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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。  

 

3・ 11 東日本大震災から１年 9 カ月。今、発災か

ら二度目の冬を迎えておりますが、復旧・復興は

遅々として進んでいない状態にあります。 11 月 7

日現在の全国の避難者数は、約 32 万 5,000 人と前

月に比べ 2,000 人余り減少したとはいえ、多くの方

が避難生活を依然強いられており、高台移転などの

防災集団移転促進事業はこれからという状況にあ

ります。  

がれきについては、９月末時点で推計量全体の

27％のみの処理に留まっており、広域処理は全体の

７％程度。そのような中、復興予算流用問題が顕在

化。また、復旧・復興へ取り組む職員の慢性的な不

足、自殺者の増加等々、問題・課題は山積していま

す。  
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被災者に寄り添い、被災地の復興に取り組むとと

もに、秋田の元気が東北の元気に繋げていけるよう、

防災・減災対策を柱とする災害に強い地域・国づく

りを進め、地域経済の活性化・再建に取り組まなけ

ればならないと考えます。  

 

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です。  

 

11 月 2 日の秋田魁新報に掲載された「日銀券に

みる地域経済」の中で清水日銀秋田支店長は、「日

銀券は、秋田支店から県内金融機関へ年間 4,800 億

円余り払いだされている。一方、秋田支店に戻って

くる日銀券は、3,200 億円で、発行額を 1,600 億円

下回る。」とし、その理由は、①「たんす預金」の

増加、②消費の県外流出、③企業の現金管理・大都



 3 
 

市事務拠点への集中化を挙げ、「県外の人に、『秋田

に行けば何かがある』『秋田を知りたい』と思わせ

るような攻めの戦略が必要だ。県境を越えた秋田の

吸引力の向上が経済を元気にする鍵となろう。」と

述べられております。  

東北 6 県の景気の先行指数は、秋田県全産業では、

震災後、今年 6 月をピークに下降し、 12 月におい

ては震災時を下回る状況であり、東北 6 県の中では、

一番低く厳しい状況にあります。  

本市は、平成 23 年３月に「県都『あきた』成長

プラン」を策定し、「元気なあきたの創造」「元気を

支える基盤づくり」のテーマのもと、「地域産業の

競争力強化」など、六つの成長戦略を設定し、取り

組まれておりますが、成長戦略のスピード感をもっ

た確実な実施が求められます。  

 

初めに、 (1)として、６次産業化の取り組み状況
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等についてです。  

6 次産業化は、前国会において、いわゆる「ファ

ンド法」が成立し、金融面での支援体制も整備され、

雇用と所得の確保、若者や子どもも地域に定着でき

る社会を構築するため、農林水産物の生産と加工・

販売の一体化や、地域資源を活用した新たな産業で

あります。  

本市において、地域経済の活性化促進の重点施策

の一つとして、農畜産業を中心に 6 次産業化に本年

度より本格的に取り組まれております。  

そこで、アとして、６次産業化を促進するため、

今年度から資源として活用できそうな一次産品の

発掘と商品開発の支援など４項目に着目した事業

に取り組んでいますが、その具体的な取り組み状況、

成果及び今後の計画について、お知らせ下さい。  

 

次に、 (2)の新規就農の推進についてです。  
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 県・市協働で取り組んできた「県都秋田市  食と

農業未来づくりプロジェクト」が、秋田市プロジェ

クトとして策定が確認され、園芸作物に特化した新

規就農者の育成等を図るための振興拠点を整備し、

県都の強みを生かした都市近郊型周年農業を確立

し、秋田市農業の未来を切り拓く事業として、平成

28 年度までに整備されます。  

プロジェクトでは、選任指導員による巡回指導、

篤農家による技術指導、農業体験促進等が計画され

ておりますが、例えば、就農のおおよその場所を見

定められるよう必要な情報提供や、現地での就農相

談体制の強化、資金の準備、農家での実地研修など、

きめ細かな支援体制を確実に整備する必要があり

ます。  

そこで、アとして、新規就農者の増加や定着を図

るため、見学・体験・学習・相談の場等、就農への

道を順序立てて整えるべきと考えますが、ご見解を
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お伺いします。  

 

 また、新規就農の推進には、地域での仲間づくり

が欠かせない視点であります。新規就農者間及び新

規就農者と地域農業者との技術  情報交換等の交流

による“仲間”づくりが重要と考えます。  

そこで、イとして、新規就農者が地域農業者間と

の情報交換や技術研さんなどができるよう、地域農

業者とのマッチング支援を推進すべきと考えます

が、ご見解をお伺いします。  

 

次に、 (3)の本市農業の振興策についてです。  

 本年 8 月、農林水産省は「都市農業の振興に関す

る検討会」による中間取りまとめを発表。その中で、

社会の成熟化に伴い、農への関わりを希望する市民

が増加している現況を踏まえ、市民農園、農業体験

農園等の振興および施設園芸等の振興、さらには農
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産物  販売施設等の整備を進めるとともに、市民・

行政と農業者との間をコーディネートできるよう

な仕組みを整備すべきとしています。   

 そこで、アとして、本市農業の振興策に当たって

は、施設園芸の振興及び農産物  販売施設等の整備

並びに住民と農業者をコーディネートできる仕組

みづくりが必要と考えますが、ご見解をお伺いしま

す。  

                                

次に、２の防災・減災対策についてです。  

 

初めに、 (1)の学校施設の老朽化対策についてで

す。  

 今月２日午前 8 時ごろ山梨県の中央自動車道上

り線の笹子トンネルでコンクリート製の天井板が

崩落し９人の犠牲者がでる痛ましい事故が発生し

ました。  
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中
なか

日本高速道路株式会社は、天井部分が V 字型に

落ちていることから、天井とトンネル最上部をつな

ぐ ,つり金具が破損した疑いが強いとしています。

笹子トンネルは開通から 35 年経過したトンネルで

ありました。  

昨年の東日本大震災を契機に、さまざまな防災イ

ンフラ（社会資本）を総点検し、老朽化に対応した

予防的な修復措置の必要性を強く感じております。 

本市において、避難施設である小中学校は、平成

27 年度までに耐震化を完了する計画で進められお

り、天井材等の非構造部材の耐震化も検討されてお

ります。また、市内 67 校ある小中学校の多くが築

30 年以上を経過しており、学校施設の老朽化も深

刻な問題であります。  

従来のように、施設設備に不具合があった際に保

全を行う「事後保全型管理」から、計画的に施設設

備の点検・修繕を行い、不具合を未然に防止する「予
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防保全型管理」への転換を行い、学校施設の安全性

を高めるために、積極的な老朽化対策への取り組み

が必要であります。  

そこで、アとして、避難施設となる小中学校の管

理は、事後保全型から予防保全型へ転換する必要が

あると考えますが、ご見解をお伺いします。  

 

 また、具体的な取り組みとして、建物の償却年限

や改修履歴だけではなく、劣化状況等客観的かつ総

合的な現状の把握。また、目標耐用年数の設定、整

備時期の明確化、既存ストックの状況と将来の利用

状況等を見極めつつ長寿命化を図り、さらに、ライ

フサイクルコストも顧慮し、関係する教職員・保護

者・地域住民等の参画及び理解を得ながらの中長期

計画を策定すべきと考えます。  

 そこで、イとして、建物の改善履歴だけではなく

劣化状況などを把握し、長寿命化のための中長期的
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計画策定及び推進体制を整備すべきと考えますが、

ご見解をお伺いします。  

 

次に、 (2)の緊急情報受発信体制の構築について

です。  

 先月５日の「津波防災の日」に津波警報サイレン

の可聴範囲調査を 35 カ所に調査員を配置し実施さ

れました。その結果、「隣接市も聞こえた」地点は

北側の潟上市  隣接地含む 6 カ所であり、「聞こえ

た」地点は 28 カ所、「聞こえない」地点は飯島の秋

田臨港地点１カ所でありました。その他飯島の施設

においても聞こえなかったとの声が寄せられてお

ります。  

今回可聴調査を実施した津波警報サイレンは、津

波警報を海岸地域の人々に伝達する目的のために

４カ所設置されたサイレンを改修するとともに、新

設された３カ所を加えた計 7 カ所に設置している
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サイレンでありますが、100%可聴されなかった結果

を踏まえ、今後継続的 ,実施予定の調査において、

対策を講じ、精度向上に取り組まなければならない

と考えます。  

そこで、アとして、津波防災の日に実施した津波

警報サイレン可聴範囲調査の評価及び今後の対策

について、お知らせください。  

 

また、緊急情報は命に直接関わる情報であるため、

そのリスク対応として、多重的に整備すべきであり、

地域高齢者や障がい者等 ,緊急情報受信対象を限定

する個別の対応も確実に実施されなければならな

いと考えます。  

イとして、緊急情報に関する複数の受発信体制を

早急に構築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、３の廃棄物処理についてです。  

  

はじめに、 (1)の家庭系ごみについてです。  

 7 月 1 日より家庭ごみ有料化が始まり 5 カ月が経

過しました。 7 月から 10 月までの 4 カ月間のごみ

排出量は月平気で 5,424 トンで、昨年同時期に比較

すると 13.2％の減量となっております。  

また、当初のごみ処理手数料予算額が 2 億 5,000

万円であるのに対して、6 月から 9 月までの４カ月

の収入済み額は約 2 億 1,000 万円であり、すでに目

標の 8 割以上に達しております。  

そこで、アとして有料化後から本年度末までの家

庭系ごみ排出見込み量、及びごみ処理手数料の見込

み額は幾らか、また、来年度以降の家庭系ごみの減

量施策について、お知らせください。  

 

次に、 (2)のごみ処理施設についてです。  
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 ７月 10 日、「秋田市総合環境センター」の溶融施

設内にあるボイラー内で一酸化炭素中毒により作

業員ら 9 人が倒れ病院に搬送された事故が発生し

ました。  

 搬送された 9 人のうち 3 人は一時、心肺停止状態

でありましたが、その後、心肺機能は回復し他の 6

人とともに意識も回復され、幸いにも大事に至らな

かったものでありますが、  

アとして、７月 10 日に発生した秋田市総合環境

センター溶融炉  整備作業事故の内容、発生原因及

び再発防止策について、お知らせ下さい。  

 

 溶融施設は、事故発生から 2 週間後の 7 月 23 日

に再稼働し、その間のごみ処理は、ごみピットやセ

ンター内の施設の活用により行われ、市民生活に影

響は出ておりません。  

 しかし、イとして、長期間にわたるごみの処理施
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設の運転停止など不測の事態に備えて、市民生活に

影響を与えないために代替施設を検討するなどリ

スク回避を図るべきと考えますが、ご見解をお伺い

します。  

 

次に、４の聴覚障がい者支援についてです。  

 

 聴覚障がい者は、外見からは障がいそのものが分

かりにくいために誤解されたり、不利益を受けたり、

危険にさらされたりするなど、社会生活の上で数多

くの不安を抱えています。そこで、耳の不自由な方

へのコミュニケーションをサポートするために、耳

が不自由であることをあらわすのが「耳マーク」で

あります。  

 本市においては、本庁の一部窓口や金融機関及び

病院等へ「耳マーク」が設置されておりますが、公

共施設等のすべての窓口及び交通機関の窓口への
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普及・設置が必要であるとともに、広く市民に対し

「耳マーク」の周知も必要であると考えます。  

そこで、 (1)として、筆談や手話通訳での対応を

知らせる「耳マーク」の表示を、公共施設等で実施

すべきと考えますが、ご見解をお伺いします。  

 

昨年 6 月 1 日より住宅用火災警報器の設置が義務

化され、１年が経過した今年 6 月 1 日現在の設置率

は、78％と推計されていますが、2 割強は未設置世

帯であり、特に、聴覚障がい者がいる世帯において

は、一般的に流通している住宅用火災警報器は音に

よるものであり、覚知が困難であることや、聴覚障

がい者世帯に対応した光や震動等の警報器等は高

額であり、その設置率は低い状況になっています。 

本市における聴覚障がい者世帯への住宅用火災

警報器の設置に関しては、日常生活用具の支援制度

として助成はあるものの、対象者が限定されており、
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普及が進んでいない状況にあります。  

消防庁は、聴覚障がい者世帯対応型の住宅用火災

警報器を無料で設置する普及支援事業を平成 23 年

度より実施しておりますが、本年 12 月で終了とな

ることから、住宅用火災警報器の更なる普及率の向

上を図るため、本市の支援制度の対象者枠の拡大等

を含めた助成・支援策が求められます。  

そこで、 (2)として、聴覚障がい者世帯の火災予

防を促進するため、専用火災警報器設置への助成・

支援策を拡充すべきと考えますが、ご見解をお伺い

します。  

 

次に、５の脳脊髄液減少症についてです。  

 

スポーツ外傷や交通事故などにより、頭部や全身

を強打することで髄液が漏れ、頭痛・倦怠感といっ

たさまざまな症状を引き起こす脳脊髄液減少症の
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有効な治療法として、自分の血液を採取して脊髄の

硬膜の外側に注入する硬膜外自家血注入療法いわ

ゆるブラッドパッチ療法は、保健適用外のため１回

につき約 20 万円から 30 万円の費用がかかり、大き

な負担となっていました。  

ことし６月、厚生労働省がブラッドパッチ療法を

「先進医療」に承認したことにより、ブラッドパッ

チ療法による治療費の自己負担額は約 2 万円のま

まですが、同療法を行う際の入院費などに保険が適

用され、自己負担が軽減されることになりました。 

ただし、厚生労働省の研究班が定める画像診断で

髄液の漏れが確認された脳脊髄液漏出症患者が、同

省の認定を受けた医療機関で治療する場合のみに

限られています。  

そこで、 (1)として、ことし６月に脳脊髄液減少

症の治療の一つである硬膜外自家血注入療法（ブラ

ッドパッチ療法）が先進医療として認められたこと
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から、県と連携し市民に実施  医療機関に関する情

報を提供すべきと考えますが、ご見解をお伺いしま

す。  

 

また、本年度より、中学校 1・ 2 生の体育の授業

において、柔道が必須科目になっておりますが、(2)

として、市立の小中学校及び高等学校において、ス

ポーツ外傷や交通事故等による事故発生後に、脳脊

髄液減少症の症状が見られる児童生徒はいないの

か、また、脳脊髄液減少症の症状が見られる児童生

徒については、心身の状況に応じた配慮をすべきと

考えますが、ご見解をお伺いします。  

 

次に、６の子ども・子育て支援についてです。  

 

社会保障と税の一体改革の重要な柱として、子ど

も・子育て関連 3 法が成立しました。3 法の趣旨は、
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幼児期の学校教育・保育、地域の子育て支援を総合

的に推進することにあります。  

国においては、子育て支援の政策決定  過程から

子育て家庭のニーズがしっかり反映できるような

仕組みとして、有識者や事業主、子育て支援当事者

等を構成メンバーとする子ども・子育て会議を、来

年 4 月に設置する予定としています。  

そこで本市においても、子育て家庭のニーズがよ

り一層反映できるよう、早い時期に子育て当事者等

がメンバーとなる合議制機関の新設及び子育て家

庭の状況やニーズをしっかり調査・把握し事業計画

を策定すべきと考えます。  

そこで、 (1)の「地方版子ども・子育て会議」の

設置及び「子ども・子育て支援事業計画」の策定に

向けた本市の考えについて、お知らせください。  

 

また、 (2)として、子ども・子育て支援新制度へ
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移行するための準備組織を早急に設置をすべきと

考えますが、ご見解をお伺いします。  

 

さらに、 (3)として、新制度に関する情報を市民

にわかりやすく周知すべきと考えますが、ご見解を

お伺いします。  

 

次に、７のフードバンクについてです。  

 

平成 23 年度における日本の食糧自給率はカロリ

ーベースで前年度同率の 39％であります。世界中

から大量に食料を輸入する一方で、毎年多くの食料

が廃棄となっており、農林水産省によりますと、食

品産業から排出される食品廃棄物が平成 22 年度で

は年間 2,086 万トンあり、その中には、本来食べら

れるにもかかわらず捨てられる、いわゆる「食品ロ

ス」が約 500 万トンから 900 万トン含まれていると
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推計されています。このことから同省では、食品ロ

ス削減への取り組みの一つとして、企業やＮＰＯ等

も巻き込んだフードバンク活動等を推進するとし

ています。  

フードバンクとは、包装の破損や印字ミス、賞味

期限が近づいたなどといった理由から、品質には問

題がないにもかかわらず廃棄されてしまう食品・食

材や余剰生産物を食品関連事業者等や生産者から

引き取り、福祉施設等へ無償で提供する団体や活動

のことであり、アメリカではすでに 40 年の歴史が

あります。日本では 2000 年以降フードバンクが設

立はじめたところであり、まだ歴史は浅い事業であ

りますが、徐々に増えております。  

そこで、 (1)として食品関連事業者が食品廃棄物

等の発生を抑制するため、賞味期限が間近となった

食品や食品衛生上問題がない規格外品  及び余剰生

産物をフードバンク活動へ寄贈する取り組みが全
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国各地でふえてきていることから、本市としても各

食品関連事業者等と連携しながら、その体制づくり

を支援をすべきと考えますが、ご見解をお伺いしま

す。  

 

次に、８の除排雪対策についてです。  

 

初めに、 (1)の融雪施設についてです。  

融雪施設は勾配がきつい坂道や通学路及び人通

りの多い歩道を凍らせないことを目的に設置して

いますが、冬場の安全・安心を確保するため、故障

等により稼働していない融雪施設を早急に改修・整

備すべきと考えます。  

そこで、アとして現在、故障等により稼働しない

融雪施設はどのくらいあるのか、また、今後の改修

計画について、お知らせください。  
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また、イとして、融雪施設の設置基準  及び今後

の整備計画についてお知らせください。  

 

次に、(2)の除雪出動基準  及び地域の雪捨て場に

ついてです。  

平成 24 年度の道路除排雪の基本計画書が 11 月中

旬に示されておりますが、除雪の出動判断基準値は

昨年同様としています。除雪の出動につきましては、

昨年度の実績及び反省や町内会等の声を集約し、方

針を立てて実施すべきと考えます。  

そこで、アとして除雪出動基準を路面積雪深 10

センチメートルとしていますが、今年度の除雪出動

について、どのような方針で対応するのか、ご見解

をお伺いします。  

 

また、地域においては、除雪車ではなく家庭用ス

ノーダンプ等による日常の雪捨て場の確保が喫緊
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の課題となっていますが、  

イとして、地域の空き地等を雪捨て場として確保

できるよう検討してはどうか、ご見解をお伺いしま

す。  

 

さらに、これからの除排雪については、共助とし

ての市民協働による地域除雪が重要となっていま

すが、  

(3)として、市民協働による地域の除排雪を積極

的に推進すべきではないか、また、除排雪作業の支

援制度を充実させる必要があると思いますが、ご見

解をお伺いします。  

 

次に、９の地域の諸課題についてです。  

 

御所野地区における秋田テルサ内の児童室は、現

在、利用児童数が継続的に平均 50 人を超えており
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狭隘化の解消が急務であるとともに、コミユニティ

ーセンターの空白地域である御所野地域において、

地域住民の交流等のコミュニティー機能を有した

複合施設の早期整備が渇望されております。  

そこで、 (1)御所野地区におけるコミュニティ機

能を有した児童館の早期整備に向けた計画をお知

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。  


