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例の制定について

第

３

議案第１４７号

（質疑・委員会付託）

大仙市税条例の一部を改正する条例の制定について
（質疑・委員会付託）

第

４

議案第 １４８号
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議案第１５０号
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第

８

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
（質疑・委員会付託）

第

９

議案第 １５３号
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伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
（質疑・委員会付託）

第１０

議案第 １５４号

企 画部及び 農林商工 部に係る 消費税法 及び地方 税法の一部改
正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
（質疑・委員会付託）
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第１１

議案第 １５５号

健 康福祉部 、生涯学 習部及び 市立大曲 病院に係 る消費税法及
び地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の
制 定 につ い て
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て
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（質疑・委員会付託）

第１５

議案第１５９号

大仙市南外体育館等の指定管理者の指定について
（質疑・委員会付託）

第１６

議案第１６０号

大曲駅東駐車場等の指定管理者の指定について
（質疑・委員会付託）

第１７

議案第１６１号

南外ふれあいパークの指定管理者の指定について
（質疑・委員会付託）

第１８

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

第１９

議案第１６３号

（ 質疑・委 員会付託 ）

平成２５年度大仙市一般会計補正予算（第５号）
（質疑・委員会付託）

第２０

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）

第２１

議案第 １６５号

（ 質疑・委 員会付託 ）

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）

第２２

議案第 １６６号

（ 質疑・委 員会付託 ）

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）

第２３

議案第１６７号

（ 質疑・委 員会付託 ）

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）

第２４

議案第１６８号

（ 質疑・委 員会付託 ）

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）

（ 質疑・委 員会付託 ）

- 88 -

第２５

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）

第２６

議案第 １７０号

（ 質疑・委 員会付託 ）

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）

第２７

議案第 １７１号

（質疑・委員会付託）

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）

第２８

議案第１７２号

（ 質疑・委 員会付託 ）

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）

第２９

議案第１７３号

（ 質疑・委 員会付託 ）

平成２５年度市立大曲病院事業会計補正予算（第２号）
（質疑・委員会付託）

第３０

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）
（質疑・委員会付託）

第３１

陳情第

２号

日 本国憲法 をいかし 、安定し た雇用の 実現を求 めることにつ
いて

第３２

陳情第

３号

（委 員会付託 ）

医 療・介護 など社会 保障の充 実を国に 求める意 見書提出につ
いて

第３３

陳情第

４号

第３４

陳情第

第３５

議案第１７５号

（委 員会付託 ）

安 全・安心 の医療・ 介護の実 現と夜勤 改善・大 幅増員を求め

５号

ることについて

（委員会付託）

介 護職員の 処遇改善 を求める ことにつ いて

（ 委員会付託）

平成２５年度大仙市簡易水道事業特別会計補正予算（第４
号）

（ 説明・ 質疑・委 員会付託 ）
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今
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秀

俊

農林商工部長

佐々木

誠

治

建

長

田

口

隆

志

上下水道部長

小
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病 院 事 務 長
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保
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小笠原
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長
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参

主
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江
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明
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主

査

佐

藤

和

人

午前１０時００分
○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行います。

○議長（橋村

誠）

本日の議事は、議事日程第３号をもって進めます。
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○議長（橋村

誠）

日程第１、本会議第２日に引き続き、一般質問を行います。

３番細谷洋造君。
（「議長」と呼ぶ者あり）
○議長（橋村

誠）

はい、３番。
【３番

○議長（橋村

誠）

○３番 （細谷洋 造）

細谷洋造議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
お はよう ございま す。今回 、初めて 市民の皆 様から許 可をいただき

まして発 言の機会 をいた だくこと ができま した市民 クラブの 細谷でご ざいま す。どうか
よろしくお願いいたします。
昨日は 、先輩議 員諸氏 の高尚な 質問から 、今日は 一転、即 物的な質 問にな りますけれ
どもお許し願いたいと思います。
また、 昨日の質 問の中 で、もう 既に私の 質問に対 する回答 がなされ ている 箇所もあり
ますが、重複される部分でも市民の要望でございますので、簡潔にお答えいただきたく、
よろしくお願いを申し上げます。
それでは、第１番目の質問に入らせていただきたいと思います。
選挙時、これは市会議員選挙のことで気がついた部分で、市民の皆様からの要望の
あったこ とであり ますけ れども、 投票所の 設置箇所 と、それ から不在 者投票 の場所と応
対についてということでございます。
今回の選挙で有権者から強く要望されましたので取り上げました。
神岡地 域におけ る投票 所集約は 、地域に 点在した 集落の皆 さんが全 て４カ 所に集約さ
れたため 、高齢者 の皆さ んをはじ めとして 病弱の方 々は投票 しなかっ たので はないかと
推察できるぐらい、強引ではなかったのかなというふうに思われます。
前回の 投票率、 神岡地 域７９． ２７％か ら今回６ ８．６４ ％となり 、１０ ．６３％低
下いたし ました。 その時 々の様々 な要因が あり、一 概には原 因と決め つける ことではな
いと思い ますが、 全体が 投票率落 ちている 中で神岡 地域だけ が１０％ を超え る減少、こ
ういった 現象はそ の一因 にはある のではな いかとい うふうに 思います 。いま 一度、市民
の皆さんの要望を聞いていただきたいと思いますが、見解をお聞かせください。
ま た 、 期 日 前 投 票 に お け る 場 所 と 応 対 に つ い て も ご 意 見 を 伺 う こ と が で き ま し た。
「大曲本所の期日前投票箇所は、車から降りてすぐ投票所があってすごくよかった。」、
また、「 玄関前で 車椅子 が必要か など入り やすい雰 囲気でう れしかっ た。」 という声を
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聞くこと ができま した。 別の方か らは、期 日前投票 所を若い 人が集ま るデパ ートや新し
くできる 病院あた りに設 置できな いかなど 、なるほ どと思う ご意見を 聞くこ とができま
した。
このよ うに、よ いと思 われるこ とは研究 して、各 地域でも 検討して いただ きたいと考
えますが 、ご見解 をお聞 かせくだ さい。市 民の参政 権を確保 すること は民主 主義の基本
です。いま一度検証していただくことを要望いたします。
以上でございます。
○議長（橋村

誠）

１番の項目に対する答弁を求めます。元吉総務部長。
【元吉総務部長

○総務部長（元吉峯夫）

登壇】

細谷洋造議員のご質問にお答えを申し上げます。

はじめに、投票所集約の見直しについてであります。
投票所 につきま しては 、一定の 区域、投 票区を単 位として 指定いた します が、再編前
の投票区は合併後も旧市町村の投票区のまま１１６カ所となっておりました。
再編前 の投票区 の状況 といたし ましては 、昭和の 年代から の投票区 を踏襲 している地
域や既に 再編した 地域も あり、ま た、投票 区の単位 も学校区 や行政区 、集落 単位の区分
と、その形態は様々でありました。
このた め、投票 区間で 有権者数 に極端に 差があっ たり、投 票所まで の距離 や各地域内
の投票所 数にばら つきが あり、こ れらを是 正するた めに投票 区の再編 を行っ たものでご
ざいます。
投票区 の再編基 準につ きまして は、総務 省の通達 では、一 般的な基 準とし て投票所ま
での距離 が概ね３ ｋｍ、 有権者数 は３，０ ００人が 限度とな っており ます。 しかし、大
仙市の再 編につき まして は、投票 区を市街 地と郊外 に区分を いたしま して、 道路状況や
投票所と しての適 当な公 共施設の 有無など を勘案し ながら独 自の基準 を設け 、市街地に
おいては 投票所ま での距 離は概ね ２ｋｍ以 内及び郊 外におい ては概ね ４ｋｍ から５ｋｍ
以内とし、有権者数は下限を３００人、上限を３，０００人といたしました。
この基 準をもと に平成 ２２年１ 月の選挙 管理委員 会で再編 の原案を 作成し 、市議会及
び各地域 協議会な どから ご意見を 伺い、１ 年余りを かけまし て検討を 行い、 さらには投
票立会人 の確保な ど地域 の実情を 考慮しな がら、平 成２３年 ３月の選 挙管理 委員会にお
いて１１ ６カ所の 投票区 を６７カ 所に再編 すること とし、１ 年の周知 期間を 設けまして
平成２４年４月１日から施行いたしたものでございます。
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神岡地域につきましても基準に基づき１０投票区から４投票区に再編いたしましたが、
同じよう な人口規 模と面 積の仙北 地域も７ 投票区か ら３投票 区に再編 をいた しておりま
すので、地域間のバランスはとれているというふうに思っております。
再編に関しまして神岡地域協議会から、再編により新しい投票所へ特に遠くなる関口、
金葛、蒲 、福島地 区の方 々、特に お年寄り の方々に 関しまし て不便さ を懸念 する意見が
ありまし たので、 解決策 といたし まして隣 接する大 曲地域の 松倉地区 の投票 所への再編
を検討いたしましたが、地域感情からして時期尚早として見送られた経緯がございます。
再編に よる投票 率の影 響につき ましては 、９月２ ２日に執 行された 市議会 議員一般選
挙の年代 別投票の 状況に ついて分 析した結 果、３０ 歳代まで の若年層 におい ては大仙市
全体の平 均値を下 回って おります が、６０ 歳以上の 年代につ きまして は全て 上回ってお
りますので、再編による大きな影響は見受けられなかったのではないかというふうに
思っております。
なお、 現在のと ころ、 選挙管理 委員会に 対しまし て投票所 の再編に 関する 不都合な意
見という ようなも のは直 接は寄せ られてお りません が、要望 を伺う機 会とい たしまして
は、各地 域におい て定期 的に市長 面会日を 開催いた しており ますので 、こち らを利用し
ていただ ければ、 その意 見につい て検討さ せていた だきたい というふ うに思 っていると
ころでございます。
次に、 期日前投 票所に つきまし ては、本 庁、各支 所及び神 岡・太田 につき ましては公
共施設に各地域単位で１カ所ずつ設置されており、各投票所の出入り口は段差が少なく、
スロープ も設置さ れてお り、駐車 場も確保 されてい ることか ら、歩行 が困難 な方々でも
車椅子などで容易に投票しやすい環境となっております。
各投票 所はネッ トワー クで結ば れており まして、 有権者は いずれの 投票所 でも投票で
きるシステムとなっております。
期日前 投票者は 徐々に 増えてお り、先般 の市議会 議員一般 選挙では 、全投 票者に占め
る割合は４２．０１％となっており、県内他市に比べ高い割合となっております。
今後も 期日前投 票者を さらに伸 ばすべく 、来場者 に対しま しては、 迅速か つ正確な事
務処理に とどまら ず、投 票者の立 場に立っ て丁寧な 対応に心 がけるよ う関係 職員を指導
してまいりたいというふうに考えております。
現段階では期日前投票者の増加が全体の投票率を押し上げるまでには至っておりま
せんが、 期日前投 票が定 着しつつ あります ので、人 が多く集 まる新病 院周辺 などへの期
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日前投票所の設置は、有権者が気軽に投票を行い、選挙を身近に感じてもらうことに
よって投 票率を引 き上げ る方策の 一つであ ると思い ますので 、前向き に検討 させていた
だきたいと存じます。
【元吉総務部長
○議長（橋村

誠）

降壇】

再質問はありませんか。

○３番（細谷洋造）

ありません。

○議長（橋村

次に、２番の項目について質問を許します。

誠）

○３番 （細谷洋 造）

２ 番目の 項目で、 桜守プロ ジェクト の推進と 緑化運動 についてでご

ざいます。
私も一 緒に活動 してま いりまし たので、 その経験 も少し織 り交ぜな がらお 話をさせて
いただきたいと思います。
各地域 で取り組 んでい る桜植樹 や施肥活 動、こう いった活 動に対し て事例 を紹介し、
大仙市に 全体化と いうふ うな形に 努めてい ただきた いという のが要望 の趣旨 でございま
す。
また、 この冬の 鳥の食 害対策に ついてお 考えがあ りました らお聞か せをい ただきたい
ということです。
今まで もこうい った取 り組みの 紹介や、 それから 、いろん な取り組 みを進 めていただ
いており ますけれ ども、 残念なが ら今年は 桜の花が うまく咲 きません でした 。食害だけ
ではない というふ うに感 じますけ れども、 この辺の こともも しおわか りでし たらお知ら
せいただきたいと思います。
この機会に私の知っている事例といいますか、皆さんも知っているわけでありますが、
少し話題 にさせて いただ きたいと 思うわけ でありま すけれど も、八乙 女山を 守る会の活
動というのは、これは佐藤育男議員が事務局長をされているそうでありますが、こう
いった方 々もされ ており ますし、 花館地区 コミュニ ティ会議 の活動、 こうい った活動を
されてい る方々も いらっ しゃいま す。内小 友萬桜・ 育友会の 活動、神 岡地域 さくらの会
の活動、 協和の和 ピア付 近での自 治会活動 、こうい った方々 が関心を 持って 活動をされ
ております。
効果と してはで すね、 やっぱり 住民と行 政の皆さ んとの協 働交流が できる ということ
だと思います。そして、子供たちとの交流、そして大人と子供の思い出づくり、こう
いったも のにも貢 献して いるので はないか というふ うに思い ます。そ して、 観光への効
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果という ふうにも 期待で きるなと いうふう に思って おります 。実は私 の友人 を角館に連
れて行き ますと、 東京か ら来て角 館へ連れ て行きま すと、人 が多い、 素晴ら しいという
ことは言 うんです けれど も、人が 多いとこ ろでやっ ぱり都会 から来た 皆さん は、今度は
自分のふ るさとの 方に連 れていき ますと、 ここの桜 いいじゃ ないかと いうよ うなことも
おっしゃ ってくだ さいま す。やっ ているこ とで、や はり少し ずつ都会 の皆さ んも人の少
ない桜の 方を好む ような 感じもし ますので 、こうい った点も また効果 として いいのでは
ないかなというふうに思っています。
また、 住民への 癒しと いいます か、療養 施設が近 くにある わけです けれど も、その入
所者の皆 さんが遠 くへ行 けないと いうこと で、天気 のいい日 、近くの 桜で過 ごしている
というようなことも聞いております。
最近は また、切 断した 桜の木の 活用とい うことで 、くん製 をする方 がいら っしゃるよ
うでありまして、これも利用したいというような声も寄せられました。
こういったことがやっていて感じるところでございます。
この前 、大仙フ ェアの 時であり ましたけ れども、 花館地区 のコミュ ニティ 会議の会長
をやられ ておりま す佐藤 正雄さん のお話を 聞くこと ができま した。花 館小学 校では３年
生の皆さ んが姫神 公園へ 行って桜 の植樹を するそう でありま す。そし て、４ 年生の方々
が施肥活動ということをやられるそうであります。そしてそこには、やはり父兄の皆
さんもやはり来ていただくというようなことがあるそうでありまして、このような活動、
非常に奥 が深いな という ふうな感 じを受け たわけで あります けれども 、こう いった活動
を今年始 まりまし た「チ ャレンジ デー」と いうのが あるんで すけれど も、こ の１５分以
上何か運 動すると 、その カウント されると いうよう なことも お聞きし ました ので、こう
いった日 に活用は できな いものか なという ふうにも 思いまし たので、 これは 教育の関係
でござい ますので 、これ は少し聞 いてから でないと ちょっと まずいの かなと いうふうに
思いまし たので、 この辺 のところ もひとつ お伺いし たいなと いうふう に思っ ています。
また、 私は先般 、仙台 で行われ ました「 食とみど り、水を 守る」全 国集会 に参加して
まいりま したけれ ども、 栗林市長 が長年の 間関わっ てきた水 、森林を 中心と した環境資
源の保全 活用、そ して緑 を守る運 動は、地 域の生態 系と密接 にかかわ るもの というふう
に認識し ておりま すけれ ども、今 回、緑化 推進につ いて大仙 市で行事 を行う と聞いてお
りますが、どのようなことなのかお知らせいただきたいと思います。
以上でございます。
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○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 問の桜 守プロジ ェクトの 推進と緑 化運動に ついてお 答え申し上げ

ます。
はじめ に、桜守 プロジ ェクトの 事例紹介 による推 進と鳥の 食害対策 につい てでありま
すが、市 では平成 ２１年 度から市 の基本理 念である 「市民と の協働に よるま ちづくり」
のモデル ケースと して、 桜の保全 と活用を 図る仕組 みを確立 すること で、地 域の桜を後
世に残していくことを目的に桜守プロジェクトを推進してまいりました。
これま で数多く の団体 から当プ ロジェク トに取り 組んでい ただいて おりま すが、ご案
内のとおり中仙地域の八乙女山を守る会においては、八乙女公園周辺を活動の拠点とし、
年２回の 下刈り作 業や植 樹作業、 桜の管理 に関する 講習会の 開催、中 仙小学 校及び中仙
中学校の総合学習の支援などを行っております。
また、 大曲地域 の花館 地区コミ ュニティ 会議にお いては、 姫神公園 を桜の 山として復
活させることを目的に活動しており、花館小学校の児童を交え、植樹、施肥作業などを、
サケのふ化事業への取り組みとあわせて行っております。
同じ大 曲地域の 内小友 萬桜・育 友会運営 協議会に おいては 、オーナ ー制に よる植樹と
いった独 自の事業 に取り 組むとと もに、大 曲小学校 及び内小 友小学校 の参加 による植樹
作業や散 策道の整 備など 、余目い きいき協 議会の協 力を得て 幅広い活 動を行 っておりま
す。
神岡地 域のさく らの会 は、神岡 地域の桜 を守って いくこと を目的に 活動し ており、年
４回、５ 回にわた るテン グ巣病の 除去作業 のほか、 地域内の クリーン アップ も実施して
おり、地域の活性化に貢献しております。
協和地 域の合貝 集落で は、有志 によるさ くらの会 を結成し 、和ピア 及び市 営住宅周辺
を中心に桜の保全活動を進めながら、地域内の環境整備に取り組んでおります。
このほ か、太田 地域斉 内、南外 、西仙北 地域でも 、それぞ れの特色 を生か した活動を
実施していただいております。
このよ うに各団 体、自 治会等が 地域の桜 を守り育 てるため 独自の取 り組み を行うこと
で、市民 と行政と の協働 のまちづ くりの一 端を担っ ていただ いている ととも に、子供た
ちとの交流や環境の整備による住民への癒し効果も生まれているものと思っております。
これら の活動事 例につ きまして は、桜開 花情報と ともに市 のホーム ページ や広報紙等
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で紹介を 行い、こ れまで 以上に桜 守プロジ ェクトを 市全体に 広め、環 境の整 備を進める
ことにより、観光誘客にも効果が生まれるよう努めております。
また、 剪定時に 発生す る切り枝 のうち、 テング巣 病の枝は 焼却処分 するこ とになりま
すが、罹 患してい ない正 常な切り 枝につい ては、く ん製材料 として再 利用の 可能性を検
討するなど、本プロジェクトを一層推進してまいりたいと考えております。
また、ウソによる食害につきましては、これまでも神岡、中仙及び南外地域において、
県知事の 許可を得 た上で 冬期間、 地元猟友 会の協力 のもと、 銃器によ る駆除 を実施して
おります 。その年 により 変動はあ りますが 、２００ 羽から４ ００羽を 駆除し 、桜の花芽
が食害に 遭わない よう取 り組んで おります ので、今 冬につい ても被害 状況を 確認した上
で地元猟友会の協力のもとで対応してまいりたいと考えております。
次に、 小学生に よる桜 の施肥作 業等の「 チャレン ジデー」 活用につ きまし ては、ただ
いま申し 上げまし たとお り八乙女 山を守る 会や花館 地区コミ ュニティ 会議に おいては、
小・中学 生との協 働によ る作業な どを実施 しており 、このよ うな児童 生徒を 交えた桜の
管理作業 は毎年５ 月下旬 に世界中 で開催さ れている 住民参加 型のスポ ーツイ ベントであ
る「チャレンジデー」を活用して実施することは十分可能であると考えております。
今後、 「チャレ ンジデ ー」開催 時期に実 施可能な 作業の検 討を行う ととも に、桜を管
理する団 体や各自 治会等 への呼び かけや小 ・中学生 の参加に ついても 協力を お願いする
など、「 チャレン ジデー 」を盛り 上げなが ら桜の保 全及び子 供たちの 交流に ついて、さ
らなる効果が生まれるよう関係機関と調整を進めてまいります。
次に、 緑化推進 運動に ついてで あります が、来年 ７月１２ 日に中仙 地域の 八乙女公園
を会場に、秋田県、大仙市及び公益社団法人秋田県緑化推進委員会の主催による
「２０１４．あきた水と緑の森林祭」が開催されることが決定しております。
本森林祭 は、県民 に「水 と緑の条 例」及び 「水と緑 の森づく り税」並 びに「 緑の募金」
の普及啓 発を図り 、県民 参加の森 づくり事 業を推進 する機会 として毎 年各地 で開催され
ております。
当日は ５００人 規模の 参加者を 予定して おり、記 念植樹や 追肥、下 刈りな どの森づく
り活動、 木工体験 や地元 の林産物 をはじめ とした特 産品販売 などのふ れあい フェアが予
定されて いるほか 、来年 度は大仙 市が誕生 して１０ 年目の節 目である ことか ら、その記
念植樹や大仙市らしいイベントを計画してまいりたいと考えております。
【栗林市長

降壇】

- 97 -

○議長（橋村

誠）

再質問はありませんか。

○３番（細谷洋造）

ありません。

○議長（橋村

次に、３番の項目について質問を許します。

誠）

○３番（細谷洋造）

３番目は、神岡地域、新道地区と私書いておりますが、市役所の

方々から 言わせる と間倉 築堤と呼 んでいる そうであ ります。 そこの堤 防の不 接箇所の連
結につい て、これ は長年 の間、懸 案事項で 、現状を どうなっ ているの か知り たいという
住民の方 々の強い 要望で ございま したので 、お知ら せをいた だきたい という ことでござ
います。
水害の 際は住民 の被害 や、それ からお墓 のある方 々も、口 には出さ ないの ですが被害
を受けて 出費をし た方々 もいらっ しゃいま す。早期 連結の働 きかけを お願い いたします
と同時に 、また、 築堤全 体の要望 活動など ありまし たら現状 をお知ら せいた だきたいと
いうふう に思いま す。昨 日の藤田 議員との 回答とダ ブっても 構いませ んので 、どうかよ
ろしくお願いいたします。
以上でございます。
○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】

質問の神岡地域新道地区の堤防の連結についてお答え申し上げます。

はじめ に、雄物 川の改 修整備に つきまし ては、平 成１８年 ６月に県 南の雄 物川流域市
町村で構 成する雄 物川上 中流改修 整備促進 期成同盟 会を設立 し、私が 会長と なり国土交
通省本省 、東北整 備局、 湯沢河川 国道事務 所への要 望活動を 行ってい るとこ ろでありま
す。
また、 現在の築 堤関係 の整備状 況につき ましては 、昨日の 藤田議員 の質問 にお答えし
たとおり 、今年度 繰り越 しを含め て５０億 円ほどの 予算が入 ってきて おりま して、８割
方が発注 済みだと 聞いて おります ので、そ れぞれの 地域の堤 防が高さ として 見えてくる
ような状況になっているわけであります。
この新 道地区を 含む間 倉の築堤 につきま しては、 昭和４８ 年から事 業着手 されており
ますが、 用地不調 から未 だに一部 無堤区間 ４８０ｍ が長年そ のままと なって 経過してお
ります。 平成２３ 年６月 の出水の 際は、神 宮寺水位 観測所岳 見橋地点 で７． ７４ｍとい
う観測史上最高水位に達した河川水がこの無堤部から流入し、神宮寺地区の低地を覆い、
１，７７ ５世帯に 避難勧 告を発令 するなど 、市とし ても対応 に苦慮し たとこ ろでありま
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す。
国土交 通省から は、平 成２３年 度に上流 部の用地 が確保さ れ、施工 可能な ぎりぎりの
範囲まで盛土をしていただき、また、平成２４年度には市道との交差部２カ所、延長
１６．５ ｍを除い て仮締 め切りと して大型 土のうを 設置して いただき ました 。今年４月
の融雪に よる増水 時には 、この１ ６．５ｍ にもさら に大型土 のうが速 やかに 設置され、
浸水を未然に防いでおります。
今後に つきまし ても河 川の増水 状況に応 じて速や かに対応 していた だくこ ととしてお
ります。
しかし 、あくま でこれ は緊急避 難的なも ので、依 然として 地域住民 から不 安の声があ
り、何よりも築堤事業の早期完成が望まれているところであります。
間倉築 堤につき まして は、未だ 関係者と の合意に 至ってな い状況で ありま すが、国土
交通省で は関係者 と鋭意 交渉中で あり、合 意が得ら れること を前提に して協 議を継続し
ていると伺っております。
また、 市といた しまし ては、合 意に向け て協力を 惜しまな い旨を国 土交通 省にお伝え
しております。
いずれ にいたし まして も、関係 者との合 意が得ら れれば即 時工事着 工して いただくよ
う、国土交通省に要望を重ねてまいりたいと思います。
なお、 神岡地域 の宇留 井谷地地 区につき ましては 、既に昭 和６２年 ８月洪 水対応の暫
定堤防が 施工済み であり 、基準は 満たして おります が、川幅 などの地 形の関 係で周辺の
暫定堤防 よりやや 低いこ とから、 その嵩上 げにつき まして今 年９月に 地元自 治会が中心
になって国土交通省及び財務省へ要望を行っていただいております。
しかし ながら、 国土交 通省から は川幅等 の関係か ら一定の 安全性は 確保さ れていると
の理由か ら、無堤 地区が 解消する 時点で検 討してま いりたい という回 答を現 在はいただ
いております。
【栗林市長
○議長（橋村

誠）

降壇】

再質問はありませんか。

○３番（細谷洋造）

ありません。

○議長（橋村

次に、４番の項目について質問を許します。

誠）

○３番 （細谷洋 造）

４ 番目は 、これも また神岡 地域で申 し訳あり ませんけ れども、神岡

野球場の スコアボ ードを 電光掲示 板に直し ていただ きたいと いう、こ ういう 要望でござ
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います。
３５回 を数えま した５ ００歳野 球、参加 チームも 今年は１ ７９チー ムとな りました。
様々な話題を提供し、テレビのクイズ番組や新聞などで取り上げられ、今や大仙市に
とって欠かすことのできないものになっているというふうに思います。
９月議 会でも野 球場施 設のＳＢ Ｏ表示の 変更が改 修できて いないと の報告 を拝見させ
ていただ きました が、ま ずはこの ５００歳 野球のメ イン会場 である神 岡球場 、このスコ
アボード を電光掲 示板に して試め ていただ けないで しょうか というこ とでご ざいます。
関係者 にお話を 聞きま した。土 の入れ替 えもとい うお話が ありまし たので 、これもお
尋ねしま したとこ ろ、こ れは大学 、社会人 野球の人 たちにと って、柔 らかい と逆に故障
の原因に もなるの で固く ても構わ ないとの ご意見で ございま した。ま ずは神 岡地域及び
仙北西部 の子供た ち、そ して野球 を愛する 人たちに 夢を与え ていただ くこと をお願いい
たします。
以上でございます。
○議長（橋村

誠）

４番の項目に対する答弁を求めます。栗林市長。
【栗林市長

○市長（栗林次美）

登壇】

質問の神岡野球場のスコアボードについてお答え申し上げます。

神岡野球場を主会場として開催しています全県５００歳野球大会ですが、年々参加
チーム数 が増え続 け、今 年に至っ てはラジ オ中継や 全国放送 のクイズ 番組な どで取り上
げられるなど、ますます盛んになってきております。
神岡球 場の環境 整備に つきまし ては、懸 案であり ましたト イレの改 修工事 を今年度、
大会に間に合うように実施させていただいております。
議員の 質問であ ります スコアボ ードの改 修につき ましては 、大仙市 内の８ 地域にある
主要球場 において 、年次 計画でＢ ＳＯ表示 板（ボー ル・スト ライク・ アウト 表示板）を
改修する 予定でお り、全 県５００ 歳野球大 会の主会 場である 神岡球場 は、平 成２６年度
の改修工事を実施予定であります。
一方、電光掲示板への全面改修となりますと、約１億円前後の費用を要することから、
まずは市 内主要球 場のＢ ＳＯ表示 板改修を 優先する ことでご 理解をい ただき たいと思い
ます。
次に、 土の入れ 替えに つきまし ては、ス ポーツ振 興課にお いて年次 計画で 維持補修を
行ってお り、約３ 年に一 度の間隔 でメンテ ナンス作 業を施す 予定とな ってお ります。神
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岡球場に つきまし ても平 成２４年 度に作業 を実施し ており、 次回は平 成２７ 年度にメン
テナンスを実施する予定となっております。
今後も ５００歳 野球は もとより 、小・中 学校の大 会や高校 、社会人 野球、 大学野球合
宿と幅広 いニーズ に対応 すること により、 利用者か ら愛され る野球場 を目指 してスポー
ツ環境の整備に努め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）

○３番 （細谷洋 造）

はい、３番。
こ れは回 答はいり ませんけ れども、 市長は仙 北組合総 合病院の建設

でも、そ れから市 街化活 性区域の そういっ た工事に ついても 、国や県 のそれ ぞれの予算
をうまく 活用して 大仙市 の予算に 影響を与 えないよ うにいろ いろ工夫 されて 建設されて
おること に私たち は高い 評価をし ておるわ けであり ますけれ ども、こ ういっ た少しお金
のかかる、しかも全県の皆さんが利用される、こういったものに対して、やはり県や国、
こういっ たスポー ツ予算 の中から 何かこの 引っ張っ てくるよ うなそう いった 工夫はでき
ないもの かと、こ んなこ とも期待 をしなが ら研究を していた だきたい 、この ようなこと
も要望しながらこの項の質問を終わらせていただきたいと思います。
以上でございます。
○議長（橋村

誠）

○３番 （細谷洋 造）

次に、５番の項目について質問を許します。
５ 番、市 職員の給 与及び待 遇の協議 について というこ とでございま

す。労働 運動も少 しかじ ってきま したので 、ちょっ と今回の 部分でお 聞きし たいという
ことでございます。
公務員 は関係法 の適用 で一定の 制約を受 けており 、待遇に ついては 職員を 代表する労
働組合（ 当事者） と優先 して当事 者間で合 意を目指 して協議 されなけ ればな らないと思
いますが 、今回出 されて いる議案 １４６号 の職員給 与の条例 改正につ いては 、どのよう
な対応をとられたのかお聞きいたします。
以上です。
○議長（橋村

誠）

５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 給与条例 改正に伴 う職員組 合への対 応につい てお答え申し
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上げます。
今回上 程してお ります 条例改正 につきま しては、 平成２４ 年度に出 された 「５５歳を
超える職 員は、標 準の成 績では昇 給を停止 する」と いう人事 院勧告に 基づき 改正をする
もので、 勧告では 平成２ ５年１月 １日実施 でありま したが、 改正給与 法が平 成２５年６
月に成立 したため 、国で は国家公 務員の直 近の昇給 日に当た る平成２ ６年１ 月１日から
実施するもので、本市においても国に準じて改正をするものであります。
本市の ２つの組 合、大 仙市職員 組合と大 仙市職員 労働組合 からは、 昨年度 の「秋の統
一要求書 」並びに 「春闘 統一要求 書」にお いて、５ ５歳超え の昇給停 止を行 わないこと
の要求が なされて おりま すが、そ の際にも 国や県に 準ずると いうふう に回答 しており、
交渉の場でもその旨を説明をしております。
また、 今議会に 上程す るにあた り、１１ 月１３日 に両組合 へ事務レ ベルで の説明を行
い、１１ 月１８日 と１１ 月２９日 の大仙市 職員組合 との交渉 には、組 合側の 要請により
まして私 が出席し 、県や 他市の動 向につい て当局及 び職員組 合で持っ ている 情報を交換
しながら、合意が得られるよう交渉を重ねております。
これま でも職員 の給与 及び勤務 条件等の 制度改正 が必要な 場合には 、地方 公務員法に
基づき職員団体への説明、協議を行ってきたところであります。
今後も 国の制度 改正や 人事院勧 告、県の 人事委員 会勧告等 において 、職員 団体への説
明及び協 議等が必 要とな った場合 には、誠 意を持っ て対応を してまい りたい というふう
に考えております。
【久米副市長
○議長（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）

○３番 （細谷洋 造）

はい、３番。
こ れも回 答いらな いんです けれども 、職員の モチベー ションが落ち

ない工夫 や、ある いは市 民に影響 が出ない よう、よ く話し合 っていた だきた いというこ
とをお願いをいたしまして、質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長（橋村

誠）

これにて３番細谷洋造君の質問を終わります。
【３番

○議長 （橋村

誠）

細谷洋造議員

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。１０

時５０分に再開いたします。
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午前１０時４１分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１０時４９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、９番佐藤文子さん。
（「議長」と呼ぶ者あり）
○議長（橋村

誠）

はい、９番。
【９番

○議長（橋村

誠）

○９番 （佐藤文 子）

佐藤文子議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
今 定例会 の最後の 質問者と して、日 本共産党 の佐藤文 子でございま

す。通告に従い、早速質問させていただきます。
先程は大変失礼いたしました。
最初の質問は、住宅リフォーム支援事業の改善について、何点かお尋ねをいたします。
平成２ ２年度か ら本格 実施の住 宅リフォ ーム支援 事業は、 秋田県の 緊急支 援事業と併
用することにより、市内の住宅建築関連業者を中心に大きな経済効果を生んでおります。
秋田県 の建築住 宅課が まとめま した県住 宅リフォ ーム緊急 支援事業 の利用 状況により
ますと、 平成２２ 年度か ら２５年 １０月３ １日まで の大仙市 の利用世 帯は２ ，７００件
余りで、工事費は約７６億円に及んでおります。
今後と も、より 多くの 市民の皆 さんが利 用できる よう、県 も、そし て市も 継続して実
施してい ただきた いもの でありま す。その 立場から 幾つか改 善を求め たいと 思います。
実施か ら４年経 過いた しました が、この 間の大仙 市民の制 度利用状 況の傾 向といたし
まして、 これは県 の制度 でありま す。制度 利用状況 の傾向と いたしま して、 １つは、１
世帯当た りの工事 額が２ ５０万か ら２６０ 万円と県 内１３市 の中で突 出して 高くなって
おります 。２つ目 には、 全世帯に 占める制 度利用率 というの は年間２ ％台と 、これは県
内１３市 の最も下 位に位 置してお ります。 ３つ目に は、市の 住宅リフ ォーム 支援制度と
併用でき ている割 合は７ ４％と、 他市に比 べて大変 低くなっ ている、 こうし た３点が挙
げられま す。県も 市も補 助率１０ ％のもと 、両方の 限度額が 受けられ るよう 高い工事額
とする心 理が働く ためと は思われ ますが、 それだけ のお金を 用立てる ことは 一般には容
易ではあ りません 。その ことが世 帯の利用 率を下げ ているも のではな いかと 考えるもの
であります。
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また、市のリフォーム支援制度は、補助の条件として環境対策工事、省エネ対策工事、
バリアフ リー化工 事、耐 震化工事 の４項目 のいずれ かで工事 費の２分 の１以 上を掲げて
いるわけ でありま す。そ のどの条 件もゆう に３０万 円を超え るもので ありま すし、単な
る部分改 修などに は使え ないとい うのが市 の制度で あります 。このこ とが市 の制度利用
が県制度 利用を大 きく下 回る結果 になって いるので はないか と思いま す。多 額の工事費
を用立て なくても 必要な 改修がで き、県制 度を市の 制度がカ バーして 広く市 民が活用で
きる制度となるよう改善が必要ではないかと思います。
秋田県 では平成 ２４年 度から耐 震、断熱 、省エネ 、バリア フリー化 、克雪 改修を対象
工事とし て補助す る安全 ・安心リ フォーム 推進事業 を実施し 、従前の 緊急支 援事業の二
本立てで 住宅リフ ォーム 推進事業 を行って おります 。こうし たことか ら、次 の３点につ
いて改善を要望するものです。
１つに は、現在 の市の 補助条件 を満たさ ない一般 の改修工 事に対し ても１ ０万円以上
の工事、 ２０％の 補助、 限度額２ ０万円と いうよう な緩和策 を講じた 補助制 度を作るべ
きだと思います。
２つ目 には、障 害手帳 の交付や 介護認定 及び住民 税非課税 世帯に該 当する 場合には、
現行制度 の補助率 を３０ ％に引き 上げ、限 度額を３ ０万円に 引き上げ る、こ うした手立
てが必要だと思います。
３つ目 には、一 度に多 額の工事 費を工面 できない 方々のた めには、 過去の 利用者でも
工事内容 が異なる もので あれば再 び利用で きるよう にするこ と、こう したこ とで市の制
度利用件 数が県制 度利用 件数を大 きく上回 る大館市 、鹿角市 、湯沢市 等で取 り組み、こ
ういったところに学んで改善できていくのではないかというふうなものであります。
こうし た提起を したわ けですが 、いかに 利用者の 裾野を広 げ、多く の市民 が利用しや
すい制度 となるよ うにす るかとい うふうな ことであ りますの で、是非 ご検討 いただきた
いと思います。
以上で１番目の質問を終わります。
○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】

佐藤文子議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 住宅リフ ォーム 支援事業 について でありま すが、こ の住宅リ フォー ム支援事業
は、国の 経済危機 対策事 業を受け 、経済対 策、雇用 対策を目 的に平成 ２１年 度末に開始
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しました が、５年 目の現 在でも大 変好評で 多くの市 民の皆様 にご利用 いただ いており、
秋田県の あきた安 全安心 住まい推 進事業と の相乗効 果もあり 、市内住 宅関連 業界の活性
化及び雇用の面でも大きく貢献しているものと考えております。
はじめ に、対象 工事以 外の一般 改修工事 に対する 補助条件 の緩和に ついて であります
が、大仙 市では環 境対策 工事、省 エネ対策 工事、バ リアフリ ー化工事 、耐震 化工事の４
項目を柱 とした補 助金交 付要綱を 制定し、 市の住環 境向上と 省エネ効 果を推 進しており
ます。こ の対象工 事が全 体改修工 事の２分 の１以上 を占める ことによ って、 他の一般改
修工事も 含めた全 体工事 費の１０ ％の助成 を受けら れる制度 となって いるた め、ご指摘
の一般改修工事についても有効に活用していただいているものと考えております。
さらに 、現在、 市では 雪に強い 住宅を推 進するた め、住宅 関連業界 の各種 団体のメン
バーによ るワーク ショッ プを行っ ており、 それによ って市民 の意見を 集約し ながら克雪
対策工事 について も検討 中であり 、これも 住環境を 向上させ る対象工 事に加 えることが
できるのでないかと思っております。
次に、 障害者や 要介護 者世帯、 住民税非 課税世帯 などに補 助率を引 き上げ ることの要
望につい てであり ますが 、本事業 は大仙市 経済雇用 生活緊急 対策の行 動計画 に示されて
いる事業 であり、 経済対 策を主と しながら 住環境の 向上を図 るもので 、現行 の条件でも
多くの市民に活用していただいております。
これに 加えて特 定世帯 への補助 率アップ 等の、い わゆる福 祉政策と しての 住宅に対す
る支援は 、福祉部 門にお いても既 に実施し ている事 業もあり 、それぞ れの目 的に沿った
事業を組 み合わせ て利用 していた だきたい と考えて おります ので、ご 理解を お願いいた
します。
次に、 過去の利 用者で も再度住 宅リフォ ーム支援 事業の対 象にでき ないか との要望で
あります が、昨年 度の風 害による 緊急支援 策として 、通常リ フォーム と重複 交付できる
ように要 項を改正 した経 緯はあり ますが、 ご指摘の とおり現 在の要綱 では過 去の利用者
は再度補助を受けることができないこととなっております。
一方、 秋田県で は過去 に限度額 に満たな い補助を 受けた場 合、限度 額に達 するまでは
重複交付 を受けら れる制 度となっ ておりま す。市に おいても 市民ニー ズに応 えるため、
県とある 程度歩調 を合わ せて利用 しやすい 制度にす るように 、再び補 助を受 けられる交
付基準については今後の予算編成について検討してまいりたいと考えております。
【栗林市長

降壇】
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○議長（橋村

誠）

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（橋村

誠）

○９番 （佐藤文 子）

はい、９番。
答 弁で３ つ目の今 後の、過 去の利用 者にも利 用できる ような方向で

というふ うな前向 きの答 弁が得ら れました が、もう 一点、そ のやっぱ りこの お金がなけ
ればこの制度を使えない方々がたくさんいらっしゃると。そうした方々も多くこの
リフォー ム助成制 度を気 軽に活用 できる、 そういう ふうな方 向に改善 が必要 だというふ
うに私は 思います 。いろ んな条件 をつけ、 それに一 般の改修 も網羅さ れると いうふうな
ご答弁で ありまし たけれ ども、市 町村でそ れぞれ全 県的にや られてい るわけ ですけれど
も、秋田 県の制度 よりも 市町村で 作った制 度の活用 件数が非 常に多い 市とい うふうなと
ころが、 町という のは、 鹿角市、 大館市、 湯沢市、 小坂町、 羽後町と いうと ころでは市
町村の制 度が県の 利用件 数よりも ずっと上 回ってい るわけで あります が、こ れらの特徴
は工事額を１０万円以上と、あるいは２０万円以上というふうに低く設定しております。
また、大 館市では 工事額 ３０万円 以上とい うふうに 設定して はおりま すけれ ども、その
過去の利 用と工事 内容が 異なって きている というふ うなこと 、また、 県制度 と活用件数
はほぼ匹 敵する男 鹿市で は、その 福祉や環 境、障害 者交付、 介護認定 等、１ ８歳未満の
子供さん がいらっ しゃる ところ、 妊婦さん がいらっ しゃると ころ、こ ういう ところにも
３０万円 の上限、 ３０％ の補助と いうふう な補助率 を嵩上げ してやっ ている わけです。
こうした ところ、 大仙市 以外はほ とんどの 市町村が 工事内容 に条件を つけて いないとい
うふうな ところが 、いわ ゆる県の 制度と、 そして市 の制度、 市町村の 制度と 抱き合わせ
にして併 用するそ の利用 率という のが全て ８０％以 上、９０ ％以上を 超えて いるわけで
す。こう したとこ ろを見 ますと、 もう少し この大仙 市の幅広 くどんな 改修に もやっぱり
使えると いうふう なこと にするこ とが、も っともっ と経済効 果をもた らす、 まず一つの
大きな要 因になれ るので はないか というふ うなこと も思いま すし、お 金のな い方々も工
面に非常 に苦労し なくて も準備で きる程度 の工事額 に、低額 に抑える という ふうなこと
も、そう した利用 者を増 やしてい くという ふうなこ とに大き くつなが るもの だと思いま
すので、 是非この 辺をも う一度検 討いただ きたいも のだなと いうふう に思っ ているわけ
です。いかがでしょうか。
○議長（橋村

誠）

○市長（栗林次美）

栗林市長。
再質問にお答えします。
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我々が 捉えてい る全県 の額的な ものと議 員がおっ しゃるこ とと少し ズレが あるような
気がいた します。 ただ、 全体とす れば、こ の制度、 この仕組 みについ ては、 大変市民に
も喜ばれ ておりま すが経 済対策と しても有 効である というこ とであり ますの で、いろい
ろ調査をいたしまして、来年度予算編成の中で検討していかなきゃならないものだと
思ってい ますが、 前提条 件であり ます議員 が今説明 されたこ と、我々 の捉え 方とかなり
差もある ところも ありま すので、 我々が全 体を見る 目と、そ れから議 員がお 調べになっ
ているこ とと突き 合わせ ながら改 善策とい うものを 検討して いかなき ゃなら ないのでな
いかなと思っております。
なお、 この仕組 みにつ きまして は、私自 身はやっ ぱり経済 対策の一 環から 入らせてい
ただきま した。そ の前提 となった のが小規 模修繕事 業とか、 いわゆる 工務店 、大工さん
関係の、 どうして もこの 仕事が少 ない、薄 いという 部分を何 とかカバ ーしな きゃならな
いという ことで、 これは 業界団体 の皆さん ともよく 協議をし ながらこ の仕組 みを作って
きたつも りであり ます。 福祉サイ ドから入 った事業 ではちょ っとござ いませ んので、福
祉サイド の事業を この中 で活用で きるよう な形で取 り組んで きた事業 という ふうに考え
ております。その辺も制度をやってから５年目になりますので、いろいろやっぱり工夫、
変化させ なきゃな らない と思いま すが、そ の辺もま ず編成の 中でいろ いろ検 討させてい
ただきたいと思っております。
特に業 界関係か ら強く 要望され ているこ とは、ど うしても お客さん との関 係で、やは
り小規模 な修繕な りこう いう少額 で様々な 住宅の環 境を改善 できると いう事 業が少額で
も続いて いれば、 お客さ んとの関 係が強化 できると 、そうい うことを 非常に 大事にして
いるよう でありま す。そ うでない と一遍に 大きい事 業は、簡 単に言う と住宅 メーカーと
かハウス メーカー にぼん といって しまう。 やはり小 さい工務 店、ある いは大 工さん等の
感覚では 、できる だけい わゆる消 費者とい ろんな関 係を持っ ているこ とによ って、改築
だけでは なくて居 住環境 の問題に ついても 相談を受 けられる 、そうい う形で 消費者と付
き合って いくこと によっ て、いつ かは大き な仕事が 来るので はないか 、そう いう期待感
を込めな がら、細 かい仕 事ですけ れども喜 んでこの 事業に取 り組んで いただ いていると
いう実態 がありま す。ど っちの制 度をうま く利用す るかとい うのは、 ほかの 自治体はま
だこれか らよく調 べてみ なければ わかりま せんが、 我々のと ころでは やっぱ り工務店、
いわゆる 皆さんの 様々な 書類の書 き方で十 分活用で きるとい うような 答えを いただいて
おります ので、そ の辺も 含めまし て少し時 間をいた だいて検 討させて いただ きたいとい
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うふうに 思います 。でき ればいろ んな面で 反映でき るものは ２６年度 の予算 に反映して
いきたいと思っております。
○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）

○９番 （佐藤文 子）

はい、９番。
ご 答弁い ただきま したよう に、少額 でも工務 店と皆さ んとつながっ

ていくこ とが、い ずれ地 域の経済 にとって もよいこ とという ふうな感 じのご 答弁だった
ようです 。そうい うふう な観点か ら言いま しても、 私が質問 の２項目 に取り 上げました
少額の、 １０万円 以上の 工事とい うふうな ことなど も是非検 討いただ ければ なというふ
うに思うわけであります。
そして もう一点 は、県 の方の安 全安心リ フォーム 、これを 活用した 補助工 事額という
ふうなのは、２４年度・２５年度の１０月３１日までの件数でしかありませんけれども、
１件当た り５６０ 万から ６５０万 というの が平均な んですね 。そうい うふう なことはか
なりいわ ゆる資金 、融資 を受ける など、そ うした返 済能力も なければ できな いというふ
うなこと もありま して、 やっぱり この、一 般の、な かなかこ の少々屋 根を直 す、あるい
は部屋を 直すとい うふう なところ に２０万 程度でか ければ直 せるもの も、な かなか直せ
ないとい うような 方たく さんいら っしゃっ て、使い たいけど 使えない んだと いうふうな
ことも実 際聞いて おりま すので、 是非この 最初に言 いました その１０ 万円以 上の工事と
いうふう な工事額 の引き 下げ、か つて５０ 万から３ ０万に引 き下げま したけ れども、な
おまた、 高額なも のを活 用できる 方々のた めには大 いに今の 制度を活 用して いただきた
いのです 。しかし 、それ を使えな い、条件 の届かな い方々に も使える ように 、こうした
制度を是 非とも工 事額を 引き下げ るなどの 検討もあ わせてお 願いでき ればと いうふうに
お願いしてこの項目は終わります。
○議長（橋村

誠）

答弁はいりませんか。

○９番（佐藤文子）

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）

○９番（佐藤文子）

次に、介護保険制度の見直し問題についてお尋ねいたします。

１１月 ２７日に 厚労省 社会保障 審議会介 護保険部 会は、介 護保険制 度の見 直し案を示
しました 。世論に 押され 方針を見 直す一方 で、制度 の持続可 能性の確 保とい うことを理
由に、手当たり次第の給付削減と負担増が盛り込まれているわけであります。
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１５０万人が利用する要支援向けサービスは、給付の全廃は取り下げましたけれども、
要支援者 が最も多 く利用 している 訪問介護 と通所介 護、デイ サービス はボラ ンティアを
活用して 効率的な サービ スを行う 必要があ るとして 市町村事 業に移す 、そし てその事業
費は上限を設けるなど、厳しく利用を押さえ込む方向になっているわけであります。
また、 特別養護 老人ホ ームの入 所につい ては、例 外規定を 設けるも のの、 原則として
要介護３ 以上に限 定する 。さらに は、介護 保険利用 料につい ては一定 の所得 のある人、
大体年収 ２８０万 円以上 の方が有 力と言わ れており ますけれ ども、こ の方々 の介護利用
料については２割に引き上げるなどなどであります。
安心で きる公的 介護を 求める願 いに背を 背けて公 的保険と しての責 任を投 げ捨てる大
改悪に突 き進むこ とであ り、とて も許され るもので ありませ ん。こう した示 した改定案
は、まだ まだ流動 的で、 全国から の批判・ 反対が寄 せられて いるとこ ろであ りますが、
いずれ２ ７年度か らの第 ６次介護 保険計画 に向けて ２６年度 中策定へ の大き な影響を与
えるものだと私は考えるものであります。
中でも 要支援者 が最も 利用する 訪問介護 と通所介 護、デイ サービス は、保 険から外し
てしまう 、こうい ったこ とは介護 の重症化 を防ぐた めの専門 家が行っ ている 訪問による
見回り、 観察、生 活介護 、心身機 能維持な どの介護 予防サー ビスの役 割を否 定するもの
であり、 とても許 される ものでは ありませ ん。市町 村に移行 し、事業 費に上 限を設けて
ボランテ ィアを効 率的に 利用する サービス への転換 では、こ れまで同 様のサ ービスが受
けられる 保障はな く、重 症化が進 んでしま い、介護 費用はむ しろ増加 してい くのではと
いうふうに考えるわけであります。
要支援 の保険外 しの改 悪案はき っぱりと 撤回し、 介護を受 ける人も 支える 人も安心で
きる介護 制度の確 立に転 換すべき であると 考えてい るところ でありま す。こ の立場から
２点お尋ねいたします。
まず第 １点は、 市長は ご両親を 長らく介 護されて きました 。政府で は要支 援者の介護
サービス はボラン ティア の有効活 用をも、 と公言し てはばか らないわ けであ りますけれ
ども、要 支援の状 態から 重症化し ないよう に行うこ のサービ スとは、 ボラン ティアで適
切に行われるものとお考えなのかどうか、ご所見を伺います。
２つ目 には、要 支援者 は年々増 え、デイ サービス 、訪問介 護も増加 してお ります。市
町村への 移行は、 サービ ス後退や 重症化へ の懸念、 実務上、 現場にも たらさ れる多くの
混乱、体 制の問題 など、 余りにも 課題が多 く、何よ り社会保 障費削減 の一環 として介護
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保険給付 費削減を 目的と して出さ れてきて いるので あります 。市民が 安心し て必要な介
護が受け られる願 いに立 てば、こ の際、要 支援者に 対しては 、これま で同様 の保険給付
を行うよう政府に要望してはいかがでしょうか。
以上、２点お尋ねして終わります。
○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】

質問の介護保険制度見直し問題についてお答え申し上げます。

１１月 ２７日に 社会保 障審議会 介護保険 部会にお いて示さ れた見直 し案に おいては、
要支援１ ・要支援 ２の方 の介護予 防給付の 仕組みが これまで と変わる ことに なり、訪問
介護と通 所介護に ついて は「新た な介護予 防・日常 生活支援 総合事業 」とし て市町村が
地域の実 情に応じ て住民 主体の取 り組みも 含めた多 様な主体 によるサ ービス 提供ができ
る地域支援事業に移行するものとしておりますが、既に高齢社会を迎えている当市に
とっては目の前にある直ちに取り組まなければならない課題であると認識しております。
大仙市 における 平成２ ５年１０ 月時点の 要支援１ ・要支援 ２の介護 予防サ ービスの利
用者は６７６人であります。また、予防サービス総件数８５８件のうち訪問介護が
２２４件 、通所介 護が３ ５０件で 、合わせ て５７４ 件利用さ れており 、この ２つのサー
ビスで介 護予防サ ービス 利用全体 の約６６ ％を占め ておりま す。現時 点での 改正案にお
いては、まだ不確定要素が多く不安材料はあるわけですが、市としては今後これらの
方々に対 して平成 ２９年 ４月まで に新しい 介護予防 ・日常生 活支援サ ービス を提供でき
る仕組みを目指してまいりたいと考えております。
そこで 、佐藤議 員が懸 念されて いるボラ ンティア の問題で あります が、大 仙市が持っ
ている見 守りネッ トワー クの仕組 みや結っ こサービ ス、地域 の生きが いサロ ン、高齢者
の生活支援等のサービス、運動機能改善などを目的とした予防教室など、市民ボラン
ティアを 含む社会 資源の 育成と活 用がうま く組み合 わされ、 市にあり ます５ つの地域包
括支援セ ンターが 中心と なって、 一人ひと りの状態 や状況に 応じてコ ーディ ネートして
いくこと によって 新しい 介護予防 ・日常生 活支援サ ービスの 提供が可 能であ ると考えて
おります。
また、 介護予防 状態に なる恐れ がある方 に対して は、引き 続き既存 事業者 の専門職か
らのサービスが受けられるような仕組みも考えてまいりたいと思っております。
次に、 要支援者 に対し 、これま で同様の 介護予防 給付サー ビスを政 府に要 求すること
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について でありま すが、 市では現 段階では どのよう なサービ スを、ど のよう な形で提供
する仕組 みとする か、ま た、要支 援者を各 種サービ スにどの ような方 法で適 切に結びつ
けていく か具体的 には未 定であり 、国から も詳細が 示されて いない状 況です 。この見直
しにより 市の役割 が大き くなるの は明白で あります が、社会 資源や現 在ある 事業はもと
より、ボ ランティ アなど 地域の力 を効果的 に活用す ることや 広域的な 取り組 みなどによ
り介護保 険制度の 目的で あります 「地域で 支え合う 体制」、 いわゆる 医療・ 介護の連携
も含めた地域包括ケアシステムの構築ができるものと考えております。
今後、 国の動向 に注意 し、この 制度改正 が単なる 介護給付 の削減の みを目 的とし、必
要な支援 が受けら れなく なるよう な介護保 険制度の 低下をも たらすも のであ ると判断さ
れるときは、市長会等を通じて政府に対し改善を要望してまいりたいと思っております。
【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）

○９番 （佐藤文 子）

はい、９番。
市 長は答 弁の中で 、いずれ その専門 の職員を 配置して やっていきた

いとしたその介護、恐れのある場合はというような答弁がその中に入りましたけれども、
いずれ要 支援の皆 さんは 介護認定 を受けて 、これだ けのサー ビスが必 要だと 認定された
介護サー ビスを受 けてい る方々で ありまし て、れっ きとした 介護サー ビスを 受けている
方々なの であって 、介護 の必要な 方なので あります 。そうし た方々を デイサ ービス、訪
問介護と いうもの を、今 度は地域 支援事業 に移す。 これらの 皆さんが 重症化 しないよう
に市では 対応して いく、 そういう 考えも当 然おあり だと思い ますけれ ども、 現在行われ
ている地域支援事業というふうなものに対するこの市の負担というなのが、実は
１９．７ ５％であ りまし て、この 中で１次 予防とか ２次予防 とか言わ れるそ の介護保険
で自立、 あるいは 介護認 定をまだ 受けてお られない ６５歳以 上の皆さ んの健 康教室、ま
た、運動 、こうし た予防 活動をさ れている わけであ ります。 この１９ ．７５ の市の負担
というふ うなのは 、介護 保険で予 防給付と してデイ サービス などで出 してい る市の負担
というの は１２． ５であ りますの で、この 分がもし 市の方に 下りてき ました ならば、地
域支援事 業費に丸 められ て市の負 担という ふうなも のは膨大 に膨らむ だろう というふう
に思うわ けであり ます。 そういう ふうな意 味で、非 常にこの 市のいわ ゆる高 齢者福祉介
護サービ スの今後 の運営 にとって も、この 保険外し というふ うなもの は、非 常にこの財
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政的に市 に対する 負担を 強いる内 容を持っ ていると いうふう なことが はっき りしている
わけです。そういうふうな意味からも、これらのちゃんとれっきとしたこの介護保険
サービス を受けて いる方 々ですの で、これ までどお り保険給 付でしっ かりや ってもらう
よう、こ れ求める のは当 然だと思 いますの で、もう 一度その 辺、この 今回の 示された改
定案で市 に対する 負担割 合が大幅 に増える というふ うなこと を考えた 場合に 、確実にこ
れまで受 けていた サービ スを保障 されるの かどうか というあ たりでも う一回 ご答弁をい
ただきたいと思います。
○議長（橋村

誠）

○市長 （栗林次 美）

栗林市長。
確 かにそ ういう議 員おっし ゃったよ うな恐れ はあるわ けですけれど

も、地域 支援の仕 組みを まず全然 やれない ようなと ころ、や っていな いよう なところと
いうのが 非常に問 題視し ているの ではない かなと思 います。 我々は、 いずれ こういう形
をといい ますか、 いろい ろ介護保 険がある 程度変化 せざるを 得ないと いうこ と、状況を
見込みながら国の大きな方針の中にもありますように、そういうことを取り入れながら、
例えばその包括という仕組み、地域包括支援センターを５つ作ってきたわけであります。
その中で 介護予防 の問題 を含めて 、要支援 の問題も 含めて一 部やって いるわ けですけれ
ども、そ のところ が今度 制度的に 変わるの であれば 、受け皿 としての そうい う仕組みは
我々作っ ているつ もりで あります ので、こ の保険制 度の中で 要支援の 部分を 、このまま
切ってしまうということではないように思っております。仮にその制度改正になっても、
我々その サービス をやれ る受け皿 を持って いますの で、昔と 比べます とこの 地域にあっ
ても様々 なボラン ティア の皆さん が育って きており ます。こ れはボラ ンティ アにかえて
やるという意味ではありませんけれども、そうした育ってきているボランティアの皆
さんを上 手にこの 地域支 援事業の 中で参加 していた だくよう な形の中 でやっ ぱりカバー
していく というこ とを考 えておか ないと、 今の制度 改正に対 してやは り様々 な問題あり
ますよという提起はしておりますけれども、なかなかこの複雑に絡み合っていますので、
ここを取 ればいい 、これ があれし たらいい という問 題ではな いと思い ますの で、大筋と
すれば今 、審議会 の方向 というの が示され ておりま すので、 そういう ふうに 向かうとい
うことを前提にして受け皿を何とか作っていきたいというふうに思っています。
負担 の関係に ついては 、スパ ッとその 部分だけ 介護保険 から切っ て市町村 に財源対応し
ないということではないと思いますので、その辺は強く求めていきたいと思います。
○議長（橋村

誠）

再々質問はありませんか。
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○９番（佐藤文子）

わかりました。ありません。ありがとうございました。

○議長（橋村

これにて９番佐藤文子さんの質問を終わります。

誠）

【９番

○議長 （橋村

誠）

佐藤文子議員

降壇】

日 程第２ 、議案第 １４６号 から日程 第３０、 議案第１ ７４号までの

２９件を一括して議題といたします。
これより質疑に入りますが、通告はありません。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。

ただい ま議題と なって おります 議案第１ ４６号か ら議案第 １７４号 までの ２９件は、
議案付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

○議長 （橋村

誠）

次 に、日 程第３１ 、陳情第 ２号から 日程第３ ４、陳情 第５号の４件

を一括して議題といたします。
本４件 は、お手 元に配 付の陳情 文書表の とおり、 それぞれ 所管の常 任委員 会に付託い
たします。

○議長（橋村

誠）

次に、日程第３５、議案第１７５号を議題といたします。

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、資 料Ｎｏ． ４の大仙 市補正予 算〔１２ 月追加補正〕

をご覧願います。
１ページになります。
議案第 １７５号 、平成 ２５年度 大仙市簡 易水道事 業特別会 計補正予 算（第 ４号）につ
いて、ご説明を申し上げます。
今回の 補正予算 は、半 道寺地区 簡易水道 の取水量 の急激な 減少を受 け、井 戸の更新を
行うため の経費を 補正す るもので 、歳入歳 出予算の 総額に、 それぞれ １，４ ４０万円を
追加し、補正後の予算総額を１０億９，３７５万５千円とするものであります。
補正予算の概要につきまして、事項別明細書によりご説明を申し上げます。
はじめに、歳入について、７ページになります。
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歳入９款市債は、簡易水道整備事業債として１，４４０万円の補正であります。
次に、歳出について、８ページになります。
歳出２ 款事業費 は、半 道寺地区 簡易水道 改修事業 費で、新 たな取水 井戸を 築造するた
めの経費として１，４４０万円の補正であります。
以上、 ご説明申 し上げ ましたが 、よろし くご審議 の上、ご 承認賜り ますよ うお願いを
申し上げます。
○議長（橋村

誠）

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。

ただい ま議題と なって おります 議案第１ ７５号は 、建設水 道常任委 員会に 付託いたし
ます。

○議長（橋村

誠）

お諮りいたします。各常任委員会審査のため、１２月１１日から

１２月１６日まで６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 ２月１１ 日から１ ２月１６日ま

で６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部終了しました。

本日は これをも って散 会し、来 る１２月 １７日、 本会議第 ４日を定 刻に開 議いたしま
す。
ご苦労様でした。
午前１１時３０分

散
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会

