
午前１０時００分 開 議  

◎開議の宣告 

○田中敏雄 議長 ただいまから本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎一般質問 

○田中敏雄 議長 日程第１、一般質問を行います。 

  質問は順番をもって許可いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 奥 山   豊 議員 

○田中敏雄 議長 11番奥山豊議員に発言を許可いたします。 

  11番奥山豊議員。 

【１１番（奥山豊議員）登壇】 

○１１番（奥山豊議員） おはようございます。連日、大変ご苦労さまです。 

  一般質問、２日目ということで、私がスタートを切ることになりました。よろしくお願い申し上げま

す。 

  それでは、通告しております順に質問をいたします。 

  私は、昨年の12月議会で、これまで旧横手市が取り組んできた横手駅前周辺地区の整備計画について

の歴史とこれまでに至った経緯と整備事業の内容について知ることができました。このことについては、

合併前に旧横手市議会で十分議論がなされ、地区住民との対話の中からも理解が得られず、計画の面積

が縮小されたり、また準備組合を設立し、要望を取り入れ、一連の経過を経て今日に至っていると理解

をしております。この事業は、新市の目玉となる一大プロジェクト事業でありますので、市民の一人と

して十分理解をしなければいけないことだと考えております。 

  先日の議員全員協議会で、都市計画課担当の方々から横手駅前地区のまちづくり交付金事業と再開発

事業の概要についてスライドを使っての説明をいただきました。完成イメージや旧由利組合病院と旧湯

沢中央病院が撤退後、空き地の状態になっている跡地の状況まで見せていただき、懇切丁寧な説明をい

ただきました。横手駅前ににぎわいを取り戻すための事業と、平鹿総合病院の移転跡地対応と空洞化未

然防止のための事業であり、自由通路によって東西駅前広場を結ぶ計画は、まさに県南の中心都市にふ

さわしい魅力とにぎわいの再生であると感じた次第であります。 

  郡市一帯の合併によって誕生した新しい横手市は、人口10万人、新市の中心地としてそれにふさわし

いビジョンが必要であります。駅前の周辺地区開発計画は順調に進んでおり、平成19年度に着工します

100億円とも言われる巨額をつぎ込むのにふさわしい建物を市民は望んでいます。それだけの巨額を使

うのであれば、つくってほしい道路、直してほしい道路など幾らでもあると市民は思っております。合

併前から確認されていることは、10年間は旧市町村の財政規模に見合う交付税が交付されますが、10年
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たてば特別扱いはなくなるということであります。合併して１年が過ぎました。地方分権が進む中、９

年後には横手市は完全に自立しなければなりません。合併によって人口10万人となった新市は、その新

市建設計画の中に合併のシンボルとしての庁舎をどうするのかという思いが、市民一人一人の頭の中に

あると思います。 

  しかしながら、大きな予算を必要とされる選択をしなければいけない課題を抱えております。効率的

な行政運営が求められ、市民の利便性と健全な財政運営が大きく求められている今日であります。新市

の中心地は横手だということはだれもが認めるところであります。以前、横手市で市役所の建設場所に

ついて、市を二分する議論がなされたと聞いております。現在の場所に地域局横手庁舎があるというこ

とは、当時の横手市長、市議会は誤りのない判断をされたと私は思います。そして、この後も市民にと

ってこの庁舎は核となるに違いありません。市街地の幹線道路も市中心部に向かって組み立てられてお

ります。駅前周辺地区開発の計画も順調に進んでおりますが、全市的に見て駅前周辺地区再開発事業の

公共施設計画で、果たしてよいのだろうかと横手市議会の一議員として私は疑問を感じます。 

  再開発事業の公共施設計画を見直し、図書館や観光案内所、市民大ホールなど多機能を集積した横手

地域局第二庁舎を設置したらいかがなものでしょうか、市長。駅前地区広場に市職員専用駐車場を設置

し、そこから職員が東西連結強化のための自由通路を歩いて、地域局横手第二庁舎へ通勤する、駅前周

辺地区に市の庁舎があることは何よりもの活性化となり、にぎわいの再生だと考えます。駅前周辺地区

再開発に各種機能が集積された地域局横手第二庁舎を設置するための設備投資であれば、市民の理解は

得られるのではないでしょうか。 

  駅前周辺地区開発事業に100億円、いやそれを超える額だとも聞こえてきます。新市の体力を心配し

ているのは私だけでしょうか。高級車を買い求めてもガソリンを買えないと車は動きません。健全な市

の財政運営のためにも、横手駅前地区再開発事業の公共施設計画を見直し、再生のため、地域局横手第

二庁舎の設置を含めて駅前周辺地区再開発事業を再考すべきだと提案したいが、このことについて市長

のご見解をお伺いいたします。 

  私は、これまで地元企業の活性化、地元企業の育成、地元雇用の確保の観点から、また限られた市の

予算で公共工事を担う業界から流通まで地元が潤うための入札制度であるべきだという観点から、入札

制度のあり方についてお尋ねいたしました。 

  平成19年度からは、受注希望型入札制度を導入する予定だと言われておりますが、市内Ａ、Ｂ，Ｃの

ランクづけ登録業者、大型工事などは共同企業体等の参加も考えられますが、広く公募によって受注希

望者が拡大することは、公平性、公明性は確保され、合理性はありますが、過当競争でダンピングが起

きて、地域経済や雇用問題に大きく影響が出てくることが心配されます。 

  これまで私たちの住む地方経済に公共事業が果たしてきた役割は大きいものがあると思います。公共

事業があるから地方は潤ってきました。10年前の秋田県の一般会計予算が約9,000億円、現在は7,000億

円を切って6,000億円台の時代に入りました。財政削減の中、公共工事は平成10年度以降毎年減少を続
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け、今は半分にまでに減っており、業者間の競争が激しさを増しているのが実態であります。何とか食

いつなごうと採算割れでも受注する、経営者の財産、資産を食いつぶして経営を続けているという切実

な新聞記事もあり、それが現状だと言われております。低入札、安値受注は、経営者にとって死活問題

であり、この状態が続けば良質な工事はできるはずがございません。公共工事を受注するためには、直

接工事を行う費用として見ているのが直接工事費と仮設費、会社を維持していくための必要経費も必要

であります。発注者としてそこの部分をどう見ているのでしょうか。工事費を積算して、各項目の経費

を見て発注していることでしょうけれども、採算割れに等しい価格で受注され、低価格競争の激化の中

で、良質な工事が行われておるのでしょうか。来年度から行われる横手市が発注する公共工事の受注希

望型入札制度に、落札価格の下限を定める最低制限価格制度の導入を進めるべきだと考えますが、市当

局の考えをお伺いいたします。 

  次に、奥羽山麓農道関係についてであります。 

  みずほの里ロードと呼称される奥羽山麓沿いの大規模農道は、増田町方面からの雄平東部線、ルート

107号を横断し、既存の道路を経て現在施工中の大沢トンネル、清水トンネル、城山トンネル、明永地

区を経て旧千畑町を経由、角館町の国道46号線を結ぶ全長３万7,000メートル余りの奥羽山麓基幹大規

模農道であります。全線が開通し、道路網が整備されることによって、生活圏が大きく変わり、地域の

社会環境にまで大きな影響力を持つと言われております。そして、農産物の物流が地域経済の発展に大

いに役立ってほしいものだと願っております。平成19年度開催されます秋田国体までには、工事施工区

間も完成し、全区間が開通する予定であると聞いております。 

  さて、私は先月11月３日開催されました第41回横手市マラソン大会にご案内をいただき、開会式に出

る機会をいただきました。スタート地点は市道と工事施工中の接点からスタートする明永沼周辺を回る

コースでありましたが、現地で確認できたことは、工事施工区間に横手スキー場と交差する部分があり

ました。上から滑ってきた地点と道路が重なる部分があり、大変危険であります。その安全確保のため、

どのように考えておられるのかお尋ねいたします。 

  また、道路が供用開始になりますと、これまでの駐車場から新しい道路を横断してスキー場に入るの

は危険であるので、道路沿線沿いに駐車場をつくってほしいとの要望もあります。道路事業に附帯した

事業で駐車場設置ができないか、設置計画があるのかどうかお尋ねをいたします。 

  また、雄平東部線と奥羽山麓大規模農道は、地図上では一本の線で結ばれておりますが、実際は雄平

東部線から国道107号を横断し、県の地域局振興局前を通り、横手清陵学院の校舎付近から奥羽山麓農

道に入るという右折、左折のあるコースでありますから、初めての人にはわかりにくく道路案内を示す

標識が必要であると思います。この奥羽山麓大規模農道は、雄勝、平鹿、仙北を結ぶ観光物流の面でも

大動脈となり得る道路でありますから、市としても国体開催に向け、関連事業としてでもそうしたこと

に対応すべきであると思いますが、どのように考えておられるのかお尋ねをいたします。 

  次に、道路網整備についてであります。 
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  平鹿総合病院は、来春新しく開院をする予定でありますが、それに伴って病院への車の流れが変わり、

病院へのアクセス道路の交通量は増加すると思います。地域局横手庁舎前を走る横手環状線、旭地区を

走る条里跡・般若寺線、大雄地区の大雄南線、雄物川地区の船沼・大雄線、旧３市町村を結ぶ３路線が

一本の道路として結ばれており、市街地から病院へ、市西部地区から病院へ、市内へと重要な幹線道路

となる位置づけがなされると思います。現在も朝夕の通勤、通学の時間帯にはかなりの交通量でありま

すし、市としましても整備実施路線として、平成18年度当初予算で条里跡・般若寺線に移転補償費が予

算措置されたところであります。この路線は、幹線道路としてそれにふさわしい５車道分離型の雪を置

ける規格の道路を建設予定されていると思いますが、全線が完成する道路改良工事の完成年度はいつに

設定されているのかお伺いいたします。 

  また、般若寺線の延長上にあります大雄南部地区を走る雄物川町に至る大雄南線も生活重要路線であ

りますし、新しくできる平鹿総合病院へのアクセス道路でもあります。この大雄南線への連絡道路とし

て、早急に道路整備を期待する声が寄せられております。以前、大雄南線の開通に伴い、合併前に村道

に格上げをし、現在も舗装されていない市道として認定されております。この一ノ関集落からの連絡道

路整備計画の策定と早急の整備をご検討くださるよう、お願いを申し上げます。 

  あわせて、大雄南線への連絡道路として柏木線、そして雄物川町方面からの観音村線、鍛治村線の整

備計画について、以上大雄南線への連絡道路等の今後の道路網の整備計画についてお尋ねをいたします。 

  次に、大和更生園についてであります。 

  昨年の12月議会でも、知的障害者更生施設大和更生園の施設整備についてお尋ねをいたしましたが、

あれからまた１年が経過し、大和更生園は開設後28年の歳月が流れました。この間、社会環境の変化と

ともに、ノーマライゼーションの思想のもとに施設は開かれた環境のもとに、地域とともに歩んでまい

りました。 

  ご存じのとおり、旧大雄村のときから改築計画を県とも協議をして進めてきた経緯があります。新市

の建設計画にも組み入れていただいておりますが、障害者が地域で暮らせる社会を実現するための障害

者自立支援法がことし施行され、５年程度の移行期間もあるようですが、前回の答弁では、新しい法律

が施行されるに伴い、障害種別ごとの施設の新たな見直しと地域生活支援、就労支援といった課題に対

応するため、新体系への移行期間の中で新しい法律に見合った施設整備が必要であることから、横手市

の障害者福祉計画の中で大和更生園の整備を検討していくとの答弁をいただいております。 

  １年が過ぎて、新しい法律の内容も少しずつ見えてまいりました。障害者の程度区分によって日中活

動と施設入所、またはケアホーム、グループホーム等で居住サービスを受ける新しい事業体系の内容の

ようでありますが、しかし高齢化、重度化が進む中にあって、結局は大和更生園の入所者は程度区分に

よって出て行かなければいけない入所者も出てくるということだと思います。施設は今後どうなるのか、

家族と施設入所者にとって切実な問題であります。私は、そもそも行政で設置した施設でありますから、

制度が変わろうとも横手市として引き続き担うべきであるとの思いであります。厚生連も特養分野に参
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入するとの情報もある中で、国・県の指導方針もあると思いますが、知的障害者更生施設大和更生園を

横手市障害者福祉計画の中で、今後どのような位置づけがなされるのかお尋ねをいたします。 

  農地・水・環境保全向上対策についてであります。 

  国の新たな食料・農業・農村基本計画の策定を受け、平成19年度から実施される米政策改革推進対策

を中心として、品目横断的経営安定対策、農地・水・環境保全向上対策が実施されますが、今議会の市

長の所信表明で、こうした対策に対し、行政の役割を十分に担いながら水田農業構造改革を推進してい

くとの力強い表明がありました。 

  農地・水・環境保全向上対策についてでありますが、報告によりますと、市内122地区１万907ヘクタ

ールの面積で導入予定でいるようであります。この対策は、農用地の水路、農道等は地域の共同活動に

よって保全されてきた部分もありますが、近年農業者の高齢化、離農、担い手不足によって集落機能や

共同活動が衰えてきているので、これを機会に非農家も参加して、集落での共同活動で農地・水・環境

を保全していこうということだと考えますが、まずは農業者だけでなく、地域住民が参加する活動組織

をつくる、活動計画を作成する、市町村と協定を結び地域協議会に申請をする、活動組織が参加する区

域の面積に応じて交付金が支給される仕組みのようであります。交付金に占める割合として、主に人件

費が一番多いと考えられます。 

  このことから、地域集落挙げて事業に参加していただくようにすることが重要であります。しかし、

組織に参加していただく農家以外の方々、予定される非農家、学校関係、老人会、会社勤務の方々も、

自分たち一人一人に都合があり、土曜日、日曜日は自分たちの時間があるはずであります。こうしたこ

とから、人件費を支払うことにどれだけの人が参加してくださるのか、不透明であります。一日じゅう

作業することも不可能であり、短時間での活動時間となることでしょうが、どれくらいの時給単価が適

当か、幽霊人夫はもちろんいけません。草刈り等は個々の判断にゆだねられる部分が多くあります。こ

の事業は、平成19年度から23年度までの５年繰り越しで行う事業であるということで、単年度事業では

ないということであります。農家保証でないということから、大変心配される面もあります。市として

の取り組み方、考え方についてお伺いをいたします。 

  どうぞ明快なご答弁をよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございました。 

○田中敏雄 議長 市長。 

【五十嵐忠悦 市長登壇】 

○五十嵐忠悦 市長 まず、１点目でありますけれども、駅前地区の周辺地区整備計画についてのお尋ね

にお答え申し上げたいと思います。 

  議員の方から駅周辺の開発について、その歴史的な経緯だとか重要性だとか位置づけについての議員

のご見解をお伺いしたところでございますが、それに関連して私の立場から申し上げますと、やはり何

といっても、新しい10万新市における交通上の利便性というものを公共交通体系の中で、これからどう

いうふうにあの辺を位置づけるかということが、一つ大きな根底にあろうかと思います。 
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  前の議会でもご答弁申し上げましたが、私どもはＪＲの動向には大きな関心を持っているわけであり

まして、湯沢駅を見るにつけ、我々としてはあのことは人ごとではない、ＪＲは今ではもう立派な民間

企業でございますので、効率性だとか採算というのは大前提であります。そういう意味で、バス会社も

同じでありますが、いずれ公共交通機関というものが少しずつ時代とともに変質してきている、そうい

うときに、駅舎というのは、だれに向かってどのように開かれているのかということを我々はやはり考

えなければならないだろうと。まして、合併いたしまして新しい横手市、西に開かれた大きな地域でご

ざいます。そういう関連で、旧来の横手市であれば東がメーンでありましたが、しかし西というものの

位置づけはしっかりしなければいけないだろう、そのときに人口が比較的密集しております東側と西口

をどう結ぶかというのは、大変大きな事業ではないか、政策課題だなと思っているわけであります。 

  したがって、横手駅前周辺開発については、東をどうする、西をどうする、そしてそれをつなぐ東西

自由通路、いわゆる駅の橋上化はどういう位置づけにすべきかというような議論をちょっとしてきたわ

けであります。そこに合わせて、厚生連の平鹿病院の移転問題が出てまいった、こういう関連があるわ

けであります。そういう脈絡の中で、私どもは駅周辺を考えたときに、金額はまだまだはじき出せるも

のではありませんが、議員ご指摘のように、どんな金額になるかどうかは別にいたしまして、そこそこ

の金額はかかることは間違いないところであります。 

  しかし、その重要性と役割を分けてやはりお考えいただく必要があるのかなというふうに思うわけで

あります。特に駅前における公共施設につきましては、再開発の手法をとるわけであります。再開発の

出資主体は準備組合でございまして、民間の方々、地権者、あるいは商業者の方々がそこをどんなまち

にするのが適当かということを、まず一義的に考えていただくわけであります。そこと、我々が考えて

いる駅舎を関連する東西自由通路、この３つの計画とどういうふうに政策として、住民の利便性を高め

る上で一体性がとれるかというふうな議論をしていかなければならない、そういうふうなことだと思う

わけであります。 

  現在、駅前の公共施設については、検討としてはいろいろな市の庁舎内の各課からの要望というかヒ

アリングというか、政策課題を聞きながら、どんな施設がいいのかと。ご案内のとおり、駅前再開発に

ついては、公共施設一つ建てて終わりという話ではなくて、民間の方々が投資をなさる部分も相当なス

ペースがあるわけであります。先般、ご説明したとおりの方向で今のところ進んでいるわけであります

が、その一部を公共機能が担うということでございます。そういう意味では、より限定された公共部分

のみの投資になるのかなと思うわけでありまして、スペース的にもそれほど大きなスペースになると、

なかなか考えがたい。何よりも、私どもが考えているのは、にぎわいの創出という意味で言えば、やは

り従来はどうしても市町村役場がある地域がまちの中心だ、そこがにぎわいを生んでいたという歴史は

あるわけであります。それは、どこもさほど変わらないのかなと思っております。 

  しかし、これからの地方自治体の行く末を考えたときに、そういう考え方で、果たしてにぎわいを取

り戻せるだろうか、そもそもにぎわいとは何だというところまでさかのぼらなければいけないのかなと
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思うわけであります。やはりにぎわいは人と人が集うことだと単純に考えますれば、役場機能、庁舎機

能があるからそこに人が行くということは、これからはなくなるわけでは、もちろんないわけでありま

すが、しかしより重要なのは、これからの時代、さまざまなネットワークで住民同士が、あるいは市役

所から行政機能の一部を請け負った方々が、お願いした方々が住民とどのようにかかわり合うか、どう

もこの辺が大きなにぎわいのもとになるのではないか、それと商業機能が、あるいは交流、観光客も含

めた、そういう域外の方との交流、人の動き、こういうことがこれからのにぎわいを生み出す大きなも

とになるのではないかと私は思うわけであります。そういう意味で言うと、そろそろ私どもを含めてで

ありますが、にぎわいについて考え方を少しシフトしてくる必要があるだろうと思っている次第でござ

います。 

  そういう観点もございまして、現在駅前の再開発計画の中では、ご指摘のような第二庁舎的なダイレ

クトに市の機能の一部をそこに持たせるということは考えておらない。しかし、にぎわいの機能は、あ

るいは行政がすべてサービスを別の形で担っていただく拠点にはしなければいけない、そのように思っ

ている次第でございます。 

  少し飛びまして、４番目の大和更生園についてでございます。 

  ご案内のとおり、この４月から法律が施行されたわけでございまして、障害者個々の障害程度ニーズ

に応じたサービスを提供することとされたところであります。従来の入所施設についても平成23年度ま

での経過期間の中で新しい法律に規定するサービス体系への移行というものが求められているわけであ

ります。また、更生園においては、当分の間、現状のままで経営し、作業訓練など新体系への移行に向

けて準備を進めてまいりますが、新体系に移行した場合に、現行の入所施設から障害程度区分の重い方

の施設入所支援と、区分の軽い方に作業訓練などを行う通所支援サービスが行われることになるわけで

あります。したがいまして、現在の入所者の中で新体系に移行した後に通所が必要となってくる方に対

する障害者グループホームなどの利用などが課題になってまいります。 

  また、ご指摘のとおり、大和更生園、長い歴史と実績を持つ障害者施設であることから、障害者自立

支援法の趣旨に基づき、障害者の地域生活を支援する拠点として、横手市障害者福祉計画の中で位置づ

けてまいりたいと考えておるところでございます。現在、新体系サービスについては、大和更生園をは

じめ、横手市内及び近隣市町の障害福祉サービス提供事業所による情報収集を行っている最中でござい

ます。そうした情報やさまざまな課題の分析などを行いながら、障害者福祉計画の確定作業というもの

を進めているところであります。 

  また、大和更生園の整備につきましては、今議会に提案しております市の総合計画の入所通所施設の

整備の中に、大和更生園の改修計画について掲げております。今後、新体系サービスを提供するために

必要な設置基準に基づく施設整備計画、隣接する授産施設との事業統合、さらには指定管理者制度など

を踏まえながら慎重に検討してまいりたいというふうに思っている次第でございます。 

  ５番目の農業振興についてでございます。 
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  この事業は、やはり地域の農業の持続的発展に欠くことのできない生産資源の長寿命化、豊かな自然

生態系や農村景観の保全を図るものであるわけでありまして、農業者のみならず地域住民全体の利益に

つながるものだという位置づけがされているわけであります。施設の長寿命化というのは、財政負担を

中長期的に節減する上でも有効でございまして、地方自治体にとっても大変意義があるわけでございま

す。さらに、この事業を通じまして、農村地域の振興の核となるコミュニティの活性化、再生化を図る

ことも可能だと思っております。昨今の農業、農村情勢を考えると、時宜を得た事業であるということ

は間違いないというふうに思っている次第でございます。 

  このような観点から、国や県、土地改良区、地域協議会などの関係団体と連携しながら現在進めてい

るわけでございますが、特に各実施組織の活動計画の策定や活動実施に当たっては、本事業の趣旨が具

現化いたしまして、各地域の課題解決につながるように、本庁、地域局が一体となって、指導及び事業

推進を図りたいと考えているところでございます。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 助役。 

【石川耿一 助役登壇】 

○石川耿一 助役 受注希望型指名競争入札制度に関するご質問についてお答えをいたします。 

  入札制度の運用に当たりましては、公平性や透明性、あるいは競争性の確保が求められる一方で、議

員からお話のありましたとおり、地場産業の育成などの観点を持つことも大変大事なことであるという

ふうに考えております。 

  来年度本格運用を予定しておりますこの制度は、建設業者の皆さんの受注意欲をより反映することが

可能となり、従来方式に比べましてより一層公平性が確保され、競争性が発揮される制度であるという

ふうに考えております。 

  最低制限価格につきましては、現在設計金額1,500万円未満の建設工事を対象に設定をしておりまし

て、また設計金額1,500万円以上のものにつきましては、低入札調査基準額を設定しているところであ

りまして、最低制限価格制度と低入札価格調査制度を併用している状況にございます。受注希望型にお

きましても継続をしてまいるというふうに考えております。 

  議員からご指摘のありました低い落札率の受注した工事の品質確保の問題ですけれども、平成18年度

の指名競争入札建設工事の契約を見てみますと、全発注件数188件のうち低入札価格調査実施案件が20

件ありまして、建設工事契約全体では平均落札率90.4％である中で、調査実施案件20件の平均落札率は

74％ほどになっているのが現状でございます。今後、低入札率の工事発注の恒常化が懸念をされている

ところでございます。このような事態は、正常な工事履行に困難を来すことも憂慮されますし、さらに

は地場産業の拡大や地域活性化に悪影響を与えかねませんので、これら懸念される事項を解決するため

にも、最低制限価格の対象となる設計金額の上限についても検討をしてまいりますし、低入札価格調査

基準額の事前公表の取り扱い、あるいは低入札価格調査の体制の見直しなどにつきましても、今年度の
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入札結果や工事成績評定点などを十分に分析しまして、検討してまいります。 

  また、担当課による工事現場の見回り回数をふやすなど、施工管理体制も強化しているところでござ

いまして、引き続き検査体制、あるいは施工管理体制を強化してまいりますので、よろしくお願いいた

します。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 建設部長。 

○佐藤賢一 建設部長 道路網の整備について３点いただいておりますので、お答えを申し上げたいと思

います。 

  まず、１つ目の奥羽山麓大規模農道の関係であります。 

  これについては、現在横手スキー場付近を整備工事が進められているわけでありますが、来年８月に

完成をさせようということで、今工事を進めているところであります。議員のお話があったように、今

シーズンのスキー場とか、あるいは駐車場の利用の問題については、今冬については大きな影響が出な

いというふうには考えているところであります。しかしながら、工事の期間中でありますし、さらには

開通に伴っての、言われるような安全対策については県と市が協議をしながら、利用者の安全確保に万

全を期すということで考えております。 

  また、お話があったスキー場付近への駐車場の設置のことかというふうに思いますが、これについて

は、あの地形上、駐車場を直ちにつくるということは大変難しいのではないかというふうな判断はいた

しているところでありますので、そのことに関しては、今後完成した後に、どういう交通量になるのか、

どういう人の流れになるのか、そういったことを十分見きわめながら、検討されなければいけない問題

なのかなというふうに思っているところであります。 

  それから、あわせて道路案内標識ということでのお話がございました。 

  実は、国道、それから県道、市道の区別なく利用者の便宜を第一に考えながら、デザインを統一する

とか、あるいは一定のルールに基づいた整備が必要ではないかということから、実は今年度県と市で共

同で道路案内に関する検討会というものを立ち上げました。その中で、どういう箇所にどういう表示が

必要なのかということを検討しようということで、今進めておりますので、議員からお話があったこと

を含めて、今後県と市とそれぞれの役割分担をしながら、ご指摘の区間も含めて検討していきたいとい

うふうに思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

  それから、２つ目に条里跡・般若寺線の整備の問題でお話がございました。これについては、ご案内

のように、新平鹿総合病院前から大雄地区の県道野崎・十文字線に通ずる、まさに重要な市道幹線であ

るというふうに思っています。平成17年度は般若寺工区に着手をいたしました。今年度は第３工区であ

ります上猪岡地区に着手をし、今進めているところでありますが、この後、中猪岡地区、あるいは八柏

地区へと工事を進めてまいりたいと思っておりますので、おおよそ現時点での完成年度は平成25年度と

いうふうに計画を立てて、今進めているところでありますので、何とかご理解のほどお願いを申し上げ
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たいと思います。 

  それから、３つ目に大雄南線への連絡道路の問題がありました。これについては、現在建設計画を持

っていますから、その中で順次整備をするために検討していきたいというふうに思いますので、よろし

くご理解のほどお願いを申し上げます。 

  以上であります。 

○田中敏雄 議長 11番奥山豊議員。 

○１１番（奥山豊議員） どうもありがとうございました。 

  駅前周辺の開発について、私が提案したことに対しまして市長からご答弁いただきました。 

  やはり横手市だけでなく、湯沢市含めて全県、全国的に駅前の活性化というものは永遠のテーマであ

ると思います。今回、どんと私は市の第二庁舎を吹っかけたわけなんですけれども、市長は乗ってきま

せんでした。市長は、今南庁舎の一番奥、つまり大奥のようなところにいるわけでありまして、普通市

民の皆様方、簡単にあそこまで気楽に行きますか。私は、それだったら、地域局の第二庁舎を設置して、

市民が一番利便性を望むのは私は地域局であるというふうなことから提案したわけでありますので、そ

このところ乗ってきませんでしたので、少しがっかりいたしました。 

  そのことについてはよろしいんですけれども、入札制度でありますが、現在の低入札制度と最低制限

価格制度導入によって1,500万円以上、あるいは以下ということでやっているようでありますが、今後

助役の答弁は含みがあるように私、受けとめたわけなんですが、そのように最低制限価格制度導入と言

ったことに対して含みがあるように受けとめたんですが、それでよろしいでしょうかということであり

ます。 

  それから、農地・水・環境保全問題についてでありますが、来年度から国の予算概算要求で、国は

303億円、そういうふうに予定されております。これは農家に対する保証ではありません。その経費に

対しての支援でありますので、ほとんど私が思うには人件費が主だと思います。果たして一番適当な組

織の規模は50町歩とか言われておりますけれども、１反歩当たり4,400円の単価で５年間継続して、少

しばかりの金額ではありません。例えば、500町歩を予定されておる組織もありますので、１年間に

2,000万円になったとすると掛ける５で１億円、そのお金がやはりしっかりとチェックを受けて、そし

て横手市が引き受けたこの事業に対して、返還とかそういうことがないように、私は契約の締結の段階

でチェック機能を市として果たすべきだというふうに思いますし、その会計の監査の部分も組織にお任

せのようですけれども、そこら辺まで行政が携わってしっかりとした指導をなさるのか、大変不透明な

部分も考えられますので、担当部長の方から詳しい具体的な内容についてもいただきたいものだなとい

うふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 助役。 

○石川耿一 助役 ただいまの入札の件についてお答えをいたします。 

  お話がありましたとおり、最低制限価格制度と今低入札価格調査制度を併用しているわけであります
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けれども、本来であれば業者の方々が経営努力によって経費を圧縮しながら、入札の価格を決めて入れ

札をするということが原則でありましょうけれども、昨今の経済の状況を考えますと、低いところにと

まっているのが現状でございます。この中で、現在低入札価格の調査の制度につきましても、その公表

している金額に張りつくというようなこともあることでありまして、逆に最低制限価格につきましては、

計算方式のみの公表で価格は公表しておりません。そういう観点から、1,500万円以上の工事につきま

しても、今どういう形で低入札価格の調査をするのかどうかについて検討している最中でありまして、

その件については、今後先ほどお話ししましたような分析をしながら検討を加えて、いい方向に持って

いきたいというふうに思っているところでございます。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 産業経済部長。 

○阿部充 産業経済部長 農地・水・環境保全の件についてお答えいたします。 

  議員ご指摘のように、国では平成19年度予算として303億円の概算要求をしているところであります。

この10アール当たり4,400円という単価が出ておりますけれども、この金額が妥当かどうかというお話

もありました。これにつきましては、平成17年度に試験を全国的に展開しております。その試験の結果

を踏まえまして、国では10アール当たり4,400円が妥当であろう、このように決定した経緯がございま

す。さらに、その試験を踏まえて、今年度全国600カ所で実験モデル事業を実施しているところであり

ます。今年度の実験事業を通じて平成19年度細部を煮詰めて国の方では、より精度の高い制度にしたい

ということで今検討を加えている、そういう経緯でございます。 

  会検の結果、返還のないように指導するようにというご指摘でありましたけれども、もちろんその強

い覚悟で臨みたいと思っているところであります。市の役割としましては、各集落と市と協定を結ぶわ

けでございます。各集落ではいろいろな計画を立てて協定を結ぶわけですけれども、市ではそれらをチ

ェックします。そして協定を結びます。各集落はそれに基づきましていろいろな共同作業を実施するわ

けですけれども、最終的には市の方で確認することになっております。また、随時チェックしながら確

認したいと考えておりますけれども、やはり経理の関係等々ありますので、きちっとやってもらいたい

ということで、協定の段階で強く指導してまいりたい、このように思っているところであります。 

  この事業は、手挙げ方式であります。平成19年度一斉スタートとなります。５年間の事業ですけれど

も、一斉スタートということで、平成20年度から途中から加入したいと言ってもそれはできない、そう

いう制度になっております。ですから、かなりの面積が現在出されているわけですけれども、県の方で

はいろいろな経費の面もありまして、今月の中旬以降、各集落に入りまして、いろいろなヒアリング等

を行いましてランクづけをしていきたい、このような計画でおるようでございます。いずれ、県全体で

も９億円の交付金が必要だということで、いろいろ予算の査定を行っているところでありますけれども、

なかなか大変だということで、地方の裁量ということで減額ができないかということで、現在県の方で

も検討を加えている、そういう状況にあります。決定は、多分知事査定の段階になろうかと思いますけ
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れども、市としましても、県の動向を見ながら対応してまいりたい、このように考えているところであ

ります。 

  以上でございます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 佐 藤 清 春 議員 

○田中敏雄 議長 23番佐藤清春議員に発言を許可いたします。 

  23番佐藤清春議員。 

【２３番（佐藤清春議員）登壇】 

○２３番（佐藤清春議員） 新政会の佐藤清春でございます。 

  質問に入る前に、一言述べさせていただきたいと存じます。 

  昨今の幼児虐待や児童・生徒のいじめによる自殺等、痛ましい事件が報道されるたびに胸が痛む思い

をしておりますが、昨日の教育次長の答弁で、我が横手市教育委員会の取り組みの報告をお聞きし、少

し安堵したところであります。本議会で後任の教育長が決まりましたし、昨日は学校統合についての高

橋教育長のお考えをお聞きすることもできました。横手市教育行政は課題が山積しておりますので、高

橋教育長を先頭に課題解決に向かって頑張っていただきたいと存じます。 

  ところで、今、某国会では大人のいじめとも思われる仁義なき戦いが繰り広げられておりますが、我

が横手市議会では、そのような例もなく、自由に発言できる幸いに感謝しながら、平成19年度に向けて

10万市民が夢と希望の持てる議論になればと願うものであり、答弁につきましても、大いに希望の持て

る前向きな答弁を期待しながら質問に入ります。 

  初めに、所信説明について質問いたします。 

  市長は、所信説明の冒頭で、平成19年度に向けた行財政運営の基本姿勢として、総合計画を最大限尊

重しつつも、限られた財源の中、見直すべきものは積極的に見直すと述べておられます。本年３月に策

定した横手市行財政集中改革プランやそれをもとに策定した横手市行財政改革大綱、あるいは今議会に

提案されております横手市総合計画など、綿密、膨大な計画が立てられておりますが、正直なところ、

抽象的でわかりづらい点も多いわけでありまして、平成19年度においては何をどう見直そうとしている

のか具体策をお伺いいたします。 

  次に、平成19年度の予算編成方針についてであります。 

  この件に関しましては、昨日の阿部議員の質問と重なる部分もございますが、若干視点を変えて質問

いたします。 

  平成18年度は積み上げ方式の予算編成であったため、相当なご苦労があり、その反省を踏まえ、平成

19年度は分権型予算を組むことになったようでありますが、確かにおっしゃるとおり、この方法は職員

の資質の向上や市としての一体的な施策の展開などの効果が期待できるという点では納得できるのです

が、それぞれの地域や個々の事業については特色を十分発揮できるのか、多少疑問が残るところであり
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ます。 

  昨日の答弁によりますと、建設事業枠については前年並みであり、地域局提案枠には１億円の予算を

充てるとのことでしたが、例えば標準事業枠では対象事業費の90％程度という話を聞いております。厳

しい台所事情ではやむを得ないところもありますが、そうでなくとも合併して負担がふえ、サービスが

低下したと感じている市民が多い中、どのようにして市民サービスの確保と向上を図ろうとしているの

か所信をお伺いします。 

  次に、新庁舎建設と機構改革について質問いたします。 

  まず１点目は、新庁舎建設に関する質問であります。 

  ご承知のとおり、新庁舎建設については、合併協議の中でも相当な時間を割いて議論した項目であり、

その結果、庁舎建設を目指すということで意見の集約がなされました。建設場所についても、議論の末

に合意が見られたわけですが、その建設に関しては５年以内に検討委員会を立ち上げることになってお

り、市長はこれまでに平成19年度に立ち上げたいとしておりました。では、その委員会を立ち上げるの

はいつなのか、また委員にはどんな人を選ばれるのか、人数はどの程度予定しているのか、そしていつ

ごろまでに意見を取りまとめようとしているのかお伺いします。 

  次に、この項の２点目、機構改革についてであります。 

  市では、本年度において上下水道部と建設部の機構の見直しを実施したところであり、その際は唐突

の感があって異論もあったようですが、改善すべき点は改善していくことが大事であることは言うまで

もありません。横手市行財政改革の実施計画書によりますと、毎年組織機構の見直しを行うとあります

が、その具体案はどうなのか。特に、分庁方式のデメリットをどのように改善していくのか、また本庁

と各地域局機能をどのように再編しようとしているのか、市長の考えをお伺いします。 

  次は、農業振興について質問いたします。 

  まず１点目は、来年４月から始まる農政の大改革と言われる経営所得安定対策に対応するため、市で

は県や関係団体と連携を図りながら、昼夜を問わず説明、指導、助言を惜しみなく続けた結果、集落営

農組織が37誕生し、年度末には50くらいの設立が見込まれるとのことですが、実際のところ、組織はで

きたものの初めてのことであり、組織運営についての不安や組織加入による農地の貸しはがし、あるい

は法人化した場合、夢プラン事業の対象外になるなど、必ずしも歓迎していない向きもあるようであり

ます。新制度を生かし、加入農家の不安解消と要望にこたえるため、市では今後どのような支援策を考

えておられるのかお伺いします。 

  ２点目は、未加入農家への対応についてであります。 

  未加入の理由については、組織を立ち上げたいが意見がまとまらないとか、あるいは中心的役割を担

ってくれるリーダーがおらないとか、加入しても多くのメリットが期待できないなど、さまざまと思い

ますが、これら未加入農家への今後の対応をどのように考えておられるのかお伺いします。 

  この項の３点目は、農地・水・環境保全向上対策についてであります。 
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  このことについては、昨日の立身議員や先ほどの奥山議員の質問と重複する点もありますが、これま

でこの事業の取り組みに向け、いろいろな面でかかわってきた関係もありますので、あえて質問させて

いただきます。 

  この対策は、農村地域の活性化と農地、農業用水の保全向上並びに地域の共同活動による環境保全に

役立てるためのものであり、心豊かで潤いのある地域づくりに、そして協働のまちづくりにも大きく貢

献する施策と考えています。助成単価の引き下げは、真剣に取り組もうとしている地域の方々のやる気

をそぐことにもなりかねませんので、今いろいろと言われております、例えば県の単価が大幅に下がっ

た場合、市独自の支援は考えられないのかお伺いします。 

  次は最後の項になりますが、無堤地区の堤防の整備と排水対策について質問いたします。 

  まず１点目は、雄物川右岸鳥屋場地区の堤防整備についてであります。 

  このことに関しましては、地域住民の方々から市議会に陳情書が提出されておりますが、この地域は

雄物川が増水するたびに水害に見舞われてきたところであり、危険度の最も高い区域でもあります。私

もこの地域に住む一人として、大雨が降るたびに、どうか大きな被害にならないようにと祈らずにはい

られませんでした。合併前の雄物川町では、昭和62年８月の大洪水を受け、翌昭和63年９月に秋田県選

出の国会議員に陳情したのを最初に、その後毎年欠かさず町長及び議長が出向き、国に要望書を提出し

てきたところ、そのかいあって平成12年度に国の調査費がつき、測量設計が実施されました。しかし、

築堤に向かうに当たって建設予定地の地権者の理解と協力がいまだ得られていないため、全く進んでい

ないのが実情であります。確かに農地の耕作者、所有者の権利が確定していないなど、課題がないわけ

ではありませんが、大きな災害を未然に防ぐためにも堤防の整備は欠かせないことであり、周辺に生活

する人々にできるだけ早く安心していただけるよう、市として最大限の支援が必要であると思いますが、

市長の考えをお伺いします。 

  ２点目は、排水対策についてであります。 

  国営平鹿平野かんがい排水事業が平成13年から始まっておりますが、それにあわせて附帯県営事業で

ある平鹿平野土地改良事業の平成20年の開始に向け、先ごろ受益者説明会が行われ、今月下旬から同意

聴取の手続に入ることになっております。実は、これらの事業は、上流部、あるいは中流部の用水路改

修を主体とした事業であり、下流域の排水路改修については、ほとんど計画に入っていないのでありま

す。近年、水田の基盤整備が進み、水路も素掘りからコンクリート製に変わり、水の流れが急速になり、

一雨降れば水路からあふれ出る状態があちらこちらで発生しており、このまま下流域の幹線排水路が改

修されずに上流から今までの２倍の水量が流れて来れば、頻繁に大洪水が起きることは必定であります。

下流域に生活する市民は、今排水対策に頭を悩ませているのが正直なところです。私も機会あるごとに

排水対策に関して発言をしてまいりましたが、幸い雄物川筋土地改良区では、理事長さんを先頭に国や

県に働きかけをしているというお話を聞いておりますが、市としても幹線排水路の改修は防災の面から

も重要であり、国や県の協力を得られるよう、強力に働きかける必要があると思うのですが、市長のご
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所見をお伺いします。 

  以上で壇上からの質問を終わります。ご清聴、ありがとうございました。 

○田中敏雄 議長 市長。 

【五十嵐忠悦 市長登壇】 

○五十嵐忠悦 市長 私の方は、まずとりあえず所信表明について、一番これからお答えを申し上げたい

というふうに思います。 

  平成19年度予算に向けた行財政運営における見直しについてのお尋ねでございますが、やはりこうい

う財政状況下、社会経済情勢下においては、永遠の命題というのがあるのではないかと思っておりまし

て、それは限られた財源、資源、あるいは人材、これをどれだけうまく使えるか、そして住民の皆さん

のニーズというのは、非常に多様化しているし、これからもっと多様化するだろう、変化していくだろ

うと思います。そういうことにどれだけ敏感に反応し、柔軟に対応できるか、これに尽きるのではない

かと思っている次第であります。そういう意味では、見直しというのはいつもあることではないかとい

うふうに思っているわけでありますが、そういう観点で平成19年度予算を見たときに、合併実質２年目

ということでございますので、引き続き職員に意識改革を求めたい、そのことを重点に置きながら各部

所ごとの目標管理の徹底、そして公設民営を視野に入れた民間との協働の推進、これの中には指定管理

者制度の導入もあるわけでありますが、そして事業仕分け、その仕事が事務事業が、果たして行政がこ

のまま続けていくべきなのかどうかという事業仕分け、今トライアルをしておりますが、こういうこと

の実施を通じまして、我々の事務事業の政策だとか施策だとかの評価というものに取り組んでいかなけ

ればいけないのかなと思っている次第でございます。 

  また、一部ご指摘がございました機構の見直しにつきましても、職務分掌というものも見直しを進め

ながら、今まで以上に各部所間の連携というものが図られるよう取り組んでいきたい、このように思っ

ている次第でございます。 

  ２つ目に、マイナス10％の予算編成方針についてのお尋ねがございました。 

  ご指摘のとおり、昨年度までの積み上げ方式の反省を踏まえまして、これには財源に限りがあるとい

うふうな共通認識を職員と共有する中で、枠配分方式によります分権型予算編成で今臨もうとしている

わけでございます。 

  ７つの枠を設定しておるわけでありますが、この中で市民生活に直接結びつく扶助費につきましては、

生活保護費などは100％の配分をいたしております。その他の扶助費については97％、あるいは93％と

段階的に配分するなどして一定の配慮をしたところでございます。 

  また、建設事業費枠につきましても、国・県補助事業については、継続事業がスムーズに行えるよう、

前年度と同額の一般財源を確保しているところでございます。ただ、単独事業枠につきましては、90％

の配分でございますし、一般財源ベースでも約5,000万円の減額になっておるところでございます。ま

た、これもご指摘いただきましたが、標準事業枠も一般財源ベースで90％の配分といたしておりますが、
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この点について、市民サービスを切り下げるとか切り捨てるということではなくて、合併して間もない

ということで経常経費の一時的なかかり増しなどもあったわけでございますので、今後は事務維持管理

経費などの見直しを進めながら、経費の節減に取り組んでいくということでございますので、ご理解を

お願い申し上げたいと思います。 

  なお、これらとは別枠で地域局提案枠１億円、政策事業枠２億円を設定いたしておりますが、これら

の枠も活用しながら、市民サービスの確保と向上を図ることができますよう、予算編成に取り組んでま

いりたいと思っております。 

  大きな２つ目に、新庁舎建設と機構改革についてのお尋ねがございました。 

  まず、新庁舎建設検討委員会についてでございますが、ご指摘のように、合併に際しまして５年以内

に検討するということでお話があったわけでありますが、そのための検討委員会を今設置するために準

備をいたしております。構成メンバーにつきましては、各地域協議会や地区会議など主な団体代表のほ

かに、地域局推薦の委員など幅広い市民の皆様からご意見を賜りたいということで、おおむね100名前

後を想定いたしております。なお、市庁内にも関係課によりますプロジェクトチームや検討委員会を設

置することといたしております。この検討委員会での取りまとめにつきましては、議論の推移を見きわ

めながらも、平成20年度には方向づけをいたしたいと考えておるところでございます。 

  この項の２つ目の分庁方式のマイナス面の改善でございますが、合併協議によりまして、各地域の庁

舎と南北庁舎それぞれ10カ所に本庁機能を分散させて業務を行っておるわけでありますが、日常的な市

民サービスには支障がないよう配慮をいたしているところでございます。 

  現行の手法といたしましては、各庁舎間はＩＰ電話やグループウエアの活用で適切に業務が遂行され

ているというふうに思っているところでございます。また、書類の移動等につきましては、南庁舎の総

務課に設置されております各庁舎行きの仕分けボックスで集中的に管理をしながら、朝夕の２回、各庁

舎の庁務員が配送に当たっておりまして、合併以降大きなトラブルもなく経過しているところでござい

ます。しかし、大規模小売店舗立地法など法律の規定によるなど、関係部局の協議を要する、部局をま

たがると申しますか、特殊な事案については、決済を要する庁舎間の移動ロスがあるために、その改善

に向けて電子決済の手法について、総務企画部で現在試行的に実施をいたしているところでございます。

いずれにいたしましても、先ほど申し上げました新庁舎の検討とあわせて、本庁機能に関する分庁のあ

り方についての検討も必要と考えているところでございます。 

  なお、最近とみに感じているところでございますが、本庁南庁舎において、部局長会議、あるいは政

策会議等々開催いたしておりますが、日常的にはやはり離れたところにありまして、電話で音声のやり

とりはできるわけでありますが、顔が見えない中でのコミュニケーションのとり方は、正直申し上げま

してなかなか難しいものがございます。やはり理想を言えば、一つの建物の中にいてコミュニケーショ

ンをとる、走って行けばその人間と協議ができるというのは、やはり望ましい姿だという思いはござい

ます。しかし、現実を見据えた中で着実に進めなければいけないことかなと思います。 
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  ３番目の農業振興でございますが、３つお尋ねがございました。 

  そのうちの１つ目、集落営農組織への今後の支援についてでございますが、現在集落営農組織への支

援対策として、経理の研修会や法人化研修会を市主催で10月から４回開催いたしております。また、県

の平鹿地域振興局の農業横手塾では、１月にかけて４回シリーズで法人化研修会を開催いたしまして、

目指す集落営農ビジョンの策定などを県や市、農業団体と連携して推進しているところでございます。 

  平成19年度からは、いよいよ新しい農業政策が実施されることになりますが、国では農業経営の安定

と農村の活性化を図る施策をいろいろ準備しているようですので、それらの施策を最大限活用できるよ

う支援してまいりたいというふうに思います。また、平成19年度の産地づくり交付金や市単独予算でも、

担い手や集落営農組織が持続的に農業に取り組める施策を検討いたしております。今後、集落営農活動

が経営体としての農業経営のみならず、地域の農業、農村の活性化となるよう推進してまいりたいと思

います。 

  また、２つ目の未加入農家への対応ですが、国が新しい農業政策として決定していることを踏まえま

すと、基本的には400ヘクタール以上の個別農家はもちろんですが、その他の農家についても品目横断

的経営安定対策へできる限り加入できるよう、今後も推進してまいりたいというふうに思っている次第

でございます。 

  また、兼業農家や小規模農家についても、担い手への委託、集落営農への参加の方法があるわけです

ので、できるだけ前向きに地域で協議していただきたいし、議員各位にも推進をお願い申し上げたいと

いうふうに思うわけであります。しかしながら、水稲や大豆などは、経営安定対策に参加しながらも、

独自に転作田を活用して農業経営に意欲的に取り組む農家への対応も必要ですので、夢プランの活用や

市独自の支援策を平成19年度予算で対応したいというふうに考えているところでございます。 

  いずれにいたしましても、国の政策と市の農業の現状を十分とらまえながら、横手市の農業、農村の

活性化を推進してまいりますので、よろしくお願いいたします。 

  農業振興の３つ目に、農地・水・環境保全向上対策における支援単価についてのお尋ねがございまし

た。 

  これにつきましては、国がその積極的な取り組みによりまして、その成果を国も地方も農業者もそれ

ぞれが利益を受けるものだという位置づけの中で、国の責務分を国が支援する、地方公共団体に対して

も応分の負担をするということを前提に政策の構築を我々も考えているわけであります。基本的に国が

50、県が25、市町村が25ということでございますが、したがいまして、今回県の支援単価が下がること

になれば市の単価も下がるわけでございます。全体の支援単価もそういうルールになっておりますので、

国・県・市と三者一体となり、支援を図っていく事業でありますので、ご理解のほどよろしくお願い申

し上げたいというふうに思います。 

  ４番目に２つお尋ねございましたが、幹線排水路の改修についてでございます。 

  ご指摘のように、国営平鹿事業によりまして用水路が拡充されますと、これまでの約２倍の用水が確
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保されるということでございまして、そうなりますと、当然排水時期にはそれ相当の排水がございまし

て、特に雨期などと重なった場合には、下流地域では、これまでの断面で足りるか懸念されるところで

ございます。これらにつきましては、直接受益者でございます雄物川筋土地改良区が音頭を取り、国に

対し、調査を要望しておるようでありますので、市といたしましても、連携を密にいたしまして、国・

県に要望してまいりたいと思います。 

  なお、無堤地区の部分については担当の方から答えさせていただきたいと思います。 

  以上であります。 

○田中敏雄 議長 建設部長。 

○佐藤賢一 建設部長 ４番目の堤防の整備についてお答えを申し上げたいと思います。 

  議員のご指摘のありました鳥屋場地域の築堤についてでありますけれども、議員からもお話があった

ように、合併前の雄物川町で、それこそ長年にわたって国交省に対し要望活動を展開してきたものであ

ります。議員も十二分にご承知のこととは思いますけれども、当該地域というのは、土地の耕作者の問

題、あるいは所有者の問題等々で権利の確定等々の整理解決が非常に難しい区域であるというふうに認

識をいたしております。このことは、これまでの関係者の皆さん方との協議なり議論の中でも明らかに

なっているようであります。ですから、まずはこれら権利関係を解決するためには、一体どんな解決の

方策があるのかということをしっかり検討しなければならないというふうに今思っているところであり

ます。 

  いずれにしましても、国交省にあっても私どもにあっても、関係する皆さん方の理解と協力がこれは

大前提でありますから、そういう意味では、この後、理解を得られるような努力も、我々はもちろんし

ていかなければいけないというふうに思っておりますし、この際、議員からも特段のご支援を賜ります

ように、ぜひともお願いを申し上げたいというふうに思います。 

  以上であります。 

○田中敏雄 議長 23番佐藤清春議員。 

○２３番（佐藤清春議員） 一通り答弁いただきましたけれども、若干の再質問をさせていただきたいと

思います。 

  いわゆる１番目の件についてですけれども、我々にもその都度市が立てられた計画について製本され

たものが示されたり、印刷されたものをいただいて中身を見ておるわけですけれども、ただここでのや

りとりだけでなくて、市民がこの後横手市がどうなっていくのかということを一番関心を持って注視し

ているわけですけれども、なかなか情報が伝わらないという課題がございます。 

  今、市では市報を月２回発行しておりますが、例えば、これは合併協議の際も合併協議会だよりとい

うことで、その都度市民の方々に情報が提供されましたけれども、例えば現在のいろいろな改革案につ

いても、見直し案についても、随時市民にお知らせするという方法がとれないものかというふうに思い

ますが、その点についてのお考えをお聞きしたいというふうに思います。 
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  それから、２つ目の庁舎建設についてでありますけれども、まず100名前後の委員の方々を予定され

ているということで、幅広く市民の声を聞くという観点に立ってのことだというふうに前向きにとらえ

ていただいているということを私は受けとめました。 

  私、先ほど質問の際は一言も申し上げませんでしたけれども、庁舎建設を目指すという議論の中には、

建設しなくてもいいという考え方が一部にあったのも事実でございまして、厳しい財政の中に新しい庁

舎を建てることが、果たしてこれからの横手市将来にとって必要な部分なのかどうかということも、か

なり議論した経緯がございます。もう一度改めて市長のお考えをお聞きしたいわけですけれども、建設

について前向きに検討していくというお考えをお持ちなのかどうかということを、この場で述べていた

だければ幸いでございます。 

  いわゆる今、町村合併が終わったばかりですけれども、国では地方分権推進というふうな観点の中で、

今度は道州制ということが議論されているところであります。横手市は、秋田県のセカンドシティ、そ

して県南の中核都市ということは、これからも変わらないというふうに思いますので、やはりそういっ

たことも踏まえて、私は庁舎建設が必要だという考えの中で今質問をしているところでありますので、

市長の胸のうちをお話ししていただければ大変ありがたいというふうに思います。 

  ３番目の農業振興についてでありますが、私は常々国の農政については、国が出す施策というのは全

国一律という考え方が常に表題にありまして、果たして国の農政を進める上で一番いいやり方なのかな

という、常に疑問を抱いてこれまでやってきました。やはり、農業にもいろいろな形態がありますので、

秋田県は秋田県独自の特色を持った農業施策、これは県は県なりに考えて取り組んでいるわけですけれ

ども、そういった今、全国一律の農政を我々からすれば、押しつけられるというイメージが強いわけで

すが、先ほどいろいろ答弁があった中で、私は横手市の独自色と言ったのは、そういう観点からであり

ます。 

  上から流れてきたものをそのまま推進するということだけでなくて、それも必要なことであります。

行政には必要なことでありますけれども、市長が公約に掲げたマーケティングということに関して、農

業についていえば、市長の考え方の中でさらに付加価値をつけようということで、一生懸命取り組んで

いただいていることには敬意を表したいわけですけれども、やはり横手市独自の支援というのがなけれ

ばいけないというふうに私は思います。秋田県でも農業の生産地域としてはここがトップであります。

すべての面で優秀な成績を上げているわけですので、そういった観点からも、横手市はここが違うとい

うふうな市独自の支援策があってしかるべきでないかというふうに思いますので、その点に関してもう

一度ご答弁をいただきたいというふうに思います。 

  それから、４つ目ですけれども、建設部長にはいろいろと協力をお願いしたいというふうに逆に言わ

れましたが、難しいことは私も重々承知しております。ただ、その難しいことをだれがやるのか。難儀

なこと、簡単なことは行政がやらなくても、ほかの方ができることはたくさんあります。しかし、こう

いった難しい問題こそ、行政が手を差し伸べないと事が前に進まないのであります。ですから、建設部
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長というか、もう一度お伺いしますけれども、新年度において、今後それに積極的に取り組む用意があ

るのかどうか、ご答弁を求めます。 

  それから、排水対策についてでありますけれども、この件に関しては、私も水系の末端に住む一人と

して、常々水の流れというか、水の不便さを感じてきた一人でもあります。水は、確かに上から下に流

れますので、それは当然のこととはいえ、必要なときに下流には水が来なくて、必要でないときにいっ

ぱい水が来ます。ですから、下流に住む人々は常に不公平感というのはぬぐい去ることができなかった

わけです。ですから、賦課金についても上流部と差をつけてくれないかということまで言う人がおりま

した。しかし、それは地域一帯をお互いが協力しながら維持していくという観点からすれば、賦課金は

平等にというのが原則だということは私も思っておりますが、しかしこの国営の事業、あるいは県営の

事業、なぜ計画段階に排水対策を十二分に盛り込まなかったのかというのが、いまだに疑問であります。 

  計画に自分が参入できる立場にあれば、そういうふうな意見を申し述べる機会もあったろうと思いま

すが、残念ながらそういう役割を担っておりませんでしたので、計画が出てきた段階で、これは非常に

困ると、下流域のことは全然考えていない計画だということを強く述べてきたわけですけれども、先ほ

ど申し述べたように、今、雄物川筋さんの方でいろいろと国・県に強力に働きかけをしておるようであ

りますので、何とか市としても一緒になって国・県に働きかけてほしいというふうに思います。これは

全国の土地連が行ったアンケートの中でも、そういった大きな水路施設については、国がお金を出して

つくるべきだというアンケート結果、ほとんどの人がそのように述べています。排水対策はひとり農家

のみのことではないというふうに思います。やはり全市的な課題になってくると思います。ですから、

そこを私は強く訴えたいのでありますので、もう一度再度答弁をいただきたいというふうに思います。 

○田中敏雄 議長 市長。 

○五十嵐忠悦 市長 何点か再質問いただきましたけれども、まず１点目でございますが、市民の皆様に

その都度我々が発する情報はたくさんあるわけでありますが、どうしても既存の媒体と申しますか、ど

うしても市報一色にしたり、あるいは最近はもうホームページも使ったりとかいろいろやっているわけ

でありますが、どうしても周知し切れていないうらみがございます。その辺をカバーするために、地域

協議会への情報提供、地区会議の情報提供、あるいは出前トーク等々も入れながら、あるいは私のまち

の市長室で直接お話しするとか、いろいろな試みをいたしておりますけれども、もちろん全市カバーで

きるのはなかなか至難のわざでございまして、そういう意味では、これからももっとさまざまな周知す

る仕方について、検討してまいりたい、実践してまいりたいと思います。 

  ２つ目に、庁舎建築についてでございますが、ご指摘のとおり、やはり道州制とのかかわりだとか、

県南の中核的位置づけにある都市だということは、頭のどこかにきっちり置きながらの庁舎検討という

ものは当然なされなければいけないと思います。ただ、こういう社会経済財政状況下で、住民の皆さん

は何を考えるのか、何を基本にこの問題をとらえるのか。というよりも、そもそも行政の事務事業につ

いて、住民の皆さんは将来何を望もうとしているかということもお聞きしなければならない。そういう
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中で、ハードとしての建物がどうあるべきか、どこにあるべきかというようなことが出てくるのではな

いかと思っているわけでありまして、現在の段階で、私がこれについて発言することは適当ではないと

いうふうに思いますが、しっかりお話を聞いて判断することではないかと思っている次第でございます。 

  ３つ目に、農政の問題、特に農業支援策についてのお尋ねがございました。 

  ご指摘のとおり、全国一律の農政は、農業政策はだめだというようなご指摘、農水省が過去行ってき

た政策というのは、基本的に全国一律の政策でありますから、この何といいますか、なかなかうまくい

かない部分というのは多くなってきているのは承知いたしているところでございます。そういう意味で

は、我々としても率直に申し上げれば、市独自の農業政策を展開するときに応援してくれたら、我々と

してはもっといろいろなことができるという思いは当然ございます。国土交通省などは既にそういう事

業は取り組んでいるわけでありますが、三位一体改革とそれがうまく合うのかどうかという問題もござ

いまして、なかなか言いがたいところもございます。しかし、私がマーケティング推進課をつくりまし

たのは、基本的に農業を軸とした産業支援、雇用対策のためでありますので、その成果として、マーケ

ティング活動の成果として、その情報をフィードバックする形で農業支援というのは当然セットの考え

方でございまして、これは検討していかなければならない、実施していかなければならないと思ってお

ります。 

  ただ、これについても、ご指摘あったような全国一律農業政策と同じように、与えられる政策ではい

けないというふうに思うわけであります。私どもは、マーケティング推進課の努力でこういうふうな展

開の仕方を提案すると、農業者の方々に申し上げるわけでありまして、情報提供するわけであります。

その中で、それを取り組みたい、意欲的にやりたい、そのために仲間を募って頑張るとか、そういう具

体的な手挙げがないと、なかなか私どもは応援しがたいのではないかと。やはり一律には、財政状況も

ございますし、難しいと思います。しかし、意欲のある方については、これは応援していくべきだとい

うふうに考えておりますので、そういう意欲が起きるような農業政策、メニューをこれからもたくさん

つくっていかなければいけないというふうに思っているところでございます。 

  それから、排水路の改修につきましては、まさに議員ご指摘のとおりでございます。 

  私も、それこそ合併するはるか前からこういう計画があったにもかかわらず、そういう議論が一度た

りともなかったように記憶いたしております。そういう点では、当時にもいささか関係した者としても、

やはり反省すべき点は多いなというふうに思います。新しい横手市は、大小さまざまな河川があって、

上流部も中流部もありますが、下流部もあるのはご指摘のとおりでございますので、これは改良区とも

ども一生懸命実情を訴えまして、その不安の解消に努めるように頑張ってまいりたいと思います。 

  以上であります。 

○田中敏雄 議長 建設部長。 

○佐藤賢一 建設部長 新年度取り組む決意がどうなのかというお話でありました。市民の皆さん方が期

待されることにこたえるためには、やはり我々が取り組んでいかなければいけないなというふうには思
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っています。 

  ただ、お話があったように、私も旧雄物川町時代の協議なり議論の経過なりを見させていただきまし

た。その中で、町と関係者の皆さん方が相当協議なり議論なりが行われたという足跡を見ることができ

たわけであります。その結果、築堤を推進するための委員会まで立ち上げようよという町の姿勢も見る

ことができたわけであります。しかしながら、結果としましては、なかなか理解を得られないというこ

とで、そこまで至らなかったという状況があったようであります。そのくらい権利者の皆さん方、ある

いは実際耕作されている皆さん方との間の中で、非常に整理がつかないという難しい状況にあるようで

あります。 

  しかしながら、国ではそういう権利関係さえしっかりするのであれば、築堤をしようという考えをい

まだ持っているようでありますから、これは国の事業でありますので、市として一体どういうことがで

きるのか、何ができるのか、解決のためには今の市において何ができるのかということをしっかり検討

しなければいけないなというふうに思っていますので、そういう意味で何ができるのかをぜひ検討に入

りたいというふうに思っておりますので、そういう意味では、これまでの長い歴史の中で、議員も大変

かかわってご尽力されたようでありますから、ぜひ私どもにご支援をいただければ、私どもの検討作業

も進むのではないかというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○田中敏雄 議長 暫時休憩いたします。再開時間は午後１時10分といたします。 

午前１１時５０分 休 憩  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 １時１０分 再 開  

○田中敏雄 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 塩 田   勉 議員 

○田中敏雄 議長 29番塩田勉議員に発言を許可いたします。 

  29番塩田勉議員。 

【２９番（塩田勉議員）登壇】 

○２９番（塩田勉議員） 会派あさひの塩田勉でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

  さて、昨年10月に横手市が誕生いたしました。以来、１年２カ月が経過をいたしましたが、その間合

併協議会のいろいろな話し合いをもとに行政組織の組織変更や財政基盤の見直しなどに際し、新たな大

きな課題が山積をしていることが明らかとなりました。この１年を振り返り、市長並びに執行部の皆さ

んは大変なご苦労をされたことと思われますが、この１年を振り返り、五十嵐市長はどのような感想を

お持ちなのかお伺いしたいというふうに思います。ただ、この件は通告にありませんが、先ほど午前中

にお願いをしたところでございますので、どうかご配慮をお願いしたいというふうに思います。 

  さて、我が会派あさひでは、11月下旬に品目横断的経営安定対策並びに農地・水・環境保全向上対策
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を農林水産省において、また厚生労働省における介護保険、障害者自立支援法についても、各政策立案

者から基本的な法案説明や現場における我々サイドの意見を交換してまいりました。さらには、秋田県

湯沢市出身であります菅総務大臣とも貴重な時間をおかりしまして、会うことができました。その際に

は、合併特例債の件、さらには平成21年度で切れる時限立法であります過疎債についてもお願いを申し

上げてきたところでございます。 

  私は、平成19年度から始まる農業政策、まさに今までにない我々農家サイド、いわゆる横手市の基幹

産業である農業に対して、これからは全体的な政策ではなしに、いわゆるポイントを絞った担い手や認

定農家、さらには集落営農組織への政策転換が図られようとしております。まさに全農家の小さい兼業

農家から専業農家までのすべての農家の農業政策から、ある程度大規模な農家政策へと転換を図られる

わけであります。まさに地域の農村、農業にとって大きな対応を迫られることになりました。 

  そこで、市長は所信表明において、農地・水・環境対策については県の事業導入を容易にするため、

財源等の関係から面積当たりの単価を引き下げる要素もあるかもしれない、慎重に対応していきたいと

いう旨のお話がありました。私は、新しい平成19年度から始まる政策でありますので、まだ国と県、横

手市とも連絡のすべてが整っているとは思いませんが、我々が農水省において政策担当と意見交換をし

た際には、いろいろな形でやはり若干違いがあるなというふうに思いました。法案の趣旨とは違うよう

な説明があるのではないかという疑問点を抱いたわけであります。 

  私は、今回の通告の質問の中には、財源確保はどうするんですかというような話を質問の項目にさせ

てもらいましたが、国が2,200円50％、県が1,100円25％、市が1,100円25％、このラインで一般の皆さ

んには市民の方々には説明をされておるだろうというふうに思います。最初の１回目の質問は4,400円

ですよという話がありましたが、２回、３回と話が進むにつれて、悪くすれば県で対応できないかもし

れない、そうすると予定された価格よりも若干下がる可能性もありますよというような説明でございま

した。ところが、農水省では、国で出す分は2,200円確定ですよ、ただ県の場合は非常に難しい面があ

りますというような話がありました。 

  そこで、私は五十嵐市長が当地区の農業問題に関してどれだけの熱意があるのかなというような感じ

の、いわゆる試金石になるのかなというふうにも思います。確かに市の財政は今、火の車であります。

非常に財源確保が難しい中で大変な時期を迎えておると思いますが、122地区１万9,970ヘクタールの負

担というのは非常に大きい額でありますが、実際に今考えられる財政助成といいますか、交付税算入は

一応農水省では普通交付税と特別交付税を考えている、今総務省と折衝中である、さらにはその後財務

省との折衝があるわけですが、そういう面で大体70％くらいは、できれば負担をしたいというような話

でございました。 

  そこで、県が大きな面積をやるために９億円しか予算配分しないというような話もあるわけでありま

すが、県がもしも1,100円から下がった場合、市としては県と同等額を出すつもりなのか、それとも市

独自に1,100円を出すつもりなのか、まだ財源確保が確定しない中での質問ですので、大変答えづらい
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とは思いますが、市長のお考えをお尋ねしたいというふうに思います。 

  ２つ目の平成19年度から導入を予定されている入札制度についてであります。 

  合併後１年の経過措置を経て、来年度から入札制度が変わることとなっております。受注希望型競争

入札についてお伺いいたします。 

  今、マスコミ等では各県の官製談合が非常に問題となっております。地方分権が進むに当たり、水を

差すようなゆゆしき事態となっておることはご承知のとおりであります。そこで、横手市では公平かつ

平等であり、透明性が求められると思いますが、今の入札制度をどのようにお考えなのかお尋ねをした

いというふうに思います。 

  決算の委員会では、導入の最大のねらいは競争性、透明性、効率性を高め、不正入札行為の排除をし、

受注機会の拡大を図る、市内業者の育成や活性化を図るというふうに答弁を委員会ではもらっています

が、実際のところどうなのか。私は、今現在の入札における問題点を少しだけ述べさせていただきたい

というふうに思います。 

  １つは、低入札価格制度の価格算定根拠であります。 

  ２つ目は、低入札調査価格資格基準の根拠であります。 

  ３つ目は、低入札調査価格の公表であります。 

  ３つ目の低入札価格の公表については、現在1,500万円以下の物件は一切の事前公表がありません。

しかしながら、1,500万円以上の物件では低入札価格公表をしております。今後とも、この制度を継続

されるお考えかどうかお伺いしたいというふうに思います。 

  今の入札制度を見るときに、市長はどの程度の点数をつけられるでしょうか。100％ということはな

いかもしれません。しかし、我が横手市で公共工事の入札に関して、経済効果、雇用の面、多々多くの

ことを考えるときに、どうしても平等であり、しかもガラス張りの透明性が今こそ求められるときはな

いと考えます。なかなか一概に平等というのは非常に難しいかもしれませんが、そのところをどのよう

に考えているのかお尋ねをいたしたいというふうに思います。 

  さらには、入札、応札が終わってから果たしてその制度が適正だったかどうか、検証をする余地があ

るのではないでしょうか。私は、入札が終了し、工事が完了することが一つの役目でありますが、それ

によって、何らかの委員会を設けて検証する委員会といいますか、常に透明性を求められるわけですの

で、そういう面で民間なりいろいろな形で学識経験者なり、そういう委員会の設立はないものか、提案

をさせていただきたいというふうに思います。 

  次に、３つ目の国土交通省の観光まちづくりコンサルティング事業の推進についてであります。 

  秋田魁新聞に、湯沢、横手が重点支援地域に選ばれたとの記事が掲載されました。まことに喜ばしい

限りであります。今まで湯沢と横手が連携し、観光開発をいかにして進めるか、これは各行政の方々、

また我々議員サイドとしましても、懸案の事項であったというふうに思います。東北では２カ所という

ことになりましたが、事務方のご努力に敬意を表したいというふうに思います。 
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  そこで、新たな企画旅行商品の発掘やＰＲを目的に、学識経験者、大手旅行会社、ＪＲなどが関係者

でつくるアドバイザー会議がコンサルティングを行うこととなっておるようであります。湯沢、横手の

両市は、有機的に連携した方がより魅力的な地域観光ができると判断したからだと思います。湯沢市は、

小野小町をキーワードに、もてなしの心が息づく地域づくり、横手市は、矢口高雄さんの漫画、釣りキ

チ三平の里、かまくら、後三年合戦場を生かした観光まちづくりを目指すということになっております

が、どのように有機的に連携について考えているかお尋ねをいたしたいと思います。 

  また、新たな横手市の観光資本の発掘方策についてであります。 

  横手市の教育委員会では、後三年の合戦を戦った清原氏の要衛と見られる市内３カ所を、後三年合戦

史跡保存整備計画策定調査事業を５カ年で実施をしようとしております。国の指定を目指すこととなっ

ておりますが、金沢城跡、沼館城跡、大鳥井柵跡であります。この事業の推進は、私ども横手市民にと

って大きな望みでもあります。今まで代々横手の中では金沢は横手市、沼館城跡は雄物川ということに

なって連携がなかなか難しかったわけですが、これを契機にぜひ前九年後三年の役を振り返り、横手市

の市民が同じ歴史認識を持ち得る、そしてふるさとに対し誇りと自信を深め、横手市民として一体感を

感じることのできる事業ではないかというふうに思います。 

  先般行われました後三年の役の秋田工芸大の石川学長は、観光資源の開発は物語をつくることだとお

っしゃいました。まさに、観光資源はもともとあるものではなくて、つくり得て、それから大きく発展

することが観光ルートの開発ではないかというふうに思います。今、まさに通過型の観光から宿泊型の

観光事業展開へぜひ推進してみてはいかがでしょうか。 

  次に、県産材秋田杉の利活用についてでございます。 

  横手盆地は、平野の部分と山と出羽丘陵、奥羽山脈に囲まれていた自然豊かな土地であります。しか

し、今や山林は手つかずの状態となっておるのが実態であります。山林については、若干の制度はある

わけですが、なかなか手を入れるというわけにはできないような状態でもあります。 

  そこで、自然環境保護の面からも、秋田杉の利用を促進してはいかがかと思います。 

  今、いろいろな形で県産材の利活用が叫ばれておりますが、１つには地域の公民館、１つにはこれか

ら建設されるでありましょう小・中学校の新設の校舎、さらには今まで公共的に使われていた、ただ単

に安ければいい、長もちするからいいというのではなしに、景観を踏まえて秋田杉の利活用を促進して

はいかがかというふうに思います。 

  そこで、国の補助率２分の１の事業を若干紹介させていただきたいと思います。 

  地域材料促進対策事業、先駆的木造公共施設実証事業の中に、木造公共施設整備事業、内装木質化等

整備事業、さらには地域材利用学校関連施設整備事業などがあります。この中には、転用教室等内装木

質化整備事業、さらには学校複合型公共施設整備、学校周辺モデル整備事業、エコスクールパイロット

モデル事業などがありますが、ぜひ新設となるだろう小・中学校の建設に関しては、秋田県産材をふん

だんに使ったぬくもりのある校舎を建てていただきたい。すべて木造とはいかないかもしれませんが、
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できるだけ地元秋田県産材を使い、山林の活性化、さらには製材、いろいろな業種の中で秋田県産材を

使い、一般住宅への影響等も踏まえて、ぜひいいものだなと言われるような形で使われていただければ、

非常に地域の山林に対しては、自信と今後の将来的な展望が開けてくるのではないかというふうに思い

ます。市長の前向きな答弁をひとつお願いをしたいというふうに思います。 

  以上４点についてご質問をさせていただきます。 

  なお、答弁は簡潔明瞭にお願いを申し上げることを添えまして終わります。 

  以上であります。ありがとうございました。 

○田中敏雄 議長 市長。 

【五十嵐忠悦 市長登壇】 

○五十嵐忠悦 市長 ご質問，通告以外にいただきましたので、大変難しいことでありますが、昼御飯を

食べながら一生懸命考えてきたところでありますが、いずれ１年２カ月たって３カ月目に入ったところ

でありますけれども、合併協議会の会長を務めましたので、頭の中ではずっとその10万新市の責任者と

して、どういう視点で物を見るかということの話もしてきたし、現在はそういう立場にありますので、

そういう意味では特別の違和感、現在こなしておりますさまざまな仕事に対する違和感というのはござ

いません。一貫しているといえば一貫しているところでございます。 

  議員もご記憶があるかと思いますが、合併協議会の席では、必ず合併協議会会長あいさつがあります

が、そのときにいつも言っていたことは、協議会の委員の皆さん、ぜひ全員が10万新市のトップになっ

たつもりで合併協議をしようではないかと、本当に嫌になるくらい私は言ってまいりました。結果とし

て、そうなったかどうかは別にいたしまして、その考え方でずっときているわけでございます。ただ、

実際合併してみますと、やはり想像以上だということが実感でございます。それは、私のまちの市長室

を２回、春と秋２回やりました。そのほかさまざまな会合に機会あるごとに出かけてまいりました。決

して大奥に引っ込んでいたわけではないわけであります。その中で、やはり感じたことは、合併協議会

の中で出た話は、委員の話として、何といいますか、バイアスがかかったというか、フィルターがかか

った部分も、遠慮も含めてでありますが、あったわけであります。しかし、地域に赴きますと、もうダ

イレクトな話でございますので、さまざまな会議録を見ても、そういうある種悲鳴に似た部分が感じ取

れるわけでございますので、そういう意味では、想像以上であるということも率直に言わなければいけ

ないのかなと思った次第でございます。 

  先般、市報をつくるに当たって、１年の総括はというような編集担当からの中で、言葉で一文字であ

らわせばどうかということがございました。私は、いろいろ考えたんでありますけれども、やはり「走

る」という文字が適当だったかなと思った次第でございます。いろいろな意味で、肉体的にも精神的に

も、あるいは目をつむっているときでも、やはり走っていたなというような感じがいたします。成果の

ほどは、もちろんまだまだでありますが、走ってとにかく現場に行くこと、現場の生の声を聞くこと、

それは市内外、国の内外も含めてであります。やはり現場にトップが行くことが最も大事だというふう
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に今でも思っていますし、これからもそれを基本にしなければいけないというふうに思っているところ

でございます。 

  議員の考えと合致するかどうか、思いとは一緒かどうかは別にいたしまして、そんなふうな感想を申

し上げたいというふうに思います。 

  さて、通告がございました予算の件でございますが、まず１点目、平成19年度予算、これにつきまし

ては、特に議員からは、農地・水・環境、農村環境保全活動支援事業、これについてのご指摘がござい

ました。これについては、率直に申し上げて、大変いい事業であるということは午前の答弁で申し上げ

たとおりでありますし、またそのために、私は今年度モデル事業の導入にも予算をつけてやっていただ

いたところであります。そしてまた、同時に、この事業の危うさと申しますか、市の財政的な問題であ

りますけれども、この危うさ、厳しさというものについては、国会議員の方々、これは地元選出だけで

なくて、国会議員の方々と話し合いをする機会に、たまたま私は出張で出られなくて助役に出てもらい、

要望を述べていただきましたが、その財源保証について、国の方針がはっきりしないことについて指摘

をさせていただいたところであります。言ってみれば、国は総論としてよい事業だということで始めよ

うとしましたが、どうも我々地域の話をよく聞いていないのではないか。生煮えの状態で出したのでは

ないかなと思われる節があり過ぎるわけであります。したがって、我々も随分、現在も含めて、県もそ

うでありますが、なかなか振り回され放しだというところがございます。 

  しかし、その事業が大変地域にとって大事だという視点は外せないものですから、我々も非常に困っ

ているというのが本音でございます。ご指摘のとおり、我々の財政も大変厳しいわけでありますが、県

もそうであります。県は、したがって予算の補助基準を変えようというような動きをしております。あ

るいは面積要件を変えようとか、さまざまな手法を工夫しておられるようでありますが、そのしわ寄せ

をすべて我々市がかぶることが適当かどうかという議論もやはりあるのかなと。この事業の有用性、価

値は認めながらも、そういう負担のあり方でいいのか、どうも交付税というお話もございました。算入

するという話がございました。しかし、交付税の仕組みはご案内のとおりでありまして、なかなかうの

みにしがたいところもあるわけであります。そういう苦しい状況の中で、これに市としては予算をどこ

までつけるかというのは、相当難しい問題だなと思って、きょうのところは答えをお出しするわけには

まいりませんけれども、そういう苦労の一端といいますか、考えの一端をご理解いただければ、多少わ

かっていただける部分もあるのかなと思った次第でございます。 

  ３番目の観光のまちづくりコンサルティング事業についてでございますが、私はかねがね湯沢はもち

ろん、実は山形県の新庄以北、こことの観光の連携をもっとすべきだということを担当者に申し伝えて

おりました。それは、ここが一番弱い、秋田ふるさと村という施設があって、入り込み客は宮城県、岩

手県は相当あるんでありますが、山形県が相当少ない。なぜ少ないかであります。いろいろな理由があ

ると思いますが、どうしても交通体系の整備の進捗が悪い、遅いということがやはりあるのかなと。 

  それともう一つ、観光のメニューがつくり切れていない、ここが大きいことだろうと思っております。
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過去にも、過去と申しますか、現在もあるんでありますが、西栗駒観光開発協議会という組織がござい

ます。湯沢とも雄勝郡の町村とも連携しながら、栗駒山という共通の資源を生かそうということでやっ

ておりますが、なかなかぱっとしない。これをもうちょっと何とかしなければいけないなという思いを

ずっと持っておりましたので、今回湯沢と一緒のコンサル事業に選ばれたということは、大変よかった

と思っている次第でございます。観光アドバイザリー会議に大いな期待を申し上げて、そしてここで新

しいメニューをたくさんつくる、そして実践する、そのことの中で、私は自動車道の整備促進、あるい

は山形新幹線の問題に何かしらの光明を見出すことができる、そのようなふうに考えているところでご

ざいます。 

  ２つ目に、後三年の合戦史跡事業の取り組みについてお尋ねがございました。 

  これについては、ご案内のとおり石川好秋田公立美術工芸短期大学の学長の話を私も最後まで聞きま

した。大変心強く思ったし、学長の言うドラマ、物語をつくるというのに共鳴した次第でございます。

それもこれも、もとがよくないとやはりいい物語もつくれないだろう、しかし物はもとは一級品だと思

っておりますので、何とか平泉が言うところの浄土思想を基調とする文化的景観というような世界遺産

への登録の動きでありますけれども、こことのかかわりはやはり大きなことなのかなと思っております。

史実を着実に調査し、拾い上げるという努力と同時に、これを観光資源として、何といいますか、磨き

上げる知恵が我々もここにおられる皆さんにもですけれども、必要とされている時代なのかなと思って

おります。これには一生懸命取り組んでいきたいというふうに思っている次第でございます。 

  ４番目に、県産材の利活用についてお尋ねがございました。 

  これについては、市の総土地面積の５割を超える部分が森林面積でありまして、その中の１万5,000

ヘクタールですから40％くらいでしょうか、杉の人工林ということであります。大変厳しい状況の中で

あるわけでありますが、その中で工業団地を誘致しております秋田県南木材高度加工協同組合が、いわ

ゆるスギニカが大変頑張っておられるわけでございます。先般、ＪＡＳの資格を認定されたということ

で、大変うれしい限りでありまして、現在お伺いするところによると、県外に70％の販路を持っている

ということでございますが、県内がまだ30％ということでございまして、しかも操業度が約60％だと、

まだまだ余力はあるということでございますので、市としても供給、需要両面からバックアップしなけ

ればいけないだろうと思います。 

  そういう意味では、ご指摘ございましたさまざまな国交省関連の補助事業メニューはあるようであり

ますが、地域産材の活用という観点で、これからもそのメニューをうまく使ってまいりたい。ちなみに、

新市発足後に建設を進めております市営住宅の建設工事などについては、仕様書の中で木材は原則とし

て県産材を使用することと明記いたしております。今後とも、このような手法も使いながら、県産材の

利活用を促進してまいりたい、図ってまいりたい、このように思う次第でございます。 

  以上であります。 

○田中敏雄 議長 助役。 
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【石川耿一 助役登壇】 

○石川耿一 助役 平成19年度からの入札制度につきましてお答えをいたします。 

  入札制度の導入に当たりましては、議員ご指摘のとおり、公平で公正であること、あるいは競争性や

透明性、客観性を確保することが大前提でありますけれども、同時に地域経済の活性化、雇用拡大とい

う視点から制度を考えることも、また大事なことであるというふうに思っております。 

  昨年の合併時より、地元業者育成という観点からも、市内の建設業者で施工できる工事は、名簿登載

された市内業者を対象とした入札をこれまでも実施してきたところでございます。この原則を維持しつ

つ、工事内容の特殊性や難易度を十分に検討した上で、適正な入札契約事務を行うことが必要であると

考えております。財政状況が厳しさを増す中で、品質の高い社会資本を整備するためには、税金を少し

でも節約できるような発注形態を考えていく必要があるわけですけれども、過度な競争で、いわゆるダ

ンピングにより地域経済や雇用に影響することも懸念されますので、これを防止する策として、現在横

手市では最低制限価格や低入札価格調査制度、あるいは自動失格基準制度などを導入しているところで

ございます。来年度からは、受注機会の拡大、競争性の確保などの観点から、建設業者の皆様方が新横

手市という広い地域で入札に参加できますように、受注希望型競争入札制度の導入に向けまして準備を

進めているところでございまして、これまで数回業者の方々を対象にいたしました説明会を開催してお

ります。 

  公共工事における高い品質を確保するためにも、施行管理体制、あるいは検査体制の充実強化が急務

でありまして、現在工事成績評定点のデータ蓄積を進めているところでありますけれども、ご指摘のあ

りました低入札調査制度につきましては、計算方式のみの公表などというふうな低入札調査価格の公表

のあり方も含めまして、積極的に検討してまいります。 

  また、ご質問のありました低入札価格調査制度の価格算定の根拠でありますけれども、この低入札調

査基準額というものは、地方自治法施行令第167条に規定をされておりまして、一般的な場合の額の算

定方法につきましては、国の関係者で組織をいたします中央公共工事契約制度運用連絡協議会がモデル

を算定しておりまして、横手市でもこの算定方法を用いているところでございます。 

  また、議員ご指摘のありましたような低入札価格調査の公表も含めまして、先ほど検査体制につきま

しても議員から具体的な提言がありましたので、このご提言を参考にいたしまして、精度の高い入札制

度の構築に向けまして努力してまいりますので、よろしくお願いをいたします。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 29番塩田議員。 

○２９番（塩田勉議員） 丁寧な答弁、ありがとうございました。 

  １番の先ほど市長が答弁していただきましたが、やはり財源の確保、農水省関係なんですが、財源確

保はまだ確定されていない。ですから、非常に私も一般質問する際に苦しいわけなんですが、市長も当

然、財源がある程度の方向性があれば、数字も挙げることができるだろうけれども、そうでないもので
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すから、なかなかはっきりした数字は出ないだろうというふうに推察いたしました。しかしながら、県

は、多分若干の価格を下げてくるかもしれない。そうなったときに、横手市独自でその対応策を考える

ことができるのかどうか、そこが第１点ではないかというふうに思います。それには、隣接の市町村と

の問題、県との問題が当然出てくるわけであります。そこら辺を横並びの政策でいいのかどうか、そこ

ら辺も一つ課題として出てくるだろうというふうに思います。 

  ２つ目の入札制度についてですが、今、助役から答弁いただきましたが、やはり透明性が何としても

一番求められるものであろうというふうに思います。ただ、先ほども申し上げましたが、我が横手市で

産業といってもさほどの経済効果があるものは少ないだろう、工場出荷額もそうですし、農業でもしか

り、そうであります。そういう面で、ある程度入札する土木なり建築も、一つの産業であるという観点

から考えますと、経済効果は非常に大きいだろうというふうに思います。すべて100％だれもがいい入

札制度は、これは存在しないかもしれませんが、できるだけ透明度を高めて、皆さんの不公平感のない

ような入札制度にするのが務めだろうというふうに思います。そういう面では、ある程度手直しも必要

だろうというようなことで質問をさせていただきました。 

  今、助役から答弁いただきましたが、ぜひともいま一度手を入れていただいて、より100％に近い入

札制度の確立を求めるものであります。 

  次に、後三年の役についてであります。 

  まさに、我が横手市で観光資源となり得る最大のテーマだろうというふうに思います。５年間は非常

に長いわけですが、ただ残念ながら沼の柵、金沢の柵についても疑似的であり、確証的な物件が保証さ

れたものではありません。多分そこにあっただろう、あったはずだというようなことでありまして、調

査の結果を待つしかないわけでありますが、待っていては時が過ぎてしまいます。ぜひ並行して新しい

横手の観光拠点となり得るようなものができないものかなというふうに思います。 

  例えば、岩手県とかほかのところに行きますと、各市で博物館とかその地域の歴史を紹介するような

施設が多々見受けられます。残念ながら、秋田県内においては余りそういう史料館とか施設はないのが

実情であります。 

  そこで、横手市で後三年の役をメーンにした歴史史料館的なものはつくることができないのか。ある

面では、博物館併用で縄文時代から現在に至るまでの歴史を見ることができるような史料館というもの

ができないだろうかというのが私の思いでありますが、市長はそこら辺をどのように考えているのか、

ぜひお聞かせいただきたいというふうに思います。 

  最後の県産材の話でありますが、ぜひ高橋教育長、教育委員会関係の皆さんにお願いしたいというふ

うに思いますが、建設部はもちろんですが、ぜひ新しい小・中建築に関しては、木質、秋田県材を使っ

た安らぎのある校舎をつくっていただいて、子供たちがゆとりのあるような、精神的に楽になるような、

そこで仲よく学べるような校舎を目指していただきたいというふうに思います。ぜひご努力をお願いし

たいというふうに思います。 
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  市長、最後の２つだけですが、よろしくお願いします。 

○田中敏雄 議長 市長。 

○五十嵐忠悦 市長 ２点、再質問ございましたが、まず農地・水・環境保全対策支援事業でございます

けれども、ご指摘のとおり、やはり国の方向性、県の方向性、そして県内各地の動向というものは、す

べてリンクするのかなと思った次第でございます。その辺のところをよく見ながら検討してまいりたい

というふうに思います。 

  ２つ目の後三年の合戦でありますけれども、確かに５年間の調査は学術的調査でありますので、結果

が観光にどうなるかというのはなかなかつかみ切れない、そういう意味で石川学長おっしゃるように、

それを観光メニューに仕立てるには、何回も言っているとおり、そこには物語をつくらなければいけな

いというのは、全くそのとおりであって、その辺の検討の中に、例えばハードを設置することがそうい

う物語をつくる上で有用なのかどうかということ、またもっと言えば、我々にとっては、もう大変有名

な後三年の合戦、歴史的にでありますが、果たして全国的にどうなのかという知名度も含めた、そうい

う調査は当然しなければいけないわけでございます。いずれ、私ども市内にはさまざまな郷土の歴史に

関する史料館的なものが幾つかございます。こういうものを集約することが総合計画の中にあるわけで

ございます。ふるさと横手博物館構想なるものもその中にあるわけでございますので、そういう構想と

どのようにつなぎ合わせることができるかという検討はしてまいりたいというふうに思います。 

  以上であります。 

○田中敏雄 議長 29番塩田議員。 

○２９番（塩田勉議員） 最後の質問であります。 

  私は、昨年度横手市が合併して以来、確かに合併記念事業としてふるさと村で事業を行いました。し

かし、10万市民の皆さんが横手市民であるという意識、いわゆる共通の意識というものを、何らかの形

で提案することも必要なのではないか。いわゆる心を一つにするということでありますが、そのために

は共通した認識を持つことが第１点であろうというふうに思います。 

  例えば、例が悪いかもしれませんが、大きなものを建ててそこをシンボルにするとか、いわゆる形の

ないものであればなかなかそうはいかないかもしれませんが、何か一つシンボルを建てて、そこでみん

なで横手市でこれから頑張っていこうというような気持ちが持てるような形にするのか、そこら辺もあ

るだろうというふうに思いますが、私はあえて、今、後三年の歴史館の話をしましたが、合併記念とい

うような形で、地域の心を一つにするというような形で、できればそういう形も一つの方法としてある

のではないか、また別の形があるかもしれません。ただ、一つの例を申し上げただけですが、そういう

形でひとつ検討の余地もあるだろうというふうに思いますので、ぜひ今後いろいろな形で研究されて、

前向きな形でできればありがたいというふうに思っております。ぜひそういう面では、５年間の成果も

もちろん大いに期待していますし、これから県南の拠点であります横手が湯沢、横手、悪くすると田沢

湖、角館と連携するかもしれませんが、そういう形でもうちょっと県外からのお客さんを呼んで、交流
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を深めて横手をアピールするのも一つの方法だろうというふうに思いますので、より一層のご努力をお

願いしたいというふうに思います。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 市長。 

○五十嵐忠悦 市長 答弁しなくてもいいような雰囲気でありましたけれども。 

  一言、では感想を述べさせてもらいたいと思います。 

  実は石川好学長とは、別に昔から知っているわけではなくて、ただあの方の特に魁新聞等に投稿して

いる内容に大変共鳴をいたしておりまして、いつかはじっくり話を聞きたいということでの念願が、い

ろいろな関係の方々のご尽力で実ったわけでございます。初めて会ったわけでありますが、その帰る折

にも、あの方が、いわゆる秋田庄内北前船コリドール構想に深くかかわっておられますけれども、その

かかわり方、それからあのとき講演の中でお話しされておりましたけれども、小坂の康楽館にどういう

かかわりをしていたかという話が、実は裏話にそっと伺いました。大変な方だなということが改めてわ

かりまして、それこそ帰り際に、いや市長、横手のためには一肌脱ぎますよと、こういうことを言って

帰られました。どの程度の肌を脱いでくれるかわかりませんけれども、私は実はその言葉に期待を申し

上げていまして、あの方は作家でありますので、物事を構想する力は抜群のものがあると思います。ド

ラマをつくるにはもしかしたらうってつけの方かもしれません。そういう意味では、そういう方々、石

川学長に限った話ではありませんが、そういう方々の大きな構想力というものを、やはり我々は学ばな

ければいけないのかなと思います。 

  そういう中で、初めに後三年合戦がありきではなくて、初めにあるのは新しい横手市の誇りとするも

の、あるいは新市としての一体感を醸成するということがあるわけでありますので、それに向かっての

ドラマづくりの中の一つの大きなメニューとして後三年の合戦というのは考えるべきではないかと思い

ます。そういう意味では、ご指摘いただいたことも十分に秘めながら、これからも石川学長等々の方々

にご指導を仰ぎたいと思います。 

  ありがとうございました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◇ 赤 川 堅一郎 議員 

○田中敏雄 議長 32番赤川堅一郎議員に発言を許可いたします。 

  32番赤川堅一郎議員。 

【３２番（赤川堅一郎議員）登壇】 

○３２番（赤川堅一郎議員） ニューウェーヴの赤川堅一郎でございます。 

  ８番目の質問ともなれば、課題がほとんど出尽くしたような感があります。しかも、きょうは２日目

の最後の最後でございます。参与の皆さんをはじめ、議員の皆さんももうくたびれた、聞き飽きたとい

うふうなお気持ちかもしれませんですが、これまた議員としてきょう質問するのも義務の一つでありま
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すので、どうか少々の間、おつき合いのほどよろしくお願いしたいと思うのであります。 

  さて、12月半ばに入り、冬将軍到来であります。去る12月１日には除雪対策本部が車両242台、オペ

レーター450人による除雪対策本部の開所式が行われました。今冬の万全の体制が整ったようでありま

す。石川助役は、この開所式のあいさつの中で、除雪サービスの充実が合併前の最大の関心事、合併初

の昨年の冬は、大雪にもかかわらず全県一と言われる除雪で市民生活に支障を来すことがなかった、今

冬はこれ以上のレベルの除雪というふうなあいさつをされています。さらにまた、佐藤建設部長は、今

冬は無事故と地域を越えた除雪連携を目標にと訓示、まことに頼もしい、感動をしたところであります。

どうか従事者の皆さんには大変ご苦労をおかけいたしますが、事故のないように、健康には十分留意し、

10万市民のため、奮闘されることを私からもよろしくお願いいたします。 

  また、去る４日の本会議において、満場一致教育委員として選出されました高橋準一教育長、まこと

におめでとうございます。我が横手市の教育現場も、全国の例に漏れず、校内暴力や不登校、いろいろ

な問題、教師さえ不登校の教師がいると言われるようなそういう教育環境であります。大変な時期の教

育長でありますが、これからの教育行政に対する誤りなき先導役をよろしくお願いいたしたいと思うの

であります。 

  それでは、通告に従いまして一般質問に入らせていただきます。市長をはじめ、参与の皆さんにはよ

ろしくお願いいたします。 

  １つ目は、所信説明についてであります。 

  市政運営についてであります。 

  市長は、私のまちの市長室をはじめ、地域に積極的に出向き、市民の要望や意見に耳を傾け、新市一

体のまちづくりに取り組まれていることに対しては心から敬意を表するものであります。私のような井

戸のかわず的議員は新市全体の状況を把握するなど、なかなか困難であります。それでも、市民の中に

は、合併したけれどもさっぱり変わらない、何かいいことあったんだべか、困ったことの方が多いよう

だなというふうなさまざまな意見が出ています。そしてまた、市役所が遠くなった、どうも用足しに一

回で行けない、本庁舎聞かねばわからないというふうな声が返ってくるというふうなことが、まま聞か

れます。合併して１年がたちました。ここで市民の立場から見た合併後の横手市、行政から見た合併後

の横手市、そういう観点から市長の所感を含めて、いま一度お尋ねいたします。 

  先ほどの20番議員は、午前中通告したそうでございますが、私は12月６日に通告いたしておりますの

で、１週間たっております。さぞ市長は総括がしっかりできるだろうというふうに思っております。よ

ろしくお願いいたします。 

  ２つ目に、合併協議の中で、完全分庁方式が取り入れられて、８地区９カ所に分散している市役所機

能は、一般的にいうと変則であります。非効率的でむだが多い、こういうふうな実情については、職員

の皆さんが一番実感するのではないかというふうに思うのであります。しかし、合併協議で決定になっ

たことを、簡単にほごにするわけにはいかないというふうに思うのであります。しかし、より効率的な、
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そしてまた市民に不自由をさせないような市役所機構づくりというものは大事だと思います。私は、改

革も大事だが、差し当たりの改善策を大いにすべきだというふうに感じておるのであります。 

  今年度から建設部、あるいは上下水道部が一部手直ししたようでございますが、そういう改善をして

市民に不自由をかけないような環境づくりが必要だと思います。これまでも分庁方式についてのご質問

もありましたが、私はこれは新庁舎建設と期を一にするものではありませんですが、まずこの分庁舎方

式のあり方、今後の行政の進め方について市長のご所見をお伺いいたします。 

  ３つ目についてであります。 

  東北６県の中で、県庁所在地以外の次に次ぐ都市がないのは秋田県だけであります。しかも、秋田県

は秋田市は30万、横手市は合併してもなお、秋田県の第２都市でありながらも10万であります。しかし、

10万の都市が秋田市に次ぐような都市機能や内容が整備されておるかと言えば、まだまだであります。

それはなぜかと言えば、明治以来の秋田県政がやはり秋田に目を向けてきたというふうな歴史的な経緯

があるわけでございます。そういうふうな意味では、我が横手市は第２の市として、県政との連携をし

て、県政を我が横手市に向けさせる、そしてまた第２の都市を県政と同時に共同してつくっていくとい

うふうな意気込みが大事だと思います。そういう意味で、市長は県政との直接の連携をどのように考え

ておられるのかお伺いしたいと思うのであります。 

  ４点目に、地域局への対応についてであります。 

  新市発足後、各地域の状況を見るときに、各地域協議会は手探り状態の中で真剣に取り組んでいる姿

に頭が下がる思いであります。中でも、８地区の区長さんは地域の実情を把握することと、地域住民の

要望や意見の調整に奔走しながら、並々ならぬ努力をしていることに、私は心から敬意を表したいと思

うのであります。私は、これからの横手市の発展は、地域の基礎である地域協議会の活動によるところ、

まことに大であると思います。しかし、本年度予算では、全体でソフト面が800万円、ハード面で3,000

万円であります。 

  私は、市長はこれまでもこの地域協議会、あるいは地域会議に対しては事あるごとに触れております

ように、市長の方針の重点施策として、これが十分に活動できて、10万市民が意思疎通ができて、新し

いまちづくりに邁進できるような基礎づくりのためにも、重点施策として来年度これらの運営に特段の

配慮を払うべきだと思うのでありますが、いかがでしょうか。 

  次に、この項の終わりに、わか杉国体の開催に向けてであります。 

  40数年ぶりに開催される国体、すなわちわか杉国体開催まであと10カ月足らず、過日行われましたリ

ハーサル大会は大成功だったと市長が報告されております。心から関係者に労をねぎらいたいと思いま

す。 

  そこで、今度行われます横手市を主会場とした大会に選手、役員、関係者などおおよそどれほどの

方々が来られることを予想されておりますか。 

  ２つ目に、これに伴う宿泊施設、さらには各会場への送迎体制などはどうなっているのでしょうか。 
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  大会に向けて、これを機会に横手市を大いにＰＲをし、横手に来た方はもう一度行ってみたい、秋田

県の横手市はこういうところであったというふうな話をできるような、印象づけるような感動、さらに

は横手の農産物をはじめ、いろいろな特産物を宣伝販売、これも大事だと思います。過日の新聞にも載

っておりましたが、リンゴやブドウなど日本一のおいしいものだと言われながらも、全国的に知られて

はいないのでは、というふうな報道がありました。要するにＰＲ不足であります。またとない機会では

ないでしょうか。 

  ４つ目に、大会を盛り上げるための市民運動についてであります。 

  市長は、昨日の答弁で、リハーサル大会ではこういうふうな運動をしてこなかった、今後は教育委員

会ともよく連携をとってやっていきたい、盛り上げていきたいというふうに述べております。なるほど

公共施設は特定の施設には宣伝する旗が立っております。盛り上がりはやはり官庁や特定の機関ではな

くて、市民一人一人が関心を持つべきであります。私は少なくとも商店や個別にステッカーを張るくら

いの気持ちでこの宣伝活動、そしてまた市民を巻き込む運動をしなければならないというふうに思うの

であります。 

  次に、来年度予算編成についてであります。 

  テレビにスイッチを入れますと、毎日のように北海道の夕張市の破綻自治体の行方のニュースが流れ

ています。その中では、住民の怒りの声、悲しみの声、これからの負担増への不安など、そしてまた職

員の85％が退職を望んでいるというふうな異常事態であります。この事態を招いたのは、もちろん市の

放漫経営であることは論をまたないところであります。しかしながら、もともとは国のエネルギー政策

転換の犠牲でもあると思うのであります。政策転換に見合う政策支援が果たして十分だったでしょうか。

観光行政に対しても大幅な起債発行を認めたり、あるいはまた国がそれを支援しながらも適正な点検を

しなかったというふうなことも、私は罪の一つに問うべきではないかというふうに思うのであります。

しかしながら、何といいましても、夕張自身が新たな再生への道をたどることになるわけであります。 

  私はこのような夕張の実情を見聞するときに、我々地方議会における議会と行政との情報の共有、こ

れがいかに大事であるかというふうなことを痛感いたしました。我が議会でも、一般市中銀行からの一

時借り入れはそれなりに決議をしております。しかし、夕張の破綻の原因は一借が大きな原因だと言わ

れております。本来であれば、当然わかっておらなければならないものが破綻までわからなかったとい

うふうな情報の不足といいますか、当局と議会とのコミュニケーションの不足といいますか、そういう

ふうなことが感じられるのであります。このことについて、市長のご所見を伺うものであります。 

  次に、予算編成について、これまたそれぞれの議員の皆さんが質問されましたが、昨年までは積み上

げ方式、昨年の部長の90億円削るための苦労の話は、いまだに私の耳に残っております。そういう意味

で、昨年の積み上げ方針が一転してこういうふうな新しい編成方針になったわけでございますが、それ

ぞれの職場において混乱といいますか、戸惑いといいますか、そういうことが果たしてなかったのか。

また、要求の段階で７つの枠を設定しているが、それぞれの枠についても市長からこれまで説明されま
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したが、この枠のおおよその全体的な比率といいますか、そのことについてお尋ねしたいと思います。 

  次に、財源の確保についてであります。 

  今年の６月の新聞によれば、自民党財政調査会では、５年間は今年度の交付税を確保するというふう

に新聞報道がされております。ところが、けさの新聞では、法定交付税をも特例減、初めてですが、特

例減で減らす、これは５税の30％としますと11兆円ちょっとでございますが、これからさらに特例減と

いうので減らすというふうな情報が流れております。しかし、さきの新聞によりますと、大館市では交

付税については3.2％の減を見込んで予算編成に入っているというふうな報道がありました。我が市に

おいての交付税に対する考え方、見通しについてお伺いするものであります。 

  次に、公債費についてお伺いします。 

  これまで当局は公債の償還に見合う公債というふうなことを、たびごとに申してきました。この方針

を貫くことができるのかどうか。また、合併特例債について、今後10年間で約500億円近い合併特例債

がどのように活用されるのか。 

  過日、秋田市の定例会におきまして36億円の合併特例債を活用することについて、議会ではけんけん

がくがく議論されました。合併特例債といっても借金であります。しかも、この７割を償還に見る、交

付税で見ると言いながらも、交付税がどんどん下がっている状態の中では、全くその保証はないわけで

ございます。そういうふうな意味での合併特例債の活用についても慎重には慎重を重ねて活用をされな

ければならないと思います。そういうふうな意味での合併特例債に対する総合的な考え方と、今後の方

針について伺いたいと思うのであります。 

  次に、横手駅前周辺整備の３事業についてであります。 

  これまた午前中に11番議員からもいろいろ質問があったところでございます。 

  横手地域におけるまちづくりの手法は、ほとんど都市計画法に基づく区画整理事業によって行われ、

道路や公園や駅前広場など、ほとんどあらゆる公共施設が土地の減歩という、いわば関係者の土地の拠

出によって見出され、整備されてきております。今、計画が進められている３点セットのこれまでの整

備事業も、これらを土台にしてつくられたものであります。新市誕生という歴史的な幕あけの中、将来

に向けてのまちの顔づくりであり、新市西部地区をも新たな玄関づくりとしての事業であります。 

  そのような観点から、事業のスムーズな進展を図り、必ずや成就しなければならないものと私は思う

のであります。しかしながら、膨大な事業費と新たな事業手法によることから、地権者をはじめ、関係

機関との理解と協力は無論のこと、我々議会と市が共通理解に立つことが第一であります。そのため、

市当局の説明責任は重要であります。形式的な説明に終わることなく、事業に対するあらゆる情報の提

供をしながら、今後の進展を図られるよう強く求めて、次の項についてご質問いたします。 

  第１点は、再開発と公共公益施設についてであります。 

  法人６人、地権者25人によって、１月31日立ち上げられた横手駅前再開発準備組合が発足するまでに

は、関係者の並々ならぬ努力があったものと思うのであります。この地域に居住している方々が土地、
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家屋等、事業に提供し、全く変わった形での財産の再配分を受ける再開発事業という手法は、横手市で

は初めてであります。そういう、いわば難しい事業に賛同された皆さんに敬意を表するものであります。

事業参加の法人は、平鹿病院跡地を地権者としての横手市をはじめ、羽後交通株式会社や北都銀行であ

ります。平鹿病院跡地に予定されている公共公益施設にどのような機能の施設が計画されるのか、して

いるのか、市民の間では最大の関心事であります。 

  市長の所信説明では、３つの施設が計画されているというふうに報告がされております。 

  公共公益施設用地は、本来であれば市がこの用地を取得し、単独で事業を行うのが本来でありました

が、この事業実施によって交付金制度により、土地、建物ともに補助対象、交付金対象となるわけでご

ざいますが、このことによって、単独で行った場合とこの事業に組み込まれたことに対しての事業費の

差異といいますか、どういう関係になるのかお尋ねいたしたいと思います。 

  次に、商業形成について、現在地域内の個店並びにスーパーなどが区域内にすべて張りつく計画なの

か、予定なのか。また、さらには地区内をコンパクトシティとしての機能を果たすためには、駐車場、

駐輪場、公共施設の整備が大事であります。このことをどのように進める方針なのか、具体的にお尋ね

いたします。 

  次に、再開発地域と駅前広場、東西自由通路へのアクセスはどのように考えておるのか。さらに、現

在の横手駅舎一帯を、これは提案でありますが、ふるさと村十文字の道の駅と連携をした県南における

観光、物販すべてを含めた情報拠点センターとして、ここから情報を発信する、そういう施設が考えら

れないのかお尋ねいたします。 

  もう一つは、地域内での計画では分譲賃貸マンション、商業施設が計画されているが、将来の定住人

口をどの程度考えておられるのか、以上７点についてお伺いいたします。 

  次に、三枚橋区画整理事業とこれに連動した駅前広場整備と周辺整備についてであります。 

  三枚橋は平成３年事業実施のため調査活動に入り、平成９年度から着工し、平成16年完成予定であり

ましたが、再度にわたる事業延長で現在では平成22年までとなっております。しかも、現在の進捗率は

50％をわずかに超えたにすぎません。事業がスタートしてから既に16年、50歳代の人ももう70歳代に入

ろうとしております。しかも、この地域は高齢化が進んでおります。さらにまた、20％近い土地の減歩、

家屋の移転というふうないろいろな課題を背負いながら、早期着工、早期完成を望んでおるわけでござ

います。今後の事業の進捗を図りながら、計画年度内に完成することを強く望むものでありますが、い

かがでありましょうか。 

  また、２つ目に、減歩によって生み出された7,500平方メートルの駅西広場、ここから13号線に延び

る幅員27メートルの街路、新市横手市の西の玄関口にふさわしい施設であります。しかし、これだけの

駅前広場と広幅員の街路の周辺が一般的な宅地では、せっかくのまちづくりのイメージが崩れてしまい

ます。 

  そこで、土地の有効利用を図るため、合併換地、あるいは集合換地、市の公共施設とＪＲとの土地の
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合併、集合換地などを図り、公共施設を含めた民間施設の誘導を図るべきだというふうに考えるのであ

ります。これは、区画整理事業ではなかなか達成できない課題であります。そういう意味で、土地区画

整理事業の選定にあわせて、ぜひ検討を願いたいものであります。 

  また、駅西広場は３点セットの１つで整備される計画でありますが、一般的な広場としては区画整理

事業によって整備されるわけでございますが、都市再生事業による駅前広場の整備の内容について、も

う一度ご説明を願うものであります。 

  ３点目に、東西自由通路の位置づけとその後のＪＲとの協議の経過であります。 

  この東西自由通路は、昭和50年、駅前地区の区画整理事業の一環としてペデストリアンデッキ構想が

立てられ、平成５年には三枚橋区画整理事業の計画と同時に、東西を結ぶ自由通路構想が立てられまし

た。しかしながら、周辺環境が整わないことから、現在に実現に至っておりませんでした。いずれの計

画も単に駅の乗降客のみでなく、東西の交通機能を主眼にしたものでありました。駅西周辺は、平鹿病

院の移転を４月に控え、新たな環境になろうとしております。駅の乗降客のみを視野に入れた東西自由

通路にとどまらず、全市の西の玄関口の整備が必要だと思います。そういう意味で、現在の計画では４

メートル歩行者のみとなっておりますが、自転車の交通も可能な幅員に再検討すべきと思いますが、い

かがでしょうか。 

  また、費用負担にはさっぱり応じてくれないＪＲが計画だけは十分に口を出すというふうな環境の中

で、大変だと思います。しかし、私はこの整備によって３点セット並びに三枚橋が整備されたことによ

って、乗降客の増も必ずや図れるというふうに思うのであります。そういう意味では、ＪＲに対する交

渉にも十分力を入れていただきたい、その後の経過もあわせてお尋ねするものであります。 

  次に、都市計画街路事業の進捗についてであります。 

  中央線並びに八幡根岸線の検討の結果と今後の着工の見通しについてであります。 

  この街路事業について、八幡根岸線については県施行、中央線については市施行とし、事業効果を高

めるため、県・市同時着工を目指すという方針のもと、平成18年度には中央線に対して576万円の調査

費を計上いたしました。しかし、９月定例会の我が会派の石井議員の質問に対し、市は、調査準備に入

ろうと準備したが、県の調査が先行して行われているので、重複することを避け、県の調査結果を受け

て市としての方向づけをして対応したいというふうに答弁をされております。その後の経過と今後の方

針についてお伺いいたします。 

  次に大きい４番目、上真山地区懸案の道路整備についてであります。 

  この道路整備について、６月に続いて再度質問することに私はちゅうちょいたしました。しかしなが

ら、地域の皆さんにとっては最大の関心事であり、早期着工を強く望んでいる課題でもあります。 

  まず１つは、同地区は市長が十分ご承知のように、約束された事業であります。 

  ２つには、この地域200世帯近い方々の生活設計や将来に向けての事業展開をも含め、早期実現を強

く望んでおります。 
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  ３点目に、この箇所は県道に接続する部分が極度に狭隘なため、非常に危険であり、これまでも何回

となく事故につながりかねない事態が起こっております。今春、ことしの春には町内会長からも市長に

対して要望が出されているようであります。どうか早期着工、来年度着工を強く求めるものであります。 

  質問の最後でございますが、市民要望についてであります。 

  奥羽山麓広域農道の開通と城南町、清水沢の交通安全対策について。 

  午前中、11番議員さんの質問で内容については十分触れられておりました。まさに平成３年から17年

の歳月をかけて、稲川から田沢湖まで37キロの奥羽山麓広域農道であります。私は、この路線が全面開

通することによって、通過する地域の環境が大幅に変わるということから、見入野地区、追廻地区、ス

キー場周辺、清陵学院周辺の安全対策をこの壇上から求めてきた経緯があります。そういう経緯の中で、

今最も心配し悩んでいるのが清水沢地区の方々であります。この地域は、横手市では横手の軽井沢と言

われるほど住環境のすばらしいところであります。そしてまた、ここは住民が35％の減歩のもとに区画

整理事業を組合施行で行った地域であります。この地域が、この広域農道によって分断されるわけでご

ざいます。上手と下手と完全に分断されるわけでございます。恐らく完成しますと、広域農道が優先路

線になり、地域内が従の路線になりますから、同じ町内での行き来が非常に不自由になります。このこ

とを考えて、信号なり、あるいは歩道なりの整備を図っていただきたい。 

  着工するときには、地域の皆さんに説明会が持たれましたが、その後、開通に向けての住民の心配に

こたえるような説明はまだなされておらないようでありますので、どうか地域住民の心配を少しでも軽

くするために当局の特段のご配慮をお願いするものであります。 

  特に、この地域は前後はトンネルであります。横手公園側からのトンネル、清陵学院側からのトンネ

ルであります。まことに危険きわまりないのであります。トンネルから出た車がそのままフルスピード

で走った場合は大変でございます。特にトンネルの前後についての安全策を考慮願いたいと思うのであ

ります。 

  最後の項になりましたが、下内町地域、いわゆる横手で言えば本町、二葉町、幸町、浸水対策につい

てであります。 

  この地域の浸水対策については、地域住民の要望にこたえ、平成15年に流出量のカットを図るため、

市営球場のダム化、さらには下タ町下水路への流入をスムーズにするための側溝整備など大変なご尽力

をいただきました。地域住民の皆さんもこれで浸水被害から守られると安心いたしました。ところが、

平成16年６月の降雨では、再び浸水被害に遭い、暗然としたところであります。昨年は幸い降雨も少な

く、浸水騒ぎはなかったわけでございますが、地域住民の皆さんは大変心配しております。これは、そ

の後の城南高校の移転改築や、宅地の造成などによって環境が大きく変化したことに起因するものと思

うのであります。それだけに、横手川に流入する都市下水路の再検討をこれまでもお願いしております

が、ぜひ調査検討に着手していただきたいというものであります。今後の対応についてお伺いします。 

  以上で私の１回目の質問を終わります。ご清聴、ありがとうございました。 
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○田中敏雄 議長 市長。 

【五十嵐忠悦 市長登壇】 

○五十嵐忠悦 市長 まず、１番目の所信についてからでありますけれども、議員の方から、合併後１年

経過した時点での市長の考え方というか、見方というか、これについてのお尋ねがございましたが、合

併の善し悪しを判断することは、現在の状況そのものが合併した場合、しない場合で、例えば行政サー

ビス水準がどうなっているかなど比較するしかないわけでありますので、それは到底無理な話でありま

して、住民から見た合併効果ということであれば、住民が勤め先から直接近くの地域局に出向いて要件

を済ませるようなことができたということ、そういう利便性は間違いなく向上しているというふうに思

います。また、公共施設サービスの拡大や県内第２の規模の市になったことによりまして、地域的なイ

メージ、あるいは全国的な知名度のアップにはつながったことは間違いないというふうに思っておりま

す。 

  私ども行政サイドから見た場合でありますけれども、合併しても依然として財政状況は厳しいわけで

ございまして、行財政の効率化がまだまだ半ばでありますけれども、相当進んできていること、それか

ら必要な住民サービスの水準の維持を図っていること、それから地域間の連携が図られたことや広域合

併によりまして、県から権限移譲が進んだことなどが挙げられることなのかなというふうに感じており

ます。 

  この項の２つ目に分庁方式についての見解を尋ねられましたけれども、これは合併協議の中での約束

事でございまして、そういう意味では急激な変化、激変緩和という側面が強うございまして、このこと

については分庁方式のデメリットというものもあるわけでございますので、庁舎の検討が来年から始ま

るわけでありますけれども、これとあわせて大きな議論をしていくことになるのかなと思っている次第

でございます。当分の間は分庁方式を続けざるを得ない状況がありますので、ご指摘のように、今年度

建設部と上下水道部が組織機構の見直しを行いましたけれども、引き続き他の部署についてもそういう

見直しを行いまして、市民の利便性の向上、地域づくり体制の充実、そして行政の効率化に努めてまい

りたいというふうに思う次第でございます。 

  ３つ目に、県内第２の都市になった、なお一層県との連携を図るべきだ、こういうふうなご指摘がご

ざいました。 

  横手平鹿一体の合併でございましたので、県の出先であります振興局は、横手市と１対１の関係とい

うことになりましたので、調整を非常に進めやすいという環境になっていることは事実でございます。

この辺については、ほかの合併市町村と比べて大変優位なことではないかと思っております。振興局に

おける重点プロジェクトとして、「横手まるごと売り込み隊」の推進がございまして、専門職員を配置

して市の関係機関と協力連携をしているわけでございます。産業振興に取り組んでいただいておるわけ

でありますけれども、これをなお一層常設の連携組織体制をつくって、地域振興局との一体とした運営

というものにもっともっと力を入れていきたい。平成19年度においてはそのように思っている次第でご
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ざいますので、具体的な窓口は決めてございますし、近日中には県の担当と打ち合わせをする予定とな

っております。また、現在県立衛生看護学院が建設中でございます。そしてまた、自動車産業研究会は

県との連携で進めておりますし、さらに県の重点施策を横手になお一層向けていただくために、積極的

に県に働きかけをしてまいりたいと思っております。 

  あわせて、まだまだ検討の検討の段階でありますけれども、かねてから地元に進出済みの企業さんか

ら言われている話として、人材の、何といいますか、スキルアップと申しますか、もっと具体的に言う

と、採りたい、採用したい人間が少ないのではないか、こういうご指摘がございます。地域の有効求人

倍率は低いものでありますが、しかし企業が求めている人材はまだ足りない、こういうご指摘をいただ

いておりますので、その原因はさまざまあろうかと思いますけれども、そのミスマッチ対策といたしま

して、県の教育委員会と連携をとりながら、高等教育機関という位置づけになるのか、まだ定かではあ

りませんけれども、１つの例としては県教委が湯沢市における高校の再編の動きをする中で、専門科な

るものの構想を持ち上げたわけでありますが、これに類した地域の人材育成、職業教育につながる人材

育成機関をぜひ県との連携の中で、横手市として考えているということを申し入れしてございます。こ

ういう検討をこれからしていかなければいけないと思っております。このことは、ニート、フリーター

対策にも当然つながらなければいけない、そのように思っている次第でございます。 

  ４つ目に、国体の盛り上げと推進組織についてのお尋ねがございました。 

  ご指摘のとおり、リハーサル国体においては運営の手順について、運営のあり方について重点を置き

ながら、それなりの評価をいただいて来年に向かおうといたしておりますが、来年は本番でございます

ので、この盛り上げについてはさまざまな関係の団体、地域局単位でも含めてでありますが、しなけれ

ばいけない、国体推進組織づくりをしなければいけないというふうに思っているところでございます。

既に、３地域局内には国体推進組織を立ち上げることができておりますので、それを広げてまいりたい、

そして市内の小・中、そして高等学校等とも連携しながら、その体制を強化していかなければならない

だろうと。ご指摘ありました歓迎ステッカー等々も含めて、国体推進事務局での検討をしっかりさせて

いただきたいというふうに思う次第でございます。 

  所信の２つ目、大きな２つ目でありますが、平成19年度予算編成についてのお尋ねがございました。

この中の冒頭で、夕張市の例に何を学ぶかという趣旨のご質問がございました。議員は、議会との情報

共有等々について言及しておられましたけれども、これについては、夕張市の例は、ある意味では極め

て特殊な事例かなというふうに思いますが、しかし抱える背景、環境は程度の差はあっても同じであり

ます。そういう意味で、私どもが行政当局が持っているさまざまな情報が、議会、市民の皆様に提供で

きていなかったというのは、やはりあるのではないかというふうに私も思います。そういう意味では、

横手市においてはそういうことは決してあってはならないことでありますので、しっかり情報提供させ

ていただきながら、議会の皆様のご意見をいただきながら、そういう不幸な事態にならないように頑張

っていかなければいけないというふうに思っております。 
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  なお、本題の予算財源の確保等々についてでありますが、最近の動きも含めまして、後ほど担当から

詳しい説明をさせていただきたいというふうに思います。 

  それから、大きな２番目の横手駅周辺整備３事業についてでありますが、この中の１つ目につきまし

ては、事前にお知らせいただいた内容と違う内容のご質問が相当ございました。かなり具体的な質問で

ございましたので、後ほど担当の方から詳しくお答えさせていただくといたしまして、２つ目の三枚橋

区画整理事業についてちょっと申し上げたいというふうに思います。 

  これにつきましては、今年度で50％の事業進捗率ということでございます。当地区のメーンとなりま

す都市計画道路駅西線及び駅西広場にも、本年度より本格的に着手しているところでございます。事業

の施行期間は平成26年、ご指摘のとおりでございますが、地権者との協議を重ね、ご理解とご協力を得

て、今後とも事業進捗に努力をしてまいりたいというふうに思います。 

  周辺の整備ということに関しましては、横手駅西側に位置しておりました県南生コンさんの跡地、約

１万平米弱あるわけでございますが、この大画地、大きな区画でございますが、換地いたしました所有

者から新たな商業施設の誘致などについての問い合わせをいただいております。市としても、新たな西

の玄関口にふさわしい利用を期待しているところであります。 

  ３つ目に、東西自由通路についてお尋ねがございました。 

  これの重要性については、議員からもご理解いただいているところでございますが、特にご指摘ござ

いました自転車の通行に関してでございますが、自転車を通行するとなりますと、相当の幅員、幅が必

要でございます。また、その整備費とか維持管理費というのは非常に大きくなるものというふうに思っ

ておりまして、なかなか自転車通行に対応するのは難しいというふうに考えているところでございます。 

  少し飛びまして、最後の５番目でございます。この中の広域農道開通と城南町の交通安全対策につい

てでございました。 

  ご指摘のとおり、奥羽山麓大規模農道、来年の秋田わか杉国体まで全面供用開始に向けて頑張ってい

ただいているところでございます。できますれば、大変活用範囲の広い、いい道路になるのかなと期待

をいたしておるところでございますが、清水沢地区、あの分断されます清水沢地区におきましては、大

変住民の皆さんの安全性を私どもも憂慮いたしております。この辺につきましては、工事施行者であり

ます県、あるいは横手警察署、県公安委員会と協議をさまざま重ねてまいったところでございます。何

度か現地で立ち会いをいたしまして、実際に車を走らせてみるなどしながら検討を重ね、トンネルの中

には非常用の電話、また警告板、それに案内標識の設置、またトンネルを出るとすぐ交差点であります

ので、万一の場合の車両の逃げ場の確保設置をしたい、また騒音対策といたしましては、家屋に近い歩

道沿いに透明の遮音壁を設置することになっております。いずれにいたしましても、交通量の増加は必

至でありますので、交通安全を最重点に今後も県公安委員会と協議を重ねながら対策を講じてまいりた

い、このように思っている次第でございます。よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 総務企画部長。 
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○鈴木信好 総務企画部長 所信説明についての項で、地域協議会の件がありました。地域が元気を出す

ために地域協議会に来年度は配慮をということでありました。平成18年度は、ハード、ソフト合わせま

して約3,800万円の予算ということで行っておりますが、平成19年度は地域局枠１億円ということで、

既に予算編成作業に入っております。１億円が多いか少ないかはちょっといろいろ見解があろうかと思

いますが、3,800万円からすれば、相当まず頑張ってその枠を設定したということでありますので、よ

ろしくお願い申し上げます。 

  それから、同じ国体の欄で、基本的な部分は市長がお答え申し上げましたが、細かいといいますか、

数字的なものも含めてお答え申し上げます。 

  期間中、選手、役員合わせて約2,700名がこの横手市に入る予定になっております。延べの宿泊人数

にしますと、勝ったり負けたりで早く帰ったりいろいろあろうかと思いますが、延べですとおよそ１万

5,000人くらいが宿泊するという見込みを立てております。そのほかに、お客様として来られる方々が

期間中約３万5,000人、それから宿泊施設につきましては、宿泊は県の国体推進局の宿泊担当が全部ま

とめて対応することになっていますので、市内の34施設を県の国体推進局の宿泊担当に登録をしており

ます。 

  それから、輸送関係につきましては、借り上げバス19台と市有のバス13台で対応したいというふうに

考えています。 

  それから、特産品のＰＲ、販売等のご提案がありましたけれども、各会場にテントを設営しまして販

売ＰＲをするとともに、市内の観光資源等についても紹介して、それぞれの地域に足を運んでいただく

ように努力をしたいというふうに思っています。 

  それから、ステッカーの件は市長がお答え申し上げましたが、そのほかに、今、国体のスギッチのシ

ールなども使いながら、いろいろ啓発活動を進めたいというふうに考えていますので、よろしくお願い

申し上げます。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○高橋健幸 財務部長 私の方からは、予算編成についてお答え申し上げたいと思います。 

  まず、職員に戸惑いはなかったのかというご質問でありましたが、ほとんどの職員が初めてのケース

でありましたので、枠配分ということで事前に財政課の方で説明会をいたしました。それから、財政課

の方では課長以下11人、部の担当制をとっております。それで、各部局と担当とのキャッチボール、あ

るいは財政課が直接各部の方に出向いて協議をする、そういう体制をとっておりますので、特別な混乱

はないものと思っております。ただ、何せこういう財政なもので、十分な配当額がなかった部分もある

ために、各部局では難儀して、今盛んと予算編成しておるのかな、そういう感想でございます。 

  それから、その枠配の比率に関してですが、義務的な経費、公債費分、あるいは債務負担分、人件費

分等は当然その必要額を満額確保しております。それから、生活保護費などについても、ほとんどの部

分が満額確保しておりますが、単独分については97とか95とか、そういうふうな配分額になっておりま
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す。 

  それから、建設事業については、国庫補助事業以外については90％の枠配分しておるところでござい

ます。 

  それから、交付税の動向についてでありますが、８月の総務省の概算要求では、出口ベースで2.5％

ということになっております。また、来年度は人口と面積を基本とする新型交付税の導入が需要額の

10％部分について導入されることになっております。その部分でも、市では大体計算しますと、正確か

どうかわからない、今の情報に基づいて概算で試算してみますと、その分でも約8,000万円くらい減額

になるのかなと、そのように思っております。 

  また、けさの新聞のお話もございました。交付税の特例加算分のお話ですが、一面トップのニュース

でございました。交付税は、法定分の率と国の一般会計からの特例加算の部分の二本立てになってござ

います。その特例加算分を今度特例減額にする、そういう内容なように解釈しました。ただ、あの程度

の新聞内容ではちょっと正確な状況がつかめませんので、注意深く見てみたい、そのように思っており

ます。 

  それから、特例債についてでございましたが、議員申されるとおり、特例債といえども借金だ、そう

いう認識でございます。ただいま財政課の方では、向こう10年間の財政計画を盛んと研究しております。

基本構想の実施計画の作成ともあわせながら、今盛んと頑張っておるところでありますが、当市にとっ

ては、やはり過疎債、特例債を有効に活用した事業展開をしていかざるを得ないのかなと、そのように

思っておるところでございます。 

  それから、公債費の償還元金以内の発行をどこまでも貫くのかというご質問でございましたが、当市

の今の財政指標を見ますと、経常収支比率、ましてや実質公債費比率も高うございます。やはりある程

度体力のつくまでは、この償還元金以内に公債費の、地方債の発行を抑える、そういう方針は続けたい、

そのように思います。ただ、借金イコール悪、そのような公債費発行イコールすべてだめだ、そういう

観点には思ってございません。ただ、何せ公債費比率も高うございますので、体力がつく方に現在は頑

張りたい、そのように思っております。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 建設部長。 

○佐藤賢一 建設部長 ２番の横手駅前周辺整備事業のところの１番目の再開発事業と公共公益施設の整

備の関係で、おおよそ７点についてご質問をいただきましたので、今この場で整理をしながらお答えを

申し上げたいと思います。 

  まず１つ目は、公共施設の内容はということだったというふうに受けとめました。これについては、

これまでもいろいろお話し申し上げたところでありますけれども、大きく商業機能とか、あるいは住宅

機能とか、公共施設というこの３つを柱にしながら、今進めているということでありますし、さらに公

共施設については、情報関連、福祉健康関連等々を中心に、庁内検討委員会を開催しながら、具体的に
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は現時点では少子・高齢化に対応した施設、あるいは児童福祉に関する施設、あるいは健康の駅に関す

る機能、さらには市民との協働でまちづくりをするためのＮＰＯなどに対する活動団体等々の活動を支

える機能等々を、今具体的に庁内検討委員会の中で検討しているというふうにご報告申し上げたとおり

でありますので、これらをさらに詰めていくという段階であります。 

  それから、２つ目でありますが、費用負担の問題でお話をいただいたように思います。 

  単純に市が土地、建物を取得いたしますと、この前の全協でも資料で明らかに申し上げましたように、

おおよそ単純で23億円かかるんだ、しかしながら、交付金事業等々補助事業を導入することで、おおよ

そ11億円くらいになるんだということを、この前の全協でもお話し申し上げましたので、現時点ではそ

ういうふうに考えておりますし、この後、そういう施設内容等々によってもこの額が変わってくるんだ

というふうに申し上げたところであります。 

  さらに、３つ目には、地域内に個店は残るのかということでありました。これは、今現在、組合の皆

さん方が調整中であります。しかし、区域内にある皆さん方は、ぜひ駅前に残りたいという皆さん方の

考えがあるようでありますから、これをもとに調整されるというふうに思っています。 

  それから、４つ目にコンパクトシティの話で、駐車場、駐輪場の問題かと思います。これについては、

当然私どもも駐車場なり駐輪場は必要だという考え方は持っていますから、これが公共なのか民間なの

かという検討はこの後の調整になっていくだろうというふうに思っています。 

  それから、５つ目はアクセスの問題だったと思います。お話の中にも、ペデストリアンデッキの話も

ありました。このデッキについては、現在のところ考えは持っておりません。ただ、区域内の道路や通

路が整備をされますし、さらに現在の広場も整備をされる等々を考えますというと、今までよりは非常

にいい利便性の高まった地域になっていくというふうに考えているところであります。 

  それから、６つ目には、ふるさと村とか、あるいは十文字の道の駅との連携はというお話でありまし

た。これは、まさに議員がおっしゃるように、しっかり連携をしながら、横手市の顔にふさわしいよう

に、やはり発展させなければいけないというふうに思っています。 

  それから、７つ目に、これは定住人口についてのお尋ねだったと思いますが、例えば権利者であれば、

現在考えているところは10戸、分譲マンションであれば30戸等々考えますというと、今現在では最低で

も定住は100人以上、できたら300人くらいの定住人口になるようにということで考えております。ただ、

これについても、この後のマンション等々の建物の内容によって大きく変わってくるわけでありますか

ら、議員がおっしゃるように、定住人口が少しでも多くなるような努力をこれからしていかなければい

けないというふうに思っているところであります。 

  時間がありませんので、今簡単に７つの点だけ申し上げたところであります。 

  次に、私がお答えするのは都市計画街路事業であります。 

  これについては、議員も十二分にご承知いただいているようでありますので、前の議会でもお話し申

し上げたとおり、県では今年度路線とか周辺の検討業務事業を行っております。現在、その成果をまと
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めて検討中ということのようでありますので、県の方針がまだ確定はされていませんので、その確定さ

れる段階で、ぜひ私の方と協議をするということになっておりますので、この後県と積極的に働きかけ

をする、協議をするということで、何とか期待にこたえられるように頑張っていかなければいけないの

かなというふうに思っているところであります。 

  それから、４番目の上真山地区の道路整備の促進であります。 

  これについても、前の６月定例会でもご質問をいただき、考えを申し上げてまいったところでありま

す。これは区画整理事業が中止となったわけでありますが、その後に、私どもとしましては、できると

ころから単独事業でありますけれども、整備を進めてきたところであります。しかし、ご指摘いただい

たように、要望の非常に強い県道との取りつけ部分は、まさに狭隘で住宅も密集をしているわけであり

ます。さらには、危険箇所でもあるということから、整備の緊急性なり必要性というのは、私は十分に

認識をしているつもりであります。これまでも、家屋調査等々は行っております。あとは、着工をとい

う段階でありますけれども、何せ補償費を含めた事業費が大変膨大なものであるということであります。

しかし、議会との約束事項でありますし、さらには長年の懸案事項でありますので、整備をしなければ

ならないという思いは大変強く持っているわけでありますけれども、やはり財源等の問題、それから他

の事業との優先順位の関係等々もあって、なかなか具体的に着工まで至っていないという状況でありま

す。しかしながら、いずれ約束事項というふうに何度も申し上げているとおりでありますので、この後

もぜひ実現に向かって頑張っていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 上下水道部長。 

○田口春久 上下水道部長 それでは、私の方から住民要望の２の下内町地区の浸水対策とその後のとい

うことについてお答えいたします。 

  その件につきましては、平成16年に浸水があったわけでございます。それにつきましては、排水区域

外であります追廻地区からの雨水が流入することによりましてなったというふうに判断しております。

それ以降、雨が降りますと、追廻地区からの雨水を明永川に落とすために仕切り板の操作を現在行って

おります。今年度は少々の雨でありましても、小まめに仕切り板の操作を行いまして、被害を抑えるよ

うに努めております。 

  こうした対応をしておりますが、時間降雨量ですが、40ミリメートル程度でも浸水被害が起こるよう

な状況でありますと、抜本的な対策が必要かと思っております。ご案内のとおり、下タ町下水路につき

ましては、昭和42年度に国の補助を受けて築造されたものでございます。その後、冬期間は流雪溝とし

て利用できるようにしております。このような関係からも、抜本的に改修するということになりますと、

費用の面だけでなくて、こうした問題も含めた上で検討しなければならないと考えております。 

  以上、よろしくご理解のほどお願いいたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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◎散会の宣告 

○田中敏雄 議長 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

  明13日は午前10時より会議を開きます。 

  本日はこれで散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

午後 ３時１１分 散 会  
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