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午前１０時００分
○議長（鎌田

正）

開

主

会

おはようございます。

これより、平成２５年第３回大仙市議会定例会を開会いたします。
市長からの招集の挨拶があります。栗林市長。
【栗林市長
○市長（栗林次美）

登壇】

皆さん、おはようございます。

本日、 平成２５ 年第３ 回大仙市 議会定例 会を招集 いたしま したとこ ろ、議 員各位にお
かれましては、ご参集をいただきまして誠にありがとうございます。
今次定 例会でご 審議を お願いい たします 案件は、 人事案４ 件、条例 案３件 、単行案４
件、補正予算案４件、決算認定２件の合計１７件であります。
各案件につきまして、よろしくご審議を賜りますようお願い申し上げます。
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【栗林市長

降壇】

午前１０時０１分

開

議

○議長（鎌田

正）

これより本日の会議を開きます。

○議長（鎌田

正）

本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。

○議長（鎌田

正）

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、議長において２５番橋村
２６番佐藤孝次君、２７番武田

○議長（鎌田

正）

誠君、

隆君を指名いたします。

日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮り いたしま す。今 期定例会 の会期は 、本日か ら９月１ ２日まで の１７ 日間といた
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 って会期 は、１７ 日間と決 定いたしまし

正）

次に、日程第３、この際、諸般の報告をいたします。

た。

○議長（鎌田

議会の 委任によ る専決 処分報告 、平成２ ４年度決 算におけ る健全化 判断比 率及び資金
不足比率が市長から、例月現金出納検査結果が監査委員から提出されております。また、
６月定例 会初日か ら昨日 までの議 会動静報 告書をあ わせて別 添お手元 に配付 のとおり報
告いたします。

○議長 （鎌田

正）

次 に、日 程第４、 市長から 市政報告 の申し出 がありま すので、これ

を許します。栗林市長。
【栗林市長
○市長 （栗林次 美）

登壇】

平 成２５ 年第３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ます。
はじめ に、「こ れまで に経験し たことの ないよう な大雨」 として、 ８月９ 日、気象庁
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が本県と 岩手県に 最大級 の警戒を 呼びかけ た豪雨に つきまし ては、本 県では 北部を中心
に甚大な 被害とな りまし た。特に 、本市と 隣接する 仙北市に おいては 、土石 流により６
名の命が 奪われる 事態と なってお り、亡く なられた 皆様に心 からお悔 やみを 申し上げま
すととも に、被災 された 方々には 、お見舞 いと一日 も早い復 旧をご祈 念申し 上げる次第
であります。
幸いにも、この豪雨による本市への被害はありませんでしたが、例年にない雨量と
なった先月の大雨は、本市へも各種の被害をもたらしております。
先月７ 月は、月 の初め から断続 的に雨が 降り続き 、月間合 計降水量 は、大 曲地域にお
いて５５ ６ｍｍと 平年の ３倍近く となりま した。７ 月１２日 から１３ 日にか けての大雨
による災 害、また 、７月 ２７日に は強風を 伴った大 雨による 災害と、 自然災 害が連続し
て発生した月でありました。
７月１ ２日から １３日 までの大 雨災害に ついては 、７月１ ９日の第 ３回臨 時会におい
て、市の対応状況や被害状況をご報告させていただいております。
一方、 ７月２７ 日の風 水害につ いては、 当日の午 後２時に 水防対策 室を設 置し警戒に
当たりま したが、 大きい 河川の増 水はなか ったもの の、強風 と内水氾 濫によ り、大曲地
域では住 家の床下 浸水３ 棟、倒木 による住 家の一部 破損２棟 、山肌の 崩れ１ カ所、道路
冠水３カ 所、法面 崩壊な ど道路１ カ所・河 川４カ所 、農地法 面崩壊な ど農地 ・農業用施
設２１カ 所など、 西仙北 地域では 道路１カ 所、河川 １カ所、 農地・農 業用施 設２カ所、
協和地域 では農業 用施設 １カ所、 南外地域 では道路 ２カ所、 河川１カ 所など の被害が出
ており、特に、大曲地域の内小友地区で被害が大きくなっております。
７月に 発生した 、これ ら一連の 災害に対 する復旧 について でありま すが、 被災した道
路２１カ 所、河川 １１カ 所のうち 、早急に 復旧を必 要とする ２０カ所 につい ては復旧工
事に着手 しており 、残る １２カ所 と、被災 した農地 及び農業 用施設４ ０カ所 、林道５路
線７カ所について、今次定例会に復旧にかかわる予算の補正をお願いしております。
また、 水害対策 用の排 水ポンプ について は、第２ 回定例会 において 、年次 計画を前倒
しし２カ 所の常設 排水ポ ンプ場の 整備予算 を可決い ただきま したが、 ７月の 水害等を受
け、さら に計画を 前倒し 、大曲大 町地内の 常設排水 ポンプ場 の整備の ほか、 神岡庁舎に
排水ポン プ用の自 家発電 機を配備 すること とし、今 次定例会 に予算の 補正を お願いして
おります。
なお、 昨今、災 害が相 次いで発 生してい る現状に 鑑み、今 後の防災 対策の 充実を図る
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ため、市 では、７ 月３１ 日に「災 害時にお ける応急 対策業務 の応援に 関する 協定」を大
仙・仙北測量設計業協会と締結しております。
この協 定は、地 震、洪 水、豪雪 、豪雨そ の他の異 常な自然 現象及び 大規模 な事故等に
よる災害 が発生ま たは発 生のおそ れがある 場合、市 は同協会 に応援を 求め、 被災情報の
収集及び 連絡、被 災状況 の調査、 応急対策 工法の検 討などを 要請する もので あります。
また、 全面的な 見直し に着手し ている大 仙市地域 防災計画 について は、８ 月２日に本
年度第１ 回大仙市 防災会 議を開催 し、計画 の素案に ついて協 議を行っ ており 、年度内の
策定に向け作業が進んでおります。
今後、 台風の時 期を迎 えること から、防 災・減災 対策にし っかりと 取り組 んでまいり
たいと考えております。
次に、 ８月２４ 日に開 催の第８ ７回全国 花火競技 大会「大 曲の花火 」につ いてご報告
いたします。
本大会の最大の目玉である「創造花火」が誕生して来年で５０周年を迎えることから、
伝統を引 き継ぎ、 乗り越 え、新た な半世紀 を切り開 こうとい う思いを 込め、 大会テーマ
を「創造 花火半世 紀序章 『守・破 ・離』」 とし、国 土交通省 、秋田県 警、県 仙北地域振
興局、Ｊ Ｒ東日本 、東日 本高速道 路株式会 社、東北 電力株式 会社、羽 後交通 株式会社、
広域消防本部、あるいは消防団などの協力のもと、盛大に開催されたところであります。
前日夜 からの降 雨によ り開催が 心配され ましたが 、その後 は天候が 回復し 、昨年と同
じ約７６ 万人の人 出とな ったとこ ろであり ます。競 技中、一 時的に雨 に見舞 われました
が、大きな事故やトラブルもなく大会を無事終えることができました。
なお、 京都府福 知山市 の花火大 会での事 故を受け 、大会実 行委員会 では直 ちに対策会
議を開催 し、露店 出店者 に対して ガス器具 などの機 器の取り 扱いや消 火器の 設置などに
ついて、 文書によ る事前 の注意喚 起を行っ たほか、 ８月２２ 日には火 災事故 初期消火対
応などの 訓練を実 施して おります 。さらに 、大会当 日には会 場内及び 会場周 辺での巡回
指導を行うなど、安全確保に努めたところであります。
今大会 では、一 昨年か ら引き続 き、花火 鑑賞士の 皆様から もご協力 をいた だき、岩手
県沿岸部 の被災者 と市内 に避難さ れている 方々、合 わせて２ ０６名を 花火大 会の桟敷席
にご招待したところであり、参加された皆様から喜びと感謝の声をいただいております。
なお、 本市では 昨年度 から職員 ２名を岩 手県宮古 市へ派遣 し、震災 からの 復興を支援
しており ますが、 全国各 地の自治 体から同 様に宮古 市へ派遣 されてい る職員 が今年も大
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会を鑑賞 に訪れ、 日頃の 激務を癒 すととも に互いの 交流を深 める場と なった ものと考え
ております。
８月１ ８日から 「大曲 の花火」 までの一 週間には 、「だい せん『花 火』と 『食』のお
もてなし 事業『大 曲の花 火ウィー ク』」が 開催され 、大仙市 と秋田県 を楽し んでもらう
ため、花 火の打ち 上げや 、地元の 食材を使 用し創造 花火にち なんだ創 作料理 を提供する
「街中ディナー」などが実施されております。
特に、 初日の１ ８日に は、花火 通り商店 街を主会 場に「夏 まつり大 曲」が 開催され、
市内外か ら多くの 方々に 訪れてい ただいた ほか、２ １日には 、市内の 各団体 や市からな
るプロジ ェクトチ ームに より、丸 子橋特設 会場にお いて、第 ３回目と なる街 コン「ドン
と恋」が行われ、１５６人の参加で賑わいを見せたところであります。
なお、 各地域の 夏まつ り行事に つきまし ては、７ 月６日の 「協和七 夕花火 」において
第２回全 国女流花 火作家 競技大会 を開催し ており、 ７月２７ 日には「 ふるさ となんがい
夏まつり」、８月３日には「太田の夏まつり」、８月１５日には「彩夏せんぼく
２０１３ 」と「ふ るさと 西仙まつ り」、翌 １６日に は「ドン パン祭り 」と「 角間川盆踊
り」など が地域色 豊かな 中で開催 され、盛 会裏に終 了したほ か、９月 １４日 には「神岡
南外花火大会」の開催が予定されております。
それでは、各部局の主要事業の進捗状況等をご報告させていただきます。
はじめに、総務部関係について申し上げます。
職員採 用試験に つきま しては、 新卒者等 を対象と した一般 行政事務 と土木 技術職員及
び保健師、一定の社会経験のある職務等経験者、合わせて２０名程度の採用予定に対し、
１９９人 の受験申 し込み があり、 ９月１日 に大曲交 流センタ ーを会場 に一次 試験を実施
いたします。
また、 大曲仙北 広域市 町村圏組 合消防職 員の採用 試験につ きまして は、上 級消防、初
級消防、 初級救命 及び初 級の職務 経験者を 合わせ１ ０名程度 の採用予 定に対 し、６８人
の受験申し込みとなっております。
消防団 関係につ きまし ては、１ ０月１７ 日に横浜 市で開催 される「 第２１ 回全国女性
消防操法 大会」に 秋田県 代表とし て本市の 女性消防 団員の出 場が決定 してお り、今次定
例会に大会派遣等にかかわる予算の補正をお願いしております。
次に、企画部関係についてであります。
大曲通 町地区第 一種市 街地再開 発事業の 建設工事 につきま しては、 ７月３ ０日に議員
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各位にも 視察して いただ きました とおり、 鹿島建設 ・戸田建 設特定共 同企業 体をはじめ
とした現 場関係者 の努力 により、 昨冬の大 雪による 工事の遅 れを挽回 し、当 初の計画ど
おり本年度内に北街区が完成する予定となっております。
現在は 、病院棟 の外装 工事をほ ぼ終え内 装工事を 進めてお り、高齢 者福祉 棟とバス待
合棟及び 複合商業 棟は躯 体工事を 施工中で あります 。８月末 の予想出 来高は 、病院棟が
６８％、 高齢者福 祉棟が ４４．４ ％、バス 待合棟が １６．６ ％、複合 商業棟 が２１．４
％、全体では５３．２％となる見込みであります。
市とし ては、平 成２６ 年度の北 街区のオ ープンに 備え、施 設整備費 等の事 業費につい
て今次定 例会に予 算の補 正をお願 いしてい るほか、 関係権利 者と管理 運営計 画の検討を
行っております。
大曲駅 から新病 院前を 区間とす る大曲駅 前通り線 の歩道無 散水融雪 事業に ついては、
市街地再 開発組合 施工事 業との調 整を図り 一体的に 進めるこ ととして おり、 本年度は、
北側の歩 道につい て１１ 月末の完 成に向け 施工中で あります 。なお、 南側の 歩道につい
ては来年度の施工を予定しております。
非核平 和都市宣 言事業 につきま しては、 ７月２９ 日から３ １日まで 、市内 の中学生６
名を非核 平和レポ ーター として広 島市に派 遣してお ります。 レポータ ーは、 原爆ドーム
の見学や被爆者の講話を通して核兵器の恐ろしさや平和の尊さなどを学習してきており、
その成果 を１０月 ３０日 に大曲市 民会館で 開催する 「市民平 和の集い 」で発 表すること
としております。
また、 本年度は 、市民 の平和に 対する一 層の意識 醸成を目 的に、「 平和」 をテーマに
した標語コンクールを実施することとし、現在、標語の募集を行っております。
コミュ ニティＦ Ｍ事業 につきま しては、 第２回定 例会の最 終日に議 員全員 協議会を開
催してい ただき、 現段階 で想定し ている事 業の概要 、今後の スケジュ ール等 についてご
説明申し上げましたが、議員各位からは事業の実施について概ね了解をいただいたと
思っております。
今後は 、コミュ ニティ ＦＭを開 局するに あたり必 要な各種 調査を行 い、事 業全体の概
算事業費 の積算の ほか、 ＦＭの電 波を発信 する場所 など具体 的な内容 を決定 していくこ
ととしております。
また、 運営主体 として 想定して おります 株式会社 ＴＭＯ大 曲に対し ては、 開局に向け
た準備事 務を担っ ていた だくため の人件費 等を支援 するとと もに、運 営に必 要な財政基
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盤の強化 を図るた め資本 金を増資 すること としてお り、今次 定例会に 予算の 補正をお願
いしております。
地域交 通対策に つきま しては、 主に大曲 地域の内 小友地区 から大曲 バスタ ーミナルま
で運行し ているバ ス路線 の中山線 が、利用 者の減少 等から本 年９月末 をもっ て廃止され
ることと なったこ とから 、代替交 通として 、内小友 、大川西 根地区と 大曲地 域の市街地
を行き来 する乗合 タクシ ーを１０ 月から実 証運行す ることと しており 、今次 定例会に運
行経費等の予算の補正をお願いしております。
地域協 議会につ きまし ては、市 民と行政 との協働 によるま ちづくり の核と して活発な
活動を展 開してい ただい ておりま すが、８ 年が経過 し課題も 見えてき たこと から、８月
９日に、 各地域協 議会会 長及び副 会長によ る連絡会 議を初め て開催し 、情報 提供や意見
交換などを行ったところであります。
この連 絡会議は 、各地 域協議会 の運営が それぞれ の特色を 活かしな がらも 、共通の認
識のもと 行われる ことを 目的とし て開催し たもので あり、地 域協議会 が今後 とも地域課
題の解決や活性化に結びつく活動・運営が行えるよう支援してまいります。
友好都市との交流につきましては、災害時応援協定を結んでいる神奈川県座間市から、
自治会総 連合会会 員が８ 月２４日 、２５日 の両日、 本市を訪 れ、太田 地域自 治組織連絡
協議会と の意見交 換を行 ったほか 、「大曲 の花火」 鑑賞や旧 池田氏庭 園、酒 蔵などの見
学をされております。
次に、市民部関係についてであります。
夏の節 電対策に つきま しては、 昨年に引 き続き、 削減目標 を掲げ、 市民、 事業者の皆
様と一体 となった 節電に 取り組ん でいると ころであ ります。 市の施設 におい ては、来庁
する市民 の皆様か らもご 協力をい ただきな がら、照 明や空調 の使用制 限など を行ってお
り、市庁 舎及び４ 市民会 館におけ る６月か ら７月末 までの最 大電力使 用量の 削減率が目
標を上回る２７．９％となるなど、一定の成果をあげております。
今後も 節電の取 り組み が必要と されるこ とから、 引き続き 、市民並 びに事 業者の皆様
に対し、無理のない範囲でのご協力をお願いしてまいりたいと考えております。
環境学 習の推進 につき ましては 、夏休み 期間中に 市内全２ １小学校 の４年 生５９７人
が「子ど もエコチ ャレン ジ」に取 り組んだ ほか、市 内全１１ 中学校の 生徒と 公募による
合わせて２，０４３家族が「環境家族宣言」に取り組んでおります。
また、 親子環境 学習事 業として 、７月３ １日には 姫神公園 に３９人 、８月 ６日には中
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仙地域の 斉内川に ３６人 が参加し 、昆虫や 魚の生態 など自然 環境につ いて学 習したとこ
ろであります。
第６回 大仙市安 全・安 心まちづ くり推進 大会につ きまして は、７月 ３０日 に大曲市民
会館を会 場に開催 し、市 民、関係 団体など 約４００ 人の参加 のもと、 交通事 故防止や防
犯啓発活 動などに 尽力さ れた７個 人３団体 の表彰を 行ったほ か、オリ ンピッ クレスリン
おおた

グ ２ 大 会 連 続 銀 メ ダ リ ス ト で 秋 田 商 業 出 身 の 、 早 稲 田 大 学 ス ポ ー ツ 科 学 部 教 授 の 太田
あきら

章 さんによる「二兎を追う者だけが二兎を得る」と題する講演を行っていただいてお
ります。
ごみの 減量化対 策につ きまして は、７月 ４日、大 曲市民会 館を会場 に、市 民、小・中
学生など 約８００ 人の参 加のもと 、シンポ ジウム「 環境にや さしいま ちづく り」を開催
しており ます。地 球温暖 化を防止 するため には、ご みの減量 化が有効 な対策 の一つであ
ることか ら、ごみ の減量 化を進め ていくた めに身近 にできる ことは何 かを考 えていただ
くよい機会となったものと考えております。
岩手県 宮古市か ら受け 入れして おりまし た災害廃 棄物の広 域処理に つきま しては、昨
年４月の 本格受け 入れか ら１年３ カ月、２ ，５９０ ｔを受け 入れてま いりま したが、焼
却施設、 最終処分 場の周 辺住民の 皆様をは じめ、市 民並びに 議員各位 のご理 解とご協力
により、 ７月末を もって 滞りなく 処理を終 えること ができま したこと に感謝 を申し上げ
ます。
７月３ １日には 災害廃 棄物受け 入れ終了 を見届け るため、 大仙美郷 環境事 業組合関係
者のほか 、焼却施 設周辺 の上大戸 町内会、 下大戸町 内会、最 終処分場 周辺の 大向自治会
の皆様、 宮古市の 山口副 市長、秋 田県、岩 手県など 関係各位 による終 了セレ モニーを開
催しております。
秋田県 環境保全 センタ ーにおい て県が受 け入れを している 岩手県野 田村の 不燃物につ
きまして は、この たび、 岩手県か ら処理量 と受け入 れ期間の 変更につ いて打 診がありま
したので 、７月２ ５日に 県環境保 全センタ ー連絡協 議会を、 ８月４日 には県 と市の合同
により協和地域淀川地区住民を対象とした説明会を開催したところであります。
説明会 では、現 在受け 入れてい る不燃物 が想定よ りも多く あること が判明 し、岩手県
のみでは 早期の処 理が困 難である ことから 、追加の 処理を要 請するこ とにな った旨、県
による説明がありました。
地元住 民の皆様 からは 、特段反 対意見等 はなく、 測定等を 引き続き 適切に 実施してほ
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しいとの 要望が出 された ことから 、市とい たしまし ては、県 と連携し ながら 追加の要請
があった 不燃物に ついて も、安全 を大前提 に受け入 れに協力 してまい りたい と考えてお
ります。
大曲仙 北広域市 町村圏 組合によ る新火葬 場の建設 につきま しては、 現在、 新火葬場の
建築物や 外構工事 等にか かわる設 計図面及 び工事費 の積算に ついて精 査して いるほか、
８月１９日には敷地造成工事を発注したところであります。
次に、健康福祉部関係についてであります。
大仙市 戦没者追 悼式に つきまし ては、７ 月２６日 に大曲市 民会館小 ホール において戦
没者遺族 など２８ ０人の 参列のも と挙行い たしまし た。終戦 から６８ 年が経 過し、戦争
を知る方 々が年々 減少し ていく中 、本年度 も戦死者 の妻の２ 名の方が 参列さ れました。
また、新 たな試み として 、戦没者 の追悼と 鎮魂の思 いを込め 、大仙市 混声合 唱団の皆様
による追悼合唱を行っていただき、戦争の悲惨さと平和の大切さを訴えております。
子育て 支援拠点 施設に つきまし ては、「 まるこの ひろば」 、「うさ ちゃん ひろば」に
続き、６ 月から西 仙北中 央公民館 内に「つ なっこひ ろば」を 開設して おりま す。ひろば
は週３回 の開所で 、利用 者は一日 平均１０ 人程度と 順調な滑 り出しと なって おります。
子ども ・若者育 成支援 事業につ きまして は、支援 活動の拠 点施設と して、 本年４月、
中通児童 館を転用 した「 大仙市子 ども・若 者総合相 談センタ ー」を開 設し、 施設の運営
をＮＰＯ法人大仙親と子の総合支援センターに担っていただいております。
同法人 では、昨 年度も 、同児童 館にて不 登校や引 きこもり などの問 題を抱 える子ども
や若者の 支援を行 ってま いりまし たが、本 年度は、 施設利用 者が７月 末現在 、実人数で
７２人と既に昨年度の年間実績を上回ったほか、延べ利用人数でも月平均約１２０人と、
昨年の倍 近くの利 用状況 となって おり、特 に若者の 来館者の 増加が顕 著とな っておりま
す。
また、 県議会や 県内の 他の市議 会の視察 、周辺町 村からの 照会等も あり、 本事業に対
する関心の高さがうかがわれます。
なお、 施設利用 ・相談 件数の増 に伴い、 今次定例 会に相談 員の増員 等にか かわる予算
の補正をお願いしております。
病児・病後児保育事業につきましては、８月１日から医療法人道真会に業務を委託し、
本市では 東部地区 に３カ 所目とな る病児・ 病後児保 育施設を 太田診療 所内に 開設してお
ります。
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風しん の予防接 種につ きまして は、首都 圏や大阪 などの大 都市圏に おける 流行が懸念
されるこ とを受け 、本市 では「先 天性風し ん症候群 」の発生 を未然に 防止す るための緊
急対策と して、風 しんの 免疫が十 分でない ２０歳か ら４９歳 までの男 女と妊 娠中の女性
の夫を対象に、接種費用の全額助成を実施しているところであります。
助成の 対象期間 は、４ 月１日か ら平成２ ６年３月 ３１日ま での１年 間とし ており、８
月２１日現在、ワクチン接種の助成件数は２６４件であります。
なお、 厚生労働 省から 、接種者 数の増加 が続いた 場合、こ の夏以降 に麻し ん風しん混
合ワクチ ンが一時 的に不 足するこ とが懸念 されるた め、ワク チンの安 定供給 のめどがつ
くまでの 間、妊婦 の周囲 の方及び 妊娠希望 者または 妊娠する 可能性の 高い方 で、抗体価
が十分で ないと確 認でき た方を優 先させて 接種を実 施させる ようにと の通知 を受け、市
内の医療機関に対し協力要請をしたところであります。
介護予 防につき まして は、要支 援・要介 護認定を 受けてい ない高齢 者２万 ２，０３１
人を対象に、日常生活で必要な身体機能や生活機能の低下がないかどうかを判定する
アンケー ト調査を 実施し 、８月２ ２日現在 、１万９ ，０１４ 人、８６ ．３％ の方から返
送をいた だきまし た。結 果につい ては個人 ごとにお 知らせす るほか、 介護状 態になるお
それが高 い方につ いては 、各地域 で実施さ れている 介護予防 教室「ま めまめ 教室」に参
加いただき、機能の維持に努めていただくよう準備を進めております。
次に、農林商工部関係についてであります。
稲作に つきまし ては、 雪消えの 遅れと春 先の低温 により田 植え作業 に遅れ がありまし
たが、そ の後、晴 天が続 き気温が 高めに推 移したこ とから、 出穂期は 平年並 みの８月３
日で、概ね良好な生育状況となっております。
しかし ながら、 市西部 を中心と した一部 の地域で は、５月 上旬から ６月下 旬にかけて
の少雨に よる河川 流量低 下やため 池の貯水 量低下か ら用水の 確保がで きず、 水稲の作付
けが実施できないほ場があったことも確認をしております。
集落や 地域が抱 える人 と農地の 問題を解 決するた め、平成 ２４年度 から取 り組んでい
る「人・ 農地プラ ン」に つきまし ては、現 在６６地 区でプラ ンの作成 が完了 しており、
集落数ベ ースでは ７７％ の進捗と なってお ります。 地域の中 心となる 経営体 への農地の
集積や新 規就農者 への支 援など、 プラン作 成におけ る関連施 策のメリ ット措 置が強化さ
れており、年内に全ての集落でプランの作成が完了できるよう推進してまいります。
農業の ６次産業 化の推 進につき ましては 、農事組 合法人「 たねっこ 」で取 り組んでい
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る野菜加工冷凍施設が９月から稼働する予定と伺っております。
本年度 は県の生 産流通 モデル事 業の対象 法人とな っており 、年間を 通して 学校給食用
野菜を提 供するた め、栽 培から各 学校給食 センター までの配 送を一貫 して行 うことによ
り、地場産野菜の活用促進が図られるものと期待しております。
畜産振 興につき まして は、７月 ７日に「 第７回大 仙・仙北 ・美郷畜 産共進 会」が神岡
地域の笹 倉公園を 会場に 開催され 、市内か ら肉用牛 ５３頭、 乳用牛８ 頭、肥 育牛８頭、
か き ん

つがい

か

と

家禽３ 番 、家兎１３羽が出品され、そのうち１１点が優等賞を受賞しております。な
お、上位 入賞しま した肉 用牛は、 ８月３１ 日にあき た総合家 畜市場で 開催さ れる第９４
回秋田県畜産共進会に出品される予定であります。
１０月 から開催 される 秋田デス ティネー ションキ ャンペー ンにつき まして は、１０月
５日、６ 日の両日 、ＪＲ 大曲駅に おいて、 市や大曲 駅などで 組織する 「大仙 市デスティ
ネーショ ンキャン ペーン 推進委員 会」によ るオープ ニングイ ベントを 開催す るほか、同
月１２日 から１４ 日の３ 日間、県 とＪＲ東 日本が主 催するＳ Ｌ列車運 行イベ ントに参画
し、市内 の駅での 物産販 売や郷土 芸能披露 及び玉川 橋付近で の昼花火 打ち上 げなどを予
定してお ります。 キャン ペーンそ のものを 積極的に 盛り上げ 、多くの 賑わい 創出を図る
よう努め ていると ころで あり、本 市の魅力 がさらに 広がり観 光振興に 結びつ くものと期
待しているところであります。
また、 秋田デス ティネ ーション キャンペ ーンに合 わせ、「 大曲の花 火」の サイン看板
を大曲駅 自転車駐 輪場の 壁面に設 置したと ころであ りますが 、この看 板は、 大仙市の玄
関口とも 言えるＪ Ｒ大曲 駅を利用 する方々 に対し、 より一層 「花火の まち」 をＰＲでき
るものと考えております。
なお、 １１月２ ３日に は、東京 のＪＲ有 楽町駅前 広場にお いて、本 市の魅 力を発信す
るＰＲイ ベント「 秋田県 大仙市ふ るさとフ ェア」を 開催する こととし ており 、市観光物
産協会、 ＪＡ秋田 おばこ 、首都圏 ふるさと 会など関 係団体の ご協力を いただ きながら、
現在準備を進めております。
雇用対 策につき まして は、来春 就職する 高校生等 の就職に 対する理 解を深 めるため、
県南３つ の雇用開 発協会 の共催に より７月 ２２日か ら８月４ 日までの １４日 間、県南地
区職場研 修会が開 催され 、大曲仙 北管内に おいては 、市内の ４０事業 所にご 協力をいた
だき、延べ１７７人が参加しております。
企業対 策につき まして は、市内 製造業の 業務改善 や人材育 成を支援 する「 製造業企業
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力アップ 応援事業 」を、 昨年に引 き続き実 施してお り、現在 約２０社 から補 助申請をい
ただいております。
中小企 業の新製 品開発 等を支援 する、あ きた企業 活性化セ ンター所 管の「 あきた企業
応援ファ ンド事業 」につ いては、 本年度、 新たに市 内食品製 造業１社 による 販路拡大の
事業計画 が採択さ れてお り、市の 「企業新 事業展開 応援事業 」の対象 として も支援する
予定としております。
また、 ６月には 中仙地 域の東長 野工業団 地に、県 内物流企 業による 米の低 温貯蔵施設
の新規建 設が決定 し、１ １月の操 業業開始 に向け工 事が進め られてお ります 。新規雇用
は、当初 約１０人 で、今 後増やし ていく計 画と伺っ ており、 市の工業 等振興 条例と雇用
奨励助成金制度により、設備投資と雇用の両面の支援を予定しております。
次に、建設部関係についてであります。
都市計 画道路中 通線の 整備につ きまして は、ＪＲ アンダー パス部分 から市 道四ツ屋大
曲線に接 続する区 間の整 備が１０ 月中に完 了する予 定である ことから 、１０ 月１９日に
開通式を行い供用を開始いたします。
なお、 中通線の アンダ ーパス開 通に伴い 、ＪＲ角 館街道踏 切（通称 ・黒瀬 踏切）を歩
行者及び自転車専用の踏切として整備いたします。
また、 都市計画 道路駅 東線まで の中通線 街路整備 事業につ いては、 用地買 収及び建物
移転補償 にかかわ る権利 者と交渉 を進めて おり、平 成２７年 度の完了 を目指 しておりま
す。
大曲駅 前第二地 区土地 区画整理 事業につ きまして は、都市 計画道路 大花線 及び区画道
路６路線 の新設工 事を発 注済みで あり、こ れと併せ 上下水道 工事を進 めてお ります。建
物移転に ついては 、本年 度予定の 大花町地 区２４戸 のうち、 １４戸の 権利者 と契約済み
であり、残る権利者とも現在交渉を進めております。
道路整 備事業に つきま しては、 社会資本 整備総合 交付金事 業の歩道 整備に ついて、追
分板杭線 について 設計業 務が完了 し工事発 注に向け て準備を 進めてお り、仙 北１号線に
ついては設計業務を発注済みであります。
舗装道 路並びに 橋梁の 計画的、 効率的な 維持管理 を目的に 策定する 、舗装 修繕計画の
前段とな る路面性 状調査 業務及び 橋梁長寿 命化修繕 計画につ いて、調 査計画 業務を発注
済みであります。
また、市単独事業である各地域２７カ所の道路工事については、２カ所が完了し、
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１２カ所は発注済みであり、残りの工事についても早期発注に努めてまいります。
住宅リ フォーム 支援事 業につき ましては 、８月２ ０日現在 、申請件 数は２ ５１件、補
助金額で ３，８９ ０万円 、対象工 事費は６ 億２，１ ２０万円 となり、 昨年度 と同程度の
事業実施状況となっております。
また、 木造住宅 耐震改 修等補助 事業につ いては、 耐震診断 の申し込 みが８ 月２０日現
在で１件 となって おり、 今後、市 民の住宅 環境の改 善、耐震 化のため にさら なるＰＲ活
動に努めてまいりたいと思います。
市有建 築物の耐 震化に ついては 、協和庁 舎、仙北 庁舎、太 田体育館 、上大 町市営住宅
の実施設計を行っております。
耐震診 断により 耐震化 が困難と された仙 北就業改 善センタ ーについ ては、 国庫補助事
業により 取得した 財産の 処分制限 期間が１ 年残って いること から、当 初計画 していた来
年度まで の解体を 断念し 、処分制 限期間が 経過する 平成２７ 年度での 解体を 予定してお
ります。なお、解体後の跡地には、防災関連施設の整備を検討しております。
次に、国、県関係事業についてであります。
雄物川 中流部の 河川改 修事業に つきまし ては、本 年度は、 本市分と して繰 越事業費を
含めて総 額５０億 円を超 える予算 を計上し ていただ いており 、本格的 に中流 部の河川改
修が始まったと感じているところであります。
現在は 、協和地 域峰吉 川の中村 芦沢地区 、西仙北 地域の強 首地区、 寺館大 巻地区、北
野目地区 及び南外 地域の 西板戸地 区におい て、樋門 新設及び 築堤等の 改修工 事を実施し
ていただいております。
なお、 雄物川上 中流部 の整備促 進につい ては、一 層の推進 を求め、 ６月２ ７日、２８
日に県南 の各市町 村長・ 議会議長 とともに 、国土交 通省や財 務省に対 し要望 活動を行っ
てまいりました。
国道１ ３号関連 の整備 につきま しては、 国道１３ 号バイパ スの大曲 バイパ スが平成５
年８月に 暫定２車 線で開 通し、平 成１３年 １０月に 刈和野バ イパス、 そして 平成１８年
３月に新玉川橋、そして本年３月に神官寺バイパスが完成し、本市を縦断する総延長
２２．２ｋｍの全線が開通いたしました。
これを 記念し、 ８月３ 日に、国 土交通省 所管の神 岡除雪ス テーショ ンを会 場に、国道
１３号バ イパス全 線開通 記念フォ ーラム「 国道１３ 号を語る 」会を開 催し、 約２００人
の方に参加していただいております。
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フォー ラムでは 、私も パネリス トとして 出席し、 昭和５３ 年の大曲 バイパ ス事業着手
から、本 年３月の 神宮寺 バイパス 完成に至 るまでの ３５年間 にわたる 国土交 通省及び大
曲バイパ ス、刈和 野バイ パス、神 宮寺バイ パスの各 期成同盟 会関係者 のご苦 労に感謝を
申し上げ るととも に、国 道１３号 バイパス を大いに 活用し、 まちづく りを進 めていく決
意を述べさせていただいたところであります。
国道４ ６号につ きまし ては、協 和地域荒 川地区の 線形改良 事業につ いて、 住民説明会
が終わり、８月から１０月にかけて用地測量に入ると伺っております。
橋梁架 け替え工 事につ きまして は、平成 １６年度 から秋田 県が整備 を進め ておりまし
た主要地 方道大曲 大森羽 後線に架 かる「大 曲花火大 橋」がこ のたび完 成し、 ８月１１日
午後２時 に開通い たしま した。当 日は、県 と市の共 催による 開通式を 予定し ておりまし
たが、８ 月９日に 仙北市 での土石 流災害に より犠牲 者が出た ことに配 慮し、 開通式を中
止し大曲橋工区建設工事安全協議会による竣工祭と渡り初めを行っております。
なお、 現在の大 曲橋は 、大曲花 火大橋の 開通に伴 い、来年 度から３ 年間に わたり解体
工事が行われると伺っております。
次に、上下水道部関係についてであります。
上水道 事業につ きまし ては、内 小友地内 の配水管 布設工事 が今月完 了して おり、幸町
地内の配 水管改良 工事が ９月下旬 、若竹町 地内の配 水管改良 工事が１ ０月下 旬の完了を
予定しております。
また、 飯田字家 ノ前地 内、大花 町地内、 大曲花園 町地内の 配水管改 良工事 と大曲通町
地内の消火栓移設工事について発注を終えております。
大曲駅 前第二地 区土地 区画整理 事業に伴 う配水管 移設工事 について は、本 年度予定し
ている工 事４件の うち１ 件につい て発注を 終えてお り、残り ３件につ いても 発注の準備
を進めているところであります。
債務負 担行為を 設定し 前倒しで 発注して いた県の 大曲橋架 け替え工 事に伴 う大曲金谷
町地内の 配水管移 設工事 について は、９月 下旬の完 了予定と なってお り、既 存取水施設
の撤去に 伴う護岸 復旧工 事と雄物 川左岸側 の既存配 水管と大 曲花火大 橋との 配水管連絡
工事については、発注を終えております。
簡易水 道事業に ついて は、神岡 地域神宮 寺地区簡 易水道か ら大曲仙 北広域 市町村圏組
合が建設 する新火 葬場ま での配水 管延長工 事につい て、県道 分と市道 分に分 割して発注
済みであ りますが 、県と の協議に よる県道 の路面復 旧経費の 増等によ り工事 費に不足を
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来しているため、今次定例会に予算の補正をお願いしております。
公共下 水道につ きまし ては、大 曲、神岡 、中仙及 び南外地 区におい て、補 助・単独合
わせて管 渠工事１ ６件を 発注して おり、こ のうち大 曲通町地 区市街地 再開発 事業に伴う
下水道管路工事２件については、７月末に完了しております。
次に、教育委員会関係についてであります。
東日本 大震災の 被災地 との交流 活動につ きまして は、大曲 中学校や 太田中 学校、平和
中学校等 の継続的 な取り 組みに加 え、小学 校との連 携による 新たな取 り組み も始まり、
市内各小・中学校の活動は年々充実してきております。
本年度は、大曲中学校が５月２９日に大船渡市立赤崎中学校へ、平和中学校が５月
き

り

き

り

２４日、 ３０日に 大槌町 及び同町 立吉里吉 里中学校 へ、中仙 中学校が ７月１ ６日に気仙
沼市へ、 南外中学 校が７ 月２４日 に南外小 学校、豊 岡小学校 及び秋田 大学教 育文化学部
附属中学 校の児童 生徒と 南三陸町 立志津川 小・中学 校へ、仙 北中学校 が５月 ２９日に釜
石市へ、 太田中学 校が６ 月５日、 ６日に大 槌町立大 槌中学校 へ赴き、 それぞ れの交流活
動及び視察を実施しており、いずれも今後、さらなる交流活動を予定しております。
このほ か、太田 地域の ３小学校 では、７ 月３日、 ４日に実 施した合 同の修 学旅行にお
いて、仙台市荒浜地区で花植えのボランティア活動を行っております。
本年度 の新規事 業であ る「だい せん防災 教育『生 き抜く力 育成』事 業」に つきまして
は、事業 の中核と なる避 難訓練及 び避難所 開設訓練 等を、平 和中学校 を会場 として９月
１７日の 実施を目 指して 準備を進 めており ます。地 域住民や 関係機関 との連 携のもと、
中学生サ ミットの 生徒や 市内の教 職員も参 加してモ デル的に 実施する もので あり、その
成果に期待を寄せております。
なお、 平成１９ 年度か ら市内の 全中学校 が参加し 、「あい さつ」や 「環境 」・「被災
地支援・ 交流」を 主なテ ーマに掲 げ、地域 との絆を 深めよう と生徒に よる話 し合いや活
動による 共通実践 を進め ている「 中学生サ ミット」 は、本年 度は「大 仙市の 未来を考え
る」をテ ーマに８ 月２１ 日に開催 され、活 動のさら なる充実 が期待さ れてい るところで
あります。
学習環 境の整備 につき ましては 、実施か ら３年目 となる「 コロンブ スの卵 わくわくサ
イエンス 事業」で は、教 員の指導 力向上の ための研 修のほか 、７月３ １日、 ８月１日の
両日、中学生１８名を、日本科学未来館のほか千葉大学医学部コースと筑波宇宙セン
ター及び 産業技術 研究所 つくばセ ンターコ ースの２ コースに 派遣して おりま す。派遣し
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た生徒か らは、そ れぞれ の研修テ ーマに基 づき、日 本の先端 科学技術 等に触 れた貴重な
体験が報 告されて おり、 生徒の科 学への興 味・関心 が一層喚 起された ものと 捉えており
ます。
また、夢の実現意欲を育む「こころのプロジェクト『夢の教室』事業」では、７月に、
お さ な い め ぐみ

県内在住 の画家で ある小 山内愛美 さんを講 師に迎え 、市内４ 小学校の 主に５ 年生を対象
に「夢の 教室」を 行い、 子どもた ちは講師 の言葉に 眼を輝か せながら 、工作 実習にも夢
中に取り組んでいたとの報告を受けております。
８月９ 日に行わ れた大 仙市教職 員研究集 会では、 「体系的 な取り組 みによ るキャリア
教育の充 実のため に」を テーマに 、小・中 ・高等学 校の実践 や秋田清 酒株式 会社海外担
さ

さ

き と もこ

当マネー ジャーの 佐々木 朋子さん の講話を もとに教 育フォー ラームを 行って おり、今後
のキャリア教育の充実に向けて、有効な成果が得られたところであります。
各小・ 中学校の 部活動 につきま しては、 第４３回 東北中学 校卓球大 会女子 団体戦にお
いて大曲 中学校が 優勝し 、全国大 会では決 勝トーナ メントヘ 進出して おりま す。また、
第２１回 秋田県小 学校バ ンドフェ スティバ ルにおい て優秀賞 を受賞し た協和 小学校と、
全日本吹 奏楽コン クール 第５５回 秋田県大 会におい て金賞を 受賞した 大曲中 学校が、と
もに東北 大会の代 表に、 また、全 日本合唱 コンクー ル秋田県 大会で大 曲中学 校、大曲高
校 が そ れ ぞ れ 優 勝 し 、 東 北 大 会 の 出 場 が 決 定 し た ほ か 、 他 の 小 ・ 中 学 校 に お い て も、
様々な分野での活躍が目立っております。
なお、 おかあさ んコー ラス全国 大会で、 地元の「 コール・ ノーヴァ 」が、 「ひまわり
賞」を受賞しております。
西部学校給食センターの建設につきましては、鉄骨造り２階建て、延べ床面積約
１，７０ ０㎡の建 物規模 を予定し ており、 現在、実 施設計を 進めてお ります が、本体工
事等を本 年度から ２カ年 で実施す るため、 今次定例 会に継続 費の補正 をお願 いしており
ます。
生涯学習の推進につきましては、８月１５日に大曲市民会館において成人式が行われ、
７２２人の出席のもと、新成人を祝福いたしております。式典終了後の記念アトラク
も う り だいすけ

ションでは、本市出身のシンガーソングライターとして活躍している毛利大介さんと
あお や あ

す

か

青谷明日 香さんか ら、成 人への激 励を込め た歌を披 露してい ただくな ど、心 温まる成人
式となったところであります。
また、 ７月２１ 日には 、市内外 から８７ 人の参加 を得て第 ８回大仙 市民交 流将棋大会

- 18 -

を開催し ておりま す。前 日の２０ 日には、 大曲小学 校放課後 児童クラ ブ「ぽ ぷら教室」
の児童３ ２人を対 象に「 どうぶつ 将棋」を 中心とし た講習会 を開催し 、プロ 棋士の指導
を受けたところであります。
なお、 日本棋院 と事業 協定を結 び普及に 取り組ん でいる児 童生徒の 囲碁に ついては、
文部科学 大臣杯第 ３４回 全国少年 少女囲碁 大会及び 第１０回 小・中学 校囲碁 団体戦にお
いて、本 市の児童 生徒が 県代表を 独占し、 ７月末に 行われた 全国大会 でも健 闘しており
ます。
文化財保護につきましては、旧池田氏庭園の６月の初夏の一般公開に１６日間で
７，４１ ６人の来 園があ ったほか 、「大曲 の花火」 の翌日の 夏季の一 般公開 にも大勢の
方々に庭園を鑑賞していただいております。
また、旧池田氏庭園のガイダンス施設建設については、上棟式が７月２２日に行われ、
秋のオー プンを目 指して 工事が順 調に進め られてお り、今次 定例会に 同施設 の管理費等
にかかわる予算の補正をお願いしております。
埋蔵文 化財の保 護につ きまして は、昨年 度に発掘 調査した 大川西根 地区の 成沢遺跡を
広く紹介 したいと する「 成沢遺跡 を見守る 会」の方 々ととも に、市内 の遺跡 の概要など
を学べる 「成沢遺 跡群出 土品展示 室」を大 川西根公 民館内に ８月２日 から常 時開設して
おります。
スポーツ振興につきましては、７月６日、７日の両日、第９回大仙市長旗争奪サッ
カースポ ーツ少年 団大会 が、本市 の５チー ムを含む 県内各地 と岩手県 から４ ８チームが
参加して開催され、大曲レッドファイヤーズが準優勝しております。
また、 ７月１４ 日、１ ５日の両 日は、第 ５５回大 仙仙北ス ポーツ少 年団選 抜野球大会
が１６チ ームの参 加によ り開催さ れ、神岡 野球スポ ーツ少年 団が優勝 してお ります。な
お、同少 年団は、 ８月２ 日から５ 日まで開 催された 第４４回 秋田県小 学校ク ラブ野球大
会において、見事優勝を果たしております。
さらに 、６月か ら８月 にかけて 開催され た高松宮 賜杯第５ ７回全日 本軟式 野球大会の
秋田県予 選並びに 東北Ｂ ブロック 大会にお いて、協 和地域の ＮＢＨＤ ベース ボールクラ
ブが第１ 部で、仙 北地域 のブラザ ーズＢＣ が第２部 で、それ ぞれ優勝 を果た しており、
ともに全国大会への出場が決定しております。
第２２ 回となる 全県５ ５０歳野 球大会に ついては 、選抜２ ４チーム の参加 のもと７月
２７日か ら３日間 開催さ れたほか 、本年で 第３５回 目となる 恒例の全 県５０ ０歳野球大
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会は、こ れまでの 最多と なる１７ ９チーム の参加に より、９ 月２８日 から５ 日間の日程
で開催の準備に入っております。
大学、 高校のス ポーツ 合宿誘致 について は、７月 ２９日か ら首都圏 を中心 に野球で９
大学、１ 専門学校 、３高 校が、市 内の施設 を利用し て夏季合 宿を行っ ており ます。この
うち、６ つの大学 野球部 が合宿期 間中、県 内及び近 隣大学並 びに市内 高校と の交流戦を
行い、多 くの市民 から観 戦をいた だいたと ころであ ります。 このほか 、日本 体育大学の
集団行動８６人が合宿に入っております。
なお、 今年も７ 月１７ 日から２ ３日まで 、ヨーロ ッパやア メリカな ど１１ カ国約６０
人の空手 家が市内 に宿泊 しながら 大曲武道 館で稽古 に励み、 期間中に 、市内 の小・中学
生との合同練習も行われております。
最後に、財政状況についてご報告申し上げます。
平成２ ４年度決 算につ きまして は、実質 収支は普 通会計ベ ースで６ 億４， １５６万円
の黒字となっております。
また、 財政調整 基金か らの取り 崩しを行 わず１億 ８，０４ ４万円の 積み立 てを実施し
たことに 加え、市 債の繰 上償還を １億６， ８４９万 円実施し たことか ら、実 質単年度収
支も４，１６７万円の黒字となり、４年連続の黒字決算となっております。
なお、 企業会計 となる 「市立大 曲病院事 業会計」 及び「上 水道事業 会計」 の決算につ
いては、収益的収支において両会計とも黒字となっております。
次に、 財政指標 につき ましては 、財政構 造の弾力 性を示す 経常収支 比率に ついては、
８９．８ ％となり 、前年 度と比較 して０． ４ポイン ト上昇し ておりま す。こ れは、市債
発行額の 抑制によ る元利 償還金の 減少など により歳 出におけ る経常経 費は縮 減されてい
るものの 、歳入に おいて 、一般財 源に算入 される普 通交付税 や地方特 例交付 金が減額と
なったことが主な要因であります。
地方公 共団体の 財政の 健全化に 関する法 律に基づ き公表が 義務づけ られて いる健全化
判断比率 のうち、 実質赤 字比率及 び連結実 質赤字比 率につい ては、平 成２４ 年度におい
て全ての会計が黒字またはゼロ決算であるため該当しないものとなっております。
実質公 債費比率 につい ては、１ ８．４％ と前年度 から０． ３ポイン ト改善 されており
ます。こ の比率は 過去３ 年間の平 均値であ りますが 、単年度 の比率に ついて も、前年度
から０．９ポイント改善され１７．７％となっております。
将来負 担比率に ついて は、１６ １．３％ と前年度 から２． ９ポイン ト改善 されており
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ます。こ れは、市 債残高 の減少や 財政調整 基金の増 加などに よるもの であり ますが、ま
だ高い水 準にある ことか ら、引き 続き、市 債発行額 の抑制や 職員数の 適正管 理に努める
など、一層の改善に取り組んでまいります。
健全化 法第２２ 条に定 める公営 企業会計 にかかわ る資金不 足比率に ついて は、資金不
足を生じた公営企業がないため、該当しないものとなっております。
市の財 政運営に ついて は、自主 財源の割 合が低く 地方交付 税等に依 存して いる財務体
質である ほか、平 成２６ 年度で合 併特例期 間が終了 し、２７ 年度から は普通 交付税が減
額されるなど厳しい見通しとなっております。
こうし たことを 踏まえ 、本年度 、県と共 同で「普 通交付税 の算定に 関する 研究会」を
立ち上げ 、国に対 し交付 税の算定 基準の見 直しを求 める要望 を行って いくほ か、財政課
内に４月から経営改革班を設置し、補助金や公共施設の見直し等を進めております。
今後も 、自主財 源の確 保や経常 経費の縮 減及び事 務事業の 見直しを 引き続 き進めてい
くととも に、市民 サービ スの向上 や地域情 勢を的確 に捉えた 効率的な 行財政 運営に努め
てまいりたいと考えております。
以上、 主要事業 の進捗 状況並び に諸般の 状況をご 報告申し 上げまし たが、 今後とも市
民並びに 議員各位 のご理 解とご支 援を賜り ますよう お願い申 し上げま して、 市政の報告
とさせていただきます。
【栗林市長

○議長 （鎌田

正）

降壇】

こ の際、 暫時休憩 いたしま す。再開 時刻は、 午前１１ 時２０分に再

開いたします。
午前１１時０８分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時２０分

再

開

○議長（鎌田

正）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長 （鎌田

正）

次 に、日 程第５、 議案第１ ０３号か ら日程第 ８、議案 第１０６号ま

での４件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。栗林市長。
【栗林市長

登壇】
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○市長 （栗林次 美）

議 案第１ ０３号か ら議案第 １０６号 までの人 権擁護委 員の候補者の

推薦につき意見を求めることについて、ご説明申し上げます。
こう さき

はな つ

や

本４案は、当市人権擁護委員のうち、西仙北地域の三浦廣咲氏、中仙地域の花津谷
たまき

まさあき

しようこ

環 氏、太田地域の黒田正明氏並びに宇野聖子氏の任期が、来る平成２５年１２月３１
日をもっ て満了す ること から、そ の後任候 補者の推 薦につい て秋田地 方法務 局から依頼
がありま したので 、４氏 とも再推 薦いたし たく、人 権擁護委 員法第６ 条第３ 項の規定に
より、議会の意見を求めるものであります。
以上、 ご説明申 し上げ ましたが 、よろし くご審議 の上、ご 同意賜り ますよ うお願いを
申し上げます。
【栗林市長
○議長（鎌田

正）

降壇】

これより質疑に入ります。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。

お諮り いたしま す。本 ４件につ いては、 会議規則 第３７条 第３項の 規定に より、委員
会の付託を省略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 って本件 について は、委員 会の付託を省

略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（鎌田

正）

討論なしと認めます。

これよ り議案第 １０３ 号より議 案第１０ ６号まで の４件を 一括して 採決い たします。
本４件は同意と決すること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 って本４ 件は、同 意するこ とに決しまし

正）

次 に、日 程第９、 議案第１ ０７号か ら日程第 １３、議 案第１１１号

た。

○議長 （鎌田

まで及び 日程第１ ５、議 案第１１ ３号から 日程第１ ９、議案 第１１７ 号まで の１０件を
一括して議題といたします。
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提案理由の説明を求めます。元吉総務部長。
【元吉総務部長
○総務部長（元吉峯夫）

登壇】

それでは、ご説明を申し上げます。

資料Ｎｏ．１の議案書をご覧願います。
５ページと６ページになります。
議案第 １０７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 ついては 、公職選 挙法の一 部が改正 され、 指定病院等
における 不在者投 票につ いて公正 を確保す るため、 外部立会 人の設置 を推進 することに
伴い、今 後の選挙 におい て外部立 会人を置 く場合の 報酬を条 例規定す るもの で、報酬額
は、国政 選挙にお ける執 行費基準 に定める 不在者投 票立会人 と同額の 日額１ 万７００円
とし、公布の日から施行するものであります。
７ページと８ページになります。
議案第 １０８号 、大仙 市督促手 数料及び 延滞金条 例の一部 を改正す る条例 の制定につ
いては、 平成２５ 年度の 税制改正 により地 方税法の 一部が改 正され、 地方税 にかかわる
延滞金の 割合の特 例が見 直しされ ておりま すが、税 外収入に かかわる 延滞金 についても
地方税に ならい、 その割 合を定め ているこ とから、 特例割合 を改める ととも に、関係条
例の所要 の改正を 行い、 経過措置 を設けた 上で、平 成２６年 １月１日 から施 行するもの
であります。
９ページと１０ページになります。
議案第 １０９号 、大仙 市駐車場 条例の一 部を改正 する条例 の制定に ついて は、大曲通
町地区市 街地再開 発事業 の施行に 伴う新病 院の設置 にあたり 、秋田県 厚生農 業協同組合
連合会か ら来院者 に対す るサービ スの向上 を目的に 、市営ね むのき駐 車場を 新病院駐車
場として 一体管理 したい 旨の要請 がありま したので 、当該施 設を貸与 するた め、ねむの
き駐車場を廃止するもので、平成２６年４月１日から施行するものであります。
１１ページから１８ページまでになります。
議案第 １１０号 及び議 案第１１ １号、字 の区域の 変更につ きまして は、農 地集積加速
かい べつとう

化基盤整 備事業の 施行に 伴い、西 仙北地域 皆別当地 区及び南 外中央地 区の字 の区域を変
更するものであります。
１ページ飛びまして、２０ページになります。
次に、 議案第１ １３号 、平成２ ５年度大 仙市スキ ー場事業 特別会計 への繰 入額の変更
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について は、既に 議決を いただい ている平 成２５年 度一般会 計からの 事業資 金繰入額の
上限を変更するもので、簡易水道事業特別会計の繰入額の上限を２３１万円増額し、
７，１９６万４千円以内に改めるものであります。
次に、 資料Ｎｏ ．２の 平成２５ 年度大仙 市補正予 算書〔９ 月補正〕 をご覧 いただきた
いと存じます。
１ページになります。
議案第 １１４号 、平成 ２５年度 大仙市一 般会計補 正予算（ 第３号） につい て、ご説明
いたします。
今回の 補正予算 は、市 道の除雪 対策費や 豪雨によ る災害復 旧費、国 県の補 助事業費な
どについ て補正を 行うも ので、歳 入歳出予 算の総額 にそれぞ れ１２億 ２，０ １８万７千
円を追加 し、補正 後の予 算総額を ４８９億 ３，２７ ４万９千 円とする もので あります。
はじめ に、補正 予算の 概要につ いて、事 項別明細 書により 歳入から 順にご 説明をいた
します。
９ページからになります。
１０款 地方交付 税は、 普通交付 税及び特 別交付税 として、 合わせて ９億９ ３８万４千
円の補正。
１４款 国庫支出 金は、 道路橋り ょう災害 復旧費負 担金、地 域の元気 臨時交 付金（地域
経済活性 化・雇用 創出臨 時交付金 ）などと して、合 わせて３ 億９，６ ０８万 ２千円の補
正。
１５款 県支出金 は、既 存介護施 設スプリ ンクラー 等設備整 備費補助 金、公 共施設再生
可能エネ ルギー等 導入事 業費補助 金などと して、合 わせて３ ，３７９ 万７千 円の補正。
１０ページになります。
１７款寄附金は、民生費寄附金として５２万円の補正。
１９款繰越金は、前年度繰越金として８，５１０万５千円の補正。
２０款 諸収入は 、地域 総合整備 資金貸付 金元金収 入現年度 分、高齢 者等除 雪サービス
事業費負担金などとして、合わせて１，１５２万９千円の補正。
２１款市債は、道路整備事業債、文化財整備事業債などとして、合わせて２億
１，６２３万円の減額補正であります。
次に、歳出についてご説明をいたします。
１３ページからになります。
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２款総 務費は、 １億１ ０９万円 の補正で 、主なも のは、庁 舎駐車場 改修事 業費（元気
臨時交付金分）は、大曲庁舎正面の来客用駐車場と中庭駐車場の舗装工事費として
１，３８ ９万２千 円の補 正、コミ ュニティ ＦＭ開局 準備経費 及び次の 同科目 名の緊急雇
用基金分 は、地域 活性化 や防災対 策等を目 的とした コミュニ ティＦＭ 開局に 伴う電波調
査費及び 事業運営 を行う ＴＭＯ大 曲に対す る増資に かかわる 出資金、 並びに 開局準備に
かかわる 職員人件 費等と して、そ れぞれ９ ５５万９ 千円と２ ０４万１ 千円の 補正、市民
活動交流 拠点施設 整備事 業費（元 気臨時交 付金分） は、市街 地再開発 事業で 整備を進め
ている複 合商業棟 ２階の 内装工事 及び備品 購入経費 として６ ，９９１ 万５千 円の補正で
あります。
１４ページになります。
３款民 生費は、 ２，６ ８５万５ 千円の補 正で、主 なものは 、高齢者 等除雪 サービス事
業費は、 一人暮ら し高齢 者等の玄 関前に残 された雪 を除排雪 するほか 、緊急 性のある世
帯に対し ては家屋 周辺や 屋根の落 雪等にお ける除排 雪の支援 を行う経 費とし て２，０２
７万６千 円の補正 、既存 介護施設 スプリン クラー等 設備整備 費補助金 は、県 の補助事業
の採択を 受け、消 防設備 を整備す る西仙北 地域のグ ループホ ームに対 する補 助金として
２３７万 ６千円の 補正、 子ども・ 子育て支 援事業費 は、５カ 年の支援 事業計 画を策定す
るためのニーズ調査の実施経費として１３５万円の補正であります。
１５ページになります。
４款衛 生費は、 ２，５ ３０万円 の補正で 、こんに ちは赤ち ゃん事業 費は、 生後４カ月
までの乳 児がいる 家庭を 訪問指導 するため の車両等 を購入す る経費と して１ ４３万４千
円の補正 、公共施 設再生 可能エネ ルギー等 導入事業 費は、市 内７中学 校に来 年度、太陽
光発電パ ネル等を 設置す るための 実施設計 委託料と して１， ０６７万 ８千円 の補正、廃
棄物処理 管理経費 は、中 仙地域の 最終処分 場におけ る浸食水 処理施設 の配管 と流末側溝
の整備経費として１，３１８万８千円の補正であります。
１６ページになります。
６款農 林水産業 費は、 １，５０ ４万２千 円の補正 で、主な ものは、 土地改 良事業費等
補助金は 、大曲・ 西仙北 地域の土 地改良区 等が実施 するパイ プライン 用水管 改修等に対
する補助 金として １８７ 万７千円 の補正、 県営林道 事業費（ 元気臨時 交付金 分）は、協
和地域の 県営林道 前沢線 に対する 国の追加 配分に伴 う負担金 等として １，２ ２８万９千
円の補正であります。
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７款商工費は、１３７万３千円の補正で、特産品等販売促進事業費（緊急雇用基金
分）は、 県の雇用 基金を 活用し、 市観光物 産協会が 特産品の 販売促進 やＰＲ 活動を行う
ための委託料の補正であります。
１８ページになります。
８款土木費は、９億２，９６３万６千円の補正で、主なものは、道路台帳作成経費は、
平成２４ 年度に実 施した 市道の新 設改良等 による道 路台帳の 修正経費 として １，７６９
万７千円 の補正、 除雪対 策費は、 市道の除 排雪委託 料や重機 等の借上 料、除 雪機械の修
繕料など として８ 億８， ５１６万 ６千円の 補正、道 路改良事 業費（元 気臨時 交付金分含
む）は、 大曲地域 の市役 所前通線 の消雪用 井戸さく 井工事費 及び南外 ４号線 の路線測量
経費として１，３１４万８千円の補正であります。
９款消 防費は、 ２，６ ５９万６ 千円の補 正で、主 なものは 、全国女 性消防 操法大会出
場経費は 、本市の 女性消 防隊が１ ０月に横 浜市で開 催される 全国大会 に出場 する経費と
して１８ ５万２千 円の補 正、水害 対策費及 び次の同 科目名（ 元気臨時 交付金 分）は、大
曲地域２カ所に常設排水ポンプを設置する経費を市単独事業として計上しておりますが、
今回、国 の元気臨 時交付 金を活用 した事業 実施に変 更したこ とによる 組み替 え補正、並
びに大曲 地域に新 規に常 設排水ポ ンプを設 置する経 費及び神 岡庁舎に 自家発 電機を設置
する経費 として、 それぞ れ２，２ ４９万６ 千円の減 額補正と ４，４２ ５万９ 千円の補正
であります。
２０ページになります。
１０款 教育費は 、５， ０７９万 ３千円の 補正で、 主なもの は、はい さい・ めんそーれ
糸満・大 仙子ども 交流事 業費は、 １０月に 大仙市を 訪れる沖 縄県糸満 市の小 ・中学生と
本市の児 童生徒の 交流事 業経費と して１６ 万３千円 の補正、 旧池田氏 庭園管 理費は、整
備を進め ているガ イダン ス施設の 運営費等 として１ ９０万８ 千円の補 正、小 ・中学生ウ
インター スポーツ 推進事 業費は、 小学校児 童と中学 校１・２ 年の生徒 などに 、市内３ス
キー場の リフト共 通シー ズン券を 発行する 経費とし て１，２ ６０万６ 千円の 補正であり
ます。
１１款 災害復旧 費は、 ３，５５ ０万２千 円の補正 で、主な ものは、 道路橋 りょう災害
復旧事業 費（補助 分）は 、７月の 豪雨で被 害を受け た協和地 域の市道 １路線 の復旧経費
として９ ３９万１ 千円の 補正、河 川災害復 旧事業費 （単独分 ）は、大 曲地域 １河川、西
仙北地域 ２河川、 南外地 域３河川 の復旧経 費として ５９０万 円の補正 、農地 等災害復旧
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事業費補 助金は、 大曲・ 西仙北・ 協和・南 外地域合 わせて４ ０カ所の 被害を 受けた農地
や農業用施設の復旧経費として４７０万３千円の補正であります。
２２ページになります。
１２款 公債費は 、８０ ０万円の 補正で、 長期債元 金償還金 は、地域 総合整 備資金を活
用して融 資を受け ていた 中仙地域 の企業か ら、残債 を繰上償 還したい 旨の申 し出があっ
たことによる、長期債元金の補正であります。
続きまして、２５ページになります。
議案第 １１５号 、平成 ２５年度 大仙市学 校給食事 業特別会 計補正予 算（第 ３号）につ
いて、ご説明をいたします。
今回の 補正予算 は、西 部学校給 食センタ ーの整備 並びに学 校給食セ ンター における秋
田県版ハ サップの 認証に かかわる 経費やア レルギー 対応調理 室の整備 などに かかわる補
正で、歳 入歳出予 算の総 額にそれ ぞれ５， ０６４万 ４千円を 追加し、 補正後 の予算総額
を１０億１，０９５万円とするものであります。
また、 継続費は 、西部 学校給食 センター の事業費 について 、平成２ ５年度 と２６年度
の年割額を設定するものであります。
補正予算の概要について、事項別明細書によりご説明をいたします。
３２ページからになります。
歳入２款繰入金は、一般会計繰入金として３，１２５万円の補正。
３款繰越金は、前年度繰越金として２３万円の補正。
５款市債は、学校給食センター整備事業債として１，８１０万円の補正。
６款国庫支出金は、学校施設環境改善交付金として１０６万４千円の補正であります。
３３ページになります。
歳出１ 款給食事 業費は 、５，０ ６４万４ 千円の補 正で、管 理及び運 営費は 、今年２月
の中仙学 校給食セ ンター を原因施 設とする 食中毒事 案を踏ま え、さら なる安 全・安心な
学校給食 を提供す るため 秋田県版 ハサップ 認証に係 る経費、 中仙・仙 北両学 校給食セン
ターにお けるアレ ルギー 対応調理 室準備に かかわる 経費、及 び認定こ ども園 への給食提
供にかか わる経費 として ３，０５ １万２千 円の補正 、西部学 校給食セ ンター 整備事業費
は、現在 の神岡・ 西仙北 ・協和３ 地域の給 食センタ ーを統合 し、平成 ２７年 ４月の供用
開始を予 定してい る西部 学校給食 センター の建設工 事費など として２ ，０１ ３万２千円
の補正であります。
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続きまして、３７ページになります。
議案第 １１６号 、平成 ２５年度 大仙市簡 易水道事 業特別会 計補正予 算（第 ２号）につ
いて、ご説明をいたします。
今回の 補正予算 は、中 央斎場移 転改築に 伴う神宮 寺地区簡 易水道区 域拡張 工事にかか
わる補正 で、歳入 歳出予 算の総額 にそれぞ れ２９８ 万３千円 を追加し 、補正 後の予算総
額を１０億８，１２７万４千円とするものであります。
補正予算の概要について、事項別明細書によりご説明をいたします。
４３ページになります。
歳入７款繰越金は、前年度繰越金として８万３千円の補正。
９款市債は、簡易水道整備事業債として２９０万円の補正であります。
４４ページになります。
歳出２ 款事業費 は、神 宮字地区 簡易水道 区域拡張 事業費（ 中央斎場 関連） の補正で、
配水管を 布設する 主要地 方道四ツ 屋神岡線 の舗装工 事の精査 により工 事費を 増額するも
ので２９８万３千円の補正であります。
続きまして、４７ページになります。
議案第 １１７号 、平成 ２５年度 大仙市ス キー場事 業特別会 計補正予 算（第 １号）につ
いて、ご説明を申し上げます。
今回の 補正予算 は、大 曲ファミ リースキ ー場リフ トの修繕 にかかわ る補正 で、歳入歳
出予算の 総額にそ れぞれ ２３１万 円を追加 し、補正 後の予算 総額を７ ，２０ ２万７千円
とするものであります。
補正予算の概要について、事項別明細書によりご説明を申し上げます。
５２ページになります。
歳入２款繰入金は、一般会計繰入金として２３１万円の補正であります。
歳出１ 款事業費 は、ス キー場運 営費の補 正で、大 曲ファミ リースキ ー場リ フト索受け
装置３基分を修繕する経費として２３１万円の補正であります。
以上、 各議案に ついて ご説明を 申し上げ ましたが 、よろし くご審議 の上、 ご承認賜り
ますようお願いを申し上げます。
【元吉総務部長

○議長（鎌田

正）

降壇】

次に、日程第１４、議案第１１２号を議題といたします。
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提案理由の説明を求めます。小松水道部長。
【小松水道局長
○水道 局長（小 松春一君 ）

登壇】

そ れでは、 資料Ｎｏ ．１、議 案書の１ ９ページ をお願いいた

します。
議案第 １１２号 、平成 ２４年度 大仙市上 水道事業 剰余金の 処分につ きまし て、ご説明
を申し上げます。
本議案 は、平成 ２４年 度大仙市 上水道事 業剰余金 のうち、 １億円を 減債積 立金、建設
改良積立 金としま して１ 億円を処 分し、そ れぞれ企 業債の償 還、建設 改良工 事費に充当
するもの であり、 地方公 営企業法 第３２条 第２項の 規定に基 づき、議 会の議 決をお願い
するものでございます。
資料Ｎ ｏ．３、 大仙市 公営企業 会計決算 書の後段 になりま すが、大 仙市上 水道事業会
計決算書８ページをお願いいたします。
平成２ ４年度大 仙市上 水道事業 剰余金処 分計算書 （案）で 、ご説明 を申し 上げます。
当年度 未処分利 益剰余 金２億２ ，７５７ 万２，０ ４６円の うち、利 益剰余 金処分額と
しまして 、減債積 立金を １億円、 建設改良 積立金は １億円の 合計２億 円を積 み立て、残
額２，７ ５７万２ ，０４ ６円につ きまして は、翌年 度繰越利 益剰余金 とする ものでござ
います。
以上、 ご説明申 し上げ ましたが 、よろし くご審議 の上、ご 承認賜り ますよ うお願い申
しげます。
【小松水道局長

○議長（鎌田

正）

降壇】

次に、日程第２０、議案第１１８号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。伊藤市立大曲病院事務長。
【伊藤病院事務長
○病院 事務長（ 伊藤和保 ）

登壇】

議 案第１１ ８号、平 成２４年 度市立大 曲病院事 業会計決算の

認定についてについて、ご説明申し上げます。
お手元 の資料Ｎ ｏ．３ の市立大 曲病院事 業会計決 算書によ り、概要 を説明 させていた
だきます。
はじめ に、患者 の利用 状況につ いてであ りますが 、決算書 の１１ペ ージを お開き願い
たいと思います。
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中段に業務量といたしまして、入院と外来の利用状況を表にしております。
入院の 年間延べ 患者数 は、前年 度に比較 し５００ 人少ない ４万９７ ６人で 、一日平均
患者数は１１２．３人、病床利用率は９３．６％であります。
また、 外来の年 間延べ 患者数は 、前年度 比較で２ ５８人少 ない１万 ４，５ ６５人で、
一日平均患者数は５９．４人であります。
次に、決算の概要について申し上げます。
決算書の２ないし３ページに戻っていただきたいと思います。
こちら の決算報 告書の （１）収 益的収入 及び支出 の決算に ついてご 説明い たします。
収入の 第１款病 院事業 収益の決 算額は９ 億７，６ ５８万６ ，４６４ 円、支 出の第１款
病院事業費用の決算額は９億６，８４２万２，９８７円で、収支差引８１６万
３，４７７円の黒字となっております。
なお、 この黒字 分によ りまして 、平成２ ３年度か らの繰越 欠損金８ １６万 ３，４７７
円は、清 算されま すので 、平成１ ７年度か ら毎年行 ってきま した繰越 欠損金 の減額処理
は、本年度をもって終了となるものであります。
病院事業収益の内訳になります、
第１項 医業収益 につき ましては 、入院収 益や外来 収益など の合計で ７億４ ，９６０万
７，５１ ７円であ ります 。予算と の比較で は、入院 患者数や 診療単価 が予算 見込みより
落ちたこ とにより まして 、１，９ ６８万７ ，４８３ 円（２． ６％）減 少して おります。
また、前 年度決算 との比 較では、 ３９７万 ７，５８ ８円（０ ．５％） の増と なってござ
います。
第２項 医業外収 益は、 ２億２， ６９７万 ８，９４ ７円であ ります。 こちら も予算との
比較では 、８０９ 万５３ 円（３． ４％）少 なくなっ ておりま すが、こ れは、 医業外収益
の大部分を占める負担金交付金であります一般会計からの繰入金が、予算に比較し
８１１万２，４８１円少ない繰り入れで清算できたことによるものでございます。
なお、前年度決算との比較では、１５２万２，０２６円の増となっております。
次に、支出の病院事業費用の内訳であります、
第１項 医業費用 につい てですが 、こちら は、職員 給与費や 医薬品の 払い出 しを含む材
料費、そ れに光熱 水費な どの経費 、そして 減価償却 費などの 合計で、 ９億２ ，３２２万
６，２４６円であります。
予算と の比較で は、看 護師の中 途退職な どによる 人件費の 減少や委 託料、 賃借料の減
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による経費の減少などで、３，４１０万１，７５４円少ない額となっております。
なお、 前年度決 算との 比較では 、平成２ ４年度か ら新たに 配置され た看護 補助職員の
賃金の計 上や医薬 品の払 出額の増 加などで 、７８７ 万６，５ ７９円、 率にし て０．９％
の増となっております。
第２項医業外費用は４，５１９万６，７４１円で、予算との比較では３３万
９，２５ ９円の減 、前年 度決算と の比較で は２５４ 万４４２ 円（５． ３％） の減となっ
ております。
この医 業外費用 の大部 分は、支 払利息及 び企業債 取扱諸費 で、企業 債３件 分の支払い
利息、４，５０８万７，４５７円であります。
次に、資料の４ないし５ページにかけての（２）資本的収入及び支出の決算について、
ご説明申し上げます。
まず、収入については、該当する収入がなくゼロであります。
また、 支出の第 １款資 本的支出 の決算額 につきま しては、 ９，２３ ８万４ ，１６３円
であります。
内訳と なります 、第１ 項建設改 良費は９ ９１万８ ，０９０ 円で、こ のうち 建物の改良
工事にか かる工事 請負費 等が３７ ２万５， ４００円 、厨房設 備の立体 炊飯器 などの更新
などの器械備品の購入が６１９万２，６９０円でございます。
第２項 企業債償 還金は 、企業債 ３件分の 償還元金 で８，２ ４６万６ ，０７ ３円でござ
います。
なお、表の欄外に記載がありますが、資本的収入額が資本的支出額に不足する額
９，２３ ８万４， １６３ 円は、過 年度分損 益勘定留 保資金で 同額を補 塡して おります。
以上、 平成２４ 年度市 立大曲病 院事業会 計決算の 概要につ いてご説 明申し 上げました
が、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。
【伊藤病院事務長

○議長（鎌田

正）

降壇】

次に、日程第２１、議案第１１９号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。小松水道局長。
【小松水道局長
○水道局長（小松春一）

登壇】

資料Ｎｏ．１、議案書の最終２２ページをお開き願います。

議案第 １１９号 、平成 ２４年度 大仙市上 水道事業 会計決算 の認定に つきま しては、地
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方公営企 業法第３ ０条第 ４項の規 定により まして、 別添監査 委員の意 見を附 して議会の
承認をお願いするものであります。
それでは、決算内容につきまして順次ご説明を申し上げます。
資料Ｎ ｏ．３、 平成２ ４年度大 仙市公営 企業会計 決算書後 段の大仙 市上水 道事業会計
決算書の１２ページをお開き願います。
はじめに、（１）の業務の概要について申し上げます。
給水戸数は１万３，９６４戸で前年度比１６９戸の増加、一方で給水人口は３万
４，１４ ４人で前 年度比 ２４９人 の減とな っており 、計画給 水人口３ 万３， ５１７人に
対する普及率は１０１．９％となっております。
また、年間総配水量は、前年度に比べ０．７６ポイント、３万２，７６９㎥増の
４３１万７，６０５㎥となっております。
平成２ ３年度ま では、 経済状況 の悪化等 によりま して、大 口需要者 である 企業等の経
営体質改 善や一般 家庭に おける節 水意識の 高まり等 により、 配水量等 が減少 しておりま
したが、 平成２４ 年度に おいては 、全体的 にまだ節 水傾向に はありま すもの の、微増し
ておりま して、こ れは新 規住宅・ アパート 等の増加 や夏場の 猛暑にも 一因が あると考え
ております。
また、 一日平均 配水量 は１万１ ，８２９ ㎥、一日 最大配水 量は８月 ２５日 に記録した
１万５，６７６㎥となっております。
ちなみに、２３年度比較では８７４㎥の増となっております。
年間有収水量は３９４万７，５８６㎥で、年間配水量で除した有収率は、前年度比
０．０１ポイント減の９１．４３％で、平年並みの数字となっております。
次に、２・３ページに戻っていただきますようお願いいたします。
平成２４年度大仙市上水道事業会計決算についてでございます。
（１）収益的収入及び支出のうち収入の部、第１款上水道事業収益は、予算額９億
７，１１ ２万３千 円に対 しまして 、決算額 は９億３ ，９４７ 万５３６ 円で３ ，１６５万
２，４６４円の減となっております。
内訳は、２２・２３ページをお願いいたします。
第１項 営業収益 は、水 道料金、 委託料、 手数料な ど８億３ ，９８９ 万４， ５３９円、
第２項営 業外収益 は、他 会計補助 金、大曲 橋架替事 業に伴う 補償金、 雑収益 、預金利息
など９，９５７万５，９９７円となっております。
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次に、支出の部は次の２４ページから２９ページでご説明を申し上げます。
第１款 上水道事 業費用 は、補正 後の予算 額７億７ ，２７６ 万７千円 に対し まして、決
算額７億 ２，７４ ２万１ ，１８９ 円で４， ５３４万 ５，８１ １円の不 用額が 生じており
ます。
内訳と いたしま しては 、第１項 営業費用 は、原水 及び浄水 費、配水 及び給 水費、業務
及び総係 費、減価 償却費 及び資産 減耗費は 、主に大 曲橋架替 事業に伴 う取水 及び配水施
設等の撤 去による ３億４ ，４７９ 万１，３ ９２円を 含む、７ 億２，７ ４２万 １，１８９
円、第２ 項営業外 費用は 、企業債 支払利息 など８， ４８６万 ３，３７ ３円、 第３項特別
損失は、時効完成分による欠損分など１６８万２，６８０円となっております。
不用額 ４，５３ ４万５ ，８１１ 円のうち 、大きな ものとい たしまし ては、 営業費用に
おける委託料、修繕費の減額によるものでございます。
以上によりまして、６ページになりますけれども、消費税及び地方消費税を含まない、
収益的収入及び支出におきまして、損益計算書に記載のありますように純利益は１億
９，６５ ８万６， １２８ 円となっ ており、 前年度対 比７，８ ３８万６ ，９３ ３円、率に
して６６．３ポイントの増となっております。
これは 、平成２ ３年度 は大曲橋 架替事業 に伴う金 谷ポンプ 場施設の 撒去な どによりま
して、資 産減耗費 約８， ０００万 円を計上 したこと によるも のであり 、２４ 年度はほぼ
平年並みの純利益となっております。
次に、４・５ページをお願いいたします。
（２）資本的収入及び支出のうち収入の部、第１款資本的収入は、補正後の予算額
２，４７ ７万１千 円に対 しまして 、決算額 ２，３１ ９万２３ ８円で１ ５８万 ７６２円の
減となっております。
内訳は、３０・３１ページでご説明を申し上げます。
第１項 工事負担 金は、 大曲駅前 第二地区 土地区画 整理事業 関連移設 工事費 負担金とい
たしまし て１，９ １９万 ９，６７ ０円、２ 項１目他 会計負担 金９３万 ４，５ ００円は、
消火栓設 置工事費 負担金 、３項１ 目他会計 出資金は 、仙北南 地区簡易 水道事 業における
企業債償還金として３０５万６，０６８円であります。
次に、 支出の部 、第１ 款資本的 支出は、 補正後の 予算額５ 億１，８ １５万 ４千円に対
しまして 、決算額 は５億 ３５７万 ８，８５ ５円で１ ，４５７ 万５，１ ４５円 の不用額が
生じております。
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内訳と いたしま しては 、第１項 建設改良 費３億３ ，７６９ 万１，９ ０９円 のうち、工
事請負費 ３億１， ９２７ 万８，７ ５０円は 、大曲緑 町の配水 管新設工 事をは じめ６件の
配水管改 良工事や 、大曲 駅前第二 地区土地 区画整理 事業関連 を含む５ 件の配 水管移設工
事等を実 施したほ か、大 曲橋架替 事業関連 として４ 件の配水 管橋梁添 架工事 等を実施し
ております。
また、 このうち 経済対 策といた しまして 、平成２ ５年度債 務負担行 為事業 として３件
を発注しております。
４目作 成費は、 管路図 台帳補正 業務委託 費３９９ 万円、５ 目営業設 備費は 、水中ポン
プや量水 器・車両 購入経 費として ３２４万 ５，９０ ５円、６ 目負担金 は、大 曲橋架替事
業における添架工事等に対する負担金として１，１１７万７，２５４円であります。
このう ち不用額 の主な ものとい たしまし ては、工 事請負費 や営業設 備費の 請負差額に
よるものであります。
第２項 企業債償 還金１ 億６，５ ８８万６ ，９４６ 円は、財 務省財政 融資資 金及び公営
企業金融公庫からの借り入れに対する償還金であります。
以上によりまして、４ページになりますけれども、４ページの最下段に記載のとおり、
資本的収 入額が資 本的支 出額に不 足する額 ４億８， ０３８万 ８，６１ ７円に つきまして
は、減債 積立金か ら１億 円、建設 改良積立 金から５ ，０００ 万円、過 年度分 損益勘定留
保資金か ら３億１ 千５２ ９万５， ７１２円 、当年度 分消費税 及び地方 消費税 資本的収支
調整額１，５０９万２，９０５円で補塡いたしております。
以上、 平成２４ 年度大 仙市上水 道事業会 計決算に つきまし て、ご説 明申し 上げました
が、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようお願い申し上げます。
【小松水道局長

○議長 （鎌田

降壇】

正）

こ れにて 、本定例 会に上程 された議 案につい ての説明 が終了いたし

正）

お 諮りい たします 。議案等 調査のた め、８月 ２８日か ら９月３日ま

ました。

○議長 （鎌田

で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、８ 月２８日 から９月 ３日まで７日

- 34 -

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すべて終了しました。

本日はこれをもって散会し、来たる９月４日、本会議第２日を定刻に開議いたします。
大変ご苦労様でございました。
午後

０時０４分

散
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会
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