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○議長（鎌田

正）

開

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。

○議長 （鎌田

正）

議 事に先 立ち、市 長より発 言の申し 出があり ましたの で、発言を許

します。栗林市長
【栗林市長
○市長（栗林次美）

登壇】

本会議の貴重な時間をいただき、大変申し訳ありません。

本会議 初日に一 連の事 務ミスと 事故等に ついて報 告し、陳 謝すると ともに 、防止に向
けた取り 組みを開 始しよ うとして いた矢先 に、納税 通知書を 誤って発 送した 事案が判明
いたしました。誠に申し訳ありません。
事実関 係として は、平 成２５年 ６月４日 付けで、 平成２５ 年度市民 税・県 民税納税通
知書を発 送いたし ました が、口座 振替を申 請した納 税義務者 ５３名に 対し納 税通知書を
誤って送付したものであります。
誤った 通知を送 付した 皆様には 電話で説 明をし、 お詫びを 申し上げ た上で 、改めて説
明とお詫びの文書を送付しております。
このこ とを受け て税務 システム を検証し たところ 、口座振 替を変更 した方 ４名の情報
がシステ ムに反映 されて いないこ とが判明 しており ます。こ の直接の 原因は 、口座判定
期日の入 力ミスに よるも のであり ますが、 通知書発 送前のチ ェックに よって 防止できた
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事案であります。
税務は 、市行政 の根幹 中の根幹 をなす業 務であり 、相次ぐ 事務処理 のミス は、税務行
政のみならず市行政全般に対する市民の不信につながるものと危機感を持っております。
昨日、税務課の副主幹以上の職員に対し訓示を行い、職員自ら防止策を考え、提案し、
実践するよう指示したところであります。
また、 老松副市 長を責 任者とし て、全て の部署か ら事務処 理ミスの 具体的 防止策並び
に車両運転事故防止策を提出させ、実践させるよう指示いたしました。
市民の 皆様、議 員各位 には、こ の度の事 案につい て、重ね てお詫び を申し 上げます。
【栗林市長

○議長（鎌田

正）

降壇】

それでは、議事に入ります。

本日の議事は、議事日程第２号をもって進めます。

○議長（鎌田

正）

日程第１、一般質問を行います。

順次質問を許します。最初に１２番石塚柏君。
（「議長」と呼ぶ者あり）
○議長（鎌田

正）

はい、１２番。
【１２番

○議長（鎌田
○１２ 番（石塚

正）
柏）

石塚

柏議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
今日は 非常に緑 が豊かで 清々しい 日であっ たわけで すが、私の質

問でうっ とおしい 気持ち にならな いように 、簡潔簡 明にお尋 ねいたし ますの で、よろし
くご協力お願いいたします。
それで は、通告 に従い 、行政サ ービスを 提供する 民間法人 の経営管 理につ いて質問を
いたします。
ご承知 のとおり 民間手 法のよさ を取り入 れるため に大仙市 には出資 法人が ８法人、財
政援助を 受けてい る法人 が１２法 人で、２ ０法人が あります 。そして 、ここ 数年、大仙
市では民間手法の法人は増加しております。
この２ ０法人で 働いて いる労働 者は１， ９６９人 であり、 売上高、 あるい は予算規模
は１１７ 億４，５ ００万 円であり ます。こ のように 非常に大 きな経済 規模で あります。
そこで、これらの法人の運営についてお尋ねします。
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これら の法人に は、総 会や理事 会があり 、重要な 事項はこ こで決め られま す。民間手
法を取り 入れると いう利 点はある ものの、 場合によ っては行 政から見 た場合 、重要なこ
と が 決 め ら れ な い 、 あ る い は 時 代 に そ ぐ わ な い こ と が あ っ た か も し れ な い 。 む し ろ、
あったよ うな気が します 。この法 人の経営 管理をど のように チェック をして いるのか、
あるいは心配はないのか、お尋ねいたします。
次の質 問は、市 の出資 法人や社 会法人の 代表者は 無給とな っている ことに 関しての質
問です。
通常は 、官民を 問わず 職責の重 さに比例 して決め るのが報 酬であり ます。 この代表者
を無給に するとい う考え は、社会 福祉法人 などの設 立の際、 法律で決 められ ると聞きま
すが、出 資法人の 代表者 も無給で なければ ならない というこ となので ありま しょうか。
実際どうであったのか答弁をお願いいたします。
平成１ ８年９月 の一般 質問で市 の部署に 民営の部 門を管理 する担当 部署の 設置と人材
の育成に ついて質 問をし ました。 そのとき の答弁は 、担当部 署の設置 は難し いが、人材
の育成は 行ってい くとい う答弁で ありまし た。その 後、公共 施設運営 改善特 別委員会に
参画した ことや食 中毒事 故があっ たことで 、一層、 法人を一 括して管 理する 部署が必要
であるこ と、市の 職員に 民間の経 営手法に 明るい人 材が必要 であるこ とを感 じました。
そこでまず、専門部署の設置についてお尋ねします。
各部の 監督下に ある民 営法人を 管理する のに、民 営部門全 体を見る 専門部 署、もしく
は担当者 を設けた 方がよ いのか、 あるいは 現行のま ま三役が 直接専門 部署を 設けること
なくやっていくのがよいのか、改めてお尋ねいたします。
次に、 民営法人 の責任 を担う能 力を有す る人材を 、どう育 成するか につい てお尋ねし
ます。
市役所 の中に民 間経営 に慣れた 人材をつ くり出す ためには 、意識的 なジョ ブローテー
ションが 必要です 。通常 、民間企 業でもそ うした積 み重ねで あります 。平成 １８年から
この６年余りの市の人材育成がどうであったかも含めてお尋ねいたします。
次に、役員の無給についてお尋ねします。
法人の 代表者並 びに役 員は、必 ず善管義 務を負っ ておりま す。無給 だと案 外、善管義
務を意識 しておら れない のではな いかとい う懸念も あります 。法人の 中には 定款に役員
の職務に ついては 別に定 めるとあ ります。 法人の代 表者並び に役員の 割合を 明文化する
ことが必要ではないでしょうか。この２０の法人の実態はいかがでしょうか。
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そして 、責任、 権限、 役員の勤 務時間と の関係を 明らかに して、報 酬を払 うべきもの
は払うとしてはどうか、当局の考えはいかがでしょうか。
以上であります。
○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】

石塚柏議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 民間法人 につき ましては 、一つの 経営体と して法人 認可を得 て独立 性と独自性
を有し経 営されて おり、 経営管理 について は本来、 各法人の 理念や定 款に基 づき主体的
に行われるべきものと認識しております。
しかし ながら、 市の出 資比率が ５０％を 超える団 体や出資 比率が２ ５％以 上５０％未
満でも市 が経営に 関与す る団体の ほか、市 が政策と して設立 した大仙 ふくし 会や大空大
仙などについては、一定の経営関与を果たすべき団体として捉えております。
具体的 には、地 方自治 法第１９ ９条第７ 項及び同 法施行令 第１４０ 条の７ の規定に基
づき、市 監査委員 の権限 により、 必要に応 じ市の出 資法人に 対する監 査が実 施されてお
ります。
また、 社会福祉 法人に ついては 、監査事 務が県か ら権限移 譲されて おり、 社会福祉法
人定款準則や審査基準に準拠しているかを市で監査しております。
なお、 第三セク ターに ついては 、私や久 米副市長 並びに各 支所長が 取締役 に就任し、
個々の経 営状況を 把握し 、効率的 かつ効果 的なサー ビス提供 が図られ るよう 全庁体制で
支援しております。
次に、 出資法人 や社会 福祉法人 等の代表 者が無給 であるこ とにつき まして は、第三セ
クターの代表者に私や久米副市長が就任していることから無報酬としているものであり、
仮に民間 から経営 者を登 用した場 合は、各 会社の報 酬規程等 を改正し 、報酬 を支給する
ことも可能と考えられます。
また、社会福祉法人の代表者については、厚生労働省が示す「社会福祉法人定款準
則」にお いて、役 員報酬 について は勤務実 態に即し て支給す ることと し、役 員の地位に
あること のみによ っては 支給しな いと規定 されてお ります。 これは、 役員が 当該法人の
人事、労 務、財務 、運営 等の経営 管理に関 する職務 を担うこ との必要 性や、 これにかか
わる勤務 時間や勤 務形態 について 報酬規程 を定める 場合は、 報酬を支 給でき ることを意
味しております。
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社会福 祉法人は 、「公 共性と公 益性」を 持ち、地 域の福祉 に貢献し たいと いう思いを
持つ方々 が役員と なり、 社会福祉 事業を運 営する法 人である ことを代 表者は 了知されて
おり、役員報酬の有無について責任が軽重されるものではないと理解しております。
次に、 人材育成 の実績 と今後の 進め方に ついてで あります が、第三 セクタ ーの経営改
善を図る ため、平 成１８ 年度に企 画部総合 政策課に ３セク改 善班を設 置し、 担当職員２
名を配置 したほか 久米副 市長を委 員長とす る大仙市 第三セク ター等経 営改善 推進会議及
びその下 部組織と して総 合政策課 長を部会 長とする 大仙市第 三セクタ ー等経 営推進部会
を設置し、各第三セクターが依頼している税理士等の経営分析により経営改善、プロ
パー職員の育成に努めてまいりました。
現在は 、第三セ クター の所管を 農林商工 部商工観 光課に移 しており ますが 、新たに専
門部署や 専任担当 者を設 けること はせず、 これまで と同様、 各第三セ クター が自立でき
るよう税 理士等の 協力を いただき ながらプ ロパー職 員の育成 に努めて まいり たいと存じ
ます。
また、 民営化法 人につ きまして は、設立 当初は事 務事業を 遂行する マンパ ワーが不足
しており ましたが 、徐々 に法人採 用の事務 職員も増 えてきて おります ので、 各法人が安
定経営で きるまで 、しば らく法人 の人材育 成を支援 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
○１２番（石塚

正）
柏）

はい、１２番。
１点お尋ねしたいと思います。

これま で民間法 人、い ろんなや り取りを してきた わけであ りますけ れども 、その中で
労働契約 、定款、 あるい は市との 契約の内 容におい て、首を かしげる ような 内容が、私
以外の議員からも質問があったことはあります。
私と市 長との質 疑の中 で、冒頭 、市長か ら答弁を いただき ましたよ うに、 民間法人と
しての独 立性・自 主性と いうか、 そういっ たことを 尊重しな きゃいけ ないの で、どこま
で踏み込めるのかという問題があるというような答弁をいただいた記憶があります。
但し、 やっぱり 出資比 率だけで なくて、 その法人 が占める その仕事 の割合 が、ほとん
ど市の仕 事がなけ れば存 続が不可 能な場合 だとか、 いろいろ なことを 考えな がら、やは
りその事 務局長を 出して いるだけ ではなか なか難し い。です から、執 行の役 員、理事、
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そういっ たところ にです ね最低で も１名、 市の職員 がやはり 入ってい くとい う姿が望ま
しいのではないかなというふうに感じました。
こうい ったこと を今ち ょっと一 括で２０ 法人とい うふうに 申し上げ て恐縮 なんですけ
れども、 この執行 側に市 の責任者 が入って いく、事 務局長、 事務局を 預かる 人だけでな
くてです ね、ちょ うど新 しい給食 協会が今 回できて 、大きい 改革をな す、さ れたわけで
すけれど も、これ は非常 に私は喜 ばしいこ とだなと 思ってお ります。 それを 含めてです
ね、２０法人の中がどうなっているのかお尋ねしたいと思います。
○議長（鎌田

正）

○市長 （栗林次 美）

再質問に対する答弁を求めます。栗林市長。
そ れぞれ の法人に 市の職員 が派遣さ れている かという ことでありま

すか。
○１２ 番（石塚

柏）

事務局 長として 派遣され たことは たくさん あります ね。実際はう

まく動か なかった ケース があるわ けで、そ ういった 場合、や はり執行 側の執 行機関の中
に市の、 わかりや すく言 えば部長 だとか課 長が入っ ていって はどうか と。も しくは副市
長、特別 職でなけ ればい けないと いうこと だとすれ ば三役は 入ってい く、そ ういった形
が望ましいんではないかという意味です。
○議長（鎌田

正）

○市長（栗林次美）

市長。
いわゆる三セクの関係については、先程答弁申し上げましたとおり、

役員とし て私、副 市長、 支所長を 含めて経 営の中に しっかり 入ってい ると思 ってます。
ただ、 社会福祉 法人、 あるいは 医療法人 等の場合 、医療法 人でも太 田の診 療所の場合
は副市長 が理事と して入 っており ます。社 会福祉法 人、これ は市が政 策とし て設立した
社会福祉 法人とい うふう に限定さ せていた だきます けれども 、そうい う意味 で設立した
法人であ っても法 人の役 員になら れた方は 、やはり その法人 の独立性 ・独自 性という中
で役員を 引き受け ていた だいてお ります。 そういう 中で、た だ、これ は運営 の切り替え
をしてお りますの で、大 きく言い ますと１ ０年間は やっぱり 一定の自 立する まで協力を
していか ないと、 新しく 設立され た社会福 祉法人が 大変無理 な経営に 陥って しまうと、
こういうことを前提にしながら、社会福祉法人ですからそれぞれの本来であるとプロ
パーの職 員、法人 として の雇った 職員の皆 さんから 責任者、 あるいは 役員と いうのは出
ていくと 思います けれど も、そこ に若干時 間がかか るという ことであ れば、 ここに派遣
という形 で一時期 、事務 局長等職 員を送り 出してい たわけで あります が、時 間、年数が
少し経っ てきまし て、法 人として 市から人 を派遣さ れなくて も運営の 一画を 担える人材
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が出てき ていると ころも あります し、ある いは全体 の仕事量 からいっ ても事 務局的なと
ころで人 がまだ育 ってい ない法人 について は、派遣 という形 を続けて いくと いうそうい
うまず約 束事で社 会福祉 法人を立 ち上げて いただい たという 経緯があ ります ので、まず
１０年間 を一つの 目途と して、い ずれそろ そろプロ パーの職 員がかな りの労 務を担当で
きるとこ ろまでき ている 法人もご ざいます し、ある いは事務 局長等が 近い将 来、役員を
兼ねると いう形が できる ようなと ころも出 てくると 思ってお ります。 そうい う中で、そ
の法人の 自立とい う問題 について 、我々責 任を持っ て協力し ていきた いとい うふうに考
えているところであります。
○議長（鎌田

正）

○１２番（石塚
○議長（鎌田

柏）
正）

再々質問ありませんか。
ありません。
次に、２番の項目について質問を許します。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○１２ 番（石塚

柏）

はい、１２番。
次に移 ります前 に、余り 市も遠慮 しないで 、相手が 民間だからと

いって遠 慮しない でです ね、何と いったっ て市民が 喜んでも らわなき ゃいけ ない仕事で
ありますので、よろしくお願いをしたいと思います。
次に、食中毒事故の再発防止についてお尋ねいたします。
今回、 大仙市は 食中毒 の大きな 事故を発 生させて しまった わけです が、こ の食中毒事
故のノロウイルスは感染力が極めて強いウイルスと言われ、我が国では一年間で平均
３００件 、平成１ ８年で は４９９ 件、ノロ ウイルス の食中毒 事故が発 生して おります。
しかも今 回は感染 経路が 判明して おりませ ん。こう した状況 で事故が 再発し たら大変で
あります。
そこで 、今回の 事故の 発生を振 り返り、 今後、食 中毒事故 の再発防 止の取 り組みにつ
いて、どう取り組んでいるのか最初にお尋ねいたします。
旧学校 給食協会 は、役 員構成を 見れば食 材の納入 する協会 の色が濃 かった と感じてお
ります。 たまたま 昨年夏 に法律が 変わった おかげで 、一般社 団法人に 変更し なければな
らなくな ったわけ であり ますが、 今年に入 って旧給 食協会の 定款と人 事を大 幅に変えま
した。大きな改革だったと思います。
そこで 、新学校 給食協 会は安全 な給食を 提供でき る新体制 に転換で きたの か、改めて
お尋ねします。
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学校給 食は、安 全な給 食の提供 が最も大 切な使命 でありま す。また 、法人 にとって定
款は、憲 法と同じ く重要 な定めで あります が、旧学 校給食協 会には定 款に「 安全な給食
の提供」 という文 言はあ りません でした。 食の安全 に対する 本気度を 感じな かったわけ
であります。
一方、 新しい学 校給食 の定款に も、残念 ながら安 全な給食 に関する 文言は なかったわ
けであります。
これら に関する 日本全 国の給食 協会とい う団体が あります が、ここ のホー ムページを
開いて見 ていただ ければ わかるの でありま すけれど も、この 「安全な 給食の 提供」とい
うことの文言は何遍も出てきます。
そこで、今後、定款に入れる考えはあるのでしょうか、お尋ねいたします。
次に、再発防止の防止策についてお尋ねします。
学校給 食を作る 職場の 職員は、 県職員、 市職員、 社団法人 の給食協 会の職 員が大仙市
の７カ所 に分かれ て「食 の安全」 という極 めて難し い作業を 行ってお ります 。こうした
職員の構 成の複雑 さと箇 所数の多 さが事故 の原因に なるので はないか と懸念 しておりま
す。
ノロウ イルスの ような 感染力の 強いウイ ルスに対 抗するに は、工場 の全体 を包み込む
安全対策 でなけれ ばなり ません。 感染源が 特定でき ないので あれば、 なおさ らでありま
す。ウイ ルスが宣 伝する のではあ りません 。人間の 行動で感 染が生じ るので あります。
現在は事 故に対す る危機 感があり ますが、 時間とと もにこの 事故が風 化して いくのでは
ないかと 懸念して おりま す。それ に対処す るには、 外部の指 導に依存 するの ではなく、
学校給食協会自身が変わらなければなりません。
我が国 にはＩＳ ＯとＨ ＡＣＣＰ がありま す。とも に国際標 準であり ます。 ＩＳＯは仕
事の流れ の全体を システ ムで包み 込む品質 管理です が、ＨＡ ＣＣＰは 食品工 業会で採用
している 衛生管理 システ ムで、職 場のシス テム全体 の中で危 険である ことや 食べる人に
危害が加えられる可能性のある管理点を重点的に管理していくシステムであります。
感染経 路を特定 できな かったの であれば 、衛生管 理システ ムで全体 を包み 込むやり方
でなけれ ばなりま せん。 それには ＨＡＣＣ Ｐしかな いと考え ます。文 部科学 省で定めた
学校給食 衛生管理 の基準 をベース に、学校 給食の製 造過程の 全体を管 理する ＨＡＣＣＰ
を導入する考えはあるのかお尋ねします。
○議長（鎌田

正）

２番の項目に対する答弁を求めます。小笠原教育指導部長。
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○教育 指導部長 （小笠原 晃）

質問の食 中毒事故 の再発防 止につい て、お答 え申し上げま

す。
はじめ に、今後 の衛生 管理につ きまして は、県教 育庁保健 体育課や 大仙保 健所の指導
をもとに、市内７給食センターにおいて衛生管理の見直しをしてまいりました。
事故の再発防止に向けた主な取り組みの第１番は、手洗いの徹底であります。
自然界を循環しているノロウイルス等は手洗いの徹底により大半は防げるものであり、
衛生管理 は「手洗 いに始 まり、手 洗いに終 わる」と 言われて おります 。これ は調理員等
の給食提 供者はも ちろん のことで すが、児 童生徒等 給食を食 べる側の 徹底事 項でもあり
ます。
衛生管理の２点目としましては、調理員等の健康チェックであります。
これま でも文部 科学省 の衛生管 理基準を 遵守して おります が、今回 の事案 を教訓に、
さらに健 康チェッ クの強 化事項と して感染 症等の流 行期には 、調理員 等の定 期検便の検
査項目に ノロウイ ルスの 検査項目 を追加し ておりま す。また 、調理員 等の体 調の自己申
告につき ましては 、家族 の状況に つきまし ても判断 材料とし て感染症 に罹患 、またはそ
の疑いのある場合は、調理業務等に従事させないこととしております。
加えて 、各学校 におき ましても 児童生徒 等の体調 管理の徹 底をお願 いして おります。
３点目としましては、各センターの衛生管理体制の整備であります。
各セン ターの衛 生管理 者は、県 職員であ ります学 校栄養職 員と学校 給食協 会の調理師
免許を有 する班長 とし、 両者の連 携のもと 調理員等 とも綿密 に打ち合 わせを 行い、食材
の検収か ら調理作 業時の 衛生管理 、また、 センター 内の調理 器具等を 含めた 施設の衛生
管理を徹底しております。
なお、学校給食協会におきましては、今年度から衛生管理指導者を配置し、各セン
ターの巡回指導も行っております。
４点目 としまし ては、 これまで の衛生管 理等も含 め、これ らの取り 組みが 適切である
かを外部 評価して いただ くという ことであ り、市政 報告でも 申し上げ ました とおり、早
速この５月９日から４日間、全てのセンターにおいて大仙保健所から監視及び評価を
行ってい ただき、 安全な 施設・作 業と評価 をいただ いており ますが、 調理場 内の状況や
作業工程 、消毒の 仕方等 に加え、 食材納入 業者の健 康管理や 食品の自 主検査 結果の提供
等についてもきめ細かく指導をいただき、より安全な給食提供に努めております。
今後も定期的に監視及び評価をしていただく予定であります。

- 42 -

衛生管 理にかか わる主 な点を述 べました が、給食 センター はもちろ んのこ と、設置者
である市 、運営管 理者で ある教育 委員会、 調理業務 等の受託 者である 学校給 食協会、食
材等を提 供してく ださる 業者の皆 様、そし て学校現 場を含め 給食にか かわる 全ての方々
と連携し て、安全 ・安心 でおいし い給食の 提供によ り、児童 生徒の健 全な成 長に資する
よう努めてまいります。
次に、 新学校給 食協会 の経営体 制につい てであり ますが、 ご承知の とおり 平成２５年
４月１日、一般社団法人大仙市学校給食協会として新たにスタートいたしました。
新しい 体制によ る協会 業務の公 益性と透 明性を図 る観点か ら、役員 構成と して、教育
関係や行 政の専門 部門か らも就任 いただき 、７名の 理事、２ 名の監事 の９名 の役員体制
となっております。
学校給 食の円滑 な実施 及びその 充実発展 に努め、 成長期に ある児童 生徒等 の健全な心
と体を培 い、豊か な人間 性を育む とともに 市内の学 校給食等 における 食育の 推進を支援
し、生涯 にわたっ て豊か な食生活 の実現に 寄与する ことを目 的に事業 を展開 することと
しております。
特に給 食食材の 安定供 給と安全 確保に関 する事業 につきま しては、 食材の 放射性物質
検査の継 続や新た な衛生 管理指導 員の配置 などによ り、安全 対策の強 化と充 実を図って
おります。
協会の 事業目的 、役員 体制の刷 新、衛生 管理体制 の整備等 により、 安全な 給食を提供
できる経営体制に変えることができたものと考えております。
次に、 新学校給 食協会 の定款に ついてで あります が、一般 社団法人 大仙市 学校給食協
会の定款 第４条第 １項の 第３号に 「給食事 業の安定 供給と安 全確保に 関する 事業」とあ
ります。 これは、 今年度 の協会の 業務執行 計画とし て、市か ら委託さ れてお ります給食
食材の放 射性物質 検査業 務を引き 続き実施 するとと もに、協 会として 衛生管 理体制の整
備等によ って安全 対策の 強化と充 実を図る ことによ り、これ まで以上 に「安 全な給食の
提供」に 努めると いうこ とと認識 しており ます。協 会職員も 常に危機 管理意 識を持ち、
安全な給 食の提供 業務に 当たって おります ので、当 面は現在 の定款に より事 業を実施し
てまいる所存と伺っております。
次に、 ＨＡＣＣ Ｐの導 入につい てであり ますが、 ご承知の とおりＨ ＡＣＣ Ｐは危害分
析重要管理点方式と言われる食品衛生管理手法の一つであります。
食品の 原材料生 産から 加工、流 通、販売 、商品に 至るまで の全ての 工程毎 に管理基準
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を定めて監視することにより、危害の発生を未然に防ぐ管理手法であります。
前に述 べたとお り、給 食センタ ーの衛生 管理につ きまして は見直し と改善 を図ってお
りますが 、ＨＡＣ ＣＰの 導入は児 童生徒、 保護者等 から安全 ・安心な 給食提 供に関する
さらなる信頼回復の一つの手段であるとも考えております。
秋田県では、平成２２年度に高水準の食品衛生管理を行う製造業者を認証する「県
ＨＡＣＣ Ｐ認証制 度」を スタート させてお り、現在 認証され ておりま す業者 は５６件ほ
どのよう であり、 業種と しまして は、食肉 処理業、 菓子製造 業、麺類 製造業 、飲食店営
業、清涼 飲料水製 造業な どで、商 品の安全 性、生産 性向上、 売り上げ 増など を狙ったも
のと理解しております。
現在、 学校給食 センタ ーで認証 を受けて いる施設 はないよ うですが 、秋田 県生活環境
部生活衛生課からは、認証申請対象施設に該当するという回答を得ております。
市とい たしまし ては、 今後も、 より安全 で安心な 給食提供 に努める ととも に、認証制
度につい て研究し 、準備 が整い次 第、学校 給食総合 センター を筆頭に 、順次 認証制度に
申請して、現在進めております西部学校給食センターの竣工後には市内の全ての給食
センターで認証を受けられるよう取り組んでまいりたいと考えております。
以上であります。
○議長（鎌田

正）

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田
○１２番（石塚

正）
柏）

はい、１２番。
十分な回答を得られましたので、質問ではありません。

ＩＳＯ も実はや ってみ て初めて そのよさ を経験で きるわけ です。お そらく ＨＡＣＣＰ
もやって みて、あ あこう いう管理 の仕方っ てあるん だなと、 今までの 我々の やっている
管理と全 く異質だ なと思 うことが 必ずある と思いま す。是非 新しい体 制でＨ ＡＣＣＰを
この秋田 県で、確 かＨＡ ＣＣＰを 取れば年 １回、県 からです ねＨＡＣ ＣＰの 基準に達し
ているか というこ との検 査がある はずです 。保健所 から検査 を受ける よりは 、私はもっ
と素晴らしい結果が得られると思いますので、よろしくお願いします。
以上であります。
○議長（鎌田
○１２番（石塚
○議長（鎌田

正）
柏）
正）

答弁はいいですね。
結構です。
これをもちまして１２番石塚柏君の質問を終わります。
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【１２番
○議長（鎌田

正）

石塚

柏議員

降壇】

次に、９番小松栄治君。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

はい、９番。
【９番

○議長（鎌田

正）

○９番（小松栄治）

小松栄治議員

登壇】

１番の項目について質問を許します。
皆さん、おはようございます。新政会の小松栄治です。

平成２ ５年第２ 回定例 会に当た り、一般 質問の機 会をいた だき、誠 にあり がとうござ
いました。
私は、 議員の任 期４年 間に今回 ４回目の 質問であ り、まだ まだわか らない ことがあろ
うかと思いますので、どうか寛容なお気持ちでよろしくお願い申し上げたいと思います。
現在、 国家の政 権は自 民党にな り、アベ ノミクス の効果で 円安・株 高に進 み、日本の
経済にも活力が備わってきておりますが、東北地方にはまだまだ程遠い感じであります。
さらに、 一昨年の 東日本 大震災後 の復旧・ 復興、ま た、原発 による影 響が続 いており、
日本の再興はこれからだと思います。
さて、 世界経済 の中で の環太平 洋連携協 定に参加 を決めま した国で は、成 長戦略の中
の農業の 所得倍増 との目 標が踊る が、その 施策や予 算措置は 不明確で あり、 我が大仙市
は農業を 基幹産業 として おり、２ 万ｈａの 農地があ る穀倉地 帯であり 、今後 の国のＴＰ
Ｐの協議 を見守り ながら 市独自の 施策をし ていかな ければな らないと 思うわ けでござい
ます。
また、 栗林市長 は合併 から８年 間という 長期の間 にいろい ろなこと を行っ てきました
し、今後 のことを 見据え た施策を 行おうと しており ますが、 まだまだ 程遠い 感じがあり
ます。
そこで 私は、５ つの事 項につい て発言を いたしま すが、そ の中身の 幾つか は提言、ま
たは要望 も含まれ ており ますので 、市長は じめ部長 方々の建 設的なご 答弁を お願い申し
上げたいと思います。
それでは、まずはじめに、大仙市の未利用の土地と建物についてであります。
１つ目 といたし まして 、未利用 の土地と 建物であ りますが 、包括的 に販売 促進を図る
ため、財 産処分推 進委員 会を立ち 上げ、宅 建との協 定締結し 、その上 で売却 可能な一覧
表を作成 、優先順 位をつ けて順次 売却する としてお りますが 、昨年の ４月よ り今年の３
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月までの １年間に 、どこ の場所や 建物等を 誰に何件 売却した り、有償 貸付・ 無償貸付な
どは何件 でありま すか。 また、そ の件数毎 の金額と 平米単価 は幾らな のか、 あわせて総
面積と総金額はどれくらいなのかお伺いいたします。
２つ目 といたし まして 、現在、 市では土 地及び建 物の有償 貸付や無 償貸付 は何件で、
その面積 と金額は 幾らな のか。ま た、市で は土地・ 建物を売 却や貸し 付け等 をしなけれ
ばならない件数と面積と金額は幾らなのかお伺いいたします。
３つ目 といたし まして 、昨年４ 月に統合 なされ、 その後ま だ利活用 されて いない旧大
沢郷小学 校と旧双 葉小学 校の土地 ・建物は 、どのよ うに利活 用、また は売却 、貸し付け
されるものなのかお伺いいたします。
よろしくお願いいたします。
○議長（鎌田

正）

１番の項目に対する答弁を求めます。久米副市長。
【久米副市長

○副市長（久米正雄）

登壇】

小松栄治議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 未利用の 土地と 建物につ いてであ りますが 、平成２ ４年度の 土地の 売却件数は
２０件、２，３２７㎡、６１１万５千円であります。
このうち法定外公共物が１３件、８４８㎡、３３３万７千円であります。
売却した未利用地は、神岡地域が個人に対して１件、５９万２千円、平米単価
３，１５ ５円で、 西仙北 地域は個 人に１件 、２２万 ６千円、 平米単価 は８１ ２円で、中
仙地域は 法人に１ 件、１ ４７万３ 千円、平 米単価は ３，８５ ０円、南 外地域 は個人に１
件、２３ 万６千円 、平米 単価１万 ４，６０ ２円、太 田地域は 法人に１ 件、そ れから個人
に２件、 合わせま して２ ４万８千 円、平米 単価は２ ２円から ３，３０ ０円で あります。
なお、２４年度中に建物の売却はありませんでした。
次に、 平成２４ 年度に 新たに貸 し付けし た件数で あります が、有償 貸付は 土地・建物
ともにあ りません でした 。無償貸 付につい ては、土 地が１２ 件、３万 ５，４ ６１㎡、建
物が９件、１万３２㎡、貸付先といたしましては自治会や社会福祉法人などであります。
次に、 平成２５ 年４月 １日現在 の土地及 び建物の 貸し付け について であり ますが、土
地の有償 貸付件数 は１０ ３件、６ ７万３７ ９㎡、年 額２，０ ２８万５ 千円で 、無償貸付
は１２４件、３３万６，３７１㎡であります。
また、 建物の有 償貸付 は３件、 １，２２ ５㎡、年 額６０万 ７千円で 、無償 貸付は１７
件、１万６，８８０㎡であります。

- 46 -

なお、 平成２５ 年３月 末の売却 可能資産 は４２件 、１１万 ５，９２ ５㎡、 売却見込み
額は５億 ４，８０ ０万円 でありま すが、６ 月４日に 中仙地域 の東長野 工業団 地の一部１
万３，６ ５０㎡を １，４ ０７万２ 千円で売 却済みで 、仙北地 域の旧大 和田工 業団地につ
きましても売却に向けて作業を進めております。
次に、廃校施設の利活用についてでありますが、市としての基本的な考え方としては、
まず、地元からの要望を最優先に考えております。
ご質問 の旧大沢 郷小学 校と旧双 葉小学校 の利活用 につきま しては、 学校統 合前の平成
２３年度 に西仙北 地域協 議会にお いて利活 用案を協 議してお ります。 その具 体的な内容
としては 、福祉施 設とし ての活用 や農業生 産物の集 出荷施設 、または 加工施 設、農家レ
ストラン 、バイオ 燃料の 研究施設 などへの 活用等を 検討しま したが、 実施主 体となる団
体が明確 でないた め、地 域協議会 として提 案書の提 出までに は至りま せんで した。その
後、福祉 施設や医 療研究 施設とし て活用し たいとの 問い合わ せがあり 、関係 者に現地を
見ていただきましたが実現には至りませんでした。
なお、西仙北西中学校につきましては、野菜加工・冷凍施設として活用することに
なっております。
また、 現時点で 特に西 仙北地域 からの要 望もない ことから 、市全体 の貸付 条件や売却
条件の整 理を進め ており 、結果が まとまり 次第、ホ ームペー ジ等へ掲 載する など広く周
知してまいりたいというふうに考えております。
【久米副市長
○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）

○９番 （小松栄 治）

はい、９番。
副 市長、 ありがと うござい ました。 それで、 私、民間 との宅建との

協定を結 んでおり 、その 中で市独 自の専門 職員、い わゆる売 却などに 携わっ ている専門
的な職員を置いておられるのかということもまず一つでございます。
それか ら、西仙 地区の 旧双葉小 と旧大沢 郷小の利 活用の問 題につい てご答 弁をいただ
きました けれども 、まだ まだ定ま っていな いという ことであ りますし 、地域 協議会等と
も話し合 われてお るとい うことで すが、そ れもまだ 具体化に なってい ないと いうことで
ございます。
私のこれ提言でありますけれども、できるかできないかは検討してください。
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まずは２つの施設がありますけれども、先程福祉施設とちょっと言いましたけれども、
これ、相 手がなけ れば駄 目だと思 いますけ れども、 あのとお り学校も 素晴ら しくいい学
校でありますので、リハビリ関係の施設があればなと、こういう要望でございます。
またも う一つは 、旧双 葉小学校 は特に新 しく、全 県でも一 番素晴ら しい白 鳥をイメー
ジした建 物でござ います 。しかも バリアフ リー化し ておりま すし、ガ ラスも ペアガラス
の施設で ございま して、 やはり２ ０２０年 にこれち ょっと大 きい大げ さです けれども、
東京オリ ンピック の誘致 が今盛ん に行われ ているわ けでござ います。 どうな るかわから
ないです けれども 、何と か来てい ただけな いかと思 っておる わけでご ざいま す。その中
にどうか わからな いです けども、 全日本、 いわゆる ＪＯＣの 強化練習 の施設 等々も考え
られるんじゃないかなと。そうすれば、中だとアーチェリーだとか、それからフェン
シングだ とか、も ちろん レスリン グはまだ 決まって いないで すけれど も、レ スリング等
強化関係 の練習場 、これ 等もまず 打診して いただけ ればなと 、このよ うに思 っておりま
す。
また、 これ大変 大きい んですけ れども、 外国等々 からでも 、もちろ ん秋田 空港と韓国
との定期 便も発生 してお りますの で、その あたりも 考えなが らＩＯＣ 国際オ リンピック
等々にも もし手続 きがあ りました らね、ち ょっと大 げさです けれども 考えて いただけれ
ばなと、 このよう に思っ ておりま すけれど も、ご答 弁の方、 よろしく お願い 申し上げた
いと思います。
○議長（鎌田

正）

○副市 長（久米 正雄）

再質問に対する答弁願います。久米副市長。
まず最 初のこの 宅建協会 との関係 でありま すけれど も、議員ご承

知のとお り２２年 の１１ 月に宅建 と照会業 務に関す る協定を 締結して おりま して、その
後、これ について は一例 でござい ますけれ ども、２ ３年には １２月に 福田町 の土地につ
いて照会 してくだ さいと いうふう なことを 言われを しました 。これは １年の 期限をつけ
てでした けれども 、そう いう経緯 がありま したが、 ここにつ いては買 い手が なくてこの
件は終わっております。
そうい うような ことで 、専門の 職員を置 いている かという ふうなこ とでご ざいますけ
れども、 今現在は 管財課 の職員が 担当して やってお ります。 管財課の 職員は 、この宅建
のことだ けじゃな くて、 市内の市 民からの 法定外の こととか 、それか ら先程 申しました
普通財産 のいろい ろな宅 地だった りいろい ろな土地 がありま すので、 その売 買契約等を
やってお りますの で、あ る程度そ ういう土 地の売買 には精通 しており ますの で、専門の
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職員とい うわけで はあり ませんけ れども管 財課の方 で担当し ておりま す。そ ういう実態
であります。
それか ら、大沢 郷、そ れから双 葉小学校 について は、先程 も答弁申 し上げ ましたけれ
ども、今 現在につ いては いろいろ 問い合わ せ等これ までもあ りました けれど も、具体的
な使い道は定まっていないというふうなことであります。
その中 で双葉小 等につ いては福 祉施設と かという ふうなこ とのお話 もあり ましたけれ
ども、具 体性がな かなか 前に進め ない状況 でありま して、現 在では保 留、あ るいは中止
というふうな状況になっております。
そうい うような ことで 、この後 もそうい う施設へ の利用も 含めて検 討して まいりたい
し、また 、ご提言 のこの オリンピ ック等の 強化練習 の場とし ての体育 館等も ありますの
で、アー チェリー とかフ ェンシン グとかの 会場にな ることも 一つ視野 に入れ て検討して
まいりたいというふうに思います。
○議長（鎌田

正）

再々質問ありませんか。

○９番（小松栄治）

ありません。

○議長（鎌田

それじゃあ次に、２番の項目について質問を許します。

正）

○９番（小松栄治）

次に、新たな産業の創出と雇用についてであります。

１つ目 といたし まして 、大仙市 では新規 就農者研 修施設を 西部地区 にも開 設し、若者
の就業支 援や農業 法人の 数を３年 後には８ ２法人に 増やす計 画や旧西 中の教 室を利活用
し、食品 加工品な どを行 う事業を 支援して おります が、まだ まだであ り、産 業の創出と
雇用にお いての市 政評価 は最も低 く、雇用 への不満 や就業支 援なども 足りな く、農業の
潜在力を 雇用拡大 につな げる施策 が必要で あると同 時に、農 業で生活 できる 施策が必要
と考えられますが、市長のお考えを具体的にお伺いいたします。
また、 産業の振 興によ り雇用が 創出され ますが、 市独自の 産業の創 出及び 民間会社と
の連携か協同での産業の創出について、計画や見通しについてお伺いいたします。
２つ目 といたし まして 、今注目 されてお ります新 エネルギ ー分野に おいて の産業の創
出と同時 に雇用で ありま すが、小 水力発電 プロジェ クトにつ いて産学 官一体 となって取
り組まれ ておりま す現在 の計画と 今後の実 施に向け て行われ ようとし ておら れるものな
のか、お伺いいたします。
３つ目 といたし まして 、再生可 能エネル ギー（メ ガソーラ ー）導入 につい ての普及と
利用、そ れによる 産業の 創出と雇 用につい て、現在 どのよう な計画と 見通し 、民間より
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の導入はどのように進んでおられるのかお伺いいたします。
以上でございます。
○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】

質問の新たな産業の創出と雇用について、お答え申し上げます。

農業に おける若 手農業 者の雇用 拡大を推 進するた め、将来 の大仙市 農業の 担い手育成
の大きな 柱として 、新規 就農者研 修施設を 運営し、 これまで も後継者 育成に 努めてまい
りました が、近年 は農業 を一生の 仕事にし たいとの 若者が増 加してい ること から、今年
４月から は西仙北 地域に 新たに新 規就農者 研修施設 を設置し て、研修 希望生 の要望に応
えてまいりました。
今年度 は、太田 地域の 研修施設 と合わせ て１４名 が栽培技 術や農業 経営に 関する研修
に取り組んでおります。
今後も 若き担い 手の育 成のため 、西部研 修施設に ついては 、１０名 程度ま で研修が可
能となる よう、施 設の拡 充も視野 に入れな がら希望 者の要望 に応えて まいり たいと考え
ております。
研修修 了生は、 これま で親元で の就農や 花きなど の新たな 作物への 取り組 みにより独
立した経営を目指しておりましたが、市内においても経営規模の拡大や園芸作物の導入、
加工部門 への参入 などに より積極 的な経営 に取り組 む農業法 人が増え てきて いることや
後継者の 確保が必 要な農 業法人も あること から、農 業法人へ の就職を 希望す る研修生も
増加しており、就職機会の拡大が図られてきております。
また、 協和地域 では地 場産野菜 の加工・ 冷凍施設 の建設を 機に、地 域内の 農業法人が
連携して 野菜の生 産に取 り組み、 生産・供 給体制の 強化によ り新たな 雇用に 結びつける
など、大 仙市にお ける新 たなビジ ネスモデ ルの確立 に向けた 取り組み として 期待してお
ります。
また、 個人の農 業者に おいては 、農地の 集積によ る経営規 模拡大が 図られ るよう、人
・農地プ ランにお ける中 心経営体 に位置付 けて取り 組みを支 援するほ か、小 規模経営で
あっても野菜や花き栽培に取り組むことにより所得の向上が図られるよう、農業夢プ
ラン事業などにより機械や施設の導入についても引き続き支援をしてまいります。
企業の誘致による産業創出や雇用の拡大については、引き続き力を注いでおりますが、
現状は非 常に厳し い状況 にあるこ とから、 市内企業 との情報 交換や連 携によ り、それぞ
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れの得意 とする分 野で協 力し合う ことで農 産物の加 工や販売 に取り組 む方法 や農業法人
の経営規 模拡大や 経営の 多角化に よる雇用 機会の拡 大に努め 、内発型 の雇用 の創出につ
いて取り組みを強化してまいりたいと考えております。
次に、 新エネル ギー分 野におけ る小水力 発電プロ ジェクト について であり ますが、本
市を含む ２市１町 、秋田 県、土地 改良区、 劇団わら び座、民 間企業に より、 仙北平野の
水資源活 用による 小水力 発電を目 的に、平 成２４年 １月に「 奥羽山系 仙北平 野水資源利
用調査研究会」が設立されております。
小水力 発電の具 体的な 活用とし ては、農 業施設に 必要な発 電量の確 保や売 電による農
業者負担 の軽減、 また、 発電によ る６次産 業化の推 進のほか 、農業以 外の多 用途活用や
災害時の有効利用など、地域振興に貢献できる施設として考えております。
現在、 神代頭首 工付近 に宮腰精 機製作の 小規模水 車を設置 し、実証 実験を 行っており
ますが、 効率的な 取水地 点の選定 や国の水 利権の問 題、農林 水産省補 助事業 にかわる協
議など、今後の研究会で議論していくこととしております。
また、 市では新 エネル ギーにか かわる取 り組みの 一つとし て、ごく 小規模 ではありま
すが湧水 を利用し た水車 による発 電施設を 西仙北地 域と中仙 地域の農 村公園 に設置して
おります 。身近な 農村資 源による 省エネを 実践する モデル施 設として 、夜間 の照明や災
害時の非 常用電源 に利用 されてお り、市内 外の中学 生が授業 の一環と して見 学に訪れる
など、学習教材として有意義に利用されております。
なお、この中仙農村公園の設置につきましては、大仙市内の電気工事会社、技能組合、
技術専門校の三者によって実現しております。
次に、 再生可能 エネル ギー導入 と普及、 利用によ る産業の 創出と雇 用の見 通しにつき
ましては 、市有地 である 西仙北地 域の柏台 草地２４ ．７㎡を メガソー ラー事 業の提供可
能用地と して公表 してお りますが 、これま でに県外 の民間事 業者１１ 社から 問い合わせ
を受けて おり、そ のうち １社につ いては現 在、事業 の実現可 能性につ いて協 議を行って
いるところであります。
メガソ ーラー事 業の雇 用効果に ついては 、採算性 向上のた め、その 多くの 施設が発電
状況や機 器の異常 等を遠 隔地から 監視する など無人 化を進め ていると 伺って おり、一般
的な製造 業などと 比べる と高くあ りません が、発電 施設の建 設工事の ほか、 設備機器の
メンテナ ンス及び 施設内 の草刈り などの維 持管理に ついては 一定の雇 用の創 出があると
考えております。
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市内で は、既に 神岡の 株式会社 セイコー が実証プ ラントを 運行して おり、 市としては
地球温暖 化防止及 び遊休 地の活用 の観点か ら、今後 も引き続 き民間事 業者の 事業展開を
支援しな がら再生 可能エ ネルギー の導入に 向けて積 極的に取 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

正）

○９番 （小松栄 治）

はい、９番。
ま ず、農 業で生活 できると いうこと で質問い たしまし たけれども、

まず、１ 人の農業 者が１ 年間で生 活できる だけの糧 となると きのきん す、お 金を生むた
めには、 最低でも 若い人 は２００ 万から３ ００万が 必要では ないかな と思っ ております
し、またあわせて社会保障等々、また、年金、要するにそういうものが確立しなければ、
なかなか 自立して 農業に 携わって やってい くという 希望がな いわけな んです 。だからそ
のあたり を市の方 でも少 し考えて いただき ながら、 いわゆる 技術者の 育成は 結構やって
いると思 いますけ れども 、そのほ かにその 後の支援 体制、い わゆる今 のこと とあわせて
農地集約 や、幾ら ぐらい 農業で金 額があっ て、そし て純利益 はこのぐ らい生 むんだとい
うことを はっきり しなけ れば、そ してその 後、年と ともにい ろんなお 金がか かります。
農業者に ついては 。その あたりも 含めなが ら、きち っとした プランを 定めな がら指導し
ていく体 制が必要 ではな いかなと 思われま すがどう でしょう か、伺い たいと 思います。
もう一 つは、先 程のメ ガソーラ ーのこと ですけれ ども、有 り難いこ とに１ １社のうち
今１社ほ どだとい うこと でありま すし、柏 台の方に も２４． ７ｈａの 分とい うことで、
すぐにで もできる ような 土地がご ざいます 。もちろ ん皆さん もご存知 だと思 いますが、
秋田市で も河辺に 今建設 して、も うそろそ ろ出来上 がる頃じ ゃないか なと思 いますけれ
ども、い わゆるパ ネルを ９，１７ ０枚ほど 設置いた しまして 、５，２ ００世 帯にやると
いうこと で、これ が秋田 市の事業 主体にな ってやる というこ と、秋田 市が事 業主体です
よ、そう いうこと であり ますので 、どうか そのあた りも考え ながら、 もちろ ん民間から
の投資も 含めなが らやっ ていくと いうこと になりま すので、 市でもそ のあた りも含めな
がら情報 を取り入 れなが ら、どう かひとつ 実現に向 けて頑張 ってもら いたい と、このよ
うに思っております。
答弁をお願いします。２つです。お願いします。
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○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。
若 い人が この農業 を目指す ための一 つの、一 生の仕事 としてのデザ

インとい うものを しっか りしなさ いという 意味だと 思います 。この辺 につき ましては、
今、各種 既存の制 度の中 でも数値 的なもの 、あるい はそうい うものは あらわ すことはで
きるわけ でありま すが、 私は今、 我々が今 取り組ん であるの は、やは りいろ んな時代の
背景の中 で若い人 たちが 農業とい うものを 一生の仕 事にした いという 、そう いう機運が
あって、 研修生等 の皆さ んと話し ていると そういう 考え方の 方が飛び 込んで きていると
いう状況 でありま す。私 はその芽 をひとつ 大事にし たいとい うふうに 思って います。確
かに年金 等その他 いろい ろこのぐ らいでこ ういう生 活ができ るという そうい う設計につ
いては、今の既存の材料の中でも描けるわけでありますけれども、そういう問題よりも、
やっぱり この地域 で農業 を一生の 仕事にし ていきた いという そういう 若い人 たちをでき
るだけど うやって 育てる かという ことに重 点を置い て、いわ ゆる後継 者問題 というもの
に取り組んでいきたいというふうに思っております。
それから、ご指摘いただいておりますこの柏台のメガソーラー関係については、い
ろんなま ず今まで もいわ ゆる民間 から問い 合わせ等 があった わけです けれど も、かなり
漠然とし た話をい ただき ましたけ れども、 今回のこ の話はか なり具体 的な話 として我々
も伺っておりますので、様々な手続きの問題、農振関係の手続きの問題もありますので、
こういう ことを丁 寧に我 々対応し ながら、 何とか可 能性のあ る一つの プロジ ェクトのお
話を我々 がお手伝 いでき るのでは ないか、 そういう 考え方で 頑張って みたい と思います
ので、よろしく議員の皆さんからもご指導をお願い申し上げます。
○議長（鎌田

正）

再々質問はいいですか。

○９番（小松栄治）

ありません。

○議長 （鎌田

一 般質問 の途中で あります が、この 際、暫時 休憩いた したいと思い

正）

ます。午前１１時２５分に再開したいと思います。
午前１１時１４分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時２５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。
（「議長」と呼ぶ者あり）
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○議長（鎌田

正）

○９番（小松栄治）

はい、９番。
それでは次に、農林業の今後の方向についてであります。

１つ目 といたし まして 、土地改 良区の統 廃合と吸 収合併に ついてで ありま すが、平成
１８年に 行われま した統 合は１５ の土地改 良区にな りました が、その 後７年 が経過して
おります が、現在 の土地 改良区の 数は幾つ になって おられま すか。ま た、大 仙市西部地
区土地改 良区統合 整備研 究会が平 成２５年 には統合 整備推進 協議会に 、東部 地区では統
合整備を 進める打 合会が 開催され ておりま すし、い ずれも将 来の統合 と再編 について協
議がなされておりますが、今後の計画と見通しについてお伺いいたします。
２つ目 といたし まして 、昨年７ 月より運 営されて おります 秋田市の 大型製 材工場につ
いてであ りますが 、昨年 ７月より 今年３月 までの大 仙市より の原木仕 入れ量 とその売上
高、また 、全体の 原木量 と売上高 はどのく らいなの か、その 上での平 成２５ 年度の大仙
市の原木 仕入れ量 と売上 高はどれ ほどにな るのか、 あわせて 全体の計 画につ いてと今後
の大仙市 の林業に ついて の支援策 、道路網 等々の整 備なども 含めてお 伺いい たします。
以上であります。よろしくお願いします。
○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】

質問の農林業の今後の方向についてお答え申し上げます。

はじめ に、土地 改良区 の統廃合 とその計 画につき ましては 、大仙市 管内に おいて平成
１８年に １５の土 地改良 区に再編 された後 は、賦課 金の取り 扱い等、 土地改 良区個々の
事情により具体的に統合や再編は進んでいないのが実情であります。
今後の 計画につ きまし ては、西 仙北地域 、協和地 域の４土 地改良区 で大仙 市西部地区
土地改良 区統合整 備研究 会が統合 整備推進 協議会へ 移行を予 定してお りまし たが、県営
ほ場整備 の継続地 区や新 規採択地 区の事業 推進と農 家対応が 優先とさ れ、今 年度の移行
を繰り延べとしながらも早期の統合を目指し研究会で協議しております。
また、 東部地区 では、 秋田県仙 北平野土 地改良区 の水利範 囲である 旧土地 改良区で、
本年４月 に仙北平 野土地 改良区統 合整備研 究会を設 立してお ります。 本研究 会では、平
成２６年 度に統合 整備推 進協議会 へ移行を 図り、平 成２８年 度の統合 整備を 目標に協議
を重ねております。
市とい たしまし ても、 平成２４ 年度から 土地改良 区が組織 されてい ない地 域の隣接土
地改良区 への編入 を支援 するため 、土地改 良団体統 合推進助 成事業の 補助金 制度を創設
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して土地 改良区の 統合を 推進して おり、こ れまでに 中仙地域 と太田地 域の４ 地区５２０
ｈａが土地改良区へ編入されております。
土地改 良区の広 域的統 合が、さ らなる維 持管理コ ストの削 減や様々 な組合 員ニーズへ
の対応な どが可能 となる ことから 、関係機 関と連携 を図りな がら、今 後も統 合を支援し
てまいりたいと考えております。
次に、大規模製材工場の原木仕入れ量と売上高及び今後の林業支援策につきましては、
まず、大 規模製材 工場は 昨年の７ 月から稼 働してお りますが 、機械操 作の不 慣れなどか
ら稼働率 が上がら ず、目 標は５７ ％稼働で ありまし たが、２ ４年度の 実働は ３７％と聞
いており ます。し たがっ て、工場 全体の原 木仕入れ 量につい ては４万 ９，６ ４８㎥、仕
入れ額に ついては ５億２ ，２３０ 万円であ り、この うち大仙 市からの 原木仕 入れ量は全
体の１７ ．２％に 当たる ８，５４ ０㎥、仕 入れ額に ついては ８，９８ ４万円 と伺ってお
ります。
平成２５年度については、全体の原木仕入れ量が１４万６，７００㎥、仕入れ額は
１７億６ ，０４０ 万円の 計画であ り、この うち大仙 市からの 原木仕入 れ量は 前年度並み
の１７％ で２万４ ，９３ ９㎥、仕 入れ額は ２億９， ９２７万 円を予定 してい ると伺って
おります。
大仙市 からの仕 入れ量 について は、市の 補助金を 算出する 際に見込 んでい た原木供給
量が２万 ５，００ ０㎥で したので 、ほぼ計 画どおり の原木供 給が見込 まれて おります。
林業の支援策につきましては、平成２２年度に作成した大仙市森林整備計画に基づき、
下刈り、 枝打ち、 間伐な どの保育 作業を推 進して、 優良材の 生産を支 援する とともに、
木材の搬 出や間伐 作業な どに利用 する林道 、作業道 などの路 網整備に 引き続 き取り組ん
でまいり ます。特 に整備 済みの作 業路網の 補修・改 良につき ましては 、今次 定例会で予
算の補正 をお願い してい る「持続 的森林経 営確立対 策事業」 を推進す ること により、過
去に木材 搬出用と して利 用した作 業路を繰 り返し使 える丈夫 で簡易な 路網と して再整備
を図り、安定した木材供給体制の確立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。

○９番（小松栄治）

ありません。

○議長（鎌田

次に、４番の項目について質問を許します。

正）

（「議長」と呼ぶ者あり）
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○議長（鎌田

正）

○９番（小松栄治）

はい、９番。
次に、大仙市の観光と芸術文化についてお伺いいたします。

１つ目といたしまして、今年度１０月から１２月まで観光キャンペーン（デスティ
ネーショ ンキャン ペーン ）、通称 ＤＣであ りますが 、秋田県 で行われ ます。 また、来年
はアフタ ーＤＣと 国民文 化祭が秋 田県で行 われます 。観光と 芸術文化 等を結 びつける日
本全国に 宣伝する 絶好の 機会であ り、それ により誘 客も見込 まれます ことか ら、市では
これらをどのように捉え取り組んでいかれるものなのかお伺いいたします。
２つ目 といたし まして 、県観光 キャンペ ーン推進 協議会は 、観光客 を歓迎 する「おも
てなし大 作戦」な どが取 り組まれ ておりま すが、大 仙市では どのよう な取り 組みをして
いかれる ものなの か、ま た、観光 施設や旅 館業、宿 泊施設、 文化財、 名所旧 跡などにど
のような支援と情報等を行っていかれるものなのかお伺いいたします。
３つ目 といたし まして 、市で行 う誘客イ ベントは どのよう になって おられ るのか。ま
た、ポス ターやガ イドブ ックなど はどのよ うになっ ておられ ますか。 あわせ て平成２４
年の市町 村パンフ レット の人気度 は、全国 で大仙市 は何位で ありまし たか。 そして、ど
のようなものを現在は作っておられるものなのかお伺いいたします。
以上、よろしくお願いいたします。
○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】

質問の大仙市の観光と芸術文化についてお答え申し上げます。

はじめ に、観光 と文化 等を結び つけた観 光誘客促 進への取 り組みに つきま しては、今
年１０月 からの秋 田デス ティネー ションキ ャンペー ン開催に 向け、国 内外か ら誘客促進
を図る目 的で官民 一体と なった組 織として 昨年２月 に推進協 議会を設 立して おり、平成
２４年度 はプレ秋 田デス ティネー ションキ ャンペー ンを開催 し、首都 圏を中 心に情報発
信を行い、県内への誘客促進を図っております。
今年度 は、秋田 ＤＣ本 番に向け 、県を中 心に県内 の観光関 係団体等 とホス ピタリティ
の向上と 歓迎機運 の醸成 を図りな がら各種 事業に取 り組むこ ととなっ ており 、首都圏等
の駅媒体 を活用し 、キャ ンペーン ガイドブ ックの配 布やキャ ンペーン ポスタ ーの掲示、
インター ネットを 活用し た情報発 信、各種 メディア への情報 発信、旅 行エー ジェント等
への誘客プロモーション等の事業が行われております。
また、 平成２６ 年度に 秋田県で 開催され る「国民 文化祭」 について は、本 市で開催が
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予定され ている囲 碁サミ ットと青 少年の囲 碁交流大 会や旧池 田氏庭園 での本 市の民俗芸
能等の伝 統文化を 紹介し ての「お もてなし 」、さら には「あ きたびじ ょん」 のポスター
で話題の 木村伊兵 衛氏の 写真展と 秋田の美 をテーマ にした全 国公募写 真展の ３分野の市
主催事業を実施することとしております。
さらに 、市民及 び各種 団体から 提案され た民謡の 宝庫と言 われる当 地域な らではの民
謡の祭典 、花火文 化に焦 点を当て たイベン ト等の県 民参加事 業であり ますが 、関係機関
と協議を 進めてお り、大 仙市を全 国に発信 する好機 と捉え、 具体的な 計画づ くりを進め
ております。
加えて 、１１月 には東 京有楽町 駅前広場 及び交通 会館前を 会場とし た「大 仙市ＰＲイ
ベント」 を開催す ること としてお り、各首 都圏のふ るさと会 の役員の 皆様の ご協力をい
ただきながら現在準備を進めているところであります。
このイ ベントに おいて も本市の 祭事や郷 土芸能の 紹介、物 産販売な どを通 じて大仙市
のＰＲに努めてまいります。
次に、 大仙市に おける 観光客へ のおもて なしにつ きまして は、今秋 の秋田 ＤＣにあわ
せ、ＪＲ 大曲駅、 大仙市 観光物産 協会や観 光関係団 体で構成 される大 仙市デ スティネー
ションキャンペーン推進委員会の事業で、「おもてなし力アップ事業」を計画しており、
市内のホ テル・旅 館業者 、飲食業 者、タク シー業者 などの観 光にかか わる方 々を対象と
した市内 観光施設 の視察 やおもて なし力ア ップのセ ミナー開 催、セミ ナー等 を受講した
方への認 定証の発 行など 、市の観 光資源を 知ってい ただきな がらおも てなし の技術向上
に向けた取り組みを７月から順次行うこととしております。
観光施 設等への 支援に つきまし ては、Ｊ Ｒ大曲駅 内の観光 情報セン ターや 道の駅を活
用した観 光案内の ほか、 必要に応 じて案内 標識等の 整備進め るなど、 観光客 が必要とす
る情報の提供を行います。
また、 文化遺産 であり 、観光振 興を担う 文化財や 名所旧跡 について は、案 内板等の設
置のほか 、適切な 保存・ 継承が必 要なこと から、そ の所有者 、管理者 のご理 解をいただ
きながら、必要な修繕等を引き続き行ってまいります。
次に、 本市で行 う誘客 イベント の内容及 び観光ポ スター、 観光ガイ ドブッ クの状況に
ついてで あります が、秋 田ＤＣ期 間中に行 う誘客イ ベントと して、１ ０月上 旬に花火通
り商店街 等と連携 した「 大曲駅ま つり」、 １０月中 旬には秋 田横手間 を走る ＳＬ運行に
あわせた各駅でのおもてなしイベントなどを予定しております。
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観光ポ スターに ついて は、昨年 度から県 及び美郷 町と本市 が連携し 、季節 毎の観光ポ
スターを作成しており、市内外に掲示しＰＲに努めております。
また、 観光ガイ ドブッ クにつき ましては 、毎年リ ニューア ルしなが ら作成 しておりま
すが、本 年度は秋 田ＤＣ にあわせ て全国的 な知名度 を持って おります 旅行情 報誌とタイ
アップした観光ガイドブックを作成することとしております。
なお、 東京日本 橋にあ ります一 般財団法 人地域活 性化セン ターの「 ふるさ と情報コー
ナー」に 設置して おりま す本市観 光ガイド ブックの 人気度の ランクに ついて は公表がさ
れており ませんが 、今後 も同セン ターをは じめ県の 東京事務 所を通じ て、首 都圏各所に
設置いただき、本市のＰＲに努め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）

○９番 （小松栄 治）

はい、９番。
今 年の１ ０月から １２月ま でのデス ティネー ション、 そして来年の

国民文化 祭等が行 われま す。今、 市長のお 話だと絶 好のチャ ンスとい うこと をお聞きし
ました。 どうかひ とつそ れにあわ せながら 、今後も 継続は力 なりとい うこと もございま
すので、観光には十分一生懸命やっていただきたいと、このように思っております。
その中 で、有り 体のこ とですけ れども、 大仙市で は観光大 使等々は おられ ますかとい
うことで ございま す。も しおられ なかった ら、今後 どのよう な形でそ の人方 を任命し、
その人方をまず利用するといえば大変語弊ですけれども、活用しながら宣伝に向けて
やっていかれるものかなと、このように思っております。秋田は美人の里でございます。
雄勝は小 野小町、 もちろ ん仙北美 人はここ でござい ますので 、そのあ たりを 含めながら
よろしくご配慮をお願い申し上げたいと思います。
また、 パンフレ ットの ことです けれども 、東京の ふるさと 情報コー ナーに まずあそこ
へやっていないということでしたので、今後はやるということを言ってくださったので、
どうかひ とつ今か らでも 、ひとつ 掲示して いただき たいなと 、このよ うに思 っておりま
す。もち ろん旅行 代理店 等々にも 置かれる し、それ から各温 泉等施設 にもパ ンフレット
が置かれ ると思い ますの で、その あたりも よろしく お願い申 し上げて 、答弁 の方よろし
くお願いいたします。
○議長（鎌田

正）

再質問に対する答弁願います。栗林市長。
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○市長 （栗林次 美）

ご 提案の この観光 大使の取 り組みで あります が、間も なく９月、も

うキャン ペーン始 まって おります し、この 辺につい ては我々 考えが及 ばなか ったことで
ありまして、やれるかどうかこれも各関係者と、市だけでやっているわけではありま
せんので 、全体の 関係者 の皆さん にひとつ ご相談し てみたい なという ふうに 思っており
ます。
それから、日本橋にありますこのふるさと情報コーナーでありますが、我々の方の
パンフレ ットも行 ってお ります。 ただ、大 変たくさ んのもの が持ち込 まれて いるようで
あります ので、扱 いにつ いては私 は確認し ておりま せんが、 実際、今 度東京 に行った折
に確認さ せていた だいて 、どうい うふうに なってい るかとい うことも 状況も 調べておき
たいなと思います。
○議長（鎌田

正）

再々質問ありませんか。

○９番（小松栄治）

ありません。

○議長（鎌田

次に、５番の項目について質問を許します。

正）

○９番 （小松栄 治）

次 に、最 後の質問 になるわ けでござ います。 防災対策 についてお伺

いいたします。
１つ目 といたし まして 、学校の 災害対応 について でありま すが、県 教育委 員会では暫
定版マニ ュアルを 策定し ており、 これを各 教育委員 会へ配付 し、各学 校より 意見を聞き
取り、マ ニュアル の完全 版を作る としてお りますが 、その対 応と教育 委員会 としての災
害時の対 応や災害 に対す る防災学 習と防災 訓練（避 難訓練も 含む）な どにつ いてお伺い
いたします。
２つ目 といたし まして 、これま でに大仙 市防災計 画を策定 しており ますが 、その中の
地域自主 防災組織 は、現 在幾つ結 成されて おられま すか。ま た、まだ 組織さ れていない
組合は幾 つであり ますか 。あわせ て、市全 体では何 ％まで組 織されて おりま せんでしょ
うか。そ の残され ている 組織の結 成につい ての取り 組み方と その見通 しにつ いてお伺い
いたします。
３つ目といたしまして、防災計画の中の避難所等及び避難ルートの指定や見直しなど、
さらには 標識・看 板・案 内板など の設置を 早急に行 う必要が あると思 います が、お伺い
いたします。
また、災害時の災害弱者の避難支援等についての取り組み方をお伺いいたします。
以上、よろしくお願いします。
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○議長（鎌田

正）

５番①の項目に対する答弁を求めます。三浦教育長。
【三浦教育長

○教育長（三浦憲一）

登壇】

質問の防災対策についてお答え申し上げます。

はじめ に、災害 時の対 応につき ましては 、平成２ ４年４月 の閣議決 定「学 校安全の推
進に関す る計画」 に基づ き、平成 ２５年３ 月に文部 科学省が 改訂した 学校防 災のための
参考資料 や県の動 向を踏 まえまし て、市教 育委員会 といたし ましては 効果的 かつ実践的
な防災教育の見直しを行っております。
本市の 防災対策 の基本 は、平成 １９年２ 月に作成 されまし た「大仙 市地域 防災計画」
であり、教育委員会はその文教部として学校に対する対応を整備しておりますが、現在、
本計画は全面改訂作業中でございます。
なお、 市教育委 員会で は、平成 ２３年４ 月に「大 規模地震 発生時の 臨時休 業措置基本
方針」及 び「災害 発生時 における 緊急連絡 マニュア ル」を定 め、対応 の徹底 を図ってお
ります。
また、 法的に義 務付け られた「 学校安全 計画」及 び「危険 等発生時 対処要 領」、いわ
ゆる危機 管理マニ ュアル をはじめ 、電子メ ールによ る緊急連 絡体制や 電子メ ール以外の
安否確認方法などにつきましては、全ての小・中学校で整備しているところであります。
各学校 におきま しては 、避難所 対応マニ ュアルな ど見直し の必要な 部分に ついて改善
作業を進 めていた だいて おり、市 教育委員 会はその ための情 報提供に 努めて いるところ
であります。
なお、 県教育委 員会に おいて災 害対応に 関するマ ニュアル を今年度 中に改 訂する予定
があると の情報も ありま すので、 整備して いる関係 資料につ きまして は、そ の都度必要
に応じて見直しを進めてまいりたいと考えているところであります。
次に、 防災学習 及び防 災訓練に つきまし ては、東 日本大震 災の経験 を踏ま えまして、
これまで の取り組 みを見 直し、全 ての小・ 中学校に おいて「 防災教育 年間指 導計画」を
策定し、実践しているところでございます。
各学校 の計画は 、各教 科等の学 習や学級 活動及び 避難訓練 等も含め た学校 行事が、そ
れぞれ系 統性を持 って関 連付けら れており 、今年度 の避難訓 練も含め た防災 教育の予定
時数は、 年間に小 学校の 平均で約 ２０時間 、中学校 の平均で 約２４時 間が計 画されてい
るところでございます。
避難訓 練は、地 震、火 災、水害 、雪害、 不審者等 への対応 に加え、 保護者 への引渡し
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などの内 容で、実 施の時 期といた しまして は４月の 始業早々 の時期や 降雪時 、時間帯で
は授業時 間中のみ ならず 昼休み時 間、ある いは下校 時なども 計画され ており まして、各
教科等の 学習や学 級活動 と関連付 けて、よ り実践的 な対応力 を育むよ うな配 慮をされて
いるとこ ろであり ます。 その実施 回数は小 ・中学校 ともに年 平均３回 程度行 われている
ところでございます。
さらに 、本市に おきま しては、 東日本大 震災の被 災地との 交流を学 校経営 の柱に据え
まして、 子供の主 体的な 活動を通 して防災 教育の充 実を図ろ うとして いる学 校が多くあ
り、地域 の皆様か らもご 理解とご 協力をい ただくな ど、大変 有効な防 災教育 のあり方の
一つとして支援しているところでございます。
一方、市内の高等学校におきましても、支援依頼を受けた市の防災関係職員が出向き、
大曲高校 や秋田修 英高校 では「身 近ででき る防災対 策」と題 した出前 講座を 、大曲農業
高校では 昨年１１ 月、地 元町内会 と協働で 避難訓練 及び避難 所を開設 ・運営 する訓練を
実施しているところでございます。
こうし た中、市 内小・ 中学校に おける地 域及び関 係機関と 連携した 避難訓 練の実施や
避難所開 設の初期 対応及 び二次対 応の経験 や研修の 不足とい った課題 に対処 するため、
新規事業として「だいせん防災教育『生き抜く力育成』事業」を立ち上げました。
本事業 は、被災 地との 交流事業 活動を踏 まえたモ デル校の 実践とし て、市 の総合防災
課と連携 し、地震 発生時 の避難訓 練、避難 所開設に かかわる 初期対応 の実際 を地域住民
や関係機 関の協力 をもと に体験し 、非常時 の自助か ら共助へ の主体的 行動力 を養うこと
を狙いとして取り組みます。
また、 モデル校 の実践 に中学生 サミット や市内教 職員も参 加するこ とによ り、各校の
取り組み の改善に もつな げたいと 考えてお り、次年 度以降も 継続実施 し、防 災教育の充
実を図ってまいります。
以上であります。
【三浦教育長
○議長（鎌田

正）

降壇】

引き続き、②及び③の項目に対する答弁を求めます。元吉総務部長。

○総務 部長（元 吉峯夫）

次に 、自主防 災組織に つきまし ては、５ 月末現在 １５３団体が

組織され 、結成率 は３７ ．３％と なってお り、まだ 組織され ていない 地区は ３９６カ所
で６２．７％となっております。
これま での取り 組みと いたしま しては、 昨年から 始めまし た「災害 に強い まちづくり
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事業」と して、新 規に結 成した組 織に対す るスター ターキッ トの配布 や活動 費等に対す
る補助金 、地域の 防災リ ーダーと なる防災 士の育成 に加え、 本庁及び 支所の 職員が各自
治組織の 会合等に 出向い て組織の 立ち上げ 方に関す る出前講 座を行い ながら 組織率の向
上を目指しております。
４月１ 日以降、 ８団体 １，１１ ２世帯分 の新規設 立の届出 をいただ いてお り、また現
在、１１団体、約１，１００世帯が組織化に向けて動き始めている状態であります。
今後につきましては、組織率の低い西仙北、太田、中仙、大曲地域を重点地域として、
積極的に 地域に出 向きま して市の 支援策な どの説明 を丁寧に 行いなが ら、平 成３０年度
の目標値 ８０％、 これを 目標にし まして自 主防災組 織の結成 に取り組 んでま いりたいと
いうふうに考えております。
次に、 避難所等 の指定 につきま しては、 現在見直 し中の地 域防災計 画にお いて、新た
な地震被 害想定と ともに 避難所全 体の見直 しを図っ ていると ころであ り、そ れらを反映
させたハ ザードマ ップを 平成２６ 年度には 市民の皆 様にお示 しできる 予定で あります。
避難ル ートの指 定につ きまして は、住民 が自分た ちの住む まちの地 域特性 に応じた安
全で最適 のルート を住民 や消防団 の話し合 いで決定 すべきと の考え方 が一般 的であるこ
とから、 各自治体 によっ て災害の 種類や状 況によっ て避難す る場所や ルート は様々であ
ります。
現行の 大仙市防 災ハザ ードマッ プにおき ましては 、震災・ 土砂災害 編では 避難ルート
は示さず 、洪水編 におい ては避難 方法を赤 矢印で示 し、具体 的な避難 ルート については
明示していないのが現状であります。
また、 標識や案 内板な どの設置 につきま しては、 一部の地 域におい て避難 所指定の看
板や洪水 時の浸水 深の高 さなどを 設置して おります が、今後 、どこに どのよ うな標識が
必要かを防災ハザードマップの見直しにあわせて検討してまいりたいと考えております。
次に、 災害時の 要援護 者避難支 援の取り 組みにつ きまして は、平成 ２２年 ３月に作成
いたしま した「大 仙市災 害時要援 護者避難 支援プラ ン」の全 体計画で 、災害 時の要援護
者の支援 の中心と なるの は地域で あり、そ の地域を 支援して いくのが 市の役 割と捉えま
して、平 常時から 近隣の ネットワ ークを発 展・充実 させ、地 域住民同 士の協 力関係を強
化するた めに、防 災だけ ではなく 声かけ・ 見守り活 動や防犯 活動など 、地域 における各
種活動を 通じて人 と人と のつなが りを深め 、地域ぐ るみの避 難体制を 構築す るための指
針を示しまして取り組んできております。
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また、 市ではこ れまで 高齢者実 態調査を もとにし た災害時 要援護者 の把握 、地域別の
要援護者 リストの 作成や 要援護者 個別計画 の作成、 市内の特 養など１ ９施設 との福祉避
難所とし ての協定 締結な どにより まして、 災害時に 備えた様 々な取り 組みを 行っており
ます。
要援護 者情報に つきま しては、 民生委員 や社会福 祉協議会 などと情 報を共 有し、平常
時の安否 確認や豪 雪時の 除雪支援 などの活 動に活用 するとと もに、今 後も災 害弱者と呼
ばれる要援護者の避難支援に役立てていくこととしております。
以上であります。
○議長（鎌田

正）

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○９番（小松栄治）

はい、９番。
教育委員会からの教育長の答弁、ありがとうございました。

ただ、 要望です けれど も、学区 内の中で 秋田県で もそれな りに防災 教育チ ャレンジプ
ランとか 作成して おられ ますとこ ろもあり ますし、 それによ って内閣 府でも 採択されて
おるということであります。
問題は 、今まで の地震 あったと きの避難 訓練等々 ですけれ ども、こ れあり ふれておる
ので、そ ればかり じゃな く、先生 とそれか ら生徒、 もちろん 自治体の 人方と あわせなが
ら、その 避難ルー トの危 険箇所の まずきち っとした 箇所を見 定めなが ら、そ のあたりを
踏まえて どのよう なとこ ろを選べ ばいいか というこ とを子供 たちにや ってい ただくと。
このひと つ実践し ていた だければ なと、こ のように 思ってお りますの で、よ ろしくお願
い申し上げたいと思います。
２つ目の組織、大変残念なことに、まだ６２．７％がまだ結成されていないと。これ、
何でだか というこ とだす な。私は これ、や る気ない んじゃな いかなと 思って おります。
もう２年 もしまっ てるし な、これ すぐでき るすよ、 この組織 づくりは 。もう ほとんどの
町内会では、あらゆる面で会合が随分なされている、１年間にかなりの回数が、もち
ろん町内 会の総会 やらそ の他の行 事、そう いういろ んなこと で何回も されて います。そ
のことに 働きかけ てくだ されれば よろしい んじゃな いかなと 思います ので、 そのあたり
も早急に 、どうか ３０年 と言わな いで、１ 年、２年 の中で８ ０％を目 標にし ていただけ
ればなということでございます。よろしくお願いします。
３つ目 の避難ル ートの 指定、見 直し、そ して標識 ・看板、 これは大 曲関係 については
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看板、避 難場所で すよと いう看板 が立たれ ておりま す。ただ 、今、部 長おっ しゃったよ
うに西仙 地区とか このほ どまだな されてい ないんで す、ほと んど。地 震あっ た場合、ま
ずもちろ ん西仙で はハザ ードマッ プ作って おりまし たけども 、全然そ ういう のがなされ
ていない わけです 。もし 災害にな った場合 、どこへ 逃げるか と、その ルート は様々でご
ざいます のは今、 部長言 ったとお りでござ いますけ れども、 やはり高 齢者等 は何として
逃げます かという ことを 把握した いわけな んですよ 。いちい ち聞かな きゃ駄 目なんです
な、そこ をきちっ と二通 りぐらい は認識し ていただ くような 、要する に標識 とかあれば
よろしい んじゃな いかな と思いま すので、 これが一 番早急に やってい ただか なければな
らないものじゃないかなと、このように思っております。
それか ら、災害 時の弱 者の支援 等でござ いますけ れども、 これも町 内会と かその中の
幾つかの 班に分か れてお りまして 、高齢者 、特に企 業とかそ ういう施 設は別 ですよ。そ
のほかの 中に高齢 者とか 弱者の人 がおられ るんです よ。いや 、そうす ればそ の中で、隣
近所とか 親戚とか ネット ワークを 作ってお るんです よ。だか ら、そう いうも のを利用し
ながら、 きっちり とした 対応をし ていただ ければ、 それもス ムーズに いくん じゃないか
なということでございます。
以上、要望ですけれども、お答えをお願いします。よろしくお願いします。
○議長（鎌田

正）

教育長にも答弁願いますか。

○９番（小松栄治）

いりません。

○議長（鎌田

総務部長だけですか。

正）

○９番（小松栄治）

総務部長にお願いします。

○議長（鎌田

それじゃあ再質問に対する答弁願います。元吉総務部長。

正）

○総務 部長（元 吉峯夫）

自主 防災組織 の組織率 を高める ことにつ いてでご ざいますけれ

ども、一応目標としては３０年度を８０％ということで目標に進めておりますけれども、
ご指摘の ように一 刻も早 くその組 織率を上 げていか なければ ならない という ふうに考え
ておると ころでご ざいま すので、 今年度も う既に何 箇所か動 きもござ います ので、今、
私申し上 げた以外 にでも 今これか ら取り組 んでいく 地域がご ざいます ので、 早急に組織
率が上がるように進めてまいりたいというふうに思っております。
それか ら、避難 所と、 それから 避難路の 標識の関 係であり ますけれ ども、 大曲市街地
につきま しては、 旧大曲 時代に避 難所の指 定をさせ ていただ いた経緯 がござ いました。
先程も答 弁で申し 上げま したけれ ども、ハ ザードマ ップの見 直し、そ れから 避難所につ
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いては全てのところで今、支所の方にお願いをしまして全市的な見直しをしております。
そういった中でその標識の設置、それからご指摘のありましたように避難方向的な標示、
実際に道 路個々に 標示す ると、地 震等の場 合は非常 にちょっ と問題も ありま すので、そ
の辺のと ころもち ょっと 我々の中 で研究さ せていた だきなが ら、是非 ハザー ドマップに
合わせて設置できるような方向で進めてまいりたいと思います。
それか ら、要支 援者、 いわゆる 災害弱者 へのその 対応であ りますけ れども 、議員ご指
摘のよう に、まず その要 支援者と いいます か災害弱 者へのま ず主体は やっぱ り地域が一
番主体だ というふ うに思 っており ます。そ してその 支援の仕 方という のは、 やはりその
支援を受 けられる 方本位 に我々考 えていか なければ ならない というよ うなこ とで思って
おります ので、今 ご指摘 のいただ いた点も 含めまし て、より 一層地域 との連 携を深めて
対応して いくよう にして 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。
○議長（鎌田

正）

再々質問ありませんか。

○９番（小松栄治）

ありません。

○議長（鎌田

これにて９番小松栄治君の質問を終わります。

正）

【９番
○議長 （鎌田

正）

小松栄治議員

降壇】

こ の際、 昼食のた め暫時休 憩いたし ます。午 後１時に 再開いたしま

す。
午後

０時０５分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
【１６番
午後
○議長（鎌田

正）

高橋敏英議員

１時００分

早退】

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、４番佐藤隆盛番君。
（「議長」と呼ぶ者あり）
○議長（鎌田

正）

はい、４番。
【４番

○議長（鎌田

正）

○４番（佐藤隆盛）

佐藤隆盛議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
市民クラブの佐藤隆盛です。

通告に従いまして、２点を柱に、市長並びに教育長に質問いたします。
まず、 市長には 、遅く なりまし たけれど も改めま して３期 目の当選 おめで とうござい
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ます。私 どももこ の９月 には改選 時期に当 たります が、市長 に締めの 最後の 一般質問を
させていただきます。
それこ そ常にお 世話に なってい る市長は じめ職員 の方々に 次のよう な質問 をするのは
いかがか と思いま したが 、市民か らの声も ございま すので、 ご理解の 上、よ ろしくお願
いいたします。
それでは、事務処理ミスの防止策について質問いたします。
まず、 市長は市 政報告 の冒頭に 「平成２ ５年第２ 回大仙市 議会定例 会にあ たり、主要
事業の進捗状況並びに諸般の状況についてご報告申し上げたいと存じますが、その前に、
ここのと ころ続い ており ます事務 処理のミ ス及び事 故につい てご報告 いたし ます。」と
ありまし た。そし て、５ 件の事務 処理ミス 及び事故 について 説明され 、それ に対しての
対応を次 のように 述べて おります 。「いず れの場合 も初歩的 なミスが 原因で 発生してい
ることから、誠に残念でなりません。これまでも機会あるごとに職員に対し注意喚起し、
所属内で の複数職 員によ る具体的 なチェッ クを指示 するなど 、ミスの 防止に 向けた取り
組みを行 ってまい りまし た。しか しながら 、相次ぐ ミスの発 生は、こ れまで の取り組み
が功を奏 していな いこと の証左で あり、こ れまでと 異なる抜 本的な改 善策を 進めていく
必要があ ると考え ており ます。た だ、個別 具体の効 果的な改 善策が直 ちに見 つかるわけ
ありませ んので、 まずは ミスの内 容の詳細 を全職員 が情報と して共有 し、職 員がその事
実を認識 すること が改善 に向けた 第一歩で あると考 えます。 これまで はミス の当事者以
外では「 対岸の火 事」と 認識され ていたの ではない かと考え ておりま す。」 と述べてお
ります。 「このた め、当 面の措置 として全 職員に対 し、ミス の発生状 況、原 因、リカバ
リーのた めに講じ た措置 などの詳 細を周知 し、その ケースに ついて職 員同士 が十分にコ
ミュニケ ーション を図り 、業務執 行する上 で死角や 盲点、思 い込みや 勘違い が発生しな
いよう、 職場全体 でチェ ックして いく気運 の醸成に 努めてま いります 。」と 述べており
ました。今までにない私は市長の使命感を感じたところであります。
今回の これらの 初歩的 ミスとは いえ、市 政報告の 次の日、 マスコミ 報道に 取り上げら
れ、残念 でなりま せんで した。そ してまた 、今日冒 頭にも事 務処理の ミスが 報告されま
して誠に残念でなりません。
私は、 市職員の 明るい 職場づく りをはじ め意識改 革や能力 向上など の対応 について、
過去２度 にわたり 一般質 問してき ており、 それぞれ の答弁を いただい ており ますが、疑
問を感じざるを得ません。過去に何度か事務処理ミスや専決処分対応の繰り返しに対し、
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対策報告 を受けて おりま すが、基 本的なほ かにも何 かに原因 があるの ではな いかと思い
ます。
市長の 答弁は、 聞きよ うによっ ては妙案 がない、 決め手が ないとも 取れま す。複雑化
していく 業務内容 は、素 人の私に もその難 易度につ いてはわ からない ではな いですが、
専門家で もある皆 さん、 それぞれ 職員の皆 さんは、 日々それ に対応し ていく 義務もまた
一方にあ るわけで ありま す。それ が初歩的 ミスであ ればある ほど、何 かが足 りないと言
わざるを 得ません 。度重 なるミス の報道で 、一般市 民の中か ら首をか しげる 向きも多く
なってき たのでは ないで しょうか 。市庁内 部の不退 転の決意 で市長以 下取り 組むことを
願っております。
そこで 質問いた します が、相次 ぐ事務処 理を受け 、合併後 、職員の 本庁・ 支所間の異
動が行わ れるよう になり 、出身地 域以外の 業務に携 わること が多くな ったと 思われます
が、地域 に密着し た業務 を行って いるとい う意識が 希薄化し 、緊張感 が薄れ ているので
はないか 。また、 職員間 の意思疎 通や融和 が図られ ているの か、また 、基本 的な朝礼な
ど具体的な対策はどのように行われているのか、まずお尋ねいたします。
○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】

佐藤隆盛議員の質問にお答え申し上げます。

本会議 の初日に 事務処 理ミスに ついてご 報告申し 上げた矢 先にもか かわら ず、市県民
税の納付書を誤発送したこと、改めてお詫び申し上げます。
ご質問 の地域意 識と緊 張感につ きまして は、これ まで定期 人事異動 の際、 本庁・支所
間並びに 出身地域 以外へ の人事配 置を行っ ておりま すが、こ れは職員 の出身 地域に固持
せず、地 域を超え た人事 配置を行 うことで 、大仙市 職員とし ての一体 感の醸 成と職員の
視野を広 めるため のもの でありま す。また 、ジョブ ローテー ション等 により 一定の年数
をもって 異動させ ること により、 適度な緊 張感を持 って業務 を遂行し ている と考えてお
ります。
最近の 事務処理 ミスに つきまし ては、最 終的に複 数の職員 によるチ ェック を行ってい
なかったなど初歩的ミスが多く、詰めが甘かったことが大きな原因であります。これは、
日頃から 職員同士 のコミ ュニケー ション不 足から一 人仕事に なりやす くなっ ているため
であると考えております。
職員同 士のコミ ュニケ ーション やチーム ワーク、 そして組 織間のつ ながり を強化する
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取り組み につきま しては 、平成２ ２年度に 職員によ り組織さ れている マナー 向上委員会
から提案され、各課に実施を呼びかけた「毎朝のミーティング・朝礼実施」があります。
毎朝実施 している 課もあ りますが 、実施で きていな い課もあ りますの で、毎 朝の挨拶の
励行と週 １回のミ ーティ ングを必 ず実施し 、課ある いは班毎 に個々に 担当す る業務の進
捗状況等を確認し合うことを今一度全職員に徹底させてまいります。
また、 職員互助 会では 、各部・ 各支所が 実施する レクリエ ーション に対し 助成を行っ
ておりま すので、 こうし た機会を 通じてコ ミュニケ ーション 等深める よう、 さらに指導
してまいりたいと思います。
議会初 日の市政 報告の 中でも申 し上げま したとお り、これ までの事 務処理 ミスの発生
した状況 、原因、 リカバ リーのた めに講じ た措置な どの詳細 を周知し 、業務 遂行する上
で死角や 盲点、思 い込み や勘違い が発生し ないよう 職場全体 でチェッ クして いく気運の
醸成に努めてまいります。
また、 職員によ る軽微 な車両運 転事故に つきまし ても、安 全確認不 足や不 注意により
発生した ものであ ります ので、先 程申し上 げたミー ティング や朝礼の 際に注 意を喚起す
るととも に、公用 車を使 用する際 の具体的 な安全確 認行動と して、公 用車の 鍵を渡す者
と受け取 る者が声 を掛け 合うこと を徹底し 、事故防 止に努め 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。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○４番 （佐藤隆 盛）

はい、４番。
ま ず答弁 いただき ましたけ れども、 実は私、 前々回も 質問の前に冒

頭申し上 げたこと があり ます。そ れは、私 は２０年 間にわた って、小 さな工 場でありま
したけれ ども、弱 電製造 工場で働 いており ました。 その中で 不良対策 につい ては、簡単
な不良、 単純なミ スほど 厄介なこ とはあり ませんで した。そ れは対策 が非常 に難しいと
いうこと でありま す。そ してまた 、再発し やすかっ たであり ます。こ れは私 、２０年間
の中で、 小さい会 社です から受注 ・生産・ 納期・品 質、トー タル的に 全部見 ておりまし
た。です から、市 長の私 は初歩的 、単純と いうのは 、非常に ややこし いので 難しいので
はないか と思って おりま す。例え ばですけ れども、 ５００個 の部品生 産を会 社に注文し
たときに１個が不良品入ってくると。いろいろ工程をきて、みんなでやって、そして
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入ってい くはずが ないん だけれど も入って いくと。 その対策 をどうや って相 手の会社の
方に必ず 始末書書 きます 。それを 二、三回 あれば書 きような いんです 。とこ ろが、やは
り行き着く先は何かといいますと、これは先程申しましたように、なぜ朝礼かというと、
もう徹底 してその まず１ カ月は絶 対出さな いんだと いう目標 を持ちな がらや っていく。
そして１ カ月出な かった ら今度２ カ月でも いいです けれども 、まずも っと具 体性を持っ
てやっておったのであります。
そこで やはり行 き着く 先は何か というと 、先程申 しました ように作 業員の 自覚、一人
一人の仕 事に対し ての責 任を合わ せてです けれども 、しかし ながらそ れは言 うだけじゃ
なく、私 どもも物 を作る に対して は注意も するし指 導もする んだけれ ども、 やはり確認
なんです 。本当に やって いるのか 、マニュ アルどお りにやっ ているの かとい うことをで
すねきっちりとしなければ、すぐ再発が起きてしまいます。
ひとつ そのよう なこと だという ことをお 話したい と思いま すが、そ こで私 、平成２０
年１２月 議会に明 るい職 場づくり で、市民 に対する 職員の挨 拶と対応 につい て質問した
ところ、当時の山王丸副市長は、先程もありましたけれども、具体策として職員のマ
ナー向上 プロジェ クトを 立ち上げ ると言っ ておりま した。ま た、平成 ２２年 １２月議会
では、職 員の能力 向上に ついて質 問いたし ましたが 、市長は その中で 、組織 機構の再編
にあたり 、職員一 人一人 の能力を 最大限に 引き出す 人材育成 プロジェ クトを 進めておる
と言っております。
そこで 私は、い ろいろ 市長から の答弁聞 きました けれども 、今、会 社、ど このものづ
くりの会 社でもあ ります が、生産 工場には 品質管理 室、通称 品管、そ して品 質管理者と
いうのを 設けてお ります 。大仙市 も１，０ ００人の 職員がお りますか ら、や はり先程申
しました ように、 プロジ ェクトチ ームとい うか何か そういう ものをつ くって 、そして各
支所にこ の頃どう なって いるんだ と、ご報 告を聞き ながら、 そしてそ れに対 して例えば
先程言い ました何 回と起 きる事故 に対して どうなっ ているの かと、そ の新た にプロジェ
クトチー ムを立ち 上げて みてはど うかなと いうふう に思って おります 。私欲 を言えば、
やはりト ータルク オリテ ィコント ロール、 総合品質 管理とい うものを きっち りと設けて
もらいた いものだ という ふうに思 います。 人に品質 という言 葉をつけ るのは いかがかと
は思いますけれども、ものづくりにはそういうふうになっております。
そこで 最後にな ります けれども 、私は冒 頭に申し ましたよ うに、職 員の方 からいろい
ろな面で 相談や協 力をい ただいて おる身で あります けれども 、何とい っても 大仙市は瓦
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れき処理 や空き家 対策な どの全国 に先駆け た事業で やってお ります。 また、 注目されて
いる市で もありま すので 、このよ うな初歩 的なミス や事故で 再び報道 される ようなこと
は、今後 起きても らいた くないと いう一心 で質問し たところ でござい ます。 先程申し上
げました ように、 市長に はプロジ ェクトチ ームとい うものを どうお考 えなの かお尋ねい
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。
答弁申し上げます。

佐藤隆 盛議員の いわゆ る製造業 における 品質管理 という面 からのご 指摘、 大変我々も
参考にす べきだと 思って おります 。当面の 対策とし て今朝程 申し上げ ました とおり、ま
ず自分た ちでよく 考えて 、自分た ちできっ ちり対応 できるも のを考え なさい という指示
を出した ところで ありま す。それ と我々執 行側とい いますか 使う側が 考えて いるものと
突き合わ せながら 、当面 の対策と しては、 まず自分 たちがや っぱりミ スを起 こさないと
いう、自 分たちの 考え方 でのチェ ックマニ ュアル的 なものを まず考え させて 、我々の考
えている ものと突 合させ ながら、 そういう 中でミス を起こさ ない仕組 みとい うものをま
ず当面や ってみた いと思 っていま す。その 上で、こ れ少し時 間がかか ると思 いますけれ
ども、議 員ご提言 の、ご 指摘の、 こうした 製造業に おけるい わゆる品 質、あ るいは品格
の管理と いう問題 もある かもわか りません 。そうい う問題に つきまし ても、 組織として
どういう 仕組みで 対応で きるかと いう問題 を真剣に 検討して みたいと 思いま す。検討し
た結果については、後日ご報告申し上げたいというふうに思います。
○議長（鎌田

正）

再々質問ありませんか。

○４番（佐藤隆盛）

ありません。

○議長（鎌田

次に、２番の項目について質問を許します。

正）

○４番（佐藤隆盛）

次に、小学校通学路の安全対策について質問いたします。

先日、 全国の小 学校通 学路危険 箇所につ いて、５ ７％安全 対策完了 、本県 は３月末時
点で４２％の報道がありました。
平成２ ４年４月 以降、 登下校中 の児童な どの列に 自動車が 突入し死 傷者が 多数発生す
る痛まし い事故が 相次い で発生し たことか ら、全国 約２万校 の通学路 を点検 したそうで
あります 。その中 で文部 科学、国 土交通、 警察の３ 省は、全 国の公立 小学校 の通学路で
事故の危険があるとされた７万４，４８３カ所のうち、３月末までに５７％の４万
２，６６ ２カ所で 歩道の 整備など 安全対策 を完了し たと発表 があり、 道路を 管理する国
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や自治体 が歩道の 整備や 路肩の拡 幅を実施 、ほかに 警察が信 号機や横 断歩道 を新設した
り、教育委員会が通学路を変更したりしたそうであります。
秋田県 では、教 育委員 会の取り まとめに よります と、県内 の通学路 で危険 があるとさ
れたのは ５６１カ 所、こ のうち４ ２％に当 たる２３ ７カ所が ３月末ま でに歩 道設置など
の対策を終えたとあります。
また、 ３省庁は 危険箇 所や対策 済みの箇 所につい て、自治 体にホー ムペー ジや広報紙
を通じて住民に情報提供するようにと求めておるそうであります。
そこで 質問いた します が、まず 大仙市で は、小学 校の通学 路の安全 対策に どのように
取り組んできたのか、まずお尋ねいたします。
そして、昨年の７月２５日から２７日にかけて市でも学校、教育委員会、所管警察所、
道路管理 者など関 係機関 で市内小 学校の通 学路にお いて危険 と思われ る箇所 の緊急点検
を実施し たそうで すが、 その結果 、危険箇 所や対策 済みの箇 所はどの ように なっている
のか、ま た、残り その対 策をいつ 頃までに 、どのよ うに対処 していく のかお 伺いいたし
ます。
小学生 の持つ親 の心配 は、毎日 の登下校 時の安全 ではない でしょう か。他 を差し置い
ても万全を期すべきだと思います。
以上で終わります。
○議長（鎌田

正）

２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

○教育長（三浦憲一）

登壇】

質問の小学校通学路の安全対策につきましてお答え申し上げます。

はじめ に、市教 育委員 会の通学 路の安全 対策の取 り組みに つきまし ては、 道路状況の
変化や学 校の統廃 合等に 伴う通学 路の変更 などに応 じて、各 学校に対 して通 学路の安全
確保及び 交通事故 防止の 注意喚起 を行うと ともに、 通学路危 険箇所マ ップ、 重点除雪箇
所マップ を作成し 、学校 と関係機 関の情報 の共有化 を図り、 迅速な対 応に努 めていると
ころでございます。
また、 文部科学 省の基 準を踏ま え、遠距 離通学の 児童生徒 に対しま しては 、スクール
バス等の通学支援を行って安全確保に努めているところであります。
こうし た中、通 学路の 一層の安 全確保及 び児童生 徒の事故 防止を期 して「 大仙市立小
・中学校 通学路の 設定要 領」を本 年度４月 に改めて 定め、各 学校が周 辺地域 の実情に即
して安全な通学路を設定できるよう、その対応を支援してきております。
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各学校 におきま しては 、定期的 な通学路 の安全点 検や自動 車学校の 敷地を 利用した交
通安全教 室などを 含む交 通安全指 導の実施 に加えて 、見守り 隊など地 域の方 々の協力の
もとに登下校の安全確保に努めているところでございます。
また、 今年度は エーピ ーアイ株 式会社様 が開発し 、市で購 入した「 自転車 シミュレー
タ」や「 わたりジ ョーズ 君」など の体験型 の交通安 全学習機 器を市内 の各小 学校で活用
させてい ただくこ ととし ており、 より効果 的な交通 安全指導 に努めて まいり たいと考え
ております。
次に、 昨年実施 した通 学路緊急 合同点検 につきま しては、 市教育委 員会で は学校から
４１カ所 の危険箇 所の申 告を受け 、該当す る道路の 管理者、 学校、保 護者及 び警察と合
同緊急点 検を実施 いたし ました。 その結果 、平成２ ５年３月 末までに 対策を 講じること
ができま した危険 箇所は ２７カ所 で、対応 の内容と いたしま しては、 徐行運 転等を促す
看板、グ リーンベ ルト、 カーブミ ラー、ガ ードレー ルの設置 のほか、 路側帯 を示す外側
線、路面標示、横断歩道の設置や引き直しであります。
残り１ ４カ所の うち、 横断歩道 移設・新 設、外側 線引き直 し、交差 点部の 改修、時差
式信号の 設置、ス クラン ブル交差 点化など の１１カ 所につい ては、本 年度内 に完了予定
であります。
事業量 の大きい 歩道の 設置及び 転落防止 柵の改修 の２カ所 につきま しては 、年次計画
で進捗を図る予定としております。
また、 残る国及 び県の 関係箇所 につきま しては、 早急に改 善できる よう強 く働きかけ
ているところでございます。
なお、 市では国 の緊急 経済対策 に伴う補 正予算を 受けまし て、平成 ２４年 度繰越事業
として、 大曲地域 の追分 板杭線と 仙北地域 の仙北１ 号線の歩 道整備に ついて 調査業務に
着手して おり、追 分板杭 線は今年 度から、 仙北１号 線は平成 ２６年度 から工 事に着手い
たします。
この緊 急点検箇 所への 対応以外 に、昨年 度は大仙 警察署か ら児童の 安全な 通学のため
に、大曲 中学校区 の一部 を「ゾー ン３０」 に指定し ていただ いたほか 、市教 育委員会で
は今年度 、通学路 等安全 確保事業 を立ち上 げまして 安全運転 や通学児 童への 配慮を促す
看板設置等に取り組んでいるところでございます。
市教育 委員会と いたし ましては 、昨年７ 月の調査 が全国で 相次いで 発生し た通学にか
かわる交通事故を受けて緊急で実施したものであることを踏まえ、今後とも学校、支所、
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公民館等 を通じて 、広く 保護者や 地域の方 々から通 学路に関 する意見 や要望 等の情報収
集に努め 、関係機 関との 連携を密 にして通 学路の安 全確保に 迅速かつ 適切に 対応してま
いりたいと考えているところでございます。
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）

○議長（鎌田

正）

○４番 （佐藤隆 盛）

はい、４番。
質 問じゃ ありませ んけれど も、前向 きな答弁 ありがと うございまし

た。
ただ一 つだけ申 し上げ ますけれ ども、ま だこの前 の３日間 にわたる 点検の 中で、デー
タで見ま すと父兄 、先程 教育長は 「保護者 」と申し ましたけ れども、 それで わかったん
ですけれ ども、の ってお られなか ったと。 学校、警 察、教育 委員会と 。自分 の生徒の持
つ親が入っていないのでなぜかなというふうなものを感じたものでございます。先程
「保護者」と言ってもらいましたのでわかりましたが、何とかこの後もいろいろ生徒
さん方で 、母さん 方がお かしいと こあるよ と言った 場合には 、早急に 現地を 見ていただ
いて、早 急に対応 してい ただきた いと、こ のように お願い申 し上げま して質 問を終わり
ます。
どうもありがとうございました。
○議長（鎌田

正）

答弁はいいですね。

○４番（佐藤隆盛）

いいです。

○議長（鎌田

これにて４番佐藤隆盛君の質問を終わります。

正）

【４番
○議長（鎌田

正）

佐藤隆盛議員

降壇】

次に、１番藤田君雄君。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

はい、１番。
【１番

○議長（鎌田

正）

○１番（藤田君雄）

藤田君雄議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
新政会の藤田でございます。

平成２ １年第２ 回定例 会以来、 ちょうど ４年ぶり の一般質 問でござ います ので、質問
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の意図が よく伝わ るかど うか自信 がござい ませんの で、よろ しくご察 しの上 、お答えを
お願いいたします。
３年連 続の大雪 や春先 の天候不 順で、遅 れていた 春の農作 業も一通 り終わ り、夜には
カエルの合唱が聞こえるいつもの季節になりました。
一昨年 ３月１１ 日に発 生した東 日本大震 災で東北 太平洋沿 岸の市町 村は甚 大な被害を
被り、多 くの人が 亡くな り、多く の人々が それまで の生活基 盤を失い ました 。被災者の
皆さんは、復興に向け努力しておりますが、家族を失った皆さんや生活基盤を失った
人々に、 かつてと 同じ風 景がよみ がえるこ とはない のではな いかと心 配して おります。
普通の生 活、いつ もの風 景、それ がいかに 大切であ るか痛感 されられ る気が するのは私
だけでは ないと思 ってお り、東北 の絆を大 切に、被 災地の皆 さんが一 日も早 く安心でき
る生活が送られるよう、微力ながらこれからも支援してまいりたいと考えてございます。
さて、 昨年１２ 月の総 選挙で自 民党が単 独過半数 を大幅に 上回る議 席を獲 得し、３年
３カ月ぶりに政権に復帰し、第二次安倍内閣がスタートし半年になろうとしております。
４月２ ２日の日 本経済 新聞によ りますと 、同社が 実施した 世論調査 で、安 倍内閣の支
持率は７ ６％と平 成１３ 年の小泉 内閣以来 の高い水 準となっ たと報道 されて おります。
安倍内閣 の経済政 策は、 民主党政 権の縮小 均衡の分 配、要す るに生活 者重視 から成長に
よる富の 創出、プ ロビジ ネスへと 大きく方 向を変換 し、金融 政策、財 政政策 、成長戦略
の「三本の矢」によるデフレ脱却を強力に推し進めております。
経産省 、厚労省 などが 公表した ３月の鉱 工業生産 指数や完 全失業率 等の数 値が軒並み
改善し、 安倍政権 の経済 政策「ア ベノミク ス」によ る景気底 上げ効果 が鮮明 になってき
たと報道 されてお り、円 安基調に よる輸出 関連産業 の復調が 支えとな り、「 強い日本」
の復活が期待されております。
さて、 本論に入 り、通 告に従い まして質 問に入り たいと思 いますが 、質問 は、地域経
済の発展と地域ブランドについてであります。
平成２ ２年１１ 月、当 時の菅総 理がＴＰ Ｐへの交 渉参加に 向け関係 国との 協議に着手
すること を表明し 、日本 農業の崩 壊とＴＰ Ｐの問題 が大きく クローズ アップ されてまい
りました。
昨年１ ２月、政 権政党 に復帰し た自民党 は、選挙 公約では 聖域なき 関税撤 廃を前提と
するＴＰ Ｐには参 加しな いとして おりまし たが、本 年３月、 安倍総理 がＴＰ Ｐ交渉に参
加を表明 し、参加 国にそ の趣旨を 通知する など、こ れまでも 国の農業 政策に 振り回され
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てきた私 たちが、 我が国 の農業は 農家にと っては先 が見えな い状態と なって おります。
政府は 、ＴＰＰ への対 応として 高付加価 値の農業 推進や競 争力強化 という 構造的改革
など、農 山漁村の 発展全 体を重視 するとし 、自民党 の夏の参 議院公約 にも盛 り込む農業
強化政策 の中の原 案にも 「農家の 所得を５ 割増し、 農地集約 による大 規模農 地を全体の
８割に高 める。生 産者が 加工から 販売を手 がける６ 次産業化 を推進す る。」 などの政策
が示されております。
しかしながら、その事業認定制度について平成２５年２月末現在、秋田県の認定は
２１件、 東北では 青森３ ８件、岩 手３４件 、宮城３ ０件など 、秋田県 が最も 少ないと報
道されております。
大仙市 内では協 和の農 事組合法 人たねっ こが病院 や学校給 食、スー パーの 惣菜などに
使われる 加工野菜 の製造 ・販売業 務に新た に参入す るとの報 道もあり ますが 、一般農家
の所得向上には、まだまだ問題が多いものと考えております。
そんな 中、岐阜 県輪之 内町が同 町産米を 「徳川将 軍家御膳 米」とし てブラ ンド化を目
指すという報道や、和歌山県、三重県の紀南地方の米穀店や農家らが「熊野米」のブ
ランド化を目指し普及に取り組んでいるなどの報道がございます。
「あき たこまち 」も全 国に名を 馳せたブ ランド米 であるこ とは間違 いない ところであ
りますが 、関東地 方、中 国・四国 地方、九 州地方ま で広く栽 培されて おり、 「魚沼コシ
ヒカリ」のような付加価値が高いブランド米とは言い難いと思います。
農産物 のブラン ドとし て有名な ものに「 夕張メロ ン」がご ざいます 。夕張 地方は炭鉱
の町とし て発展し てきま したが、 エネルギ ー革命の 影響で炭 鉱が縮小 され、 炭鉱にかわ
る産業基 盤を構築 しよう と、それ まで細々 と続けら れていた 農業に注 目し、 ５０年程前
に夕張地 方の農家 １７軒 が集まり 、新種の メロンを 交配によ って誕生 させた ものであり
ます。
この夕 張メロン は、夕 張メロン 生産組合 が共撰方 式の確立 や厳しい 組合規 約による徹
底した品 質管理に よる高 級メロン としての 位置付け を確固た るものに したと 聞いており
ます。不 良品の混 入を防 ぐため、 共撰した 証拠にシ ールを貼 ることで 差別化 を図り、品
質の限定 、沿道販 売や種 子販売の 禁止、シ ールや箱 の規制、 出荷時の 玉の汚 れや共撰落
ちなどに ついて細 かく罰 則を定め 、現在の ブランド 、高級な イメージ を確立 したと聞い
ております。
農産物 は、同じ ような ものが全 国で栽培 している 中で、こ の地域の ものと 言われるブ
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ランド化 、差別化 を図り 、付加価 値のある 農産物の 栽培によ り農家所 得の向 上に結びつ
けること が可能と 考えま すが、市 長は農産 物のブラ ンド化に ついてど のよう なお考えを
お持ちなのかお伺いをいたします。
また、 大仙市全 体の活 性化のた めに、地 域の生産 物のブラ ンド化を 進める ために、ど
のような対策をお考えになっているのかもお伺いしたいと思います。
次に、 大曲の花 火を全 面に出し た地域ブ ランド化 を進め、 農家経済 をはじ め地域の経
済の活性 化を図る ため、 大仙市の 名前を、 大変とっ ぴな言い 方かも、 考え方 かもしれま
せんけれども、「大曲市」に変更するお考えはないか伺いたいと思います。
地域活 性化セン ターの 「月間地 域づくり 」によれ ば、地域 ブランド とは地 域に対する
消費者か らの評価 であり 、地域全 体のブラ ンドと地 域を明示 した商品 ブラン ドの両方が
あるとし ておりま す。地 域全体の ブランド とは、地 域に対し て住民や 企業、 地域外の一
般消費者 などによ るイメ ージなど の評価で あり、地 域名を明 示した商 品はイ メージなど
に影響を 及ぼし、 また、 地域を明 示した商 品のイメ ージによ って地域 全体の ブランドが
影響を受けることがあるとしております。
４月１ ３日のさ きがけ 新聞には 、平成２ ４年の工 場立地動 向が報道 されて おります。
秋田県の 立地件数 は６件 です。昭 和４２年 の調査開 始以来、 最低とな ってお ります。秋
田県全体 がこのよ うな状 態で、我 が大仙市 に企業を 誘致し、 若者の雇 用の場 を確保し、
人口流出に歯止めをかけるなど、夢のまた夢としか言い様がないのではないでしょうか。
県外に 出掛けた 折、「 大仙市か ら来まし た」と言 ってもす ぐ秋田県 の大仙 市とわかっ
てもらえ ないこと が多々 ございま す。同じ ような話 が農産物 を県外に 売り込 もうとして
いる皆さ んからも 時々聞 きます。 そんなと き、「大 曲の花火 」を出し て大曲 市を説得す
る、説明 すると、 多くの 人と話が 続いてま いります 。先の月 間地域づ くりで は、地域ブ
ランドを つくると き重要 なのは、 地域の魅 力をつく ることで 、この魅 力が地 域ブランド
の付加価 値となる が、そ の魅力と は景観や 温泉など の自然資 源、魚や 野菜な どの産物、
歴史や構 造物など の歴史 資源、祭 りやイベ ントなど の様々な ものがあ り、こ の中から他
の地域に ない「オ ンリー ワン（た だ一つの もの）」 を見つけ ることが 、その 地域の魅力
になるとしております。
我が大 仙市の他 の地域 にないオ ンリーワ ンは何な のか、私 は日本一 の全国 花火競技大
会だと思 います。 一晩で ７０万人 、８０万 人もの人 々を引き つける大 曲の花 火、これこ
そ地域ブ ランドの 核とな すべきも のではな いかと考 えており ます。毎 年ＮＨ Ｋで数回に
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わたり放 映され、 大曲の 名を全国 に知らし めるイベ ントであ ります。 １００ 年以上の歴
史を持ち 、花火師 をはじ め大曲商 工会議所 さんなど 多くの関 係者の努 力によ って現在の
日本一の、いや、世界一の花火大会となったものと考えております。
私たち は市町村 合併で 「大仙市 」を誕生 させ８年 が過ぎ、 市民の中 にはそ れなりに浸
透してき ていると 考えて おります が、一つ の名前を 全国に知 らしめる ために は、夕張メ
ロンや大曲の花火の例を出すまでもなく、５０年、１００年の歴史が必要ではないで
しょうか 。大曲の 花火に 徹底的に こだわり 売り出し ていくこ とが、こ の後、 大仙市には
必要だと考えております。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

○市長（栗林次美）

登壇】

藤田君雄議員の質問にお答え申し上げます。

はじめ に、農産 物のブ ランド化 につきま しては、 特定の地 域で生産 された 農産物の高
品質化や 高付加価 値化に より他産 地との差 別化を図 ることは 、農家の 生産意 欲と所得の
向上に結 びつく効 果とと もに、地 域全体の イメージ の向上に も寄与す るもの と考えてお
ります。
ブラン ド化に成 功する ためには 、生産者 とＪＡ、 流通業者 、品種改 良並び に栽培指導
を行う研 究機関な どを巻 き込んだ 体制の強 化と卓越 した販売 戦略が必 要です ので、これ
らの機関 ・団体と の協議 を重ね、 大規模化 や高品質 化による ブランド 化が可 能かどうか
検討を加える必要があるかと思います。
次に、 ブランド 化の対 策につき ましては 、農産物 の徹底し た差別化 、高品 質化を図る
ことによ り、特定 の作物 をブラン ド化する 取り組み や気候風 土の違い を全面 に出した売
り込み、 さらには 大規模 産地の形 成により 市場に大 きな影響 力を持つ ことで ブランド化
を図る取り組みなどが考えられます。
本市の 稲作の主 力品種 である「 あきたこ まち」は 、近年、 他県の品 種と競 合すること
が多くな ったとは いえ、 県南部で 栽培され た「あき たこまち 」は日本 穀物検 定協会が実
施する米 の食味ラ ンキン グで特Ａ にランク されるな ど、消費 者からの 評価も 高いものが
あります。
また、 ＪＡ秋田 おばこ が取り扱 う食用米 の９割以 上があき たこまち と伺っ ております
が、取引 先からの 需要も 多く、そ の約８割 が自主販 売される ほど人気 が高く 、おいしい
「あきたこまち」の一大産地として市場に認められていると認識しております。
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しかし 、これま では稲 作に偏っ た営農形 態であっ たことか ら、近年 は園芸 作物との複
合経営を 推進した 結果、 アスパラ ガスや枝 豆などは 一定の生 産量が確 保され るようにな
りました ので、今 後はさ らに生産 管理体制 の統一化 や厳格化 を図るこ とによ り、知名度
の向上に結びつく取り組みが可能と考えております。
また、 県では特 定の野 菜を大規 模生産す る取り組 みとして 、「園芸 メガ団 地」構想を
推進する こととし ており ますが、 管内のＪ Ａ秋田お ばこがこ の取り組 みに意 欲を持って
いることから、市でも整備費の負担を含め支援を行いたいと考えております。
具体的 な内容に つきま しては、 現在、Ｊ Ａ、県仙 北振興局 、市から なるプ ロジェクト
チームを 設立して 、平成 ２６年度 からの整 備に向け た取りま とめ作業 を行っ ております
が、これ までの検 討では 中仙地域 のほ場整 備工事に あわせて 、敷地約 ８ｈａ を造成し、
これに１ 棟６０坪 規模の パイプハ ウス約２ ００棟を 建設して 、夏秋ト マトの 栽培に取り
組むもの で、事業 費約４ 億円、ト マトの年 間販売額 １億円を 目指すも のであ ると伺って
おります。
大規模 生産と共 同出荷 により商 品を安定 的に供給 すること により、 市場で の評価とブ
ランド化 に弾みが つくと ともに、 農家収入 の増加と 雇用の拡 大が図ら れるこ とから、地
域経済への波及効果も大きいものと期待しております。
農産物 のブラン ド化は 一朝一夕 にはでき ませんが 、地域の 中でしっ かりと 情報を共有
した上で 、生産者 とＪＡ などの関 係団体と の話し合 いにより 、ブラン ド化を 図るための
調査・研究を進めてまいりたいと考えております。
次に、 市の名称 につき ましては 、合併新 市の名称 を決定す るにあた り、第 ２回合併協
議会にお いて旧市 町村の 名称を使 わないと の合意の もと、２ カ月にわ たる公 募を行い、
１，４８ ７点の応 募作品 から審査 会が１２ 作品に絞 り込み、 さらに市 町村長 会において
５作品に 絞り込み ました 。そして 、平成１ ５年１０ 月１０日 の第１回 臨時合 併協議会で
の白熱した協議により、「大仙市」という名称が決定した経緯があります。
こうし て誕生し た「大 仙市」と いう名称 のもと、 これまで ８年間は 市民の 歌、市の花
・木・鳥 を定める ととも に、合併 ５周年記 念として 市民憲章 を定める など、 新市として
の一体性の醸成に懸命に取り組んでまいってきたと思っております。
先の所 信表明で も申し 上げまし たが、よ うやく本 市は基礎 固めの「 黎明・ 確立期」か
ら次のステージとなる「発展・成熟期」に向けての歩みを進める段階を迎え、「大仙
市」の名称も確実に周囲に認知されてきているものと考えております。
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しかし ながら、 議員ご 指摘のと おり、地 域ブラン ド化を進 め、地域 活性化 を図る上に
おいて、 県外での 名称の 知名度不 足がその 進展を遅 らせてい るとの声 や「大 仙市」とい
う名称に 違和感や 地域性 の欠如を 指摘する 声が一部 に依然と してある のも承 知しており
ます。
市の名 称変更は 、県知 事との事 前協議を 経て条例 を制定し 、知事へ 報告す ることによ
り可能で はありま すが、 その手続 きを進め るために は市民の コンセン サスが 必要不可欠
であり、 現在の大 仙市と しての姿 をしっか り受け入 れた上で 未来志向 の戦略 的な考えに
立った市 名変更の 気運が 高まり、 何らかの 目に見え る形での 運動や活 動が出 てこなけれ
ば、検討に向けた一歩を踏み出せないのではないかと考えます。
今回、 議員のご 提案に ついては 、現段階 での私の 考えを述 べさせて いただ いた上で、
議員のお気持ちを真摯に受け止めさせていただきたいと存じます。
【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）

○１番（藤田君雄）

はい、１番。
再確認という意味で、もう一度させてもらいます。

実はＴＰＰ参加による秋田県の農産物の減収は、米の場合、４１％と言われています。
農家全体 からしま すと５ １％とま で言われ ています 。大仙市 は農業が 基幹産 業、その基
幹産業で これだけ のＴＰ Ｐ参加の 場合の減 収がある ならば、 大変なこ とだと 思います。
それを乗 り越える ために は、それ だけの努 力と、そ してある ものを利 用した 活性化が必
要ではな いでしょ うか。 山田東北 経済産業 局長の談 話、これ 市長も見 ている と思います
が、中に 、本県の 派遣職 員との談 話の中に このよう なことが ございま す。「 大仙市は大
曲の花火 をはじめ とした 全国に通 用する様 々な資源 を持って いる。資 源の少 ない他の自
治 体 と 比 較 し て 大 変 恵 ま れ て い る と 思 う 。 『 花 火 の ま ち 大 曲 』 の 付 加 価 値 を つ け て、
様々な商 品を全国 に売り 出すとよ いと思う 。売り出 す商品の 特殊性は 気にし なくてもよ
いので、 旧市町村 部も含 め、大仙 市民が潤 う商品と 花火をつ なげるこ とが重 要である。
また、大 仙市は『 大曲』 という名 を積極的 に活用す べきだ。 」という 提言も 、これはあ
ります。 こういう 話がご ざいます 。私も地 域の中で 大曲その ものの名 称、こ れは大変歴
史のある 重いもの だと思 います。 その歴史 のある重 いものを この後利 用する 、地域の住
民が利用 を求める ならば 、市長は 先程言っ たように 、もう一 度考えて みると いう、検討
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してみるという意思があるのかどうか再度お伺いいたします。
合併の ときの話 は私も 合併の中 仙地域の 、中仙町 の合併の 委員長を やらせ てもらって
流れは知 ってござ います 。ですが 、本当の 中で言い ますと、 私ども合 併のた めに、合併
を推進す るために 、前高 橋司市長 が大曲市 の名前を 捨てたと 考えてご ざいま す。ですか
ら、もう 合併して 、そし てこの後 来るいろ んな大き な試練を 乗り越え るため に、もう一
度考えて みる時期 に来た のではな いかとい うことで 提案した のでござ います ので、再確
認という意味でもう一度お知らせを願いたいと思います。
○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。
「 大曲の 花火」、 これは確 かに全国 に通用す るブラン ドというふう

に我々、 花火関係 者だけ ではなく て会議所 、あるい は商工会 、経済人 の皆さ ん、あるい
は一般市 民からも 、これ をてこに 大いにや はり大仙 市を外に 宣伝した り売り 込むべきで
はないか というご 提案は いただい ておりま す。この ブランド 化、地域 をそう いう形で一
つのブラ ンドとし て売り 出すとい いますか 宣伝をし ながら、 様々なこ の商品 であったり
人であっ たりそう いった ものを結 びつけて いくとい うことは 当然やら なけれ ばならない
ことであ りまして 、この 辺の商品 的なもの について は、今、 会議所を 中心に して商工会
の皆さん もネット を通じ て「花火 市場」み たいなも のをやり ながら具 現化し ようという
試みであ ります。 我々市 もその推 進するメ ンバーの 中に入っ ておりま すので 、そういう
形でこの 『大曲の 花火』 をてこに した大仙 市の外に 対するア ピールを どんど んやってい
きたいと思います。
ただ、 名称、市 の名前 の問題に ついては 、極めて デリケー トな問題 もあり ますし、や
はり合併 ８年前の 協議、 その前か ら合併協 議は行わ れており ますので 、そう いう一つの
過去の歴 史という ものも 大事にし なきゃな らないと 思ってお りますの で、今 この場でこ
れ以上の発言は避けさせていただきたいと思います。
ただ、 議員の一 つの大 きな考え というも のに対し て、現在 の私自身 の、こ れは個人の
気持ちとして答弁させていただいていることで、ひとつご勘弁願いたいと思います。
○議長（鎌田

正）

再々質問ありませんか。

○１番（藤田君雄）

ありません。

○議長（鎌田

これにて１番藤田君雄君の質問を終わります。

正）

【１番

藤田君雄議員

降壇】
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○議長（鎌田

正）

以上で本日の日程は全部終了いたしました。

本日はこれをもって散会し、明日、本会議第３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

１時５８分

散
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会
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