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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３号をもって進めます。

○議長（茂木

隆）

日程第１、本会議第２日に引き続き、一般質問を行います。

５番挽野利恵さん。
（「はい」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、５番。
【５番

○議長（茂木

隆）

○５番 （挽野利 恵）

挽野利恵議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
お はよう ございま す。公明 党の挽野 利恵です 。今回の 定例会におき

ましても一般質問の機会を与えていただき、感謝を申し上げます。
今日は 、県立高 校の一 般入試の 日であり ます。未 来を担う 子どもた ちが夢 に向かって
頑張る姿を応援しております。
さて、 この冬は 例年に 比べ穏や かな日が 多いと感 じます。 雪の量も 例年に 比べて明ら
かに少な いと思い ますし 、屋根の 雪下ろし をしてい ない市民 の方々も 多いと 聞いており
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ます。
また、 先日、広 域組合 に問い合 わせをし たところ 、圏域で は雪によ る人的 被害が昨年
の半数以 下で、し かも死 者の数が ここ５年 間では初 めてゼロ で推移し ている と伺いまし
た。願わ くば、こ のまま 春を迎え 、新しい 御代の時 代に入っ ていきた いもの とだと切に
思うものであります。
平成の 時代が終 わりを 告げよう としてい る今、国 会では不 正統計問 題がか まびすしく
論戦の中心となっております。まさに青天のへきれきで、よもや基幹統計による基礎
データが 操作され ていた とは信じ 難く、絶 対的な性 善説の上 に立ち、 国民も 諸外国も信
頼を寄せ ていた国 の根幹 部分が土 足で踏み にじられ た感があ ります。 あらゆ る分野に及
ぼす影響 の大きさ を思う と、私も 憤りを禁 じ得ない 一人であ りますが 、今必 要なことは
犯人探しや与野党のいがみ合いではなく、国の根幹を揺るがす一大事に真摯に向き合い、
今後の信 頼回復に 向けた 道筋をど うつける かについ て、与野 党が同じ 方向を 見て議論を
深めていくことではないでしょうか。今後の成り行きを注視したいと思います。
さて、 去る２月 ２２日 の本会議 初日に市 長の施政 方針演説 をお聞き いたし ましたが、
それによ ると、平 成３１ 年度当初 予算につ いては、 一般会計 ベースで は大規 模事業の終
了により 、２年連 続での マイナス 予算とな るようで あります 。しかし ながら 、その概要
を拝見し 、第２次 総合計 画に沿い ながらも 老松カラ ーが随所 にちりば められ た積極型の
予算と感 じました 。身の 丈に合っ た予算を 編成する のは至極 当然のこ とであ り、担当さ
れた職員 の皆様に とって は、窮屈 な編成作 業だった というこ とは想像 に難く ありません
が、奇を てらうこ となく 行政の本 来の存在 意義を踏 まえたバ ランスの 良い予 算であると
思います 。今定例 会の審 議におい ては、是 非各事業 の内容に ついて、 丁寧な 説明を心が
けていた だき、細 部にわ たる議会 のコンセ ンサスを 得た上で の成立を 図って いただけれ
ば幸いに存じます。
それで は、前置 きが少 し長くな ってしま いました が、通告 に従い順 次質問 させていた
だきますので、市当局の皆様にはご答弁についてよろしくお願いいたします。
はじめ に、児童 虐待と ＤＶ（ド メスティ ックバイ オレンス ）につい てお伺 いいたしま
す。
今や子 どもが虐 待で亡 くなる事 件は年間 ５０件を 超え、平 均すると 実に１ 週間に１人
の子ども が命を落 として いること になりま す。今年 に入って からも千 葉県野 田市におい
て、小学 ４年生の 女の子 が父親か らの虐待 が原因で 亡くなる という痛 ましい 事件があり
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ました。 加害者で ある父 親は逮捕 され、さ らに母親 もそれを 阻止しな かった 責任がある
として逮 捕されま した。 父親に虐 待される 我が子を 、なぜ母 親が守れ なかっ たのか、逃
げるとい う選択肢 はなか ったのか などなど 、私も子 どもを持 つ一人の 母とし て、湧き上
がるやり きれない 気持ち になりま した。実 はこの母 親自身も 首を締め られる などの日常
的にＤＶ を受けて おり、 身体的暴 力に加え 、家事・ 育児にだ め出しを される という心理
的虐待が 絶え間な く続い ていたそ うであり ます。毎 日続く緊 張感と恐 怖感が 彼女の思考
をゆがま せていき 、次第 に父親の 行為に対 し何も言 えなくな っていき ました 。母親は、
警察への 供述で「 娘が虐 待されて いれば、 自分が暴 力を受け なくて済 むと思 った」とい
う信じ難 い感情を 吐露し ておりま すが、そ れほど父 親のエス カレート してい く身体的・
精神的暴 力に追い 詰めら れていっ たのでし ょう。父 親が家庭 内で絶対 的権力 を誇示する
ために、 長年にわ たり家 庭内で身 体的暴力 や精神的 暴力をふ るってい た結果 、母親は正
常な判断 ができな くなり 、子ども が命を落 とすとい う痛まし い事態に なって しまったの
だと思います。
この事件を受け、公明党では、しつけと称した体罰の一掃に向けた法整備や民法の
「懲戒権 」のあり 方の見 直しなど 再発防止 策を求め 、安倍晋 三首相宛 てに緊 急提言を行
いました 。提言で は、し つけに体 罰は必要 といった 誤った認 識の一掃 に向け 、児童虐待
防止法に 体罰禁止 規定を 新たに盛 り込み、 政府を挙 げて周知 徹底する よう強 調するとと
もに、民 法上の「 懲戒権 」が、し つけを理 由に体罰 などを容 認する根 拠にさ れないよう
見直しを 求めてお ります 。この提 言に対し て政府も 本腰を入 れ、法整 備、環 境整備に動
き出しております。
ところ で、この ＤＶ、 児童虐待 の問題に 関しては 、現時点 で相談で きる窓 口が幾つか
あります 。ＤＶに 関して は、内閣 府が全国 共通の電 話番号か ら各地域 のＤＶ 相談機関を
案内する 「ＤＶ相 談ナビ サービス 」が実施 されてお り、秋田 県におい ては配 偶者暴力相
談支援セ ンター、 もしく は女性相 談員が対 応してお ります。 また、警 察にお いては、県
民安全相 談センタ ーが相 談に応じ ており、 緊急性が ある場合 は、最寄 りの警 察が対応し
ております。
一方、 児童虐待 に関し ては、厚 生労働省 が全国共 通ダイヤ ルを設け ており 、そこから
最寄りの 児童相談 所につ ながるシ ステムが あります 。秋田県 において は、３ カ所の児童
相談所が あり、相 談や通 報の窓口 となって おります 。ここ大 仙市に最 も近い のは、横手
の南相談所で、危険と思われるときは警察に通告することもできます。
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さて、 大仙市に おいて は、ＤＶ は男女共 同参画室 、児童虐 待につい ては子 ども支援課
と教育委 員会が対 応して いるほか 、民間ボ ランティ ア団体の 大仙市Ｄ Ｖ防止 連絡会でも
リーフレ ットなど を通じ た啓蒙活 動を行っ ておりま す。その 活動資金 は、女 性の奉仕団
体「国際 ソロプチ ミスト 大曲」が 多額の出 資をして くださり 、ＤＶ等 防止基 金を創設し
て当市のＤＶ防止の啓蒙・啓発活動に大きく寄与していただいております。
また、 児童虐待 につい ては、幼 稚園、保 育園、小 ・中学校 の先生方 、また 、地域住民
の方々が きめ細や かに子 ども、児 童・生徒 を見てい ただいて いるおか げで、 大きな事件
にならずに済んでいると伺っております。
このよ うに、行 政、民 間問わず 、それぞ れの組織 で最大限 取り組ん でいた だいており
ますが、 私は昨今 の悲し い事例を 見るにつ け、もは やＤＶと 児童虐待 を分け て対応する
のではな く、人間 を守る という観 点から相 談窓口を 一本化す ることが 必要で はないかと
考えるに至りました。そこで、次の３点について質問をさせていただきます。
一つ目 は、全国 的に大 きな問題 となって いる児童 虐待とＤ Ｖについ て、大 仙市はどの
ように捉え、どのようなお考えをお持ちでしょうか。
二つ目 は、児童 虐待と ＤＶは、 互いに密 接に関連 している 事例が多 くある ことから、
別々にではなく一本化した窓口が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
三つ目 は、民間 からの 資金で支 えられて きた「Ｄ Ｖ等防止 基金」が 枯渇し つつありま
す。今後 は、市と して独 自に取り 組むべき と考えま すが、い かがでし ょうか 、ご所見を
お伺いいたします。
○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】

挽野利恵議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 児童虐待 とＤＶ について でありま すが、は じめに、 児童虐待 の問題 につきまし
ては、連 日のよう に報道 されるニ ュースを 見るたび に、保護 者に対す る怒り はもちろん
ですが、 関係機関 や周囲 でもう一 歩踏み込 んだ対応 が取れな かったも のかと 心を痛めて
いるところであります。
さて、 大仙市に おきま しては、 市で作成 した児童 虐待対応 マニュア ルに沿 って、子ど
もが通っている保育所や認定こども園、学校、さらには健康増進センターや教育委員会、
医療機関、警察、児童相談所等の関係機関が関与しながら対応しております。
児童虐 待が疑わ れる相 談や通告 があった 場合には 、関係機 関で把握 できる 情報を速や
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かに収集 するとと もに、 受理会議 を開き、 緊急性を 判断し、 必要に応 じて児 童相談所や
警察に通報し連携を図るほか、子どもの安全確認のために家庭訪問を行います。
虐待に 関する相 談件数 につきま しては、 平成２６ 年度が２ １件、平 成２７ 年度が２４
件、平成２８年度が１１件、平成２９年度が２６件となっております。
なお、 平成２９ 年度の ２６件の 経路別内 訳ですが 、児童相 談所が９ 件、市 が１件、認
定こども 園が１件 、警察 が１０件 、医療機 関が１件 、学校が ２件、近 隣や知 人が２件と
なっております。
現在、 大仙市要 保護児 童対策地 域協議会 を設置し ており、 それぞれ の機関 の役割分担
を確認、 調整する ほか、 必要に応 じて個別 ケース検 討会議や 実務者会 議を開 き、状況確
認や支援方針の決定などを行っております。
今後も 関係機関 の連携 を強化し 、情報共 有を図り ながら適 切に対応 してま いります。
一方、 虐待を根 絶させ るための 取り組み も必要で あると認 識してお ります 。少子化や
核家族化 を背景に 家庭の 子育て力 が低下し 、社会的 な支援が 必要な子 どもや 家庭が増え
ているこ とから、 妊娠、 出産、育 児、子育 てを通し た切れ目 のない支 援体制 を構築する
ため、今 年の７月 から「 子育て世 代包括支 援センタ ー」を３ カ所開設 し、き め細かな相
談によって育児の悩みを軽減してまいります。
今後は 、さらに 一歩踏 み込んで 、リスク が高いと 判断され る家庭に 対応す るため、現
在の家庭 支援体制 をより 充実させ た「子ど も家庭総 合支援拠 点」の開 設を目 指してまい
りたいと考えております。
また、 ＤＶ問題 につき ましては 、配偶者 等からの 暴力とい うことで あり、 現在、男女
共同参画 推進室で 相談機 関の紹介 や防止と 撲滅のた めの啓発 をしてお ります 。ただし、
夫婦間の 暴力行為 を子ど もが目撃 した場合 は、これ も児童へ の虐待と 同じリ スクがあり
ますので、子ども支援課で対応しているところであります。
次に、 ＤＶと児 童虐待 のどちら も相談で きる窓口 の設置に つきまし ては、 家庭内ＤＶ
が児童虐 待に発展 する懸 念もある ことから 、窓口の 一本化は 有効な手 段であ ると考えて
おります。
市とい たしまし ては、 ＤＶと児 童虐待の ほかにも 高齢者虐 待や障が い者虐 待、貧困問
題などの 相談も多 くある ため、福 祉関係全 般に対応 できる総 合相談窓 口の設 置、あるい
はどの相談窓口でもワンストップで応対できるような相談体制の確立という両面からも、
組織の見直しなども含め改善に努めてまいりたいと考えております。

- 110 -

次に、 ＤＶ防止 活動は 、民間か らの資金 で支えら れた基金 ではなく 、市と して取り組
むべきで はないか という ご質問で ございま すが、「 大仙市ド メスティ ック・ バイオレン
ス等防止 基金」は 、平成 １８年１ １月に民 間団体か ら市のＤ Ｖ防止活 動に役 立てていた
だきたい とご寄付 をいた だき、同 年１２月 、その寄 付金を基 金として 積み立 て、市のＤ
Ｖ防止活動に活用させていただいております。
これま で、ＤＶ 防止活 動事業の 運営に当 たりまし ては「大 仙市ドメ スティ ック・バイ
オレンス 防止連絡 会」と の協働に より啓発 事業を行 っており 、平成１ ９年度 からは基金
を活用し て「大仙 市ドメ スティッ ク・バイ オレンス 被害者等 支援金交 付」を 開始し、平
成２９年 度までに １２件 、１８万 ４，０６ ５円をＤ Ｖ被害者 に対する 一時的 保護または
避難に要する費用の一部支援として支給しております。
このよ うな基金 を活用 した取り 組みにつ きまして は、市の 関わり方 や役割 などを来年
度中に協 議するこ ととし ておりま すが、今 後も市で はＤＶ被 害者相談 窓口の 周知をはじ
め、県や 警察署な どの関 係機関、 民間団体 との情報 共有や連 携を深め 、現在 行っている
ＤＶ被害 者に対す る一時 的保護ま たは避難 に要する 費用の一 部支援な ど、市 として果た
すべき役 割を基金 が有る 無しにか かわらず 、しっか りと担っ てまいり たいと 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）

○５番 （挽野利 恵）

はい、５番。
大 変前向 きなご答 弁いただ き、本当 にありが とうござ います。私も

児童虐待 とＤＶだ けでは なく、こ の高齢者 、障害者 、または ＤＶとい うのは 女の人が被
害に遭う ような印 象が強 いんです けれども 、実は家 庭内で男 性の方が 奥様か ら厳しい叱
咤激励を 受けてい る場合 もござい ます。こ れは問題 にならな い場合が 多いん ですけれど
も、そう いうこと で、本 当に人を 守るとい う観点か ら、大仙 市も前向 きに、 さらに前向
きに取り組んでいただきたいと思います。答弁は結構です。
○議長（茂木

隆）

○５番（挽野利恵）

次に、２番の項目について質問を許します。
次に、外国人労働者についてお伺いいたします。

政府は 昨年６月 に、２ ０２５年 までに５ ０万人超 の外国人 労働者の 受け入 れを目指す
と発表し 、その後 の国会 審議を経 て、同年 １２月に 「特定技 能」とい う新し い在留資格
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で外国人労働者を受け入れる出入国管理法の一部改正法律が成立いたしました。
外国人 就労拡大 の背景 にあるの は、言う までもな く深刻な 人手不足 です。 日本の人口
は２０６ ０年まで に３２ ．３パー セント減 ると予測 されてお り、特に 労働力 として期待
される生産年齢人口は、同年までに４５．９パーセント減と予測され、その後もどん
どん人手 不足が深 刻化す ることが 懸念され ておりま す。特に 人手不足 が問題 となってい
るのは「５業種」と呼ばれる建設、農業、宿泊、介護、造船業です。ほかにもビルク
リーニン グ、食品 ・飲料 製造、電 気機器、 車の整備 などを含 む「１４ 業種」 においても
人手不足が心配され、今後積極的に外国人就労を拡大していく方針としております。
この法 律は、今 年の４ 月から施 行され、 特定技能 １号の試 験を実施 するの は介護、宿
泊、外食 の３業種 になる 見込みで 、外国人 労働者の 単純労働 が許可さ れるこ とになると
話題にな っており ます。 専門知識 や高いコ ミュニケ ーション 能力を求 められ る介護やお
もてなし 、また、 臨機応 変な対応 が必要と なる宿泊 ・外食を 一概に「 単純労 働」と呼べ
るのかと 疑問視す る声も 上がって おります が、外国 人労働者 の単純労 働を禁 じてきた我
が国の方針が大きく変わる転機となることは間違いないでしょう。
大都市 ではコン ビニや 飲食業で 働く留学 生が多く 、カタカ ナ表示の 名札を 多く見かけ
る昨今で す。大仙 市にお いては、 まだまだ 外国人労 働者は多 くないと 思われ ますが、近
い将来、 労働人口 の不足 を補う戦 力として 外国人労 働者が増 えること は確実 と考えられ
ます。
そこで 一つ目の 質問で すが、現 在、大仙 市におけ る外国人 労働者は どのぐ らいいらっ
しゃるで しょうか 。また 、どのよ うな業種 に従事さ れている のでしょ うか、 お伺いいた
します。
働く環 境はそれ ぞれの 受け入れ 企業が努 力するも のであり ますが、 忘れて はならない
のは生活 環境の整 備であ ります。 例えば、 異文化に よる生活 習慣の違 いから 起きるトラ
ブルもあります。他の自治体でよく聞かれるのがごみの分別など、私たちが日常的に
行ってい ることも 、「知 らなかっ た」「情 報がなか った」た め問題に なるこ とが多いと
聞きます 。外国人 が多く 住む地域 では、外 国人を消 防団に加 えたり、 分かり やすい言葉
とひらが なを多用 する「 やさしい 日本語」 を広げる といった 取り組み が進ん でいるそう
でありま す。この ような 共存のノ ウハウは 、是非参 考にして いただき たいと 思います。
さて、本市ホームページにおいて、多言語の情報提供をしておりますが、大仙市の
トップページ左上にひっそりと「Ｇｌｏｂａｌ Ｓｉｔｅ」とあり、そこをクリックす
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ると英語 、韓国語 、中国 語と展開 していき ます。私 も見てみ ましたが 、それ は観光客な
どに向け たもので 、住民 サービス などの情 報につい ては残念 ながら乏 しいと 言わざるを
得ないと感じました。
他方で 、外国人 労働者 のもとに 市の職員 が出向き 、丁寧に 教えてい ること もお聞きし
ました。 ネット上 ではな く、現実 に接する ことは、 お互い顔 が見える ことで 異国の地で
あっても 安心感が 増すと 思います し、外国 人を雇用 する企業 にとって も市が 応援してく
れること は力強く 感じる のではな いでしょ うか。と てもあり がたく感 じます し、ご難儀
をおかけしますが、是非継続して応援していただきたいと思います。
そこで 二つ目の 質問で すが、外 国人労働 者に対す るニーズ が高まる 中、暮 らしの安心
を確保することは大前提であります。外国人労働者が大仙市に住み生活していくことは、
労働人口不足を補うだけでなく、衣食住の面で地域の経済にも少なからず影響するで
しょう。 外国から 来る側 と受け入 れる側が 、住みや すく共生 できるま ちづく りを進める
ためにも 、本市に おいて も外国人 労働者の ための生 活環境な どの整備 が必要 ではないで
しょうか 。制度が できて それで終 わりでは なく、ま た、流れ に任せ様 子見を するのでも
なく、そ れを運用 してい く自治体 として、 あらゆる 政策に共 通した、 しかも 迅速な対応
が重要だ と思いま す。加 えて、外 国人との 共生のた めの生活 上のルー ルや基 準、あるい
は抽象的 な表現に なりま すが、ま ちの雰囲 気といっ たものに ついても 、行政 が率先して
関与し、 これから の時代 にマッチ した良好 な関係を つくり上 げていく 努力が 必要と考え
ますが、市としての方針、見解をお聞かせ願いたいと存じます。
○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。
挽 野利恵 議員の二 つ目の発 言通告の 外国人労 働者に関 する質問につ

きましては、経済産業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）

高橋経済産業部長。

○経済産業部長（高橋正人）

質問の外国人労働者についてお答え申し上げます。

はじめに、現在の本市における外国人労働者の人数及び業種につきましては、平成
３０年１ ２月末現 在で、 ３１事業 所におい て１０９ 人が雇用 されてお り、業 種に関しま
しては、 建設業が ２社２ 人、製造 業が１５ 社４７人 、卸売・ 小売業が ４社２ ０人、宿泊
・飲食サ ービス業 が１社 ３人、教 育・学習 支援業が ３社５人 、サービ ス業が ２社８人、
その他が４社２４人となっております。
４月に 施行され る改正 入管法で は、深刻 な人手不 足の業種 に対応す るため 、新たな在
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留資格と して「特 定技能 」を有す る外国人 労働者の 受け入れ が開始さ れるこ とから、市
内産業を支える人材の確保と育成が喫緊の課題となっている本市におきましても、今後、
外国人労働者の増加が見込まれるところであります。
次に、 本市にお ける外 国人労働 者のため の生活環 境の整備 について であり ますが、外
国人の市 内定住や 就業の 促進を図 る上で、 その基盤 となる日 本語の習 得や生 活習慣の違
い、地域 住民との コミュ ニケーシ ョンの取 り方など 、議員ご 指摘の生 活文化 の違いから
生じる様々な問題が挙げられるところであります。
本市で は、外国 籍住民 へのサポ ートとし て、大仙 市・仙北 市・美郷 町によ る「大仙仙
北地域外 国籍住民 等サポ ート事業 」におい て、３名 の相談員 を配置し 、生活 していく上
での困り 事などを 相談す る体制を 整備して いるほか 、「在留 外国人の ための 日本語講座
事業」を毎週開講しております。
また、 外国人向 けに英 語や韓国 語、中国 語に翻訳 された市 ホームペ ージの 設置や、市
内事業所に就労する外国人向けの研修会へ講師派遣などを行っているところであります。
今後は、増加が見込まれる外国人労働者が安心して就労・生活できるよう、ハロー
ワークや 県と連携 し、企 業側には 適正な労 働条件の 確保や雇 用管理の 改善を 働きかけて
いくとと もに、県 や労働 局、商工 会議所な どが実施 する外国 人材の受 け入れ に関するセ
ミナーへの参加を周知してまいります。
また、 外国人労 働者へ は、言葉 の壁の克 服や生活 環境の違 う日本で 安全で 安心して生
活を送ることができるよう、市ホームページの充実に加え、日本語講座に関する周知や、
より地域 に溶け込 むため の地域行 事への参 加促進、 要請があ れば市職 員が企 業へ出向き
生活上の ルールや 地域の 紹介をし ていくな ど、生活 環境の整 備に関係 各課で 取り組んで
まいります。
○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５番挽野利恵さんの質問を終わります。
【５番

○議長（茂木

隆）

挽野利恵議員

降壇】

次に、２３番金谷道男君。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、２３番。
【２３番

金谷道男議員
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登壇】

○議長（茂木

隆）

○２３ 番（金谷 道男）

はじめに、１番の項目について質問を許します。
大地の 会の金谷 です。通 告に従い まして、 ３項目に ついて質問を

させていただきますので、よろしくお願いをいたします。
はじめに、防災対策についてお伺いいたします。
市長の 施政方針 でも述 べられた とおり、 昨年も１ 月の豪雪 、５月の 大雨、 夏の猛暑、
度重なる 台風の襲 来、大 阪や北海 道での地 震と、相 変わらず 全国各地 で自然 災害が続き
ました。 大仙市に おいて も一昨年 程でない ものの災 害の恐れ がたびた びあり ました。も
はや災害 は忘れた ころに やってく るのでは なく、忘 れないう ちにやっ てくる もののよう
になったようであります。しっかりと備えることが、ますます重要です。
大仙市 において は防災 担当部局 を中心に 、しっか りと備え を固めて いるこ とは心強い
限りです 。しかし 、災害 対策には 万全はあ りません 。常に備 えのさら なる充 実に心がけ
てほしい と思いま す。そ こで災害 対策に関 する２点 について 市長のお 考えを お伺いいた
します。
１点目は被災者支援システムについてです。
去る１ ２月下旬 に大地 の会、公 明党の会 派の合同 で西宮市 情報セン ターを 訪れ、被災
者支援システムの開発者であり、全国でこのシステムの実践使用を進めている同セン
ターの吉 田所長か ら被災 者支援シ ステムの 研修を受 けてまい りました 。この 被災者支援
システム は、行政 の持つ 情報を活 用して避 難所関連 、倒壊家 屋管理、 避難行 動要支援者
関連、被 災予測、 復旧・ 復興関連 、緊急物 資管理関 連、犠牲 者・遺族 管理、 仮設住宅管
理等、災 害の予防 、応急 、復旧の 各場面で の対策に 当たって 被災者の 支援に 立ってしっ
かりと寄 り添い、 支援を 適時的確 に行える システム として実 践使用さ れてい るものでし
た。
阪神・ 淡路大震 災の際 に開発さ れ、その 後の東日 本大震災 や各地の 災害へ の支援の中
で改良を 重ね、実 際に使 用しなが ら進化さ せたもの であると いうこと でした 。大変実践
的で、それぞれの地域事情に合わせた使い方ができる柔軟性もあるとも感じました。
自治体 が持つ情 報を有 機的に結 びつける ことは、 災害対策 にとって 重要な ことだと思
います。 大仙市で も被災 者支援シ ステムを 導入して いると思 いますの で、取 り組みの現
状をお伺 いすると ともに 、今回我 々が研修 してきた 被災者支 援システ ムは総 務省も支援
している システム です。 活用の支 援体制も あるよう でした。 このシス テムの 「使いなが
ら進化さ せる」と いうよ うなシス テムでも あるとも 感じまし た。今後 の有効 活用にさら
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に取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。
２点目は、防災ラジオについてであります。
いうま でもなく 災害の 予防、応 急対策、 復旧対策 、いずれ の場面に おいて も、適時的
確な情報 の収集と 市民へ の周知、 伝達が必 要です。 これまで 私は何回 も同じ ような質問
をしていますので、またかと思われそうですがお伺いいたします。
平成３ ０年度の 市民に よる行政 評価の個 別事業評 価の中で 、ＦＭは なびに 関連して防
災ラジオ の質問が ありま した。そ れによる と、「情 報伝達手 段として 防災ラ ジオが有効
と 思 う か 」 と い う 問 い に ９ ０ ． ９ パ ー セ ン ト が 「 そ う 思 う 」 と い う こ と で あ り ま す。
「防災ラジオを持っていますか」には「持っている」と「職場にある」を合わせても
２６．３ パーセン トでし た。さら に、「自 宅用に購 入したい か」には 「無償 なら利用す
る」が５ ６．８パ ーセン ト、「金 額次第で 購入する 」が１２ ．６パー セント 、「高くて
も購入する」は４．３パーセントでした。また、「必要を感じない」が２６．３パー
セントありました。
この結 果を受け た同評 価の今後 の方針の 中で、方 向性とし て、無償 貸与の 対象者や価
格につい て検討し たいと ありまし た。もち ろん災害 情報伝達 手段は重 層的で なければな
らないの で、防災 ラジオ だけでと は思いま せんが、 自前の伝 達手段で あるこ とは確かで
す。
先日、 担当課か ら現在 の貸与状 況をいた だきまし た。それ によりま すと、 貸与対象世
帯と関係 機関に７ ，１９ ８台貸与 されてお り、貸与 対象の６ ７．６パ ーセン トでした。
確かに個 別事業評 価の自 由記載の 中にもあ ったとお り、一人 暮らしで 聴覚障 害をお持ち
の方や一 部電波の 届かな い地域が あるなど 、個々の 世帯事情 によって 、ある いは地域に
よって必要度が違うかもしれませんが、有効性はあると思います。まずはこの対象の
方々への貸与をしっかりと進めてほしいと思います。
加えて 、一斉に 強制的 に情報を 伝達でき る方法で すので、 現在対象 外とな っている世
帯につい ても貸与 すると いうこと を、この 防災ラジ オ配布事 業の事業 目標に して進める
べきと考えますが、いかがでしょうか。
○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。
【佐藤副市長

○副市長（佐藤芳彦）

登壇】

金谷道男議員の質問にお答えを申し上げます。

はじめ に、被災 者支援 システム の活用に ついてで あります 。このシ ステム は、被災者
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の援護を 総合的か つ効果 的に実施 できるシ ステムと しまして 、平成７ 年阪神 ・淡路大震
災で被害 を受けま した兵 庫県西宮 市が独自 に開発し たもので ございま す。そ の後、東日
本大震災 など多く の災害 におきま して、各 地の自治 体の経験 を踏まえ 改良さ れておりま
す。大仙 市でも災 害時、 多岐にわ たる被災 者支援に 有効にで きると考 え、平 成３０年３
月に導入をしております。
大仙市 で導入い たしま した被災 者支援シ ステムは 、いわゆ る標準パ ッケー ジ版であり
ます。長 期的な避 難や多 くの倒壊 家屋が発 生するよ うな大災 害が発生 した際 、「被害情
報の集計 」や「り 災証明 の発行」 「避難者 名簿の作 成」など の業務に おいて 有効に活用
すること ができる もので あります 。現在、 定期的な 住民基本 データと の取り 込み作業や
保守管理、職員の操作研修などを実施しております。
また、 来年度は 、先に 議会の会 派の大地 の会、公 明党の会 の皆様も 視察さ れた兵庫県
西宮市で 、この支 援シス テムを開 発されま した情報 センター 長の吉田 氏を講 師に迎えて
講習会の開催を予定しております。
議員の ご質問に ありま した被災 予測や復 旧・復興 関連など にも活用 できる 機能につき
ましては 、地図デ ータな どのＧＩ Ｓを活用 すること から、現 在導入し ており ますシステ
ムのオプ ション機 能とな っており ますので 、今後、 専用サー バ機器の 導入や システムの
構築作業 などの動 作環境 の整備に ついて、 しっかり 検討して まいりた いと考 えておりま
す。
次に、 防災ラジ オの無 償貸与に つきまし ては、事 業がスタ ートした 平成２ ８年度に市
が購入し た１万個 を平成 ３０年度 までの３ 年間で「 避難行動 要支援者 世帯」 や「避難行
動要配慮 者利用施 設」「 生活保護 世帯」に 配布する 計画とし ておりま した。 しかしなが
ら、防災 ラジオを 「必要 ない」と する世帯 や、対象 となって いる方の 死亡や 転居などに
より、貸 与率が伸 び悩ん でいたこ とから、 無償貸与 枠を拡大 すること とし、 平成２９年
７月の水 害におい て浸水 被害に遭 われた世 帯のほか 、災害発 生時には 救助す る側にも必
要である とのご意 見もあ り、自主 防災組織 や消防団 幹部、官 公庁、災 害時協 力企業など
にも防災 ラジオを 配布し ておりま す。２月 末現在に おきまし て約７， ２００ 個を無償貸
与しております。
議員ご 承知のと おり、 緊急時の 災害情報 入手手段 は、ＴＶ やメール 、広報 車、家族や
友人から の連絡、 ラジオ 、ＳＮＳ 、自主防 災組織の 連絡網な ど多岐に 渡って いる現状で
あります 。こうし た中、 今年度実 施しまし た個別事 業評価の 結果を見 ますと 、防災ラジ
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オにつき ましては ９０． ９パーセ ントの方 が「災害 時に有効 である」 と考え ておられま
す。また 、５６． ８パー セントの 方から「 無償なら 利用する 」との回 答をい ただいてお
ります。 こうした 評価も 踏まえ、 今後の防 災ラジオ の無償貸 与につき まして は、個別事
業評価や アンケー ト調査 の結果を もとに、 他の伝達 手段の整 備などと 平行し 、まずは今
ある在庫 分につい て「避 難行動要 支援者世 帯」への 貸与を引 き続き実 施して 、市民の皆
様に防災ラジオの普及を図っ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）

○２３番（金谷道男）

はい、２３番。
ありがとうごさいました。

防災システムの関係ですけれども、この前の実は予算要望のときにもお話しましたが、
是非吉田 所長をお 招きし て講習会 をやって ください というこ とでした けれど も、早速取
り組んでいただけるということで非常に心強い限りであります。
余談で すが、住 民辞書 という名 前で吉田 所長はお っしゃっ ていまし たが、 いわゆる住
宅地図、 市民の一 人一人 の居住地 と、それ からその 方の情報 が連動し ている ということ
をやって いるとい うこと で、非常 に私、そ れがすご いなと思 いました 。やっ ぱり災害に
当たって は、一人 一人を どうやっ て救うか というこ となので 、やっぱ り人と そういう位
置情報を しっかり 結びつ けてやっ ていると いうこと が非常に やるべき だなと いうふうに
感じてき ました。 そうい うところ も含めて 、それか らパッケ ージだと 思いま す。私、先
程も言い ましたと おり、 進化させ ていくも のである というよ うなお話 でした ので、是非
そこら辺 のところ をしっ かり所長 から指導 を受けて 、より良 いものに つくり 上げていた
だければ いいなと いうふ うに思い ます。い つでも、 それこそ ボランテ ィア精 神で来るっ
て言ってましたので、是非そのようにして進めていただければと思います。
それか らもう一 つのラ ジオの方 なんです が、今、 答弁の中 にもあり ました が、まずは
今、配布 をしっか りする 、それは もちろん 私もそう だと思い ます。し かし同 時に、やっ
ぱり最終 的な、私 さっき も言いま したが、 事業の目 的として は、やは り全員 のとこに届
く、そういうシステムをやっぱり考えていくべきではないかなと思います。今、大仙市、
３万１千 ちょっと した世 帯数です 。１万の ラジオを 作りまし たので、 もう残 り２万とい
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うことなんですが、私、決してその２万という数字、全てが必要だとは私も思いません。
ただ、優 先順位を つけて 、さっき もちょっ とおっし ゃってい ましたが 、例え ばどうして
も情報が 遅くなり そうな 遠いとこ ろからや るとか、 あるいは 言い方悪 いです が、割と浸
水被害があるところにやるとか、そういう優先順位というのは当然あるんだと思います。
その優先 順位をつ けてで も早めに 、その全 ての世帯 に、一つ の情報伝 達手段 としてやっ
ぱりやる べきでな いかな と。防災 行政無線 のある地 域もあり ますけど も、そ れも次の更
新の時に は、やっ ぱり電 波の関係 等もあっ て、決し てそのま まいくわ けでは ないと思う
ので、あ る意味で 防災行 政無線を まだやっ ていませ んので、 それに代 わるも のという考
え方は当 然あるん だと思 います。 というこ とで、実 はその、 やっぱり 財源の 問題になる
と思うん です。そ うした ときに、 その防災 行政無線 というの は、今、 国の方 でも確か制
度があっ て、補助 金も多 分まだあ るんでな いかなと 思います 。そこら 辺ちょ っとわかり
ませんが 。今、国 も一生 懸命防災 、防災っ て言って ますので 、今回も 防災の 補正がある
ようでし たけれど も、そ ういった 補正の中 の制度の 中に、そ ういった 活用で きるものが
ないもの なのかな という ふうなこ ともちょ っと感じ ました。 そこら辺 のとこ ろはどんな
具合になっているのでしょうか。
○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。
金谷議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

当初の 計画では 、１万 個を有効 活用する というこ とで、特 に情報弱 者の皆 さんへお配
りしたい というこ とで始 まったと ころです けども、 中にはも う不要だ という 方もいらっ
しゃるみ たいで、 また、 若い人と 同居の場 合は、特 に若い人 は普通の ＦＭラ ジオを持っ
ているの で大丈夫 だとお っしゃる 場合もあ るようで すので、 本当に必 要な、 また原点に
戻って情 報弱者と いいま すかね、 いろいろ 情報、い くら若い 人と同居 をされ ていても、
日中は仕 事に行か れて、 高齢者の 方が１人 で残って いる場合 もあるだ ろうと いうふうに
思ってお りますの で、そ ういった 本当に必 要とされ ている方 をもう一 回です ね、調査す
るなどし て、この １万個 に限らな いで対応 してまい りたいと 、そうい った計 画をまた改
めて調査しながら立てたいというふうに思っております。
財源は、過疎ソフト、当市の場合は過疎ソフトを充当したということでありますので、
そうした ものもま た利用 できるか どうか確 認しなが らですね 、本当に 必要な 方にしっか
りとお配りするという形で進めてまいりたいというふうに考えています。
○議長（茂木

隆）

再々質問ありませんか。

- 119 -

（「はい」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

○２３ 番（金谷 道男）

はい、２３番。
大変あ りがとう ございま す。いず れ私も最 終的には 財源の問題っ

て当然あ る話なの で、こ れは決し て私は市 だけの問 題でなく て、日本 全国同 じような問
題を当然 抱えてい ること なので、 我々とし てもでき る範囲で 国・県な りの上 の方に要望
すること も一緒に やって いき、い くらかで も財源確 保ができ ることを 弾みに していただ
きたいと 思います が、い ずれ一人 一人のと ころに届 くような 最終目標 を立て て進めてい
ただければ大変ありがたいなと思っています。
以上でこの質問を終わりたいと思います。
○議長（茂木

隆）

○２３番（金谷道男）

次に、２番の項目について質問を許します。
次に、２番目の質問に入りたいと思います。

予算の 関係なん ですが 、今、財 政を取り 巻く状況 が非常に 厳しい中 で平成 ３１年度の
予算編成 に当たり 、市長 はじめ職 員の皆さ んは大変 苦労して つくり上 げたこ とだと思い
ます。大変ご苦労様でした。
個別事 業につい ての質 問は、明 日の予算 質疑で何 点かさせ ていただ きます が、今回は
予算の考え方ということでちょっと質問をさせていただきます。
地域が 元気であ るとい うことの もとの一 つには、 経済の元 気がある と思い ます。市の
生産額、いわゆる市の総合生産額は、その元気度を示す一つの指標でもあると思います。
私が言うまでもなく総生産額は、経済主体である企業、農業者、個人商店、協同組合、
ＮＰＯ、 自治体、 そして 個々の市 民の方々 が生み出 す経済活 動の成果 であり ます。この
額を表す 秋田県市 町村民 経済計算 によりま すと、大 仙市の総 生産額は 、平成 １８年から
平成２７ 年までの １０年 間で見る と、平成 １８年度 の２，８ ６６億３ ，３０ ０万円が最
高で、以 来、減少 が続き 、平成２ ７年度に は２，３ ５９億２ ，３００ 万円で した。中央
では好景気と言われていますが、地方では必ずしもそうでない現実が感じられます。
この統 計は２８ 年以降 の分はま だ発表さ れていな いような のではっ きりし ませんが、
それでも最近は県とか市の雇用動向や県内の経済研究所が出している経済指標を見ると、
少しは上 向きの様 子も見 てとれま す。いず れ、この いわばみ んなで稼 ぎ出す 大仙市の総
生産額を何とか拡大しなければならないことは確かです。
地域の 経済を持 続的に 発展させ るために 大事なこ とは、地 域の経済 主体が 繰り返し地
域の中で の再投資 を続け ることに あると思 います。 地域の中 で再投資 がされ ると、雇用
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の維持や 原材料の 再生産 と調達、 サービス の持続的 供給がな されるこ とにな ります。こ
の回転が 地域内で 数多く されれば されるほ ど、地域 の所得は 上がりま す。地 域の担税力
も増えていきます。要するに、地産地消の考え方が必要だということであります。
非常に ざっくり した話 なんです が、例え ばパン屋 さんが地 域外で生 産した パンを売っ
ているだ けであれ ば、地 域には販 売人件費 プラスア ルファぐ らいしか 残りま せん。しか
し、自分 で作るか 、ある いは地域 内で生産 したもの を売れば 、人件費 プラス 生産費が地
元に残り ます。ま た、生 産原料で ある小麦 が地元産 であれば 、原料費 も残り ます。この
違いは、ある人のデータによれば、４倍差が出るということであります。これは別に
パン屋さんに限った話ではなくて、いろんな経済の場面であると思います。
今、経 済の寡占 化が進 み、地方 にも中央 の大手資 本が進出 しており ます。 地元企業が
非常に苦 戦してい る状態 でありま す。そん な中、地 域に根差 した地元 経済主 体は、民間
の活力が そんなに 大きく ない大仙 市にとっ ての一般 会計、特 別会計、 合わせ て約６６０
億円は大 変大きな ものが あると思 います。 この予算 のうち、 どのぐら いが地 域内再投資
に向くか が大変重 要なこ とであり ます。行 政は、幅 広い仕事 を通じて お金を 使います。
工事の発 注や物品 の調達 、サービ スの発注 でありま す。その ときにコ ストを 下げること
が大事と 、どこの 誰でも 安ければ よいと考 えて地域 外発注を すると、 自分の 地域の経済
力を低下 させかね ません 。また、 市の事業 として、 ほかにも 福祉の給 付やイ ベント開催
などがあ ります。 これら について も地域内 でお金の 回るよう な仕組み 、地域 通貨や共通
商品券と の連携な ども考 えられま す。また 、当然や られてい ると思い ますが 、学校給食
の食材の 地元調達 、その ほかにも 公共施設 の運営、 あるいは 福祉事業 等での 雇用もあり
ます。雇 用賃金は 消費に つながり ます。人 件費は経 済的な効 果が大き いと思 います。安
価にする ことだけ ではな くて、的 確な価格 で雇用す ることが 大事であ ります 。人はお金
を使いま す。施設 はなか なかお金 を使って くれませ ん。もち ろん何で も全て 地元ででき
るという ことであ りませ んし、施 設は全て 駄目とい っている わけであ りませ ん。政策立
案に当た って、あ るいは 政策の実 行である 予算執行 に当たっ て、支出 が地域 内での消費
や再投資が増えるようなことを視野に入れて私は進めるべきと考えますが、いかがで
しょうか。お尋ねをいたします。
○議長（茂木

隆）

２番の項目に対する答弁を求めます。老松市長。
【老松市長

○市長（老松博行）

登壇】

質問の予算と地域経済についてお答え申し上げます。
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ただい ま金谷議 員から ご指摘あ りました 地産地消 の考え方 、これは 地方創 生の面から
見ても大 変大事な ことで あるとい うふうに 認識して おります 。そうし た気持 ちで答弁さ
せていただきたいと思います。
地域が 元気にな るため には、議 員のご指 摘にあり ましたと おり、地 域経済 の発展が大
事な要素 でありま す。こ れに関連 した予算 として、 来年度は 、今年度 の市民 による事業
の個別評 価の結果 、約８ 割の方が 継続実施 を望んで いる「住 宅リフォ ーム支 援事業」を
引き続き 実施し、 居住環 境の向上 とともに 市内住宅 関連産業 の活性化 及び雇 用の創出に
つなげたいと考えております。
このほ か「工業 振興奨 励事業」 や「創業 支援事業 」など、 地域経済 の発展 に資する取
り組みや大仙市産「いぶりがっこ」の増産に係る大根の産地化や２次加工品開発の推進、
「地域の 魅力再発 見事業 」として 地域団体 が実施す る湧き水 を活用し た新た な特産品開
発支援などを通し、地域の特徴を生かした取り組みも進めてまいります。
また、 国の平成 ３０年 度第２次 補正予算 に係る補 正予算案 として、 今次定 例会に事務
費の一部 を追加提 案させ ていただ きます「 プレミア ム付商品 券事業」 につき ましては、
本年１０ 月からの 消費税 率引き上 げに伴う 消費への 影響の緩 和と、地 域にお ける消費を
喚起する ため、低 所得者 及び子育 て世帯を 対象とし て来年度 実施が予 定され ており、地
方におきましても確実な効果があることを期待するところであります。
このよ うな市独 自の施 策展開や 国の施策 だけでは なく、予 算の執行 におき ましては、
工事の発 注や物品 の調達 などでは 、これま でも可能 な限り市 内業者に 依頼す ることとし
ており、 臨時職員 等の雇 用や業務 委託にお きまして も同様の 取り扱い をして いることか
ら、地域 経済の発 展や地 域活力の 創出につ なげてお ります。 大仙市内 には、 多種多様な
企業や事 業所、商 店があ ることか ら、物品 の購入や 役務の提 供など、 あらゆ る面におい
て市内だ けで完結 できる ことが多 くありま す。議員 のご指摘 にもあり ました とおり「地
産地消」 が地域経 済に資 すること を予算執 行に生か しながら 、職員が 共通認 識のもと、
地域内経 済が上向 くよう 、また、 地域の元 気から市 全体の元 気に発展 するよ う努めてま
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。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、２３番。
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○２３ 番（金谷 道男）

大変、 私の申し 上げまし た地産地 消の発想 で進めて いただけると

いうことで、大変ありがとうございます。そのようにお願いしたいと思います。
実は、 ちょっと この話 にネタが ありまし て、地域 に元気を 取り戻す ための 人口と地域
消費の１ パーセン トを考 えましょ うという 、ちょっ と文書が ありまし て、私 、そこを見
て今のことを思いついてちょっと質問したんですが、実は集落消滅するという予測が
ずっと出 たことな んです が、その 後の流れ を見ると 、決して 予測どお りにな っていない
というこ とから始 まった 話なんで すが、今 、人口急 増してい る市町村 という か地域は、
全てなく なるだろ うと予 測された ところで した。私 のデータ でありま せんの で、これ手
元にあり ますけど も。た だ、残念 ながら東 北にはい ないよう ですけれ ども、 すごいとこ
ろは２７ ．７パー セント という村 がありま す。私、 全部が大 きく一つ の目で 見るという
と、なかなか１パーセントって大きいんですが、それぞれの小さい単位で見ると、１
パーセン トぐらい ならい けるんで ないかと いうよう な気持ち になって ほしい ということ
で、この 方は書い ていた ようです けれども 、いわゆ る山村み たいなと ころで す。私、こ
の後も、 ひとつ、 その地 域の経済 を上げる といった ときに大 仙市全体 が上が るのが当然
最終目標 ですけれ ども、 さっき市 長が言わ れたとお り、それ ぞれの地 域、旧 の８町村で
もいいで しょうし 、それ よりもっ と小さい ところで も経済圏 ってある と思い ますので、
やっぱり そこら辺 にもう 少しお互 いに目を 向けて、 そこで１ パーセン トずつ 頑張れば全
体が１パ ーセント になる という話 にもなろ うかと思 いますの で、是非 そうい った発想も
加えなが らやって いって いただけ ればいい のかなと 思ってい ます。本 当に何 町村か名前
を言うと 皆さんわ かると ころだと 思います が、そう いったこ とで実は １パー セントとい
う目標設 定をして やると いうこと が大事だ というこ とですの で、是非 そのよ うな考えも
入れてやっていただければということでこの質問は終わらせていただきます。
○議長（茂木

隆）

○２３ 番（金谷 道男）

次に、３番の項目について質問を許します。
最後に なります 。財産区 のことに ついてで あります 。いろいろ難

しい内容 も含んで いる、 なかなか 大変なも のなので 、私もい ろいろ迷 いなが らの質問に
なりますので、よろしくお願いをいたします。
私が改 めて言う までも なく、財 産区とい うのは、 市町村合 併に伴う 合併協 議の中で旧
市町村の 持つ財産 の一部 を市自治 体に帰属 させずに 、例外と して特別 地方公 共団体とし
て存続さ せ、当該 財産区 住民の福 祉向上に 増進する ことと市 町村の一 体性を 損なわない
ことを二つの大運営原則としてやられております。
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当然の ことなん ですが 、この財 産区の事 務は市が 担当し、 収支につ いては 自前の議会
を持って いる、例 えば大 仙市の場 合は自前 の議会を 持ってい る花館財 産区以 外は市の特
別会計で処理しています。
ただ、考えてみますと、特定の地域に限った権利であり、収支であります。率直に
言って、なかなか市も議会としても、法的には確かに運営に大原則があるというものの、
実態としてはなかなか中に立ち入れないというふうに感じています。
現行の 大仙市の 場合の 財産区な んですが 、設立の 経緯は多 分、私ち ょっと 調査してい
ないので はっきり 言えま せんが、 入会権の 流れの中 でやられ てきたも のでは ないのかな
と感じて います。 そうい うことか らいうと 、なおさ ら中に入 りきれな いとい う部分があ
るんではないかと思います。
財産区 を作った 設立当 時と今で は、社会 の経済情 勢が大き く変わっ ていま す。また、
行政改革 というよ うな大 きな流れ もござい ます。そ ういった ことから いえば 、この地域
と関わり の深い内 容であ る財産区 の今後の あり方と して、私 は地域の 自主的 な管理運営
の形に移していった方がいいのではないかなと、決して私はここで申し上げているのは、
その財産 を全部市 に帰属 させどう のこうの というこ とではな くて、む しろ私 は、分権の
時代です ので、地 域の方 々のそれ こそ管理 運営の中 でやって いってい ただく 方がよいの
ではないかなという思いで質問させていただきますので、よろしくお願いします。
○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。
金 谷道男 議員の三 つ目の発 言通告の 財産区に 関する質 問につきまし

ては、総務部長から答弁させますので、よろしくお願いいたします。
○議長（茂木

隆）

舛谷総務部長。

○総務部長（舛谷祐幸）

質問の財産区についてお答え申し上げます。

大仙市 の財産区 は、大 曲地域に ３団体、 それから 協和地域 に４団体 の計７ 財産区があ
り、議会 設置は大 曲地域 の花館財 産区のみ であり、 その他の 財産区に は管理 会を設置し
ております。
議員の ご質問の 中にも あります とおり、 財産区の 管理事務 は、地方 自治法 の規定によ
り市が行 っており ますが 、財産区 が財産ま たは公の 施設を有 し、その 管理及 び処分また
は廃止を 行うこと を認め られた特 別地方公 共団体で あるため 、その運 営につ いては、議
会制の財 産区につ いては その議決 により決 定され、 管理会制 の財産区 におい ては管理会
の同意を経て、市議会の議決により決定されております。
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財産区 は設立か ら現在 に至るま で、長年 にわたり 地域財産 の管理を 行って おり、財産
の処分ま たは廃止 につい ても、そ の適切な 運営で地 域住民の 福祉向上 に貢献 している一
方で、市 町村の一 体性を 損なわな いように 努めるこ とが地方 自治法で も定め られており
ます。
財産区 の廃止等 につき ましては 、その設 立経緯や 特別地方 公共団体 として 独自の性格
を有する ことなど を踏ま えますと 、市が主 体的に働 きかけて いくべき もので はないと考
えますが 、財産区 からの 申し出や 協議等の 要請があ った場合 には、様 々な事 項において
精査が必要になると思われますので、丁寧な対応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。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○２３ 番（金谷 道男）

はい、２３番。
多分そ ういう答 弁だろう と想定し ていまし た。ただ 、私は率直な

話でいき ますけど も、や っぱり特 定の地域 の特定の 利害関係 だけなん ですよ ね。これ、
自治体が 大きくな れば大 きくなる ほど、そ の占める 割合は小 さくなっ ていき ますよね。
そういっ たことか らいく と、やは りそろそ ろ考える べきとき ではない のかな と、多分今
残ってい るのは昭 和の合 併のとき の合併協 議だと思 います。 実は私、 大仙市 の合併協議
の中で、 少しこの 話が出 たんです が、結局 、協議も 何もしな いままに 、もち ろん協定書
にも何も 書いてい ません 。でも私 は、さっ きから言 いました ように、 設立当 時とは状況
が変わっ ているの で、市 としては 関われな いという ことだと すれば、 ますま すこれは市
としてこ のままい くのか なという 気もしま す。ただ 、今ここ でどうの こうの ということ
ではない んですが 、私は 、一つの 問題提起 として、 今、次の 行政改革 の検討 に入ること
になって いますの で、私 はやっぱ りそこは 考えてほ しいなと 。今、当 時と違 って地縁団
体の法人 設立もあ り得る ことです し、そこ へやると しても非 常に法的 にいろ んな問題点
があるこ とは重々 承知を していま すが、そ ういった 方法も一 つにはあ るので はないかな
と。やは りその権 利を持 つ地区の 方々の意 識と言わ れますか 、何を考 えてい るか、もし
かすれば 全然知ら ないで いるとい うことも あり得る ような内 容ではな いのか なと思って
いますの で、そこ ら辺少 し、やっ ぱりこれ からのあ り方とし て、是非 大仙市 全体の業務
の中でやっていくべきものなのかどうかという、いわゆる考え方の整理みたいなのを
やっていただきたいと思うんですが、いかがでしょうか。
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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。
金谷道男議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

一般論として財産区について先程議員からもご指摘ありましたけれども、自治法上は、
その地域 の、住民 の福祉 を増進す るんだと 。それか らもう一 つが、財 産区の ある市町村
の一体性 を損なわ ないよ うに努め なければ ならない というこ とを地方 自治法 で記載され
ており、 若干二つ はね、 相反する ような今 、感じも あるのか なという ふうに 思っており
ます。と いうのは 、大き な大きな 財産区が 全国には あるよう ですけれ ども、 その地域の
財政事情 は、やは りその 市の中で 突出して 良いとい うような 地域もあ るとい うふうに前
に聞いた ことあり まして 、そうい った面で は、その 自治体の 一体性を 本当に 損なわない
ようにし ているの かどう かという ことで問 題がある というよ うな、一 般論と してはそう
した指摘がされているということは承知しております。
ただ、 大仙市の 場合の 七つの財 産区がそ うしたこ とに該当 するかど うかと いうことに
ついては 、私はそ うは思 っており ませんけ れども、 ただ、今 、いろい ろ合併 当初、合併
のときに 、合併を 進める ために合 意の材料 というよ うな形で 財産を財 産区と して残すと
いうこと は皆さん 了解し て進めら れてきた ところで あります ので、な かなか 市としてそ
れに対し て介入し ていく というの はなかな か難しい 問題だな というこ とは常 々思ってい
たところ でありま す。率 直な気持 ちであり ます。た だ、今、 時代も変 わって きていると
いうこと で、透明 性とい うことも 言われる ような時 代になっ てきてい ますの で、そうし
た面で地 域の皆さ ん、財 産区の管 理会の皆 さん、そ れから財 産区の地 域の皆 さんが、い
ろんな思 いを持た れてい るんであ れば、そ れは尊重 して市の 方も対応 しなけ ればならな
いという ふうに思 ってお ります。 ですから 、まず第 一に財産 区管理会 の皆さ ん、それか
ら財産区 の区域の 皆さん の意向を 尊重せざ るを得な いという ふうに今 は思っ ているとこ
ろです。
○議長（茂木

隆）

再々質問はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○２３ 番（金谷 道男）

はい、２３番。
すいま せん、分 かります 。ただ、 私が言い たかった のは、小さい

レベルの ときに、 こちら の町村と こちらの 町村で大 体両者と もいいな ってい うレベルで
あればい いんです が、そ れが２回 も合併を 繰り返さ れる中で 、大きい 大仙市 の中の本当
のエリア というふ うにな ってしま っている のが実情 だと思う んですよ 。全体 の仕事をす
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るという ことなの で、こ れ一体感 を損ねな いように というこ とは、多 分そう いうことだ
と思うん です。だ から私 は、自分 たちがや れるよう な仕組み にして、 私はそ れを取ると
かという んじゃな くて、 そこで自 主的にや ってもら うような 仕組みに してい った方がい
いのではないかと。むしろ議会をもってやるのであれば、それも一つの方法でしょうし、
これは難 しいこと ですけ ども。と いうこと と、地縁 団体も今 はもう自 分たち ができる、
当時と違 ってそう いう法 改正もで きたこと なので、 そういっ たことも 加味し てやってい
くべきではないのかなという思いで問題提起させていただきましたので、いずれこの後、
いろんな 形でみん なで協 議してい ければい いのかな と思いま すので、 よろし くお願いし
まして質問を終わります。
○議長（茂木

隆）

これにて２３番金谷道男君の質問を終わります。
【２３番

○議長 （茂木

隆）

金谷道男議員

降壇】

一 般質問 の途中で あります が、暫時 休憩いた します。 １１時２０分

に再開いたします。
午前１１時１１分

休

憩

……… ………… ………… ……… ………… ………… ………… ………… ………… ………………
午前１１時２０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、４番佐藤隆盛君。
（「はい」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

はい、４番。
【４番

○議長（茂木

隆）

○４番 （佐藤隆 盛）

佐藤隆盛議員

登壇】

１番の項目について質問を許します。
市 民クラ ブの佐藤 隆盛です 。通告に 従いまし て、１点 を柱に、登山

道やハイキングコースの現状と対応について質問いたします。
近年、 定年後の 体力保 持や自然 への親し みを求め る登山者 、あるい は里山 歩き、また
はウォーキングの延長としての山愛好者が増えています。
ネット に投稿さ れるの を見ても 、真木真 昼県立自 然公園な どは根強 い人気 があるよう
に見受けられます。
大仙市には奥羽山脈山系として、奥羽山脈の一部をなす真昼山地で、奥地には日本
２００名 山和賀山 塊の一 部を形成 する薬師 岳や甲山 、小杉山 などの山 々があ り、支流の
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七瀬沢や 金堀沢に は四十 八滝など が存在し 、真木真 昼県立自 然公園に 指定さ れており、
大自然と 保持され ていて 、本当に 自然を満 喫して自 分と自然 が一体と なった 感覚が味わ
える場所として知られ、県内外から登山者人気の山域と言われております。
一般的 に言って 大仙地 図２万５ 千分の１ によりま すと、６ ０程の山 名が載 る山がある
ようであります。また一方、市街地から見え、近くて親しめる大平山、通称松山、また、
松山公園 などのコ ースは 、親しみ やすく、 伊豆山、 神宮寺岳 など、ま た、元 日登山から
始まり、 山野草の 春、夏 など身近 な自然と して、例 えば「西 山を歩こ う会」 などのサー
クル、市民の山として親しまれています。
しかし 、これは 市街地 に近い私 の実感で あります が、例え ば西仙の 黒森山 など全市か
ら見た、こうした遊歩道、登山道など市の管理が及ぶものが、まだあるかもしれません。
また、大 仙市には 市民の 自然と触 れ合え、 健康と、 そして登 ったとき の達成 感を味わえ
る身近で 手軽に登 れる地 域の里山 として、 大曲市内 に姫神公 園の通称 大平山 や西仙北地
域には黒森山などがあります。
そこで 質問です が、真 木真昼県 立自然公 園の登山 道整備な どを含め 、管理 の状況、そ
して市として県や美郷町とどのように関わっているのかお伺いいたします。
また、 本年度予 算の中 に県立自 然公園管 理費とし て８４万 ２千円を 盛り込 まれており
ますが、 そのうち 県から 支出金額 １１万８ 千円とな っており 、１４パ ーセン トの割合で
あります 。私は割 合の方 が県の方 が多くな くてはと 思います が、その 内訳を お知らせく
ださい。
次に、 大平山や 黒森山 など身近 な里山登 山道の現 状につい て、どの ように なっている
のかまずお知らせください。
大平山 や黒森山 などの ように、 登山道に 枕木等で 階段、手 をかけて いる場 所など見え
ますが、 ほかの山 にも手 をかけて いる登山 道がある のか、ま た、今後 どのよ うに登山道
に手をか け、管理 方法は どのよう に行って いるのか 、また、 整備計画 などに ついてもお
伺いいたします。
先程大 仙市には ６０程 の山があ ると申し ましたが 、なぜ私 が大平山 と黒森 山を例に質
問するか といいま すと、 大平山で は登山道 に手をか けた整備 箇所が一 部壊れ ている部分
があり、 私は危険 と感じ たからで あります 。特に下 りのとき でありま すが、 市によりま
すと、定 期的に確 認して いるとの ことであ りました が、私に はその箇 所、１ 年間手をか
けておら ないよう に見え 、また、 大丈夫と して判断 している のか、ま た、予 算的なもの
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か、認識 の違いが あるに せよ、壊 れている 場所は元 通りにす るべきと 思いま す。もしそ
の箇所で 登山者が けがを し、市に 訴えられ れば、ど のように 対応する のか。 近県のある
市では、登山道で関東の登山者が枯れ枝か倒木でけがをし、裁判沙汰になったことが
あったと 聞きます 。そう いうこと から、市 で手をか けたとこ ろは様々 な方々 や幅広い年
齢層の登山者などがおり、安全のためにしっかりとした整備を心掛けるべきと思います。
そして 、黒森山 につい てであり ますが、 森林公園 遊歩道の ハイキン グコー スというそ
うで、秋 田県の水 と緑の 森づくり 税が活用 されて整 備したと あります が、も し壊れた箇
所の手直 しの場合 、当然 、市で直 すべきと は思いま すが、念 のため市 か県か 、または森
林組合か、どこでどのように直すのかお伺いします。
昨年の ５月上旬 の頃だ ったと思 いますが 、遊歩道 に倒木が あり、西 仙北支 所に電話を
入れ、そ の後、取 り除い たとの連 絡を受け ました。 私は倒木 の原因は 、状況 判断からし
て雪での 倒木であ ったと 思いまし た。こう したこと から、大 平山やほ かの登 山道なども
含め、雪 解けと同 時に４ 月の初め 、また、 職員の異 動時期な どもあり 、そし て担当職員
が、まず 現場を知 る上で 登山道や 遊歩道の 早めの状 況確認を し、対処 すべき と思い、質
問したところでございます。
以上でございます。
○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】

佐藤隆盛議員の質問にお答え申し上げます。

質問の大仙市が関わる登山道やハイキングコースの現状と対応についてでありますが、
はじめに 真木真昼 県立自 然公園の 管理につ きまして は、大仙 市・美郷 町及び 秋田県から
の負担金 及び補助 金によ り「真木 真昼県立 自然公園 を美しく する会」 を運営 し、年間を
通して美 化清掃活 動、不 法投棄防 止のため の巡回活 動、指導 標識の設 置・補 修と登山道
の整備、事故防止・広報宣伝、美化啓発イベント等を実施しております。
また、 県立自然 公園管 理費に充 当されて いる県支 出金の「 自然公園 関係委 譲事務交付
金」１１ 万８千円 の内訳 につきま しては、 自然公園 内におけ る自然美 の維持 確保のため
に指定さ れた特別 地域に おいて、 植物の採 取等の許 可や、そ れ以外の 地域で の土地の形
状変更等 の届出の 受理、 それらの 許可届出 に係る報 告・調査 の３項目 につい て、秋田県
が設定し た単価に 取り扱 い件数を 乗じた金 額に定額 交付金を 加えた金 額が秋 田県より交
付されております。
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今後も 登山道の 計画的 な刈り払 い及び休 息所等の 施設を適 正に管理 するこ とにより、
登山客の利便性の向上を図ってまいります。
次に、大平山や黒森山以外に枕木等で手をかけている観光用の登山道につきましては、
神岡地域 の羽黒山 いこい の森では 、地元の 「羽黒山 いこいの 森管理会 」が管 理している
登山道があり、地域枠予算を活用し、階段などを整備しております。
次に、 安全性を 確保す るための 整備計画 につきま しては、 大曲地域 の大平 山について
は、これまでも安全に登れるよう草刈りや小破修繕などを継続的に行っております。
また、 黒森山に ついて は、本市 が「秋田 県水と緑 の森づく り税」を 活用し 、遊歩道整
備のほか 東屋の整 備等を 行い、登 山者が安 全かつ快 適に利用 できる施 設整備 を行ってお
ります。
市の定 期的な巡 回や大 平山に頻 繁に登ら れている 方からの 情報提供 により 、不具合箇
所につい ては適時 対応し ておりま すが、今 後も雪解 け後や自 然災害等 が発生 した後には
速やかに 巡回を行 い、倒 木やのり 面崩壊な ど、緊急 性の高い 案件を確 認した 場合は、登
られる方の安全確保を図り、登山道の良好な状態の維持に努めてまいります。
【老松市長
○議長（茂木

隆）

降壇】

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○４番（佐藤隆盛）

はい、４番。
まず、私、質問したのはですね、大仙市に６０程の山の名前あると。

それを私 、全部整 備する ようにと いうこと ではござ いません 。先程申 しまし たように、
手をかけたところは元通りにしなさいよと、するべきだと、ただそれだけなんです。
そこで、先程申しましたが、大平山と黒森山ですが、実は黒森山でありますが、昨年、
木が倒れ ておりま した。 ５月の初 め、先程 申しまし たとおり 。実は４ 年か５ 年前にもで
すね１本 倒れてあ ったん ですよ。 それも直 してもら いました 。やっぱ りです ね、聞くと
ころによ って西仙 では、 ６月とい つ、こう ３回ぐら いが草刈 りをする という ことであり
ます。私 はせっか く遊歩 道の中に ね、２回 もそうい うことあ ったから 何して るのよと、
というこ とで黒森 山を取 り上げた んです。 やっぱり ですね、 職員が知 る上で 、春先、こ
こ雪国だからですね、こういうものはまずは先程申しましたけれども職員の知るためと、
異動時期 は一通り 見るべ き、見さ せるべき ではない かという ことなん です。 そして大平
山はです ね、非常 によく 整備され ておりま す。その 中であり ますけれ ども、 やっぱり先
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程申しましたように、あの下りのとき、やっぱり危ないんですよ。登山道だけなんです。
あそこに は、大平 山には 登り口３ カ所あり ます。南 外方面と 姫神、蛭 川と。 私、南外の
方は見た ことあり ません けれども 、まずそ の箇所、 これで先 程申しま した事 故あった場
合には、 いろいろ な方が おってで すね、だ からそこ を言うん です。私 、先程 言ったよう
に認識の 違いとな ればそ うだかも しれませ んけれど も、まず そういう ことか ら二つの大
平山と黒 森山を何 とかで すね、元 通りにし てくれよ と。手を かけたも の、直 せとか良く
してくれ じゃない です。 元通りに するべき だと。早 いうちに やれば当 然、安 いといいま
すか、そういうことだと思うんです。
そこで 質問です が、ま ず一通り 見た場合 、大平山 ですけれ ども、や はりそ の作業をや
る人はど ういう方 がする かわかり ませんけ れども、 どことど ことやれ よと指 示して整備
している のか、例 えば草 刈りはい つといつ やれとか 、そうい うふうに 指導し ながら行っ
ているのかということをまず市長からお聞きしたいと。
それか らもう一 つは黒 森山なん ですけれ ども、く どいです が、やは りそう いうことで
ですね、 見て、６ 月と３ 月頃、草 刈りとか 、前、黒 森山と黒 森ありま すけれ ども、その
くらいで 間に合う のかと 言えばあ れですけ れども、 どのよう な指示の 仕方に ついて確認
したいと思います。お願いします。
○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。
佐藤隆盛議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

まず、 大平山と 黒森山 について の管理体 制といい ますか、 管理指示 、どう いうような
指示をし ているか という ご質問で ありまし たけども 、大平山 の登山道 につき ましては、
除草作業 として６ 月から １０月末 までの間 に除草作 業を委託 している という ことになり
ます。そ れから、 今回３ １年度は 階段の修 理を実施 する予定 というふ うに計 画しており
ます。い ずれ春と 秋を中 心に登山 道の状況 確認を継 続して行 うという ことで 、危険箇所
も把握するというふうにしております。
それか ら、黒森 山遊歩 道につき ましては 、年４回 、６月、 ７月、９ 月、１ １月に遊歩
道の草刈 りを、そ れから 点検とい うことで 作業をし ていただ いている と。去 年の１１月
は遊歩道 の補修、 砕石を 敷いたり している というこ とであり ますけれ ども、 いずれこれ
につきま しても、 今まで のとおり 、ご指摘 がありま したよう に発見が 遅れて いると、そ
うした倒 木、危険 箇所の 発見が遅 れている というご 指摘であ りますの で、ご 指摘ありま
したよう に雪解け には直 ちに確認 をすると いう形で 安全性の 確保に努 めてま いりたいと
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いうふうに考えております。
○議長（茂木

隆）

再々質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○４番 （佐藤隆 盛）

はい、４番。
ま ず、今 の市長の 答弁の中 で、私、 黒森山ば かりじゃ なくですね、

一通り各 市町それ ぞれの そういう ところが あると思 いますの で、雪解 けと同 時に見てい
ただきたいと思います。
まず、 本年度、 予算で 、今、３ 月は予算 議会であ りますけ れども、 本年度 、大平山登
山管理費 にですね 、４１ 万９千円 を盛り込 んでおら れました 。２９年 度には ３２万８千
円、そして昨年は４１万７千円と、年々老松市政になってからですね、予算の厳しい中、
上げてと いいます か高く なってお りまして 、私は趣 味、里山 登山の一 人とし てですね、
大変うれしく思っているところでございます。
ご承知 のとおり 大平山 には年間 １，６０ ０人とい う入れ込 み客数と いうか 登山の数字
を設けて おるよう であり まして、 本当に良 いなと。 そして、 ネットの 投稿で もですね、
こ の 大 平 山 と い う も の は 非 常 に 載 っ て お り ま し た 。 非 常 に 一 口 に ま と め て で す ね、
ちょっと 読ませて もらい ますけれ ども、そ の投稿者 の一人は 次のよう にいっ ておりまし
た。「４ ００メー トルに 満たない 典型的な 里の低い 山だが、 美しい山 容と樹 林帯にも関
わらず、 途中でこ れだけ 展望が良 い山は、 そうそう あるもの ではない 。そし て、中腹か
ら急登の連続。それが山頂での達成感を盛り上げてくれて、いい山ですね。また来ま
す。」と ありまし た。こ ういうこ とからし てですね 、私はこ う思うん ですね 。まず、大
平山の頂 上からは 、大曲 市内はも ちろんで すが、大 仙市のみ ならずで すよ、 横手盆地が
一望にで きまして 、そし て大仙市 を眺めた り、とき には考え たりする ことも できる絶好
の景勝地 でもあり ます。 私も前、 質問した ときあり ますけれ ども、あ の大平 山から俯瞰
した場合は、非常にもう何か、議員としてあれですけれども、市長もそうかもしれま
せんが、何かを感じ取れる山だと、頂上だというふうに思っております。
また、 今できた はなび ・アムや 丸子橋の 上から見 るこの山 はですね 、聞く ところによ
りますと 、かつて ブルー ノ・タク トという 外国の方 が絶賛し た風景の 中心だ とも言われ
ておりま す。私は 、市民 の山とし てもっと もっと、 それこそ 各世代に ですね 、親しんで
もらうこ と、また 、ふる さとの山 として足 を運んで もらい、 心身の癒 しなり を、活力を
得るため に、より 市民の 山として アピール する必要 があると 考えます 。その ために、ま
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ずは最低 限のルー ルを、 ルートを 確保する 、第一と するべき でありま すが、 やっぱり直
しておか な、直さ なきゃ 駄目だと 。そうい うことで すのでね 、そして 地域の ボランティ
アや同好 会、サー クルな ど、市ば りじゃな く、知恵 を生かし て、より 親しみ を増す充実
した山域に発展させるべきと私はそう考えますので、市長の考えを求めます。
○議長（茂木

隆）

○市長（老松博行）

再々質問に対する答弁を求めます。老松市長。
佐藤隆盛議員の再々質問にお答え申し上げたいと思います。

今、具 体的にい ろいろ ご指摘い ただきま したけれ ども、私 も二、三 度登っ たことはあ
りますし 、また、 今、大 平山の頂 上にはＦ Ｍはなび の鉄塔と いいます かね、 それをお借
りしてい る鉄塔も あると いうこと で、大事 な大平山 だという ふうに思 ってお りますけれ
ども、い ずれこの 後の管 理につき ましては 、安全性 を最優先 に、登山 者に親 しまれる、
そして安 全に登っ ていた だけるよ うな、そ うした山 というふ うな印象 を持っ ていただけ
るような 管理、し っかり と対応し てまいり たいとい 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）

これにて４番佐藤隆盛君の質問を終わります。
【４番

○議長（茂木

隆）

佐藤隆盛議員

降壇】

次に、１１番佐藤文子さん。
（「はい、議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、１１番。
【１１番

○議長（茂木

隆）

○１１ 番（佐藤 文子）

佐藤文子議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
日本共 産党の佐 藤文子で す。早速 、通告に 従い、質 問させていた

だきます。
はじめに、国保税問題についてお尋ねいたします。
一つは、子どもの均等割課税の減免についてお尋ねいたします。
国保税 の課税制 度にお いて、子 どもへの 均等割課 税は、収 入の無い 者から 税金を徴収
するもの で不当で あるこ とや、子 育て支援 の立場か らも減免 するよう 求めて 、平成２９
年６月議会と平成３０年６月議会で一般質問させていただいております。
昨年６ 月議会で の答弁 は、国保 以外の健 康保険に 加入して いる子育 て世帯 との公平性
を踏まえ 、子ども の均等 割免除は 、現行制 度同様、 国が責務 を負う形 での制 度が望まし
い、制度 の実現に 向け、 非き続き 国へ要望 してまい るという ような内 容であ りました。
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国保以 外の子育 て世帯 との公平 性という ふうなこ とを言う のであれ ば、そ もそも国保
に課せら れている この平 等割と均 等割その ものが不 公平感と 逆進性を 強めて いると言え
ます。年 収４００ 万円の ４人世帯 をモデル として子 どもにか からない 介護分 を除き、国
保税と協 会けんぽ 保険料 を比較し ますと、 大仙市の 場合、国 保税は３ ８万８ ，３００円
で、協会 けんぽ保 険料、 本人の負 担が２０ 万２，６ ００円と なるわけ で、国 保税がいか
に高いか歴然であります。
国保税 から平等 割と均 等割分を 除けば２ ５万６， ３００円 となり、 少しは 協会けんぽ
並に近づ くという もので ありまし て、均等 割と平等 割、いわ ゆる応益 割課税 は国保税の
高負担、逆進的な負担にしている元凶と言えます。
応益割 課税には 、低所 得者向け の法定減 額が行わ れており ますけれ ども、 例えば現役
世代の単 身世帯だ と、所 得が８３ 万円を超 えたら何 の減額も 受けられ ないな ど、対象が
大変限定 されてお ります 。特に子 どもの数 が多いほ ど、国保 税が上が る均等 割には、ま
るで人頭 税だ、子 育て支 援に逆行 するとい う批判が 大きく、 いろんな 地方団 体からも子
どもに係る均等割保険料の軽減を求める陳情が出されているところであります。
そもそ も人間の 頭数に 応じて課 税する人 頭税は、 大和朝廷 が課した 「庸」 「調」や薩
摩藩支配 下の琉球 王国で 実施され た頭懸な ど、最も 原始的で 野蛮な税 制と言 われており
まして、 その課税 方式が ２１世紀 の公的医 療制度に 残ってい ること自 体が時 代錯誤と言
えます。この制度は、日本だけであります。
日本共 産党は、 国保税 を協会け んぽ並に 引き下げ るよう、 地方団体 の要求 も踏まえ、
１兆円の公費投入と応益割の廃止を提案しているところであります。
こうし た中、既 に均等 割の軽減 に踏み出 した自治 体が幾つ かありま す。仙 台市では、
所得制限 無しで、 国保に 加入する すべての 子どもの 均等割を 一律３割 減額し ました。埼
玉県ふじ み野市で は、１ ８歳未満 の子ども が３人以 上いる世 帯の第３ 子以降 の均等割を
全額免除 しました 。東京 清瀬市で は、第２ 子以降の 均等割を 半額に減 免しま した。北海
道旭川市 では、１ ８歳未 満の子ど もの均等 割を３割 減免しま した。ほ かにも 今年４月か
らは、宮古市で高校３年生までの完全免除が行われるようであります。
そこで 要望いた します 。当市で もこうし た先例に 倣って、 子どもの 均等割 課税の軽減
に踏み出 すべきで はない でしょう か。国保 に加入す る１８歳 未満の子 どもの 数は、おお
よそ１， １００人 から１ ，２００ 人と思わ れます。 均等割全 額を免除 する場 合に必要な
経費は２ ，６００ 万から ２，８０ ０万程度 、半額免 除なら１ ，３００ 万から １，４００

- 134 -

万といっ たところ だと思 います。 この中で 法定軽減 の世帯に 該当する ところ があるわけ
ですので 、その差 額分を 負担する というふ うなこと になれば 、先に申 しまし たこの金額
は大きく 抑えられ るとい うふうに なると思 います。 国保の子 育て世帯 の負担 軽減と、子
育て支援の立場から実施するよう求めるものですが、見解を伺います。
二つ目 には、県 単位化 となって 国保事業 納付金と いう形で 皆さんか ら集め た保険料を
納めた納付金、この納付金の仕組みと国保税についてお尋ねいたします。
県単位化となりまして、国保事業の３１年度予算を見ますと、保険事業費納付金は
３０年度より１億５，３１８万円増の２０億６，８４１万５千円となっております。
一方、 納付金の 財源と なる国保 税と一般 会計から 繰り入れ する保険 基盤安 定繰入金及
び財政安 定化支援 繰入金 を合わせ た額は１ ８億９， ９５７万 で、納付 金を大 きく下回っ
ております。この点では、３０年度は納付金を上回る計上でありました。そのため、
３１年度は繰越金を前年より大幅に増額計上しているようです。国保加入者が毎年
１，１０ ０人から １，２ ００人も 減少して いるわけ ですけれ ども、こ うした 中で国保税
収も保険給付費も減額計上しているわけですが、納付金は上がっていく、上昇していく、
その仕組 みについ て今一 度、県事 業との関 連を含め て詳しく 説明して いただ けないもの
かと思っております。
納付金 のこの上 昇は、 国保税に も直結し てくる問 題であり ます。今 年度の 国保税は、
税率を据 え置きと いうよ うなこと も伺って おります けれども 、いずれ この納 付金の上昇
は、今後 、引き上 げにつ ながって くるので はと大変 不安に思 っている ところ ですけれど
も、あら ゆる財源 を生か して国保 税は、引 き下げこ そすれ引 き上げは 絶対行 わないよう
強く願う ものであ ります が、あわ せてこれ に対する 見解を求 めて１番 目の質 問を終わり
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。
佐 藤文子 議員の一 つ目の発 言通告の 国保税に 関する質 問につきまし

ては、市民部長に答弁させますので、よろしくお願いいたします。
○議長（茂木

隆）

佐川市民部長。

○市民部長（佐川浩資）

佐藤文子議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 国保税に ついて でござい ますが、 はじめに 、子ども の均等割 課税の 軽減につき
ましては 、現在、 法定軽 減としま して世帯 の被保険 者数と所 得額に応 じて国 保税を軽減
する措置がありまして、低所得層世帯の負担軽減が図られております。
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平成３ ０年度は ５割・ ２割の軽 減判定基 準所得が 見直され まして、 平成３ １年度も同
様に引き 上げの見 直しが 行われる 予定とな っており 、軽減対 象世帯は 毎年度 のように拡
大されているところでございます。
当市の 現状とし まして は、１８ 歳未満の 被保険者 がいる世 帯数は、 平成３ １年１月末
現在で６ ４５世帯 、人数 は１，０ ３４人で あります 。仮に１ ８歳未満 の方全 員の均等割
額を減免 した場合 、また 、既に軽 減された 税額を除 きますと 約１，７ ５６万 円が減免額
となるわ けでござ います が、この 負担は、 市全体あ るいは他 の国保被 保険者 の方が負う
こととな ります。 こうし たことか ら、子ど もに係る 均等割軽 減は、国 保制度 として国が
責任をも って行う ことが 本来の姿 と考えて おりまし て、国と 地方の協 議の場 でも議論が
続けられている状況でございます。
市とい たしまし ても、 秋田県、 そして他 の自治体 とともに 引き続き 国への 要望を続け
てまいりたいと考えております。
次に、 国保事業 費納付 金の仕組 みと国保 税につき ましては 、平成３ ０年４ 月に始まり
ました国 保事業の 県単位 化に伴い 、県が国 保事業の 財政運営 主体とな ったこ とから、県
全体の国保財源の一部として市町村へ求められるものが国保事業費納付金でございます。
市町村 の主な歳 出とな る保険給 付費は、 県から保 険給付費 等交付金 として 全額交付さ
れること から、秋 田県は 、県全体 の保検給 付費等を 見込みま して、そ の財源 として国庫
負担金や 前期高齢 者交付 金等の公 費を差し 引いた不 足分が事 業費納付 金とし て算出され
ることか ら、県全 体の歳 出、歳入 の状況に よりまし て事業費 納付金に 増減が 生じること
になります。
これら 事業費納 付金の 市町村へ の配分方 法でござ いますが 、各市町 村の被 保険者数、
医療費水 準、所得 水準に よって按 分される ものであ ります。 医療費水 準は年 齢調整後の
医療費実 績の過去 ３年間 の平均で 、所得水 準は１人 当りの過 去３年間 の平均 所得で算出
される指数が用いられます。
各市町 村に按分 された 事業費納 付金は、 さらに、 県単位化 前の各市 町村に 応じた前期
高齢者交 付金、後 期高齢 者支援金 等の２年 後精算額 などが反 映されま して納 付金が確定
いたします。
平成３ １年度の 事業費 納付金で あります が、秋田 県全体の 歳出であ る保険 給付費の増
と、歳入 である国 庫負担 金が減と なる見込 みから、 全体の納 付金額が 増加と なっており
ます。
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また、 大仙市に 関する 前期高齢 者交付金 等の２年 後精算に よる還付 額が前 年度に比べ
少なくなりまして、結果、納付金が増額となっております。
このよ うに、大 仙市の 保険給付 費や被保 険者・交 付金等の 状況だけ ではな く、秋田県
全体の予算に連動して納付金が増減することとなります。
一方、 市町村の 歳出は 、県から 全て賄わ れる保険 給付費の ほかに、 葬祭費 、出産育児
一時金、 保健事業 費、県 に納付す る国保事 業費納付 金などが あり、歳 入とし ては、特別
調整交付 金、一般 会計か らの法定 内繰入金 である保 険基盤安 定繰入金 、財政 安定化支援
繰入金の ほか、前 年度繰 越金など を財源に しまして 、それで も不足し ている 部分を被保
険者の皆 様にご負 担いた だく国保 税に求め ることと なります 。平成３ ０年・ ３１年度と
もに現行 税率で国 保事業 費納付金 の納付が 可能でご ざいまし て、税へ の負担 増は見込ん
でおりません。
しかし ながら、 次年度 以降の県 全体の納 付金につ きまして は、医療 費、国 庫負担金の
状況で変動が予想されまして、県の見解では、横ばいかあるいは微増と伺っております。
このこと から、現 在保有 しており ます財政 調整基金 を一定額 保持しな がら、 現行の国保
税水準を維持できるよう注視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。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１１ 番（佐藤 文子）

はい、１１番。
まず、 子どもの 均等割軽 減ですけ れども、 国会でも この均等割を

含め応益 割の廃止 という ふうな観 点からの 議論が出 されるよ うになり 、特に 子どもの均
等割課税 について は、具 体的に今 後、廃止 に向けた 動きとい うふうな ものが 加速される
のではと いうふう には期 待されま すけれど も、それ 以前に各 自治体が 今年か らスタート
する、そ ういう自 治体が 先程述べ た自治体 での軽減 策も始ま ろうとし ている わけで、一
気にここ にきて均 等割の 廃止に向 けた動き が強まっ てきてい るという ふうな ことで、何
度も取り 上げさせ ていた だいてい るところ ですが、 是非大仙 市でも国 の動き というふう
なものを 待たずし て、し っかりと こういう 不当な高 保険税と いうふう なもの の解決のた
めに、子 どもの均 等割に 踏み出し ていただ きたいと いうふう なことを 改めて お願いした
いと思います。これはこれで、答弁はまずいりません。
それか ら、納付 金の問 題ですけ れども、 いずれ全 県全体の この保険 給付費 、これは微
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増になる だろうと いうふ うなこと のようで 、しばら くはこの 現行の税 率で財 政調整基金
などを活 用しなが ら現行 税率のま ま推移で きるので はという ような内 容の答 弁であった
というふ うに思い ますけ れども、 いずれこ の国保税 世帯の負 担は、も うこれ 以上納めら
れないと いう限界 にきて いるわけ ですので 、是非と も今後と も財政調 整基金 も含めまし
て、この 税率は今 年度に 限らず、 来年、再 来年とい うところ で引き上 げない ようにまず
求めたいと思います。
そして 、子ども の均等 割の負担 を誰が行 うのかと いうふう なことで は、よ く答弁で国
保事業の 中から負 担しな ければい けないか のような 答弁もあ りますけ れども 、いわゆる
子育て支 援という ふうな 観点から いいます と、一般 会計から の子育て 支援策 の一環とし
てやっぱ り出すと いうふ うなこと 、これを お願いし たいと思 います。 そうい うふうなこ
とで、今 一度もう 一点は 、具体的 にお聞き したいの は、均等 割、減免 世帯で ……いいで
す、いいです。そういうことで、１点目の再質問は以上です。
○議長（茂木

隆）

○１１ 番（佐藤 文子）

答弁は必要ないですね。
国保税 率の負担 を上げな いと、税 率を上げ ないとい う今後の見通

しについ て、今年 度ばか りではな く、当面 のその具 体的にど れぐらい の間頑 張って、値
上げしないように頑張るかっていうあたりを具体的に言っていただければ幸いです。
○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。
佐藤文子議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

まず、 国保税率 につい て、具体 的にいつ まで何年 間上げな いとかと 、そう いう見通し
をお話し ろという ことで したけど も、見通 しはあり ませんけ れども、 今、こ の国保税の
負担感が 大変厳し い、大 きいとい うことは 重々承知 している つもりで す。こ れ以上税率
を上げな いような 、そう した努力 は常に行 ってまい りたいと いうふう に考え ております
ので、よろしくお願いしたいと思います。
それか ら、均等 割につ いては再 質問あり ませんで したけれ ども、や はり今 、２月１日
でしたか 、参議院 本会議 で安倍総 理が、こ の子ども の均等割 について はしっ かり議論す
ると、ああいうふうに共産党の国会議員の方の答弁でされておりましたので、それを
しっかり私どもも注視していきたいというふうに思いますし、全国知事会、全国市長会、
また足並 み揃えて ですね 、この子 どもの均 等割の廃 止といい ますか軽 減措置 について要
望してまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
○議長（茂木

隆）

再々質問はありませんか。
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（「ありません」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

一 般質問 の途中で あります けれども 、この際 、昼食の ため暫時休憩

いたします。１時ちょうどに再開いたします。
午後

０時０３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。１１番佐藤文子さん。
（「はい」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

○１１ 番（佐藤 文子）

２番の項目について質問を許します。
２番目 に、改正 水道法に 対する市 長の所感 について お尋ねいたし

ます。
自治体 の水道事 業を広 域化し、 運営権を 民間企業 に売却す るコンセ ッショ ン方式を推
進する水 道法が昨 年１２ 月６日、 自民・公 明・維新 などによ って可決 、成立 いたしまし
た。
国はこの改正の理由に、技術者不足と更新時期を迎えた施設の工事や耐震化に対して、
人口の減 少による 水需要 低下で収 入減少は 危機的だ というふ うなこと をあか らさまに述
べ、その解決策として広域化とコンセッション方式を打ち出してきたのであります。
水道法 の改正の 第１条 は、水道 法の目的 を書いて おります が、現行 「水道 を計画的に
整備し及 び水道事 業を保 護・育成 する」と あったも のを、今 度の改正 で「水 道の基盤を
強化する こと」に 変更し ました。 基盤の強 化とは、 経営の改 善であり ます。 すなわち、
水道事業保護・育成から経営改善を目的とする基盤強化にしたのであります。
そして 、広域的 水道整 備計画が 水道基盤 強化計画 に書き換 えられ、 これま で都道府県
に地方自 治体側か ら要請 できるも のとして きたもの を、今度 は国が経 営基盤 強化のため
に広域化 を含む基 本方針 を策定し 、都道府 県が基本 方針に沿 って基盤 強化計 画を立てる
ことにな るようで ありま す。これ では、自 治体は国 と県のト ップダウ ンで広 域化に加わ
れというふうなことになりかねないのであります。
水道は 、電気や ガスに 比べると 圧倒的に 重いので 、遠くに 運ぶには 、より 多くのエネ
ルギーを必要とします。また、遠くに送るほど残留塩素管理が大変になります。さらに、
大口径管 を必要と するた めに費用 がかさむ こと、災 害や事故 による影 響範囲 が拡大し、
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復旧に時 間を要す るなど の心配も あります 。ですか ら、水道 事業は広 域には なじまない
というふうなことが多く指摘されています。
さて、 コンセッ ション 方式は、 民営化に ほかなり ません。 水道事業 の基盤 強化には、
民間の力が必要で、諸外国の失敗事例を学び、失敗しない民営化を行うということを
いってい るようで はあり ますが、 失敗しな い民営化 というの はあるの でしょ うか。民間
事業者は 、収益を 確保し 、収益を 増やすた めに、経 費の削減 や利用料 金の高 騰を図りま
す。民間 事業者の 情報は 企業秘密 として公 開される ことはな く、地方 議会で 料金が妥当
かを議論 すること もでき なくなり ます。そ して、一 般的に契 約が２０ 年の長 期にわたっ
て、途中 解約をす れば民 間事業者 から損害 賠償を請 求される 恐れもあ ると指 摘されてお
ります。
実際、 水道事業 が民営 化された 海外にお いては、 料金の高 騰や水質 の低化 などの問題
が起きて、再び公営化に戻す動きも起きているとのことであります。
ＮＧＯ トランス ナショ ナル研究 所のレポ ートによ りますと 、世界で は２０ ００年当時
には公営 化に戻し たのは わずか３ 件であっ たのが、 この１５ 年間で２ ６７件 と再公営化
が行われてきております。
フラン スでは、 ２００ ５年から ２００９ 年までの ８件だっ た事例が 、２０ １０年以降
は３３件 に再公営 化が増 えたとい うことで あります 。世界の 歴史は、 やっぱ り水道の民
営化は失敗だったということを示しているのではないでしょうか。
水道事 業が水は 人間の 生命維持 に欠かせ ない、そ の水を全 ての国民 に安全 で安定して
供給する という生 存権を 保証する ために発 展してき たのであ ります。 大仙市 の水道事業
も、この 理念に基 づき、 かつ地域 の実情、 住民の要 望に対応 すべく努 力と推 進を図って
きたのだと思います。
広域化 ・民営化 一体の 水道法改 正によっ て、これ までの水 道事業が 大きく 変質してし
まうので はと私は 大変心 配してい るところ でありま すけれど も、市は 改正水 道法をどの
ように受け止めておられるのか所感をお聞きしたいと思います。
以上です。
○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。
【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】

質問の改正水道法についてお答え申し上げます。

はじめ に、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
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化する人 材不足等 の水道 事業の直 面する課 題に対応 し、水道 事業の基 盤強化 を図ること
を目的に五つの柱から構成されております。
一つ目 として「 関係者 の責任の 明確化」 ですが、 水道事業 の基盤強 化に関 する施策を
策定し、 推進また は実施 するよう 努めなけ ればなら ない等の 努力義務 が掲げ られており
ます。
二つ目 として「 広域連 携の推進 」ですが 、国が経 営基盤強 化のため の広域 連携の推進
を含む基 本方針を 定め、 都道府県 において は、国の 基本方針 に基づき 関係市 町村及び水
道事業者の同意を得て、水道基盤強化計画を定めることができるとしております。
三つ目 として「 適切な 資産の管 理の推進 」であり ますが、 水道施設 を適正 に管理する
ための水 道施設台 帳の作 成が求め られてお り、その 上で必要 となる施 設の計 画的な更新
や、その事業に係る収支の見通しを公表するよう努めなければならないとしております。
四つ目 として「 官民連 携の推進 」であり ますが、 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 事業者に 設定でき る仕組 み、いわゆ
るコンセッション方式の導入を行うことができるとするものであります。
五つ目 として「 指定給 水装置工 事事業者 制度の改 善」であ りますが 、資質 の保持や実
態との乖 離を防止 するた め、指定 給水装置 工事事業 者に更新 制度を導 入する ものであり
ます。
次に、ご質問の広域化と民営化についてであります。
はじめ に、広域 化に対 する国・ 県の関与 について でありま すが、２ 月県議 会において
県が示し た方針に よりま すと、来 年度から ３年間を かけ、改 正水道法 に規定 する水道基
盤強化計画に当たる「秋田県水道ビジョン」を策定する計画と伺っております。
県の水 道ビジョ ンの基 本的な視 点は、水 道水の安 全の確保 を目指す 「安全 」、確実な
給水の確 保を目指 す「強 靱」、供 給体制の 持続性の 確保を目 指す「持 続」で あり、水道
事業の基盤強化につながる広域連携の手法を明示することであります。
策定に 当たって は、水 道事業体 である市 町村の意 向を尊重 し、市町 村との 対話を最重
視しなが ら進める 意向と 伺ってお り、策定 委員８名 の中には 、県内の 水道事 業者３名も
含まれる予定と伺っております。
広域連 携の手法 の具体 策として は、各事 業体に共 通する窓 口業務の 共同化 や公営企業
会計シス テムの共 同利用 などであ り、複数 市町村に よる経営 統合等に ついて は、市町村
間の協議 を重視す るとの 立場であ ることか ら、トッ プダウン による広 域化の 懸念はない
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ものと考えております。
県内に おいても 市町村 の範囲を 超えて給 水してい る例はほ とんどな く、各 市町村が独
自の水源 を有し、 水道事 業を経営 している ため、他 市町村と のハード 的な広 域統合は必
要性がなく、経済的にも優位性がないと考えております。
本市に おいても 喫緊の 課題は、 合併以前 に整備し た簡易水 道事業の 統廃合 や上水道事
業との経営統合であり、他市町村との経営統合は予定しておりません。
次に、 民営化に ついて でありま すが、昨 日の石塚 柏議員の ご質問に もお答 え申し上げ
ましたと おり、コ ンセッ ション方 式の導入 は予定し ておりま せんので 、引き 続き水道事
業の経営 について は、市 が責任を もって行 い、安全 ・安心な 水道水の 安定供 給に努めて
まいります。
今回の 水道法改 正は、 報道等の 影響もあ り、水道 民営化法 として注 目を集 めておりま
すが、水 道施設台 帳の整 備や水道 施設の計 画的更新 など、水 道基盤を 強化す るための水
道事業者 の責務を 定めた ほか、経 営基盤強 化のため に水道事 業者が実 施でき る選択肢の
拡大が改正点と理解しております。
施行に 当たって は、改 正法の趣 旨を十分 理解し、 市民が安 心できる 水道事 業の経営に
引き続き努めてまいります。
【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。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１１ 番（佐藤 文子）

はい、１１番。
市町村 を超えて の広域化 はやらな い、それ から、コ ンセッション

方式は導入しない、この立場を明確に示されたものと思います。
そ こ で 一 つ 伺 い ま す が 、 現 実 的 に 土 木 事 業 に 関 わ る 技 術 者 が 非 常 に 、 退 職 も あ り、
段々減っ ていって いると いうふう な状況は まず明ら かなわけ ですし、 それで は、この大
仙市での 水道事業 、水道 事業ばか りではあ りません けれども 、こうし た土木 事業に係る
技術士を 、しっか り市の 事業とし て維持継 続、基盤 の強化も 図りなが ら進め ていく上で
の技術士 の育成と 、それ から人数 の確保、 こういっ たことに 対する市 の考え 方というの
は、現実 的にどん どん退 職して技 術者が減 っていっ ていると いうふう なとこ ろをしっか
りと新た に採用を しなが ら、５年 、１０年 という将 来への技 術者をし っかり と育成する
というふ うな構え で、そ の点での この人材 育成、採 用、確保 の点でど のよう にお考えな
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のか、こ れは通告 をして おりませ んので、 全体に及 ぶ問題で すので、 市長が 答弁もしし
ていただけるのであればいいかなあなんて思いますけれども、いかがなものでしょうか。
○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。
佐藤文子議員の再質問にお答え申し上げたいと思います。

確かに 今、技術 職員は 減少傾向 にありま して、採 用試験で もなかな か確保 できない状
況、そう いった一 面もあ ります。 そういっ た関係で 採用試験 のやり方 を３１ 年度は民間
と同じよ うなやり 方にす るという ふうに決 めさせて いただい たところ であり ましたけれ
ども、い ずれ今、 若手の 技術職員 もいます ので、そ れを育て ることは もちろ んですけれ
ども、新 たな採用 、新年 度も技術 職の採用 について は、募集 をしてま いりた いというふ
うに考え ておりま すので 、まず必 要最小限 は確保し ながら進 めてまい りたい というふう
に考えております。
○議長（茂木

隆）

再々質問ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○１１ 番（佐藤 文子）

はい、１１番。
技術職 員、いろ いろこの 水道法の 改正に当 たっての 改正の理由に

挙げてい る人材不 足とい うふうな ことを強 調するわ けですが 、この人 材不足 は必ずしも
自然にそ うなった わけで はない。 やっぱり この地方 公共団体 における 人材を どうしっか
りと扱っ てきたの か、問 題はやっ ぱり行政 改革によ る毎年毎 年やっぱ り定員 を減らして
いくとい うふうな ところ に根源が あるとい うふうに 思います 。そこで 水道事 業にかかわ
らず、全 般のこの 技術士 が全く途 絶えてし まいそう な危機に なってき ている というとこ
ろは、こ れは真剣 に、真 剣に確保 と育成の ための対 策をしっ かりとっ ていか ないといけ
ないのではないかというふうなことを申し添えまして、私の質問を終わります。
○議長（茂木

隆）

これにて１１番佐藤文子さんの質問を終わります。
【１１番

○議長（茂木

隆）

佐藤文子議員

降壇】

次に、９番本間輝男君。
（「はい、９番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、９番。
【９番

○議長（茂木

隆）

○９番 （本間輝 男）

本間輝男議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質問を許します。
創 生会の 本間でご ざいます 。最後の 質問にな りますが 、よろしくお
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願い申し上げます。
平成３ １年度当 初予算 は、前年 対比２０ 億７，５ ００万余 り減額し た大仙 市一般会計
予算案と して提示 されま した。当 初より１ ２億５， ０００万 程の財源 不足が 見込まれ、
財政調整 基金４億 ５，０ ００万、 地域振興 基金の合 併債積立 分より２ 億５， ２００万程
取り崩し 、歳入の 根幹と なる地方 交付税は 、かつて ない程の 厳しい査 定をし 、臨時財政
対策債の 発行も、 普通交 付税が縮 小する合 併算定最 終年に即 応した減 額発行 となってお
ります。
その分 、歳出に おいて 義務的経 費は横ば いの数値 を示し、 投資的経 費、建 設事業、単
独事業が大幅に縮小し、市民要望の高い道路改良等が各支所とも大幅に繰り延べとなり、
大きく見直しを計らなければならない結果となっております。
こうし た緊縮財 政の執 行が確実 な状況の 中で、先 般、秋田 魁新報「 北斗星 」のコラム
欄に注目すべき記事が掲載されておりました。
許可を 得て、ご く一部 を引用さ せていた だくと、 「政治で 具体的数 値を挙 げて政策目
標を示し 、明確な 数値目 標を打ち 出すこと は非常に 重要なこ とであり 、数字 を表示すれ
ばイメー ジがはっ きりす るし、問 題を正確 に捉えら れる」と 経済学者 の野口 悠紀雄氏が
提唱されておりました。
基本構 想の計画 では、 当然、初 期・中期 といった 提示は当 然として も、具 体的な建設
事業、公 共施設関 連、社 会保障、 福祉政策 等は、い たずらに 期待感を 増大さ せる計画の
表示は市 民は望ま ないし 、事業展 開が不明 ならば絶 望感に変 化し、市 民感情 と遊離した
事態が想 定されま す。端 的に申せ ば、これ はいつ計 画策定し 、着手は いつで 、完成はい
つなのか、そしてその事業経費とその効果はこうであると。
そこで質問の第１点目は、国の地方財政計画等に大きな影響を受けやすい大仙市に
あって、 財政規模 の縮小 が懸念さ れる今こ そ、財政 を含め、 政策の明 確な数 値目標を打
ち出すことは重要と考えます。市当局にその意志があるのかお伺いいたします。
第２点 目は、市 民を代 表して、 議員が一 般質問等 で地域課 題や政策 提案に 、市当局に
あっては 「検討す る」「 今後の課 題として 十分精査 し検討さ せてもら う」と いう答弁用
語が多く、その結果が分からない状況が多くあると感じます。
鳥取市 では、全 国で一 早く質問 への対応 状況を見 える化、 可視化し た自治 体と言われ
ておりま す。その 内容は 、検討結 果や対応 状況を示 し、市の サイトで も公開 されておる
ようであ ります。 問題対 応に困難 でも、視 点を変え たり、発 言が生か されて 地域課題解

- 144 -

決に生かされるならば、なお一層理解が深まるものと確信いたします。
市政、 議会の可 視化の 方向は、 市民要望 に適切に 対応する ためにも 重要と 思料されま
す。その認識と対応の用意があるのかお尋ねいたします。
○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。
本 間輝男 議員のご 質問に対 する答弁 につきま しては、 議員から事前

にご要望 がありま したと おり、す べて担当 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）

舛谷総務部長。

○総務部長（舛谷祐幸）

本間議員のご質問にお答え申し上げます。

質問の政策の数値目標の提示化と質問に対する見える化についてであります。
はじめ に、政策 の明確 な数値目 標を掲げ ることに つきまし ては、大 仙市第 ２次総合計
画基本構 想や前期 実施計 画、大仙 市まち・ ひと・し ごと創生 総合戦略 等の各 種計画及び
各部局ご との事業 単位で も数値目 標を設定 するよう 努めてい るほか、 これら の準捗状況
を定期的に検証することで、目標の達成に向け取り組んでいるところであります。
しかし ながら、 市の財 政状況に つきまし ては、議 員ご指摘 のとおり 、今後 も進む人口
減少等か ら見通し は一段 と厳しく なってい くものと 認識をし ておりま す。し たがいまし
て、限ら れた財源 の中で 施策を実 施してい く必要が ある以上 、必ずし も計画 どおりに実
施できな い事業が 出てく る可能性 はありま すが、市 民の皆様 の日常生 活に必 要不可欠な
社会保障 制度や学 校、道 路等の公 共施設等 の事業計 画につき ましては 、その 計画の内容
や事業のスケジュールが暮らしに及ぶ影響が大きいことから、事業の方向性を数値化し、
市民の皆様と近い将来のイメージを共有することが重要であると考えております。
また、 財政見通 しにつ きまして は、平成 ２８年３ 月に第２ 次大仙市 総合計 画基本構想
を策定し た際に、 平成３ ７年度ま での普通 会計の歳 入及び歳 出をそれ ぞれ推 計しており
ますが、 その後の 社会情 勢の変化 等により 、推計の 根拠とな ります各 種指標 が変わって
きている ことから 、実施 計画の計 画期間に あわせ、 来年度見 直しを図 ること としており
ます。
後期実 施計画の 策定に 当たりま しては、 今後の財 政見通し や前期実 施計画 の検証結果
を十分に 踏まえま して、 事業の選 択と集中 を一層進 めるとと もに、将 来都市 像の実現の
ために必 要な事業 につき ましては 、職員の 創意工夫 による新 たな財源 の確保 や、より少
ない経費 で同様の 効果が 得られる 施策の研 究、立案 に努め、 積極的に 実施を してまいり
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ます。
また、総合計画をはじめ、各分野における個別計画につきましては、パブリックコ
メントや 市政評価 、広報 などを通 じまして 市民の皆 様にお知 らせして きたと ころであり
ますけれ ども、市 民参画 によるま ちづくり を、より 一層推進 するため 、市民 の皆様への
周知方法について、さらに工夫を図ってまいりたいと考えております。
次に、 答弁対応 の可視 化につき ましては 、平成３ ０年３月 より、答 弁にお いて検討す
る、また は調査す るとし た事案に ついて、 各担当課 において 必要な取 り組み や調査等を
行い、必 要に応じ て議会 に対しま して取り 組み内容 を報告す ることと してお りますが、
議員が質 問で述べ られま した可視 化の取り 組みであ る市のホ ームペー ジでの 公開等は、
まだ行っていない状況にあります。
議員ご 指摘のと おり、 市政の可 視化の方 向性は、 緊張感を もって職 員が業 務を行い、
より迅速 な対応に よる住 民サービ スの向上 につなが るものと 認識をし ており ます。本定
例会の一 般質問等 におき まして、 検討また は調査す るとした 答弁から 、その 後の対応と
進捗状況 について 定期的 に議会へ 報告する とともに 、市のホ ームペー ジでも 公開してま
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）

○９番 （本間輝 男）

次に、２番の項目について質問を許します。
昨 日の石 塚議員の 質問と重 複いたし ますが、 視点を変 えて質問いた

しますので、よろしくお願いいたします。
橋梁等の長寿命化計画とその対応について質問いたします。
県は、管理する道路施設の中で老朽化している橋や歩道橋等に約３５０億円を拠出し、
１０年で 補修・修 繕を実 施すると 報道され ておりま す。こう した施設 は、県 のみならず
大仙市に おいても 、昭和 ４０年代 から５０ 年代にか けて集中 的に施行 整備さ れ、昨今そ
の劣化が安全上問題視され、自治体に大きな行政課題として提議されております。
大仙市 において は、平 成２３年 より市管 理の橋梁 １，４２ ４カ所を 建設部 並びに支所
担当及び 業務委託 により 、点検と 健全性の 診断を実 施し、平 成２５年 より橋 梁長寿命化
修繕計画に基づき、設計１５橋、７橋を工事施行してきております。その結果、平成
３０年度 末までの 調査３ ３５カ所 は含まれ ておりま せんが、 ①健全は ４６０ カ所、②予
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防保全段 階５４３ カ所、 全体の９ ０パーセ ント余り は概ね良 好とされ ており ますが、③
早期処置 段階が８ ６カ所 指摘され 、④緊急 措置段階 に属する 橋梁がな いのは 幸いとして
も、猶予 すべき事 態と思 料いたし ます。そ して、５ ０年を経 過した橋 は２５ ９カ所、架
設年次不明が５４８カ所に上り、危惧される状況にあります。
また、 早期処置 段階と 診断され た橋梁は 、さらに 専門的調 査の必要 性を要 し、外部診
断は当然であり、適格なる対応が求められます。
先般、 こうした 老朽化 の原因要 素を求め 、仙北地 域振興局 建設部へ 問い合 わせしたと
ころ、確 実なる要 因とし て挙げる ことは今 現在不明 確としな がらも、 本体を なす鉄筋部
の経年腐 食、コン クリー ト剥離、 外部要因 としては 海岸部の 塩害、大 型トラ ックの増加
等交通量 の増加、 冬期に おける凍 結抑制剤 の散布等 が関連し ていると 考えら れ、県も平
成３０年 度末まで に修繕 時期と費 用をまと め、具体 的計画を 策定する ようで あります。
こうした橋梁劣化の要因は、車社会の到来による社会構造の変化も当然でありますが、
近年、交 通安全上 の配慮 から塩化 ナトリウ ムを主と した凍結 抑制剤の 散布量 の増加も一
因と考え るのは私 だけか もしれま せんが、 調査の結 果、平成 ２９年度 実績で 大仙市建設
部全体で 一シーズ ン、２ ５キロ袋 で１万８ ，６４０ 袋、計４ ６６トン が散布 されており
ます。凍 結抑制の 交通安 全確保の 使命、必 要性は十 分に認識 しており ますが 、相反する
状況に複雑な思いを禁じ得ない心境でもあります。
平成３ １年度予 算で防 災・安全 社会資本 整備総合 交付金事 業を活用 し、２ 億円が計上
されてお りますが 、厳し い大仙市 財政にあ って、費 用の捻出 は相当の 検討と 綿密な長期
計画が絶対に求められます。そこで質問いたします。
第１点 目は、大 仙市が 管理する 橋梁、歩 道橋数、 経過年数 等と、劣 化要因 の一つと考
慮される 冬期の凍 結抑制 剤の実数 、あわせ て橋梁診 断結果状 況は、私 の申し 上げた数値
に差異はないのか、確認のためお尋ねいたします。
第２点 目は、橋 梁等の 劣化診断 をどのよ うに捉え 、早期処 置が必要 とされ る橋梁等に
対する認識と対応をお尋ねいたします。
第３点 目は、安 全確保 のための 凍結抑制 剤散布と 橋梁劣化 の因果関 係は不 明ではあり
ますが、 検証等上 部機関 との協議 の事実が あるのか 。また、 交通安全 上の見 地より、警
察、安全団体等とどのような協議をしておるのか、建設部にお尋ねいたします。
第４点 目は、劣 化数値 がほぼ表 示された 状況から して、橋 梁等の修 復、改 善の年数の
表示が必 要と思料 されま すが、膨 大な費用 を要する ことは確 実であり ます。 大仙市の将
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来を見据えるならば、避けては通れない重要課題であります。
難問で すが、国 ・県の 補助金、 交付金等 の状況を 含め、建 設部の延 命化計 画への取り
組み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。古屋建設部長。

○建設 部長（古 屋利彦）

質問 の橋梁等 の長寿命 化計画と 、その対 応につい てお答え申し

上げます。
なお、 昨日の石 塚柏議 員の答弁 内容と重 複する部 分があり ますので 、ご了 解をお願い
いたします。
はじめ に、橋梁 等の実 数とその 診断結果 の確認に つきまし ては、本 市が管 理する橋梁
は１，４２４橋で、歩道橋はございません。
経過年 数区分ご との内 訳であり ますけれ ども、架 設後１０ 年以下が １１橋 、１１から
２０年が５１橋、２１から３０年が１１９橋、３１から４０年が１８３橋、４１から
５０年が ２５３橋 、５０ 年を超過 する橋梁 が２５９ 橋、ほか ５４８橋 は架設 年次が不明
となっております。
また、 昨年度ま でに点 検しまし た１，０ ８９橋の 診断結果 では、健 全が４ ６０橋、予
防保全段 階が５４ ３橋、 早期措置 段階が８ ６橋であ り、緊急 措置段階 の橋梁 はございま
せんでした。
次に、 劣化診断 結果の 捉え方に つきまし ては、早 期措置段 階が８６ 橋ある ことは非常
に重く受 けとめて ござい ます。そ の対応と いたしま して、国 の防災・ 安全社 会資本整備
交付金を 活用して 対策を 実施して おります が、近年 の配分率 は非常に 厳しい 状況にある
ため、長 寿命化対 策実施 まで時間 を要して いるのが 現状でご ざいます 。この ため、早期
措置段階 にある８ ６橋の 対策とい たしまし ては、損 傷の緊急 度及び路 線の重 要度等を総
合的に判 断し、優 先順位 を明確に するとと もに、日 常パトロ ールを強 化し、 万全の体制
で経過を監視してまいりたいと思います。
次に、 劣化現象 に関す る国・県 等との対 応につき ましては 、凍結抑 制剤の 散布が橋梁
劣化を加速させる原因の一つとして考えられますが、交通安全管理者である県警からは、
交通事故 抑制の対 策とし て気温低 下時には 、凍結抑 制剤の散 布を依頼 されて おります。
本市では 、除雪延 長が１ ，７００ キロメー トルを超 えている ため、大 量に凍 結抑制剤が
散布され 、平成２ ９年度 では、全 市平均で 散布車が ７５日出 動し、総 重量４ ６６トン、
１日当た りで６． ２トン の散布実 績となっ ており、 橋梁劣化 が心配さ れると ころでござ
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います。
こうし た課題は 、県内 全ての道 路管理者 において も同様で あるため 、一つ 目の組織と
して、国 、県、県 内市町 村及び東 日本高速 道路株式 会社で構 成する「 秋田県 道路メンテ
ナンス会 議」、も う一つ は、県内 市町村、 一般財団 法人秋田 県建設技 術セン ター及びＮ
ＰＯ法人 秋田道路 維持支 援センタ ーで構成 する「市 町村橋梁 等長寿命 化連絡 会議」、こ
の二つの 組織で凍 結抑制 剤がもた らす橋梁 への影響 やその対 策等につ いて協 議を継続し
ておりますので、今後の経過を見守ってまいりたいと考えております。
次に、 国・県の 補助状 況と延命 化計画へ の取り組 みにつき ましては 、前段 でも触れて
おります が、国の 防災・ 安全社会 資本整備 交付金の 当該事業 への補助 率は５ ９．４パー
セントと なってお り、残 りの事業 費につき ましては 、過疎債 及び合併 特例債 等の起債を
充当して おります 。県か らの補助 等はござ いません が、各種 の対策工 法等に 関する技術
的な支援を受けているところでございます。
また、 延命化計 画への 取り組み につきま しては、 国に対し て、防災 ・安全 社会資本整
備交付金 の配分拡 大を強 く要望す るととも に、現在 の橋梁長 寿命化修 繕計画 に対して老
朽化対策 事業が遅 れつつ あるため 、計画の 時点修正 を行い、 改善に要 する年 数及び費用
の明確化 を図り、 引き続 き本市と して効率 的な手法 によって 施設の延 命化を 図ってまい
ります。
以上です。
○議長（茂木

隆）

再質問ありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○９番（本間輝男）

はい、９番。
関連がありますので、老松市長にお伺いします。

橋梁等 の劣化現 象は全 国的に問 題提起さ れ、国、 県、地方 自治体の 共通認 識と捉えま
す。特に 財政基盤 の弱い 地方自治 体での単 独での延 命化事業 は不可能 であり 、その財源
は国等に依存しなければ解決できない状況と考えます。
国はこ の対応と して、 防災・安 全社会資 本整備総 合交付金 での充当 を主と しておりま
すが、本 市では約 １億１ ，０００ 万弱であ り、その 絶対額は 横ばい状 況にあ り、残りを
公債充当 しており 、その 事業量か らして、 大仙市と しても当 局並びに 財政担 当者が苦慮
している状況にあると考えます。
昨日の 石塚議員 と同様 になりま すが、全 国市長会 並びに秋 田県市長 会では 、このよう
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な早期の 対応と要 望をし 、大幅な 補助金の 確保と財 政支援を 図る姿勢 にある のか、市長
の答弁を求めます。
○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。
本間輝男議員の再質問にお答え申し上げます。

橋梁等 の延命化 事業に 対する全 国市長会 並びに秋 田県市長 会での対 応と要 望について
でありま すが、両 市長会 とも橋梁 等の延命 化事業は 、国等か らの大幅 な財源 支援に依存
しなけれ ば達成困 難な事 業と捉え ており、 国に対し 、これま で事業財 源等の 手厚い支援
を要望してきているところであります。
はじめ に、全国 市長会 の直近の 行動につ いてであ りますが 、平成３ ０年１ １月１５日
の全国市 長会の理 事・評 議員合同 会議で決 定した「 平成３１ 年度国の 施策及 び予算に関
する決議 や緊急ア ピール 等」に関 する要望 書を内閣 官房長官 をはじめ 、国の 各省庁へ提
出し、面談の上、実現方について要請しております。
その中 で、橋梁 等の延 命化事業 に関する 重点提言 として、 「地方創 生の推 進に関する
重点提言」「公共事業に関する重点提言」及び「道路整備財源の確保に関する重点提
言」の３点を挙げております。
内容と いたしま しては 、「公共 施設等の 老朽化対 策につい ては、防 災・安 全社会資本
整備交付 金等に加 え、地 方財政措 置による 十分な支 援を講じ るととも に、必 要な技術支
援を行う こと」や 「道路 ・橋梁等 の老朽化 対策につ いては、 維持修繕 に関す る省令・告
示の規定 に基づく 事業等 に対し、 防災・安 全社会資 本整備交 付金等に 加え、 地方財政措
置を講じ るととも に、技 術的支援 等による 地方公共 団体負担 を軽減す ること 」、さらに
「社会資 本整備総 合交付 金及び防 災・安全 社会資本 整備交付 金につい ては、 地方の計画
的な事業 執行に支 障を来 すことの ないよう 十分な予 算を確保 し、適切 に配分 すること」
などを求めております。
次に、 秋田県市 長会に つきまし ては、平 成３０年 １０月１ １日の定 例会に おきまして
「国・県 に対する 提案・ 要望事項 」の一つ として、 「地方に おける道 路整備 予算の確保
等につい て」議決 され、 道路スト ックの老 朽化対策 に関する 専門技術 者の育 成支援や必
要予算の 確保、さ らに、 中小規模 の橋梁補 修に関す る別枠予 算での支 援を求 めておりま
す。
両市長 会ともに 、防災 ・安全社 会資本整 備交付金 の大幅な 確保を図 る姿勢 を強めてお
り、全国 市長会の 一員と して、ま た、秋田 県市長会 が一枚岩 となって 秋田県 の現状を訴
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え、国への要望を強化してまいりたいと考えております。
○議長（茂木

隆）

再々質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○９番（本間輝男）

はい、９番。
次に、これも関連ございますので、西山副市長にお聞きします。

国・県 等への補 助・交 付金の増 額対応の 姿勢を今 、市長か ら伺いま したが 、地方財政
が縮小さ れ、自主 財源に 乏しい地 方自治体 の対応と しては、 国の地方 財政計 画にきちん
と登載さ れ、支援 、補助 体制が確 立される ことが最 も確実に 実行され る方向 にあると考
えます。 早期実現 のため にも、行 動する強 い市長会 を望むも のですが 、財務 省出身で最
も財政に強い西山副市長の考えをお伺いします。
○議長（茂木

隆）

○副市長（西山光博）

再々質問に対する答弁を求めます。西山副市長。
本間議員の再々質問についてお答え申し上げます。

大変財 政に強い と言わ れますが 、大変恐 縮する次 第でござ いまして 、ただ でさえ小さ
い体がなおさら小さくなる思いでございます。
現在、国、国会におきまして、まさに予算審議、参議院で予算審議されておりますが、
平成３１ 年度の地 方財政 計画の全 体規模、 総務省の 資料によ りますと ８９兆 ２，５００
億円と、３０年度に比較して２兆３，６００億円増額、率にいたしまして２．７パー
セントの増額ということでございます。
３１年 度の地方 財政計 画におき ましては 、これま での各市 長会の要 望活動 の成果かと
思います が、公共 施設等 の老朽化 対策をは じめ適正 管理を推 進するた めの公 共施設等適
正管理推 進事業費 におき まして、 長寿命化 事業の対 象を拡充 しており ます。 この拡充し
た中に橋梁が入っているということでございます。
橋梁の 整備は、 市民の 安全な生 活の確保 のみなら ず、地域 経済の発 展に欠 かせないも
のと認識 しており ます。 先程の市 長の答弁 にもござ いました が、財政 基盤の 弱い地方自
治体は、 国などか らの大 幅な財源 支援がな ければ達 成困難の 事業と考 えてお ります。ま
ずは要求 なきとこ ろには 査定なし というふ うに言わ れますよ うに、今 後もよ り一層事業
の促進の ために、 さらな る拡充に つきまし て、引き 続き国や 県に働き かけて いくことが
重要であると考えております。
以上です。
○議長（茂木

隆）

次に、３番の項目について質問を許します。
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○９番（本間輝男）

大仙市内の交通安全施設の取り組みについて質問いたします。

「車社 会の到達 」とい われた時 代から「 完全車社 会」に移 行した感 のある 大仙市であ
り、市民 にとって 車は移 動手段と して重要 な位置付 けとなっ ておりま す。こ うした車の
増加に伴 い、交通 事故が 一向に減 少せず、 特に交通 弱者と言 われる子 どもた ち及び老人
層を守る姿勢は、市政の最大の責務と考えます。
私も市 民の皆様 との会 話の中で 、近頃特 に信号機 設置の要 望、横断 歩道、 一時停止の
増加、通学路整備を強く求められております。
先般、 こうした 市民要 望に即す るため、 市環境交 通安全課 に調査を 依頼し 、実態把握
に努めて みました ところ 、大仙市 内におけ る交通規 制は、信 号設置箇 所１７ ５カ所、横
断歩道設 置箇所約 １，２ ００カ所 、交通標 識はかな り多数の 数に上り 、すべ てを把握す
るのは難 しいなが らも、 最も代表 的な一時 停止規制 は約３， ３００か ら３， ４００カ所
と推定さ れると回 答をい ただきま した。環 境交通安 全課の職 員の皆様 に感謝 を申し上げ
ます。
こうし た交通規 制の設 置者は秋 田県公安 委員会で あります が、市民 の皆様 の安心・安
全を守る立場より、次の質問をいたします。
第１点 目は、信 号機等 の交通安 全施設の 設置数の 充足度を 、どのよ うに認 識しておる
のかお尋ねいたします。
第２点目は、市民要望の声が多数あることは当然であると認識しておりますが、本庁、
支所等で 協議・検 討の事 例がある のか、ま た、その 実数を捉 えておる のかお 伺いいたし
ます。あわせて、大仙市としての検証、取り組みの状況をお答えください。
第３点 目は、設 置者で ある県へ の具体的 要望状況 と対応に ついてお 尋ねし 、実態に即
応した早期の設置を望むものです。
第４点目は、建設部道路河川課で対応する区画線、転落防止柵、防犯灯、力ーブミ
ラー、グ リーンベ ルト等 の交通安 全施設整 備に４， ３００万 余り予算 計上が されており
ますが、 これも市 民の要 望が高い と推察さ れます。 歳出抑制 の予算か らして 、各支所と
どのよう な連携と 、設置 判断基準 のもとに 取り組ん で事業効 果促進を 計って おるのか、
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。佐川市民部長。

○市民部長（佐川浩資）

質問の交通安全施設への取り組みについてお答え申し上げます。

はじめ に、信号 機等の 充足度に つきまし ては、秋 田県警察 本部及び 大仙警 察署を通じ
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て把握し たところ では、 議員ご指 摘の数の 信号機等 が現在市 内に設置 してお りますが、
平成２８年度から平成３０年度までの３年間で地域住民から出された要望７１件のうち、
県公安委 員会で対 応した 件数が半 数以下の ２５件と なってい る状況や 信号機 の無い交差
点におい て、交通 事故が 発生して いる状況 を踏まえ ると、市 ではこれ ら交通 安全施設の
設置が十分でないと認識しているところでございます。
次に、 本庁、支 所間で の要望協 議と実数 の把握状 況につい てでござ います が、毎年５
月下旬に 道路環境 整備期 間にあわ せて、大 仙警察署 をはじめ 市、道路 または 水路の施設
管理者に よる共同 現地点 検を実施 しており ます。こ の際に本 庁のみな らず各 支所、教育
委員会か らも交通 事故が 多発して いる場所 など、危 険箇所へ の要望を 集約し 、支所職員
も立ち会いの上で対応を協議しております。
なお、 死亡事故 により 緊急を要 する場合 は、支所 から直接 大仙警察 署に要 望している
ところでございます。
次に、 設置者で ある秋 田県公安 委員会へ の要望状 況につき ましては 、市に 出された案
件は全て 大仙警察 署に提 出しまし て、その 後、秋田 県警で精 査した上 で公安 委員会へ上
申されて おります 。しか しながら 、現状で は十分な 設置状況 ではない ことか ら、今後の
交通安全 運動期間 等の機 会を捉え 、大仙警 察署を通 じ、要望 の実現に 向けて 働きかけて
まいりたいと考えております。
次に、 道路交通 安全施 設の設置 施行基準 につきま しては、 安全施設 は区画 線、転落防
止柵、防 犯灯、カ ーブミ ラー、グ リーンベ ルトを対 象として おります 。その うち防犯灯
につきま しては、 本市独 自の設置 要綱を定 めており ますが、 その他の 施設に つきまして
は、国の基準に基づき設置の適否を判断しているところでございます。
どの施 設につき まして も市民要 望が高く 、限られ た予算の 中で緊急 度及び 優先度を判
断して実 施してお りまし て、区画 線及びグ リーンベ ルトにつ きまして は、各 地域で選定
した設置 箇所を建 設部道 路河川課 で取りま とめまし て、全地 域一律の 周期を 設定した上
で塗り替えを実施しております。
また、 転落防止 柵１枚 や防犯灯 １基など 軽微なも のにつき ましては 、各地 域の維持修
繕で個別 対応して おりま すが、設 置費用が １００万 円を超過 する内容 につき ましては、
「大仙市 道路整備 に関す る指針」 に基づき 、現地視 察及び審 査の上、 設置判 断を行って
いるところでございます。よろしくお願いします。
○議長（茂木

隆）

再質問ありませんか。
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（「ありません」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

○９番 （本間輝 男）

次に、４番の項目について質問を許します。
大 仙市の 農業生産 の現況と 次代、将 来の生産 方向の認 識について、

私見を交え、農林部の所見をお伺いいたします。
統計が 今少し古 いわけ ですが、 農林業セ ンサス平 成２８年 の推計に よると 、大仙市の
農業産出額は、総額で２２３億２，０００万円であり、米が全体の６３．３パーセント、
１４１億 ９，００ ０万円 、大豆、 野菜、花 卉等部門 が４８億 ４，００ ０万円 、畜産は３
２億５， ０００万 円、６ 次的加工 ・農産物 に至って は、数値 表示がさ れてお らない状況
にありま す。この 数値か ら察せら れるのは 、いかに 米に偏重 しておる のか歴 然としてお
ります。
お隣横 手市では 、総産 出額は２ ８２億と 大仙市を 上回りな がらも、 米生産 額は１１７
億円、約４２パーセント余りと、バランスのとれた状況が確認できます。
次に、農業生産の担い手であり、基本構想の中心となる認定農業者、法人等の実数は、
基盤整備 事業の推 進とそ れに伴う 制度上の 条件等に より、平 成３０年 ９月末 現在８９法
人と若干 の伸びを 示しな がらも、 個人の認 定農業者 数は１， ４９９人 、その うち６０歳
以上の方 が９３８ 人、さ らに６５ 歳以上の 高齢化率 は４６． ６パーセ ントと なり、集落
営農組織が４７形態と、減少もしくは伸び悩みの事実にあります。
さらに 、青年等 の就農 促進は、 基盤強化 促進法に 基づく認 定新規就 農者の 伸びも鈍い
ながらも 、農地の 集約化 は県内ト ップの６ ８パーセ ントの数 値が出て おるの は成果と捉
えることができます。
県内の 農業就業 人口は 、平成２ ７年に５ 万５，０ ００人余 りと平成 元年の 半分余りに
推移し、 高齢化と 離農、 担い手不 足に歯止 めがかか らず、大 仙市を含 め、そ の方向に危
惧する現 実と捉え ます。 その打開 に、県は 農業労働 力サポー トセンタ ーの設 置を決め、
労働力を 融通し合 うシス テムと外 国人雇用 の体制づ くりも視 野に入れ た対応 の検討に入
るようで あります 。やや 悲観的事 実を申し 上げ恐縮 ではあり ますが、 さらに 躍進する大
仙市農業を望むためにも次の質問をいたします。
第１点 目は、大 豆栽培 の拡大、 枝豆の増 産、花卉 等の増量 、いぶり 大根の 生産拡大な
ど、前向 きな生産 活動が 見られる 反面、依 然として 米偏重に 代表され る大仙 市農業の生
産状況をどのように捉え認識しておるのか、まず農林部にお尋ねいたします。
第２点 目は、若 い認定 農業者の 確保はも ちろん、 農業次世 代人材投 資事業 、旧青年就
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農給付金 は、前年 度比１ ，１１６ 万余りの 減、農業 夢プラン 事業費で も８， ０３４万円
の減の予 算計上で ありま す。そし て、平成 ３０年度 、本３月 補正で８ ，００ ０万弱の減
額を予定 しており ます。 こうした 施策は． ほぼ国・ 県が全額 を補填・ 交付さ れる事業か
らして、 対象者へ の周知 と理解度 の向上を 図り、制 度の活用 を強力に 推し進 めるべきと
考えます。
また、中心経営体（個人、法人等）が農業機械等の導入助成に前年の倍以上の
２，０９ ２万円を 予算計 上されて おります が、経営 体育成事 業は、全 額県支 出金で賄う
わけです が、農業 夢プラ ン事業１ 億１，９ ００万と 同様に、 個人より も法人 等の経営体
が主であ り、個人 にはあ まりにも 制約が多 く、大仙 市として 今少し踏 み込ん だ、国・県
の補助を 活用した 大仙独 自の補助 事業等を 検討すべ き時期と 思料され ます。 創意と工夫
の上に立った実体に即した農業補助金施策の創設を求めるものであります。
第３点 目は、認 定者の みならず 、法人、 営農組織 の育成は 、次代の 大仙農 業の必須事
項であり 、移行へ のステ ップアッ プを急ぐ べきと考 えますが 、その意 にある のかお伺い
いたします。
第４点 目は、農 業後継 者対策で 、全県に 先駆けて 設置され た東部及 び西部 新規就農者
センターは、その歩みと確実な前進が各方面より高い評価を得ております。
この施 策は、米 偏重よ りの脱却 を目指し て、野菜 、果実、 花卉等を 中心に 捉えており
ます。新 規就農者 の育成 状況が秋 田魁新報 大曲支局 ・田中倫 子記者の 体験報 道は、一服
の清涼感 を与えて くれて おります 。私は、 この施設 は大仙市 農業の基 礎拡大 と後継者の
増加を思料するならば、さらに一歩踏み出して、畜産部門、農産物加工等も視野に入れ、
県農業フロンティア制度と連携した検討も必要と考えます。
畜産部 門は、初 期投資 、設備等 に多額を 要するこ とは承知 しており ますが 、幅広い人
材育成は 重要であ り、動 向を調査 ・検討の 上に、大 胆な発想 の中に飛 躍があ るように思
い、新規 就農セン ターの さらなる 拡充と支 援、そし て的確な る指導者 増員を 求め提案い
たします。
第５点 目は、国 による 米の生産 調整が廃 止された 以降、幸 い米価が 上昇傾 向にはあり
ますが、 国民の米 離れは 確実な状 況にあり 、健全な 農業所得 向上を目 指すな らば、複合
部門への挑戦は不可避と考えます。
降雪地 帯に位置 しなが らも、適 地適作の 模索は絶 対に必要 と考えま す。大 豆、枝豆、
ネギ、い ぶり大根 等の栽 培が先行 しており ますが、 今一つ踏 み込んだ 施策と 検討を問う
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ものであります。
かつて の大仙市 農業指 導センタ ーは、今 日、大仙 市農業関 係団体連 絡協議 会に変更さ
れ、各支 所ごとに 地域部 会が設置 されてお りますが 、年１回 程度の開 催と伺 います。こ
うした対 応では、 地域生 産者の声 が反映さ れないの は当然で あり、指 導者の 確保、専門
職の拡大 、職員を 含めた 人材育成 が絶対に 必要です 。こうし た事実を 踏まえ た今後の複
合部門への対応と指導体制についてお尋ねいたします。
第６点 目は、Ｊ Ａ秋田 おばこの 問題が発 覚以来、 大型法人 、個人等 で独自 販売を模索
し、農協 に依存し ない生 産農家が 多数増加 している 傾向にあ ると感じ られま す。米偏重
よりの脱 却を目指 しなが らも、当 面の米づ くりが主 流の当市 の現実か らして 、米市場へ
の対応は、さらに厳しくなる中、昨年１２月、平成３１年産の本県生産目安は４０万
７，００ ０トン、 前年０ ．４パー セント減 と発表さ れ、集荷 業者、卸 会社等 と事前契約
を推進し ていく方 針と発 表されて おります 。これは 消費者の 米離れ、 米価の 下落懸念が
大きな要素と考えられます。
これに 対し、大 仙市地 域再生協 議会も本 年２月末 までに生 産目安を 作成さ れたと思料
されます が、生産 農家の 大事な部 分であり ますので 、その実 数と積算 根拠を 示し、説明
を求めます。
以上、 拙い意見 を交え 様々質問 してまい りました が、農業 が良くな らなけ れば大仙の
活性化はないという思いからして、農林部の積極的発言と答弁を求めます。
○議長（茂木

隆）

○農林 部長（福 田

４番の項目に対する答弁を求めます。福田農林部長。
浩）

質問 の大仙市 農業の現 状認識と 次代の農 業の方向 性についてお

答え申し上げます。
はじめ に、農業 生産状 況につき ましては 、ご質問 にもあり ましたと おり、 本市の農業
産出額は 、直近の 統計ベ ースで総 額２２３ 億２，０ ００万円 、農業産 出額に 占める割合
は米が一番多く、秋田県の農業に占める米の割合と比較しても１０パーセント高い約
６４パーセントとなっております。
市では 、米依存 からの 脱却を目 指し、複 合経営や 周年園芸 の推進に 努めて おり、土地
利用型作 物である 大豆の 作付面積 の増加や 若手畜産 農家の積 極的な規 模拡大 により、畜
産部門の 農業産出 額が１ ０年前よ り約１１ 億５，０ ００万円 増加する など、 米の占める
割合は、１０年前より約７ポイント減少しております。
今後も 、国・県 事業の 活用と市 独自の施 策の展開 による複 合経営の 推進に 努めてまい
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りますが 、１万７ ，７０ ０ヘクタ ールの広 範な水田 における 本市の農 業生産 構造の転換
については、短期間では効果が現れにくいものと認識しております。
次に、 補助金を 活用し た独自の 補助制度 の検討に つきまし ては、市 では、 国の「農業
次世代人材投資事業」「経営体育成事業」や県の「農業夢プラン事業」の申請において、
農業者に 寄り添っ て計画 策定のア ドバイス を行い、 国・県に 対し事業 承認申 請をしてお
ります。
これら の事業に ついて は、その 性質から 、事業を 円滑に進 め、申請 者に不 利にならな
いよう、 市の予算 に計上 しており 、採択さ れなかっ た場合は 、減額補 正をお 願いしてい
るところでございます。
また、 制度の活 用を進 める一方 で、全国 的な要望 数の増加 に伴い、 採択の ハードルが
高くなっていることも事実であります。
市では 、県事業 のかさ 上げのほ か、独自 の補助事 業として 「意欲あ る稲作 経営体応援
事業」により、個人農家や１戸１法人に対するコンバイン・田植機等の導入を、また
「畑作園 芸振興事 業」「 ６次産業 化推進事 業」によ り、それ ぞれ必要 な機械 ・設備の導
入に支援しており、国・県事業の要件に満たない場合の活用を進めております。
市単独 では、大 規模な 支援は難 しく、機 械等の導 入は国・ 県事業の 活用が 基本ではあ
りますが 、事業に おける 効果を検 証し、実 態に即し た有効な 補助事業 の創設 に取り組ん
でまいります。
次に、 法人、営 農組織 の移行へ のステッ プアップ につきま しては、 直近の １月末時点
での農業 法人数は ９４法 人、集落 営農組織 数は４７ 組織とな っており 、集落 営農組織に
ついては横ばいではありますが、農業法人は５法人の増加となっております。
現在、 各地域に おいて 県営ほ場 整備事業 を契機と した農業 法人が新 設され ており、今
後もほ場 整備事業 の進展 とともに 、農業法 人は増加 していく ものと見 込んで おります。
県営ほ 場整備事 業の実 施に当た っては、 各地区の 営農構想 の策定が 義務付 けられてお
り、営農 形態の複 合化の 推進につ いても必 須である ことから 、市とい たしま しては、各
地区の営 農構想の 実現に 向け、必 要な設備 投資のた めの各種 補助事業 等、制 度の浸透を
図るとともに、十分に活用が図られるよう努めてまいります。
次に、 東部・西 部新規 就農者研 修施設の 拡充につ きまして は、これ まで両 研修施設に
おいて、 平成２９ 年度ま でに７３ 名が研修 を終え、 市内各地 において 、独立 自営、また
は雇用就 農し、地 域農業 を支える 担い手と して活躍 しており 、さらに 今年度 末には５名
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が研修を修了する予定となっております。
施設の 指導体制 として は、県の 普及指導 員退職者 を農業専 門技術員 に５名 任用し、定
員を東部が１０名、西部は５名として、野菜・花きの栽培技術の習得を中心に研修を
行ってお り、リン ゴや梨 等の果樹 や畜産、 稲作の各 部門の研 修を希望 する場 合は、県で
実施する未来農業のフロンティア育成研修を選択しております。
このフ ロンティ ア育成 研修制度 は、平成 ３年から 開始され ており、 このう ち畜産部門
研修につ いては、 本市神 岡地域の 県畜産試 験場を主 会場に、 肉用牛・ 酪農の 各分野での
研修が行われ、今年度末の修了予定者を含めた実績は１３名となっております。
研修修 了後、畜 産を継 続してい る方々は 、それぞ れが市内 各地にお いて意 欲的に経営
に励んで おり、市 内はも とより県 内の畜産 振興のけ ん引役と して大い に活躍 しておりま
す。
これら 就農に向 けた研 修につい ては、就 農後の経 営の安定 化に向け て、施 設が十分に
整備され た環境の もと、 栽培等技 術や知識 の習得を すること が肝要で あると ともに、研
修を通じ て地域内 におけ る生産者 間の横の つながり を築くこ とも大き な目的 の一つであ
ると認識 している ことか ら、畜産 分野の研 修希望者 自体が少 ない現状 におき ましては、
これまでと同様、県実施の研修への誘導が望ましいものと考えております。
また、 農産物加 工研修 について は、現在 、本市研 修施設に おいて、 県等が 主催する６
次産業化 や農業経 営に係 る講習会 への参加 や市内の 先進農業 法人の代 表者を 講師に招い
ての座学 等の研修 を中心 に行って おります が、加工 等の実践 研修につ きまし ては、多種
多様な手 法があり 、研修 ニーズも 多岐にわ たること から、実 践研修の 指導体 制の整備は
難しいものと考えております。
市といたしましては、今後、研修者の要望に応じて、市内外の先進的な取り組みを
行っている農産物加工者による研修の受け入れの情報収集に努めてまいります。
次に、 農業指導 体制の 充実と人 材育成に つきまし ては、市 では、大 豆栽培 における品
質の高位 平準化、 稲作に おける労 力や経費 の削減に 向けた直 播栽培を 進める ため、農研
機構東北農業研究センターと連携し研究と普及に当たっております。
また、 トマト園 芸メガ 団地では 、ＪＡ全 農の専門 研究員や 県の技術 専門員 との連携に
より、フ ォローア ップチ ームでの 技術検証 ・指導に 当たると ともに、 本市が 取り組むい
ぶりがっ この産地 化につ いては、 原料大根 の生産拡 大を効率 的に進め るため 、秋田県立
大学や県 総合食品 研究セ ンターと の連携に よる栽培 方法のマ ニュアル 化など 、専門的な
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視点で研究機関と連携し、技術指導や普及に取り組んでおります。
また、 農業従事 者の高 齢化、後 継者不足 の解消の ため、県 では、本 市の農 業法人にお
いて農作 業自動運 転化や イチゴ栽 培の技術 確立に向 けたＩＣ Ｔ、Ｉｏ Ｔ技術 を活用した
実証試験 が進めら れ、今 後、農業 分野にお ける情報 技術の活 用が展開 される ものと考え
ております。
農業指 導体制に おいて は、人材 育成と含 めて国・ 県のスマ ート農業 の推進 を視野に入
れ、新た な手法を 取り入 れ平準化 を図るこ とが農業 者の技術 向上に必 要であ ると捉えて
おり、専 門研究機 関によ る最新技 術を取り 入れなが ら、現場 における 県、Ｊ Ａ等の技術
専門員と連携し、農業技術の普及に取り組んでまいります。
次に、３１年産米の生産の目安の実数と積算根拠につきましては、県の生産の目安
４０万７，０００トンを基に算定しております。その算定方法につきましては、最初に、
県内の全 水田へ作 付けし た場合の 生産数量 ７２万３ ，０３７ トンを算 出し、 県の生産の
目安４０万７，０００トンをこの生産数量で除することで県の生産の目安の設定率
５６．２９パーセントを算出し、これを市の生産の目安としております。
次に、大仙市の１０アール当たりの収量の直近７年間の平均と県南平均収量を勘案し、
平成３１ 年産の統 一基準 単収を１ ０アール 当たり５ ８５キロ グラムと 算定し 、大仙市水
田台帳面 積から、 市の全 水田への 作付けし た場合の 生産数量 は１０万 ３，５ ７９トンと
なります。これに市の生産の目安５６．２９パーセントを乗じ、市の生産数量５万
８，３０４トンを算定しております。
また、 方針作成 者及び 方針非参 画者に対 しまして は、平成 ３０年産 に引き 続き、平成
３１年産 において も地域 の実情に 応じた調 整をし、 生産の目 安の設定 率につ いては、市
全体の目安の内数となるように５６．２パーセントに設定し、提示しております。
以上であります。
○議長（茂木

隆）

再質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○９番 （本間輝 男）

はい、９番。
大 変あり がとうご ざいまし た。私自 身、今、 部長が申 されたとおり

のことも 考えます が、一 番大切な のは、生 産農家の 生の声を 聞き、そ れを政 策に反映し
ていくこ とが最も 大事だ と思って います。 一つ例を 挙げます と、大豆 産地化 推進事業費
がありますが、この中で１年目、２年目、３年目の助成があるわけですが、３年目以降、
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助成単価 を見ても １万１ 千円のも のが５０ パーセン ト以上、 ２２０キ ロを上 げるという
前提にな っていま す。緩 和された ものでは 、２００ キロを８ ０パーセ ント以 上、１等、
２等が大 豆生産で あれば 、補助５ ，５００ 円差し上 げますよ というこ とを書 いてあるわ
けですが 、大豆は 本来で あれば、 ２年目が 一番収量 が出ます 。３年、 ４年に なりますと
収量が落 ちてきま す。こ れ、生産 農家で私 、分かっ てます。 こういう のでは 、３年目以
降に実際 の５０パ ーセン ト以上で ２２０キ ロの生産 数量なん か出てこ ないで す。地域と
して非常 に難儀し てます 。仮に緩 和された としても 、全面積 の８０パ ーセン ト以上、２
００キロ を超える 生産農 家を集め て５，５ ００円を もらうた めに、相 当３年 、４年、５
年なりま すと生産 が落ち てきます 。こうい う政策は 、やっぱ り生の声 を聞く ということ
が 私 は 大 事 だ と 思 っ て い ま す 。 だ か ら 、 補 助 金 を 差 し 上 げ る と い う こ と で は な く て、
やっぱり 生産農家 が最も 欲しいも の、最も 生産農家 がこうや ってほし いとい う声を聞い
てほしい というの が私の 本音です 。その点 について 、この大 豆産地化 推進事 業費につい
ての部長のお考え、お聞きします。
○議長（茂木

隆）

○農林部長（福田

再質問に対する答弁を求めます。福田農林部長。
浩）

再質問にお答え申し上げます。

大豆産 地化事業 につき ましては 、最初の ３年が規 模拡大と いうこと で、こ れが実効あ
りまして、現在１，２００ヘクタールの作付けになっております。
二つ目 の事業を 起こし たときに 、この品 質に特化 しないと 、これ続 かない だろうとい
うことで、品質ということを全面に出して今の制度になっております。
本間議 員のおっ しゃる とおり、 ３年目、 ４年目に つきまし ては、ま た連作 障害等様々
な、肥培 管理だと か、そ ういうと ころの技 術も必要 と思いま す。そう いうと ころを実際
の農家に 再度意見 を伺い まして、 制度を見 直してま いります ので、よ ろしく お願いいた
します。
○議長（茂木

隆）

再々質問はありませんか。
（「議長」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○９番 （本間輝 男）

はい、９番。
縷 々質問 してまい りました が、いろ いろな項 目の中で ３１年産米の

生産目安 と実数等 を質問 いたしま したが、 関連があ りますの で、最後 に老松 市長に質問
させていただきます。
地元Ｊ Ａ秋田お ばこの 過年度分 の米自主 販売等に より、７ ６億円と もいわ れる膨大な
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損失と不 明金の発 生は、 いまだそ の原因の 究明すら 不完全で あり、そ の返済 計画、健全
化計画も 不透明な 状況に あると考 慮いたし ます。さ らに、先 般の全農 秋田よ りの平成３
０年産米 追加払い が不確 実に推移 する中、 急速な農 協離れ、 組合員離 れが懸 念され、資
本率、組合員数、事業量の低下が危惧されております。
農業生産の中心的位置付けである地元ＪＡ秋田おばこの存在は大なるものであります。
この困窮 する秋田 おばこ の指導は 県であり 、行政機 関である 大仙市は 、ある 意味、傍観
者的苦慮 する位置 付けと 考えます が、先行 き不透明 感を抱え る農家の 皆様よ りは、県の
指導に期待する向きも多数と考えます。
市長は 、多数の 構成員 である農 家の方々 を守る立 場からし て、この 現実を どう捉え、
どのように認識しておるのか、難問ではありますが、あえてお伺いいたします。
○議長（茂木

隆）

○市長（老松博行）

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

質問のＪＡ秋田おばこの米問題につきましては、私が市長に就任した年で、折しも
４０年以 上続いた 生産調 整が廃止 され、農 業を取り 巻く環境 が大きく 変わる 転換期、Ｊ
Ａは本市 基幹産業 を支え る良きパ ートナー として、 園芸振興 や６次産 業化の 推進等でさ
らなる連 携を考え ていた 矢先、米 の直接販 売事業に おける赤 字、未収 金など 不適切な会
計処理の 問題が起 こった ことは、 大きな驚 きととも に大変残 念に感じ たとこ ろでありま
した。
市の対 応といた しまし ては、米 の共同計 算赤字に 対する直 接的支援 はでき ませんが、
現在、Ｊ Ａは経営 改善計 画のもと 、様々な 取り組み を進めて いるとこ ろと伺 っており、
また、少しスピードアップで経営改善計画を図るというような新聞の報道もありました。
一刻も早い経営再建を強く願っているところであります。
市とい たしまし ては、 基幹とな る稲作に 園芸・畜 産を組み 合わせた 複合経 営の推進に
加え、新 たに「い ぶりが っこ産地 化」や「 農業と食 の地域活 性化構想 」の取 り組みを進
めようと しており ます。 その実現 には、Ｊ Ａの関わ りが不可 欠である という ふうに思っ
ておりま す。これ ら事業 の成果を 上げてい くことが 、市が目 指す農業 所得の 向上や地域
農業の活 性化、引 いては ＪＡの経 営改善に つながっ ていくも のと考え ており 、今後もＪ
Ａと連携 をしなが ら、活 力ある地 域農業の 展開を目 指してま いりたい という ふうに考え
ております。
○議長（茂木

隆）

これにて９番本間輝男君の質問を終わります。
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【９番

○議長（茂木

隆）

本間輝男議員

降壇】

以上で本日の日程は、全部終了いたしました。

本日はこれをもって散会し、明日、本会議第４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２０分

散
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会

