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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。  

通告に従い質問をさせて頂きます。  

 

初めに１の超高齢社会における施策についてで

す。  

秋田県の高齢化率は平成 26 年７月１日現在で

32.4％と全国で最も高く、また秋田市は 26.8％と

全国平均よりも高くなっており、高齢者がそれぞれ

の地域で安心して暮らせる環境づくりが喫緊の課

題となっています。  

公明党秋田県本部では、高齢者がそれぞれの地域

で安心して暮らすためには何が必要なのかを探る

ため、ことし 6 月に高齢者の置かれている実態を調

査する「高齢者の生活や健康に関するアンケート」

を行い、秋田県下 1,403 名、そのうち本市は 376 名

から回答を得ました。  
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アンケート調査では、初めに『家族や健康』につ

いてお伺いしました。  

家族構成では、5 割以上が「 65 歳以上のひとり暮

らし」か「夫婦ふたり暮らし」であり、住まいにつ

いては、8 割の高齢者が「現在の地域に住み続ける」

ことを希望しています。  

健康状態については、65％の高齢者が「健康な暮

らしをしている」ことが判りました。  

健康について日頃気をつけていることについて

は、「十分な睡眠や休養」が最も多く、「食事や栄養

への配慮」、「軽い体操や散歩」と続き、自宅で気軽

に出来る取り組みをしていました。その一方で、定

期的な健康診断受診は 2 割弱に止まっており、健康

管理をしている高齢者は少数でした。  

通院については、「月に 1 回程度」及び「 2 週間

に１回」通院される高齢者が７割となっています。 

かかりつけ医については、主治医を決めている高

齢者は 44％と半数近くであり、決めていない高齢
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者は 7％と少数でした。  

『家族や健康』についての項目からは、高齢者の

健康を管理する体制づくりが必要であり、高齢者の

健康状態を管理する、かかりつけ医・主治医が必要

であるということが判りました。  

 

次に、『日常生活』についてお伺いしました。  

高齢者の約 9 割が近所とのかかわりをもってい

る一方、殆ど他人と会話をすることがない高齢者は

5％おりました。  

高齢者の家族や親族の約 7 割が秋田市内に住ん

でおられ、約２割が秋田市以外の県内に住んでいま

す。一方、身寄りが誰もいない高齢者は１％おりま

した。但し、今後は増えることが予想されます。  

緊急時の援助者については、約 8 割の高齢者は援

助者がいますが、一方約 2 割の高齢者には緊急時の

援助者がいない状況であり、緊急時援助者がいない

高齢者への対策が急務であります。  
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緊急時援助者は、「身内」が最も多く、次いで「近

隣」、「友人・知人」の順であり、民生委員等は 5％

と低く、災害によっては身内等が間に合わない場合

の対策を講ずる必要があります。  

日常感じている不安については、医療や介護、「経

済面、ひとり暮らし、認知症になることへの不安が

高くなっています。  

日常生活で不自由に思っていることについては、

「災害時の手助け」が最も多く、次いで、「電球交

換や家具の移動などの生活支援」、「買い物」、「通院

時の送迎や付き添い」であり、約４割の高齢者が日

常生活に不自由を感じていました。一方、自立して

不自由を感じていない高齢者は約３割いました。  

生活全般についての相談先については、行政より

も身近で日頃かかわりのある人への相談が約 7 割

となっている一方、地域包括支援センターへの相談

が４％と低い状況です。  

『日常生活』についての項目からは、高齢者が気
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軽に利用できる交流の場づくり、高齢者に対する災

害ごとの緊急時援助者の担当割り振り、高齢者に介

護保険やシルバー人材センターの活用などの制度

に関して周知が必要であるとともに、通院や買い物

の交通手段の確保、地域包括支援センターの役割と

機能強化が必要であることが判りました。  

 

次に、『生きがいづくり・助け合い』についてお

伺いしました。  

今後、どのように過ごしたいかについては、「趣

味や余暇を楽しみたい」、「知識や教養を高め、自分

自身の向上に努めたい」、地域貢献などで 6 割を超

え、「仕事を継続したい」と考えている高齢者が約

２割いました。  

生きがいを感じる活動については「友人・知人と

の交流」が最も多くなっております。  

今後、新たにやってみたい活動については、「旅

行に行く」が最も多く、さらに 2 割の高齢者が「野
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外で体を動かす」ことに興味を示しています。  

今後の高齢者施策に対する要望については、「ひ

とり暮らしや支援の必要な高齢者のためのサービ

ス」が最も多く、次いで、「認知症予防事業の充実」、

「道路や建物の段差の解消」、「介護者支援策の充

実」、「高齢者医療の充実」等であります。  

『生きがいづくり・助け合い』についての項目か

らは、シルバー世代が活動しやすい環境の整備、認

知症高齢者への対応が急務であること、また、公共

施設のバリアフリー化の促進が必要であることが

判りました。  

 

今回の「高齢者の生活や健康に関するアンケー

ト」では、本市がこれから超高齢化社会を迎えるに

あたり、たくさんの課題や問題点が浮き彫りになり

ました。そこで、以下についてお伺いします。  

 

初めに、（１）ひとり暮らしの高齢者や高齢世帯
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への対応について、です。  

 

アとして、 75 歳以上のひとり暮らしや高齢者の

夫婦のみの世帯に対し、保健師や看護師等が家庭訪

問し、高齢者の健康管理と適正医療を提供する体制

づくりを図るため、定期巡回・随時対応型訪問介護

看護の実施及びそのために必要な人材の確保への

支援をすべきと考えますが、ご見解をお伺いします。 

 

イとして、高齢者住宅の除排雪については、ボラ

ンティアや地域団体への補助等による「互助」を活

用した除排雪体制を推進すべきと考えますが、ご見

解をお伺いします。  

 

ウとして、要援護者情報の名簿化と、災害時要援

護者の避難支援プランの個別計画を早期に策定す

るとともに、災害時要援護者の避難支援体制整備を

どのように進めるのか、お知らせください。  
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次に、（２）医療及び介護について、です。  

アとして、高齢者が地域の医療機関でかかりつけ

医を持つよう、市民意識の醸成を図っていくべきと

考えますが、ご見解をお伺いします。  

 

イとして、健康な地域住民による介護や看護など

のケアを無償で行うケアラー及びＮＰＯ法人等を

活用し、軽度要介護者等に対する住民参加型の福祉

供給体制を整備することで、在宅介護サービス等の

支援の推進が図られると思いますが、本市における

軽度要介護者等への在宅福祉サービスの現状、課題

及び今後の進め方について、お知らせください。  

 

ウとして、地域包括支援センターについては、高

齢者の総合相談支援や介護予防マネジメントを一

体的に実施する中核拠点として、さらなる機能強化

が必要であると考えますが、ご見解をお伺いします。 
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次に、（３）認知症対策について、です。  

アとして、認知症に対する早期の診断及び対応に

向けて、認知症が疑われる高齢者等を家庭訪問し、

認知症の早期発見や患者の家族支援を行う「認知症

初期集中支援チーム」を早期に設置するとともに、

認知症を判定する「認知症チェッカー」を導入すべ

きではないでしょうか、ご見解をお伺いします。  

 

イとして、認知症サポーターの養成についてさら

なる推進を図るとともに、医療従事者に対し専門医

による認知症対策の講習を開催し、相談体制の強化

を図るべきと考えますが、ご見解をお伺いします。 

 

次に、（４）として、地域の身近な町内会館等を

活用して、高齢者が集いながら健康づくりや介護予

防を実施できる体制づくりの推進が必要と考えま

すが、ご見解をお伺いします。  
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次に、（５）として、これまでの「自助・共助・

公助」に加え、住民間の信頼関係に基づくネットワ

ークであり、目に見えない財産である「互助」によ

る社会づくりを目指して、元気な高齢者が自身の技

術や特技等を地域で生かす「秋田版マイスター制

度」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。  

 

次に、（６）高齢者等の交通手段の確保ついて、

です。  

アとして、マイタウン・バスやデマンド型乗り合

いタクシーの利便性を高めるとともに、介護施設の

送迎バス等を活用するなど、交通弱者及び買い物弱

者等の視点に立った交通支援システムを構築すべ

きと考えますが、ご見解をお伺いします。  
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次に、（７）公共施設等のバリアフリー化につい

て、です。  

アとして、公共施設等のバリアフリー化の取り組

み状況について、お知らせください。  

 

イとして、高齢者や障がい者等の視点に立った公

共施設等のバリアフリー化を図るべきと考えます

が、ご見解をお伺いします。  

 

次は、（８）コンパクトシティについて、です。  

 人口減少、超高齢化が進行する中で、まちづくり

も重要なテーマであります。  

 人口減少社会への対応をテーマとして、 11 月に

高松市で中核市サミットが開催されました。その中

で「中核市は、コンパクトシティを目指す上で適切

な都市規模と能力を有することを認識し、それぞれ

の都市が自らの特性や現状を踏まえながら、将来あ

るべきまちの形を住民とともに展望し、ソフト・ハ
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ード両面における英知を傾注することにより、それ

ぞれの都市にふさわしいコンパクトシティの形成

を推進します。」というサミット宣言を採択しまし

た。  

本市においては、「コンパクトなまちづくり」を

目指し、多核集約型の都市構造を基本とした第６次

秋田市総合都市計画を平成 23 年に策定し、中心市

街地と東部・西部・南部・北部・河辺・雄和の６つ

の地域中心を公共交通機関でつなぐ「コンパクトシ

ティ・プラス・ネットワーク」の実現に向け取り組

まれております。  

そこで、アとして、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の実現に

ついて、進捗状況はどうか、また、どのような課題

があるのか、お知らせください。  
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「医療・介護総合確保推進法」いわゆる包括ケア法

が本年６月 25 日に発令し一部施行されました。こ

れは、効率的かつ質の高い医療提供体制を構築する

とともに、地域包括ケアシステムを構築することを

通じ、地域における医療及び介護の総合的な確保を

推進するため、医療法、介護保険法等の関係法律に

ついて整備を行うものであります。  

先の公明党秋田県本部が行なったアンケートに

もみられるように、高齢者が住み慣れた地域で医療

や介護等のサービスが受けられる体制や仕組みの

構築が求められております。  

 そこで、イとして高齢者が住みなれた地域で住ま

い・医療・介護・予防・生活支援を一体的に受けら

れる地域包括ケアシステムと連携したコンパクト

なまちづくりが必要と考えますが、ご見解をお伺い

します。  
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国は５月に、住宅及び医療、福祉、商業その他の居

住に関連する施設の誘導と、それと連携した公共交

通に関する施策を講じることにより、コンパクトな

まちづくりを支援するため、市町村が都市内で居住

誘導区域と都市機能誘導区域を設定する立地適正

化計画の策定を盛り込んだ都市再生特別措置法の

改正を行いました。  

 本年７月に本市のコンパクトシティの実現の前

提として河辺都市計画区域の線引き統合、市街化調

整区域の集落区域での建築制限の緩和が行なわれ

ました。  

 そこでウとして、市街化調整区域の集落で実施し

た建築制限の緩和に対し、許可申請の状況はどのよ

うになっているのでしょうか、お伺いします。  
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 ９月 25 日付け秋田さきがけ新報に、「身寄りのな

いお年寄りが亡くなった場合、遺骨の行先が定まら

ないこともある」、「葬儀を行っても墓がない、遺骨

の引取り手がいないというケースが想像以上に多

い」とのことで、親類縁者がいないため葬儀社等に

預かられている遺骨がるとの記事が掲載されてい

ました。  

 さいたま市では、平成 14 年度から市民の要望に

対応するために、お墓の跡継ぎを必要としない合葬

式墓地を整備しています。  

 本市においてもひとり暮らしの高齢者や高齢者

世帯が増える中、合葬式墓地の整備が求められてい

ます。  

 そこで、（９）市営墓地における合葬式墓地の整

備に向けた検討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２  地域経済の活性化についての  

（１）中小企業等の支援について、です。  

人口減少及び超高齢化が加速度的に進んでいる

本県、本市において、この状況を打破するためには、

地域社会の担い手となる人材の確保と育成が最大

の課題であり、女性や若者、高齢者、障がい者を含

む、地域住民が生計を立てられるような「なりわい」

の形成、つまり産業と雇用の創出が必要であります。 

国は、創業形態が多様化していることを踏まえ、

会社や個人事業主と同様にＮＰＯ法人が雇用の創

出及び地域活性化に一定の役割を果たしているこ

とを鑑み、応募対象者にＮＰＯ法人を追加して、平

成 25 年度補正予算に「創業補助金」を計上しまし

た。  

中小企業白書には、「起業希望者は大きく減少す

る一方で、起業家数は起業希望者ほど大きく減少し

ていない」ことを踏まえ、起業希望者増加への取り

組みを行なうとともに、起業希望者が起業しやすい
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環境の整備が必要であるとしています。  

起業への環境整備とともに、個人事業主やＮＰＯ

法人等の小規模事業者の創業や育成を促進する支

援及び体制づくりが必要であります。  

そこでアとして、起業しやすい環境づくりが必要

ではないか。また、やる気のある小規模事業者を重

点的に育成する支援及び体制づくりが必要と考え

ますが、ご見解をお伺いします。  
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中小企業の大半を占める中小サービス業の生産

性、とくに労働生産性については、以前よりその低

さが指摘され改善が強く求められております。  

労働生産性は、従業員一人当たり、どれだけ付加

価値を生み出しているかを示す指標で、付加価値を

平均従業員数で除した金額でありますが、いかに少

ない労働力で付加価値をどう増加させるかが重要

であります。  

そこでイとして、中小企業の大半を占める中小サ

ービス業を元気にするため、経営及び金融支援の強

化はもとより、施設等の集約化及びＩＴ化並びに人

材育成などの取り組みにより、生産性を高める施策

が重要と考えますが、本市における支援及び今後の

取り組みについて、お知らせください。  
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次に、（２）雇用について、です。  

構造的な人手不足を解消にするためには、生産性

を向上させるとともに、女性と若者、障がい者や高

齢者の活躍の場の創出が必要であり、能力が発揮で

きる環境の整備が重要となってきます。  

 そのために、女性が持つ生活に根差した柔軟な発

想と能力をあらゆる分野で発揮できるように、また、

子育て・介護と仕事を両立できるような柔軟な働き

方や、育児・介護休業制度の活用等の推進をしなけ

ればなりません。  

また、若者が生き生きと活躍できるようにするた

めの就職支援や企業の雇用管理の改善を進めると

ともに、若者の「地方回帰」の流れも注視し、人口

減少が顕著な本市へのＩターン及びＵターンへの

さらなる支援が必要と考えます。  

さらに、高齢者や障がい者も含め、就労を促進す

る雇用の場づくりが喫緊の課題であります。  

そこでアとして、女性、若者、高齢者及び障がい
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者の雇用を促進するため、働きやすい環境整備を推

進すべきと考えますが、ご見解をお伺いします。  

 

雇用の場の創出には、企業の誘致活動及び起業者

増加への取り組みは重要であります。  

外旭川地区で大型複合施設建設及び事業展開に

関しての構想がありますが、雇用においても、また、

本市経済においても大きなインパクトを与えるも

のと認識しております。  

そこでイとして、外旭川地区で構想がある大型複

合施設について、事業展開した場合の本市経済の活

性化及び雇用の創出についてどのように考えてい

るのか、お知らせください。  
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次に、３  フードバンク事業について、です。  

 ９月 26 日の秋田さきがけ新報に、「レストランで

の食べ残しや賞味期限切れなどで破棄される食品、

輸送や保管中に駄目になる食品など『フードロス』

が問題になっている。発展途上国では飢餓が深刻な

上、今後、人口増でさらに多くの食材が必要となる。

フードロス削減は食糧安全保障にとっても重要な

課題」とし、「大量のフードロスは経済的に大きな

損失である上、貴重な水資源や肥料の浪費、エネル

ギーの無駄遣いを招き、地球規模の環境破壊にもつ

ながる。」とし、その対策の一つにアメリカでのフ

ードバンク活動を紹介しておりました。  

 山梨県南アルプス市に拠点を置くＮＰＯ法人フ

ードバンク山梨は、 2010 年に独立行政法人福祉医

療機構の助成で高齢者やひとり親世帯などの生活

困窮者に対し、食糧を提供する食のセーフティネッ

ト事業をスタートしております。山梨県内の行政の

福祉担当や社会福祉協議会など 45 の機関と連携し、 
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各機関が把握した生活困窮者につなげて食糧支援

を行っています。食糧支援は、南アルプス市内にと

どまらず県下全域において、より多くの困窮者へ食

糧を提供しています。  

そこで（１）として、生活困窮者支援のかなめと

なるフードバンク事業に対する本市の認識及び体

制づくりについて、お知らせください。  

 

また（２）として、本市でフードバンク事業を展

開しようとしているＮＰＯ法人等に対し、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  防災について、です。  

11 月 22 日午後 10 時８分頃、長野県北部で震度

６弱の地震が発生し、 11 月 24 日時点での被害は、

141 棟が全半壊に達し、また、白馬村と小谷両村の

国道で土砂崩れが発生して一部が通行止めとなり

ました。  

負傷者は 44 人であり、このうち７人が骨折や脱

臼などの重傷を負っています。白馬村神城では 26

人が倒壊した民家の下敷きになりましたが、全員救

出されております。  

今回の長野県神城断層地震では甚大な被害があ

ったにも関わらず、亡くなられた方が一人もおられ

ませんでした。その背景には、東日本大震災にみら

れる共助への強い意識の醸成と高い災害対策意識

があったと報じられておりました。  

そこで、（１）防災・減災のかなめである防災・

減災意識の維持及び向上に向け、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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 長野県神城断層地震は夜の 10 時発生、８月 20 日

発災の広島市土砂災害は午前３時過ぎの発生であ

ります。   

 昨年８月 29 日に秋田県が公表した地震被害想定

調査では、秋田県沖３海域連動によるマグニチュー

ド８．７の巨大地震が冬の深夜に起こった場合、本

市の死者想定人数は 2,343 人と想定されています。 

 そこで（２）として、災害発生時に被害が拡大す

る可能性の高い冬期間や夜間に対応した体制づく

りが急務と考えますが、ご見解をお伺いします。  
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次に、５  空き家等の管理及び活用について、で

す。  

 本市において、少子・高齢化、人口減少等の社会

状況や経済的事情等により、倒壊の危険や衛生面な

ど、周辺環境へ悪影響をもたらすおそれのある空き

家が増加している状況を踏まえ、市民の安全で安心

な暮らしの実現に寄与するため、本年 4 月 1 日より

秋田市空き家等の適正管理に関する条例を制定、施

行しております。  

 そこで（１）として、秋田市空き家等の適正管理

に関する条例施行後の立入調査などの執行状況及

び課題について、お知らせください。  

 

 また（２）として、空き家等の敷地内に存在する

樹木や雑草の繁茂、倒木等により、地域の生活環境

の保全に支障が生じるおそれがある状況に対し、安

全・安心な生活環境の保全を確保する対策を講じる

べきと考えますが、ご見解をお伺いします。  
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地域の環境に影響を及ぼす空き家を地域の資源

として活用出来ないかとの声があり、京都市では、

改修補助など必要な支援を行い、空き家をコミュニ

ティーの場として、その活用を積極的に推進してい

ます。  

そこで（３）として、地域コニュニティーや地域

の活性化を図るため、空き家をまちづくりの資源と

とらえて活用する施策を検討してはどうか、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。  

 


