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午前１０時００分
○議長（金谷道男）

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。
欠席の届出は２０番橋本五郎君であります。

○議長（金谷道男）

本日の議事は、議事日程第２号をもって進めます。

○議長（金谷道男）

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

１０番。
【１０番

○議長（金谷道男）
○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。
おはよ うござい ます。日 本共産党 の藤田和 久でござ います。私は

２点について質問をいたします。
最初の質問は、防災対策の見直しについて質問いたします。
今年は 例年に比 べ、大 型台風に よる風水 害が各地 で発生い たしまし た。台 風１５号、
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１９号、 ２０号、 ２１号 と、日本 列島に甚 大な被害 をもたら しました 。犠牲 者並びに被
災された皆さんに心からお見舞いを申し上げます。
特に今 年の台風 の特徴 的なこと は、一つ 目として 、大型で 強風、大 雨の規 模の大きい
台風だっ たという ことで す。最大 風速が５ ０から６ ０メート ル、降水 量が５ ００ミリか
ら１，０ ００ミリ であり ました。 ７、８年 くらい前 までは５ ００ミリ を超え る雨量が降
るのは静岡県辺りまででしたが、今年は東北地方の太平洋岸まで北上しました。
二つ目 の特徴は 、河川 の氾濫が 多すぎた というこ とです。 これまで は雨量 が多くても
３００ミ リくらい だった 関東・東 北にあっ て、５０ ０から１ ，０００ ミリの 降雨があっ
たわけで すから、 各地で 河川の氾 濫が相次 ぎ、堤防 が全壊し 、家屋の 全壊、 または床上
・床下浸 水の被害 に遭わ れたわけ でありま す。被災 された方 々のお話 による と、こんな
ことは初めてであり、予想もできなかったと仰っております。
上記の 二つの特 徴は、 大型台風 がこれか ら東北地 方にもど んどん押 し寄せ てくる可能
性が高い ことを示 してい るのでは ないでし ょうか。 この大仙 市でも降 雨量が ５００ミリ
を超える 可能性が 現実化 しておる わけでご ざいます 。こうし た大型台 風を想 定しての防
災対策が必要と思われますので、その点について質問いたします。
もっと 具体的に 申し上 げますと 、地球温 暖化の影 響もあっ て、台風 の大型 化、北上化
が進んで いるとの ことで す。これ 以上の温 暖化を阻 止するこ とはもち ろんで すが、大型
化の想定のもとに防災対策を再検討されるよう提案いたしたいと思います。
一つ目 の質問に なりま すが、今 実施して いる雄物 川河川堤 防工事を いち早 く完成させ
るよう、 工事を急 ぐ必要 がありま す。また 、同じ雄 物川の堤 防河川で も場所 によっては
低い所や 傷んでい る弱い 堤防など があるか もしれま せん。そ の所の点 検も急 ぐべきと考
えますが、当局のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
二つ目の質問に入ります。堤防の強化・充実について提案いたします。
一級河 川の堤防 は、上 部が幅６ メートル 以上が原 則で、支 流の堤防 は上部 幅が３メー
トル以上 というの が原則 だそうで す。しか し、今回 の水害は 、過去に 経験し たことのな
いような 水量のた め、支 流であれ 本流であ れ、河川 のあちこ ちで氾濫 が発生 しました。
防災担当 の学者の 方のお 話による と、河川 の堤防そ のものの 強化の見 直しが 必要だとし
ておりま す。堤防 の高さ 、幅の不 備な所は ないか、 河川の合 流部や曲 がり角 などの堤防
強化が必要と考えますが、当局のお考えをお願いしたいと思います。
三つ目 の質問に なりま す。河川 のしゅん せつに力 を入れて いただき たいと いうことで
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す。大雨 に対して どんど ん河川の 水かさが 増してい くわけで すが、河 川の中 に石やごみ
が山にな って、も う島に なってい るような 所があり ます。河 川敷には 草や樹 木がいっぱ
いで、大 雨になっ たとき に流れを 阻止しよ うとして いるよう に見えま す。流 量を増やす
ためにも 河川全体 のしゅ んせつが 必要と思 いますが 、いかが お考えな のかお 答えいただ
きたいと思います。
四つ目 の質問に 入りま す。全国 の被災地 では、避 難所その ものが流 された りした所が
ございま した。避 難所が 、より安 全な場所 に建って いるのか 、地理的 な条件 、環境条件
などの改善、見直しも必要だと思います。
また、 避難所で の生活 環境の改 善も指摘 されてお ります。 プライバ シーの 保護、冷暖
房、やわ らか寝具 、水と 食料、入 浴やトイ レなど、 一般の生 活とでき るだけ 差がないよ
うに避難 所の環境 改善と 避難者の 生活環境 の改善、 見直しを 提案した いと思 いますが、
いかがお考えなのかお答えいただきたいと思います。
以上でございます。よろしくご答弁をお願いしたいと思います。
○議長（金谷道男）

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 防災対策 の見直 しについ てであり ますが、 はじめに 、雄物川 河川堤 防につきま
しては、 平成２９ 年７月 及び８月 に発生し た豪雨で 甚大な被 害を受け たこと による緊急
的な対応 として、 現在、 国土交通 省におき まして雄 物川河川 激甚災害 対策特 別緊急事業
により、 築堤及び 堤防か さ上げな どの整備 を実施し ていただ いており 、令和 ４年度の完
成を目指しております。
対象地区の一つでありました間倉地区につきましては、無堤部区間の延長約４００
メートル が完成し 、１１ 月９日に 完成式典 を挙行し たところ であり、 また、 他の地区に
つきましても順調に進んでおります。
ご質問 の堤防の 低い所 や損傷に 関する点 検につき ましては 、重要水 防箇所 について国
土交通省 、広域消 防本部 、市消防 団と一緒 に合同巡 視を毎年 実施して おり、 また、県管
理河川に つきまし ても同 様に危険 箇所等の 巡視を行 っており ます。そ の巡視 の結果に基
づき、堤 防からの 漏水、 のり面崩 落等が将 来に見込 まれる箇 所につき まして は、対策を
講ずることになっております。
本年１ ０月には 、台風 １９号に より福島 県をはじ めとした ７県の河 川にお いて堤防決
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壊が発生 したとこ ろであ り、本市 といたし ましても 水害が頻 発する危 険箇所 等を的確に
把握し、関係機関との連携を図りながら市民の安全確保に努めてまいります。
次に、 河川堤防 の強化 や見直し につきま しては、 河川の洪 水・氾濫 を防止 する堤防の
構造は、 河川管理 施設等 構造令に おいて、 上部の幅 は３メー トルから ７メー トルと規定
され、高 さは雄物 川中流 部におい ては河床 より７． ５メート ルから１ ３メー トルで計画
され、整備を進めていると伺っております。
現在の 堤防整備 は、平 成２９年 の豪雨災 害に対応 した計画 水位で整 備され ております
が、整備 後も国の 整備計 画の高さ まで達し ていない 暫定堤防 といわれ る未完 成区間が残
るため、早期に暫定堤防が解消されるよう要望してまいります。
次に、 河川のし ゅんせ つにつき ましては 、本市に おいて国 が管理す る河川 は４河川、
県管理は ３９河川 、また 、市管理 は９５河 川となっ ておりま すが、し ゅんせ つ及び河道
掘削の実 施により 、河道 断面を拡 幅させる ことで河 川の流下 能力の増 加に大 きな効果が
あるものと考えております。
昨年度 は、国管 理河川 では雄物 川におい て３カ所 、県管理 河川は１ ０河川 １０カ所、
市管理河川では１５河川２０カ所においてしゅんせつを実施しております。
国にお きまして は、樹 木繁茂、 土砂堆積 等による 洪水・氾 濫の危険 箇所等 の緊急点検
を行い、流下阻害や局所洗掘等によって洪水・氾濫が生ずると思われる箇所については、
防災・減 災、国土 強靭化 のための ３か年緊 急対策に より、令 和２年度 までに 集中して河
道掘削、樹木伐採、河川堤防の強化対策を実施しております。
毎年実施しております国や県との事業調整会議におきましては、河川の雑木等の除去、
土砂のしゅんせつ及び河道整正が必要とされる箇所については、強く要望しております。
また、市 が管理す る河川 につきま しては、 状況に応 じてしゅ んせつを 実施し ているとこ
ろであります。
今後も 河川状況 の把握 に努め、 しゅんせ つの必要 性がある 場合には 、国や 県に対し強
く要望してまいりたいと考えております。
次に、 災害時の 指定避 難所につ きまして は、平成 ２９年１ ２月に１ ３５カ 所ありまし
たが、その後、市職員により確実に開設できるよう、箇所数の見直しを行い、現在
１０５カ 所として おりま す。また 、その見 直しの中 で浸水想 定区域内 にある 指定避難所
について は、浸水 時は２ 階以上へ の避難と してハザ ードマッ プに掲載 し、市 民の皆様に
周知しております。
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今後、 県で現在 実施し ている県 管理河川 の新たな 浸水想定 区域の見 直しが 完了した後
には、それを参考に指定避難所の見直しを行ってまいります。
また、 先日の台 風１９ 号のよう な大雨災 害では、 河川の流 域に市街 地が集 中している
当市のよ うな地理 条件で は、多く の避難所 が浸水す る可能性 が高く、 全ての 避難者の受
け入れに ついては 困難と なること が予想さ れること から、浸 水想定区 域外に ある民間施
設との協 定締結や 広域避 難につい ての隣接 市町村と の協議な どに取り 組んで まいりたい
と考えております。
次に、 東日本大 震災に おきまし ては、避 難所生活 でのスト レスや災 害関連 死が課題と
なったこ とから、 平成２ ５年６月 に災害対 策基本法 が改正さ れ、避難 所内で の良好な生
活環境を確保するよう指針が示されております。
当市で も平成２ ９年７ 月の水害 では、約 ２千人が 避難所に 避難する ことと なりました
が、「食 料が足り ない」 「災害情 報の提供 がない」 などのご 指摘があ ったこ とから、現
在、災害 備蓄品の 分散や 職員研修 の実施、 液体ミル クの備蓄 、応援協 定の締 結などの対
策を講じ ていると ころで あります 。特に今 年度は７ 月と１１ 月に５回 にわた り避難所開
設担当職 員１６１ 名に対 して、速 やかな避 難所の開 設やスト レスなく 避難で きる環境の
確保などについての研修会を実施しております。
今後も 引き続き 、避難 された方 がより良 好な避難 所生活を 送ること ができ るよう、避
難所環境や災害備蓄品目の見直しなどの対策を講じてまいりたいと考えております。
市政報 告でも申 し上げ ましたが 、先日の 台風１９ 号では、 各地で河 川堤防 の越水や決
壊が相次 いだこと から、 ハード対 策だけで は防ぎき れない災 害が必ず 発生す るというこ
とを痛感 するとと もに、 住民の避 難行動や 受け入れ る避難所 対策など 、ソフ ト面の重要
性を強く認識したところであります。
議員ご 指摘のと おり、 今後もこ れまでの 規模を大 きく上回 る大型台 風の襲 来も想定さ
れること から、ま ずは市 民の命を 最優先に 、逃げ遅 れゼロを 目指した 地区防 災マップや
マイ・タ イムライ ン、避 難行動要 支援者名 簿の活用 など、自 助・共助 を活用 した避難体
制の確立も併せて進めてまいりたいと考えております。
【老松市長
○議長（金谷道男）

降壇】

再質問ありませんか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

１０番藤田和久君。
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○１０番（藤田和久）

住民の安全のために、いろいろな対策を講じていくという答弁

だったと 思ってい ます。 四つ質問 しました けれども 、二つ目 、三つ目 に関わ るんですけ
れども、 堤防の弱 いとこ ろとか、 その点で ちょっと 私のとこ ろに手紙 が届き ましたので
紹介したいと思います。
玉川の 雄物川と 合流点 、水が雄 物川から 止められ るような 形で玉川 の今の サケの辺り
が水がど んどん増 えてき ますよね 。玉川橋 の間倉側 の堤防が 橋よりず っと低 いんですよ
ね。それ から、こ ちら側 、南側の 方は橋よ り少し低 いだけな んですけ ども、 北側と南側
で高さに 差がある んです 。たまた まこの前 、水漬い た時には 、神宮寺 との境 の方で水が
あふれまして越えるということはなかったんですけど、もし堤防がきっちり完備されて、
今度その 合流部が 水でい っぱいに なると、 低い方か ら越えて いくとい うこと があるかも
しれませ ん。そう いうこ とが考え られます ので、何 とかこれ までもい ろいろ 点検業務さ
れてきたということですけれども、その点も含めて十分お願いしたいと思います。
それか ら、私が 小さい 時に横手 川で、ち ょうど大 曲と横手 市の境目 に、横 手川に大戸
川という 川がぶつ かって くるんで すよね。 ところが 、横手川 が真っす ぐ堤防 にぶつかっ
てくるん です。そ の勢い で２回決 壊してい ます。で すから、 そういう ような ところがな
いか、私 ら全部分 かりま せんので 、是非市 の方で、 担当の方 で、県や 国土交 通省と協議
して進め ていただ ければ ありがた いと思い ます。も し答弁あ りました らお願 いしたいと
思います。
○議長（金谷道男）

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、 最初にご 指摘の ありまし た玉川と 雄物川の 合流点の 堤防につ いては 、私も前に
伺った経 緯があり ました けれども 、部分的 に玉川の 堤防とし て取り扱 ってい る部分と、
雄物川の 堤防とし て合流 点以降で すかね、 今度は雄 物川の堤 防だとい うこと で、それで
高さが違うんだというような国の見解がありましたけれども、いずれそうしたギャップ、
差が水害 に結びつ く、つ ながって いくとす れば、直 していた だくよう に頑張 っていきた
いという ふうに思 います 。当初、 今の激特 の関係で 雄物川の 堤防と、 南外の 所ですけれ
ども、雄 物川の堤 防と楢 岡川の堤 防が高さ が違うと いうこと が最初に 判明し た時には、
何を考え ているん だとい うね、私 もそう思 いまして 、急きょ 県にお願 いして 雄物川の堤
防に楢岡 川の合流 する所 の堤防の 高さを合 わせてい ただいた という経 緯があ ります。そ
うしたこ とで、水 害が発 生した場 合、被害 に遭われ た方は雄 物川の水 なのか 、楢岡川の
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水なのか ってそう いうこ とは全然 関係ない わけであ りまして 、いずれ 、きち っとした水
害対策を しないと いけな いという ことにな るわけで 、そうし た点につ いては 留意してい
きたいと思います。
それか ら今ご指 摘あり ました河 川の合流 部につい ては、堤 防がやは り傷み やすいとい
いますか、弱くなりやすいんじゃないかというご指摘、今後の巡視、合同巡視の際には、
そういっ た点に留 意して 実施して まいりた いという ふうに思 います。 ありが とうござい
ました。
○議長（金谷道男）

再々質問ありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）
○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 の質問は 、福部内 川の洪水 対策につ いて質問 いたします。

福部内 川の氾濫 による 洪水が大 雨のたび に福見町 などに押 し寄せて おりま す。そのた
め、市当 局や県当 局で対 策等を十 分検討し 、様々な 洪水対策 を実施し ていた だきました
が、まだ 不十分と 思われ ることが ございま すので今 回質問さ せていた だくこ とになりま
した。
須和町 の三差路 交差点 から福見 町方面に 向かって 福部内川 を渡りま すが、 橋を渡る手
前から左 折した所 にアパ ートと何 軒かの住 宅があり ます。こ の住宅地 は、雨 が降るたび
に洪水と なり、大 変困っ ていると のお話で した。市 道やアパ ートや住 宅に降 った雨が、
その土地 が傾斜に なって いて福部 内川の方 に低くな っている んです。 この住 宅地は、雨
が降るた びに洪水 となり 困ってい る。市道 、アパー ト、住宅 に降った 雨が低 い方にどん
どん流れ ていくわ けです 。そして 福部内川 に落ちる ように、 コンクリ ートで 岸が固めら
れていま すけど、 開けた り閉めた りできる ようにな っていま す。だけ ども、 雨が降ると
全部閉じ られてし まいま す。です から、そ こに水が たまって 、奥から 一番奥 の家と２軒
目の家は 必ず水が 漬くと いうふう に言われ ています 。一番奥 の家は、 １９号 の時に床上
浸水だったそうです。それから、２番目の家は床下浸水とのお話でした。
ためます

私は、 この場所 から１ ０メート ルもあり ませんけ れども、 少し行っ た所に 溜枡があり
ます。そ こまで水 を引き 、その場 所にポン プアップ できるよ うに固定 ポンプ を設置して
いただけ れば解決 するの ではない かと考え ましたけ れども、 当局のお 考えを お聞かせい
ただきたいと思います。
二つ目 は、福部 内川の 福見町か ら戸蒔ま での堤防 のかさ上 げをして もらい ましたが、
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中良野か ら戸蒔方 面に行 くときの 福部内川 に架かる 中良野橋 が堤防よ り低く なっている
ため、水 かさが増 えた場 合、橋か ら水が越 えてしま います。 私がその 現場近 くの家に訪
問した時に、その橋のことを必ず聞かれました。もし福部内川の水かさが増したときに、
どのよう に対処す るおつ もりなの かお伺い をいたし たいと思 います。 当局の 対処方法を
お知らせいただきたい。
三つ目 の質問に なりま す。福部 内川の最 下流部と いうか丸 子川との 接続部 分ですけれ
ども、こ の場所に 固定ポ ンプを設 置するも のと思っ ておりま したが、 現在の ところ設置
はされて おりませ ん。い つも大雨 になりま すと、県 のトラッ クが来て 、移動 式ポンプに
よるポン プアップ をいた しますが 、流れて くる量が 多すぎて 全然追い つきま せん。本当
に福部内 川の氾濫 を抑え ようとい うのであ れば、移 動式では 間に合わ ず、２ 台以上の固
定式ポン プが必要 と思わ れます。 この件に 関しまし ては、地 元住民や 地元の 消防団も要
望してい ると伺っ ており ますので 、是非と も固定ポ ンプの設 置をご検 討いた だきたいと
提案いたしますが、当局のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
さらに 四つ目に なりま すけれど も、福部 内川のや や上流部 、荒町、 下高畑 、大槻、東
川、戸蒔 において も３年 前は洪水 が発生し ました。 福部内川 とその支 流の排 水路の水が
あふれて 洪水とな ってい るようで す。福部 内川に、 できるだ け水をた めない ようにする
ことだけ でなく、 上流部 や支流の 堤防等を 点検し、 水の漏れ がないよ う、か さ上げなど
を実施できないか伺いますが、当局のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
質問は以上でございます。よろしくお願いいたします。
○議長（金谷道男）

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）

藤 田和久 議員の質 問、二つ 目の発言 通告の福 部内川の 洪水対策に関

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（金谷道男）

古屋建設部長。

○建設部長（古屋利彦）

質問の福部内川の洪水対策についてお答え申し上げます。

はじめ に、福部 内橋下 流左岸側 の住宅地 につきま しては、 福部内川 沿いの 遮水壁の設
置に伴い 、福部内 川増水 時の越水 による浸 水被害は 軽減され たものの 、一方 で増水によ
ひ かん

る樋管の閉鎖により内水被害に見舞われるようになりました。
ためます

議員が ご提案す る既存 の溜枡へ の固定ポ ンプ設置 による排 水は、構 造や勾 配、流水方
向などに 課題があ ること から、ご 指摘のあ りました 民家前の 側溝を活 用し、 可搬式ポン
プでの排水を実施してまいります。
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次に、 福部内川 の水か さが増え たときの 対処につ きまして は、中良 野橋は 堤防の高さ
より低い 位置にあ ること から先に 冠水し、 そこから あふれ出 た雨水が 住宅等 へ流れるも
のと予想されます。
このよ うな場合 は、人 命を第一 に考え、 中良野橋 南側にあ ります介 護施設 に対し、い
ち早く避難指示を出すこととしております。
今後の 中良野橋 の架け 替え計画 につきま しては、 支障とな る住宅１ 戸の移 転が既に完
了し、本 年度は詳 細設計 について 発注済と なってお ります。 また、令 和３年 度から４年
度までの２カ年での架け替えを予定していると伺っております。
この橋 りょうの 架け替 えにより まして、 橋の高さ がかさ上 げした堤 防の高 さまで上昇
する計画とされており、周辺の浸水被害も解消されるものと考えております。
今後も 県と協議 を重ね 、中良野 橋の架け 替えが円 滑に推進 されます よう要 望してまい
ります。
次に、 福部内川 と丸子 川合流部 への排水 ポンプの 設置につ きまして は、現 在この箇所
では、福 部内川の 上昇に より遊水 池に流れ 込んだ水 を毎分３ ０トンの 排水能 力を備えた
県の排水 ポンプ車 により 、丸子川 に排水し ておりま す。県管 理河川の 合流部 であること
から、排 水作業は 県で実 施すべき 箇所であ ると認識 しており 、早期の 排水に ついて県に
依頼しております。
しかしながら、議員ご指摘のとおり、排水ポンプ車はポンプ設置に時間がかかるほか、
流れ込む 水量も多 いため 、排水が 追いつか ず、福部 内川流域 で何度も 浸水被 害が発生し
ております。
こうし た状況を 踏まえ 、市では 平成２９ 年度の水 害を受け 、当該地 区にお ける浸水を
シミュレ ーション した雨 水管理計 画をもと に、福部 内川や丸 子川に流 れ込む 排水路の適
切な対策を進めていくこととしております。
また、 丸子川流 域の水 防対策に つきまし ては、今 月下旬に 県と具体 策を協 議すること
になりましたので、その中で常設排水ポンプの必要性などを強く訴えてまいります。
このほ か１１月 ２１日 に開催さ れました 秋田県・ 市町村協 働政策会 議にお きまして、
広域的か つ総合的 な水害 対策体制 の構築を 求める提 案をして おり、県 からは 、県管理河
川減災対 策協議会 の取り 組みとし て、新た に内水対 策も加え た総合的 な水害 対策を構築
したいとの回答を得ております。
今後は 、県とと もに大 型常設排 水ポンプ の設置に ついて協 議を進め るとと もに、上流
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部での田 んぼダム の推進 や、他の 効果的な 被害軽減 策につい て、総合 的な視 点からの水
害被害軽減に向けた対策を講じてまいりたいと考えております。
次に、 福部内川 上流部 における 堤防等の かさ上げ につきま しては、 福部内 川は丸子川
の支川で あり、降 水時は 雄物川、 丸子川の 増水によ り流下能 力が著し く低下 し、たびた
び浸水被 害が発生 してお り、平成 ２３年６ 月には集 中豪雨に より多く の家屋 が浸水被害
に見舞われました。
このた め、平成 ２５年 度より福 部内橋か ら大曲工 業高等学 校グラウ ンドま での１キロ
メートル を整備区 間とし て、下流 から堤防 かさ上げ 工事を実 施してお りまし たが、平成
２９年７ 月の洪水 被害が 発生した ことによ り、県は 災害対策 等緊急事 業によ り、中良野
橋付近２１０メートルの区間を重点的に整備しているところでございます。
ご質問 の福部内 川の整 備計画区 間より上 流部の場 所につき ましては 、先程 申しました
対策と併 せまして 、浸水 被害が見 込まれる 箇所のか さ上げ等 の対策が 推進さ れますよう
要望してまいります。
以上です。
○議長（金谷道男）

再質問ありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）
○１０ 番（藤田 和久）

藤田議員。
福部内 橋の左岸 の家は、 雨がたく さん降る と、ほか の地域よりは

るかに早 く水がた まるそ うです。 ですから 、これを 何とか、 検討する という ことですの
で、お願いをしたいと思います。
それか ら、四つ 目の上 流部、福 部内川で はないん ですけれ ども、福 部内川 に入る大排
水なんで すけども 、大槻 と下高畑 の踏切か ら１００ メートル いった所 に大排 水がありま
す。平野 部に降っ た雨が みんなそ こに流れ るんで、 ３年前は あそこの 県道で すか、県道
の橋がく ぐって水 漬いた んですよ ね。それ で、学校 の西側の 方も水が 漬いた んです。で
すから、 福部内川 に限ら ず排水、 一般の例 えば福部 内川が丸 子川にぶ つかる ときは水が
あふれる 、丸子川 が雄物 川にぶつ かるとき は水があ ふれると 同じよう にです ね、大排水
がその福 部内川に 交わる ところで は水があ ふれちゃ うんです 。そうい う意味 で、これは
改良区と か市の管 轄にな ると思い ますけれ ども、そ の辺もど うかご検 討をい ただくよう
にお願いしたいと思います。答弁ありましたらお願いします。
○議長（金谷道男）

再質問に対する答弁を求めます。古屋建設部長。
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○建設部長（古屋利彦）

藤田和久議員の再質問にお答えします。

ただいまご指摘のありました場所につきましても、我々、現地を確認してございます。
この後も いろんな 箇所、 今の福部 内川に流 れ込むい ろんな支 川等、用 水路等 確認いたし
まして、関係機関と協力しながら対処していきたいと考えております。
○議長（金谷道男）

再々質問ありませんか。
（「ございません」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

これにて１０番藤田和久君の質問を終わります。
【１０番

○議長（金谷道男）

藤田和久議員

降壇】

次に、３番三浦常男君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

３番。
【３番

三浦常男議員

登壇】

○議長（金谷道男）

はじめに、１番の項目について質問を許します。

○３番（三浦常男）

このたびは一般質問におきまして、２問ご質問させていただきます。

市民クラブの三浦常男でございます。どうかよろしくお願いいたします。
それで は、第１ 点目と しまして 、災害時 に対応で きる職員 の育成に ついて お聞きいた
します。
本庁、 支所の組 織機構 改革にお いて、災 害等の緊 急時対応 として職 員数減 少による支
所管内の 災害時マ ンパワ ー不足の 現状と課 題も挙げ られてお ります。 さらに 、組織改革
の見直しの着眼点の中にも災害等の有事に備えた体制の確立と専門性の維持向上として、
災害や地 域行事の マンパ ワーを必 要とする 場面で迅 速に対応 できる体 制を構 築するとあ
ります。
本庁、支所機能の基本方針として、災害時対応としていろいろ述べられておりますが、
その対応 策として 新任職 員におけ る消防団 への加入 を促され る方法も あるの ではないか
と考える 次第です 。消防 団員とし て規律面 をはじめ 団体行動 を養い、 さらに はポンプ操
作、緊急 時初期対 応等、 様々な行 動を学び ながら地 域のまと め役とし ても行 動できる人
材を養うことができると考えられます。
大仙市 消防団に おいて 各支団と も定員割 れの分団 が多いと 聞いてお ります 。団員加入
にもつな がります し、何 よりも災 害等のマ ンパワー 不足に対 応できる のでは ないでしょ
うか。
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長期に よる加入 ではな くとも、 団員にお 力添えを いただけ ればと考 える次 第です。災
害等対策 を考える 中の一 つの提案 としたい と思いま すので、 お考えを お聞か せいただき
たいと思います。
１点目は以上です。
○議長（金谷道男）

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】

三浦常男議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 若手職員 の消防 団への加 入促進に つきまし ては、毎 年４月上 旬に実 施している
新規採用 職員の研 修の中 で、総合 防災課の 消防団担 当職員か ら消防団 の活動 内容や待遇
等について説明し、入団を勧めているところであります。
現在、 市職員の 団員は ３９名お ります。 消防団員 としての 地域での 活動は 、市職員と
しての自 己研さん 、そし て地域住 民とのコ ミュニケ ーション を図る場 として 、職務上非
常に有意義な一面もあると考えております。
さらに は、消防 団員を 対象とし た研修や 講習会な どで習得 するロー プワー クやポンプ
操作など の技術の ほか、 災害対応 の基礎知 識などに つきまし ては、水 害対応 時の排水活
動や避難誘導等で大いに生かされるものと思っております。
地域の 安全・安 心を守 る団員の 確保のた めにも、 市職員の 消防団へ の入団 促進につき
ましては、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
【老松市長
○議長（金谷道男）

降壇】

再質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

三浦常男君。

○３番（三浦常男）

ありがとうございます。ありがたいお言葉と感じてございます。

実際に 災害の場 合は、 各職員の 場合、人 員不足と いうふう な関係で 、各支 所等に出向
かれてい ろいろな 行動を されるか と思いま す。それ を消防団 に入った からと いって巡回
等に人員 を割くと いうわ けではご ざいませ ん。やは り本人の 自覚が必 要だと いうふうな
観点から これを述 べさせ ていただ いている わけでご ざいまし て、実際 に今聞 きましたと
ころ、３ ９名が消 防団に 加入して いるとい う、これ は本当に ありがた いこと だと思って
ございます。
しかし ながら、 やはり 災害とは 水害だけ ではなく 、火事等 もござい ますの で、やはり
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そういう ふうな初 期消火 のために も、団員 として学 べるもの を学んで いただ きたいとい
うふうな 考えでご ざいま すので、 答弁は結 構でござ いますけ ども、何 とぞこ れからも市
当局から も力強い お力添 えをいた だければ 幸いと思 ってござ います。 ありが とうござい
ます。
○議長（金谷道男）

次に、２番の項目について質問を許します。

○３番（三浦常男）

それでは、２点目の質問についてご質問申し上げます。

先程も 藤田議員 の方か らも水害 等につい てのお話 がござい ましたの で重な る点がある
かと思い ますけど 、地域 は違いま すけども 、それに ついて、 水害時の 内水排 水について
質問させていただきます。
近年、 豪雨等に より水 害が発生 しており ます。本 年は、台 風１５号 、１９ 号により、
他県においては堤防が決壊するなどして甚大な被害をもたらしました。大曲においては、
台風１９ 号の影響 により 、雄物川 が増水し て大曲橋 では氾濫 水位を超 える状 態となりま
した。ちなみに、大曲橋において氾濫注意水位とは３．４メートルを意味しております。
実際に当時の水位は４．１２メートルと聞いております。実際の注意水位よりも７０
センチ強、増えていたというふうな状況になってございます。
この雄 物川の増 水によ り各水門 では逆流 を避ける ため、水 門を閉鎖 しまし た。幸いこ
の日は日 中、降水 がなか ったため 、内水は 大曲浜町 で発生し ましたが 、排水 ポンプ車に
よる排水で浸水被害は発生しませんでした。
私の住 んでいる 花館に おいても 、私の家 の前の川 なんです けども、 万太郎 川が氾濫す
ることが あります 。これ も万太郎 川に架か る花館柳 町の伊豆 見橋の下 流２０ メートルに
なかぜき ひ かん

ある国交 省の水門 、中堰 樋管があ りますが 、雄物川 の増水時 、逆流を 防ぐた め水門閉鎖
すること により上 流から の水が下 流にたま り、さら には雨水 がこれに 追い打 ちをかける
ことによ り、田ん ぼは浸 水し、さ らには水 門近くに ある柳町 の住宅地 に、増 水した水が
押し寄せ て、床下 や床上 浸水とい う事態に なってお ります。 本年の台 風１９ 号の際は、
逆流を防 ぐため水 門は閉 鎖しまし たが、幸 い降水が なかった ため住宅 への浸 水はありま
せんでし た。降雨 があれ ば、浸水 の被害は 間違いな くあった と思いま す。内 水を防ぐた
め排水を するにし ても、 水門の手 前には県 道がある ため排水 用ホース を横断 させなけれ
ばならない状態であり、それがままならない次第でございます。
しかし ながら、 排水で きないか らといっ て住宅へ の浸水が 起こるの も、住 民にとって
は死活問 題です。 この実 態を打破 しなけれ ば住民も 安心して 暮らせま せん。 排水用ポン

- 46 -

プの設置 を早急に してい ただけれ ばと思い ますが、 お考えを 伺いたい と思い ます。よろ
しくお願いいたします。
○議長（金谷道男）

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、水害時の内水排水についてお答えを申し上げます。

万太郎 川の内水 氾濫対 策として 排水ポン プを設置 すること につきま しては 、県が管理
をしてお ります万 太郎川 と国が管 理をして おります 雄物川が 合流する 中堰樋 門の上流に
おいて、 雄物川の 増水に 伴う樋門 の閉鎖に よりまし て平成２ ９年７月 の水害 時には、花
館地区の 柳町や中 野下川 原地内で 住家の床 上浸水６ 軒、床下 浸水１７ 軒の被 害が発生し
たほか、広範囲にわたり水田が冠水しております。
中堰樋門の上部につきましては、他の堤防とは違い、旧国道１３号線、現在県道と
なってお りますが 、通行 量が多く 、他の樋 門に設置 している ような堤 防を乗 り越して配
水管を設置する構造の常設ポンプの設置や、サニーホースによる排水は難しい箇所と
なっております。
中堰樋 門付近は 、国道 １３号線 、県道、 万太郎川 が交差す る複雑な 地理条 件となって
いるため 、内水の 排水に つきまし ても、市 としても 大変苦慮 している ところ でございま
す。
現在、 課題とな ってお ります県 管理河川 が関連す る市内の 内水対策 箇所に つきまして
は、県と の広域的 かつ総 合的な治 水対策に ついての 協議がス タートし ており ます。１２
月下旬に も丸子川 流域で の水防対 策につい ての具体 策を協議 する予定 として おります。
議員ご 質問の万 太郎川 の内水氾 濫をはじ め、これ まで大雨 が降るた びに浸 水被害に悩
まされて きた市民 の皆様 が、一刻 も早く安 心・安全 な生活を 送れるよ う、今 後も県とと
もに常設 排水ポン プや雨 水貯留施 設の設置 、上流部 での田ん ぼダムの 推進な ど、それぞ
れの河川の条件に即した治水対策を早急に進めてまいりたいと考えております。
以上であります。
【佐藤副市長
○議長（金谷道男）

降壇】

再質問ありませんか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

三浦常男君。

○３番 （三浦常 男）

ご 答弁あ りがとう ございま す。先程 申し上げ ましたこ の柳町地区と
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いうのは 、先程も 述べま したよう に、雄物 川の中堰 樋管、あ そこは今 現在、 名前がその
まま樋管 というふ うな名 前になっ ておりま して、上 下させる 可動式の 水門が あるわけで
すけども、本来であれば水門になるわけですけども、昔からの樋管というふうな感じで、
あそこが 止められ る、そ のことに よりのみ ではなく 、玉川の 河川にお いても やはり玉川
第一樋管 、あそこ の水門 をストッ プさせる というこ とで、あ そこがち ょうど ダムのよう
な状態に なってし まうと いうこと で、排水 側におい ても先程 申し上げ ました ように県道
が、旧１ ３号線の 道路を 越えなけ ればいけ ないとい うことで 、あそこ のみが 冠水するよ
うな状態 、確かに 水門を 閉めるこ とによっ て逆流は ないわけ で、田ん ぼに水 が入っても
泥水が入 るという ふうな 状況では ないんで すけれど も、やは りそれが 本年も あったよう
に、長野 、福島、 各県に おいて堤 防が氾濫 したこと によって 泥水が入 る。そ してその除
去におい ては、日 数もか かります し、本当 に生活に も甚大な 被害が出 たとい うことであ
りますの で、何と ぞこれ を防ぐた めにも、 当局から も絶大な る県、国 へのご 指導をお願
いできればというふうな感じで思ってございます。
やはり 近くに住 む者と して、こ ういうふ うな住民 一人一人 がやはり 不安に 思える状態
であって は困ると いうこ とを重ね てお願い しながら 、もしそ れに対す るご答 弁がありま
したらよろしくお願いして終わりたいと思います。どうかお願いします。
○議長（金谷道男）
○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。
三浦議員の再質問にお答えを申し上げたいと思います。

まず、 やはり中 堰樋門 、それか ら玉川の 樋門、両 方ともや っぱりゲ ートが 閉まります
と、やっ ぱり内水 排水が 大変大事 な要素と なってま いります ので、こ の万太 郎川につき
ましては、どういった対策を講じるのが一番効率的であるのかということも含めまして、
例えば樋 門の近く にです ね、ポン プゲート 式のポン プを設置 するとい うよう な考えもあ
りますし 、これに ついて は実際、 他の自治 体でもや っている ところも ありま す。あるい
は、万太 郎川につ きまし ては、四 ツ屋の長 戸呂の方 から来て おります ので、 そこら近辺
は水田が かなりあ ります ので、そ の場合、 田んぼダ ムという ようなこ とも対 策の方法と
しては、 案として はある んではな いのかな というふ うに思っ ておりま すので 、そういっ
たことも踏まえながら県の方にご提案をさせていただきたいと思います。
いずれ にしまし ても、 議員がお っしゃっ たように 、早急に どういっ た方向 で進めてい
くのか、対策を講じてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。
○議長（金谷道男）

再々質問ありませんか。
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（「ありません」と呼ぶ者あり）
○議長（金谷道男）

これにて３番三浦常男君の質問を終わります。
【３番

○議長 （金谷道 男）

三浦常男議員

降壇】

一 般質問 の途中で はありま すが、こ の際、暫 時休憩い たします。再

開は１１時５分といたします。
午前１０時５３分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時０５分
○議長（金谷道男）

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、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

○議長（金谷道男）
○１９番（髙橋徳久）

髙橋徳久議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
だいせんの会の髙橋徳久でございます。

それでは早速ですが、通告に従い一般質問させていただきます。
はじめに、職員採用試験についてお伺いいたします。
令和元 年度の大 仙市採 用試験は 、これま で委託し ていた日 本人事試 験研究 センターの
統一試験 から、リ クルー トマネジ メントソ リューシ ョンズが 提供する 適性検 査ＳＰＩに
変更とな りました 。これ は、試験 日及び合 否の確定 時期を早 めること により 、これまで
先に内定が出た企業や団体が優先されていた傾向に対抗するためと伺いました。
採用試 験を実施 するに 当たって 、創造性 ・市民感 覚・コス ト意識・ チャレ ンジの四つ
を能力・ 資質と位 置付け 、受験者 を募集し 実施した ようです が、今ま での学 力重視から
適正検査 に変わっ たこと で受験者 の変化が あったの か、どう だったの か、市 外受験者数
など、その結果についてお伺いいたします。
また、 市長から ３７名 を新規採 用にした 内訳につ いて市政 報告があ りまし たが、さら
に県外・市外・市内の出身地についてお教え願います。
昨年は 職員採用 に当た り、上級 １１人、 高卒３人 の辞退者 がおりま したが 、今年はど
のように 見込まれ るのか 、採用と なった新 人職員の 配置先は 、どのよ うにし て決定され
るのでしょうか。事前に希望など取るものなのでしょうか。通常の人事異動に際しても、
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事前に本 人の希望 を取る のか、取 っている とすれば 、それを どのよう に反映 しているの
かについてもお教え願います。
以上です。
○議長（金谷道男）

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】

髙橋徳久議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 、職員採 用試験 について でありま すが、こ れまでの 公務員試 験に変 えて、遠方
に住んで いる方や 民間企 業を志望 している 方も受験 しやすい 試験方法 であり ます総合適
性検査「ＳＰＩ３」を本年度から導入しております。
学力重 視から人 物重視 ヘシフト し、基礎 学力も考 慮しなが ら新たに 職務へ の適応につ
いても選 考するた め、具 体的には 対人関係 ・協調性 ・課題遂 行・企画 力とい った観点も
踏まえて 一次試験 を行っ たところ 、全国か ら多様な 人材が集 まり、受 験者数 も前年度よ
り大幅に増加しております。
上級、 学芸員、 保健師 、管理栄 養士、移 住定住者 などの採 用試験に おきま しては、前
年度の８ １名の受 験者数 に対し、 今年度は 約２．１ 倍となる １７０名 が受験 しておりま
す。
受験者 の現住所 の内訳 につきま しては、 県外が１ ０３名、 市外が４ ０名、 市内は２７
名となっております。
また、 初級、初 級土木 などの採 用試験に おきまし ては、前 年度の２ ９名の 受験者に対
し、今年度は約１．７倍となる４８名が受験しております。
受験者の現住所の内訳は、県外が７名、市外が５名、市内は３６名となっております。
次に、新規採用予定者、合格者の３７名の出身地につきましては、県外出身者が５名、
市外出身が６名、市内出身者は２６名となっております。
次に、 今年度の 採用辞 退者につ きまして は、現時 点では、 上級から は９名 、移住定住
者からは １名の合 わせて １０名に なってお ります。 このこと につきま しては 、一般的に
公務員志 望者の多 くが、 国や県な ど複数の 公務員試 験を併願 している ことか ら、一定の
辞退者が生じることは、やむを得ない状況にあるというふうに考えております。
このよ うな状況 を踏ま え、今年 度は辞退 者により 欠員とな った場合 に備え 、補欠合格
者を設定し、成績上位から順に繰り上げ合格者としております。
次に、 新規採用 職員の 配置先に つきまし ては、採 用試験の 面接時や 、その 際に提出し
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てもらう 自己紹介 票で本 人の希望 を確認し ており、 得意とす る分野や 能力、 出身地など
を総合的に判断し配置しております。
次に、 人事異動 に伴う 本人の希 望につき ましては 、毎年、 職員全員 から異 動希望の有
無、希望 する勤務 地や業 務などに ついて記 載した自 己申告書 を提出さ せてお ります。で
きる限り 本人の希 望に沿 うよう努 めており ますが、 各部署の 現状や業 務内容 、職員の専
門性など を組織と して総 合的に判 断しなが ら人員配 置を行っ ていると ころで あります。
以上です。
【老松市長
○議長（金谷道男）

降壇】

再質問ありませんか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）
○１９ 番（髙橋 徳久）

髙橋徳久君。
ありが とうござ いました 。今回、 今年とい うか今度 １０名の辞退

者が実は 出ている という お話でし たが、そ の対応策 というこ とで補欠 ですか 、補欠合格
というの を形にし たとい うふうな ことをお 聞きしま した。そ れ以外な かなか 対応はとれ
ないのか なと、実 質的に はそのよ うには思 いますが 、補欠合 格と聞け ば、私 も補欠議員
でございました。議員の場合は、任期満了というのがありますので、まずそれに通れば、
まず補欠 という概 念が取 れたとい うふうな 、本人も そうです し、周囲 もそう いう感覚に
なります が、ご本 人、補 欠で合格 しました よという 通知が来 て、諸般 の事情 で今度採用
なりまし たってな ったと きに、そ のご本人 が採用試 験という のは多分 １回こ っきりしか
ないと思 いますの で、ず っと自分 は補欠と 、補欠合 格なんだ というふ うにネ ガティブに
とる方も いれば、 ああラ ッキーだ というふ うにポジ ティブに とる方も 、まず いると思い
ます。そ れが今後 の仕事 の就いた ときにど のように 出るのか というの が、ち ょっと厳し
いのかな という部 分も出 てくる可 能性もあ りますの で、その ご本人は 知って いますが、
じゃあ周 りの人た ちはど こまでそ の補欠と いうのを 分かるん でしょう かとい う確認であ
ります。
それと 、確認で すが、 もう一つ 、じゃあ 補欠とい うのと一 発で受か った方 で待遇に差
はないですよねという確認でございます。
以上、お願いいたします。
○議長（金谷道男）

再質問に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長（老松博行）

髙橋徳久議員の再質問にお答え申し上げます。
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今２点 ご質問が ありま したけれ ども、ま ず１点目 につきま しては、 補欠合 格の通知を
いただい て、補欠 合格だ と知って いる方は 本人のみ という格 好の手続 にさせ ていただい
ております。
それか ら、補欠 から繰 り上げで 合格され た方と最 初に合格 された方 と、待 遇の面では
一切差はございません。
○議長（金谷道男）

再々質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）
○１９ 番（髙橋 徳久）

髙橋議員。
ありが とうござ いました 。是非や はりその 採用した 側でも、一部

の方だけ がその補 欠だと いうのが 分かって いるけど も、配属 されたそ の周り の職員の方
には、そ こまでは 言わな いという ふうなこ とでよろ しかった でしょう か。確 認でござい
ます。
○議長（金谷道男）

再々質問に答弁を願います。市長。

○市長（老松博行）

再々質問にお答え申し上げたいと思います。

おそら く市職員 も採用 試験を担 当した者 以外は、 市職員も 知らない と思い ますので、
そうした 個人情報 といい ますか、 そうした 情報は保 護されて いるとい うふう に思ってお
ります。
○議長（金谷道男）
○１９ 番（髙橋 徳久）

次に、２番の項目について質問を許します。
続きま して、大 仙市受動 喫煙防止 対策指針 及び行動 計画について

お伺いいたします。
ＩＯＣ 国際オリ ンピッ ク委員会 は、１９ ８８年カ ルガリー 大会から 選手村 や競技場を
禁煙とし 、「たば このな いオリン ピック」 の実現を 目指して おり、２ ０１０ 年にＷＨＯ
世界保健 機関とＩ ＯＣは 、全ての 人々に運 動とスポ ーツを奨 励し、た ばこの ないオリン
ピックを 実現し、 子ども の肥満を 予防する ために健 康的なラ イフスタ イルを 奨励するこ
とを共同で行うという内容で合意に達しました。
これを 受けて、 ロンド ンでは建 物内禁煙 、リオデ ジャネイ ロでは敷 地内禁 煙とされ、
ﾋﾟｮﾝﾁｬﾝ

冬季五輪のバンクーバー・ソチ・平昌でも同様の措置が取られたようです。
２０２ ０年、東 京オリ ンピック ・パラリ ンピック の招致が 決定し、 日本で も全面禁煙
の大会を 目指すこ とから 、平成３ ０年７月 に健康増 進法の一 部を改正 する法 律が成立し
ました。 これは、 「望ま ない受動 喫煙」を なくすと いう観点 から施行 される ものであり
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ます。
秋田県 におきま しても 、今年の ７月に秋 田県受動 喫煙防止 条例が制 定され 、大仙市に
おいても １日付で 大仙市 受動喫煙 防止対策 指針及び 行動計画 を策定し たと発 表がありま
した。
そこで 、この指 針の中 に、施設 条件や社 会状況の 変化など を踏まえ 、適宜 見直しを行
う。また 、受動喫 煙防止 対策につ いて、広 く市民の 意見を取 り入れて いくと 明記されて
おりました。
市の対 応につい てです が、市民 の方々よ り「市役 所の会議 に行った ら、た ばこを吸う
場所がな かった。 何でだ 。」との 疑問がた くさんあ りました ので質問 をさせ ていただき
ますが、 決して喫 煙者で ある私個 人だけの 要望では ないこと を申し添 えさせ ていただき
ます。
１０月 ２５日、 秋田県 ・秋田県 医師会・ 秋田魁新 報社・大 仙市が実 行委員 会を構成し
て「たば こと健康 を考え るセミナ ーｉｎ大 仙市」を 開催した ようです 。市民 の健康問題
を考え、 禁煙運動 を展開 すること は大切な ことだと 認識して おります が、禁 煙と受動喫
煙対策は 、本来別 のもの ではない でしょう か。国の 法律には 「望まな い受動 喫煙が生じ
ないよう 、受動喫 煙を防 止するた めの措置 を総合的 かつ効果 的に推進 するよ う努める」
とあり、 学校・病 院・行 政機関の 庁舎等の 第一種施 設は敷地 内禁煙と してい るものの、
注釈に「 屋外で受 動喫煙 を防止す るために 必要な措 置が取ら れた場所 に、喫 煙場所を設
置するこ とができ る」と 明記され ておりま す。しか しながら 、県条例 では第 一種施設の
うち幼稚 園・小中 学校・ 高校・児 童福祉施 設を敷地 内禁煙と し、さら に「屋 外に喫煙場
所を設置 できない 」と定 め、大学 ・行政機 関・医療 機関等も 敷地内禁 煙とし ているもの
の、「屋 外に喫煙 場所を 設置しな いよう努 める」と なって、 国が定め た法律 よりも少し
厳しくなっております。
これを 受けて大 仙市は 、関係す る全ての 施設を子 どもや未 成年、不 特定多 数が使用す
るからと の理由で 、敷地 内禁煙及 び屋外喫 煙所設置 なしとし ています 。国よ りも県及び
市が厳しいのはなぜでしょうか。少々やりすぎではないでしょうか。
また、市の敷地内は駄目だけども、公道は規定しておりません。
また、 市の土地 の隣は 構わない ですよと 解釈でき ることか ら、喫煙 場所を 規定したか
らほかは 知りませ んとい うのであ れば、火 の後始末 を考えた とき、あ る意味 、無責任で
はないでしょうか。
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議長の お許しを 得て添 付した資 料のとお り、条例 を制定し た県の建 物であ る「秋田県
生涯学習 センター 」では 、玄関脇 に喫煙ス ペースを 設置して 喫煙者に も配慮 しておりま
す。建物 内には「 館内禁 煙・健康 増進法第 ２５条の 定めによ り、受動 喫煙防 止のため、
全館禁煙 となって おりま すので、 御協力よ ろしくお 願いいた します。 」と張 り紙を数カ
所に掲示しておりました。
３から ４割の国 民がま だ喫煙者 でいると いわれて いる以上 、現状に 合わせ て喫煙場所
を設置してもよろしいのではないでしょうか。
先に申 し上げま したと おり、行 政として 健康増進 のため禁 煙の施策 を講じ るのは妥当
だと思い ますし、 敷地内 禁煙も理 解はしま す。しか しながら 、喫煙者 の権利 は認められ
ているの でありま す。喫 煙するこ とが法律 に対して 違反して いるわけ ではあ りません。
一般的に 、健康で あるか らこそ吸 っている のであり 、検査等 で病気の 兆候が あれば吸わ
なくなる と思われ ます。 病気を予 防する意 味で禁煙 をする人 を増やす ために このような
対応をと っている のかも しれませ んが、そ れは本来 の受動喫 煙対策と は言え ないと思い
ます。禁 煙を押し 付ける のではな く、喫煙 者に一定 の理解を 示した上 で、禁 煙運動の理
解が進むよう施策を講じていくべきと考えます。
ある意 味、弱者 となり ました喫 煙者に対 し「我慢 しなさい ！禁煙し なさい ！」と行政
が苦痛を 強いるの ではな く、本庁 及び支所 等、全て の施設を 第一種に 認定す るのではな
く、例え ば公民館 等の屋 外の可能 な場所に 喫煙所を 設置して はいかが でしょ うか。ご所
見をお伺いいたします。
○議長（金谷道男）

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）

髙 橋徳久 議員の二 つ目の発 言通告で あります 大仙市受 動喫煙防止対

策指針及 び行動計 画に関 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（金谷道男）

加藤健康福祉部長。

○健康 福祉部長 （加藤

実）

質問の大 仙市受動 喫煙防止 対策指針 及び行動 計画について

お答え申し上げます。
平成３０年７月に健康増進法の一部を改正する法律が公布され、官公庁の庁舎、学校、
病院など の公共施 設が原 則禁煙と なったこ とを受け まして、 市では１ 年後の 令和元年７
月１日付 けで「大 仙市受 動喫煙防 止対策指 針」を策 定し、市 が所管す る７１ ７の公共施
設への敷地内禁煙または建物内禁煙の対策を講じました。
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このう ち、一般 の方が 多く利用 される公 民館や体 育館等に つきまし ては、 現在、建物
内禁煙と しており ますが 、令和２ 年１月１ 日からは 敷地内禁 煙へと移 行する 段階的な措
置を講じ ており、 市民か ら受動喫 煙防止対 策の理解 が得られ るよう普 及啓発 に努めてい
るところであります。
秋田県 では、健 康寿命 日本一を 目指すと して受動 喫煙防止 条例を設 置しま したが、特
に「受動喫煙ゼロの環境づくり」と「未成年者を守る対策」を推進しております。
市とし ましても 、受動 喫煙を防 止するこ とは、市 民の健康 増進のた めに必 要な施策で
あり、こ うした意 識が公 共施設か ら民間施 設へと波 及し、さ らには各 ご家庭 へと広がる
ことによ って、大 仙市の 将来を担 う子ども たちの健 康を守る ことにつ ながる ものと考え
ております。
公民館 等の屋外 の喫煙 場所の設 置につき ましては 、受動喫 煙対策を 推進す る中で、た
ばこを吸 う方々に は喫煙 場所の確 保につい てご不便 をおかけ している ことも 承知してお
ります。
しかし ながら、 喫煙の 最中は、 副流煙が 周囲２０ メートル 以上もの 範囲に 到達するこ
とや、喫 煙場所周 辺の物 品等に付 着したり 、通行人 へ影響を 与えたり します 。また、喫
煙後に建 物内に入 ること は、衣服 や身体へ の付着、 喫煙者の 呼気によ る拡散 も防止すべ
き受動喫 煙に含ま れるこ とから、 現時点で は指針並 びに行動 計画で敷 地内禁 煙としてい
る施設に、再び喫煙所を設置することは考えておりません。
厚生労 働省が発 表して いる最新 たばこ情 報では、 平成２９ 年度で成 人喫煙 率は、男性
２９．４ パーセン ト、女 性７．２ パーセン ト、全体 で１７． ７パーセ ントと 公表されて
おります 。喫煙者 よりも 非喫煙者 の割合が 圧倒的に 多い事実 も踏まえ まして 、ご理解を
いただきますようお願い申し上げます。
○議長（金谷道男）

再質問ありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）
○１９ 番（髙橋 徳久）

髙橋徳久議員。
今まで 受動喫煙 に対する 認識が、 喫煙者に 薄かった ため、周囲に

迷惑をか けてきた のだと 思います 。その点 について 喫煙者は 反省しな ければ ならないも
のと思います。
また、 お酒を飲 んだと きなど、 灰皿を要 求して宴 席で吸う のではな く、会 場の喫煙所
にて吸うというふうに、周囲に迷惑をかけないという自覚が必要だと思います。
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喫煙イ コール肺 がんと いうふう によくい われます 。だから 禁煙しな さい。 理屈として
は理解を してます 。でも 、成人に 認められ た権利は 、喫煙の ほかに飲 酒もあ ります。飲
酒イコー ル肝臓が ん、肝 硬変とい うのがあ りますけ ども、酒 も法律で たばこ 同様に規制
し こう

された嗜 好品なん ですが 、今は観 光分野で お酒はお 土産とい うふうな 物産に 変わってし
まってま す。双方 とも健 康被害の あるもの なのに、 この差は 一体何な のかな と考えてし
まいます。
たばこ は吸う場 所を間 違わなけ れば人に 迷惑はか けません 。酒は飲 みすぎ れば当然体
調を崩す ばかりか 、酒の 飲酒運転 はもとよ り自転車 に乗って も処罰さ れます 。一方、た
ばこは乗 り物に乗 っても 処罰はさ れません 。お酒は 乾杯条例 のように 楽しく 飲みましょ
う的な条 例、たば こは一 切禁止、 これは片 手落ちで はないか と私は思 います 。年々減額
している とはいえ 、たば こ税交付 金５億８ ，０００ 万、３０ 年度であ りまし た。現状を
踏まえ、ご検討いただけないでしょうか。今一度お伺いいたします。
○議長（金谷道男）
○健康福祉部長（加藤

再質問に対する答弁を求めます。加藤健康福祉部長。
実）

髙橋徳久議員の再質問にお答え申し上げます。

確かに たばこは 合法的 に認めら れている 嗜好品で あります が、この たび国 が法律で規
制し、県 が条例を 制定し たのは、 たばこを 吸わない 方の健康 被害を、 どう食 い止めるか
り かん

という点 にありま す。喫 煙者のが んの罹患 リスクに つきまし ては、た ばこの パッケージ
にも記載されております。広く認識されていると思います。
しかし、喫煙者は、本人にとって有害な煙をフィルターを通して吸っているのに対し、
受動喫煙 の場合は 、たば この煙に 慣れてい ない体で 、フィル ターなし で煙を 吸い込んで
いるため 、がんを はじめ とする様 々な病気 に罹患す るリスク が、さら に悪化 するともい
われてお ります。 特に成 長期の子 どもたち は抵抗力 も弱く、 とても危 険であ るというこ
とはいうまでもございません。
また、 副流煙は 、喫煙 中の煙に 加えて二 次的な拡 散につき まして先 程お答 えしたとお
りでござ います。 これは たばこを 吸わない 方なら、 煙の臭い を一度は 敏感に 感じ取られ
たことが あると思 われま す。こう したこと から、分 煙方式で は副流煙 を完全 に防止する
には不十分であるというふうに判断したところでございます。
それか ら、たば こ税の 税収につ きまして は、今年 度の当初 予算でも 市たば こ税を５億
４，５０ ０万円と 計上し てござい ます。た ばこを吸 う方が減 ると、た ばこ税 も減収とな
ることも 十分に想 定され るわけで あります 。しかし ながら、 市民が健 康にな り、医療費
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が抑制さ れること につな がる可能 性も大い に期待で きるもの でありま す。受 動喫煙防止
対策を推 進するこ とで、 すぐに市 民が健康 長寿にな り、医療 費の抑制 へと結 果が出るも
のではあ りません が、長 い目で見 れば大切 な取り組 みでござ います。 数年後 、令和元年
が大仙市 の禁煙普 及元年 でもあっ たと振り 返ること ができま すよう、 本施策 を推進して
まいりた いと考え ている ところで あります 。喫煙者 自身の健 康はもと より、 繰り返しに
なります が、健康 長寿の ご家庭が 増え、未 来を担う 子どもた ちが健や かに成 長されるこ
とを望みながらご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
○議長（金谷道男）

再々質問はございませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

髙橋徳久君。

○１９ 番（髙橋 徳久）

平行線 のままの ようでご ざいます ので、私 の立場と してご要望申

し上げまして、これで終わりといたします。ありがとうございました。
○議長（金谷道男）

これにて１９番髙橋徳久君の質問を終わります。
【１９番

○議長（金谷道男）

髙橋徳久議員

降壇】

次に、６番秩父博樹君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

６番。
【６番

秩父博樹議員

登壇】

○議長（金谷道男）

はじめに、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 回、２項 目通告さ せていた だいておりま

す。順次 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。
はじめに、骨髄移植の推進についてお伺いいたします。
白血病 や悪性リ ンパ腫 、骨髄腫 などのい わゆる血 液のがん について 取り上 げたいと思
います。
血液の がんは、 以前は なかなか 治りにく いといわ れており 、その複 雑さや イメージか
ら、もう 助からな いので はないか と思って しまうか もしれま せん。し かし、 現在は医療
の技術も 進歩しま したの で、血液 のがんに なったと しても助 かる割合 が多く なってきて
いるようであります。
治療法 は、抗が ん剤を 使った化 学療法、 放射線療 法、造血 幹細胞移 植療法 が主なもの
です。病 気の種類 や患者 の症状、 年齢、体 格、社会 的要因な どにより 、まさ に十人十色
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の治療法が選択されます。その中で、造血幹細胞移植について質問いたします。
血液の がんを患 った人 の中には 、先程申 し上げた 選択肢の 中で、移 植しか ないという
方もたく さんおら れます 。文字ど おり移植 でありま すから、 健康な造 血幹細 胞を提供し
てくださ る方、い わゆる ドナーが いて初め て成り立 つ治療で あり、そ の取り まとめや患
者とのコ ーディネ ートを している のが日本 骨髄バン ク並びに 臍帯血バ ンクで あります。
骨髄バ ンクはド ナー登 録希望者 から２シ ーシーの 血液検体 を採取し 、必要 な情報のみ
登録する ところで 、臍帯 血バンク は提供希 望者の出 産時にへ その緒か ら採取 した臍帯血
をそのまま冷凍保存するところであります。
さて、 骨髄バン クでは 、ドナー の登録者 の確保が 大きな課 題となっ ており ます。登録
できる年 齢が決ま ってお り、１８ 歳から５ ４歳まで で、５５ 歳になり 次第、 登録から外
れていきます。実際の骨髄採取は２０歳以降になります。
今年９ 月末現在 のドナ ー登録者 数は全国 で約５２ 万人、骨 髄移植を 行って いる他国と
比較すると、ドナー登録自体が少ない現状です。
そこで １点目の 質問で すが、平 成２４年 に移植に 用いる造 血幹細胞 の適切 な提供の推
進に関す る法律の 施行に 伴い、県 や保健所 設置自治 体等によ り、様々 な対策 がとられて
きていると思いますが、ドナー登録の実態に対する認識はどうかお聞かせください。
また、 保健所管 内の移 植希望者 数、造血 幹細胞移 植数、ド ナー登録 数をお 聞かせくだ
さい。
次に、ドナー登録者を増やす対策についてであります。
がん全 体にいえ ること でありま すが、罹 患率が年 齢的に５ ０代で増 加に転 じ、６０代
から急増 するそう であり ます。先 程申し上 げました が、骨髄 移植のド ナー登 録は５４歳
までです ので、少 子高齢 化により 需要と供 給のバラ ンスは厳 しさの一 途をた どり、移植
を必要と する患者 は増え 、ドナー 登録者は 減ること になりま す。まず は啓発 普及が重要
となります。
簡単に 登録から 提供ま での手順 をお伝え させてい ただきた いと思い ます。 講演会や啓
発事業に 参加した り、知 人から勧 められた りして登 録してみ ようと思 った方 は、決めら
れた場所で十分な説明を受け、２シーシーの血液を採取し、登録というふうになります。
造血幹細 胞移植の 一つで ある骨髄 移植は、 白血球の 八つの型 の一致が 必要で 、兄弟だと
４分の１ の確率、 親子で はほとん ど認めら れず、他 人の場合 では数百 人から 数万人に１
人という 確率で一 致する というこ とです。 登録者の 適合率は ９０パー セント まで高めら
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れており ますが、 ドナー 登録をし ていても 実際に提 供まで至 るケース は約６ ０パーセン
ト程度と いわれて おりま す。登録 し、適合 する患者 が現れた 場合、最 寄りの 指定病院で
骨髄を採 取するこ ととな ります。 適合した からとい って必ず 実施では なく、 本人のその
ときの意 向、健康 状態、 最終的に は弁護士 立ち会い のもと、 家族の同 意まで 必要とする
慎重な判 断がなさ れます 。実際の 骨髄採取 には、説 明や健康 診断で２ 、３日 の通院、採
取に向け た体の準 備、採 取で４、 ５日の入 院が必要 となりま す。想像 よりか なり大がか
りなことのように感じますが、ドナーさんの体験談からすると、全身麻酔で痛みもなく、
大げさな 献血とい う感覚 のようで あります 。ちなみ にドナー さんは全 て無料 、費用は全
て提供を受ける患者負担というふうになります。
ドナー登録推進のための支援についてであります。
骨髄バ ンクを介 して骨 髄移植を する場合 、患者さ んと適合 してから 採取後 の健康診断
に至るま でに８回 前後、 平日の日 中に医療 機関へ出 向いたり 入院して いただ くことにな
ります。 その日数 をドナ ー自身の 有給休暇 を使うの ではなく 、勤務先 がその 休日を特別
休暇とし て認める のがド ナー休暇 制度です 。勤務先 にドナー 休暇制度 がある ことは、ド
ナーの心理的、肉体的な負担の軽減になります。
そこで 二つ目の 質問で すが、企 業・団体 によって は従業員 にドナー 休暇を 導入してお
ります。 これまで 日本骨 髄バンク で確認が とれてい る民間の ドナー休 暇制度 導入企業・
団体は、 現在３０ ０社を 超えてい るという ふうに認 識してお ります。 確認で すが、地方
公共団体 もこの制 度があ ると思い ますが、 どうか。 また、こ の休暇の 取得実 績はどうか
お聞かせ願います。
３点目 の質問で すが、 さらに踏 み込んだ 支援を実 施してい る自治体 もあり ます。骨髄
提供をす る際の休 業助成 制度であ ります。 本人や企 業に対し 助成金を 交付す る制度で、
自治体により内容は異なりますが、全国３１５の市町村で制度があり、日額本人２万円、
企業に１ 万円とい う内容 が多いよ うであり ます。検 討すべき というふ うに思 いますが、
いかがでしょうか、ご所見をお伺いいたします。
日本で は、子ど もを病 気から守 るため、 予防接種 法に基づ きポリオ などの 予防接種を
受けるべ きとされ ており ます。接 種するこ とで免疫 を獲得し 、抗体が でき、 病気になら
ないよう にするた めであ ります。 治療のた めに造血 幹細胞移 植を行っ た場合 、移植前に
実施され た定期予 防接種 により獲 得した免 疫は低下 もしくは 消失し、 感染症 にかかりや
すくなります。そのため、感染症の発生予防、または症状の軽減が期待できる場合には、
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主治医の 指示のも と、移 植後に定 期接種と して受け たワクチ ンの再接 種を、 寛解後順次
行ってい くことが 推奨さ れており ますが、 あくまで 予防接種 であり、 病気治 療ではない
ため、医 療保険は 適用さ れず、そ の費用は 被接種者 の全額自 己負担と いうふ うになって
おります。多い方では約２０万円掛かるという方もなかにはおられます。
また、 対象年齢 時に白 血病を発 病し、闘 病中で予 防接種、 ワクチン 接種を 受けられな
かった、そういう方もいらっしゃいます。
そこで 四つ目の 質問に なります が、白血 病等の治 療は療養 期間が長 く、退 院後も免疫
抑制剤等の薬物療法が必要で、健康保険や高額医療制度があって助かってはおりますが、
それでも 経済負担 は生活 に大きな 支障とな ります。 そのよう な声を受 け、二 十歳未満の
再接種が 必要な方 への助 成を実施 する市町 村に県が 補助する という新 聞発表 がありまし
た。どのように取り組まれるかお聞かせください。
一つ目は以上です。
○議長（金谷道男）

１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】

秩父博樹議員の質問にお答え申し上げます。

はじめ に、骨髄 移植の ドナー登 録の実態 につきま しては、 骨髄移植 のため のドナー登
録者数が 慢性的に 不足し ているた め、ドナ ー登録者 数の増加 を図り、 ドナー が患者と適
合した際に骨髄提供しやすい環境の整備が必要であると認識しております。
また、 保健所管 内の移 植希望者 数、造血 幹細胞移 植数、ド ナー登録 者数に つきまして
は、骨髄 移植推進 事業が 都道府県 の所管で あること から、秋 田県に確 認した 内容になり
ますが、 今年１０ 月末時 点での県 内の骨髄 移植希望 者数は６ 名、造血 幹細胞 移植数のう
ち県が公表している骨髄移植数の累計は１５９件、ドナー登録者数は２，６６４名と
伺っております。
なお、 保健所管 内ごと の分類は していな いため、 全て県内 全域の数 値であ るとのこと
です。
次に、地方自治体におけるドナー休暇制度の有無及び休暇の取得実績につきましては、
大仙市で は、職員 がドナ ーとなる ことを希 望する場 合、特別 休暇を取 得する ことができ
ます。しかしながら、これまで取得した実績はありません。
また、 民間企業 におき ましては 、日本骨 髄バンク の調査に よると、 今年１ １月１４日
時点でドナー休暇制度があるのは全国で４８１社と公表されております。
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次に、 骨髄提供 する際 の休業助 成制度に ついてで あります が、昨年 度、秋 田県内全市
町村を対 象に実施 したア ンケート 調査があ りますが 、休業助 成制度を 「実施 」あるいは
「実施を 検討して いる」 と回答し た市町村 はなく、 本市にお いても実 施して おらない状
況でございます。
秋田県 がこうし た現状 にあるこ とを鑑み て、山形 県の先行 事例など も参考 にし、市単
独助成も視野に入れながら制度設計に向けて検討していきたいと考えております。
次に、 白血病等 の治療 により免 疫を失っ た方への ワクチン 再接種費 用の補 助制度につ
きまして は、現段 階では 、国・県 の動向を 注視しな がら検証 してまい りたい と考えてお
ります。
以上です。
【西山副市長
○議長（金谷道男）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

６番秩父博樹君。

○６番 （秩父博 樹）

最 初の１ 番の項目 について ですけど 、保健所 管内での はないという

ことで、 県一本と いうこ とで、登 録者数が 今２，６ ６４とい うふうに お伺い しました。
県内でこ れが多い か少な いかは、 ちょっと 私自身も どう捉え ればいい のかな と思うとこ
ろですけ ど、まだ 登録し て、呼び かければ まだまだ 登録は増 えるのか なとい うふうに感
じたとこ ろです。 私自身 、今回こ の骨髄移 植のこと について 取り上げ たのは 、私自身も
この骨髄 移植とい うこと について 、分かっ てはいる んだけど 、そこま で深く 考えたこと
がなかっ たって自 分に対 する戒め でもあり まして、 実は登録 したのが 今年で す。これま
で登録し てません でした 。という のは、や っぱり身 近な方で 白血病に なられ た方がいて
初めて真 剣に考え るよう になった っていう か、それ までは頭 では分か ってて も、なかな
か一歩踏 み込んで いなか ったなと いう、そ ういうの がありま して取り 上げさ せていただ
いたところです。
これに ついては 、何が できるか 難しいの かもしれ ませんが 、呼びか け次第 で、もう一
人でも二 人でもこ のドナ ーさんと いうのは 増やすこ とができ ると思い ますの で、その辺
について も市当局 の中で もできる 範囲で取 り組んで いただけ ればと思 います のでよろし
くお願いいたします。
二つ目 のところ ですけ ど、４８ １社です ね。ちょ っと私の 認識より もずっ と多いよう
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です。こ の休暇の 取得実 績は、ま ずないと いうこと ですね。 多分この 辺も、 だから登録
している 人が、も しかす れば少な いからな いのかも しれない し、なか なかそ こは分析が
難しいの かもしれ ません が、実際 、これは 使われな ければい いという 見方も あるんです
けど、実 際もう少 し登録 者を増や すってい う方向で も、やは り先程と 重なり ますけど、
呼びかけ ていくと いうこ とが大事 だと思い ますので 、重ねて よろしく お願い したいと思
います。
それか ら、休業 助成制 度であり ますけど 、先程の 副市長の ご答弁で すと、 まず県内で
はないと いうこと で、市 単独も今 後検討し ていただ けるとい う、そう いうご 答弁という
ふうに伺 いました ので、 そこはう れしく思 いますの で、どう かよろし くお願 いいたしま
す。
それか ら、最後 、一番 最後、４ 点目のと ころです けど、こ れについ ても県 ではないと
いう答弁でしたっけ、それとも、取り組んでいる自治体の数、すいません、さっき私
ちょっと 記入ちょ っと忘 れてしま って、そ の辺ちょ っともう 一回伝え ていた だければと
思います。よろしくお願いします。すいません。
○議長（金谷道男）
○副市長（西山光博）

再質問に対する答弁を求めます。西山副市長。
秩父議員の再質問にご答弁させていただきます。

私もド ナー登録 してい た人間で ございま す。私、 ３０歳ぐ らいの時 に登録 して、もう
既に現在 は年齢制 限で、 もう除籍 になって いると思 いますけ ども、そ ういう 人間でござ
いまして 、骨髄移 植を必 要とする 方々に対 して、少 しでも力 になれば という 思いで登録
した経緯がございます。
先程の登録者数２，６６４名と、秋田県内ですね、ございましたけれども、全国で
１０月末現在で５２万６，０００人の登録者がおります。これは人口割合で比較すると、
秋田県は 低いとい います か、少な い方でご ざいます 。一番最 後じゃな いです が、下から
数えた方 が早いと いうよ うな状況 でござい ますので 、やはり 少なくと もです ね、ドナー
登録者数 を増やす 普及啓 発を今後 も県と一 緒にです ね、やっ ていく必 要があ るのかなと
いうふうに考えております。
それか ら、休暇 の実績 でござい ますけど も、多分 、国の方 で制度を 設けた 関係から、
ほとんど の地方公 共団体 が今、既 に制度化 している のではな いのかな と思い ます。実績
がないの がいいの か、あ るのがい いのか、 それは何 ともいえ ないとこ ろでご ざいますけ
れども、 先程秩父 議員が おっしゃ ったよう に、登録 者数が多 ければ、 またそ ういう状況
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も出てくる可能性もあるのかなというふうに考えてございます。
それか ら、助成 制度で ございま すけども 、４８１ 社、最新 の状況で ４８１ 社というと
ころでご ざいます 。これ も先程議 員のご指 摘のよう に大体一 日２万円 程度と いうことで
ございま して、こ れがで すね、秋 田県では どの市町 村もやっ ていない と。た だ、隣の山
形県は全 市町村が こうい う制度を 設けてい るという ような状 況でござ いまし て、ちょっ
と調べて みますと 、やっ ている市 町村があ る県が４ １都府県 、全くな いとこ ろが６道県
ですね、 その中に 秋田が 入ってい るという ことでご ざいまし て、秋田 県遅れ ているのか
なという ことでご ざいま すので、 私たち、 この助成 制度をし っかりと 制度化 していくこ
とで考え ていきた いと。 その際に はですね 、県の補 助も、や っている ところ は県の補助
も２分の １補助す るとい うやり方 もござい ますので 、そうい うところ も県と ですね、相
談して、県の状況も聞きながらですね、考えていきたいというように思います。
それか ら、再接 種の質 問でござ いますけ ども、平 成３０年 ７月に厚 生労働 省が全市町
村を対象 に調査し た状況 でござい ますけど も、再接 種の助成 事業を行 ってい る自治体が
９０団体 、全体の ５．２ パーセン トと大変 低い、少 ない状況 でござい ます。 あと、その
中で、そ れ以外で ８３自 治体が助 成を予定 している と。検討 中と答え た自治 体２３８自
治体とい うような 結果に なってい るという ような状 況でござ います。 また、 全国市長会
でもです ね、２０ １７年 、２０１ ８年と再 接種を定 期接種に 位置付け るよう に助成して
くださいというような国への要望もあるということでございます。
ただ、 一方です ね、厚 生労働省 の予防接 種審議会 、この中 でも議論 されま して、必ず
しも骨髄 移植だけ でなく ても免疫 が落ちた りしてし まう場合 もあると 。それ から、疾病
による場 合もある ので、 骨髄移植 だけ特に 取り上げ るという ことに対 して合 理的な説明
が必要で はないか という ような議 論もござ いますの で、今後 もですね 、この 公的助成の
在り方に つきまし ては、 全国的な 意識の広 がりとか 医師会の 専門的な ご意見 を伺う機会
を設けた りしてで すね、 国・県の 動向も参 考にして 総合的に 判断して いきた いなという
ふうに思っております。
また、 大仙市で がん患 者医療用 補正具購 入費補助 金として 、医療用 ウィッ グなどに対
しては県 と足並み をそろ えており ますので 、そうい うところ も一緒に 考えて いきたいな
というふうに思っております。
以上です。
○議長（金谷道男）

再々質問ありませんか。
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（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（金谷道男）

秩父博樹君。

○６番 （秩父博 樹）

あ りがと うござい ます。一 番最後の ところ、 実施して いるところが

９０です ね、すい ません 、最初聞 き落とし てしまっ て申し訳 ありませ ん。予 定している
ところが８３、検討中が２８３。
○副市長（西山光博）
○６番 （秩父博 樹）

２３８です。
２ ３８、 すいませ ん。２３ ８ですね 。その中 で、さっ き一番最初に

申し上げたとおり、結構高額な部分があるので、やはり手を差し伸べた方がいいのか
なって私 自身は思 ってい ますので 、どうか 大仙市も できれば その検討 中の中 に入ってい
ただきたいと思いますので、今後よろしくお願いしたいと思います。
最初の質問は終わります。
○議長 （金谷道 男）

一 般質問 の途中で あります が、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５８分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午後
○議長（金谷道男）

０時５９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。
○６番（秩父博樹）

それでは、２項目目の質問をさせていただきます。

少子化 ・人口減 対策に 資する職 場づくり 及び意識 改革につ いて質問 させて いただきま
す。
生活環境の変化に伴い、夫婦共働きが大半を占める昨今の生産世代の状況を鑑みると、
家事や育 児の負担 を夫婦 で分かち 合える環 境づくり を一層進 めるべき である というふう
に考えます。
人事院 によると 、２０ １８年度 に育児休 業を取っ た男性の 国家公務 員の割 合が初めて
２０パーセントを超え、過去最高を更新しました。２０１４年度に５．５パーセント
だった育 休取得率 は４年 間で約４ 倍に増え たことに なります 。背景に は、中 央省庁など
がここ数 年、男性 職員の 取得を積 極的に後 押しして きた経緯 があるよ うです 。この流れ
をさらに 強め、民 間企業 にも波及 させ、男 女問わず 仕事と育 児の両立 が可能 な社会を目
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指したいというふうに考えます。
育休の 取得率に ついて 、政府は 「２０２ ０年まで に官民と もに１３ パーセ ント」との
目標を掲 げており ますが 、しかし 、現状は 厳しいよ うであり ます。自 衛官な ど特別職を
含めた全 ての男性 国家公 務員の取 得率は、 １７年度 で１０パ ーセント にすぎ ず、民間企
業に至っ ては１８ 年度で ６．１６ パーセン トとなっ ており、 育休取得 の推進 に一段と力
を入れていく必要があります。
そのた めに何よ り重要 なのは、 育休を取 りやすい 職場の雰 囲気づく りであ ると考えま
す。例え ば「同僚 に迷惑 を掛けて しまう」 「自分の キャリア 形成や人 事評価 への影響が
心配」、こうした声が取得をためらう理由として聞かれます。
育休を取りやすい職場の雰囲気づくりには、まずは管理職の意識改革が求められます。
中央省庁の取り組みが成果を上げているのは、管理職が育休取得を推奨するだけでなく、
子どもが 生まれる 予定の 部下に取 得の意思 を確認し 、業務分 担など準 備をし ていた点に
あるようです。
また、 管理職の 人事評 価の対象 に「部下 の育休取 得状況」 、これが 加えら れたことも
重要な点であるというふうに考えます。
働き手 自身が制 度の理 解を深め ることも 育休取得 に役立ち ます。あ る製造 業の企業で
は、育休 中の給付 金額や 社会保険 料の免除 額などを 試算して 金銭面で の不安 を和らげる
と同時に 、業務を 円滑に 引き継げ るよう社 員と役員 らとの面 談も行っ た結果 、男性職員
の５割が育休を利用するようになったとの事例もあります。
経営へ の影響を 懸念し て育休に 消極的な 企業もあ ります。 しかし、 育休を 前提とした
業務の見 直しを生 産性向 上につな げている ケースは 少なくあ りません 。育休 を取りやす
い職場の 雰囲気づ くりは 、市役所 のイメー ジアップ にもなり 、トップ の姿勢 も重要であ
るというふうに考えます。
そこで 質問です が、１ 点目に、 本市市役 所では育 児世代が 早く帰ら れる職 場づくり及
び上司の 意識改革 「イク ボス」の 拡大に取 り組まれ ているよ うですが 、具体 的な内容に
ついてお知らせください。
２点目 に、この 「イク ボス」は 大きい意 味で働き 方改革で もあるこ とから 、定期的な
勉強会が必要であると考えますが、ご所見をお伺いいたします。
３点目 に、当市 職員の 育休取得 率はどの ように推 移してい るのか。 併せて 、「イクボ
ス宣言」 開始の効 果は、 男性職員 の育休取 得率の増 加に結び ついてい るのか どうか、お
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伺いいたします。
４点目 に、市で 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が、この会議において行政と民間企業が手を組み、
ともに「 イクボス 」の拡 大に取り 組むため の環境整 備につい て検討さ れたい というふう
に考えますが、いかがでしょうか。ご所見をお伺いいたします。
２点目、以上です。
○議長（金谷道男）

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 言通告で あります 少子化・ 人口減対策に

資する職 場づくり 及び意 識改革に 関する質 問につき ましては 、企画部 長に答 弁させます
ので、よろしくお願いいたします。
○議長（金谷道男）

福原企画部長。

○企画部長（福原勝人）

質問の、少子化・人口減対策に資する職場づくりなどについて、

お答え申し上げます。
はじめ に、市役 所にお ける育児 世代に配 慮した職 場づくり と管理職 の「イ クボス」に
関する取 り組みに つきま しては、 第２次大 仙市男女 共同参画 プランの 重点項 目でありま
す「ワー ク・ライ フ・バ ランス」 の推進の 一環とし て、育児 休業の取 得を促 し、仕事と
育児を両 立しやす い職場 環境を整 備するこ とを目的 に、「イ クボス」 に対す る理解を深
めるための研修を平成２６年度から管理職を対象として実施しております。
この「 イクボス 」研修 は、父親 の子育て を支援す る事業の 一環とし て、男 性の子育て
支援や夫 婦のパー トナー シップの 応援など 、幅広い 活動を展 開してい るＮＰ Ｏ法人ファ
ザーリン グ・ジャ パンの ご協力を いただき ながら、 市職員の みならず 民間事 業者からの
参加も募 りながら 実施し ており、 これまで ５回開催 し、市職 員延べ２ ０１人 、民間事業
所従業員８４人、計２８５人が受講しております。
また、 市の「男 女共同 参画都市 宣言」か ら１０年 目となり ます平成 ２９年 度には、男
鹿市、湯 沢市、秋 田市に 次ぎ、県 内市町村 で４番目 となる、 事業所と しての 「イクボス
宣言」を行ったところであります。
市長を はじめと する特 別職及び 所属長で ある管理 職８６人 が、それ ぞれ「 イクボス宣
言」を行い、「イクボス宣言書」を自らの職場に掲げることにより、部下が育児や介護、
それから 仕事を両 立し、 業績も上 げられる 職場環境 づくりに 取り組む 姿勢を 職場に示し
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ております。
平成３ ０年度以 降は、 人事異動 によって 新たに所 属長とな った職員 が同様 に「イクボ
ス宣言」を行い、継続して職場の環境づくりに取り組んでおります。
次に、 「イクボ ス」に ついての 定期的な 勉強会の 必要性に つきまし ては、 議員と同様
の認識で あります 。少子 化・人口 減少社会 において 働き方改 革は、重 要な課 題の一つと
捉えてお ります。 職場で 働く人が 生き生き と働ける 環境をつ くるため には、 働き方その
ものや制 度の周知 だけで はなく、 職場で共 に働く部 下の「ワ ーク・ラ イフ・ バランス」
を考え、 自らも仕 事と私 生活をバ ランス良 く楽しむ ことがで きる「イ クボス 」の存在が
重要となっております。
ただい ま答弁申 し上げ ましたと おり、こ れまでも 市内事業 所や市の 管理職 員を対象と
した研修 を継続し て開催 し、意識 啓発を図 ってまい りました 。今後も 、庁内 だけではな
く、市内 事業所へ も呼び かけを行 いながら 、地元事 業所の先 駆けとな って取 り組んでま
いります。
次に、 市職員の 育児休 業、いわ ゆる育休 の取得率 の推移と 、イクボ ス宣言 開始による
男性職員 の育休取 得率に つきまし ては、は じめに、 女性職員 の取得率 ですが 、平成２６
年度から ３０年度 までの ５年間に おきまし て１００ パーセン トとなっ ており ます。男性
職員につ きまして は、同 じ５年間 では、推 移といえ るような 増減はご ざいま せんで、約
３．５パーセントと低い水準となっております。
イクボ ス宣言や 研修な どにより まして、 育児をし ている職 員を支援 すると いう職場内
の機運の 高まりは 感じら れますも のの、こ のように 男性職員 の取得率 の向上 には結びつ
いていないというのが現状であります。
今後は 、議員か らご紹 介のあり ました中 央省庁の 取り組み も参考に いたし ながら、そ
れぞれの 職員に即 した育 休取得環 境の整備 といった 事前の取 り組みを 充実さ せるなど、
イクボスを中心として男性職員の育休取得率の向上を図ってまいります。
最後に 、行政と 民間企 業が手を 組み、と もに「イ クボス」 の拡大に 取り組 むための環
境整備と いうご質 問につ きまして は、今後 も大仙市 企業連絡 協議会、 大曲仙 北雇用開発
協会などと連携し、イクボス研修を継続してまいりたいと存じます。
また、 来年度は 、職場 のニーズ や課題等 を把握し て、今後 の取り組 みに反 映させるた
めの事業 所アンケ ートを 実施する ほか、庁 内の「子 育て支援 制度等検 討会議 」において
は、「仕 事と子育 ての両 立」や「 子育てに やさしい 活動」に 取り組む 企業を 応援する事

- 67 -

業を新たに実施したいというふうに考えております。
以上であります。
○議長（金谷道男）

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

６番秩父博樹君。

○６番 （秩父博 樹）

今 、質問 させてい ただいた 、まず３ 点目の男 性職員の 育休取得率、

今の部長 のご答弁 ですと 、女性職 員は２６ 年から３ ０年まで １００パ ーセン ト取得して
いるが、 なかなか 男性職 員の方は 上がらな いという ことでし た。それ が現状 ということ
で今お話 いただい たんで すけど、 この後、 例えば先 程の質問 で触れさ せてい ただいたん
ですけど、管理職の人事評価の対象に部下の育休取得状況も加えるという部分も含めて、
今後検討 をお願い したい と思いま すが、ま ずその点 について ご答弁を お聞き したいとい
うのがま ず一点と 、それ から４点 目になり ますけど 、アンケ ート調査 を行っ ていただけ
るという ふうにお 伺いし ました。 良かった です、そ こ触れて いただい て。ま ず実態を調
査するの が第一義 だと思 いますの で、その 部分触れ ていただ いて良か ったで す。これ、
調査を行 うという ことは 、しっか り予算化 して行っ ていくと いうもの なのか 、ちょっと
その部分も触れていただければと思います。よろしくお願いします。
○議長（金谷道男）

再質問に対する答弁を求めます。福原企画部長。

○企画部長（福原勝人）

秩父議員の再質問にお答え申し上げます。

ただい まご質問 のあり ました管 理職の人 事評価に そういっ た視点を 盛り込 むというこ
とにつきましても、今後検討させていただきます。
次に、 アンケー ト調査 、これは 予算化を 要求して おります ので、そ ういう 状況である
ということでご理解いただきたいと思います。
以上です。
○議長（金谷道男）

再々質問ありませんか。
（「ありません。ありがとうございました」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

これにて６番秩父博樹君の質問を終わります。
【６番

○議長（金谷道男）

秩父博樹議員

降壇】

次に、１１番佐藤文子さん。
（「はい、議長、１１番」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

１１番。
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【１１番
○議長（金谷道男）
○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。早速 通告に従 い、質問 させていただ

きます。
まず最初に、介護予防・日常生活支援総合事業についてお尋ねいたします。
介護予 防・日常 生活総 合支援事 業は、平 成３０年 度から完 全実施と なり、 大仙市では
平成２９年度からスタートしております。
介護予防・日常生活総合支援事業、以下「総合事業」と申し上げますが、この特徴は、
要支援１ と２の方 が多く 利用して いた訪問 介護と通 所介護、 これを介 護保険 の予防給付
から外し、大仙市が実施する総合事業で実施するというふうなものであります。
総合事 業は、要 介護状 態となる 恐れの高 い、いわ ゆる要支 援１・２ の高齢 者を対象に
して、訪 問介護や 通所介 護サービ スを実施 する介護 予防・生 活支援サ ービス 事業と全て
の高齢者 の介護予 防活動 を支援す る一般介 護予防事 業を実施 しており ます。 これらの事
業の実施状況から、総合事業に対する評価についてお尋ねしたいと思います。
大仙市 の福祉に よりま すと、平 成３１年 ３月分月 報の要介 護認定者 高齢者 は年々増加
し、前年 同期より も１１ ７人多い ６，１６ ７人とな っており ます。そ のうち 要支援者の
増加は大 きく、要 支援１ ・２合わ せ前年同 期より１ ８５人多 い１，４ ６５人 となってお
ります。 １，４６ ０人の 方々は総 合事業を 有効に利 用されて いるのだ ろうか 。総合事業
の一つで あります 介護予 防・生活 支援事業 で市が実 施する訪 問型サー ビスＡ の利用者は
３１年で 前年より ２０人 の増加、 通所型サ ービスＡ の利用者 は１０１ 人で５ ６人の増と
なっております。
一方、 介護保険 事務所 で取りま とめてお ります現 行相当の サービス 利用者 は、訪問型
と通所型の併用されている方も含めて、訪問型サービスでは２１８人で前年より１人減、
通所型サービスでは４５８人で前年より２１人増となっております。
さて、 もう一つ の一般 介護予防 事業に位 置付けら れて、要 支援１・ ２の方 も利用でき
る事業は 、地域高 齢者健 康教室、 さわやか 教室、元 笑気パワ ーアップ 教室、 地域シニア
くらぶ、 自主グル ープ活 動支援事 業など１ ２事業あ るようで すが、前 年より 伸びている
のは１２の事業中５事業で、７事業では減少しております。とりわけ、さわやか教室は、
これは運 動不足に よる運 動器機能 低下を予 防するた めの事業 であるよ うです が、このさ
わやか教室は２８２人も減少しているのであります。
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以上の利用状況から私が思うことは、一つは、総合事業になっても要支援１・２の
方々が多 く利用し ている のは、現 行相当の サービス であり、 Ａ型の緩 和した 基準による
サービス は大きく 増えて いるとは いえない 。二つ目 には、一 般介護予 防事業 も、遅々と
して進んでいるとはいえないのではないか。この２点から、総合事業というのは、
１，４６ ５人もの 要支援 者にとっ ては、ま だまだ有 効に利用 できてい る事業 というふう
にはなっていないのではと思っているものであります。
そこで 伺います 。総合 事業に移 行した要 支援１・ ２の方々 にとって 、この 総合事業の
サービス メニュー は有効 に利用さ れている ものかど うか、ど のように 認識さ れているの
かお尋ねいたします。
また、 改善すべ き点は ないのか 、これま での総合 事業をど う評価し ている のかお聞か
せ願います。
以上です。
○議長（金谷道男）

１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 議員の一 つ目の発 言通告で あります 介護予防 ・日常生活支

援総合事 業に関す 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（金谷道男）
○健康福祉部長（加藤

加藤健康福祉部長。
実）

佐藤文子議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 、介護予 防・日 常生活支 援総合事 業につい てであり ますが、 法改正 を受けて大
仙市では 、平成２ ９年４ 月から総 合事業と して大き く二つの 事業を実 施して おります。
そのう ち、これ までの 要支援に 認定され た方に加 え、生活 機能の低 下が見 られた方も
利用でき る介護予 防・生 活支援サ ービス事 業は、「 訪問型サ ービスＡ 単独型 」と「通所
型サービスＡ単独型」を選択でき、利用者の希望により、総合事業実施前の介護予防
サービスを選択することも可能であります。
平成３ １年３月 の実績 は、「訪 問型サー ビスＡ単 独型」は 延べ９１ 回、前 年比較で３
倍の増、「通所型サービスＡ単独型」は延べ２４８回で２倍の増となっております。
また、 今年度か ら「通 所型サー ビスＡ単 独型」の 委託先と して、大 仙市社 会福祉協議
会が新たに加入したほか、専門職によるリハビリを短期間集中的に実施する「訪問型
サービスＣ」と「通所型サービスＣ」を拡充し、大曲中通病院に委託しております。
一方、 全ての高 齢者の 介護予防 活動を支 援する「 一般介護 予防事業 」のう ち、ご指摘
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のありま した「さ わやか 教室」は 、平成３ ０年度に 運動の目 的や効果 、また 、栄養や口
腔ケアの 講話も含 めてプ ログラム の見直し を行い、 １カ所の 開催回数 を１０ 回から８回
に変更したことに伴って、参加延べ人数の減少となったものであります。
以上の ことから 、介護 予防・生 活支援サ ービス事 業につき ましては 、利用 実績や実施
事業所が 増え、ま た、新 たなサー ビスを拡 充し選択 肢も増え ており、 各サー ビスを有効
に利用できているものと認識しております。
しかしながら、事業所の参入がまだまだ少ないことから、広域市町村圏組合と連携し、
引き続き事業所を訪問するなど、参入していただくよう働きかけたいと考えております。
また、 一般介護 予防事 業につき ましては 、より効 果的なプ ログラム として 、介護予防
の３本柱 の一つと してい る「食事 」の大切 さや栄養 改善を啓 発するメ ニュー を多く取り
入れた事 業を積極 的に実 施するこ とと併せ 、住民主 体の介護 予防活動 の育成 ・支援を実
施してまいります。
今後も 要支援者 等への サービス 向上に努 め、要介 護状態に 至らない 、元気 な高齢者を
増やす体制づくりを図ってまいりたいと考えております。
以上です。
○議長（金谷道男）

再質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）
○１１番（佐藤文子）

佐藤文子さん。
ありがとうございます。総合事業は徐々にではありますが、回数、

また、利 用者人数 、とも に増加し ていると いうふう な回答で ありまし て、た だ問題は、
まだまだ この事業 に参入 する事業 所が、ま だ少ない という状 況にある という ご答弁をい
ただきま した。そ れぞれ の介護保 険事務所 を通じて 働きかけ てまいり たいと いうような
ご答弁で ありまし たけれ ども、な かなかこ の事業に 参入する 事業所が 少ない その要因を
どのよう に考え、 また、 その要因 を解決す るには、 市はどう 関わって いくべ きか、その
点をどのようにお考えかちょっとお聞かせ願いたいと思います。
○議長（金谷道男）
○健康福祉部長（加藤

再質問に対する答弁を求めます。加藤健康福祉部長。
実）

佐藤文子議員の再質問にお答えいたします。

サービ スＡの事 業所は 、少しず つ増えて きてはお りますけ れども、 委託単 価の関係か
ら採算性 の問題が ありま して、参 入を見合 わせる事 業所も多 いという ふうに 考えてござ
います。
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今後も 継続的に 各事業 所に訪問 して、参 入を働き かけてい くという ことで 推進してい
きたいと思います。
それから、利用者につきましては、サービスＡの事業所が大曲地域以外に少ないこと、
また、総 合事業実 施前の 事業所を 継続して サービス 利用する 方、これ はやは り顔なじみ
でありま したり、 そうい った通い の関係が できてい るという こともあ ると思 います。そ
うしたこ とから、 自宅か ら近隣の 事業所を 利用する 方が多い というこ とから 、サービス
Ａの利用者が伸びていないものというふうに考えてございます。
それから、資料ではありますけども、７４歳以下の要支援・要介護の認定率が平成
２８年か ら３年間 連続し て減少し てござい ます。こ のことは 、元気な 高齢者 が増えてい
ると分析 できまし て、介 護予防の 各種事業 を実践し てきまし た一定の 効果が 少しずつで
はありま すけれど も、表 れ始めて いるので はないか というふ うに評価 してい るところで
す。
以上です。
○議長（金谷道男）

再々質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）
○１１ 番（佐藤 文子）

佐藤文子さん。
ちょっ と今の答 弁とかみ 合うかど うか分か りません けれども、い

ずれその 要因とな ってい ること、 これやっ ぱりこの Ａ型のサ ービス事 業に対 する報酬と
いうふう なものが 、かな り低く抑 えられて いる。こ れに参入 し、利用 者が増 加すること
によって 、事業所 の経営 に影響が 出るとい うふうに お考えの 事業所が あるこ と、これが
実態なの ではない かとい うふうに 思います 。そして 、そのＡ 型という のは、 基準を緩和
したとい うその緩 和の内 容は、ホ ームヘル パーでは なくて生 活支援員 という ふうなこと
で、その 皆さんが 家事な どを中心 にした支 援という ふうなこ とを行う わけで 、この生活
支援員を 、いわゆ る事業 所で単独 に雇用す る、そう いうこと がなかな か現実 難しい状況
にあるの ではとい うふう に私は思 っている わけです が、その 点いかが でしょ うか。いず
れこうし た問題が 、ここ ２年前か らずっと 同じよう な経過で 残されて いる課 題だという
ふうに私 は思って おりま すが、も う一度そ の点をち ょっとご 答弁いた だいて 、この質問
を終わります。
○議長（金谷道男）
○健康福祉部長（加藤

再々質問に対する答弁を求めます。加藤健康福祉部長。
実）

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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確かに 従前のサ ービス というも のは、資 格がある 方がサー ビスを行 うとい うことで単
価が、今 のサービ スＡと いうもの よりも単 価が高く なってお ります。 結局、 Ａの方は資
格が緩い 基準であ るとい うことで あります ので、こ の後、新 規に参入 する事 業所であれ
ば、そう したこと も視野 に入れて 立ち上げ るという ことも考 えられま すけれ ども、今ま
で従前の サービス を行っ ていた事 業所につ きまして は、なか なか資格 ある人 、そうすれ
ばそれをやらなくてもいいよというふうなことにはならないというふうに推測されます。
そうしたこともありますけれども、やはり参入を働きかけていくというふうなことで
我々としてはそういったことで推進していくしかないのかなというふうに思います。
以上です。
○議長（金谷道男）
○１１番（佐藤文子）

次に、２番の項目について質問を許します。
２番目に、保育士確保対策についてお尋ねいたします。

保育士 不足が長 らく問 題となり 、深刻さ を増して おります 。募集し ても集 まらないと
いう声は 、大仙市 も漏れ ずに全国 で聞かれ ておりま す。保育 士資格を 持つ人 は、全国で
１２０万 人います が、そ のうち８ ０万人が 潜在的保 育士にな っている という ことであり
ます。
また、 保育士の 資格を 取得して も保育園 で働く学 生は約５ 割にとど まり、 保育士とし
て働いて いる人数 の半数 が平均勤 続年数５ 年未満と なってい ることな ど、長 く働き続け
ることが難しい状況にあるようです。どうしてなのか。
東京都 福祉保健 局が行 った東京 都保育士 実態調査 の結果は 、保育士 不足の 背景を十分
に示すものであるので紹介したいと思います。
現在の職場への改善希望では、１位が「給与・賞与等の改善」で６５．７パーセント、
２位が「職員数の増員」で５０．１パーセント、３位が「事務・雑務の軽減」で４９
パーセント、４位が「未消化休暇の改善」で３６．５パーセントなどとなっております。
また、退職を希望するその意向の理由としては、１位が「給料が安い」で６８．７
パーセント、２位が「仕事量が多い」で６１．９パーセント、３位が「労働時間が長
い」で４ ７パーセ ント、 ４位が「 職場の人 間関係」 で３７． １パーセ ントと なっている
ようであります。
東京都 の調査結 果によ りますと 、保育士 不足の背 景には、 給料が安 いこと 、職員数が
少なく業 務量が多 く、労 働時間が 長く、休 暇も取り にくいこ となど、 過酷労 働に置かれ
ているというふうなことがいえると思います。

- 73 -

これら の問題は 、東京 に限らず 全国の保 育士と保 育現場で 抱えてい るので あります。
保育士確 保対策に とって 、保育士 の労働条 件を改善 し、長く 働き続け られる 保育環境の
整備は、 喫緊の課 題だと 思います 。その点 から以下 の２点に ついて要 望し、 見解を伺い
ます。
一つ目は、保育士の給料と賃金の改善であります。
保育士の給料は、全産業平均より約１０万円も低い状態に置かれております。政府は、
この間、 給与の引 き上げ をやって きており ますが、 それを宣 伝してお ります けれども、
月額６千 円くらい の上昇 でありま すので、 わずかな 額にとど まってお ります 。保育士や
栄養士な ど保育現 場で働 く労働者 の給料を 、まず月 額５万円 引き上げ 、段階 的に１０万
円引き上げ、全産業平均並みにするということは、国の公定価格を見直しし改善すれば、
すぐ可能 なことで はあり ます。ま た、保育 現場を支 えている 多くの非 正規の 保育士の賃
金の引き 上げと一 時金の 支給など の改善、 さらには 賃金の上 昇が経験 年数１ １年で頭打
ちになっている現状を改善させる、このことが求められているわけであります。
こうし たことは 、国が 早急に改 善、見直 しをすべ きことで はありま すけれ ども、国の
対策待ち では現在 の深刻 な保育士 不足を解 消するこ とはでき ません。 そこで 要望いたし
ます。市 として保 育士確 保のため 、給料と 賃金を月 額数万円 の思い切 った引 き上げをす
べきでは ないか。 正規、 非正規、 それぞれ の平均月 額給料は 幾らなも のなの か、併せて
見解を伺います。
二つ目には、保育士配置基準の改善を国に求めることについてお伺いいたします。
保育士 の配置基 準は、 保育制度 ができた １９４８ 年から４ ・５歳で は一度 も改善され
ておりま せん。ま た、１ ・２歳児 では、１ ９６７年 から変わ っており ません 。国の基準
は、先進 諸国と比 較して もあまり にも低く 、保育士 が受け持 つ子ども の数が 多いことが
仕事の負 担増につ ながっ ているよ うであり ます。１ 人当たり の業務量 が多く 、休憩時間
が取れな かったり 、持ち 帰りの仕 事がある などはよ く聞くと ころであ ります 。また、保
育所の開 所時間が 長く、 土曜保育 もあるな どで保育 士の８時 間労働や 週休２ 日が保証さ
れているのか大変疑問なところであります。
そこで 伺います 。保育 士の負担 を軽減し 、８時間 労働や週 休２日を 保証さ れる人員体
制とする ために、 公定価 格を３割 増やして 保育士が 増やせる ように国 に対し て保育士の
配置基準 を改善す るよう 求めるべ きではな いか、こ のことを 申し上げ たいと 思います。
市内認可保育所の正規保育士と非正規保育士のそれぞれの人数も併せて見解を伺います。
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以上です。
○議長（金谷道男）

２番目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、保育士の確保対策についてお答えを申し上げます。

はじめ に、保育 士の給 料・賃金 の改善に つきまし ては、職 務、経験 、実績 などが評価
され、処 遇につな げるこ とが重要 であり、 国がそう したこと を踏まえ 、公定 価格に適正
に反映させるべきものと認識をしております。
国が示 す公定価 格にお ける保育 士の賃金 につきま しては、 毎年段階 的に改 善が図られ
ているほ か、当該 施設に おける職 員の平均 勤続年数 に応じた 加算制度 により 、処遇改善
加算分が給付費に算定されております。
また、 市でも平 成２８ 年度以降 、臨時保 育士の処 遇改善を 目的とし た事業 をはじめと
する市単 独の保育 士確保 対策を実 施するこ とで、待 機児童の 解消に努 めてき たところで
ございます。
現在、 保育所等 で勤務 する保育 士の処遇 状況につ いてでご ざいます が、市 内の二つの
大規模な 法人を合 わせた 平均月額 給料を例 に申し上 げますと 、正規雇 用の保 育士は２１
万１千円 、非正規 雇用の 保育士の うち、嘱 託雇用の 保育士は １７万７ 千円、 臨時雇用の
保育士は １５万３ 千円と なってお ります。 市としま しては、 保育士不 足の解 消に直結す
るよう、 これまで 実施し てまいり ました保 育士確保 対策事業 の充実を 今後も 図ってまい
ります。
また、 議員の質 問にあ りました 全産業平 均ベース に少しで も近づけ るよう 、運営事業
者と協力のもと協議を重ねてまいりたいと思います。
次に、 保育士の 配置基 準の改善 について でありま すが、は じめに、 保育所 の配置基準
につきま しては、 議員ご 承知のと おり、児 童福祉施 設の設備 及び運営 に関す る基準等で
定められ ておりま す。具 体的には 、保育士 １人に対 して、０ 歳児が３ 人、１ ・２歳児が
６人、３ 歳児が２ ０人、 ４歳児以 上が３０ 人とされ 、そのほ か保護者 の保育 ニーズに対
応した様 々な保育 サービ スを実施 するには 、それに 見合った 保育士の 数も必 要となりま
す。現在、市内の保育施設全体における保育士の数でありますが、正規雇用が２９７人、
非正規雇 用が１２ １人で あります 。これは 入所児童 数約２， ５００人 を受け 入れするた
めに必要 な人数に 加え、 過剰な労 働となら ないよう 、労働条 件も考慮 した基 準以上の人
員配置となっております。
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しかし ながら、 年度途 中の入所 希望児童 を受け入 れするこ とが困難 な状況 に鑑みます
と、十分な保育士の数の確保には至っておらないのが現状であると認識をしております。
市といた しまして は、そ うした状 況も踏ま え、まず は全施設 を対象に 、県と 市で実施し
ている指 導監査を 通しま して労働 実態の現 状の分析 をしてま いります 。また 、現場にお
ける保育 士の生の 声を聞 き入れな がら、保 育士の負 担軽減に つながる よう労 働条件の整
備に努め ると同時 に、全 国市長会 におきま してもこ の問題に つきまし ては公 定価格、あ
るいは保 育士の配 置基準 につきま して重点 提言事項 というこ とで国に 要望し ております
ので、市も一緒に要望してまいりたいと考えているところであります。
以上であります。
【佐藤副市長
○議長（金谷道男）

降壇】

再質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）
○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。

まず、 給料・賃 金の改 善の問題 でありま すけれど も、全保 育園、保 育所職 員の平均と
いうふう なことで ２１万 １千円と いうふう なことが 述べられ ました。 まずこ の給料の問
題からい いますと 、いろ いろやっ ぱり２１ 万、これ は決して 高いもの じゃな い、本当に
全産業に 近づける には、 やっぱり １０万以 上上げな いといけ ないなと いうふ うに思った
と こ ろ で あ り ま す が 、 い ず れ 答 弁 の 中 で 、 こ の 平 均 、 こ れ は 給 与 で あ り ま す の で、
ちょっと 伺ったと ころ、 大空大仙 と大曲保 育会、そ れぞれ１ ２の保育 園を見 ているわけ
ですけれ ども、こ の保育 会、大空 大仙での 職員の給 料格差が まだ残っ ている というふう
なことを 伺ったと ころな のですが 、それは 本当なの でしょう か。ある のであ れば、今こ
の賃金を 改善しよ うとし ていると きに、決 してこう した格差 を残した まま進 んではいけ
ないもの だという ふうに 私は思い ますので 、是非そ の点明確 に、ある とすれ ばその格差
改善に向けた対策を講じられたいというふうに思います。その点について一点。
それか ら、職員 の処遇 改善のた めに頑張 ってやっ てきてお りますけ れども 、この処遇
改善が保 育士確保 対策と いうふう なものに つながっ ているの かどうか 、国の 処遇改善策
と、そし て保育士 確保と いうふう な点から 見て、国 の対策と 、また、 市独自 の事業とし
て進めてきた対策、これの成果についてどのようにお考えなのかお聞かせ願います。
それか ら、２点 目に答 弁されま したいろ いろこの 労働条件 と、労働 の実態 等、指導、
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監査も進 めて実態 調査や っていく というよ うなこと もあり、 その結果 、いろ いろ国に対
しても提 言してい くとい うふうな ご答弁で ありまし た。実態 は子ども の数に 対して配置
している 職員数は 正規雇 用２９７ 人、非正 規１２１ 人という ふうなこ とで、 まず合わせ
て４２０ 人弱の職 員の皆 さんが見 られてい るわけで すが、こ れを答弁 では基 準以上に配
置してい るという ふうに おっしゃ いました が、実際 に、まだ まだそれ でも不 十分なのだ
と思いま すが、そ の十分 だという ふうには 思ってな いとは思 いますけ れども 、そのこと
への認識 をお聞き したい と思いま す。もっ と増やさ なければ ならない という 、その人数
はもっと どれぐら いいな ければい けないと 思ってい るのか、 もし具体 的にお 答えできる
ようであればその辺をお願いいたします。
以上です。
○議長（金谷道男）
○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。
佐藤議員の再質問にお答えをしたいと思います。

まず、 市が関わ ってお ります大 空大仙の 職員の賃 金格差の 件でござ います けども、最
初は市か らやっぱ り派遣 されてい る職員と 、それか ら法人で 採用した 職員の 賃金格差は
あったと いうこと だと思 います。 ただ、今 、市から の職員派 遣も終了 しまし て、本人の
希望によ りますけ ども法 人の職員 になって 働いてお りますの で、そこ のとこ ろは当然、
今ちょっ と詳しい どの程 度のその 差がある のか、あ るいはそ の詳細に ついて ちょっと今
分かりま せんけれ ども、 仮にそう いったこ とがある とすれば 、それは 解消し ていかなけ
ればなら ない問題 だとい うふうに 認識して おります ので、そ このとこ ろは法 人と話し合
いをしながら進めてまいりたいというふうに思います。
また、 ２点目の 市単独 事業の関 係でござ います。 これまで 四つの事 業を行 ってきてお
ります。 これは全 て正規 職員に対 する保育 士確保で なくて、 臨時職員 の保育 士確保も含
めた事業 でありま すので 、国のい わゆる補 助事業で のアプロ ーチの仕 方と市 のアプロー
チの仕方 は、違う 観点か ら私は行 っている のではな いのかな というふ うに思 っておりま
す。特に 臨時保育 士の処 遇改善事 業でも１ ００人を 超える保 育士の方 々がこ れを活用さ
れていま すので、 その点 について は市単独 事業につ いてもあ る程度実 績は出 せているも
のもあるのではないのかというふうに思っているところであります。
それか ら、職員 の配置 基準の関 係でござ いますけ ども、も ちろん答 弁では お答えしま
したけど も、当然 今の実 数の配置 者は４１ ８人で必 要職員数 は３５６ 人であ りますけど
も、ただ 、それで いいか というと 決してそ うではな いという ふうに思 ってお ります。こ
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れもやはりこれから働き方改革等もございますので、やはり保育士の皆さんは、お子
さんを、 子どもを 預かる かなりハ ードワー クな仕事 だという ふうに認 識して おりますの
で、この 点につい ては、 もちろん 議員の質 問にあり ましたと おり給料 、給与 の関係もま
だまだ低い実態にあります。そして、その労働のところもですね、結構厳しいハード
ワークで あります ので、 そういう 点を勘案 しますと 、もっと 保育士の 確保と いうのは必
要になっ てくるの ではな いのかな というふ うに思っ ておりま すので、 今後と もこのこと
について は様々な 観点か ら進めて いかなけ ればなら ないので はないの かなと いうふうに
思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。
○議長（金谷道男）

再々質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）
○１１ 番（佐藤 文子）

佐藤文子さん。
ありが とうござ います。 保育士の 給与の問 題、そし て過酷な労働

実態、こ うしたこ とから 、保育所 間での保 育士の奪 い合いと いうふう なとこ ろまではい
かないか もしれま せんけ れども、 いずれ非 常に募集 しても来 ないとい うふう なことが現
実ありま して、今 回の定 例会で民 間保育所 の建設事 業費補助 金が出さ れまし たが、そこ
で運営さ れる保育 所が、 事業所が 、保育士 さんもろ とも連れ てこられ るのか どうか分か
りませんけれども、もし建物ができて、いざ運営するとなったときに、市内の保育士
さんたち が、また この取 り合いに なるよう な、そう したこと などは是 非避け ていただき
たいとい うふうに 思うわ けですが 、そのた めにも、 やっぱり この１０ 万以上 の格差のあ
る賃金・ 給料、こ れをや っぱり思 い切って 子育て支 援制度と いうふう な、子 育て支援の
中心がや っぱり保 育事業 でもあり ます。そ れを支え ている保 母さんた ちの待 遇というふ
うなもの を、思い 切って やっぱり やってい ただきた いという ふうなこ と、そ して、加え
てその二 つの法人 が、法 人職員と なった方 々にもし 給料の面 での格差 、これ 直していか
なければ いけない という ふうにお っしゃい ましたけ れども、 是非これ は直ち に是正され
るようにお願いしたいというふうに、給料を上げること、そして格差を正していくこと、
このことだけは最後にまたお願いしておきたいと思います。
以上で終わります。これは答弁いりません。
○議長（金谷道男）
○１１番（佐藤文子）

次に、３番の項目について質問を許します。
最後に、会計年度任用職員制度についてお尋ねいたします。

２０１ ７年に地 方公務 員法と地 方自治法 が改定さ れ、来年 ４月から 自治体 の非正規職

- 78 -

員に会計 年度任用 職員制 度が導入 されるこ とになり 、今定例 会にも関 係条例 が上程され
ております。
住民の 命と暮ら しを守 り、地方 自治の担 い手であ る地方公 務員制度 の大転 換であると
いうふう に考えま すし、 公務運営 の在り方 を大きく 変えるよ うであり ます。 そこでいく
つかお尋ねいたします。
最初に 、会計年 度任用 職員とは 、会計年 度である ４月１日 から翌年 ３月３ １日の１年
間を超え ない範囲 内で置 かれる非 常勤職員 というふ うなこと でありま して、 その任用に
当たって は競争試 験、ま たは選考 によると しており ます。再 度の任用 もあり 得るとして
おります が、その 際にも 手続なく 更新され たり、長 期にわた って継続 して勤 務できると
いった誤 解を招か ないよ う留意す ることな どとして おりまし て、１年 を超え ない範囲と
任用期間を明確にした方で更新しないこともあり得る、こういうふうな内容であります。
大仙市 には非正 規職員 が４７０ 人もおり 、公務の 現場を支 え担って いるわ けでありま
すが、会計年度任用制度は、多くの方々に不安を広げています。
まずお 聞きする のは、 任用に当 たっては 、公募や 採用試験 はあるの か。ま た、現在の
非正規職員の実績、経験値を評価する選考がしっかり行われるものなのか、任用に当
たっての考え方を伺います。
二つ目 には、会 計年度 任用職員 には、フ ルタイム とパート タイムが 規定さ れておりま
す。処遇面での格差があるようです。
まず、 フルタイ ムとパ ートタイ ムの区分 けについ て伺いま す。一般 的には 、週間勤務
時間が正 規職員と 同じな のがフル タイムで 、一般で も短けれ ば短時間 勤務の パートタイ
ムといわ れます。 そうで あれば、 大仙市の 非正規職 員のうち 週３８． ７５時 間、働いて
いるのは １６人な ので、 ほとんど がパート タイムと なるよう で不安が 広がっ ています。
条例で は、会計 年度任 用職員の 勤務時間 について は、職務 の性質等 を考慮 して、規則
の定める 基準に従 い、任 命権者が 定めると あります けれども 、フルタ イムと パートタイ
ムの区分 けの判断 基準と なる勤務 時間、そ して本人 の意向が 加味され るもの なのかどう
か、現在 の非正規 職員が 会計年度 任用職員 に移行し たとして 、一体何 人がフ ルタイムで
何人がパートタイムになるのか併せてお知らせいただきたいと思います。
次に、給料・手当等、処遇の格差について伺います。
フルタ イムでは 職務の 違いで３ 級止まり にしてい るものの 、給料は 正規職 員と同等で
各種手当も支給されるようであります。

- 79 -

一方、 パートタ イムの 場合、フ ルタイム の給料を 基準額と して勤務 時間で 出されるの
で、明らかに月額給料はフルタイムより低くなるようであります。
また、 パートタ イムも 各種手当 は支給さ れますが 、報酬と して手当 てされ ますけれど
も、期末 手当など での格 差が生じ ることや 費用弁償 として支 払われる 通勤手 当の額はフ
ルタイムに支給される額と同等なのかなどの疑問もあります。
そこで 伺います 。会計 年度任用 制度では 、非正規 職員の現 在の月額 給与よ り下がる方
もいらっ しゃるよ うに見 えますが 、実際は どうなの か。給料 の上がる 人、下 がる人は、
それぞれ 何人ずつ なのか 。また、 引き下が らないよ うに任命 権者によ る号給 決定の際の
配慮が行われるものかどうか併せて伺います。
三つ目 には、会 計年度 任用職員 制度は、 フルタイ ム勤務で も短期間 任用の ため非常勤
扱いで労 働契約法 は適用 されず、 いつまで も非正規 、いつで も雇い止 めが可 能な不安定
な状態に 置かれま す。再 度の任用 は可能と されてお りますが 、継続雇 用の保 証はされて
おらず、 不安定な 状況は 変わりま せん。し かし、３ 級までの 正規職員 と同等 の給料や各
種手当が支給される一般職地方公務員の扱いとなります。
地方公 務員法で 規定さ れた公務 上の業務 、規律、 人事評価 も適用さ れるよ うでありま
す。総務 省の地方 公務員 の臨時、 非常勤職 員及び任 期付職員 の任用等 の在り 方に関する
研究会の 報告によ ります と、常勤 職とは典 型的には 組織の管 理運営自 体に関 する業務や
財産の差 し押さえ 、許認 可といっ た権力的 業務など が想定さ れるとい ってい るようであ
ります。 つまり、 住民の 暮らしや 命に直接 関わる業 務の大半 を会計年 度任用 職員に置き
換えることを可能にしているところであります。
自治体 の仕事は 、継続 性と専門 性、地域 性が求め られてお り、その 運営は 正規職員中
心を原則 にすべき だと思 います。 今後、会 計年度任 用職員化 、非正規 職員化 を進めるこ
となく、 むしろ非 正規職 員の正規 化に踏み 出すこと を願うも のであり ますが 、これへの
見解を求めます。
○議長（金谷道男）

３番目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３ 点目の発 言通告で あります 会計年度 任用職員制度

に関する 質問につ きまし ては、総 務部長に 答弁させ ますので 、よろし くお願 いいたしま
す。
○議長（金谷道男）

舛谷総務部長。

○総務 部長（舛 谷祐幸）

質問 の、会計 年度任用 職員制度 について お答え申 し上げます。
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はじめ に、任用 におけ る公募や 試験につ きまして は、総務 省の会計 年度任 用職員制度
の導入等 に向けた 事務処 理マニュ アルによ ると、で きる限り 広く適切 な募集 を行った上
で能力の実証を行うことが必要とされております。
現在、 臨時・嘱 託職員 の任用に おきまし ては、面 接による 選考を行 い、能 力や適性を
確認をし ていると ころで あります 。本市の 制度案に おきまし ても、マ ニュア ルにのっと
りまして 、任用に 当たっ ては原則 公募とし 、面接等 による能 力実証を 行うこ ととしてお
ります。
次に、 会計年度 任用職 員の勤務 時間につ きまして は、１週 間当たり の勤務 時間が本市
の常勤職 員と同一 である ３８時間 ４５分で 勤務する 職員を「 フルタイ ム会計 年度任用職
員」とし 、これよ りも短 い時間で 勤務する 職員は「 パートタ イム会計 年度任 用職員」と
なり、制度上、フルタイム以外は全てパートタイムになるとなっております。
公募の 際には、 その職 に応じた 勤務条件 を提示す ることと しており まして 、あらかじ
め指定した勤務時間で勤務することとなります。
また、 今年度は １１月 末までに 延べ６６ ２名の臨 時・嘱託 職員を任 用して おりますけ
れども、 会計年度 任用職 員制度の 導入に当 たりまし て、これ まで同様 それぞ れの職の必
要性を十分に精査した上で任用をしてまいります。
なお、 今年度中 に任用 した全て の臨時・ 嘱託職員 が仮に会 計年度任 用職員 になった場
合、フルタイム職員は８名、パートタイム職員は残りの６５４名となります。
次に、 会計年度 任用職 員の給与 につきま しては、 常勤職員 の給料表 を基礎 としており
まして、 現行の賃 金額を フルタイ ムとして 換算した 場合の直 近上位の 給料月 額を格付け
することとしまして、現在の年間の賃金額を下回らないよう任用してまいります。
次に、 本市にお ける行 政運営に つきまし ては、こ れまでも 中立性の 確保、 それから、
市民サー ビスの質 の担保 、長期的 な人財育 成の観点 から、常 勤職員で ある正 規職員を中
心に行ってきたところであります。
臨時・ 嘱託職員 につき ましては 、定型的 または補 助的な業 務を中心 に、必 ずしも正規
職員の配 置を必要 としな い業務を 担ってい ただいて おり、正 規職員と 役割を 分担しなが
ら業務の執行に努めてまいりました。
会計年 度任用職 員の導 入後にお きまして も、正規 職員を中 心とする 公務の 運営という
原則が変更されることはないと考えております。
引き続 き、各所 属にお ける業務 内容、そ れから業 務量等を 精査しま して、 正規職員及
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び非正規職員が行うべき業務を整理した上で適正な職員配置に努めてまいります。
以上です。
○議長（金谷道男）

再質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）
○１１番（佐藤文子）

佐藤文子さん。
時間がありませんので１点だけ確認したいと思います。

臨時職 員等の現 在の給 与よりも 下がらな いように しっかり やってい くとい うふうなこ
とを伺い ました。 ただ、 この会計 年度任用 職員制度 というふ うなのは 、基本 的には人件
費が現在 よりも必 要にな ると、増 えるとい うふうな ことは間 違いあり ません 。そして、
この財政 補償は国 の方で は一切ま だ明らか にしてい ないとい うふうな ことで 、非常に自
治体に負 担がかか るとい う可能性 も出てく るわけで あります 。そこで 、やっ ぱり地方交
付税にし っかり算 入する ように、 国が決め たこうい う任用制 度につい ては、 財政補償を
しっかりしろというふうなことを言っていくべきだと思います。
もう一 点は、非 常に近 々の課題 なんです けれども 、これが いずれ人 件費削 減の方向、
そのため に非正規 をどん どん増や していく というふ うなこと 。将来的 には、 この非正規
も正規並 みの給与 補償が あるので 、これも 減らして いくとい うふうな 動きに 動かす、非
常に心配 されるわ けです 。そうい うふうな 意味で、 例えば本 庁以外、 生涯学 習施設、公
民館等で 雇われて いる臨 時の方も 含めわず か３人ぐ らいでや っている 。そし て年間の地
域行事も たくさん 組んで 、関係団 体との調 整役も行 って、地 域活性化 のため に地域の皆
さんと一 緒になっ てフル に頑張っ ている、 こういう ところの 人数を減 らすと いうような
そういう 動きは絶 対やら ないでほ しいとい うふうに 私は思い ますけれ ども、 これへの見
解をひとつお聞きして質問を終わります。
○議長（金谷道男）

再質問に対する答弁を求めます。老松市長。

○市長 （老松博 行）

ま ず、財 源措置の 関係です けれども 、これは 総務省は 地方財政措置

をすると 約束して おりま すけれど も、先月 、その点 について は秋田県 選出国 会議員に上
京いたし まして、 全て県 選出の国 会議員に 確保して いただく 、そのと おり約 束を守って
いただく ように何 とぞ運 動してい ただきた いという ことをま ず申し上 げたと ころです。
今、総 務部長か ら資料 届きまし たけれど も、高市 早苗総務 大臣のこ れは３ 日付の記者
会見で、 しっかり と地方 財政計画 にその必 要な経費 を計上し て適切に 財源を 確保すると
いうこと を述べて おりま すので、 総務省と してはそ うした形 で、ただ 、今、 財務省との
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地方財政 対策折衝 が始ま っている と思いま す。そう したとこ ろを私ど もも注 視していか
ないとい けないと いうふ うに思っ ておりま す。いず れ国が作 った制度 、そし て総務省が
財源を確 保すると いって おります ので、そ うした方 向になる というこ とを期 待している
ところであります。
それか ら、人員 削減、 今、一人 一人の経 費が高く なるので 削減をす るとい う、基本的
にはそうした考え方はしておりません。
○議長（金谷道男）

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（金谷道男）

佐藤文子議員

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日目を定刻に開議いたします。
ご苦労様でした。
午後

２時０４分

散
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