平成２９年第１回大仙市議会定例会会議録第４号

平成２９年３月８日（水曜日）

議

事

日

程

第

４

号
平成２９年３月８日（水曜日）午前１０時開議

第

１

議案第

６号

大仙 市職員の 育児休業 等に関す る条例の 一部を改 正する条例の
制定について

第

２

議案第

７号

（質疑・委員会付託）

大仙市税条例等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

３

議案第

８号

大仙 市地域自 治区の設 置等に関 する条例 の一部を 改正する条例
の制定について

第

４

議案第

９号

大仙 市ふるさ と応援基 金条例の 一部を改 正する条 例の制定につ
いて

第

５

議案第 １０号

（質疑 ・委員会 付託）

大仙 市家畜導 入事業資 金貸付基 金条例の 一部を改 正する条例の
制定について

第

６

議案第 １１号

（質疑・委員会付託）

大仙 市立太田 生活改善 センター 条例の一 部を改正 する条例の制
定について

第

７

議案第 １２号

（質疑・委員会付託）

（質疑・委員会付託）

大仙 市仙北健 康広場条 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

８

議案第 １３号

大仙 市道路占 用料徴収 条例の一 部を改正 する条例 の制定につい
て

第

９

議案第 １４号

（質疑 ・委員会 付託）

大仙 市低炭素 建築物新 築等計画 認定等手 数料条例 の一部を改正
する条例の制定について

第１０

議案第 １５号

大仙 市南外特 用林産研 修施設設 置条例を 廃止する 条例の制定に
ついて

第１１

議案第１６号

（質疑・委員会付託）

（質疑 ・委員会 付託）

大仙市簡易水道事業基金条例を廃止する条例の制定について
（質疑・委員会付託）

第１２

議案第 １７号

大仙 市アーカ イブズ条 例の制定 について （質疑・ 委員会付託）
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第１３

議案第 １８号

大仙 市雪対策 基本条例 の制定に ついて

（質疑・ 委員会付託）

第１４

議案第１９号

大仙市おおたコミュニティプラザ条例の制定について
（質疑・委員会付託）

第１５

議案第 ２０号

町の 区域の変 更につい て

（質疑・ 委員会付託）

第１６

議案第 ２１号

市道 の路線の 認定及び 廃止につ いて

（質疑・ 委員会付託）

第１７

議案第 ２２号

平成 ２９年度 大仙市公 共下水道 事業特別 会計への 繰入れについ
て

第１８

議案第 ２３号

（質疑 ・委員会 付託）

平成 ２９年度 大仙市特 定環境保 全公共下 水道事業 特別会計への
繰入れについて

第１９

議案第 ２４号

平成 ２９年度 大仙市特 定地域生 活排水処 理事業特 別会計への繰
入れについて

第２０

議案第 ２５号

（質疑・委員会付託）

平成 ２９年度 大仙市農 業集落排 水事業特 別会計へ の繰入れにつ
いて

第２１

議案第 ２６号

（質疑・委員会付託）

（質疑 ・委員会 付託）

平成 ２９年度 大仙市ス キー場事 業特別会 計への繰 入れについて
（質疑・委員会付託）

第２２

議案第２７号

平成２８年度大仙市一般会計補正予算（第９号）
（質疑・委員会付託）

第２３

議案第 ２８号

平成 ２８年度 大仙市国 民健康保 険事業特 別会計補 正予算（第３
号）

第２４

議案第２９号

（質疑 ・委員会 付託）

平成２８年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
号）

第２５

議案第 ３０号

（質疑 ・委員会 付託）

平成 ２８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２６

議案第３１号

（質疑 ・委員会 付託）

平成２８年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第１号）
（質疑・委員会付託）

第２７

議案第 ３２号

平成 ２８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）

第２８

議案第３３号

平成２８年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第４
号）

（質疑 ・委員会 付託）
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第２９

議案第 ３４号

平成 ２８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４号）

第３０

議案第 ３５号

平成 ２８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３１

議案第３６号

（質疑・委員会付託）

（質疑 ・委員会 付託）

平成２８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３２

議案第 ３７号

平成 ２９年度 大仙市一 般会計予 算

（質疑・ 委員会付託）

第３３

議案第３８号

平成２９年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第３４

議案第３９号

平成２９年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第３５

議案第４０号

平成２９年度大仙市土地区画整理事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第３６

議案第４１号

平成２９年度大仙市学校給食事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第３７

議案第４２号

平成２９年度大仙市奨学資金特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第３８

議案第４３号

平成２９年度大仙市公共下水道事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第３９

議案第 ４４号

平成 ２９年度 大仙市特 定環境保 全公共下 水道事業 特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４０

議案第４５号

平成２９年度大仙市特定地域生活排水処理事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４１

議案第４６号

平成２９年度大仙市農業集落排水事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４２

議案第４７号

平成２９年度大仙市スキー場事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４３

議案第４８号

平成２９年度大仙市太陽光発電事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）
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第４４

議案第４９号

平成２９年度大仙市内小友財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４５

議案第５０号

平成２９年度大仙市大川西根財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４６

議案第５１号

平成２９年度大仙市荒川財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４７

議案第５２号

平成２９年度大仙市峰吉川財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４８

議案第５３号

平成２９年度大仙市船岡財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４９

議案第５４号

平成２９年度大仙市淀川財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５０

議案第 ５５号

平成 ２９年度 市立大曲 病院事業 会計予算 （質疑・ 委員会付託）

第５１

議案第 ５６号

平成 ２９年度 大仙市上 水道事業 会計予算 （質疑・ 委員会付託）

第５２

議案第５７号

平成２９年度大仙市簡易水道事業会計予算
（質疑・委員会付託）

第５３

陳情第 ５６号

地域 別最低賃 金の引き あげと全 国一律最 賃制の実 現、中小企業
支援の拡充を求める陳情

第５４

陳情第 ５７号

（委員会付託）

共謀 罪（テロ 等組織犯 罪準備罪 ）法案の 国会提出 に反対する陳
情

第５５

陳情第 ５８号

（委員会 付託）

次期 介護保険 制度改正 における 福祉用具 、住宅改 修の見直しに
関する陳情

（委員会付託）
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司
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佐
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人

主

席

主

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、１番佐藤芳雄君、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４号をもって進めます。
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○議長 （千葉

健）

日 程第１ 、議案第 ６号から 日程第３ １、議案 第３６号 までの３１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（千葉

健）

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６ 号から議 案第３６ 号までの ３１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 （千葉

健）

次 に、日 程第３２ 、議案第 ３７号か ら日程第 ５２、議 案第５７号ま

での２１件を一括して議題といたします。
質疑の通告がありますので、順次質疑を許します。
はじめに、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疑を許します。
大 地・公 明の会の 秩父博樹 です。一 般質問に 続き、予 算質疑という

ことで、 ２項目質 問させ ていただ きますの で、ご答 弁の方よ ろしくお 願いい たします。
はじめ に、安定 的な水 の供給確 保につい て、上水 道事業会 計１款１ 項１目 配水管施設
拡張改良 事業にあ る管路 の更新に 関連し、 安定的な 水の供給 確保につ いてお 伺いいたし
ます。
国では 、回復の 兆しを 見せ始め た経済成 長の恩恵 を地方や 中小企業 に着実 に広げてい
くとして 、成長と 分配の 好循環の 実現のた めの生活 密着型イ ンフラ整 備を推 進しており
ます。
平成２ ９年度水 道施設 設備予算 案には、 全国の自 治体で老 朽化が進 み、管 路の更新が
問題視さ れている 水道施 設の水質 安全対策 、耐震化 対策とし て３５５ 億円が 計上されて
おります 。これは 、前年 度より２ ０億円の 増額であ り、従前 にまして 水道管 の修繕や改
修を担う地域の中小・小規模事業所に経済波及効果が及ぶことが期待されます。
そこで 、我が大 仙市で の平成２ ９年度予 算案に基 づき、水 道事業の 現状と 将来の見通
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しについてお伺いいたします。
大仙市 の水道施 設の適 切な資産 管理を推 進する上 で欠かす ことので きない 水道台帳の
整備につ いては、 現在進 められて いるとこ ろと伺っ ておりま す。平成 ２９年 度には、こ
の管路台帳の作成費として５２７万５千円が予算額として挙げられておりますが、水
インフラ について は高度 経済成長 期に急速 に整備が 進んだた め、今後 一気に 老朽化の波
が押し寄 せてくる と想定 されます 。全国的 な管路更 新率は０ ．７６％ であり 、このまま
のペース では全て を更新 するまで に約１３ ０年かか る見通し と言われ ている 中、大仙市
において はさらに 厳しい 状況で、 平成２７ 年度の管 路更新率 は、わず か０． １４％とい
うのが現状で、今後、年間の更新延長を大幅に増やしていく必要があると考えます。
しかし 、この本 事業に ついては 、昨年度 予算の１ 億１，７ ０７万８ 千円に 対し、２９
年度予算 は９，０ ６３万 円と、２ ，６４４ 万８千円 の減額と なってい る厳し い状況であ
ります。
そこで ３点お伺 いした いと思い ますが、 １点目に 、昨年の 熊本地震 では管 路の耐震化
の必要性 が表面化 しまし た。大仙 市におけ る現在の 耐震化率 、この耐 震化率 はどうなっ
ておりま すでしょ うか。 また、管 の継ぎ目 に伸縮性 を持たせ る耐震化 を今後 どのように
進める計画でしょうか。
２点目に、水道事業の中長期的な更新需要と財政収支の見通しを把握するには、ア
セットマ ネジメン トが必 要です。 水道事業 の健全な 経営と安 定的な水 の供給 確保に向け
て、アセットマネジメントを速やかに実施すべきというふうに考えますが、いかがで
しょうか。
３点目 に、人口 減少に 伴う水道 事業の収 支の悪化 と技術者 の確保が 難しく なる現状に
対しまし て、住民 生活に 直結する 水の安定 供給のた めには、 今後、広 域連携 も視野に入
れていく必要があるというふうに考えますが、いかがでしょうか。
以上の３点について、市当局のお考えをお伺いいたします。一つ目は以上です。
○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】

秩父博樹議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 安定的な 水の供 給確保に ついてで あります が、はじ めに、管 路の耐 震化につき
ましては 、上水道 事業の 全水道管 路延長は ２９６． ６ｋｍで ありまし て、そ れに対し耐
震化された延長は９４．７ｋｍであります。そういうことで耐震化率は３１．９％と
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なっております。
簡易水 道事業の 全体管 路延長は ６１９． ８ｋｍで ございま して、こ れに対 し耐震化さ
れた延長が１２９．１ｋｍで、耐震化率は２０．８％となっております。
配水管 施設拡張 改良事 業の実施 において は、管と 管をつな ぐ継ぎ手 部分に 伸縮性や離
脱防止す る機能を 有する 耐震管を 布設して おりまし て、平成 ４年度か ら１７ 年度にかけ
ては、石 綿セメン ト管更 新工事に より約４ ２ｋｍを 耐震管に 布設替え をして おります。
また、 平成７年 度以降 、毎年、 漏水調査 業務を実 施してお り、結果 を考慮 しながら翌
年度以降 の施工箇 所を選 定するな ど、計画 的な管路 更新に努 めるとと もに地 震等の災害
に対応できる耐震性の高い事業を進めております。
管路更 新につい ては、 少子高齢 化による 給水人口 の減少や 家族構成 の変化 、省エネ意
識の浸透 、節水機 器の普 及等によ り水需要 が大きく 減少して おり、管 路更新 に係る財源
の確保が 困難にな ること が予想さ れ、老朽 化した全 ての管路 を一斉に 更新す ることは難
しい状況となっております。
このよ うな現状 を踏ま え、今後 は濁り水 や漏水事 故が多発 している 管路を 優先的に更
新することで施設の維持管理に努め、水道水の安定供給に取り組んでまいります。
次に、 アセット マネジ メントの 実施につ きまして は、水道 事業にお いて持 続可能な施
設の管理 運営のた めには 、中長期 的な視点 に立って 事業の継 続に必要 となる 更新費用と
財源を把 握しつつ 、施設 全体を効 率的かつ 効果的に 活用して いくこと が求め られており
ます。
水道事 業は、受 益者負 担を原則 としてお り、水道 利用者の 理解を得 ながら 、更新に係
る財源を 確保して 事業を 進めてお りますが 、今後、 管路の老 朽化が加 速して いく中で将
来の管路 更新に向 けた自 己資金の 十分な確 保が必要 となりま す。アセ ットマ ネジメント
の実施は 、水道利 用者に 対して施 設の健全 度や耐震 化への取 り組みの 実態、 更新事業の
必要性を 、具体的 かつ視 覚的な形 で示すこ とが可能 となるた め、更新 需要と 財政収支の
見通しを伝える有効な方法であると認識しております。
アセッ トマネジ メント の実施に おいては 、施設資 産台帳の 整備が必 要とな っておりま
す。既に 整備済み の上水 道事業に 加えて簡 易水道事 業におい ても、今 年度末 において固
定資産評 価業務委 託が完 了し、資 産台帳が 整うこと になりま すので、 資産台 帳を活用し
ながら上水道事業及び簡易水道事業が連携して取り組んでまいりたいと考えております。
次に、 水道事業 の広域 連携につ きまして は、施設 の老朽化 に伴う大 量更新 時期の到来
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や人口減 少に伴う 料金収 入の減少 等により 、経営環 境の厳し さが増す 中、一 層の経営の
健全化が求められてきております。
当市に おいては 、平成 ２７年度 より県南 地区の水 道事業体 で構成す る県南 地区水道連
携推進座 談会に参 加して おります が、これ は連携促 進に向け た活動組 織とし て既存施設
の見学や 先進地視 察及び 講師を招 いての研 修などに より、水 道事業体 間の相 互理解を図
ることを目的としております。
現在は 事務処理 の共同 実施や施 設の共同 利用等、 実効性の ある広域 連携に 向けた活動
などについて勉強している状況にあります。
また、 秋田県に おいて も人口減 少社会に 対する行 政運営の あり方研 究会に おいて、水
道事業の広域連携作業部会を設置し、広域連携に向けた検討が始まっております。
広域連 携につい ては、 給水区域 が広く、 施設数が 多いこと により、 統廃合 に係る多額
な整備費用を要することが課題となってまいります。
一方、 近隣水道 事業体 との施設 の効率的 な維持管 理や地震 等の災害 時に水 道水の安定
供給が図 られるな どの効 果も期待 されてお りますの で、将来 にわたり 安定し た給水を持
続するため、今後も研究し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】

再質疑ありますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○２番（秩父博樹）

はい、どうぞ。
どうもご答弁ありがとうございます。

まず、 耐震化の 方につ いては、 上水の方 が３割程 度、それ から簡水 の方が ２割程度と
いうふう にお聞き しまし た。確か に今、副 市長おっ しゃるよ うに大変 に悩ま しい部分だ
と思いま す。水需 要のそ の減少と いう中に おいて、 それを踏 まえなが らどう やって進め
ていくか という非 常に悩 ましい部 分ではあ ると思い ますが、 やっぱり その飲 料水という
のは、自 分たちが 生活し ていく中 で必要不 可欠な部 分ですの で、今お 話あり ましたよう
に、十分 今後の人 口の推 移だとか そういう ものを検 証しなが ら、この 部分も 進めていた
だきたい と思いま すが、 最近では 熊本地震 の方の被 災の現状 とかから 見ます と、後半で
出てきた 管の種類 で言う と、ダク タイル鋳 鉄管とか そういう のが非常 に地震 に強かった
という、 そういう 検証も ございま したので 、その辺 も十分使 う管の材 質の話 になります
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けど、そ の辺も十 分検討 しながら 、せっか く入れ替 えるので あれば強 いもの 、耐震性の
非常に強 いものも もう今 出てきて おります ので、そ の辺も十 分考慮し ながら 今後進めて
いただきたいと思います。
それか ら、二つ 目のア セットマ ネジメン トですけ ど、上水 の方は完 了して いると。そ
れから、 簡水の方 に関し ては、今 年度末に は資産台 帳が整う というふ うに伺 いました。
プラスの ものもあ ると思 います。 ただその 、やっぱ り老朽化 したもの は、や っぱり負の
遺産、負 の遺産と いうと 語弊があ るかもし れません が、非常 にこれか ら維持 していくの
に大変な 資産、そ ういう 部分も含 めてある と思いま すので、 その辺も これか らどうやっ
ていくか というの をやっ ぱり考え る部分で 、この整 備しなけ ればいけ ない部 分だと思い
ますので 、今、そ れも進 めていく というふ うに伺い ましたの で、この 辺も今 後しっかり
と対応の方、お願いしたいと思います。
それか ら、広域 連携の 方ですけ れども、 これも検 討を始め ていると いうふ うに今伺い
ましたの で、この 辺のと ころにつ いては、 広域連携 でいけば いい部分 と広域 連携として
難しい部 分という 、やっ ぱり地理 的な関係 というの がいろい ろ出てく ると思 います。特
に簡水の 方に関し ては難 しい部分 が多いと いうふう に思いま す。全体 の延長 でいうと、
やっぱり 上水より 簡水の 方が、大 仙市の場 合は簡水 の方が２ 倍ぐらい の延長 ですので、
やっぱり その辺、 小規模 でやって いった方 がいいと いう部分 も出てく ると思 います。こ
こも非常 に悩まし い部分 だとは思 うんです けど、こ こをどう やってい くかと いうのは、
これから の非常に 難しい 問題であ ると思う んですけ ど、今後 これ、企 業会計 というふう
に運用さ れていく んです けど、将 来的な見 通し、こ の人口減 少が年々 進んで いるこの状
況を勘案 すると、 上水に 統合とい う方向も 視野に入 れて考え る部分、 考えな い部分とい
うの、こ の非常に その部 分も考え ていかな きゃなら ないと思 うんです けど、 ただ、心配
されるの が、この 簡水事 業に関し ては、地 理的な条 件が悪く て料金収 入での 運営が困難
な地域、 ここでこ の水を 供給する っていう その福祉 的な意味 合い、福 祉的な 意味合いが
非常に強 いもので すので 、そうい う意味で も私自身 も今後、 国の方へ 財政措 置を求めて
いかなき ゃならな いなと いうふう に考えて おります が、この 大仙市の この水 道事業全体
のこの将 来像につ いてど のように 考えてい らっしゃ るのか、 その方向 性をお 伝えいただ
ければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長（千葉

健）

○副市長（久米正雄）

再質疑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たいと思いますが、まず先程、
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耐震化に ついては 上水道 が３０％ 、簡水が 約２０％ というふ うなこと でござ いまして、
耐震化に使用する材質については、先程議員がお話ありましたとおりダクタイル鋳鉄管、
これが主 になって きてい るという ふうに認 識してお ります。 そういう ような ことで、今
後はダク タイル鋳 鉄管で 石綿セメ ント管の 更新もほ とんどが ダクタイ ル鋳鉄 管で行って
おります ので、そ ういう 方向で耐 震化を今 後も図っ ていきた いという ふうに 考えており
ます。
それか ら、簡易 水道に ついては ３０年度 から公営 企業化に するとい うふう なことで、
今、資産 台帳を２ ９年度 で完成す るという ふうなこ とにして いるとこ ろでご ざいます。
そして 、簡水は 上水と 違いまし て、たく さん小規 模の施設 がありま して、 給水戸数の
割りには 給水延長 が、配 水管の延 長が長い というふ うなこと で経費が かかっ ておるとこ
ろであり ます。そ ういう ようなこ とから、 料金収入 について も、料金 体制に ついてもま
だ統一さ れていな い、３ ０年度ま でかかっ て、まず 今、統一 するとい うこと で段階的に
やってきている状況であります。
そうい うような ことも ありまし て、これ をすぐ上 水道と一 緒にとい うふう なわけには
いかない というふ うに考 えており ます。ど うしても やはり簡 水の方が 企業化 して料金で
賄ってい くとなれ ば、上 げていか ないとで きなくな ってきま す。おそ らくそ れは限度が
あります ので、や はりこ れについ ては、や はりこれ までも市 の方で一 般会計 から繰出金
というふ うな形で 簡水を 運営して きていま すので、 今後その 部分をど こまで 一般会計で
負担でき るかとい うふう な部分も 十分検証 をしてい かなけれ ばならな いし、 安定的に安
い水道水 の供給と いうの が一番の 問題です ので、そ れを考え ながらや ってい かなければ
いけない と。ただ 、遠い 将来にな りますと 、やはり これはど ちらも公 営企業 化していき
ますので、一本化というのは考えていかなければいけませんけれども、当面、ここ数年、
５年、１ ０年はな かなか 難しいの かなと。 ただ、実 際これは どちらも 市で運 営していき
ますので 、簡易水 道には 繰出金を 充当して 、そして 公営企業 の上水道 につい ては、これ
までも毎 年１億５ ，００ ０万から ２億円ぐ らいの毎 年の料金 収入、収 益が上 がってきて
おります 。そうい うよう なことか ら、今回 ２８年度 末では約 １９億円 の現金 がございま
す。そう いうこと があり まして、 今の宇津 台の浄水 場につい ては、今 年１８ 億ぐらいの
投資です けれども 、起債 は１２億 というふ うなこと で少しで も借り入 れを少 なくして将
来負担を 少なくす ると。 そして、 負債を少 なくして 安定経営 にもって いくと いうふうな
考え方を している ところ でござい ます。で すから、 そういう ことを考 えなが ら、この後

- 123 -

この配水 管の改良 、これ は耐震化 をしてい くという ことでご ざいます けれど も、そのほ
かにまだ 上水道で も未普 及地域が ございま す。水道 の。今年 は５，７ ００万 ぐらいを内
小友の七 頭地区に 配水管 をもって いくため の３年計 画でいき ますけれ ども、 そういう部
分も並行 してやっ ていか なければ いけませ んので、 全てをこ の耐震化 に向け るという状
況には、 まだない という 状況にあ ります。 ですから 、そうい うことを 考えな がら進めて
いきたいなというふうに思っておるところでございます。
それか ら、今、 県南地 区の関係 とか、全 県で広域 連携の勉 強会とい うふう な形で行っ
ておりま すけれど も、こ の広域連 携の、言 葉として は広域連 携という 大変い い言葉なん
ですけれ ども、な かなか これを県 南が１つ になると か、全体 が１つに なると いうのはな
かなか難しいと思っております。ただそこで、例えば維持管理とか料金徴収等について、
この事務 処理の共 同実施 とかでき ないかと いうのが 一番先に 考えられ ること だと思いま
す。
それと、取水場や浄水場等の施設の共同利用、これもできるところからというふうな、
実効性の ある緩や かな連 携につい て今検討 をしてい るところ でござい まして 、そういう
部分から 検討して 、ここ はやれる 、ここは 無理だと いうふう な、全て が連携 すればいい
というこ とじゃな くて、 連携する ために金 がかかり すぎます と逆効果 になり ますので、
そういう 部分を十 分考え ていかな ければい けないと 思います 。特に簡 水なん かは、大仙
市の場合 、全部飛 び地と 言います か、です ので、そ れを一緒 にすると いうの もなかなか
難しい現 状にあり ますの で、やは りいかに その例え ば料金徴 収部分に ついて 直営じゃな
くて委託 するとか 、町村 境であれ ば、近い 方で徴収 するとい うふうな 、そう いうことも
考えられるのかなというふうに思っているところでございます。
以上です。
○議長（千葉

健）

再々質疑はありますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○２番（秩父博樹）

はい、２番。
どうもありがとうございます。

やはり 全体的に 考えて 、非常に 押したり 引いたり と、すご く悩まし い中で 進めていか
なければ ならない 事業だ なという ふうに思 います。 今まで広 げてきた ものが 、今のこの
大仙市で 毎年１千 人ぐら いずつで すか減っ ていって いる中で 、やっぱ りこの 事業、必要
な事業で はあるけ どどう やって維 持してい くかとい う部分、 非常にこ れから 多角度で考
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えていか なければ ならな い部分だ と思いま す。この 現状、し っかり国 に伝え ながら、そ
ちらから も財政措 置を求 めながら 考えてい かなけれ ばならな い問題だ と思い ます。市民
の皆さん に安定し て安全 に飲める 飲料水と いうのを 、しっか り今後も 継続的 に届けてい
けるよう に取り組 んでい かなけれ ばならな い、いき たいと思 いますの で、今 後ともいろ
いろ悩ま しい部分 ではあ りますけ ど、よろ しくお願 いして、 次の質問 に移り たいと思い
ます。
○議長（千葉

健）

○２番（秩父博樹）

はい、次に２番の項目について質疑を許します。
次に、障がい児に対する適切な教育について伺います。

一般会 計１０款 １項４ 目１４事 業、学校 支援事業 に関連し 、この障 がい児 に対する適
切な教育についてお伺いします。
政府は 、発達障 がいの ある児童 ・生徒ら が別室で 授業を受 ける通級 指導や 外国人児童
らへの日 本語教育 などを 担当する 教職員定 数を改善 すること を決め、 ２０１ ７年度予算
案に盛り込みました。
発達障 がいのあ る子ど もらに適 切な教育 を行うた めの通級 指導や外 国人へ の日本語教
育などを 担う教職 員数は 、従来、 毎年の予 算編成の たびに決 まる不安 定な加 配定数の一
部でした が、１７ 年度以 降は、対 象の児童 ・生徒数 などに応 じて自動 的に決 まる基礎定
数の中に位置づけられることになりました。
具体的 には、従 来の加 配定数枠 、約６万 ４千人の うち３割 を今後１ ０年間 で基礎定数
の中に組み込む計画が進みます。複数年度にわたる計画的な教員定数の改善は、実に
１６年ぶ りとなり 、この 見直しに より通級 指導は教 員１人が 受け持つ 児童・ 生徒数が従
来の１６ 人から１ ３人へ と手厚く なり、日 本語教育 では２１ 人から１ ８人に 改善されま
す。
これま で発達障 がいの ある子ど もや日本 語教育を 必要とす る外国籍 などの 子どもの急
増に制度 が対応し きれず 、各地で 教員が著 しく不足 しており ました。 例えば １５年度に
通級指導を受けた児童・生徒数は、２００６年度の２倍を超える約９万人に上りました。
しかし、 希望して も通級 指導が受 けられな い待機児 童は、少 なくとも １万人 はいるとの
文科省の 報告があ り、今 回の改善 は、その 解消への 大きな前 進という ふうに 考えます。
大仙市 の平成２ ９年度 予算案に は、継続 事業とし て学校生 活支援事 業費９ ，７４４万
円が盛り 込まれて おりま すが、各 学校から の支援員 要望人数 見込み８ ９人に 対し、実際
の支援員 数は５９ 人と、 要望に対 し３０人 程不足し ている現 状にあり 、予算 を拡充させ
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るべきではないでしょうか。
平成２ ５年度に は、児 童数５， ８８６人 中、要支 援児童・ 生徒数２ ３５人 と、割合は
３．９９ ％でした が、平 成２９年 度見込み では、５ ，４５４ 人中３６ ２人、 ６．６４％
と、児童 ・生徒が 減少傾 向にある 中で障が いがある 児童・生 徒、支援 が必要 な児童・生
徒が年々増えている現状にあります。支援が必要な生徒に目が行き届く人員配置、教員、
支援員の 増員が必 要と考 えますが 、いかが でしょう か。市当 局のお考 えをお 伺いいたし
ます。
以上です。
○議長（千葉

健）

２番の項目に対する答弁を求めます。伊藤教育指導部長。

○教育 指導部長 （伊藤雅 己）

質問の学 校生活支 援員等の 増員が必 要である とのことにつ

いてであ りますが 、学校 生活支援 員の配置 につきま しては、 全ての小 ・中学 校に要望調
査を実施し、配置校や配置人数を決定しております。
各学校 では、新 １年生 も含めて 各児童・ 生徒の実 態と学校 生活にお ける困 難さを精査
し、市教育委員会に要望を提出しております。
市教育 委員会で は、そ の要望を もとに教 育支援専 門検査委 員会議を 開催し 、特別支援
教育の専 門家の意 見を伺 い、学校 体制や学 級の人数 、要望さ れた児童 ・生徒 の個別の状
況等を勘 案し、配 置を決 定してお ります。 それを受 けて市全 体の支援 員数を 、平成２２
年度の５１名から２８年度には５９名と増員してきております。
ご指摘 のありま した支 援員の人 数につい てであり ますが、 多ければ 多いほ どよいとい
う考え方 もありま すが、 一方で、 児童・生 徒がお互 いに助け 合い、発 達段階 に応じて自
立してい くという ことも 大切であ るという 考え方も あります 。市教育 委員会 といたしま
しては、 そのこと も踏ま え、小学 校の低学 年に重点 的に支援 員を配置 すると ともに、支
援員の具 体的な支 援内容 や学校体 制の充実 に向けた 様々な支 援体制づ くりを 進めており
ます。
その体 制づくり につき ましては 、独自に 特別支援 教育アド バイザー を配置 し、定期的
に各小・ 中学校を 訪問し 、各学校 の特別支 援教育体 制や児童 ・生徒の 実態を 把握すると
ともに、管理職や関係教職員、支援員との情報交換を行っております。
また、 県教育委 員会の 指導主事 、大曲支 援学校の 地域支援 部の教員 や特別 支援教育ア
ドバイザ ー、市子 ども支 援課の職 員等を専 門検査員 として各 学校に派 遣し、 相談活動に
あたったり必要な検査を実施したりしております。
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一方、 花館小学 校と大 曲中学校 には通級 指導教室 が設置さ れており 、保護 者や学校か
らの相談や児童・生徒への指導にあたっております。
さらに は、ほと んどの 小・中学 校に特別 支援学級 が設置さ れており 、通級 的な指導も
可能な状況にあります。
このよ うに特別 支援教 育の体制 の整備や 充実に努 めている ところで ありま すが、必要
に応じて 年度途中 の支援 員の増員 も視野に 入れなが ら、引き 続き各学 校の状 況把握とと
もに特別支援教育体制の充実に努めてまいります。
なお、 特別支援 教育の 充実のた めには、 教員の増 員が不可 欠と考え ており 、特に通級
指導教室 に係る県 費負担 教職員の 増員につ きまして は、引き 続き県教 育委員 会に対して
要望してまいります。
以上です。
○議長（千葉

健）

再質疑はございますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○２番（秩父博樹）

はい、２番。
ありがとうございます。

要望と 、その人 数の開 きがある のは、お 互いに助 け合うこ とが大事 と、そ ういう観点
もあると いうふう なお話 でした。 この発達 障がいの ある子ど もの教育 に様々 な形で長年
携わって いる方か らお話 を伺いま すと、現 場の根気 強く長く 携わって いかな ければいけ
ないとい う、その 現場の 実際のこ の姿とい うのが非 常に見え てくるん ですけ ど、一般質
問で茂木 議員から もあり ましたけ ど、やっ ぱり教育 というの は、いろ んなこ の事業があ
る中で、 社会をつ くって いくその 人間をつ くるとい う一番そ の根幹に ある大 事な部分だ
と思いま すので、 やっぱ りそうい う部分で は、やっ ぱり１人 を大切に すると いう部分、
考えてな いと言っ てるん ではなく て、そう いう部分 をやっぱ り掘り下 げて、 しっかり今
後も進め ていって いただ きたいと 思います 。年々そ の、さっ きお話し ました が、児童数
が減って いく中で 、障が いのある 、助けが 必要な児 童が増え ていって るとい う、この現
状に対し て、この 変化し てきてい る現状に 対して今 どうやっ ていかな きゃな らないかっ
ていう部 分の話で すので 、法的に いろいろ その部分 を見据え た法もい ろいろ 変わってき
ている中 で、やは りこち らとして もそこを 見据えた 体制づく りという のを必 要だと思い
ます。先 程、教員 も増員 していか なきゃい けないと いうふう なお話あ りまし た。そのよ
うに思い ます。ど うか大 仙市は教 育で他の 自治体か らも一目 置かれて いる自 治体ですの
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で、もっ と誇れる 大仙市 にもって いけるよ うに今後 も取り組 みをお願 いして 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番秩父博樹君の質疑を終わります。
【２番

○議長（千葉

健）

秩父博樹議員

降壇】

次に、５番後藤健君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

はい、５番。
【５番

後藤健議員

登壇】

○議長（千葉

健）

はじめに、１番の項目について質疑を許します。

○５番 （後藤

健）

大 地・公 明の会の 後藤でご ざいます 。予算質 疑通告に 従いまして予

算質疑させていただきます。
はじめ に、１０ 款６項 １目２１ 事業、全 国５００ 歳野球大 会関係費 につい て、３点に
ついてお尋ねいたします。
合併し て大仙市 が誕生 する前で すけれど も、昭和 ５４年、 旧神岡町 におい て第１回の
全県５０ ０歳野球 大会が 開催され ました。 当初は、 わずか８ チームの 参加な がらも、今
では「お やじたち の甲子 園」と呼 ばれ、全 県各地か ら少年野 球発祥の 地であ る大仙市神
岡を目指 して年々 参加チ ームが増 え続けて 、昨年９ 月の第３ ８回大会 では１ ８４チーム
４，７０ ０名もが 参加す る大仙市 を代表す るスポー ツイベン トとして 成長し てまいりま
した。
そこで まず１点 お尋ね いたしま す。この ５００歳 野球大会 の全国大 会を開 催し、大仙
市のＰＲ と交流人 口の拡 大につな げる試み には賛成 するもの でありま すけれ ども、その
全国大会 の主会場 が、な ぜ長年全 県５００ 歳野球大 会の主会 場として 使用さ れてきた神
岡球場で はなく、 大仙市 総合公園 野球場、 大曲球場 ですけれ ども、な ぜ大曲 球場なのか
お尋ねしたいと思います。
次に２ 点目、第 ２次総 合計画基 本構想の 神岡地域 編を見ま すと、施 策の柱 ③の具体的
な取り組 みの中で 、全県 及び全国 の５００ 歳野球大 会の開催 が掲げら れてお ります。ま
た、今年 度、地域 の魅力 再発見事 業のうち 、神岡地 域の事業 において も住民 参加型の全
国５００ 歳野球大 会ＰＲ 応援事業 が１８５ 万８千円 ほどの予 算で実施 され、 全国大会の
ＰＲ用ＤＶＤ製作がなされて、先般、進捗報告がなされたところであります。
また、 来年度の 予算案 にも同じ 事業が２ ３万５千 円ほど予 算計上さ れ、全 国大会開催
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に向けた おもてな し事業 を予定し ていると ころであ り、この ように神 岡地域 が５００歳
野球を地域のイベントとして盛り上げて地域の活性化につなげようと取り組んでいる中、
全国大会 の主会場 が大曲 球場では 、大仙市 の取り組 みとして 統一感を 欠いて いるように
感じますけれども、その認識をお伺いいたします。
最後３ 点目、こ の全国 大会は、 事業説明 書により ますと、 出場３２ チーム のうち２０
チームを 県外チー ムとす る目標の ようでご ざいます けれども 、現在、 参加が 確定してい
るチーム 数と目標 達成の 見通し、 県外及び 県内チー ムの出場 するチー ムの選 定は、どの
ようになされているのか、その方法についてお尋ねいたします。
以上です。
○議長（千葉

健）

１番の項目に対する答弁を求めます。山谷生涯学習部長。

○生涯学習部長（山谷喜元）

後藤健議員の質問にお答え申し上げます。

はじめ に、全国 ５００ 歳野球大 会の主会 場につい てであり ますが、 神岡地 域が少年野
球発祥、 そして５ ００歳 野球発祥 の地であ ることか ら、全国 大会のプ ロジェ クト会議で
も主会場の設定について審議しております。
過去に 京都５０ ０歳野 球連盟と の交流戦 や昨年の プレ大会 などで参 加選手 の声をお聞
きしたと ころ、大 曲球場 で試合を した際に バックス クリーン 電光掲示 板に出 場選手の名
前が表示 されたこ とに、 地元では このよう な球場で はなかな か試合が できな い、感動し
たとの感 想が多か ったこ とから、 参加され る選手の 感動と満 足度を優 先に考 えたところ
であります。
神岡地 域を代表 する野 球関係者 も同様の 意見であ ったこと から、プ ロジェ クトチーム
満場一致で大曲球場を主会場としたところであります。
なお、神岡野球場については、必ず大会会場に含めることとしております。
次に、 主会場選 定と神 岡地域に おける各 事業との 統一感に ついてで ありま すが、ご承
知のとおり５００歳野球の歴史は神岡地域から刻まれております。
住民参 加型の全 国５０ ０歳野球 大会ＰＲ 応援事業 を展開す る過程で 、神岡 地域のみな
らず大仙市全体の活性化が図られるよう、スポーツ振興課、まちづくり課、観光交流課、
各地域活 性化推進 室、そ れと市内 第三セク ター支配 人会議な ど、関係 機関と の連携を図
り、特産 弁当や市 内観光 ツアー、 ふれあい 交流イベ ントなど 、地域住 民や学 校関係も含
めた選手 サポート 事業や おもてな しプラン を進めて おり、ス ポーツツ ーリズ ムを兼ね合
わせた全市的な事業展開に努めているところであります。
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主会場 の設定に つきま しては、 先程申し 上げまし たとおり 、選手に 感動を 与え、記憶
に残る満 足度を優 先して 、電光掲 示板が整 備されて いる球場 としてお ります が、普及活
動の中で も５００ 歳野球 発祥につ いては「 大仙市神 岡」を全 面に出し てＰＲ しており、
その誇り を尊重し つつ全 市レベル の大会運 営が定着 できるよ う準備を 進めて いるところ
であります。
次に、 参加チー ムの状 況と今後 の見通し 、チーム の選定方 法につき まして は、既に２
月２０日 付で全国 ４７都 道府県の 野球連盟 などに参 加案内を 発送して おり、 現在、県外
からは１４チームから参加の意向が確認されているところであります。
現在、 地域的に は東北 が８チー ム、関東 地方から ３チーム 、中部地 方１チ ーム、四国
地方１チ ーム、九 州地方 １チーム となって おり、申 込みの締 め切りを ４月２ ５日に設定
している ことから 、今後 は北海道 、近畿、 中国地方 から参加 いただけ れば全 国８地方全
てから出 場チーム がそろ うことに なるため 、さらに 参加につ いて働き かけて 目標の２０
チームが達成できるよう努めてまいります。
県内の チームに つきま しては、 前年度の ５００歳 野球大会 で優勝と 準優勝 の２チーム
に加え、大仙市枠で２チーム、さらに全出場３２チームを満たすための特別枠を設定し、
これらも 前年度の 全県５ ００歳野 球大会で の成績を 基準とし て、秋田 魁新報 社、秋田県
野球協会 、秋田県 軟式野 球連盟と 大仙市で 組織する 出場チー ム選定委 員会に おいて出場
順位を決 めており 、県外 からの参 加チーム 数が確定 する４月 を待って いる状 況となって
おります。
全国５ ００歳野 球大会 が大仙市 から全国 へ情報発 信し、知 名度を上 げるよ い機会と捉
え、「元 気な大仙 市」の 看板とな るイベン トに成長 できるよ う、今後 も普及 活動に努め
てまいります。
以上であります。
○議長（千葉

健）

再質疑ございますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

はい、どうぞ。

○５番 （後藤

健）

ま ずその 主会場の ところな んですけ れども、 電光掲示 が非常に選手

の受けが よかった という 話も当然 僕も聞い ています し、それ はそうだ と思う んですけれ
ども、その電光掲示がよかった、極端な話すると、もっといいその設備の球場があれば、
じゃあそ っちでや ればい いのかと いう話に もなって くると思 うんです ね。で すから、そ
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の５００ 歳野球が 始まっ たといい ますか、 やっぱり その少年 野球の発 祥の地 で、まずい
わゆるお やじたち が少年 に戻って ボールを 追いかけ るという のが、そ の５０ ０歳野球の
発祥の趣 旨でもあ ると思 うんで、 ちょっと 聖地と言 えばちょ っと言い 過ぎか もしれない
ですけれ ども、や っぱり 神岡地域 を５００ 歳野球の その聖地 として全 国から 選手たちが
目指すよ うな大会 に僕は 育ててほ しいなと いうふう な思いが あります ので今 回取り上げ
させても らいまし たけれ ども、そ の辺もう 一度、５ ００歳野 球の聖地 と言い ますか、そ
の辺の認 識を一つ と、も う一つそ の選定方 法のとこ ろなんで すけれど も、今 聞いたとこ
ろ、全国 各地から 地域に よってま だ北海道 、関東、 近畿、な いところ もある ようでござ
いますけ れども、 結構全 国各地か ら申込み があった なという のが正直 なとこ ろでござい
ますけれ ども、お そらく 今回、物 珍しさも 手伝って の応募だ と思うん ですよ ね。これ、
来年、再 来年と続 いてい ったとき に、今年 応募して くれたチ ームがま た応募 してくれる
とは、当 然限らな いこと ですし、 やっぱり これ何回 も続いて いくと、 いわば 野球をしに
大仙市に 行くこと ですの で、なか なか継続 的な募集 というの は、やっ ぱりち ょっと難し
いのかな というふ うに思 うんで、 その辺や っぱりさ っきも言 ったよう に、息 の長い大会
にしてほ しいと思 ってま すので、 その辺の 選定方法 、公募に なるのか 、ほか の全国でも
５００歳 野球が盛 んにな って予選 大会みた いなの勝 ち抜いて 優勝チー ムが来 るような大
会になれ ば一番い いんで しょうけ れども、 その辺、 選定方法 について 今後ど のように考
えているのか、以上２点再質問お願いします。
○議長（千葉

健）

再質疑に対する答弁を求めます。山谷生涯学習部長。

○生涯学習部長（山谷喜元）

後藤議員の再質問にお答え申し上げます。

１点目の５００歳野球の聖地ということの考え方についてであります。
もちろ んおっし ゃると おり少年 野球発祥 の地でも あります し、５０ ０歳野 球も考案し
て、それ が全国に 広めら れている と認識し ておりま す。まさ に聖地だ という 認識を持っ
ておりま す。全国 の軟野 連の方で も今まで ５００歳 野球とい う、あの 年代の 方々がしっ
かりと野 球をやっ ている というこ とは、ど うもその 部分が弱 かったら しくて 、今回この
大仙市で 行われて いる、 神岡で行 われてい る５００ 歳野球に ついては 、全国 の軟野連と
しても勧 めていき たいと いうよう なお話も 伺ってお ります。 そういう 全国に 通用するよ
うな素晴 らしい大 会を、 あの神岡 地域でつ くってく ださった というこ とは、 我々にとっ
ても大変 誇りであ ります し、その ことにつ いてはし っかりと 意識は持 って進 めていきた
いと思っております。
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二つ目の今後の参加の数についてでありますけれども、まず第１回目については、
２０チー ムを目標 にとい うことで 進めてお ります。 いろんな 地域に宣 伝とい いますかＰ
Ｒ活動を 行ってお ります 。議員の 皆様にも 研修の折 にはＰＲ のチラシ などを 持っていた
だいて、 大変ＰＲ 活動に 協力して いただい てありが たいと思 っており ます。 それは引き
続き行ってまいります。
今後の 参加がど うなる かという 部分であ りますけ れども、 まずは来 ていた だいたチー
ムに引き 続き参加 してい ただくと いうこと をしっか り頑張り たいと思 います 。その中で
先程ご質 問の中に もあり ましたよ うに、神 岡地域で は、いろ んな工夫 をして おもてなし
ですとか 選手の皆 さんに 来てよか ったとい うような ことを一 生懸命や ってい ます。それ
が神岡地域の動きだけではなくて、全体、大仙市全体としておもてなしをして、それで、
ああ行っ てよかっ たとい うような ことを、 まずその 辺からし っかりと 取り組 んでいきた
いなとい うことと 、あと は５００ 歳野球の 素晴らし さを引き 続きしっ かりと 全国に発信
していくという方向で考えていきたいと思っております。
以上であります。
○議長（千葉

健）

再々質疑ありますか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

次に、２番の項目について質疑を許します。

○５番 （後藤

健）

次 に、１ ０款３項 １目１７ 事業、大 曲中学校 水泳プー ル改築事業に

ついて、２点ほどお尋ねいたします。
まず１ 点目、こ の事業 は大曲中 学校のプ ールの老 朽化によ り、解体 をして 新しくプー
ルを造る とのこと でござ いますけ れども、 以前、別 の中学校 では、中 仙中学 校ですけれ
ども、老 朽化によ り解体 、その後 の新設は なし。ま た、別の 中学校で は、老 朽化により
授業等の プールの 使用を 取りやめ はしたも のの、プ ールの解 体もなし でその まま残して
おくなど、様々なケースがあるようでございます。
中学校 の学習指 導要領 によりま すと、水 泳は１・ ２学年に おいては 全ての 生徒に、３
学年にお いては、 選択し て履修さ せること とあるも のの、水 泳場の確 保が困 難な場合に
は扱わないことができるとあるようでございますけれども、大仙市において学校への
プール設置の基準はどのようになっているのかお尋ねいたします。
次に２ 点目、同 事業に て改築さ れるプー ルには、 プールの 水を飲料 水に活 用できる設
備を整備 するよう でござ いますが 、この設 備の設置 に係る費 用及び年 間の維 持管理経費
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は幾らなのかお尋ねいたします。
以上です。
○議長（千葉

健）

２番の項目に対する答弁を求めます。伊藤教育指導部長。

○教育 指導部長 （伊藤雅 己）

ご質問の 大曲中学 校水泳プ ール改修 事業につ いてお答え申

し上げます。
はじめに、プール設置の基準についてでありますが、国の中学校設置基準においては、
校舎、運 動場、体 育館に ついては 定めがあ りますが 、プール の設置に ついて は特に定め
がござい ません。 このた め、プー ルの新築 、改築等 にあたっ ては、そ れぞれ の設置者が
立地条件 や学校規 模、近 隣施設の 状況等か ら総合的 に判断し ていると ころで あります。
本市に おいても 各中学 校のプー ル施設の 現況や水 泳事業の 実施状況 、学校 の要望を踏
まえ、プールの修繕や改築等の対応をしてきております。
なお、 学習指導 要領に おいて水 泳事業が できない 場合であ っても、 水泳の 事故防止に
関する心 得につい ては必 ず取り上 げること とされて おり、各 中学校で は保健 分野の応急
手当との関連を図りながら計画的に指導しております。
次に、 大曲中学 校の水 泳プール の改修に あたって 、浄水型 プールを 提案い たしており
ますが、 これは大 地震の 際には水 道管など の破損に より水道 が使えな くなる ことが想定
されるこ と、また 、大曲 中学校体 育館が避 難所とな っている ことから 、防災 機能の強化
を図ろうとするものであります。
ご質問 の浄水型 プール の設置経 費と年間 の維持管 理費につ いては、 浄水設 備の設置に
伴う経費の増加分として１，１８１万円ほど、年間の維持管理費については、一般型
プールより５千円ほどの増加を見込んでおります。
しかし ながら本 事業は 、国の補 助事業と して計画 しており 、一般型 プール の場合、補
助率が３分の１のところ、浄水型プールとした場合２分の１に嵩上げになるというメ
リットがあり、国においても浄水型を推進しているところであります。
市の試 算では、 浄水型 プールに した場合 、１，８ ３０万円 余りの国 の交付 金の増額が
見込まれ、一般型プールに比べ一般財源が６５０万円余りの減額となります。
したが いまして 、浄水 型プール の設置に つきまし ては、防 災機能強 化の観 点から意義
があるも のと考え ている ところで あります が、その 有効性に ついてさ らに検 証を加え、
実施設計に反映させてまいりたいと考えております。
以上であります。
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○議長（千葉

健）

再質疑ありますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

はい。

○５番 （後藤

健）

ま ず１点 目、プー ルの方な んですけ れども、 例えばの 話なんですけ

れども、 近隣の小 ・中学 校なんか でもプー ルのない ような中 学校もあ ります し、老朽化
により、 もう廃止 してい るような 中学校も ある中で 、例えば 大曲中学 校がプ ールできま
したと。 大曲中学 校、ち ょっとク ラスも人 数も多い ので、簡 単にはい かない のかもしれ
ないです けれども 、例え ばその近 隣の中学 校が水泳 の授業を やりたい といっ たような場
合には、その中学校のプールの開放というのはできるものかどうか１点というところと、
あと浄水の方なんですけれども、国からの交付金もあって、設置費用は１，１００万円、
年間維持 費は思っ たより 全然安い なという のが正直 な感想な んですけ れども 、ちょっと
担当の課 が総合防 災の方 になると 思うんで すが、大 仙市の災 害時の水 の備蓄 の状況、目
標値と今 の現在の 備蓄量 とあると 思うんで すけれど も、その 辺の情報 をお知 らせ願えれ
ばと思います。２点お願いします。
○議長（千葉

健）

再質疑に対する答弁を求めます。伊藤教育指導部長。

○教育指導部長（伊藤雅己）

再質問にお答え申し上げます。

まず、 大曲中学 校のプ ールが完 成した場 合に他校 の利用は できない かとい うことであ
りましたが、それは可能であります。ただ、現実問題として大曲中学校、現在、年間
１０時間 程度、全 学年で 水泳授業 を実施し ていると いうふう に聞いて おりま す。特別支
援学級を含めて２５学級、生徒数が約７２０名ということで、１単位時間に７０人前後、
あるいは １００人 程度が 利用して いるとい うような 現状もあ りますの で、一 定の時間調
整なりそ ういった ものは 必要かと は思いま すが可能 と思いま す。学校 によっ ては近隣の
プール、 平和中学 校です けれども 、近隣に あるＢ＆ Ｇですか 、プール を移動 して使って
いるとい う例もあ ります ので、そ ういった 意味では 他校のプ ールを活 用する ということ
は可能だ と思いま すし、 そういう 声がある 場合は市 の教育委 員会とし ても支 援してまい
りたいというふうに考えております。
○議長（千葉

健）

○副市長（久米正雄）

久米副市長。
後藤議員の再質問にお答え申し上げます。

災害時の水の関係でございます。災害が起きて停電になった場合のことだと思います。
そういう ことで、 前回の ２０１１ 年の大震 災のとき 、大曲の 玉川浄水 場が稼 働しません
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でした。 というの は、取 水のとこ ろに発電 施設がな かったん です。取 水と浄 水場と分か
れており まして、 それで そのとき の教訓を 踏まえま して取水 のところ にも非 常用の発電
機を設置しましたので、電気が消えても水道はいつでも供給できる体制になっています。
そして、 各地域で 例えば 水道管が 破断した となれば 、浄水場 から給水 車で運 ぶという、
そういう態勢になろうかと思います。
以上です。
○議長（千葉

健）

再々質疑ありますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

はい、どうぞ。

○５番 （後藤

健）

す いませ ん、その 水の備蓄 の量のと ころもち ょっと教 えてもらえれ

ばなと思うんですけども。
○議長（千葉

健）

佐藤総務部長。

○総務部長（佐藤芳彦）

議員の質問にお答え申し上げます。

大仙市 が備蓄し ており ます飲料 水の関係 ですね。 これにつ きまして は、目 標数値が県
の地域防 災計画の 中で、 県全体で 備蓄をし ましょう という考 え方で、 市町村 にそれぞれ
配分と言 いますか 備蓄の 目標があ ります。 その数値 がですね 、現在、 県から 要請がある
数値につ きまして は、１ リットル 入りのペ ットボト ルで換算 しますと １万１ ，９００本
が備蓄す る目標で ござい ます。た だ、これ につきま しては、 平成３０ 年度ま でに備蓄し
ましょう という約 束にな っており まして、 現在の充 足率でご ざいます が、今 、１リット
ル入りの ペットボ トルで ４，２０ ０本でご ざいます 。ですか ら、残念 ながら 現在の充足
率は４割 弱という ことで ございま す。ただ 、３０年 度までに は充足率 を高め て、しっか
り１００％に近いようにしていきたいというふうに考えております。
以上です。
○議長（千葉

健）

これにて５番後藤健君の質疑を終わります。
【５番

○議長（千葉

健）

後藤健議員

降壇】

以上で、通告による質疑は終わりました。

これをもちまして質疑を終わります。
ただい ま議題と なって おります 議案第３ ７号から 議案第５ ７号まで の２１ 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。
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○議長 （千葉

健）

次 に、日 程第５３ 、陳情第 ５６号か ら日程第 ５５、陳 情第５８号ま

での３件を一括して議題といたします。
本３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（千葉

健）

お諮りいたします。各常任委員会審査のため、３月９日から３月

１６日まで８日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （千葉

健）

ご 異議な しと認め ます。よ って、３ 月９日か ら３月１ ６日まで８日

間、休会することに決しました。

○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、 来たる３ 月１７日 、本会議 第５日を 定刻に 開議いたし
ます。
大変ご苦労様でございました。
午前１１時０６分

散
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会

