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おはようございます。  

公明党の松田豊臣でございます。  

このたびの統一地方選挙で党員・支持者、地域の

皆様をはじめ多くの皆様のご支持をいただき、再び

議席を与えて頂きましたことに対して、この場をお

かりして、心より御礼申し上げます。  

議員各位並びに当局の皆様におかれましては、今

任期も引き続きのご指導とご助力を下さいますよ

うお願い申し上げます。  

それでは、通告に従い質問をさせて頂きます。  

 

はじめに、１ .地方創生について、です。  

 

 昨年 11 月まち・ひと・しごと創生法が施行され、

12 月に地方創生に向けた将来の方向性を示す長期

ビジョンと今後５年間の総合戦略が閣議決定され

ました。本市は、次期総合計画と連動して地方人口

ビジョン及び地方版総合戦略を年度内に策定する
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こととしております。  

 ６月２日県地方創生有識者会議で発表された秋

田県人口ビジョン（素案）では、県外への転出者が

転入者を上回る「社会減」の早期解消と死亡者数が

出生数を上回る「自然減」抑制等の人口減少対策を

実施することにより、 2040 年に国立社会保障・人

口問題研究所が発表した人口より６万人多い 76 万

人、 2060 年には 14 万４千人多い 61 万２千人を将

来展望として発表しております。  

そこで、（１）人口の現状分析及び将来展望につ

いて、  

ア、本市における人口動向の現状をどのようにと

らえているのか、また、将来人口をどのように推計

しているのか、  

イ、人口の変化が本市の将来にどのような影響を

与えるのか、  

ウ、本市が目指すべき将来の方向性及び将来人口

をどのように展望するのか、お知らせください。  
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次に、（２）まち・ひと・しごと創生総合戦略及

び秋田版総合戦略について、です。  

 

国は、まち・ひと・しごと創生総合戦略の基本目

標として、「しごと」と「ひと」の好循環づくり及

び好循環を支えるまちの活性化を掲げており、県は、

秋田版「総合戦略」（素案）において、国の総合戦

略の視点を勘案し、基本目標を雇用創出のための

「産業振興」、「移住・定住対策」、「少子化対策」、

「新たな地域社会の形成」を掲げ、５年間で 12,630

人の雇用創出を目指そうとしています。  

本市では、４月、庁内に地方創生推進本部が設置

され、６月２日に有識者の意見を反映させるための

市総合計画・地方創生懇談会の初会合が開催されて

おります。  

地方創生は、そこに住む人に光を当て、その人が

力を付けて輝き、そこに仕事が生まれるという流れ

が重要であり、人が生きる地方創生を目指すべきと
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考えます。  

そこで、アとして、まち・ひと・しごと創生総合

戦略に掲げる「しごと」と「ひと」の好循環づくり

及び好循環を支えるまちの活性化を、本市が策定す

る地方版総合戦略及び本市次期総合計画にどのよ

うに反映し取り組んでいくのか、お知らせください。 

イとして、県は秋田版総合戦略の素案を公表しま

したが、県との整合性をどのように図っていくのか、

お知らせください。  
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次に、２ .地域産業の振興について、です。  

 

農業の成長産業化や農家所得の向上を目指し、農

業改革関連法案が４月に閣議決定され、今国会で審

議されております。その中で、農業を成長産業と位

置付け、農地集積バンク、農産物輸出、６次産業化

などの政策を推進するとしており、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略の主な重要業績の評価指標とし

て、農林水産業の成長産業化を挙げ、「６次産業市

場 10 兆円」、「就業者数５万人創出」を目指してお

ります。  

本市は、平成 24 年度より県都『あきた』成長プ

ランにおける地域産業の競争力強化の重点プログ

ラムとして、本格的に６次産業化に取り組んできま

した。  

そこで、（１）６次産業化及び農業振興について、  

アとして、平成 24 年度から本格的に実施している

6 次産業化の現状における課題は何か、また、 6 次
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産業化及び農商工連携の取り組みが産業として発

展していくため、目指す事業規模及び雇用創出をど

のように設定し、進めていくのか、お知らせくださ

い。  

 

園芸に特化した優れた担い手の確保と育成を図

ることを目的に、本年３月「みのりあ」として本格

的に園芸振興センターが稼働しました。園芸振興セ

ンターは、実習を通して野菜・花きの栽培に関する

基礎的な技術や農業経営管理に関する知識、農業機

械の操作、６次産業化等に繋がる基礎的な野菜の加

工技術の習得をする施設であり、本年４月より８名

の研修生で新規就農研修が開始されております。  

今後は、研修終了後の円滑な自営就農や雇用就農

等の就農に結び付けるための支援体制の整備と園

芸振興センターにおける技術指導者の計画的な確

保が重要な課題となります。  

そこで、イとして、園芸振興センターにおいて継
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続的に就農支援をするために重要な研修終了後の

支援体制の整備及び指導者の計画的な確保に向け

て、どのような取り組みを行っていくのか、お知ら

せください。  

 

次に、（２）地域ブランド化構築に向けた取り組

みについて、です。  

 

地域に活気を取り戻すにための、地域資源を活か

した特産品の開発や観光振興、協働による地域活性

化、まちづくりによる地域ブランド化への取り組み

が活発化しています。  

地域ブランド化とは、①地域の事業者が協力して、

事業者間で統一したブランドを用いて、当該地域と

何らかの自然的、歴史的、風土的、文化的、社会的

等関連性を有する特定の商品の生産又はサービス

の提供を行う取り組みであり、②地域発の商品・サ

ービスのブランド化と地域イメージのブランド化
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を結びつけ、好循環を生み出し、地域外の資金・人

材を呼び込むという持続的な地域経済の活性化を

図ることであります。  

また、地域の認知度とイメージアップによる市場

優位性を確保するためには、地域ブランドの構築と

それを売り込むシティセールス・プロモーションの

取 り 組 み を 両 輪 で 推 進 す る こ と が 重 要 と な り ま

す。   

アとして、県都『あきた』成長プランにおいて、

「地域ブランドの創出の促進」を基本施策として取

り組んできましたが、取り組み内容と成果及び課題

について、お知らせください。  

 

イとして、地域に「ヒト、モノ、カネ」を呼び込

み、定住人口や観光など交流人口の増加、企業誘致

にもつながる地域ブランド化の構築に向けた庁内

横断的な推進体制の整備及び地域ブランド力の向

上に向けたシティセールス・プロモーションをどの
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ように推進するのか、お知らせください。  

 

本年６月１日より、特定の産地と結びついた農水

産品を「地理的表示」に認定し、不正使用は国が直

接取り締まる、「歴史や風土、文化」などに裏付け

された農産品のブランド化を後押しする新しい地

域ブランドの保護制度が開始されました。  

そこで、ウとして、地域ブランド化の構築に向け、

本年６月より開始された「地理的表示保護制度」に

どのように対応していくのか、お知らせください。 
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次に、３．人口減少対策について、です。  

 

はじめに、（１）産み、育てやすい環境の整備に

ついて、です。  

 

４月から子ども・子育て支援新制度が、誰もが産

み育てることができる環境を整備するため、地域に

おける保育や幼児教育などの質と量を拡充するこ

とを狙いとしてスタートしました。  

新制度では、教育と保育、両方の機能を併せ持つ

認定こども園の普及を図るとともに、新たに小規模

型保育や通常の保育所では預かれない子どもを保

護者の自宅で保育する居宅訪問型保育など地域型

保育を創設し、待機児童問題の解消へ向け、身近な

保育サービスの提供を推進する制度であります。  

そこで、アとして、子ども・子育て支援新制度が

スタートしましたが、運用の状況及び課題は何か、

また、課題解決に向けどのように取り組んでいくの
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か、お伺いします。  

 

市内在住のご婦人から、「初産が死産であり、心

身ともに不安定な状況であったとき、励まし、勇気

を頂いたのが担当の助産師の方であり、産後ケアの

重要性を痛切に感じています。」というお話を伺い

ました。  

川崎市は今年度から、核家族化や父親の勤務形態

の多様化などの影響で、孤立しがちな母子を応援す

る産後ケア事業を始めております。  

産後ケア事業は、助産所への宿泊型、助産師が自

宅を訪れる訪問型があり、母体や乳児ケアとともに、

子育てについての相談やアドバイスを行う事業で

す。  

本市では、「こんにちは赤ちゃん訪問事業」を行

っておりますが、事業内容の拡充を含めた産後ケア

事業の体制づくりと推進が求められているところ

であります。  
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そこで、イとして、安心して産み、育てる環境の

整備として、産後ケア事業の実施に向けた体制を構

築し、推進すべきと考えますが、ご見解をお伺いし

ます。  

 

次に、（２）コンパクトなまちづくりについて、

です。  

 

国は、人口減少及び高齢化が進む中、特に地方都

市においては、地域の活力を維持するとともに、医

療、福祉、商業等の生活機能を確保し、高齢者が安

心して暮らせるよう、地域公共交通と連携して、コ

ンパクトなまちづくりを推進しております。  

国が示すコンパクト化とは、一極集中ではなく、

多極ネットワーク型のコンパクト化をめざし、全て

の人口の集約を図るものではありません。そして、

インセンティブを講じ、時間をかけながらの居住の

集約化を推進するものです。  
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第６次秋田市総合都市計画で策定されているコ

ンパクトなまちづくりは、国の示すコンパクト化と

同一方向であり、その具体化が求められているとこ

ろであります。  

そこで、アとして、本市は都心・中心市街地と６

つの地域中心を核とした多核集約型の都市構造と

して、国が推進する多極ネットワーク型コンパクト

シティを目指していますが、具体的にどのような形

及びスケジュールで進めているのか、お知らせくだ

さい。  

また、イとして、多極ネットワーク型コンパクト

シティの実現にとって不可欠な公共交通ネットワ

ークの再構築に向けた取り組みを支援すべきと考

えますが、ご見解をお伺いします。  
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次に、４．ＩＣＴの活用について、です。  

 

近年、より透明性を高め、市民の参画や行政と市

民との協働を促進する流れを受け、行政機関が保有

する地理空間情報、防災・減災情報、調達情報、統

計情報などの公共データを、利用しやすい形で公開

するオープンデータへの関心が高まってきていま

す。  

本市では、平成 29 年度市が保有するデータの２

次利用可能な形での提供実施に向け、本年度より取

り組みを開始しております。  

そこで、 (１）行政の透明性・信頼性の向上、市

民参加・官民協働の推進、経済の活性化・行政の効

率化が三位一体で進んでいけるオープンデータの

活用に向け、どのように取り組んでいくのか、お知

らせください。  
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千葉市では、安全で住みよい街の維持に向け、「道

路が陥没している」「公園の遊具に不具合を見つけ

た」など日々発見される諸問題を、素早く着実に解

決するため、市民から写真と位置情報付きのレポー

トをスマートフォン経由で送信してもらい、その課

題を市民と市役所で共有しながら解決にあたる「ち

ば市民協働レポート（ちばレポ）」として、モバイ

ルとクラウドを活用した市民協働プロジェクトを、

昨年９月から本格稼働しています。  

千葉市で導入・稼働している仕組みは、ＩＣＴ活

用による、市民が市政に参加できる新たな手法であ

り、地域課題情報の一元管理や市民協働による行政

改革の推進が期待できる仕組みであります。  

そこで、 (２）道路の陥没など地域の危険箇所や

問題を、スマートフォン等による市民からの情報提

供により解決する手法を導入すべきと考えますが、

ご見解をお伺いします。  

 



 16 
 

次に、５．障がい者等への支援について、です。 

 

はじめに、(１）オストメイトへの支援について、

です。  

 

障がいがあるのに、見た目は健常者と変わらない。 

様々な病気や障がい・事故などが原因で、排泄機能

を失い人口肛門、人口膀胱をつけた障がい者をオス

トメイトといいます。オストメイトはストーマと呼

ばれる排泄口を腹壁に取り付け、そこから排泄され

る便や尿を皮膚に粘着固定させる袋（パウチ）に溜

めて生活をしています。身体障害者手帳の交付を受

けた人だけでも県内に 1,800 人を超える方がおら

れ、周囲への理解拡大が必要であります。  

身体障害者手帳の交付を受けたオストメイトに

は、地域生活支援事業、日常生活用具給付について

市へ申請したのち、決定通知書が本人に送付されま

すが、給付する用具名にストマ用装具（蓄便袋）と
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記載されており、用語に関して、配慮が必要である

と考えます。  

岩手県宮古市では、オストメイトとくに女性のオ

ストメイトからの要望に対して、また全国的な流れ

も踏まえ、給付要綱を変更し、蓄便袋をストーマ装

具消化器系へ、蓄尿袋をストーマ装具尿路系に昨年

４月から用語を変更しております。  

そこで、アとして、本市の給付決定通知書等の表

現において、オストメイトに配慮した名称変更をす

べきと考えますが、ご見解をお伺いします。  

 

東日本大震災から４年３カ月が過ぎました。発災

４日目以降、日本オストミー協会によるパウチの無

償提供が始まりましたが、物流寸断による遅配、衛

生状態の悪化で皮膚障害を起こした人が多数に上

りました。  

オストメイトは、自宅に装具を保管していますが、

災害で家を失えば装具を持ち出せない事態になり
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かねません。オストメイトにとって、ストーマ装具

は命そのものであります。  

そこで、イとして、災害時等への対応として、ス

トーマ装具を小中学校や市民サービスセンター等

の備蓄倉庫に備蓄すべきと考えますが、ご見解をお

伺いします。  

 

平成 23 年国の通達で、ストーマ装具の交換は原

則医療行為には該当しないことが明記されました。

市内にある介護施設のディサービスにおいて、入浴

を拒否されたオストメイトがおられ、オストメイト

が市内どこの施設においても十分なサービスを受

けられる体制が望まれます。  

そこで、ウとして、介護施設等でのストーマ装具

の交換のためにも、介護サービス従事者のためのス

トーマケア講習会を開催すべきと考えますが、ご見

解をお伺いします。  
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次に、  (２ ) ヘルプカードについて、です。  

 

東京都では、平成 24 年より、障がい者や難病患

者が必要な支援をあらかじめ記しておき、緊急時や

災害時などの際に提示して周囲の配慮や手助けを

得やすくするヘルプカードを作成、実施しておりま

す。  

また、上越市では平成 26 年から障がいのある子

どもや大人が災害や事故に遭ったり、道に迷ったり

したときに、助けを求めるために使えるようにヘル

プカードを作成し実施するなど全国の自治体に広

がりつつあります。  

ヘルプカードは、支援を必要とする人と支援を行

う人を結びつけるものであり、災害時や緊急時など

何かあったとき、すぐに支援の手を差し伸べられる

体制の整備が重要であります。  

そこで、アとして、障がい者や難病患者が必要な

支援をあらかじめ記しておき、緊急時や災害時など
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の際に提示して、周囲の配慮や手助けを得
え

やすくす

るために、ヘルプカードを活用すべきと考ますが、

ご見解をお伺いします。  
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次に、６．生活困窮者自立支援制度について、で

す。  

 

本年４月から施行となった生活困窮者自立支援

法に基づき、生活困窮者自立支援制度の運用がスタ

ートしました。本市では福祉総務課内に生活支援担

当が設置され、総合相談窓口の設置、相談者の自立

に向けたプランの作成、必要な就労支援や福祉サー

ビスへつなげる自立相談支援事業と住宅確保給付

金事業、生活困窮世帯の子どもへの学習支援を行っ

ております。  

そこで、 (１）生活困窮者自立支援法が本年４月

から施行され、福祉総務課内に新たな担当が設置さ

れましたが、相談状況及び支援状況について、お知

らせください。  

湯沢市では、昨年より生活困窮者自立促進支援モ

デルとして、湯沢市社会福祉協議会に委託し、包括

的な相談・把握・プランの作成、社会資源活用によ
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る支援、対象者の情報蓄積と地域への情報発信業務

を行っております。とくに早期発見、早期支援のた

めに、民生委員や町内会長等地域との連携を行い、

アウトリーチに重点を置いて支援を行っています。 

そこで、 (２）声なき声を拾い上げるためのアウ

トリーチについて、どのように取り組んでいるのか、

お知らせください。  

 

湯沢市社会福祉協議会総合相談室長は、「支援介

入により、壁となっていた多くの課題に対して避け

ていたこれまでの生活を改め、向き合うことで前向

きな気持ちが生じてきます。」、「自立相談支援事業

の中で大切なのは『諦めない』支援と本人の強みを

多くの関わりの中から引出し、その部分を活かした

支援を展開していくことで『人としての自信と誇り

を取り戻す』ことが究極の目標であるということを

強く感じています。これからも、地域の方々と協力

して困窮する方の発見に努め、関係機関と協力して
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支援の手を差し伸べていけるよう努力していきた

い。」と述べられています。  

そこで、(３ )継続して確実な支援をするため、地

域における生活困窮者の現状を把握するとともに、

地域住民や関係機関に対し、生活困窮に関する情報

発信を行い、地域の総合的な支援体制の強化を図る

べきと考えますが、ご見解をお伺いします。  
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次に、７．投票環境の向上について、です。  

 

春の統一地方選挙が４月実施されましたが、前回

を下回る低投票率でありました。投票率の向上に向

けた投票しやすい環境の整備は重要な課題の一つ

であります。  

そこで、 (１）高齢者や障がい者が投票しやすい

よう、バリアフリーに考慮した投票所の環境整備及

びＢＧＭを流すなど、投票所の雰囲気を和らげる工

夫が必要と考えますが、ご見解をお伺いします。  

 

次に、(２）若年層への選挙啓発について、です。  

 

選挙年齢を 18 歳以上に引き下げる改正公職選挙

法が６月 17 日に成立され、来年夏の参院選から導

入されます。  

少子高齢化の中で、若者の意見が踏まえられるよ

うになる一方、高校生が初めて投票権を行使するこ
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とになり、主権者教育が重要な課題となります。  

若い人の政治参加及び投票を促すためにも若者

への選挙啓発や投票しやすい環境の整備が必要と

なります。  

そこで、アとして、若者に投票を呼びかける選挙

コンシェルジュの導入を検討すべきと考えますが、

ご見解をお伺いします。  

イとして、学生や若者の投票しやすい環境づくり

の一環として、大学構内での期日前投票所開設を検

討すべきと考えますが、ご見解をお伺いします。  
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次に、８．地域の諸課題について、です。  

 

「緑豊かな街」として形成されてきた御所野地区

ですが、近年、市道の街路樹が欠損している箇所や

剪定がされず危険な箇所も発生しています。また、

御所野総合公園内の樹木の立ち枯れが多くみられ、

特に松の木の立ち枯れが激しく、樹皮の剥がれや腐

食による倒木等危険な箇所もあり、早急な対応が求

められています。  

そこで、（１）御所野地区の「緑豊かな街」を維

持するため、街路樹の補植、枝の剪定、公園の樹木

の立ち枯れ対応など早急に整備が必要と考えます

が、ご見解をお伺いします。  

 

御所野地区には企業などが多く立地し、秋田空港

の利用者も多くおられます。6 月１日より、秋田空

港から秋田市内行き空港リムジンバスの降車専用

御所野停留所が設置されましたが、空港行きの乗車
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停留所が未設置の状態にあります。  

空港行きのリムジンバスを利用するためには、路

線バスもしくはタクシー等で一旦仁井田まで出て

リムジンバスを利用しなければならない状態です。 

そこで、（２）御所野地区に、秋田空港行きの、

空港リムジンバス停留所を設置すべきと考えます

が、ご見解をお伺いします。  

 

以上で質問を終わります。  

ご清聴、ありがとうございました。  

 

 


