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○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開きます。

○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。

順次質問を許します。最初に、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】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
お はよう ございま す。公明 党の秩父 博樹です 。今回、 ３項目につい

て通告さ せていた だいて おります 。順次質 問させて いただき ますので 、どう かよろしく
お願いいたします。
最初に、若者政策への予算の割り当てについてお伺いいたします。
１８歳 選挙権が 実現し てから今 夏の参院 選は２回 目となり 、若者の 政治的 関心を高め
ることは 、その重 要さが 増してき ていると 考えます 。少子高 齢化が急 速に進 む現状で若
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者の政治 離れが進 行すれ ば、若者 の政治的 影響力は 低下し、 社会の沈 滞化に つながって
いきます。
若者の 政策形成 過程へ の参画を 促進する など、若 者が社会 における 影響力 を実感でき
るような取り組みを積極的に進めることが重要であるというふうに考えます。
当市に おいて投 開票と なった直 近の選挙 は、おと としの衆 議院選挙 になり ますが、投
票率につ いては６ ０代と ２０代で は投票率 に約２倍 の違いが ある、そ ういう 状況です。
このよう な数値が 出てい ることか らも、大 仙市にお いても例 外ではな く、若 者の政治意
識の低下が顕著になっていると思われます。
また、 平成２５ 年に内 閣府が７ カ国の満 １３歳か ら２９歳 までの若 者を対 象に実施し
た意識調 査では、 社会を より良く するため に社会問 題に関与 したいと 思って いる日本の
若者の割 合は４割 強、私 の参加に より変え てほしい 社会現象 が少し変 えられ るかもしれ
ないと思 っている 割合は 約３割に とどまっ ており、 いずれも 日本が最 低とな っておりま
す。こう した結果 から、 若者の政 治的無関 心の一因 は、若者 の声が政 治に反 映されにく
く、若者が社会における影響力を実感しにくいためというふうに考えられます。
こうし た状況を 変えて いかなけ れば持続 可能な大 仙市の未 来を描く ことは 難しいもの
であり、 若者や女 性が政 治に参加 できる環 境づくり が喫緊の 課題であ ると考 えることか
ら提案させていただきたいというふうに思います。
令和の幕開け、最初の本会議です。前向きに考えていただければ幸いです。
例えば 、行政と 若者が 政策を議 論する若 者政策ワ ーキング チームを 発足し 、定期的な
議論を重 ねること も有効 であると 考えます 。市内に 在住、在 学及び在 勤して いる１６歳
から２９歳の若者を対象に、候補者を公募し、面接などを経た上で２０人程度を選考し、
定期的に 議論を行 い、政 策を練り 上げてい ただき、 実際に若 者予算事 業枠を 設定し、新
しい事業 計画を市 長に答 申してい ただき、 市議会の 承認が得 られれば 次年度 の事業とし
て正式に実施されるというものです。いかがでしょうか。
実際、 今この議 場に２ ０代、３ ０代の若 い世代の 代表が議 席にいる 状況で あれば、こ
こまで考 える必要 はない のかもし れません 。しかし 、残念な がら今は １人も いないとい
うのが当市の現状です。
昨年の 市政懇談 会で議 員の定数 、報酬に 関する質 問をいた だきまし た。私 は議員職に
専念する ためには 、専業 であるべ きとの思 いから、 勤めてい た会社を 退社し ました。し
かし、議 員職は予 想して いた以上 の出費、 主に交際 費ですが 、これが あり、 生計が成り
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立たない ことから 、会社 の理解を 得ながら 再雇用し ていただ きました 。子育 て世代が子
育てや学 生への学 費、生 活費の仕 送りをし ながら当 市の議員 報酬で生 計を成 り立てるの
は困難で あるのが 実情で あり、二 足のわら じをはい ている状 況ですが 、議員 職は専業で
あれ、兼業であれ、志があれば誰でも挑戦できる環境を整えるべきではないでしょうか。
私たちの 生活環境 を取り 巻く様々 な課題に ついて研 さんを重 ねるには 時間が 必要です。
先程も触 れました が、残 念ながら 当市には ２０代、 ３０代の 若い世代 の議員 が１人もい
ないのが 現状です 。持続 可能な大 仙市を目 指す観点 からも、 次世代を 担う若 い世代、子
育て世代 の当事者 が議会 で意見を 述べる未 来を想像 したいと いうふう に思い ます。理想
は、２０ 代から７ ０代、 もしくは 元気であ れば８０ 代まで幅 広い年代 層の議 員がバラン
スよく構 成され、 なおか つ女性議 員が半数 を占める 議会、少 子化対策 も加速 できるとい
うふうに 考えます 。議員 定数は削 減しても 報酬は削 減すべき ではなく 、むし ろ専業職と
しても専 念できる 程度を 考慮すべ きではな いでしょ うか。当 事者とし て、私 はそういう
ふうに感じております。
本題に戻しますが、若者の活動や意思決定の機会に実質的な予算を割り当てることは、
若者の政 策の基本 中の基 本であり 、加えて 、若者が 社会に影 響を与え ること は民主主義
の本質で もありま す。若 者の意見 を積極的 に取り入 れ、実質 的な予算 を割り 当てる体制
づくりが必要であるというふうに考えますが、市のお考えをお伺いいたします。
一つ目の質問は以上です。
○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。

はじめ に、質問 の若者 政策への 予算の割 り当てに ついてで あります が、議 員ご指摘の
とおり、 これまで の選挙 における 若い世代 の投票率 は他の世 代に比べ 低く、 これがいわ
ゆる政治離れと言われるゆえんであるというふうに認識しております。
こうし た状況に 鑑みた 議員の若 者の活動 を応援し たいとい う強い思 いは、 私も考えを
同じくす るもので あり、 将来の大 仙市を担 う若い世 代の声を 政策に反 映させ る仕組みづ
くりは大変重要であると思っております。
こうし た考えの 下、ま ずは市の 政策を知 っていた だき、関 心を持っ ていた だくことが
必要であ ることか ら、市 のホーム ページや ＳＮＳ、 コミュニ ティＦＭ など、 様々な媒体
を活用し 、市の取 り組み を若い世 代にも知 っていた だけるよ う努めて いると ころであり
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ます。特 に若い世 代への 情報発信 力がある ＳＮＳに 関しては 、複数の ＳＮＳ に市のアカ
ウントを開設するなど、その強化を進めているところであります。
また、 第２次大 仙市総 合計画基 本構想の 策定に当 たっては 、市内の 中学生 や高校生以
上の市民 を対象に したま ちづくり に関する アンケー トを実施 しており 、若者 を含む多く
の世代の意見を計画に反映させていただいております。
このほ か、市政 への興 味や関心 を持って いただく ため、将 来のまち づくり の担い手と
なる中学 生が議長 や議員 となり、 まちづく りや教育 行政など 生徒に身 近なテ ーマについ
て市に対 し一般質 問を行 う中学生 議会を開 催してい るほか、 平成２８ 年度に は、大仙市
教育メソ ッドを定 め、地 域活性化 に寄与で きる子ど もの育成 と、その 能力を 生かす取り
組みを進めているところであります。
キーワ ードの一 つに掲 げる「市 民性」は 、参加型 民主主義 を理解し 、実践 するために
かん

必要な知 識、スキ ル、価 値観を身 に付け、 行動的な 市民性の 涵養を目 指すも のでありま
す。
このよ うな取り 組みを 通じ、若 い世代の 声の政策 への反映 や大仙市 の担い 手としての
意識啓発、地域と積極的に関わる人材の育成に努めているところであります。
さらに は、現在 、まち づくり課 に３名の 地域おこ し協力隊 が在籍し ており ますが、若
者、ある いは外か らの目 線で若い 世代を中 心に、地 域の方々 と対話し 、連携 を図りなが
ら地域の 魅力の発 掘と発 信や移住 ・定住の 促進、地 域の活性 化に取り 組んで いるところ
であります。
各地域 におきま しては 、「四ツ 屋青年塾 」「にし せん未来 塾」「な んがい 若者会議」
「払田柵 真会」な ど、若 い世代が まちづく りに関心 を持ち、 主体とな って地 域の活性化
活動に参 画する事 例が増 えてきて おり、実 際に市の 施策に結 びついた 取り組 みも出てき
ておりま す。市で は、こ うした取 り組みに 対し、人 的支援の ほか地域 枠予算 や地域の魅
力再発見事業などにより支援しているところであります。
議員ご 提案の若 者政策 ワーキン グチーム につきま しては、 若者の政 治に対 する関心を
高めると ともに、 創意あ ふれる新 たな施策 立案にも 効果が期 待される ところ ではありま
すが、一 方で大仙 市まち づくり基 本条例の 趣旨にあ るとおり 、市政運 営に当 たっては全
ての世代 がそれぞ れの良 さを生か しながら 、各世代 の意見を 幅広く政 策に反 映させてい
くことも、また求められているところであります。
これま で申し上 げてま いりまし たとおり 、各地域 で既に趣 旨を同じ くする 若者による
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動きが出 てきてい るほか 、若者か ら市政に 関心を持 っていた だくため の様々 な取り組み
も実施し ているこ とから 、まずは これらの 取り組み をしっか りと前に 進める ことが重要
であると 考えてお ります 。併せて 、ご提案 の趣旨で あります 多くの若 者の意 見や新しい
感性、価値観等を政策に反映できる新たな仕組みについて、どのような形が大仙市に
とってベ ストなの か、今 後、先進 事例等を 調査しな がら研究 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」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○６番 （秩父博 樹）

はい、６番。
今 、各支 所単位で の取り組 み、四ツ 屋ですと か西仙北 、南外等々、

今のご答 弁の中に ありま したけど 、あとは 例えば地 域活性化 推進室に おいて も若い世代
の声を取 り入れる 努力を されてき ておるよ うですが 、私が考 えるのは 、一部 地域でやる
気がある 人たちが 集まっ てやると いうのも すごく良 いことだ と思いま すけど 、全体とし
て、大仙 市全体と して若 者の声を 大きな形 にすると いう施策 、そうい う観点 で今回質問
させてい ただきま した。 今のこの 少子高齢 化、人口 減少社会 にあって は、こ れからの担
い手である若い世代の声は非常に重要であるというふうに考えます。
例えば 、国の方 の取り 組みです けど、今 、全世代 型社会保 障の充実 へ向け て動き出し
ていると いう現状 があり ますけど 、これま ではどう しても全 体で見た 時に、 若い世代よ
りも、ど っちかっ ていう と年配の 世代への 施策に若 干偏りが ちな部分 がある のかなとい
うふうに 、自分で はそう いうふう に感じて おります 。なので 、それも 若い世 代が行政だ
とか自分 たちの地 域に関 して声を 上げると いうこと に、なか なか興味 を持ち にくいとい
うか、そ ういう環 境があ ったのか なという ふうに思 います。 そういう 観点か ら、若者の
生活しや すさ、向 上に、 特化した 目玉施策 といいま すか、そ ういうの が一つ あってもい
いんじゃないかなというふうに思います。若い世代に受け入れられる施策といいますか、
そういう観点でお話させていただきました。この点について、できればもう一歩踏み
込んだご答弁をいただきたいと思うのですが、どうでしょうか。全体として、各地域
じゃなく 全体とし て、こ れが若者 施策だと いう目玉 施策、そ ういうの が一つ あってもい
いじゃな いかとい う、そ ういう観 点でお伺 いできれ ばという ふうに思 います 。よろしく
お願いいたします。
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○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。

基本的 には考え を同じ くすると いうふう に先程申 し上げま したよう に、私 も次世代を
担う若い 人たちの 意見、 考えを市 の政策に 、施策に 反映させ ていくと いうこ とは大事な
ことだと基本的にはそう思っております。
ただ、 そのいろ いろな 取り上げ 方ですか ね、若い 人の声を どういう ふうな 形で、今、
市全体と いう言葉 ありま したので 、市を代 表するよ うな形で 先程の質 問の中 にも出てき
ましたけ れども選 ばれた 若者の皆 さんでい ろいろ議 論して、 そうした 施策を 立案させた
らいいん じゃない かとい うご提案 だったと 思います けれども 、そうい ったこ とも含めて
てですね 、どうし た形、 どういっ たやり方 がいいの か、ちょ っと詰め ていけ ればという
ふうに思 っており ます。 若い人た ちが考え る市全体 、自分た ちの年代 だけじ ゃなくて、
市全体、 子どもか ら子育 てから高 齢者、福 祉まで全 体、若い 人たちが 考えて いただいて
いること があるん だろう というふ うに思い ますので ね、若い 人たちが 考える そうしたい
ろんな政 策は是非 私も聞 いてみた いという ふうに思 っており ますので 、どう いう形にす
るか、ち ょっと研 究させ ていただ きたいな というふ うに思い ます。新 城市の 資料も拝見
させてい ただきま したけ れども、 愛知県の 新城市で す。かな り本格的 に条例 を制定しな
がらです ね、本格 的に対 応されて いるなと いうこと は重々わ かりまし たけれ ども、そこ
までね、 ちょっと 大仙市 もってい くには、 ちょっと 大分まだ 時間がか かるの かなという
ふうに感 じますし 、そう いった形 が大仙市 に合って いるかな という、 ちょっ とそうした
疑問もありましたので、もう少し研究させていただきたいというふうに思っております。
私個人 的には青 年会議 所の皆さ んといろ いろお付 き合いを させてい ただい ておって、
その中で いろいろ お話を させてい ただいた り、また 、商工会 議所青年 部、こ れ商工団体
になって しまいま すけれ ども、商 工会議所 青年部の 皆さんと もランチ ミーテ ィングなど
でいろい ろお話も させて いただい て、意見 交換もさ せていた だいてい るとい うことで、
そうした 形ではや ってき ていまし たけれど も、今、 各階層、 各地域を 代表す るそうした
若者の皆 さんの、 何とい うか意見 というご 指摘だと 思います ので、そ ういっ た点、そう
いった方向でちょっと研究してみたいというふうに思います。
○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）

はい、６番。
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○６番 （秩父博 樹）

ど うもあ りがとう ございま す。大曲 の青年会 議所の皆 さんの意見と

いうのも 重要だと 思いま す。ただ 、やっぱ り今、大 仙市とい うくくり ですの で、やはり
そこに、 それも大 事です けど、何 とか全体 から代表 者を集め た全体の 意見を 聞いた中で
進めてい ただけれ ばとい うふうに 思います 。どうし ても中心 部の経営 者陣に なってしま
うのかな という、 ちょっ とそうい うのがあ りますの で、そう ではなく て、い ろんな立ち
位置の人 の意見を 聞きな がら進め ていただ ければな というふ うに思い ますの で、どうか
よろしくお願いいたします。
これで一つ目の質問を終わります。
○議長（茂木

隆）

○６番 （秩父博 樹）

次に、２番の項目について質問を許します。
二 つ目に 、肝炎ウ イルス陽 性者の早 期発見及 び重症化 予防について

お伺いいたします。
ウイル ス性肝炎 は、国 内最大の 感染症と いわれて おり、肝 炎ウイル スに感 染している
人は、Ｂ 型・Ｃ型 合わせ ると約３ ００万人 に上ると 推計され ておりま す。現 在、がんに
よる死因 で３番目 に多い のが肝が んですが 、原因の ８０パー セント以 上はＢ 型・Ｃ型の
ウイルス 性肝炎で す。感 染時期が 明確でな いことや 自覚症状 がないこ とが多 いため、適
切な時期 に治療を 受ける 機会がな く、本人 が気付か ないうち に肝硬変 や肝が んへ移行す
る感染者が多く存在することが問題となっております。
Ｂ型肝 炎は、感 染しキ ャリア化 してしま うと、現 在の医療 では排除 するこ とができな
いため、 ワクチン で予防 すること がとても 大切です 。国はキ ャリア化 リスク の最も高い
０歳児を対象にＢ型肝炎ワクチンを定期接種として実施するようになりました。
一方、 Ｃ型肝炎 に関し ては、こ こ数年で 薬による 治療効果 が飛躍的 に高く なっていま
す。以前 はインタ ーフェ ロンとい う注射薬 で入院治 療が必要 だったの が、現 在は飲み薬
で入院を せずに治 療が受 けられる ようにな っていま す。また 、９０パ ーセン ト以上の方
が完全治癒できるということで、Ｃ型肝炎は治せる時代になってきております。
だから こそ大仙 市の肝 硬変や肝 がんを減 らすため にも、広 く市民の 方々に 肝炎検査を
受けてい ただき、 陽性の 方は治療 に進んで いただき 、また、 過去に検 査を受 けて陽性と
知りなが らも治療 に至っ ていない 市民の方 々にも、 改めて治 療の必要 性や新 しい治療法
が出てきたことをお知らせすることが、市の肝炎対策として必要と考えます。
他市の 例ではあ ります が、例え ば特定検 診の受診 率アップ に効果が あった 施策を調べ
てみます と、さい たま市 では、平 成２３年 に外部委 託で電話 勧奨を８ 万人に 実施したと
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ころ、そ のうち２ ４．６ パーセン トが受診 しており ます。ま た、静岡 市では 、平成２４
年度に１ ，５００ 円の自 己負担を 無料化と したとこ ろ、受診 率が１０ ．９パ ーセント向
上してお ります。 そのほ か、つく ば市では ３月の個 別通知と 未受診者 への受 診勧奨再通
知を実施 した翌月 のみ、 受診人数 が顕著に 増えたこ とから、 再受診勧 奨複数 回実施する
ことが決定されております。
先程も 触れまし たが、 現在、Ｃ 型肝炎は 治せる時 代になっ てきてお ります 。大仙市に
おいても 市民の肝 硬変や 肝がんを 減らすた めに、広 く市民の 皆様に肝 炎検査 を受けてい
ただき、 また、陽 性者に は治療に 進んでい ただくこ とが重要 ではない かと考 えます。そ
こで質問 ですが、 肝炎ウ イルス陽 性者の早 期発見及 び重症化 予防につ いて、 本市ではど
のような 対策を講 じられ ているか お伺いい たします 。また、 過去の検 査で陽 性にもかか
わらず、 これまで 治療を 受けてい ない方に も改めて 治療の必 要性や新 しい治 療法がある
ことをお 知らせす ること が重要と いうふう に考えま すが、市 のお考え をお伺 いいたしま
す。
二つ目は以上です。
○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。
秩 父博樹 議員の二 つ目の発 言通告の 肝炎ウイ ルス陽性 者の早期発見

及び重症 者予防に 関する 質問につ きまして は、健康 福祉部長 に答弁を させま すので、よ
ろしくお願いいたします。
○議長（茂木

隆）

○健康 福祉部長 （加藤

加藤健康福祉部長。
実）

質問の肝 炎ウイル ス陽性者 の早期発 見及び重 症化予防につ

いてお答え申し上げます。
肝炎と は、肝臓 に炎症 が起きて いる状態 を指し、 その原因 の多くが 肝炎ウ イルスによ
るウイル ス性肝炎 ですが 、議員ご 指摘のと おりＢ型 及びＣ型 肝炎ウイ ルスの 患者、感染
者は、全国で推計３００万人を超え、国内最大級の感染症ともいわれております。
Ｂ型や Ｃ型の肝 炎ウイ ルスに感 染しても 自覚症状 がほとん どないた め、半 数以上は感
染にさえ も気付い ておら ず、放置 しておく と、特に Ｃ型肝炎 は肝硬変 や肝が んといった
重い病気に進行するということが問題となっております。
一方で 、入院を 必要と しない薬 物療法を 中心とし た治療法 が進歩し ており 、早期発見
・早期治 療によっ てＣ型 肝炎は、 ２、３カ 月で治癒 すること ができ、 Ｂ型肝 炎は、完治
は困難で はあるも のの安 定した状 態を維持 し、重症 化を予防 できるよ うにな ってきてお
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ります。
こうし た中、市 では４ ０歳以上 で、これ までＢ型 及びＣ型 肝炎ウイ ルス検 査を受けた
ことがな い方を対 象に、 広報やチ ラシなど で受診案 内を行い 、各地域 で実施 している集
団健診会 場におい て肝炎 ウイルス 検診を受 けられる 体制を整 えており 、検査 の結果、精
密検査が 必要と判 定され た方に対 しては、 個別通知 や電話等 で早期治 療を促 しておりま
す。
このほか、昨年度は県と協力して秋の稔りフェアで出張型肝炎ウイルス検査を実施し、
市民の受 診機会の 拡大を 図ったと ころです 。また、 県では、 県内保健 所並び に八つの委
託医療機 関におい て肝炎 ウイルス 検査を無 料で実施 できる体 制を整え ており 、感染者に
対しては 大学病院 などと 連携した 相談支援 事業や高 額な治療 費に対す る助成 事業を実施
しております。
なお、 大仙市内 では、 肝疾患専 門医療機 関として 大曲厚生 医療セン ターと 中島内科医
院が県の指定を受けております。
今後も 広報等を 通じて 肝炎ウイ ルスに関 する最新 の情報を 発信して 、肝炎 ウイルス検
診の受診率向上と陽性者の早期治療につながるよう努めてまいります。
○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）

○６番 （秩父博 樹）

はい、６番。
あ りがと うござい ます。今 の健康福 祉部長の 答弁にも ありましたけ

ど、陽性 というふ うに判 断された 場合は、 精密検査 の受診に ついて個 別通知 だとか電話
だとかで アプロー チされ ていると いうふう に伺いま した。ま ず、取り 組みに 感謝申し上
げたいと思います。
ただ、 肝炎とい うのは 、どこか 痛いだと かそうい う自覚症 状がない ために 、陽性とい
うふうに 判断され ても、 なかなか その後の 精密検査 を受診さ れない、 そうい うケースも
あるよう です。こ れにつ いては、 先程も触 れました けど、近 年は飲み 薬だけ で治療でき
るように なったこ とが、 知ってい る人と、 もしくは 知らない 人も結構 いるの かなという
ふうに、 それが原 因の一 つでもな いかとい うふうに 考えます 。そうい うふう にアプロー
チされて いるとい うこと ですけど 、例えば 過去数年 間の肝炎 ウイルス 検査に おいて、陽
性にもか かわらず 精密検 査を受診 されてい ない方に 、飲み薬 で治せる んだよ という情報
提供、も う少し力 入れて いくこと ができる のかどう か。飲み 薬で治る ことが わかれば、
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受診する 方もまた 出てく るのかな というふ うに考え ます。全 体でいう と少人 数なのかも
しれませ んが、１ 人が大 事という 観点から 、ちょっ とそうい うのも今 後考慮 していただ
きたいな というふ うに考 えるもの ですけど 、その辺 はいかが でしょう か。お 伺いいたし
ます。
○議長（茂木

隆）

○健康福祉部長（加藤

再質問に対する答弁を求めます。加藤健康福祉部長。
実）

秩父博樹議員の再質問にお答え申し上げます。

ただ今 の精密検 査のア フターフ ォローの 件であり ますけれ ども、ち なみに 平成３０年
度、私ど もが対象 者とし て４０歳 以上と捉 えており ます人数 が５万６ ，９５ １人おりま
した。こ の中で検 診を申 し込まれ た方が２ ，２３６ 人という ことで、 実際に 受診された
方は６２ ４人でご ざいま した。要 精検とい うことで 、そうい った陽性 の疑い があるとさ
れた方が ６名おり ました けれども 、実際に 再検査、 精密検査 を受けた 方は、 そのうちの
半分の３ 名という ことに なってご ざいます 。こうい った少人 数ではあ ります けれども、
今後とも こうした 精密検 査を受け ていただ くという ことで、 もしそう いうこ とで肝炎ウ
イルスが 確定した 場合は 、こうい った治療 もあると いうこと で、そう いった 広報活動を
さらに進めて、そしてアフターフォローも進めていきたいと考えてございます。
それか ら、先程 申し上 げました けれども 、県の事 業であり ますけれ ども、 稔りフェア
の中で、 こちらの 方は医 師を派遣 していた だきまし て無料で 実施した もので あります。
当日、特 に申し込 みなく ても当日 ぱっと受 けていた だくとい うことが できる もので、去
年の実績 が４９名 おりま した。し かも無料 であると いうこと でありま す。市 の場合は、
一般的に ７００円 掛かる というこ とであり ますけれ ども、こ うした取 り組み もございま
すので、 今年度も 県の方 に要望し ながら、 さらにこ ういった 活動を進 めてま いりたいと
思います。
以上です。
○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）

○６番 （秩父博 樹）

はい、６番。
い ろいろ やられて おること に改めて 感謝申し 上げたい と思います。

先程の対 象者、ち ょっと 聞き逃し たんです けど、５ 万いくら でしたっ け、そ のうちの受
診申し込みされた方が２，２００いくらですね。実際受けた方が６００。陽性反応が６、
そのうち の精密検 査を受 けられた 方が３人 。なので 、やっぱ り多分そ のイメ ージとして
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入院しな きゃ治ら ないっ ていうイ メージ持 ってる方 まだいら っしゃる と思う んですよ。
仕事しな がら飲み 薬で治 せるんだ というこ とを、や っぱり実 際この、 特にこ の陽性と判
断されて受けられていない方に、もしかすればもう通知されているのかもしれませんが、
どうして も仕事休 んで行 かなきゃ ならない みたいな イメージ があると 思うの で、そこを
払拭して いただけ れば精 密検査に 向かわれ る方、も う少し増 えてくる んじゃ ないかなと
思います し、また 、陽性 と判断さ れない方 たちでも 、この申 し込みし て検査 を受けられ
なかった方の中にも、もしかすればそういう方たくさんいらっしゃるかと思いますので、
どうかそ の飲み薬 で治せ るんだっ ていう、 ２、３カ 月程度で 治るんだ という ことを、も
う少し周 知してい ただけ れば、市 内に在住 する方で 、この肝 がんだと かに進 まないよう
にアプローチしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
どうでしょう、お伺いします。
○議長（茂木

隆）

○健康福祉部長（加藤

再々質問に対する答弁を求めます。加藤健康福祉部長。
実）

秩父議員の再々質問にお答え申し上げます。

ご指摘 のとおり 、やは り少人数 といいな がらも６ 名の要精 検の中で ３名し か受診され
ておらな いという 結果が ございま すので、 そういっ た治療法 の確立、 特にＣ 型肝炎のこ
とですけ れども、 やっぱ りしっか り飲み薬 で治癒で きるとい うことで ござい ます。Ｂ型
肝炎はな かなか完 治はで きません けれども 、重症化 を抑える というよ うな、 そういった
何といい ますか、 正しい 知識を広 めるとい うことが 重要と思 いますの で、こ れからも取
り組んでまいりたいと思います。
○議長（茂木

隆）

○６番 （秩父博 樹）

次に、３番の項目について質問を許します。
三 つ目に 、業務の 自動化、 ＲＰＡ（ ロボテッ ク・プロ セス・オート

メーション）の導入についてお伺いいたします。
ＲＰＡ とは、パ ソコン を使って 書類の作 成に必要 な情報を 入力する など、 単純ですが
手間のかかる定期的な業務をソフトウエアに行わせるという業務処理の自動化技術です。
ロボテックという言葉が誤解を招きますが、ロボットがそれをするわけではありません。
また、 ＲＰＡと 人工知 能（ＡＩ ）は異な ります。 ＲＰＡは 人間がパ ソコン を使って繰
り返し行 う作業を ソフト ウエアで 再現でき るように するとい うもので 、事前 にプログラ
ムで指示 されたと おりの 動作しか しません 。一方で 、ＡＩは 人間の指 示を待 たずに、与
えられた 情報から 自分で 学習し、 判断する ことがで きます。 最近では 、ＲＰ ＡとＡＩを
組み合わ せて、Ｒ ＰＡで 収集した 情報をＡ Ｉに分析 させると いったよ うな技 術を導入し
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ようとする動きも盛んになっております。
ＲＰＡ を取り入 れれば 、これま で人の手 で行って いた業務 の作業時 間を短 縮させるこ
とも可能 になり、 作業効 率は飛躍 的に上が りますし 、人の代 わりにコ ンピュ ーターが仕
事をして くれるの で、人 手不足の 解消にも つながり ます。Ｒ ＰＡは働 き方改 革に大きく
寄与するものでもあると考えます。
先進的 な事例の 一つが 熊本県宇 城市の取 り組みで す。熊本 地震によ る災害 対応などで
業務が急 増し、慢 性的な 人手不足 に悩んで いた同市 は、２０ １７年か らふる さと納税の
台帳管理 にＲＰＡ を導入 しており ます。そ して、そ の経験か ら、全業 務の年 間作業時間
を２万２ ，６５４ 時間、 職員に換 算して１ １．８人 分削減で きるとの 推計を 公表し、大
きな反響を呼びました。
本年度 以降の本 格導入 を目指す 茨城県は 、昨年１ １月、一 つ目とし て財務 会計システ
ムへの入力、二つ目として出張旅費の入力、三つ目として国民健康保険事業の資料確認、
四つ目と して漁獲 情報シ ステムデ ータの処 理、この ４業務で ＲＰＡの 実証実 験を行った
結果、労 働時間が 平均８ ６．２パ ーセント 削減され たと発表 しました 。内容 としては、
ＲＰＡ導 入前の労 働時間 が３，２ ０１時間 に対し、 導入後は ４３３時 間で、 １年当たり
２，７６８時間の削減効果という実験結果でした。
行政に おける文 章の作 成や管理 などは、 それこそ 定型化さ れた似た ような 作業が多く
あります 。近年の 人手不 足を鑑み ると、そ のような 業務は人 の手でや るより もＲＰＡに
任せるこ とで作業 を自動 化し、効 率性を高 めること は非常に 良いこと だとい うふうに考
えます。 今後は、 ＲＰＡ に加えて ＡＩも取 り入れ、 例えばＲ ＰＡが蓄 積した 情報からＡ
Ｉに町の 将来の姿 を予測 してもら い、それ をまちづ くり計画 に生かす という ようなこと
も進んで いくとい うふう に考えま す。先行 してＲＰ Ａを運用 している 自治体 の事例を検
証し、当 市でのＲ ＰＡの 導入を検 討すべき というふ うに考え ますが、 市のお 考えをお伺
いいたします。
三つ目以上です。
○議長（茂木

隆）

３番の項目に対する答弁を求めます。西山副市長。
【西山副市長

○副市長（西山光博）
ｿ

ｻ

ｴ

ﾃ

登壇】

質問のＲＰＡの導入についてお答え申し上げます。
ｨ

国では、「society5.0」時代の到来を見据え、昨年６月に国の行政サービスを起点に、
人口減少 に対応し た豊か さを実感 できる社 会の実現 を目指し 、世界最 先端デ ジタル国家
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創造宣言・官民データ活用推進基本計画を策定しております。
同計画 では、地 方のデ ジタル改 革におい て、地方 デジタル 化総合パ ッケー ジが掲げら
れており 、クラウ ド導入 の促進、 オープン データの 推進、Ｒ ＰＡ等を 活用し たデジタル
自治体制 の推進な ど、八 つの取り 組みによ り地方の デジタル 改革の加 速化を 後押しする
こととしております。
県にお きまして は、産 学官が連 携し、Ｉ ＣＴやＩ ｏＴなど の先進技 術の活 用による地
域課題の 解決や県 内産業 の振興を 目的に、 秋田デジ タルイノ ベーショ ン推進 コンソーシ
アムを立 ち上げ、 様々な 分野にお いて先進 技術の活 用を推進 している ほか、 行政業務に
ついては 県内全市 町村が 参加する 秋田県自 治体クラ ウド検討 本部を設 置し、 業務量及び
コストの 削減を図 るため 、情報シ ステムの 共同利用 に向けた 検討を開 始して おります。
議員ご 指摘のＲ ＰＡに つきまし ては、導 入により 業務処理 のスピー ドが格 段に向上す
るととも に、人為 的ミス の心配が ないため 、正確性 を担保す ることが できる ほか、ルー
ティン業 務の代行 によっ て空いた 時間を人 にしかで きない業 務、例え ば福祉 事業などの
フェイス ・ツー・ フェイ スで行う 業務や政 策的な業 務に充て ることが 可能と なるもので
あり、人 材の有効 活用や 育児や介 護との両 立など働 き方改革 への効果 も大き く、本市を
含め多くの自治体でその有用性が認知されているところであります。
本市で は、本年 １月か ら３月に かけ、シ ステムベ ンダーと の連携に より、 固定資産税
業務の一 部にＲＰ Ａを導 入する実 証実験を 実施した ところで あります 。今月 、報告書が
提出され る予定と なって おります 。これを もとに効 果を検証 し、他の 業務へ の導入につ
いても検討してまいりたいと考えております。
なお、 ＲＰＡの 導入に 当たって は、単な る業務の 置き換え という観 点だけ ではなく、
業務フロ ーの見直 しと最 適化が重 要である ことから 、行政改 革の取り 組みと あわせ業務
の標準化、効率化を丁寧に行ってまいりたいと考えております。
【西山副市長
○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）

○６番 （秩父博 樹）

はい、６番。
ど うもあ りがとう ございま す。３月 に今実際 、市の一 部業務、固定

資産税ですか、実証実験を行っているということのようですので、今月中ですか、結果、
今月、今 月中にあ るとい うことで すので、 どういう 結果が出 るのか楽 しみに 待ちたいと
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いうふう に思いま す。も し結果が 業務の時 間短縮に つながる ようであ れば、 今後いろい
ろ検討されていくというふうに思いますけど、例えば問い合わせに自動応答する何か
チャット ボットと いうふ うにいう ようです けど、問 い合わせ に自動応 答する ものですと
か、それ から、音 声認識 、この議 事録の自 動作成で すとか、 こういう ものに も使われて
いくと思 いますし 、特に 住民基本 台帳です とか、あ とは税務 、福祉、 そうい ったものに
大きく効 率化が図 られる のではな いかなと いうふう に考えま す。なの で、今 、実験、実
証結果が出ていない状況でどうこうはなかなか言えないのかもしれませんが、その結果、
良い結果 が出るこ とを期 待して、 また、そ の後、い ろいろな 業務に導 入して いけば、今
のこの人 手不足解 消にも つながっ ていくと 思います し、残業 等も減ら してい けるのかな
というふ うに思い ますの で、是非 そういう 方向で検 討してい ただけれ ばとい うふうに思
いますので、よろしくお願いいたします。
以上で終わります。
○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】

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

時に再開いたします。
午前１０時４７分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１０時５９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、１３番小松栄治君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、１３番。
【１３番

○議長（茂木

隆）

○１３ 番（小松 栄治）

小松栄治議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
おはよ うござい ます。新 政会の小 松栄治で す。老松 市長となり、

折り返し 点を過ぎ 、ます ますご多 端のこと と思いま す。今後 も、きっ ちり大 仙市並びに
市民のた めに市政 のかじ 取りにま い進して ください 。私たち 議員も、 遅れば せながら市
政と市民のために、議員としての務めをしっかり行ってまいります。
さて、 世界では 米中の 貿易摩擦 や朝鮮、 韓国、ロ シアなど 、日本の 難問等 が山積いた
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しており ます。今 の社会 経済は、 世界的規 模で進展 し、第四 次産業革 命によ る技術革命
などで大 きな転換 期を迎 えており ます。一 方、日本 の社会経 済と人口 などは 、依然とし
て東京都圏一極集中であります。
そうい う中で地 方秋田 県大仙市 では、少 子高齢化 や人口減 少が依然 として 長く続いて
おり、土 地や家並 みの空 洞化と集 落の形成 も保てな く、田畑 や山林な どの荒 れ地が多く
見られます。
さて、 大仙市は 一昨年 から水害 の復旧・ 復興の事 業が３年 目を迎え 、また 、今年に入
り火災等 が多発し ており ます。加 えて、昨 年度及び 今年度当 初予算も 減額で のスタート
ひつぱく

となり、財政も逼迫しており、大変厳しい状態が続いております。
市では 、公共施 設等総 合管理計 画や立地 適正化計 画を示し ておりま す。ま た、大仙市
の財政健 全化を見 据え、 事業等を 見極め進 めていっ ておりま すが、道 半ばの 状態が続い
ておりま す。私は 、市長 のお考え の具体的 な構想と 今後の財 政の持ち 方や大 仙市の創生
について の取り組 み方に ついて質 問をいた しますの で、建設 的、なお かつ具 体的なご答
弁をよろしくお願いいたします。
それで は、１番 目の発 言事項で あります 大仙市の 借受財産 及び貸付 財産と 使用されて
いない財 産の整理 につい てであり ますが、 一つ目と いたしま して、過 去に公 共施設運営
改善等調 査や公共 施設等 総合管理 計画の全 体計画と 併せ、第 １次及び 第２次 実行計画及
び修繕や 改修など の実行 計画と、 そして立 地適正化 計画など を示し、 今後の 公共施設の
維持管理 や改善、 公共施 設の集約 と複合化 と効果的 配置をし 、効率的 な、し かも持続可
能な都市 の実現を 目指す としてお りますが 、私はそ れだけで は持続可 能な大 仙市の全般
にわたっての都市像は実現できません。
そこで ですが、 今やら なければ ならない のが財政 健全化で あり、そ の一つ が大仙市の
借受財産 と貸付財 産及び 使用され ていない 財産の整 理であり ます。現 在、大 仙市の土地
建物の普 通財産の 有償・ 無償の借 り受けと 貸し付け であり、 旧８カ町 村別に 有償・無償
の借り受 けと貸し 付けの 件数と面 積及び金 額は幾ら なのか、 併せて８ カ市町 村の全部の
件数と面積及び金額は幾らになるのかお伺いいたします。
二つ目 といたし まして 、今後の 大仙市の 財産で有 償・無償 の借り受 けと貸 し付けの土
地と建物の処分と整理についてお伺いいたします。
三つ目 といたし まして 、現在使 用されて いない、 また、放 置されて いる財 産の土地と
建物の整 理と使用 する、 使用しな いの区別 について お伺いい たしたい と思い ます。よろ
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しくお願いいたします。
○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。
小 松栄治 議員の一 つ目の発 言通告の 大仙市の 借受及び 貸付財産と使

用されて いない財 産の整 理に関す る質問に つきまし ては、総 務部長か ら答弁 させますの
で、よろしくお願いいたします。
○議長（茂木

隆）

舛谷総務部長。

○総務部長（舛谷祐幸）

小松栄治議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 借受及び 貸付財 産と使用 されてい ない財産 の整理に ついてで ありま すが、はじ
めに、借受及び貸付財産について、大仙市全体の件数、面積、金額をお答えいたします。
なお、旧 市町村別 のそれ ぞれの施 設につい ては、後 程ペーパ ーの方で お配り いたします
ので、よろしくお願いをいたします。
それで は最初に 借受財 産につい てであり ますが、 有償で借 り受けし ている 土地は平成
３０年３ 月末時点 で１１ ６件、２ ０６万３ ，０５１ 平方メー トル、年 額約８ ，５６３万
円であり ます。ま た、有 償で借り 受けして いる建物 は３件、 ４２４平 方メー トル、年額
約１１０万円であります。
次に、 無償で借 り受け している 土地は３ ０件、１ ９万６， ８４３平 方メー トルであり
ます。なお、無償で借り受けしている建物はございません。
一方、 貸付財産 であり ますが、 有償で貸 し付けし ている土 地は、平 成３１ 年４月１日
現在で１ ０４件、 ６５万 ６，８７ ４平方メ ートル、 年額約２ ，３４１ 万円で あります。
また、有 償で貸し 付けし ている建 物は９件 、７，１ ９２平方 メートル 、年額 約３７６万
円であります。
次に、 無償で貸 し付け している 土地は１ ３７件、 ３２万３ ，２１６ 平方メ ートルであ
ります。 また、無 償で貸 し付けし ている建 物は１７ 件、２万 ４，６８ ３平方 メートルで
あります。
次に、 財産の処 分と整 理につい てであり ますが、 市有財産 における 借受及 び貸付財産
について は、合併 以前か ら継続し ているも のが大部 分であり 、時間が 経過し た物件が多
い現状で あります が、中 にはその 時々の政 策事案に 関わるも のとして 活用さ れてきたも
のもある と認識を してお ります。 借受財産 は、市と してそれ ぞれの事 務事業 を執行する
ために、 庁舎や学 校、ま た、公営 施設等の 敷地とし て借り受 けしてい るもの で、公有財
ほてん

産を補填する目的からも土地の借り受けは一つの手段であると捉えております。
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今後も 借り受け の内容 等を確認 しながら 、長期的 な借受財 産につい ては、 財産の取得
について 協議を行 うとと もに、公 共施設の 見直し等 とあわせ 現状を精 査した 上で、必要
性がない と判断し たもの などにつ いては、 随時借受 契約を終 了してま いりた いと考えて
おります。
一方、 貸付財産 につい ては、貸 し付けに 至った経 緯やその 目的を精 査し、 貸し付けの
継続ある いは売却 等の処 分方法に ついて、 物件ごと に整理し 、貸付相 手方と 協議を進め
ながら財産の有効な利活用に向け取り組んでまいりたいと考えております。
次に、 使用され ていな い財産の 整理区分 につきま しては、 基本的に 売却す る方針で進
めており ますけれ ども、 中長期的 な視野に 立って有 効活用を 考えた場 合、売 却だけでは
なく民間 等への貸 し付け により、 市の財源 確保や維 持管理経 費の節減 を図る ということ
も可能と 考えてお ります ので、対 象となる 物件ごと に精査し ながら財 産の処 分及び活用
を進めてまいりたいと考えております。
財産管 理事務は 、適正 かつ効果 的に行わ れること によって 、議員ご 指摘の とおり財政
健全化に もつなが るもの と考えて おります 。社会情 勢の変化 等も踏ま えなが ら、未利用
財産等の 現場確認 作業を 行いなが ら、全て の市有財 産は市民 の財産で あり、 限られた資
産、貴重な財産であるとの認識をもとに、今後も適切な事務の執行に努めてまいります。
以上です。
○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）

○１３ 番（小松 栄治）

はい、１３番。
ありが とうござ いました 。まず、 借受と貸 付財産の かなりの面積

と金額で ございま す。金 額のその 差異は約 ６，００ ０万があ ります。 １年に ６，０００
万余りの お金をず っと払 っていく わけでご ざいます 。その差 異ですよ 、貸し てるのと貸
してない の。これ ではか まどがき ゃします 。ほかの 企業とか 個人関係 では、 もう破滅状
態です。 それでは 財政が 保ってい かないで す。これ をきちっ と正常化 に戻さ なければ、
これはみ んな心配 してい るわけで ございま すので、 なかなか このこと につい ては気が付
かない点 が多かっ たと思 いますけ ども、そ のあたり をきちっ と計画を 立てて 、長期にな
るかもし れません けれど も、ひと つきちっ と、これ もプロジ ェクトチ ームを 作りながら
その整理に当たっていただければなと、このようにお願い申し上げたいと思います。
もう一 つ、現在 使用さ れていな い、また は放置さ れている 土地や建 物につ いてでござ
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います。 整理をす るとい うことで ございま すので、 それはよ ろしいで すけど も、遊休資
産、いわ ゆる塩漬 けにな ってるす ものな、 これな。 これの関 係もある し、今 さっき言っ
た貸して いる所、 または そのまま になって いる土地 や建物の こうです けども 、こういう
仕方もあ るので、 ちょっ と参考的 に良いか 悪いか検 討してく ださい。 と申し ますのは、
遊休資産 の情報を 全国へ インター ネット、 または秋 田県でも よろしい ですけ ども、広報
などその 他のチラ シで公 開し、そ して入札 を行うこ とと、売 る場合の 条件と して土地と
建物を含 む入札で 、解体 も計算し 、０円ま たはマイ ナスでの 落札も可 能で、 いわゆる建
物の解体 費も落札 者が負 担する条 件であり 、また、 その後の 使用土地 を住宅 等に利活用
するなど 、民間や 業者が 解体から 活用まで 一体的に 進めるこ とで、迅 速化や コスト削減
ができると思うがいかがでしょうか、お伺いいたします。
また、 土地につ いても 使用条件 を付けた 場合によ っては、 １万円か 、また は最低価格
での、低 価格での 落札も あり得る など、思 いきった ことをす る必要が あると 思うがいか
がでしょうか、ご答弁をお願いいたします。
以上です。
○議長（茂木

隆）

再質問に対する答弁を求めます。舛谷総務部長。

○総務部長（舛谷祐幸）

小松栄治議員の再質問にお答えを申し上げます。

やっぱり議員がおっしゃるとおり、借受財産と貸付財産の差額につきましては、
６，００ ０万円と 非常に 大きな金 額となっ ておりま す。これ はやっぱ り貴重 なやっぱり
一般財源 で貸し付 けの金 額を払っ ているも んですか ら、やっ ぱりこの 点は我 々も非常に
注視をし ていると ころで ございま す。ただ 、借受や この貸付 財産につ きまし ては、この
目的や用 途、また 、面積 など、そ れぞれ理 由があっ て、その 時々にお いて必 要な財産と
しまして 相手方と 折衝し て、協議 をしなが らその財 産の貸し 借り、こ れを行 った経緯が
あります ので、単 純にそ の金額だ けではこ の比較で きない部 分もある かと思 います。し
かしなが ら、ただ この社 会情勢、 それから 行財政運 営を鑑み た場合、 やっぱ りその必要
性や妥当 性が変化 してい るものも 多分多く あると思 います。 また、市 有財産 は市民の貴
重な財産 であるこ と、ま た、先程 も申しま したとお り、賃借 料はほと んどが この一般財
源から支 払われて いると いうこと を考えま すと、今 一度この 利用実態 等を精 査しながら
公共施設 の見直し 等々、 整合性を 図りなが ら適切な 判断を進 めていか なけれ ばならない
と考えております。
それか ら、この 借受財 産につき ましては 、漫然と 借り受け を継続す るので はなく、こ
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の活用の 状況です とか今 後の方針 を見極め ながら、 場合によ っては取 得また は返還に向
けた相手方との協議を鋭意進めていかなければならないと考えております。貸付財産や、
この未利 用地等に つきま しては、 一層厳し さを増す この財産 状況を踏 まえま して、この
財産の運 用や処分 につき ましては 、単に資 産として 保有して おく、議 員おっ しゃるその
遊休化さ せるので はなく 、民間を 含めたこ の積極的 な活用を 図って、 売却を 基本としな
がらも民 間等への 貸し付 けを含め まして財 産の有効 活用を進 めてまい りたい と考えてお
ります。
それか ら、議員 ご提案 のこの情 報の提供 ですとか 広くお知 らせする という ことも今後
進めてい かなけれ ばなら ないと思 います。 議員お話 ありまし たこの手 法です けれども、
埼玉県の 深谷市で すとか 北海道の 室蘭市、 こういう ところに おきまし ては、 公共施設を
処分する 方法とし て予定 価格をマ イナスに 設定した マイナス 入札、こ ういっ たものを実
施してい る状況で ありま す。人口 減少など により利 用されな くなった この遊 休資産の民
間活用を 促す新た な手法 として、 今後こう いった事 例につい ても研究 を進め てまいりた
いと考えております。
それか ら、この 土地の 低価格売 却、こう いうこと も全国で もやって おられ るところた
くさんあ りますの で、こ ういうこ ともあわ せまして 今後検討 してまい ります ので、よろ
しくお願いをいたします。
○議長（茂木

隆）

再々質問ありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１３ 番（小松 栄治）

次に、２番の項目について質問を許します。
２番目 の発言事 項であり ます防災 対策につ いてであ りますが、一

つ目とい たしまし て、大 仙市防災 計画とハ ザードマ ップが作 成されて おりま す。大仙市
は山や川 に囲まれ た内陸 の中にあ り、面積 は８７７ キロ平米 、広大な 土地を 所有し、国
の河川で あります 雄物川 と玉川が 流れると ともに、 県河川も 多く、ま た、枝 河川であり
ます市の川や用水路も数多くあり、大仙市は穀倉地帯でも内陸の面にあります。
一方、 大地震や 豪雨災 害が起こ った時に 大規模盛 土造成地 や谷や、 または 傾斜地の埋
め立て地 並びに旧 河川や 沼地の埋 め立て地 、そして 建物の前 や裏が山 林など の場所が地
きようじんか

滑りや液 状化が起 こる危 険の高い 地域を調 査し、国 土強靭化 の地域計 画の中 に示し、ハ
ザードマ ップ、い わゆる 地滑り・ 液状マッ プ等を策 定する必 要がある と思い ますが、お
伺いいたします。

- 38 -

二つ目 といたし まして 、防災重 点ため池 等のハザ ードマッ プでの公 表と農 業用水等に
使用、ま たは使用 されて いなく、 さらに老 朽化やし ゅんせつ のしてい ない沼 やため池が
豪雨災害 のため決 壊し、 被害が発 生してお ります。 再調査を いたし、 災害に 備えるとと
もに、ハザードマップに示されるお考えはないのかお伺いいたします。
以上です。
○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】

質問の防災対策についてお答えを申し上げます。

はじめに、危険度が高い地域を調査し、ハザードマップを策定する件でございますが、
平成２９ 年１１月 に作成 しました 大仙市の ハザード マップに おきまし ては、 地域防災計
画に記載 がある国 や県で 作成した 河川の浸 水想定区 域図、県 が調査し ました 土砂災害警
戒区域図及び大仙市で指定する避難所・避難場所等を掲載しているところでございます。
また、そ の中で住 家に危 険が及ぶ 可能性が ある土石 流や地滑 り、急傾 斜地の 危険箇所に
ついては、これを取り込んだ上でハザードマップを作成しております。
一方、 盛土造成 地や埋 め立て地 につきま しては、 国土交通 省が定め ますガ イドライン
に基づき まして、 谷や沢 を埋め立 て造成し た３，０ ００平方 メートル 以上の 大規模な盛
土造成地 や盛土を する前 の地盤面 の水平面 に対する 角度が２ ０度以上 で、か つ盛土の高
さが５メ ートル以 上の造 成地につ きまして は、本年 ３月まで に調査を した結 果、大仙市
では地滑りや滑動崩落の危険箇所に該当する場所は確認されておりません。
次に、 地震の際 の液状 化現象の 危険が高 い地域に つきまし ては、県 が平成 ２５年８月
に公表い たしまし た地震 被害想定 調査の中 で震源地 ごとに２ ７のモデ ルの被 害想定が示
されてお ります。 大仙市 では、そ の中で大 仙市周辺 に存在い たします 活断層 が影響する
二つのモ デルの液 状化危 険度予測 結果を地 域防災計 画に掲載 し、現在 、ホー ムページ上
で公開しております。
国土強 靭化の地 域計画 は、平成 ２５年１ ２月に施 行された 国土強靭 化基本 法に基づき
まして、 都道府県 や市町 村が策定 する大規 模自然災 害時に起 きてはな らない 最悪の事態
を回避す るための 計画で ございま す。県内 では秋田 県と男鹿 市、大館 市が作 成をしてご
ざいます。
大仙市 では、地 域防災 計画の見 直しを毎 年実施し ておりま す。また 、第２ 次大仙市総
合計画の 中でもイ ンフラ の整備や 防災など が盛り込 んでおり ます。国 土強靭 化地域計画
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に関する内容は、それぞれの計画の中に取り込んでいるものと考えております。
また、 新たなハ ザード マップに つきまし ては、現 在県で実 施してお ります 県管理河川
の浸水想 定区域や 土砂災 害警戒区 域の調査 が終了し た後に見 直しをす るとい うこととし
ておりま す。掲載 する内 容等につ きまして は、議員 ご質問の 液状化の 危険箇 所なども検
討の上、 関係機関 のご意 見など伺 いながら 、市民の 皆様が自 分の地域 の災害 のリスクを
しっかり と把握で きるハ ザードマ ップを策 定してま いりたい というふ うに考 えておりま
す。
次に、防災重点ため池のハザードマップでの公表でございます。
昨年度 末時点で の大仙 市管内の ため池の 数は、土 地改良区 が管理す るため 池と共同管
理による ため池が ３７５ カ所あり ます。た め池ハザ ードマッ プは、決 壊によ り下流域の
民家や公 共施設に 甚大な 被害を及 ぼす恐れ のあるた め池につ きまして 、合併 時から県と
連携し、 地元の関 係者や 有識者を 交えて避 難経路や 避難場所 などを検 討し、 作成をして
おります。現在７３カ所のため池を公表しております。
また、 昨年７月 に発生 しました 西日本で の豪雨災 害では、 ため池の 決壊に よる人的被
害があっ たことか ら、全 県一斉に ため池の 緊急点検 を実施す るなど再 調査を 行っており
ます。そ の結果、 ハザー ドマップ の作成基 準の見直 しにより まして、 さらに ７６カ所の
ため池につきまして今般追加整備する予定でございます。
市とし ましても 、ため 池に関わ るしゅん せつや点 検、施設 管理の徹 底をた め池の管理
者に指導 をしてお ります が、必要 に応じま して堤体 等の再調 査の実施 やため 池に関わる
ハザードマップの更新に取り組むなど、今後とも防災対策に努めてまいります。
以上であります。
【佐藤副市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問ありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１３ 番（小松 栄治）

次に、３番の項目について質問を許します。
３番目 の発言事 項であり ます首都 圏ふるさ と会と大 仙市との相互

の支援に ついてで ありま すが、一 つ目とい たしまし て、首都 圏ふるさ と会が 毎年、旧８
カ町村単 位で東京 都で行 われ、半 世紀以上 経ちまし た。ふる さと会は 、盛会 の中で行わ
れており 、私たち 議員も 参加して おります 。また、 市でも市 長はじめ 部長や 支所長、職
員も参加 いたし、 交流や 情報交換 をしてお りますが 、首都圏 の旧８カ 町村出 身者の会員
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の人数及び出席者も年々減少しており、加えて会員の方も高齢化が進んでおります。
２０１６ 年から２ ０１８ 年までの ３年間で 首都圏よ り参加し た旧８カ 町村ご との会員の
人数と出席をいたした人数は何人おられたのかお伺いいたします。
二つ目 といたし まして 、大仙市 と首都圏 ふるさと 会及び会 員の方々 との相 互での支援
や交流、 また、情 報交換 について は何を行 っており ますか。 また、今 後は大 仙市と首都
圏ふるさ と会及び 会員と の相互に 何を支援 して交流 や情報交 換をして いかれ ますか、お
伺いいたします。
三つ目 といたし まして 、首都圏 ふるさと 会は大仙 市出身者 の方々が 主催し ております
が、大仙 市として ふるさ と会の会 員の増加 と出席者 の増員に ついて支 援して いかれます
か、お伺いいたします。
以上でございます。
○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。
小 松栄治 議員の三 つ目の発 言通告の 首都圏ふ るさと会 と大仙市との

相互の支 援に関す る質問 につきま しては、 企画部長 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）

福原企画部長。

○企画 部長（福 原勝人）

質問 の首都圏 ふるさと 会と大仙 市との相 互の支援 についてお答

え申し上げます。
ご案内のとおり首都圏ふるさと会は、首都圏に居住している各地域の出身者を中心に、
旧市町村 ごとに８ 団体が 組織され 、市との 情報交換 等を通じ 、ふるさ との振 興に寄与す
るとともに会員相互の親睦と融和を図ることを目的としております。
はじめ に、各ふ るさと 会の会員 数につい てお答え 申し上げ ます。ま た、２ ０１６年か
ら２０１ ８年まで ３カ年 の総会へ の出席会 員数の合 計につき ましては 、参加 した市職員
などを除く純粋な会員数、出席者数で申し上げます。
まず、 首都圏大 曲会は 会員数が ３００人 、出席会 員が３カ 年で延べ ２３０ 人、東京嶽
友会は会 員３１０ 人、出 席延べ１ ７３人、 首都圏に しせんぼ く会は会 員４０ １人、出席
延べ２７ ４人、ド ンパン ふるさと 中仙会は 会員２２ ０人、出 席延べ２ １８人 、東京協和
会は会員３６８人、出席延べ２９８人、ふるさと南外の会は会員３０３人、出席延べ
２４８人 、首都圏 仙北町 ふるさと 会は会員 ３６１人 、出席延 べ３２１ 人、ふ るさと太田
会は会員４２０人、出席延べ３０８人であり、これらを合計いたしますと、会員数は
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２，６８３人、総会への出席会員数は３カ年で延べ２，０７０人となっております。
次に、 首都各ふ るさと 会との相 互支援に つきまし ては、ふ るさと会 からは 首都圏での
市のＰＲ や事業へ の協力 をはじめ 、市との 情報交換 や交流の 場になる など、 重要な役割
を担って いただい ており ます。ま た、ふる さと納税 によるご 支援や周 年事業 の際の市へ
の植樹を はじめと する事 業など、 折に触れ ご支援を いただい ていると ころで あり、今後
もこれら を継続し ていた だき、さ らには首 都圏から の目線で 市につい てのご 意見なども
お寄せいただければ幸いと考えております。
一方、 市からは 、ふる さと会の 活動に対 して年間 １５万円 以内とい うこと で助成金を
交付させ ていただ いてい るほか、 総会への 職員参加 や市の情 報を提供 させて いただいて
おります。
今後も ふるさと 会との 連携を密 にし、各 会が抱え る課題等 に対して は、市 もその解決
に向けて ともに取 り組み 、ふるさ と会の方 々には、 これから も外から ふるさ とに関わっ
ていただくことをご期待申し上げるところでございます。
次に、 ふるさと 会の会 員や出席 者の増加 に関する 今後の市 の支援に つきま しては、近
年の会員 数や総会 出席者 数につい ては、概 ね横ばい となって おります が、新 規会員の確
保は各会 共通の課 題とな っており ます。各 会では、 地元の協 力を得な がら歳 祝いなどの
節目の年 代の方々 への声 掛け、あ るいは各 会員が同 年代の方 々への声 掛けを 行うなど、
会員募集に力を入れておられます。また、地元の有志による「ふるさと会を応援する
会」のご尽力による会員増も期待されるところでございます。
こうし た動きに 対しま して、市 ではこれ まで以上 にホーム ページ等 を活用 した情報提
供・情報 発信を行 うとと もに、一 部地域で 設立され ているふ るさと会 を応援 する会のさ
らなる設立について、積極的に支援してまいりたいと考えております。
以上でございます。
○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

隆）

○１３ 番（小松 栄治）

はい、１３番。
ありが とうござ いました 。部長の お答えし た答えと ちょっとまた

ダブる点もありますけれども、よろしくお願いいたします。
今より５０数年前に、ふるさと秋田県大仙市旧８カ町村の「金の卵」と言われました、
いわゆる 団塊の世 代を含 め、前後 の世代が ふるさと より首都 圏へ就職 し立ち 上げたふる
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さと会は 、お互い ふるさ とを想う 気持ちと ともに共 栄共存の 精神と相 互の助 け合いをも
ち、志を 一つにし 、厳し い首都圏 での仕事 や日々の 暮らしを 頑張って 続けて おります。
それは今 も変わら ないと 思います 。その人 たちがそ の間、高 齢化が進 み、ま た、年々お
亡くなりになり、ふるさと会の会員や出席者も減少しているのが現状です。
そこで、大仙市の高校卒業生で大学生、また、就職しております会員、企業や商工業、
サービス 業などの 住所や 名前を調 べ、その 人たちに 大仙市の 情報や広 報等そ の他のチラ
シや事業 などを、 また併 せまして ＳＮＳと インター ネットな どを活用 し情報 を送る、い
わゆる相 手方によ っては 首都圏の 中の会社 や住んで いる地域 の様々な 情報と 近況報告を
お願いす ることも 大切で あります 。その上 で首都圏 ふるさと 会ととも に一緒 になって連
絡を取り 合って、 首都圏 ふるさと 会の会員 の募集や 会員の出 席をする 仕組み づくりが必
要となる のではな いかと 思います が、再度 お伺いい たします 。よろし くお願 いします。
○議長（茂木

隆）

再質問に対する答弁を求めます。福原企画部長。

○企画部長（福原勝人）

小松議員の再質問にお答え申し上げます。

議員おっしゃるとおり、現在首都圏で活躍しておられる方々、学生をはじめ就職な
さった方 々、これ らの方 々にさら にお声掛 け、情報 提供して まいるこ とは大 変重要なこ
とだと考えております。
しかし ながら、 一方で 大学進学 者につき ましては 、昨今の 個人情報 保護と いう風潮か
ら、学校の方からは情報をいただくことができなくて苦慮しております。
また、 出稼ぎ者 数につ きまして は９２人 というふ うな状況 でござい まして 、こちらの
皆様が向 こうに行 った際 に、いろ いろな方 とつなが りをもっ ていただ くよう なこと、ふ
るさと会 とのつな がりを もってい ただいて 総会に出 席してい ただくと いうよ うなことか
ら、その つながり が、会 員増が生 まれると いうよう なことも ご期待申 し上げ ながら、い
ろいろな 策を考え てまい りたいと 存じます 。特に現 在、就学 するため に東京 圏、首都圏
に行って おられる 方々、 就職され ておられ る方々に つきまし ては、成 人式の 際に首都圏
ふるさと 会の情報 を提供 してお声 掛けをさ せていた だいたり と様々な 、地元 の親御さん
にお声掛 けといっ た様々 な、でき るだけの 手段を使 って会員 増等につ いてつ ながりを深
めるというふうなことも考えまして行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
○議長（茂木

隆）

再々質問ありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）
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○議長（茂木

隆）

次に、４番の項目について質問を許します。

○１３ 番（小松 栄治）

４番目 の発言事 項であり ます大仙 市の創生 と人口減 少についてで

あります が、一つ 目とい たしまし て、国の 地方制度 調査会で は、急激 な少子 高齢化と人
口減少に 対応する ため、 自治体改 革として 複数の市 町村で連 携する圏 域を行 政の主体と
するよう 提言して おりま すが、大 仙市では 隣接する 市や町と 広域連携 し、一 部ではあり
ますが事 業を行っ ており ます。今 後、市で は自治体 改革をど のように 進めて いかれるの
かお伺いいたします。
二つ目 といたし まして 、人口減 少を抑制 、または 増加する ためには 、秋田 県や大仙市
の高校卒 業生で首 都圏や 県内外の 高学歴者 並びに大 学卒業生 が秋田県 内、大 仙市に就職
するには 、方法や 内容、 そして手 順などを あわせた 施策が必 要と考え ますが 、市長のお
考えをお伺いいたします。
三つ目といたしまして、今、日本国内が人口減少によって人手不足となっております。
特に地方 、秋田県 大仙市 は１年に １，００ ０人近い 人が減っ ており、 若い労 働力不足が
続いており、高齢者の方々に頼っているのが現状であります。今後を想定いたしますと、
高齢者の 方々の働 き手も 限界がま いります 。大仙市 は外国人 の雇用の 相談を 行っており
ますか。現在、大仙市内に雇用されております外国人は何人おられますか。また、今後、
外国人雇用の受け皿を何人ぐらいで進めていかれるものかお伺いいたします。
加えま して、大 仙市で は現在、 企業や商 工業団体 や職業訓 練所等に 支援等 を行ってお
りますが 、秋田県 大仙市 内の若い 技術者や 技能者が 年々減少 しており ます。 これからの
ものづく りや技術 開発な どを継続 していく ためにも 、若い後 継者が必 要であ ります。若
い技術者や技能者の担い手の確保や支援について、市長にお伺いいたします。
四つ目 といたし まして 、国では 首都圏一 極集中と 東京都の 大学の定 員増を 規制し、進
学の時に 東京圏へ の流出 を抑制し 、地方の 研究や拠 点などを 強化し、 地方大 学の振興を
行おうと しており ます。 この機会 を捉え、 大仙市に 首都圏か らの大学 、農業 大学や工業
大学、そ して薬科 系大学 とその研 究所を誘 致するか 、独自に 大学等を 設置す るお考えは
ないのかお伺いいたします。
加えま して、国 では新 産業の育 成と産学 官連携を 支援する ため、年 間１０ 億円を５年
間交付す る制度を １８年 度から創 設いたし ました。 大仙市で は、新産 業の育 成と産学官
連携による事業について何を取り組むのかお伺いいたします。
五つ目 といたし まして 、東京圏 一極集中 に歯止め がかかっ ていない のが現 状であり、

- 44 -

それが地 方の衰退 の要因 になって おります 。それを 打開する には、都 市と地 方の交流は
もちろん ですが、 秋田県 大仙市出 身の方々 が都市部 に居住し ながら地 方に貢 献する関係
人口を増 やすため の企業 や商工業 者、また 、大学等 （特に秋 田県大仙 市出身 者も含む）
を通じて 交流を活 発させ る仕組み が必要と 思います 。その上 でＵター ンや企 業誘致と商
工業者、 また、大 学等に つながり 、人口増 加につな げること が大仙市 の創生 と推進にな
ると思います。その仕組みづくりについて市長のお考えをお伺いいたします。
以上です。
○議長（茂木

隆）

４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】

質問の大仙市の創生と人口減少についてお答え申し上げます。

はじめに、本市における自治体改革についてであります。
ご案内のとおり、国では団塊ジュニア世代が高齢者となり、人口減少・少子化と相
まって人 口構造に 著しい 不均衡を 生じさせ る、いわ ゆる「２ ０４０年 問題」 に対応する
ため、内 閣総理大 臣から の諮問に 基づき、 現在、第 ３２次地 方制度調 査会に おいて地方
行政体制のあり方について議論がなされているところであります。
その端 緒となっ た総務 省の「自 治体戦略 ２０４０ 構想研究 会」によ る報告 では、自治
体行政の あり方に ついて 、「スマ ート自治 体への転 換」や「 圏域マネ ジメン トと二層制
の柔軟化」などが提案されております。
議員ご 指摘の圏 域連携 につきま しては、 急激な人 口減少に より行政 サービ スを維持で
きなくな るケース に対応 するため 、個々の 市町村が 全ての行 政機能を 担うフ ルセット主
義から脱 却し、圏 域を新 たな行政 単位と位 置付け、 市町村間 の連携を 柔軟か つ積極的に
進めると ともに、 小規模 な市町村 について は、都道 府県が補 完するな どの新 たな広域連
携のあり方を示す内容となっております。
ご承知 のとおり 大仙・ 仙北圏域 において は、現在 、大曲仙 北広域市 町村圏 組合、大仙
美郷介護 福祉組合 を設置 し、消防 や介護保 険、斎場 運営、ご み処理、 介護施 設の運営な
どの事務 について 共同処 理してい るほか、 公共交通 や広域観 光など様 々な共 通課題の解
決においても協力関係を築くなど、圏域一体的な取り組みを進めてきております。
なお、 定住自立 圏構想 について も、仙北 市及び美 郷町と推 進を検討 した経 緯がありま
すが、結果として本市１市による自立圏の形成となっております。
今般の 新たな圏 域連携 について は、こう した連携 体制の延 長線上に 位置付 けられるも
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のと考えており、この２市１町による圏域が土台になるものと想定しております。
しかし ながら、 現行案 では、圏 域を法制 化し、市 町村の権 限の一部 を担わ せ、国が圏
域に直接 財源措置 を行う こと等が 示されて おり、地 方自治の 本旨であ る団体 自治及び住
民自治の 観点から 問題が ある上、 中枢都市 への機能 集中によ り周辺自 治体が 衰退する恐
れがある など、全 国市長 会や全国 町村会等 において も多くの 指摘がな されて おり、極め
て慎重な議論が必要な内容となっております。
いずれ にいたし まして も、まだ 審議中の ものであ りますの で、引き 続きそ の動向に注
視しながら今後の対応について判断してまいりたいと考えております。
また、 こうした 圏域連 携への対 応の検討 と並行す る形で本 市の行政 改革に ついても積
極的に進めることとし、ＡＩやＩｏＴ、ＲＰＡなどの先端技術の活用を行う
「society5.0時 代 」 の到来に 対応した スマート 自治体へ の転換を 図りな がら、基 礎自治
体としての役割をしっかりと果たせる体制づくりに努めてまいりたいと考えております。
次に、県外に転出した若者が県内に就職するための施策についてであります。
今春、 大仙・仙 北・美 郷管内の 高校、技 術専門校 、支援学 校卒業者 は、平 成３１年３
月末で１ ，０１１ 名であ り、その うち県内 への就職 者が３０ ８名とな ってお り、約７割
の若者が進学や就職のため地元を離れている現状にあります。
市の対 策といた しまし ては、人 口減少の 抑制と地 域企業の 求人の充 足や地 域経済の発
展を図る ため、１ 月２９ 日に県、 ハローワ ーク、近 隣市・町 と連携し 、「大 曲仙北地域
就職＆移 住フェア in新宿」を 開催いた しました 。平日の 開催であ りまし たが、当 日は地
元企業２ ４社が参 加、２ ２名の来 場者があ り、その 後２名の 方が地元 企業に 就職が内定
したことから、一定の効果があったものと思われます。
また、 今後の取 り組み といたし ましては 、大仙市 企業連絡 協議会や 大曲仙 北雇用開発
協会の会 員事業所 と連携 し、大学 生等のイ ンターン シップや Ａターン 希望者 の就職活動
の積極的 な受け入 れを行 い、地元 企業と地 元就職希 望者との マッチン グを図 ってまいり
ます。
さらに 、市内の 企業情 報や求人 情報のほ か、県内 のニュー スやイベ ント情 報を個人へ
メール配 信するシ ステム を年度内 を目途に 構築し、 高校卒業 時や帰省 中に開 催される成
人式等で 周知を行 い、県 外の進学 者及び就 職者に対 し、地元 の情報を 発信し てまいりま
す。
今後とも県、ハローワーク及び企業等と連携し、積極的に地元の魅力をＰＲしながら、
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大仙市へ就職していただけるよう事業を推進してまいります。
次に、外国人の雇用についてであります。
先般施 行されま した改 正入管法 において 、新たに 「特定技 能」を有 する外 国人労働者
の受け入 れが開始 され、 本市にお きまして も、今後 、外国人 労働者の 増加が 見込まれる
ところであります。
企業か らの外国 人雇用 に関する 相談窓口 や支援に つきまし ては、現 在、ハ ローワーク
大曲をは じめ、県 が設置 する外国 人雇用サ ポートデ スクが外 国人雇用 に当た っての様々
な相談に 対応して おり、 専門的な 問い合わ せにつき ましては 、これら 相談機 関へ案内し
ているところであります。
市とい たしまし ても、 今後は企 業向けの 外国人雇 用セミナ ーの開催 をはじ め、県が設
置する外 国人材受 け入れ に関する 連絡協議 会に参加 し、課題 等につい て情報 共有してい
くととも に、県と ハロー ワーク、 仙北地域 の２市１ 町による 連絡会議 及び今 般立ち上げ
ました大仙市雇用創造協議会と連携し、相談体制の整備を図ってまいります。
次に、 本市にお ける外 国人労働 者の人数 について でありま すが、平 成３１ 年３月末現
在で、製 造業が５ ６人、 卸売・小 売業が２ １人など 、３３事 業所にお いて１ １９人が雇
用されております。
これら 外国籍住 民への サポート といたし ましては 、大仙仙 北地域外 国籍住 民等サポー
ト事業の ほか、在 留外国 人のため の日本語 講座を毎 週開講す るなど、 外国人 労働者が安
心して就労・生活できるよう、引き続き環境整備に力を入れてまいります。
外国人 雇用の受 け皿の 人数につ きまして は、秋田 労働局が 行った外 国人材 受入に関す
るアンケ ートの結 果に加 え、今年 ９月に大 曲仙北雇 用開発協 会が行う 賃金雇 用実態調査
において 、外国人 労働者 の採用を 考えてい る事業所 数及び人 数を調査 ・把握 し、市内求
職者とのバランスを考慮しながら必要な支援策を検討してまいります。
次に、 若い技術 者等の 担い手確 保と育成 支援につ きまして は、大曲 地域職 業訓練セン
ターにお いて指定 管理団 体が各種 認定職業 訓練を実 施してお り、市で は、受 講する市民
を対象に 受講料を 全額補 助してい るところ でありま す。加え て、求職 者の資 格取得を支
援する若 者求職者 資格取 得補助事 業により 、地域産 業が求め る専門的 な資格 を有する人
材の育成と若者の地元就職及び定着を図っております。
今後は 、市内外 の訓練 機関で行 っている 各種訓練 の周知を 図ってい くとと もに、市内
事業所に おいて不 足して いる技術 者や技能 者の担い 手の把握 に努め、 企業情 報や求人情
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報を発信 するほか 、各訓 練機関に 訓練のプ ログラム を提案し ていくな ど、市 内高校など
とも連携 を図りな がら、 即戦力と なる若い 実践的技 術者の育 成と担い 手の確 保を進めて
まいります。
次に、首都圏からの大学等の誘致についてであります。
大学設 置を巡る 国の動 向につき ましては 、時代の 変遷に即 した対応 がとら れており、
現在は、 国のまち ・ひと ・しごと 創生総合 戦略など の方針を 受け、東 京２３ 区内におい
ては私立 大学等の 定員を 抑制する とともに 、大学の 新設等を 認めない などの 措置が講じ
られております。
大学等 の誘致・ 設置に ついては 、学生の 流入によ る定住人 口の増加 や税収 の増加に加
え、大学 の関連機 関や企 業の立地 、学生の 社会貢献 活動によ る地域コ ミュニ ティの活性
化、地元高校生の進学率向上など、多方面にわたる効果があるとされております。
しかし ながら、 大学等 の誘致を 行った他 自治体の 例を見る と、施設 整備に 対し数十億
円に上る 多額の財 政支援 のほか、 土地の無 償譲渡や 用地の造 成、周辺 インフ ラの整備な
ど多くの 支援が必 要であ り、当該 自治体の 財政を大 きく圧迫 している という 状況にあり
ます。ま た、誘致 後にお いても、 定員割れ 等を事由 に経営が 破綻する 大学も 出てきてい
るほか、 大学が撤 退する ケースも 見受けら れるなど 、大きな 負担やリ スクを 有している
というのが実情であります。
こうし たことか ら、本 市の財政 状況等に 鑑みると 、現段階 では大学 等の誘 致あるいは
設置は大 変難しい と言わ ざるを得 ない状況 にありま すが、人 口減少の 抑制と 地方創生の
推進の観 点からは 、有効 な施策の 一つであ ると認識 しており ますので 、今後 、研究施設
等の誘致も含め、その可能性を模索・検討してまいりたいと考えております。
次に、 今後の新 産業の 育成及び 産学官連 携につい てであり ますが、 市とい たしまして
も大変重 要な取り 組みで あると考 えており 、「花火 産業構想 」では、 栃木県 の足利大学
や秋田県 立大学、 市内商 工団体・ 観光物産 協会・花 火会社と 連携し、 花火の 共同開発や
花火師の 育成等を 行い、 「花火産 業」の創 出に努め てまいり ました。 ４月か らスタート
した第Ⅱ期構想においても、産学官の連携による取り組みを進めることとしております。
また、 来年４月 にスタ ートする 「農業と 食に関す る活性化 基本構想 」に先 駆けて取り
組んでい る「いぶ りがっ この産地 化」にお いても、 秋田県立 大学と連 携し、 専門的な知
見のもと、原料大根の増産に向けた栽培研究を進めております。
今後も こうした 大学や 民間企業 、各種団 体との連 携をより 一層深め ながら 、将来にわ
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たり安定 した産業 を確立 するとと もに、本 市の地域 資源を生 かした新 たな産 業の創出に
ついて引き続き模索してまいります。
次に、 関係人口 を増や し、Ｕタ ーンなど の人口増 加につな げる仕組 みづく りについて
であります。
人口減 少、少子 高齢化 が急速に 進む中、 地方圏か ら東京圏 への転出 超過は 、未だ年間
１０万人 以上の規 模で続 いており ます。東 京一極集 中の傾向 に歯止め がかか らない状況
にありま す。人口 減少が 先行する 地方圏に おいては 、持続可 能な地域 づくり に向けた担
い手の育成、確保が大きな課題の一つとなっております。
こうし た中、総 務省の 「これか らの移住 ・交流施 策のあり 方に関す る検討 会」による
平成２９ 年４月の 中間報 告におい て、初め て「関係 人口」の 概念が示 され、 移住した定
住人口で もなく、 観光に 来た交流 人口でも ない、地 域や地域 の人々と 多様に 関わる新た
な地域づくりの担い手として注目されているところであります。
同報告 書では、 関係人 口を地域 との関わ り方に着 目し、地 域にルー ツがあ る方や、過
去にその 地域で勤 務・居 住した経 験等を持 つ方、仕 事や余暇 活動をき っかけ に地域と行
き来する 方などに 分類し た上で、 まずはそ のような 方々を認 識するこ とが重 要であると
指摘しております。
大仙市では、現在、こうした関係人口の創出にもつながる取り組みとして、全国
５００歳 野球大会 などの スポーツ 交流や、 座間市・ 宮崎市な どとの地 域間交 流、包括協
定締結に よる大学 等との 連携、シ ティプロ モーショ ンの推進 、地域お こし協 力隊による
本市の魅 力発信、 「だい せんライ フ」のＰ Ｒなど、 様々な取 り組みを 展開し ているとこ
ろであります。
加えて 、首都圏 ふるさ と会との 交流や、 ふるさと 納税の推 進、大仙 市首都 圏企業懇話
会の開催 、花火産 業構想 やいぶり がっこ産 地化事業 による県 内外の大 学との 連携なども
展開しており、着実な関係人口の創出につながっているものと認識しております。
さらには、地域活性化に寄与できる人材を育成するため、大仙教育メソッドに基づき、
地域と連 携した課 題解決 を通じて 愛郷心を 育む取り 組みも進 めている ところ であり、こ
うした取 り組みが 将来の 大仙市を 支える、 また、応 援する人 材の育成 につな がるものと
考えております。
関係人 口の創出 は、人 口減少の 直接的な 解決策と なるもの ではあり ません が、持続可
能な地域 づくりを 進める ための貴 重な人材 であり、 つながり を緩やか に深化 していくこ
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とで二地 域居住や 移住に 結び付く 可能性も あること から、現 在、本市 に関係 していただ
いている 方々を改 めて「 関係人口 」として 捉え直し 、これま での取り 組みを より一層推
進するとともに、さらなる「関係人口」の創出に向けた新たな仕組みづくりにも取り
組んで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、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１３ 番（小松 栄治）

はい、１３番。
ありが とうござ いました 。東京一 極集中が 加速され 、平成１８年

度の人口移動の報告は、首都圏への転入者が転出者を約１４万人上回る転入超過となり、
１７年度より１万４，３００人多くなっております。
一方、地方では転出超過であります。しかも、若い年齢の１５歳から２９歳までが
１２万７，３９３人に上っております。そうした中で秋田県の昨年の転出者は
４，４３ ４人であ ります が、大仙 市の転出 者では何 人おりま すか、お 伺いい たしたいと
思います。
次に、 先にも申 し上げ ましたが 、大仙市 の高校を 卒業、ま たは転出 者及び 大学生、ま
たは大学 を卒業し 、その まま東京 圏の企業 や商工会 とサービ ス業、ま た、そ の他の業種
に就職し た人たち は、そ の会社も 含め、居 住しなが ら大仙市 、また、 地方に 関心を寄せ
ていると思います。
そこで 、その会 社や社 員の方々 に大仙市 の情報を 提供し、 また、相 手より 情報なども
交換し合 い、そう してい る中で大 仙市の高 校や中学 生などに 、先程、 市長は 地元の企業
のキャリ ア教育、 インタ ーンシッ プをやっ ていると 、これは １５年前 からも うやってい
ます。高 校でも。 そうい うことで すので、 私これか ら言うの は、県外 の方の 首都圏の企
業のことでございます。
そうし た中で、 大仙市 の高校や 中学校な どにキャ リア教育 やインタ ーンシ ップなどを
東京圏で 大仙市出 身者の 企業等に 来て指導 していた だき、交 流や連携 、そし て相互の支
援をしな がら、将 来は大 仙市内に 企業の進 出やＵタ ーンに結 びつける ような 仕組みが必
要ではないかと思いますが、お伺いいたします。
この質 問は、昨 年６月 について も行って おります けども、 よろしく お願い 申し上げた
いと思います。
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○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。
最 初の質 問の人数 について は、今、 確認をさ せていた だきたいと思

いますので・・・。
（「あとで良い。」と呼ぶ者あり）
○市長 （老松博 行）

よ ろしい ですか。 じゃあ後 程資料を 提出させ ていただ きたいと思い

ます。
転出の 関係につ いて、 今、先程 言いまし たように 、高校生 の卒業生 の７割 が県外へ進
学または 就職で転 出をさ れるとい うことで あります 。地元に 企業があ れば、 雇用の場が
あれば、 そのうち のいく らかは残 っていた だけるん ではない かなとい うこと で、まずは
地元の商 工業の振 興、そ して企業 の誘致な どに最大 限取り組 んでいる ところ であります
けれども 、また、 どうし てもやは り東京の 大学、そ れから県 外の企業 等に就 職をされる
方もいら っしゃる と思い ますので 、その方 について は、先程 も答弁の 中で述 べさせてい
ただきま したけど も、今 回、今年 度中に高 校の校長 先生方、 それから 就職指 導の先生方
のご協力 をいただ きなが ら、市で 構築する システム に登録を していた だき、 これは個人
情報の関 係で、な かなか 強制した り、また 、こちら から情報 を全ても らうと いうわけに
はいかな いようで すので 、高校生 から自主 的に市の システム に登録し ていた だいて、市
のいろんな情報をですね、企業の情報はもちろんですけれども、いろんな市のイベント、
先程言いましたニュース、県内のニュース、イベント情報、それから求人情報などなど、
そうした ものをで すね、 定期的に その方々 、学生で あるかも しれませ ん。そ れから、県
外の企業 に就職さ れてい る方にな るかもし れません けども、 そうした 方々に 定期的に情
報を提供 してです ね、い ずれ将来 、市内・ 県内の企 業に就職 していた だける ようなそう
した関係をですね、密にしていきたいというふうに考えております。
直接こ の間の、 先日の 会議で、 市内全て の校長先 生にお願 いしたと ころで ありますけ
れども、 いずれこ のシス テムにつ いては卒 業時、そ れから先 程も言い ました けれども、
成人式等 で戻って こられ た際に、 しっかり とまたＰ Ｒしなが ら登録し ていた だけるよう
働きかけていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
○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）

○１３番（小松栄治）

はい、１３番。
どうもありがとうございました。要望を兼ねて質問といいますか、
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お話をしたいと思います。
未来を 担う若い 世代が 、斬新で 独創的な 発想とリ スクを恐 れない大 胆な立 案と綿密な
実行計画 、そして 行動力 によって これから の大仙市 が人口増 加につな がり、 活性化と併
せ、子ど もから若 い世代 が夢を追 い、そし てつかみ 、活躍す る社会こ そが大 仙市の創生
につながると思います。
先程か ら今年の 令和の ことにお 話してお りますが 、今年の 元号は皆 さんも ご承知のと
おり改元 され、５ 月１日 より「令 和」にな り、希望 の持てる 、麗しい 平和な 新しい時代
の幕開け となりま した。 こういう ことわざ がござい ます。「 ニューフ ロンテ ィア」とい
う言葉が ございま す。そ れは、新 たな開拓 者精神が 必要であ るとのこ とであ ります。ま
ふる

たず

た、「温 故知新」 という 言葉もご ざいます 。「故き を温ねて 新しきを 知る」 ということ
です。大仙市の創生のため、未来に必要な改革の実行に全力で行っていただきますよう、
激励を含めましてお願いを申し上げます。
質問を終わりたいと思います。
○議長（茂木

隆）

これにて１３番小松栄治君の質問を終わります。
【１３番

○議長 （茂木

隆）

小松栄治議員

降壇】

こ の際、 昼食のた め暫時休 憩いたし ます。再 開時刻は 午後１時であ

ります。
午後

０時０６分

休

憩

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

隆）

１時００分

再

開

休憩前に引き続き、会議を開きます。

なお、 午前中、 １３番 小松栄治 君の申し 出のあり ました件 につきま して、 借受財産一
覧表、そ して普通 財産貸 付一覧表 、そして 人口動態 の転入・ 転出につ いては 、各議員の
皆様のお手元に資料として配付しておりますので申し添えます。
それでは、一般質問を続けます。
次に、１６番古谷武美君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、１６番。
【１６番

○議長（茂木

隆）

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。
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○１６ 番（古谷 武美）

だいせ んの会の 古谷武美 でござい ます。令 和元年、 新しい時代を

迎えまして最初の質問となりますので、よろしくお願いしたいと思います。
それで は、通告 に従い まして質 問させて いただき ますので 、ご答弁 の方、 よろしくお
願いします。
はじめに、ＪＲ大曲駅に下りエスカレーター設置についてをお伺いいたします。
大仙市 内には１ ０カ所 の駅があ りますが 、当市の 玄関であ ります大 曲駅は 、初めて来
ていただいた方々には、当市のイメージとしての一番最初に印象に残る施設と思います。
２０１７年度のデータとなりますが、大曲駅の一日の平均利用人数は２，０７０人で、
県内では 秋田駅の １万７ ７９人、 次に土崎 駅、２， １４５人 に次ぐ３ 番目に 多く利用さ
れている駅とのことでございます。
１９９７年（平成９年）に秋田新幹線開業にあわせて現在の駅舎になったわけですが、
とてもき れいで整 備され ていると ２２年前 のお客様 には満足 いただけ たと思 います。今
現在も設 備では整 備され ていると 思います が、２２ 年前の私 は上りエ スカレ ーターやエ
レベータ ーを利用 しない で、少し きつい階 段ではあ りますが 健康のた めにと 階段を利用
させてい ただきま した。 しかし、 ２２年経 った現在 、今、私 は必ずエ スカレ ーターを利
用すると いうこと になっ てます。 これは私 だけでは なく、多 くの高齢 者とい われる皆様
方も多分そうだと思います。行く時は上りエスカレーターで問題なく行けてはいますが、
帰りはエ レベータ ーの利 用を考え ます。し かし、混 み合って いる場合 や障が い者の方が
いれば、また階段を利用することになります。少しきつめの階段は、高齢者にはきつく、
特に老人 の方々が 下りて くるとこ ろを見ま すと、大 変な思い で下りて きてい るように見
えます。 階段は上 りより 下りが危 険といわ れますが 、今まで 事故がな かった か、とても
気になるところでございます。
エレベ ーターの 利用を 考えた場 合、上り 下りとも にエレベ ーターの 場所が 分かりにく
いため、 初めて大 曲に来 た人は利 用できな いでいる 方々もい るのでは ないで しょうか。
人の順調 な流れを 考えま すと、や はりエス カレータ ーを利用 するのが 危険防 止にもつな
がるのではないでしょうか。
そこで 質問をい たしま すが、多 くの市民 と大曲駅 を利用し ている皆 様の要 望でもあり
ます東口・西口への下りエスカレーター増設できないか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

登壇】
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○市長（老松博行）

古谷武美議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 東口・西 口への 下りエス カレータ ー増設に ついてで あります が、現 在のＪＲ大
曲駅舎は 平成９年 の秋田 新幹線開 業にあわ せて同年 ７月２０ 日にオー プンし たものであ
ります。 当時は、 駐車ス ペースの 確保など 、立地や 事業費の 制約によ り、様 々な検討の
結果、上 りエスカ レータ ーのみの 設置とな っており ますが、 現在では 高齢化 など社会情
勢の変化 により、 下りエ スカレー ターの必 要性が高 まってお ります。 そのた め、これま
でＪＲ東 日本と下 りエス カレータ ー設置に ついて検 討してき ておりま すが、 設置角度や
設置スペ ースを確 保する には、駅 前駐車場 まで影響 を及ぼす など構造 上の問 題から、駅
舎本体の 大幅な改 造が必 要である ことに加 え、ＪＲ 所有部分 の制約と も関係 し、実施に
至っておらない状況にあります。
しかし ながら、 高齢者 や障がい 者など、 階段を下 りること に不安を 抱えて いる方の安
全確保と 駅利用者 の利便 性向上を 今後とも 図る必要 がありま すので、 まずは 利用者が多
い西口へ の下りエ スカレ ーターの 設置につ いて技術 的課題や ＪＲ所有 部分の 課題の解決
に向け、改めて調査・検討してまいりたいというふうに考えております。
なお、 東口・西 口に１ 基ずつ設 置してい るエレベ ーターの 利用を誘 導する ために、早
急に分かりやすい案内表示を設置して、安全性並びに利便性の確保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、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１６ 番（古谷 武美）

はい、１６番。
市長の 前向きな 答弁いた だきまし て、どう もありが とうございま

した。予 算の関係 もあり ますし、 いろいろ な問題、 多くある と思うん ですけ ども、何と
か市民の ために、 お客様 のために 、前向き に行って 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、大仙市表彰規則及び表彰基準についてを伺います。

大仙市では、大仙市誕生周年記念式典の場所で表彰状や感謝状を贈呈しておりますが、
受賞に値する素晴らしい方々が選ばれていると思います。
このよ うな人た ちもい る中で、 私たちの 周りには 地域のた めに貢献 いただ いている個
人や団体が多くいるのも皆さんもご存知のことと思います。
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人前に は出ない で陰な がら地域 貢献いた だいてい る方々が 多くおり ます。 例えば、通
学路で子どもたちの安全確保をいただいている方、公共の道路脇の草刈りをしている方、
道路・公 園のごみ 拾いを している 方、災害 時にいろ いろな手 伝いをし ている 方など、そ
のほかい ろいろな ところ で活動い ただいて いる人た ちがいま すが、こ のよう な個人や団
体の方々 は、ほと んど無 償ボラン ティアで す。町内 単位で地 域に密着 して貢 献いただい
ている方 々にも大 仙市と して感謝 の気持ち を贈って いただき たいと思 い、今 回このよう
な内容の一般質問をいたしました。
また、 このよう な方々 は感謝状 などの賞 をいただ きたくて 活動して いる人 は１人も多
分いない と思いま す。地 味に活動 している 方々へも 目を向け ていただ き、市 長から賞を
贈呈いた だくこと で少し でも励み になれば と思いま すし、１ 枚の賞状 で多く の皆様に喜
びを与えるのではないでしょうか。
そこで お伺いい たしま すが、１ 番目とい たしまし て大仙市 表彰規則 と表彰 基準を伺い
ます。
２番目 といたし まして 、これま で大仙市 誕生周年 記念式典 におきま して表 彰及び感謝
状を贈呈された件数についてお伺いいたします。
それか ら、３番 目です が、多く の市民及 び団体に 対しまし て表彰及 び感謝 状の贈呈を
できないかをお伺いいたします。
この３ 番につき まして は、次に 行われる 大仙市誕 生１５周 年式典で 今回の 私の一般質
問を考慮いただき、進めていただければ大変ありがたいと思います。
以上、よろしくご答弁お願いいたします。
○議長（茂木

隆）

２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
【老松市長

○市長 （老松博 行）

登壇】

質 問の大 仙市表彰 規則及び 表彰基準 について お答え申 し上げます。

はじめ に、表彰 の規則 と基準に ついてで あります が、本市 の振興発 展に寄 与された個
人、団体に対しまして、その功績に応じ、表彰選考委員会において「大仙市功労賞」
「大仙市 功績者表 彰」「 大仙市民 賞」及び 「大仙市 特別賞」 を選考し 、大仙 市誕生の周
年記念式 典等にお きまし て表彰を 行ってい るところ でありま す。また 、市民 や市外の方
の善意や 協力に対 しまし て、感謝 の意を表 するため 「感謝状 」の贈呈 も併せ て行ってお
ります。
表彰基 準につき まして は、条例 及び規則 に定める もののほ か、表彰 選考委 員会におき
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まして基準を定め、表彰者の選考を行っております。
次に、 大仙市誕 生の周 年記念式 典におけ る表彰及 び感謝状 の贈呈件 数につ いてであり
ますが、 １周年記 念式典 におきま しては、 感謝状を ３８個人 に対し贈 呈し、 また、５周
年記念式 典におき まして は、大仙 市功績者 表彰を２ ２個人に 、大仙市 民賞を ２個人に、
感謝状を ７個人、 ２団体 に対し、 それぞれ 贈呈して おります 。さらに 、１０ 周年記念式
典におき ましては 、大仙 市功績者 表彰を８ 個人、１ 団体に、 大仙市民 賞を２ 個人に、大
仙市特別 賞を３個 人、２ 団体に、 感謝状を １１個人 、５団体 にそれぞ れ贈呈 しておりま
す。
次に、 地域貢献 などを されてい る多くの 市民の皆 様に対す る表彰等 につい てでありま
すが、市 ではこれ までも 大仙市誕 生の周年 記念式典 に限らず 、全国大 会で輝 かしい功績
を残した 団体やオ リンピ ックなど 世界を舞 台に活躍 した本市 出身選手 など、 表彰規則に
該当する功績や活躍が認められた個人・団体に対し、その都度その功績に応じ表彰を
行っております。
また、 消防団や 交通指 導隊、防 犯指導隊 など、長 年にわた り市民の 皆様が 安全に安心
して暮ら せるまち づくり に寄与さ れている 皆様や、 大仙市ア ーカイブ ズや大 仙市花火伝
統文化継 承資料館 に貴重 な歴史資 料などを 寄贈して いただい た皆様へ 、規程 や要綱の定
めに沿い 、そのご 功績に 対し感謝 の意を表 するため 、感謝状 の贈呈を 行って おります。
さらには 、各団体 等にお きまして も長年に わたり団 体の運営 に携わっ た功績 や地域への
貢献に対しまして、それぞれ感謝状の贈呈を行っているところであります。
今後に つきまし ては、 議員ご提 案のとお り、様々 な地域貢 献をされ ている 方々にも光
が当たる よう、関 係団体 と連携を 図りなが ら広く調 査した上 で、それ ぞれの 分野での表
彰となり ますよう 、大仙 市誕生１ ５周年記 念式典表 彰選考委 員会にお きまし て、検討し
てまいりたいと考えております。
以上です。
【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。
次の大 仙市誕生 １５周年 記念式典 では、多 分老松市 長が初めて表

彰される 方を選ぶ と思い ますので 、是非私 の３番の 質問にも ありまし たけど も、いろい
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ろ幅を広 げて、規 則を緩 めるんじ ゃなくて 、きちっ と選んで いただい て表彰 を多くの市
民に贈っていただければありがたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
質問は終わります。
○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、５番挽野利恵さん。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、５番。
【５番

○議長（茂木

隆）

○５番 （挽野利 恵）

挽野利恵議員

登壇】

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 です。今 回の定例 会におい ても一般 質問の機会を

与えていただき、心から感謝申し上げます。
先日、 市長の市 政報告 をお聞き しました が、目玉 として位 置付けて おられ る農業と食
に関する 活性化基 本構想 が具体的 な策定作 業に入っ たとのこ とで、来 年度の 具体的な取
り組みがどんな形や内容でスタートするのか、今から楽しみです。
さて、 ５月１日 の新天 王陛下御 即位に関 わる１０ 連休とい う年末年 始より も長い休日
も終わり 、６月を 迎えま した。ま だ御即位 に関連す る行事や 式典が全 て終わ ったわけで
はありませんが、ひとまず通常の生活に戻ったと感じている人も多いと思います。
また、 来年に控 えてい る東京オ リンピッ クも含め 、我が国 に到来し た、こ の非日常的
な時期を 一つのチ ャンス と捉え、 大いに利 用して、 是非、令 和の時代 を繁栄 の時代に導
く力に変えて欲しいと願っております。
一方、 世界に目 を向け ますと、 地球規模 で異常気 象が起き ており、 日本で も５月の最
高気温が ２６日に 更新さ れており 、意外に も北海道 で３９． ５度とい う猛暑 を記録して
おります。
近年の 異常気象 につい ては、私 たちが目 の前の便 利さや利 益に目を 奪われ るあまり、
地球市民としてやらなければならないことを置き去りにしてしまった結果ではないで
しょうか 。遅きに 失した かもしれ ませんが 、まだ間 に合うこ とを信じ て地球 環境保全に
向け努力しなければならないと強く思います。
さらに は、難民 問題を 引き起こ している 地域紛争 の激化、 イギリス のＥＵ 離脱問題の
長期化、 米中貿易 摩擦や 日米の通 商交渉の 先行き不 透明感な ど、世界 はます ます流動化
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し、混迷の度合いを深めていこうとしています。
私たち は、これ らの動 きに直接 対応でき るわけで はありま せんが、 次の世 代に、より
良い地球 、より良 い世界 、より良 い日本、 そしてよ り良い大 仙をしっ かりと 引き継ぐこ
とができ るよう、 地方に できるこ と、地方 にしかで きないこ とを地道 に模索 し、実行し
ていくことが肝要であると思っております。
長くな りました が、そ れでは通 告に従い 、順次質 問させて いただき ますの で、ご答弁
についてよろしくお願いを申し上げます。
最初に、大仙市内のスキー場について質問させていただきます。
大仙市では、市内の小・中学生に対し、毎年、市内のどのスキー場でも利用できる
「小中学 生シーズ ン券」 を発行し 、好評を 得ており ます。全 国的にも スキー をはじめと
するウインタースポーツを楽しむ人が減少している中、雪国である秋田県内においては、
多くの学校がウインタースポーツを取り入れておりますが、市内に大曲ファミリース
キー場、 大台スキ ー場、 協和スキ ー場と３ カ所もス キー場が ある大仙 市は、 大変恵まれ
た環境にあると感じております。
大仙市 の小学生 は、授 業の中に スキー学 習があり 、多くの 子どもた ちはそ れを非常に
楽しみに しており ます。 そして、 子どもた ちが学校 で楽しく スキー学 習がで きるよう、
多くの保 護者は、 冬休み や土日、 休日など に市内の スキー場 に子ども を連れ ていき、足
慣らしをさせるようです。子どもは大仙市内の三つのスキー場で使える小中学生シー
ズン券が あります ので、 どのスキ ー場に行 ってもリ フト代の 負担があ りませ んが、保護
者につい てはその 都度リ フト券を 購入し、 子どもが 安全に滑 るために 一緒に 滑ることに
なります 。この毎 回のリ フト券代 の出費は 、少なか らず家計 を圧迫し ている のが現状で
す。
私もかつて、我が家の子どもたちと毎週のようにスキー場に通いました。最初はス
キー板を 履いて立 つこと すらでき なかった のが、回 を重ねる ごとにみ るみる 上手になる
子どもたちの成長を間近に見られるのは大変楽しいことでしたし、今でも思い出します。
しかしな がら、楽 しさの 裏ではリ フト券代 の出費を 最小限に 抑えるた め、時 間で区切っ
たり回数 券を使っ たりす るなどし て経済的 な負担が 大きくな らないよ う工夫 しておりま
した。
子ども のために 足しげ くスキー 場に通わ れている 方から「 子どもを 連れて いくための
大人用の 共通シー ズン券 はないの か。」と いう声が 上がって おります 。子ど もにあって
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大人にないのは、確かに市民感覚として不思議な気がします。
大仙市 内の三つ のスキ ー場は、 市から委 託された 別々の民 間業者が 管理し ており、リ
フト券の 値段や種 類、付 随するサ ービスが それぞれ 違います 。毎回同 じスキ ー場を利用
するのであれば、そのスキー場のシーズン券を購入すればいい話ですが、共通のシー
ズン券が あれば、 いつで もリフト 券代を気 にするこ となく三 つのスキ ー場に 行くことが
できます 。この共 通シー ズン券は 、子ども を持つ保 護者の負 担軽減と いう一 面だけでな
く、生涯 スポーツ という 観点から も、全て の世代に とって有 益なので はない かと思いま
す。
そこで 一つ目の 質問で すが、大 仙市内の 三つのス キー場に おいて利 用でき る大人版共
通シーズン券を導入することができないものかお伺いいたします。
また、 シーズン 券まで はいらな いがリフ ト券の負 担を軽減 できれば という 保護者の声
も多く聞 きます。 子ども と一緒に 滑ると、 大人が単 独で滑る のとは違 い、比 較して格段
に時間が かかるた め、回 数券を利 用すれば 滑った分 だけで済 みますが 、一日 券や時間制
限のある リフト券 では、 いわゆる 元がとれ ない状況 になるこ ともあり ます。 そのため、
ほかの地 域の民間 のスキ ー場では 、小学生 と一緒に 滑る保護 者等を対 象に、 親子ペア券
とかファ ミリーチ ケット などと称 したお得 なリフト 券を販売 している ところ もあると聞
きました 。シーズ ン券が いらない 理由とし て、スキ ー学習の ための足 慣らし が２、３回
くらいというのが実情であるからであります。
そこで 二つ目の 質問で すが、大 仙市内の 子どもに 同伴する 保護者等 の経済 的負担の軽
減を図る ため、小 学生に 同伴した 場合のリ フト券の 割引制度 を創設す ること ができない
ものでしょうか。
以上の２点について、是非前向きなご答弁をお願いしたいと思います。
○議長（茂木

隆）

○教育 長（吉川 正一）

１番の項目に対する答弁を求めます。吉川教育長。
挽野利 恵議員の 一つ目の 発言通告 のスキー 場のリフ ト券に関する

質問につ きまして は、生 涯学習部 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）

安達生涯学習部長。

○生涯学習部長（安達成年）

挽野利恵議員の質問にお答え申し上げます。

質問のスキー場のリフト券についてであります。
はじめ に、生涯 スポー ツの観点 から市内 スキー場 を共通し て利用で きる大 人版の「共
通シーズ ン券」の 導入に つきまし ては、一 般シーズ ン券とシ ルバー向 けシー ズン券は現
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存してお りますが 、三つ のスキー 場それぞ れで発行 しており 、市内共 通とは なっていな
いのが現 況であり ます。 これは、 子どもた ちの利用 実績に応 じて市が 負担す る小中学生
共通シーズン券とは違い、一般向けシーズン券は購入される個人が負担するものであり、
三つのス キー場と も指定 管理とな っている 会社が別 々である ことから 、スキ ー場規模や
付随する サービス により シーズン 券単価が 設定され ているこ とによる もので す。したが
いまして 、これを 共通利 用とした 場合、料 金を引き 上げる要 因となる ことも 懸念されま
す。この ようなこ とから 、指定管 理者とも 情報を共 有しなが ら、今後 のスキ ー場運営に
関する判断材料とさせていただきたいと思います。
なお、 各スキー 場指定 管理者の 協力によ りまして 、現在「 大仙市子 育て支 援親子シー
ズン券」 を販売し てござ います。 これは、 子ども１ 人当たり 保護者２ 名まで 、４０パー
セントか ら６９パ ーセン ト程の割 引をして ございま して、今 後もこの 券を継 続できるよ
う指定管理者にお願いしてまいります。
次に、 議員ご指 摘の利 用頻度が 少ない保 護者等へ のシーズ ン券以外 の割引 制度導入に
つきまし ては、ほ かの地 域で販売 されてい る「親子 ペア券」 、それか ら「フ ァミリーチ
ケット」 は、子ど もの分 も人数に 入れた割 引券とな ってござ います。 本市で は子どもの
分が既に 無料とな ってい るため、 トータル 的には本 市の方が 割安にな ってい ると捉えて
ございます。
また、 割引制度 の拡大 について は、指定 管理者の 裁量によ り、条例 で定め た金額の範
囲内で安 価な設定 は可能 となりま すが、各 スキー場 の経営状 況も勘案 しなが ら、今後、
指定管理者と協議し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。
ご答弁ありがとうございます。市営スキー場という市営なんですが、

指定管理 されてい るとい う枠の中 では、か なりやっ ぱり難し いなと思 ってお ります。た
だ、スキー場のリフトが空気を運ぶのではなく、是非滑る人を多く運べるように、また、
市民だけ ではなく 市外の 方にもこ ういうふ うな、も しできれ ば割引リ フト券 というのが
販売でき れば、誘 客の大 きな手段 となると 思います ので、是 非前向き に考え ていただき
たいと申し上げ、一つ目の質問を終わります。
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○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、市の災害備蓄品についてお伺いいたします。

大仙市 の災害備 蓄品は 、全市の 避難所に 配置され 、災害に 備えてお ります 。食品に関
しまして は賞味期 限が存 在するの で、同じ 品であっ ても賞味 期限ごと に分け て管理され
ておりま す。また 、賞味 期限が近 くなった 食品は、 避難訓練 等におい て有効 活用され、
市民にとっても災害備蓄品を身近に触れられる良い機会となっております。
しかし ながら、 全ての 災害備蓄 品が全市 の各避難 所に万遍 なく配分 されて いるわけで
はありま せん。大 曲小学 校内の大 仙市災害 倉庫で一 括管理さ れており 、いざ という時に
すぐ使え ないもの があり ます。ま た、そも そも少量 、または 少数の備 蓄で各 地に配置で
きないも のもあり ます。 例えば粉 ミルクと 哺乳瓶は 災害倉庫 で一括管 理され ております
が、哺乳 瓶にいた っては 、僅か１ ０本しか 準備され ておりま せん。一 方、少 量ではない
ものの中 で紙おむ つは、 大仙市災 害倉庫、 神岡支所 、さくま ろ館の３ カ所で 管理されて
おります 。また、 マスク や手袋な どは北神 小学校に 集中して 備蓄され ており 、これもい
ざという時に各地ですぐに使える状況とはいえません。
災害備 蓄品を使 うこと がないの は幸せな ことです が、使用 したい時 にすぐ 手にできな
いのは、 大人でも 耐え難 いことだ と思いま す。まし てお腹が すいた赤 ちゃん にミルクを
すぐに与 えられな いのは 本当にか わいそう なことで す。母乳 で育てて いれば 災害時もあ
まり困ら ないので すが、 全てのお 母さんが 母乳が出 るとは限 りません 。私は ３人の子ど
もを、ほ ぼ母乳で 育てま したが、 保育園で は粉ミル クを使っ ておりま したの で、粉ミル
クの大変さ、苦労も少しながら分かります。
粉ミル クを作る 作業は 、慣れる まで本当 に大変で す。まず 、手を清 潔にし 、お湯を沸
かします。沸いたお湯を適温に冷まし、粉ミルクが入っている哺乳瓶に注いで、よく
振って溶 かします 。それ をすぐ飲 ませるわ けではな く、赤ち ゃんが口 にでき る温度にな
るまでさ らに待ち ます。 平均１０ 分くらい かかり、 これを避 難所でや るのは 、周りにと
ても気を 遣う作業 だと思 います。 また、粉 ミルクと 水があっ ても哺乳 瓶を消 毒すること
や煮沸することができず、衛生面に問題がある場合も少なくないでしょう。
ところで、当局の皆様は、液体ミルクというものをご存知でしょうか。液体ミルクは、
生まれて から１２ カ月ま での乳幼 児が母乳 の代替と して飲め るように 、初め から液体と
して販売 している 成分調 整ミルク のことで す。成分 的には母 乳や粉ミ ルクと ほぼ同じも
ので、欧 米ではこ の液体 ミルクが 主流とな っていま す。２０ １１年の 東日本 大震災にお
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いて液体 ミルクが 普及し ているフ ィンラン ド在住の 日本人女 性らが、 計１万 ４千個の液
体ミルク を被災地 に送り 、非常に 喜ばれま した。そ の後、液 体ミルク は徐々 に認知され
ていき、 ２０１６ 年の熊 本地震、 ２０１８ 年７月の 西日本豪 雨では、 多くの 被災地で活
用されております。
このよ うに海外 から救 援物資と して乳幼 児液体ミ ルクが配 布され、 それを 実際に使っ
た方々の 要望を受 け、２ ０１８年 ８月８日 に厚生労 働省が乳 児用液体 ミルク の規格基準
を定めた 改正省令 を施行 しました 。そして 、本年３ 月１１日 、くしく も東日 本大震災の
日に江崎 グリコ株 式会社 から紙パ ック式の 液体ミル クが発売 され、そ の後、 明治乳業株
式会社からも缶の液体ミルクが発売されております。
この液 体ミルク のメリ ットは、 何といっ ても粉ミ ルクと違 い、その まま飲 めること、
また、衛 生的な水 や煮沸 消毒が不 要である ことです 。ストロ ーで飲め る月齢 であれば哺
乳瓶もい りません 。そし て、粉ミ ルクと同 様、常温 で保存で きます。 一方、 デメリット
としては 、値段が 粉ミル クの約２ 倍とコス トが大き いことと 賞味期限 が半年 から１年と
短いこと が挙げら れます 。既に導 入した厚 木市では 、液体の 賞味期限 が近づ いた液体ミ
ルクを給食の材料にして有効活用しながら入れ替えていく方式を採用しているそうです。
そこで 一つ目の 質問で すが、大 仙市の災 害備蓄品 は、どう いったこ とを基 準に配備し
ておられ るのか、 また、 配備場所 について 、１カ所 にまとめ て置いて あるも のと各地に
分けて置 いてある ものが あります が、それ に係る基 準などが ありまし たらお 知らせ願い
たいと存じます。
二つ目 の質問は 、賞味 期限の短 い液体ミ ルクでは あります が、災害 時に有 用に活用で
きることから、災害備蓄品に加えていただきたいと思います。
また、 総数１０ 本の哺 乳瓶では 、煮沸や 消毒でき ない状況 下では不 足する と考えられ
ることか ら、使い 捨ての 哺乳瓶を 備えるこ とはでき ないでし ょうか。 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。佐藤副市長。
【佐藤副市長

○副市長（佐藤芳彦）

登壇】

質問の災害備蓄品についてお答えを申し上げます。

はじめ に、平成 ２９年 ７月の大 雨災害の 際には、 道路冠水 等により まして 災害備蓄品
の搬送に 時間を要 したこ とから、 平成２９ 年１１月 より、各 支所や各 地域で 開設する避
難所３３ カ所に主 要備蓄 品であり ます食料 品や水、 毛布など について 分散配 備をしてお
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ります。
一方、 タオルや おむつ など一部 の備蓄品 につきま しては、 スペース の関係 などから１
カ所にま とめての 配備と なってい たことか ら、現在 、これを 改め、計 画的に 分散備蓄を
進めているところでございます。
災害時に備蓄品を迅速に活用できる体制を整備しております。
あわせ て、災害 時の避 難の原則 として、 避難所生 活での必 需品であ ります 食料や水な
どの持ち出し品の準備を認識していただくため、自主防災組織での防災講話やホーム
ページ等で周知してまいりたいと考えております。
なお、備蓄品の配備につきましては、分散基準など定められたものはございませんが、
備蓄品目 やその数 量につ きまして は、秋田 県の地域 防災計画 の中で県 と県内 市町村の共
同備蓄としての定める割当目標分の数量を確保しております。また、各地域への配分は、
人口や施設側の受け入れスペースなどに応じてその決定をしてまいります。
次に、 災害備蓄 品に乳 児用の液 体ミルク を加える ことにつ きまして は、液 体ミルクに
つきまし ては議員 ご質問 のとおり 、平成３ ０年８月 の法改正 によりま して国 内で製造・
販売が可 能となり 、哺乳 瓶に移す だけで飲 むことが できるこ とから、 災害時 に有効であ
るとされております。
市では 、乳幼児 の避難 の際には 、ミルク やおむつ などの育 児用品を 持参し て避難して
いただく よう、ハ ザード マップや 防災講話 などでお 願いして おります が、避 難が長期化
した場合 、あるい は育児 用品を持 参する時 間がなか った場合 などとし て、乳 幼児用のス
ティック式の粉ミルクを４００食分、今、備蓄しております。
乳幼児 用の液体 ミルク は、災害 時の清潔 な水や哺 乳瓶での 消毒が難 しい状 況下におい
て大変有 効であり ますが 、コスト が粉ミル クと比べ 割高であ り、また 、賞味 期限が半年
から１年 と短いこ とから 、賞味期 限内での 有効活用 方法や備 蓄の数量 などの 課題がある
と考えて おります 。今後 、これら の課題を クリアで きるよう 努めなが ら、使 い捨てほ乳
瓶と併せて乳児用の液体のミルクを購入の検討をしてまいります。
また、 災害時応 援協定 の業者と もその取 り扱いに ついて協 議を進め てまい りたいと思
います。 あわせて 、子育 て世帯の ための防 災ガイド ブックを 作成し、 災害時 に子どもを
守るための防災知識を広く啓発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

降壇】
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○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。
前 向きな ご答弁あ りがとう ございま した。配 備場所に ついては、基

準が今の ところな いとい うことで 、ただこ れ、基準 があって も、それ に基準 に沿ってで
きるのか というと 、これ もまたハ テナ、分 からない ところで あります ので、 是非欲しい
時にすぐ 手に取れ るよう に、そう いうのは 時代とと もに、状 況ととも に違う と思うんで
すけれども、是非置きっぱなしではなく、年に１回とか半年に１回とか見ていただいて、
工夫していただければなと思います。
あとも う一点、 液体ミ ルクなん ですけれ ども、何 百本も欲 しいとか という わけではな
いんです ね。本当 に困っ た時に当 座しのげ る分だけ 備えても らえない かとい う思いで質
問させて いただい たんで すけれど も、この 点につい てもうち ょっと前 向きな ご答弁いた
だけないでしょうか。お願いいたします。
○議長（茂木

隆）

○副市長（佐藤芳彦）

再質問に対する答弁を求めます。佐藤副市長。
挽野議員の再質問にお答えを申し上げます。

まず、 備蓄品の 分散配 置につい て、今現 在進めて いるとこ ろでござ います ので、どう
いった形 が一番ベ ストな のかも含 めてです ね、いつ 災害が起 きるかわ かりま せんので、
そのことについてはしっかり対応してまいりたいというふうに思います。
それか ら、液体 ミルク の関係で ございま すけれど も、やは り今、粉 ミルク よりも液体
ミルクの 方が災害 時には しっかり 対応でき るという ふうにい われてお ります ので、この
ことにつ いては大 仙市で １年間に 生まれる １歳未満 時は大体 ４００人 ぐらい というふう
に今なっ ておりま すので 、それら を勘案し ながらで すね、必 要な分を しっか り購入して
まいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。
○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）

○５番 （挽野利 恵）

はい、５番。
な かなか 液体ミル クに対す るハード ルが高い もんだな というふうに

実感して おるとこ ろなん ですけれ ども、災 害協定さ れている 業者さん もある と思います
ので、本 当に最低 限でい いんです 。この液 体ミルク を是非、 おそらく 秋田県 初となると
思います ので、大 仙市に おいて、 災害を乗 り越えた 大仙市が この液体 ミルク を導入して
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いただくことを願って、一般質問を終わらせていただきます。
○議長（茂木

隆）

○副市 長（佐藤 芳彦）

再々質問に対する答弁を求めます。佐藤副市長。
すいま せん、私 の答弁が ちょっと あれだっ たのかも しれませんけ

れども、 液体ミル クは購 入してま いります ので、間 違いなく 購入させ ていた だきますの
で、その点はしっかり対応させていただきたいと思います。
以上であります。
○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】

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。
大変ご苦労様でした。
午後

１時４１分

散
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会
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