平成３１年第１回大仙市議会定例会会議録第１号

平成３１年２月２２日（金曜日）

議

事

日

程

第

１

号
平成３１年２月２２日（金曜日）午前１０時００分開議

第

１

会議録署名議員の指名

第

２

会期の決定

（２２日間）

第

３

議長報告

・陳情に係る処理の経過及び結果について
・例月現金出納検査結果
・議会動静報告書

第

４

市政方針演説

第

５

議案第

２号

人権 擁護委員 の候補者 の推薦に つき意見 を求める ことについて
（説明・質疑・討論・表決）

第

６

議案第

３号

人権 擁護委員 の候補者 の推薦に つき意見 を求める ことについて
（説明・質疑・討論・表決）

第

７

議案第

４号

人権 擁護委員 の候補者 の推薦に つき意見 を求める ことについて
（説明・質疑・討論・表決）

第

８

議案第

５号

大仙 市職員の 勤務時間 、休暇等 に関する 条例の一 部を改正する
条 例 の 制定 に つい て

第

９

議案第

６号

議案第

７号

議案第

８号

議案第

９号

明）

（説

明）

大仙 市特別職 の職員で 非常勤の ものの報 酬、費用 弁償等に関す
る条例の一部を改正する条例の制定について

第１２

（説

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

第１１

明）

大仙 市職員の 自己啓発 等休業に 関する条 例の一部 を改正する条
例 の 制 定に つ いて

第１０

（説

（説

明）

大仙 市災害弔 慰金の支 給等に関 する条例 の一部を 改正する条例
の 制 定 につ い て
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（説

明）

第１３

議案第 １０号

大仙 市国民健 康保険高 額療養資 金貸与基 金条例の 一部を改正す
る 条 例 の制 定 につ い て

第１４

議案第 １１号

（説

大仙 市長寿祝 金給付条 例の一部 を改正す る条例の 制定について
（説

第１５

議案第 １２号

議案第 １３号

議案第１４号

（説

議案第 １５号

議案第 １６号

議案第 １７号

議案第 １８号

議案第１９号

（説

（説

（説

議案第 ２０号

議案第 ２１号

議案第 ２２号

（説

（説

議案第２３号

議案第 ２４号

明）

明）

大仙市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について
（説

第２７

明）

大仙 市水道事 業給水条 例の一部 を改正す る条例の 制定について
（説

第２６

明）

大仙 市の債権 の管理に 関する条 例の一部 を改正す る条例の制定
について

第２５

明）

大仙 市水道事 業及び下 水道事業 の設置等 に関する 条例の一部を
改 正 す る条 例 の制 定 につい て

第２４

明）

大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定について
（説

第２３

明）

大仙 市道路占 用料徴収 条例の一 部を改正 する条例 の制定につい
て

第２２

明）

大仙 市立大曲 病院事業 の設置等 に関する 条例の一 部を改正する
条 例 の 制定 に つい て

第２１

（説

大仙 市大曲多 目的集会 施設等の 設置及び 管理等に 関する条例の
一部を改正する条例の制定について

第２０

明）

生涯 学習施設 及びスポ ーツ施設 の料金の 見直し等 に伴う関係条
例の整備に関する条例の制定について

第１９

明）

大仙市公民館条例の一部を改正する条例の制定について
（説

第１８

明）

大仙 市保健セ ンター設 置条例の 一部を改 正する条 例の制定につ
いて

第１７

明）

大仙 市へき地 保育所条 例の一部 を改正す る条例の 制定について
（説

第１６

明）

明）

総務 部及び市 民部に係 る消費税 法及び地 方税法の 一部改正に伴
う関係条例の整備に関する条例の制定について
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（説

明）

第２８

議案第 ２５号

企画 部、農林 部及び経 済産業部 に係る消 費税法及 び地方税法の
一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について
（説

第２９

議案第 ２６号

明）

健康 福祉部、 生涯学習 部及び市 立大曲病 院に係る 消費税法及び
地方税法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例の制定
について

第３０

議案第 ２７号

（説

建設 部に係る 消費税法 及び地方 税法の一 部改正に 伴う関係条例
の整備に関する条例の制定について

第３１

議案第 ２８号

議案第２９号

（説

（説

議案第 ３０号

議案第 ３１号

明）

大仙 市西仙北 青少年自 然の家設 置条例を 廃止する 条例の制定に
ついて

第３４

明）

大仙市人材育成基金条例を廃止する条例の制定について
（説

第３３

明）

大仙 市上淀川 エコ対策 コミュニ ティセン ター条例 を廃止する条
例 の 制 定に つ いて

第３２

明）

（説

明）

大仙 市総合民 俗資料交 流館条例 を廃止す る条例の 制定について
（説

明）

第３５

議案第 ３２号

大仙 市小水力 発電施設 運営基金 条例の制 定につい て（説

明）

第３６

議案第 ３３号

大仙 市災害危 険区域に 関する条 例の制定 について

（説

明）

第３７

議案第 ３４号

市道 の路線の 認定、廃 止及び変 更につい て

（説

明）

第３８

議案第 ３５号

平成 ３１年度 大仙市ス キー場事 業特別会 計への繰 入れについて
（説

明）

（説

明）

第３９

議案第 ３６号

平成 ３０年度 大仙市一 般会計補 正予算（ 第８号）

第４０

議案第 ３７号

平成 ３０年度 大仙市国 民健康保 険事業特 別会計補 正予算（第２
号）

第４１

議案第３８号

（説

平成３０年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
号）

第４２

議案第３９号

（説

議案第４０号

明）

平成３０年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第１号）
（説

第４３

明）

明）

平成３０年度大仙市太陽光発電事業特別会計補正予算（第１
号）

（説
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明）

第４４

議案第４１号

平成３０年度大仙市淀川財産区特別会計補正予算（第１号）
（説

第４５

議案第４２号

平成３０年度大仙市上水道事業会計補正予算（第２号）
（説

第４６

明）

議案第４３号

明）

平成３０年度大仙市簡易水道事業会計補正予算（第３号）
（説

明）

第４７

議案第 ４４号

平成 ３１年度 大仙市一 般会計予 算

（説

明）

第４８

議案第 ４５号

平成 ３１年度 大仙市国 民健康保 険事業特 別会計予 算（説

明）

第４９

議案第 ４６号

平成 ３１年度 大仙市後 期高齢者 医療特別 会計予算

（説

明）

第５０

議案第 ４７号

平成 ３１年度 大仙市学 校給食事 業特別会 計予算

（説

明）

第５１

議案第 ４８号

平成 ３１年度 大仙市奨 学資金特 別会計予 算

（説

明）

第５２

議案第 ４９号

平成 ３１年度 大仙市ス キー場事 業特別会 計予算

（説

明）

第５３

議案第 ５０号

平成 ３１年度 大仙市太 陽光発電 事業特別 会計予算

（説

明）

第５４

議案第 ５１号

平成 ３１年度 大仙市小 水力発電 事業特別 会計予算

（説

明）

第５５

議案第 ５２号

平成 ３１年度 大仙市内 小友財産 区特別会 計予算

（説

明）

第５６

議案第 ５３号

平成 ３１年度 大仙市大 川西根財 産区特別 会計予算

（説

明）

第５７

議案第 ５４号

平成 ３１年度 大仙市荒 川財産区 特別会計 予算

（説

明）

第５８

議案第 ５５号

平成 ３１年度 大仙市峰 吉川財産 区特別会 計予算

（説

明）

第５９

議案第 ５６号

平成 ３１年度 大仙市船 岡財産区 特別会計 予算

（説

明）

第６０

議案第 ５７号

平成 ３１年度 大仙市淀 川財産区 特別会計 予算

（説

明）

第６１

議案第 ５８号

平成 ３１年度 市立大曲 病院事業 会計予算

（説

明）

第６２

議案第 ５９号

平成 ３１年度 大仙市上 水道事業 会計予算

（説

明）

第６３

議案第 ６０号

平成 ３１年度 大仙市簡 易水道事 業会計予 算

（説

明）

第６４

議案第 ６１号

平成 ３１年度 大仙市下 水道事業 会計予算

（説

明）

出席議員（２７人）
１番

高

橋

幸

晴

２番

小笠原

昌

作

３番

三

浦

常

男

４番

佐

藤

隆

盛

５番

挽

野

利

恵

６番

秩

父

博

樹

７番

石

塚

柏

８番

冨

岡

喜

芳

９番

本

間

輝

男

１０番

藤

田

久

１１番

佐

藤

文

子

１３番

小

松

栄

治

和
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１４番

後

藤

健

１５番

佐

藤

育

男

１６番

古

谷

武

美

１７番

児

玉

裕

一

１８番

佐

藤

芳

雄

１９番

髙

橋

徳

久

２０番

橋

本

五

郎

２１番

渡

邊

秀

俊

２２番

佐

藤

清

吉

２３番

金

谷

道

男

２４番

大

山

利

吉

２５番

鎌

田

正

２６番

高

橋

敏

英

２７番

橋

村

誠

２８番

茂

木

隆

欠席議員（０人）

遅刻議員（０人）
早退議員（０人）

説明のため出席した者
市

長

老

松

博

行

副

市

長

佐

藤

芳

彦

長

西

山

光

博

教

育

長

吉

川

正

一

代表監査委員

福

原

堅

悦

上下水道事業
管
理
者

今

野

功

成

総

務

部

長

舛

谷

祐

幸

企

五十嵐

秀

美

市

民

部

長

佐

川

浩

資

健康福祉部長

加

藤

農

林

部

長

福

田

浩

経済産業部長

高

橋

正

人

建

設

部

長

古

屋

利

彦

災害復旧事務所長

進

藤

孝

雄

病 院 事 務 長

冨

樫

公

誠

教育指導部長

高

野

一

志

生涯学習部長

安

達

成

年

総務部次長兼
総 務 課 長

福

原

勝

人

事

進

藤

稔

剛

査

佐

藤

和

人

副

市

画

部

長

実

議会事務局職員出席者
局

長

加

藤

博

勝

参

主

幹

冨

樫

康

隆

主

午前１０時００分
○議長（茂木

隆）

開

席

主

会

おはようございます。

これより平成３１年第１回大仙市議会定例会を開会いたします。
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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、 平成３１ 年第１ 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、 人事案 ３件、条例
案２９件 、単行案 ２件、 補正予算 案８件、 平成３１ 年度当初 予算案１ ８件の 合計６０件
であります。
このう ち、議案 第２号 から議案 第４号ま での人権 擁護委員 に係る人 事案に 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。
また、 国の平成 ３０年 度第２次 補正予算 に係る一 般会計補 正予算案 につき まして、準
備が整い次第、追加提案させていただきたいと存じます。
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

開

議

○議長（茂木

隆）

これより本日の会議を開きます。

○議長（茂木

隆）

本日の議事は、議事日程第１号をもって進めます。

○議長（茂木

隆）

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１３番小松栄治君、
１４番後藤健君、１５番佐藤育男君を指名いたします。

○議長（茂木

隆）

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３月１ ５日まで の２２ 日間といた
したいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って、会 期は２２ 日間と決 定いたしまし
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た。

○議長（茂木

隆）

次に、日程第３、この際、諸般の報告をいたします。

陳情に 係る処理 の経過 及び結果 について が市長か ら、例月 現金出納 検査結 果が市監査
委員から提出されております。
また、 １２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
り報告いたします。

○議長 （茂木

隆）

次 に、日 程第４、 市長から 施政方針 演説のた め発言の 申し出があり

ますので、これを許します。老松市長。
【老松市長
○市長 （老松博 行）

登壇】

平 成３１ 年第１回 大仙市議 会定例会 に当たり 、平成３ １年度の市政

運営の基本方針と施策の概要について、ここに申し述べます。
うちたい

そと な

「内平らかに外成る

ち たい

てん な

地平らかに天成る」という願いが込められ、時を刻んできた

「平成」 も残すと ころ２ カ月余り となりま した。振 り返りま すと、皇 太子様 ・雅子様の
御結婚や 長野冬季 オリン ピックの 開催など 嬉しい出 来事も数 多くあり ました が、バブル
崩壊や東 日本大震 災をは じめとす る大規模 な自然災 害の多発 など、我 々の生 活を揺るが
す様々な 出来事が 起きた 、まさに 激動の時 代であっ たと思っ ておりま す。５ 月の新天皇
の御即位に伴い、「平成」に続く新たな時代が始まりますが、世界の安寧秩序が保たれ、
そして日 本、そし て各国 の発展・ 繁栄が続 く、後世 に語り継 がれるよ うな素 晴らしい時
代になることを願うばかりであります。
大仙市 におきま しても 、この新 たな時代 の幕開け を契機に 、次なる ステー ジへと大き
く飛躍で きるよう 、「大 仙市の明 日を切り 拓く」様 々な取り 組みに積 極果敢 に挑戦して
まいりた いと考え ており ます。皆 様からの ご理解と ご協力を 引き続き よろし くお願い申
し上げます。
さて、 昨年を振 り返り ますと、 １月から の大雪、 ５月の大 雨、夏の 猛暑、 その後の度
重なる台 風の襲来 など、 一昨年に 続き自然 災害が多 い年とな りました 。一方 で、花火伝
統文化継 承資料館 「はな び・アム 」の開館 や明治維 新１５０ 年を契機 とした 「有縁友好
たんじんし

都市」宮 崎市との 交流拡 大、韓国 唐津市と の「友好 交流に関 する協定 」締結 １０周年記
念式典の開催など、本市が盛り上がる出来事も数多くありました。
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新たに 始まる平 成３１ 年度は、 ４月の秋 田県議会 議員一般 選挙を皮 切りに 、夏の参議
院議員通 常選挙、 １０月 の消費税 及び地方 消費税の 引き上げ 、幼児教 育・保 育の無償化
などが予定されており、社会情勢に大きな動きがある年となります。
本市に おいては 、最上 位計画で ある「第 ２次大仙 市総合計 画基本構 想」の 具体的な施
策を示し た「前期 実施計 画」をは じめ、「 大仙市ま ち・ひと ・しごと 創生総 合戦略」、
「第３次 大仙市行 政改革 大綱」が 計画期間 の最終年 度を迎え ます。こ れまで の取り組み
を検証するとともに、社会動向を的確に捉えながら、新たな実効性のある計画を策定し、
「地域の 商工業振 興と企 業誘致強 化」「攻 めの『だ いせん農 業』の確 立」「 若者がチャ
レンジで きる環境 づくり 」「子育 て・教育 の充実」 「医療・ 福祉の充 実」「 地方創生へ
の挑戦」 を柱に、 新しい 時代に向 かって良 いスター トが切れ るよう、 取り組 みを進めて
まいりたいと考えております。
それでは、市の主要課題等について申し上げます。
はじめに、農業政策についてであります。
現在の 日本農業 は、環 太平洋パ ートナー シップ協 定（ＴＰ Ｐ１１） 等によ る自由貿易
圏の誕生 をはじめ 、減反 政策の廃 止、激化 する産地 間競争な ど厳しい 状況に 置かれてお
ります。 とりわけ 稲作へ の依存度 が高い本 市農業に とっては 大きな影 響が懸 念されてお
り、今後 も売れる 米づく りを推進 しながら も、畑作 、園芸の 複合経営 や６次 産業化等を
積極的に進め、安定的で持続可能な地域農業の実現を目指してまいります。
稲作に ついては 、生産 調整の実 効性確保 に向け、 ＪＡ秋田 おばこや 集荷業 者等との連
携強化に 努めるほ か、消 費者ニー ズを意識 した高品 質米や地 域の特色 ある米 づくりに引
き続き支援を行ってまいります。
複合部 門につい ては、 広大な整 備ほ場を 有効活用 できる土 地利用型 作物と して、引き
続き「大 豆」の生 産振興 を図るほ か、中山 間地域な どの条件 不利地域 におい ては、出荷
数量に応 じた助成 により 、「そば 」の作付 けを推進 するなど の取り組 みを強 化してまい
ります。
園芸部 門につい ては、 機械、施 設等の導 入経費に 対する支 援を行う ほか、 しいたけな
どの周年 農業に係 る施設 等の整備 に対し、 国及び県 の補助事 業の活用 に加え 、本市独自
の助成を合わせて行ってまいります。
畜産部 門につい ては、 大規模化 を目指す 畜産農家 の畜舎整 備や増頭 による 経営拡大を
支援する ほか、共 同利用 堆肥舎や 畜産クラ スター事 業等によ る堆肥を 活用し 、耕種農業
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との連携を図り、地域農業の活性化に取り組んでまいります。
６次産 業化につ いては 、必要と なる機械 、施設の 導入につ いて、国 及び県 の補助事業
の活用に 加え、本 市独自 の助成を 実施する とともに 、販路拡 大に向け たサポ ート、加工
用トマト をはじめ とした 原料生産 に対する 助成を行 うなど、 生産、加 工、販 売の一連の
取り組みを総合的に支援してまいります。
「農業 と食に関 する活 性化構想 」につい ては、本 市の魅力 ある地域 資源を 最大限に活
用し、関 係機関と 連携を 図り、本 市全体が 活気づく 裾野の広 い産業振 興の実 現のため、
来年３月の策定に向け、作業を進めてまいります。
活性化 構想の先 行的な 取り組み である「 いぶりが っこの産 地化」に ついて は、原料と
なる大根 の栽培研 究を進 めるほか 、栽培方 法の周知 や農業法 人等へ納 入した 大根に対す
る助成を 行ってま いりま す。また 、規模拡 大に取り 組むいぶ りがっこ 製造業 者に対し、
県と連携 を図り、 機械、 設備の導 入支援を 行うほか 、二次的 商品の開 発、ブ ランド化の
取り組みを進めてまいります。
担い手 の確保育 成対策 について は、東部 及び西部 新規就農 者研修施 設での 若手就農者
の育成の ほか、法 人化支 援、経営 安定化に 向けたフ ォローア ップなど を実施 してまいり
ます。
次に、花火産業構想についてであります。
平成３ １年３月 で構想 期間が終 了する「 花火産業 構想第Ⅰ 期」につ いては 、株式会社
花火創造 企業の設 立によ る花火製 造拠点の 整備のほ か、第１ ６回国際 花火シ ンポジウム
の開催、 花火伝統 文化継 承資料館 「はなび ・アム」 の開館な ど、主要 事業が 概ね完了し
ておりま す。現在 、これ らの成果 を礎に取 り組みを さらに前 へ進める ため、 平成３１年
度から５年間を構想期間とする「花火産業構想第Ⅱ期」の策定を進めております。
構想の 一環とし て取り 組んでお ります「 『メイド イン大仙 』花火原 料開発 事業」につ
いては、 花火創造 企業に より建設 が進めら れていた マツ炭の 粉砕施設 がこの １月に完成
しており 、今後、 秋田県 立大学と の連携に よる花火 に適した 製造方法 の開発 や、市内産
農林生産 物の活用 研究を 行い、高 品質で安 定した花 火玉の供 給ができ るもの と期待して
おります。
「国産 無線点火 システ ム」につ いては、 国内花火 の演出力 向上を図 るため 、国の補助
事業を活 用し、花 火創造 企業が主 体となり 開発を進 めており 、来年３ 月の製 品版完成に
向け、システム開発の進捗管理や国との調整などのサポートを行ってまいります。
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来月開 催する「 新作花 火コレク ション『 冬の章』 」につい ては、今 回から ＮＰＯ法人
大曲花火 倶楽部に 代わり 、市も加 わる「大 曲の花火 」実行委 員会の主 催によ り開催する
こととし ておりま す。こ れまで以 上に安全 に配慮し ながら、 「四季の 花火」 の「冬」を
飾る大会として成功させ、さらなる誘客と観光振興につなげてまいります。
なお、 現在策定 を進め ている第 Ⅱ期構想 におきま しては、 こうした 取り組 みに加え、
花火イベ ントで観 光振興 に取り組 む「国際 花火観光 都市」と の交流や 海外の 花火会社な
どが出場 する国際 花火競 技大会の 開催など 、新たな 観光振興 や交流人 口の拡 大に向けた
施策を盛 り込む予 定とし ておりま す。「大 曲の花火 」のブラ ンド力を 最大限 活用した地
方創生の深化を引き続き図ってまいりたいと考えております。
次に、人口減少対策、地方創生の実現に向けた取り組みについてであります。
本市で は、急速 に進む 人口減少 、少子化 や超高齢 社会の進 行など、 社会全 体の大きな
変 化 に 対 応 し 、 市 民 生 活 の 維 持 と 次 の 時 代 に 希 望 が 持 て る ま ち づ く り を 進 め る た め、
「大仙市 まち・ひ と・し ごと創生 総合戦略 」を策定 し、地方 創生の実 現に向 けた実効性
のある取り組みを進めております。
「雇用 創出」に ついて は、新た に情報関 連産業集 積事業費 補助金を 創設し 、ＩＴ関連
企業はじ め、製造 業のデ ザイン部 門及び設 計部門、 コールセ ンターの 立地促 進を図るほ
か、積極 的なトッ プセー ルスによ る企業誘 致に努め てまいり ます。ま た、平 成２９年度
の工業団 地の適地 調査に より最適 地と判断 した大曲 西根地区 について 、引き 続き候補地
として調査・整備を進め、「しごと創生」の実現に努めてまいります。
「移住 ・定住の 促進」 について は、移住 コーディ ネーター が希望者 の仕事 や住まいな
ど多岐に わたる悩 みをサ ポートす るほか、 新たに移 住前に本 市の生活 や地域 交流を体験
できる場 として魅 力体験 住宅を整 備するな ど、首都 圏から本 市への「 ひとの 流れ」をつ
くってまいります。
「子育 て支援」 につい ては、７ 月に、妊 娠から子 育てまで を包括的 に支援 する大仙市
子育て世 代包括支 援セン ター『す くすくは なび』を 市内３カ 所に開設 するこ ととしてお
り、母子 保健及び 子育て 支援サー ビスが一 体的に提 供できる 環境整備 を図っ てまいりま
す。
「地域コミュニティの維持」については、路線バスやコミュニティバス、乗合タク
シーの運 行などに より「 市民生活 の足」の 確保に引 き続き努 めるとと もに、 地域の実情
に合った 最適な交 通シス テムの再 構築に向 けて調査 ・検討を 行い、平 成３２ 年度の実証
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運行を目指してまいります。
平成３ １年度は 、現総 合戦略の 総仕上げ の年と位 置付け、 各種取り 組みを より一層推
進すると ともに、 国や県 との連携 のもと、 議員各位 、市民の 皆様のご 意見を いただきな
がら、次 期総合戦 略の策 定を進め てまいり ます。中 長期的な 視点に立 ち、持 続可能なま
ちづくり を意識し ながら 、産業の 振興や移 住定住の 促進、出 会い・子 育て、 住みよい魅
力ある地 域づくり に資す る新たな 施策を盛 り込み、 地方創生 の実現に つなげ てまいりた
いと考えております。
主要課題等の最後は、災害復旧対策についてであります。
平成２ ９年夏の 豪雨災 害と昨年 ５月の豪 雨による 被災箇所 を含めた 災害復 旧事業につ
いては、 国の査定 決定後 の事業規 模が全体 工事費２ １億５８ ２万円、 箇所数 で１８８カ
所となっ ており、 このう ち１月末 までに１ ６９カ所 の発注を 終え、１ ３０カ 所が完了し
ております。
度重な る豪雨に より被 災箇所が 拡大した 協和地域 の林道災 害など、 残る工 事箇所につ
いては、 早期の発 注に努 めるとと もに、平 成３１年 度の工事 完了を目 指し、 引き続き全
力で取り組んでまいります。
次に、平成３１年度当初予算（案）の概要について申し上げます。
当初予 算（案） につき ましては 、普通交 付税にお ける合併 特例措置 の段階 的な縮減等
により、 大幅な一 般財源 不足が見 込まれる 大変厳し い状況の 中での編 成とな りました。
歳入に見 合った予 算規模 となるよ う徹底し た歳出削 減に努め る一方、 「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 」「防災 減災対 策の推進 と都市基 盤の整備 」の五つ の視点の もと、 市民生活に
密接に関 わる事業 や地域 の活性化 に資する 取り組み に対し、 予算を優 先的に 配分してお
ります。
一般会計については、「大曲武道館改修事業」や西仙北中央公民館の改築に伴う
「（仮称 ）大綱交 流館整 備事業」 「花火産 業構想第 Ⅱ期」に よる地方 創生へ の取り組み
など、市 民の皆様 が住み 良さを実 感し、将 来に希望 が持てる まちづく りを進 める予算編
成に努め ておりま す。予 算額は、 大規模な 事業の終 了により 、前年度 と比較 して２０億
７，４５ ０万円、 率にし て４．６ パーセン トの減と なる４２ ６億６， ６７０ 万円となっ
ております。
重点施 策への予 算配分 について は、「子 育て支援 と教育の 充実」に ３３億 １，６００
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万円、「 農業振興 と地方 創生の推 進」に２ ３億４， ４００万 円、「地 域振興 と活力ある
まちづく り」に９ 億７０ ０万円、 「移住・ 定住の促 進と雇用 の創出」 に６億 ２，５００
万円、「 防災・減 災対策 と都市基 盤整備」 に２２億 ７，３０ ０万円を 計上し 、合計予算
額９４億６，５００万円、率にして２２．２パーセントとなっております。
その他 の会計に ついて は、新た に小水力 発電事業 を加えた １３事業 の特別 会計の合計
が１０１ 億４，７ ９５万 ６千円、 ４事業の 企業会計 の合計が １１２億 ６，６ ７１万９千
円となり、これらを含む予算総額は６４０億８，１３７万５千円となっております｡
なお、 予算編成 に当た っては、 一般財源 の不足を 補うため 財政調整 基金の 取り崩しを
行っておりますが、一定の基金を確保できるよう平成３０年度の決算見込み等を勘案し、
積み増しを行ってまいります。
今後も 財政規模 の縮小 は避けて 通れない 見通しで あり、限 られた財 源の中 でより一層
の選択と 集中を進 めるた め、全事 務事業の 総点検を 継続する とともに 、公共 施設等総合
管理計画 や平成３ １年度 に改定を 予定して いる行政 改革大綱 などの取 り組み を着実に推
進し、健全な財政運営に努めてまいります。
次に、 平成３１ 年度の 主な施策 の概要に ついて、 総合計画 の施策の 体系順 に申し上げ
ます。
はじめに、産業振興・雇用などについてであります。
農業生 産基盤の 整備に ついては 、新たに 採択され た大曲地 域の内小 友西部 地区及び神
岡地域の 宮田福島 地区を 含め、１ ６地区で 県営ほ場 整備事業 が実施さ れるこ とになって
おります 。また、 中山間 地域の耕 作条件不 利地域で は、小規 模集落元 気な地 域づくり基
盤整備事業を実施することとしており、耕作条件の改善を推進してまいります。
多面的 機能支払 交付金 事業につ いては、 市内水田 の約８割 を対象に １３８ 組織が取り
組んでおり、農家と地域住民による活動が一層充実するよう支援してまいります。
林業振 興につい ては、 秋田県水 と緑の森 づくり税 事業を活 用し、中 仙地域 八乙女公園
及び南外 地域の楢 岡城址 の整備を 進めるほ か、熊等 の野生動 物を対象 とした 緩衝帯の設
置に要する樹木の伐採を西仙北、中仙、協和及び太田の４地域で進めてまいります。
水産振 興につい ては、 安定した 鮭稚魚の 放流数確 保に努め るほか、 小学校 等への鮭稚
魚の飼育 展示によ る環境 学習、市 街地の河 川で行う ウライ設 置による 観光振 興など、鮭
文化の継承と鮭資源の活用を進めてまいります。
地域商 店街元気 づくり 事業につ いては、 平成３０ 年度に行 った委託 調査及 び分析を踏
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まえ、具 体的な事 業を実 施するこ ととして おり、今 後、市内 商工団体 等との 連携を図り
ながら、地域商店街の活性化と持続的発展に努めてまいります。
企業対 策につい ては、 現在、規 模拡大を 進めてい る、また は検討し ている ４企業を含
め、新規 誘致企業 や設備 投資を行 う企業に 対し、工 業用地の 取得費の ほか、 企業立地周
辺のイン フラ整備 費、雪 対策に係 る経費な どを対象 に、工業 振興奨励 事業に よる支援を
行い、地域産業の活性化と雇用創出に努めてまいります。
観光振 興につい ては、 県及び東 日本旅客 鉄道株式 会社秋田 支社との 連携の もと、首都
圏主要駅 での観光 キャラ バンを実 施すると ともに、 「花火」 を中心に 本市の 魅力ある観
光資源を 織り交ぜ た観光 ＰＲイベ ントを開 催するな ど、交流 人口のさ らなる 拡大に努め
てまいります。
インバ ウンド観 光につ いては、 秋田市、 男鹿市及 び仙北市 との連携 により 、地域資源
を活用し たツアー 商品の 開発、宿 泊施設向 けの研修 会を開催 するほか 、仙北 市及び美郷
町との連 携による 台湾、 オースト ラリアな どで人気 の高いサ イクリン グコー スを活用し
た誘客を行うなど、外国人旅行者向けのＰＲと受入環境の整備を進めてまいります。
昨 年 、 全 国 花 火 競 技 大 会 に 合 わ せ 試 験 的 に 実 施 し た イ ベ ン ト 民 泊 事 業 に つ い て は、
アンケー トによる 検証結 果を踏ま え、関係 機関と連 携を図り ながら規 模拡大 に向けた準
備を進めてまいります。
雇用の安定と就労の促進については、深刻な人手不足の解消と若者の移住を図るため、
人材獲得 応援事業 を引き 続き実施 すること としてお り、企業 等が行う 求人活 動のほか、
社員教育 やスキル アップ 、労働環 境の整備 に対して 支援を行 ってまい ります 。また、今
年１月に 締結した 厚生労 働省秋田 労働局及 び独立行 政法人高 齢・障害 ・求職 者雇用支援
機構との 「大仙市 雇用対 策協定」 に基づき 、企業や 求人に関 する情報 共有や 意見交換を
行う高校 への訪問 活動の ほか、ス キルアッ プを目的 とした各 種訓練の 周知、 首都圏での
Ａターン 相談会の 開催な ど、三者 連携によ る取り組 みを推進 し、若者 の地元 就職を支援
してまいります。
次に、子育て、健康・福祉などについてであります。
母子保 健につい ては、 新たに新 生児聴覚 スクリー ニング検 査の費用 を助成 することと
しており 、子育て 世代の 経済的負 担の軽減 を図り、 先天的な 聴覚障が いの早 期発見、早
期治療に努めてまいります。
保育士 の確保対 策につ いては、 新たに出 産等によ る離職に 伴い保育 士を緊 急雇用した
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保育事業 者に対し 、賃金 の上乗せ 分として 臨時保育 士緊急確 保推進事 業費補 助金を交付
することとしております。
放課後 児童クラ ブにつ いては、 花館小学 校区の第 ２いちょ う児童ク ラブに 新たに定員
３０人の クラブを 増設す るほか、 角間川児 童クラブ 及び横堀 児童クラ ブの定 員数を増や
すなど、 喫緊の課 題であ る待機児 童の解消 を図ると ともに、 支援員の 資質向 上に向けた
研修会を実施し、子どもの健全な育成に努めてまいります。
子ども の貧困対 策につ いては、 昨年３月 に策定し た「大仙 市子ども の貧困 対策に関す
る推進計 画」に基 づき、 新たに生 活保護世 帯及びひ とり親世 帯の小・ 中学生 を対象に、
市職員による学習支援を行ってまいります。
現在、 開会中の 通常国 会で関連 法案が審 議されて いる「幼 児教育、 保育の 無償化」に
ついては 、子育て 世代の 経済的負 担の軽減 を図るた め、３歳 児から５ 歳児に 加え、住民
税非課税世帯の０歳児から２歳児を対象に、保育所等の利用料を無料とするもので、
１０月から施行される予定であります。
なお、 無償化の 対象と ならない 世帯につ いては、 県との協 働により 実施し ているすこ
やか子育 て支援制 度にお いて、こ れまで同 様、本市 が制度を 拡大し、 保育料 の一部を支
援してまいります。
季節性 インフル エンザ の予防接 種につい ては、６ ５歳以上 の高齢者 に加え 、新たに生
後６カ月 から高校 ３年生 の未成年 及び妊婦 を対象に 予防接種 に要する 費用の 一部を助成
してまいります。
自殺対 策につい ては、 現在、策 定してい る「大仙 市いのち 支える自 殺対策 計画」によ
り、社会 的及び経 済的要 因に対す る支援を 推進する ほか、関 係機関と 連携を 図り、「誰
も自殺に追い込まれることのない大仙市」の実現に向けて取り組みを進めてまいります。
成人保 健につい ては、 新たに運 動や栄養 改善など に関する 学習会の 開催に 加え、その
知識を地 域に還元 できる 人材を育 成するた め、健康 づくり人 材育成事 業を実 施してまい
ります。
大仙市 子ども・ 若者総 合相談セ ンターに ついては 、「びお ら」及び 「ふら っと」の業
務をＮＰ Ｏ法人に 引き続 き委託す ることと しており 、引きこ もりや不 登校の 児童生徒な
どに対す る相談や 居場所 の提案、 就労支援 等を行う ほか、「 ふらっと 」の開 設時間を拡
大するなど、支援の充実に努めてまいります。
高齢者 福祉の充 実につ いては、 新たに専 門職によ る短期集 中型リハ ビリを 開始するほ
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か、介護 予防・通 いの場 づくり助 成金の創 設、医療 介護連携 、認知症 対策の 強化や拡充
など、医 療、介護 、介護 予防、生 活支援、 住まいを 一体的に 提供する 地域包 括ケアシス
テムのさらなる充実を図ってまいります。
生活困 窮者自立 支援に ついては 、自立相 談支援事 業をはじ め、住居 確保給 付金家計改
善支援事 業のほか 、昨年 ９月に訪 問支援を 加えた就 労準備支 援事業の 実施に より、潜在
的な生活困窮者の把握と、さらなる支援体制の充実に努めてまいります。
現在、 開会中の 通常国 会で審議 されてい るプレミ アム付商 品券事業 につい ては、消費
税及び地 方消費税 の引き 上げに伴 い、低所 得者や子 育て世帯 の経済的 負担の 軽減と地域
での消費 喚起を図 るため 、額面の ２割引で 購入でき る商品券 を販売す ること としており
ます。詳 細につい ては、 準備が整 い次第、 市の広報 やホーム ページ等 でお知 らせしてま
いります。
スポー ツ振興に ついて は、７月 １３日か ら１５日 までの３ 日間、本 県を含 む全国３２
チームの 参加によ り、第 ３回全国 ５００歳 野球大会 を開催す ることと してお ります。オ
リジナル弁当の提供や観光ツアーの実施、特産品開発ブースの設置など、「おもてな
し」を充 実させ、 交流人 口の拡大 と本市の ＰＲに努 めてまい ります。 なお、 大会の財源
につきましては、引き続き企業版ふるさと納税を活用することとしております。
スポー ツ合宿事 業につ いては、 ここ数年 、首都圏 を中心に ２０を超 える団 体の皆様が
市内温泉 施設を利 用した 合宿を開 催するな ど、合宿 地として 定着しつ つあり ます。地域
との交流 や試合に 加え、 実技指導 、学習指 導等を通 じて、地 域の活性 化に大 きな役割を
果たしていることから、引き続き招致事業を展開してまいります。
大曲武 道館につ いては 、昨年１ ０月に解 体を完了 しており 、平成３ １年度 内の完成を
目指し、建築工事を進めてまいります。
次に、安全・安心、都市整備などについてであります。
消費者 行政の推 進につ いては、 専門相談 員による 相談窓口 の機能強 化のほ か、ＦＭは
なびを活 用した注 意喚起 の実施、 特殊詐欺 等電話撃 退装置の 無料貸出 等を行 ってまいり
ます。
防災対 策につい ては、 近年、大 規模化、 激甚化の 傾向にあ る災害被 害を防 止・軽減す
ることに 加え、災 害廃棄 物の処理 を適正か つ迅速に 行うため 、平成３ ０年度 に「大仙市
災害廃棄 物処理計 画」を 策定して おり、職 員を対象 とした初 動対応訓 練や災 害協定締結
事業所との連携訓練を計画的に進めてまいります。
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雪対策 について は、大 仙市雪対 策総合計 画に基づ き、道路 の効率的 な除排 雪、除雪困
難な高齢 者等への 支援な ど、雪に 負けない 市民協働 のまちづ くりを進 めてま いります。
また、 自治会等 による 自主的な 除雪活動 を支援す る地域協 働雪対策 事業に ついては、
１月末時 点で昨年 度の実 績を７団 体上回る ３０団体 の申請を 受け付け ており ます。今後
もさらな る周知を 図りな がら、地 域の望ま しい共助 体制の構 築に向け て取り 組みを推進
してまいります。
空き家 対策につ いては 、空き家 等の適正 管理に関 する条例 に基づき 、危険 な空き家の
所有者等 に対し適 正な管 理を求め るととも に、必要 に応じて 解体費の 一部を 助成するほ
か、意向 調査を行 い制度 の検証と 見直しを 行ってま いります 。また、 空き家 バンクの登
録の促進 に加え、 新たに 空き家を 未然に防 ぐための 啓発、空 き家など を所有 する方への
個別相談を、民間事業者と連携を図り積極的に実施してまいります。
秋田新 幹線防災 対策ト ンネル整 備促進期 成同盟会 について は、首都 圏等と の大動脈で
ある秋田 新幹線の 安全性 向上と安 定的運行 の早期実 現に向け 、引き続 き国等 への要望活
動を行ってまいります。
一般廃 棄物最終 処分場 の廃止に ついては 、大曲地 域及び中 仙地域の 最終処 分場のモニ
タリングを行うほか、残る５カ所の最終処分場の早期廃止に努めてまいります。
廃棄物 処理の広 域化に ついては 、本市、 仙北市、 美郷町に おいて、 昨年６ 月に廃棄物
処理の広 域化に関 する協 定書を取 り交わし ており、 ４月から 大曲仙北 広域市 町村圏組合
に大仙美郷環境事業組合及び仙北市の廃棄物処理施設の管理運営に関する権限を移管し、
業務を行うこととしております。
シティ プロモー ション 戦略事業 について は、広報 やコミュ ニティＦ Ｍなど の媒体に加
え、より 身近なス マート フォンを 活用し、 市民との 協働によ り「大仙 市の魅 力」「大仙
市らしさ 」となる 人材、 自然など の地域資 源を発掘 しながら 適時的確 にその 情報を発信
してまいります。
こみ ち

（仮称 ）はなび の小路 整備事業 について は、大曲 駅から花 火伝統文 化継承 資料館「は
なび・ア ム」まで のアク セス性向 上に加え 、中心市 街地の回 遊を促進 するた め、雄物川
左岸の堤防歩道の整備を進めてまいります。
道路の 維持管理 につい ては、市 内３カ所 に設置し た道路維 持センタ ーによ る迅速な道
路舗装や パッチン グ等に 加え、パ トロール 強化や試 験的に導 入したス マート フォンによ
る道路情 報収集シ ステム の活用等 により、 安全で快 適な道路 空間の確 保に努 めてまいり
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ます。
なな がしら

上水道事業については、宇津台浄水場施設の更新事業のほか、内小友七 頭 地区の水
道未普及地域解消事業の完了に向け、整備を進めてまいります。
簡易水 道事業に ついて は、神岡 神宮寺地 区、神岡 北楢岡地 区及び西 仙北大 野地区の統
合に加え 、周辺の 未普及 地域への 給水を行 うため、 新たな水 源地の築 造を進 めてまいり
ます。ま た、協和 中央地 区及び協 和南部地 区の事業 統合に向 けた調査 のほか 、引き続き
協和南部地区の配水管更新事業を実施してまいります。
下水道 事業につ いては 、平成３ ０年度か ら地方公 営企業法 による会 計処理 を適用して
おり、引き続き経営の効率化や経営基盤の強化を図ってまいります。
また、 多発する 浸水被 害に対応 するため 、現在、 大曲地域 丸子川の 市街地 を対象に、
雨水排除 に特化し た「雨 水管理総 合計画」 を策定し ており、 平成３２ 年度か らの国の補
助事業実施に向け、公共下水道の認可変更業務を進めてまいります。
住宅環 境の整備 につい ては、住 宅の耐震 化向上の ため、木 造住宅の 耐震診 断、耐震改
修の費用に対する助成を引き続き行うほか、子育て世帯への支援を強化した住宅リ
フォーム支援事業を実施し、さらなる住居環境の向上に努めてまいります。
市営住 宅の長寿 命化に ついては 、公営住 宅等長寿 命化計画 に基づき 、船場 町市営住宅
４号棟の屋上防水改修工事を予定しております。
次に、教育、生涯学習、芸術・文化などについてであります。
教育内 容の充実 につい ては、キ ャリア教 育推進『 総合的な 学力育成 』事業 や大仙ふる
さと博士 育成事業 等を引 き続き行 い、子ど もたちが 社会の中 で役割を 果たし 、自分らし
い生き方を実現できる知識や教養、能力を習得する機会の創出に努めてまいります。
学習環 境の整備 につい ては、平 成３２年 度から小 学校での 外国語教 育の学 習時間が大
幅に増加 するため 、ＡＬ Ｔ、ＣＩ Ｒ、英語 教育アド バイザー の配置に 加え、 ＡＬＴ等と
の積極的 な交流を 目的と したグロ ーバルジ ュニア・ マイスタ ー育成事 業をさ らに推進し
てまいります。
中仙地域の小学校、中学校の統合については、昨年１２月から３回にわたり、保護者、
地域住民 及び学校 関係者 で構成す る「中仙 地域学校 再編素案 検討委員 会」を 開催し、統
合のあり 方や形態 などに ついてご 意見を伺 っており 、これを 基に統合 に関す る計画案を
策定することとしております。
（仮称 ）大綱交 流館整 備事業に ついては 、昨年１ ２月、西 仙北中央 公民館 の整備を機
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に、地域 の伝統行 事であ る「刈和 野の大綱 引き」の 継承と地 域住民の 交流に よる地域の
活性化を 図るため 、「大 仙市刈和 野地区都 市再生整 備計画」 を策定し ており 、国の社会
資本整備 総合交付 金を活 用し、平 成３２年 １０月の 開館に向 け、整備 を進め てまいりま
す。
総合図 書館事業 につい ては、第 ２次親と 子の夢を 育む読書 活動推進 計画が 計画期間の
最終年度 を迎える ことか ら、さら なる読書 活動の充 実と環境 整備に向 け、次 期計画を策
定してまいります。
総合市 民会館事 業につ いては、 四つの市 民会館に おいて優 れた文化 芸術の 鑑賞機会を
提供する ほか、市 内の児 童・生徒 、音楽団 体に加え 、幅広い 音楽ジャ ンルの 参加を促進
し、より多くの市民の皆様に喜んでいただける「大仙市音楽祭」を開催してまいります。
文化財 の活用に ついて は、旧池 田氏庭園 の本家庭 園を大型 連休にあ わせて 、昨年より
１カ月早 い４月下 旬から 、また、 国登録有 形文化財 の旧本郷 家住宅を ５月中 旬から常時
公開するほか、文化観光コースの整備、案内人の養成等に努めてまいります。
地域間 交流につ いては 、友好交 流都市で ある神奈 川県座間 市、有縁 友好都 市である宮
崎県宮崎 市に加え 、復興 支援など を通じて 交流を深 めている 岩手県宮 古市と の間で友好
関係の強化を目指し、青少年や市民団体などによる交流事業を実施してまいります。
国際交 流につい ては、 友好交流 都市であ る韓国唐 津市との 青少年交 流事業 を実施する
しんぺいし

ほか、新 たに台湾 新北市 との友好 交流関係 構築に向 けた取り 組みを行 ってま いります。
台湾新北 市との交 流は、 本市青年 会議所と 新北市中 和國際青 年商會と の３０ 年にもわた
る友好交 流をご縁 にした もので、 ２月１７ 日から４ 日間、茂 木議長、 市議会 議員、大曲
商工会議 所、大仙 市観光 物産協会 、大曲青 年会議所 及び太田 の火まつ り実行 委員会の皆
様ととも に訪問し てきた ところで あります 。表敬訪 問した新 北市政府 、新北 市中和区、
中華民国外交部等では大変な歓待をいただいたところであり、台湾を代表する祭り
ぴんしー てんとう まつ

「平渓天 燈祭り」 にも参 加し、「 太田の火 まつり」 の紙風船 を揚げる など、 関係構築に
向けて大 きな一歩 となっ たところ でありま す。今後 も関係団 体との連 携のも と、観光や
教育、文化等様々な分野にわたる友好交流実現を目指してまいります。
次に、地域社会の維持・活性化等についてであります。
地域社 会の維持 ・活性 化につい ては、地 域の課題 解決に向 けた市民 活動を 応援する地
域枠予算 に加え、 自治組 織の育成 、自治会 館の維持 管理に対 する支援 を引き 続き行って
まいります。
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移住・ 定住の促 進につ いては、 首都圏等 から移住 者を呼び 込むため 、移住 相談会をは
じめ、Ｓ ＮＳを活 用した 情報発信 、お試し 移住体験 などによ り、本市 の魅力 発信に努め
るほか、住宅支援や移住者同士の交流を目的としたネットワーク交流会を開催するなど、
移住後の生活にも配慮した事業に取り組み、移住・定住者の増加につなげてまいります。
市民と の協働に よるま ちづくり について は、地域 資源の掘 り起こし と活用 を目的とし
た地域の 魅力再発 見事業 を実施し ており、 継続的に 行ってい る各地域 の特色 ある取り組
みに加え 、新たな 事業を 展開する ことによ り、各地 域の魅力 を磨き上 げてま いります。
職員採 用試験に ついて は、平成 ３１年度 から全て の採用枠 において 、民間 事業で活用
されてい る総合適 性検査 、通称「 ＳＰＩ３ 」を第１ 次試験に 導入する ことと しておりま
す。全て の採用枠 での導 入は、県 内の自治 体で初め ての試み となるも ので、 一定期間内
に全国で の受験が 可能に なるなど 、多くの 方から応 募してい ただける ものと 期待してお
ります。
市税等 の収納対 策につ いては、 ４月１日 以降に発 行する納 付書から 、現在 の納付場所
に加え、 全国のコ ンビニ エンスス トアや東 北６県の ゆうちょ 銀行・郵 便局で 納期内納付
ができる よう取扱 窓口を 拡大し、 市民サー ビスの向 上と税等 の収納率 向上に 努めてまい
ります。
組織機構の改革については、今後さらなる人口減少と財政規模の縮小に鑑み、市民
サービス の安定的 提供と 複雑多様 化する事 務事業の 的確な執 行を可能 とする 効率的な組
織体制の構築について検討をしてまいります。
以上、市政運営に対する私の考え方を申し上げました。
結びに 、平成３ １年度 は新たな 時代が幕 を開ける 重要な年 でありま すが、 本市にとり
ましても大仙市誕生１５周年を迎える大切な年であります。これまでの歩みを振り返り、
本市の将 来を考え 、新た なスター トを切る ための節 目のとき でありま す。こ れまで市民
の皆様と ともに築 いてま いりまし た成果を 礎に、さ らなる市 政の発展 と、本 市の将来都
市像であ ります「 人が活 き

人が 集う

夢 のある田 園交流都 市」の実 現を目 指し、「挑

戦」と「 不撓不屈 」の精 神を持っ て、「す べての地 域がすみ ずみまで 元気に なるまちづ
くり」、 そして「 市民の 皆様が住 み良さを 実感し、 将来に希 望が持て るまち づくり」に
誠心誠意、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
市民の皆様並びに議員各位からのより一層のご支援とご協力をお願い申し上げまして、
平成３１年度の施政方針といたします。

- 19 -

【老松市長

○議長 （茂木

隆）

降壇】

次 に、日 程第５、 議案第２ 号から日 程第７、 議案第４ 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。老松市長。
【老松市長
○市長 （老松博 行）

登壇】

議 案第２ 号から議 案第４号 までの人 権擁護委 員の候補 者の推薦につ

き意見を求めることにつきまして、ご説明申し上げます。
ただ し

本市人 権擁護委 員のう ち、南外 地域の伊 藤忠志氏 の任期が 来る３月 ３１日 をもって満
しよう こう

了となるほか、大曲地域の髙橋 庄 孝氏並びに小林和子氏の任期が来る６月３０日を
もって満 了となる ことか ら、その 後任候補 者の推薦 について 秋田地方 法務局 から依頼が
ありました。
つきま しては、 髙橋庄 孝氏を再 推薦とす るほか、 伊藤忠志 氏の後任 として 南外地域の
い まこ

伊藤今子氏を、小林和子氏の後任として大曲地域の中野谷綾子氏を新たに推薦するため、
人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。
以上、 ご説明申 し上げ ましたが 、よろし くご審議 の上、ご 同意賜り ますよ うお願い申
し上げます。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

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（茂木

隆）

質疑なしと認めます。

お諮り いたしま す。本 ３件につ いては、 会議規則 第３７条 第３項の 規定に より、委員
会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って本３ 件につい ては、委 員会の付託を

省略することに決しました。
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（茂木

隆）

討論なしと認めます。

これより議案第２号から議案第４号までの３件を一括して採決いたします。本３件は、
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同意と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 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って本３ 件は、同 意するこ とに決しまし

隆）

議 案審議 の途中で あります が、この 際、暫時 休憩いた します。１１

た。

○議長 （茂木

時に再開いたします。
午前１０時４６分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１０時５９分

再

開

○議長（茂木

隆）

休憩前に引き続き、会議を開きます。

○議長 （茂木

隆）

次 に、日 程第８、 議案第５ 号から日 程第４４ 、議案第 ４１号までの

３７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５号、 大仙市職 員の勤務 時間、休 暇等に関する

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。
資料ナンバー１、議案書の４ページと５ページをお願いいたします。
本案は 、国家公 務員の 働き方改 革と勤務 環境の整 備等を推 進するた めの長 時間労働を
是正する 措置が講 じられ たことを 受け、本 市におい てもこれ に倣い、 超過勤 務の是正の
ための措 置に関し 必要な 事項を定 めるもの で、平成 ３１年４ 月１日か ら施行 するもので
あります。
続きま して、議 案第６ 号、大仙 市職員の 自己啓発 等休業に 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６ページと７ページをお願いいたします。
本案は 、学校教 育法の 一部改正 に伴い、 所要の引 用条項ず れの整理 を行う もので、法
律の施行日であります平成３１年４月１日に施行するものであります。
続きま して、議 案第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。
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議案書の８ページと９ページをお願いいたします。
本案は 、時間外 勤務手 当などの 額の算定 方法を見 直すほか 、人事評 価制度 における業
績評価の 実施期間 の見直 しに伴う 所要の改 正を行う もので、 平成３１ 年４月 １日から施
行するものであります。
続きま して、議 案第８ 号、大仙 市特別職 の職員で 非常勤の ものの報 酬、費 用弁償等に
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１０ページから１４ページまでをお願いいたします。
本案は、大仙市非常勤特別職のうち、内小友・大川西根両財産区管理会の委員の報酬、
防犯指導 員の報酬 及び情 報公開・ 個人情報 保護審査 会等の委 員のうち 、法律 家や大学教
授等の有 識者の報 酬につ きまして 額の見直 しを行う ほか、こ れまで日 額６， １００円と
していた 区分の委 員につ きまして は、勤務 実態に応 じた報酬 額とし、 勤務時 間４時間以
内の場合 における 報酬日 額を３千 円に改め るなどの 改正を行 うもので 、平成 ３１年４月
１日から施行するものであります。
続きま して、議 案第９ 号、大仙 市災害弔 慰金の支 給等に関 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１５ページと１６ページをお願いいたします。
本案は 、第８次 地方分 権一括法 による災 害弔慰金 の支給等 に関する 法律の 一部改正に
より、法 令におい て定め られてい た災害援 護資金の 貸付基準 が条例委 任され たことに伴
い、基準 を条例規 定する もので、 貸付利率 をこれま での３パ ーセント から無 利子とする
ほか、年 賦償還に 加えて 半年賦償 還による ことがで きること とし、所 要の経 過措置を設
け、平成３１年４月１日から施行するものであります。
続きま して、議 案第１ ０号、大 仙市国民 健康保険 高額療養 資金貸付 基金条 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１７ページと１８ページをお願いいたします。
本案は、貸付金を不納欠損処理することに伴い、基金の額を８１万９千円減じ、
４１８万１千円とするもので、平成３１年４月１日から施行するものであります。
続きま して、議 案第１ １号、大 仙市長寿 祝金給付 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１９ページと２０ページをお願いいたします。
本案は 、長寿祝 金の額 を、米寿 にあって は２万円 から１万 円に、１ ００歳 にあっては
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２０万円 から１０ 万円と するほか 、これま で１００ 歳になら れた施設 入所者 の祝金の額
を２分の １減じて おりま したが、 これを廃 止し、一 律１０万 円を支給 するも ので、所要
の経過措置を設け、平成３１年４月１日から施行するものであります。
続きま して、議 案第１ ２号、大 仙市へき 地保育所 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２１ページと２２ページをお願いいたします。
本案は 、西仙北 地域の 土川保育 園を廃止 するもの で、平成 ３１年４ 月１日 から施行す
るものであります。
続きま して、議 案第１ ３号、大 仙市保健 センター 設置条例 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２３ページと２４ページをお願いいたします。
本案は 、神岡保 健セン ター及び 協和保健 センター について 、西部地 区にお ける健診等
を集約し て実施し ている 状況にあ ることか ら、この 際施設を 廃止する もので 、平成３１
年４月１日から施行するものであります。
続きま して、議 案第１ ４号、大 仙市公民 館条例の 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２５ページから２９ページまでをお願いいたします。
本案は、中仙公民館清水分館の移転改築に伴い、清水分館の位置を規定するとともに、
旧清水分 館建物と あわせ て解体し ます中仙 コミュニ ティセン ターを廃 止する ほか、生涯
学習施設 の利用の 平準化 を図るた め、各公 民館の使 用料を利 用区分の 面積に 応じて額を
統一する もので、 清水分 館に係る ものは平 成３１年 ４月１日 、また、 使用料 の統一は平
成３１年１０月１日から施行するものであります。
続きま して、議 案第１ ５号、生 涯学習施 設及びス ポーツ施 設の料金 の見直 し等に伴う
関係条例の整備に関する条例の制定につきまして、ご説明を申し上げます。
議案書の３０ページから５０ページまでをお願いいたします。
本案は 、生涯学 習施設 とスポー ツ施設に ついて、 規模や面 積などに 応じ、 市内類似施
設の料金 体系を統 一する もので、 生涯学習 施設及び スポーツ 施設、計 ２７条 例において
料金表な どを改定 し、所 要の経過 措置を設 け、平成 ３１年１ ０月１日 から施 行するもの
であります。
続きま して、議 案第１ ６号、大 仙市大曲 多目的集 会施設等 の設置及 び管理 等に関する

- 23 -

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５１ページから５３ページまでをお願いいたします。
本案は 、大曲多 目的集 会施設等 のうち、 市民健康 プールを 四ツ屋小 学校の 施設とする
ため、所 要の改正 を行う とともに 、消費税 率の引き 上げに伴 う料金改 定を行 うもので、
市民健康 プールに 係る改 正につい ては平成 ３１年４ 月１日か ら、使用 料の改 定について
は平成３１年１０月１日から施行するものであります。
続きま して、議 案第１ ７号、大 仙市立大 曲病院事 業の設置 等に関す る条例 の一部を改
正する条例の制定につきまして、ご説明を申し上げます。
議案書の５４ページと５５ページをお願いいたします。
本案は 、市立大 曲病院 事業にお ける損害 賠償の額 の決定に つきまし て、現 在、１０万
円を超え るものに ついて 議決要件 として条 例規定し ておりま すが、よ り迅速 な対処を図
りたいことから、市長の専決処分事項と同額の１００万円までこれを引き上げるもので、
公布の日から施行するものであります。
続きま して、議 案第１ ８号、大 仙市道路 占用料徴 収条例の 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５６ページと５７ページをお願いいたします。
本案は 、占用期 間が１ カ月未満 の道路占 用につい て、この 場合にお ける道 路占用料が
消費税の 課税対象 である ことから 、道路占 用料とし て消費税 相当額を 加えた 額を徴収す
るよう所要の改正を行うもので、公布の日から施行するものであります。
続きま して、議 案第１ ９号、大 仙市公園 条例の一 部を改正 する条例 の制定 につきまし
て、ご説明を申し上げます。
議案書の５８ページから６２ページまでをお願いいたします。
本案は 、太田地 域の公 園使用料 について 、これま で別に使 用料規定 を設け ておりまし
たが、他 地域の公 園にお ける営業 等に係る 使用料と 料金を統 一するた め、こ れを廃止す
るととも に、西仙 北地域 の大佐沢 公園で供 用してい るバッテ リーカー につい て、大雨災
害により 修理不能 となっ たことか ら、これ を廃止す るもので 、平成３ １年４ 月１日から
施行するものであります。
また、 市内スポ ーツ施 設の料金 体系の統 一に伴い 、使用料 の額や利 用区分 を見直すと
ともに、 消費税率 の引き 上げに伴 い、使用 料等の額 を改定す るもので 、これ らにつきま
しては平成３１年１０月１日から施行するものであります。
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続きま して、議 案第２ ０号、大 仙市水道 事業及び 下水道事 業の設置 等に関 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６３ページと６４ページをお願いいたします。
本案は 、同じく 公営企 業であり ます病院 事業と同 様に、損 害賠償の 額の決 定に係る議
決要件に つきまし て、議 決を要す る額をこ れまでの １０万円 から１０ ０万円 に改めるも
のであります。
また、 中仙地域 の入角 地区簡易 水道の水 源を移設 したこと に伴う給 水人口 や給水量の
現状に応 じた見直 しを行 うもので 、一部を 除きまし て公布の 日から施 行する ものであり
ます。
続きま して、議 案第２ １号、大 仙市の債 権の管理 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６５ページと６６ページをお願いいたします。
本案は 、上下水 道事業 における 債権管理 に関し、 上下水道 事業管理 者が管 理する債権
について 、市長と 同様の 管理を行 うことと するもの で、公布 の日から 施行す るものであ
ります。
続きま して、議 案第２ ２号、大 仙市水道 事業給水 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６７ページから７１ページまでをお願いいたします。
本案は 、各地域 におけ る制度の 統一的な 運用を行 うため、 その取り 扱いに 係る規定を
整備する ほか、消 費税率 の引き上 げに伴う 料金等の 改定を行 うもので 、平成 ３１年４月
１日から 施行する もので あります が、消費 税率の引 き上げに 伴う料金 改定は １０月１日
から施行し、１１月分の料金から適用するものであります。
続きま して、議 案第２ ３号、大 仙市下水 道条例等 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７２ページから８０ページまでをお願いいたします。
本案は 、下水道 や農業 集落排水 施設及び 戸別浄化 槽の使用 料の算定 方法に ついて、定
額制を廃 止し、使 用した 量に応じ て料金を 徴収する 従量制に 統一する ほか、 消費税率の
引き上げ に伴う料 金改定 等を行う もので、 使用料の 算定方法 の見直し 等につ いては、制
度移行に 伴う所要 の経過 措置を設 けた上で 平成３１ 年４月１ 日から、 また、 消費税率の
引き上げ に伴う料 金改定 につきま しては平 成３１年 １０月１ 日から施 行し、 １１月分の
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料金から適用するものであります。
続きま して、議 案第２ ４号から 議案第２ ７号まで の４案に つきまし ては、 関連があり
ますので一括してご説明を申し上げます。
議案書の８１ページから１２１ページまでをお願いいたします。
本４案 は、各部 局等に 係る消費 税法及び 地方税法 の一部改 正に伴う 関係条 例の整備に
関する条 例の制定 であり まして、 議案第２ ４号は総 務部及び 市民部関 係、議 案第２５号
は企画部 、農林部 及び経 済産業部 関係、議 案第２６ 号は健康 福祉部、 生涯学 習部及び市
立大曲病 院関係、 議案第 ２７号は 、建設部 関係につ いて、そ れぞれ消 費税率 の引き上げ
に伴い公 共施設な どの料 金改定を 行うもの で、所要 の経過措 置を設け 、平成 ３１年１０
月１日から施行するものであります。
続きま して、議 案第２ ８号、大 仙市上淀 川エコ対 策コミュ ニティセ ンター 条例を廃止
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１２２ページと１２３ページをお願いいたします。
本案は 、同施設 を地元 自治会に 譲渡する ため条例 を廃止す るもので 、平成 ３１年４月
１日から施行するものであります。
続きま して、議 案第２ ９号、大 仙市人材 育成基金 条例を廃 止する条 例の制 定につきま
して、ご説明申し上げます。
議案書の１２４ページと１２５ページをお願いいたします。
本案は 、これま で各分 野におけ る担い手 の育成支 援に活用 してきた 本基金 について、
基金残高 が減少し たこと 、また、 これまで 一定の役 割を果た したこと から、 この際これ
を廃止するもので、平成３１年４月１日から施行するものであります。
続きま して、議 案第３ ０号、大 仙市西仙 北青少年 自然の家 設置条例 を廃止 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１２６ページと１２７ページをお願いいたします。
本案は 、建築か ら６０ 年以上が 経過し、 施設や設 備の経年 劣化が著 しいこ とから本年
度をもって廃止するもので、平成３１年４月１日から施行するものであります。
続きま して、議 案第３ １号、大 仙市総合 民俗資料 交流館条 例を廃止 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１２８ページと１２９ページをお願いいたします。
本案は 、入館者 数の減 少に伴い 、今後は 豊富な収 蔵品をほ かの施設 の企画 展等に有効
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活用する ことで、 ほかの 施設の来 館者数の 増加を図 りながら 収蔵品の 保管施 設として本
施設を運 営するた め、本 交流館を 本年度を もって廃 止するも ので、平 成３１ 年４月１日
から施行するものであります。
続きまして、議案第３２号、大仙市小水力発電施設運営基金条例の制定につきまして、
ご説明申し上げます。
議案書の１３０ページと１３１ページをお願いいたします。
本案は 、水力を 活用し た小水力 発電事業 を来年度 から実施 すること に伴い 、その運営
資金に充 てるため 基金を 設置する もので、 平成３１ 年４月１ 日から施 行する ものであり
ます。
また、 あわせて 小水力 発電事業 特別会計 を設置す ることに 伴い、特 別会計 条例の一部
を改正するものであります。
続きま して、議 案第３ ３号、大 仙市災害 危険区域 に関する 条例の制 定につ きまして、
ご説明申し上げます。
議案書の１３２ページと１３３ページをご覧願います。
本案は 、国にお いて、 雄物川中 流部の治 水対策と して輪中 堤を整備 するこ ととしてお
りますが 、当該輪 中堤の 建設に当 たって、 堤外地へ の建築物 の建築を 制限す る必要があ
るため、 建築基準 法に基 づき、本 条例にお いて災害 危険区域 の指定及 び災害 危険区域内
における 建築物の 建築の 制限に関 し必要な 事項を定 めるもの で、公布 の日か ら施行する
ものであります。
続きま して、議 案第３ ４号、市 道の路線 の認定、 廃止及び 変更につ きまし て、ご説明
申し上げます。
議案書の１３４ページから１３７ページまでをお願いいたします。
本案は 、新たに 市道１ ２路線の 認定と１ ３路線の 廃止及び ２路線を 変更す ることにつ
いて、議会の議決をお願いするものであります。
続きま して、議 案第３ ５号、平 成３１年 度大仙市 スキー場 事業特別 会計へ の繰入れに
つきまして、ご説明申し上げます。
議案書の１３８ページをお願いいたします。
本案は 、平成３ １年度 において 、一般会 計から同 特別会計 に６，１ ８４万 ４千円以内
を繰り入 れること につき まして、 地方財政 法の規定 に基づき 、議会の 議決を お順いする
ものであります。
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続きま して、議 案第３ ６号、平 成３０年 度大仙市 一般会計 補正予算 （第８ 号）につき
まして、ご説明を申し上げます。
お手元の資料ナンバー２、大仙市補正予算〔３月補正①〕をどうかご覧願います。
１ページをお願いいたします。
今回の 補正予算 は、各 事業費の 実績見込 みによる 補正のほ か、過年 度精算 に伴う返還
金や国の 補助採択 を受け 実施しま す小学校 のエアコ ン設置工 事費など 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９億９，８０９万１千円を追加し、
補正後の予算総額を４７１億６，６３８万７千円とするものであります。
５ページをお願いいたします。
継続費 につきま しては 、一般廃 棄物最終 処分場廃 止事業費 のほか２ 件の変 更をお願い
するものであります。
６ページをお願いいたします。
繰越明 許費につ きまし ては、県 営土地改 良事業費 負担金の ほか、橋 りょう や通学路整
備に係る 補助事業 及び災 害関連事 業費など 、９件の 設定をお 願いする もので あります。
それで は、補正 予算の 概要につ きまして 、事項別 明細書に より歳入 の方か ら順にご説
明を申し上げます。
１１ページをお願いいたします。
１０款 地方交付 税は、 普通交付 税としま して３億 ９，７５ ４万５千 円の補 正、１４款
国庫支出 金は、社 会資本 整備総合 交付金及 び冷房設 備対応臨 時特例交 付金な どとしまし
て６，０ ２８万６ 千円の 補正、１ ２ページ になりま すけれど も、１５ 款県支 出金は、担
い手への 農地集積 推進事 業費補助 金及び林 業施設災 害復旧事 業費補助 金など としまして
６，４４ ２万７千 円の補 正、１６ 款財産収 入は、財 政調整基 金預金利 子など をはじめと
する各基 金の預金 利子と しまして ７７万５ 千円の補 正、１７ 款寄附金 は、１ ４ページに
なります けれども 、ふる さと応援 寄附金な どとして ７，５１ ３万９千 円の補 正、１９款
繰越金は 、前年度 繰越金 として１ 億７，７ ５３万６ 千円の補 正、２０ 款諸収 入は、二酸
化炭素排 出抑制対 策事業 費等補助 金として １億４， ８７６万 ４千円の 減額補 正、２１款
市債は、 小学校施 設整備 事業債及 び借換債 などとし まして３ 億７，１ １４万 ７千円の補
正であります。
続きまして、歳出につきましてご説明を申し上げます。
１６ページをお願いいたします。
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２款総務費は、５億７，７６０万１千円の補正であります。
主な内 容といた しまし て、地域 交通対策 事業費は 、市内１ ０路線の 生活バ ス運行事業
者に対す る運行経 費の赤 字補填に 係る補助 金としま して３， ０５６万 ６千円 の補正、財
政調整基 金積立金 は、基 金の積み 増し分及 び預金利 子の積立 金として ４億５ ，０２７万
９千円の 補正、ふ るさと 応援基金 積立金は 、ふるさ と納税制 度による 寄附金 及び預金利
子の積立金としまして７，２５９万４千円の補正であります。
次に、３款民生費は、２億２，５９４万４千円の補正であります。
主な内 容としま して、 障害福祉 サービス 給付費は 、各種サ ービス利 用者の 増加に伴う
扶助費の 不足分な どとし まして７ ，０８３ 万２千円 の補正、 生活扶助 費等は 、平成２９
年度の国 庫負担金 の精算 に伴う返 還金とし まして１ 億５，９ ５８万４ 千円の 補正であり
ます。
１８ページになります。
次に、４款衛生費は、２億５，５３１万５千円の減額補正であります。
主な内 容としま して、 二酸化炭 素排出抑 制対策事 業費は、 活用を予 定して おりました
補助金の 不採択に 伴いま して公共 施設の空 調設備更 新工事な どを一部 先送り したことに
より、２ 億２，０ ０６万 ９千円の 減額補正 、一般廃 棄物最終 処分場廃 止事業 費は、大曲
処分場及 び中仙処 分場の 閉鎖工事 の実績見 込みによ りまして ８６８万 ２千円 の減額補正
であります。
次に、６款農林水産業費は、１，６６７万２千円の補正であります。
主な内 容としま して、 担い手へ の農地集 積推進事 業費は、 ほ場整備 を契機 とした法人
設立によ る農地集 積が当 初計画よ りも大幅 に進んだ ことに伴 う補助金 の不足 分としまし
て１億６３７万１千円の補正、農業夢プラン事業費は、事業実績見込みによりまして
７，９７１万円の減額補正になります。
２０ページになります。
７款商 工費は、 全国花 火競技大 会振興基 金積立金 としまし て、預金 利子積 立金１千円
の補正であります。
次に、 ８款土木 費は、 岩瀬・湯 野沢地区 宅地造成 事業費と して、造 成工事 に係る盛土
材料代を 安価に購 入する ことがで きたこと などから 、５，２ ９２万２ 千円の 減額補正で
あります。
２２ページになります。
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続きまして、９款消防費は、７１２万８千円の減額補正であります。
内容と いたしま して、 防災対策 費は、災 害備蓄品 購入実績 に伴い３ １２万 ８千円の減
額補正、 災害に強 いまち づくり事 業費は、 自主防災 組織等活 動育成事 業補助 金の実績見
込みにより４００万円の減額補正であります。
次に、１０款教育費は、２億６，８４５万円の補正であります。
主な内 容といた しまし て、小学 校費の校 舎等維持 補修及び 施設整備 費は、 国の補助採
択を受け て実施し ます大 曲小学校 ほか８校 のエアコ ン設置整 備に係る 経費な どとして２
億６，２ １７万３ 千円の 補正、中 学校費の 教育振興 費補助金 及び保健 体育総 務費補助金
は、部活 動及びス ポーツ 少年団活 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 不足分と して、 それぞれ １９７万 ６千円と １０５万 ９千円の 補正で あります。
２４ページになります。
次に、１１款災害復旧費は、２，２５８万８千円の補正であります。
主な内 容といた しまし て、道路 橋りょう 災害復旧 事業費（ 単独分） は、平 成２９年度
に被災し た協和地 域の滝 の前橋の 橋台新設 に係る経 費として １，５０ ０万円 の補正、ま
た、林業 施設災害 復旧事 業費（補 助分）は 、同じく 平成２９ 年度に被 災しま した協和地
域の林道峰吉川線の復旧工事費として１，７０７万５千円の補正であります。
次に、１２款公債費は、２億２２０万円の補正であります。
内容と いたしま して、 長期債元 金償還金 は、民間 資金から 現在利率 ０．７ ５パーセン
ト以上で 借り入れ してお ります交 付税措置 のない市 債につい て、秋田 県市町 村振興資金
からの借 換債を活 用した 繰上償還 分として ２億４， ０２０万 円の補正 、それ から、長期
債利子債還金は、利子償還額の確定に伴いまして３，８００万円の減額補正であります。
続きまして、特別会計についてご説明を申し上げます。
２９ページをお願いいたします。
議案第 ３７号、 平成３ ０年度大 仙市国民 健康保険 事業特別 会計補正 予算（ 第２号）に
つきまし ては、実 績見込 みに伴う 療養給付 費及び財 政調整基 金の積立 金など について補
正をお願 いするも ので、 歳入歳出 予算の総 額にそれ ぞれ３億 ７，２２ ３万２ 千円を追加
し、補正後の予算総額を８３億６０２万８千円とするものであります。
３９ページをお願いいたします。
次に、議案第３８号、平成３０年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
号）につ きまして は、秋 田県後期 高齢者医 療広域連 合への納 付金など につい て補正をお
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願いする もので、 歳入歳 出予算の 総額にそ れぞれ１ ，０９３ 万５千円 を追加 し、補正後
の予算総額を９億１，１５０万６千円とするものであります。
４７ページをお願いいたします。
続きまして、議案第３９号、平成３０年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第１
号）につ きまして は、前 年度繰越 金の計上 などによ る奨学基 金への積 立金に ついて補正
をお願い するもの で、歳 入歳出予 算の総額 にそれぞ れ５８８ 万１千円 を追加 し、補正後
の予算総額を３，５９８万１千円とするものであります。
５５ページをお願いいたします。
続きまして、議案第４０号、平成３０年度大仙市太陽光発電事業特別会計補正予算
（第１号 ）につき まして は、地球 温暖化対 策基金の 預金利子 分の積立 金につ いて補正を
お願いす るもので 、歳入 歳出予算 の総額に それぞれ ３千円を 追加し、 補正後 の予算総額
を１億２，１２１万７千円とするものであります。
６３ページをお願いいたします。
最後に 、議案第 ４１号 、平成３ ０年度大 仙市淀川 財産区特 別会計補 正予算 （第１号）
につきま しては、 秋田県 が実施す る災害復 旧関連事 業に伴う 財産区有 地の売 り払いに係
る地元団 体への補 償費な どについ 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５ ９８万１ 千円を 追加し、 補正後の 予算総額 を１，０ １８万５ 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 うお願いを
申し上げます。
【舛谷総務部長

○議長 （茂木

隆）

降壇】

次 に、日 程第４５ 、議案第 ４２号及 び日程第 ４６、議 案第４３号の

２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４２ 号、平成 ３０年度 大仙市上 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。
お手元 の資料ナ ンバー ２、大仙 市補正予 算〔３月 補正①〕 の７１ペ ージを ご覧願いま
す。
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今回の 補正予算 は、事 業の繰り 越しなど に伴い消 費税及び 地方消費 税納税 予定額が増
額となることなどから、補正をお願いするものであります。
第２条 収益的支 出の補 正として 、予算に 定めた上 水道事業 費用に８ ８３万 ９千円を補
正し、補正後の額を６億５，２４５万８千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 ４３号、 平成３ ０年度大 仙市簡易 水道事業 会計補正 予算（第 ３号） につきまし
て、ご説明申し上げます。
今回の 補正予算 は、同 様に、事 業の繰り 越しに伴 い消費税 及び地方 消費税 納税予定額
が増額と なること に伴う 補正並び に国及び 県が実施 する事業 の進捗と あわせ た工事費等
の減額補正であります。
第２条 収益的支 出の補 正として 、予算に 定めた簡 易水道事 業費用に ８１２ 万２千円を
補正し、補正後の額を１２億４，８４０万２千円とするものであります。
続きまして、８０ページをお願いいたします。
第３条 資本的収 入及び 資本的支 出の減額 補正とし て、国が 実施する 雄物川 河川激甚災
害対策特 別緊急事 業及び 県が実施 する淀川 河川等災 害関連事 業との進 捗にあ わせた調整
を行うた め、予算 に定め た資本的 収入から ２，０４ ９万７千 円を減額 補正し 、補正後の
額を６億 ４，０１ ０万円 とし、同 じく予算 に定めた 資本的支 出から２ ，１３ １万９千円
を減額補正し、補正後の額を９億４，９２６万４千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 うお願いを
申し上げます。
【今野上下水道事業管理者

○議長 （茂木

隆）

降壇】

次 に、日 程第４７ 、議案第 ４４号か ら日程第 ６０、議 案第５７号ま

での１４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。佐藤副市長。
【佐藤副市長
○副市 長（佐藤 芳彦）

登壇】

議案第 ４４号、 平成３１ 年度大仙 市一般会 計予算に ついて、ご説

明を申し上げます。
お手元の資料のナンバー３をご覧願います。
１ページをお願い申し上げます。
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一般会 計歳入歳 出予算 の総額は 、歳入歳 出それぞ れ４２６ 億６，６ ７０万 円で、前年
度当初予 算に比べ ２０億 ７，４５ ０万円、 ４．６パ ーセント の減とな ってお ります。こ
れは花火 伝統文化 継承資 料館整備 事業や広 域消防本 部改築事 業など大 規模な 建設事業の
終了に伴い、前年度と比べ、減となるものでございます。
３１年 度の当初 予算は 、予算規 模は前年 度より減 少してお りますが 、市全 体を元気に
すること を念頭に 、市民 生活に密 接に関わ る事業の ほか、少 子化、人 口減少 対策、地域
資源の活用など、重点施策への配分に心がけて予算を編成しております。
概要についてご説明申し上げます。
８ページをお願いいたします。
継続費 の関係で ござい ます。継 続費では 、（仮称 ）大綱交 流館の整 備事業 費について
今般、設定をお願いするものでございます。
９ページをお願いいたします。債務負担行為の関係でございます。
債務負 担行為で は、大 仙市子育 て世帯応 援融資利 子補給金 など、合 わせて ３件につき
まして設定をお願いするものであります。
次に、事項別明細書によりまして、歳入についてご説明を申し上げます。
２０ページになります。
１款市 税は、対 前年度 比２．６ パーセン ト増の７ ９億２， ９１９万 １千円 を計上して
おります。
主な税 目としま しては 、法人市 民税は８ ．２パー セント増 の６億２ ２９万 ３千円、固
定資産税は４．１パーセント増の３７億７，５１７万５千円となっております。
２款地 方譲与税 は、地 方揮発油 譲与税と 自動車重 量譲与税 、合わせ まして 、対前年度
比１．９パーセント増の７億６，４０５万７千円を計上しているものであります。
３款利 子割交付 金は、 対前年度 比４１． ９パーセ ント減の １，０６ ７万８ 千円を計上
しております。
４款配 当割交付 金は、 対前年度 比１２． ９パーセ ント増の １，８６ ４万円 を計上して
おります。
２１ページから２２ページになります。
５款株 式等譲渡 所得割 交付金は 、対前年 度比２． １パーセ ント増の １，５ ４１万９千
円を計上しております。
６款地 方消費税 交付金 は、対前 年度比３ ．９パー セント増 の１６億 ２，６ ７０万３千
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円を計上しております。
７款ゴルフ場利用税交付金につきましては、対前年度比１５．８パーセント減の
１，２１７万８千円を計上しております。
８款自 動車取得 税交付 金は、１ ０月１日 からの消 費税率の 引き上げ に伴い 、廃止とな
ることか ら、対前 年度比 ４１．１ パーセン ト減の７ ，２８７ 万９千円 を計上 しておりま
す。
９款環 境性能割 交付金 は、自動 車取得税 交付金に 代わり、 今般新た に創設 されるもの
であります。２，４１２万９千円を計上しております。
１０款 地方特例 交付金 は、これ までの地 方特例交 付金に幼 児教育・ 保育の 無償化に伴
い増額と なる市負 担額を 補填する ため、平 成３１年 度限りの 措置とし て交付 されます子
ども・子 育て支援 臨時交 付金など の増によ りまして 、対前年 度比１７ ２．４ パーセント
増の１億１，００７万８千円を計上しているものであります。
１１款 地方交付 税は、 普通交付 税と特別 交付税、 合わせま して対前 年度比 ３．２パー
セント減の１６８億５，５９３万９千円を計上しております。
２４ページをお願いいたします。
１２款 交通安全 対策特 別交付金 は、対前 年度比９ ．７パー セント減 の１， ４２５万８
千円を計上しております。
１３款 分担金負 担金は 、対前年 度比３６ パーセン ト減の１ 億１，４ １１万 ４千円を計
上しております。
主な項 目として は、民 生費の負 担金で保 育所保育 料負担金 などでご ざいま す。１億９
４０万８千円であります。
１４款 使用料及 び手数 料は、対 前年度比 １．７パ ーセント 減の４億 ６，３ ８３万９千
円を計上しております。
主な項目としまして、総務使用料につきましては、大仙市光ファイバ網使用料など
４，２０７万円であります。
２６ペ ージにな ります が、土木 使用料は 、市民ゴ ルフ場使 用料、市 営住宅 使用料など
２億１，４４５万４千円であります。
総務手 数料は、 戸籍手 数料など ３，５５ ５万５千 円、衛生 手数料は 、一般 廃棄物処理
手数料など１億２，２２１万４千円であります。
２８ページをお願いいたします。
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１５款 国庫支出 金は、 対前年度 比４．４ パーセン ト増の５ １億７， ３３２ 万４千円を
計上しております。
主な項 目としま しては 、民生費 の国庫負 担金は、 障がい福 祉サービ ス事業 費負担金、
２９ペー ジになり ますが 、子ども のための 教育・保 育給付費 負担金、 生活保 護費負担金
など４３億３，７４０万９千円であります。
土木費 の国庫補 助金に つきまし ては、道 路改良や 橋りょう の長寿命 化対策 などに関わ
ります防 災・安全 社会資 本整備交 付金など ３億６， ６４１万 １千円、 ３１ペ ージになり
ますが、民生費の委託金は、国民年金事務委託金など１，４８４万１千円でございます。
１６款 県支出金 は、対 前年度比 ０．４パ ーセント 増の３５ 億６，３ １９万 ６千円を計
上しておるものであります。
主な項 目としま して、 民生費県 負担金は 、国民健 康保険及 び後期高 齢者医 療保険の保
険基盤安 定に関わ る負担 金、障が い福祉サ ービス事 業費負担 金など１ ６億１ ，８９４万
１千円であります。
３３ペ ージにな ります が、農林 水産業費 の県補助 金は、農 業夢プラ ン事業 費補助金、
担い手への農地集積推進事業費補助金など１１億１，７３７万７千円であります。
３５ペ ージにな ります が、総務 費委託金 は、参議 院議員の 通常選挙 費の委 託金及び秋
田県議会議員の選挙費の委託金など２億２，４０５万１千円でございます。
３８ページをお願いいたします。
１７款 財産収入 は、土 地貸付収 入や土地 売払収入 など、対 前年度比 ２２． ９パーセン
ト減の７，５０７万４千円を計上しております。
１８款寄附金は、保健体育費寄附金として１３５万円を計上しております。
１９款 繰入金は 、対前 年度比１ ７．１パ ーセント 減の９億 ９，１５ ２万円 を計上して
おります。
内容としては、財政調整基金繰入金が４億５，０００万円、４０ページになりますが、
地域振興 基金繰入 金は２ 億５，５ ５６万７ 千円、公 共施設の 修繕引当 基金繰 入金は１億
５，９７３万７千円でございます。
２０款繰越金は、前年度同額の３億円を計上しております。
２１款 諸収入は 、対前 年度比１ ３．１パ ーセント 減の１２ 億６，９ ６７万 円を計上し
ております。
主な項目としましては、４２ページになりますが、貸付金の元利収入が６億
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６，００ ０万２千 円、４ ３ページ の受託事 業収入が ２億２， １４８万 ９千円 、雑入が３
億８，５３９万１千円でございます。
４９ページをお願いいたします。
２２款 市債は、 対前年 度比３２ ．６パー セント減 の３２億 ６，０４ ６万４ 千円を計上
しております。
主な内 容として は、農 林水産業 債は、県 営土地改 良事業債 などとし て３億 １，６３０
万円、５ ０ページ になり ますが、 消防債は 、広域消 防のはし ご車や高 規格救 急車の導入
に対する 負担金な どにつ いて発行 する消防 施設設備 整備事業 債及び広 域消防 本部建設事
業債などとして３億８，８９０万円であります。
また、 教育債は 、大曲 中学校水 泳プール 改築事業 に関わる 中学校プ ール整 備事業債、
（仮称） 大綱交流 館の建 設に関わ る生涯学 習施設整 備事業債 、大曲武 道館の 建設に関わ
る体育施 設整備事 業債な どとして １０億２ ，６５０ 万円、臨 時財政対 策債に つきまして
は１０億２６６万４千円の計上でございます。
次に、歳出についてご説明を申し上げます。
５１ページをお願いいたします。
１款議会費は、対前年度比０．９パーセント減の３億２，７１１万８千円であります。
主な経 費として は、議 会活動費 、議会広 報発行経 費などを 計上して いるも のでござい
ます。
次に、５２ページから６６ページまでになります。
２款総 務費は、 対前年 度比５． ２パーセ ント増の ４０億３ ，１５０ 万９千 円の計上で
あります。
内容と しては、 ふるさ と納税制 度の関連 経費や各 地域の資 源を活用 して活 性化につな
げる地域 の魅力再 発見事 業費、ま た、７月 に選挙が 予定され ておりま す参議 院議員の通
常選挙執行経費などを計上しております。
次に、６７ページから７５ページまでになります。
３款民 生費は、 対前年 度比３． ９パーセ ント減の １２７億 ２，２２ ２万２ 千円でござ
います。
主な内 容としま しては 、障がい 福祉サー ビス給付 費、児童 手当、待 機児童 の解消を図
る保育士 確保推進 事業費 、保育所 等への運 営費の負 担金であ ります保 育所等 施設型給付
費負担金、また、生活扶助費などを計上しているものでございます。
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次に、７６ページから８１ページまでをお願いいたします。
４款衛 生費は、 対前年 度比７． ７パーセ ント減の ４１億５ ，７８０ 万２千 円でござい
ます。
主な内 容として は、妊 娠期から 子育て期 にわたり 切れ目の ない支援 を行う ために、今
般新たに 設置しま す子育 て世代包 括支接セ ンターの 事業費、 国の風し ん対策 に準じて実
施します 風しん予 防接種 事業費、 各種検診 の実施に 関わる保 険事業費 などを 計上してい
るものでございます。
次に、８２ページになります。
５款労働費は、対前年度比３３．８パーセント減の７，４３９万８千円でございます。
内容としては、求職者の就職活動の支援、それから在職者の職業技術向上を図るため、
資格取得 に関わる 費用を 助成する 資格取得 応援事業 費、また 、人材獲 得応援 事業費、大
仙市雇用助成金などを計上しているものでございます。
次に、８３ページから９０ページになります。
６款農 林水産業 費は、 対前年度 比２．９ パーセン ト減の３ ４億１， ７２５ 万６千円で
あります。
主な内 容としま しては 、いぶり がっこの 生産に取 り組むい ぶりがっ こ産地 化事業費、
花火産業 構想に続 きまし て本市の 基幹産業 でありま す農業を メインに 新たな 活性化構想
を策定す る農業と 食に関 する基本 構想の策 定事業費 、多面的 機能支払 交付金 事業費、県
営土地改良事業費負担金などを計上しているものでございます。
９１ページから９５ページをお願いいたします。
７款商 工費は、 対前年 度比８． ３パーセ ント減の １２億４ ，６７０ 万５千 円でござい
ます。
主な内 容としま しては 、工業振 興奨励事 業費や創 業支援事 業費のほ か、大 仙市が誇り
ます全国 花火競技 大会「 大曲の花 火」が有 するブラ ンド力を 最大限生 かす花 火産業構想
アクションプラン推進事業費などを計上しているものでございます。
９６ページから１０１ページまでをお願いいたします。
８款土 木費は、 対前年 度比４． ０パーセ ント減の ４２億９ ，３１９ 万９千 円でござい
ます。
主な内容としましては、国の防災・安全社会資本整備交付金を活用した幹線路面修繕、
通学路の 歩道整備 、橋り ょう長寿 命化及び 除雪機械 の購入、 それから 除雪対 策費、住宅

- 37 -

リフォー ム支援事 業費、 岩瀬・湯 野沢地区 の宅地造 成事業費 などを計 上して いるもので
ございます。
次に、１０２ページから１０５ページをお願いいたします。
９款消防費は、対前年度比１２．９パーセント減の２０億３５９万６千円であります。
主な経 費として は、消 防団員の 活動環境 の改善を 図るため 、新たに 雨ガッ パの購入費
を盛り込 んだ消防 団管理 運営費や 内水排除 の機能強 化、緊急 避難路の 整備等 にかかわる
水害対策 費、また 、自主 防災組織 の活動促 進と自主 防災リー ダーの育 成に関 わる災害に
強いまちづくり事業費などを計上しているものでございます。
次に、１０６ページから１２４ページをお願いいたします。
１０款 教育費は 、対前 年度比０ ．４パー セント増 の４９億 ２，２４ ２万７ 千円であり
ます。
内容と しては、 大仙グ ローバル ジュニア 育成事業 費や学校 生活支援 事業費 のほか、大
曲中学校 の水泳プ ール改 築事業費 、（仮称 ）大綱交 流館整備 事業費、 大曲武 道館改修事
業費、生 涯学習や スポー ツの振興 に関わる 経費など を計上し ているも のでご ざいます。
１２５ページをお願いいたします。
１１款 災害復旧 費は、 対前年度 比３４． ９パーセ ント減の １億７８ ５万３ 干円であり
ます。道路や河川、農地の災害復旧を図るための経費を計上しているものでございます。
１２６ページをお願いいたします。
１２款 公債費は 、対前 年度比１ ０．７パ ーセント 減の５３ 億１，２ ６１万 ５千円を計
上しております。
１２７ページをお願いします。
１３款 予備費に つきま しては、 前年度と 同額の５ ，０００ 万円を計 上して いるもので
ございます。
以上が一般会計でございます。
次に、 議案第４ ５号か ら議案第 ５７号ま での平成 ３１年度 の各特別 会計予 算につきま
して、ご説明を申し上げます。
１４７ページをお願いいたします。
議案第 ４５号、 平成３ １年度大 仙市国民 健康保険 事業特別 会計予算 は、歳 入歳出それ
ぞれ７９億８，５２５万８千円であります。
主な内 容として は、一 般被保険 者及び退 職被保険 者等療養 給付費、 国民健 康保険事業
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費納付金などを計上しておるものでございます。
次に、１７７ページをお願いいたします。
議案第 ４６号、 平成３ １年度大 仙市後期 高齢者医 療特別会 計予算は 、歳入 歳出それぞ
れ８億９，１１４万３千円であります。
主な経 費として は、管 理事務費 、後期高 齢者医療 広域連合 納付金な どを計 上している
ものであります。
次に、１９７ページをお願いいたします。
議案第 ４７号、 平成３ １年度大 仙市学校 給食事業 特別会計 予算は、 歳入歳 出それぞれ
１０億４，８０９万７千円であります。
主な経 費として は、市 内の５カ 所の給食 センター の給食材 料費や管 理運営 費、学校給
給協会への調理運搬業務委託料の経費などを計上してございます。
次に、２１９ページをお願いいたします。
議案第４８号、平成３１年度大仙市奨学資金特別会計予算は、歳入歳出それぞれ
２，８３９万４千円でございます。
奨学資金の貸付金などの予算を計上しているものでございます。
また、 ふるさと 就職者 償還免除 制度によ りまして 、償還免 除に対応 する金 額につきま
しては、ふるさと応援基金から繰り入れをしております。
２２９ページをお願いいたします。
議案第 ４９号、 平成３ １年度大 仙市スキ ー場事業 特別会計 予算は、 歳入歳 出それぞれ
６，１９０万９千円でございます。
大曲、協和、大台の各スキー場の運営に関わる経費を計上しております。
２４３ページをお願いいたします。
議案第 ５０号、 平成３ １年度大 仙市太陽 光発電事 業特別会 計予算は 、歳入 歳出それぞ
れ１億１，２３１万６千円でございます。
主な内 容として 、一般 管理費や 太陽光発 電の施設 のリース 料に関わ る経費 などを計上
しているものでございます。
次に、２５７ページをお願いいたします。
議案第 ５１号、 平成３ １年度大 仙市小水 力発電事 業特別会 計予算は 、歳入 歳出それぞ
れ３６５万２千円となっております。
この特 別会計に つきま しては、 県の事業 として実 施されて きました 太田地 域の真木関
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根小水力発電施設について、４月から市が発電施設を運営するため、特別会計を設置し、
施設の維持管理を行うものでございます。
なお、 維持管理 費につ いては、 売電によ り得られ る収入で 全て賄い 、収益 に余剰が生
じる場合 は、小水 力発電 施設の修 繕費など に充てる ため、基 金に積み 立てる こととして
おるものであります。
次に、２６７ページをお願いいたします。
議案第 ５２号、 平成３ １年度大 仙市内小 友財産区 特別会計 予算は、 歳入歳 出それぞれ
１０８万５千円でございます。
次に、２７９ページをお願いいたします。
議案第 ５３号、 平成３ １年度大 仙市大川 西根財産 区特別会 計予算は 、歳入 歳出それぞ
れ４６万２千円でございます。
次に、２９１ページをお願いいたします。
議案第５４号、平成３１年度大仙市荒川財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞれ
１３１万１千円でございます。
次に、３０５ページをお願いいたします。
議案第 ５５号、 平成３ １年度大 仙市峰吉 川財産区 特別会計 予算は、 歳入歳 出それぞれ
１０７万６千円でございます。
次に、３１９ページをお願いいたします。
議案第５６号、平成３１年度大仙市船岡財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞれ
１５６万円でございます。
次に、３３３ページをお願いいたします。
議案第５７号、平成３１年度大仙市淀川財産区特別会計予算は、歳入歳出それぞれ
１，１６９万３千円でございます。
各財産 区特別会 計の内 容として は、管理 会費など の所要額 を計上し ている ものでござ
います。
以上、 平成３１ 年度の 一般会計 予算及び 各特別会 計予算の 概要につ いてご 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。
以上であります。
【佐藤副市長

降壇】
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○議長（茂木

隆）

この際、昼食のため暫時休憩いたします。

なお、午後１時ちょうどに再開いたします。
午後

０時０１分

休

憩

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

１時００分

再

開

○議長（茂木

隆）

休憩前に引き続き、会議を再開します。

○議長（茂木

隆）

次に、日程第６１、議案第５８号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。冨樫市立大曲病院事務長。
【冨樫市立大曲病院事務長
○病院 事務長（ 冨樫公誠 ）

登壇】

議 案第５８ 号、平成 ３１年度 市立大曲 病院事業 会計予算につ

いて、ご説明申し上げます。
資料ナンバー３、大仙市各会計予算の３４７ページをお願いいたします。
はじめ に、第２ 条業務 の予定量 について でありま す。年間 患者数に ついて は、入院を
３万８， ４３０人 と見込 んでおり ます。こ れは、一 日平均患 者数を１ ０５人 としたもの
で、前年度当初と同じですが、３６６日のうるう年に当たり、増となっております。
また、 外来につ いては 、年間患 者数を１ 万４，１ ６０人で 、一日平 均患者 数を５９人
と見込み 、前年度 当初よ りも１日 当たり１ 人増とし ておりま すが、祝 休日が 多くなり、
外来診療 日が２４ ０日と ４日減少 するため 、総数で は前年と 同程度と なって おります。
訪問看 護・指導 につい ては、年 間患者数 を６１２ 人、１カ 月当たり ５１人 を見込んで
おります。
次に、予算について、ご説明申し上げます。
第３条 収益的収 入及び 支出につ きまして は、収入 支出とも に同額の ８億８ ，２６５万
１千円、 収支差し 引きゼ ロとして おります 。前年度 の当初予 算と比較 すると ６３３万９
千円、率にして約０．７パーセントの増となっております。
内容につきましては、３５０ページ、予算実施計画をお願いいたします。
収入の 第１款第 １項医 業収益は ６億３， ４６７万 円で、こ れは前年 度の当 初予算と比
較すると５４７万７千円、率にして約０．９パーセントの増となっております。
第２項 医業外収 益は２ 億４，７ ９８万１ 千円で、 一般会計 から繰入 金２億 ２，５７４
万１千円が主なものとなります。
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次に、３５１ページをお願いいたします。
支出の 第１款第 １項医 業費用は ８億５， ４５２万 ５千円で 、前年度 の当初 予算と比較
すると９５２万２千円、率にして約１．１パーセントの増としております。
主な内 訳は、職 員の給 与費５億 ８，１０ ６万円、 入院患者 のための 医薬品 などの材料
費３，８ ２０万円 、光熱 水費、燃 料費、委 託料など の経費１ 億８，６ ９４万 円、減価償
却費４，５６０万７千円などであります。
第２項 の医業外 費用は ２，５４ ２万６千 円で、企 業債の支 払利息が 主なも のでありま
す。
第３項 の特別損 失は、 過年度分 の診療報 酬請求に 係る査定 減などに よる修 正損を計上
するための項目であります。
次に、資本的収入及び支出について、ご説明申し上げます。
資料は、３４８ページにお戻りいただきます。
第４条資本的収入及び支出であります。
収入は 、５，１ ２５万 ９千円で 、起債償 還元金の ２分の１ 相当を出 資金と して一般会
計から繰入金で計上しております。
支出は 、１億９ ７５万 ９千円で 、前年度 の当初予 算と比較 すると８ ９７万 ５千円の増
となっております。
第１項 建設改良 費は、 ６２４万 ２千円で 、調剤シ ステム更 新、心電 計、炊 飯器などの
購入に係るものであります。
第２項 の企業債 償還金 は、企業 債３件分 の元金償 還１億２ ５１万７ 千円で あります。
なお、 この予算 で収入 が支出に 対して不 足する額 につきま しては、 過年度 分損益勘定
留保資金等により補填するとしております。
以上、 平成３１ 年度市 立大曲病 院事業会 計予算の 概要をご 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。
【冨樫市立大曲病院事務長

○議長 （茂木

隆）

降壇】

次 に、日 程第６２ 、議案第 ５９号か ら日程第 ６４、議 案第６１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
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登壇】

○上下 水道事業 管理者（ 今野功 成）

議 案第５９ 号、平成 ３１年度 大仙市上 水道事業会計

予算につきまして、ご説明申し上げます。
予算書の３７３ページをご覧願います。
はじめ に、業務 の予定 量であり ますが、 給水戸数 を１万４ ，８３２ 戸、年 間総配水量
は４００万８，４２２立法メートルを予定しております。
次に、第３条収益的収入及び支出の予定額についてであります。
上水道事業収益は９億１，４３８万１千円を見込んでおります。
主な営業収益は、水道料金収入であります。
次に、上水道事業費用は６億８，８６６万３千円を見込んでおります。
主な費 用は、給 与費の ほか、水 道料金等 徴収業務 委託料、 浄水場な どの施 設や配水管
に係る修繕費、減価償却費などであります。
次に、３７４ページになります。
第４条資本的収入及び支出についてであります。
資本的収入は８億６，２１７万４千円を見込んでおります。
主な内訳は、企業債や国庫補助金などであります。
資本的支出は１８億７，６４３万２千円を見込んでおります。
主な内 訳は、宇 津台浄 水場更新 事業や水 道未普及 地域解消 事業の建 設改良 費などを計
上しております。
なお、 資本的収 入額が 資本的支 出額に対 して不足 する額に つきまし ては、 過年度分損
益勘定留保資金等で補填することとしております。
第５条 は、債務 負担行 為の設定 でありま す。統合 型管路台 帳システ ムを構 築する経費
として、 平成３２ 年度か ら平成３ ７年度に おいて、 １，３５ ４万４千 円を限 度として額
を定めるものであります。
第６条以下につきましては、説明を割愛させていただきます。
続きまして、４０７ページをお願いいたします。
議案第 ６０号、 平成３ １年度大 仙市簡易 水道事業 会計予算 につきま して、 ご説明申し
上げます。
はじめに、業務の予定量でありますが、給水戸数を９，０６５戸、年間総配水量は
２４２万７，８６６立法メートルを予定しております。
次に、第３条収益的収入及び支出の予定額についてであります。
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簡易水道事業収益は１２億７，５９１万１千円を見込んでおります。
主な営業収益は、水道料金収入であります。
次に、簡易水道事業費用は、１２億４，６３０万４千円を見込んでおります。
主な費 用は、給 与費の ほか、水 道料金等 徴収業務 委託料、 浄水場な どの施 設や配水管
に係る修繕費、減価償却費などであります。
次に、４０８ページになります。
第４条資本的収入及び支出についてであります。
資本的収入は８億１，２７８万５千円を見込んでおります。
主な内訳は、企業債や一般会計からの出資金などであります。
資本的支出は１０億９，０８４万８千円を見込んでおります。
主な内 訳は、神 宮寺地 区簡易水 道事業や 協和南部 地区簡易 水道事業 の建設 改良費など
を計上しております。
なお、 資本的収 入額が 資本的支 出額に対 し不足す る額につ きまして は、当 年度分損益
勘定留保資金等で補填することとしております。
第５条 は、債務 負担行 為の設定 でありま す。統合 型管路台 帳システ ムを構 築する経費
として、 平成３２ 年度か ら平成３ ７年度に おいて、 １億２５ ８万９千 円を限 度として額
を定めるものであります。
第６条以下は、説明を割愛させていただきます。
続きまして、４４１ページをお願いいたします。
議案第 ６１号、 平成３ １年度大 仙市下水 道事業会 計予算に つきまし て、ご 説明申し上
げます。
はじめ に、業務 の予定 量であり ますが、 接続戸数 を１万３ ，６３３ 戸、年 間総処理水
量は、４５８万９，０５９立法メートルを予定しております。
次に、第３条収益的収入及び支出の予定額についてであります。
下水道事業収益は３５億２，７７９万７千円を見込んでおります。
主な営業収益は、下水道使用料収入であります。
次に、下水道事業費用は２９億３，８１４万４千円を見込んでおります。
主な費 用は、給 与費の ほか、下 水道使用 料徴収業 務負担金 、管渠・ 処理場 施設の維持
管理費、減価償却費などであります。
次に、４４２ページになります。
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第４条資本的収入及び支出についてであります。
資本的収入は１５億４，９５６万９千円を見込んでおります。
主な内訳は、企業債や一般会計からの出資金、国庫補助金などであります。
資本的支出は２４億３，３９１万８千円を見込んでおります。
主な内 訳は、大 曲・神 岡地域の 管渠工事 や強首浄 化センタ ー長寿命 化対策 工事に係る
建設改良費のほか、企業債に係る元金償還金などを計上しております。
なお、 資本的収 入額が 資本的支 出額に対 して不足 する額に つきまし ては、 当年度分損
益勘定留保資金等で補填することとしております。
第５条以下は、説明を割愛させていただきます。
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 うお願いを
申し上げます。
【今野上下水道事業管理者

○議長 （茂木

降壇】

隆）

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

隆）

お 諮りい たします 。議案等 調査のた め、２月 ２３日か ら３月３日ま

ました。

○議長 （茂木

で９日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って、２ 月２３日 から３月 ３日までの９

日間、休会することに決しました。

○議長（茂木

隆）

以上で本日の日程は、全て終了しました。

本日はこれをもって散会し、来たる３月４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１３分

散
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会
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