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○議長（茂木

隆）

開

席

主

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（茂木

隆）

本日の議事は、議事日程第２号をもって進めます。

○議長（茂木

隆）

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、７番石塚柏君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、７番。
【７番

石塚柏議員

登壇】

○議長（茂木

隆）

はじめに、１番の項目について質問を許します。

○７番 （石塚

柏）

だ いせん の会の石 塚柏でご ざいます 。通告に 従い、一 般質問をさせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。
平成３ ０年度は 、平成 の最後の 年度とな りました 。この１ 年間にア ーカイ ブズでは公
文書資料 館として 明治１ ５０年記 念事業を 行い、明 治維新か ら太平洋 戦争ま で地域の住
民の歴史を丹念に拾ってくれました。大仙市の市民憲章に「歴史を見つめ、伝統に学び、
文化の花 咲くまち をつく ります」 とありま す。この 憲章にふ さわしい 事業を 展開してい
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ただきました。
そこで 、最初の 質問で すが、明 治１５０ 年記念事 業に参加 された市 民と歴 史研究家の
方々の反 応で特に 印象に 残ってい ること、 あるいは 主催者と してこの 事業に 対する評価
をお聞かせください。
２番目 の質問で すが、 昭和とい う時代は 、日本人 がどうい う足取り を歩い たのか、長
い間問わ れること と思い ます。７ 年後、昭 和１００ 年を迎え るわけで すが、 明治維新か
ら太平洋戦争まで、一つの線が見えるような気がいたします。大仙市のアーカイブズは、
昭和の歴史物をどのように収集して地域の歴史を深めていくお考えなのか、図書館と
アーカイ ブズとの 役割の 違いを明 確に示せ る好機で はないか と考えま すので 、当局のお
考えをお聞かせください。
○議長（茂木

隆）

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】

石塚柏議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 明治１５ ０年事 業につい てであり ますが、 昨年、平 成３０年 が明治 元年から満
１５０年 に当たる ことか ら、内閣 府が示し た「明治 以降の歩 みを次世 代に遺 す」「明治
の精神に 学び、更 に飛躍 する国へ 」という テーマの もと、シ ンポジウ ム、文 化的遺産を
巡るヘリテージツアー、企画展を開催いたしました。
はじめに、この事業に対する反応や評価についてでありますが、シンポジウムでは
「近代へ の道程― 戊辰戦 争と人び と―」な ど、大仙 市におけ る近代の 発展に 関する内容
で３回開 催してお ります 。延べ４ ００人を 超える参 加者があ り、毎回 、時間 が足りない
ほど活発 な質疑応 答がな されるな ど、市民 の地域の 歴史に対 する関心 の高さ がうかがわ
れたところであります。
ヘリテ ージツア ーでは 、市内に 残る「戊 辰戦争の 戦跡」を 巡るツア ーなど 、それぞれ
定員３０ 人として 計３回 開催し、 延べ９０ 人の参加 者があり ました。 毎回、 定員を超え
る申し込 みがあり 、市民 の郷土を よく知り たいとい う熱意を 感じるこ とがで きました。
企画展 は、大仙 市アー カイブズ 、旧池田 氏庭園内 の米蔵展 示施設、 花火伝 統文化継承
資料館「 はなび・ アム」 の３会場 において 、「戦争 と人びと 」「池田 家の近 代」「花火
と人びと の暮らし 」と題 して開催 しており ます。５ 月１５日 から１２ 月１日 まで、延べ
２万１， ９１０人 の来場 があり、 市民の大 仙市の歴 史に対す る関心の 高さと 歴史資料へ
の理解の深さを知ることができました。
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なお、 企画展の 開催に 当たり、 有縁友好 都市の宮 崎市から 、戊辰戦 争の際 に用いられ
た「錦の 御旗」の 複製を お借りし て展示し たほか、 市民から は、貴重 な歴史 資料をアー
カイブズに寄贈していただいたところであります。
本事業全体を通じましては、特に、この地域に数多く残されている戊辰戦争の記録や、
盛岡・大曲間の鉄道敷設に尽力した先人の記録などにより、郷土への認識が深まった
等々、事業に対するお褒めの言葉を多数いただいております。
また、 歴史研究 者から は、これ までほと んど知ら れていな かった歴 史資料 が市民から
寄贈されたことが高く評価され、今後の調査分析に期待も寄せられております。
次に、 ７年後に 昭和１ ００年を 迎えるに 当たって の取り組 みにつき まして は、地域の
記録と記 憶を守る という アーカイ ブズの使 命の下、 昭和の時 代の公文 書を適 切に整理・
保存し、市民の皆様をはじめ多くの皆様から利用していただけるようにしてまいります。
また、 地域に残 された 昭和の時 代を伝え る歴史資 料につき ましては 、市民 からの情報
を手がか りに収集 を図り 、公文書 とともに これらの 資料を活 用して地 域の歴 史を次世代
に伝えるための講座やヘリテージツアー、企画展を開催してまいります。
なお、 図書館と アーカ イブズの 役割の違 いにつき ましては 、議員ご 承知の とおり、図
書館は出 版物を主 に扱い 、アーカ イブズは 歴史資料 の原本を 扱うこと を原則 としており
ます。し たがいま して、 時代を問 わず、歴 史資料に つきまし ては、ア ーカイ ブズが整理
・保存を 進めてま いりま すが、図 書館とア ーカイブ ズは類縁 施設であ ること から、互い
に情報を 共有しな がら、 また、市 民とも協 働しつつ 、大仙市 の記録と 記憶の 保存・活用
に努めてまいりたいと考えております。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

次に、２番の項目について質問を許します。

○７番（石塚

柏）

次に、下水道事業の内容についてお尋ねいたします。

大仙市 の下水道 事業に は、公共 下水道事 業のほか 、三つの 下水道事 業があ るわけです
が、各会 計に対す る一般 会計から の繰入金 はどのよ うな状況 でしょう か。特 に農村集落
排水事業は、年々増えておりますが、原因と今後の見通しをお尋ねいたします。
次に、 上水道と 下水道 は、給排 施設と管 路の老朽 化が進み 、その更 新に大 変な負担が
予想され ます。老 朽化対 策の事業 費の計画 額を算定 していれ ば改良の 進捗率 を把握する
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ことが可 能です。 ハコモ ノの公共 施設総合 管理計画 と同様に 、水道事 業の老 朽化対策の
進捗状況がわかるように管理すべきではないのか、お尋ねいたします。
大仙市 の下水道 事業の 組織は、 平成３０ 年度から 新しい上 下水道管 理者の 下に包括し
た管理運 営が行わ れてお ります。 現在、市 では第２ 次の大仙 市地域水 道ビジ ョンを策定
しようと しており ますが 、必要な のは、む しろ下水 道ビジョ ンではな いかと 感じており
ます。
下水道 の話の前 に、簡 単に上水 道事業に 触れます が、上水 道ビジョ ンの下 で経営状況
は概ね良 好で、県 内の２ ２市町の 中で、内 容は１４ 市の水道 事業が赤 字経営 で、黒字経
営は８市 町であり ます。 市と町で あります 。大仙市 は黒字経 営で、北 秋田市 に次いで県
内２番目 に黒字額 が大き い内容と なってお ります。 供給する 原価が１ ，００ ０立方メー
トル当た り１７６ 円です が、売り 上げとし て入る供 給原価は ２０２円 、差額 ２６円の利
益を出しております。平成２９年度決算では、事業損益計算書で当年度純利益は２億
３，４０ ０万円を 計上し ておりま す。一方 、四つの 下水道事 業ですが 、全部 合わせてで
すね、４２億２，２００万円ありますけれども、一般会計からの繰入金が２１億
７，５０ ０万円あ ります 。５１パ ーセント の依存率 です。下 水道の処 理施設 の耐用年数
が３３年 で、この １０年 間で耐用 年数がく る施設が 多数あり ます。特 に機械 ・電気設備
は耐用年 数が２５ 年で、 間もなく 耐用年数 がきます 。機械・ 電気が動 かなく なっては、
全体が動 かなくな るでし ょう。農 業集落排 水事業に おいては 、大仙市 の地区 内の全体の
加入率は ６６パー セント でありま す。しか も加入率 が５０パ ーセント を割っ ている地区
が３０地区の中で７地区あります。
こうし た中で、 下水道 は将来と も町部、 農村部を 問わず、 満遍なく 動かな くてはなり
ません。 改めてお 尋ねい たします が、経営 の良好な 上水道ビ ジョンだ けでな く、長期的
な課題の多い下水道事業に関するビジョンを策定してはいかがというふうに思いますが、
当局のお考えをお聞かせ願います。
○議長（茂木

隆）

２番の項目に対する答弁を求めます。今野上下水道事業管理者。

暫時休憩いたします。
午前１０時１４分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１０時１５分
○議長（茂木

隆）

再

開

休憩前に引き続き、一般質問を行います。
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それでは、２番の項目の中の１番の項目について質問を許します。
○７番（石塚

柏）

大分あがっておりまして、申し訳ございません。

最初の質問です。どうして最初の落としたのか私も不思議でならないんですけど。
先の国 会で水道 法の一 部改正が なされま した。改 正の要点 は、事業 関係者 の責務の明
確化のほ かに四つ あった わけです が、その 中の官民 連携の推 進の条項 が連日 テレビに取
り上げられました。
水道事 業に民間 の企業 の参入を 可能にす るコンセ ッション 方式の報 道で、 海外の事例
が主な内 容でござ います 。視聴者 はこれを 見て、水 道料金が 高騰しな いだろ うか、ある
いは、水道事業が安定するものだろうかと心配したと思います。
一方、 法案が可 決成立 後、地元 新聞社が 秋田県内 の市町村 の水道事 業の現 状を客観的
に報道されたことが、かえって強く印象に残っておるところであります。
そこで 質問です が、大 仙市では 今回の水 道法の一 部改良を 、どのよ うに受 け止めてい
るのか、今後の上水道事業に与えるものなのか、お尋ねいたします。
追加させてください。失礼いたしました。
○議長（茂木

隆）

２番の項目に対する答弁を求めます。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】

質 問の上下 水道事業 の健全な 運営につ いてお答え申

し上げます。
はじめ に、水道 法の改 正と水道 事業の民 営化につ きまして は、今回 の改正 法は、人口
減少に伴 う水需要 の減少 、水道施 設の老朽 化、深刻 化する人 材不足等 の水道 の直面する
課題に対 応し、水 道事業 の基盤強 化を図る ことを目 的とし、 関係者の 責任の 明確化・広
域連携の 推進・適 切な資 産管理の 推進・官 民連携の 推進・指 定給水装 置工事 事業者制度
の改善の五つの柱が掲げられております。
その中 の一つで ある官 民連携の 推進にお いては、 民間事業 者に水道 施設の 運営権を設
定するコンセッション方式の導入を可能にしたものであります。
コンセ ッション 方式は 、地方公 共団体が 水道事業 者として の位置付 けを維 持しつつ、
公共施設 等の運営 権を民 間に設定 できる仕 組みであ り、水道 料金の上 限につ いての条例
化を含め、地方公共団体が議会の議決を経て導入するものであります。
本市に おいては 、水道 施設の運 転管理を 職員が行 っており ますが、 水道業 務に精通し
たベテラ ン職員の 多くが 退職し、 技術継承 が困難な ことから 、民間の 技術力 と運転管理
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のノウハ ウを活用 する必 要性を認 識してお ります。 このため 、運転管 理や点 検などを包
括的に行 う委託業 務の導 入につい ては今後 検討して まいりま すが、コ ンセッ ション方式
を導入す る予定は なく、 水道事業 の経営に ついては 、引き続 き市が責 任をも って行う必
要があると認識しております。
次に、下水道事業の繰入金の状況と農業集落排水事業の今後の見通しにつきましては、
下水道事 業は、平 成３０ 年度から 地方公営 企業法を 適用し、 経営の効 率化と 経営基盤の
強化に取 り組んで おりま すが、依 然として 一般会計 からの繰 入金に依 存して いる状況に
あります。
これは 、他の地 方公共 団体にお いても同 様であり 、総務省 が発表し ている 平成２８年
度の地方 公営企業 決算に よります と、収益 的収入及 び資本的 収入の合 計額に 占める他会
計からの 繰入金の 割合を 示す繰入 率は、公 共下水道 事業にお いては２ ８．８ パーセント
でありま すが、こ れは大 都市圏も 含まれて いるため 、類似団 体におい ては３ ５パーセン
ト前後と 推測され 、これ に対し大 仙市の平 成３０年 度予算の 繰入率は ３４． ３パーセン
トであり ます。同 様に、 特定環境 保全公共 下水道事 業では全 国平均の ４４． ６パーセン
トに対し ４１．９ パーセ ント、農 業集落排 水事業で は全国平 均の５７ ．７パ ーセントに
対し４２ ．０パー セント であり、 いずれも 全国平均 か、それ 以下とな ってい る状況にあ
ります。
本市における繰入金は年々増加傾向にありましたが、平成３０年度は前年度比約
６，５００万円減の２１億１，０００万円となっており、そのうち約４割の８億
８，０００万円を農業集落排水事業会計に繰り入れしております。
農業集 落排水事 業の繰 入金が多 い要因と して、接 続戸数に 対し処理 施設が 多く、維持
管理費が 下水道使 用料を 上回って いること や企業債 償還金が 多いこと が挙げ られます。
企業債 の償還は 、５年 間の据置 期間を経 て償還が 始まりま すが、平 成２４ 年度で全て
の事業が 終了し、 今後は 新たな償 還が発生 しないこ とから、 平成３０ 年度以 降は減って
いく見込 みであり 、新年 度予算に おいては ２，７０ ０万円減 の２０億 ８，０ ００万円と
なっております。
農業集 落排水事 業は、 平成４年 に供用開 始以来、 現在２９ 地区の維 持管理 を行ってお
りますが 、平成２ ５年度 からは３ 年間をか け、処理 場施設の 機能診断 調査を 実施し、平
成２７年 度にはこ の結果 を盛り込 んだ「大 仙市汚水 処理施設 整備構想 」を策 定しており
ます。
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この整 備構想は 、国土 交通省所 管の公共 下水道、 農林水産 省所管の 農業集 落排水、環
境省所管 の合併処 理浄化 槽等の関 係事業を 一元的な 視点に立 って最適 な整備 並びに運営
手法をまとめたものであります。
今後は 、この構 想に沿 い、流域 下水道等 への接続 による処 理施設の 統廃合 や施設の更
新事業を 実施する ととも に、接続 率の向上 による収 入の確保 と経費節 減に努 め、経営基
盤の強化と安定したサービスの提供に努めてまいります。
次に、 上下水道 施設等 の老朽化 と事業の 進捗管理 につきま しては、 公共施 設等総合管
理計画に おいては 、上下 水道事業 施設のう ち、浄水 場や処理 場等のい わゆる ハコモノ施
設につい ては、そ のほか の公共施 設と同様 に計画に 位置付け られてお り、個 別計画にお
いて進捗状況を把握することは可能であります。
一方、 配水管な どの上 水道管渠 や下水道 管渠につ いては、 道路橋梁 などと 合わせイン
フラ資産 として位 置付け られてお り、それ ぞれの更 新計画に 基づき管 理して いくことと
しております。
インフ ラ資産の 老朽化 による機 能停止は 、安全面 の確保や 市民生活 に多大 な影響を及
ぼすこと から、計 画的な 改修が必 要であり ます。こ れらイン フラ資産 の管理 には、管路
の詳細な 情報を網 羅した 管路台帳 の構築が 必要不可 欠である ことから 、水道 事業におい
ては平成３１年度から７年をかけ、上水道事業、簡易水道事業のすべての管路を対象に、
統合型の管路情報システムを構築する計画であります。
また、 下水道事 業にお いては、 平成２９ 年度から 統合型下 水道管理 台帳シ ステムの構
築を進めており、平成３３年度に完成予定であります。
これら の完成に あわせ 、システ ムの機能 を最大限 活用した 予防保全 型の管 路更新計画
を策定し、事業の計画的な実施と進捗の管理を目指してまいります。
次に、 新たな経 営ビジ ョンの作 成につき ましては 、市では 平成２１ 年７月 策定の「大
仙市地域 水道ビジ ョン」 に基づき 、安全で 安心な水 道水の供 給を図っ てまい りました。
しかし ながら、 水道事 業を取り 巻く環境 は大きく 変化し、 多様化す る課題 への取り組
みが求め られる中 、将来 にわたっ て安全で 安定した 水道水を 供給し、 健全な 事業運営の
持続のた め、現在 、平成 ４０年度 を目標年 次とした 「大仙市 新水道ビ ジョン 」の策定を
進めているところであります。
新ビジョンには、長期的な視点に立ち、水道事業としてあるべき姿を具現化しており、
人口減少 に対応し 、水需 要予測に 基づく施 設規模の 見直しや 統廃合を 検討す る必要性を
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盛り込んでおります。
今後は 、このビ ジョン を基に、 平成２８ 年度に策 定した「 大仙市水 道事業 及び簡易水
道事業経 営戦略」 の見直 しを進め 、今後１ ０年間の 建設投資 と収益的 収支の 見通しを示
した経営 計画との 整合性 を図りな がら、将 来像の実 現に向け た施策を 展開し てまいりま
す。
なお、 下水道事 業につ いては、 先に申し 上げまし た「大仙 市汚水処 理施設 整備構想」
を下水道 ビジョン に相当 するもの と捉えて おり、こ の構想を 基に既に 作成済 みの「大仙
市下水道 事業経営 戦略」 の見直し を進め、 整備構想 の示す将 来像の実 現に向 けた施策を
展開してまいります。
【今野上下水道事業管理者
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

次に、３番の項目について質問を許します。

○７番 （石塚

柏）

そ れでは 、ハコモ ノを除く 公共施設 の老朽化 について 質問いたしま

す。
質問が ハコモノ を除く 公共施設 に限定し ておりま すのは、 昨年１２ 月の定 例議会にお
きまして 、後藤健 議員が ハコモノ の公共施 設等総合 管理計画 の進捗状 況につ いて質問を
され、当 局は、今 後の見 通しを含 めた修正 内容を３ 月を目途 に議会に 報告し たいと答弁
をしてお りますの で、公 共施設等 総合管理 計画に関 係するも のは除外 をした ということ
でございます。
質問に 戻ります が、公 共施設の 老朽化の 問題は、 ハコモノ と水道施 設のほ かに橋梁、
トンネル 、農業施 設等が あります が、老朽 化の現状 と今後の 対策の見 通しは どうか、お
尋ねいたします。
次に、橋梁長寿命化修繕計画について質問をいたします。
事業の工事計画に対し、累積の実績箇所が計画の２４パーセントと遅れておりますが、
その原因と今後の対応についてお聞かせください。
このよ うに進捗 が遅れ ますと、 橋梁の床 板が傷ん で事故が 発生した 場合、 負傷者から
管理責任 が問われ かねま せん。ま た、この 橋梁長寿 命化修繕 計画の推 進につ いては、国
の防災・ 安全資本 整備交 付金が主 体的な役 割を果た している と思える のです が、私の想
像ですけ れども、 市の国 からの採 択の状況 が事業の 進捗に影 響してい るので はないかと
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思われますが、実際の状況についてお尋ねいたします。
○議長（茂木

隆）

○市長 （老松博 行）

３番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
石 塚柏議 員の三つ 目の発言 通告の、 ハコモノ を除く公 共施設の老朽

化に関す 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（茂木

隆）

古屋建設部長。

○建設 部長（古 屋利彦）

質問 の、ハコ モノを除 く公共施 設の老朽 化対策に ついて、お答

え申し上げます。
はじめ に、公共 施設の 老朽化の 現状と対 策につい てであり ますが、 現在、 本市では道
路施設と して橋梁 １，４ ２４橋、 トンネル １本、林 道施設と して橋梁 ３０橋 を維持管理
しており 、道路施 設の橋 梁につき ましては 、県内市 町村の中 で最も多 い管理 数となって
おります。
道路施 設である 橋梁及 びトンネ ルにつき ましては 、平成２ ６年度に 設けら れました国
の要領に 基づいた ５年に １度の施 設点検を 実施して おり、昨 年度末時 点で早 期措置段階
にある橋 梁は８６ 橋確認 されてお りますが 、緊急的 な措置が 必要とな る施設 はございま
せんでした。
なお、 今年度分 につき ましては 、現在、 点検実施 中であり 、年度末 までに 完了の予定
であります。
対策に つきまし ては、 防災・安 全社会資 本整備交 付金を活 用した長 寿命化 対策を基本
として行 っており 、これ までに早 期措置段 階と判断 された橋 梁のうち ７橋の 対策を実施
しているほか、今後の対策橋梁として８橋の補修設計を完了しております。
また、 林道施設 につき ましては 、林野庁 のインフ ラ長寿命 化計画に 基づき 、平成２９
年の豪雨 災害によ り被災 した１橋 を除く市 内林道橋 ２９橋を 対象に橋 梁点検 調査を実施
しております。
早期措 置段階と 判断さ れた橋梁 は３橋確 認され、 今後は調 査結果を 基に個 別施設計画
を策定し、農山漁村地域整備交付金を活用した長寿命化対策を実施してまいります。
次に、国からの交付金配分による事業進捗への影響についてであります。
近年、 防災・安 全社会 資本整備 交付金の 配分率は 非常に厳 しい状況 にあり 、過去５年
間の要望 額に対し て、平 成２６年 度には９ ４パーセ ントであ りました が、年 々減少し続
け、今年 度には４ ７パー セントに 至ってお り、この ５年間で ２分の１ にまで 縮小してお
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ります。
老朽化 対策事業 の主軸 となる橋 梁長寿命 化修繕計 画は、平 成２５年 度末に 策定してお
り、この 計画に基 づいた 国への防 災・安全 社会資本 整備交付 金要望を 行った 上で、総事
業費８億 ８，００ ０万円 の事業を 実施して おります が、計画 では今年 度まで の修繕計画
２９橋に 対しまし て、館 の橋、坂 の上橋な ど７橋の 実施にと どまって おりま す。計画に
対する進捗率は２４パーセントで、事業の遅延が否めない現状でございます。
本市と しまして は、限 られた事 業費で、 より効率 的な事業 を実施す るため に、国の交
付金事業 を活用し た長寿 命化対策 に加え、 平成２７ 年度より 直営で小 規模橋 梁の点検を
実施し、 コスト縮 減を図 っている ほか、今 年度は損 傷状況に 応じた小 規模橋 梁の直営補
修を試行しており、長寿化計画の遅延抑制に努めているところでございます。
今後に つきまし ては、 国からの 支援の拡 充がなけ れば老朽 化対策の 実効性 の確保が困
難と考え ておりま すので 、全国市 長会など を通じて 、防災・ 安全社会 資本整 備交付金の
配分拡大 を国に強 く要望 し続ける とともに 、現在の 長寿命化 修繕計画 の時点 修正を実施
し、引き続き、本市として効率的な手法による施設の健全化を図ってまいります。
○議長（茂木

隆）

再質問はありませんか。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、７番。

○７番 （石塚

柏）

進 捗率が 極端に悪 いと。市 の方では 、職員を 頑張らせ て、何とか国

から少な かった交 付金を 活用して 、事故、 それから 損傷、最 小限にし たいと いうふうに
頑張って いるとい うのは よく分か るんです けれども 、これ、 市長どう なんで すかね。大
仙市だけ の問題で すかね 。大仙市 だけとす ると、随 分国は大 仙市に対 して冷 たいもんだ
なという ことにな ります し、大仙 市だけで なくて全 国の自治 体に対し て同じ ように工事
の方の進 捗、これ は国で も分かる わけです から、落 ちている と。だけ れども 、そのまま
だと。仮 に３割が 割るよ うな話だ とすれば 、先程質 問でも申 し上げま したよ うに、床板
で事故が 起きたら 難しい 、人に当 たったら ですね、 裁判だと いうので ね、訴 えてやるっ
ていうよ うな話に ならな いとも私 は限らな いと思い ます。こ このとこ ろを大 変恐縮です
けども、 今後の取 り組み に対して は部長か ら全国市 長会云々 の話もあ ります けれども、
国の考え 方も含め て市長 からもう 一度、こ の橋梁長 寿命化修 繕計画に ついて 進めていく
と、最低 限の条件 は確保 していく という意 味におい て答弁を いただけ れば幸 いでござい
ます。よろしくお願いします。
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○議長（茂木

隆）

○市長（老松博行）

再質問に対する答弁を求めます。老松市長。
石塚柏議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

先程建 設部長か らご答 弁申し上 げました ように、 これまで も全国市 長会を 通じて防災
・安全社 会資本整 備交付 金の配分 拡大につ いては要 望してき ていると ころで あります。
これ以外 の通常の 社会資 本整備交 付金の配 分拡大に ついても 要望して きてい るところで
あります けれども 、実態 は先程申 し上げた ような状 況です。 これは大 仙市だ けではない
というふ うに認識 してお りますの で、ほか の市町村 も同じ気 持ちでい るとい うことには
間違いないと思っております。
今後の 対応とい うこと で、やは り国、国 土交通省 と財務省 に対しま して、 しっかりと
地元の国 会議員と 一緒に なってで すね、強 烈に要望 していく しかない という ふうに思っ
ておりま す。実情 を申し 上げる、 県内市町 村の中で 最も多い 橋梁を管 理して いるという
ことを訴 えながら 、これ まで以上 に強力に 要望活動 、要請活 動を繰り 広げて まいりたい
というふ うに思い ますの で、議員 、これは 市議会の 方のお力 添えもよ ろしく お願いした
いというふうに思います。
以上です。
○議長（茂木

隆）

再々質問はありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

次に、４番の項目について質問を許します。

○７番 （石塚

柏）

最 後にな りますが 、財政の 健全化方 針につい て質問を いたします。

大仙市 の財政の 足取り を振り返 りますと 、市債の 、いわゆ る市の借 金です が、残高の
ピークは 平成１９ 年度で １，１０ ９億円で した。こ の市債を 年１７億 円のペ ースで減ら
したおか げで、平 成２９ 年度の残 高は９３ ７億円と したわけ です。こ うして 市債を減ら
したおか げで、ど こが一 番変わっ たかとい いますと 、平成２ ０年度決 算で債 務の元金と
利息の公債費の合計は６４億円でしたが、平成２９年度決算の公債費は５８億円でした。
公債費が６億円少なくなったわけです。
公債費 を減らし た６億 円分、教 育や福祉 、民生の 予算を増 やすこと ができ たというわ
けであります。また、次の世代の負担が軽減したということは、言うまでもありません。
これも 、市は公 債費の ８割以内 にすると いう財政 健全化方 針があれ ばこそ 、公債費の
抑制がで きたわけ ですが 、今後、 公共施設 の老朽化 で財政需 要が絶え 間なく 続くことや
大仙市が １１年後 の２０ ３０年の 人口が６ 万９千人 に減少す ること等 を考え ますと、財
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政の行方は依然厳しいものがあります。
そこで 市長にお 尋ねし ます。市 債は公債 費の８割 以内にす るという 財政健 全化方針の
変更はし ないとい うこと か、ある いは、ほ かの手段 で舵を取 っていく という お考えなの
かお尋ねする次第でございます。
○議長（茂木

隆）

４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】

質問の財政健全化の方針についてお答え申し上げます。

市債は 、長期に わたっ て使用す る公共施 設の建設 費用など を、その 世代の 市民が全て
負担する のではな く、将 来その施 設を利用 する世代 の市民に も負担し てもら うという、
世代間の 負担の公 平性を 持つ重要 な役割を 果たして おります 。ただし 、一方 では過度な
市債の発 行は、将 来世代 が多大な 財政負担 を背負う ことにつ ながるこ とにも なります。
当市で は、合併 当初の 数年は、 地域の要 望や地域 間のバラ ンスなど を考慮 した社会資
本の整備 を進めて いく上 で、旧市 町村で計 画され合 併協議に おいて策 定され た新市建設
計画を基 に、各地 域の道 路や上下 水道整備 をはじめ 統合小学 校や統合 保育園 の建設、ま
ちづくり 交付金事 業など 大規模な ハード事 業を集中 して実施 してまい りまし た。その財
源として 多額の市 債を発 行したこ とから、 平成１９ 年度末に は企業会 計を含 む全会計で
約１，１ １０億円 の膨大 な市債残 高を有す ることと なり、市 債償還に 係る公 債費の増大
が財政圧迫の大きな要因となったところでありました。
これに より、平 成２０ 年度決算 において 公債費負 担の尺度 を示す実 質公債 費比率が国
の定める 基準値を 上回っ たことか ら、公債 費負担適 正化計画 を策定し 、計画 されていた
公共事業 の精査と ともに 、計画期 間内にお ける臨時 財政対策 債を除く 市債発 行額を、元
金償還額 の８０パ ーセン ト以内に 抑制する といった 基本目標 を掲げ、 市債残 高の縮減に
努めてまいりました。
また、 平成２８ 年度以 降におい ても第２ 期総合計 画基本構 想に基づ き、平 成３１年度
までの前 期実施計 画期間 内の市債 発行額を 元金償還 総額の８ ０パーセ ント以 内とする目
標を堅持 し、市債 発行額 の抑制に 努めてお り、平成 ３１年度 当初予算 編成時 点における
市債残高 は、ピー ク時の 平成１９ 年度に比 べ約２０ ０億円、 率にして １８パ ーセント縮
減し、実質公債費比率や将来負担比率についても着実に改善してきております。
なお、平成２８年第１回市議会定例会の石塚議員の一般質問にお答えしているとおり、
さらなる 将来負担 の軽減 を図るた め、平成 ３２年度 から３７ 年度まで の後期 実施計画期
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間内の市 債発行額 につい ては、元 金償還額 の７０パ ーセント 以内とす ること を基本に取
り組んでいく計画としております。
こうし たことか ら、平 成２８年 度から平 成３７年 度までの 第２期総 合計画 期間全体に
おいては 、市債発 行総額 を元金償 還額の７ ５パーセ ント以内 に抑制し 、最終 年度となる
平成３７ 年度末に は、臨 時財政対 策債を除 く全会計 の市債残 高を６０ ０億円 程度に縮減
すること を目標に 、財政 健全化に 向けた取 り組みを 進めてい くという 基本方 針に変わり
はありません。
今後も 市債残高 の縮減 を図るこ とで、そ の償還金 となる公 債費が減 少し、 子育て・農
業振興・ 地域振興 などの 重点施策 への、よ り一層の 予算配分 が可能と なるこ とから、償
還と借り 入れのバ ランス を考慮し 、財政規 律を守っ た計画的 な市債発 行に引 き続き努め
てまいります。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

これにて７番石塚柏君の質問を終わります。
【７番

○議長（茂木

隆）

石塚柏議員

降壇】

次に、２１番渡邊秀俊君。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、２１番。
【２１番

○議長（茂木

隆）

○２１番（渡邊秀俊）

渡邊秀俊議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
一般質問をいたします。

最初に、若者の交流・研修について伺います。
これは 、ここに おる方 で覚えの ある方も おるかと 思います けれども 、随分 と前になり
ますけれ ども、秋 田県で は当時の ソ連、そ れから中 国を対象 に青年研 修を実 施しており
ました。 これに参 加した 者の多く は、今で は現場の 一線を過 ぎた年齢 になっ ていること
と思いま すけれど も、こ の研修の 成果は、 その後の 仕事をす る様々な 場面で の意欲の喚
起や人脈 が大いに 生かさ れ、地域 社会づく りに大き な貢献を したもの と思わ れます。何
十年も前 のことと はいえ 、交流を 機に、毎 年懇談の 場を設け 、親交を 深めて いるとの話
もよく聞かれます。
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ここ数 年、市内 各地区 で祭りの 復活や運 動会の復 活開催な どなど、 工夫を 凝らした事
業を通じ て地域の 親睦、 融和、協 調、活性 化を図り 、取り組 みが見ら れるよ うになって
まいりました。
人材育 成基金は 廃止に なりまし たけれど も、大仙 市では中 学生の派 遣研修 は毎年盛ん
に行われ ておりま す。オ ーストラ リア、広 島、宮崎 、あるい は西仙北 高校で はデンマー
クでの福祉研修等、その成果はこれから徐々に表れてくることと思われます。
これをもう少し上の年代、２０代、３０代の若者を対象とした研修の場を設け、続け、
かつて県で行ったその後の研修の効果を大仙市でも行うような考えはないのか伺います。
○議長（茂木

隆）

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】

渡邊秀俊議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 若者の交 流、研 修の機会 の拡充に ついてで あります が、議員 ご指摘 のとおり、
交流や研 修は、人 材育成 や地域経 済の発展 など本来 の目的を 果たすこ とはも とより、参
加者向士 が同じ体 験をし 、成果を 得ること で培った 絆により 、その後 のそれ ぞれの仕事
や地域活動の充実に大きな効果をもたらしているものと考えております。
若者の 交流に係 る市内 の取り組 みといた しまして は、「四 ツ屋青年 塾」「 にしせん未
来塾」「 なんがい 若者会 議」「払 田柵真会 」などに おいて、 様々な業 種や団 体の若い世
代が自主 的に集ま り、互 いの知恵 と力を出 し合いな がらまち づくりに 取り組 んでおり、
市では地域枠予算や地域の魅力再発見事業などにより支援しております。
また、一般社団法人大曲青年会議所は、本市、仙北市、美郷町に住居か職場を持つ
２０歳か ら４０歳 までの 会員で構 成され、 行政への まちづく りの提言 や市民 参加型のま
ちおこし イベント の開催 、青少年 育成活動 や国際交 流事業を 通じ、地 域のリ ーダーシッ
プを担う人材の育成を図っております。
本市と 台湾新北 市との 友好交流 関係の構 築に向け た取り組 みは、大 曲青年 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 流を縁に したもの であり 、まさに若
者同士の交流が地域の発展のために大きな実を結ぼうとしているものと考えております。
加えて 、秋田県 仙北地 域振興局 とＦＭは なびでは 、共催に より、仙 北地域 若者の活躍
推進事業 として「 大人Ｄ Ｅサーク ル」を開 催してい るほか、 大曲青年 会議所 では「コネ
つく～名 刺で作ろ うコネ クション 」を開催 するなど 、異業種 交流を通 じて若 い世代の人
脈づくりが行われております。
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人材育 成基金に つきま しては、 個人の専 門的なス キルを磨 き、その 成果を 地域社会に
生かして いただく ことを 目的に新 市誕生時 に造成し ておりま すが、そ の後、 農業や企業
支援など それぞれ の分野 において 国・県が 同様の制 度を創設 したこと から、 廃止するこ
ととしたものであります。
しかし ながら、 近い将 来、地域 産業やま ちづくり の主役と なる若い 世代が 夢を持ち、
その夢に 向かって チャレ ンジでき る環境の 充実を図 ることは 、地方創 生の観 点からも大
変重要な 取り組み である と考えて おります 。今後、 若者の意 見をしっ かりと 受け止めな
がら、交 流・研修 機会の 拡充や起 業や就農 、ベンチ ャービジ ネスの育 成につ ながる環境
づくりな どについ て研究 し、若い 世代を応 援する新 たな制度 を創設し てまい りたいと考
えております。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○２１ 番（渡邊 秀俊）

はい、２１番。
前に同 僚議員も 一般質問 しており ましたけ れども、 学校教育ばか

りでなく、社会教育にももう少し力を入れてほしいというような質問だったと思います。
今、市長 が新しい 制度を 作ってや ると申し ましたけ れども、 制度を作 るほど の必要があ
るのかど うか。昔 は社会 教育に情 熱を傾け て、青年 教育、婦 人教育に 熱意を 持って臨ん
だ職員も多々おりました。そういうことからすれば、情熱を持った職員が、よし俺が
やってや るという くらい で、制度 がなくて もできる 事業だと 思います ので、 そこら辺を
加味していただいて、実施の方向でお願いしたいと思います。
次の質問に。
○議長（茂木

隆）

○２１ 番（渡邊 秀俊）

次に、２番の項目について質問を許します。
それで は二つ目 に、年度 当初を迎 えるに当 たって、 「役所仕事」

という言葉について伺います。
民間に 比べ、形 式主義 に流れ、 不親切で 非効率な 仕事ぶり 、電話で の接遇 や愛想が悪
い、挨拶 がない、 たらい 回しにさ れる、前 例がない 、やって やるとの 上から の目線、責
任の所在がはっきりしない、書類の数が多過ぎるなどなどたくさんあります。
最近に なって、 行政は 最大のサ ービス産 業である というの を前面に 掲げ、 市民の要望
にできる だけ早く 対処し 、喜んで もらおう という動 きがあち こちで見 られる ようになっ
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てまいりました。
東洋経 済新報社 という ところが 毎年公表 している 「住みよ さランキ ング」 というのが
ありまし て、全国 で８１ ４を数え る市のう ち、２０ １７年度 では大仙 市は８ １４のうち
の３７位 と上位に 位置し 、秋田県 内では潟 上市、横 手市を押 えトップ であり ます。これ
は安心度 、利便度 、快適 度、それ から富裕 度、もう 一つ住宅 水準充実 度を数 値化したも
ので、大 仙市の場 合は富 裕度が上 がればさ らなる上 位を狙え る位置に つけて おります。
住みよ さを実感 できる まちづく りを進め ていくと いうこと は、市長 も含め て我々も同
じ考えで あります 。その 実感たら しめる第 一歩が、 やはり役 所と住民 のお互 いの信頼感
の醸成ではないかと思います。
組織は 人材です 。行政 と市民と の協働の まちづく りをさら に進展す るため にも、役所
仕事だか ら仕方が ないと いう市民 の考えを 払拭し、 互いに信 頼し合え る組織 の構築が求
められま す。今ま でも取 り組んで きたと思 いますけ れども、 これから の改善 策に向けた
考えを伺います。
○議長（茂木

隆）

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】

質問の役所仕事の改善についてお答え申し上げます。

市役所 としての サービ ス向上に つきまし ては、議 員ご指摘 の役所仕 事とい う印象を持
たれない よう、研 修を通 じた職員 の資質向 上はもと より、た らい回し や申請 事務の煩わ
しさなど を解消す るため 、申請事 務のワン ストップ 化や上下 水道料金 業務の 民間委託、
相談窓口 の増設な ど、市 民目線で 利用しや すい・わ かりやす い環境づ くりを 進めてまい
りました。
今年度 において は、本 庁への来 庁者にと って総合 案内窓口 がすぐに 分かる ように、市
民課のカウンターを改修し、本日から運用を開始したところであります。
また、 接遇につ きまし ては、職 員で組織 するマナ ー向上委 員会によ る啓発 や研修など
を通じて 、接遇に 関する 意識を高 め、来庁 される市 民の皆様 方が気軽 に話し やすく、親
しみが持てる環境づくりに努めているところでございます。
市役所における業務は、民間のサービス提供とは違い、利益を追求するものではなく、
社会情勢 の変化に 的確に 対応し、 住民のニ ーズに応 えながら 市民の皆 様が安 心して暮ら
せる環境を整えることが第一と考えております。
今後に おきまし ても、 さらなる サービス 向上と接 遇改善に 努め、親 しみの 持てる環境
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づくりを 行ってい くとと もに、国 で進める 新たな行 政サービ スや先進 自治体 で行ってい
る取り組 みなどを 参考と しながら 、行政の 改善・改 革を行い 、行政に 対する 満足度の向
上を図るとともに、市民とより良好な信頼関係が築けるように努めてまいります。
【西山副市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○２１番（渡邊秀俊）

次に、３番の項目について質問を許します。
指定管理施設の今後について伺います。

これは 同じよう な質問 を同僚議 員も何回 か行って おるわけ ですけれ ども、 よろしくお
願いします。
大仙市 の公共施 設７１ ４施設、 このうち ８６施設 が現在指 定管理者 によっ て運営がな
されています。民間の資金、経営手法を生かして地域の活性化を図るとした第三セク
ターの運 営が行き 詰まっ た中で、 自治体が 管理運営 していた 施設を民 間に代 行させるこ
とができ るとした 指定管 理者制度 ができて 十数年に なります 。サービ ス向上 による利用
者の利便 性の向上 、経費 の削減に よる自治 体負担の 軽減を狙 ったもの で、大 仙市におい
ても大まかな数字で平成２５年の管理料が３億６，０００万円、平成３０年は２億
５，００ ０万円と １億１ ，０００ 万円程減 額となっ ておりま す。ただ 、減額 すれば、減
ればいい というも のでは なく、指 定管理す る方も自 分の経営 がありま す。５ 年程先の契
約を更改 するに当 たって 、さらな る減額が 見込める かは疑問 が残ると ころで あります。
この先、 利用者数 の増加 が見込む ことがで きないこ とから、 管理者の 撤退も 予想される
ところです。
そのと きになっ て右往 左往する ことのな いよう、 今後のあ り方につ いて議 論を深める
べきではないか。指定管理者制度の今後の方針について伺います。
○議長（茂木

隆）

３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】

質問の指定管理施設の今後についてお答えを申し上げます。

大仙市 の指定管 理施設 につきま しては、 合併前で あります が、平成 １６年 度におきま
して二つ の施設の 指定を 皮切りに 、平成２ ２年度で は１３９ 施設とい うこと でピークと
なってお ります。 その後 は、導入 の効果に よる見直 しや管理 団体への 譲渡な どによりま
して、現在は８６の施設について指定管理者制度を導入しているものでございます。
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本制度 は、民間 事業者 のノウハ ウを活用 すること で、より 質の高い サービ スの提供が
図られる とともに 、効率 的な運営 により経 費削減が 望めると いう観点 で導入 を進めてま
いりました。
指定管 理者にと りまし ては、導 入から４ 回目の更 新となる 施設もあ り、さ らなる経費
削減は困 難だとい う事情 もありま すが、更 新する際 には、利 用者の数 の動向 や指定管理
者の自主 事業の状 況など に考慮し た基準費 用額を設 定してご ざいます 。更新 時には、そ
の基準費 用額に対 しての 提案を受 けている ことから 、利用者 の皆様に も工夫 を生かし利
益を求めていただけるものと考えておるところであります。
こうし た中にお きまし て大仙市 の事例で はありま せんけれ ども、他 市の事 例でありま
すが、指 定管理の 手続き におきま して応募 者と契約 条件が折 り合わず 、直営 管理に移行
したという事案も発生しております。
大仙市 におきま しては 、それぞ れの指定 管理施設 におきま して、指 定管理 期間が満了
となる２ 年前から 施設所 管課、財 政担当課 、指定管 理担当課 におきま して更 新の要否、
施設の今 後のあり 方、指 定管理者 などの意 向などを 含め、管 理期間満 了後の 方向性につ
いて協議 を行った 上で更 新手続き に入って おります ので、議 員ご指摘 のよう な事態にな
らないように努めているところでございます。
今後におきましても、施設の老朽化や人口減少による利用者数の減少が進むことから、
更新前の 検討段階 におき まして既 存の施設 の存続の 有無も含 め、しっ かりと した方向性
を見出し ていきた いとい うふうに 考えてお ります。 引き続き 指定管理 を更新 していく施
設につき ましては 、市民 サービス や利便性 の向上を 図りなが ら、市民 の皆様 と指定管理
者の方々の両者にとって有益となるような制度を運用し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（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○２１ 番（渡邊 秀俊）

はい、２１番。
更新に 当たって は、２年 前から管 理者との 話し合い をしていると

いうこと ですので 、ただ その際に 、かかわ りある地 元の住民 の意見も 十分に 取り入れて
理解を得 られるよ うに進 めていっ てもらい たいこと を申し添 えて質問 を終わ ります。ど
うもありがとうございました。
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○議長（茂木

隆）

これにて２１番渡邊秀俊君の質問を終わります。
【２１番

○議長 （茂木

隆）

渡邊秀俊議員

降壇】

一 般質問 の途中で あります が、この 際、暫時 休憩いた します。午前

１１時２０分に再開いたします。
午前１１時０９分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時２１分
○議長（茂木

隆）

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、１０番藤田和久君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、１０番。
【１０番

○議長（茂木

隆）

○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。
日本共 産党の藤 田和久で ございま す。通告 に従い、 一般質問させ

ていただきます。
最初の質問は、除雪について伺います。
今年の 冬は例年 に比べ 降雪量が 少なくて 、私たち 市民の除 雪や雪下 ろしな ど、大変楽
で喜んでいるところです。しかし、今年の雪の降り方といいますか、傾向といいますか、
例年と少し違った降り方になっております。
例年で すと中仙 方面か ら角館方 面は、大 曲地域に 比較して 降雪量が 少ない 傾向にあっ
たわけですが、今年は大曲地域とほぼ同じような降雪量になっております。もう一つは、
横手・湯沢地域は、これまでも大曲地域に比べ、少し降雪量が多い傾向ではありました。
今年は、 美郷町も 含め横 手・湯沢 の降雪量 は、大曲 の倍近い 量になっ ており 、美郷町、
横手市は国に対し、除雪費の追加申請をしたと伺っております。
実は、 こうした 例年と の降雪量 の傾向が 変化した ために、 除雪に対 するト ラブルも発
生してお ります。 美郷町 や横手市 だけでな く、大仙 市の大曲 地区南部 も例年 同様の大雪
傾向にな っており ます。 具体的に は、内小 友の南部 、藤木、 角間川地 域です 。これらの
地域に除 雪車の運 行の基 準となっ ている１ ０センチ 以上の降 雪があっ ても除 雪車の来な
い日が度々ありました。角間川地区の方から何回となく私に除雪の要請が、ブルドー
ザーの要 請が電話 で寄せ られまし た。私も 何回か要 請があっ たために 、一度 市内を回っ
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て調べて みました ら、大 曲の中心 部で５セ ンチしか 降ってお らないの に、内 小友の宮林
地区は１ ０センチ 程度、 藤木八圭 地区は１ ４センチ でした。 角間川の 中野地 区、横手市
に近いと ころは１ ６セン チもあり ました。 しかし、 １月の下 旬から２ 月上旬 には、この
ような傾 向の降雪 が数回 あって、 これら南 部の地域 に除雪車 が必要な のに除 雪車が来な
いという日が数回あったそうです。
私が伺 いたいこ とは、 こうした 部分的に 降雪の多 かった南 部地域な どに除 雪車を出動
できるよ うにして ほしい というこ とであり ます。何 回か要請 がありま したが 、特異な降
雪状況の ため、除 雪担当 者に話し ても、か なり無理 なお話か なと思い 、考え 、一部の除
雪業者に連絡して出動してもらった場合もあります。
出動基 準の見直 しや地 域ごとに 電話によ る要請連 絡なども 含め、地 域ごと に降雪量の
ばらつき があって も、１ ０センチ 以上の降 雪があっ た場合に は、その 地域に 除雪車を出
動させるようにすることができないものなのかお伺いいたします。
以上です。よろしくお願いいたします。
○議長（茂木

隆）

○市長 （老松博 行）

１番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
藤 田和久 議員の一 つ目の発 言通告の 除雪に関 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（茂木

隆）

古屋建設部長。

○建設部長（古屋利彦）

藤田和久議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 除雪につ いてで あります が、近年 は、局所 集中的な 降雪が増 加傾向 にあり、降
雪状況に適応した細やかな除雪作業が必要となっております。
本市の 除雪の出 動につ きまして は、深夜 の午前１ 時から午 前４時ま での間 に前日から
の降雪量が１０センチ以上となった場合に、各地域２１カ所に設置している降雪セン
サーが感知し、各地域ごとに出動命令を出す仕組みとなっております。
除雪作 業は、円 滑な交 通や歩行 者の安全 を確保す ることは もとより 、通勤 ・通学等に
支障がな いよう、 原則と して午前 ７時３０ 分までに 終了する こととし ている ため、午前
４時以降 に１０セ ンチ以 上の降雪 となった 場合には 、これら を総合的 に勘案 し、出動を
見合わせ るケース があり ます。こ の場合に は、道路 河川課並 びに各支 所農林 建設課の職
員が早朝 より現地 の状況 を把握し 、必要に 応じてパ トロール を行いな がら除 雪車の出動
の可否を判断しているところでございます。
議員か らご指摘 があり ました除 雪の対応 につきま しては、 午前４時 以降の 降雪の影響
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も要因の一つとして考えられます。
また、 今冬、大 曲地域 では、中 心市街地 に比べ南 部の藤木 、角間川 地区で 降雪量が多
くなりま したが、 大曲、 西根、藤 木、四ツ 屋の４地 区に設置 している 降雪セ ンサーの感
知状況や 職員並び に除雪 業者のパ トロール を強化し て、綿密 に出動の 有無を 判断しなが
ら対応したところであります。
具体例を挙げますと、昨年１２月３１日には、大曲市街地では降雪量が９センチで
あったた め除雪を 行って おりませ んが、藤 木、角間 川地区で は１０セ ンチ以 上の降雪が
あり、除 雪車を出 動して おります 。また、 １月５日 には、降 雪量が１ センチ メートルの
ため除雪 を行って おりま せんが、 当地区で は道路状 況が悪く 、通行に 支障の ある状態で
あったた め、日中 に路面 整正作業 を行って おります 。藤木、 角間川地 区では 、このよう
な部分的な除雪を、このほか３回行っているところであります。
しかしながら、議員ご指摘のように、地域の境界や除雪車の担当路線等の都合により、
迅速な対 応が不足 してい る箇所も あると考 えられま すので、 パトロー ルの強 化や除雪業
者との連 携を図り ながら 、市民の 皆様にご 理解いた だけるよ う、さら に細や かな除雪作
業に努めてまいりたいと考えております。
以上です。
○議長（茂木

隆）

再質問ありませんか。
（「ございません。よろしくお願いします」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○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 、第Ⅱ期 花火産業 構想に関 連しての 質問でござい

ます。
第Ⅰ期 花火産業 構想と して、花 火生産工 場の稼働 、国際花 火シンポ ジウム の成功、四
季の花火 大会、花 火伝統 文化資料 館「はな び・アム 」のオー プンなど 、大き な成果を上
げました 。これに 引き続 き今年度 （平成３ ０年度） に第Ⅱ期 花火産業 構想を 策定すると
のことで す。是非 とも大 仙市並び に大曲の 産業活性 化につな がるよう な構想 を策定し、
実現に向けて努力していただきたいと思うものであります。
ただし 、私が３ 、４年 前に大曲 の花火大 会に関し 一般質問 をしてお ります 。その時の
再質問で当局の方から、花火大会の決算書を議会に示し説明すると答弁がありましたが、
その後、 いまだに 示され ておりま せん。ま た、大会 での市と して支援 ・協力 している事
業につい ても説明 すると の答弁で したが、 その後も その内容 は示され ており ません。大
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会会場の 設営や出 店の準 備、終了 後のごみ 処理や後 片付けな ど、市や 関係団 体がどれく
らいの人 夫・車両 ・経費 になって いるのか など、私 たちには 分かりま せん。 これらの実
態が分か らないと 花火産 業構想を 実際に提 案されて も、我々 の評価に 限界が あるのでは
ないかと思っております。
また、 花火大会 は、市 や商工会 議所だけ でなく、 警察署や 消防署、 消防団 、警備保障
会社など 、たくさ んの関 係団体が 協力・連 携して成 功させて おります 。これ らへの手当
や日当、弁当代などの支給がどのようになっているのかも私たちには分かりません。
そして 、花火大 会につ いては、 職員や市 民からも たくさん のいろい ろな意 見が出され
ていると 伺ってお ります 。これら の内容は 、私たち 議員とし ての花火 構想に 対する評価
に当たっ ても必要 な資料 となりま す。これ らの資料 ・内容を きっちり 議会に 示していた
だくことはできないものなのか伺います。
１点は、全国花火大会決算書の提示と説明について。
２点目は、市としての支援・協力事業の実態について。
３点目は、警察や消防、消防団、警備保障会社などの協力の実態について。
４点目 は、職員 や市民 から寄せ られてい る様々な 意見など について お知ら せいただき
たいと思います。
２番目の質問を行います。
第Ⅱ期花火産業構想について、現時点で分かる範囲で教えていただきたいと思います。
第Ⅱ期花 火産業構 想につ いては、 国際花火 大会の実 現とか何 点か伺っ ており ますが、ほ
ぼ９０パ ーセント 具体化 しつつあ るという お話も伺 っており ます。構 想の具 体的内容に
ついて、現時点で分かる範囲で内容をお伺いしたいと思います。
第Ⅱ期 花火産業 構想も 第Ⅰ期同 様、地域 活性化、 市民の期 待に応え られる ような素晴
らしい構想となるよう期待したいと思います。
以上で終わります。よろしくお願いします。
○議長（茂木

隆）

２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】

質問の第Ⅱ期花火産業構想についてお答え申し上げます。

はじめ に、全国 花火競 技大会決 算書の提 示等につ いてであ りますが 、第９ ２回全国花
火競技大 会の決算 書につ きまして は、今会 期内に資 料を配付 させてい ただき たいと思い
ます。
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昨年８ 月２５日 に開催 された第 ９２回全 国花火競 技大会の 支出の決 算見込 み額は５億
３，４５ ６万９千 円で、 そのうち 本市が担 当してい る安全部 費の決算 額は４ ，０２５万
９千円と なってお ります 。また、 全国花火 競技大会 に係る主 な収入の 決算見 込み額は、
観覧席・ 自由席収 入が６ 億５４６ 万２千円 のほか、 スポンサ ー料・協 賛金・ 広告収入が
３，８６８万３千円となっております。
次に、 市、警察 、消防 、消防団 、警備会 社等の協 力の実態 につきま しては 、市職員が
交通整理・交通規制、駐車場、ＰＲ・案内及び本部に合計５８１人、警察官は４５１人、
広域消防 職員は１ ５２人 、消防団 員は９１ 人、警備 保障会社 は２８８ 人のほ か、交通指
導隊２７人及びシルバー人材センター２人の合計１，５９２人が従事しております。
手当等 につきま しては 、市職員 には時間 外勤務手 当に加え て食事代 を、消 防団員と交
通指導隊 には費用 弁償と 食事代を 支給して おります 。交通規 制や警備 を担当 している警
備保障会 社や駐車 場案内 係のシル バー人材 センター には、契 約に基づ き委託 料等を支出
しております。
次に、 職員や市 民から 寄せられ ている意 見・要望 につきま しては、 実際に 従事した職
員から交 通規制区 域内へ のより良 い誘導の 仕方や風 雨に伴う 適切な看 板・テ ント設置な
どの課題 改善要望 を集約 いたして おります 。また、 市民から は、ごみ の散乱 や民間が設
置している駐車場への誘導案内の対応に関連した苦情等が出されております。
これら のことに ついて は、本市 と大曲商 工会議所 並びに協 力機関等 で構成 される「大
曲の花火」大会実行委員会で共有し、次回の大会に向けて改善を図っております。
平成９ 年から大 曲商工 会議所の 要請によ り、市と の共同開 催になっ ており 、実行委員
会の中で 安全部会 として 交通規制 や駐車場 、警備・ ＰＲ・案 内の分野 で運営 に参画する
とともに 、観覧・ 打上会 場整備費 負担金と して、今 年度は１ ，９７２ 万８千 円を支出し
ております。
全国花 火競技大 会は、 本市の大 切な観光 資源の一 つであり ます。２ ０２０ 年には東京
オリンピ ック・パ ラリン ピック競 技大会が 開催され ることで 外国人も 多く日 本に訪れる
など、大 きな機運 が盛り 上がって いる中、 官民一体 となって さらなる 効率的 な運営体制
の検討と ＰＲを進 め、日 本最高峰 の花火競 技大会を 安全に開 催し、国 内外か ら観に来ら
れた方に感動と元気を与えられるよう努めてまいります。
次に、 第Ⅱ期花 火産業 構想につ きまして は、１１ 月２７日 に開催さ れた議 員全員協議
会におい て概要を 説明し ておりま すが、今 次定例会 開会中の ３月１１ 日に市 、大曲商工
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会議所、 大仙市商 工会、 大仙市観 光物産協 会を主体 に構成さ れる花火 産業構 想推進プロ
ジェクト会議を開催し、同日公表することとしております。
その基 本方針と しまし ては、平 成２６年 度から３ ０年度ま での第Ⅰ 期構想 に実施した
事業の検 証を踏ま え、改 善及び新 規事業を 追加し、 第Ⅱ期構 想を策定 するも のであり、
構想期間は平成３１年度から５カ年としております。
主な新 規事業と しては 、「花火 のまち」 中心市街 地環境整 備事業と して、 大曲駅周辺
から「は なび・ア ム」ま でのルー トに、花 火をモチ ーフとし た誘導サ イン、 案内看板を
整備し、 「花火の まち大 仙市」を 来訪者へ 印象づけ 、周遊ル ート構築 による 回遊性の促
進を図ります。
「花火 のしごと 」魅力 発信事業 としまし て、花火 に関わる 仕事の魅 力を無 料職業紹介
所や首都圏移住相談会等で発信し、若年層の地元定着、移住・定住を図ります。
国産無線点火システム販売普及事業としまして、株式会社花火創造企業が中心となり、
国産の無 線点火シ ステム を開発し 販売につ なげ、国 内花火の 演出力向 上を図 ります。あ
わせて、 花火製造 工程の 自動化・ 省力化に 市内花火 業者が取 り組み、 収益率 を向上させ
ることとしております。
国際花 火観光都 市交流 推進事業 としまし て、国際 花火シン ポジウム 開催の 成果を生か
し、海外 都市との 花火を 通じた交 流により 、「大曲 の花火」 を世界へ 向け発 信し、観光
消費と交流人口の拡大を図ります。
また、構想期間中に海外で活躍する花火会社等が出場する国際花火競技大会を開催し、
国内花火 会社の技 術向上 とインバ ウンド誘 客を図り ます。さ らに、今 年度か ら「大曲の
花火」実 行委員会 が主体 となり実 施してい る四季の 「大曲の 花火」開 催や「 はなび・ア
ム」のＰＲにより、通年での誘客と観光振興を図ります。
花火産 業構想は 、地域 を元気に する重点 政策の一 つと位置 付け、「 大曲の 花火」が持
つブラン ド力を最 大限に 生かし、 関係機関 と連携し ながら国 内外に向 けた情 報発信と通
年型観光振興、産業振興を総合的に推進してまいります。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「ございません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１０番（藤田和久）

次に、３番の項目について質問を許します。
三つ目の質問として、学童保育について質問いたします。
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学童保 育（放課 後児童 クラブ） の「従う べき基準 」につい て、全国 的な待 機児童数の
増加問題などから、国としてこの基準を緩和することが示されております。
学童保 育は、１ ９９７ 年児童福 祉法で「 放課後児 童健全育 成事業と は、小 学校に就学
している 児童であ って、 その保護 者が労働 等により 昼間家庭 にいない ものに 、授業終了
後、児童 厚生施設 等の施 設を利用 して、適 切な遊び 及び生活 の場を与 えて、 その健全な
育成を図 る事業を いう」 と定めら れました 。その後 、２０１ ３年に「 市町村 は、放課後
児童健全 育成事業 の設備 及び運営 について 、条例で 基準を定 めなけれ ばなら ない」「市
町村が前 項の条例 を定め るに当た っては、 放課後児 童健全育 成事業に 従事す る者及び員
数につい て厚生労 働省令 に定める 基準を参 酌するも のとする 」と定め られま した。そし
て、実施 施行は２ ０１５ 年からと なってお ります。 さらに２ ０１４年 には、 厚生労働省
令「放課 後児童健 全育成 事業の設 備及び運 営に関す る基準」 が公布さ れ、「 従うべき基
準」であ る指導員 の資格 と運営と 配置基準 が定めら れたこと は「全国 的な一 定水準の質
の確保」に向けて、大きく踏み出す第一歩となりました。
省令基 準では、 放課後 児童支援 員の資格 を取得す るには、 保育士や 社会福 祉士、教諭
などの有 資格者、 大学で 一定の課 程を履修 した者、 高卒以上 で２年以 上児童 福祉事業に
従事した 者など、 ９項目 のいずれ かの基礎 要件を持 つ者であ って、市 町村が 適当と認め
た者も加 えられて います けれども 、都道府 県が実施 する１６ 科目２４ 時間の 放課後児童
支援員認定資格研修を受講し、修了することが必要であると定められました。
また、 国は２０ １５年 ３月に「 放課後児 童クラブ 運営指針 」を策定 し、こ れは条例と
運営指針 に基づい て運営 されてい る放課後 児童クラ ブの支援 員の共通 の認識 や資質の向
上を目指したものとしています。
放課後児童クラブが２０１５年になって国や自治体の法令に沿ったことになりますが、
それ以降 、全国的 に待機 児童の削 減が解消 されずに 社会問題 化となり ました 。待機児童
がなかな かなくな らない のは、施 設の確保 もあるか もしれま せんが、 支援員 の確保が難
しいとこ ろにあっ たとい われてい ます。支 援員制度 としての 浅い歴史 、職種 としての認
定度、さ らには、 難しい 仕事の割 に待遇が 低いなど が大きな 原因とい われて います。し
かし、国 や自治体 の一部 に、放課 後児童ク ラブの質 の向上よ りも待機 児童問 題の解消を
優先させ る意見が 一部に あって、 児童福祉 法の「従 うべき基 準」から 「基準 を参酌する
ものとす る」に変 えられ るといわ れており ます。も しこれに より、や むを得 ない場合に
は、支援 員の定数 が１名 でもよい というこ とになっ てしまい 、大きな 社会問 題となって
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おります。
しかし 、この「 参酌す るものと する」は 、まだ法 令化され たわけで はなく 、今国会、
現在開か れている 第１９ ８回通常 国会で児 童福祉法 の改定と いうこと で検討 されている
そうです 。放課後 児童ク ラブで、 もし１人 の支援員 だけの場 合、何か あった ら緊急な対
応をとる ことはで きませ ん。この 点におい て私たち は大変危 惧してい るとこ ろでござい
ます。学 童保育の 「従う べき基準 」の見直 しを巡る 現在の動 向に対し 、保育 の充実の立
場から幾つかの質問をさせていただきます。
一つ目 は、支援 員や保 護者など の関係者 から保育 の充実、 資質の向 上を優 先させるべ
きで、「 従うべき 基準」 の見直し には反対 であると の声が強 まってお り、全 国の一部自
治体、野 党６会派 、日本 弁護士連 合会、全 国学童保 育研究集 会などか ら陳情 ・要望が国
に出されております。
また、 学童保育 研究集 会や全国 連協など は、学童 保育を拡 充し、子 育て支 援の拡充、
学童保育 の「従う べき基 準」を堅 持するこ とが実現 できる財 政的措置 の確保 の請願署名
等に取り 組んでお ります 。そこで 一つ目の 質問です が、全国 市長会と しても これらの問
題を取り 上げてい ただく ことがで きないも のか、そ して国に 早急に要 請して いただくこ
とができないものかお伺いをいたします。
ちなみ に、全国 知事会 では、一 度国に要 請をして いるそう ですけれ ども、 再度検討中
と伺っております。
二つ目の質問には、「従うべき基準」の見直しが行われ、児童福祉法が改定されても、
その内容 は「参酌 すべき 基準」と なります 。基本は 、一つの 教室に複 数以上 の支援員の
配置です が、やむ を得な い場合に は１名の 支援員配 置でも認 めますよ という 内容になっ
ておりま す。幸い 老松市 長は、単 独の支援 員配置は ふさわし くないと 日頃よ り言ってお
りますの で、どん な事態 になろう とも、大 仙市の学 童保育で は複数以 上の支 援員配置を
堅持すると議会の場で公約してほしいと考え、伺うものでございます。
三つ目 には、支 援員の 質の向上 と待遇改 善につい てでござ います。 支援員 の十分な確
保のため には、支 援員の 研修強化 と待遇改 善が必要 と考える ものです 。１月 のテレビ番
組で、学 童保育の 仕事は 大変重要 で難しい お仕事で あり、そ れに見合 った賃 金が保証さ
れなけれ ばなりま せんが 、支援員 の９３パ ーセント が月の給 与で１５ 万円以 下とのこと
でありま した。大 仙市の 支援員の 賃金も同 様と考え ておりま すが、緊 急な判 断を要し、
大変重要な仕事に見合う賃金の改善を検討できないか伺うものであります。
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また、 支援員の 研修強 化策とし て次の３ 点を要望 いたしま すので、 是非実 現のため、
検討できないかお伺いいたします。
その３ 点の第１ 点は、 支援員の 統一性と 質の向上 を目指し 、放課後 児童ク ラブや教室
内での打ち合わせの強化を十分に進めてほしいということです。
２点目 は、学童 保育の 現場から の悩みや 相談、要 望などを 取り入れ るため の場をもつ
こと。特 に市の学 童保育 担当者は 、毎月、 これは目 標ですけ ども訪問 を目指 して、放課
後児童クラブでの問題点などをつかむようにしたらどうか。
３点目 には、現 在、県 の研修に は参加さ れておる というこ とですけ ども、 全国連協や
全国学童 保育研究 集会な どの研修 会に、大 仙市から 何人か毎 年参加さ せ、そ れを参加で
きなかっ た支援員 にも伝 えるよう にしたら どうかと 。そして 、大仙市 全支援 員一堂に介
した研修会を持つことなども是非検討してほしいと思います。
以上で質問を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長（茂木

隆）

３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】

質問の放課後児童クラブについてお答え申し上げます。

はじめ に、「従 うべき 基準」の 見直しに つきまし ては、平 成３０年 第４回 定例会の一
般質問で 基準の見 直しに 対する当 市の対応 について お答えし ておりま すが、 見直し内容
は新聞等 で報道さ れてい るのみで 、現在、 国から詳 細な内容 が示され ており ません。今
後、国の基準が緩和されたとしても、最終的には市町村の条例で基準を定めることから、
市町村の 判断で現 在の基 準を維持 すること は可能で あるとい うふうに 思って おります。
また、 基準の緩 和につ きまして は、そも そも全国 知事会と 同様に全 国市長 会でも要請
したこと でありま すので 、それに 対して反 対の立場 での国へ の再要請 という ことにつき
ましては、差し控えさせていただきたいというふうに思っております。
次に、 基準の見 直しが 行われた 場合の当 市の対応 につきま しては、 児童の 安全確保や
支援員の 負担を考 慮する と、たと え基準が 緩和され たとして も、現段 階では 市条例で定
める配置基準を維持する必要があるというふうに考えております。
次に、 支援員の 質の向 上につき ましては 、子ども の安全を 確保し、 質の高 い保育サー
ビスを提 供するた めには 、現場で 働く支援 員の資質 向上を図 ることは 大変重 要であると
考えております。
ご提案 ありまし た児童 クラブで の打ち合 わせの強 化につい ては、現 在でも 各児童クラ
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ブで定期的に打ち合わせを実施し、連絡事項の伝達や児童に関する情報の共有などを
行ってお りますの で、引 き続き実 施し、支 援員間の 連携強化 を図って まいり たいと考え
ております。
また、 児童クラ ブの現 場の悩み や相談、 要望の解 決につい ては、現 在でも 市の担当職
員が定期 的にクラ ブを訪 問してい るほか、 日誌を確 認するな どして現 場の問 題を早期に
把握する よう努め ており ますが、 さらに支 援員が市 の担当職 員に相談 しやす い環境づく
りを進めてまいりたいと考えております。
支援員 の研修に つきま しては、 現在、県 主催の研 修会や児 童厚生員 研修な ど県内で開
催される 研修会へ の派遣 を積極的 に進めて おります ので、引 き続き実 施し、 支援員の資
質向上に努めてまいりたいというふうに考えております。
最後に 、支援員 の賃金 の改善に つきまし ては、ご 指摘のと おり支援 員の業 務は大変重
要で難し いものと 認識し ておりま すが、主 に放課後 の支援と なるため 、１日 ６時間とい
う勤務時 間になる ほか、 シフト制 をとって おります 。一日置 きとか、 午前午 後の二交替
というよ うな、そ ういう シフト制 をとって おります 。必然的 にフルタ イムの 業務と比べ
ると、ど うしても 十分な 賃金月額 とは言え ないかも しれませ んが、他 の業務 を担う臨時
職員との バランス も考慮 しながら 総合的に 検討して まいりた いと考え ており ますし、引
き続き市長会等を通じて要望してまいりたいというふうに考えております。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「ございません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

これにて１０番藤田和久君の質問を終わります。
【１０番

○議長 （茂木

隆）

藤田和久議員

降壇】

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。
なお、１時ちょうどに開会いたします。
午前１１時５７分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午後
○議長（茂木

隆）

１時００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番小笠原昌作君。
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（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、２番。
【２番

○議長（茂木

隆）

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。

○２番 （小笠原 昌作）

地域住 民の会、 小笠原昌 作です。 通告に従 いまして 質問させてい

ただきます。
今年の 冬は、今 までに なく雪が 少なく、 住民にと っては比 較的暮ら しやす い日々では
なかったかと思います。
さて、 ３０年続 いた平 成の時代 も、残す ところあ とわずか となりま した。 この３０年
の歩みの 中で「平 成の大 合併」は 、大きな 時代の流 れを変え ることと なり、 秋田県にお
いても当 時６９市 町村か ら２５市 町村とな りました 。また、 大仙市に とって は、８市町
村が大合併し、今年、誕生１５周年を迎える節目の年となります。
少子高 齢化が進 み地方 財政が厳 しい中で 財政基盤 の強化を 図るなど 、行革 の契機とも
なり、一般行政職員・議員定数の削減など大幅な改革を実現しました。
先般、 さきがけ 新聞に 「平成の 大合併」 の成果に ついて自 治体のア ンケー ト結果が掲
載されて います。 本市に ついては 「どちら かといえ ば成果あ り」、特 に「住 民サービス
の高齢化 ・多様化 された 」とあり 、合併特 例債を活 用した様 々な事業 による 効果が大き
かったと思います。
しかし 、広い広 い大仙 市、「お おきなせ なかに」 を見渡す と、まだ まだそ れぞれの地
域での課 題が残っ ており 、地域全 体の元気 づくりの ためにも １５周年 を機に 検証をしっ
かり行うべきだと思います。
各地域 の身近な 道路や 街灯の整 備、側溝 の整備、 老朽化し た地域公 民館の 修繕、分か
りやすい 看板の設 置など 、手をか けなけれ ばならな いものが たくさん ありま す。幸いに
して地域 振興事業 費や地 域の魅力 発見事業 費など大 幅に見直 され、住 民が自 主的で主体
的な活動ができるようになり、伝統行事や芸術・文化など、イベントが地域で盛り上
がっている状況です。
老松市 長は、こ の４月 で、マラ ソンで例 えると折 り返し地 点になり ます。 日々精力的
に全力で 走り抜い てきた ２年間だ ったと思 いますが 、決して 平坦な道 ばかり ではなく、
大きな山 あり、谷 あり、 厳しい日 々も多か ったと思 います。 特に大雨 災害、 地震など、
かつてな いほどの 自然災 害が相次 いで発生 し、住民 への不安 や各地域 への災 害の爪痕を
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残しまし た。これ らの復 旧につい ては、国 や県に何 回となく 足を運び 、おか げさまで道
路や河川、農地が順調に復旧されてきております。また、地域の防災対策に当たっては、
自主防災 組織の結 成やハ ザードマ ップの作 成など地 域全体で 取り組ん でいる ほか、小・
中学校に おいても 防災訓 練や被災 地との交 流が行わ れるなど 、市民全 体の防 災意識の醸
成が図られております。
本会議 初日の施 政方針 演説では 、老松市 長の市政 運営に対 する思い と熱意 、折り返し
地点での 強い意気 込みを 感じまし た。その 中で私は 、何より も人口減 少対策 が最も重要
ではない かと思い ます。 大仙市の 人口は、 ２月１日 付けで８ 万１，６ １１人 となりまし
た。高齢 者による 自然死 が最も多 いわけで すが、３ １年度は 決して８ 万人を 切ることの
ないように祈っているところであります。
間もな く４月に 入ると 、就職や 就学など により、 人の流れ が大きく 変わり ます。特に
地元出身 者のＡタ ーン、 ふるさと 定着回帰 、若い世 代が安心 して働け るよう な雇用対策
や企業の 人手不足 も考慮 した働く 場に向け た企業誘 致活動の 強化が急 務であ ります。移
住や交流人口の拡大により、関係人口も大切にしながら地域をふくよかにする存在で
あってほしいものです。人口減少対策は待ったなしの、今が正念場であります。
大曲の 花火は大 仙市の シンボル として輝 いていま すが、世 界の花火 として 誇り高き名
を響かせ ておりま す。花 火ととも に地元の 飲食関係 や宿泊先 、商店、 農産物 の供給など
が潤って いると思 います が、大仙 市全域の 観光振興 にもつな がるよう 、一体 となった取
り組みが必要かと思います。
「はな び・アム 」は当 初の目標 来館者数 であった ３万人を 超え、順 調に推 移していま
すが、１ 回行けば よいで はなく、 何回でも 足を運ば れるよう に、マン ネリ化 しないよう
な企画、 アイデア が求め られてい ます。幸 いに「は なび・ア ム」を訪 れた人 々から、資
料 会 館 の 展 示 も さ る こ と な が ら 、 東 に 眺 め る 奥 羽 山 脈 、 西 に 眺 め る 姫 神 山 の 美 し さ、
洋々と流 れる丸子 川の景 観が素晴 らしいと いう好評 です。し かしなが ら、大 曲駅周辺に
はもっと 若者が集 まる施 設や公園 がほしい とかよく 耳にしま す。３１ 年度の 計画に盛り
込まれて いました が、住 む人々へ の優しい 環境も人 口増加に つながる と思い ますので、
駅から散 策できる 環境周 辺整備を 早く取り 組んでも らいたい ことと、 訪れる 人々に心優
しいレス トラン、 または お食事処 、大仙市 の特産品 コーナー などを設 けては いかがなも
のかと思っております。
また、 ５００歳 野球も 花火と同 様、大仙 市の顔で あります 。会場と なって いる各野球
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場も老朽 化してき ており 、修繕の 必要とさ れるとこ ろが出て きました 。安全 にプレーす
る選手たちのためにも点検が必要かと思います。
来年は 、東京オ リンピ ック・パ ラリンピ ックが開 催されま す。先般 行われ た平成３０
年度の大 仙市スポ ーツ賞 授与式で は、多く の受賞者 が盛り上 がりまし た。全 県、東北大
会ではも ちろん、 全国大 会におい ても大活 躍されて いる方々 がたくさ んおり ます。何と
か東京オリンピックの晴れの舞台に大仙市から出場されることを祈っております。
農林業 の振興で すが、 本市の基 幹産業は 農業であ ります。 稲作はじ め野菜 ・花き・畜
産など多 種多様の 農業に 携わる人 々の活気 がたくさ ん帯びて きました 。今後 は、中山間
地域の農 林業振興 が課題 でありま すが、特 に４０年 、５０年 前に農家 の方々 が大変苦労
して育て た造林、 杉の木 が、この 長い間、 安い値段 で売られ 、林業も 厳しい 時代であり
ます。公 共の建築 物や一 般住宅に も、もっ ともっと 地元で育 てられた 木材利 用を勧めた
いもので す。攻め のだい せん農業 の確立の ために、 さらに一 層農業団 体と連 携を図りな
がら積極的に取り組んでほしいものです。
次に、 大仙市で は、子 育て、教 育の充実 に一生懸 命力を入 れており ますが 、小・中学
校の生徒数が年々少なくなっていくのが心配でなりません。
（「議長、質問の趣旨ずれでる。おかしいど、この質問。
ちょっと委員会開いてけれ。議運。おかしい。質問の
趣旨違うべった。」「休憩」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

暫時休憩いたします。
午後

１時１０分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午後
○議長（茂木

隆）

１時１１分

再

開

休憩前に引き続き、一般質問を続けます。

ただい ま高橋敏 英議員 からあり ましたけ れども、 そんなに 逸脱して はおら ないと思い
ます。最 後にここ に書か れており ます姿勢 について 伺うとい うことだ と思い ますので。
（「そこはおがしべ。みんな各議員がよ、的絞ってものやって
でよ、して本人だけ、べらーとおがしく全般にやったら
おがしべ」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

暫時休憩いたします。
午後

１時１２分

休
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憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午後
○議長（茂木

隆）

１時１３分

再

開

それでは、休憩前に引き続き、再開いたします。

一般質問を続けます。小笠原議員、続けてください。
○２番 （小笠原 昌作）

誠心誠 意、市民 の目線と 地域の目 線で大仙 市全体を 元気にします

とスロー ガンを掲 げられ る老松市 長も折り 返し地点 に入ろう としてい ますが 、毎年行っ
ている市 民による 個別事 業評価、 そして議 会で開催 している 市政懇談 会など を重視し、
検証をし っかりと 行い、 分かりや すいメリ ハリのあ る市政の 舵取りし てご努 力されます
ことをお願いします。
何より も健康第 一、日 夜多忙と は存じま すが、で きるだけ 多くの地 域へ、 できるだけ
多くの声を聞いていただければありがたいものです。
少子高 齢化から 、多子 高齢化時 代に、夢 と希望を 与えてほ しいもの です。 そこで、老
松市長の 新元号に 向けて の、新時 代の幕開 けにふさ わしく、 災害のな い美し い大仙市の
四季を味 わいたい もので あります 。今後の 市政の取 り組む姿 勢につい てお伺 いいたしま
す。
以上であります。
○議長（茂木

隆）

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 、私の政 治姿勢 について でありま すが、市 民の皆様 から負託 をいた だき、市長
として市政の舵取り役を仰せつかってから、この４月で丸２年になろうとしております。
振り返 りますと 、市民 の皆様の 暮らしを 守り、新 市大仙市 を発展・ 飛躍さ せるという
重責を全 うすべく 、日々 全力で市 政運営に 当たって きた２年 間であっ たと思 っておりま
す。
また、 この２年 間は、 自然の脅 威との戦 いでもあ りました 。豪雨や 地震、 台風、豪雪
など、本 市を襲う 様々な 自然災害 に対し、 市民の皆 様の「命 」を最優 先に、 国や関係機
関との密 接な連携 体制を 築きなが ら、あら ゆる対策 を講じて まいりま した。 甚大な被害
が発生い たしまし た一昨 年の７月 ・８月の 豪雨にお きまして も、国等 からの 情報収集に
努めると ともに、 迅速な 避難指示 の発令な ど早め早 めの対策 を行った ところ であり、消
防・防災 関係の皆 様のご 尽力、市 民の皆様 の自助・ 共助とあ わせ、幸 いにも 人的被害の
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発生を食 い止める ことが できまし た。この 豪雨によ る災害復 旧は、今 現在も 続いており
ますが、 １日も早 い復旧 実現は私 の使命の 一つと捉 えており 、引き続 き全力 で取り組ん
でまいりたいと思っております。
また、 こうした 豪雨災 害の防止 に大きな 効果が期 待される 雄物川の 築堤整 備に係る国
の激特事 業や県管 理河川 の改修事 業が円滑 に実施さ れるよう 、今後も 積極的 な要望活動
を行ってまいります。
こうし た災害が 多い２ 年間では ありまし たが、一 方で本市 が躍動し 、前に 進むことが
できた２ 年間でも ありま した。市 長選挙に 際し、市 民の皆様 にお約束 した「 市民目線」
と「地域 目線」で 大仙市 全体を元 気にする という公 約を実現 すべく、 「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」という二つの基本方針を掲げ、地域全体の元気づくりや
「地域の 商工業振 興と企 業誘致の 強化」「 攻めのだ いせん農 業の確立 」「地 方創生への
チャレンジ」など１１の重点施策に基づく様々な事業を展開してまいりました。
「地域 全体の元 気づく り」では 、地域枠 予算や地 域の魅力 再発見事 業の拡 充、地域お
こし協力 隊の配置 などを 行い、地 域の活性 化やコミ ュニティ の再生・ 強化に つながる特
色ある取り組みを積極的に展開いたしました。
「地域 の商工業 振興と 企業誘致 の強化」 では、地 元企業の 経営安定 と事業 拡大を応援
する取り 組みや創 業支援 、各地域 の商店街 の活性化 に資する 取り組み などを 行うととも
に、人手 不足の解 消を図 るための 人材獲得 に係る複 数の支援 策を講じ てきた ところであ
ります。
企業誘 致につい ては、 トップセ ールスに よる首都 圏企業へ の積極的 な訪問 をはじめ、
あらゆる機会を通じたネットワークの構築に努めてまいりました。
また、 工場用地 取得等 に対する 支援制度 の創設や 新たな工 業団地の 整備推 進など、企
業誘致の実現に向けた基盤づくりを鋭意進めてまいりました。
「攻め のだいせ ん農業 の確立」 において は、国の 米政策の 大転換等 を踏ま え、基幹産
業である 農業を守 り、持 続的な発 展につな げるため 、関係機 関との連 携の下 、売れる米
づくりを 進めつつ 、複合 経営化や ６次産業 化、周年 農業化の 推進に積 極的に 取り組むと
ともに、 担い手の 確保・ 育成や農 業振興の 基盤とな るほ場整 備を進め るなど 、林業の振
興も含めて重層的な施策を戦略的に展開してまいりました。
「地方創生へのチャレンジ」については、「大仙市まち・ひと・しごと創生総合戦
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略」に基 づき、地 域資源 を生かし た産業振 興や移住 ・定住の 促進、結 婚・子 育て支援、
住みよい まちづく りなど を推進し てまいり ました。 特に、戦 略の中核 を成す 「花火産業
構想」に ついては 、新た な花火工 場の整備 ・操業や 「第１６ 回国際花 火シン ポジウム」
の成功、「四季の花火」の展開、花火伝統文化継承資料館「はなび・アム」の開館など、
構想に基づく主要施策が順調に進んでおります。
このほ かにも、 第１回 全国５０ ０歳野球 大会や明 治１５０ 年事業の 開催、 大仙市アー
カイブズ の開設、 放課後 児童クラ ブの拡充 や在宅医 療・介護 連携支援 センタ ーの開設、
国内外の 都市との 交流や シティプ ロモーシ ョンの推 進、内水 排水ポン プの増 設や迅速な
道路補修 体制の構 築、秋 田新幹線 の防災対 策トンネ ルの整備 促進など 、公約 に掲げた重
点施策に 基づく新 たな取 り組みや 既存事業 の拡充・ 強化など に積極的 に取り 組んでまい
りました。
こうし た多岐に わたる 取り組み により、 すべての 地域の元 気づくり と住み 良さを実感
できるま ちづくり 、そし て、将来 に希望が 持てるま ちづくり に着実に つなが っているも
のと考え ており、 市民の 皆様から も一定の 評価をい ただいて いるもの と認識 しておりま
す。
しかし ながら、 まだま だ道半ば であり、 多くの課 題が山積 している と認識 しており、
今後もこ うした課 題をし っかりと 受け止め ながら、 スピード 感を持っ て、引 き続き様々
な取り組 みにチャ レンジ しなけれ ばならな いと思い を強くし ていると ころで あります。
今後の 市政に取 り組む 姿勢につ いてであ りますが 、初心を 忘れるこ となく 、引き続き
「市民目線」と「地域目線」で、大仙市全体を元気にする取り組みを進めてまいります。
大仙市 誕生１５ 周年を 契機に、 これまで の取り組 みや成果 を検証し ながら 、全ての市
民の皆様 が、真に 合併し て良かっ たと思っ ていただ けるよう 、施策・ 事業を さらに深化
させてまいります。
医療や 福祉、子 育て、 教育、環 境、交通 など、市 民の皆様 の暮らし に直結 する、いわ
ば「守り 」の施策 を一層 充実させ るととも に、地域 の活性化 や産業の 振興、 地方創生な
どの「攻め」の施策を、これまで以上に展開してまいります。
「攻め 」の施策 につい ては、第 Ⅱ期花火 産業構想 に基づく 実効ある 事業を 推進すると
ともに、これに続く第二の矢とも言うべき「農業と食に関する地域活性化構想」をス
タートさ せ、先行 してい る「いぶ りがっこ の産地化 」も含め 、大仙市 全体が 活気づく裾
野の広い産業振興策を展開してまいります。
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さらに は、第三 の矢と して、文 化財や名 勝、史跡 、伝統行 事や伝統 芸能な ど、本市が
誇る地域資源を最大限生かす地域活性化構想も今後検討してまいります。
市民の 暮らしを 守りな がらも、 市民の皆 様が将来 に夢が持 てる、特 色ある 施策を大胆
にかつ戦 略的に展 開し、 さらに輝 きを増し 、躍動す るまち・ 大仙市を 目指し てまいりま
す。
皆様からのより一層のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○２番 （小笠原 昌作）

次に、２番の項目について質問を許します。
次に、 ２点目と して保育 士の確保 について 、お伺い いたします。

本市の 保育士確 保につ いては、 以前から 大きな問 題となっ ており、 同僚議 員からも何
回か質問 ありまし た。特 に４月の 年度当初 は、待機 児童は少 ないよう ですが 、段々年度
途中になると入園が難しいという声が聞こえてきます。
私は、 大仙市に おける 一番の課 題は、先 程申し上 げました とおり人 口減少 対策だと思
います。 ２０代、 ３０代 の若い方 々の就職 、雇用の 受け皿の 確保が大 切だと 思っており
ます。
そのためには、結婚、子育て環境の器づくりが必要であります。どんなに就職が決
まってい ても、幼 い子ど もを見て くれる人 がいない と大変で す。特に 若い夫 婦は、共働
きしない と生活が 成り立 たない中 で、どう しても保 育所への 入所が不 可欠で あります。
出生数 が少ない という こともあ って、保 育士が少 ないのか 、それと も給料 や雇用環境
が悪いからなのか、検証が大切です。
とにか く子育て 環境を きちんと 作らない と、若い 方々は大 仙市に残 ってく れません。
１０月か らは幼児 教育・ 保育無償 化となり ます。私 はこの思 い切った 政策は 、必ず功を
成し、産 み育てや すい環 境になる と思いま す。まし てや大仙 市でも働 き手が 不足してい
る会社も あり、若 手人材 を求めて いるとこ ろも多く あります 。特に最 近は、 医療や福祉
の現場で働く若い人がお子さんを保育所に入園させられずに困っているようです。
また、 ４月は就 職や人 事異動等 の時期と なってお りますが 、昨今は 年度途 中のところ
も少なく ありませ ん。こ うした中 で県内の 保育士養 成施設は 、聖園学 園短期 大学が定員
１００名 、聖霊女 子短期 大学定員 ５０名、 秋田大学 定員２０ 名となっ ている が、県内関
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係施設では、どこも保育士が少なく、奪い合っている状況であります。
ちなみ に保育士 の県内 就職、今 年は１３ ６名中、 大曲保育 会と大空 大仙合 わせて１０
名前後の 採用見込 みとな っており 、退職者 は３０名 以上との ことであ り、大 変厳しい状
況であり ます。担 当部署 としても 充足に当 たっては 、再三努 力してい るよう ですが、大
仙市独自 の対策と して「 保育士就 労奨励金 制度」「 臨時保育 士処遇改 善推進 事業」「保
育士就業 支援事業 」「保 育士支援 奨学金返 還助成事 業」の四 つの事業 を実施 しています
が、この成果についてどのように受け止めているかお伺いいたします。
また、 県内の保 育士養 成施設の ほかに県 外の養成 施設にも 足を運ぶ 必要が あるかと思
いますが、いかがなものでしょうか。
もう一 つは、県 に働き かけて、 県南、特 に大仙市 に保育士 養成施設 を新設 するのも一
つの策だと思いますが、検討していただきたいものです。
以上、 大仙市の 将来の 人口対策 について は、子育 て支援、 特に保育 所の環 境づくりが
重要であ ります。 横手市 では、待 機児童ゼ ロですが 、本市と しても積 極的に 取り組んで
いただきたいものです。
以上でございます。
○議長（茂木

隆）

○市長 （老松博 行）

２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
小 笠原昌 作議員の 二つ目の 発言通告 の保育士 確保の具 体的な対策に

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（茂木

隆）

○健康 福祉部長 （加藤

加藤健康福祉部長。
実）

質問の保 育士確保 に向けた 具体的な 対策につ いて、お答え

申し上げます。
はじめ に、大仙 市が独 自に実施 する保育 士確保対 策四つの 事業実績 につい てでありま
すが、新たに市内の保育所等に勤務する臨時保育士を対象として１０万円を支給する
「保育士 就労奨励 金制度 」につき ましては 、平成２ ９年度が １１名、 平成３ ０年度は現
時点で７名が保育士として新規に就労していただき、奨励金を支給しております。
次に、 潜在保育 士の掘 り起こし を目的と して実施 する「保 育士就業 支援事 業」につき
ましては 、平成２ ９年度 は１名が 保育士と して就労 に結びつ いており ますが 、今年度は
未だ申し込みがない状況であります。
次に、 保育所等 に勤務 する臨時 保育士の 処遇面で の改善を 行う保育 事業者 に費用助成
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する「臨 時保育士 処遇改 善推進事 業」につ きまして は、平成 ２９年度 は１１ ７名、今年
度も現時点で１００名を超える保育士分の処遇改善の支援を行う予定となっております。
最後に 、「保育 士支援 奨学金返 還助成事 業」であ りますが 、この事 業は、 新たに市内
の保育施 設に就業 した保 育士が返 還する奨 学金につ いて、年 間２０万 円を上 限に、５年
間助成す る制度で ありま す。今年 度から実 施してお りますが 、現在の ところ 新規採用と
なった保育士２名からの申請となっております。
こうし た事業に つきま しては、 実施後間 もない事 業もあり ますが、 これま での実績等
を基に検 証し、事 業効果 が少ない と判断し た場合に は、終期 に合わせ 見直し を図ること
としております。
また、 今年度は 新たに 保育士の 採用元と なる法人 に同行し 、県内の 保育士 養成学校を
訪問する 中で、当 市にお ける保育 ニーズの 高まりと 保育士の なり手不 足の状 況を説明し
ながら、市単独事業のＰＲ活動を行ったところでございます。
今後は 、県内に とどま らず県外 の保育士 養成施設 にも視野 を広げ、 各種事 業のＰＲと
大仙市の 魅力を発 信しな がら保育 士確保に つながる よう、法 人と調整 を図っ てまいりた
いと考えております。
なお、 議員から ご提案 のありま した「大 仙市への 保育士養 成学校の 新設」 につきまし
ては、関 係機関と の協議 ・許認可 等、様々 な条件を クリアす る必要が あり、 非常にハー
ドルが高い上、開校まで長い年月も必要とする案件と捉えております。さらに、１０年、
２０年先 の大仙市 におい て、保育 士養成学 校設置に 見合うだ けの児童 数や保 育ニーズが
あるかを 考えます と、保 育需要の ピークを 脱する可 能性も想 定されま す。ま ずは、これ
まで実施 した各種 事業の 実績に基 づく検証 と、今後 実施予定 の新たな 事業の 状況を見な
がら、保 育士確保 対策に 直結する アイデア と即効性 のある取 り組みに ついて 模索してま
いりたいと考えております。
以上です。
○議長（茂木

隆）

再質問はありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

これにて２番小笠原昌作君の質問を終わります。
【２番

○議長（茂木

隆）

小笠原昌作議員

降壇】

次に、６番秩父博樹君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）
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○議長（茂木

隆）

はい、６番。
【６番

○議長（茂木

隆）

○６番 （秩父博 樹）

秩父博樹議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
公 明党の 秩父博樹 です。通 告に従い 、順次質 問させて いただきます

ので、よ ろしくお 願いい たします 。今回、 ２項目通 告させて いただい ており ます。よろ
しくお願いいたします。
はじめ に、当市 の未来 を見据え たマイナ ンバーカ ードの活 用につい てお伺 いいたしま
す。
まず最 初に、マ イナン バー制度 が導入さ れた理由 について 、ここで 今一度 確認してお
きたいと 思います が、一 つ目には 、障がい 者、子ど もらの弱 者のため であり 、また、高
齢者のた めであり ます。 例えば、 臨時福祉 給付金な ど年間を 通してそ の他様 々な給付金
制度が実 施される 場合が あります が、現状 の手法で は、対象 者であっ ても申 請をしない
ともらえ るべきも のがも らえない という状 況です。 マイナン バーカー ドの普 及が進み、
制度の内 容がさら に充実 されてい くことに よって、 申請をし なくても 本人の もとへ送ら
れていく ようにな り、市 民の利便 性が向上 するとと もに、弱 者や高齢 者に対 し、優しい
社会の構築が前進します。
二つ目 には、行 政の効 率化です 。市当局 が様々な 情報の照 合、転記 、入力 などに要し
ている時 間や労力 が大幅 に削減さ れます。 例えば、 １人の市 民の方が 亡くな った場合、
現状は３ ０項目以 上の手 続きが必 要な状況 ですが、 このよう な煩雑な 事務手 続きを大幅
に簡素化 できるこ とから 、市職員 の負担を 軽減、仕 事量を減 らすこと につな がります。
大仙市総 合計画並 びに行 財政改革 大綱に従 い、効率 的な行財 政運用を 図るた めに「定員
適正化計 画」を策 定し、 職員数の 適正化を 進めてき たことを 鑑みても 、この 行政の効率
化、市職員の負担軽減は必須事項であります。
三つ目 には、公 平・公 正な社会 の実現で す。所得 やほかの 行政サー ビスの 受給状況を
把握しや すくなる ことか ら、脱税 行為の防 止にもつ ながり、 税収のア ップに もつながり
ます。ま た、給付 を不正 に受け取 ることを 防止し、 本当に困 っている 方に、 きめ細かな
支援を行うことができる体制づくりが前進します。
また、 個人情報 につい てですが 、個人番 号カード （ＩＣチ ップ）に は、プ ライバシー
性の高い 個人情報 は記録 されてお りません 。氏名、 住所、生 年月日、 性別の ４点のみで
す。社会 保障や税 制度の 効率性・ 透明性が 高まり、 市民にと っても利 便性の 高い、公平
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公正な社会へとさらに進んでいくことを期待したいと思います。
一方で 、マイナ ンバー カードの 普及につ いては、 依然とし て低調で あり、 当市におい
ては、こ れは１月 末現在 での数値 ですけど 、９．８ パーセン ト、７， ９６５ 人というの
が現状で あります 。これ は政府の 対応が遅 れていて 、カード 取得に対 するメ リットや、
また、動 機付けが ないか らだとい うふうに 感じてお りますが 、しかし 、これ からの税・
社会保障 を考えて いく上 では、カ ードを普 及させて いかない と今後の 一体的 な改革の足
かせにな るものと いうふ うに考え ます。大 局的な視 点をしっ かりと念 頭に置 きながら、
その上で 当市の行 政サー ビス全体 の中でど のように 使ってい くのか、 前向き に検討すべ
きというふうに考えます。
そこで １点目の 質問で すが、当 市では１ 月９日よ り顔写真 の撮影を 無料で 行い、市民
の手続き をサポー トし、 マイナン バーカー ドの取得 促進に向 けた取り 組みが 開始されま
したが、状況をお伺いします。
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用することも決まっていることから、
より円滑 にマイナ ンバー カードを 発行する 必要があ るという ふうに考 えます 。地域の銀
行 等 と 連 携 し 、 窓 口 で の マ イ ナ ン バ ー カ ー ド 提 示 者 に は 金 利 を 優 遇 し て も ら う な ど、
カードの普及促進に支援をお願いしてはいかがでしょうか。ご所見をお伺いいたします。
去る１ 月２５日 、「マ イキープ ラットフ ォーム構 想」に関 する勉強 会に参 加させてい
ただきま した。総 務省の 方からは 、マイナ ンバーカ ードの本 人確認機 能をも とに設定す
る「マイ キーＩＤ 」、こ れを活用 し、行政 サービス の効率化 や地域活 性化を 図る「マイ
キープラットフォーム構想」についての説明がありました。
同構想 により、 公共施 設の利用 カードを １枚にま とめるこ とができ るほか 、買い物な
どで使え る「自治 体ポイ ント」と 民間のポ イントを 合算する 仕組みな どにつ いても説明
がありま した。ま たさら に、景気 対策とし て２０２ ０年度に 国の財源 を活用 してプラッ
トフォー ム利用者 にポイ ントを付 与する方 針との説 明もござ いました 。この 「マイキー
プラット フォーム 構想」 は、今後 の取り組 み方次第 で住民サ ービスと して活 用できる可
能性が大いにあるというふうに感じてまいりました。
そこで ２点目で すが、 国では、 消費税率 引き上げ に伴う反 動減対策 として 、三つの消
費活性化 策を実施 するこ ととして おり、２ ０１９年 度には商 品券の発 行並び にクレジッ
トカードなどのキャッシュレス手段による買い物に対するポイント還元が実施されます。
さらに２ ０２０年 度には 、マイナ ンバーカ ードを活 用した消 費活性化 策が実 施される予

- 86 -

定ですが 、これら の施策 に対する 準備状況 、これは どのよう になって おりま すでしょう
か。また、どのように情報収集をしておられるのか、状況をお伺いいたします。
３点目に、２０２０年度に実施されるマイナンバーカードを活用した消費活性化策は、
既に２０ １７年度 から事 業がスタ ートして いるマイ キープラ ットフォ ーム等 を活用した
自治体ポ イント事 業のシ ステム活 用を基本 として実 施される 見込みと いうふ うに伺って
おります 。平成２ ９年度 以降、総 務省から 事業参加 の呼びか け等があ ったか と思います
が、本市における取り組み状況についてお伺いいたします。
４点目 に、マイ キープ ラットフ ォーム等 を活用す れば、図 書館等の 公共施 設カードの
ワンカード化や、また、システム構築なくして健康ポイント事業が実施できたり、また、
クレジッ トカード や航空 マイレー ジのポイ ントを大 仙市の自 治体ポイ ントに 変換し、大
仙市が決 めたお店 などで 使ってい ただくこ とが現時 点でも可 能となっ ており ます。さら
には、寄 附口座を 設けて おけば子 育て支援 などの寄 附を集め ることも 可能で す。自治体
の工夫次 第でいろ いろな 使い方が 可能とな る事業だ というふ うに思い ますが 、本市にお
いても今 後の政策 展開に 当たり利 活用すべ きという ふうに考 えますが 、ご所 見をお伺い
いたします。
最後５ 点目に、 ２０２ ０年度に 実施され るマイナ ンバーカ ードを活 用した 消費活性化
策は、国 民が好き な自治 体のポイ ントを選 んで購入 し、その 一定割合 につい てプレミア
ムポイン トを国費 で上乗 せするも のという ふうに伺 っており ます。当 市の経 済活性化の
ために、 地元の住 民の方 々に加え 、他地域 からも資 金を呼び 込んでく る絶好 の機会とい
うふうに 考えます 。参加 しない手 はないと いうふう に考えま すが、ど のよう に認識して
おられるのか、ご所見をお伺いいたします。
あわせ て、私は 、これ は新しい 形の「ふ るさと納 税」にな る可能性 がある というふう
に感じてきたところですが、当市のご所見をお伺いいたします。
以上、５点についてお伺いいたします。
○議長（茂木

隆）

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】

秩父議員の質問にお答え申し上げます。

質問のマイナンバーカードの取得促進に向けた取り組みの状況についてでありますが、
本年１月 ９日から 市民課 及び各支 所市民サ ービス課 の窓口に おいて、 国から 支給された
タブレット端末を利用し、顔写真撮影を無料で行い、申請の手続きを補助する「マイ
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ナンバー カード申 請サポ ート」を 実施して おります 。これま で、毎月 の申請 件数は４０
件程度で ありまし たが、 １月は１ ３０件の 申請があ り、この うち７７ 件の申 請サポート
利用者がおりました。２月も５０件を超える利用件数となっております。
次に、 円滑なカ ード発 行のため の普及促 進につい てであり ますが、 国では 、被保険者
証に加えてマイナンバーカードを健康保険証として利用可能にすることを決定するなど、
利活用の拡大に向けた取り組みを推進しております。
市では 、平成２ ８年度 のカード 交付開始 から、窓 口及び市 のイベン トや申 告会場など
で申請の ＰＲを行 ってま いりまし た。議員 ご提案の マイナン バーカー ド普及 を目的とす
る地元金 融機関と の連携 などの取 り組みを 含め、現 在実施し ている「 申請サ ポート」の
利用をさらに周知し、引き続きカードの普及促進に努めてまいりたいと考えております。
次に、消費税率引き上げに伴う三つの消費活性化策の準備状況についてでありますが、
プレミア ム付商品 券事業 について は、低所 得者及び 子育て世 帯の消費 に与え る影響を緩
和するとともに、地域における消費を喚起、下支えするために実施することとしており、
現在、円 滑かつ効 果的な 事業執行 を行うた め、関係 各課並び に商工団 体と連 携を図りな
がら準備を進めているところであります。
なお、 事業実施 に当た り、シス テムの改 修などが 必要であ ることか ら、今 次定例会に
補正予算案を追加提案する予定としております。
また、 キャッシ ュレス 決済によ るポイン ト還元事 業につき ましては 、消費 税率引き上
げ後の９ カ月間、 キャッ シュレス 決済で支 払いを行 った消費 者に対し ポイン トを還元す
るほか、決済端末導入費や事業者が負担する決済手数料を国が補助する事業であります。
キャッシ ュレス化 の推進 により、 消費者の 利便性向 上のほか 、事業者 におい てもレジ締
めの手間 やコスト が省け るなど、 生産性向 上が図ら れること から、双 方にと って有益な
施策と考えております。
しかし ながら、 事業者 自らが多 種多様な 決済方法 と決済事 業者を選 択する 必要があり
ますので 、円滑な キャッ シュレス 化を推進 するため にも、今 後も商工 団体と 連携を図り
ながら情報共有に努めてまいります。
一方、 ２０２０ 年に実 施予定と なってい るマイナ ンバーカ ードを活 用した 消費活性化
策につき ましては 、議員 からご案 内があり ましたマ イキープ ラットフ ォーム やマイナン
バーカー ドの普及 状況、 事業者の 事務負担 や利用者 の利便性 等を考慮 し、国 において今
後具体的 な制度内 容を検 討してい くとのこ とであり ますので 、引き続 き国の 動向を注視
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してまいります。
なお、 国の施策 に関す る情報収 集につき ましては 、事業担 当課への 情報提 供や事業説
明会など により情 報収集 を行って おり、迅 速かつ効 果的な事 業実施を 図るた め、庁内に
おいても横断的な情報共有に努めているところでございます。
消費税 率引き上 げによ る影響緩 和策は、 市民の皆 様の生活 に直結す る重要 な施策であ
ると考え ておりま すので 、円滑な 事業実施 が可能と なるよう 、引き続 き情報 収集に努め
てまいります。
次に、マイキープラットフォームの活用に係る取り組み状況についてであります。
マイキ ープラッ トフォ ーム構想 につきま しては、 地方自治 体や民間 企業が 連携して、
マイナン バーカー ドのさ らなる活 用を目指 した取り 組みであ ります。 具体的 には、図書
館等公共 施設の利 用者カ ードをマ イナンバ ーカード １枚に集 約し、利 便性を 向上させる
仕組みの ほか、市 指定の 健康事業 、町内会 活動、ボ ランティ ア活動等 の参加 者に自治体
ポイント を付与し 、その ポイント を地元商 店街やイ ンターネ ットなど で地域 の物産購入
に充てていただくなど、住民活動の支援と地域での消費拡大を推進するものです。
平成２ ９年８月 に総務 省自治行 政局地域 情報政策 室を事務 局として 「マイ キープラッ
トフォー ム運用協 議会」 が発足し ており、 マイキー プラット フォーム 及び自 治体ポイン
ト管理クラウドの運用ルールに関する調整などが図られております。
本市に おきまし ては、 マイキー プラット フォーム や自治体 ポイント の活用 方法及び運
用上の課 題等につ いて、 詳細がま だ不明な 部分も多 くありま すが、２ ０２０ 年度にはマ
イナンバ ーカード を活用 した消費 活性化策 の施行が 予定され ているこ とから 、まずは運
用協議会に参加して情報収集に努めてまいりたいと考えております。
次に、マイキープラットフォームなどの利活用につきましては、議員ご承知のとおり、
住民の公益的活動の支援や地域の消費拡大が目的であり、様々な取り組みに自治体ポ
イントが 利活用で きる仕 組みとな ることが 想定され ており、 これらの 利活用 方法につき
ましても 、マイナ ンバー カードの 普及を含 め、総合 的に判断 したいと 考えて おります。
次に、 マイナン バーカ ードを活 用した消 費活性化 策の事業 実施につ きまし ては、市内
外を問わ ず利用者 が容易 に制度を 活用でき ることか ら、地域 経済活性 化に不 可欠である
外貨獲得などが見込めるなど、有効な施策であると認識しております。
しかしながら、先に申し上げたとおり、マイキープラットフォームやマイナンバー
カードの 普及状況 などを 考慮し、 国におい て、これ から具体 的な制度 内容を 検討してい
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くとのことでありますので、国の動向を注視してまいります。
なお、 当制度が 新しい 形のふる さと納税 になる可 能性があ るという 議員の ご意見につ
きまして は、制度 の活用 により、 現在、ふ るさと納 税の返礼 品として いる特 産品だけで
なく、そ の他の地 元企業 の商品な どの効果 的なＰＲ が図られ るととも に、利 活用者から
購入して いただく ことで 地域経済 の活性化 にもつな がる地域 振興施策 になり 得るものと
考えております。
【西山副市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○６番（秩父博樹）

はい、６番。
前向きなご答弁とお伺いしました。ありがとうございます。

１月９ 日から実 施して いる、広 報にも、 私、後日 分かった んですけ ど、広 報にも掲載
されたみ たいです けど、 できれば もう少し 大きく掲 載してい ただきた かった なというふ
うに思います。
実際、この数値、今、副市長からあった数字を見ますと、１月が７７件で、２月が
５０件と いうこと で、実 施前より は増えて いるとい うことで 、一定の 効果が 出ているの
かなと思 いますけ ど、欲 をいうと 、もうち ょっと増 えていた だきたい なとい う思いがあ
りますの で、今後 またこ のメリッ ト、動機 付け等も 検討しな がら、さ らなる 周知を進め
ていただきたいというふうに思います。
それから、検討されているかもしれませんが、例えば市内の各事業所などに出張して、
このマイ ナンバー の申請 の補助を 行うとい う方法も 是非実施 検討をし ていた だきたいと
いうふう に思いま す。要 は、簡単 にできる かできな いかって いうその 部分だ と思います
ので、今 回写真等 も無料 になりま したし、 また、全 面的に市 役所の職 員の方 がこの手助
け行うということですので、進めていただきたいというふうに思います。
例えばですけど、そのほかに毎月例えば違う場所に地域の出張所だとか、また、
イベント 等で開設 すると いう、そ ういう方 法もある かという ふうに思 います 。例えばこ
れ、いろいろ他市の事例調査してみたんですけど、例えばこれ千葉県の船橋市の事例
なんです けど、こ の出張 所１０カ 所ぐらい 今まで開 設してお りました 。それ で、実績と
しては、 実際１， ５００ 人ぐらい が利用し ていると いう実績 ありまし たので 、こういう
のも参考にしていただければというふうに思います。
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ちょっ ともう一 歩進ん だ事例で は、例え ば群馬県 の前橋市 の事例で すけど 、交通弱者
のタクシ ー料金割 引制度 、これが マイナン バーカー ドだけで 利用でき るとい う、こうい
う先進事 例もあり ました 。住民の 多くから 、この利 便性を評 価されて いると いう事例で
したので 、こうい うのも 参考にし ていただ ければと いうふう に思いま すので 、よろしく
お願いいたします。
あと一 番私自身 、今回 気になっ ていたの は、先ほ ど副市長 からあり ました マイキープ
ラットフ ォームの その運 用協議会 、今、参 加してい ない状況 ですけど 、これ から参加を
検討する というこ と、参 加する方 向ですね 。良かっ たです。 これ、ま ず最初 の一歩だと
思います ので、ま ず参加 しないと 進まない と思って おりまし たので。 私の知 っていると
ころでは 、去年１ ２月の 年末時点 で全国で 参加して いる自治 体数とい うのは 今２７０、
ちょっと 年度超え てから の資料ち ょっとな いんです けど、２ ７０でし た。県 内では今の
ところ大 館市だけ でした ので、こ れから広 がってい くことな のかなと いうふ うに受け止
めてきました。是非前向きに取り組んでいただければというふうに思います。
いずれ これから の制度 、利便性 を様々な 面で、利 便性図っ ていく制 度の後 押しを行う
一つのや り方だと いうふ うに思い ますので 、前向き に取り組 んでいた だけれ ばというふ
うに思います。
２番の方の質問に移りたいと思います。
○議長（茂木

隆）

○６番 （秩父博 樹）

次に、２番の項目について質問を許します。
次 に、学 校教育の さらなる 国際化に 向けた取 り組みに ついてお伺い

いたします。
生活環 境のグロ ーバル 化・国際 化が日々 進展する 中、これ からの時 代を担 う子どもた
ちが、外 国の人々 に対し て恐れや 偏見など を持たず に、同じ 人間とし て分か り合え、時
には議論 や励まし を送り 合う、そ のような 関係を結 び合えれ ば素晴ら しいこ とだという
ふうに思 います。 しかし 、日本は 島国であ り、一般 的に言っ て日常的 に外国 人と接する
機会はま だまだ多 いとは 言えませ ん。特に 本市のよ うな地方 都市は、 その傾 向が顕著で
あります。
そのよ うな中、 ３０年 以上前か ら総務省 、外務省 、文部科 学省と一 般財団 法人自治体
ジ ェ ツ ト

国際化協 会の協力 によっ て続けら れてきた プロジェ クトに「 ＪＥＴプ ログラ ム」があり
ます。こ のプログ ラムは 、世界各 国にある 大使館な どの在外 公館にお いて、 日本で英語
を教える 若者など を募集 ・面接し 、旅費や 給与を日 本が保障 した上で 招聘す る事業です
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が、現在 では５４ カ国か ら約５， ５００人 の若者が 日本全国 で活躍し ており ます。基本
は１年間 の期間で すが、 最長５年 間プログ ラムに参 加するこ ともでき ます。 彼らは、日
本の文化 に触れ、 ますま す日本が 好きにな り、帰国 後も様々 な形で日 本と母 国との懸け
橋になっております。
招聘する業種は、ＡＬＴ（外国語指導助手）、ＣＩＲ（国際交流員）、ＳＥＡ（ス
ポーツ国 際交流員 ）の３ 種類です が、その ほとんど はＡＬＴ による招 聘です 。このＡＬ
Ｔ（外国 語指導助 手）は 、小学校 教師の中 ・高等学 校の英語 教師とと もに英 語の授業に
加わり指 導を行う もので すが、中 には学校 の諸活動 にも積極 的に参加 し、子 どもたちと
日常的な触れ合いを持つ場合もあります。
ご存知 のように 小学校 において は、新学 習指導要 領の全面 実施が２ ０２０ 年４月に控
えており 、２０１ ９年度 まで３・ ４年生の 外国語活 動、５・ ６年生の 教科と しての外国
語が先行 実施され ており ます。そ のような 中、ネイ ティブス ピーカー の発音 を子どもた
ちに聞か せること は大変 有効であ り、本市 の子ども たちが直 接的に外 国生ま れの人と触
れ合う体 験は、国 際人を 生み出す 意味にお いても貴 重な教育 になるの ではな いでしょう
か。
なお、 彼らを任 用した 市区町村 などの地 方自治体 は、その 人数に応 じて国 から普通交
付税、１ 人当たり 約５０ ０万円が 加算され ます。し かも近年 は、日本 文化へ の関心の高
まりによ って応募 する外 国青年も 多く、選 抜により 来日しま すので、 自治体 の必要人数
は１００パーセント満たされ、その質にも定評があると伺っております。
現在、 本市にお いては 、ＡＬＴ ８人、Ｃ ＩＲ１人 の計９人 が配置さ れてお ります。次
年度はＡ ＬＴ９人 、ＣＩ Ｒ１人の 計１０人 が配置予 定のよう ですが、 全国に おいては、
例えば群 馬県高崎 市のよ うに、市 内の小・ 中学校１ 校に１人 の割合で 任用し ている市も
あります。
そこで 提案です が、本 市の小・ 中学校に おいても 、２０２ ０年度か らの新 学習指導要
領の全面 実施を見 据えた 、また、 各学校で の生き生 きとした 国際教育 の展開 を期待する
意味から も、１校 に１人 を目標に 、このＪ ＥＴプロ グラムに よるＡＬ Ｔのさ らなる任用
を検討し 、英語教 育の充 実を図る べきであ るという ふうに考 えるもの ですが 、いかがで
しょうか。ご所見をお伺いいたします。
○議長（茂木

隆）

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

登壇】
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○教育 長（吉川 正一）

質問の 各小・中 学校への ＡＬＴの 配置につ いてお答 え申し上げま

す。
議員ご 指摘のと おり、 ２０２０ 年度から 小学校に おいては 、３・４ 年生で 外国語活動
が、５・ ６年生で は外国 語科が実 施されて 時数が大 幅増とな ることか ら、Ａ ＬＴが授業
に加わることの意義は、ますます大きくなるものと認識しております。
このこ とを踏ま え市教 育委員会 では、来 年度ＡＬ Ｔを１名 増やすほ か、「 小学校外国
語活動

移行期間 におけ る学習指 導案例」 の作成と 提供を行 うことで 、学級 担任が効果

的な授業を行うことができるように支援しております。
加えて 、昨年度 から配 置してい る英語教 育アドバ イザーが 効果的な 指導に ついての助
言をはじ め、ＡＬ Ｔと学 級担任の パイプ役 としてス ムーズな 連携がで きるよ うに支援し
ております。
さらに 、中学校 英語教 員が小学 校で授業 を行うな どの小・ 中連携を 進めな がら、外国
語活動のより一層の充実を図っているところであります。
一方で 、日本語 に不慣 れなＡＬ Ｔも多い ことから 、学級担 任との授 業の打 ち合わせ等
において 共通理解 に苦慮 している 現状もあ り、英語 によるコ ミュニケ ーショ ンをスムー
ズに進め るために は、教 員のスキ ルアップ と英語教 育アドバ イザーに よる支 援がより一
層必要となっております。
また、 ＡＬＴの 受け入 れに当た っては、 事前の準 備に加え 、到着後 の生活 や勤務等に
ついても 、きめ細 かな支 援が必要 となって おります 。本市で は、その 業務を 英語担当指
導主事や 英語教育 アドバ イザー等 が担当し ており、 ＡＬＴを 大幅に増 員する 場合には、
十分な対 応ができ なくな ることが 懸念され ます。し たがいま して、市 教育委 員会としま
しては、 子どもた ちに生 きた英語 を身に付 けさせる ため、少 しでも多 くのＡ ＬＴの配置
は大変重 要なこと と捉え ておりま すが、ま ずはスム ーズな打 ち合わせ ができ るように学
級担任の 英語によ るコミ ュニケー ション能 力の向上 と、ＡＬ Ｔの生活 支援に 努めること
を前提に 、ＡＬＴ を増員 した場合 の、その 効果の検 証と課題 の改善を 進めな がら、年次
計画で増員を検討してまいります。
以上です。
【吉川教育長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）
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○議長（茂木

隆）

○６番（秩父博樹）

はい、６番。
今の教育長の答弁からですと、今後、ＡＬＴの任用がもし増えると、

世話役的 な部分で すね、 その負担 も大きく なってく る、十分 な受入態 勢とい うか、その
部分も重 要だとい うふう に伺いま した。私 自身もそ ういうふ うに思い ます。 なので、世
話役等の 人数拡充 態勢、 これから 検討、相 談してい くという ことでし たけど 、その辺も
同時並行 的に考え ていた だきなが ら、是非 可能な限 り１校に １人とい う方向 でご検討い
ただけれ ばという ふうに 思います 。今の人 数から見 ますと大 幅な増員 になり ますので、
簡単には いかない と思い ます。今 、段階的 にという お話でし たので、 そうい う方向でい
いと思いますので、是非お願いしたいと思います。
今、一 番兼務し ている ところだ と、１人 でちょっ と何校ぐ らいにな るのか 、ちょっと
私そこま でちょっ と今回 調べてな かったん ですけど 、おそら く結構な 数の学 校を兼務さ
れている と思うん ですけ ど、理想 としては 、１校に １人とい う体制で すと、 やっぱりそ
こに何と 言うんだ 、この 根っこは れるとい うか、そ ういう部 分が非常 に、普 段のその授
業だけじ ゃなくて 、いろ んな生活 面でも子 どもたち とコミュ ニケーシ ョンを 図れる機会
というのは実質増えていくことなので、その部分が大切かなというふうに思いますので、
ましてや 今、イン バウン ドで海外 からの人 たちが、 ここ大仙 市はまだ まだ少 ない方です
けど、た だ将来的 にその 方向でグ ローバル に戦える 人材を育 てていく 必要が あると思い
ますので 、その部 分で考 えていく と、非常 にこの前 向きに捉 えていく 事業で はないかな
というふうに思いますので、前向きに検討していただきたいと思います。
ここは 学力ナン バーワ ンと言わ れている 地域です けど、そ れも非常 に大事 なんですけ
ど、社会に出て実際戦っていくためには、この英語力というのが非常に重要、英語力
ナンバー ワンは難 しいの かなと思 いますけ ど、それ 目指して 取り組ん でいた だきたいと
思います ので、そ の辺の 教育長の ご所見を お伺いし たいと思 います。 よろし くお願いし
ます。
○議長（茂木

隆）

○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。
秩父議員の再質問にお答え申し上げます。

まずも ってあり がとう ございま す。私も 一番大切 というか 、現在市 の教育 委員会とし
て、ふる さとに誇 りを持 つ子ども というこ とで「ふ るさと博 士」をや ってお ります。そ
れと並行 してです ね、や はり外国 話、英語 を中心に ですね、 そういっ たグロ ーバルな感
覚を持っ たという ことで 「グロー バルジュ ニアマイ スター育 成事業」 という ことで、こ
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のような 同じよう な缶バ ッチもお あげした りしてお ります。 というこ とで、 やっぱり本
物という かネイテ ィブス ピーカー がですね 、いると 、本当に 助かると 思いま す。現在、
ＡＬＴは ８名体制 でです ね、一番 多いＡＬ Ｔで、中 学校はま ず１校配 置なん ですが、そ
のほかに 兼務校と して一 番多い方 で５校配 置なって るんです ね。やっ ぱりこ こは何とか
ですね、 今度小学 校が３ ・４年生 は週１時 間、５・ ６年生は 週２時間 の外国 語の勉強が
ありますのでですね、それにまずほぼ行けるような体制は最低つくりたいなと、こう
思ってお ります。 年次計 画と申し ましたが 、いずれ 、ほぼ全 部の大体 の学校 の授業には
１回は必 ず出れる という 形ではで すね、試 算すると もう３人 ぐらいは 少なく ても、この
後ですね、考えていきたいなと思っております。
いずれ 、ただ１ 校に１ 人となっ た場合で すね、時 数の関係 で、例え ば小学 校に１人配
置しても、学級数が多いといいんですが、１学級ずつだとしますとですね、週にまず
１０時間 も必要な いわけ なんです よね。そ ういった ことで、 そういっ た時数 のバランス
も見なが らね、や っぱり 人数も考 えなけれ ばいけな いなと思 っており ますの で、その辺
は検討させてください。ありがとうございます。
○議長（茂木

隆）

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

○議長（茂木

隆）

これにて６番秩父博樹君の質問を終わります。
【６番

○議長（茂木

隆）

秩父博樹議員

降壇】

一般質問の途中でありますが、ここで暫時休憩いたします。
午後

２時０８分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午後
○議長（茂木

隆）

２時２２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、１９番髙橋徳久君。
（「はい、議長、１９番」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、１９番。
【１９番

○議長（茂木

隆）

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。

○１９番（髙橋徳久）

だいせんの会の髙橋徳久でございます。ちょっと微妙な空気も

漂ってま すが、本 日最後 の質問で ございま す。お疲 れのこと と思いま すが、 よろしくお
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願い申し上げます。
それでは通告に従い、一般質問させていただきます。
１、幼児教育・保育の無償化に伴う対応等について、お伺いいたします。
現在、 大仙市内 には、 企業が経 営する保 育施設を 含め３０ の保育施 設及び 幼稚園があ
ります。 １月１日 現在、 幼稚園・ 保育園合 わせて定 員２，６ ８７人に 対し、 ２，５５３
人が入所 している とのこ とでした 。まだ１ ３４人の 空きがあ りますが 、これ には定員数
に対して 入園数が 激減し ている「 へき地保 育園」の 高畑保育 園と、平 成３０ 年度で閉園
となる土 川保育園 を含ん でいるか らであり 、ほとん どの園は 定数一杯 となっ ており、日
の出ベビ ー保育園 ・大曲 乳児保育 園・みつ ば保育園 ・なかせ んワイワ イらん ど・中仙東
保育園・どれみ保育園の６園は、定数を超えている状況となっております。
今、通 常国会で は「幼 児教育・ 保育の無 償化」が 審議され ており、 ３歳か ら５歳の全
ての子ど もたちの 利用料 の無償化 。０歳か ら２歳の 子どもた ちの利用 料につ いては、住
民税非課 税世帯を 対象と して無償 化。さら に、幼稚 園の預か り保育を 利用す る子どもた
ちについ ては、保 育の必 要性があ ると認定 を受けた 場合には 、幼稚園 保育料 の無償化、
上限月額 ２万５， ７００ 円に加え 、利用実 態に応じ て認可保 育所にお ける保 育料の全国
平均額月 額３万７ 千円と の差額で ある最大 月ｌ万ｌ ，３００ 円までの 範囲で 、預かり保
育の利用 料を無償 化とな っている ようです 。あわせ て、認可 外保育施 設等を 利用する子
どもたち について も、保 育の必要 性がある と認定さ れた３歳 から５歳 の子ど もは、月額
３万７千 円まで、 ０歳か ら２歳の 住民税非 課税世帯 の子ども はそれぞ れ無償 化となり、
今年の１０月１日から実施されるといわれております。
今現在 、各施設 に入園 している 子どもた ちは、出 生した子 どもの全 てでは ないと思わ
れます。 現状でも 手一杯 な状態の ところへ 、今回の 無償化に より申し 込みが 殺到した場
合、保育 士の確保 をはじ め、どの ように対 応される のか、待 機児童は 発生し ないのか、
ご所見をお伺いいたします。
また、 各施設の 建築年 度を調査 したとこ ろ、３０ 園中、昭 和の建築 が１１ 園あり、閉
園となる 土川保育 園を除 けば１０ 園全て大 曲地域の 施設であ ります。 一番古 いのは昭和
４８年で あり、全 ての園 で老朽化 が激しく 、手狭だ とお聞き します。 運営す る法人側の
整備計画 との兼ね 合いも あるかと 思います が、市で はどのよ うな対応 方針を お持ちなの
か、具体的な計画等があるのなら、それもあわせてお伺いいたします。
○議長（茂木

隆）

１番の項目に対する答弁を求めます。佐藤副市長。
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【佐藤副市長
○副市長（佐藤芳彦）

登壇】

髙橋徳久議員の質問にお答えを申し上げます。

質問の 幼児教育 ・保育 の無償化 に伴う対 応等につ いてであ りますが 、はじ めに、申し
込み多数 の場合の 対応に つきまし ては、こ れまでも 無償化の 対象とな る３歳 児から５歳
児につき ましては 、ほと んどの幼 児が保育 所等の施 設を利用 しており 、申込 者が増加し
たとして も２０人 前後と 見込まれ ますので 、３歳児 から５歳 児の受け 入れに つきまして
は、各施 設の面積 と保育 士の配置 基準から 判断して 、対応が 可能であ るとい うふうに認
識をしております。
しかしながら、０歳児から２歳児で対象となります住民税非課税世帯につきましては、
今現在で も０歳・ １歳児 では、年 度途中に おいて待 機児童が 発生して いる状 況でありま
すので、 この状況 を踏ま えますと 、０歳か ら２歳児 を受け入 れるため には、 これまで以
上に保育 士確保に 努めな くてはな らないと 考えてお ります。 そのため にも、 これまで市
独自で実 施してま いりま した四つ の保育士 確保の推 進事業に 加えまし て、平 成３１年度
からは「 臨時保育 士緊急 確保推進 事業費補 助金」も 新たな事 業として 取り入 れながら、
法人と連携しながら保育士の確保を図ってまいります。
次に、大曲地域の保育施設の老朽化問題でございます。
昭和４ ８年に建 設され た大曲東 保育園を はじめ、 昭和５０ 年代に建 設され た施設が多
く、社会 福祉法人 大曲保 育会が運 営してお りますこ れらの施 設は、築 ４０年 以上経過し
ていることから老朽化が進み、一部の施設については修繕では対応しきれない状況と
なっていると認識しております。
また、 基準は満 たして いるもの の定員一 杯に児童 を受け入 れするこ とで、 不便を感じ
ている施設もあると思っております。
老朽化 が進んだ 施設等 の改築に つきまし ては、特 に大曲地 域では敷 地が狭 隘なため、
園を運営 しながら の現地 での改築 について は難しい というふ うに思っ ており ます。大曲
保育会と 市が協議 のもと 、建設場 所や施設 の規模、 再編を含 めた改築 等の整 備計画の中
で進めていく必要があると考えております。
なお、 今年の１ 月に社 会福祉法 人大曲保 育会から 、大曲北 保育園の 移転改 築にかかわ
る要望書 をいただ いてお ります。 この後、 法人側と 協議して まいりた いと考 えておりま
す。
市とい たしまし ては、 今後にお ける人口 推計と保 育ニーズ を把握す るとと もに、次世
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代の子どもたちが安全・安心のもと、喜んで利用してもらえるような施設であるために、
今後も長期的な視点で十分協議を重ね、国・県の補助金などの財源を確保するとともに、
市の財政状況を踏まえながら支援し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（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

次に、２番の項目について質問を許します。

○１９番（髙橋徳久）

次に、花火伝統文化継承資料館についてお伺いいたします。

昨年の８月の開館以来、予想よりも早いペースで多くの来館者があったと聞いており、
誠に喜ばしく、新しいシンボル的施設誕生と大きな期待を寄せております。
藤城清 治氏の影 絵「大 曲の花火 」は素晴 らしいも ので、来 館された 方々も 大変お喜び
になったものと思われますし、４Ｋ４面映像も迫力を感じていただけたものと思います。
開館か ら現在ま での来 客数、特 に資料館 に、どれ ぐらいの 方々が来 られた のか教えて
いただけ ればと思 います 。あわせ て、どの ような反 響があっ たのか、 アンケ ートを取ら
れたりしたのかお伺いいたします。
開館当 初、この 資料館 は生涯学 習施設と して位置 付けられ 、引き続 き資料 の収集を図
りながら も、常に 新しい 企画展な どを展開 するなど 「生きて いる資料 館」を 目指すとし
ており、 来館者数 増も合 わせ２面 性を有し た施設で あると認 識してお ります 。この両者
を希求するためには、今後の資料館の企画として、例えばＶＲ（バーチャルリアリ
ティ）や ３Ｄメガ ネをつ けて映像 を楽しめ るような 斬新なも のを提供 するな ど、常に攻
めの企画 が「飽き させな い」こと につなが り、リピ ーターを 増やすこ とにな ると考えま
すが、資 料の収集 ・保存 に対する 考え方も 含め、今 後の資料 館のあり 方につ いてご所見
をお伺いいたします。
○議長（茂木

隆）

○教育 長（吉川 正一）

２番の項目に対する答弁を求めます。吉川教育長。
髙橋徳 久議員の 二つ目の 発言通告 の花火伝 統文化継 承資料館に関

する質問 につきま しては 、生涯学 習部長に 答弁させ ますので 、よろし くお願 いします。
○議長（茂木

隆）

安達生涯学習部長。

○生涯 学習部長 （安達成 年）

質問の花 火伝統文 化継承資 料館につ いて、お 答え申し上げ

ます。
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はじめに、開館から現在までの来客数につきましては、平成３０年８月５日のオー
プンから ７カ月が 経過し たところ ですが、 平成３１ 年２月末 現在で、 ３・４ 階の花火資
料館エリ アには３ 万１， ０２３人 の方々に 来館いた だいてお ります。 当初の 予想を上回
る来館者数となってございます。
また、 反響につ きまし ては、お 聞かせい ただいた 感想や館 内に設置 してあ りますアン
ケートで は、４階 のはな びシアタ ーやはな び創作工 房、３階 の企画展 や藤城 清治氏の影
絵をはじめとした様々な展示において、「４Ｋ４面のマルチシアターが迫力がある」
「花火のことを深く知ることができた」「花火のまちにふさわしい施設ができて嬉し
い」など、好評をいただいております。
一方で 、花火グ ッズ等 お土産品 の販売や 喫茶スペ ースなど の設置を 求める 声も数多く
寄せられているところでございます。
次に、 今後の資 料館の あり方に つきまし ては、ま だまだ改 善の余地 があり 、例えば映
像に関し ましては 、現在 ２本のプ ログラム をはなび シアター で上映し ており ますが、新
たに昨年 の全国花 火競技 大会「大 曲の花火 」を撮影 ・編集し た映像２ パター ンを現在準
備中であり、より迫力のある映像を今後上映できるものと期待しております。
近年、 映像で現 実世界 を忠実に 再現する ことが可 能になっ ており、 議員ご 提案のとお
り、花火 の臨場感 アップ に「ＶＲ （バーチ ャルリア リティ） 」や「３ Ｄ」と いった手法
は大変有 効である ことは 認識して おります けれども 、映像機 器を一新 する必 要もありま
すので、今後研究してまいります。
また、 貴重な資 料等は 、企画展 の目玉に もなり得 ることか ら、積極 的な収 集に努める
とともに 、デジタ ル化に よる保存 などを行 いながら 、資料館 でしか見 られな い企画展示
となるよう活用してまいります。
オープ ン初年度 は、話 題性もあ り、多く の方にご 来館いた だいてお ります が、２年目
以降もた くさんの 方にご 来館いた だけるよ う、さら に工夫を 凝らし、 寄せら れた要望等
にもできる限りお応えできるように努めてまいります。よろしくお願いします。
以上です。
○議長（茂木

隆）

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１９ 番（髙橋 徳久）

はい、１９番。
ご答弁 ありがと うござい ました。 本当にた くさんの 方々に喜んで
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いただい ていると いうア ンケート 結果、本 当に良か ったなと 思ってお ります が、やはり
中にその 危惧する 部分、 例えばグ ッズ売っ てる、記 念品何も ないとか 、ある いは喫茶ス
ペースも 何もない という ふうなア ンケート 結果が出 たという ことでご ざいま した。これ
はある程 度予測さ れてい たことな のかなと は思いま すが、で はそれに 対して どのような
対応をと っていか れるの かという ことにな ってくる んだろう と思いま すので 、それにつ
いてはど のような 対応を されてい くお考え があるの か。もし くは、私 は逆に 提案させて
いただく とするな らば、 地元商店 街を回遊 するよう にという ふうなこ とを前 提に、そう
いうのは 置かない という ことを開 館当時お 聞きしま したけれ ども、そ れでも 実際にやっ
ぱりアン ケートを 取った 結果、そ ういう食 べるとこ ろもお土 産品も何 もない というふう
なご指摘 いただい たとい うことを 考えれば 、やはり 何とかし なきゃい けない 。そうなっ
たときに は、やは り将来 的に、や はりここ は指定管 理を早め にするこ とも一 つの方策な
のかなと いうふう に思う ところで ございま す。それ について 、対応に ついて ご所見をお
伺いしたいと思います。
○議長（茂木

隆）

○市長（老松博行）

再質問に対する答弁を求めます。老松市長。
髙橋徳久議員の再質問にお答え申し上げます。

ご指摘 の点につ いてで あります けれども 、当初、 市の方で は設置し ないと 、その分、
花火通り 商店街を はじめ 、そちら の方でい ろいろ、 何という んですか 、買い 物や食事を
とってい ただけれ ばとい うふうな 考え方で おりまし たけれど も、今、 利用者 から多くの
アンケー ト結果で 要望が あるとい うことで 、年末の さきがけ 新聞にも 取り上 げられたと
ころであ ります。 そうし たことで 、いずれ 市の方で は直接的 には考え ていな くて、民活
というこ とで、今 、商工 会議所、 商工会、 商工団体 の方へ協 議を申し 上げさ せていると
いうところです。その成り行きを注目していただければというふうに思いますけれども、
いずれ市 としては 、あそ こに新し い建物は 造るつも りはない というこ とを当 初から申し
上げてきているところです。
指定管 理制度と いうこ とを今、 提案あり ましたけ れども、 まだ直営 でまだ １年もなっ
ていない という施 設であ りますの で、まず はもうし ばらく直 営を続け ながら 最善の方策
といいま すか、そ れから 民間の方 のお話も お聞きし ながら、 必要なも のを揃 えていけれ
ばというふうに思っております。よろしくお願いします。
○議長（茂木

隆）

再々質問はありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）
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○議長（茂木

隆）

○１９番（髙橋徳久）

次に、３番の項目について質問を許します。
国際交流についてお伺いいたします。

平成２ ９年第２ 回定例 会、平成 ３０年第 １回定例 会におき まして、 「大曲 青年会議所
と台湾の 中和國際 青年商 會が姉妹 締結して 交流を始 めてから 平成３１ 年度が ３０周年を
迎える。大仙市も秋田県・仙北市・美郷町と同様に、台湾の方にベクトルを向けて両
ＪＣを応 援する意 味で行 政同士の 交流を目 指してア クション を起こし てはど うか」と提
案いたし ました。 その後 、市長は 門脇仙北 市長・松 田美郷町 長と台湾 を訪問 されたり、
東京の台 北駐日経 済文化 代表処を 表敬され るなど、 ベクトル を切って くださ いました。
ピンシー てんとうさい

また、 太田の火 まつり の紙ふう せんを２ 月の台湾 平渓天燈 祭で上げ るため に訪問する
ことをお 聞きし、 議長以 下同僚議 員ととも に私も行 政視察さ せていた だき、 熱烈な歓待
をいただきました。
シンペー

新北市 表敬では 、副市 長様はじ め各担当 者も同席 され、そ の模様を テレビ 局が取材に
来ておりました。
中和区 役所表敬 では、 区役所玄 関前に区 長自らと 職員の方 々が、拍 手で我 々一行をお
出迎えくださり、区役所ホールにて盛大な歓迎式を催してくれました。
また、 外交部で は日本 担当の局 長様が面 談される など、大 変ありが たい歓 迎でありま
した。
施政方 針には、 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 指していく
とありますが、具体的な企画やお考えがありますでしょうか、お伺いいたします。
○議長（茂木

隆）

３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】

質問の国際交流についてお答え申し上げます。

台湾新 北市中和 区との 交流につ きまして は、大曲 青年会議 所と台湾 新北市 の中和國際
青年商會 が１９８ ８年に 姉妹協定 を締結し 、３０年 間の長き にわたり 友好交 流を続けて
きており ます。こ の民間 交流は、 本市の国 際交流、 国際理解 を推進す る上で 大きな功績
となっており、中和区と大仙市との親好にもつながっております。
この２ 月に市や 市議会 、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等による訪問団が新北市を訪れ、新北市政府、新北市中和区、
中華民国外交部へ表敬訪問いたしました。
また、 新北市平 渓区で 開催され ました「 平渓国際 天燈祭り 」におい て、中 和國際青年
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商會のご 協力をい ただき ながら「 太田の火 まつりの 紙風船」 を上げ、 本市の 伝統文化を
台湾に広く発信し、大変好評を得たところであります。
その後 、早速新 北市政 府からは 、教育分 野での交 流に興味 を持って いただ き、情報提
供してほ しいとの 連絡を いただい ておりま す。本市 としまし ては、両 地域の 民間交流の
機運に乗 りつつ、 これま でのご縁 を大切に しながら 、観光や 文化、教 育など 様々な分野
にわたる 友好交流 実現の ため、本 年８月に 中和区で 開催され る大曲青 年会議 所と中和國
際青年商 會の姉妹 提携３ ０周年記 念式典に あわせて 、秋田空 港からの 定期チ ャーター便
を利用して訪問したいと考えております。
そして 、その際 には、 新北市政 府及び中 和区との 相互交流 に関する 協定の 締結ができ
るよう、今後、具体的な協議を進めてまいりたいと考えております。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１９ 番（髙橋 徳久）

はい、１９番。
ありが とうござ いました 。私は逆 に民間だ けではで きないという

難しいよ うなこと 、例え ば現地で 大仙市の 物産、あ るいは農 産物など を販売 するなど、
そういっ た経済交 流の実 現に向け て、積極 的に行政 としてサ ポート、 また、 尽力いただ
きたいも のだなと いうふ うな思い を持って いるとこ ろでござ います。 それに ついてご所
見をいただればありがたいなというふうに思います。
また、 国際交流 という ことにつ きまして ですが、 最近、竹 島問題、 いわゆ る従軍慰安
婦及び少 女像に加 え、最 近では徴 用工問題 、火気管 制用レー ダー照射 問題、 あるいは韓
国国会議 長の天皇 陛下へ の謝罪要 求など、 今までに ない反日 姿勢によ り、外 交上、大き
な問題となって、日韓関係は大変冷え切っております。
そんな 中、地方 行政レ ベルでの 交流を行 うことに 、私自身 大変憂慮 してお ります。ま
してや子 どもたち を派遣 するとい うことに ついて、 子どもを 持つ親の 立場か らしても、
大変心配 でなりま せん。 昨年、一 昨年と協 定締結１ ０周年記 念行事を 開催し たというこ
とですが 、当市は 市長も 代わりま したので 、今一度 、足元を 見つめ直 す時期 にきている
のではな いでしょ うか。 多くの韓 国関係者 が大仙市 におられ ることも 承知し ております
し、交流 を望んで おられ る方がい ることも 理解して おります 。そのこ とを否 定するもの
ではあり ませんが 、不安 がある今 は、一旦 歩みを止 めて、今 後の日韓 関係の 方向性を見
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極めるの も選択肢 の一つ であると 考えます 。これは 一つの意 見として お聞き いただけれ
ばと思いますので、この件についてのご答弁は求めません。
以上でございます。
○議長（茂木

隆）

○１９番（髙橋徳久）
○議長（茂木

隆）

○市長（老松博行）

最初の質問に対しては答弁求めますか。
お願いいたします。
再質問に対する答弁を求めます。老松市長。
髙橋徳久議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

まず、 交流の関 係で経 済交流と ご提案あ りました けれども 、相手が あるこ とでありま
すので、 相手の意 向を確 認しなが らという ことで。 ただ今、 先程申し 上げま したように
教育分野 にはどう も新北 市政府、 これ人口 ４００万 の大都市 が大仙市 との教 育関係につ
いて、教 育交流に ついて 興味を持 たれたと いうこと でありま すので、 その点 については
まず話を 詰めると いう格 好になろ うかと思 いますけ ども、い ずれ今ベ ースに なっている
のが青年 会議所の 皆さん 、いわゆ る商売を されてい る皆さん 、向こう の皆さ んもそうで
すけれど も、そう した商 売をされ ている方 々の交流 というこ とですの で、当 然経済交流
ということに、青年会議所の方もそういうふうな考え方をお持ちのようでありますので、
当然そういうふうな形になってくるんだろうなというふうに思います。
それか ら、今、 太田の 火まつり の実行委 員会の皆 さんに紙 風船上げ という ことで、向
こうの方 の平渓国 際天燈 祭り、フ ェスティ バルに出 させてい ただいた という ことで、や
はりそう した伝統 行事と いいます かね、そ うしたも のを今実 際に交流 させて いただいて
いるとい うことも ありま すので、 そういっ た伝統文 化行事、 そうした ものも 当然テーマ
になるのかなというふうに思います。
それか ら、オー ソドッ クスなと ころでは 、次世代 を担う子 どもたち の交流 ということ
がやはり 、これは 誰しも 賛成して いただけ る分野で はないか なという ふうに 思いますの
で、そう したこと を提案 させてい ただきな がら詰め てまいり たいとい うふう に思ってお
ります。
いずれ 相手があ ること なので、 相手がこ れは嫌だ と言われ るとね、 なかな かできない
ことなの で、両方 納得で きるよう な形でま とめてい ければな というふ うに思 っておりま
すが、こ れからの 具体的 な協議が 肝心だと いうふう に思って おります 。是非 ８月にはそ
うした形 でまとめ ること ができれ ばという ふうに思 っており ますので 、議員 各位のご協
力もまた 、お力添 えもお 願いした いという ふうに思 います。 どうぞよ ろしく お願いしま
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す。
○議長（茂木

隆）

再々質問はありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

これにて１９番髙橋徳久君の質問を終わります。
【１９番

○議長（茂木

隆）

髙橋徳久議員

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日を定刻に開議いたします。
大変ご苦労様でした。
午後

２時５０分

散
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会

