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午前１０時００分
○議長（千葉

健）

開

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、２４番大山利吉君であります。

○議長（千葉

健）

本日の議事は、議事日程第３号をもって進めます。

○議長 （千葉

健）

日 程第１ 、本会議 第２日に 引き続き 一般質問 を行いま す。１３番古

谷武美君。
（「はい、議長、１３番」と呼ぶ者あり）
○議長（千葉

健）

はい、１３番。
【１３番

○議長（千葉

健）

○１３ 番（古谷 武美）

古谷武美議員

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。１ ３番だい せんの会 の古谷武 美でございま

す。一般 質問２日 目、最 初の質問 となりま すが、普 段にはな い緊張感 をもっ て質問させ
ていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
今日の 私の質問 の中に お酒につ いてあり ますが、 先日６月 ６日のさ きがけ 新聞に、秋
田県の清酒出荷量が全国４位、東北ではトップになったとの記事が載ってございました。
記事の中 で本県の 清酒出 荷量が毎 年少しず つ減少し ている中 で、特定 名称酒 の出荷は伸
びていて 、原材料 の水稲 、蔵元の 技術の高 さが認め られた結 果と書か れてお りました。
大仙市に ある蔵元 の皆様 の日々の 努力の結 果と強く 感じたと ころでご ざいま した。これ
からもお いしいお 酒を造 っていた だきたい と思って おります 。そして 、私も 微力ではご
ざいますが、出荷量増大に協力してまいりたいと思っているところであります。
それで は、通告 に従い まして質 問させて いただき ますので 、ご答弁 の方、 よろしくお
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願いいたします。
１番目 の項目と いたし まして、 「大仙市 地元酒等 乾杯推進 条例」施 行後の 地場産業へ
の影響について質問をいたしますので、よろしくお願いいたします。
「大仙 市地元酒 等乾杯 推進条例 」は、四 季折々に 美しい表 情を見せ る自然 豊かな田園
都市であ る本市で 製造さ れた地元 酒等によ る乾杯を 推進する ことによ り、地 元酒等を愛
飲する気 運を醸成 すると ともに地 元酒等の 消費拡大 を図り、 もって原 材料生 産等の地場
産業の振 興に資す ること を目的と するとし て平成２ ６年６月 ２３日に 施行さ れました。
この条 例施行前 から市 が関係す る宴会等 では、地 元産日本 酒での乾 杯が行 われていた
ようでご ざいます が、こ の条例の 施行後も 、市関係 は引き続 き乾杯を 行われ ているよう
でございます。
大曲商 工会議所 や大仙 市商工会 に関係し た宴会等 でも地元 酒を使っ た乾杯 が行われて
いるようでございます。
しかし ながら、 一般の 事業者や 各地域で の宴会等 では、地 元酒等で の乾杯 は非常に少
ないようでありまして、まだまだ条例が周知されていないようにも思われます。
酒類の 販売まで に関係 する地場 産業とい たしまし ては、酒 造好適米 を作付 する農家、
酒造会社 、酒類卸 業者、 酒類小売 業者、そ してお酒 類を提供 する宴会 会場や 飲食店など
がござい ます。こ の条例 が施行さ れてから ３年にな ったとこ ろですが 、この ような地場
産業の振 興に幾ら かでも 寄与でき たと思っ ていると ころでは ございま すが、 実際の数字
といたし ましては 、どの ように影 響したか を知りた いと思い まして今 回の質 問となった
ところでございます。
そこで お伺いい たしま すが、一 つ目とい たまして 、酒類等 の販売量 、出荷 状況につい
てお伺いいたします。
二つ目 といたし まして 、酒造好 適米の作 付面積と 収量につ いてをお 伺いい たします。
三つ目 といたし まして 、販売す る事業者 等、宴会 会場など の売上の 状況に ついてお伺
いいたします。
以上３点について、ご答弁のほどよろしくお願いいたしたいと思います。
○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】

古谷武美議員の質問にお答え申し上げます。

はじめ に、酒類 等の販 売量状況 につきま しては、 仙北地域 管内並び に秋田 県の清酒の
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販売数量 について 、平成 ２５年度 を基準に その後の ３年間の データを 調査し たところ、
どちらも 毎年０． ２～６ ．２％程 度の減少 傾向であ りました 。全体の 傾向と して若者の
日本酒離 れが主な 要因と 言われて おり、販 売量の約 ６割を占 める旧来 からの 主流であっ
た一升瓶に入った一般酒の不振が大きいようであります。
しかし 、先の６ 月６日 の新聞報 道にもあ ったとお り、県の 発表によ ると清 酒の出荷量
が微減傾 向にある 中、本 県の純米 酒や吟醸 酒などの 「特定名 称酒」と 呼ばれ る上質な日
本酒の売 上につい ては全 国４位、 また、東 北ではト ップとな りまして 、出荷 量は前年度
比１．４％の増加となっております。
特に「 特定名称 酒」の うち「純 米吟醸酒 」につい ては、前 年度比較 で１２ ％増と高い
伸びとな っている など、 蔵元のこ だわりが 感じられ る質の高 い「特定 名称酒 」を好む近
年の消費 傾向が要 因とな りまして 、日本酒 の人気は 確実に高 まってき ている と考えられ
ます。
次に、 酒造好適 米のこ の作付面 積と収量 につきま しては、 条例施行 前の平 成２５年産
における 作付面積 は３１ ．１ヘク タールと なってお りました が、条例 施行後 、初めての
作付となる平成２７年産では７６．２ヘクタールまで拡大し、２８年産においても
７８．３ ヘクター ルと増 加傾向に あります 。この作 付が拡大 した要因 として は、吟醸酒
や純米酒 の特定名 称酒の 需要増に 対応し、 各酒造メ ーカーが 増産に踏 み切っ たことが主
なものと 分析され ますが 、「乾杯 推進条例 」の施行 や酒造好 適米の作 付拡大 を目指す市
単独事業の取り組みがプラスに働いたものと考えております。
なお、 収量につ いては 、年産に よって多 少のバラ ツキはあ りますが 、うる ち米の基準
単収より若干低い１０アール当たりおよそ５８０ｋｇとなっております。
次に、 販売する 事業所 等の売上 状況につ きまして は、正確 に把握す ること は困難であ
りました が、宴会 場など の関係者 に聞き取 りしたと ころ、乾 杯の際に 日本酒 などの地元
のお酒の注文が増えており、条例の認知度の高まりが感じられるとのことでありました。
市内に ９カ所あ る蔵元 では、そ れぞれ個 性のある お酒を日 々開発さ れてお ります。乾
杯条例を制定した目的は、地元酒等を愛飲する機運を醸成するとともに消費拡大を図り、
地場産業 振興に寄 与する ことであ り、乾杯 条例が地 元のお酒 に出会う きっか けとなるよ
う、市としても引き続きＰＲしてまいります。
以上です。
【久米副市長

降壇】
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○議長（千葉

健）

１３番さん、再質問ありますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○１３番（古谷武美）

はい、どうぞ。
ご答弁ありがとうございました。

県の発 表からも ありま して、微 減になっ ていると 、減って いるとい う内容 でございま
したけれ ども、作 付量な んかは増 えていま す。この 我々やっ てます大 仙市の 地元酒等乾
杯条例が もしなけ れば、 微減がも っともっ と大きく 落ち込ん でいたの かなと 思うところ
でござい ます。こ れから も、久米 副市長が 申されま したけれ ども、こ の条例 を使いまし
て市民に定着させた日本酒で乾杯条例を進めていただければなと思います。
また、 これから はます ます人口 減少が進 み、酒類 等の消費 が少なく なるこ とが考えら
れますが 、地元市 民の消 費だけで はなくて 、ほかの 地域から 来た、大 仙市に 来ていただ
いたお客様にも大いに消費に協力していただくことを考えたときに、今日の乾杯の酒は、
どこどこ 酒造会社 の何々 のという お酒の名 前は時々 聞きます が、最後 に、是 非お土産に
購入して ください という 一言、コ マーシャ ルするこ とが必要 かと思い ますの で、販売業
者の皆様 に話して いただ くことを お願いし てはどう でしょう か。幾ら かでも 売上が上が
れば、こ れからま すます 厳しくな ります農 家の方々 の収入も 、酒造好 適米の 作付が増え
ることによりまして良くなると期待されますので、お願いしたいと思います。
以上お願いしまして、この質問は終わりたいと思います。
○議長（千葉

健）

○１３番（古谷武美）

次に、２番の項目について質問を許します。
次に、「大仙市循環バス運行ルート」についてお伺いいたします。

大仙市 循環バス は、平 成２６年 ５月１日 から利用 される住 民の方々 の要望 もありまし
て逆回り運行を開始ししたところです。
利用実 績といた しまし ては、平 成２５年 度逆回り 運行前の 利用者数 が１万 ３，２７４
人であり ましたが 、平成 ２６年度 逆回り開 始後は１ 万３，３ ３６人と ６２人 の増となり
ました。 平成２７ 年度に つきまし ては１万 ３，８４ ７人と、 前年と比 べまし て５１１人
の増となっておりました。
逆回り運行前の平成２５年度と比較しますと５７３人の増となっておりました。
ところが、平成２８年度利用者は１万３，３１４人と前年度より５３３人の減少と
なってお りますが 、今回 の私の質 問には、 利用減少 について は触れま せんが 、原因を確
認する必要があるのではないのかと思いますので、お願いしたいなと思います。
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循環バ スを利用 してい る人たち は、運転 免許のな い方やお 年寄りの 方と運 転免許返納
者が多い と思いま すが、 現在運行 中の巡回 バスのル ートを延 長してい ただけ れば利用し
たいと話されている人たちの声を多く聞きます。
また最 近、高齢 者の交 通事故が 多く発生 している 中で、バ スが来る のであ れば運転免
許を自主 的に返納 して交 通事故の 心配をな くし、家 族に安心 させたい との声 も多くあり
ます。
また、 大仙市に は、国 指定重要 文化財の 「古四王 神社本殿 」があり ますが 、ここを見
学する場 合、遠方 から電 車で来ら れた人た ちは、現 在はタク シーを利 用する しかないた
め見学に 行く人は ほとん どないと 思われま す。現在 の循環バ スは、市 民の皆 様の日常の
足として 利用して いただ くことを 目的とし ています が、ほか の地域か ら観光 等の目的で
来た人た ちにも利 用して いただき 、「古四 王神社本 殿」や平 成３０年 開館予 定の「（仮
称）花火 伝統文化 継承資 料館」な どを見学 コースと していた だきたい のと、 今まで以上
に市民の 皆様の便 利で安 全・安心 な交通機 関にして いただき たいと思 い、三 つの質問を
いたしたいと思います。
一つ目 といたし まして 、現在の 循環バス ルートを 観光の方 にも利用 してい ただき、高
畑、古四王、小貫、追分、川目まで延長できないか、お伺いいたします。
二つ目 といたし まして 、ルート の延長を ただいま 質問しま したが、 川目、 追分まで延
長してい ただいた 場合に 、現在、 乗り合い タクシー 藤木線を 運行して いただ いておりま
すが、こ れを藤木 ・角間 川を回る 循環バス としてい ただき、 川目・追 分で乗 り継ぎでき
るような藤木・角間川循環バスの新設できないかをお伺いいたします。
三つ目 といたし まして 、現在の 循環バス は旧大曲 の南側を 運行して おりま して、年間
１万３千 人以上の 利用者 がおられ ます。市 民の皆様 の日常の 足として 利用さ れ、市街地
の活性化 や公共公 益施設 の利用促 進に大い に役立っ ていると 思います 。大曲 駅より北側
の交通網 を考えた 場合、 旧国道１ ３号線や １０５号 線近くの 人たちは 、少な い便数では
ありますが路線バスの利用が可能とは思いますが、バス路線から離れている花館、幸町、
大花町、 丸子町、 そして 福見町方 面の市民 の皆様の 足として 北側ルー トの循 環バスの新
設が可能であるかをお伺いいたします。
以上３点についてご答弁のほど、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

登壇】
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○市長 （老松博 行）

質 問の大 仙市循環 バス運行 ルートに ついて、 お答え申 し上げます。

大仙市 循環バス は、市 町村合併 前の平成 １２年度 に旧大曲 市におい て、高 齢者などの
交通弱者 や住民の 地域内 移動の身 近な足と して利用 していた だくこと に加え 、町中への
人の流れ を生み、 中心市 街地に賑 わいを創 出するこ とを目的 にスター トした 事業であり
ます。
経路と しては、 利用さ れる方の 利便性を 考慮し、 大曲バス ターミナ ルを起 点として、
中心市街 地、医療 ・福祉 施設、公 共施設な どを経由 し、約３ ５０ｍ間 隔に停 留所を設置
して１周９．７ｋｍ、約４０分で運行しております。
また、平成２６年５月からは、逆回り便もスタートし、順回りを「つつどんルート」、
逆回りを「はなちゃんルート」として、それぞれ５便ずつ運行しております。
この「はなちゃんルート」は、平成２４年度に循環バスの運行ルート周辺の住民に
行ったア ンケート 調査と 乗り込み 調査から 、「１系 統しかな く、帰り が遠回 りになり利
用しづら い」、「 逆回り があると 便利」と いう意見 から、そ れに伴い 検討し た結果、運
行開始に至ったものであり、運行については民間事業者に委託しております。
最初の 質問の、 現在の 循環ルー ト延長に つきまし ては、民 間事業者 の路線 バスが川目
・追分を 運行して いると いう点と １時間以 上の時間 を要する ため、運 行回数 を減らすこ
とになるなど、利用者の利便性にはつながりにくいものと捉えております。
次に、 藤木・角 間川循 環バスの 新設につ きまして は、現行 の乗合タ クシー 藤木線の利
用者が平成２８年度の実績で延べ６５２人となっております。
また、 角間川地 域には 、民間事 業者の路 線バスが 運行され ており、 競合が 懸念される
ことから 、住民ニ ーズの 把握やバ ス事業者 、タクシ ー事業者 との協議 など、 十分な調査
・検討が必要と考えます。
次に、 大曲駅北 側ルー トの新設 につきま しては、 花館地区 や丸子町 、福見 町はコミュ
ニティバ スが運行 されて おり、ま た、幸町 ・大花町 について は、大曲 駅にほ ど近く、乗
合タクシ ーの乗降 場所に なってお ります。 しかし近 年、開発 が進み、 新興住 宅街となっ
たため、 交通網が 不十分 な区域も 出てきて いること から、今 後、地域 住民の ニーズ調査
を実施し 、循環バ スを拡 充するこ とによる バス事業 者、タク シー事業 者への 影響等も調
査しながら、設置に向けた検討を進めてまいりたいと存じます。
大仙市 における 公共交 通の運行 について は、市民 の生活の 足の確保 に重心 が置かれて
いること から、観 光客の 利用につ いては、 ご指摘の とおりで あり、路 線の案 内や交通網
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の整備など、見直しが必要と考えております。
今後と も公共交 通につ いては、 平成２７ 年度に策 定した「 大仙市地 域公共 交通網形成
計画（第３期交通計画）」に基づき、利用者や地域住民のニーズを把握しながら、コ
ミュニティバス、循環バス、乗合タクシー、市民バスについて、全市的にルートや料金、
時間等の 見直しを 行い、 市民目線 に立った 利用しや すい公共 交通の実 現、地 域の実情に
合った交 通サービ スを展 開し、持 続可能な 公共交通 を運行し てまいり たいと 存じます。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

１３番さん、再質問ありますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

はい、どうぞ。

○１３番（古谷武美）

答弁ありがとうございました。

ただい まの市長 の答弁 では、最 終的には 市民目線 に立った 前向きな 検討を するという
ご意見だ と思いま す。是 非引き続 き検討い ただきま して、市 民の足と なるよ うにお願い
したいなと思います。
この質問については以上で終わりたいと思います。
○議長（千葉

健）

○１３ 番（古谷 武美）

次に、３番の項目について質問を許します。
最後の 質問とな りますが 、「市民 のモラル ・マナー の向上の取り

組み」についてお伺いいたします。
市民は 安全・安 心の中 で快適な 生活環境 が必要と 思います 。快適な 生活環 境は、市当
局の住民サービスと市民等のモラルとマナーで維持しているところであります。
３０年 から４０ 年前と 比較しま すと、県 や国、そ して市の 環境に対 する啓 蒙活動によ
りまして 不法投棄 等も大 幅に改善 されてい ると思い ますが、 町内会の 清掃活 動や各団体
や会社関 係の清掃 ボラン ティアの 活動を見 ますと、 いまだに 空き缶や ペット ボトルなど
のごみの 回収が多 くあり 、驚かさ れている ところで ございま す。中に は、レ ジ袋にペッ
トボトル や食品ト レーを 入れて、 袋のまま 道路脇に 捨てられ ているも のも見 受けられま
す。この ような、 ごみや タバコの 吸い殻の 問題、ペ ットの問 題、騒音 の問題 等々、市民
が迷惑に なるよう なモラ ルとマナ ーに少し 欠けた人 たちもま だいるよ うでご ざいます。
このよ うな迷惑 行為に 対して、 声を出し て苦情を 言えない でいる人 も多く いることも
確かです 。どこの 自治体 も市民一 人一人が 他人に迷 惑をかけ ないと思 う気持 ちのマナー
やモラル に期待し ながら 環境を良 くするこ ととして きている と思いま すが、 なかなか改
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善できな く、人々 の道徳 心に頼る のは難し くなって いるのが 実情では ないで しょうか。
全国に は、対策 として 快適な生 活環境に 対する条 例を設け ている自 治体が 増えてきて
います。 条例の名 称とい たしまし ては「さ わやか環 境条例」 「モラル ・マナ ーアップ条
例」「市 民マナー 条例」 「さわや かマナー づくり条 例」等々 がありま して、 生活環境で
の清潔とモラル・マナーの向上を訴える内容になっているようです。
この条 例の主な 内容と いたしま しては、 やはりご みのポイ 捨て、犬 や猫の 糞、タバコ
のポイ捨 て、喫煙 場所、 歩きスマ ホ、落書 き等々ほ かにも幾 つかあり ますが 、普段我々
が目にしていることのモラルやマナーの向上を訴える条例となっております。
大仙市 も、この ように 条例とし て市民の 皆様に訴 えること が必要な 時期に 来ていると
思いましたので質問をいたします。
一つ目 といたし まして 、モラル ・マナー 等の年間 の苦情件 数は幾ら あるも のかお尋ね
いたします。
二つ目 といたし まして 、市民へ のモラル ・マナー 向上の啓 発は行っ ておる のかをお聞
きいたします。
三つ目 といたし まして 、「大仙 市モラル ・マナー 条例」の 制定に向 けての 検討委員会
を設立していただきたいのですが、その可能性はあるのかお伺いいたします。
以上３点の答弁、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。老松市長。
【老松市長

○市長 （老松博 行）

登壇】

は じめに 、モラル ・マナー 等の年間 苦情件数 につきま しては、多岐

にわたり ますが、 そのう ち生活環 境に係る 主な苦情 相談では 、不法投 棄に関 する苦情相
談の件数 は、平成 ２６年 度は１５ 件、２７ 年度は２ ９件、２ ８年度は ３１件 となってお
ります。
犬・猫 に関する 苦情相 談の件数 は、平成 ２６年度 は２４件 、２７年 度は２ ０件、２８
年度は１１件となっております。
また、空き地等の雑草に関する苦情相談は、平成２６年度は１１件、２７年度は９件、
２８年度は１１件となっております。
また、 苦情相談 への対 応ですが 、必要に 応じて職 員が現場 を訪問し 、飼い 主や土地所
有者等への指導助言等を行っております。
次に、 市民への モラル ・マナー 向上の啓 発につき ましては 、清掃活 動を通 じた環境美
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化意識の 向上を目 的とし て、身近 な地域や 河川など のクリー ンアップ の実施 を呼びかけ
ており、 今年４月 １６日 の全市一 斉クリー ンアップ デーには １万２， １２４ 人が参加し
ております。
また、 ７月の河 川愛護 月間にあ わせた全 市一斉河 川クリー ンアップ を７月 ２日に実施
する予定であり、市民、事業者、市が一体となった取り組みを行っております。
ごみの 適正処理 やペッ トの飼育 マナー向 上等につ いては、 市の広報 等によ る呼びかけ
のほか、子どもたちにも、ごみの分別というごみ出しマナーを身に付けていただくため、
小学校４ 年生を対 象にし た学習会 の実施や 、県によ る犬の基 本的なし つけ方 や犬の習性
・飼い方等を学ぶ「犬のしつけ方教室」が市、獣医師会と連携して開催されております。
さらに 、行為者 が特定 されない 場合や公 共性が高 い発生場 所につい ては、 迷惑行為防
止を啓発 する看板 の設置 や、町内 会等から の要望に 応じて周 辺住民に マナー 向上を呼び
かけるチラシ等の配布を行っているところであります。
次に、 「大仙市 モラル ・マナー 条例」の 制定につ きまして は、まず 、県レ ベルで既に
瓶・缶、 たばこの 吸い殻 、チュー インガム の噛みか す、紙く ず等のポ イ捨て や犬の糞の
放置等の 行為を禁 止し、 違反者を ２万円以 下の過料 に処する 罰則も盛 り込ん だ「秋田県
空き缶等の散乱の防止に関する条例」が制定されております。
また、 いわゆる 歩きス マホや落 書き等々 の迷惑行 為につい ては、そ もそも 不法行為と
なるものもあります。
したが いまして 、例え ば、行為 制限や罰 則を内容 とする条 例を想定 した場 合、法令や
県条例に 規定され ている 行為は除 く必要が あり、規 定範囲が はじめか ら制限 されます。
また、 市や市民 の責務 などを内 容とする 、いわゆ る理念条 例であれ ば、ほ かに都市宣
言などの手法も考えられるところであります。
このよ うなこと から、 現段階で は、モラ ルやマナ ーを向上 させるた めの施 策として条
例制定が適当であるのか、また、他の先進事例にある都市宣言などはどうか、あるいは、
なお一層 の啓発に よるべ きかとい った、施 策そのも のの有り 様を、ま ずは検 討させてい
ただきたいというふうに考えております。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

１３番さん、再質問。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

はい、どうぞ。
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○１３番（古谷武美）

ご答弁ありがとうございました。

モラル やマナー につい ては個人 の問題で ありまし て、個人 の考え方 で大変 難しいこと
だと思い ます。今 後、条 例とか制 定に向け てとか、 もし進む ことがご ざいま したら、パ
ブリック コメント やアン ケートな ど十分に 行いまし て、市民 の皆様の 意見を 聞いていた
だきながら進めることが大事かなと思います。
市当局だけで進めるということは、可能性としましては押し付けというような形に
なってし まうと思 います ので、市 民と一緒 にやると いうこと を基本に しなが ら、もし進
めるようであればお願いしたいなと思います。
以上で質問を終わりたいと思います。
○議長（千葉

健）

これにて１３番古谷武美君の質問を終わります。
【１３番

○議長（千葉

健）

古谷武美議員

降壇】

次に、４番佐藤隆盛君。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

４番。
【４番

○議長（千葉

健）

○４番 （佐藤隆 盛）

佐藤隆盛議員

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。市民 クラブの 佐藤隆盛 です。通 告に従いまし

て３点を柱に、市長並びに教育長に質問いたします。
まず、老松市長の抱負について質問いたします。
圧倒的 な期待の 票を得 てのご当 選、まず おめでと うござい ます。ま ず市長 は、選挙公
約の１番 に「誠心 誠意で 市民目線 と地域目 線で大仙 市全体を 元気にし ます」 と掲げて当
選いたし ました。 新市長 としての 抱負につ いては、 他の議員 の質問か らもか ち合うかも
しれませんが、私からは、まず２点について伺いたいと思います。
今回の 選挙の争 点と言 えるかど うかわか りません が、「町 部ばかり が目立 ち、農村部
は寂れて いく一方 だ」、 また「大 仙市は花 火ばかり だ」とい う声を随 分聞き ました。私
個人とし ては、花 火もな ければ大 仙として の特長も なく、こ れだけ有 名にな った大曲の
花火を起 爆剤とし て、あ らゆる他 産業へ拡 散させる ことがで きないか 、また 、そうする
ことこそ 大切なこ とと考 えてまい りました 。農村部 と一体と なった、 つまり 田園都市構
想こそ、１２年前の目標であり、大仙市となった基本理念だったと思っております。
冒頭に 言いまし た寂れ ていく農 村部の不 満を、ど う解消し 、町部と 一体と なった大仙
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市づくりを、どう進めていかれるのかお考えをお伺いいたします。
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】

佐藤隆盛議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 、農村部 と町部 が一体と なったま ちづくり について でありま すが、 第１回臨時
会の所信 表明で申 し上げ ましたよ うに、私 が目指す まちづく りは「大 仙市の すべての地
域をすみずみまで元気にするまちづくり」、そして、「市民の皆様が住み良さを実感し、
将来に希望が持てるまちづくり」であります。
私も選 挙期間中 、市内 各地域に 足を運び 、たくさ んの方々 から話を 伺う中 において、
議員ご指摘のような声も承知いたしております。
本市は 、農業を 基幹産 業とし、 豊かな自 然環境、 田園との 調和を図 りなが ら、人が活
き人が集 う夢のあ る田園 交流都市 の実現を 目指すも のであり 、その実 現のた め、産業の
基盤である農業の振興なくして市の発展はないものと考えております。
しかし ながら、 少子高 齢社会の 進展によ る担い手 不足など により、 農村部 に限らず町
部におい ても様々 な問題 を抱えて おり、市 全体の発 展のため には各地 域の皆 様の相互理
解とご協 力をいた だきな がら、各 地域とと もに元気 になる施 策の展開 が必要 と考えてお
ります。
今後は 、所信表 明で申 し上げま した六つ の重点施 策などを しっかり と進め てまいりま
すが、各 地域がそ れぞれ 持ってい る資源や 産業、伝 統や文化 の地域特 性や独 自性を大切
にしながら、市役所の本庁及び各支所が元気づくりの拠点となって施策を進めるために、
各地域協 議会や関 係機関 のご意見 、ご提言 等をいた だき、必 要に応じ た事業 実施を心が
けてまいります。
特に各支所においては、平成２７年度に設置した「地域活性化推進室」が主体となり、
総合計画 の地域版 となる 「地域振 興計画」 に盛り込 まれた事 業等を推 進して いくととも
に、地域 協議会と の協働 の取り組 みにより 、計画の 見直しや 新たな課 題の掘 り起こし、
その解決に向けた施策を重点的に実施していくことが大事だと考えております。
今後も 、市民の 皆様の 意見等を よくお聞 きし、可 能なこと から速や かに施 策を実行し
てまいります。
【老松市長

降壇】
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○議長（千葉

健）

４番さん、再質問ございますか。

○４番（佐藤隆盛）

ありません。

○議長（千葉

次に、２番の項目について質問を許します。

健）

○４番 （佐藤隆 盛）

ま ず、２ 点目の質 問に入り ます前に 、私は２ ３年の１ ２月議会にお

いて一般 質問答弁 の報告 について 、答弁の 最後に「 前向きに 、また今 後検討 してまいり
たい」と か「努め てまい りたいと 考えてお ります」 などの発 言がある が、議 会閉会後、
一般質問 にどう対 応し、 活かして おるのか 具体的に お知らせ いただき たい。 また、検討
した結果 について 報告し ていただ きたいと 質問して おります 。それに 対して の答弁は、
次なよう なもので した。 少し長く なります けれども 。「各議 員からの 一般質 問における
様々な要 望や提案 などの 指摘事項 につきま しては、 業務を担 当する所 管部課 等が調査・
検討のほ か、国や 県、関 係団体と の協議が 必要とす る場合も あること から、 要望などに
応えられ る結論に 至るま で時間を 要し、引 き続き検 討を行っ ていく場 合は、 一般質問に
おいて「 検討して まいり ます」な どと答弁 しており ます。そ の後にお きまし ては、定例
会ごとの 指摘事項 につい て確認・ 整理し、 庁議等で 検討内容 を指示し ており ます。それ
を受け、 所管部課 、また は組織の 垣根を越 えて立ち 上げた全 庁的検討 チーム などが指摘
事項に対する現状把握、要望などの実現の可能性、現行制度の見直し、実施時期や手法、
事業費な どについ て改め て調査・ 検討を行 っており ます。そ の結果、 具体的 な方向性や
対応策が まとまっ た場合 は、その 内容につ いて直近 の市議会 定例会で の市政 報告や補正
予算を計 上し、審 議につ いていた だいてい るほか、 実施時期 が後年度 、後の 年度以降に
なるもの について は、市 後期基本 計画の実 施計画に 盛り込む など順次 対応し ているとこ
ろです。 しかしな がら、 指摘事項 によって は社会事 情や取り 巻く環境 、財政 事情などに
より、実現に向けた検討などに時間を要しているのもあるのが実情であります。例えば、
高齢者世 帯を対象 とした 住宅火災 警報器の 設置助成 の継続要 望や小・ 中学校 の子どもた
ちを対象 とした各 種大会 派遣費の 補助金制 度の拡充 要望につ きまして は、運 用期間や事
業費など 制度の内 容につ いては見 直しを図 ってきた ところで す。今後 におき ましては、
一般質問 の指摘事 項で検 討中のも のにつき ましては 、それぞ れ議員に 対して 中間報告を
していく とともに 、検討 結果が出 るものに ついては 、これま でどおり 順次、 定例会の市
政報告や 補正予算 に事業 費を計上 し、審議 をお願い してまい りたいと 思いま す。また、
市民サー ビスに関 するも のにつき ましては 、市広報 やホーム ページな どの掲 載により周
知の徹底 を図って まいり ます。」 と答弁を いただい ておりま す。そう いうこ とも踏まえ
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まして、 こういう ことも 踏まえま して、老 松新市長 に、職員 に対する 今後の 取り組みに
ついて質問いたします。
市長は 、言うま でもな く副市長 を経て新 市長にな られたわ けであり ますが 、いわば庁
舎出身であり、庁舎はホームグラウンドであります。
ところで、庁舎内の市長と職員との連携についてでありますが、前市長におかれては、
市長就任 当時から 職員と の意思疎 通と関係 改善のた め苦労し 、また、 努力さ れ、適正な
市政運営 のため、 職員の 理解を求 めてこら れました 。それに もかかわ らず、 事務処理や
手続きが 適切でな かった 事案等な どが生じ 、市政の 最高責任 者として その心 労が最も多
かったと 聞いてお ります 。私は、 このこと について 、先程の 答弁にも ありま すように、
前にも質 問した経 緯もあ り、庁舎 内に少し 問題が多 いのでは ないか。 これだ けの大所帯
となった 職員、つ まり市 民の奉仕 者を束ね ていくの は大変だ とはわか ります が、多くの
市民は、こうした庁舎内のことを心配しておるのであります。
また、 私はこれ まで「 明るい職 場づくり 」「職員 の能力向 上」「事 務処理 のミスの防
止策」な どについ て質問 してまい りました が、これ らに対す る現在の 取り組 み状況、そ
して新市長としての、今後どのように取り組まれるのかお伺いいたします。
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。老松市長。
【老松市長

○市長 （老松博 行）

登壇】

質 問の、 職員に対 する今後 の取り組 みについ てであり ますが、はじ

めに、一 般質問答 弁後の 状況報告 につきま しては、 今後も中 間報告や 定例会 の市政報告
のほか、予算計上の形で審議をお願いし、また、市民サービスに関しては、市広報や
ホームページ等の掲載などにより周知を図ってまいります。
次に、 「明るい 職場づ くり」「 職員の能 力向上」 「事務処 理ミスの 防止策 」に係る現
在の取り組み状況と今後の取り組みについてでありますが、まず、「明るい職場づく
り」につ いては、 マナー 向上プロ ジェクト として、 平成２０ 年度から マナー 向上委員会
代表者会 議を開催 し、マ ナー向上 に関する 重点目標 及び行動 計画を策 定し、 全職員に周
知してい るところ であり 、平成２ ８年度に ついては 、常時携 帯できる 接遇マ ナーマニュ
アルを改訂し、あいさつや身だしなみ、電話応対について、周知徹底を図っております。
今 後 に つ い て も 、 こ の プ ロ ジ ェ ク ト を 継 続 し 、 前 年 度 の 実 施 状 況 を 踏 ま え な が ら、
「明るい 職場づく り」と なる重点 目標と行 動計画を 策定し、 全職員に 周知徹 底してまい
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ります。
また、 「職員の 能力向 上」につ いては、 人材育成 基本方針 に基づき 、職場 における日
常の業務 を通じて 上司が 部下を、 先輩が後 輩を、意 識的かつ 継続的に 指導し て人材育成
・能力開発を行う職場研修（ＯＪＴ）と、職場を離れたところで実施する職場外研修
（Ｏｆｆ －ＪＴ） 、また 、職員自 身が自発 的に自己 の資質を 向上させ る自主 研修の三つ
を大きな 柱とし、 さらに 、女性職 員のリー ダーとし ての意識 向上など を目的 としたキャ
リアデザイン研修を平成２７年度から実施しております。
平成２ ８年度か らは、 研修に併 せて職員 の能力開 発を最大 の目的と してい る人事評価
制度を本 格的に導 入して おり、こ れらを活 用しなが ら、今後 とも、さ らなる 職員の能力
向上に努めてまいります。
最後に 、「事務 処理ミ スの防止 策」につ いては、 職員に対 して、こ れまで も庁議や通
知により 、各所属 長を通 じて定期 的に注意 喚起をし ているほ か、ミー ティン グの実施な
どによる 職員同士 のコミ ュニケー ションや チームワ ークの強 化、また 、組織 間の意思疎
通の強化などにより、その防止に努めてまいりました。
今後に おきまし ても、 これらに 併せて「 業務マニ ュアル」 を活用し ながら 、業務の見
直しを随 時行い、 不具合 部分につ いては早 急に改善 するほか 、思い込 みや勘 違いが発生
しないよ う、職場 全体で チェック するなど 、事務処 理ミスの 防止体制 の強化 に努めてま
いります。
以上、 お答え申 し上げ ましたが 、いずれ にいたし ましても 市職員と して市 民の期待に
応えられ るよう、 市長と して指導 を徹底し てまいる 所存であ りますの で、議 員各位にお
かれましても、引き続きご指導賜りますようお願い申し上げます。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

４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）

○４番 （佐藤隆 盛）

はい、どうぞ。
ま ず私は 、職場、 事業処理 ミスの関 係で前回 はこのよ うに提言と言

いますか 申し上げ ており ますが、 やはりこ の千とい う職員の 大所帯の 中であ れば、やは
り今の市 長の答弁 では、 少し何と いうかな 、それで いいのか なと思っ た次第 です。やは
り会社で あれば、 そうい う不良品 と言いま すか、そ ういうも のに対し て、や っぱりプロ
ジェクトチーム、それ専門の、ものづくりから言えばトータルクオリティコントロール、
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要するに 総合品質 管理と いうもの に、人に そういう ものをつ くっては いかが なもんかで
ありますけれども、やっぱり徹底してそういう人をきちっと今後こういうミスはしな
いんだと 。そして 、そう いうチー ムを作っ てどうな のかと。 今そのも のに対 しては、今
度 、 今 、 大 丈 夫 か 、 大 丈 夫 か と い う よ う な 、 そ う い う プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム を 作 っ て、
チームを 立ち上げ てはど うかと質 問してお ります。 それに対 してです ね、組 織としてど
ういう仕 組みで対 応でき るかとい う問題を 真剣に検 討したい 、検討し た結果 については
後日報告 するとあ ります けれども 、私はや っぱりそ こだと思 うんです よ。そ して、また
繰り返し になりま すけれ ども、ポ カミスと いうほど 厄介なも のはない と言い ます。大き
な問題に 対しては 真剣に 取り組む んだけど も、ポカ ミス的な ものは再 発する 可能性が非
常に高いと、ものづくりではそう言われております。
一例挙 げます。 言いづ らいんで すけども 、まず再 三に道路 の陥没で 、ポカ ポカポカポ
カとやって、毎日のように車が故障なったとかあるんです。それも私質問したことあ
るんです けども、 この時 の答弁で は、その 道路を、 いろいろ 理由ある にしろ 、もちろん
職員も支 所で全部 確認す るという 内容だっ たと思い ます。職 員もそう ですけ れども、例
えばスク ールバス で歩く とか、そ れから職 員の通勤 時期とか 、それは わかる はずだと思
うんです よ。それ が一向 にまずな いという ことが、 いかがな もんかな と思う んです。そ
ういう小 さいミス なんで す。だか ら、そう いうもの をまずで すね、も う一度 見直しなが
らやって もらいた いと思 います。 毎度のよ うに専決 処分の中 で、言い ません けれども、
用紙で出 ておりま すので 、そうい う点を気 をつけな がらやれ ば、やっ ぱりな んぼ答弁い
ただいて もですね 、再三 再三再三 というよ うに私は 受けるん ですよ。 どうか ですね、そ
ういうこ とのない ように 、その積 み重ねが 大きい事 故になれ ばですね 、そし て、こうい
ういろい ろなミス でも何 でもやっ ぱり市長 が最終責 任になる んです。 ですか ら、どうか
ですね、 これを機 として 、細かい ことであ りますけ れども、 それらの 目を配 りというで
きないと 思います 。です から、専 門的なそ ういうこ れらに対 してのチ ームを 作るべきだ
というふ うに再三 申し上 げて、私 の質問を 終わりた いと思い ます。答 弁お願 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。

私は小 さなミス と言い ますか、 ミスが起 きた際に は、職員 は人間で すので 、ミスはす
るものだ と。です から、 その１人 の職員の ミスが大 仙市のミ スになら ないよ うに、組織
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としてし っかりチ ェック していか なければ ならない というこ とは常々 申し上 げておると
ころであります。そうした点がまだまだ甘いというご指摘なのかもしれませんけれども、
いずれプ ロジェク トチー ムという ご指摘も ありまし たけれど も、いず れそう したミス再
発防止、 いろんな 面でや ってきて いるつも りですけ れども、 今のプロ ジェク トチームを
含めて、 さらにミ スのな いそうし た事務処 理を目指 して取り 組んでま いりた いと思いま
す。
○議長（千葉

健）

○４番 （佐藤隆 盛）

３番の項目について質問を許します。
ま ず、１ 点目の小 ・中学生 の交通安 全に対し て２点に ついて質問い

たしますが、まず１点目の小学校通学路の安全対策について質問いたします。
４年前 の２５年 ６月議 会におい ても小学 校通学路 の安全対 策につい て質問 しておりま
すが、小 学生を持 つ親の 心配は、 毎日の登 下校時の 安全では ないでし ょうか 。他を差し
置いても万全を期すべきと思い、再度質問するものであります。
これも 少し長く なりま すけれど も、平成 ２４年度 以降、登 下校中の 児童な どの列に自
動車が突 入し、死 傷者が 多数発生 する痛ま しい事故 が相次い で発生し たこと から、全国
約２万校 の通学路 を点検 し、その 中で文部 科学、国 土交通、 警察の三 省は、 全国の公立
小学校の 通学路へ の事故 の危険が あるとさ れた７万 ４，４８ ３カ所の うち、 ３月末まで
に５７％ の４万２ ，６６ ２カ所で 歩道の整 備などの 安全対策 を完了し たと発 表があり、
道路を管 理する国 や自治 体が歩道 の整備や 路肩の拡 幅を実施 。ほかに 警察が 信号機や横
断歩道を新設したり、教育委員会が通学路を変更したりしたそうであります。
秋田県 では、教 育委員 会の取り まとめに よります と、県内 の通学路 で危険 であるとさ
れたのは ５６１カ 所、こ のうち４ ２％に当 たる２３ ７カ所が ３月末ま でに歩 道設置など
の対策を終えたとあります。
また、 三省庁は 、危険 箇所や対 策済みの 箇所につ いて、自 治体にホ ームペ ージや広報
紙を通じて住民に情報提供するよう求めておりました。
このよ うなこと から、 大仙市で は小学校 の通学路 の安全対 策にどの ように 取り組んで
きたのかを質問し、次のような答弁をいただいております。
通学路 危険箇所 マップ 、また、 重点除雪 箇所マッ プを作成 し、学校 と関係 機関の情報
の共有化 を図り、 敏速な 対応に努 めている 。また、 通学路緊 急合同点 検の結 果、学校か
ら４１カ 所の危険 箇所の 申告を受 け、該当 する道路 の管理者 、学校、 保護者 及び警察と
合同緊急 点検を行 ったと あります 。その結 果、３月 末まで対 策を講じ ること ができた危
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険箇所は ２７カ所 、内容 は徐行運 転などを 促す看板 、グリー ンベルト 、カー ブミラー、
ガードレ ールの設 置のほ か、路側 帯を示す 外側線、 路面表示 、横断歩 道の設 置や引き直
し、残り １４カ所 のうち 横断歩道 新設、外 側線引き 直し、交 差点部の 改修、 時差式信号
の設置、 スクラン ブル交 差点化な どの１１ カ所につ いては本 年度内完 了予定 であり、事
業量の大 きい歩道 の設置 及び転落 防止柵の 改修の２ カ所につ いては、 年次計 画で進捗を
図り、ま た、残る 国及び 県の関係 箇所につ いては、 早急に改 善できる よう強 く働きかけ
ると答弁いただいております。
そこで 質問いた します が、今現 在、危険 箇所はい くらある のか、ま た、重 点除雪箇所
マップを 作成し、 学校と 関係機関 の情報の 共有化を 図り、敏 速な対応 に努め ると答弁い
ただいて おります が、そ れぞれの マップの 箇所幾ら あるのか 、また、 いつ、 どのような
方々で確認を行っているのか、現在の状況をお知らせください。
また、 事業量の 大きい 改修の２ カ所につ いては年 次計画で 進捗を図 るとあ るが、現在
はどのよ うになっ ている のか、そ して、国 及び県の 関係箇所 の要望件 数とそ の対応はど
のような状況になっているのかお伺いします。
そして何よりも万全体制であるのかお伺いいたします。
続いて、２点目の中学生自転車ヘルメット支援について質問いたします。
まず、 私自身は 、１０ 年前より 軽トラに ステッカ ーを貼り 付け、ま た、高 梨地区の交
通安全役員として、少しでも地域の交通安全を願い行動している一人であります。私は、
前から自 転車通学 生には ヘルメッ トを使用 すべきと 感じてお りました 。この 件について
は、藤田 和久議員 も子ど もたち交 通安全確 保の立場 から、自 転車通学 者に安 全ヘルメッ
ト着用、そして無料支給できないかについて、昨年の３月議会で質問を行っております。
藤田議員 も述べて いるよ うに、自 転車事故 の場合に は、自転 車運転者 がヘル メットを着
用してお れば軽症 で済ん だと思わ れる事故 も多いと 伺って述 べており 、そし て自転車運
転者の事 故が起き た場合 のヘルメ ットなし の場合の 死亡リス クは３倍 以上上 昇すると言
われてお ります。 また、 中学生の カバンの 重さは１ ０ｋｇ以 上と聞い ており ます。そう
いうこと から、私 も自転 車通学の 場合には 、安全ヘ ルメット を着用す べきと 思っており
ます。現 在、市内 では１ １校中５ 校で自転 車通学者 ヘルメッ トを着用 してお り、自己負
担でヘル メット購 入して おります 。先の藤 田議員ヘ ルメット 支給の答 弁では 、市教育委
員会とし ては、ヘ ルメッ ト着用の 徹底を図 るために は、一律 の義務化 よりも 、保護者と
学校の合 意形成こ そが重 要な土台 であると 考えてお ります。 したがっ てヘル メットの無
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料支給に つきまし ては、 現在着用 している 学校にお いて、「 自分の命 は自分 で守る、ヘ
ルメット はそのた めに必 要不可欠 なもの」 との合意 の上、自 己負担購 入によ る指導がな
り立って いること も踏ま えて検討 すべきも のと考え ておりま すと答弁 をいた だいており
ます。
１１校 中、まだ ６校の 保護者の 理解や意 識の徹底 されてい ない中、 仙北中 は今年度か
ら自転車 ヘルメッ ト着用 を義務化 すること により、 生徒の自 転車利用 の安全 を確保する
とともに 、交通安 全に対 する意識 を高めよ うと、自 転車通学 ヘルメッ トを始 めておりま
す。始め るにあた り、昨 年の６月 から保護 者に対し て自転車 ヘルメッ ト着用 義務化に係
るアンケートを実施し、８割の保護者から賛同を得ることができたと。しかし、ヘル
メット購 入にあた っては 、保護者 負担とな ることか ら「補助 制度があ れば助 かる」とい
う意見が 多数寄せ られた とのこと でありま した。Ｐ ＴＡで保 護者に自 転車ヘ ルメット着
用につい て説明、 保護者 に自転車 ヘルメッ ト着用の 義務化に 係る調査 実施、 生徒会で生
徒に自転 車ヘルメ ット着 用につい ての説明 、３カ月 間におい て保護者 ・生徒 に自転車ヘ
ルメット 着用につ いての 意見聴取 、そして ＰＴＡ・ 生徒会と の合意を 図り、 更には新入
生の保護 者にも自 転車ヘ ルメット 着用義務 化を説明 し、この ４月より 実施す ることにし
たそうであります。
しかし ながら、 答弁で 述べてお る中、保 護者と学 校の合意 形成がで きてい るにもかか
わらず支援がなかったとのことであります。そのようなことから、先ほど保護者から
「補助制 度があれ ば助か る」との 多数の意 見があり 、ＰＴＡ 会長、校 長より 、横堀、高
梨両交通安全会に支援が求められ、人数割り、１人５００円で両安全会から９万
３，５０ ０円を支 援して おります 。私は、 本来であ れば、行 政で支援 及び補 助するべき
と思うの であり、 仙北中 のみなら ず他の４ 校の保護 者もヘル メット支 援を望 んでいるの
ではないかと思い、質問したところであります。前向きな答弁をお伺いいたします。
以上です。
○議長（千葉

健）

３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 、小・中 学生の交 通安全対 策につい て、お答 え申し上げま

す。
はじめ に、小学 校通学 路の安全 対策につ きまして は、登下 校も含め て学校 生活におけ
る子ども たちの安 全・安 心を確保 すること は、学校 や行政の 大きな役 割であ ると考えて
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おります。
各学校 では、通 学路の 安全点検 はもとよ り、計画 的な交通 安全教室 の実施 や教職員に
よる登下 校時の安 全指導 、地域の 方々の協 力による 見守り活 動等の充 実に努 めておりま
す。
一方、 市教育委 員会で は、学校 、地域、 関係機関 が連携し 、児童生 徒の登 下校時にお
ける安全 を確保す るため の指針と なる「大 仙市通学 路交通安 全プログ ラム」 を平成２６
年２月に策定いたしました。このプログラムに基づき、国土交通省湯沢河川国道事務所、
仙北地域 振興局、 市道路 河川課、 大仙警察 署、市教 育委員会 をメンバ ーとす る「通学路
安全推進 会議」を 設置し 、登下校 時の事故 の未然防 止を図る ための合 同点検 や具体的な
対策を実施しております。
具体的 には「大 仙市立 小・中学 校通学路 の設定要 領」に基 づき、学 校は毎 年４月３０
日までに 通学路や 危険箇 所等を記 した図面 を市教育 委員会に 提出し、 その図 面をもとに
要望があ った対策 必要箇 所につい て、学校 、保護者 、当該道 路管理者 、警察 、市教育委
員会、各 支所、自 治会等 が参加す る合同点 検を毎年 行い、歩 道整備や 防護柵 設置、注意
喚起看板の設置等の具体的な対策を検討実施することとしております。
今年度 につきま しては 、各学校 等から要 望された 対策必要 箇所８カ 所につ いて、５月
２９日に 合同点検 を実施 しており 、学校に おいて当 該箇所に 関する安 全指導 を強化する
ことに加 え、２カ 所には 注意喚起 用看板を 設置する とともに 、４カ所 には横 断歩道の設
置を、１カ所にはグリーンベルトの設置を検討することといたしました。
なお、 議員から ご質問 のありま した２カ 所の進捗 状況につ きまして は、大 曲地域の追
分板杭線 の歩道拡 幅工事 は平成２ ６年度中 に完成し 、仙北地 域の仙北 １号線 の歩道整備
は平成３１年度末の完成を目指して工事を進めております。
また、 国や県へ の要望 件数につ きまして は、今年 度は該当 する箇所 はあり ませんでし
たが、昨 年度は１ 件あり 、仙北中 学校の通 学路とな っている 県道への 信号機 設置の検討
をお願いしております。
安全・ 安心につ いては 、これで 完璧とい うことは ありませ ん。引き 続き、 学校等から
の情報を もとに点 検活動 を実施し 、関係機 関と連携 して安全 確保のた め、具 体的な対策
を検討しながら児童生徒の登下校の安全確保に努めてまいります。
次に、 中学生へ の自転 車安全ヘ ルメット 購入支援 につきま しては、 各小・ 中学校では
継続的に 交通安全 指導を 行ってお り、その 中で機会 を捉えて 様々な方 法で児 童生徒や保
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護者に自転車用ヘルメットの有効性について周知を図っております。
市教育 委員会と いたし ましては 、ヘルメ ット着用 の一律の 義務化よ り児童 生徒一人一
人の安全 意識を高 めるこ とが重要 ととらえ 、保護者 の理解を 得ながら 自転車 利用時のヘ
ルメット着用率の向上を目指しているところであります。
そうし た中、仙 北中学 校では、 生徒が話 し合いを 重ね、保 護者の理 解のも と合意形成
に至り、 あわせて 交通安 全会等、 地域の方 々から多 くの協力 をいただ き、今 年４月から
自転車通学者全員がヘルメットを着用して通学するようになりました。
仙北中 学校のこ の取り 組みは、 ８月２１ 日に開催 される「 中学生サ ミット 」において
紹介され る予定で ありま す。全中 学校の生 徒会代表 者に加え 、小学生 や教職 員、市ＰＴ
Ａ連合会 からの参 加も見 込まれて いること から、安 全意識の 向上やヘ ルメッ トの必要性
についての意識が、さらに高まるものと期待しております。
ご質問 のヘルメ ット購 入支援に つきまし ては、引 き続きヘ ルメット 着用に 対する一層
の理解を 進めると ともに 、生徒や 保護者の 経済的な 負担を考 慮し、通 学用ヘ ルメット購
入者に対する具体的な支援の在り方について検討してまいります。
交通事故は、いつどこでどんな状況で起きるか予測することができません。今後とも、
大仙市の 未来を担 う児童 生徒を守 るため、 ヘルメッ ト着用の 推進はも とより 、「自分の
命は自分で守る」という交通安全意識高揚のための取り組みを進めてまいります。
【吉川教育長
○議長（千葉

健）

降壇】

４番さん、再質問。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○４番（佐藤隆盛）

はい、どうぞ。
危険箇所については、わかりました。

ヘルメ ット支援 につい て、くど いですけ れども、 また検討 すると。 私ね、 多分と言え
ばおかしいんですけど、検討とは広辞苑ではこう書いております。「調べたずねること。
詳しく調 べ、当否 を考え ること。 」それが 検討とい うそうで あります 。この くらいやっ
てても、 まだ何で 検討し なきゃな らないの かと。先 程の教育 長の答弁 の中で 、今全部こ
のように なって統 計も取 って、必 要性も訴 えて、そ して最後 に行き着 くとこ ろは何とか
ならない かと、こ ういう 思いで、 そして１ 回目はな らなかっ たと。そ れで我 々の交通安
全会に幾 らでもと いうこ とで、私 も役員し ておりま して、そ こで話し 合いま した。やっ
ぱりそれ じゃあな くです ね、本来 の姿じゃ ないと。 なんとか 、幾らか でも補 助してもら
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いたいも んだと、 そうい う思いで ですね思 ったとこ ろ、この 前、藤田 議員も お話してお
りました けれども 、答弁 いろいろ 述べてお りました 。どのよ うな答弁 になる ものかなと
思っていましたけれども、検討ということはそういうことですよ。と書いておりました。
じゃあ何 をまた具 体的に 検討する のかとい うことを まず１点 と、それ から、 蕨市では半
額補助、 １５歳未 満と６ ５歳以上 にはヘル メット半 額補助し ておるよ うであ ります。し
かし、見 てね、全 額とい うのはや っぱり、 全額の補 助という のは、ち ょっと 私見つけれ
ませんでしたけれども、蕨市では半額補助をこのようなことでしておるようであります。
前向きな 検討をと いう言 葉、検討 、検討と あるんで すけれど も、何を 検討、 これ以上何
を検討す るんです かとい うことで 、支援を 求めなが ら、まず そんなこ とだけ 聞いてです
ね、私は質問を終わりますが、教えていただきたいと思います。
○議長（千葉

健）

○市長（老松博行）

答弁を求めます。老松市長。
再質問にお答え申し上げます。

私と教育長は協議させていただいておりますけれども、交通安全推進する意味、また、
ヘルメット着用を奨励する意味で、補助制度を作って対応したいと思います。
○議長（千葉

健）

よろしいですか。

○４番（佐藤隆盛）

はい。

○議長（千葉

これにて４番佐藤隆盛君の質問を終わります。

健）

【４番
○議長 （千葉

健）

佐藤隆盛議員

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２０分とさせていただきます。
午前１１時０８分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時１９分
○議長（千葉

健）

再

開

休憩前に引き続き、一般質問を続けます。８番佐藤文子さん。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

はい、８番。
【８番

○議長（千葉

健）

○８番 （佐藤文 子）

佐藤文子議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
日 本共産 党の佐藤 文子です 。通告に 従い、早 速質問さ せていただき

ます。
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はじめに、国保の都道府県化と関連して、４点についてお尋ねいたします。
国保の 広域化と なりま す都道府 県化は、 ２０１８ 年度から 始まりま す。県 が国保の保
険者とな り、市町 村の国 保行政を 指導・監 督するこ とになり ます。国 保財政 の流れは、
一つに、 県が国保 事業に 必要な費 用を各市 町村に納 付金とし て割り当 て、二 つに、市町
村は住民 に保険税 を賦課 、徴収し 、集めた 保険税を 県に納付 いたしま す。三 つ目は、県
は保険給 付に必要 な財源 を交付金 として市 町村に拠 出すると いうふう な流れ になってお
ります。
市町村 が県に納 める納 付金は、 医療費水 準、被保 険者の所 得水準、 被保険 者数を指標
に県が算 定するこ ととな っており ます。納 付金は１ ００％完 納が義務 づけら れ、納付猶
予や減額 は認めら れず、 滞納者が 増えて保 険税の収 納額が予 定を下回 った場 合には、新
設される財政安定化基金から貸付を受けるように指導されることになります。
また、 県が市町 村に納 付金を提 示する際 、同時に 市町村ご との標準 保険税 率を公表す
ることに なってい るよう でありま す。市町 村は、標 準保険税 率を参考 に国保 税を決める
ことを要求されます。
厚労省 では、標 準保険 税はあく まで参考 であり、 従う義務 はないと 説明し ております
が、県に よる、あ るべき 保険税水 準の提示 は、市町 村に給付 費削減や 住民負 担の強化と
いうことを迫るテコとなっていくものと考えられます。
３月定 例会中の 総務民 生常任委 員会協議 会には、 国保事業 費納付金 試算に よる国保税
推計値が 示されま した。 平成２９ 年度に事 業費納付 金制度を 実施する と仮定 した場合の
試算結果 とのこと であり ましたが 、それに よります と、大仙 市の場合 の納付 金は２１億
６，８８ ４万５７ ２円、 国保税は １９億４ ，９６１ 万９，４ ７１円、 １人当 たりの国保
税額は１ １万７， ５４０ 円となり 、２８年 度１人当 たりの国 保税額１ １万３ ，１７２円
に対し、４，３６８円、３．８６％の増とのことでありました。
全県的 には１人 当たり の保険税 は３．３ ９％の増 、中には ２５％以 上、３ ３％以上、
５０％以上の負担増となる市や村があったようです。
大仙市 では、国 保運営 安定化計 画による ２年に１ 回の税率 見直しを かけな がらも、厳
しい経済 情勢に配 慮し、 平成２１ 年の改正 以降は、 一般会計 からの基 準外繰 入などで国
保税を引き上げることなく運営してまいりました。
国保の都道府県化では、基準外繰入についても厚労省は国保運営方針ガイドラインで、
一つに保 険税の収 納不足 や医療費 の増加に ついては 、財政安 定化基金 からの 貸付で繰り
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入れはや めること 。二つ には、市 町村の自 主判断に よる保険 税の負担 緩和、 任意給付、
独自の保 険料減免 などへ の繰り入 れは国保 運営方針 に基づき 計画的に 削減、 解消してい
くこと。 三つには 、今後 、基準外 繰入は国 が認める 被災者や 失業者に 対する 一時的な保
険料減免 や保健事 業、基 金積立な どに限る という方 針を示し ておりま す。す なわち、国
保の財源 不足は最 終的に 保険税引 き上げで 穴埋めす るという 方針を徹 底する とともに、
市町村が 住民福祉 として 実施して いる負担 軽減や給 付の上乗 せは、解 消を目 指そうとい
うのであります。
以上、 国保の都 道府県 化の問題 の一端を 述べさせ ていただ きました けれど も、結局、
都道府県 化という 新制度 は、納付 金と標準 保険税率 をテコに 繰り入れ 解消と 住民負担の
増加、さらには給付費削減を推進するものであると言えると思います。
そこで 伺います 。まず 、納付金 に関連し て、先に 示された 国保事業 費納付 金試算の国
保税は、 本市平成 ２９年 度国保税 歳入予算 では１５ 億１，０ ００万円 と４億 ４，０００
万円も高 い１９億 ５，０ ００万円 となって おります 。これに 基づく納 付金を 完納するに
は、県の 財政安定 化基金 からの繰 り入れや 一般会計 や国保財 調からの 繰り入 れが恒常的
に必要に なると考 えます 。厚労省 では、納 付金ガイ ドライン の見直し や激変 緩和策の導
入を行う としてお ります けれども 、国保の 都道府県 化による 納付金制 度とい うのは、市
財政及び 住民の国 保税負 担増に直 結するも のと考え ますが、 これに対 する所 見を伺いま
す。
２番目に、基準外繰入で保険税据え置きを行うように求めることについてです。
先に申し述べましたが、新制度では、国保税の賦課、徴収は市が行うことになります。
標準保険 税率は参 考であ って義務 ではない というこ とは、厚 労省が自 治体で 判断してい
ただきた いという ふうに 国会で答 弁してお りますが 、国保の 加入者は 年金生 活者や失業
などの低 所得者層 が増加 しており ます。各 医療保険 の中でも 最も高い 保険税 率で国保税
の過重な 負担は中 間層を 疲弊させ 、貧困層 、境界層 の生存権 ラインを も脅か しているも
のであり ます。新 制度の もとでも 基準外繰 入を行い 、国保税 の引き上 げは行 わないよう
に求めるものでありますが、いかがでしょうか。
３番目 に、ひと り親世 帯、子育 て世帯、 障がい児 のいる国 保世帯へ の均等 割額の軽減
について要望いたします。
ここで は、子ど も分に 対する均 等割課税 について 軽減する ことを求 めるも のでありま
す。
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高い国 保税とな るその 要因は、 応益割課 税である 均等割と 平等割と いう保 険税の算定
方式にあります。
応益割 は、低所 得者層 や中間層 に過重な 負担とな り、低所 得層ほど 重税感 となってい
くものであります。特に均等割は、赤ちゃんを含め加入者一人一人に課せられ、医療分、
後期高齢 者支援金 分、介 護分、こ の三つを 合わせ、 １人当た り３万５ ００円 になってい
るわけで あります 。２人 、３人、 ４人と子 どもさん のいる国 保世帯に とって は、さらな
る重税を伴ってまいります。
国保の 都道府県 化など の国保改 革に向け た国と地 方の合意 の中では 、この 子ども分の
均等割に ついて、 子育て 支援への 逆行であ るという ふうな指 摘もあっ たと伺 ってます。
そこで 提案であ ります が、ひと り親世帯 や子育て 世帯の子 ども、障 がい児 の均等割の
軽減につ いて、市 の福祉 施策、子 育て支援 策として 、是非と も実施し ていた だきたいも
のだと考 えます。 国保の 都道府県 化となっ ても市独 自の福祉 施策につ いては 、政府はこ
れを止め ることは できな いという 地方自治 の原則は 、しっか りと守ら れてお ります。是
非とも検討願うものであります。
国保関連の四つ目の収納対策について申し上げたいと思います。
国保税 の滞納者 は年々 増加傾向 にあり、 短期保険 証や資格 証明書の 交付件 数も増え、
差押えなども行われているようであります。
国保税 滞納者が 増えた のは、悪 質滞納者 が増えた からでは ありませ ん。そ れは、貧困
な加入者 が多いの に保険 料が高い という、 国保の構 造的矛盾 と貧困層 、境界 層への実効
ある救済措置がないという制度の不備によって引き起こされたものであります。
そうし た中で滞 納者に 一律にペ ナルティ ーを課し ても、生 活困窮者 の苦境 に追い打ち
をかける だけであ ります 。滞納者 を一律に 悪質とい うふうに 扱うこと なく、 国保税の収
納活動を 、貧困把 握の入 口と位置 づけ、生 活困窮者 は積極的 に減免制 度や福 祉施策につ
なげる方向で臨んでもらいたいものと思うものであります。
国保の 都道府県 化では 、総じて 給付費の 削減と国 保税など の住民負 担の増 が考えられ
ます。収 納対策に おいて は、とり わけ住民 の生活に 寄り添っ た対応が 求めら れてくると
思います 。大仙市 では、 もとより そのよう な対応を されてい ると思い ますけ れども、今
後のお考えをお聞かせ願います。
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。
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【老松市長
○市長（老松博行）

登壇】

佐藤文子議員の質問にお答え申し上げます。

はじめに、国保の都道府県化による納付金制度に関してであります。
平成２ ９年２月 、県が 示した国 保事業費 納付金試 算結果に 基づき推 計され た平成２９
年度にお ける１人 当たり の国民健 康保険税 は、平成 ２８年度 と比較す ると、 市町村にお
いては、 高いとこ ろでは ５０％以 上の増、 低いとこ ろでは１ ７％以上 の減と いうように
バラつき はあるも のの、 県全体で は３．３ ９％の増 で、医療 費の自然 増分に よるものと
伺っており、制度による負担増ではないと捉えております。
当市に おいても ３．８ ６％の増 となって おります が、現在 の予算内 で提示 された納付
金の納付 が可能と 試算し ており、 現段階で は、都道 府県化に より、市 及び被 保険者の皆
様の新たな負担が増えないものと考えております。
次に、新制度の下における基準外繰入についてであります。
新制度 では、県 におい て国保事 業費納付 金を確定 するとと もに標準 保険料 率を示すこ
とになっ ておりま す。市 町村は、 それを参 考にして 税率を決 め、これ までと 同様に国保
税の賦課・徴収業務を実施いたします。
本年１ ０月以降 に、県 から３０ 年度にお ける国保 事業費納 付金が提 示され る予定であ
り、これ により当 初予算 の編成を 行うこと となりま すが、被 保険者の 皆様に 急激な負担
が伴わな いように 財政調 整基金の 運用等と あわせて 、必要に 応じて基 準外繰 入を実施し
てまいりたいと考えております。
次に、ひとり親世帯等への国保税、均等割額の軽減についてであります。
現行で は、低所 得者に 対する負 担軽減と して、均 等割及び 平等割額 を７割 、５割、２
割、軽減 する措置 があり ます。平 成２９年 度も税制 改正とし て、５割 、２割 の軽減判定
基準額が 引き上げ られ、 ここ数年 、軽減が 拡大する ように見 直しが図 られて おります。
この軽 減措置は 、世帯 の国保加 入者数と 所得額に より判定 されるも ので、 所得のない
加入者が 多いほど 軽減割 合が大き くなる制 度であり 、低所得 者のひと り親、 子育て世帯
等にも配慮された制度となっております。
また、 議員ご提 案の国 民健康保 険に加入 している 子育て世 帯のみを 対象に 均等割額を
軽減する ことにつ きまし ては、国 保以外の 健康保険 に加入し ている子 育て世 帯との間に
公平性を 欠いてし まうこ とにもな りますの で、市と いたしま しては、 これま でどおり、
現在実施 している 子育て 支援の各 施策によ り、支援 してまい りたいと 考えて おります。
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次に、 収納対策 におけ る住民生 活に寄り 添った対 応につき ましては 、国民 健康保険税
の課税で は軽減措 置があ るほか、 収入が著 しく減少 した世帯 や生活保 護基準 に満たない
世帯につきましては、減免制度で低所得者層の負担の軽減と救済を図っております。
一方、 収納対策 につき ましては 、税法上 は納期限 までに完 納されな い場合 は督促状を
送付し、 一定期間 を経過 してもな お納付が ない場合 には、差 押えを行 わなけ ればならな
いと規定 されてお ります が、当市 では督促 状を送付 しても納 付がない 場合は 、文書によ
る納税催 告を行っ ており 、納付が 困難な場 合は、納 税相談で 収入状況 や生活 状況をお聞
きし、個 々の実情 を把握 するとと もに担税 力の見極 めを行っ ておりま す。そ の際、一括
納付でき る担税力 や差押 え可能財 産がない 場合は、 分納によ り納付し ていた だく徴収猶
予措置や滞納処分の執行停止などの徴収緩和措置を講じているところであります。
大仙市の国民健康保険税の年度末の滞納者数は、平成２６年度２，２１５人、平成
２７年度 １，９５ ７人、 平成２８ 年度１， ７６９人 と減少傾 向にあり 、その 要因は加入
者数の減少とともに、これまで実施した収納対策の効果と考えております。
また、 資格証明 書交付 要件では 、国保税 軽減世帯 、福祉医 療費該当 世帯、 公費負担医
療対象世 帯などの 世帯は 除いてお り、さら に資格証 明書交付 対象候補 者には 、あらかじ
め特別な 事情に関 する届 出書や弁 明書の提 出の機会 を設けて おり、個 別の事 情には配慮
しているところであります。
今後、保険者が県へ移行した後も収納事務は引き続き市町村が担うことになりますが、
収納対策につきましては、これまでと同様に取り組む一方で、低所得者層の納税者には、
個々の事 情を十分 に配慮 し、これ まで以上 に丁寧な 対応に努 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】

８番さん、再質問。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○８番 （佐藤文 子）

はい、どうぞ。
ま ず、新 たな制度 によって 国保税負 担増に直 結するも のではないと

いうふう な、新た な負担 は増えな いものだ というふ うなこと が述べら れまし た。いずれ
にしても 、この現 在の国 保税の収 入という ふうなも のからす ると、こ の新し い制度にな
りますと 納付金の ために 基準外繰 入という のは数億 円の単位 で入れな いと完 納ができな
いような 計算にな ってい るような のであり まして、 いずれそ の基準外 繰入が 数年もつと
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いうふう なことは できな いような 状況が予 想されま す。そう しますと 、国保 税は負担上
げるとい うふうな ことに つながっ てくるの ではない かという ふうなこ とを思 いましたの
で質問さ せてもら いまし た。そう いうふう なことで 基準外繰 入をしっ かり行 って、保険
料の据え 置きとい うふう なものを 今後とも 続けてほ しいとい うふうな ことな ので、もう
一度その 点につい て保険 料据え置 くという ふうな点 を確認さ せていた だきた いと思いま
す。
もう一 つは、子 育て世 帯、子ど もの均等 割の軽減 というふ うなこと ですが 、所得に基
づく７割 、５割、 ２割軽 減という ふうなこ とは、多 くの世帯 がそれに 該当さ れていると
いうふう なことは 承知し ておりま す。しか し、中間 層世帯で 、この子 どもさ んが多くい
て、１人 当たり３ 万、子 どもさん に係る１ 人当たり の均等割 負担額が ３万５ ００円です
ので、２ 人いれば ６万１ 千円とい うふうな ことで、 均等割部 分だけで 子ども の数がいれ
ばいるほ ど大変負 担が大 きくなる というこ の応益割 の構造的 な問題も あるわ けです。そ
ういうふ うな意味 で、国 の、質問 の中でも 申し上げ ましたけ れども、 均等割 、子どもの
均等割課 税は、子 育て支 援に逆行 するとい うふうな ことが指 摘されて いたと いうふうな
ことを言 いました けれど も、いわ ゆる国も 地方と国 の調整の 議論の中 でも、 そういう問
題がもう 出てきて いると いうふう なことな のです。 都道府県 化になり ますと 、この制度
が均等割 が軽減、 国の施 策として 軽減され ない限り は、納付 金として しっか りとこの均
等割分も 納めなけ ればい けないわ けですの で、子ど もさんの いる中間 層世帯 というふう
なのは均等割の負担というふうなものが大変大きいわけですので、その国がやらない間、
せめて市 の方で子 育て支 援という ふうな福 祉的施策 の目的で 、この均 等割の 軽減を講じ
てみたらどうなのかというふうなことで再度伺いたいと思います。
この２点で１番目の再質問を終わります。
○議長（千葉

健）

○市長（老松博行）

再質問に対する答弁を求めます。老松市長。
再質問にお答え申し上げます。

まず最 初の据え 置きを 確認した いという ご質問で ありまし たけれど も、先 程も答弁申
し上げま したよう に、被 保険者の 皆様の急 激な負担 増、こう いったこ とにな らないよう
に財政調 整基金の 運用等 々あわせ まして必 要に応じ て基準外 繰入を実 施して まいりたい
というふ うに考え ており ます。大 きな激変 にならな いように 考えてま いりた いと、対応
してまいりたいというふうに考えております。
それか ら、子育 て世帯 、ひとり 親世帯等 への国保 税の均等 割額の軽 減につ いてと再度
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のご質問 でありま したけ れども、 基準外繰 入により まして、 これは被 保険者 全体の負担
を軽減さ せていた だいて いるとい うふうに 思ってお ります。 このこと 自体に も他の健康
保険に加 入されて いる方 からは少 し議論が あるとこ ろであり ますけれ ども、 被保険者全
体を対象 とした考 え方で 今実施さ せていた だいてお りますが 、さらに その国 保加入者の
うちの子 育て世帯 の子ど もの分の 均等割額 の軽減と 言います と、今度 は国保 の対象者の
また一部 限定され るわけ でありま して、こ のことは 更に公平 性を欠く ことに なるのでは
ないかな という、 そうい う心配が あります 。そうし たことで 先程の答 弁にな ったところ
でありますけれども、ご指摘のとおり子どもに係る均等割額の軽減措置につきましては、
国が制度 を創設す るべき だという ことで全 国市長会 、今、市 長会にお いても そうした提
言をさせ ていただ いてい るところ でありま す。そう したこと を見てま いりた いというふ
うに、同 じように 要望し てまいり たいとい うふうに 考えてお りますけ れども 、市として
の国民健 康保険の 中でも 限られた 世帯への 一般財源 の投入と いうこと につき ましては、
今現在では慎重にならざるを得ないというふうに思っております。
○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 （佐藤文 子）

はい。
国 保税均 等割の軽 減ですけ れども、 大仙市は 主要な農 業、産業とい

うふうな ことで、 そこに 向かう若 い世代の 後継者づ くりをは じめ大規 模農業 に挑む青年
の育成に 大変力を 入れて おります 。農家の 皆さんは 、ほとん ど専業農 家の皆 さんは国保
に加入す るわけで すけれ ども、そ ういう中 にあって 若い皆さ んが本当 に農業 を続けなが
ら子育て もしっか り行っ ていくと 。人口減 対策の一 環として 、全市の 中でや っぱり主要
な産業で ある農業 の分野 において も子育て を十分で きるとい うふうな ことの ために、非
常に国保 では構造 的に問 題になっ ているそ の均等割 で高い、 赤ちゃん から生 まれて国保
に加入す れば１人 当たり ３万５０ ０円も均 等割がか かるとい う分野を しっか りと支援し
ていく、 そういう ふうな 立場とい うのは、 今の子育 て支援と いうより も人口 減対策の一
環として も十分必 要なの ではない かなとい うふうな ことを申 し上げて 、引き 続きこの点
でも是非 頑張って 考えて もらいた いという ふうなこ とを要望 したいと 思いま す。これで
終わります。
○議長（千葉

健）

○８番（佐藤文子）

答弁は必要ですか。
いいです。
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○議長（千葉

健）

○８番 （佐藤文 子）

次に、２番の項目について質問を許します。
２ 番目に 福祉事業 所で働く 職員の処 遇改善に ついてお 尋ねいたしま

す。
保育士 、介護士 など福 祉事業所 で働く職 員の離職 率が依然 として高 く、対 策は喫緊の
課題であ ります。 過密労 働と低賃 金などを 背景に、 慢性的な 人員不足 が言わ れておりま
す。保育 士や介護 士とも 処遇改善 加算がこ の間行わ れてきま したが、 根本的 な報酬単価
や配置基 準が劣悪 なこと であり、 国は根本 的な手を 打つどこ ろか安上 がりの 方向へと施
策の細分化を図ろうとしているのが実態であります。
保育士 も介護士 も、そ の数は全 労働者に 占める割 合が徐々 に高くな ってき ており、こ
の分野で 大きく処 遇改善 が図られ るなら、 定着とサ ービスの 内容の充 実、市 財政にも大
きく寄与し、少子化対策にもつながるものだと考えます。
そこで 伺います 。一つ は、国で はこれま で保育士 や介護士 について 、処遇 改善加算な
どを実施 してきま したが 、これら の事業効 果はいか ほどなの か、離職 防止や 職員の増加
が図られ ているも のなの か、市は これらを どのよう に評価し ているの かお聞 かせ願いた
いと思います。
また併 せて、市 内事業 所で働く 保育士、 介護士の 人数につ いても、 併せて お聞かせい
ただきたいと思います。
二つ目 には、市 独自に 福祉職員 の賃金改 善と人員 増加のた めの処遇 改善策 を講じては
いかがということで伺います。
保育士 において は、本 年度から 保育士確 保推進事 業として 保育士就 労奨励 金の拡充や
新規に保 育士就業 支援事 業、臨時 保育士処 遇改善推 進事業が 実施され ており ますので、
今後、改善が図られるものと期待しているところであります。
介護士についても市独自の処遇改善を願うものであります。
いずれ にしても 若者が 多く働く 福祉の現 場で、若 者がいき いきと働 き、子 育てできる
生活基盤 を確立す るため の支援と 安心して 受けられ る保育や 介護で住 むなら 大仙市とな
ることを願って提案させていただくものであり、見解をお聞かせ願います。
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。老松市長。
【老松市長

○市長 （老松博 行）

登壇】

賃 問の、 福祉事業 所で働く 職員の処 遇改善に ついてお 答え申し上げ
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ます。
はじめ に、保育 士につ きまして は、平成 ２７年度 の子ども ・子育て 支援新 制度の開始
に伴い、 従来から 国が私 立の保育 所の職員 を対象と していた 民間施設 給与等 改善費と、
平成２５ 年度から 実施さ れた保育 士等処遇 改善臨時 特例事業 を一本化 し、「 処遇改善等
加算」と して給付 費に算 入されて おります 。この加 算金は、 職員の平 均勤続 年数による
基礎分と 、賃金改 善計画 書の策定 を要件と する賃金 改善要求 分とで構 成され ており、平
成２８年 度におい ては、 市内全て の保育所 等が加算 の認定を 受け、全 職員へ 支給されて
いるところであります。
この給 付費につ きまし ては、国 が２分の １、県と 市がそれ ぞれ４分 の１を 負担してお
ります。 さらに今 年度か ら、「技 能・経験 に応じた 追加的な 処遇改善 」が実 施されるこ
ととなっており、各法人等には制度の説明と実施の要請をしたところであります。
また、 介護職員 につい ては、平 成２１年 １０月に 賃金改善 のため、 「介護 職員処遇改
善交付金 」が創設 され、 平成２４ 年４月か ら「介護 職員処遇 改善加算 」とし て介護報酬
に移行しております。
さらに 、平成２ ７年４ 月及び平 成２９年 ４月と２ 回にわた り拡充さ れてお り、加算を
受けるに は、職位 ・職責 、職務内 容に応じ た任用要 件と賃金 体系の整 備、資 質向上の計
画策定と 研修の実 施、昇 級基準の 設定など の要件が あり、県 知事への 「介護 職員処遇改
善計画」 の届出や 実績報 告書の提 出も義務 づけられ ているこ とから、 職員の 賃金改善は
適正に行われていると考えております。
これら の制度に より保 育士や介 護職員の 処遇改善 に一定の 効果は表 れてい るものと捉
えており ますが、 こうし た施策が 一過性で はなく今 後とも継 続される ことで 、さらなる
処遇の改善が図られることを期待しております。
なお、 市内に勤 務する 保育士は 、平成２ ９年４月 １日現在 、臨時や パート 職員も含め
４４８人 、介護職 員につ きまして は、平成 ２７年の 日本医師 会のデー タで１ ，６９２人
となっております。
次に、 独自の処 遇改善 策につき ましては 、先程議 員からも ご指摘が ありま したけれど
も、保育 士に対し まして は「臨時 保育士等 処遇改善 事業」を 創設し、 時給の 引き上げを
実施した 設置者に 対して 補助金を 交付する こととし ており、 事業実施 への協 力をお願い
し、保育士確保にもつなげたいと考えているところであります。
このほ かにも、 市内の 保育所等 に新たに 勤務した 臨時保育 士に交付 してい る「保育士
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就労奨励金」を、今年度からは１０万円に倍増したところであります。
厚生労 働省が調 査した 保育士へ の就業を 希望しな い理由の 上位は、 賃金が 希望と合わ
ない、責任の重さ、事故への不安、自身の健康・体力への不安、休暇が取りにくいと
なってい ることか ら、賃 金の改善 に加え、 労働環境 の改善に つなげる ための 職員配置基
準の緩和 を国等へ 働きか けるなど 、保育士 が保育の 仕事にや りがいを 感じ、 キャリアを
積んで働き続け、地元での生活基盤が確立できるよう、引き続き努めてまいります。
介護士 につきま しては 、昨年１ ０月に特 養等施設 やグルー プホーム 、デイ サービス等
通所施設 を対象に 介護保 険事務所 で行った アンケー ト調査に よると、 ２００ 事業所のう
ち８９事 業所が人 員不足 と答えて おります 。この８ ９事業所 のうち、 入浴や 食事の介助
等を介護 従事者に 代わり 行う「介 護助手」 について 雇用を考 えている 事業所 が６０事業
所あり、 今後は「 介護助 手」の確 保により 、介護職 員の過度 と言われ る業務 を減らしな
がら処遇改善につなげる仕組みづくりに取り組むこととしています。
また、 人材確保 のため のアンケ ートを介 護保険事 務所が６ 月中に大 仙市・ 仙北市・美
郷町の事 業所を対 象に実 施予定で あること から、ア ンケート 結果によ り、事 業所が抱え
ている問 題、被雇 用者か ら見た問 題、双方 からの視 点で問題 発見・解 決まで の道筋が見
えてくる ものと思 われま す。これ らを整理 し、国・ 県の取り 組みなど を見な がら、市と
してどのような対応策が可能か検討してまいりたいと思います。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

８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）

○８番 （佐藤文 子）

はい、どうぞ。
処 遇改善 加算等、 国が実施 してきた 事業効果 は、一定 度あると、一

過性では なく引き 続き国 としてし っかりと これを実 施してい くよう求 めてい くというふ
うなことでありました。
また、 今年から 保育士 について の今年か ら実施を 始めてい る、それ に関す る今後の処
遇改善等 がしっか りと後 、今後の 定例会な どでのま た報告を 是非とも してい ただければ
というふうに思います。
介護士 につきま しては 、６月の 介護保険 事務所が 行うアン ケートを もとに 、市として
これにど う対応で きるか 検討して いきたい というふ うな答弁 でしたの で、是 非ともこの
福祉労働 者が大仙 市で働 くことに よって、 子育てと 労働をし っかりと 両立で きて、しか
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もこのサ ービスの 行き届 いた介護 、また、 保育、こ れらが行 われるよ うに、 是非とも実
効ある市 としての 支援と いうふう なものを 念頭に検 討してい ただけれ ばとい うふうなこ
とをお願いして質問を終わります。
○議長（千葉

健）

これにて８番佐藤文子さんの質問を終わります。
【８番

○議長 （千葉

健）

佐藤文子議員

降壇】

議 員の皆 様にお願 いします 。委員会 付託をし て終了し たいと思いま

すので、ちょっとご協力のほど、お願いいたします。

○議長 （千葉

健）

次 に、日 程第２、 議案第１ ００号か ら日程第 １１、議 案第１０９号

までの１０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１ ００号か ら議案第 １０９号 までの １０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１２ 、陳情第 ５９号及 び日程第 １３、陳 情第６０号の

２件を一括して議題といたします。
本２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 、６月１ ０日から６月

１８日まで９日間、休会したいと思います。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、６ 月１０日 から６月 １８日まで９

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６月 １９日、 本会議第 ４日を定 刻に開 議いたしま
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す。
大変ご苦労様でございました。
午前１１時５９分

散
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会
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