令和元年第３回大仙市議会定例会会議録第１号

令和元年９月２日（月曜日）

議

事

日

程

第

１

号
令和元年９月２日（月曜日）午前１０時００分開議

第

１

会議録署名議員の指名

第

２

会期の決定

（１９日間）

第

３

議長報告

・専決処分報告（法第１８０条関係）
・平成３０年度決算における健全化判断比率
・平成３０年度決算における資金不足比率
・請願に係る処理の経過及び結果について
・陳情に係る処理の経過及び結果について
・教 育に関す る事務の 点検・評 価報告書 （平成３ ０年度事業）
・例月現金出納検査結果
・議会動静報告書

第

４

市政報告

第

５

議案第 ７９号

人権 擁護委員 の候補者 の推薦に つき意見 を求める ことについて
（説明・質疑・討論・表決）

第

６

議案第 ８０号

人権 擁護委員 の候補者 の推薦に つき意見 を求める ことについて
（説明・質疑・討論・表決）

第

７

議案第 ８１号

人権 擁護委員 の候補者 の推薦に つき意見 を求める ことについて
（説明・質疑・討論・表決）

第

８

議案第 ８２号

人権 擁護委員 の候補者 の推薦に つき意見 を求める ことについて
（説明・質疑・討論・表決）

第

９

議案第 ８３号

人権 擁護委員 の候補者 の推薦に つき意見 を求める ことについて
（説明・質疑・討論・表決）
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第１０

議案第 ８４号

成年 被後見人 等の権利 の制限に 係る措置 の適正化 等を図るため
の関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係条例の整理に
関 す る 条例 の 制定 に ついて

第１１

議案第 ８５号

議案第８６号

（説

議案第 ８７号

明）

大仙市印鑑条例の一部を改正する条例の制定について
（説

第１３

明）

大仙 市災害弔 慰金の支 給等に関 する条例 の一部を 改正する条例
の 制 定 につ い て

第１２

（説

明）

大仙 市へき地 保育所条 例及び大 仙市特定 教育・保 育施設及び特
定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改
正 す る 条例 の 制定 に ついて

第１４

議案第８８号

（説

大仙市立学校設置条例の一部を改正する条例の制定について
（説

第１５

議案第 ８９号

明）

明）

大仙 市建築基 準法関係 手数料条 例の一部 を改正す る条例の制定
について

（説

明）

第１６

議案第 ９０号

字の 区域の変 更につい て

（説

明）

第１７

議案第 ９１号

令和 元年度大 仙市一般 会計補正 予算（第 ４号）

（説

明）

第１８

議案第９２号

令和元年度大仙市簡易水道事業会計補正予算（第１号）
（説

第１９

議案第９３号

令和元年度大仙市下水道事業会計補正予算（第１号）
（説

第２０

議案第９４号

議案第 ９５号

議案第 ９６号

（説

議案第 ９７号

（説

議案第 ９８号

明）

平成 ３０年度 大仙市学 校給食事 業特別会 計歳入歳 出決算の認定
について

第２４

明）

平成 ３０年度 大仙市後 期高齢者 医療特別 会計歳入 歳出決算の認
定 に つ いて

第２３

明）

平成 ３０年度 大仙市国 民健康保 険事業特 別会計歳 入歳出決算の
認 定 に つい て

第２２

明）

平成３０年度大仙市一般会計歳入歳出決算の認定について
（説

第２１

明）

（説

明）

平成 ３０年度 大仙市奨 学資金特 別会計歳 入歳出決 算の認定につ
いて

（説
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明）

第２５

議案第

９９号

平 成３０年 度大仙市 スキー場 事業特別 会計歳入 歳出決算の認
定 に つい て

第２６

議案第 １００号

（説

平 成３０年 度大仙市 太陽光発 電事業特 別会計歳 入歳出決算の
認 定 につ い て

第２７

議案第 １０１号

（説

議案第 １０２号

（説

議案第 １０３号

（説

議案第 １０４号

（説

議案第 １０５号

（説

議案第 １０６号

（説

議案第１０７号

（説

議案第１０８号

議案第１０９号

明）

平成３０年度大仙市簡易水道事業会計決算の認定について
（説

第３６

明）

平成３０年度大仙市上水道事業会計決算の認定について
（説

第３５

明）

平成３０年度市立大曲病院事業会計決算の認定について
（説

第３４

明）

平 成３０年 度大仙市 淀川財産 区特別会 計歳入歳 出決算の認定
に つ いて

第３３

明）

平 成３０年 度大仙市 船岡財産 区特別会 計歳入歳 出決算の認定
に つ いて

第３２

明）

平 成３０年 度大仙市 峰吉川財 産区特別 会計歳入 歳出決算の認
定 に つい て

第３１

明）

平 成３０年 度大仙市 荒川財産 区特別会 計歳入歳 出決算の認定
に つ いて

第３０

明）

平 成３０年 度大仙市 大川西根 財産区特 別会計歳 入歳出決算の
認 定 につ い て

第２９

明）

平 成３０年 度大仙市 内小友財 産区特別 会計歳入 歳出決算の認
定 に つい て

第２８

明）

議案第１１０号

明）

平成３０年度大仙市下水道事業会計決算の認定について
（説

明）

出席議員（２６人）
１番

渡

邊

秀

俊

２番

小笠原

昌

作
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三
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男

４番

佐

藤

隆

盛

５番

挽

野

利

恵
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冨
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芳
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本
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男
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田

久
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文

子
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松
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治

和

- 3 -

１４番

後

藤

健

１５番

佐

藤

育

男

１６番

古

谷

武

美
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玉
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１８番

佐

藤

芳
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郎
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村

誠

２８番

高

橋

幸

晴

欠席議員（０人）

遅刻議員（０人）
早退議員（０人）

説明のため出席した者
市

長

老

松

博

行

副

市

長

佐

藤

芳

彦

長

西

山

光

博

教
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長

吉

川

正

一

代表監査委員

福

原

堅

悦

上下水道事業
管
理
者

今

野

功

成

総

務

部

長

舛

谷

祐

幸

企

長

福

原

勝

人

市

民

部

長

加

藤

博

勝

健康福祉部長

加

藤

農

林

部

長

福

田

浩

経済産業部長

高

橋

正

人

建

設

部

長

古

屋

利

彦

災害復旧事務所長

進

藤

孝

雄

病 院 事 務 長

冨

樫

公

誠

教育指導部長

佐

藤

英

樹

生涯学習部長

安

達

成

年

総務部次長兼
総 務 課 長

佐々木

隆

幸

副

市

画

部

実

議会事務局職員出席者
局

長

齋

藤

博

美

参

事

齋

藤

孝

文

参

事

進

藤

稔

剛

参

事

冨

樫

康

隆

幹

佐

藤

和

人

副

主

午前１０時００分
○議長（高橋幸晴）

開

おはようございます。
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会

これより令和元年第３回大仙市議会定例会を開会いたします。
市長から招集の挨拶があります。老松市長。
【老松市長
○市長（老松博行）

登壇】

おはようございます。

本日、 令和元年 第３回 大仙市議 会定例会 を招集い たしまし たところ 、議員 各位におか
れましては、ご参集をいただきまして誠にありがとうございます。
今次定例会におきましてご審議をお願いいたします案件は、人事案５件、条例案６件、
単行案１件、補正予算案３件、そして決算認定１７件の合計３２件であります。
各案件 につきま して、 よろしく ご審議賜 りますよ うお願い を申し上 げまし て招集の挨
拶とさせていただきます。
【老松市長

降壇】

午前１０時０１分

開

議

○議長（高橋幸晴）

これより本日の会議を開きます。

○議長（高橋幸晴）

本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。

○議長（高橋幸晴）

日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第８８条の規定により、議長において２番小笠原昌作君、
３番三浦常男君、４番佐藤隆盛君を指名いたします。

○議長（高橋幸晴）

日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮り します。 今期定 例会の会 期は、本 日から９ 月２０日 までの１ ９日間 といたした
いと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （高橋幸 晴）

ご 異議な しと認め ます。よ って、会 期は１９ 日間と決 定いたしまし

た。

○議長（高橋幸晴）

次に、日程第３、この際、諸般の報告をいたします。

議会の 委任によ る専決 処分報告 、財政の 健全性に 関する判 断比率に ついて 、請願並び
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に陳情に 関わる処 理の経 過及び結 果につい てが市長 から、教 育に関す る事務 の点検・評
価報告書 が教育委 員会か ら、例月 現金出納 検査結果 が市監査 委員から 提出さ れておりま
す。
また、 ６月定例 会初日 から昨日 までの議 会動静報 告書を、 併せて別 添お手 元に配付の
とおり報告いたします。

○議長 （高橋幸 晴）

次 に、日 程第４、 市長から 市政報告 の申し出 がありま すので、これ

を許します。老松市長。
【老松市長
○市長 （老松博 行）

登壇】

令 和元年 第３回大 仙市議会 定例会に 当たり、 主要事業 の進捗状況並

びに諸般の状況についてご報告申し上げます。
はじめに、全国花火競技大会「大曲の花火」並びに関連事業についてであります。
へいぜいりんりん

９３回目を迎えた今年の「大曲の花火」は、「平生凛々

より安全に

より芸術的

に」を大 会テーマ に、一 昨日、絶 好の天候 の中、７ ５万人の ご観覧の もと盛 大に開催さ
れました。
今大会 は、内閣 総理大 臣賞に輝 いた茨城 県の野村 花火工業 株式会社 の作品 をはじめ、
創造性あ ふれる花 火が次 々と打ち 上がると ともに、 新たな試 みとして 花火ミ ュージカル
れいわしゆくさい

に仕立て た大会提 供花火 「令和祝 祭」が夜 空を彩る など、ま さに令和 の幕開 けを飾るに
相応しい大会になりました。多大なるご協力をいただいた国土交通省をはじめ秋田県警、
広域消防、消防団など関係機関の皆様に心から感謝を申し上げます。
また、「大曲の花火」を盛り上げる「大曲の花火ウィーク」につきましても、
８月２５日の「夏まつり大曲２０１９」を皮切りに、３０日、３１日に「街中音楽
ＳＨＯＷ 」や「日 替わり 花火ＳＨ ＯＷ」な どのイベ ントが行 われ、市 内外か ら訪れた多
くの皆様でにぎわいました。
なお、 １０月１ ２日に 開催され る「大曲 の花火

秋の章」 につきま しては 、令和の時

代の始まりと創造花火誕生５５年の節目を記念し、「花火劇場

万葉のひびき」と題し、

和楽器を 中心とし た音楽 と花火の コラボレ ーション による「 万葉の世 界」を 表現する創
造性豊かな劇場型花火を打ち上げることとしております。
次に、「花火産業構想

第Ⅱ期」関係についてであります。

昨年８ 月に開館 した花 火伝統文 化継承資 料館「は なび・ア ム」につ きまし ては、市民
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の皆様を はじめ、 全国の 花火ファ ンや観光 客など、 当初の目 標を大き く上回 る年間６万
７千人も の皆様か らご来 場いただ いており ます。去 る８月４ 日には、 開館１ 周年を記念
したイベ ントを開 催し、 本市のマ スコット キャラク ター「ま るびちゃ ん」と の記念撮影
会や花火 クイズラ リーな どを行い 、家族連 れをはじ め多くの 来館者で にぎわ っておりま
す。今後 も創意工 夫に富 んだ企画 展示の充 実に努め 、再び訪 れたいと 思って いただける
資料館づくりを目指してまいります。
「花火 のまち中 心市街 地環境整 備事業」 につきま しては、 大曲大町 地区都 市再生整備
計画に基 づき、Ｊ Ｒ大曲 駅西口か ら「はな び・アム 」への案 内サイン ３基と 誘導サイン
１４基を 整備する ことと しており 、今月下 旬に発注 し、年度 内の完成 を目指 してまいり
ます。
次に、「農業と食に関する活性化基本構想」についてであります。
花火産 業構想に 続く二 つ目の地 域活性化 構想とし て策定を 進めてい る「農 業と食に関
する活性 化基本構 想」に つきまし ては、庁 内に関係 部課長で 構成する 策定チ ーム会議及
び作業部 会を設置 し、活 発な協議 を行って おります 。また、 ８月７日 には２ 回目となる
策定委員 会を開催 し、専 門分野の 有識者で ある委員 の皆様か らご意見 を頂戴 しておりま
す。今後 も全ての 地域が 活気づく 、実効性 のある構 想策定に 向けて作 業を進 めてまいり
ます。
本構想 の策定に 先駆け て進めて いる「い ぶりがっ この産地 化」につ きまし ては、市内
生産者や 秋田県立 大学、 秋田県総 合食品研 究センタ ーとの連 携のもと 、夏大 根の試験栽
培を実施 したほか 、収穫 した４品 種の夏大 根を加工 したいぶ りがっこ の分析 調査や昨年
度に引き続き、秋大根の試験栽培も実施しております。
また、 こうした 取り組 みに加え て、副市 長を総括 とする「 大仙市い ぶりが っこ産地化
プロジェクトチーム」を７月１７日に設置し、庁内推進体制を整えております。
次に、主な部局ごとに諸般の状況についてご報告申し上げます。
はじめに、総務部関係についてであります。
「大学 卒業程度 」の職 員採用試 験につき ましては 、民間企 業で活用 されて いる総合適
性検査、 通称「Ｓ ＰＩ３ 」の導入 により、 前年度の 受験者数 の２．１ 倍とな る１７０名
が受験し 、一般事 務職上 級２０名 、学芸員 、保健師 、管理栄 養士が各 １名、 移住定住者
３名、合わせて２６名が合格しております。
また、 「短大・ 高校卒 業程度」 の職員採 用試験に ついては 、７月１ ７日か ら８月１６
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日まで募 集を行っ たとこ ろ、１０ 名程度の 採用予定 に対し５ ０名の申 し込み があり、今
月２２日に１次試験を行うこととしております。
次に、企画部関係についてであります。
シティ プロモー ション や地域活 性化の推 進の一環 として、 去る７月 ３１日 に、世界最
大のソー シャルネ ットワ ークサー ビスを有 するフェ イスブッ ク社の日 本法人 ・フェイス
ブックジャパン株式会社と「地域経済・地域コミュニティ活性化に関する事業連携協
定」を締 結してお ります 。本協定 は、本市 と横手市 、湯沢市 、仙北市 の県南 ４市の連携
によるも ので、今 後、こ の連携を 生かしな がら、市 政情報の 発信力強 化や地 域経済産業
の振興、コミュニティの活性化に向けた取り組みを行ってまいります。
秋田新幹線の防災対策トンネル整備促進につきましては、７月２６日、本市において、
「秋田新 幹線防災 対策ト ンネル整 備促進期 成同盟会 」の総会 を行った ほか、 地元国会議
員、秋田 県知事、 秋田県 議会議員 をはじめ 約２８０ 名の皆様 からのご 出席の もと、秋田
県との共催によるシンポジウムを開催しております。
また、 トンネル 整備に 係る要望 活動につ きまして は、８月 ７日に、 同盟会 会員１７団
体の参加 のもと、 内閣官 房長官や 財務大臣 、国土交 通副大臣 と面会し 積極的 な財政支援
を要請す るととも に、秋 田・岩手 両県選出 国会議員 に対し要 望を行っ たほか 、東日本旅
客鉄道株式会社本社を訪問し、トンネル整備の早期着手について要請しております。
「ふる さと納税 」につ きまして は、全国 花火競技 大会と結 び付けた 返礼サ ービスとし
て８月３ １日から ２日間 、「大曲 の花火特 別観覧ツ アー」を 実施して おりま す。参加さ
れた皆様 には、専 用席で の「大曲 の花火」 の観覧の ほか、市 内温泉施 設での 宿泊、はな
び・アム や市内の 酒蔵、 旧池田氏 庭園の見 学など、 本市の魅 力を満喫 してい ただいてお
ります。 今年度は このツ アー以外 にも「大 曲の花火 イス席」 を新たな 返礼品 として加え
ており、こちらも４６９名の皆様から申し込みをいただいております。
また、 このほか にも「 みまもり 訪問サー ビス」を 新たな返 礼サービ スとし て追加して
おります 。これは ６月２ ８日に締 結した日 本郵便株 式会社と の「見守 りサー ビスに関す
る協定」 に基づく もので 、寄附者 と離れて 本市で暮 らす家族 を郵便局 員等が 定期的に訪
問し、生 活状況な どをお 知らせす るサービ スであり ます。今 後も本市 を応援 してくださ
る皆様か ら喜ばれ 、関係 人口の創 出につな がるよう な返礼品 等の企画 に努め てまいりま
す。
移住定住の促進につきましては、新たな取り組みとして６月１５日に魅力体験住宅
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よ う こ そ

「 youkoso」 の 供 用 を 開 始 し て お り ま す 。 こ れ ま で 延 べ ３ 組 ５ 名 が 利 用 し て お り ま す が、
うち２名 が本市へ の移住 を決めて おり、現 在、市の 無料職業 紹介所を 介した 就職活動を
行うなど 移住に向 けた準 備を進め ておりま す。今後 も地元の 四ツ屋地 区コミ ュニティ会
議との連携を図りながら、移住につながる体験の場を提供してまいります。
次に、健康福祉部関係についてであります。
子育て 環境の充 実につ きまして は、妊娠 期から子 育て期ま での切れ 目のな い支援を行
うため、 ７月１日 に、子 育て世代 包括支援 室「すく すくはな び」を、 大曲、 西仙北及び
中仙の三 つの健康 増進セ ンター内 に開設し ておりま す。今後 も関係機 関との 連携を図り
ながら、 気軽に相 談でき る体制の 充実やサ ービスの 拡充を図 るなど、 安心し て出産・子
育てができる環境の整備を進めてまいります。
「プレ ミアム付 商品券 事業」に つきまし ては、８ 月１６日 から申請 を受け 付けしてお
り、今月 中旬から 購入引 換券を順 次発送す る予定で あります 。商品券 の販売 は、１０月
１日から 来年２月 末日ま で、市役 所各庁舎 に設置す る特設窓 口で行う ことと しており、
組織横断 的な連携 体制の もと、円 滑な受け 付けや販 売、審査 等を実施 してま いります。
受動喫 煙防止対 策につ きまして は、健康 の保持増 進と快適 で良好な 生活環 境の形成に
向け、今 般、市所 管施設 を対象と する「大 仙市受動 喫煙防止 対策指針 」を策 定し、７月
１日から 市役所各 庁舎や 学校、病 院、子育 て支援施 設等を対 象に敷地 内禁煙 を実施して
おります。
その他 、市が所 管する 集会施設 や農業施 設、公民 館等につ いては、 来年１ 月１日から
の敷地内 禁煙に向 け建物 内禁煙を 実施して おります 。今後も 市広報や ポスタ ー等による
周知を行い、市所管施設における全面禁煙に向けた意識啓発を推進してまいります。
次に、農林部関係についてであります。
クマに よる人身 被害に つきまし ては、８ 月１４日 、太田地 域におい て新聞 配達員がク
マに襲わ れる事案 が発生 しており ます。被 害に遭わ れた方に 心からお 見舞い を申し上げ
ます。
今般の 事案を受 け、秋 田県では 、翌１５ 日に「ツ キノワグ マ被害緊 急対策 会議」を開
催し、本 市を含む 関係団 体の参加 のもと、 被害状況 の確認や 今後の対 策協議 などを行っ
ておりま す。また 、本市 におきま しても、 注意喚起 や巡回パ トロール を強化 するととも
に、ＦＭ はなびに よる情 報提供を 行うほか 、クマの 目撃情報 が多い箇 所に捕 獲用のおり
や暗視カメラを設置するなどの緊急対策を講じたところであります。
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水稲に つきまし ては、 春以降、 例年より 降雨が少 なかった ことによ り生育 が一時停滞
した地域 もありま したが 、好天が 続いたこ とにより 出穂期は 平年より ２日早 い８月１日
となり、おおむね良好な生育状況となっております。
いのがしら

畜産振 興につき まして は、ＪＡ 全農北日 本くみあ い飼料株 式会社が 南外地 域猪ノ頭地
内で肥育 養豚団地 「秋田 大仙農場 」の開設 を計画し ており、 去る７月 １０日 に起工式が
行われ、現在、年内の完成を目指して工事が進められております。
次に、経済産業部関係についてであります。
雇用対 策につき まして は、本市 や商工団 体等で構 成する「 大仙市雇 用創造 協議会」に
おいて、 地域の特 性を生 かした魅 力ある雇 用やそれ を担う人 材の維持 ・確保 を目指し策
定した事 業構想が 、今般 、厚生労 働省の「 地域雇用 活性化推 進事業」 に採択 されており
ます。今 後、企業 向けの 各種講習 会の開催 や求職者 のスキル アップ支 援のほ か、企業や
求職者の マッチン グ支援 などを行 う計画と しており 、当該事 業の実施 に向け 、今次定例
会に予算の補正をお願いしております。
企業誘 致につき まして は、７月 ３１日に １５４社 ２４０人 が参加し た「あ きたリッチ
セミナー ｉｎ ＴＯＫＹＯ」に出席し、本市の立地環境や支援制度をＰＲするとともに、
各業界の 動向等に 関する 意見交換 を行って おります 。また、 秋田県企 業立地 事務所に派
遣してい る職員や 首都圏 在住の企 業専門監 が収集し た情報を もとに、 本市に 進出を検討
している 企業の視 察受け 入れやト ップセー ルスとし て首都圏 企業訪問 を行う など、企業
誘致の実現に向けた取り組みを進めております。
新工業団地の整備につきましては、５月３１日に副市長を総括とするプロジェクト
チームを 立ち上げ 、現在 、様々な 分野にわ たる課題 解決に向 け全庁を 挙げて 取り組んで
おります 。当該団 地につ いては、 これまで 「工業団 地」とい う名称を 用いて おりました
が、多様 な企業等 の進出 にも対応 できるよ う、今後 は「企業 団地」と して事 業を進めて
まいりた いと考え ており ます。な お、当該 団地整備 に係る現 時点での 事業概 要について
議員各位 にご説明 申し上 げるため 、今次定 例会にお いて説明 会を開催 する予 定としてお
ります。
西仙北 地域の「 大綱交 流サロン 」につき ましては 、これま で市民の 交流ス ペースとし
て、また 、商店街 の活動 拠点・観 光拠点と して役割 を果たし てまいり ました が、建物の
老朽化が顕著となり、今般、施設の解体を行ったことから、新たな施設整備が必要と
なっており、今次定例会に予算の補正をお願いしております。
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次に、建設部関係についてであります。
「大仙 市災害危 険区域 に関する 条例」に 基づき指 定した協 和地域の 岩瀬・ 湯野沢地区
につきま しては、 現在、 居住して いる３７ 世帯のう ち３４世 帯が国の 雄物川 中流部河川
改修事業 の移転対 象とな っており 、令和３ 年度末ま での移転 を目指し ており ます。残る
３世帯に ついても 災害危 険回避の 観点から 、移転対 象世帯と 同様、早 期の移 転が必要で
あることから、今次定例会に関連予算の補正をお願いしております。
大曲駅 東駐車場 につき ましては 、新幹線 の利用者 に加え、 大曲駅東 線や中 通線の開通
によるア クセス性 の向上 により年 々ニーズ が高まっ ており、 市民の利 便性向 上と県南の
玄関口と しての機 能向上 の観点か ら、今般 、駐車場 の拡張と ロータリ ーの再 整備、送迎
車両スペ ースの増 設を行 うことと し、今次 定例会に 予算の補 正をお願 いして おります。
次に、災害復旧事務所関係についてであります。
平成２ ９年から ２カ年 にわたり 発生した 豪雨災害 に伴う「 災害復旧 事業」 につきまし
ては、被 災箇所１ ８８カ 所のうち 、７月末 現在で１ ８７カ所 の工事を 発注し 、８６パー
セントに 当たる１ ６９カ 所で工事 を完了し ておりま す。残る 被災箇所 につい ても、国に
対する手 続きが整 い次第 、発注す ることと しており 、年内の 工事完了 を目指 してまいり
ます。
しらさか

昨年５ 月の大雨 により 発生した 山地崩落 に伴う西 仙北地域 白坂地区 の「治 山局所防災
事業」に つきまし ては、 崩落地付 近の住居 への被害 拡大の可 能性を考 慮し県 と協議を進
めてまい りました が、今 般、事業 方針が固 まったこ とから、 今次定例 会に予 算の補正を
お願いしております。
次に、教育委員会関係についてであります。
７月に イタリア で開催 された「 第３０回 ユニバー シアード 競技大会 」にお きまして、
本市出身 の鈴木優 花選手 が陸上女 子ハーフ マラソン に出場し 、見事優 勝を果 たしており
ます。陸 上競技に おける 国際大会 での優勝 は、本県 出身選手 としては ３人目 となる快挙
であります。
８月１ ７日に開 催され た「第４ １回全国 中学校軟 式野球大 会」につ きまし ては、東北
第２代表 として本 市の仙 北中学校 が初出場 し、秋田 県勢とし ては実に ２３年 ぶりとなる
４強入り を果たし ており 、その大 躍進は地 域を大い に盛り上 げ、多く の市民 の皆様に感
動を与えております。
施設の 老朽化に 伴い建 て替え工 事を進め ている「 大曲武道 館」につ きまし ては、６月
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２７日に 安全祈願 祭を行 っており 、武道愛 好者をは じめ多く の皆様の 新たな 活動拠点と
して年度内に完成できるよう整備を進めてまいります。
「（仮 称）大綱 交流館 等整備事 業建築工 事」につ きまして は、７月 ２６日 に安全祈願
祭を行っ ており、 地域の 生涯学習 の拠点、 さらには 「刈和野 の大綱引 き」の 継承と地域
活性化の拠点として整備を進めてまいります。
今年で ３回目と なる「 全国５０ ０歳野球 大会」に つきまし ては、県 外２２ チームと県
内１０チ ームをお 迎えし 、７月１ ３日から ３日間、 本市を会 場に盛大 に開催 しておりま
あい

おー

えふ

くらぶ

す。今大会では、大熱戦の末、岩手県のＩ．Ｏ．Ｆ． Ｃ が初優勝を飾り、本市から出
場した神 岡大浦ク ラブが 準優勝を 果たして おります 。今後も 参加者の 皆様が 再び出場し
たいと思えるよう、引き続き、おもてなしの心で大会運営に当たってまいります。
次に、上下水道局関係についてであります。
今年度 から新た に実施 している 「下水道 接続促進 事業」に つきまし ては、 ８月２０日
時点で７ ３件の申 請を受 け付けし ており、 補助金の 交付決定 額が２９ ９万円 と当初の目
標を上回 るペース で推移 しており ます。今 後も戸別 訪問等の 啓発活動 により 、さらなる
申請件数の増加が見込まれることから、今次定例会に予算の補正をお願いしております。
最後に、財政状況について報告申し上げます。
平成３０年度の決算につきましては、普通会計ベースでの実質収支が１２億
６，９０ ０万円、 実質単 年度収支 が４億３ ，４００ 万円と、 いずれも 黒字と なっており
ます。
国民健 康保険事 業特別 会計をは じめとす る各特別 会計決算 につきま しては 、全てにお
いて実質 収支がゼ ロまた は黒字と なってお り、企業 会計であ ります市 立大曲 病院事業会
計、上水 道事業会 計、簡 易水道事 業会計及 び下水道 事業会計 の決算に おける 収益的収支
はいずれも黒字となっております。
実質公 債費比率 につき ましては 、過去３ カ年の平 均値で算 出してお り、こ れまでの市
債発行額 の抑制に よる公 債費の縮 減などか ら、１２ ．２パー セントと 前年度 より１．１
ポイント改善しております。
また、将来負担比率につきましても、全会計の市債残高や一部事務組合の償還負担額、
退職手当 負担見込 額の全 てが減少 したこと に加え、 財政調整 基金への 積み増 しを図った
ことから、１２８．１パーセントと前年度より６．７ポイント改善しております。
市の財 政運営に つきま しては、 普通交付 税の減額 により一 般財源の 不足が 見込まれる
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ことから 、現在策 定中の 総合計画 後期実施 計画との 整合性を 図りつつ 、市債 の発行額抑
制や繰上 償還、財 政調整 基金の積 み増しに 引き続き 取り組み 、将来を 見据え た健全な財
政運営に努めてまいります。
以上、 諸般の状 況を報 告申し上 げました が、これ まで申し 上げた以 外のも のについて
は、別添のとおり報告させていただきます。
今後と も市民の 皆様並 びに議員 各位のご 理解とご 支援をお 願い申し 上げま して、市政
の報告とさせていただきます。
【老松市長

○議長 （高橋幸 晴）

降壇】

次 に、日 程第５、 議案第７ ９号から 日程第９ 、議案第 ８３号までの

５件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。老松市長。
【老松市長
○市長 （老松博 行）

登壇】

議 案第７ ９号から 議案第８ ３号まで の人権擁 護委員の 候補者の推薦

につき意見を求めることにつきましてご説明申し上げます。
本市人 権擁護委 員のう ち、西仙 北地域の 森京子氏 の任期が 来る９月 ３０日 をもって満
こうさき

あしたて たかし

了となるほか、西仙北地域の三浦廣咲氏、中仙地域の安達 隆 氏、太田地域の鈴木
の ぶ ひ ろ

しょうこ

農夫廣氏 及び宇野 聖子氏 の任期が 来る１２ 月３１日 をもって 満了とな ること から、その
後任候補者の推薦について秋田地方法務局から依頼がありました。
つきま しては、 森京子 氏、安達 隆氏、鈴 木農夫廣 氏及び宇 野聖子氏 を再推 薦とするほ
か、三浦 廣咲氏の 後任と して、西 仙北地域 の伊藤美 佐子氏を 新たに推 薦する ため、人権
擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。
以上、 ご説明申 し上げ ましたが 、よろし くご審議 の上、ご 同意賜り ますよ うお願いを
申し上げます。
【老松市長
○議長（高橋幸晴）

降壇】

これより質疑を行います。質疑はありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

質疑なしと認めます。

お諮り します。 本５件 について は、会議 規則第３ ７条第３ 項の規定 により 、委員会の
付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。
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（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （高橋幸 晴）

ご 異議な しと認め ます。よ って本５ 件につい ては、委 員会の付託を

省略することに決しました。
これより討論を行います。討論はありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（高橋幸晴）

討論なしと認めます。

これより議案第７９号から議案第８３号までの５件を一括して採決します。本５件は、
同意と決することにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （高橋幸 晴）

ご 異議な しと認め ます。よ って本５ 件は、同 意するこ とに決しまし

た。

○議長 （高橋幸 晴）

次 に、日 程第１０ 、議案第 ８４号か ら日程第 １７、議 案第９１号ま

での８件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。舛谷総務部長。
【舛谷総務部長
○総務 部長（舛 谷祐幸）

登壇】

はじ めに、議 案第８４ 号、成年 被後見人 等の権利 の制限に係る

措置の適 正化を図 るため の関係法 律の整備 に関する 法律の施 行に伴う 関係条 例の整理に
関する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。
お手元の資料ナンバー１、議案書の６ページと７ページをお願いいたします。
本案は 、同整備 法の施 行に伴い 、成年被 後見人、 または被 補佐人で あるこ とを理由に
不当に差 別される ことが ないよう 、地方公 務員にお ける成年 被後見人 等に係 る欠格条項
等が見直されたことに伴い、関係条例の改正を行うものであります。
給与条 例及び旅 費条例 につきま しては、 地方公務 員法にお いて成年 被後見 人等に係る
欠格条項 及び失職 規定が 廃止され たことに 伴い、引 用条項を 改めるな ど所要 の規定の整
理を行うものであります。
また、 消防団員 定員等 条例につ きまして は、消防 団員の欠 格条項か ら成年 被後見人等
を削るなどの改正を行うものであります。
これらの改正は、令和元年１２月１４日から施行するものであります。
続きま して、議 案第８ ５号、大 仙市災害 弔慰金の 支給等に 関する条 例の一 部を改正す
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る条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。
議案書の８ページと９ページをお願いいたします。
本案は 、災害弔 慰金の 支給等に 関する法 律の一部 を改正す る法律の 公布に よる、災害
援護資金貸付制度の見直しに伴う改正であります。
内容と いたしま しては 、法律に おいて災 害援護資 金におけ る償還金 の支払 猶予及び貸
し付けを 受けた者 等への 報告の求 め等に係 る規定が 整備され たことに 伴いま して、これ
に係る規定の整備等を行うもので、公布の日から施行するものであります。
続きま して、議 案第８ ６号、大 仙市印鑑 条例の一 部を改正 する条例 の制定 につきまし
て、ご説明を申し上げます。
議案書の１０ページと１１ページをお願いいたします。
本案は 、住民基 本台帳 法施行令 等の改正 に伴い、 旧氏の記 載に関す る事項 が整備され
たことから、旧氏でも印鑑登録を行うことができることとするものであります。
また、現在、印鑑登録の証明事項として性別を記載することとしておりますが、今回、
男女表記 を削るほ か、所 要の文言 整理を行 うもので 、令和元 年１１月 ５日か ら施行する
ものであります。
続きま して、議 案第８ ７号、大 仙市へき 地保育所 条例及び 大仙市特 定教育 ・保育施設
及び特定 地域型保 育事業 の運営に 関する基 準を定め る条例の 一部を改 正する 条例の制定
につきまして、ご説明を申し上げます。
議案書の１２ページと１３ページをお願いいたします。
本案は 、子ども ・子育 て支援法 の改正に 伴い、子 どものた めの教育 ・保育 の利用者負
担が実質無償化されたことから、関係条例の改正を行うものであります。
へき地 保育所条 例につ きまして は、これ までの生 活保護世 帯の児童 に加え 、市町村民
税非課税世帯の児童及び３歳以上の児童に係る保育料を無償とするものであります。
また、 特定教育 ・保育 施設及び 特定地域 型保育事 業の運営 に関する 基準を 定める条例
につきま しては、 法改正 に伴う所 要の文言 整理を行 うもので 、これら の改正 は、令和元
年１０月１日から施行するものであります。
続きま して、議 案第８ ８号、大 仙市立学 校設置条 例の一部 を改正す る条例 の制定につ
きまして、ご説明を申し上げます。
議案書の１４ページと１５ページをお願いいたします。
本案は 、中仙地 域の豊 岡小学校 及び豊川 小学校を 廃止し、 新たにこ れらの 区域の児童
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の利用に供する小学校を設置するものであります。
また、 中学校に つきま しては、 豊成中学 校を中仙 中学校に 編入統合 するも ので、令和
３年４月１日に施行するものであります。
続きま して、議 案第８ ９号、大 仙市建築 基準法関 係手数料 条例の一 部を改 正する条例
の制定につきまして、ご説明を申し上げます。
議案書の１６ページから１８ページまでをお願いいたします。
本案は 、建築基 準法の 改正に伴 い、関係 手数料を 条例規定 するもの で、建 築物台帳記
載事項証 明書の交 付手数 料として ４００円 を徴収す ることと するほか 、建築 物の用途変
更に当た りまして は、今 般の法改 正により 制限が緩 和され、 用途変更 に係る 工事を２回
以上に分 けて段階 的に行 うことが できるこ ととされ たことか ら、この 場合に おける全体
計画の認定等の手数料として、床面積に応じ手数料を徴収するものであります。
また、 既存の建 築物の 用途を変 更して仮 設の興行 場などと して使用 する場 合において
も、床面 積に応じ 手数料 を徴収す るもので 、これら の改正は 公布の日 から施 行するもの
であります。
続きま して、議 案第９ ０号、字 の区域の 変更につ きまして 、ご説明 を申し 上げます。
議案書の１９ページから２４ページまでをお願いいたします。
本案は 、大仙市 北楢岡 及び刈和 野におい て実施し ている高 屋敷地区 農地集 積加速化基
盤整備事 業と、同 じく大 仙市北野 目及び北 楢岡にお いて実施 している 三条川 原地区の同
事業の施 行に伴い 、同地 区の字の 区域を変 更する必 要があり 、字界を 変更す ることにつ
きまして 秋田県知 事から 依頼があ りました ので、地 方自治法 の規定に 基づき 、議会の議
決を求めるものであります。
続きま して、議 案第９ １号、令 和元年度 大仙市一 般会計補 正予算（ 第４号 ）につきま
して、ご説明を申し上げます。
お手元の資料ナンバー２、補正予算書〔９月補正〕の方をご覧願います。
１ページをお願いいたします。
今回の 補正予算 は、国 による幼 児教育・ 保育の無 償化に係 る経費や 大曲駅 東駐車場の
拡張工事 費などに つきま して補正 をお願い するもの で、歳入 歳出予算 の総額 にそれぞれ
１億７， ６４１万 ７千円 を追加し 、補正後 の予算総 額を４４ ３億３， ５８６ 万円とする
ものであります。
それで は、補正 予算の 概要につ きまして 、事項別 明細書に よりまし て歳入 から順にご
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説明を申し上げます。
７ページをお願いいたします。
１０款 地方特例 交付金 は、子ど も・子育 て支援臨 時交付金 として１ １２万 ８千円の補
正、１５ 款国庫支 出金は 、子ども ・子育て 支援事業 費補助金 及び社会 資本整 備総合交付
金などと して３， ７６１ 万３千円 の減額補 正、１６ 款県支出 金は、す こやか 子育て支援
事業費補 助金など として １，１３ ５万円の 補正、８ ページに なります けれど も、１８款
寄附金は 、教育費 寄附金 として５ ０万円の 補正、２ ０款繰越 金は、前 年度繰 越金として
１億２， ０３６万 ４千円 の補正、 ２１款諸 収入は、 地域雇用 活性化推 進事業 資金貸付金
収入及び 光伝送路 工事費 補償金と して２， ３３８万 ８千円の 補正、２ ２款市 債は、林道
整備事業債及び生涯学習施設整備事業債として５，７３０万円の補正であります。
続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。
１０ページをお願いいたします。
２款総務費は、２，４７５万１千円の補正であります。
主な内 容といた しまし て、大仙 市誕生１ ５周年記 念事業費 は、来年 ３月２ ２日に開催
予定の記 念式典や 講演会 などの開 催経費と して５７ １万７千 円の補正 、国内 友好都市交
流事業費 は、岩手 県宮古 市との友 好交流協 定の締結 に係る経 費として １５８ 万６千円の
補正であります。
３款民生費は、３，５３５万２千円の補正であります。
主な内 容といた しまし て、子ど も・子育 て支援法 の改正に 伴い、本 年１０ 月１日から
開始とな る幼児教 育・保 育の無償 化に関連 する事業 として、 子育ての ための 施設等利用
給付費負 担金は、 認可外 保育施設 や一時預 かり事業 、病児保 育事業な どを利 用する児童
の利用料の無償化に係る補助金として１１２万８千円の補正、すこやか子育て支援費は、
県と共同で実施する副食費の助成費として１，２２７万８千円の補正であります。
１２ページになります。
５款労 働費は、 地域雇 用活性化 推進事業 費として 、市や大 曲商工会 議所及 び大仙市商
工会など で組織す る大仙 市雇用創 造協議会 が、厚生 労働省の 委託事業 である 地域雇用活
性化推進事業を活用し、雇用の創出や人材育成などに取り組む事業への貸付金として
１，６８３万２千円の補正であります。
６款農林水産業費は、９０２万２千円の補正であります。
内容と いたしま して、 林道維持 費は、平 成２９年 の大雨災 害により 被害を 受けた協和
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さわない

地 域 の 林 道 沢内 水 沢 線 １ 号 橋 の 右 岸 側 橋 台 の 支 持 力 を 回 復 す る た め の 工 事 費 と し て
４９７万 ４千円の 補正、 治山局所 防災事業 費は、平 成２９年 の大雨災 害によ り山林が崩
しらさか

壊し、昨 年５月の 大雨災 害により 再度被災 しました 西仙北地 域白坂地 区にお いて、人家
等への被 害の恐れ がある ことから 、その復 旧工事に 係る経費 として４ ０４万 ８千円の補
正であります。
１４ページになります。
７款商工費は、２，６４４万７千円の補正であります。
内容と いたしま して、 大綱交流 サロン管 理費は、 地域の交 流スペー スとし て、また、
刈和野の 大綱引き の観覧 会場とし て活用さ れている 大綱交流 サロンの 新築工 事等に係る
経費とし て２，１ ２６万 ４千円の 補正、観 光費補助 金は、大 仙市観光 物産協 会の事務局
体制の変更により生じる補助対象経費の増及びパソコン導入費用に係る補助金として
４３２万４千円の補正であります。
８款土木費は、５，３９０万３千円の補正であります。
主な内容といたしまして、駐車場管理運営費は、新幹線利用者等の需要が高く、また、
市民から の要望も 多い大 曲駅東駐 車場の拡 張工事費 として２ ，４８０ 万円の 補正、住宅
リフォー ム支援事 業費は 、条件を 緩和しま した子育 て世帯の 支援に係 る申請 件数の増な
どにより 、実績見 込額が 当初予算 を上回る ことから 、不足分 として１ ，５０ ０万円の補
正であります。
１６ページになります。
１０款 教育費は 、教育 文化基金 積立金と して、国 庫補助を 受けて建 設した 旧学校施設
の有償貸 付に伴う 残存価 格に対す る国庫納 付金相当 額の基金 への積み 立て及 び寄附採納
に伴う基金積立金として３５４万８千円の補正であります。
最後に、１１款災害復旧費は、６５６万２千円の補正であります。
内容と いたしま して、 平成２９ 年の大雨 災害によ り被災し た施設等 の復旧 事業費とし
て、農地 農業用施 設災害 復旧事業 費（単独 分）は、 復旧工事 が完了し た協和 地域の一部
農地にお いて補完 工事に 係る経費 としまし て４０７ 万７千円 の補正、 林業施 設災害復旧
事業費（ 補助分） は、協 和地域の 林道沢内 水沢線の １号橋の 左岸側の 橋台や 橋脚、上部
工に係る工事費としまして２４８万５千円の補正であります。
以上、 ご説明を 申し上 げました が、よろ しくご審 議の上、 ご承認賜 ります よう、お願
いを申し上げます。
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【舛谷総務部長

○議長 （高橋幸 晴）

降壇】

次 に、日 程第１８ 、議案第 ９２号及 び日程第 １９、議 案第９３号の

２件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。今野上下水道事業管理者。
【今野上下水道事業管理者
○上下 水道事業 管理者（ 今野功 成）

登壇】

議 案第９２ 号、令和 元年度大 仙市簡易 水道事業会計

補正予算（第１号）につきまして、ご説明申し上げます。
お手元の資料ナンバー２、補正予算書〔９月補正〕の２１ページをお願いいたします。
今回の補正予算は、債務負担行為の追加をお願いするものであります。
浄水場 や配水池 等の状 況を遠方 で監視す るための 集中監視 システム 統合整 備事業につ
きまして は、年次 計画に より更新 を図るこ ととして おりまし たが、今 後更新 を予定して
いる施設 について もシス テムの統 一を図り 、維持管 理を効率 的に進め るため 、令和２年
度から令 和５年度 におい て、１億 ２，３１ ０万円を 限度とし て債務負 担行為 を設定する
ものであります。
続きまして、２３ページをお願いいたします。
議案第 ９３号、 令和元 年度大仙 市下水道 事業会計 補正予算 （第１号 ）につ きまして、
ご説明申し上げます。
今回の 補正予算 は、合 併浄化槽 や単独浄 化槽など からの下 水道への 接続者 に対し補助
金を交付 する下水 道接続 促進事業 補助金に ついて、 当初見込 みを上回 る申請 があったこ
とから、補正をお願いするものであります。
第２条収益的支出の補正として、予算に定めた下水道事業費用に２００万円を補正し、
補正後の額を２９億４，０１４万４千円とするものであります。
以上、 ご説明申 し上げ ましたが 、よろし くご審議 の上、ご 承認賜り ますよ うお願い申
し上げます。
【今野上下水道事業管理者

○議長 （高橋幸 晴）

降壇】

次 に、日 程第２０ 、議案第 ９４号か ら日程第 ３２、議 案第１０６号

までの１３件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。佐藤副市長。
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【佐藤副市長
○副市 長（佐藤 芳彦）

登壇】

議案第 ９４号、 平成３０ 年度大仙 市一般会 計歳入歳 出決算の認定

について 並びに議 案第９ ５号から １０６号 までの平 成３０年 度大仙市 特別会 計歳入歳出
決算の認定については、関連がありますので一括してご説明をいたします。
今回ご審議いただく平成３０年度の一般会計・特別会計歳入歳出決算につきましては、
地方自治 法第２３ ３条及 び２４１ 条の規定 によりま して、大 仙市監査 委員の 審査をいた
だいてい るもので ござい ます。そ の結果は 、提出さ れており ます審査 意見書 のとおりで
ございます。
決算内 容は、お 手元に お配りし ておりま す資料ナ ンバー３ 、平成３ ０年度 大仙市一般
会計・特別会計歳入歳出決算書のとおりでございます。
はじめに、一般会計の決算についてご説明を申し上げます。
すみま せんけれ ども、 資料の方 は今日お 手元に差 し上げて おります Ａ４判 一枚物の資
料、一般 会計・特 別会計 の歳入歳 出決算の 一覧表に 書いてお りますの で、こ ちらの資料
をご覧願いたいと思います。
平成３ ０年度一 般会計 の決算規 模は、歳 入総額４ ９８億４ ，０１０ 万５， ０８０円、
歳出総額４８４億６，８２５万４，８９８円、歳入歳出差引額は１３億７，１８５万
１８２円 でござい ます。 翌年度へ の繰越財 源を控除 した実質 収支額は １２億 ５，９２９
万１，２４１円の黒字でございます。
また、 平成３０ 年度の 各特別会 計の決算 でありま すけれど も、国民 健康保 険事業特別
会計から 淀川財産 区特別 会計まで の１２の 特別会計 を合算し た決算額 が、資 料の下から
２行目に なります けれど も、歳入 総額が１ ０８億１ ，６２２ 万１，３ ００円 、歳出総額
１０２億 ８，８３ ８万４ ，６３６ 円、歳入 歳出差引 額は５億 ２，７８ ３万６ ，６６４円
で、全会計でゼロ、または黒字の決算となってございます。
それでは、次に、普通会計ベースにおける決算の概要についてご説明を申し上げます。
申し訳 ありませ んけれ ども、お 手元の資 料のナン バー３－ １の表紙 をめく っていただ
いて、ペ ージ、Ａ ３の横 判の資料 になりま す。平成 ３０年度 の普通会 計の決 算概要をご
覧願いたいと思います。
一般会 計に学校 給食事 業・奨学 資金の二 つの特別 会計を含 めました 普通会 計ベースに
おけます 決算規模 は、総 務省が定 めており ます決算 統計上の ルールに 基づき 、実際の決
算額から 普通会計 内の繰 り出しや 繰り入れ 、また、 大曲厚生 医療セン ター建 設に関わる
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市場公募 債の満期 一括償 還財源と しての借 換債の発 行額など を控除し て算定 をしている
ものでございます。
歳入総 額は４９ ４億３ ，６７３ 万７千円 、歳出総 額は４８ ０億５， ４７３ 万３千円、
歳入歳出 差引額は １３億 ８，２０ ０万４千 円でござ います。 これは前 年度と 比較しまし
て、歳入 では８億 ５，９ １０万８ 千円、歳 出では６ 億８，５ ５６万５ 千円の 減となって
ございます。
なお、 翌年度へ の繰越 財源を控 除いたし ました実 質収支額 は１２億 ６，９ ４４万５千
円でございまして、５年連続で１０億円を超えております。
また、平成３０年度においては、実質収支額が増加したことに加え、約８億
５，００ ０万円の 財政調 整基金へ の積み増 しを行っ たことか ら、実質 単年度 収支は４億
３，４５６万６千円となり、平成２７年度以来の黒字となってございます。
資料の２ページをお願いいたします。
２ペー ジにつき まして は、「歳 入・歳出 の決算状 況」を記 載した資 料でご ざいます。
普通会 計の歳入 構造で あります が、自主 財源につ きまして は、農業 所得や 給与所得の
増によりまして市税が増となったものの、財政調整基金の繰入金が減となったことから、
白主財源 全体とし まして は前年度 より約４ 億５，０ ００万円 の減とな ってご ざいます。
また、自主財源比率につきましては、前年度より０．４ポイント減の２６．６パー
セントとなっております。
一方、 依存財源 では、 合併算定 替えの縮 減により まして普 通交付税 が減少 したほか、
臨時福祉 給付金の 終了や 農業関連 施設整備 の建設事 業の終了 に伴い、 国庫補 助金が減と
なっては おります ものの 、依存財 源比率に つきまし ては前年 度より０ ．４ポ イント上昇
し、７３．４パーセントとなってございます。
なお、 市債につ きまし ては、「 かわ舟の 里角間川 」への補 助金や広 域消防 本部改築へ
の負担金 のほか、 ２９年 度から繰 り越しし て実施し ておりま す災害復 旧事業 費の財源と
して、前 年度に比 べ約７ 億円増と なります ５１億８ ，５９５ 万１千円 の市債 を発行して
いるものであります。
次に、 歳出の状 況であ りますが 、義務的 経費につ きまして は、職員 数の減 や退職手当
組合負担 率の縮小 に伴う 人件費の 減、児童 手当や生 活保護費 など受給 者の減 少によりま
す扶助費 の減、ま た、市 債発行額 抑制に伴 う公債費 の減によ り、義務 的経費 総額としま
しては、前年度と比較して８億５，６８３万円減少しているものでございます。
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義務的 経費以外 の主な 経費であ りますが 、その中 の主なも のとして 、補助 費等につき
ましては 、平成３ ０年度 からの下 水道事業 の法適用 会計移行 に伴いま して、 性質区分が
繰出金か ら補助費 等に変 更となっ たことで 、前年度 に比べま して２０ ．２パ ーセント増
となっております。
また、 投資的経 費に含 まれます 災害復旧 費は、２ ９年災害 への復旧 事業が 本格化した
ほか、３ ０年５月 の大雨 災害の復 旧事業に よりまし て前年度 に比べ、 約倍増 となってご
ざいます。
３ページをお願いいたします。
こちら の方は「 決算収 支の推移 」につい て記載し た資料で ございま す。各 年度の歳入
と歳出の 差である 形式収 支から、 翌年度に 繰り越す 一般財源 を控除し た額が 実質収支で
ございま す。この 実質収 支につき ましては 、各自治 体の純剰 余金とし て翌年 度の補正予
算や基金積立に活用され、財政運営状況を判断する重要な指標となるものでございます。
今回の 決算では 、この 実質収支 及び実質 単年度収 支につき ましては 、いず れも収支が
黒字となっているものでございます。
４ページをお願いいたします。
こちらの資料は、「普通建設事業費」について記載しております資料であります。
３０年 度におき まして は、トマ トの搾汁 工場や畜 産などの 大型農業 関連施 設整備費補
助金が減 少しまし たが、 「かわ舟 の里角間 川」改築 に対する 補助金や 花火伝 統文化継承
資料館「 はなび・ アム」 、また、 清水分館 などの建 設工事な どを実施 したこ とにより、
全体では前年度と同程度となります４６億４８４万９千円となってございます。
今後も 普通建設 事業の 計画があ りますが 、現役世 代と将来 世代の負 担の公 平性を図る
とともに 、第２次 総合計 画後期実 施計画と 財政推計 との整合 性を保ち 、市民 生活になく
てはならない社会資本の整備を優先的に推進してまいります。
５ページをお願いいたします。
こちら の資料は 、「全 会計元利 償還額と 実質公債 費比率の 推移」に ついて 記載した資
料でございます。
財政指 標の一つ であり ます実質 公債費比 率につき ましては 、各自治 体の実 質的な公債
費の負担の尺度を示すものでございます。
公債費 負担適正 化計画 に基づき まして市 債発行額 の抑制や 市債の任 意繰上 償還に努め
た結果、 比率が低 下し、 ３０年度 決算時点 では１２ ．２パー セントま で改善 がされてお
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ります。
元利償 還金につ きまし ては、市 債発行額 の抑制と ともに市 債の任意 繰上償 還を実施し
てきたことから、今後も元利償還金につきましては減少するものと見込んでございます。
また、 一部事務 組合に 対する地 方債の元 利償還に 関わる負 担金につ きまし ても、大仙
美郷クリ ーンセン ターや 一般廃棄 物最終処 分場の整 備に関わ った償還 額につ きましても
減少をしてございます。
また、 準元利償 還金、 下水道事 業債の償 還につき ましても 、償還ピ ークが 過ぎており
ますので減少をしております。
これらを合わせますと、この後も比率は改善するものと見込んでございます。
なお、 合併特例 期間の 終了、あ るいは人 口減少に 伴う普通 交付税や 臨時財 政対策債の
減額によ りまして 、比率 の分母自 体は年々 縮小いた します。 そのこと を踏ま えまして、
２８年度 から令和 元年度 までの実 施計画前 期計画期 間におけ る市債発 行額を 市債元金償
還額総額の８０パーセント以内とし、また、令和７年度までの１０年間では７５パー
セント以内とすることを遵守してまいりたいと思います。
また、 事業実施 に当た っては、 事業を厳 選し、交 付税算入 率の高い 有利な 地方債を選
択して比率改善に努めてまいります。
６ページをお願いいたします。
こちら の資料に つきま しては「 市債の現 在高と将 来負担比 率の推移 」でご ざいます。
企業会 計を含み ます全 会計の年 度末残高 でありま すが、９ ２０億８ ，６７ ３万８千円
でございます。前年度と比較し、１６億９，５３６万７千円減少してございます。
将来負 担比率は 、大仙 市及び市 が関係す る一部事 務組合な どの負担 が標準 財政規模の
何年分に 相当する のかを 図る指標 でござい ます。各 年度末の 残高が少 ない程 、比率が改
善することになります。
３０年 度は、普 通交付 税の縮減 によりま して、分 母となり ます標準 財政規 模が縮小し
たものの 、全会計 の市債 残高、公 営企業へ の償還額 の繰入額 、退職手 当負担 金見込額な
ど、比率 の分母と なりま す全ての 項目が減 少したこ とから、 決算比率 におき ましては、
前年度より６．７ポイント減の１２８．１パーセントまで改善されております。
７ページをお願いいたします。
この表につきましては、「基金の状況」でございます。
財政調 整基金に つきま しては、 合併後、 財政調整 基金の取 り崩しに よりま して、２０
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年度末に は一時、 基金残 高が６億 円まで残 高が減少 しました が、その 後、標 準財政規模
の１０％に当たる３０億円を目標に積み増しを図っております。
２８年度末では３４億５，７９５万６千円の残高を確保しているところでございます。
しかしな がら、２ ９年度 での災害 発生に伴 う復旧事 業や一般 財源不足 を補う ための取り
崩し、さ らには令 和元年 度当初予 算におけ る財源調 整という ことで、 基金を 取り崩して
おります。その結果、現時点では、２６億５，０００万円の残高でございます。
特定目的基金につきましては、前年度より１７８万８千円減となります４４億
２，８７４万５千円の残高でございます。
このう ち公共施 設修繕 引当基金 につきま しては、 今後も公 共施設の 経年劣 化によりま
す大規模改修が予想されることから、この財源として１億円を積み立てをしております。
また、 地域雇用 基金に つきまし ても、令 和２年度 からは会 計年度任 用職員 制度が新し
く始まります。これらを見据え、１億円を積み立てをしてございます。
次の８ページをお願いいたします。
主な財政指標について記載されております。
この表 につきま しては 、人口及 び産業構 造等によ り分類さ れた大仙 市と同 等規模にあ
ります全 国の６９ 市町村 の類似団 体の平均 数値を青 色で表示 してござ います 。各指標数
値の比較を行っておりますので、後程、資料をご覧いただきたいと思います。
なお、 平成３０ 年度の 全国の類 似団体の 平均値に つきまし ては、今 年度末 の公表とな
る予定でございますので、よろしくお願いを申し上げます。
最後に、普通交付税に関わる合併算定替でございます。
９ページをお願いいたします。
大仙市 におきま しては 、合併に 関わりま す普通交 付税の算 定につい ての特 例措置であ
ります合 併特例期 間が２ ６年度で 終了して ございま す。２７ 年度から 令和元 年度、今年
度までの５年間、普通交付税の逓減を経て、令和２年度には本来の一本算定になります。
当市の 普通交付 税は、 逓減開始 前の２６ 年度に比 べ約３０ 億円減少 してお ります。加
えて、令 和２年度 に実施 される国 勢調査の 人口減少 が反映さ れれば、 さらに 普通交付税
が減少するものと見込んでございます。
こうし た厳しい 財政状 況にある という危 機感を全 職員が共 有し、限 りある 財源をいか
に配分し 、効果的 に執行 するのか という視 点に基づ き、意識 改革を図 り、財 務体質の改
善に向け、既存の事務事業の見直しと将来を見据えた財政基盤の確立をしてまいります。
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以上、 平成３０ 年度の 大仙市一 般会計・ 特別会計 の決算概 要につい てご説 明申し上げ
ましたが、よろしくご審議の上、ご認定を賜りますようお願いを申し上げます。
以上であります。
【佐藤副市長

○議長（高橋幸晴）

降壇】

次に、日程第３３、議案第１０７号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。冨樫市立大曲病院事務長。
【冨樫病院事務長
○病院 事務長（ 冨樫公誠 ）

登壇】

議 案第１０ ７号、平 成３０年 度市立大 曲病院事 業会計決算の

認定について、ご説明申し上げます。
これは 、病院事 業の決 算につい て、地方 公営企業 法第３０ 条第４項 の規定 により、議
会の認定をお願いするものであります。
資料ナ ンバー４ の「平 成３０年 度大仙市 公営企業 会計決算 書」の市 立大曲 病院事業会
計決算書の１６ページをお願いいたします。
ページ中段の業務量に入院と外来の患者数を表にしております。
３０年度の入院の年間延べ患者数は、３万６，２３５人で、前年度と比較すると
１，１２０人の増であります。一日平均患者数は９９．３人、病床利用率は８２．７
パーセン トであり ます。 外来の年 間延べ患 者数は、 １万４， ６３１人 で、前 年度と比較
すると５人の増となり、一日平均患者数は６０人であります。
次に、決算の内容についてご説明申し上げます。
決算書は、２ページ、３ページをお願いいたします。
決算報 告書の１ 、収益 的収入及 び支出で あります 。病院の 経営活動 によっ て発生した
収益と費用となります。
収入の第１款病院事業収益の決算額は８億６，８０９万９千円であります。
内訳は 、第１項 の医業 収益が６ 億３１６ 万円で、 入院収益 や外来収 益など の合計であ
ります。
第２項 の医業外 収益は ２億６， ４９３万 ８千円で 、一般会 計からの 負担金 と長期前受
金戻入額が主なものであります。
次に、支出の第１款病院事業費用の決算額は８億４，０４０万３千円であります。
内訳は 、第１項 の医業 費用が８ 億１，０ １８万２ 千円で、 職員の給 与費、 医薬品など
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の材料費、光熱水費など病院施設管理のための経費、減価償却費などの合計であります。
第２項 の医業外 費用は ２，８３ ７万９千 円であり ます。支 払利息や 企業債 の取扱諸費
などで、大部分は企業債３件の利子償還金であります。
第３項の特別損失は、過年度査定減の損益修正損で、１８４万円であります。
第４項の予備費の支出は、ありませんでした。
収益的 収入及び 支出に おいて、 収支差引 で２，７ ６９万６ 千円の黒 字とな っておりま
す。
次に、 決算書の ４ペー ジ、５ペ ージの資 本的収入 及び支出 について ご説明 申し上げま
す。
建設改良など資産を形成するための収入と費用であります。
収入については、第１款資本的収入の決算額が４，９６８万６千円であります。
内訳は 、第１項 の出資 金が起債 元金の償 還のため の他会計 からの負 担金で ４，９６８
万６千円であります。
支出については、第１款資本的支出の決算額が１億４９万７千円であります。
内訳は、第１項の建設改良費が１１２万７千円であります。
第２項 の企業債 償還金 が９，９ ３７万円 で、企業 債３件分 の元金償 還金で あります。
第３項の予備費の支出は、ありませんでした。
なお、 表の欄外 に記載 のとおり 、収入が 支出に対 し不足す る額の５ ，０８ １万１千円
について は、減債 積立金 １，２０ ０万円、 建設改良 積立金１ ００万円 、過年 度分の損益
ほ てん

勘定留保資金３，７８１万１千円で補塡しております。
続いて７ページをお願いいたします。
収益的収入及び支出についての損益計算書であります。
収益から費用を差し引いた経常収益は、下から６行目で、２，９５３万６千円であり、
その額か ら特別損 失の過 年度損益 修正損の １８４万 円を差し 引いた額 が、当 年度純利益
で２，７６９万６千円となっております。
また、 当年度の 未処分 利益剰余 金は、前 年度から 繰り越し ている利 益剰余 金と合わせ
て３，８６２万５千円となります。
最後に、この剰余金の処分についてご説明申し上げます。
決算書は８ページ、９ページをお願いいたします。
下段の表、平成３０年度市立大曲病院事業剰余金処分計算書をご覧ください。
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右端の 未処分利 益剰余 金であり ます。こ れは、剰 余金につ いて、大 仙市病 院事業の剰
余金の処 分等に関 する条 例により 処分しよ うとする もので、 当年度末 残高の ３，８６２
万５千円 について 、減債 積立金と して２， ０００万 円を処分 し、残額 につい ては翌年度
繰越利益剰余金とするものであります。
以上、 平成３０ 年度市 立大曲病 院事業会 計決算の 概要につ いてご説 明申し 上げました
が、よろしくご審議の上、ご認定賜りますようにお願いいたします。
【冨樫病院事務長

○議長 （高橋幸 晴）

降壇】

次 に、日 程第３４ 、議案第 １０８号 から日程 第３６、 議案第１１０

号までの３件を一括して議題といたします。
提案理由の説明を求めます。今野上下水道事業管理者。
【今野上下水道事業管理者
○上下 水道事業 管理者（ 今野功 成）

登壇】

議 案第１０ ８号、平 成３０年 度大仙市 上水道事業会

計決算の認定について、ご説明申し上げます。
資料ナ ンバー４ 、「平 成３０年 度大仙市 公営企業 会計決算 書」のう ち、上 水道事業会
計決算書の１４ページをお開き願います。
１の概況のうち、ア．給水状況についてご報告いたします。
給水戸 数は１万 ４，７ ９４戸で 、前年度 比で８４ 戸増加し ておりま すが、 給水人口は
３万２，４０５人で、前年度比で１８９人の減となっております。
計画給水人口に対する普及率は９６．７パーセントであります。
次に、ページを戻っていただきまして、２ページ、３ページをお開き願います。
説明に当たり、千円未満は省略させていただきます。
（１） 収益的収 入及び 支出は、 水道事業 の経営活 動に伴っ て発生し た収益 と、それに
対応した費用が計上されております。
収入の 部、第１ 款上水 道事業収 益は、決 算額８億 ７，１９ １万６千 円で、 予算額に対
し３９８万円の減となっております。
次に支 出の部、 第１款 上水道事 業費用は 、決算額 ６億１， ０６４万 ２千円 で、不用額
は４，１８１万５千円であります。
次に、 ４ページ 、５ペ ージの（ ２）資本 的収入及 び支出は 、経営規 模拡大 を図るため
に必要な 施設の整 備・拡 充等の建 設改良費 や、企業 債の償還 元金など であり 、資産を作
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るための経費として計上しております。
収入の 部、第１ 款資本 的収入は 、決算額 ６，８０ ９万９千 円で、予 算額に 対し９９万
９千円の減となっております。
次に、 支出の部 、第１ 款資本的 支出は、 決算額７ 億６，７ ８３万２ 千円、 継続費逓次
繰越額３億８，５６８万円で、不用額は４１０万９千円であります。
以上に より、資 本的収 入額が資 本的支出 額に不足 する額に つきまし ては、 過年度分損
ほてん

益勘定留保資金等で補塡しております。
次に７ページをお願いします。
損益計 算書であ ります が、下か ら３行目 に記載の 当年度純 利益は２ 億１， ８９８万２
千円であ り、当年 度純利 益に前年 度繰越利 益剰余金 を加えた 当年度未 処分利 益剰余金は
２億２，３６９万６千円であります。
８ページをお願いします。
次に、 この剰余 金の処 分につい てであり ますが、 下段に記 載の剰余 金処分 計算書によ
り、当年 度未処分 利益剰 余金２億 ２，３６ ９万６千 円を、減 債積立金 として １億円、建
設改良積 立金とし て１億 円を処分 し、それ ぞれ企業 債の償還 及び建設 改良工 事費への充
当を目的 として積 み立て し、残額 ２，３６ ９万６千 円は翌年 度繰越利 益剰余 金とするも
のであります。
続きま して、議 案第１ ０９号、 平成３０ 年度大仙 市簡易水 道事業会 計決算 の認定につ
いてであります。
簡易水道事業会計決算書の１４ページをお開き願います。
１の概況のうち、ア．給水状況についてご報告いたします。
給水戸 数は８， ７４９ 戸で、前 年度比で １６戸減 少し、給 水人口は ２万４ ，１２３人
で、前年度比で６４２人の減となっております。
計画給水人口に対する普及率は７７．１パーセントであります。
次に、ページを戻っていただきまして、２ページ、３ページをお開き願います。
収入の 部、第１ 款簡易 水道事業 収益は、 決算額１ ３億１， ２９４万 ５千円 で、予算額
に対し２，７７３万１千円の増となっております。
次に、 支出の部 、第１ 款簡易水 道事業費 用は、決 算額１２ 億３，５ １２万 円で、不用
額は１，３２８万１千円であります。
次に、４ページ、５ページの（２）資本的収入及び支出についてであります。
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収入の 部、第１ 款資本 的収入は 、決算額 ４億３， ０４９万 ４千円で 、予算 額に対し２
億２，２０４万３千円の減となっております。
次に、 支出の部 、第１ 款資本的 支出は、 決算額７ 億３，７ ０４万円 、翌年 度への繰越
額１億９，７５９万８千円、不用額は２，７０９万９千円であります。
以上に より、資 本的収 入額が資 本的支出 額に不足 する額に つきまし ては、 過年度分損
ほてん

益勘定留保資金等で補塡しております。
次に７ページをお願いします。
損益計 算書であ ります が、下か ら３行目 に記載の 当年度純 利益は６ ，１６ ７万円であ
り、当年度純利益に前年度繰越利益剰余金を加えた当年度未処分利益剰余金は１億
６０２万７千円であります。
続いて 、議案第 １１０ 号、平成 ３０年度 大仙市下 水道事業 会計決算 の認定 についてで
あります。
下水道事業会計決算書の１６ページをお開き願います。
１の概況のうち、ア．事業概要についてご報告いたします。
処理区 域内人口 は５万 ６，０２ ４人で、 前年度比 で１，３ ６２人増 加し、 行政区域内
人口に対する下水道普及率は６９．０パーセントであります。
また、 水洗化人 口は３ 万９，６ ４７人で 、前年度 比で１７ ３人減少 し、処 理区域内人
口に対する水洗化率は７０．８パーセントであります。
次に、ページを戻っていただきまして、２ページ、３ページをお開き願います。
収入の 部、第１ 款下水 道事業収 益は、決 算額３５ 億５，７ ８３万１ 千円で 、予算額に
対し１，４４０万９千円の増となっております。
次に、 支出の部 、第１ 款下水道 事業費用 は、決算 額２８億 ８，９５ ８万９ 千円で、不
用額は５，０２８万９千円であります。
次に、４ページ、５ページの（２）資本的収入及び支出についてであります。
収入の 部、第１ 款資本 的収入は 、決算額 １８億２ ，５５０ 万４千円 で、予 算額に対し
２，３５５万円の減となっております。
次に、 支出の部 、第１ 款資本的 支出は、 決算額２ ６億５， ４１７万 ５千円 、翌年度へ
の繰越額４，９１５万９千円、不用額は４，４１２万５千円であります。
以上に より、資 本的収 入額が資 本的支出 額に不足 する額に つきまし ては、 当年度分損
ほてん

益勘定留保資金で補塡しております。
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次に７ページをお願いします。
損益計 算書であ ります が、下か ら４行目 に記載の 当年度純 利益は６ 億３， ７２３万２
千円であり、期首欠損金から当年度純利益を差し引いた当年度未処理欠損金は１７億
５，４３６万５千円であります。
以上、 ご説明申 し上げ ましたが 、よろし くご審議 の上、ご 認定賜り ますよ うお願い申
し上げます。
【今野上下水道事業管理者

○議長 （高橋幸 晴）

降壇】

こ れにて 、本定例 会に上程 された議 案につい ての説明 が終了いたし

ました。

○議長 （高橋幸 晴）

お 諮りし ます。議 案等調査 のため、 ９月３日 から９月 １０日まで８

日間、休会したいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （高橋幸 晴）

ご 異議な しと認め ます。よ って、９ 月３日か ら９月１ ０日まで８日

間、休会することに決しました。

○議長（高橋幸晴）

以上で本日の日程は、全て終了いたしました。

本日は これをも って散 会し、来 たる９月 １１日、 本会議第 ２日を定 刻に開 議いたしま
す。
午前１１時２２分

散
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会

