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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。
遅刻の連絡があったのは、１７番大野忠夫君であります。

○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、１４番石塚柏君。
（「はい、議長」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 告により まして質問を

させていただきます。
今年７ 月２２・ ２３日 の大規模 な洪水に 際しての 消防団の 方々、自 主防災 会、ボラン
ティアの方々、そして市職員の皆さんに深く感謝を申し上げます。
大仙市 は横手盆 地の下 流部にあ り、四方 が山に囲 まれた、 ちょうど すり鉢 の底に位置
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しております。大仙市の安全には、洪水対策は避けられない課題であります。
最初に、大曲地区の洪水対策について質問をさせていただきます。
まず、洪水の状況についてお尋ねいたします。
大仙市 の降雨量 と水位 は、今年 ７月２２ ・２３日 と平成２ ３年６月 の洪水 時と比較し
て、状況 はどうで あった のでしょ うか。大 曲、南外 、刈和野 、協和の 四つの 地区の状況
についてお尋ねいたします。
次に、 気象庁は 、非常 に激しい 雨である １時間に ５０ｍｍ を超える 降雨量 の回数を調
べますと 、４０年 前から の１０年 間の降雨 量と最近 、いわゆ る直近の １０年 間の降雨量
の回数の比較をすると３３．５％増、３割回数が増えていると発表いたしました。
我々の 感覚でも 雨の降 り方が違 ってきた なと感じ ているわ けですが 、市は こうした気
象の変化 をどのよ うに捉 えている のでしょ うか。ま た、気象 の変化に ついて 、今後、防
災・減災に、どう反映させるお考えでしょうか、お尋ねいたします。
次に、 国土交通 省では 、平成２ ７年９月 １１日に 発生した 鬼怒川・ 渋井川 の堤防決壊
で多数の 死者を出 したこ とに危機 感を抱き 、全国の 国土交通 省の河川 管理事 務所に堤防
の一斉点検を指示いたしました。
同じ年 の１１月 ２４日 には、湯 沢河川国 道事務所 が初めて 大仙市、 消防団 、大曲市街
地洪水対策協議会と雄物川、玉川、丸子川の危険箇所を合同点検しております。その後、
平成２８年６月、２９年５月と合同巡視を継続して行っております。
合同巡 視の説明 で国直 轄の堤防 であって も、必ず しも安全 ではない という ことを教え
ていただ いたわけ であり ます。そ れは、堤 防の基盤 の漏水、 裏法面の すべり と堤防が決
壊に至るメカニズムを教えていただきました。
また、 事例とし て川目 の上流３ ００ｍの 地点の雄 物川右岸 で平成２ ７年９ 月に漏水が
発生し、 翌２８年 に護岸 工事と矢 板の綱板 の打ち込 みの補強 工事をし ている という事例
を視察いたしました。
大曲市 街地で雄 物川右 岸に面し ている町 内は、船 場町、川 原町、緑 町、あ けぼの町、
金谷町、 日の出町 、飯田 町であり 、２，１ ０８世帯 があり、 国直轄分 の丸子 川右岸には
若竹町、 白金町、 丸の内 町の７４ ５世帯が あります 。これを 合計しま すと、 この地区に
は２，８５３世帯があります。
また、 国直轄の 丸子川 の堤防は 、大盛橋 から雄物 川との合 流地点ま での間 は暫定の堤
防であり ます。国 土交通 省は、洪 水の状況 によって は危険な 地区だと いうこ とで重点監
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視区間に 指定して おりま す。した がって、 この地区 での避難 活動は、 極めて 重要であり
ます。市 にあって は、避 難訓練を どのよう に今後取 り組むお 考えなの か、さ らには住宅
密集地の 堤防の課 題を抱 えている 雄物川流 域の自治 体と重点 監視区間 の補強 工事の実現
について 、国に連 携して 働きかけ るべきで はないか と考えま すが、市 のご所 見をお伺い
いたします。
次に、福部内川の改修事業についてお尋ねいたします。
今年７ 月の洪水 は、平 成２３年 ６月の洪 水から６ 年後に発 生してお ります 。いわゆる
６年スパンであります。さらに翌月の８月に床下浸水の洪水が発生しております。県は、
改修工事は平成３６年度までの８年間の延長になると説明しております。しかしながら、
住民からは、改修工事を平成３６年まで待てる状況なのかという声が圧倒的であります。
市は県に 、福部内 川の改 修工事に 国費を投 入してで も、早期 に完成さ せるよ うに働きか
けるべきと考えますが、市のお考えをお尋ねいたします。
次に、 平成２４ 年９月 の一般質 問で同様 の質問を いたしま したが、 再度質 問を申し上
げます。
内容を 申し上げ ますと 、福部内 川を横断 する市道 、このア ンダーパ スは、 事実上、堤
防をなく している という のと同じ なので、 河川改修 工事の意 味をなさ なくな るのではな
いかとい う懸念で ありま す。福部 内川に堤 防ができ るわけで すが、市 道のア ンダー部分
には当然 堤防がで きない わけです 。洪水時 には、こ の口を開 いた市道 からど んどん福見
町側に流 れ出てき ます。 このアン ダーパス の開口部 をそのま まにして いては 、福見町一
帯の洪水 は避けら れない と質問を いたしま した。ま た、これ に対処す るのは 県と市では
どちらで すかと質 問をい たしまし たが、道 路は市の 管理で、 市の管轄 なので 市で検討す
ると答弁 をされて おりま す。しか し、この 部分につ いては、 堤防と道 路が一 体となって
おります ので、県 と市が 一体とな って進め る対策で はないで しょうか 。今年 ７月の状況
を見ます と、アン ダーの 開口部か ら水が溢 れ、大曲 自動車学 校がある 団地に 流れ込み、
床 上 浸 水 被 害 の 原 因 と な っ て お り ま す 。 こ の 問 題 を 解 決 す る に は 、 水 準 測 量 を 行 い、
アンダー の道路の 高さと 洪水水量 を確認し た上で改 修工事に 反映させ るべき ではないか
と思いますが、当局のお考えをお尋ねいたします。
次に、 旧大曲市 内には 重要な都 市機能を 持った施 設が点在 しており ます。 これを東西
に分断す る形でＪ Ｒ奥羽 本線が南 北に位置 しており ます。と ころが、 旧大曲 市内の交通
の要所で あるアン ダーパ スが水没 して３カ 所が同時 に通行止 めになり ました 。市の交通
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は全く途 絶えてし まいま した。市 は、今後 これにど う対処す るお考え なのか お尋ねいた
します。
さらに 、厚生医 療セン ターと北 都銀行大 曲支店の 周辺は３ ０ｃｍ余 りの水 位でありま
した。医 療センタ ーの救 急医療の 確保と銀 行の機能 の保全の ためにポ ンプの 能力の増強
を図り、万全を期すべきと考えますが、当局のお考えをお尋ねいたします。
次に、 今回の洪 水では 、大曲市 街地内に 新設され た８カ所 の排水ポ ンプが 稼働したわ
けであり ますが、 むしろ 水位が上 がったと ころもあ ったわけ です。ポ ンプの 排水能力を
決める計 算の根拠 を精査 し、ポン プの不足 分の能力 を増強す るお考え はおあ りでしょう
か、お尋ねいたします。
次に、避難所についてお尋ねいたします。
大曲東 地区と呼 ばせて いただき ますが、 丸子町、 福見町、 戸巻町、 戸蒔は 、避難所と
して使え る公共施 設がな い空白区 でありま す。東部 地区の避 難所には 、ＪＲ 奥羽本線を
越えて大 曲工業高 校に避 難してほ しいと指 定されて おります 。ところ が、東 部から避難
する場合 、大花町 ・黒瀬 のアンダ ー、福見 町のアン ダー、共 に不通で ありま した。東部
地区から 大曲工業 高校に 行くには 、奥羽本 線を越え る跨線橋 がありま すが、 この跨線橋
を渡り切 ったとこ ろに若 葉町の交 差点があ ります。 この交差 点は、平 成２３ 年６月の洪
水では浸 水してい る地区 でありま す。この ように東 部地区は 、全くの 孤立状 態でありま
す。避難 するのに 相当の 距離を移 動しなけ ればなら ないし、 通れるか どうか わからない
避難所が ある可能 性があ ります。 現在指定 されてい る避難所 は適地か どうか 、住民から
の問い合 わせがあ る場合 には、市 では避難 所を再検 討をする お考えは おあり か、また、
東部地区 が公共施 設のな い避難所 として空 白の地区 であるこ との認識 がおあ りかどうか
お尋ねいたします。
以上で終わります。
○議長（千葉

健）

１番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
【老松市長

○市長（老松博行）

登壇】

石塚柏議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 大曲地区 の洪水 対策につ いてであ りますが 、はじめ に、７月 ２２日 からの大雨
と平成２ ３年６月 洪水時 との降水 量、水位 の比較に ついては 、２４時 間降水 量で協和峰
吉川観測 所では、 平成２ ３年６月 の約２． ７倍とな る３６４ ｍｍを記 録した ほか、南外
地域は１ ．８倍の ２８２ ｍｍ、大 曲地域は １．３倍 の２２９ ｍｍ、西 仙北地 域は１．２

- 35 -

倍の２４ ３ｍｍと なって おります 。市全域 で平成２ ３年より 降水量が 多く、 短期間に集
中して強い雨が降ったのが今年の特徴でありました。
水位については、市内を流れる中小河川のうち淀川の淀川観測所で平成２３年を
１．５７ ｍ上回っ たほか 、楢岡川 の南楢岡 観測所で も１．５ ２ｍ上回 ってお り、このこ
とが市西部地区の甚大な被害の一因と捉えております。
また、 雄物川で は、刈 和野橋観 測所で平 成２３年 を７４ｃ ｍ上回る ９．０ ４ｍを記録
しており ますが、 神宮寺 観測所で は、過去 最高水位 となった 平成２３ 年の７ ．７４ｍを
１８ｃｍ 下回った ほか、 大曲橋観 測所でも ３１ｃｍ 下回って おります 。この 要因として
は、本年 ７月の降 水量が 大仙市及 び横手市 では平成 ２３年を 上回った ものの 、湯沢市の
降水量が 少なかっ たこと などから 、大曲橋 観測所の 水位は平 成２３年 ほど上 昇しなかっ
たものと考えております。
一方、 玉川の長 野観測 所では、 平成２３ 年を６１ ｃｍ上回 る５．０ ７ｍを 記録してお
り、玉川 との合流 部の下 流に位置 する西仙 北地域及 び協和地 域では、 降水量 が多かった
ことも重なり、雄物川の水位が上昇したものと考えております。
１時間に５０ｍｍを超す大雨が増えていることへの市の対応につきましては、平成
２３年６ 月の洪水 被害を 受け、こ れまで大 曲地域の ８カ所に 常設排水 ポンプ を設置した
ほか、国 へ雄物川 無堤部 の早期築 堤や漏水 対策、県 へ福部内 川築堤工 事の早 期完成など
のハード 面の整備 にそれ ぞれ要望 を行うと ともに、 秋田地方 気象台や 国土交 通省湯沢河
川国道事 務所との 連携の 確認や自 主防災組 織の結成 促進など を実施し てまい りました。
全国的 にも、こ れまで の想定を 上回る集 中豪雨の 回数が増 えている ことか ら、国では
守れない 洪水は必 ず発生 するとの 視点から 国・県・ 市が一体 となり減 災のた めの目標を
共有し、 ハード対 策とソ フト対策 を一体的 ・計画的 に推進し 、社会全 体で洪 水に備える
水防災意 識社会の 構築を 目的に、 平成２８ 年度に全 国で河川 ごとに減 災対策 協議会を立
ち上げており、市でも雄物川減災対策協議会に参加しております。
また、 県でも同 様に減 災の視点 からの取 り組みを 推進する ため、地 域振興 局ごとに減
災対策協 議会を立 ち上げ ており、 県管理河 川での氾 濫情報の ホットラ インの 構築などの
新たな取り組みも始まっております。
今後、 こうした 協議会 の中での 情報を活 用すると ともに、 国・県と の連携 を、より強
固なもの とし、ハ ード対 策とソフ ト対策を 一体的・ 計画的に 推進し、 洪水に 備えてまい
りたいと考えております。
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次に、 避難体制 の確立 につきま しては、 昨年、国 土交通省 より雄物 川のこ れまでの百
年に一度 の大雨か ら新た に千年に 一度の大 雨を想定 した浸水 想定区域 図が示 され、それ
に伴い市 では現在 ハザー ドマップ を作成中 であり、 １１月中 に全戸へ 配布す る予定であ
ります。 このハザ ードマ ップの配 布と歩調 を合わせ 、自主防 災組織に 避難訓 練を呼びか
けるとと もに、水 害時に は消防団 、自主防 災組織と 連携し、 早め早め の避難 を呼びかけ
てまいりたいと考えております。
次に、 雄物川や 丸子川 の洪水対 策に係る 国への要 望につき ましては 、６月 に雄物川沿
線全６市 町村で構 成する 雄物川改 修整備促 進期成同 盟会、７ 月には東 北直轄 河川治水期
成同盟会 連合会に より要 望活動を 行ってお り、８月 には本市 単独によ る緊急 要望を行っ
ておりま す。さら に９月 ２１日に 緊急要望 を行う予 定であり 、１０月 にも私 が会長を務
める雄物 川改修整 備促進 期成同盟 会として 沿線全６ 市町村が 一丸とな って要 望活動を実
施する予定でありますので、議員及び市民の皆様のご要望を直接国会議員や国土交通省、
財務省など中央省庁の幹部に強く要望してまいりたいと考えております。
次に、 福部内川 の改修 工事につ きまして は、これ までも県 仙北地域 振興局 との事業調
整会議及 び仙北地 域県管 理河川減 災対策協 議会を通 じて要望 してまい りまし たが、沿線
住民の皆 様の安心 ・安全 の確保を 早期に図 るため、 さらなる 事業推進 に向け 、引き続き
市の最重点課題として要望してまいります。
次に、 福部内ア ンダー パスの開 口部の課 題につき ましては 、７月２ ２日の 豪雨災害で
は、福部 内川の水 位が当 該アンダ ーパスの 歩道部よ り高くな っている ことが 確認されて
おり、福部内川の水位を改善しない限り、抜本的な対策が困難と考えられます。
さらに 、今後、 上流部 の築堤整 備が進む につれ、 今以上に 水位の上 昇が予 想されるこ
とから、河川管理者である仙北地域振興局と連携を密にしながら、十分に調査検証を
行った上で対応策を検討してまいります。
次に、 浸水被害 時の都 市機能維 持につき ましては 、近年の 雨の降り 方の局 地化・集中
化や都市 化の進展 に伴い 、多発す る浸水被 害への対 応を図る ため、水 害対策 に関する総
合的な計 画を策定 したい と考えて おります 。この計 画策定に より、降 雨量に 応じて浸水
被害をシ ミュレー ション し、浸水 箇所の予 測やそれ らに基づ く排水路 と排水 ポンプの整
備等のハ ード対策 に加え て、浸水 時の迂回 路や避難 路の設置 等のソフ ト対策 を組み合わ
せて対策 を整備す ること により、 都市機能 における 浸水被害 の軽減、 最小化 及び解消を
図ることが可能になると考えております。
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次に、 大曲厚生 医療セ ンターと 北都銀行 大曲支店 周辺の排 水対策の 強化に つきまして
は、緊急的対策として丸の内ポンプ施設の増強を図りたいと考えております。
次に、 大曲市街 地内の ポンプ能 力の精査 と増強に つきまし ては、浸 水被害 の大きかっ
た丸子町 及び大町 ポンプ 施設と、 先に申し 上げまし た丸の内 ポンプ施 設の３ カ所につい
て排水能 力の増強 を図る ため、今 次定例会 において 揚水機場 の設計業 務委託 料に係る予
算の補正について追加提案を上程したいと考えております。
次に、 避難所に つきま しては、 大曲東部 地区では 避難に適 した公共 施設が ないことか
ら大曲工 業高校を 指定し ておりま すが、安 全に移動 できる避 難に適し た施設 について、
地元の自 主防災組 織や自 治会の意 見もお伺 いしなが ら、適切 な避難所 として 新たな施設
を確保できるか検討してまいりたいと考えております。
【老松市長
○議長（千葉
○１４番（石塚
○議長（千葉
○１４番（石塚

健）
柏）
健）
柏）

降壇】

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、次の質問に入ります。

産業展示館の美術展示場の確保についてであります。
ご案内 のとおり 大仙市 には、音 楽を鑑賞 する施設 は数多く あるので すが、 美術品の展
示場は産 業展示館 の奥に ある約１ ２坪程の 展示場し かありま せん。市 内で美 術品を展示
する場合 、交流セ ンター の講堂や 公民館の 会議室を 転用して いるのが 実情で あります。
美術品 は、展示 する照 明設備に よって展 示品の良 し悪しが 左右され ますし 、保安設備
によって は希少価 値の美 術品の展 示は出品 の同意を 得ること が困難に なる場 合がありま
す。
この産 業展示館 の展示 場は、大 仙市にあ って美術 品の展示 ができる 貴重な スペースで
あります 。現在進 められ ている花 火伝統文 化継承資 料館の計 画では、 産業展 示館の美術
品の展示 場を取り 壊し、 花火資料 館に通ず る廊下と 出口にす る計画と なって おります。
現在の計 画では、 削減さ れた美術 品の展示 場はなく なったま まになる のか、 あるいは産
業展示館 の中に新 たに美 術品の展 示が可能 なスペー スを確保 するのか 、その 場合、その
展示場の ガラスに よる展 示スペー スの大き さ、照明 設備等に ついての 計画を 明らかにし
ていただきたいのであります。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。
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【老松市長
○市長（老松博行）

登壇】

質問の産業展示館の美術展示場の確保についてお答え申し上げます。

産業展 示館は、 旧大曲 市の産業 振興拠点 として平 成３年に 佐竹家本 陣「鞠 水館」を再
建する形 で建築さ れたも ので、平 成１４年 の内部リ ニューア ルを機に 、作品 展示や講座
などの生涯学習施設として利用されてまいりました。
同館で は、サー クル団 体の作品 展示のほ か、書や 絵画、写 真展など が、ほ ぼ毎月開催
されてお り、議員 ご質問 の第２展 示室にお いては、 昨年度、 個人・団 体によ る展示会が
合わせて６回開催され、約２千人が来場しております。
なお、 昨年度に おける 第２展示 室の稼働 率は１０ ７日の利 用で約３ ０％と なっており
ます。
しかし ながら、 建物は 築２５年 を経過し ており、 トイレ環 境は和式 が主体 となってい
ることや 施設内は 靴の履 き替えが 必要にな るなど、 利用者の ニーズに 応えき れなくなっ
ているこ とに加え 、空調 設備が脆 弱であり 、また、 第２展示 室にある 展示ケ ースの空調
が修理不 能となっ ている ことから 、展示す る美術品 等への影 響が懸念 される 状況にあり
ます。
このよ うなこと から、 大曲の花 火誕生と 縁の深い 同館の改 修を行い 、（仮 称）花火伝
統文化継 承資料館 と一体 的に整備 すること で本市の 花火文化 の継承と 発展の 地としてふ
さわしい 環境を構 築する とともに 、展示機 能を強化 し、資料 館との連 携によ る集客力の
向上を図る計画としたものであります。
改修工 事の内容 につき ましては 、これま でも議員 全員協議 会等でご 説明し てまいりま
したが、 蔵部分の 第２展 示室を資 料館と連 携する出 入口とし て、風除 室、ホ ール、イン
フォメー ションを 設置す るほか、 床面全体 を土足対 応とし、 空調設備 の設置 、トイレの
洋式化を 実施する ことと しており ます。こ れにより 第２展示 室は廃止 される こととなり
ますが、 多様な展 示に対 応できる よう、第 １展示室 の北側壁 面に新た な展示 ケースを設
置すると ともに、 可動式 の展示ケ ースを配 置するな ど展示機 能を強化 するこ とで、これ
まで第２ 展示室で 行われ てきた市 民による 作品展示 や花火資 料の特別 展など を、来場者
からこれまで以上に楽しんでいただけるものと考えております。
施設の 運営にあ たって は、催し 物の規模 や内容に 応じた利 用調整を 図りな がら、利用
しやすい 施設づく りに努 めるとと もに、資 料館や花 火通り商 店街との 連携に よる相乗効
果を発揮し、市街地のにぎわいづくりや交流人口の拡大を図ってまいります。
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【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

１４番、再質問ございますか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○１４ 番（石塚

柏）

はい、どうぞ。
市民の 要望の中 には、美 術品の、 例えば重 要文化財 級の展示、あ

るいは大 曲市内に も相当 歴史に名 を残して いるよう な方々の 作品がた くさん あるわけで
ございます。そういったものを展示できる唯一の場所ということでありますので、ぜひ、
そういっ た収容で きる機 能を満た すという ことを念 頭に入れ ていただ いて改 修工事をお
願いした いという ことで ございま す。答弁 は結構で ございま すので、 よろし くお願いい
たします。
○議長（千葉

健）

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】

次に、７番藤田和久君。
（「はい、議長、７番」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

はい、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。
皆さん、おはようございます。日本共産党の藤田和久でございます。

私は２点について質問いたします。
最初の質問は、７月２２日・２３日の大雨による被害について質問いたします。
石塚議 員の質問 とダブ るような ところが あります けれども 、ぜひ、 よろし くお願いし
たいと思います。
７月２ ２日・２ ３日と 続いた３ ００ｍｍ を超える 大雨の被 害は、秋 田県及 び大仙市に
膨大な被害をもたらしました。
このた びの水害 などの 被害に遭 われた方 々に対し ては、心 よりお見 舞いを 申し上げた
いと思います。
また、 このたび の被災 に対し、 警戒や調 査、復旧 、救援・ 支援、ボ ランテ ィアなどに
関わった 関係者の 皆さん 、本当に ご苦労様 でした。 一日も早 い通常の 生活に 戻れるよう
にお祈りいたしたいと思います。
今回の 水害の一 番の理 由は、も ちろんか つてない ほどの大 雨、降雨 量であ りますけれ
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ども、こ こ１０年 くらい の間に再 三水害に 遭うとい う地域が 何カ所か ござい ました。こ
の大曲地 域でも福 見町、 中通町が それに当 たると思 います。 そうしま すと、 単なる水害
とは簡単 には言え なくな ってしま います。 同じ地域 が同じよ うな原因 で繰り 返されると
いうこと は、人災 でもあ ると言え ないでし ょうか。 被災され た住民の 中には 、市も県も
国も「全 く誠意が 見られ ない、何 度水に浸 かったら 考えてく れるのか 」とお っしゃった
方もおりました。
そこで伺いますが、こうした被災住民の気持ちを市としてどのように考えているのか、
お伺いいたしたいと思います。
また、 真の原因 をきっ ちり調査 し、これ 以上、水 害に遭わ なくても よいよ うに、県や
国に緊急に要請していただきたいものと考えますが、いかがでしょうか。
今回の 水害につ いては 、何点か の特徴が ございま す。私の 個人的な 判断で はございま
すが、何点か述べさせていただきます。
まず一 つは、１ 級河川 である雄 物川の堤 防が一部 になかっ たり高さ が低か ったりした
ために洪 水となっ た例が ありまし た。いく ら立派な 堤防を造 っても堤 防のな いところが
あったら 、必ず水 は溢れ ることに なります 。一日も 早い復旧 工事を国 に要請 していただ
き、安全管理に努めていただきたいと思うのであります。
二つ目 には、１ 級河川 に流れ込 むべき県 管理の中 小河川、 農業用や 生活排 水などが１
級河川に 流れ入る ことが できず水 が溢れ出 した例が 多数あり ました。 しかも 、この中小
河川も堤 防のない ところ や、あっ てもとこ ろどころ 低いとこ ろがあっ て氾濫 を繰り返し
ています 。また、 こうし た１級河 川との合 流部には ポンプア ップが十 分であ れば、被害
は少しで も縮小で きたの ではない かと思わ れるとこ ろもござ いました 。福見 町・中通町
の水害を 防止する ために も、排水 ポンプア ップの増 設が必要 と思われ ます。 中小河川の
氾濫の原 因をきっ ちり調 査し、堤 防工事や ポンプア ップなど の復旧工 事に緊 急に取りか
かれるよう、県などに再三要請していただくようお願いしたいと思います。
そして 三つ目に は、１ 級河川を はじめと する河川 管理の問 題であり ます。 雄物川を見
てみますと、河川の中央部には砂利が溢れ、中洲となって山なりに盛り上がっています。
それに樹 木が生え ていま す。川岸 や河川敷 、堤防の 一部にも 樹木が生 い茂り 、それらに
流木やご みが引っ かかり 、増水時 の川の水 の流れを 妨害する 結果とな ってお ります。河
川内を深 くすると いうこ とで砂利 を取り上 げるとか 、河川敷 や中洲の 樹木を 伐採する必
要がある のではな いでし ょうか。 河川全体 の浚渫に ついて、 国や県に お願い をしていた
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だきたいと思います。
四つ目 には、復 興・復 旧の問題 でありま す。私自 身も８月 １６日、 日本共 産党秋田県
議員団の 一行とし て国土 交通省や 農林水産 省などに 被災に対 する補償 や復興 ・復旧に対
する国の 最大限の 支援を 要請して まいりま した。も ちろん他 の会派や 市や県 としても要
請してい るものと 思われ ます。被 災された 市民の中 には、補 償制度や 支援助 成制度につ
いて、末 端までき っちり 行き渡っ ておらな い部分が あるので はないで しょう か。私ども
共産党議 員団に結 構質問 される場 合があり ます。ま た、被災 された家 屋など への視察調
査におい ても、役 場の方 に電話し たけれど も来てく れないと いう、そ ういう 事例もあり
ます。幾 つか見逃 しなど はないの か、被災 者への市 としての 気配りが 必要と 思います。
いち早い 復興・復 旧のた めにも万 全を期し て頑張っ てもらい たいとお 願いを 申し上げる
次第であります。
今回の 水害につ いては 、避難勧 告や避難 指示が早 めに発表 され、人 的被害 がほとんど
なく、幸 いであり ました 。しかし 、地球温 暖化の影 響等もあ って、今 回以上 の規模以上
の大雨が さらに予 想され る、そう いう時期 になって います。 地球温暖 化のた めに台風は
超大型化 になって いるそ うです。 降雨量も これまで は２００ 、３００ という のが大雨の
基準でし たけれど も、今 度は５０ ０、６０ ０、１０ ００ｍｍ という事 態にな るかもしれ
ません。 今回の水 害の原 因をきっ ちり調査 し、少し でも水害 を繰り返 さない ための河川
管理、防災対策を強化していく必要があると思います。
そこで伺いますが、市として今回の水害について、どのような特徴点とかあったのか、
どのよう に考えて おるの か、また 、どのよ うな点に 重点を置 いて復旧 ・復興 を目指して
いくのか 。さらに は、被 災者への 補償、支 援などに ついて、 ポイント 的にお 答えいただ
ければあ りがたい と思い ます。被 災者の補 償につい ては、工 事の補償 とか住 宅の関係の
補償だと かダブっ た場合 などもあ りますの で、詳し く教えて いただけ ればあ りがたいと
思います。
１番の質問、以上でございます。
○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】

藤田和久議員の質問にお答え申し上げます。

はじめ に、大曲 福見町 や大曲中 通町など 、過去再 三にわた って浸水 被害に 遭われてい
る地区に おきまし ては、 平成２３ 年度より 排水ポン プの導入 や可搬式 ポンプ の運搬設置
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等により 内水排除 対策を 実施して まいりま したが、 ７月２２ 日の大雨 では排 水作業が追
いつかず、今回も浸水を防ぐことができなかったことにつきまして、大変申し訳なく
思っております。
また、国や県への要望につきましては、国へは無堤部の早期築堤を要望するとともに、
県には福部内川築堤工事の早期完成を、より強く要望してまいります。
市にお きまして も大曲 地区の想 定される 雨量を十 分に検証 の上、排 水ポン プ施設の増
強などを実施してまいります。
次に、 今回の水 害の特 徴及び復 旧・復興 につきま しては、 ７月２２ 日の２ ４時間降水
量が峰吉 川観測所 におい て観測史 上最多と なる３６ ４ｍｍを 記録する など、 これまで経
験したこ とがない 記録的 な大雨で ありまし た。雄物 川では、 神宮寺地 区にお いて氾濫危
険水位を １．８６ ｍ上回 る７．５ ６ｍに達 し、無堤 部から溢 水したほ か、県 管理河川の
氾濫等により１，５２１棟の建物に被害が発生しております。
７月２ ２日から の大雨 災害の大 きな特徴 として、 一つ目と して、雄 物川無 堤部からの
溢水、二 つ目とし て、市 西部地域 の山間部 での土砂 災害を伴 う中小河 川の氾 濫、三つ目
として、 市内全域 にわた って降水 量が多か ったこと による内 水氾濫が 発生し たことの三
つの災害 が同時に 起こっ たことに より、被 害が拡大 したこと が今回の 災害の 特徴と捉え
ております。
市では 、災害発 生直後 から早急 に被害状 況の把握 に努める とともに 、生活 道路の復旧
や孤立集 落の解消 、また 、災害ご みの処理 やし尿等 のくみ取 り、家屋 の消毒 など、被災
された市 民の皆様 の生活 再建に向 けた取り 組みを全 力で行っ てまいり ました 。８月１０
日には災 害の危険 が解消 し、災害 発生後の 応急措置 が完了し たことか ら、災 害対策本部
を災害復 旧本部に 切り替 えて本格 的な復旧 に取り組 むことと し、被害 の大き い協和、南
外、西仙北地域の各支所に復旧にあたる職員の増員を行っております。
また、 ８月２４ 日には 、第１回 災害復旧 本部会議 を開催し 、被災者 の生活 再建支援や
農地・農 林業施設 、道路 ・橋梁及 び公共施 設の災害 復旧など に市を挙 げて取 り組むこと
を確認しております。
次に、 被災者へ の支援 制度につ きまして は、８月 １６日号 の市広報 で新規 に実施する
支援事業や拡充した事業を広く市民の皆様にお知らせしております。
また、 新たに対 象とな った国の 支援事業 につきま しては、 直接、被 災され て対象とな
る方へお知らせしております。
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支援の 内容につ きまし ては、被 災者の生 活再建へ の支援策 として、 災害救 助法が適用
となった ことから 国の被 災者生活 再建支援 制度が対 象となり 、全壊、 大規模 半壊世帯の
生活再建 を支援す るため の支援金 が交付さ れるほか 、融資制 度として 実質無 利子となる
災害援護資金があります。
また、 住宅が被 害に遭 われた方 への支援 策として 、既存の 住宅リフ ォーム 支援事業を
今回の水害にあわせ拡充し、補助率と補助上限額を引き上げております。
農家へ の支援策 として は、農地 への土砂 流入や法 面崩落な どの復旧 事業を 支援する農
地・農業 施設復旧 支援事 業、事業 者の方へ の支援策 として、 事業再開 に係る 修繕や設備
の購入を 支援する 事業所 等再開支 援補助金 などの支 援事業を 設け、被 災され た方を支援
してまいります。
そのほ か、固定 資産税 や水道料 金の減免 措置など により、 被災され た方々 をきめ細や
かに支援させていただくこととしております。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

７番、再質問ございますか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○７番 （藤田和 久）

はい。
福 部内川 の、今、 工事始ま っていま すけれど も、橋の ところから水

が溢れま したけれ ども、 実際は東 川のとこ ろでも水 が溢れて いるんで すよ。 それから、
あの大槻 、鉄道の 踏み切 りがある ところで すけれど も、あそ こに福部 内川に 入る農業排
水路があ ります。 幅２ｍ ぐらい、 それから も水が溢 れまして 、床上浸 水にな った家があ
ります。 ですから 、ただ 嵩上げし てすぐ解 決するか っていう のは、ち ょっと 難しいとこ
ろがある んですよ 。もっ と上流の 方まで嵩 上げをす るとか、 それから ポンプ アップは機
能増化するということでしたけれども、そういう同じその高畑近辺でも南側は堤防高
いんです けど、左 側は低 いんです よね。で すから、 その辺も 細かくき っちり やっていた
だかない と、これ まで以 上に大雨 になる可 能性があ りますの で、何と かその 辺を注意し
て、もう一度点検してお願いをしていただきたいと、これ要望です。
以上です。
○議長（千葉

健）

○７番 （藤田和 久）

次に、２番の項目について質問を許します。
次 に、二 つ目の質 問として 、市道南 外２０号 線高寺・ 鍬台線の舗装

工事と道路環境整備についてお尋ねいたします。
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南外字 中桑台か ら内小 友高寺に 抜ける南 外２０号 線、高寺 鍬台線と いう道 路がござい
ます。旧 南外側が 南外２ ０号線に なってい ます。旧 大曲側が 高寺鍬台 線とい う道路だそ
うです。
南外の 住民の方 から、 この南外 ２０号線 、高寺鍬 台線が、 今回の大 雨で道 路が水で溢
れ、砂利 が３０ｃ ｍも深 くえぐら れており 、通行で きないの で直して ほしい という要請
がありま した。直 ちに市 当局にお 願いをし 、お盆に は確認し てみよう と思っ て現地を見
に行きま したが、 途中ま で修理は されてい ましたけ れども、 まだ半分 は未整 備で残って
おりまし た。直ち に南庁 舎、建設 部ですね 、そこに お電話を して、で きるだ け早くお願
いしたい というこ とをお 願いいた しました 。そうし たら１６ 日には古 屋建設 部長から完
了しましたのでという電話をいただきました。本当にありがとうございました。
この南 外２０号 線、高 寺鍬台線 というの は、２０ ０６年頃 には旧南 外村、 旧大曲双方
で５ｍ舗 装道路に するこ とで道路 舗装工事 が進めら れており ました。 ところ が合併まで
に工事が 完了せず 、合併 市にその 事業が引 き継がれ ることに なったそ うです 。しかし、
合併後１ ０年以上 経過し ても舗装 工事は途 中でスト ップした まま、再 開の気 配はありま
せん。
この南 外２０号 線、高 寺鍬台線 は、旧大 曲側の未 舗装部分 が約８０ ０ｍご ざいます。
旧南外側 が７００ ｍあっ て、合わ せて１． ５ｋｍが 山のよう になって いて未 舗装になっ
ています 。旧大曲 市側は 側溝だけ は出来上 がってお ります。 しかも、 この中 桑台地区を
はじめ周 辺の滝部 落など をはじめ とする近 隣の地域 では、同 じ南外の 金屋方 面に出て大
曲に向か うと３０ 分以上 もかかる というこ とで、こ の山道を 行くと１ ０分ち ょっとで大
曲に行け るという ことで 、現在も この地区 の生活道 路として 多くの方 々に利 用されてい
るとのことでございます。
そこで 伺います が、生 活道路で ある南外 ２０号線 、高寺鍬 台線の舗 装工事 は、なぜ途
中でストップしているのか、お答えをいただきたいと思います。
また、 合併後の 再検討 ・見直し などがあ ったもの なのか。 また、も し見直 しの判断が
されたというのであれば、地域住民に報告があってもよいはずではなかったでしょうか。
生活道路 というこ とで、 至急舗装 すべきと 思います ので、こ れはいか がでし ょうか、質
問です。
次に、 この南外 ２０号 線、高寺 鍬台線の 道路環境 整備につ いて伺い たいと 思います。
合併後 の１０年 間は、 除雪は不 十分で、 冬期は通 行止めと なってお りまし た。春の時
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点で旧南 外側は３ 月上旬 にブルド ーザーで 除雪して くれるそ うです。 旧大曲 側は、４月
になって初めて完全除雪をしてくれるそうです。できればもっと早く双方同じ時期に
やってもらえれば通行できますよね。
そこで 伺います けれど も、この 、春の除 雪を一緒 にすると か、冬期 も通行 できるよう
に除雪できないものなのかお伺いをいたしたいと思います。
また、 この南外 ２０号 線、高寺 鍬台線は 、春は山 菜採り、 秋はキノ コ採り などでにぎ
わい、路 上に車の 駐車が あります 。交差し た場合、 注意がい ります。 かつて は道路端の
草刈りな どは地元 の人た ちがやっ ていたん ですけれ ども、現 在は高齢 化で、 それはでき
なくなっ ているそ うです 。この草 刈りにつ いても、 できれば 年に３回 程度、 市の責任で
実施して いただけ ればあ りがたい との地元 のご意見 でござい ます。ご 見解を お伺いいた
します。
以上です。
○議長（千葉

健）

２番の項目に対する答弁を求めます。久米副市長。
【久米副市長

○副市 長（久米 正雄）

登壇】

質問の 南外２０ 号線、高 寺鍬台線 の舗装工 事と道路 環境整備につ

いてお答え申し上げます。
はじめ に、この 二つの 路線は、 南外地域 と大曲地 域を結ぶ 道路とな ってお り、南外側
の南外２ ０号線に ついて は市町村 合併前に 舗装工事 が進めら れ、民家 のある 部分まで完
了しております。
一方、 大曲側の 高寺鍬 台線につ いても民 家のある 上深山集 落までは 側溝改 良と舗装工
事を実施 しており ます。 その先の 山間部に 縦断勾配 が最大１ ３％と、 道路構 造令の基準
を超える 急勾配の 区間が あること から、新 たに迂回 ルートを 建設する 計画が ありました
が、膨大 な費用を 要する ため、旧 大曲市時 代に費用 対効果が 見込めな いと判 断され、事
業計画を断念した経緯があります。
舗装の 実施につ きまし ては、現 道が狭隘 かつ急勾 配のため 、車両の 交差が 困難な状況
にあり、 費用対効 果も見 込めない ことから 、舗装は 行わず、 今後も道 路パト ロールを強
化して、 利用者が 安全に 通行でき るよう、 敷砂利等 の維持管 理を徹底 してま いりたいと
考えております。
次に、 冬期間の 除雪に つきまし ては、先 に述べた とおりの 急勾配の ため、 除雪作業が
困難とな ることに 加え、 路面の凍 結時には 車両の通 行に関し ても非常 に危険 な状態とな
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ります。このため、冬期間の除雪の実施については、安全な道路環境の確保の観点から、
困難であると考えております。
また、 路肩の草 刈りに つきまし ては、現 在の道路 の利用状 況や交通 量等を 勘案の上、
道路パト ロールを 強化し て適切な 時期に必 要な箇所 の草刈り を実施し てまい りたいと考
えております。
【久米副市長
○議長（千葉

健）

降壇】

７番、再質問ございますか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○７番 （藤田和 久）

はい。
こ の南外 ２０号線 、高寺鍬 台線、７ 月の洪水 で３０ｃ ｍも穴になっ

てしまっ たわけで すけれ ども、花 火大会の ２日前の 雨のとき も水が出 まして 、道路がデ
コボコに なってし まった そうです 。そのよ うに砂利 道で急勾 配なわけ ですか ら、ちょっ
とした異 常気象で 壊され たりする 場合が非 常にあり ます。そ ういうこ とで、 パトロール
を強化し て、生活 道路と して利用 できるよ うに、き っちり管 理をして いただ きたい、こ
のことを申し上げて私の質問を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
○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】

一 般質問 の途中で はござい ますけれ ども、１ １時１０ 分まで暫時休

憩といたします。
午前１０時５９分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時０９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。

３番三浦常男君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（千葉

健）

はい、３番。
【３番

○議長（千葉

健）

○３番 （三浦常 男）

三浦常男議員

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、 三浦常男 でござい ます。初めて

の質問で ございま すので 、舌足ら ずのとこ ろもあり ますけれ ども、何 卒よろ しくお願い
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いたします。
私からは二つの質問をさせていただきます。
一つ目は、イベント関係につきまして質問させていただきます。
市長の ご尽力に より、 花火シン ポジウム 、全国５ ００歳野 球をはじ めとす る様々なイ
ベントを成功させていることに敬意を表するものであります。
しかし ながら、 イベン トにおい て職員の 動員もま た多くな っている とも言 えます。職
員減とな っている 中でイ ベントに 動員され ることに より、本 業の業務 がおろ そかになっ
たり、職 務に必要 な知識 や技能の 習得に影 響が出て いるので はないか と推測 されます。
さらには 、市民に 対して のサービ ス低下に つながっ ているの ではない かとい うのも、イ
ベント当 日のみな らず、 準備や後 片付けと 前後の仕 事もあり 、さらに は代休 となれば業
務に携わ る時間が 減り、 さらには 専門職化 している 中で不在 が多くな ること は、市民が
訪れても 必要な人 がいな いという ことにつ ながりか ねないと 言えます 。イベ ントにおい
て単純労 務、駐車 場係等 において は、臨時 職員対応 により雇 用創出に つなが るのではな
いかとも 考えられ ます。 持続可能 なイベン トのあり 方を再度 検討して いただ きたいもの
でありま す。職員 も頑張 っており ますので 、本来の 業務を重 視してい ただけ れば幸いで
す。以上のことを踏まえて、イベント業務のあり方についてお伺いいたします。
○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】

三浦常男議員の質問にお答え申し上げます。

質問の イベント 業務の あり方に ついてで あります が、はじ めに、今 年度、 大仙市が実
施または 実施予定 で職員 の従事を 要する各 種イベン トの主な ものとし て、花 火に関連す
るイベントは４月に開催した第１６回国際花火シンポジウムや「大曲の花火

春の章」、

先月２６ 日に開催 した全 国花火競 技大会、 １０月に 開催予定 の「大曲 の花火

秋の章」

でありま す。また 、スポ ーツに関 連するイ ベントは 、６月に 開催した 大仙市 制施行記念
駅伝大会 、７月に 開催し た全国５ ００歳野 球大会、 今月開催 する全県 ５００ 歳野球大会
やねんり んぴっく 秋田２ ０１７大 仙市開催 交流大会 でありま す。この ほかに 教育委員会
や各支所 で実施す るイベ ントにも 従事して おります が、これ らは全て 全庁的 な取り組み
を要する市の重要なイベントと位置づけております。
しかし ながら、 従事に あたって は、数日 にわたる イベント であれば 、原則 期間中の一
日とする ことや、 勤務時 間につい ても長時 間にわた らないよ うにして 本来の 業務への影
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響は極力 抑えるよ う努め ておりま す。この ほか従事 に伴う代 休の取得 などに ついても、
各所属長 に事前の 取得や 事後の早 期取得を 指導する など、健 康維持に 配慮を しておりま
す。
また、 イベント は概ね 休日の開 催であり ますが、 ５００歳 野球大会 など平 日にも開催
されるも のがあり ます。 このよう な平常業 務も並行 して行わ なければ ならな い日につき
ましては、できる限り平常業務の人員を確保しながら職員間の連絡調整を密にするなど、
市民サービスの低下を招かないよう努めております。
次に、 イベント 時の単 純労務に 係る臨時 職員対応 につきま しては、 一例と して、花火
大会の駐 車場担当 の場合 は、単に 駐車場整 理にとど まらず、 現金の取 り扱い のほか来場
者からの 問い合わ せ対応 など総合 案内の役 割も担っ ており、 現在は職 員を配 置している
ところであります。
一方、 交通規制 につい ては、職 員と民間 警備員を 組み合わ せるなど 、職員 の従事を減
らす工夫もしております。
このよ うに業務 内容や 予算に応 じて一部 業務委託 や臨時職 員で対応 してお りますが、
雇用創出 や職員の 負担を 軽減する 方策につ いて、引 き続き検 討してま いりた いと考えて
おります。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

３番さん、再質問ございますか。
（「ございません」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○３番 （三浦常 男）

次に、２番の項目について質問を許します。
そ れでは 、２番の 質問でご ざいます 。２番の 質問に関 しましては、

水田農業関係について質問させていただきます。
本年の主食用水稲作付目標面積の配分率は５６．７％ということで、転作率が
４３．３％でありますが、今後、減反政策を廃止し、各県各市町村において作付制限し、
自主的取 り組みを せざる を得ない という話 を漏れ聞 きますが 、経営所 得安定 対策等はど
うなって いくのか 。それ でなくと も稲作及 び畑作収 入は年々 目減りし ている 実情であり
ます。生 産代金は 低迷し ているに もかかわ らず、生 産資材は 上昇して おり、 こんな中で
経営所得 安定対策 がなく なるよう なことに なれば、 農業経営 自体が成 り行か なくなるの
ではない でしょう か。そ れでなく ても農業 者が高齢 化してい る上に農 機具の 買い換えも
おぼつか ないとな れば、 離農せざ るを得な くなり、 集落営農 組織に耕 作委託 せざるを得
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ないが、 集落営農 組織自 体の人員 も高齢化 しつつあ り、受け 入れにも 限界が あるのも実
情であります。
さらに は、減反 地の水 稲作付、 大豆作付 も善戦は している ものの行 き詰ま りを見せつ
つありま す。かと いって 農業６次 産業化と 言っても 、それな りの技術 等がな ければ手を
出す理由 にもいか ず、各 地にメガ 団地があ るわけで もなく、 農業経営 に行き 詰まりを見
せている 状況です 。今後 、メガ団 地化をど うしてい くのでし ょうか。 さらに は、メガ団
地を活用 した６次 産業化 をどのよ うに進め るのか、 お考えが あればお 聞かせ 願います。
以上の事柄で今後の水田農業のあり方について伺います。
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】

質問の今後の水田農業のあり方についてお答え申し上げます。

はじめ に、今後 の生産 調整と経 営所得安 定対策の 方向性に つきまし ては、 近年の人口
減少や食 の多様化 による 米需要の 減少、農 業従事者 の高齢化 、耕作放 棄地の 拡大などの
課題が顕 在化する 中、国 において は平成２ ５年１２ 月に経営 所得安定 対策の 見直しや水
田フル活用と米政策の見直しなど四つの改革からなる農林水産業・地域の活力創造プ
ランを決定し、課題の解決に向け取り組んでおります。
平成３ ０年産以 降は、 生産調整 を含む米 政策は大 きく姿を 変え、こ れまで の生産数量
目標を国 が県に、 県が市 に対し配 分する仕 組みから 、農家や ＪＡ等が 自らの 経営判断で
生産量を決定する仕組みに変わることとなります。
県では 、当面、 国の情 報をもと に県産米 の需要動 向や在庫 見通し等 を踏ま えた県全体
の生産の 目安を算 定し、 公表する こととし ており、 市といた しまして は、Ｊ Ａをはじめ
農業関係団体で構成する市農業再生協議会において、県全体の生産の目安を踏まえ、
１２月か ら翌年１ 月を目 途に、生 産の目安 を提示し ながら農 家やＪＡ 等が生 産量を判断
できる環境づくりを進めてまいります。
また、経営所得安定対策につきましては、生産調整の実効性を確実なものとするため、
水田活用 の直接支 払交付 金等の継 続と拡充 を市長会 を通じ国 へ要望し てきた ところであ
り、８月 ３１日に 農林水 産省が提 出した平 成３０年 度農林水 産関係予 算の概 算要求にお
いては平成２９年度を上回る増額の要求となっております。
主食用 米の作付 １０ａ 当たり７ ，５００ 円を交付 する米の 直接支払 交付金 については
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本年度限 りで廃止 される こととな りますが 、大豆を はじめ交 付対象と なる作 物や転作に
伴う交付金については、維持する内容となっております。
いずれ にしまし ても、 米価の安 定及び収 入の確保 のために は、需給 に応じ た米の生産
が前提と なること から、 市といた しまして は、全国 有数の米 所として 、ＪＡ や集荷業者
と連携を図りながら、将来とも安定した地域農業の展開を目指し取り組んでまいります。
次に、６次産業化の推進につきましては、農産物の加工による付加価値の向上のほか、
農業者の 終年雇用 の創出 、直接販 売による 所得の向 上など様 々なメリ ットが ある農業の
６次産業化は、攻めの農業の展開において重要な位置づけを担うものと考えております。
市では これまで ハード 面におい ては、国 ・県の補 助事業を 活用し、 野菜一 時カット冷
凍加工施 設をはじ め、い ぶりがっ こに代表 される漬 物加工施 設、豆腐 加工施 設などの整
備を各地 域で進め る一方 、ソフト 面におい ては、市 独自に販 売促進用 のパッ ケージ作成
等に対し て補助す る農業 ６次産業 化推進事 業や加工 用大根の 安定供給 のため 、大根を納
入する生 産者に対 し助成 するなど 、６次産 業化の推 進におい てきめ細 やかな 支援をして
おります。
また、 先の８月 ２日に は、国の 事業を活 用し、中 仙地域で 作られた トマト を主原料と
する搾汁 加工施設 が道の 駅なかせ ん地内に 完成し、 稼働して おります 。この 搾汁加工施
設は、園 芸メガ団 地との 連携に加 え、搾汁 後の残渣 を畜産飼 料とする など、 地域の農業
と連携し 取り組む もので あり、施 設を核と した新た な循環型 農業のモ デルで あります。
市とい たしまし ては、 こうした 取り組み を模範に 、今後も ６次産業 化に取 り組む農業
者等の規 模拡大や 事業展 開の意向 に的確に 対応し、 国・県・ 市の事業 の活用 を図るとと
もに新た な起業者 の掘り 起こしも 視野に入 れ、６次 産業化の 推進に取 り組ん でまいりま
す。
次に、 メガ団地 の今後 の方向性 につきま しては、 園芸作物 の産地形 成や施 設の大規模
化による コスト削 減、地 域雇用の 創出など 、メガ団 地は様々 な利点が あり、 市では平成
２７年度 に整備さ れた中 仙地域の トマト園 芸メガ団 地やシャ インマス カット などの種な
しブドウの産地化を目指すネットワーク型の園芸拠点整備に取り組んでおります。
また、 県事業と の連携 により、 大曲地域 内小友地 区並びに 太田地域 では、 イチゴ栽培
に向けた 施設整備 が行わ れており 、新たな 園芸品目 の産地化 と周年園 芸の確 立に向け、
今冬からイチゴの生産が開始されます。
県にお いては、 メガ団 地を現在 の２０拠 点から平 成３１年 度までに ３０拠 点以上に拡
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大するこ とを目標 として おり、農 業法人や ほ場整備 事業の実 施に伴い 園芸作 物の複合経
営を目指 す経営体 及びＪ Ａ秋田お ばこの園 芸作物生 産者に対 し、事業 の説明 を行ってお
ります。
市とい たしまし ても生 産性と収 益性にす ぐれた農 作物を模 索し、県 やＪＡ と連携を図
りながら メガ団地 事業を 推進し、 地域農業 の新たな 展開に向 け取り組 んでま いります。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

３番、再質問ございますか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○３番（三浦常男）

はい、３番。
ただいまのご答弁ありがとうございます。

再質問ではございませんが、一言申し上げさせていただきます。
７月２ ２日・２ ３日の 大雨にお いて河川 等の決壊 により、 水田等に 土石や 流木が流入
された場 所におか れまし ては、大 雨前の農 地へ早急 に復田し 、次年度 も作付 可能な状態
にされま すようお 願い申 し上げ、 私の一般 質問を終 わりたい と思いま す。あ りがとうご
ざいました。
○議長（千葉

健）

これにて３番三浦常男君の質問を終わります。
【３番

○議長（千葉

健）

三浦常男議員

降壇】

次に、１１番髙橋徳久君。
（「はい、１１番髙橋です」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。
だいせんの会の髙橋徳久でございます。

まずも って７月 ２２日 ・２３日 及び先日 の８月２ ４日・２ ５日早朝 の豪雨 災害により
被災された方々に対しまして、衷心からお見舞い申し上げます。
また、 市内はも とより 全国から 駆けつけ ていただ き、災害 ボランテ ィアと してご奉仕
された多 くの方々 に心か らの敬意 と感謝を 表したい と存じま す。あり がとう ございまし
た。
さらに 、災害対 策本部 長として 陣頭指揮 を執られ た老松市 長をはじ め、昼 夜問わず被
災地や通 行止め箇 所、あ るいは避 難場所に てのお世 話など、 多方面に わたり ご尽力され
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た職員の 皆様に厚 く感謝 申し上げ るととも に、ご慰 労申し上 げたいと 存じま す。本当に
お疲れさまでした。
それで は、通告 に従い 、一般質 問をさせ ていただ きますが 、ご当局 の積極 的なご答弁
をお願いしたいと存じます。
はじめ に、１、 大仙市 子ども・ 若者総合 相談セン ターの今 後の位置 づけに ついてであ
ります。
市長の 所信表明 の三つ 目に、若 者がチャ レンジで きる環境 づくりを 掲げて おられます
が、大仙 市には同 じ若者 でも困難 を抱え、 夢を見出 せないで いる若者 がいる ことをご理
解されて おられる でしょ うか。人 口減少や 少子化の 急激な進 行は、地 方に暮 らす我々に
とって大 きな問題 となっ ておりま すが、出 生率、子 育て、雇 用など様 々な問 題が叫ばれ
る中、かつてないほど若者が貴重な存在としてクローズアップされております。そして、
元気な若 者だけで なく、 困難を抱 えた若者 への支援 を通じて 、一人で も多く の若者が地
域社会の担い手として自立していくことが求められているのではないでしょうか。
振り返 ってみま すと、 大仙市が ５年前、 三種町と ともに県 内に先駆 けて不 登校や引き
こもりの 若者の支 援に立 ち上がっ たことは 大いに評 価される 画期的な 行政判 断であった
と考えま す。平成 ２１年 、現代の 子育てを 取り巻く 課題解決 に向けて 、情報 提供や相談
活動等に 関する事 業を行 い、子ど もを安心 して育て ることが できるま ち、健 全な親子関
係が図ら れるまち 及び地 域が子ど もを守り 育てるま ちの構築 に寄与す ること を目的に、
ＮＰＯ法 人だいせ ん親と 子の総合 支援セン ターが設 立されて 各種事業 を展開 する中、平
成２３年 、「びお ら」を 立ち上げ て不登校 、引きこ もり等の 子どもの 支援を 行うように
なり、平 成２５年 には「 大仙市子 ども・若 者総合相 談センタ ー

びお ら」委 託事業がス

タートいたしました。
また、 平成２５ 年、引 きこもり の状態及 び引きこ もりから 脱出しつ つある 人を対象に
ひ

き

や

支援活動 を行う場 「ふら っと」を ＮＰＯ法 人光希屋 が開設し て支援事 業を行 ったことを
受け、平 成２９年 からは 大仙市子 ども・若 者総合相 談センタ ー「ふら っと」 の委託事業
が開始さ れるなど 、困難 を抱える 若者への 支援が拡 充してい ることは 、他市 にない先例
として誠に喜ばしく感じています。
相談セ ンター「 びおら 」の４年 間の実績 を概括い たします と、小・ 中・高 校生の不登
校の子どもや引きこもりの若者が施設を利用したり電話相談された数は、実人数で
２００名余りと伺っております。地域別に見ますと、大曲地域が全体の半数に当たる
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１００人 、周辺の ７地域 で約６０ 人、残り は美郷町 １５、横 手市１２ 、仙北 市７、湯沢
市４とな っており 、地元 のみなら ず県南の 広域的な 相談支援 のよりど ころと しての役割
を果たしてきたのではないかと思っております。
そして 、多くの 不登校 児童生徒 を学校に 復学させ たり、若 者の就労 支援を 通じて社会
へ送り出 した多く の実績 は、現場 で取り組 んできた ＮＰＯ職 員の地道 な努力 が実を結ん
だ結果にほかならないものと考えております。
大仙市のみならず周辺の市町村の若者が相談に来て、居場所に通い、ジョブトレー
ニングを通じて就労につながっている状況を見ても、事業効果は明らかであります。
その一 方で、相 談セン ターは今 後の運営 に大きな 不安を二 つ抱えて いると 伺っており
ます。
その一つ目は、専門的知識を有した人材の確保です。
ＮＰＯ が運営す る子育 て支援事 業や高齢 者の生活 相談支援 事業は、 経験豊 富な保育士
ＯＢや講 習を受講 した職 員がロン グライフ アドバイ ザーとし て対応し ている のに対し、
子どもや 若者を対 象とす る相談セ ンターで の支援業 務は、電 話や来所 による 相談支援、
社会的居 場所の運 営、職 場見学や 労働体験 などの就 労支援と いった広 範囲に わたる業務
でありま す。加え て、困 難を抱え る若者の 中には、 知的障が いや発達 障がい など様々な
状態が隠 されてい るため 、相談に 訪れた方 の状況を 客観的に 見て、適 切な支 援に誘導で
きるよう な専門的 知識を 有した職 員が求め られます が、残念 ながら専 門職の 人材の確保
は困難な状況にあります。
二つ目は、潜在的な引きこもりの若者に対するアプローチです。
引きこ もりの状 態で一 番危険な ことは、 長期化す ることで す。国勢 調査の 中の労働力
状況調査 統計によ ると、 大仙市に は１５歳 ～３９歳 までの年 齢層に引 きこも りやニート
と思われ る若者が ３００ 人程いる とされて おります が、その 実態は把 握でき ないままで
あり、相談支援には結びついていない状況があるようです。
一般的 に、引き こもり が長期化 してから 自ら相談 機関に出 向くこと が難し い状況の若
者に対し ては、家 庭を訪 問して、 家族や本 人に状況 を把握す る「アウ トリー チ」の手法
による支 援が、そ の後の 途切れる ことのな いサポー ト体制の 実現につ ながる と思います
が、大仙市では行われていないようです。
昨年１ １月、岡 山で長 年にわた り引きこ もってい た４８歳 の男性が 亡くな る９カ月前
に咽頭が んの診断 を受け たものの 、両親に も病名や 余命のこ とを伝え ようと せず、一切
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の診療も 治療も拒 み続け 、喘ぎ苦 しむ声に 救急車を 呼んで隊 員が説得 しても 部屋に鍵を
かけて応 じず、「 中から 声が聞こ えなくな ったら救 急車を呼 んで」と いうの が本人の意
思だった そうです 。ある 日、家族 が鍵が開 いている ことに気 付き、ほ とんど 声が出ない
状態で病 院に搬送 され、 二日後に 亡くなる というこ とが起こ りました 。この 方は、都会
で働いた 後、郷里 に帰っ て会社勤 務したも のの、そ のうち気 が進まな くなっ たそうで、
完全な引 きこもり 状態に なったと いうこと です。ま た、親が 病院に問 い合わ せしても本
人が同伴しなければ個人情報のためお話できないと言われたそうです。
この事 案を特殊 なケー スだと言 ってしま えばそれ までです が、この ような 悲劇が起き
ないように、どんな人にでも社会全体で支え合うシステムが必要だと考えます。
子ども ・若者総 合相談 センター は、大仙 市とＮＰ Ｏの公設 民営によ る相談 機関として
の使命は 果たされ ており ますが、 困難を抱 える若者 の利用が 増加傾向 にある 今日、きめ
細やかな 対応、切 れ目の ない支援 の継続、 専門性の ある相談 支援や就 労支援 体制の確立
など、充 実した対 応を図 るために は、現行 のＮＰＯ の体制だ けでは人 材的に 厳しい状況
があり、 公的な支 援を加 えた市と ＮＰＯの 協働によ る新たな 体制が必 要だと 感じます。
先進事 例として 、横浜 市では「 横浜市青 少年相談 センター 」を開設 して、 ＮＰＯとと
もに相談 支援事業 を実施 し、さら に各区役 所にも「 こども家 庭支援課 」を設 けて、月２
回の引きこもり等の相談支援を行っております。
また、 ＮＰＯの 委託事 業として 、フリー スペース を備え、 居場所プ ログラ ム等を実施
する「地 域ユース プラザ 」、職業 相談やキ ャリアカ ウンセリ ング、ジ ョブト レーニング
などの就 労支援メ ニュー を提供し て若者の 職業的自 立を支援 する「よ こはま 若者サポー
トステーション」などの例が参考になるかと思います。
そこでお伺いいたします。
市とＮＰＯが、将来、横浜市のような形で支援事業を展開できるようになるためにも、
「びおら 」と「ふ らっと 」を統括 する市の 担当窓口 課を設け ていただ き、引 きこもり等
の調査、 把握、カ ウンセ リング、 トレーニ ング、就 労支援な ど、多方 面にわ たる現在の
活動の状 況に見合 った支 援体制を 構築した 上で、人 員確保な どさらな る委託 内容の充実
を図っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
また、 市当局の ご指導 により、 基本的に は土日は 閉館し、 相談があ ったと きのみ開け
て業務を 行うそう ですが 、利用者 が利用し やすい環 境を考慮 し、利用 者の目 線に立って
土日も開 館するこ と、さ らにはセ ンターの 名前を「 大仙市青 少年サポ ートセ ンター」の
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ような親しみやすい名称にしてはいかがでしょうか。
以上、市長のご見解をお聞かせ願いたいと存じます。
○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。

質問の大仙市子ども・若者総合相談センターの今後の位置づけについてでありますが、
はじめに 、「びお ら」と 「ふらっ と」を統 括する市 の担当課 について ですが 、健康福祉
部社会福祉課が両センターを統括しております。
また、 子ども・ 若者へ の支援を 行うため の教育、 福祉、医 療、雇用 などの 各分野の関
係機関の ネットワ ーク組 織である 大仙市子 ども・若 者支援地 域協議会 の事務 局機能も有
している ことから 、多様 な相談内 容に対応 できるよ う、必要 に応じて それら の機関との
連絡調整を図ったり、相談センターの運営に関する支援なども担っております。
状況に見合った支援の構築に関しましては、「びおら」や「ふらっと」が利用者に
とって、 より良い 総合相 談機関と して運営 を継続し ていける よう、市 と受託 団体が定期
的な情報 交換や協 議を行 うことが できる場 を設定し 、運営上 の問題や 不安な どの解消に
つながる支援体制を整えたいと思います。
委託の 内容につ いても 、総合相 談業務の ほか、居 場所の提 供、就業 支援、 社会参加活
動支援や 指定支援 機関と しての業 務内容に 関し、整 理の上、 必要な見 直しを 講じてまい
りたいと考えております。
専門的 知識を有 した人 材の確保 に関しま しては、 これまで 多くのケ ースを 適切な機関
等につな げていた だいて おります が、困難 ケースに ついては 関連する 機関、 団体等の職
員が参画 しての個 別ケー ス検討会 議機能を 活用して 支援に結 びつけて いただ きたいと考
えている ことから 、ソー シャルワ ークやコ ーディネ ートスキ ルを持つ 職員の 育成・確保
について検討してまいります。
なお、 心の悩み を抱い た利用者 への対応 を想定し 、必要に 応じて健 康増進 センターに
配属されている臨床心理士資格を有する職員の協力を得る体制は整えております。
次に、 センター の土日 開館と親 しみやす い名称へ の変更に ついてで ありま すが、土日
の開館につきましては、平日に来館できない方々に配慮し、開館することといたします。
名称の 変更に関 しまし ては、「 子ども・ 若者総合 相談セン ター」と いう名 称は、子ど
も・若者 育成支援 推進法 に規定さ れている ものであ ることか ら、制度 として はこの名称
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を残しつ つ、市民 が安心 して相談 できるよ う、わか りやすく 親しみや すい愛 称を検討い
たします。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

１１番、再質問ございますか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○１１番（髙橋徳久）

次に、２番の項目について質問を許します。
次に、大仙市地域の食ブランドについてお伺いいたします。

先般、 鮭資源等 確保活 用事業の 事業費が 補正予算 で可決さ れました ので、 従来の玉川
に加えて 新たに丸 子川に もウライ を設置し て鮭を安 定的に確 保するこ とにな ったわけで
すが、こ の鮭ふ化 放流事 業の歴史 は古く、 明治２８ 年、当時 の大川西 根村蛭 川に県営ふ
化場が創 設され、 明治３ ３年に旧 花館村に 移転し、 昭和３３ 年に県か ら当時 の大曲市へ
譲渡され て、大曲 市営水 産ふ化場 が発足し て現在に 至り、ふ 化放流を 大仙市 鮭ふ化放流
事業組合に、親魚捕獲を雄物川鮭増殖漁業生産組合に委託して実施されております。
市長を はじめ職 員の皆 様、そし て議員の 皆様、こ の鮭の料 理を食べ たこと ありますで
しょうか 。思った よりも 脂がのっ ており、 とてもお いしくい ただいた ことが あります。
この地 域には、 たとえ 傷んだも のであっ てもおい しく食べ る方法、 食文化 が今でも受
け継がれ 、それを 絶やす ことのな いよう組 合員の方 が料理教 室を開い て、伝 統文化の継
承に貢献されております。
そこでお伺いいたします。
大仙市 内各地に は、こ うした地 元ならで はの食文 化が多数 あると思 います が、それら
を大仙市 地域の食 ブラン ドと位置 づけ、今 まで以上 に特産品 開発、あ るいは 観光に結び
つくよう 支援をい ただき たいと思 いますが 、いかが でしょう か。ご見 解をお 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】

質問の大仙市地域の食ブランドについてお答え申し上げます。

地元な らではの 食文化 を食ブラ ンドと位 置づけ、 特産品開 発や観光 に結び つくような
支援を行 うことに ついて でありま すが、市 内各地域 には歴史 や文化と ともに 昔ながらの
料理や様々な特産品があり、大きな魅力であると認識しております。
一例に 挙げられ た大曲 地域花館 地区の鮭 につきま しては、 サケ汁や 紅葉漬 け、押し寿

- 57 -

司、燻製などの料理として地元の方々に親しまれております。
昨年３月には、花火通り商店街に商店兼交流拠点施設としてオープンした「毎日大
曲」で新 商品とし て鮭の 燻製「さ けジャー ケー」を 販売し、 お客様か ら好評 を得ている
と伺っております。
また、 丸子橋橋 上公園 下流に新 たに設置 するウラ イは、鮭 の捕獲を 見学で きる観光資
源として も活用し 、来年 ８月にオ ープン予 定の（仮 称）花火 伝統文化 継承資 料館と花火
通り商店街を結ぶ周辺エリアの回遊性を高める役割を期待しております。
ほかに も川ガニ 味噌や いぶりが っこ、日 の丸鍋な どの伝統 的な食や 大曲納 豆汁、大曲
カレー旨 麺などの ご当地 グルメ、 ぜんまい 貝焼きや 大仙バー ガー、焼 きいわ な寿司など
の地域の 食があり 、開発 や普及に 取り組む 民間団体 、商工団 体、市観 光物産 協会が市と
一緒にな り、地域 のまつ り、イベ ント、首 都圏での イベント 等で発信 し、知 名度向上を
図っております。
特産品 開発につ きまし ては、平 成２５年 度から２ ８年度ま で、市と 大仙市 観光物産協
会との共 同で特産 品開発 コンクー ルを開催 し、最優 秀賞の「 秋田ステ ィック 」や「協和
特産

岩 魚の糠漬 」など をはじめ １８点が 入賞して おります 。市では 、入賞 作品をふる

さと納税 の返礼品 とし、 本市の魅 力の発信 や販路拡 大及び地 域産業の 活性化 などに結び
つけております。
また、 今年度は 市内６ 事業者に より、お 土産販売 強化を目 的に、地 場産の 農産物を原
料とした 「ひとく ちお土 産」の開 発に取り 組んでお ります。 この事業 でブラ ンドやデザ
イン製作の専門家を招聘し、民間事業者の商品開発を支援しております。
市とし ては、各 地域の 食文化や 地域に根 差した料 理のさら なる掘り 起こし を進め、集
まった素 材をもと に、民 間と一緒 に食のブ ランド化 や観光商 品化の検 討など を行い、積
極的に応援してまいります。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

１１番、再質問ございますか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○１１番（髙橋徳久）

次に、３番の項目について質問を許します。
次に、観光の動線と景観についてお伺いいたします。

現在、 （仮称） 花火伝 統文化継 承資料館 等整備事 業が着手 されてお り、資 料館の竣工
が待ち遠 しい限り ですが 、この施 設はどの ような位 置づけの 建物にな るので しょうか。
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複合施設 となって おりま すので、 生涯学習 的施設と なるのか 、それと も観光 を主たる目
的とした 施設とな るのか 。私が議 員になる 以前に議 員説明会 等の場で お示し いただいて
いるかも しれませ んが、 しっかり と位置づ けをして おく必要 があると 思いま す。もし、
観光を目的とした施設であるならば、ぜひとも地元商店街を交えて動線をお考えになり、
観光客が バスで乗 りつけ て施設を 見学して すぐに帰 ることの ないよう 、着工 中に動線を
どうするのかご検討いただきたいと思います。
また、 この施設 のそば には、ド イツの建 築家ブル ーノ・タ ウトが絶 賛した 丸子橋から
の景観があります。
ご高承 のとおり 彼は、 丸子橋か ら見た西 山の風景 に感動し て、著書 の『日 本の美の再
発見』で 絶賛され ました が、その 風景は何 だったの でしょう か。それ は、西 山、月と柳
ではなか ったでし ょうか 。丸子橋 の架け替 え工事の 際、当時 の最上源 之助大 曲市長が神
職の正装 に身を装 い、自 ら祝詞を 奏上し、 御祓いを 行ってか ら「しだ れ柳」 を伐採した
ほど、柳 がこの地 域のシ ンボルで ありまし た。しか しながら 、現在は 丸子川 南側土手に
数本ある だけとな り、北 側には寄 贈された ものと伺 っており ますが、 桜が植 えられてお
り、決し てブルー ノ・タ ウトが愛 した風景 ではあり ません。 花見に適 した場 所に移植し
ていただ き、ぜひ 「柳」 を植樹い ただけれ ば、絶賛 した風景 に近づく と思い ますが、い
かがでしょうか。
街並み は変化し ていっ ても景観 は郷愁を 装い、大 切にした いもので あると 思います。
どこにで もある景 観では なく、こ こにしか ない、ほ かでは真 似のでき ない景 観づくりを
心がけていただきたいと思いますが、どのようにお考えでしょうか。
以上の４点についてご所見をお伺いしたいと存じます。
○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】

質問の観光の動線と景観についてお答え申し上げます。

はじめに、（仮称）花火伝統文化継承資料館の位置づけについてであります。
本資料 館整備事 業は、 平成２６ 年３月に 策定した 大仙市花 火産業構 想にお ける施策１
「花火の 文化的価 値を高 め、継承 し、広く 示す拠点 づくり」 における 主要事 業として、
花火資料 を収集、 保存す るととも に、広く 公開する ことで市 民に花火 に対す る愛着をさ
らに深め ていただ き、貴 重な文化 的財産と して後世 に確実に 継承する ことを 目的とする
生涯学習施設に位置づけております。
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一方、 観光面に 目を向 けると、 これまで 大曲の花 火に関し 、花火の 資料展 示施設や花
火工場の 見学、体 験施設 を紹介し てほしい という問 い合わせ が多く寄 せられ ており、花
火の歴史や文化に触れたり見学する施設等へのニーズが高まっております。
また、 国におい ては、 平成２８ 年３月に 「明日の 日本を支 える観光 ビジョ ン」を策定
し、観光資源として文化財の積極的な活用を推進しております。
このよ うなこと から、 収集した 資料を観 光資源の 一つとし て捉え、 資料館 を核とした
観光ルー トの提供 など、 市の観光 振興にお いても積 極的に活 用すると ともに 、大曲の花
火の歴史 、文化、 知名度 を最大限 活かし、 市内全域 に点在す るすぐれ た観光 資源と連携
する観光 ネットワ ークの 拠点とし て本市の 観光振興 につなげ てまいり たいと 考えており
ます。
いずれ にしまし ても本 事業は、 花火産業 構想全体 を推進す る上でも 土台と なる取り組
みであり ますので 、生涯 学習施設 としての 花火資料 の保存、 花火伝統 文化の 継承という
責務は保 ちつつ、 多くの 花火ファ ンを引き つける魅 力ある施 設づくり に努め てまいりま
す。
次に、観光客の動線についてであります。
資料館 整備事業 の財源 として社 会資本整 備総合交 付金を活 用するた め、昨 年度、資料
館整備予定地の大曲大町地区を中心とするＪＲ大曲駅前約３２ヘクタールを事業区域に、
資料館整 備事業の ほか関 連事業と して花火 産業構想 等で既に 計画され ている 事業の合計
５事業からなる都市再生整備計画を策定しております。
本計画 では、本 市の玄 関口であ るＪＲ大 曲駅から の動線を 想定し、 館の橋 、丸子橋間
こみち

の丸子川 左岸の堤 防歩道 を「（仮 称）はな びの小路 」として 整備し、 安全な 歩行者空間
を確保す るととも に、観 光施設等 へのアク セス性や 花火通り 商店街や 花火庵 、丸子川等
の地域資源と連携した回遊性の向上を図ることとしております。
また、 花火をモ チーフ に、まち なかの施 設や名所 の解説が 入った案 内サイ ンを体系的
に整備し 、「花火 のまち 大仙」の 雰囲気を 醸成しつ つまちな かの観光 資源や 施設を結び
つけ、ま ちなか歩 きや滞 留を促進 すること としてお りますの で、議員 ご指摘 の地元商店
街を交え た動線に ついて 、花火通 り商店街 等のご意 見を伺い ながら進 めてま いりたいと
考えております。
資料館 からの動 線につ きまして は、資料 館敷地内 に整備す るポケッ トパー クに、まち
歩き情報 を掲載し た案内 板を整備 すること としてい るほか、 資料館の パンフ レットに花
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火の文化や歴史にかかわりのある史跡、名所などを中心に掲載するとともに、ボラン
ティア団 体が行っ ている 大曲まち 歩きツア ーなどと の連携を 検討しな がら、 資料館を中
心とした周辺への回遊を促進してまいります。
次に、丸子川付近の柳の植樹についてであります。
現在、 丸子川付 近の館 の橋から 大盛橋ま での間に は、左岸 側に４本 の柳の 木が現存し
ておりま すが、右 岸側に は全線に わたり桜 が植樹さ れており 、柳の木 は１本 しか現存し
ていない状況にあります。
丸子川 沿線の堤 防環境 整備につ きまして は、平成 元年から 平成９年 にかけ て秋田県が
実施した 「ふるさ との川 モデル事 業」の整 備構想に 基づくも ので、地 域のご 意見を聞き
ながら右 岸側に桜 を植樹 すること になり、 市民の方 々をはじ め民間ボ ランテ ィア団体か
ら寄贈さ れた桜の 苗木を 大曲駅前 第二地区 土地区画 整理事業 により植 樹した ものであり
ます。
また、 同事業の 整備構 想では、 議員ご指 摘の「ブ ルーノ・ タウトが 絶賛し た景色の再
現を図る 」とも計 画され ており、 左岸側は 同氏が絶 賛した風 景を保存 するた め、現存す
る柳を景 観樹木と して保 全すると ともに、 新たに苗 木を植樹 したとこ ろであ りますが、
現在は倒木などにより４本が残るだけとなっております。
ブルー ノ・タウ トは、 著書の『 日本の美 再発見』 において 「最も佳 絶なの は、とある
橋の上か ら眺めた 月夜の 景色であ った。ま さに一幅 の絵であ る。」と 記し、 続けて「こ
の辺りの 景色の特 色をな すものは 、傘形に 剪枝した 松や杉で ある。」 とも記 しておりま
す。
今後は 、現存す る資源 を適切に 管理し、 可能な限 り地域の 方々が大 切にし てきた景観
の保全に努めてまいります。
なお、 現在整備 を進め ている（ 仮称）花 火伝統文 化継承資 料館にお いては 、４階の東
面を除く 壁面をガ ラス張 りとし、 来館者が 大曲の花 火の歴史 を感じな がら丸 子川越しの
西山の風 景が望め る展望 スペース を設ける とともに 、丸子川 堤防に接 する位 置にポケッ
トパーク を設け、 地域の シンボル である柳 を３本植 樹する計 画として おり、 景観の形成
に努めてまいりたいと考えております。
次に、 ここにし かない 、ほかで は真似の できない 景観につ いてお答 え申し 上げます。
議員ご 指摘のと おり、 人はそれ ぞれ生ま れ育った まちの原 風景を心 に抱い ており、本
市におけ るその風 景は、 自然が織 りなす美 や歴史的 背景を伴 った景観 など、 ブルーノ・
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タウトが 絶賛した 風景を はじめ、 各地域に 様々な人 々の思い 入れが詰 まった 、そこにし
かない風 景が随所 に存在 している と考えま す。これ らは貴重 な自然資 源であ るとともに
観光資源 でもある ことか ら、過度 の開発に よって景 観を損ね ることな く保全 し、後世に
継承して いくこと でふる さとへの 愛着を保 っていけ るような まちづく りを推 進してまい
りたいと考えております。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

１１番、再質問ございますか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

はい。

○１１ 番（髙橋 徳久）

丸子橋 から見た 柳でござ いますが 、左岸側 にあると いうことでご

ざいます が、実は そちら の方だけ が歩道で はありま せん。車 道となっ ており ます。それ
は近くに大きな住宅があるということもありまして、車道ということになっております。
車道にな っている という ことは、 いろんな 事情でそ の柳とい うのは将 来邪魔 になってし
まう可能 性もない わけで はないと いうこと になって しまうの かなとい うふう に危惧をし
ておりま す。ぜひ そうい う部分で 、今そち らの方、 柳の木も 大分大き くなっ てきており
ますし、 あるいは 老木と いうふう に言われ るような 木になっ てしまっ ている のかもしれ
ませんが 、ぜひ丸 子橋か ら西山を 見た左岸 側にだけ にしかな いと言わ れれば それまでで
すが、そ れをぜひ 大切に 保全して いただけ れば、決 して護岸 工事の関 係、あ るいはそう
いう車の 通行など により 伐採とい うふうな 悲しい出 来事がな いように 、ひと つ保全にご
尽力いただければありがたいなと思います。
以上でございます。
○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。

先程、 最初の答 弁でも 申し上げ ましたよ うに、地 域のシン ボルと言 われる 柳でありま
すので、その保全・管理については意を尽くしてまいりたいと思います。
○議長（千葉

健）

○１１番（髙橋徳久）

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）

髙橋徳久議員

降壇】

一 般質問 の途中で はござい ますけれ ども、昼 食のため 、暫時休憩い

たします。再開は午後１時といたします。
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午後

０時０１分

休

憩

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

健）

１時００分

再

開

休憩前に引き続き、一般質問を再開いたします。

なお、質問中は私語を慎むようにお願いいたします。
９番小山緑郎君の質問を許します。
【９番
○議長（千葉

健）

○９番 （小山緑 郎）

小山緑郎議員

登壇】

１番の項目について質問を許します。
新 政会の 小山です 。私の方 からは、 １項目２ 点につい て質問させて

いただきますので、よろしくお願いします。
まずも って、先 の豪雨 災害にて 被害に遭 われた方 々に対し 、心より お見舞 いを申し上
げます。
今回の 豪雨災害 により 甚大な被 害をもた らしまし た。その 中で農業 関連の 被害につい
て質問させていただきます。
特に協和地域、また、西仙、南外と冠水した被災地を見て、道路の欠落から水田、畑、
住宅被害も含めて大きな被害でありました。特に水田については、冠水だけでなく流木、
土砂等が 流入した 水田に ついては 、今後の 刈り入れ のできる ところだ けを刈 って、その
後の復旧 工事とな るわけ ですが、 農家の方 々の今後 のことを 思うと心 苦しい 限りであり
ます。
現状で さえ稲作 の経営 について は、米の 低価格に 加え、ぎ りぎりの 状態、 もしくは赤
字の状態 が普通で ありま す。そう した中で の復旧工 事費、個 人負担が ２５％ と聞いてお
りますが 、そうし た負担 は難しく 、農家、 稲作を諦 めるとい う話が聞 かれま す。それに
加えて農業用水路等も被害に遭っており、それらも含めると大変な負担になります。
そうし た点につ いて考 えてみる と、何と か農業を やめない で続けて いって もらうため
にも、できるだけ負担を少なくしてやることが求められます。そうしたことを考えると、
全額公費 負担にで きない のか、し てやるべ きと思い ますが、 いかがで しょう か、お伺い
いたします。
次の２ 点目の質 問は、 ７月２２ ・２３日 、また、 先月８月 ２４日の 豪雨災 害、昨年も
そうでし たけれど も、地 区内には 豪雨が降 るたびに 毎回同じ ようなと ころで 冠水被害や
土石流被害が起きています。
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一つは 、ほ場整 備等に より水路 の流速が よくなり 、その結 果、雨が 降って 溢れ出て住
宅に来る 場所、ま たは川 の増水に より水門 等がなく 、その川 より用排 水路に 溢れ出て冠
水し住宅 に来る場 所、も う一つは 、末端の 排水路が 狭いため 、または 勾配等 が緩いため
に水がス ムーズに はけて いかなく て冠水す る場所、 また、山 の沢から 流れ出 る土砂災害
も砂防堤 等の必要 な箇所 、そうし た慢性的 に毎回住 宅の冠水 被害、土 砂被害 に遭われて
おります。
確かに 雨量が甚 大に多 いための 被害であ ることは もちろん ですが、 最近、 こうした予
想以上の自然災害が多くなってきております。そうした箇所についても、随時調査をし、
対策をと っていく 必要が あると思 います。 その都度 、消防団 の協力を 得て土 のう等で被
害の軽減 を図って いるわ けですが 、原因の もとを改 善しない と毎回同 じ被害 に遭われま
す。そうした箇所についても随時予算化し、対策を講じていく必要があると考えますが、
いかがかお伺いいたしますので答弁の方、よろしくお願いしたいと思います。
○議長（千葉

健）

１番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
【老松市長

○市長（老松博行）

登壇】

小山緑郎議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 豪雨災害 につい てであり ますが、 はじめに 、災害復 旧にかか わる公 費負担につ
きまして は、農地 ・農業 用施設は 、農業者 個人ある いは土地 改良区な どの団 体所有であ
り、本来 、自己復 旧が原 則である ものの、 二次災害 が想定さ れ、早急 に対応 が必要な道
水路の復 旧や土砂 ・流木 等の処理 について 、現在、 市が全額 を負担し 応急復 旧作業を進
めております。
農地あ るいは農 業用施 設の災害 復旧事業 について は、大仙 市農地及 び農業 用施設災害
復旧事業 分担金徴 収条例 に基づき 、通常、 復旧事業 費の５０ ％を受益 者分担 金として徴
収するこ ととなり ますが 、被害が 大きく、 国庫補助 を受け実 施する公 共災害 復旧事業に
おいては 、復旧事 業費か ら国庫補 助金控除 後の２５ ％を受益 者分担金 とし、 農家あるい
は土地改良団体の負担軽減を図っております。
なお、 今般の国 庫補助 災害に係 る復旧事 業費につ いては、 国庫補助 率８０ ％で算定し
ておりま すが、激 甚災害 指定に伴 う国の補 助率嵩上 げにより 、最終的 には農 家や土地改
良団体の大幅な負担軽減になるものと見込んでおります。
また、 国庫補助 を受け 復旧事業 を実施す る場合、 査定設計 書の作成 が必要 となり、こ
の経費に ついても ２５％ の受益者 分担金を 徴収する こととな りますが 、激甚 災害指定を
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受けた場 合、国庫 補助５ ０％が見 込まれる ことから 、当初予 定された 受益者 負担金の半
分程度となる見込みであります。
さらに 、国庫補 助災害 復旧事業 の対象外 となる４ ０万円以 下の小規 模農地 災害復旧に
ついては 、市単独 で補助 を行いま すが、こ の制度に おいても 通常の５ ０％補 助から７５
％に補助率を嵩上げし、農家の負担の軽減を図ってまいります。
今後も 国・県の 制度動 向に注視 し、可能 な限り補 助事業を 活用しな がら、 市独自の支
援制度と の組み合 わせに より、農 家負担の 軽減を図 っており ますので 、よろ しくご理解
賜りますようお願いいたします。
次に、 慢性化し ている 増水また は土砂災 害箇所等 の対策に つきまし ては、 地球規模で
の気候変 動等によ り、雨 の降り方 が年々局 地化・集 中化・激 甚化する 傾向に あり、各地
で豪雨災害が多発しております。
本市に おいても 同様で 、今年に 入って２ 回の豪雨 災害に見 舞われ、 家屋の 浸水や道路
の冠水、 土砂流入 の被害 を被りま した。こ うした被 災の応急 対応に当 たられ た水防団員
等から被 害や対応 の状況 を聞き取 り調査す るなど、 災害発生 危険箇所 の把握 と課題抽出
を行い、その上で対策を検討してまいりたいと考えております。
また、 ほ場整備 事業に 伴い水路 の流下機 能が向上 し、洪水 被害の発 生が懸 念される箇
所につい ては、下 流の河 川管理者 である県 に対し、 ほ場整備 と同時施 工によ る一体的な
河川改修を要望しているところであります。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

９番、再質問ございますか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○９番（小山緑郎）

はい、９番。
答弁ありがとうございました。

ちょっ と確認で すけれ ども、小 規模災害 復旧事業 の個人負 担、自己 負担２ ５％、これ
が半分く らいにな るとい うこと、 ちょっと それを確 認と、も う一つ、 農地災 害復旧事業
費、これは国がメインなんですけれども、これ、国・市補助７５％、自己負担が２５％、
これについては県が入らないのですかということが一つ聞きたいということ。
あとも う一つ、 農地の 土砂流入 等の流入 している 箇所とい う文章の 中で、 原則、小規
模災害復 旧事業を 活用し て除去し ていただ きますと 、これに 書いてい ますけ れども、原
則以外とはどういうことが考えられるか、その点ちょっとお聞きしたいと思います。
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○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、 私の説明 がちょ っと舌足 らずだっ かもわか りません 、もう一 度確認 の意味でお
話させていただきたいと思います。
まず、 今回の農 地・農 業用施設 災害復旧 事業、農 地、それ から農業 施設の 災害復旧事
業、大き く分けて 補助災 害と単独 災害に分 けられま す。補助 災害の場 合は４ ０万円以上
かかる場 合、単独 災害４ ０万円未 満の小規 模農地災 害復旧と いうこと になり ますけれど
も、まず補助災害４０万円以上の場合、これは通常の国庫補助率は、農地５０、施設
６５とい うふうに なって いますけ れども、 今回の災 害は激甚 災害とい うこと であります
ので、現 時点では はっき り率は示 されてお りません けれども 、まず今 回上程 いたします
補助予算案等は８０％の国庫補助というふうに見込んでおります。
ただ、 ここを８ ０％と した場合 は、その 残りの２ ０％の４ 分の１と いうこ とに受益者
負担にな りますの で、農 家負担と いいます か、事業 費全体の ５％とい うふう になります
けれども 、今後、 今回激 甚災害指 定であり ますので 、補助率 の嵩上と いうこ とを見込ん
でおりま す。まだ 確定で はありま せんけれ ども、仮 に９０％ になった 場合、 受益者分担
金は残り １０％の ４分の １という ことです ので、事 業費の２ ．５％に なると いうふうに
思ってお ります。 まだこ れ確定し ておりま せんけれ ども、い ずれそう した補 助災害の場
合は、そ ういった 格好に なると思 います。 ですから 、農地、 これはい ろいろ な農地の被
害あると 思います 。土砂 が入った 場合も、 そういっ た農地の 復旧事業 につい ては、これ
が適用に なるとい うふう に考えて おります けれども 、いずれ ４０万円 以上に ついては、
今申し上げたような形で補助があるということです。
それで 、残念な がらこ れには県 の補助は 入ってお りません 。国で９ ０％ま で、嵩上げ
になった 場合はそ れくら いまでな るのでは ないかと いうふう に見込ま れてい るところで
あります。
それから、単独災害、補助の対象外と言いますか、４０万を下回った場合については、
通常５０ というこ とです けれども 、今回、 市の単独 補助災害 というこ とで７ ５％に設定
しており ます。今 回の場 合は、受 益者の方 の負担は ２５％に なるとい うこと ですが、こ
れについ ては県の 方も今 、検討し ていただ いている ようであ ります。 まだ確 定はしてお
りません けれども 、県独 自の補助 制度とい うことで 県が今い ろいろ検 討して いただいて
いるとい うことで 、県の 補助分、 例えば２ ０％が入 ってきま すと、市 が７５ 、県が２０
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というこ とで、受 益者の 負担は５ ％という 、これ４ ０万円で すので、 最高で も２万円の
自己負担 と、５％ の場合 、そうい ったこと になろう かと思い ます。い ずれ県 の分につい
ては、ま だ確定し ており ませんの で、まず は今、市 の７５％ だけを確 定して いるという
ことで、 県の方の これか らの発表 を待ちた いという ふうに思 っており ます。 よろしくお
願いいたします。
○議長（千葉

健）

ただいまの答弁に対して再々質問ありますか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○９番 （小山緑 郎）

はい。
わ かりま した。こ れからい ろいろ検 討される 事項もあ るようですけ

れども、 農業者、 稲作も 半分砂利 で収穫も かなり減 収される と見込ま れます ので、そう
いった傷 みを少し でも反 映してや るのが、 やっぱり 行政の務 めかなと 思いま すので、で
きるだけ個人負担を少なくしていただくようお願いしておきたいと思います。
また、 慢性的な 災害箇 所につい ても、こ れもすぐ に全部と は無理だ と思い ますけれど
も、そうした日々の積み上げよりに少しずつ解消して、市民の安全・安心を守りながら、
また、地 域の協力 も得な がらです けれども 、そうし た形で少 しずつ慢 性化を なくしてい
ただくよ うお願い 申し上 げまして 、私から の質問を 終わらせ ていただ きます 。なんとか
よろしくお願いします。
○議長（千葉

健）

これにて９番小山緑郎君の質問を終わります。
【９番

○議長（千葉

健）

小山緑朗議員

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。
今日はご苦労様でございました。
午後

１時１５分
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