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午前１０時００分
○議長（茂木

隆）

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番高橋幸晴君であります。

○議長（茂木

隆）

本日の議事は、議事日程第３号をもって進めます。

○議長（茂木

隆）

日程第１、本会議第２日に引き続き一般質問を行います。

６番秩父博樹君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、６番。
【６番

○議長（茂木

隆）

○６番（秩父博樹）

秩父博樹議員

登壇】

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。公明党の秩父博樹です。

まずもって９月の市議選におきまして、二期目の負託をいただいたことに対しまして、
この場をお借りし、改めまして市民の皆さんに深く感謝申し上げます。
私の立 ち位置で 市政の 発展に、 一層尽力 していく 決意です ので、今 後とも よろしくお
願いいたします。
去る１１月１７日、大仙市は、男女共同参画都市宣言より１０年の節目を迎えました。
同月２６ 日に開催 されま した１０ 周年の記 念フォー ラムに私 も出席さ せてい ただきまし
たが、そ れぞれの 地域で 奮闘する 女性たち のたくま しい姿に 刺激をい ただい たところで
す。
そこで 今回は、 女性が 働きやす い環境づ くりの推 進につい て、当市 におけ るこれまで
の取り組 みと、そ れから １０年後 、２０年 後、また その先の 大仙市の この未 来を展望す
る好機との意義を込めて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。
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担当し ている常 任委員 会の所管 のもので はありま すが、市 民に開か れた議 会という観
点から取り上げさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
少子高 齢化の本 格化に 伴い、も っと女性 が働きや すい環境 づくりの 推進が 喫緊の課題
となって おります 。先進 国では、 女性の労 働力率が 高い国ほ ど合計特 殊出生 率も高いと
いう傾向が確認されています。この事実は、雇用の不安定化・流動化が進む現況下では、
出産・育児にかかわらず女性が働き続けられる条件を整えなければ、結婚や出産、また、
子育てに前向きに一歩を踏み出すことが困難であることを示しております。
現状分 析からは 、子育 ての最終 責任が一 方的に女 性に帰せ られてい る状況 では、女性
が働きやすい環境づくりの推進は、おぼつかないことが見えてきます。
真に女 性が働き やすい 環境づく りの推進 には、逆 説的では あります が、男 性の意識改
革が必要 であると 考えま す。もち ろん男性 の意識が 変わった だけでは 、全て がうまくい
くわけで はありま せん。 男性の側 に、家事 や子育て 、介護を 分担する 意向が あっても、
残業続き で働いて いたの では、実 践に結び つきよう がありま せん。男 性の家 事・育児・
介護の分 担を可能 にする ような働 き方の改 革が必要 であるこ とは言う までも ありません
し、育児の社会化を推し進めることも重要であるというふうに考えます。
女性が 働きやす い環境 づくりを 推進する ためには 、各種の 施策を有 機的に 関連させて
推し進め る必要が ありま す。その ためには 、前提条 件として 、まず、 育児の 最終責任が
女性にあ るという 意識を 、男性は もちろん のこと、 女性も含 めて変え ていく 必要がある
と考えます。先進国では、政治分野、経済分野での女性の活躍が珍しいものではなく
なってお ります。 その中 で日本は 、男女雇 用機会均 等法施行 から四半 世紀以 上が経って
いる現在 、社会全 体の課 題として 女性の進 出を促し ていこう という機 運が高 まっている
とはいえ、世界経済フォーラム（ダボス会議）が毎年出している男女格差の指数・
ジェンダーギャップで示される日本の指数は、低いままです。
昨年７ 月に当市 大仙市 で実施し た市民意 識調査に おいては 、男女共 同参画 社会形成の
ために行政に望むこととしては、「子育てや高齢者のための施設やサービスを充実す
る」が５ ０．１％ と最も 多く、次 いで「職 場におけ る男女の 均等な取 り扱い について周
知徹底す る」が３ ５．４ ％、「女 性の働く 場や機会 を増やし たり、従 来、女 性の就労が
少なかった分野などへの女性の進出を促すため、職業教育や職業訓練を充実する」が
３１．２ ％、「学 校教育 や社会教 育・生涯 教育の場 で男女の 平等と相 互の理 解や協力に
ついての学習を充実する」が２９．２％という集計結果となっております。
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そこで １点目で すが、 政府が女 性活躍に 本格的に 取り組ん でいこう として いる折、大
仙市は２ ００７年 １１月 １７日の 男女共同 参画都市 宣言から １０年の 節目を 迎えました
が、この１０年間の当市におけるワーク・ライフ・バランスの推進状況について、また、
９月に幹 部職員で 実施し た「大仙 市イクボ ス宣言」 の具体的 な内容と 今後の 取り組みに
ついて、お伺いいたします。
国の成 長戦略で は、「 女性の輝 く社会」 を書き込 んだよう に、経済 的な女 性の進出に
ついては 積極的に 取り組 む姿勢が 見られま す。しか し、政治 や社会の 部分で は切り分け
があるよ うに感じ ます。 例えば、 夫婦別姓 の問題、 あるいは クオータ 制の問 題について
は、消極 的だと言 わざる を得ませ ん。少子 高齢化な ど経済・ 社会構造 の変化 に対応する
目的で男 女共同参 画が進 んでいる のは確か ですが、 多様性を 持つ共生 社会を 積極的につ
くってい くという ことに は必ずし もなって おりませ ん。そう でなけれ ば問題 の根本的な
前進には なりませ ん。そ のための ビジョン が、まだ 欠けてい るという ふうに 感じており
ます。
日本の ジェンダ ーギャ ップ指数 は、昨年 は１１１ 位で、企 業での管 理職比 率も低く、
これは勤 続年数が 短いし 、管理職 になって いく過程 で女性の 側の問題 として 、子育て、
介護の問 題もあり 、やっ と１３％ 程度とま だ低い状 況です。 先程申し 上げま したダボス
会議を主 催する世 界経済 フォーラ ムは、先 月２日、 男女格差 の度合い を示す ジェンダー
ギャップ 指数の報 告書２ ０１７年 度版を発 表しまし た。日本 は世界１ ４４カ 国中１１４
位となり、過去最低だった昨年の１１１位から、さらに後退してしまいました。
クオー タ制にし ても何 にしても 、どうい う方法で もいいの ですが、 なぜ女 性の活躍が
期待されるのかというと、主に三つ理由があるというふうに考えます。
一つ目 は、その 人自身 にとって の利益が あること で、役職 や収入も あるよ うな機会を
与えられ 、そのよ うな“ お手本” ができれ ば、他の 女性たち もそれを 目指し て頑張るよ
うになります。
二つ目 は、女性 が入る ことによ って、こ れは特に 企業です が、それ までの 男性が考え
ていたこ ととは違 う発想 が生まれ てきます 。特に商 品開発な どで、女 性じゃ ないと思い
つかない ような商 品が開 発される など、バ ラエティ があるも のが女性 の活躍 によって生
まれてきます。
三つ目 は、女性 は女性 の利益を 代表でき ることか ら、社会 の場で活 躍して いくと、社
会全体に とってプ ラスに なること です。大 仙市にお ける男女 共同参画 をさら に進めるた
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めには、 多様性を 持つ共 生社会を 積極的に つくって いくとい う観点か ら施策 を展開する
ことが、問題の根本的な前進になると考えます。
そこで ２点目で すが、 子育てや 介護は社 会的なサ ポートと して支え 合う方 向に、さら
に変わっ ていかな ければ 、このジ ェンダー ギャップ を埋める ことは困 難とい うふうに考
えますが、この点を後押ししていく方向性について市当局のお考えをお伺いします。
３点目 に、多様 性の中 で主体的 選択を促 すこの社 会醸成の ためにも 、女性 が可能性を
活かし、 政治の場 や社会 の場で活 躍してい くと、社 会全体に とってプ ラスに なると考え
ますが、 大仙市役 所への 女性職員 の採用の 状況と管 理職登用 へのスキ ルアッ プの取り組
み及び今後の方向性について、市当局のお考えをお伺いします。
４点目 に、フレ ックス タイム制 度の導入 推進状況 について ですが、 大仙市 では、男女
共同参画 の取り組 みの一 つとして 市町村合 併後、間 もなくか ら仕事と 家庭の 両立支援施
策として フレック スタイ ム制度の 導入を推 進してき たと認識 しており ます。 フレックス
タイム制 とは、１ カ月以 内の一定 期間をあ らかじめ 定めてお き、労働 者はそ の枠内で始
業・終業 の時刻を 決定し ていく制 度で、こ の制度の 導入によ り、効率 的に働 くことがで
き、労働 時間の短 縮にも つながり 、現在、 男女共同 参画推進 室で推進 してい るワーク・
ライフ・ バランス も図れ るものと 思います 。大仙市 でのフレ ックスタ イム制 度の導入推
進状況について、お伺いいたします。
以上です。
○議長（茂木

隆）

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 女性が働 きやす い環境づ くりにつ いてであ りますが 、はじめ に、ワ ーク・ライ
フ・バラ ンスの推 進状況 につきま しては、 平成１７ 年の市町 村合併後 、いち 早く男女の
固定的な 役割分担 意識を 改め、男 女がとも に参画し 、平等で ある社会 を目指 すため、そ
の方針と なる「大 仙市男 女共同参 画プラン 」を策定 し、様々 な取り組 みを行 ってまいり
ました。
平成１ ９年１１ 月には 「ともに 輝く男女 共同参画 のまち」 を目指し て「男 女共同参画
都市」を 宣言し、 以来、 この宣言 のもと、 性別や年 齢にかか わらず働 きやす い環境づく
りやワー ク・ライ フ・バ ランスの 推進、仕 事と家庭 を両立で きる職場 環境づ くりなどの
取り組みを積極的に進めてきたところであります。
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平成２ ７年には 「第２ 次大仙市 男女共同 参画プラ ン」を策 定し、第 １次で 掲げた課題
に対する 施策をよ り推し 進めると ともに、 高まって きた意識 を更に職 場・家 庭・地域そ
れぞれの 場の実践 的な活 動に活か せるよう 、事業者 等への働 きかけや 女性の 活躍促進な
ど、新たな内容を盛り込んでまいりました。
また、 ５年毎に 実施し ている男 女共同参 画に関す る市民意 識調査で は、「 家庭生活等
と仕事を 同じよう に両立 させてい る」と答 えた割合 が、平成 ２３年度 は全体 で２４．９
％に対し て、平成 ２８年 度は２５ ．４％と なってお ります。 中でも両 立させ ている女性
の割合が２．３ポイント増加しております。
「大仙 市イクボ ス宣言 」につき ましては 、男女共 同参画都 市宣言か ら１０ 年目を迎え
ることを 一つの契 機に、 さらなる 取り組み の推進と 意識改革 を目指し て、９ 月２２日に
市役所本庁舎において「大仙市イクボス宣言」を実施しております。
イクボ ス宣言文 としま しては、 私をはじ め管理職 による共 通の３カ 条のほ かに、職員
自らが１ カ条を加 えた計 ４カ条と し、各所 属先で職 員が見え る位置に 掲示し て意欲的に
取り組むこととしております。
また、当日は、ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン東北の竹下小百合代表理事より、
「イクボ スが増え れば大 仙が変わ る！～ワ ーク・ラ イフ・ハ ートバラ ンスの 大切さ～」
と題してご講話をいただいております。
今後は 、企業連 絡協議 会や大曲 仙北雇用 開発協会 に所属す る事業所 、市内 企業に対し
ても、働き方改革のきっかけとなる「イクボス宣言」の推進に努めてまいります。
次に、ジェンダーギャップを埋めるための方向性についてであります。
女性活 躍推進法 の施行 に伴い、 今後の「 女性の力 」の発揮 は、企業 活動、 行政、地域
社会等の 現場に多 様な視 点や創意 工夫をも たらすと ともに、 社会の様 々な課 題の解決を
主導する 人材の層 を厚く し、女性 のみなら ず、全て の人にと って暮ら しやす い社会づく
りにつながります。
市にお いては、 全ての 人が自ら の希望に 応じ、個 性と能力 を十分に 発揮で きる社会の
実現に向 け、様々 な意識 啓発に向 けた取り 組みを推 進すると ともに、 １１月 ２６日には
「大仙市 男女共同 参画都 市宣言１ ０周年記 念フォー ラム～地 域の魅力 と農業 の未来～」
を仙北ふれあい文化センターで開催しております。
市の基 幹産業で ある農 業分野に おいては 、女性の 活躍が多 面的に展 開され ており、ビ
ジネスと しての農 業の形 は、女性 自身の自 己実現に とどまら ず、女性 の活躍 への期待が
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高まって きており 、基調 講演やパ ネルディ スカッシ ョンを通 じて、女 性が農 業を職業の
選択肢の一つとして考える機会となったところであります。
また、 市広報誌 におい ては、女 性が起業 し、成功 している 事例や取 り組み を紹介する
「だいせ んの輝く 女性た ち」を定 期的に掲 載してい るほか、 女性の能 力の活 用と仕事と
生活の調 和に取り 組む「 男女イキ イキ職場 宣言」を 積極的に 市内事業 所に働 きかけるこ
とで、女 性の活躍 に対す る機運の 醸成を図 り、女性 の経済参 画・政治 参画に 努めてまい
ります。
次に、女性職員の採用の状況等についてお答え申し上げます。
はじめ に、大仙 市の正 職員にお ける女性 職員の採 用状況に ついてで ありま すが、平成
２６年度 採用の女 性職員 数は１１ 名、平成 ２７年度 １３名、 平成２８ 年度８ 名となって
おり、採用職員に占める女性の割合は、平成２６年度は５２．４％、平成２７年度は
５４．２ ％、平成 ２８年 度は３６ ．４％で 、３カ年 の平均は ４７．８ ％とな っており、
概ね半数は女性職員を採用している状況となっております。
次に、管理職登用のスキルアップの取り組み及び今後の方向性についてでありますが、
「女性活 躍推進法 」が施 行された ことに伴 い、「次 世代育成 支援対策 推進法 」に基づき
策定して おりまし た「大 仙市特定 事業主行 動計画」 に平成３ １年度ま でに市 職員の管理
職におけ る女性の 割合を ２０％と する数値 目標を追 加し、平 成２８年 ４月に 公表したと
ころであります。
この行動計画の具体的な取り組みとして、３０歳代の女性職員を対象に女性職員の
リーダー としての 意識向 上及び幅 広い分野 への意欲 的参画を 促すこと を目的 とした女性
職員キャ リアデザ イン研 修を平成 ２７年度 から継続 して実施 している ところ であり、平
成２９年 度定期人 事異動 による管 理職にお ける女性 の割合は ２０．６ ％とな っておりま
す。
これら の研修等 により 、広い視 野から適 切な判断 ができ、 管理・監 督能力 に優れた意
欲と行動力のある女性職員については、積極的に管理職に登用したいと考えております。
次に、大仙市でのフレックスタイム制度導入推進状況についてであります。
平成１ ７年度に 策定い たしまし た第１次 大仙市男 女共同参 画プラン の中で 、仕事と家
庭の両立 支援施策 として 平成２０ 年度に大 仙市企業 連絡協議 会や大曲 仙北雇 用開発協会
の会員企 業に対し 、フレ ックスタ イム制度 導入の啓 発活動を 行ってお ります 。しかしな
がら、両会の会員企業１５８社では、フレックスタイム制度を導入した企業はありま
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せんでした。
厚生労 働省の平 成２８ 年度就労 条件総合 調査によ りますと 、全国で 変形労 働時間制を
採用して いる企業 割合は ６０．５ ％で、そ のうちフ レックス タイム制 度を導 入している
割合は４．６％と低く、情報通信業や学術研究分野等で採用されております。
現在は 、フレッ クスタ イム制度 等の労働 時間規制 の弾力化 のほか、 ワーク シェアリン
グによる 労働時間 の短縮 、勤務場 所にとら われない テレワー クなど、 勤務形 態も多様化
しており、仕事と家庭の調和を図るため、様々な制度が選択肢として確立しております。
女性が 働きやす い環境 づくり、 活躍でき る社会の 醸成と、 ワーク・ ライフ ・バランス
の実現を 図るため 、これ らの制度 に対する 理解を深 めていた だくよう 啓発・ 普及活動に
努めてまいります。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○６番 （秩父博 樹）

はい、６番。
こ の１０ 年の推移 を見ても 、なかな か大きく 変わって きてはいない

というのが今、市長のご答弁をいただいての２４．９から２５．４、プラス２．３ポ
イント、 なかなか 数字と しては大 きく変化 が難しい ものなの かなとい うふう に思ってお
ります。 ただ、そ んな中 で今、イ クボス宣 言という のは、今 本当に行 われた ばかりです
ので、先 程申し上 げまし たように 、男性の 意識改革 、ここが 重要な部 分だと 思いますの
で、今後の進展を、ここから加速化していくことを望むところです。
女性職 員の採用 状況に ついてで すけど、 全体とし ては約半 数という ところ ですけれど
も、管理 職登用の 状況と いうのが ５分の１ ぐらいで すか２０ ．６％、 ここを やっぱり押
し上げて いく必要 がある と思いま すので、 先程のキ ャリアア ップに対 するこ れからの取
り組み、 そこに期 待した いところ ですけど 、どうし てもやっ ぱりこれ まで、 例えば介護
ですとか 子育てで すとか 、どっち かってい うと男性 より女性 の方にウ エイト が置かれる
という部 分がある と思い ますので 、やはり そこをま だまだ変 えていか なけれ ばならない
と思いま すので、 そこを 啓発、啓 発活動も 様々な角 度でやっ ていくと いうお 話でしたの
で、そこもまたさらに力を入れてお願いしたいと思います。
また、 フレック スタイ ム制度と いうのは 、なかな かやっぱ りなじむ のが難 しいのかな
というふ うに感じ ている ところで す。やっ ぱり全国 的にもな かなか企 業とし て取り入れ
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るのが、 どこでも 入れる のが難し いような 部分もあ りますの で、ただ 、その 中で様々な
フレックスタイム制度にこだわらずにしても、様々な選択肢ありますので、やはりそこ、
地元企業 にも、こ れまで 以上に、 もっと女 性の皆さ んが働き やすいよ うに、 そういう環
境を整え るように 進めて いくよう に啓発を 、今後も もっとさ らに力を 入れて お願いした
いと思います。
２０１ ５年の国 勢調査 を見ます と、生涯 非婚の男 性という のが２３ ％超え ています。
女性はま だ１４％ なんで すけど、 ３０歳代 になって 結婚する 人が増え て、そ れがどちら
も少子化 に影響し ていま す。先程 お話しま した昨年 の７月に 行った男 女共同 参画に関す
る市民意 識調査、 大仙市 で行った ものです けど、そ れの結果 からは、 理想の 子どもの数
に対して 実際に持 った子 どもの数 というの は少ない 、そうい う結果が 出てい ます。理想
と現実の 差という のが数 字として 出ていま す。この 少子化の 活路の中 で、女 性の活躍と
いうそう いう観点 から見 ますと、 今は一時 期より低 成長時代 で、いわ ゆるそ の性別役割
分業型家 族ですか 、これ が段々成 り立たな くなって いるわけ で、男が 一家を 養うという
ことが厳 しくなっ ている のが今の 現状です 。少子化 が言われ 始めたの が１． ５７ショッ
ク、バブ ルのちょ っと前 ぐらいだ と思うん ですけど 、その後 にバブル が弾け て失われた
１０年、 １５年と いう、 そういう 世界に入 っていっ たところ ですけど 、そう いう経済、
また、社 会構造の 変化の 中で出て きたこの 少子化現 象に対し て、女性 活躍の 論理がその
中でどん どん出て くるよ うになっ てきたと ころです けど、ま たその中 で女性 の社会進出
が進むと 仕事中心 となっ て結婚し て子ども を持とう という女 性が減る という 、そういう
考え方が あるんで すが、 私は少子 化の最大 の原因と いうのは 、結婚し ない男 性が増えて
いること だと、そ ういう ふうに思 います。 もう少し 言えば、 結婚を遅 らせた 女性と結婚
できない 男性が増 えてい るという ことが問 題だと思 います。 なぜその 男性の 非婚が増え
ているか というふ うに言 えば、妻 子を養え るだけの 経済力が なくなっ てきて いるという
のが主な 原因では ないか と考えて おります 。バブル が崩壊し てから非 正規、 男性の就業
構造での 非正規が 増えて います。 全体では ３割に届 いていま せんが、 年齢で 見ると２５
歳から３ ４歳ぐら いの若 い非正規 が増えて いて、こ れからそ ういう人 たちが 、例えば正
規になったとしても、年功序列で賃金が上がるということを考えると、終身雇用でセ
キュリティがあるという仕事に就ける人は段々減っていくというふうにも思われますし、
また、そ のことか ら、そ れを前提 とした新 しいその 結婚観、 女性も社 会の第 一線で働く
というの が当たり 前にな って、子 育てや介 護は社会 的なサポ ートで、 みんな で支え合っ
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ていくと いう方向 に変わ っていか なければ ならない と、今そ ういうふ うな状 況になって
きている というふ うに思 います。 なかなか 変わるこ とができ ていない という か難しいん
ですけど 、ただ、 それを 変えるた めに、若 い世代が 結婚して いくには 経済的 基盤がやっ
ぱり絶対 に必要で すし、 また、そ の上で結 婚したい とかした くないと か、子 どもを持つ
とか持た ないとか 、そう いう選択 になって いくと思 うんです けど、た だその 中で今取り
上げた非 正規の人 が結婚 している 率が低い ので、そ こがすご く懸念さ れると ころですけ
ど、そう いう意味 では保 育の充実 も欠かせ ませんし 、また、 働く時間 が男性 も女性も長
いので、 ここを是 正して いく必要 もあると いうふう に考える んですけ ど、ち ょっと今、
多角度か らお話し てしま ったんで すけど、 この辺に ついての 市長の率 直なお 考えをいた
だければと思います。よろしくお願いします。
○議長（茂木

隆）

○市長（老松博行）

再質問に対する答弁を求めます。老松市長。
秩父議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

まず、 最後の方 にご指 摘ありま した少子 化、人口 減少対策 、少子化 対策の 中で重要な
要素は、 やはりご 指摘あ りました 安定した 職場と言 いますか 仕事、雇 用、そ して安定し
た収入、 所得、こ うした ことが、 やはり若 者をこの 地域に定 着させ、 そして 結婚、出産
というこ とにつな がって いく大事 な要素だ という認 識は私も 同じで、 そうし たことで市
内の商工 業の振興 、また 、企業誘 致など職 場、雇用 の場の確 保という ことを 最優先の一
つとして 取り組ん でいる ところで あります 。いずれ この後も そうした ことに 取り組んで
まいりたいというふうに思っております。
それか ら、女性 が働き やすい環 境づくり の関係で も、私、 秩父議員 のご指 摘とほとん
ど同じわ けであり ます。 やはり、 まず職場 の関係で 見ますと 、働きや すい職 場づくりと
いった場 合、上司 の理解 が大変重 要だとい うふうに 思ってお ります。 これは イクボス宣
言にも当 然つなが ってい くところ でありま すけれど も、それ から、や はり女 性が活躍し
やすい、 そうした 制度を いろいろ 作っても 、やっぱ り女性が 使いにく い、こ れは何と言
いますか 周囲の理 解と言 いますか 、そうし たことも 大変重要 なことで はない かなという
ふうに思 っており ます。 そうした ことで、 今申し上 げた、そ のために は男性 職員も含め
て意識改 革という のが、 当然職場 内の意識 改革とい うのが必 要だとい うふう に思ってお
りますけれども、そうしたことを含めた、何と言いますか、それぞれの職場でそうした、
何て言い ますかね 、風土 づくりと 言います か、そう したこと を理解す る風土 づくりと、
それぞれ の企業で の風土 づくりと いうのが 大変重要 ではない かなとい うふう に思ってお
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りますの で、そう いった 点で啓発 活動を進 めていき たいとい うふうに 思って おります。
以上です。
○議長（茂木

隆）

再々質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○６番（秩父博樹）

はい、６番。
どうもありがとうございます。当局、また、議会、車の両輪として、

いい方向へ進めていくようにもっていければというふうに思います。
また、 大仙市の この未 来を展望 するとき に、女性 の社会進 出という のは時 代の趨勢で
あるとい うふうに 考えま す。時間 を要する と思いま すが、こ の議場も 今のこ の私の正面
にも、残 念ながら 女性が １人もい ないとい う、これ が今、現 実ですの で、こ こも女性の
意見を取り入れるという意味でも、女性がいた方がいいと思いますし、また、地域に
とっても 、社会に とって も、あら ゆる分野 で女性の 能力を活 かしてい くとい うことは、
極めて重 要なテー マとな ると思い ますので 、そのた めには今 、市長お っしゃ られたよう
に、いろ いろなこ の制度 をはじめ 、働きや すい環境 づくりが 求められ るとい うことは言
うまでも ないとい うふう に思いま す。やは りその根 本の第一 歩こそ、 今、市 長、意識改
革という ふうに言 われま したけど 、そこが 非常に重 要だと思 いますの で、従 来の発想、
女性は家 庭という のを今 、転換す る時代を 迎えてい る、今本 当にそう いう渦 中にあると
いうふう に思いま す。９ 月の市議 選では、 うちの方 では挽野 利恵さん が負託 をいただい
たことで 、県の党 本部、 今２０名 になった んですけ ど、その うち８名 が女性 議員、４０
％が女性 議員とい うふう になりま した。特 にソフト 面の考え 方などは 、男性 よりもすぐ
れている というふ うに考 えていま す。そう いう女性 の意見が ないと、 全体と していい方
向にいか ないとい うふう に感じて おります ので、こ れからの 大仙市、 あらゆ る分野で女
性の活躍が推進されることを願いまして私の質問を終わります。
以上です。ありがとうございました。
○議長（茂木

隆）

これにて６番秩父博樹君の質問を終わります。
【６番

○議長（茂木

隆）

秩父博樹議員

降壇】

次に、５番挽野利恵さん。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、５番。
【５番

挽野利恵議員

登壇】

- 101 -

○議長（茂木

隆）

○５番 （挽野利 恵）

はじめに、１番の項目について質問を許します。
公 明党の 挽野利恵 でござい ます。９ 月の市議 会議員一 般選挙後、初

めての定例市議会で質問の機会を与えていただきました。初体験でとても緊張しており、
同僚議員 の皆様、 あるい は市当局 の皆様に 合格点を 与えてい ただける ような 質問ができ
るか甚だ 不安でご ざいま すが、私 なりに一 生懸命努 めさせて いただき ますの で、どうぞ
よろしくお願い申し上げます。
さて、 ２０１７ 年もあ と１カ月 を切り、 何かと気 忙しい時 期となり ました が、振り返
りますと 、今年は いろん な意味で レアな年 であった ような気 がいたし ます。 ４月には栗
林市政か ら老松市 政へと 変わり、 また、市 として初 めてとな る本格的 な国際 会議「国際
花火シン ポジウム 」が開 催されま した。７ 月には集 中豪雨に より雄物 川が氾 濫して大き
な被害が 出るとい うこと がありま したし、 翌８月に は、全国 花火競技 大会の 直前に豪雨
により雄 物川河川 敷が冠 水すると いう事態 に見舞わ れ、一時 開催が危 ぶまれ たというこ
ともございました。こうした初めてのことや想定外のことが数多くあったという意味で、
記憶に残る１年であったように思います。
何はと もあれ、 被災さ れた皆様 には、心 からお見 舞いを申 し上げま すし、 様々な場面
において 真摯に努 力をさ れた多く の皆様に 対して、 敬意と感 謝の意を 表した いと存じま
す。
前置きが長くなってしまいましたが、通告に従い、順次質問させていただきますので、
ご答弁方、どうぞよろしくお願いいたします。
はじめに、議会資料等の電子化についてお伺いいたします。
膨大な 量となる 議会に 関係する 資料につ きまして は、昨今 、確実に 電子化 が進んでき
ており、 秋田県内 でも五 城目町、 横手市が 既に議会 にタブレ ットを導 入して おります。
３年前に 秩父議員 が一般 質問した 際に、「 議会にお けるタブ レット端 末の導 入にあわせ
て、当局 へのタブ レット 端末の導 入を検討 する必要 があり、 当局がタ ブレッ ト端末を導
入する場 合は、議 会対応 のみなら ず、広く 全庁的に 端末を活 用するも のでな ければ導入
効果は薄いことから、現時点での導入は難しいもの」との答弁がございました。
しかし ながら、 その後 、市役所 本庁では 、Ｗｉ－ Ｆｉ環境 が整備さ れ、高 価であった
タブレッ トも安価 な機器 も出てく るように なったこ とに加え 、一般市 民の意 識にもかな
り「当たり前のもの」として受け入れられるようになってきております。導入の条件は、
かなり整 ってきて いると 思うので すが、残 念ながら 大仙市に おいては 、一部 教育の現場
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では導入 されてい るとお 聞きして いるもの の、広く 導入する という動 きは見 られないよ
うに感じます。
また、 １年間に 使用さ れる紙の 量につい て、平成 ２５年実 績ではあ ります が、議会関
係資料等 として使 用する 紙の量、 議案書、 予算書、 それから 常任委員 会資料 などといた
しまして約４３万７千枚の紙を使用しております。これは、コピー用紙（１箱
２，５０ ０枚入り ）１７ ５箱に相 当する量 でありま す。内訳 といたし まして は、議員に
お配りし ているも のが全 体の約４ 分の１に 当たる１ ０万８千 枚で、残 り４分 の３に当た
る３２万 ９千枚が 当局分 として印 刷・製本 している ものであ りますと の答弁 がありまし
た。これ を議員１ 人当た りに換算 すると約 ３，８５ ７枚にな ります。 つまり 、コピー用
紙１箱半強となる計算であります。
先日、 横手市議 会で導 入されて いるタブ レットを 見させて いただく 機会が ございまし
た。全庁 的な導入 である かは確認 できませ んでした が、資料 のみなら ず各案 内等もメー
ルで配信 し、それ を確認 したらチ ェックを して返信 するとい う仕組み となっ ておりまし
た。ある 横手市議 がおっ しゃって おりまし たが、タ ブレット を導入す ること による議員
の「見て いない、 届いて いないは 通用しな いんだよ 。」と笑 っておら れまし た。出欠の
返事を求めるものでは、事務方の負担が減ったというお話もございました。
一方、デメリットとして、操作に慣れるのが大変だとか、メモを書き込む際、タブ
レットの「ペン」という所を押してペンを取り出し、画面に書くという作業が入るので、
紙のよう にすぐメ モがと れないと か、ペー ジをめく るのは紙 の方が早 いとか 、長時間見
続けると目が疲れるなどの問題があるそうでございます。
非常に 納得でき るお話 でしたが 、私は、 デメリッ トを凌駕 するメリ ットが あるように
思います 。１人当 たり３ ，８５７ 枚のペー パーレス による経 費削減を 大きい と捉えるか
微々たる ものと捉 えるか について は、判断 の分かれ るところ でござい ますが 、事務作業
の軽減や 資料の運 搬の軽 量化、ま た、どこ でも見ら れるとい う点では メリッ トが非常に
大きいのではないでしょうか。さらに、議会で使われる資料が電子化されることにより、
将来、議 場にスク リーン を置いて 、傍聴さ れる市民 に資料を 示したり 、現在 行われてい
るインターネット中継においても公開できるのではないかと考えます。
３年前 において は、時 期尚早で あったか もしれま せんが、 私が今申 し述べ させていた
だいたよ うに、全 国的な 流れや市 民生活を 取り巻く 環境が目 まぐるし く進化 している状
況に考慮 すれば、 たとえ 全面的な 導入は難 しいにし ても、部 分的な導 入から 始めていく
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ことがで きるので はない かと考え ます。こ の件につ いてのご 見解をお 伺いし たいと思い
ます。
○議長（茂木

隆）

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】

挽野利恵議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 議会資料 等の電 子化につ いてであ りますが 、議員ご 指摘のと おり、 タブレット
端末の導 入により ペーパ ーレス化 が実現し ますと、 資源の節 約のほか 、印刷 にかかる時
間や労力の削減にもつながるものと存じます。
市議会 におかれ まして は、本年 ２月にタ ブレット 端末の利 活用に関 する研 修会を開催
したと伺っており、検討も進められているところと認識いたしております。
一方、 議会関係 資料の 多くが当 局分であ ることか らも、当 局もあわ せて端 末を活用す
るもので なければ 、導入 効果は薄 いものと 思われま す。例え ば、議員 ご紹介 の横手市の
例であり ますが、 現在、 議会内部 の導入に とどまっ ており、 五城目町 では紙 と併用して
おるとい う状況に ありま す。導入 に要する 経費と紙 を使用し た場合の 経費の 比較におい
ても、依然として割高であるという課題があります。
また、 導入にあ たって は、利用 環境の整 備も課題 となりま す。議員 ご指摘 のとおり、
庁内はＷ ｉ－Ｆｉ も整備 されてお りますが 、これは 誰でも利 用できる 、いわ ゆるフリー
スポット であり、 業務で 利用する にはセキ ュリティ などに問 題があり 、別途 利用環境を
整備する必要があります。
いずれ にいたし まして も議会運 営に関す る事項で あります ので、議 会とし ての方針が
定まった 段階で、 それを 尊重させ ていただ き、協議 ・検討さ せていた だきた いというふ
うに思いますので、よろしくお願いいたします。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○５番 （挽野利 恵）

次に、２番の項目について質問を許します。
次 に、質 問の２点 目として 、保育士 の確保に おける大 仙市の状況に

ついてお伺いいたします。
保育士 の不足が 全国的 な問題と なってい るのは、 皆様ご承 知のこと と思い ますが、昨
年の第４ 回市議会 定例会 の一般質 問で取り 上げられ たように 、大仙市 におい ても年度途
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中の入園 が難しい という 現実があ ります。 特に０歳 児の年度 途中の待 機児童 の割合が高
いと伺っ ておりま す。こ れは、出 生数が年 々減少し ているの に対して 、０歳 から預けた
い親御さ んは逆に 増えて いるとい うことが 要因の一 つである と思いま す。４ 月からなら
入園でき たとして も、そ れまで育 児休業を 取らない 、または 取れない 親御さ んにしてみ
れば、保 育園に預 けられ ないのは 大きな問 題でござ います。 親御さん の「せ っかく産ん
だのに」 という思 いに対 しては、 返す言葉 が見つか りません し、何と かした いという願
いにも似た感情が沸き上がってきます。
１２月 １日のさ きがけ 新聞に掲 載されて おりまし たが、秋 田市にお いても 、０から２
歳児の待 機児童の 問題が クローズ アップさ れており ました。 大仙市と 同じく ４月時点で
の待機児 童ゼロで あって も、年度 途中で待 機児童が 出てくる とのこと で、同 じ悩みを抱
えている状況でありました。
大仙市 では、担 当部署 において 保育ニー ズの調査 を綿密に 行い、４ 月時点 での年齢別
の保育ニーズを掌握し、その保育士確保へ必死に努力されております。
実際の 例でござ います が、今年 ４月、私 の近所の お子さん が希望に 燃えて 保育士の仕
事をスタ ートいた しまし た。しか し、早く も壁にぶ つかって おります 。それ は、精神的
なストレ スに加え 、仕事 の量が膨 大になる からだそ うであり ます。小 さいお 子さんを預
かる仕事 は、とて も神経 を消耗す る仕事で す。そし て、子ど もと向き 合うだ けでなく、
親とも向 き合い、 ほかに 必要な提 出書類や 雑務も驚 くほどた くさんあ り、仕 事を持ち帰
ることも 多々ある ほか、 休日も準 備等をし なければ ならない 場合も多 いと伺 いました。
また、 ある男性 の保育 士ですが 、結婚を 機に離職 した方も おられる そうで あります。
その原因は、給料が低いことだとお聞きしました。家庭を持つには十分な給料ではな
かったとのことです。
これほ ど大変な 仕事で ありなが ら、高い と言えな い賃金で あります ので、 全国的にも
保育士さんを確保するのに大変苦慮されている現状にあります。今年、厚生労働省は
「保育士 確保集中 取組キ ャンペー ン」を実 施して給 与の上乗 せ平均３ ．３％ とか、月額
５千円か ら４万円 の給与 改善など を図って おります が、これ は、保育 園等に 対する運営
費の補助 金上の改 善水準 というこ とであり 、現場の 保育士さ んが直接 その恩 恵を享受で
きている かどうか につい ては、残 念ながら 不透明感 を払拭で きない政 策であ るなと感じ
ております。
それに 対して大 仙市は 、保育士 確保のた め、保育 士にダイ レクトに 給付さ れる就労奨
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励金制度 の実施や 、今年 度から行 っている 臨時職員 への賃金 補助など の対策 をとってい
ると聞いており、国の政策よりも透明な内容で素晴らしい取り組みだと感じております。
そこで 質問です が、こ れら市の 施策の効 果は、現 時点でど のぐらい あり、 その効果に
対し当局はどのような評価をされているのか、この点についてお伺いしたいと思います。
○議長（茂木

隆）

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】

質問の保育士の確保対策につきましてお答え申し上げます。

毎年年 度当初で は、待 機児童は 生じてい ないもの の、その 後の出生 や産後 休暇・育児
休業明け の入所希 望者に 対しまし て保育士 の確保が 十分にで きていな いため 、年度途中
におきまして、特に０歳児に待機児童が発生しております。
保育士 が確保で きれば 待機児童 は解消で きること から、大 仙市では 独自の 対策としま
して、「 保育士就 労奨励 金制度」 「臨時保 育士処遇 改善推進 事業」「 保育士 就業支援事
業」の三つの事業を実施しているところでございます。
保育士 就労奨励 金につ きまして は、新た に市内の 保育所等 に勤務す る常勤 の臨時保育
士を対象 に交付し ている もので、 平成２８ 年度から 実施をし ておりま す。こ れまでの実
績としま しては、 平成２ ８年度は ６人でご ざいまし たが、今 年度から 金額を ５万円から
１０万円 に引き上 げした ところ、 現時点で １１人の 方が新規 に保育士 として 就労をして
いただいております。
次に、 臨時保育 士処遇 改善推進 事業につ きまして は、保育 所等に勤 務する 臨時保育士
の処遇面 での改善 を行う 設置者に 対しまし て、改善 に要する 費用を助 成する ものでござ
います。 就労の促 進と離 職の防止 を図るた め、平成 ２９年度 、今年度 から実 施しておる
ものでございます。
これま でのハロ ーワー クとの意 見交換の 中で、保 育士とし て働きた いけれ ども給与面
での希望額との開きがあり、就労に結びつかない状況があるとの情報を受け、月額が
１５万円を超えるよう、時給の引き上げをお願いしたものでございます。
各施設 へ制度の 周知と 実施をお 願いした ところ、 現在は、 社会福祉 法人の 大曲保育会
と同じく大空大仙で取り組んでいただいております。
今後は 、まだ実 施され ていない 事業主に 改めて協 力をお願 いしてま いりた いと思って
おります。
次に、 保育士就 業支援 事業につ きまして は、保育 士の資格 を持って いる方 で働いてい
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ない、い わゆる潜 在保育 士の保育 所等への 就業を推 進するた めに、事 前に保 育所等での
実務研修 を行う制 度で、 市内の保 育所で実 際の保育 を体験し ていただ き、就 業に関する
不安を解消していただくものでございます。この事業は、今年度から実施しております。
残念なが ら現在の ところ 、１件の 申し込み にとどま っており ますので 、さら なる周知に
努めてまいりたいと考えております。
これら 三つの事 業によ りまして 、就労前 、就労時 、就労後 における 支援を 進め、保育
士確保に 努めてお ります が、実施 後間もな い事業も あること から、そ の効果 につきまし
ては、今後検証を行ってまいります。
保育士 の確保に つきま しては、 保育事業 者とも現 状認識を 共有し、 役割を 担っていた
だきなが ら、市と して取 り組みが 可能な対 策を今後 も模索し てまいり たいと 思います。
また、保育士の不足につきましては、県内の市町村が抱える共通課題であることから、
県には保 育士の資 格者情 報、この 収集と提 供をして いただく など、保 育士確 保対策につ
きまして 一定の役 割を担 っていた だけるよ う、引き 続き働き かけてま いりた いと存じま
す。
以上であります。
【佐藤副市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○５番 （挽野利 恵）

はい、５番。
ま ずは保 育士の給 与を下支 えすると いうこと で、保育 士確保が進む

と思いま す。預け やすい 環境であ れば、預 けやすい 環境とい うのは、 子育て しやすい環
境、つま り大仙市 が子育 てしやす い市につ ながると 思います 。大仙市 のさら なる取り組
みを望んで質問を終わります。
答弁は不要です。
○議長（茂木

隆）

○５番 （挽野利 恵）

次に、３番の項目について質問を許します。
最 後の質 問でござ います。 質問の３ 点目は、 大仙市の 臨時職員につ

いて、職 種に応じ て賃金 単価の違 いが存在 しており ますが、 その職種 の仕訳 の根拠につ
いてお尋ねしたいと思います。
子育て アドバイ ザーと 保育アド バイザー 、似てい るような 仕事で、 なぜ単 価が違うの
か疑問に 思い調べ たとこ ろ、どち らも妊娠 時期から 子どもと 親にアド バイス するような
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仕事のよ うであり ました 。子育て と保育を 一緒にし て「子育 て・保育 アドバ イザー」と
称すると ころもあ りまし た。とこ ろが、大 仙市にお いては、 職種が分 かれて いて、そし
て単価が違っております。
また、 放課後児 童クラ ブ支援員 に関しま しては、 預ける親 御さんに してみ れば、同じ
学童保育 費を払っ ている 以上、指 導員に対 しては、 同じぐら いのスキ ルを求 めておられ
ると思い ます。「 こっち のクラブ より、あ っちのク ラブの方 がいいな 」など という声も
実際にあ るようで す。夕 方や土曜 日の勤務 でありな がら、賃 金単価が 低いこ とが有資格
者などを 必要とさ れる人 材を確保 すること を困難に させてい るのでは ないで しょうか。
なぜそ ういう疑 問を持 ったかと いうと、 学習活動 ・学校生 活支援員 が高い 単価である
のに対し て、子育 てアド バイザー や保育ア ドバイザ ー、放課 後児童ク ラブ支 援員の賃金
単価が安 すぎるの ではな いかと感 じたから です。向 き合うの は、幼児 ・児童 ・生徒と年
齢が違う 子どもた ちであ り、それ ぞれの年 齢に合わ せて様々 な資格や 経験を 持った方が
対応する 仕事につ いて、 その資格 や経験の 有る無し が賃金に 反映され ていな いのではな
いかと感じております。
子育て について 相談す るのは、 小さいお 子さんを 持つ親御 さんだけ でなく 、中学生を
持つ親御 さんが子 育てに ついて相 談する場 合もたく さんあり ますし、 そのよ うなときに
は多くの 場合、教 員免許 取得者、 あるいは 養護教諭 や看護師 の有資格 者が相 談にのって
いると思 います。 これら 幼児・児 童・生徒 に関する 仕事は、 どれも優 劣をつ けがたく、
仮にそこ に「単価 の違い 」が存在 するとす れば、資 格や経験 といった ものを 根拠にしな
ければ差をつけることは難しいのではないかと考えます。
そこで 質問です が、市 当局にお いては、 そもそも 職種を分 けたり賃 金を決 める場合、
どのよう な考えを ベース として、 どのよう な基準で 仕訳され ているの か、決 定されてい
るルール等があるのかどうかも含め、お伺いしたいと思います。
○議長（茂木

隆）

○市長 （老松博 行）

３番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
挽 野利恵 議員の三 つ目の発 言通告に つきまし ては、総 務部長に答弁

させますので、よろしくお願いいたします。
○議長（茂木

隆）

今野総務部長。

○総務部長（今野功成）

質問の臨時職員の職種別賃金単価についてお答え申し上げます。

本市の 臨時職員 の賃金 単価につ いては、 最低賃金 の動向を 踏まえ、 県内市 町村の賃金
単価も参考にしながら毎年見直しをしているところであります。
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賃金の 単価は、 職種、 職責、業 務内容、 資格の有 無により 違いがあ り、そ の設定につ
いては、 合併前の 旧市町 村の賃金 単価の調 整に始ま り、合併 後は新た な職種 等を追加す
ることで 他の職種 の単価 とのバラ ンスを調 整しなが ら現在に 至ってお ります 。特に明文
化された基準やルールを定めているものではありません。
議員ご 指摘の大 仙市の 子育てア ドバイザ ーと保育 アドバイ ザーの単 価の違 いですが、
子育てア ドバイザ ーは０ 歳から概 ね小学校 ３年生ま での子育 てに不安 を感じ ている保護
者にアド バイスを するこ とを業務 とし、採 用条件に 資格を設 けず、単 価は７ ９０円とし
ております。
一方、 保育アド バイザ ーは、要 支援児童 を担当す る保育士 の指導、 各保育 所の訪問、
連絡調整、指導監査を業務とし、保育士免許の資格を採用条件としており、単価は
８４０円としております。
したが いまして 、この 二つの職 種は、業 務内容の 違いや募 集条件の 保育士 免許の有無
により単価の違いが生じているものであります。
次に、 児童や生 徒を支 援してい る放課後 児童支援 員と学習 活動、学 校生活 支援員につ
いてであ りますが 、放課 後児童支 援員は、 仕事など により日 中、保護 者が家 庭にいない
児童に放 課後から 保護者 が迎えに 来るまで 、児童の 生活を支 援するこ とを業 務とし、保
育士免許 や県の講 習を受 講した有 資格者な どは８４ ０円、資 格がない 場合は 補助員とし
て７９０円としております。
本市の放課後児童支援員の単価は、県内他市と同じレベルにあります。
また、 学校生活 支援員 は、学校 における 教育の一 環として 、授業時 間を含 む学校生活
全般を、 児童の特 性に応 じて個別 に支援す ることを 業務とし ているこ とから 、福祉関係
などの有 資格者は １千円 、教員免 許の有資 格者は１ ，０５０ 円の単価 として いるもので
あります。
放課後児童支援員につきましては、制度が開始された当初は、利用する児童も少な
かったこ とから、 その業 務負担を 考慮した 単価設定 でありま したが、 その後 、放課後児
童クラブ の普及や 対象を 小学校６ 年生まで 拡大した ことによ り、より 多くの 児童に利用
されるよ うになり 、支援 を要する 児童も増 加したこ とから、 それにつ れて放 課後児童支
援員の職務内容や職責も重くなるなど、開設当初とは状況が変わってきております。
このよ うな状況 を踏ま え、今後 につきま しては、 放課後児 童支援員 をはじ め、市で雇
用する臨 時職員の 賃金単 価につい て、職務 内容、職 責等を考 慮しなが ら、こ れに見合っ
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たものとなるよう、引き続き検討してまいります。
○議長（茂木

隆）

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○５番 （挽野利 恵）

はい、５番。
放 課後児 童クラブ において 、支援が 必要だと いうお子 さんも預けら

れている という現 実をお 聞きしま した。学 校の時間 内であれ ば教育委 員会管 轄で１千円
だっり１ ，０５０ 円だっ たり、放 課後なれ ば８４０ 円だった り７９０ 円だっ たり、そこ
にどうい うスキル の違い が存在す るのかな と、私、 甚だ疑問 に思って おりま す。やっぱ
り社会情 勢も変わ り、さ っき総務 部長おっ しゃられ ていまし たが、業 務の多 様化だった
り、難易 度とかい ろいろ 変わって きておる と思いま す。やっ ぱりこの 業務の 内容を確認
して、精査し、仕分けすべきだと思います。やっていただけるようですが、いつまで
やっていただけますか。
○議長（茂木

隆）

再質問に対する答弁を求めます。今野総務部長。

○総務部長（今野功成）

再質問についてお答え申し上げます。

子育て 支援につ きまし ては、前 は支援員 というく くり一つ でありま したが 、資格や県
の講習を 受けた方 につい ては５０ 円アップ して、現 在８４０ 円という ことで 、平成２９
年度、今年度から単価を一部引き上げております。
県内他 市との比 較等も して現在 の単価を 定めてお りますが 、答弁で 申し上 げましたと
お り 、 最 初 の 開 設 当 初 と は 大 分 支 援 員 の 負 担 と い う の は 変 わ っ て き て お り ま す の で、
年々見直 しは行っ ており ますが、 議員ご指 摘の学校 生活支援 員との違 いにつ いては、学
校生活支 援員は当 初、学 校の授業 を個別に 補佐する というこ とと、主 に教員 免許を取得
した方が 多くいら したと いうこと で単価を 定めたも のであり まして、 県内他 市について
も時間単価にすると大体同じようなレベルにあるところが多い状況であります。
今後は 、毎年臨 時職員 の単価は 、毎年の 予算編成 の段階で 見直しを するこ ととしてお
りますの で、毎年 見直し をいたし ますが、 特に平成 ３２年度 には地方 公務員 の方と自治
法の一部 が改正さ れる法 律に伴い まして、 現在の臨 時職員や 嘱託員賃 金は月 額賃金とい
う制度に 変わりま して、 時間外勤 務手当や 期末手当 等の支給 対象にも なりま すので、そ
れにあわ せて、そ の段階 で大幅に 待遇は向 上いたし ますが、 それまで の間に も毎年の予
算編成で見直しを進めてまいりたいと思います。
○議長（茂木

隆）

再々質問ありませんか。
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（「はい」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

○５番 （挽野利 恵）

はい、５番。
い つまで やってい ただける かお聞き したかっ たところ なんですけれ

ども、ち ょっと期 待した お答えい ただけな かったの で、一例 なんです が、１ ２月４日に
公開され たハロー ワーク の求人票 に、大仙 市のあけ ぼのミラ イズさん という ところで保
育士、児 童指導員 ９００ 円から１ 千円の求 人が出て おりまし た。ちょ っとそ れに対して
大仙市が 提示して いる金 額、低い のではな かろうか と思いま して、早 急に、 民間に合っ
た賃金体 系、仕分 け全体 そうなん ですけれ ども、そ れについ て取り組 んでい ただきたい
と思いますが、いつやっていただけますか。
○議長（茂木

隆）

○市長（老松博行）

再々質問に対する答弁を求めます。老松市長。
再々質問にお答えさせていただきたいと思います。

まず、 放課後児 童クラ ブ支援員 につきま しては、 藤田和久 議員の質 問にも お答えしま
した。様 々な今、 放課後 児童クラ ブ、課題 を抱えて おりまし て、ちょ っと言 葉悪いんで
すけれど も、なか なか立 ち行かな くなって いる状態 だと思っ ておりま す。利 用希望者が
大変多く なってき ている にもかか わらず場 所が確保 できない 、支援員 も確保 できない、
そんな中 で本当に 今、苦 慮してい るところ でありま して、そ の一因が 支援員 の場合は、
もしかすると報酬の問題、手当の問題ということになろうかと思います。今年２９年度、
５０円引 き上げた という ことのよ うですけ れども、 さらに人 材確保で きるよ うなそうし
た単価にしていきたいというふうに思っております。
それか ら、保育 士の関 係も、や はり臨時 職員の関 係につい ては、７ ０円今 年上げさせ
ていただきました。そのうち５０円は市、それから事業主の方で２０円負担するという、
そういう 約束で時 間当た り７０円 を上げさ せていた だきまし た。大変 喜んで いただいた
ところで あります けれど も、今お 聞きする と、まだ まだ低い 水準だと いうご 指摘だと思
いますの で、いわ ゆる人 材確保の ためにど ういった 賃金単価 にしない といけ ないかとい
うことを 調査確認 の上、 対応して まいりた いと思い ます。こ れ、でき るもの であれば、
すぐ３０年度予算から対応してまいります。
○議長（茂木

隆）

これにて５番挽野利恵さんの質問を終わります。
【５番

○議長 （茂木

隆）

挽野利恵議員

降壇】

一 般質問 の途中で あります が、この 際、暫時 休憩いた します。１１

時２０分に再開いたします。
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午前１１時１０分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時２０分
○議長（茂木

隆）

再

開

休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。
次に、１６番古谷武美君。
（「はい、１６番」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、１６番。
【１６番

○議長（茂木

隆）

○１６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。
１６番、だいせんの会の古谷武美でございます。

早速ですが、通告に従いまして質問をさせていただきます。
はじめに、鮭・マス資源の有効活用についてお伺いいたします。
明治２８年（１８９５年）から始まった鮭ふ化放流事業ですが、今年で１２２年と
なってお ります。 平成２ ７年には 、開始１ ２０年を 記念いた しまして 盛大な 記念事業が
行われたところでございます。
毎年１ ，８００ 万円か ら２，０ ００万円 の予算計 上をいた しまして 、長年 にわたりこ
の事業を通じ、鮭資源の増殖と振興を図ってきたところでございます。
ウライ による捕 獲数が 直近の４ 年で、平 均、年約 ５，５０ ０尾があ りまし て、稚魚の
放流は約 ２４０万 尾が行 われてい るところ でござい ます。今 年からは 、丸子 川にもウラ
イが設置 されまし て、今 後の捕獲 数と放流 数の増加 が期待さ れるとこ ろでご ざいます。
毎年約 ２４０万 尾を放 流をして いるわけ でござい ますが、 放流から ４年か ら５年後に
戻ってく ると言わ れてお ります遡 上率、回 帰率と言 われるよ うでござ います が、北海道
区水産研 究所のデ ータで は、秋田 県の場合 、ここ４ 年の平均 で回帰率 が０． ６５％とあ
りました 。この率 で計算 しますと 、約１万 ５，６０ ０尾が遡 上してい ること になります
が、自然 ふ化で遡 上して いる鮭も おります ので、ウ ライで捕 獲されて いる鮭 が最低でも
１万尾以上はいることになります。
一般の 人が鮭を 捕獲す ることは 法律で禁 止されて いますが 、このよ うな鮭 を「サケ有
効利用調 査」とい う形で 一般の釣 り好きな 人々に有 料で釣っ ていただ き、調 査すること
が可能のようでございます。
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全国に サケ有効 利用調 査を行っ ている場 所は１３ カ所ある そうです が、近 場では山形
県河北町 の寒河江 川で行 われてお りまして 、毎年、 募集人数 ３６０名 で１日 券６千円、
２日券１ 万円とし て１０ 月１４日 から１０ 月２９日 までの期 間で今年 は行わ れたようで
ございます。
全国に は、宿泊 の場合 の割引券 を発行し ていると ころもあ りますが 、釣り 人の皆様を
誘致し、交流人口の拡大を図り、地域の活性化につなげたいと考えるところございます。
また、 サクラマ スにつ きまして も毎年８ 万尾を放 流してお りますが 、大仙 市内に多く
ある山々 の渓流に も是非 放流いた だき、渓 流釣りの 愛好家の 皆様を誘 致し、 鮭同様に地
域の活性化につなげていただきたいと考えるところでございます。
そこで 質問です が、一 つ目とい たしまし て、サケ 有効利用 調査の実 施が可 能か伺いま
す。
二つ目 といたし まして 、鮭等の ６次産業 以外の「 サケ・マ ス資源を 利用し た活性化」
を検討しているかを伺います。
以上、ご答弁よろしくお願いします。
○議長（茂木

隆）

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】

古谷武美議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 「鮭・マ ス資源 の有効利 用」につ いてであ りますが 、はじめ に、サ ケ有効利用
調査の実 施につき まして は、これ まで平成 ２２年１ １月に一 般の方を 公募し 、玉川で試
験的に実 施してお ります 。調査に は４人が 参加し、 ９匹の鮭 を釣り上 げ、そ れぞれ体長
・重量を 測定し、 釣った 鮭の調査 を行いま した。当 時の事業 報告書を 確認し たところ、
協力をい ただいた 参加者 からは「 引きが強 く、感触 が忘れら れない」 「来年 も参加した
い」との声があり、観光資源としての可能性を秘めていると記載されております。
しかし 、当時か ら秋田 県は、「 資源保護 を目的と し、観光 資源を目 的とし た事業に対
して許可 は行わな い」と の見解を 示してお り、今般 、鮭の特 別採捕許 可権を 持つ県農林
水産部水 産漁港課 に問い 合わせた ところ、 資源保護 を目的と した増殖 事業と 観光を結び
つけて管 理するこ とが難 しいとの 観点から 、現時点 で許可を する考え はない との回答で
ありました。
サケ有 効利用調 査の実 施につき ましては 、今後、 先進地で あります 山形県 の事例を調
査するとともに、引き続き県との協議を進めてまいりたいと思います。
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次に、 鮭等の６ 次産業 以外の鮭 ・マス資 源を利用 した活性 化につい てであ りますが、
釣り人に 人気の魚 である サクラマ スについ て、雄物 川や玉川 の釣り場 を広く ＰＲしたい
と市民団 体が実行 委員会 を立ち上 げ、釣り 人を対象 としたイ ベント「 大仙サ クラマス・
ダービー ＆大仙サ クラマ スまつり 」を本年 ４月から ６月にか けて大仙 市内の 雄物川水系
の河川で 実施し、 ７月に 花火通り 商店街七 夕花火会 場で表彰 式を開催 してお ります。実
行委員会からは、今後も継続してイベントを開催したいと伺っております。
また、 これまで 玉川の みで行っ てきた鮭 の捕獲に ついてで あります が、前 期卵を安定
的に確保 するため 、今年 から中心 市街地を 流れる丸 子川でも 実施して おりま す。丸子橋
橋上公園 からウラ イを確 認できる ため、橋 を往来す る皆さん から鮭の 採捕場 を見ていた
だくこと が可能で あり、 現在建設 中の（仮 称）花火 伝統文化 継承資料 館とあ わせて観光
資源とし ても活用 できる ものと期 待してお ります。 観光面で もＰＲし 、地域 の活性化を
図ってまいります。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１６ 番（古谷 武美）

はい、１６番。
２２年 に実施が 行われた という実 績がある ようでご ざいます。当

然そのと きは県の 方から の許可を いただい て進めた ことと思 いますが 、やは り市長が先
程申されたように、釣りというか鮭を釣ったその感触というのは、多分７０ｃｍから
８０ｃｍ くらいの 鮭が上 ってくる と思いま すので、 それを釣 り上げる という ことは、も
うかなり の釣りの 好きな 方にとっ てはやめ られない 状況だと 思います 。是非 、そのまま
なぜやめ たかとい うのは 、ちょっ と、何て いうか考 えられな い部分が あるん ですけれど
も、先程 市長が申 されま したよう に、県の 方とです ね、是非 協議いた だきま して、ほか
の県ではどんどんやっていることでございますので、進めていただければなと思います。
答弁はいりません。
○議長（茂木

隆）

○１６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、「災害時の避難所について」をお伺いします。

この件につきましては、昨日も質問にありましたので、重複部分があると思いますが、
よろしくご答弁の程、お願いしたいと思います。
７月２ ２・２３ 日の豪 雨災害で 被災され た多くの 皆様に、 全国から あたた かいご支援
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をいただいていることに対しまして、心から感謝を申し上げたいと思います。
また、市当局の迅速な対応に対しても感謝申し上げたいと思います。
被災さ れた皆様 には、 一刻も早 く復興さ れ、元の 生活に戻 れること をご祈 念申し上げ
たいと思います。
この度 の豪雨災 害では 、多くの 教訓を得 られたの ではない でしょう か。こ の教訓を活
かしまし て、災害 に強い 大仙市を 創り上げ ていただ きたいと 思ってい るとこ ろでござい
ます。
大仙市 には、屋 内避難 所として １３３カ 所ありま すが、災 害の際に 避難し た場所に避
難者の人 数が多く 、全員 収容でき ない場合 が十分予 測されま す。前も って受 入可能人数
の把握が できてい れば、 避難所へ の移動ま での間に 、どちら に移動し てくだ さいとか報
告ができるかと思います。また、現在指定となっている避難所へ向かって行くにあたり、
途中で冠 水があっ たり、 また、崩 落があっ たりと、 避難所に たどり着 けない 場合が予測
されます 。指定の 避難所 が遠方で あったり 、足腰の 不自由な 方や老人 の方々 など、いろ
いろな事 情で行け ない場 合に、近 場の安全 な場所を 緊急の二 次的避難 場所と して指定し
ていただければ、有事の際には、迅速かつ安全に避難できるのではないでしょうか。
現在の 避難所は 、市が 管理して いる施設 が全てで すが、指 定避難所 へ行け ない場合を
想定して いただき 、民間 の工場等 の利用も 考えては いかがで しょうか 。例え ば、大仙市
企業連絡 協議会の 各社と のご協議 いただき 、「災害 時の緊急 避難所と して使 用に関する
協定」を 結んでい ただく ことはで きないで しょうか 。工場で あれば、 市民は もちろんで
すが、農 機具等の 移動で きる機材 の一時保 管にも利 用できる と思いま すので 、被害の減
少にもつながると思います。
そこで 質問です が、一 つ目とい たしまし て、各避 難所の収 容人数に ついて お伺いいた
します。
そして 二つ目と いたし まして、 企業の工 場等を緊 急避難所 にできな いかを お伺いいた
します。
よろしくお願いします。
○議長（茂木

隆）

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】

質問の災害時の避難所についてお答え申し上げます。

はじめ に、各避 難所の 受入可能 人数につ きまして は、指定 避難所は 、今回 全戸配布い
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たしました新たなハザードマップで、従前の１３３カ所を見直し１０５カ所、５万
９，０２９人としております。
地域ごとの指定避難所数と受入可能人数につきましては、大曲地域が２９カ所１万
５，８２ ５人、神 岡地域 が８カ所 ５，０９ ４人、西 仙北地域 が１５カ 所９， ９６８人、
中仙地域 が１３カ 所８， ０３９人 、協和地 域が１４ カ所６， ４８８人 、南外 地域が５カ
所３，９ ３７人、 仙北地 域が９カ 所４，３ ２６人、 太田地域 が１２カ 所５， ３５２人と
なっております。
なお、 古谷議員 の地元 でありま す角間川 地区、藤 木地区に つきまし ては、 大曲南中学
校ほか４カ所で１，５０９人の受入可能人数となっております。
現在指 定してい る避難 所は、災 害時、全 市民を受 け入れす ることは 不可能 な状況であ
りますが 、学校施 設の避 難所では 、受入状 況によっ ては体育 館だけで はなく 教室等の活
用や、災 害の状況 により 、地域を 越えた避 難所への 避難、広 域避難な ど、避 難先の選択
肢を増やし対応してまいりたいと考えております。
また、 指定避難 所が遠 方の方や 足腰の不 自由な方 などの避 難を助け るため 、自主防災
組織で自 治会館等 を一次 避難所と して指定 し、助け 合いなが ら避難す る共助 体制が構築
できるよう、自主防災組織と連携を図ってまいります。
次に、 企業の工 場等を 緊急避難 所にでき ないかに つきまし ては、現 在、金 融機関や大
型の店舗 を有する 企業な ど１１社 ４１施設 と災害時 、生活物 資等応援 協定を 締結してお
り、その 中で一次 避難所 としてト イレ、食 料の提供 などをし ていただ くこと としており
ます。
工場に つきまし ては、 当市では 避難所協 定を結ん でいる企 業はあり ません が、県内の
事例につ いて確認 したと ころ、秋 田市で津 波発生時 に限定し て工場１ 社を一 時的な緊急
避難所として指定していると伺っております。
平成２ ９年３月 に内閣 府より出 された「 指定緊急 避難場所 の指定に 関する 手引き」に
は、人口 に比べて 公共施 設の数が 少ない一 方で、内 水氾濫や 洪水、津 波等の 危険が広範
囲に及ぶ 危険性が ある地 域によっ ては、十 分な避難 場所を確 保するた めに民 間施設の指
定が有効 とされて おりま すので、 企業と地 元自主防 災組織の 間で災害 時の一 次避難所と
しての利 用や、駐 車場を 浸水時の 車や農作 業機械等 の避難場 所として 利用さ せていただ
くなどの連携を図ることも一つの選択肢と考えております。
なお、 市といた しまし ては、夜 間時の開 設や運営 、それか ら企業の プライ バシーや施
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設の破損 ・警備等 検討を 要する課 題も多く あります が、ご協 力をいた だける 企業があれ
ば、災害時の避難所としての協定締結を検討してまいります。
以上です。
【久米副市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問ありませんか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、１６番。

○１６番（古谷武美）

ご答弁ありがとうございました。

大仙市 人口約８ 万３千 人で、収 容人数が 約５万９ 千人とい うことで 、若干 の人数の方
が避難で きないよ うな状 況なんで すけれど も、全員 が逃げる というこ とは北 朝鮮の核が
飛んでく るとかそ れ以外 に考えら れないと 思います 。多分こ の人数の 収容人 数で大仙市
の皆さんは十分な対応にいただけるかなと思います。ありがとうございました。
また、 緊急避難 所につ きまして は、前向 きな回答 をいただ きました ので特 にございま
せん。
質問を終わります。
○議長（茂木

隆）

これにて１６番古谷武美君の質問を終わります。
【１６番

○議長（茂木

隆）

古谷武美議員

降壇】

次に、３番三浦常男君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、３番。
【３番

○議長（茂木

隆）

○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。
市 民クラ ブの三浦 常男です 。４月の 市議会補 欠選挙並 びに９月の本

選を乗り 越えまし て、こ の場に立 てること に御礼申 し上げま す。今後 ともよ ろしくお願
いいたします。
それでは、通告書に従い質問させていただきます。
一つ目の質問でございます。
若手職員の人事配置についてご質問申し上げます。
平成２ ９年は、 ４月の 市長選挙 に始まり 、大曲の 花火大会 、５００ 歳野球 、大曲花火
秋の章、 ねんりん ピック といった 大型行事 に加え、 ７月・８ 月の豪雨 災害対 応や、その
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後、市議 会議員選 挙、衆 議院選挙 と重なり 、市とし て多くの 事業を行 った１ 年でありま
した。市長はじめ職員の皆様には、大変なご苦労をかけたと思っております。
今年の ように大 規模な 災害対応 や多数の 行事運営 を行うこ とになる と、市 の職員は、
担当する 日々の業 務を行 いながら 、臨時的 に発生す る災害や 各種大型 行事へ の対応が業
務に加わ ることに なるこ とになり ます。財 政的な問 題もあり 、職員が 年々減 少している
と聞いて おります が、余 裕をもっ て職員が 確保でき ない環境 の中で臨 時的な 災害対応等
を行うこ とで通常 業務が おろそか になるよ うであれ ば、市民 サービス の低下 や事務怠り
等の大き な問題に つなが りかねな い恐れも あります 。こうい った環境 は今後 も続くと思
われるた め、業務 の統廃 合などの スリム化 を行い、 職員負担 の軽減を 図る必 要があると
思っております。
加えて 、職員が 担当業 務の垣根 を越えて 互いにカ バーでき るような 体制を 作ることが
急務と考えます。
また、 職員が減 ってい く中では 、若手職 員がいち 早く戦力 となって いただ くことも必
要となっ てくるで しょう 。そうい っても担 当課制を とる中で は、担当 業務に 集中するこ
とが求め られるの で、互 いに職員 がカバー し合わね ばならな いという ふうに 簡単なこと
ではない と思いま す。ま ずは職員 一人一人 が若いう ちから幅 広く多く の職場 で業務を経
験し、臨 時対応に 自立し た判断で きる職員 になるよ う育てて いく必要 がある のではない
でしょう か。幅広 く多く の現場で 業務を経 験すると いう点で は、専門 的な業 務を行う本
庁各課よ りも、各 支所の 業務が適 している と思うと ころでご ざいます 。また 、各支所で
は、若手職員が不足して災害対応や行事運営に苦慮している状況と聞き及んでおります。
早急な体制が必要と思われます。
合併後 、新規採 用職員 は本庁に 配属する という人 事運用を されてい るよう であります
が、各支 所に若手 の職員 を配置す ることで 幅広く業 務の経験 を積み重 ね、加 えて地域の
現場をよ く知る職 員を育 成する必 要がある と考えま す。今年 の採用試 験では 、短大・高
校卒程度 の職員採 用を行 っており ますが、 こういっ た若手の 新規採用 職員を 仕事の範囲
が広い各 支所に多 く配置 し、職員 を育てて いくとい う運用が できない かとい う意味にお
きまして 新規採用 職員並 びに若手 職員を各 支所へ多 く配属し 、幅広く 現場業 務を経験す
ることに より対応 力の高 い職員を 育成し、 災害対応 時の対応 能力向上 業務へ の協力、環
境を整備 されたい と思う ので、こ のことに ついてお 伺い申し 上げます 。よろ しくお願い
します。
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○議長（茂木

隆）

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 若手職員 の人事 配置につ いてであ りますが 、新規採 用職員の 配属に ついては、
基本的に は本庁内 の各課 所に３年 から５年 の職務経 験を積ま せた後に 、各支 所等の各課
に配置す ることと し、概 ね３５歳 までに少 なくとも 二つの異 なる業務 分野を 経験できる
よう配置しているところであります。
このう ち新規採 用職員 を本庁各 課に配置 すること は、基礎 的な知識 や専門 的な知識の
習得はも ちろんで ありま すが、日 常の仕事 を通じて 先輩職員 が意識的 かつ継 続的に指導
し、人材 育成、能 力開発 を行う職 員研修（ ＯＪＴ） を行う職 場環境で あると 考え配置し
ております。
また、 概ね３５ 歳まで に少なく とも二つ の異なる 業務分野 を経験さ せるこ とについて
は、多様 な業務経 験を通 じて職員 が自らの 業務適正 等を把握 できるよ うにす るためであ
ります。
しかし ながら、 議員ご 指摘のと おり、今 年のよう な災害が 発生した 場合の 支所の対応
に苦慮し たことも 事実で あり、各 支所の幅 広い分野 を担当す ることで 市民サ ービスの重
要性を認 識するこ とがで きるプラ ス面もあ ること、 さらに、 今年度の 採用試 験で新たな
採用枠と した一般 事務職 初級の職 員も採用 すること から、新 規採用職 員を含 む若手職員
の各支所 への人事 配置に ついては 、各課所 のバラン スを考慮 しながら 検討し てまいりま
す。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○３番（三浦常男）

はい、３番。
どうもありがとうございます。

ただい まも答弁 の中で ありまし たけれど も、本年 は短大及 び高校卒 業で一 般職としま
して５名 、技術職 １名と いうこと で６名を 採用され てござい ます。し かしな がら、まだ
この大仙 市におい ては、 短大、高 卒の卒業 者は相当 多くおる という観 点から 、来年以降
も多数の 採用をお 願いで きればな と思いま す。やは りまだま だこの農 村を抱 える大仙市
において は、やは り大学 卒業より も短大、 高卒がま だまだ多 いと思う 観点か ら、やはり
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今後とも 短大、高 卒の卒 業生の採 用を切に お願い申 し上げま して、答 弁は結 構でござい
ます。何卒よろしくお願いいたします。
以上でございます。
○議長（茂木

隆）

○３番（三浦常男）

次に、２番の項目について質問を許します。
続きまして、２点目についてご質問申し上げます。

２点目としまして、消防団員加入についてでございます。
近年、 火災によ る消防 団員の出 動よりも 自然災害 、特に大 雨による 水害等 による出動
・警戒活 動が多く なって ございま す。時期 的には、 大雨によ る付属事 態の出 動もあり、
春・秋の 火災予防 週間時 の装備点 検・巡回 活動を除 く出動も 多くある ことか ら、まして
団員の高齢化による団員の人員確保がままならない実態でございます。
各支団 ・分団と も団員 確保には 頑張って おります が、若手 の新規入 団職員 確保が思う
に任せず 、まして や団員 減少の歯 止めとし て退団年 齢を引き 上げてい ただい ております
が、若手 の団員確 保が思 うに任せ ず、いろ いろ手を 尽くして 入団に各 分団と も頑張って
ございます。
事実、 私も消防 団に入 ってござ いますし 、市議員 団の中に も大曲を 中心に しまして４
名、団員として頑張ってございます。
このよ うに、団 員を確 保する会 社等にお 願いを私 たちもし てござい ますけ れども、そ
の新規入 団団員に 声を掛 ける際、 障害にな るのが会 社が入団 にまだ障 害とな っていると
いうふう な声を聞 きます 。そうい う観点に おきまし て、若手 団員確保 急務と 感じている
中におき まして、 今後と も努力し て、市長 におかれ ましては 、今一度 重ねて お声がけを
していた だくよう にお願 い申し上 げ、企業 ・団体か らさらな る団員確 保にお 願いを申し
上げてい ただきた い、以 上のこと を踏まえ まして各 企業へ消 防団加入 推奨を 重ねてお願
い申し上 げます。 何卒よ ろしくお 願い申し 上げまし て、市長 より答弁 をよろ しくお願い
したいと思います。
以上でございます。
○議長（茂木

隆）

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 消防団員 の加入に つきまし ては、大 仙市消防 団の平成２９

年１０月 １日現在 の団員 数は１， ２５６人 であり、 条例定数 の１，３ ７５人 に満たない
状況にあります。
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また、 団員の高 齢化に 伴う退団 者の増加 と新入団 員の減少 により、 全体と して減少傾
向にあり 、地域防 災の重 要な担い 手となる 消防団員 の確保に ついては 、市と しても緊急
の課題であると捉えております。
そのよ うな中で 市とし ては、年 報酬及び 費用弁償 の引き上 げによる 消防団 員の処遇改
善に努めているほか、資機材の計画的な整備など活動環境の向上を図っております。
また、 火災予防 週間時 の団員募 集チラシ の配布、 消防団協 力事業所 制度の 推進、消防
団員のい る企業等 の事業 所を消防 団幹部が 訪問し、 消防団活 動への一 層の理 解と協力を
お願いす る活動な ど、こ れまでも 団員の確 保につい て市と消 防団が協 力して 取り組んで
おります。
今後は 、さらな る消防 団員の確 保のため に、これ までの取 り組みを 継続し ながら、消
防団員が いない企 業等の 事業所に ついては 、関係課 と協力し ながら入 団を希 望する方が
入団しや すい環境 をつく るため、 消防団幹 部等によ る訪問や 文書等に より消 防団活動へ
の理解を促し、新入団員の確保に努めてまいりたいと考えております。
【久米副市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○３番（三浦常男）

はい、３番。
まずもって答弁ありがとうございます。

今も市 当局の方 からも いろいろ 運動して いただい ておると 思います けれど も、同時に
消防団と しても再 編成と いうふう な形で頑 張ってお られるこ とに敬意 を表す るわけでご
ざいます けれども 、まだ それにお きまして も団員の 確保に苦 慮してい るとい うふうな状
況でござ います。 市議会 としても １月５日 の出初式 には、各 市議の方 々も参 列されてご
ざいます ので、今 後とも 市当局並 びに各市 議員の方 からも何 卒ご協力 を願う ことをお願
い申し上 げまして 、これ で質問を 終わりた いと思い ます。今 後ともよ ろしく お願いいた
します。ありがとうございました。
○議長（茂木

隆）

これにて３番三浦常男君の質問を終わります。
【３番

○議長 （茂木

隆）

三浦常男議員

降壇】

一 般質問 の途中で あります が、この 際、昼食 のため暫 時休憩いたし

ます。午後１時に再開いたします。
午前１１時５１分

休
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憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午後
○議長（茂木

隆）

０時５９分

再

開

休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。
次に、２番小笠原昌作君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、２番。
【２番

○議長（茂木

隆）

○２番 （小笠原 昌作）

小笠原昌作議員

登壇】

はじめに１番の項目について質問を許します。
私の大 好きな２ 番の議席 番号をも らいまし た地域住 民の会の小笠

原昌作で ございま す。こ の度の市 議選にお かれまし て、この 場に立た せてい ただきまし
た。本当 に感謝を 申し上 げます。 市民、地 域住民の 声を大切 に、一生 懸命頑 張ってまい
りますので、何卒よろしくお願いします。
初めて の経験で ござい ますので 、市長、 副市長は じめ当局 の皆様、 また、 議員の諸先
輩の皆様 方に、何 卒、何 卒ご指導 、ご鞭撻 のほど、 よろしく お願いし たいと 思います。
まずもって「明日の大仙市を拓く新たなチャレンジ」を信念にスタートした老松市長、
市政も早 ８カ月を 過ぎま した。日 々精力的 に取り組 んでいる 姿に、一 市民と して敬意を
表するものであります。
先程も 申されて おりま したけれ ども、こ の間、国 際花火シ ンポジウ ムや全 国５００歳
野球をは じめ数多 くのイ ベントが 開催され るなど、 内外に大 きなアピ ールも 活気を呼び
ました。
しかし 、７月・ ８月に は、予測 もしない 、かつて ないほど の記録的 な大雨 災害に見舞
われ、市内各地に大きな爪痕を残しました。
一方、９月には、神岡地区を中心に震度５強の大きな地震があり、今もって不安な
日々が続いております。
ともに 災害に遭 われた 方々には 、心から お見舞い を申し上 げます。 今後、 新設しよう
としてい る（仮称 ）災害 復旧対策 事業所を 拠点に、 一日も早 く急ピッ チで安 全・安心の
もてる復旧事業の展開を望みたいと思います。
それでは、早速質問に入ります。
農業に ついてで すが、 来年度か ら米の生 産調整、 いわゆる 減反が廃 止され ることにな
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りました 。また、 ＴＰＰ 、ＥＰＡ 対策など 、農業に とっては 大転換期 を迎え ました。文
字通り大 仙市の基 幹産業 である農 業を支え るために 、市では どのよう な将来 ビジョンを
お持ちかお伺いしたいと思います。
近年、 明るい兆 しとし て若い担 い手や女 性農業者 の活躍が 輝いてき ており ます。各地
域で実施 されてい る直売 所や、先 に行われ た秋の稔 りフェア などの軽 トラ市 でのイベン
トは、大変好評で消費者の皆さんに喜ばれていました。
かつて 先代の元 衆議院 議員故御 法川英文 先生が愛 した言葉 に「土に 立つ者 は倒れず
土に生き る者は飢 えず

土を守る 者は転び ず」とい う農業へ の肝いり の熱意 の言葉があ

りましたが、本当に感動いたしたわけでございます。
農業を 営む人々 に夢を 持てる環 境づくり と農業所 得のアッ プの実現 に向け 、足腰の強
い大仙農 業を築い てほし いもので すが、今 後、どう 取り組ん でいくの かお伺 いいたしま
す。
次に、 ２０２０ 年の東 京オリン ピック・ パラリン ピックま で残すと ころ千 日を切りま
した。本 県では、 この世 界の一大 イベント に様々な 形で参加 しようと する動 きがありま
す。
こうし た中で世 界各国 の選手団 や関係者 に安全・ 安心・食 味の豊富 な大仙 の米や野菜
を、自治 体やＪＡ と連携 を図り、 五輪への 食材提供 を実現し 、ビジネ スチャ ンスを広げ
るためにも、国内外にアピールしてはいかがでしょうか。
以上３点についてご答弁願います。
○議長（茂木

隆）

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】

小笠原昌作議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 農業につ いてで あります が、はじ めに、農 業を支え る将来ビ ジョン につきまし
ては、生 産調整を 含む米 政策の転 換や農産 物の輸出 入の自由 化の動き など、 農業を取り
巻く環境 は大きな 転換点 にあり、 稲作中心 の生産構 造となっ ている本 市農業 にとって厳
しい現状と認識しております。
農業を 将来も安 定的で 持続可能 なものと していく ためには 、所信表 明でも 申し上げま
したとお り、本市 の強み を生かし た「攻め のだいせ ん農業」 の確立を 目指し 、ＪＡ秋田
おばこを はじめ関 係機関 と連携し ながら、 攻めの姿 勢で農業 の現状を 打開す るよう取り
組んでまいります。
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米につ いては、 平成３ ０年産か らの米政 策の転換 に対し、 稲作適地 という 強みを生か
し、回復 傾向にあ る米価 の安定を 図るため 、ＪＡや 集荷業者 との連携 により 、需要に応
じた米生産に向け取り組んでまいります。
攻めの 姿勢にお いて重 要となる 経営の複 合化につ いては、 既に産地 として 確立してい
る大豆や 枝豆、ト マト、 花き、畜 産などの 振興に加 え、イチ ゴやしい たけを はじめとし
た冬期農 業の推進 により 、周年農 業の確立 を目指す ほか、優 良な地場 農産物 の付加価値
を高める とともに 、農業 所得の向 上を図る ６次産業 化を一層 進め、大 仙ブラ ンドの確立
を目指してまいります。
次に、 夢を持て る環境 づくりに つきまし ては、攻 めの農業 を実践し ていく 上で若手農
業者や女 性農業者 は重要 な位置付 けにある と考えて おります 。地域を 牽引す る若手農業
者の表彰制度である「大仙農業元気賞」が今年で１０年目を迎え、現在３４名の若き
リーダー が活躍し ており 、稲作の ほか園芸 、花き、 畜産など 複合経営 におい ても目覚ま
しい成果を上げております。
また、 女性農業 者につ いては、 各地域の 直売所で の販売の ほか、秋 の一大 イベントで
ある「大 仙市秋の 稔りフ ェア・だ いせん軽 トラ市」 では、そ れぞれが 特色あ る優良な農
産物や加工品を販売し、農・商が一体となって賑わいを創出しております。
これら のほか、 本市で はスーパ ーマーケ ットにお けるイン ショップ での販 売や、独自
ブランド である「 大曲の 花火ダリ ア」の生 産など、 多方面に わたり若 手農業 者や女性農
業者が活躍しております。
市では 、国・県 事業を 積極的に 活用する とともに 、独自の 事業とし て、東 部・西部新
規就農者 研修施設 による 若手農業 者の育成 、６次産 業化機械 導入への 助成な どを実施し
ております。
今後も 冬期農業 の推進 による周 年農業の 確立や農 業所得向 上を目指 す６次 産業化の取
り組みを 前進させ 、若手 農業者や 女性農業 者が夢を 持ち活躍 できる環 境づく りを一層進
めてまいります。
次に、 東京オリ ンピッ クへの食 材提供に つきまし ては、東 京オリン ピック ・パラリン
ピック競 技大会組 織委員 会で、使 用する食 材につい て食品安 全、環境 保全、 労働安全等
の確保に とどまら ず、先 進国にふ さわしい 持続可能 性が高い 水準での 食材提 供の実現を
求めた上 で農産物 の調達 基準を定 めており ます。こ の調達基 準による 要件を 満たす農産
グ
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物 と し て は 、 欧 州 を 中 心 に 普 及 し て い る ＧＬＯＢＡＬＧＡＰ や 、 そ の 日 本 版 で あ る

- 124 -

ジェイギヤツプ

ＪＧＡＰ など、国 際水準 の認証を 受けて生 産された 農産物で あります が、１ １月末時点
における 日本版の ＪＧＡ Ｐ認証取 得状況に ついては 、全国約 １２０万 戸の農 業者のうち
６７９件、県内においては９件７団体にとどまっております。
本市に おいては 、ＪＧ ＡＰ認証 取得費用 の一部を 市独自に 支援して まいり ましたが、
これまで２団体に対する補助実績となっております。
組織委 員会は、 ＧＡＰ 認証取得 が全国的 に進んで いない状 況を踏ま え、国 際水準認証
以外でも 国のガイ ドライ ンに準拠 した都道 府県版の ＧＡＰに ついて、 都道府 県等公的機
関による第三者の確認を条件に要件を満たすものと定めております。
これを 受けて秋 田県に おいても 、生産者 やＪＡ等 の目的に 応じた国 際水準 ＧＡＰ認証
取得の支 援とあわ せて、 県版ＧＡ Ｐの取り 組み拡大 とその確 認体制の 整備を 行うことと
しており 、来年度 から県 版ＧＡＰ の取り組 み拡大に 向けて、 各生産者 やＪＡ の生産部会
などの取り組み審査を行う方針となっております。
このよ うに調達 基準を 満たす農 産物を全 県域に拡 大し、開 催時期が 夏・秋 野菜などの
県産農産 物の最盛 期に当 たる東京 オリンピ ックに向 けて「オ ール秋田 」体制 でＰＲして
いく方針 であるこ とから 、本市と いたしま しても、 県と同調 するとと もに、 国内外の関
係者に大 仙市産農 産物の 品質の高 さなどを アピール する絶好 の機会と 捉え、 ＪＡ等とも
連携を図 りながら 推進し 、攻めの 農業の実 践につな げてまい りたいと 考えて おります。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

○２番（小笠原昌作）
○議長（茂木

隆）

○２番 （小笠原 昌作）

降壇】

再質問はありませんか。
ありません。
次に、２番の項目について質問を許します。
スポー ツと健康 について ですが、 大仙市で は「一生 スポーツ・一

生健康」を合い言葉に、楽しみながら気軽なスポーツを推進しています。
中高年 のがんや 糖尿病 など生活 習慣病に おける患 者が増加 している 中で、 スポーツ予
防は大切 であると 言われ ておりま す。膨れ 上がる医 療費の抑 制にもつ ながり ますので、
田園健康 都市なら ではの 趣きとし て、市挙 げてさら に一層積 極的に推 進し、 スポーツで
健康づく り、そし て地域 コミュニ ティづく りに取り 組んでほ しいもの ですが 、ご所見を
お伺いいたします。
○議長（茂木

隆）

２番の項目に対する答弁を求めます。吉川教育長。
【吉川教育長

登壇】
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○教育 長（吉川 正一）

質問の スポーツ と健康に ついてで あります が、現在 、第２次大仙

市スポー ツ推進計 画では 「ライフ ステージ に応じた スポーツ 活動の推 進」が 基本目標と
なってお り、市民 の誰も が、それ ぞれの体 力や年齢 、興味、 目的など に応じ て気軽にス
ポーツに 親しむこ とがで きるよう に、総合 型地域ス ポーツク ラブやス ポーツ 推進委員と
連携し、 ライフス テージ に応じた スポーツ への参加 機会の充 実を図る ことと しておりま
す。
具体的 には、各 地域に 設定され ているウ ォーキン グコース を活用し たイベ ントを開催
し、誰で も気軽に 体力維 持・増進 を図るこ とができ るウォー キングを 推進し 、健康づく
りのきっかけとなる場を提供しております。
ほかに もグラウ ンドゴ ルフやパ ークゴル フ、スポ ーツ吹矢 などの軽 スポー ツを楽しめ
る環境の整備に努めております。
また、 スポーツ を通じ て生活習 慣病やロ コモティ ブシンド ローム、 認知症 等を予防す
るため、 今後も健 康増進 センター 、地域包 括支援セ ンター、 地域スポ ーツク ラブ等と連
携を図り、気軽に参加できるスポーツ活動機会の充実を図ってまいります。
平成３ ０年度は 、第３ 次大仙市 スポーツ 推進計画 の策定年 度であり ます。 毎年実施し
ている「 運動・ス ポーツ に関する 意識調査 」アンケ ートによ りますと 、運動 ・スポーツ
に期待す る効果と して、 市民の多 くが「健 康水準の 改善」を 挙げてお り、日 頃抱えてい
る健康への不安がスポーツを始めるきっかけになることが考えられます。それを踏まえ、
次の計画 では、全 ての市 民がスポ ーツに親 しみ、健 康づくり を進め、 豊かな 社会生活を
送ること ができる よう、 より一層 の軽スポ ーツ活動 の推進と 、スポー ツを通 じた地域コ
ミュニティづくりに結びつくような計画を策定してまいります。
以上であります。
【吉川教育長
○議長（茂木

隆）

○２番（小笠原昌作）
○議長（茂木

隆）

○２番（小笠原昌作）

降壇】

再質問はありませんか。
ありません。
次に、３番の項目について質問を許します。
全国５００歳野球大会についてですけれども、少年野球発祥の地、

全県５０ ０歳野球 の発祥 の地とし て、県内 はもちろ ん全国に 名声を上 げてい る神岡地区
ですが、 全国大会 を神岡 地区を中 心に行う よう各方 面から大 きな声が 広がっ ています。
合併から の各市町 村にそ れぞれの 催し事が あるよう に、５０ ０歳野球 は昭和 ５４年に当
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時秋田県野球協会の会長、神岡出身の故高橋政泰さんの発案で誕生したものであります。
今年も１ ８５チー ムが終 結し、マ ンモス大 会に成長 いたしま した。ま さに５ ００歳野球
は、神岡 の宝であ ります 。全県大 会も全国 大会も同 じですが 、年々チ ーム数 が多くなれ
ばなるほ ど運営も 考慮し なくては いけない と思いま す。今後 のあり方 につい てご所見を
お伺いいたします。
○議長（茂木

隆）

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 全国５０ ０歳野球 大会につ いてであ りますが 、今年７月に

第１回全 国５００ 歳野球 大会が、 県外１８ チームを 含む全３ ２チーム の参加 により、滞
りなく開 催できま したこ とに、こ の場をお 借りしま して市議 会議員の 皆様を はじめ、野
球連盟、市民の皆様に心から御礼申し上げます。
この５ ００歳野 球は、 旧神岡町 時代に当 時の秋田 県野球協 会会長の 故高橋 政泰氏の考
案により、全県大会の歴史を刻んできたものであります。
全国大 会の運営 に際し ましても 、当然の ことなが らその歴 史を踏ま え、発 祥の地「大
仙市神岡 地域」を 背景に 、共催で ある秋田 魁新報社 、秋田県 野球協会 、秋田 県軟式野球
連盟、大 仙市野球 連盟、 そして大 仙市野球 連盟神岡 支部のご 協力を得 ながら 、プロジェ
クトチームを編成して開催にたどり着いたところでございます。
今後も 全国大会 を展開 していく 上で、そ の歴史と 背景を大 切にしな がら「 野球に燃え
る親父た ちの甲子 園」を 成功に導 きたいと 考えてお ります。 そして、 将来的 には、本市
を代表す る「大曲 の花火 」に次ぐ 看板イベ ントとし て成長す るよう努 めてま いります。
以上です。
【吉川教育長
○議長（茂木

隆）

○２番（小笠原昌作）
○議長（茂木

隆）

○２番（小笠原昌作）

降壇】

再質問はありませんか。
ありません。
次に、４番の項目について質問を許します。
西仙北中央公民館の改築についてご質問いたします。

かねて から地域 住民か らの要望 がありま した西仙 北中央公 民館の改 築につ いては、た
だいま基 本設計の 段階と 報告があ りました が、地域 の人材育 成の拠点 の場で もあり、生
涯教育の 場でもあ り、幅 広く住民 の意見を 反映し、 身の丈に 合った改 築をお 願いしたい
ものでご ざいます 。特に 高齢化社 会にふさ わしく、 地元の木 材をふん だんに 使用したお
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年寄りに やさしい 公民館 であって ほしいこ とを望み たいと思 います。 ととも に、駐車場
が非常に狭く、その整備にも万全に努めてほしいものであります。
また、 改築まで の利用 について 、住民に 混乱のな いように 周知徹底 した対 応をしてほ
しいものと思っております。
加えて 、日本一 の刈和 野の大綱 引き伝承 館なども 要望され ているよ うです が、五百有
余年の歴 史と国の 重要無 形民俗文 化財にも 指定され ておりま すので、 保存会 の意見を反
映しながら改築に向けて検討していただきたいものですが、ご所見をお伺いいたします。
○議長（茂木

隆）

４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】

質問の西仙北中央公民館の改築についてお答え申し上げます。

西仙北 中央公民 館は、 昭和５３ 年度に建 築され、 築３８年 が経過し ている ため、施設
並びに設 備の老朽 化や経 年劣化が 著しく、 耐震診断 等判定に おいて耐 震補強 等の対策が
必要と判断されております。
また、 この施設 は、地 域の中央 公民館と して西仙 北地域全 域をカバ ーして いる中心的
な生涯学 習重要拠 点であ ることか ら、現在 、改築工 事基本設 計業務を 進めて いるところ
であります。
改築の 基本方針 としま しては、 「市民が 利用しや すい公民 館」「市 民が集 い、親しみ
やすい公 民館」「 防災機 能を持つ 公民館」 を目指し 、多様な 方々が不 便なく 利用できる
ようなユ ニバーサ ルデザ インに対 応した公 民館の建 築を進め てまいり たいと 考えており
ます。
今後、 １２月中 旬には 住民説明 会を実施 し、要望 や意見を できるだ け反映 しながら、
利用者の 方々の代 替施設 や事務所 の移動等 、詳細な スケジュ ールを公 民館だ よりや市広
報等に掲載し、住民への周知に努めてまいります。
また、駐車場につきましては、現在の約２倍のスペースとなることから、毎年２月
１０日に 行われて いる刈 和野の大 綱引きの 綱よい作 業場とし ても十分 な広さ を確保でき
るものと考えております。
なお、 大綱の展 示等の あり方に 関しまし ては、刈 和野大綱 引保存会 のご意 見を踏まえ
ながら検討してまいります。
今後の 予定とし まして は、平成 ３０年度 に解体工 事、平成 ３１年度 に建設 工事を完了
し、平成 ３２年度 からの 開館を予 定してお り、これ まで以上 に地域住 民に開 かれた生涯
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学習の拠点として利用される公民館を目指してまいります。
以上です。
【吉川教育長
○議長（茂木

隆）

○２番（小笠原昌作）
○議長（茂木

隆）

○２番 （小笠原 昌作）

降壇】

再質問はありませんか。
ありません。
次に、５番の項目について質問を許します。
最後に なりまし たが、市 長は大仙 市の全て の地域を 隅々まで元気

にしたい という強 い思い を持って いますが 、地域活 性化に最 も重要な のは、 人材の育成
だと思い ます。市 民総参 加の中で 切り札は 、これか ら次世代 を担う若 者では ないでしょ
うか。
もちろ ん高齢者 の力、 女性の力 も大切で す。伝統 文化や職 人の技術 継承な どを守りな
がら自治 会、各種 団体等 々、地域 住民の声 と英知を 大切に活 かしなが ら、地 域活性化対
策の展開に邁進してほしいものですが、市長のご所見をお伺いいたします。
○議長（茂木

隆）

５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】

質問の地域活性化と人材育成についてお答え申し上げます。

地域活 性化と人 材育成 につきま しては、 議員ご指 摘のとお り、長い 年月を かけ培って
きた高齢 者の知恵 や経験 、女性の 視点や若 い方々の 新たな発 想などを 集約し 、地域が一
体となって進めることが必要と考えております。
そのよ うな中で 、伝統 文化や技 術の継承 には、や はり若い 方々の力 が不可 欠であり、
高齢の方々からは、若い人の力が欲しいという声も伺っております。
現在、 各地域で は、若 い方々の グループ による地 域活動が 行われて おりま す。幾つか
の例を挙 げますと 、西仙 北地域の 「にしせ ん未来塾 」、仙北 地域の「 払田柵 真会」、大
曲地域の 「四ツ屋 青年塾 」、現在 、南外地 域で準備 を進めて いる「若 者会議 」など、各
地域にお いて、２ ０歳代 から５０ 歳代の世 代を中心 に、子ど もたちを 交えな がら地域の
伝統行事 やイベン トなど に積極的 に携わり 、伝統文 化の継承 と地域の 活性化 につながる
活動を行っております。
加えて 、市では 、地域 住民や有 識者から の意見を 伺うため の機関で ある「 小規模高齢
化集落等 コミュニ ティ対 策会議」 からの提 言を受け 、地域活 動のリー ダー役 となって積
極的に活 躍する若 い世代 の人材を 育成する とともに 、セミナ ー参加者 同士の ネットワー
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ク構築を 図ること を目的 とした「 次世代地 域リーダ ー育成セ ミナー」 を平成 ２７年度か
ら実施しております。
３回目 となる今 年度は 、２０歳 代から５ ０歳代の 次世代の リーダー を担う 方々２３人
が参加し 、地域の 現状や 地域資源 を再認識 する手法 の一つで あります 「まち あるき」を
テーマにした研修を受けていただいております。このセミナーにより、参加者の皆様が、
今後の地 域づくり 活動や 地域の将 来を考え るにあた って、少 しでもヒ ントが 得られるよ
う期待しているところであります。
これま でも様々 な機会 を捉え、 若い方々 をはじめ 地域の皆 様の意見 を直接 伺ってまい
りました が、今後 は、さ らに様々 な年代の 方々の意 見をもと に地域活 性化対 策の展開と
地域づくりに係る施策の拡充に努め、次の時代を担う若いリーダーの育成を図りながら、
将来に夢と希望が持てるまちづくりを推進してまいります。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

○２番（小笠原昌作）
○議長（茂木

隆）

再質問はありませんか。
ありません。ご丁寧なご答弁、ありがとうございました。
これにて２番小笠原昌作君の質問を終わります。
【２番

○議長（茂木

隆）

降壇】

小笠原昌作議員

降壇】

次に、１１番佐藤文子さん。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、１１番。
【１１番

○議長（茂木

隆）

○１１ 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。今回 の一般質 問では、 先に行われま

した市議 選で私ど も日本 共産党が 公約に掲 げました 内容で、 市民の皆 さんか らの大変期
待が多く寄せられた内容の２点について取り上げさせていただきます。
それでは、通告に従い質問させていただきます。
まず最初に、学校給食の無料化について伺います。
我が党 は、学校 給食の 無料化に ついて、 これまで 再三取り 上げてき たとこ ろでありま
す。今年 度第１回 定例会 では、藤 田和久議 員が、全 国で５５ の自治体 が無償 化、一部補
助は４００自治体に上っていることを示し、当市での実施を求めたところでありました。
これへの 吉川教育 長の答 弁は、食 材費は保 護者負担 を明記し た学校教 育法に 基づくとい
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うもので、従前と変わらぬ内容でありました。
学校給 食無償化 は、昨 年度まで 実施した 自治体が ６３市町 村で、今 年度か ら始まった
２０市町 村と合わ せ８３ という自 治体に広 がってお ります。 無償化の 理由に は、子育て
支援や定 住しやす い環境 づくりに 加え、給 食を教育 の一環と して捉え る食育 の推進を挙
げる自治体が増えていることであります。
食育の 推進につ いては 、平成１ ７年制定 し、２１ 年改正の 食育基本 法にそ の重要性が
うたわれ ておりま す。前 文は大変 長いもの でありま すけれど も、まず 、子ど もたちが豊
かな人間性を育み、生きる力を身に付けていくためには、何よりも食が重要である。今、
改めて食 育を生き る上で の基本で あって、 知育・徳 育及び体 育の基礎 となる べきものと
位置付け るととも に、様 々な経験 を通じて 、食に関 する知識 と、食を 選択す る力を習得
し、健全 な食生活 を実践 すること のできる 人間を育 てる食育 を推進す ること が求められ
ている。 そして、 子ども たちに対 する食育 は、心身 の成長及 び人格の 形成に 大きな影響
を及ぼし 、生涯に わたっ て健全な 心と体を 培い、豊 かな人間 性を育ん でいく 基礎となる
もの。さ らには、 食をめ ぐる環境 の変化の 中で国民 の食に関 する考え 方を育 て、健全な
食生活を 実現する ことが 求められ る。今こ そ家庭、 学校、保 育所、地 域等を 中心に、国
民運動と して食育 の推進 に取り組 んでいる ことが我 々に課せ られてい る課題 であるとう
たっているわけであります。
このよ うに食育 の推進 は、教育 の一環で あること が明確に なってお ります 。学校給食
法があり ますが、 学校給 食法は、 この理念 のもとに 目的が定 められて いると 私は思って
おります 。したが って、 学校で提 供される 給食は、 無償で提 供される 教材等 と同じよう
に、無償とすべきと考えるのが筋だと思います。
学校給 食をめぐ っては 、格差拡 大社会の 中で食事 や栄養は 、学校給 食が頼 りという子
どもも少 なからず おりま すし、給 食費の未 納家庭の 増大など の問題も ありま す。それだ
けに学校 給食の無 料化は 、子ども の健全な 成長に大 きく寄与 するもの だと私 は考えてお
ります。 老松市長 の若者 定住対策 、そして 子育て支 援策、さ らには食 育推進 に向けた新
たな取り 組みとし て、学 校給食無 料化を是 非とも発 信してい ただきた いもの だというふ
うに思います。まずこれへの見解を求めます。
○議長（茂木

隆）

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。
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質問の 学校給食 の無料 化につい てであり ますが、 議員ご指 摘のとお り学校 給食法にお
いて、食 育の推進 も学校 給食の目 標として 掲げてお り、その 上で経費 の負担 についても
定めております。
食育の 重要性に ついて は、改め て申すま でもなく 、全ての 小・中学 校で「 食に関する
全体計画 」を作成 し、給 食の時間 、特別活 動、家庭 科、保健 体育科を はじめ とする学校
の教育活 動全体の 中で計 画的・組 織的に推 進してお ります。 あわせて 、食に 関する学習
内容を随 時学校報 等でお 知らせし 、家庭へ の啓蒙を 図るとと もに、地 域の方 々を講師に
招いての 料理教室 や健康 講話、児 童・生徒 が手作り 弁当を持 参する「 弁当の 日」の実践
など、地域や家庭と連携した食育の充実に努めております。
当市に おいては 、学校 給食法に 、学校給 食の実施 に必要な 施設及び 設備に 要する経費
や運営経 費は設置 者が負 担し、そ れ以外は 保護者負 担と明記 されてお ります ことから、
食材費となる給食費は保護者から負担いただいているところであります。
なお、 経済的に 苦労さ れている 保護者に 対しては 、就学援 助費制度 を紹介 するととも
に、分割納付など納めやすい環境整備にも努めているところであります。
したが いまして 、学校 給食費に つきまし ては、こ れまでと 同様の対 応をお 願いしたい
と考えて おります が、先 般、国に より各自 治体の学 校給食費 無償化の 取り組 み状況の調
査が実施 され、そ の結果 の公表が 予定され ているこ とから、 今後の国 の動向 を注視して
まいりたいと考えております。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１１ 番（佐藤 文子）

はい、１１番。
国によ る調査が 行われて いるその 結果、動 向を踏ま えて今後検討

していき たいとい うよう な答弁で ございま したけれ ども、い ずれ昨年 度、そ して今年度
に入りまして無料化を決めた自治体が約３０ほどあるんですね。そういうふうなことで、
学校給食 法では当 然食材 費は保護 者負担と いうふう に規定は されてお ります が、それを
乗り越え て無料化 にした というふ うなその 背景には 、やっぱ り少子高 齢化、 そして格差
拡大、貧 困の拡大 、ある いは何よ りも食育 の推進と いうふう なことと 地産地 消の推進、
こういっ たような ことな どが背景 になって 学校給食 法にとら われず、 独自の そうした教
育の一環 としての 取り組 みが進め られてき たのだと いうふう に思いま す。そ ういうふう
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な意味で 、全国で も調査 もせざる を得ない 状況にな ってきて いるとい うふう な中で、今
後、この無償化の動きはますます広がるものだと思います。
ただ一 つ、財源 的に５ ００億の 財政規模 の一般会 計５００ 億、この 大仙市 で給食費無
料化にす るならば 、どれ ぐらいの 予算が必 要なのか というふ うなこと を若干 計算してみ
ますと、 大仙市の 小・中 児童生徒 数は五千 五、六百 人という ふうなこ とで、 給食納付金
は、その 児童生徒 の分で ２億９， ７００万 円ほどの ようであ ります。 このう ち要保護、
準要保護 の分を除 きます と２億７ ，８００ 万という ふうなこ とであり まして 、この分、
完全に無 料化とい うふう なことに するため にも２億 ７，８０ ０万、こ れで五 千五、六百
人の子ど もたちの 保護者 から大変 に喜ばれ るという 、政策的 効果が非 常に大 きいわけで
あります 。これ、 やる気 さえあれ ば財源的 には十分 可能なも のだと思 います ので、是非
とも国の 動向を注 視して まいりた いという ふうな答 弁ではあ りますけ れども 、昨年度、
今年度実 施の自治 体、こ の中には ８３と言 いました けれども 、そのう ち市の 段階で実施
している のが８つ あるわ けです。 是非とも この秋田 県から大 仙市が全 国に、 秋田県の市
で無償化 というふ うなこ とを発信 してもら いたいと いうこと で、是非 とも国 の調査結果
如何にか かわらず 前向き に検討い ただきた いという ふうなこ とで、も う一度 市長のお考
えをお聞きしたいと思います。
○議長（茂木

隆）

○市長（老松博行）

再質問に対する答弁を求めます。老松市長。
佐藤文子議員の再質問にお答えしたいと思います。

おっし ゃるとお り保護 者の負担 軽減等、 学校給食 費の無料 化という のは、 そういった
面では大 変効果が あると 言います か、子育 て支援に おいては 、そうい った意 味で効果が
あるとい うふうに 十分認 識してい るところ でありま すけれど も、やは り今ご 指摘ありま
したけれ ども２億 七、八 千万円で すか、こ れを市単 独でこの 額を一般 財源に 振り替える
と言いま すか、こ うした ことは、 この財政 規模から しては、 やはり大 変な大 きな額だと
いうふう に認識し ており ます。慎 重に対応 せざるを 得ない金 額だとい うふう に思ってお
りますの で、私、 今回、 国の調査 、国では っきりこ の調査結 果をどう すると いうことを
文科省は 言ってお りませ んけれど も、国で はそうい う、ある 意味、今 まで学 校給食法の
規定を重 視してき たとこ ろだと思 いますけ れども、 それが国 の方で少 し考え 方が変わる
のではな いかなと いうふ うに少し 期待して いるとこ ろもある わけです けれど も、これ市
町村単独 でこうし た大き な額を、 何と言い ますか政 策的に実 施すると いうの は、なかな
か難しいことで慎重を要することだという認識でおります。
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以上です。
○議長（茂木

隆）

再々質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１１ 番（佐藤 文子）

はい、１１番。
大仙市 で２億７ ，０００ 万が非常 に大きな 財政負担 になるという

ふうなご 答弁のよ うであ りました が、もし これを半 額補助と いうふう な形を とりますと
１億９， ０００万 弱で大 丈夫なわ けですけ れども、 それでは 無償化に してい る町村、そ
れらはお 金が十分 にあっ てやって いるのか というふ うなこと から言い ますと 、決してそ
れは違う と思いま す。や っぱりそ の政策的 に今、何 にとびき りお金も 政策的 に力を入れ
なければ いけない のかと いうとこ ろからや っぱり発 している というふ うに思 います。八
つの市以 外の７５ 程の町 村におい ては、財 政的に大 変な中で もそうし た少子 化対策、食
育対策、 そして地 産地消 、こうし たことへ の力入れ の問題な のではと いうふ うに思いま
すので、 是非とも 財政的 な理由で なかなか 無償化で きないと いうふう なもの は、もう既
に実践し ている町 村の経 験からす れば、こ れ当ては まらない のではな いかと いうふうに
思います ので、是 非とも 半額補助 というふ うな段階 的な無償 化への取 り組み でもよろし
いですの で、是非 検討を 求めてい きたいと 思います 。これに 対して答 弁があ りますなら
ばお答えいただければあれですけども。
○議長（茂木

隆）

○市長（老松博行）

再々質問に対する答弁を求めます。老松市長。
再々質問にお答え申し上げたいと思います。

今、財 政規模の 小さい 町村も取 り組まれ ていると いうご指 摘であり ました けれども、
やはりそ の市町村 におい て子育て 支援、そ れから教 育の施策 として、 どうい った分野に
お金をか けるかと いうそ ういう、 いろんな 議論のあ る中でそ うした判 断をさ れているこ
とだとい うふうに 思って おります 。大仙市 としては 、給食費 の減免と いう、 無料化とい
うことで はなくて 、ほか の福祉の 子育て支 援策、そ れから教 育の何と 言いま すか内容の
質の充実 、そうし たこと にお金を 、経費を 、予算を 充当して いるとい う、そ ういうふう
にご理解いただければというふうに思います。
以上です。
○議長（茂木

隆）

○１１ 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、子ど もの医療 費の無料 化、高校 卒、１８ 歳年度末まで

の無料化の実施を求めて質問いたします。
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子ども の医療費 の無料 化は、秋 田県が２ ８年８月 から中学 生まで無 料化す ることによ
り、着実に前進してまいりました。今年度当初予算には、中学生の対象人数を
１，５１ ６人を見 込み、 一人当た り医療費 ２万４， ７００円 として３ ，７４ ４万５千円
を計上しております。
今回改 めて高校 卒、１ ８歳年度 末までの 医療費無 料化を求 めるもの であり ますけれど
も、新た に１８歳 までと しました のは、中 には高校 に通学し ていない 方もい らっしゃる
というふうなことからであります。
国民衛 生の動向 から、 受療率と いうもの を見ます と、外来 の場合、 １５歳 から１９歳
の年齢層では、どの年齢層よりも最も低い受療率となっており、人口１０万人当たり
１，９３１人というふうなことになっております。ちなみに、この外来で１０歳から
１４歳で は２，６ ４７人 というふ うになっ ておりま すので、 中学校卒 業し、 １９歳まで
には、あ まり病気 にかか らないと いうふう なことだ と言えま す。しか し、高 校生になれ
ば、経済 的負担は 急に増 えますし 、また、 働いてい るとして も収入が 少ない 、そういっ
た年齢層 でありま す。こ うしたこ とから、 病気にか かったり 、通院、 あるい は入院とい
うふうなことになれば、その負担感は大きいものがあります。
こうし たことか ら、１ ８歳年度 末まで医 療費を無 料にする ことで、 大きく 家計応援に
つながり ます。そ して、 これによ る市の独 自の財政 負担は３ ，０００ 万円程 度だという
ふうに考 えられま す。是 非とも１ ８歳年度 末までの 無料化を 実施して いただ きたいと思
うわけですが、これへの見解を求めます。
○議長（茂木

隆）

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 問の子 どもの医 療費無料 化、高校 卒・１８ 歳までの 実施について

お答え申し上げます。
子ども の医療費 助成は 、子育て 支援施策 の一つと しての位 置付けに なりま すが、市で
は県内市 町村に先 駆けて 対象者を 中学生ま で拡大し 、平成２ ８年８月 診療分 から県にお
いても補助対象となり、秋田県の一元化が実現したところであります。
現在、 秋田県内 におい て、１市 ４町で１ ８歳の年 度末まで 助成を実 施して いると承知
しており ますが、 市では 、子ども の医療費 助成を義 務教育課 程までと 捉えて おり、高校
卒・１８歳までの医療費助成は、県全体の施策と考えております。
第２次 総合計画 基本構 想にも掲 げており ますよう に、ほか の子育て 支援施 策とあわせ
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て中学生までの医療費助成を着実に継続してまいります。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１１ 番（佐藤 文子）

はい、１１番。
医療費 の無料化 は義務教 育課程ま でだとい うふうな ところを、頑

として変 えようと しない というふ うなこと でですね 、ほかの それでは 進んだ 子育て支援
策という ふうなも ので、 とびきり この大仙 市で、こ こが他市 町村には ないも のだという
ふうなものが、なかなかもう探してもないくらい多くの子育て支援を県全体としても
やっぱり 進めてき ている というの が実態な わけです 。医療費 の問題で は、１ 市４町が実
施しておりますけれども、この３，０００万医療費、これほどもかからないと思います。
そういう ふうなこ とで、 急に高校 に入れば 家計負担 が一気に 増えると いうふ うなところ
に、病気 にそんな になら ない高校 生、ある いは１８ 歳年度末 というふ うなと ころまでの
病気にな ったとき に、不 測の事態 というふ うなこと で急激な 医療費出 費とい うふうなも
のを、何 とかやっ ぱり支 えて家計 応援につ なげたい という、 そういう ふうな ことで、そ
の辺を柔 軟に、も う義務 教育まで だという ふうな捉 え方、そ こら辺を ね、少 し考え方を
変えてい ただきた いもの だなとい うふうな ところで 要求、再 度まず見 解をよ ろしくお願
いします。
○議長（茂木

隆）

○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たいと思います。

私ども の方でも 試算を してみま した。国 保世帯の 高校生の 分しか把 握でき ていないわ
けであり ますので 、そこ から試算 させてい ただきま したけれ ども、今 年の４ 月・５月・
６月の３ カ月分の 平均的 な数字を 使って試 算いたし ますと、 １人当た り３万 １千円弱で
すかね、 それが１ ，７７ ０人、全 体で大仙 市で高校 ３年間の 対象者が いらっ しゃるとい
うことで 、計算し ますと ５，４８ ０万と。 それから 、夏休み が入る７ 月・８ 月・９月で
同じよう に計算、 試算い たしまし たところ 、８月分 がちょっ と診療費 が、医 療費が高く
なっておりまして平均が３万４，６７３円、１，７７０人にそれを掛けますと
６，１３ ０万円と いう額 になりま す。今年 の４月・ ５月・６ 月、それ から７ 月・８月・
９月の国 保世帯の 高校生 の分から 試算した ところで あります 。金額の 多寡で はないとい
う先程ご 指摘あり ました けれども 、やはり そういっ たまとま った５， ０００ 万円以上の
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お金が、 今、大仙 市では 単独で所 得制限を 緩和した りするこ とで、県 の制度 プラスあれ
で８，０ ００万円 の持ち 出しをさ せていた だいてい るところ でありま す。そ のほかに、
さらにま た５，０ ００万 、６，０ ００万と いう議論 になりま すので、 ここも 金額の問題
ではない という先 程ご指 摘ありま したけれ ども、や はり慎重 に検討さ せてい ただかざる
を得ない分野だと思っております。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

再々質問ありませんか。

○１１番（佐藤文子）
○議長（茂木

隆）

ありません。
これにて１１番佐藤文子さんの質問を終わります。
【１１番

○議長 （茂木

隆）

降壇】

佐藤文子議員

降壇】

次 に、日 程第２、 議案第１ ６１号か ら日程第 １９、議 案第１７８号

までの１８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。質疑ありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

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 ６１号か ら議案第 １７８号 までの １８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 （茂木

隆）

次 に、日 程第２０ 、議案第 １７９号 及び日程 第２１、 議案第１８０

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１７９ 号、暁橋 橋梁補修 工事請負 契約の変 更につきまし

て、ご説明申し上げます。
お手元の資料Ｎｏ．４、追加議案書の１ページをご覧願います。
本案は 、平成２ ９年第 １回定例 会におい て議決を いただい ておりま す西仙 北地域刈和
野地区の 暁橋橋梁 補修工 事請負契 約につき まして、 工事の進 捗に伴い 、橋梁 の床版や橋
台内部な どの損傷 が見込 みよりも 広範囲で あること が判明し 、補修工 事量の 増加などが
生じるこ とから、 工事請 負金額を ８５０万 ９，３２ ０円増額 し、変更 後の契 約金額を１
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億８，６ ２２万３ ，３２ ０円に変 更するも ので、大 仙市議会 の議決に 付すべ き契約及び
財産の取 得又は処 分に関 する条例 に基づき 、議会の 議決をお 願いする もので あります。
続きま して、お 手元の 資料Ｎｏ ．５「大 仙市補正 予算〔１ ２月補正 ③〕」 をご覧願い
ます。
１ページをお願いいたします。
議案第 １８０号 、平成 ２９年度 大仙市一 般会計補 正予算（ 第１１号 ）につ いて、ご説
明申し上げます。
今回の 補正予算 は、仙 北地域の 温泉施設 において 、水中ポ ンプのケ ーブル 損傷により
揚湯でき なくなっ たこと から、源 泉井戸内 の洗浄及 びケーブ ル等の交 換工事 の実施に係
る補正を 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， ２９４ 万円を追加
し、補正後の予算総額を５０３億５，４４６万４千円と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。
６ページをお願いいたします。
１９款繰越金は、前年度繰越金として２，２９４万円の補正であります。
次に、歳出の補正であります。
７款商 工費は、 柵の湯 管理費と いたしま して、先 月１８日 に水中ポ ンプの ケーブルに
開いた穴からお湯が浸透し、漏電を引き起こしたことが原因と考えられる故障が発生し、
お湯のく み上げが できな い状況で あります 。漏電の 原因は、 井戸内に 付着し たスケール
や金属の 腐食によ る可能 性が高い ことから 、井戸洗 浄に係る 経費及び 水中ケ ーブルなど
の揚湯機材の交換工事に係る経費として２，２９４万円の補正であります。
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。
○議長（茂木

隆）

○１１番（佐藤文子）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。はい、１１番。
柵の湯の補正予算に関連して１件お尋ねいたします。

この事 業説明書 、一緒 に配られ てありま す内容を 見ますと 、修繕実 績とい うところに
平成２６ 年に水中 ポンプ 及びケー ブル交換 、これも 漏電によ るケーブ ル破損 というふう
になって いるよう ですが 、この３ 年前のこ の損傷と 今回の損 傷、同様 に見え るようです
が、それ くらいこ のいわ ゆる破損 事故等が 起こりや すい温泉 の泉質だ とかそ ういうふう
なもので 修繕等が 、こう 簡単にも 何度も出 てくると いうふう なことは あるも のなのかど
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うか、ちょっと伺いたいと思います。
○議長（茂木

隆）

暫時休憩いたします。
午後

１時５８分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午後
○議長（茂木

隆）

２時０１分

再

開

休憩前に引き続き、会議を開きます。

それでは、当局から答弁を求めます。今野総務部長。
○総務部長（今野功成）

大変遅くなりまして申し訳ございませんでした。

平成２ ６年度も 漏電に よる破損 により修 繕を実施 しており ますが、 その際 にはスケー
ルの除去 の工事を 実施し なかった というこ とで、漏 電だけの 補修工事 を実施 したという
ことです 。源泉自 体がそ のスケー ルが非常 につきや すい泉質 というこ とで、 本来であり
ますと５ 年に一度 程度、 本来スケ ール除去 のメンテ ナンスを するべき もので あるという
ことでし たが、２ ６年度 はそうい う同様の 工事では なかった というこ とで、 今回は漏電
工事とあ わせてス ケール の除去工 事もさせ ていただ きたいと いう補正 のお願 いでござい
ます。
○議長（茂木

隆）

はい、１１番。

○１１ 番（佐藤 文子）

そうし ますと今 の答弁は 、３年前 に、いわ ゆる温泉 の泉質による

付着、そ のスケー ルを取 り除いて いれば、 今回の漏 電という ふうなと ころま では発生し
ないで済 んだった のかと 、結果論 ですけれ ども、そ ういうふ うに捉え られる のでしょう
か。
○議長（茂木

隆）

今野総務部長。

○総務部長（今野功成）

お答え申し上げます。

２６年 度にスケ ール除 去をあわ せて実施 したとす れば、今 回のよう な３年 に一度の漏
電に至らなかった可能性は高いと考えております。
○議長（茂木

隆）

○１１ 番（佐藤 文子）

はい、１１番。
そうし ますと、 今回修理 しまして 取り替え まして、 このスケール

のいわゆ るメンテ ナンス ですね、 スケール 除去も含 めて、そ れはやっ ぱり定 期的に行う
というふ うな、そ ういっ た指導と いうか、 そのいわ ゆる計画 というふ うなも のはもとも
とあった ものなの か、こ れからそ れを今回 こういう ことがあ ったので 、今回 からはやっ
ぱりそう いう定期 的なメ ンテナン ス計画を しっかり 立てると いうふう なこと が必要なの

- 139 -

か、その指導、その辺はどう考えておりますか。
○議長（茂木

隆）

暫時休憩いたします。
午後

２時０３分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午後
○議長（茂木

隆）

２時０４分

再

開

会議を開きます。

副市長。
○副市 長（久米 正雄）

柵の湯 の修繕に 関してご 答弁申し 上げたい と思いま すが、源泉に

ついては 、やはり そこの 泉質によ ってもの すごく鉄 管が腐食 しやすい 源泉、 そうでない
ところも あります 。業者 からは、 定期的に 井戸洗浄 というふ うなこと を言わ れておりま
す。井戸 洗浄とい うのは 、水中ポ ンプを引 き揚げて 井戸の中 をきれい にする と、そうい
うふうな ことでお 湯の量 も増量し ますし長 持ちする わけです けれども 、収入 と支出の関
係で、やはりなかなかそれを計画的にやるというのはなかなか難しいわけでありまして、
ただ、柵の湯については５年に１回ぐらいやらないと、できないような泉質であります。
今回引き 揚げてみ たら鉄 管も腐れ ておりま して、そ の鉄管の 取り替え も１０ 本程、今回
の工事に 入ってお ります 。そうい うふうな ことです から、一 律にはい かない わけですけ
れども、 柵の湯に ついて は特にそ ういう泉 質が悪い というこ とで、今 回、カ メラを入れ
て調査しようとしました。そうしたら源泉温度が５３度Ｃか４度Ｃあります。ところが、
カメラが ５０度Ｃ まで対 応できな いという ふうなこ とで調査 不能とい う、会 社の方から
そういう ことがあ りまし たので、 そこまで できない わけであ りまして 、本当 はカメラで
調査して やれれば 一番い いわけで す。井戸 の中のケ ーシング がどうな ってい るか、そこ
まで調べ るのが一 番いい わけです けれども 、今回は 緊急避難 的に、や っぱり 何としても
これをや らないと お湯が 出ません ので、そ ういうふ うなこと で、まず 慎重な 工事をする
というふ うなこと で業者 からは聞 いており ます。そ ういうよ うなこと ですの で、柵の湯
について は、今回 本当２ ６年度に 一緒に管 の洗浄と ケーブル と、それ からポ ンプを取り
替えれば よかった んです けれども 、経費の 関係もあ ってポン プとケー ブルだ けにしたわ
けであります。そういうようなことですので、ひとつご理解願いたいと思います。
○議長（茂木

隆）

質疑ありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。これにて質疑を終結いたします。
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ただい ま議題と なって おります 議案第１ ７９号及 び議案第 １８０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 （茂木

隆）

次 に、日 程第２２ 、請願第 １号及び 日程第２ ３、請願 第２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 （茂木

隆）

次 に、日 程第２４ 、陳情第 １号から 日程第２ ７、陳情 第４号までの

４件を一括して議題といたします。
本４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 （茂木

隆）

お 諮りい たします 。各常任 委員会審 査のため 、１２月 ９日から１２

月１７日まで、９日間休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

ご異議なしと認めます。よって、１２月９日から１２月１７日まで、

９日間休会することに決しました。

○議長（茂木

隆）

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１２ 月１８日 、本会議 第４日を 定刻に 開議いたし
ます。
ご苦労様でした。
午後

２時０８分

散
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会
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