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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。

○議長（金谷道男）

本日の議事は、議事日程第３号をもって進めます。

○議長（金谷道男）

日程第１、本会議第２日目に引き続き一般質問を行います。

５番挽野利恵さん。
【５番

挽野利恵議員

登壇】
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○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。

○５番 （挽野利 恵）

お はよう ございま す。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。
さて、 今年も残 すとこ ろあと１ カ月とな りました 。先日か らの雪で 、いよ いよ冬モー
ドに入ってまいりました。
さて、 ９月２０ 日から １１月２ 日までの 日程でラ グビーワ ールドカ ップ２ ０１９が開
催され、 開催国の 日本は もちろん 、世界中 が熱狂し たことは 記憶に新 しいと 思います。
次々と強 豪国を破 り、初 の準々決 勝に駒を 進めた日 本の活躍 は、そこ に至る までの壮絶
ワ

ン

チ

ー

ム

な ト レ ー ニ ン グ や “ Ｏ Ｎ Ｅ Ｔ Ｅ Ａ Ｍ ” と な る ま で の 選 手 の 精 神 的 な 苦 悩 や 葛 藤 な ど、
隠れた部 分のスト ーリー 報道と相 まって胸 が震える ほどの感 動を日本 中にも たらしまし
テ

ィ

ア

ワ

ン

た。アジア初、「ｔｉｅｒ１」と呼ばれる強豪国以外での初開催という注目度の高さや、
『４年に 一度じゃ ない。 一生に一 度だ。』 のキャッ チコピー 、被災地 釜石で の試合など
など、あらゆるものがプラスの方向に作用した大会だったと思います。全４５試合で
１７０万 人を超え る観客 動員であ ったこと が、それ を物語っ ており、 “にわ かファン”
という言葉も私同様にわかファンという言葉もできるほどラグビー熱が一挙に盛り上
がった感があります。
ラグビ ーにはあ まり興 味のなか った私も 、にわか ファンと なり、日 本の試 合をテレビ
観戦いた しました が、チ ームが組 織として 機能しな がら屈強 な男たち がハー ドコンタク
トを繰り 返す文字 通りの 肉弾戦、 その激し さに衝撃 を受けま した。ま た、危 険と隣り合
わせな分 、厳格な ルール の下に進 められる ラグビー という競 技の素晴 らしさ を肌で感じ
ることができたと思っております。
選手た ちのルー ル遵守 の姿勢や 試合終了 後のすが すがしい 行動を見 ている と、自然に
涙が出て くるほど の感動 で、まさ にスポー ツの持つ 力を実感 した大会 でした 。来年の東
京オリン ピック・ パラリ ンピック 成功への 良い足掛 かりにな ったと思 います 。来年も日
本初の大きな感動が世界中を駆け巡ることを願ってやみません。
話は変 わります が、去 る１０月 １日から 消費税が ８パーセ ントから １０パ ーセントに
引き上げ られ、２ カ月が 経過いた しました 。当初懸 念されて いた引き 上げ前 の駆け込み
需要や引き上げ後の買い控えなどの混乱は、おおむねなかったとの評価がなされており、
また、我 が公明党 が主張 し導入さ れた軽減 税率制度 やキャッ シュレス 決済に よるポイン
ト還元制度についても、煩雑さや複雑さ、使い勝手の部分で一部に不満があったものの、
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大きなトラブルや混乱もなく推移しているのではないかと思います。
しかし ながら、 生活者 の立場と しては、 多少なり とも経済 的な影響 がある ことは間違
いないと ころです ので、 この引き 上げが国 民の痛み に見合う 、あるい はそれ 以上の成果
となって 表われる よう、 私といた しまして も今後の 推移や動 向を見守 ってい きたいと考
えております。
それで は、通告 に従い 質問させ ていただ きますの で、市長 はじめ当 局の皆 様には、ご
答弁よろしくお願いいたします。
はじめに、高齢者ドライバーへの支援について質問させていただきます。
高齢化 がその加 速度を 増す中、 高齢者ド ライバー の事故も 高い水準 で推移 する昨今で
あります。高齢者が増えたことで事故の件数も増えるのですが、内閣府による「平成
３０年度 高齢者の 住宅と 生活環境 に関する 調査結果 」による と、２０ ００年 に３７パー
セントだ った６０ 歳以上 の高齢者 ドライバ ーが、２ ０１８年 には５６ ．６パ ーセントで
ありまし た。「レ ストラ ンの予約 に間に合 わない」 と暴走し た高齢者 の車に 母と子ども
が巻き込 まれ死亡 した事 件報道に 、やるせ なく暗い 気持ちに なったの は私一 人だけでは
ないと思います。
さて、 本年７月 に、東 京都がア クセルの 踏み間違 いを防止 する装置 を設置 するための
「高齢者 安全運転 支援装 置設置補 助制度」 を開始し ました。 これは、 ７０歳 以上の運転
免許を有 する都民 の自家 用車に装 置を設置 する費用 の９割を 補助する という もので、１
人１台限 りで上限 は１０ 万円だそ うです。 それに追 随して、 東京都ほ どの補 助率ではな
いにして も、全国 的にも じわじわ と制度を 導入する 自治体が 増えてき ており ます。「補
助金があ るから」 と設置 する方も 増え、現 在、すぐ には装置 が手に入 らない 状況もある
と聞いております。
一方、平成２９年の新車においては、急発進防止装置の搭載率は６５．２パーセント、
衝突被害 軽減ブレ ーキの 搭載率は ７７．８ パーセン トで、安 全運転サ ポート 車といわれ
るこのよ うな装置 を付け ている車 は６割以 上も普及 しており ますが、 新車を 購入するの
は若い人 が多く、 高齢者 は長年運 転してき た車を大 切に乗っ ておられ る方が 多いことを
考えます と、残念 ながら 安全運転 サポート がない車 に乗って いるのは 圧倒的 に高齢者が
多いということになります。
交通イ ンフラが 整わず 、移動手 段が制限 される地 域に住む 人たちに とって は、車はま
さに移動 の生命線 であり 、免許を 返納して しまい、 車がなく て医者に も通え ないという
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話はよく耳にします。
大仙市では、免許を返納された方に地域公共交通システムにおけるバスや乗合タク
シーで利 用できる 割引回 数券を交 付してお りますが 、あくま でもシス テムへ の誘導策の
一環としての過渡的な色彩が強く、１枚１００円で１００枚までしか使えません。
車の自 動運転技 術は日 進月歩で 発達して おり、近 年では、 人間の認 知能力 を超えた次
元で不足する部分をＡＩがかなりの精度で補完してくれる技術が開発されつつあります。
自動運転 なら寝て いても 運転して くれるか と思いき や、目の まばたき を感知 して寝てい
ると判断 されたと きは、 目を覚ま させたり 、道から それて止 まってく れたり して人間を
フォロー してくれ るもの だそうで す。認知 し反応す るスピー ドが遅く なった り鈍くなっ
たり、身 体能力が 衰え、 アクセル とブレー キを踏み 間違った りしても 、ＡＩ が正確な運
転をサポートする、そのような時代がすぐそこまで来ております。
そこで 質問です が、高 齢者の免 許返納を 促すだけ ではなく 、高齢者 でも安 心して自動
車が運転 できるよ う、市 としてア クセルの 踏み間違 いを防止 する安全 運転支 援装置を設
置するこ とへの補 助がで きないも のでしょ うか。免 許返納を 促す施策 との折 り合いの問
題もあるかもしれませんが、ご所見を賜りたいと存じます。
○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。

○市長 （老松博 行）

挽 野利恵 議員の一 つ目の発 言通告で あります 高齢者ド ライバーへの

支援に対 する質問 につき ましては 、市民部 長に答弁 させます ので、よ ろしく お願いいた
します。
○議長（金谷道男）

加藤市民部長。

○市民部長（加藤博勝）

挽野利恵議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 、高齢者 ドライ バーへの 支援につ いてであ りますが 、秋田県 警察の 統計により
ますと、 ７５歳以 上の高 齢者運転 による死 亡事故件 数は、７ ５歳未満 の運転 者と比較い
たしまし て多く発 生して おり、事 故原因は 安全不確 認が最も 多く、ほ かにハ ンドル操作
やアクセ ル・ブレ ーキの 踏み間違 いなどの 操作ミス 、判断誤 りなどと なって おります。
こうし た状況か ら、ペ ダルを踏 み間違え た際に急 発進を防 止する装 置は、 事故防止に
一定の効 果がある と考え 、普及啓 発を目的 に今年度 の安全安 心推進集 会で安 全運転支援
装置付車両の体験乗車会を行っております。
市とい たしまし ては、 様々な機 会を捉え まして安 全運転支 援装置の 周知や 高齢者向け
安全運転教室の開催、運転免許自主返納の呼び掛けなどを行いまして、高齢者ドライ
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バーの交通事故防止を推進してまいります。
安全運 転支援装 置への 補助につ きまして は、現在 、国で安 全運転支 援装置 付の車の購
入と、既 に保有し ており ます車へ の装置取 付費用の 補助を検 討してい る段階 であり、国
の動向を注視してまいりたいと考えております。
以上であります。
○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）

挽野利恵さん。

○５番 （挽野利 恵）

３ ０年度 決算特別 委員会で の企画産 業分科会 での審査 意見の中に、

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 という 意見に対 しまして 、当局の 方から、 地域住民 自ら支 える地域の
足の確保 に努めと いうふ うな回答 をいただ いており ます。今 この高齢 社会の 中で、やっ
ぱり共助 というこ とを考 えますと 、高齢者 の力とい うのは絶 対に必要 なもの であります
し、その 高齢者の 方が安 心して、 より安心 して安全 に運転す るために 、この 制度の装置
というの は非常に 大事な のではな いかとい うふうに 思います 。国の方 も今動 き出したと
いうふう なご回答 ありま したけれ ども、大 仙市とし ても、こ の装置に 対して 前向きな姿
勢なのか 、それと もやは り免許返 納の方に 重きを置 いている のか、そ の辺に ついてお考
えをお聞かせいただければと思います。
○議長（金谷道男）

再質問に対する答弁を求めます。市長。

○市長（老松博行）

挽野利恵議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

地域公 共交通の 関係で は、決算 特別委員 会のご指 摘の関係 では、今 言った いろいろな
共助、今 、バス会 社さん 、タクシ ー会社さ んにお願 いしなが らいろい ろな地 域公共交通
をやって おります けれど も、その 見直しに 当たって は、やは り共助と いいま すか、そう
した体制 といいま すか、 そういう システム も大変大 事ではな いかなと いうこ とで今いろ
いろご説 明しなが ら取り 組んでい るところ でありま す。地域 公共交通 の見直 しというこ
とで今取り組んでいるところであります。
その関 係で、今 、関連 してこの 安全運転 支援装置 への補助 につきま してと いうことで
すけれど も、私も 安全安 心集会の 時にこの 車に乗ら せて、試 乗体験さ せてい ただきまし
たけれど も、今、 普通に 何ていい ますかね 、自動的 にブレー キかかる 車もた くさん出て
きていま すので、 そうし たあれが 、２０年 度からで すかね… …、２２ 年度か ら生産され
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る車は全 てそうし たもの が義務付 けられる というこ とですけ れども、 それま での間、そ
れから特 に高齢者 の皆さ ん、すぐ に車を買 い換える とかとそ ういうこ とでは ないという
ふうに思 っていま すので 、国の制 度を見な がら、市 の方も安 全対策の 一助に なるように
市の方の対策も考えていきたいというふうに考えております。
○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）

次に、２番の項目について質問を許します。

○５番（挽野利恵）

次に、市民会館の自主事業について質問をさせていただきます。

自治体 における 会館自 主事業は 、当該自 治体によ る住民へ の芸術文 化等を 鑑賞する機
会の提供 であり、 その自 治体が芸 術文化に どのよう に向き合 っている かを内 外に示すバ
ロメータ ーといえ るでし ょう。見 てみたい 、あるい は聞いて みたいア ーティ スト、演奏
家、芸術 家などを 身近で 鑑賞でき ることは 、この上 ない喜び です。同 時に、 他の自治体
が魅力的な事業を行うとうらやましく思います。
合併後１５年を目前としている本市においては、旧市町にあった各会館の自主事業を、
合併前と は比較に ならな いほどの 限られた 予算で、 それぞれ 最大限の 創意工 夫をしなが
ら時代のニーズに合わせて展開しているように見えます。「宝くじの文化公演事業」
「ＮＨＫ の公開番 組」「 自衛隊コ ンサート 」など、 上手に取 り入れな がら、 入場無料で
多数の市 民に鑑賞 の機会 をつくっ ておりま す。地域 の催しを 自主事業 にして 集客力を高
め、喜ば れている 事業も あります 。入場料 が発生す る事業に おいては 、集客 力を推測し
ながら名 の知られ たメジ ャーなア ーティス トや演奏 家、芸術 家を呼び 、高い 収支比率を
上げてい る事業も あり、 会館の業 務に当た られてい る職員の 情報収集 と事業 展開に対す
る並々ならぬ努力に心からの敬意を表するものであります。
しかし ながら、 そのよ うな中に あっても 、集客状 況と収支 比率が思 わしく ない事業が
見受けら れるのも また事 実です。 集客でき ないとい うことは 、市民の ニーズ に十分に沿
えていな い可能性 がある というこ とですし 、収支比 率に関し ては、そ もそも 無料で招致
している ものや地 元向け イベント など、収 支比率を 念頭に置 くことに 意味が ない事業を
除き、興 行的な要 素の大 きい事業 で収支比 率が低い ものにつ いては、 予算に 対して入場
数と入場料の見通しや設定が甘かったきらいがあるのではないかと思います。
自主事 業につい ては、 全国一律 の入場料 の設定が あるアー ティスト や劇団 などがあり
ますが、 そのよう な場合 は入場数 の目標を 明確にし 、それに 向かって 最大限 努力する必
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要があり ます。反 対に、 入場料の 縛りがな いものに ついては 、入場数 の見極 めをしっか
りと行い 、それに 見合っ た入場料 を設定す べきと考 えます。 民間であ れば、 会員価格と
一般価格 といった 差別化 を図るよ うに、市 民向けと 一般向け に料金を 変える ということ
も可能ではないでしょうか。
市民会 館運営に 当たっ ては、指 定管理制 度を導入 している 自治体も あれば 、そもそも
自主事業 をやめて いる自 治体もあ り、自主 事業が税 金の垂れ 流しにな らない よう工夫さ
れており ます。市 民のた めの芸術 文化は、 多くの市 民に足を 運んでい ただけ ることが究
極の目標 でありま すが、 自主事業 について は、入場 数と収支 比率に関 しシビ アな経営感
覚で臨むべきであると考えます。
そこで 質問です が、市 民会館の 自主事業 について は、現状 をどのよ うに把 握し、どの
ような評価をされているかお伺いいたします。
また、個別の事業に係る入場数と収支比率などの目標を設定して取り組まれているか、
加えて、 事業の実 績をそ の後の事 業運営に 生かす取 り組みを されてい るかを 含め、今後
の方向性に対するお考えの一端をお聞かせ願えればと思います。
○議長（金谷道男）

２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】

質問の、市民会館自主事業についてお答え申し上げます。

はじめ に、市民 会館自 主事業の 現状把握 とその評 価につい てであり ますが 、事業選定
に当たっ ては、市 民の有 識者によ る「市民 会館等運 営連絡協 議会」で 検討し 、事業後の
アンケート結果に基づき自主事業を選定しております。
議員ご 指摘のと おり、 収支比率 につきま しては、 １００パ ーセント を超え る事業もご
ざいます が、４０ パーセ ントを切 る事業も あること から、事 業の内容 ととも に入場料金
の設定やＰＲの仕方などの課題があると認識しております。
一方で、これまでクラシック音楽やポップス、演劇、映画、民俗芸能など、幅広い
ジャンル の公演を 市民に 提供して おり、多 くの市民 から一定 の評価は いただ いていると
認識しております。
次に、 入場者数 の目標 について は、収容 人数の最 大数を目 指してき てはお りますが、
これまで 実施され てきた 様々なジ ャンルに おける実 際の数値 をベース に設定 していると
ころでご ざいます 。収支 比率につ いては、 この５年 平均で概 ね５割近 くで推 移しており
ますので、それを上回る６割程度を目標にしたいと考えております。
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どちら の目標設 定につ きまして も、これ までの推 移を基に しながら 、その 数値が少し
でも上がるよう、事業選定とその運営に努めてまいります。
次に、 これまで の実績 を運営に 生かす取 り組みと 今後の事 業実施の 方向性 についてで
あります が、今後 の取り 組みとし ましては 、自主事 業におい て入場料 収入の 増を図るた
め、より 一層のＰ Ｒはも ちろんの こと、各 種助成制 度を活用 したり、 共催事 業を取り入
れてまいりたいと考えております。
なお、 入場料金 につき ましては 、全国統 一の料金 設定の公 演を除き 、今後 は収支比率
を十分考慮しながら入場料金を設定するよう努めてまいります。
今後の 自主事業 実施の 方向性に つきまし ては、こ れまで同 様、市民 会館等 運営連絡協
議会で収支比率も踏まえた公演内容を検討してまいりたいと考えております。
また、 公共の事 業とい う面もあ ることか ら、各市 民会館の 特性や地 域性を 生かしなが
ら、市民 ニーズに 合わせ た多彩な ジャンル の公演を 分担して 行うこと も念頭 に事業を実
施してまいりたいと考えております。
以上です。
【吉川教育長
○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）

挽野利恵さん。

○５番 （挽野利 恵）

３ ０年度 、３１年 度の事業 展開につ いて、す ごく削減 されて、本当

に精査さ れてやら れてい るなとい うふうに 感じてい るんです が、やは り何と しても低い
まま推移 している 、低い まま継続 している という自 主公演が あるのも 事実で す。これに
対して、 このまま 低いま ま続けて いくのか 、それと もやはり 限られた 予算の 中でですの
で、家庭 では生活 するお 金が少な いと、や はり一番 最初に削 られるの がこの 娯楽部門に
当たると 思うんで す。こ の部分に 対して、 大仙市と しては、 こういう 芸術・ 文化に対す
るお金を どんどん 減って いくかと 思うんで すけれど も、でも それでも 続ける 、やはり継
続していくというふうな方向なのでしょうか。その点についてお聞きいたします。
○議長（金谷道男）
○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。
挽野利恵議員の再質問にお答え申し上げます。

やっぱ り市民の 豊かさ という点 でね、確 かに福祉 だとかで すね、そ ういっ たところの
お金も必 要だと思 うんで すが、娯 楽という かですね 、自分の 生き方を 豊かに するという
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点では芸術・文化は非常に大切でございます。それから、伝統芸能も大仙市にはたく
さんござ いますの でね、 そういっ た面で文 化、伝統 芸能も含 めてです ね、そ ういった文
化面での 事業は必 要なも のと捉え ておりま すので、 確かに予 算は厳し くはな ってござい
ますが、是非とも続けてまいりたいなと思っております。
以上です。
○議長（金谷道男）

再々質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

挽野利恵さん。

○５番 （挽野利 恵）

前 向きな ご答弁、 本当にあ りがとう ございま す。やは り入場数が少

ないとい うのは、 ニーズ に沿って ないとい う可能性 が非常に 高いと思 います 。値段設定
うんぬん よりも、 そもそ も市民の ニーズに 沿ってな いものに 多額の予 算を付 けるのは、
私はいか がなもの かなと いうふう に思いま す。その 点につい て、ちょ っと分 かりにくい
質問なんですけれども、その点についてどのようなお考えでしょうか。
○議長（金谷道男）
○教育 長（吉川 正一）

再々質問に対する答弁を求めます。吉川教育長。
先程答 弁申し上 げました ようにで すね、１ ００パー セントを超え

る収支比 率もある んです が、例え ば入場料 金も高く てですね 、比較的 収支が 悪いという
ことでで すね、能 公演が ございま すが、全 体ではま ず５割な んですが 、過去 ５年間見る
と能公演 の収支比 率は約 ３３パー セントぐ らいでご ざいます 。ただ、 公演の 内容によっ
てね、そ の年その 年でち ょっと変 えますの で、そこ では２０ パーセン トぐら いの差もあ
るんです が、いず れ例え ば能楽堂 を有して いるのは 大仙市だ けでござ います し、県内で
はね。そ れから、 東北で もですね 、大仙市 以外では 四つぐら いしかな いみた いでござい
ますので 、大変貴 重な施 設でござ います。 したがっ て、伝統 芸能の維 持、あ るいは地域
の特色、 児童・生 徒のふ るさと教 育といっ た面でも 大変貴重 な施設で あると 考えており
ます。そういったことも含めてですね、事業選択の際には、先程議員からのご指摘も
あったよ うに、ア ンケー トからの 市民のニ ーズを基 に、ジャ ンルや料 金、毎 年開催の必
要性、毎 年これや らなけ ればいけ ないのか といった ことも含 めてです ね、そ れから助成
の有無な どについ て運営 協議会で 検討しな がら、市 民のニー ズをまず 最優先 に収支比率
のバランスが少しでもとれるよう努めてまいりたいなと考えております。
以上であります。
○議長（金谷道男）

これにて５番挽野利恵さんの質問を終わります。
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【５番
○議長（金谷道男）

挽野利恵議員

降壇】

次に、１２番小笠原昌作君。
（「はい、議長、１２番」と呼ぶ者あり）

○議長（金谷道男）

１２番。
【１２番

○議長（金谷道男）

小笠原昌作議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。

○１２ 番（小笠 原昌作）

新政 会の小笠 原昌作で す。通告 に従いま して、今 回は２項目に

ついて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。
まずは 、秋田県 大仙市 の２０１ ９年産米 の作況指 数は「１ ０４」の やや良 となり、３
年ぶりに 平年作以 上の結 果となり ました。 これは、 田植え後 から好天 に恵ま れ、早期に
分けつが 進み、全 もみ数 もやや多 いようで した。し かし、斑 点米、カ メムシ 類により被
害粒も例 年以上に 見られ 、収量は 向上した ものの品 質が伴わ ない面が あり、 今後の営農
指導体制の強化が課題となりました。
大仙市 では、大 きな目 玉として 、新時代 に向けた 農業振興 策の強化 、総合 戦略の一つ
として、 農業と食 に関す る地域活 性化を着 実に推進 しようと 掲げてい ますが 、私は中山
間地域の農業振興の重要な役割について取り上げたいと思います。
今、少子高齢化や若者の農村離れが原因で農村の人手不足が深刻な問題となっており、
構造的な 弱体化が 進み、 中山間地 域の経営 基盤の再 建が急務 であると 思いま す。昨今の
米価回復基調で何とか維持してきましたが、今後はどう変化していくか心配であります。
「将来 を見据え て中山 間地域を より元気 に」とい う声が大 きくなっ ていま すが、中山
間地域の 集落は、 農地を 維持する 農業があ ってこそ 支えられ るのであ り、農 業自体が衰
退すれば 集落崩壊 の速度 が速くな ります。 文字通り 少子高齢 化や米価 への不 安、猫の目
のごとく 米政策の 転換な ど、多い 課題に阻 まれてい るようで すが、こ れは農 村の衰退に
つながるだけに、組織の持続的な活動が急務であります。
農業を 基幹産業 として 掲げてい る大仙市 において も、生産 基盤の立 て直し を見逃して
はならないと思いますが、いかがでしょうか。
人材の 育成には 、農業 団体とと もに行政 としても 力を入れ ておりま すが、 どのくらい
の効果を生んでいるのでしょうか。
今現役 でバリバ リ働い ている５ ０代、６ ０代、７ ０代の農 業法人の 方々は 、今後、ま
すます高 齢者に近 づくに つれ、労 力を確保 したいが 将来５年 、１０年 後の人 を集める手
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段に苦慮 している ようで す。はっ きりいっ て担い手 頼みに限 界感があ ること の見方を示
している 現状です 。農業 、農村を 支えてき た団塊世 代の高齢 者や人口 減少の 中で、地域
全体で守る仕組みづくりは、待ったなしの課題であります。
本来、 農業が魅 力ある 産業とし て成長す ることが 不可欠で あり、米 以外の 売れる野菜
か

き

や果実、 花卉、畜 産と多 面的農業 の販売力 の強化、 さらには 発酵食品 など加 工品を取り
入れた６ 次産業化 への取 り組みを 加速させ る必要が あると思 います。 つまり 、農業者の
所得増と 生産拡大 の推進 でありま す。若い 農業者に は、安定 した報酬 や年金 も考えてい
かなければなりません。そのためには行政、農業団体、地域が全面的にバックアップし、
将来の農業政策に弾みをかけることが大切かと思いますが、いかがでしょうか。
大規模 化や法人 化を進 めること は必要で すが、圧 倒的に多 い小規模 農家や 家族農業の
役割は重 要視され ていま す。今で も昔と変 わらず地 域を支え ているの は家族 農業で、農
政は中山間地域への目配り、気配りが一層必要かと思いますが、いかがでしょうか。
地域を 活性させ ること はもとよ り、伝統 文化を引 き継ぐ環 境を保全 する機 能も大切で
あり、美 しい農村 の景観 や水の大 切さを鑑 み、農業 の価値を 見直す機 運を高 め、そして
豊かな田 園都市を 目指し てほしい ものです 。これら を踏まえ 、大仙市 の農業 振興策の強
化戦略に ついて、 これか らどう推 進してい くかにつ いて市長 のご所見 をお伺 いいたしま
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】

小笠原昌作議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 農業振興 策の強 化戦略の 推進につ いてであ りますが 、市では 、農業 が直面する
諸課題に 対応し、 基幹産 業である 農業が将 来におい ても持続 可能なも のとな るよう、こ
れまで国 ・県事業 の活用 ・連携に 加え、市 独自の支 援策を実 施し取り 組んで まいりまし
た。
主なも のといた しまし ては、ほ 場整備に よる生産 基盤の整 備や米の 需要に 応じた米生
産の推進 、大豆の 生産振 興、複合 経営に向 けた機械 ・施設導 入への支 援、６ 次産業化の
推進など に力を注 いでき たところ でありま す。また 、担い手 対策にお きまし ては、農業
経営の法 人化や担 い手へ の農地の 利用集積 を進める とともに 、市内２ カ所の 新規就農者
研修施設による若手農業者の育成確保に努めております。
一方、 中山間地 域の振 興策とし て、生産 基盤の整 備におき ましては 、事業 要件が受益
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面積５ヘクタール以上に緩和される「県営ほ場整備事業」のほか、市単独事業である
「小規模 集落元気 な地域 づくり基 盤整備事 業」の活 用による 農家負担 の軽減 、特に条件
不利地と される地 域につ いては、 「元気な 中山間農 業応援事 業」を実 施して きたところ
であります。
これら 取り組み の成果 として、 法人数は 、本年９ 月末時点 で１００ 法人と なり、法人
の平均経 営面積は ３７． ３ヘクタ ールと３ 年前に比 べ９．３ ヘクター ル増加 しており、
国の最新 の公表値 である 平成２９ 年の農業 産出額は 、米、大 豆、野菜 、畜産 部門の伸び
により２ ２７億５ ，００ ０万円と ３年前に 比べて４ ３億７， ０００万 円の増 となり、効
率的な営農や複合経営の進展、所得の向上につながっているものと考えております。
しかし ながら、 地域農 業におけ る担い手 の高齢化 やさらな る農地集 積の限 界感など、
これまで 同様の施 策の継 続だけで は、５年 後、１０ 年後の将 来にわた って地 域農業を維
持発展させていくことは難しい問題と捉えております。
これら を受けま して、 今般策定 する「農 業と食に 関する活 性化基本 構想」 につきまし
ては、地 域農業の 発展に 向け、地 域の担い 手を確保 し、持続 可能な強 い農業 を目指し、
本市が持 つ地形や 気候、 水源等の 恵まれた 自然環境 を背景に 、優れた 農産物 、雪国なら
ではの発 酵食品、 特色あ る地酒な ど、地域 資源を最 大限に生 かし大仙 市全体 が活気づく
裾野の広い産業構想として策定するものであります。
いずれ にいたし まして も、基幹 産業であ る農業を 持続的に 発展させ ていく ためには、
大規模経 営体や家 族農業 など、農 業者がと もに支え て成り立 つものと 考えて おり、これ
までの農 業振興策 に加え 、持続可 能な強い 農業の実 現に向け た「農業 と食」 の構想を進
め、総合的に地域農業の発展に向け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）

１２番小笠原昌作君。

○１２ 番（小笠 原昌作）

どう もありが とうござ いました 。再質問 というよ りもお願いで

ございま すけれど も、今 いろいろ な施設、 研修所、 そういう 形で大仙 市の農 業、若い人
方を一生 懸命弾み をかけ ているわ けですけ れども、 もちろん 県内、県 外のい ろんな学び
やで農業を勉強している方もおります。そうした中で家族農業を一生懸命積んで、畜産、
畑作、田 んぼはも ちろん ですけれ ども、そ ういう中 でも中山 間地で一 生懸命 頑張ってい
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る方もお ります。 また、 直売所で 笑顔で仲 間の野菜 、いろん なものを 売られ ている女性
の皆さん 方には、 本当に 頭が下が る思いで すが、ど うか努力 農業振興 という 形で、今後
とも心厚い支援策をお願いしたいものだと思っております。よろしくお願いします。
それか らもう一 つです けれども 、そのた めには地 元の安全 で安心、 おいし い農産物を
アピール いたしま して、 いろんな 宴会場や レストラ ン、学校 、医療機 関や福 祉施設など
各方面に 、この地 元の生 産物を供 給できる よう、も っともっ とアピー ルして お願いした
いものだと思います。何とぞよろしくお願いいたします。
○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）

小笠原議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

今、小 笠原議員 からご 指摘があ りました ようなこ とが、今 、国にお きまし て、来年の
３月に改 定を予定 してお ります政 府の食料 ・農業・ 農村基本 計画とい うのを 今一生懸命
政府の中 で、また 、自民 党、与党 の中で議 論されて いるよう でありま すけれ ども、その
中でやは り産業政 策とし ての農業 ・農政と 、それか ら地域政 策として の農業 ・農政、今
の雰囲気 は、今ま では大 変その産 業政策に 偏り過ぎ ていたと いうよう なこと で、これか
らは地域 政策にも っとも っと力を 入れてい かないと いけない というこ とで、 今いろいろ
そういう 方向の議 論がさ れている というこ とで、３ 月にまと まるこの 基本計 画、政府の
計画は、 おそらく 地域政 策に偏っ たといい ますかね 、そちら の方へ力 を入れ ていく、い
わゆる今 言われて ました 中小規模 の農家、 家族農業 、それか ら中山間 地の農 業、それか
ら兼業農 家ですか ね、そ うしたい わゆる一 帯の土地 を持ちな がら、そ して地 域コミュニ
ティを維 持する、 そうし た役割を 持ってい るそうし た方々を もっと応 援しな ければいけ
ないとい うような 、そう いった議 論が今盛 んにされ ておりま すので、 そうし た方向に市
の方もあ わせて取 り組ん でいかな ければな らないと いうふう に思って おりま す。強みを
生かした 農業と、 いわゆ る産業政 策と、そ れから地 域を守る そうした 農業に ついても、
しっかりと支援して取り組んでいきたいというふうに考えています。
○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）

次に、２番の項目について質問を許します。

○１２ 番（小笠 原昌作）

通告 の二つ目 に、健や かで元気 な高齢者 の活動に ついて取り上

げてみました。
今年の 敬老の日 を前に 県がまと めた高齢 者に関す る調査に よります と、県 人口に占め
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る６５歳 以上の割 合を示 す高齢化 率は３７ ．１パー セントと なり、前 年から ０．８パー
セントポ イント上 昇し、 過去最高 となりま した。ち なみに大 仙市は３ ８．３ パーセント
でありました。
９月の 「敬老月 間」に あわせた 大仙市内 の敬老会 では、今 年度７６ 歳以上 の人が７月
１日現在 １万６， ２４４ 人で、前 年度に比 べ１０７ 人減って いました 。人生 １００歳時
代といっ ています が、７ ０歳代、 ８０歳代 の人が現 役で就業 している 人がた くさんおり
ます。特 に大仙市 では農 林業の就 業者が多 く、人手 不足を支 える重要 な戦力 となってい
ます。
県内企業７０歳以上の雇用４０パーセントも大きな力となっております。
こうし た中で地 域を基 盤とする 高齢者の 自主組織 である各 地域の老 人クラ ブが大きな
役割を果 たしてい ます。 老人クラ ブでは会 員制とな っており 、地域ご とに多 種多様な活
動を行っ ています が、人 口減少で 悩んでい る今日、 計り知れ ない貢献 をして います。特
に大仙市 では、社 会奉仕 活動や創 造的活動 に参加す ることを 呼び掛け 、健康 づくりシニ
ア・スポ ーツ、趣 味文化 レクリエ ーション 、芸能、 会員研修 、伝承活 動、環 境美化、ま
たは行政 や自治会 に提言 ・提案な ど、様々 な面で地 域の機動 力となっ ており ます。しか
し、老人 クラブの 会員は 減少傾向 にありま す。２０ 年前の半 分となり つつも 、クラブの
解散も相次いでいる状況でございます。
今、大 仙市全体 の約５ ，５００ 人余りの 会員が活 動してい ますが、 ６０代 、７０代の
方々に会 員を勧誘 すると 、「老人 クラブに 入るほど 歳はとっ ていない 」「老 人という言
葉が気に 入らない 」など の理由で 断られる ことがあ るそうで す。それ も時代 の流れかも
しれませ んが、反 面、年 々若者意 識を保つ 、これも 致し方な いなと思 ってお ります。ま
た、定年 後、ライ フスタ イルの多 様化が背 景にあり ます。高 齢者雇用 の年齢 引き上げも
検討・実 施してい ますが 、しかし 、地域の 担い手に なってい る状況も 踏まえ 、どうすれ
ば会員を 維持し、 クラブ を運営し ていくの か、今後 の大きな 課題であ ります 。市として
は、地域 にとって 大きな 役割を果 たしてい る老人ク ラブを、 どのよう に位置 付けし、今
後どのように支援していくか率直にお伺いいたします。
次に、 先に述べ たこと と類似し ています が、高齢 者のスポ ーツ活動 に述べ たいと思い
ます。
大仙市では、市民が生涯通じて「一生スポーツ

一生健康」を目玉として気軽なス

ポーツを 推進して います が、人生 １００歳 時代、健 康長寿を 目指して 高齢者 のスポーツ
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に大きな 声掛け運 動する ことが大 切かと思 います。 特に年々 高まって きてい る５００歳
野球はも ちろん、 ゴルフ やウォー キングな ど多種多 様にわた って四季 折々、 若い人たち
と一緒に楽しんでいる姿は素晴らしいものがあります。
今日で は、医療 費や介 護費が市 の財政を 大きくゆ るがして いるが、 健康寿 命をいかに
伸ばすか が大きな 課題で あります 。単に長 く生きる のではな く、長く 健康に 生きること
はいうま でもあり ません 。健康な 体をいか に保つか 、知恵を 絞る時代 になり 、適度な運
動で心身 の機能を 維持す ることが 大切です 。そのた めには、 地域老人 クラブ の役割は大
きいものです。
一例で すが、今 年、私 どもの西 仙北で女 性たちが 高齢にな っても健 やかに スポーツを
楽しもう と、市の 協力を 得まして 、第１回 大仙市５ ００歳レ ディース ８人制 バレーボー
ル大会を 開催いた しまし た。以前 から結成 していた 南外地域 のチーム と総当 たりの試合
でしたが 、８０歳 代の選 手も何人 かおりま して、み んな明る い笑顔で 心地よ い汗を流し
ては、健 やかその もので した。今 回は初め ての３チ ームと少 ないので すが、 地道に続け
て規模を 大きくし 、全県 ５００歳 野球大会 のように 頑張って いきたい と思い をかみしめ
ていました。
今や、 豊かに歳 を重ね ていく高 齢者社会 こそ幸せ なことで す。こう した中 で市として
も様々な 知恵を出 し、健 康で生き 生きとし た生活を 送れる高 齢者を、 一人で も多く増や
していく ことに、 今まで 以上に重 ねて支援 していた だくよう お願いし たいと 思います。
これらについて、どうかよろしくお伺いいたします。
○議長（金谷道男）

２番の項目に対する答弁を求めます。西山副市長。
【西山副市長

○副市 長（西山 光博）

登壇】

質問の 、健やか で元気な 高齢者の 活動につ いてお答 え申し上げま

す。
はじめ に、老人 クラブ 支援につ きまして は、今年 度、大仙 市老人ク ラブ連 合会に対し
て３０８ 万円、大 仙市内 で活動す る単位老 人クラブ に対する 総額８１ ７万円 の合わせて
１，１２５万円の補助金を交付しております。
１２月 現在にお ける市 内の単位 クラブ数 は１５５ クラブで 、総会員 数は５ ，５０８人
となって おり、平 成２６ 年度当初 と比較す ると、ク ラブ数で １４クラ ブの減 、会員数で
は１，３７４人の減と、近年、減少傾向が続いております。
老人ク ラブの加 入年齢 は、おお ね６０歳 としてい るクラブ がほとん どであ りますが、
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昨今のラ イフスタ イルの 多様化な どにより 、新規加 入者の確 保が難し くなっ ていること
が、クラブ数及び会員数の減につながっているものと考えております。
全国的 にも同様 に減少 傾向にあ り、とり わけ若手 会員が少 なく、将 来の会 長などの担
い手不足もクラブ存続の課題として危惧されております。
このような状況の中、大仙市老人クラブ連合会では、次世代のリーダー育成に向けて、
秋田県老 人クラブ 連合会 が結成し た若手委 員会や各 種研修会 に積極的 に参加 しておりま
す。
また、 市内各地 域の老 人クラブ 同士の意 見交換の 場である 市老連事 務担当 者連絡協議
会や、市 老連とし ての若 手委員会 も設置し 、様々な 情報を共 有しなが ら、会 員増強に向
けた取り組みを実施されております。
老人ク ラブは、 各地域 における 自主組織 でありま すので、 市といた しまし ては、組織
や運営に 直接関わ ること はできま せんが、 第３次大 仙市地域 福祉計画 におい て、生きが
い活動や 友愛訪問 活動な どにより 、高齢者 の孤立防 止につな がる取り 組みを 担っていた
だく中心的な組織として位置付けております。
今後と も、各ク ラブが それぞれ の地域を 基盤とし 、高齢者 が健康で 元気に なるための
多彩な活動を積極的に展開していけるよう、引き続き支援してまいります。
次に、 高齢者の スポー ツ活動に ついてで あります が、第３ 次スポー ツ推進 計画の基本
目標とし て、「ラ イフス テージに 応じたス ポーツの 活動と健 康づくり の推進 」を掲げて
おり、そ の中で高 齢者が 生きがい をもって スポーツ に親しめ る環境づ くりを 推進してい
るところであります。
具体的 には、総 合型地 域スポー ツクラブ や体育協 会におい て、スロ ートレ ーニングや
ストレッ チ、森林 浴ウォ ーキング 、登山・ 散策、グ ラウンド ゴルフ、 ラージ ボール卓球
など、スポーツとレクリエーションを融合した健康教室等を開催しております。
今後も 、これら の高齢 者向けの 運動プロ グラムと してのス ポーツイ ベント を引き続い
て発信す るととも に、老 化による 運動機能 や認知機 能の低下 と高齢者 の閉じ こもりを予
防するた め、高齢 者包括 支援セン ターで実 施してい る「さわ やか教室 」など と連携をと
りながら、心身の機能向上を目的とした日常での取り組みも進めてまいります。
このよ うな活動 をとお して、多 くの高齢 者の笑顔 が少しで も見られ るよう 、スポーツ
による健康維持と健康寿命の延伸に努めてまいります。
以上でございます。
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【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）

１２番小笠原昌作君。

○１２番（小笠原昌作）

どうも大変ありがとうございました。どうか老人クラブのパ

ワーをよろしくお願いしたいと思います。
今やグ ラウンド ゴルフ が我が大 仙市、あ ちこちの みどりの 広場で、 お子さ んからお年
寄りまで 大変親し まれる スポーツ として人 気を呼ん でいます けれども 、軽い スポーツと
して愛さ れるこの グラウ ンドゴル フ、市内 の施設も まずまず 整備され ており ますし、高
齢者にと っても適 度な健 やかなス ポーツと して大変 毎日人気 を呼んで います が、特に大
仙市のグ ラウンド ゴルフ の熱、こ れはほか の方より も非常に 高いわけ ですけ ども、これ
も老人クラブ同様、若干減っておりますが、どうかひとつ、この本当に素晴らしいス
ポーツで あります し、大 仙市の健 康パワー には最適 だと思い ますので 、いろ んな形で、
市長杯と いう言葉 があり ますけれ ども、野 球もあり ます。そ れから囲 碁とか そういう文
化的なも のでもあ ります けれども 、是非こ のグラウ ンドゴル フを大仙 市とし て、もっと
もっとア ピールし て、市 の企画と して取り 上げてい ただけれ ば大変あ りがた いなと思っ
ております。
以上です。
○議長（金谷道男）

答弁いりますか。

○１２番（小笠原昌作）
○議長（金谷道男）

いらないです。

これにて１２番小笠原昌作君の質問を終わります。
【１２番

○議長 （金谷道 男）

小笠原昌作議員

降壇】

次 に、日 程第２、 議案第１ ２７号か ら日程第 ２５、議 案第１５０号

までの２４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（金谷道男）

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１ ２７号か ら議案第 １５０号 までの ２４件は、
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議案付託表のとおり、それぞれ所管の委員会に付託いたします。

○議長 （金谷道 男）

次 に、日 程第２６ 、陳情第 ３２号か ら日程第 ３２、陳 情第３８号ま

での７件を一括して議題といたします。
本７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 （金谷道 男）

お 諮りい たします 。各常任 委員会審 査のため 、１２月 ７日から１２

月１５日まで９日間、休会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 ２月７日 から１２ 月１５日まで

９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１２ 月１６日 、本会議 第４日を 定刻に 開議いたし
ます。
ご苦労様でした。
午前１０時５８分

散
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会
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