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午前１０時００分
○議長（金谷道男）

開

会

おはようございます。

これより令和元年第４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４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

- 5 -

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。
さて、 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、 条例案 ９件、単行
案１７件、補正予算案８件の合計３４件であります。
このう ち、国の 人事院 勧告を受 けた国家 公務員の 給与改定 に倣い実 施する 一般職など
の給与等 の改定に 関する 議案第１ １７号か ら議案第 １２６号 までの条 例案及 び補正予算
案につきましては、本会議初日に採決をお願いするものであります。
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
○議長（金谷道男）

開

議

これより本日の会議を開きます。

欠席 の届出は ２１番渡 邊秀俊 君、遅刻 の連絡が あったの は８番冨 岡喜芳君 であります。

○議長（金谷道男）

本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。

○議長（金谷道男）

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１１番佐藤文子
さん、１２番小笠原昌作君、１３番小松栄治君を指名いたします。

○議長（金谷道男）

日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮り いたしま す。今 期定例会 の会期は 、本日か ら１２月 １６日ま での２ １日間とい
たしたいと思います。これにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （金谷道 男）

ご 異議な しと認め ます。よ って、会 期は２１ 日間と決 定いたしまし

た。

○議長（金谷道男）

次に、日程第３、この際、諸般の報告をいたします。

財政援助団体等監査の結果についてが市監査委員から提出されております。
また、 ９月定例 会初日 から昨日 までの議 会動静報 告書を別 添お手元 に配付 のとおり報
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告いたします。
また、 本日、定 例会開 会前に開 催されま した議会 改革推進 会議にお いて、 同委員長に
７番石塚柏君、副委員長に１４番後藤健君が選出されましたのでご報告いたします。

○議長 （金谷道 男）

次 に、日 程第４、 市長から の市政報 告の申し 出があり ますので、こ

れを許可します。老松市長。
【老松市長
○市長 （老松博 行）

登壇】

令 和元年 第４回大 仙市議会 定例会に 当たり、 諸般の状 況について申

し上げます。
はじめに、岩手県宮古市との友好交流についてであります。
宮古市 との交流 につき ましては 、平成１ １年の「 秋田・岩 手地域連 携軸推 進協議会」
の設立がきっかけであり、地域資源の共有と交流・連携の促進による相互発展を目指し、
様々な協 議会活動 に共に 取り組ん だことが 始まりで ありまし た。平成 ２０年 には、この
協議会を土台とした「大規模災害時における秋田・岩手横軸連携相互援助に関する協
定」の締 結が実現 し、防 災分野で も結びつ きを持つ こととな り、平成 ２３年 の東日本大
震災では 甚大な被 害を受 けた宮古 市に対し 、大仙市 として積 極的な復 旧・復 興支援を行
うととも に、平成 ２９年 に本市で 発生した 大雨災害 では宮古 市から多 大なる 支援をいた
だいたと ころであ ります 。こうし た様々な 出来事を 通じて両 市の友好 関係は 年々深まっ
ており、 「大仙市 秋の稔 りフェア 」での宮 古産サン マの無料 配布をは じめ、 両市の各種
イベント での特産 品ブー スの設置 や「大曲 の花火」 招待事業 の実施、 全国５ ００歳野球
大会への 招待、教 育関係 者による 視察、市 職員の人 事交流な ど様々な 交流が 展開されて
おります。
両市で は、こう した交 流の深ま りを契機 に、今後 も持続的 かつ発展 的な友 好交流を行
うため、 １０月５ 日に、 両市の市 議会議員 や農商工 団体、市 職員など 関係者 約７０名の
出席のも と、宮古 市にて 「大仙市 ・宮古市 友好交流 都市協定 」を締結 してお ります。こ
れまで育 んできた 絆を大 切に、産 業や経済 、文化、 教育、ス ポーツな ど幅広 い分野で一
層の親交を深めながら両市の相互発展につなげてまいります。
次に、台風１９号関係についてであります。
去る１ ０月１２ 日から 日本に上 陸した台 風１９号 につきま しては、 全国各 地に甚大な
被害をも たらした ところ であり、 本市でも 、幸い人 的被害は なかった ものの 、倒木によ
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る住宅の 一部破損 や強風 による農 業被害、 浸水によ る事業所 被害など が発生 しておりま
す。被害に遭われました皆様に対し心からお見舞いを申し上げます。
このほか「全国ジャンボうさぎフェスティバル」の中止をはじめ、「大曲の花火 秋
さい

の章」や「きょうわ祭」の延期など様々な影響が生じたところであります。
この台 風１９号 は、友 好交流都 市となっ た宮古市 にも大き な被害を 与えて おり、これ
を受け、 宮古市と 連絡を 取り合い ながら家 屋調査業 務や保健 業務、給 水業務 、災害対策
本部業務などの支援を行うため、本市から応援職員を派遣しております。
今回の 台風は、 猛威を 振るいな がら東日 本を縦断 した結果 、各地で 河川の 氾濫や土砂
崩れなど が発生し ており 、築堤等 のハード 対策の必 要性を改 めて感じ た一方 、河川堤防
の越水や 決壊が相 次いだ ことを受 け、避難 対策など のソフト 対策の重 要性を 強く認識し
たところであります。
今回の 台風被害 をひと つの教訓 に、市民 の皆様の 命と財産 を守るた め、災 害時に備え
た避難体 制の見直 しや強 化を図る とともに 、築堤整 備や排水 施設の設 置を含 むハード整
備につい て国や県 に重ね て要望す るなど、 引き続き 災害に強 いまちづ くりに 取り組んで
まいります。
次に、部局ごとに諸般の報告を申し上げます。
はじめに、総務部関係についてであります。
防災対 策につき まして は、今般 の台風１ ９号も含 め、近年 の大規模 災害の 頻発を踏ま
え、１１ 月１４日 に「危 機管理と 情報シス テムに係 る講演会 」を開催 してお ります。被
災者支援 システム 全国サ ポートセ ンター長 吉田稔氏 を講師に 迎え、阪 神淡路 大震災での
被災から 復興まで の経験 談や、そ の震災に 基づいて 開発され た被災者 支援シ ステムの活
用などについて講演をいただいております。
また、 １１月２ ０日に は、雄物 川の大規 模氾濫に 備えた取 り組みと して「 雄物川危機
管理演習 」を実施 し、湯 沢河川国 道事務所 のほか、 秋田県や 本市を含 む雄物 川流域自治
体の参加のもと、水害時の行動計画に基づいた実践的な演習を行っております。
職員採 用試験に つきま しては、 一般事務 職中級及 び初級、 並びに初 級土木 の募集に対
して５０ 名の申し 込みが あり、一 般事務職 初級１２ 名、初級 土木２名 、障が いをお持ち
の一般事 務職１名 、合わ せて１５ 名が合格 しており ます。令 和２年度 につい ては、この
ほか一般 事務職上 級１４ 名、学芸 員２名、 保健師及 び管理栄 養士各１ 名、移 住定住者４
名が内定しておりますので、合わせて３７名を新規採用する予定としております。
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雪対策 につきま しては 、市民・ 事業所・ 行政が一 丸となっ て雪に負 けない 市民協働の
まちづく りを推進 するた め、１１ 月１日に 大曲市民 会館を会 場に「ゆ き・ま ちだいせん
２０１９ 」を開催 してお ります。 自治会や 自主防災 組織の代 表、道路 除雪業 者、除雪ボ
ランティア「大仙雪まる隊」など約２００人の参加のもと合同出動式を行っております。
次に、企画部関係についてであります。
計画最 終年度を 迎えて いる「大 仙市まち ・ひと・ しごと創 生総合戦 略」に つきまして
は、人口 減少の緩 和や地 方創生の 実現に向 け、各分 野の機関 ・団体の 代表者 ２４名で構
成する「 大仙市総 合戦略 会議」を 開催して おり、専 門的見地 から貴重 なご意 見を頂戴し
ておりま す。現在 、こう したご意 見や現行 戦略の検 証結果、 社会動向 などを 反映させた
実効ある 戦略づく りを目 指して策 定作業を 進めてお り、今般 、その素 案がま とまったこ
とから、 今次定例 会終了 後に議員 説明会の 開催をお 願いし、 議員各位 に概要 を説明する
予定としております。
買い物 空白地域 の解消 に向けた 取り組み として公 設民営に より設置 を進め ておりまし
た「南外 さいかい 市」に つきまし ては、１ ０月１３ 日に南外 ふるさと 館駐車 場内にオー
プンしております。地域住民で組織する南外さいかい市運営協議会の皆様が運営を担い、
９月に協 力協定を 締結し た「生活 協同組合 コープあ きた」か ら主に商 品を仕 入れており
ます。地 域の新た な食料 品店とし て住民生 活を支え るととも に、交流 の場と しての役割
も果たす「小さな拠点づくり」のモデルケースとして期待しております。
空き家 の活用促 進につ きまして は、１２ 月１４日 に、花火 伝統文化 継承資 料館はなび
・アムを 会場に「 空き家 利活用促 進セミナ ー」を開 催する予 定として おりま す。これは
株式会社 秋田銀行 との連 携協定に 基づいた 取り組み であり、 県内外で 活躍す る専門家を
迎え、空 き家の活 用事例 や実践方 法を紹介 していた だくこと としてお ります 。空き家問
題の解決に向けた新たな取り組みとして有意義な機会にしたいと考えております。
次に、市民部関係についてであります。
環境対 策につき まして は、今般 、本市の 環境保全 対策に関 する指針 である 「第２次大
仙市環境 基本計画 」を策 定したこ とから、 今次定例 会終了後 、議員説 明会の 開催をお願
いし、議員各位に計画概要を説明する予定としております。
食品ロ スの削減 につき ましては 、「３０ １０運動 」による 啓発活動 や分量 に配慮した
料理の提 供などを 行う「 食べきり 協力店」 の登録を 推進して おり、１ １月１ ８日現在の
登録数が ３４店舗 となっ ておりま す。今後 も引き続 き協力店 を募り、 協力体 制を構築し
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ながら、食品ロスの削減に対する意識の醸成と定着を図ってまいります。
安全・ 安心のま ちづく りにつき ましては 、１０月 １７日に 中仙農村 環境改 善センター
において 「安全安 心推進 集会」を 開催して おります 。交通安 全や防犯 、防災 、青少年健
全育成の 関係団体 から約 ２３０人 の皆様に 参加をい ただき、 ６個人と ２団体 に対し功労
者表彰を行っております。
また、 近年の高 齢ドラ イバーの 交通事故 増加を踏 まえ、安 全装置付 車両の 体験乗車会
かわむら のりひと

や、弁護士の河村憲史氏による交通事故に関する講演会を開催しております。
次に、健康福祉部関係についてであります。
子育て 支援の充 実につ きまして は、子育 てに安心 と喜びを 感じるこ とがで きる社会環
境の構築 に向けた 切れ目 のない支 援制度を 構築する ため、９ 月３日に 副市長 を総括とす
る「子育 て支援制 度等検 討会議」 を設置し ておりま す。現在 、子育て 世代の ニーズや生
活環境の 変化等を 踏まえ た事業拡 充や制度 創設につ いて検討 を行って おり、 出会いや結
婚支援も 含め、今 後、実 現可能と なった事 業につい ては来年 度から実 施でき るよう準備
を進めてまいります。
この検 討会議で は、１ ０月から スタート した「幼 児教育・ 保育の無 償化」 についても
検討対象 に加えて おりま す。これ は、保育 所や認定 こども園 を利用す る３歳 から５歳ま
での児童 等の利用 料が無 償化され た一方、 これまで 保育料に 含まれて いた副 食費が無償
化から外 れ、県と 歩調を あわせた 一部助成 を実施し ている現 状を踏ま えたも ので、来年
度からの副食費に対する支援拡充に向けて、現在、検討を重ねているところであります。
今年度 から初め て合同 開催とし た「大仙 市戦没者 追悼式・ 平和祈念 フォー ラム」につ
きまして は、１０ 月９日 に仙北ふ れあい文 化センタ ーを会場 に開催し ており ます。戦没
者の遺族 や関係者 など約 ２００人 の参加の もと、戦 没者の追 悼をはじ め、平 和標語コン
クールの 表彰や非 核平和 レポータ ーによる 研修成果 の発表を 行い、戦 争の悲 惨さや恒久
平和の願いを後世に継承する機会としております。
次に、農林部関係についてであります。
「農業 と食に関 する活 性化基本 構想」に つきまし ては、１ １月１２ 日に３ 回目となる
策定委員会を開催し、有識者である委員の皆様から専門的なご意見を頂戴しております。
優れた農産物や農産加工品、地酒、発酵食品など本市が誇る地域資源を最大限に活用し、
持続可能 な強い農 業の実 現と本市 全体の活 気をもた らす裾野 の広い産 業構想 の策定に向
け、引き続き作業を進めてまいります。
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１０月 １９日、 ２０日 の両日、 大曲ヒカ リオ広場 及び花火 通り商店 街を会 場に開催し
た「秋の 稔りフェ ア」に つきまし ては、初 日はあい にくの悪 天候とな りまし たが、二日
目は絶好 の秋晴れ となり 、大仙市 の秋の稔 りを楽し みに訪れ た多くの 方々で にぎわって
おります。
鮭資源 の確保に つきま しては、 ９月８日 に、天皇 皇后両陛 下のご臨 席のも と、本県初
開催とな った「第 ３９回 全国豊か な海づく り大会」 において 、本市の 「雄物 川鮭増殖漁
業生産組 合」が功 績団体 表彰とし て環境大 臣賞を受 賞してお ります。 市では 、その功績
をたたえ るととも に、歴 史ある鮭 資源の確 保活動を 広く周知 するため 、１１ 月９日に、
仙北ふれ あい文化 センタ ーを会場 に、東京 海洋大学 客員准教 授を講師 に迎え 、記念講演
会を開催しております。
次に、経済産業部関係についてであります。
国のモ デル事業 として 選定され 、厚生労 働省の委 託事業と して取り 組む「 地域雇用活
性化推進 事業」に つきま しては、 １０月１ 日に関係 団体で構 成する大 仙市雇 用創造協議
会の事務 所を開設 してお ります。 今後、企 業の魅力 向上と雇 用の創出 を図る ための各種
セミナー を実施す ること としてお り、本市 産業の振 興と経済 の活性化 を強力 に進めてま
いります。
新たな 企業団地 の整備 につきま しては、 １０月１ 日に地権 者等を対 象に説 明会を開催
しており 、１６名 の出席 のもと、 事業計画 や用地買 収の手続 き等につ いて説 明を行って
おります 。今後、 この団 地整備を 円滑に推 進してい くため、 農業委員 会や大 曲土地改良
区等の関 係機関と の連携 協力体制 を築きな がら、「 農村地域 への産業 の導入 の促進等に
関する法 律」に基 づく実 施計画の 策定や、 農振除外 、農地転 用の手続 きなど に取り組ん
でまいります。
今年で １５回目 となる 大仙市技 能功労者 表彰につ きまして は、９月 ２６日 に、推薦団
体や議員 各位をは じめ多 数の皆様 のご出席 のもと、 ものづく りに対し て優れ た技能を持
ち、本市産業の発展に尽力された６名の皆様を技能功労者として表彰しております。
太田町 生活リゾ ート株 式会社に つきまし ては、１ ０月４日 開催の議 員説明 会での説明
のとおり 、深刻な 経営難 に陥って いること から解散 ・清算に 向けた準 備を進 めておりま
す。１１月１４日に定時取締役会が開催され、解散議案が可決されたところであり、
１２月中に予定されている株主総会において解散議案を上程する予定となっております。
なお、同社が現在指定管理者として運営している市の施設については、令和２年度以降、
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中里温泉 は当面市 の直営 とし、大 台スキー 場を含む その他の 公共施設 は他の 指定管理者
による運 営とする 方向で 検討して おります 。また、 この中里 温泉を含 む市の 温泉施設に
つきまし ては、近 年の利 用者の減 少を踏ま え、今後 の施設の 在り方に ついて 抜本的な見
直しを図 るため、 来年度 にかけて 集中的な 検討を行 いたいと 考えてお り、今 次定例会に
指定管理 期間を１ 年延長 する議案 を上程し ているほ か、あわ せて債務 負担行 為の変更を
お願いしております。
次に、建設部関係についてであります。
「道路 除雪事業 」につ きまして は、これ まで大曲 地域を除 く７地域 におい て共同企業
体による 除雪作業 を実施 してまい りました が、今冬 からは大 曲地域に おいて も地域を３
ブロック に分割し た上で 、他の地 域と同様 に共同企 業体によ る除雪を 行うこ ととしてお
ります。 除雪作業 を担う 事業者に ついては 、１０月 ３１日に プロポー ザル方 式により選
定され、１０共同企業体と業務委託契約を締結しております。
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 大雨災害 に伴う「 災害復旧 事業」 につきまし
ては、１ １月２２ 日現在 で１８８ カ所全て の工事の 発注を終 え、うち ９６パ ーセントに
うしざわ

さわない

当たる１ ８１カ所 で工事 が完了し ておりま す。残る 被災箇所 の市道牛 沢線及 び林道沢内
みずさわ

水沢線に ついては 、年内 完成を予 定してお りました が、復旧 工法に変 更が生 じたことに
伴い、国・県との協議を経て、今年度中の工事完成を目指すこととしております。
次に、教育委員会関係についてであります。
中仙地 域の学校 統合に つきまし ては、９ 月２６日 に関係教 職員及び 教育委 員会職員か
ら構成す る「中仙 地域統 合小中学 校開校準 備委員会 」を設置 しており 、保護 者や地域関
係団体へ の説明、 施設整 備の準備 など分野 ごとに作 業チーム を編成し 、統合 に向け取り
組みを進めております。
秋田県 教育委員 会の主 催により 行われた 「令和元 年度学力 向上フォ ーラム 」につきま
しては、 １１月２ ３日に 大曲小学 校、大曲 中学校、 大曲高等 学校及び 大曲市 民会館を会
場に開催 され、県 内外の 教育関係 者約１， １００人 が参加し ておりま す。フ ォーラムで
は、会場 校による 公開授 業や本市 教員によ る持ち込 み授業が 行われた ほか、 「大仙教育
メソッド」の実践発表や講演、公開座談会が開催されております。
「第４ １回全県 ５００ 歳野球大 会」につ きまして は、９月 ２１日か ら２５ 日までの５
日間、神 岡野球場 を主会 場に市内 １８会場 で開催さ れ、全県 各地から １８０ チームが出
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場してお ります。 大会期 間中、雨 による影 響が心配 されまし たが無事 終了し ており、秋
田市の牛島クラブが優勝を果たし、本市の角間川角球クラブが準優勝に輝いております。
最後に、令和２年度当初予算編成について申し上げます。
来年度 は、「第 ２次大 仙市総合 計画後期 実施計画 」並びに 「第２期 大仙市 まち・ひと
・しごと 創生総合 戦略」 により新 たなまち づくりが スタート すること から、 中長期的な
視点で人 口減少の 抑制や 地方創生 の実現を 目指し、 着実な事 業展開を 図って いくことを
念頭に置いた予算編成に努めてまいります。
主な事 業として は、継 続事業と なる「（ 仮称）大 綱交流館 整備事業 」や新 規事業とし
て「花館 小学校校 舎増築 事業」な ど大型事 業が予定 されてい るほか、 会計年 度任用職員
制度の導 入等によ り、一 般会計の 当初予算 総額は本 年度を上 回るもの と見込 んでおりま
す。
一方、 歳入につ いては 、合併算 定替えに よる特例 期間の終 了に伴い 、普通 交付税が減
額される ことから 、今後 も厳しい 財政運営 が続くも のと見込 まれてお ります 。こうした
ことから 、事業の 「選択 と集中」 のより一 層の推進 と、ＰＤ ＣＡサイ クルに よる事業検
証に加え 、有効性 や公平 性、効率 性、代替 の可能性 など、あ らゆる視 点から 抜本的な見
直しが必要となっております。
こうし た厳しい 財政状 況ではあ りますが 、予算編 成におい ては、現 在、全 庁体制で検
討を進め ている「 総合的 な子育て 支援制度 」や「農 業と食に 関する活 性化基 本構想」、
「企業団 地整備プ ロジェ クト」の ほか、次 世代へつ なぐ地域 創造に向 けた潜 在的な成長
力のさら なる掘り 起こし や、少子 化及び若 者定住対 策を強く 押し進め る施策 など、本市
の発展に 欠かせな い市民 の皆様の 満足度向 上に資す る施策に ついては 予算を 重点的に配
分するなど、メリハリのある予算編成に取り組んでまいります。
以上、 諸般の状 況を申 し上げま したが、 これ以外 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 支援を賜 りますよ うお願 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 （金谷道 男）

降壇】

次 に、日 程第５、 議案第９ ４号から 日程第１ ７、議案 第１０６号ま

での１３件を一括して議題といたします。
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本１３件に関し委員長の報告を求めます。決算特別委員長１８番佐藤芳雄君。
（「はい」と呼ぶ者あり）
【１８番
○決算特別委員長（佐藤芳雄）

佐藤芳雄議員

登壇】

ご報告申し上げます。

去る９ 月１２日 の令和 元年第３ 回定例会 本会議第 ３日にお いて、当 委員会 に審査付託
となり継 続審査と なって おりまし た議案第 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」 から議案 第１０６ 号「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」ま での１３ 件につい て、１１ 月５日か ら１１ 日までの７
日間にわ たり、委 員会及 び分科会 を開催し 、この間 、担当職 員の出席 を求め 、監査委員
の審査意 見書を参 考にし ながら、 予算が適 正かつ効 率的な執 行されて いるか どうかを慎
重に審査をいたしましたので、審査の経過及び結果についてご報告いたします。
審査は 、総務民 生、企 画産業、 教育福祉 、建設水 道の４分 科会を設 置し、 担当部門を
決め、所 管する決 算につ いて個別 に審査し 、疑義を ただしな がら、軽 微な改 善事項につ
いてはその都度、関係職員に改善等を求めて審査を行ったところであります。
また、 最終日に は、当 局の出席 を求め、 各分科会 からの審 査報告を 行った 後、委員会
として質疑、討論、採決を行い、審査結果と意見について申し上げたところであります。
それでは、審査における意見について順次申し上げます。
はじめに、総務民生分科会について申し上げます。
１点目 は、実質 公債費 比率、将 来負担比 率などの 財政指数 は前年度 より改 善されてい
る。しか し、今後 は人口 減少等に より普通 交付税の 縮減が見 込まれる ことか ら、引き続
き財政運 営の健全 化に努 められた い。また 、適正な 積立基金 の確保に も努め られたい。
２点目 は、予算 執行の 中で予算 流用が多 く見られ るが、執 行に当た っては 十分に精査
し、適正な取り扱いをされたい。
３点目 は、職員 数が減 少してい るが、再 任用職員 及び臨時 職員等の 処遇や 取り扱いを
十分に留意し、住民サービスの低下を招かないように努められたい。
４点目 は、市税 等の収 納に関し ては、収 納率が向 上してい ることは 評価す るものであ
る。今後 も本庁と 支所の 連携を密 にし、滞 納処分に 関しては 生活実態 を十分 に調査し実
施していただきたい。
５点目 は、国民 健康保 険事業は 、急激な 市民負担 増になら ないよう 、国保 財政調整基
金も含めた対応を引き続き検討されたい。

- 14 -

次に、企画産業分科会について申し上げます。
１点目 は、市の ＰＲと して効果 のあった 秋田空港 看板活用 事業につ いて、 秋田空港以
外の空港や東京駅、道の駅などにも看板を設置し、市のＰＲ強化に努められたい。
２点目 は、地域 交通対 策事業に ついて、 各地域の 高齢化に 伴った共 助団体 等による公
共交通の在り方を検討されたい。
３点目 は、むす び・サ ポート事 業につい ては、あ きた結婚 支援セン ターへ の登録時負
担金に対 する新た な支援 策や、出 会い・結 婚応援イ ベント助 成の拡充 などを 検討された
い。
４点目 は、いぶ りがっ こ産地化 事業費で は、計画 の変更が 必要な部 分につ いては国か
らの助成 金も含ま れてい ることか ら、結論 をあまり 先延ばし にしない で早め に結論を出
すように努められたい。
５点目 は、温泉 施設管 理費にお ける施設 の在り方 の見直し について 、具体 的な方向性
を早急に示していただきたい。
６点目 は、観光 物産協 会の運営 について 、補助金 や受託事 業のさら なる適 正化に向け
た指導に努められたいとの意見がありました。
次に、教育福祉分科会について申し上げます。
１点目 は、キャ リア教 育推進「 総合的な 学力育成 」事業費 のうち、 「大仙 ふるさと博
士育成」事業については、本事業の成果は長く将来にわたって現われてくるものであり、
重要な事 業と考え られる 。将来の 「ふるさ と」を担 う人材を 育成する という 観点から、
保護者及 び家庭は もとよ り地域全 体で広が っていく ような方 策を推進 される よう努めら
れたい。
２点目 は、通学 路等安 全確保事 業費につ いて、中 学校によ って使用 するヘ ルメットが
異なるた めに価格 が違い 、補助金 額も変わ っている が、今後 新たに導 入する 場合、購入
の際の価 格の差異 をなく すため、 大仙市と して統一 した規格 のヘルメ ットと することを
要望したい。
３点目 は、市民 会館運 営費につ いて、事 業継続の 可否も含 め、各事 業を精 査した上で
高い収支比率の目標を設定し、その数値を達成できるよう努められたい。
４点目 は、放課 後児童 クラブ管 理運営費 について 、施設を 整備する に当た り、利用者
の生活環 境も考慮 すべき と考えら れる。施 設までの 距離や交 通事情な どによ り、通うの
が不便で あるなど 利用者 によって 公平さを 欠くこと がないよ う考慮さ れるこ とを要望し
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たいとの意見がありました。
次に、建設水道分科会について申し上げます。
１点目 は、橋り ょうの 修繕や除 雪機械の 更新につ いては、 計画や目 標に対 して遅れが
目立つよ うになっ てきて いるので 、計画や 目標の達 成に向け た対応に ついて 検討された
い。
２点目 は、市道 敷地の 未登記に ついては 、大分解 消されて きてはい るが、 まだ未登記
筆数もか なり件数 が残っ ているの で、今後 の対応を 検討の上 、可能な 限り早 期に解消さ
れるよう努められたい。
３点目 は、市道 敷地に 限らず借 用してい る不動産 について は、買収 を進め るなど借用
不動産の解消に向けて検討されたい。
４点目 は、公園 の中に は子ども たちへの 教育的観 点から動 物を飼育 してい るところも
あるが、 その動物 の管理 について もしっか りと対応 するよう 努められ たい。 また、市内
には老朽 化により 遊具が 撤去され た公園が あるが、 市内各地 域に拠点 となる 公園を整備
し、遊具 のない小 規模な 公園は廃 止するこ となど、 総合的な 見地から 公園を 集約すると
ともに、今後の公園施設のあり方について検討されたい。
５点目 は、平成 ２９年 及び平成 ３０年の 豪雨によ り発生し た膨大な 被災箇 所は、鋭意
努力によ って今年 度中に 全て復旧 予定とな っている ことは評 価するも のであ る。今後も
引き続き、復旧完了まで順調に工事を進められたいとの意見がありました。
以上、 平成３０ 年度大 仙市一般 会計及び 各特別会 計歳入歳 出決算の 審査意 見書として
議長に提出しております。
委員会 において 、議案 第９４号 「平成３ ０年度大 仙市一般 会計歳入 歳出決 算の認定に
ついて」 の質疑は なく、 討論にお いて、反 対意見が ありまし た。採決 の結果 、出席委員
の多数をもって、本決算は認定すべきものと決した次第であります。
また、 議案第９ ５号「 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」か ら議案 第１０６ 号「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」ま での１２ 件につき ましては 、質疑・ 討論はな く、全 会一致で認
定すべきものと決した次第であります。
なお、 当局にお かれま しては、 これらの 意見等を 踏まえま して、令 和２年 度への予算
編成への 反映をは じめ、 今後の各 種施設の 改善、ま た、評価 された施 策の推 進拡大に一
層努めていただくことを望むものであります。
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以上で報告を終わります。
○議長（金谷道男）

ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

質疑なしと認めます。
【１８番

○議長 （金谷道 男）

佐藤芳雄議員

降壇】

こ れより 討論を行 います。 討論の通 告があり ますので 発言を許しま

す。１０番藤田和久君。
（「はい、１０番」と呼ぶ者あり）
○議長（金谷道男）

はい、１０番。
【１０番

○１０番（藤田和久）

藤田和久議員

登壇】

日本共産党の藤田和久でございます。

私は、 議案第９ ４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、反
対討論を行います。
私たち 日本共産 党は、 議案第９ ４号、平 成３０年 度大仙市 一般会計 歳入歳 出決算のも
ととなる 予算案に おいて 、人件費 や地方交 付税の削 減を目標 とするト ップラ ンナー方式
の導入や個人情報漏えいの危険があるマイナンバー制度の推進など、地方財政計画に
従ってい ること。 また、 教育振興 費補助金 のうち、 一部高校 への補助 金が多 く、大変不
平等であ ること。 また、 安保法制 強行の下 、自主事 業として 開催する 自衛隊 音楽隊の演
奏会は問 題がある として 反対をし ておりま す。本決 算はその 執行であ り、認 めることは
できません。
大仙市の職員数は、定員適正化計画を超えて削減が進んでいるとのことでありますが、
７２０程 の一般会 計事務 事業執行 に当たっ ては、７ ６５名の 再任用職 員を含 む正規一般
職員のほ か、１４ ０名の 嘱託職員 と３３０ 名以上の 臨時職員 に頼らざ るを得 ない状況に
あります 。来年度 からは 、安倍政 権の「働 き方改革 」を自治 体職場に 具体化 した会計年
度任用職 員制度が 導入さ れようと している ようです が、これ は総人件 費削減 を一層進め
るための もので、 正規労 働者を限 りなく非 正規労働 者に置き 換えよう とする もので、公
務と公共業の解体に導くことになりかねないと危惧をしておるところでございます。
住民の 安全・安 心を支 える公務 公共サー ビスの充 実・拡充 のため、 安定的 な正規職員
の拡大に 力を入れ るべき ではない かと考え るもので す。これ らを申し 上げ、 反対討論と
いたします。
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以上。
【１０番
○議長（金谷道男）

藤田和久議員

降壇】

次に、１９番髙橋徳久君。
（「はい、議長、１９番」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

１９番。
【１９番

○１９番（髙橋徳久）

髙橋徳久議員

登壇】

だいせんの会の髙橋徳久でございます。

私は、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きまして、
賛成の立場から意見を述べさせていただきます。
平成３ ０年度の 決算に つきまし ては、地 方交付税 の大幅な 減額、大 型補助 事業の終了
等による国庫支出金も大幅な減額となって、大変厳しい予算執行であったと思われます。
「防災減災対策の推進と都市基盤の整備」「少子化・人口減少対策」「大仙らしさ
（地域資 源）の活 用」「 地域の人 づくり」 「だいせ んライフ の確立と 発信」 の五つの視
点に基づいた予算の編成を行い、重要施策である産業振興・雇用、農業振興、地域振興、
子育て支 援、健康 ・福祉 事業、防 災・雪対 策事業、 教育の推 進をはじ めとし た各種事業
に積極的 に取り組 まれ、 厳しい予 算の中、 住民ニー ズに沿っ た事業を 展開し 、有効活用
された決算であると思います。
財政面 では、普 通交付 税の減額 による財 源不足を 補うため 、財政調 整基金 を６億取り
崩すこと になった ものの 、結果と して８億 ５，００ ０万積み 増しし、 目標の ３０億を超
え３１億 の残高と なりま した。毎 年この財 政調整基 金を取り 崩さなけ れば予 算組みがで
きない現状にあって、目標額以上の残高を得られたことは評価に値することと思います。
また、 実質公債 費比率 、将来負 担比率な どの財政 指数も前 年度と比 べて改 善されてお
り、さら には市税 等の収 納率を向 上させて いるなど 、財政の 健全化に 積極的 に取り組ん
でいることが伺えます。
地方交 付税の減 額など により大 変厳しい 予算執行 の中、市 民の福祉 の向上 のためにご
尽力された職員の皆様に対し、心から敬意と感謝を表する次第であります。
以上、 平成３０ 年度大 仙市一般 会計歳入 歳出決算 に対する 評価を申 し述べ させていた
だきまし たが、市 当局に おかれま しては、 市民生活 の安寧の ために引 き続き ご努力され
ることをご期待申し上げまして、私の賛成討論といたします。
【１９番

髙橋徳久議員
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降壇】

○議長 （金谷道 男）

ほ かに討 論の通告 がありま せんので 、これに て討論を 終結いたしま

す。
これよ り、ただ 今、議 題となっ ておりま す案件中 、議案第 ９４号を 採決い たします。
この採決は起立をもって行います。本件に対する委員長報告は認定であります。本件は、
委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。
（賛成者２１人
○議長 （金谷道 男）

起立）

起 立多数 でありま す。よっ て本件は 、認定す ることに 決しました。

次に、 ただ今、 議題と なってお ります案 件中、議 案第９５ 号から議 案第１ ０６号まで
の１２件 を一括し て採決 いたしま す。本１ ２件に対 する委員 長報告は 認定で あります。
本１２件は、委員長報告のとおり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 （金谷道 男）

ご 異議な しと認め ます。よ って本１ ２件は、 認定する ことに決しま

した。

○議長 （金谷道 男）

次 に、日 程第１８ 、議案第 １１７号 から日程 第２４、 議案第１２３

号までの７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１１ ７号、大 仙市一般 職の職員 の給与に関す

る条例の一部を改正する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。
お手元の資料ナンバー１、議案書の１ページから１６ページまでをお願いいたします。
本案は 、人事院 勧告を 受けた国 の一般職 の職員の 給与改定 に倣い、 市一般 職の給与を
改定するものであります。
はじめ に、令和 元年度 の給与改 定につき ましては 、給料を ０．１パ ーセン ト、また、
１２月期の勤勉手当を０．０５月分引き上げる改定を行うものであります。
次に、 令和２年 度以降 の給与改 定につき ましては 、住居手 当の算定 基礎額 などを改正
するとともに、６月期と１２月期の期末手当の支給配分の見直しを行うものであります。
これら の改正は 、所要 の経過措 置を設け 、令和元 年度の給 与改定に つきま しては、公
布の日か ら施行し 、平成 ３１年４ 月１日か らの適用 、また、 令和２年 度以降 の給与改定
につきましては、令和２年４月１日に施行するものであります。
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次に、 議案第１ １８号 、大仙市 議会の議 員の議員 報酬、費 用弁償等 に関す る条例の一
部を改正 する条例 並びに 議案第１ １９号、 大仙市長 及び副市 長の給与 及び旅 費に関する
条例等の一部を改正する条例の制定につきまして、一括してご説明申し上げます。
議案書の１７ページから２１ページまでをお願いいたします。
本２案 は、一般 職の給 与改定に 倣い、議 員並びに 常勤特別 職に係る 令和元 年１２月期
の期末手 当を０． ０５月 分引き上 げるとと もに、令 和２年度 以降の期 末手当 の支給配分
の見直しを行うものであります。
これら の改正は 、期末 手当の引 き上げに つきまし ては公布 の日から 、また 、令和２年
度以降の 期末手当 の支給 配分の見 直しにつ きまして は、令和 ２年４月 １日か ら施行する
ものであります。
次に、議案第１２０号、令和元年度大仙市一般会計補正予算（第７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の予算書〔１２月補正①〕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、人 事院勧告 及び人事 異動等に 伴う人件 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 １億１， ０９１万 ４千円 を追加し、
補正後の予算総額を４４４億６，２３５万２千円とするものであります。
補正予算の概要について、事項別明細書により歳入からご説明申し上げます。
８ページをお願いいたします。
２０款繰越金は、前年度繰越金として１億１，０９１万４千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。
９ペー ジの１款 議会費 から１９ ページの １１款災 害復旧費 までの職 員人件 費及び特別
職人件費 並びに各 特別会 計繰出金 につきま しては、 人事院勧 告や人事 異動等 に伴う常勤
特別職及 び一般職 に係る 人件費と して、総 額で１億 １，０９ １万４千 円の補 正でありま
す。
２０ページになります。
１２款 公債費は 、長期 債元金償 還金とし て、各人 件費のう ち住宅使 用料等 を充当して
いた人件費の減額補正に伴い、充当先を本事業に振り替えするものであります。
なお、 議員報酬 ・期末 手当及び 共済費に つきまし ても、人 事院勧告 に倣い 、期末手当
支給率の 変更によ る引き 上げ分が あります が、既存 予算によ り対応い たしま すので、補
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正予算としては計上してございません。
続きまして、特別会計についてご説明を申し上げます。
今回の 各特別会 計の補 正予算は 、一般会 計と同様 に、人事 院勧告等 に伴う 職員人件費
につきまして補正をお願いするものであります。
２５ページをお願いいたします。
議案第 １２１号 、令和 元年度大 仙市国民 健康保険 事業特別 会計補正 予算（ 第１号）に
つきまし ては、歳 入歳出 予算の総 額にそれ ぞれ５２ ２万８千 円を追加 し、補 正後の予算
総額を７９億９，０４８万６千円とするものであります。
３５ページをお願いいたします。
議案第 １２２号 、令和 元年度大 仙市後期 高齢者医 療特別会 計補正予 算（第 １号）につ
きまして は、歳入 歳出予 算の総額 からそれ ぞれ２９ ２万７千 円を減額 し、補 正後の予算
総額を８億８，８２１万６千円とするものであります。
４５ページをお願いいたします。
議案第 １２３号 、令和 元年度大 仙市学校 給食事業 特別会計 補正予算 （第１ 号）につき
ましては 、歳入歳 出予算 の総額に それぞれ ５３９万 １千円を 追加し、 補正後 の予算総額
を１０億５，３４８万８千円とするものであります。
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 ようよろし
くお願い申し上げます。
【舛谷総務部長
○議長（金谷道男）

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（金谷道男）

質疑なしと認めます。

ただ今 、議題と なって おります 議案第１ １７号か ら議案第 １２３号 までの ７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 （金谷道 男）

次 に、日 程第２５ 、議案第 １２４号 から日程 第２７、 議案第１２６

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１２４号から議案第１２６号につきまして、
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ご説明申し上げます。
今回の 補正予算 は、３ 会計とも に、給与 改定及び 人事異動 に伴う職 員給与 費の減額補
正であります。
お手元 の資料ナ ンバー ２、大仙 市補正予 算〔１２ 月補正① 〕の５５ ページ をご覧願い
ます。
議案第１２４号、令和元年度大仙市上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。
第２条 収益的支 出の補 正として 、予算に 定めた職 員給与費 から１， ３１０ 万９千円を
減額補正し、補正後の額を６億７，５５５万４千円とするものであります。
続きまして、６７ページをお願いいたします。
議案第 １２５号 、令和 元年度大 仙市簡易 水道事業 会計補正 予算（第 ２号） につきまし
て、ご説明申し上げます。
第２条 収益的支 出の補 正として 、予算に 定めた職 員給与費 から８９ ９万５ 千円を減額
補正し、補正後の額を１２億３，７３０万９千円とするものであります。
続きまして、７９ページをお願いいたします。
議案第１２６号、令和元年度大仙市下水道事業会計補正予算（第２号）につきまして、
ご説明申し上げます。
第２条 収益的支 出の補 正として 、予算に 定めた職 員給与費 から１， ２７２ 万円を減額
補正し、補正後の額を２９億２，７４２万４千円とするものであります。
また、 第３条資 本的支 出の補正 として、 予算に定 めた職員 給与費か ら１４ ６万７千円
を減額補正し、補正後の額を２４億３，２４５万１千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（金谷道男）

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（金谷道男）

質疑なしと認めます。

ただ今 、議題と なって おります 議案第１ ２４号か ら議案第 １２６号 までの ３件は、建
設水道常任委員会に付託いたします。
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○議長 （金谷道 男）

こ の際、 常任委員 会審査の ため、暫 時休憩い たします 。再開時刻は

後程ご連絡いたします。
午前１０時５７分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時４５分

再

開

○議長（金谷道男）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長 （金谷道 男）

日 程第１ ８、議案 第１１７ 号から日 程第２０ 、議案第 １１９号まで

の３件を一括して再び議題といたします。
本３件に関し、委員長の報告を求めます。総務民生常任委員長１４番後藤健君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（金谷道男）

１４番。
【１４番

○総務民生常任委員長（後藤

後藤健議員
健）

登壇】

ご報告いたします。

当常任 委員会に 審査付 託となり ました事 件につき まして、 本会議休 憩中に 委員会を開
催し、関 係部長等 の出席 を求めて 慎重審査 いたしま したので 、その経 過及び 結果につい
てご報告いたします。
議案第 １１７号 「大仙 市一般職 の職員の 給与に関 する条例 の一部を 改正す る条例の制
定につい て」から 議案第 １１９号 「大仙市 長及び副 市長の給 与及び旅 費に関 する条例等
の一部を 改正する 条例の 制定につ いて」ま での３件 は、当局 の説明を 了とし 、質疑・討
論はなく 、採決の 結果、 出席委員 の一致を もちまし て、本３ 件は原案 のとお り可決すべ
きものと決した次第であります。
以上で報告を終わります。
○議長（金谷道男）

ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

質疑なしと認めます。
【１４番

○議長（金谷道男）

後藤健議員

降壇】

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（金谷道男）

討論なしと認めます。
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これよ り議案第 １１７ 号から議 案第１１ ９号まで の３件を 一括して 採決い たします。
本３件に 対する委 員長報 告は原案 可決であ ります。 本３件は 、委員長 報告の とおり決す
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 （金谷道 男）

ご 異議な しと認め ます。よ って本３ 件は、原 案のとお り可決されま

した。

○議長 （金谷道 男）

次 に、日 程第２１ 、議案第 １２０号 から日程 第２７、 議案第１２６

号までの７件を一括して再び議題といたします。
本７件 に関し、 各委員 長の報告 を求めま す。はじ めに、総 務民生常 任委員 長１４番後
藤健君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（金谷道男）

はい、１４番。
【１４番

○総務民生常任委員長（後藤

後藤健議員
健）

登壇】

ご報告いたします。

議案第 １２０号 「令和 元年度大 仙市一般 会計補正 予算（第 ７号）」 から議 案第１２２
号「令和 元年度大 仙市後 期高齢者 医療特別 会計補正 予算（第 １号）」 の３件 につきまし
ては、当 局の説明 を了と し、質疑 ・討論は なく、採 決の結果 、出席委 員の一 致をもちま
して、本３件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上で報告を終わります。
○議長 （金谷道 男）

た だ今の 委員長報 告に対す る質疑を 行います 。質疑あ りませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

質疑なしと認めます。
【１４番

○議長（金谷道男）

後藤健議員

降壇】

次に、教育福祉常任委員長１９番髙橋徳久君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

１９番。
【１９番

髙橋徳久議員

○教育福祉常任委員長（髙橋徳久）

登壇】

ご報告いたします。

休憩前 の本会議 におい て当委員 会に審査 付託とな りました 事件につ きまし て、委員会
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を開催し 、所管関 係部長 等の出席 を求めて 慎重審査 いたしま したので 、その 経過及び結
果についてご報告いたします。
議案第 １２０号 「令和 元年度大 仙市一般 会計補正 予算（第 ７号）」 のうち 、当委員会
に審査付 託となり ました 所管する 補正予算 及び議案 第１２３ 号「令和 元年度 大仙市学校
給食事業 特別会計 補正予 算（第１ 号）」に つきまし ては、当 局からの 補正内 容の説明を
了とし、 質疑及び 討論は なく、採 決の結果 、出席委 員の一致 をもちま して、 本２件は原
案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で報告を終わります。
○議長（金谷道男）

ただ今の委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

質疑なしと認めます。
【１９番

○議長（金谷道男）

髙橋徳久議員

降壇】

次に、建設水道常任委員長１５番佐藤育男君。
（「はい、議長、１５番」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

１５番。
【１５番

佐藤育男議員

○建設水道常任委員長（佐藤育男）

登壇】

ご報告いたします。

休憩前 の本会議 におい て当委員 会に審査 付託とな りました 事件につ き、本 会議休憩中
に委員会 を開催し 、所管 関係部長 等の出席 を求めて 慎重審査 いたしま したの で、その経
過及び結果についてご報告いたします。
議案第１２４号「令和元年度大仙市上水道事業会計補正予算（第１号）」、議案第
１２５号 「令和元 年度大 仙市簡易 水道事業 会計補正 予算（第 ２号）」 及び議 案第１２６
号「令和 元年度大 仙市下 水道事業 会計補正 予算（第 ２号）」 の３件に つきま しては、関
連することから一括で審査をいたしました。
当局か らの補正 内容の 説明を了 とし、質 疑・討論 はなく、 採決の結 果、出 席委員の一
致をもちまして、本３件は原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上で報告を終わります。
○議長 （金谷道 男）

た だ今の 委員長報 告に対す る質疑を 行います 。質疑あ りませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

質疑なしと認めます。
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【１５番
○議長（金谷道男）

佐藤育男議員

降壇】

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（金谷道男）

討論なしと認めます。

これより、議案第１２０号から議案第１２６号までの７件を一括して採決いたします。
本７件に 対する委 員長報 告は原案 可決であ ります。 本７件は 、委員長 報告の とおり決す
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 （金谷道 男）

ご 異議な しと認め ます。よ って本７ 件は、原 案のとお り可決されま

した。

○議長 （金谷道 男）

こ の際、 昼食のた め暫時休 憩いたし ます。再 開は午後 １時といたし

ます。
午前１１時５３分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午後

１時００分

再

開

○議長（金谷道男）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長 （金谷道 男）

日 程第２ ８、議案 第１２７ 号から日 程第５１ 、議案第 １５０号まで

の２４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１２ ７号、会 計年度任 用職員制 度の施行に伴

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。
資料ナンバー１、議案書の２２ページから２８ページまでをお願いいたします。
本案は 、地方公 務員に おける臨 時職員や 非常勤職 員の適正 な任用及 び勤務 条件の確保
を目的に 地方公務 員法が 改正され 、来年度 から会計 年度任用 職員制度 が導入 されること
に伴い、 職員の給 与や勤 務条件な ど関係す る１３条 例におき まして、 会計年 度任用職員
の適用に 係る規定 の整理 など所要 の改正を 行うもの で、令和 ２年４月 １日か ら施行する
ものであります。
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次に、 議案第１ ２８号 、大仙市 大綱交流 サロン条 例の一部 を改正す 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２９ページと３０ページをお願いいたします。
本案は 、来年２ 月に開 催される 刈和野の 大綱引き に合わせ て改修中 の大綱 交流サロン
について 、同じく 来年１ ０月に供 用開始予 定の（仮 称）大綱 交流館と の混同 を避けるた
め、名称 の一部を 改める もので、 施設の供 用を開始 する令和 ２年２月 １日か ら施行する
ものであります。
次に、 議案第１ ２９号 、大仙市 一般職の 職員の給 与に関す る条例及 び大仙 市一般職の
職員の特 殊勤務手 当に関 する条例 の一部を 改正する 条例の制 定につき まして 、ご説明申
し上げます。
議案書の３１ページと３２ページをお願いいたします。
本案は 、市立大 曲病院 の診療部 門に診療 部長を置 く体制を 整えるな どの関 係条例の改
正を行う もので、 医療職 における 診療部長 の職務の 級を規定 するほか 、同職 の特殊勤務
手当の額を１８万円とするものであります。
また、 市立大曲 病院の 夜間看護 従事に係 る手当の 額を国家 公務員に 倣い改 正するもの
で、これらの改正は、令和２年４月１日から施行するものであります。
次に、議案第１３０号、大仙市駐車場条例の一部を改正す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３３ページと３４ページをお願いいたします。
本案は 、大曲駅 東駐車 場の駐車 料金の無 料時間を 駐車開始 後２時間 から１ 時間に改め
るととも に、新幹 線利用 時などの 長時間駐 車を対象 に実施し ている料 金の据 え置きにつ
いて、据 置開始時 間を１ ０時間か ら１１時 間に改め るもので 、令和２ 年４月 １日から施
行するものであります。
次に、 議案第１ ３１号 、大仙市 大曲駅自 転車駐車 場条例の 一部を改 正する 条例の制定
につきまして、ご説明申し上げます。
議案書の３５ページと３６ページをお願いいたします。
本案は 、大曲駅 前自転 車駐車場 と大曲駅 東自転車 駐車場の 使用料及 び保管 料を無料と
するほか 、この改 正に伴 う所要の 条文改正 を行うも ので、令 和２年４ 月１日 から施行す
るものであります。
次に、 議案第１ ３２号 、大仙市 会計年度 任用職員 の給与及 び費用弁 償に関 する条例の
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制定につきまして、ご説明申し上げます。
議案書の３７ページから６１ページまでをお願いいたします。
本案は 、来年度 から会 計年度任 用職員制 度が導入 されるこ とに伴い 、会計 年度任用職
員の給与 及び費用 弁償に 関し必要 な事項を 定めるも ので、令 和２年４ 月１日 から施行す
るものであります。
次に、 議案第１ ３３号 、秋田県 市町村総 合事務組 合規約の 一部変更 につき まして、ご
説明を申し上げます。
議案書の６２ページから６４ページまでをお願いいたします。
本案は 、秋田県 市町村 総合事務 組合の構 成団体で ある北秋 田市周辺 衛生施 設組合が今
年度をも って解散 するこ とに伴い 、秋田県 市町村総 合事務組 合規約の 一部を 変更する必
要があり 、地方自 治法の 規定に基 づき同組 合規約の 一部を変 更するた めに、 関係地方公
共団体との協議を行うことについて議会の議決を求めるものであります。
次に、 議案第１ ３４号 から議案 第１４９ 号までの 公の施設 の指定管 理者の 指定に係る
１６案につきまして、一括してご説明を申し上げます。
議案書の６５ページから８０ページまでをお願いいたします。
本１６ 案は、今 年度を もって指 定管理期 間が終了 する施設 の指定管 理者の 指定につい
て、議会の議決を求めるものであります。
はじめ に、議案 第１３ ４号、協 和内水面 漁業近代 化施設及 び協和広 場等利 用施設の指
定管理者 の指定に つきま しては、 庄内養殖 管理組合 に３年間 、議案第 １３５ 号、大曲地
域職業訓 練センタ ーの指 定管理者 の指定に つきまし ては、職 業訓練法 人大曲 仙北職業訓
練協会に ５年間、 議案第 １３６号 、神岡生 産物直売 ・食材供 給施設の 指定管 理者の指定
につきま しては、 株式会 社神岡ふ るさと振 興公社に ５年間、 議案第１ ３７号 、中仙地域
農業総合 管理施設 の指定 管理者の 指定につ きまして は、物産 中仙株式 会社に ５年間、議
案第１３ ８号、八 乙女温 泉さくら 荘の指定 管理者の 指定につ きまして は、む つみ造園土
木株式会 社に３年 間、議 案第１３ ９号、神 岡交流促 進センタ ーの指定 管理者 の指定につ
きまして は、神岡 ふるさ と振興公 社に１年 間、議案 第１４０ 号、西仙 北ぬく 森温泉ユメ
リアの指定管理者の指定につきましては、新生ビルテクノ株式会社に１年間、議案第
１４１号 、協和温 泉四季 の湯の指 定管理者 の指定に つきまし ては、株 式会社 協和振興公
社に１年 間、議案 第１４ ２号、南 外ふるさ と館の指 定管理者 の指定に つきま しては、厚
生ビル管 理株式会 社に１ 年間、議 案第１４ ３号、史 跡の里交 流プラザ 柵の湯 の指定管理
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者の指定 につきま しては 、株式会 社秋田ス パ・アン ド・ドラ イブイン ・サー ビスに１年
間、議案 第１４４ 号、太 田交流の 森及び太 田レクリ エーショ ンの森の 指定管 理者の指定
につきま しては、 株式会 社大曲ス ポーツセ ンターに １年間、 議案第１ ４５号 、八乙女交
流センタ ーの指定 管理者 の指定に つきまし ては、む つみ造園 土木株式 会社に ３年間、議
案第１４ ６号、大 曲市民 プール等 の指定管 理者の指 定につき ましては 、大曲 スポーツク
ラブに５ 年間、議 案第１ ４７号、 八乙女球 場及び八 乙女運動 公園テニ スコー トの指定管
理者の指 定につき まして は、むつ み造園土 木株式会 社に３年 間、議案 第１４ ８号、太田
新興緑地 広場等及 び議案 第１４９ 号、太田 南部地区 公園及び 横沢東農 村公園 の指定管理
者の指定 につきま しては 、株式会 社大曲ス ポーツセ ンターに １年間、 それぞ れ指定管理
させるものであります。
なお、 指定管理 期間で あります けれども 、指定管 理期間が １年間の 施設に つきまして
は、令和 ２年４月 １日か ら令和３ 年３月３ １日まで 、３年間 の施設に つきま しては、令
和２年４ 月１日か ら令和 ５年３月 ３１日ま で、５年 間の施設 につきま しては 、令和２年
４月１日から令和７年３月３１日の期間であります。
次に、議案第１５０号、令和元年度大仙市一般会計補正予算（第８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３の予算書〔１２月補正②〕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、子 育て支援 に係る基 金積立金 や、小・ 中学校各 種大会 派遣費補助
金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
６，０１ ２万３千 円を追 加し、補 正後の予 算総額を ４４６億 ２，２４ ７万５ 千円とする
ものであります。
４ページをお願いいたします。
繰越明 許費につ きまし ては、国 土調査事 業費につ いて繰越 明許費の 設定を お願いする
ものであります。
債務負 担行為の 補正に つきまし ては、雪 解け後の 道路等の 維持補修 を速や かに行うた
めの道路 維持管理 費及び 交通安全 施設整備 費のほか 、大仙市 協和内水 面漁業 近代化施設
など１２件の指定管理料について債務負担行為の追加をお願いするものであります。
補正予算の概要について、事項別明細書により、歳入からご説明を申し上げます。
９ページをお願いいたします。

- 29 -

１５款 国庫支出 金は、 保育所等 整備交付 金及び母 子保健情 報連携シ ステム 改修事業費
補助金と して１， ２３８ 万９千円 の補正、 １６款県 支出金は 、国土調 査事業 費補助金と
して５１ ６万円の 補正、 ２０款繰 越金は、 前年度繰 越金とし て１億３ ，７２ ５万６千円
の補正、２１款諸収入は、分収交付金として５３１万８千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、３，２１６万９千円の補正であります。
主な内容といたしまして、庁舎管理費は、南外支所屋上防水改修工事費として
２，２００万円の補正、電子計算管理運営経費は、定型業務を自動化するＲＰＡ及び
Ｗｅｂ会議システムの導入経費として５３８万２千円の補正であります。
３款民生費は、１億１，１４６万１千円の補正であります。
内容といたしまして、地域福祉振興基金積立金は、次年度以降に実施を予定している、
切れ目の ない子育 て支援 施策の実 施財源の 積立金と して１億 円の補正 、民間 保育所等整
備事業費補助金は、大曲地域に認可保育所の整備を計画している民間事業者に対する
トンネル補助金として１，１４６万１千円の補正であります。
１２ページになります。
４款衛 生費は、 乳幼児 健康診査 費として 、来年度 から開始 される乳 幼児健 康診査結果
の情報連 携に向け た現行 のシステ ム改修経 費として ２８８万 ８千円の 補正で あります。
６款農 林水産業 費は、 国土調査 事業費と して、緊 急対策箇 所の早期 着手を 目的とした
国の追加 配分に伴 う西仙 北及び協 和地域の 地籍調査 事業費と して６８ ８万円 の補正であ
ります。
１４ページになります。
１０款 教育費は 、教育 振興費補 助金とし て、小・ 中学校の 部活動に おける 全県・東北
及び全国 大会出場 に係る 派遣費補 助金の不 足見込分 として、 小学校費 におい ては１３７
万８千円の補正、中学校費においては５３４万７千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。
【舛谷総務部長

○議長 （金谷道 男）

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
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ました。

○議長 （金谷道 男）

お 諮りい たします 。議案等 調査のた め、１１ 月２７日 から１２月４

日まで８日間、休会いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （金谷道 男）

ご 異議な しと認め ます。よ って、１ １月２７ 日から１ ２月４日まで

の８日間、休会することに決しました。

○議長（金谷道男）

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１２ 月５日、 本会議第 ２日を定 刻に開 議いたしま
す。
ご苦労様でした。
午後

１時１４分

散
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会
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