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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。

欠席の届け出は、６番佐藤育男君であります。

○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。

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、どうぞ。
【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。
お はよう ございま す。大地 ・公明の 会の秩父 博樹です 。昨日より、

災害対応 に関連し た質問 が多く取 り上げら れており ますが、 私の一つ 目の質 問も災害に
対する備 えの強化 につい て取り上 げさせて いただき ます。昨 日の質問 と同じ 内容のもの
はないよ うでした ので、 通告のと おりに質 問させて いただき ますので 、よろ しくお願い
いたします。
去る７ 月２２日 からの 強い梅雨 前線降雨 によって 、当市に は甚大な 被害が もたらされ
ました。 記録的な 豪雨に 見舞われ た本市上 空では、 強い上昇 気流を伴 う積乱 雲が次々に
発生し、猛烈な雨を降らせる要因となりました。
近年、 温暖化が 大きな 原因と見 られるこ のような 積乱雲の 発生は、 国内各 地において
も発生頻 度が増加 傾向に あり、ま た、いつ 起きても おかしく ない状況 である ことから、
今後も気 象庁の予 測に注 視し、災 害に対す る備えの 強化にし っかりと 力を入 れていく必
要があります。
７月及 び８月の 豪雨に おいては 、被災さ れた皆様 に改めて お見舞い 申し上 げますとと
もに、連 日対応に あたら れた市職 員の皆様 、消防団 の皆様、 各地域の 自主防 災組織の皆
様、また、ボランティアで復旧作業にあたられた多くの皆様に感謝申し上げます。
復旧に は時間を 要する 箇所も多 数ありま すが、当 市の総力 を挙げて 、一歩 一歩着実に
進めてい ただきた いと思 います。 その上で 災害に対 する備え の強化の 観点か ら、気づい
た点について取り上げさせていただきます。
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大仙市 地域防災 計画に おいては 、災害対 策本部等 職員参集 場所につ いて、 交通障害等
やむを得 ない場合 を除き 現所属の 勤務所に 参集する ことにな っており ますが 、本庁所属
で地域に 精通する 職員は 、居住す る地域の 支所に参 集するな ど、応援 体制の 拡充を含む
災害時の対応について再検討すべきと考えます。
市内七 つの各支 所では 、防災担 当の男性 職員が少 ないこと 、また、 支所全 体で地域外
出身の職 員もいる ことか ら、災害 被害調査 がもっと スムーズ にできる 工夫が 必要です。
災害発生 時の初動 体制が 被害軽減 に最も重 要であり ますが、 管轄する 地域の 面積や集落
数、また 、地勢な どを勘 案し、各 支所の特 性に応じ た職員の 対応に配 慮する 必要があり
ます。災 害が発生 した場 合には参 集対象外 となって いる本庁 所属の職 員は、 可能な限り
居住する 地域の支 所に参 集するな ど、支所 に対する 職員の応 援体制を 拡充す べきと考え
ます。大 仙市災害 対策本 部の現在 の編成体 制からも 大きな負 担がかか ってい るのが現地
災害対策 本部とな る各支 所であり 、特に市 民サービ ス課の負 担は極め て大き くなってお
ります。
そこで １点目で すが、 災害時に は、最初 から地域 に精通し た職員を 各支所 に配置した
災害時特 別体制、 これを 組織し、 各種の問 題に円滑 に対応で きる体制 を整え ておき、災
害時にお けるタイ ムライ ンに沿っ ての役割 分担、誰 がいつ何 をやるの か、こ れを定期的
に訓練しておく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
２点目 に、７月 の豪雨 災害のよ うに道路 が寸断さ れた場合 でも、で きるだ け早く各地
の避難所 に水や食 料をは じめとす る備蓄品 を届けら れるよう 、災害時 備蓄品 は各支所そ
れぞれに 分散備蓄 し、な おかつ備 蓄量を増 量すべき と考えま すが、い かがで しょうか。
また、 今般の災 害では 、床上浸 水等で避 難生活を 余儀なく された方 々も多 数おられま
したが、 避難生活 を乗り 切るには 、男性よ りも女性 の細やか な視点を 活かし た防災対策
が必要と 、そのよ うに考 えること から、女 性の視点 を活かし た防災ブ ックを 作成し、市
民に配布することを提案します。
内容と しては、 例えば 、非常持 ち出し袋 は１個で はなく家 族の人数 分が必 要であり、
その置き 場所を確 保する には、１ 年以上使 っていな いものを 片付けた り分散 備蓄する選
択肢もあ ります。 これは 家族で話 し合うべ きテーマ です。ま た、食料 は１週 間分を備蓄
し、それ を少しず つ使っ て新たに 補充する 、いわゆ るローリ ングスト ックで すけれど、
この方法 も考えら れます 。食料品 やコンビ ニ頼みに も無理が あります 。災害 時は、７月
の豪雨のように道路が寸断され、商品補給がすぐ途絶える可能性があるからです。
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こうし た女性視 点の取 り組みは 、各地で も広がる 傾向にあ り、避難 場所で の授乳に関
し、便利ですが日本では今製造されていない液体ミルクを求める声も上がっております。
また、 注目され ている アイデア に「パッ ククッキ ング」と いう調理 方法が あります。
カセット コンロと 鍋、ポ リエチレ ン袋だけ で温かい 料理がで きる方法 で、２ 、３品同時
に調理可 能で、洗 い物も 出ません 。不自由 な避難生 活の中で も温かい 食事が あれば、新
たな活力が生まれるとの思いから考案されたものだそうです。
そこで ３点目に 、普段 から防災 に対する 意識を高 めるため 、こうし た知恵 を満載した
防災ブックを作成し、市民に配布すべきと考えますが、いかがでしょうか。
最後に、アンダーパスの安全対策の強化について伺います。
この件 について は、昨 年１２月 の本会議 でも取り 上げさせ ていただ きまし たが、今般
の豪雨で市内のアンダーパスにおいて実際に水没してしまった車がありましたことから、
再度取り上げさせていただきます。
昨年提 案させて いただ いたアン ダーパス を通行さ れるドラ イバーへ の意識 啓発を促す
対策とし て、増水 時の水 位ライン を壁面に 標示する 方法は、 普段から の目視 でもわかり
やすく、 また、有 効であ ることか ら、県の 方へも情 報提供さ せていた だいた ところ、大
仙市内では協和のＪＲ奥羽線アンダーパス、秋田岩見船岡線に設置されました。
そこで ４点目に 、大仙 市内では ３５カ所 にアンダ ーパスが あります が、優 先して冠水
しやすい 箇所への 水深標 示の設置 をし、市 民の安全 を期すべ きと考え ますが 、いかがで
しょうか。
以上の４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 災害に対 する備 えの強化 について でありま すが、は じめに、 市職員 の災害時特
別体制に つきまし ては、 現在、市 では大仙 市地域防 災計画の 中で災害 対策本 部の設置基
準と市職 員の参集 基準、 本部編成 、業務概 略を定め 、いつで も確認で きるよ うに持ち歩
けるサイ ズのポケ ットマ ニュアル を作成し 、各自が 円滑に対 応できる よう全 職員に配布
しております。
水害時 におきま しては 、大曲庁 舎に勤務 する職員 は、雄物 川及び丸 子川流 域の樋門や
アンダー パスなど 合わせ て２５カ 所に１０ ０名の職 員を指定 しており 、河川 の増水状況
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により、内水排除や交通整理等の業務にあたることとしております。
災害時 の支所体 制につ きまして は、７月 ２２日の 大雨災害 では、被 害の少 なかった地
域の職員 や大曲庁 舎に勤 務する職 員を、被 害の大き かった地 域へ被害 調査や 災害ごみの
処理のため派遣しております。
今後は 、地域の 出身者 や支所に 勤務経験 がある職 員など、 地域に精 通した 職員を事前
にリスト アップし 、応援 要請や災 害の状況 に応じて 速やかに 対応でき る体制 を整えてま
いりたいと考えております。
また、 タイムラ インに 沿った役 割分担や 定期的な 訓練につ いては、 今後、 ７月２２日
の大雨災害を検証していく中で検討してまいりたいと考えております。
次に、 備蓄品に つきま しては、 昨年度よ り食料や 水、毛布 などの備 蓄品を 各支所や大
曲地域の 公民館な ど２１ カ所に分 散備蓄し ておりま す。今後 、各地区 の備蓄 量を増やす
とともに 、避難所 となる 施設にも 備蓄する など、災 害時に速 やかに避 難者に 食料や水、
毛布などを提供できる体制を整えてまいります。
次に、 防災ブッ クの作 成及び市 民への配 布につき ましては 、１１月 に全市 民に配布を
予定して おります 新しい ハザード マップの 中で防災 への知識 や情報受 信手段 などを掲載
する計画 でありま すが、 女性の視 点を活か した防災 ブックの 作成配布 につき ましては、
様々なご意見を伺いながら今後検討してまいりたいと思います。
次に、 アンダー パスへ の水深標 示につき ましては 、昨年１ ２月の本 会議で 議員よりご
提案があ り、当市 では緊 急対応に より、冠 水を未然 に防ぐ対 策を優先 するこ とで事故を
防止することとしておりました。
しかし ながら、 ７月の 豪雨の際 に冠水し たアンダ ーパスに 自動車が 進入し た事実を重
く受けとめ、様々な安全対策を検討しているところであります。
議員か らご提案 ありま したアン ダーパス への水深 標示は、 ドライバ ーへの 啓発や冠水
時の危険 回避に有 効な方 法であり 、また、 市民への 注意喚起 にもつな がると 思われます
ので、交 通量が多 く、頻 繁に冠水 が発生し ているア ンダーパ スより、 壁面及 び路面への
水深標示の設置を順次進めてまいりたいと考えております。
また、 今回のよ うな突 発的な冠 水発生時 の初動対 応策につ きまして も、今 後検討し、
このような事故を二度と繰り返さないよう努めてまいります。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

２番さん、再質問ありますか。
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（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（千葉

健）

○２番 （秩父博 樹）

はい、どうぞ。
今 の質問 のまず一 番最初の ところで すけど、 今、市長 の方から応援

要請や災 害の状況 に応じ て速やか に対応で きる体制 を整える というふ うにあ りましたけ
ど、そう だと今回 の体制 だと思う んです。 私から言 わせてい ただいた のは、 それを起こ
る前に体制を整えておくという部分で申し上げさせてもらいました。
この１ 点目の質 問のタ イムライ ンについ てなんで すけど、 これは災 害前か ら災害後に
かけて防 災の関係 者がと るべき行 動を時系 列にまと めた、そ ういう防 災計画 で、首長や
役所の職 員らがと るべき 防災行動 や役割な どを議論 しながら 、いつ誰 が何を するかと細
かく規定 していく ものな ので、そ れで災害 時の役割 が事前に 明確にな るとい う利点があ
ります。
例えば 、今回は 水害で したけれ ど、台風 来秋のケ ースであ れば上陸 前から 準備に当た
れるほか、関係機関同士もこの顔の見える、そういう関係になりますので、意思疎通が、
よりスム ーズにな ってい くと、そ ういう利 点があり まして、 それから 、何よ りも一人一
人の役割 が明確に なると 、そうい う利点が あります ので、防 災担当職 員の混 乱が解消さ
れる、そ ういう利 点があ ります。 先を見越 した早め の対応で 被害の軽 減につ ながること
が期待できます。
参考で すけど、 調べた ところ紀 伊半島豪 雨で大き な被害が 出た三重 県の紀 宝町ですと
か、それ から浅間 山で火 山が噴火 した群馬 県の嬬恋 村、こう いうとこ ろでは 既に本格的
なタイムラインができているそうです。こういう情報もいただきました。
今回の ７月の災 害時に は、経験 のない大 きな災害 だったこ ともあり ますが 、支所の方
では被害 の把握に 大変難 儀して、 なかなか はかどら ず、応援 要請する にも何 の業務に何
人必要かがわからないという、そういう状況が実際ありました。支所で一番ほしいのは、
災害が発 生したと きに速 やかに被 災調査や 、それか ら避難所 立ち上げ のため の人手だと
思います 。今、市 長の方 から応援 要請に応 じてとい うお話で したけど 、今、 年々その災
害の激し さが今増 してい る状況、 少なくは なってい ってない 、どんど ん激し さも頻度も
増してい る状況の 中で、 今後、支 障が出て くるとい うふうに そういう ふうに 考える、心
配するも のなんで すけれ ども、そ の辺につ いての市 長のお考 えをお聞 かせい ただきたい
と思います。
あと、 もう一つ ですけ れども、 備蓄品の こともさ っき伺わ せていた だきま した。ご答
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弁では、 ２１カ所 に分散 備蓄して いるとい うことで すけど、 先月２３ ・２４ 日の大雨の
際、中仙 、また、 太田の 方でも避 難所を設 けて実際 に避難者 がおりま したが 、毛布も食
料も足り ていない という 、そうい う状況で した。朝 、土砂崩 れ等が発 生しな いことを確
認して帰 宅できた ことか ら、食料 について は今回は 支障はな かったん ですけ ど、毛布に
ついては 、うちの 方の中 仙公民館 の豊岡分 館では、 一時、１ ００人ぐ らいが 避難してお
りました。本庁へ連絡した後に支所の職員が神岡の方へ毛布を取りに行ったんですけど、
防災計画 では本庁 の災害 対策本部 の救援班 が現地へ 届けると いうふう に計画 ではそうい
うふうに なってい ます。 そのとき はお互い 話し合い の中で支 所の方か ら取り に行ったこ
とだと思 うんです けど、 ただ、そ うであれ ば計画の 見直しも 今後必要 になっ てくるんで
はないかなというふうに思いますので、その辺もお願いしたいと思います。
それか ら、非常 食や水 について ですけど 、確かに 支所の方 に１０年 保存の ２リットル
入りの水 と、それ から２ ０年保存 のアメリ カ製のビ スケット 、これ、 どっか の業者から
好意で送 られてき たもの のようで す。市の 予算で用 意したも のではな いよう ですけど、
これをも って支所 に備蓄 している というふ うに認識 している ものなの か、ち ょっとその
辺も伺いたいと思います。
今お話 したよう に、毛 布の備蓄 がなくて 水とビス ケットだ けでは、 やっぱ り現地は大
変だとい う状況で す。お 腹を満た すアルフ ァ米だと か長期保 存のパン なども 、また各支
所に備蓄して、また、毛布の備蓄枚数も充実させていただきたいと考えるものですけど、
この辺の市長の考えお聞かせいただければと思います。
以上です。
○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、 災害時特 別体制 の関係で あります けれども 、ポケッ トマニュ アルと いうのは今
ここに私 も持って います けれども 、いろい ろ指揮命 令関係、 それから 連絡取 り合うと言
いますか 連絡調整 の関係 で、やは り組織で 対応する のが何と いいます か効率 的、いざと
いうとき に役立つ という のが今ま で長年の 水害対策 をやって きた関係 で、そ ういうこと
で議員も ご存知の とおり 、この部 分は何々 課が担当 すると、 財政課が 担当す ると、そう
いうふう になって おりま す。この 関係は今 までのそ ういう経 験、それ から実 際の指揮命
令系統の 関係、連 絡調整 の関係で 、組織だ ってやる のが一番 効率的で はない かなという
ふうなことでこういうふうな体制にしたところであります。
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ただ、先程議員からご指摘のありましたように、人数に限りがありますものですから、
大きな災 害が起き たとき には、こ の課で、 それぞれ の支所で 、市民サ ービス 課で対応で
きるかと いうと、 やはり 災害に応 じてはな かなか難 しい場面 も出てく るのか なというふ
うに今率 直に感じ たとこ ろであり ます。で すから、 この何と 言います か組織 だった体制
をベース にしなが らです ね、今言 った大き な災害が 出たとき に、現地 の災害 対策本部が
どうある べきか、 どうす ればいい のかとい うことを 改めて対 策本部の あり方 ですね、災
害時特別 体制と二 本立て にするの ではなく てですね 、今の災 害対策本 部を更 に充実させ
るような形でできないかなというふうなことで、これも７月２２日の災害の検証の際に、
これもあ わせて検 討させ ていただ きたいと いうふう に思いま す。実際 に要請 があってか
ら今回は 被害の少 ない支 所並びに 本庁から 職員を派 遣したと いうこと ですの で、そうし
たこと、 ある意味 では後 手という ことにな るのかも わかりま せんので 、今言 ったどこま
で最初に そうした 体制を 、前もっ て体制を 築けるか どうか少 し検討さ せてい ただきたい
と思います。
それか ら、備蓄 の関係 ですけれ ども、こ れもやは り検証、 ７月２２ 日のそ の水害の対
応につい て全庁を 挙げて 検証する 予定です けれども 、今回、 最高で２ 千人で すかね、多
くの避難 指示、避 難勧告 、合わせ て４万人 、その中 で避難指 示の約２ 万人に 対して２千
人が避難 されたと いうこ とであり ます。そ うした場 合、２千 人分の毛 布があ るのかと、
今ざっと 備蓄のリ ストを 見ました ら、残念 ながら足 りていな いような 状況な ので、これ
から早め 早めのそ うした 避難勧告 、避難指 示、そし て避難を していた だく場 合ですね、
絶対量が 足りない という ようなこ とのない ように、 それから 、特に避 難所で すね、今、
特に避難 所にそう した形 で備蓄で きればな というふ うに思っ ておりま すけれ ども、避難
場所、そ れから備 蓄の量 、改めて チェック 、検証さ せていた だきたい という ふうに思い
ます。食 料、水、 毛布と いうよう なご指摘 ありまし たけれど も、その 一つ一 つについて
も同じよ うに検証 させて 、そして 、いざと いうとき には十分 対応でき るよう な形に、備
蓄体制にしていきたいというふうに考えております。
○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。
こ れから 検証され て、いろ いろ検討 していく というこ とですので、

その辺の対応をお願いいたします。
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今回こ の災害対 応の中 で様々な 支援策、 市の方か ら打ち出 されたわ けです けど、市政
に携わる 者として 受益者 の不公平 感をなく す意味で も、災害 のたびに 中身が 変わらない
ように、 支援策の 恒久化 、これを ご要望申 し上げて 、また、 災害に対 する備 えの強化に
ついての質問を終わりたいと思います。
以上です。
○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。
二つ目に、胃がん対策の強化について伺います。

胃がん は、日本 人が最 も多くか かり、年 間１２万 人余りが 発症し、 死者数 は年間約５
万人と推定されており、がんの死因２位となっております。
日本で は２０１ ３年２ 月以降、 がん発症 の主な原 因と見ら れるピロ リ菌除 菌の保険適
用につい て、呼気 検査な どでピロ リ菌感染 を調べ、 内視鏡で 慢性胃炎 と診断 された人に
は、除菌治療を保険適用とする対策が講じられております。
しかし 、胃がん の発症 者数を大 幅に減ら すために は、当市 としての 対策も 重要という
ふうに考えます。
現在の当市の胃がん検診は、国が策定したがん検診実施のための指針及び秋田県胃
がん検診 実施要領 に推奨 されてい るバリウ ムを用い たＸ線検 査による 集団検 診方法で実
施されて おります 。バリ ウム検査 による集 団胃がん 検診は、 全国で年 間１， ０００万人
が受診しているとされますが、しかし実際には技術は古くて、がん発見率は低く、また、
検診機器 に挟まれ る事故 が起きた り、ある いは固ま ったバリ ウムによ り大腸 に穴が開く
などの事故例もあります。
胃がん 対策につ いては 、平成２ ６年９月 、また、 ２７年９ 月の質問 でも取 り上げさせ
ていただ きました が、医 学的には 胃がん患 者の大半 はピロリ 菌感染が 原因と され、この
感染の有 無と胃粘 膜の委 縮度を示 すペプシ ノゲン値 を組み合 わせた胃 がんリ スク検診を
集団検診 に採用す れば、 胃がんの 発見率は ３～４倍 に向上し 、検診及 び治療 に係る医療
費は５年間で４，２００億円も削減されるとする、そのような試算もあります。
平成２ ７年の９ 月定例 会におい ては、秋 田県内で は四つの 市と一つ の町で 何らかのピ
ロリ菌検 査に対す る実施 なり助成 なりして いる例が あるとい うふうに 聞いて いる、どう
いった考 え方で実 施され ているの か少し実 態を調査 してみる とのご答 弁をい ただいてお
りますが、調査結果についてお知らせいただきたいと思います。
平成２ ７年６月 １日、 厚生労働 省が開催 した「が んサミッ ト」で、 ２０３ ０年前後に
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は、がん 多死社会 が到来 すると警 鐘が鳴ら されまし た。がん サミット で当時 の塩崎厚労
相は、が ん対策の 一層の 強化を図 るため、 がん対策 加速化プ ランを策 定し、 がん対策を
国家戦略として加速することを発表しました。
がんは １９８１ 年以降 、日本人 の死亡原 因第１位 となり、 生涯のう ちに２ 人に１人が
何らかの がんにな る時代 を迎えて おります 。医学の 進歩によ ってがん による 死亡率が下
がってき た反面、 がんを 発症する 率は上が ってきて おり、が んは着実 に増え ている中、
その対策にはスピード感も重要と考えます。
そこで 、当市の がん対 策として 、例えば 一定の年 齢、１５ 歳程度、 中学生 程度になっ
たら、一 斉に胃袋 の中に ピロリ菌 があるか どうかを 検査し、 もしもあ る場合 にはこれを
除菌し、 胃がんの 原因の 根本を絶 つ、この ような対 策を当市 として実 施して はどうかと
考えるものですが、市当局のご所見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。佐藤副市長。
【佐藤副市長

○副市長（佐藤芳彦）

登壇】

質問の胃がん対策の強化についてお答え申し上げます。

はじめに、県内の自治体におけるピロリ菌検査の実施及び助成の状況につきましては、
平成２９ 年８月時 点にお きまして 、大仙市 を除く県 内２４の 自治体の うち、 ９団体が検
査費用の助成を実施しております。
事業の 考え方と しまし ては、早 期に対策 を講じる ことを目 的に、中 学生を 対象に実施
している 団体や胃 がんの 発症リス クが高く なる３０ 歳以上の 所定の年 齢で実 施している
団体があります。
検査方 法としま しては 、尿検査 法、血液 検査法、 呼気検査 法のいず れかに より実施し
ているとのことでございます。
また、 胃がん検 診を受 けるきっ かけづく りとして 、住民検 診と併せ て集団 形式で実施
している 団体や、 検診と は切り離 して希望 者にのみ 費用助成 を行い、 医療機 関で個別に
行っている団体がありました。
次に、 市のがん 対策と してピロ リ菌検査 を実施す ることに つきまし ては、 平成２７年
度に厚生 労働省の がん検 診のあり 方に関す る検討会 が、ピロ リ菌検査 につき ましては死
亡率の減少効果を示す根拠がないため、さらなる検証が必要であると提言しております。
現在に至るまで、この検査による新たな指針は示されていない状況でございます。
一方、 胃がん検 診に関 して国が 策定した がん予防 重点健康 教育及び がん検 診実施のた
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めの指針 におきま しては 、４０歳 以上を対 象とした 年１回の 胃部Ｘ線 検査、 または５０
歳以上を対象とした２年に１回の胃内視鏡検査により実施することが示されております。
また、 平成２７ 年１２ 月に開催 をいたし ました大 仙市医療 行政懇談 会にお きまして、
このピロ リ菌検査 の住民 検診への 導入につ いて助言 をいただ いたとこ ろであ りますが、
実施方法 や対象年 齢につ いて検討 すべき課 題がある ことや、 検査を受 けた後 も胃がんの
発症リス クはある こと、 定期的な 胃部Ｘ線 検査や胃 内視鏡検 査を受け る必要 があるとい
うご指摘をいただいてございます。
ご質問 のピロリ 菌検査 につきま しては、 検査とそ の後の除 菌治療が 一体的 に行われる
ことで胃 がんの発 生リス クを軽減 できるも のと認識 しており ますが、 検査方 法が複数あ
り、有効 な検査方 法や対 象年齢に ついて明 確な見解 が示され ていない 状況で ありますの
で、一定 の年齢時 に一斉 にこの検 査を実施 すること につきま しては、 現時点 では難しい
ものと考えております。
市とい たしまし ては、 がん対策 は喫緊の 課題であ りますの で、胃が ん検診 に関しては
対象者を ３５歳か ら３９ 歳まで拡 大し、ま た、一定 年齢時に がん検診 の無料 クーポン券
を発行す るなど受 診の促 進に努め てまいり ました。 今後も受 診率の向 上を目 指すととも
に、胃が んの発症 リスク を高める とされる 塩分やア ルコール の過剰摂 取の予 防などの生
活改善事業などにも、あわせて力を入れ取り組んでまいりたいと思います。
また、 ピロリ菌 検査も 含めた効 果的な胃 がん対策 につきま しては、 引き続 き国等の動
向を注視しつつ検討してまいりたいと考えております。
以上であります。
【佐藤副市長
○議長（千葉

健）

降壇】

２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

健）

○２番 （秩父博 樹）

はい。
１ 点だけ 、そうす れば国の 方の動向 を注視し てという ことなので、

国の方の 方針、新 しいも のが打ち 出された 段階で、 また考え るという 、そう いう認識で
よろしいですか。その１点だけちょっと確認でお願いします。
○議長（千葉

健）

○副市長（佐藤芳彦）

答弁を求めます。佐藤副市長。
再質問にお答え申し上げます。

まず、 答弁の中 でもお 答えしま したけれ ども、厚 生労働省 のがん検 診のあ り方に関す

- 81 -

る検討会 というの が開か れており ます。そ の中で今 回の平成 ２９年６ 月にも ですね、こ
のピロリ 菌除菌の 保険適 用による 胃がんの 減少対策 の効果の 検証につ いてと いうのが議
題になっ ておりま した。 ただ、そ の中では 、それぞ れ今、９ 人の専門 家の委 員の先生が
おられま すけれど も、ま だコンセ ンサスが 得られて いない状 況であり ますの で、市とし
ては、ま ず早期に 国の方 でこのが ん検診の あり方検 討会にお いて早期 に結論 を出してい
ただきた いと。結 論を出 すことに よって、 今度はい わゆるが んの検診 実施の ための指針
というの が改正さ れてく るはずで すので、 それを踏 まえまし て私ども 今度、 地元の医師
会の皆様 と協議を して、 どのよう なことか ら実施で きるのか を考えて いきた いというふ
うに思っ ておりま すので 、まずは 国の早め のしっか りした対 応策につ いて出 していただ
くのが肝要であるというふうに考えております。
○議長（千葉

健）

再々ありますか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○２番（秩父博樹）

次に、３番の項目について質問を許します。
では３点目に、大仙市版ネウボラの設置について伺います。

昨年の１１月ですが、秋田市の子ども健康課において開設された「秋田市版ネウボ
ラ」を視 察させて いただ きました 。当時、 秋田県内 において は、男鹿 市、大 館市に続い
て三つ目の開設というふうに伺ってきました。
ネウボ ラとは、 フィン ランドの 子育て支 援拠点で 『助言の 場』を意 味し、 かかりつけ
の保健師 や助産師 が妊娠 中から子 どもの就 学までを 継続して サポート する場 で、家庭の
状況を早期に把握することで孤立化や産後鬱、虐待予防に役立っているものです。
主な業 務内容は 、１点 目に、妊 娠届出時 や転入時 に妊婦と 面接を行 い、個 々人の状況
を把握すること、それによって支援台帳を作成するものです。
２点目 に、妊娠 、出産 、育児に 関する様 々なニー ズに対し て必要な 情報提 供を行うほ
か、総合的に相談支援を行うこと。
３点目 に、早期 に支援 が必要と 判断した ケースに ついては 、必要な 支援へ つなげるこ
と。
これら の支援を 継続し ていく中 で、全て の妊婦に 関わって いくこと に力を 入れていく
というふうに伺いました。
来月で 開設から １年を 迎えるそ うですが 、助産師 ２人が入 ったこと で専門 的な視点が
加わり、 手応えを 感じて いるとの ことでし た。今後 、この取 り組みが 周知さ れていくこ
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とで、安心して出産、子育てできる環境づくりが、さらに進んでいくものと感じました。
切れ目の ない子育 て支援 という観 点から、 家庭の状 況を早期 に把握す ること で孤立化や
産後鬱、 虐待予防 に役立 つ助言の 場として 非常に参 考になる 取り組み と感じ 、大仙市版
ネウボラの設置を提案するものですが、市当局のご所見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】

質問の大仙市版ネウボラ設置についてお答え申し上げます。

ネウボ ラは、母 子保健 サービス の提供を 中心に、 育児不安 を抱え込 むこと で生じる孤
立化や虐 待を予防 するこ とを目的 に、妊娠 から出産 、育児ま でを切れ 目なく 支援する拠
点として県内でも設置している自治体があると把握しております。
市にお きまして は、妊 娠届出時 に保健師 、助産師 、管理栄 養士など の専門 職が個別に
面談を行 い、妊婦 とその 家族の健 康状態や 生活状況 を把握し 、その後 も継続 して相談支
援を行える関係構築に努めております。
また、 産後の支 援を行 うための アンケー ト実施や 小児科医 に無料で 育児相 談できる事
業などを 実施し、 産前産 後にかけ て継続し て支援を 受けられ る体制を 整えて おります。
生後２ カ月から ４カ月 の時期に 行ってい る全戸訪 問では、 保健師ま たは助 産師が子育
てに関す る相談窓 口の紹 介や予防 接種の説 明をし、 あわせて 養育環境 を把握 して虐待の
防止に努めております。
生後４ カ月から 始まる 乳幼児健 診では、 乳幼児の 発育・発 達にあわ せた支 援を行い、
３歳児健 診では、 市独自 の取り組 みとして 臨床心理 士を配置 し、子ど もの発 達確認と保
護者の育児不安の軽減を図っております。
包括的 ・総合的 な育児 支援を行 う観点で は、育児 支援にか かわる専 門機関 が連携し、
乳幼児発達支援連絡会を開催しております。
乳幼児発達支援連絡会では、保育所等での子どもの様子や乳幼児健診の結果などから、
発育・発 達の遅れ 等が疑 われるケ ースにつ いて支援 のあり方 を検討し 、個々 のケースに
あわせたきめ細やかな支援につなげております。
国では 、「まち ・ひと ・しごと 創生総合 戦略」の 基本方針 において 、妊娠 ・出産・子
育て期の 切れ目の ない支 援の施策 として、 フィンラ ンドの「 ネウボラ 」によ る支援を参
考にし、 日本にお いても 妊娠期か ら子育て 期にわた る地域で の包括的 な支援 機能を持つ
子育て世 代包括支 援セン ターの設 置を平成 ３２年度 まで全国 展開する ことを 目指してお
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り、この ８月に子 育て世 代包括支 援センタ ー業務ガ イドライ ンが示さ れたと ころであり
ます。
当市に おいては 、現在 の支援体 制におき ましても 切れ目の ない子育 て支援 に努めてお
り、ネウ ボラに相 応する 機能や役 割を果た せている ものと考 えており ますが 、今後は大
仙市に適 した子育 て世代 包括支援 センター の設置を 目指し、 さらなる 支援体 制の充実に
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】

２番さん、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）

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】

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

１０時５５分といたします。
午前１０時４４分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１０時５４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、８番」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。
は じめに 私からも 、７月２ ２日、そ して８月 ２４日の 大雨で被害を

受けられた皆さんに心からお見舞いを申し上げます。
これか ら降る雨 は、あ のように 大変な集 中豪雨化 している 、亜熱帯 化して いるのでは
ないかと いうふう な指摘 も出てき ており、 これから の災害、 防災と減 災のた めの対策を
急いで強化していく、このことを求めていきたいと思います。
災害対 応に当ら れた職 員の皆さ ん、そし てボラン ティアに 参加して いただ いた皆さん
に感謝を しながら 、私た ちも再び ああいう 大規模災 害に遭わ ないよう にする ための対策
を講じるよう頑張ってまいりたいと思います。
それでは通告に従い、質問をいたします。
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日本共産党仙北地区委員会は、この間、市民の皆様に住みよいまちづくりを目指す
アンケー トをお願 いして まいりま した。約 ２００通 の返信回 答があっ たこと から、中間
報告としてその結果をまとめ、報告させていただいているところであります。
そのう ち、「市 政に望 むこと」 で回答の 多いもの との関連 で二つほ ど質問 させていた
だきます。
最初に、介護保険制度についてであります。
高齢化が一層進む中、介護保障の充実は全ての高齢者、国民の願いでありますが、今、
介護を社会的に支えるという介護保険制度の理念に立ち返って抜本的な改革が必要に
なってきているときであります。
安倍自 公政権に よって 社会保障 削減路線 が強めら れ、介護 保険にお いては 、要支援の
方々を軽 度とみな し、介 護保険対 象外にす る。６５ 歳から７ ５歳の利 用料を 所得により
２割に引 き上げる 。介護 施設の利 用者に持 ち家があ る場合に は、食費 や居住 費の補足給
付の対象 から除外 し、リ バースモ ーゲージ を導入す るなど給 付の抑制 と負担 増を先行さ
せた見直しを次々と行っております。
当初掲 げられた 介護の 社会化の 理念が投 げ捨てら れ、介護 の家族化 への逆 行と介護の
営利市場 化による 介護の 商品化が 進み、今 では地域 包括ケア 構想や総 合事業 のもとで公
的給付を住民に押し付ける介護の互助化というべき事態も進んできているのであります。
さて、 アンケー トでは 、市政に 望むこと の第１位 に介護保 険料の引 き下げ が挙げられ
ておりま す。本市 含む広 域介護保 険におけ る保険料 は、総合 事業とな った第 ２期計画の
平成１５ 年度から １７年 度での月 額２，８ ６０円、 年額にし て３万４ ，３２ ０円の保険
料が第６期計画の平成２７年度から２９年度では、月額６，１００円、年額７万
３，２００円となり、１２年間で２倍にもなっているわけであります。
一方、 保険料が 天引き される年 金支給額 は、年々 減少して いること は周知 のとおりで
あります 。介護保 険料が 年金生活 者の暮ら しを脅か しており 、悲鳴が 上がる のは当然だ
と言えます。
来年度 は、第７ 期介護 保険が始 まります 。現在、 第７期事 業計画の 策定や 介護保険料
見直し作 業が行わ れてい るときだ と思いま す。第７ 期では、 安倍政権 の医療 ・介護の大
改悪と指 摘されて いる地 域医療構 想や改正 介護保険 法を踏ま えて計画 化する 事項が新た
に加わるものと言われます。
そこで 伺います 。第１ 点目は、 ８月１９ 日付秋田 さきがけ に、介護 保険か ら切り離さ

- 85 -

れ、市区 町村事業 に移行 した軽度 の要介護 者向けサ ービスに 関する共 同通信 の調査で回
答した１ ，５７５ 自治体 の４５％ が運営に 苦慮して いること がわかっ たとす る内容が報
じられて おります 。苦慮 している 理由には 、新たな 担い手の 確保が難 しいと いうことを
掲げていることも報じられておりました。
当市で は、この 共同通 信の調査 に、どの ように回 答したも のか、詳 細にわ たってお知
らせいただければ幸いです。
２番目 に介護予 防・日 常生活支 援総合事 業、いわ ゆる新し い総合事 業は、 来年３０年
度から完全実施となります。サービスの提供体制は、その後どこまで進んでいるものか、
現状と問題点についてお聞かせ願います。
３番目 には、介 護保険 料の引き 下げは切 実な願い でありま す。第７ 期の保 険料は、給
付費の見 通しや保 有準備 基金など 様々な角 度から知 恵を出し て、また 、市独 自の補助制
度も設けるなどして引き下げを求めるものでありますが、これへの見解を求めます。
あわせ て、第７ 期保険 料はどの ようにな るのか、 どう見込 んでおら れるの か、お知ら
せいただければ幸いです。
４番目 には、増 大する 介護需要 に応える 介護保険 制度とす るには、 介護保 険財政に対
する国庫 負担割合 を大幅 に引き上 げること は欠かせ ません。 このこと を強く 国に求めて
いく必要があると思いますが、どのように考えているのかお聞かせ願います。
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。
【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。

質問の 要介護者 向けサ ービスに 関する共 同通信社 の調査に ついては 、「少 子高齢化対
策」全自治体首長アンケートとして６月に実施されたものであります。
設問１ は、介護 予防・ 日常生活 支援総合 事業につ いて、１ ０のサー ビス内 容ごとに受
給者数及 び目標指 定業者 数につい てと順調 に進んで いるかに ついて問 われた もので、大
仙市の回 答は、生 活援助 を行う訪 問型Ａに ついては 、目標指 定業者数 を６事 業所、ミニ
デイサー ビスを行 う通所 型Ａにつ いては、 同事業者 数を８事 業所と報 告して おります。
この二 つの事業 につい ては、現 在利用さ れている 方がおら れるので 継続し てサービス
が使えるよう、介護保険給付から総合事業に移行して実施するものであります。
設問の 、ほかの 八つの 事業につ いては、 現在行っ ておらず 、実施予 定の事 業所もない
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ため、ゼロ回答としております。
また、 業者指定 が順調 に進んで いるかの 問いにつ いては、 １０事業 、全て について苦
労していると回答をしております。
設問２ は、要支 援１・ ２向けに 提供する サービス 業務の移 行全般を どのよ うに評価し
ますかで ありまし た。こ れについ ては、運 営に苦労 している と回答し ており ます。その
理由とし て、住民 やボラ ンティア など新た な担い手 の確保が 難しい、 運営の ノウハウが
ないことを挙げております。
設問３ は、政府 内では 要介護１ ・２向け のサービ スも介護 保険から 切り離 し、市区町
村事業に 移行させ る議論 があるが 、これに 対しての 賛否を問 うもので ありま した。これ
については、国で議論の最中であり、どちらともいえないと回答をしております。
次に、介護予防・日常生活支援事業のサービス提供体制についてお答え申し上げます。
４月か ら総合事 業が始 まり、こ れまで要 支援１・ ２と判定 されてい た方は 、更新申請
時に現行の介護保険サービスを利用するか総合事業を利用するか、選択できるように
なっております。
７月までの申請状況を見ますと、更新対象者３００人のうち要支援認定者が１９７人、
要介護認 定者が６ ６人で 、合計２ ６３人が 引き続き 介護保険 を利用し ており ます。総合
事業に移 行したい とした 方は３３ 人で、更 新しない 方は４人 おりまし た。ま た、新規に
総合事業 を利用し たいと 申請され た方は６ ８人おり 、計１０ １人の方 が総合 事業を利用
できることになっております。
そこで 新たに始 まる訪 問型サー ビスＡの 事業につ いては、 身体介護 を伴わ ない掃除・
洗濯・炊事を利用者とともに行う事業であります。
広報で 実施する 事業所 について 募集して おります が、８月 末現在で シルバ ー人材セン
ター以外 に申し込 みがな いため、 同センタ ーに委託 し実施す ることと してお ります。シ
ルバー人 材センタ ーでは 、知識と 技術の習 得のため の２日間 にわたる 研修と 生活支援員
と利用者 宅への同 行訪問 による生 活援助の 研修を実 施中であ り、９月 ８日に 研修が終了
し、その後、随時サービス提供が行われる予定であります。
通所型 サービス Ａの事 業は、半 日のデイ サービス で県南ふ くし会へ 委託し ており、現
在３９名 の方が利 用して おります が、利用 できる施 設は大曲 地域の１ カ所で あり、広報
で実施事業所を募集いたしております。
次に、第７期介護保険料の見込みについてお答え申し上げます。
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平成３ ０年度か ら平成 ３２年度 までの３ カ年にわ たる第７ 期介護保 険事業 計画につい
て現在策 定作業中 であり ますが、 地域包括 ケアシス テムの構 築のため の在宅 医療・介護
連携の推 進、認知 症施策 の推進、 生活支援 サービス の整備等 の事業に 要する 経費や後期
高齢者が 増加する ２０２ ５年のサ ービス量 や給付費 を推計し 、保険料 水準等 を策定する
こととなります。
第７期 の保険料 基準額 について でありま すが、要 介護認定 者の増加 、サー ビス基盤の
整備によ る利用数 量の増 加のほか 、第１号 被保険者 の負担割 合の増加 、日常 生活支援総
合事業に 係る費用 等を加 味した上 で３年間 の給付見 込み額を 推計し、 保険料 額を決定す
ることとなります。
現時点 では、３ ０年４ 月からの 報酬改定 額が未定 であり、 具体的な 保険料 見込み額は
まだお示しできませんが、現行の６，１００円を上回ると考えております。
今後、 介護保険 事業計 画策定委 員会での ご意見を いただき ながら最 終調整 し、介護給
付費等準 備基金の 取り崩 し等によ り、可能 な限り大 幅な保険 料の増加 を抑え た保険料額
となるよう調整してまいりたいと考えております。
次に、 介護保険 財政に 対する国 庫負担割 合の引き 上げを求 めていく ことに ついてお答
えいたします。
国に対 する国庫 負担割 合の引き 上げにつ いては、 平成２９ 年６月７ 日、全 国市長会議
決定の重 点提言と して「 将来にわ たって自 治体の財 政負担や 被保険者 の保険 料負担が過
重となら ないよう 、国庫 負担金を 引き上げ ること」 などの内 容を盛り 込んだ 提言を厚生
労働省に 提出し、 その実 現につい て要望し ており、 今後もあ らゆる機 会を捉 えて要望し
ていきたいと思います。
【老松市長
○議長（千葉

健）

降壇】

ただいまの答弁に対して再質問ありますか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（千葉

健）

○８番 （佐藤文 子）

はい、どうぞ。
共 同通信 の質問に 対する回 答は、全 国の多く が回答し た内容のとお

り、運営 に苦慮を してい る、ある いはボラ ンティア 等の確保 がなかな か難し い、こうい
う運営の ノウハウ がない 、こうい った内容 のようで あります けれども 、そし て二つ目の
提供体制 が実際に この３ 月の質問 でもお聞 きしたと きに、対 応する事 業所が １社だとい
うふうなことなどの答弁があったわけですけれども、この間、実際に余り進んでいない、
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参加する 事業所が 増えて いないと いうふう に聞いた わけです けれども 、実際 これまで受
けている、今、３３人とか必要なこのサービス、これにしっかりと対応できる、この
方々が本 当に必要 なサー ビスを受 けられる 状況にあ るのかど うか、現 在の状 況がどうな
のかというところの認識をもう一度聞かせていただきたいと思います。
もう一 つは、介 護保険 料の件で すけれど も、まだ 診療報酬 等の関係 から、 まだ具体的
な見通し は立って おりま せんけれ ども、現 在の６， １００円 を上回る ものの 大幅な値上
げという ふうなこ とには ならない ようにし たいと、 するとい うふうな そうい う答弁だっ
たようにも思いますけれども、実は第６期の介護保険事業における介護給付費の見通し、
２７年度 、２８年 度、２ ９年度の 介護給付 費という ふうなも のの見通 しを立 てているわ
けです。 その予算 に、見 込みに対 して実績 がどうな のかとい うところ をちょ っと調べて
みたとこ ろ、これ は私の 方の単純 な計算で 、大仙市 での利用 度が全体 の介護 給付費の６
５％ぐら いが利用 してい るという ふうに捉 えて計算 したもの なのです が、見 込みよりも
年額にして数億円単位で給付、見込みを下回っているというふうに捉えましたけれども、
もしそう だとすれ ば現在 の保険料 よりも大 幅に上げ ないとい う立場で はなく て、準備基
金が結構 あるので はない かという ふうに思 いますの で、ぜひ 、この保 険料を 千円でも２
千円でも 月額保険 料を引 き下げる ことは十 分可能な のではな いかとい うふう に思います
ので、も う一度そ の点、 介護保険 事務所の 仕事です ので、そ この実際 の費用 とその辺を
つかんで いらっし ゃるか どうかわ かりませ んけれど も、老松 市長は介 護保険 の会長でも
あります から、ぜ ひ、そ ういう立 場でこの 保険料の 見直しに 当たって 臨んで いただきた
いというふうなことを強く申し上げたいと思います。これに対する見解を求めます。
○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、 今、しっ かりし た必要な サービス を受けら れている かどうか 、どう いう認識だ
というご 質問であ りまし たけれど も、先程 答弁申し 上げまし たように 、まだ まだサービ
ス提供できる事業所が少ないということでありますけれども、ただ、内容的にはまず
サービス を、必要 なサー ビスを受 けられて いるので はないか なという ふうに 思います。
この件に ついては 、まだ 評価その ものもま だ早いの ではない かという ような 意見もまた
ありまし た。この いろん なシステ ムという のは、地 域づくり と言って も過言 ではないよ
うなこと を今取り 組んで いるので はないか というこ とで、少 し時間が かかる のではない
かという ような、 そうい う意見も ありまし たけれど も、まだ まだうち の方の 事業所の関
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係は、そ れぞれ１ 事業所 ずつしか ないとい うことな ので、事 業所を増 やす方 向で努力し
てまいりたいというふうに思っております。
それか ら、介護 保険料 の件です けれども 、今現在 ６，１０ ０円、参 考まで に秋田県の
平均が６ ，０７８ 円、秋 田県全体 の、です から平均 的な介護 保険料だ という ことにはな
るわけで すけれど も、先 程来、一 番市民の 皆さんの 要望が多 いのは引 き下げ てほしいと
いうこと だという ことで あります 。そうい ったこと に留意し て、これ から介 護保険料を
決める、 決定して いく手 続に入る わけです けれども 、先程ご 指摘あり ました 介護給付費
の見込み をですね 、数億 円、見込 みが実績 よりも多 い見込み をされた という ご指摘があ
りました ので、大 事な数 字だと思 いますの で、しっ かりした 見込みを 立てな がら介護保
険料を決 めて、手 続きを 進めてま いりたい というふ うに思い ますので 、よろ しくお願い
します。
○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）

○８番 （佐藤文 子）

はい。
総 合事業 に移って からのサ ービス、 これが訪 問型Ａ、 あるいは通所

型Ａのサ ービスで 、これ までの要 支援１・ ２の方々 が受けら れるサー ビスの 内容に低下
を来して はいけな いとい うふうな のは私た ちの立場 でありま す。実際 には、 参加事業所
がシルバ ー人材セ ンター の方々に 研修を短 時間で行 ってもら って生活 援助を するという
ようなそ うしたこ とのよ うであり ますけれ ども、介 護保険が 始まった ときに は、単なる
ヘルパー が行う家 事介護 も患者さ ん、利用 者の状態 をやっぱ り観察す る目と いうふうな
ものを持 ちながら やる、 単なる家 政婦では ないんだ というふ うなこと でやっ てきたわけ
でありま す。そう いうふ うな意味 で、総合 事業に移 ってサー ビスを低 下させ ないその中
身は、量 もそうで すけれ ども、担 い手とな るシルバ ー人材セ ンター等 民間の サービス業
者さんが 、そうし たこの 利用者の 状態をし っかりと 観察でき るような 、変化 を見極める
ことがで きるよう な、そ うした介 護予防に つながる サービス としてや ってい かなければ
ならない というふ うなこ とで、そ ういった 意味での 大仙市と しての総 合事業 の中におけ
る事業所 への指導 とか、 適時きち んと観察 していか なければ ならない のでは ないかとい
うふうに、その辺をお願いしておきたいと思います。
あと、 保険料の 問題で すが、な かなかこ の見込み というふ うなもの が、３ 年間の給付
費の見込 みを利用 者がど んどん増 えるだろ うという ふうなこ とで、ど んどん 増えてきた
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経緯もあ りますけ れども 、今度、 総合事業 に移って 要支援１ ・２とい うふう な方々への
介護保険 のサービ スは、 地域支援 事業費と して出さ れるわけ ですけれ ども、 いずれこの
トータル の給付費 、介護 給付費と いうふう なものは 減ってい くという ふうな 、そういう
ことも予 想されま す。そ ういうふ うな意味 で、先ほ ど市長が 答弁され た高齢 者の増大等
というふ うなこと から、 本当にこ の介護保 険給付費 が大幅に 増えてい くとい うふうなこ
となのか どうかと いうの は若干私 は疑問も あります 。そうい うふうな 意味で 、厳しくこ
の介護給 付費の見 込みと いうふう なものを 、これま での実績 を十分に 踏まえ て、あまり
この大き な幅を持 ってや っぱり見 込んだ計 画にする というふ うなこと をしな ければ、十
分に今ま での実績 から、 保険料は 引き下げ られる内 容になっ ているの ではな いかという
ふうなこ とですの で、ぜ ひ市民の 年金が年 々減って きている 中での保 険料負 担を非常に
重く感じ ている市 民の皆 さんの保 険料負担 、そうい うものに 心を痛め ていた だいて、ま
ず大きな 値上げに はなら ないとい うのでは なく、少 しでも値 下げにで きない かというふ
うなこと を、立場 をぜひ 持って臨 んでいた だきたい というこ とを申し 上げた いと思いま
す。
以上です。答弁はいりません。
○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 、子育て 支援の立 場から国 保税の子 どもにか かる均等割軽

減を再び 求めたい と思い ます。６ 月定例会 で一般質 問に取り 上げまし たけれ ども、これ
への市長答弁との関連で、改めて要望するものであります。
答弁で は、現在 の軽減 措置は子 育て世帯 にも配慮 された制 度となっ ている こと、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 とにもなる
と述べております。
国保税 が税金の 中でも 最も高い その要因 は、保険 税の算定 方法にあ ります 。一つは、
所得の有 る無しに かかわ らず一人 一人一律 の均等割 と世帯一 律の平等 割とい う応益割が
あること 、二つに は、所 得割は所 得総額か ら３３万 円しか控 除できず 、家族 構成などを
賦課ベースに反映できない、この２点が高負担をもたらしております。
これに 対し、協 会けん ぽに加入 するサラ リーマン 、労働者 の医療保 険料は 、標準報酬
に都道府 県単位の 保険料 率を掛け て決めら れており ます。被 扶養者の 数には かかわらず
保険料も 変わりま せん。 また、保 険料は事 業主と労 働者で折 半をしま すので 、実質半額
の個人負担となります。
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税務課 の協力を 得まし て一例を 計算して もらいま した。総 所得３０ ０万円 の国保世帯
で４０歳以上の妻、子ども２人の４人世帯の国保税は、５０万１，６００円となります。
一方、 協会けん ぽに加 入する労 働者世帯 で、妻、 子ども２ 人を扶養 してい る場合は、
年収、国 保税と同 額の国 保総所得 ３００万 に匹敵す る年収が ４４２万 ８千円 というふう
に計算さ れている ようで あります 。こうし たサラリ ーマン世 帯の月収 標準報 酬が３６万
とします と、保険 料は月 々４万２ ，５１６ 円で、本 人の負担 は月２万 １，２ ５８円、年
間にして２５万５，０９６円というふうになっているようであります。
国保の ５０万１ ，６０ ０円とサ ラリーマ ンの２５ 万５，０ ９６円、 歴然と 違いがある
と言えま す。国保 税は本 当に高く 、引き下 げが切実 な要望で あり、ア ンケー トからも２
番目に高い要望となっておりました。
さて当 市では、 高校生 以下の子 どもを扶 養する国 保税の課 税世帯は ７９８ 世帯で、そ
のうち法 定減免の 対象世 帯は５０ １世帯の ６２．７ ８％とな っており ます。 ３７．２２
％、２９ ７世帯は 、軽減 措置はな く、子ど もの均等 割額は１ 人当たり ２万４ 千円が課税
されてお ります。 所得の ない子ど もからも 税金を徴 収すると いう、国 の法律 で決まって
いることとは言え、不条理を感じるところであります。
こうし た問題か ら中央 社会保障 協議会か ら、ある いは国会 でも、こ の均等 割の軽減、
廃止論も論じられているところであります。
全国で は、北九 州市が 多子世帯 での子ど もの均等 割の軽減 を実施し ており ます。旭川
市では、 子どもの 均等割 を半分に 独自軽減 で実施し ておりま す。人口 減少秋 田県にとっ
て、あら ゆる子育 て支援 策を講ず ることは 、最重要 課題だと 思います 。その 一環として
子どもの 国保税均 等割を 軽減する 措置は有 効なこと だと考え ますので 、全県 に先駆けて
実施して いただき たいも のだと思 います。 改めて要 望するも のであり ますが 、これに対
する見解を求めます。
○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】

質問の国保税子どもの均等割軽減についてお答え申し上げます。

市町村 国保は、 他の医 療保険に 属さない 自営業者 のほか、 定年退職 後の方 が多く加入
しており 、他の医 療保険 より高齢 の被保険 者が多い ため、１ 人当たり の医療 費が高く、
国保税負担も大きくなっております。
一方で所得水準が低いという構造的な問題を抱えております。
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こうし たことか ら、市 では国保 事業の運 営安定を 図り、市 民の皆様 の負担 増にならな
いよう、 平成２１ 年度よ り一般会 計からの 基準外繰 入を実施 しており 、平成 ２９年度も
１億３，０００万円を予算措置しております。
議員ご 提案の子 育て支 援の一環 として子 どもの均 等割を軽 減するこ とは、 さらに一般
会計から 繰入額を 増額す ることに なります が、国保 世帯の子 どものみ に支援 することに
なり、国 保以外の 医療保 険に加入 している 子育て世 帯との間 に公平性 を欠く ものと考え
ます。こ のことか ら、現 行の全額 国・県の 公費で補 われる低 所得者世 帯の平 等割・均等
割を７割 、５割、 ２割軽 減する制 度と同様 に、子ど もの均等 割を軽減 する制 度創設が望
ましく、全国市長会でも求めているところであります。
また、 全国知事 会にお いても同 様な要請 を行って いると伺 っており ますの で、市とい
たしまし ては、県 の協力 を得なが ら実現に 向けて国 に働きか けるとと もに、 子育て支援
については現在実施している各施策により支援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】

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。
６ 月の質 問から３ カ月しか 経ってお りません ので、同 様の答弁が来

るだろう というふ うに思 ってはお りました けれども 、一字一 句ほとん ど変わ らない答弁
なので、 と言いま すのも 、いずれ こうした 矛盾から 非常に国 保世帯の 負担が 大きいとい
うふうな ことから 、家族 数別の国 保の法定 減額基準 というふ うなもの を平等 割、均等割
にも含め て相当こ の軽減 額、基準 額を上げ たという ふうなこ とも実際 あるわ けですけれ
ども、そ こからも 漏れる 世帯が先 程申し上 げたよう に三十数 ％が漏れ ている わけです。
多子世帯 で均等割 を軽減 している というそ うした町 もありま すけれど も、こ の保険料、
税金でも って軽減 すると いうふう な制度と いうのは 、なかな か進んで きてい ないという
なのも実 情ですけ れども 、医療費 などで子 どもの医 療費無料 化という ふうな ものも、い
わゆる各 自治体で どんど ん広がっ て、それ がやっぱ り国を動 かしてき ている 、県を動か
してきて いるとい うのが 実態なの で、この 税金につ きまして もね、子 どもさ んに、所得
のない子 どもさん に２万 ４千円も 税金が掛 けられて いるとい うふうな 、これ はやっぱり
おかしい というふ うに中 身を知れ ば多くの 方が思う のではな いかと思 います 。そういう
ふうな意 味で、子 どもさ んの均等 割は少し 問題では ないか、 ここを軽 減させ よう、
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廃

止させよ うという 、そう いう動き が起こり 始めてい るときで あります ので、 大仙市は非
常に子育 て支援の 問題で も全県に も先駆け て実施し た経緯が あります 。ここ でこれを実
施するな らば、全 県に広 がること は間違い ありませ ん。そし て、来年 度から 県一本化に
なって、 県として もこの 均等割を 、子ども の均等割 の軽減を しようと いう動 きが国に働
きかける 力にも必 ずなる と思いま す。先駆 けてやる ことの意 味という のは、 そこにある
のだと思 います。 ぜひ前 向きに、 最初から 国保に対 する、不 平等は国 保の方 にかかって
いるわけ です。不 公平感 は国保の 方にある というふ うなので す。ここ をぜひ とも取り払
う先駆け となって いただ きたいと いうふう なことを 申し上げ たいと思 います 。答弁はい
りません。そういうことで、どうかよろしくお願いいたします。
○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】

次 に、日 程第２、 報告第７ 号から日 程第１６ 、議案第 １２２号まで

の１５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 報告第７ 号から議 案第１２ ２号まで の１５ 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１７ 、議案第 １２３号 及び日程 第１８、 議案第１２４

号の２件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。今野総務部長。
【今野総務部長
○総務 部長（今 野功成）

登壇】

議案 第１２３ 号及び議 案第１２ ４号の提 案理由に ついて、ご説

明申し上げます。
お手元の資料Ｎｏ．６「大仙市補正予算〔９月補正②〕」をご覧願います。
１ページになります。
議案第 １２３号 、平成 ２９年度 大仙市一 般会計補 正予算（ 第６号） につき ましては、
７月及び ８月の大 雨災害 に係る応 急対策費 や農業経 営等の復 旧支援及 び再開 支援経費、
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排水対策 経費、国 庫補助 対象災害 復旧工事 などにつ いて補正 をお願い するも のであり、
歳入歳出 の予算総 額にそ れぞれ２ ２億７， ９４０万 ５千円を 追加し、 補正後 の予算総額
を５０４億２，９８０万９千円とするものであります。
４ページになります。
債務負 担行為の 補正に つきまし ては、大 雨被害に 遭われた 方のうち 、生活 再建のため
の資金を 借りた場 合の利 子軽減に 係る災害 援護資金 貸付金利 子補給金 、農業 経営の維持
に必要な 経費を借 りた場 合の利子 軽減に係 る農業・ 漁業経営 フォロー アップ 資金利子補
給金及び 平成３０ 年度分 の水稲・ 大豆の種 子購入費 、園芸作 物の種苗 購入費 に係る農業
経営等再 開支援対 策補助 金の三つ の事項に ついて債 務負担行 為の追加 をお願 いするもの
であります。
それで は、補正 予算の 概要につ いて、事 項別明細 書により 、歳入か ら順に ご説明申し
上げます。
８ページになります。
１２款 分担金及 び負担 金は、農 地農業用 施設災害 復旧事業 費分担金 として ２，６８６
万６千円の補正であります。
１４款 国庫支出 金は、 道路橋梁 災害復旧 費負担金 、河川災 害復旧費 負担金 、公園施設
災害復旧費補助金として９億７，４３３万４千円の補正であります。
１５款 県支出金 は、農 業・漁業 経営フォ ローアッ プ資金利 子補給費 補助金 、農業経営
等復旧再 開支援対 策事業 費補助金 、県単局 所防災事 業費補助 金、農地 農業用 施設災害復
旧事業費 補助金、 林業施 設災害復 旧事業費 補助金と して５億 ７，４９ ７万３ 千円の補正
であります。
１９款繰越金は、前年度繰越金として７，７０３万２千円の補正であります。
２１款 市債は、 災害援 護資金貸 付事業債 、県営土 地改良事 業債、道 路橋梁 災害復旧事
業債などとして６億２，６２０万円の補正であります。
次に、歳出についてご説明申し上げます。
１０ページになります。
３款民 生費は、 災害援 護資金貸 付事業費 といたし まして、 ７月２２ 日から の大雨災害
で被害に 遭われた 方に対 し、生活 再建のた めの貸付 金として １，０５ ０万円 の補正であ
ります。
６款農林水産業費は９，８７４万７千円の補正であります。
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内容と いたしま して、 利子補給 等補助金 は、大雨 により被 災した農 業者の 経営再建を
支援する ための利 子補給 及び債務 保証料と して３５ ９万１千 円の補正 、農業 経営等復旧
再開支援 事業費は 、大雨 により被 害を受け た農地や 生産施設 等の復旧 、被災 農業者等の
経営再建 に向けた 取り組 みに対す る助成経 費として ７，４２ ５万円の 補正、 県営土地改
良事業費 負担金は 、大雨 により被 害を受け た協和地 域下淀川 地区のほ 場整備 事業の災害
対応分の 事業量増 に伴う 負担金と して１， ３００万 円の補正 、治山局 所防災 事業費は、
大雨に起 因し、林 地の崩 壊による 住家等へ の被害防 止を図る 経費とし て７９ ０万６千円
の補正であります。
１２ページになります。
９款消防費は１，５８７万１千円の補正であります。
内容と いたしま して、 水害対策 費は、排 水機能の 強化を図 るため、 揚水機 増設に係る
設計費な どの経費 として ３９２万 １千円の 補正、災 害応急対 策費は、 大雨災 害に係る排
水作業経 費や災害 対策に 出動した 消防団員 の費用弁 償などの 経費とし て１， １９５万円
の補正であります。
１１款災害復旧費は２１億５，４２８万７千円の補正であります。
内容と いたしま して、 道路橋梁 災害復旧 事業費（ 補助分） は、大雨 により 被害を受け
た道路・ 橋梁６６ カ所に ついて、 国の補助 を受けて 実施する 災害復旧 工事費 に係る経費
などとし て１０億 ６，０ １０万円 の補正、 河川災害 復旧事業 費（補助 分）は 、大雨によ
り被害を 受けた河 川３４ カ所につ いて、国 の補助を 受けて実 施する災 害復旧 工事費に係
る経費と して３億 ８，６ ４０万円 の補正、 公園施設 災害復旧 事業費（ 補助分 ）は、大雨
により被 害を受け た西仙 北地域の 大佐沢公 園につい て、国の 補助を受 けて実 施する災害
復旧工事 費に係る 経費と して１， ００１万 ２千円の 補正、農 地農業用 施設災 害復旧事業
費（補助 分）は、 大雨に より被害 を受けた 農地・農 業用施設 ４７カ所 につい て、国の補
助を受け て実施す る災害 復旧工事 費に係る 経費とし て５億３ ，７３１ 万７千 円の補正で
あります。
また、 林道施設 災害復 旧事業費 （補助分 ）は、大 雨により 被害を受 けた林 道１６カ所
について 、国の補 助を受 けて実施 する災害 復旧工事 費に係る 経費とし て１億 ２，９５０
万円の補 正、観光 施設災 害復旧事 業費（単 独分）は 、協和地 域まほろ ば唐松 能楽殿敷地
内の土砂 撤去費用 及び復 旧工事に 係る調査 費などの 経費とし て５７７ 万６千 円の補正、
１４ペー ジになり ます。 保健体育 施設災害 復旧事業 費（補助 分）は、 大雨に より被害を
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受けた神 岡地域の 中川原 運動施設 について 、国の補 助を受け て実施す る災害 復旧工事費
に係る経 費として ９０２ 万９千円 の補正、 中学校施 設災害復 旧事業費 （単独 分）は、大
雨により 被害を受 けた協 和中学校 野球場の 法面復旧 に係る経 費として １，６ １５万３千
円の補正であります。
続きまして特別会計についてご説明申し上げます。
１７ページになります。
議案第 １２４号 、平成 ２９年度 大仙市特 定環境保 全公共下 水道事業 特別会 計補正予算
（第３号 ）につき まして は、７月 の大雨災 害に係る 協和中央 浄化セン ター補 助災害復旧
工事に係 る経費に ついて 補正をお 願いする ものであ り、歳入 歳出予算 の総額 にそれぞれ
２，４９ ０万円を 追加し 、補正後 の予算総 額を８億 ４，６６ ５万８千 円とす るものであ
ります。
以上ご 説明申し 上げま したが、 よろしく ご審議の 上、ご承 認賜りま すよう お願い申し
上げます。
【今野総務部長
○議長（千葉

健）

○８番 （佐藤文 子）

降壇】

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。８番佐藤文子さん。
昨 日から の質問に もありま したけれ ども、私 から、予 算書１３ペー

ジ、農地 農業用施 設災害 復旧費６ 億６，２ ４７万８ 千円の補 正に関連 してお 聞きいたし
ます。
激甚災指定を受けても農地農業用施設復旧工事の際、その査定と言いますか調査設計、
こういう 部分につ いては 非常に受 益者負担 が大きく あるんだ というふ うな話 を伺ってお
りますけ れども、 今回の 補正は、 この８割 補助とい うふうに なってい る内容 のようです
けれども 、そうし た査定 の分もこ の予算の 中にしっ かりと組 み入れら れ、高 額な査定に
対する負 担は別個 にかか るという ふうなも のではな いのかと いうふう なとこ ろを一つ確
認。
それか ら、その 他、こ れは分担 金で受益 者の方々 だと思い ますが、 災害を 受けた農地
というの は、もの すごく 、数百万 も工事費 、１千万 も工事費 にかかる ような そういう状
態の田ん ぼを視察 してき たわけで すけれど も、５％ 程度の負 担という ふうな ことになる
でしょう けれども 、あま りにもひ どいこの 土砂、あ るいは、 などが入 って復 旧工事には
莫大なお 金がかか るよう な田んぼ もあった わけです けれども 、そうし た場合 の負担とい
うふうな のは、５ ％程度 と言って も非常に 高額にな るわけで すが、２ ，６０ ０万という
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ふうなこ の受益負 担を今 回の災害 で被害が あった方 々の農業 への再建 意欲と いうふうな
ものを失 わせない ように するため にも、こ の２，６ ００万ほ どのその 他の部 分、受益者
負担の分 は、一般 財源で 負担をし て、農家 の負担を 減らすと いうふう な思い 切ったこと
はできな いものな のかど うかとい うところ 、我々は この今回 の災害で 復旧工 事に係る負
担を、で きるだけ 軽減す るという ふうな立 場から要 請してき たわけで すけれ ども、その
点どのように考えるか２点をお聞かせ願います。
○議長（千葉

健）

○市長 （老松博 行）

質問に対する答弁を求めます。老松市長。
後 半の部 分につい て、昨日 も答弁申 し上げた ところで ありましたの

で、もう一度お話をさせていただければというふうに思います。
改めて 申し上げ るまで もなく農 地、これ は農家個 人、それ から土地 改良区 、そういっ
た特定の 方の持ち 物とい うことで 、この事 業によっ て受益を 受けると いうこ とで受益者
負担という考え方が、これはセットされているところのものでありますけれども、今回、
災害を受 けたとい うこと で、でき るだけそ の受益者 負担分を 少なくで きない かというこ
とでいろいろやってきたつもりでおります。
今の激 甚災害の 関係に ついては 、昨日も 小山緑郎 議員にお 答えした ところ でありまし
たけれど も、今回 、予算 上は国の 補助率は ８０％で 試算して おります が、最 終的にはま
ず９０％ ぐらいま で嵩上 げになる のではな いかなと いうふう にまずい ろいろ なところか
ら情報を いただい ており ますけれ ども、ま だ確定し ていない ので８０ で見て おります。
ですから 、最終的 には、 この半分 、この半 分と言っ ても１， ３００万 は多い というご指
摘になる のかもわ かりま せんけれ ども、補 助率が９ ０％にな ると、そ の他の 財源は半分
になるの かなとい うふう に思って おります けれども 、いずれ 私どもも 同じよ うな考え方
で極力受益者負担、個人負担、農家負担が少なくなるようなことで考えております。
ただ、 最初に申 し上げ ましたと おり、受 益者負担 という原 則がある という ことで、こ
うした形になっているものであります。よろしくお願いします。
○議長（千葉

健）

今野総務部長。

○総務部長（今野功成）

お答え申し上げます。

国の補 助を受け て実施 する農地 ・農業施 設の工事 費につき ましては 、８０ ％、現在補
助金で計 上させて いただ いており ます。残 りの２割 の４分の １を受益 者負担 ということ
で歳入予 算を見さ せてい ただいて おります が、先程 市長が申 し上げま したと おり激甚災
害の指定 もありま すので 、個人本 体につき ましては ９割以上 の補助が 見込め るものと認
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識してお りますの で、現 在、低め の補助を 見ていま すが、最 終的には 精算を させていた
だいて、 受益者に は工事 費に係る 分につい ては相当 程度の軽 減がなさ れるも のと思いま
す。
それか ら、議員 からご 質問いた だいた査 定設計書 に係る経 費につい ては、 通常の補助
災害では 国の補助 はござ いません が、とい うことで 、現在の 予算では ２５％ の受益者負
担を計上 させてい ただい ておりま す。この 後、激甚 災害の指 定がなり ました ので、この
査定設計 にかかわ る部分 について も、概ね ５割程度 の国の補 助が見込 まれる こととなっ
ておりま すので、 最終的 には約８ 分の１、 査定設計 の８分の １が受益 者負担 と見込まれ
ることに なります ので、 その国の 補助が確 定した段 階で受益 者の皆様 からご 負担をいた
だくこととしております。
以上でございます。
○議長（千葉

健）

８番さん、いいですか。

○８番（佐藤文子）

はい。

○議長（千葉

ほかに質疑ございませんか。

健）

（「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 なっと おります 議案第１ ２３号及 び議案第 １２４号 の２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１９、議案第１２５号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。髙階水道局長。
【髙階水道局長
○水道局長（髙階

仁）

登壇】

議案第１２５号の提案理由について、ご説明申し上げます。

お手元の資料Ｎｏ．６「大仙市補正予算〔９月補正②〕」をご覧願います。
２７ページになります。
議案第 １２５号 、平成 ２９年度 大仙市簡 易水道事 業会計補 正予算（ 第３号 ）につきま
しては、 ７月及び ８月の 大雨災害 に係る被 災施設復 旧経費に ついて補 正をお 願いするも
のであります。
内訳で あります が、補 正予算第 ２条は、 大仙市簡 易水道事 業会計予 算第３ 条に定めた
収益的支 出の第１ 款簡易 水道事業 費用につ いて、第 １項営業 費用にお ける原 水及び上水
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費、配水 及び給付 費に係 る修繕費 等を４５ ７万１千 円増額補 正し、補 正後の 簡易水道事
業費用を１２億６，２６３万２千円とするものであります。
第３条 は、大仙 市簡易 水道事業 会計予算 第４条に 定めた第 １款資本 的収入 について、
企業債を ５，９４ ０万円 、国庫補 助金を１ ，７５３ 万３千円 増額補正 し、補 正後の資本
的収入の 額を５億 １，８ ７２万６ 千円とし 、同じく 第１款資 本的支出 につい て、簡易水
道施設復 旧経費と して第 １項建設 改良費を ７，７２ ７万９千 円増額補 正し、 補正後の資
本的支出の額を８億５，８６９万９千円とするものであります。
これら の補正に 伴いま して予算 第４条、 本文括弧 書きを「 資本的収 入額が 資本的支出
額に対し 不足する 額３億 ３，９９ ７万３千 円につき ましては 、当年度 分損益 勘定留保資
金３億１，７５５万５千円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額
２，２４１万８千円で補填するものとする。」に改めるものであります。
以上ご 説明申し 上げま したが、 よろしく ご審議の 上、ご承 認賜りま すよう お願い申し
上げます。
【髙階水道局長
○議長（千葉

健）

降壇】

これより質疑に入ります。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 ２５号は 、議案付 託表のと おり建 設水道常任
委員会に付託いたします。

○議長 （千葉

健）

次 に、日 程第２０ 、請願第 １２号か ら日程第 ２２、請 願第１４号ま

での３件を一括して議題といたします。
本３件 は、お手 元に配 付の請願 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）

次 に、日 程第２３ 、陳情第 ６１号か ら日程第 ２５、陳 情第６３号ま

での３件を一括して議題といたします。
本３件 は、お手 元に配 付の陳情 文書表の とおり、 それぞれ 所管の常 任委員 会に付託い
たします。
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○議長（千葉

健）

お諮りいたします。各常任委員会審査のため、９月７日から９月

１２日まで、６日間休会いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （千葉

健）

ご 異議な しと認め ます。よ って、９ 月７日か ら９月１ ２日まで、６

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９月 １３日、 本会議第 ４日を定 刻に開 議いたしま
す。
大変ご苦労様でした。
午前１１時５５分

散
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会
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