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午前１０時００分
○議長（橋村

誠）

開

主

会

おはようございます。

これより、平成２５年第４回大仙市議会定例会を開会いたします。
市長から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４ 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２ 件、条例 案１１ 件、単行案
６件、補正予算案１２件の合計３１件であります。
なお、 西仙北地 域の半 道寺地区 簡易水道 につきま して、毎 年春に点 検作業 を行ってお
りますが 、１１月 １１日 に取水量 が急激に 減少し、 調査の結 果、井戸 のケー シングの腐
食が著しく、また、井戸内部に小石等が入り込んでいることが判明いたしました。
現在は 一時的に 復旧し ておりま すが、こ のままの 状態では 取水停止 の危険 性が高く、
今後の水 道水の供 給が不 安な状況 であるこ とから、 早急に対 策を講じ る必要 があり、取
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水井戸の 更新工事 にかか わる補正 予算につ いて、準 備が整い 次第、追 加提案 させていた
だきたいと存じます。
並びに 、久米副 市長の 任期満了 に伴う副 市長人事 案につき ましても 、会期 中に追加提
案させて いただき たいと 存じます ので、各 案件につ きまして 、よろし くご審 議を賜りま
すようお願いを申し上げます。
また、 先の臨時 会にお いて協和 スキー場 の落雷に 伴う復旧 経費につ いて、 必要に応じ
て専決処 分により 措置さ せていた だきたい 旨をご報 告させて いただき ました が、復旧費
用が予想 より少額 であっ たため、 既存予算 で対応す ることが できまし たので 、ご報告申
し上げ、招集の挨拶とさせていただきます。
【栗林市長

降壇】

午前１０時０２分

開

議

○議長（橋村

誠）

これより本日の会議を開きます。

○議長（橋村

誠）

本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。

○議長（橋村

誠）

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８８条の規定により、議長において、８番藤田和久君、
９番佐藤文子さん、１０番小山緑郎君を指名いたします。

○議長（橋村

誠）

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１２月 １７日ま での２ ０日間とい
たしたいと思います。これにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （橋村

誠）

ご 異議な しと認め ます。よ って会期 は、２０ 日間と決 定いたしまし

誠）

次に、日程第３、この際、諸般の報告をいたします。

た。

○議長（橋村

９月定 例会初日 から昨 日までの 議会動静 報告書を 別添お手 元に配付 のとお り報告いた
します。

- 5 -

○議長 （橋村

誠）

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４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、雪対策について報告いたします。
今年は 、１１月 １１日 に初雪と なり、本 市では昨 年と比べ １０日早 い降雪 となりまし
た。また 、道路除 雪も翌 １２日・ １３日に は除雪車 が初出動 し、昨年 と比べ ると２６日
早い稼働となっております。
この１ １月１１ 日から １３日に かけての 降雪によ り、倒木 や停電の 被害が 発生したほ
か、園芸 用パイプ ハウス 等の倒壊 、また、 果樹につ いては、 収穫期を 迎えた りんごを中
心に約４０ａに倒木や枝折れの被害が発生しております。なお、低温により収穫前の
りんごに 凍害が起 きる恐 れがあっ たことか ら、品質 が劣化し ないよう 収穫に 関する指導
を行っております。
本格的 な冬が到 来した かのよう な降雪で ありまし たが、市 では、昨 年度ま での３年続
けての豪 雪などを 教訓と し、本年 度におい ても万全 の体制で 雪対策に 取り組 んでいくこ
ととしております。
今冬に おける道 路等の 除排雪に つきまし ては、１ １月１日 には除雪 出動式 を行い、除
雪車等の 配備を済 ませて いるほか 、除雪事 業の効率 性と透明 性を確保 するた め、新たに
ＧＰＳ機 能を活用 した除 雪情報提 供システ ムの構築 に取り組 んでおり 、プロ ポーザルを
経て決定 したシス テム構 築業者と １０月３ １日に業 務委託契 約を締結 してお ります。シ
ステムの 本格的稼 働は来 年度にな りますが 、本年度 は一部試 験運用を 行う予 定であり、
運用開始により除雪作業の状況がリアルタイムで把握できることとなります。
高齢者 世帯の雪 対策に つきまし ては、道 路除雪に よる自宅 玄関前の 雪の塊 を取り除い
たり、臨 時作業員 による 除排雪支 援や見回 りを行う 高齢者等 除雪サー ビス事 業を継続す
るほか、 一昨年度 から引 き続き、 町内会等 の除雪ボ ランティ アを行う 団体に 小型除雪機
を貸し出す取り組みなどを行うこととしております。
なお、 平成１８ 年１２ 月の発足 以来、ひ とり暮ら しや高齢 者世帯等 の方々 にとっては
冬期間の 生活の支 えとな っている 除雪ボラ ンティア 「大仙雪 まる隊」 の出動 式が１２月
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１１日に行われる予定であります。
第５回 臨時会で 予算の 補正を承 認してい ただき、 ６年ぶり の実施と なる福 祉灯油事業
につきましては、１２月上旬からの事業実施に向け作業を進めております。
ゼロ予 算事業と して実 施してい る「雪下 ろし技能 講習会」 につきま しては 、大曲仙北
職業訓練 協会及び 大曲仙 北建設技 能組合連 合会との 共催によ り、１２ 月１８ 日に開催の
予定であ り、多く の市民 に参加し ていただ き事故防 止につな げたいと 考えて おります。
空き家 対策につ きまし ては、本 年度も引 き続き危 険箇所の パトロー ルや危 険度調査を
行い、倒 壊により 住民に 危険が及 ぶ恐れが ある場合 には、空 き家等の 適正管 理に関する
条例に基づき、撤去も含めた対策を講じてまいります。
雪対策 につきま しては 、国では 昨年３月 、豪雪地 帯対策特 別措置法 を改正 したほか、
秋田県で は豪雪地 帯対策 基本計画 を１６年 ぶりに変 更し、地 域支え合 い体制 の強化など
が主要テーマとしてつけ加えられております。
また、 本年度は 、国で は雪寒指 定道路の 指定を２ １年ぶり に拡大し ており 、本市では
指定路線の総延長が約４５５ｋｍから８５０ｋｍとなり、８７％の増と大幅な拡大と
なったこ とから、 除排雪 、除雪機 械の整備 などに対 する国の 支援が大 きくな ることが期
待されております。
本市に おける中 長期的 視点に立 った総合 的雪対策 計画の策 定につき まして は、１０月
に１，０ ０８人の 市民を 対象にア ンケート を実施し たところ 、６割を 超える 方々から回
答をいた だき現在 集計作 業を進め ておりま すが、計 画策定の ための貴 重な基 礎データが
得られる ものと考 えてお ります。 来年度に は計画を 策定し、 これに基 づき雪 対策の取り
組みをより強化して進めてまいります。
次に、 第３回定 例会以 降におけ る雪によ るものを 除く主な 災害の状 況につ いて、ご報
告いたします。
９月１ ６日の台 風１８ 号では、 パイプハ ウス損壊 １件及び 停電９８ ５戸な どがありま
したが、 １０月１ ６日の 台風２６ 号での被 害の報告 はありま せんでし た。ま た、１１月
７日の暴 風におい ては停 電３８１ 戸などが 発生して おります 。本年は たびた び災害に見
舞われておりますが、幸い本市においては人的被害は確認されておりません。
なお、 火災発生 時の市 民の生命 を守るこ とを目的 に実施し ておりま す住宅 用火災警報
器設置助 成事業に つきま しては、 昨年１１ 月の調査 では６６ ．７％の 設置率 でありまし
たが、１ １月２０ 日現在 では７０ ．４％と ３．７ポ イント上 昇してお ります 。今後も、
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広域消防 本部、消 防団、 各自治会 等と連携 をとりな がら、設 置を呼び かけて まいりたい
と思います。
また、 本市では 、災害 時の応援 協定を各 種団体と 締結して おります が、今 般、秋田県
トラック 協会と「 災害時 における 緊急・救 援輸送等 の応援に 関する協 定」を 結ぶことと
し、１２月１６日に調印式を予定しております。
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。
本年度 の職員採 用試験 につきま しては、 各職種合 わせて１ ９９名の 申し込 みがあり、
第１次・ 第２次試 験の結 果、最終 合格者を 一般行政 事務９名 、上級土 木１名 、保健師２
名、職務等経験者７名の合計１９名としております。
また、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、各職種合わせて
６８人の 申し込み があり 、採用候 補者の登 録者数は 、上級消 防５名、 初級消 防６名、初
級救命１名、初級の職務経験者１名の計１３名となっております。
本市と しては２ 回目の 発行とな る住民参 加型市場 公募債「 だいせん 夢未来 債」につき
ましては 、１０月 ８日か ら１１日 間、購入 対象者を 市内の居 住者また は勤務 者及び市内
の法人の ほか、新 たに大 仙市出身 者も含め 購入申し 込みの受 け付けを 行った ところ、発
行総額の ５億円を 大きく 上回る６ ９４件、 １６億４ ，２３０ 万円の申 し込み があったこ
とから、 １０月２ ９日に 抽選会を 行い、２ １２件の 購入当選 者を決定 してお ります。な
お、平均 申し込み 額は２ ３６万円 、申し込 み倍率は ３．３倍 、抽選の 当選率 は３０．５
％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 市消防訓 練センタ ーで開 催された第
２１回全 国女性消 防操法 大会に本 市女性消 防隊が秋 田県代表 として初 めて出 場し、出場
４７隊中２６位の成績を収めております。
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、 各棟に おいて外装
仕上工事 や内装仕 上工事 及び設備 工事が進 められて おり、病 院棟とね むのき 駐車場との
連絡通路 も骨格が 見え始 めるなど 、周辺の 道路等も 含めて新 たな街区 の形が 見えてきて
おります。
工事の 進捗につ きまし ては、現 場関係者 の努力に より昨冬 の大雪に よる工 事の遅れは
概ね挽回したものの、東日本大震災の影響から作業員の確保が難しい状況となっており、
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市街地再 開発組合 から、 「北街区 の工事完 成期日が １カ月程 度遅れる 可能性 があるが、
５月の新病院開院には影響はない」との報告を受けております。
また、 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 設備の整備
につきま しては、 北側の 歩道は市 街地再開 発組合施 工分を除 いて工事 が完了 し、今冬か
ら稼働するほか、南側の歩道については、来年度の施工を計画しております。
このほ か、県が 整備を 進めてい る主要地 方道大曲 大森羽後 線の福住 町交差 点改良につ
きまして は、９月 １７日 から工事 に着手し ており、 また、新 病院側の 歩道無 散水融雪設
備の整備 について は、設 計が終了 し、間も なく工事 を発注す る予定と 伺って おります。
コミュ ニティＦ Ｍ開局 準備事業 につきま しては、 １０月１ ７日に株 式会社 ＴＭＯ大曲
において 臨時株主 総会が 開催され 、コミュ ニティＦ Ｍの運営 やそれに 伴う増 資について
承認をいただき、正式に運営会社が決定したところであります。
これを 受け、市 では、 大曲商工 会議所及 び大仙市 商工会の 会員の方 々に機 会を捉え、
事業の概 要をお伝 えして いるとこ ろであり 、市内全 域の企業 、各種団 体等の 方々と一緒
になって コミュニ ティＦ Ｍ局を盛 り上げて いく機運 を高め、 「オール 大仙」 による運営
体制を整えていきたいと考えております。
また、 施設整備 につい ては、第 ３回定例 会におい て予算の 補正を承 認して いただき、
１０月に は指名型 プロポ ーザルに よりコン サルタン ト業者を 選定し、 現在、 電界調査や
全体事業量の積算などを進めております。
非核平和都市宣言事業につきましては、４回目となる「市民平和の集い」を１０月
３０日、 大曲市民 会館を 会場に約 ４００人 の参加の もと開催 しており ます。 集いでは、
７月に被 爆地・広 島へ非 核平和レ ポーター として派 遣した大 曲中学校 生徒６ 名による学
とのいけ さとし

習報告を行ったほか、秋田大学教育文化学部の外池 智 教授による「秋田から考える戦
争と平和 」と題し て講演 、また、 聖霊女子 短期大学 付属高校 生徒によ るハン ドベルの演
奏などを行っております。
また、 この集い では、 本年度初 めて実施 した「平 和」をテ ーマにし た標語 コンクール
の入賞者に対する表彰も行っております。
男女共 同参画の 推進に つきまし ては、市 民への啓 発を目的 に実施し た「男 女共同参画
に関する 写真・メ ッセー ジコンク ール」に 、写真２ １点、メ ッセージ ２２５ 点の応募が
あり、入 賞作品１ ６点を 「秋の稔 りフェア 」で展示 したほか 、市の広 報紙や ホームペー
ジなどで紹介しております。
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また、１０月６日、はぴねす大仙を会場に、地域の方々から多数参加をしていただき、
内閣府の 委託事業 「男女 共同参画 の視点を 取り入れ た『まる ごと防災 学習展 』」を開催
しており ます。こ の学習 展は、災 害時の記 録や防災 用品の展 示、避難 場所や 炊き出しの
体 験 な ど 、 女 性 や 高 齢 者 ､子 育 て 家 庭 等 に 配 慮 し た 防 災 学 習 を 行 っ た も の で 、 大 曲 駅 東
地域の町 内会、行 政関係 部署等と の協働に よる地域 連携事業 でありま す。今 後も様々な
世代や団 体などに 働きか け、あら ゆる場面 ・分野で の男女共 同参画の 実現を 目指してま
いります。
国際協 力の推進 につき ましては 、大仙市 国際交流 協会と市 が共同し 、この たびフィリ
ピン共和国を襲った台風３０号により被災された皆さんへの支援活動を行っております。
市役所本 庁舎、各 支所庁 舎などに 募金箱を 設置し１ ２月２７ 日まで募 金を受 け付けてい
るほか、 １１月２ ３日に は花火通 り商店街 で本市在 住のフィ リピン出 身の方 とともに街
頭募金を実施しており、今後も大型商業施設などでの街頭募金活動を計画しております。
携帯電 話の不感 地帯解 消を図る 移動通信 用鉄塔施 設の整備 につきま しては 、西仙北地
とち が ひら

域大沢郷 栩ケ平地 区の鉄 塔整備が 来年１月 に完成の 予定であ り、今次 定例会 に鉄塔設置
に係る条例の一部改正案を上程しております。
次に、市民部関係についてであります。
市の節電対策につきましては、昨年に引き続き、６月から９月までを期間とし取り
組んでま いりまし たが、 大仙市の 最大使用 電力は、 震災前の 平成２２ 年同期 間のピーク
時点との 比較で２ ３．１ ％の削減 となった ほか、市 の主要施 設におけ る電気 使用量も平
成２２年 同期比２ １．４ ％の削減 となるな ど、市民 の皆様か らもご協 力をい ただき目標
を達成しております。
また、 冬の節電 につい ては、１ ２月から ３月まで 「無理の ない範囲 での節 電」をお願
いするこ ととして おり、 継続した 節電の取 り組みを 行うとと もに、１ ２月の 地球温暖化
防止月間 には、市 民及び 事業者を 対象にワ ンデイエ コチャレ ンジを実 施し、 引き続き温
室効果ガスの削減に取り組んでまいります。
公共施 設再生可 能エネ ルギー導 入事業に つきまし ては、西 仙北地域 の温泉 施設ユメリ
アの太陽光発電・蓄電池システム及び温泉熱利用ヒートポンプ導入工事については、
１１月２ ５日に完 了して おり、１ ２月に竣 工行事を 予定して おります 。大曲 南中学校と
南外中学 校の太陽 光発電 ・蓄電池 システム 導入工事 について は、１２ 月下旬 の完了を予
定してお ります。 また、 来年度の 導入を予 定してい る中学校 ７校につ いては 、実施設計
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業務を発注しております。
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、 １１月 ３０日に敷
地造成工 事が完了 する見 込みであ り、また 、実施設 計につい ては、設 計期間 を５月１５
日から９ 月末まで として おりまし たが、工 事費の積 算を来年 度発注時 の実勢 価格に近づ
けるため、１２月２７日まで延長しております。
秋田県 環境保全 センタ ーにおけ る県によ る岩手県 野田村か らの不燃 物の受 け入れにつ
きまして は、４月 ２２日 の開始か ら９月４ 日の受け 入れ一旦 終了まで 、期間 中の受け入
れ量は１万２，２７４ｔとなっております。７月に追加要請のあった不燃物については、
９月３０ 日から受 け入れ を再開し 、１２月 ２４日の 終了、受 け入れ量 は１万 １，８００
ｔの予定と伺っております。
なお、 県環境保 全セン ターでの 放射性物 質の測定 結果は、 基準値を 大きく 下回る結果
となっており、順調に処理が進められております。
ごみの 減量化対 策につ きまして は、大仙 市の未来 を担う子 供たちに 、ごみ の出し方や
リサイクルについて学んでいただく環境学習の一環として、小学４年生を対象とした
「子ども ごみスク ール」 を１１月 に小学校 ３校で実 施し、１ ２月には 小学校 ４校で実施
の予定であります。
中仙の 一般廃棄 物最終 処分場に つきまし ては、雪 による浸 出水処理 施設外 部配管の損
傷を防止 するため 、地下 埋設によ る配管工 事を１０ 月２４日 に発注し たとこ ろであり、
１２月上 旬の完了 を予定 しており ます。今 後、本格 的な冬を 迎えるこ とから 施設の維持
管理体制を強化し、雪による施設損傷の防止に努めてまいります。
交通安 全対策に つきま しては、 １０月２ ４日に仙 北地域に おいて第 ５回交 通安全推進
集会を開 催してお ります 。県警音 楽隊や各 地域の交 通安全関 係団体な ど約３ ６０人によ
る交通安 全啓発パ レード の実施後 、仙北ふ れあい文 化センタ ーを会場 に約４ ８０人が参
かつら さん じやく

加した集会では、横堀小学校器楽部の演奏、落語家の 桂 三 若 さんによる講演などを
行っております。
次に、健康福祉部関係についてであります。
放課後 児童クラ ブにつ きまして は、現在 、仙北地 域のひま わり児童 クラブ と大曲小学
校区の（ 仮称）花 園児童 クラブの 建築工事 を行って おり、予 定どおり 年内に 完成できる
見通しで あります 。ひま わり児童 クラブの 供用開始 時期につ いては１ 月下旬 を予定して
おります が、（仮 称）花 園児童ク ラブは新 設のクラ ブであり 、利用者 の募集 の期間が必
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要となることから、来年４月の開設を予定しております。
また、 花館小学 校区の 放課後児 童クラブ について は、利用 者の増加 に対応 するため、
現在使用 している 花館小 学校クラ ブ室の拡 張工事を 行うこと 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。
なお、 平成２７ 年度の 施行が見 込まれて いる「子 ども・子 育て支援 法」に おいて、放
課後児童 クラブの 利用対 象年齢が 、これま での「小 学校３年 生まで」 から「 小学校６年
生まで」 に拡大さ れるこ とに伴い 、現在、 「子ども ・子育て 支援事業 計画」 を策定する
ため実施 している ニーズ 調査の結 果を活用 し、実態 に即した 対応をす べく準 備を進める
こととしております。
社会福 祉法人大 曲保育 会が市の 支援を受 けて進め ている大 曲南保育 園移転 改築につき
ましては 、本体工 事、外 構工事と もに１１ 月２９日 に完了し 、年明け １月４ 日から供用
開始の予 定であり ます。 なお、竣 工行事に ついては 、現在の 保育園を 解体後 、３月に予
定していると伺っております。
社会福 祉法人大 仙ふく し会が市 の支援を 受けて進 めている 特別養護 老人ホ ーム移転改
築につき ましては 、地中 エネルギ ー熱利用 による冷 暖房及び 消雪設備 につい ては既に発
注済みであり、本体工事についても間もなく発注の運びとなっております。
認知症 対策につ きまし ては、認 知症予備 軍の早期 発見と早 期治療に 向け、 平成２２年
度からタ ッチパネ ル式パ ソコンを 使用した 「物忘れ 相談プロ グラム」 を導入 し、これを
活用した 「脳はつ らつタ ッチパネ ル検査」 を実施し ておりま す。本年 度は、 大曲地域の
大川西根 地区の高 齢者を 対象に検 査を実施 し、参加 していた だいた６ ５人の うち、物忘
れが始ま っている 可能性 があると 結果が出 た１８名 の方につ いては、 かかり つけ医また
は専門医への相談を勧めております。
また、 昨年度に 引き続 き、市民 に認知症 に対する 理解や関 心を深め ていた だくため、
秋の稔り フェアに 「もの 忘れチェ ック体験 コーナー 」を開設 しており 、２日 間で１４７
人の方が検査を体験しております。
自殺予防対策につきましては、９月１５日に仙北ふれあい文化センターを会場に
１８３人 の参加を いただ き、「第 ６回大仙 市こころ といのち を考える つどい 」を開催し
ておりま す。つど いでは 、こころ 元気研究 所の設立 者でここ ろ元気配 達人と して全国で
びん

講演活動 を展開し ている 、鎌田敏 氏による 「～心の リフレッ シュ術～ 元気な 心で元気な
毎日」と題した講演などを行っております。
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敬老会 につきま しては 、９月２ 日の大曲 地域大曲 地区と西 仙北地域 大沢郷 ・強首地区
を皮切り に１４会 場で開 催し、４ ，６７１ 人の方々 から出席 をいただ き、そ れぞれ盛会
裡に終了しております。
金婚式 につきま しては 、１０月 ３１日に 仙北ふれ あい文化 センター を会場 に開催し、
結婚５０年を迎えられた６８組のご夫婦を祝福しております。
次に、農林商工部関係についてであります。
政府に おいては 、平成 ３０年度 から米の 生産調整 を廃止す るほか、 来年度 から生産調
整に参加 した農家 に交付 している 米の直接 支払交付 金の半減 と、米価 の下落 を補てんす
る米価変動補てん交付金の廃止などを決定しております。
昭和４ ５年から 続いた 米の生産 調整が廃 止された 場合、過 剰作付け による 米価の下落
や、これ まで農村 社会を 支えてき た小規模 農家の切 り捨てに つながり 、地域 社会が成り
立たなくなるのではないかと強く憂慮しております。
国に対 しては、 ほ場の 大規模化 や規模拡 大に制約 がある中 山間地域 の農家 や経営規模
の小さい 農家に対 しても 十分な配 慮を行う とともに 、耕作放 棄地の増 加、離 農や転居に
よる地域 コミュニ ティの 崩壊につ ながらな いよう、 多様な経 営形態、 地域の 特性を十分
に反映した政策の展開を強く要望するほか、市においても米の生産調整の廃止を見据え、
地域農業のあり方を検討していかなければならないと考えております。
なお、 １２月１ ３日に は大曲市 民会館を 会場に、 美郷町出 身で本年 ７月か ら東北農政
局長に就任されている佐々木康雄氏をお迎えし、「これからの農政の展開方向につい
て」と題 して講演 会を開 催するこ ととして おります 。ＴＰＰ 交渉参加 や米政 策の見直し
など、農 業・経済 情勢が 激変する 中、今後 の農政の 新たな中 長期ビジ ョンに ついてお話
をいただけるものと考えております。
６回目 となる大 仙農業 元気賞に ついては 、１０月 ２９日に 関係団体 や議員 各位をはじ
め多数の 方々に出 席をい ただき、 本市農業 の若き担 い手３名 を表彰す るとと もに、さら
なる活躍を期待し受賞祝賀会を開催しております。
花館小 学校と四 ツ屋小 学校の児 童が育て た大曲花 火米につ きまして は、ブ ータン国王
に贈りた いという 児童の 夢がかな い、１０ 月２５日 に東京都 千代田区 のホテ ルで贈呈式
が行われ ておりま す。贈 呈式には 、両小学 校の児童 や米づく りの指導 にあた った「大仙
・おばこ 大曲花火 米研究 会」の代 表ら２５ 名が出席 し、在東 京ブータ ン王国 名誉総領事
に献上米３２ｋｇの目録を手渡しております。
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全国各 地で創意 工夫あ る地産地 消活動を 表彰する 「平成２ ５年度地 産地消 優良活動表
彰」につ きまして は、内 小友地区 の株式会 社ナチュ ラルスタ ンスクラ ブが農 林水産大臣
賞を受賞 しており ます。 地元スー パーでの インショ ップの展 開や、養 護学校 と連携した
食育活動 などの取 り組み が評価さ れたもの であり、 １１月１ 日、千代 田区で 開催された
地産地消推進全国フォーラムにおいて表彰されております。
また、 農山漁村 におけ るむらづ くりの優 良事例の 表彰を行 う「平成 ２５年 度豊かなむ
らづくり 全国表彰 事業」 において 、内小友 地区の余 目地域活 性化対策 いきい き会議協議
会が農林 水産大臣 賞を受 賞してお ります。 これまで の長年に わたる活 発な地 域づくり活
動が評価 されたも のであ り、１１ 月１３日 に仙台市 で開催さ れた東北 ブロッ ク表彰式に
おいて表 彰された ほか、 １１月２ ３日には 、明治神 宮での新 嘗祭に同 協議会 が招待を受
け参列しております。
このほ か、地域 農業の リーダー として模 範となる 活動を展 開し、顕 著な実 績を上げて
いる農林 水産業者 等を表 彰する「 平成２５ 年度ふる さと秋田 農林水産 大賞」 において、
農事組合 法人強首 ファー ムが担い 手部門の 経営体の 部で農林 水産大臣 賞及び 大賞を受賞
たくみ

するとともに、同部門の未来を切り拓く新規就農の部では、仙北地域の佐藤 匠 さんが
大賞を受賞しております。
サケの ふ化放流 事業に つきまし ては、現 在サケの 採捕を行 っており 、不漁 が続いた平
成２３年度、２４年度に比べ、約３倍程度の遡上となっているようであります。
また、 県の補助 金を活 用した飼 育池の改 修工事、 給水設備 工事につ いては 、１０月上
旬に完了 しており 、これ により昨 年度から 進めてま いりまし た飼育環 境の改 良工事が全
て完了しております。
各地域 の秋まつ りイベ ントにつ きまして は、１０ 月２６日 ・２７日 の両日 、大曲体育
館や市役 所駐車場 、市民 会館など を会場に 「大仙市 秋の稔り フェア」 を開催 しておりま
す。特産 品の直売 、商工 展示、芸 術文化活 動の発表 、大曲農 業高校生 による 仮装行列な
どが行われたほか、一昨年から引き続き、復興を支援している宮古市からサンマ
１，００ ０匹が提 供され たことか ら、炭火 焼きコー ナーを設 けるなど 、多彩 な催しを盛
り込んだ ２日間で ありま した。台 風の影響 が心配さ れました が、多く の市民 に来場して
いただき、稔りの秋を楽しんでいただけたものと考えております。
また、 １０月６ 日に「 美山湖フ ェスティ バル」、 １０月１ ９日・２ ０日の 両日に「か
みおか地 域文化祭 」、「 全国ジャ ンボうさ ぎフェス ティバル 」、「き ょうわ 祭」、「仙
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北公民館 まつり」 及び「 太田の秋 まつり」 、１０月 ２６日・ ２７日の 両日に 「にしせん
ぼく文化 祭」、１ １月３ 日に「な んがい地 域祭」を 開催して おり、そ れぞれ 盛会裡に終
了しております。
１０月 から開催 されて いる秋田 デスティ ネーショ ンキャン ペーンに つきま しては、県
内外から の誘客促 進を目 的に各種 の事業が 展開され ておりま すが、県 内市町 村が単独で
行うイベントとしては初めてとなるＰＲイベント「秋田県大仙市ふるさとフェア
２０１３ 」を、１ １月２ ３日、東 京のＪＲ 有楽町駅 前広場と 交通会館 を会場 に開催した
ところであります。
このイ ベントは 、各首 都圏ふる さと会の 皆様や市 観光物産 協会、Ｊ Ａ秋田 おばこなど
関係機関 のご協力 をいた だき、民 謡、踊り 、郷土料 理をはじ め、物産 品の販 売や、秋田
県や大仙 市にゆか りのあ るタレン トによる パフォー マンスな ど、大仙 市を首 都圏でＰＲ
する一大イベントとなりました。
当日は 好天に恵 まれ、 各ふるさ と会会員 の皆様を はじめ、 一般のお 客様に も多数来場
していただき、大好評のうちに終了することができました。
このほ か、秋田 デステ ィネーシ ョンキャ ンペーン のオープ ニングイ ベント として「大
曲エキま つり」を １０月 ５日・６ 日の両日 、大曲駅 前広場な どを会場 に、大 曲駅と市の
共催事業 として実 施した ところ、 ２日間で 約７，７ ００人の 方々に楽 しんで いただいて
おります。
また、 ＪＲ東日 本秋田 支社が企 画した１ ０月１２ 日から１ ４日まで のＳＬ 運行につい
ては、秋 田・横手 間で１ 日１往復 運行され 、羽後境 、刈和野 、神宮寺 の各駅 では地元特
産品の販 売や郷土 芸能の 披露、大 曲駅では ゆるキャ ラによる 歓迎、玉 川橋付 近では昼花
火の打ち 上げが行 われ、 ＳＬの乗 客からは 、花火の 街として 本市を満 喫した との声をい
ただいております。
旧池田 氏庭園の 秋の一 般公開に ついては 、観光や 地域振興 を目的に 、１０ 月１９日か
ら１１月１０日までの２３日間を公開期間として実施いたしました。
天候に 恵まれた ことや 旅行の団 体ツアー が多かっ たことか ら、期間 中約１ 万４千人の
方々に美しく色づいた庭園をご覧いただいております。
なお、旧池田氏庭園の駐車場に建設を進めておりました庭園案内所が９月末に完成し、
おおしまかん

愛称を「 巨洲館」 として １０月１ ９日に開 館式を行 い、庭園 を訪れる 方々の 利便性の向
上を図っております。
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また、 秋田デス ティネ ーション キャンペ ーンの特 別企画と して、１ １月８ 日・９日の
しゆう や

両日実施した払田分家庭園ライトアップ事業「 秋 夜のドリームファンタジー」につい
ても、大勢の方々が本家庭園を観賞後、分家庭園で幻想的な景色を満喫されております。
１１月２ ３日に花 火通り 商店街で 開催され た「秋田 ワインカ ーニバル ＆納豆 サミット」
について は、秋田 県産を 含む各種 国産ワイ ンや輸入 ワイン、 地酒の飲 み比べ 、市内各店
の「大曲 納豆汁」 の食べ 比べなど 、大勢の 参加者に 堪能いた だき、盛 会裡に 終了してお
ります。
第１回 「大仙市 特産品 開発コン クール」 につきま しては、 市内の企 業、組 合、各種団
体等から １２点の 応募が あり、審 査員が消 費者ニー ズ、デザ イン、技 術・品 質等を総合
的に審査 し、入賞 ５作品 を市の特 産品とし て認定し たところ でありま す。入 賞作品は、
県内外で 開催する イベン トで広く ＰＲに努 めるほか 、販路拡 大のため の活動 支援等をす
ることとしております。
プレミ アム付き 共通チ ケット発 行事業に つきまし ては、大 曲商工会 議所及 び大仙市商
工会で構成する事業協議会が、プレミアム分を含んだ発行総額５億５，０００万円の
「大仙市 ニコニコ 商品券 」を７月 １４日か ら販売し たところ 、市民の 皆様の 関心も高く
１０月１７日までに完売しております。
来年３月の高校卒業予定者の就職状況につきましては、ハローワーク大曲の集計では、
１０月末 現在で就 職希望 者は昨年 より６人 多い３８ ７人、こ のうち内 定者は ２８９人、
就職内定 率は７４ ．７％ と昨年同 期との比 較で１０ ．６％増 加してお ります 。各高校か
らは、引き続き未内定者に対する進路指導を積極的に行っていくと伺っております。
また、 本市とハ ローワ ーク大曲 、県仙北 地域振興 局、仙北 市並びに 美郷町 で構成する
仙北地域 雇用促進 連絡会 議が１０ 月１７日 に新規高 卒者就職 面接会を 開催し ており、参
加３１事 業所が、 市内の 高校を含 む１２校 ５４人の 生徒と面 接を行い 、１１ 月２５日現
在１６名が採用の内定を受けております。
なお、 さらなる 地域雇 用を掘り 起こすた め、２月 上旬に一 般求職者 と新規 卒業者を対
象とする 就職面接 会を開 催いたし ます。今 後も各高 校や関係 機関と連 携し、 求職者の早
期就労に結びつけていきたいと考えております。
企業対 策につき まして は、１１ 月１９日 、６回目 となる「 大仙市首 都圏企 業懇話会」
を開催し 、本市出 身の企 業関係者 や進出済 みの企業 の本社な どから２ ７名、 そのほか、
ふるさと 会、市内 商工団 体、市議 会議員の 方々にも 参加して いただき 、本市 出身で東北
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福祉大学 ゴルフ部 の監督 を務め、 同ゴルフ 部を常勝 軍団へと 導いた阿 部靖彦 氏の講演の
ほか、参加企業の現状などについて情報交換を行っております。
第５１ 回技能五 輪全国 大会につ きまして は、１１ 月２２日 から４日 間、千 葉県の幕張
わたなべ

メッセで 開催され 、建築 大工部門 の秋田県 代表とし て本市か ら中仙地 域の渡 部直人さん
が出場し ておりま す。こ の大会は 出場資格 が２３歳 以下で、 本市は３ 年連続 で県代表選
手を輩出しております。
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 月に完了 したこと から、１ ０月１９ 日に事 業関係者の
ほか、地 域住民や 地元商 店街の方 々から参 加をいた だき、開 通式典を 行い供 用を開始し
ております。
都市計 画道路駅 東線ま での中通 線街路整 備事業に つきまし ては、本 年度の 補償関係の
契約は完 了してお り、残 る３名の 権利者と は来年度 に補償契 約を締結 し、工 事に着手す
る予定であります。
大曲駅 前第二地 区土地 区画整理 事業につ きまして は、区画 道路の新 設工事 については
１２路線 全て発注 済みで あり、水 路新設工 事及び街 区整地工 事につい ては１ ２月中の発
注を予定 しており ます。 建物移転 について は、本年 度予定の ２４戸の うち２ ３戸が契約
済みであり、残る権利者と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南外１号線については、
３工区の うち１工 区が完 了してお り、残り ２つの工 区も１２ 月末、３ 月末の 完了に向け
て工事を進めております。
また、 市単独事 業であ る各地域 ２８カ所 の道路工 事につい ては、１ ２カ所 が完了し、
１４カ所は発注済みであり、残る２カ所についても間もなく発注予定となっております。
住宅リ フォーム 支援事 業につき ましては 、１０月 末現在の 実績が申 請件数 ３５５件、
補助金額にして５，５５８万円となっているほか、対象事業の総工事費が９億
３，２４ ６万円に 上り、 市民の関 心も高く 昨年度並 みの申請 状況であ ること から、住環
境の向上 、経済対 策とし ても十分 な効果が あると考 えており 、昨年度 の実績 を踏まえ、
今次定例会に予算の補正をお願いしております。
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、西仙北地域強首地区では築堤等工事を、
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寺館大巻 地区では 築堤等 工事と二 ツ橋樋門 工事を、 南外地域 西板戸地 区では 築堤及び護
岸工事を 、協和地 域中村 芦沢地区 では築堤 等工事及 び芦沢樋 門工事を それぞ れ実施して
いただい ており、 また、 強首地区 及び協和 地域岩瀬 湯ノ沢地 区におい て樋管 設計等を実
施中と伺っております。
雄物川 中流部改 修事業 について は、本年 度、繰越 事業費等 を含めて 多額の 国予算を計
上してい ただいて おり、 河川改修 がこれま でになく スピード アップし て行わ れていると
感じております。
なお、 神岡地域 や西仙 北地域の 地元自治 会や協議 会では、 河川改修 の整備 促進につい
て一層の 促進を求 め、９ 月から１ １月にか けて東北 地方整備 局及び国 土交通 本省等へ要
望活動を行っていただいております。
本年度 から本格 的な改 良工事に 着手して いる主要 地方道神 岡南外東 由利線 の南外地域
下袋バイ パスにつ いては 、１２月 末には湯 ノ又地区 のミニバ イパス区 間、延 長約４００
ｍが開通する予定と伺っております。
歩道整 備事業に つきま しては、 国道１０ ５号大曲 地域四ツ 屋地区の 本年度 分の整備が
１０月で 完了し、 主要地 方道角館 六郷線の 太田地域 伊勢堂地 区につい ては、 用地補償が
進められてい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。
大花町 と大曲丸 子町を 結ぶ昭代 橋に布設 の上水道 配水管で 発生した 漏水に つきまして
は、大曲 地域で最 大の口 径の配水 管である ため、修 繕に伴う 大規模な 水道水 の濁りの発
生が懸念 されまし たが、 ９月２９ 日から翌 未明にか けての修 理業者に よる迅 速な作業の
結果、濁り水を最小限に抑えることができております。
上水道 事業に係 る工事 につきま しては、 大曲通町 地内の消 火栓移設 工事及 び飯田字家
ノ前地内 、大花町 地内、 大曲花園 町地内の 配水管改 良工事に ついては 、１１ 月上旬まで
に完了しております。
また、 西根字鳥 居地内 の増圧ポ ンプ増設 工事につ いては発 注を終え ており 、１２月下
旬の完了予定となっております。
県の大 曲橋架け 替え事 業に伴う 雄物川左 岸の配水 管連絡工 事、既存 取水施 設撤去に伴
う護岸復旧工事については、１０月下旬までに完了しております。
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、最 後の工事１
件について１２月上旬までの発注を予定しております。
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簡易水 道事業に ついて は、第３ 回定例会 で予算の 補正をい ただいた 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、１０月上旬に発注を終え、年度末の完了を予定しております。
公共下水道事業については、大曲、南外地域において補助・単独合わせて９月に７件、
１０月に ２件の管 渠工事 を追加発 注してお ります。 全体の発 注件数は ２５件 となり、こ
のうち１３件が完了しております。
次に、教育委員会関係についてであります。
子供た ちの学力 の状況 につきま しては、 ４月に実 施された 全国学力 ・学習 状況調査の
結果が８ 月２８日 に文部 科学省か ら発表さ れ、本市 でも既に 資料等で 報告し ております
が、小・ 中学校と もに良 好な状況 が維持さ れており 、子供た ちの頑張 りはも とより、家
庭や地域 が学校と 一体と なって子 供たちの 生活や学 習の環境 整備に取 り組ん でいる成果
であると捉えております。
防災教 育につき まして は、本年 度、新規 事業とし て展開し ている「 だいせ ん防災教育
『生き抜 く力育成 』事業 」の中核 をなす避 難所開設 にかかわ る訓練を ９月１ ７日・１８
日の両日 、平和中 学校を 会場に実 施してお ります。 地域自主 防災組織 や地域 住民のご協
力をいた だき、警 察、消 防等関係 機関との 連携によ り、中学 生サミッ トのメ ンバーも含
め約３００人が参加しております。
さらに、平和中学校の取り組みをモデルとして、１０月１８日には神岡小学校が、
１０月３ １日には 大曲中 学校が地 域住民や 関係機関 と連携し て避難所 開設に 関する訓練
を実施しております。
このよ うに、モ デル的 な取り組 みの成果 と課題が 市内の全 小・中学 校に共 有され、今
後ますます充実した訓練と防災教育が展開されていくことを期待しております。
また、 防災教育 の深ま りを支え る被災地 との交流 活動につ きまして は、９ 月から１０
月にかけ て、大曲 、平和 、中仙、 南外、太 田の各中 学校が地 域の協力 などの もとにそれ
ぞれ特色ある活動を展開しております。
昨年度 から実施 してい る「はい さい・め んそーれ 糸満・大 仙子ども 交流事 業」につき
ましては 、１０月 ２１日 から２５ 日まで、 西仙北小 ・中学校 等におい て実施 しておりま
す。これ は、沖縄 県糸満 市教育委 員会が児 童生徒及 び教職員 等５２名 を本市 に派遣し、
普段どお りの学校 生活の 中で授業 を受ける 「学びの 体験事業 」を実施 したい との依頼を
受けたものであります。
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また、 教員の人 事交流 を縁に平 成２２年 度から続 いており ます沖縄 県南城 市からの教
育関係者 の視察に ついて は、５月 と１０月 の２回に わたり総 勢２１名 が、本 市の幼・小
・中学校を訪れ交流を行っております。
子供たちの夢の実現意欲を育む、こころのプロジェクト「夢の教室」につきましては、
本年度最後の教室を１１月６日・７日の両日、７小学校の４、５、６年生を対象に、
は がわ

チェリストの羽川真介氏を講師に迎えて開催しております。
学習指 導の充実 のため の取り組 みにつき ましては 、各学校 が公開研 究会を 開催し、全
国からの 参加者を 得て取 り組みの 成果を発 信するこ とにより 、教員の 研修の 充実を図っ
ております。
１１月 １４日に は、西 仙北小学 校と西仙 北中学校 が、文部 科学省の 研究指 定を受けて
取り組ん だ学力向 上にか かわる研 究実践を 、１１月 ２１日に は、大曲 中学校 が他の協力
校ととも に取り組 んだ、 同じく文 部科学省 研究指定 の英語授 業改善に かかわ る研究実践
を公開し、同省の教科調査官等から指導助言及び講話をいただいております。
さらに 、明日１ １月２ ９日には 、第４５ 回全国小 中学校環 境教育研 究大会 秋田県大会
として、 藤木小学 校、角 間川小学 校、大曲 南中学校 が授業を 公開し、 大曲市 民会館で全
体会を行 う予定で ありま す。文部 科学省、 環境省、 国土交通 省、秋田 県教育 委員会など
から指導 をいただ ける稀 有な研究 会で、本 市の関係 各校の環 境教育へ の取り 組みが一層
充実するよう期待しております。
なお、県外からの教育行政視察希望は、１１月２２日現在、予定も含め５７団体
３００名 と昨年度 に次ぐ 数となっ ており、 さらに、 公開研究 会への県 外から の参加者は
７２名で あります 。市と しては全 国各地の 教育事情 を学ぶこ とができ 、本市 の取り組み
を見直す貴重な機会となっていると考えております。
ＰＴＡ 活動につ きまし ては、９ 月９日に 大仙市Ｐ ＴＡ連合 会第１３ 回研修 会が開催さ
れ 、 秋 田 ノ ー ザ ン ハ ピ ネ ッ ツ テ ク ニ カ ル ・ デ ィ レ ク タ ー の 長 谷 川 誠 氏 を 講 師 に 迎 え、
「バスケ ットを通 して見 えた世界 」と題し ての講演 をいただ いたほか 、１１ 月２５日の
第１４回 研修会で は、地 域や小・ 中学校と の連携に 取り組ん でいる太 田南小 学校の研修
視察を行っております。
学校給 食センタ ーの食 中毒再発 防止につ きまして は、衛生 管理の見 直しと 改善を図っ
ハ

サ

ツ

プ

ておりま すが、食 品の安 全性を確 保する衛 生管理の 手法の一 つである ＨＡＣ ＣＰの導入
について は、９月 に秋田 県版ＨＡ ＣＣＰ導 入作業部 会を設置 し、衛生 管理マ ニュアルの

- 20 -

再点検を行っております。
これま で、他県 での学 校給食セ ンターへ のＨＡＣ ＣＰ導入 について 研修を 実施するな
どしてま いりまし たが、 １２月に は大仙保 健所から 認証に向 けた具体 的な指 導をいただ
き、年明けには県への申請を予定しております。
なお、 １０月か らノロ ウイルス の流行期 に入って おります が、学校 給食セ ンター従事
全職員の毎月の定期検査、日々の健康調査を強化し、感染防止に努めてまいります。
生涯学習の推進につきましては、１０月６日に、プロ棋士を招いて「子ども囲碁大
会」を開 催し、参 加した ５０人の 子供たち には成績 によりそ れぞれ級 位の認 定状が日本
棋院から交付されております。
西仙北 地域で開 催され た東北将 棋大会に つきまし ては、１ １月９日 ・１０ 日の学生大
会に東北 の７大学 から５ １人、１ １月１０ 日の市長 杯争奪戦 の各部門 に県内 外から９４
人が参加し、それぞれ熱戦が繰り広げられたところであります。
芸術文 化関係に つきま しては、 大曲交流 センター を会場に 、１０月 ２８日 ・２９日、
大曲地域 芸能発表 と創作 展、１１ 月９日・ １０日は 芸能発表 を中心と した大 仙市芸術祭
が開催さ れ、市内 の芸術 文化協会 会員同士 の交流を 図ったほ か、多く の市民 の方々に鑑
賞いただいております。
また、 １０月５ 日の市 民短歌大 会には、 一般から ７６首が 寄せられ たほか 、１１月８
日には市民俳句大会を開催し、俳句大会では市内の中学生にも投句を呼びかけたところ、
大曲、南 外、太田 の各中 学校生徒 から過去 最高とな る昨年の ３倍に近 い１７ ６句が寄せ
られ、一般の１７４句と合わせて３５０の投句をいただいております。
このほ か、サン クエス ト大曲で は１０月 ５日・６ 日に作品 展示やバ ザー、 サークル発
表会を行 い、はぴ ねす大 仙でも１ １月３日 に芸能発 表、作品 展示、書 道パフ ォーマンス
を行って おります 。また 、ペアー レ大仙で は、１１ 月２日・ ３日に大 曲交流 センターで
の作品展示、１１月１７日には大曲市民会館での舞台発表を行っております。
５月１ ２日から 市内８ カ所で開 催した出 前民謡「 ふるさと 民謡めぐ り」に ついては、
１１月１ ６日の中 仙地域 での開催 をもって 全日程が 終了し、 延べ１， ７００ 名を超える
市民の方々にお楽しみいただいております。
来年、 秋田県を 会場に 開催され る第２９ 回国民文 化祭につ きまして は、大 仙市実行委
員会第２ 回総会を １０月 １８日に 旧池田氏 庭園で開 催し、市 主催の旧 池田氏 庭園秋の園
遊会、囲 碁サミッ ト、「 秋田の美 ×写真の 力」の３ 事業につ いて、そ れぞれ の企画委員
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会から実施計画の詳細が報告されております。
文化財 保護につ きまし ては、昭 和５２年 まで大曲 地域の蛭 川渡船場 で使用 され、花館
と蛭川地 区の歴史 を築い てきた平 底の川舟 としては 東北最大 級の「蛭 川渡船 場の渡しぶ
ね」を、９月２５日付けで市有形民俗文化財に新たに指定しております。
また、 来年２月 から３ 月までの １カ月間 、新県立 美術館で 開催され る秋田 県・甘粛省
友好提携３０周年記念文化交流展に、県指定文化財の鈴木空如筆法隆寺金堂壁画模写や、
国宝線刻千手観音等鏡像が展示される予定となっております。
スポー ツ振興に つきま しては、 第３５回 全県５０ ０歳野球 大会が９ 月２８ 日から１０
月２日ま での５日 間、神 岡野球場 を主会場 に市内８ 地域１８ 会場で開 催され 、全県各地
から過去最多となる１７９チームが参加し熱戦が繰り広げられたところであります。
なお、 決勝戦の 模様は 、ＮＨＫ 秋田放送 局のラジ オ放送で 実況中継 された ほか、民放
テレビ局のクイズ番組に特色ある大会として取り上げられております。
市内各スキー場のオープンについては、大台スキー場と協和スキー場が１２月２１日、
大曲ファ ミリース キー場 が２３日 を予定し ており、 本年度も 児童生徒 が雪国 のスポーツ
を通して 体力づく りが行 えるよう 、市内の 小学生、 中学１・ ２年生及 び養護 学校生を対
象に、無料のリフトシーズン券を配布することとしております。
最後に、平成２６年度当初予算編成について申し上げます。
来年度 は、現在 進めら れている 大曲通町 地区第一 種市街地 再開発事 業につ いて、現在
の仙北組 合総合病 院の解 体工事を はじめと する南街 区の整備 に着手す るほか 、西部学校
給食セン ター建設 事業、 大曲仙北 広域市町 村圏組合 が事業主 体の中央 斎場改 築事業及び
社会福祉 法人大仙 ふくし 会による 特別養護 老人ホー ム峰山荘 改築事業 への支 援など、大
型の建設事業が予定されていることから、一般会計における平成２６年度当初予算額は、
現時点で本年度と同規模の４７０億円前後となるものと見込んでおります。
一方、 合併特例 期間も 来年度が 最終年度 となり、 平成２７ 年度以降 に普通 交付税等の
大幅な削 減が予定 されて いること から、一 層の行財 政改革を 進めてい かなけ ればならな
いものと考えております。
これま での各年 度にお ける行政 改革の取 り組みに より、公 債費につ いては 、公債費負
担適正化 計画を踏 まえた 市債発行 額の抑制 により償 還額が年 々減少し ている ほか、職員
人件費に ついても 、定員 適正化計 画に沿っ た職員数 の適正化 により減 少して おります。
来年度 において も、行 財政改革 の取り組 みを引き 続き進め ながら、 限られ た財源をよ
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り有効に 活用し、 市民の ニーズや 社会情勢 を的確に 反映させ た予算を 構築す るよう編成
作業を進めてまいります。
なお、 予算編成 の重点 ポイント として、 市民や時 代のニー ズを踏ま えた事 業の最適化
及び再構 築、市の 発展・ 成熟期に 向けての 選択と集 中による 施策の推 進、将 来都市像を
見据えた 財政健全 化への 取り組み と財源確 保、市単 独補助金 ・公共施 設の抜 本的な見直
し、部局 間の連携 と職員 のさらな る意識改 革の５項 目を定め 、これに 従った 編成作業に
取り組んでまいりたいと思います。
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 お願いを 申し上げ まして 、市政報告
とさせていただきます。
長時間ありがとうございました。
【栗林市長

○議長 （橋村

誠）

降壇】

本 会議の 途中であ りますが 、この際 、暫時休 憩いたし ます。１１時

２０分に再開いたします。
午前１１時１０分

休

憩

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

再

開

○議長（橋村

誠）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長 （橋村

誠）

次 に、日 程第５、 議案第１ ４４号及 び日程第 ６、議案 第１４５号の

２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
○市長 （栗林次 美）

登壇】

議 案第１ ４４号及 び議案第 １４５号 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。
本２案 は、当市 人権擁 護委員の うち、大 曲地域の 鈴木祐子 氏と杉山 美紀子 氏の任期が
来たる平 成２６年 ３月３ １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、両氏 を再推薦 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。
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以上、 ご説明を 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（橋村

誠）

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（橋村

誠）

質疑なしと認めます。

お諮り いたしま す。本 ２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 （橋村

誠）

ご 異議な しと認め ます。よ って本２ 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（橋村

誠）

討論なしと認めます。

これよ り議案第 １４４ 号及び議 案第１４ ５号の２ 件を一括 して採決 いたし ます。本２
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 （橋村

誠）

ご 異議な しと認め ます。よ って本２ 件は、同 意するこ とに決しまし

誠）

次 に、日 程第７、 議案第１ ４６号か ら日程第 ３３、議 案第１７２号

た。

○議長 （橋村

までの２７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。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。
はじめに、３ページと４ページになります。
議案第 １４６号 、大仙 市一般職 の職員の 給与に関 する条例 の一部を 改正す る条例の制
定につい ては、一 般職の 職員の給 与に関す る法律が 改正され 、国家公 務員に おいては、
５０歳代 後半層に おける 給与水準 の上昇を 抑制する 措置を講 ずること とし、 本市におい
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てもこれに倣い同様の措置を講ずるもので、勤務成績が特に良好である場合を除き、
５５歳を 超えた職 員の昇 給を停止 するもの で、平成 ２６年１ 月１日か ら施行 するもので
あります。
次に、５ページから８ページまでになります。
議案第 １４７号 、大仙 市税条例 の一部を 改正する 条例の制 定につい ては、 地方税法施
行令及び 地方税法 施行規 則が改正 され、一 部を除き 平成２８ 年１月１ 日から 施行される
ことなどに伴い、税条例の改正を行うものであります。
市民税 について は、市 外転出者 の年金か ら特別徴 収を行う ことがで きると されたこと
や年金か らの仮特 別徴収 額の計算 方法が定 められた ことに伴 う規定の 整備を 行うほか、
上場株式等の配当所得等の課税の特例にかかわる規定の整備を行うものであります。
入湯税 について は、灯 油価格の 値上がり 並びに東 日本大震 災や長引 く経済 不況等によ
る経営負担の軽減を目的として行っている日帰り入浴における入湯税を１５０円から
５０円とする低減措置を、引き続き２年間継続するものであります。
入湯税 の税率低 減は平 成２６年 ４月１日 から、地 方税法施 行令等の 改正に 伴う改正規
定は、所 要の経過 措置を 設け、一 部を除き 平成２８ 年１月１ 日から施 行する ものであり
ます。
次に、９ページから１１ページまでになります。
議案第１４８号、大仙市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定については、
地方税法 施行令等 の改正 に伴うも ので、市 税条例と 同様に上 場株式等 の配当 所得等の課
税特例に かかわる 規定を 整備する ほか、所 要の規定 の整理を 行うもの で、一 部を除き平
成２９年１月１日から施行するものであります。
次に、１２ページと１３ページになります。
議案第 １４９号 、大仙 市移動通 信用鉄塔 設置条例 の一部を 改正する 条例の 制定につい
ては、携 帯電話の 不感地 帯の解消 を目的に 西仙北地 域に整備 している 西仙北 大沢郷栩ケ
平無線局 を平成２ ６年２ 月１日か ら供用開 始するた め、条例 規定する もので あります。
次に、１４ページと１５ページになります。
議案第 １５０号 、大仙 市営住宅 条例の一 部を改正 する条例 の制定に ついて は、配偶者
からの暴 力の防止 及び被 害者の保 護に関す る法律、 いわゆる 配偶者暴 力防止 等法の改正
に伴う市 営住宅入 居者資 格要件の 拡充を行 うもので 、配偶者 に加え、 共同生 活をする相
手から暴 力を受け た者を 対象に加 えるなど の改正を 行うほか 、消費税 法及び 地方税法の
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改正に伴 い消費税 率が３ パーセン ト引き上 げられる ことから 、市営住 宅の駐 車場使用料
に関し、 笑の口住 宅につ いては１ カ月当た り３，０ ００円を ３，０８ ０円に 、舟場町住
宅などについては１，３００円を１，３３０円に改めるものであります。
入居者 資格要件 の拡充 について は、平成 ２６年１ 月３日か ら、駐車 場使用 料の改正に
ついては、平成２６年４月１日から施行するものであります。
なお、 消費税率 の改定 に伴う他 の関係条 例の改正 について は、後程 の消費 税関係の整
備条例に おいて、 まとめ て改正を いたしま すが、本 案につい ては消費 税以外 の改正を含
むことから、整備条例と分けて個別に条例改正するものであります。
次に、１６ページと１７ページになります。
議案第 １５１号 、大仙 市地域の 元気臨時 交付金基 金条例の 制定につ いては 、国の緊急
経済対策 において 、公共 事業にか かわる地 方負担の 軽減を目 的に創設 された 元気臨時交
付金の一 部を平成 ２６年 度の建設 公債対象 事業の財 源に充て るため、 基金を 設置するも
ので、公布の日から施行し、平成２６年度をもって廃止するものであります。
次に、１８ページから２０ページまでになります。
議案第 １５２号 、大仙 市子ども ・子育て 会議条例 の制定に ついては 、子ど も・子育て
支援法の規定に基づき、子ども・子育て支援に関する事業計画を策定するため、保護者、
事業主、 労働者、 子ども ・子育て 支援関係 者など１ ５人以内 で組織す る大仙 市子ども・
子育て会議を設置するもので、公布の日から施行するものであります。
なお、 附則にお いて、 最初に任 命する委 員の任期 の特例を 定めるほ か、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 し、委 員報酬とし
て日額６，１００円を条例規定するものであります。
次に、２１ページから１１８ページまでになります。
議案第 １５３号 から議 案第１５ ６号まで について は、平成 ２６年４ 月１日 から消費税
及び地方 消費税の 税率が 合わせて ３パーセ ント引き 上げられ ることに 伴い、 関係条例の
整備に関する条例の制定についてであります。
２１ペ ージから ２３ペ ージまで の議案第 １５３号 について は、総務 部及び 市民部所管
の公共施 設にかか わる５ 条例の使 用料等の 額を改定 するもの 、２４ペ ージか ら５０ペー
ジまでの 議案第１ ５４号 について は、企画 部及び農 林商工部 所管の公 共施設 にかかわる
３９条例の使用料等の額を改定するもの、５１ページから９９ページまでの議案第
１５５号 について は、健 康福祉部 及び生涯 学習部所 管の公共 施設にか かわる ４１条例の
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使用料等 並びに市 立大曲 病院の手 数料等の 額を改定 するもの 、１００ ページ から１１８
ページま での議案 第１５ ６号につ いては、 建設部所 管の公共 施設にか かわる ７条例の使
用料等、 上下水道 部の簡 易水道料 金、農業 集落排水 、下水道 及び戸別 浄化槽 の使用料並
びに水道局の水道料金を改定するものであります。
なお、 附則にお いて、 公共施設 にかかわ る所要の 経過措置 を設ける ほか、 簡易水道及
び水道料金にあっては、平成２６年５月分から適用する経過措置を設け、農業集落排水、
下水道及 び戸別浄 化槽の 使用料に あっては 、料金統 一を段階 的に行っ ている ことから、
この改定 時期に当 たる平 成２６年 ６月から 適用する 経過措置 を設け、 平成２ ６年４月１
日から施行するものであります。
次に、１１９ページから１２３ページになります。
議案第 １５７号 から議 案第１６ １号まで は、指定 管理者の 指定につ いてで あります。
１１９ページの議案第１５７号は、協和モーターサイクル場の指定管理者に秋田県
モーター スポーツ 振興会 を指定す ることに ついて、 １２０ペ ージの議 案第１ ５８号は、
ふれあい 体育館、 仙北球 場、仙北 健康広場 の一部、 仙北第二 体育館の 指定管 理者に株式
会社オー エンスを 指定す ることに ついて、 １２１ペ ージの議 案第１５ ９号は 、南外体育
館、南外 運動場、 南外山 村運動広 場、南外 テニスコ ートの指 定管理者 に厚生 ビル管理株
式会社を 指定する ことに ついて、 １２２ペ ージの議 案第１６ ０号は、 大曲駅 東駐車場、
大曲駅前 自転車駐 車場、 大曲駅東 自転車駐 車場の指 定管理者 にテルウ ェル東 日本株式会
社を指定 すること につい て、１２ ３ページ の議案第 １６１号 は、南外 ふれあ いパークの
指定管理 者に厚生 ビル管 理株式会 社を指定 すること について 、それぞ れ議会 の議決をお
願いするものであります。
また、 指定期間 は、議 案第１５ ７号から 議案第１ ５９号ま で及び議 案第１ ６１号につ
いては平 成２６年 度から ５年間、 議案第１ ６０号の 駐車場施 設は平成 ２６年 度から３年
間であります。
次に、１２４ページになります。
議案第 １６２号 、平成 ２５年度 大仙市ス キー場事 業特別会 計への繰 入額の 変更につい
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 金の上限を
変更するもので、スキー場事業特別会計の繰入額の上限を２００万円増額し、
７，３９６万４千円以内に改めるものであります。
続いて、資料Ｎｏ．２の平成２５年度大仙市補正予算〔１２月補正〕をご覧願います。
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１ページになります。
議案第 １６３号 、平成 ２５年度 大仙市一 般会計補 正予算（ 第５号） につい て、ご説明
を申し上げます。
今回の 補正予算 は、人 事異動等 による人 件費、法 人立保育 所補助金 、大仙 市第三セク
ター出資金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２億
７，５８ ６万６千 円を追 加し、補 正後の予 算総額を ４９４億 ４，２２ １万７ 千円とする
ものであります。
また、 ５ページ の債務 負担行為 について は、子ど も・子育 て支援電 子シス テム構築経
費、南外 ふれあい パーク 指定管理 料、南外 体育館等 指定管理 料及び仙 北健康 広場等指定
管理料の追加について補正をお願いするものであります。
それで は、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 ご説明を申
し上げます。
１０ページになります。
１０款地方交付税は、普通交付税として８６３万７千円の補正、１４款国庫支出金は、
自立支援 医療給付 費負担 金、地域 の元気臨 時交付金 及び子育 て支援交 付金と して、合わ
せて１億 ６，００ ２万４ 千円の補 正、１５ 款県支出 金は自立 支援医療 給付費 負担金、保
育士等処遇改善臨時特例事業費補助金などとして、合わせて２，５５８万３千円の補正、
１７款寄 附金は民 生費寄 附金、教 育費寄附 金として ４０万６ 千円の補 正、１ ９款繰越金
は前年度繰越金として３，０００万円の補正、１２ページになります。
２０款諸収入は、財産処分納付金、療養給付費負担金返還金などとして、合わせて
４，０２ １万６千 円の補 正、２１ 款市債は 雇用助成 事業債と して１， １００ 万円の補正
であります。
次に、歳出についてご説明申し上げます。
１３ページになります。
１款議 会費は、 １，５ ２６万５ 千円の減 額補正で 、議員報 酬の削減 に伴う ものであり
ます。
１４ページになります。
２款総 務費は、 ９，９ ３７万円 の補正で 、主な内 容として 、職員人 件費は 職員の異動
等に伴う 減額補正 、地域 の元気臨 時交付金 基金積立 金は国の 平成２４ 年度補 正予算にお
いて創設 された地 域の元 気臨時交 付金の追 加配分を 基金に積 み立てし 、平成 ２６年度の
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市債発行事業に充当し、地方債発行の軽減を図るものであります。
選挙費 について は、参 議院議員 通常選挙 、秋田県 知事選挙 、大仙市 長選挙 、大仙市議
会議員一般選挙にかかわる経費等の減額補正であります。
１６ページになります。
３款民 生費は、 １億３ ，１３５ 万７千円 の補正で 、主な内 容として 、既存 介護施設ス
プリンク ラー等設 備整備 費補助金 は、大曲 地域のグ ループホ ームにお ける財 産処分に伴
う国庫補 助金の納 付金で ３０４万 ７千円の 補正、地 域児童健 全育成推 進事業 費は、花館
小学校の 放課後児 童クラ ブの拡張 工事を行 うもので ７７万円 の補正、 法人立 保育所補助
金は、平 成２６年 ４月か ら開園を 予定して いる太田 地域の認 定こども 園での 給食受入室
の改修等 経費及び 市内の 認可保育 所に勤務 する保育 士等４９ ９名を対 象に交 付する国の
保育士等処遇改善事業補助金として４，２７２万８千円の補正であります。
１７ページになります。
４款衛 生費は、 ２，５ ５８万１ 千円の減 額補正で 、主な内 容として 、後期 高齢者医療
費等負担 金は広域 連合に 対する事 務費の負 担金が確 定したこ とから１ ４６万 ８千円の減
額補正であります。
１８ページになります。
５款労働費は、１，１５７万５千円の補正で、主な内容として、大仙市雇用助成金は、
対象者が当初見込みを上回ることから１，１００万円の補正であります。
１９ページになります。
６款農 林水産業 費は、 １，５２ １万２千 円の補正 で、主な 内容とし て、産 地づくり推
進事業費は、ほ場整備後の地力増進作物面積や振興作物等の作付面積に対する助成金で、
今般、面積等の実績が確定したことから１００万１千円の補正であります。
２０ページになります。
７款商 工費は、 １，４ ７９万４ 千円の補 正で、主 な内容と して、大 仙市第 三セクター
出資金は、物産中仙株式会社への出資金として３，０００万円の補正であります。
なお、 会社の経 営状況 等につい ては、本 日、本会 議終了後 の全員協 議会で 経営改善策
と併せてご説明をさせていただきます。
２１ページになります。
８款土 木費は、 ６，１ １４万８ 千円の補 正で、主 な内容と して、道 路維持 管理費は、
市道の維 持管理に かかわ る電気料 及び修繕 料として ２，５２ ７万円の 補正、 大曲駅東駐
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車場管理運営費は、駐車場出入り口の管制装置の購入経費として１９９万５千円の補正、
住宅リフ ォーム支 援事業 費は、申 請件数が 当初見込 みを上回 ることか ら５３ １万２千円
の補正であります。
２２ページになります。
９款消 防費は、 職員の 異動等に 伴う人件 費の補正 で、７４ ６万４千 円の減 額補正であ
ります。
２３ページになります。
１０款教育費は、９２８万円の減額補正で、主な内容として、教育文化基金積立金は、
去る１０ 月１３日 に開催 された小 松英典さ んのコン サートの 収益金の 寄附を 受けて３７
万８千円 の補正、 校舎等 維持補修 及び施設 整備費は 、小学校 と中学校 校舎の 維持補修経
費で、小 学校分が ５９９ 万７千円 、中学校 分が２９ ９万７千 円の補正 、教育 振興費補助
金は、大 会派遣に 係る補 助金で、 小学校分 として１ １３万円 、中学校 分とし て３０４万
５千円の補正、国民文化祭関連事業費は、平成２６年秋に開催される市主催事業のうち、
「秋田の美×写真の力」開催準備経費として８１万６千円の補正であります。
続いて、３１ページになります。
議案第 １６４号 、平成 ２５年度 大仙市国 民健康保 険事業特 別会計補 正予算 （第２号）
は、職員 人件費並 びに療 養給付費 、高額療 養費及び 前期・後 期高齢者 関係事 務費等の補
正を行う もので、 歳入歳 出予算の 総額にそ れぞれ２ ，７４３ 万６千円 を追加 し、補正後
の予算総額を１０３億２，６３１万９千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、歳入から順にご説明を申し上げます。
３６ページになります。
３款国庫支出金は、療養給付費負担金及び財政調整交付金として、合わせて
８，７８７万円の補正、４款療養給付費交付金は、１億８，５９０万３千円の減額補正、
６款県支 出金は、 都道府 県財政調 整交付金 として１ ，９３５ 万１千円 の補正 、９款繰入
金は、職 員給与費 等繰入 金として ２２１万 円の減額 補正、１ ０款繰越 金は、 前年度繰越
金として１億８３２万８千円の補正であります。
次に、歳出についてご説明を申し上げます。
３８ページになります。
１款総 務費は、 職員の 異動等に 伴う職員 人件費の 補正で、 ２２１万 円の減 額補正であ
ります。
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３９ページになります。
２款保険給付費は、決算見込みによる補正であります。
４０ページになります。
３款後 期高齢者 支援金 等は、後 期高齢者 関係事務 費拠出金 について 支援金 事務費単価
の増により、１万３千円の補正であります。
４１ページになります。
４款前 期高齢者 納付金 等は、前 期高齢者 納付金及 び前期高 齢者関係 事務費 拠出金の確
定に伴い、合わせて４１万５千円の補正であります。
続いて、４５ページになります。
議案第１６５号、平成２５年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、
職員人件 費及び後 期高齢 者医療広 域連合納 付金につ いて補正 を行うも ので、 歳入歳出予
算の総額 にそれぞ れ１６ 万７千円 を追加し 、補正後 の予算総 額を８億 ６，０ ９０万７千
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、歳入から順にご説明を申し上げます。
５０ページになります。
３款繰 入金は、 事務費 繰入金及 び保険基 盤安定繰 入金とし て２６５ 万７千 円の減額補
正、４款繰越金は、前年度繰越金として２８２万４千円の補正であります。
次に、歳出についてご説明を申し上げます。
５１ページになります。
１款総務費の職員人件費は、職員の異動等に伴い、８万９千円の補正であります。
５２ページになります。
２款後 期高齢者 医療広 域連合納 付金は、 過年度繰 越分の保 険料の広 域連合 への納付及
び保険料 軽減相当 分の額 の確定に 伴う負担 金の変更 により、 ７万８千 円の補 正でありま
す。
続いて、５５ページになります。
議案第 １６６号 、平成 ２５年度 大仙市土 地区画整 理事業特 別会計補 正予算 （第２号）
は、職員 人件費に ついて 補正を行 うもので 、歳入歳 出予算の 総額から それぞ れ９９９万
４千円を減額し、補正後の予算総額を２２億７，８６４万５千円とするものであります。
続いて、６５ページになります。
議案第 １６７号 、平成 ２５年度 大仙市学 校給食事 業特別会 計補正予 算（第 ５号）は、
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職員人件 費、車両 費、管 理及び運 営費につ いて補正 を行うも ので、歳 入歳出 予算の総額
からそれ ぞれ３９ 万１千 円を減額 し、補正 後の予算 総額を１ ０億１， ０５５ 万９千円と
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、歳入から順にご説明を申し上げます。
７０ページになります。
２款繰入金は、一般会計繰入金として３９万１千円の減額補正であります。
次に、歳出についてご説明を申し上げます。
７１ページになります。
１款給 食事業費 の職員 人件費は 、職員の 異動に伴 い６６２ 万６千円 の減額 補正、車両
費は、配 送車の購 入経費 として７ ３万円の 補正、管 理及び運 営費は、 中仙学 校給食セン
ターのトイレ改修等経費として５５０万５千円の補正であります。
続いて、７５ページになります。
議案第 １６８号 、平成 ２５年度 大仙市簡 易水道事 業特別会 計補正予 算（第 ３号）は、
職員人件 費につい て補正 を行うも ので、歳 入歳出予 算の総額 からそれ ぞれ１ ９１万９千
円を減額し、補正後の予算総額を１０億７，９３５万５千円とするものであります。
続いて、８５ページになります。
議案第１６９号、平成２５年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、
職員人件 費につい て補正 を行うも ので、歳 入歳出予 算の総額 からそれ ぞれ１ ７４万２千
円を減額 し、補正 後の予 算総額を １７億３ ，７４５ 万９千円 とするも のでご ざいます。
続いて、９５ページになります。
議案第 １７０号 、平成 ２５年度 大仙市特 定環境保 全公共下 水道事業 特別会 計補正予算
（第２号 ）は、職 員人件 費につい て補正を 行うもの で、歳入 歳出予算 の総額 にそれぞれ
１０万２ 千円を追 加し、 補正後の 予算総額 を７億６ ，１３４ 万５千円 とする ものであり
ます。
続いて、１０５ページになります。
議案第 １７１号 、平成 ２５年度 大仙市農 業集落排 水事業特 別会計補 正予算 （第２号）
も職員人 件費につ いて補 正を行う もので、 歳入歳出 予算の総 額からそ れぞれ ２１７万８
千円を減額し、補正後の予算総額を１２億４，０７４万円とするものであります。
最後に、１１５ページになります。
議案第 １７２号 、平成 ２５年度 大仙市ス キー場事 業特別会 計補正予 算（第 ２号）は、
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スキー場 施設等の 修繕経 費の補正 を行うも ので、歳 入歳出予 算の総額 にそれ ぞれ２００
万円を追加し、補正後の予算総額を７，４０２万７千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、歳入から順にご説明を申し上げます。
１２０ページになります。
２款繰入金は、一般会計繰入金として２００万円の補正であります。
次に、歳出についてご説明を申し上げます。
１２１ページになります。
１款事業費は、スキー場運営費について、シーズン中の施設等の修繕経費として
２００万円の補正であります。
以上、 各議案に 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（橋村

誠）

降壇】

次に、日程第３４、議案第１７３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。
【伊藤院事務長
○病院 事務長（ 伊藤和保 ）

登壇】

そ れでは、 議案１７ ３号、平 成２５年 度市立大 曲病院事業会

計補正予算（第２号）について、ご説明申し上げます。
同じく 資料Ｎｏ ．２の １２３ペ ージから となって おります ので、お 開き願 いたいと思
います。
この度 の補正予 算につ きまして は、収益 的収入及 び支出の 予定額の 減額補 正でござい
ます。
看護職 員の入れ 替わり などによ りまして 不用額が 見込まれ ます給料 、手当 、法定福利
費などで 、合わせ て４２ ０万５千 円を給与 費から減 額しよう とするも のでご ざいます。
収入、支出の予定額から、この減額分の４２０万５千円をそれぞれ減額いたしまして、
病院事業 収益、費 用とも に補正後 の予定額 を９億９ ，３３８ 万６千円 にし、 収支差引ゼ
ロの予定額にするものでございます。
また、 給与費の 減額に 伴い、俗 に言われ ておりま す流用禁 止項目の 額も変 更となるも
のでございます。
内容に つきまし ては、 次の１２ ４ページ の補正予 算実施計 画で、ご 説明申 し上げたい
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と思いますので、お開き願います。
収入で は、第１ 款第２ 項医業外 収益のう ち、一般 会計から の繰入金 であり ます２目負
担金交付金から給与費で減額となる４２０万５千円を減額、補正後の額を４億
１，８４ ７万６千 円にし 、医業外 収益を２ 億１，９ ６２万２ 千円、病 院事業 収益を９億
９，３３ ８万６千 円に、 また、支 出では、 第１款第 １項医業 費用のう ちの１ 目給与費か
ら看護師 給料分で １６７ 万４千円 、看護師 などの手 当分で３ ３万６千 円、法 定福利費な
どで２１ ９万５千 円の合 わせて４ ２０万５ 千円を減 額し、補 正後の額 を５億 ５，０００
万１千円 にし、医 業費用 を９億４ ，８８８ 万２千円 、病院事 業費用を ９億９ ，３３８万
６千円にしようとするものでございます。
また１ ２３ペー ジの方 に戻って いただき たいと思 いますが 、補正予 算の第 ３条といた
しまして 今回の給 与費の 予定額変 更に伴い 、予算第 ７条で定 めており ます議 会の議決を
経なければ流用することのできない経費のうちの（１）職員給与費につきましても
４２０万５千円を減額し、５億５，０００万１千円に改めようとするものでございます。
以上、 平成２５ 年度市 立大曲病 院事業会 計補正予 算（第２ 号）につ いてご 説明申し上
げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。
【伊藤病院事務長

○議長（橋村

誠）

降壇】

次に、日程第３５、議案第１７４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】

それ では、資 料Ｎｏ． ２、補正 予算書の １３１ペ ージをお開き

願います。
議案第 １７４号 、平成 ２５年度 大仙市上 水道事業 会計補正 予算（第 ２号） につきまし
て、ご説明を申し上げます。
今回の 補正予算 は、人 事異動等 に伴う職 員給与費 の補正を お願いす るもの でございま
す。
内訳で ございま すが、 補正予算 第３条は 、収益的 収入及び 支出につ いて定 めた当初予
算第３条のうち、職員給与費を予定した同予算第７条において４２１万４千円を減額し、
補正後の職員給与費を１億４，９５９万５千円に改めるものでございます。
これに よりまし て、補 正予算第 ２条につ きまして も当初予 算第３条 のうち 支出の部、
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第１款上 水道事業 費第１ 項営業費 用におい て、同額 の４２１ 万４千円 を減額 し、支出の
総額を６億９，３８９万８千円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
し上げます。
【小松水道局長

○議長 （橋村

降壇】

誠）

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

誠）

お 諮りい たします 。議案等 調査のた め、１１ 月２９日 から１２月８

ました。

○議長 （橋村

日まで１０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 （橋村

誠）

ご 異議な しと認め ます。よ って、１ １月２９ 日から１ ２月８日まで

の１０日間、休会することに決しました。

○議長（橋村

誠）

以上で本日の日程は全て終了しました。

本日は これをも って散 会し、来 たる１２ 月９日、 本会議第 ２日を定 刻に開 議いたしま
す。
ご苦労様でした。
午前１１時５７分

散
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