平成３１年第１回大仙市議会定例会会議録第４号

平成３１年３月６日（水曜日）

議

事

日

程

第

４

号
平成３１年３月６日（水曜日）午前１０時開議

第

１

議案第

５号

大仙 市職員の 勤務時間 、休暇等 に関する 条例の一 部を改正する
条例の制定について

第

２

議案第

６号

大仙 市職員の 自己啓発 等休業に 関する条 例の一部 を改正する条
例の制定について

第

３

議案第

７号

４

議案第

８号

（質疑・委員会付託）

大仙 市一般職 の職員の 給与に関 する条例 の一部を 改正する条例
の制定について

第

（質疑・委員会付託）

（質疑・委員会付託）

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

第

５

議案第

９号

大仙 市災害弔 慰金の支 給等に関 する条例 の一部を 改正する条例
の制定について

第

６

議案第 １０号

大仙 市国民健 康保険高 額療養資 金貸与基 金条例の 一部を改正す
る条例の制定について

第

７

議案第 １１号

（質疑・委員会付託）

（質疑・委員会付託）

大仙 市長寿祝 金給付条 例の一部 を改正す る条例の 制定について
（質疑・委員会付託）

第

８

議案第 １２号

大仙 市へき地 保育所条 例の一部 を改正す る条例の 制定について
（質疑・委員会付託）

第

９

議案第 １３号

大仙 市保健セ ンター設 置条例の 一部を改 正する条 例の制定につ
いて

第１０

議案第１４号

（質疑 ・委員会 付託）

大仙市公民館条例の一部を改正する条例の制定について
（質疑・委員会付託）

第１１

議案第 １５号

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

第１２

議案第 １６号

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

第１３

議案第 １７号

大仙 市立大曲 病院事業 の設置等 に関する 条例の一 部を改正する
条例の制定について

第１４

議案第 １８号

議案第１９号

（質疑・委員会付託）

大仙 市道路占 用料徴収 条例の一 部を改正 する条例 の制定につい
て

第１５

（質疑・委員会付託）

（質疑 ・委員会 付託）

大仙市公園条例の一部を改正する条例の制定について
（質疑・委員会付託）

第１６

議案第 ２０号

大仙 市水道事 業及び下 水道事業 の設置等 に関する 条例の一部を
改正する条例の制定について

第１７

議案第 ２１号

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

第１８

議案第 ２２号

（質疑・委員会付託）

（質疑・委員会付託）

大仙 市水道事 業給水条 例の一部 を改正す る条例の 制定について
（質疑・委員会付託）

第１９

議案第２３号

大仙市下水道条例等の一部を改正する条例の制定について
（質疑・委員会付託）

第２０

議案第 ２４号

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

第２１

議案第 ２５号

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

第２２

議案第 ２６号

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

第２３

議案第 ２７号

（質疑・委員会付託）

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

第２４

議案第 ２８号

（質疑・委員会付託）

大仙 市上淀川 エコ対策 コミュニ ティセン ター条例 を廃止する条
例の制定について
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（質疑・委員会付託）

第２５

議案第２９号

大仙市人材育成基金条例を廃止する条例の制定について
（質疑・委員会付託）

第２６

議案第 ３０号

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

第２７

議案第 ３１号

（質疑 ・委員会 付託）

大仙 市総合民 俗資料交 流館条例 を廃止す る条例の 制定について
（質疑・委員会付託）

第２８

議案第３２号

大仙市小水力発電施設運営基金条例の制定について
（質疑・委員会付託）

第２９

議案第３３号

大仙市災害危険区域に関する条例の制定について
（質疑・委員会付託）

第３０

議案第３４号

市道の路線の認定、廃止及び変更について
（質疑・委員会付託）

第３１

議案第 ３５号

平成 ３１年度 大仙市ス キー場事 業特別会 計への繰 入れについて
（質疑・委員会付託）

第３２

議案第３６号

平成３０年度大仙市一般会計補正予算（第８号）
（質疑・委員会付託）

第３３

議案第 ３７号

平成 ３０年度 大仙市国 民健康保 険事業特 別会計補 正予算（第２
号）

第３４

議案第３８号

（質疑・ 委員会付託）

平成３０年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２
号）

第３５

議案第３９号

（質疑 ・委員会 付託）

平成３０年度大仙市奨学資金特別会計補正予算（第１号）
（質疑・ 委員会付託）

第３６

議案第４０号

平成３０年度大仙市太陽光発電事業特別会計補正予算（第１
号）

第３７

議案第４１号

（質疑・ 委員会付託）

平成３０年度大仙市淀川財産区特別会計補正予算（第１号）
（質疑・ 委員会付託）

第３８

議案第４２号

平成３０年度大仙市上水道事業会計補正予算（第２号）
（質疑・委員会付託）

第３９

議案第４３号

平成３０年度大仙市簡易水道事業会計補正予算（第３号）
（質疑・委員会付託）
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第４０

議案第 ４４号

平成 ３１年度 大仙市一 般会計予 算

（質疑・ 委員会付託）

第４１

議案第４５号

平成３１年度大仙市国民健康保険事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４２

議案第４６号

平成３１年度大仙市後期高齢者医療特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４３

議案第４７号

平成３１年度大仙市学校給食事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４４

議案第４８号

平成３１年度大仙市奨学資金特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４５

議案第４９号

平成３１年度大仙市スキー場事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４６

議案第５０号

平成３１年度大仙市太陽光発電事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４７

議案第５１号

平成３１年度大仙市小水力発電事業特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４８

議案第５２号

平成３１年度大仙市内小友財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第４９

議案第５３号

平成３１年度大仙市大川西根財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５０

議案第５４号

平成３１年度大仙市荒川財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５１

議案第５５号

平成３１年度大仙市峰吉川財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５２

議案第５６号

平成３１年度大仙市船岡財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５３

議案第５７号

平成３１年度大仙市淀川財産区特別会計予算
（質疑・委員会付託）

第５４

議案第 ５８号

平成 ３１年度 市立大曲 病院事業 会計予算 （質疑・ 委員会付託）

第５５

議案第 ５９号

平成 ３１年度 大仙市上 水道事業 会計予算 （質疑・ 委員会付託）
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第５６

議案第６０号

平成３１年度大仙市簡易水道事業会計予算
（質疑・委員会付託）

第５７

議案第 ６１号

平成 ３１年度 大仙市下 水道事業 会計予算 （質疑・ 委員会付託）

第５８

議案第６２号

平成３０年度大仙市一般会計補正予算（第９号）
（説明・質疑・委員会付託）

第５９

請願第 １０号

国に 対し「消 費税増税 中止を求 める意見 書」の提 出を求める請
願書

第６０

陳情第 ２３号

（委員会 付託）

幼児 教育・保 育の無償 化、待機 児童解消 、保育士 の処遇改善の
ための必要な措置を国に求める陳情書

（委員会付託）

出席議員（２６人）
１番

高

橋

幸

晴

２番

小笠原

昌

作

３番

三

浦

常

男

４番

佐

藤

隆

盛

５番

挽

野

利

恵

６番

秩

父

博

樹

７番

石

塚

柏

８番

冨

岡

喜

芳

９番

本

間

輝

男

１０番

藤

田

久

１１番

佐

藤

文

子

１３番

小

松

栄

治

１４番

後

藤

健

１５番

佐

藤

育

男

１６番

古

谷

武

美

１７番

児

玉

裕

一

１８番

佐

藤

芳

雄

１９番

髙

橋

徳

久

２０番

橋

本

五

郎

２１番

渡

邊

秀

俊

２２番

佐

藤

清

吉

２３番

金

谷

道

男

２４番

大

山

利

吉

２５番

鎌

田

２７番

橋

村

誠

２８番

茂

木

２６番

高

橋

和

欠席議員（１人）

正

隆

敏

英

遅刻議員（０人）
早退議員（０人）

説明のため出席した者
市
副

市

長

老

松

博

行

副

市

長

佐

藤

芳

彦

長

西

山

光

博

教

育

長

吉

川

正

一
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代表監査委員

福

原

堅

悦

上下水道事業
管
理
者

今

野

功

成

総

務

部

長

舛

谷

祐

幸

企

五十嵐

秀

美

市

民

部

長

佐

川

浩

資

健康福祉部長

加

藤

農

林

部

長

福

田

浩

経済産業部長

高

橋

正

人

建

設

部

長

古

屋

利

彦

災害復旧事務所長

進

藤

孝

雄

病 院 事 務 長

冨

樫

公

誠

教育指導部長

高

野

一

志

生涯学習部長

安

達

成

年

総務部次長兼
総 務 課 長

福

原

勝

人

事

進

藤

稔

剛

査

佐

藤

和

人

画

部

長

実

議会事務局職員出席者
局

長

加

藤

博

勝

参

主

幹

冨

樫

康

隆

主

午前１０時００分
○議長（茂木

隆）

開

席

主

議

おはようございます。

これより本日の会議を開きます。
欠席の届出は２６番高橋敏英君であります。

○議長（茂木

隆）

本日の議事は、議事日程第４号をもって進めます。

○議長 （茂木

隆）

日 程第１ 、議案第 ５号から 日程第３ ９、議案 第４３号 までの３９件

を一括して議題といたします。
これより質疑を行いますが、通告はありません。
質疑ありませんか。はい、２５番。
○２５ 番（鎌田

正）

ちょっ とお知ら せ願いた いです。 議案第３ ３号につ いてちょっと

お尋ねしたいと思います。
大仙市 の災害危 険区域 に関する 条例です けれども 、これは このとお りで結 構だわけだ
けども、 今、もち ろん私 の方の地 域も含め て雄物川 の中流改 修という ことで 堤防が、あ
るいは県 管理の河 川もか なり堤防 ができつ つあって 、相当整 備されて きて、 おそらく水
害等もか なり軽減 される のではな いのかな と思って いること だけれど も、私 どもその堤
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防を設置 した、国 の堤防 が促進す ることに よって内 水面処理 が非常に 私ども 心配されて
おるわけ で、その 内水面 はポンプ アップす るとかっ てあれば 別だけれ ども、 具体的なそ
の計画が ない中で 、実は この条例 、おそら く雄物川 の堤防を 想定した 条例だ と思います
けれども 、この内 水面の 地域にお いての建 物、危険 家屋と称 して将来 の建築 が認可でき
ないとなる恐れがあるのかないのか、ちょっとそこら付近お尋ねしたいと思います。
○議長（茂木

隆）

答弁を求めます。古屋建設部長。

○建設部長（古屋利彦）

鎌田議員のご質問にお答えします。

今のご質問は、条例案の協和地域の分のことでよろしいでしょうか。全体ですか。
今回の 条例であ ります けれども 、協和地 域の岩瀬 ・湯野沢 地域につ きまし て輪中堤で
堤防の改 修するわ けであ ります。 それで、 そのほか の、要す るにまだ 堤防の 、正規の一
連の堤防 の計画が まだ先 というこ とで、そ の地域に 浸水があ った場合 のこと を考えて、
そこに建 築の制限 をかけ るための 条例であ りますけ れども、 内水排除 につき ましては、
輪中堤の 内部であ れば内 水排除の ための対 策があり ますけれ ども、そ の他に つきまして
は、直接 の浸水と いうこ とで、内 水に当て はまりま せんけれ ども、そ の他の 地域につき
ましては 、堤防が 整地し た暁には 、その内 水の浸水 が発生す るという ことで 、それに対
する対策 としては 、当然 この後、 いろいろ 調査しな がら対策 を図って いきた いと思って
おりますけれども。
○議長（茂木
○２５ 番（鎌田

隆）

はい、２５番。

正）

今、部 長のお話 聞くと、 協和地区 という限 定したよ うなお話でし

たけれど も、全部 この中 身、全部 把握して いるわけ ではない んですけ ども、 この第２条
を見ると 、河川の 出水に より危険 が著しい と認める 地域とい うのは、 これは 限定されて
いるんで すか、今 のとこ ろ。そう いう、今 、部長の 答弁だと 、そうい う解釈 でいいなだ
すか。
○議長（茂木

隆）

再質疑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）

その とおりで ございま す。今回 、区域に 網掛けを する地域とい

うのは、 はっきり 地番も 決まって おりまし て、その 地域に限 定してと いうこ とでござい
ます。
○議長（茂木

隆）

質疑ありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

これにて質疑を終結いたします。
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ただい ま議題と なって おります 議案第５ 号から議 案第４３ 号までの ３９件 は、議案付
託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

○議長 （茂木

隆）

次 に、日 程第４０ 、議案第 ４４号か ら日程第 ５７、議 案第６１号ま

での１８件を一括して議題といたします。
質疑の通告がありますので、順次質疑を許します。
最初に、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）

○１９ 番（髙橋 徳久）

髙橋徳久議員

登壇】

１番の項目について質疑を許します。
おはよ うござい ます。だ いせんの 会の髙橋 徳久でご ざいます。本

日、トップの質問でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、通告に従い、予算質疑させていただきます。
２款１項３目１１事業のシティプロモーション戦略事業費についてお伺いいたします。
事業説 明書に「 ＳＮＳ ※」とあ り、「※

パソコ ンやスマ ートフォ ンを使 い、誰でも

無料で利 用できる 情報共 有サービ ス」と記 載されて おり、そ のための 経費と して予算が
計上され ておりま す。① から④に ついての 事業に係 る予算の 使途及び 目的等 詳細につい
てお教え いただき たいと 思います 。さらに 、ＳＮＳ 運用に当 たっての 管理・ ルールはど
のように なってお ります でしょう か。例え ば、市民 が投稿し た写真等 を掲載 する場合、
撮影された方の承諾の有無及び肖像権に対してどのようにしていくのかなどであります。
投稿があ ったから といっ て全て掲 載するの か、ある いは誰が 責任者と なって 判断するの
か、さら に、掲載 不可と なった場 合、不可 理由を投 稿者に説 明するの かなど 、運用方法
をお教え願います。
最後に 、ＳＮＳ を活用 する場合 、どれく らいの登 録者数や 閲覧者数 を想定 しておられ
るのでし ょうか。 フェイ スブック で現在２ ，３００ 人とあり ますが、 これぐ らいと想定
されてい るのであ れば、 私は少な いと思い ます。お 金をかけ てやる事 業なの で、数万人
規模の目標を立てて取り組んでほしいと思います。
以上、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。五十嵐企画部長。
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○企画部長（五十嵐秀美）

髙橋徳久議員の質問にお答え申し上げます。

質問の シティプ ロモー シヨン戦 略事業費 について でありま すが、大 仙市の 魅力となる
地域資源 を発掘・ 創出し 、それら の情報を 発信する ことで地 域のイメ ージ向 上やブラン
ドの確立 を目指し 、地域 の活性化 や持続可 能な地域 の創造な どを目的 とした 取り組みで
ございます。
事業説 明書の① から④ までの事 業につい てであり ますが、 はじめに 、①「 ＳＮＳを利
用した発 信情報の 拡充お よび地域 の声や来 訪者から の声の収 集」のイ ンスタ グラム事業
では、市 民や大仙 ファン から寄せ られた写 真を活用 し、ポス ターや動 画を制 作し、たく
さんの人 が大仙市 の魅力 に接する 機会をつ くること を目的と した事業 で、デ ータの加工
編集に必要なタブレット端末の通信料や成果品の印刷費などであります。
二つ目 のライン アット 事業は、 行政情報 を中心に 発信し、 市民の情 報収集 ツールを増
やす目的で実施する事業であり、ビジネス向けラインサービスの利用料であります。
続いて 、②「ま ちの魅 力宣伝隊 との連携 による情 報の発信 」につき まして は、発信情
報の充実 を図るた め、ま た、市民 目線で発 掘する魅 力を発信 する目的 で設置 するまちの
魅力宣伝隊の活動に係る諸経費であります。
③「電 照看板等 の活用 」につき ましては 、秋田県 の空の玄 関口であ る秋田 空港到着ロ
ビーの電 照看板を 借用し 、「大曲 の花火」 のほか、 刈和野の 大綱引き や旧池 田氏庭園な
どのＰＲパネル掲示に伴う賃借料と電気料であります。
④「あ きたふる さとＣ Ｍ大賞」 につきま しては、 秋田朝日 放送が主 催する 番組で、そ
のまち自 慢の魅力 や思い を３０秒 のＣＭに 込めて市 町村が競 う企画で あり、 大仙市も毎
年参加しております。
今年度 は「刈和 野の大 綱引き」 をテーマ にしたＣ Ｍをエン トリーし 、初め て「大賞」
を受賞しており、番組の参加料などであります。
次に、既に運用しているフェイスブックとインスタグラムにつきましては、禁止事項、
著作権、 免責事項 、個人 情報等に 関する事 項などを 盛り込ん だ運用方 針を定 めており、
市のホームページで周知しながら運用しているところでございます。
また、 フェイス ブック の登録者 数につい ては、現 在の人数 に満足す るもの ではなく、
それぞれ のＰＲ媒 体の特 性を活用 しながら 大仙市の 魅力を市 内外に発 信し、 大仙市の認
知度の向上と一人でも多くの大仙ファンの獲得に努めてまいります。
○議長（茂木

隆）

再質疑はありませんか。
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（「はい」と呼ぶ者あり）
○議長（茂木

隆）

○１９ 番（髙橋 徳久）

はい。
ありが とうござ いました 。ＳＮＳ というこ とになり ますと、これ

は不特定 多数の方 々対象 ではなく て、ある 意味、Ｓ ＮＳを使 用してい る方の みに対して
の事業と いうこと になる ことと思 いますが 、そうい った部分 において は、や はりこれは
本庁・支 所、全職 員の皆 さんの協 力をいた だきなが らこの事 業は展開 してい くべきだろ
うというふうに思っておりますので、職員の皆さんもそれぞれフェイスブックやらラ
インやら というの はやら れている ことと思 いますの で、是非 その方々 にも登 録いただく
のはもち ろんです が、そ の方のお 知り合い の方に是 非こうい うふうな ものを やっている
というよ うなのを 拡散し ていただ いて、こ れは拡散 しなけれ ば何も広 まらな いというこ
とになり ますので 、是非 そういう 対応を職 員の方々 挙げてや っていた だきた いと思いま
すし、私 も個人的 には是 非協力を していき たいなと いうふう に思って いると ころでござ
います。どういう対応をされるかお伺いをしたいと思います。
また併 せて、そ の電照 掲示板と いうのは 、逆に不 特定多数 の方が相 手とい うことにな
りますの で、その 電照看 板、看板 ですね、 を見て、 ああ大仙 市いいな ってい うことで訪
れる方がいたかどうかというのは検証できないわけでございますが、そういったことで、
ある意味 、これ両 方とも これは対 象が真逆 の方々を 相手に大 仙市をＰ Ｒする ということ
になるん だと思い ますが 、これは 今後、今 回、新規 事業とい うことで 確か出 られたかと
思います が、今後 、この 事業は毎 年やられ るとなれ ば、当然 ある意味 、固定 費というふ
うな形になっていくのかお伺いをしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長（茂木

隆）

再質疑に対する答弁を求めます。五十嵐企画部長。

○企画部長（五十嵐秀美）

髙橋徳久議員の再質問にお答え申し上げます。

最初に 、このＳ ＮＳに つきまし ては、支 所、職員 、全員が 対象にな るとい うお話かと
思います 。我々も 初めて やってお りますの で、今後 、支所の 方にも職 員自ら 掲示板でこ
ういった ことをや ってい かなけれ ばできな いという 形で流し ますけれ ども、 一度は説明
会をつけ ないと、 どうも 分かって いただけ ないとい う、我々 の中でも このＳ ＮＳと区分
が分から なかった り、そ ういった ところも あります ので、運 用方法等 も説明 しながら、
１回は説明会をもって内容を拡散していきたいというふうに思っております。
それと 、電照看 板の検 証につき ましては 、議員ご 指摘のと おり、我 々も数 ではどれく
らい、そ れを見て 大仙市 の方に足 を運んだ かという のは検証 できない んです けれども、
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とにかく やっぱり 我々も 、ＪＲは 大曲駅だ ったんで すけれど も、空と いうと ころを秋田
空港に求 めました ので、 そちらか らも大仙 市の方に 来ていた だくとい う内容 でございま
すので、ご理解のほどお願い申し上げたいと思います。
それと 予算につ きまし ては、毎 年、ライ ンサービ ス料が若 干頻度に よって 変わってく
るか、入 ってくる 内容も 変わって くるかと 思います 。秋田朝 日放送の 参加料 などは固定
経費になるかと思いますが、ラインのサービス料、ビジネス向けは、数によっても変
わってく ると思う ので、 今年は見 込みで算 出をして おります ので、そ ういっ たところが
大きく変 わってく るのか なという ふうに思 いますの で、今後 ともよろ しくお 願い申し上
げます。
○議長（茂木

隆）

再々質疑ありませんか。
（「ありません」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

これにて１９番髙橋徳久君の質疑を終わります。
【１９番

○議長（茂木

隆）

髙橋徳久議員

降壇】

次に、１４番後藤健君。
（「はい、議長、１４番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、１４番。
【１４番

○議長（茂木
○１４ 番（後藤

隆）
健）

後藤健議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質疑を許します。
おはよ うござい ます。大 地の会の 後藤でご ざいます 。今回、予算

質疑ということで２項目質問したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
まず、 歳出の２ 款１項 １０目１ ３事業の 「ふるさ と納税制 度」関連 経費に ついてでご
ざいます。
大仙市 において は、そ の制度の 創設以降 、増減を 若干繰り 返しなが らも総 体的には増
加を続け ておりま したけ れども、 寄附額が ですね、 １，００ ０万には 届かな いような状
況が続い ておりま した。 しかし、 老松市長 が就任さ れた平成 ２９年度 に返礼 品を充実さ
せたこと もあって 、初め て１，０ ００万円 を大きく 超えて、 寄附件数 が４７ ３件、寄附
額が約２ ，０００ 万円、 そして今 年度、平 成３０年 度におい ては、１ 月末現 在で既に前
年度を大 幅に上回 り、寄 附件数で ２，１０ ０件、寄 附額で７ ，３００ 万円を 超えている
状況にあるようでございます。
そこで 来年度の 予算を 見ますと 、さらに 大仙市の ＰＲを促 進して寄 附金の 受け入れを
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増やそうと、今年度予算額の１，３００万円から４，２００万円程増額しまして
５，６００万円計上されているようでございます。それに対する目標数値が、件数で
３，００ ０件、寄 附金額 で１億円 と定めて いるよう でござい ますけれ ども、 今年度の予
算額が１ ，３００ 万円ほ どで先程 述べたよ うな寄附 件数、２ ，１００ 件と７ ，３００万
円という ことです けれど も、その ような件 数を現状 見ますと 、来年度 の目標 値は若干低
いような気がいたします。
そこで お伺いい たしま すが、ま ず１点目 、来年度 予算に対 する寄附 件数及 び寄附金額
の目標値の設定の根拠をお伺いいたします。
次に、 ２点目と いたし まして、 寄附金額 に対する 返礼品購 入代など の必要 経費の内訳
とその額 、そして 、その 必要経費 を差し引 いて実際 大仙市の 収入とな る金額 とその活用
の方策についてお知らせ願います。
最後３ 点目、来 年度予 算額５， ６００万 円のうち 、大部分 となる４ ，４８ ０万円程が
委託費を 占めてい るよう でござい ますけれ ども、そ の委託費 の内訳に ついて お知らせ願
います。
○議長（茂木

隆）

１番の項目に対する答弁を求めます。五十嵐企画部長。

○企画部長（五十嵐秀美）

後藤健議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 「ふるさ と納税 制度」関 連経費に ついてで あります が、はじ めに、 予算額に対
する寄附 件数及び 目標額 の設定根 拠につき ましては 、１１月 時点での 寄附状 況をもとに
平成３０ 年度寄附 件数を ２千件、 寄附金額 を７，０ ００万円 と見込み 、平成 ３１年度で
の増加率 を１．５ 倍と予 測し、寄 附件数３ 千件、寄 附金額１ 億円とし たとこ ろでござい
ます。
次に、 目標額に 対する 必要経費 の内訳に つきまし ては、必 要経費を ５，６ ０７万９千
円と見込み、その内訳は、事務費１２０万９千円、広告料２６６万７千円、委託料
４，３８７万３千円、使用料及び賃借料８３３万円を計上しております。
議員ご 指摘の３ ０年度 予算につ いては、 当初予算 で１，４ ００万円 を計上 しておりま
したが、 返礼品の 充実や ポータル サイトの 追加など により、 ９月補正 を行い 、補正後の
額を４， ７５５万 ２千円 としてお ります。 したがい まして、 ３１年度 の関連 経費につい
ては、３ ０年度の 寄附に 対する返 礼品、大 曲の花火 チケット の調達及 び送料 も一部含ま
れている ことから 、３０ 年度とほ ぼ同額の 経費と見 込んでお り、引き 続き１ 億円の目標
を達成できるよう取り組んでまいります。
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また、 寄附金の 活用方 策につき ましては 、大仙市 ふるさと 応援基金 条例に 基づき、観
光交流、 高齢者福 祉、自 然環境、 子育て教 育及び定 住促進の 五つの関 連事業 に充当して
おります 。３１年 度は、 自治会育 成支援事 業費補助 金１，７ ５５万５ 千円、 ふるさと就
職者奨学 金償還免 除推進 事業費３ ８８万８ 千円、地 域の魅力 再発見事 業費２ ０６万２千
円、シティプロモーション戦略事業費１０３万８千円に活用を予定しております。
次に、 委託費の 内訳に つきまし ては、全 体の寄附 額に対し て、寄附 受付等 を委託して
いるポー タルサイ ト運営 会社へ１ ３パーセ ント、返 礼品代金 ３０パー セント 、クレジッ
トカード 手数料１ パーセ ント、返 礼品の送 料４パー セントを 計上して おりま す。今後も
総務省の 方針に沿 った形 で、応援 してくだ さる寄附 者の皆様 の思いを 大切に した取り組
みを進めるとともに、大仙市のＰＲに努めてまいります。
○議長（茂木

隆）

再質疑ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木
○１４ 番（後藤

隆）

はい、１４番。

健）

その寄 附件数と 寄附額を 必ずしも 、何とい いますか 、今年度並の

率にしま しょうと いう話 をしてい るのでは なくて、 やっぱり ふるさと 納税と いうのを通
じて、や っぱり大 仙市の ＰＲに一 つつなが ることだ と思いま すので、 どんど んこういっ
た事業は やってい きたい という思 いで質問 しました ので、そ の点、来 年度以 降、引き続
き頑張っていただければと思います。
１点目は以上です。
○議長（茂木
○１４ 番（後藤

隆）
健）

次に、２番の項目について質問を許します。
次に、 歳出の７ 款１項２ 目３４事 業、花火 産業構想 アクションプ

ラン推進事業費についてお伺いいたします。
大仙市 では、大 仙市が 誇る「大 曲の花火 」ブラン ドを農業 や商業、 文化や 教育など他
分野にも 産業とし て波及 させ、地 域の活性 化を図ろ うと平成 ２６年３ 月に「 花火産業構
想」を策 定し、今 年度ま で第Ⅰ期 花火産業 構想アク ションプ ランに沿 って国 際花火シン
ポジウムの開催や花火創造企業の設立など様々な事業を展開してまいりました。
そして 今般、第 Ⅱ期ア クション プランを 策定して 、さらに 花火産業 構想を 推進させよ
うと関係 者一体と なって 鋭意努力 されてお り、大仙 市におい ても同プ ラン推 進事業費と
して予算 計上され ている ところで ございま す。そこ で同プラ ン推進事 業費に ついて、以
下の点についてお伺いいたします。
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まず１ 点「国際 花火観 光都市交 流推進事 業」につ いて、そ の事業の 目的と 、なぜその
目的を達 成させな ければ ならない のか、ま た、現時 点におけ る交流内 容等に ついての計
画がありましたらお知らせ願います。
次に２点目、お土産ブランド「せんのぜん」について、商品開発と展示会出展に
５３０万 円、首都 圏及び 台湾への ＰＲ事業 費として それぞれ ３９８万 円と４ ６６万円、
合わせて ８６０万 円程予 算計上さ れている ようでご ざいます けれども 、商品 開発の方向
性と展示 会の内容 、それ ぞれの事 業費につ いて、ま た、首都 圏及び台 湾への ＰＲ事業の
内容と事 業費の内 訳、こ れまでの 販売実績 、今年度 から「せ んのぜん 」の販 売始まって
いると思 いますけ れども 、これま での販売 実績と来 年度の販 売目標額 をそれ ぞれ、首都
圏で幾ら 、台湾で 幾ら、 あるいは インター ネットで 幾らなど 、そうい った内 訳がありま
したらお知らせ願います。
はな

び

最後３ 点目「大 曲の花 ・美ダリ ア」販売 普及事業 として１ １７万円 程計上 されており
ますけれども、その内容と今年度の販売実績及び来年度の販売目標をお知らせ願います。
○議長（茂木

隆）

２番の項目に対する答弁を求めます。高橋経済産業部長。

○経済 産業部長 （高橋正 人）

ご質問の 花火産業 構想アク ションプ ラン推進 事業費につい

てお答え申し上げます。
はじめ に、国際 花火観 光都市交 流推進事 業の目的 及び背景 、交流内 容の計 画につきま
しては、 本市を「 花火の まち」と して世界 へ発信し 、外国人 も含めた 交流人 口拡大を図
ることを 目的に、 本市と 同様に花 火で観光 振興に取 り組んで いる海外 都市と の交流を行
うものです。
平成２ ９年４月 に開催 された第 １６回国 際花火シ ンポジウ ムにおい て、各 国の花火関
係者と花火を通じた交流が行われたことは、地域経済活性化の面からも大きな意義が
あったも のと受け 止めて おり、花 火を活用 したイン バウンド 振興を図 るため にも、この
目的を達成しなければならないと考えております。
シンポ ジウム開 催や、 「大曲の 花火

春 の章」で 定着して いる「世 界の花 火」打ち上

げの経験 を生かし 、将来 的には交 流都市で の花火打 ち上げや 、本市で の国際 的な花火競
技大会の開催を目指します。
平成３ １年度の 事業内 容としま しては、 ５月にメ キシコで 開催され る第１ ７回国際花
火シンポ ジウムに 参加し 、日本煙 火協会や 国際花火 シンポジ ウム協会 等との 人脈を生か
しながら 情報収集 し、事 業の第一 歩として 、交流先 となり得 る花火で 観光振 興に取り組
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む海外都市を検討するものであります。
次に、 お土産ブ ランド 「せんの ぜん」展 開事業に つきまし ては、は じめに 商品開発の
方向性に ついてで ありま すが、現 在、この 事業をス タートさ せた平成 ２８年 度から事業
の目的に 賛同し参 加して いる５事 業者の７ 商品をブ ランド認 証し、昨 年４月 より大曲駅
２階の観 光情報セ ンター で販売し ておりま す。これ らの商品 は、既存 の商品 にひと工夫
を加え、 価値感を 向上さ せた商品 となって おります 。今年度 、新たに ３事業 者の４商品
が年度内 にブラン ド認証 される予 定であり 、既存商 品と合わ せ１１商 品のラ インナップ
で販売されることとなります。
しかし ながら、 セット での販売 や店頭で の統一感 を図るに は、さら なる商 品の拡充が
必要であ ることか ら、広 く食品関 連業者へ 募集する とともに 、商工団 体等の 関係者から
も情報を 収集しな がら、 本市の豊 かな食材 を活用し た商品の 改善・開 発を図 ってまいり
ます。
展示会出展につきましては、全国規模の商談展示会への出展を予定しております。
事業費 の内訳は 、商品 開発を専 門として いる企業 への委託 料として ３７６ 万６千円、
展示会へ の旅費が １５万 ６千円、 展示ブー ス・備品 使用料が ５５万円 、ブー ス装飾関係
の委託料が９０万円、合計５３７万２千円であります。
次に、 首都圏向 けＰＲ 及び台湾 向けＰＲ の内容及 び事業費 の内訳に つきま しては、首
都圏向け ＰＲにつ いては 、首都圏 主要駅で の大仙市 フェアの 開催を予 定して おります。
事業費は、郷土芸能等出演謝礼３５万円、旅費５２万３千円、イベント開催委託料
２８８万 ３千円、 消耗品 費１０万 円、賄い 材料費５ 万円、通 信運搬費 ７万４ 千円、合計
３９８万円であります。
台湾向 けＰＲに ついて は、新た に台湾出 身の国際 交流員１ 名を雇用 し、ト ップセール
スや台湾 への情報 発信に より、ブ ランド商 品を含む 本市観光 資源をＰ Ｒする ものです。
事業費 は、国際 交流員 の賃金、 社会保険 料等が２ ９６万４ 千円、ト ップセ ールスや国
際交流員 の入国・ 帰国時 等の旅費 １６０万 円、会場 使用料等 １０万円 、合計 ４６６万４
千円であります。
次に、 今年度の 販売実 績額は、 ２月末時 点で全商 品合わせ て２５０ 万円で あります。
来年度 の販売目 標は、 店頭での 販売額は ３２０万 円、首都 圏イベン トで４ ５万円、台
湾向けに １０万円 、イン ターネッ ト販売で ２５万円 、合計４ ００万円 とし、 今後も、よ
り一層ＰＲと販売強化に努めてまいります。
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次に、 「大曲の 花・美 ダリア」 販売普及 事業につ きまして は、全国 的に知 られる大曲
の花火の 知名度を 生かし て、花火 をイメー ジするダ リアの新 品種を開 発し、 「大曲の花
・火ダリ ア」とし て市場 等に向け 全国展開 すること で、ダリ ア生産農 家の所 得向上につ
なげることを目的としております。
品種の 開発は、 市内協 和小種の ほ場で育 種に取り 組まれ、 世界的な ダリア の育種家で
ある秋田 国際ダリ ア園の 鷲澤幸治 氏に、苗 の増殖は ＪＡ秋田 おばこに 委託し 、ＪＡの部
会員が生 産したダ リアが 東京都大 田花き市 場や兵庫 県姫路生 花卸売市 場に出 荷されてお
ります。
今年度 は２２名 の部会 員が出荷 し、販売 実績は３ ７２万円 であり、 徐々に 販売額が増
え、市場 関係者に も周知 されてき たところ であり、 来年度の 販売目標 を５０ ０万円、将
来的には販売目標年間１，０００万円を目指し、ＪＡとの連携により販売額増に取り
組んでまいります。
○議長（茂木

隆）

再質疑はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木
○１４ 番（後藤

隆）
健）

はい、１４番。
最初そ の、花火 の観光都 市交流事 業でした っけか、 花火の発信、

あるいは インバウ ンドと いうこと で交流人 口の拡大 、これ当 然どんど ん進め てほしいこ
とだと思 ってます ので。 僕が言い たいのは 、ただそ の交流し て良かっ たなと 、それだけ
で終わっ てほしく ないと いう思い で今回質 問させて もらいま したので 、今、 様々目的、
背景お聞 きしまし たので 、そうい った目的 、しっか り達成で きるよう にして ほしいなと
いう思いでございました。
それか ら「せん のぜん 」なんで すけれど も、開発 に３６７ 万円でし たっけ かな、今の
ものにひと工夫加えてというような話もありましたけれども、今、大仙市、各事業者
さんで作 っている もの、 それにひ と工夫加 えるとい うことだ と思うん ですけ れども、非
常に、そ のままで も僕は 十分全国 的に通用 するお土 産品だと 思ってい ます。 それに３６
０万とい うお金を かける というこ とですけ れども、 もうちょ っと何と いいま すかね、そ
こにお金 をかけな くても 十分やっ ていける お土産品 なので、 もっと販 売の方 に力を入れ
てほしい なという ふうに 思ってい ます。こ れは答え が出ない といいま すか、 ひと工夫加
えますよ という話 だと思 うので、 これは予 算として このまま 当然上が ること なんでしょ
うけれど も、やっ ぱりも っと今あ る品を、 もっと信 じるとい いますか 、十分 いいものな
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ので、そ ちらの方 で販売 の方にも っと力を 入れてほ しいなと いうのを 、これ 来年度以降
の検討といいますか、課題にしてほしいなというふうに思っております。
もう一 つ、国際 交流員 の採用と いうこと でしたけ ども、こ れはじゃ あ現地 で採用され
るという ことなの か、こ ちらで採 用される というこ となのか というと ころを まず一点お
聞きした いという のと、 当然お金 をかけた 分、売れ ればいい んでしょ うけれ ども、ＰＲ
事業に比 べてちょ っと販 売の目標 額が寂し いなとい うのがち ょっと正 直なと ころで、何
といいま すか、こ ういっ た商品を ＰＲする ことによ って、大 仙市のＰ Ｒにも つながって
交流人口拡大にもつながるということだとは思うんですけれども、ちょっと販売額が
ちょっと 寂しいな という のが正直 なところ ですので 、その辺 、この販 売額の 目標の販売
額でいいのかというところ一点、再度確認したいと思います。
最後、 ダリアな んです けれども 、徐々に 売り上げ も伸びて いるとい うこと なので、要
はこうい った予算 を計上 して開発 するのは 非常にい いことだ と思うん ですけ れども、最
終的にや っぱりダ リア農 家さんの 収入が増 えないと 意味がな いといい ますか 、それが僕
は一番大 事なとこ ろだと 思います ので、そ の辺も今 後考慮に 入れて事 業を進 めてほしい
なというふうに思います。
○議長（茂木

隆）

再質疑に対する答弁を求めます。高橋経済産業部長。

○経済産業部長（高橋正人）

再質問にお答え申し上げます。

まずは 国際交流 員、こ の方につ いては、 まずは市 役所に居 ていただ くとい うものでご
ざいます 。例えば 電話、 メール、 そういっ たやり取 りも頻繁 に出てく るかと 思いますの
で、そういった意味でこちらに勤めていただくということにしております。
また、 台湾での 販売額 がちょっ と低いと いう話で ございま す。基本 的には 、台湾向け
ＰＲにつ きまして は、こ の「せん のぜん」 も含め、 ほかのも のも併せ てとい うことも考
えており ます。そ の中で 最低の目 標という 形で設定 したもの でござい ますの で、これ以
上販売に結びつくよう、その点は努力してまいります。
また、 この「せ んのぜ ん」の品 物等につ きまして も、これ まで商品 開発、 選定という
ところに 力を入れ てまい りました けれども 、今後は 販売の強 化の方に もシフ トを置いて
進めていきたいというふうに考えております。
また、 「大曲の 花・美 ダリア」 、まず一 番の目的 が、生産 農家の所 得向上 ということ
に掲げて おります ので、 その点、 その目標 からブレ ないよう に進めて まいり たいと考え
ております。
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以上です。
○議長（茂木

隆）

再々質疑ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木
○１４ 番（後藤

隆）
健）

１４番。
その開 発の予算 について なんです けれども 、「せん のぜん」に限

らず全国 的な傾向 といい ますか、 見ますと 、やっぱ り開発に お金をか けちゃ うと、どう
してもそ の開発さ れたお 土産品が ちょっと 割高にな っちゃっ て敬遠さ れると いうような
商品が非 常に多く 見受け られると 思います ので、そ の辺、開 発にお金 をかけ なくとも、
その分じ ゃあちょ っとで も安く提 供できれ ば売り上 げにもつ ながると いいま すか、購入
意欲にも つながる ことだ と思いま すので、 その辺は 是非考え ながらお 土産品 の販売、頑
張ってほしいなというふうに思います。
以上です。
○議長（茂木

隆）

これにて１４番後藤健君の質疑を終わります。
【１４番

○議長（茂木

隆）

後藤健議員

降壇】

次に、２３番金谷道男君。
（「はい、２３番」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

はい、２３番。
【２３番

○議長（茂木

隆）

○２３番（金谷道男）

金谷道男議員

登壇】

はじめに、１番の項目について質疑を許します。
それでは、通告に従いまして質問させていただきます。

一つ目の敬老の日の事業についてであります。
高齢者 を敬う行 事であ る敬老会 の実施方 法や記念 品、功労 祝金減額 の予算 として今回
提示され ておりま す。こ れに関連 して、３ ０年の市 民による 市民評価 の調査 結果を見ま
すと、個 別事業評 価の対 象になっ ておりま すこの敬 老の日関 連事業、 その実 施内容、そ
れから対 象者、記 念品等 について の設問に ついては 、半数以 上の方が 現状の ままでいい
のではな いかとい うよう な評価に なってい ます。確 かに個別 意見では 、ある いは自由記
載では、 改善や改 革の意 見もあり ますが、 結果的に は、今回 減額に至 った内 容が、どち
らかというと現状維持の声がある内容となっているようであります。
そこで 、ここら 辺の市 民評価と 今回の予 算編成を 、どのよ うにお考 えの上 でこういっ
た金額というか予算になったのかという、そこの考え方をお伺いしたいと思います。
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○議長（茂木

隆）

○健康福祉部長（加藤

１番の項目に対する答弁を求めます。加藤健康福祉部長。
実）

金谷道男議員の質問にお答え申し上げます。

質問の 敬老の日 事業に ついてで あります が、市で は、毎年 ９月の敬 老月間 にあわせて
高齢者の 長寿をお 祝いし 、敬意と 感謝の意 を表する ため、満 ７６歳以 上の皆 さんを対象
に敬老会を開催しております。
また、 年度内に 満８８ 歳をお迎 えになら れる方に は敬老会 において 、満１ ００歳をお
迎えになられた方には誕生日に、それぞれ長寿祝金をお贈りしております。
近年の 敬老会へ の参加 率の低下 や今後の 超高齢化 社会に対 応するた め、「 市民による
個別事業 評価」に おいて 、敬老の 日事業を 対象に市 民の認知 度や意識 等につ いて調査を
行ったところでございます。
これは 、市内在 住の１ ８歳以上 ８５歳未 満の無作 為に抽出 した１， ０００ 人を対象に
実施したもので、回収率は５６パーセントでありました。
調査結 果では、 敬老会 、長寿祝 金ともに 各年代層 において 「現状の ままで よい」との
意見が大 半を占め るなど 、高齢者 福祉政策 として継 続してい くべき事 業と評 価いただい
たものと考えております。
さらに 、敬老会 は「長 寿を祝う 」「敬老 思想の普 及を図る 」といっ たこと だけではな
く、高齢 者が旧友 と集い 、互いに 長寿を喜 び合う場 であった り、普段 よりお しゃれをし
て外出す る機会で あった りすると ともに、 アトラク ションに 参加する 地元の 園児や児童
などと世代を超えた交流の場としての貴重な機会でもあると考えております。
一方で 、今年度 実施し ました「 全事務事 業の総点 検」にお いて、こ の敬老 の日事業に
ついても 見直しを 行い、 対象者全 員への記 念品と傘 寿記念品 を廃止す ること で、全体事
業費を縮 減しなが ら、敬 老会その ものはこ れまでと 同様の内 容で実施 してい くこととし
たものであります。
また、 長寿祝金 につい ては、県 内他市等 と比較し て当市の 支給水準 が高か ったことか
ら、８８ 歳祝金を ２万円 から１万 円に、１ ００歳祝 金につい ては、２ ０万円 を一律１０
万円にそ れぞれ見 直する こととし 、今次定 例会に一 部改正の 条例案を 上程さ せていただ
いているところであります。
高齢者 福祉の施 策は、 費用対効 果として 数字に表 しにくい ところで ありま す。参加率
が低いか らといっ てすぐ に廃止す べきとい った結論 にならな いよう、 まずは 、どうすれ
ば存続す べき事業 となる のか、議 員各位を はじめ各 地域協議 会や関係 団体等 からご意見
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をいただ きながら 、高齢 者の皆さ んに喜ん でいただ ける敬老 会のあり 方を構 築してまい
りたいと考えております。
○議長（茂木

隆）

再質疑はありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○２３番（金谷道男）

はい、２３番。
実は私、この質問を取り上げたのは、私も間もなく対象者なので、

減額して ほしくな いとい うそうい う意味合 いでは決 してござ いません 。市民 の声を聞き
ながら事 業をする のは当 然のこと でありま すので、 私は前か ら事務事 業評価 をきっちり
やってほしいということは再三申し上げましたので、そういった意味からいくと、今回、
事務事業 調査をし たわけ です。市 民はこう 望んでい るよと、 だけれど も違う 方向、判断
しました といった ときに 、じゃあ 事務事業 評価って 何なのか というこ とです 。やっぱり
それは目 標を達成 するた めの手段 としてど うかとい う話の事 務事業評 価をす るというだ
ろうと思 います。 そうし たときに 、たまた ま今回、 私、敬老 の日のこ の事業 を実は取り
上げたん ですけれ ども、 この事業 の目標、 目的は、 高齢者を 敬う、そ ういう 事業をやる
というこ とが多分 目的だ と思いま す。それ を評価す るために は、何か 必要で 、やっぱり
数値目標 って私、 事務事 業評価す るとき必 ず必要だ と思うの で、それ はある 意味参加率
だと思い ます。こ こ３年 ぐらいの 参加率を ずっと見 てみまし ても、ま さに下 降しており
ます。そ うした中 で参加 率を上げ るために どう考え た結果が 、例えば 記念品 の削減だっ
たのかな と、そう いう判 断に至っ たのかな 、そこが ちょっと 私なかな か理解 できなかっ
たんです よ。やっ ぱり今 、あらゆ る事務事 業を考え 直そうと いったと きに、 もうちょっ
と大胆な 発想の転 換があ ってもい いのでは ないかな と。そこ ら辺の検 討をど うされたの
か。似た ような事 業に私 は金婚式 もあると 思うんで すよ。こ れも私、 間もな く対象者で
すので、どちらかというとあまり言いたくないんですが、この事業も確かに金額的には、
金婚式、 そんな金 額じゃ ないです 。でも私 ずっとこ こを見て ますと、 果たし てこれって
行政でや っていく ものな のかなと いう気も いたしま す。だか らそうい ったも っと発想の
転換して ほしいな ってい うことな んですよ 。例えば の話です 。敬老会 って敬 老の日、１
カ所で１ 日で全部 やらな くちゃい けないも のなのか 、本当に 高齢者が １万６ 千人ぐらい
おります よね。こ の１万 ６千人の 人たちか ら、なる べくいっ ぱい楽し んでも らいたい、
あるいは 祝ってや りたい というと きに、必 ずしも１ カ所に集 まってい ただい てという方
法でなく てもでき るんで はないか というぐ らいのと ころまで 考えてほ しいと いうことで

- 182 -

す。敬老 週間、敬 老月間 、そうい ったとこ ろで、や る内容も 今の内容 と全く 同じでなく
ても私い いと思う んです 。ちょっ と長くな りますが 、例えば 既設の温 泉を使 って、ある
期間、対 象者は無 料入湯 ですよ、 もしかす れば簡単 なお茶と お菓子は 出しま すよ、いい
ときに来てくださいよみたいな、そういうやり方でもいいのでないかなと。そういった、
ちょっと 私は今、 変なこ とをと皆 さん思う かもしれ ませんが 、そのぐ らいの やっぱり仕
事って１ 万６千人 ぐらい の対象者 ですので 、そのう ちから半 分ぐらい は来て ほしいとい
うような 企画、考 え方が あっても いい。た だ、同じ ようにや ると確か にお金 かかると思
います。 それから 人もか かると思 います。 ただ、既 設のもの で利用す ればで きるんでな
いか。そ れは結局 、私、 昨日ちょ っと一般 質問でも 申し上げ ましたが 、地産 地消につな
がる方向 の流れも そうい うような ところに 生まれる んでない かなと。 第三セ クター、結
構温泉も 今苦しん でいま すので、 あるいは 飲食業者 もありま すので。 そうい った今やっ
ていると ころの人 たちと タッグを 組んでや るという 、そうい う考え方 もあっ てもいいの
でないか なと。公 共交通 機関を利 用して移 動してい ただくと いうよう なやり 方も、だか
ら、私質問で一番言いたいのは、そういう事業の総点検のときに、もっと本当に切り
込んで、 自分が今 、何を 目標にや ろうとし ているの か、そし てそのた めには 何のやり方
がいいの かという ことを 本当にゼ ロベース で考えて ほしいな と、そん なふう な思いで実
はこの質 問しまし た。記 念品を出 すとか出 さないと かという そういっ たこと だけではな
い。そし てせっか くこう やって声 がきたの に、条件 が合えば 行きたい という ことだと思
うし、だ からそこ ら辺の ところを 少し考え てほしい なと思う んですが 。事務 事業評価、
大いにや っていた だきた いんです が、ただ 、結果と ちょっと やってい ること が反対の、
私が見る とやっぱ り反対 の方向に ちょっと やってい るので、 ちょっと そこは 違うんでな
いかなと いう思い でお伺 いしたん で、ここ ら辺のと ころは考 え方です ので、 市長、どう
考えているかお伺いしたいと思います。
○議長（茂木

隆）

○市長（老松博行）

再質疑に対する答弁を求めます。老松市長。
金谷道男議員の再質疑にお答え申し上げたいと思います。

市民に よる市政 評価の 結果と、 それから 、今回、 市が全事 務事業の 総点検 をやったこ
とと違う んじゃな いかと いうご指 摘であり ますけれ ども、全 事務事業 の総点 検について
は、まだ 終わった と、敬 老の日事 業につい てこれで 結論が出 たという ことで はないとい
うことで 、先程、 健康福 祉部長か らも最後 の方に、 いろんな ご意見を 聞きな がら敬老会
のあり方 を再構築 といい ますか、 したいと いうふう に申し上 げたとこ ろでし たので、ま
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だ全事務 事業の総 点検に ついては 引き続き やってい くという ことであ ります のでよろし
くお願いしたいと思います。
ただ、 市民の皆 さんの 市政評価 、これも やはり尊 重しなけ ればいけ ないと いうことで
あります けれども 、今度 は市民の 皆さんへ の聞き方 ですね。 市民の皆 さんが 今の敬老の
日の出席 率、参加 率です かね、２ ２パーセ ントの出 席率、こ れはいろ んな事 情があって
そういうふうになっていると思いますけれども、こうした本当に少ない方の出席率に
なってし まってい るとい うことを 踏まえて の、また 、市民の 皆さんか らのご 意見を聞く
というよ うなこと も必要 ではない かなとい うふうに 思ってい ますので 、実情 をしっかり
お知らせ しながら 、しっ かりまた ご意見を 伺うとい う、市民 による市 政評価 、そういう
形が必要ではないかなというふうに思っております。
いずれ 、今ご指 摘もあ りました けれども 、本当の 、長年こ うした形 で、今 の形でやっ
てきた関 係上、急 変、激 変させる のはちょ っとでき なかった のが結論 であり ますけれど
も、いずれ、少し時間はかかりますけれども、市民の皆さんの、それから関係者の皆
さん、ご 意見を聞 きなが らですね 、敬老の 日の事業 のあり方 ですね、 しっか りと市民の
皆さんか ら理解い ただけ るような 形に再構 築してい きたいと 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。
○議長（茂木

隆）

再々質疑ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○２３ 番（金谷 道男）

はい、２３番。
さっき も言いま したが、 たまたま 敬老の日 の話で私 やらせてもら

いました が、いろ んなそ の事業の 中で今や っている のを、や っぱりゼ ロから 見直したと
は言いな がらも、 今まで やってき たからと いうよう なことで 、何か経 費だけ を絞ろうと
いうよう な傾向が 見える ような気 がします 。そうで はなくて 、これっ て本当 に目標なん
で、やる べきなの か、や らぬべき なのかの ところま で踏み込 んだやっ ぱり事 務事業の評
価をして ほしいな と。我 々もあれ やれ、こ れやれ言 いますけ ども、や っぱり それは目標
があって 、こうい う方向 にいった らいいん でないか というこ とで、言 ってる つもりです
ので、是 非そうい った。 なので、 これから 予算今決 まれば、 あと執行 という 段階になり
ますので 、そのと きにや っぱりそ んな思い でやって いただく ためには 、やっ ぱりこうい
う予算の 説明資料 に目標 値をいろ いろでき るだけ入 れて、そ してそこ に近づ いたか近づ
かないか を決算で 見ると いうよう な流れを 是非つく っていた だきたい という ことを申し
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上げまして一つ目の質問の方を終わらせていただきます。
○議長（茂木

隆）

次に、２番の項目について質疑を許します。

○２３番（金谷道男）

二つ目の小水力発電についてです。

非常に 電力とい うのは 、今、非 常に世の 中で大事 なものに なってお りまし て、大規模
な電力の 生産も大 事です が、前に ありまし た北海道 での地震 の際のこ となん かを考えれ
ば、必ず しも１カ 所で大 量にとい うのも、 そうはい かないん でないか と。世 の中もそう
いうよう な流れに なって いるんだ と思いま す。秋田 県は、そ ういった 意味で は、電力は
非常に豊 富に力の あると ころで、 一つの秋 田県の私 は強みか なと思い ます。 その中でも
大仙市は 太陽光や ってい ますし、 民間の木 質バイオ もありま す。そし て今回 の加えての
小水力発電、こういった流れ、大変良いことだと思っています。
そこで 、この小 水力に ついて少 しお尋ね をしたい んですが 、県で設 備した 内容ですの
で、もち ろん県の 事業費 だと思い ますが、 この後、 市で管理 していく という ことになり
ますが、 施設その ものは 全部市の 方に移管 されるこ とになる んで、所 有は市 になるのか
なとも思いますが、そうなのかということです。
それか ら、維持 補修の 関係、当 然市の負 担になる と思いま すが、そ ういっ たことも想
定した上 での支出 項目だ と思いま すが、現 在の支出 項目では 、大体ど ういっ た積算で、
こういっ た方向に 支出す るという 計画でい るのかと いう点。 それから 、売電 するという
ことです ので、こ の売電 というの は価格と 、それか ら固定、 どのぐら いの固 定になって
いるのか というよ うなこ と、ある いは施設 の耐用年 数どのぐ らいに想 定して いるのかと
いうようなことをお知らせいただきたいと思います。
○議長（茂木

隆）

○農林部長（福田

２番の項目に対する答弁を求めます。福田農林部長。
浩）

質問の小水力発電の事業内容についてお答え申し上げます。

この小 水力発電 施設は 、一級河 川斉内川 上流の太 田地域「 真木関根 頭首工 」の下流に
あります 農業用水 路を利 用し、県 営事業に より整備 中であり 、本体工 事が２ 月末に完成
し、３月 中旬には 市へ無 償譲渡さ れ、４月 から市が 運営管理 し、売電 を開始 する予定で
あります。
発電施設の土地は、市が管理する道路の一部を使用しております。
次に、 発電施設 の耐用 年数は２ ０年であ ります。 年間の維 持管理費 に加え 、設備の更
新に係る経費を予算計上しております。
支出の 内容であ ります が、施設 管理費と しまして 、設備の 保守点検 や賃金 及び水利使
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用料や負 担金とし て２０ ５万１千 円、設備 の更新時 に必要な 積立金及 び公共 施設、これ
は東部新 規就農者 研修施 設を予定 しており ますけれ ども、へ の一部電 気料と して１６０
万１千円、合計３６５万２千円の歳出予算をお願いしております。
東北電 力株式会 社との 契約につ きまして は、経済 産業省よ り認定を 受けた 固定価格買
取制度の １キロワ ット当 たり３４ 円で、期 間２０年 間が適用 されます ので、 発電施設の
譲与とあわせて手続きを進めております。
以上でございます。
○議長（茂木

隆）

再質疑ありませんか。
（「はい」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

○２３ 番（金谷 道男）

はい、２３番。
大変あ りがとう ございま した。今 、答弁の 中にもあ りましたが、

小水力な ので、実 は私、 昨日ちょ っと現場 へ行って 見てきま した。ち ょっと 思ったより
も割とコンパクトで、維持管理が楽なのかなと思いました。
私、先 程も言い ました が、エコ エネルギ ーという か、持続 可能なエ ネルギ ーであると
思うので、これがいいモデルになってもらって、この後、民間なり公共なりのところで、
また水利 を持って いる改 良区等で やってい ければ、 流行って いってく れれば いいなとい
う思いでいるところですので、この後の管理よろしくお願いしたいと思います。
ただ、 実際やっ ていく ときに、 非常に収 入、たく さん見て 、出して 、行き 先も維持管
理だけで なくて、 少し黒 字分をほ かにとい うような 思いが強 いようで すが、 ただ私、順
番として 、もちろ んわか っている と思いま すが、ま ずはこれ を２０年 間しっ かり維持管
理できる 経費をス トック しておい た上での ほかのも のとなら ないと、 せっか くつくった
施設が途 中で施設 は必ず 壊れるの で、壊れ るときに 補修をほ ったらか しする と、元も子
もないと いうよう なこと にもなり かねしま せんので 、そこら 辺は少し 気をつ けてやって
いっていただければいいなと思っています。
先日、 新聞にも 載って いました が、今度 、もっと もっと廉 価に発電 できる 装置を、何
かトヨタ がプリウ スの廃 車のも使 ってやる というよ うなこと も県内の 企業で も取り組む
ようです ので、そ ういっ たことも あります ので、是 非いい取 り組みだ と思い ますので、
その成果 を出して 、市で 管理して いくとい うことで すので、 成果を出 してい ただけるよ
うお願いしまして、この質問を終わらせていただきます。
○議長（茂木

隆）

これにて２３番金谷道男君の質疑を終わります。
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【２３番
○議長（茂木

隆）

金谷道男議員

降壇】

以上で通告による質疑は終わりました。

これをもちまして質疑を終結いたします。
ただい ま議題と なって おります 議案第４ ４号から 議案第６ １号まで の１８ 件は、議案
付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託いたします。

○議長（茂木

隆）

次に、日程第５８、議案第６２号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。舛谷総務部長。
【舛谷総務部長
○総務部長（舛谷祐幸）

登壇】

議案第６２号、平成３０年度大仙市一般会計補正予算（第９

号）につきまして、ご説明申し上げます。
お手元の資料ナンバー４、大仙市補正予算〔３月補正②〕をどうかご覧願います。
１ページの方をお願いいたします。
今回の 補正予算 は、国 の平成３ ０年度第 ２次補正 予算関連 事業費に つきま して補正を
お願いす るもので 、歳入 歳出予算 の総額に それぞれ ３億８， １９３万 ７千円 を追加し、
補正後の予算総額を４７５億４，８３２万４千円とするものであります。
４ページをお願いいたします。
繰越明 許費につ きまし ては、国 の補正予 算に伴い 、プレミ アム付商 品券事 業費など９
件の追加と１件の変更をお願いするものであります。
補正予 算の概要 につき まして事 項別明細 書により 、歳入か ら順にご 説明を 申し上げま
す。
８ページをお願いいたします。
１４款 国庫支出 金は、 プレミア ム付商品 券事務費 補助金及 び防災・ 安全社 会資本整備
交付金と して２， ６４５ 万４千円 の補正、 １５款県 支出金は 、ネット ワーク 型園芸拠点
整備事業 費補助金 及び経 営体育成 支援事業 費補助金 などとし て１億４ ，３３ ４万６千円
の補正、 １９款繰 越金は 、前年度 繰越金と して１， ５３３万 ７千円の 補正、 ２１款市債
は、県営 土地改良 事業債 及び県営 林道整備 事業債な どとしま して１億 ９，６ ８０万円の
補正であります。
続きまして、歳出についてご説明を申し上げます。
３款民 生費は、 プレミ アム付商 品券事業 費として 、消費税 及び地方 消費税 率の引き上
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げに伴い 、低所得 者や子 育て世帯 の消費に 与える影 響を緩和 するとと もに、 地域での消
費喚起を 図るため 、プレ ミアム付 商品券の 販売を行 うために 必要な事 務費と して７０９
万１千円の補正であります。
１０ページをお願いいたします。
６款農林水産業費は、３億４，３０２万６千円の補正であります。
主な内 容といた しまし て、ネッ トワーク 型園芸拠 点整備事 業費は、 積雪寒 冷地でも生
産できる 菌床しい たけの 製造施設 １棟と空 調設備工 事費など を実施す る法人 に対する補
助金としまして９，０５９万８千円の補正、県営土地改良事業費負担金（国補正予算
分）は、 国の補正 予算に より県営 ほ場整備 事業の採 択を受け たことに 伴う市 の負担金と
して１億６，１７５万円の補正であります。
８款土木費は、３，１８２万円の補正であります。
内容と いたしま して、 除雪機械 購入費は 、協和地 域及び仙 北地域に 配備予 定の除雪車
２台の購 入に当た り、こ れまでの 請負差額 を活用し てもなお 不足する 分６３ ６万５千円
の補正、 また、橋 りょう 長寿命化 対策事業 費（社会 資本整備 総合交付 金事業 ）は、防災
・減災、 国土強靭 化を目 的とした 国の補正 予算の追 加配分に より、大 曲こ線 橋の耐震補
強工事費として２，５４５万５千円の補正であります。
以上、 ご説明申 し上げ ましたが 、よろし くご審議 の上、ご 承認賜り ますよ うお願い申
し上げます。
【舛谷総務部長
○議長（茂木

隆）

降壇】

これより質疑を行います。質疑ありませんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（茂木

隆）

質疑なしと認めます。

ただい ま議題と なって おります 議案第６ ２号は、 議案付託 表のとお り所管 の常任委員
会に付託いたします。

○議長（茂木

隆）

次に、日程第５９、請願第１０号を議題といたします。

本件は、お手元に配付の請願文書表のとおり、総務民生常任委員会に付託いたします。

○議長（茂木

隆）

次に、日程第６０、陳情第２３号を議題といたします。

本件は、お手元に配付の陳情文書表のとおり、教育福祉常任委員会に付託いたします。
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○議長（茂木

隆）

お諮りいたします。各常任委員会審査のため、３月７日から３月

１４日まで、８日間休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。
（「異議なし」と呼ぶ者あり）
○議長 （茂木

隆）

ご 異議な しと認め ます。よ って、３ 月７日か ら３月１ ４日まで、８

日間休会することに決しました。

○議長（茂木

隆）

以上で本日の日程は、全部終了しました。

本日は これをも って散 会し、来 たる３月 １５日、 本会議第 ５日を定 刻に開 議いたしま
す。
ご苦労様でした。
午前１１時０７分

散
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