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○議長（千葉

健）

９時５９分

おはようございます。

会議に 先立ちま して、 ６月１日 に就任さ れました 副市長及 び代表監 査委員 から発言の
申し出がありますので、これを許可いたします。
はじめに、佐藤副市長。
【佐藤副市長
○副市 長（佐藤 芳彦）

登壇】

皆様、 おはよう ございま す。本会 議開会前 の大変貴 重なお時間を

いただきまして誠にありがとうございます。
この度 、市議会 の皆様 からのご 同意を賜 り、６月 １日より 副市長を 就任さ せていただ
いており ます佐藤 でござ います。 大変身に 余る光栄 でありま すととも に、そ の職責と使
命の重大さに、今まさに身の引き締まる思いを感じております。
現在本 市は、人 口減少 問題をは じめ様々 な課題を 抱えてお ります。 その課 題に対し、
私たち行 政が真摯 にしっ かり向き 合い、一 つ一つ解 決しなが ら市民の 皆様が 幸せと豊か
さを実感 でき、そ して次 の世代に 夢と希望 をつない でいくよ うなまち づくり を進めてい
かなければならないと思っております。
もとよ り微力で はあり ますが、 老松市長 のリーダ ーシップ のもと、 これま での行政経
験を活か しながら 、市民 の皆様の より良い 暮らしの 実現と信 頼される 市政運 営に向けて
頑張ってまいります。

- 30 -

そして 、生まれ 育った ふるさと でありま す大仙市 の一層の 発展のた めに誠 心誠意、力
の限り職責を果たしてまいる所存でございます。
今後と も議員の 皆様か らのご指 導とご鞭 撻をお願 い申し上 げまして 、就任 にあたって
のご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。（拍手）
【佐藤副市長
○議長（千葉

健）

降壇】

次に、福原代表監査委員。
【福原代表監査委員

○代表 監査委員 （福原堅 悦）

登壇】

この度、 監査委員 を拝命い たしまし た福原堅 悦でございま

す。去る ３月末で 監査委 員を退任 してござ いました が、再度 、監査に 従事さ せていただ
くことになりました。よろしくどうかお願い申し上げたいと思います。
初めて 監査委員 に就任 した時は 平成２１ 年でござ いました が、その 当時、 監査計画を
作成する にあたり まして 、効果の 出る監査 というふ うなもの をするに はどう いうふうに
すればい いのか監 査委員 事務局で 議論した ことがご ざいます 。監査の 対象、 監査の手続
き、ある いは監査 目標を 数値化す るなどし て監査計 画を作成 したこと がござ いました。
この度 の監査委 員の就 任にあた りまして も、初心 に返りま して、効 果のあ る監査とい
うふうなものを追求していきたいと考えてございます。
今後と も議員各 位、ま た、市民 の皆様の ご指導、 ご鞭撻を お願い申 し上げ まして挨拶
と代えさせていただきます。どうかよろしくお願い申し上げます。（拍手）
【福原代表監査委員

午前１０時０２分
○議長（千葉

健）

降壇】

開

議

これより本日の会議を行います。

欠席の届け出は、１番佐藤芳雄君であります。

○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、一般質問を行います。

順次質問を許可します。最初に、１８番小松栄治君。
（「はい、１８番」と呼ぶ者あり）
○議長（千葉

健）

はい、１８番。
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【１８番
○議長（千葉

健）

○１８番（小松栄治）

小松栄治議員

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。新政会の小松栄治です。

老松新 市長にな られて からの最 初の質問 者であり ます。よ ろしくお 願い申 し上げたい
と思います。
まず、 世界を見 てみま すと、連 日のよう に北朝鮮 の核とミ サイルに ついて と、半年以
上過ぎま した異色 の実業 家の大統 領、アメ リカ、ト ランプ氏 は、就任 で米国 第一と誇り
高き米国 の復活と 雇用創 出を掲げ ておりま すが、先 行き予測 が困難な 時代に 入っており
ます。
一方、 経済運営 の手腕 に期待す る声もあ り、ただ 米国社会 の分断克 服に向 け、寛容な
精神と社 会の融和 を図れ るのか、 また、国 民の支持 を得られ るのかは 、今後 の政治姿勢
の次第であります。トランプ大統領の度量が、これからが問われるかと思います。
さて、 国内は、 アメリ カの依存 が強かっ た経済や 貿易など 、これか ら変質 を迫られ、
日本は取 引外交に おいて 翻弄され る可能性 も出てく ると予想 されます 。そう いう中で日
本国内は 、日本国 憲法は 施行７０ 年の節目 を迎えて 歴史的な 転機に今 立って おり、大日
本帝国憲 法の下で 起きた 戦争への 反省など を踏まえ 、基本原 則とする 国民主 権、基本的
人権、ま た、憲法 ９条に 象徴され る平和主 義の理念 は、国際 社会から も評価 されている
ところで あり、今 、改憲 が具体的 な政治課 題となっ ているこ とを私た ち国民 は受け止め
つつ、是非についても熟慮する必要があると思います。
加えて 、国では 今、骨 太方針の 素案の要 旨の中で 「経済再 生なくし て財政 の健全化な
し」とい う方針で 、昨年 より５年 間の中で 経済財政 再生計画 と地方交 付税制 度改革で地
方創生新型交付金の創設を掲げております。
さて、 大仙市は 雪解け も例年よ り遅く、 暴風によ る被害が 多発する 一方、 ４月には世
界の花火 大会が大 仙市を 会場に行 われ、そ れなりの 成果があ ったもの と思い ます。加え
てこの後 ７月には 、全国 ５００歳 野球大会 が大仙市 を会場に 、また、 ９月に は全国ねん
りんピック競技の中で将棋とグラウンドゴルフが大仙市内で開催されます。
さて、 大仙市で は、４ 月に市長 選が行わ れ、老松 新市長が 誕生いた しまし た。老松市
長は、４ ０年間の 行政経 験を市政 運営に活 かし、市 民の声を 政策に取 り入れ 、若者が地
元に定着 できるよ う雇用 を創出す る。また 、観光と 産業の振 興に一層 力を入 れ、市全体
の発展に 努めたい 。併せ て、経済 の底上げ のため、 農・商・ 工と全て の地場 産業の収益
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力を向上 させ、地 域の隅 々まで光 を当てる 地域目線 と市民目 線での視 点で、 子どもから
高齢者ま で、住ん でよか った、元 気のある まちづく り、そし て将来に 希望が 持てる地域
づくりに全力を尽くすと公約され、市長に当選されました。
加えて 、大仙市 まち・ ひと・し ごと創生 総合戦略 では、雇 用創出、 移住・ 定住促進、
子育て支 援、地域 コミュ ニティ維 持などの 基本目標 を掲げて おり、そ のほか まちづくり
のための 六つの施 策を打 ち出して おります 。大変評 価してお りますが 、私は その中の施
策の中で 人口対策 、人口 増加と企 業誘致の 強化、そ して観光 について 、併せ て花火産業
構想に基 づく第二 、第三 の大仙市 の活性化 構想と将 来の大仙 市のまち づくり について質
問いたしますので、建設的、そして具体的なご答弁をよろしくお願いいたします。
それで は、１番 目の発 言事項で あります 大仙市の 観光につ いてであ ります が、一つ目
といたしまして、大仙市では観光施設等の指定や観光ルートについては、観光物産協会、
大仙大曲 フィルム コミッ ションの ホームペ ージを通 じ、旅行 者や旅行 会社へ 市の魅力を
発信し、 観光誘客 に努め ると同時 に、三つ のエリア の観光コ ースを設 定して ホームペー
ジや観光ガイドブックに掲載し、県内外で観光ＰＲやイベント場において配布しており、
旅行者の ニーズと 通年観 光と四季 の観光コ ースにつ いては検 討いたし ますと しておりま
したが、現在、１年経ち、どのように検討されたのでしょうか、お伺いいたします。
さらに 、県でも ＪＲ東 日本秋田 支社と６ 月まで実 施中の春 の大型観 光キャ ンペーンを
通じて観 光客を呼 び込み たい考え でありま す。大仙 市でも首 都圏での プロモ ーション活
動を展開 し、伝統 や文化 資源など を磨き上 げ、イン バウンド を含めた 観光振 興とＰＲを
行い、海 外よりの 誘客に つなげあ わせ、広 域連携も 入れた広 範囲の観 光ルー トの設定が
必要と思いますが、お伺いいたします。
加えて 、地域な らでは の食文化 と郷土料 理、伝統 文化、芸 能、そし て地域 の行事、祭
りなどと 総合的な 体験観 光や、ま た、視点 を変えた 自然等の 景観など をもう 一度見直し
すると同 時に、イ ンパク トのある 観光スポ ットを発 掘し、調 査、選定 などを 行い、観光
づくり受け入れ態勢を整備したらどうかお伺いいたします。
また、通年観光型や季節型観光の年表とあわせたガイドブックを作成したらどうで
しょうか、お伺いいたします。
二つ目 といたし まして 、現在、 旅行会社 、県内外 や各施設 、旅館等 にパン フレットや
ポスター、ガイドブック等を配布しておるようですが、お知らせください。
併せて 、ＪＲや 私鉄会 社、バス 会社、県 内外の小 ・中・高 、大学等 へのポ スターやガ
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イドブッ クなどの 配布と テレビと ラジオ、 新聞、雑 誌でのＰ Ｒ活動な どは、 どのように
しておられるのかお伺いいたします。
また、 日本遺産 に認定 されるよ うな有形 ・無形の ものがあ るでしょ うか。 ないとすれ
ば、認定 されるよ うなも のを調査 、選定し 、そして 歴史と文 化をくく り、地 域の魅力を
発信し、 申請のた めの準 備作業を 進めるこ とと同時 に地元の 文化や歴 史を再 評価する機
会となりますが、お伺いいたします。
三つ目 といたし まして 、大仙市 内の文化 財や観光 する施設 の整備と 案内板 や周遊案内
板の設置 がされて いない ところも 多くあり 、これら を行う必 要がある と思い ますが、お
伺いいたします。
○議長（千葉

健）

１番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
【老松市長

○市長（老松博行）

登壇】

小松栄治議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 大仙市の 観光に ついてで あります が、はじ めに、大 仙市の観 光施設 等の指定や
観光ルートにつきましては、現在、大曲エリアコース、西エリアコース及び東エリア
コースと 三つのエ リアに 半日程度 で各エリ アの見所 を巡るこ とができ る「お すすめ観光
モデルコース」を設定いたしております。
広域観 光では、 本市、 仙北市、 美郷町で 構成する 「大曲仙 北観光圏 域推進 協議会」に
おいて広 域ドライ ブのコ ースを、 また、県 南７市町 村で構成 する「秋 田県南 地域広域連
携観光推 進協議会 」では 、各市町 村の主要 な観光地 を巡るル ートを設 定して おります。
さらに、 県境を越 えた広 域連携と して、岩 手県の西 和賀町、 雫石町、 本県の 仙北市、横
手市、美 郷町及び 本市を 含めた６ 市町の取 り組みに よって、 全市町踏 被コー スや歴史文
化巡りコース、冬の秘湯巡りコースなど七つの様々なコースを設定しております。
また、 市が提供 した観 光情報を もとに、 ＪＴＢ、 近畿日本 ツーリス ト、ク ラブツーリ
ズム、読 売旅行な ど各旅 行会社か らは、旧 池田氏庭 園や払田 柵跡等を 含んだ 新しい広域
周遊ツアーを商品化していただいております。
市では 、近年、 個人や 小規模グ ループを 中心とし た旅行者 が主流を 占め、 ニーズが多
様化して いること に対応 するため 、大仙市 観光物産 協会と連 携して、 本市の 季節ごと、
花火や自 然、祭り などの イベント 、そして 見所を満 載したモ デルコー スなど の魅力を発
信しており、引き続き関係団体と共に観光誘客に努めてまいります。
ガイド ブック等 の作成 につきま しては、 今年度、 写真や観 光素材な どの見 直しや観光
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年表の要素も含めて更新してまいります。
次に、 観光パン フレッ ト及びポ スター等 の配布、 ＰＲ活動 につきま しては 、本市の自
然、花火 、祭りな ど魅力 を網羅し た観光ガ イドブッ クや観光 マップ、 ポスタ ー等を市内
外の宿泊 施設や観 光施設 、県内の 主要駅、 秋田空港 、県の東 京事務所 、仙台 圏域、コン
ビニエン スストア 等のほ か、「大 仙市ふる さとフェ ア」をは じめとす る県内 外の各種イ
ベントにおいても配布しているところであります。
また、 大手旅行 会社や 観光情報 誌には、 積極的に 情報提供 を図り、 本市の ＰＲに努め
ているところであります。
さらに 仙台圏域 から多 くの中学 生が大仙 市都市農 村交流推 進協議会 会員の 農家に民泊
して農業 体験を行 ってお ります。 今後も農 業体験を 実施され た学校や 企画し た旅行会社
へ、継続 的にＰＲ 活動を 行ってい くととも に、修学 旅行の誘 致につき まして は、関係各
所で協議してまいります。
日本遺 産につき まして は、従来 の個々に 点在する 文化財を ストーリ ー性を もたせ、地
域全体と しての一 体的な 整備や活 用を行い 、国内外 への効果 的な情報 発信を 図り、観光
誘客を促進する取り組みに支援する制度であります。
国では 、２０２ ０年の 東京オリ ンピック ・パラリ ンピック に向け、 年間の 訪日外国人
旅行者の 増加に向 けて取 り組むこ とから、 これら旅 行者が日 本全国を 周遊し 、地域の活
性化に結 びつくよ うにす るために は、日本 遺産を全 国に１０ ０件程度 認定す る予定であ
り、これまでに５４件が認定されております。
び でん

本市に おきまし ても平 成２８年 ２月に、 本市、仙 北市、美 郷町と連 携し、 「美田・美
酒・美人の郷」を、また、平成２９年２月に、本市、秋田市、岩手県の盛岡市、奥州市、
矢巾町と 連携し「 古代城 柵の歴史 空間」を テーマと した内容 で申請い たしま したが、認
定には至りませんでした。
今後は 、旧池田 氏庭園 や角間川 の川港跡 と旧地主 屋敷群、 刈和野の 大綱引 き、酒蔵な
どの有形 無形の文 化財や 伝統文化 等を日本 遺産認定 の主旨に 合うよう に組み 直し、周辺
自治体と再度協議してまいりたいと考えております。
次に、 市内の文 化財や 観光施設 の整備と 案内板等 の設置に つきまし ては、 大仙市の各
地域には、歴史的価値の高い文化財施設や特色を活かした観光施設が多くあります。
一般見 学可能な 文化財 施設の案 内板の設 置につい ては、各 地域の地 域資源 の整備活用
の観点から地域枠事業も活用し、見学利用に対応した標柱を整備しております。
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道路誘 導看板に ついて は、文化 的観光の 活用需要 が高い施 設や公開 要望が 多く寄せら
れている 施設を優 先して 整備を進 めており 、観光施 設につい ても同様 に整備 をしており
ます。
第１６ 回国際花 火シン ポジウム 開催を契 機に、市 内の回遊 性向上と 国内外 の旅行者の
利便性向 上を目的 に、大 曲駅から シンポジ ウム会場 周辺に、 日本語と 英語を 表記した案
内看板を整備しております。
また、農山村風景や地域住民との交流を軸に進めているインバウンドサイクリング
コース周 辺や二次 三次ア クセス拠 点となる 大曲駅や 主要な観 光施設に 、周辺 の文化財施
設や観光施設を盛り込んだ多言語表記の案内板の整備を計画しております。
今後、 本市の魅 力あふ れる文化 財施設と 観光施設 を結びつ け、一体 感のあ る案内板等
を関係課所と連携して順次整備してまいりたいと考えております。
【老松市長
○議長（千葉

健）

○１８番（小松栄治）
○議長（千葉

健）

○１８番（小松栄治）

降壇】

１８番さん、再質問ありませんか。
ありません。
次に、２番の項目について質問を許します。
２番目の発言事項であります大仙市の活性化についてであります。

一つ目 といたし まして 、昨年の 第３回定 例会にお いて質問 をいたし ており ますが、大
仙市では 都市計画 区域に ついては 一部を指 定してお り、平成 ２１年７ 月に大 仙市都市計
画マスタープランを作成しておるとのことであり、また、公共施設等総合管理計画を
２８年度 中に策定 完了す るととも に、都市 計画マス タープラ ンの高度 化版で あります立
地適正化 計画を２ ９年度 に策定完 了に向け て作業を 進めてお りますが 、併せ てこれらの
計画を策 定した後 に将来 の都市像 を見据え た用途地 域と都市 計画の道 路や公 共施設の配
置計画の 見直し等 につい て、相互 に整合性 を図りな がら検討 を進めて いくと の答弁であ
りました が、私は それら 計画を並 行して行 っていく ことによ って相互 に整合 性がもたれ
ると思い ますが、 そして それらの 策定が完 了すれば 将来の都 市像が見 据えて くるものと
考えますが、いかがでしょうか。
大仙市 は合併か ら１３ 年目を迎 えており 、その間 、郡部は もちろん のこと 、市街地も
高齢化と 少子化、 そして 人口減少 に伴い、 空き地・ 空き家が 多くなっ ている のが現状で
あります 。今こそ 新都市 計画と公 共施設の 配置計画 とともに 、新用途 指定の 計画を作り
上げ、実 施に向け ての年 次計画を 策定し、 優先順位 をつけ、 街並みや 商店街 の再生に向
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けて街路 事業やふ るさと 創生事業 等を行い 、大仙市 の活性化 に結びつ ける必 要があると
思いますが、お伺いいたします。
加えま して、都 市計画 マスター プランに 基づく立 地適正化 計画の概 要につ いて、現段
階はどのようになっておるのかお知らせください。
二つ目 といたし まして 、現在、 大仙市の 旧８市町 村におい て、その 地域の 目玉となる
街並みと 拠点があ ります が、存在 感が薄れ てきてい るのが現 状であり ます。 昨年も述べ
ておりますが、点在しております美術品や歴史資料、伝統工芸品、考古学の遺跡、化石、
遺物品、 絵画、書 画、写 真、美術 工芸品、 天文学の 資料、フ ィルムコ レクシ ョンなど、
展示品や 保管は幾 つもの ほかの施 設に点在 し、利活 用をして いるのが 現状で あります。
また一 方、現在 、芸術 文化団体 や個人な どは、ほ かの市町 村とも美 術や工 芸品などの
出展や見 学をいた し、芸 術文化の 発展と交 流をして きており ます。毎 年開催 しておりま
す芸術祭 や文化祭 、また は各種団 体や芸術 文化団体 の多くの 人たちか らも、 一堂に会し
た芸術文化工芸品等の展示場所があればよいという要望が多くあります。
以上の ことから 、一つ の建物に まとめて 保管し、 順次展示 する拠点 となり 得る新美術
館の建造物が必要と思いますが、お伺いいたします。
加えま して、２ ０世紀 以前から ２１世紀 の今年度 までに数 多くの学 校が閉 校や廃校に
なってお ります。 その当 時に使用 されまし た教科書 、資料、 展示物、 校具、 用具、写真
・アルバ ム、校歌 、スポ ーツ、レ クリエー ションに 使用した 道具や備 品等が 保管されて
おると思 います。 先生方 が子ども たちを全 国学力日 本一に使 用した教 材等も 多く残って
いると思 われます 。それ らを展示 する学校 教育時代 館、これ 仮称であ ります が、建造物
を行うお考えはないのかお伺いいたします。
三つ目 といたし まして 、大仙市 内におい て公的機 関や民間 等におい て、子 どもや老若
男女が楽しむ施設や場所についてお伺いいたします。
もし、ないとすれば、つくるお考えはないのでしょうか、お伺いいたします。
よろしくお願いします。
○議長（千葉

健）

２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
【老松市長

○市長（老松博行）

登壇】

質問の、大仙市の活性化についてお答え申し上げます。

はじめ に、議員 ご指摘 の人口減 少や少子 高齢化な どによる 都市機能 の低下 という当市
の課題に 対応する ため、 現在、「 大仙市立 地適正化 計画」の 策定作業 を進め ているとこ
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ろであります。
計画策 定にあた っては 、都市計 画で定め る用途地 域の見直 しや街路 整備、 都市計画道
路の見直 しを検討 すると ともに、 都市計画 区域に限 らず公共 施設の適 正な配 置や公的不
動産の活 用、生活 サービ スや地域 コミュニ ティの維 持確保が できるよ う、既 に市が策定
している 「大仙市 総合計 画」や「 公共施設 等総合管 理計画」 など、今 後の計 画との整合
性を図れ るよう、 庁内の 横断的な 職員によ る策定委 員会を組 織し、連 絡調整 を図りなが
ら作業を進めているところであります。
地域の 特色を強 みとし て活かし 、コンパ クトで持 続可能な 住み良さ を実感 できるまち
を将来都 市像に掲 げ、立 地適正化 計画を策 定するこ とにより 、国庫補 助事業 などの財政
支援制度 を活用で きるこ とから、 それらを 有効に活 用しなが ら街並み や商店 街の再生に
向けたまちづくりを進めてまいりたいと考えております。
本計画 策定作業 の進捗 状況につ きまして は、５月 １１日に 建設コン サルタ ントと業務
委託契約 を締結し 、都市 機能施設 や公共交 通網の現 状分析や 人口の将 来見通 し、都市構
造上の課 題などに ついて 分析を行 っている ところで あり、こ の後、市 民を対 象としたま
ちづくり に関する 住民意 向アンケ ートを実 施し、大 仙市の将 来の目指 すべき 都市像を見
据え、市 議会及び 住民の 皆さまに 対し、説 明や意見 の聴取を 行いなが ら今年 度中に立地
適正化計画を策定してまいりたいと考えております。
次に、 新美術館 の建設 につきま しては、 現在、美 術品等は 、市内に 点在す る既存施設
を活用し て保管や 展示を しており ます。ま た、市内 の芸術文 化団体が 必要に 応じて、生
涯学習施 設におい て美術 品の展示 会等を開 催してい るところ でありま す。加 えて、大曲
地域の産 業展示館 では、 美術品の ほかに各 芸術文化 団体等の 作品やコ レクシ ョンなどに
ついて、 機会を捉 えて一 定期間展 示を行っ ておりま す。さら には、今 年度か ら２カ年計
画で実施 されます （仮称 ）花火伝 統文化継 承資料館 等建設工 事におい て、産 業展示館の
改修工事も実施されることから、より鑑賞しやすい展示事業を進めてまいります。
市とい たしまし ては、 大仙市公 共施設等 総合管理 計画に基 づき、既 存施設 等を活用し
た美術品 等の収蔵 保管方 法を検討 しながら 、少しで も多くの 市民の芸 術鑑賞 に供するこ
とができるよう、環境整備に努めてまいります。
また、 （仮称） 学校教 育時代館 の建設に つきまし ては、学 校をはじ めとす る子ども時
代の思い 出は、幾 つにな っても懐 かしく大 切なもの であり、 本市にお いても 児童生徒の
豊かな学 びや体験 の充実 を図り、 ふるさと 大仙が大 好きな子 どもの育 成に努 めておりま
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す。
そうした中、平成２４年４月に開館した大仙市総合民俗資料交流館「くらしの歴史
館」は、 市内７カ 所の資 料館・収 蔵庫に収 蔵されて いた資料 を集約し 、保存 ・公開して
おり、ふるさと大仙の暮らしの歴史や伝統文化等を伝える貴重な施設となっております。
施設内 には、閉 校にな った小学 校の教材 等を活用 した昭和 後期から 平成ま での小学校
教室や懐かしの音楽室をテーマにした企画展示を行っております。
一方「 大仙市ア ーカイ ブズ」が ５月３日 に開館し 、歴史資 料として 重要な 公文書やそ
の他の記 録の整理 ・保存 に着手し たところ であり、 その中に は学校関 係の文 書や資料も
含まれております。
こうした現状から、まずは、既にある「くらしの歴史館」及び「大仙市アーカイブ
ズ」の充実を図ることが肝要であると考えております。
市とし て保管し ている 学校関連 資料の資 料的価値 を再確認 するとと もに、 どの施設に
どういう 形で保存 すべき か、公開 の適否も 含めて検 討しなが ら、両施 設の有 効活用と環
境整備に努めてまいります。
次に、子どもや老若男女が楽しむ施設等につきまして、お答えいたします。
現状と いたしま して、 公的施設 としては 、各地域 の公民館 や体育館 、遊具 のある都市
公園や野 球場及び スキー 場、また 、中心市 街地の大 曲ヒカリ オ広場や Ａｎｂ ｅｅ大曲な
どがあり ます。民 間施設 としては 、ボウリ ング場や カラオケ 店、ゲー ムセン ター、映画
館、ショッピングモールなどがあります。
市とい たしまし ては、 既存の施 設を更に 活用して いただく ため、取 り組ん でまいりた
いと考えております。
【老松市長
○議長（千葉

健）

○１８番（小松栄治）
○議長（千葉

健）

○１８ 番（小松 栄治）

降壇】

１８番さん、再質問ありますか。
ありません。
次に、３番の項目について質問を許します。
３番目 の発言事 項につい てであり ます。大 仙市の人 口対策、人口

増加、い わゆる人 口減少 に歯止め をかけ、 人口増加 を進めて いくこと につい てでありま
すが、秋 田県の人 口は今 年の４月 に１００ 万人を割 り、大仙 市におい ても毎 年１千人前
後の人口 が減少し ており ます。そ の原因は 、自然減 少と社会 減少であ ります が、現在及
び今後も 取り組ん でいこ うとする 人口増加 に転ずる ための施 策等につ いてお 伺いいたし
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ます。
一つ目 といたし まして 、日本の 人口及び 秋田県の 人口は、 戦後増加 傾向に ありました
昭和３０ 年代から ４０年 代にかけ て、特に 団塊の世 代は長男 は家業、 また、 県内に就職
し、二男 、三男、 六男は 県外へ職 を求め、 女性は県 内お嫁さ んにとい う風習 になってお
りました 。今は、 自由で 、学業や 職業を首 都圏に求 めてふる さとを去 ってい くのが普通
であり、それは人間それぞれの生き方であります。
そこで 、大仙市 の高校 を卒業、 大学へ進 んだ方々 の大学生 で卒業後 に首都 圏へ就職し
た大学生 の人数と 県内に 就職した 人数、ま た、その 中で大仙 市内に就 職した 人数とその
会社の数と職種をお伺いいたします。
また、 企業への インタ ーンシッ プ事業で は、第３ 回定例会 において の答弁 は、秋田大
学だけで なく、そ のほか 県内四つ の大学と 短大へも 範囲を広 げてまい ります とのことで
ありまし たが、東 北及び 首都圏の 大学や専 門学校へ も範囲を 広げる、 また、 情報や協定
を結ぶ考えはないのかお伺いいたします。
加えま して、大 仙市で はふるさ と就職者 奨学金償 還免除制 度を設け 、大学 卒業者が５
年以上住 民登録し 、県内 に就職し た場合、 貸与金の 半額の奨 学金を免 除する ということ
でありま すが、こ の事業 の成果は どうであ りました か。なお 、大仙市 は県の 制度と連携
し、より 効果な制 度の創 設に向け て検討す るとして おります が、現在 どのよ うに進んで
おられますか。
なお、 要望であ ります が、特別 給付型奨 学金の設 立と県内 大学生ば かりで なく、県外
の大学生 も５年以 内にＡ ターンも 含めます 、大仙市 内の企業 へ就職し た場合 に、全額を
免除するという制度を創設する必要と思いますが、お伺いいたします。
二つ目 といたし まして 、人口減 少は雇用 、産業、 結婚、子 育て、ま ちの活 性化など全
てに関係 しており ます。 その中で 生活の基 本であり ます雇用 、すなわ ち仕事 の場の確保
でありま す。昨年 までに 三度にわ たって発 言をして まいりま したが、 ２８年 度中に企業
誘致なされました企業名とその数、また、職種と仕事の内容をお知らせください。
三つ目 といたし まして 、大仙市 には大学 卒業者の 雇用が少 ない現状 もあり 、企業誘致
には本社 機能の移 転や研 究機関な ど大学卒 業者の雇 用につな がる業種 を考慮 した若者の
定住促進 に結びつ くよう 活動して いくとし ておりま す。現在 はどのよ うな活 動をして首
都圏より雇用につながる業種を選択し、選定し、企業誘致に結びつけているのか。また、
企業より 示された 条件は 、空き工 場の有無 や雇用に 対する支 援策、優 秀な人 材確保に対
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する自治 体の協力 、工業 用水の有 無、交通 の利便性 などで示 されてお ります が、現在ど
のような 条件が満 たされ ておりま すか。ま た、満た されてい ない条件 につい ては、どう
取り組んでいかれますか。
以上の ように、 企業誘 致とベン チャー企 業を起こ すという ことと、 その支 援方法につ
いて、併 せて企業 誘致を 検討して おります 企業に対 して、紹 介できる 用地が 不足をして
おるとし ておりま す。新 たな工業 用地、い わゆる産 業用地で あります 、確保 と建設であ
ります。どのように実施していかれるのかお伺いいたします。
四つ目 といたし まして 、企業誘 致するた めに首都 圏に大仙 市の職員 の数と その職務内
容、また、企業側への誘致についての働きかけ方等をお伺いいたします。
大仙市 では、人 口対策 班とだい せん促進 班を設置 しており ますが、 併せて 人口問題対
策プロジ ェクト会 議を設 置し、新 たな施策 、企画、 立案に取 り組んで おり、 ２８年度内
に施策案 を取りま とめる としてお りますが 、どのよ うな取り 組みをし て施策 等を取りま
とめていたのかお伺いいたします。
加えて 、大仙市 でも人 口ビジョ ンの将来 展望を表 し、目標 を掲げる べきだ と思います
が、お伺いいたします。
さらに 加えまし て、老 松市長の 公約であ ります「 市民目線 、地域目 線で地 域全体を元
気にしま す」とい うこと で、その 中の一つ として、 各地域の 活性化対 策と企 業誘致の強
化すると しており ます。 市長就任 から２カ 月が経っ ておりま すが、企 業誘致 に対しまし
て施策の 立案は行 ってお るのでし ょうか。 それとも 準備の段 階でしょ うか。 また、企業
誘致に対してトップセールスを行っておられるのか、お伺いいたします。
五つ目 といたし まして 、自然減 少であり ますが、 それは子 どもの生 まれる のが少なく
なってい るという ことで あります 。その原 因はいろ いろあり ますが、 一方、 その中の一
番の基本 的な要因 は、男 女の結び つき方に あります 。いわゆ る結婚で あり、 男女の出会
い方にあ ると思い ます。 昔は、近 所のおば さん方が 世話した り、祭り には親 戚や友人、
知人たち の交際の 場があ り、男女 の結びの ことで情 報交換を 行ってお りまし た。今はそ
ういう男 女の結び 方はほ とんどな くなり、 男女の結 婚の適齢 期が過ぎ 、１人 でいる男女
が多くなり、結婚を諦めているのが現状であります。
市では 、結婚相 談員や 街歩き会 、商店街 の飲食会 での出会 いや食事 会での お見合いな
どを行っており、いくらか成果が出ておりますが、いまいちのようです。
そこで 、旧西仙 北町で 行ってま いりまし た男女の 結婚につ いての施 策を例 に挙げてみ
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たいと思います。
一つは 、常勤の 結婚相 談員を設 置し、情 報を集め 、家々を 巡回し、 出会い の場や結婚
の意思を 確認する など、 また、一 般の人た ちも結婚 に結びつ けたり仲 人をし て男女の結
婚に結び つけた人 に対し まして、 世話料と して５万 円、また 、結婚な された 人に対して
も５万円 を祝金と して差 し上げて 、結婚に 対しまし て支援を して成果 を上げ てまいりま
した。
改めて 大仙市で は、男 女の結婚 の増加に ついて、 現在はど のような 方法で 縁結びをし
ておりま すか。そ の支援 方法はど うであり ましたか 。なお、 大仙市で は、２ ８年度中に
何組の男女が結婚なされましたか、お伺いいたします。
以上であります。
○議長（千葉

健）

３番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
【老松市長

○市長（老松博行）

登壇】

質問の、大仙市の人口対策について、お答え申し上げます。

はじめ に、今春 大学を 卒業した 方々の就 職状況に ついてで あります が、市 内の高校か
ら大学に 進学した 際の情 報は、個 人情報保 護等の関 係から提 供してい ただけ ないことと
なってお り、さら に、そ の後の就 職先の情 報を得る ことが困 難であり ますが 、県内の秋
田大学、 秋田県立 大学、 秋田公立 美術大学 、国際教 養大学及 び秋田工 業高等 専門学校か
ら、就職者数のみの調査には協力をいただいております。
それに よると、 卒業者 数は２， ３０７名 で、就職 者数は１ ，７６７ 名のう ち、県内就
職者数は４６４名、県外就職者数は１，３０３名でありました。
大仙市の就職に関する情報につきましては、高校生による職場研修事業や企業説明会、
高校の卒 業式、成 人式な どの機会 をとらえ 、そのほ か県外の 大学生に 向けて ホームペー
ジやＳＮＳなど様々な手法を使って情報提供に努めるとともに、県の定住施策である
「Ａターン事業」と協調してまいります。
また、 高校卒業 者の進 路状況に つきまし ては、平 成２９年 ３月末の 大仙仙 北美郷管内
の高校卒 業者は、 ちょう ど１，０ ００名で あります 。就職者 数は３１ ８名で 、そのうち
県外就職 者は９６ 名、県 内就職者 が２２２ 名となっ ており、 県内就職 率は６ ９．８％と
県平均の６６．０％を３．８ポイント上回っております。
次に、 インター ンシッ プ事業に つきまし ては、平 成２８年 度に市と 包括的 な連携協定
書を締結 している 秋田大 学の３年 生を対象 に事業を 実施して おり、平 成２９ 年度は、文
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部科学省 の重点補 助事業 でありま す「地（ 知）の拠 点大学に よる地方 創生推 進事業」に
参加して いる秋田 大学、 秋田県立 大学、秋 田工業高 等専門学 校、国際 教養大 学、秋田公
立美術大 学からご 協力を いただき 、受け入 れ企業も 昨年度の ８社を大 きく上 回る２０社
からご協力をいただくことになりました。
また、 今年度か ら大仙 市の企業 でインタ ーンシッ プを行う 学生やＡ ターン 希望者の就
職活動に 要する交 通費や 宿泊費の 経費の一 部を補助 する「Ａ ターン就 職支援 事業」を実
施し、学 生の経費 負担軽 減に努め るととも に、今後 は県内の 短期大学 、専門 学校等にも
協力を依 頼し、さ らに県 外の大学 等にも大 仙市の就 職活動に 対する支 援制度 をＰＲして
まいります。
次に、 「ふるさ と就職 者奨学金 償還免除 制度」は 、平成２ ３年３月 から平 成２７年３
月までに 、４年制 大学を 卒業した 方を対象 とするも のであり ますが、 この期 間中に卒業
した奨学 生は６８ 名で、 この制度 に該当す ると見込 まれる方 が平成２ ９年度 は５名、免
除額では９６万円となっております。
また、 県が行う 奨学金 返還助成 制度と連 携して市 が実施す る制度で ありま すが、定住
促進とい う目的を 効果的 に達成で きる継続 的な制度 としてど のような 制度が よいか、関
係部局と協議中であります。
給付型 奨学金制 度につ いては、 議員ご提 案のよう に卒業後 大仙市内 の企業 に就職する
者に限定 するなど 、一定 の条件の もとで実 施する場 合は、定 住促進と いう意 味で一定の
効果が期 待できる と思い ますが、 国の動向 、費用負 担の公平 性、予算 等を考 慮し、今後
その必要性を検討してまいりたいと思います。
次に、 誘致に至 った企 業につき ましては 、平成２ ８年度に 新規に操 業した 企業は５件
であります。
はじめに、仙北地域大和田工業団地で防護服製造を行う「アゼアス株式会社」が、
１４名により４月から操業しております。
協和地 域稲沢で は、木 質バイオ マス発電 の燃料を 製造する 「株式会 社秋田 バイオマス
チップ」が、３人により６月から仮操業を開始しております。
大曲地域幸町では、プラスチック射出成型用金型の設計、製造を行う「株式会社
めいき

明輝」が、２名により一関工場と連携したＣＡＤ設計事務所を開設しております。
中仙地 域東長野 工業団 地では、 米の保管 配送を行 う「株式 会社大仙 物流」 が、市の工
業団地１ 万８，９ ８７㎡ を取得し 、２棟目 となる冷 蔵倉庫を 建設して 、２５ 名により９
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月から操業しております。
西仙北 地域北野 目では 、強化ク ラフト紙 を素材と したペッ ト用品を 製造販 売する「株
式会社猫 の手」が 旧西仙 北学校給 食センタ ーを活用 し、３名 により１ ０月か ら操業して
おります。
さらに 、平成２ ９年度 に入り、 「株式会 社花火創 造企業」 では、花 火産業 構想の中核
事業であります煙火製造工場が竣工し、１６名により５月から操業しております。
食品加 工業の株 式会社 ＩＭＩは 、仙北地 域に加工 工場を整 備し、７ 名によ りソーセー
ジやハムなどの製造を開始するなど、既に２件が加わっております。
企業誘 致の業種 につき ましては 、市内既 存事業の 取引先と なる可能 性のあ る企業等を
対象とし 、金属製 品の加 工や精密 機械、縫 製業など を中心に 、また、 将来性 が見込まれ
る医療分野などを対象に活動しております。
次に企 業誘致の 活動に つきまし ては、平 成２８年 度の実績 として首 都圏等 の県外３９
件、県内１３３件、計１７２件の企業訪問により誘致活動を行っております。
私が掲 げる六つ の重点 施策の第 １が地域 の商工業 振興と企 業誘致強 化であ り、トップ
セールス をはじめ とする 積極的な 誘致活動 を行う考 えであり ます。市 長就任 以来、昨日
の１社を 含めて首 都圏企 業３社を 訪問して まいりま した。今 月は、更 に２社 を訪問する
予定であります。
現在お 話をいた だいて いる案件 といたし ましては 、新規、 増設を合 わせて １０社と交
渉を継続しております。
次に、 企業から 示され た条件に つきまし ては、空 き工場の 有無、雇 用に対 する支援施
策、優秀 な人材確 保に対 する地元 自治体の 協力、下 請けとな り得る企 業の集 積情報、交
通利便性 、工業用 水の有 無などで あり、工 場が使用 する水に ついては 、各地 域の給水環
境により企業のニーズを満たしているため、全ての条件を満たしております。
次に、 工業団地 の確保 と建設に つきまし ては、企 業誘致を 進める上 で、工 場用地の不
足は大き な課題で あると 考えてお ります。 企業誘致 に有効な 工業団地 の整備 について検
討するため、今次定例会に工業団地の適地調査費を補正予算に計上しております。
一方、 企業誘致 にはス ピードが 求められ るため、 工場等の 新設、増 設、移 設のために
市内の土地を取得または賃借する企業に対し補助金を交付する制度を新設するとともに、
既存の工 業団地を 含む３ ，０００ ㎡以上の 広さを持 つ５カ所 ３万５， １３４ ㎡の市有地
及び統合 により廃 校にな った旧校 舎やグラ ウンドな どの利活 用を併せ て企業 に提案し、
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対応してまいります。
次に、 首都圏へ の派遣 職員につ きまして は、平成 ２３年度 から継続 して職 員を１名秋
田県産業 労働部へ 派遣し ておりま す。任期 は３年間 であり、 初めの１ 年間は 、県庁の産
業集積課 で県内企 業のフ ォローや 首都圏企 業の誘致 活動を行 い、その 後の２ 年間は東京
の企業立 地事務所 に在籍 し、首都 圏等の企 業を対象 とした企 業誘致活 動を行 っておりま
す。
平成２ ８度には １５４ 件の企業 訪問を行 っており 、特に有 望な案件 には、 トップセー
ルスをは じめ市か らも担 当職員が 首都圏に 赴き、合 同で誘致 活動に当 たるな ど、進出案
件の情報にいち早く対応し、現場と市をつなぐ役割を果たしております。
派遣期 間中の平 成２３ 年度から これまで ４社を誘 致してお ります。 更に現 在、首都圏
在住で産 業分野で の勤務 経験のあ る方を対 象とした 市独自の 企業誘致 専門員 の採用を検
討してお り、適任 者が見 つかり次 第予算化 を図り、 誘致活動 を、より 強力に 進めてまい
りたいと考えております。
次に、 人口問題 対策プ ロジェク ト会議に よる施策 と人口ビ ジョンの 目標に ついてであ
ります。
プロジ ェクト会 議は、 部長級職 員による 本部会議 と若手職 員を中心 とした ワーキング
グループ 会議で構 成され 、平成２ ７年度に 策定した 「大仙市 まち・ひ と・し ごと創生総
合戦略」の推進、人口問題対策の研究や施策立案等について取り組んでおります。
ワーキ ンググル ープ会 議からは 、移住者 への就業 支援事業 や男女の 出会い 応援ツアー
事業、空 き店舗を 活用し たレンタ ルオフィ ス事業な ど１８事 業が提案 され、 実現の可否
も含めて 事業化に 向けた 作業を進 めており ます。こ れらの事 業案は、 ９月開 催予定の本
部会議での審査を経て、実施可能なものから順次取り組んでまいりたいとしております。
なお、 今年度１ １月に 東京有楽 町で開催 の「大仙 市ふるさ と物産フ ェア」 にあわせ、
本市出身 で首都圏 在住の 学生等と の意見交 換会を開 催し、幅 広い視点 からの 意見を聞く
ことで人口減少対策や地域の活力再生につながる事業に反映させたいと考えております。
人口ビジョンの将来展望につきましては、平成２７年度策定の「大仙市人口ビ
ジョン」 において は、４ ５年後の 平成７２ 年に約５ 万人を確 保するこ とに目 標を設定し
ておりま す。現在 、本市 の人口は 、少子化 の加速と 他都市へ の人口流 出に伴 い、毎年１
千人程度 の人口減 少が続 いており ます。こ のままの ペースで 減少を続 けると 平成７２年
には３万 ７，１２ ７人ま で減少す ると推測 されてお りますが 、「地域 資源を 活かした産
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業の創出 」「若者 の移住 定住の促 進」「に ぎわいの 創出と魅 力あるま ちづく り」など、
総合戦略 の取り組 みを実 現するこ とにより 、人口減 少の抑制 が図られ るもの と考えてお
ります。
次に、 企業誘致 施策の 立案の状 況につき ましては 、企業訪 問等によ り得た 企業ニーズ
に対応するため、平成２９年度は支援施策の強化を図っております。
一つ目 は、工場 等の新 設、増設 、移設の ために市 内の土地 を取得ま たは賃 借する企業
に対し補 助金を交 付する 制度の創 設、二つ 目は、人 材獲得の ために求 人活動 や社員教育
及び労働 環境の整 備を行 う事業所 に対する 補助制度 の創設で あります 。これ らと既存の
支援制度 を広く周 知・Ｐ Ｒし、企 業誘致と 雇用創出 に結びつ けてまい りたい と考えてお
り、更なる支援制度についても引き続き検討してまいります。
次に、 結婚支援 につき ましては 、平成２ ３年度か ら「むす び・サポ ート事 業」を開始
し、独身 男女の出 会いの 場創出に 向けた取 り組みと して、毎 月１回「 大仙結 婚を支援す
る会」による「結婚応援相談会」を開催し、１対１のお見合いを実施してまいりました。
平成２４年度からは、出会いの場創出と地域活性化を目的に、市民との協働により
「ドンと 恋街コン プロジ ェクト」 を立ち上 げ、毎年 ２回の大 型出会い イベン トを実施し
てまいりました。
また、 市民団体 が実施 する出会 いイベン ト開催に 対し、平 成２７年 度から 上限１０万
円の助成をしております。
しかし 、近年は 、若者 の結婚に 対する意 識の変化 や当事者 と支援者 の結婚 観のギャッ
プ等によ り、各種 イベン トへの参 加者の減 少が続い ているこ とから、 本年度 からは結婚
を希望さ れる方の 登録窓 口を設け るととも に、若者 の結婚観 に寄り添 った支 援活動を行
う「だい せん婚シ ェルジ ェ」を任 命し、当 事者意識 を重視し たサポー ト体制 を構築して
いくこととしております。
内容と いたしま しては 、これま で毎月１ 回行って いた結婚 応援相談 会を、 一人でも多
くの方が 相談でき るよう に２回の 開催を予 定してお ります。 また、平 成２４ 年度から実
施している大型出会いイベントについて、本年度からは小・中規模の出会いイベント
「だいせ んｄｅア エル」 として、 市内各所 で３回開 催するこ ととして おりま す。さらに
は、夏と 秋の各１ 週間を 「出会い ウィーク 」として 独身男女 が気軽に 参加し やすい環境
を整備してまいります。
平成２ ８年度の 成婚実 績につき ましては 、「大仙 結婚を支 援する会 」によ る成婚報告
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数は７組、平成２３年度からの累計で合計１１組となっております。
なお、 市民課で 昨年度 受理した 成婚数の うち、市 内に住所 登録をし ていた 方の成婚数
は２０９組となっております。
今後の 事業推進 につい ては、近 年の結婚 に関する 価値観が 弱まる中 、独身 男女を取り
巻くライ フスタイ ルを尊 重しなが ら成婚へ と結び付 ける取り 組みを進 めてま いりたいと
考えております。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

１８番さん、再質問ありますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○１８ 番（小松 栄治）

はい、１８番。
要望で あります けども、 将来の人 口増加、 いわゆる 人口減少であ

りますが 、県外よ りの移 住とＡタ ーン、そ して企業 誘致につ いての施 策の要 望でござい
ます。
まず、 秋田県も もちろ ん大仙市 の小・中 ・高は、 全国学力 日本一で ありま す。その子
どもたち は素晴ら しく優 秀であり 、これら を全面的 に出す案 でござい ますが 、平成、今
から１４年前ですけども、各高校からキャリア教育を始めました、高校で。その構想は、
床屋さん やパーマ 屋さん 、そのほ か企業関 係を講師 に招いて 実技、ま たはい ろんなお話
を聞いて 、その結 果、就 職に対し ての情報 を集めな がら、そ れを子ど もたち が習得し、
そして結 びつけて いくと いうこと でキャリ ア教育が 実施され ておりま す。こ ういう今現
在秋田県 大仙市で は学力 日本一と 。そのた めにキャ リア教育 のことに ついて ですが、首
都圏から の企業の 方々か らも、こ ちらの方 に来てい ただきな がら講議 、また はいろんな
ことをや っていた だきな がら、企 業と学校 、首都圏 の方です よ、また 県外の 方でもいい
ですけど も、それ らを実 施してい ただきな がら、そ れを実施 していた だくと 企業たちに
ついてと 、それか ら大仙 市、また 、秋田県 の小・中 学校等と も連携が できま す。そうす
れば一つ の点から 線が生 まれます 。そして 卒業後、 大学卒業 後、県外 の首都 圏に就職い
たします 。就職し ても、 そのキャ リア教育 は続いて おります 。そうす れば、 このとおり
秋田県は 教育の素 晴らし い所と。 しかも優 秀な若い 者がいっ ぱいいる と。そ ういう観点
からしますと、これからのことでありますが、企業と大仙市の結びつきが一層深くなり、
しかも今 、市長が おっし ゃったと おり工業 用地も確 保できる というよ うな状 況でありま
すので、 それらを 踏まえ ながら、 ひとつ首 都圏から の企業を こちらに 出迎え るような施
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策等、こ れをひと つよろ しく、学 校や各機 関、企業 に働きを かけてく ださる ように要望
を申し上げたいと思いますが、いかがでしょうか。よろしくお願いします。
○議長（千葉

健）

○教育長（吉川正一）

ただいまの要望に対して答弁、教育長。
再質問にお答え申し上げます。

まず、 キャリア 教育で ございま すが、こ れは本当 に大仙市 ばかりで はなく て、秋田県
全体で進めてきております。大仙市の小・中学校、昨年度から「ふるさと大仙博士事
業」とい うことで 、キャ リア教育 も含めた ですね、 ふるさと を知る事 業を進 めてござい
ます。
中学校 では特に 職場体 験等も５ 日間にわ たってキ ャリア教 育をやっ ている という中学
校もございます。
いずれ小松議員からお話のあった企業からですね、特にこちらから、出身のですね
方々を招 くとかで すね、 大変いい アイデア だと思い ますので 、この後 ですね 検討して、
そういった場もですね設けるように考えていきたいなと思います。
以上です。
○議長（千葉

健）

これにて１８番小松栄治君の質問を終わります。
【１８番

○議長 （千葉

健）

小松栄治議員

降壇】

質 問の途 中ではご ざいます けれども 、１１時 １５分ま で暫時休憩い

たします。
午前１１時０３分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時１４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。２番秩父博樹君。
（「はい、議長、２番」と呼ぶ者あり）
○議長（千葉

健）

はい、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。

改めま して、老 松博行 新市長に おかれま しては、 市長就任 、大変に おめで とうござい
ます。１ ２年ぶり の市長 交代でも あり、市 長の職責 と使命の 重さに身 の引き 締まる思い
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を感じて いるとお 察し申 し上げま す。就任 の所信表 明では、 大仙市の 全ての 地域を隅々
まで元気 にするま ちづく り、また 、市民の 皆様が住 みよさを 実感し、 将来に 希望が持て
るまちづ くりを進 めてい くという ふうにご ざいまし た。賛同 し、今後 の市政 運営を大い
にご期待申し上げます。
私自身 も市民の 皆様を はじめ各 方面から の情報や ご意見を 伺いなが ら各種 の取り組み
に反映さ せるべき という ふうに考 えており ますので 、今後と も緊張感 を持ち ながら建設
的な意見 交換をし てまい りたいと いうふう に考えて おります ので、よ ろしく お願いいた
します。
それで は、通告 に従い 、順次質 問させて いただき ますので 、よろし くお願 いいたしま
す。
まずは じめに１ 点目で すけれど も、食品 ロス削減 への取り 組みにつ いてお 伺いいたし
ます。
まだ食べられる状態の食品が捨てられてしまう、いわゆる食品ロスの削減については、
昨年の定 例会にお いても 取り上げ させてい ただきま したが、 再度本市 の現状 と課題を含
め、今後の取り組みについてお伺いいたします。
昨年、 新潟市で 開催さ れました Ｇ７農業 大臣会合 の宣言に おいても 、食料 の損失及び
廃棄が経済、環境、社会において非常に重要な世界的問題であると明記されました。
また、 食品ロス につい ては、農 林水産省 において 全国的な 傾向を調 査し、 把握してお
ります。 それによ ります と、平成 ２６年度 推計では 、日本全 体で２， ７７５ 万トンの食
品由来の 廃棄物が 排出さ れ、この うち本来 食べられ るのに廃 棄されて いるい わゆる「食
品ロス」は、年間約６２１万トンというふうにされております。
食品ロ スには、 一般家 庭から排 出される ものと食 品関連産 業から排 出され るものがあ
ります。 国では、 食品リ サイクル 法に基づ き食品関 連業者２ ６業種に 対し、 平成２６年
４月１日 から平成 ３１年 ３月３１ 日までを 期間とし て、食品 廃棄物の 発生抑 制の目標値
を努力目標として設定しております。
食品ロ ス削減の 取り組 みを進め るにあた り、まず 大事なこ とは、実 態の掌 握であり、
削減目標 や基本計 画とい った推進 体制をし っかりと 構築する ことだと いうふ うに考えま
す。この 点につい ては、 例えば京 都市では 、自治体 としての 削減目標 を決め て、平成１
２年度に は１０万 トン近 かった食 品ロスを 平成２５ 年度には ６万７， ０００ トンと大き
く減らし ました。 これに 伴い、年 間１０６ 億円のご み処理費 用の削減 を達成 し、平成３
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２年度までには、更に２５％削減する目標を設定しているようです。
取り組 みの内容 として は、例え ば４人家 族で出る 年間の食 品ロスは 、平均 、お金にし
て６万５ 千円の負 担にな るなど具 体的な数 字を示し ての啓発 活動、ま た、食 材を使い切
るなどの工夫をした飲食店、宿泊施設には、認証して顕彰をすることも始めたそうです。
そうい った事業 系につ いては、 事業者へ の表彰や 顕彰、ま た、フー ドバン クとの連携
強化、家 庭系ロス につい ては、今 申し上げ たしっか りとした 目に見え る形で の啓発活動
を実施していくべきというふうに考えます。
また、 昨年です が、消 費期限が 迫った食 品を引き 取り、生 活困窮者 へ無償 提供してい
るＮＰＯ「フードバンクあきた」を視察させていただきました。
フード バンクと は、包 装の破損 や印字ミ ス、賞味 期限が近 づいたな どとい った理由か
ら、品質 には問題 がない にもかか わらず廃 棄されて しまう食 品・食材 や余剰 生産物を食
品関連事 業者など や生産 者から引 き取り、 福祉施設 などへ無 償で提供 する団 体や活動の
ことを差します。
ＮＰＯ 「フード バンク あきた」 は、子ど もを取り 巻く環境 問題の背 景に貧 困問題があ
り、「自 分たちに 何かで きること はないか ？」との やむにや まれぬ思 いで立 ち上げ、活
動を開始 したとい うふう に伺って きました 。そこで 、食品ロ ス削減の 取り組 みについて
３点伺います。
まず１ 点目に、 大仙市 は「全国 おいしい 食べきり 運動ネッ トワーク 協議会 」の参加自
治体の一 つという ふうに なってお りますが 、具体的 な活動は 、まだこ れから という状況
サンマルイチマル

です。例 えば、３ ０１０ 運動のテ ーブルト ップやコ ースター 、また、 宴会五 箇条を市内
の飲食店 に配布し 啓発活 動に協力 をいただ くなど、 まずはで きるとこ ろから 取り組むべ
きと考えますが、いかがでしょうか。
２点目 に、食品 ロス削 減の取り 組みを進 めるにあ たり、削 減目標や 基本計 画といった
推進体制 をしっか りと構 築し、具 体的な数 字を示し ての啓発 活動、ま た、食 材を使い切
るなどの 工夫をし た飲食 店や宿泊 施設には 、事業者 への表彰 や顕彰、 家庭系 ロスについ
ては、目に見える形での啓発活動を実施していくべきと考えますが、いかがでしょうか。
３点目 に、フー ドバン クとの連 携は、食 品ロス削 減だけで はなく、 生活困 窮者の自立
支援に果 たす役割 も大き いという ふうに考 えます。 市が後押 しし、食 品関連 事業者や生
産者、各 家庭など から持 ち込まれ た食品を 、いつで も受け取 れるよう 、決ま った場所に
「フード ボックス 」を設 置し、活 動をサポ ートする べきとい うふうに 考えま すが、いか
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がでしょうか。
以上３点について、市当局のご見解をお伺いいたします。
○議長（千葉

健）

１番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
【老松市長

○市長（老松博行）

登壇】

秩父博樹議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 、食品ロ ス削減 への取り 組みにつ いてであ りますが 、昨年度 、市内 の飲食店等
を対象に 、市のゼ ロ予算 事業とし て実施し た現地調 査におい て、食べ 残しの 発生状況な
どのほか、食品ロス削減に向けた取り組みに対する考えについても聞き取りしたところ、
概ね協力的なご意見をいただいております。
また、 「チラシ 、ポス ターなど は、青や 緑といっ た、いわ ゆる食欲 減退色 を避け、暖
色系の食 欲を増進 させる 色使いに したらい かがか。 」とのア ドバイス もいた だいており
ますので、今後、チラシ等の作成にあたっての参考にしたいと考えております。
市では 、昨年１ ２月か ら今年１ 月にかけ ての忘・ 新年会シ ーズンに あわせ て、ＦＭは
なびを活 用し、宴 会五箇 条のうち 、「適量 の注文」 「幹事さ んからの 食べき りの呼び掛
け」「開 宴３０分 と閉宴 前１０分 の食べき りタイム 。いわゆ る３０１ ０（さ んまるいち
まる）」の３点に絞った呼び掛けを行っております。
さらに 、昨年１ ２月か ら市が参 加してい る「全国 おいしい 食べきり 運動ネ ットワーク
協議会」では、忘・新年会シーズンなどに全国共同キャンペーンの実施を予定しており、
これにあ わせて市 民はじ め市内飲 食店等へ の啓発活 動の実施 など、引 き続き 周知啓発に
努めてまいります。
次に、 具体的な 数字を 示すなど 目に見え る形での 啓発活動 の実施に つきま しては、今
年度策定 作業を進 めてい る次期一 般廃棄物 処理基本 計画に、 食品ロス 対策も 計画の柱の
一つとして、数値目標等も含め盛り込んでいく予定であります。
具体的 な数値目 標につ いてであ りますが 、家庭か ら出され る食品廃 棄物に ついては、
次期計画 の策定に あたり 、家庭ご みの展開 調査を予 定してい ますので 、この 調査結果を
基に家庭ごみに占める食品ロスの現状を把握し、削減目標を設定いたします。
また、 事業系の 食品廃 棄物等に ついては 、国が示 している 食品関連 事業者 に対する業
種別の発生抑制の目標値がありますので、こちらを参考にしたいと考えております。
今後の 計画策定 作業に あたって は、数値 目標の設 定はもち ろんであ ります が、目標を
達成する ための具 体的な 取り組み や効果的 な啓発方 法などに ついても 検討し てまいりま
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す。
次に、 「フード バンク あきた」 との連携 によるフ ードボッ クス設置 につき ましては、
当市にお いても、 これま で社会福 祉協議会 を経由し て、フー ドバンク あきた から食品を
提供いた だいた事 例が４ 件あり、 生活困窮 世帯の「 食」に対 して支援 を行う 、このよう
な団体と 行政、社 会福祉 協議会な どがネッ トワーク を築いて いくこと は必要 なことと考
えます。 この活動 に賛同 し、協力 団体とし て登録す る自治体 、企業等 も徐々 に増えてい
るようで あります が、提 供する食 品が乾物 に限られ ているこ と、賞味 期限が １カ月以上
の物に限 ること等 の条件 もあり、 特に個人 からの食 品の提供 やフード ボック スの管理等
については、まだまだ課題もあると伺っております。
また、 同様の活 動をす る「秋田 助けあい ネット」 や生活協 同組合が 運営す る「コープ
フードバンク」などの団体もあることから、これらの団体とのネットワークの構築や
フードボ ックスの 設置も 含め、十 分検討し た上で可 能なサポ ートをし てまい りたいとい
うふうに思います。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

２番さん、再質問ありますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○２番（秩父博樹）

はい、どうぞ。
ありがとうございます。

まず１ 点目につ いては 、現地調 査した結 果、概ね 協力的だ ったとい うこと ですので、
引き続き取り組みの方、お願いいたします。
それか ら２点目 ですけ ど、数値 目標をも って今後 まず取り 組んでい くとい うような答
弁というふうに解釈しました。京都の取り組みは非常に進んでて参考になると思います。
かなりハ ードルの 高いこ とやって るなとい うふうに 思いまし たので、 それも 是非参考に
しながら 数値目標 の設定 をお願い したいと いうふう に思いま すので、 よろし くお願いし
ます。
３点目 について は、今 後検討し た上で、 その中で できるサ ポートを 考えて いくという
ことでしたので、今後検討の方お願いいたします。
この食 品ロス削 減の取 り組みを 進めてい くことは 、可燃ご みの中で も最大 量となって
いる生ご み、これ の減量 化にも効 果があり ますので 、そうい う意味で も二酸 化炭素の排
出、それ を減少す るとい う考え、 それから 環境の改 善、ひい ては地球 温暖化 の抑制にも
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寄与する ものとい うふう に考えま すので、 是非さっ き言いま した京都 市の取 り組みを是
非参考に しながら 、しっ かりと目 標を設定 して取り 組んでい ただきた いとい うふうに思
います。
また、 一般家庭 から排 出される 食品廃棄 物につい ては、食 育活動を 通じて 、もったい
ないとい う、もっ たいな いってい う精神の 醸成を図 って、食 べ残しや 、また 、手つかず
のまま廃 棄されて いる食 品の削減 を進める 必要があ るという ふうに考 えます 。このこと
からも、 先ほど申 し上げ ましたフ ードバン クとの連 携につい ては検討 してい くというこ
とでした けれども 、食品 ロスを減 らして、 「もった いない」 というの を「あ りがとう」
というふ うに変え ていく 取り組み だという ふうに考 えますの で、ここ がすご く重要なん
だと思います、この取り組みを進める上で。「もったいない」というのを「ありがと
う」とい うふうに 変えて いく、そ ういう意 味でも一 石二鳥の 取り組み という ふうに考え
ますので 、賞味期 限の問 題ですと かその辺 もありま すけど、 いろいろ 考慮し ながら是非
前向きに進めていっていただければというふうに思います。
このフ ードボッ クス、 食品を持 ち込む人 と受け取 る人が、 ともに喜 んでも らえるよう
な態勢が 進めばい いなと いうふう に思いま すが、最 後その辺 について の市長 の率直なご
意見を伺えればというふうに思います。
○議長（千葉

健）

○市長 （老松博 行）

答弁を求めます。老松市長。
今 、秩父 議員から いろいろ 効果と言 いますか メリット についてご指

摘があり ましたけ ど、私 も同感で あります 。是非前 向きに、 京都市の 例も読 ませていた
だきまし たけれど も、参 考にしな がら、ま ずこの一 般廃棄物 処理基本 計画を きちっと立
てながら 、詰めて いきた いなとい うふうに 思ってお りますの で、よろ しくお 願いいたし
ます。
○議長（千葉

健）

○２番 （秩父博 樹）

次に、２番の項目について質問を許します。
２ 番の図 書館の利 用促進及 び効率化 について 、お伺い いたします。

市立図 書館及び 学校図 書館にお いて、も っと利用 しやすい 環境を整 えるべ きとの観点
から、図書館の利用促進及び効率化について、質問をさせていただきます。
当市の 「第２次 大仙市 親と子の 夢を育む 読書活動 推進計画 」は、国 の「子 どもの読書
活動の推 進に関す る基本 的な計画 」や、ま た、県の 「読書活 動推進基 本計画 」に示され
た読書活動の充実と環境の整備を推進するための計画というふうに認識しておりますが、
併せて、 子どもた ちが自 立した読 書ができ るように なり、自 らが次の 世代の 読書の支援
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者となって読書の喜びを伝えていくことも目標とされております。
各地の図書館では、図書館の利用促進に向けた様々な動きが見受けられます。例えば、
テーマを設けた読書コーナーの設置など、工夫を凝らした読書関連のサービスやコン
サート、 映画上映 会、展 示会とい った直接 読書とは 関係のな いイベン トに力 を注ぐとこ
ろもあり、いずれも住民に気軽に足を運んでもらうことを目的とした取り組みです。
県では 、昨年度 から「 日本一の 読書県を めざして 」と銘打 った「第 ２次読 書活動推進
基本計画 」を進め ており 、第２次 計画では 「週３時 間以上読 書してい る人の 割合」を２
０１５年 度の５４ ．４％ から７０ ％以上に すること を目標と しており ます。 しかし、そ
れには、 ４割台に とどま っている ３０代・ ４０代の 割合を引 き上げる ことが 不可欠であ
りますが 、仕事や 子育て などに忙 しいこと が読書時 間が短い 一因とな ってお り、これら
の世代の図書館利用をいかに増やせるかも課題の一つであります。
仕事帰 りの社会 人らの 利用を促 そうと、 開館時間 を変更す る動きも 見受け られます。
指定管理 者制度を 導入し た能代市 と鹿角市 は、とも に２０１ ５年度か ら開館 時間を変更
しました 。能代市 立図書 館は午前 １０時～ 午後６時 を午前９ 時～午後 ７時に 、鹿角市立
花輪図書 館は閉館 時間を 午後５時 半から７ 時に、そ れぞれ変 更しまし た。２ ０１５年に
開設された八郎潟町立図書館は、当初から閉館時間を午後８時としております。併せて、
各図書館 は仕事帰 りの人 にも気軽 に参加し てもらえ るよう、 アイデア を凝ら した夜のイ
ベントを企画開催しております。
また、 能代市立 図書館 では、今 年４月か ら「１人 あたり１ ０冊まで 」とし ていた図書
貸出冊数 の上限設 定をな くしまし た。同館 によると 、絵本や 児童書を 中心に 貸出冊数が
大幅に伸びたそうであります。
日本図 書館協会 の調査 では、県 内市町村 図書館の 貸出冊数 は１人当 たり２ ．３２冊、
これ２０ １５年度 のもの ですけど 、比較し て大仙市 、２０１ ６年度は ２．５ ２冊と若干
上回って はおりま すが、 全国平均 ５．４９ 冊、これ ２０１５ 年度です 。５． ４９冊を大
きく下回 っている 状況で あり、成 功事例を 積極的に 取り入れ 、県や市 町村間 の連携をさ
らに強化 する必要 がある と考えま す。そこ で、行き たくなる 図書館づ くりに 向け、積極
的な取り組みを期待しながら４点伺います。
１点目 に、利用 しやす い図書館 の体制を 整えるた め、市立 図書館及 び学校 図書館の蔵
書につい て、どの ような 本がどこ の図書館 にあるの かを一元 管理し、 学校図 書館からも
検索及び所蔵予約ができるシステムを構築すべきと考えますが、いかがでしょうか。
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２点目 に、図書 館の開 館日及び 開館時間 について 、現在は 月一日の 休館日 及び午前９
時～午後 ６時まで の開館 、大曲に ついては 午後７時 までとな っており ますが 、これまで
の利用状 況を踏ま えた上 で週一程 度の休館 日の設定 と、開館 の時間帯 につい ても各地域
の図書館 毎の利用 状況を 踏まえた 上で、無 駄を減ら し、効率 的な時間 帯を図 書館毎にそ
れぞれ設定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、当市 の児童 生徒らが 地域の伝 統行事な どについ て調査で きる書 籍が少ない
ことを鑑 み、関係 する書 籍の補充 に加え、 図書貸出 冊数の上 限設定を なくす べきという
ふうに考えますが、いかがでしょうか。
４点目 に、“行 きたく なる図書 館”にす るため、 住民、企 業、地元 の学校 、公共施設
などの関 係者と連 携し、 住民ニー ズに応え られるよ うな展示 やイベン トの企 画を検討す
べきと考えますが、いかがでしょうか。
以上、４点についてお伺いいたします。
○議長（千葉

健）

２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】

質問の 、図書館 の利用促 進及び効 率化につ いて、お 答え申し上げ

ます。
はじめ に、利用 しやす い図書館 の体制に つきまし ては、現 在、総合 図書館 を中心とし
て全図書 館でパソ コンに よる図書 管理シス テムを導 入してお ります。 全ての 蔵書をバー
コードに より一元 管理し ており、 どなたで も大仙市 のホーム ページを 介して 検索予約が
できるシステムとなっております。
平成２９年４月１日現在、図書館の貸出図書カードの発行数は、個人が３万
５，７３９人、団体が２７６となっておりますが、学校につきましても団体扱いであり、
市内３２校全てに発行し、検索予約も可能であります。
また、 学校図書 館の蔵 書につい ては、授 業やその 学校の児 童生徒の 利用が 主であり、
他の学校 が利用す ること は、ほと んどない 状況にあ ります。 したがい まして 、市教育委
員会といたしましては、より利用しやすい図書館となるよう、引き続き団体貸し出し等、
学校からの要望に応えられる体制づくりに努めてまいります。
次に、図書館の休館日及び開館時間につきましては、平成２１年に市民の要望を受け、
市内各図 書館が同 時に休 館しない ような仕 組みと開 館時間も 統一した 形で規 則改正した
ところであります。
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休館日 につきま しては 、これま での利用 状況から 、曜日に かかわら ず利用 者数が平均
していることから、毎週休館日を設けるのは困難な状況にあります。
また、 開館時間 につき ましては 、夕方５ 時以降の 利用者が 一日１人 に満た ない図書館
もあることから、各図書館毎の開館時間の設定を検討する必要があります。
いずれ にしまし ても、 休館日や 開館時間 設定につ いては、 現在の利 用日、 利用時間帯
で利用さ れている 方々へ のサービ スの低下 を招かな いことが 大切であ り、ア ンケートの
実施や市 民からの 意見聴 取、各地 域の図書 館協議会 委員など と協議を 重ねな がら、様々
な角度から検討すべきものと考えております。
次に、 伝統行事 に関す る資料の 補充、無 制限貸し 出しにつ きまして は、伝 統行事を調
査できる 児童生徒 用の伝 統行事を 掲載して いる資料 そのもの の出版数 が少な く、児童向
けの資料はさらに少ない状況にあります。
このこ とから、 大曲図 書館では 、平成１ ９年度に 施行した 図書館資 料の収 集方針に基
づいて伝 統行事の 資料収 集を行っ ておりま すが、今 後は地域 で開催さ れる伝 統行事の際
の関係配布物などを収集して、資料の充実に努めてまいります。
また、 貸し出し の無制 限化につ きまして は、実施 している 県内の他 の図書 館の状況を
参考に、 今後、試 行期間 を設けて 実施する とともに 、市民の 声を聞き ながら 、督促の状
況や新刊 書の回転 率等を 調査し、 無制限貸 し出しの 実施が継 続可能か 検討し てまいりま
す。
次に、 行きたく なる図 書館につ きまして は、今年 度の市立 図書館主 催事業 数は３１事
業となっ ており、 この中 で毎月定 期的に行 う読み聞 かせやお はなしを 聞く会 、随時開催
のテーマ展示などは全館で実施しております。
平成２ ７年度か らは、 １１月第 一木曜日 を「だい せん読書 の日」と 定め、 各館におい
て魅力的 な展示や イベン トなどを 数多く実 施し、多 くの市民 から大変 好評を 得ておりま
らい

す。昨年 度は大曲 図書館 で「来ぶ らりフェ ス」を開 催し、郷 土資料公 開講座 、カバー掛
け講座な どを実施 しまし た。更に 、青空お はなし会 、古本市 、出張図 書館な ど、楽しん
でもらう事業が多数開催され、参加した人数は４，１５１人となっております。
今後も 更なるニ ーズの 把握に努 めるとと もに、新 しいイベ ントも企 画しな がら、魅力
あふれる図書館を目指してまいります。
【吉川教育長
○議長（千葉

健）

降壇】

２番さん、再質問ありますか。
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（「議長」と呼ぶ者あり）
○議長（千葉

健）

○２番（秩父博樹）

はい、どうぞ。
ありがとうございます。

まず最初の１点目ですけど、市立図書館に置いてあるタッチパネル式の検索システム、
市立図書 館にはそ れある んですけ ど、学校 の方はパ ソコンか らってな ってる ことですよ
ね。パソ コンから だと、 私も自宅 から検索 できるの でわかる んですけ ど、タ ッチパネル
の方がす ごく使い やすい っていう 状況があ って、実 際、市民 の方から そうい う声も出て
るという ことです ので、 それも学 校に入れ るといい んじゃな いかなと いうふ うなことで
提案させ ていただ いたん ですけど 、おそら く予算的 にもかな り厳しい ものが あるんじゃ
ないかな というふ うに思 いますの で、ちょ っとその 辺も検討 しながら 進めて いただけれ
ばなというふうに思うんですけど、ちょっとその辺再度伺いたいと思います。
それか ら２点目 につい ては、週 一の休館 は難しい というこ とのよう です。 それから、
日につい てはその ようで すけど、 時間帯に ついては 、やはり その地域 性によ って、例え
ばここの 中央部と 、また こう大仙 市にはあ ちこちに あります ので、先 程教育 長おっしゃ
られたよ うに５時 以降は ほとんど 使用され ていない という部 分もある みたい ですので、
ちょっと その辺も 考慮し ながら、 また先程 教育長言 われたよ うに、サ ービス の低下にな
らないと いう部分 がまず 前提だと 思います ので、そ れを考慮 しながら 、なお かつ無駄の
ないよう にという か、効 率的な時 間帯つく っていた だければ いいんじ ゃない かなという
ふうに思いますので、よろしくお願いします。
それか ら３点目 ですけ ど、市で 行ってい るふるさ と博士の 取り組み は、大 変に有意義
なものと 思います 。また 、上限設 定につい てですけ ど、先程 、試行期 間を設 けて検討す
るというふうに伺いましたので、よろしくお願いいたします。
それか ら４点目 の行き たくなる 図書館づ くりにつ いてです が、当市 の方で も様々な角
度から取 り組んで いるよ うです。 ありがと うござい ます。今 後も、例 えばア ンケート調
査をする ですとか 、実施 するなど して、住 民のニー ズ、そこ をしっか り捉え ていただき
ながら利 用者に喜 んでい ただける ような図 書館を、 足を運ぶ 人が増え るよう な、そうい
う趣向を 凝らした 展示や 興味をひ くような イベント を企画し ていただ きたい と思います
ので、よろしくお願いいたします。
１番の ところに ついて だけ、も う１回答 弁いただ ければと 思います 。よろ しくお願い
します。
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○議長（千葉

健）

○教育長（吉川正一）

答弁を求めます。吉川教育長。
再質問にお答え申し上げます。

実は図 書館、議 員ご指 摘のよう に公民館 について いる図書 館もござ いまし て、時間帯
によって やっぱり いろい ろござい ますので 、二つ目 の開館日 、休館に つきま してはです
ね、この後まず検討させてもらいたいと思います。
１点目 のタッチ パネル ですが、 私も子ど もたちを 見ている と非常に 簡単に ですね、実
際、学校 では普通 のパソ コンでご ざいます ので、た だこれも かなりう まくい ってるとこ
ろと、う まくいっ てない ところご ざいます 。現在、 市でです ね、読書 支援の サポーター
が３名お ります。 大体昨 年で８７ ０回ぐら い全校、 全部回っ てるんで すが、 その際もで
すね、団 体で借り る場合 のやり方 だとかで すね、そ ういった 周知徹底 を図っ ているんで
すが、い ずれそう いった タッチパ ネル式に するとな ると、予 算もかか ること でございま
すので、 その必要 性、そ れから有 効性も踏 まえなが らですね 、この後 、予算 もございま
すので、検討させてください。よろしくお願いします。
なお、行きたくなる図書館ということで、例えば趣味に関する講座で、昨年はですね、
例えばコ ーヒーの 入れ方 というこ とで、実 際にコー ヒーも入 れながら ですね 、それと関
係したで すね、書 籍を紹 介したり ですね、 そういっ た趣味も 含めたで すね、 講座を開設
するなどやっております。大変これも好評でございました。
いずれ 市民のニ ーズ、 それから アンケー トも踏ま えてです ね、少し でも行 きたくなる
図書館づくりに努めてまいりたいと思います。
以上であります。
○議長（千葉

健）

再々質問ありますか。

○２番（秩父博樹）

ありません。

○議長（千葉

次に、３番の項目について質問を許します。

健）

○２番 （秩父博 樹）

３ 点目に 、「住み たいまち 大仙市」 のイメー ジアップ 、知名度向上

について、お伺いいたします。
シティ プロモー ション やシティ セールス という言 葉があり ますが、 少子高 齢化社会に
おいて、 地域の魅 力を発 信し、常 に市民が 何を望ん でいるの か、これ をキャ ッチするこ
とは大事 なことだ という ふうに思 います。 特に若い 世代の興 味とか関 心とい うものがど
こにあるのか、それを知ることも大事なことであるというふうに思います。
そうい った事例 の一つ に結婚情 報誌が火 つけ役と なった婚 姻届があ ります 。ピンクの
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婚姻届と いうこと で話題 になりま して、素 材にもこ だわって 、引っ張 っても 破れないと
いう素材 を使って いるよ うですが 、是非大 仙市でも 、大仙市 らしいデ ザイン の婚姻届を
作成すべきというふうに考えます。
婚姻届 は、国で 指定さ れた所定 の記載事 項や用紙 サイズを 満たして いれば 自由に作る
ことがで き、また 、全国 どこの市 町村でも 受理でき ることと されてお ります 。独自の婚
姻届は、 地域振興 や少子 化対策の 一環とし て、自治 体のＰＲ を兼ねた 特色の ある婚姻届
を作成することで、観光ＰＲや移住促進につながることも期待されます。
また併 せて、大 仙市オ リジナル デザイン の婚姻届 用紙と手 元に残せ る２人 の記念用を
ダウンロ ードでき るサー ビスを始 めるべき というふ うに考え ます。窓 口まで 行かずに婚
姻届がダ ウンロー ドでき る利便性 に加え、 自宅で好 みの婚姻 届が選べ ること など、利用
者サービスの向上にもつながります。
オリジ ナル婚姻 届につ いては、 大仙市の 魅力発信 の一つと して、ま た、大 仙市を訪れ
るきっか けづくり にも一 役を買う ものであ り、先進 的に取り 組んでい る自治 体の事例を
参考にしながら、作成について研究し取り組むべきというふうに考えます。
提案を まとめま すが、 「住みた いまち大 仙市」の イメージ を高め、 知名度 を向上させ
るべく、 大仙市オ リジナ ルデザイ ンの婚姻 届と２人 の手元に 残せる記 念用の 作成、併せ
て用紙を 当市のホ ームペ ージより ダウンロ ードでき るサービ スを始め るべき というふう
に考えますが、いかがでしょうか。市当局のご見解をお伺いいたします。
○議長（千葉

健）

３番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
【老松市長

○市長 （老松博 行）

登壇】

質 問の、 「住みた いまち大 仙市」の イメージ アップ、 知名度向上に

ついて、お答え申し上げます。
婚姻届 書は、法 令で定 められて いる必要 な項目が 満たされ ていれば 、オリ ジナルデザ
インでも 認められ ており 、本市で も市販さ れている 企業・団 体などが 作成し たオリジナ
ルデザインの婚姻届が提出されることがあります。
自治体 でも、ご 当地の ＰＲと知 名度を向 上させる 手だての 一つとし て、地 域の特性を
モチーフ にして趣 向を凝 らしたデ ザインの 「ご当地 婚姻届」 を作成し ている 自治体があ
り、県内では横手市と湯沢市がオリジナルデザインの婚姻届を作成しております。また、
美郷町でも今年度中に実施する予定と伺っております。
オリジ ナルデザ インの 婚姻届の 作成等に つきまし ては、本 市への愛 着を深 めていただ
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くことや 、市をＰ Ｒする 手段の一 つとして 今後研究 してまい りたいと 考えて おります。
なお、 住みたい まちの イメージ アップに つきまし ては、議 員ご提案 のほか 、若者の地
元定着支 援や移住 による だいせん ライフを 促進する とともに 、花火や スポー ツを通じた
交流人口 の拡大を 図りな がら、本 市の魅力 を全国に 発信する ことで、 多くの 方が「大仙
市で暮らしたい」と思っていただけるよう努めてまいります。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

再質問ございますか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○２番 （秩父博 樹）

はい、２番。
ご 答弁あ りがとう ございま す。今後 検討して いくとい うふうに伺い

ましたので、ご検討の方よろしくお願いしたいと思います。
市長の 所信表明 におい ても、大 仙市で暮 らしたい と思うこ とができ る環境 づくりを進
めるとい うふうに ありま した。今 提案させ ていただ いた婚姻 届のみな らず、 是非出生届
も併せて ご検討い ただけ ればとい うふうに 思います 。祝い事 ですので 、大仙 市のこの花
火は合うと、かなり合うと思いますので、よろしくお願いいたします。
それに 併せて、 例えば 庁舎の１ 階ロビー などに記 念写真コ ーナーを 設置す るというの
も、併せ て進めて いけば いいのか なという ふうに考 えます。 これ実施 してい る他市の状
況を伺い ますと、 婚姻届 を出しに 来たカッ プルが記 念に写真 を撮って もらえ ますかとい
うふうに 伺うとい うふう にお聞き しました 。窓口で みんなが 見ている 中で撮 るというこ
とは、私 なんかは 照れく さいなと いうふう に思うん ですけど 、今の若 い世代 というのは
そうでは なくて、 例えば ＳＮＳ、 ツイッタ ーだとか フェイス ブックだ とか、 また今様々
ＬＩＮＥ ですとか いろい ろありま すけど、 写真をア ップロー ドして友 人とか 知人とかに
見てもら うという ことで 、日々つ ながって いるとい うことは 当たり前 として いるそうい
う世代で すので、 その発 展的なも のがこの 自撮り棒 ですとか いろいろ ありま すけど、そ
ういうのが流行っております。
そこで さっき提 案させ ていただ いた婚姻 届、これ 出しに来 たカップ ルが、 そこで気軽
に撮って もらうこ とがで きるボー ドなど、 そういう のがロビ ーにあれ ば、自 由に撮って
もらえば 、中には 職員の 方が撮っ てもらえ ませんか と声かけ られる場 面もあ ると思いま
すけど、 そういう 活用し ていけば いいんじ ゃないか なという ふうに思 います 。さっきの
花火です とか、そ れから ゆるキャ ラ、そう いうもの が来庁し ていただ いた方 に利用して
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いただけ ると思い ますし 、ＳＮＳ でアップ してもら えば、そ れが拡散 となっ て、または
大仙市の 知名度ア ップに もつなが っていく と思いま すので、 そういう 意味で 一石二鳥と
いうか相 乗効果と いうか 、そうい うものが 表れてく ると思い ますので 、この 観光客を呼
び込む方 向で取り 組んで いること 、今、大 仙市は観 光客を呼 び込む方 向で今 取り組んで
いるとこ ろですの で、例 えばウエ ルカムボ ード、メ モリアル ボードと いうの は、あって
いいもの じゃない かなと いうふう に考える んですけ ど、その 辺の市長 の率直 な意見をい
ただければと思います。よろしくお願いします。
○議長（千葉

健）

○市長（老松博行）

答弁を求めます。老松市長。
ただいまいろいろお話ありました再質問にお答え申し上げます。

ただい まいろい ろご指 摘、ご提 案ありま した婚姻 届、出生 届、それ から記 念写真を撮
るコーナー、いずれも実施に向けて検討させていただきたいと思います。
○議長（千葉

健）

再々質問ありますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○２番 （秩父博 樹）

はい。
ご 答弁あ りがとう ございま す。以前 にも議員 有志でイ オンモール大

曲の花火 の広場と いうの をお借り しまして 、市民の 皆さんの 様々な意 見を伺 うというそ
ういう場 面があり ました 。貴重な 意見をい ただくこ とができ たんです けど、 それ以上に
親子連れですとか家族連れが足を止めた目的というのは、大仙市の「まるびちゃん」
だったんですよ。「まるびちゃん」と写真を撮るというのが目的でたくさんの人がい
らっしゃ るという そうい う状況で したので 、その節 は議会事 務局の皆 さんに 汗をかいて
いただい てご難儀 をおか けしたん ですけど 、そうい うみんな が写真を 撮りた くなるよう
な場所と いうのを ここに 一つあっ ていいと 思います ので、職 員全員が 営業マ ンというそ
ういう意 気込みで 取り組 んでいた だければ というふ うに思い ますので 、私も 更にシティ
セールス に向けて 今後も しっかり 取り組ん でいきた いと思い ますので 、是非 前向きにご
検討をお願いしまして私の一般質問を終わります。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

○議長 （千葉

健）

秩父博樹議員

降壇】

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。
午前１１時５８分

休

憩

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

健）

０時５８分

再

開

休憩前に引き続き、一般質問を続けます。１１番髙橋徳久君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

はい、１１番。
【１１番

○議長（千葉

健）

○１１ 番（髙橋 徳久）

髙橋徳久議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
４月の 市議会議 員補欠選 挙で議員 の職を拝 命いたし ました髙橋徳

久でござ います。 当選間 もない私 が一般質 問するこ とをお許 しいただ きまし た千葉議長
様はじめ 先輩議員 の皆様 方、老松 市長はじ め職員の 皆様方に 、衷心よ り厚く 御礼申し上
げます。ありがとうございます。
それでは、通告に従いまして一般質問をさせていただきます。
はじめに、国際花火シンポジウムについてお伺いいたします。
先般開 催されま した第 １６回国 際花火シ ンポジウ ムは、概 ね天気に 恵まれ 、事故なく
無事に終 了し、大 成功を 収められ ました。 市長はじ め担当さ れた職員 の皆様 を、まずは
ご慰労申し上げたいと思います。お疲れ様でした。
そこで 、実際の ところ 、花火観 覧入場券 の販売等 から、ど れぐらい の集客 があったの
か、また 、経済効 果は、 いかほど だったの か、現時 点で把握 しておら れるこ とをお教え
いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長（千葉

健）

１番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
【老松市長

○市長（老松博行）

登壇】

髙橋徳久議員の質問にお答え申し上げます。

はじめ に、国際 花火シ ンポジウ ムの集客 について でありま すが、４ 月２４ 日から２９
日まで６ 日間開催 された シンポジ ウム及び 期間中の ４日間に わたる「 大曲の 花火

春の

章」を合わせて、国内外より約８万人となっております。
シンポ ジウム期 間中に おける市 内宿泊施 設の延べ 宿泊客数 は、前年 同期よ り４０７人
増の４，６１９人、大曲駅２階の大仙市観光情報センター利用者数は、前年同期より
６３６人 増の３， ４８２ 人、ＪＲ 大曲駅発 の列車乗 者数は、 臨時便分 の８２ ２人の増と
なっております。
次に、 国際花火 シンポ ジウムの 経済効果 につきま しては、 シンポジ ウム会 場、花火会
場の設営 や参加者 へのラ ンチ提供 、ガラデ ィナーの 開催など に係る経 費及び シンポジウ
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ム参加者 を含む「 大曲の 花火

春 の章」の 総観覧者 数８万人 を基に秋 田県の 経済波及効

果分析ツ ールによ り試算 した結果 、おおよ そ８億２ ，０００ 万円の経 済波及 効果があっ
たものと見込んでおります。
【老松市長
○議長（千葉

健）

○１１番（髙橋徳久）
○議長（千葉

健）

○１１ 番（髙橋 徳久）

降壇】

１１番さん、再質問ございますか。
ありません。
次に、２番の項目について質問を許します。
２番目 でござい ますが、 インバウ ンド推進 に向けて の姉妹都市構

想についてお伺いいたします。
多くの 外国の方 々をお 迎えして 国際花火 シンポジ ウムが開 催された ことに より、改め
て海外と の交流の 重要性 が増した ものと思 われます 。一般社 団法人大 曲青年 会議所と台
湾の中和 國際青年 商會が 相互交流 すること を内容と した姉妹 締結して から今 年２８年を
数えます 。毎年の 相互訪 問で交流 を深め、 台湾での 震災によ り被災さ れた方 々を勇気づ
けようと 、２００ ０年カ ウントダ ウン花火 を打ち上 げるなど の事業を 展開し てお互いの
友情・絆 を育んで おりま す。近年 には、観 光物産協 会、太田 の火まつ り実行 委員会と一
緒に訪台 して紙風 船を夜 空に舞い 上がらせ るなど、 民間交流 は伝統文 化行事 を取り込ん
で文化交流へと発展を遂げております。
市長は 、当時、 副市長 として同 行された ようです ので、友 好の絆の 太さを 体感された
ことと思います。
ちなみに、お隣の美郷町は、旧六郷町の時に開催された秋田ワールドゲームズ
２００１ のコーフ ボール という競 技の開催 地だった ことから 、当時の 台湾コ ーフボール
かれんけんみずほごう

協会会長 の出身地 である 花蓮縣瑞 穂郷と六 郷町町制 施行１１ ０周年の 時に協 定書を調印
しております。
けいぶん

また、 仙北市で は、昭 和５０年 代に姉妹 温泉締結 をはじめ 台湾の恵 文高級 中学と角館
高等学校との姉妹校締結、さらに修学旅行の誘致を実施しておられるようです。
ちん きく た か お

さらに 秋田県に あって は、昨年 、佐竹秋 田県知事 と台湾の 陳菊高雄 市長と の間で国際
交流協力 に関する 覚書を 締結して おり、相 互利益の 関係の構 築を目指 してお られるよう
です。
大仙市 として国 際花火 シンポジ ウム後、 インバウ ンドの推 進につい て、ど のようなス
タンスで臨まれていくのかお伺いいたします。
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また、 平成３１ 年には 一般社団 法人大曲 青年会議 所と中和 國際青年 商會が 相互交流を
始めてか ら３０周 年を迎 えます。 私は、こ れまでの 歴史を振 り返った 時、来 る３０周年
が民間交 流をベー スに、 さらに行 政間の交 流である 姉妹都市 締結へと 発展さ せる絶好の
機会と考 えます。 これに 関します 市長のご 見解をお 伺いした いと思い ます。 どうぞよろ
しくお願いいたします。
○議長（千葉

健）

２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
【老松市長

○市長 （老松博 行）

登壇】

質 問の、 インバウ ンド推進 に向けて の姉妹都 市構想に ついてお答え

申し上げます。
はじめに、国際花火シンポジウム後のスタンスにつきましては、シンポジウム及び
「大曲の 花火

春 の章」 が盛会裏 に終了し たことは 、花火の まちを標 榜する 本市にとっ

て非常に 意義ある ことで あり、大 仙市を広 く国内外 から知っ てもらう 絶好の 機会となり
ました。 特に海外 の方々 からの日 本の花火 技術に対 する賞賛 、感動の 声は大 きく、改め
て観光資源としての花火のブランド力を実感したところであります。
市では 、台湾、 タイ、 韓国での 旅行商品 造成商談 会への参 加やエー ジェン トの招聘、
中国、韓 国、東南 アジア 、英語圏 に向けた 観光ＰＲ 映像制作 による情 報発信 、観光施設
等におけ るＷｉ－ Ｆｉ環 境やクレ ジットカ ード決済 機能の整 備、英語 表記案 内看板の設
置による外国人受け入れ体制の強化などを図っております。
また、 大仙市観 光物産 協会の職 員１名を 昨年６月 から、あ きた食彩 プロデ ュース台湾
事務所へ 派遣し、 現地の 旅行会社 に対する 本市観光 資源のＰ Ｒや特産 品等の 販路開拓の
業務を進めるなど、積極的にインバウンド誘客推進に取り組んでおります。
この度 のシンポ ジウム の開催を 機に、花 火を核と した情報 発信を国 内外に 向け一層進
めてまいります。
次に、 台湾との 姉妹都 市構想に つきまし ては、大 曲青年会 議所と台 湾の中 和國際青年
商會は２ ８年前に 姉妹協 定を締結 して以来 、幾度と なく交流 を重ねて こられ ました。こ
の民間交流は、国際交流、国際理解を推進していく上で誠に大きな功績であるとともに、
中和國際 青年商會 と大仙 市との親 好にもつ ながって おります 。最近で は、昨 年８月、中
和國際青年商會創立４０周年記念式典に招待され，交流を深めてきたところであります。
シンペイ

ピンシー

てん とう

また、 今年２月 には、 新北市平 渓で開催 されまし た「天燈 まつり」 におい て、大仙市
観光物産 協会と大 曲青年 会議所、 太田の火 まつり実 行委員会 等の訪問 団が中 和國際青年
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商會のご 協力をい ただき 、太田の 火まつり の紙風船 を上げ、 本市の伝 統文化 を台湾に広
く発信し、大変好評を得ております。
議員ご 提案の姉 妹都市 構想につ きまして は、中和 國際青年 商會と大 曲青年 会議所相互
のこれま での交流 の実績 を土台と して、両 会あるい は両地域 の交流が 一層進 展するため
に、市と しても様 々な形 で支援を 行い、将 来の友好 交流都市 を見据え ながら 交流の拡大
につなげてまいりたいと考えております。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

１１番さん、再質問ございますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○１１ 番（髙橋 徳久）

はい、どうぞ。
外国と の交流と いうこと でござい ますが、 暖かい地 域に住む方は

寒い地域 と交流を したが ると思い ます。逆 に寒い地 域の方は 、暖かい 地域の 交流を望む
ものでは ないかな という ふうに思 います。 私もその 青年会議 所の関係 で台湾 に友達が何
リ ト ウ キ

人もおり ますが、 やっぱ り雪とい うのを喜 んでくれ ます。李 登輝前総 統のと ころに伺っ
た時には、大曲からのお土産ということで喜ばれたのはリンゴでありました。向こうは、
こちらで 当たり前 である リンゴと かってい う果物が 向こうで は手に入 りませ んので、そ
ういった 寒い地域 の果物 、あるい は塩鮭と いうよう なものを 喜ばれま す。逆 に私どもが
向こうに 行くと、 南国の 暖かい果 物がこち らの方で はなかな か食べる 機会が ありません
ので、向 こう行く と食べ たいな、 食べる機 会もある というこ とになり ます。 これが私が
思うイン バウンド ではな いかなと いうふう に思いま す。自分 の住む地 域にな いものをお
互いに欲しがるというのが、これが交流になるのではないのかなというふうに思います。
姉妹交 流締結と いうの は、相手 があって 初めてで きること でござい ますの で、是非大
曲青年会 議所並び に中和 國際青年 商會と一 緒になっ て、市の 方でも検 討いた だきまして
交流拡大をしていただければありがたいなと思います。お伺いいたします。
○議長（千葉

健）

○市長（老松博行）

答弁を求めます。老松市長。
再質問にお答え申し上げます。

今ご指 摘ありま したよ うに、友 好交流都 市につい てご指摘 がありま したけ ども、相手
があるこ となので 、相手 の意向と 言います か気持ち も尊重し なければ いけな いわけであ
りますけ れども、 新北市 、人口４ ００万人 近いとい うふうに 認識して おりま す。台北よ
りも大き いところ であり ます。た だ、中和 区の場合 は４１万 人ですか ね、そ の程度だと
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思ってお ります。 それか ら、平渓 、天燈祭 をやる平 渓区は５ 千人弱と いうふ うに聞いて
おります 。そうい った相 手のこと も徐々に 理解しな がら、交 流を深め ながら 友好交流都
市に向け て進んで いけれ ばいいな というふ うに思っ ているの が率直な 気持ち であります
けれども、まずは今の交流を、今、太田の火まつりの皆さんの交流が始まりましたので、
それを更 に充実し た形で 大仙市も それにも ちろん入 ってです ね、交流 を拡大 していけれ
ばという ふうに思 います 。その先 にお互い 、友好交 流都市締 結したい という ようなそう
いった気 持ちが発 生した 際には、 そういっ たこと、 締結につ ながるこ とにな るというふ
うに思っ ておりま す。い ずれ今の 交流を大 事にしな がら、そ して拡大 に向け て、市も取
り組んでまいりたいというふうに思います。
○議長（千葉

健）

○１１番（髙橋徳久）
○議長（千葉

健）

○１１ 番（髙橋 徳久）

ただいまの答弁に対しまして再々質問ございますか。
ありません。
次に、３番の項目について質問を許します。
三つ目 の質問で ございま す。大仙 市の人口 記載につ いて、お伺い

いたします。
先日、 市民の方 からご 質問があ りました 。広報「 だいせん 日和」の 最終面 には、月末
の人口と 世帯数が 掲載さ れており ます。２ 月２８日 現在８万 ３，９０ ６人が ３月３１日
現在８万 ３，５７ ８人と なり、３ ２８人の 減少とな っている のに、４ 月２２ 日発行の秋
田魁新報 の県人口 １００ 万人割れ を報じた 面に県内 市町村別 の人口が あり、 そこには大
仙市４月 １日現在 ８万７ ５９人と ある。１ 日で３千 人近い方 が出て行 くのか といった内
容でした。
確かに 新聞の注 釈には 、４月２ １日の県 発表に基 づき作成 しており 、県計 は市町村間
の転入転 出を除い ている ため、市 町村の合 計とは合 致しない とありま すが、 そもそもな
ぜ市町村別発表と違うという注釈をつけてまで発表するのか理解に苦しみます。
そこで お伺いい たしま すが、市 の人口の 算出方法 と、この 相違につ いては 、何か理由
があるも のなのか 、また 、これら の数字を 統一でき ないもの なのか、 わかり やすくご答
弁願えればと思います。よろしくお願いいたします。
○議長（千葉

健）

３番の項目に対する答弁を求めます。佐藤副市長。
【佐藤副市長

○副市長（佐藤芳彦）

登壇】

ご質問の大仙市の人口記載についてお答え申し上げます。

はじめに、大仙市の人口の算出方法についてでございます。
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市では 、住民基 本台帳 法の規定 に基づき まして月 内に受理 した出生 ・死亡 ・転入・転
出などの 届出を集 計し、 前月末現 在の人口 、世帯数 に増減す ることで 毎月の 月末現在の
人口及び世帯数を算出し、これを広報へ掲載しております。
次に、 県発表人 口との 相違につ いてであ りますが 、４月２ ２日発行 の秋田 魁新報に掲
載となっ た県発表 の人口 につきま しては、 「秋田県 年齢別人 口流動調 査報告 要綱」に基
づき算出したものと伺っております。
この要 綱により ます人 口の算出 の方法は 、実態に 近い国勢 調査人口 を基礎 とし、各市
町村から の人口動 態報告 をもとに 毎月１日 現在の人 口を算出 するもの でござ いますが、
県内の市町村間の転入転出者数は含めないこととなっております。
県で基 礎として おりま す直近の 平成２７ 年１０月 １日現在 の国勢調 査の確 定値の大仙
市の人口 は８万２ ，７８ ３人であ ります。 市の平成 ２７年９ 月３０日 現在の 住民基本台
帳の登録 者数は８ 万５， ５８８人 でありま すので、 この時点 でその差 が２， ８０５人と
なっております。
また、 毎月の人 口動態 報告によ る増減に は、県内 市町村間 の転入転 出者は 含めないこ
とから、一致しないものでございます。
次に、 県と市町 村との 算出基準 の統一に ついてで ございま すが、市 の算出 方法は住民
基本台帳 法に基づ いたも のであり ます。県 の要綱に 定めます 算出方法 は、総 務省の統計
局へ報告 するため の国が 示してお ります算 出基準に 沿ったも のでござ います 。それぞれ
の目的か ら統一は できな いもので ございま す。しか し議員ご 指摘のと おり、 この相違に
つきまし ては、疑 問を持 たれる市 民の皆様 も多いと 思われま すので、 県に対 しまして公
表の際に は、でき るだけ わかりや すい文言 、注釈を つけるよ うに要望 してま いりたいと
思います。
以上であります。
【佐藤副市長
○議長（千葉

健）

○１１番（髙橋徳久）
○議長（千葉

健）

○１１番（髙橋徳久）

ただいまの答弁に対しまして再質問ございますか。
ありません。
これにて１１番髙橋徳久君の質問を終わります。
ありがとうございました。
【１１番

○議長（千葉

健）

降壇】

髙橋徳久議員

次に、１４番石塚柏君。
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降壇】

（「はい、議長、１４番」と呼ぶ者あり）
○議長（千葉

健）

はい、１４番。
【１４番

○議長（千葉
○１４ 番（石塚

健）

石塚柏議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。

柏）

大地・ 公明の会 の石塚柏 でござい ます。通 告に従い まして一般質

問をさせていただきます。
来年は 、ちょう ど明治 元年から １５０年 目に当た ります。 そこで政 府は、 明治１５０
年事業を 自ら行う ことを 明言する とともに 、国内の 県市町村 に同様の 事業を 行うよう要
請しております。
そこで 、大仙市 では、 この明治 １５０年 事業を、 どのよう に取り組 むか、 そのお考え
をお伺いいたします。
慶応４ 年、すな わち明 治元年か ら１５０ 年経った わけであ りますが 、この 間、我が国
は幾多の戦争と国力の増強が一挙に進んだ特異な１５０年を過ごしたわけでございます。
今その 歩みを知 るには 、学会や 各種の研 究機関の 成果で知 ることが できる わけであり
ますが、 我々の住 んでい るこの地 域の歴史 や出来事 を正確に 調べるこ とは、 そう簡単で
はありま せん。そ れは郷 土史の中 で歴史的 評価は定 着したと は言えな いこと が幾つかあ
るからです。
聞くと ころによ ります と、大仙 市当局で は、来年 、明治１ ５０年の シンポ ジウムを開
催することもあり得るとのことでした。
大仙市 の明治１ ５０年 は、農業 経済の発 展や社会 福祉政策 の進展な どが頭 に浮かぶわ
けであり ますが、 ここは 明治のス タートと して戊辰 の役、あ るいは戊 辰戦争 を忘れるわ
けにはい きません 。明治 元年に勃 発した戊 辰戦争で は、新政 府軍と奥 羽越列 藩同盟軍の
両軍が秋田県内で激突し、１，３２６人の戦死者を出しました。
名字の 付いた、 いわゆ る武士の 死者の記 録です。 さらに、 庄内軍に は農兵 、その他の
民兵だけ でも５０ ０名あ まり参戦 したと記 録が残っ ておりま すし、秋 田藩も 同様であり
ますから 、これ以 上の死 者がいた ことは間 違いない でしょう 。大仙市 は、そ の戦いの中
心的な戦地で、角間川での戦闘は特に激戦と記録されております。
今から ２０年前 、県内 で同様の 明治１３ ０年事業 があった わけです が、当 時の記録を
見ますと 、歴史の 研究も 深まり、 評価が定 まってき たことや 、反対に 評価が 定まってい
ないこともあることがわかりました。
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例を挙 げますと 、秋田 藩は弱腰 で戦いに 役に立た ず、新政 府軍の敗 走の原 因であった
と明治の時代から今日まで記述されております。
しかし ながら、 戦いの 戦死者の 状況を見 ますと、 秋田藩の 死者は４ ５２名 、これ武士
です。薩 摩藩４５ 名、長 州藩１６ 名で、一 方の庄内 藩の死者 は２６６ 名、仙 台藩５８名
であります。この事実からしても秋田藩が一方的に弱腰というのは、到底思えませんし、
激しく戦地に散っていったというのが自然でしょう。
さらに 、戊辰戦 争は、 いかなる 理由で勃 発し、日 本の進路 にどうい う影響 を与えたの
かという 疑問があ ります 。幕末に 民族同士 が激しい ぶつかり 合いをし たのは 、単に朝廷
側、幕府側のどちら側につくのかについて戦ったという単純な構図ではないと思います。
それはそ の後の明 治で戊 辰戦争後 に新政府 軍同士で 要人が乱 れて戦い 、明治 ７年には旧
幕府の要人が樺太・千島の交換条約の交渉をし、成功を収めるといった時代が続きます。
戦争の歴 史的評価 には、 イデオロ ギーによ る評価は つきもの ですが、 事実を 見ますと、
これまで の日本史 の中で は、あま り重要な 位置付け でなかっ た戊辰戦 争が、 欧米やロシ
アの進出 に対抗す るため に民衆を 一致させ 、挙国一 致の体制 をつくる 目的の 最初の戦争
ではなか ったでし ょうか 。５０年 、１００ 年と節目 の年は、 歴史の見 直しの チャンスで
す。死ん だ１，３ ２６名 の先人の 御霊のた めにも、 そして我 々の子孫 に事実 を伝えるた
めに１５ ０年前に 日本で 起きたこ とを学ぶ １年にし ていただ きたいの です。 当局のお考
えをお尋ねします。
次に、明治１５０年事業に関連して、郷土史の資料に関する質問をいたします。
ここで 甚だ僭越 なこと を申し上 げますが 、郷土史 を研究さ れている 方々は 、相当数に
上る貴重な歴史的資料を個人で所有されております。一旦この資料が散逸した場合には、
取り返し がつきま せん。 それを防 ぐために 何か行政 の手立て はないも のでし ょうか。例
えば、大 仙市には アーカ イブズが あります 。この施 設の一角 に郷土史 の文庫 を設け、例
えばサト ウイチロ ウ文庫 、タカハ シジロウ 文庫など と、寄贈 いただい た個人 名のプレー
トを設けるということを検討してみてはいかがでしょうか。
また、 普段から アーカ イブズと 交流があ り、郷土 史研究家 の皆さん と信頼 関係が築か
れていれ ば、物事 はスム ーズに運 ぶと考え られます 。これら について の市当 局のお考え
をお尋ねいたします。
○議長（千葉

健）

１番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
【老松市長

登壇】
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○市長（老松博行）

石塚柏議員の質問にお答え申し上げます。

はじめ に、内閣 府が進 める明治 １５０年 事業の取 り組みに つきまし ては、 来年が明治
元年から起算して１５０年の節目となることから、議会政治の導入や国際社会への対応、
産業化の 推進など 、我が 国の明治 以降の近 代化の歩 みの記録 を未来に 遺し、 これからの
日本のあり方を考える契機とするものであります。
また、 この時代 、海外 留学など で知識を 吸収し、 学術や文 化の新た な道を 切り拓いた
若者や女 性の活躍 に光を 当て、自 由・平等 な明治期 の精神に 学び、今 後のさ らなる発展
を目指すものであります。
大仙市 にとりま しても 、この時 期に活躍 した人物 や当時の 人々の生 活や文 化など、地
域の先人 達の歩み を紹介 し、広く 知ってい ただくこ とは、大 変意義深 いこと であると存
じます。
このよ うなこと から、 先月開館 した大仙 市アーカ イブズや 文化財関 連施設 の資料活用
のほか、 生涯学習 活動と 連携して 企画展示 やシンポ ジウムな ど、明治 １５０ 年関連事業
の実施を前向きに検討してまいります。
関連事 業の実施 にあた りまして は、ご承 知のとお り大仙市 は戊辰戦 争の激 戦地の一つ
であり、 幕府軍、 新政府 軍、共に 多くの死 傷者を出 したほか 、一般人 も犠牲 になり、多
くの家屋 が焼失す るなど 、悲惨な 状況であ ったこと が多くの 記録に残 されて います。身
近な場所 が近代国 民国家 へ移行す るための 戦いに巻 き込まれ たという 具体的 な史実は、
一般にはあまり知られておらず、若い世代ほどその傾向は強いと思われます。
こうし た戦争の 記憶を 記録とし て正確に 次世代に 伝えるの は、現代 を生き る我々の責
務であり ます。つ きまし ては、研 究機関な どにも協 力を仰ぎ ながら、 事業内 容を検討し
てまいりたいと考えております。
次に、 一般の郷 土史研 究家の研 究成果の 保存と個 人所有の 歴史資料 の散逸 防止につい
てであり ますが、 郷土史 研究家の 方々の研 究成果に つきまし ては、こ の地域 の成り立ち
を解明する上で大変重要なものと認識しております。
また、 個人所有 の歴史 資料につ きまして も、地域 の歴史を 裏付ける ものと して大変貴
重であります。
この度 、大仙市 アーカ イブズが 開館いた しました ので、こ の機会に 歴史資 料の重要性
と市民と の協力に ついて 、再確認 してまい りたいと 考えてお り、大仙 市アー カイブズで
の研究成 果の保存 や閲覧 を前向き に検討す るととも に、個人 所有資料 の寄贈 ・寄託にも
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応じて散 逸防止に 努め、 地域の記 憶と記録 を守る「 セーフテ ィネット 」とし ての役割を
果たしてまいります。
【老松市長
○議長（千葉

健）

○１４番（石塚
○議長（千葉

柏）
健）

○１４ 番（石塚

柏）

降壇】

１４番さん、再質問ございますか。
ありません。
次に、２番の項目について質問を許します。
それで は次に、 大仙市自 治基本条 例でうた う市民と の協働につい

ての質問をいたします。
大仙市 では、大 仙市基 本条例を 制定し、 これを市 民との協 働の基本 的な取 り組みとし
ております。
私は、 大仙市自 治基本 条例を見 て、市民 との協働 という高 い理念を 掲げた と感じまし
た。これ を実現す るには 、市役所 が仕事を 出し、そ れを市民 が手伝う という ような一方
通行の考えでは実現しないものだと思っております。
ここに 市と市民 が対等 な立場で 市政を実 現してい る例があ ります。 この例 示は、大地
・公明の 会の行政 視察で 勉強した ことを例 にとって おります ので、前 もって 申し上げた
いと思います。
それは 静岡県伊 東市の 例ですが 、伊東市 では、市 民から提 案を受け るだけ ではなく、
それに予 算を付け て実現 するとい う市政の 展開です 。テーマ も大きく 、従来 、市の企画
部で立案 していた 目玉の 政策と同 等の政策 と申し上 げても過 言ではあ りませ ん。伊東市
では、若 年層の市 外流出 抑制と新 規転入の 促進を目 的に、「 できたら いいね 夢部門」と
「すぐに できるよ 実現部 門」の二 つを呼び かけ、こ の中から 伊東創造 大賞を 選び、この
政策を実施しているわけであります。
平成２ ４年から 続いて いる伊東 創造大賞 の課題は 、提案さ れた事業 がこれ まで１０事
業となり 、職員が この事 業化に時 間と予算 が割かれ 、事業の 中には継 続され るものもあ
り、これ を消化す ること に難儀を している と職員の 方は率直 に述べて おられ ました。た
だし、こ の伊東創 造大賞 の取り組 みについ ては、市 民からの 反応はよ く、現 在もこの事
業を継続していく考えに変わりはないとのことでした。
その場で話をお聞きして、市政の中核部門なので、大仙市のトップの賛同がなければ、
このこと は実現が 困難と 強く感じ た次第で す。新市 長は、市 長選挙を 通じて 市民と直接
接触をさ れるとい う我々 議員と、 市長の選 挙と我々 の選挙は 規模が違 います けれども、
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我々と同 じ政治の 世界に 入られて 親近感を 感じるわ けですが 、市民と の協働 という理念
を念頭に 、市民か らの政 策の提案 について どのよう な態度で 臨まれる お考え なのかお伺
いいたします。
○議長（千葉

健）

２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
【老松市長

○市長（老松博行）

登壇】

質問の、市民からの政策提案についてお答え申し上げます。

本市は 、平成１ ７年３ 月に新市 として誕 生して以 来、地方 分権時代 にふさ わしい「市
民と行政 との協働 による まちづく り」を旗 印に、地 域自治区 毎に設置 した地 域協議会な
どを通じ、地域の声が市政に届く仕組づくりや地域枠予算の創設による市民と一体と
なったまちづくりの推進に取り組んでまいりました。
平成２ ８年３月 には、 少子高齢 化や人口 減少によ る地域コ ミュニテ ィの衰 退など様々
な課題に 対応する ため、 市民、議 会、行政 が、それ ぞれの役 割と責任 のもと 、互いを尊
重し、元 気で豊か なまち づくりを 行うため の「協働 」のルー ルとして 、民間 委員の提言
に基づき「だいせんまちづくり基本条例」を制定しております。
本条例においては、市民参画の推進を図るため、市民が自発的・主体的に政策の立案、
評価・見 直しの各 段階に 参画する 機会を確 保するこ ととして おり、地 域協議 会の市政に
対する提 言、市長 が各地 域を訪問 し、市民 や団体等 と直接対 談する「 市長面 会日」、自
治会の行 政懇談会 など様 々な機会 を捉えて 市民の声 を丁寧に お聞きし てきた ところであ
ります。
また、 平成１８ 年度か らは、「 市政評価 」により 、施策の 満足度、 重要度 などについ
て経年的 な評価を いただ くととも に、昨年 度からは 新たに具 体的な個 別事業 の効果や方
向性につ いて意見 を伺う 「個別事 業評価」 を実施し 、分析結 果を施策 の立案 や改善に反
映させております。
加えて 今年１月 には、 平成２５ 年度に続 き２回目 となる「 中学生議 会」が 開催され、
中学生の 視点から 地域活 性化、花 火を活か した観光 施策、環 境、防災 など、 様々な分野
に関する一般質問を通じ、市政に対する提案をいただいております。
平成２ ６年度に は、中 学生議会 をきっか けに「ま るびちゃ ん」が誕 生した ところであ
り、今後 も地域の 未来を 担う子ど もたちの 提案を可 能な限り 形にして まいり たいと考え
ておりま す。こう した市 民の声を 市政に活 かす取り 組みの中 で、とり わけ地 域協議会に
つきまし ては、市 政に対 して政策 提案を行 う重要な 機関とし て捉えて おりま す。これま
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でも地域 にとって 重要な 施策に関 する諮問 ・答申や 、地域の 課題等に ついて の自主的な
審議、地 域枠予算 の審議 などを行 っており 、平成２ ７年度に は、総合 計画の 地域版とな
る「地域振興計画」を策定していただいております。
今後は 、これま での取 り組みに 加え、「 地域振興 計画」に 盛り込ま れた事 業を地域活
性化推進 室と協働 で推進 するとと もに、計 画の見直 しや新た な課題の 掘り起 こしと、そ
の解決に重点的に取り組んでいただくこととしております。
また、 これまで 春・夏 ・秋に実 施してき た事務事 業調整会 議のあり 方を見 直しし、今
年度新た に私と副 市長、 教育長、 総務部長 、企画部 長等をメ ンバーと した「 政策調整会
議」を設 置するこ ととし ておりま す。市政 評価をは じめ、地 域協議会 や市民 の皆様から
いただい た提案や 意見等 を踏まえ 、主要施 策の迅速 かつ効果 的な実施 、中長 期的な観点
からの施策のスクラップアンドビルド、地域活性化や人口問題に関する事業の検討を
行ってまいります。
今後も 市民の提 案を積 極的に市 政に反映 するとと もに、市 広報誌や コミュ ニティＦＭ
放送で市 の政策や 事業の ＰＲに努 め、市民 の参画意 識の醸成 を図りな がら、 市民と行政
の意志が通い合う「協働」のまちづくりを推進してまいります。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

１４番さん、再質問ございますか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉
○１４ 番（石塚

健）
柏）

はい。
今、市 長から大 仙市政の いわゆる 市民から の声を吸 い上げる。い

ろんな仕 組み、シ ステム の説明が ありまし た。もち ろんそれ が非常に 重要で あるし、そ
れから、最も市民と接する機会だとは思うんですが、私はこの市民との協働というのは、
基本条例 にある協 働と一 緒に働く と、一緒 に働いて 市政を形 づくって いくと いうために
は、大変 申し訳な いけれ ども、や っぱり市 幹部、職 員の皆さ んの意識 改革が ないと、な
かなか難 しいんで はない かと思っ ているわ けですね 。やっぱ り皆さん は仕事 がある、い
ついつま で仕事し なきゃ いけない という、 もちろん 使命感で やってお られる んですけれ
ども、な かなか同 じ目線 で立つと いうのは 、一言で は言える んですけ ども、 なかなか難
しい。こ の意識改 革です ね、どう していく か。だっ て基本条 例に掲げ たこと ですから、
全員が、 末端の職 員まで そうなら なきゃい けない。 これは民 間の会社 の意識 改革の例を
引いてで すけど、 やっぱ り市長さ んに普段 の発言、 普段、市 民と接す るとき の態度、そ
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ういった ことを幹 部職員 はじっと 見ている わけです ね。記憶 に残る、 市長は どんなこと
を言ったのか、みんなわかる。だから、是非市長さんから協働だと、一緒にやってい
くんだと 。政策も 引っ張 り出そう というよ うな形で やってい ただかな い限り 、私はなか
なか、僭 越ですけ ど、な かなか難 しいんじ ゃないの かなとい うふうに 感じて おります。
漠と した話、 再質問、 答えに くいかも しれませ んけれど も、これ は先程申 し上げました
ように、 皆さんの 中でた った１人 、選挙で 汗流して 、農業の ことから 経済面 、いろんな
ことをが っくるめ て、も う汗を流 してこら れた我々 と同じ目 線を持っ ている 人だと思っ
て質問を させてい ただい ておりま すので、 もし私の 再質問で お答えに なるこ とがござい
ましたらば、よろしくお願いします。
○議長（千葉

健）

○市長（老松博行）

ただいまの再質問に対して答弁を求めます。老松市長。
再質問にお答え申し上げます。

私も選 挙の際に 、いろ いろ申し 上げてま いりまし たけれど も、これ までの 仕事、市役
所職員と しての仕 事をす る上での モットー というこ とでお話 させてい ただき ましたが、
市民の皆さんのご意見、苦情も要望もいろいろあるわけですけれども、それを誠心誠意、
積極的に 聞いて、 そして それに誠 心誠意お 答えする と、でき るもので きない ものあるわ
けですけ れども、 できる ものは直 ちに対応 するし、 できない ものにつ いては 、どうすれ
ばできる か、そう いった ことで４ ０年間考 えて市役 所職員と して仕事 をして きたという
ようなことを申し上げてまいりました。
また最 初に所属 、配属 になりま したとこ ろが、よ く言う「 すぐやる 課」と いうところ
の市民生 活課とい うとこ ろで最初 の３年間 過ごした ところで あります けども 、やはり市
民の皆さ んの要望 ・苦情 で、それ にすぐ対 応すると いうそう いう課で ありま したけれど
も、それ はそこで ３年間 本当にい い経験を させてい ただいた と思って おりま すが、ただ
やはり今は、そのすぐやる課的な対応と、それからもう一つは協働という、市民の皆
さんと一 緒に取り 組むと 、この二 つが、二 つの何と いいます か対応が 市役所 としては必
要だとい うふうに 強く思 っている ところで あります 。市の方 で、これ は変な 話になりま
すけれど も、市の 職員は 要望・苦 情だけで 動いてい ると、や はりモチ ベーシ ョンがどう
しても上 がりませ ん。そ れから、 市民の皆 さんも市 役所に苦 情・要望 を言っ てればそれ
でいいん だという ことで も、これ も少し困 りますの で、そう いった意 味で協 働のまちづ
くりが是 非必要だ と言い ますか、 それに取 り組んで いかなけ ればなら ないと いうふうに
思っているところであります。
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今、石 塚議員か ら、ま ず市長が 率先して その協働 の姿勢を 見せない といけ ないよとい
うご指摘 がありま したの で、心し てそうい うこれか ら取り組 みをして まいり たいと、も
ちろん私 も市民目 線、地 域目線と 、いわゆ る市民の 皆さんと 同じ目線 になっ て頑張ると
いう約束 をしてま いりま したので 、そうい った意味 でも率先 して取り 組んで まいりたい
というふうに思います。
○議長（千葉
○１４番（石塚
○議長（千葉

健）

再々ございますか。

柏）
健）

ありません。
これにて１４番石塚柏君の質問を終わります。
【１４番

○議長 （千葉

健）

石塚柏議員

降壇】

一 般質問 の途中で はござい ますけれ ども、暫 時休憩し ます。再開は

午後２時といたします。
午後

１時４８分

休

憩

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

健）

１時５９分

再

開

休憩前に引き続き、一般質問を続けます。

午後になりますと、どうしても眠気がもよおすかもしれませんけれども、緊張感を
持って臨んでいただきたいと思います。
それでは、７番藤田和久君。
（「はい」と呼ぶ者あり）
○議長（千葉

健）

７番。
【７番

○議長（千葉

健）

○７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 和久でご ざいます 。私は、 ２点につ いて質問させ

ていただきます。
最初に 、孤独死 を少し でもなく したいと いう気持 ちで、孤 独死につ いて質 問をいたし
ます。
５０年 くらい前 ですが 、孤独死 というの が話題に なりまし たが、高 齢者の 一人暮らし
や高齢者 世帯など の孤独 死という のが近年 増加傾向 にあると 言います 。病気 や生活苦な
ど、苦し みながら 誰にも 看取られ ずに一人 寂しく死 んでいく 、これだ けでも 十分な恐怖
ではないでしょうか。
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孤独死 の実情と いうの は、そん な生易し いもので はないと も言いま す。立 ちこめる死
臭、足の 踏み場も ないご みの散乱 と腐敗、 遺体の腐 乱など目 を覆いた くなる 惨状だと言
われてい ます。し かし、 孤独死と いうのは 、今この 瞬間にも 起こって おりま す。現実の
問題でもあります。
人間は いつか死 にます 。これは 避けるこ とのでき ない宿命 でもあり ます。 でも、孤独
死は社会の責任で避けなければならないと思うのであります。
人間ら しく生き 、死ん でいくと いうこと は、どう いうこと でしょう か。体 調が悪い時
に相談で きる人が いる、 具合が悪 い時には お医者さ んに診て もらえる 、終末 期状態にあ
る時には 看取って くれる 人がいる 、これが 当たり前 の状況で あり、一 般的な 実態だと思
うのであ ります。 そして 、たとえ 孤独死状 態でも、 早くご遺 体を見つ けてあ げて、関係
する人たちで葬儀を行い、見送りをすることが重要ではないでしょうか。
孤独死 （孤立死 、また は独居死 とも言わ れていま す）、主 として一 人暮ら しをされて
いる方な どが、誰 にも看 取られる ことなく 亡くなっ てしまう 例で、そ して死 後４日以上
経過して 見つかっ た場合 を一般的 に言うそ うです。 この孤独 死、全国 的には 約、年間４
万件にも達していると言います。
そこで お伺いい たしま すが、こ の大仙市 では、孤 独死に対 しての統 計や実 態などの資
料はおあ りなので しょう か。もし あるので あれば、 ここ１０ 年間程度 の実態 をお知らせ
いただきたいと思います。
二つ目 に、また 、大仙 市として 孤独死対 策として 様々な対 策をとっ てきて いると思い
ますが、どのような対策をとってきたものなのか教えていただきたいと思います。
孤独死 は、ただ ひとり ぼっちで 死んでい くという だけでは ありませ ん。高 齢者という
ことで、 身体の異 常や病 気の問題 がつきま といます 。また、 これも高 齢者と いうことで
生活苦や 余裕のな い生活 なども関 係してき ます。ま た、近所 に気心の 知れた お友達など
がいなけ れば、遊 びに行 ったり電 話をかけ たり、一 緒に食事 をしたり して、 誰かと一緒
に過ごす 時間を多 くする ことがで きます。 孤独死で すから、 ひとりぼ っちで なくなって
しまうこ とです。 こうし た親戚付 き合いや 近所付き 合いなど 、人と触 れ合う 密度を高め
ていくことが非常に重要になると言われています。
また、孤独死にはいろいろなりやすい原因や理由などの特徴もあると言われています。
孤独死は 、当然、 高齢者 の一人暮 らしの場 合が多い わけです が、特に 男性の 場合、多い
と言われ ています 。それ から、配 偶者に先 立たれた 一人暮ら しの方も 多いそ うです。そ
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のほか、 病気の子 どもと 同居して いる高齢 者、一方 の配偶者 が病気の ため、 介護疲れや
介護難民 となって しまう 場合もあ るそうで す。高齢 者夫婦の 仲が悪か ったり 、退職後あ
まり社会 に出ない で、家 に閉じこ もる方、 そういう 孤独感が 強い人が 危ない と言われて
いるそう です。た とえ一 人暮らし でも、ご 近所さん とのお付 き合いや 趣味の 仲間やサー
クル、ご み出しや 部屋の 掃除をき っちりや る方は、 孤独死に なりにく いとも 言われてい
るそうで す。孤独 死を可 能な限り 少なくす るために は、ご近 所や地域 内での 連携対策、
そして役所での見回り、連絡、点検体制が重要と思われます。
３番目 に、そこ でお伺 いいたし ますが、 市役所と して孤独 死対策を 徹底的 に強化する
必要があ ると思う のです が、市と してどの ようにお 考えなの かお尋ね いたし たいと思い
ます。
近年ど この自治 体でも 人口減少 が続き、 人口減少 対策とし ていろい ろな対 策が取り上
げられて いるよう ですが 、この孤 独死とい うことも なくして いかなけ ればな らない重要
な課題だ と思うの であり ます。今 現在、大 仙市内で 生活して いる障が い者や 高齢者や一
人暮らし の方が孤 独死に ならない ように、 社会全体 の取り組 みでなく してい けたら素晴
らしいこ とではな いでし ょうか。 一定の時 間もかけ 、検討し て、大仙 市とし て可能な限
りの孤独 死対策を 実現し てほしい と思いま す。ご検 討のほど 、よろし くお願 いいたしま
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。老松市長。
【老松市長

○市長（老松博行）

登壇】

藤田和久議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 孤独死を なくす ためにつ いてであ りますが 、はじめ に、当市 の孤独 死に関する
統計や実 態につき まして は、記録 として残 されてい る平成２ ４年度以 降、福 祉事務所と
して孤独 死を取り 扱った 件数は、 本年５月 までで２ ６件であ ります。 このう ち、約７割
に当たる １８件が 一人暮 らしの生 活保護受 給者で、 次いで一 人暮らし 高齢者 が５件、そ
の他身寄りのない人２件、行旅人１件となっています。
次に、 市として の孤独 死対策に ついてで あります が、孤独 死は、高 齢化や 核家族化の
進行など のほか、 地域の コミュニ ティ機能 が弱体化 し、人間 関係が希 薄とな り、高齢者
に限らず 地域との 関わり や支援を 望まない 単身者が 増えてい ることな ども、 その原因と
して挙げられています。
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市では 、民生委 員を中 心とした 見守り支 援や市内 の地域見 守り協力 事業所 からの協力
を得ながら、地域での見守り体制を構築してまいりました。
また、 ふれあい 安心電 話による 安否確認 、子ども ・若者総 合相談事 業によ る若者の引
きこもり 対策、こ ころの 健康に関 する事業 、生活困 窮者自立 支援事業 、そし て、昨年度
からは住 民主体で 地域を 支える仕 組みをつ くる生活 支援体制 整備事業 にも取 り組んでお
ります。
また、 市社会福 祉協議 会の小地 域ネット ワーク活 動との連 携や老人 クラブ 会員による
友愛訪問 活動など の自主 的な活動 も、地域 からの孤 立や引き こもりを 防ぐ有 効な手段と
考えており、そうした活動が活発に行われるよう支援しているところであります。
次に、 孤独死を なくす ための対 策の強化 について でありま すが、平 成２９ 年５月末日
現在、施 設入所を 除く市 の単身世 帯は７， ９４０世 帯で、今 後も増加 するも のと見込ま
れること から、「 孤立生 活」は特 別な生活 形態では なく、一 般的なも のとな りつつあり
ます。し かし、社 会から 孤立した 結果、死 後、長期 間放置さ れるよう な「孤 独死、孤立
死」とい う痛まし い出来 事は、防 いでいか なければ なりませ ん。その ために は、やはり
人と人と のつなが りを大 事にする コミュニ ティの再 生と活性 化こそが 最重要 と考えます
ので、こ れまでの 地域の 見守りや 支え合い の事業を 継続しな がら、介 護予防 活動を通じ
た仲間づ くりや社 会福祉 協議会と 連携した ふれあい サロンな どの居場 所づく りによる、
人と人と の関わり が気楽 にできる 関係づく りなど、 孤独死を 防ぐため の取り 組みを強化
してまいりたいと考えております。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

７番さん、再質問ございますか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○７番 （藤田和 久）

はい、どうぞ。
大 変素晴 らしい回 答をいた だきまし て、あり がとうご ざいました。

実は、 なかなか はっき りしない ことでも あるんで すけど、 この一人 で孤独 的に死ぬと
いうのは 、経済的 な問題 が非常に ある。そ れ、どう いうこと かと言い ますと 、例えば私
の知ってる方は役所の関係の方に生活保護の申請に行ったけども、実際は認可ならな
かったと 。だけど も、そ の後もだ んだん生 活が苦し くなって くる。そ れから 、借金を抱
えている 人、それ から、 例えば介 護や医療 、病院に 受診した いとか、 介護保 険を受けた
い、デイサービスとかやりたいけどお金がない。そして、結局地域での付き合いがほ
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とんどな くなって くる、 そういう 方が本当 に稀に孤 独死とい うことで 見つか っている例
が多いと いうこと です。 そういう ことです ので、そ ういう一 人暮らし が７千 人台という
のは、こ れは今の 世の中 は当たり 前な事態 ですので 、特別そ ういう条 件の悪 い人をね、
できれば 市のそう いう担 当する課 でまとめ まして定 期的にや っぱり連 絡を取 るとか、そ
ういうようなことも少し検討していただけたらありがたいと思います。
あと、 いろんな 意味で 生活保護 だけでな くて市の 方に相談 しに来た 場合に は、その相
談日で終 わったと いうこ とではな くて、そ の後の経 過も含め てね市民 の面倒 を見てもら
えれば可 能な限り そうい う方向に はいかな いんじゃ ないかな と、これ 私個人 が思ってい
ることで すので、 そうい うような 方向で是 非検討し ていただ きたいと 思いま す。もし答
弁は、もしできましたらお願いしたいと思います。
○議長（千葉

健）

○市長（老松博行）

答弁、よろしいですか。はい、どうぞ。
再質問にお答え申し上げます。

今、藤 田議員か らご指 摘ありま した市の 担当する 課で連絡 を取って いただ ければとい
うことで あります 。まず 、他の市 町村では 年に１回 訪問され ていると かいろ いろな情報
もありま すけれど も、な かなか頻 繁にと言 いますか 、頻度を 高めてで すね、 いろいろ連
絡取った り訪問し たりす るという のは、な かなか物 理的に難 しい面あ ります けれども、
できる限 り連絡を 取るよ うな体制 でいきた いという ふうに思 いますし 、それ から、最近
始まった 生活困窮 者に対 する相談 事業とい うのを市 の方でも 生活困窮 者自立 支援事業で
すか、今 、市の社 会福祉 協議会の 方に委託 する形で 、そして 生保に該 当する 場合は生活
保護の方 を紹介さ れたり 、それか ら、仕事 ができる 状態であ れば仕事 を斡旋 したりとい
うような ことで、 まだま だ実績は 少ないわ けですけ れども、 そうした 事業も 始めており
ますので 、ここは 先程言 いました ように、 相談を受 けたから それで終 わりと いうことで
はなくて 、アフタ ーも含 めてです ね、相談 に乗って いる事業 は今、生 活困窮 者自立支援
事業とい うのも始 めてお りますの で、そう した形で いろいろ 相談体制 の方も 充実してま
いりたい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）

○７番 （藤田和 久）

次に、２番の項目に対して質問を許します。
次 に、大 仙市の小 ・中学校 で働く嘱 託用務員 、嘱託校 務員の労働条

件についてお伺いいたします。
大仙市 で雇用し 、小・ 中学校の 嘱託用務 員や嘱託 校務員と して働く 方々の 賃金につい
ての質問でございます。
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昨年の ことです が、教 育予算が 逼迫した ために嘱 託職員の 給与削減 という お話が一時
ありまし た。その 時には 、教育長 と前市長 に相談し て、給与 削減とい うこと はなくなり
ました。 しかしそ の時に 、大仙市 で雇用し ている嘱 託用務員 と嘱託校 務員の 給与が１０
万円未満 と伺い、 大変び っくりし た記憶が ございま す。１０ 万円とい う給与 では、まと
もな生活 、まとも な暮ら しはでき ません。 市の職員 や学校職 員の皆さ んが３ ０万、４０
万円とい う時に嘱 託職員 が１０万 円足らず では、こ れ何とも 恥ずかし いお話 だけである
だけでなくて、職場の団結という面でも問題ではないかと思います。
また、 この１０ 万円と いう給料 は、民間 でさえそ うあるも のではご ざいま せん。１０
万円を時 給に換算 します と、最低 賃金以下 になりま す。です が、大仙 市のこ れら嘱託職
員の場合 は、６時 間勤務 とのこと で、時給 に換算し ますと約 ７７０円 くらい です。秋田
県の最低賃金が７００円台ですから、時給で特別高いというわけでもありません。
そこで お伺いい たしま すが、小 ・中学校 に働くこ うした嘱 託職員の 給与の 引き上げを
実現でき ないもの なのか お伺いい たします 。嘱託職 員の生活 を守るた めにも 、賃金改善
は当然と 考えるも のでご ざいます 。嘱託職 員の中に は自営業 や一旦退 職して 再雇用した
場合が多 いようで す。年 金の高い という方 はおらな いようで すし、賃 金が多 少アップし
ても年金 が減額さ れると いうよう なことは ありませ んので、 是非とも 実現し てほしいと
思います。どうかよろしくお願いいたします。
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。吉川教育長。
【吉川教育長

○教育 長（吉川 正一）

登壇】

質問の 、嘱託用 務員・校 務員の賃 金引き上 げについ て、お答え申

し上げます。
市内小 ・中学校 には、 現在、嘱 託用務員 が３０人 、嘱託校 務員が３ ３人勤 務しており
ます。
主な業 務内容は 、用務 員が校内 外環境整 備、草刈 り、除雪 、給食運 搬、物 品送付受領
等であり 、校務員 は事務 補助的な 業務を行 っており 、円滑な 学校運営 上、欠 かすことの
できない仕事を担っております。
なお、勤務時間は、１日６時間であり、社会保険等についても全員加入しております。
賃金に つきまし ては、 月額によ り支給し ており、 １時間当 たりの金 額では 、市が雇用
している 同様の業 務を行 う臨時職 員と同等 の額とな っており ます。し たがい まして、小
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・中学校 の嘱託職 員の賃 金のみを 引き上げ ることは 困難であ りますが 、他の 臨時職員を
含め市全体のバランスの中で賃金改善ができないか検討してまいります。
【吉川教育長
○議長（千葉

健）

降壇】

７番さん、ただいまの答弁に対して再質問ございますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○７番 （藤田和 久）

はい、どうぞ。
引 き上げ ができる ように再 検討した いという 答弁でし た。それは結

構なんですけども、学校には先生方のほかにね、保健婦さんとか司書さんとか用務員
さんとか いろんな 職員の 人もいま すけれど も、本来 であれば 、どの職 種も正 職員である
べきだと私は思います。だけれども、いろいろな条件や限界があるために、臨時職員
だったり 嘱託職員 、それ から学校 以外にも 市の関係 でそうい う方がい らっし ゃると思い
ますので 、是非と もそう いう方の 労働条件 、賃金を 改善して いただけ ればあ りがたいと
思います。
あとも う一つは 、近年 、労働組 合や民主 団体、社 会的にも 、マスコ ミにも 賃金が安い
というこ とで、例 えば秋 田県の場 合は今、 人口減少 どうして なのか、 若い人 が給料安い
から都会 に行くと いうよ うな話も あるわけ です。で すから、 この雇用 のやっ ぱり下のク
ラスを底上げする、それがやっぱり非常に大事だと思います。
それか ら、パー トでは 現在も時 給８００ 円から１ ，０００ 円が民間 でも相 場になって
きていま す。最低 賃金で も１，０ ００円以 上にして もらいた いという 声が強 く出ている
わけです ので、そ ういう ことも含 めまして 学校の嘱 託職員に 限らず市 の関係 の嘱託、臨
時職員の 皆さんの 賃金改 善に、是 非努力し ていただ きたい、 このこと 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７番藤田和久君の質問を終わります。
【７番

○議長（千葉

健）

藤田和久議員

降壇】

以上で本日の日程は、全部終了しました。

本日はこれをもって散会し、明日、本会議第３日を定刻に開議いたします。
今日は大変ご苦労様でした。
午後

２時２３分

散
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会
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