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午前１０時００分
○議長（千葉

健）

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。
欠席の届出は、２２番高橋敏英君であります。

○議長（千葉

健）

本日の議事は、議事日程第２号をもって進めます。

○議長 （千葉

健）

日 程第１ 、市長の 退職申出 に対する 同意につ いてを議 題といたしま

す。
まず、その退職届を朗読させます。議会事務局長。
○議会事務局長（伊藤義之）

それでは、朗読いたします。
辞

任

届

私事、このたび病気治療のため本職を辞任いたしたく、ここにお届けいたします。
大仙市 議会にお かれま しては、 速やかな るご同意 を賜りま すよう、 お願い 申し上げま
す。
平成２９年２月２７日
大仙市長
大仙市議会議長

千葉健殿

以上でございます。
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栗林次美

○議長（千葉

健）

お諮りいたします。本申出に同意することにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○議長 （千葉

健）

ご 異議な しと認め ます。よ って、市 長栗林次 美君の退 職に同意する

ことに決しました。

○議長（千葉

健）

日程第２、一般質問を行います。

順次質問を許可します。最初に、１番佐藤芳雄君。
（「はい、１番」と呼ぶ者あり）
○議長（千葉

健）

はい、１番。
【１番

○議長（千葉

健）

○１番 （佐藤芳 雄）

佐藤芳雄議員

登壇】

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。だい せんの会 の佐藤芳 雄です。 通告に従い、

一般質問をさせていただきます。
私からは、一つ、ご当地ナンバーについて、導入について質問いたします。
ご当地 ナンバー といっ ても皆さ ん、何か とわから ない人も おります けれど も、いわば
車のナン バーのこ とであ りまして 、今、時 代が変わ りまして 、ナンバ ー、こ ういうふう
な、そし て私は、 ここに 「秋田」 じゃなく て「大曲 」という 名前をつ けてナ ンバーを、
というこ とで、「 大仙」 じゃなく 「大曲」 と。なぜ かといい ますと、 やはり 全国各地で
今、国交 省は、新 たな地 域名を表 示するナ ンバープ レート、 通称ご当 地ナン バーが導入
されるようになりました。
そこで 私は、当 市にお いて大曲 花火とい うブラン ドを活か して、「 大曲」 というご当
地ナンバーの導入を目指してはどうかと思うわけであります。
大曲と いうナン バープ レートに 、名をこ だわる理 由につい てであり ますが 、私は合併
当時、新 市の名称 を決定 する際に は、いろ いろなこ とがあっ たと思い ます。 だが、大仙
市になっ てから、 「大仙 市」より 「大曲市 」にとの 多くの声 が聞こえ てきま した。考え
てみます と、秋田 県内で 合併した 市のほと んどが合 併前の市 の名称を 利用と いいますか
使用して いるのが 現状で あります 。秋田市 をはじめ 大館市、 能代市、 男鹿市 、由利本荘
市、横手 市、湯沢 市、こ うしたこ とからも 「大曲」 という名 称が、良 いので はないのか
と感じているところであります。
前市長 は、いつ の日か 一般質問 で「大曲 市」とす ることに ついては 、あま りいい答弁
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をしなか ったよう な気が いたしま す。私も 大仙市に なって大 曲に簡単 に名前 を、名称を
変えることは容易ではないかとは思っております。
そこで 思い出し たのが 、数年前 に私は岩 手県平泉 町という ところに ある中 尊寺に５、
６回は行 っており ますが 、中尊寺 がやっぱ り春、夏 、秋、冬 がすごく きれい ですからい
い場所でありまして、中尊寺が世界遺産に登録になりました。
そこで 、登録に 向けて 運動しな がら同時 にという ことで、 「平泉」 という ご当地ナン
バーの導 入に向け た運動 もしてい たのであ ります。 導入され るために は、い くつかの基
準をクリ アするこ とが前 提となり ますが、 大仙市に おかれま しては、 大仙市 大曲で今年
は４月２ ４日から ２９日 には国際 花火シン ポジウム 「世界の 花火

日 本の花 火」が開催

されるこ とも踏ま えて、 大仙市大 曲は全国 のみなら ず世界的 にも認知 されて いることと
なります 。そして 、衛星 放送で１ ２月３１ 日には花 火の放送 もされて いるの でマスコミ
にも有名であります。
そして また、ナ ンバー プレート に表示さ れた際に は、視認 性、認知 性、両 面において
導入基準 をクリア できる のではな いでしょ うか。大 仙市には 、国の指 定して おります池
田庭園も あります 。また 、こうし たことが 地域振興 や観光振 興にもつ ながっ ていくと考
えられる ことを踏 まえて 、ご当地 ナンバー 導入に対 する市の 見解を伺 います 。よろしく
お願いします。
○議長（千葉

健）

１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】

佐藤芳雄議員の質問にお答え申し上げます。

質問のご当地ナンバーの導入についてでありますが、自動車登録番号標、いわゆる
ナンバープレートの地域名表示は、基本的に自動車の使用の本拠地を管轄する運輸支局、
または自動車検査登録事務所の名称や所在地を表示しており、当該事務所の新設に伴い、
その名称等が追加されております。
一方、 議員ご提 案のご 当地ナン バーは、 地域振興 や観光振 興等の観 点から 、自動車検
査登録事 務所の新 設の有 無にかか わらず、 対象市町 村の区域 を区切っ て独自 の地名を定
められるよう新たに開始された制度で、国土交通省が平成１８年１０月と平成２６年
１１月の 二度にわ たり導 入を実施 し、全国 で２９種 類のご当 地ナンバ ーが導 入されてお
ります。
導入基 準につい ては、 各種行政 事務や自 動車登録 業者、自 動車使用 者等に 混乱が生じ

- 66 -

ないよう に、国土 交通省 が要綱を 定めてお り、対象 地域や名 称の基準 は、地 域特性や経
済圏等に 関して、 他の地 域と区分 された一 定のまと まりがあ る地域で あるこ と、原則と
して複数 の市町村 の集合 であるこ と、当該 地域で登 録されて いる自動 車の数 が１０万台
を超えて いること 、行政 区域や旧 国名など の地理的 総称であ り、当該 地域名 が全国的に
認知されていることなどとなっております。
また、 導入手続 につい ては、希 望者だけ でなく当 該地域内 に使用の 本拠を 有する全て
の自動車 に付与す るため 、当該地 域を構成 する全て の地方公 共団体の 合意と アンケート
等の実施 による当 該地域 の住民や 自動車ユ ーザー、 関係団体 の意向確 認のほ か、議会の
支持を得た上で当該都道府県を経由して地方運輸局に要望を行う必要があります。
大仙市に登録されている四輪自動車の台数は、平成２８年４月１日現在６万
９，５４５台で、仙北市、美郷町に登録されている台数と合わせた２市１町の合計は
１０万８ ，８１９ 台とな っており ますが、 市民並び に近隣自 治体住民 の同意 、さらには
県内のバ ランス等 、要綱 の基準へ の適合性 に県の判 断が必要 であるこ とを考 慮すると、
ご当地ナ ンバーの 導入は クリアす べき課題 が多く、 難しい状 況にある ものと 考えており
ます。
市とい たしまし ては、 「花火の まち

大 仙市」の 魅力を効 果的に発 信して いくため作

成したロ ゴデザイ ンと市 のマスコ ットキャ ラクター 「まるび ちゃん」 を組み 合わせた原
動機付自 転車用オ リジナ ルナンバ ープレー トを平成 ２９年度 から交付 し、地 名度の向上
と観光振 興を図る ことと しており 、まずは この事業 による効 果を見極 めたい と考えてお
ります。
以上です。
【久米副市長
○議長（千葉

健）

降壇】

ただいまの答弁に対する再質問はございますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○１番（佐藤芳雄）

はい、どうぞ。
いや、簡単にはできない、難しいのは当たり前でございますけども、

国土交通 省のデー タによ りますと 、ご当地 ナンバー も含める と、現時 点で４ ７都道府県
で１１６ の自動車 ナンバ ープレー トが存在 している ようです 。そのう ち東北 地方におい
ては、秋 田県だけ なんで す。「秋 田」の一 つだけで 、ほかの 県は二つ 以上の ナンバープ
レートが あります 。存在 しており ます。青 森県は「 青森・八 戸」、岩 手県は 「岩手・盛
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岡・平泉 」、山形 県は「 山形・庄 内」、宮 城県は「 宮城・仙 台」、福 島県は 「福島・会
津・郡山 ・いわき 」、導 入するた めには、 隣接する 自治体の 協力、同 意がな ければでき
ないのは 知ってお ります 。だが、 自治体が 市民を代 表して、 やはりト ップセ ールになら
なきゃ、 こまめに 情報収 集をして 、粘り強 く各市町 村を回り 、導入に 向けて 取り組み、
同時にナ ンバープ レート 導入を契 機に企業 誘致の継 続的な推 進を図り 、雇用 創出と交流
人口の拡大を実現させてもらいたいと考えますが、市の所見をもう一回伺います。
○議長（千葉

健）

○副市長（久米正雄）

再質問に対する答弁を求めます。久米副市長。
佐藤芳雄議員の再質問にお答え申し上げます。

企業誘 致、雇用 創出、 交流人口 の拡大に は様々な 手法があ り、議員 ご提案 の、このご
当地ナンバーの導入もその一つだと思っております。
先程申 し上げま したと おり、ク リアすべ き課題は 非常に多 いという ことで ございます
けれども 、課題は 多いも のの、ま ずはこの 商工団体 や地域づ くりにか かわる 諸団体、さ
らには市 の地域協 議会な ど様々な 立場の方 の意見を 聞くほか 、例えば であり ますけれど
も、市民 評価アン ケート の項目の 一つとし て、この 市民の意 向を確認 するな ど、政策と
して実現可能か研究してまいりたいというふうに思っております。
以上です。
○議長（千葉

健）

再々ございますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○１番 （佐藤芳 雄）

はい。
や はり導 入するに は、大変 いろんな ことがあ るとは思 います。そこ

で、国土 交通省に つきま しては、 やはり今 度、ラグ ビーワー ルドカッ プが日 本に、４年
に一度行 われるラ グビー の世界決 定戦であ るラグビ ーワール ドカップ 、１９ ８７年に第
１回大会 が開催さ れ、オ リンピッ クやサッ カーワー ルドカッ プに次ぎ 、世界 三大スポー
ツイベン トの一つ として 数えられ ることも 、その本 大会が２ ０１９年 にアジ アでの初開
催となる 日本にや ってき ます。２ ０２０年 にはオリ ンピック 、これに 記念し てラグビー
ワールド カップ特 別仕様 につきま しても、 このよう なナンバ ープレー トにロ ゴナンバー
としたりすることを計画しているようでございます。
それに しても我 がこの ご当地ナ ンバーに つきまし ても、い ろいろト ップセ ールスなり
運動して いただけ れば、 可能じゃ ないかと 私は考え るのであ ります。 大仙市 職員は、自
治体は皆 さんでト ップセ ールスに なり行動 を起こさ なければ ならない のが実 情ではない
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でしょう か。私た ちだい せんの会 は、昨年 、神奈川 県の熱海 市に行っ てまい りました。
その熱海 市には、 トップ セールス の市の職 員がいる というこ とで、皆 さんご 存知だと思
いますけ れども、 昨年ほ ど、２年 ぐらい前 ですか、 熱海市は 破産する んじゃ ないかとマ
スコミで いろいろ 、北海 道の夕張 市と同じ 、二の舞 になるこ とが報道 された ことがあり
ます。そ ういうわ けで、 熱海市に 我がだい せんの会 が研修に 行ってま いりま した。する
と、やは り職員が トップ セールス になり、 あっちに こっちに 動いて財 政をカ バーしたと
いうお話 しました 。この 中身につ いては、 もうお話 しますと 時間があ りませ んので、こ
の次の一般質問ですると思いますけども、何とか自治体の皆さんも行動を起こして頑
張ってくださるようお願いしまして私の質問は終わります。
○議長（千葉

健）

これにて１番佐藤芳雄君の質問を終わります。
【１番

○議長（千葉

健）

佐藤芳雄議員

降壇】

次に、１１番茂木隆君。
（「はい、議長、１１番」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

はい、どうぞ。
【１１番

○議長（千葉

健）

○１１ 番（茂木

隆）

茂木隆議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
新政会 の茂木で す。本日 は、４点 について 質問させ ていただきま

す。
まず、市長がおらないという中での一般質問、極めて特異な状況でありますけれども、
市長がお らなくて も市政 は一日た りとも停 滞は許さ れるもの ではあり ません 。そういう
中で市長 職務代理 者の久 米副市長 、教育長 、また、 優秀な幹 部職員が おられ ますので、
そのことを念頭にしながら質問をさせていただきます。
最初に、市内小・中学校教育について２点質問させていただきます。
その１ 点目は、 ＩＣＴ 教育のタ ブレット 端末活用 で全国に 誇れる教 育都市 を目指すこ
とであります。
文部科 学省が２ ００７ 年度より 実施して おります 全国学力 テストに おきま して、本県
は９回連 続トップ 級とい う成績を 得ており 、全国的 にも注目 を集めて おりま す。中でも
我が大仙 市は、そ の県平 均を上回 る成績と いうこと で、学力 向上に関 しての 県外からの
視察が過 去３年間 で見て も２１４ 団体１， １５５人 に上り、 市民の一 人とし て誇らしく
感じておるところでございます。
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その要 因として は、生 活の面で 規則正し いしっか りした家 庭生活や 地域と の様々なか
かわりが あるとい うこと は無論で あります が、本県 が１０年 以上前か ら行っ ている「探
究型授業 」という 、教師 が一方的 に教え込 むのでは なく、子 どもの学 ぶ意欲 を伸ばす積
極的に参 加する授 業スタ イルが大 きな要因 であると 見られて おります 。そう いう中で、
中央教育 審議会が 文部科 学相に答 申した次 期学習指 導要綱の 改革案に 、討論 や発表を通
じて主体 的に学ぶ アクテ ィブ・ラ ーニング を小・中 ・高の全 教科に導 入する ことが盛り
込まれ、 ２０２０ 年度か ら順次実 施されま す。まさ に本県で 行われて きた授 業スタイル
がアクテ ィブ・ラ ーニン グそのも のであり 、それを 、より効 果的にす るもの としてＩＣ
Ｔ教育、 つまり情 報通信 技術を取 り入れた 教育があ ります。 もちろん 本市で もパソコン
活用によ る授業は 、市内 全ての小 ・中学校 で以前か ら行われ ておりま すが、 電子黒板や
タブレッ ト端末を 活用し た本格的 な教育は 、まだ行 われてい ないと認 識して おります。
そうい う中、私 ども教 育福祉常 任委員会 では、昨 年、その 先進的な 取り組 みを行って
いる滋賀県草津市へ教育長とともに行政視察に行ってまいりました。
また、本年２月には、我が会派新政会でも福島県郡山市で同様の視察をしてきました。
両市と もタブレ ット端 末を２７ 年度中に 市内全校 に整備を し、その 効果を 検証した結
果におい て、草津 市では 、児童・ 生徒の意 識におい て、思考 力、表現 力、意 欲や知識理
解力が高 くなって おり、 学力テス トの結果 において も知識理 解、思考 、判断 力、技能の
全ての観点において成績が伸びておるということでした。
郡山市 では、総 合的な 学習の時 間などで タブレッ ト端末の 活用が図 られ、 保健体育の
実技や国 語科のス ピーチ などを児 童生徒自 らが写真 や動画で 撮影し、 その場 で自分の活
動を振り 返る学習 やイン ターネッ ト検索な ども通し て探究的 な学習を 主体的 に行ってお
り、また 、児童生 徒の複 数の考え を教師用 タブレッ ト端末で 瞬時に集 約し、 比較整理し
てスクリ ーンに示 すこと により学 習内容の 理解を深 めている とのこと で、特 に集中力が
なかったりする支援を要する教育については、大きな効果が期待できるようであります。
今、学 力テスト で秋田 、石川、 福井など の上位県 と下位の 県の差が 縮小傾 向にあると
いうこと でありま す。そ こで、本 市のこれ までの優 位性を活 かしなが ら、教 育での先進
的な課題に少しでも早く取り組み、将来を担う人材の育成につなげるべきと思いますが、
いかがでしょうか。
最後に なります が、学 力よりも 大事な人 間として の思いや りやいた わるや さしさ、そ
して礼節を尊ぶ心の教育も誇れるものにしていただきたいというふうに思います。
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続いて 、市内小 ・中学 校でのい じめと不 登校児童 生徒の実 態と対応 につい て伺います
が、この ことにつ いては 、私も一 昨年の９ 月定例会 において 同様の質 問をさ せていただ
いており ますが、 その年 は７月に 岩手県の 矢巾中学 校の生徒 が、いじ めが一 因と見られ
る自殺事 案があり 、全国 的にも大 きな社会 問題とし て取り上 げられま した。 当時、本市
でのいじめの認知件数は２９件あり、いずれも深刻な事態にはなっていないとのことで、
うち１４件は問題が解消され、１５件については解消に向け対応中ということでしたが、
昨年１０ 月、文部 科学省 の問題行 動調査で 秋田県内 小・中学 校が８年 ぶりに 全国平均を
上回り、 特に小学 校のい じめは前 年を大幅 に上回る ９７６件 で１．８ 倍にな り、中学校
も１４８ 件増の５ １４件 というこ とがわか りました 。このこ とについ て市内 小・中学校
での認知 件数はど うなっ ているの か、増え たとすれ ば、その 要因は何 なのか 、対応とと
もにお尋ねします。
また、 不登校に ついて も伺いま す。全国 的には３ 年連続で 増加して いるよ うですが、
本県の小学校は千人当たり２．５人と全国最少であります。中学校は千人当たり
２０．４ 人と、全 国で２ 番目に少 ないよう ですが、 引きこも り傾向に ある児 童生徒も含
め、我が大仙市の実態と対応を伺います。
○議長（千葉

健）

１番の項目に対する答弁を求めます。吉川教育長。
【吉川教育長

○教育長（吉川正一）

登壇】

茂木隆議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 教育のＩ ＣＴ化 への取り 組み、整 備の推進 について でありま すが、 現在、児童
生徒が各 学校のパ ソコン ルームで 使用する １，１２ ４台のパ ソコンは 、５年 リースで契
約をして おります が、リ ース満了 の時期を 迎えた学 校から、 順次、現 在ある ノートパソ
コン等か らパソコ ンルー ムの外に 持ち出し て使用で きるタブ レット型 パソコ ンへの入れ
替えをし ておりま す。こ れまで小 ・中学校 合わせて １４校に 合計２０ ６台の タブレット
型パソコ ンを導入 してお りますが 、平成３ １年度末 から平成 ３２年度 当初ま でには、全
てタブレ ット型パ ソコン に入れ替 えようと する計画 により、 整備を進 めてお ります。そ
のための経費として５年間で約２億８，０００万円を見込んでおります。
また、 写真やグ ラフな ど様々な データを 効果的に 提示した り、児童 生徒の ノートを拡
大して投 影し、発 表の際 に使用し たりする など、Ｉ ＣＴ機器 を活用し て児童 生徒主体の
授業がで きるよう 、電子 黒板や実 物投影機 器等の機 器もタブ レット型 パソコ ンを整備す
る時期にあわせて、計画的に導入しております。
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なお、 次期学習 指導要 領におい ては、将 来どのよ うな職業 に就くと しても 、時代を超
えて普遍的に求められる力としての「プログラミング教育」の実施も始まります。
加えて 、タブレ ット型 パソコン の導入は 、カメラ 機能やイ ンターネ ット活 用による多
様な情報 収集が可 能であ ることな どの理由 で学校教 育への有 用性も大 いに期 待できるこ
とから、本市におけるタブレット型パソコンへの整備の充実に努めてまいります。
また、 タブレッ ト型パ ソコンの 有効活用 に係るモ デル校を 設置する など、 ＩＣＴを活
用した効 果的な学 習指導 のあり方 や活用の 仕方等に ついて、 教員のス キルア ップを図る
研修の充実も図ってまいります。
あわせ て、ＩＣ Ｔ機器 は、あく までもツ ールとし て活用す るものと 捉えて おり、基本
的には人 と人との かかわ りを大事 にし、言 語活動の 充実や心 の教育を 基盤に した学習活
動に今後とも努めてまいります。
次に、 質問の市 内小・ 中学校に おけるい じめ及び 不登校児 童生徒の 実態と 対応につい
てお答え申し上げます。
はじめ に、いじ めにつ いてであ りますが 、市教育 委員会で は、いじ めに関 する実態調
査を年３ 回、定期 的に実 施してお ります。 平成２８ 年度１２ 月調査で は、５ ５件のいじ
めを認知しており、件数は昨年度１２月調査と比較しますと３０件増えております。
いじめ の認知件 数が増 えた理由 といたし ましては 、各学校 では、い じめは 誰にでも、
どの学校 でも起こ り得る ものとし て、いじ めの早期 発見と初 期段階で の適切 な指導につ
なげようという認識のもと、積極的にいじめを認知したことが挙げられます。
なお、 現在、認 知した いじめ５ ５件のう ち４０件 は収束し ており、 残り１ ５件につい
ても、現在解消に向けて対応中であります。
また、 いじめの 主な内 容としま しては、 悪口、か らかい、 仲間外れ 、無視 などであり
ます。
市教育 委員会と いたし ましては 、インタ ーネット やＳＮＳ 等が原因 で起こ るトラブル
やいじめ 等を未然 に防止 するため に実施し ている大 仙市情報 モラルい じめ対 策事業を継
続すると ともに、 毎年開 催してお ります大 仙市中学 生サミッ トを通じ て、Ｓ ＮＳルール
策定やい じめ撲滅 に向け た各中学 校の生徒 会の自主 的な取り 組みの充 実を図 ってまいり
ます。
次に、 不登校に ついて でありま すが、い じめ同様 、年３回 の実態調 査を実 施しており
ます。
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平成２ ８年度１ ２月調 査では、 不登校及 び不登校 傾向と判 断される 児童生 徒数は３７
人であり 、昨年度 より人 数は６人 多いもの の、平成 ２５年度 の４２人 、平成 ２６年度の
３７人と同程度であります。
なお、 不登校の 主な原 因として は、無気 力、生活 の乱れな どの本人 にかか わる問題、
友人関係を巡る問題などであります。
対応に つきまし ては、 本市の中 学校６校 にスクー ルカウン セラーを 配置さ れており、
それ以外 の中学校 ５校に は、心の 教室相談 員を配置 するなど 、全ての 小学校 にも対応で
きるよう全中学校区における教育相談体制の充実を図っております。
また、 学校への 登校が 困難であ る児童生 徒に対し ては、本 市と美郷 町が連 携して専任
指導員を 配置し、 個別指 導及び集 団指導を 実施する 大仙・美 郷不登校 適応指 導教室（フ
レッシュ広場）を設置し、学校復帰への支援もしております。
今後と も、いじ め事案 と同様に 、学級担 任が１人 で悩みを 抱えるこ とがな いよう、未
然防止及 び早期発 見に係 る情報共 有と組織 対応を基 盤とし、 本人、家 庭、専 門機関及び
小・中間 の連携を 強化し 、１人の 子どもを 複数の目 で見守り 育てる体 制づく りの推進に
努めてまいります。
以上です。
【吉川教育長
○議長（千葉

健）

降壇】

ただいまの答弁に対しまして再質問ございますか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉
○１１ 番（茂木

健）
隆）

はい、どうぞ、１１番。
ＩＣＴ 教育の重 要性につ いては、 教育長も 十分認識 し、これから

の整備をしたいということでありますけれども、３２年度までに全小・中学校のパソ
コンをタ ブレット に更新 するとい うような 予定であ るようで あります けれど も、今、全
国的には 、かなり 早いス ピードで 、このタ ブレット 端末が整 備されて おりま す。昨年の
３月時点で全国では２５万３千台ということで、前年より１０万台も増加しております。
この１年 前の２０ １４年 ３月から 見ますと 、この２ 年間でそ の数は３ ．５倍 になったと
いうふう にありま す。そ ういう中 で大仙市 も教育の 町を標榜 すると言 います か、目指す
ためには 、やはり １年で も早く、 計画的な 更新はよ ろしいの でありま すけれ ども、やは
り１年で も早く全 校にこ のタブレ ット端末 を整備し 、そして 公平な教 育の環 境を整える
べきだというふうに思います。
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確か２ 億８，０ ００万 という多 額な投資 でありま すけれど も、教育 に対す る投資とい
うのは、 最も私、 大事な 投資だと いうふう に考えて おります し、そう いう面 で全国に誇
れる、そういう夢を持った考え方について教育長のご見解を伺いたいと思います。
また、 二つ目の いじめ 、それか ら不登校 の問題で あります けれども 、この ことに対し
ても教育 長の答弁 の中に ありまし たけれど も、早い 段階でい じめを把 握し、 そして未然
防止につなげていくと、そういう考え方は、やはり最も大事だというふうに思いますし、
また、単 純に数で 評価す るように はなって はいけな い、まず そのいじ めを見 逃さないと
いうその 認識を全 小・中 学校で教 師がやっ ぱりそう いう認識 を持つこ とが大 前提だとい
うふうに 考えます 。この ことにつ いても、 ひとつ教 育長のさ らに突っ 込んだ ご答弁をお
願いしたいというふうに思います。
以上です。
○議長（千葉

健）

○教育長（吉川正一）

再質問に対する答弁を求めます。吉川教育長。
茂木議員の再質問にお答え申し上げます。

まず最 初のＩＣ Ｔ教育 でござい ますが、 本当にあ りがとう ございま す。先 ほど議員か
らの質問 の内容に もあっ たように 、私も一 緒に草津 の方に行 ってまい りまし た。草津は
１３万人 ぐらいの 人口で 、小・中 学校は２ ０校ほど あります が、そこ に既に ４，２００
台のタブ レット型 パソコ ンが導入 されてい るという ことで、 全国的に も先進 的な取り組
みをしている市であります。大変勉強になりました。
１年でも早く導入したいというのが本音ではございますが、今、更新してございます。
これ、一気にバッと、まず３億投入してやっても、ご承知のように１年ごとに機器が
どんどん 変わって いくん ですね。 いいもの になって いくんで すね。そ ういう こともあっ
て年次計 画で５年 ごとの 更新で進 めている ところで ございま す。ただ 、いず れにしまし
ても議員 からお話 あった ようにで すね、そ の更新の 量という かですね 、これ を少しでも
増やして ですね、 いわゆ る国にお いて地方 交付税措 置されま すので、 その辺 もお願いし
ながらですね、少しでも早い段階での購入に努めてまいりたいと思っております。
それか ら、２点 目の不 登校、い じめでご ざいます が、これ も答弁で も申し ましたし、
先程、茂木議員からもご指摘あったようにですね、やはり早期発見が一番でございます。
最近、横 浜の方で は福島 から来た ですね、 中学生が 大変嫌な 思いをし たり、 あるいは報
道関係で はですね 、子ど もが作文 の中に、 そういっ たいじめ があると 、無視 されたり、
嫌なこと を言われ たりし たという ことを書 いたのに かかわら ず、担任 がそれ を発見でき
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なかった 、あるい は見て いなかっ たといっ た話も聞 こえてま いります 。これ は絶対許さ
れないこ とでです ね、そ ういった こともあ ってです ね、今回 、いじめ の認知 件数は若干
増えてご ざいます が、逆 に言えば 、先生方 がどんな 小さな子 どもたち の声、 あるいは行
動をも見逃さないという姿勢が表れてきているんじゃないかなと思います。
いずれ にしまし ても、 きめ細か な、先生 は大変か もしれま せんが、 きめ細 かな観察、
そして対応にこれからも努めてまいりたいと思います。
以上です。
○議長（千葉

健）

再々ありますか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉
○１１番（茂木

健）
隆）

次に、２番の項目について質問を許します。
次に、２点目の質問をさせていただきます。

移住・定住の促進について伺います。
昨年、県が行った県民意識調査によると、力を入れてほしい重要課題を尋ねたところ、
若者らの就業支援や雇用環境の整備がトップで、次いで出産、子育てしやすい環境整備、
そして県 内への移 住・定 住できる 環境づく りが続き ました。 いずれも 長年の 課題である
と同時に、近々の課題でもあります。
そこで 、県内で 年間１ 万５千人 を超える 方々が亡 くなって おります 。その 数は出生数
を大きく 上回る自 然減に 対し、県 外への転 出者が転 入者を上 回る社会 減対策 に、やっぱ
り力を注 ぐべきで 、若者 の県内定 着や県外 からの移 住・定住 促進にこ れまで 以上に力を
入れるべ きと考え ます。 特に県外 からの移 住者を呼 び込む競 争は、全 国の自 治体間で激
しさを増しており、県内においても鹿角市で昨年４月から１２月までの間、２０世帯
３２人の 移住者の 実績を 上げ、年 代別では ３０代以 下が８割 を超えて いると のことで、
これは地 域おこし 協力隊 として採 用した２ ０代、３ ０代の４ 人が移住 コンシ ェルジュと
して相談対応や情報発信をきめ細かく行い、成果を上げております。
本市で も今年１ 月に１ 人を採用 し、４月 からもう 一人が採 用される という ことであり
ますが、他自治体と比べ、この件では少し遅れをとった感は否めません。
また、 由利本荘 市や大 館市でも 専門部署 を新設す るなど、 多くの自 治体で 知恵を絞っ
ており、 我が大仙 市でも 昨年、ま ち・ひと ・しごと 創生総合 戦略を立 ち上げ 、その中で
魅力ある まちづく りと移 住・定住 の促進が ４つの柱 の一つに 据えられ 、その 対策の中で
住宅リフ ォーム支 援事業 の子育て 世帯改修 工事に補 助率１５ ％、上限 ３０万 円、ふるさ
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と就職者奨学金償還免除制度は、県内に本社がある企業に就職した場合に５０％の免除、
雇用助成 金はＡタ ーンの 場合３０ 万円、新 卒者は１ ５万円が 雇用主に 助成さ れる予算が
ついてお りますが 、就職 した本人 にも奨励 金を設け るべきで 、他の自 治体と 比較した場
合、インパクトが弱いように思います。
ただ、 ２９年度 予算の 中で移住 ・定住推 進事業費 が新規に 設けられ ており 、期待する
ところで あります が、そ の中での 移住者向 け住宅支 援や空き 家バンク の活用 、移住体験
応援、移 住プロモ ーショ ン動画の 作成と活 用などの メニュー がありま すが、 所管の異な
る種々の 施策の情 報発信 や専門的 な相談も １カ所で 済ますこ とのでき るワン ストップ窓
口はぜひ必要ですので、この事業の内容について当局の考え方を伺います。
○議長（千葉

健）

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】

質問の移住・定住の促進についてお答え申し上げます。

市では、これまで社会インフラの整備をはじめ、医療・福祉の充実や安全・安心対策、
集落支援 対策など 、市民 の住みよ さ、暮ら しやすさ の確保と 地域の活 性化の ための施策
に取り組 んでおり 、あわ せて雇用 に関する 支援策を はじめ担 い手の確 保や空 き家バンク
制度など、移住・定住を促進する各種施策も進めてきたところであります。
また、 大仙市ま ち・ひ と・しご と創生総 合戦略で は、基本 目標の一 つに「 魅力あるま
ちづくり と移住・ 定住の 促進」を 掲げ、ま ちのにぎ わい創出 と交流人 口の拡 大により、
若者等の 定住を促 進する とともに 田園交流 都市の魅 力を伝え 、首都圏 等から の移住者の
呼び込みやＡターンを推奨していくこととしております。
平成２ ８年度に おきま しては、 移住・定 住に関す る必要な 情報を必 要なだ け得られる
環境を整 備するた め、企 画部まち づくり課 だいせん ライフ促 進班に移 住相談 窓口を設置
して移住 希望者へ の対応 をすると ともに、 一般財団 法人地域 活性化セ ンター からの移住
・定住に 関する推 進体制 整備支援 事業助成 金を活用 しながら 、移住・ 定住市 民フォーラ
ムの開催 や首都圏 におけ る移住相 談会の開 催など、 移住・定 住促進に 向けた 体制の整備
と情報発信を行ったところであります。
また、今後の移住・定住促進に関連した取り組みの具体的な行動計画となるアク
ションプ ランの策 定を、 有識者な どによる 策定委員 会を立ち 上げ進め ており 、年度内に
議員各位をはじめ各地域協議会などへお示ししてまいります。
平成２ ９年度は 、この アクショ ンプラン に基づき 、新たな 取り組み として 農業体験を
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はじめ様 々な体験 メニュ ーを設定 し、移住 希望者の 要望に応 じて、い つでも お試し移住
が体験で きる事業 を実施 するとと もに、移 住促進と 市の知名 度の向上 を図る ことを目的
とした移 住プロモ ーショ ン動画を 作成し、 各種支援 策を含め たインタ ーネッ トでの発信
など、市 外・県外 に広く 大仙市を ＰＲして いくこと で「大仙 ファン」 を創出 してまいり
ます。
また、 移住者同 士が交 流を図る 移住者ネ ットワー ク会議の 設立を行 うほか 、移住者を
対象にし た住宅支 援のパ ッケージ 事業とし て、移住 者が住宅 を取得し た場合 は取得金額
の５分の １、上限 額１０ ０万円、 空き家バ ンク登録 物件の取 得につい ては１ ５０万円を
上限とした助成のほか、賃貸住宅を賃借した場合については、月額の賃借料の２分の１、
上限額２万円、空き家バンク登録物件は月額の賃借料の３分の２、上限額３万円、また、
住宅を改 修した場 合につ いては全 体工事費 の１０分 の１、上 限額３０ 万円、 空き家バン
ク登録物 件は４０ 万円を 上限とし 、引っ越 しについ ては引っ 越しに要 した費 用の３分の
１、１２万円を上限に助成を行い、移住者の受入体制の充実を図ってまいります。
さらに 、就業に 関する 取り組み としては 、大仙市 への移住 者を含め 、市民 を新規に雇
用する企 業に対し て助成 金を交付 する雇用 助成金事 業を引き 続き実施 してい くほか、新
たに市内 企業へイ ンター ンシップ を行う学 生や県外 から市内 企業への 就職希 望者に対し
て交通費や宿泊費の一部を支援するＡターン就職支援事業を実施してまいります。
また、 市内で創 業を目 指す方に 対し、そ の創業に 要する経 費の一部 を助成 するこれま
での支援 を拡充し た総合 支援事業 は、経費 の２分の １、上限 額３０万 円に、 そして、女
性の創業である場合や市民を雇用した場合などの要件を満たすごとに１０万円を加算し、
さらに創 業者が県 外から の移住者 である場 合は、上 限額を倍 額にする もので 、企業への
就職だけ でなく市 内で創 業する移 住者の方 への支援 も充実さ せてまい りたい と考えてお
ります。
あわせ て、集落 支援員 、地域お こし協力 隊と連携 しながら 、地域の 伝統行 事や祭りへ
の支援に 力を入れ 、様々 な地域行 事に若者 の参加を 促し、地 域のよさ を認識 していただ
くととも に、成人 式など において 就業情報 や大仙市 の魅力を 紹介した ふるさ と回帰を促
すパンフ レットを 配布す るなど、 愛郷心の 醸成を図 り、若者 が住み続 けたい と思えるよ
うな地域 の魅力づ くりと あわせ、 将来的な Ｕターン 者の増加 を促進し 、地域 の活性化に
結びつけるよう取り組んでまいります。
なお、 議員ご指 摘の移 住・定住 に関する 相談のワ ンストッ プ窓口に つきま しては、引
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き続き企 画部まち づくり 課、大仙 ライフ促 進班を移 住・定住 相談の総 合的な 窓口とし、
採用とな った地域 おこし 協力隊と 連携を図 りながら 、移住・ 定住に関 する様 々な施策の
紹介など、相談しやすい環境を整え各種事業を進めてまいります。
以上です。
【久米副市長
○議長（千葉

健）

降壇】

ただいまの答弁に対しまして再質問ございますか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉
○１１ 番（茂木

健）
隆）

はい、１１番。
ただい ま副市長 からご答 弁いただ きました 。これま でと違って、

かなり新 年度にお いては 充実した メニュー 、そして 補助率の アップに なって いるようで
あり、移 住・定住 は、こ れからが 大仙市の 本領を発 揮するこ とであり ますの で、よろし
くお願いしたいと思います。
そうい う中で市 民の意 識、ある いは県外 の方々に 対するア プローチ の一つ として、我
が大仙市 は昨年の 統計で あります けれども 、皆さん ご承知の ように東 洋経済 新聞社の住
みよさラ ンキング 全国８ １３市の 中で大仙 市は３４ 位という 、前年よ りもま た伸びた素
晴らしい 数字だと いうふ うに考え ておりま す。これ は、安心 度、快適 度、あ るいは利便
度、富裕 度、そし て住居 水準の充 実度の５ つの観点 から分類 し、その 総合評 価でありま
すけれど も、県内 では大 仙市は当 然トップ でありま すし、２ 位の潟上 市は全 国１２６位
でありま すので、 ダント ツでいい ランキン グだとい うふうに 思います 。また 、東北・北
海道ブロックにおいては、大仙市は４位であります。
このよ うに住み よさラ ンキング で上位で あります ので、こ の点もも う少し ＰＲすべき
だと、ど うもその 辺が弱 いなと。 それは県 外に対し てだけで なくて、 やはり 我々この大
仙市に住 んでいる 市民が そういう 自覚、や っぱり誇 り、自信 を、住ん でいる 我々がやっ
ぱり持っ て初めて 移住者 にも働き かけるこ とができ ますし、 その点、 あまり にも大仙市
の場合は 広報など でも市 民にそう いうこと を広報で お知らせ したりす るとい うこともな
いんであ ります。 そして 、今朝の 魁新聞で あります けれども 、月曜論 壇に載 っておりま
したが、 県民性と 人口減 少のお話 が載って おりまし た。その 中で秋田 県の人 は、なんも
ねって、 自分たち のとこ ろにはな んもない と、そう いう何か 気質とい います か、そうい
う県民性 だそうで す。そ の中で沖 縄県など は、いろ んな人が 集まった 会合に おいて、集
まったメ ンバーが それぞ れの自分 たちのふ るさとの 自慢話を するとい うよう なことが書
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かれてお りました 。やは り自分た ちが、や はりなん もねとい うような 感覚に おいては、
やはり若 い人たち も、や っぱりこ こよりも 県外とか そういう ふうな地 元に残 るという意
識を持た なくなる という ふうに思 いますの で、やは り自分た ちの例え ば教育 の面であり
ますとか 、そうい う面で 、子ども たちが、 若者が住 みやすい 環境の地 域だと 、そういう
ことをや っぱり自 覚する ように、 行政でも いろんな 面で市民 にＰＲし ていく べきだとい
うふうに 思います けれど も、その 点につい て当局の 考え方を お尋ねし たいと 思います。
○議長（千葉

健）

○副市長（久米正雄）

再質問に対する答弁を求めます。久米副市長。
茂木議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

先ほど ２８年度 の事業 の実績、 それから ２９年度 の内容を ご説明申 し上げ ました。確
かに、そ の中で今 、議員 がご指摘 のとおり 、例えば 東洋経済 新聞等で 発表し ている、こ
ういうふ うに、大 仙市は 全国的に も住みや すいんだ というふ うなこと も、併 せて、やは
りＰＲしていくことも一つの方策だと思います。そしてやはり、この大仙市については、
自然が豊 かで、自 然風土 、文化も 含めて、 そしてま た産業と か子育て とか教 育などが、
そういう 環境が充 実して いるとい うのは、 私たちは そういう ふうに思 ってお るところで
ありまして、こういう部分がなかなか市民、若者には伝わっていないのではないかなと。
ただ、統 計的に見 れば、 やはり東 北でも今 おっしゃ ったとお り、東北 で４位 ですか、県
内で１位 というふ うなこ とで、や はりそう いう評価 が出てお りますの で、や っぱりこう
いうとこ ろが大仙 市だと いうこと も、併せ て、この 後ＰＲし て、移住 ・定住 の促進につ
なげてまいりたい、そういうふうに思っております。
○議長（千葉

健）

再々ありますか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉
○１１番（茂木

健）
隆）

次に、３番の項目について質問を許します。
続いて、質問の３点目は、女性管理職の登用についてであります。

昨年４ 月に女性 活躍推 進法が施 行され、 人口減少 や少子高 齢化が進 む中、 女性が社会
の様々な分野で活躍することの重要性は年々高まっていると考えます。
しかし 、現実と 言いま すか一般 的には、 育児や介 護など家 庭生活の 面での 女性の役割
はまだま だ大きく 、調査 によると 、その割 合は７４ ％にもな っている と言わ れておりま
す。
そこで 、仕事と 生活の 調和、つ まりワー クライフ バランス の推進が 大事で あり、経験
や環境、 価値観な どから 、意識的 にも無意 識的にも 先入観や 思い込み がある のも事実で
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あります 。このよ うな要 因を取り 除き、男 女がとも に協力し 、支え合 いなが ら社会の対
等な構成 員として 、職場 や地域社 会のあら ゆる分野 において 、その方 針の立 案、決定過
程への女 性の参画 促進は 、成熟し た社会を 形成する 上で極め て重要で あると 考えます。
そこで まず、民 間の範 として市 が率先し て女性職 員の管理 職への登 用率を 上げること
が大事で あると思 います 。大仙市 の２８年 度におけ る女性管 理職の割 合は、 １７．３％
であり、 ３年前の １２． ９％から 着実に伸 びてはき ておりま すが、当 面の目 標値として
おる２０％達成を目指すための行動計画をお示しいただきたいと思います。
○議長（千葉

健）

３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】

質問の女性管理職の登用についてお答え申し上げます。

平成２ ８年４月 に施行 されまし た女性の 職業生活 における 活躍の推 進に関 する法律、
いわゆる 女性活躍 推進法 は、自ら の意思に よって職 業生活を 営み、ま たは営 もうとする
女性の個 性と能力 が十分 に発揮さ れること が一層重 要である という考 えから 、女性の職
業生活に おける活 躍を推 進し、豊 かで活力 のある社 会の実現 を図るこ とを目 的としてお
るところであります。
この法 律では、 女性の 活躍推進 に向けた 数値目標 を盛り込 んだ特定 事業主 行動計画の
策定及び女性の職業選択に資する情報の公表を国や地方公共団体、そして従業員が
３０１人以上の民間事業に義務付けております。
本市に おいては 、女性 活躍推進 法に基づ く特定事 業主行動 計画の策 定に必 要な状況把
握、課題 分析を行 い、女 性管理職 比率につ いて国が 示してい る目標値 を下回 っているこ
とから、 次世代育 成支援 対策推進 法に基づ きまして 、平成２ ７年３月 に策定 しておりま
した大仙 市特定事 業主行 動計画に 、平成３ １年度ま でに、市 職員の管 理職に おける女性
の割合を ２０％と する数 値目標を 追加しま して、平 成２８年 ４月に公 表した ところであ
ります。
この行動計画の具体的な取り組みとしては、３０代の女性職員を対象に女性職員の
リーダー としての 意識の 向上及び 幅広い分 野への意 識的参画 を促すこ とを目 的とした女
性職員キ ャリアデ ザイン 研修を平 成２７年 度から継 続して実 施してい るとこ ろでありま
す。
また、 これとと もに、 より積極 的な女性 管理職の 登用を行 ってまい りたい と考えてお
ります。
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今後に つきまし ても、 研修や育 児休業等 の取得な ど、女性 職員のキ ャリア 形成を支援
する環境整備に努めるとともに、女性活躍推進法に関する行動計画の実施状況を、市
ホームペ ージ等を 通じて 公表し、 市内民間 企業の女 性従業員 や事業主 におけ る女性活躍
推進の機運も高めてまいりたいと考えております。
以上です。
【久米副市長
○議長（千葉

健）

降壇】

ただいまの答弁に対する再質問ございますか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉
○１１番（茂木

健）
隆）

次に、４番の項目について質問を許します。
最後の質問は、ふるさと納税の推進についてであります。

ふるさ と納税は 、地方 を応援す る仕組み として２ ００８年 に創設さ れ、今 年度で９年
目を迎え 、当初は 県内の 自治体の 中でも大 仙市は上 位を維持 してきま したが 、近年は、
件数は伸 びてきて も寄附 額は増え ず、昨年 の４月か ら１２月 までの実 績は、 県内２５市
町村の中 で受理件 数は２ １位、受 理額は１ ８位と下 位であり 、１３の 市の中 では最下位
でありま す。これ は全国 各地の自 治体が返 戻品の拡 充や寄附 の獲得に 効果的 な品揃えに
取り組ん できたの に対し 、我が大 仙市は節 度や慎み を重んじ てきたか らだと 思います。
ちなみ に、昨年 ４月か ら１２月 までの県 内への寄 附総額は 過去最高 だった １５年度に
迫る１３億４，０００万円余りで、前年同期より１億６，０００万増え、件数も７万２，
０１０件 と大幅に 伸びて 、１６市 町村では 前年同期 を上回っ ておりま す。そ の中で最多
の大館市 は、３億 ３，０ ００万を 超えてお り、本市 の８５０ 万円の３ ９倍で す。過度な
返戻品競 争はいか がかと は思いま すが、税 収が少な くなって きておる ことを 考えても、
貴重な財 源確保の 手法と して考え るべきで 、返戻品 により全 国に大仙 市の特 産品をＰＲ
できるし 、地場産 業の振 興が図ら れ、地域 の活性化 にもつな がること を考え れば、米や
お酒はも ちろん、 観光物 産協会、 商工団体 、ＪＡな どと協力 し、魅力 ある返 戻品の品目
を揃えるべきと思うが、いかがでしょうか。
最後に 、節度に 欠ける 返戻品と 言われる かもしれ ませんけ れども、 日本一 の大曲の花
火の桟敷席の観覧チケットも一考かと思います。
以上です。
○議長（千葉

健）

４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

登壇】
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○副市長（久米正雄）

質問のふるさと納税の推進についてお答え申し上げます。

大仙市 ではこれ まで、 市をふる さととし 、応援し てくださ る寄附者 の気持 ちを大切に
し、過度 な返戻を 行わな いことで ふるさと 納税制度 を実施し てまいり ました 。この方針
のもとで 、平成２ ６年度 までは寄 附してい ただいた 方へ、あ くまでも 感謝の 気持ちとし
て広報紙 １年間無 料送付 、平成２ ７年度に は、これ に加えて 市のオリ ジナル カレンダー
と特産品開発コンクール入賞作品詰め合わせを追加したところであります。
しかし ながら、 返戻品 の充実を 図ること は、ふる さと納税 の一つの 活用方 法であり、
自治体の 特産品の ＰＲや 観光振興 に有用で あるとと もに、地 域経済の 活性化 に資するも
のとして 広く市民 に捉え られるよ うになり 、当市と しても看 過できな いこと から、平成
２８年１ ０月から は、特 別栽培米 と市内蔵 元のお酒 を返戻品 に加え、 制度の 充実を図っ
てまいりました。
また同 時に、寄 附者か らの要望 があった 寄附のイ ンターネ ット受付 やクレ ジットカー
ド決済、 コンビニ 決済を 追加し、 手続の容 易性を考 慮した寄 附しやす い環境 を整えてま
いりました。
その結 果、今年 度２８ 年度は、 平成２７ 年度まで と比較し 、件数は 過去最 高となり、
新規寄附者件数、さらに市の出身者以外からの寄附件数も過去最高となっておりますが、
議員ご指 摘のとお り、県 内自治体 と比較し ますと１ ２月末現 在で２５ 市町村 中、件数で
は２１位 、寄附額 では１ ８位にあ り、返戻 品や申込 手法の追 加の効果 と見ら れる新規の
寄附者の 増加はあ ったも のの、全 体的な寄 附額の大 幅な増加 は見られ ない状 況にありま
す。
ふるさ と納税制 度につ いては、 全国的に 高額な返 戻品によ る競争が 加熱化 しており、
都市部で は地方へ の寄附 額が増え 、税収の 流出とい う事態を 招いてい ると言 われており
ます。最 近では、 埼玉県 所沢市が 「お得な 返戻品を 得るため の競争で はなく 、ふるさと
や自治体 を応援し たいと いう制度 本来の運 用に戻す 」として 、返戻品 をやめ る例も出て
おります。
また、 国の動向 として は、昨年 ４月に総 務省から 、資産性 の高いも のや高 額な返戻品
を自粛す るよう通 知され ており、 さらに総 務大臣の 指示によ り、今春 を目途 に改善策を
まとめる 方針が示 された ことから 、今後も 国の動き を注視し てまいり たいと 思います。
このよ うなこと から、 市といた しまして は、これ までと同 様に生ま れ育っ たふるさと
を大事に したい、 ふるさ との発展 に貢献し たいとい う寄附者 の気持ち を大切 にしながら
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も、返戻 品につい ては市 をＰＲす る一つの ツールと 捉え、大 曲の花火 の桟敷 席を含む返
戻品の内容について、関係団体と話し合いを進めているところであります。
いずれ にしまし ても、 返戻品に よる物産 開発や観 光推進、 地元経済 の活性 化とふるさ
と納税制 度の趣旨 とのバ ランスが とれた「 大仙市ス タイル」 としての 制度の 充実とＰＲ
に努めてまいりたいと思います。
【久米副市長
○議長（千葉

健）

降壇】

ただいまの答弁に対する再質問ございますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉
○１１ 番（茂木

健）
隆）

はい、１１番。
再質問 でありま せんけれ ども、た だいま当 局からは 、前向きな答

弁をいた だきまし て、あ りがとう ございま した。ど うかこれ からも市 政発展 のため、ひ
とつよろしくお願いを申し上げまして、私の質問を終わりたいと思います。
○議長（千葉

健）

これにて１１番茂木隆君の質問を終わります。
【１１番

○議長 （千葉

健）

茂木隆議員

降壇】

一 般質問 の途中で はござい ますけれ ども、暫 時休憩い たします。再

開は１１時３０分といたします。
午前１１時１８分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時２８分
○議長（千葉

健）

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。８番藤田和久君。
（「はい」と呼ぶ者あり）
○議長（千葉

健）

８番。
【８番

○議長（千葉

健）

○８番 （藤田和 久）

藤田和久議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
日 本共産 党の藤田 和久です 。通告に 従い、私 は２つの 点について質

問させていただきます。
最初に、学校給食費の無料化、無償化について質間いたします。
子ども の貧困問 題が深 刻さを増 す中、全 国各地の 自治体で 就学援助 の拡充 や学校給食
費、学用品などの無償化を求める行動と運動が大きく広がってきております。
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日本で は、ヨー ロッパ などの教 育先進国 と比べた ら、教育 費の無償 につい ては非常に
遅れてお ります。 子ども を持つ父 母の皆さ んも教育 費の大変 さに不安 や不満 をもってお
られる方 々がたく さんお ります。 そうした 中で、こ の日本で も義務教 育はぜ ひとも無料
にと請願 や要望な どが提 出される ようにな ってきま した。現 在では、 入学前 の入学準備
に対する 全額支給 、また は一部支 給は当た り前にな ってきて おり、ラ ンドセ ルやリュッ
クサック を支給す る自治 体も出て きており ます。授 業で使う 楽器類や スキー 、スポーツ
ウエアな どについ ても、 一定額の 補助がさ れている 自治体も 見受けら れるよ うになって
まいりました。
文部科 学省では 、７年 程前だっ たと思い ますけれ ども、義 務教育費 の無償 化に努力す
ると国会 で答えて おりま す。また 、日本国 憲法でも 、その第 ２６条に おいて 「教育を受
ける権利 、教育を 受けさ せる義務 」につい て述べら れており ます。そ れは、 ①全て国民
は、法律 の定める ところ により、 その能力 に応じて 等しく教 育を受け る権利 を有する。
②全て国 民は、法 律の定 めるとこ ろにより 、その保 護する子 女に普通 教育を 受けさせる
義務を負 う。義務 教育費 は、これ を無償と すると書 いてあり ます。義 務教育 費は無償と
うたっているのです。
文部科 学省でも 憲法で も義務教 育無償を 明記して おり、学 校関係者 は、国 の責任で保
障すべき だと声を 上げて おります 。近年に なって、 義務教育 費の無償 化が叫 ばれ、いろ
いろな面 での無償 化や一 部助成が 進んでき ましたが 、国の無 料制度と いうよ りも都道府
県や自治体の無料制度で、この制度を国の責任で無償にしなければなりません。
大仙市 では、義 務教育 の無償化 に努力し ておりま すが、ま だ学校給 食費の 無料化につ
いては実 現されて おりま せん。公 立小学校 や中学校 の給食を 無償で提 供する ということ
で、この ６年間で 無償化 した自治 体は、少 なくとも 全国の１ ，７４１ 自治体 のうち５５
の自治体で実現したところでございます。子育て支援や学校給食費の無償化に関する
様々な支 援制度の 中でも 、「学校 給食費の 無料化は 特にあり がたかっ た」と の父母の声
があるよ うに、近 年、学 校給食費 の無償化 や一部補 助が急激 に増加し ている のです。既
に無償化 が実施さ れた自 治体での 保護者へ のアンケ ートでも 「負担が 軽減さ れ、大変喜
ばれてい る」とい う回答 が一番多 かったそ うです。 子どもや 父母の皆 さんの 喜びを考え
たら「財 政が大変 で、無 償化に回 せる財源 はありま せん」な どとは言 っては おられない
状況なのです。
学校給 食費無償 化の自 治体は５ ５ですが 、一部助 成などの 自治体は 約４０ ０近くにも
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なってき ておりま す。「 教育費は 無償に」 「学校給 食費は無 償に」は 全国的 な流れでは
ないでし ょうか。 ですか ら、学校 給食費無 償化の自 治体は今 後さらに 増えて くるものと
予想されています。
そこで 伺います が、こ の大仙市 でも学校 給食費の 無償化を 実現でき ないも のなのか、
伺いたい と思いま す。学 校給食法 は食育の 推進を掲 げていま す。文科 省も憲 法でも「義
務教育は これを無 償とす る」とし ておりま すので、 給食費が 払えずに 肩身の 狭い思いを
したり、 生活費を 切り詰 めて給食 費を捻出 するなど 、子ども たちや家 庭に大 きな負担と
なっています。こうした実態を受け、地方自治体の独自の努力で無償化が少しずつ広
がってい ることは 、子ど もや家庭 を励ます ものとな っており ます。財 源が厳 しいなどと
いう理由 は、言い 訳には なりませ ん。大仙 市でも、 その実現 のため、 緊急、 早急に検討
すること を要請し たいと 思います 。また、 直ちに無 償化は難 しいとい うこと でしたら、
無償化に向けて学校給食費の一部補助制度を検討してみてはいかがでしょうか。
学校で 学ぶ全て の子ど もたちが 、安心し て学校給 食を食べ ることが できる ように、そ
して、今 度はその 制度を 国に向か っての「 国の責任 による学 校給食費 の無償 化」を要求
していってほしいと考えるものです。
以上で一つ目の質問を終わります。
○議長（千葉

健）

１番の項目に対する答弁を求めます。吉川教育長。
【吉川教育長

○教育長（吉川正一）

登壇】

藤田和久議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 学校給食 費の無 償化、ま たは一部 補助につ きまして は、学校 給食法 により、学
校給食の 実施に必 要な施 設及び設 備に要す る経費や 運用経費 は、設置 者が負 担し、それ
以外は保 護者負担 と明記 されてお りますの で、食材 費となる 給食費は 、保護 者から負担
していただいているところであります。
なお、 経済的に 苦労し ている保 護者に対 しまして は、就学 援助制度 を紹介 するととも
に、分納など納めやすい環境づくりに努めているところであります。
子ども たちの教 育環境 の整備を 進めるこ とは、少 子化対策 の一環と しても 重要なこと
と認識し ておりま すが、 市が実施 している 各種施策 とのかか わりの中 で総合 的に判断す
べきもの と捉えて おりま す。した がいまし て、学校 給食費に つきまし ては、 これまでと
同様の対応をお願いしたいと考えております。
また、 国等への 要望に つきまし ても、そ うした状 況を考慮 し、検討 すべき ものと捉え
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ております。
以上であります。
【吉川教育長
○議長（千葉

健）

降壇】

ただいまの答弁に対する再質問ございますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○８番 （藤田和 久）

はい、８番。
た だいま の答弁で 、施設等 は担当自 治体で、 そして給 食の材料費等

は保護者 負担とい うそう いうルー ルになっ ていると いうこと でござい ますけ れども、全
国の状況 がね、た った６ 年間でこ れだけ増 えて、し かも完全 無料化と 一部無 料化の合わ
せ ま す と １ ， ７ ０ ０ の う ち ４ ５ ０ ま で い っ て ま す よ ね 。 こ こ 、 こ の 後 も 数 年 た て ば、
もっとも っと増え ると思 います。 今の答弁 だと、無 料化にす るのが悪 いこと のように聞
こえるん ですね、 私らか らすると 。そうで はなくて 、教育費 の無償化 、学校 給食費の無
償化、こ れ教育の 無償化 の一環な んですよ 。食育と して学校 給食を扱 ってい ますから、
ＰＴＡ会 費とかね 、それ から学用 品とかと 同じ考え 方でいか なければ 私はい けないと思
います。 そういう ことで 、もう一 度考え直 していた だけない かとお願 いをま ずひとつ、
一点したいと思います。
それか らもう一 つなん ですけれ ども、大 仙市の給 食費のお 金は、ほ とんど 集まって納
入率が９ ９％まで 達して います。 これは大 変立派な 方だと思 っており ます。 評価したい
と思いますけれども、中にはやはりね、全国的にはこれで困っている人がいっぱいい
るんです よ。給食 費が高 すぎて払 えないと いう人が ね。大仙 市では少 なくて も、それで
も何人か はいらっ しゃる と思うん です。で すから、 完全に無 料化する と何億 もかかるの
で、本当 に所得の 低い人 たちのや っぱり無 償化を少 し進める とか、そ ういう 検討をぜひ
していた だきたい と思い ますので 、どうか ご答弁の ほど、お 願いした いと思 います。よ
ろしくお願いします。
○議長（千葉

健）

○教育長（吉川正一）

再質問に対する答弁を求めます。吉川教育長。
藤田議員の再質問にお答え申し上げます。

教育委 員会とし て判断 するのは 大変難し いところ もあるん ですが、 いずれ その課題意
識は持っ ておりま す。給 食費の無 料化は、 やっぱり 保護者の 負担軽減 、ある いは子育て
支援全体 としてで すね、 意味のあ ることだ と、そう いうこと は認識し てござ いますが、
先程も申したようにですね、まず食材費だけで大仙市で３億６，０００万円、毎年か
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かってご ざいます 。その ほかにも ですね、 いろんな 教育が入 ってきて おりま すので、教
育部面だ け見ても ですね 、先程茂 木議員の ご質問で も回答し たように ＩＣＴ の導入だと
かですね 、それか ら、支 援の必要 な子ども たちもい らっしゃ います。 それか ら、本市の
場合、例 えば一学 級に標 準は４０ 人までな んですが 、ぎりぎ りの学級 もあれ ば、十何人
しかいな い学級も あると 。こうい ったとこ ろに、も う少しで すね、人 的支援 もしてみた
いなと、そういった思いもございます。
という ことでで すね、 今現在の ところは 、そうい ったとこ ろをもう 少し充 実させてで
すね、ま ず教育の 質の保 証、維持 向上も義 務教育の 無償化と 並んで三 本柱の 一つでござ
いますの で、教育 の機会 均等、そ れから教 育の質の 維持向上 というの も三本 柱の一つで
ございま すので、 その辺 を何とか ですね、 頑張って いきたい と思いま すが、 ２点目ので
すね、一 部補助等 も考慮 したらと いうご質 問でござ いますが 、確かに 県内に は八郎潟町
と東成瀬 村では無 償化と いうこと 、三種で したか一 部補助と いうよう な形で やっており
ます。委 員会とし まして ですね、 そういっ た情報収 集をして ですね、 そうい った可能性
があるかどうかということで研究はしてまいりたいなと思っております。
以上です。
○議長（千葉

健）

再々質問ございますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○８番（藤田和久）

はい、８番。
学校給食費の無償化というよりも、教育の無償化でございますので、

本来であれば、やはり国の財源で無償化を進めるべきだと私は思います。しかし、い
ろんな制 度がね、 やはり 各自治体 とかで２ 割、３割 と無償化 が進む、 一部助 成でも半分
ぐらいま で達すれ ば県で 出すとか 、国で保 証すると か、そう いうふう に進ん でいくわけ
ですよ。 そういう ふうに 、まず国 に要求す る前に各 自治体で 少しでも ね、無 償化のため
に頑張っ てもらい たいと 思います ので、ぜ ひ検討を 早急に進 めるよう お願い して質問を
終わりたいと思います。
○議長（千葉

健）

○８番（藤田和久）

次に、２番の項目について質問を許します。
次に、２つ目の質問として、農業について質問させていただきます。

政府は、平成３０年から生産数量目標の配分、減反の割り当てです。これが廃止され、
農家やＪ Ａなどが 自分た ちで生産 量を決定 する方式 に変わる そうです 。また 、これまで
１０ａ当 り１万５ 千円の 所得補償 制度が、 これは現 在、米の 直接支払 交付金 と名前が変
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わって、 ３年前か ら７， ５００円 に減額さ れていま す。これ が平成３ ０年産 からは、廃
止されて しまいま す。国 では、認 定農家や 集団化、 法人化を 促進し、 大規模 経営農家を
進めてい ますが、 規模が 拡大した からとい って生き 残れると は限りま せん。 いかに良質
の安全で おいしい 米を作 るか、作 った米を どのよう にして販 売するか にかか っていると
思われま す。また 、全国 の米の消 費量も、 年々減少 傾向にあ り、約８ 万トン も減少して
いるとの ことです 。売り 先のない 米を無計 画的に作 り過ぎる と米余り 現象が 進み、さら
に米価下 落に弾み をつけ ることに なりかね ません。 今後の農 業の方向 として 、転作割り
当てはな くなりま すが、 稲作以外 の他の作 物への転 作、転換 が非常に 重要に なると考え
ております。
国では 、こうし た転作 を推進す るため、 水田活用 の直接支 払交付金 は継続 すると言っ
ております。しかし、直接支払交付金は残るとしても、米の直接支払交付金は、なく
なってし まいます 。低米 価が続く 状況では 、農業は 採算が取 れなくな ってし まいます。
これまで の低米価 を補償 するため の所得補 償制度、 米の直接 支払交付 金です 。これがな
くなってしまえば、実際は農家が大変であります。
また、 国の農業 政策が ＴＰＰや 農協つぶ しに固執 しており 、米価が 引き上 がる可能性
と い う の は 、 ほ と ん ど あ り ま せ ん 。 中 小 農 家 は 営 農 継 続 の 希 望 さ え な く し て い ま す。
こんな農 業政策で は、生 きがいを もって営 農を継続 していく という保 証はあ りません。
ここで 質問です が、今 年で打ち 切られる 所得補償 制度の米 の直接支 払交付 金の復活を
目指して 、他の自 治体や 県などと 一体とな って政府 に要望で きないも のなの か伺いたい
と思います。
現在、 この米の 所得補 償交付金 、所得補 償制度の 復活を目 指して、 農民連 や一部ＪＡ
などが署 名運動に 取り組 んでいる ところで す。米の 生産費に も及ばな いよう な低米価で
は、中小 零細規模 の農家 に限らず 、集団営 農や法人 営農など の大規模 農家で も採算が取
れなくな ってしま います 。農家の 農業に対 する意欲 と誇りを もって営 農に取 り組むため
にも、所 得補償制 度、米 の直接支 払交付金 の復活は 、緊急の 課題だと 考える ものです。
何とぞよろしくお願いいたしまして、二つ目の質問を終わります。
○議長（千葉

健）

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 平成３０ 年産から の所得補 償制度、 米の直接 支払交付金の

復活のための国への要請について、お答え申しげます。
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政府は 、平成２ ５年１ ２月に農 林水産業 地域の活 力・創造 プランの 四つの 改革からな
る新たな 農業・農 村政策 により、 経営所得 安定対策 の見直し や水田フ ル活用 と米政策等
の見直しを決定し、農政改革を進めております。
このう ち、水田 フル活 用と米政 策の見直 しにおい ては、平 成３０年 産以降 、行政によ
る生産数 量目標の 配分の 廃止のほ か、本年 度、市全 体でおよ そ６億８ ，００ ０万円が交
付されて いる米の 直接支 払交付金 を平成２ ９年度限 りで終了 すること として おります。
市では 、こうし た米政 策の大転 換の決定 や米価が 低迷する 中、農家 の所得 を確保し、
地域農業 が持続可 能なも のとなる よう、整 備が進ん だほ場を 有効活用 した大 豆の生産振
興、野菜 、花卉な どの高 収益作物 を取り入 れた経営 の展開、 畜産の振 興など 、複合型生
産構造への誘導を進めてまいりました。
基幹と なる米に ついて は、こだ わりのあ る米生産 の推進の ほか、稲 作を主 体に意欲的
に取り組 む経営体 に対し ては、田 植機やコ ンバイン などの導 入に係る 経費に ついて、市
独自の制度を設け支援しております。
また、 ＪＡにお いても 、平成３ ０年度に おける園 芸部門の 販売額３ ０億円 を目指し、
生産・集 荷・販売 の基幹 となる施 設の整備 を進めて おり、平 成２８年 度の販 売額は２５
億８，０００万円まで拡大する見込みであります。
国は、 昨年１１ 月、生 産資材価 格の引き 下げや農 産物の流 通・加工 構造の 改革、収入
保険制度 の導入な ど１３ 項目から なる農業 競争力強 化プログ ラムを決 定し、 農業者が自
由に経営 展開でき る環境 整備と自 らの努力 では解決 できない 構造的な 問題に 対処してい
くことと しており ますが 、詳細に ついては 未だ明ら かにされ ておらず 、農業 者は大きな
不安を感じております。
議員ご 提案の米 の直接 支払交付 金の復活 は、米価 が低迷す る中、稲 作農家 の確実な収
入源とし て定着し てきた ところで あります が、その 廃止は国 が決定し てから ３年以上経
過してお ります。 国や県 、ＪＡ等 において は、制度 の廃止を 前提に対 策を進 めており、
県内各市 町村やＪ Ａなど 集荷団体 において は、復活 に向けた 国への要 望の動 きはない状
況にあり ますので 、米の 直接支払 交付金の 復活を要 望するこ とは難し いもの と考えてお
ります。
なお、 市といた しまし ては、平 成３０年 産以降の 米政策を はじめ各 種制度 の詳細が示
されていない現状を踏まえ、市長会を通じ、次の内容を国に対し要望しております。
一つ目 として、 平成３ ０年産以 降の水田 農業政策 の詳細や 制度の具 体的な 運用を早期
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に明らか にし、安 定した 営農継続 を可能と する施策 の継続と 予算を確 保する こと。二つ
目として 、行政に よる生 産数量目 標の配分 の廃止に 伴い、需 給調整に 混乱が 生じないよ
う、米の 需給に関 し細や かな情報 提供等の 環境整備 を進める ことであ り、何 より農家の
不安や誤 解を払拭 し、引 き続き安 心して営 農に取り 組める環 境づくり を要望 しておりま
す。
今後も 米価の維 持・安 定にあた っては、 市農業再 生協議会 において 需給バ ランスを背
景とした 生産調整 の確実 な実施に 向けた「 生産の目 安」の提 示など、 市とし ても、これ
までどお りのかか わりを 持ちなが ら関係機 関との連 携を深め 、将来と も安定 した地域農
業の展開を目指し取り組んでまいります。
以上です。
【久米副市長
○議長（千葉

健）

降壇】

ただいまの答弁に対しまして再質問ございますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○８番 （藤田和 久）

はい、８番。
市 長会な どでもそ ういう要 望の内容 は見当た らないと いうような答

弁もございました。
この所 得補償制 度とい うのは、 民主党政 権のとき にできた 制度です 。その 後、自民党
政権にな って、自 民党と 今の政権 が、この 米の一括 支払制度 に名前を 変えた 時点で、な
ぜ変えた のかとい うとこ ろの説明 でですね 、米だけ 価格補償 だとか所 得補償 制度で支給
するのは、これはまずいというんですね。ところが諸外国ではやっています。日本だけ、
なぜまず いのかち ょっと わかりま せんけれ ども、そ ういって 名前を変 えた。 そして、３
年ぐらい 後から半 額に額 を削った 。自民党 や政府が 言うのは 、意欲の ある農 業とかやる
気のある 農業に金 を出す のはいい けど、全 農家に補 助金を出 すという のは、 これはまか
りならん 、そうい う説明 だったん です。私 そういう 農業の説 明会に行 って、 実際にそれ
を聞きま した。だ けども 、いろん な理由は あるかも しれませ んけども 、これ まで農家が
非常に当 てにして きた所 得補償制 度、これ をやっぱ り打ち切 るという ことは 、農家から
したら、これは許されないことなんです。
そこで 、何とか 市の方 にお願い したいわ けですけ れども、 この市長 会で、 農家が安心
して農業 に取り組 めるよ うに、ま ず要望は 出すとい うことを 言ってお ります ので、その
中にこう いうよう な直接 支払制度 、所得補 償制度も 組み入れ て、ぜひ 要望を していって
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もらいた い、この ことを お願いし て私の質 問を終わ りたいと 思います 。どう もありがと
うございました。回答はいいです。
○議長（千葉

健）

これにて８番藤田和久君の質問を終わります。
【８番

○議長 （千葉

健）

藤田和久議員

降壇】

一 般質問 の途中で はござい ますけれ ども、昼 食のため 、暫時休憩い

たします。再開は午後１時といたします。
午後

０時００分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午後
○議長（千葉

健）

０時５９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。２番秩父博樹君。
（「はい、議長、２番」と呼ぶ者あり）
○議長（千葉

健）

２番。
【２番

○議長（千葉

健）

○２番（秩父博樹）

秩父博樹議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
大地・公明の会の秩父博樹です。

まずは 、市政報 告の方 では、久 米副市長 からもご ざいまし たが、市 長不在 、また、副
市長１人 という、 大仙市 では未だ かつて経 験したこ とのない 特殊な状 況とな っておりま
すが、４ 月の市長 選が終 わるまで 、久米副 市長にお かれまし ては、一 人三役 という大変
な状況で 心中お察 しいた しますが 、どうか お体ご自 愛いただ きながら 、もう 一踏ん張り
頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。
また、 今週末に は東日 本大震災 より丸６ 年を迎え ますが、 あの震災 以降も 各地で頻発
する地震 のほか、 温暖化 に伴う風 水害や雪 害、土砂 災害、ま た、人為 的な原 因も絡んだ
陥没事故 ですとか 、それ から新潟 でありま した大火 災ですと か、いろ いろ災 害の方は絶
えません 。今回は 、一般 質問の方 で１項目 と、それ から、ま たあさっ ての予 算質疑では
２項目に ついて通 告させ ていただ いており ますが、 まずは、 このいつ 起きる かわからな
い大規模 災害を見 据えた 取り組み として、 災害発生 時におけ る避難所 の運営 についてお
伺いしたいと思います。ご答弁の方、よろしくお願いします。
昨年夏 の台風・ 大雨被 害は、全 国各地に 大規模な 被害をも たらしま した。 災害発生時
には、災 害対策基 本法な どに基づ き予防、 応急、復 旧・復興 というあ らゆる 直面に応じ
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て国と地方公共団体の権限と責任が明確化されております。
地域防 災計画で は、防 災体制の 確立、そ れから、 防災事業 の促進、 災害復 旧の迅速適
切化など を定めて おり、 さらに多 様な災害 発生に備 え、地域 防災マニ ュアル や避難所運
営マニュアルなどを整備することになっております。
熊本地 震や昨年 夏の台 風災害で は、一部 自治体の 避難所運 営に自治 体職員 がかかわっ
たことに より、災 害対応 に支障を 来すケー スが見ら れました 。国や県 との連 携や対口支
援の受け入れなど自治体職員は特に初動期において多忙を極めます。この間に職員が
様々な事 情から避 難所の 運営にあ たってし まいます と、被災 者救助を はじめ 災害復旧に
重大な影 響を及ぼ しかね ません。 そこで、 大仙市の 避難所運 営につい て４点 お伺いいた
します。
まず１ 点目に、 内閣府 公表の避 難所運営 ガイドラ イン、こ れには避 難所生 活は住民が
主体とな って行う べきも のと、こ ういうふ うになっ ておりま すが、災 害発生 時の避難所
運営の流 れは、ど のよう になって おります でしょう か。とり わけ初動 期の避 難所にあっ
ては、地 元住民の 避難者 が大半で あること から、初 期避難者 の中から 代表者 を選び、避
難所の運営組織を作ることになっておりますが、どのようになっておりますでしょうか。
二つ目 に、この 内閣府 の避難所 の良好な 生活環境 の確保に 向けた取 り組み 方針には、
地域住民 も参加す る訓練 を実施す ることと なってお りますが 、避難所 運営マ ニュアルに
基づく避難所設営の訓練の実施状況、これをお伺いしたいと思います。
３点目 に、熊本 地震で は最大一 日１，４ ００名を 超えるほ かの自治 体職員 の派遣を受
け入れて おりまし た。当 市の方か らも４名 ほど住宅 の査定の 方に足を 運びま したが、こ
の内閣府 の避難所 運営な どの基本 方針によ ると、被 災者のニ ーズの把 握や、 ほかの地方
公共団体等からの応援及びボランティア等の応援団体の派遣調整等をする避難所支援班、
これを組 織しとあ ります が、大仙 市では避 難所支援 班はどの ように組 織され 、災害時に
はどのような動きとなりますでしょうか。
４点目 に、台風 １０号 で被災し た岩泉町 では、避 難所運営 マニュア ルが整 備されてい
たにもか かわらず 、役場 職員が初 動期の避 難所運営 に携わり ました。 このこ とは、円滑
な災害応 援に影響 を及ぼ しかねな いことで あり、大 仙市にお いてもマ ニュア ルにある災
害発生時 の職員の 動きを 再度点検 し、住民 の安全確 保を期す べきとい うふう に思います
が、いかがでしょうか。
以上４点について、市当局のお考えをお伺いいたします。
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○議長（千葉

健）

１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】

秩父博樹議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 災害発生 時にお ける避難 所運営に ついてで あります が、はじ めに、 避難所運営
の流れにつきましては、平成２７年１１月に避難所開設運営マニュアルを作成しており、
これに基 づき運営 するこ ととして おります 。このマ ニュアル は、発災 から３ 日目までの
初動対応 編と３日 を超え る避難生 活が見込 まれる場 合の応急 復旧編の 構成に なっており
ます。
はじめ に、初動 対応編 の内容と しては、 避難勧告 が発令さ れるなど 開設基 準に達した
場合、担 当職員が 避難所 へ参集し 、施設の 点検、施 設の開錠 、受け入 れスペ ースの決定
など受け 入れ準備 を行い 、その後 、避難者 を受け入 れながら 状況の把 握を行 い、食料や
物資の要請と配布を行うこととしております。
次に、 避難生活 が長期 化する場 合の対応 として、 応急復旧 編では、 名簿の 作成後、要
望や意見 の調整・ 避難所 生活のル ールづく り等の運 営を行う ための決 定機関 として、避
難所運営委員会を組織することとしております。
なお、 運営は、 避難者 による自 主運営を 基本とし 、地元の 自主防災 組織、 自治会、町
内会等の 役員や避 難者に より推選 された人 などから 役員を選 出するこ ととし 、担当職員
や当該施設職員はオブザーバーとして運営に協力することとしております。
また、 実際に運 営する ための組 織として 、避難所 運営委員 会の事務 局業務 や生活ルー
ルの作成 、入退所 者の管 理などを 行う総務 班、情報 収集、整 理、伝達 などを 行う情報班
をはじめ 、救護班 、ボラ ンティア 班、食糧 物資班、 環境班な どを設置 し、避 難者全員が
協力し合う制度を構築することとしております。
次に、 市民参加 型の避 難所開設 訓練の実 施状況に つきまし ては、大 仙市総 合防災訓練
や大仙防 災教育「 生き抜 く力育成 」事業な どにおい て、その 訓練種目 の中の 一つとして
市民参加型の避難所開設訓練を実施しております。
市の総 合訓練に おきま しては、 平成２３ 年度に中 仙中学校 、平成２ ４年度 に南外体育
館、平成 ２５年度 に協和 体育館、 平成２７ 年度には 太田生活 改善セン ター、 そして今年
度２８年 度は大曲 中学校 を会場に 、地元自 治会に参 加をいた だいた訓 練を行 っておりま
す。
また、 大仙防災 教育「 生き抜く 力育成」 事業にお いては、 地元自主 防災組 織等と連携
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しながら 、平成２ ５年度 に平和中 学校にお いて宿泊 を伴う訓 練、平成 ２６年 度は大曲西
中学校に おいて、 生徒数 を上回る ８８名の 住民の皆 さんから 参加いた だき、 避難所運営
業務の引 き継ぎを 主眼と した訓練 、平成２ ７年度に は、西仙 北中学校 におい て給食セン
ターと連 携した訓 練、今 年度２８ 年度は、 仙北中学 校におい て日赤と 連携し た訓練を行
うなど、 様々な状 況を仮 定したも のを行っ ており、 次年度２ ９年度は 太田中 学校で行う
計画であります。
また、 そのほか 平和中 学校、大 曲中学校 において は、学校 独自で地 元自治 会と連携し
ながら避難所開設を含めた訓練を毎年行っております。
次に、避難所支援班につきましてお答え申し上げます。
全国か ら集まる ボラン ティアに つきまし ては、地 域防災計 画におい て社会 福祉協議会
が中心となり、災害ボランティアセンターを開設し、対応することとしており、平成
２５年６ 月に「大 仙市災 害ボラン ティア立 ち上げ・ 運営マニ ュアル」 を策定 しておりま
す。この中で災害ボランティアセンターの開設後、ボランティアの受付やニーズの調査、
マッチン グ、オリ エンテ ーション などの班 を設け、 対応にあ たること として おります。
なお、 昨年５月 に行わ れた市総 合防災訓 練におい て、大曲 ヒカリオ の健康 福祉棟前で
ボランティアの受入訓練を行い、内容を検証しております。
次に、 災害時の 職員の 動きの再 点検につ いてであ りますが 、大仙市 災害対 策本部編成
において、避難所の設置につきましては民生部、救援班が行うことになっておりますが、
近年の災 害は大規 模化し ているこ とから、 多くの避 難所を一 斉に開設 する例 が増えてお
り、それに伴い開設体制が整っていなかった自治体では、開設に戸惑った例があると
伺っております。
これを 受け、大 仙市で は、平成 ２８年１ ２月に行 われた防 災会議に おいて 、大仙市災
害対策本部編成の見直しを行い、救援班の充実を図っております。
さらに 、今後、 救援班 において 避難所ご とに担当 職員を定 めるとと もに、 夜間や休日
に対応す る初動対 応職員 を定め、 施設管理 者との連 絡体制を 構築し、 多数の 避難所を迅
速に開設できる体制を整えることとしております。
これに より、住 民の早 期避難が 期待でき るほか、 他部門を 担当する 職員が 業務に専念
できることになり、円滑な災害対応ができるようになると考えております。
今後に つきまし ても、 全国の災 害から得 られた教 訓を取り 入れなが ら、地 域防災計画
や各種マ ニュアル 等の見 直しを行 い、災害 に強いま ちづくり を進めて まいり たいと考え
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ております。
以上です。
【久米副市長
○議長（千葉

健）

降壇】

ただいまの答弁に対しまして再質問ございますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○２番（秩父博樹）

はい、２番。
どうもご答弁ありがとうございます。

初動期 に職員が 直接、 昨年携わ って、な かなか予 定どおり うまく回 らなか ったという
例があっ たと、今 、副市 長の方か らもあり ましたけ ど、岩泉 町の件で すけど 、やっぱり
実際、災 害がきた その状 況になる と、やっ ぱりすご く慌てる と思うん です。 普段から訓
練してい ても、や っぱり 実際そう いうこと があるの で、なの で、普段 の訓練 、回数とか
も大事で すけど、 本当に 中身、そ の真剣さ の度合い というか 、それが やっぱ り本番とい
うと語弊 あると思 うんで すけど、 実際災害 が起きた ときに、 普段どれ ぐらい 真剣に訓練
できているか、本当に対応できている、できるような状況になっているのかというのが、
その部分 が非常に 大事だ と思いま すので、 今後もし っかりそ こに力を 入れて いただきた
いという ことと、 先ほど 職員の方 はオブザ ーバーと してかか わるとい うお話 もありまし
たので、 実際、本 当に災 害になっ たときに そういう 方向で動 けるよう な状況 を普段から
作ってお くことが 大事だ と思いま すので、 その点を 今後とも しっかり と対応 お願いした
いという ことと、 それか ら、先程 施設管理 者と連絡 を取り合 うという 、副市 長のご答弁
の中にあ りました けど、 この間見 せていた だきまし た避難所 の運営マ ニュア ル、防災課
の方から 見せてい ただい たんです けど、そ の中にで すね、避 難所開設 時には 速やかに受
入場所を 決定する ことが できるよ う避難所 担当職員 は１年に １回以上 、担当 する避難所
へ出向き 、さっき ありま した施設 管理者と 避難所の 利用につ いて事前 に協議 してくださ
いという ふうに明 記され ておりま したが、 この協議 の時期で すとか回 数です とか、もし
内容等に ついて具 体的に 決まって いるもの というか 計画とか ありまし たら、 その辺お伝
えいただきたいと思います。
以上です。
○議長（千葉

健）

○副市長（久米正雄）

再質問に対する答弁を求めます。久米副市長。
秩父議員の再質問にお答え申し上げます。

災害については、いつどこで起きるかわかりませんし、最近の事例を見ておりますと、
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いろいろ な災害が 起きて おります 。そのた めにこの 防災計画 とかマニ ュアル とかいろい
ろな対応 策をつく ってお るわけで ありまし て、その 都度、市 としても 他の事 例を参酌し
て、これ では対応 できな いという ふうに考 えたとき は、そこ を直すと 、見直 しをしてき
ているところであります。
そして また、毎 年場所 を変えて 防災訓練 行ってお りまして 、毎年こ の災害 の想定を変
えて、先 程答弁申 し上げ ましたと おり、毎 年違う対 応の訓練 をしてお るわけ でありまし
て、あら ゆる災害 に対応 できるよ うなこと を、職員 をはじめ 市民の皆 さんか らもわかっ
ていただ いて、災 害時の ときは市 の指示に 従っても らうと。 そして、 避難所 等について
は、当初 は市民の 自主運 営という ふうなこ とを主体 に、足り ない部分 につい ては職員も
配置して おります し、市 の業務も 並行して やってい かなけれ ばいけま せんの で、そこい
ら辺ができるような対応というふうなものをマニュアルで作っておるところであります。
それで 、今、施 設管理 者との協 議、時期 というふ うな話で したけれ ども、 今ちょっと
いつやっ てるか、 ちょっ と私把握 してませ んが、毎 年この防 災訓練を やって おりますの
で、そういう時期にあわせて、開設する場所については、場所が決まっておりますので、
そういう 時期にあ わせて やってい くものと 思ってお りますし 、今後と も、や っぱり、最
低でも年 １回はそ ういう ことをや らなけれ ばいけな いように なってお ります ので、その
時期をも しあれだ とすれ ば、きっ ちり決め てやれる ようにで きればな という ふうに思っ
ているところです。
○議長（千葉

健）

再々質問ございますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○２番（秩父博樹）

はい、２番。
質問ではないんですけど、ご答弁ありがとうございます。

承知の とおり、 今、お そらく、 その温暖 化による 影響がす ごく大き いのか なというふ
うに思い ますけど 、特に 天候によ る災害と いうのは 、年々、 ゲリラ豪 雨に代 表されるよ
うに災害 の形態が 違って きている という部 分もあり ますので 、今、副 市長か ら答弁あり
ましたように、やはりその辺にしっかりと今後とも対応していけるように、緊急時に
しっかり と動いて いける ような体 制づくり の強化を お願いし まして、 私の質 問を終わり
たいと思います。ありがとうございました。
○議長（千葉

健）

これにて２番秩父博樹君の質問を終わります。
【２番

秩父博樹議員

降壇】
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○議長（千葉

健）

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。
今日は大変ご苦労様でした。
午後

１時２１分

散
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会
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