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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）

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。
大地の 会の石塚 柏でござ います。 皆さん大 変忙しい 期間でござい

ますので、簡単明瞭に質問を３つほどさせていただきたいと思います。
まず最 初に、子 ども条 例の件に ついてで あります が、前に 市長が子 ども条 例を策定し
たいとい う意思表 明され ました。 この子ど も条例は 今現在、 盛んと策 定作業 に入ってい
らっしゃると思いますが、その点につきまして若干質問させていただきます。
まず１ 点目であ ります が、この 子ども条 例は市の どのよう な部署で 策定さ れて、もし
くはどの 部署がリ ーダー シップの 役割を発 揮されて いるか、 その点に つきま してお尋ね

- 38 -

をいたします。
また、市役所の内部だけでなくて、市役所以外の公的な公共機関、もしくは民間団体、
大仙市に 協力をし ていた だいてい るたくさ んの団体 があると 思うので すが、 そういった
団体の中でどういったところが協力をされて策定されているのか伺います。
次に２ 点目、子 ども条 例に関し てですが 、厚生労 働省はこ の子ども 条例に 対応する子
供の育成 の支援の 計画を 自治体に 求めてお るわけで あります 。そこで 、この 子供の支援
計画はど のような 内容で 、今現在 ですね、 市ではど の程度の 中身が固 まって いるのか、
概要がございましたらばお教えをお願いしたいということであります。
３つ目 の最後で ありま すが、こ の子ども 条例とい うことを 市長が発 言され たときにで
すね、私 は子供に 関する 育児放棄 だとかＤ Ｖだとか 、まあと っても心 が痛む 報道が新聞
であれテ レビであ れ映さ れます。 本当に見 たくない 、聞きた くないと いうよ うな状況で
あります けれども 、これ は子供を 守る、健 全に育て るという 意味で、 子供た ちに関する
憲法だと 思ってお ります 。この条 例を決め て終わり と、議会 で異議な しと決 まって終わ
りという ことでは なしに 、そのと きがスタ ートにな るんだと いう気持 ちでで すね、じゃ
あこの子 ども条例 の担い 手として 、どうい う関係機 関、どう いう民間 の団体 を想定しな
がら今の この子ど も条例 の策定作 業を今か らこう仕 組んでで すね、仕 組む、 言葉は悪い
ですけど も、参加 してい ただいて 盛り上げ ようとし ていただ いている のか、 もしそのよ
うなお考えがあるとすれば、是非お尋ねしたいと思います。
子ども条例に関しては以上でございます。
○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。

子ども 条例は、 平成元 年（１９ ８９年） に国連総 会におい て子供の 基本的 人権を国際
的に保障 するため に採択 された「 児童の権 利に関す る条約」 を平成６ 年（１ ９９４年）
に日本が批准したことを受けて、一部自治体で制定しているものであります。
この条 例は、「 生きる 権利」「 守られる 権利」「 育つ権利 」「参加 する権 利」の４つ
の柱からなっております。
県内で は、秋田 県と２ 市（これ は秋田市 、由利本 荘市です が）で既 に条例 が制定され
ておりま す。大仙 市では 平成２２ 年９月の 定例会に おいて、 杉沢千恵 子議員 の一般質問
での提言などを受けまして策定準備を進めてきたところであります。
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質問の 子ども条 例の策 定過程に ついてで あります が、はじ めに、子 ども条 例はどのよ
うな体制で策定されるかについてお答えいたします。
現在、 大仙市福 祉関係 計画等審 議委員会 の中の児 童部会で 条例案の 審議を 行っていた
だいてい るところ であり 、委員に は市民の 皆さんと 一緒に条 例を作っ ていく という考え
方から、 幼稚園・ 保育園 の保護者 、ＰＴＡ 、子ども 会育成会 連合会な ど子育 て中の当事
者はもと より、保 育所、 小・中学 校、養護 学校、子 育て支援 団体など の代表 者、人権擁
護委員、 福祉団体 の代表 など、子 供に深く かかわり のある１ ８名の皆 様を委 嘱し、各方
面から広く意見を取り入れられる体制としたところであります。
また、 この会議 とは別 に健康福 祉部児童 家庭課を 事務局に 、男女共 同参画 ・交流推進
課、教育 指導課な ど庁内 の９つの 課の代表 による庁 内検討会 を並行し て開催 し、条文の
調整とあわせて認識の共有化を図っております。
なお、 児童部会 の会議 はこれま で２回開 催してお りますが 、市が示 した子 ども条例の
目的や内 容、策定 スケジ ュール、 条例案な どに対し 、委員か らは、い じめや 体罰、児童
虐待など 大仙市の 現状な どに関す る質問や 条文案の 表現など に対する 積極的 な意見をい
ただいて おり、こ うした 意見を検 討して年 内に成案 的にまと められる よう取 り組んでい
るところであります。
また、 委員以外 の市民 の皆様か らも意見 を集約す る機会が 必要と考 え、１ ２月を目途
に市広報 、ホーム ページ 等を通じ てパブリ ックコメ ントを募 集する予 定であ り、３月定
例会に条例案を提案したいと考えております。
次に、子ども条例に関する当市の計画策定の考え方についてであります。
平成２ ４年８月 に成立 した「子 ども・子 育て支援 法」にお いて、全 ての自 治体が策定
する市町 村子ども ・子育 て支援事 業計画を 、当市の 子ども条 例を具体 的に推 進するため
の基本計 画として 位置付 け、条例 の理念を 反映させ た計画に したいと 考えて おります。
計画策 定にあた っては 、アンケ ート調査 により、 保護者が 求める子 育てな どに関する
事業量を 把握し、 今後当 市が行う 支援の方 向性を検 討した上 で、平成 ２６年 ９月までに
計画を策定し、平成２７年４月の実施に向けた作業を進めております。
なお、 この計画 が策定 される２ ７年３月 までは、 現在策定 されてい る大仙 市次世代育
成支援行動計画を基本計画として位置付けてまいります。
次に、 子ども条 例の担 い手とし て期待さ れる関係 機関、関 係団体に つきま しては、審
議中の条 例案では 、子供 の権利と ともに市 が果たす べき責務 、保護者 、学校 等関係者、
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地域住民 、事業者 、そし て子供自 身が果た すべき役 割を規定 し、全て の市民 が担い手で
あるとい う考え方 で進め ており、 市民一人 ひとりが それぞれ の立場で 子育て に適した環
境の整備 に努める ことに より、「 安心して 健やかに 暮らせる まちづく り」が 推進される
ことを期待するものであります。
【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、石塚柏君。
丁寧な答弁ありがとうございました。

先程、 担い手の 話をさ せていた だきまし た。１８ 名の委員 というこ とです けれども、
是非部会 など設置 して、 テーマ別 にもっと もっと担 い手が増 えていく という 方向で是非
検討をし ていただ きたい なと思っ ておりま す。３月 の定例に 上程され るとい うことであ
りますけ れども、 それら 含めてい ずれかの 適当な時 期に中間 報告等を 議会の 方にさせて
いただい てですね 、我々 もよく理 解をしな がら賛成 の挙手を 挙げたい と思い ますので、
その点につきまして市長から再度ご説明、答弁をお願いしたいと思います。
○議長（鎌田

正）

○市長（栗林次美）

再質問に対する答弁願います。栗林市長。
再質問にお答えいたします。

この子ども条例の関係については、大変大事な条例として我々位置付けておりまして、
かなり時 間をかけ て慎重 に準備を しながら 条例制定 に今、向 けた作業 をして いるところ
であります。
年内、 パブリッ クコメ ントを求 めるあた り、その あたり、 １２月議 会のあ たりに、こ
れは議会 との話し 合いの 中で市の 施策の基 本的なも のについ ては議会 とも事 前に様々な
意見交換 をするこ ととい う約束が ございま すので、 その約束 に則って １２月 議会あたり
に、まだ 素案的な 部分も あると思 いますけ れども議 会にもお 示しして 様々な ご意見をい
ただきたいと、こういうふうに考えております。
○議長（鎌田
○１２番（石塚
○議長（鎌田
○１２ 番（石塚

正）
柏）
正）
柏）

よろしいでしょうか。
よろしいです。
次に、２番の項目について質問を許します。
２番の 公正な職 務執行の 確保につ いてとい うテーマ であります。

この後も う一つ、 コンパ クトシテ ィの質問 もするわ けですけ ど、今、 今日一 緒に出席し
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ている議 員は、一 斉にこ の８万人 市民と対 話をして いると。 個別訪問 という 言葉は使え
ないわけ ですけど 、市民 の皆さん と一生懸 命対話を している 最中なわ けであ ります。こ
の対話の 最中にで すね、 これは困 ったもん だなと思 ったこと がありま したの で、２つほ
ど大きな質問をさせていただいております。
市民の 皆さんか らはで すね、本 当に就職 試験、あ るいは業 者間の仕 事の配 分だとかそ
ういった ことがで すね、 公正にや られてい ますかと 、ズバッ と聞いて くる人 が必ず少な
からずおります。私はですねいつも言います。昔はどうであれ、今はそんなことないと、
全くない と思って いると 。栗林市 長はそう いう人で はないと まで踏み 込んで も言ってい
ます。しかしですね、とはいっても繰り返し言われるとですね、こっちもだんだんこう、
秋田弁で いえば「 いい腹 でねぐ」 なってく るわけで すな。だ から、私 はこれ はふっと思
い出した 。去年の １０月 、大地の 会の政務 調査費で 大分市の 議会に勉 強会に 行ったんで
すね。勉 強会に、 みんな して揃っ て。その ときにペ ーパーが １枚あっ たんで す。要は、
職員の公益通報に関する条例化というペーパーが１枚ありまして、非常に印象に残った。
それと市民の皆さんと話しているときに繰り返し言われると頭にきて、大分市の件を
パッと思い出したということであります。
そこで 質問であ ります が、大仙 市には大 仙市職員 の公益通 報に関す る要領 が定められ
ておりま す。この 要領の 目的と策 定の背景 、策定後 の職員に 対するこ の要領 を周知させ
るために 、どのよ うな努 力をされ ているの かお尋ね をしたい というこ とであ ります。こ
れが１点目。
この問 題は職員 の身を 守るとい いましょ うか、職 員が不利 益な扱い をされ ないという
ためのガ ードとい うこと 、これは 市町村の 責務だと 思います 。しかし もう一 つ、我々の
側から期 待するの はです ね、いわ ゆるその 予防とい いましょ うかね、 不正な 動きに対す
る予防、 あるいは 働きか け、斡旋 に対する 事前に予 防すると いう願い といい ましょうか
期待というものが込められていると思います。
例えば 、そうい ったこ とを含め て職員の 倫理に関 する規程 だとかで すね、 公益通報に
関する規 程、これ は主に 暴力団等 いかがわ しい団体 に対する 外部の者 等から の組織的な
対応に関 する指針 など、 全国でい ろんな各 市で努力 をされて おるわけ でござ います。そ
れはおそ らく皆さ んもご 承知だと 思います 。そうい った動き に対しま して大 仙市の現状
と照らし 合わせて 、どう 外部の動 きに対す る評価を なさって いるのか 、２点 目でお尋ね
をしたいと思います。
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次に、 大仙市で は、大 仙市職員 の公益通 報に関す る要領と いうもの がある わけですけ
れど、ペーパー１枚です。条文も非常に簡潔です。大分市はですねペーパーで、ちっ
ちゃな字 で２０枚 近くあ るんです ね。職員 の保護と いう問題 もありま すし、 公正な取り
扱い、厳 正な手続 きとい うことも あります からです ね、当然 内容は相 当ボリ ューム厚く
なってく るわけで ありま す。市長 はですね 、栗林市 長は私と 同期であ ります 。長い間お
付き合い をさせて いただ いておる わけであ りますが 、栗林市 長の政治 的な使 命、目的、
これは弱 い立場の 人たち に光を当 てたい、 こういう 政治活動 でありま す。し かし、私か
らの希望 ですね、 栗林市 長に対す る希望は 、大仙市 政に清新 さを吹き 込んで いただきた
い、これ はご尊父 の栗林 三郎先生 、それか ら、今は 名前が変 わりまし たけれ ども自民党
と対峙し ていたか くも輝 かしい活 動をされ ていた日 本社会党 、こうい ったこ とを考え合
わせれば ですね、 栗林市 長に大仙 市政に清 新さを吹 き込んで 欲しいと いうこ とを長い間
期待して おるわけ でござ います。 そういっ たことを あわせて 、この問 題に対 して条例化
しなくと も、内容 を充実 させると いうよう な意味合 いのお考 えがある のかお 尋ねをした
いと思います。
以上、３点について質問させていただきます。
○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】

質問の公正な職務執行の確保についてお答え申し上げます。

はじめ に、「大 仙市職 員の公益 通報に関 する要綱 」につき ましては 、平成 １８年４月
１日に施 行された 「公益 通報者保 護法」に あわせ、 職員から の公益通 報を処 理する体制
を整備し 、公益通 報した 職員の保 護を図る とともに 公正な市 政の運営 に資す ることを目
的として平成１８年３月３１日に制定しております。
これま で職員同 士の意 思疎通を 十分行う ことで、 不祥事を 起こさせ ないよ うな職場風
土の醸成 を図るこ とに努 めてまい りました ので、特 別なこと は行って おりま せんでした
が、研修等で制度をより周知してまいりたいと考えております。
次に、 「職員の 倫理規 定」「外 部の者か らの要請 等への組 織的な対 応指針 」につきま
しては、 これまで 年末年 始や各種 選挙など の機会を 捉えて職 員に対し て綱紀 粛正に関す
る文書の 通知を行 い、ま た、新規 採用職員 研修にお いても公 務員倫理 に関す るカリキュ
ラムを組 み込み、 倫理に 関する取 り組みを 実施して おります が、さら に職員 の公務員と
しての資 質の向上 及び倫 理の高陽 を図るた め、「倫 理規程」 を制定し たいと 考えており
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ます。
また、 「外部の 者から の要請等 への組織 的な対応 指針」に つきまし ては、 市民からの
通報につ いては「 市民の 声管理運 営規程」 で、その 通報等に ついて対 応して おります。
また、 不当要求 に対し ては、各 部庶務担 当課長を 指定し、 暴力団員 による 不当な行為
等に関す る法律で 規定す る講習を 大仙警察 署のご協 力をいた だいて実 施して おります。
次に、 「公益通 報に関 する要綱 」の条例 化につき ましては 、現在の 要綱は 一事業所と
して制定 したもの で、通 報者を職 員に限定 しており ますので 、今後は 通報者 を指定管理
者など、 市の業務 に従事 する者及 び一般市 民にも拡 大し、内 容を検討 の上で 条例化した
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、石塚柏君。
一番最後に市長がおっしゃった言葉で尽きるわけでございまして、

結局この 問題は規 則だと かそうい う話では なくて、 政治の問 題といい ましょ うか、いろ
いろこう 考えてみ ますと 、市長が そういっ たことに 関心があ って、こ う行動 のある言葉
に現われ ない限り 、いく らこれ条 例作ろう だとか規 則作った って何に もなら ないんじゃ
ないか、 そういう 意味合 いにおき まして栗 林市長に 非常に私 は是非ご 期待を 申し上げた
いと思いますので、よろしくお願いを申し上げたいと思います。
一言栗 林市長か らです ね、ご自 身の言葉 で政治の 問題じゃ ないかと いうこ とに対しま
してお答えをいただけるのであれば大変ありがたいということでございます。
○議長（鎌田
○１２番（石塚
○議長 （鎌田

正）
柏）
正）

答弁いいですか。
いいです。
そ れでは 答弁なし というこ とで、次 に、３番 の項目に ついて質問を

許します。
○１２番（石塚

柏）

次に、コンパクトシティについてであります。

これも 選挙とい いまし ょうか市 内を回っ ていてで すね、新 しく団地 ができ るところ、
それから 空き家が たくさ ん連なっ て、もう 倒れそう な家、い ろいろあ ります 。こういう
ことを見 まして、 以前、 都市の縮 小という テーマで 質問をさ せていた だいた こともあり
ますが、要はこれに対してどうやっぱり市政で対応していくのかという問題であります。
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１番目 、大仙市 では全 国でコン パクトシ ティとい うテーマ で取り組 んでい る市はたく
さんあります。全国的にコンパクトシティに挑戦している都市、これらの動きに対して、
市ではどう評価されているのか、まずお尋ねをいたします。
次に、 現在の大 仙市の 市街地で は、新し い家族、 市街地に 若い人が いて、 子供ができ
て、新し い家族が 繰り返 し生まれ る、それ によって 初めて市 街地が安 定して 形成されて
いくと。ところが、その限界がある。例えばですね、例です。大曲上大町１９６世帯
４３８人 、人口が います 。このう ち学童は １２名、 全体に占 める割合 は２． ７％。花館
中町９５ 世帯あり ますけ れども、 ２７０人 の人口で す。しか し学童は ６名、 ２．２％で
あります 。反対に 宅地造 成がどん どん動き が見える ところで す。大曲 の住吉 町２８５世
帯７０４ 人の人口 です。 学童は４ １名、５ ．８％。 大曲の幸 町、団地 がどん どん増えて
いっています。外灯も無し、下水道も無し、この幸町３１０世帯８３０人住んでいます、
人口が。 学童は６ ５人、 ７．８％ 。まあ大 体３倍、 多いとこ ろ少ない ところ ３倍ぐらい
の広きが あります 。結局 は子供た ちがいな いという ことは、 町内会、 あるい は自主防災
組織、こ ういった こと、 若い人が いないも んですか ら自主防 災組織も なかな かつくるの
難儀する んです。 総合防 災課長、 頑張って いますけ どね、難 儀してい ますよ 。花館中町
なんてできっこない、そういうことがあります。そういうような状況であります。
こうい った状況 、一部 の地区に 新興住宅 地に宅地 造成を偏 在させて いない かどうか。
農地法の 問題もあ ります 。都市計 画法の問 題もあり ます。し かし、行 政コス トからいえ
ば、従来 の市街地 に家を 建てても らうこと が、もう 安く済む ことは間 違いな いわけであ
ります。 そういっ たこと に対して 、市はど う捉えて いるのか ３つ目に お尋ね したいと思
います。
４つ目、最後ですけれど、市は市街地の優良農地を宅地化することを抑制してですね、
限界市街 地とも、 限界集 落という 言葉はあ りますけ れども、 限界市街 地とも 呼ぶべき市
街地に新 しく住宅 が建築 されるよ うな誘導 策ですね 、極端に 言うと新 規団地 造成につい
ては、あ りとあら ゆるも のを開発 、持って くると。 今までの 市街地を 宅地に するときに
は、極端 に言えば 、その 前は側溝 から何か ら、下水 道のつけ 方、いろ んな市 民からの要
望につい ては優先 的にや りますよ というふ うに誘導 策を設け るという ふうに して、この
人口が減 っていく ときに どんどん 宅地が外 に、中は どんどん 再生産が できな い市街地が
できてい くという ことに ストップ をかける という、 これ農業 委員会、 それか ら都市計画
課さん尋 ねたって 、おそ らく出て くる答え は今ある 法律、今 ある条例 を粛々 とやってい
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ますと。 何も違反 はして いません 。止める こともで きません という返 答があ るかもしれ
ません。 だけど、 結果は もう、事 態は逆で すよ。だ から先程 も申し上 げまし た２番目の
公益通報 もそうな んです けれども 、法律・ 規則の世 界ではな いわけで す、こ れ。もはや
危機的な 状況で、 これは 政治の問 題だと思 うんです ね。是非 そういっ たこと に対して答
弁を期待しておりますので、よろしくご答弁をお願いいたします。
○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 問のコ ンパクト シティと いうもの の考え方 、これに ついてまずお

答えいたします。
はじめ に、「コ ンパク トシティ 」という 考え方に ついてで あります が、こ のコンパク
トシティ とは「都 市の郊 外への拡 散を抑え 、中心部 に行政、 医療、教 育、交 通などの都
市機能を 集積し、 中心街 の活性化 と都市住 民の利便 性を向上 しようと いう概 念」と定義
され、大 型商業施 設や公 共施設の 郊外建設 の抑制、 交通手段 として自 動車よ り徒歩、自
転車や路 面電車な どの公 共交通機 関の重視 、集合住 宅の整備 など「街 なか居 住」の推進
などを図るものと認識しております。
本市で は、平成 ２１年 ７月に策 定した都 市計画マ スタープ ランにお いて、 都市づくり
の基本理念として「地域の特性や資源を活かした連携と協働による一体的な都市づく
り」を掲げており、市街地の低密度な拡散を回避し、持続的な都市運営を実現するため、
機能集約 を図るべ き「拠 点」を明 確にする とともに 、公共交 通や道路 などの 「軸」によ
るネット ワークの 形成を 図り、機 能集約型 都市構造 への転換 につなが る計画 的な都市づ
くりを推進することとしております。
都市機 能が集積 し、交 通結節点 でもある 大曲駅周 辺を「中 核拠点」 に、地 域の中心で
ある支所 や駅周辺 を「地 域拠点」 に位置付 け、コン パクトな 街づくり を目指 すこととし
ております。
特に、 現在病院 改築を 核事業と して実施 しており ます市街 地再開発 事業で は、医療、
健康、福 祉、交通 等の都 市機能を 集約した コンパク トな街づ くり、商 店街と 連動した歩
いて暮らせる「生活街」として、再生を図ることとし事業を進めております。
市町村 合併によ り広大 な市域を 有する本 市におけ る街づく りは、中 心部が 一つの「単
心型」の コンパク トシテ ィではな く、公共 交通を軸 として集 約拠点を 複数連 結した「多
心型」のコンパクトな街づくりを目指すべきものと考えております。
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次に、 「安定し た市街 地を形成 していく ことに限 界のある 市街地の 認識」 についてで
あります が、本市 でも他 の地方都 市同様、 人口減少 による過 疎化や少 子高齢 化の急速な
進展に伴 い、農山 村部の 集落に限 らず町部 の町内に おいても コミュニ ティ機 能を維持し
ていくことが難しい町内が発生することが想定されます。
市では 、小規模 ・高齢 化集落等 コミュニ ティ対策 事業や「 がんばる 」集落 活性化支援
事業をは じめ、地 域協議 会や自治 会連合会 、コミュ ニティ会 議などの 活動を 支援し、町
内会等が 共同体と しての 機能を次 世代に引 き継いで コミュニ ティ機能 が維持 できるよう
努めております。
大曲街 部におき まして も４ブロ ックから 構成され た大曲地 区コミュ ニティ 会議が設立
され、各 ブロック で工夫 しながら コミュニ ティ機能 を維持、 活性化し ていく 気運が徐々
に高まっ ており、 町内会 の連携な どにより 、市街地 における コミュニ ティが 維持される
よう支援してまいりたいと考えております。
次に、 「若い世 代の住 宅地の偏 在」につ いてであ りますが 、都市計 画用途 地域につき
ましては 、大曲地 域で都 市的土地 利用すべ き地域と して昭和 ５０年１ ０月に 面積７２４
ｈａで当初決定し、平成７年１２月に面積７６７ｈａに拡大しております。
用途地 域は、住 居系と 商業系と 工業系の 大きく３ つに分か れ、住居 系の用 途地域であ
れば商業 系と工業 系の建 築が制限 され、建 物の用途 の混在を 防ぐこと はでき ます。しか
し、住宅 につきま しては 、工業専 用地域以 外のどの 用途地域 でも建築 が可能 であり、用
途地域の指定だけでは新興住宅地を促進・誘導させるような制度とはなっていないため、
市では幸 町と福田 町につ きまして は地区計 画を定め 、優良な 住宅地形 成の誘 導を図って
おります。
最近の 民間によ る住宅 用地の開 発動向に つきまし ては、幸 町などの 用途地 域内にある
農地や用途地域周辺部の農地において宅地開発が進んでいる状況であります。
民間に よる宅地 開発は 、通常の 経済活動 の一環で あります ので、地 価が安 くまとまっ
た一団の 土地にお いて展 開されて おり、住 宅建築に おいても 地価が安 価な地 域に住宅建
築が進んでいるものと推察しております。
最後に「住居区域の用途地域見直し」につきましてお答え申し上げます。
用途地 域内の農 地につ きまして は、都市 計画法上 では開発 許可申請 があっ た場合、許
可基準に 適合して おり、 その申請 手続きが 法律、ま たは法律 に基づく 命令の 規定に違反
していな いと認め られる ときには 、開発許 可をしな ければな らないと されて いることか
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ら、開発抑制は難しい状況にあります。
用途地 域による 中心市 街地への 住宅建築 の促進・ 誘導につ きまして は、大 きな効果は
期待でき ないもの と認識 しており 、現時点 では用途 地域の見 直しは考 えてお りません。
市街地 に新しく 住宅が 建築され るよう誘 導するた めには、 次世代に わたり 居住できる
ような住環境の整備が必要であり、様々な分野での取り組みが必要となります。
空き家 対策や未 利用地 の活用な ど、でき ることか らまず進 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
○１２ 番（石塚

正）
柏）

はい、石塚柏君。
市長が 答弁され ることは 大体事前 に予想が つきます 。農地法だと

か都市計 画法、今 までの 用途区域 の指定あ りますか ら、さっ きもお話 したよ うに粛々と
やっていますと言われればそれまでの話、それ以上のものは何も出てこない。
しかし 、皆さん もおそ らく認め ていると 思うんで すよね、 大きい問 題だな と、将来ど
うなるべ なと。ま あ例え ば一点話 すれば、 平成７年 に第二種 の住宅区 域、こ れを決めた
ときは拡 大ですよ 、拡大 。まだこ の頃は経 済が発展 途上、農 地を宅地 にすれ ば一部の人
は法外な お金が入 るとい うことあ りますか ら、そう いう状態 のものは そのま ま今生きて
いるわけ ですよ。 だから 、市長に お尋ねし たいのは 、規則・ 法律はわ かった と。だけど
政治的な 面で誘導 策を努 力してい くことは できない のか。も ちろん見 直しだ って考えて
ませんと 言われれ ば、も う私ら議 員はもう それまで ですから 。だけど 、誘導 策を今現在
自分たち でやれる 、さっ きちょっ と私も言 いました けど、そ ういった 中で今 大仙市、大
曲の市街 地だと。 坪５万 とか６万 という非 常に安い 価格です よ、地勢 価格は 。駅前、す
ぐそばだ っていう ことで はないで すけれど も、住宅 地として 旧市街地 提供で きるところ
は非常に 安い値段 になっ ています 。もう一 つ努力で きるんじ ゃないで すか。 是非そうい
う意味で政治的な手立てとして誘導策を検討するということを求めたいと思うんですが、
市長、いかがでしょうか。
○議長（鎌田

正）

○市長 （栗林次 美）

再質問に対する答弁願います。市長。
こ の都市 計画上の 誘導策に ついては 、先程答 弁でも申 し上げました

けれども 、幸町、 福田町 方面、ま だまだこ の開発さ れる用地 、可能性 のある ところがあ
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りますの で、この 点につ きまして は早めに これは誘 導策とし て、これ は事業 者の協力を
得るとい う形の誘 導策に なります けれども 、地区計 画という ことだけ はしっ かりやって
おります 。ただそ の用途 地域が決 まって、 ある時代 から決ま って、ず っとや っぱりその
途中で変 えるとい うこと は、既に 様々な形 でそこの 土地利用 がされて いる場 合、極めて
難しいの ではない かなと 思います 。都市計 画的な考 え方と、 一つには 私の権 利、私権に
どこまで 行政が入 れるか という問 題もあり ますし、 これは用 途地域と か様々 な考え方、
建築基準 法等を含 めまし て大きな 考え方で 流れてき ている問 題ですの で、部 分部分で変
えていく と、かえ って一 貫性のな いものに なってし まうと。 それはそ こに住 んでいる皆
さん、こ れから住 もうと している 皆さんに とって、 非常に一 貫性のな いもの として映っ
てしまう のではな いかと 思ってい ますので 、現在の 用途地域 の問題に ついて は、私は大
きく変える必要はないのではないかと、そういうふうに答弁させていただきました。
○議長（鎌田
○１２番（石塚
○議長（鎌田

正）
柏）
正）

再々質問はありませんか。
終わります。
これにて１２番石塚柏君の質問を終わります。
【１２番

○議長 （鎌田

正）

石塚

柏議員

降壇】

こ の際、 暫時休憩 いたしま す。再開 時刻は午 前１１時 に再開いたし

ます。
午前１０時４６分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１０時５９分
○議長（鎌田

正）

再

開

休憩前に引き続き、会議を開きます。

次に、８番小山緑郎君。
（「議長」と呼ぶ者あり）
○議長（鎌田

正）

はい、８番。
【８番

○議長（鎌田

正）

○８番 （小山緑 郎）

小山緑郎議員

登壇】

１番の項目について質問を許します。
新 政会の 小山です 。今回は １項目で すけれど も、イン フラ整備につ

いてとい うことで 、４年 間お世話 になった ことと住 民の思い を伝えな がら質 問させてい
ただきますので、よろしくお願いいたします。
まずは じめに、 我が国 は昭和４ ０年代後 半から５ ０年代に かけて、 経済大 国第２位と
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いう目覚 ましい発 展をし てきまし た。その 間、特に 新しいも のを多く つくっ て経済発展
してきま した。新 幹線を はじめ高 速道路等 、様々の 要である 産業や社 会生活 の基盤とな
る施設、 道路、鉄 道、港 湾、ダム 、橋など 産業基盤 の社会資 本及び学 校、病 院、公園、
社会施設 等の生活 関連の 社会資本 など多義 にわたり ますが、 ここにき ていろ いろなとこ
ろで老朽 化し、破 損箇所 も見受け られるよ うになっ た現在で あります 。この 前も県北で
の橋の陥 没事故、 または 全国を見 てもトン ネルの天 井の崩落 事故、様 々あっ たばかりで
あります 。そうし たこと から、今 後は新し いものも 大切です が、そう いう古 いものにも
目を向け ていく時 期にき ていると 私は思い ます。そ うしたこ とで今後 、老朽 化した面や
危険箇所 へも予算 を向け ながら維 持管理し ていかな ければい けない時 期にき ていると思
いまして質問させていただいた次第であります。
インフ ラの総点 検、道 路・橋桁 等の保守 管理、３ ０年、４ ０年前の 構造物 等いろいろ
あります 。インフ ラとい っても幅 広いわけ でありま して、今 回は特に 農業土 木関係、ま
た、生活道路関係に絞って質問させていただきたいと思います。
さつこう

まず一 つ目に、 昭和４ ０年代か ら５０年 代にかけ て施行さ れた柵溝 や用排 水路等など
農業関連 施設は、 老朽化 が非常に 進み破損 している 箇所が多 く見受け られて おります。
今後は施 設の新設 も大切 ですけれ ども、維 持管理に も重点的 に予算措 置して いかなけれ
ばならない時期に来ているのではないかと考えますが、いかがでしょうか。
また、 当時の設 計とは 異なった 現状のと ころもあ ります。 最近の豪 雪や何 十年に一回
と言われ るゲリラ 豪雨等 、自然環 境も一段 と厳しさ を増して きている 中で、 側溝が溢れ
て冠水し ていると ころも あります 。これら の農業施 設の整備 計画や維 持管理 の方針につ
いても伺いたいと思います。
次に、２つ目の道路関係についての質問をさせていただきます。
市道か ら離れた 住宅に 通ずる道 は、その 多くが砂 利道のた め、除雪 作業や その後の砂
利処理な どに苦慮 してい るのが現 状であり ます。確 かに最近 は高齢者 世帯が 多くなって
きたため に、狭い 道路で も除雪さ れている ことには 本当に感 謝を申し 上げま す。しかし
ながら、 昨今の豪 雪もあ り、除雪 作業に苦 労してい ることも 事実であ ります 。無舗装だ
と、どう しても砂 利が側 溝に入っ たり、田 んぼに入 ったり、 雪解けと 同時に 除雪業者や
地権者が 排除する のが現 状であり まして、 お金もか かってい るのが実 態であ ります。除
雪する側 も大変で ありま すし、さ れる側も 大変とい うことで 、現道舗 装でよ いので早め
の舗装をお願いしたいと、このように思います。
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また、 舗装され た道路 について も亀裂が 入り、破 損が著し い状態の 場所が 散見されま
す。毎回 道路の穴 ぼこに よる補償 報告もよ く目に入 りますが 、危険で あるこ とは事実で
あります 。支所で はこま めによく 修理して いただい ておりま すが、継 ぎ接ぎ だらけでぼ
こぼこの 状態のと ころも 非常に散 見されて おります 。私が議 員をして いて一 番多い要望
が、この 道路です 。住民 の切実な 願いなん です。住 民の方々 は確かに 財政が 厳しく順番
待ちの状 態は理解 してく れている 面はあり ます。市 の財政の 約半分く らいは 地方交付税
に依存し ている地 方自治 体である 以上、現 状は厳し いわけで すけれど も、年 間の支所単
位での予 算配分で は、せ めて４カ 所か５カ 所もやれ ば限界で あります 。そう した状況か
らお願い された順 番にい くと、い つになる かわかり ません。 そのくら い住民 の要望が多
い事業です。
市の重 点政策の 一部と して予算 を増やし て、バラ ンスのよ い住民サ ービス の向上に努
めていた だきたい と思い ます。そ うした面 では郡部 の市民の 方々は格 差を感 じておるの
も現実で あります 。住民 からの要 望の多い 生活道路 の舗装に ついて優 先的に 実施してい
ただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
また、 道路改良 につい ては年次 計画を立 てて集中 的に整備 していた だきた いと考えま
すが、そ ういう考 えはな いのか、 今後の道 路整備の 方針とあ わせて所 見を伺 いたいと思
います。
○議長（鎌田

正）

１番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長（栗林次美）

登壇】

小山緑郎議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 農業施設 の整備 計画や維 持管理方 針につい てであり ますが、 昭和５ ０年代まで
に実施し た圃場整 備事業 では、鉄 筋コンク リート製 のアーム と呼ばれ る支柱 と支柱の間
さつこう

に鉄筋コ ンクリー ト製の 板を側壁 にはめ込 んで現地 で水路を 組み立て る「柵 溝」と呼ば
れる工法で排水路整備を行ってまいりました。
現在で は、農地 の集水 機能を兼 ね備えた 排水フリ ューム、 いわゆる Ｕ字溝 を使用して
おりますが、当時のその工法は年数の経過とともに劣化や土圧などにより支柱が破損し、
水路機能が低下している現状にあります。
また、 「柵溝」 以外に も揚水機 などで老 朽化が見 受けられ ますが、 交換部 品の入手が
困難なこともあり、更新の必要な施設もあります。
農業施 設の整備 は、土 地改良区 などで実 施する日 頃の維持 管理に加 え、地 域の農業施
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設は地域 で管理す るとい う農地・ 水保全管 理支払交 付金事業 により、 水路の 泥上げ、農
道やため 池の草刈 りなど の機能維 持にかか わる管理 のほか、 大雨や地 震など の際に施設
の被害状 況に関す る見回 りなどを 地域の農 家が主体 となって 行ってお ります 。この活動
は市内１２２組織で取り組んでおり、市内水田面積のおよそ７割をカバーしております。
一方、 市単独で は農業 施設の小 規模な修 繕や改良 に対する 助成制度 を設け て、既存の
施設を活かす施策も鋭意進めているところであります。
さらに 、揚水機 などの 更新費用 が嵩む施 設にあっ ては、土 地改良区 等の実 施主体が事
業費の３ 割相当額 を５年 間積み立 てた上で 、国・県 ・市の補 助を受け て実施 する土地改
良施設維 持管理適 正化事 業の導入 を推進し て、施設 の機能増 進に取り 組んで おります。
本市の 水田面積 のうち 、平成２ ４年度末 で６９． ７％で圃 場整備事 業が終 了しており
ますが、 今年度は 新規採 択となっ た２地区 を含め１ ３地区で 県営圃場 整備事 業を実施し
ており、また、多くの地区から今後の要望もいただいております。
この県 営圃場整 備事業 を計画的 に実施す ることに より、圃 場の大規 模化に とどまらず
広範な面 積におい て、用 水路、排 水路、農 道、揚水 機などの 農業施設 の整備 が一体的に
進むことから、毎年多くの予算を投じて事業を推進しているところであります。加えて、
農業体質 強化基盤 整備促 進事業で は、水路 や揚水機 などの長 寿命化を 進めて おります。
今後も 圃場整備 事業の 推進と既 存の施設 の長寿命 化のため の支援を 継続し 、農業施設
の整備と機能維持に努めてまいります。
次に、 市道の整 備につ いては、 平成２１ 年度に「 大仙市の 道路整備 に関す る指針」が
定められ 、「道路 を造る ことから 道路を活 かすこと 」を基本 理念に、 既存道 路の機能の
充実に重点を置いた施策を推進しております。
この指 針におい ては、 市道を個 人の住宅 への進入 路である 「小集落 内道路 」、道路沿
線の主に 特定の方 のみが 利用する 「集落内 道路」、 旧市町村 内を起終 点とす る集落内道
路以外の「幹線道路」、旧市町村間を連絡する等特に重要な路線である「主要幹線道
路」の４区分に分類し、それぞれの基準に基づき整備を図ることとしております。
現在の 市道の舗 装状況 ですが、 総延長３ ，２０３ ｋｍで、 内訳は舗 装延長 １，６７８
ｋｍ、未 舗装延長 が１， ５２５ｋ ｍで、議 員ご指摘 のとおり 、このう ち生活 道路で未舗
装となっている路線も３６路線で１０ｋｍ程度あるものと把握しております。
ご質問 の生活道 路の舗 装につい ては、「 小集落内 道路」に 該当する ものと 考えられ、
現道舗装 を原則と いたし ますが、 除雪など の対応も あります ので優先 的に整 備を進めて
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まいりたいと思います。
なお、 簡易な方 法とし て、道路 維持工事 として除 雪時にお ける側溝 への落 石やほこり
を防ぐ目 的で大曲 地域で 実施して いる防塵 舗装によ り、舗装 道路に近 い効用 を得る整備
手法もあ りますの で、各 支所にお いても創 意工夫を 図りなが ら市民の 要望に できる限り
早く応えられるよう指示しております。
いずれ にしまし ても、 一人暮ら しや高齢 者世帯へ の配慮等 、地域の 実情に 即した形で
早めの整備を進めてまいります。
次に、 道路改良 事業に おける予 算配分方 式は、限 られた予 算の中で 公平性 ・透明性を
確保しつ つ地域の 実情を 踏まえ整 備してい く上では 必要な方 式と考え ており 、道路延長
等の比率 により配 分を行 っており ますが、 各地域の 了解を得 た上で地 域間の 調整を行う
こともあ り、また 、駅前 開発等の 大型プロ ジェクト や地域間 を連絡す る主要 幹線道路な
ど、補助事業により実施する路線については別枠として計上しております。
全国的 にもイン フラの 老朽化が 課題とな っており 、とりわ け道路、 橋梁、 トンネルな
どの社会 資本に対 する維 持管理の 重要性が 叫ばれて おります 。そうし た状況 の下で本市
において も平成２ ３年度 より橋梁 点検に着 手し、本 年度は「 橋梁長寿 命化計 画」と路面
性状調査 に基づく 「舗装 修繕計画 」を策定 する予定 となって おります 。今後 は、こうし
た計画に 基づき、 橋梁の 維持管理 や舗装の 維持修繕 を重点的 に行って まいり ますが、緊
急性のあるものについては、これまで同様、随時対応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

正）

○８番 （小山緑 郎）

はい、小山緑郎君。
前 向きな 答弁をい ただいて 本当に感 謝してお りますけ れども、今、

都市計画 とか組合 病院の 話、今出 ましたけ れども、 ちょうど ２７年過 ぎにな ると合併特
例債もま た減額さ れて、 なくなっ て、減っ てきます けれども 、２６年 、来年 、再来年、
病院・市 街地再開 発が今 かなり予 算逼迫し てかかっ ているわ けですけ れども 、そうした
時点の見 切りがつ いた時 点でも、 できれば 郡部の方 へも手厚 く予算を 回して いただきた
いというのが、それが郡部の願いであります。別に市長を責めているわけでもありま
せん。こ れは住民 の声な んです。 何とかで きるだけ 、この年 次計画と いうか 、例えば５
年なら５ 年、６年 なら６ 年の中で 、スピー ドアップ した形で の道路整 備をし ていただけ
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れば本当 はありが たいん ですけれ ども、そ こあたり を含めま してもう 一度お 聞きしたい
し、市長 も無競争 当選で 市長の座 に着かれ ているわ けですけ れども、 なかな か細部の声
も届いて いない面 もある かもしれ ません。 そうした 小さな声 を届ける のが私 たちの務め
でもあり ますので 、何と かそうし たスピー ドアップ を図った 対応をし ていた だけないの
か、再度お願いしたいのですけれども。
○議長（鎌田

正）

再質問に対する答弁願います。栗林市長。

○市長（栗林次美）

再質問に対して答弁させていただきます。

ちょっ とお言葉 を返す ようです けれども 、私も含 めて今、 全体の市 役所職 員、街部と
郡部の格 差という そうい う問題は 、ないと いう形で いろいろ 知恵を絞 ってや っているつ
もりであ ります。 まだそ ういう声 が市民の ところに あるとす れば、我 々の努 力不足だと
思いますので、大いに反省していきたいと思います。
ただ、 残念なが ら支所 でもう少 しいろん な意味で 工夫をし てやらな いと、 議員もおっ
しゃって いるよう に現在 の年間の 支所単位 での予算 配分では 、小さい そうい うこと、せ
いぜい４ 、５カ所 しかで きないと いう表現 をされて いますけ れども、 もっと もっとたく
さんやれ ている支 所もご ざいます ので、こ れはいろ んな工夫 で様々な その、 本当の生活
道路の面 の不自由 な面に ついては 解消が私 はされる と思って おります 。少し 前ですけれ
ども、仙 北地域で はこう した、い わゆる仙 北地域も 市道から 離れた家 、住居 がかたまっ
ていない典型的な地域でありますが、そういう地域でも除雪、あるいは救急車、入浴車、
最低そう いうとこ ろを入 れるよう な形で手 を入れる というこ とで、こ れは議 会の方から
も提案あ りまして 支所が もっとい ろんな形 でケース を考えな がら手を 入れて 、ほぼそう
いう場所 について は解消 されてお ります。 これはそ うした予 算につき まして は、我々は
一つの箇 所として まとめ ますけれ ども、様 々な工夫 の余地が あるとこ ろにつ いては様々
な予算の 使い方が できる ような仕 組みにし ておりま すので、 支所、特 に一番 最先端を預
かってい る支所の 職員か ら、もっ とこうい ろいろ工 夫をして もらおう という ことを申し
上げてお きたいと 思いま す。これ は市長だ けではな くて財政 も含めて いろい ろ工夫によ
りまして 、小さい 箇所に ついての 手当てと いうのは 、もっと もっとで きるの ではないか
なと思っ ておりま すので 、今答弁 で申し上 げたのは 、大筋こ ういう整 理をし ておかない
とこんが らがって しまう のもござ いますの で大筋を 申し上げ ましたけ れども 、あとは知
恵の絞り方ではないかなというふうに私は考えておりますので、私も三役も含めて支所、
そういう細かい問題について相談に乗ったり、現場を視察させていただいたりしながら、
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事例を積 み重ねる ことが 大事では ないかな と思いま すので、 そういう 事例を ほかの地域
にも支所 にも市と して流 していき ながら、 切磋琢磨 して工夫 を凝らし て、限 られた予算
でありま すけれど も工夫 すること によって そうした 箇所を少 しでも減 らすよ うな努力を
していかなきゃならないと思っております。
あわせ てご指摘 がござ いました ので、こ の辺の、 特に生活 に関連し た部分 の問題につ
いて、我 々として も、市 長として も、支所 の人たち と話をし て工夫を 凝らせ るような予
算編成をしていきたいと思っております。
○議長（鎌田

正）

再々質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○８番 （小山緑 郎）

はい、小山緑郎君。
あ りがと うござい ます。今 、市長の お話にも 今若干あ りましたけれ

ども、道 路管理に ついて は私見て いる限り では支所 も結構頑 張って、 すぐ穴 ぼこあれば
補修して くれたり 、いろ いろな要 望をやっ てくれて おります 。ただ、 なかな か箇所とい
うか道路 面積が広 いわけ ですかね 、なかな か亀の子 状につい ては、こ れやっ ぱりある程
度のオー バーレイ 等かけ ていかな ければな らないよ うな、本 当に割れ ている 道路が大半
なもので すから、 やっぱ りある程 度の予算 確保が必 要なのか なと思っ て質問 した次第で
すけれど も、支所 もでき る限りの そういう 復旧に対 しては努 力されて いるこ とは私は認
めておりますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。
再々質 問という ことで すけれど も、全体 を通して 、農家の 大部分は 高齢化 のため先行
投資にも 不安もあ り、意 欲も薄い のが現状 でありま す。そう したこと で、で きるだけ国
・県の補 助金を活 用しな がら受益 者の負担 を少なく できるよ う配慮も 願いた いし、行政
側の腕の見せ所でもあると私は思います。
私の政 治信条は 、行政 の手の届 かないと ころへ手 を差し伸 べてやる のが政 治家の務め
であるという私の政治信条であります。私たちも市民の皆さんの要望に応えられるよう、
一緒にな って市民 のため に国なり 県なりに 足を運ん でいきた いと思っ ており ますので、
どんどん 言ってい ただき たいと、 このよう に思いま す。でき るだけ市 の予算 を使わない
で済むよ う、国や 県を動 かすよう に一緒に なって頑 張ってい こうでは ありま せんか。そ
ういう時 期に来て いると 私は思い ますが、 いかがで しょうか というこ とでお 伺いし、私
の質問を終わらさせていただきます。
○議長 （鎌田

正）

再 々質問 に対する 答弁、市 長、よろ しいでし ょうか。 はい、栗林市
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長。
○市長 （栗林次 美）

議 員がご 指摘のと おりだと 思います 。いわゆ る何でも 補助事業を使

えばいい というこ とでは なくて、 やはりそ の事業に 合った補 助事業は 何か、 あるいは何
か合うも のはない かと、 常に我々 も含めて 職員がそ ういう考 え方でや ること によって、
市で投入 する一般 財源を 少しでも 減らせる 、それが きちっと 理屈がつ けば補 助事業とい
うのは使 えるわけ であり ますので 、時々残 念ながら 、一番簡 単なのは 市債で やるという
のが平気 で出てく るとき もありま すので、 そういう ことがな いように 最大限 利用できる
補助事業 、あるい は国、 あるいは 場合によ っては財 団等、い ろんな様 々な補 助事業の仕
組みがあ ります。 そうい うものを 最大限利 用するこ とによっ て市単独 ではな かなかでき
にくい部 分につい ても、 より市民 に対して いわゆる サービス が提供で きるよ うになるの
ではない かという 考え方 を職員、 我々も含 めて全員 が持ち続 けていく ことが 、少しでも
予算は限 られてい ますけ れども工 夫という 問題に入 ってくる のではな いかと 思っていま
すので、その辺の認識は議員と一致しておりますので、常々そういう考え方で仕事に
臨んでいきたいと思います。
○議長（鎌田

正）

これにて８番小山緑郎君の質問を終わります。
【８番

○議長（鎌田

正）

小山緑郎議員

降壇】

次に、２番佐藤文子さん。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

はい、２番。
【２番

○議長（鎌田

正）

○２番（佐藤文子）

佐藤文子議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
日本共産党の佐藤文子です。

早速、通告に従いまして質問させていただきます。
まずはじめに、防災対策についてお伺いします。
地域防 災計画に ついて でありま すが、８ 月９日午 前の秋田 県北部を 中心と した異常な
豪雨は、 田沢湖町 田沢供 養佛地区 を一瞬に して大規 模な山崩 れと土砂 災害が 襲い、６名
の尊い命 を奪い、 多くの 建物、道 路を破壊 する大惨 事をもた らしまし た。犠 牲となられ
た方々の ご冥福を お祈り するとと もに、被 災された 皆さんに 心よりお 見舞い 申し上げま
す。
８月１ １日の秋 田魁新 報は、災 害現場を 視察した 岩手大学 農学部の 井良沢 道也教授の
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見解を報 じており ます。 井良沢教 授は、崩 壊の原因 は短時間 で大量の 雨が降 り、地盤が
緩んでい たためと の見解 を述べ、 大量の土 砂に加え 立ち木が 流された ことも 被害を大き
くした。 大規模な 崩壊が 起きやす い場所の 調査を急 ぐ必要が ある。山 の斜面 近くでは豪
雨が予想された場合、避難しておくことが大切と指摘しております。
また、 ある学者 はラジ オ報道で 、全国各 地で起こ っている ゲリラ豪 雨によ る土砂災害
発生の要 因に森林 保全事 業が進め られてき たが、根 の張りが よくない 針葉樹 が植えられ
た森林で 間伐が不 十分な ど、山の 管理が行 き届かな いところ も多く、 そうし たところで
は山肌に 日が当た ること が少なく 、地盤が 軟弱にな っている というこ とを挙 げておりま
す。
急変す る天候と 異常な 大雨が、 今や全国 どこでも 発生する 異常気象 のもと 、仙北市の
災害の教 訓と専門 家の指 摘を大仙 市の地域 防災計画 に、どう 反映させ るのか 、その作業
を急いで行う必要があると考えます。
大仙市 地域防災 計画に よると、 県砂防課 ・森林土 木課など が指定す る急傾 斜地崩壊危
険箇所、山地崩壊危険地、地滑り箇所、崩壊土砂流出危険地は合わせて９４８カ所あり、
そのうち 人家のあ る箇所 が４９２ カ所とな っており ます。こ れらを含 む災害 危険箇所の
再調査、 気象異常 の伝達 、避難基 準の見直 し、確実 な避難体 制の確立 など対 策強化が急
がれるところでありますが、今後の対応についてお伺いいたします。
２つ目には、万全な防災対策での職員体制の強化についてであります。
異常気 象が続く 中、大 雨・大雪 警報が頻 繁に発令 され、災 害対策も 徐々に 強化されて
はきてお ります。 災害対 策本部の 設置もた びたびあ り、総合 防災課を はじめ 全職員の仕
事も大変に増えてきております。
今回の 県北・仙 北市を 襲った災 害のよう に、短時 間に経験 したこと のない ような大雨
といった 異常気象 を考え ますと、 気象と災 害情報の 迅速かつ 的確な伝 達と住 民への即応
できる体 制の強化 が必要 だと考え ます。そ の点で地 域の自然 や住民に 熟知し た職員がど
れだけい るのかと いう点 が重要な 鍵を握っ ていると 私は思い ます。総 合防災 課の強化は
もとより 、各支所 に地域 に明るい 防災対策 を主な任 務とする 職員の配 置が必 要ではない
かと考えるものであります。
現在、 総合防災 課では 空き家対 策も行っ ておりま すが、年 々増える 空き家 の管理や近
隣住民からの通報への対応、空き家条例に基づく一連の手続きと関係部署との対応など、
空き家対策の任務も増えてきております。
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私はも とよりこ の空き 家対策は 、税務課 、福祉部 、建設部 と多岐に わたる 対策が必要
なのであ りますの で、ほ かの課が 本来は管 轄すべき ものでは ないかと 思って きたところ
であり、そう主張してきたところでもあります。
それは ともかく 、いつ 起こると も限らな い災害に 即応でき る万全な 防災対 策課となる
ように、本庁及び支所の防災にかかわる人員体制の強化を望むものでありますけれども、
ご見解を伺います。
以上で１番の質問を終わります。
○議長（鎌田

正）

１番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長（栗林次美）

登壇】

佐藤文子議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 地域防災 計画に ついてで あります が、大雨 に関する 警戒、避 難基準 につきまし
ては、現在の地域防災計画の土砂災害予防計画に定めております。
この警 戒避難基 準雨量 につきま しては、 前日まで の連続雨 量が１０ ０ｍｍ 以上の場合
で、当日 の一日の 雨量が ５０ｍｍ を超えた ときや、 前日まで の連続雨 量が１ ０ｍｍから
１００ｍ ｍの場合 で、当 日の一日 の雨量が ８０ｍｍ を超えた とき、そ して前 日までの降
雨がない場合でも当日の一日の雨量が１００ｍｍを超えたときを「第１警戒態勢」とし、
危険区域の警戒巡視と住民に対する広報を実施することになっております。
また、 前日まで の連続 雨量が１ ００ｍｍ 以上の場 合で、当 日の一日 の雨量 が５０ｍｍ
を超え、 １時間当 たりの 雨量が３ ０ｍｍ程 度の強い 雨が降り 始めたと きや、 前日までの
連続雨量 が１０か ら１０ ０ｍｍの 場合で、 当日の一 日の雨量 が８０ｍ ｍを超 え、１時間
当たりの 雨量が３ ０ｍｍ 程度の強 い雨が降 り始めた とき、そ して前日 までの 降雨がない
場合で、 当日の一 日の雨 量が１０ ０ｍｍを 超え、１ 時間当た りの雨量 が３０ ｍｍ程度の
強い雨が 降り始め たとき を「第２ 警戒態勢 」とし、 直ちに住 民に対し て避難 の準備、勧
告、指示をとることになっております。
最近の全国各地で局地的に発生する「これまでに経験のない大雨」による被害を受け、
この警戒 避難基準 雨量の 見直しが 必要か検 討をしな ければな らないと 考えて おります。
なお、 ８月３０ 日から は、台風 や集中豪 雨により 、数十年 に一度の 降雨量 となる大雨
が予想さ れる場合 に気象 庁が発表 する「特 別警報」 の運用が 始まりま した。 これにより
市町村の 災害対応 の迅速 化が図ら れるとと もに、市 民自らが 直ちに安 全な場 所へ避難で
きるようになったところであります。
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しかし 、市の土 砂災害 に関する 避難準備 、避難勧 告、避難 指示等の 具体的 な発令基準
について は未制定 であり ますので 、国のガ イドライ ンを参考 にしなが ら早急 に策定する
つもりであります。
また、 実際の発 令に際 しては、 必ずしも 私からの 指示を待 つのでは なく、 現場を統括
している 最高職位 の者と 、地域に おいては 支所長の 判断を尊 重し、遅 れるこ とのないよ
うに徹底したいと存じます。
ご指摘 のあった 対策強 化につき ましては 、現在、 地域防災 計画の見 直し作 業に着手し
ておりま すので、 県と十 分に協議 しながら 作業を進 めてまい りたいと 考えて おります。
次に、 防災対策 職員の 人員強化 につきま しては、 今年度の 定期人事 異動の 結果、各支
所におけ る地元出 身職員 の占める 割合は概 ね７０％ となって おり、地 域事情 に精通した
職員の配置については十分であると思っております。
また、 災害に対 する即 応体制に つきまし ては、災 害が発生 し、また は災害 が発生する
恐れがあ るような 気象状 況が予見 される場 合は、総 合防災課 職員が情 報収集 のため課に
詰めて、 国のＪ－ ＡＬＥ ＲＴやＥ ｍ－Ｎｅ ｔ、県の 総合防災 情報シス テム等 を活用して
様々な情 報を収集 し、必 要に応じ て専用の 携帯電話 等により 各支所の 防災担 当へ連絡し
ております。
災害が 発生した 場合は 、地域防 災計画の 災害応急 対策計画 に定めて いる市 職員の参集
及び動員 基準に従 い、例 えば震度 ４の地震 が発生し た場合、 災害警戒 対策室 を設置し、
第１次参 集として 総合防 災課、道 路河川課 、農林振 興課の課 長及び指 定され た職員が参
集して被 害情報の 把握と その対策 を実施し ておりま す。支所 において も指定 職員が参集
し、災害警戒対策室の分室を設置して本庁と同様の対応を行っています。
また、 震度５弱 や震度 ５強の地 震が発生 した場合 、災害警 戒対策部 を設置 し、第２次
参集とし て各部長 以下指 定した職 員が参集 し、対策 を講じ、 支所にお いても 支所長が地
域警戒対策部を設置して対策を講じます。
災害警 戒対策部 が設置 されます と、広域 消防本部 から職員 が参集し ており ましたが、
１９年か らは国土 交通省 からリエ ゾン（災 害対策現 地情報連 絡員）が 総合防 災課に参集
し、状況に応じて大仙警察署からも職員が参集し、相互の情報交換が行われております。
さらに、 震度６弱 以上の 地震が発 生した場 合は、全 職員が参 集するこ とにな っておりま
す。
７月１ ２日から １３日 にかけて の大雨の 際には、 丸子川流 域排水班 や神岡 支所、西仙
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北支所、 仙北支所 で延べ ７０人の 職員が１ ９カ所の 排水ポン プを稼働 させ、 内水排除の
作業を行 っており ます。 大曲地域 の福見町 と神岡地 域、南外 地域にお いては 、一部住民
に避難勧 告をいた しまし たが、避 難勧告に 際し、福 祉事務所 と男女共 同参画 ・交流推進
課の職員が避難所の開設準備にあたっております。
このよ うに災害 の規模 に応じて 、防災担 当職員の みならず 、消防団 員も含 め必要な人
員を迅速に動員し、必要な現場に投入する体制を整えております。
【栗林市長
○議長（鎌田

正）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○２番 （佐藤文 子）

はい、２番。
見 直しの 中で大雨 に関する 大雨の基 準とか、 また、避 難のあれをき

ちっと見 直してい くとい うふうな ことが語 られまし たけれど も、私も 仙北市 の災害現場
に二度ほ ど足を運 んで、 その山の 状況を見 させてい ただきま した。急 傾斜地 に杉木立が
あること 、そして 発電所 の建屋が あったと いうふう なことに も少し問 題を感 じてきたと
ころであ りますけ れども 、いずれ この山の 危険箇所 のこの再 調査とい う部分 では答弁に
語られて いなかっ たわけ ですけれ ども、実 際この山 の、森林 の間伐等 、管理 がなかなか
進んでい ないそう いう状 況の中で 、危険急 傾斜地と いうふう なところ に杉木 立が相当植
えられて いる場所 もあろ うかと思 いますの で、そう した意味 からも、 この災 害危険箇所
というふ うに指定 されて いる地域 の再調査 というふ うなもの がやっぱ り必要 なのではな
いかとい うふうに 思うわ けですけ れども、 その点に ついては いかがお 考えな のかお知ら
せいただきたいと思います。
○議長（鎌田

正）

○市長（栗林次美）

再質問に対する答弁願います。市長。
再質問にお答えします。

この山 林の全体 の状況 について は、まず 一般論と しては広 葉樹、針 葉樹よ りも広葉樹
ですけれ ども、針 葉樹で もしっか り管理さ れていれ ば、かな り広葉樹 と同様 のいろんな
効用があるということを言われております。
この全 体の問題 につき ましては 、これは ちょっと 災害とは 少し違う と思い ますので、
ここのと ころは深 入りは しません けれども 、議員が ご指摘し たように 、例え ば大仙地域
の防災計 画に掲載 してお ります危 険箇所の データ、 これはま だ合併後 、難儀 して、コン
サルに依 頼しない で自分 たちでき っちり作 った地域 防災計画 でありま すけれ ども、デー
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タそのも のはまず 県のデ ータをか なり使っ ておりま す。県・ 国のデー タ。今 これを県と
もお話し ているん ですけ れども、 ただそれ ぞれの砂 防関係だ ったり農 業関係 だったり林
業関係だ ったり、 それぞ れのとこ ろがまず 危険です よという ところを そのま まもろに出
てきてお ります。 ですか ら極端に 言います と、沢一 本全部該 当したり するの で大変な箇
所になっ てしまっ ており ます。た だこれは 掲載して いるとい うだけで はない かというの
は、我々 はそうい う認識 しており まして、 この中で やはりち ゃんとし た対応 、警戒をし
なきゃな らないそ ういう 場所とい うのは、 我々自身 として相 当程度や っぱり 絞り込んで
危険を予 知すると いうそ ういう考 え方に立 たなけれ ばならな いのでは ないか なと思いま
す。新聞 等で県全 体でい きますと １万とか ２万とか という途 方もない 数が出 てしまうわ
けであり ますが、 そこの ところは やはり少 し、防災 という意 味からも 考え方 をやっぱり
市町村も 含めて県 と統一 しておか なきゃな らないの ではない かなとい うふう に思ってお
ります。 そういう ことを 現在整備 しており ます地域 防災計画 の中で、 より具 体的に定め
ておく必要があるのではないかなというふうに思っています。
○議長（鎌田

正）

再々質問はありますか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○２番 （佐藤文 子）

はい、２番。
い ずれに しても人 命が最大 重要だと いうふう な立場に 立って、危険

地、そう いったと ころの 絞り込み というふ うなお話 のようで すけれど も、そ の点、人命
最大優先の立場で十分な調査等、是非お願いしたいと思います。
１番の問題は終わります。
○議長（鎌田

正）

○２番 （佐藤文 子）

それでは、次に、２番の項目について質問を許します。
２ 番目は 、生活保 護基準見 直しによ る影響に ついてお 尋ねいたしま

す。
８月１ 日から生 活保護 基準が改 悪されま して、２ ０１５年 までの３ 年間で 国費ベース
で生活扶 助基準を ６７０ 億円、期 末一時扶 助７０億 円を削減 しようと してお ります。そ
のうち２ ０１３年 度は生 活扶助基 準が１５ ０億円、 期末一時 扶助７０ 億円、 合計２２０
億円を減らすものであります。
こうし た生活扶 助基準 見直しに よって生 活保護を 受給でき なくなっ た方や 生活保護基
準を準用 した就学 援助な ど適用の 準要保護 から外れ た方々が どれだけ いるの か、いらっ
しゃるものであれば現状をお知らせいただきたいと思います。
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また、 ６月定例 会での 関連の一 般質問へ の答弁で 市長は「 今回の基 準改定 により自己
負担増と なる世帯 に対す る対応に ついては 、できる だけ負担 軽減とな るよう な措置を今
後検討してまいりたいと考えております」と答えております。生活保護基準見直しに
よって、 今回直接 影響を 受けた生 活保護受 給者と受 給から外 された方 々への 負担軽減と
なる何らかの措置が施されたものなのかどうかを伺いたいと思います。
以上です。
○議長（鎌田

正）

２番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長（栗林次美）

登壇】

質問の生活保護基準の見直しの影響についてお答えいたします。

この件 に関しま しては 、「秋田 県生活と 健康を守 る会連合 会」より ５月１ ７日に文書
で同様の要請があり、８月１５日に回答をしております。
その内 容といた しまし ては、生 活扶助基 準の見直 しに伴い 、他制度 へでき るだけ影響
が及ぼさ ないよう に対応 するとし 、市で実 施してい る各種サ ービス事 業等へ の利用制限
に連動させないように配慮・検討していくとしたところであります。
今回の 生活保護 基準見 直しに伴 い、保護 受給の可 否につい ての要否 判定を 精査検討し
た結果、 生活保護 を外れ た世帯は ありませ んでした 。また、 保育所や 福祉サ ービス事業
等の利用 料や負担 上限額 の設定に おいて自 己負担が 増える世 帯がなか ったこ とから、負
担軽減となるような措置を実施することはありませんでした。
次に、 就学援助 費につ きまして は、生活 保護費受 給世帯の 保護者を 要保護 者、これに
準ずる保 護者を準 要保護 者として 認定し、 支給して おります 。このう ち準要 保護者の認
定にあた っては、 厚生労 働省が定 めた「生 活保護法 による保 護の基準 」を参 考にしてお
りますが 、本年５ 月１６ 日に基準 が改正さ れ保護基 準が引き 下げられ たこと に伴い、８
月１日以 降の準要 保護者 の認定に あたって は、この 見直しに よる影響 を及ば ないよう、
大仙市就 学援助費 支給要 綱の一部 を改正し 、これま での保護 基準を適 用して おりますの
で、現時点で準要保護者の認定からは外れた方はおりませんでした。
以上であります。
【栗林市長
○議長（鎌田

正）

降壇】

再質問はありませんか。

○２番（佐藤文子）

ありません。

○議長（鎌田

なければ、次に、３番の項目について質問を許します。

正）
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○２番（佐藤文子）

３番目には、消費税増税問題についてお尋ねいたします。

政府は ８月２６ 日午後 、消費税 増税が日 本経済に 与える影 響につい て、有 識者らによ
る集中点 検会合な るもの を首相官 邸で始め ました。 ３１日ま での６日 間に計 ６０名を招
き、２０ １４年４ 月予定 どおり消 費税率を ５％から ８％に引 き上げる べきか 否かの意見
を聴取し、安倍首相の最終判断材料とするものだとしております。
２８日 までの会 合では 、ほとん どが増税 賛成か、 やむなし の意見が 圧倒的 だったわけ
でありま すけれど も、安 倍首相の 増税に向 けた後ろ 盾となっ ている組 織では ないかとい
う、そうした批判もあるようであります。
この集 中点検会 合に要 請された 有識者、 専門家６ ０人は、 ほとんど が増税 派で占めら
れており 、これで 本当に 国民の声 を聞いた と言える のかは甚 だ疑問な ところ でもありま
す。現に 朝日や毎 日、日 経、共同 通信が行 った世論 調査を２ ６日に発 表され ましたが、
それによ りますと 、「予 定どおり 実施すべ き」とい う意見は ２割ほど しかな く、「行う
べきでは ない」、 あるい は「先送 りすべき だ」とい う意見が ７割と圧 倒的に 多数を占め
ていたわ けであり ます。 こうした ことから も増税点 検会合で のこの意 見は、 国民世論と
の乖離を示しているのではないかというふうに思います。
国民の 所得が上 がらず 、国民の ほとんど が景気回 復を実感 できない 中で、 アベノミク
スで物価 は上昇す る、こ うした中 で消費税 増税は、 経済も財 政も悪化 するの みだと私は
思うわけであります。
日本共産党は、消費税増税中止の一点で共同を呼びかけているところであります。
そこで お伺いし ます。 栗林市長 は、この 政府の集 中点検会 合なるも の、６ 日間開かれ
たわけで すけれど も、そ れをどの ような思 いでご覧 になった のかお知 らせい ただきたい
と思います。
また、 消費税増 税とい う問題に 、市長は どのよう なお考え をお持ち かお聞 かせ願えれ
ばというふうに思います。
以上です。
○議長（鎌田

正）

３番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長（栗林次美）

登壇】

質問の消費税の問題についてお答え申し上げます。

ご案内 のとおり 、消費 税の引き 上げにつ きまして は、平成 ２４年８ 月の参 議院本会議
において 、議員の ８割近 い賛成多 数を得て 可決・成 立した「 社会保障 と税の 一体改革関
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連法」に より決定 したも ので、現 行５％の 消費税を 平成２６ 年４月に ８％、 ２７年１０
月に１０ ％へと２ 段階で 引き上げ ようとす るもので あります 。この引 き上げ 分は、社会
保障の充実と安定化に資する財源として、医療・介護、年金、子ども・子育て支援など、
いわゆる 「全世代 対応型 」の社会 保障制度 の確立に 充てられ ることと なって おります。
消費税 は、経済 動向や 人口構造 の変化に 左右され にくく、 地域間で の税源 の偏在性が
少ないと いう特色 を持っ ておりま す。この 引き上げ は、社会 保障制度 との一 体改革であ
り、年間 １００兆 円を超 え、直も 増え続け る社会保 障給付や １，００ ０兆円 超となった
国の負債 など、現 下の厳 しい国の 財政状況 に鑑みる と、現段 階では最 も現実 的で有効的
な措置で あるもの と考え られてお ります。 加えて、 地方分権 に必要な 財源を 安定的に確
保する上で重要な要素となっております。
ご質問 の中にあ る政府 の消費税 引き上げ にかかわ る集中点 検会合で ありま すが、２６
年４月か ら３％増 税の是 非につい て判断す るための 様々な意 見を徴す る場で あり、有識
者・専門 家として 経済団 体や企業 、消費者 団体やＮ ＰＯ法人 、大学の 研究者 、エコノミ
スト、地 方自治体 の代表 などを招 いて開催 されてお りました 。この中 には、 中小企業の
代表とし て本市太 田地域 にも工場 がある小 松ばね工 業株式会 社の小松 社長も 含まれてお
ります。
この会 合は、税 率の引 き上げ実 施を決定 する場で はなく、 幅広く国 民各層 から多様な
意見を聞 くための 会であ り、私自 身は会合 自体を否 定するも のではな いと思 っておりま
す。
２６年 ４月から の税率 引き上げ 実施に係 る判断は 、この会 合の意見 だけで はなく、今
後発表さ れる国内 総生産 （ＧＤＰ ）の本年 度第一四 半期の改 定値や日 銀の企 業短期経済
観測調査 結果、労 働力調 査結果な ど様々な 経済指標 とあわせ て総合的 に勘案 し、１０月
上旬までに政治判断することになっております。
いずれ にしまし ても、 地域経済 や市民生 活への影 響が大き くならな いよう 、今後とも
国に対して働きかけはしてまいりたいと考えております。
消費税 引き上げ に対す る私の考 え方につ きまして は、社会 保障の充 実・安 定化、国の
財政健全 化につな がるも ので、我 が国の将 来、そし て何より も安心で きる市 民生活の維
持・確保 を図って いく上 で必要な 措置であ ると考え ており、 また、国 民から も一定の理
解は得られているものと認識しております。
【栗林市長

降壇】
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○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）

○２番 （佐藤文 子）

はい、２番。
消 費税が 社会保障 費に使わ れる、そ ういった ことでの 一定の理解が

国民にも あるんだ という ふうなご 答弁のよ うですけ れども、 これまで の消費 税が消費税
の分だけ、実は大企業などの減税につながってきたわけで、消費税分がその穴埋めに
なってい たという なのが 実際のこ とであり ました。 今回この アベノミ クスで 相当な財政
出動がな されてい るわけ ですけれ ども、そ こで生ま れたこの いわゆる 国債等 へのまた穴
埋めにさ れるので はない かという ふうなこ とが大変 心配され ておりま すし、 実際、税と
社会保障 の一体改 革とい うふうな ことで、 その中身 は消費税 は増税す るけれ ども社会保
障はおし なべて全 ての分 野で減ら すという ふうなの がこの中 身の実態 であり ます。当然
高齢化社 会ですの で、自 然の社会 福祉予算 の増とい うふうな ものがあ るわけ ですけれど
も、介護 保険にし ても年 金にして も、いか にその出 費を減ら すかとい うふう な方向に動
いている 。介護保 険では 、今度は 軽度の介 護者を保 険から外 そうとす る。ま た、年金は
物価スラ イドとい うふう なことを 口実にど んどん受 給額を減 らしてい く。こ うした中で
社会保障 というも のは大 変実際問 題減らし てきてい るという なのが考 えられ るわけです
ので、こ の消費税 が最初 に導入さ れた時点 での目的 さえも今 は完全に このな くなってき
ていると いうふう に私は 思うわけ でありま す。そう いうふう な意味で 、社会 保障にしっ
かり充て るという ふうな ことがこ の消費税 増税に期 待できる というふ うなこ とは私はと
ても思え ないもの であり ますので 、市長さ んとその 点を議論 するわけ ではあ りませんけ
れども、 少々この 消費税 増税とい うふうな ものは、 あくまで も国のこ の社会 保障費に充
てる財源 になって いない というふ うなあた りだけは 私は指摘 しておき たいな というふう
に思うわ けであり ます。 ですから 私たちは 、消費税 増税は中 止するし かない というふう
なことで 今全国に 呼びか けながら 、また、 全国でも 運動が起 こってい るわけ であります
ので、是 非その点 、庶民 のこの経 済状況、 市民のこ の生活状 況の実態 に心砕 いた立場で
消費税問 題をお考 えいた だきたい ものだと いうふう なことを お話して 、私は 、答弁はい
りません。質問を終わりたいと思います。
以上です。
○議長 （鎌田

正）

ご 苦労様 でした。 これにて ２番佐藤 文子さん の質問を 終わります。

一般質 問の途中 であり ますが、 この際、 昼食のた め暫時休 憩いたし ます。 午後１時に
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再開いたします。
午後

０時００分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
【１８番
午後
○議長（鎌田

正）

佐藤芳雄議員

１時００分

再

早退】
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、６番杉沢千恵子さん。
（「議長」と呼ぶ者あり）
○議長（鎌田

正）

はい、６番。
【６番

○議長（鎌田

正）

○６番（杉沢千恵子）

杉沢千恵子議員

登壇】

１番の項目について質問を許します。
公明党の杉沢千恵子でございます。

去る８ 月２４日 に開催 されまし た第８７ 回全国花 火競技大 会「大曲 の花火 」は、昨年
と同じ７ ６万人の 観客が 当市を訪 れ、大き な事故も なく盛会 裡に終了 いたし ました。実
行委員会 をはじめ 各関係 機関、実 際に運営 に携わっ たスタッ フの皆様 には、 本当にお疲
れさまで した。同 時に、 すばらし い感動を 与えてく れた参加 花火師の 皆様に 対しまして
も心から感謝を申し上げます。
大曲の 花火は、 今や押 しも押さ れぬ日本 一の花火 競技大会 としての 地位を 確立したと
思います 。頂点に 立ち続 けるため に必要な のは、守 るという 後ろ向き の姿勢 ではなく、
高みを目 指すとい うチャ レンジ精 神に満ち た前向き な姿勢で す。これ までの 発展を支え
てこられ た先達の 精神を 引き継ぎ ながらも 、今の隆 盛に安住 すること なく大 会の運営や
番組の構 成などに 常に工 夫を凝ら しながら 、これか らも観客 を魅了し 続けて いって欲し
いと思います。
さて、 私は来る ９月２ ２日に執 行されま す大仙市 議会議員 一般選挙 に出馬 しないこと
にしてお ります。 もちろ ん年齢的 なことも あります が、これ まで議員 活動を 通じて緒に
つけてき た様々な 社会活 動に専念 したいと 思うに至 ったこと が大きな 理由で あります。
今後は、一人の市民として行政、議会を側面から支援してまいりたいと考えております。
議員生 活３期１ ０年、 大曲市議 会議員と して１期 約２年、 大仙市議 会議員 としては合
併特例期 間を除き ２期８ 年という 短い期間 でありま したが、 合併を挟 み大仙 市としての
新たなス タートに 立ち会 えたこと 、そして その草創 期におい て微力で はあり ますがまち
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づくりに 参画でき たこと 、とても 幸せだっ たと思う と同時に 誇りに思 います し、充実し
た１０年間でありました。
この間 、同僚議 員の皆 様には、 未熟な私 を温かい 目で見守 ってくだ さり、 多くのご指
導、ご助 言をいた だきま した。本 当に感謝 の気持ち でいっぱ いです。 この場 をお借りし
て、心から御礼を申し上げたいと存じます。
また、 市長はじ め当局 の皆様に も大変お 世話にな りました 。何もわ からず 至らない議
員で、職員の皆様にもご迷惑のかけどおしだったような気がいたします。しかしながら、
男女共同 参画や子 育て支 援、若者 支援など 、多くの 分野にお いて私の 意見や 要望を取り
入れてい ただき、 今も事 業として 続いてい るものも あります 。皆様に 対しま しても、改
めて感謝を申し上げたいと存じます。大変にありがとうございました。
市長の 議会に対 する真 摯な態度 と対応は 、市とし ての議会 に対する 基本的 なスタンス
として定 着してい ると思 います。 今後とも お互いに 緊張感を 保ちなが ら、と もに市民の
福祉の向 上のため に努力 する戦友 として、 現在の良 好な関係 を続けて いって 欲しいと願
うものであります。
それで は、私の 最後の 一般質問 となりま す。通告 に従いま して順次 質問さ せていただ
きますので、ご答弁方どうぞよろしくお願いいたします。
はじめに、災害時要援護者の避難対策についてお伺いいたします。
災害発 生時に自 ら避難 すること が困難な 方で、円 滑かつ迅 速な避難 の確保 を図るため
に特に支 援を要す る方、 いわゆる 避難行動 要支援者 に対する 避難支援 等を実 施するため
の基礎と なる名簿 の作成 を市町村 長に義務 付ける「 改正災害 基本法」 が先の 通常国会で
審議され、今年６月に成立いたしました。
改正法は、これまで曖昧だった個人情報の取り扱いについて整理がなされましたので、
当該名簿 の整備と 情報提 供などへ の活用が 進むと思 われます 。従来の 制度で も災害発生
時におけ る高齢者 などに 対する避 難支援の 指針とな る「災害 時要援護 者の避 難支援ガイ
ドライン 」に基づ き、こ の名簿作 成を市町 村に求め ておりま したが、 法的な 位置付け、
あるいは義務付けがなされていなかったため、作成している自治体は６割程度にとど
まってお りました 。さら にその名 簿の活用 について も、内閣 府により ますと 東日本大震
災時に岩 手、宮城 、福島 ３県の沿 岸３７自 治体で名 簿があっ たのは１ ３自治 体、このう
ち福島県 南相馬市 を除く １２自治 体は個人 情報保護 などを理 由に最後 まで提 供しなかっ
たと言い ます。改 正法の 成立によ り、今後 は災害発 生時にこ のような ことが なくなるの

- 67 -

ではと期待しております。
名簿は 本人の同 意を得 た上で消 防、警察 、民生委 員や社会 福祉協議 会、自 主防災組織
などの関 係機関に あらか じめ情報 を提供し ますが、 災害が発 生した場 合は同 意がなくて
も必要な 個人情報 を提供 できるこ ととして おります 。もちろ ん個人情 報保護 制度の有効
性を担保 とするた め、情 報提供の 際には情 報の漏洩 など要支 援者並び に第三 者の権利・
利益を損 なうこと のない ようにす るための 必要な措 置を講ず ることを 求める とともに、
情報を知り得た者に対する秘密保持の義務も課しております。
名簿の 整理、共 有は、 避難支援 を円滑に 進めるた めの第一 歩に過ぎ ず、避 難支援に対
する取り 組み自体 は自治 体の入念 な準備に かかって おります 。「弱い 立場の 人たちをど
う守るの か」が本 質的な 命題であ り、東日 本大震災 を教訓に 名簿の整 理、共 有を入り口
として、 それぞれ の地域 社会に、 この本質 的な命題 が投げか けられた もので あると思い
ます。
自治体 は災害発 生時の 個別の支 援、行動 計画を事 前に細か く決めて 訓練す るなど、今
一度日頃から地域で高齢者や障がい者を支える体制の整備が重要になるものと考えます。
なお、 今回の改 正法に は生活環 境の整備 について 、２点努 力義務が 明記さ れました。
一つは、 避難所の 環境整 備、もう 一つは避 難所以外 の場所に 滞在する 被災者 への配慮に
ついてであります。
避難所については安全性を満たした施設を確保する一方、食料や医薬品などを用意し、
医療サー ビスの提 供にも 努めなけ ればなら なくなる と思いま す。東日 本大震 災において
も避難生 活が長期 化した ことによ り、病気 や体調の 悪化など が原因で 亡くな る震災関連
死が相次 いだこと から、 福祉避難 所の普及 ・整備に ついても 本腰を入 れて取 り組まなけ
ればならないと思います。
そこで 質問をさ せてい ただきま すが、こ の改正災 害対策基 本法を受 けての 現在の大仙
市の取り組み状況と今後の方向性についてお聞かせ願いたいと存じます。
よろしくお願いします。
○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】

杉沢千恵子議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 災害時要 援護者 の避難対 策につい てであり ますが、 市では「 大仙市 災害時要援
護者避難 支援プラ ン」に 基づき、 調査票に よる調査 や民生児 童委員の 呼びか けなどによ
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る同意方 式で、高 齢者や 障害者な どのうち 全面的な 支援がな ければ避 難でき ない災害弱
者を特定 した上で 個別計 画や避難 行動要支 援者名簿 に相当す る名簿を 作成し ており、そ
の内容は 、改正に より災 害対策基 本法に明 記された 名簿に記 載される べき内 容を網羅し
ております。
現時点 では、災 害弱者 として登 録されて いる方は ５６６人 で、この うち情 報開示に同
意してい る方が８ ９．６ ％に当た る５０７ 人であり ます。こ の情報は 、２年 前から地域
包括支援 センター をはじ めとする 役所内部 での共有 はもとよ り、同意 してい る方につい
ては、民 生児童委 員や社 会福祉協 議会にも 提供し災 害時に備 えている ほか、 日頃の見守
り活動においても活用していただいている状況であります。
災害か ら生命を 守るた めに、安 全で確実 に避難す るための 初動対応 に備え 、避難支援
に携わる 関係者に 名簿を 提供して いくこと の重要性 につきま しては既 に認識 していると
ころであ り、不同 意の解 消を図る ほか、有 事の際の 関係機関 に対する 不同意 者の情報提
供、さら には調査 に消極 的になり がちな障 害者の方 々への理 解を得な がら情 報の整備に
努め、実効性を高めてまいります。
次に、 今回の法 改正で 義務付け られた指 定緊急避 難場所及 び指定避 難所の 指定につき
ましては 、大仙市 地域防 災計画の 中で１１ ４カ所の 避難場所 及び１４ ２カ所 の避難所を
指定し、災害発生時、または災害が発生する恐れがあるときに備えております。
なお、 今般の防 災計画 の改訂に 際しまし ては、東 日本大震 災を教訓 とした 地震対策や
広域的な 災害時に おける 後方支援 のあり方 、さらに は最近の 風水害等 を踏ま えて避難場
所や避難 所の見直 しなど 、「減災 」の視点 を取り入 れた全面 的な見直 し作業 に着手して
いるところであります。
また、 避難所の 環境整 備の一環 として、 １１の法 人等が経 営する１ ９の施 設との間で
「福祉避 難所の設 置及び 運営に関 する協定 」を締結 しており 、災害発 生時に は福祉避難
所として 指定し、 一般避 難所での 生活に特 別な配慮 を必要と する方々 の受け 入れをして
いただく こととし ており ます。各 地域自治 区に１施 設以上指 定し、そ の収容 人数は合計
１，２５０人の受け入れが可能となっております。
災害発 生時は、 まずは 自らを守 る「自助 」、次に 隣人や自 主防災組 織、自 治会など地
区住民に よる「共 助」、 そして関 係機関や ボランテ ィアなど による「 公助」 という段階
で支援が 行われま す。市 では、要 援護者の 避難対策 について も、こう した連 携が円滑か
つ迅速に機能するよう調整を図り、連携を進めてまいります。
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【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）

はい、６番。

○６番 （杉沢千 恵子）

この災 害対策に 対して我 が当市は すごく進 んでいる ということを

県の職員 の方も褒 めてく ださって いますの で、私は 本当にこ の防災、 減災に 対しての市
の取り組 みを誇り に思っ ておりま す。なお かつ、さ らにいい 体制にも ってい ってくださ
るということですので心強く感じております。
今のご 答弁の中 で、メ ール等の 活用の提 示もして おりまし たけれど も、こ こら辺のこ
とはどの ように取 り組ま れるのか 、また、 障がい者 に対して わかりや すい配 慮をするよ
うに指摘 してあり ますけ れども、 どういう ふうな取 り組みを されるの か、少 し具体的に
教えていただければと思います。よろしくお願いします。
○議長（鎌田

正）

○市長 （栗林次 美）

再質問に対する答弁願います。市長。
少 し具体 的な問題 ですので 、健康福 祉部長か ら答弁さ せていただき

ます。
○議長（鎌田

正）

今田健康福祉部長。

○健康福祉部長（今田秀俊）

お答えいたします。

メール につきま しては 、ただい ま防災の 方でやっ ておりま す防災の メール を活用した
いと思っております。
それか ら、避難 所につ きまして は、現在 、マニュ アル等を 作成しな がら、 より要援護
者の支援をしてまいりたいなと考えております。
○議長（鎌田

正）

再々質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（鎌田

正）

○６番 （杉沢千 恵子）

はい、６番。
本当に きめ細や かな手順 を踏んで 進めてい ってくだ さるというこ

とに感謝 します。 私もい つもこの 前に作ら れました ハザード マップで すが、 これは２０
年に作ら れたもの ですが 、町内会 の方々と 一緒に時 々これを 見ながら 話題に してきまし
た。しか し、やは り年月 とともに 不足の部 分、東日 本大震災 の教訓を 活かし た新しいハ
ザードマ ップを今 後作成 して、一 世帯に一 冊配布す るという ことを議 会で伺 ったことが
ありまし たので、 一日も 早く配布 されるこ とを願い 、質問を 終わりま す。答 弁はいりま
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せん。
○議長（鎌田

正）

○６番（杉沢千恵子）

それでは、次に、２番の項目について質問を許します。
次に、「こころの体温計」の導入についてお伺いいたします。

２０１ ２年人口 動態統 計調査に よります と、秋田 県の自殺 率は年々 減少傾 向にありま
すが、全国ワーストを脱却することはできませんでした。
自殺に は、うつ 病やう つ状態が 大きく関 与してい ると言わ れ、専門 医への 早期受診の
啓発やかかりつけ医が初期治療の段階で協力する制度が推進されております。
秋田県 の自殺者 数は、 最高値の 平成１５ 年の５１ ９人に比 べ、平成 ２３年 度は３４６
人（これ は本年１ 月の警 察発表で は２２６ 人となっ ておりま したが） と大幅 に減少して
おります 。本市に おいて も、ここ 数年来、 確実に自 殺率が減 少してき ており ます。これ
は県や本 市が自殺 問題に 真剣に向 き合い、 地道に、 かつきめ 細やかに 自殺減 少に向けた
体制整備を進めてきた成果が出ているものと私は評価をしております。
とりわ け私もか かわっ てまいり ましたが 、病的な 症状が現 われる前 の不安 を抱える方
に対して 「こころ の相談 」の取り 組みが充 実してき ており、 そのこと が自殺 減少に大き
く貢献しているものと認識しております。
しかし 、このよ うな状 況にあっ てもイン ターネッ ト世代の ２０代か ら３０ 代の若年者
や勤労世 代に、自 殺予備 軍とも言 えるうつ 傾向者が 増加し続 けている ことを 見逃しては
ならない と思いま す。加 えてもう 一つ見逃 してなら ないのは 、１０代 の小・ 中学生自身
がこころの健康に不安を抱えているケースが非常に多いということであります。
このよ うな状況 の中、 次代を担 う若者た ちに対し 、こころ の健康に 関する 情報の発信
と相談窓口の周知を図るため、インターネットを活用したメンタルチェックシステム
「こころ の体温計 」が開 発されて おります 。これは うつ対策 、自殺予 防対策 の一つとし
て株式会 社エフ・ ビー・ アイと東 海大学医 学部が共 同開発し たもので 、医学 的根拠を持
つシステムとして採用を決める自治体が増加してきております。
このシ ステムは 、自己 問診形式 でセルフ チェック すること により、 ストレ ス度や落ち
込み度を表示するもので、携帯電話やパソコンから気軽にアクセスができる、可能と
なってお ります。 メニュ ーも本人 モードの ほか、本 人以外の 家族の状 況をチ ェックでき
る家族モ ードや赤 ちゃん モード（ 産後うつ のチェッ ク）、ア ルコール チェッ クモード、
ストレス 対処タイ プテス ト、いじ めのサイ ン～守っ てあげた い～など が用意 されており
ます。ま た、アク セス者 が市民と 市民以外 とに分か れている ため、市 民全体 の傾向を把
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握することも可能となっております。
私は先 般、山形 県天童 市に視察 研修に行 ってまい りました 。天童市 では平 成２４年度
にシステ ムを導入 してお り、人口 が６万２ 千人の市 にもかか わらず市 民のア クセスは９
万５，９ ６６件、 市民以 外も含め ると１年 間で１３ 万８，５ ５８件と なって おり、本年
度は４・ ５・６月 の３カ 月で既に １１万８ 千件との ことであ りました 。特に 本人モード
の利用が ４１．６ ％（２ ４年度で すが）と 高く、２ ０代から ４０代に かけて の利用が多
く、若者のこころの状態を把握するのに役立っているとのことでした。
そこで 質問とい うより 要望とな るかもし れません が、市民 の健康や 福祉環 境の向上の
ため、特 に若者の こころ のケアを 充実させ る施策の 一環とし て、本市 におい てもホーム
ページに この「こ ころの 体温計」 システム を導入し 、気軽に いつでも どこで も自分のこ
ころの状 態を確認 し、早 期に相談 窓口へ連 絡に結び つけるこ とができ るよう にしていた
だきたいと思いますが、市のお考えをお聞きしたいと存じます。
○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「こころの体温計」の導入についてお答え申し上げます。

はじめ に、関連 があり ますので 、市の自 殺予防対 策事業の 実施内容 につい て説明させ
ていただきます。
市では 、自殺予 防ネッ トワーク 推進協議 会を中心 に事業を 推進し、 自殺予 防の啓発や
自殺未遂 者対策を はじめ 、全中学 校での思 春期ここ ろの健康 講演会、 こころ といのちを
考える集い、心の健康出前講座、保健師によるこころの健康相談、さらに「ほっとス
ペース事業」として２名の臨床心理士等を配置し、こころの相談とカウンセリングを
行ってお り、平成 ２４年 度のほっ とスペー スの相談 延べ件数 は４５５ 件とな っておりま
す。
また、 市民がこ ころの 健康をチ ェックが でき、悩 みの解決 に向けた 相談・ サポート先
をお知らせしたパンフレットを全戸に配布しているところであります。
さらに 、市のホ ームペ ージには 、こころ の健康を チェック できる項 目を掲 載し、あわ
せて相談 体制につ いても 案内をし て、市民 の相談内 容に合わ せた関係 機関や 医療機関へ
の紹介や連絡調整を行うなど、多岐にわたる対策に努めているところであります。
市の自 殺者数は 、平成 ２２年が ３２人、 平成２３ 年が２８ 人と減少 傾向に 転じ、自殺
率が全国 平均に近 くなっ ているこ とから、 事業の効 果が現わ れてきて いると 感じている
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ところで あります が、今 後とも関 係機関や 医療機関 との連携 を図ると ともに 、きめ細か
く総合的な対策を継続して実施する必要があります。
ご質問 の「ここ ろの体 温計」に ついては 、パソコ ンや携帯 電話を活 用して 、本人や家
族の心の 状態を簡 易に認 識するこ とができ 、同時に 相談先の 案内など も可能 となること
から、特 に若年層 におけ る心の病 気の早期 発見と心 のケアに つなげる 効果が 期待できま
す。また 、アクセ スした 男女別、 年齢別、 ストレス 度などの 統計デー タが把 握できるこ
とから、市の自殺予防対策事業の検討資料としても活用ができるものと考えております。
なお、 「こころ の体温 計」で心 の状態を チェック した市民 の方が、 ほっと スペースや
専門機関 への相談 につな がるよう 、効果的 なシステ ムを構築 すること が必要 であると考
えております。
こうし たことか ら、市 のホーム ページに 「こころ の体温計 」システ ムを導 入すること
に関しま しては、 県の地 域自殺対 策緊急強 化事業費 補助金の 活用も含 めて、 実施の方向
で検討し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）

○６番 （杉沢千 恵子）

はい、６番。
いい方 向で考え てくださ るという ことで感 謝申し上 げたいと思い

ます。
公表さ れていま せんけ れども、 今、自殺 の人数が 出ました が、未遂 者も増 えてきてお
ります。 そしてま た、服 装でカバ ーしてい るからわ からない かも、気 付かれ ないと思い
ますけど も、リス トカッ トなどの 自傷者も 増えてお ります。 私も１０ 代と２ ０代の自傷
者の相談 を３年続 けてお りますが 、なかな か数的に は減って いかない な、ま た繰り返し
繰り返し 行ってい くんだ なという ことで、 気の長い 対応をし なければ いけな い、そうい
うふうな ことを感 じてお ります。 本当にお もてに出 てこない 、闇の中 でうず くまってい
る若者が 多いこと に、改 めて対策 が追いつ いていな い社会環 境を痛感 します けれども、
「こころ の体温計 」がそ の一助に 、そして 若者たち の目に届 けと祈る ような 思いで今回
提案させ ていただ きまし た。一日 も早い実 現をお願 いいたし ます。あ りがと うございま
す。
○議長（鎌田

正）

答弁はいりませんね。
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○６番（杉沢千恵子）
○議長（鎌田

正）

○６番 （杉沢千 恵子）

はい。
それでは、次に、３番の項目について質問を許します。
最後に 、足こぎ 車椅子の 試験導入 と購入助 成につい てお伺いしま

す。
「足こぎ車椅子」、何のことかなと思われる方もいらっしゃるかと思いますけれども、
よくレー スなんか に行き ますと、 こういう ふうな感 じで、何 ていうの かな、 ソリッドイ
エローと イタリア ンレッ ドででき た軽装な 、自分で 足こぎし て自分の 動きを していくと
いうものです。
ご覧に なった方 もおら れると思 いますが 、昨年３ 月、ＮＨ Ｋの「Ｔ Ｖスペ シャル」で
足こぎ車 椅子を紹 介する 番組が放 映されま した。足 こぎ車椅 子は、脳 梗塞な どで半身不
随の方、 パーキン ソン病 などによ り動作緩 慢な方々 等々、歩 くことが できな いとあきら
めていた 人にとっ て、ま さに複音 とも言う べき器具 です。こ の足こぎ 車椅子 を使用した
リハビリ により、 自力で 移動でき るまでに 回復し、 さらには レクリエ ーショ ンやスポー
ツ、旅行 と活動の 幅を広 げていく 姿は、患 者本人の 驚きや喜 びを誘発 し、ふ さぎ込んで
いた心を解き放つとともに、希望と意欲に満ちた生活へと変化させていきます。
私は本 年３月２ １日、 岩手県奥 州市の美 希病院が リハビリ で足こぎ 車椅子 を利用され
ているこ とを知り 、視察 をさせて いただき ました。 そこでは 足こぎ車 椅子を 開発された
東北大学 大学院医 学系研 究科客員 教授で医 師の半田 康延先生 から医学 的デー タに基づい
た説明を 受けまし たが、 その事例 紹介の中 で介護度 ５の方が いきなり 乗車し てペダルを
漕いでい る姿に、 正直驚 きました 。その後 実際に試 乗させて いただき ました が、ペダル
に足を下 ろすと、 スッと 足がひと りでに回 転してい きまして 進んでい くこと が実感でき
ました。 いわゆる 歩いた ことのな い赤ちゃ んが、足 を自然と 左右交互 に動か すといった
歩行反射 の原理を 応用し たものだ とわかり ました。 筋力がな くても進 むこと ができ、し
かも左右 に曲がり やすい ように工 夫されて おり、移 動するこ とをあき らめて いた方も、
これなら 前向きに 取り組 めるので はと思い ました。 利用され ている方 のお話 も伺いまし
たが、寝 たきりか ら足こ ぎ車椅子 で動ける ようにな りうれし いとリハ ビリに 励んでいる
姿が印象的でした。
やはり これも質 問とい うか要望 になって しまいま すが、市 立大曲病 院で導 入し、患者
さんのお役に立てていただきたいと思いますが、そのお考えがないかお伺いいたします。
また、この足こぎ車椅子は１台２６万、これは半田教授が推薦した場合ですけれども、
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２６万、 市販では たぶん ３０万だ と思いま す。まだ 高価な器 具です。 個人で 購入しよう
とする方 への助成 につい てもご検 討をお願 いしたい と思いま すが、あ わせて ご所見をお
伺いいたします。
○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 問の足 こぎ車椅 子の試験 導入と購 入助成に ついて申 し上げます。

はじめ に、足こ ぎ車椅 子を市立 大曲病院 に試験導 入するこ とにつき まして は、まずこ
の足こぎ 車椅子は 議員ご 指摘のと おり、脳 梗塞など により片 側半身が 不自由 になった方
がリハビ リテーシ ョンを 実施する 際の器具 として、 また、様 々な活動 を行う 場合の移動
手段として非常に有効なものであると考えております。
また、 市立大曲 病院に おける車 椅子の利 用状況を 見ますと 、寝たき りや歩 行困難な患
者の割合 が高い認 知症病 棟におい て車椅子 が利用さ れる機会 が多くな ってお り、足こぎ
車椅子の 導入も想 定され ますが、 この認知 症病棟の 入院患者 の多くは 意思の 疎通、現状
認識、危 険判断が 困難で あるなど の認知症 そのもの の症状や 、徘徊等 の周辺 症状のある
認知症状 としては 中度か ら重度の 方々であ ります。 このため 、足こぎ 車椅子 の使用対象
者と想定 される方 の症状 や使用目 的と、市 立大曲病 院入院患 者の症状 や使用 目的等の状
況を比較 検討いた します と、現段 階では導 入の効果 が期待で きないも のと考 えておりま
す。
次に、 足こぎ車 椅子に つきまし ては、病 院等での リハビリ テーショ ンにお ける医療器
具として 有効なも のと思 われます が、日常 生活にお いても使 用するた め、個 人で購入す
ることも 大いに想 定され ます。そ の際の助 成制度に つきまし ては、介 護保険 制度と身体
障害者制度の活用が考えられます。
介護保 険制度で は、介 護保険の 福祉用具 として貸 与が可能 となって おり、 原則として
要介護２ 以上の方 が対象 となりま す。ただ し、それ に満たな い要介護 １以下 の区分の方
であっても所定の確認書が認定されれば対象となるようであります。
また、身体障害者制度では、身体障害者の特例補装具として購入費の一部が助成され、
要件とし ては、本 人と配 偶者の市 民税所得 割の合計 が４６万 円未満で 、用具 の必要性に
ついて県 の判定で 認めら れた方が 対象とな ります。 足こぎ車 椅子の主 な利用 者は、半身
不随など で歩行困 難な方 と考えら れますの で、大部 分の方々 につきま しては 、これらの
助成制度で対応可能と考えております。
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なお、 市として は、こ の足こぎ 車椅子は 有望な福 祉用具と 捉えてお ります ので、機器
の普及や利用助成の促進について努めてまいりたいと考えております。
また、 県の専門 機関で あります 「リハビ リテーシ ョン・精 神医療セ ンター 」に対しま
しては、機会を捉え活用の呼びかけをしてみたいと存じます。
【栗林市長
○議長（鎌田

正）

○６番（杉沢千恵子）
○議長（鎌田

正）

再質問はありませんか。
ありません。
なければ、これにて６番杉沢千恵子さんの質問を終わります。
【６番

○議長（鎌田

正）

降壇】

杉沢千恵子議員

降壇】

以上で本日の日程は全部終了しました。

本日はこれをもって散会し、明日、本会議第３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

１時３４分

散
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会

