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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。 

 

 ７月 21 日に行われた第 23 回参議院議員選挙にお

いて、自民、公明が過半数議席を確保し、「ねじれ

国会」は解消されました。 

 今、政治に求められている最大の課題は、実感で

きる景気回復と被災地の復興加速であります。地方

や中小企業が景気回復を実感できるよう、民間の活

力を引き出す成長戦略や規制緩和を確実に実行し、

雇用改善や個人所得の増加に結びつけて行かなけれ

ばなりません。 

 震災復興については、被災した方が一日も早く普

通の生活を取り戻すために、住宅やインフラの復興

を着実に推進しなければなりません。 
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 それでは、通告に従い質問をさせていただきます。 

 

 初めに、１の地域経済の活性化についての 

(1)の電気料金の値上げに対する中小企業支援につ

いてです。 

 東北電力の電気料金が９月１日から値上げされま

した。平均値上げ幅は、家庭向けで 8.94％、企業向

けで 15.24％。家庭向け料金は標準的なモデル世帯

で月額 330 円上がる計算です。さらに、燃料費の負

担増も料金に上乗せされます。 

 一方、企業向け料金の東北電力の試算では、契約

電力が 1000 キロワット、月間使用量が 32 万キロワ

ットの工場の場合、毎月の負担は 73 万円増の 593

万円になる見通しであります。 

 本県の試算によりますと、今回の値上げで、県内

の家庭及び企業等の年間負担額は、平成 24 年度に比

べ 154 億円増加の見込みです。 

 そこで、アとして、９月１日から東北電力の電気

料金が値上げされたが、本市経済及び中小企業への

影響をどのように認識しているのか、お伺いしま
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す。 

 このような状況の中で、県では、資金繰りの悪化

が懸念される中小企業を対象に、新たな融資制度を

創設し、本年 10 月 1 日から申込受付を開始する予定

です。県内事業所数の約３割を占める本市において、

県と連携して市内中小企業の支援を積極的に実施す

べきと考えますが、 

 イとして、本市の中小企業に対する支援策につい

て、お伺いします。 
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 次に、(2)の事業系食品廃棄物等の再生利用につ

いてです。 

 家庭ごみの排出量削減のため、昨年７月から家庭

系ごみ処理手数料の有料化を開始しました。一般廃

棄物における家庭ごみは約６割を占め、残り約４割

が事業系一般廃棄物であります。 

 循環型社会への転換が急がれる状況の中、事業系

一般廃棄物とくに食品廃棄物等の発生抑制及び食品

循環資源の再生利用並びに食品廃棄物等の減量を推

進するために平成 12 年に食品リサイクル法が制定

されましたが、食品廃棄物等の再生利用等が十分に

なされていないことから、食品循環資源の再生利用

等を促進するため平成 19 年に法改正が行われ、より

一層のリサイクル率の向上が求められております。 

 そこで、アとして、本市における事業系食品廃棄

物等の排出量はどのくらいなのか、また、その再生

利用の状況について、お知らせください。 

 

 このような状況の中、原油価格の高騰基調や東日

本大震災に伴う電力不足を背景に、昨年７月から再
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生可能エネルギーの固定価格買取制度がスタートし

ました。食品循環資源の再生利用等を一層促進させ

るためには、この制度を活用し、食品廃棄物等をバ

イオマス燃料とする発電事業が有効と考えます。 

 また、民間事業者によるメタン発酵ガス化バイオ

マス発電施設が稼働することにより、本市において

事業系一般廃棄物を処理している総合環境センター

の焼却処理経費削減と焼却炉の延命、設備改修規模

の縮小及び焼却炉のリスク分散、天候に左右されな

い安定的エネルギーの創出が期待され、雇用も創出

されます。 

 そこで、イとして、食品廃棄物等の再生利用には、

メタン発酵ガス化バイオマス発電事業化が有効と

考えますが、本市における事業化の認識はどうか、

また、事業化に対する支援策について、ご見解をお

伺いします。 
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 次に、(3)の６次産業化振興策についてです。 

 昨年成立した農林漁業成長産業化支援機構法に基

づき、本年２月に株式会社農林漁業成長産業化支援

機構が発足しました。 

 これを受け、本県においては、北都銀行が６月に、

秋田銀行が７月に他金融機関との共同出資により６

次産業化をサポートする「地域ファンド」を創設し

ました。 

 この地域ファンドは、農家の農産物加工・販売へ

の参入をスムーズにし、農家と加工業者が結びつい

て新たな商品開発を行うことを目的に６次産業化事

業体へ、使途制約のない最長 15 年にわたる出資と経

営支援を一体的に行うものです。 

 雇用と所得を生み、産業を興す、６次産業化の推

進のために本市として積極的に関与・支援すべきと

考えます。 

 そこで、アとして、農林漁業者の経営支援に向け

て国主導で設立した農林漁業成長産業化支援機構

による地域ファンドの活用を促進すべきと考えま

すが、ご見解をお伺いします。 
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 次に、６次産業化における本県の課題として、物

流網が脆弱で大消費地に遠く物流コストが掛かる、

コメに特化し他の品目特に冬季間の種類が少ない、

食品製造業は中小企業が多く全製造業に占める食品

出荷額が低いと指摘をされています。 

 ６次産業を地域の再生につなげ、産業化するため

にも、その担い手である人材の育成と農商工事業者

及び支援事業者との情報提供や連携・協力体制の構

築を行い、農商工連携のマッチング等を行う場づく

り及び食品の安全性を基本とした地域ブランド化へ

の支援が急務と考えます。 

 そこで、イとして、６次産業化による新たなビジ

ネスを創出するためには、その担い手である人材の

育成と連携・協力体制を確立するプラットホームづ

くり及びブランド化を支援すべきと考えますが、ご

見解をお伺いします。 

 

 次に、本市においては、県やＪＡ等関係機関と連

携し、戦略的に生産振興をはかる作目として「園芸
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作物」を設定し、米依存型の農業構造からの脱却を

図り、農家所得の向上・安定化を目指しています。 

そこで、ウとして、米依存型農業から園芸作物へ

転換し、生産拡大をより積極的に図るべきと考えま

すが、本市の現状はどうか、また、どのように拡大

を図るのか、お知らせください。 
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 次に、２の新庁舎建設についてです。 

 平成 27 年 10 月の完成に向けた新庁舎建設工事の

入札について、「見積価格が予定価格を超過する」

として中止となった１回目の入札公告を受け、予定

価格の増額及び参加要件の緩和を行い実施した入札

再公告も、公募期限の８月 20 日までに入札参加の申

し込みがなく、再び中止となりました。 

 築 49 年となる現庁舎は平成 21 年度の耐震診断で

補強が必要と判定されており、耐震性確保が緊急課

題であります。そのためにも、また大規模災害時防

災拠点機能を有することになる新庁舎建設を早期に

着工すべきであり、その準備を早急に進めるべきと

考えます。 

 

 そこで、(1)の新庁舎建設工事の再公告における

入札中止についての 

 アとして、設計図書を貸与した企業からのヒアリ

ング内容及び分析結果を公表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、イとして、入札不成立となった要因の一つ

として材料費や労務費の高騰を挙げていますが、市

場価格をどのように調査しているのか、お知らせく

ださい。 

 

 次に、ウとして、共同企業体の組成が成立に至ら

なかったことについてどう分析しているのか、ま

た、発注形態の変更を希望する意見に対する本市の

考えについて、お知らせください。 

 

 次に、(2)の今後の対応についてです。 

 アとして、新庁舎本体の仕様及び新庁舎本体を除

く関連工事の見直しを行うとしていますが、見直し

内容及びその根拠を市民に明示すべきと考えます

が、ご見解をお伺いします。 

 

 次に、国において来春の消費税率引き上げが検討

されています。新庁舎建設費の税率は、消費増税の

半年前までに契約すれば、現行税率の５％で済みま

すが、今回の入札不成立で増税分の掛かり増しは避
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けられない見通しであります。 

 そこで、イとして総事業費は、今後予定される消

費税増税分も含めて継続費の総額以内におさめる

べきと考えますが、ご見解をお伺いします。    

 

 次に、入札要件については、ヒアリング内容の分

析や直近の市場価格の調査、参加要件のさらなる見

直しを行うとしていますが、 

 ウとして、入札参加要件の見直し内容について、 

 また、エとして、平成 27 年度中完成に向けての

工程について、お知らせください。
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 次に、３の防災・減災対策についてです。 

 ８月９日、「これまでに経験のないような大雨」

が本県を襲い、仙北市では６人の犠牲者を出した土

石流災害が発生したほか、大館市、鹿角市などにお

いて河川や道路等に甚大な被害が発生しました。 

 大地震による大規模災害の他、集中豪雨等による

災害が多発している中、先の通常国会で、「災害対

策基本法等の一部を改正する法律」が成立し、災害

時に自立で避難することが難しい高齢者や障がい者

など「災害時要援護者」の名簿作成の義務化、情報

を知り得た人の秘密保持の義務化とともに災害発生

時に本人の同意を得なくても個人情報を関係機関に

提供できるとしています。 

 そこで、(1)として、本市における要援護者名簿

の整備状況及び今後の対応について、お伺いしま

す。 

 

 また、避難所として、安全性を満たした施設を確

保する一方、食料や医薬品などを用意し、医療サー

ビスの提供も含め生活環境の整備が求められます。 
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 そこで、(2)として、本市の避難所における医療

サービスの提供等を含む生活環境の整備状況及び

整備計画について、お伺いします。 

 

 次に、(3)の地域や学校における防災力の向上に

ついてです。 

 気象庁は、８月 30 日から豪雨等で重大な災害が起

こる恐れが高まる場合に発表する「特別警報」の運

用を開始しました。この「特別警報」が発表された

場合には、直ちに自分自身の命を守る行動をとる必

要があり、そのためには日ごろから各地域の状況に

応じた防災体制の構築が急務であります。 

 そこで、アとして、防災力向上に向け、地域ごと

の被害想定を踏まえた防災訓練を実施すべきと考

えますが、ご見解をお伺いします。 

 

 また、災害から自身の身を守る力を養うとともに、

児童生徒を通じて家庭に防災意識を広げることが期

待できる「防災教育」が必要と考えます。 

 そこで、イとして、学校において「自助」の養成
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と「共助」を啓発する「防災教育」の教科化をすべ

きと考えますが、ご見解をお伺いします。
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 次に、４の障がい児者支援についてです。 

 初めに、(1)の発達障がい児者支援についてです。 

 発達障がい児者支援について、鎌倉市では平成 21

年４月から「こどもみらい部」に「発達支援室」を

新設し、ライフステージを通じて情報共有を可能に

する体制を整備するとともに、教育委員会の指導主

事を発達支援室へ併任し学校との連携強化を図り、

地域における発達障がい児者への理解を促進する相

談・支援事業を行っています。 

 ライフステージに応じた支援を行うためには、保

健、福祉、教育、医療、労働等横断的な組織の構築

による一体的かつ一貫した支援を提供できる体制の

整備が、とりわけ学齢期において重要であると考え

ます。 

 そこで、アとして、発達障がい児に対する就学前

から学齢期への支援の継続性が重要と考えますが、

本市の対応について、お伺いします。 

 

 次に、発達障がい児者を含む若者の就労・自立支

援を行っている地域若者サポートステーションによ
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ると、相談を受けてから３カ月以内に就労できる方

は全体の約 45％、逆に１年以上かかる方は 20％を超

え、さらに正社員としての就労者は、わずか８％弱

しかいない状況となっています。 

 就労を進めるには、発達障がい児者への教育訓練

とともに、発達障がい児者を認め、理解しあえる社

会の構築や環境の整備が重要となります。 

 そこで、イとして、本市の発達障がい児者の就労

支援対策及び企業・地域への啓発について、お知ら

せください。 

 

 次に、本年４月、大仙市では、発達障がい児者を

含む子どもや若者、そしてその家族の相談や支援を

行う総合相談窓口として、大仙市子ども・若者総合

相談センター『びおら』を開設しました。 

 ライフステージに応じ一貫した支援を行うために

も、発達障がい児者へ支援を提供する居場所の整備

が必要であるとともに、発達障がい児者の休退学後

の学び直し期間や休退職後の就労促進に向けた訓練

期間における支援をすべきと考えます。 
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 そこで、ウとして、発達障がい児者の休学及び休

職療養中並びに就業訓練中における支援について、

お伺いします。 

 

 次に、(2)の聴覚障がい児者支援についてです。 

 本市では、聴覚障がい児者の耳代わりとなる要約

筆記奉仕員の養成講座や県と連携し要約筆記者指導

者の養成研修を行っていますが、十分な体制とはい

えない状態にあります。 

 要約筆記奉仕員は通常、聴覚障がい児者のそばで

手書きやパソコンを通し情報を伝達していますが、

長野県塩尻市のＮＰＯ法人長野サマライズ・センタ

ーでは、遠隔地からスマートフォンを使い長野サマ

ライズ・センターに送信された音声情報を、情報保

障者がパソコンで文字情報に変換をし、聴覚障がい

児者のスマートフォンに送信し伝える携帯電話によ

る聴覚障がい児者向け『モバイル型遠隔情報保障シ

ステム』を活用し、コミュニケーション支援を行っ

ており、教育現場のほか、美術館や博物館などの案

内人付きの見学等で有効に使用できます。 
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 要約筆記奉仕者の不足分を補い、聴覚障がい児者

のコミュニケーション支援において有益なシステム

です。 

 そこで、アとして、携帯電話による聴覚障がい児

者向け「モバイル型遠隔情報保障システム」である

遠隔文字通訳を活用し、コミュニケーション支援を

す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、５の健康づくりについてです。 

 初めに、(1)の健康寿命延伸対策についてです。 

 少子高齢化の進展が加速化され、医療費や社会保

障費のさらなる増加が予想される本市において、本

年３月、健康で元気に生活できる期間を延ばす健康

寿命延伸を目的とした「第２次健康あきた市 21」が

策定されました。 

 本市の平均寿命から要介護等の期間を引いた健康

寿命の平均は、平成 22 年度で男性が 77.73 歳、女性

が 82.81 歳といずれも全国平均より下回っていま

す。 

 長野県松本市は、厚生労働省がすすめる、国民の

生活習慣を改善し、健康寿命をのばす優れた取り組

み活動を表彰する「第１回健康寿命をのばそう！ア

ワード 2012」において、自治体部門厚生労働大臣優

秀賞を受賞しました。 

 松本市は、人の健康はもとより、生活、地域、環

境、経済、教育・文化の６分野において「健康」を

切り口に健康な都市づくりを目指しています。先進

的取り組みとしては、「若いときからの認知症予防
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事業」や「市民歩こう運動」が挙げられています。 

 そこで、アとして、本市における市民の健康寿命

を延ばすためのこれまでの取り組みについて、お知

らせください。 

 

 次に、「日本一健康文化都市」を掲げる静岡県袋

井市では、日々の健康づくりの実践状況をポイント

化し、ためたポイントを幼稚園・保育園や小・中学

校などへの寄付や公共施設利用券や民間の登録サー

ビス券と交換することにより、人づくりやまちづく

りに貢献できる健康マイレージ制度を平成 19 年度

から全国に先駆けて実施しています。 

 将来の超高齢化社会への対応の施策の一つとし

て、北九州市はじめ全国で広がりつつあります。 

 そこで、イとして、市民が健康づくりに励むこと

で医療費や介護費の抑制につながるほか、地域コミ

ュニティーや地域経済の活性化など人づくりやま

ちづくりにつなげていくことが期待できる「健康マ

イレージ制度」を導入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、６のいじめ防止対策についてです。 

 いじめに関するニュースが連日のように報道され

る中、山形県酒田市の高校生が８月 23 日朝、校舎の

４階の窓から転落したとみられる報道がありまし

た。 

 学校側は、転落原因は特定できないとしているも

のの、いじめを受けていたことを明らかにしていま

す。 

 国がいじめ対策を本格化させてから初となる「い

じめ防止対策推進法」が６月 21 日に成立し、今月

28 日に施行となります。 

 「いじめ防止対策推進法」では、いじめを心身の

苦痛を感じているものと定義した上で、重大ないじ

めが発生した場合の対応を明記しており、地方自治

体に対し、国が定める「いじめ防止基本方針」を参

酌し、「地域いじめ防止基本方針」の策定を求めて

います。 

 そこで、(1)として、いじめ防止対策推進法の制

定を受け、本市における「地域いじめ防止基本方針」

の策定状況について、お知らせください。 
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 次に、本市においては、本年１月に、「秋田市い

じめ対策委員会」が設置され、いじめ防止の取り組

みやいじめ事案の対応に関し協議・提言を行ってい

ますが、未然防止、早期発見、即対応のために学校

以外の他機関との連携の強化が重要となります。 

そこで、(2)として、いじめ防止のために、学校、

児童相談所及び警察などの担当者で構成される連

絡協議会を設置し、連携を強化すべきと考えます

が、ご見解をお伺いします。 

 

 さらに、いじめは、学校だけの問題ではなく、家

庭や地域との連携が大事であり、そのため、保護者

や地域との信頼関係の構築が課題となっています。 

 そこで、(3)として、地域社会全体でいじめ根絶

に取り組める体制をつくり、情報を共有する仕組み

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、７の地域の課題についての(1)の御所野地

区におけるコミュニティー機能を有した児童セン

ターについてです。 

 御所野地区において、児童が放課後、安全に過ご

せる場所の確保に対する必要性が年々高まる中、秋

田テルサ内に設置されている御所野児童室は、利用

児童数に対し施設面積が狭く、狭隘化解消が急務な

課題であります。 

 また、御所野地区は、コミユニティセンターの空

白地域であり、地域住民の交流等のコミュニティー

機能を有した施設の整備も地域の課題の一つであり

ます。 

 このことから、児童に健全な遊びを与え、健康を

増進し、情操を豊かにするとともに、児童の健全育

成に関する機能及び体力を増進させる機能を有し、

なおかつ、コミュニティー機能も有した児童センタ

ーの早期整備が渇望されております。 

 そこで、アとして、地域の実情に即した施設の整

備について、お知らせください。 

 また、コミュニティー機能も考慮しながら、早期
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整備に向けた調査、検討を進めるとの本会議での答

弁もあったところでしたが、 

 イとして、施設の概要及び整備時期について、お

知らせください。 

 

 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。 


