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午前１０時００分
○議長（高橋幸晴）

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（高橋幸晴）

本日の議事は、議事日程第３号をもって進めます。

○議長（高橋幸晴）

日程第１、本会議第２日に引き続き一般質問を行います。

１１番佐藤文子さん。
（「はい、１１番」と呼ぶ者あり）
○議長（高橋幸晴）

佐藤文子さん。
【１１番

○議長（高橋幸晴）
○１１ 番（佐藤 文子）

佐藤文子議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
日本共 産党の佐 藤文子で す。通告 に従い、 順次質問 させていただ
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きます。
はじめ に、幼児 教育・ 保育無償 化に伴う 副食費の 実費徴収 に関連し てお尋 ねいたしま
す。
最初に 、副食費 への独 自助成で 完全無料 化をして いただき たいとい うこと を申し上げ
ます。
１０月から消費税増税の代償として打ち出されました幼児教育・保育の無償化に伴い、
３歳児か ら５歳児 の給食 のおかず 代、副食 費は無償 化から外 し、実費 徴収と なります。
国は、年収３６０万円未満の世帯と第３子以降は副食費を免除するとしておりますが、
３６０万円以上の世帯は実費徴収されるものであります。
この問 題で私は ６月議 会でも取 り上げま して、答 弁では、 秋田県と 市が共 同ですこや
か子育て 支援制度 を拡充 すること によって 、給食費 の一部を 助成した いとの ことであり
ました。
今般９ 月議会に 、副食 費の助成 に関わる すこやか 子育て支 援費が補 正計上 されており
ます。そ の事業説 明書に は、世帯 の収入区 分と入所 人数、国 の無償化 分、す こやか子育
て支援事 業での補 助、さ らに保護 者の負担 など詳細 に示され ており、 大変あ りがたいこ
とであります。
さて、 その副食 費の助 成の内容 は、国の 示す実費 徴収の目 安である 月額４ ，５００円
を上限に 、世帯の 収入区 分により ２分の１ 補助、４ 分の１補 助をし、 それぞ れ県と市が
２分の１ ずつ負担 すると いうもの でありま す。これ により６ カ月分の 助成額 、市の助成
額は対象 者１，０ ０４人 に対し１ ，２２７ 万８千円 で、うち 市の負担 は６１ ４万円であ
ります。一方、２分の１、あるいは４分の３負担となる保護者の負担額の合計は
１，４４ ８万２千 円とな っており ます。年 間ベース でいきま すと、助 成額２ ，４５０万
円に対し、保護者負担は２，９００万円となるものであります。
食事は 子どもの 発達、 発育に欠 かせない ものであ ります。 栄養の摂 取はも ちろんのこ
と、みん なで食事 を楽し むことで 五感を豊 かにし、 心身の成 長と食育 の場と して重要で
あります 。だから こそ、 給食の提 供は保育 の一環と して行わ れるべき もので あり、保育
料の一部として公費で負担すべきものだと考えます。
秋田県 と市が副 食費の 実費化に 対し、い ち早く助 成制度を 設けたこ とは評 価できます
が、給食 は保育の 一環で あるとい う立場を もって、 保護者の 負担とな らない よう、完全
無料化のために、さらに上乗せ助成を講ずるよう求めるものであります。
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これまで県と市が独自に保育料の軽減など講じてきましたすこやか子育て支援費には、
幼児教育 ・保育の 無償化 によって 浮く財源 が出てく るものと 思います が、そ れがどれだ
けなのかもあわせ、これへの見解を求めます。
二つ目には、保育所の基本単価引き下げの影響と対策についてお尋ねいたします。
内閣府 は８月２ ２日、 自治体に 送付した １０月か らの特定 教育・保 育の費 用告示案、
これによ りますと 、保育 所の３歳 から５歳 児の公定 価格を５ ，０９０ 円引き 下げるとし
ているよ うであり ます。 公定価格 の一般生 活費に含 まれてき た副食費 の費用 を、実費徴
収化に伴って削除したためというふうなことであります。
一方、 内閣府は 副食費 の実費徴 収の目安 を４，５ ００円と しており 、副食 費の徴収免
除対象者 に実費相 当分と して支払 われる副 食費徴収 免除加算 も４，５ ００円 としており
ます。
公定価 格を５， ０９０ 円下げて 、実費徴 収額と免 除加算は ４，５０ ０円と いうふうな
ことになれば、市町村が保育所などに払う３歳から５歳の子ども１人当たりの運営費は、
実質月額 ５９０円 、約６ ００円引 き下げら れること になりま す。定員 ９０人 の保育園で
年間６３万円以上の減収になるものであります。
日本の 幼児教育 ・保育 制度は、 政府によ る国庫負 担の削減 や規制改 革路線 のもとで、
公的保育 制度の後 退、基 準や規制 の緩和が 進められ てきまし た。その 結果、 認可保育所
不足や保 育士不足 、待機 児童問題 が深刻に なってお ります。 にもかか わらず 、安倍政権
は基準や 規制の緩 和を推 し進め、 公定価格 や保育士 の処遇改 善なども 全く不 十分である
のが実態 でありま す。そ の上、無 償化を口 実に副食 費を実費 化し、子 どもの 処遇や職員
の労働条 件を直撃 する基 本単価を 引き下げ るという ことでは 、保育所 の運営 に困難をも
たらし、保育の質を低下させかねません。
そこで 伺います 。幼児 教育・保 育の無償 化に伴う 副食費の 実費徴収 化によ って、実質
マイナス となる保 育所の 基本単価 が示され ておりま すが、そ の影響を どのよ うに考えて
おられる のかお尋 ねいた します。 また、保 育所運営 に支障を 来たすこ とのな いよう対策
を講ずる考えはないものか、所見を伺います。
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】

佐藤文子議員の質問にお答えを申し上げます。

- 86 -

質問の 幼児教育 ・保育 の無償化 に伴う副 食費の実 費徴収に ついてで ありま すが、はじ
めに、副 食費の無 償化に つきまし ては、収 入に対す る応分の 負担をお 願いす ることとし
た国の考 え方に同 調し、 県と歩調 を合わせ て一部助 成とする 方針のも と、前 回の定例会
一般質問への答弁も踏まえまして今次定例会に補正予算案を上程いたしております。
補正予 算案の内 容につ きまして は、ご承 知のとお り、３歳 以上児の 給食費 について、
これまで 保育料の 一部と して含ま れていた おかず部 分に当た る副食費 への一 部助成に要
する経費 でありま すが、 その助成 率は、世 帯年収約 ３６０万 円未満の 世帯は 国の制度で
無償とな りますが 、世帯 年収約６ ４０万円 未満の世 帯が２分 の１、世 帯年収 約６４０万
円以上の世帯が４分の１となっております。
一方、 県内各自 治体の 対応状況 を見ます と、１０ 月からの 幼児教育 ・保育 の無償化実
施をきっ かけに、 子育て 支援策の 一つとし て副食費 の無償化 に踏み切 る自治 体が増えて
いることも承知いたしております。
今般の 幼児教育 ・保育 の無償化 により活 用可能と なる一般 財源額に つきま しては、認
可保育所 に係る「 保育所 等施設型 給付費負 担金」の 減額分と して、年 間約３ ，２００万
円と試算 しており ます。 また、認 定こども 園や認可 外保育施 設に係る 「すこ やか子育て
支援費」 の減額分 として 、年間約 ３，６０ ０万円と 試算して おります 。この ２事業の合
計で約６，８００万円と見込んでおります。
折しも 、今年度 は「第 ２次大仙 市総合計 画前期実 施計画」 並びに「 大仙市 まち・ひと
・しごと 創生総合 戦略」 の計画最 終年度で あり、後 期実施計 画並びに 次期戦 略を策定す
る年とな っており ます。 こうした 重要計画 を策定し ていく中 で、子育 て支援 は、引き続
き本市の 重要政策 として 位置付け ており、 人口減少 の抑制と 地方創生 の実現 、そして若
者が結婚 や出産、 子育て に喜びと 安心を感 じられる 充実した 環境をつ くる上 で欠かせな
い要素と して、子 育て支 援関連制 度の拡充 を図るこ ととし、 今般、「 子育て 支援制度等
検討会議」を設置したところであります。
本検討 会議は、 結婚か ら妊娠、 出産、子 育て期に ある世代 への切れ 目のな い効果的な
支援制度 の検討と 事業化 を進める ため、関 連施策を 所管する 庁内部課 長で編 成した組織
横断的なプロジェクトチームであります。
今後、 この検討 会議の 中で幼児 教育・保 育の無償 化に伴い 活用可能 となる 財源充当も
視野に、 ご質問の 副食費 の独自助 成の創設 も含め、 大仙市の 未来を見 据えた 一体的かつ
総合的な子育て支援制度の構築を検討してまいりたいと考えております。

- 87 -

次に、 保育所の 基本単 価引き下 げの影響 と対策に つきまし ては、内 閣府よ り令和元年
１０月以 降の公定 価格の 単価（案 ）が、８ 月２２日 付けで示 されたと ころで あります。
その内容 によりま すと、 公定価格 による一 般生活費 に含まれ る副食費 の基本 単価は、地
域や施設定員等にもよりますが、大仙市の場合、平均で月額約５，１００円の減額と
なってお ります。 その一 方で、保 護者が施 設側に支 払うこと となる副 食費の 金額の目安
として、 国では以 前より 月額４， ５００円 と示して きたとこ ろであり 、約６ ００円の差
額が生じ ておりま す。そ の差額分 に関しま しては、 食育の推 進やアレ ルギー 食への対応
を考慮し た栄養管 理加算 をはじめ とした各 種加算額 を拡充す るなど、 国では 施設の運営
に影響が生じないよう、公定価格全体で調整が図られているようであります。
市とい たしまし ては、 国の方針 に鑑み、 まずは１ ０月以降 の運営状 況等に ついて保育
事業者か らお聞き しなが ら、保育 の質の低 下を招か ぬよう、 慎重に調 査・対 応してまい
りたいと考えております。
【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）
○１１番（佐藤文子）

佐藤文子さん。
ご答弁ありがとうございます。

検討会 議を設置 して、 独自助成 も含めて 検討して まいると いうふう なこと の答弁が副
食費に関 連してあ りまし た。特に 美郷町、 そして仙 北市、横 手市、こ ういう 周辺市町が
全額無料 というふ うなこ とに早々 に踏み切 ったとい うふうな ことは、 やはり スタート時
点でこう いう状況 、周辺 の状況を 当面様子 を見ると いうふう なことで は、や はりちょっ
といけな いのでは ないか というふ うに私は 思ってい るんです 。答弁の 中で、 すこやか子
育て支援 費や、ま た、施 設型給付 負担金、 こういう ふうなも のの浮く 財源と いうふうな
ものは合 わせて六 千数百 万という ふうなこ とでなる わけで、 こういう ふうな ものからい
いますと 、年間の 保護者 負担とい うふうな ものも十 分に無料 にする財 源はつ くられてい
るという ふうなこ とで、 ６カ月分 の無料化 に向けた 助成、上 乗せとい うふう なものは、
十分に実 現可能な 状況に あるので はないか というふ うに思っ て、願わ くはこ の是非補正
予算を修 正しなが ら無料 化に向け てやって いただき たいとい うふうに 私は思 うわけであ
ります。
いずれ 答弁では 、助成 はすると 、助成を 検討する というふ うなこと 、検討 会議を立ち
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上げた中 で確認さ れてい るようで すが、こ の時期を 半年早め ることが できな いかという
ふうなこ とと、も う一点 は、確実 に来年４ 月からの 副食費無 料という ふうな ものがやる
というふうなことを明言できるのかどうか、その点についてお答え願いたいと思います。
それか ら、単価 の引き 下げによ る影響と いうふう なことで 、いずれ 加算を 国の方では
アレルギ ーだとか そうい うふうな もので加 算額を増 やすとい うふうな ことを 考えている
というふうなことでありますけれども、そもそも副食費を実費化、保護者負担にさせて、
それを保 育の質の 向上に あてがう という非 常にこう 、やり方 としては 問題が あるという
ふうに私 は思って おりま す。１２ ０人の定 員のとこ ろでは、 まず９０ 万とか １００万く
らいの負 担は実際 この保 育単価の 減額があ るわけで す。この 分は日々 、本当 に苦労して
子どもを 見てくだ さって いる保育 士さんた ちの労働 環境、ま た、保育 士の確 保の問題等
に影響しないように、ますますこの保育士さんたちが忙しくて、実際賃金が、保育士
さんたち の賃金は 、普通 のサラリ ーマンの 平均賃金 よりも月 額８万か ら７万 低いという
ふうにい われてお ります 。日々、 子どもさ んたちへ の保育で 使ういろ んな道 具を、家に
帰って毎 晩準備し なけれ ばいけな い、持ち 帰り残業 が常とう 化して非 常に大 変な仕事を
されてい るわけで ありま す。こう した意味 からも、 ６０万、 ９０万と いった ようなこの
減額とい うふうな ものを 、保育の 内容、労 働者の皆 さんの過 重な問題 を解決 していく上
で、国のこうしたとった減額に対して、しっかりとやっぱり補塡するというふうなこと、
少し運営 状況を見 守りな がらなど といわな いで、や っぱり大 きく変わ ったこ の制度であ
りますの で、是非 、子ど もたちの 支援とい う観点も そうです けれども 、保育 所のそうし
た業務の 内容、保 育士さ んたちの 大変な過 重労働の 現場の状 況に鑑み て、是 非ともこれ
ぐらいの 補塡はす べきじ ゃないか というふ うなこと も申し上 げたいと 思いま す。この点
についてと、先程言ったことについての答弁をお願いいたします。
○議長（高橋幸晴）

再質問に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行）

佐藤文子議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

まず、 先程申し 上げま した、今 、子育て 支援制度 について の検討会 議を設 けたという
大きな理 由の一つ は、今 回の幼児 教育・保 育の無償 化という この国の 制度が １０月から
実施され るという ことが 改めて大 仙市の子 育て支援 制度がこ れでいい のかと 、今までの
施策でい いのかと いう、 こういう 何といい ますかね 、議論す る契機に なった ということ
でありま す。です から、 全体、今 、大仙市 の子育て 支援制度 というの は、ご 存知のとお
り保健分 野、予防 接種と かそうい う関係の 保健分野 、それか ら医療の 分野、 福祉医療を
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含めた、そしていろいろな福祉制度の分野、それから教育の分野、そして住宅のリ
フォーム というよ うな住 宅の環境 分野、い ろんな分 野に子育 て支援制 度がセ ットされて
いるわけ でありま して、 それを改 めて今の 状態のま までいい のか、そ れから 、新しく求
められて いる分野 がない のか、そ ういった ことをで すね、今 回、新し い総合 計画の後期
計画、そ れから、 新しい まち・ひ と・しご と創生総 合戦略を 策定する に当た って、それ
を組み立 てたいと いうこ とで今、 会議を作 って今、 進めてい るところ であり ます。です
から、大変申し訳ありませんけれども、副食費についても当然その中に入るわけですが、
それ以外 の部分も 多くの 部分も検 討の材料 になって いるとい うことで ありま す。具体的
には、福 祉医療の 関係、 それから 佐藤議員 とはいろ いろ議論 させてい ただい ております
国保の子 どもの均 等割課 税、こう いったも のも含め てですね 、これは 子育て 支援という
ことでは ないかも しれま せんけど も、子ど もが関連 するそう したいろ んな制 度を含めて
今、大仙 市として 、もち ろん財政 事情があ りますの で、全て 実現でき るかど うかも、そ
れも検討しなければなりませんけれども、そういったことを今、３月までといいますか、
新しい総 合計画後 期計画 、そして 総合戦略 、新しい 総合戦略 をまとめ る３月 までこれを
議論した いという ことで あります ので、こ の副食費 について １０月か らでき ないかとい
うことで あります けれど も、全体 の中で、 全体を検 討する中 でこの件 につい ても検討す
るという ことなの で、こ れについ てだけ早 めるとい うふうな 考え方は 今して おらない状
況にあります。ですから、いろいろ検討した結果は、新年度から新しい計画、総合計画、
それから 総合戦略 に基づ く施策と して４月 から実施 したいと いうふう に考え ております
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。
それか ら、公定 単価の 関係の６ ００円の 差額のお 話でした けれども 、まず は実態をで
すね、１ ０月から 動き始 めるわけ ですので 、国がい ってるよ うに本当 に補塡 といいます
かね、公 定価格全 体で調 整されて いるのか どうか、 その辺を 見極めな がら、 その点は実
際に保育 事業をさ れてい る事業主 の方にい ろいろお 話をお聞 きしなが らとい うことにな
ると思い ますけれ ども、 実態把握 をしなが ら、そし て適切な 対応、保 育の質 の低下を招
かないた めの適切 な対応 を考えて いきたい というふ うに思っ ておりま すので 、決して何
もしないということではありませんので、ご理解いただきたいと思います。
以上です。
○議長（高橋幸晴）

再々質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
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○議長（高橋幸晴）
○１１ 番（佐藤 文子）

佐藤文子さん。
私たち は、これ までもた くさんの 、学校給 食費も含 めましてね、

医療費の ね、高校 生まで の無料化 、いろい ろたくさ ん要望し てきまし たけれ ども、こう
いう問題 も含めて 検討し ていくと いうふう なことな のであり ましょう けれど も、ただ、
この副食 費につい ては、 周りがこ ういう、 全２５市 町村ある うち１５ のとこ ろでもう既
に無料化 でスター トする というふ うな状況 になって いるとい うふうな ことか ら見れば、
今の答弁 で何とし てもま ず３月ま では今の この状況 でいくわ けですけ れども 、確実にこ
の副食費 の問題で は、確 実に４月 からは無 料します よという ふうな点 では、 再度確認さ
せていただきたいと思います。いかがでしょうか。
○議長（高橋幸晴）

再々質問に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行）

佐藤文子議員の再々質問にお答え申し上げたいと思います。

まず、 副食費の 関係で すけれど も、全て の子ども さんが保 育園等を 利用し ているわけ
ではあり ません。 自宅で 在宅で保 育をされ ている方 々もおら れます。 そうし た方への、
保育園に 入ってい る方々 に対する そういう 支援だけ じゃなく てですね 、自宅 で頑張って
いる方々 への支援 策も必 要でない かという 議論もあ ります。 そうした ことも あわせて検
討すると いうこと であり ますので 、何とぞ よろしく お願いし たいと思 います が、そうし
た全面的 な対応策 が、支 援策がま とまれば 、当然４ 月からこ の副食費 の関係 、それから
自宅で在 宅で保育 を頑張 っている 方々への 支援、そ れをセッ トで４月 から動 き出すとい
うことになろうかと思いますので、よろしくお願いします。
○議長（高橋幸晴）
○１１ 番（佐藤 文子）

次に、２番の項目について質問を許します。佐藤文子さん。
それで は２番目 に、加齢 性難聴者 の補聴器 購入助成 について要望

いたします。
国際医 療福祉大 学教授 の神崎仁 氏の著書 「補聴器 の必要な 人、不要 な人」 という本に
は、高齢難聴者を取り巻く環境について次のように述べております。
高齢者 は、７０ 歳代の 男性の２ ３．７パ ーセント 、女性で は１０． ６パー セントに、
８０代で は男性の ３６． ５パーセ ント、女 性では２ ８．８パ ーセント の人が 難聴になっ
ていると いわれて おりま す。その 原因は、 動脈硬化 による血 流障害と いわれ ますが、さ
らにストレス、睡眠不足、騒音、運動不足などが挙げられております。
難聴になると、家族や友人との会話が少なくなり、会合への出席や外出の機会が減り、
コミュニ ケーショ ン障が いを起こ すとされ ておりま す。さら に認知機 能低下 が、正常聴
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力の人よ りも３２ パーセ ントから ４１パー セントの 方に悪化 が見られ ている というふう
に述べております。
厚労省 の介護予 防マニ ュアル、 平成２４ 年３月の 改訂版で も、高齢 者の引 きこもりの
要因の一つに聴力の低下を挙げて対策を求めているところであります。
現在、 難聴者の １４． ４パーセ ントしか 補聴器を 付けてい ないとの 推計も あり、その
理由の一つが補聴器の価格の問題のようであります。
補聴器 は３万円 くらい から３０ 万円以上 のものま で、平均 で１５万 円と価 格が高すぎ
るとの声が多く出されております。
こうし た中、東 京都の ９区をは じめ、全 国２０の 自治体で 障害手帳 を持た ない高齢者
の補聴器購入への助成制度を実施しております。
また、 国に対し て補聴 器購入費 用の助成 を求める 意見書採 択が急増 し、衆 議院事務局
議事部請 願課の集 計には 、２７議 会が入っ ておりま すし、全 国市議会 議長会 ホームペー
ジに掲載されているのは８議会というふうになっております。
国会で は、我が 党の大 門実紀史 議員が今 年３月２ ０日の参 議院財政 金融委 員会で、加
齢性難聴者の補聴器購入の助成制度の創設を求め、次のように質問しております。
「高齢 に伴い、 耳が聞 こえにく くなって 、仕事や 社会生活 に困る高 齢の難 聴者が増え
ている。 しかし、 補聴器 は平均１ ５万円と 高額で、 高くて買 えないと 悲鳴が 上がってい
る。欧米 では、難 聴を医 療のカテ ゴリーで 捉え補助 制度があ るが、日 本は障 がい者のカ
テゴリー で捉えて いるの で補助対 象を絞り 込んでい るために 、補聴器 の所有 率が圧倒的
に低い。どういう対応が可能か研究・検討に入るべきではないか。」と質問したところ、
これに対 し厚労省 の諏訪 園健司審 議官は、 「補聴器 を用いた 聴覚障が いの補 正による認
知機能低下予防効果を検証するための研究を推進する。」と答弁し、麻生太郎財務省は、
「やらな ければな らない 必要な問 題。」と 答えてい る。こう いう状況 になっ ているわけ
であります。
加齢性 難聴者の 補聴器 購入助成 について は、自治 体、市民 団体、国 会での 取り組みが
急速に広がっているところであります。
そこで 伺います 。高齢 で耳が遠 くなって も孤立す ることな く生き生 きと暮 らせるよう
に、加齢性難聴者の補聴器購入助成制度を検討できないものかどうか伺います。
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。
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○市長 （老松博 行）

佐 藤文子 議員の二 つ目の発 言通告の 加齢性難 聴者の補 聴器購入助成

に関する 質問につ きまし ては、健 康福祉部 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）
○健康 福祉部長 （加藤

加藤健康福祉部長。
実）

質問の加 齢性難聴 者の補聴 器購入助 成につい てお答え申し

上げます。
難聴は 、他者と の会話 や交流が 少なくな り、生活 の活動範 囲を狭め る傾向 を助長する
ため、閉 じこもり や、さ らには認 知機能の 低下へと 進んでい く危険因 子の一 つに挙げら
れております。
現在の 補聴器の 支給制 度であり ますが、 障害者総 合支援法 に定める 補装具 費支給制度
により、 身体障害 者手帳 を交付さ れている 聴覚障が い者に対 して、原 則とし て１台分に
つきましては、費用の１割の自己負担で購入できるものとなっております。
しかし 、身体障 害者手 帳に該当 しない方 への国の 補聴器購 入助成は なく、 大仙市にお
いても必要とする場合は全額自己負担となっております。
一方、 全国的に は、軽 度・中度 の難聴の 高齢者を 対象に、 上限額を 定めな がらも独自
に補聴器購入助成を実施している自治体も複数確認しております。これらの情勢に鑑み、
国では、 補聴器を 用いた 聴覚障が いの補正 による認 知機能低 下の予防 効果を 検証する研
究を、日本医療研究開発機構におきまして平成３０年度から開始したところであります。
大仙市 では、高 齢者の 自立支援 のため、 運動機能 向上や認 知症予防 の教室 などを開催
しております。
また、 高齢者本 人への アプロー チに加え て、住民 主体の自 主的な介 護予防 活動や、助
け合いによる生活支援の充実を目的に、通いの場づくりの増設にも力を入れております。
今後に つきまし ては、 介護予防 全般の事 業実施及 び活動支 援の中で 、聴力 機能の低下
により、 社会参加 等に支 障を来た している 高齢者の 状況把握 や、参加 の働き かけを促し
ながら、閉じこもりの予防及び解消に努めてまいります。
また、 補聴器購 入助成 につきま しては、 認知症施 策の一つ の案とは 思われ ますが、ま
ずは難聴 の高齢者 の実態 把握に努 め、国の 研究機関 の結果を 見た上で 判断し たいと考え
ております。
以上です。
○議長（高橋幸晴）

再質問ありませんか。
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（「はい」と呼ぶ者あり）
○議長（高橋幸晴）
○１１番（佐藤文子）

佐藤文子さん。
ご答弁ありがとうございます。

国のい ろいろ認 知症の 調査とい うふうな もの、動 向を見て から、そ してま た、市にお
いても高 齢者の難 聴の問 題と認知 症の方々 のクオリ ティ等の 調査して からと いうふうな
ことの答 弁でござ いまし たけれど も、秋田 県は佐竹 知事が健 康長寿日 本一と いうふうな
ことを掲 げ頑張っ て、頑 張ろうと している のか、頑 張ってい るのか分 かりま せんけど、
まずそう いうこと を立ち 上げてや っている わけです けれども 、この高 齢者、 特に認知症
対策では 、国のオ レンジ プランだ とか、そ ういうふ うなもの の中で外 出を促 す行動、そ
れからい ろいろ運 動など を中心と した自立 支援とか 介護予防 、通いの 場とい うか認知症
カフェといったような、こういったところを一生懸命つくろうとしておりますけれども、
中にはや っぱりそ ういう 場には出 ていきた くない、 そういう 人たもた くさん いるわけで
あります ね。問題 は、や っぱりこ の自宅の 中でテレ ビも聞こ えなけれ ばラジ オも聞かな
い、難聴 になると そうい うことで 、ほとん どこのテ レビ、ラ ジオなど も見た り聞いたり
しないというふうなこと、これが本当に認知症を進めていくものだというふうに私は
思ってい ます。そ ういう ふうな意 味で、自 宅でお過 ごしにな る高齢者 、難聴 の高齢者も
認知症を 少しでも 予防す るという ふうなこ となども 考えれば 、この補 聴器の 利用を高め
ていくと いうふう なこと は大いに 意義ある ことだと いうふう に思いま す。補 聴器という
のは、耳 に付けれ ばピー ピー鳴っ て、さっ ぱり雑音 が入って 聞こえな いから 、買ったけ
れども外 してしま ってい るとか、 多くの方 がそうい うふうに おっしゃ る方が いますけれ
ども、こ れを上手 に、や っぱりそ の方々に それぞれ に合った 補聴器の 使い方 、そういう
ふうなこ とで助成 を始め た自治体 などでは 、そうし た調整サ ービスな ども行 ってやって
いるとい うふうな こと、 これはや っぱり将 来は５人 に１人が 認知症に なると いう高齢化
社会の中 での、将 来的な 大問題に いち早く やっぱり 取り組む 課題の一 つだと いうふうに
私は思っています。ですから、国の調査というふうなのは、その結果が出てくるまでは、
どう見て も５、６ 年以上 はかかっ ていると いうふう なのがこ れまでの あれを 思いますの
で、全国 ２０の自 治体が 既にそう した制度 を設けて やってい るという ふうな ことを考え
ますと、 是非とも ですね 、国の結 果を待た ずとも、 高齢者、 特に高齢 化の大 きくなって
いる大仙 市でも、 この難 聴による 認知症へ の進展を 少しでも 予防する という ふうなこと
の意味を 十分考え ていた だきまし てね、今 後、助成 というふ うなこと にも検 討されるよ
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うに強くお願いしたいというふうに思っております。答弁はいりません。
○議長（高橋幸晴）

次に、３番の項目について質問を許します。

○１１番（佐藤文子）

次に、公園の草刈り等管理についてお尋ねいたします。

大曲地 域の方か ら、「 町内の公 園の草刈 りを例年 は年３回 程、シル バー人 材センター
が実施し てきてい ました が、今年 は来ない ために草 が伸びて 、子ども たちの ラジオ体操
に困ると 思い、草 刈機を たまたま 持ってい たので、 まずは自 分で刈り ました 。市で何と
かちゃんとやってもらわなければ困る。」という苦情が寄せられました。
同僚議 員にも同 じよう な苦情が 寄せられ ていたと いうふう なことも 伺って おります。
大仙市 には１２ ７カ所 の公園が 設置され ており、 うち都市 管理課所 管の公 園が１０５
カ所、建 築住宅課 所管の 公園が５ カ所、農 業振興課 所管の公 園が１７ カ所と なっている
ようです。
地域別 では、大 曲地域 が４２カ 所、神岡 地域が７ カ所、西 仙北地域 が１０ カ所、中仙
地域が１ １カ所、 協和地 域が１３ カ所、南 外地域が ４カ所、 仙北地域 が６カ 所、太田地
域が３４カ所となっております。
大小様 々、不特 定多数 が行き来 できる公 園や、主 に地元町 内会や集 落で利 用する公園
と、本当にたくさんの公園があるものだなと改めて思ったところであります。
そこで 伺います 。公園 はいつで も誰もが 利用でき 、憩いと 楽しめる 場とし て、安全か
つ景観を 保つよう 常にき れいにし ておくこ とは設置 者として の責任で あると 思います。
冒頭申 し上げた ような 苦情が寄 せられる ことのな いよう、 定期的に パトロ ールや草刈
りを行うなど、整備をしっかり行っていただきたいこと、望むものであります。
公園維 持管理に ついて 、所管別 、地域別 の現状と 課題も併 せ、これ への見 解を求めま
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。

○市長 （老松博 行）

佐 藤文子 議員の三 つ目の発 言通告の 公園の草 刈り等管 理に関する質

問につきましては、建設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）

古屋建設部長。

○建設部長（古屋利彦）

質問の公園の草刈り等管理についてお答え申し上げます。

はじめ に、議員 ご指摘 の大曲地 域の公園 等の草刈 りにつき ましては 、昨年 度まで大曲
地域の比 較的規模 の小さ い公園１ ７カ所の ほか、緑 地等６４ カ所の計 ８１カ 所の草刈り
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をシルバ ー人材セ ンター に委託し ておりま したが、 今年度か らこの８ １カ所 の草刈りを
市の臨時職員で行っております。
今年度 も利用者 等から の要望に できる限 り対応し ながら実 施してま いりま したが、当
初の草刈 りに係る 作業量 の見通し が甘く、 定期的な 草刈りが 行き届か ず、公 園の利用に
際してご迷惑をおかけしてしまいましたことに対して、深くおわび申し上げます。
公園は 、市民の 憩いの 場として 、その地 域になく てはなら ない施設 である ことから、
今後、定 期的な巡 回を実 施し、草 刈りなど の環境整 備により 、利用者 の安全 ・安心の確
保を図りながら適正な公園の維持管理に努めてまいります。
また、 市全体の 公園管 理業務に つきまし ては、市 内１２７ カ所それ ぞれの 公園の実情
に応じて 、草刈り や清掃 はもとよ り、芝生 、植栽、 樹木等の 植物管理 業務を はじめ、遊
具、水道 設備、ト イレ並 びに各種 スポーツ 施設等の 施設管理 業務など 多岐に わたる管理
業務がご ざいます が、草 刈り等の 管理業務 につきま しては、 それぞれ の公園 の立地、規
模、用途 や地域の 特性な どに応じ て市直営 、業者委 託、指定 管理及び 町内会 など地元住
民の皆様 からのご 協力な ど、様々 な実施主 体により 管理が行 われてい る現状 にございま
す。
このこ とから、 市とい たしまし ても、さ らに詳細 な実態把 握に努め 、その 上で公園施
設に係る 所管別・ 地域別 の現状と 課題を整 理しなが ら、公平 かつ効率 的で持 続可能な管
理体制の構築に向けまして、関係各所と継続的に協議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（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）
○１１番（佐藤文子）

佐藤文子さん。
ありがとうございます。

作業量 の見通し が甘か ったとい うふうな ところで の反省が 述べられ たよう ですけれど
も、いず れ８１カ 所につ いてシル バー人材 センター から市臨 時職員に 変わっ ての作業と
いうふう なことに なった ようであ りますけ れども、 この臨時 職員の体 制でも って今おっ
しゃられ た定期的 なパト ロールや 整備、管 理という ふうなこ とをやっ ていく というふう
なことで おっしゃ いまし たけれど も、確実 にこれが できると いうふう なこと なのかどう
か、もち ろんして いただ かなけれ ばいけな いわけで すけれど も、それ ができ るというふ
うなこと、しますというふうなことを再度確認したいと思います。これだけです。
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○議長（高橋幸晴）

再質問に対する答弁を求めます。古屋建設部長。

○建設部長（古屋利彦）

佐藤文子議員の再質問にお答え申し上げます。

市内全 域の公園 の草刈 り等の管 理状況に つきまし ては、先 程、様々 な実施 主体により
管理され ている旨 申し上 げました が、地域 によって は地元部 落会など から無 償で管理し
ていただいているところもございます。
現在、 市で管理 してお ります公 園の数で あります けれども 、市の公 共施設 等総合管理
計画では 、ご質問 の中で ありまし たけれど も１２７ カ所であ りますけ れども 、条例で制
定されて いない児 童遊園 、また、 規模の小 さい緑地 など合わ せますと 合計で ２２９カ所
ございま す。この ように 数が多い ため、な かなか隅 々まで全 て市が管 理して いくことが
困難な面 もござい ますの で、今後 さらに施 設の規模 や利用状 況、また 、地域 の実態調査
などを行 い、地域 住民に 対しまし て、でき れば無償 での草刈 りの清掃 などを ご協力して
いただけるところはお願いしていきたいなということを考えてございます。
以上です。
○議長（高橋幸晴）

再々質問ありませんか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

佐藤文子さん。

○１１ 番（佐藤 文子）

公園の 規模によ っての管 理の在り 方、体制 、こうい ったものには

様々な今後、検討しながらマニュアルを作っていくことになろうかと思いますけれども、
今の答弁で一つ気掛かりなのは、地元自治会に無償でやっていただくというふうなもの、
これをや っぱり大 きく広 げていく というふ うなこと 、これは ね、若干 やっぱ り少し問題
があるの ではない かとい うふうに 思うわけ でありま す。地元 でできる ところ はもちろん
やってい ただける もので はあるん ですが、 やってい ただくに しろ、あ る程度 その、いわ
ゆる草刈 機の油代 だとか 、いわゆ る出動し たときの 水分補給 手当に相 当する もの、こう
いったわ ずかなも のでも 、やっぱ り完全な る無償と いうより は、やっ ぱり市 で管理して
いる責任 者として の一定 の手当と いうふう なものも ある程度 つけなが ら、地 元の協力を
いただく というふ うなこ とにして いただか なくては いけない のではな いかな というふう
なことを つけ加え させて いただき ましたと ころです 。もし、 ご答弁が できる ようであれ
ば、よろしくお願いします。
○議長（高橋幸晴）

再々質問に対する答弁を求めます。古屋建設部長。

○建設部長（古屋利彦）

佐藤文子議員の再々質問にお答え申し上げます。
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まず最 初、先程 のご質 問の今の 臨時職員 でのご質 問に対し て、先程 、回答 しておりま
せんでした。
昨年、臨時職員２名でありまして、今年から１人増やして３人でこざいますけれども、
先程の答 弁にあり ました けれども 、３人で もなかな か追いつ いていか ないと いうことが
現状でございます。
先程、 できれば 無償で のという ことの答 弁申し上 げました 。実際、 地域別 でいろんな
無償、有償で契約してお願いするところもございますので、この後、調査いたしまして、
不公平のないように、先程、議員からご提案のございましたような地元で一生懸命頑
張ってい る人たち に対し まして不 公平のな いように 、いろい ろこの後 、考え ていきたい
と思います。
○議長（高橋幸晴）

老松市長。

○市長（老松博行）

私からも佐藤文子議員の再々質問にお答え申し上げたいと思います。

シルバ ー人材セ ンター にお願い していた ときには しっかり できたん だけれ ども、市の
臨時職員 になった らでき なくなっ たと、そ んなこと を言われ ないよう に、し っかりと臨
時職員、 正職員あ わせて ですね、 この後、 対応して まいりた いという ふうに 考えており
ますので、よろしくお願いします。
それか ら、地域 によっ てはいろ んな事情 がありま すのでね 、一律そ うした 画一的な協
力要請は うまくな いと、 当然そう ですので 、いろん な手当が 望まれる 場合は 、きっちり
市の方で しっかり と手当 しながら 協力をお 願いして いくとい うふうに させて いただきた
いと思います。
○議長（高橋幸晴）

これにて１１番佐藤文子さんの質問を終わります。
【１１番

○議長（高橋幸晴）

佐藤文子議員

降壇】

次に、５番挽野利恵さん。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（高橋幸晴）

挽野さん。
【５番

挽野利恵議員

登壇】

○議長（高橋幸晴）

１番の項目について質問を許します。

○５番 （挽野利 恵）

公 明党の 挽野利恵 です。今 回の定例 会におき ましても 一般質問の機

会を与えていただき、感謝申し上げます。
最初に 、去る７ 月１５ 日に現職 でご逝去 された故 茂木隆議 長に対し まして 、謹んで哀
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悼の誠をささげたいと存じます。
聖徳太 子の十七 条憲法 に「和を 以て貴し となす」 という言 葉があり ますが 、茂木さん
は、この争わずしっかりと議論することが肝要という言葉の意味を念頭に置かれ、実直、
温厚なお 人柄をも って議 長として の職責を 全うされ 、病気と 闘いなが らも職 務に正面か
ら向き合 われたお 姿をし のびなが ら、心か らご冥福 をお祈り 申し上げ たいと 存じます。
さて、 初めて８ 月最終 土曜日３ １日の開 催となっ た全国花 火競技大 会「大 曲の花火」
は、開始 前にゲリ ラ豪雨 ともいう べき雨に 見舞われ たものの 、おおむ ね天候 に恵まれ、
昨年並みの７５万人の観客を魅了し、盛会裏に終了いたしました。
運営に 当たられ た大会 関係者全 ての皆様 のご努力 に対し、 感謝申し 上げる とともに、
ご慰労の思いをお伝えしたいと存じます。
今年の 大会提供 花火は 、これま た初とな るせりふ 入りのミ ュージカ ル仕立 てとして披
露されま したが、 私はこ れまでと は一味違 った形式 の花火を 目の当た りにし 、この音楽
と言葉と 花火の融 合が、 今後さら なる工夫 が施され 、確立さ れていけ ば、新 たな花火の
スタイル として全 国の花 火大会で も採用さ れていく 可能性も あるので はと思 います。是
非、創造花火に続く大曲初の方式、大曲スタイルになってほしいと願っております。
それで は、通告 に従い 質問させ ていただ きますの で、市当 局の皆様 にはご 答弁方よろ
しくお願いいたします。
今年も 暑い夏が 終わり 、子ども たちは学 校という 日常の生 活に戻っ ており ます。夏休
みや長期 休みは、 子ども にとって は楽しい 日々であ りますが 、親や保 護者に とっては、
三食準備 しなけれ ばなら ないとい う悩まし く大変な 日々が続 く時期で もあり ます。私も
経験しま したが、 一日中 、子ども に何を食 べさせる か、食事 のことが 頭から 離れず、毎
日必死に過ごした記憶があります。
ところ で、全国 には夏 休みが始 まると体 重を減ら してしま う子ども たちが いると聞き
ました。 家庭で十 分な食 事を取る ことがで きていな いため、 給食がな くなる と成長に必
要な最低限の栄養さえ取れずに痩せてしまうというのです。
厚生労 働省が３ 年ごと に行って いる「国 民生活基 礎調査」 での２０ １５年 の世帯構造
別相対的 貧困率に よると 、相対的 貧困率は １５．７ パーセン ト、子ど もたち の７人に１
人が貧困 家庭だそ うです 。また、 外から見 て分から ない「見 えない貧 困」の 児童・生徒
もいるそ うで、例 えばい じめに遭 わないよ うに身な りをきれ いにする ために 食費を減ら
しているケースもあると伺っております。
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こうし た貧困家 庭の児 童・生徒 について は、給食 がない夏 休みの間 、一日 に必要とな
る栄養が果たして取れているのか、とても心配です。
そこで 一つ目の 質問で すが、大 仙市の小 ・中学校 において 、夏休み 明けに 体重を減ら
して登校する児童・生徒はいますでしょうか。また、そのような事例を発見した場合は、
どのような対策を取られているものか、お伺いいたします。
ゆううつ

さて、 長い休み の後は 、大人で さえも日 常の生活 に戻るの が憂鬱に なりが ちですが、
子どもた ちも学校 に行く のがつら いと感じ るケース が少なく ないので はと思 います。厚
生労働省 の２０１ ５年版 自殺対策 白書によ ると、１ ９７２年 から２０ １３年 の４２年間
の１８歳 以下の自 殺者を 日別にま とめたと ころ、９ 月１日が １３１人 で最も 多く、春休
み明けや 大型連休 明けに ついても １００人 近い日が あり、長 期休暇が 終わっ た直後の自
殺が明らかに目立ちます。
児童・ 生徒の自 殺は各 年齢の死 因のトッ プ、また は高い割 合で、年 齢階級 別に見ると
１０歳から１４歳の死亡者数の２０パーセント、１５歳から１９歳の死亡者数の３６
パーセントであります。
秋田県 において は、休 み明けの 児童・生 徒の自殺 は見られ ないので 、他人 事のように
思えるか もしれま せんが 、県では 「学校

死にたい 」など自 殺を連想 させる ワードで検

索すると 、自殺を 思いと どまらせ るような サイトを 表示する という、 若者向 けの自殺防
止策を本 年８月１ ５日か ら始めて おります 。インタ ーネット 検索と連 動した この取り組
みは、若 者が何か を調べ るときに 検索サイ トを利用 すること が多いこ とを逆 に利用し、
悩みや自 殺に関す る言葉 の検索を 行った際 に、相談 窓口のサ イトに誘 導する ものです。
今後は、 大人を対 象とし たものも できるそ うであり ますが、 自殺率の 高い秋 田県ならで
はの取り組みだと感じました。
さて、 児童・生 徒の自 殺がほと んどない 秋田県で はありま すが、自 ら命ま では絶たな
いまでも 、学校と いう場 所に気持 ちと体が 向かなく なってし まった児 童・生 徒は相当数
おります 。登校し 続けて いる間は 精一杯頑 張って、 自分がス トレスを 感じて いることに
気が付か なかった のが、 長期休み などゆっ くりした ときに自 分がスト レスを 感じたこと
に気が付 きます。 年齢が 低い場合 などは、 ストレス をストレ スとして 認識で きず、何か
に対して イライラ すると か、悲し い感情を 覚えたり して、は っきりと した理 由や原因が
分からないまま不登校に陥ってしまうこともあります。
文部科 学省では 、不登 校の定義 を年間３ ０日以上 学校を欠 席する児 童・生 徒のうち、
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病気や経 済的な理 由を除 き、何ら かの心理 的、情緒 的、身体 的、また は社会 的要因・背
景により 、児童・ 生徒が 登校しな いとか、 登校した くともで きない状 況にあ る者として
います。
文部科 学省が公 表して いる小・ 中・高校 における 不登校児 童・生徒 数は２ ０１７年で
１９万４ 千人であ りまし た。２０ １７年に 施行され た「教育 機会確保 法」で は、学校以
外で学ぶ児童・生徒の支援を目的とし、休養することの必要性を認めています。
大仙市 において 学校以 外で学ぶ 場として 、教育委 員会で実 施してい る「フ レッシュ広
場」や、 大仙市子 ども・ 若者総合 支援セン ター「び おら」と 「ふらっ と」が あり、献身
的に不登 校の児童 ・生徒 を支えて おります 。一地方 都市にお いて、こ れほど の選択肢が
あることはまれだと思いますし、幸せなことだと思います。そこで二つ目の質問ですが、
夏休みな どの長期 休業後 に、不登 校になっ た、また はそれに 近い状態 となっ た児童・生
徒に対して、どのような取り組みを行っているものか、お伺いいたします。
○議長（高橋幸晴）

１番の項目に対する答弁を求めます。吉川教育長。
【吉川教育長

○教育長（吉川正一）

登壇】

挽野利恵議員の質問にお答え申し上げます。

はじめ に、長期 休業中 、十分な 栄養を摂 取できず 体調不良 を訴えて いる児 童・生徒に
ついてで あります が、夏 季休業後 の８月２ １日から これまで 、各校か らその 旨の報告は
受けておりません。
また、 市内小学 生のう ち、約１ ，０００ 人が利用 している 放課後児 童クラ ブでは、長
期休業中 に利用す る場合 は、保護 者に昼食 の準備を お願いし ていると ころで ございます
が、夏季 休業中に 昼食を 準備する ことがで きなかっ た保護者 はいなか ったと の報告を受
けております。
これら のことか ら、本 市では、 現在、体 重減少等 により体 調不良を 訴えて いる児童・
生徒はいないものと思われます。
次に、質問の、そのような事例を発見した場合の対策についてでありますが、まずは、
各校では 長期休業 中に体 重等の急 激な変化 を把握で きるよう 、基本的 な生活 習慣に関す
る「健康 カレンダ ー」な どの振り 返りカー ドを配布 し、自己 評価をし ながら 日常生活の
見直しや改善につながる取り組みをしております。
また、 長期休業 後は、 全ての学 校で児童 ・生徒の 身長及び 体重等の 身体測 定をしてお
りますが 、測定後 は前回 の結果と 比較した り、グラ フ等にま とめたり しなが ら、自分の
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成長や体調の変化の理解につなげております。
一方で 、体重減 少など の体調不 良を訴え ている児 童・生徒 の存在を 把握し た場合は、
他の生徒 指導上の 問題対 応時と同 様に、校 内で特別 委員会を 立ち上げ 、解決 に向けて組
織で対応しております。
具体的 には、学 級担任 や養護教 諭が、関 係する児 童・生徒 及び保護 者から 、その状態
を伺うと ともに、 必要に 応じて学 校医へ相 談したり 、その対 応につい て指導 を仰いだり
しております。
なお、 児童虐待 が疑わ れる場合 は、健康 福祉部を はじめ関 係機関と の連携 を密にし、
慎重に対応しております。
市教育 委員会と しまし ては、今 後も児童 ・生徒の 体調や言 動等の変 化を心 の叫びやサ
インと捉え、一人一人の健全育成につながるよう、引き続き学校を支援してまいります。
次に、 質問の大 仙市内 の長期休 業後の不 登校児童 生徒への 対応状況 等につ いてお答え
申し上げます。
文部科 学省で公 表しま した平成 ２９年度 における 児童生徒 １，００ ０人当 たりの不登
校児童生 徒数は、 全国で は１４． ７人、秋 田県では １０．８ 人であり 、秋田 県は全国で
一番不登校児童生徒数の少ない県となっております。
その中でも大仙市の不登校児童生徒数は７．１人と県平均を大きく下回っております。
さて、 議員から ご質問 のありま した夏休 みなど長 期休業明 けに新た に不登 校になる児
童・生徒 について は、平 成３０年 度は１５ 人おりま したが、 令和元年 度はゼ ロとなって
おります。
各小・中学校においては、朝に欠席の連絡があった場合、学校から家庭に連絡を入れ、
連続して 欠席した 場合に は家庭訪 問するな ど、長期 の不登校 とならな いよう 対応してお
ります。
また、 不登校に なって しまった 場合は、 学級担任 だけでは なく、養 護教諭 や生徒指導
部、さら にはスク ールカ ウンセラ ーや心の 教室相談 員などと 連携し、 学校全 体で受容的
な関わりや登校しやすい環境づくりに配慮しております。
さらに 、長期の 不登校 になった 場合でも 、カウン セラーや 専任指導 員を配 置している
不登校適 応指導教 室であ る「フレ ッシュ広 場」等を 利用させ るなど、 不登校 の解消に努
めております。
市教育 委員会と しまし ては、今 後も全て の児童・ 生徒が笑 顔で学び 、安心 して学校生
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活が送られるよう教育相談体制の充実を図るなど、引き続き支援してまいります。
以上です。
【吉川教育長
○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）

挽野利恵さん。

○５番（挽野利恵）

ご答弁ありがとうございます。

本当にきめ細やかな対応、対策を学校でやられているんだなというふうに感じました。
学校以 外で学ぶ 児童・ 生徒につ いて、も うちょっ と具体的 に教えて いただ きたいんで
すけれど も、不登 校であ ってもほ かに居場 所があっ て、フレ ッシュ広 場、ほ かの場所が
あって、 社会との 接点を 保ち続け られる児 童・生徒 さんはい いんです けれど も、そうい
う場所にさえ行けない、本当にこもってしまう児童・生徒は現在おられるのでしょうか。
○議長（高橋幸晴）
○教育長（吉川正一）

再質問に対する答弁を求めます。吉川教育長。
挽野議員の再質問にお答え申し上げます。

まず、 先程、議 員から もお話あ ったよう に、フレ ッシュ広 場のほか に、Ｎ ＰＯ法人と
してです ね、びお らや、 それから ふらっと といった 場所もあ るんです が、引 きこもりで
ございま すが、現 在、小 ・中学校 で、小学 校は少な いんです が、中学 校で４ 、５名程お
ります。 そういっ た子ど もたちに はですね 、もちろ んその子 その子で 状況は 違いますの
で、無理 矢理登校 、刺激 を与える のはいい かどうか というこ とも含め てね、 スクールカ
ウンセラ ーと臨床 心理士 さんにも 相談しな がら、ど ういった 形でこの 後です ね、対応し
たらいい かと。た だ、毎 日必ずで すね、ど ういう状 況である かという ことは 、おうちの
方にです ね、連絡 を取っ て状況確 認だけは している ようにし ておりま す。そ ういった中
で少しで もですね 、まず お会いし て、子ど もがどう いう状況 であるか と、ま ずそういっ
た場をつくっていこうと、まずそれを最優先に今進めているところであります。
○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５番挽野利恵さんの質問を終わります。
【５番

○議長 （高橋幸 晴）

挽野利恵議員

降壇】

次 に、日 程第２、 議案第８ ４号から 日程第１ １、議案 第９３号まで
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の１０件を一括して議題といたします。
これより質疑を行いますが、通告はありません。
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。

ただい ま議題と なって おります 議案第８ ４号から 議案第９ ３号まで の１０ 件は、議案
付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

○議長 （高橋幸 晴）

次 に、日 程第１２ 、決算特 別委員会 の設置に ついてを 議題といたし

ます。
お諮り いたしま す。平 成３０年 度大仙市 一般会計 及び特別 会計歳入 歳出決 算の認定審
査を行う に当たり 、お手 元に配付 しており ます決算 特別委員 会委員選 任一覧 表（案）の
とおり２ ４名の委 員で構 成する決 算特別委 員会を設 置したい 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、２ ４名で構 成する決 算特別委員会

を設置することに決しました。

○議長 （高橋幸 晴）

次 に、日 程第１３ 、決算特 別委員会 委員長、 副委員長 の選任につい

てを議題といたします。
お諮り いたしま す。先 程設置さ れました 決算特別 委員会の 委員長、 副委員 長の選任に
つきましては、議長において指名したいと思いますが、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、議 長におい て指名す ることに決し

ました。
決算特 別委員会 委員長 に１８番 佐藤芳雄 君、同副 委員長に １４番後 藤健君 を指名いた
します。
お諮り します。 ただい ま議長に おいて指 名いたし ました１ ８番佐藤 芳雄君 を決算特別
委員会委 員長に、 １４番 後藤健君 を同副委 員長に選 任するこ とにご異 議あり ませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
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○議長 （高橋幸 晴）

ご 異議な しと認め ます。よ って、１ ８番佐藤 芳雄君を 決算特別委員

会委員長に、１４番後藤健君を同副委員長に選任することに決しました。

○議長 （高橋幸 晴）

次 に、日 程第１４ 、議案第 ９４号か ら日程第 ３０、議 案第１１０号

までの１７件を一括して議題といたします。
これより質疑を行いますが、通告はありません。
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。

ただい ま議題と なって おります 議案第９ ４号から 議案第１ ０６号ま での１ ３件は決算
特別委員会に、議案第１０７号は教育福祉常任委員会に、議案第１０８号から議案第
１１０号 までの３ 件は建 設水道常 任委員会 に、議案 付託表の とおりそ れぞれ 付託いたし
ます。

○議長（高橋幸晴）

次に、日程第３１、請願第１２号を議題といたします。

本件は、お手元に配付の請願文書表のとおり、総務民生常任委員会に付託いたします。

○議長 （高橋幸 晴）

次 に、日 程第３２ 、陳情第 ３０号及 び日程第 ３３、陳 情第３１号の

２件を一括して議題といたします。
本２件 は、お手 元に配 付の陳情 文書表の とおり、 それぞれ 所管の常 任委員 会に付託い
たします。

○議長 （高橋幸 晴）

お 諮りい たします 。各常任 委員会審 査のため 、９月１ ３日から９月

１９日まで７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１３日 から９月 １９日まで７

日間、休会することに決しました。
以上で本日の日程は、全部終了しました。
本日は これをも って散 会し、来 たる９月 ２０日、 本会議第 ４日を定 刻に開 議いたしま
す。
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ご苦労様でした。
午前１１時１０分

散
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会

