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○議長（橋村

誠）

開

主

議

おはようございます。

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２号をもって進めます。

○議長（橋村

誠）

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番佐藤芳雄君。
（「議長」と呼ぶ者あり）
○議長（橋村

誠）

はい、１２番。
【１２番

○議長（橋村

誠）

佐藤芳雄議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。

○１２番（佐藤芳雄）

おはようございます。

だいせ んの会の 佐藤芳 雄でござ います。 だいせん の会を代 表いたし まして 一般質問を
させていただきます。
今日は 本当に快 晴であ りまして 、去年の 今頃は本 当に３０ ｃｍぐら いの雪 が降ったと
記憶して おります 。市民 の方々と 行き交い ますと、 今日天気 いくてい いなと 、雪降ねで
いいなと、本当に雪が降らなければいいなという感じでおります。
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私からは２つほどの質問でございますが、減反政策の廃止について。
減反政 策の廃止 につき ましては 、本当に 田舎の農 家の、中 小の農家 の方は 、本当に減
反があっ てよかっ たんじ ゃないか なという 感じに見 えまして 、何とか してく れよという
お願いもありました。
また、 投票率の 向上対 策に関し ては、昨 今、市議 会議員の 選挙があ りまし た。その中
でも本当 に市民の 、前の 大曲地域 の方々が 本当５０ ％を切っ た地域と ５０％ 前後の地域
がたくさ んあった わけで ございま す。どう してこん なに政治 に関心が ないの か、選挙に
関心がないのかということで質問をさせていただきます。
では最 初は、減 反政策 の廃止に ついてで ございま すが、政 府が５年 後を目 途に生産調
整、減反 を廃止し 、来年 度から補 助金を大 幅に見直 すことを 決めまし た。米 作りの自由
度を高め 、農家の 経営力 強化を図 る一方で 、余って いる主食 用米から 需要が 見込める飼
料用米などへの作付け誘導を進める狙いであると思っております。
しかし 、米を主 体とす る本県農 業への影 響は避け られず、 先行きに 戸惑い や不安を抱
く農家は 少なくあ りませ ん。これ まで続い た減反政 策が５年 後に廃止 される ことになっ
たが、こ の方針転 換を農 家は戸惑 いと混乱 を持って 迎えてお るわけで ござい ます。農政
の根幹で ある減反 政策の 廃止につ いて、市 長はどの ような感 想をお持 ちかお 伺いしたい
と思います。よろしくお願いします。
○議長（橋村

誠）

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】

佐藤芳雄議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 減反政策 の廃止 について でありま すが、政 府は米政 策を大き く転換 し、国によ
る生産調 整を５年 後の平 成３０年 度を目途 に廃止す ることや 補助金を 大幅に 見直す新た
な政策を決定しております。
米の生 産調整は 、昭和 ４５年に 始まり、 およそ半 世紀にわ たって農 政の根 幹を成して
きた政策 であり、 今回の 政策転換 は農業を 基幹産業 とし、と りわけ米 に大き く依存する
本市にとっては非常に影響の大きい決定であります。
今回の 決定が生 産過剰 による米 価の下落 や、これ までの日 本の農業 、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。
本市で は、これ までも 集落営農 の組織化 や法人化 、認定農 業者の支 援、新 規就農者の
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育成、若 手農業者 の表彰 制度など により、 大仙市農 業の担い 手育成に 力を注 いでまいり
ました。
また、 農業用機 械・施 設の導入 に対する 支援や圃 場整備事 業の積極 的な推 進などによ
り生活環 境の整備 を図っ てまいり ましたが 、今後は 産業振興 としての 農業と 地域振興と
しての農 地の維持 ・活用 、農村集 落と地域 コミュニ ティの維 持につい て、２ つの面から
の施策の展開を強化する必要があると考えております。
産業振 興として の農業 について は、農業 法人や地 域の中心 となる大 規模家 族経営体に
農地の集積を進め、規模拡大による生産コストの低減を図るとともに、転作の面をカ
バーする ため国民 の主要 な穀物の 一つであ る大豆の 生産振興 に努めて まいり たいと考え
ておりま す。幸い 市内に は大豆の 研究を行 う国の機 関がある ことから 、その 技術を農家
に還元し 、高収量 ・高品 質の大豆 生産を可 能にし、 農業収入 の拡大が 図られ るような仕
組みづくりを現在検討しております。
地域振 興として 、主に 中山間地 農業の支 援として は、少な い費用で 農家自 らも参加し
て生産基盤の整備を行う市単独の「小規模集落元気な地域づくり基盤整備事業」として、
これまで 西仙北地 域の円 行寺地区 では車両 の通行が 困難であ った橋梁 の改修 と農道の拡
幅整備、 再利用製 品を利 用した水 路整備、 軟弱地盤 解消のた めの暗渠 と水田 の整地、ま
かど が さわ

た、南外 地域の門 ヶ沢地 区では、 頭首工の 補修、た め池の浚 渫、用水 路及び 道路の整備
などを実施しております。
また、 県が行う 「中山 間地域農 業活性化 緊急基盤 整備事業 」では、 大曲地 域の余目地
区で、用 水路及び 排水路 の整備、 農道整備 、水田の 整地と暗 渠排水な どを実 施しており
ます。
こうし た取り組 みを加 速させ、 生産調整 廃止まで に大規模 化や規模 拡大に 制約のある
中山間地 域の生産 基盤の 整備に力 を注ぎ、 農業が継 続できる ような環 境の整 備に努めて
まいります。
規模拡 大が難し い地域 では、こ れまでも 会社勤め の収入に 加え、農 業収入 により生計
を維持し てきた農 家が多 く、農業 収入の減 少により 離農・転 居が起こ り、こ れまで築き
上げてき た農村集 落と地 域コミュ ニティが 崩壊しな いか心配 しており ます。 その対策と
して来年 度から導 入され る国の日 本型直接 支払い、 これがこ れまでの 農地・ 水支払交付
金制度と 、ほぼ内 容が同 じことか ら、これ を最大限 活用する とともに 、農業 者以外の参
加を促し て農村集 落のコ ミュニテ ィ機能の 維持を図 るための 支援を来 年度予 算で検討し
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てまいります。
これま での政策 により 大規模化 を進め、 大型の農 業機械や 農業用施 設を導 入してきた
農業法人 であって も、今 回の生産 調整の廃 止と補助 金の減額 や廃止は 非常に 厳しい政策
であり、 今後はそ れぞれ が将来を 見越した 経営展開 が必要と なってま いりま す。これま
で国の政 策を遵守 し、生 産調整に 協力して きた農家 を支援し ながら、 実効性 のある政策
転換が図 られるよ う、国 に対して は経営規 模の大小 や法人経 営・個人 経営な どの様々な
経営形態に配慮した政策の実現を強く求めてまいります。
【栗林市長
○議長（橋村

誠）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

○１２ 番（佐藤 芳雄）

はい、１２番。
大変い い農業の 政策をお 話いただ きました が、ただ 、私の言って

るのは、 本当に小 さいと ころがこ れからや っていけ るのかな という感 じのこ とでありま
して、こ れまで本 当に農 業を支え てきたの は小規模 経営の兼 業農家で ありま す。その多
くの農家 は中山間 地の条 件不利地 域で農業 を営んで いる。こ のような 地域で は、本当に
農業の収 入を失い 、生活 基盤を失 うことに より、あ と百姓や めようか なと転 居する農家
も出てく るのでは ないか と考えら れ、田舎 の農家を 切り捨て るんじゃ ないか との不安も
あります 。これま で築い てきた農 村社会、 地域コミ ュニティ の破壊さ え懸念 される減反
政策廃止 後の中山 間地域 の農業に ついては 、県では 佐竹敬久 知事を本 部長と する県農業
・農村元 気創造推 進本部 を設置し たそうで すが、市 長はどの ような方 針で臨 むのか、も
う少しお話をお聞かせくださればありがたいと思います。よろしくお願いします。
○議長（橋村

誠）

○市長（栗林次美）

栗林市長。
再質問にお答えいたします。

議員の 大変心配 してい ることは 市議会全 体の問題 と捉えて おります 。それ だけこの度
の政府に よる政策 転換は 、非常に 大胆だと いうふう な評価を する人も います けれども、
本当にこ れでいけ るのか どうかと いうこと 、我々は 本当に心 配してい るとこ ろでありま
す。
ですけ れども、 心配は 心配とし ても、我 々が今ま でもやっ てきた経 営の大 規模化とあ
わせて、いわゆる中小零細の人たちもしっかりした農業者であるという考え方に立って、
両面の政 策をやっ てきた わけであ ります。 これは単 独事業と してもか なりや ってきてい
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るつもり でありま す。今 こういう 事態にな った場合 、特にそ の大規模 化して いった部分
について も大変な 今のこ の転作奨 励金がな くなって いくとい うことは 大変な 状況であろ
うと思い ます。ま た、小 規模は小 規模なり にその地 域にしっ かりと根 差して やってきた
農業、農 地を維持 してい く、コミ ュニティ を作って いくとい うこと自 体が非 常に危ぶま
れるわけ でありま すので 、両面か ら我々市 として施 策を考え ていかな きゃな らないとい
うことで 、まだ全 体まと まってお りません けれども 、今まで やってき て効果 があったも
のを中心 にしなが ら、再 度組み立 て直して やってい こうとい う考え方 を述べ たつもりで
あります。
県は大 枠として 当然対 策本部、 これは県 としてや らなきゃ ならない ことで ありますの
で、立ち 上がって くれて よかった なと思っ ています 。いずれ この大枠 の中で 、ここの場
合は地域 振興局を 中心に して、支 部みたい なものが 立ち上が ることと 聞いて おりますの
で、大枠 について はこれ らと連動 しながら 、あとは 庁内とし ては常に 連携取 れるような
やり方を やってい ますの で、そう いうこと を踏まえ まして大 仙市とし ては現 実にやれる
こと、今 やってい かなき ゃならな いこと、 具体策を 中心にし て２６年 度新年 度予算に反
映させてまいりたいというふうに思っております。
○議長（橋村

誠）

再々質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

○１２ 番（佐藤 芳雄）

はい、１２番。
南外地 域につき ましては 、本当に 減反を廃 止して、 これから田を

やれると いう場所 が本当 にやれな い場所が １０町歩 以上ある んじゃな いか、 またはっき
り調査し てません けども 、そうい う場所も ございま す。そし てまた、 農林省 では本県の
２０１４ 年産米の 生産数 量目標を 前年比３ ％減の４ ３万３， ０４０ｔ と発表 した。面積
に換算す ると２， ３４０ ｈａ減の ７万５， ５７０ｈ ａで、生 産調整、 減反率 は、今まで
も聞いた ことのな い過去 最高の４ ０．５％ もなる見 通しがあ るそうで ござい ます。本当
に大変な減反率だなと思っております。
そうい うわけで 、市町 村別目標 は１２月 中に県か ら公表す ると聞い ており ますが、大
仙市の方には報告があったでしょうか。
○議長（橋村

誠）

○市長（栗林次美）

栗林市長。
県 で 検 討 し て お り ま す け れ ど も 、 ま だ 正 式 な 数 字 と い い ま す か、

内々の数 字は来て おりま せんが、 ほぼ議員 が今おっ しゃった ような形 で対応 するのかな
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と思います。
目標だ け示せば いいと いう問題 ではない と我々強 く思って いますけ れども 、何せ国の
やること ですので 、目標 だけを示 して具体 策が本当 にあるの かどうか という こと、これ
は農業県 の皆さん 、みん な心配し ていると 思います 。むしろ 私は、そ の消費 者と言われ
る皆さん も、その 主食を どうする とか、食 料の安全 の問題、 食料安全 供給、 安全性の問
題、そういった問題も含めてやっぱり考えていかなきゃならない大きな課題であると
思ってい ますけれ ども、 残念なが らそうい う声が全 体の声か らすると 今回の 場合は少数
派だったということであります。ただ、我々はこの地域でやっぱり農業というものを
しっかり 地域に根 差して やってい かなきゃ ならない 地域であ りますの で、諦 めずに様々
な対応策 を含めて 、ある いは言う べきこと は言って いきます けれども 、その とおり実行
できる、 実施でき るわけ でないわ けであり ますので 、具体策 をできる だけき っちりやり
ながら実 効性のあ るもの を農業者 の皆さん に、農業 団体と共 に示して いかな きゃならな
いのではないかなと思っています。
○議長（橋村

誠）

次に、２番の項目について質問を許します。

○１２ 番（佐藤 芳雄）

２つ目 の質問で ございま すが、投 票率の向 上対策に ついてであり

ます。
本市の選挙の際の投票率の問題であります。
過去の 選挙の統 計を取 ってみま すと、投 票率の一 番高いの は市議会 議員の 選挙、次い
で市長選 挙、次が 県議会 議員選挙 、知事の 選挙で、 特に参議 院議員選 挙にな ると極端に
低い投票 率になっ ており ます。市 民に身近 な選挙ほ ど投票率 が高くな るとい うことは肯
定できま すが、選 挙管理 委員会で は棄権防 止のため の啓発活 動をして いるの と反比例し
ているよ うであり ます。 つまり、 我々市議 会議員の 選挙の時 には、あ まり棄 権防止のＰ
Ｒもしな いが、投 票率が 高い。参 議院議員 選挙の時 には、し つこいほ どに広 報車を繰り
出したりしてポスターを貼ったりしているが、投票率は低いのが実態であります。
この原 因につい て選挙 管理委員 会、つま り大仙市 では、身 近な選挙 とそう でない選挙
による差 であると し、そ れ以外に 原因はな いかとお 考えかど うか、分 析して いるものが
あればその原因と今後の対策についてお示し願いたいと思うのであります。
○議長（橋村

誠）

２番の項目に対する答弁を求めます。元吉総務部長。

○総務部長（元吉峯夫）

ご質問の投票率の向上対策についてお答えを申し上げます。

投票率 につきま しては 、一般的 には国政 選挙の場 合は地元 候補者が いたり 有権者が選
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挙の争点 に関心が 高けれ ば投票率 が上がり 、また、 地方選挙 は国政選 挙より 有権者が身
近に感じるため投票率は高くなるというふうに言われております。
逆に、 有権者の 選挙に 対する関 心が低か ったり行 楽期に投 票日が重 なった り、悪天候
の場合は投票率は伸びないというふうに言われております。
近年は 、国政選 挙、地 方選挙と も全国的 な傾向と して、ほ とんどの 市町村 で投票率が
下がる傾 向にあり 、下が る度合い も同様の 傾向を示 しており ますので 、投票 率の低下は
当市に特 異の現象 ではな く、若年 層の選挙 離れなど 社会的要 因による ものと いうふうに
推測をしております。
本年執 行されま した市 議会議員 一般選挙 における 全体の投 票率は６ ８．２ ９％であり
ますけれ ども、年 代別の 投票率は ２０歳代 前半が３ ７．４５ ％と低く 、続い て２０歳代
後半が４ ６．３８ ％とな っており ます。高 い方では ７０歳代 前半が７ ９．６ ９％、一番
高いのが ６０歳代 後半で ８１．７ ９％とな っている 状況から 、当市に おきま しても若年
層の選挙離れが顕著となっております。
次に、 投票率の 向上に つきまし ては、有 権者が政 治やその 時々に執 行され る選挙に強
い関心を 持ち、主 権者と しての自 覚を身に つけるこ とが必要 と思いま すので 、行政、民
間団体が 一体とな って啓 発事業を 推進する ことが必 要である というふ うに考 えておりま
す。
選挙時におきましては、当面は投票が好調な期日前投票を推進して、投票率が低い
２０歳代、３０歳代を含めた期日前投票者をさらに増やしてまいりたいと存じます。
あわせ て、選挙 時以外 におきま しても有 権者の政 治意識の 高揚を図 る必要 があります
ので、大 仙市明る い選挙 推進協議 会と連携 のもと、 直接有権 者に投票 参加の 呼びかけを
行い、選挙に関する話題性や候補者に関する情報、目にする機会が多くなるよう配慮し、
市のホー ムページ 等を活 用し情報 提供する などの方 策により 、投票率 の向上 に努めてま
いりたいというふうに思っております。
また、 市内の特 別養護 老人ホー ムなどが 県選挙管 理委員会 の指定を 受けて 行う不在者
投票につ きまして は、新 しく設置 された施 設などに 対し、健 康福祉部 と連携 を図りなが
ら指定に 関する情 報を提 供し、不 在者投票 施設とな るよう便 宜を図り 投票率 の向上につ
なげてまいりたいというふうに考えております。
○議長（橋村

誠）

○１２ 番（佐藤 芳雄）

再質問はありませんか。
私の選 挙の投票 率が悪い というの は、ある いは皆さ んご存知のと
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おり南外 支所にお きまし ては７７ ％、大仙 市内で一 番多いわ けでござ います 。私もどう
してこん なに南外 地区が 参議院に しても、 ほかの選 挙にして も多いの かなと 検討してお
りますと 、やはり 南外支 所では選 挙啓発広 報車が頻 繁に地域 から地域 までわ たっている
わけでございます。そうすると、本当に今日は選挙があったのかという感じの人が多
いんじゃ ないかな と思っ て、じゃ あ選挙に 行くかと いう人が 多いんじ ゃない かと感じら
れるわけでございます。
そうい うわけで 、今回 の市議会 議員の選 挙を見ま すと、や はり大曲 地区の ２１カ所で
すかね、 選挙投票 所の半 分以下が ５０％前 後の投票 率でござ います。 確かに 大仙市内に
立候補者 がいなか ったの が残念で あります けれども 、前回の その投票 率の箇 所は、やは
りこの地域は少ないという箇所に行きまして次の選挙が何かあるかわからないけれども、
その地域 に行って やはり 選挙啓発 広報車を 一生懸命 、一生懸 命という より何 回も広報車
で叫んで 歩くと投 票率が 良くなる んじゃな いかなと 私の感じ でござい ます。 これからそ
ういうこ ともして いただ きまして 、明るい 選挙の会 の方にも ご報告願 えれば 幸いかと思
います。
これで私の質問を終わります。
○議長（橋村

誠）

○１２番（佐藤芳雄）
○議長（橋村

誠）

答弁は。
いりません。
これにて１２番佐藤芳雄君の質問を終わります。
【１２番

○議長（橋村

誠）

佐藤芳雄議員

降壇】

次に、１５番金谷道男君。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

はい、１５番。
【１５番

○議長（橋村

誠）

○１５ 番（金谷 道男）

金谷道男議員

登壇】

１番の項目について質問を許します。
大地の 会の金谷 です。通 告に従い まして、 一般質問 をさせていた

だきます。
はじめ に、農業 振興策 について お伺いい たします が、先程 の佐藤議 員の一 般質問の内
容と重複 する部分 もござ いますが 、通告に 従いまし て質問を させてい ただき たいと思い
ます。
私が今 さら申し 上げる までもな く、大仙 市におい ては、農 業は基幹 産業で あるという
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ことにとどまらず、地域社会の維持に大きく関わっていると思います。
今、農 業を取り 巻く情 勢は、毎 日のマス コミ報道 がなされ ているよ うに、 かねてから
進められ ておりま すＴＰ Ｐ交渉は 、だんだ ん内容が 明らかに なるにつ れて予 断を許さな
い状況に なりつつ ありま す。また 、長年続 けられて きた米政 策は、５ 年後の 減反廃止を
前提に政 策の大改 革にな りそうで す。誰も が明確に 方向が見 えない状 況です が、県では
対策本部を立ち上げ、関係者、団体と協議を始めたようであります。
今、私 たちは農 業者と ともに、 しっかり とこれか らの大仙 農業をど うする のかを改め
て考えなければならない時期に来ているのではないかと思います。
農業振 興には、 市の総 合計画、 あるいは 農業振興 計画にも あるとお り、担 い手の育成
と生産環 境の整備 、地域 に適合し た農作物 づくり、 加工・販 売・交流 型農業 といった６
次産業化 、それら と合わ せた農山 村環境の 改善と保 全を目標 としたハ ード・ ソフト両面
の多様な 取り組み が必要 ではない かと思い ます。も ちろんこ の取り組 みにつ いては、そ
の中心と なるべき 方々は 農業者で あるし、 そしてま た、農業 者以外も 含めた 地域住民全
体だと思 いますが 、その 実現のた めにはハ ード・ソ フト両面 での市の 強力な 政策支援も
また必要であると思います。
ＴＰＰ 絡みや本 格的な 農業構造 改革推進 の面から 、国では 従来とは 大きく 違う政策の
アドバル ーンを上 げなが ら新たな 対策を進 めようと しており ますし、 先程も 申し上げま
したとお り、県で は元気 な秋田づ くりの観 点から農 業施策を 市町村を 通じて 行おうとし
ております。
市とし ては、こ れらの 農業政策 情報を一 早く集め 、これら の施策に 対する 財源確保を
含めた対 応策と、 それに 加えた独 自の農業 振興策を 考える必 要がある と私は 思います。
こうした観点から、農業振興について３つの点について質問させていただきます。
まず１点目は、圃場整備事業の推進と市の対応財源の見通しについてであります。
生産基 盤である ほ圃場 整備につ いて、遅 れ気味で あった当 市におい てもそ の機運が高
まり、各 地で合意 形成の ための動 きが起き ているよ うであり ます。そ こでお 伺いします
が、現在 市で行わ れてい る圃場整 備事業の 状況はど うなって いるので しょう か。計画に
よれば平 成２７年 度末目 標を１万 ２，４６ ４ｈａの 整備面積 としてい るよう ですが、現
在の進捗状況及び事業実施に伴う市の対応財源確保の見通しはできているのでしょうか。
農業者が 圃場整備 に取り 組み、合 意形成に 至るまで には、い ろいろ乗 り越え なければな
らない数 多くの課 題もあ ると思い ますが、 農業者が 実際に決 断する大 きな要 因の一つに
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自己負担 の問題、 裏を返 せば補助 金の見通 しがある と思いま す。よう やく合 意はできた
けれども 、市や県 ・国の 財源対応 の問題か ら思った ように事 業に取り 組めな い、あるい
は予定よ り長くか かる、 あるいは 負担が増 えるんで はないか 、そのよ うなこ とではじっ
くりと安 心して事 業には 取り組め ないとい うことに なりかね ません。 国・県 もあると思
いますが 、その意 味で、 まずは市 として大 仙市総合 計画及び 実施計画 の中で 財政面での
事業費も 見通した 確保を 考えてお くべきと 思います が、どの ようにな ってい るのでしょ
うか。
２点目は、新たな米政策に関連してですが、先程佐藤議員の話の中にもありましたが、
飼料米の 生産支援 を手厚 くする流 れがある ようです 。これは 農業者が 実際に 飼料用米の
生産に取 り組むに は種子 の確保な どの問題 もあると 思います が、重要 なのは 飼料米の実
需が実際 どのぐら いある かに大き く左右さ れるので はないか と思いま す。畜 産振興と飼
料米生産 と、しっ かり連 携する体 制をつく らないと 効果が出 ないので はない かと思いま
す。
飼料米 の需要を つくる ことや販 売・流通 の強化が 必要と思 います。 国や県 、ＪＡでも
考えていると思いますが、市としてはどのような対策を考えているのでしょうか。
このこ ととつな がりま すけれど も、去る ３月議会 で畜産振 興の手段 として 全国和牛能
力増進共 進会で最 優秀賞 を獲るた めの市の 独自支援 策を考え てはどう かとい う私の質問
に対して 、検討す るとい うような 回答をい ただいて おります 。その後 、この ことについ
てはどの ようにな ってい るのかお 伺いをい たします 。こうし た施策も 農業振 興に大きな
力になると思いますが、いかがでしょうか。
３点目 は、これ からの 農業の進 むべき方 向の一つ である循 環型農業 につい てでありま
す。
市では 、先に循 環型社 会の形成 、新たな 産業の育 成、農林 業・農山 村の活 性化の課題
の対応策 としてバ イオマ スの利活 用につい て将来目 標を立て 、その実 現に官 民が連携し
て検討、実行、実施をするとした大仙市バイオマスタウン構想を策定しました。
この構 想によれ ば、各 主体の取 り組みを 積極的に 支援する というこ とにな っています
が、これ まで具体 的な支 援とその 状況はど のように なってい るのでし ょうか 。新たな産
業として取り組みがあったのでしょうか。
以上、お伺いいたします。
○議長（橋村

誠）

１番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
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【栗林市長
○市長（栗林次美）

登壇】

金谷道男議員の質問にお答え申し上げます。

はじめに、県営圃場整備事業実施に伴う市の対応財源の見通しについてでありますが、
本市では 現在１３ 地区で 県営圃場 整備事業 を実施し ており、 今後さら に１４ 地区で事業
が計画さ れており ます。 平成２５ 年度末の 圃場整備 率見込み は７０． ６％と 、県平均よ
りまだ約 １０ポイ ント低 いことか ら、厳し い財政事 情の中に あります が秋田 県全体の約
４割を本市で実施するなど、積極的に生産基盤の整備に取り組んでおります。
事業の 推進にあ たって は、参加 農家の要 望と事業 主体であ る県の整 備計画 をもとに、
市の財政 計画及び 総合計 画実施計 画との調 整を図り ながらこ れまでも 進めて まいりまし
た。
今後採 択予定の 地区に おいても 、関係機 関と連携 を図り、 効率のよ い事業 推進に努め
るととも に、財源 につい ては過疎 対策事業 債などの 有利な起 債を活用 しなが ら、計画の
とおり事業を推進していきたいと考えております。
政府に おいては 、生産 調整の廃 止と補助 金の見直 しなどの 米政策の 大転換 を決定して
いること から、圃 場整備 事業をは じめとす る農村整 備事業予 算への影 響が懸 念されると
ころであり、予定している事業が計画どおり進まなくなることも予想されます。
また、 米価が下 落した 場合、農 家の償還 計画への 影響も心 配される ことか ら、全体計
画の進め 方につい ては細 心の注意 を払い工 夫を入れ ていかな ければな らない ものと考え
ております。
次に、 飼料用米 の需要 拡大及び 販売流通 の対応策 につきま しては、 政府は 来年度の生
産調整の 強化や５ 年後の 廃止に向 けた対応 策の一つ として、 生産現場 の混乱 と農家の収
入減少を 抑え、あ わせて 主食用米 の調整機 能を持た せるため 、飼料用 米など に対する補
助金を拡充することを決定しております。
背景に は、現在 飼料用 として輸 入してい る年間１ ，０００ 万ｔに及 ぶトウ モロコシが
中国の需 要急増な どで世 界的に需 給逼迫の 状況にあ り、将来 的な供給 不安や 価格高騰が
懸念され ており、 米の政 策転換に あわせ生 産余力が 大きい国 産の飼料 用米で 代替しよう
とするも のであり ます。 助成額は 収穫量に 応じて増 減させ、 最大で１ ０ａ当 たり１０万
５千円、 下限を５ 万５千 円とし、 地域の平 年収量を 確保すれ ば現行の ８万円 を交付する
こととしております。
飼料用 米の供給 増大に 係る国の 試算によ ると、現 在、畜産 農家への 直接供 給分として
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約９万ｔ 、配合飼 料メー カーに供 給される 飼料用米 は４７万 ｔ程度で 、利用 可能とされ
る供給量は現在のおよそ８倍の４５３万ｔが見込まれております。
したが いまして 、主食 用米から 飼料用米 へのシフ トが図ら れれば、 計算上 は多くの課
題が解決 につなが るわけ でありま すが、飼 料用米の 供給増大 にあたっ ては、 販路の確保
や流通に必要な施設の整備など課題が多いものと認識しております。
具体的 には、配 合飼料 の主原料 であるト ウモロコ シなどと 同程度、 あるい はそれ以下
の価格で の供給、 長期的 かつ計画 的な供給 の基礎と なる飼料 工場の条 件整備 、また、そ
の他の環 境整備と して集 荷・流通 ・保管施 設の整備 や畜産農 家への直 接供給 体制の構築
におけるコスト削減などが当面の課題とされております。
政府は 、農家が 飼料用 米の出荷 を希望す れば、自 ら需要先 の確保を 図る必 要はなく、
生産に取 り組み可 能とし ておりま すが、上 限の助成 を受ける ために必 要とな る収量基準
はまだ明 らかにさ れてお らず、ま た、多収 性の専用 品種での 取り組み を予定 する場合の
種子確保など、生産者側の環境もすぐには整わない状況と考えております。
また、 集荷の窓 口とな るＪＡに おいては 、集荷後 の保管が 大きな課 題とな っているほ
か、県内 及び管内 畜産農 家への直 接供給体 制を考え た場合、 現行のホ ールク ロップサイ
レージなどの供給で充足している状況と伺っております。
当市の 飼料用米 の生産 の状況は 、平成２ ３年度６ ９．５ｈ ａ、平成 ２４年 度５０．４
ｈａ、平 成２５年 度は３ ３．１ｈ ａと減少 傾向にあ りますが 、この度 の決定 を受け、大
幅に増加することも予想されます。
以上を 踏まえ、 飼料用 米の需要 拡大や販 売・流通 の強化に おける市 の対応 策といたし
ましては 、集荷・ 流通体 制の構築 などハー ド面での 対応は難 しいもの と考え ており、現
時点で具 体的な対 応策を お示しす ることは できませ んが、こ の度の飼 料用米 に対する補
助金の拡 充は、稲 作主体 の当市農 業におい て水田の 有効活用 の一つの 形態と 感じており
ます。
しかし 、販路や 流通面 など需給 体制や環 境整備が 不十分で 、主食用 米を含 め需給動向
も不透明 な状況に おいて 、飼料用 米の作付 けを推進 していく ことにつ いては 、より慎重
に対応していく必要があるものと考えているところであります。
この後 、飼料用 米に対 する補助 金の拡充 の決定を 受け、関 連する所 要の環 境整備が図
られるも のと思い ますの で、その 動向を見 極めた上 で個々の 農家が混 乱する ことがない
よう、また、より有利な選択ができるよう対応してまいりたいと考えております。
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飼料用 米との関 連で質 問されて おります ５年に一 度の全国 和牛能力 共進会 が平成２９
年度に宮 城県で開 催する こととな っており ます。こ れまで出 品検討会 を重ね てきたとこ
ろであり 、来年２ 月に秋 田県出品 対策協議 会の設立 準備会が 発足し、 ７月に は正式に同
協議会が設置される予定と伺っております。
市とい たしまし ては、 その対策 協議会に おいて準 備会、あ るいは対 策協議 会において
決定され る秋田県 の出品 及び選抜 方針に基 づいて、 出品に意 欲的な農 家に対 し市独自の
支援策を講じてまいりたいと考えております。
次に、 バイオマ スタウ ン構想に よる農業 振興策に ついてで すが、大 仙市バ イオマスタ
ウン構想 は平成２ １年度 に策定さ れ、「大 仙市総合 計画」や 「大仙市 環境基 本計画」、
「大仙市 農業振興 計画」 等の上位 計画や関 連計画と の整合性 を図りな がら、 地球温暖化
の防止や 循環型社 会の形 成、新た な戦略的 産業の育 成、農林 業・農山 村の活 性化に向け
た地域の 課題を掘 り起こ し、多岐 にわたる バイオマ スの賦存 量や特性 を踏ま え、バイオ
マスの総合的利活用についての将来的目標を示したものであります。
この構 想に基づ き、平 成２３年 度から「 もみ殻ボ イラー」 の導入に よる補 助制度を設
け、もみ 殻の有効 活用と 冬期農業 の燃料費 節減に取 り組んで おります 。これ まで２台が
市内の農 業法人に 導入さ れ、冬期 農業の熱 源として 活用され 、燃費の 節減に 効果を発揮
しております。
今後は 、対象者 を個人 の認定農 業者へも 拡大し、 普及拡大 に努めて まいり たいと考え
ております。
また、 もみ殻の 燃焼後 に排出さ れる「く ん炭」を 融雪剤と して活用 し、雪 解けを促し
て果樹の 枝折れ被 害を防 止する取 り組みを 今春実施 し、市内 の果樹農 家から 好評を得て
おります。
林業資 源の活用 として 木質バイ オマスを 利用した 発電事業 について 地元の 企業から問
い合わせ があった ことか ら、木材 の有効活 用により 地域の林 業振興に 資する 取り組みが
可能かどうか検討してまいりたいと考えております。
将来の バイオデ ィーゼ ル燃料と して活用 を図るた め、菜の 花プロジ ェクト として試験
圃場を設 置して菜 の花の 栽培試験 に取り組 んだほか 、協和地 域では耕 作放棄 地を再生し
て菜の花の作付けを行い、食用油として特産化し、販売を行っております。
菜の花 をバイオ ディー ゼル燃料 として活 用するに は、製造 単価が高 くなり すぎるため
実現には 至ってお りませ んが、今 後も食用 油として の活用に 対し、支 援を継 続してまい
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りたいと考えております。
また、 太田地域 では、 排食油を 利用した バイオデ ィーゼル 燃料の製 造に取 り組んでお
り、製造 した燃料 は自社 の車への 使用と契 約会社へ の販売を 行ってい るほか 、市として
食用油のリサイクル事業を継続しております。
また、 西仙北地 域の上 野台堆肥 生産協同 組合では 、下水道 汚泥を堆 肥化し て生産した
農業用肥 料を「ア キポス ト」の商 品名で販 売してお り、作物 の生育に 大変優 れた肥料と
して農地へ還元されております。
バイオ マスは身 近なと ころに存 在し、持 続可能で 再生可能 な資源で あるこ とから、こ
の利活用 は資源の 有効活 用とあわ せ、環境 へ配慮し た農業に とって有 効な取 り組みであ
るため、 今後も活 用方法 を模索し ながら利 活用につ いてさら に検討し てまい りたいと考
えております。
【栗林市長
○議長（橋村

誠）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

○１５ 番（金谷 道男）

はい、１５番。
非常に 先程も申 し上げま したとお り、先行 きの見え ない中での質

問をいたしましたので、今、市長の非常に前向きな内容の答弁をいただきました。
まず、 １点目の その圃 場整備の 財源です が、実は 私、ちょ っとこれ 質問し たのは、太
田地域、 今大分圃 場整備 の機運が 高まりつ つありま す。ただ 、やっぱ り補助 金がどうな
るのかと いうのが 非常に 大きな関 心事でご ざいまし て、確か に国の制 度、県 の支援等々
もあると 思います が、そ ちらが整 った状況 の中で市 が対応財 源はなか なか出 せないとい
う話だと 、話が前 に進ま ないので はないか なといっ たちょっ と懸念が あった ものですか
ら質問さ せていた だきま した。で も、答弁 の中で過 疎債を使 ってでも という お話でした
ので、まず過疎債、あるいはまた時限が延びました合併特例債、合併特例債もここで
しゃべる ようなこ とでは ないので すが、だ んだん当 初の、こ の後で合 併のこ ともちょっ
と話させ ていただ きます が、合併 特例債の やっぱり 地域での 活用とい うこと について言
えば、残 念ながら 太田の 方、活用 事業はな かったと いうこと でしょう けれど も、今この
圃場整備 というも のが非 常に進ん でおりま すので、 そんなと ころも含 めて合 併特例債の
活用も、 過疎債で 対応し ていただ ければそ れはそれ でいいで すが、合 併特例 債というよ
うな方向 も考えま して、 是非その 話し合い の支障に ならない ような、 その財 源的には大
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丈夫だか らしっか り話し 合いを、 まずは自 分たちの 課題を乗 り越えて くれと いうような
方向で進んでもらいたいと思いますが、その点市長、どうでしょうか。
○議長（橋村

誠）

○市長（栗林次美）

栗林市長。
再質問にお答えいたします。

まずこ の圃場整 備関係 のこの財 源の問題 ですけれ ども、前 々から我 々大仙 市では、ま
ず農業者 の皆さん にはき ちっとし た展望に 基づいて 計画を立 てて相談 にきて いるという
前提でも のを考え ていま すので、 やる以上 は我々の ガイドラ インと言 われて いる部分に
ついては しっかり 財源的 に対応す るという ふうな、 そういう 話をしな がらこ の計画を進
めていた だいてお ります 。ですか ら、財政 計画、あ るいは総 合計画の 中でも きっちり位
置付けております。これはまず、ただその国の制度、この辺が大きく変わってきますと、
ガイドライン以上に、ガイドラインも出していないところも結構あるわけですけれども、
それを大 幅に超え て肩代 わりする というこ とはなか なか難し いと思い ます。 ですから、
今一番心 配してい るのは 、国の制 度、補助 の制度が 大きく変 わらない よう、 変わるとあ
とやれな くなると いう状 況が、こ こだけで はなくて 全国共通 だと思い ますの で、ここを
まず全体 として、 やはり その生産 基盤とい うのはい ろんな時 代であっ てもや っぱりきっ
ちり国を 含めて整 備して おかなき ゃならな いという 考え方を 強く言っ ていか なきゃなら
ないのではないかなと思っています。
それか ら、議員 ご指摘 の合併特 例債です が、これ 圃場整備 、ちょっ と無理 かなという
ふうに思 います。 まず過 疎債を含 めて、き っちりそ のガイド ラインの 分はま ず我々対応
するとい う財政計 画は毎 年度ロー リングし ながら確 かめてい るつもり であり ますので大
丈夫だと 思います が、合 併特例債 はちょっ と無理が あるかと 思います ので、 調べさせて
いただいて後でお答えします。
○議長（橋村

誠）

再々質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

○１５ 番（金谷 道男）

はい、１５番。
そうす れば、い ずれ市と しての対 応はきっ ちりやっ ていただける

ので安心 して地域 に話を 進めてく れという ようなこ とだと思 いますの で、こ れで伝わる
と思いますので、そのように進んでいけばいいなと思っています。
それか ら、飼料 用米の ことなん ですが、 これも非 常に見え ない中で の質問 でございま
したけれ ども、い ずれ私 やっぱり こういう 、私農業 者ではあ りません が、誰 もが主食用
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米を作り たいとい うのが 、まずは 第一の希 望なんだ と思いま すが、な かなか それが５年
後になる とそうは いかな いという 話になる と、じゃ あ次にで きるもの はとい う意味で、
やはり今 、需要の あるそ の飼料の 方に移る 、輸入の 多い飼料 の方に移 るとい うのも理屈
としては わかりま すが、 本当にそ のさっき 、本当に 誰もが希 望したぐ らいそ れができる
のかとい う話にな ると、 そこはま た生産過 剰になっ てという 話になれ ば、自 分たちの周
りでも少 しでもそ の需要 が生まれ るような 政策も農 業政策と してはあ っても いいのでは
ないかな という思 いで私 は質問さ せていた だきまし た。要は 、市内の 畜産業 も盛んにな
るという ことが前 提でな いと需要 が生まれ てこない という話 にもなり ますの で、私はこ
れも一つ の農業の ある意 味では形 として、 やっぱり そういっ た農業、 同じ域 内での消費
というか 飼料用米 の需要 も掘り起 こすとい うような 考え方、 あるいは 進め方 、政策も必
要なもん ではない のかな と思いま す。農業 の振興に ついて言 えば、先 程市長 、佐藤議員
答弁の中 にもあり ました が、いろ んな形の 農業があ ってしか るべきな んだと 思います。
それは究 極的には 農業と いうもの を核にし た社会が 大仙市の 私は社会 だと考 えています
ので、い ろんなそ のパタ ーンの経 営体がい ろんな経 営体、あ るいは経 営面積 がいろんな
経営面積 、あるい は作物 取り組み がいろん なもの、 そういっ たものが あって 成り立つも
のではな いかなと 思って います。 この後、 農業振興 計画もそ ろそろま た点検 ということ
にもなろ うと思い ますけ れども、 是非そう いう発想 で私はい って欲し いなと 。国が何か
一つの形に、産業としての農業しか私は最近どうもそういう傾向にしか見えないですが、
私はそう ではなく て、や っぱり地 域がつな がってい くための 産業だと いうよ うな考え方
でありま すので、 そこら 辺は市長 、先程答 弁の中で 私聞いた 、大体同 じよう な考えして
いるなと 感じまし たけれ ども、そ このとこ ろいろん な農業の 関わり方 があっ て地域社会
としての 大仙、特 に太田 地域はそ うなんで すけれど も、そう だという ふうに 思っていま
すので、 そこら辺 の市長 の再度同 じような ことです けれども お考えを 聞いて おきたいと
思います。
○議長（橋村

誠）

○市長 （栗林次 美）

栗林市長。
議 員と私 は、ほと んどそこ は同じだ と思いま すが、農 業地帯、農村

地帯であ りますの で、い ろんな形 の農業、 それによ ってやっ ぱり地域 社会が 維持されて
いる、そ こに人が 住んで いるとい うことで あろうと 思います 。ですか ら、い わゆる産業
政策的な政策も大事でしょうけれども、それだけでは一部の人、いわゆる極端に大きい、
あるいは もっと大 きくな ると法人 ではなく て、もう 会社とい う、一部 農場だ けの振興と
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なってしまいますので、産業振興的なやっぱり農業と、やっぱりその地域に根差した
様々なや り方で農 地、コ ミュニテ ィ、そこ に暮らし ていくと いうそう いうこ とを大事に
していく必要があるのではないかなと思っています。ですから、唯一期待しているのは、
初めてこ の直接支 払いの 概念が、 日本型直 接支払い という一 つの大き な概念 が新しく出
てきまし たので、 ここを もっと膨 らまして いかない と我々農 業地帯、 いわゆ る兼業であ
ろうがし っかりそ れはそ の農地を 維持、耕 している 方も含め て、そう いう人 たちが諦め
て農業離 れをして しまう というこ とになる と、おそ らくそれ は全部荒 れ地に なってしま
うのでは ないかな という 危機感を 持ちなが ら今具体 策を考え ていると ころで あります。
それか ら、議員 もご心 配してい るこの飼 料用米の 関係であ りますが 、簡単 に言います
と、大仙 市管内に 家畜が 、食べる 家畜がど のぐらい いるか、 あるいは 秋田県 どのぐらい
か、ある いは日本 、そう いう問題 を考えて いきます と、今こ の補助金 だけで どんどん生
産してい った場合 、多分 １年でま ずこの制 度がおか しくなっ てしまう のでは ないかなと
いう懸念 を払拭で きませ んので、 その辺は 専門の皆 さんにも いろいろ お聞き しています
け れ ど も 回 答 が 出 て き ま せ ん 。 で す か ら 非 常 に こ の 飼 料 用 米 と い う 問 題 に つ い て は、
我々慎重 を期さな きゃな らないと いうふう な考えで 今答弁さ せていた だいて おります。
○議長（橋村

誠）

○１５ 番（金谷 道男）

次に、２番の項目について質問を許します。
次に、 市町村合 併の評価 と、これ からの地 域づくり ということで

質問させていただきます。
市町村 合併から ７年９ カ月目に 入りまし た。市長 は先頃、 ３期目の 所信表 明で、新市
の基礎固 めの時期 であり 、７項目 の実現を 図ると述 べており ました。 また、 これまでの
施政方針 演説では 、新市 は黎明期 から成熟 期に入っ たと表現 されたこ ともあ りました。
侃々諤 々の合併 協議の 頃考えた 想定と、 その後の 自治体を 取り巻く 環境は 、予想以上
の人口減 少や災害 の多発 、また、 地方交付 税の額の 変動など に大分想 定外の ことがあっ
たと思っ ています 。腹水 盆に返ら ずですの で、いま さら合併 の良し悪 しを言 うつもりは
ありませ んが、当 初目指 した方向 に進んで いるかど うかは、 絶えず市 民の声 も聞きなが
ら検証する必要があると思います。
総務省 では、平 成２４ 年１２月 ３１日現 在で、ま た、秋田 県でも平 成２３ 年９月に市
町村合併の評価アンケートの結果と分析を出しています。それらによりますと、おお
ざっぱな 話ですが 、合併 の効果と して、専 門職員の 配置など による住 民サー ビスの充実
や職員の適性配置や公共施設の統廃合による行財政の効率化、広域的な町づくりの推進、
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少子高齢化対応などが挙げられておりました。
一方で 課題とし て、周 辺部の市 町村の活 力喪失、 市民の声 が届きに くくな っている、
住民サービスの低下なども挙げられております。
また、 このアン ケート では、市 町村、い わゆる自 治体では 一定の効 果が上 がっている
という評 価に対し 、住民 は合併効 果を実感 している との回答 は少なく 、まだ 実感するに
は至っていないというようなこともうかがわれました。
これか ら新たな ステー ジに向か うために も、大仙 市でも市 民目線に 立って 、市民は合
併に何を 望み、何 を期待 したのか 、そして それがど うなって いるのか を、ア ンケートや
聞き取りにより検証すべきと思いますが、市長はいかがお考えでしょうか。
次に、 先程アン ケート で合併後 の課題と なってい る点の一 つに、周 辺地域 、いわゆる
旧市町村の振興が一番でした。私もある意味で同感でございます。
基本構 想や総合 計画で の新市の 目指す方 向を総論 としては わかりま すが、 各論として
各地域は どのよう な役割 を果たし 、どのよ うな位置 付けにな り、それ がよく 見えないよ
うに感じ ます。そ れぞれ の地域、 私が言う 地域とい うのは、 必ずしも 旧町村 という意味
ではなく て、もし かすれ ば大曲市 の場合も 都市部と 農村部と いう区分 けもあ るかもしれ
ません。 それらは 将来に 向かって どんな姿 を目指し て、その 実現のた めにど んな施策を
重点化し て進むべ きかを 明確にす る必要が あるので はないか と思いま す。い わば、その
計画や基 本構備の 地域版 が必要な のではな いかなと 思ってい ます。私 はいつ もこのよう
な同じよ うなこと を言っ ています が、単に 地域の感 情的な話 、あるい はエゴ とかという
ようなこ とではな くて、 地域のバ ランスが とれた、 そしてそ れぞれが 個性を 活かした地
域づくり により、 市全体 として共 存共栄す るという 方向性が あるべき ではな いかと思っ
ています 。制度や 仕組み を全市同 じくする ことや公 共施設や 事業実施 の中心 部への集中
は、必ず しも均衡 ある発 展、一体 感に醸成 するには つながら ないので はない かとも思っ
ています 。要は、 それぞ れの地域 の目指す 姿が見え ないこと が、住民 が効果 を実感でき
ないとす る一因で もある と思いま す。総合 計画の地 域版、今 もありま すが、 市民と共有
されてい るのかと いうこ とであり ます。住 民と共有 して、進 むべき方 向のわ かる道しる
べのよう な計画を 作って 一緒に進 むのがよ いのでは ないかと いうふう に考え ますが、市
長はいかがお考えですか。
○議長（橋村

誠）

２番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

登壇】
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○市長（栗林次美）

質問の合併評価と地域づくりについてお答え申し上げます。

はじめ に、合併 成果の 検証につ きまして は、市民 が望む市 町村合併 のあり 方について
平成１５ 年度の新 市建設 計画策定 段階で実 施したア ンケート 調査やワ ークシ ョップを通
じて計画 に反映さ せたほ か、合併 後の大仙 市総合計 画の策定 の際には 、平成 １７年度に
実施した 市民意識 調査や ワークシ ョップを 通じて、 市民が望 む新市の あり方 を検証し、
計画に反映させた経緯があります。
また、 平成１８ 年度か らは、市 政各分野 の事務事 業などに ついての 評価を 市民から直
接伺う「 市民によ る市政 評価」を 実施して おり、市 の取り組 みに対す る期待 や評価を施
策に反映させるよう努めてまいりました。
ご案内 のとおり 、大仙 市総合計 画の計画 期間が平 成２７年 度をもっ て終了 することか
ら、来年度から第２期大仙市総合計画の策定に向け、作業に取りかかる予定であります。
策定にあ たっては 、合併 からこれ までの市 の取り組 みに関す る総括と して、 アンケート
形式によ る市民意 識調査 の実施や 、各地域 協議会委 員の皆様 などから のご意 見を伺うな
ど、十分 な検証を 行った 上で大仙 市の次な る１０年 の計画に 反映させ たいと 考えており
ます。
総合計 画の地域 版、い わゆる地 域振興計 画のこと と理解い たします が、そ の見直しと
地域住民 との情報 共有に つきまし ては、議 員ご指摘 のとおり 、各地域 の振興 はこれまで
築いてき た伝統、 風土、 文化等の 特色を最 大限尊重 し、生か していか なけれ ばならない
ものという考え方は私も同感であります。
「地域 振興計画 」は、 大仙市総 合計画と の整合性 を保ちつ つ、各地 域協議 会ごとに地
域の課題 や目指す べき方 向性を洗 い出し、 地域枠予 算で対応 する取り 組みを 明らかにす
ることを目的に平成１９年度から２０年度にかけて策定されたものであります。
この計 画の見直 しにつ いては、 次期総合 計画策定 と並行し て計画の 位置付 けや市民と
の情報共有のあり方を改めて検討してまいりたいと考えております。
大仙市 という一 つの自 治体とし て一体感 を醸成し 、均衡あ る市の発 展を目 指すという
視点に立 ちますと 、地域 振興施策 も総合計 画の施策 の一つと して位置 付ける べきものと
考えてお ります。 これま でも地域 枠予算を 設け、各 地域協議 会が主体 となっ て地域の課
題解決や 振興に取 り組む 体制を整 えている ほか、私 や副市長 が直接協 議会や 協議会委員
との意見 交換の場 に出席 し、地域 の現状や 課題解決 に向けた 考えを伺 う機会 を設けてお
ります。 また、地 域ごと に市長面 会日等を 設け、定 期的に開 催し、住 民の皆 様からのご
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意見・ご提言を伺うことで地域振興策の方向性を見出してきたところであります。
したが いまして 、地域 振興策に ついては 、市のこ れからの 発展・成 熟を目 指すための
指針とな る次期総 合計画 の中で、 特色ある 地域振興 の基本的 方向性を 示して まいりたい
と考えております。
【栗林市長
○議長（橋村

誠）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

○１５番（金谷道男）

はい、１５番。
私、同じような質問を実は平成２２年３月議会でやっております。

正直言っ て私ども の地域 を回って 歩くと、 まさにや はり何が 合併でよ かった のか悪かっ
たのか、 なかなか 見えな いという 声をよく 聞きます 。これは 実際の話 です。 ただ、私そ
れは先程 も質問の 中で申 し上げま したよう に、なか なか一緒 になって 目指す 方向が、大
枠ではわ かるんだ けれど も、じゃ あ自分た ちのとこ ろはとい う部分の つなが りがあるの
ではないかなと、私はそんなふうに感じております。そういう意味で、今のちょうど
２７年が 総合計画 という か基本構 想の見直 しの時期 になると 思います ので、 もう間もな
くその作 業に入る わけで すが、私 は地域版 の方を早 く作業に 入って、 そちら から作業に
入る方が いいので はない かなと思 っており ます。や っぱり全 体の計画 という のは、やっ
ぱり地域版の総括というような形で出てくるべきものではないかなと。それぞれの地域、
私は先程 旧町村、 それか ら大曲地 域の場合 は都市部 と周辺部 というよ うな言 い方をしま
したが、 まさに持 ってい る課題が 、トータ ルとして は同じか もしれま せんが 、その質と
か量ということなればやっぱり違ってくるんだと思います。それから、それに到達する、
ましてや手段になりますと、必ずしも全部同じやり方でなくてもいいのではないかなと。
今、本当 に少子高 齢化、 それから 空き家に 端的に現 われます が、これ から周 辺部の人口
の減少と いうのは 本当に 大変な状 況なので はないか なと、こ の１０年 後のこ とを考える
と本当に どうなる のかな というか 、その時 どう対応 していく かという 手法は 、やっぱり
私は違う んだと思 います 。やはり 中心部の 方に施設 がいろい ろきて、 そこに 人が自然と
集まってくる、これはしょうがない話です。別にそれが悪いとか何とかって言ってい
るんじゃ ありませ ん。そ うした時 に、その 残った周 辺のとこ ろはどう なって いくのか、
やっぱり 住んでい る人た ちも、こ うなりた い、ああ なりたい 、あるい はこう して欲しい
というよ うなこと 、ある んだと思 いますの で、私は そういっ たことを その地 域版をベー
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スにしな がら全体 を作っ ていくと いう形の 手法をと ってやっ ていった らどう かというよ
うなこと を申し上 げたい という思 いでこん な質問を 今日させ ていただ きまし た。そこら
辺は市長、どんなふうにお考えでしょうか。
○議長（橋村

誠）

○市長 （栗林次 美）

栗林市長。
地 域振興 計画につ いては平 成１９年 度から２ ０年にか けて、それぞ

れの地域 協議会の 皆さん を中心に しながら 相当頑張 っていた だいて策 定させ ていただい
たものがあります。まずこれをベースにしなければならないと思っていますが、１９年、
２０年、 かなり今 の過疎 、少子化 の問題と か、深刻 化増して いますの で、こ の地域版に
ついても う一回そ れぞれ の地域協 議会の皆 さんに問 い返しを して、今 度新し く作る総合
計画の際は、こうした要素が後付けではなくて議員おっしゃるように同じような形で
やっぱり 総合計画 の中に 入ってく るべきで はないか なという 、そんな 感じも しておりま
す。これ も今の施 策の組 み立ての 問題であ りますの で、もう 少し我々 も検討 させていた
だきます けれども 、議員 のいわゆ るご指摘 について は、十分 考える余 地があ るのではな
いかなということを答弁させていただきたいと思います。
○議長（橋村

誠）

再々質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

○１５番（金谷道男）

はい、１５番。
是非下からというか、地域からの声をということで、もう一つの、

なるべく 地域での たくさ んの方か ら参加し ていただ いて計画 を作ると いうよ うな、そう
いう考え 方も是非 入れて いってい ただきた いなと思 っていま す。地域 の方の 参加の方法
というの はいろい ろある と思いま すけれど も、それ はそれぞ れの地域 協議会 なり支所で
考えても らうこと として 、できる だけたく さんの方 からこの 計画づく りに参 加してもら
うことが私は共有の一番いい方法になるのではないかなと、そんなふうに思いますので、
その点を最後にお願いして、この件については質問を終わります。
○議長（橋村

誠）

○１５番（金谷道男）
○議長（橋村

誠）

○１５番（金谷道男）

答弁はいりませんか。
いりません。
次に、３番の項目について質問を許します。
最後の質問ですけれども、予算と地域経済ということなんですが、

今、世の 中は景気 回復の 基調にあ ると言わ れており ますけれ ども、私 たちの 地域の実感
としては 、まあど うでし ょうかと いうこと でありま す。住宅 の着工件 数など は増加して
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いるよう ですし、 新卒の 求人も増 えている ようです ので、こ の傾向が ずっと この後続く
のか、本格的なものかどうかは、見極めが必要なような気がいたします。
ただち ょっと心 配なの は、来年 度、消費 税の増税 が予定さ れており ます。 実際の景気
への動向 について は落ち 込むとす る意見の 方もある ようです し、いや いや影 響はそんな
に少ない んじゃな いかと いうよう な意見も あるよう でござい ますが、 国では 先に発表さ
れており ますが、 この景 気の落ち 込みや腰 砕けが懸 念される として大 型補正 を考えた、
発表したようであります。
私たち の地域と いうの は、残念 ながら経 済そんな に大きく ございま せんの で、中央と
は違いや っぱり市 の予算 が地域経 済に及ぼ す影響と いうのは 大変大き いもの があるんだ
と思いま す。予算 という のは市民 の福祉向 上に役に 立つこと が第一で すので 、経済効果
だけでつ くってい るわけ ではない というの は十分わ かります けれども 、同時 に地域経済
にも役に立つものでなければならないのではないかなと思っています。
それで ですね、 これま で消費者 である市 民の方々 、そして 事業者で ある市 民の方々、
両方にと って有益 な施策 だなと思 われるも のに、私 は住宅リ フォーム とかＬ ＥＤの購入
支援です とか、共 通商品 券の発行 事業など がこれま でに行わ れてきて おりま すし、今年
度も行わ れている ようで あります 。こうい ったもの は私は非 常に効果 があっ たのではな
いかなと思っています。
そこで、こういった事業を、事業のやり方がこのままでいいのかというのは私も
ちょっと 改善の必 要ある んじゃな いかなと は思いま すけれど も、そこ の点は 検討しつつ
も継続し てやって いくべ きと考え ますが、 新年度予 算に向か って、市 長、今 の時点でど
のようにお考えなのかお聞かせをいただきたいと思います。
○議長（橋村

誠）

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】

質問の予算と地域経済の問題についてお答え申し上げます。

平成２ ６年４月 から消 費税率引 き上げに 伴い、物 価上昇や 駆け込み 需要の 反動などか
ら回復基 調にある 景気の 腰折れが 懸念され ておりま す。経済 対策の充 実とい うことで大
型補正な どが検討 された わけであ りますが 、実際ど うなるか 、やや心 配され ている面が
あると思います。
大仙市 において は、厳 しい状況 に置かれ ている地 域の経済 情勢等を 踏まえ 、平成２０
年１２月 に県内の 自治体 に先駆け て「経済 ・雇用・ 生活緊急 対策本部 」をい ち早く立ち
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上げ、雇 用対策、 就労支 援、企業 支援及び 消費活動 の奨励な ど喫緊の 問題に 対応した行
動計画を策定し、対策に取り組んできております。
なお、 これまで の５年 間におけ る行動計 画の総額 は約７０ 億円に上 ってお り、着実に
成果を上げてきたものと思っております。
こうし た対策の うち、 市民の皆 様からの 関心が高 かった消 費活動の 奨励に つきまして
は、これ までの各 年度に おいて住 宅リフォ ーム支援 事業、家 庭用ＬＥ Ｄ照明 購入補助事
業、プレ ミアム付 き共通 チケット 発行事業 を実施し ており、 大変好評 を得て いるほか、
消費活動 に結びつ くと思 われます 住宅用火 災警報器 設置助成 事業及び 福祉灯 油購入費助
成事業もあわせて実施しております。
平成２ ５年度に おける 実施状況 につきま しては、 住宅リフ ォーム支 援事業 が１０月末
現在において、申請件数が３５５件、補助金額５，５５８万円、対象事業費９億
３，２４ ６万円に 上り、 当初予算 額の６， ０００万 円を上回 ることが 予想さ れるため、
今次定例会に予算の補正をお願いしております。
また、 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、大型 の商品券 発行事業 としてプ レミア ム分を含ん
だ発行額 ５億５， ０００ 万円の「 大仙市ニ コニコ商 品券」を 発行し、 １０月 １７日まで
に完売しております。
なお、２３年度・２４年度に実施した家庭用ＬＥＤ照明購入補助事業につきましては、
本事業の 実施によ りＬＥ Ｄの照明 機器の導 入が一定 程度まで 図られた ことや 発売当初と
比較し、価格が低価格になったことなどから、平成２４年度をもって終了しております。
こうし た状況を 踏まえ ながら２ ６年度当 初予算の 編成に入 っており ますの で、これら
事業につ きまして 新しい もの、あ るいは継 続変化さ せていく ものを含 めまし て現在検討
を進めて いるとこ ろであ りますの で、市民 ニーズや 財源確保 など十分 考慮し た上で編成
してみたいと思っております。
【栗林市長
○議長（橋村

誠）

降壇】

再質問ありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

○１５ 番（金谷 道男）

１５番。
予算と 地域経済 というこ とで質問 させてい ただきま したが、今こ

れからの 予算編成 という ことだと 思います ので、是 非地域経 済にも貢 献する ような予算
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の編成、 それから 執行に ついても 私はなる べく市内 のいろん なところ でのそ の予算執行
もあわせ て考えて いただ きたいな と思いま す。いろ んな庁用 品の調達 の方法 もやってお
ると思い ますが、 一括さ れますと 地域の、 本来少量 であれば 納入でき る方も 一括になる
と納入で きないの で参加 できない というよ うな、確 かにこれ 、経済の 効率か らいきます
とそうい うことも 方法と してある かもしれ ませんが 、やはり あわせて 地域の 経済という
ことを考 えると、 そうい う公共施 設で使う 物品の調 達方法に ついても 地域経 済に貢献す
るような やり方も あって もいいの ではない かなと、 安い高い だけでは 全て終 わるもので
はないの ではない かなと いうこと があると 思います ので、そ の点も是 非予算 編成と同時
にやっぱ りお考え をいた だきたい 、そんな ふうに思 っており ます。こ れから の予算とい
うことな ので、予 算につ いてのこ とについ ては、今 日のとこ ろはこの 辺にし て、予算の
質疑のところでやらせていただくということで私の質問を終わらせていただきます。
○議長（橋村

誠）

これにて１５番金谷道男君の質問を終わります。
【１５番

○議長 （橋村

誠）

金谷道男議員

降壇】

一 般質問 の途中で あります が、この 際、暫時 休憩いた します。１１

時３０分に再開いたします。
午前１１時１８分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時３０分
○議長（橋村

誠）

再

開

休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。次に、７番石塚柏君。
（「議長」と呼ぶ者あり）
○議長（橋村

誠）

はい、７番。
【７番

石塚柏議員

登壇】

○議長（橋村

誠）

はじめに、１番の項目について質問を許します。

○７番（石塚

柏）

大地の会の石塚柏です。よろしくお願いいたします。

大仙市 で行われ ている 民営化に 関する質 問と、先 般、全員 協議会で 説明が ありました
第三セクターの物産中仙について質問したいと思います。
最初に、民営化の評価についてお尋ねいたします。
２年前、花館の民間の温泉が赤字だということで廃業いたしました。平安閣にある
「花館バ ーデン」 という 温泉です 。住民か らは、な かなか人 気のある 温泉で 、廃業の噂
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が立った 時から、 何とか 存続させ てくれと いう嘆願 書を会社 に出そう という ことになり
ました。
一方、 同じ時期 に第三 セクター の嶽の湯 では、温 泉の掘り 直しとい うこと で１億円を
超える市の税金で補修の工事が行われたということであります。
私は花 館の温泉 が廃業 になって から、当 然嶽の湯 に行くわ けであり ますが 、大体花館
の温泉で 顔なじみ の人た ちと多数 一緒にな るもので ありまし たから、 この花 館の温泉と
嶽の湯は 競合して いたと いうのが よくわか りました 。結論か ら申せば 、第三 セクターか
らの経営 の圧迫で 「花館 バーデン 」は廃業 に追い込 まれたと いう側面 は否定 できないも
のだと思っております。
民業圧 迫という 言葉が あります けれども 、第三セ クターは どこまで 公的支 援を受けら
れる企業 体であり ましょ うか。民 間企業は 従業員の 生活の確 保、仕入 れを通 じて地域経
済への貢 献、法人 税、消 費税の納 税と重要 な社会的 役割を果 たしてい ると私 は思ってお
ります。第三セクターには社会的な役割があるという理由で行政は支援するわけですが、
これが非 常に大き い支援 でありま す。一番 大きい支 援は、建 物、施設 、機械 の建設費で
あります 。民間で あれば 全て自前 で建物、 設備を償 却してい かなけれ ばなり ません、こ
れが実に 大きい。 ホテル だとかそ ういう設 備型の企 業であれ ば減価償 却費が １０％を超
えるということは、そんなに珍しくないわけであります。
一方、 第三セク ターで は、市の 財政とい うことで 資本力を 背景に設 備投資 をしていく
わけであ ります。 民間の 企業から の実感か らすれば 、償却し なくとも よけれ ば、これほ
ど楽な商 売はない と。第 三セクタ ーが赤字 を出すこ とは信じ られない という のが民間の
本音であ ります。 その辺 をウロウ ロしなが ら仕事し ている私 にとって は、非 常に強い実
感であります。
しかし ながら、 一方、 大仙市に なってか ら評価さ れるべき 民営化も ありま す。認定こ
ども園の 設立、社 会福祉 法人によ る民営化 でありま す。共通 している のが、 売り上げが
それまで 行政でや ってき た仕事を 全く受け るという 形態の民 営化であ ります 。競合する
民間の企 業がほと んどな い。仮に 競合する 民間の企 業があっ たとして も、例 えば保育園
ですね、 民間の保 育園。 しかし、 こういっ た人たち も市から 補助金を 受けら れるわけで
あります 。全く一 方的な 関係にあ る、全く 民間企業 が一方的 に圧迫を 受けて いるという
ことはな い民営化 であり ます。特 に認定こ ども園は 保育園が 厚生労働 省、幼 稚園が文部
科学省と 縦割り行 政の弊 害という ことは長 年言われ てきたわ けであり ますが 、そういう
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意味では画期的な民営化であったと思います。
こうし た今行政 がやっ ている仕 事で民間 にやらせ た方がよ いという 場合に は、大いに
民営化を 推進して いただ きたいと 思うので あります 。しかし ながら、 民間企 業と競合す
る第三セ クターに 際限な く税金を 投入して いくこと には反対 でありま す。こ うした民業
圧迫に対 して高橋 司元大 曲市長は 、温泉の 設置につ いて議会 から要望 が強く 出されたわ
けであり ますけれ ども、 温泉施設 を造らな かった。 この見識 について 、市当 局はどう評
価されているのかお伺いしたいと思います。
また、 大仙市で は株式 会社とい う経営形 態で、今 後ですね 新たに会 社を設 置する可能
性があるのかどうか、民間企業が存在している市場に参入すべきではないと考えますが、
お考えをお聞かせ願います。
民営化 の問題の 最後に 、太田生 活リゾー ト株式会 社の繰越 欠損の処 理につ いてお尋ね
いたします。
内容は、第２０期の決算書を見ながらのお話をします。
太田生 活リゾー トのも ともとの 資本金は ８，００ ０万円で あります が、過 去の累積赤
字が８， ０８０万 円あり ます。３ １０万円 の別途積 立金があ りますの で、自 己資本金は
２２９万 円しかあ りませ ん。一般 的に第三 者がこの 会社を見 た場合、 この会 社はなぜこ
うした深刻な赤字を出したのかという疑問に、まず突き当ります。
一方、 最近わず かであ りますけ れども黒 字の傾向 があると 伺ってお ります 。こうした
場合、社 員に気の 遠くな るほどの 累積赤字 の解消を 課すので はなく、 また、 第三者から
のマイナ スの評価 を避け るために 減資を行 うのが通 常の再建 策であり ます。 内容は、資
本金と繰 越赤字を 相殺し て減資を 行うこと でありま す。公共 施設運営 改善特 別委員会で
提案をしましたが、実施はされたのでしょうか、お尋ねいたします。
○議長（橋村

誠）

１番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長（栗林次美）

登壇】

石塚柏議員の質問にお答え申し上げます。

質問の第１点は、民営化の評価についてであります。
はじめ に、第三 セクタ ーにつき ましては 、昭和６ １年の民 間事業者 の能力 の活用によ
る特定施 設の整備 の促進 に関する 臨時措置 法の制定 を機に、 地域振興 等に資 する公共性
・公益性を持った会社として、全国各地で設立されております。
第三セ クターに ついて は、民間 企業では 実行でき ない機能 を担うこ と、い わゆる株式
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会社が持 つ合理性 や効率 性の活用 を図りな がら、必 要とされ る公共的 サービ スを行うた
め、採算性のみを追求するばかりではないものと思われます。
そのほ か、地域 経済へ の相乗効 果、地域 のイメー ジアップ 及び雇用 の創出 、さらには
地域住民サービス向上や地域の発展を目的に設立・運営されております。
その運 営にあた っては 、企業の 経営ノウ ハウと自 治体によ る公共性 という 長所を合わ
せ持つこ とが特徴 であり 、独立し た法人格 を要する 企業体と して自ら の責任 において経
営改善に努める必要があります。
また、 旧大曲市 におい ては民間 が運営す る温泉施 等があっ たことか ら、市 が新たに設
置する施設の必要性及び公共性・公益性に乏しいとの判断で温泉施設の開設を行わな
かったものであります。
次に、 社会福祉 施設の 法人化に ついての 評価であ りますが 、合併協 議にお いて市立社
会福祉施 設等は法 人化を 視野に入 れながら 運営形態 について 検討する ことと しており、
公の施設 の管理運 営に民 間の能力 を活用し つつ住民 サービス 向上と正 規雇用 の拡大を目
的に、これらの施設を法人営に移行させることとしたものであります。
これを 実行に移 すため 、平成１ ８年度に 平成２０ 年度から 平成２９ 年度ま での１０年
間を計画 期間とす る介護 保険施設 及び児童 福祉施設 等の法人 化計画と 法人化 実施計画を
それぞれ策定いたしました。
介護保 険施設の 受け皿 として社 会福祉法 人大仙ふ くし会を 、児童福 祉施設 等の受け皿
として社 会福祉法 人大空 大仙を設 立し、年 次計画で 施設の法 人化を進 めてま いりました
が、今年度で全て完了しております。
両法人 に対しま しては 、経営を 早期に安 定軌道に 乗せるた め、平成 ２０年 度から２９
年度まで の時限措 置とし て、派遣 市職員の 人件費補 助と施設 等の維持 補修費 の助成及び
運営資金の貸し付けという二方向の財政支援を実施しております。
それぞ れの法人 の経営 状況は、 平成２４ 年度決算 ベースで 、大仙ふ くし会 の単年度資
金収支残 高は約１ 億２， ９００万 円、当該 年度末資 金収支残 高では約 ５億２ ，５００万
円、大空 大仙の単 年度資 金収支残 高は約４ ，５００ 万円、当 該年度末 資金収 支残高では
約３億８ ，２００ 万円と なってお り、法人 の工夫を 凝らした 経営努力 と市の 財政支援に
よって、これまでのところ黒字経営を続けております。
基金につきましても大仙ふくし会が１億５，０００万円、大空大仙が約２億
３，３００万円と、安定的に積み増しをしております。
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しかし ながら、 これら の法人が 将来にわ たって安 定経営を 継続して いくた めには、法
人化計画 の最終年 度であ る平成２ ９年度ま でに、さ らなる留 保資金の 充実が 必要不可欠
でありま すので、 各法人 には改め て一つの 独立した 経営体と しての経 営努力 を求めると
ともに、市といたしましても必要な支援と指導を行ってまいります。
また、 法人化の 実施に よるもう 一つの成 果である 雇用につ きまして は、法 人化開始時
点から平 成２５年 までの 間に大仙 ふくし会 では３７ 名、大空 大仙では ６５名 を正職員と
して採用 しており 、結果 として１ ０２名の 新規雇用 、特に若 年層の雇 用拡大 につながっ
ております。
以上の ことから 、当市 の社会福 祉施設等 の法人化 は、確実 に当初の 目的に 沿って進捗
していると考えております。
次に、 太田町生 活リゾ ート株式 会社の資 本金を減 額する提 案につき まして は、議員ご
指摘のと おり公共 施設運 営改善等 調査特別 委員会の 最終報告 としてご 意見を いただいて
おります が、金融 機関、 各種団体 等も出資 しており 、市のみ の判断で は難し いものと思
われます。
また、 平成１９ 年度の 奥羽山荘 単体の決 算におい ては約１ 億３，２ ００万 円の累積赤
字で、会 社全体で は約８ ，４００ 万円の累 積赤字と なってお りました 。平成 ２０年４月
には不採 算部門で ある奥 羽山荘を 株式会社 わらび座 に無償譲 渡を行い 、その 際、累積赤
字の清算 を行わず 、さら に資本金 も現状の まま引き 継ぎ、鋭 意経営改 善に努 めてきたと
ころであ り、平成 ２４年 度の決算 において は若干な がら改善 し、約８ ，００ ０万円の累
積赤字の状況となっております。
現在、 会社の経 営状態 は回復の 兆しを見 せている などを踏 まえ、現 段階で は資本金の
減額は考えておりませんので、ご理解をお願いいたします。
次に、 今後の新 たな第 三セクタ ーの設置 の可能性 について でありま すが、 現在、本市
における 第三セク ター全 ８法人は 、合併前 の旧市町 村時代に 設立した ものを 新市に引き
継いで存 続してい るもの であり、 大仙市と して設立 に関わっ た第三セ クター は存在して
おりません。
先の大 仙市公共 施設運 営改善等 調査特別 委員会で もご説明 申し上げ ました とおり、本
市におけ る第三セ クター について は依然と して厳し い経営状 況が続い ており 、全国的に
も第三セ クターは 厳しい 経営状況 が見受け られるこ とから、 新たな設 立にあ たっては慎
重に検討 しなけれ ばなら ないもの と認識し ておりま すが、可 能性とし てはゼ ロではない
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ことを申し添えておきます。
【栗林市長
○議長（橋村

誠）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

はい、７番。

○７番 （石塚

柏）

公 共施設 運営改善 特別委員 会、レポ ートを出 して提案 をしているわ

けで、今 の減資の 問題だ けでなく 複数の提 案、こう して欲し いという 議会を 代表して、
もちろん 本会議で 了承さ れたもの でありま すから、 これは全 く返答が ないと 。聞かれた
らそれは やる考え はあり ませんと いうこと だとする と、これ はなかな か特別 委員会やっ
て、一生 懸命頑張 って提 案をした その中身 全体がど う取り扱 われてい くのか ということ
について、もし今のような話が出てくると、ほかのことについてもですよあるとすれば、
やはりも う一度何 らかの 協議がな いと、そ れは２年 ぐらい時 間かけて 特別委 員会やって
きたとい うことで あって も、結果 どう、ど っちの方 にいくの かという ことが わからない
のではな いかなと 印象を 受けまし た。この 点につい て今後ど う、例え ば特別 委員会から
最終レポートで提案された、あるいはこういうふうにすべきだといったものについての、
その後の 意思の疎 通とい いますか 、どうい うふうに やってい くんでし ょうか 。市長にお
尋ねします。
○議長（橋村

誠）

○市長（栗林次美）

栗林市長。
再質問にお答えいたします。

この特別委員会を設置していただいて、そこで様々調査、議論していただいて、提言、
あるいは 提案、そ うした ものがた くさん出 てくるわ けですが 、それぞ れ我々 その経営す
る側から しますと 、経営 判断とし て全部そ のとおり やるとい うわけに もいか ない問題も
私はあると思います。そういう形の中でこの減資の問題については、先程答えたとおり、
会計的な 問題では なくて 経営とい う問題か らいくと 減資をす べきでは ないと 判断をさせ
ていただ いて、不 採算部 門を切り 離したり しながら 、これは そこに働 く従業 員の皆さん
の問題も あります し、あ るいはこ の会社を つくると きに参加 していた だいた 、資本を出
していた だいた皆 さんに 対しての あれもあ ると思い ます。そ ういうこ とで総 合的な判断
として、 これは我 々も関 係してお ります税 理士等、 その他会 社運営に 詳しい 方たちの意
見を入れて減資する必要はないというような判断をさせていただいたところであります。
そうし た問題は 、執行 側と議会 との間で １００％ 一致しな い部分も 私はこ れからある
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のではな いかと、 そうい うふうに 思います 。そうい う形で議 会の考え 方、提 言、提案、
最大限様 々な形で 尊重さ せていた だきなが ら、経営 、あるい は運営に 活かさ せていただ
いているつもりでありますので、ご理解をお願いいたします。
○議長（橋村

誠）

再々質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

はい、７番。

○７番 （石塚

柏）

話 し合い が噛み合 ってない と私は思 うんです ね。減資 のことはいい

です。考 えはよく 聞いた し、それ から、基 本的に私 はこの議 場で言い 合いに なるような
形は好ま ないです から、 機会があ ればする というこ とでいい と思うん です。 それ以外た
くさん特 別委員会 で提案 している わけです から、こ れをどう 取り扱っ ていか れるのか、
大体私は 素人で、 ほとん ど特別委 員会で出 されたと いうのは 、概ね尊 重され るのではな
いのかな というふ うに思 っており ましたの で、そう いう意味 合いにお いて、 いつどうい
うような 形で、い や、違 うんだよ というよ うなこと であれば 、それは それで 議会で特別
委員会の ことです から回 答はない と、それ おかしい んじゃな いのかな という 、そういう
趣旨の質問です。よろしくお願いします。
○議長（橋村

誠）

○市長 （栗林次 美）

栗林市長。
こ の後、 議員がご 質問され ます物産 中仙の問 題につい て、こうした

課題につ いて本会 議で答 弁するば かりでは なくて、 委員会に やっぱり 議会の 提案と、そ
れからそ ういうも のを受 けながら 執行部、 あるいは 経営側と して措置 したこ とをできる
だけ対処 できるよ うな形 でお示し してご理 解をいた だきたい と思いま す。委 員会でお願
いいたします。
○議長 （橋村

誠）

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。再開時刻は午後１時といたします。
午前１１時５５分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午後
○議長（橋村

誠）

１時００分

再

開

休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。
次に、２番の項目について質問を許します。
○７番 （石塚

柏）

食 事の後 、ちょっ と眠くな るかもし れません けれども 、眠くならな
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いように 私も頑張 って、 そして我 々議員は 何か問題 がないか というこ とを仕 事にしてお
ります。 決して何 がどう のこうの という気 持ちは全 くありま せんから 、よろ しくご理解
をお願いしたいと思います。
次に、物産中仙の経営改善について質問をいたします。
この問 題は、全 員協議 会で多く の議員か ら厳しい 発言があ りました 。貴重 な一般会計
から莫大な税金の持ち出しでありますので当然だと思っております。
それでは、物産中仙が経営危機に至るまでの経緯について質問いたします。
この米 菓工場は 機械設 備の古さ を考える と、いつ までもつ のかなと いう疑 問でありま
す。いつ まで稼働 できる のでしょ うか。設 備がもた ないので はという ことを 、それに対
して支援 するのか なとい う疑問で あります 。現場の 話として は、修理 と機械 の更新を繰
り返ししてでも、もって十数年というような話もございます。
物産中 仙は製造 業なの で機械設 備が大が かりです 。最初に かかった 費用は 、米菓工場
だけで少 なく見積 っても 建物と設 備を合わ せて４億 ３，０６ ８万円で す。内 訳は、建物
が２億３ ，０００ 万円、 機械空調 ・排水設 備で２億 ６８万円 です。し かし、 継続してい
くには、 早晩、修 理や機 械の更新 に大きな 資金、補 助金が必 要になっ てくる 可能性が高
いのです。この工場に、さらに税金を投入するのでしょうか。
次に、 これは当 局にお 願いです が、我々 議場で具 体的にわ かりやす くする ために、米
菓部門の 過去１０ 年間の 売上高と 累積の赤 字の総額 、雇用人 数、これ は米菓 部門です。
の平均人数を教えていただきたい。
次に、 当局が作 成した 「物産中 仙の経営 状況と対 策につい て」の内 容につ いてお尋ね
いたします。
最初に 、経営責 任につ いてお尋 ねいたし ます。民 間で言え ば、当然 会社の 内容が悪く
なった、 そういっ た場合 に、真っ 先に通ら なければ ならない 問題であ ります ので、この
ことに触れさせていただきます。
平成２ ２年１２ 月に赤 字を補填 するため に２，０ ００万円 を出資す る際に ですね、大
きく問題 視されて いたに もかかわ らず、先 の全員協 議会では 、この２ ，００ ０万円につ
いて全く触れることがなかったのは大きい驚きであります。
１点目、東雲堂の撤退の話はリニューアルの頃からあり、新規顧客の開拓の時間は
あったの ではない かとい う点です 。また、 米菓部門 の赤字の 原因が東 雲堂と の取引が安
いのだと いう、こ れが原 因だと認 識してい たと思う のですが 、早くか ら東雲 堂以外の新
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規取引の必要性は経営陣が強く感じていたのではないでしょうか。
２点目 、３年前 、追加 して出資 した２， ０００万 円はどう したのか 、この 説明が不明
な点です。この２，０００万円の出資の責任は、現場の責任者ではありません。経営
トップの問題であります。疑問に感じましたので、お尋ねいたします。
次に、物産中仙の資金調達についてお尋ねいたします。
平成２ ２年１２ 月に２ ，０００ 万円の増 資の議案 の審査で もめたと き、こ のときはか
なりもめ ました。 議長、 そのとき 委員長で あったで すかね。 そのもめ た審査 の土壇場で
「国は三セクに貸し出しをしてはいけないと言っている。」という説明、発言があって、
そういう もんかな 、仕方 ねえなと いうこと でダダッ と賛成に 回ったと いう経 過がありま
す。そし てその時 、執行 部から配 付された １枚の国 から出さ れた書類 、委員 会に提出さ
れました 。その時 は時間 もありま せんでし たので斜 め読みで したが、 どう読 んでも貸し
出しは駄 目だとは 書いて いなかっ たんです 。むしろ 慎重に調 査をして 判断す べきものと
いう文脈 があった わけで あります 。今回改 めて関係 する国の 資料を読 んだわ けでありま
すが、中 身はです ね、短 期貸し出 しを繰り 出すので はなく、 長期の貸 し出し にすべきだ
とは書いていても、貸し出しは駄目だとはどの資料を見ても見当たらないのであります。
国は自治 体がお金 を出す 時は、慎 重でかつ 十分な審 査が必要 だと指摘 してい るとしか書
いていな いのです 。しか も大仙市 には、今 もって「 大仙市第 三セクタ ー運営 資金貸付制
度」が、 まだ厳然 として 存在して いるので はありま せんか。 議員の中 には、 足りない資
金は資本 金を出す と出し っぱなし になる、 責任が明 確になる 貸し出し にすべ きではない
かという 意見があ ります 。今回の 不足した 資金３， ０００万 円は、出 資金で はなく責任
の明確な貸出金にすべきと考えますが、当局の答弁をお願いいたします。
次に、経営改善の策定とその目標についてお尋ねいたします。
１つ目は、当局のいう自己資本の回復目標は、今回の提案の３，０００万円なので
しょうか 。あるい は、１ ２年に出 資した２ ，０００ 万円プラ スの５， ０００ 万円なので
しょうか 。我々自 然に考 えますと 、やはり 最低でも ５，００ ０万円を 目標に すべきでは
ないのか というこ とを考 えるわけ でありま すが、当 局で出さ れている 資料で は３，００
０万円の 資本金が 、いわ ゆる自己 資本が残 ればよい としか見 えない資 料です が、そうい
うことでしょうか。
ちなみ に同僚の 議員に は、石塚 の考えは 甘いと。 当然増資 後の資本 金の７ ，０００万
円にすべきだという意見もあったことを申し添えておきます。
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２つ目に、雇用調整についてお尋ねいたします。
雇用調 整をする には、 労働法の 判例で４ つの制約 がありま す。１つ は、経 営危機が実
際にあっ たかどう か。２ つに、経 営危機を 回避する 経営努力 をしたか 。３つ に、解雇に
至るまでの十分に説明を尽したか。４つに、解雇の基準が合理的であったかであります。
今回、この解雇ができる制約は全てクリアできると思います。
そこで お尋ねし ますが 、物産中 仙の米菓 部門の雇 用調整に ついて希 望退職 を募ったの
か。再就 職の斡旋 に全力 を注いだ のか。同 じ道の駅 や市の業 務につい て、再 就職の斡旋
は可能で はないか 。一部 再雇用の 話が進ん でいると の情報も あります ので、 是非報告を
お願いいたします。
３つ目 に、物産 中仙の 部門別に 配置され ている人 数を見ま すと、圧 倒的に 赤字部門の
米菓部門 が多いわ けであ ります。 少人数で 頑張って いる部門 が赤字の 部門を 補填してい
るという ことの現 状がう かがえま す。今回 の雇用調 整は、８ 万市民の 感覚と 照らし合わ
せ、大仙 市全体で 再雇用 を考え、 赤字部門 を適正人 員に改め て、資本 金を取 り戻す正常
化を果たすべきではないかと思いますが、当局の判断をお聞かせください。
最後に、赤字経営の歯止めについてお尋ねいたします。
今後、 物産中仙 が資金 ショート した場合 、さらな る出資金 で、いわ ゆる資 本金で補填
をするのかどうか、お尋ねいたします。
○議長（橋村

誠）

２番の項目に対する答弁を求めます。久米副市長。
【久米副市長

○副市長（久米正雄）

登壇】

質問の物産中仙株式会社の経営改善についてお答え申し上げます。

はじめ に、経営 悪化に 至るまで の経緯に ついてで あります が、物産 中仙株 式会社は平
成２年に 中仙地域 の特産 品である 「杜中」 の加工・ 販売を目 的に設立 され、 その後、地
場産原料 を使用し た「き りたんぽ 」、「い ぶり漬け 」などの 地域特産 品の加 工・販売を
開始しております。
また、 平成８年 の「こ めこめプ ラザ」の 開設に伴 い、売店 部門と米 菓部門 を新設し、
売店では 特産品等 の小売 りを開始 しており ますが、 米菓部門 について は大阪 「東雲堂」
の指導のもと、平成８年９月から操業を開始したものであります。
経営状 況につい ては、 平成１９ 年度まで は４年連 続黒字を 計上する など経 常利益を確
保してき たものの 、平成 ２０年度 以降は原 油価格や 原材料価 格の高騰 などを 背景に営業
損失を計 上してお り、平 成２２年 度におい ては第１ 四半期の 販売実績 の低迷 により、事
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業運営上の運転資金の不足が生じ、市からの出資により窮状を凌いだところであります。
その後 、平成２ ４年度 の第３四 半期には 経常利益 が前年比 で１０％ 増の６ ２２万６千
円になる など順調 に推移 してきた ところで ありまし たが、お かき生地 の納入 先である東
雲堂の経 営悪化に よる平 成２５年 ２月の製 造工場閉 鎖に伴い 、当社の 米菓部 門の収支が
悪化したところであります。
次に、 米菓工場 の営業 可能年数 と米菓部 門の営業 状況につ いてであ ります が、工場内
の機械設 備につい ては、 各工程ご とに機械 が配備さ れている 関係上、 機械の 故障により
工場が全 面停止と するこ とはない ことから 、個々の 修繕によ り今後１ ０年は 稼働できる
ものと考えております。
また、 米菓部門 の営業 状況につ きまして は、十数 年前から 正社員７ 名、パ ート３名の
体制で製 造・販促 業務に あたって おり、こ こ１０年 間の売上 高は７億 ４，７ ２８万円と
なっております。
なお、この間の経常利益は累計でマイナス４，４０５万円となっておりますが、近年、
本店部門 において は漬物 、きりた んぽ、お かきが順 調に売り 上げを伸 ばし、 売上不振部
門の落ち 込みをカ バーし ている状 況にあり 、また、 会社全体 としても おかき 製造業とし
てモチ加 工用米を 仕入れ 、売上原 価の削減 に努める とともに 新規の販 売先の 開拓に取り
組んでい るほか、 加工用 もち米や うるち米 、いぶり 漬けの原 材料は地 元の農 業法人等が
生産して いる地場 産品を 積極的に 仕入れる など、地 域農業振 興に貢献 してい るところで
あります。
次に、今後の対策についてお答えいたします。
はじめ に、東雲 堂から の事業縮 小の意向 につきま しては、 昨年平成 ２４年 １２月２５
日に東雲 堂の島津 常務が 会社を訪 れ、その 際に初め て伝えら れたもの で、撤 退の具体的
な時期に ついては 翌年、 今年の１ 月７日に 正式に連 絡をいた だいたと ころで あります。
以前か ら生地及 び製品 の両面か ら販売先 の拡大に 努めてお りました が、東 雲堂の製造
工場閉鎖 の連絡以 降にお いては、 さらに新 規の販売 開拓に努 め、製品 取引に ついては４
月から関 西の５社 と、５ 月以降に おいても 県内外の ３社と取 引を始め たとこ ろでありま
すが、生地の販売については見通しが立っていないのが現状であります。
なお、 平成２２ 年度の 市の増資 ２，００ ０万円に ついては 、東雲堂 の製造 工場閉鎖に
伴い悪化 した２５ 年２月 以降の米 菓部門の 赤字補填 に回らざ るを得な い状況 になったも
のであります。
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次に、 資金の調 達につ きまして は、第三 セクター に対する 公的支援 の考え 方が総務省
から示さ れており 、その 内容は「 第三セク ター等に 対する短 期貸付を 反復か つ継続的に
行うこと は、安定 的な財 政運営及 び経営の 確保とい う観点か ら、本来 長期貸 付、または
補助金の交付等により対応すべきものであり、当該第三セクター等が経営破綻した場合、
その年度 の地方公 共団体 の財政収 支に大き な影響を 及ぼす恐 れがある ことか ら、早期に
見直しすべきである。」とされております。
議員ご 指摘のと おり、 市が第三 セクター へ短期貸 付を行う こと自体 、制限 されるもの
ではあり ませんが 、市財 政収支の 影響を考 慮し見直 すべきと の指針が 示され ていること
から、経 営再建に かかわ る資本注 入として 今般出資 を行うこ とをご理 解いた だきたいと
思います。
次に、 経営改善 計画の 策定とそ の目標に つきまし ては、喫 緊の課題 は米菓 部門を含め
会社全体 の再構築 であり 、大幅な 経費削減 による経 営の見直 しであり ます。 会社全体で
経費構成 比率の高 い人件 費を人員 整理によ り削減す ることは 、雇用機 会の創 出という会
社設立の 目的と異 とする ところで あり苦渋 の選択で ありまし たが、こ れによ り資本金の
回復につ ながるも のと考 えており 、年間で 概ね２０ ０万円の 経常利益 を目標 としており
ます。
なお、 今後はパ ートへ の切り替 えや季節 従業員の 雇用によ り人件費 比率の 引き下げに
努めることとしております。
また、 現状では 本店部 門の「お かき」売 り上げが 売上構成 の約３４ ％を占 めており、
米菓部門 を即時廃 止する ことがで きないこ とから、 ４ないし ５年を目 途に今 後の経営体
制について検討してまいりたいと思います。
次に、 雇用調整 につき ましては 、１１月 ２９日に 全社員に 対し会社 の経営 状況と人員
整理など の今後の 方針を 示し、希 望退職を 募ること としたと ころであ ります 。再就職に
ついては 、市とし ても全 面的に支 援するこ ととして おり、県 の補助事 業を活 用した事業
への従事などを検討しているところであります。
また、 部門によ っては 季節的に 余剰人員 が発生す ることか ら、他部 門への 従事に切り
替えるなど適正な人員配置に努めるとともに、積極的に市内外の事業所への外販に努め、
売り上げの向上を図ることとしております。
次に、 資金ショ ートし た場合の 対応につ きまして は、再度 このよう な事態 が発生しな
いよう、計画に沿った事業展開により目標達成のため社員一同取り組んでまいりますが、
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その際は改めて議会の皆様と協議させていただきたいと考えております。
【久米副市長
○議長（橋村

誠）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

はい、７番。

○７番 （石塚

柏）

公 共施設 の特別委 員会でも 申し上げ たんです けど、ど うもこのお役

所の人は利潤というものを非常に軽く見る。今回、何で解雇することになったんですか。
利潤を得 られなか ったじ ゃ、それ が理由じ ゃないで すか。冒 頭、何て いうん でしょう、
第三セク ター民営 化につ いてお尋 ねしたん ですけれ ど、もう 一度です ね副市 長ともその
ことのや り取りし たわけ ですので 、第三セ クターで あっても 利潤が得 られな かったら従
業員をク ビにしな きゃい けなくな るんです 。わかっ ているじ ゃないで すか。 この点につ
いてご答弁願います。
○議長（橋村

誠）

○副市長（久米正雄）

久米副市長。
お答え申し上げます。

第三セ クターと いえど も株式会 社でござ いますの で、やは り利潤は 目的と して、そし
てその利 潤の中か ら従業 員の給与 等を賄っ ていくと いうのが 本筋であ ります し、また、
株主もお りますの で、本 来であれ ば株主に 配当なん かもでき るような 会社に していくべ
きが筋だというふうには考えております。
○議長（橋村

誠）

再々質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

○７番（石塚

柏）

はい、７番。
一番最後のですね、おそらく私らの同僚議員の中で、柏、もうぎ

ぢっと聞 いてこい よって 言われた ことです けれど、 同じこと があった 場合、 仏の三度、
今回で２ 回目、仏 の顔三 度、これ は私はな いと、将 来のこと はわかり ません 。任期は３
年、ある いは４年 であり ますとい うことで はなしに 、少なく とも経営 責任と いうことか
らいって 、自分の 任期中 は絶対そ ういうこ とはさせ ません。 なかった らば自 分で資本金
出資した らいいじ ゃない ですか。 同じく利 益が上が って自己 資本増え たら、 今は自己株
式引き取 れますか ら、引 き取れる ようにな っていま すから、 １００万 円出資 して１２０
万円にな るかもし れない 、１５０ 万円にな るかもし れない。 これは極 端かも しれません
けど、そ れくらい の任期 中の再度 こういう 時になっ た場合に どうする んだと いうお考え
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を是非お聞かせください。
○議長（橋村

誠）

○副市 長（久米 正雄）

久米副市長。
先程、 再度資金 ショート した場合 について 、その際 には改めて議

会の皆様 と協議さ せてい ただきま すという ふうにお 答えいた しました 。ただ 、代表取締
役社長と して、こ れで２ 回目です ので、こ の後はこ ういうこ とはない ように 、絶対にな
いように していき たいと 思います けれども 、その際 の状況等 もいろい ろ勘案 しなければ
いけない と、その 時点で どういう 状況にな っている か今の段 階では私 想定で きませんの
で、このように答弁させていただいたところであります。
○７番（石塚

柏）

以上、質問を終わります。

○議長（橋村

誠）

これにて７番石塚柏君の質問を終わります。
【７番

○議長（橋村

誠）

石塚柏議員

降壇】

次に、８番藤田和久君。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

はい、８番。
【８番

○議長（橋村

誠）

○８番（藤田和久）

藤田和久議員

登壇】

１番の項目について質問を許します。
日本共産党の藤田和久です。

私は３点について質問をさせていただきます。
最初に、防災対策についてお尋ねしたいと思います。
大仙市 では、現 在、防 災計画の 見直し作 業を作成 、検討中 とのこと で伺い ましたけれ
ども、最 近の異常 気象の 発生が続 いており ますので 、あえて 防災対策 の見直 しについて
質問をさせていただきます。
近年、 異常気象 とも思 えるよう な異常な 気象現象 が続発し ておりま す。例 えば集中豪
雨、ゲリ ラ豪雨な ど、こ れまで経 験したこ とのない ような多 量の降雨 が頻繁 に続いてお
ります。 集中豪雨 につい ては、関 東以西で は８００ ｍｍから １，００ ０ｍｍ という規模
の降雨が 実際に起 こって おります 。また、 １時間に １００ｍ ｍ以上と いうゲ リラ豪雨に
ついては、この秋田県内にも実際にありました。
過去を振り返ってみますと、県南地域では３００ｍｍ以上という降雨があった場合に、
雄物川関 係流域の どこか で氾濫し たり洪水 が発生し たりして おります 。今後 は、この大
仙市にお いても集 中豪雨 とかゲリ ラ豪雨な どが発生 する可能 性がある わけで ございます
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ので、こ うした多 量の降 雨に対応 できるよ うな防災 対策、ま たは防災 計画が 必要ではな
いでしょうか。是非ともご答弁をお願いしたいと思います。
それか ら、集中 豪雨だ けではあ りません 。かつて 余りなか ったよう な竜巻 がこの秋田
県にも急 増してい ます。 建造物が 簡単に破 壊されて いる現状 でありま す。ま た、台風も
大型化しており、広範囲に大きく広がっているだけでなく、風力が異常に強く、毎秒
５０ｍか ら１００ ｍ以上 というの も実際に あります 。また、 ここ３年 間、大 雪に見舞わ
れました けれども 、東北 地方の降 雪量は年 々増える 可能性が 高いとい うのが 気象関係者
の意見で もござい ます。 交通安全 の確保や 降雪によ る建物の 損壊など が心配 されるわけ
でありま す。また 、日本 列島には 巨大地震 の発生が 近づいて いるとい うのが 地質学研究
者の意見 です。こ の二、 三十年の 間にマグ ニチュー ド９以上 、震度７ クラス の巨大地震
が起こる と言われ ており ます。こ うした自 然現象が 異常に巨 大化して きてい る現状にお
いて、こ れまでの 防災計 画では、 実態に合 わなくな ってきて いるもの と考え られます。
このような厳しい自然条件に対応できるような防災計画の見直しが必要と考えます。
また、 先般仙北 市では 土石流災 害が発生 しており ます。こ の大仙市 でもそ のような土
石流や土 砂崩れな どの危 険箇所が 相当ある ものと思 われます が、市民 にわか るように周
知徹底す ると同時 に、そ の危険な 箇所に危 険区域で ある旨の 掲示を是 非検討 していただ
きたいと思うものであります。
そして 、防災対 策とい うだけで なく、災 害の予測 情報、災 害速報な どの連 絡や広報の
あり方、 避難勧告 や避難 場所、災 害時の救 援対応な ど、きめ 細かな計 画を希 望するもの
でござい ます。現 在検討 されてい る防災計 画が、こ うしたレ ベルに対 応でき るものなの
かどうかも含めお答えいただければありがたいと思います。
次に、 ２つ目と して、 近年洪水 に見舞わ れた中通 町周辺や 福見町周 辺の住 民の皆さん
から、災 害のない 安全な 大仙市と 言うけれ ども、二 度とこの ような洪 水を繰 り返さない
ように対 策を検討 してい ただきた いと、私 自身もお 願いをさ れており ます。 福見町が洪
水になった時には、丸子川の水位があと１ｍ弱まで増水し、流れはそんなに速くなく
澱んでい ました。 福部内 川の水も 丸子川で せき止め られてい るような 状況に なっており
ました。 このこと からわ かるよう に、丸子 川の水が 雄物川に スムーズ に流れ ておらない
というこ とではな いでし ょうか。 雄物川に は、この 大曲地区 で横手川 、丸子 川、玉川と
大きな河 川が合流 するた め、水量 が溢れ、 雄物川の 下流に流 れにくく なって います。で
すから雄 物川の下 流部の 河川改良 を急ぎ、 下流方向 にスムー ズに流れ やすく する必要が
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あるので はないで しょう か。現在 取り組ん でおられ ると思い ますけれ ども、 県と協力し
て、是非実現していただきたいと思います。
また、 福部内川 そのも のの川幅 の拡大や 堤防の盛 土を図り 、福部内 川の許 容水量を増
やす必要 もあると 思いま すが、こ の点につ いてもご 検討いた だければ ありが たいと思い
ます。
中通町 周辺の洪 水も基 本的には これまで の内容と 同様だと 思います けれど も、当時、
揚水ポン プの設置 条件な どが要因 で、適正 かつ効率 的な稼働 ができな かった とのことを
伺ってお ります。 緊急性 を要する 災害時に 不具合を 起こして いたなど という ことは、決
して許さ れるもの ではあ りません 。これら 揚水ポン プの設置 基準や点 検方法 、日常管理
などはど うなって いるの か、もし 故障して いた場合 の代替は 確保され ている のかなど、
この点についてもお聞きいたします。
特に地 域の皆さ んから は、同じ ような過 ちを絶対 に繰り返 さないで 欲しい と強く要請
されてお ります。 当局と して、是 非真剣に 対応して いただき 、こうし た自然 条件に見合
うような防災対策、防災計画を作り上げていただくことをお願いするものでございます。
よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
○議長（橋村

誠）

１番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長（栗林次美）

登壇】

藤田和久議員の質問にお答え申し上げます。

質問の防災対策についてでありますが、集中豪雨やゲリラ豪雨の対応につきましては、
平成２３ 年６月の 大雨に よる水害 を受け、 平成２３ 年度から ２６年度 までの 間に丸子川
周辺を中 心に常設 排水ポ ンプ７カ 所を整備 する計画 を立てて おりまし たが、 平成２５年
６月補正 において 花館柳 町及び福 田町、９ 月補正で 大曲大町 地内の排 水ポン プ場を前倒
しで整備 すること とし、 本年度を もって丸 子川にお ける常設 排水ポン プ整備 計画は完了
いたします。
また、 可搬式ポ ンプ１ ６台を各 支所等に 配備し、 排水能力 の増強を 図って おります。
さらに、 秋田県に おいて は平成２ ４年度に 毎分３０ ｔの排水 能力を持 つ排水 ポンプ車を
仙北地域 振興局に 新たに 配備して 、国土交 通省秋田 、能代、 湯沢河川 国道事 務所に配備
されている排水ポンプ車と共に内水排除の機動力を増強しております。
今後に おきまし ては、 国土交通 省による 雄物川中 流部の築 堤や県に よる福 部内川堤防
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の嵩上げ 工事等の 進捗に あわせ、 順次内水 排除の必 要な箇所 の整備に ついて も計画を策
定して水害対策を図っていくこととしております。
次に、 豪雨以外 の自然 災害への 対応につ きまして は、本市 では平成 １９年 ２月に現行
の大仙市 地域防災 計画を 策定し、 市の災害 対策の根 幹として 位置付け 、これ まで発生し
た様々な 災害に対 し具体 的な災害 予防、応 急対策、 災害復旧 活動を実 施して まいりまし
た。
また、「災害に強いまちづくり」を目指し、自主防災組織の育成や防災士・防災ボ
ランティ アの育成 、要援 護者の避 難支援、 避難所の 耐震化な どを積極 的に推 進しており
ます。
平成２ ３年の東 日本大 震災では 、避難所 の運営の あり方、 長期停電 への対 処、行政機
能の存続 方策、放 射能汚 染への対 応など多 方面にわ たり幾多 の防災対 策の課 題を浮き彫
りにいた しました 。本市 におきま しても震 度５強を 観測、停 電や断水 、燃料 ・日用品の
不足が発 生し、市 民生活 に支障を 来したと ころであ ります。 市ではこ うした 課題や教訓
を踏まえ 、一昨年 、大仙 市地域防 災計画策 定委員会 を立ち上 げ、計画 の全面 的な見直し
に着手し 、昨年１ ２月に は新しい 防災委員 を委嘱し 、本年８ 月には第 １回防 災会議を、
引き続き １０月に は第２ 回防災会 議を開催 し、市域 における 想定地震 被害や 日本海沿岸
部の津波 被害を想 定した 後政支援 活動のあ り方を含 めた新し い地域防 災計画 の策定作業
を進めております。
今後の 予定とい たしま しては、 議会との 協議を経 た上で秋 田県との 協議や 市民の皆様
から広く 意見をい ただく パブリッ クコメン トを実施 し、来年 ３月には 正式に 公表する予
定であります。
竜巻、 台風、強 風、大 雪の対応 につきま しても、 この全面 改正する 計画の 基本方針の
大きな三 本の柱の 一つに 、「最近 の風水害 等を踏ま えた防災 対策の見 直し」 を定め、そ
の 具 体 的 な 内 容 と し て 、 秋 田 地 方 気 象 台 と 秋 田 県 が 共 同 で 発 表 す る 「 竜 巻 注 意 報 」、
「雪下ろし注意情報」や気象台の新基準による情報などを追加することとしております。
また、 災害時要 援護者 や帰宅困 難者の対 策につき ましても 改正いた します 。さらに、
防災意識 向上のた めの普 及啓発や 避難所の 抜本的な 見直しな ど実効性 ある地 域防災計画
の完成を目指して作業を進めているところであります。
次に、 危険箇所 につき ましては 、先般の 仙北市に おける土 石流の発 生など を受け、秋
田県は急 傾斜地や 土石流 などの危 険箇所５ ０４カ所 のうち、 人家があ り危険 度が高い箇
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所につい て各地区 を巡回 し、住民 説明会を 行うこと としてお り、市は 開催日 程や会場等
の調整及び会議への出席を要請されております。
また、 市では危 険区域 のさらな る周知徹 底を図る ため、秋 田県から 急傾斜 地等の危険
箇所の最 新データ をいた だき、国 土交通省 で現在見 直し中の 浸水想定 地域の データを取
り込んだ ハザード マップ の作成及 び全戸配 布を、遅 くとも２ ７年度中 に実施 することを
計画しており、データがそろい次第、作成にかかることとしております。
また、 危険箇所 への掲 示につき ましては 、県が土 砂災害防 止法にお ける特 別警戒区域
の設定を 行った箇 所で、 設置場所 について 市と共に 地元住民 と協議を 行い、 看板設置を
行うこととしております。
次に、 災害予測 情報や 災害速報 につきま しては、 現在、登 録をして 防災関 係メールを
受け取る ことがで きる「 防災ネッ ト大仙」 を運用し ておりま す。また 、当該 エリア内に
いる者に 対し携帯 電話に 一斉に情 報を発信 する「緊 急速報メ ール」に ついて 、携帯電話
３社と契 約を締結 したほ か、災害 時にマス コミ各社 へ災害状 況や避難 勧告等 の情報を送
付することにより即座に報道していただく体制が整い始めたところであります。
また、 今後整備 が予定 されてい るコミュ ニティＦ Ｍについ ても、運 営主体 と防災時の
放送につ いて協定 を結ぶ こととし ており、 多様な情 報通信手 段を整備 、活用 していくこ
ととしております。
避難勧 告等につ きまし ては、住 民の迅速 ・円滑な 避難を実 現するた め、適 切な発令が
できるよう具体的な発令基準を現在策定中であります。
避難所 につきま しては 、地域防 災計画見 直しの中 で設置箇 所につい て精査 を進めてお
りますが 、今般の 災害対 策法の改 正を受け 、災害の 種類ごと に避難所 を設定 するなどの
対応を行うとともに、避難所開設マニュアルを整備することとしております。
救護につきましては、大曲仙北医師会、大曲仙北歯科医師会などの関係機関と協力し、
医療救護 班の派遣 や救護 所設置等 の初期医 療体制を 整えると ともに支 援する 医療機関等
との協力 体制を確 立して おります が、今後 は、より 一層強固 な関係と してま いりたいと
思います。
次に、 雄物川下 流部の 河川改修 につきま しては、 国土交通 省では現 在、雄 物川中流部
河川改修 事業とし て、西 仙北地域 強首地区 及び寺館 大巻地区 、南外地 域西板 戸地区、協
和地域中村芦沢地区で築堤や樋門、護岸工事等を実施しております。
本年度 は繰越事 業費等 を含め約 ５０億円 の予算を 確保して いただき 、現在 既に８割が
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発注済みと伺っております。改修事業がスピードアップしてきております。
国土交 通省の現 在の計 画では、 昭和６２ 年８月洪 水対応の 暫定堤防 であり ますが、平
成３０年代前半には無堤防地区を解消すべく事業の推進を図っていると伺っております。
また、 県では雄 物川中 流部河川 改修事業 にあわせ 、淀川、 土買川、 斉内川 の整備を進
めております。
いずれ にいたし まして も、成瀬 ダム建設 事業の検 証の関係 で遅れて おりま す雄物川の
今後の３０年間の具体的な河川整備を定める「雄物川水系河川整備計画」の早期策定と、
これは間 もなく策 定でき るという ふうに聞 いており ます。早 期策定と 、一日 も早い無堤
防地区解消に向けた要望を重ねてまいりたいと思います。
次に、 福部内川 の川幅 拡張及び 堤防の嵩 上げにつ きまして は、昨年 度県で 実施いたし
ました福 部内橋か ら高畑 陸橋まで の区間１ ｋｍにお ける詳細 設計につ いて、 現在改めて
見直し作業を行っていると伺っております。
その結 果につい ては、 大仙市街 地洪水対 策協議会 及び関係 機関に対 し説明 した上で、
その後、一部の工事と用地測量を実施する予定と伺っております。
また、 ２６年度 におい ては福部 内橋上流 の左右岸 の一部の 工事と用 地測量 及び用地買
収を実施する予定と伺っております。
また、 福部内川 に接続 する支川 ３カ所の 内水排除 施設につ いては、 今年度 市で委託業
務を発注 しており 、県管 理の福部 内川の整 備との整 合を図り ながら進 めてお ります。平
成２６年 度は、県 の計画 との調整 を図りな がら内水 排除の業 務委託を 進めて まいりたい
と考えて おります が、い ずれにい たしまし ても早期 に完成で きるよう 、引き 続き県に要
望を行ってまいります。
次に、 内水排除 ポンプ につきま しては、 例年、出 水期前５ 月から６ 月であ りますが、
出水期前 に全ての 常設ポ ンプ場及 び可搬式 ポンプの 定期点検 を実施し ており ますが、本
年４月７日の大雨と融雪による河川増水の際には、周辺施設との電力需要の関係により、
一時的負 荷が生じ 、排水 ポンプが 一旦停止 しました が、速や かに復旧 させて おります。
なお、 当日中に 東北電 力による 設備強化 工事を行 っており 、以後の 排水作 業において
は順調に稼働しております。
予備ポ ンプにつ きまし ては、常 設ポンプ が設置さ れていな い箇所で は、危 険水位に達
する前に可搬式排水ポンプを設置しておりますし、常設ポンプ設置箇所におきましても、
以後の降 雨量や流 量を勘 案し、速 やかに追 加の可搬 式排水ポ ンプを設 置する などして万
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全を期しております。
今後も 市、消防 団、水 門及びポ ンプ管理 人、ポン プ設置業 者との協 力体制 を維持しな
がら水害の防止に取り組んでまいります。
【栗林市長
○議長（橋村

誠）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

○８番 （藤田和 久）

はい、８番。
再 質問と いう感じ ではない んですけ れども、 今その防 災、新しい防

災の見直 しという ことで 進められ ていると いうこと で、大変 詳しい答 弁をい ただきまし
た。但し 、今、様 々な計 画が進め られて、 これから 検討され て実現さ れるも のとは思い
ますけれ ども、福 見町や その中通 町周辺の 水害対策 をね、繰 り返して もらい たくない、
これは現 地の人間 だけで なくて大 仙市のメ ンツとし てもやっ ぱり同じ 洪水と か災害をね
繰り返し てはなら ないと 思うんで すよ。そ ういう意 味で、是 非新しい その防 災対策の確
立と同時 に、防災 に対す るやっぱ り決意、 そういう ものを強 めていた だいて 、二度と災
害のない大仙市を目指していただきたいと思います。
以上で終わります。
○議長（橋村

誠）

答弁はいりませんか。

○８番（藤田和久）

いりません。

○議長（橋村

次に、２番の項目について質問を許します。

誠）

○８番（藤田和久）

２つ目に、子供の医療費の無料化についてお尋ねしたいと思います。

子育て 支援の充 実の一 部として 進めてい る医療費 給付扶助 費、市単 独上乗 せ分につい
て質問させていただきます。
現在、 大仙市で は、こ の制度に よって子 供の医療 費が無料 化となっ ていま す。小学校
卒業までです。入院の方は中学校卒業まで無料となっております。
しかし 、関東や 関西方 面の自治 体におい ては、ほ とんど多 くのとこ ろで入 院・外来と
もに中学 校卒業ま で医療 費が無料 になって おります 。これは 日本全体 で、お そらく３分
の２ぐら いのとこ ろがそ ういう状 況になり つつある んではな いかと思 われま す。そうい
う意味で 、この秋 田県内 でも一部 市町村、 東成瀬村 など確か ２、３の 自治体 で入院・外
来ともに 中学校卒 業まで の無料化 を実現さ れており ます。こ の大仙市 でも医 療給付扶助
費を拡大 し、入院 ・外来 ともに中 学校卒業 までの医 療費無料 化を実現 して欲 しいと思い
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ます。
先般行 われまし た大仙 市平成２ ４年度決 算特別委 員会にお いては、 総務民 生分科会か
らの審査 意見書の ④にも あったよ うに、子 育て支援 の強化の ためにも 中学生 の入院の助
成に引き 続き、中 学生の 外来通院 費への助 成を是非 検討して いただき たい、 このような
意見書も 出されて おりま す。是非 入院・外 来とも中 学校卒業 まで無料 化にで きるように
お願いしたいと思います。
以上です。
○議長（橋村

誠）

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】

質問の子供の医療費無料化についてお答え申し上げます。

合併以 来これま で市が 単独で実 施してい た福祉医 療の小学 生の医療 費助成 を、県が平
成２４年 ８月から 補助事 業として 拡大する こととな り、それ に伴い市 では所 得制限の緩
和措置のほか、中学生の入院までさらに拡大し、実施しております。
県制度 の小学生 までの 拡大を受 け、県内 において も独自で 単独事業 として 子供の医療
費の無料 化を拡大 実施す る他の市 町村も増 え、現在 中学生ま で拡大し 実施し ている市町
村は当市 を含め９ 市町村 で、入院 及び通院 まで自己 負担なし で無料化 してい るのは５町
村となっております。
福祉医 療を都道 府県制 度として 中学生ま で拡大し 、入院・ 通院とも 実施し ているのは
福島県、 群馬県、 静岡県 、鳥取県 及び東京 都となっ ておりま すが、福 島県と 群馬県を除
いては完 全無料で はなく 、ある一 定の自己 負担を伴 った制度 となって いるよ うでありま
す。これは私自身の調査であります。
市町村は各都道府県制度の福祉医療を独自に拡大し実施しているところでありますが、
福祉医療 制度にお ける子 供の医療 費助成に ついて、 市といた しまして は子育 て支援事業
の一環と 捉え、医 療のみ ならず市 全体の事 業の中で 福祉、教 育におい ても病 児・病後児
保育や地 域子育て 支援拠 点事業の 増設をは じめ、放 課後児童 クラブの 建設等 、子育て環
境の充実を図っております。
市とい たしまし ては、 昨年から 拡大した 中学生の 入院助成 がまだ１ 年しか 経過してい
ないこと から、現 時点で は見直し は考えて おりませ んが、今 後その実 績等の 検証を行っ
てまいります。
昨年の 福祉医療 制度の 改正は、 県の少子 化対策の 一環であ る子育て 支援拡 大事業とし
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て、小学 生までの 医療費 助成を補 助事業と して実施 していた だきまし たが、 県内の全て
の市町村 が中学生 の入院 及び通院 が無料と なるよう 、県にも 強く働き かけて まいりたい
と思います。
【栗林市長
○議長（橋村

誠）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

○８番 （藤田和 久）

はい、８番。
私 、先程 の質問で 、県内で は２、３ の自治体 がという ことにお話し

ましたけ れども、 市長の 方から５ 町村ある というこ とでござ います。 秋田県 内では現在
２５の自 治体があ ります けれども 、そのう ちの５町 村で既に 実施して いると いうことで
あれば、 もう２割 の自治 体で実施 している というこ とになり ますので 、そう いう意味で
は一早く 私はこの 子育て 支援の一 部として 是非早期 に取り組 んでいた だきた いと思いま
す。その要望を述べて終わりにしたいと思います。
○議長（橋村

誠）

○８番 （藤田和 久）

次に、３番の項目について質問を許します。
３ 番目の 質問とし て、高齢 者等除雪 サービス 事業につ いて、お尋ね

いたしたいと思います。
ここ３ 年間、続 けて大 雪に見舞 われまし た。気象 関係者の 意見です けれど も、東北地
方の降雪 量は、ま だまだ 増える可 能性が高 いとの予 想だそう でござい ます。 今年も例年
より早い 降雪とな ってお り、今年 も大雪の 可能性が 高いので はと予測 してお る次第でご
ざいます 。本市と しても 除排雪な どの雪対 策には万 全の態勢 で臨んで もらい たいものと
強く希望するものです。
特に、 高齢者世 帯の雪 対策とし て、道路 除雪の時 のブルド ーザーで 寄せら れた玄関先
の雪の塊 などを取 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 」、除 雪ボラン ティアに ついては 、ひとり 暮らしや 高齢者 世帯の方々
にとって は、冬期 の生活 の支えと もなって おり、大 変ありが たい制度 だと感 じておりま
す。そこで、この制度に関連しての質問をさせていただきます。
１つ目 は、近年 、大雪 が続いた ために雪 下ろしや 雪捨てが どこの家 でも大 変になって
おります 。特にひ とり暮 らしや高 齢者世帯 では、屋 根に雪が 積もって 雪下ろ しを頼みた
くても頼 める業者 も見つ からない という状 況になっ ています 。こうし た方々 からの意見
として、 雪下ろし などを 気軽に頼 めるよう にできな いものか との要望 がござ います。雪
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下ろしに は除雪ボ ランテ ィアとか シルバー 人材セン ターもあ りますけ れども 、不十分だ
と思われ ます。除 雪ボラ ンティア をもっと 強化する 形で、若 手農家の 皆さん を冬期間だ
け臨時雇 用するな どの形 で、冬期 間の除雪 隊を組織 できない ものでし ょうか 。是非ご検
討くださるようお願いしたいと思います。
２つ目 、次に、 ひとり 暮らしの 老人方か らの特殊 な事例で の質問に なりま す。ひとり
暮らしの 高齢者の 方が入 院したり 、または ショート ステイな どのため に、ほ とんど家に
おりませ ん。しか し、た まには帰 って来る 場合もあ ります。 この場合 には、 そこのおば
あさんの 娘さんが 近所に いるため に、その 娘にお願 いをして お家を見 てもら っているそ
うです。しかし、この娘さんが頻繁に母の家に来て除雪するというわけにもまいりま
せん。そ のため、 高齢者 等除雪サ ービスを 申し込ん だそうで すが、見 事に断 られたそう
です。本 人が在宅 でない からとの 理由だそ うです。 そういう 規定があ るよう です。しか
し私が思 うに、こ ういう 場合にこ そ除雪サ ービスが 最適であ り、もっ てこい だと思って
おったわ けです。 サービ スがもし 受けられ ず、誰も 雪を寄せ る人がい ないと すれば、冬
の間に玄 関先に雪 が山の ようにな っている 自宅には 、退院し ても、退 所して も、自宅に
は戻れな くなって しまう というこ とになり ます。こ の点、そ れを何と か回避 する方法は
ないもの でしょう か。そ して今回 断られた 理由、こ のような ケースが 何故適 用にならな
いのか、 その理由 につい ても教え て欲しい と同時に 、今後こ うしたケ ースも 利用できる
ようにできないものなのかどうか、その辺のご検討をお尋ねしたいと思います。
以上です。
○議長（橋村

誠）

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】

質問の高齢者等除雪サービス事業についてお答え申し上げます。

はじめ に、本市 が実施 しており ます高齢 者等除雪 サービス 事業につ いて報 告させてい
ただきます。
道路除 雪車によ り家屋 前に残さ れた雪の 塊を除排 雪するこ の事業は 年々利 用世帯が増
加してお り、昨年 度は４ ２９世帯 が利用し 、稼働日 数は延べ １万８， ３１７ 回でありま
した。今 年度にお きまし ても昨年 同様、各 地域建設 業協会等 に委託し 実施す ることとし
ております。
そこで 質問の第 １点目 の農家の 若手で組 織する冬 期の除雪 隊という 問題に ついてであ
りますが 、市では 高齢者 等世帯の 除排雪支 援として 一昨年か ら臨時雇 用の職 員を配置し
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て、この 事業の利 用世帯 の見回り や住宅が 密集して いる大曲 地域を中 心に緊 急性のある
世帯の家 屋周りの 除排雪 や屋根の 雪庇除去 作業等に ついても 対応でき る体制 をとってお
ります。
さらに 、社会福 祉協議 会が窓口 となり組 織されて いる除雪 ボランテ ィア「 大仙雪まる
隊」と連 絡をとり ながら 、緊急時 に市職員 も出動す るなど、 ボランテ ィア、 社協、行政
が協働で 対応でき る組織 づくりが なされて おり、高 齢者等世 帯の除排 雪支援 として一定
の成果を上げているものと考えております。
雪下ろ しに関し まして は、作業 依頼の相 談があっ た場合に 、請負業 者の斡 旋等の対応
をしてお りますが 、近年 、担い手 不足の問 題に直面 しており 、業者と しても 迅速な対応
ができないのが現状であります。
そこで 、本年度 におき ましては 総合防災 課所管の 空き家対 策事業と 連携し 、冬期間８
名の臨時 職員を雇 用し、 より緊急 性があり 経済的に も雪下ろ しが困難 な高齢 者世帯に対
し、見回 りや除排 雪作業 とともに 必要に応 じて危険 回避のた めに必要 な範囲 での雪下ろ
しも実施できる体制づくりに着手いたします。
雪下ろ しについ ては、 市の雪害 対策総合 計画策定 において も課題の 一つと して捉えて
おり、地 域の支え 合いに よる支援 体制や臨 時作業員 のさらな る拡充等 も視野 に入れて現
在検討しているところであります。
次に、 生活者が 不在世 帯の高齢 者等除雪 サービス の不適用 につきま しては 、この事業
が在宅で 生活を継 続され ている方 の冬期間 の安全確 保を主た る目的と してお り、入院ま
たは施設 入所等に より現 に生活さ れている 方がいな い世帯の 場合は利 用の対 象外とさせ
ていただ いており ます。 但し、退 院日や退 所日が確 定し、在 宅での生 活を開 始すること
が決まっ た場合や 定期的 に自宅に 戻ってく るなどの 生活形態 の場合等 は、そ れぞれの実
情に応じ て雪まる 隊の活 用なども 含めた除 排雪支援 の調整や 高齢者等 除雪サ ービス事業
の利用など、できる限り柔軟な運用により対応することとしております。
【栗林市長
○議長（橋村

誠）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

○８番 （藤田和 久）

はい、８番。
た だいま のご答弁 で、その 空き家対 策とあわ せてです ね臨時の職員

を増やし て、ある 意味で は実験的 なあれだ と思うん ですけれ ども、始 めてみ るというこ
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とです。今年一応それをやった上でね、私は今の市の方の除雪対策、総合的に見て頑
張っては いると思 うんで すけれど も、それ が完全に 全て賄わ れている 、オー ケーになっ
ていると いうこと でもな いと思う んです。 ですから 、少しで もそうい う改善 の余地があ
ると思い ますので 、今年 その臨時 職員を増 やしてね 、そうい う除雪対 策を強 化した形で
やってみ て、来年 にもき ちっとし た形でや ってもら えればあ りがたい と思い ます。是非
ご検討いただきたいと思います。
以上で終わります。回答はいりません。
○議長（橋村

誠）

これにて８藤田和久番君の質問を終わります。
【８番

○議長（橋村

誠）

藤田和久議員

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。
ご苦労様でした。
午後

２時１２分

散
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会
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