償還分が 大きな負 担をかけ ていると いうふ うなことに
なると思 っており ます。 その国に 大きな負 担をかけ た結果で すね、さ すがに この１００
％の措置 をやめま すよと いうよう な話は、 詐欺に近 いような ことは言 わない にしても、
ほかの部 分でその 交付税 の総額を 減らされ るですと か、今ま であった その補 助金なんか
が削られ るといっ たよう な、その 結局、地 方にしわ 寄せが来 てしまう 場合が あるのでは
ないのかなと私は懸念しているわけでございます。そうなった場合はですね、その
１００％ 措置とい うもの は変わら ないので 、目に見 える部分 では国が この臨 時財政対策
債を国が 償還して いると いうふう に映るわ けでござ いますけ れども、 ほかの 部分が削ら
れること によって 、これ は結局地 方のこの 臨時財政 対策債の 償還を地 方が負 担している
というふうになるのではないのかなということでございます。
それと もう一つ はです ね、地方 側の自治 体側の懸 念なんで すけれど も、起 債した臨時
財政対策 債の償還 分とし てその後 年度、交 付税で措 置される ことなん ですけ れども、交
付税は当 然使途に 色分け がされて いないと いうこと で、自由 に使える お金で あります。
本来その臨時財政対策債の償還分として自治体に償還された分をですね償還に充てない、
もしくは 減債基金 にも積 み立てな いままで すね、ち ょっとほ かに使い たい事 業があるの
でそっち の使途に 回して しまった 場合には 、その分 を将来的 に一般財 源等で 賄う必要が
生じるわ けでござ います 。そうな ると、も ろにその 市の財政 運営に支 障を来 してしまう
可能性があるのではないのかなという懸念を私は持っているのでございます。
以上、 ２つに対 する市 当局の懸 念、２つ 目の懸念 について は同じよ うな回 答になるか
もしれな いんです けれど も、この 大仙市に おいてで すね臨時 財政対策 債も含 めてほかの
交付税措 置される 起債も 含めてな んですけ れども、 その交付 税算入分 を償還 、もしくは
その減債 基金以外 への使 途に回し ている例 があるの かどうか というと ころを お尋ねした
いと思います。
○議長（鎌田

正）

○副市 長（久米 正雄）

再質疑に対する答弁求めます。久米副市長。
まず、 この臨時 財政対策 債、国で 後年度交 付税措置 するというふ

うなこと で始めた 制度で あります ので、我 々は国が それはち ゃんと償 還終了 まで、２０
年間は２ ０年間ち ゃんと 元利償還 金を交付 税の基準 財政需要 額の中に 算入し て大仙市の
公債費は これだけ 臨時財 政対策債 の元利償 還金はこ れだけあ りますよ 、これ だけかかり
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ますよということで算入する、これは変わらないというふうに考えております。
それか ら、この 例えば の話であ りました けれども 、そうい う償還金 の財源 があれば交
付税では 国全体で は約２ ０兆円弱 で、大仙 市には百 九十数億 来ていま すけれ ども、ただ
今現在、国のこの交付税総額が増えていない、逆に若干減っているというところの中で、
議員心配 されるよ うに、 この臨時 財政対策 債の償還 費が増え ていくと 、ほか の需要額が
いろいろ あるわけ ですけ れども、 その分が これまで １００が 算入され たもの が９９とか
９８とか 、そうい う懸念 はあるわ けであり ます。で すから、 そこいら 辺をそ れぞれの団
体がそれを考慮した財政運営をしていかなければならないというふうに考えております。
それと また、や はりい ろいろ地 方も固有 の財源と か確保し ながら、 できれ ば地方交付
税に頼らない財政運営をできれば一番いいわけでございますけれども、財政力指数が
０．３と いうふう な状況 の中では 、なかな かやはり 大仙市と しては地 方交付 税の確保が
一番の課 題であり ますの で、これ は今後と も国にそ れを要望 してまい りたい というふう
に考えているわけであります。
ただそ の中でや っぱり 年間の財 源の中で いろいろ 工夫して 、経費を 節減し たり等して
基金に積 み立てた りして 後年度の 財政調整 財源とし て積み立 て等も行 ってお る、そうい
うことをしているというふうな考え方であります。
○議長（鎌田

正）

再々質疑はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

はい、３番。

○３番 （後藤

健）

再 々質疑 の前に、 交付税措 置された 分を大仙 市ではそ のほかの事業

に回しているのかどうかというところを一点まず聞きたいと思います。
先程、 久米副市 長の答 弁にもあ りました けれども 、この交 付税とい うのは 減ることは
あっても 、僕は爆 発的に この先増 えること はないと いうふう に思って おりま して、これ
もありま したけれ ども、 大仙市だ けがこの 頑張った ところで 国全体で 見れば 焼け石に水
的なとこ ろもある のかも しれない んですけ れども、 交付税の 総額が減 ってい る中で、こ
の臨時財 政対策債 の償還 分が増え ていくと いうこと は、やっ ぱりその 交付税 としてその
自由に使える分が減ってしまうということになると僕は思うんですよ。そうなった場合、
やっぱり 結局こう いった ことのし わ寄せが 、全国の 自治体の 結果だと 思うん ですけれど
も、そう いったし わ寄せ が結局こ の地方に 来るので はないの かなとい うふう な思いで今
回の質問 させても らった ところで して、是 非この先 、この臨 時財政対 策債に ついては、
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是非慎重 に進めて いただ きたいな というふ うに思い まして述 べさせて いただ いて、１項
目めの質問を終わりたいと思います。
○議長（鎌田

正）

○副市 長（久米 正雄）

久米副市長。
今の地 方交付税 の絡みで あります けれども 、地方交 付税は財政需

要額、それから収入額の、この差額が地方交付税として交付されるというふうな形に
なってお りまして 、この 基準財政 需要額の 考え方で あります けれども 、これ は標準的な
財政需要 を積算す るわけ でありま して、個 々の団体 の特別な 部分まで は算入 されていな
いわけで あります 。と言 いますの は、例え ば税収な んかも１ ００％収 入に見 ているわけ
じゃなく て、７割 を算入 している わけであ りまして 、３割ぐ らいは市 が独自 に使えると
いうふう なことで ありま す。そう いうこと で、この 基準財政 需要額は 例えば 消防費とか
道路橋梁 費とか公 園とか 小学校・ 中学校と かいろい ろな経費 、市とし て標準 的な係る経
費を財政 需要とし て積算 しており ます。そ の金額が 大仙市の 場合は１ ７３億 程度であり
ます。そ して公債 費等の 部分が、 これによ りますと 公債費が ３４億程 度が公 債費として
元利償還 金が算入 されて おります 。そのほ か必要な 経費等含 めて総額 で、需 要額総額が
２１０億 程度であ ります 。それで 収入が、 これでみ ますと収 入が

需要が 合わせまし

て２２５ 億程度で ありま して、そ れから収 入を７５ 億程度差 し引いて 、そし て差し引い
た額が１ ５０億程 度にな りますけ れども、 これに合 併算定替 えが約４ ６億あ ります。そ
ういうこ とで１９ ５から ６億が普 通交付税 にきてお るわけで あります 。これ はあくまで
も標準的 な財政需 要とい うふうな ことであ りますの で、この 中でいろ いろ、 必ず算入さ
れてもそ のとおり 使わな くてもい いわけで あります 。そこで 工夫して 節減し た部分をほ
かに回す というこ とがで きますの で、そう いう形で やってい るわけで ありま す。あくま
でも地方 交付税、 普通交 付税の算 入は、標 準的な需 要額と市 で入って くる収 入の差額分
を交付し ている。 地方の 収入が国 税で持っ ていかれ ています ので、そ の財政 機能として
もってき ていると いうふ うなこと でありま して、あ くまでも これは標 準的な 算入であっ
て、その 使い道は 個々の 団体で係 る経費は 算入され たときも １１０使 う場合 もあるし、
１００の うち８０ で済む 場合もあ りますの で、それ はその個 々の団体 の財政 運営のやり
方だと思 います。 ですか ら、ほか に回すと かという ふうなこ ともある わけで す。必ずこ
の交付税 の需要額 どおり に使えと いうこと でありま せんので 、そうい う制度 だというふ
うなことでご理解願いたいと思います。
○議長（鎌田

正）

次に、２番の項目について質疑を許します。
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○３番 （後藤

健）

次 に、大 きな２項 目め、特 定不妊治 療・不育 症治療費 補助金につい

てであります。
先程も 申し上げ ました が、この 件につき ましては 昨年のこ の予算質 疑でも 取り上げさ
せていただきました。どうぞよろしくお付き合いください。
まず、医療機関の指定について伺います。
事業説 明書を見 ますと 、補助を 受けるた めには指 定医療機 関という ことで 、大館市の
大館市立 総合病院 、秋田 市の秋田 大学医学 部付属病 院、設楽 産婦人科 内科ク リニック、
清水産婦 人科クリ ニック と、そし て湯沢市 の池田産 婦人科医 院と大仙 市の大 曲母子医院
と６つの 医療機関 が指定 機関とし て受けて いるよう でありま す。当然 、県内 はもちろん
県外にお いても不 妊治療 を扱う、 またはそ の専門に 扱ってい るという ような 医療機関も
たくさん あるわけ でござ いますけ れども、 なぜこの 補助の対 象として 医療機 関の指定を
されてい るのか、 なぜこ の県内６ つの医療 機関が指 定されて いるのか という ところの理
由をまずはお聞かせ願いたいと思います。
また、 先程申し ました ように、 県内や県 外にも当 然不妊治 療を扱っ ている 医療機関は
たくさん あるわけ でござ いまして 、事実そ の少しで も妊娠の 可能性を 高める ためにです
ね、交通 費をかけ て、場 合によっ てはその 滞在費を かけてま で不妊治 療にお いて有名な
県外の医 療機関を 受診し ていると いう例を 私もたく さん見聞 きしてい るわけ でございま
す。
そこで お伺いし ますが 、先に挙 げた医療 機関の枠 を取り外 してです ね、そ の県外や県
内の医療 機関以外 でも不 妊治療を 行った場 合、この 市の事業 である不 妊治療 の補助を受
けられるようにすべきと考えますけれども、いかがでしょうか。
次に、所得制限についてお伺いします。
夫婦の 前年の所 得の合 計が７３ ０万円未 満である ことが補 助の条件 となっ ているよう
でござい ます。以 前の予 算質疑の 中でも触 れました けれども 、不妊に 悩んで 、特に一般
不妊治療 でなかな か子供 ができず に特定不 妊治療を 考えてい る夫婦の 場合、 通院を繰り
返し、そ こに至る までに 決して少 なくない 治療費を かけてい るのでは ないの かなという
ふうに思 っており ます。 またその 不妊の原 因として 、夫婦ど ちらかの 病気が 原因である
場合も少 なからず 見受け られ、そ の場合に おいては 不妊治療 の前に原 因とな るその病気
を治療す るための 費用に もある程 度お金を かけてき ているこ とになる と思い ます。確か
にその限 られた予 算の中 ですので 、一組で も多くこ の補助制 度を使っ てもら うために所

- 219 -

得を制限 するとい う意図 も理解で きるわけ でござい ますけれ ども、先 程申し たように、
その特定 不妊治療 を考え ている夫 婦の場合 は、既に その多額 の医療費 をかけ ていること
により、 さらに高 額な医 療費がか かってし まうこの 特定不妊 治療を躊 躇して いる夫婦が
いるとす れば、僕 はこれ はあまり にも残念 ではない のかなと いうふう に思っ ているわけ
でござい まして、 その不 妊治療を 望む夫婦 がいかな る状況下 において もです ねこの事業
を受けて 、不妊治 療を受 けて、一 人でも多 くの子供 を授かれ るように この所 得の制限を
撤廃すべきと考えますがいかがでしょうか、お考えをお伺いします。
次に、この補助事業の周知の方法についてお伺いします。
今や不 妊に悩む 夫婦は １０組に １組とも 、７組に １組とも 言われ、 決して 特殊な症例
ではなく 、当然不 妊治療 を受ける 、または その希望 する夫婦 も近年増 えてき ているわけ
でございます。不妊治療は不妊に悩む夫婦にとっては、待望の子供を授かる大きな
チャンス であり、 特に特 定不妊治 療におい ては高額 な治療費 の問題さ えクリ アできるの
であれば チャレン ジした いと考え ている夫 婦がほと んどでは ないでし ょうか 。そのよう
な中にお いて、こ の事業 のような 補助制度 は、不妊 に悩む夫 婦にとっ てはま さに希望の
光とも言 うべき事 業であ り、県の 制度に上 乗せする 形で市独 自で予算 をつけ てくださっ
ていることに対しては私も敬意を表するものでございます。
しかし ながらで すね、 せっかく その補助 制度の情 報が不妊 に悩む夫 婦に行 き渡ってい
るかとい えば、私 は決し て行き渡 っている とは言え ないと思 っており ます。 実際、私の
周りでも この制度 を知ら なかった という方 もおりま す。市の 広報に掲 載され たのは私も
見ました けれども 、もっ と不妊に 悩む方た ちに直接 情報が届 くような 周知を すべき、す
ることに よってこ の補助 制度を利 用する夫 婦が増え る、ひい てはその 多くの 夫婦が不妊
治療を受 けて待望 の子供 を授かる ことにつ ながると 考えます が、現在 の周知 、もしくは
今後の周知の仕方のお考えがあればお聞かせ願いたいと思います。
○議長（鎌田

正）

○副市長（老松博行）

２番の項目に対する答弁を求めます。老松副市長。
特定不妊治療・不育症治療費補助金についてお答え申し上げます。

１点目 の補助対 象とな る医療機 関が指定 されてい る理由に つきまし ては、 特定不妊治
療及び不 育症治療 を受け る患者の 安全と安 心を確保 するとい うような 観点か ら、当該治
療を行う 医療機関 はその ための十 分な能力 と技量を 有した医 師である こと並 びに必要な
設備、倫 理性と安 全性を 検討でき る組織体 制が整備 されてい ることが 必須で あるという
ふうなこ とから、 日本産 婦人科学 会が審査 基準に照 らしまし て、客観 的にそ の適格性を
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判定し認 定するこ とによ り指定を 受けさせ 、基準を 満たして いる医療 機関で あることを
明らかにする必要があるためということであります。
具体的 な基準と いたし ましては 、１つ目 として、 当該医療 の実施責 任者は 日本産婦人
科学会認 定の産婦 人科専 門医の資 格取得後 、不妊治 療に２年 以上従事 した者 で、さらに
生殖補助 医療に関 する登 録施設に おいて１ 年以上勤 務し、必 要な技術 等を習 得した者で
あること というふ うにな っており ます。ま た、２つ 目として 、施設設 備とし て採卵室、
培養室、 移植室が 独立し て整備さ れている こと、３ つ目とし て、倫理 委員会 、安全管理
委員会な どの機関 が常設 されてい ることと いうふう になって おりまし て、こ れらを全て
満たしていることが条件となっております。
なお、 この治療 につき ましては 、当該指 定医療機 関であれ ば全国ど こでも 受診が可能
でありま して、平 成２４ 年度の市 に対する これまで の補助金 申請にお きまし ては、県外
の指定医療機関での受診された方が３名、県内で受診された方が９名となっております。
２点目 の、所得 制限の 撤廃、も しくは緩 和につき ましては 、この補 助制度 は議員もご
指摘ありましたけれども、限られた財源の中で高額な治療費の経済的負担の軽減を図り、
妊娠・出 産の環境 を整え ることが 目的であ ります。 少子化対 策の一環 として 行われてい
るもので あります ので、 所得制限 につきま しては、 県と同じ 基準、こ れは国 の基準も同
じであり ますけれ ども、 県と同じ 基準の夫 婦の所得 合計額７ ３０万円 未満を 現在のとこ
ろ継続してまいりたいというふうに考えております。
３点目 の本補助 制度の 周知方法 につきま しては、 平成２４ 年度は新 規事業 として市の
広報の平 成２４年 ３月号 ・４月号 ・９月号 にそれぞ れ関係記 事を掲載 すると ともに、市
内の産婦 人科に対 する周 知に努め てきたと ころであ ります。 平成２５ 年度に おきまして
は、さら に市ホー ムペー ジを活用 するとと もに、周 知用チラ シを作成 し、大 曲仙北医師
会、大曲 仙北薬剤 師会を 通じて各 医療機関 ・薬局等 へ配布す るほか、 公共機 関への配布
にも努めまして啓発と周知の徹底を図ってまいりたいというふうに考えております。
以上です。
○議長（鎌田

正）

再質疑はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○３番（後藤

健）

はい、３番。
１点目については県外でも受けられるということでよかったなと

思ってい るわけで ござい ますけれ ども、そ の所得制 限のとこ ろなんで すけれ ども、その
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特定不妊 治療のう ちのそ の体外受 精につい ては、そ の妊娠率 がやっぱ り２０ ％、３０％
とも言わ れている わけで ございま して、１ 回ででき る夫婦も 当然いる んでし ょうけれど
も、大概 はやっぱ り２回 、３回と 挑戦を繰 り返すの が現状で はないの かなと いうふうに
思ってお ります。 そのよ うな中で ですね夫 婦で７３ ０万円と いう収入 、大仙 市のあたり
では多い 方だと思 うんで すけれど も、年に やっぱり ４回は無 理なんで しょう けれども、
年に２回 、３回と 体外受 精を繰り 返した場 合ですね 、大きな 負担にな ってし まうと思い
ます。先 程副市長 の答弁 にもあり ましたけ れども、 県の基準 も７３０ 万とい うことで、
７３０万 円を超し てしま えば、も う完全補 助がなく なってし まうとい う状況 でして、そ
のような 状況で２ 回、３ 回と特定 不妊治療 を受ける にはかな りの負担 になる のではない
のかなと いうこと が推察 されます 。せめて 市だけで もですね 、県の基 準は県 の方で決め
ることな んでしょ うけれ ども、市 だけでも ですねそ の所得の 制限をな くす、 もしくは大
幅に緩和 するとい うこと で、その 不妊治療 を受けた い夫婦一 組でも多 く受け られるよう
にしてほ しいと思 うんで すが、そ の辺どう でしょう か。やっ ぱりお金 の問題 で、７３０
万円確か に多いん ですけ れども、 何回も言 うように 、２回、 ３回と受 ければ 大きな負担
になりま すので、 そのお 金の問題 で不妊治 療を受け られなか ったとい うふう な夫婦があ
れば、本 当に僕は 残念だ と思いま すので、 市の方で どうにか 手当てし て欲し いなという
ふうに思っております。
それと その周知 のとこ ろなんで すけれど も、ホー ムページ とチラシ を活用 するという
ことで非 常によか ったな と思うん ですが、 やっぱり 特に今の 若い人と いうの は、やっぱ
りまずは インター ネット で情報を 探すとい うのが一 般的でし て、この 不妊治 療の補助制
度に限ら ないこと だとは 思うんで すけれど も、やっ ぱり市の ホームペ ージで すね、もっ
とこう補 助金なん かの一 覧のペー ジを作っ てもいい ですし、 もっと見 やすい ような、た
どり着き やすいよ うな形 でですね ホームペ ージに掲 載してほ しいなと いうふ うに思いま
す。ちな みにこの ホーム ページは 、もうこ れからと いうこと でしたが 、４月 ぐらいから
もう掲載されるということでよろしいでしょうか。
○議長（鎌田

正）

○副市長（老松博行）

再質疑に対する答弁を求めます。老松副市長。
再質問にお答えさせていただきたいと思います。

所得制 限の関係 であり ます。こ れまで２ ３年度の 実績を見 ますと、 大仙市 はまだ実施
しており ませんで したの で、保健 所管内の データに なります が、管内 の申請 件数７８件
で、うち 大仙市関 係分が ４４件、 ２３年度 ですけれ ども、今 年が今の ところ ですね１月
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時点で管 内では７ ４件、 大仙市分 は５０件 というふ うになっ ておりま す。た だ、市の方
に県の補 助金２０ 万円を 超えてま だ支出が あると、 支払いが あるとい うよう な場合、市
の方に請 求が来る わけで すけれど も、これ が先程申 し上げま した今の ところ １６件と、
１２人の方なんですけれども、２回目、３回目の方もいらっしゃいますので、全部で
１６件を 今、申請 が来て おります 。この後 もまだ年 度末まで は若干増 えるだ ろうという
ふうに思 っており ますが 、ただ今 回、保健 所の方へ 照会した ところ７ ３０万 円を超えて
残念なが ら対象外 ですと 、対象基 準額を超 えていま すという ようなご 指摘を 受けた方は
１名、１ 組といい ますか 、あった というふ うに聞い ておりま す。実際 そうい うふうな方
がいらっ しゃると いうこ とであり ますので 、今いろ いろ大仙 市も２４ 年から ですけれど
も、県内 では一番 手厚い 制度を作 ったつも りであり まして、 そういう ふうに 認識してお
ります。 この後も 実態を 検証しな がら、そ の辺の所 得基準が 適当かど うか検 証しながら
対応してまいりたいというふうに思いますけれども、いかんせん大もと、国が７３０万、
これは全 国、国の 補助で すのでそ ういう基 準になっ ていると 。県も国 から補 助をいただ
くために ７３０万 という のをベー スに県の 制度も構 築されて おります 。そう いったこと
で、そう いった点 も含め てですね 、国・県 の動向も 踏まえな がら、そ れから 実際の実態
も踏まえながらこの後検証して検討させていただきたいと思います。
それか ら、イン ターネ ットの関 係につい ては、す ぐ掲示し たいと思 います し、それか
らいろい ろ見やす いよう に、わか りやすい ようにと いうご指 摘でした ので、 研究させて
いただきたいと思います。
以上です。
○議長（鎌田

正）

再々質疑はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

はい、３番。

○３番 （後藤

健）

そ うすれ ば１点だ け、その 所得制限 のところ なんです けれども、先

程その保 健所から の話で 大仙市で 該当者が １組とい うことで 、先程か ら言っ ているよう
に、なか なか７３ ０万を 超える夫 婦という のは大仙 市では少 ないとは 思うん ですよ。だ
からこそ その制限 を取っ て欲しい なという ふうに思 うわけで ございま す。２ ４年度予算
から１５ ０万円ほ ど減っ ているよ うでござ いまして 、その減 ったこと につい ては今はあ
れですけ れども、 その１ ５０万円 分があれ ば、おそ らく７３ ０万の制 限をと っぱらって
も対応が 可能では ないの かなとい うふうに 思います ので、答 弁はいり ません けれども、
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今後の検討をしていただきたいなというふうに思います。
終わります。
○議長（鎌田

正）

答弁いらない。いや、あえて答弁もらった方がいいんでないですか。

これは老 松副市長 じゃな くて栗林 市長から 答弁もら った方が いいと思 います けれども、
市長、どうでしょうか、この点。
○市長 （栗林次 美）

こ ういう 問題を急 に答弁な かなか大 変なんで すけれど も、今ずっと

議論聞いてきてましてですね、確かにこの不妊に悩む皆さんの問題もありますけれども、
私市長と しては、 やはり 全体のそ の医療に かかりに くい人、 かかられ ない人 、そういう
人の問題 も含めて やはり 考えてい かなけれ ばなりま せんので 、この場 で即答 を求められ
ても、む しろ私も 今ずっ と、例え ばその難 病の皆さ んである とか、あ るいは 国保税を納
められな くて資格 証にな ったり、 そういう 人たちの 問題とか 、そうい う問題 をずっと考
えてまし てですね 、確か に数から いきます と予算の 額からい きますと 、そこ を外すとい
うことは できるか もわか りません けれども 、そうし た場合、 全体の医 療との 関係の中で
ものを考 えるべき ではな いかなと いうふう にずっと 思ってい ましたの で、我 々いろいろ
研究して みます。 できれ ばもう少 し国含め て、何で ももう少 しこの問 題につ いて、制度
が大体、 国の制度 もでき たばっか りという 状況なの で、県も 含めても う少し 全体で支え
ていくよ うなレベ ルアッ プできな いかとい うことを まず考え るべきか なと思 ったりもし
ています。いろいろまず勉強させていただきたいと思います。
○議長（鎌田

正）

これにて３番後藤健君の質疑を終わります。
【３番

○議長（鎌田

正）

後藤健議員

降壇】

以上で通告による質疑は終わりました。

ほかに質疑はありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（鎌田

正）

質疑なしと認めます。

ただい ま議題と なって おります 議案第５ ２号から 議案第７ ２号まで の２１ 件は、議案
付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

○議長 （鎌田

正）

次 に、日 程第６４ 、陳情第 ５８号及 び日程第 ６５、陳 情第５９号の

２件を一括して議題といたします。
本２件 は、お手 元に配 付の陳情 文書表の とおり、 それぞれ 所管の常 任委員 会に付託い
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たします。

○議長（鎌田

正）

お諮りいたします。各常任委員会審査のため、３月８日から３月

１４日までの７日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （鎌田

正）

ご 異議な しと認め ます。よ って、３ 月８日か ら３月１ ４日まで７日

間、休会することに決しました。

○議長（鎌田

正）

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、来る３月１５日、本会議第５日を定刻に開議いたします。
ご苦労様でした。
午前１１時１４分

散
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会
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