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○議長（高橋幸晴）

開

主

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（高橋幸晴）

本日の議事は、議事日程第２号をもって進めます。

○議長（高橋幸晴）

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、７番石塚柏君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（高橋幸晴）

石塚柏君。
【７番

石塚柏議員

登壇】

○議長（高橋幸晴）

はじめに、１番の項目について質問を許します。

○７番 （石塚

だ いせん の会の石 塚柏です 。今年は 、気候に 恵まれて 、どうやら豊

柏）

作の年に なりそう です。 来月の秋 の稔りフ ェアで農 家の皆さ んと一緒 に喜び 合いたいも
のでございます。
それで は、通告 により 質問をさ せていた だきます 。今回、 多少ちょ っと質 問が脂っこ
いですので、よろしくご答弁の方もお願いをいたします。
今回の 質問は、 建設水 道常任委 員会の席 上で都市 管理課か ら、太田 町生活 リゾート株
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式会社の 公園の指 定管理 をそのま ま延長し たいとい う説明が ありまし た。そ の際に建設
水道常任 委員から 、「太 田町生活 リゾート 株式会社 は業績が 大変だが 大丈夫 か」との質
問が出さ れたので ありま す。都市 管理課に は経営に 関する資 料がない ので、 議論は現在
もそのままとなっております。
議場に おられる 議員の 皆様は、 太田町生 活リゾー ト株式会 社の経緯 をご存 知ですが、
平成２９年以降に選任された方々には、太田町生活リゾートの件は初めてですし、また、
新任の幹 部の皆様 も初め てと思い ますので 、ここで 太田町生 活リゾー ト株式 会社の概要
を述べさせていただきます。
太田町 生活リゾ ート株 式会社は 、その前 身が中里 温泉であ り、昭和 ５０年 １２月に開
業して地 域の集会 研修施 設と、７ ０歳以上 無料とい う老人福 祉施設と いう位 置付けで開
業しております。昭和５６年に環境庁から指定された太田国民休養地内に奥羽山荘を
オープン しまして 、平成 ４年８月 には中里 温泉内に 「ふるさ と館」を オープ ンし、同年
１２月に は第三セ クター の太田町 生活リゾ ート株式 会社が設 立された という 流れでござ
います。
平成１１年４月には中里温泉内にサウナ付き新浴場と宿泊室全面改装を行っています。
平成１８ 年には、 大仙市 と太田町 生活リゾ ートが中 里温泉施 設の指定 管理者 委託契約を
締結して おります 。しか し、この 頃から消 費者のレ ジャーに 対する意 識の変 化、スキー
し こう

場の天候 に影響さ れる不 安定収入 、宴会の 減少、消 費者の建 物・設備 に対す る嗜好との
ずれによ り、年間 ２，０ ００万円 から４， ０００万 円の赤字 の計上を し、平 成２０年３
月３１日 の決算で は、当 期利益は ９７０万 円の赤字 、繰越赤 字は８， ３７８ 万円と膨大
になり、初めて債務が資産を上回る債務超過となったわけであります。
平成２ ０年３月 に大仙 市は、株 式会社わ らび座に 奥羽山荘 の財産の 贈与と 土地建物の
無償貸付を行う契約を行っております。合わせて、わらび座に対しまして総額１億
４，９３ ８万円の 支援金 の支給を ７年間に わたり行 いました 。これに より奥 羽山荘は、
民間サー ビスが提 供され る体制に なったわ けであり ます。同 じ年の４ 月に柵 の湯は指定
管理者制 度を導入 し、こ の地域で は民間会 社のサー ビスが提 供される 体制が 整ったわけ
であります。
その後 、切り離 された その赤字 部門であ った奥羽 山荘に代 わり、中 里温泉 も連続して
赤字を計 上するよ うにな ってしま います。 平成２７ 年１０月 、経営コ ンサル タントを招
いて経営 診断を仰 いでお ります。 太田町生 活リゾー ト株式会 社では、 その診 断に基づい
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て経営改善計画を立てて実行しましたが、赤字の状態はむしろ悪化しております。
平成２ ８年３月 ３１日 の決算は 次のとお りです。 当期利益 は８４９ 万円の 赤字、繰越
赤字は９ ，４６０ 万円で 、資本金 は８，０ ００万円 、それと 積立金３ １０万 円がありま
すので１，１５９万円の債務超過であります。
解散の 決議をし た後の 業績はど うでしょ うか。決 議をした 平成２９ 年１月 １３日があ
る平成２ ９年３月 ３１日 の決算は 、１，１ ２０万円 の当期黒 字であり ました 。しかし、
これは資 金繰りの ために 出した補 助金１， ８００万 円による ものであ ります 。これを差
し引くと６８０万円の実質赤字となります。
平成３０年３月３１日の決算は、当期利益は４００万円の赤字。繰越赤字は
８，３４ ８万円で 、４３ ８万円の 債務超過 です。平 成３１年 ３月３１ 日、今 年の３月で
すけれども、決算は、当期利益は１，０１５万円の赤字。繰越赤字は９，４５４万円で、
１，４５ １万円の 債務超 過となっ ておりま す。赤字 は連続し 、繰越赤 字をさ らに悪化さ
せております。
そこで 質問です が、市 ではこの 太田町生 活リゾー ト株式会 社をどう される のでしょう
か。ここ に平成２ ９年１ 月１３日 に開催さ れた太田 町生活リ ゾート株 式会社 の臨時取締
役会の議 事録の写 しがあ ります。 会社の解 散を議決 した内容 が記載さ れ、末 尾には出席
なついん

者全員の 署名と捺 印がさ れており ます。な お、この 会社の社 長は大仙 市の副 市長が充て
られていることを補足させていただきます。
ひっぱく

議事は 、社長か ら資金 繰りの逼 迫を打開 するため に、補助 金１，６ ００万 円を大仙市
議会にお 願いして 急場を しのぎた い、この １，６０ ０万円の 使途は社 員の給 与と支払先
の支払い に必要な ものと 説明をさ れており ます。こ こで補足 させてい ただき ますが、こ
の取締役 会で言わ れてい る１，６ ００万円 は、後に 消費税と 労働保険 料の２ ００万円が
加算されて１，８００万円になっておるのであります。
また、 その取締 役会で 社長から 、会社は 清算して も施設そ のものは 残るこ とになるの
で、従業 員につい ては特 別の配慮 をする。 ２９年度 は今まで どおりこ の会社 で運営し、
後に市直 営を経て 指定管 理者制度 で募集し て運営す ることに なるとい う説明 がされてお
ります。 その後、 出席者 一人一人 に意見を 求め、発 言を終了 した後に 社長か ら「太田町
生活リゾ ート株式 会社が 、このま までは会 社経営に 無理があ るため、 この後 は清算事務
をし、解 散する方 向で決 めてよい か」と諮 り、取締 役等から 全員異議 なしの 賛成の発言
があったわけであります。
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その後 、１月２ ０日に 大仙市議 会で「太 田町生活 リゾート 株式会社 の解散 について」
を議題に 議員説明 会の開 催があり 、前市長 より会社 の資金繰 りのため に補助 金の専決処
分をお願 いしたい との発 言があり 、続いて 経済産業 部長から 「太田町 生活リ ゾート株式
会社の解 散に向け た取り 組みにつ いて」を 議題に説 明があり 、株主総 会によ る解散の議
決、決算の議決、清算事務と登記の手続が説明をされております。
会議の 議事録に よりま すと、４ 名の議員 の発言が あり、主 に副市長 兼社長 が説明に回
り、最後 に前市長 も説明 に立って 、この説 明会は終 わってお ります。 その後 、前市長が
突然の辞 任をし、 副市長 も辞任、 担当部長 も交代し ており、 トップの 人たち が全て入れ
替わった わけであ ります 。この後 、不可解 なことに 太田町生 活リゾー ト株式 会社の株主
総会の営 業報告書 にも事 業計画書 にも、会 社の解散 の一文字 もありま せん。 それは、そ
の後の株式会社とも同様であり、現在でも変わらないのであります。
そこで 質問です 。市で は、平成 ２９年１ 月１３日 に開催さ れた太田 町生活 リゾート株
式会社の 解散議決 をどう 評価して いるのか 。解散を するのか 、最終の 意思決 定をどこで
するのか、いつするのかをお尋ねいたします。
次に、 太田町生 活リゾ ート株式 会社の現 在の資金 繰り状態 と、解散 すると すれば、ど
れだけ公費の負担が生じるのかについて質問をいたします。
大仙市 で第三セ クター の資金繰 りが原因 で、補助 金あるい は出資金 を議会 に要請され
たケース は、物産 中仙と 太田町生 活リゾー トの２社 がありま す。補助 金ある いは出資金
の話は、決まって社員の給料が払えないからと言われるのです。議会は考える間もなく、
大金の支出を余儀なくされてきました。
では、 現在の太 田町生 活リゾー トの資金 繰りはど うなって いるので しょう か。貸借対
照表と試 算表で判 断して みました 。資金繰 りは現金 が命です ので、現 金と預 金の残高を
確認して みており ます。 もちろん 売掛金の 回収、支 払いの遅 延など、 ほかに も手段はあ
りますが、ここでは現金のみに着目をしていきます。
太田町 生活リゾ ートの 取締役会 で解散の 決議をす る１年前 の平成２ ８年３ 月ですが、
このとき の資金繰 り、現 金預金の 残高は、 たった２ ２１万円 でした。 これで は社員の給
与の支払 いを心配 しなく てはいけ ません。 当時の社 長は、短 期の借入 金を５ ００万円を
銀行にお 願いし、 個人の 保証を入 れて借金 をしてお ります。 これでよ うやく 支払いを繰
り返しし ていたわ けでご ざいます 。平成２ ９年３月 に１，８ ００万円 の補助 金を得て、
資金繰り は平成２ ９年３ 月末の現 金預金の 残高は、 おかげさ まで６０ ６万円 でした。一
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息ついた わけです 。翌年 の平成３ ０年３月 の現金預 金は７６ ０万円で す。平 成３１年３
月の現金 預金の残 高は４ ８３万円 でした。 残高を減 らしてお ります。 それは 収支が悪化
したからです。
それで は現在の 資金繰 りはどう でしょう か。今年 の７月、 いわゆる ２カ月 前ですけれ
ども、今 年の７月 の残高 は試算表 によれば わずか２ ６３万円 です。あ の平成 ２８年の資
金繰りの 残高と同 じであ ります。 この太田 町生活リ ゾートの 前年度の ７月時 点では、短
期の借入 金はあり ません でした。 今年の７ 月には短 期借入金 が５００ 万円あ ります。短
期の借金 をして、 現金は ２００万 円台にし かならな いのです 。資金繰 りは、 このように
ひっぱく

逼迫して おります 。当局 は太田町 生活リゾ ートの資 金繰りを 、どう考 えてい るのかお尋
ねをいたします。
次に、 太田町生 活リゾ ートが仮 に解散し た場合の 清算金は どうなっ ていく かについて
お尋ねします。
清算金 は、清算 する会 社の資産 と債務を 時価評価 して、相 殺して残 った金 額を指しま
す。ケー スとしま しては 、計算し た現金が 残る場合 と債務が 大きくて そのま ま欠損にな
る場合が あります 。手続 きは二つ あります 。一つは 債務超過 まで悪化 してい ないケース
で、清算 して財産 が残り 、出資者 が配当を 受けられ る場合で す。この ケース では裁判所
の手続き が必要で 、裁判 所は公平 な分配が できるよ うに破産 管財人を 選任し 、清算業務
に入って いきます 。そし て残った 資産を持 ち株比率 に応じて 配当がさ れるわ けでありま
す。もう 一つは債 務超過 の状態で 破産する ケースで 、今回の 場合に当 たるの でないかと
思ってお ります。 今回の 場合では 、清算し ても配当 をするこ とはなく 、債務 は残ってし
まうケー スです。 通常、 株主が泣 くのはも ちろんの こと、取 引先にも 泣いて もらうケー
スです。 民間の経 営者が 債務超過 に対して 激しく反 応するの はこうし たこと があるから
です。
私は太 田町生活 リゾー トの清算 は、市の 持ち出し が通常の 清算と違 って、 金額は大き
くなるの ではない かと懸 念してお ります。 それは、 債権者が 太田町生 活リゾ ートは市が
やったの と同じだ から、 市が代わ りに払え と請求し てくるこ とが考え られる からです。
こじれた場合は、法人格の否認の法理を持ち出される可能性もあるでしょう。
そこで 、仮に、 太田町 生活リゾ ートに清 算金が発 生する場 合、百万 円単位 で結構です
ので、清算金の額と負担をするのは誰かお尋ねします。
次に、 大仙市は 今後、 温泉経営 をどうし ていくつ もりかお 尋ねをい たしま す。仮に太
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田町生活 リゾート 株式会 社を存続 させるに は、資本 金を大幅 に増強す るか、 指定管理料
を黒字に なるまで 増額さ せて、長 い時間を かけて繰 越赤字を 解消する しかあ りません。
この二つ の方法は 、多額 の公費の 負担が必 要です。 毎年行わ れる予算 編成の とき、各部
から出さ れた要望 を２０ 億円もの 大金を削 減してい る現実を 考えるの であれ ば、これは
難しいと考えます。
太田町生活リゾートが経営コンサルタントを導入し、失敗した原因は何だったので
しょうか 。中里温 泉、奥 羽山荘、 柵の湯の 三つの温 泉は、車 でそれぞ れ８分 しか離れて
いない至 近距離に ありま す。この 三つの温 泉が入浴 、宿泊、 宴会、レ ストラ ン、物産販
売とフルセットで、同じ販促活動で戦っています。結局、財政が経費削減の消耗戦に
なったか らであり ます。 中里温泉 は、入浴 事業に特 化すべき です。温 泉は設 備投資型の
産業です から、ラ ンニン グコスト が決め手 の一つで す。全国 には温泉 を専門 にした設計
会社があ ります。 そうし た会社の アイデア と技術を いただき ながら、 ランニ ングコスト
の低減を 徹底的に 考えた 改築をす べきだと 思ってお ります。 温泉施設 が市場 の大小を無
視したの では、赤 字を覚 悟するし かありま せん。観 光施設と 公共の入 浴施設 とを分担し
て考える べきであ るし、 時期にき ておりま す。大仙 市は、広 く東北の 第三セ クター、温
泉施設の 運営を参 考にし 、指定管 理者制度 の充実を 図りなが ら議会と ともに １０年後、
２０年後の人口の減少と事象の変化に基づいた地域計画を立てるべきです。
そこで 質問です 。執行 部は、温 泉という 地域資源 をどうし ていくの か、ま た、再投資
をすると しても、 議会と どのよう に協議し 、決定し ていくお つもりな のか、 お尋ねいた
します。
○議長（高橋幸晴）

１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】

石塚柏議員の質問にお答えを申し上げます。

質問の 太田町生 活リゾ ート株式 会社の清 算と地域 資源の再 生につい てであ りますが、
はじめに 、創業か らの経 営実績に つきまし ては、平 成１７年 ３月の市 町村合 併の前年ま
では赤字 を補塡し ていた ため、若 干の黒字 で推移し ておりま したが、 それ以 降は市から
の赤字補 塡を行っ ていな いため、 平成１６ 年度が約 １，００ ０万円、 平成１ ７年度には
約２，４ ００万円 の赤字 となって おります 。特に平 成１８年 度には、 奥羽山 荘の業績悪
化に加え、暖冬により降雪量が少なく、スキー場の営業が振るわなかったことにより
４，００ ０万円を 超える 赤字を計 上いたし ました。 その後、 平成２０ 年３月 に奥羽山荘
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を株式会社わらび座に譲渡し、平成２０年度からは、スキー場が好調だったこともあり、
会社とし ては黒字 に転じ ましたが 、人口減 少などに よる入湯 客の減少 やスキ ー人気の低
迷による 利用客の 減少等 によりま して、平 成２５年 度から再 び赤字と なって おります。
平成２９ 年１月に は資金 繰りが厳 しくなっ たことか ら、市か ら１，８ ００万 円の補助金
を交付し 、また、 コスト 低減や集 客の増加 に向け、 平成２７ 年１１月 に策定 をされまし
た業務改 善計画を 実行し 、再建を 図りまし たが、そ の後も議 員ご指摘 のとお り赤字経営
が続き、 平成３０ 年度決 算の貸借 対照表で は、利益 剰余金が マイナス ９，４ ５４万円と
なり、資本金８，０００万円に対しまして１，４５４万円の債務超過となっております。
次に、 平成２９ 年１月 の解散議 決につき ましては 、当時の 太田町生 活リゾ ート株式会
社では、 雪不足に よりス キー場が 経営不振 に陥り、 会社の運 転資金が 底をつ く状態で１
月末の支 払いも滞 る状態 であった ため、平 成２９年 １月１３ 日の臨時 取締役 会で解散が
議決されました。
しかし ながら、 平成２ ９年１月 ２０日の 議員説明 会におき ましては 、太田 地域の公共
施設を管 理する会 社とし て地域住 民のサー ビス低下 とならな いよう再 構築す ることとし
て、会社 の存続並 びに運 転資金不 足を補塡 するため 、１，８ ００万円 の補助 金を専決処
分で予算 計上する ことを ご理解い ただいて おります 。その後 、平成２ ９年５ 月の会社の
取締役会 に市の方 針を説 明の上、 会社の存 続を承認 していた だき、現 在に至 っておりま
すが、これらの経緯につきましては、出資金の９２．５パーセントを出資している市が、
議会のご 理解を得 る以前 に会社の 取締役会 において 解散議決 された点 に問題 があったも
のと認識しております。
次に、 会社の解 散につ きまして は、これ までコス ト低減や 地域を巻 き込ん だ集客など
様々な方策を講じてまいりましたが、人口減少やスキー人気の低迷に歯止めがかからず、
また、燃 料代や食 材費等 の高騰の 影響を受 け、経営 的に大変 厳しい状 況で、 回復の兆し
が見込め ないこと から、 これ以上 の会社の 存続は厳 しいと判 断してお ります 。今年度内
に議員の 皆様に説 明し、 ご理解を いただい た上で、 太田町生 活リゾー ト株式 会社に市の
意向を伝 え、同社 取締役 会の承認 を経て、 最終的に は同社株 主総会に 諮って まいりたい
と考えております。
次に、 資金繰り につき ましては 、指定管 理料や営 業収入に よって運 営する こととなり
ますが、 現在、経 営が厳 しい状況 にあり、 金融機関 からの融 資により 、従業 員や取引先
に支払いを行っている状況でございます。
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今後、 会社が解 散とな った場合 の清算金 につきま しては、 取引先な どに迷 惑が掛から
ないよう 、解散時 点での 未払い金 等につき ましては 、これま で経営を 主体的 に担ってい
る市が負 担しなけ ればな らないと 考えてお り、平成 ３０年度 決算の流 動資産 として計上
されてお ります約 ２，３ ００万円 に今年度 の収支を 加味した 金額にな るもの と見込んで
ございます。
次に、 今後の温 泉経営 に関する 議会との 協議につ きまして は、各温 泉とも 創業当時か
ら議会と 協議の上 、住民 福祉の向 上や住民 同士のコ ミュニケ ーション の場の 確保、健康
増進など を目的に 運営を してまい りました 。今後も 市内の第 三セクタ ーの統 合や専任の
経営陣の 確保、施 設機能 のコンパ クト化な どを視野 に入れな がら、地 域の特 色や地域の
特性を生 かした経 営を継 続してま いりたい というふ うに考え ておりま す。こ のため、中
里温泉の 運営につ きまし ては、今 後、太田 町生活リ ゾート株 式会社が 解散と なった場合
におきま しても、 議員の 皆様のご 意見を伺 いながら 、市の直 営管理や 指定管 理、民間へ
の譲渡・売却などの手法を検討してまいります。
市民の 皆様にご 理解い ただける よう、議 会と十分 に協議の 上、今後 も温泉 の運営に取
り組んでまいります。
以上であります。
【佐藤副市長
○議長（高橋幸晴）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

石塚柏君。

○７番 （石塚

あ りがと うござい ました。 奥羽山荘 の契約あ りますけ ど、あれを見

柏）

ている、 なかなか 理解が できない で、奥羽 山荘に全 く手がつ けられな いとい う形に至っ
ているの ではない かと私 は懸念し ています 。奥羽山 荘も含め て、是非 、あの 地域の観光
資源の再 生に向け て頑張 っていき たいと思 いますの で、その 点につい て、も しお答えで
きることがありましたらお願いします。
○議長（高橋幸晴）
○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。
ご質問にお答え申し上げます。

奥羽山 荘につき まして は、答弁 でもお答 えしまし たとおり 、わらび 座に譲 渡しており
ますけれ ども、そ の譲渡 の際に、 当面１０ 年間は、 いわゆる 使用目的 をしっ かりして経
営を行っ てくださ いとい う条件付 きの譲渡 でござい ます。実 はその期 間がで すね、今年

- 39 -

の３月で ちょうど １０年 になりま した。で すから、 今年から は１１年 目にな りますけれ
ども、今 後も引き 続き奥 羽山荘を 経営して いただけ るよう、 わらび座 の方に は働きかけ
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。
○議長（高橋幸晴）

再々質問はありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

次に、２番の項目について質問を許します。

○７番 （石塚

そ れでは 、指定管 理者制度 の充実に ついての 質問をさ せていただき

柏）

ます。五つあります。
一つ目は、指定管理者の応募者が応募しやすくすることであります。
施設の 情報を広 く提供 する広報 を充実さ せていた だきたい 。インタ ーネッ トを活用し
て、本所・支所両方に窓口を置いていただきたい。
二つ目に、運営管理の業務報告書の公開についてであります。
毎年、 業務報告 書を管 理者は出 さなきゃ いけない んですけ れども、 かなり 分厚いもの
です。こ れを概要 書を統 一して、 それを誰 でも見れ るように 、本所も 支所も そういうふ
うにしていただきたい。
三つ目に、応募者の資格要件についてであります。
先程も お話しま したよ うに、市 から契約 を延長し たいとい う話あり ました けれども、
業績はど うかとい う疑問 がぶつけ られてい ます。応 募者の安 定性・継 続性を 客観的に判
断できるように内容を整備するべきではないでしょうか。
四つ目です。安定的な収支報告会、運営協力会を求めることであります。
サービ スの向上 をどう すればい いかとい うことは あるんで すけれど も、も ちろん指定
管理料に 不公平を 生じさ せない、 過度の指 定管理料 が出るの を未然に 防ぐと いうことを
目的にしております。
五つ目 に、第三 者機関 を設置し て、第三 者の目か ら監査に 力を入れ ていた だきたい。
確かに 選定委員 会はあ りますけ れども、 あくまで 選定です 。制度の 運用に 関しての第
三者委員会を設置していただきたいと思います。
以上であります。よろしくお願いします。
○議長（高橋幸晴）

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】

質問の指定管理者制度の充実についてお答えを申し上げます。
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はじめに、制度の重要性と運用につきましては、指定管理者制度を導入することに
よって民 間団体の ノウハ ウを生か し、より 質の高い サービス と経費縮 減を図 るため、合
併以降、積極的に運用を進めてまいりました。
この制 度の運用 により 、経費の 縮減が図 られてい る、ある いは自主 事業な どの民間独
自の取り組みにより利用者が伸びているなど、一定の効果が出ている施設がある一方で、
利用者が減少している施設もあります。
指定管 理施設に おきま しては、 ３年から ５年の協 定期間の もとで管 理を行 っておりま
すが、更 新するに 当たっ ては、前 々年から 更新の有 無や公募 ・非公募 の募集 方法、施設
の在り方 ・方向性 など様 々な視点 から協議 を重ね、 募集をし ていると ころで あります。
また、 運営面に おきま しては、 指定管理 者により 自主的・ 自発的に 行われ ることが原
則ですが 、公の施 設の性 質上、公 共性や公 益性の確 保が重要 であるた め、市 は施設の設
置者として指定管理業務に関与し、必要な助言を行っているところでございます。
議員ご 指摘の第 三セク ターが管 理する施 設につい ては、い ずれも非 公募で 協定を結ん
でおり、 今後にお いては 、公募・ 非公募の 見直しも 含め、施 設の設置 者とし て、運営方
法の改善など様々な観点から見直しを行ってまいりたいと考えてございます。
次に、 応募をし やすく するため の方策に つきまし ては、現 在、指定 管理者 の募集を行
う際は、 事前に市 の広報 やホーム ページで 募集内容 等を公開 するとと もに、 希望する団
体を対象 とした現 地説明 会を開催 している ほか、公 表してい る募集要 項には 、過去３年
間の施設 運営に関 わりま す収支実 績及び利 用者の数 などを記 載し、情 報を提 供した上で
最適な施設管理の提案を応募いただいているところでございます。
また、 毎年１０ 月には 、指定管 理者の評 価として 、施設の 利用状況 や運営 の状況、課
題、改善 点といっ たそれ ぞれの項 目を数値 化したも ののほか 、市が指 定管理 者に対する
意見をま とめたも のを公 表してお り、チェ ック機能 と指定管 理者間の 比較が 行われるこ
とで、サービスの向上に結びつくよう努めているところでございます。
なお、 募集の際 に公表 いたしま した過去 ３年間の 施設の収 支実績、 利用者 の数などの
情報を、 今後にお いて通 年で公表 する予定 のほか、 民間のノ ウハウが 最大限 生かされた
管理方法 の提案が 多くの 団体から いただけ るよう、 施設の様 々な情報 を幅広 く発信して
いくよう努めてまいります。
次に、 制度の充 実に向 けた方策 について でありま すが、こ の度の温 泉施設 の指定期間
の１年の 延長は、 市の温 泉施設の 在り方を 来年度ま でに見直 しするこ とによ るものであ
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り、現行の指定管理者へ延長させるものであります。
来年度 におきま しては 、見直し した内容 を皆様に お示しし た上で募 集作業 に入ってい
く予定で あり、多 くの団 体から提 案を募っ た上で、 さらなる 施設サー ビスの 向上を目指
していきたいと考えております。
なお、 定期的な 収支報 告会等に つきまし ては、指 定管理者 から毎月 提出さ れる業務の
実施状況 や収支状 況の業 務報告書 などによ り、施設 運営にお ける改善 事項や 指定管理者
間で協力 できる事 項など 、情報交 換を行い ながら助 言・指導 を行って いると ころでござ
います。
今後さ らに集客 や経営 改善に向 けて情報 交換を行 うなど、 協力の体 制、ま たは競争の
原理が働くよう努めてまいります。
また、 第三者機 関によ る監査に つきまし ては、現 在、市の 監査委員 が「財 政援助団体
等監査」 として指 定管理 者の監査 も実施し ているほ か、指定 管理者の 募集時 には、銀行
や税理士 会等の民 間委員 で構成さ れる「大 仙市指定 管理者選 定委員会 」にお いて、応募
団 体 の 申 請 書 類 の 審 査 を 行 っ て い る こ と か ら 、 さ ら な る 施 設 サ ー ビ ス の 検 討 の た め、
様々な意見を取り入れながら制度の運用を図ってまいりたいと思います。
なお、 ご質問い ただき ました第 三者機関 の設置等 につきま しても検 討をさ せていただ
きたいと思います。
以上であります。
【佐藤副市長
○議長（高橋幸晴）

降壇】

再質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

石塚柏君。

○７番（石塚

大仙市では指定管理者制度については、基本方針しかないんですよ。

柏）

運営管理 規定とい うもの はないの で、是非 、今日出 た話、あ るいは支 所長さ ん、あるい
は担当す る部長さ ん、こ ういった 人たちの 苦労話を 集めた運 営管理規 定を是 非作ってい
ただきたい。いかがでしょうか。
○議長（高橋幸晴）
○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。
再質問にお答えいたします。

ただい まご質問 いただ きました こと、大 変大事な ことだと いうふう に思っ ております
ので、その点について取り組んでまいりたいと思います。
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以上であります。
○議長（高橋幸晴）

再々質問ありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

これにて７番石塚柏君の質問を終わります。
【７番

○議長 （高橋幸 晴）

石塚柏議員

降壇】

こ の際、 暫時休憩 いたしま す。１０ 分間の休 憩をいた します。再開

は１０時５５分に再開します。
午前１０時４３分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１０時５４分
○議長（高橋幸晴）

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、１０番藤田和久君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（高橋幸晴）

藤田和久君。
【１０番

○議長（高橋幸晴）
○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 田和久で ございま す。通告 に従い、 一般質問をさ

せていただきます。
私は、３点について質問いたします。
最初の質問は、空き家対策についてです。
今年の ６月１６ 日の新 潟県北部 西方沖で の新潟地 震、同じ １８日に は山形 県沖での山
形県沖地震と、続けて震度６強の地震が発生しております。これらの地震では、被害は、
インフラ や家屋の 一部破 損・倒壊 、津波の 発生、地 下水の噴 出と液状 化現象 の発生など
がありま したが、 思った よりも大 きな被害 や犠牲者 も少なく 済んでお ります 。被害が少
なかったことは、不幸中の幸いでありますが、非常に良かったと思っております。
この地 震で、地 震など の専門家 などから 注目され た問題が ございま した。 それは、新
潟県や山 形県で空 き家の 一部損壊 が非常に 多かった という問 題です。 「屋根 が崩れた」
「下屋が 破損した 」「窓 ガラスが 破損した 」などの 一部損壊 ・倒壊が 多数発 生したにも
かかわら ず、空き 家のた め、どう 対処して よいのか 判断がつ かず、対 応の遅 れがあった
ことであ ります。 空き家 というの は住人が 誰もおら ないため に劣化が 激しい といわれて
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おり、外 観上は問 題がな いように 見えます が、地震 や台風に も大変弱 くなっ てきている
のが現実ではないでしょうか。
これま でも人口 減少や 少子高齢 化、空き 家問題等 が、この 東北地方 での大 きな社会問
題として 、この新 潟・山 形地震で 再び空き 家問題が クローズ アップさ れるこ とになりま
した。ま た、同じ ６月に 、議会終 了の後に 市政懇談 会が開催 されてお ります 。この市政
懇談会で は、一部 の会場 で空き家 問題に関 する要望 ・意見な どが出さ れてお ります。空
き家問題 に関して 支所長 にお話し に行った ら「所有 者の分か らない空 き家は 何ともなら
ないといって帰された」「市の方では具体的な相談に乗ってもらえないものでしょう
か」、ま たは、「 私たち の地域で は世帯数 の１割か ら２割く らいの空 き家が あって、そ
のほとん どが危険 性のあ る空き家 である。 このまま 放置して はおけな いので 、市の方で
対処でき ないもの でしょ うか」、 もう一つ 、「所有 者不明の 場合など 、市の 責任で調査
していた だくこと はでき ないもの でしょう か」など の発言・ 要望が出 されて おります。
これは、 空き家対 策を何 とかして ほしい、 もっと空 き家対策 を強化し て進め てほしいと
いう住民側の強い要望ではないでしょうか。
大仙市 としても 空き家 対策室を 中心に、 ２０１５ 年に施行 された「 空き家 対策特別措
置法」を もとに行 政とし ての仕事 をしてお りますが 、まだま だ対応が 不十分 な状態であ
ると思わ れます。 社会的 にも空き 家対策が クローズ アップさ れ、住民 の要望 でも空き家
対策が切 望されて いる今 、体制を 強化して 空き家対 策に取り 組むべき ではな いでしょう
か。空き 家の中で も、ま だ家屋が 新しく利 用価値が あると思 われる場 合には 、所有者と
話し合い 、空き家 バンク 等で管理 し、再利 用を図る こともで きます。 問題は 、古い家屋
です。今 のところ 大丈夫 のようで も、黙っ て放置し ておいた ら劣化が 激しく 、危険度が
増してい くことに なりま す。また 、既に倒 壊の危険 性が高い と思われ る場合 や衛生面等
で問題があるとみなされる場合などは「特定空き家等」に認定される可能性があります。
また、管 理が行き 届かな い空き家 には、犯 罪の温床 となる変 質者が住 み着い たり、小動
物が住み 着いたり 、粗大 ごみが投 げ捨てら れたり、 屋敷内の 雑草や樹 木が乱 雑に伸び切
り、景観 を壊した り、安 全面・環 境衛生面 などで有 害なもの になって いく可 能性もあり
ます。現 在の空き 家対策 室の人数 では、こ れらの「 特定空き 家等」へ の認定 や調査が可
能なのか疑問であり、調査だけでも無理があるものと考えられます。
安全面、環境・衛生面、景観面、治安面において問題がある空き家と認定されれば
「特定空 き家等」 という ことにな ります。 これらの 特定空き 家等に対 し、市 の方から所
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有者に対 し、撤去 ・修繕 ・改善・ 解体など の指導・ 助言を行 うことが できる ことになっ
ています 。この指 導を受 けながら 空き家の 状態が改 善されな い場合に は「勧 告」という
ものを出 すことが できま す。勧告 が出され ますと、 固定資産 税の住宅 用特例 （減税）か
ら除外さ れ、固定 資産税 が高くな ることに なります 。ここま でくれば 、あと は解体して
くれれば 問題はあ りませ ん。しか し、中に は所有者 がはっき りしなか ったり 、連絡が取
れない例 などがあ ります 。また、 生活がや っとで、 解体費用 の捻出が 難しい 場合もない
とはいえ ません。 いろい ろな問題 が多く含 まれてお りますの で、解決 のため の調整も必
要になると思います。
こうし てみます と、大 仙市の空 き家対策 では、空 き家対策 室の皆さ んは本 当に頑張っ
ているこ とでしょ うが、 市全体と しては不 十分では ないかと 思えるの です。 体制を強化
して、空 き家対策 特別措 置法が十 分に生か しきれる ように、 住民本位 の空き 家対策事業
を展開してほしいと考えるものです。そこで何点かの質問をいたします。
一つ目 は、空き 家問題 に対する 相談等を 、本所は もちろん ですが、 各支所 、公民館で
も受け付けるようにできないのか伺います。
二つ目 に、空き 家問題 が発生し た場合に は、直ち に市の担 当者と地 域、そ して所有者
などの三者の打ち合わせを行うことができないのか伺います。
三つ目 には、所 有者不 明の場合 など、市 側で調査 していた だくこと はでき ないものか
伺います。
四 つ 目 に 、 全 市 内 の 空 き 家 の 実 数 は 、 い か ほ ど な の で し ょ う か 。 ま た 、 調 査 の 上、
「特定空 き家等」 の認定 を早く実 施すべき と考えま すが、現 状での到 達点は どのように
なっているのか伺います。
五つ目 には、空 き家解 体や修繕 に関する 経費への 援助制度 があるは ずです 。それはど
のように なってい るのか お聞かせ いただき たい。ま た、一定 期間の低 利での 貸出制度も
設けるべきと考えますが、いかがお考えか伺いたいと思います。
六点目 になりま すが、 大仙市に おける空 き家対策 の取り組 みについ ても、 政府の空き
家対策特 別措置法 につい ても、私 たち市民 にははっ きりと知 り得る状 況には なっており
ません。 大仙市の 基本的 な空き家 対策につ いて、チ ラシや広 報などで 、もっ と分かるよ
うに進めていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
七つ目 には、空 き家対 策を速や かに推進 させるた めには、 調査や調 整、勧 告などで空
き家対策室の体制の強化が、もっと必要と考えますが、いかがでしょうか。
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八つ目 に、空き 家管理 の方法と して、こ れは野放 しにすれ ば空き家 のどん どん悪い方
向へ進み ますので 、空き 家管理へ の方法を とってい る自治体 もありま す。そ こで、一定
の費用も いただき ながら 空き家巡 回サービ スを実施 し、空き 家内外の 異常点 検、雨漏り
や水漏れ 、清掃の サービ ス、草刈 りや庭木 のチェッ クなど実 施できな いもの か伺いたい
と思いま す。これ は市独 自でやっ てもいい ですし、 特定業者 に依頼し ても結 構です。検
討していただきたいと思います。
九つ目 、最後に なりま すけども 、特定空 き家等に 認定され 、指導や 勧告を するわけで
すが、指 導や勧告 になか なか応じ てくれな い場合に は、市の 判断で行 政撤去 ・解体でき
るように条例を整備できないものでしょうか。これを伺いたいと思います。
細々と 以上９点 にわた って質問 をさせて いただき ましたが 、空き家 対策に ついては、
今だからこそ本気度を出して進めていかなければならない課題であると考えるものです。
市として誠意のある回答を望むものです。どうぞよろしくお願いします。
以上です。
○議長（高橋幸晴）

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 空き家対 策につ いてであ りますが 、はじめ に、空き 家問題に 対する 相談体制に
つきまし ては、既 に各支 所におき まして地 域の空き 家相談に 対し受付 をする 体制が整っ
ており、相談に関する調査や所有者等への連絡など、必要な対応を行っております。
しかし ながら、 議員ご 指摘のよ うに、市 民からの 所有者不 明の空き 家相談 等に対しま
して不適 切と思わ れる対 応があっ たとのこ とであり ますので 、今後は しっか りとした丁
寧な対応を徹底してまいりたいというふうに考えております。
一方、 各公民館 につき ましても 、相談の 受け付け 後に総合 防災課や 各支所 の担当に引
き継ぐ体 制を取っ ており 、所有者 や関係者 の情報を 共有する など、問 題解決 のため連携
しながら 対応に当 たって おります 。ただし 、調査を 行っても 所有者等 が判明 しない空き
家もあり 、問題解 決に至 っていな いケース もあるこ とから、 今後も他 自治体 の事例や活
用可能な制度を研究してまいりたいと考えております。
次に、 関係者間 の協議 につきま しては、 個人情報 の保護や 遠隔地に 居住す る方との調
整など様 々な課題 がある ことから 、地域の 意見が所 有者等へ 伝わるよ う、現 在は市が電
話や書面によりお知らせしているところであります。
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次に、 所有者不 明の空 き家の調 査につき ましては 、「空家 等対策の 推進に 関する特別
措置法」 の施行に より可 能となっ た固定資 産税情報 の取得の ほか、必 要に応 じた登記簿
や戸籍の調査を実施するなど、所有者等の特定に努めているところであります。
次に、 市内の空 き家の 状況につ いてであ りますが 、平成３ １年３月 末時点 の空き家の
件数は１ ，１８８ 件とな っており 、うち７ ７件を特 定空き家 として認 定して いる状況で
あります。
また、平成２３年度の調査においては、空き家の件数が１，４１５件でありましたが、
解体等に より件数 は徐々 に減少傾 向にあり 、平成３ ０年度中 におきま しても ４３件の空
き家が解 体されて おりま す。うち １２件に ついては 、市の補 助金を活 用した 解体となっ
ております。
次に、 解体や修 繕に関 する支援 につきま しては、 所有者等 の個人が 危険な 空き家を解
体する場 合には、 ５０万 円を限度 として解 体経費の ２分の１ を補助す る市独 自の制度を
設けております。
また、 空き家等 に再居 住する際 の修繕に つきまし ても「大 仙市住宅 リフォ ーム支援事
業」とし て、工事 の種別 に応じて 工事費の １０パー セントか ら２０パ ーセン トを支援し
ておりま す。さら に、解 体資金の 貸し付け につきま しても、 平成２６ 年度に 秋田銀行と
覚書を締 結し、危 険な空 き家を解 体する場 合には、 銀行の「 空き家解 体ロー ン」を利用
することにより、金利が優遇される制度を設けております。
次に、 市の取り 組みや 関係法令 等の周知 につきま しては、 市のホー ムペー ジや広報を
活用した情報発信に努めているところであります。
また、 空き家等 の諸問 題の未然 防止や利 活用の促 進の観点 から、今 年度、 空き家予防
啓発冊子 を作成し 、所有 者等に対 する適正 管理の促 進や空き 家の発生 予防な どに努めて
いるほか 、「空き 家対策 に向けた 地方創生 連携協定 」を締結 した秋田 銀行と は、銀行が
持つ民間 のネット ワーク を生かし た利活用 の促進や 、将来的 な空き家 発生の 抑制などに
取り組んでいるところであります。
このほ か、秋田 県仙北 地域振興 局、大仙 市、仙北 市、美郷 町のほか 、民間 の不動産関
係の７団 体が連携 し、官 民連携に よる空き 家の無料 相談会を 開催し、 所有者 等が抱える
問題の相 談対応を 行って おり、こ れらの活 動を通し て所有者 等が責任 をもっ て空き家を
管理できるよう、今後もさらなる啓発に努めてまいります。
次に、 空き家問 題に対 する市の 体制強化 について でありま すが、現 在は、 各部署によ
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る全庁横 断的な取 り組み を行って おり、そ れぞれの 部署にお いて専門 性を持 った対応に
努めてお りますが 、現在 実施中の 空き家所 有者等へ の意向調 査アンケ ートに よる集計結
果も踏まえまして、今後はニーズに応じたさらなる対策と体制強化を図ってまいります。
次に、 空き家の 管理に つきまし ては、空 き家の点 検や清掃 等の巡回 サービ スを行うシ
ルバー人 材センタ ーをは じめとし た民間事 業者が市 内にもあ ることか ら、特 に市外や県
外に居住 する空き 家所有 者等から の問い合 わせや要 望に対し まして、 サービ スの提供に
つなげられるよう、業者紹介などの方法について今後検討を進めてまいります。
次に、 市による 強制撤 去・解体 につきま しては、 「大仙市 空き家等 の適正 管理に関す
る条例」 において 行政代 執行を行 うことが できる旨 を条文で 定めてお り、平 成２３年度
から平成 ２５年度 にかけ て、学校 に隣接し た危険な 空き家な ど３件の 物件に ついて行政
代執行による解体を実施しております。
しかし ながら、 所有者 等の生活 困窮等の 理由によ り、代執 行費用を 徴収す ることが困
難な状況 となり、 不納欠 損に至っ ているケ ースもあ ることか ら、行政 代執行 の実施につ
きましては、慎重な判断が求められております。
自治体 が実施す る空き 家対策に つきまし ては、「 空家等対 策の推進 に関す る特別措置
法」の制 定等によ り、危 険な空き 家への対 応が図り やすい制 度づくり が進ん できている
一方、個 人の財産 に対す る行政の 関与につ いては、 まだまだ 法制度の 壁によ り、速やか
な対策を 講じるこ とが困 難な側面 もあるの が現状で あります 。今後も 、国へ のさらなる
法改正や 支援等に つきま して、引 き続き要 望してま いりたい というふ うに考 えておりま
す。
以上です。
【老松市長
○議長（高橋幸晴）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）
○１０ 番（藤田 和久）

藤田和久君。
質問が ９点にも 多かった ので、今 の答弁だ けで私も 全部つかんで

いるわけ ではあり ません けれども 、市の方 でもこの 空き家対 策に今、 力を入 れて、結果
がまだ出 てないん ですけ ども、い ろいろ検 討したい とか強化 したいと かとい うような答
弁があり ましたの で、今 の時点で 空き家対 策にきち っと取り 組まない と、私 、大変だと
思うんで すよ。で すから 、今、市 長さんの 答弁にあ ったよう に、市で 取り組 んでいる今
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の結果を もってね 、体制 の強化を 含めた検 討を是非 お願いし て終わり たいと 思います。
以上です。
○議長（高橋幸晴）

再質問に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行）

藤田議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

先程の 答弁の中 でも現 在検討中 と、研究 中だとい うふうに 申し上げ ました 。所有者等
が分かる場合でも生活困窮等の関係で解体できないということで、２分の１の補助制度、
５０万円 を限度と した補 助制度は あるわけ ですけれ ども、な かなかそ の補助 残といいま
すかね、 対応額を 用意で きないと いうこと で進まな いケース が多々あ ります 。そうした
ものに、 やはり一 歩踏み 込んでい かないと いけない というふ うに思っ ており まして、土
地が抵当 に入って いない ような場 合ですけ れども、 本人が解 体する場 合、最 終的に更地
になった その土地 を売却 して、残 りの、何 といいま すかね、 財源を、 掛かっ た経費を補
塡すると いうよう なやり 方、それ から、本 人じゃな くて隣人 、それか ら自治 会等が本人
から無償譲渡を受けてですね、やる場合、それに対して市が補助するわけですけれども、
補助残に つきまし ては、 その土地 を取得す るという 格好で穴 埋めする といい ますか、そ
うしたこ とに取り 組んで いる自治 体もあり ますので 、大仙市 に合う合 わない ありますけ
れども、 いろんな やり方 をですね 、いろん なケース が、空き 家の場合 もケー スがありま
すので、取り組んでまいりたいというふうに思っております。
それか ら、もう 一つは 、相続人 の存在・ 不存在が 明らかで ない場合 でも、 若干そこで
ストップ していた 経緯が あります けれども 、実は市 が利害関 係人とし て、例 えば税金が
滞納され ていると かとい うことで 裁判所の 方に相続 財産管理 人の選任 を申し 立てするこ
とができると。その財産管理人によりまして清算手続を行うという手法もありますので、
そういっ たことを 今検討 しており ますが、 きちっと した制度 、大仙市 として の制度をま
とめてで すね、こ の後、 空き家対 策しっか りと取り 組んでま いりたい と、こ のように考
えております。
○議長（高橋幸晴）

再々質問ありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）
○１０番（藤田和久）

次に、２番の項目について質問を許します。
二つ目の質問に入らせていただきます。

公共施設の熱中症対策についてであります。
今年度 から小学 校の普 通教室へ のエアコ ン設置工 事を実施 している ところ ですが、学
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校に限らず公共施設の事務所等でのエアコン設置状況について伺いたいと思います。
特に今 年の夏は 、昨年 にも増し て暑い日 々が続き 、熱中症 対策が全 国で叫 ばれており
ます。地球温暖化の影響もあってか、年々暑くなってきているように感じます。
熱中症 対策とし ては、 室内の場 合には室 温調節が 重要とい われてお り、こ れにはエア
コンによ る室温調 節が重 要になっ てまいり ます。過 ごしやす い室温の 中で、 少しでも効
率の良い 業務が安 心して できるよ うに、全 ての公共 施設に対 し設置し ていた だきたいと
考えるものです。
そこで 伺います が、一 つ目、ま だエアコ ン未設置 の学校に 対するこ の後の 学校関係の
エアコン設置の予定をお知らせいただきたいということであります。
二つ目 は、公共 施設の うち、エ アコンが 設置され ておらな い施設は どれく らいあるも
のなのか 。全施設 を調査 の上、教 えていた だきたい と思いま す。また 、まだ 未設置の施
設がある ようでし たら、 これらの 施設に対 してエア コン設置 は予定さ れてい るのか、具
体的に教えていただきたいと考えるものです。
エアコ ン設置は 、速や かに設置 すること が求めら れている 近年の状 況にあ ります。せ
めて来年 の夏まで には、 できれば 公共施設 にエアコ ンが設置 されるよ う期待 したいもの
だと思っております。
以上で終わります。よろしく答弁お願いします。
○議長（高橋幸晴）
○教育長（吉川正一）

２番の項目に対する答弁を求めます。はじめに、吉川教育長。
藤田和久議員の二つ目の発言通告の公共施設の熱中症対策のうち、

質問要旨 の１番目 の質問 につきま しては、 教育指導 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（高橋幸晴）

佐藤教育指導部長。

○教育指導部長（佐藤英樹）

質問の公共施設の熱中症対策についてお答え申し上げます。

はじめに、小・中学校へのエアコン設置の予定についてであります。
小学校 へのエア コン設 置につき ましては 、今年度 と来年度 の２カ年 で完了 したいと考
えております。
今年度 は「ブロ ック塀 ・冷房設 備対応臨 時特例交 付金」を 活用して 、９校 で工事を実
施中で、間もなく完了する予定です。
残りの小学校につきましては、来年度設置したいと考えております。
また、 中学校へ の設置 につきま しては、 現在、重 点施策と して取り 組んで いる学校ト
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イレの洋 式化や高 圧受電 設備更新 の進捗状 況を考え 合わせる とともに 、従来 の学校施設
環境改善 交付金事 業にも 空調設備 の補助メ ニューが あること から、今 後の国 の採択方針
や市の財政状況を踏まえ、取り組んでまいりたいと考えております。
以上であります。
○議長（高橋幸晴）

次に、老松市長。

○市長 （老松博 行）

藤 田和久 議員の二 つ目の発 言通告の 公共施設 の熱中症 対策のうち、

質問要旨 の２番目 の質問 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（高橋幸晴）

舛谷総務部長。

○総務部長（舛谷祐幸）

２点目の公共施設のエアコンの設置状況についてでありますが、

各庁舎や 市民の皆 様の利 用が多い 公民館、 集会施設 、福祉保 健施設な どの公 共施設は、
全部で１ ３６施設 ありま す。この うち１１ ７施設に ついては 、施設の 全館ま たは一部の
部屋にエアコンを設置済みであり、残りの１９施設は未設置となっております。
この未 設置の１ ９施設 のうち、 職員や管 理人が常 駐してい る施設は ３施設 であり、残
りの１６ 施設は、 貸し館 として使 用願いが 出された ときのみ 解放する 集会施 設などであ
ります。
熱中症 対策とし まして は、でき るだけエ アコンが 設置され ている部 屋を利 用していた
だいてい るところ であり ますが、 未設置の 部屋にお いては扇 風機を設 置して いるところ
であります。
今後、 エアコン 未設置 の施設、 あるいは 部屋につ いては、 要望の有 無や利 用状況、ま
た、利用 される皆 様のご 意見等を 勘案しな がら、必 要と判断 した場合 は設置 を進めてま
いりたいと考えております。
なお、体育館などのスポーツ施設については、これらの施設に含まれておりませんが、
熱中症の 危険があ る日は 注意喚起 を行うな ど、引き 続き、利 用される 皆様の 健康状態に
ついて、細心の注意を払って管理・運営をしてまいります。
以上です。
○議長（高橋幸晴）

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）
○１０ 番（藤田 和久）

藤田和久君。
一つは 、中学校 のエアコ ン設置と 、最近の 情勢から いくと、私は
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遅れてい ると思う んです 。財政的 な問題も あります ので、何 とか工事 をでき るだけ急ぐ
ようにお願いをしたいと思います。
もう一 点は、公 共施設 のエアコ ンの設置 で、１９ 施設で未 設置があ ると。 その中でも
職員等が 常駐する 施設で は３施設 が未設置 だという ことがあ りました 。この 常駐の場合
にはね、 やっぱり エアコ ンが私は 必要だと 思うんで すよ。こ れをまず 早急に 取り付けて
いただく ようにお 願いを したいと 思います 。もし答 弁がある ようでし たらお 願いしたい
と思います。
○議長（高橋幸晴）

はじめに、佐藤教育指導部長。

○教育指導部長（佐藤英樹）

再質問についてお答え申し上げます。

中学校 に対する エアコ ンの設置 について のご要望 について でござい ますけ れども、答
弁の後段 でも申し 上げま したとお り、来年 度、残り 小学校に つきまし てエア コン設置を
考えているところでございます。
今後は 、令和３ 年度、 中学校設 置を想定 しつつも 、トイレ の洋式化 、それ から高圧受
電設備更 新などの 状況も あわせな がら検討 していく こととな りますけ れども 、議員から
ご要望が あったと おり、 中学校の エアコン 設置につ いても優 先順位を つけな がら検討し
てまいりたいと思っております。
以上でございます。
○議長（高橋幸晴）

次に、舛谷総務部長。

○総務部長（舛谷祐幸）

藤田和久議員の再質問にお答え申し上げます。

未設置 の施設の うち３ 施設、こ れは全て 公民館の 分室でご ざいます 。やは り職員がい
る部屋に ついては 、やっ ぱり設置 を進めて いくよう に来年度 検討して まいり ますので、
よろしくお願いいたします。
○議長（高橋幸晴）

再々質問ありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）
○１０番（藤田和久）

次に、３番の項目について質問を許します。藤田和久君。
三つ目の質問に入らせていただきます。

三つ目 の質問は 、トラ ンプ・ア メリカ大 統領が日 本に購入 を強く迫 ってい る陸上配備
型ミサイル迎撃システム「イージス・アショア」に関連しての質問になります。
政府は 、アメリ カの要 請に対し 、２０１ ７年１２ 月、北朝 鮮の核・ ミサイ ル開発を差
し迫った 新たな段 階の脅 威と捉え 、イージ ス・アシ ョア２基 の導入を 閣議決 定し、秋田
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市新屋地 区と山口 県むつ み演習場 を配備候 補地にし ました。 その後、 新屋演 習場への配
備計画を めぐって 防衛省 が地元の 秋田県と 秋田市、 または市 民に示し た説明 資料が、で
たらめな 計算や間 違った データに 基づいて 作成され ていたこ とに大き な怒り と批判の声
が県民に 広がって おりま す。しか も住民へ の説明会 は形だけ で、何が あって も「新屋あ
りき」と いう形で 導入と いう防衛 省の姿勢 が問われ ておりま す。そし てこの 説明会のと
きに防衛 省の担当 幹部が 居眠りを しており 、住民の 怒りを倍 増させて います 。その後、
北朝鮮情 勢の変化 に応じ て住民参 加の避難 訓練も当 面中止し 、北海道 や中国 ・四国地方
に展開し ていた迎 撃ミサ イル（Ｐ ＡＣ３） 部隊を撤 収させま した。で すから 、イージス
・アショア導入の根拠や前提そのものが崩れていることになります。
そして この二つ の候補 地は、北 朝鮮のミ サイル発 射基地と 米軍のハ ワイ、 グアムの基
地を結ぶ 軌道の真 下にあ り、日本 防衛のた めではな く、アメ リカ防衛 のため だったこと
も判明しました。さらに、このイージス・アショアには、３機のミサイル発射装置が
セットさ れており 、近隣 諸国への ミサイル 発射が可 能になる というこ とで、 ロシアや中
国から反対の声明も出されております。
また、 今回の参 議院選 挙では、 イージス ・アショ ア配備反 対を表明 して戦 った野党統
一候補の 寺田静氏 が激戦 を制して 当選を勝 ち取りま した。そ して、比 例選挙 では、県議
会や秋田 市議会で 市民の 反対要請 の陳情を 「不採択 」や「継 続審査」 にした 主人公の公
明党は、 秋田市で ３分の ２まで落 ち込み、 大敗北を 喫し、共 産党に抜 かれ第 ４党へと転
落しまし た。この 結果、 秋田県民 は、明確 にイージ ス・アシ ョア配備 にノー の審判を下
したことになります。
イージ ス・アシ ョアの 配備に関 する県民 の世論調 査の結果 も、全県 で反対 が６０．７
パーセント、賛成が２８パーセントとなっております。ちなみに大仙市では、反対が
６６パー セントに もなっ ています 。それで も安倍政 権はイー ジス・ア ショア の新屋配備
を諦めておりません。
そこで 質問です が、全 県的な反 対運動が 続く中、 しかも６ 割以上の 配備反 対の世論の
中、この 問題を大 仙市長 はどのよ うに考え ているの かお伺い をいたし たいと 思います。
よろしくお願いいたします。
以上です。
○議長（高橋幸晴）

３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）

質問のイージス・アショアの配備についてお答え申し上げます。

地上配 備型のミ サイル 迎撃シス テム「イ ージス・ アショア 」の配備 計画を 巡りまして
は、ご案 内のとお り、防 衛省が示 した適地 調査結果 のデータ に誤りが あった ことなどか
ら、防衛省は再調査を行うことを表明いたしております。
再調査につきましては、国におきまして、秋田市の新屋演習場を含む秋田県と青森県、
山形県の２０候補地をゼロベースで調査し直すとしております。
候補地 の選定に 当たり ましては 、イージ ス・アシ ョアの国 防上の必 要性や 安全性、配
備した際 のリスク などに ついて、 県民ある いは市民 に対し、 正確かつ 丁寧な 説明と住民
目線に立った誠意ある対応が必要であると考えております。
イージ ス・アシ ョアの 配備につ きまして は、いず れにいた しまして も周辺 地域の安全
・安心の 確保と地 域住民 の十分な 理解を得 ることが 大前提で あるとい うふう に考えてお
ります。
【老松市長
○議長（高橋幸晴）

降壇】

再質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）
○１０ 番（藤田 和久）

藤田和久君。
防衛省 は、再三 再調査を するとい っており ますけれ ども、一部に

は秋田ありきが原則になっているんじゃないかという意見もあります。
これ、 アメリカ から押 し付けら れたもの ですので 、何だか んだいっ ても最 後まで押し
付けよう とすると 思うん ですよね 。そうし た場合、 どうなる か。今回 の秋田 県の２５市
町村に陳 情も出さ れてお ります。 一部の議 会では採 択された というニ ュース も上がって
きております。また、一部自治体の首長が反対だと明確に発した首長もおります。
私、何 でこうい う質問 出したか というと 、国では どこまで も何だか んだと いって押し
付けてく ると思う ので、 やはり市 長さんや 議会が、 きちっと した態度 を示し てもらいた
いという 考えで質 問した わけです 。知事さ んは再調 査で秋田 県ありき では、 これはけし
からんと 、いろい ろ悪い ことを言 うけど、 配備には 反対だと は言わな いわけ ですよね。
だけども 秋田県の 自治体 の首長さ んが、こ れは住民 が６割以 上も反対 だし、 いろんなも
のが反対 の方向へ 動いて いるし、 危険だと いうこと で反対だ と、ほと んどの 首長さんが
そういう 表明をさ れれば 、防衛省 の方でも 動きにく いと思う んです。 今度、 これはうわ
さ話です けれども 、防衛 省では、 各自治体 の首長さ んに要請 に入ると いわれ ています。
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そうした 場合に、 やっぱ りきちっ と表明し ておいた 方が私は いいので はない かと思うの
で、この 質問をい たしま した。大 変市長さ んの個人 的な考え を聞くよ うです が、もう一
回このことについて答弁いただければありがたいと思います。
以上で終わります。
○議長（高橋幸晴）

再質問に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行）

藤田議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

まず、 イージス ・アシ ョアの導 入につき ましては 、賛否両 論あると いうこ とは重々、
市民の皆 さんの中 にも賛 成・反対 がおると いうこと は重々承 知してお ります 。一つは、
北朝鮮のミサイルの脅威をどういうふうに考えるか。まだ大変な脅威となっているよと、
いや、な ってない と、そ れから、 このイー ジス・ア ショアの 導入経費 ですね 。これは大
変、費用 対効果と いいま すか、大 変巨額じ ゃないか と、額が 多すぎる んじゃ ないかとい
うような 、ここで も、い やそんな ことない よと、そ うだよと いう両論 があり ます。そし
て、今、 藤田議員 がおっ しゃった ようにア メリカの 武器購入 、アメリ カから 武器を買う
のが目的 なんじゃ ないか というよ うなご指 摘もあり ますし、 いや、こ れはや はり弾道ミ
サイル攻 撃から国 民の生 命と財産 を守るた めに、少 しでも、 何といい ますか ね、可能性
を高くするために必要なんだというような議論、賛否両論があるということであります。
私もあえ てどちら かと聞 かれると 、やはり 、北朝鮮 のミサイ ルの脅威 、こう したもの、
弾道ミサ イル攻撃 から国 民の生命 と財産を 守るため には一定 の防衛力 が必要 だというふ
うに思っ ておりま すので 、このイ ージス・ アショア そのもの について は、全 く否定する
というも のではあ りませ ん。ただ し、設置 する場所 につきま しては、 先程言 いましたよ
うに、大 変慎重に 選定す るべきで あるとい うふうに 思ってお りますし 、また 、国家の安
全保障の 必要性と 、それ から、そ れを支え る地元の 住民の皆 さんの理 解と、 この二つを
ですね、 両立させ るとい うことが 国に求め られてい ると、国 の説明責 任では ないかなと
いうふう に思って おりま すので、 そういっ た意味で しっかり と国から は対応 していただ
ければというふうに思っております。
以上です。
○議長（高橋幸晴）

再々質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）
○１０ 番（藤田 和久）

藤田和久君。
ＰＡＣ ３という のも迎撃 ミサイル なんです けども、 このイージス
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も同じよ うな用途 で、イ ージスの 方が当た る確率が 高いとい われてい ます。 だけども、
アメリカ 、自分の 国に置 かないん だよね。 自分の国 防衛する んなら、 自分の 国の周りに
置けばいいわけ、普通は。これ、置けない理由があるんです。５０年前にハワイから
２００キ ロ離れた 所で、 その小型 原爆を５ ００キロ 上空で撃 ち落とし たんで すよ。そし
たら、あ のハワイ 全部停 電になっ たんです 。それか ら、船と か大きい 機械が みんな壊れ
ちゃった んです。 これ、 電磁パル スという やつで、 下りてく るんだそ うです 。５００キ
ロも１， ０００キ ロも上 から。そ れでブラ ックアウ トになる 。そうい うのが あるから、
アメリカ は自分の 基地に 置かない わけです よ。それ やっぱり 秋田にあ ったら 、秋田の近
くでドン やる可能 性があ ると。そ ういう意 味で、学 者の方々 は、非常 に危険 だから日本
に置くべ きでない という 学者もい ますので 、今後、 市や市長 さんの判 断に、 そのことも
参考にしていただければありがたいと思います。
以上で私の方から終わります。
○議長（高橋幸晴）

答弁いりませんか。

○１０番（藤田和久）
○議長（高橋幸晴）

結構です。
これにて１０番藤田和久君の質問を終わります。
【１０番

○議長（高橋幸晴）

藤田和久議員

降壇】

次に、４番佐藤隆盛君。
【４番

佐藤隆盛議員

登壇】

○議長（高橋幸晴）

はじめに、１番の項目について質問を許します。

○４番 （佐藤隆 盛）

市 民クラ ブの佐藤 隆盛です 。通告に 従いまし て２点を 柱に質問をい

たします。
まず、 昨年の夏 は「雑 草軍団」 の愛称の もとに、 一地方の 公立高校 に過ぎ ない金足農
業高校野 球が全国 制覇に 王手をか けた快挙 は、私た ち秋田県 人なら忘 れられ ない、うれ
しい夏と なりまし た。ま るで秋田 県が一つ になった ような、 熱い夏を 体験し たところで
ございま す。そし て今年 の夏は、 私たち仙 北地域に とっては 、あの熱 い時間 が再現され
たような 思いの夏 となっ たのであ ります。 第８５回 全県少年 野球大会 兼第６ ８回県中学
校軟式野 球大会の 決勝で 、惜しく も秋田北 中には敗 れはした が準優勝 に輝い たことであ
ります。 それのみ か、東 北大会に 出場権を 獲得し、 さらに全 国中学校 軟式野 球大会まで
駒を進め 、東北第 二代表 で初出場 ながら、 この地域 の歴史に ない全国 第３位 の入賞を果
たしたのであります。
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仙北中学校では、そのほか女子バレーボールチームや個人女子柔道なども全県優勝し、
東北大会 でも活躍 し、全 国大会出 場など素 晴らしい 成績を収 めたこと は市長 の市政報告
にもあったように、皆さん既にご承知のとおりであります。
こうし た小規模 校が過 去の歴史 にない成 績を収め たことに ついての 分析は 、私には一
口に申し 上げる力 はあり ません。 しかし、 この地域 の生徒た ちの快進 撃に、 地域が燃え
ていく、 一致して 応援し ていくあ の姿に、 今まで見 たことの ない感激 を覚え たのであり
ます。ス ポーツや 若い人 たちの可 能性につ いて、い かに大事 かという ことに ついてであ
りました。
そこで質問いたしますが、第３次大仙市スポーツ推進計画についてお尋ねいたします。
県では 、２０３ ０年ま でに、ス ポーツを 通じて全 ての県民 が幸福で 豊かな 生活を営む
元気な秋田を目指し、平成２１年に「スポーツ立県あきた」を宣言しております。ス
ポーツを 通じた秋 田の元 気づくり と地域の 活性化、 生涯を通 じた豊か なスポ ーツライフ
づくり、 競技力の 向上な ど、スポ ーツ振興 を県民運 動として 展開する ととも に、スポー
ツ王国復 活に向け 、取り 組みを強 化するこ ととして から、新 たに東京 オリ・ パラなどを
契機とし たスポー ツによ る地域活 性化と交 流人口の 拡大など ５項目を 掲げ、 平成３０年
に「スポ ーツ立県 あきた 」推進プ ラン、第 ３期秋田 県スポー ツ推進計 画を行 っておりま
す。そし て佐竹知 事は、 「スポー ツ立県あ きた」の そのスポ ーツ推進 計画に 対し、６項
目を掲げ、決意を宣言しております。
当市で も平成２ １年に 「一生ス ポーツ

一生健康 」の基本 理念を掲 げ、市 民が生涯を

通じて個々のライフスタイルに応じて、気軽にスポーツを親しむことができる生涯ス
ポーツ社会を実現するため、「大仙市スポーツ振興計画」を策定しております。その後、
スポーツ を取り巻 く環境 の変化に あわせ、 平成２６ 年には第 ２次大仙 市スポ ーツ振興計
画、そし て今年度 、平成 ３１年に 新たに基 本項目に 、一つ、 ライフス テージ に応じたス
ポーツ活 動と健康 づくり の推進、 二つ目と して、子 どもスポ ーツの機 会の充 実と人材の
育成、三 つ目には 、競技 スポーツ の振興、 四つ目に は、スポ ーツによ る地域 の活性化と
交流人口 の拡大、 五つ目 には、地 域のスポ ーツ活動 の充実と 環境の整 備など ５項目を掲
げ、老松市政として第３次大仙市スポーツ推進計画を策定しております。
そこで 市長にお 尋ねし ますが「 大仙市ス ポーツ推 進計画」 を、どの ような 思いと決意
を持って進めていこうとしているのかお伺いいたします。
「地域 のスポー ツ活動 の充実と 環境の整 備」を基 本目標に 掲げて、 具体的 な施策とし
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て、大仙 市公共施 設など の総合管 理計画に 基づき、 スポーツ 施設を安 心して 利用できる
よう、施 設の補修 整備を 進め、安 全性の確 保に努め ますなど 掲げてお ります が、意識調
査、アン ケートに よりま すと、多 くの市民 が公共施 設を利用 して運動 ・スポ ーツを行っ
ておりま すが、市 に力を 入れてほ しいこと として、 １番目に は「体育 施設の 条件整備」
を望んでおるのであります。
そこで お尋ねい たしま すが、平 成２０年 には年間 施設利用 者数は４ ７万人 でありまし
たが、現 在のそれ ぞれの 施設利用 者数は、 どのよう な数値と なってい るのか 、また、今
年度は大 曲武道館 を新築 しており ますが、 今後のス ポーツ施 設の新築 計画及 び修理修繕
要望などがあるのか、お知らせ願います。
厳しい 財政とは いえ、 市民のス ポーツ活 動の環境 と整備に ついては 、将来 展望を見越
し、泥縄 式でない 修理・ 修繕を含 め施設計 画を進め ていくべ きと強く 望むも のでありま
す。
次に、 基本目標 に「競 技スポー ツの振興 に東京オ リンピッ ク・パラ リンピ ックの開催
は、スポ ーツヘの 関心を 高める契 機となり 、さらに 地元出身 者の活躍 は地域 に活力をも
たらすた め、各競 技団体 や関係機 関との連 携を図り 、競技ス ポーツの 振興が 図られるよ
う、関心 向上と活 動支援 に努めま す」とあ ります。 その中に 具体的な 施策と して「障が
い者スポ ーツ団体 の関係 者機関と 連携し、 スペシャ ルオリン ピックス など障 がい者のス
ポーツ活 動を紹介 するこ とで、障 がい者ス ポーツに 対する理 解を深め ます」 と新規に盛
り込まれておりますが、もう少し具体的に説明をお願いしたいと思います。
障がい 者のスポ ーツ実 施状況は 、平成２ ５年度文 部科学省 によれば 、成人 の過去１年
間のスポ ーツ実施 率は、 週１回以 上スポー ツを行う 人は全体 では４７ ．５パ ーセントに
対し、障 がいのあ る成人 は１８． ２パーセ ントと半 分以下で 、また週 ３回以 上の実施率
ではおよ そ３分の １とな っており 、当市で は週１回 以上運動 する成人 の割合 は３６パー
セントとなっております。
また、 「障がい 者」と 一口でい うけれど も、見て 分かる身 体障がい 、体の であります
けれども 、それか ら分か りにくい 知的障が い、それ に精神障 がいなど に分か れておりま
す。そこ で質問い たしま すが、市 内それぞ れの障が い者スポ ーツ人口 は何人 なのか。そ
して、競 技者人口 は何人 なのか。 おるのか 。また、 どのよう なスポー ツ競技 を行ってい
るのか、団体数も含め実施状況をお知らせください。そして障がい者スポーツに対して、
どのような支援・対応を行っているのか、具体的にお知らせ願います。

- 58 -

以上でございます。
○議長（高橋幸晴）

１番の項目に対する答弁を求めます。吉川教育長。

○教育 長（吉川 正一）

佐藤隆 盛議員の 一つ目の 発言通告 の第３次 大仙市ス ポーツ推進計

画に関す 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（高橋幸晴）

安達生涯学習部長。

○生涯学習部長（安達成年）

佐藤隆盛議員の質問にお答え申し上げます。

質問の第３次大仙市スポーツ推進計画についてであります。
はじめ に、「大 仙市ス ポーツ推 進計画」 に対する 思いと決 意につき まして は、「一生
スポーツ

一生健 康」と いう基本 理念のも と、第３ 次計画は 「健康づ くり」 「スポーツ

機会の充 実と指導 者人材 の育成」 「交流人 口の拡大 」「地域 のスポー ツ活動 の充実」な
ど、第２次計画からさらに踏み込んだ計画としております。
具体的 には、高 齢者の 運動機能 や認知機 能の低下 と閉じこ もりの予 防、一 生涯を通じ
てスポーツ活動を続けられるよう、少年期からの肘や膝のスポーツによる障がいの予防、
さらに５ ００歳野 球やス ポーツ合 宿など、 スポーツ を通じた 大仙市の 魅力発 信と交流人
口の拡大、適切で効率的な利便性の高いスポーツ施設の充実などを促進してまいります。
これら の具体的 な取り 組みを通 しまして 、スポー ツを通じ た健康寿 命のさ らなる延伸
を目指し、市民の誰もがライフスタイルに応じて日常的にスポーツに親しめる生涯ス
ポーツ社会の実現に向けて取り組んでまいります。
次に、 スポーツ 施設の 利用者数 と今後の 新施設計 画、現施 設の修理 修繕状 況につきま
してお答え申し上げます。
はじめ に、全ス ポーツ 施設の利 用者数で すが、平 成２１年 度から平 成３０ 年度までの
過去１０ 年間の平 均が約 ６１万人 となって ございま す。野球 場が約８ 万２千 人、体育館
が約２２ 万８千人 、テニ スコート が約６万 ３千人、 プールが 約８千人 など、 ほぼ横ばい
で推移しております。
スキー 場につき まして は、ここ ４年程、 年末年始 の積雪不 足により 入り込 み数が減少
気味であ り、ピー クとな りました 平成２６ 年度の７ 万２千人 に対しま して、 平成２７年
度から平成３０年度の４年間の平均が約５万３千人に落ち込んでございます。
グラウンドゴルフ場も、この３年程、微減傾向になっております。
サッカ ー場につ きまし ては増加 傾向にあ りました が、施設 のほとん どが河 川敷にある
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ため、豪 雨災害な どがあ った平成 ２９年度 と平成３ ０年度の 平均は約 １万６ 千人と、や
や伸び悩みの傾向にございます。
しかし ながら、 本市の 人口が減 少時代に 入ってい ることを 考慮しま すと、 大きな利用
者減には至っていないものと捉えてございます。
また、 新しい施 設の計 画につき ましては 、現在、 大曲武道 館の改築 工事が 予定どおり
に進んで いるほか 、昨年 ６月の市 議会定例 会で請願 が採択さ れました 多目的 人工芝グラ
ウンドにつきましても、複合施設として広く活用が図られるスポーツエリアとなるよう、
災害等の心配が少ない候補地の選定について現在検討しているところであります。
現施設 の修理・ 修繕や 改修につ きまして は、市の 総合計画 や公共施 設等総 合管理計画
に基づき まして、 仙北地 域テニス コートの 人工芝化 などの早 期実現を 図ると ともに、計
画的な補 修整備を 行いま して、長 寿命化を 図るもの 、または 統廃合を 検討す るべきもの
に分けまして、適切で効率的な施設管理と維持に努めてまいります。
次に、 スペシャ ルオリ ンピック スなど、 障がい者 のスポー ツ活動に 対する 具体策につ
いてです が、スペ シャル オリンピ ックスと は、知的 発達障害 のある人 の自立 や社会参加
を目的と して、日 常的な スポーツ プログラ ムや成果 の発表の 場として の競技 会を提供す
るスポーツ組織であります。
本市で は、平成 ２７年 ７月にス ペシャル オリンピ ックス日 本・秋田 大仙支 部が設立さ
れまして 、知的障 がい者 とその家 族、ボラ ンティア コーチで 組織し、 スポー ツプログラ
ムとして フライン グディ スクや卓 球、バス ケットボ ールの３ 種目につ いて活 動を行って
いるところであります。
第３次計画では、知的障がい者の活動も含めまして、広報やホームページ等で紹介し、
広く地域や社会の関心、理解が得られるよう、支援するものであります。
市とい たしまし ては、 今後とも 活動施設 の使用料 の免除に 加え、プ ログラ ムに合わせ
ました施設の確保などの支援に取り組んでまいります。
次に、 市内の障 がい者 スポーツ 団体と障 がい者ス ポーツ人 口につき まして 、現在、秋
田県障害 者スポー ツ協会 に競技団 体として 登録され ているの は１０団 体あり ますが、そ
のほとん どが秋田 市内の 施設を拠 点に活動 しており 、大仙市 を拠点と する競 技団体はあ
りませんでした。
競技人 口につい ては、 秋田県障 害者スポ ーツ協会 の登録１ ０団体の うち４ 団体に、大
仙市からは現在１３名が登録して活動してございます。
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なお、全国規模のスポーツ大会で好成績を収められた方に贈られる大仙市スポーツ賞、
栄光賞の昨年度の受賞者８名のうち４名が障がい者アスリートでありました。
このほ か、市内 におい て障がい 者スポー ツに親し んでいる 人口とし ては、 市が大仙市
身体障害 者福祉協 会に委 託して実 施してご ざいます 身体障が い者を対 象とい たしました
サウンド テーブル テニス 大会、グ ラウンド ゴルフ大 会のほか 、卓球・ バレー やフライン
グディスクなどの軽スポーツ教室の参加者が昨年度、延べ６８人でありました。
知的障 がい者に ついて は、スペ シャルオ リンピッ クス秋田 大仙支部 が主催 するスポー
ツイベン トプログ ラムと して、卓 球、フラ イングデ ィスク及 びバスケ ットボ ールが行わ
れており まして、 昨年度 はそれぞ れ９回開 催され、 全体とし て延べ３ ０３人 が参加して
ございます。
精神障 がい者に ついて は、市が ＮＰＯ法 人大曲ふ れあい会 に委託し ている 地域活動支
援センタ ー事業の 中で、 週１回、 バレーボ ール、卓 球、バド ミントン などを 行っており
まして、昨年度は延べ１６１人が参加してございます。
なお、 障がい者 スポー ツに対す る支援に つきまし ては、先 程も若干 触れま したが、体
育館等の 施設使用 料免除 のほか、 聴覚障が い者のた めの手話 通訳者や 大会運 営スタッフ
を派遣するなどの支援を行っております。
今後も 、障がい 者の積 極的なス ポーツヘ の参加を 通しまし て、社会 参加や 交流を促進
してまいります。
以上でございます。
○議長（高橋幸晴）

再質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

佐藤隆盛君。

○４番（佐藤隆盛）

まず、いろいろ説明いただきまして分かりましたけれども、実は私、

なぜこの ことを取 り上げ たかと申 しますと 、何年か 前にあり ましたけ れども 、県で国体
のときに は、開催 のとき はいいん だけれど も、ほか のときは 全然駄目 だと、 低迷してい
るということで、スポーツ立県あきたを作ったというふうに、それを作った後にですね、
ネットで 見ました ら、こ の決議っ て宣言、 佐竹知事 が作った 後の方に ６項目 を掲げて、
私はこれ について 強く、 早くいえ ば頑張り ますと、 このよう に進めて いきま すと言って
おったの を見てで すね、 今、たま たま、た またまと いうんで すか、３ １年の 老松市政で
作ったわ けであり ますけ れども、 そういう 思いで、 市長はど ういう思 いでで すね、おる
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のかということで、まず冒頭に聞いたところでございます。
それから、まず一つですけれども、先程申しましたけれども、スポーツをやる人は
やっぱり 施設準備 、これ は私方も そうなん ですけれ ども、私 も週一、 ラージ ボールやっ
ているんですけども、やっぱりあれを壊れたとかっていえば、すぐ直してもらいたい
もんだと か、数の 問題も あるしと いうよう な、やっ ぱり要望 あるわけ なんで す。ですか
ら私はね 、そうい うとき は、そん なに金も 掛かるわ けじゃな いですか ら、な るべく早く
修繕をしていただきたいものだなというふうに思ってです。
それか ら、こう いうこ とないか あるか分 かりませ んけれど も、私、 常に気 にかけてお
るんです けれども 、書面 でも、そ れから口 頭でも、 ここのど こをどう してく ださいとか
いったと きに、当 然職員 に言いま すけれど も、最後 にはすぐ 回答出て こない 。だから、
そして金 がないか らちょ っと後に なるとか 。私はで すね、そ ういうこ とがま ずないよう
に、ですからそういう要望、例えば今、新築じゃないですけれども、修繕要望などが
あったと きは、や っぱり その係と ですね、 財政も含 んで、実 際はその 場所を 見なきゃな
らないと 思うんで すよ。 そして、 その要望 したとき には、い つならい つでき るんだと、
いつまで 待ってく ださい というこ とを、こ のシステ ムという か、そう いう体 制をしっか
りしてもっていただきたいなというふうに思います。
いずれ 仙北、私 ちょっ と出まし たが、テ ニスコー トが仙北 出ました 。これ も聞こうと
しておりましたけれども、確かに「ふれ文」にあるテニスコートですけれども、ごみが、
風吹くと ごみ飛ん で近隣 に迷惑か けると、 いろいろ なちょっ と不備も あるよ うですし、
何とかし てくれな いと要 望出した ように聞 いており ましたか ら、その ことを ですね、先
程聞きまして分かりましたけれども、そういうこともそうです。
それか らもう一 つはで すね、新 築のその 、今、サ ッカーと か、今そ れ検討 しておるよ
うですけ れども、 ただ、 場所の方 はどこだ か分かり ませんけ れども、 今の答 弁聞いてで
すね、私 はちょっ とあれ ですけど も、趣味 、里山登 山でよく 大平山に 登るん ですよ。そ
してそこ から見れ ばです ね、やっ ぱりそう いうサッ カー場、 ほかから も効果 的なことを
考えればですね、ふれあい地域がふれあい体育館設備があってね、非常に駅から降りて、
そして東 へ真っす ぐ行っ て、そし て他市町 村方とか 県が来る ときにで すね、 非常に便利
ふかん

のいいと ころだと いうふ うに思っ て、常々 大平山に 登って俯 瞰して見 るとそ ういう気持
ちでおりますので、それを検討していただきたいもんだなというふうに思います。
それから、私、なぜ障がい者のことを触れたかといいますと、毎回のように、毎年か、
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今、パラリンピックで報道、いろいろなアスリートとか放送、放映されておりますので、
そういう ことでで すね、 大仙市の 障がい者 はどのよ うになっ ているの かなと いうことで
お尋ねしたところでございます。
今いろ いろ答弁 されま したけれ ども、大 体数字い ろいろ言 われまし たが、 思ったより
いるんだ なと、よ くやっ ているん だなと。 まず私で すね、県 の大会、 この８ 月２４日の
日に県にスポーツ、７００人ぐらいの規模でですね、全県大会を行ったようであります。
それにつ いてどの ように 大仙市か ら行った か分かり ませんけ れども、 その大 会がバレー
とですね 、卓球と 何だか だったん ですよ。 それに参 加してお るのかな という ことですけ
れども、 そしてそ のため にふれあ い体育館 では２０ 人程度で したけれ ども毎 週水曜日、
５月から ８月２１ 日頃ま でに借り て練習し ておりま した。で すから、 そうい うこともし
てですね、やっておるんだということで、それへの参加するためなのかなということで、
この点で 分かった らです ね、８月 ２４日の 日に、今 の８月２ ４日です けれど も、やって
おるよう でありま すから 、もしあ れだった ら参加し ておった のかなか ったぐ らいはです
ね、教えていただきたいものだなと思います。
それか ら、最後 に一つ ですけれ ども、秋 田県では 障がい者 へのです ね、理 解を促進及
び差別解 消の推進 に関す る条例を 、この４ 月１日に ですね、 施行され ており ます。この
障がい者 に対して 。その 中に、障 がい者を 理由とす る差別の 解消に関 する基 本的施策が
あって、 文化芸術 、スポ ーツ、レ クリエー ション活 動などに 参加する 機会の 確保とあり
ました。 そういう ことか らしてで すね、市 でもサポ ート対策 を強化し てです ね、より多
くの障がい者のスポーツ参加できる環境を、やっぱり施設を整えてもらいたいもんだと、
整えるべきではないかなというふうに思うものであります。
そしてもう一つはですね、やっぱり大仙市では４，７００人の身体障がい者手帳を
持ってい るわけで ありま して、そ のうちの 二千何ぼ がですね 、身体等 の、手 足の不自由
な人方に なってお ります 。そうい うことか らしてで すね、今 のふれあ い体育 館は障がい
者用のト イレは対 応され ておりま したけれ ども、い ろいろ今 は災害が 多いわ けでありま
す。そう いうとき に、災 害のとき にですね 、そうい う体育館 とか古し い体育 館にもです
ね、やっ ぱりそう いうこ とを考慮 すれば、 身体障が い者トイ レ、対応 するト イレもです
ね、見直していくべきではないかなということをですね、要望するわけであります。
今、と りとめな く話し ましたけ れども、 その点に ついてど うだか、 返答で すか、お答
えといいますか、考えをお聞かせ願いたいと思います。
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○議長（高橋幸晴）

再質問に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行）

佐藤隆盛議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

まず、 スポーツ の持つ 大きな力 と、先程 最初にお 話ありま した今回 、仙北 中学校の大
活躍とい いますか 、地域 が本当に 勇気と元 気をもら って感動 も受けた という ことであり
ますけれ ども、そ うした スポーツ の大きな 力という のは私も 感じてお ります 。そうした
スポーツ によるま ちづく りといい ますか、 是非進め ていきた いという ふうに 思っており
ます。
今回、 決意とい う言葉 ありまし たけれど も、残念 ながら１ 次、２次 のこの スポーツ振
興計画の 中で週１ 回以上 スポーツ をやる方 という、 何かアン ケートを 取りま すと、ほぼ
変わって いないと 。残念 ながらス ポーツを 楽しむと いいます か、スポ ーツを される方が
全然まず 増えてい ない、 横ばいだ というこ とが結果 出ている ようです ので、 何とかこの
スポーツ 、第３次 大仙市 スポーツ 推進計画 では、そ うした基 本的なと ころを ですね、皆
さんがス ポーツで 、スポ ーツ一生 健康と、 まさにそ れを実現 できるよ うに取 り組んでい
ければというふうに思っております。
施設整 備の関係 でした けれども 、いろい ろご指摘 ありまし た。今、 多目的 人工芝グラ
ウンドに つきまし ては、 今、場所 のね、検 討、委員 の皆さん に進めて いただ いておりま
すので、それを尊重してまいりたいというふうに考えております。
それか ら、テニ スコー ト、仙北 ふれあい 公園のテ ニスコー トにつき まして は、唯一土
のね、コ ートだと いうこ とで、早 急に対応 しなけれ ばいけな いという ふうに 認識は持っ
ております。
それか ら、もう 一つ、 大曲武道 館、今、 建て替え 中ですけ れども、 その際 に議論にな
りました 仙北地域 の武道 館といい ますか、 剣道場と 柔道場が あるわけ ですけ ども、これ
もあのと きに一緒 になっ て議論し た、どこ に建てる かという のが中心 だった わけですけ
れども、 そうした 関係で 取りざた した経緯 がありま すので、 それにつ いても しっかりし
た考え方 をもって いかな いといけ ないなと いうふう に思って おります 。大曲 武道館を建
て替えすればそれでいいんだということではないというふうに思っております。
それか ら、要望 関係に つきまし ては、多 くの要望 があると 。それか ら、財 政事情も、
今まだま だ厳しい 状況が 続くとい うことで 、やはり 緊急性と かそうし た優先 順位を決め
てですね 、対応せ ざるを 得ないと いうこと なので、 何とぞご 理解をい ただき たいという
ふうに思います。
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それか ら、いろ いろな 障がいの ある方に 対するス ポーツ、 今、パラ リンピ ックももう
すぐある というこ とで大 変注目さ れている ところで あります ので、市 として もそうした
障がいの ある方の スポー ツの振興 といいま すか、一 生懸命支 援してい きたい というふう
に考えて おります し、ま た今、さ らには様 々な分野 で障がい の方が生 活しや すい、活躍
しやすい ようなそ ういう 環境づく り、トイ レの話も ありまし たけれど も、そ うした環境
整備とい いますか ね、バ リアフリ ーとかに ついては ある程度 取り組ん できた ところであ
りますけ ど、さら に一歩 進んだそ うした取 り組みも 今後検討 して取り 組んで まいりたい
というふうに考えております。
○議長（高橋幸晴）

再々質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

佐藤隆盛君。

○４番 （佐藤隆 盛）

教 育長に お尋ねし ます。先 程、私、 冒頭にお 話しまし たけれども、

この小規 模校であ る仙北 中学校が 、このよ うに活躍 されてど んどんい ったと 。この前の
仙北中学 校の報告 会のと きは、確 か「ＢＩ Ｇ」、Ｂ はバラン ス、ちょ っとＩ はわかりま
せんです けども、 Ｇはガ ッツとい うような ３項目で 頑張った といいま したけ れども、こ
の一番の ですね、 私、冒 頭に申し ましたけ れども、 この成績 について 分析、 私にはです
ね、一口 に申し上 げる力 はありま せんと申 しました 。教育長 はこの原 動力と いうものを
ですね、 何なのか と、何 と考えて いるか、 ここまで 快進撃の 原動力を ですね 、どう考え
ておるとか、このことをひとつお尋ねし、私の質問を終わります。
○議長（高橋幸晴）
○教育長（吉川正一）

吉川教育長。
佐藤議員の再々質問にお答え申し上げます。

本当に うれしい 限りで ありまし た。仙北 中学校の みならず ですね、 大曲中 学校もそう
なんだけ れども、 野球の 方では豊 成中学校 が合同で ですね、 それから 南外中 学校も全県
出場しております。いわゆる小規模校がですね、大活躍しております。
野球に 限らずで すね、 ほかのス ポーツも いえると 思うんで すが、ま ず一つ は、いろん
な 、 い わ ゆ る ス ポ 少 段 階 、 小 学 校 か ら の で す ね 、 ス ポ ー ツ 少 年 団 で す ご い 活 躍 し て、
しっかり と監督に 指導し てもらっ てきた。 それが中 学校でも 、それを 伸ばし てもらった
というの もござい ます。 それから 、特に野 球に関し ましては ですね、 毎年、 大曲仙北の
選抜した 選手を全 国大会 へ出場し ている。 これで、 全部の子 どもたち が参加 するわけで
はないん ですが、 各校の 代表の子 どもたち がこれに 出まして 、全国レ ベルの ですね、プ

- 65 -

レーを勉強する。それから監督方も非常に良い刺激になっております。やっぱりそう
いった積 み重ねが ね、小 学校段階 、そして 中学校で のそうい った活動 を通し てですね、
子どもたちにそういった力をつけてきたんじゃないかなと、こう思っております。
以上です。
○議長 （高橋幸 晴）

一 般質問 の途中で すが、こ の際、昼 食のため 暫時休憩 いたします。

午後１時に再開いたします。修正いたします。１時１５分に再開いたします。
午後

０時１５分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午後
○議長（高橋幸晴）

１時１４分

再

開

休憩前に引き続き、会議を開きます。

一般質問を続けます。
次に、２番の項目について質問を許します。佐藤隆盛君。
○４番（佐藤隆盛）

任意団体と市の関わり方について質問いたします。

当市が 行ってい る任意 団体と市 の関わり 方及び市 が担って いる任意 団体の 事務局業務
について でありま すが、 市が単独 で行う事 業でなく 、関係す る団体や 企業、 市民など、
協働で事 業を行う 場合に は、複数 の関係者 が加盟す る任意団 体を結成 、また 、市が事務
局となることで中心的な役割を果たしながら事業を進めているように思います。
このような団体は様々なものがあると思いますが、名称が「○○実行委員会」、また、
「○○協 会」「○ ○協議 会」「○ ○委員会 」といっ たものが 該当する かと思 います。ま
た行政目 的でなく 、もと もとあっ た団体の 運営が難 しくなり 、市が事 務局を 担うことに
なったと いう場合 もある かと思い ます。経 緯はいろ いろある かと思い ますが 、市が事務
局となる というこ とは、 これらの 任意団体 において 、活動の 企画立案 をはじ め、団体が
行う各種 事業の準 備、執 行、団体 総会の資 料作成、 団体予算 の収支管 理や通 知の連絡な
どに至る までのほ とんど の事務を 市が担う ことにな るわけで あります し、こ のような任
意団体に関する業務をもう一度見直すべきではないでしょうか。
そこで 質問いた します が、市が 事務局と なる任意 団体はど の程度あ るのか 。また、団
体業務に携わる職員の年間業務量はどの程度か、状況についてお知らせください。
それか ら、市か ら団体 への人的 支援を人 件費べー スで見る と相当な 財政支 援を行って
いること になり、 また、 本来業務 を圧迫す るほど業 務量も過 大になっ ている のではない
ひっぱく

かと考え られます 。任意 団体事業 について は逼迫す る市の財 政状況と 職員数 の減少を踏
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まえると 、平成２ ９年度 に起きた 団体会計 の不正支 出の再発 防止とい った観 点からも、
過剰な事 務局業務 の整理 が必要と 考えられ ます。今 後も任意 団体につ いて、 どのように
関わっていく方針なのか、見解をお伺いいたします。
任意団 体への人 的支援 について は、福井 市では「 団体事務 改善の方 向性」 や青森市の
ように「 団体事務 局の見 直しに関 する基本 方針」を 掲げてい るように 、他市 町村でも見
直し方針 を作成す る事例 が見られ ます。担 当課や担 当者任せ にするの ではな く、当市に
おいても 全庁的な 見直し 方針や業 務協力に 関する管 理規定を 作成する べきと 思います。
また、団 体業務の 検証が 行われた 場合は、 報告を望 むもので あります が、考 えをお聞か
せください。
以上です。
○議長（高橋幸晴）

２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）

登壇】

質問の任意団体と市の関わり方についてお答え申し上げます。

はじめ に、市が 事務局 となって いる任意 団体の数 は、それ ぞれ目的 は異な っておりま
すが、現 在３５９ 団体と なってお ります。 この団体 の業務に 携わって いる職 員の業務量
は、少な いもので 年３時 間程度か ら多いも ので１， ６００時 間程度、 合計し ますと年間
約６万２ 千時間、 日数に しますと 約８，１ ００日分 に相当し 、多大な 業務量 となってお
ります。
次に、 今後の任 意団体 事業に対 する市の 関わり方 について でありま すが、 団体の多く
は、活動 の促進や 会員の 育成等を 図る目的 により市 が事務局 となって いるも ので、活動
の企画立 案をはじ め総会 などの運 営、予算 の収支管 理にいた るまでの 事務を 市の職員が
担っているものがほとんどでございます。
これま でも業務 量の縮 減と事務 の透明性 の観点か ら、出納 管理につ いて市 職員以外の
会員にお 願いする など見 直しを行 ってまい りました が、残念 ながら思 うよう な業務量の
縮減には結び付いていない現状となっております。
任意団 体は、そ の団体 が持つ人 的資源や ノウハウ 、ネット ワークな どを生 かした自主
的かつ自 立的な活 動が望 まれるこ とから、 今後は現 状を見極 めながら 、本来 の団体の能
力が発揮 できるよ う、自 主運営を 目指した 事務局の 移管や市 民との協 働の観 点による事
務局の役 割分担に ついて 、積極的 に団体内 で協議し ていただ くなど、 これま で以上の見
直しを強力に進めてまいります。
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次に、 全市的な 見直し 方針や管 理規定の 作成と検 証につい てであり ますが 、議員ご指
摘のとお り、今後 、任意 団体との 関わりに ついては 、検証を 実施した 上で見 直しを進め
る必要が あると考 えてお ります。 団体の自 主的かつ 自立的な 活動を進 めるこ とにより、
市職員の 本来の職 務に専 念できる 環境が築 かれ、市 民に対す る充実し たサー ビスの提供
が図られることから、見直しに関する方針を今年度中に定めてまいります。
方針策 定後にお いては 、市が団 体の事務 局業務を 継続して いくこと が必要 かつ適正で
あるのか をしっか りと見 極め、必 要性が低 い団体に ついては 、来年度 より自 立に向けた
取り組み を丁寧に 説明し 、理解を 得た上で 段階的に 事務局の 移行と団 体の自 立育成を進
めてまいりたいと考えております。
以上です。
【西山副市長
○議長（高橋幸晴）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

佐藤隆盛君。

○４番 （佐藤隆 盛）

な ぜ私は この質問 を取り上 げたかと 申します と、実は ある職員の人

方と、職 員もおる 中で、 職員がで すね、事 業者主に 何とか協 賛金とい います か、協力願
うというようなことをいっておりました。何で市の職員、その何ていう、協賛金ですか、
これをもらうのよと。私は主催がまず実行委員会であれば、そっちの人方がやってる
もんだと いうふう に思っ ておりま した。そ ういうこ とからし て、「そ うすれ ば、おめが
だ、へばせ、そのものに領収書やってるのか」ったら、「領収書出してる」と。そして、
「金は」 ったら、 「金は うん、管 理してる 」と。実 行委員会 の方は何 やって るのよと、
○○実行 委員会で 例えば 事業、例 えば夏祭 りもそう ですけれ ども、そ ういう ごど、そこ
でおがし んでねが なと思 って、じ ゃあ何時 間ぐれや ってるの かという こと聞 いて、それ
で今回取 り上げた とこで ございま す。いろ いろ聞く とこによ ると、や っぱり 、へば本来
の業務は 何となっ てると かという ことにお のずとな りまして 、そして やっぱ り自分もで
すね、よ く分から なかっ たからで すね、取 り上げた ところで ございま す。そ して、もし
例えば夏 祭りの件 であり ますけれ ども、前 の支所長 やった経 験の人さ 聞いた らですね、
例えばで すよ、お 祭りの やる予算 があるわ けで、市 から補助 あると。 補助下 がればです
ね、やっ ぱりある 程度協 賛金をも らうにあ がねば、 なぜかと いうとお 祭りの 質下げない
ように頑 張らなけ ればだ めだよな というよ うな思い もあった ようであ ります 。ですから
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ですね、 私はこう いうも のをいろ いろ総合 的に今、 答弁いた だきまし たけれ ども、やは
り福井市 とか青森 市のよ うな、こ の何とい いますか 、先程申 しました ように ですね、や
るようですけども、早急にこういう規定を作るべきだということで申し上げたくですね、
質問した ところで ござい ます。せ っかくで あります から、答 弁ありま したら お願いいた
します。
○議長（高橋幸晴）

再質問に対する答弁を求めます。西山副市長。

○副市長（西山光博）

佐藤議員の再質問に答弁したいと思います。

先程そ の協賛金 のお話 がありま したけど も、確か にそうい う事例が あった というよう
なことで はちょっ と聞い ておりま す。ただ 、その場 合もです ね、委員 会の方 の、実行委
員の方の体調不良であったりとか、何かそういった特別な事情があったかと思いますが、
ただ、そ れにして もです ね、やは りそうい う場合に 市の職員 が携わる という のは、あま
り適切で はないの かなと いうふう に私たち 思ってお りまして 、先程の 答弁も ありました
ように、 しっかり とした ですね、 その団体 との関わ り方に関 しての基 本方針 、また、自
立・自主 的な活動 に備え てですね 、やって いただけ るように ですね、 しっか りと説明、
丁寧に説 明してで すね、 今後も、 今後とい うか、今 後しっか りやって いきた いというふ
うに考えております。
以上です。
○議長（高橋幸晴）

再々質問ありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

これにて４番佐藤隆盛君の質問を終わります。
【４番

○議長（高橋幸晴）

佐藤隆盛議員

降壇】

次に、６番秩父博樹君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

秩父博樹君。
【６番

秩父博樹議員

登壇】

○議長（高橋幸晴）

１番の項目について質問を許します。

○６番 （秩父博 樹）

公 明党の 秩父博樹 です。今 日最後の 登壇にな ります。 よろしくお願

いいたします。
２項目 通告させ ていた だいてお ります。 通告に従 いまして 質問させ ていた だきますの
で、よろしくお願いいたします。
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まずは じめに、 建設業 の働き方 改革につ ながる公 共工事の 平準化に ついて お伺いいた
します。
自治体 が発注す る公共 工事は、 その性質 上、どう しても特 定の時期 に集中 しがちな傾
向があり ますが、 特定の 時期に偏 ることが ないよう 、でき得 る限り年 間を通 した平準化
が求められます。
自治体 は一般に 、前年 度末に予 算が成立 してから 公共工事 の詳細設 計や費 用の見積も
り、入札などの契約作業に入るため、特定の時期にピークを迎える場合が多くなります。
国土交 通省の調 査によ ると、２ ０１７年 度の公共 工事を金 額ベース で見た 場合、最多
となった １２月が 最少だ った５月 の１．５ 倍を超え ておりま す。２０ １４年 度の１．８
倍と比較 すると縮 小傾向 にあるも のの、依 然として 大きな差 があり、 工事の 集中によっ
て多岐に わたる弊 害が生 じている 現状があ ります。 機材や人 手の不足 による 工期の遅れ
や短縮は 、長時間 労働を 招きかね ず、現場 の安全確 保にも支 障を来す 恐れが あり、工事
の集中に 伴う市民 生活へ の影響も あります 。さらな る公共工 事の施工 時期の 平準化を目
指し、複 数年契約 による 発注や柔 軟な工期 の設定、 見積もり の前倒し を推進 していく必
要があります。
当市の ような積 雪のあ る地域な ど、年末 や年度末 にかけて の工事が 難しい 地域がある
ことも考えれば、多様な手だてが必要であることは言うまでもありません。
先駆的 な自治体 の事例 としては 、例えば 静岡県は 、１６年 度から道 路の維 持管理につ
いて、契 約期間を ７月か ら翌年６ 月末まで と年度を またぐ形 に変更し 、発注 時期の平準
化を進めているようです。
目標の 設定も有 効と考 えます。 埼玉県で は１８年 度、閑散 期である ４月か ら６月の工
事稼働数 を年平均 の９０ パーセン ト以上と する目標 を掲げ、 併せて複 数年契 約による発
注などにも取り組んでいるようです。
当市が 、大仙市 が発注 した公共 工事にお いて、前 年度、平 成３０年 度です が、入札状
況を確認 しますと 、第１ 四半期が ４９件、 第２四半 期が８５ 件、第３ 四半期 が３３件、
第４四半 期が１６ 件と、 国交省の 調査結果 とは偏り 方が違う ようです が、ば らつきがあ
るのは否 めません 。冬季 に発生す る除雪作 業に配慮 した発注 なのかも しれま せんが、も
う少し施工時期の平準化を図るべきではないでしょうか。
そこで １点目で すが、 地球温暖 化が起因 と思われ る自然災 害が増加 傾向に ある昨今、
日常の生活に欠かせないインフラ復旧の要である建設業の働き方改革が喫緊の課題と
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なってい る現状を 鑑み、 先進地域 の取り組 みの効果 の分析や 調査を進 めなが ら、公共工
事の平準化に取り組む必要があると考えますが、ご所見をお伺いいたします。
２点目 ですが、 公共工 事の平準 化を進め るに当た っては、 市が発注 する工 事のみなら
ず、県及 び国が発 注する 工事件数 や規模も 同時に勘 案しなが ら進めて いく必 要がありま
す。県及 び国との 問題意 識の共有 について 、これま でどのよ うな形で 情報共 有及び意見
交換を図 ってきた のか、 また、今 後は、建 設業の働 き方改革 を前に進 めるた めにも、問
題意識の 共有をさ らに深 め、公共 工事の平 準化を図 る必要が あると考 えます が、ご所見
をお伺いいたします。
一つ目は以上です。
○議長（高橋幸晴）

１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】

秩父博樹議員のご質問にお答えを申し上げます。

質問の 公共工事 の平準 化につい てであり ますが、 はじめに 、平準化 の取り 組みの必要
性につき ましては 、年間 を通じた 切れ目の ない公共 工事の発 注が地域 の担い 手となる建
設業者の 経営の効 率化及 び安定化 、公共工 事の品質 確保を図 る上で重 要であ ると認識を
しております。
今年６ 月に改正 されま した「公 共工事の 品質確保 の促進に 関する法 律」い わゆる改正
品確法に おいても 、工事 完成時期 の年度末 への集中 を避ける ため、発 注・施 工時期など
の平準化が求められているところであります。
また、 国におき まして は、平準 化の取り 組み事例 を「さし すせそ」 として 公表してお
ります。これは、「（さ）が債務負担行為の活用」「（し）が柔軟な工期の設定」
「（す） が速やか な繰越 手続」「 （せ）が 積算の前 倒し」「 （そ）が 早期執 行のための
目標設定 」により 、発注 時期及び 工期末が 一時的に 集中しな いように 年間を 通じた分散
化を図る取り組みでございます。
本市においては、道路舗装の修繕等に債務負担行為を活用するとともに、工事の設計、
積算を前倒しすることにより早期発注に努めるなどの取り組みを進めております。
平成３０年度における大仙市の建設工事の入札では、９月までの上半期におきまして、
件数にお いて年間 の７３ パーセン ト、金額 において 年間の８ ４パーセ ントを 発注してお
ります。 これは、 冬期間 は除雪作 業がある ことに加 え、冬期 の現場管 理の難 しさや工事
費の掛か り増しな ど、本 市の実情 に鑑みた ものであ り、全国 一律では ない自 治体それぞ
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れの地域の実情を踏まえることも重要であるのではないかというふうに思っております。
このよ うなこと から、 今後とも 、工事の 規模や地 域の実情 、自然条 件、週 休二日の確
保などに よる不稼 働日を 踏まえた 適切な工 期の設定 に努めな がら、公 共工事 の平準化に
取り組んでまいりたいと考えております。
次に、 県及び国 との問 題意識の 共有につ きまして は、国、 特殊法人 及び地 方公共団体
などの各 発注者が 公共工 事の品質 確保の促 進に向け た取り組 みなどに ついて 、情報交換
を行うな どの連携 を図り 、発注者 間の協力 体制を強 化する目 的として 「東北 地方発注者
協議会」 が設置さ れてお ります。 同協議会 の下部組 織として 、秋田県 及び各 市町村を会
員とする「秋田県発注者協議会」があり、情報共有の場が毎年設けられております。
先般開 催されま した会 議では、 「新・担 い手３法 」の説明 及び発注 の平準 化を含めた
働き方改革への対応等の情報提供があったところでございます。
今後は、国において改正品確法に基づく発注関係事務の適用に関する指針が改正され、
来年度か らこれに 基づく 発注事務 が開始さ れること から、県 や他市の 状況等 も注視しな
がら公共工事の平準化に取り組んでまいります。
また、 市では、 毎年、 国土交通 省及び仙 北地域振 興局建設 部との関 連事業 調整会議を
それぞれ 開催して おりま す。これ らの場を 活用して 、国・県 発注工事 の進捗 状況等の把
握と意見 交換を行 ってい るほか、 市内建設 業者との 意見交換 も開催し ており ます。発注
者、受注 者の相互 理解と 協力を深 めながら 、建設業 の働き方 改革を前 に進め るよう努め
てまいります。
以上であります。
【佐藤副市長
○議長（高橋幸晴）

降壇】

再質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

秩父博樹君。

○６番 （秩父博 樹）

あ りがと うござい ます。今 、副市長 の答弁に ありまし たように、自

然条件、 また、そ の地域 の特性に 合わせた 発注の状 況がまず 大事であ るとい うことで、
大仙市に 照らし合 わせる と、年間 の工事件 数等の四 半期一定 よりも前 半に集 中してやる
のが、こ この雪国 という ことで、 ここの場 所には形 態として は合って いると いう、まず
そういう ご答弁と いうふ うに推察 しました 。除雪も ある地域 ですので 、そこ はそうだな
というふうに理解はしました。
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一方で、先程３０年度のばらつき、お伝えさせていただいたんですけど、その前の年、
２９年度 を見ます と、今 度は逆に 年間四半 期が全体 がまんべ んなくな ってい るという、
その年は ７月・８ 月の豪 雨ありま したので 、おそら くまずそ の対応が 非常に 主だったの
かなとい うふうに も思い ます。建 設業とい うのは、 やっぱり そういう 自然災 害に対して
対応しな ければな らない という状 況があり ます。理 想は前半 に重きを おいて 、冬期は除
雪の方に 重きをお くとい う形が理 想なのか もしれま せんが、 やはりこ の災害 が増えてい
る状況に あって、 どうし てもそう やって冬 期でも行 わなけれ ばならな いとい う状況も、
この先も 出てくる と思う んです。 なので、 そういう 状況も勘 案します と、今 現在あちこ
ちから私 もいろん な情報 いただく んですけ ど、先程 、副市長 言われま したよ うに例えば
東北地方 発注者協 議会で すか、毎 年行われ ていると いう、そ れから、 市内の 建設業者と
の意見交 換も定期 的に行 われてい るという ことで、 それはそ れで進め てきて いると思い
ますし、 これから も進め ていただ きたいと 思います 。ですけ ど、それ でもや っぱりどう
してもこの年度末に忙しい時期が、今も集中してしまっているという現状がありまして、
そこに対 して意見 交換は 行ってい ると思う んですけ ど、まだ 現状がそ んなに 改善されて
いないと いう現場 の現状 がありま す。具体 的にやっ ぱり建設 業の働き 方改革 を進めるた
めには、 やっぱり 意見交 換からも う一歩踏 み込んで 、具体的 にじゃあ どうす るかという
部分を取 り組んで いかな いと進ま ないと思 います。 これに関 しては、 市だけ で取り組ん
でもどう にもなら ない部 分かもし れません が、せっ かくその 意見交換 という 場を年間通
じてもっ ている立 場だと 思います ので、ど うか市内 の建設業 者の現状 をしっ かり、また
伝えなが ら、具体 的にそ の例えば 年度末に しっかり と休日は 休めるよ うな体 制になれれ
ばいいか なという ふうに 思います 。そうじ ゃないと 、ただで さえ今、 労働力 不足が言わ
れている 中で、や はりそ こを実際 、環境を 、建設業 の環境を 整えてい かない と、またな
り手不足 にまた拍 車がか かってい くと思い ますので 、その辺 、今まで 以上に 具体的にど
のように 取り組ん でいく かという 部分をお 伝えいた だければ と思いま す。よ ろしくお願
いいたします。
○議長（高橋幸晴）
○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。
再質問にお答え申し上げます。

まず、 発注の平 準化に つきまし ては、様 々な手法 がありま すので、 債務負 担行為、繰
り越し事業、それから複数年にわたる契約行為ということも考えられますので、そう
いった手 法をどん どん活 用しなが ら、これ からも発 注平準に は努めて まいり たいと思い

- 73 -

ます。
それか ら、働き 方改革 の関係で あります けども、 今年ので すね、７ 月１３ 日土曜日と
８月２４日の土曜日、二日間でありましたけども、大仙市が発注している当時の発注
１１８カ 所ありま したけ ども、こ の事業に 対しまし て土曜日 でありま したの で「週休二
日制の普 及促進デ ー」と いうこと で、そう いったこ とも今年 は試行的 にやら せていただ
きました ので、こ ういっ たことを また来年 以降もで すね、や りながら 、建設 事業に従事
する皆さ んの働き やすい 環境をつ くってい けるよう 努めてま いりたい と思い ますので、
よろしくお願いを申し上げます。
○議長（高橋幸晴）

再々質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

秩父博樹君。

○６番 （秩父博 樹）

市 として も実際そ の週休二 日という 部分で取 り組んだ ということで

すので、 実際、結 果踏ま えて、市 内の業者 の皆さん からどう だったと いう意 見、しっか
り伺って いただい て、今 後、もう 一歩前進 した取り 組みを進 めていた 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（高橋幸晴）

次に、２番の項目について質問を許します。

○６番（秩父博樹）

それでは、二つ目の質問をさせていただきます。

二つ目は、食品ロス削減に対する意識の向上についてお伺いいたします。
この問 題につき まして は、２０ １６年度 から昨年 まで、過 去４回程 取り上 げさせてい
ただいて おります が、こ の間、こ の問題を 重要視す る声も以 前より大 分高ま ってきたと
感じてお ります。 いよい よ本年５ 月２４日 には「食 品ロス削 減推進法 」が成 立したこと
からも、 当市とし ての取 り組みに 、これま で以上に 本腰を入 れていく 必要が あるという
ふうに考えることから、再度取り上げさせていただきます。
「食品 ロス削減 推進法 」の前文 には、食 品ロスの 削減は、 食料の多 くを輸 入に依存す
し んし

る日本が 真摯に取 り組む べき課題 であると 明記され ており、 国や自治 体、事 業者、消費
者などの 多様な主 体が連 携し、国 民運動と して推進 するため に法律を 制定す るというふ
うに宣言されております。
また、 食品ロス の削減 の定義を 「まだ食 べること ができる 食品が廃 棄され ないように
するため の社会的 な取り 組み」と 定め、国 、自治体 、事業者 の責務や 消費者 の役割が明
記されております。
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今後、 大仙市と しての 「食品ロ ス削減推 進計画」 の策定も 必要にな ってく るものとい
うふうに 思われま す。現 在日本で は、これ は以前に もお伝え しました が、年 間６００万
トン以上 の本来は 食べら れるのに 捨てられ ている食 品、いわ ゆる「食 品ロス 」が発生し
ているこ とから、 食品ロ ス削減の 取り組み を推進す ることは 喫緊の課 題です 。この年間
の「食品 ロス」を １人当 たりに換 算すると 、毎日、 茶碗約１ 杯分のご 飯を捨 てている計
算になり 、私たち は多く の食べ物 を輸入し ながら大 量に捨て ていると いうこ とになりま
す。
大切な 食べ物を 無駄な く消費し 、食品ロ スを減ら して、環 境面や家 計面に とってもプ
ラスになるような取り組みが必要であると考えます。
私たち を取り巻 く環境 をグロー バルな視 点から客 観的に考 えると、 例えば 国連ではＳ
ＤＧｓ、 持続可能 な開発 目標です けど、こ れにおき まして、 ２０３０ 年まで に世界全体
の１人当 たり食品 廃棄物 を半減さ せる目標 を採択し ており、 これは各 地で増 加傾向にあ
る自然災 害の要因 でもあ ると思わ れる地球 温暖化の 抑制に寄 与する取 り組み でもあるこ
とからも 、私たち に今求 められて いるのは 、この問 題に対し て「それ ぞれの 地域におい
て具体的にどう行動を起こすのか」ということであるというふうに考えます。
「食べ物を大事に」の精神が大切であることは、今も昔も変わりありません。スー
パーやコ ンビニな どでの 大量仕入 れによる 売れ残り の発生が 大きな問 題とな っている昨
今、売る 側の意識 改革は もちろん 、消費す る側であ る私たち 一人一人 も、こ れまで以上
に”もったいない”の意識を持つことが求められます。以前に提案させていただいた
「食べ切 り協力店 登録制 度の導入 」につい ては、市 内飲食店 や宴会場 を訪問 し、食品ロ
スの現状 や制度導 入等に ついてヒ アリング を行い、 各事業所 からは、 制度導 入について
おおむね好意的な意見をいただいたと伺っております。
そこで １点目で すが、 食べ切り 協力店登 録制度の 導入及び 食品ロス 削減に 対する意識
の向上と 、啓発用 ポスタ ーや店内 で使用で きるアイ テムの作 成につい て、今 年度の取り
組み状況と今後の予定をお伺いいたします。
２点目に提案ですが、店内で使用できるアイテムに、当市のオリジナルドギーバッグ、
これは食 べ残しを 持ち帰 るための 容器です が、これ を作製し 、協力店 に配布 してはいか
がでしょ うか。簡 素な紙 箱などで 十分と思 いますが 、見やす い部分に 食品ロ ス削減の取
り組みを ＰＲする 文言を プリント すること で、利用 者の食品 ロス削減 に対す る意識の向
上が図れ ます。こ うした 取り組み を重ねて いくこと によって 、「食べ 残しを 持ち帰るの
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は、ごく 当たり前 のこと 」という 意識改革 が波及し ていくも のと考え ますが 、ご所見を
お伺いいたします。
２点目以上です。
○議長（高橋幸晴）

２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長 （老松博 行）

秩 父博樹 議員の二 つ目の発 言通告の 食品ロス 削減に対 する意識の向

上に関す る質問に 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（高橋幸晴）

加藤市民部長。

○市民 部長（加 藤博勝）

２点 目の食品 ロス削減 に対する 意識の向 上につい てお答え申し

上げます。
はじめ に、今年 度の取 り組み状 況と今後 の予定に つきまし ては、５ 月２３ 日に開催い
たしまし た「令和 元年度 消費者講 演会」に おいて、 市内婦人 会などの 団体及 び一般市民
などに対 しまして 、料理 研究家の 瀬田川千 秋氏を講 師として お招きい たしま して、キッ
チンからの食品ロス対策についての講演を行っております。
また、 ８月には 花館小 学校４年 生を対象 といたし ました、 ごみに関 する環 境学習の中
で食品ロ スの現状 や身近 にできる 食品ロス の削減の 取り組み を紹介い たしま して意識の
向上を図っております。
今後に つきまし ては、 ５月３１ 日に公布 されまし た「食品 ロスの削 減の推 進に関する
法律」におきまして、食品ロス削減月間として定められました１０月に、市内のスー
パーなど でごみの 減量化 と地球温 暖化防止 を目的と いたしま したＮＯ レジ袋 及び食品ロ
ス削減の推進キャンペーンを行う予定であります。
食べ切 り協力店 登録制 度につき ましては 、年末の 忘年会シ ーズン前 の登録 開始に向け
まして、事業所側の要望を踏まえました啓発用のポスターやアイテム作製を進めまして、
各協力店 の食品ロ ス削減 の取り組 みをホー ムページ に掲載い たしまし てＰＲ を図ってま
いります。
次に、 ドギーバ ッグに つきまし ては、食 品ロス削 減に対す る意識の 向上や 食べ残しを
減らす取 り組みと いたし まして有 効な手段 の一つと 考えられ ますが、 持ち帰 りによる衛
生面のリスクが懸念されるところでございます。
しかしながら、持ち帰りを顧客の希望に応じまして実施している店舗もありますので、
食べ切り 協力店や 全国お いしい食 べきり運 動ネット ワーク協 議会など を通じ まして、持
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ち帰り状況や他の自治体の動向の把握に努めてまいります。
大仙市 といたし まして は、食べ きれる量 の注文や ３０・１ ０運動の 推進、 消費期限・
賞味期限 の正しい 理解に よる買い 物の工夫 など、食 品ロスの 発生抑制 につき まして、飲
食店利用 時のみな らず、 広く市民 へ周知・ 啓発を行 い、食品 ロスを発 生させ ない市民意
識の向上に努めてまいります。
以上でございます。
○議長（高橋幸晴）

再質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

秩父博樹君。

○６番 （秩父博 樹）

ご 答弁あ りがとう ございま す。市民 部長から ご答弁い ただいたの、

今回初めてで、ちょっと早口でちょっと聞き取りが、すいません、申し訳ございません。
多角的 に取り組 んでい かなけれ ばならな い問題だ と思いま す。最初 の質問 で、まず今
年度の取 り組みと 今後の 予定とい うふうに お伺いし ました。 伺ったと ころで すけど、冒
頭申し上 げました ように 、２０１ ６年から 取り上げ させてい ただいて おりま す。自分自
身、正直に、確かにアンケート調査等も行われて、あれ一昨年とかでした、２８年度
だったか な、行っ て、そ の後、ど れぐらい 進んでい くのかな って思っ ていた ところです
けど、途 中で水害 等あっ ていろん な対応に 追われた りして、 なかなか 進める こと、思っ
たように 進めるこ とでき なかった っていう そういう お話も伺 っており ますけ ど、ただ、
昨年の１ ２月だっ たと思 います。 今年度、 食べきり 協力店の 登録制度 やるっ ていうふう
な答弁を いただい たと思 います。 ちょっと 私の記憶 が間違っ てなけれ ば、多 分間違って
ないと思 うんです けど、 まず今の 状況を伺 うと、な かなか年 度内には 難しい 、その次に
なってい くのかな ってい う状況で 、もう少 し足踏み 状態じゃ なくて、 もう少 しスピード
感をもっ てやって いただ ければな というの が正直な 思いです ので、よ ろしく お願いいた
します。
こうい う取り組 み進め ていくこ とで、環 境ですね 、例えば 二酸化炭 素の排 出の抑制と
か、結局 そういう のにつ ながって いく取り 組みの一 つだと思 いますの で、大 仙市でも災
害ありま した。今 、全国 的にもい ろんな災 害多発し ておりま す。そう いうの にブレーキ
かける取 り組みの 一つで あるとい うふうに 思います ので、ど うか、さ っきこ の中で申し
上げたか ちょっと 忘れま したけど 、全体を 考えた上 で今この 場所で何 ができ るのかとい
う部分、 やっぱり その部 分につい てしっか り取り組 んでいく 、具体的 に取り 組んでいく
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やり方の一つではないかなというふうに考えておりますので、スピード感もって取り
組んでい ただきた いと思 いますけ ど、ちょ っとその 辺のとこ ろを、こ れは市 民部長とい
うより市 長ですか ね、そ の辺のと ころを伺 えればと いうふう に思いま すけど 、よろしい
でしょうか。
○議長（高橋幸晴）

再質問に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行）

秩父博樹議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

今、い ろいろご 指摘あ りました けれども 、私も同 感であり まして、 ３０・ １０運動の
推進、一 つとって もです ね、まだ まだ徹底 されてな いという ふうに思 ってお ります。い
ろいろ取 り組んで はおり ますけど 、一つ一 つの取り 組みがま だ成就し ていな いといいま
すか、大きな実績につながっていないという実情だと認識しております。
先程、 法律、食 品ロス 削減推進 法が成立 したとい うことで 、食品ロ ス削減 推進計画の
策定とい うことも 当然市 町村の大 事な仕事 になって くるとい うふうに 思って おりますの
で、その 計画を立 てるこ とも、そ して計画 を実践す ることも 大事なこ の後の 取り組みの
一つだというふうに思っております。
一つ一 つの取り 組みを しっかり と実効あ る形でで きるよう に取り組 んでま いりたいと
いうふうに思います。よろしくお願いします。
○議長（高橋幸晴）

再々質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

秩父博樹君。

○６番 （秩父博 樹）

今 ちょっ と話聞い て、再質 問で一つ 、今、伺 うの忘れ てまして、す

いません 。さっき 提案さ せていた だいた持 ち帰りの 容器にな りますけ ど、何 だ、今、外
国から日本に来られる方がすごく増えてきております。その中で日本の変なところ何
だって、 そういう 質問し たときに 、要は食 堂とかレ ストラン で食べて 残った ものを持ち
帰るって いうその 習慣が ないとい うことに 対して、 今、外国 人の６０ パーセ ントの方が
この国変 じゃない かって 、そうい うふうな アンケー ト調査も あります 。なの で、多分そ
ういうこ とからい うと、 意識改革 になって くると思 うんです 。自分た ちの。 今まで当た
り前だっ たことを 、これ は当たり 前じゃな いという ふうな、 そういう ふうな 形にもって
いかない と、それ こそこ の温暖化 の抑制と いう部分 から考え ると、や はりそ の意識改革
が大事だ と思いま すので 、やはり それをけ ん引する のは、や っぱり各 事業所 ではなくて
自治体だ と思いま すので 、その部 分につい て先程は 市長から お伺いし たので 、今度は市
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民部長か ら最後、 市民部 長の考え をお伺い して終わ りたいと 思います 。よろ しくお願い
ます。
○議長（高橋幸晴）

再々質問に対する答弁を求めます。加藤市民部長。

○市民部長（加藤博勝）

秩父議員の再々質問にお答え申し上げます。

確かに これから の食品 ロス削減 に対しま しては、 市民の意 識改革が 一番必 要かと思い
ます。そ ういうこ とで、 我々自治 体の方も 、これか ら機会あ るごとに 市民の 方にＰＲし
ていきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
○議長（高橋幸晴）

これにて６番秩父博樹君の質問を終わります。
【６番

○議長（高橋幸晴）

秩父博樹議員

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

２時００分

散
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会
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