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午前１０時００分 開 会  

◎開会及び開議の宣告 

○田中敏雄 議長 30番播磨博一議員から欠席する旨の届け出があります。 

  ただいまから平成19年第２回横手市議会６月定例会を開会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議席の変更について 

○田中敏雄 議長 日程第１、議席の一部変更を議題といたします。 

  議員の所属会派の異動に伴い、議席の一部を変更するものでございます。議席は、会議規則第４条第

３項の規定により、木村清貴議員を３番に、佐藤功議員を４番に変更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】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議席は３番木村清貴議員、４番佐藤功議員に決

定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会議録署名議員の指名 

○田中敏雄 議長 日程第２、会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、23番佐藤清春議員、24番髙橋勝義議員を指名いた

します。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎会期の決定 

○田中敏雄 議長 日程第３、会期の決定を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今定例会の会期は、本日から６月22日までの19日間といたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、会期は19日間と決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議長報告について 

○田中敏雄 議長 日程第４、議長から議長報告、市長から横手市土地開発公社ほか９法人から、それぞ

れ平成18年度経営状況説明書が提出されましたので、お手元に配付いたしております。 

  また、監査委員から定期監査報告書並びに例月現金出納検査報告書が提出されましたので、お手元に

配付しております。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎市長の当面の市政運営についての所信説明 

○田中敏雄 議長 日程第５、市長より当面の市政運営についての所信説明を求めます。市長。 

【五十嵐忠悦 市長登壇】 

○五十嵐忠悦 市長 おはようございます。 

  平成19年６月横手市議会定例会の開催に当たりまして、市政運営に関する基本的な考え方として所信

を申し述べさせていただくとともに、当面する市政の重要課題についてご説明申し上げ、市民の皆様並

びに議員各位のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

  初めに、郡市一体での歴史的な合併から、はや２年を迎えようとしております。この間、横手市総合

計画や組織目標などに基づき、各部局それぞれが合併による不安の解消に配慮しながら業務を遂行して

おります。今後も施策を展開するに当たっては、各地域の特徴を生かしながら、民意を起点にした新た

なふるさとづくりに取り組んでまいります。 

  さて、既に市報でお知らせしておりますが、雄物川地域局温泉保養施設「えがおの丘」におきまして、

昨年10月から本年４月までの間、４回にわたって売上金などを着服した事実が判明し、市民の信頼を著

しく失墜させたことから、４月24日付で当該職員を懲戒免職処分とし、あわせて管理監督の立場にあっ

た責任者２名を減給処分にいたしました。今後はこのような不祥事が起きないよう、職員にはみずから

を一層厳しく律することを求め、全体の奉仕者としてより一層市民サービスに徹するよう全職員に指示

したところであります。 

  新たな施策などへの取り組みについてでありますが、そのうちの一つであります副市長２人制移行に

ついてでございます。 

  地方自治法の改正に伴い、４月１日から、これまでの助役制度にかえて副市長制度に移行するととも

に、副市長２人体制がスタートしました。職務執行に当たっては、制度の趣旨を踏まえ、「横手市副市

長事務担任規程」に基づき、それぞれ事務を分担しながら円滑な市政運営に努めているところでありま

す。 

  ２つ目に、行政経営改革の取り組みについてであります。 

  今年度より総務企画部に行政経営改革室を新設し、市役所の各職場が市民本位、成果志向に基づき、

合意形成・迅速性・コスト意識に根差した「行政経営体」として定着できるよう取り組みを進めてまい

ります。 

  平成18年度より取り組んでおります部署ごとの目標管理シートの作成など「組織目標への取り組み」

については、消防、病院を含む140課室所・施設において448目標の「振り返り」―これは点検を意味

するわけでありますが―を行い、昨年度の目標に対する活動やその成果を総括いたしました。この

たび、昨年度における優秀な取り組みを行った９課室所について表彰いたしましたが、その発想やノウ

ハウを組織全体で共有し、各部署の経営品質向上に生かしてまいります。 
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  また、平成19年度の目標管理シートを活用し、各地域局を巡回しながら「春の幹部経営会議」を開催

いたしました。市の経営幹部が施政方針や当該年度の重点事業などに関し、市政の方向性を確認しなが

ら意見交換を行っております。新たな視点で構造改革を具体的に推進し、さらなる市民の満足度の向上

につながるよう行政経営に取り組んでまいります。 

  ３つ目の農地・水・環境保全向上対策についてであります。 

  地域における農地や水、さらには良好な環境の保全と質的向上を図るため、農家と地域住民等との共

同活動に対して支援を行う「農地・水・環境保全向上対策」が平成19年度からの５カ年継続事業として

スタートしました。 

  昨年から各集落への説明会を開催するなど周知を図ってきた結果、市内農地面積の約60％に当たる

9,433ヘクタールについて、94の活動組織と市との間で協定を結びました。これらの活動組織それぞれ

が、５月末からこの６月にかけて本格的に集落共同による水路や農道などの保全管理・環境保全活動へ

の取り組みを行っており、また、一部地域では農業者ぐるみで化学肥料の低減・低農薬といった先進的

な営農活動への取り組みにも着手しているところであります。今後、市といたしましては、活動組織が

この制度の趣旨に沿って円滑かつ確実に事業を推進できるよう指導してまいります。 

  ４つ目の横手ブランド創造事業への取り組みについてであります。 

  経済産業省が昨年６月に策定した「新経済成長戦略」では、我が国が直面する人口減少のもとでの新

しい成長に向けて「国際競争戦略」と「地域活性化戦略」を掲げており、また、農林水産省が本年４月

に策定した「21世紀新農政2007」では農林水産物・食品の市場拡大を目指し、国内農業の体質強化、食

育推進などの食料政策の展開を目指しております。 

  こうした環境の中、横手市は合併により多様な農産品資源が勢ぞろいしており、産業振興の方向性と

しては、マーケティングを基本とした農産物の生産販売体制の確立や市場戦略性の高い産地づくりを推

進し、横手ブランドを創造してまいります。 

  今年度は、その一環として、伝統食文化の掘り起こしや地域特産品開発支援制度の導入、また、食育

推進や横手のイメージアップ推進を行うアクションチームを庁内に立ち上げ、「食と農のまちづくり事

業」に着手いたします。具体的には、「食に学び、食を楽しみ、食で潤う横手」のまちづくり指針を策

定するほか、横手特産の米やリンゴなどの輸出へ向けた市場調査やイベント開催、また出店などのプロ

モーション活動を行い、海外市場での活動指針も策定いたします。 

  ５つ目の病院事業についてであります。 

  病院事業につきましては、医療制度改革などにより医療環境が大きく変化する中、事業の健全な経営

に努めているところであります。 

  市立横手病院におきましては、このような医療環境の変化に対応するため、「市民のための優しい病

院づくり」を目指して、ゆとりある快適な療養環境の整備や病棟の再配置を初め、専門性を発揮した医

療の強化のために健全経営を図りながら、ハード面の整備として増築と既存施設の改修を行うための検
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討を進めております。計画の概要が固まりましたら、議員の皆様にご報告し、ご協議をお願いしたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

  なお、財源の確保については、可能な限り有利な制度を活用し、財政指標への影響も念頭に置きなが

ら対応してまいります。 

  ６つ目の浅舞市街地の防火用水対策についてであります。 

  去る２月10日に発生した浅舞地区の市街地火災を受け、同地区の防火用水対策について、平鹿消防団、

消防平鹿分署及び関係機関と、予算や事業効果などあらゆる角度から検討してまいりました。その結果、

市街地を南北に流れる大宮川を非常時にせき止める方法が もよいということになり、このような箇所

を10カ所設けたいと考えております。これによって十分な水量の確保ができ、市街地の消火作業が効率

的に行われることになると思われます。 

  また、防火水槽は、初期消火用や水の確保が困難な市街地の防火用水として必要と考えており、今年

度、平鹿町樽見内地区に設置することにしていたものを、地元消防と協議の上、浅舞街部の平鹿庁舎駐

車場に設置することとしております。 

  大きい３番の平成19年度事業等の進捗状況についてであります。 

  まず、１つ目、生活バス路線についてでありますが、地域住民の生活を支えるバス路線につきまして

は、バス事業者の営業努力はもとより、赤字の一部を国や県、市の補助により補てんし運行しておりま

す。しかし、マイカー利用の増加や少子化による通学需要の減少などにより利用者が激減し、乗合バス

事業者におきましては、路線の維持が厳しい状況にあります。 

  そのような状況の中、湯沢・沼館線について昨年９月27日にバス事業者から本年９月末日をもって路

線を廃止したいとの協議がありました。各地区で住民説明会を行い、住民の皆様からの意見を踏まえ、

関係市町村である湯沢市との検討会を開催し、３月26日に「路線廃止をやむを得ないものと認め、代替

手段について、定時運行を基本とし、横手・湯沢両市連携のもと引き続き検討する」との協議が整いま

した。また、３月30日にはバス事業者から新成線、大曲・造山線の一部区間を平成20年３月末日で廃止

したいとの協議がありました。 

  現在、関係市町村と取り扱いについて打ち合わせを行っておりますが、今後は沿線地区で住民説明会

を開催し、住民の皆様からの意見を伺いながら方向性を検討していくことになります。市では、地域交

流の総合的な検討を行うため、運送事業者や住民の代表者などから構成される地域公共交通会議を設置

し、廃止路線及び代替手段についても検討してまいります。 

  ２つ目の岩手・秋田県際交流事業についてであります。 

  平成14年度より、北上と横手を結ぶ地域間交流の活発化を推進し、地域の魅力を全国に発信してまい

りました岩手・秋田県際交流事業につきましては、今年７月１日、２日の両日、ＪＲ北上線において３

年ぶりにＳＬ運行を行うことになりました。あわせて、地域の特産物を紹介する物産市「平和街道ぽっ

ぽフェスタ」や北上・西和賀・横手３自治体の市民が競演する音楽演奏会、グラウンドゴルフ大会など
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さまざまなイベントを開催し、さらなる交流の促進を図ってまいります。また、今年度は、盛夏の「ト

ロッコ列車」、初秋の「錦秋湖号」、冬の「かまくら号」と、１年を通じたイベント列車の運行も予定

されております。加えて、北上線が昨年10月にＪＲローカル線の旅の指定を受けたことから、首都圏を

初めとする各地域からの誘客増が見込まれ、当地域の通年観光の魅力を強力にアピールするさまざまな

事業を展開してまいります。 

  ３つ目の秋田わか杉国体についてであります。 

  国体開催まで、あと117日となりました。市では、実行委員会を中心に作業を進めておりますが、職

員、ボランティア及び市民協力員など600名を超えるスタッフを準備し、本番に向けて万全を期してま

いります。 

  応援対応としては、各地域国体推進組織を核とした会場周辺の清掃、ふれあいの場の創出、手づくり

グッズの製作及び応援動員などに取り組みます。特に、小・中学生の皆さんには、飾り花の栽培、応援

のぼり旗の製作、記念品の製作及び応援動員などに協力していただくことといたしました。８月５日に

は大会旗・炬火リレーを131名体制で実施し、機運を盛り上げてまいります。このほか、市報や大会チ

ラシ、ポスターによる情報提供、各種イベントにおける啓発活動を積極的に進め、多くの市民の皆様か

ら参加していただき、横手市の魅力を全国に大いにアピールする大会を目指して頑張ってまいりますの

で、今後ともご支援くださるようよろしくお願いいたします。 

  ４つ目の国民健康保険事業についてであります。 

  平成19年度国民健康保険税率の内容について、申し上げます。 

  初めに、平成18年度国民健康保険特別会計の決算見込みでは、繰越額が５億8,100万円程度となる見

込みであり、平成17年度からの繰越額７億3,300万円を除いた単年度実質収支は１億5,200万円ほどの赤

字となる見込みであります。 

  さて、平成19年度の国民健康保険税率でありますが、医療給付分については、合併協議による平成19

年度税率で試算しましたところ１億円ほど不足する結果となりました、このため、合併協議より所得割

を0.75ポイント引き上げることとしました。また、介護納付金分については、平成18年度の税率で試算

したところ、1,100万円ほど超過する結果となりました。このため、所得割の税率を前年度より0.13ポ

イント引き下げて2.07％に、均等割額を400円減額して8,500円に改定しております。この結果、１人当

たりの税額につきましては、医療給付分では、前年度より3,331円、5.6％増の６万2,590円、介護納付

金分は621円、2.9％減の２万585円となったところであります。平成18年度の県平均１人当たり医療給

付分の税額は６万8,379円となっており、当市と比較して9.2％、5,789円ほど高い状況となっています。 

  なお、先般の地方税法の改正により、今年度から医療給付分の賦課限度額が53万円から56万円に引き

上げられております。 

  当市の国民健康保険の置かれている現状は、一般被保険者で70歳未満の方がここ数年４％前後で減少

し、70歳から74歳の前期高齢者の方は過去３カ年平均で51％も増加しております。また、１人当たりの
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療養給付費は、70歳未満の方の過去３カ年平均の伸び率が0.4％であるのに対し、前期高齢者は6.2％と

高い伸び率となっています。このため、一般の被保険者は全体では1.6％ほど減少を続けている中、療

養給付費の総額は伸びている現状にあります。また、昨年度、国保税の平準化を図るため導入された

「保険財政共同安定化事業」により、新たな負担が求められております。 

  収納の関係につきましては、収納体制の強化改善を図るため「収納率向上対策委員会」を立ち上げ、

管理職による訪問徴収なども実施しておりますが、さらに手だてを講じてまいりたいと考えております。 

  全県的に見て当市の国保税が低い現状にあるとはいえ、今年度も引き上げざる得ない状況となり、国

保の置かれている実情についてご理解を賜りたいと思います。 

  ご承知のように、医療制度改正により平成20年度から後期高齢者医療制度が始まり、国保老人１万

2,000人の方々がこの制度に移行します。また、退職国保制度が原則廃止となり、これに伴う前期高齢

者の医療費の財政調整制度が新たに導入されます。自己負担の関係では、70歳以上74歳までの高齢者が

２割負担に、３歳までの乳幼児２割負担が義務教育就学前まで拡大されるなど保険給付にも影響が生じ

ます。特に、国民健康保険税の課税区分が現在の「医療給付分」「介護納付金分」に加え「後期高齢者

支援金分」が新たに設けられ、新たな課税方式となります。 

  これらの状況から、合併協議で決定された３年間の不均一課税の前提条件となった制度の仕組みが大

幅改正されたことに伴い、平成20年度の不均一課税の継続については実質的に困難であると考えており

ます。あわせてご理解を賜りたいと存じます。 

  ５番目に、朝倉小学校区放課後児童クラブの増設についてであります。 

  現在、朝倉小学校区の学童保育は、あさくら館において定員60名で実施しておりますが、近年アパー

ト建設が進んで学童保育の需要がふえ、５月１日現在の登録児童数が80名となっております。学童保育

は子育て中の働く親の支援ということからも重要なサービスでありますが、あさくら館では建物の広さ

や地域住民の利用頻度から、これ以上の登録児童の増加に対応できない状況となっておりますので、そ

の対策として個人の住宅を借り上げて開設する内容で今議会に補正予算を計上しております。 

  ６つ目の障がい者支援施設の開設についてであります。 

  障害者自立支援法の制定により身体、知的、精神といった障害の種別にかかわりなくサービスを提供

していく一環として、昨年12月から改修工事を進めておりました障害者支援施設「ひまわり社」が完成

し、４月10日に開所式を行いました。現在、重度の障がいがあり日常生活の介護を要する方３名、雇用

契約を要しない軽作業の就労支援を受ける方５名の計８名が利用しており、また、指定管理者制度導入

に向けての作業も進めております。今後も、障がい者の方々が地域の一員として豊かな生活を送れるよ

う、一人一人に適した生産活動の機会を提供し、就労につながるよう支援してまいります。 

  ７番目の農業振興についてであります。 

  この冬は暖冬により降雪量も少なく、春作業の水不足が懸念されましたが、田植え作業も無事終わり、

安堵しているところであります。果樹につきましても、雪による枝折れ、野ネズミ、野ウサギ被害も
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小限度に食いとめることができ、着果状態もよく、粗摘果作業に入っているところであります。また、

転作作物野菜などの定植につきましては、４月上旬の低温により遅れぎみでありましたが、天候の回復

により持ち直したところであります。 

  本年度からスタートいたしました品目横断的経営安定対策については、集落営農組織70、認定農家

216の加入予定であり、今年度の取りまとめ期日の６月末に向け、関係機関と協力しながらさらなる掘

り起こしに努めております。本安定対策は、対象作目も当地方は米、麦、大豆などに限定され、これま

での一律支援から、基準を満たした集落営農組織と認定農家への支援となりました。特に、営農組織に

おいては生産物の組織販売、経理の一元化、法人化などの課題が山積しております。 

  これら課題の解決に向け、関係機関の協力を得ながら農政課内にワンストップ窓口を設け、「横手市

アクションサポートチーム」として農家の相談や経営体質強化支援を図ることにいたしました。今後、

各種研修会の開催や情報提供、組織づくり活動を実施し、農家の皆様がより身近に相談できるよう対策

を講じてまいります。 

  産地づくり対策につきましては、さきに地域水田農業推進協議会長名で作付可能面積を各農家に配分

したところです。産地づくり対策の助成交付単価はこれまで地域ごとに異なっておりましたが、本年度

から全市統一を図り一本化しております。集落営農組織、認定農家がより生産活動に意欲が持てるよう、

団地加算、担い手対象加算などを重視し、その成果を大いに期待しているところであります。 

  ８つ目の都市マスタープランの策定についてであります。 

  向こう20年間の長期計画として策定する都市計画マスタープランにつきましては、市民による検討会

議を設立し、将来都市像の全体構想提言を作成していただき、その提言内容をもとにアンケート調査を

実施する予定であります。あわせて、専門的見地からまちづくりの方針を策定するため、有識者による

策定委員会を設立する予定であります。また、並行して作業を行っている都市計画基本図の作成につき

ましては、約400平方キロメートルの山間部について5,000分の１の地形図を作成いたします。 

  この２つの事業は、合併補助金の平成18年度繰り越し事業として既に委託業務発注をしております。 

  ９番目のＪＲ横手駅周辺地区の整備についてであります。 

  横手駅周辺地区の「都市再生整備計画」に基づき、まちづくり交付金事業の新規採択要件となってい

る市民アンケート結果を国に報告したことにより、３月30日付で平成19年度新規採択箇所として国から

交付金の内定通知がありました。平成19年度は、基幹事業として横手駅東西自由通路や駅施設、都市施

設などの基本設計業務や富士見大橋地下道の整備測量設計業務、また、提案事業としてまちなかウオー

キング事業やかまくら職人育成事業を実施いたします。 

  横手駅前地区の市街地再開発事業につきましては、準備組合が４月24日に平成19年度通常総会を開催

し、本年度の事業計画を決定いたしました。総会開催に先立ち、事業の円滑な推進と事業の完成を目的

として、施行者である準備組合、一般業務代行者、特定業務代行者及び横手市の間で「市街地再開発事

業まちづくり協定書」を取り交わしました。６月下旬には準備組合の解散と再開発組合の設立に向けて
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作業を進め、再開発組合設立後は、建築物の実施設計、権利返還計画の策定を行い、年内には旧平鹿総

合病院を中心に第１期解体工事に着手いたします。 

  10番目の公営住宅の整備についてであります。 

  平成16年度から５カ年計画で進めております「平鹿・醍醐団地建設事業」につきましては、平成19年

度事業として４棟８戸の11月完成を目指して準備を進めております。さらに、今回県から追加配分のあ

りました１棟２戸分の事業費について今議会に補正予算を提案しております。これにより、25棟50戸を

建設する整備計画のうち、今年度で22棟44戸の建設が終了し、来年度３棟６戸を建設することで醍醐住

宅団地の建設事業は完了することとなりました。 

  11番目の学校統合の取り組み状況についてであります。 

  昨年９月に市立小・中学校の統合について中間報告９案を提示し、保護者や地域住民の理解と合意形

成を得るため、説明会を重ねてまいりました。本年４月１日に新大森小学校が開校し、また、平成20年

４月１日の福地小学校と大沢小学校の統合も地域の合意が得られ、今議会に学校設置条例の一部改正案

を提出いたしております。今後も、児童・生徒の教育環境の充実を目指し、地域住民の意を十分に酌み

取りながら、実情に即した統合に取り組んでまいります。 

  12番目の後三年合戦史跡保存整備計画策定調査事業についてであります。昨年までの準備を踏まえ、

今年度より５カ年計画の調査事業が始まりました。今年度は金沢城跡、沼館城跡、大鳥居柵跡の試掘調

査を行い、遺跡の内容を探るとともに、沼柵跡の詳細測量調査を実施し、地形図を作成いたします。こ

の調査結果については現地説明会を初め、雄物川郷土資料館や後三年の役金沢資料館での特別展示など

で市民に周知してまいります。 

  13番目の旭地区総合交流促進施設の建設についてであります。 

  旭地区総合交流促進施設建設事業の進捗につきましては、５月17日に工事にかかわる入札を行い、電

気設備工事、機械設備工事については請負契約を５月21日付で締結いたしました。また、建築本体工事

につきましては仮契約を締結し、本定例会に契約議案を上程しております。特殊基礎工事は８月末、電

気・機械の各設備工事は２月末までの工期を予定しておりますが、これらの工事の進捗を見ながら、外

構工事などもあわせて実施し、年度内の完成を目指します。 

  なお、公民館や出張所業務については工事期間中も引き続き業務を行いますが、利用者の安全と、不

便のかからないよう十分配慮しながら工事を進めてまいります。 

  14番目の十文字道の駅事業についてであります。 

  施設本体の建築工事は３月末に完成し、５月３日には農産物直売所と加工施設を先行オープンしてお

ります。また、外溝工事は８月末の完成を目指して工事を進めております。国土交通省で工事を進めて

いる駐車場整備及び交差点改良工事については、６月末で完成する予定であります。今後、７月３日に

施設全体をプレオープンし、９月の国体前にグランドオープンを予定しております。 

  なお、運営については、地域振興としての機能を果たせるよう指定管理者制度による民間会社の運営



－１３－ 

を予定しており、今議会に指定管理者の指定議案を提案いたしております。多くの方々に利用していた

だくとともに、市民の憩いの場としてにぎわいのある施設にしていきたいものと思っております。 

  大きな４番目の補正予算についてであります。 

  今議会に提案しております一般会計補正予算についてご説明申し上げます。 

  今回の一般会計の補正額は、３億8,812万4,000円で、補正後の予算総額は466億1,612万4,000円であ

ります。 

  その主なものを申し上げますと、雄物川地域局庁舎管理費に998万6,000円、住民情報系運用管理に

6,107万1,000円、学童保育事業に408万円、児童手当給付費に7,790万円、くらしのみちづくり事業に

2,000万円、まちづくり交付金事業、醍醐住宅団地でありますが、これに3,519万8,000円、平鹿地域体

育施設費に2,470万円などであります。 

  終わりに、今議会に提案しております案件は、同意案件が１件、専決処分報告案件８件、繰越計算書

の報告案件４件、専決処分承認案件11件、条例の制定など条例関係７件、平成19年度一般会計補正予算

案など補正議案11件、その他、過疎地域自立促進計画の変更など、その他の議案８件の合計50件であり

ます。 

  よろしくご審議くださいますようお願い申し上げまして、所信説明といたします。 

  終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第７号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第６、報告第７号専決処分の報告について報告を求めます。教育総務部長。 

○小野順一 教育総務部長 報告第７号についてご説明申し上げますので、市議会定例会議案書の１ペー

ジをお開きください。 

  本案は、車両事故による損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解に関することについて専決処

分をいたしましたので、ご報告するものであります。 

  内容でありますが、事故の発生日時、場所は、平成19年２月28日午後２時30分ごろ、横手市前郷字下

三枚橋市役所本庁の北庁舎駐車場内で起きたものであります。 

  被害者は記載のとおりであります。 

  事故の概要でありますが、本市教育委員会の横手学校給食センター職員が市の公用車を駐車後、降車

のためあけたドアが強風にあおられ、車両右側に駐車しておった被害者所有の助手席側のドアを破損さ

せたものであります。 

  事故の過失割合は当方の100％過失でありまして、損害額は４万9,980円であります。財源は、全額全

国市有物件災害共済より補てんされております。 

  大変申しわけございませんでした。よろしくお願い申し上げます。 

  以上で報告を終わります。 
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○田中敏雄 議長 ただいまから報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第７号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第８号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第７、報告第８号専決処分の報告について報告を求めます。平鹿町区長。 

○柿﨑洋悦 平鹿町区長 ただいま専決についてご報告申し上げます。 

  事故の発生ですが、19年３月15日午前４時ころです。発生場所は平鹿町浅舞字浅舞135番地、被害者

は同地域にお住まいの土田弘三さんです。 

  事故の概要でありますが、朝４時ころ、平鹿地域局の地域維持課の除雪作業員が除雪ローダで除雪作

業中、被害者の側溝に敷いてありました鉄板に接触して、これを押して被害者宅の作業所の入り口引き

戸を破損させたものであります。 

  損害賠償額は13万9,479円で、過失割合は市が100％、相手はゼロ％であります。損害賠償の財源です

が、これは全部全国市有物件災害共済会で全額を補償されております。 

  原因については、除雪の場合にちょっと多目に除雪しようとしまして、側溝にふたをしておりました

鉄板を押し上げました。今後そのことについては、事前に十分にそういうところを調査して、安全に努

めることを指導しております。 

  以上であります。よろしくお願いします。 

○田中敏雄 議長 報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第８号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第９号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第８、報告第９号専決処分の報告について報告を求めます。大森町区長。 

○佐々木一 大森町区長 報告第９号につきましてご報告申し上げます。 

  本案は、車両事故による損害賠償の額を定めること及びそれに伴う和解に関することについて専決処

分するものであります。 

  事故の発生日時ですが、19年３月13日です。発生場所は横手市大森町八沢木字寄木地内、市道の中房

武道線でございます。 

  被害者は記載のとおりでございます。 

  事故の概要でありますが、上記日時、場所におきまして本市大森地域局地域維持課除雪作業員が除雪
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ロータリー車にて除雪作業終了後の帰庁途中、道幅が積雪のため狭かったために、双方徐行をしながら

すれ違いしたわけでございますが、圧雪路面の状態で除雪ロータリー車がブレーキをかけたということ

で横滑りをして被害者の車両に接触して破損させたというふうな内容でございます。 

  損害賠償額は30万円、過失割合は市の側が10、相手側がゼロであります。財源につきましては、全額

加入保険で支払いをするものであります。 

  以上、よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第９号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第１０号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第９、報告第10号専決処分の報告について報告を求めます。財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 報告第10号専決処分の報告についてご説明申し上げます。 

  その内容は、去る３月14日午前10時50分ごろ、横手市朝日が丘地内の市道で財務部納税課職員の運転

する市公用車が、丁字路交差点におきまして、市側が一たん一時停止後、右折するため交差点に進入し

た際、優先道路を右側から直進してきました被害者の車両と接触して破損させたものでございます。 

  過失割合は、市側が85、相手側が15％でございます。損害賠償額は10万7,100円で、相手の所有する

車の修理代の85％相当額を負担するものでございます。額については、全額保険で対応してまいります。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第10号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第１１号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第10、報告第11号専決処分の報告について報告を求めます。増田町区長。 

○高橋誠 増田町区長 報告第11号専決処分の報告につきましてご説明申し上げます。 

  地方自治法第180条第１項の規定により、損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解に関するこ

とにつきまして専決処分いたしましたので、これを報告するものであります。 

  10ページをお開きください。 

  専決第21号でありますが、これは本年の４月24日専決処分したものでございます。 

  その内容は、平成19年３月15日午前４時30分ごろ、増田町福嶋道西地内の市道で発生した事故につき
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まして損害賠償額を定めたものでございます。 

  被害者の方は記載のとおりでございます。 

  事故の概要は、早朝除雪の際、市道福嶋３号線上に設置されておりました防火水槽のふたを雪と一緒

に移動させまして、その開いた穴に被害者が所有する車両の前輪を落とし、バンパーを損傷させたとい

うものでございます。 

  損害賠償額は３万3,600円で、過失割合は市が100、相手方がゼロというふうになっております。道路

賠償保険が対象となっております。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 ただいまから報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第11号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第１２号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第11、報告第12号専決処分の報告について報告を求めます。横手区長。 

○伊藤喜代美 横手自治区長 ただいま議題となりました報告第12号についてご説明申し上げます。 

  本案も同じように、損害賠償の額を定めることについて及びこれに伴う和解に関することについて専

決処分いたしましたので、ご報告するものであります。 

  内容でありますが、次のページにありますように、平成19年４月12日木曜日午前９時10分ごろ、横手

市駅前町地内、市道大町三枚橋線上の交差点において、横手地域局地域振興課職員が市公用車を後進さ

せる際、後方の確認不足により、被害者であります東日本電信電話株式会社秋田支店長、青木清児氏所

有の電柱に接触し、電柱に巻いてあるトラマークの帯を破損させたものでありまして、損害賠償額は

2,721円であります。 

  事故の過失割合は市側が100％でありますが、損害賠償額は市が加入しております全国市有物件災害

共済会の保険金で全額補てんされるものであります。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。17番菅原議員。 

○１７番（菅原恵悦議員） 今、専決処分７件ですか、報告があったわけなんですけれども、保険で支払

うというふうなことですけれども、壊れた、相手方でなくて、自車といいますか、市の車はどのような

修理をしているのかお聞きいたします。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 市の公用車も自損の保険に加入しておりますので、市側の公用車も全額保険対応

しております。 
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○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第12号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第１３号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第12、報告第13号専決処分の報告について報告を求めます。増田町区長。 

○高橋誠 増田町区長 報告第13号専決処分の報告につきましてご説明いたします。 

  地方自治法第180条第１項の規定によりまして、損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解に関

することにつきまして専決処分いたしましたので、これを報告するものでございます。 

  14ページをごらんください。 

  これは、５月７日専決処分した専決第23号につきましてでございます。 

  和解の相手方は、増田町狙半内に在住する松坂氏でございます。 

  訴訟の概要は、原告の水利権が道路改良工事で侵害されたために1,500万円余りの損害賠償金を支払

えということで、平成15年、秋田地方裁判所横手支部に提訴されたものでございまして、平成18年、昨

年の１月、一審で棄却となったものでございますけれども、原告がこれを不服といたしまして、18年４

月、昨年の４月に高裁に上告したものでございます。仙台高裁の裁判所の秋田支部の裁判官から提案さ

れておりました和解内容につきまして双方が検討した結果、４月25日の第９回の和解協議で和解が成立

したものでございます。 

  その要旨は、１つには原告が生活用水に困窮しているということでございますので、飲料水確保のた

めの補助金として、市が５月31日までに金30万円を支払う。２つ目といたしまして、本件はもちろんで

ございますけれども、旧増田町に関連する一切の紛争につきまして、官民境界あるいは土地所有権の問

題につきましては除きますけれども、今後、調停を含む裁判上の請求を一切行わないことを確認すると

いう２点が要旨となりまして、和解したものでございます。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。32番赤川議員。 

○３２番（赤川堅一郎議員） 行政と住民が和解したということは大変よかったなと思っておるわけでご

ざいますが、本来、住民と行政が対立するということは、住民にとっても、行政にとっても、決して好

ましいことではないわけでございます。旧増田町時代に発生した事件でございますが、19年もの長い期

間争われたといいますか、問題解決にこれほど長い時間を要したというふうな主要な原因は何でありま

しょうか。その点をお伺いします。 

○田中敏雄 議長 増田町区長。 

○高橋誠 増田町区長 おっしゃるとおりでございますけれども、ただ、19年間この訴訟をやっていたわ
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けではございません。先ほどご説明申し上げましたとおり、15年に訴訟されたものでございまして、そ

れから18年に第一審、棄却されまして、18年の４月に上告されたというものでございます。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。16番齋藤議員。 

○１６番（齋藤光司議員） もう一つお聞きいたします。 

  大人の解決ということで、一審に棄却されたものを和解金という形で30万払うと、そういう説明を受

けました。そういう中で、理解はできますけれども、ただ、この中に官民境界及び土地所有権の問題を

除くということが明記されております。このことに関しても、まだ紛争とか問題があるのか。もしある

とするならば、今回の和解が正直、逆に問題をある面でこじらせるのではないかという心配のもとに質

問をさせていただきます。 

○田中敏雄 議長 増田町区長。 

○高橋誠 増田町区長 ご説明いたします。 

  当初、私どもは和解というものは本当は望んでおりませんでした。といいますのは、十何項目のいろ

いろな事項につきまして問題提起されておりまして、いろいろ見ましても、我々の過失というものは私

どもは理解しておりませんし、圃場整備の中で登記を変えたというようなこともございました。しかし

ながら、そういうことを現実的にできるものではございませんし、それにつきましては、この後、問題

を提起したいということもございますけれども、それを私どもが拒むということもできませんでしたし、

あるいは道路工事上の関係で、県道との関係で境界がはっきりしないという部分もありまして、それに

ついてはこの後１つ問題にしたいということで、調停からそれを除いてほしいというような本人の申し

出でございまして、それについてはやむを得ないだろうということで和解したものでございます。 

○田中敏雄 議長 ほかに。14番阿部議員。 

○１４番（阿部信孝議員） この専決処分の状況を見ますと、飲料水の確保のために30万円補助すると。

この30万円補助しますと、原告に良質な水が提供できるかどうかということが１点であります。 

  それから、裁判が高裁にいってから９回和解勧告されております、裁判長から。９回の和解勧告とい

うのは非常に回数が多い。しかも、弁護士料が200万以上かかっているというお話であります。私は、

どうも聞くところによりますと、この方は大変行政訴訟の好きだという言い回しはどうかわかりません

が、またやるんじゃないかといううわさもあります。私は、こういうのは相手も弁護士料もかかること

ですので、勝訴するまでやるべきではないかなと思っております。この後もいろいろ行政訴訟も仮に提

起されますと、それなりに市も負担が多くなるわけでありますので、その点をご答弁お願いします。 

○田中敏雄 議長 増田町区長。 

○高橋誠 増田町区長 水確保のための設計を見ますと、大体60万ほどかかるということで、その半額、

30万円を補助しようということで和解になったものでございまして、この後、水を確保するための確認

という作業をうちの方でするつもりでございます。 

  それと、私どももできればはっきりしたいということで、先ほども申し上げましたけれども、和解で
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なくて、言い方がちょっとあれですけれども、決着をつけたいということでありましたけれども、裁判

官のたっての和解勧告といいますか、提案がございまして、９回ほどいろいろやりとりをして、ようや

く和解にこぎつけたという内容になっております。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第13号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第１４号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第13、報告第14号専決処分の報告について報告を求めます。福祉事務所長。 

○佐藤耕一 福祉事務所長 報告第14号についてご説明申し上げます。 

  本専決処分につきましては、車両の事故に関するものでございます。自治法の規定に従いまして、損

害賠償の額及びこれについて和解することを専決処分いたしましたので、ご報告いたします。 

  事故の発生の日時でございますけれども、平成19年４月５日午後１時15分ごろでございます。事故の

発生場所は当市十文字町特別養護老人ホーム憩寿園の敷地内、玄関のスロープといいますか、玄関の付

近でございます。 

  被害者は記載のとおりでございます。 

  事故の概要でございますけれども上記場所におきまして、本市福祉環境部特別養護老人ホーム憩寿園

の職員が市の公用車を駐車した際、サイドブレーキが十分でなかったということで、玄関前のスロープ

を車が進みまして、駐車場にとめてあります被害者の車両に接触をし、破損させたものでございます。 

  損害賠償額は４万9,082円でございますけれども、過失割合は市が100％、被害者がゼロということで

ございまして、全額市が加入いたします物件の災害共済によりまして補てんされております。 

  大変申しわけございませんでした。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。16番齋藤議員。 

○１６番（齋藤光司議員） この報告の中で、他地区でありまして、出身地区のところでしゃべらないと、

これはどうも地区の援護にとられては困るということで、あえてこの場で質問いたしますけれども、今、

民間企業で事故がある。想定によりますけれども、どうも話を聞いていると100・ゼロ、これが非常に

多い。前からずっとそう思っておりました。相手が市民だからという思いも確かにあるでしょうけれど

も、本来はやはり100・ゼロという事故割合は特異なものだ。 

  そういう中で、実際に事故を起こした職員、この職員に対して勤務評定あるいは賞与の面の中で毅然

と、その部分の中でこういう、例えばボーナス１割カットあるいは損害賠償額だけカットする、そうい

う基準、法的にはわからないですよ、いろいろなそういう部分はわからないけれども、でも、民間の中

では少なくとも事故を起こした本人について何らかの罰があるわけであります。何らかの罰がある、対
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策の中で。だから、それがないと、どうも事故が減って……。毎回毎回、逆にここに出席なされている

幹部の皆さんが、いつ、おれの部下がやってしまって、ここで謝らねばできねべという思いがとれない

と思うんですよ。だから、そういう部分の中で、抑止策として、やはり何らかの対策が必要でないか。

ここまで来たら、こういう時世であります。今のこの考えについて何かしら、これと代わるものがあっ

たとしたならば、その事故を起こした本人についてこういう不都合が今のところあるんだと。昇給を１

年間遅らせているとか、何かしらの対策をとっているんだということがありましたら、報告をしていた

だきたいし、もしないとするならば、そういう対策を何か講じられないかどうか、そのことについてお

聞きいたします。 

○田中敏雄 議長 総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 まず、交通事故の関係の処分には交通事故の処分基準がありまして、処分す

るものはそれに基づいて行うことになっております。ただ、今までに処分基準に該当して処分をすると

いうところまでいったものは、酒気帯び運転以外はございません。それ以外の通常といいますか、故意

とか重大な過失があるという場合には処分基準に従って処分をすることとなりますけれども、日常的に

一生懸命仕事をしながら過失があって事故になった場合については、具体的に申し上げれば、人事の評

価でどうするかを決めていくということになると思います。人事の評価というのは事実に基づいて評価

をするということでありまして、現在の給料表でいきますと１つの号が８つに分かれておりまして、人

事の評価の次第では、例えば通常であれば８つのうちの４つが通常の昇給だとすれば、場合によっては

２つになるとか、成績がよかった人は６つになるとか、そういうことで対応するということが、今の制

度の中ではそういうやり方でいきます。いずれ重大な過失あるいはすごいスピード違反で事故を起こし

たとかということになりますと、それは処分基準に従ってしっかり厳正に処分をしていくということに

なりますので、今はそういう対応で進めております。 

○田中敏雄 議長 16番齋藤議員。 

○１６番（齋藤光司議員） せっかくそういう制度があって、現実にこういう軽微だと言われますけれど

も、私はこの軽微の積み重ねがそういう重大事故を招くと、実際に。だから、緊迫感を持たせる以上、

やっぱり事故を起こせば、俸給８つに分けているうちの１つ、要するに昇格、昇給ですか、それはでき

ないんだと。今、非常によくなったと思うのは、酒気帯び、酒飲み、一発で免職ですよね。それがなく

なりました。残念なことに、やっぱりそういう罰則がしっかりしないと、どうも、私も含めて人間の弱

みというんですか、そういう部分がある。だから、こういう部分で明確に基準を職員に周知をして適用

していく、そのことが私は事故の抑止につながっていくものと信じております。どうか考えてもらいた

いことを要望して質問を終わります。 

○田中敏雄 議長 総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 先ほどの処分基準に従って処分をするというのは、懲戒処分であります。懲

戒処分でありますので、やはり一定の、故意にやったとか重大な過失があるという場合に懲戒処分をす
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るということで、今、基準はなっています。 

  今、事故の抑止のために罰が効果があるというのは、私も、全部それで解決できるということではな

いんですけれども、そういうのは一定の効果はあるのではないかなというふうに思いますが、懲戒処分

をするということを考えますと、一生懸命仕事をしながら、よかれと思って一生懸命やる中で起きる事

故というのは、やっぱり、例えば人事評価とか、そういう中でやっていくべきではないのかなというふ

うに思います。 

  ただ、先ほど申し上げましたとおりに、故意あるいは完全に法律違反で運転した結果、事故が起きた、

そういう場合にはしっかり厳正に処分をしていきたいと思いますので、現在の制度で、まず対応してい

きたいと思います。ただ、罰というのは、やっぱり法律に違反したとか、あるいは相当重大な過失だと

かという場合に適用して、通常の場合は人事評価でいきたいと思いますし、それらについては現在、人

事評価についてまだしっかりした制度として確立はされておりませんが、人事評価を進めていくために

さまざまな今、研究もしておりますし、試行ではありますが、自己評価を出していただきながら、我々

の方でそれらを評価していくという方法も取り入れていますので、そういう中で、罰という点について

はその中でいろいろ考えていきたいと思います。ただ、実際に事故を起こさないようにするためには、

それぞれの職場においてしっかりと注意するように徹底してやっていくようにいたしたいと思いますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。33番小笠原議員。 

○３３番（小笠原恒男議員） このぐらいの大きい組織になりますと、かなりの公用車がございます。多

分横手市の中にも、多分でなく当然、安全運転管理者、副安管と２人おられると思います。その講習が

年に１度ありますけれども、他社の民間企業の車の所有が大きいところのことも皆さん、その方々から

聞いていると思いますけれども、私はせめて、大きくなると各部単位で交通安全対策委員会というもの

を設置していなきゃいけないと思います。それは、その部の中で選ばれた人たちが自分の部の中でどう

やったら交通安全ができるかと。１つの事故が起きたときは、その因果関係、どういう状況で、どうい

うふうに起きたか、その人を責めるのではなく、今後のためにもそういう事象が各社で、例えば日通さ

んとか、どこでもやられているところがかなりありますので、そういう対策はおやりになっているのか

どうかお聞きしたいと思います。お願いします。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 安全運転管理者の件ですが、現在、市には８地域局、あと本庁等ありますので、

その各施設に安全運転管理者の方々を設置しております。それで、当然講習会等にも出席して、交通安

全に対する知識も得ております。それで、各部単位と議員さんおっしゃいましたが、各地域局単位で部

も包括されておりますので、地域局単位で安全運転管理者、そして、その安全運転管理者の方は地域局

の次長さんを中心になっていただいておりますので、次長さん会議あるいは管財課が主宰となって安全

運転に関する会議と啓蒙等を行っておるところでございます。よろしくお願い申し上げます。 
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○田中敏雄 議長 33番小笠原議員。 

○３３番（小笠原恒男議員） トップだけではなく、やはり下のところまでその会議に入っていかないと、

次の事故の検証のために、こういうところを気をつけていかなきゃいけないということが、みんな職員

全員がわからなきゃいけないわけですよね。ですから、安全運転管理者、副安管がわかっていても、そ

れが訓示という形で進めていっても、ほとんど事故の防止にはつながらないという事例も出ているわけ

です。ですから、事故が起きたときは、やはり全員でその検証をする、そういうような体制のための安

全運転講習会、講習会というのは定期的に大概やっているはずです。月２回とか３カ月に１回とか、そ

して、また、事故が起きたときはすぐやるとか、そういうような形に私はしてもらいたいと思います。

絶対事故は少なくなっていくはずですので、ぜひお願いいたします。よろしくお願いします。 

○田中敏雄 議長 ほかに質問ありませんか。10番近江議員。 

○１０番（近江湖静議員） ただいまの33番議員と同じような主張でありますけれども、１年半ばかり前

にもこの場で自動車事故処理委員会について、あるいは事故処理委員会について問題提起をしましたけ

れども、内部体制がまだあいまいなのではないかと。きょうの市長説明も、しっかりした行政経営改革

の中で行政経営体という文言が入っております。ですから、今話したとおりに、事故が発生したら、自

動車事故処理だけでなくて、自動車事故でなくて労働災害もあるだろうし、その関係所管で処理委員会

を開いて分析を詳細にする。事故は、言ったとおりに全くゼロということはあり得ないと思います。ど

ういうような環境で、どういうような問題で、どういう結果になったか。もちろん100％過失もあるで

しょうし、あるいは行政でやるべきことをやらないときもあるだろう、そういうものが出てくるわけで

す。それをその所管で明らかにして、そして、やはり皆さんによく指導をする、こういうところが非常

に欠けているような感じ、やっているかもしれないけれども、そこが問題であります。それを厳しく、

厳しいというより当たり前のことです。当たり前のことであります。普通のことをやっていかない。だ

から、役所なんだ。役所の方とすると、ただ保険で処理すればいいだろうと。でないと思いますけれど

も、そういう感覚が出てくる。 

  今後、ですから、各地域局において、あるいは本庁においても、事故が発生した場合には速やかに事

故処理委員会を組織する、開催する、そういう体制をしっかりやらなければいけないということであり

ます。それを前に言っても、全然やっておるのか、やっておらないのか、そういう事故処理委員会とい

うものは組織的に、あるいは内部の要綱か何か知らないけれども、そういうものがしっかりできている

かどうか。そして、今後それをやるべきだ、そういう分析です。労働安全上においても、やはり行政の

欠陥もあるんだろうし、あるいは個人の欠陥も出てくると思う。今、安全・安心第一であります。そう

いう視点に立って、ひとつもう一度見直してやるべきだということを意見等含めて質問でありますので、

お答えください。 

○田中敏雄 議長 市長。 

○五十嵐忠悦 市長 小笠原議員のご指摘にもありまして、今、近江議員のご指摘にもありましたが、私
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自身もこういう専決処分をここに出すこと自体、まことに本当に申しわけなくて、市民の皆様に何をや

っているんだと思われると本当に身が縮む思いで報告させていただいているところでございます。議員

の皆さんからすると、本当に毎回だといういら立ちは当然のことかなと思っている次第でございます。 

  今、総務企画部長あるいは財務部長が今までの取り組み、今やれる取り組みの話を申し上げましたが、

それでもこういう状況が毎議会のたびにあるわけでございまして、ということはやっぱり我々のやり方

がまだ足りないということの証明に、逆になってしまうのかなと思っております。もう一度事故の教訓

を次に生かすための内部のあり方、情報伝達も含めて、あるいは今でき得る職員に対する牽制的な措置

等々について至急検討して、至急実践に移してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。28番佐々木議員。 

○２８番（佐々木誠議員） 前の２人の方の質問と関連しておりますけれども、12月議会におきまして総

務部長に、小さいグループ単位でそういう話し合いはできないかという質問をしたところ、検討してみ

ますという答弁でございましたので、あれから大分たちましたので、どのような検討結果でしたかお尋

ねいたします。 

○田中敏雄 議長 総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 先ほど財務部長が申し上げましたとおり、地域局単位でそれぞれの取り組み

をしているということでありますので、例えば総務企画部、企画課の中で交通安全だけについてさまざ

ま各課ごとにやるとかということまでは必要ないんじゃないかということで、やっておりません。地域

局庁舎に入っています全体の中で、今、集中管理しております全体の中で、それぞれ取り組みをしてい

るということですので、そういうことでご理解をお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第14号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第１５号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第14、報告第15号平成18年度横手市一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につい

て報告を求めます。財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 ただいま議題となりました報告第15号平成18年度横手市一般会計繰越明許費繰越

計算書の報告についてご説明申し上げます。 

  本報告は、さきの３月議会などで議決をいただきました繰越明許費につきまして、その計算書を調製

いたしましたので、地方自治法施行令の規定に基づき本議会に報告するものでございます。 

  18ページをお願いします。 

  内容でございますが、２款１項住民情報系運用管理では525万円を繰り越しております。これは、平
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成20年度から施行される後期高齢者医療制度に関連した介護保険システムの改修費用でございますが、

制度の内容が不確定であったため、システム改修費用について繰り越しとなったものでございます。 

  同じく、個別業務システム等統合事業では、２億3,719万7,000円を繰り越しております。これは、合

併補助金対象の５つの事業でありまして、１つ目は道路統合事業で１億5,871万1,000円、公図閲覧シス

テム整備事業が3,239万1,000円、地籍調査事務支援管理システム統合事業が1,890万円、農地基本台帳

システム統合事業が1,526万7,000円、固定資産税地理情報システム整備事業が1,192万8,000円でありま

す。これらの事業につきましては、事業期間の関係から平成18年度内の完成が困難であったため、繰り

越ししたものでございます。 

  同じく、情報通信基盤セキュリティ対策事業では5,900万円を繰り越しております。これもまた合併

補助金でありまして、庁内ＬＡＮセキュリティ対策事業が4,500万、非常用自家発電設置事業が1,000万

円、地域局庁舎ＩＰ電話更新事業が400万円でありまして、これもまた年度内完成が困難なため繰り越

したものでございます。 

  同じく、合併補助金対象事業の総合計画策定事業では405万円、庁舎改修事業では増田庁舎、大雄庁

舎、大森庁舎の改修分6,887万1,000円、市勢要覧作成事業では620万円を平成18年度内完成が困難なた

め繰り越したものでございます。 

  次に、３款１項の社会福祉施設整備事業補助金では4,000万円を繰り越しております。これは、社会

福祉法人平鹿福祉会に対する国庫補助分につきまして市を経由して補助するもので、法人の認可が遅れ

たことなどから施設の完成が５月以降となるために補助金の執行を繰り越したものでございます。 

  次に、４款１項の浄化槽設置整備事業では1,336万4,000円を繰り越しております。これは、浄化槽の

設置希望者の計画変更に伴いまして平成18年度での完成が困難となったため、５人槽で９基、７人槽で

17基の計26基について平成19年度に繰り越して補助をしようとするものでございます。 

  次に、６款１項村づくり交付金事業では１億1,110万円を繰り越しております。これは、平鹿町地域

で実施しております農道整備につきまして…… 

【「1,111万円」と呼ぶ者あり】 

○髙橋健幸 財務部長 間違いました。1,111万円でございます。訂正をお願いいたします。 

  これは、平鹿町地内で実施しております農道整備につきまして用地交渉に日数を要したことから、工

事費分について繰り越したものでございます。 

  同じく、農村振興整備計画図作成事業では300万円を繰り越しております。これも合併補助金であり

ます。都市計画区域の設定との整合性を図りながら作成しようとしたために繰り越しております。 

  次に、８款２項の地方道路整備臨時交付金事業で１億円を繰り越しております。これは、横手駅西側

の駅西線改良工事につきまして用地交渉に日数を要したために繰り越したものでございます。 

  ８款４項の総合公園整備事業では１億9,641万円を繰り越しております。これは横手地域の赤坂総合

公園の整備事業が9,560万円、また七日市公園整備事業が１億81万円、これらにつきまして用地交渉、
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関係機関との協議等に日数を要したために繰り越したものでございます。 

  同じく、道の駅事業では1,350万円を繰り越しております。これは、十文字道の駅で国交省との協議

に日数を要したために本体工事の工期がおくれました。そのために、外溝工事等の年度内完成が困難と

なったために繰り越したものでございます。 

  同じく、都市計画基本図作成事業では9,356万円、都市マスタープラン策定事業では745万5,000円を

繰り越しております。これらは合併補助金であります。年度内完成が困難であったため、繰り越したも

のでございます。 

  次に、９款１項消防団統一被服購入事業では、3,828万5,000円を繰り越しております。これも合併補

助金であります。旧横手、山内地域を除く消防団員約2,200名の制服を更新するもので、納品まで日数

を要することから繰り越したものでございます。 

  同じく、地域防災計画策定事業では、65万3,000円を繰り越しております。これも合併補助金であり

ます。災害時の対策組織の調整等に日数を要したために繰り越したものでございます。 

  次に、10款でございます。３項中学校大規模改造事業耐震補強工事では9,756万8,000円を繰り越して

おります。これは増田中学校の耐震補強工事でありまして、生徒への騒音対策や施工方法の調整等に日

数を要したために繰り越したものでございます。 

  同じく、中学校大規模改造事業質的整備工事では556万5,000円を繰り越しております。これは横手南

中学校のアスベスト除去工事につきまして、生徒の万全な安全体制と適切な工期等の調整に日数を要し

たために繰り越したものでございます。 

  後でありますが、11款２項の道路災害復旧事業では５億7,529万円を繰り越してございます。これ

は、平成18年度中に災害認定を受けまして補助対象事業となりました凍上災36カ所中、市道前郷楢沢線

など25カ所について平成18年度内の完成が困難となったために繰り越したものでございます。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第15号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第１６号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第15、報告第16号平成18年横手市土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算

書の報告について報告を求めます。建設部長。 

○佐藤良吉 建設部長 報告第16号についてご説明申し上げます。 

  本報告もさきの報告第15号同様でございますが、土地区画整理事業特別会計繰越明許費の繰越計算書

について報告するものでございます。 
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  20ページをごらんいただきたいと思います。 

  地方特定道路、これは区画街路でありますが、区画街路３路線ほか駅西線の単独補助、合わせて４路

線につきまして18年度中に施工することができませんでしたので、19年度に繰り越しをしようとするも

のでございます。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○田中敏雄 議長 報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第16号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第１７号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第16、報告第17号平成18年度横手市下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の

報告について報告を求めます。上下水道部長。 

○田口春久 上下水道部長 ただいま議題となりました報告第17号平成18年度横手市下水道事業特別会計

繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明いたします。 

  本報告は、さきの３月議会で議決いただきました繰越明許費につきまして計算書を調製いたしました

ので、報告するものでございます。 

  その内容でございますが、22ページにありますように、下水道台帳システムの整備と、それから公共

下水道事業が年度内に完成を見込めなかったために繰り越したものでございます。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第17号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎報告第１８号の上程、説明、質疑 

○田中敏雄 議長 日程第17、報告第18号平成18年度横手市水道事業会計予算繰越計算書の報告について

報告を求めます。上下水道部長。 

○田口春久 上下水道部長 ただいま議題となりました報告第18号平成18年度横手市水道事業会計予算繰

越計算書の報告についてご説明いたします。 

  本報告は、さきの３月議会で議決いただきました繰り越しにつきまして計算書を調製いたしましたの

で、ご報告するものでございます。 

  24ページでございます。 
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  横手市水道事業計画策定業務委託と、それから給水台帳等地図情報化業務委託についてでございまし

て、いずれも年度内に完成が見込めなかったことから繰り越したものでございます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 報告に対する質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  これで報告第18号の報告を終わります。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎同意第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第18、同意第15号固定資産評価員の選任についてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております同意第15号は、会議規則第37条第２項の規定により委員会の付託を省

略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、同意第15号は委員会の付託を省略することに決

定いたしました。 

  説明を求めます。市長。 

【五十嵐忠悦 市長登壇】 

○五十嵐忠悦 市長 ただいま議題となりました同意第15号固定資産評価員の選任についてでございます

が、次の者を選任いたしたく、議会の同意を求めようとするものでございます。 

  住所が横手市平鹿町浅舞字下高口118番地、小野タヅ子でございます。 

  地方税法第404条第２項の規定により、お願いを申し上げようとするものでございます。よろしくお

願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから同意第15号を採決いたします。同意第15号は同意することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、同意第15号は同意することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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◎承認第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第19、承認第１号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第１号については、会議規則第37条第２項の規定により委員会の

付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第１号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 承認第１号専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 

  平成18年度横手市一般会計補正予算（第９号）につきまして専決処分いたしましたので、本議会に報

告し、承認を求めようとするものでございます。 

  １ページをお願いします。 

  第１条ですが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ７億5,615万円を追加いたしまして、補正後の総額を

それぞれ505億4,131万7,000円に定めたものでございます。 

  第２条、繰越明許費の補正でございますが、７ページをお願いいたします。 

  ７ページ第２表のとおり、９款第１項地域防災計画策定事業につきましては、地域防災計画策定事業

の全体事業費を繰り越す予定でおりましたが、初動態勢マニュアル策定経費のみ繰り越すことで金額を

変更したものでございます。 

  次に、11款１項道路災害復旧事業では、凍上災の災害復旧事業の補助金が追加配分、補助率が74％か

ら74.1％と追加配分があったために金額を変更したものでございます。 

  次に、第３条、債務負担行為ですが、第３表のとおり、地籍調査管理システムの賃貸借につきまして

平成19年度から平成23年度までの債務負担行為を設定しておりました。このシステム統合事業を今回の

合併補助金対象事業として平成18年度繰り越し事業で実施することとなったために、前の債務負担行為

の設定を廃止したものでございます。 

  続きまして、８ページでございます。 

  地方債の補正でありますが、第４表地方債補正であります。追加分につきましては、障害支援施設整

備事業、ひまわり社の国庫補助金一般財源化分につきまして地方債を充当したものでございます。 

  また、９ページになります。 

  奥羽山麓県営大規模農道整備事業ほか18件につきましては、起債の限度額を変更しております。 

  今回の地方債の変更は、事業費の確定に伴う起債分の変更が主な理由でございます。また、一般公共

事業債につきましては、財源対策債等の調整分の配分があったことなどから増額となっております。ま

た、変更額の大きい道の駅整備事業につきましては、コンビニ店舗部分と国交省負担分などについて起
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債対象とならなかったこと、また地方特定事業、中央線では起債対象の単独事業費が減額となったため、

起債額が減額となっております。 

  それでは、補正の内容につきまして、歳入の方からご説明申し上げますので、11ページの事項別明細

書の方をごらんいただきたいと思います。 

  ２款の地方譲与税から11款の交通安全対策特別交付金まではいずれも一般財源でありますが、国・県

などからの交付額が確定したことによります補正であります。この中で、10款の地方交付税が６億

2,620万8,000円の増額となっております。これは、国の補正予算に伴い決定されました地方交付税の調

整分などが増額となったため、１億3,189万8,000円、これは普通交付税分でございます、それと、特別

交付税の決定に伴う増額分が４億9,431万円でございます。特別交付税につきましては、平成18年度の

実績が17億3,431万円でありましたが、平成17年度の実績と比較いたしますと、１億6,670万6,000円の

減額となっております。 

  14款の国庫支出金でありますが、1,458万5,000円の増額となっております。これは地域情報化計画策

定事業と障害者計画策定事業につきまして合併補助金を充当したことと、災害復旧費国庫補助金、凍上

災分の追加があったためでございます。 

  20款の市債でありますが、これは起債額が 終的に確定したことに伴う減額でございます。 

  次に、歳出の方をご説明申し上げますので、19ページをお願い申し上げます。 

  歳出の補正は、国・県補助金や起債額の確定したことなどによる財源振りかえがほとんどでございま

すが、歳出の額に変更がある主なものについてご説明申し上げます。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、７目の社会福祉施設費でございます。特別養護老人ホーム会計繰出金

に1,066万3,000円を計上してございます。これは、雄水苑の起債額の確定によりまして起債対象外とな

った経費について一般会計から繰出金を増額するものでございます。 

  ４款の衛生費でございます。 

  １項保健衛生費、５目老人保健費で老人保健特別会計への繰出金として１億488万7,000円を計上して

ございます。これは、老人医療費国庫負担金の交付時期の関係でございまして、一般会計から特別会計

に一時的に繰り越して、翌年度に精算しようとするものでございます。 

  次に、20ページになります。 

  ３項水道費、１目の上水道費で660万円を計上してございます。これは、水道計画の工期が平成19年

度に変更となったため合併補助金対象外となりまして、その経費について一般会計から支出しようとす

るものでございます。 

  21ページの８款土木費、４項都市計画費、２目土地区画整理費で繰出金として360万円を減額してご

ざいます。これは、土地区画整理事業特別会計におきまして起債額の増額変更がありまして、一般会計

からの繰出金を減額したものでございます。 

  22ページをお願い申し上げます。 
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  11款災害復旧費、２項の公共土木施設災害復旧費、１目道路橋りょう災害復旧費に390万円を計上し

てございます。これは、凍上災の国庫補助金の追加配分がありまして、災害復旧事業費を増額したもの

でございます。 

  次に、23ページになります。 

  13款諸支出金、２項の基金費、１目財政調整基金費に６億3,370万円を計上してございます。これは、

今回の補正で歳入における一般財源の増額分から歳出における一般財源充当分を差し引いた額を財政調

整基金に積み立てたものでございます。これによりまして、18年度末の財調基金残高は40億3,024万

9,000円となってございます。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。32番赤川議員。 

○３２番（赤川堅一郎議員） 専決処分は議会を開くいとまがないということで専決処分することが決ま

っておるわけでございます。ところで、今回のこの専決処分のそれぞれ財源の確定はいつの時点でなさ

れたのか、その点についてお伺いします。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 今回の財源のほとんどは起債絡みでございます。それで、起債の許可予定通知書

は３月30日でございます。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 32番赤川議員。 

○３２番（赤川堅一郎議員） 恐らく３月31日という日付であるけれども、実際のそういうふうな決定は

恐らくそれ以降になっていると思います。もしそうでなくて３月31日に間違いなくそういう内容のもの

が入っているとすれば、いとまがないということが当たるものかどうか疑問に感じるわけでございます

が、その点についてお伺いします。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 ３月30日付で例えば起債許可予定通知書をいただいております。だから、その日

付の裏づけをもって３月30日付で専決処分をさせていただいた、そういうことでございます。 

○田中敏雄 議長 32番赤川議員。 

○３２番（赤川堅一郎議員） 部長の説明は十分理解できます。私の言うのは、 近、議会を開くいとま

がないということについて大分論議をされております。という意味は、いとまがないということを建前

にして余りにも専決処分が多過ぎる、議会の権限が少し軽んじられているというふうな論議がされてい

る昨今であります。そういうふうな意味から、私の言うのは、いわば３月31日から５月31日までは出納

閉鎖期間の中にあるわけです。ですから、文書は３月31日であっても、恐らく４月か、ずれ込んだ時点

で来ているというふうに私は感じるわけでございますので、そういうことであれば議会を開くいとまが

ないということが理由になるわけでございますが、３月31日にすべてこういうふうなものがなされてお
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るとすれば、今日まで２カ月余あるわけですから、法律でいう議会を開くいとまがないということは当

たらないのではないかというふうに私は感じますので、その点についてお伺いします。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 予算につきましては、４月１日から３月31日までに予算を編成して議決をしなけ

ればならないということになってございます。それでもって、今回の補正予算の専決処分につきまして

は遅くとも３月31日付で専決処分、それまでに議会を開く余裕がなければ３月30日なり31日付で専決処

分させていただきまして議会に報告する、そういう流れになっておると思っております。 

○田中敏雄 議長 32番赤川議員。 

○３２番（赤川堅一郎議員） 十分理解できます。私の言うのは、当然それは３月31日付で少なくとも専

決をしなければ、これは18年度の予算として認められないわけですから、それは十分理解できます。で

すから、私は専決処分、議会を開くいとまがないということについて当局がどのように理解しているの

か。もし専決処分したとしても、内容が重要なものであれば専決処分をなるべく早い時期に議会を開催

して報告すべきだというふうな理解をしているものですから、その点について再度お伺いします。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 議員のおっしゃるとおりでございます。市長の権限として専決処分できるわけな

んですが、客観的にそのいとまがないという事項を広く皆さんにご理解いただけるような内容でもって

専決処分するのが当然だろうと思います。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。10番近江議員。 

○１０番（近江湖静議員） 16ページの地方交付税の関係について若干、経緯と予算編成に関連をした取

り扱いの仕方について聞いておきます。 

  前にもこういう議論をした経過がありますけれども、結果的に６億2,600万円の大きな金額が３月時

点で来たと。大変結構なことでありますが、それが今言った３月の下旬。それで、私は３月の一般質問

でも申し上げました。それをどういうふうに想定をして、そして、どういうふうに組み入れてするのか

と。 

  現状における行政の予算の編成についてはわからないわけではない。ですけれども、結果的に、私は

今３月の予算の概要を見ていますけれども、18年度の当初予算が167億3,400万。結果的に、今書いてあ

るとおり196億2,000万、実に28億9,000万、29億の差があるわけだ。予算編成についてはわからないわ

けではない。これの繰り返しなわけだ。ですから、当初予算を編成をするときに、18年度の当初予算は

これだけだし、このとおり三位一体改革がああだこうだで金がない。何もなくて、全部ひとつ切り捨て

をしなければならないという現状。それから、今度は組織内分権型予算ということで、各所管に枠をは

めて、その範囲内でやりなさいと。口を開けば、予算に金がないと。そういうような環境の中で予算編

成をする。それで、３月の一般質問のときに、この後恐らく七、八億来るだろう、そういうことについ
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て３月の地方交付税がなるだろうと。特別交付金はこうだという話もしましたが、そういう点について、

当初予算と決算、実績と28億9,000万の誤差があることについて、そして、その金について翌年度の予

算にどういうふうにやるかについてちょこっと聞いておきます。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 17年度決算の交付税が大幅に予算額と違うということにつきましては、17年度合

併にかかわる交付税措置等が多かったわけで、そこら付近の財政担当としての見積もりが甘かったと。

その点につきましては、大変反省しておるところでございます。それで、18年度交付税につきましては、

合併２年目でございますので、地方財政計画等をある程度見積もることができました。しかしながら、

結果的に予算割れするということはぜひとも避けなければならないということで、普通交付税につきま

しては１億ほどの増額になっておりますが、これは国の補正予算におきまして交付税が増額になりまし

たので、その分の調整額が当市にも調整額として多く配分になったと。その要素が大きいございます。

それから、特別交付税につきましては、これは日本全国の災害等によりましてかなり上下するわけなん

ですが、その場合、県において市町村配分します。それで、ルール分につきましては横手市何億円と分

かれますが、その他の調整額という関係で、横手市が見積もりより多く配分になったと。そういう結果

におきまして、合わせまして今回の６億2,000万円の増額、そういう結果になった経緯でございます。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 10番近江議員。 

○１０番（近江湖静議員） 財政部長の段階についてはわかります。今後の課題、そして、新しい予算を

編成する時期に、やはり我々のサイドからすれば、市民サイドからすれば、このとおり結果的に多くの

交付金が来るから、やはりもう少し予算規模を大きくしたいものだなという希望が多くあった。結果的

に、市長の説明の中に、財源が足りないから基金から12億3,000万の基金繰り出しをしなければならな

いという厳しい情勢。結果的に６億になった、まず例えば今６億入れれば。その６億の交付金が結果的

に基金に積み立てをすると。それはそれで結構。 

  そのとおりだけれども、ただ、私が言うのは新年度のこの予算の中で、19年度予算の中でそれを有効

適切に、そして、やはり新規事業なり市民サービスなりに向けていくことができないのか、こういうこ

とが私たちの考え方でありますので、ひとつ。これは民間的な手法であります。そうすれば、今、官の

財務基準とか、あるいは予算編成、そこらについては、その殻を破っていかねばできないのではないか、

そういう気持ちもありますし、特に交付金、地方交付税については毎年こういうパターンであります。

予算より３億なり５億、６億多く来ている。それをこの今の６月議会で受け入れて専決処分をして、そ

して財政調整基金の積み立てをする、こういうパターンであります。ですから、後手後手になっている

のではないかという気持ちでありますので、こういう点について、ひとつ、今後の問題でありますけれ

ども、やはり言うのは甘いとか、甘いところはよくわかりました。それから、健全だとか、それから控

え目なのはわかります。そういうときに積極的な予算を組みなさいと。口を開けば、金がない、あるい
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は予算がない、こういうことであります、実際問題。だから、今後について、担当副市長、民間担当副

市長に聞いておきますけれども、こういう財源を新年度の予算にある程度３月時点で見通しを立てて、

そして新しい施策なり政策に反映できるような手法がないか見解をお聞きします。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 予算編成段階での交付税の情報は、国サイドで年度末、12月どんじりの時期です

が、地方財政計画が発表になります。それ以降の情報収集がかなり苦労します。それで、大くくりで地

方財政計画、県レベル、市町村レベルで大きく何％減とか、そういう発表になるわけなんですが、その

数字が地域ごとによって、結果的にかなり差がございます。それで、全国平均で例えば５％減の交付税

減だとすると、それは全国平均でありまして、これを各県別、市町村別に分けますと、結果的に２％減

の町村もありますし、８％減の町村もありますし、そこら付近の見きわめが大変苦労します。それで、

どうしてもこういう財調も余り多くない財政状況では、予算割れはどうしても避けたいと。その結果、

１億なりが予算より多く出るのは、これはやむを得ないのではないかと。決して、その分を基金に積も

うという考えでもって当初予算編成を手がけているつもりは毛頭ございません。 

  今回、６億の基金を積んで、18年度末の財調残高が約40億となりましたが、19年度の当初予算でも取

り崩しておりますし、今回の補正でも基金を活用させていただいておりまして、今現在の議決をいただ

いた後の残高は約27億でございます。この27億でこれから横手市10年計画等を今、盛んに 後の詰めを

してございます。健全に運営できるよう、決して基金を貯めるために財政運営しているわけではござい

ませんので、その点をご理解いただきたいなと、そのように思います。 

○田中敏雄 議長 ほかに。16番齋藤議員。 

○１６番（齋藤光司議員） 今の近江議員の質問の趣旨はわかりますけれども、６億という数字は非常に

大きい数字に見えますけれども、補正前の額189億からすると３％強。その３％強が、今、財務部長が

言った予算割れを防ぐ、そういう手法、情報が100％入らない中で、私は頑張ったという、非常にいい

予測を立てたなという思いでいるんです。だから、そういう部分の中でその３％という数字が、今の差

ですね、それが合併して２年目、そういう部分の中で特異な期間だったとは思うんですけれども、旧町

のときにおいても、やはりその３％という数字が、これは頑張った数字なのか、それとも近江議員の言

うように見積もりが甘かった数字なのか、そこあたりの自分の分析ではどうなっているのか、私は頑張

っていると思っているんですけれども、そこは数値だけを考慮しながらお考えをお伺いしたい。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 ６億が頑張ったのか…… 

【「３％」と呼ぶ者あり】 

○髙橋健幸 財務部長 ３％が頑張った数字なのか、そこら付近は定かではないと思います。それで、予

算ですので、できるだけ近い方が頑張った数字なのかなと、そう思います。それで、この６億の大半は

特別交付税でございます。特別交付税は、先ほど申し上げましたとおり、大地震なり豪雪なり、いろい
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ろな面で多くなったり少なくなったり、ほかの県に回れば少なくなったり、そういう不確定要素が大変

でございます。それでもって、それを平年ベースで予算化するということは大変危険でございます。そ

ういう関係上、特別交付税の増額分はある程度やむを得ないのかなと、そのように思ってございます。 

  そういうことでございます。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。10番近江議員。 

○１０番（近江湖静議員） １つだけ簡潔にですけれども、今の３％云々と出ておりますけれども、反論

するわけではありませんが、予算の結果、18年度の予算と実績の結果、実に28億9,000万ですな。その

差があるんですよ。当初予算と決算の結果、196億1,000万というのは180万からすれば28億9,000万、29

億の誤差がある。だから、甘かったというふうに私は受けとめます。ですから、そういうことで、言わ

んとすることについては総体的に、またくどくど申し上げませんが、３月の当初予算のときにそういう

想定を、しかも直近３年間ぐらいの、広報と同じように直近３年間ぐらいの特別交付金の数字を精査を

して、あるいは聞いたりして、そして新年度の予算に反映するように強く副市長に要請しておきます。 

  終わります。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第１号を採決いたします。本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第１号は承認することに決定いたしました。 

  暫時休憩いたします。 

  午後の再開時間を１時10分といたします。 

午後 ０時０７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。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第20、承認第２号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第２号については、会議規則第37条第２項の規定により委員会の
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付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第２号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。福祉環境部長。 

○佐々木久雄 福祉環境部長 ただいま議題となりました承認第２号専決処分の承認を求めることについ

て、専決第９号により、平成18年度横手市老人保健特別会計補正予算（第４号）を３月30日付で専決処

分いたしておりますので、地方自治法第179条第３項の規定によりご報告いたしまして、承認をお願い

するものでございます。 

  補正の内容でございますが、第１条では歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１億4,112万円を

減額し、歳入歳出予算の総額を118億407万5,000円に改めようとするものでございます。 

  今回の専決による補正は、医療給付費等の確定に伴いまして、平成18年度の医療給付費に対する国庫

及び県負担金の交付額が、国庫負担金では１億6,632万9,000円、県負担金では1,597万5,000円、それぞ

れ不足をするため、一般会計からの繰り入れにより、その不足額を補正いたしまして実質収支の均衡を

図ろうとするものでございます。 

  以上で説明を終わります。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第２号を採決いたします。本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第２号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第21、承認第３号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第３号については、会議規則第37条第２項の規定により委員会の

付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第３号については委員会の付託を省略する
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ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。福祉環境部長。 

○佐々木久雄 福祉環境部長 ただいま議題となりました承認第３号専決処分の承認を求めることについ

てをご説明いたします。 

  議案集の29ページになります。 

  本議案も、18年度に事業を執行いたしました雄水苑の30床の増床に伴います工事及び関係備品等につ

いての事業が完了いたしましたので、これの対象起債等の整理の関係から財源調整を図りまして専決処

分をしたものでございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

  では、１ページでございますけれども、第１条では歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ753万

7,000円を減額いたしまして、歳入歳出の総額をそれぞれ７億2,117万1,000円に専決処分したものでご

ざいます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  ６ページの関係でございますけれども、先ほど申し上げました起債等の財源調整等の関係から、起債

対象外等の経費を含めまして一般会計から1,066万3,000円の追加をするものでございます。 

  なお、７款市債におきましては、起債の額を補正前の３億8,920万円から1,820万円を減額いたしまし

て３億7,100万円にしようとするものでございます。 

  同ページの３款の歳出では、これらにつきまして、18節の備品購入費といたしまして753万7,000円を

減額しております。 

  どうぞよろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第３号を採決いたします。本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第３号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第22、承認第４号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第４号については、会議規則第37条第２項の規定により委員会の
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付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第４号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。福祉事務所長。 

○佐藤耕一 福祉事務所長 ただいま議題となりました承認第４号専決処分の承認を求めることについて

をご説明申し上げます。 

  議案集の31ページになります。 

  １ページ開いていただきたいと思います。 

  平成18年度横手市特別養護老人ホーム白寿園特別会計補正予算（第５号）でございます。これにつき

ましても、18年度に20床の増床の工事及びその使用備品等について購入いたしておりまして、事業が完

了したことに伴いまして、財源の調整をするものでございます。 

  １ページの第１条では歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ20万円を減額いたしまして、総額を

８億8,428万円としたものでございます。 

  ６ページをお願いいたします。 

  ６ページですけれども、歳入では市債の関係で、この減額分の市債を減らすというものでございまし

て、確定後の市債の額が２億5,440万円というふうになります。 

  また、歳出では、１款総務費の１項１目一般管理費、備品購入費で20万円を減額しております。 

  なお、これにつきまして、戻りまして３ページではそれぞれ地方債の補正ということで市債の方を20

万円減額しております。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第４号を採決いたします。本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第４号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第23、承認第５号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 
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  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第５号については、会議規則第37条第２項の規定により委員会の

付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第５号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。建設部長。 

○佐藤良吉 建設部長 ただいま議題となりました承認第５号についてご説明申し上げます。 

  土地区画整理事業特別会計補正予算（第４号）１ページをごらんいただきたいと思います。 

  本案は補正第４号でありますが、額の増減はございませんで、地方債の補正並びに地方債の補正に関

連いたしまして財源の振りかえとなっております。 

  ２ページをごらんいただきたいと思いますが、地方債で360万円の増がございますので、一般会計か

らの繰り入れで同額を減額している、そういう内容でございます。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第５号を採決いたします。本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第５号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第６号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第24、承認第６号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第６号については、会議規則第37条第２項の規定により委員会の

付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第６号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。上下水道部長。 
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○田口春久 上下水道部長 ただいま議題となりました承認第６号平成18年度横手市下水道事業特別会計

補正予算（第３号）につきまして専決処分をいたしましたので、報告し、承認をお願いしようとするも

のでございます。 

【「第５号」と呼ぶ者あり】 

○田口春久 上下水道部長 失礼しました第５号です。すみません、失礼しました。 

  補正の内容につきましてですが、下水道事業にかかわります起債の額が確定いたしましたので、市債

を610万円減額いたしまして、分担金、負担金を610万円増額いたしたものでございます。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第６号を採決いたします。本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第６号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第７号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第25、承認第７号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第７号については、会議規則第37条第２項の規定により委員会の

付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第７号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。上下水道部長。 

○田口春久 上下水道部長 ただいま議題となりました承認第７号平成18年度集落排水事業特別会計補正

予算（第４号）について専決処分いたしましたので、報告し、承認をお願いしようとするものでござい

ます。 

  補正の内容でございますが、同じく起債の額が確定したことによりまして、起債を10万円減額いたし

まして、分担金10万円を増額したものでございます。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 



－４０－ 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第７号を採決いたします。本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第７号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第８号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第26、承認第８号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第８号については、会議規則第37条第２項の規定により委員会の

付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第８号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。上下水道部長。 

○田口春久 上下水道部長 ただいま議題となりました承認第８号平成18年度水道事業会計補正予算（第

４号）につきまして専決処分の承認を求めることについて、ご説明申し上げます。 

  補正の内容でございますが、水道事業計画策定業務委託につきまして合併補助金をお願いしておりま

したが、対象にならないということでございまして、一般会計から660万の出資金をいただこうとする

ものでございます。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第８号を採決いたします。本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 



－４１－ 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第８号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第９号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第27、承認第９号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第９号については、会議規則第37条第２項の規定により委員会の

付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第９号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 承認第９号横手市市税賦課徴収条例の一部を改正する条例の専決処分につき承認

を求めることについてご説明申し上げます。いずれも地方税法改正による専決処分でございます。 

  改正の主な内容ですが、43ページをお願いします。 

  第23条第１項第５号において、市民税の納税義務者として法人課税信託の受託者個人を新たに追加す

るものでございます。 

  また、下から５行目、第95条、たばこ税の税率でございますが、今まで地方税法の附則に規定されて

おりましたが、今回本則税率としたものでございまして、1,000本につき「3,064円」を「3,298円」に

改めるものでございまして、実施的な増減は生じないものでございます。 

  次に、下から３行目の附則第10条の２関係でございますが、44ページをお願い申し上げます。 

  一番 初に、第６項として、高齢者や障害者の方々が居住する住宅でバリアフリー等の改修をした場

合に固定資産税を３分の１に減額措置を講ずるものでございまして、この減額措置を受けようとする方

は(1)から(7)までの書類を３カ月以内に申告していただく内容でございます。 

  同じく、44ページの下から２行目、附則第11条の３、鉄軌道用地の価格の特例でございますが、地目

変換等がない限り、基準年度の価格が３年間据え置かれることとされておりますが、次の評価替えであ

ります平成21年度を待たずに平成19年度から実施できるようにするために、課税標準に関する規定の整

備を行ってございます。 

  次に、46ページをお願いいたします。 

  第19条の２から附則第20条の４につきましては、上場株式等を譲渡した場合の譲渡所得にかかわる市

民税の課税特例の延長などについて定めてございます。 

  同じく、46ページの中ほどでございます附則第20条の５、保険料にかかわる個人の市民税の課税の特

例の部分でございますが、国内居住者が条約相手国の社会保険制度に対して支払った保険料についても

社会保険料控除の対象とするものでございます。 



－４２－ 

  以上が主な改正点でございます。 

  附則では、施行の期日及び経過措置について定めてございます。よろしくご審議のほどお願い申し上

げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第９号を採決いたします。本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第９号は承認することに決定いたしました。 

 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第28、承認第10号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第10号については、会議規則第37条第２項の規定により委員会の

付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第10号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 承認第10号横手市過疎地域自立促進のための固定資産税の課税免除に関する条例

の一部を改正する条例の専決処分につき承認を求めることについてご説明申し上げます。 

  50ページでございます。 

  第２条第１項におきまして、市内における製造の事業あるいはソフトウエア業または旅館業の用に供

する設備を新設または増設した方に対する固定資産税の減免期間を平成19年３月31日から平成21年３月

31日まで２年間延長しようとする内容でございます。 

  以上、よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 



－４３－ 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第10号を採決いたします。本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第10号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎承認第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第29、承認第11号専決処分の承認を求めることについてを議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております承認第11号については、会議規則第37条第２項の規定により委員会の

付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第11号については委員会の付託を省略する

ことに決定いたしました。 

  説明を求めます。財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 承認第11号横手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分につき承

認を求めることについてご説明申し上げます。 

  改正点は、課税額の限度額を「53万円」から「56万円」にしようとするものでございます。 

  以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  ただいまから討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから承認第11号を採決いたします。本案は承認することにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、承認第11号は承認することに決定いたしました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議会案第５号の上程、討論、採決 

○田中敏雄 議長 日程第30、議会案第５号横手市議会委員会条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。 



－４４－ 

  お諮りいたします。 

  ただいま議題となっております議会案第５号については、会議規則第37条第２項の規定により趣旨説

明並びに委員会の付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第５号については趣旨説明並びに委員会

の付託を省略することに決定いたしました。 

  議会案第５号については、議員全員による提出並びに賛成でありますので、質疑はないものとして、

直ちに討論を行います。討論ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 討論なしと認めます。 

  ただいまから議会案第５号を採決いたします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありません

か。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、議会案第５号は原案のとおり可決されました。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第９５号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第31、議案第95号横手市長の選挙におけるビラの作成の公営に関する条例を議題

といたします。 

  説明を求めます。総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 ただいま議題となりました議案第95号横手市長の選挙におけるビラの作成の

公営に関する条例についてご説明申し上げます。 

  本案は、公職選挙法の改正に伴いまして、横手市長選挙の候補者が選挙運動に使用するビラの公営に

ついて必要な事項を定めるために条例を制定しようとするものでありまして、議会の議決をお願いする

ものです。 

  55ページをごらんいただきたいと思います。 

  55ページが条例の内容でありますが、第１条では趣旨を、第２条ではビラの作成の公営について、第

３条ではビラの作成の契約などの手続について、第４条ではビラの作成の負担限度及び支払いの手続に

ついて定めております。 

  ちなみに、指定都市以外の市では、法律でビラの種類は２種類が上限、枚数は総枚数が１万6,000枚

が上限となっておりまして、第４条にありますとおり、ビラの１枚当たりの作成単価の上限が７円30銭

となっておりまして、１万6,000枚で７円30銭で作成しますと、１人当たり11万6,800円の負担となるも

のであります。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 



－４５－ 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は総務常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第９６号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第32、議案第96号横手市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  説明を求めます。総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 ただいま議題となりました議案第96号横手市特別職の職員で非常勤のものの

報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

  58ページをごらんいただきたいと思います。 

  本条例は、国会議員の選挙時の執行経費の基準に関する法律の改正にあわせまして改正するものであ

ります。 

  別表中、投票管理者から、そこに記載してあります期日前投票立会人までの報酬をそれぞれ100円ず

つ下げる改正であります。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は総務常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第９７号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第33、議案第97号横手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を議題といた

します。 

  説明を求めます。財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 ただいま議題となりました議案第97号横手市国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例についてご説明申し上げます。 

  本案は、平成19年度国民健康保険事業に要する費用及び介護納付金に要する費用に充てるため、国民

健康保険の被保険者及び介護納付金課税被保険者にかかわる保険税率を改正することに伴い、議会の議

決を求めようとするものでございます。 

  改正の内容でございますが、医療給付費分につきまして、平成19年度国民健康保険事業に要する所要

額に見合う課税額になるよう、合併協議会で試算した調定税率をもとに税率を引き上げてございます。



－４６－ 

合併協議会では、不足が生じた場合、旧市町村ごとに同率で引き上げて調整することになっております

ので、所要額が9,000万円ほど不足するため、予定の調整税率より所得割額を0.75ポイント引き上げま

して調整を図ってございます。 

  61ページ、第３条第１項の所得割でございますが、前年度税率から合併前の旧大森町、旧十文字町が

0.7ポイントの増、その他の市町村が0.5ポイントの増となってございます。 

  第４条の資産割につきましては、旧大森町の7.5％を廃止とし、資産割はすべてなくなってございま

す。 

  第５条の均等割は、旧大雄村以外1,000円引き上げ２万2,000円とし、旧大雄村は２万4,000円の据え

置きで合併協の調整税率どおりとなってございます。 

  第５条の２、平等割につきましては、旧横手市以外1,300円引き上げ２万9,300円とし、旧横手市は３

万2,000円の据え置きで、均等割同様、合併協の調整税率となってございます。 

  以上、医療給付費分で１人当たり税額は昨年度より3,330円ほどアップし、平均で６万2,590円となり

ます。 

  次に、介護納付金にかかわる保険税率でございますが、昨年度から均一課税であり、昨年度の税率の

積算では所要額が1,000万円ほど超過するため、税率を引き下げ調整を図ってございます。 

  62ページ第６条の所得割につきましては、0.13ポイントの引き下げ、2.07％としてございます。第７

条の均等割額は400円引き下げて8,500円としております。 

  なお、平等割は5,000円で据え置きとなってございます。 

  以上、介護納付金で１人当たりの税額は昨年度より620円ほどダウンし、平均で２万585円となります。 

  第13条第１項第１号から３号につきましては、税率改正に伴いまして国保税の減額、いわゆる７割、

５割、２割軽減の額を改正しようとするものでございます。 

  以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は厚生常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第９８号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第34、議案第98号横手市風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を

改正する条例を議題といたします。 

  説明を求めます。建設部長。 

○佐藤良吉 建設部長 議案第98号についてご説明申し上げます。 

  本案は、本年10月１日をもちまして日本郵政公社が解散することに伴いまして、横手市風致地区内に
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おける建築等の規制に関する条例の一部を改正しようとするものでございます。 

  64ページをお開き願いたいと思います。 

  改正の内容でありますが、「第２条第３項中第５号を削り」というふうにあります。この第２条第３

項というのは許可を要しない機関を定めておりまして、独立行政法人ですとか、公社等を定めておりま

す。その中の第５号が日本郵政公社というふうになっておりますので、今回この日本郵政公社、第５号

を削り、それぞれ次の第６号からを１つずつ繰り上げる、そういう内容でございます。 

  附則につきましては、本年10月１日から施行する。施行日を定めております。 

  以上で説明を終わります。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。14番阿部議員。 

○１４番（阿部信孝議員） 恐らくこの風致地区というのは横手公園内のかんぽの宿を指していると思い

ますが、風致地区というのは都市計画法上かなり規制が厳しいわけでありますけれども、郵政公社から

恐らく民間に移管されるための条例の改正ではないかなと思いますが、今、横手公園内には民間の建築

物が何件あるかちょっとわかりませんが、それなりにあると思います。この場合、改築する場合にもこ

の規制の対象になるのかどうか、その辺をお知らせください。 

○田中敏雄 議長 建設部長。 

○佐藤良吉 建設部長 阿部議員さんのおっしゃるとおり、改築する場合も規制の対象になります。 

○田中敏雄 議長 14番阿部議員。 

○１４番（阿部信孝議員） その場合に、改築する場合にその場所には建ててはならないということにな

りますと、その方が大変困るわけであります。そういうときには、例えばその土地を市で買い取りする

とか、それから代替地をあっせんするとか、そういうこともしてくれるのかどうか、その辺をお願いし

ます。 

○田中敏雄 議長 建設部長。 

○佐藤良吉 建設部長 改築する場合に規制があると申し上げましたが、許可制でありますので、改築す

る内容と申しますか、改築するその構造等々が風致地区における、いわゆるそういう環境を阻害するよ

うな改築でなければ許可ということもあり得ますので、必ずも改築することがだめですよというもので

はございません。そこのところはご理解いただきたいと思います。 

  とりあえず、そういうことであります。 

○田中敏雄 議長 14番阿部議員。 

○１４番（阿部信孝議員） そうしますと、いわゆる人が住む住宅であれば改築はできる、許可はおりる

ということでしょうか。 

○田中敏雄 議長 建設部長。 

○佐藤良吉 建設部長 許可をする、不許可にする基準はいろいろあるわけでございますが、例えば色彩

のことですとか、あるいは構造だけでなくて見た目ですとかというものもございますし、あるいは塀を
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つくるとか撤去するとかというようなこともありますし、いろいろ木竹、木ですとか竹ですとか、そう

いうもの、あるいは屋外における土石、石なんかの関係ですとかというような細かなところがたくさん

ありますので、一概にどうこうとは言えませんが、いずれこの条例に逸脱すると申しますか、風致地区

にふさわしくない改築なり、あるいは撤去なり等々というのは許可を要するということで、許可があれ

ばもちろんオーケーですし、そういうことは許可できないというものも、ものによってはあろうかと思

います。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 14番阿部議員。 

○１４番（阿部信孝議員） そうしますと、例えば建築主が自分のこういううちを建てたいとか、それか

ら外壁の色とか、いろいろそういう部分で仮に規制されて、これは確認はできませんよということにな

った場合に、例えば特に高くつく場合にそういう差額を市で補てんするとか、そういう考えはあります

か。 

○田中敏雄 議長 建設部長。 

○佐藤良吉 建設部長 そういう考えは持ち合わせておりません。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は産業建設常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第９９号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第35、議案第99号横手市火災予防条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

  説明を求めます。消防長。 

○中山榮治 消防長 ただいま議題となりました議案第99号横手市火災予防条例の一部を改正する条例に

ついてご説明申し上げます。 

  本案は、建築基準法施行令の一部改正に準ずる条例改正に伴い、議会の議決を求めるものでございま

す。 

  66ページでございますが、改正内容でございますが、建築基準法施行令の条の枝番号の整理に伴い条

ずれが生じたことより、横手市火災予防条例の整備が必要となったものでございます。 

  なお、附則でございますが、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 
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  本案は総務常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１００号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第36、議案第100号横手市立学校設置条例の一部を改正する条例を議題といたし

ます。 

  説明を求めます。教育総務部長。 

○小野順一 教育総務部長 ただいま議題となりました議案第100号横手市立学校設置条例の一部を改正

する条例についてご説明申し上げます。 

  提案の理由でありますが、少子化による児童数の減に伴う小規模校を解消するための学校統合を行い

たく、現行条例の一部を改正しようというものであります。 

  本統合案の市立大沢小学校につきましては、現在、複式学級的な小規模校となっております。これが

将来とも継続すると考えられます。つきましては、保護者や地域住民からも早期の解消のために統合が

要望されておったものであります。つきましては、大沢小学校と福地小学校の統合を行い、校舎は現在

の福地小学校を利用いたしまして、新福地小学校として誕生させ、児童の学習環境の整備を図りたいと

いうものであります。 

  内容につきましては、学校設置条例第２条の別表第１の表中、横手市立大沢小学校の項を削除したい

というものであります。施行期日は平成20年４月１日にしたいというものであります。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は文教常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１０１号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第37、議案第101号横手市天下森スキー場設置条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

  説明を求めます。教育総務部長。 

○小野順一 教育総務部長 ただいま議題となりました議案第101号横手市天下森スキー場設置条例の一

部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

  提案の理由でありますが、ゴルフ練習場を廃止し、施設を効果的に運用するため、施設の管理を教育

委員会が指定する者に行わせることができるようにするため、条例を一部改正したいというものであり

ます。 

  内容についてご説明申し上げますので、70ページをお開き願います。 
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  本案の主な改正点でありますが、１つには同スキー場内に設置しているゴルフ練習場を廃止したいこ

と、２つ目には指定管理者制度による管理ができるようにすること、３つ目には条文の文言の整理をさ

せていただきたいというものであります。 

  まず、上段の５行目の後段に「同条第２項を削る」とありますが、これが現行条例、ゴルフ練習場を

規定したものでありまして、このゴルフ練習場を削除したいというものであります。 

  次に、指定管理者制度を導入するために必要な条文を本条例に新たに加えたいというものでありまし

て、第10条では指定管理者による管理を規定しております。これは、教育委員会が指定する者に管理を

行わせることができる内容の条項であります。 

  第11条では指定管理者の業務を定めております。これは、利用の許可及び取り消しやスキー場の維持

管理等であります。 

  第12条では指定管理者による管理の基準について定めております。これは、住民が当施設を利用する

に当たっての利用時間や利用の許可等、管理の基本的な条件を定めております。 

  第13条では指定管理者による利用料金の承認について定めております。これは、本条例で定める使用

料の範囲内で定めることを規定しております。 

  その他につきましては、条文の整理をさせていただいたものであります。 

  現在、この施設は管理委託をしておりますが、将来的に指定管理者制度による管理を目指そうという

ものであります。 

  なお、この条例は公布の日から施行したいというものであります。 

  以上で説明を終わります。よろしくご審議をお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は文教常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１０２号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第38、議案第102号過疎地域自立促進計画の変更についてを議題といたします。 

  説明を求めます。総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 議案第102号過疎地域自立促進計画の変更についてご説明申し上げます。 

  76ページをお開き願いたいと思います。 

  76ページの側が変更前でありまして、77ページが変更後であります。産業振興計画の部分で事業内容

に、77ページに記載のとおり、山内地域高能率生産団地路網整備事業、いわゆる作業道でありますが、

これを追加しようとするものであります。 

  それから、交通通信体系に関連したところでありますが、その中の市町村道路、これの部分に条里跡
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般若寺線、それから大沢２号線、羽場線の３路線を追加しようとするものであります。 

  次に、電気通信施設整備情報化のためのものでありますが、現在、大森地域テレビ難視聴地域解消事

業、それから小松川テレビ共同受信施設改修事業が載っておりますが、これらを統合して、右側にある

とおりテレビ難視聴解消事業という項目に変えようとするものであります。 

  次に、同じく、その下でありますが、現在あります大森地域インターネット普及促進事業、それから

山内地域高速インターネットアクセス基盤整備事業の２つの事業を地域情報化推進整備事業という中に

統合しようとするものであります。 

  次、78ページと79ページをごらんいただきたいと思います。 

  水道施設、簡易水道事業の項目でありますが、ここに南簡水配水管布設替事業を追加しようとするも

のであります。 

  それから、下水処理施設の関係でありますが、大森地区機能強化事業を追加しようとするものであり

ます。 

  それから、福祉の関係でありますが、児童福祉施設の関係で、次世代育成支援対策施設整備事業を追

加しようとするものであります。 

  それでは、Ａ３の参考資料をごらんいただきたいと思います。 

  これらの変更を行いますと、右側の変更後の概算事業費の欄をごらんいただきたいんですが、変更前

に比べて増額でありまして、概算事業費総額が85億2,899万3,000円としようとするものであります。 

  以上、簡単ですが、説明を終わります。よろしくお願いします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。16番齋藤議員。 

○１６番（齋藤光司議員） これは何ページと言った方がいいんですかね、この中の一部についてお聞き

したいんですけれども、大森地域インターネット普及促進事業、それから山内地域高速インターネット

アクセス基盤整備事業、この２つを一緒にして、その他の情報化のための施設にする、こういう今、説

明でありましたけれども、このことについては、この前の議会等に述べられた光ケーブル、それの敷設

の第一歩になるものだと理解していいんですか。それとも、また違うものなのか、中身について教えて

ください。 

○田中敏雄 議長 総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 横手市全域について情報化推進整備事業を実施しようとするものでありまし

て、現在個別に書かれているものについて市全体の事業の中で進めていこうとするものです。ですから、

全部が光というわけではありませんが、いずれ高速ブロードバンド、ＡＤＳＬと光を組み合わせたもの

で、それぞれの地域に必要なものを整備していくためのものでありますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 

○田中敏雄 議長 16番齋藤議員。 

○１６番（齋藤光司議員） 今の部長の答弁の中で、私、あれっ、後退したのかなという思いであります。
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ということは、時代はもう光だ、ＡＤＳＬではない、そういう中で新市の情報基盤として光ケーブルの

接続を目指す、そういう方向性が実際示されて、そういう部分の中で進められていくものだと私は思っ

て、その一部だと思っておりました。それは合併特例債あるいは過疎債、その中で過疎債で充当される

ものが今のこの２つ、あとは民間の経営努力によるもの、お願いをしてやるもの、それから市の補助金

の形でやるもの、そういう分類をしていきながら、全市的に今、光ケーブルのネットワーク化を進めて

いくものだと、私はそうしておりましたけれども、今の説明は後退をしたのか、あるいはその過程とし

て今の説明が出たのか、改めてお伺いします。 

○田中敏雄 議長 総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 基本的に情報化推進基盤整備につきましては、高速ブロードバンドというこ

とで、基本的には光でありますけれども、ものによってはＡＤＳＬでも十分対応大丈夫という部分につ

いては、そういうものも組み合わせながら住民の皆さんの利用が不便にならないようにして整備してい

きたいというふうに考えております。 

  なお、先ほど申し上げましたとおり、民間事業者でできるだけやっていただくように、今、努力して

いるわけですけれども、既にやったところの加入率なんかが次のものに影響するということがあります。 

  ちなみに、十文字町、光をやったんですけれども、まだ光が十文字町の密集地域から余り出ていない

状態で、実は密集地域はＡＤＳＬが既に利用可能でありまして、基地局からの距離が比較的近いために、

光でなくてもＡＤＳＬでも十分大量の情報がやりとりできるということで、なかなかその加入率がアッ

プしていない現状があります。ただ、そういう状況をＮＴＴの方に説明いたしまして、できるだけ広げ

てほしいと。広げられた方には光ファイバーを利用する方々がたくさんいるはずですので、何とかそう

いうことでお願いしたいというふうにしていますが、できるだけ民間事業者の既にやったものについて

加入率アップの取り組みをしまして、民間事業者からできるだけ多くやっていただくことによって、特

例債でやらなければならない、あるいは過疎債でやらなければならない部分が幾らでも少なくなるとい

うふうな状況であります。光とＡＤＳＬを組み合わせるというので、後退したというふうには理解して

おりませんので、必要なところには必要な部分をやるというふうな考え方で進めたいというふうに思っ

ています。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 16番齋藤議員。 

○１６番（齋藤光司議員） この機会にもう一点だけ、ぜひとも。今、十文字のことが出ましたけれども、

十文字町について非常に勘違いされている部分がありまして、十文字というものは横手に次ぐ都市化が

されている、非常に生活が便利で利便性に富んでいると、そういうふうに他の地域の皆さんには思われ

ている部分が多々あります。実際そういうところもあるんですけれども、この情報化については、残念

ながら今、７番議員もいますけれども、平鹿町、十文字町については電電公社の時代から基地局が各町

で各地区に２つあるんです。これは特異な存在だと思います。我々のところも、十文字町はああいう小



－５３－ 

さい区域の中で十文字局と、それから羽後植田局、２つあります。平鹿町も浅舞局と醍醐局があるんで

す。それで、一部だけを見て、ＡＤＳＬも含めて十文字はもうとっくにやっているんでないか、浅舞も

とっくにやっているんでないかと。そのやっている中で、植田局、醍醐局が非常に整備がおくれた、逆

に。そこの部分を理解していただかないと、逆にこの過疎地域の中で、過疎地域よりも取り残されてい

く可能性が多い。そこあたりを十二分に認識をされて、研究なされて、それこそ公平性のとれた施策を、

せっかくですから打ち出していただきたい。 

  さっき言ったように、十文字町、基地局に近いところはＡＤＳＬはそれこそ光通信と同じような速さ

でもって情報が来る。しかしながら、10キロ離れてしまうと、それこそ並みのブロードバンドになる。

だから、やっぱりそういう部分の中で必要性、今それこそ田舎であれば田舎であるこそ、そういう部分

の恩恵が、日の光が差すべきだ、そういう持論のもとに申し上げております。 

  どうかよろしくお願いをしたいと思います。一言ありましたら。 

○田中敏雄 議長 総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 加入率がなかなか上がらないというところだけ話をすれば、十文字の皆さん

はどうしているんだろうかというふうに思われがちですが、先ほど説明したとおりにＡＤＳＬで基地局

からの距離が少ないために十分大量の情報がやりとりできるという中で、なかなか光に切りかわらない

というのは、ある意味まず、しようがないというところもあろうかと思います。 

  市全体でいきますと、まず 初には大雄、大森、雄物川の西部方面を面的に第１次として整備する方

向で計画策定に本年度入りたいというふうに思っています。その中で、先ほど言いました平鹿町、浅舞

地域とか沼館地域、今、雄物川、今年度設計なり取り組むわけですけれども、浅舞地域とか沼館地域は

民間事業者にやってもらえる可能性も秘めている部分でありまして、我々今一生懸命お願いしているわ

けですけれども、さまざま実績としてなかなか積み上がっていない部分もありまして、通っていません

が、民間事業者にお願いすべきところは一生懸命まずお願いして、どうしてもできない場合にはやっぱ

り市が自前でやらなければならないということで、計画的に面的に整備を進めたいというふうに思って

いまして、本当に特別なことでない限りは、住民の皆さんが等しく情報化の受益者になれるように進め

たいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は総務常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１０３号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第39、議案第103号工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

  説明を求めます。横手区長。 



－５４－ 

○伊藤喜代美 横手自治区長 ただいま議題となりました議案第103号工事請負契約の締結についてご説

明申し上げます。 

  本案は、横手市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に基づ

きまして、本年度建設いたします旭地区総合交流促進施設の建築本体工事にかかわる工事請負契約につ

いて議会の議決をお願いしようとするものであります。 

  工事名は横手市旭地区総合交流促進施設建設事業、建築本体工事でありまして、工事場所は横手市猪

岡字水上地内であります。契約の方法は指名競争入札でありまして、契約金額は２億2,470万円、契約

の相手方は横手市大町５番19号、伊藤建設工業株式会社代表取締役、齊藤實氏であります。 

  本施設の概要をご説明申し上げますと、鉄骨づくり平屋建て、延べ床面積1,694.25平方メートルで、

横手地域局の出張所機能としての事務室、ステージを含む交流大ホール、コミュニティ施設機能として

の会議室や和室、そして児童育成のための児童室や展示スペース及び談話スペースなどを備えた建物と

なっておりまして、近隣地区の皆さんからもご利用していただく広域的な交流促進施設となっておりま

す。所信説明でも申し上げましたとおり、本工事の工期は平成20年の２月末までとなっておりまして、

ほかの工事を含めて、全体の事業は年度内の完成を目指して進めようとするものであります。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。14番阿部議員。 

○１４番（阿部信孝議員） この議案には別に異議はありませんが、皆さんご承知のとおり、今、横手市

では農地の圃場整備で談合のうわさがあるということで再入札するという事件が発生しております。そ

ういうこともありますので、ひとつ確認の意味で質問いたします。 

  まず、契約の方法でありますが、本来であれば一般競争入札がより公正にできるのではないかと思い

ますが、指名競争にした理由をひとつお願いします。 

  その指名にした業者の数、そのうち市外に本社のある業者が何社あったか。それから、予定価格はど

の程度であったか、要するに落札率にも関係しますが、その点も教えていただきたいと思います。 

○田中敏雄 議長 横手区長。 

○伊藤喜代美 横手自治区長 三、四点ご質問をいただいたわけでありますが、私からは予定価格と指名

業者の数等についてお答え申し上げたいと思います。 

  予定価格は２億4,570万円であります。したがいまして、落札率は91.45％であります。 

  それから、指名業者の数でありますが、５業者でありまして、市外に事務所を構えるという業者はご

ざいません。 

  以上であります。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 金額から申しまして、建築業の市内のＡ業者を指名してございます。５社でござ

います。 



－５５－ 

○田中敏雄 議長 14番阿部議員。 

○１４番（阿部信孝議員） この事業、交流施設建設については、かなり横手市以外の業者も相当、ねら

うという言葉は適切でないと思いますが、あったかに聞いております。この５社というのは私もわかり

ますけれども、今こういう時期ですので、疑念を払う意味では甚だ５社でということは適当ではなかっ

たのではないかなと思いますが、市長の見解をお願いします。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 この業者選定におきましては、市の指名審査会の審査を経まして指名したもので

ございまして、 低３社以上、そして特殊な業務で市内に工事が履行できないおそれのある場合は市外

も検討いたしますが、市内の業者において工事が十分に可能だと、そういうふうに判断した場合は指名

委員会において市内の業者の方を指名して５社を指名したわけでございます。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は総務常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１０４号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第40、議案第104号財産の取得についてを議題といたします。 

  説明を求めます。建設部長。 

○佐藤良吉 建設部長 議案第104号についてご説明申し上げます。 

  本案は、さきの議案第103号とほぼ同様でございますが、本議案は財産の取得ということで議会の議

決をお願いしようとするものでございます。 

  財産の内容でありますけれども、建設機械でありまして、除雪ドーザ２台であります。契約の方法で

すが、これは４社による指名競争入札を行っております。購入金額につきましては3,449万2,500円であ

ります。購入の相手方は横手市外目字大谷地９番地１、東北ＴＣＭ株式会社横手営業所であります。納

入場所につきましては、増田地域局に１台、平鹿地域局に１台ということであります。 

  ちなみに、納期につきましては10月31日といたしております。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は産業建設常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 



－５６－ 

◎議案第１０５号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第41、議案第105号公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 

  説明を求めます。産業経済部長。 

○阿部 充 産業経済部長 ただいま議題となりました議案第105号公の施設の指定管理者の指定につい

てご説明申し上げます。 

  本議案は、今年３月に雄物川町東槻地区に完成しました横手市東槻多目的集落集会所の指定管理者を

指定しようとするものでございます。 

  施設の名称でございます。横手市東槻多目的集落集会所。指定する団体の名称です。東槻交流館運営

委員会。指定の期間です。平成19年７月１日から平成24年３月31日までとなっております。 

  なお、指定管理の委託料につきましては、東槻交流館運営委員会の自主財源による管理運営となりま

すので、無償となります。 

  以上、地方自治法の規定により議会の議決を求めようとするものでございます。よろしくご審議のほ

どお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は産業建設常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１０６号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第42、議案第106号公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 

  説明を求めます。十文字町区長。 

○田中邦廣 十文字町区長 ただいま議題となりました議案第106号公の施設の指定管理者の指定につい

て説明いたします。 

  本議案は、昨年度から工事にかかっております道の駅十文字を管理いたします指定管理者の指定をお

願いするものでございます。 

  指定しようとする団体は、株式会社十文字リーディングカンパニーでございます。この会社は道の駅

十文字の管理運営を主たる目的に増田十文字商工会が母体となって今年の３月に設立された会社でござ

いますので、公募をせずにこの会社を指定しようとするものでございます。指定する期間は平成19年７

月１日から平成24年３月31日まででございます。管理委託料は７月から来年３月までで869万1,000円以

内でお願いしようとするものでございます。 

  よろしくお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 



－５７－ 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は産業建設常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１０７号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第43、議案第107号公の施設の指定管理者の指定についてを議題といたします。 

  説明を求めます。福祉事務所長。 

○佐藤耕一 福祉事務所長 ただいま議題となりました議案第107号公の施設の指定管理者の指定につい

てご説明いたします。 

  84ページになるわけでございますけれども、本年４月10日に開所いたしました横手市障害者支援施設

ひまわり社の運営につきまして指定管理者により運営したいということで、議会の議決をお願いするも

のでございます。 

  施設の名称は横手市障害者支援施設ひまわり社、指定する団体の名称でございますが、社会福祉法人

ファミリーケアサービス理事長、品川信良になります。指定の期間でございますけれども、本年７月１

日から平成24年３月31日までというふうにしてございます。 

  なお、現在この施設では、市長の所信表明にもございましたけれども、生活支援３名、就労支援５名

ということで、現在８名の方が利用されております。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は厚生常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１０８号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第44、議案第108号市道路線の認定についてを議題といたします。 

  説明を求めます。建設部長。 

○佐藤良吉 建設部長 議案第108号についてご説明申し上げます。 

  本案は市道路線の認定でございまして、86ページ並びに図面の方をごらんいただきたいと思います。 

  今回認定する路線は１路線でありまして、右下の図面の方の拡大になっている部分がありますが、ご

らんいただきたいと思います。路線名といたしましては海道下６号線でありまして、国道13号を起点に

いたしまして、市道栄町１号線まで達する路線であります。延長が165.56メートルであります。幅員に

つきましては６メートルから6.5メートルという路線であります。 

  以上よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 



－５８－ 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は産業建設常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１０９号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第45、議案第109号横手市が保育を実施する児童に美郷町立保育所を使用させる

ことについての協議についてを議題といたします。 

  説明を求めます。福祉事務所長。 

○佐藤耕一 福祉事務所長 ただいま議題となりました議案第109号横手市が保育を実施する児童に美郷

町立保育所を使用させることについて、地方自治法第244条の３第３項の規定に基づきまして、議会の

議決をお願いするものであります。 

  87ページでございますけれども、この対象のお子さんは現在ゼロ歳児ということでございまして、ご

家族はこのお子さんとご両親、それから祖母の４人家族でございます。ご両親とも勤務でございまして、

特に、特にと申しますか、お母さんは美郷町の方に勤務し、ご実家も美郷町にあるということで、送迎

の関係、それからお子さんへの緊急時の対応等がしやすいということから、ご本人からの申請があった

ものでございます。 

  88ページから89ページに美郷町長と横手市長との間での保育所の使用に関する協定書ということで載

せてございます。 

  第２条については、使用する施設ということは美郷町立保育園の設置条例第２条に定める保育所だと

いうことでございます。第３条は業務の管理、第４条は施設使用の方法、それから第５条では保育料の

徴収ということでございまして、これは横手市が徴収するということになってございます。 

  なお、第６条では、国が定める基準に従いまして経費を支弁していくということになります。協定の

期間でございますけれども、本議案が議決になった後、速やかにお願いいたしまして、平成20年の３月

31日までというふうなことで第７条に載せてございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。16番齋藤議員。 

○１６番（齋藤光司議員） 法律の中で、これはどこさ行ってもいいことになっていて、これについては

異論がないわけでありますけれども、これから保育所が民営化に進められていく中で、やはり子供１人

の数というものが非常に地域の経済に与えるものが大きい。そういう部分の中ではサービスを良くし、

できるだけ多くの児童を預かる、域内の子供は域内に与えるべきだという私は持論を持っておりまして、

そういう部分の中で、今、当市の中ではどれぐらいの児童が横手市以外に委託の形の中で預けられてい

るのか。また、逆に他町からどれぐらいの数を預かっておるのか、そしてまた、金銭の授受の状況はど

うなっているのか、それについてお尋ねをしたい。今、資料の持ち合わせがないとしたら、後で結構で

ありますけれども、もしわかる範囲内でお知らせいただければ幸いです。 
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○田中敏雄 議長 福祉事務所長。 

○佐藤耕一 福祉事務所長 前段につきましては、齋藤議員おっしゃるとおりでございまして、子育ての

環境に配慮した保育の施設の整備というものが必要だろうというふうに思います。 

  なお、ご質問にありました横手市から他の市町村への児童の委託の関係でございますけれども、４月

１日時点で27名ございます。それから、他の市町村から横手市がお引き受けといいますか、お預かりし

ております児童は36名というふうな状況になっております。これは、それぞれの状況に応じて数字は変

わってくるものだというふうに思いますが、費用の関係につきましては、それぞれ今、ここに美郷町と

の間での協定書を載せてございますけれども、ほぼといいますか、すべて同じような形で連携して行っ

てございます。 

  以上であります。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は厚生常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１１０号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第46、議案第110号平成19年度横手市一般会計補正予算（第１号）を議題といた

します。 

  説明を求めます。財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 議案第110号平成19年度横手市一般会計補正予算（第１号）についてご説明いた

します。 

  第１条、歳入歳出予算の総額にそれぞれ３億8,812万4,000円を追加いたしまして、補正後の総額を

466億1,612万4,000円に定めようとするものでございます。 

  ２条でありますが、５ページをお願いいたします。 

  第２表、債務負担行為補正のとおり、３件を追加しております。本庁公用車リースでは小型車１台、

軽自動車４台についてリース契約するための限度額を設定しようとするものでございます。また、横手

市障害者支援施設ひまわり社と道の駅十文字につきましては、指定管理者委託料について平成23年度ま

での限度額を設定するものでございます。 

  次に、３条の地方債の補正でございますが、６ページをお願いいたします。 

  第３表のとおり、雄物川庁舎アスベスト対策事業を追加してございます。高能率生産団地路網整備事

業ほか２件の限度額を変更しようとするものでございます。 

  補正の内容につきまして、歳出の方からご説明申し上げますので、15ページをお願い申し上げます。 

  ２款総務費、１項総務管理費、６目財産管理費の公用車集中管理費として75万を計上してございます。
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これは、本庁、地域局を含めまして、現在不足しております公用車について、先ほど債務負担行為のと

ころで申し上げましたとおり、車４台をリースしようとする経費でございます。 

  16ページをお願いします。 

  同じく総務管理費、７目の企画費、コミュニティ助成事業に190万円を計上してございます。これは、

コミュニティの健全な発展を図ることを目的に平鹿地域の町内会１団体に助成を行うもので、全額財団

法人自治総合センターコミュニティ助成金を充てるものでございます。 

  同じく、企画費に長寿社会づくりソフト事業補助金として100万円を計上してございます。これは、

増田蔵の日イベント開催事業への補助金でありまして、財団法人地域社会振興財団からの交付金を充て

るものでございます。 

  同じく、９目雄物川地域局庁舎管理費に998万6,000円でございます。これは、雄物川地域局第２庁舎

のアスベスト対策工事を行う経費でございます。雄物川第２庁舎の書庫、階段室、天井約120平方メー

トルのアスベストを除去しようとするものでございます。 

  17ページになります。 

  同じく、総務管理費、10目電算情報管理費に住民情報系運用管理費として6,107万1,000円を計上して

ございます。これは、平成20年度から後期高齢者医療制度が導入されることに伴いまして、住民情報系

のシステムを改修する費用と必要機器を整備する費用でございます。 

  20ページをお願いいたします。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費に民生委員関係費といたしまして2,011万6,000円

を計上してございます。これは、民生委員の指揮監督について県から権限移譲を受けたことによりまし

て、民生委員活動費を負担金として交付するものでなく県からの交付金を充当するものでございます。 

  同じく、８目社会福祉施設費、特別養護老人ホーム特別会計繰出金に4,736万1,000円を計上してござ

います。これは、施設介護サービス事業における人件費について、人事異動後の職員配置で調整した結

果でございます。 

  同じく、21ページの下段の方でございます。 

  ２項児童福祉費、１目児童福祉総務費に学童保育事業として408万円を計上してございます。これは、

横手地域局朝倉地区の学童保育対策児童の増加によりまして既存施設が定員オーバーとなっておりまし

て、それを解消するために、同地区に学童保育施設を別に１カ所設置しようとするものでございます。 

  22ページでございます。 

  ２項児童福祉費、２目児童手当費に7,790万円を計上しております。これは、３歳未満児の児童手当

の給付額が第１子、第２子とも月額5,000円から１万円に引き上げたことによります増額でございます。 

  25ページをお願いいたします。 

  ６款でございます。農林水産業費、１項農業費、１目農業委員会費に強い農業づくり交付金事業とし

て150万円を計上しております。これは、集落営農組織等への農地利用集積を促進するため、農業委員
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の方が調整役として活動するための経費でございます。 

  26ページでございます。 

  ３目の農業振興費、担い手アクションサポート事業として252万1,000円でございます。これは、認定

農業者及び集落営農組織の経営改善や能力向上をサポートしようとする経費でございます。 

  同じく、集落リーダー育成サポート事業に80万円を計上してございます。これは、集落営農組織化や

法人化を目指す地域のリーダーの活動に対しまして助成する事業で、現在４地域への助成を予定してお

ります。 

  次の27ページですが、２項林業費、２目林業振興費の高能率生産団地路網整備事業に133万4,000円を

計上しております。これは、山内平野沢地域の県営作業道整備事業につきまして、当初の1,200メート

ルの計画から2,000メートルに追加して事業を行うための事業負担金でございます。 

  続きまして、29ページをお願いいたします。 

  ８款でございます。２項道路橋りょう費、３目の道路新設改良費にくらしのみちづくり事業として

2,000万円を計上しております。これは、県立衛生看護学院の建設に伴いまして、学生の安全確保のた

め、市道西前郷線の歩道整備を行おうとする経費でございます。 

  30ページに移りますが、５項住宅費、３目住宅建築費、まちづくり交付金事業に3,519万8,000円を計

上しております。これは、醍醐住宅団地への国からのまちづくり交付金が増額配当になりまして、平成

20年度に予定していた事業のうち住宅１棟２戸分につきまして本年度に前倒しで建設しようとするもの

でございます。 

  次に、31ページをお願いいたします。 

  ９款消防費、１項消防費、５目災害対策費に90万7,000円を計上しております。これは、平鹿地域の

大宮川10カ所にはつり工事を行いまして、火災時の消火活動における給水活動が円滑に行えるようにす

るための工事費でございます。 

  32ページでございます。 

  10款でございます。１項教育総務費、３目教育指導費に学校生活サポート事業として563万4,000円を

計上しております。これは、障害等によりまして特別な支援を必要とする児童・生徒や日本語を話せな

い児童に対しまして学校生活を支援する指導員を増員するための経費でございます。 

  同じく、豊かな体験活動推進費に180万円を計上しております。これは、大森地域の小学生を対象に

宿泊体験活動を通じまして子供の積極性、協調性などを養成する事業を行おうとする経費でございます。 

  同じく、環境ものづくり人材育成事業といたしまして153万4,000円を計上しております。これは、山

内小学校をモデル校に、市内中学校・高校と連携しながら、外部技術者の指導を受け、ものづくりへの

興味を高める事業を行おうとする経費でございます。 

  35ページをお願いいたします。 

  同じく教育費でございますが、５項保健体育費、３目体育施設費、平鹿地域体育施設費に2,470万円
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を計上しております。これは、平鹿野球場スコアボードの電光掲示板改修工事を行おうとする経費でご

ざいます。 

  このほか、人事異動後の新しい職員配置に応じまして人件費の組み替えを行ってございます。 

  以上、よろしくご審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。10番近江議員。 

○１０番（近江湖静議員） 16ページの９目の地域局費に関連をさせていただいて、横手地区の区長にお

尋ねをしておきます。 

  先般の市報に折り込みとして19年度の横手地区元気な地域づくり事業の内容で花の苗の配布が、こう

いう立派なチラシで１万4,300世帯に配ったわけであります。いろいろ皆さんから質問なりご意見があ

りますので聞いておきますが、この予算の関係について幾らぐらいで、何世帯というか、何カ所ぐらい

に配布をしてやろうとしているのか。考え方については非常によい考え方でありますし、山内さんの芝

桜と同じように国体を前にして美観上も、あるいは元気なまちづくりについても大変わかったと、そう

思いますけれども、中身の問題について、その内容はどういうふうなことで進めていこうと。５月いっ

ぱいで締め切りだということでありますので、我々も一応各町内会を通じてそれを申し込むと。いろい

ろ担当箇所にお尋ねをしたところによると、何かはっきりしない面があるようでありますので、そして

１万4,300世帯にそれを配ったことによってのかなりの要請があると想定をされますので、そういう見

通しについてどうなのか。 

  たまたまご案内のとおり、朝日新聞にも、朝日新聞の秋田版に４分の１ページぐらいでカラー写真つ

きで立派な宣伝・啓発をしていただきまして、地域をはぐくむということで非常に詳しい内容まで出て

おるわけであります。町内会や子供会あるいはその他のボランティア団体に申し込み次第によって配布

すると、こういうことで非常に宣伝・啓発がよかったのでありますけれども、その後に場所についても

明確になっておりますけれども、国道や県道や市道の側端の空き地でありますので、非常にその解釈が、

考え方によっては広くどこでもできるような解釈のしようがある。その点について、ひとつ教えてくだ

さい。 

○田中敏雄 議長 横手区長。 

○伊藤喜代美 横手自治区長 近江議員ご承知のとおり、近江議員さんが会長をなさっている公園愛護会

の連合会の総会の際にも事務局としての基本的な考え方を申し上げたわけであります。まず１つは、補

助する予算額が非常に少ないというようなことで、まずそれが１つであります。それから、もう一つは、

これまでは国道とか道路沿線の花壇についてボランティアで花づくりをしている、花を植えている町内

会とか子供会、そういう団体を基本にして、合併を機に無くなったものですから、それを復活させよう

という思いで取り組んだものでありますが、やはり個々の住宅の皆さんが自分のうちの住宅の前も道路

に面しているから、それもできるのではないかというような期待感もあるいはあると思いますけれども、
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それについてはやはり申し込みを受けて状況を判断した上で、全体的な交付できるもの、できないもの

を決めるべきではないかというようなことで、今手探りの状態で始めたわけでありますけれども、確か

にお話がありましたように、朝日新聞で非常によくといいますか、非常にオーバーに宣伝していただき

まして、うちの方もちょっと面食らっているところでありますが、いずれ事業の趣旨としては広く花の

まちづくりをしようというようなことで、うちの方としては既存の予算にかかわらず何とか頑張ってみ

ようということで、今調整中でありますので、ご理解いただきたいと思います。 

【「予算は」と呼ぶ者あり】 

○伊藤喜代美 横手自治区長 40万だったと思います、たしか。 

○田中敏雄 議長 10番近江議員。 

○１０番（近江湖静議員） わかりました。 

  なぜそういう質問をするかというと、やはり公園愛護会について、朝日新聞のおかげであっちこっち

から問い合わせが多く来ているわけだ。ということは、やはり町内会を通じて申し込めば花の苗をいた

だくにいい、植えていいと。200ポット。35万、40万でどうなりますか。そういうことであります。 

  かつては、旧横手市のときは100万円で五十嵐市長の目玉ということで、市内の美観上、上限という

ことで100万円の予算でありますけれども、その後、年々減らして、たしか80万か70万ぐらいに減った、

そういうような経過があります。40万でこれだけの宣伝・啓発をして、そして申し込みが殺到している。

せっかくの元気いきいきづくりについても何か水を差すような、こういうような１万4,300戸に配布し

ていいのかどうかという問題が具体的に出ておりますので、できるだけ補正でも組んで、せっかくの国

体の前ですから、補正でも組んでひとつ100万ぐらいにするように頑張っていただきたい。元気をつけ

ていただきたい。せっかくのあれですから。 

  宣伝効果も十分であります。おっしゃるとおりであります。ですから、朝日新聞の内容についてもで

たらめな内容ではないと思います。ある程度地域振興局の話も出ておりますので、次長の名前も出てお

りますので、信用の問題もありますので。そして、毎年続ける、そういうことも書いております。何か

記者会見とか、ホームページではないと思いますけれども、そういうことでありますので、国体を前に

して市民は大いに期待をしておりますので、その期待に応えていただきたい。 

  それから、もう一つ、国体の関係にあると思いますけれども、この間、南地区の地区会議運営委員会

が開催をされまして、その報告を受けました。たまたま花植え運動というようなソフト事業があります。

それで、新年度の予算で元気の地域づくり事業関連で１地区会議あたりでプランター用の苗だとか、そ

れから普通の苗だとか土だとかプランターとか、そういう張りつける国体にする、こういうことで花植

えであります。これも各地区に配分されると思いますが、これとの横の連絡というものはとれて、全体

的な今、花植え運動について実施しようとしているか、横の連絡はとれておりますか。 

  それと、この国体関連についての内容は教育委員会ですか。それについてもひとつ教えてください。 

  それから、もう一つは、今、説明を受けて、花植え運動というのがもう一つあるな。26ページに、こ
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れは農林水産業費の中で思いやりの花運動事業というような、78万9,000円とっておりますけれども、

これも花植えであります。あちこちの所管が違いますけれども、そういうような花の時代でありまして、

国体を前にして地域住民も今、環境月間でありますので、いろいろ意欲を持って展開をしている。住民

参加の花植え運動であります。労力を使う協働のまちづくりであります。そういう視点に立って、ひと

つ教えてください。 

○田中敏雄 議長 横手区長。 

○伊藤喜代美 横手自治区長 先ほど申し上げましたように、我々としては予算は限りがあるわけであり

ますが、国体もあることだし、市民の皆さんの要望に可能な限りこたえようということで、新聞の記事

もそうなっているわけであります。その分、近江さんの方の団体の方にもかなりご迷惑はかかっている

と思いますが、何とかひとつご協力をお願いしたいと思います。やはりこの事業、これから補正をして

やるというわけにはいかないと思いますが、国体の関連のそういう予算が手当てできる可能性もありま

すし、それぞれの地区に発足しております推進委員会の事業としてもやれるのではないか。あるいは先

ほどお話ありましたように地区会議としてのソフト事業の枠の中でできるかもしれない。その辺のとこ

ろを調整しながら、可能な限り対応していきたいというふうに考えております。具体的な南地区の問題

については、南地区のチーフであります福祉環境部長から答えていただきたいと思います。 

○田中敏雄 議長 福祉環境部長。 

○佐々木久雄 福祉環境部長 区長からご指名いただきまして、ありがとうございます。 

  先日ですけれども、南地区の地区会議の中で、今、議員がおっしゃった件についていろいろ話し合い

が行われたわけなんですが、私ども地区会議といたしましては、特に国体の方から、特に県の方から、

外来からいらっしゃる方々を花で飾ってお迎えをしようという、そういうお話でございましたので、私

どもはボランティアの気持ちで地区会議の主要な事業ということで位置づけまして、それに対応してま

いりたいと考えておりますので、近江議員もそのメンバーでございますので、一緒にぜひお願い申し上

げたいなというふうに思っております。 

○田中敏雄 議長 産業経済部長。 

○阿部 充 産業経済部長 26ページの思いやりの花運動事業、この件についてお答えいたします。 

  これは、県の人権啓発活動の委託事業でありまして、大雄の緑化園で行うものであります。事業の内

容としましては、人権擁護に関する部分の看板設置あるいは思いやりの一言を添えました押し花コンテ

ストにかかわる経費、これらに充当されるものでございます。全額県からの委託事業ということになっ

ております。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。16番齋藤議員。 

○１６番（齋藤光司議員） 所管の委員会に付託される以外の部分で２点質問をさせていただきます。 

  16ページでありますけれども、総務費のコミュニティ助成事業190万、これは大体伝え聞くところに
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よると、町内のお祭りの祭典用のやまの山車のためだという話でありまして、私はその中身そのものよ

りも、こういう助成事業について採択をする、ほかの団体から予算をもらってきて、そして各町内会で

もやる、例えば先ほど採択された公の施設の東槻の集会所も含めて、一定の町内会とか一定の人たちの

ために少なくとも公費が非常に大きく使われる部分の中で、その採択の要綱、採択される部分、何でこ

ういう情報なんていうのはどこから聞いて、我々の方、我々の方と手を挙げて、そしてこういう採択に

なっていくのか。広報で募集をかけたわけでもないし、その辺がどうも不思議でならない。そこあたり

を、まず１点は教えていただきたい。 

  それから、２点目、これは費用についてのことではなくて、29ページでありますけれども、先ほど県

立衛生看護学院の歩道、これは歩道をつくることそのものよりも、今、着々と毎日県立衛生学院の進捗

状況が見えております。それから、やはり姿形が出てくると市民の皆さんもいろいろお話をしておる。

そういう部分の中で、県立衛生看護学院の情報が、県の事業とはいえ、ここで一番恩恵を受ける市から

発信が物すごく少ないんじゃないか、今。知っている範囲内で、やっぱりどんどん出していくべきだし、

昨日こういう話もありました。今の駅前開発、マンション計画も県立衛生学院のやっぱり先生方、１畳、

２畳の５万円、６万円のアパートに入る先生方でないです。だから、ああいうものが計画されたのでは

ないかという話の中で、いや、あそこの先生方は子供たちの教育等を考えて単身赴任で来るから、そん

なにいいマンションなんか要らないんでないかという話もありました。でも、やはり今の県立衛生看護

学院ができるということで先行投資をしながら個人で投資目的の中でやっている方々もおられると思う。

そういう部分の中で、情報がどうも発信されない、非常に。誤ってもいけないだろうし、それを生かす

道もみんなして考えなければいけないだろうし、だから、そこの情報はどうなっているのか、今、現状

どうなっているのか。これから以降の計画も含めて、どうか教えていただきたい。県の事業だから、

我々の方に全然情報がないのか、それも含めて教えていただきたい。 

  以上２点お願いします。 

○田中敏雄 議長 総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 まず、コミュニティ助成事業でありますが、コミュニティ助成事業は、いわ

ゆる宝くじの収益金を補助金でいただいてやる事業でありまして、県内に割り当てが来ますけれども、

毎年横手市で上げたものが採択されるかどうかというのはなかなかわからない事業であります。今、反

省している部分もあるんですけれども、まず現実の問題として、ありませんかと来てから出してやるま

での時間が余りない事業でありまして、その広報がなかなかできていないということがありました。 

  今回のことも踏まえまして、今後は地域局の方とも連携をとりながら、補助がすぐもらえるかどうか

というのはわからないんですけれども、コミュニティ助成事業という制度がありますよというのを事前

に周知して、それらに希望があるものをそちらの方から連絡が来る前にいろいろと対応するようにしな

ければ、なかなか皆さんが知らない中で、例えばそれぞれの地域でそういうのをわかっている人がこの

事業であれば大丈夫なのではないかというふうなことで、限られた時間の中で希望を出すというふうな
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状況もありますので、それらは何とかして、何年度にこの助成が受けられますよというのではなくて、

こういう制度がありますよ、いつになるかはわかりませんが、希望があるかどうかというのを情報とし

て事前に集める手法をとりたいなというふうに考えています。 

  それから、県立衛生看護学院でありますが、基本的には県立衛生学院、現在もあるわけですので、内

容的にはそういうことでありますが、それが横手市のあそこに移転してくるというのが、学校の内容と

してはそういうものであります。現在のところ、わかっているものですが、まず先生方なり学生なりが

横手市の方に住むということになりますので、住宅について安くていいものが欲しいんですけれども、

現在の横手地域の住宅事情は数は結構あるんですけれども、学生たちの価格とか、そういうものでいろ

いろ心配されているということが１つあります。それから、実習病院の関係は今市内にある病院で基本

的に対応するということになっていますが、まだすべてが準備整っているわけではありませんので、一

定期間秋田の方に実習に行かなければならない。こちらの方で指導体制なりが整うまでの間は秋田に行

かなければならないという不便さがあるとか、そういうさまざまなものが今、整理されておりまして、

いずれ余り時間を置かないうちに学生の募集関係なんかも含めてトータルでいろいろ情報提供なり、あ

るいは実際の動きなりをしていきたいというふうに考えています。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 16番齋藤議員。 

○１６番（齋藤光司議員） 前段のやつは、やっぱりそうしていただきたい。そうしなければできないと

思います。やはり不公平感を払拭できない。そういう部分で、今、総務部長が議会で申されたことは非

常に大事なことなので、優先順位も含めながら、その検討をするような素材をやっぱり集めることだ、

そう思います。 

  それから、県立衛生学院の部分、やっぱりそういう不都合を含めて、この地に呼んで不都合があれば

困るんです。これはやっぱり秋田でなければダメだと言われると、非常にこれからさまざまなものを招

致をしながら地域おこしをしていこうというときに困る。だから、情報を自分のところだけでとめてお

くんでなくて、少なくとも我々も経営者の一員だと。そういう部分の中では情報を大いに発信してもら

いたい。教えてもらいたい。わかる範囲内でいい。問題点は問題点として、ここでどうするべきか、そ

ういう部分については情報の共有化というのはやっぱり必要なことだと私は信じておりますので、その

点についてもう一点、させていただきます。 

○田中敏雄 議長 総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 まず、前段につきましては、先ほどお話ししましたとおり、地域局の方とも

いろいろ話をしたりしていまして、しっかり事前の情報収集なり、そういうものをやっていきたい。

終的にはそれぞれの地域局長さんを含めまして、そこで優先順位なり……。制度を知れば、かなり多く

のものが上がってくると思いますが、２年に１回とか、そういうような採択でありますので、その辺の

ところをしっかりみんなで相談しながら、優先度の高いものから取り組んでいきたいというように思い
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ます。 

  それから、衛生看護学院につきましては、５月の下旬ごろに衛生看護学院の副学院長が市の方に訪れ

まして、さまざまな話もしておりまして、それらを踏まえて、我々が実際にまず行動すべきようなこと、

あるいは行動した方がもしかすれば、その分は何とかなるかもしれないというふうなこともさまざまあ

りますので、今整理をしながら、どういうふうな取り組みをしていくかということを今整理しておりま

すので、遅くない時期に皆様にもご相談しながら、できるだけ横手に来てよかったなと思われるように

取り組んでまいりたいと思います。よろしくお願いします。 

○田中敏雄 議長 19番堀田議員。 

○１９番（堀田賢逸議員） 委員会が違うということで、聞いておきたいと思いますけれども、17ページ

の徴税費、徴収費のところですな。現在、税金の徴収のためにいろいろ頑張っているようですけれども、

ここのところ、ただ補正前から補正後ということでマイナスになっているようですので、そこら辺、な

ぜマイナスになっているのかということが１点。 

  それから、34ページの図書館費ですけれども、これは大部分が報酬という関係で、これは当初予算と

の関係でなぜこのように今、補正しなければならないのかという、そこら辺を教えてもらいたいと思い

ます。 

○田中敏雄 議長 財務部長。 

○髙橋健幸 財務部長 私の方からは、徴税費に関してお答え申し上げたいと思います。 

  まず、17ページの税務総務費に関しましては、これは人事異動に関する人件費の減額でございます。 

  それから、２目の賦課徴収費でございますが、これの大きな減額は役務費の102万9,000円でございま

す。これは口座振替手数料を会計課の方に組み替えたためにここが減額になってございます。 

  以上な内容で、徴税費全体ではマイナスが目立つような減額補正になってございます。 

  以上でございます。 

○田中敏雄 議長 教育総務部長。 

○小野順一 教育総務部長 図書館費483万7,000円について、私からご説明申し上げます。 

  これにつきましては、正職員の退職等の減によりまして非常勤職員を配置したいというものでありま

す。それぞれ施設はあるわけで、このとおりの職員数の減等あるいは異動等で配置がえになっておって

も施設は開館しないとだめですので、そこに非常勤の職員を配置したいということでの予算措置であり

ます。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。14番阿部議員。 

○１４番（阿部信孝議員） 今、16番議員が衛生看護学院の生徒あるいは教諭というか、先生方ですか、

その住まいの大変ご心配をされて質問されたようですが、今、横手市はとにかく民間のアパートが飽和

状態であります。 近、特に建てられておりますので、そういうのは市でそこまで斡旋したりする必要

はないのではないか、民間に任せた方がいいのではないかと思います。 
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  それから、もう一つは、平鹿球場に電光掲示板が設置されるということであります。この前から一般

質問でも何回か言われておりますが、グリーンスタジアムになぜ一緒にできなかったのか、その点をお

尋ねします。 

○田中敏雄 議長 市長。 

○五十嵐忠悦 市長 後段の方についてお答え申し上げたいと思います。 

  ３月議会で当初予算に上げなかった経緯については、いろいろ議論をさせていただいたところでござ

いますが、いずれ平鹿球場もグリーンスタジアムよこても電光掲示化を進めるべきだという考えは申し

上げたところでございます。そういう中で、野球連盟からのさまざまな事情をお伺いすることとか、あ

るいは国体にかかわる部分からの情報収集等をした中で、早くても平成20年３月、いわゆる４月の当初

予算ということになるわけでありますが、そうなりますと、この秋に秋田国体がある中で、そこで平鹿

球場の電光掲示板を来年当初でやるというのも、これもまた妙な話だなということの判断をいたした中

で、これは補正で対応すべき事案だという判断等でございます。グリーンスタジアムよこてに関しまし

ては、何年先かというのはちょっと言えませんけれども、当初予算の中で対応する。分けて考えるべき

だと、こういうふうな判断でございます。 

○田中敏雄 議長 総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 衛生看護学院の住まいのことでありますが、直接市で斡旋するかどうかとい

うところまではまだ詰めておりません。ただ、この後、衛生看護学院の方といろいろ協議をしまして、

仮にそういう希望が出されればどういうふうなことができるかというのを検討していきたいというふう

に思っています。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 14番阿部議員。 

○１４番（阿部信孝議員） グリーンスタジアムの電光掲示板の件でありますが、例えばこれは入札にか

けるとすれば、同じメーカーといいますか、同じ会社からの部分で入札するのではないかなと思います。

横手市のグリーンスタジアムは秋田県の高校野球の大会も開催されます。その設置期間はどの程度かか

るかちょっとわかりませんが、もし……。今の補正予算で出ませんけれども、そんなに期日はかかるも

のではないなと思いますので、そういう点がわかりましたらお願いします。何日ぐらいかかるかお知ら

せください。 

○田中敏雄 議長 総務企画部長。 

○鈴木信好 総務企画部長 グリーンスタジアムの電光掲示が今なされていないのは選手名のところであ

りまして、ちょっと具体的な工期は今、手持ちございませんので、調べて、後でご報告したいというふ

うに思います。 

  それから、平鹿球場の方の電光掲示は点数のところが主でありますので、そういうことで試合を進め

るに当たって点数のところの電光掲示を平鹿球場は今、補正でやろうということでありますので、よろ



－６９－ 

しくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ほかに。28番佐々木議員。 

○２８番（佐々木 誠議員） 20ページの上の方でございますけれども、県からの権限移譲による交付金、

民生委員の件ですけれども、今までの活動とは何か違ったことがあるのかどうかをお尋ねいたします。 

  それから、もう一点は、実際に民生委員で活動している人のお話ですけれども、非常に今、高齢者に

なりまして認知症の方が多くなってきておりまして、それで、家族の方が大きな事故を起こされると大

変ということで、できるだけ運転させないようにというお話があるそうです。だけれども、本人が運転

するということであれば、どうしてもそれをやめさせることができないということで、非常に悩んでお

るということでございます。それで、どこに相談に行っても、なかなか話は進まないということで、

終的にはやはり行政が対応するべきじゃないかというお話でございました。それで、急に言われてもな

かなか大変かと思いますけれども、今後そういうことに対する対応が可能かどうかも検討してお願いし

たいと思います。 

  以上２点お願いいたします。 

○田中敏雄 議長 福祉事務所長。 

○佐藤耕一 福祉事務所長 20ページの民生委員関係費2,011万6,000円の補正の関連でございますけれど

も、委員活動につきましては特に大きく変わるということではございませんで、県からの事務の権限移

譲に伴いまして、今回補正をさせていただくわけでございます。中身的に申しますと、現在、横手市の

民生委員数は345名というふうになってございますけれども、人口の関係でいきますと大分減員される

わけでありますけれども、私どもとしては一気にということではなくて、現在県の方に311名ほどでと

いうことでの申請をさせていただいております。そういった算定に基づいての補正の関係でございます。 

  それから、後段の認知症の進みぐあいによっての自動車の運転免許の関係でございますけれども、現

実的に私どもが免許証を所持されている方にやめさせるということについては非常に難しい分野だとい

うふうには思うわけです。思うわけですけれども、そういった接点の仕方、さまざまな生活上の相談を

含めまして対応しながら、あるいは高齢者の、違うわけでありますけれども、さまざまな生活の安全と

いうふうな関係では横手警察署の地域生活安全課との連携もございますので、そういったお互いの関係

機関が持っておりますそういった仕事の中身も踏まえながら、そういったことについてもご相談できる

体制を考えてみたいというふうに思いますので、若干時間をお借しいただき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 ほかに質疑ありませんか。11番奥山議員。 

○１１番（奥山 豊議員） 消防関係、31ページ、災害対策費でありますけれども、今日の市長の行政報

告の中にもございましたが、平鹿町の市街地での火災発生、本当にあのように街のど真ん中、火事にな

ればどうやって水を確保するのか、大変なことを私も見てまいりました。今回はその対策としての一つ

の対策でありまして、庁舎内に防火用水を設置するということで、一部ほっとしたところでありますが、
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今日のこの予算審議の中で大宮川をせき止める方法が もよい方法だというふうなことでありました。

やはり市内を流れる一級河川でありまして、水も豊富であります。さっきから考えておりますが、あの

大きい川をどうやって簡単に止める方法をお考えなのか。10カ所ということでありましたので、どうや

ってせき止める方法なのかお尋ねいたします。 

○田中敏雄 議長 平鹿町区長。 

○柿﨑洋悦 平鹿町区長 ただいまのご質問ですが、今、大宮川を街を南北に縦断して、ずっと中心部を

流れておるわけですが、この前、火災のときも水は流れておりましたけれども、結局、浅いために水が

逃げていくと。たくさん水をとるために、水口を押したわけです。それが泥を吸い込んだような状態で、

水のある程度深さを確保できれば、あるいは流れていく、無駄な水ではないでしょうけれども、有効に

使うためにということで、消防署とか地域の消防団員とか、あるいは川の人方と相談しまして、現在、

川幅は上流と下流ではちょっと幅が違いますけれども、護岸はコンクリートでできているわけです。そ

れに水を少し入れまして、そして両方に入れて上の方に３メーターぐらいです。角材は４寸角ぐらいの

やつですが、下の方に行くと４メーター近くになりますけれども、結局、２種類の長さの角材を10カ所

設定しまして、火災が発生したときは一番近いところをとめるために、その角材を、常時シートで覆っ

ておりますが、近くに置きまして、それをドンドンと落としていくわけです。そうすると、４寸角のや

つが４本とか５本である程度の深さの水を確保できる、そういうことで、深さを確保して流れる水を少

なくして全部有効に消火に使える、そういうことで、正式に、例えば急にとめて立派な鉄材とかに使い

ますと、１基で600万ほどかかるそうです。それで、そのことを検討しながら、やっぱり10カ所、安全

で、しかも手早くできるということで角材をはめ込む、落とすというんですかね、そういう操法ででき

るそうですので、それでお願いしたところであります。 

  以上です。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。６番柿﨑議員。 

○６番（柿﨑孝一議員） １点お願いいたします。 

  21ページ、児童福祉総務費のところです。学童保育事業408万円、これは市長の所信説明にもありま

した。60名でやっていたのが、まず登録人数が80名ということで、これ以上の対応はできないというこ

とでしたけれども、ほかの地区では小学校を使ったり、いろいろな手が考えられていますけれども、こ

れはどういう対策を考えて、ここに落ち着いたのか、まずそのいきさつをお願いしたいと思いますし、

実際、これは住宅を借り上げてということになると、安全性の問題やら、さまざまな問題でどのような、

個人の住宅を改良するのか、また借り上げに対する費用、あとは借り上げる期間の契約とか、そういう

ものはどの程度話し合われていたのか、その辺のことをお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 横手区長。 

○伊藤喜代美 横手自治区長 お答え申し上げます。 

  まず、民間の住家を借り上げることについての改修の問題でありますが、これはほとんど改修の必要
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がないということであります。 

  それから、お話ありました文部科学省の放課後子どもプランという事業の関係でありますが、これに

つきましてはまだ場所とか運用方法とか、あるいは今の放課後児童クラブとのかかわりなどについて、

まだ調整が必要な段階であるということ、それから一番大きな問題は、この事業が実施されても放課後

児童クラブとは別々の部屋でやりなさいということ、別々の職員配置が必要だということ、まして一緒

にやるとすると厚生労働省の方からの補助はないというような、かなり問題点があるようでありまして、

私どもとしては既存の学校の中でこういう場所を確保するというのはできないのではないかというよう

な判断をしたところであります。 

  それから、それ以外の借り上げする場所についてももう１カ所検討したわけでありますが、場所とし

てはやっぱり相当大幅な改造費が必要だというようなことからして、この当該場所を選んだという経緯

になっております。 

  以上であります。 

○田中敏雄 議長 ほかに質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案はお手元に配付してあります付託表に記載のそれぞれの委員会に付託いたします。 

  暫時休憩いたします。 

  再開を50分といたします。 

午後 ３時１９分 休 憩  

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午後 ３時５０分 再 開  

○田中敏雄 議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１１１号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第47、議案第111号平成19年度横手市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  説明を求めます。福祉環境部長。 

○佐々木久雄 福祉環境部長 ただいま議題となりました議案第111号平成19年度横手市国民健康保険特

別会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

  第１条では、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４億4,293万2,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を110億9,414万2,000円に改めようとするものでございます。 

  歳出からご説明いたしますので、11ページをお開き願います。 

  ２款１項１目の一般被保険者療養給付費は、4,100万4,000円の減額補正をしております。これは、平
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成18年度の療養給付費が確定したことに伴い、過去３カ年の伸び率等から見直しを行いまして、１人当

たり療養給付費を17万8,044円と見込んで積算した結果、当初予算額と比較し、１人当たりで793円の減

額となったことによる補正でございます。 

  次に、２目退職被保険者等療養給付費は9,496万円の減額補正をしております。一般同様の見直しを

行いまして、１人当たり31万3,145円と見込み、6,130円の減額となったことによる補正でございます。 

  ３目の一般被保険者療養費、４目の退職被保険者等療養費につきましては、過去３年間の平均の伸び

率で積算した結果、若干の増額補正となっております。 

  次に、12ページをお開き願います。 

  ２款２項の高額療養費につきましても同様の見直しを行った結果、減額となったものでございます。 

  続きまして、３款１項老人保健拠出金につきましては１億1,631万4,000円の減額補正を行っておりま

す。これは、平成19年度の拠出金が確定したことによる補正でございます。 

  次に、４款ですが、１項介護納付金は6,023万円の減額補正をいたしております。これは、当初予算

におきまして支払基金が算出した１人当たりの平成19年度の納付額が４万9,476円、957円の減額により

確定したことによる補正でございます。 

  次に、５款ですが、１項の共同事業拠出金につきましては１億1,907万2,000円の減額補正をしており

ます。これは、平成18年度の実績に基づく当初の拠出金が決定したことによる補正でございます。 

  次に、歳入につきましてご説明いたしますので、７ページにお戻り願いたいと思います。 

  １款１項１目の一般被保険者国民健康保険税は７億2,788万9,000円の減額補正をしております。これ

は、本定例会に提案いたしております国民健康保険税条例の一部を改正する条例案の国民健康保険税率

に基づいて計上いたしております。医療給付費分の現年課税分につきましては、合併協議で決定されま

した平成19年度の所得割税率を0.75ポイント引き上げまして、平等割額、均等割額につきましては合併

協議と同額として積算した額に収納割合を乗じまして予想額を決定いたしております。 

  それから、２目の退職被保険者等国民健康保険税につきましては5,084万7,000円の減額補正をいたし

ております。一般被保険者と同様に積算をいたしております。現年課税分の収納割合につきましては、

国保税の課税総額の算出に当たり、一般退職合計で収納見込み率を加重平均で92％といたしまして、予

算計上上におきましては一般被保険者につきましては91％、退職者被保険者につきましては96％として

見込んで積算をいたしております。 

  また、滞納繰り越し分につきましては、平成18年度の収納実績に基づきまして一般被保険者につきま

しては11.41％から14％に、それから退職被保険者につきましては20％に引き上げて算出し、それぞれ

増額補正をいたしております。 

  次に、８ページをお開き願います。 

  ３款の国庫支出金以下、４款療養給付費等交付金、それから５款の県支出金、６款の共同事業交付金

につきましては、歳出の給付費の減額、拠出金の交付決定等によるルールに基づきました歳入の減額補
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正でございますので、説明を省略させていただきたいと思います。 

  それから、10ページをお開き願います。 

  10ページの９款１項２目その他繰越金につきましては５億7,999万9,000円の増額補正をいたしており

ます。これは、平成18年度の決算見込みによる繰越金の補正でございます。保険給付費の執行率が94％

程度であったことが主な理由となっております。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は厚生常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１１２号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第48、議案第112号平成19年度横手市老人保健特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

  説明を求めます。福祉環境部長。 

○佐々木久雄 福祉環境部長 ただいま議題となりました議案第112号平成19年度横手市老人保健特別会

計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

  第１条では、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億8,230万2,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を116億8,185万5,000円に改めようとするものでございます。 

  歳出からご説明いたしますので、６ページをお開き願います。 

  ２款１項１目の償還金は、4,603万9,000円の増額補正をいたしております。これは、平成18年度決算

見込みにより支払基金からの交付金が超過となっており、返還のための補正でございます。 

  次に、２款２項１目の一般会計繰出金は１億3,626万3,000円の増額補正をいたしております。これは、

償還金同様に、平成18年度決算見込みによる一般会計からの繰入金の返還金にかかわる繰出金の補正で

ございます。 

  次に、歳入についてご説明いたしますので、５ページをお開き願います。 

  ２款１項１目療養費負担金並びに３款１項１目の老人医療費負担金につきましては、国・県負担金の

不足分を過年度分医療費負担金として補正するものでございます。 

  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は厚生常任委員会に付託いたします。 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１１３号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第49、議案第113号平成19年度横手市介護保険特別会計補正予算（第１号）を議

題といたします。 

  説明を求めます。福祉事務所長。 

○佐藤耕一 福祉事務所長 ただいま議題となりました議案第113号平成19年度横手市介護保険特別会計

補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

  今回の補正は、予算の総額には変更がありませんで、債務負担行為を設定するものであります。 

  ２ページをお願いいたします。 

  この４月から包括支援センターの職員の増員が図られましたけれども、この職員６名の電算システム

の賃借に関する債務負担行為であります。 

  なお、当初予算時につきましては人員等を確定してございませんでしたので、今回債務負担行為とし

て設定させていただくものでございます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は厚生常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１１４号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第50、議案第114号平成19年度横手市特別養護老人ホーム特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

  説明を求めます。福祉事務所長。 

○佐藤耕一 福祉事務所長 ただいま議題となりました議案第114号平成19年度横手市特別養護老人ホー

ム特別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

  １ページ、第１条では歳入歳出の総額にそれぞれ4,703万7,000円を追加いたしまして、歳入歳出の総

額をそれぞれ18億3,105万2,000円とするものでございます。 

  ８ページをお願いいたします。 

  ８ページの関係でございまして、歳出でございますけれども、これは１款、それから９ページの２款

サービス事業費、10ページの同じく２款のサービス事業費でございますけれども、この４月の定例人事

異動に伴う人件費が主なものでございますが、８ページの１款１項１目の一般管理費の説明欄、施設の

維持管理費でございますけれども、大きなものといたしまして、憩寿園の分で88万5,000円がございま

す。これは、憩寿園の空調機器、ボイラー、換気扇、それから鶴寿苑の除雪機、地下タンク等の修繕に
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かかわるものが主なものでございます。 

  ７ページにお戻り願います。 

  ７ページには、これらの人件費等にかかわる財源といたしまして一般会計から4,703万7,000円の繰り

入れをお願いするものでございます。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は厚生常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１１５号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第51、議案第115号平成19年度横手市介護老人保健施設特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  説明を求めます。福祉事務所長。 

○佐藤耕一 福祉事務所長 ただいま議題となりました議案第115号平成19年度横手市介護老人保健施設

特別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

  この補正予算につきましても、予算の総額には変更はございません。 

  ４ページをお願いいたします。 

  ４ページ、歳出からご説明申し上げますけれども、この会計につきましても４月の定例人事異動に伴

う人件費の補正が主なものでございます。 

  なお、５ページの予備費については調整財源といたしまして86万4,000円を補正するものでございま

す。 

  以上でございます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は厚生常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１１６号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第52、議案第116号平成19年度横手市障害者支援施設特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  説明を求めます。福祉事務所長。 

○佐藤耕一 福祉事務所長 ただいま議題となりました議案第116号平成19年度横手市障害者支援施設特
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別会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

  １ページでございますけれども、歳入歳出予算の総額にそれぞれ441万2,000円を追加いたしまして、

総額をそれぞれ２億7,892万1,000円にしようとするものでございます。 

  ５ページをお願いいたします。 

  歳入の関係でございますけれども、１款１項２目利用者負担金につきましては、これまで保護者会の

方で負担をいたしまして職員の人件費を持っていたものでございますけれども、この４月から市の非常

勤職員というふうな形になりました。そういう関係で、これまで別会計で処理されておったものですけ

れども、会計の明瞭化を図るために、ここに利用者負担金として歳入としてきっちり予算計上させてい

ただいたものでございます。 

  なお、２款１項１目の物品売払収入222万8,000円につきましては、大和更生園、それから通所授産施

設ユー・ホップハウスの作業の関係でのスノーポールの関係でございますけれども、さまざまな箇所に

働きかけましたところ、さらに4,000本程度の追加のご注文というか、仕事を発注いただけるというこ

とで、今回補正として計上させていただきました。 

  ６ページをお願いいたします。 

  １款の１項１目については、人件費等の補正でございます。 

  ２款の１項のサービス事業費の関係でございますが、ここには大和更生園に係る作業収益金の還元と

いたしまして、本来大和更生園は入所施設でございますので、お金をお支払いすることができないわけ

でありますけれども、入所者、利用者の方々が楽しみにしております旅行等の経費の助成といたしまし

て、報償費で45万3,000円ほど計上させていただいております。ほかにつきましては、スノーポールの

原材料等の費用でございます。 

  それから、７ページの３款の授産費の関係でございますけれども、これも同様に通所授産施設分にか

かわるものでございます。こちらは作業の報酬といいますか、こういった形の賃金をお支払いしてござ

いまして、役務費の方に計上させていただいておりまして、また大和更生園同様、原材料の方にはスノ

ーポールの材料費代を計上させていただいております。 

  ４款の予備費につきましては、予算の調整分といたしまして2,151万9,000円を追加させていただいて

おります。 

  よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は厚生常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１１７号の上程、説明、質疑、委員会付託 



－７７－ 

○田中敏雄 議長 日程第53、議案第117号平成19年度横手市市営温泉施設特別会計補正予算（第１号）

を議題といたします。 

  説明を求めます。産業経済部長。 

○阿部 充 産業経済部長 ただいま議題となりました議案第117号平成19年度横手市市営温泉施設特別

会計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

  １ページ、第１条でございます。歳入歳出予算の総額からそれぞれ282万円を減額し、歳入歳出予算

それぞれ８億529万1,000円に改めようとするものでございます。 

  ４ページをお開きお願いいたします。 

  歳出でございます。大半が人件費の関係でございます。 

  ２目の雄川荘の部分です。この部分については、人件費の財源の調整であります。 

  ３目のさくら荘の関係でございます。この部分で13節の委託料400万ほどの減額となっております。

そして、１の方の報酬300万増額になっておりますけれども、これはさくら荘の調理の関係、新年度当

初では委託ということを考えておりましたけれども、委託しておりました調理人の関係、今度新しく非

常勤としてさくら荘の方に勤務するということになりまして、１節の報酬の方に予算を振りかえたもの

でございます。 

  ４のゆっぷるに関係しましても、人件費のやりくりでございます。 

  ５目のえがおの丘の関係につきましても、人件費のやりくりでございます。 

  歳入につきましては、一般会計繰入金から282万円を減額して調整を図ったということでございます。 

  以上、よろしくご審議をお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は産業建設常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１１８号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第54、議案第118号平成19年度横手市土地区画整理事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  説明を求めます。建設部長。 

○佐藤良吉 建設部長 ただいま議題となりました議案第118号平成19年度横手市土地区画整理事業特別

会計補正予算（第１号）についてご説明申し上げます。 

  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ183万9,000円を追加いたしまして、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ４億93万8,000円に定めようとするものでございます。この追加となります183万9,000円につき

ましては、すべて人件費でありますので、説明は省略をいたしたいと思います。 
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  あわせまして、地方債の補正でありますが、地方債の限度額を変更しようとするものでございます。 

  歳入については記載のとおりでありますので、説明を省略いたします。 

  以上で終わります。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は産業建設常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１１９号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第55、議案第119号平成19年度横手市前郷墓園造成事業特別会計補正予算（第１

号）を議題といたします。 

  説明を求めます。建設部長。 

○佐藤良吉 建設部長 議案第119号平成19年度横手市前郷墓園造成事業特別会計補正予算（第１号）に

ついてご説明申し上げます。 

  本案は、歳入歳出予算の補正でありまして、歳入歳出それぞれ359万5,000円を追加いたしまして、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ1,979万5,000円に定めようとするものでございます。 

  歳出についてご説明申し上げます。６ページをお開き願います。 

  今回補正をお願いしております359万5,000円でありますが、内訳といたしましては、前郷墓園の墓域

の拡大を図りたいということでありまして、1.21ヘクタールの測量、それから一部造成工事が主な内容

でございます。 

  ということでありますが、現在の前郷墓園の状況でありますが、1,642基、これは園路墓地、既成墓

地、自由墓地を含めてでありますが、1,642基ありますが、ほぼ満杯状態でありまして、残がないとい

う状態であります。そういうことで、墓域の拡大を図りたいということで今回補正をお願いするもので

ございます。 

  歳入につきましては、説明を省略をいたしたいと思います。 

  よろしくどうかお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は産業建設常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎議案第１２０号の上程、説明、質疑、委員会付託 

○田中敏雄 議長 日程第56、議案第120号平成19年度横手市下水道事業特別会計補正予算（第１号）を
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議題といたします。 

  説明を求めます。上下水道部長。 

○田口春久 上下水道部長 ただいま議題となりました議案第120号平成19年度横手市下水道事業特別会

計補正予算（第１号）についてご説明いたします。 

  本案は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ237万1,000円を増額いたしまして、総額を30億8,690万9,000

円に定めようとするものでございます。 

  その内容につきましては、異動に伴います人件費の増でございます。 

  歳入につきましては、３ページの事項別明細書のとおりでございますので、説明は省略させていただ

きます。 

  以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○田中敏雄 議長 ただいまから質疑を行います。質疑ありませんか。 

【「なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 質疑なしと認めます。 

  本案は産業建設常任委員会に付託いたします。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎休会について 

○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。 

  お諮りいたします。 

  明６月５日から６月10日までの６日間、休会いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。 

【「異議なし」と呼ぶ者あり】 

○田中敏雄 議長 ご異議なしと認めます。したがって、明６月５日から６月10日までの６日間、休会す

ることに決定いたしました。 

  ６月11日は午前10時より本会議を開きます。 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

◎散会の宣告 

○田中敏雄 議長 本日はこれで散会いたします。 

  大変ご苦労さまでした。 

午後 ４時１５分 散 会  
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