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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。

○議長（茂木

隆）

本日の議事は、議事日程第２号をもって進めます。

○議長（茂木

隆）

日程第１、一般質問を行います。

順次質問を許可します。最初に、７番石塚柏君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、７番。
【７番

石塚柏議員

登壇】

○議長（茂木

隆）

はじめに、１番の項目について質問を許します。

○７番 （石塚

柏）

私 は、だ いせんの 会の石塚 柏でござ います。 通告に従 い、一般質問

をさせていただきます。
今日は 、傍聴席 に私の 高校の恩 師がいら っしゃい ます。緊 張しない ように 、引っかか
らないように努めますので、是非よろしくお願いをいたします。
まず最初に、学校給食についてであります。
今、秋 田県の教 育は、 誰からも 賞賛され る栄光の 時代にあ ります。 それは 、学力の水
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準の高さに対してであります。
しかし ながら、 教育の 環境は、 まず安全 ・安心の 場でなけ ればなり ません 。通学の交
通安全に つきまし ては、 地域でお 手伝いを させてい ただいて おります が、食 の安全につ
きましては地域ではできません。
そこで お尋ねい たしま す。平成 ２５年２ 月に中仙 地区で２ ９２名の 集団食 中毒事故が
発生いた しました 。現在 でも１日 に６，６ ００食を ５カ所の 給食セン ターで 分散して調
理し、配 送をして おりま す。集団 食中毒事 件を機に 、ＨＡＣ ＣＰを導 入しま したが、導
入した前 と後では システ ムがどう 変わった のか、職 員が変わ ったのか 、その 後、食中毒
の発生は防げているのか、お尋ねいたします。
次の質 問ですが 、文部 科学省で は、学校 給食栄養 管理基準 を定めて 給食の 安全に万全
を期そう としてお ります が、残念 ながら全 国を見ま すと、集 団食中毒 事故は やまないの
が実情であります。
一方、 全国では 、食物 アレルギ ー事故は 年間８０ ４件発生 しており 、平成 ２４年に調
布市の学校給食で食物アレルギーの死亡事故が発生しました。
これを 契機に文 部科学 省は、ガ イドライ ン「学校 給食にお ける食物 アレル ギー対応指
針」を定 めて対応 しよう としてお りますが 、これだ けで食物 アレルギ ー事故 を防げるの
か疑問です。
大仙市 では、独 自の対 策を講じ ていると 伺ってお りますが 、どのよ うに対 応されてい
るのか、 さらに、 産業界 ではヒュ ーマンエ ラーを防 ぐポカ除 けに代表 される 具体的な対
策をして いるわけ ですが 、こうし たことも 検討され てはどう かと考え ます。 当局のお答
えをお伺いいたします。
次に、食育の目標についてお尋ねいたします。
学校給 食法は、 昭和２ ９年６月 に施行さ れ、その 中で、適 切な栄養 の摂取 による健康
の保持・ 増進を図 るとい う目標を 掲げてお ります。 これが当 時の教育 界では 、切迫した
目標ではなかったでしょうか。
その後 、国民の 生活は 豊かにな り、学校 の体育を 契機にス ポーツを 取り入 れた豊かな
人生を送る国民も多くなりました。
また、 町の本屋 には、 家庭のテ ーブルに 乗るよう なさまざ まな料理 がたく さん陳列さ
れており 、その種 類の多 さに驚く ばかりで あります 。スポー ツと同じ ように 、家庭での
食事を通じて豊かな生活ができたらと思わずにいられません。
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学校教 育で食生 活を通 じて豊か な生活へ 導く教育 は可能な のか、当 局のお 考えをお伺
いいたします。
最後に、東京で会った私の知人の娘さんのお話をしたいと思います。
その娘 さんは、 結婚さ れて２人 のお子さ んがいて 、そのお 子さんを 秋田で 育てたいと
おっしゃ いました 。それ だけでも 嬉しかっ たのです が、夫と 相談して 在宅の 勤務ができ
るので、 今、準備 してい るところ だとおっ しゃって いるのに は、さら に驚き ました。勤
めている会社では、遠隔地の在宅勤務は珍しくないとのお話でした。
夫妻と も外資系 のコン ピュータ ソフトの 仕事をし ている、 これは稀 なケー スかもしれ
ませんが 、こうし た豊か な教育環 境が人口 減で悩ん でいる秋 田に明る い話題 を提供して
くれるものかと喜んだ次第です。
教育に携わっていらっしゃる皆さんにお話をさせていただきました。
これで私の教育に関する質問を終わります。
○議長（茂木

隆）

１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】

石塚柏議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 大仙市の 学校給 食の安全 と食育に ついてで あります が、はじ めに、 ＨＡＣＣＰ
の導入前 ・導入後 の効果 の検証に つきまし ては、食 中毒の再 発防止を 目的に 、石塚議員
からのＩ ＳＯ、Ｈ ＡＣＣ Ｐなどの 第三者認 証取得の 提案をも とに、平 成２６ 年１０月に
学校給食 総合セン ターが 学校給食 共同調理 場として は、初の 秋田県Ｈ ＡＣＣ Ｐの認証を
取得しました。
その後 も中仙、 西部、 太田の各 学校給食 センター が認証を 取得して おり、 仙北学校給
食センタ ーにつき まして も、現在 、認証取 得に向け て作業を 進めてお り、当 初の目標で
あります市内五つの学校給食センター全てが認証を取得する見込みであります。
ご承知 のとおり 、ＨＡ ＣＣＰは 、食品の 原材料の 生産から 加工、流 通、販 売に至るま
で全ての 行程毎に 管理基 準を定め て監視す ることに より、危 害の発生 を未然 に防ぐ管理
手法であ ります。 このＨ ＡＣＣＰ 導入によ り、加熱 調理温度 の徹底し た管理 と記録、作
業前後の 厨房設備 の点検 と記録な ど、作業 工程毎の 作業量が 大幅に増 加しま したが、こ
うした作業を通して、調理員の衛生管理に対する意識が向上しております。
こうし たシステ ムの見 直しや徹 底した食 材の検品 、衛生管 理により 、食中 毒の事故や
トラブルは発生しておりません。
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ＨＡＣ ＣＰ導入 前と比 べて、よ り安全・ 安心な給 食提供が できてい るもの と捉えてお
ります。
次に、 ヒューマ ンエラ ーを防ぐ 具体的な 対策につ いてであ りますが 、本市 では、文部
科学省が 定めた学 校給食 衛生管理 基準に沿 った給食 づくりに 加え、学 校給食 における集
団食中毒 対策、特 にノロ ウイルス 対策につ いては、 大曲仙北 医師会の 指導の もと、ノロ
ウイルス 等による 集団感 染防止の ための「 学校給食 停止基準 」を定め ており ます。これ
に基づき 、調理員 の健康 チェック はもちろ ん、その 家族の体 調管理も 毎日行 っており、
下痢、嘔 吐の症状 があり 、感染症 の疑いの ある場合 は、出勤 を停止さ せ、ノ ロウイルス
検査を行うこととしております。
ノロウ イルス検 査で陽 性者が出 た場合は 、学校給 食を停止 し、他の 職員の 検査とセン
ター内の消毒を行うことで集団食中毒防止の徹底に努めております。
また、 アレルギ ー対策 について は、年々 増加する 食物アレ ルギーを 持つ児 童生徒に対
応するた め、文部 科学省 が定めた ガイドラ インに基 づき、平 成２６年 ９月に 「大仙市食
物アレル ギーマニ ュアル 」を定め 、その中 で食物ア レルギー を持つ児 童生徒 の個人カル
テを作成し、学校・学年が変わっても子どもの状況がわかるようにしております。
また、 学校給食 総合セ ンターで は、学校 給食管理 ソフトに アレルギ ーの原 因食材を抽
出する機 能を追加 し、原 因食材を 除去した 安全な献 立作成が 可能とな ってお ります。最
終的には、複数の目で確認できるよう栄養教諭、学校栄養職員に加えて、食物アレル
ギー専門の栄養士と調理員を増やすことでチェック体制の強化を図っております。
食物ア レルギー を持つ 児童生徒 が在籍す る学校と 保護者に 対しては 、事前 に除去・代
替食のあ る日を、 献立表 と共に「 個別アレ ルギーチ ェック表 」を通知 してお り、相互に
確認をしております。
学校においては、対象児童生徒の個人毎に作成した「アレルギー対応食確認票」と
「給食及びアレルギー食受取簿」で配膳から喫食、下膳までを確認、記録するとともに、
給食担当 の教員と 学級担 任が二重 にチェッ クするこ ととして おります 。さら に、重度の
食物アレ ルギー児 童生徒 が在籍す る学校に つきまし ては、教 職員を対 象に毎 年、緊急時
対応の講習会を開催しております。
このよ うに国の 基準に 加えて市 独自の対 策を講じ ておりま すが、今 後もヒ ューマンエ
ラーを防ぐため、チェック体制の強化に努めてまいります。
次に、 食事を通 じ豊か な家庭へ と導く「 食育」の 推進につ いてであ ります が、市では
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平成２６ 年３月に 第２次 大仙市食 育推進計 画を策定 し、健全 な食習慣 の普及 や地域特有
の食文化 の継承、 食の安 全に関す る啓発な ど、食育 に関する 各種の取 り組み を関係機関
と連携して進めております。
また、 児童生徒 を取り 巻く環境 としまし ては、市 の基幹産 業である 農業を 食育に取り
組んだ「 食農教育 」を推 進してお り、農業 関係者の 協力によ る農業体 験や生 産者との交
流会など を通じて 、生産 者や食べ 物に感謝 する心を 育むなど 、豊かな 人間性 の醸成に努
めております。
学校に おいては 、全て の小・中 学校で「 食に関す る全体計 画」を作 成し、 学校の教育
活動全体の中で、計画的・組織的に食育を推進しております。
望まし い栄養や 食事の とり方、 食事のマ ナー等に 加え、食 文化や食 事の喜 び・楽しさ
の理解に ついても 学習す ることと しており 、地域や 家庭と連 携しなが ら食育 の充実に努
めております。
市とい たしまし ても、 食育は健 全な体と 豊かな心 を培う上 で重要な 取り組 みであると
考えてお り、特に 児童生 徒におき ましては 、心身の 成長発達 が著しい 時期で あることか
ら、食育が果たす役割が大きいものと認識しております。
平成３ ０年度に は、「 第３次大 仙市食育 推進計画 」を策定 する予定 でおり ますので、
市民の健 康増進と 豊かな 人間形成 に資する 食育計画 並びに食 育事業の 充実に 努めてまい
ります。
以上であります。
【吉川教育長

降壇】

○議長（茂木

隆）

再質問はありませんか。

○７番（石塚

柏）

結構です。ありがとうございました。

○議長（茂木

隆）

次に、２番の項目について質問を許します。

○７番（石塚

柏）

それでは、次の洪水対策について質問をいたします。

６年前の東日本大震災から国民の防災に対する意識は大きく変わってきました。
東海地 震におけ る被害 の想定は 、建物の 全壊２６ 万棟、死 者数約９ ，２０ ０人、経済
的被害約３７兆円という甚大な被害が想定されております。
また、 南海トラ フ地震 では、太 平洋に面 した海岸 線では、 ４ｍから ３４ｍ の津波が想
定され、 ここでは 静岡県 だけの被 害想定を 述べます が、死者 が１県１ ０万９ 千人と推計
されております。
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こうし た中、国 土交通 省では、 洪水の対 策、ハザ ードマッ プも大雨 の降る 確率の想定
が１００ 年から１ ０００ 年に変更 されまし た。さら に気象庁 は、地球 温暖化 に伴い、日
本海の海水の温度が上昇し、集中豪雨が多発すると予測しております。
今年７ 月の洪水 と平成 ２３年６ 月の洪水 を振り返 ると、一 つに、避 難勧告 ・指示の伝
達がうま くいって いるの か、二つ に、土砂 災害に対 する備え はどうか 、三つ に、これか
らの災害に対する準備は万全かが気がかりであります。
質問に移ります。
まず最 初に、避 難勧告 ・避難指 示の情報 が、住民 にどのよ うに届い ていた のかお尋ね
いたします。
大曲地 区では、 平成２ ３年の洪 水の時に は、市職 員、消防 団広報車 から町 内の避難勧
告があり ましたが 、今回 は福見町 にしかな かったと いう声が あります 。全市 の避難勧告
の広報活 動は、ど うであ ったか、 また、山 間部の連 絡広報活 動はどう であっ たか、お尋
ねいたします。
次に、 情報提供 のツー ルについ て、今後 工夫する 必要があ るのでは ないか ということ
についてお尋ねいたします。
年齢層 によって 災害情 報を取る 手段が全 く違いま す。一般 的に高齢 者はテ レビに依存
し、若年 層はスマ ートフ ォンに依 存してい る傾向が あります 。若年層 と向き 合うために
災害情報の流し方を、どのようにされるのかをお尋ねいたします。
次に、 避難勧告 を出す 場合、住 民に素直 に聞いて いただけ ないとい うこと に悩まされ
るわけで すが、平 地での 水害は、 堤防の決 壊の場合 を除き、 多少の時 間の余 裕がありま
すが、土 砂災害は 時間的 余裕が全 くありま せん。し かも人命 に関わる ケース が多い。今
回の洪水 では、山 間地域 は避難勧 告に反応 していた のか、ど う工夫す るのか をお尋ねい
たします。
次に、 今回の洪 水でテ レビの避 難勧告の ニュース は、花館 地区とい う大雑 把な表現で
放送されました。花館地区は広く、地形も多様です。住民は、指定の範囲が広範囲で
あったた め、自分 は大丈 夫ではな いか、情 報が大雑 把でない かと感じ ました 。町内名に
するなど改善策はあるのかお尋ねをいたします。
次に、 防災訓練 は、大 規模災害 を想定し て本番に 備えます 。旧市町 村毎に 集中豪雨の
降雨量を 想定し、 その事 前準備が 必要では ないでし ょうか。 市当局で は、水 防訓練でど
の程度の降雨量を想定して実施するのか、お尋ねいたします。
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次に、 降雨によ る災害 は、水害 と仙北市 のような 死亡者の 伴う土砂 災害の 二つがあり
ます。集 中豪雨の 備えと して、水 害の整備 を急ぎ、 大規模災 害のとき は、山 間地域の土
砂災害に集中して備えるという優先順位の考えはないのか伺います。
次に、 実際水害 が起き ていると ころで四 、五人の 自主防衛 組織の人 がいる といないで
避難活動 は大きく 違うと 実感いた しました 。また、 普段は排 水ポンプ の維持 管理の作業
もあります。
一方、 総合防災 課には 異動があ るし、災 害が起き たときに は、税務 課をは じめとする
防災に直 接関係し ない職 員が配置 されるの が実情で す。普段 から市役 所と自 主防災組織
と意識の 共有を図 るため 、年２回 程度の協 議の場を 設けるこ とはでき ないも のかお尋ね
いたします。
次に、 一端洪水 の話か ら離れま すが、全 国花火大 会の運営 ですけれ ども、 その受入態
勢は目を 見張るほ ど改善 されてお ります。 それは、 大会後に その年の 花火大 会の反省を
行い、課 題を出し 合って 、翌年そ の解決に 取り組ん でいる、 その積み 重ねで 全国から称
賛される全国花火大会となっております。
平成２ ３年と平 成２９ 年に洪水 があった わけです が、高齢 者の避難 活動、 避難所の適
否、交通 規制の在 り方、 後処理な ど、同じ 課題に悩 まされて おります 。もし 、被害の報
告書があ れば、市 役所と 自主防災 組織で改 善の話し 合いを積 み重ねる ことは できるので
はないか と考えま す。洪 水の報告 書を作成 し、自主 防災組織 と協議を しなが ら改善する
考えはおありか伺います。
次に、黒瀬町アンダーの排水についてお尋ねいたします。
黒瀬の アンダー は、大 仙市の目 玉事業で ある大曲 駅前第二 土地区画 整理事 業の幹線道
路に位置 しており 、大曲 バイパス からの要 所で、消 防車等の 緊急車両 が頻繁 に通行して
おります。
市では 、アンダ ーの排 水につい ては万全 の備えと 説明して きました が、ア ンダーが水
没した原 因の解明 は進ん でいない ようであ ります。 洪水のあ った大花 町団地 の排水と関
連がありますので、早期に原因を究明し、対策を検討していただきたいと思うのですが、
お考えはいかがでしょうか。
次に、 平成２３ 年から ２９年ま でに完成 した排水 ポンプは ９カ所あ ります が、この度
の洪水で は、設置 はした ものの前 回の水位 とほとん ど変らな いか、増 水した ところもあ
ります。 排水ポン プの水 系の範囲 と水利計 算を明ら かにする 設計図書 を公表 するお考え
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はおありか伺います。
次に、福部内川の改修工事を進めておりますが、県と市を合わせて約１７億
５，００ ０万円の 予算を 使うわけ でありま すが、福 部内川の アンダー がその ままでは、
改修工事 の受益面 積のほ ぼ半数は 浸水し、 何の意味 も持たな いことに 住民は 気付いてお
ります。 アンダー から流 出を防ぐ ために、 歩道のガ ードレー ルに止水 板を設 置するとと
もに、約 ３ｍの高 さの水 のうで洪 水対策を 検討して はいかが と思いま すが、 当局のお考
えを伺います。
最後になります。
次に、 雄物川中 流部の 国直轄の 堤防工事 は、地元 国会議員 と市長が 国に働 きかけたこ
とにより、大幅な予算を獲得できたことは明らかにされているところであります。
一方、 今回災害 の大き かった福 部内川、 淀川等の 県の中小 河川の予 算は、 どのような
内容にな ったので しょう か。また 、県は、 福部内川 の工事を 、当初の 計画を ８年間延長
すると表明しておりましたが、この考えに変化があったのかお尋ねいたします。
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。老松市長。
【老松市長

○市長（老松博行）

登壇】

質問の大仙市の洪水対策についてお答え申し上げます。

はじめ に、避難 情報の 伝達につ きまして は、現在 、情報伝 達手段は 、登録 制携帯メー
ルの「防 災ネット だいせ ん」、Ｆ Ｍはなび を利用し た「防災 ラジオ」 、テレ ビのテロッ
プやマス コミ等へ 情報発 信する「 Ｌアラー ト」、市 のホーム ページ・ フェイ スブック、
消防団や 市の職員 による 広報車を 使った広 報、自主 防災組織 への電話 連絡な どで実施い
たしております。
また、 土砂災害 の危険 性が高い 地域にお きまして も、同様 の伝達手 段によ り情報を発
信し、万全を尽くしております。
避難情 報伝達に 関する 検証につ きまして は、市で は１２月 より国土 交通省 湯沢河川国
道事務所 と合同で 、７月 の水害に 関するア ンケート 調査を実 施してお り、そ の中で避難
情報の伝達状況についても伺っております。
このア ンケート は、自 主防災組 織の代表 へ郵送で 依頼する ほか、大 曲庁舎 及び各支所
にもアンケート用紙及び回収箱を設置し協力を依頼しております。
また、 湯沢河川 国道事 務所のホ ームペー ジや道の 駅神岡、 道の駅中 仙でも 実施してお
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り、この アンケー トの結 果をもと に、有効 な情報伝 達手段に ついて検 証して まいりたい
と考えております。
次に、 災害時の 情報伝 達手法に つきまし ては、現 在は「防 災ネット だいせ ん」「防災
ラジオ」 「市のホ ームペ ージ」「 フェイス ブック」 「消防団 」「広報 車」「 電話連絡」
等により 実施して おりま す。また 、携帯電 話へ強制 的にメー ルを配信 するエ リアメール
の配信機 能も備え ており 、今後、 状況に応 じて使用 するなど 、幅広い 年齢層 に正確に情
報が伝わるよう、情報伝達手段の多重化を図ってまいります。
登録制 携帯メー ルの「 防災ネッ トだいせ ん」につ きまして は、現在 、通信 速度を速め
るための バージョ ンアッ プ作業を 実施して おり、２ 月からは 、より迅 速な情 報提供が可
能となります。
また、 防災ラジ オにつ きまして は、これ まで避難 行動要支 援者など に限定 して無償貸
与を実施 しており ました が、今後 、自主防 災組織役 員や消防 団幹部、 警察、 消防、災害
時の協力 企業など へ無償 貸与枠を 拡大し、 避難行動 要支援者 や避難勧 告が伝 わっていな
い方々の避難を手助けする手段としても活用してまいります。
次に、 避難指示 の対象 地区の発 表につき ましては 、中仙地 域の玉川 での氾 濫が予想さ
れたため 、下流と なる四 ツ屋地区 、花館地 区全域で の危険が 予想され たこと から、地区
全体を対象として「花館地区」として発令しております。
今後に つきまし ては、 避難対象 地区の住 民が避難 しやすい ように、 花館上 町、花館柳
町など、具体的な名称で発令し、市民がわかりやすいよう改善を図ってまいります。
次に、 地区ごと の防災 体制につ きまして は、現在 、秋田地 方気象台 及び秋 田県では、
水害が想 定される ような 警報級の 大雨が想 定される 場合、１ 日または ２日前 に情報提供
があり、 市ではそ の情報 を元に気 象情報の 収集や災 害時の体 制の確認 、備蓄 品、水防備
品等の確 認などの 準備態 勢に入り ますが、 事前の地 区毎の予 測は非常 に難し いため、全
地域共通の準備体制で災害に備えております。
今後に つきまし ては、 本年の災 害を教訓 に、地域 毎の災害 特性を見 極めな がら、早め
早めの対応を心がけ、より万全の体制で備えてまいりたいと考えております。
次に、 土砂災害 に対す る体制に つきまし ては、秋 田県の調 査による と、現 在、大仙市
内で急傾 斜地や土 石流の 発生が危 惧される 土砂災害 警戒区が ３９３カ 所、土 砂災害特別
警戒区域 が２９４ カ所あ ります。 砂防ダム や法面の 保護など ハード面 の整備 は、コスト
と時間が 莫大なも のとな ることか ら現実的 ではなく 、全ての 整備につ いては 難しいこと
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から、市 民の安全 を第一 に、土砂 災害の危 険が予想 される際 は、早め 早めの 避難勧告の
発令を心 がけると ともに 、早期に 避難して いただけ るよう自 主防災組 織等と 連携を図っ
てまいります。
次に、 自主防災 組織の 活用につ きまして は、自主 防災組織 の役員へ 防災ラ ジオを無償
貸与し、 災害情報 の伝達 手段を拡 充するほ か、避難 の際に中 心となる 自主防 災組織役員
のスキル アップを 図るた めの研修 等を実施 し、災害 時の迅速 な避難誘 導や避 難所の運営
ができるよう、人材の育成を図ってまいります。
次に、 災害報告 書につ きまして は、大規 模な災害 が発生し た際は、 その対 応について
検証を行 い、改善 を重ね ながら災 害に備え ておりま す。これ までも平 成２３ 年６月の水
害を受け て、雄物 川、丸 子川、福 部内川の 内水排除 のため、 常設排水 ポンプ １１台を設
置するな どハード 面の整 備のほか 、国・県 への築堤 の要望や 内水排除 が迅速 に行えるよ
う、初動対応に近所の職員を配置するなどの対応を行っておりました。
しかし ながら、 本年７ 月の大雨 では、再 び浸水被 害に遭っ たことか ら、今 次定例会に
大曲地域 への常設 排水ポ ンプ３カ 所の増設 に関わる 補正予算 案を上程 させて いただいて
おります。
来年度 以降も他 地域へ の常設排 水ポンプ の設置の 検討や、 浸水シミ ュレー ションを活
用した被害軽減のための計画の策定などを予定しております。
今後、 被害の概 要や市 の対応を まとめた 報告書を 作成する とともに 、住民 アンケート
の結果や 、今月に 予定し ておりま す検証会 議の結果 なども踏 まえ、国 で示す 「守れない
洪水は必 ず発生す る」と の視点か ら、国・ 県・市と 自主防災 組織、消 防団、 関係機関と
の減災の ための連 携が、 より強固 なものと なるよう 「安心・ 安全なま ちづく り」に取り
組んでまいります。
次に、 黒瀬アン ダーの 排水ポン プにつき ましては 、平成２ ５年１０ 月の開 通と同時に
運用を開 始してお り、計 画排水量 は「大曲 都市計画 下水道基 本計画」 により 、１時間当
たり降雨量が１１９ｍｍまで対応する毎分６トンの排水能力を備えております。
排水区 域の設定 は、同 アンダー を中心と して、大 花町側へ ２９０ｍ 及び大 曲黒瀬町側
へ９４ｍ の合わせ て３８ ４ｍの範 囲で、道 路部に降 った雨水 の排水計 画とし ており、ほ
かからの流入はないものと想定しております。
７月の 豪雨での 大曲地 域の１時 間当たり の降雨量 は、７月 ２２日の １５時 から１６時
の５２ｍ ｍが最大 であり 、十分に 排水可能 な雨量で ありまし たが、大 曲黒瀬 町側の道路
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冠水により集水桝を伝い一部アンダー側の側溝に流れ込み、流入量が増大したことで
アンダー の冠水が 発生し たもので あり、現 在は集水 桝側から の流れ込 みを防 止するため
の改修を完了しております。
また、 排水ポン プの増 強等につ きまして は、一部 冠水のあ った大花 、福田 団地周辺は
大曲駅前 第二地区 土地区 画整理区 域より１ ｍほど低 い位置に あり、水 系も異 なることか
ら、黒瀬 アンダー の冠水 との因果 関係はあ りません が、大曲 市街地全 体の雨 水排水対策
につきま しては、 前回の 定例会で 議員のご 質問にお 答えした とおり、 「水害 対策に関す
る総合的 な計画」 の策定 段階で、 排水ポン プの適正 な配置等 も含め様 々な方 向から検討
することにしております。
次に、 福部内川 アンダ ーへの止 水板、水 のうの導 入につき ましては 、議員 ご提案のと
おり有効 な手段の 一つで あると思 われます ので、当 該アンダ ー橋梁部 の構造 調査や河川
管理者である秋田県との協議を行いながら検討してまいります。
次に、 県管理河 川の予 算対応に つきまし ては、１ ０月１６ 日に秋田 県知事 と直接面談
し、堤防整備や内水氾濫対策について要望活動を実施しております。
その後 、県より 、福部 内川につ いては、 築堤護岸 工の整備 を加速し ており 、ＪＲ交差
な か ら の

箇所から 中良野橋 までの 右岸側築 堤護岸に ついて、 平成３０ 年度の完 成を目 指している
と伺っております。
淀川に ついては 、災害 に関連し た国庫補 助事業を 活用し、 緊急的な 治水対 策を実施す
る予定で あり、土 買川と 楢岡川に ついては 、国によ る災害査 定終了後 に再度 災害発生防
止のための改修事業に取り組んでいくと伺っております。
１２月１日には、県から緊急的な治水対策の概要が公表され、淀川の築堤、河道掘削、
橋梁掛け 替え等を 行う河 川等災害 関連事業 等が、事 業費約７ ５億７， ０００ 万円で、ま
た、福部 内川の築 堤工事 を行う河 川改修事 業が事業 費２，６ ００万円 で、そ れぞれ実施
されることとなっております。
また、 福部内川 の完成 予定年次 の短縮に ついては 、県から 橋梁等の 重要構 造物やＪＲ
近接部の 取り扱い など懸 案事項が 多いこと から、慎 重に検討 していき たいと いうふうに
伺っております。
【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）
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○議長（茂木

隆）

はい、７番。

○７番 （石塚

柏）

先 週、ハ ザードマ ップが大 仙市の全 戸に配布 されまし た。これはあ

りがたか ったんで すけれ ども、中 身を見ま すと、雄 物川の沿 岸部へ広 範囲に わたって洪
水の高さ が５ｍか ら１０ ｍ、流域 が広がる という想 定が国土 交通省か ら出さ れたわけで
あります 。これは ２日間 で３５０ ｍｍの総 降雨量で ございま す。仮に ３５０ ｍｍ降った
とすれば、土砂災害も想像を絶したものになるのではないかと思うわけであります。
今年の 洪水で協 和峰吉 川の降雨 量は、２ 日でなく て１日で ３６４ｍ ｍです から、非常
に限られ た場所で はあっ たと思う んですけ れども、 国交省は 、全く千 年に一 度だという
集中豪雨 があった という わけであ ります。 １カ所に 集中した というこ とで被 害は大きく
ならなか ったと思 うんで すが、こ れが広範 囲にわた ると、も う堤防が ズタズ タになって
しまうというような、こういう想定だと思います。
東日本 大震災は 想定外 であった というこ とは、広 く言う人 たちがあ ったわ けですけれ
ども、ハ ザードマ ップが こうやっ て公表さ れますと 、大仙市 、おそら くよそ でもそうで
すけれど も、今回 の洪水 は想定外 であった というこ とは言え なくなる わけで あります。
そういう 避難所も もう危 ないと、 指定され ている避 難所もで す。そう いった ことがあり
ますので 、こうい った洪 水に市長 としてど うやって 取り組む のか、今 、たく さん対策に
ついて触 れていた だきま して誠に ありがた かったわ けであり ますけれ ども、 国交省で示
されたこ のハザー ドマッ プに関し て、どの ように対 策をとっ ていかれ るもの なのか、是
非お伺いしたいと思います。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。
石塚議員の再質問にお答え申し上げます。

まず、 １２月１ 日の市 広報と一 緒に各家 庭へお配 り、今、 手元に大 曲地域 のハザード
マップが あります けれど も、その 際一緒に 、何とい いますか 、案内文 書も添 付させてい
ただいて おります けれど も、まず 、この浸 水想定と いうのは 国交省か ら去年 の６月に示
されたも のであり ます。 ですから 、これを ベースに して各市 町村、都 道府県 、同じよう
なハザー ドマップ 、洪水 ハザード マップを 作成され ているこ とと思い ます。 ですから、
千年に一度、今、石塚議員からご指摘ありましたように、千年に一度の大雨というのは、
２日間の 総雨量が ３５０ ｍｍとい うことを 想定して いると。 それから 、雄物 川について
は２００ ｍ毎に堤 防が決 壊すると 、そうし たことを 想定して いるとい うのが 条件になっ
ているよ うであり ますけ れども、 いずれ全 市のハザ ードマッ プ、それ から今 回の地域毎
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のハザー ドマップ 、それ から、各 地域の自 主防災組 織等にお 願いして おるの が各地域毎
の、本当 に身近な ハザー ドマップ について 検討して いただき たいと。 このハ ザードマッ
プ、やっ ぱりこの 三つの 段階のも のが揃っ て、初め て役に立 つもので はない かなと、特
に自主防 災組織等 で作成 する身近 なハザー ドマップ が、本当 に直接的 には役 立つもので
はないか なという ふうに 思ってお りますの で、まず はそうし たハザー ドマッ プの作成に
ついて、これからお願いしていきたいというふうに思っております。
それか ら、避難 の関係 ですけど 、こうし た今回、 これは大 仙地域だ けじゃ なくて雄物
川の流域 と言いま すか、 上流から 一斉に全 地域２日 間３５０ ｍｍ降っ た場合 ということ
だろうと 思います 。今回 、７月も そうでし たけれど も、まず は気象台 から降 雨量の関係
について は、まず は秋田 地方気象 台長さん から直接 ホットラ インで、 これか らどれくら
いの雨が 降るのか という ことを事 前に、そ れをもと にですね 、やはり 土砂災 害、最初に
はその雨 の量によ って土 砂災害を 私たちは まず警戒 するとい うことに なりま す。気象庁
から警戒 のための メッシ ュ情報と いうのが 出てきま すので、 それを参 考にす る形で、今
回も大川 西根地区 、内小 友地区、 南外地区 ですか、 真っ先に 避難勧告 、土砂 災害のため
の避難勧 告を出さ せてい ただいた のは、ま ずはその 雨がどれ だけ降る んだと いうことの
情報によ っての土 砂災害 を警戒す るという ことが最 初の私た ちの、何 と言い ますか、心
構えだと 思ってお ります 。そして 徐々に川 の水位が 今度高く なってく るわけ でありまし
て、それ は雄物川 河川国 道事務所 長からホ ットライ ンで、こ れも何時 頃にな んぼ雄物川
の水位は これだけ なるよ というよ うな情報 、今回７ 月は約１ 時間ぐら い毎に ですね、直
接朝までありましたけれども、そうしたことの川の水位に関係、洪水の関係については、
そうした 情報を取 ってで すね、対 応してき たところ です。や はりその レベル に応じた、
こちらの 市の方の 態勢も もちろん 変わって くるわけ でありま して、取 り組み も変わって
くるわけ でありま すので 、この２ 日間で３ ５０ｍｍ 、全域、 大変な量 であり ますけれど
も、ある 意味では 前の日 から３日 間余裕が あると言 いますか ね、そう した避 難勧告、避
難の態勢 をとるに ある程 度時間が あるのか なと。早 め早めの 対応をと いう意 味でですけ
れども、 そういっ たこと で必ずし もこれを 、何と言 いますか 、不安材 料にし ていただき
たくない なという のが正 直なとこ ろです。 その点の 説明がち ょっと足 りなか ったかもわ
かりませ んけれど も、こ の後、市 の広報な どで市民 の皆さん に、この ハザー ドマップの
意味と言 いますか ね、活 用の仕方 みたいな ことを、 さらに徹 底してい きたい と思います
し、実際 の水害時 、何と 言います か、災害 時のとき には、今 言ったよ うに土 砂災害をま
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ず最初に 警戒させ ていた だくと。 その次に 河川の水 位が高ま るので、 それに 対しては洪
水対策と いう、そ うした 段取りで 避難措置 も一生懸 命早め早 めにとっ ていき たいという
ふうに考えております。
以上です。
○議長（茂木

隆）

再々質問はありませんか。

○７番（石塚

柏）

結構です。ありがとうございました。

○議長（茂木

隆）

これにて７番石塚柏君の質問を終わります。
【７番

○議長（茂木

隆）

石塚柏議員

降壇】

次に、２５番鎌田正君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

２５番。
【２５番

○議長（茂木
○２５番（鎌田

隆）
正）

鎌田正議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
それでは、大地の会の鎌田でございます。

最初の項目について質問させていただきます。
この件 につきま しては 、今、石 塚議員の 質問と重 複する点 もあろう かと思 いますけれ
ども、よろしくご答弁をお願いしたいと思います。
この大雨災害について、私ども刈和野地域では、刈和野橋下流から正手沢間の集落間、
約１１ｋ ｍにつき まして 、雄物川 左岸の築 堤早期完 成を目指 して昭和 ６３年 に雄物川流
域の関係 集落、当 時の農 協関係、 地元の土 地改良区 で西仙北 地域雄物 川中流 改修強首地
区促進協 議会を設 立いた しまして 、これま で３０年 間、関係 機関へ要 望活動 をしてまい
りました 。おかげ さまで 、ここ数 年来、集 中的な予 算配分を いただき まして 、順調に左
岸の工事が進んでおります。
しかし 、今回の 水害は 、無堤地 区からの 氾濫によ り、地域 全体が甚 大な被 害を受けま
した。そ の後、国 から関 係機関の 視察調査 を受け、 また、今 回、老松 市長の 強力な要望
活動によ りまして 、河川 激甚災害 対策特別 緊急事業 の指定を 受け、２ １８億 円の事業費
が投入さ れること ができ ました。 私ども地 域住民の 皆さんは 、大変あ りがた く感謝を申
し上げるところでございます。
一方、 先般の市 政報告 にありま したけれ ども、私 ども大沢 川につい てでご ざいますけ
れども、 県管理河 川でご ざいます 。県管理 河川の改 修につい ても、そ れぞれ の地域の河
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川が順調 に整備さ れてい くという 内容でご ざいます けれども 、ただい ま申し 上げました
私どもの 地域の大 沢川の 改修につ いては、 なぜか報 告がなか ったわけ で、あ えて質問さ
せていただきます。
この大 沢川は、 改修に つきまし て、当時 の３０年 くらい前 にミニ総 パ事業 で河川の改
修は行わ れました けれど も、無堤 地区ほと んどでご ざいます 。今回の 大沢川 の流域の大
雨被害は 、床上７ 戸、床 下３３戸 、孤立が ４戸ござ いました 。そのほ かに流 域外の孤立
が１１戸ありました。非常に私ども、危険を感じたわけでございます。
水田の 冠水面積 も約１ ００町歩 でござい ます。こ れは雄物 川からの 大沢川 への逆流が
大きな原 因と思わ れます が、今回 の雄物川 堤防事業 の内容を 見ますと 、大沢 川への樋門
の建設の計画があるようですが、早期着工・早期完成を願うものであります。
また、 県管理河 川の大 沢川地区 の無堤地 区の解消 、あるい は堤防は 若干あ りますけれ
ども、堤 防の嵩上 げはも ちろん必 要でござ いますけ れども、 私ども河 川の浚 渫を望むも
のでござ います。 これま で地元と いたしま して県当 局へ、た びたびお 願いし てまいりま
したけれ ども、浚 渫土の 、あるい は雑木処 理の置場 の確保が できず、 なかな か進んでい
ないのが 現状でご ざいま す。この 置場につ きまして 、私ども やっぱり 市当局 で置場の、
あるいは場所の確保をお願いしたいものだと、こう思っております。
次に、 避難場所 の設置 の件でご ざいます けれども 、これも 今の石塚 柏議員 と重複する
わけです けれども 、今回 の避難場 所の設置 と避難時 期につい ての情報 共有に ついてとい
うことで すけれど も、私 どもの集 落におき ましても 、我々の 世代では 今まで 経験したこ
とのない 大水でご ざいま した。ハ ザードマ ップに示 されてい る避難場 所は、 西仙北西体
育館でご ざいまし た。と ても強首 輪中堤の 関係の危 険状態と いうこと で避難 された方も
たくさん おりまし て満員 で、とて も我々が 、地域の 人間が入 れる状態 でもな かったし、
近くにあ りました 林業者 等健康増 進施設は 、道路の 冠水によ りまして 、そこ にたどり着
くことが できなか ったわ けで、私 ども地元 の自主防 災組織と いたしま しては 、地元の自
治会館を 利用しな がら一 時避難場 所にいた しました が、夕方 からの水 位の上 昇により、
年配の方々の夜の移動は危険と感じまして、早めに集落の高台の作業所へ移動しました。
幸いにも 救援物資 等は、 地元の市 役所の職 員がそれ ぞれ手配 してくれ まして 、大変助か
りまして本当にありがたく思ってございます。
その際 に、支所 に私は 連絡いた しまして 、川上の 雨量、水 位、ある いは川 下の水位の
状況等を 聞きまし たが、 なかなか 適切な情 報が得ら れなかっ たわけで 、この ような情報
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の伝達、 もう少し 改革・ 改善しな ければ、 我々の避 難場所の 状況も改 善され たのではな
いのかな と。今、 石塚議 員もお話 ありまし たように 、我々に 対しまし ての情 報伝達のき
ちっとし たシステ ムの構 築をして いただき たい、こ う思って おります ので、 まずこの点
についてお伺いしたいと思います。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】

鎌田正議員の質問にお答え申し上げます。

質問の ７月・８ 月の大 雨災害に ついてで あります が、県管 理河川の 改修に つきまして
は、９月 ２６日に 国交省 から雄物 川に係る 「河川激 甚災害対 策特別緊 急事業 」いわゆる
げき とく

「激特事 業」が発 表され 、概ね５ 年間で集 中的に雄 物川中流 部の整備 が行わ れることに
伴い、支 川となる 県管理 河川につ いて河川 改修等が 必要と考 え、１０ 月１６ 日に県知事
に要望活動を実施しております。
雄物川 の「激特 事業」 により、 築堤事業 が実施さ れ、樋門 が整備さ れるこ ととなって
いる大沢 川につい ては、 樋門整備 後に内水 による被 害が予想 されるこ とから 、今後、国
・県に内水排水施設の整備等について要望してまいりたいと考えております。
す

また、 河川の流 下能力 の向上に 有効とさ れる州ざ らいと伐 木除去等 につい ては、毎年
実施して いる県仙 北地域 振興局建 設部との 事業調整 会議にお いて要望 してお りますが、
県からよ り多くの 州ざら いを実施 するには 、近傍に 残土置場 を確保す ること が重要とさ
れており ますので 、土地 の情報収 集と遊休 公有財産 の活用等 も視野に 入れ、 県と調整を
行い、連携した取り組みを進めてまいりたいと考えております。
一方、 今後の災 害復旧 に向けた 体制を強 化するた め、仮称 でありま すが、 災害復旧事
務所を新 設したい と考え ておりま す。この 事務所は 、被害の 大きかっ た西部 地域の西仙
北支所に 配置する 予定で 、今般の 大雨災害 のうち、 主に国庫 補助対象 となる 工事を集中
的に担当 させ、３ 年以内 の復旧完 了を目指 すもので あり、建 設・農林 の両部 にわたる事
業を担当 すること から、 部レベル の組織と 想定して おります 。したが いまし て、設置に
は部設置条例の改正を伴うことから、今後、組織の詳細を検討した上で議会にご説明し、
ご意見をいただいた上で臨時議会の開催をお願いしたいと考えております。
今次定 例会に上 程して おります 任期付職 員制度の 導入とあ わせ、準 備が整 い次第、事
務所を設 置した上 で順次 職員を発 令し、ス ピード感 を持って 対処して まいり たいと考え
ておりますので、よろしくお願い申し上げます。
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次に、 避難所の 設置と 情報共有 につきま しては、 議員ご指 摘のとお り７月 ２２日から
の大雨災 害時に大 沢郷地 区と強首 地区の避 難所とな った西仙 北西体育 館では 、避難者が
２５２名 となり、 避難で きない状 態となっ たことか ら、地区 の会館に 避難し ていただい
ておりま す。また 、翌日 には５０ 名の方よ り、強首 地区多目 的研修施 設へ移 動していた
だいております。
今後、 災害時に は、道 路状況や 避難所の 状況など を考慮し て、避難 者の受 入可能人員
を上回る 場合は、 地域の 方の声を 聞きなが ら、地域 を越えた 避難所へ の避難 や広域避難
など、避 難の選択 肢を増 やし、適 切な受入 人数とな るよう調 整しなが ら対応 していきた
いと考えております。
避難時 の情報共 有につ きまして は、避難 された多 くの方か ら、避難 所では 災害情報が
伝わらな かったと のご意 見をいた だいてい ることか ら、避難 していて も災害 情報がわか
るよう、 全ての指 定避難 所に防災 ラジオを 設置する ほか、Ｆ Ｍはなび からも 水位情報や
気象情報等を発信していただくよう協議してまいります。
また、 避難所開 設の研 修をする など、職 員間の情 報共有・ 伝達体制 の構築 に取り組ん
でまいります。
【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
○２５ 番（鎌田

隆）

２５番。

正）

今、市 長の答弁 で、大変 前向きな ご答弁い ただきま して本当にあ

りがとうございます。
実は、 この一般 質問の 通告後に 、今月の １日にな りますけ れども、 私ども 先程申し上
げました 雄物川中 流改修 の件で県 の建設部 へ私ども 協議会に 要望に行 った際 に、すぐに
この管理 河川につ いても 連絡あり まして、 昨日おっ といです か、実は 現場を 見ていただ
きまして 、早速そ の置場 なんかも 見ていた だきまし て、本当 に前向き に検討 されるとい
うことで 、来年度 の予算 から、一 気に全部 はできな いけれど もやって くれる と、整備し
てくれるということで大変期待しておるところでございます。
この樋 門の問題 につい ても、先 程、緊急 事業の中 で当然測 量関係も いろい ろ進められ
ておるよ うですの で、今 後とも国 ・県に対 しまして も市の方 からも強 力な後 方支援をい
ただきたいなと、こう思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
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それか ら、もう １点、 避難場所 について ですけれ ども、先 程ハザー ドマッ プの件もお
話ありま したけれ ども、 １２月１ 日に全戸 配布にな ったわけ ですけれ ども、 これを見て
も何ら変 わらずに 同じ場 所が設定 されてい ますので 、やっぱ りもう少 しこの 、市長もち
ろん、地 域の被害 地域の 防災組織 の先にな っている 方、ある いは集落 の会長 さん、地域
の集落の 皆さんか ら、も う少し丁 寧な意見 聴取をし ていただ ければ、 そして それを実現
していた だければ 、私の ようなこ ういう質 問はなく なるので はないの かなと 思っており
ます。
ちなみ に、今言 ったよ うに旧西 中学校の 体育館の もちろん 満杯で、 これは しょうがな
いとして も、昨日 おっと いですか 、私も地 元の大沢 郷小学校 、今、今 野商店 さんが教室
等を使っておりますけども、体育館は物置になっているわけです。体育館に相当物が
入って、 教材等が 入って いるんで すけれど も、ほと んどおそ らく教材 と言い ながらもご
みがほと んどでは ないの かなと思 っており ますので 、ここら 付近を片 付けて いると、も
う少し使 えるのに 、避難 場所とし て高台で あるし、 水害に関 しても、 あるい は先程から
あります 土砂災害 につい ても、地 域の避難 場所とし ても適切 、適当で はない のかなと認
識しておりますけれども、これ、一般、どっちなってますかな、管理は。教育系ですか、
それとも 防災の方 ですか 、どちら の方でも 結構です から、そ こら付近 おわか りになれば
ご答弁願えればありがたいと思います。
それか らもう１ 点、こ の際です けれども 、その小 学校の件 ですけれ ども、 もう１点、
実は今回 、当初刈 和野一 ト鶴地区 も避難道 路を作っ てほしい というこ とで当 然お願いし
ています。それにも前向きに市長が検討されておるわけですけれども、実は私ども今
言ったよ うに孤立 集落が 、雄物川 流域では ないです けども１ １戸の集 落、そ れからもう
４戸もも ちろん孤 立なり まして、 これは雄 物川流域 の集落で すけれど も、な かなかこの
４戸につ いても避 難道路 云々とい うことは 、なかな か山岸で ある集落 ですの で難しい地
域でござ いますけ れども 、何か手 助けして もらわな ければ大 変ではな いのか なと思って
おりますので、ここら付近まず、もしくはこの後、私どもこれは何も要望しておらな
かったわ けですけ れども 、この後 、何かの 機会に場 所を見な がら、何 かいい 手立てがあ
れば大変ありがたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
まずその学校の件と、できれば避難道路の件、もう一度お願いしたいと思います。
○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。
鎌田議員の再質問にお答え申し上げます。
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まず、 国の激特 事業、 それから 、県の県 管理河川 の改修事 業につき まして は、計画が
発表され ましたの で、そ の計画が 順調に進 みますよ う引き続 き要望活 動は強 化してまい
りたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
それか ら、今ご 指摘あ りました 、より適 切な避難 所にすべ きだと、 いろん な災害の実
情などを 考慮して という ことで、 そのとお りだと思 っており ます。今 、ハザ ードマップ
を新しく 作りまし たけれ ども、手 直しする には、も ちろんど んどん手 直しす べきものは
してまいりたいというふうに考えております。
大沢郷 小学校に つきま しては、 今野商店 さん、確 か私の記 憶では全 部、体 育館も含め
てお貸し したので はない かなとい うふうに 思ってお りますけ れども、 その点 も確認して
対応してまいりたいというふうに思います。
もし私 の答え、 認識間 違ってい れば、教 育長の方 から何か あります か。後 でお願いし
ます。
それか ら、孤立 集落の 関係、避 難道路の 関係でし たけれど も、現場 を見さ せていただ
いて、対応を検討させていただきたいと思います。
○議長（茂木

隆）

○教育長（吉川正一）

吉川教育長。
鎌田正議員の再質問にお答えします。

まず管理の方ですが、管財課の方に移行しているようでございます。支所の方ですね。
支所の方に移行しております。
ただ、 今ご指摘 あった ようにで すね、体 育館の方 、ちょっ と状況ま だ把握 してござい
ませんの で、状況 を把握 し、調査 してです ね、それ からまず 今野商店 さんと もお話をし
ながらで すね、避 難所と して可能 かどうか 担当部局 とも協議 しながら 、まず は状況を調
査して調べてまいりたいと思います。
○議長（茂木

隆）

再々質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木
○２５ 番（鎌田

隆）
正）

２５番。
状況、 何も見ね くたって わかるす よ、ちゃ んと。も う机から、子

どもたち の、小学 校だっ たから机 から何か 黒板とか いろんな その教材 とかな んかいっぱ
い入って いるから 、あれ を今野さ んにみな 任せたと いえばそ れきりだ かもし れないけれ
ども、したってあの中身、机でも椅子でもそういったものは今野さんのものではねすべ。
これやっ ぱりここ の市の 教育委員 会のもの なんでね すか。し たがら、 それは 支所さ任せ
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たでねぐ 、結局予 算つけ なけりゃ 片付ける こともで きないし 、そこら 付近は もう少し、
もうちょっとはっきりしてよ。お願い、教育長、もう一度お願いします。
○議長（茂木

隆）

○市長 （老松博 行）

老松市長。
わ かりま した。管 財が管理 している というこ とであり ますので、市

の方で確認の上、対応してまいります。
○議長（茂木
○２５ 番（鎌田

隆）
正）

次に、２番の項目について質問を許します。２５番。
農業共 済金の支 払いにつ いてとい うことで ございま すけれども、

これは当 局の方へ 本当は 質問外の 話だと思 っての認 識しなが らのお願 いでご ざいます。
今述べ たように 、大沢 川流域の 水田、約 １００町 歩、一番 長く冠水 したと ころは３昼
夜だそうです。私は２昼夜だと思っておりましたけれども、最近、地域の方から聞い
たっけ、一番低いところは３昼夜ということだようでございます。
これは今言ったように逆流になるわけですけれども、当然水が下がってきてるときに、
大量のご みが実は その田 んぼに入 ったり、 水田の半 分以上も う、５０ ｃｍ… １ｍまでは
いかなく ても５０ ｃｍぐ らいのご みの堆積 がありま して、も う収穫皆 無とい うところも
ございま す。こう いった 中で、今 回９月か らの刈り 取りが始 まったわ けです けれども、
ほとんど １反歩当 たり２ 俵、良く て５俵、 ６俵の田 んぼがほ とんどで ござい ます。８月
の末だっ たですか 、共済 組合より 災害の申 告してほ しいと、 こういう ことで 当然被害農
家は全員 申告した はずで ございま す。いろ いろその 申告内容 も共済組 合の引 き受け状況
が違いま すので一 概に言 われない わけです けれども 、こうい った大き な災害 で、まずほ
とんど災害申告したわけですけれども、あれからもう３カ月なりましたけれども、ほ
とんど農家には一切連絡なしと。農家ももちろん皆さんご案内のとおり、今ちょうど
１２月に 入りまし て精算 支払いの 時期がま いりまし た。もち ろん被害 遭った 方は、当然
支払全部 できるわ けでは ないです けれども 、幾らか でもこの 共済金の 、被害 共済金の支
払いを待 っている のが農 家の現状 でござい ます。非 常に残念 な共済組 合の対 応だなと私
は認識し ておりま すし、 私も個人 的に共済 組合の総 代、ある いは役員 の皆さ んに聞いて
みますと 、プライ バシー で教えら いねどが 、個人情 報云々だ どがって なかな か明確な答
えが出て こなかっ たわけ ですけれ ども、こ れは私ど も個人個 人の共済 金の金 額なんかは
私は知る 気もない し、そ ういうこ とじゃな くて、や っぱり全 般的に見 て、全 体的に、い
つ頃共済 金が支払 われる のか、あ るいは少 なくとも 通知、申 告者に対 しての 通知、ある
いは回覧 でも結構 ですけ れども、 最悪の場 合、年度 末なら年 度末とか 、ある いは年内な
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ら年内と かってい う、そ ういった 最低でも そういっ た連絡し てやるの が共済 組合の親切
な対応で はないの かなと 、私も被 害農家の 一人でご ざいます ので、痛 切に今 回感じまし
た。本当 に残念な 共済組 合の対応 ではない のかと。 本当は、 本来であ れば今 言ったよう
に、この 議場でこ ういっ たことを お話する のはいか がかなと は思いつ つも、 これ行政で
共済組合 に対して ひとつ 指導とい うほどで もないで すけれど も、やっ ぱりお 話してもら
わなけれ ば、今一 番困っ ているの は被害農 家でござ いますの で、被害 されて いない農家
はあまり 感じてお らない と思いま すけれど も、今言 ったよう に何百町 歩も私 ども地域で
は被害を 被ってお ります ので、何 とかそこ ら付近、 おわかり になりま したら 、共済組合
の方へ連 絡してお わかり になりま したら、 何とかひ とつよろ しくお願 いした いと思いま
すので、まず第１点。
○議長（茂木

隆）

○市長 （老松博 行）

２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
鎌 田正議 員の二つ 目の発言 通告につ きまして は、農林 部長より答弁

させますので、よろしくお願いいたします。
○議長（茂木

隆）

○農林 部長（福 田

福田農林部長。
浩）

質問 の大雨災 害による 農業共済 金の支払 いについ てお答え申し

上げます。
農業共 済制度は 、国の 災害対策 の一環と して、政 策的な視 点から作 られた もので、災
害による 損害を補 償し、 農業経営 を守る農 家の相互 扶助を基 本とした 制度で あります。
今般の水稲共済における被害概況は、市全体で申請戸数４９７戸、申告面積は約
１，０００ｈａに及び、その概算共済金額は２億１，２００万円と伺っております。
これま での共済 金の支 払いに向 けた取り 組みとし ましては 、秋田県 農業共 済組合仙北
支所が、 特に被害 の大き かった大 曲、神岡 、西仙北 、協和、 南外地域 におき まして、収
穫皆無申 請の受付 を８月 ８日から 開始し、 最終的に 皆無認定 された農 地は、 水稲が約８
ｈａ、大 豆約７３ ｈａで 、係る共 済金は、 水稲が約 ５３０万 円、大豆 は約１ ，７００万
円で、８月３１日に３４戸の農家に対して支払われております。
また、 ９月８日 から被 害申告を 受けた水 稲共済金 の支払い につきま しては 、被害ほ場
の坪刈り を実施し 、その 結果を基 に県段階 の損害評 価会への 諮問など を経て 、国へ報告
する手続きを進めており、１２月１４日には支払われる予定と伺っております。
いずれ にしまし ても、 今般の大 雨災害は 、市民生 活はもと より、本 市基幹 産業である
農業に大 きな被害 をもた らし、農 家から、 生産資材 等の支払 いや来年 度の営 農再開を不
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安視する 声もあり まして 、大豆に つきまし ては共済 金支払い が、この 後予定 されており
ます。
市とし ましては 、農家 の不安を 解消する ためにも 、支払い スケジュ ールの 周知と早期
に共済金が支払われるよう要請してまいります。
○議長（茂木

隆）

再質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木
○２５ 番（鎌田

隆）

２５番。

正）

質問と いうより 、私は今 回のこの 共済組合 の対応、 これは、ここ

であんま りしゃべ らいね かもしれ ない、い ろいろこ の農業団 体のいろ んなこ と、ことっ
ていうし かないけ れども 、やっぱ り何のた めの合併 だったの か、何の ための 大型したの
かと。本 当に我々 農家の ための合 併である はずだっ たのが、 私のこの 立場か ら言います
と、本当 に役職員 、その ための合 併だった のかなと 、本当に 疑念を持 ってい る一人でご
ざいます。これは市でどうのこうのってあまり言える立場ではないと思いますけれども、
やっぱり もっとも っと農 家に寄り 添った、 特に来年 からこの 減反政策 もなく なる、こう
いった農 業情勢の 中で、 やっぱり 農協、あ るいは共 済組合、 こういっ た組織 は、きちっ
と農家に 寄り添っ たそう いった団 体でなけ れば、農 業振興な んて口で は言う けれども、
何も実の 入った団 体では ないんで はないの かなと、 本当に残 念な今回 の対応 ではないか
と思って おります 。これ は質問で ないので 何も答弁 いらない けれども 、この 件について
はこれで終わります。
○議長 （茂木

隆）

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。再開

は１１時２５分とします。
午前１１時１４分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時２４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、３番の項目について質問を許します。
○２５番（鎌田

正）

次に３番目の質問についてお伺いしたいと思います。

西仙北 緑地運動 広場、 あるいは 野球場等 の指定管 理者の指 定につい ての質 問でござい
ます。
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今回い ろいろ参 考資料 によりま すと、候 補者団体 といたし まして、 今まで どおり株式
会社オー エンスと いう会 社に予定 しておる ようでご ざいます けれども 、年間 １，１００
万円、５年間で５，６００万円ほどの管理料だようでございます。
現在私 ども西仙 北地域 におかれ ましては 、西仙北 スポーツ クラブが 設立さ れまして、
地域の体 力、健康 、ある いはいろ いろなス ポーツ関 係の大会 等に活動 を寄与 されており
ます。特 に今回の 西仙北 中央公民 館の改築 にあたり まして、 今までス ポーツ クラブがお
りました 中央公民 館の館 内に事務 所があり ましたク ラブでご ざいます けれど も、今回の
改築にあたりまして西仙北スポーツセンターへ移転すると聞き及んでおります。この際、
西仙北ス ポーツク ラブへ の指定管 理者に指 定いたし まして、 地元のス ポーツ 振興はもち
ろんでご ざいます けれど も、体力 、健康づ くりの向 上に寄与 できるよ うな体 制をつくっ
てやるのがいかがなものでしょうかということでの当局の見解を伺うものでございます。
よろしくお願いします。
○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 指定管理 者につい てでござ いますが 、平成３ ０年度からの

西仙北緑 地運動広 場等の 指定管理 について 公募した ところ、 この３年 間管理 を受託して
おりまし た株式会 社オー エンス、 １社から 応募があ り、同社 が選定さ れたと ころでござ
います。
質問の 主旨であ ります 西仙北ス ポーツク ラブを指 定管理者 に指定で きない かとのこと
でございますが、その経緯についてご説明申し上げます。
西仙北 スポーツ 施設に ついては 、平成２ ４年度か ら指定管 理者制度 を導入 しており、
平成２７ 年度の更 新の際 は、本来 ５年間の 指定管理 期間とす るべきと ころを 、今後は公
共スポー ツ施設を 総合型 地域スポ ーツクラ ブの活動 拠点とし て有効活 用でき るよう充実
させ、地域の実情に応じてスポーツ施設の管理運営業務委託や、指定管理者としてス
ポーツク ラブを指 定する など、事 務の効率 化だけで なく、地 域住民へ のサー ビス向上、
管理運営 の弾力化 を図る 観点から 、暫定的 に指定管 理期間を ３年間に 短縮し 、今年度の
西仙北ス ポーツ施 設の公 募に西仙 北スポー ツクラブ の応募を 期待して いたと ころでござ
います。
当スポ ーツクラ ブから は、安定 した財源 確保の観 点から魅 力があり 、指定 管理者を目
指してい るが、現 段階で は指定管 理者とし ての適切 な人材確 保や専門 的なノ ウハウを有

- 54 -

した人員 がいない ため、 それらの 準備不足 により、 今回の応 募は断念 せざる を得ないと
の回答を得ております。
また、 西仙北公 民館の 改築にあ たり、ス ポーツク ラブの事 務局を指 定管理 者が事務所
を構えて いる西仙 北スポ ーツセン ターへ移 転する予 定となっ ておりま す。今 後は、現在
の指定管 理者とス ポーツ クラブが 連携した 事業展開 を目指し 、クラブ の体制 を整えなが
ら相互の ノウハウ を活か したスポ ーツ環境 を整備し 、次回公 募の際に はスポ ーツクラブ
が応募されることを期待するものであります。
以上です。
【吉川教育長
○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
○２５ 番（鎌田

隆）
正）

はい、２５番。
実は、 スポーツ クラブの 代表者の 方から何 とかでき ないものなの

かという 問い合わ せもあ ったこと だし、そ れで今回 の質問に 及んだわ けです けれども、
今、教育長の方からいろいろ今までの経緯・経過お話していただいたわけですけれども、
それはそ れでわか らない わけでは ないです けれども 、今まで の別にオ ーエン スが悪いと
かという ことじゃ なくて 、ほとん ど地元の 方が管理 してくれ ておりま すし、 その分はそ
れなりに 評価する わけで すけれど も、実際 に利用さ れる方た ち、例え ばグラ ウンドゴル
フの芝刈 りの問題 、ある いは野球 場の土の 入れ替え の問題、 こういっ たもの 、なかなか
進まなか ったわけ で、私 も正直言 ってグラ ウンドゴ ルフ、あ るいは野 球なん かあまりや
る人間で はないん ですけ れども、 利用者か らやっぱ りそれな りに苦情 が来て おりました
ので、何 かここら 付近で 管理者を 変えてや るのが、 もう少し 利用者に 利便性 のあるもの
になるの ではない のかな と思った ことが１ 点と、そ れからも う１点、 今、ス ポーツクラ
ブで１名 か２名し かおら ないとい うことで すけども 、やっぱ りこの方 たちも 財源の目途
がつかな いという ことで 、なかな か人を頼 むとか、 あるいは 今、給与 という か、給与と
いうほど でもない ですけ れども、 かなり安 いその、 報酬まで はいかな いけれ ども手当で
運営して いるわけ で、や っぱりも う少し財 源の裏付 けがあれ ば、もう 少しき ちっと、も
う１人で も２人で も頼ん でやれる のではな いのかな と、これ を指導し てやる のが、もし
かしたら 教育委員 会とか 、あるい は公民館 だと私は 思ってお りますけ れども 、ただ、人
がいないから、あるいは今現在では当然やれないとは思っておりますけれども、この後、
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やっぱり そういっ た人材 確保にも 教育委員 会で、あ るいは公 民館で協 力して やるとか、
あるいは 今言った クレー ムについ て、クレ ームとい うか利用 者の苦情 等につ いても、き
ちっと対応できるようなそういった管理者でなければ、うまくないんではないのかなと、
こう思っ ておりま すので 、そこら 付近この 後の指導 、例えば スポーツ クラブ に今の段階
では指定 できない と言い ながらも 、この後 どういう 形でそう すれば指 定でき るように指
導してい けるのか 、もし そういう ことがあ ればお伺 いしたい と思いま す。よ ろしくお願
いします。
○議長（茂木

隆）

○教育長（吉川正一）

再質問に対する答弁を求めます。吉川教育長。
鎌田議員の再質問にお答えいたします。

議員お っしゃる ように ですね、 我々もそ の指定管 理にあた っては、 総合型 地域スポー
ツクラブ が立ち上 がって いるとこ ろに関し ては、特 にその方 々にです ね、指 定管理を勧
めてまい りたいな と。将 来的には 全部ので すね、地 域で、や っぱり進 めてい くべきだな
というふうに考えております。
ただ今 回ですね 、最初 にまず５ 年間とい うことで 公募して 、まずは 選定し た関係でで
すね、な かなか今 またす ぐその規 約を変え てとなる と、一か らという ことに なりますの
で、まず 今回はち ょっと 厳しいも のがござ いますが 、いずれ やっぱり 組織づ くり、いわ
ゆる経理 だとか、 施設管 理知識を 有した人 材確保、 そういっ た人方の 確保と ノウハウ、
そういっ たものを やっぱ り今やっ ている指 定管理者 からも学 びながら ですね 、少しずつ
移行して いくよう なです ね、そう いったシ ステムと いうか、 そういっ た面で は教育委員
会とか公民館等とですね、連携しながら作っていきたいと思っております。
いずれ どちらに しまし ても、こ の５年間 でですね 、少し体 制を強化 してで すね、そう
いった方向に進めてまいりたいなと考えているところであります。
○議長（茂木

隆）

○市長 （老松博 行）

再々、はい、老松市長。
私 からも 少し補足 させてい ただきた いと思い ますけれ ども、まず、

市内にあ ります総 合型地 域スポー ツクラブ 、やはり どこも財 務的には 裕福な ところはな
いと思っ ておりま す。苦 労されて 、いろい ろ事業展 開されて いるとい うふう に認識して
おります 。ですか ら、そ うしたス ポーツク ラブを市 として支 援してい くとい うことは大
事なこと だという ふうに 思ってお りまして 、今、鎌 田議員ご 指摘のと おり、 スポーツ施
設を指定 管理者と なって 、その指 定管理料 でいろん な組み立 てをされ ている スポーツク
ラブもも ちろんあ ります ので、そ うした形 でという ご指摘だ ったと思 います が、いろん
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な支援の 方法ある と思い ますので 、指定管 理は今回 、受ける ことがで きなか ったとして
も、これ からいろ いろ市 の関係す る事業の 受託者と なり得る と思って おりま すので、そ
うした形で支援してまいりたいと考えております。
○議長（茂木

隆）

再々質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木
○２５ 番（鎌田

隆）
正）

２５番。
もちろ ん今、教 育長、あ るいは市 長のお話 したとお りだと思いま

すけれど も、この ５年間 で、逆に 言うと６ 年目には 確実にそ のスポー ツクラ ブが指定管
理者とな り得るよ うな、 そんな指 導をして いっても らいたい なという ことが 一つと、今
言ったよ うに、も っと言 わせても らえれば 、３年間 でやれる はずだっ たのが やれなかっ
たと。何 が原因だ ったの か。ある いは今言 ったよう に、人的 なことな のか、 経済的なこ
となのか 、財政的 なこと なのかわ からない けれども 、やっぱ りできれ ば３年 間の間に、
本当はそ ういう指 導をし て、今度 は４年目 から、今 年から、 平成３０ 年から 、あなた方
にやって もらうた めには 、こうや るべきだ よという 指導が足 りなかっ たので はないのか
と、逆に 私はそう 思って いるわけ で、今さ らこれ言 ったって しょうが ない話 ですけれど
も、少なくともこの５年間の間に、きちっと６年目からはスポーツクラブで、西仙ス
ポーツク ラブでこ の指定 管理にな れるよう な、そん な指導を この後よ ろしく お願い申し
上げまして質問を終わります。ありがとうございました。
○議長（茂木

隆）

これにて２５番鎌田正君の質問を終わります。
【２５番

○議長（茂木

隆）

鎌田正議員

降壇】

次に、１０番藤田和久君。
（「はい、１０番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、１０番。
【１０番

○議長（茂木

隆）

○１０番（藤田和久）

藤田和久議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
日本共産党の藤田です。私は、２点について質問いたします。

最初は学童保育、放課後児童クラブについて、質問をいたします。
今年の ９月、私 たちの 市議選が ございま した。そ の時に市 民の方か ら、大 仙市の放課
後児童ク ラブの利 用料が 高いので はないか という匿 名のお手 紙が届き ました 。その時、
他の町村 から応援 に来て いた方も ありまし たので、 いろいろ 意見交換 という か話し合い
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になりま して、そ の時も やっぱり 大仙市の 利用料は 、ほかよ りすごい 高いな というその
時のお話 になりま した。 そこで私 は、大仙 市の放課 後児童ク ラブ利用 料が本 当に高いの
かを、もう少し調べてみることにしたわけであります。
まず、 県南の自 治体の 放課後児 童クラブ 利用料が 、どのよ うになっ ている のかを調べ
てみました。横手市が１カ月５千円、夏休み期間は７千円だそうです。湯沢市が３千円、
そのほか におやつ 代が負 担される というこ とです。 由利本荘 市が４千 円、仙 北市が２千
円、美郷町が３千円と、全て大仙市より低い利用料となっておりました。
今度は 、県にも 確認し てみまし た。県内 の放課後 児童クラ ブ利用料 は、概 ね３千円か
ら６千円 くらいが ほとん どだとい うことで したが、 秋田市の ように民 間運営 の多い場合
だと１万 円以上と いうと ころもあ ると。県 内の２５ 市町村の 平均は、 ２０１ ６年度での
話ですけれども５，４０４円となっているとのことです。
こうし てみます と、大 仙市の放 課後児童 クラブ利 用料は、 秋田県平 均より も高く、近
隣市町村の中でも最高額となっています。住みよい大仙市を目指す立場から考えますと、
女性が安 心して働 ける環 境、働き やすい環 境が求め られます 。女性が 働きや すくするた
めには、 保育所の 充実、 病児保育 の充実、 放課後児 童クラブ の充実は 欠かせ ません。と
同時に、 誰でも利 用しや すい、全 ての家庭 で利用し やすいよ うな低料 金であ ることが望
ましいと 考えます 。こう した点で 考えた場 合、大仙 市の放課 後児童ク ラブの 利用料は、
本当に適切な利用料となっているのでしょうか。
ここで 質問です が、大 仙市の放 課後児童 クラブ利 用料を引 き下げて いただ くことはで
きないものなのか、お伺いをいたします。
また、 秋田県は 、高齢 化を迎え 、人口減 少に拍車 がかかっ てきてい ると言 われており
ます。その人口減少対策として、子育て支援や教育の無償化は、とても大切な課題に
なってお ります。 保育に ついて国 の基準や 支援があ るように 、放課後 児童ク ラブについ
ては、放 課後児童 健全育 成事業実 施要項で 定められ ており、 補助金と して国 や県から３
分の１ず つの補助 金があ るとのこ とです。 しかし、 全県的に 見まして も、指 導員などの
身分や賃金、労働条件などは、ほとんど劣悪な状況になっていると伺っております。
ここで 二つ目の 質問で すが、大 仙市の指 導員・支 援員は、 ほとんど が臨時 職員で、賃
金も年収 で１００ 万円前 後と伺い ましたが 、事実で しょうか 。もし事 実とし たら、支援
員の賃金 、労働条 件の引 き上げを 、是非と も実施す べきと考 えますが 、いか がでしょう
か。
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以上で一つ目の質問を終わります。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】

藤田和久議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 放課後児 童クラ ブについ てであり ますが、 １点目の 利用料の 値下げ と２点目の
支援員の 賃金の引 き上げ 、労働条 件の改善 につきま しては、 関連があ ります ので合わせ
てお答え申し上げたいと思います。
現在、 大仙市で は、２ ９の単位 クラブで ９３７人 の児童を 受け入れ し、放 課後の適切
な遊びや生活の場として、児童の健全育成を図っております。
合併当 時は、ク ラブ数 が１３で 利用者数 は２９１ 人であり ましたが 、核家 族化や共働
き世帯の 増加に加 え、平 成２７年 度からは 小学３年 生までだ った対象 児童が 小学６年生
まで広が ったこと などか ら、利用 希望者が 大幅に増 加したた め、施設 の整備 やクラブの
増設によ り、その 対応を 図ってお りますが 、利用希 望の増加 に追いつ けない 状況にあり
ます。
また、 受入人数 が増え る中にあ って、特 に支援を 要する児 童が増加 傾向に あり、場合
によって は支援員 だけで は対応し きれない 事案も発 生してお り、支援 員の負 担が増加し
ております。
現在、 支援員は 全市で 約１４０ 人おりま すが、こ のような 状況から 年度途 中で辞めら
れる方も 多くなっ ており 、資格要 件も規定 されたこ とから、 支援員の 確保に 苦慮してい
る状況にあります。
質問の利用料の値下げと支援員の賃金の引き上げ、労働条件の改善等につきましては、
今申し上 げました 現状と 課題を踏 まえなが ら、増加 し続ける 利用希望 に応え るための開
設場所や 支援員の 確保、 施設整備 、運営方 法などと 併せて、 総合的に 検討の 上、対応し
てまいりたいと存じます。
【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）

○１０ 番（藤田 和久）

はい、１０番。
再質問 ではあり ませんけ れども、 先程お話 しました ように、地域

での利用 料が、ほ かでは ２千円、 ３千円が ほとんど なのでね 、ちょっ と倍と なると、こ
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の辺もや はり下げ ていた だくのが 当然のよ うに感じ ますので 、料金の 引き下 げもあわせ
て、職員の待遇とセットで何とかよろしくお願いしたいと思います。
以上で終わります。
○議長（茂木

隆）

○１０ 番（藤田 和久）

次に、２番の項目について質問を許します。
次の質 問として 、大仙市 の臨時職 員の賃金 、労働条 件について質

問いたします。
私は、今年の６月議会の一般質問において、大仙市の臨時職員、学校職員の給与が
１０万円 にも満た ないと いうこと で、臨時 学校職員 の賃金・ 労働条件 の改善 を要望し、
質問いたしました。
その時 の回答と して教 育長は、 臨時学校 職員の賃 金・労働 条件は、 学校職 員とか教育
委員会だ けで決め るとい うシステ ムではな く、大仙 市全体と して臨時 職員の 賃金・労働
条件を決 定してい る。そ のため、 大仙市全 体として の臨時職 員等の賃 金・労 働条件改善
を検討させていただきたいという回答でありました。
そこで 質問なん ですけ れども、 大仙市の 臨時職員 の賃金・ 労働条件 改善の 検討は、ど
こまで進んでいるのかという質問でございます。
大仙市 では、た くさん のイベン トや企画 行事があ って、職 員も総動 員され て頑張って
おります 。臨時職 員も再 雇用職員 も、正職 員と同等 か、また はそれに 準じる 仕事をきっ
ちりこな し、大仙 市の市 政運営に 大きな役 割を果た している と思われ ます。 こうした臨
時職員の賃金・労働条件について、私は第一に、生活できる賃金であるべきであります。
第二に、 社会一般 常識に 合ってい ることが 必要だと 思います 。第三に は、市 政の大きな
飛躍・発 展に、み んなで 団結して 取り組め る、そう いう賃金 ・労働条 件にな っているか
どうか、そういう基準で見ていく必要があると考えております。
そうし た場合、 大仙市 の臨時職 員は、確 かに特殊 な業務等 に従事し ている 場合もある
かもしれ ませんが 、臨時 と言えど も市の職 員です。 それ相当 のプライ ドと資 質を持ち、
日々努力されていることでしょう。こうした考え方、基準などに基づいて判断した場合、
もし賃金 が、労働 条件が 悪いとい うことで あったら 、一日も 早い時期 での修 正、改善を
行うべきではないでしょうか。
また、 秋田県で は、前 の質問で もお話し たとおり 、人口減 少でも全 国トッ プクラスと
いう状況であります。その大きな原因は、不安定雇用に低賃金という実態だと思います。
特に女性 労働者、 若年労 働者の４ 割以上が 不安定雇 用、低賃 金だと言 われて おります。
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この問題 を解決し なけれ ば、人口 減少を食 い止める ことはで きないと 思いま す。これら
の問題解 決のため にも、 市が率先 して地域 をリード していく 、引っ張 ってい く、そうい
う役割を 果たすべ きと考 えるもの です。現 在いろい ろな課題 が山積し ている ことでしょ
うが、大 仙市の臨 時職員 の賃金・ 労働条件 改善は、 端的に言 えば身内 の問題 ・課題であ
りますので、是非緊急、早急に解決していただくようお願いしたいと思います。
以上で質問を終わります。答弁よろしくお願いします。
○議長（茂木

隆）

○市長 （老松博 行）

２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
藤 田和久 議員の二 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 員の賃金 ・労働条 件改善に ついてお 答え申し上げ

ます。
本年６ 月議会の 一般質 問で「大 仙市全体 としての 臨時職員 等の賃金 ・労働 条件改善を
検討させていただきたい」と教育長より答弁させていただいております。
その後 の検討状 況であ りますが 、平成２ ９年１０ 月１日に 秋田労働 局長が 最低賃金の
時給を前 年から２ ２円ア ップの７ ３８円に 決定した ことに伴 い、本市 におい ても県内市
町村の賃 金単価を 参考に しながら 各職種の 臨時職員 の賃金を 見直した 結果、 平成３０年
度当初予算編成方針による事務補助及び施設管理人の時給賃金単価を１０円引き上げ
７７０円としたところであります。
議員か ら６月議 会にお いてご指 摘のあり ました学 校校務員 ・用務員 につい ては、この
引き上げに伴い、１日６時間で２１日間勤務した場合の月額は９万７，０２０円となり、
来年度から１，２６０円の引き上げになります。
今後に ついては 、地方 公務員法 及び地方 自治法の 一部を改 正する法 律に基 づく「会計
年度任用 職員制度 」が平 成３２年 ４月１日 に施行さ れること を見据え 、最低 賃金の動向
や財政状 況を勘案 しなが ら、臨時 職員の賃 金・労働 条件につ いて引き 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）

○１０ 番（藤田 和久）

はい、１０番。
現在、 国会でも 賃金・労 働関係の 議題で討 論が進ん でいますけれ
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ども、現 在はパー トの賃 金が千円 以上とい う要求が 各団体か ら出され ていま す。それか
ら、同一賃金同一労働というのも、安倍政権でも取り上げて何とかしたいということで、
今、動きがあります。
そうした中で、この地域でも臨時職員の時給が、ほとんど今８００円を超えています。
そうした 中で、や はり市 の時給が ８００円 以下だと いうのは 、ちょっ と地域 として考え
た場合、 市がある 程度こ の地域で 改善の方 向へ引っ 張ってい く、そう いう立 場になって
考えた場 合には、 私はま だまだ不 十分じゃ ないかな というふ うに思っ ており ます。どう
か来年、 今回完全 に解決 できると いう問題 ではあり ませんけ れども、 来年、 再来年と、
１年単位 で少しず つでも 結構です ので改善 に向けた 努力をお 願いした いと思 います。よ
ろしくお願いします。
○議長（茂木

隆）

答弁を求めますか。

○１０番（藤田和久）
○議長（茂木

隆）

答弁はありましたらお願いします。
再質問に対する答弁をお願いします。今野総務部長。

○総務部長（今野功成）

再質問にお答え申し上げます。

これま で市の臨 時職員 の賃金に つきまし ては、合 併前から の旧市町 村時代 から、それ
ぞれの市 町村で採 用して おりまし た賃金単 価を合併 時に調整 すること から始 まり、その
後、社会 的な要請 により 発生した 新たな職 務を追加 するなど して現在 の臨時 職員の賃金
体系を採用しております。
議員ご 指摘いた だきま したとお り、現在 、国内に おいては 人手不足 という こともあり
まして、 賃金単価 が上昇 しておる ことは認 識してお りますが 、私ども も毎年 予算編成を
前に、財 政当局と 、それ から職員 人事を担 当する部 署、両方 で来年度 の単価 を協議し、
そして、 また県内 他市、 または近 隣町村の 状況も伺 った上で 調整して おりま す。今回は
このよう な少額の 改定と なりまし たけれど も、来年 以降も引 き続き検 討させ ていただき
たいと思 いますし 、また 、平成３ ２年度以 降は、こ れまでの 賃金単価 から月 額の賃金制
度に変わ りまして 、身分 もしっか り保証さ れまして 、時間外 勤務手当 や期末 手当等の支
給対象ともなりますので、そこら辺もあわせて検討させていただきたいと思いますので、
よろしくお願いいたします。
○議長（茂木

隆）

これにて１０番藤田和久君の質問を終わります。
【１０番

○議長 （茂木

隆）

藤田和久議員

降壇】

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
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す。
午前１１時５７分

休

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。１９番髙橋徳久君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、１９番。
【１９番

○議長（茂木

隆）

○１９ 番（髙橋 徳久）

髙橋徳久議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
だいせ んの会の 髙橋徳久 でござい ます。９ 月に執行 されました大

仙 市 議 会 議 員 選 挙 に お き ま し て 、 ４ 月 の 補 選 に 引 き 続 き ま し て 当 選 さ せ て い た だ き、
「補欠」 の看板が 取れま して、や っと正式 な議員に なれたの かなと、 改めて 身の引き締
まる思いがしております。
老松市 長はじめ 職員の 皆様、茂 木議長は じめ議員 の皆様方 の叱咤激 励、ご 指導ご鞭撻
を賜りますよう心からお願い申し上げます。よろしくお願いいたします。
それでは、通告に従い、一般質問させていただきます。
はじめに、道路行政についてお伺いいたします。
これま で直営舗 装班を 設置され 、さらに 各支所ご とに予算 を持って 道路維 持管理、改
良事業を 、パトロ ール以 外にも市 民から情 報を得て スピード 感を持っ て実施 してこられ
たことは 大変素晴 らしく 、特に通 行の支障 となる穴 などをパ ッチング 工法に よって修繕
するとい う、市単 独事業 を素早く 実施、展 開された ことに、 一市民と して大 変ありがた
く思います。
しかし ながら、 街中で は、穴は もとより 道路のへ こみや排 水不良な どによ り、大きな
水たまり が雨天時 にでき て、車が 徐行を余 儀なくさ れたり、 歩行者に 水しぶ きがかかる
場所が数 箇所見受 けられ 、私自身 もその地 域を通行 するたび に、歩行 者に迷 惑をかけな
いよう細心の注意を払って車を運転しております。
運転者 のモラル により 、未然に 被害を防 ぐことも できます が、そう ならな い場合もあ
るかと思 います。 パトロ ールはも とより、 今一度市 民からの 情報収集 、市職 員の通勤時
の情報を 収集され 、その 都度早急 に補修改 善してい ただきた いと思い ますが 、ご所見を
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お伺いいたします。
○議長（茂木

隆）

○市長 （老松博 行）

１番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
髙 橋徳久 議員の一 つ目の発 言通告に つきまし ては、建 設部長から答

弁をさせますので、よろしくお願いいたします。
○議長（茂木

隆）

古屋建設部長。

○建設部長（古屋利彦）

髙橋徳久議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 道路行政 につい てであり ますが、 第３回定 例会で市 政報告さ せてい ただきまし
たが、道 路の轍、 へこみ 、水たま り等も含 む道路損 傷箇所に ついては 、早期 発見・早期
対応が重 要と考え 、これ までの道 路パトロ ールや市 職員から の情報提 供に加 え、今年６
月には市 内郵便局 との包 括連携協 定を締結 し、郵便 局員が道 路の損傷 箇所を 発見した場
合に、市に情報提供する仕組みが構築されております。
修復作 業につい ても中 央・東部 の道路維 持センタ ー職員に より、迅 速に対 応するよう
努めております。
また、幹線道路については、防災・安全社会資本整備交付金の舗装修繕計画において、
予防保全 型で対応 する路 線と事後 保全型に より管理 する路線 を定め、 路線毎 のひび割れ
率や轍掘 れ量など の損傷 状況、路 線の重要 性、交通 量などを 考慮し、 計画的 に路面修繕
事業を行っております。
今後も 道路損傷 状況や 市民のニ ーズ等を 十分に確 認・検証 しながら 、安全 で快適な道
路空間を提供するよう努めてまいります。
以上です。
○議長（茂木

隆）

再質問ありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１９番（髙橋徳久）

次に、２番の項目について質問を許します。
次に、交通体系について、お伺いいたします。

高速道路等で逆走する車が衝突事故を起こしたというニュースが幾度となく放送され、
初めてそ のニュー スを耳 にした時 は、「ま さか？」 と思った ものでし たが、 何度も耳に
するよう になり、 「また か」と思 ったり、 身近で起 こるので はないか という 危機感を持
つように なってき ている ところへ 、残念な がら市内 でも最近 よく逆走 してく る車を見か
けるようになりました。
私が見 かけるの は、駅 前から警 察署まで の一方通 行の区間 になりま すが、 市内のほか
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の場所で も同じよ うな状 況に陥っ ているの ではない でしょう か。数年 間に一 度見るか見
ないかの 逆走を、 ここ数 年よく見 かけるよ うになり 、今年で ４、５台 は見て いると思い
ます。運 転者が高 齢者だ けという わけでは なく、若 い運転手 もいたよ うな気 がしており
ます。
ある日 の夕方、 花火通 り商店街 の中通り 交差点で 信号待ち していた 時に、 ヘッドライ
トがまぶ しく、一 瞬緊急 車両が来 たのかと 思いまし たが、点 灯して逆 走して きたのは一
般車でし た。私は 、ライ トをパッ シングし たり、両 手をバツ にして進 入禁止 であるとい
う指示を出して進入を防いだことがあります。
確かに 、その区 間には 、一方通 行や進入 禁止の道 路標識が あります が、逆 走を何度も
見かける というこ とは、 その標識 は、残念 ながら役 に立って いないの ではと いう疑念を
抱かざる を得ませ ん。事 故が起き てからで は遅いの で、早急 に市当局 、交通 安全協会、
警察、公安委員会等、関係各所が互いに協議の上、市内の各一方通行区間の目線上に
「一方通 行」や「 進入禁 止」など 、標識以 外にも漢 字表記の 物を設置 しては どうかと思
いますが、いかがでしょうか。ご所見をお伺いいたします。
また、 時間帯に よるの かもしれ ませんが 、右折が 混雑して 渋滞を引 き起こ している交
差点、あ るいは双 方とも 通行量が 多いにも かかわら ず信号が 未設置の 交差点 など、早急
な対応が 求められ る箇所 があるよ うです。 あわせて 関係各所 とご協議 され、 速やかに対
応いただきたいと思います。ご所見をお伺いいたします。
次に、 この花火 通り商 店街の一 方通行を 解除し、 歩行者専 用にすれ ば、安 全の面のほ
か商店街 の活性化 に資す ると考え もありま すが、そ の構想は おありに あるで しょうか。
ご所見をお伺いいたします。
○議長（茂木

隆）

○市長 （老松博 行）

２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
髙 橋徳久 議員の二 つ目の発 言通告に つきまし ては、市 民部長に答弁

させますので、よろしくお願いいたします。
○議長（茂木

隆）

佐川市民部長。

○市民部長（佐川浩資）

質問の交通体系につきましてお答え申し上げます。

はじめ に、一方 通行区 間の逆走 問題につ いてでご ざいます が、本年 「大仙 市における
生活道路 交通安全 対策の 取り組み 」として 、大町通 線におい て通行車 両速度 を抑制する
などの対 策事業を 行って おります 。その中 で、一方 通行区間 の逆走対 策に寄 与する進入
禁止箇所 の視覚的 対策と して、同 路線大曲 農業高校 前の交差 点部路面 に直径 ２．４ｍの
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進入禁止マークを設置しまして、安全対策を図っております。
市といたしましては、このような手法による安全対策は初めてであることから、現在、
効果について検証しているところでございます。
今後も 警察へ交 通安全 対策の啓 発強化を 依頼して いくほか 、関係団 体と連 携をしなが
ら安全対策を行ってまいりたいと考えております。
次に、 渋滞・信 号未設 置につい てであり ますが、 市では、 毎年５月 下旬に 市内各地域
からの信 号機設置 を含む 交通安全 に関する 要望に対 して、共 同現地点 検を大 仙警察署及
び関係団 体と共に 行って おり、危 険箇所に つきまし ては、担 当する関 係機関 へ要望し、
市で対応可能な案件に対しては対策を行っております。
信号機 設置を含 む交通 安全に関 する要望 につきま しては、 これまで 同様行 ってまいり
ます。
次に、 歩行者専 用道路 について でありま すが、こ の道路は 高齢者等 交通弱 者にとって
は重要な 交通手段 の一つ である路 線バスの 運行経路 であるこ とに加え 、路線 沿線店舗へ
の買い物 客は自家 用車で 訪れるこ とが多い 地域住民 にとって の主要路 線であ ります。こ
のため、現在は歩行者専用道路に関する構想は、現在のところございません。
今後も 引き続き 、警察 、各種交 通安全団 体と連携 しまして 、交通安 全対策 に努めてま
いりたいと思います。
以上でございます。
○議長（茂木

隆）

再質問ありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１９ 番（髙橋 徳久）

次に、３番の項目について質問を許します。
次に、 （仮称） 花火伝統 文化継承 資料館の 運営につ いてお伺いい

たします。
躯体も 上がって きて、 我が家か らも見え る高さに なりまし た。６月 の完成 、８月の開
館を目指して、建設工事が安全にかつ順調に進捗されておりますことを嬉しく思います。
さて、 女性セン ターと 花火資料 館を併設 したこの 施設は、 生涯学習 施設と して運用さ
れると前 回お伺い いたし ました。 そこで確 認させて いただき ますが、 この施 設は直営さ
れるのでしょうか、それとも指定管理者を公募されるのでしょうか、お伺いいたします。
また、 直営され る場合 、どのよ うな方を 資料館の 責任者に されるの でしょ うか。花火
大会前後 には多く の来館 者がある と予想さ れます。 収集した 資料はも とより 、花火に関

- 66 -

わる多数 の展示品 がある と思いま す。さら には、映 像で花火 大会を体 感する 設備もある
ようです 。という ことは 、ある程 度花火や 大仙市の 各花火大 会、ある いは展 示品につい
て熟知し た方が常 駐しな ければ、 運営に支 障が出る のではな いかと心 配して おります。
どのよう な考え方 に基づ いて職員 を配置さ れるのか 、今現在 お考えに なって おられる資
料館の運営方針並びに運営形態についてお示しいただければと思います。
あわせ て、スム ーズな 運営を行 うために は、開設 に向けて の準備体 制を整 える必要が
あると思いますが、新たな内部組織の創設のお考えがあるのか、お伺いいたします。
最近、 ヒカリオ 広場に てイベン トが多数 開催され るように なったこ とから 、「ヒカリ
オ」という愛称が大分定着した感があります。去る１２月４日の定例記者会見において、
愛称を募 集すると 表明さ れたよう です。詳 細につい て、改め てご説明 いただ きたいと思
います。
○議長（茂木

隆）

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（ 仮称）花 火伝統文 化継承資 料館の運 営につい てお答え申し

上げます。
はじめに、本資料館の運営方法についてであります。
ご案内 のとおり 、本資 料館は、 大仙市花 火産業構 想におけ る「花火 の文化 的価値を高
め、継承 し、広く 示す拠 点」とし て、来年 ８月のオ ープンを 目指し整 備を進 めているも
のであります。
７月の 豪雨災害 による 工事への 影響が懸 念された ところで あります が、１ １月末現在
の進捗率 は、約３ ３％と 順調に推 移してお り、年内 には外壁 工事が完 了し、 年明け早々
には内装工事に着手する予定であります。
所蔵す る資料に ついて は、平成 ２０年度 からボラ ンティア グループ 「花火 伝統文化継
承プロジェクト」と市との協働により、全国の花火業者や花火大会主催団体、花火
ファンな どのご支 援をい ただきな がら収集 してきた ものであ り、本年 １１月 末現在の収
集点数は、当初の目標を大きく上回る約１万４千点となっております。
本資料 館の運営 にあた っては、 花火文化 の魅力を 市内外に 広く発信 すると ともに、後
世に確実 に継承し ていく ため、花 火を熟知 し、収集 した資料 や新たに 整備す る展示物に
ついて熱 意を持っ て説明 すること ができる 人材が必 要であり 、また、 地域の 誇りを市民
と協働で 守り育て る観点 から、指 定管理等 による民 間の花火 関係団体 への委 託を検討し
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てきたと ころであ ります が、当面 は市直営 で運営す ることと し、将来 的な受 け皿となる
団体の育成を図りながら民間への委託を検討してまいります。
なお、 開館後は 、市、 商工団体 、花火関 係団体、 生涯学習 施設利用 団体、 民間ボラン
ティア団 体等から なる運 営委員会 を設置し 、関係団 体のご意 見を十分 に踏ま えながら、
より魅力的で利用しやすい施設となるよう努めてまいります。
次に、運営方針及び運営形態、職員配置についてであります。
先程申 し上げま したと おり、本 資料館は 当面市直 営とし、 教育委員 会所管 施設として
運営することとしております。
開館日 は、毎週 月曜日 及び年末 年始を除 く通年、 開館時間 は、１階 及び２ 階の生涯学
習機能が 午前８時 半から 午後９時 まで、３ 階及び４ 階の花火 資料館機 能が午 前９時から
午後４時までを予定しております。
職員体 制につい ては、 議員ご指 摘のとお り、花火 の知識に 明るく、 資料や 展示物を説
明する能 力に優れ た人材 や専門的 見地から 資料を適 切に保管 し、展示 内容を 企画するこ
とができ る学芸員 の配置 が必要な ものと考 えており ます。具 体的には 、館長 及び一般職
２名、学 芸員１名 の計４ 名の職員 の配置を 予定して いるほか 、花火資 料の整 理及び施設
管理の補佐を行う臨時または嘱託職員４名の採用を計画しております。
また、 小・中学 生の見 学、団体 客及び全 国花火競 技大会開 催時に想 定され る大勢の入
館者に対 応するた め、市 内花火関 係団体に 対し、花 火の知識 が豊富な 人材の 派遣につい
て協力をお願いしてまいりたいと考えております。
開館に 向けた準 備につ きまして は、現在 、企画部 及び教育 委員会が 連携し て行ってお
りますが 、新年度 に向け て本資料 館の運営 を担う組 織の設置 準備を進 めてま いります。
なお、 本資料館 設置の ほか関連 する条例 の改正等 に係る条 例案につ いては 、平成３０
年第１回市議会定例会に上程する予定であります。
次に、 本資料館 の愛称 募集につ きまして は、募集 期間を１ ２月１５ 日から 来年の１月
１９日ま でとし、 市民・ 在勤及び 在学者並 びに全国 の花火鑑 賞士の方 々から 募集するも
のであります。
応募作 品につい ては、 副市長及 び大曲商 工会議所 、大仙市 商工会、 大曲の 花火協同組
合、大曲 花火倶楽 部など 民間団体 の代表に より組織 された審 査会にお いて審 査し、２月
上旬に最 優秀賞１ 点、優 秀賞３点 、入賞５ 点を決定 する予定 でありま す。ま た、表彰式
を開催し 、受賞者 に対し 賞状及び 記念品を 贈呈する こととし ているほ か、決 定した愛称
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について は、現在 、制作 を進めて いる本資 料館のホ ームペー ジにおい て広く ＰＲしてま
いります。
今後、 １２月１ ６日発 行の市広 報お知ら せ号に記 事を掲載 するほか 、市内 全小・中学
生及び花 火鑑賞士 に対し 応募用紙 を配付す るなど周 知に努め てまいり ますが 、市民をは
じめ全国 の花火フ ァンか ら末永く 親しまれ る愛称を 、多くの 方々から 応募し ていただく
ことを期待いたしております。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問ありませんか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１９ 番（髙橋 徳久）

はい、１９番。
再質問 というわ けではご ざいませ んが、こ れは私の 個人の意見で

ございますが述べさせていただきたいと思います。
多様な ご意見が ある中 、この花 火資料館 という施 設が必要 だという ことに なりまして
現在建設 されてい るわけ でござい ますが、 これから 開館後は 、どれだ け集客 があったか
とかいうことが焦点に今後なってくるんだろうと思います。
前期所 属しまし た企画 産業常任 委員会で は、静岡 県熱海市 の文化財 施設で ありますが
「起雲閣 」という 建物、 そして会 派の視察 では、東 京都荒川 区の「ゆ いの森 」という図
書館を視 察してま いりま した。起 雲閣は、 指定管理 を公募し ましてＮ ＰＯ法 人に委託を
されて運 営をされ ており ました。 図書館は 、保育施 設を併設 して、区 の直営 ということ
でござい ました。 どちら にも飲食 スペース があった り何なり というこ とで、 大変工夫を
凝らしている施設であり、両方ともかなりの集客があるようでございました。
例えば 、私は、 今後で ございま すが、今 、施設に は、建設 の施設に は、そ ういう設備
を整えな いという ことで 今やられ ているよ うでござ いますけ れども、 私は隣 にある産業
展示館を 巻き込ん で、そ して両方 を１つの エリアと して、こ れから運 用して いっていた
だければ 、もっと いいの かなとい うふうに も思って おります 。例えば 、産業 展示館の方
に飲食ス ペースを 設けた り、ある いはそう なると地 域の方々 もお茶を 飲みに 来るという
ことも、 おありに なると 思います 。いずれ 市民の皆 さんも憩 の場とい うふう な形で足し
げくそこ に通うこ とがで きる、あ るいは観 光客の方 も資料館 を見にこ られる 、そして、
そちらの 方でお茶 を飲ん だりもで きるとい うふうな 施設とな れば、一 番あり がたいのか
なというふうに思ったところでございます。
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釈迦に 説法とい うこと になりま すが、だ めだめだ めと規制 をするこ とでは なく、利用
者が利用 しやすく なる施 設、ある いは、利 用者がま た利用し たくなる サービ スというも
のを行政 側で、運 営側で 展開をし ていくこ とが、今 後の資料 館の成功 という ことに結び
ついていくのではないかというふうに思ったところでございます。
以上すいません、私見を申し上げまして質問を終わります。ありがとうございました。
○議長（茂木

隆）

○１９番（髙橋徳久）
○議長（茂木

隆）

答弁は必要ありませんか。
はい、結構でございます。ありがとうございました。
これにて１９番髙橋徳久君の質問を終わります。
【１９番

○議長（茂木

隆）

髙橋徳久議員

降壇】

次に、２３番金谷道男君。
（「議長、２３番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

２３番。
【２３番

○議長（茂木

隆）

○２３番（金谷道男）

金谷道男議員

登壇】

１番の項目について質問を許します。
大地の会の金谷です。通告に従いまして質問させていただきます。

今回は 、防災に ついて というこ とで、そ の中で防 災情報の 提供方法 につい てというこ
とで質問をさせていただきます。
この件 に関しま しては 、私、昨 年の１２ 月議会で も質問さ せていた だきま したし、先
の２８年 度決算審 査会の 審査意見 の中でも 意見とし て、総務 民生常任 委員会 の方からの
意見とし て述べさ せても いただき ました。 そして、 その後、 その審査 意見に 対する回答
もいただ いており ます。 そうした こと、あ るいは今 日の一般 質問の中 でも石 塚柏議員、
鎌田正議 員の質問 の中の 回答の中 にも、こ の関係に ついての ご回答が ありま したので、
そういっ たことも 踏まえ させてい ただきな がら、私 は、速や かに全戸 へ防災 ラジオを配
布したらどうかということで質問をさせていただきます。
さて、 これまで は大き な自然災 害のない 大仙市と 思ってお りました が、昨 今、特に今
年は、７ 月と８月 の記録 的な大雨 災害、９ 月の地震 、９月と １０月の 度重な る台風の襲
来など、 自然災害 の多い 年となり ました。 幸い人的 被害がな かったこ とが救 いでござい
ますが、 市内各地 で家屋 への浸水 や倒壊、 土砂崩れ 、社会イ ンフラや 農地の 損壊など、
甚大な被害を被りました。
被災さ れた皆様 に対し ましては 、改めて 心からお 見舞い申 し上げま すとと もに、一日
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も早く元の生活を取り戻していただけますよう願っております。
また、 災害発生 時の応 急対策、 その後の 復旧対策 に当たら れた市長 をはじ め市職員の
方々、そ して消防 機関や 地域の方 々、ボラ ンティア の方々な ど、多く の方々 のご尽力に
対しましても敬意と感謝を申し上げたいと思います。
災害は いつ来る かわら ないし、 どのぐら いの災害 をもたら すかもわ からな いというこ
とをまさ に実感し た１年 だったと 思います 。自然を 理解し、 共生する ことの 難しさもま
た感じま したし、 今回の 経験を踏 まえて、 さらなる 防災対策 を充実し 、災害 が人災にな
らない備 えが必要 だとい うふうに 改めて感 じたとこ ろであり ます。そ のため には、やら
なければ ならない ことは 、多方面 多様にあ りますが 、最初に 申し上げ ました とおり、今
回は市民への災害情報の伝達の方法についてお尋ねをいたします。
以前私 は、防災 計画に 定めてい る市民へ の情報伝 達方法に 加えて、 コミュ ニティＦＭ
を活用し た防災ラ ジオの 全戸配布 を提案い たしまし た。そし て平成２ ８年度 からコミュ
ニティＦ Ｍを活用 した防 災ラジオ 貸与事業 が、避難 行動要支 援者等を 対象に 始まりまし
た。
先の決 算審査の 際に、 この事業 の２８年 度の実績 について は伺いま したが 、現在の貸
与、あるいは販売状況がどのようになっているのか、まずはお伺いいたします。
また、決算審査意見に対する先日いただいた回答では、全戸配布については「市民
ニーズを 調査等し て」と ありまし たが、ど のような 内容の調 査を、い つ頃行 う予定なの
でしょうか、お伺いをいたします。
市の防 災計画の 中の情 報伝達計 画では、 住民に対 する情報 伝達は、 広域消 防組織、市
役所組織 、消防団 組織を 経由して 行うこと としてい ます。ま た、その 手段は 、広聴広報
計画の中 で広報だ いせん の号外発 行、広報 車、イン ターネッ ト、防災 ネット 大仙、サイ
レン警報 、連絡者 による 広報など 、多様な 方法で伝 達すると されてい ますの で、いろい
ろな方法 を使って 今回の 災害につ いても対 応された ようであ ります。 これは これで私は
いいこと だと思い ますが 、しかし 、前にも 何回か申 し上げま したが、 伝達方 法というの
は多重で なければ ならな いと思い ますし、 個々の市 民に直接 、タイム リーに 伝えるとい
う方法の 確保もま た大事 なもので はないか なと思い ます。そ ういう意 味では 、防災ラジ
オを全戸に配布することによって、一つの方法として確立できるものではないのかなと、
そんなふ うに思っ ていま すので、 是非全戸 配布を実 施する方 向で検討 してい ただきたい
と思うものですが、お考えをお伺いいたします。
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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】

金谷道男議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 防災対策 につい てであり ますが、 はじめに 、防災ラ ジオにつ きまし ては、ＦＭ
はなびが コミュニ ティＦ Ｍラジオ 局として 平成２７ 年に開局 したこと に伴い 、緊急時の
情報伝達 手段の多 重化を 図るため 、ＦＭは なびの電 波を利用 し、自動 起動放 送機能を備
えた当市 オリジナ ルの防 災ラジオ を市内企 業に製作 を依頼し 、避難行 動要支 援者等を対
象とした無償貸与と、それ以外の方への一般販売を実施し普及を図っております。
無償貸 与につき まして は、平成 ２８年９ 月より実 施し、対 象となる ９，８ ４９名のう
ち、辞退 される方 もあり 、本年１ ２月４日 現在で無 償貸与数 は５，３ １４台 となってお
ります。
また、 販売につ きまし ては、定 価は１万 ４千円で 、半額の ７千円を 市が助 成する制度
を設け販 売促進を 図って おります が、販売 台数は８ ６台とな っており 、計画 を下回って
いる状況にあります。
本年の 災害では 、避難 情報を防 災ラジオ で聞き、 避難に役 立ったと の声も あることか
ら、テレ ビやスマ ートフ ォンなど に加え、 情報収集 手段を多 重化する ことに より、確実
な避難行 動につな がるこ となどを ＰＲし、 未貸与と なってい る避難行 動要支 援者へ防災
ラジオの貸与を今後も引き続き進めてまいります。
また、 消防団幹 部や自 主防災組 織役員、 警察、消 防、災害 時の協力 企業な どへ無償貸
与枠を拡 大し、避 難に時 間がかか る避難行 動要支援 者などが 、いち早 く避難 できる体制
を構築してまいりたいと考えております。
次に、防災ラジオの全戸配布に関する市民ニーズの調査につきましては、来年度の
「市民に よる市政 評価」 において 、災害時 の情報収 集手段の 中での防 災ラジ オの位置付
け等につ いてどの ように とらえて いるのか 、幅広い 年齢層よ りご意見 やご要 望を伺いた
いと考えております。
市内全 戸への無 償貸与 につきま しては、 これまで の貸与状 況や今後 実施す る市政評価
の結果も踏まえ、検討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】

再質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

- 72 -

○議長（茂木

隆）

○２３番（金谷道男）

２３番。
ただいまの市長の答弁で、来年度から貸与の拡大を図る、企業等、

あるいは その自主 防災組 織等の幹 部の方々 というよ うなこと でござい ますが 、大変しつ
こいよう な話で申 し訳ご ざいませ んが、私 は先程質 問の中で も申し上 げまし たとおり、
各市民、個々の市民に直接届く方法としては、現時点では私は防災ラジオという方法が、
前の質問 の時にも 申し上 げました が、防災 行政無線 に代わる 手段とし て非常 に有効なも
のではないのかなというふうに思っているものであります。
そこで 、私、防 災ラジ オの辞退 者がいる というこ とについ ても、ど うして なのかなと
いうこと を決算委 員会の 時にもち ょっとお 尋ねしま したけれ ども、や っぱり 防災ラジオ
の機能、 どういっ た使い 方をして 、何のた めにとい うような 部分が、 なかな か市民に伝
わってい ないので はない かなとい うふうに 感じまし た。管理 が難しい だろう とか、取り
扱いが難しいだろうとかといったことも含めてあるのかなと。私は、防災情報の伝達は、
やっぱり 行政の大 事な仕 事だと思 います。 取り立て て隣の町 の話をま たする わけではあ
りません が、隣の 美郷町 では防災 行政無線 に加えて 、今、い わゆるラ ジオ、 防災ラジオ
全戸配布 しており ます。 これはＦ Ｍあきた を使って やってい るようで ありま した。たま
たま私、２、３日前に車で走っていて、その情報がたまたま入ってきたので聞いてい
たんです が、月に １回、 毎週何か 第１火曜 日に起動 させてい るようで ありま す。これも
また一斉 強制起動 をさせ る能力が あるとい うような 話でした 。私この 一斉に やっぱり起
動させる 、そして 、一斉 に各戸に 届けると いう方法 でいくと すれば、 やっぱ りこの防災
ラジオと いうもの の価値 と言いま すか、効 果は、行 政効果は 、非常に 私は大 きいもので
はないかなと思っています。確かにお金のかかることですので、これ大変だと思います。
現時点で 大体大仙 市の世 帯数は３ 万１千ち ょっとで ございま す。これ １台１ 万円として
も３億１ ，０００ 万ぐら いかかる 話です。 ではあり ますけれ ども、全 戸の方 に全部のそ
の行政の ある意味 で行政 サービス の均一化 を図れる 方法とし て、やっ ぱり私 、防災行政
無線もい いと思う んです けれども 、これも 前の質問 の時に申 し上げま したが 、今、大仙
市で防災 行政無線 を作る という話 になると 、これは こんな数 字では、 とても じゃないけ
れどもで きる話で もない し、でき ないこと だと思い ます。そ ういった 意味で は、効果と
してある、その情報伝達効果として非常にあるこの防災ラジオ、そしてＦＭはなびを
使った情 報伝達の 方法と いうのは 、私は本 当にやる べきかな り優先度 の高い 事業ではな
いかなと そんなふ うに思 っていま すし、加 えてちょ っと申し 上げさせ てもら えば、放送
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局につい ても、や っぱり これだけ の広い大 仙市内で すので、 どこでど んな災 害が、私先
程申し上 げました 。ＦＭ はなびの 今の放送 の場所が 、もしか すれば機 能しな いという災
害もある かもしれ ません が、そう いったこ とも備え て、実は サテライ トも考 えたらどう
かという ようなこ とも実 は思って います。 やっぱり 東、西に 補完する 意味で 、そういっ
たことも 含めて考 えてい ったとき に、やっ ぱりこの 防災ラジ オの無償 配布と いうのは、
是非考えていただきたいなということで、再度お願いをいたしたいと思います。
○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。
金谷議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

防災ラ ジオの何 と言い ますか能 力、機能 と言いま すか、そ うした点 の認識 は、私も全
く同じで 、このコ ミュニ ティＦＭ 、それか ら防災ラ ジオを推 進してき た当時 の担当者と
しても重々承知しているつもりです。
私も実 はこの辞 退者が いる、い らないと 断る人が いるとい う大変残 念な思 いをしてい
るわけで あります 。ただ やはり何 か理由と 言います か原因が あるんだ ろうと 思いますの
で、それ を解消し ながら 進めてま いらなけ ればなら ないとい うふうに 重々思 っておりま
す。
それか ら、防災 行政無 線との比 較につい ても、十 数億とも 言われる そうい う防災行政
無線の、 そして天 気の悪 いときは 聞こえな いとか、 今の密封 式の家で は聞こ えにくいと
か、近く はうるさ いし、 遠くは聞 こえない というよ うな、そ の防災行 政無線 のいろんな
問題点も 踏まえて 、この 防災ラジ オの方に 向いた、 向かった という当 時の思 いもありま
すので、 是非この 防災ラ ジオを充 実してい きたいな というふ うに思っ ている 人間であり
ます。
いろい ろ市民の 方がい らないと いうふう なことを おっしゃ るという 、こう いったとこ
ろをまず 解決しな がら、 そしてそ の必要性 、それか ら機能の 重大性と 言いま すか、それ
をＰＲしながら普及していければなというふうに思っているところであります。
確かに 今、最終 的に財 源の話も ありまし た。今こ れからや ると２億 ２，０ ００万円余
り、さら に全戸配 布分を 用意する となれば それほど 、前の事 業費から 換算し てそういう
ふうにな ると聞い ており ますけれ ども、当 時、最初 のときは 過疎ソフ トです かね、そう
した起債 を充当し て導入 した経緯 もありま すけれど も、もう 一度いろ いろな 今、最初に
申し上げ たような 市民の 皆さんの 意識を確 認しなが ら、この 導入に向 けてで すね、充実
に、この 防災ラジ オの機 能を最大 限発揮で きるよう な、ＦＭ はなびの 能力を 発揮できる
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ような、そうしたシステムにしていきたいというふうに思います。
若い人 方とね、 要支援 者の皆さ んと同じ でいいの かなとい うことも 考えた りもしまし
たけれど も、多重 化とい うことで 、そして 一斉起動 すると、 そういう システ ムなので、
またそこ も解決で きるか なという ふうに思 っており ますけれ ども、い ずれ市 民の皆さん
の意向を 確認しな がら、 また、市 民の皆さ んのそう した意識 を変えて いきな がら、もう
少し検討させていただきたいというふうに思います。
○議長（茂木

隆）

再々質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○２３ 番（金谷 道男）

はい、２３番。
今後の 方向、検 討してい ただける というこ とで今日 の質問は終わ

りたいと 思います が、私 さっきも 言いまし たとおり 、的確な 情報をタ イムリ ーに出すと
いうのは 、行政の 私は責 任だと思 います。 情報伝達 する側が その方法 をいろ いろあるの
で、あな たたちが 選んで ください というこ とではな いのでは ないかな と思い ます。どう
しても嫌 だと言う 人まで やれとい う話では なくて、 やっぱり ちゃんと 全部の 方に手段を
提供した 上で、そ の上で 私は辞退 がどうし てもある んであれ ば、これ やむを 得ないのか
な、あな たには情 報が届 く手段が 一つ減り ますよと いうこと も自覚し ていた だいた上で
の話にな ると思う んです が、それ とやっぱ り私いろ んな財源 探してほ しいと 言うつもり
だったん ですが、 市長が 先に述べ られまし た。今、 国も防災 について は、い ろんな施策
を講じて いるはず ですの で、詳し いのは私 情報持っ ていませ んけれど も、ど っかには必
ずしも市 町村だけ が情報 伝達する 責任では あるはず がないの で、国で あれ県 であれ、国
民に対し て、ある いは県 民に対し ての情報 伝達の責 任はある ことです ので、 やっぱり応
分の負担 はそれぞ れがし てやるべ きものだ と私もそ う思って いますの で、制 度がなけれ
ば是非市 長会等も 通して 、あるい は議会の 方からも そんなこ とを検討 しなが ら、私は非
常にタイ ムリーに 、こう いう我々 の方みた いに広い ところで は、やっ ぱり無 線を使った
やっぱり 情報伝達 という のは、非 常にこの 後も重要 になって くるかと 思いま すし、その
ためには 自分たち の方で 発信でき る道具を 持ってい るコミュ ニティＦ Ｍとい うものもあ
りますの で、そこ ら辺を しっかり 踏まえた 上で、や っぱりい つ来るか わから ないその災
害に対し て的確な 情報を 出すとい う視点で 、より多 重に、そ してきめ 細かく 施策をやっ
ていっていただきたいということをお願いを申し上げまして質問を終わります。
○議長（茂木

隆）

これにて２３番金谷道男君の質問を終わります。
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【２３番
○議長（茂木

隆）

金谷道男議員

降壇】

次に、１５番佐藤育男君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、１５番。
【１５番

○議長（茂木

隆）

○１５ 番（佐藤 育男）

佐藤育男議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
大地の 会の佐藤 育男です 。通告に 従い、一 般質問を させていただ

きます。
最初に 、農業振 興策に ついての 質問です が、私の 地元中仙 地域にお きまし ては、平成
２７年にメガ団地の完成により、１０４棟のハウスでトマトの栽培が行われております。
作業員の 確保に難 儀した ことや低 温による 影響で、 当初計画 された収 穫数量 には及ばな
いものの 、トマト の栽培 をはじめ 水稲、大 豆、露地 野菜の栽 培を行い 、経営 の安定化に
向けて試行錯誤を行っている状況と聞きます。
また、 今年度、 道の駅 なかせん にあるオ カキ工場 の閉鎖に 伴い、地 元農業 法人の大仙
創農がト マトの搾 汁工場 を開業し 、順調に 運営をさ れており 、来年は トマト の栽培面積
も地元中仙地域を中心に作付面積を拡大すると聞いております。
両事業 所の開設 にあた り、市か らの支援 に対しま しては、 深く感謝 を申し 上げます。
さらには 、酪農農 家共同 で堆肥セ ンターの 建設の話 も持ち上 がってお り、こ の後ご相談
に上がる かもしれ ません ので、そ のときは どうぞよ ろしくお 願いをし たいと 思います。
このよ うに平地 におい ては、基 盤整備を 契機に組 織化が進 み、順調 に運営 されており
ます。今 回の質問 の内容 に入りま すが、今 述べたよ うに平地 での農業 経営は 改善されて
いるものの、全農地面積の２割を超える中山間地域の農業についての質問でございます。
中山間 地域は、 傾斜地 などによ る農地の 条件不利 性ととも に鳥獣被 害の増 加、人口減
少、高齢化、担い手不足など厳しい状況に置かれていると言えます。
私もそ んな中、 その問 題を抱え た中山間 地域の農 業を五反 歩程借り まして 枝豆の栽培
を行って みました が、農 道が狭く 、草刈り の面積も 多く、カ モシカの 食害に も遭いまし
て２年で 辞めた経 験があ ります。 やはり平 地での営 農に比べ ますと、 気候的 な条件や経
済的負担が多いほか、収穫量も少なく、農業経営を圧迫する結果となりました。
平成２ ８年の７ 月には 、そのと きの大地 公明の会 とだいせ んの会合 同で、 栃木県鹿沼
市の中山 間地域で 行われ ています 「日本大 麻振興会 」にお邪 魔して、 産業用 大麻につい
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て研修を行ってきました。
中山間 地域での 栽培に ついては 、排水対 策を施せ ば可能と のことで 、荒廃 地の再活用
に効果が 期待され 、花火 玉に使わ れている 麻炭を含 め建築の 装飾品な ど多方 面での活用
が行われておりました。
このよ うに、中 山間地 域でも栽 培可能な 作物の導 入も考え てもいい ように 思います。
また、 大仙市内 の中山 間地域で 実際に農 業を営ん でいる人 に聞いて みます と、高齢化
が進み農 業機械を 買って まで農業 を続ける 自信がな いとか、 あと１０ 年もす ると集落機
能が崩壊 する。今 は自分 の農地だ け続けた いなどと いう話を 聞きまし たが、 集落営農が
一番望ま しいが中 心とな る人がい ないとい う意見も 聞かれま した。中 山間地 域では様々
な問題を 抱え、農 業を続 けるのが 困難と思 っており 、集落営 農を立ち 上げる にも中心人
物がいな い、何と かして ほしいと いう叫び でありま した。こ のままで すと、 耕作放棄地
が増え、農地の荒廃が進むことになり、中山間地域での農業に危機感を感じております。
また、 地域農業 を担う リーダー の存在が 大きいよ うで、そ の育成の 必要性 も感じまし
た。
現在実 施されて います 東部及び 西部の新 規就農研 修センタ ーの役割 も、地 域に及ぼす
影響も大きなものがあります。また、農業元気賞についても、若手農業者の励みになり、
地域農業のリーダーとして育つことを期待しておりますが、これとは別に地域のリー
ダーの育成のための施策もあってもいいのではないかと思っております。
また今 回、この 質問に あたり、 農水省の 補助事業 を調べて みました が、中 山間地域で
活用でき る補助制 度も多 くありま した。そ の内容を 地域の農 業経営者 に周知 する手段と
して、広 報などで の周知 は行って いると思 いますが 、集落ご との座談 会や説 明会なども
考えられ ます。集 落での 座談会や 説明会で 問題解決 の議論を 重ねれば 、そこ から地域の
リーダー が育つこ とも考 えられま すので、 効果的な のではな いでしょ うか。 ということ
で、質問 ですが、 中山間 地域にお いて県や 農水省の 補助制度 の活用の 状況や 荒廃農地の
状況も含 めた農業 の経営 の実態に ついて、 どのよう に把握さ れている のかお 尋ねをいた
します。 そして、 今後の 中山間地 域におけ る農業振 興策につ いてお伺 いをい たします。
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】

佐藤育男議員の質問にお答え申し上げます。

- 77 -

質問の 農業振興 策につ いてであ りますが 、はじめ に、中山 間地域の 農業に おける経営
実態につ きまして は、大 仙市の水 田面積１ 万８，３ ４０ｈａ のうち２ ２％に 当たる、お
よそ４， １００ｈ ａが中 山間地域 に位置し ており、 中山間地 域におけ る経営 形態につい
ては、法 人が１９ 経営体 、集落営 農組織が ８経営体 、個人が １，４４ ６経営 体で、平均
経営面積は約３．０ｈａとなっております。
また、 荒廃農地 につい ては、年 々増加し 、平成２ ８年度末 で７７． ４ｈａ が確認され
ております。
近年、 法人にお いては 、条件不 利を克服 し、補助 事業を活 用して６ 次産業 化や複合化
に取り組 んでおり 、個人 において は、ソバ の作付や 畜産など 、それぞ れ地域 の特性にあ
わせた農業経営が行われております。
次に、 中山間地 域の農 業振興策 につきま しては、 中山間地 域は、傾 斜地が 多いなどの
立地特性から、農業を実践していく上で、圃場が小規模でまとまった耕地が少ないため、
規模拡大 が進みに くく、 生産性に おいても 耕作条件 の不利性 を反映し 、平地 との格差が
拡大しております。
市では 、こうし た中山 間地域が 抱える課 題に対応 するため 、三つの 方向性 のもとで取
り組んで おり、一 つ目と して「営 農を継続 できる環 境づくり 」を進め るため 、平成２３
年度から 「小規模 集落元 気な地域 づくり基 盤整備事 業」を市 独自に立 ち上げ 、国・県の
補助対象とならない２０ｈａ以下の基盤整備を９２．５％の補助率で実施しております。
二つ目 は、「営 農環境 の改善や 景観の向 上等に向 けた地域 ぐるみの 活動の 推進」であ
り、国の 多面的支 払交付 金事業の 積極的な 活用とあ わせ、地 域資源を 地域全 体で支える
仕組みづ くりを進 めるた め、平成 ２６年度 から市単 独で『「 未来へつ なぐ」 農村地域サ
ポート事 業』を実 施して おり、農 村資源の 保全活動 や農作業 のサポー ト事業 に加え、除
雪・防犯などの地域活動を含めバックアップしております。
三つ目 は、「耕 作放棄 地の発生 防止、抑 制に向け た取り組 みの推進 」であ り、国の多
面的支払 交付金事 業や中 山間地域 等直接支 払交付金 事業、耕 作放棄地 再生利 用交付金事
業と連携 し、耕作 放棄地 の抑制と 解消に向 け取り組 んでおり 、平成２ ５年度 からは、市
単独の「 遊休農地 活用支 援事業」 により、 耕作放棄 地の再生 と再生後 の営農 活動を後押
ししております。
また、 平成２６ 年度か らは、地 域資源を 活かした 中山間地 域農業の 展開を 後押しする
ため、県 事業の「 元気な 中山間地 域農業応 援事業」 と連携し 、水田の 畑地化 整備や地域
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特産品の導入、６次産業化に必要な機械・施設の導入を支援しております。この事業は、
地元農業 者の代表 やＪＡ 、土地改 良団体等 の関係者 からなる 大仙市中 山間地 域資源活用
推進協議 会を組織 し、地 元農業者 を含む各 地域部会 が作成し たプラン に基づ き、これま
で、リン ドウやダ リア、 アスパラ ガスの新 植、枝豆 、いぶり がっこな どの生 産に必要な
機械・施 設の整備 が５地 区で進め られ、特 色ある中 山間地域 農業の実 現に向 け、意欲的
な取り組みが広がっております。
市とい たしまし ては、 こうした 事業を継 続しなが ら、各種 事業の周 知やＰ Ｒに努め、
特色ある 中山間地 域農業 の取り組 みが他地 域にも波 及してい くよう取 り組み を進めてま
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、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１５ 番（佐藤 育男）

はい、１５番。
質問で はありま せん。私 、今回の 質問にあ たりまし て、農水省の

ホームペ ージ等を 見てみ ました。 そしたら 、優良事 例という ことで協 和の小 種のたねっ
このこと が載って いまし た。内容 といたし ましては 、基盤整 備を行っ た９割 の農地を集
積し、そ して、高 収益の 作物を導 入する。 それから 、野菜加 工での周 年の雇 用を実現し
ていると いうこと で、優 良事例と いうこと で載って ありまし た。こん な先駆 者と言いま
すかおり まして、 こんな 取り組み が、平地 はもちろ んですが 中山間地 域にも 展開されま
すように、どうぞ今、三つの方向性でいろいろ実施しているというお話ありましたので、
今後とも積極的に施策の実施をお願いしたいと思います。
以上で最初の質問を終わります。
○議長（茂木

隆）

○１５ 番（佐藤 育男）

次に、２番の項目について質問を許します。
二つ目 の質問は 、７月と ８月に発 生しまし た豪雨災 害についてで

あります 。これは 、石塚 議員、鎌 田議員と の質問が 、内容が 重なりま すが、 どうぞよろ
しくお願いいたします。
まず最 初に、被 災され た方々に は、心よ りお見舞 を申し上 げたいと 思いま す。また、
市当局の 皆様方に は、災 害時はも ちろん、 その後の 災害査定 への対応 や事務 処理等に不
眠不休で対応していただきまして、誠にありがとうございました。
質問ですが、中小河川の維持管理や今後の整備計画についてお尋ねをいたします。
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今回の 災害は、 中小河 川の堤防 の決壊や 氾濫によ るものが 多く、市 長の市 政報告にも
あったよ うに甚大 な被害 をもたら しました 。その原 因として 、河川内 の立木 や土砂利等
の堆積物 が被害を 大きく した要因 の一つと 考えてお ります。 したがっ て、立 木の除去と
堆積土砂 の浚渫を 強く要 望するも のであり ますが、 中小河川 には、県 管理の 河川と市管
理する河川等があると思いますが、その維持管理状況についてお伺いいたします。また、
中小河川の今後の整備計画についてもお伺いをいたします。
次に、農地や農業用施設についてでございます。
この質 問は、前 回の議 会の一般 質問で小 山議員よ り質問が あり、市 長が答 弁したとお
りである と思いま すが、 今議会の 市長の市 政報告に よります と、公共 災害の 災害査定が
完了した こと、そ して４ ０万円以 下の小規 模災害に ついても 件数及び 被害額 が概ね確定
したこと から、本 定例会 の補正に も上程さ れており ます。被 災された 農家で は、農家負
担が大き ければ、 そのま ま放置し て作付け をやめよ うかとい う声も聞 かれま す。営農を
続けても らえるよ う、農 家負担の 軽減をお 願いした いのです が、まだ 補正予 算の審査が
終わって おらない 状況で すので、 答えれる 範囲で結 構ですの でお伺い をいた 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。老松市長。
【老松市長

○市長（老松博行）

登壇】

質問の豪雨災害についてお答え申し上げます。

はじめに、中小河川の維持管理につきましては、本市を流れる県管理河川の州ざらい、
伐木、堤 防除草等 の維持 管理や河 道掘削や 築堤等の 河川改修 について 、今年 ６月１５日
に開催し た秋田県 仙北地 域振興局 建設部と の事業調 整会議に おいて要 望いた しておりま
す。
県から は、日常 パトロ ール等に より、対 策が必要 な箇所の 把握に努 め、立 木等の除去
や堆積し た土砂等 の除去 を計画的 に実施し 、河川の 維持管理 に努めて おり、 特に州ざら
いは、河 川の流下 能力を 向上させ る即効性 のある工 事であり 、今年度 は、川 口川の丸子
川合流点付近で実施されたと伺っております。
また、 市が管理 する河 川は、河 川法第１ ００条の 二級河川 の規定を 準用す る、いわゆ
る準用河 川が西仙 北地域 の寺の下 川、床畑 川及び小 戸川川の ３河川と その他 ９２の普通
河川とな っており 、維持 管理につ いては、 毎年度、 河川維持 管理費を 予算措 置し、浚渫
や護岸の 整形等の 作業に 加え、小 規模な破 堤箇所等 について は、かご 護岸等 の河川改修
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を実施しております。
今年度 は、災害 発生箇 所の復旧 にあわせ て浚渫作 業を行っ ており、 今後も パトロール
や地元住 民等から の情報 をいただ きながら 状況把握 に努め、 適切に行 ってま いります。
今後の 整備計画 につき ましては 、災害復 旧を最重 点課題と して、７ 月・８ 月の災害発
生後に秋 田県知事 に対し て県管埋 河川の緊 急的な治 水対策等 の要望活 動を行 っておりま
す。
県からは、特に被害が大きかった淀川と福部内川については、「河川等災害関連事
業」や「 河川等災 害復旧 助成事業 」及び「 河川災害 復旧等関 連緊急事 業」等 により、概
ね４、５ 年で緊急 的な治 水対策を 実施し、 被災した 土買川、 楢岡川に ついて は災害査定
を進めており、早期復旧に向け、順次工事に着手していくと伺っております。
次に、 農地や農 業施設 災害にお ける農家 の負担軽 減につい てであり ますが 、７月２２
日から２３日及び８月２４日から２５日の豪雨災害による市の農林業被害は甚大であり、
農地及び 農業施設 被害に ついては 、農家の 皆様が来 年の営農 活動に取 り組む ことができ
るよう、復旧事業を進めております。
農地・ 農業用施 設の復 旧事業で は、復旧 経費の一 部につい て地元負 担が伴 うものであ
りますが 、１カ所 の工事 費が４０ 万円を超 えて、国 が経費の 一部を負 担する 公共災害復
旧事業で は、通常 の農地 災害の場 合、国が ５０％、 農業用施 設の災害 につい ては、国が
６５％の 補助率で あり、 国の補助 残を市が ７５％負 担し、地 元負担金 が２５ ％となって
おります。
今回の 災害は激 甚災害 として指 定された ことから 、県の試 算では国 の補助 率が農地で
８７％、 農業用施 設では ９５％を 想定して おります が、今月 中旬には 、国へ 補助率増嵩
申請を行 い、国の 認定に より補助 率が嵩上 げされる ことにな り、農家 負担に ついて大幅
な軽減が図られることとなっております。
復旧事 業につき まして は、１１ 月２７日 までの第 ８次災害 査定を受 け、全 ５２件の事
業申請が 認められ 、決定 事業費は ４億８， ２００万 円となっ ており、 来春の 営農に向け
て関係機関との調整を図りながら、順次着手してまいります。
また、 １カ所の 工事費 が４０万 円以下の 箇所につ きまして は、市単 独の助 成制度で事
業費の４ 分の３を 支援し ておりま すが、さ らに県の 支援対策 を活用し 、事業 費の４分の
１を上乗 せ助成し 、農家 負担をゼ ロとする ため、今 次定例会 へ補正予 算をお 願いしてお
ります。
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以上の ように、 国・県 補助事業 を活用す るととも に、市独 自の支援 事業に より農家負
担の軽減を図ってまいりますので、よろしくご理解賜りますようお願いいたします。
【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）

○１５番（佐藤育男）

はい、１５番。
質問ではございません。

堆積し た河川に つきま しては、 被災しま した西部 地区のみ ならず市 全域に 堆積した河
川という のはあり ます。 私どもも 今年、県 の方に直 接要望し た河川が ありま す。その際
に県の方 からも出 向いて いただき まして現 地を視察 しており ます。そ の際に 県の出して
くれまし た答えが 、雑木 に関して は地元で 処理でき るのであ れば、す ぐ切り ますよとい
うような お答えで した。 それから 、堆積土 砂につき ましては 、残土処 理場が 確保できれ
ば、すぐ にでも実 施しま すよとい うような お答えを いただい ておりま す。現 地視察した
結果でご ざいます 。これ は先程鎌 田議員の 質問の中 にもあり ましたで すが、 そんなこと
で県との 事業調整 会議等 あると思 いますが 、市の方 でも何と かこの残 土処理 場というの
を確保し ていただ ければ 、堆積除 去という のを実施 していた だけると いうよ うな状況に
あると思 いますの で、そ こはどう か県と連 携を取り ながら今 後進めて いただ きたいとい
うふうに、これはお願いでございます。
それからもう一つ、農家負担の軽減についてです。
前、小 山議員の 段階で はまだは っきりし なかった のが、今 回、市長 よりご 答弁ござい
ました。４０万円以下の小規模災害については、実質、農家の負担がないということで、
かなり前 進したか なとい うふうに 思ってお ります。 そして、 公共債に おきま しても、今
後、先程 言いまし た補助 率増嵩申 請ですか 、という のをされ まして、 さらに 農家負担が
軽減され てくるだ ろうと いうよう なことで 、事務処 理等で当 局の方に ご尽力 をいただい
ておるようでございますので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。
市長の ご答弁に もあり ました、 いずれ復 旧して来 年作付し なければ ならな い農地でご
ざいます 。どうぞ 作付に は影響の 出ないよ うな形で 復旧をし ていただ きたい なというふ
うに思っ ておりま すので 、よろし くお願い いたしま して私の 質問を終 わりま す。ありが
とうございました。
○議長（茂木

隆）

これにて１５番佐藤育男君の質問を終わります。
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【１５番
○議長 （茂木

隆）

佐藤育男議員

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。２時

１５分に再開いたします。
午後

２時０４分

休

憩

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

隆）

２時１５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、１４番後藤健君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、１４番。
【１４番

○議長（茂木
○１４ 番（後藤

隆）
健）

後藤健議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
大地の 会の後藤 でござい ます。本 日は、２ 項目につ いて質問をさ

せていただきます。
まずはじめに、鳥獣対策についてお伺いいたします。
大仙市 内におけ る鳥獣 被害の状 況につい ては、市 として把 握してい る分だ けでござい
ますけれ ども、カ ラスや ツキノワ グマなど によるも のがほと んどで、 ここ３ 年の被害額
は平成２ ６年度が １１９ 万２千円 、平成２ ７年度が ２１万円 、平成２ ８年度 が４１万６
千円程で ございま すけれ ども、全 国的に見 ますと被 害額が毎 年２００ 億円前 後で推移し
ておりま して、そ のうち ニホンジ カ、イノ シシ、サ ルの３獣 種による ものが 全体の７割
を占める状況にあるようでございます。
今まで は、ニホ ンジカ やイノシ シは、積 雪の多い 東北地方 や北陸地 方では 生息してい
ない、生 息ができ ないと 言われて おりまし て、言い 換えます と雪が降 る大仙 市において
はニホン ジカやイ ノシシ の分布域 ではない ために大 きな農業 被害にな らずに 済んでいた
こともあるのではないのかなというふうに思っております。
しかしながら、近年は、気候の変動や農村地域の過疎化、動物の積雪への適応など
様々な要 因がある ようで ございま すけれど も、繁殖 力の強い ニホンジ カやイ ノシシの分
布域は拡 大してお りまし て、大仙 市内にお いても農 業等の被 害等は未 だにな いようでご
ざいます けれども 、ニホ ンジカや イノシシ の目撃情 報が徐々 に増え、 生息の 痕跡も見つ
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かるなど、大仙市にまでも分布域が広がりつつある状況にあるようでございます。
そこで まず１点 お伺い いたしま す。大仙 市におい て現在の ニホンジ カ及び イノシシの
個体数、 それぞれ の分布 域は、ど のように なってい るのかお 尋ねいた します 。ニホンジ
カやイノ シシによ る被害 にあって は、直接 的に作物 を食害さ れる経済 的な被 害や田畑の
踏み荒ら しによる 労務的 な負担な どによる 営農意欲 の減退、 耕作放棄 地の発 生など農業
被害のほ か、タケ ノコや 草木の捕 食、樹木 の剥皮、 土壌流出 など自然 環境へ の影響も大
きく、山 々に囲ま れた農 業地帯で ある大仙 市におい て、これ 以上ニホ ンジカ やイノシシ
の個体数 が増加し て分布 域が拡大 した場合 、大きな 被害につ ながる可 能性が あると考え
ます。国 でも鳥獣 被害防 止特措法 を制定し 、鳥獣被 害防止総 合対策交 付金を 交付するな
ど被害防 止に向け た支援 策を行っ ていると ころでご ざいます けれども 、当市 にあっても
今後の個 体数の増 加や分 布域の拡 大を防ぎ 、農業等 の被害防 止に向け て早め の対策をす
べきと考えますが、お考えをお伺いいたします。
○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】

後藤健議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 鳥獣対策 につい てであり ますが、 ニホンジ カ、イノ シシの個 体数と 生息域につ
きまして は、ニホ ンジカ は、平成 ２１年６ 月に仙北 市で死亡 個体が確 認され てから目撃
は県内全域で確認され、年々増加しており、平成２６年は３７頭、平成２７年は５２頭、
平成２８ 年は７９ 頭が目 撃されて います。 ニホンジ カは、生 息域が低 山帯に 集中するこ
とから、 平野部の 多い県 西部や内 陸部は、 シカの生 息しやす い区域と なって おり、近年
では白神山地の一部でも目撃情報が増えております。
イノシ シにつき まして は、平成 ２４年に 湯沢市で １頭が狩 猟捕獲さ れて以 降、目撃数
が増えており、平成２８年には三種町で県内初となる農業被害が確認されました。
秋田県の目撃数は、平成２６年が５頭、２７年が８頭だったものが平成２８年には
３８頭と 大幅に増 えてお り、湯沢 市や由利 本荘市、 大館市周 辺での目 撃数が 多くなって
います。 今年の９ 月には 中仙地域 の大神成 地区でイ ノシシに よるジャ ガイモ とサツマイ
モの農業 被害が確 認され ており、 猟友会員 で構成さ れる大仙 市鳥獣被 害対策 実施隊が檻
による捕獲を試みましたが捕獲には至りませんでした。
イノシ シにより 西日本 を中心に 甚大な農 業被害や 生活環境 被害が発 生して おり、山形
県では被 害が拡大 してい るほか、 岩手県南 部でも被 害が増え ている状 況であ ります。イ
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ノシシの活動範囲は、主に森林や農地とされ、近年は暖冬による積雪減少の影響もあり、
今後は県内全域で生息数を増やしていく可能性が高いと考えられます。
次に、 農業等の 被害、 自然環境 への影響 防止に向 けた今後 の取り組 みにつ いてであり
ますが、 ニホンジ カ、イ ノシシの 被害対策 について は、それ ぞれの生 態や県 内の被害状
況を踏ま え、毎年 ３月に 開催する 市、県、 大仙警察 署、森林 組合、Ｊ Ａ秋田 おばこ、猟
友会で組 織する「 大仙市 鳥獣被害 対策協議 会」にお いて情報 交換を行 い、今 後の取り組
みについて協議してまいります。
また、 １１月１ ５日か ら２月１ ５日の狩 猟期間内 での捕獲 を推進し 、個体 数調整を実
施するほ か、必要 であれ ば防護柵 を設置す るなど、 容易に農 地に侵入 できな い取り組み
も必要になるものと考えております。
【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
○１４ 番（後藤

隆）
健）

１４番。
今後、 対策につ いては協 議してい きたいと いうこと でしたけれど

も、やっ ぱりどの 辺にど れぐらい いるのか という情 報の把握 を、まず すべき ではないの
かなとい うふうに 思って おります 。いろい ろ僕も今 回質問す るにあた って、 その対策を
調べたん ですけれ ども、 やっぱり 地域ぐる みで対策 をしなけ れば、な かなか 効果が上が
らないと いうふう に書い ておりま す。例え ば耕作放 棄地の除 草ですと か、も う採らない
作物をそ のままに 置いて おかない ですとか 、そうい ったもの が動物を 引き寄 せるという
ようなこ とも書い ており ましたの で、やっ ぱりどう いった地 域にどれ ぐらい いるのかと
いうのを まず把握 して、 その地域 にやっぱ り啓発と 言います か、イノ シシ、 シカが最近
ちょっと こういう ふうに 出ている ようなの で、地域 の皆さん も気をつ けてく ださいと、
対策して ください という ふうな啓 発をやっ ぱり市で していか ないとい けない のかなとい
うふうに 思ってお ります 。まだそ う大きい 被害では 、中仙で １件あっ たよと いう話あり
ましたけ れども、 そう大 きい被害 ではない ようです けれども 、ご存知 のよう に繁殖力が
ものすご い強いら しいの で、今、 全国的に シカ、イ ノシシ、 西日本を 中心に 相当数獲ら
れ て い る よ う で は ご ざ い ま す け れ ど も 、 こ の ま ま 同 じ よ う に 獲 っ て い っ た と し て も、
どんどん 爆発的に 数が増 えると言 われてい るぐらい 繁殖力の 強い動物 のよう でございま
すので、 早めの対 策で被 害防止に 努めてい ただけれ ばなとい うふうに 思いま す。答弁あ
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れば何か。
○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。
今 ご指摘 のとおり 、地域が まとまっ てそうし た危機感 を持ってやる

ことが大 事だと、 今日の 実は日本 農業新聞 にも高知 県の例で したけれ ども、 鳥獣害対策
というこ とで、専 門員を 配置して 効果を上 げている という記 事が今日 の農業 新聞にもあ
りました けれども 、ご指 摘のとお り、やは りどの辺 にどれだ けいるの かとい うそういっ
た状況を つかまな いと対 策のしよ うもない というふ うに思い ます。ま ずそれ を最優先に
する形で 、やっぱ り地域 、そのい るという 地域がま とまって 守りの策 として は防護柵を
やると。 攻めの策 として は、やっ ぱり捕獲 、何と言 いますか 捕獲をす るとい うこと、こ
の両方の対策が重要ではないかなと思っております。
○議長（茂木
○１４番（後藤

隆）
健）

次に、２番の項目について質問を許します。
次に、項目の二つ目、母子健康手帳についてでございます。

母子健 康手帳は 、昭和 １７年に 妊産婦手 帳として 誕生し、 以来７５ 年間、 全ての妊婦
に配布さ れ、妊娠 期から 乳幼児期 までの母 子の健康 管理に関 して今現 在も非 常に大きな
役割を果 たしてい るとこ ろでござ いますけ れども、 より利便 性を向上 させる 点と母親の
不安を解 消させる 点、二 つの観点 から、新 たな母子 手帳の導 入につい てお伺 いいたしま
す。
まず電子母子手帳についてでございます。
電子母 子手帳は 、近年 、民間企 業によっ て開発さ れたもの でござい まして 、自治体が
配布する 紙の母子 手帳を 補完する サービス として提 供されて いるもの でござ いまして、
ＩＣＴの 進歩によ ってス マートフ ォンやタ ブレット が普及し ている現 在、特 に子育て世
代である ２０代か ら４０ 代では、 その普及 率が約９ ０％と言 われてい るわけ でございま
すけれど も、全国 で２０ ０近い自 治体がこ の電子母 子手帳を 導入して いるよ うでござい
ます。
機能と しては、 紙の母 子手帳の ような母 子の健康 記録に加 えまして 、子ど もの成長を
写真や動画などと一緒に記録して、それを家族でも共有できる、それがクラウド上に
バックア ップされ るもの ですから 、災害時 ですとか スマート フォンを 紛失し たとしても
記録を失くす心配がないというふうなものでございます。
また、子どもの出生日から予防接種のスケジュールを提案して、接種日が近づくと
プッシュ 通知をし てくれ るなど、 日程を手 軽に立て られる機 能や地域 の子育 てメニュー
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や地域イ ベントの 情報を 利用者に 直接発信 できる機 能なども あるよう でござ います。こ
の電子母 子手帳の 導入に よって子 育て世代 の子育て に関する 利便性が 高まる と思われま
すけれども、市当局のお考えをお伺いいたします。
次に、 未熟児と 言いま すか、低 出生体重 児と言う ようでご ざいます けれど も、低出生
体重児用の母子健康手帳についてでございます。
低出生 体重児用 の母子 健康手帳 は、早産 などで小 さく生ま れた赤ち ゃんと 母親のため
の母子手 帳でござ いまし て、通常 の母子手 帳は標準 体重以下 の子ども の成長 記録がしに
くいとい ったこと もある ようでご ざいまし て、子育 てへの不 安を助長 させた り自責の念
にかられ る母親も いると のことで ございま す。それ らを解消 させるた めに静 岡市の母親
団体が２０１１年に作成したのが始まりのようでございます。
大仙市 において も平成 ２６度が ３２人、 平成２７ 年度が４ ３人、平 成２８ 年度が４５
人、今年 度１０月 末現在 で２６人 の低出生 体重児が 生まれて いるよう でござ いますけれ
ども、そ れらの母 親の不 安を解消 させる観 点からも 、市とし て低出生 体重児 用の母子健
康手帳を導入すべきと考えますけれども、当局のお考え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。佐藤副市長。
【佐藤副市長

○副市長（佐藤芳彦）

登壇】

質問の母子健康手帳についてお答えを申し上げます。

はじめに、電子母子手帳についてでございます。
電子母 子手帳は 、妊娠 、出産、 子育てを 切れ目な く支援す るための 「子育 て支援アプ
リ」の一種で、既存の母子健康手帳と併用することを前提としているものでございます。
電子母子 手帳を含 む、い わゆる「 子育て支 援アプリ 」につき ましては 、全国 でも導入し
ている自治体が増えてきているというふうに思っております。
サービ スの内容 や機能 がそれぞ れの会社 によって 異なり、 その種類 も多数 ある状況で
あります ので、利 用者と なります 子育て世 代のニー ズを満た すことが できる 「子育て支
援アプリ 」の確認 、そし て内容の 精査を行 い、今後 の導入を 視野に入 れて検 討をしてま
いりたいと考えております。
次に、低出生体重児の母手健康手帳についてでありますが、この手帳につきましては、
低出生体 重児の成 長発達 を考慮し た内容に なってお り、既存 の母子健 康手帳 と併用する
ことで低 出生体重 児の健 康管理が 行いやす い紙媒体 の手帳で ございま す。全 国的には、
まだ取り組み事例が少なく、いくつかの自治体が独自に作成している状況でございます。
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長野県 の事例が ありま すが、長 野県では 、県が実 施する総 合的な療 育支援 事業の一環
として、 専門医ら の監修 のもと、 手帳を作 成し、１ ，５００ ｇ未満で 生まれ た未熟児を
対象に、医療機関で配布していると伺っております。
大仙市におきましては、現在、未熟児用の母子健康手帳は作成しておりませんが、
２，５０ ０ｇ未満 で生ま れた未熟 児で、特 に健康管 理や育児 支援が必 要なケ ースにつき
ましては 、医療機 関や療 育機関と 連携を密 にして、 それぞれ の成長発 達にあ わせた、き
め細やか な支援を 行って おります 。引き続 き、この 充実を図 るととも に、未 熟児用の母
子健康手 帳の作成 につき ましては 、県や医 療機関と も情報交 換を行い ながら 、全県的な
取り組みになっていくように提案を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（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
○１４ 番（後藤

隆）

１４番。

健）

その低 出生児用 の方なん ですけれ ども、提 案してい きたいという

話もあり ましたけ れども 、必要か 必要では ないかと いうとこ ろも当然 必要な んですけれ
ども、や っぱりそ の一人 のお母さ んの不安 を解消さ せるとい うことが 、僕は 一番重要な
観点なのかなというふうに思っております。例えばこれ、大仙市で１人しかいないから、
２人しか いないか らとい うのでは なくて、 やっぱり そういう 母子手帳 がある ことによっ
て安心す るお母さ んがい るという 観点は是 非忘れず に、強く 提案して いって ほしいなと
いうふうに思います。
以上です。答弁いりません。
○議長（茂木

隆）

これにて１４番後藤健君の質問を終わります。
【１４番

○議長（茂木

隆）

後藤健議員

降壇】

以上で本日の日程は、全部終了しました。

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

２時３２分

散

- 88 -

会

