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平成３０年６月１９日（火曜日）

午前１０時

開議
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議事日程第２号
平成３０年６月１９日（火曜日）午前１０時

開議

日程第 １ 一般質問
（散

会）

本日の会議に付した事件
議事日程第２号に同じ
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開

議

○髙橋義明議長 日程第１、一般質問でありま
す。

○髙橋義明議長 出席議員は定足数に達してお

初めに、１０番大沢芳朋議員。

りますので、これより直ちに会議を開きます。
本日の会議は、お手元に配付いたしておりま
す議事日程第２号によって進めます。

〔１０番 大沢芳朋議員 登壇〕
○１０番 大沢芳朋議員 おはようございます。
議席番号１０番、会派孝山会、大沢芳朋です。
通告に従いまして順次質問させていただきま

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

日程第１

一般質問

す。
まず最初に、小学校、中学校児童生徒の登下
校時の安全対策について、地域青色防犯パトロ

－３２－

ールの推進ということで質問させていただきま

況では、地域ボランティアによる登下校時の見

す。

守り活動が行われていましたが、女子児童が行

先月、新潟市西区小針地区で下校途中の小学

方不明になった踏切付近を担当していた人が高

２年生の女子児童が殺害されるという事件が発

齢のため引退し、事件が発生した踏切付近を担

生したことは、皆さん御存じのことと思います。 当する人がいない状況で手薄だったことも狙わ
そして、改めて本市の登下校時の通学路での安

れた原因と捉えており、ぜひ本市の青色防犯パ

全対策や子ども見守り活動がしっかりできてい

トロール団体と協力していただき、登下校時の

るか確認することが重要と考え、質問いたしま

子どもたちの安全確保と定期的なパトロール活

す。

動を計画できないかと考えております。本市の

平成１４年、同１５年に刑法犯の認知件数が

宝物である大事な子どもたちです。事件発生後

戦後最多となったことから、自主防犯活動団体

では遅過ぎます。各団体の活動があるのはわか

への支援の強化が閣議決定され、警察庁のプラ

りますが、市が中心となり、既存団体への定期

ン策定によって青色の回転灯を装着した自動車

時間のパトロール依頼とさらなる登録者及び登

を用いて行われる防犯パトロールが平成１６年

録台数の拡大を推進していただきたく、市長の

度から可能となりました。

御見解を伺います。

青色防犯パトロールは、徒歩や自転車でのパ
トロールに比べ人目につきやすいこと、高い防

次に、学校と地域が連携した防犯強化という
ことでお聞きします。

犯効果が期待できること、天候に影響されず少

本市においても、地域の方たちによる見守り

人数でも広範囲にわたるパトロールができるこ

活動が行われており、その中にはこども１１０

と、地域全体の防犯意識向上につながることな

番があります。上山小学校区２１５軒（平成３

どがメリットとして挙げられます。

０年度確認）、南小学校区２１９軒（平成１９

本市での青色防犯パトロールに登録していた

年度確認）、西郷第一小学校区２６軒（平成３

だいている団体は、平成２９年６月現在、９団

０年度確認）、中川小学校区１２０軒（平成２

体で登録台数３９台、登録者数６３名となって

３年度確認）ほどが登録されており、子ども本

おり、各団体で活動していただいております。

人が不審者と遭遇した場合など駆け込みができ、

かみのやま青パト連絡会の概要では、上山市防

警察などに通報できる仕組みとなっております。

犯協会が中心となり、年に１回の連絡会を開催

また、中学校においても地区の方、ＰＴＡ理

し、上山市内の治安情勢並びに各団体との意見

事などで年２回程度登下校時の見回りを行い、

交換と青パト実施者に対する講習を実施すると

また、いろいろな団体においても見回り活動を

あります。主な活動では、各団体の活動、事案

行っていただいております。

発生時の再発防止のための防犯パトロールの実

通常の見回り活動とは、子どもの安全を確保

施、交通安全運動や地域防犯期間、各イベント

するため一定の時間に学校周辺や通学路、公園

等でのパトロールなどの活動をしていただいて

など子どもが日常生活において行動する一定の

おります。

場所にとどまるなどして周辺の子どもを見守る

今回、新潟市西区で起きた事件現場周辺の状

活動をいいますが、特に下校時の見守りや街頭

－３３－

指導などを行っている方が、本市ではどれだけ

まり、翌年の１月から３月ごろに患者数が増加

いるか不安です。そこで、学校と地域が連携し

しますが、ちょうど高校受験シーズンと重なり

た防犯対策を強化して見守り体制を構築しなけ

ます。本人はもちろん、家族全員が健康に十分

ればいけないと思います。

気を使うのは当たり前で、受験が終了するまで

各地区によっては自治会、地域防犯協会各支

は家族の緊張ははかり知れないものがあります。

部、民生児童委員、交通指導員など組織で登録

私でさえ、通常はワクチン接種をしておりませ

してくださっている方や、登録せずに個人で見

んが、子どもが３人おり、高校受験のときだけ

守ってくださっている方もあり、見守り体制は

は３回とも接種した経緯がございます。ほとん

さまざまですが、このようなボランティア活動

どの子どもにとって初めての受験であり、その

による見守りの充実が子どもたちを犯罪や事故

子の将来を決めるかもしれない大事な高校受験

などから守ることは間違いありません。ただ、

です。親ならば最善の健康状態で受けさせたい

見守りをしてくださっている方は、時間のある

のは当たり前です。

人や高齢者に限られ、先ほど質問した青色防犯

そこで、本市の受験生、いわゆる中学３年生

パトロールでも述べましたが、高齢化で見守り

に対しインフルエンザワクチン接種費用の助成

体制が手薄になることは避けなければなりませ

を行うべきと考えます。本市の医療機関におい

ん。学校と各地区会が手をとり合って地域の子

ては、接種費用が３，０００円から５，０００

どもたちの安全確保に多くの人がかかわれるよ

円とばらばらですが、平均すると１回３，５０

うな体制を強化することが重要と考えます。悲

０円ぐらいになります。家族６人として全員が

しい事件が起きるたびに再発防止策が検討され

ワクチン接種をすれば、単純ではございますが

ますが、実行に移さなければ子どもたちを守れ

２万１，０００円の費用がかかり、高額となり

ません。今回の事件後に学校の指導もあったと

ます。本市は高齢者６５歳以上の方に１回２，

は思いますが、教育長として地域との連携をど

０００円の助成を行っておりますが、同等額を

のようにお考えかお伺いいたします。

本市の将来を担う受験を控える中学３年生に対

次に、さらなる子育て支援策の充実について。 し、努力した成果を発揮してもらうためにもイ
（１）として任意予防接種の助成拡充という
ことで、中学３年生に対するインフルエンザワ
クチンということでお聞きします。

ンフルエンザ予防接種費用の一部を助成すべき
と考えますが、市長の御所見を伺います。
最後に、乳幼児に対するロタウイルスワクチ

インフルエンザウイルスは、Ａ、Ｂ、Ｃの３

ンの助成について伺います。

型があります。流行的に広がりを見せるのはＡ

乳幼児が生後半年から１歳前後までかかりや

型とＢ型の２種類があり、Ａ型インフルエンザ

すい感染症に感染性胃腸炎があります。これは、

は数年から数十年ごとに世界的な大流行が見ら

細菌やウイルスに感染して起こる胃腸炎で、原

れ、現在はＡ型である香港型とソ連型及びＢ型

因別に細菌性胃腸炎とウイルス性胃腸炎に分か

の３種類のインフルエンザが世界中で流行して

れます。細菌性胃腸炎は、サルモネラ菌やＯ１

おります。

５７に代表される病原性大腸菌などが原因で、

本市でも毎年１１月下旬から１２月上旬に始

またウイルス性胃腸炎は、ロタやノロなどのウ

－３４－

イルスによって感染し発症します。

ければ必ずかからないというわけではありませ

ロタウイルス胃腸炎に感染しやすい年齢は、

んが、任意予防接種ということで定期予防接種

乳幼児、特に１歳児に多く、生後３カ月から２

と違い全額自己負担となり、それも２種類のワ

歳程度の子どもが感染すると、突然の激しい嘔

クチンともに３万円程度の費用がかかります。

吐と米とぎ汁のような水溶性の下痢を繰り返す

そのために、経済的に苦しい家庭においては、

のが特徴で、発熱を伴うこともあります。さら

受けましょうと気軽に言えないのが現状です。

に、下痢や嘔吐のため脱水症状が進行し、けい

本市では、総合的に子育て支援を展開してい

れんや意識障害を起こす危険性もあります。そ

ただいていると認識しておりますが、ワクチン

の場合、入院する子どもや、入院となれば保護

接種費用が高くて受けられない家庭もあるはず

者の付き添いが必要となるケースが多く、入院

です。もし、重症化して入院、通院となると医

はしなくても家族で看病するために何日も仕事

療費が膨らみ、本市が目指している医療費抑制

を休まなければならなくなり、家族の負担も大

にもつながりませんし、ロタウイルスワクチン

変なものです。

の一部を助成しているほかの市では、ワクチン

また、ロタウイルスは、脳炎、脳症の原因に
なっており、先ほど述べたインフルエンザウイ

費用を助成したほうが医療費を削減できたとい
う結果も出ております。

ルス、突発性発疹の原因ウイルスに次いで第３

私は、平成２４年３月定例会においてもこの

位にランクされており、後遺症が残ることもあ

質問をさせていただいており、そのときの市長

ります。

答弁は「厚生労働省においてワクチンの効果や

インフルエンザ以外の多くの風邪ウイルスと

安全性を確認し、予防接種法の対象として接種

同じで、ロタウイルスに特効薬はなく、自然に

費用を公費で助成すべきかどうかの検討を行っ

治るのを待つしかありませんが、感染しないた

てまいりますので、これからの動向を見ながら

めには予防をするしかありません。

対応してまいります」という答弁でした。今回、

日本では、現在、ロタウイルス胃腸炎を予防

再度質問させていただいたわけですが、他県で

するワクチンとしてロタリックス（２回接種）、 は既に多くの自治体でロタウイルスワクチンの
ロタテック（３回接種）が承認されており、平

助成を行っており、半額か４０％を助成してい

成２３年発売のロタリックスでは８５％から１

ます。また、山形県内の市町村でもふえてきて

００％、平成２４年発売のロタテックでは９

おり、このようなことから、本市が注力してい

８％防ぐことができたという結果が知られてお

る総合的な子育て支援策にロタウイルスワクチ

ります。また、残念ながら、ワクチンを接種し

ン助成を取り入れるべきと考えますが、市長の

ても腸炎にかかってしまうこと自体は防ぎ切れ

御所見を伺います。

ませんが、その真価は重症化の予防にあります。 ○髙橋義明議長 市長。
日本では、安全性が確かめられたことから、

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

平成２３年１１月からロタウイルスワクチンの

○横戸長兵衛市長 １０番大沢芳朋議員の御質

予防接種ができるようになり、近年は約半数以

問にお答えいたします。

上の乳幼児が接種しております。予防接種を受

初めに、地域青色防犯パトロールの推進につ
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いて申し上げます。

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

登下校時の児童生徒の安全確保につきまして
は、学校や地域と連携した対応が必要と考えて

○１０番 大沢芳朋議員 では、順次再質問を
させていただきます。

おりますので、青色防犯パトロールに求められ

私なりの思いが伝わったのかなというような

る活動内容を把握した上で、かみのやま青パト

気持ちでいますけれども、青パトのほうですが、

連絡会の各団体に対し、登下校のパトロール実

各種団体と今から話し合いをしながらそういっ

施に向けた要請を行ってまいります。

た安全見守りをしていただけるというお話だと

なお、青色防犯パトロールの登録者や登録台

思います。

数の拡大につきましては、市防犯協会を中心に

そこで、通常ですと年１回の各種団体といろ

引き続き各団体に協力を要請してまいります。

んな協議、この前私らも説明を受けましたけれ

次に、任意予防接種の助成拡充について申し

ども、別にそういった協力といいますか、その

上げます。

団体を集めていただいて、まずきちんと要請を

中学３年生に対するインフルエンザワクチン

していただけるのかということで１つお聞きし

接種につきましては、免疫力や体力が弱く、よ

ます。

り重症化しやすい乳幼児に対する助成を優先し

○髙橋義明議長 市民生活課長。

ていきたいと考えており、平成３１年度から未

○土屋光博市民生活課長 今月青パト連絡会が

就学児に対して実施し、その後段階的に助成拡

開催されますので、その中でまず要請をしてい

充を進めてまいりたいと考えております。

きたいと考えております。

また、ロタウイルスワクチン接種につきまし

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

ては、現在も厚生労働省において定期接種の決

○１０番 大沢芳朋議員 では、今現在どのよ

定がなされていない状況にあります。助成につ

うな要請、それこそ下校時の時間帯に合わせて

いては、国の動向を注視しながら引き続き検討

ということと、あとはどうしても目配りが足り

してまいります。

ないところがあると思うんですが、それは学校

○髙橋義明議長 教育長。

と話し合いをしながら場所の設定なんかも決め

〔古山茂満教育長 登壇〕

ていかなければいけないと思いますが、その辺

○古山茂満教育長 １０番大沢芳朋議員の御質

はどのようにお考えなのかお示しください。

問にお答えいたします。

○髙橋義明議長 市民生活課長。

学校と地域が連携した防犯強化について申し
上げます。

○土屋光博市民生活課長 まず、青色パトロー
ルだけで子どもの見守りができるというわけで

現在、各学校におきまして年間計画に基づい

はございませんので、議員おっしゃるとおり、

た安全指導に加えて、不審者事案発生時は、状

学校、地域等と連携を図りながら、まず下校時

況に応じた対策を講じております。今後とも各

のパトロールというものを現時点では考えてお

機関、各団体の協力による防犯の強化はもちろ

ります。

んのこと、地域総ぐるみで児童生徒を見守る体
制を整えてまいります。

ただ、登録されている方の人数等もあります
し、実際パトロールできる方の人数等もまだ把
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握しておりませんので、それについては今後要

ということをやはり考えながら、ふやすといい

請の中で、まずはできる範囲からやっていただ

ましょうか、要請をしていくということになろ

いて、登録者の拡大も含め活動を広げていきた

うかと思います。

いと考えております。

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

○１０番 大沢芳朋議員 なぜこの質問をした

○１０番 大沢芳朋議員 今度小学校、中学校

かと、もちろんそういう事件があったからなん

のほうでもホームページ等もできますので、ぜ

ですが、ある地域では「青パトさん、最近見か

ひそういったこともお話ししていただいて、ぜ

けませんね」と。それが農繁期といいますか、

ひ安全・安心ということでお願いしたいという

サクランボの時期ということになれば、ＪＡの

ところです。

方も青パトに乗っていただいていますし、また、

推進のほうに関しまして、市長がおられます

先ほど市長がおっしゃいましたけれども、地区

が、市長が防犯協会の会長ということですけれ

の自動車整備販売店、交通安全推進協議会とか

ども、今後、募集の仕方もあるんでしょうけれ

ございますが、先ほどお話ししたイベント等、

ども、ふやすためには何が必要なのかというと

ああいったこと以外漠然として、実際、今どう

ころでどのようにお考えなのか伺います。

いった活動をするのか、逆に言っていただいた

○髙橋義明議長 市長。

ほうが我々としてもやりやすいというような話

○横戸長兵衛市長 青色パトロールにつきまし

もこの前伺ったところでした、その代表の方か

ては、ふえてきているということは間違いござ

ら。ふやせばそれだけまず回れる確率もふえる

いませんけれども、ただやはり、今までの対応

かと単純に思いますので、ぜひ市長、声をかけ

の中では確実に登下校時にということはできな

ていただいて、防犯協会として台数、そして登

いというよりも、まず職業を持った方々がいる

録者数の拡大をしていっていただいて、まず青

わけですから、その方々に全てお願いするとい

パトが安心・安全の一助になればということで、

うことはなかなか難しいということがあります。 今後話し合いの上で定期的なパトロール要請と
そういう中で、可能な方々にお願いするという

いうことでよろしくお願いしたいと思います。

ことと、拡大等につきましては、今大分ふえて

次に、学校と地域とのかかわり合いについて

きている現状にありますけれども、そういった

伺います。

具体的な活動に入った場合に果たして自分がそ

年間計画等を作成した上で見守り活動をやっ

ういう活動ができるのか、それに協力できるの

ていくというお話だったと思います。どうして

かということもあろうかと思います。ただ、現

も新潟の事件においては高齢化のため、１問目

時点においては、例えば夏の安全県民運動とい

で言いましたけれども、ちょっと手薄になった

ったときのパレードとか、そういうところには

ところがあったと。実際、上山市においても、

努めて出ていただいているところでございます

昔と違って、我々のときは１年生、地区で１０

が、今後についてはそういったものを精査しな

人、１５人いたと。帰るときは一緒に帰ってい

がら、ただふやすということだけではなくて、

たと。今、少子化で小学生も少ないということ

実践的にどういう形で協力できる方がいるのか

で、その先、家に帰るとどんどん人がいなくな

－３７－

って最後には２人とか１人とか、そういうふう

するのでどういうふうな協力の仕方があるのか

になる可能性が、もう昔と比べれば非常に大き

というようなことを相談している地区会長もご

いということです。

ざいます。そういう意味から、そのような動き

そういった上で、現状でも、私は金生ですけ

を大事にして広めていかなければならないとい

れども、新東宮橋でお孫さんの帰りを首を長く

うように思っております。教育委員会としても

して、あそこの通り全部、南小学校に目がけて

学校のほうに指導してまいります。

ずっと立っていてくださるんですよ。そういっ

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

た見守りをなさってくださっている方もいらっ

○１０番 大沢芳朋議員 指導ということです

しゃいますし、先ほど教育長は、間違いなく地

けれども、地域の方々とお話し合いをしていた

域の方々と話し合いを持つということでしたが、 だいて見守りをしていただくということですけ
どういった要請の仕方をしていくのかというこ

れども、やはり人の目があれば防犯効果という

とについてお示しをお願いいたします。

ものは非常に大きいと思います。本市以外でも

○髙橋義明議長 教育長。

いろんな学校とかでも地域の方に要請などを行

○古山茂満教育長 学校へ登校するときは、班

って、要するに、下校時に外に出ていただいて

登校ということで人数がいっぱいいて、大丈夫

草むしりとか、ただ立っているだけでもいいん

ということではないんですけれども、下校より

でしょうけれども、そういったこと、あとは犬

はいいでしょうということなんですけれども、

の散歩、登校時でなくて下校時のほうですね、

下校時には、各学年また帰る時間が違うわけで

一番手薄になるということで。下校時の犬の散

ございます。そういうことから、学校ではとに

歩を時間に合わせてというようなことも非常に

かく複数で帰るようにということの指導、それ

重要だと思います。そこら辺も地域の方々に話

からもう一つは、必ず最後には１人になる、議

し合いの場できちんと伝えていただけますでし

員が話されたように１人になるわけでございま

ょうか。

す。そういったときには、やはりその時間に家

○髙橋義明議長 教育長。

にいる人が途中まで迎えに来るとか、１人にな

○古山茂満教育長 監視カメラは、犯人を捕ま

るところまで迎えにいくとか、そういうことを

えることはできますけれども、子どもを救うこ

していただきたいということで、学校は指導し

とはできない。子どもを救えるのは地域の方々

ていると思います。また、教育委員会も指導し

の生の声がけ、生の目、これがやはり一番大事

ております。

なのではないかと思っています。そういう意味

今度はどういう手法でということになります

で、防犯対策を今議員が言われたようなことを

けれども、そこでも議員が話されたように、学

含めて地域総ぐるみで行っているんだというこ

校の教育後援会、これは地区会長の方で組織し

と、事実を発信して、そして事件を起こさせな

ている部分があるんですけれども、それから民

い環境づくりをしていくということが大事だと

生児童委員などの各機関とか団体への防犯につ

思いますので、私もいろいろな会議で、かみの

いての依頼、ある地区会長なんですけれども、

やま子ども宣言の中で子どもの安全を含めて地

その学区の小学校に足を運んで、私たちは協力

域総ぐるみで子どもたちを育てていきましょう
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ということを挨拶の中で話しています。それを

ただ単にお願いしますよということだけではな

地域の方々から具体的に行動をどう起こすかと

かなか実行に移りにくいと思いますので、そこ

いうことも含めて、今後考えていかなければな

は教育委員会が検討して、まず地区会長にもお

らないと思っております。

願いしていくという形になろうかと思っており

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

ます。

○１０番 大沢芳朋議員 教育長、よろしくお

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

願いします。大変ありがたいお言葉だと。本当

○１０番 大沢芳朋議員 では、教育長、ひと

に子どもを守るのは上山市民みんなということ

つよろしくお願い申し上げます。

で、ぜひ今後ともお願いしたいと思いますけれ

今度、先ほども言いましたけれども、ホーム

ども、先ほど教育長から地区会長の中でも、私

ページが小中学校でできるという話を聞いてい

らにできることは何かないでしょうかというよ

ます。年度中ですかね。そういったのも十分活

うな、本当にありがたいお言葉を頂戴している

用できないかと私は思うんですが、その件に対

会長もいらっしゃるということです。

してはどのように捉えていらっしゃるか、教育

そこで、市として地区会長会とかありますけ

長の御見解を伺います。

れども、そういった中でもぜひ、学校で言って

○髙橋義明議長 教育長。

いるからでなくて、まず上山市全体でぜひ守っ

○古山茂満教育長 せっかくホームページをつ

てほしいということで依頼などもしていただき

くるということですので、それを活用しない手

たいと思いますが、市長、どのようにお考えで

はないと思います。

すか。

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

○髙橋義明議長 市長。

○１０番 大沢芳朋議員 学校にお任せすると

○横戸長兵衛市長 地区会長にはいろんな面で

いうようなお話ですけれども、ある程度、教育

お願いをしたり、また、地域のリーダーとして

委員会のほうからこれとこれはきちんと表示し

地域づくりとか、そういうことをやっていただ

なさいというようなことも含めて、ぜひ指導を

いているところでございます。

していただきたいと思っております。

やはり、この問題は、先ほど議員がおっしゃ

また、きのうですか、大阪でああいった地震

ったとおり、犯罪が起きてからでは遅いわけで

が起きたと。９歳の女子児童がああいったブロ

ございますので、そういったことも含めながら、 ック塀の下になってしまって亡くなられたとい
あるいはＰＴＡといいましょうか、まずは子ど

うような話を聞いて本当に、被災された方には

もさんがいる家庭、そして地域ということにな

本当にお悔やみを申し上げたいと思っておりま

ろうかと思いますが、そういった順序立てとか、 すけれども、そういった登校時の、不審者だけ
あるいは、ではどういう形で地区会長にお願い

ではなく、要するに通学路の上に木があって枯

できるのかということも、ある程度我々も案と

れていた、風が吹いたらいつ落ちてくるかわか

いいましょうか、持って、そしてまた、それに

らないと、そういったケース及び通学路に対し

対して地区会長のほうからどういうことが望ま

てもいろんな危険があると私は思うのですが、

しい形とか、そういうことがいろいろあるので、 そういった面で教育委員会として学校のほうに、
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きょうの新聞なんかを見ると、米沢市ではもう

げます。

速攻で指導を出しているというようなことも地

次に、インフルエンザワクチンの中学３年生

元紙に載っていたと思います。そういったこと

までの助成ということで、中学３年生に絞って

をなされたのか、学校に対しての指導ですね。

今回質問をさせていただいたわけですけれども、

また、通学路の安全対策、不審者ではなくて、

本心から言えば、乳幼児から中学３年生まで全

そちらのほうもしっかり毎年１回ないし２回点

てやっていただけないかというのが本心だった

検などを行っていただいているのかということ

んですが、市長の答弁で平成３１年度から乳幼

についてお伺いします。

児に対するワクチン助成ということですけれど

○髙橋義明議長 教育長。

も、していただけるということで非常に私もあ

○古山茂満教育長 各学校では、通学路の安全

りがたいとは思っております。どのぐらいの割

等については点検をしているところです。ただ、 合で助成していただけるのかということで１つ
再確認という意味で、きのうの地震等を含めて

伺います。

そういうことを考えて再確認という意味で今現

○髙橋義明議長 健康推進課長。

在は調査している段階ですけれども、再確認と

○鈴木直美健康推進課長 現在想定しておりま

いうことでやっていきたいと思います。

すのは、現在実施しております高齢者へのイン

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

フルエンザの助成と同額程度、２，０００円程

○１０番 大沢芳朋議員 ぜひしっかりその辺

度を想定しているところでございます。

はお願いしたいと思います。

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

今回いろいろ質問をするに当たりまして資料

○１０番 大沢芳朋議員 数字のことは余り聞

を頂戴したんですが、先ほど教育長もおっしゃ

きたくないのですが、乳幼児ということは就学

ったとおり、登校時は人の目があるということ

前ということですけれども、大体どのぐらいに

で、やはり下校時の街頭指導というものが一番

なりますか。

手薄になっているのかと。要するに見守りのほ

○髙橋義明議長 健康推進課長。

うですけれども。いろんな小学校、中川小学校

○鈴木直美健康推進課長 未就学児で現在想定

なんかは地区の方といろいろ協力し合って見守

した試算ですと、３４０万円ほどと試算してお

り体制を構築していただいているようですけれ

ります。

ども、１問目でも何回も言っていますけれども、 ○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。
こういった手薄なところにぜひ地区会の方、民

○１０番 大沢芳朋議員 わかりました。

生児童委員の方、しっかり張りついて見守りを

それで、今回中学３年生を応援するために中

していただけるように、ぜひ今後とも教育長か

学３年生に対して助成を行えないかという質問

ら指導のほうをよろしくお願いしたいというこ

でしたが、その前の未就学児ということですが、

とで、お話を聞いてちゃんとしっかりやっても

そこまでいくには平成３１年度以降でないとな

らっているなということで安心したところです。 らないということですけれども、段階的にやっ
今後とも財産である子どもをしっかり守ってい

ていただけるものと認識しましたが、始まる前

ただければと思います。よろしくお願い申し上

ですが、中学３年生までたどり着くのにどのぐ
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らいの年数が必要なのか、予想がつけば伺いた

ございます。というのは、目的というのはこう

いと思います。

いう目的ということではなくて、やはり医療と

○髙橋義明議長 市長。

いうのは受験生だからどうだとか、受験生でな

○横戸長兵衛市長 基本的にはわかりません。

いから外していいということはないと思うんで

ただし、インフルエンザのため、受験のためと

すよね。ですから、応援ということはどういう

いうことは、政策上は難しいと思うんですよ。

意味合いかわかりませんけれども、政策という

受験だからやるということではなくて、やはり

ものはそういうものではないと思います。やは

健康維持とかそういう形でやるわけですから、

り政策となれば、全体の健康維持を図っていく

まずは乳幼児までというようなことで。あとは

ということが政策だと思いますので、受験のた

やはり財政的なものもありますし、また、ほか

めの施策ということは私はあり得ないのではな

の補助制度といったことも医療費だけではなく

いかと思っています。

ていろんなこともありますので、そんなことを

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

鑑みながらでございますが、今の時点で何年と

○１０番 大沢芳朋議員 あり得ないというこ

いうことは言いかねます。

とも私的にはクエスチョンですけれども、ぜひ

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

考えていただきたいと思います。

○１０番 大沢芳朋議員 ほかの市で見ますと、

本当に就学前の子どもに対してやってくださ

たしか中学３年生に対しては天童市で行ってい

るということで非常にありがたい話だと思いま

ると。よその県ではいろんな自治体で中学３年

すので、大変ありがとうございます。一言申し

生だけに対してやっている自治体もございます。 上げておきたいと思います。
そういったところの資料を見てみますと、まる

では、最後にロタウイルスワクチンですけれ

っきり受験応援のためというふうに明記してい

ども、国の公費助成ということで、昨年度、厚

る自治体もございますので、これは教育長と学

生労働省のワクチン分科会だったでしょうか、

校教育課長には直接お聞きすることはできませ

そこでもやはりこういった定期予防接種になる

んが、心の中ではぜひ中学３年生に対しても助

か、ならないかということで議論があったと。

成してくださいという気持ちは私は持っていら

ただ、その答えは明確に出ていない状況だとい

っしゃると思います。あえて聞きませんが。そ

うことですけれども。４年前ですか、質問をし

ういったことを考えて、平成３１年度から就学

たときは、私は名古屋市の例を出して単独でも

前の子どもたちに助成をしていただくというこ

助成をしていますよと。ほかの市も、少しでは

とですけれども、そういった自治体もございま

ありますが、一般財源から助成をしているとい

すので、中学３年生に対する応援で私は名目は

うお話をさせていただきました。そうしたうち、

立つと思いますので、ぜひもう一度考えていた

それから４年たって、山形県内でも天童市、東

だきたいんですけれども、市長、いかがでしょ

根市、寒河江市、そして本年度から長井市もロ

うか。

タウイルスワクチンの助成を開始しております。

○髙橋義明議長 市長。

それこそ１問目で言いましたとおり、半分助成

○横戸長兵衛市長 先ほど申し上げたとおりで

か４０％助成ということになろうかと思います

－４１－

けれども、先ほどインフルエンザの話でもあり

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

ましたけれども、財源とかというお話もありま

○１０番 大沢芳朋議員 課長の言い分もわか

したけれども、インフルエンザと同じであくま

ります。ただ、全国的に見てしっかり調査をし

でも乳幼児ということで再度考えていただけな

ている市であれば、要するにワクチン接種をし

いかと思いますけれども、市長、もう一回答弁

たほうが医療費を抑制できるという結果が出て

していただけますでしょうか。

いると。これは北海道のある市、３市まとめて

○髙橋義明議長 健康推進課長。

調査した結果ですが、本市が１５０人程度の子

○鈴木直美健康推進課長 議員がおっしゃった

どもしか生まれていないという現状ではありま

とおり、今現在、山形県内では４市がロタの助

すが、そういった結果も間違いなく出ています

成を実施しております。ただ、一方で、北海道、 ので、よろしくその辺を考慮した上でもう一度
東北管内では全体で１割程度という状況もござ

検討していただけないかと思います。

います。本市では、あくまで予防接種法の定期

金額的には、先ほど市長のほうからあったイ

接種に位置づけられること、まずそこを一つの

ンフルエンザワクチンと比べれば、助成費用も

基準として判断してまいりたいと考えておりま

少なくはなると思います。７５人で１万２，０

す。

００円だと９０万円ぐらいの助成で済むという

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

ことですので、ぜひ市長、考えていただけない

○１０番 大沢芳朋議員 ４年前もそういった

かと思いますが。例えば、要するに財源をどこ

話ですけれども、でもできないかということで

から持ってくるんだという話になった場合、三

質問をしているわけなので、そこら辺は考慮し

友エンジニア体育文化センターのネーミングラ

ていただけないかと思います。

イツでいただいている１２０万円の中から出し

今現在、本市の子どもの出生数も平成２９年

てくださいとかと、そういうことは可能でしょ

度１５０数名、その前の年ですと１４０名程度

うか。

ということで、単純に考えて全国平均で半分ぐ

○髙橋義明議長 市長。

らいの方がワクチン接種を受けているというこ

○横戸長兵衛市長 固有名詞が出たのでお答え

とですが、金額にしても何とか知恵を絞ってい

しますが、あれは一般財源に入れて使わせてい

ただければできないことはないと私は捉えてい

ただいているということでございます。そのほ

るんですけれども、もう一回答弁をお願いして

かにも、ふるさと納税にいたしましても、その

いいですか。

ほかいろんな個人の寄附もいただいていること

○髙橋義明議長 健康推進課長。

も事実でございます。それについては、指定が

○鈴木直美健康推進課長 予算額につきまして

あったことにつきましてはその指定に基づいた

は、確かにインフルエンザと比較しますと大き

分野において使わせていただいているところで

くない額とは考えますが、あくまで子育て支援

ございますが、それを使ってくださいと言われ

策の一つとしての優先順位としては、本市とし

ましても、なかなか難しいのではないかと。や

てはまずインフルエンザを先に実施させていた

はりそれは、財源がない、あるにかかわらず、

だければと考えております。

１つの政策なわけです。ですから、先ほど課長

－４２－

が答弁いたしましたように、まずはインフルエ

とうございました。

ンザをやらせていただくということですから、

○髙橋義明議長 この際１０分間休憩いたしま

インフルエンザの見通しがついた時点とか、あ

す。

るいは完全に終わった時点とか、いろいろ選択

午前１０時５０分 休 憩

肢はあるわけでございますが、やらないという
午前１１時００分 開 議

ことを言っているわけではなくて、やはり順序
といいましょうか、そういうことでございます

○髙橋義明議長 休憩前に引き続き会議を開き

ので、その辺は御理解をいただきたいと思って

ます。
次に、７番枝松直樹議員。

います。

〔７番 枝松直樹議員 登壇〕

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。
○１０番 大沢芳朋議員 市長の言うこともわ

○７番 枝松直樹議員 議席番号７番、会派野

かりますけれども、ネーミングライツで体育施

の花、枝松直樹でございます。

設関係のほうで使わせていただいているという
話は予算特別委員会等でもお聞きしているとこ
ろですけれども、その分の１２０万円、今まで
維持管理で３００万円かかったところに１２０

今回は大きく３項目についてお伺いいたしま
す。
最初は、温泉健康施設の機能の充実について
でございます。

万円がぼんと入ってきたら１２０万円が浮いて

今回もまた温泉健康施設について伺うのであ

いるのかなと単純に考えて、それを回せないか

りますが、昨年、平成２９年３月議会において、

というように思ったわけですが。多分、出して

私は源泉掘削予算の計上に反対をいたしました。

くださっている会社としても、名目がはっきり

それは、この施設建設への市民の合意ができて

していたほうが非常にありがたいのではないか

いないこと、また、経営的に成り立つかも見通

と思っているところです。これは推測ですけれ

せない中での多額な投資をすることへの懸念、

ども。

疑問があったからであります。

最後になりますけれども、特にインフルエン

その後、１年を経過、源泉掘削を終えて経営

ザワクチンの未就学児に対して助成をしてくだ

手法を検討するため、ＰＦＩの可能性調査の段

さると、平成３１年度からしてくださるという

階へと進んでおります。しかし、現時点におい

ことで、大変ありがたく思っております。それ

ても、本当にこの施設が市民のためになる施設

をぜひ任意予防接種、インフルエンザ、ロタウ

なのか、私の不安は解消されておりません。

イルス、水ぼうそう、おたふく、はしかとかあ

そこで、せっかく多額な投資をしてつくるの

るわけですけれども、ぜひ子育て支援というこ

ですから、いい施設であってほしい、経営的に

とで全部本当は助成していただきたいと思って

も採算性を重視すべきであるという観点でこれ

おりますので、そういったことを加味していた

から提案を行うものであります。

だいて、今後とも市長におかれましては市政運

それでは質問に入ります。

営をよろしくお願いしたいとお願いしまして、

最初に、日帰り入浴施設の面積の拡大につい

私の一般質問を終わりたいと思います。ありが

てであります。

－４３－

上山市から市外の温泉施設に多くの人が流出

健康づくりに取り組むことができる施設として

していることは周知の事実であります。これか

整備しますので、世代や体力に応じた運動プロ

らは、わざわざ出かけないで弁天にお金を落と

グラムを提供するなど、利用者のニーズに沿っ

してもらうようにしなければならないと考えて

たきめ細やかな対応を図る考えです」と答弁さ

おります。自分たちの税金で建設する施設なの

れました。３月議会では、その内容について細

ですから、市民が幸せを享受できるよう、市民

かく再質問することはしませんでしたが、市長

が望んでいることを設計図に落とし込むことが

の言葉を具体的にどのように設計に反映させる

大事であります。

のかが問われております。

その第一が、日帰り入浴施設の面積の拡大で

成人病予防、介護予防もいいことであります

あります。かなりの市民が、プールやジムより

が、小さいうちから健康な体をつくるという観

日帰り入浴施設を待ち望んでいるのが実情のよ

点も大事なことであります。そこで、私は、ス

うであります。他市町村と比べ見劣りするよう

イミング教室が行えるプールを整備すべきであ

であっては困ります。市長の見解を伺います。

る、また、プールの長さも、現状考えておりま

次に、スイミング教室ができるプールの整備

す２０メートルプールではなく２５メートルに

ということで御提案いたします。

することをぜひ見直していただきたいと考えま

先日、置賜広域環境事務組合の千代田クリー
ンセンターに隣接しております「湯るっと」と
いう施設を視察してまいりました。相変わらず
多くの人でにぎわっていました。

すが、市長の見解を伺います。
次に、３番目、隣接する県有地の活用につい
て伺います。
現在の建設予定地の南側に隣接している土地

会員数は、スポーツクラブ利用者が９００人

には雑木林があり、下草も生い茂っております。

ほどなのに対し、スイミングクラブは７００人

景観上はとてもよくないと言わざるを得ません。

ということでありました。スイミングクラブは

この隣接地の整備は欠かせないと私は考えてお

子どもを対象としたものが中心で、６カ月から

ります。また、現状の建設予定地は狭いと思い

２歳児までのベビースイミング、２歳児から３

ます。駐車スペースにも事欠く状況であります。

歳までのぷよぷよキッズ、園児・児童の水にな

さらに、私が提案したように日帰り入浴部分を

れるコースなど、小学校低学年までのコースが

拡張しプールの長さも延ばすとなれば、なおさ

充実しておりました。もちろん大人のコースも

らのことであります。

用意されております。泳ぎだけでなく水中ウオ

私は、隣地の環境整備という目的も兼ねて、

ーク、水中エアロビクス、アクアサーキットな

隣接地にまたがるような建設計画とすべきでは

どもやられております。

ないかと考えますが、市長の見解を伺います。

ことしの３月議会の一般質問で、私は、温泉

市長は、過日、県に重点要望事項の要望を行い、

健康施設の利用についてこのように市長に尋ね

その中に温泉健康施設建設に対する県の協力を

ました。「幼児から高齢者、障がい者までも利

求める項目がありましたが、ここはぜひ県当局

用者を幅広く受け入れるべき」と市長の見解を

の理解のもとに建設予定地に組み入れるべきと

ただしたのに対し、市長は「より多くの方々が

考えますが、市長の見解を伺います。

－４４－

次に、剪定枝、バーク等の燃焼施設の併設に
ついて伺います。

の温泉健康施設も大丈夫なのかと心配になって
まいりましたので、質問に至りました。

新たに剪定した枝、バーク、木の皮ですね、

上山小学校、中部地区公民館、観光交流施設、

あるいは支障木、こういった燃焼施設を温泉健

めんごりあと施設建設が相次いで行われました

康施設の隣に併設することについて提案をいた

が、それぞれ使い勝手の悪さなどを指摘する声

します。

を耳にします。

現在、金谷地内に建設工事が進んでいるバイ

私は、多額の予算を投入して建設する公共施

オマス発電所については、受け入れできる材木

設ですから、利用する市民の視点が重要視され

は間伐材に限られており、農家からの要望のあ

なければならないことは当然ですし、実際完成

る剪定枝や支障木は受け入れることはできませ

した施設にその視点が反映されていることが実

ん。バークもだめです。

感できる施設でなければならないと考えます。

そこで、これらの木材全般を燃やせる燃焼施

そこで、どうすれば利用者の視点に立った公共

設を温泉健康施設に併設し、そこから得た電気

施設が整備できるのか、市長の見解を伺います。

と熱を施設で使う電気、室内の暖冷房に充てる

大きな項目の３番目でありますが、臨時・非

という発想であります。

常勤職員の待遇改善と今後の人事管理方針につ

置賜広域環境事務組合の先ほど紹介した湯る

いて伺います。

っとの例を申し上げますと、千代田クリーンセ

総務省による平成２８年４月１日現在での地

ンターは出力２，１５０キロワットであり、千

方公務員の臨時・非常勤職員に関する実態調査

代田クリーンセンターと湯るっとで使う電力、

が行われました。これによりますと、全国の自

プールの加温に必要な電気を除いた残りの電気

治体の臨時・非常勤職員の数は約６４万人であ

を売電しております。

り、平成１７年からの１１年間で約１９万人も

私の提案を実現させるためには、隣接県有地

増加しています。臨時・非常勤職員数には、特

を利用できることが大前提であります。本市の

別職の首長や議員も含まれておりますが、首長

温泉健康施設のプールは温泉を使う方針ですが、 や議員はふえていないので、一般行政職の臨
これを変更した温水プールにすることも可能で

時・非常勤職員がふえているということになり

す。難しいことではございません。また、植物

ます。

などのハウス園芸施設に熱源として利用するこ

もはや臨時・非常勤職員の存在なしには行政

とも可能であります。さまざまな多様な可能性

は成り立たないということは、誰も否定できな

を秘めた燃焼施設建設について、市長の見解を

いことだと思います。官製ワーキングプアとい

伺います。

う言葉がありますが、安い賃金の職員を都合よ

次に、大きな項目の２番目ですが、利用者の

く使い回しているというのが実態なのでありま

視点に立った公共施設の整備について伺います。 す。
ここ数年来オープンした施設を見ると、使い

臨時・非常勤職員の劣悪な待遇の問題は、国

勝手の悪さや、なぜこんなやり方をしたのかと

も指摘しているように、法制度が曖昧で任用根

頭をひねることが多いので、このままでは弁天

拠が明確でないことに大きな原因があります。

－４５－

そのため、正規職員と同様の仕事をしている臨

非常勤職員の中で、国のマニュアルに沿って会

時・非常勤職員に期末手当が支給できないとか、 計年度任用職員に移行させるべき臨時・非常勤
１年ごとの雇用契約更新に上限を設け雇いどめ

職員の数は何人になりますか、伺います。

をするなどの問題も発生しております。給料が

２点目、その方々の労働条件を決定するため、

安い上に雇用も不安定なのが実態であります。

労働組合との協議を行う意思はあるでしょうか。

これらを踏まえて、国では、平成２９年５月

伺います。

１１日に改正地方公務員法を成立させ、平成３

３点目、会計年度任用職員制度を導入するこ

２年、つまり２０２０年ということですが、４

とで正規職員の採用を抑制することが懸念され

月から施行することとしました。この改正の一

ますが、この点について市長の見解を伺います。

番の特徴は、一般職の会計年度任用職員制度の
創設であります。そして、これまで臨時・非常

以上で第１問といたします。
○髙橋義明議長 市長。

勤職員に支給が認められていなかった期末手当
の支給を可能とすることとしております。

〔横戸長兵衛市長 登壇〕
○横戸長兵衛市長 ７番枝松直樹議員の御質問

この会計年度任用職員制度導入への想定され
るスケジュールとしては、条例改正案を来年３
月議会へ上程し４月以降に募集開始かと思いま
すが、総務省としては、任用・勤務条件（給料、

にお答えいたします。
初めに、日帰り入浴施設の面積拡大について
申し上げます。
温泉健康施設の日帰り入浴機能につきまして

休暇制度）、研修、福利厚生などについて詳細

は、実現性や収益性等を考慮した上で、多くの

なマニュアル策定等により自治体の作業を支援

市民、来訪者に利用されるものとなるよう目指

するとしております。

してまいります。

この制度創設で、臨時・非常勤職員が置かれ
た現状が改善することの点では歓迎いたします
が、懸念もあります。それは、この制度創設は、

次に、スイミング教室ができるプールの整備
について申し上げます。
温泉健康施設では、幅広い年代の方々に多様

いわば非正規の公務員を正式に公認することに

なプログラムを提供することが必要と考えてお

つながるからです。正規職員を会計年度任用職

りますが、一般的なスイミング教室の実施は現

員に代替させることも可能だからです。限りな

時点では考えておりませんが、遊泳等の健康教

く非正規化が進行し、「任期の定めのない常勤

室等は行えるものと考えております。

職員を中心とする公務運営」という公務労働の

プールの長さにつきましては、現時点では２

原則から大きく逸脱し、結果、公務員が提供す

０メートルと考えておりますが、コスト面や施

る住民サービスの質が劣化する危険性をはらん

設で実施する主要なプログラムとの調和等も考

でいます。「全体の奉仕者」としての職務を全

慮し、決定してまいります。

うするためには、身分保障の確保が必要です。
基本は正職員の増員であります。

次に、隣接県有地の活用について申し上げま
す。

以下、質問いたします。

温泉健康施設の建設予定地は、事業に必要な

最初に、本市の特別職を除いた現在の臨時・

面積を確保していると認識しており、建設予定

－４６－

地の拡大等は考えておりません。

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

また、隣接県有地につきましては、現在、温

○７番 枝松直樹議員 なかなか厳しい回答だ

泉健康施設や斎藤茂吉記念館、みゆき公園等の

ったと思っておりますが、最初の質問、市長の

周辺施設と一体的な活用ができるよう県と協議

答弁が私は理解できなかったんですが、日帰り

を行っております。

入浴施設の面積を拡大するかとの問いにストレ

次に、剪定枝、バーク等の燃焼施設の併設に
ついて申し上げます。

ートに答えていただけなくて、より多くの人が
来るようにというような答弁だったと思うんで

発電等を目的とした剪定枝、バーク等の燃焼

すけれども、日帰り入浴施設を市民が望んでい

施設の整備については、民間事業者が行うべき

るのではないかと私は言ったわけですが、市長

ものと認識しており、本市において併設する考

は、では市民の感情はどういうふうに捉えてい

えは持っておりません。

るんですか。日帰り入浴施設はあそこでは要ら

なお、温泉健康施設の冷暖房については、２

ないと、面積も少しでいいんだと、そんな認識

本の温泉の温度差による熱交換の利用を予定し

でございますか。

ております。

○髙橋義明議長 市長。

次に、利用者の視点に立った公共施設整備に
ついて申し上げます。

○横戸長兵衛市長 それとは反対でございまし
て、実は、日帰り温泉に対する待望論といいま

公共施設を整備するに当たり、これまでも担

しょうか、それは非常に日に日に増しているな

当課、関係課及び設計者間で利用者目線に立っ

ということを私も感じておりまして、設計等に

た議論を密に行うほか、パブリックコメントな

つきましても、限りなく拾うことはできないわ

ど市民の意見を反映させる機会を設けてまいり

けでございますけれども、今いろんなところに

ました。今後も、利用者の視点に一層留意した

日帰り温泉があるわけでございますが、それを

施設整備を行うとともに、完成後の利用上の課

参考にして、できるだけゆったりとした風呂と

題については、可能な限り対応してまいります。 いうんでしょうか、それをつくるようにという
次に、臨時・非常勤職員の待遇改善と今後の
人事管理方針について申し上げます。

ことは指示しておりまして、日帰り温泉は重要
な位置づけをしております。

国のマニュアルに沿って会計年度任用職員に

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

移行する臨時・非常勤職員数は、平成２９年度

○７番 枝松直樹議員 議員に前に示されたパ

時点の調査では３１７人、そのうち市の一般事

ースというか、あれでいくと何か随分面積が小

務等に従事している人数は１３５人であります。 さいんですよね。これは当然広がると理解をす
今後、任用、勤務条件等の調査・検討を経て決

るところでありますけれども、見直すというこ

定してまいりますが、その中で職員団体に説明

とでよろしいんでしょうか。

を行う考えであります。

○髙橋義明議長 市長。

また、正規職員の採用に関しては定員適正化

○横戸長兵衛市長 基本設計が一応出ておりま

計画に基づきますが、会計年度任用職員は定員

すので、完全な見直しということになると、今

に含まれておりません。

度キャパの問題もありますから、いわゆる建物

－４７－

の設計の中でどういう形、どういうことででき

○髙橋義明議長 市長。

るだけ広い浴槽にできるのかということは検討

○横戸長兵衛市長 まず、この施設については、

させておりますし、また、露天風呂についても

先ほど高畠の施設を対照にされましたけれども、

総合的にという形で、まずつくってしまって狭

あそこはまず完全にいわゆる清掃工場の排熱を

いということでは、利用者に不平不満が一番出

利用したということで、本当に水泳に特化とい

てくるところだと思いますので、そこはできる

うとおかしいかもしれませんけれども、そちら

だけ広くということは話しておりまして、今検

が主なんですよね。今回の我々がつくるのは、

討している段階でございます。

クアオルト関連、その拠点施設ということです

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

から、当然、水泳というよりはリハビリとか、

○７番 枝松直樹議員 面積については期待を

あるいはクアオルトでウオーキングができない

させていただきます。

人がプールで歩いて健康になってもらうことが

次に、スイミング教室ができるプールという

主です。

ことなんですが、私は先ほど言った湯るっとと

ただ、議論の中で、やはりせっかくつくるん

いう施設は２度訪問しているんですけれども、

ですから、子どもたちが泳げるといいましょう

２度とも結構いっぱいなんですよね。平日にも

か、ただタイムトライアルをやるとかそういう

かかわらず。プールもすごく活気に満ちた使わ

ことではなくて泳いだりする、いわゆる健康増

れ方をしておりました。

進といいましょうか、そういうことで考えたほ

先ほど言ったように、スポーツクラブの会員

うがいいというようなことで、そういうことは

は９００人ほどですが、スイミングは７００人

考えの中にはあるということですから、一般的

も会員がいるということでありまして、小さい

なスイミングスクールではないということで、

うち、生後６カ月から教室があるわけですけれ

書かせていただいたのはそういう意味でござい

ども、これをやることによって経営的にも非常

ます。

にいいのではないかと。経営に貢献するのでは

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

ないかと思いまして、今回提案をさせてもらっ

○７番 枝松直樹議員 私も競泳をするという

たわけでございますが。

ことは全く考えていなくて、やはり子どもの体

本格的に競泳をするというようなものではな

力増進といったことで提案をしたんですが、今

い。あくまで子どもを中心にということで、水

も民間の事業者が山形などでやっているところ

泳の効果というのは、結構私は高いと思うし、

に結構バスで行ったりしている人もいますけれ

集客にも貢献すると思っておりますから。市長

どもね。あれはあれで泳ぐことをまさに目的と

は、当初はあそこの施設では泳ぐということは

していると思いますから、小学校低学年までの

想定をしていなかったというふうに私は考えて

教室というのは、結構人気になるかと私は思っ

いるんですけれども、主に歩くとか、体を温泉

た次第です。

の中で動かすとか、こういったことだったと思

それで、先ほどの答弁では、２０メートルを

うんですけれども、泳ぐということについては

２５メートルにするということについては、こ

想定はしていなかったということでしょうか。

れから決められるということだったんでしょう

－４８－

か。

んせん、隣の茂吉記念館の駐車場を借りるとい

○髙橋義明議長 市長。

うことになるかもしれませんが、とにかくあの

○横戸長兵衛市長 基本的には２０メートルと

限られた敷地は狭いと。市長は、先ほど今の敷

いうことで決定はしております。ただ、議員の

地の中で全部おさめるみたいなお話だったと思

御意見というか、議員だけではなくていろんな

いますけれども、フェンスが南側にあって、そ

方々の意見を集約した中で、では２０メートル

れを除いて脇に先ほど言った雑木林なんですよ。

でそういったニーズがおさまるのか、あるいは

今度、この雑木林はどんなふうに考えておられ

２５メートルでないとそういうニーズに応える

ますか。景観整備という観点で、まず。

ことができないのかということがありますが、

それから、駐車場５０台でどうにもならない

同時に、やはりキャパが決まっているわけです

と思うんですけれども、これについて市長はど

から、ではその中で２５メートルにふやした場

んなふうにお考えでしょうか。

合の財源、当市の問題とかいろいろ総合的に考

○髙橋義明議長 市長。

えてやっていくということでございまして、幅

○横戸長兵衛市長 先般、県に行って知事、副

の広いといいましょうか、少しは余裕を持って

知事とも会って、実は、知事、副知事にあれを

検討しましょうと。要するに、いわゆる日帰り

説明したのはドイツのクアパークです。あそこ

温泉の浴槽についても同じでございます。そう

は４万２，０００平米ぐらいありますので、そ

いうことで、最終的に決定するに当たっては、

ういった形でクアパークをつくりたいというこ

いろんな方々の御意見を聞いて、そして、つく

とで、ある程度の絵も説明してまいりました。

った後に、先ほど施設の問題が出ていましたけ

その中で、駐車場についても当然あの中に設置

れども、そういうことがないようにやっていこ

するということとか、あるいは、ドイツの場合

うということで、若干の幅を設けているという

ですといろいろ健康にいいような歩道をつくっ

意味合いでございます。

たりとか、そういうことでございます。そうい

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

う意味で絵も示させていただきまして、そして、

○７番 枝松直樹議員 実際、泳ぐには温泉よ

こういう形で利用させていただきたいというこ

り温水のほうがいいわけですよね。天童の「の

とは話しました。それ以前に、では上山市はど

ぞみ」という施設は温泉なんですよね。源泉が

う考えているんだということを去年の段階で県

たしか九十数度ありまして、それを冷まして使

から言われましたので、この１年間をかけてそ

っています。ですから、あそこでも実際やって

ういう提示をしてきたところでございまして、

おりますので、上山でもぜひこれは整備をして

これから今度県と具体的な、借りるのか、買う

いただきたいということで、２０メートルか２

のか、いろいろあると思いますけれども、そう

５メートルというのは、そこは検討の中で考え

いったことも含めながら、御理解をいただいて

ていただければよろしいかと思います。

我々が考えているようなクアパークというもの

それで、隣の県有地、たしか今の基本設計の

を整備させていただきたいと今考えているとこ

中ですと車のとめられる台数がたった５０台だ

ろでございます。

ったかと思うんですけれども、５０台ではいか

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

－４９－

○７番 枝松直樹議員 県が協力してくれてク

くるとか、そういったいろんな計画ができるわ

アパークなんかできれば最高ですけれどもね。

けですから、我々としては事業費の問題もあり

ただ、それにしても４ヘクタール以上の面積で

ますけれども、全体的に借りたいということで

すから、事業費も相当なものになると思うんで

意思表示はしてきたところでございます。

す。以前、私どもの先輩の県議会議員が、県民

ただ、その中で事業展開、一気にというのは

の庭構想というプランを語っていたことがあっ

なかなか難しいこともあろうかと思いますけれ

たんですよ。いわゆるあそこを県民が遊べる、

ども、いずれにしても、皆さんが見てわかるよ

県民の森がありますけれども、県民の公園にす

うにフェンスから右の雑木林はとてもそぐわな

る、県民の庭にするという話だったんですけれ

い風景ですから、それは最低限度でもまずはあ

ども。いっとき、あそこがソーラーパネルの設

の辺から整備をさせていただくとか、そういう

置場所として名前が浮上したことがありました

手法はいろいろとあると思いますけれども、い

けれども、それは私もいただけないと思います

ずれにしてもこの構想については、県の協力な

し、あそこがクアパークになるならこんないい

くしてはなかなか理想的といいましょうか、ク

ことはないわけでありまして、現状の建物も隣

アオルトの拠点基地には難しい部分もあります

の県有地を整備しなければ、私は全部一気にで

ので、そういった面では県も理解してくれるも

はなくとも、フェンスから、あそこは５０メー

のと期待しているところでございます。

トルぐらい幅があるんですけれども、道路のと

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

ころ、そこだけでも使わせてもらってやるべき

○７番 枝松直樹議員 わかったようでわから

だと。それができないうちは計画を凍結するぐ

ないんですけれども。ですから、雑木林がある

らいの気持ちがないと、何か小さくて、後から

あの敷地については、県から借りる、あるいは

こんなじゃなかったというような結果になるか

取得をする、どちらかで、とにかく今回の施設

と心配しているんですよ。ですから、隣の県有

に関連して使うということではだめなんですか。

地を全部は難しいでしょうけれども、当座活用

全体４万２，０００平米ではなくて、とりあえ

させてもらうということではいかがでしょうか。 ず雑木林があるところだけでも今回建設予定地
○髙橋義明議長 市長。

に組み入れて駐車場もふやすと。あるいは、先

○横戸長兵衛市長 県有地４万２，０００平米

ほど言った入浴施設もそこに広げることが可能

あるわけですから、県としてもどういう考えが

になりますし、あとあそこら辺に以前からパー

あるのかということは、具体的に詰めていない

クゴルフ場をつくってほしいと市長にいろんな

からわかりませんけれども、ただ、我々の意思

方が要望に行ったようですけれども、そんなこ

表示はさせていただいたということでございま

とも可能になるかもしれませんし、とにかく雑

すし、これはことしに限ったものではなくて、

木林の敷地についてどうされるのかということ

去年、おととしも既に話していることですから。 でもう一度お願いいたします。
ただ、我々としては、クアパークという形でそ

○髙橋義明議長 市長。

の中にいろいろ体を動かすとか、あるいは茂吉

○横戸長兵衛市長 ですから、前から話してい

記念館前駅からこの施設まで例えば遊歩道をつ

るとおり、雑木林があってはそぐわないわけで

－５０－

すから、それは当然、全体を借りるとしてもあ

は。結局、売電単価が決まっていて、いろんな

そこについては伐採とかなんとかやっていただ

木を雑多に入れるとだめだということになって

くとか、そういうことだと思いますし、あくま

おりますから、焼き場所がなくなるわけですよ

でもまず第一段階としては全体をお借りしたい

ね。それを利用するということは、私は市民の

ということで話をしているわけですから、その

利益にもかなうと。そしてまた、市長は、温泉

中で事業費の展開とかそういうことになれば、

の温度差を利用して熱交換で冷暖房については

例えば全体を貸していただくということになっ

賄うということでしたけれども、これもいろん

たとしても、あの雑木林はまず第一義的に整備

なことに用途は使えるということですから、私

しなければならないということになるわけです

は結構いいのではないかと。

から。我々としては、あそこだけを貸してほし

では、金額的にどれぐらいで建てられるのか

いということではなくて、まず全体を貸してい

とざっと私もその筋の人に聞いたら、５，００

ただきたいと。全体を貸していただいた中で、

０万円ぐらいだと言うんですね。検討の余地は

整備手法としてはあそこからやっていくという

ないですか、この件については。

考え方になるのではないですかね。

○髙橋義明議長 市長。

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

○横戸長兵衛市長 私の視野には入っていない

○７番 枝松直樹議員 これは交渉事ですし、

んですけれども。ということは、やはりあくま

ぜひしっかりと県と交渉していただきたいと思

でもクアオルトについては、温泉健康施設とい

います。

うことなわけです。ですから、質問の中にもプ

剪定枝とバーク等の燃焼施設もあそこにつく

ールが云々ということもありましたけれども、

ってはと提案したところでありますけれども、

ここは基本的には温泉健康施設ということです

農家、特に果樹園を営んでいる農家の要望とい

から、やはり本物の温泉を使わないと、詐称と

うのは、そういった剪定枝の燃焼について焼く

は言いませんけれども、そういうことにもなり

施設があればということで要望があったかと思

かねない部分もありますけれども、何よりもや

うんですけれども、市長の耳には届いておりま

はり我々は、このクアオルトについては温泉に

すか。そういう要望は。

かかわるということでございますので、その計

○髙橋義明議長 市長。

画等については現時点では持っていないという

○横戸長兵衛市長 正式的にも、あるいは非公

ことです。

式にも届いておりません。

ただ、村山市に大きな施設がありますけれど

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

も、それについても剪定枝だけではなくて間伐

○７番 枝松直樹議員 届いていないと言われ

材とか、それは１５億円もかかっている施設で

ると、もうこの先の私の再質問はなくなるんで

すから当然そういうことでございますので、上

すけれども。野焼きなんかをしているのが現状

山市でつくるとすれば、先ほど話があった四、

ではないでしょうか。これがあれば、私は大変

五千万円のもので剪定枝ということになろうか

助かるんだろうなと思うんですよ。金谷では焼

と思いますが、これはいわゆる発電事業という

けないわけですから、あのバイオマス発電所で

形で民間業者がいたならばといいましょうか、

－５１－

そういう形でそういう事業に参画してもらった

のと思っているところでございます。ただ、乗

ほうがいいのではないかというのが私の基本的

用車については出入りできますけれども、いわ

な考え方でございます。

ゆる今のＲＶ車というんですか、それについて

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

はなかなか難しいということですから、あれは

○７番 枝松直樹議員 私は、誤解されると困

やはりもう少し考慮すべきだったのではないか

りますが、温水プールの熱源としてこれを使う

と私も思っております。

わけではないということなんですね。電気も当

駅前のことにつきましては、今後駅前の整備

然発電できますが、熱というのも利用可能なわ

をさせていただくということも総合的な判断で

けですから、その熱を使って冷暖房に使うとか、 ございますが、皆さんも視察の中でいろんな都
あるいは園芸作物の栽培に使うとか、いろいろ

市を訪れていただいたと思いますが、例えば高

可能性は広いと思っておりますが、市長がやら

山市なんかも観光案内所がありますけれども、

ないというのではやはりどうしようもないです

そんなに「観光案内所」なんていうことではな

よね。何回言っても同じでしょうから。

くて、やはりそこは町並みの景観とか、そんな

次に行きますけれども、利用者の視点に立っ
た公共施設の整備ということでございますが、

ことも含めた整備をしているところでございま
す。

象徴的なのは、中部地区公民館の屋根とか駅前

では上山市はどうだとなれば、きのうも話が

の観光交流施設も看板が西を向いていると。こ

出まして、「観光案内所、交番に聞きに行くん

ういった建設後に不都合が生じるのは、設計施

だ」という話も承ったところでございますけれ

工の段階でチェックができないのかと思うんで

ども、やはりそれはこれから整備をしていかな

すけれども。先ほども市長は、パブリックコメ

ければならないわけでございますし、駅前の整

ントなんかも使いながらというようなことだっ

備とあわせてやりたいと思います。ただ、その

たんですけれども、私としては、もう少し技術

前に、駅から観光案内所まで行く道しるべとい

屋をしっかりと養成して、設計士と対等に渡り

うんでしょうか、そんなこともやはり整備しな

合えるような市の職員というものを育成するべ

がら一時はしのぎたいと思いますけれども、総

きではないかと思っておりますけれども、その

合的にはそういう整備の中で判断をしてまいり

辺について、利用者の視点が、先ほどわかりに

たいと思っております。

くい答弁だったと思うので、再度お願いしてよ

いずれにいたしましても、建物を整備するに

ろしいですか。

つきましては賛否両論いろいろあるわけでござ

○髙橋義明議長 市長。

いまして、１００％とはいかないかもしれませ

○横戸長兵衛市長 いろんな建物の整備をいた

んけれども、ただ肝心かなめのところがだめだ

しました。その中で、今、議員がおっしゃった

というものについては、やはりだめなわけでご

中部地区公民館の駐車場、玄関、そこの屋根の

ざいまして、枝葉と言うと怒られるかもしれま

低さとかそういうことがありました。それにつ

せんけれども、そういった面についてはこうい

いてはうちの建設課にも一級建築士もいるわけ

った運用、運営の中で整備をして、市民の皆さ

でございまして、チェックはしていただいたも

ん、あるいは観光客の皆さんから不平不満が出

－５２－

ないような対応もしてまいりたいと考えており

○髙橋義明議長 市長。

ます。

○横戸長兵衛市長 臨時職員の方にやはりお力

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

添えをいただかなければ成り立たないというこ

○７番 枝松直樹議員 これから弁天の建設が

とは事実です。というのは、例えば産休をとら

始まる段階で、やはりきちんと市が目指すもの

れた方とか、あるいは長期療養とか、そういう

が明確に設計図、実施設計に入るように、そこ

方が出てくるわけです。そうしますと、やはり

は努力をひとつお願いいたします。

その期間は必ずしも１年とか２年とか区切られ

時間が近づいてきましたので、最後に臨時・

たものではなくて、何カ月とかということにな

非常勤職員の今後の待遇改善でございますが、

るわけですから、その間はやはり臨時の方々に

市長の認識として、先ほどあったんですけれど

お願いをしなければならないということでござ

も、会計年度任用職員に移行させるべき臨時・

いますので、それはやはり臨時の方にお願いを

非常勤職員の数ということで３１７人とおっし

するということになろうかと思います。

ゃったような気がするんですね。それで、その

もう一つは、必ずしも正職員ではなくて、臨

中で一般事務職が１３５人ということでよろし

時職員でいいんだよという方も中にはおられる

かったでしょうか。３１７人というのはちょっ

んですね。それは家庭の事情とか、いろんな形

と多いなと思ったものですから、最初にそこを

でございますが。ですから、そういった方々も

伺っておきます。

おられるわけでございますので、そういった臨

○髙橋義明議長 庶務課長。

時職員の方を採用して能力を発揮していただい

○金沢直之庶務課長 ３１７人という中には、

て行政運営をしていくということは不可欠なこ

農事実行組合長とかプール監視員とか、そうい

とだと考えております。

った方々も全て会計年度任用職員ということに

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

なってしまいますので、主に市役所や図書館な

○７番 枝松直樹議員 この会計年度任用職員

どで事務職をしている方を挙げますと１３５人

の制度創設は、待遇改善というのが私は大きな

ぐらいになりますということで回答を申し上げ

眼目になっていると思っております。ですから、

ました。

正職員よりはるかに安く使うわけですけれども、

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

任用職員はフルタイムとパートタイムに分かれ

○７番 枝松直樹議員 １３５人といってもか

ますが、市長の頭では、フルタイムに希望すれ

なりの人数ですよね。これは基本的なことです

ばさせるのか、させないのか。そこはどうでし

から市長に伺いますが、この人たちの存在なく

ょうか。

して上山の行政は立ち行かないと、やはりこの

○髙橋義明議長 市長。

人たちにこれからも頑張ってもらわなければい

○横戸長兵衛市長 それはそれぞれのニーズと

けないと思うんですけれども、できれば正職員

いいましょうか、正職員ではなくて臨時・非正

にみんななれれば一番いいわけですが、臨時・

規職員が必要なときというのはあるわけですか

非常勤職員の存在なしには行政は成り立たない

ら、必ずしもそれを正規職員にするということ

という認識でよろしいですか。

ではなくて、そういったニーズに合わせたこと

－５３－

と、また、先ほど申し上げましたようにそれぞ

うことでもないし、また、そういう人が市役所

れの希望がありますので、そういうことでうま

職員の正職員に受けてくる数というのは非常に

く組み合わせながら行政運営をやってまいりた

少ない現状です。ですから、そこは我々がそう

いと考えております。

しますよ、ああしますよではなくて、やはりそ

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

ういったルールの中で、正職員になりたい方は

○７番 枝松直樹議員 私の意味が通じなかっ

勉強していただいて正職員の試験を受けていた

たのかもしれませんが、会計年度任用職員は１

だいて合格したならば正職員になっていただく

年ごとに契約を更新して、年限は区切らないん

というルールなわけですから、必ずしもする、

ですよね。その年度１年契約ですから。それで、 しないの問題ではないと考えております。
この人たちの身分がフルタイムで働けるような

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

制度設計になっています。上山市はフルタイム

○７番 枝松直樹議員 私の質問の意図が通じ

でさせるのか、パートタイムにさせるのかと、

ていないようです。結局、正職員になるには、

そこを聞いているわけです。

それは競争試験を受けなければいけないんです

○髙橋義明議長 庶務課長。

よ。選考採用なんていうのもないですから、基

○金沢直之庶務課長 必ずフルタイムとか必ず

本的に。ただ、今いる人たちをフルタイムで働

パートタイムということではなくて、やはり仕

かせるのか、短時間にするのかという２つ、両

事の内容とか分量、そういったものを考慮して

方できるわけですよね、この制度の中では。だ

今後検討していきたいと考えておりますので、

から、どっちにするんですかと。もう回答は要

必ずフルタイムという考え方で最初から取り組

りません。これからぜひ考えていただきたいと

むということではございません。

思います。現場からも話を聞いてもらった上で、

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

選択できるわけですから。

○７番 枝松直樹議員 逆に矛盾が出てくるん

そして、今パート１３５人でしたか、いて、

ですよ、フルタイムでやられると。結局、正職

その方たちは、やはり収入が欲しいですから、

員と同じ勤務時間になって、何でその人を正職

できるだけ待遇がよくなったほうがいいと当然

員にしないんだということになりますから。私

思っていると思うんです。だから、フルタイム

はむしろパートにする、４分の３の勤務時間に

にさせてもらえるのならばフルタイムを私はや

するというふうに明確に言ってもらったほうが

りたい、いや、パートのままでいいという人も

矛盾はないのかと思うんですけれども、その辺

いるかもしれませんが、この人たちに対して雇

についてはどうですか。

いどめをすると。要するに、来年３月に条例改

○髙橋義明議長 市長。

正をして４月以降募集に入るわけですけれども、

○横戸長兵衛市長 正職員と簡単に言われます

今現在働いている臨時・非常勤職員の人たちの

けれども、正職員はやはり試験を受けていただ

処遇について、希望すればその人たちを引き続

いて合格してもらわないと正職員にはなれない

き上山市役所で雇いますかということなんです

んですよ。ですから、いかにフルタイムの臨時

けれども、いかがでしょうか。

職員であっても、必ずしもその人がなれるとい

○髙橋義明議長 市長。
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○横戸長兵衛市長 これは、職員の適正化計画

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

があるわけです。それと兼ね合いがあるわけで

○７番 枝松直樹議員 当然そうなると予算が

すから、正職員で雇っているという中で、その

膨らんできますよね。何割増しということにな

人が休んだ場合には臨時職員の方にお願いする

ると思います。これについては、ぜひ市長会あ

とか、そういう形で対応しているわけですから。 るいは町村会とも連携をして、国に対して基準
あともう一つは、最近は民間が非常によくなっ

財政需要額の算定の根拠に入れてもらうという

たものですから、民間に行かれる方が結構多く

ようなことも必要な作業だと思うんです。市だ

なってきているんです。最近、臨時を募集して

けが金を出すのではなくて、やはり国できちん

もなかなか集まらないという現状もありますの

と人材計画の中に押し込むということが大事だ

で、臨時に市役所に、あともう一つはやはり去

と思いますので、その件についても今後ぜひ検

年かな、若干時給を上げさせていただいたとこ

討をお願いしたいと思います。

ろでございますけれども、そういう形で、むし

いずれにしても、今後労働組合とも相談、協

ろそういう方々を確保するということも非常に

議をしていただいて、正職員との均衡というこ

難しくなってきているという反面もございます。 とも大事にしていただきたいと考えるところで
そういうことで、適正化計画の中での臨時職員
というものをどういう形で確保するか、あるい

あります。
若干、５分ほど時間を残しましたが、これで

は、正職員と臨時職員のバランスということは

終わりたいと思います。

仕事量で決まるわけですから、そういった仕事

○髙橋義明議長 この際、正午にもなりますの

があるかどうかも含めて対応してまいりたいと

で、昼食のため休憩いたします。午後は１時か

考えております。

ら会議を開きます。

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

午前１１時５５分 休 憩

○７番 枝松直樹議員 私が言いたいのは、と
午後 １時００分 開 議

にかく雇用の継続をしてほしいということです、

○髙橋義明議長 休憩前に引き続き会議を開き

今いる人たちが希望すれば。

そして、今度、会計年度任用職員については、 ます。
通勤手当の支給も大丈夫、そして勤勉手当を除

次に、２番井上学議員。
〔２番 井上 学議員 登壇〕

いた期末手当も出せるということなんですよね。
これについてだって当然、気持ちよく働いても

○２番 井上 学議員 日本共産党議員団の井

らって市の行政に貢献してもらうという観点か

上学です。

らは、ぜひ手当の支給ということについてもし
っかりと考えていただきたいと思いますけれど
も、これについてもしっかりと検討していただ

ふるさと納税の返礼品について、中学校の部
活動のあり方について質問します。
本市、ふるさと納税の状況は、昨年、ふるさ

けるということでよろしいですね。

と納税の返礼品の還元率の見直しなどの影響が

○髙橋義明議長 庶務課長。

あり、寄附額が減少しましたが、上山を応援し

○金沢直之庶務課長 今後検討してまいります。 てもらおうという点、本市をＰＲするという点

－５５－

で効果があると感じています。特に農産物の返

本市の部活動は、大会などの成績を見れば全

礼品は人気があり、基幹産業である農業を元気

国大会に連続出場するなどすばらしい成績をお

づけていると感じています。

さめる活動もあり、誇らしく思います。大会な

予算特別委員会の質疑の中で農産物の産地に

どで結果が出ていない部で活動する生徒も、活

ついて、可能な限り上山産を返礼品として使用

動を通して心身ともに成長しています。部活動

しているが、市内の事業者であれば仕入れたも

は中学校の教育の中で重要な取り組みだと考え

のも認めているとの答弁がありました。私は、

ます。

上山産にこだわった返礼品にすることが、本市

今、本市の年間出生数が１５０人を切る状況

をＰＲすることや農業を元気づけていくことに

となり、生徒の減少で今までと同じ数の部の維

おいて重要で、本市を応援してくださる方への

持が難しくなってきています。また、全国的に

礼儀だと考えます。今後、農産物の返礼品を上

は、生徒の間でのトラブル、教員の熱くなり過

山産限定としていくことについて、市長の見解

ぎた指導、教員の多忙感、保護者の負担感の増

を伺います。

など、部活動での問題が挙げられています。

上山産にこだわっていくためには、返礼品の

本市においては、学校経営の一つとして部活

必要量を確保することが大切だと考えます。返

動を各学校で特色あるものにしていると思いま

礼品を提供してくれる事業者、農家をさらにふ

すが、本市全体として生徒の減少や全国的に挙

やしていくために、参入を促すセミナーを開催

げられている問題だけでなく、教育として重要

し、成功体験や返礼品発送までの実務的なこと、 な部活動を今後どう生かしていくか、教育委員
上山産にこだわっていることなどを伝える取り

会として改めて示していく必要があると考えま

組みが必要と考えます。

す。そのためには、生徒、教員、保護者へそれ

また、生産量を確保するために、サクランボ

ぞれ部活動に対する意識調査を行い、それに基

では霜、凍害による影響を抑えるため霜よけ剤

づき部活動のあり方を示さなくてはなりません。

や燃焼資材で対策すること、ラ・フランスでは

調査内容としては、次のような設問が必要と

将来を見据えて老木の改植をするなどの各作物
に合わせて生産量を確保する対策に助成するこ
とが有効だと考えます。

考えます。
生徒に対しては、「部活動に何を望むか」を、
技術力向上、体力向上、友情や人間関係の育成、

提供量を確保するために、返礼品提供事業者

大会で好成績を上げる、何も望まないなどの選

の間や全ての農家との間で、作柄状況を見なが

択肢を用いた設問、ほかに「休養は適切か」、

ら上山産農産物について出荷などに充てる作物

「希望する活動、競技はできているか」など、

を融通する仕組みをつくることが必要と考えま

教員に対しては、「教育的、技術的指導は適切

す。

に行えているか」、
「多忙により授業の準備や生

事業者の拡大、生産量と提供量の確保につい
て、市長の見解を伺います。

しては「部費、用品費の負担」について、「送

次に、中学校の部活動のあり方について質問
します。

活に支障を来していないか」など、保護者に対
迎や準備などのかかわり」についてなどを調査
し、共通して重要な問いとして、「本市の部活

－５６－

動がどうあることが望ましいか」について市全

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

体として調査する必要があると考えます。この

○横戸長兵衛市長 ２番井上学議員の御質問に

ことについて教育長の見解を伺います。

お答えいたします。

過去の一般質問でも取り上げましたが、生徒

初めに、事業者の拡大について申し上げます。

の減少により希望する部活動ができない状況を

本市産にこだわった返礼品をそろえることは、

改善する提言をさせていただきました。そのと

本市を持続的に応援していただくために有効で

きは、社会教育団体と連携して希望する活動を

あると捉えております。しかしながら、直ちに

実現させようということで前向きに捉えていた

全ての返礼品を本市産限定とすることは困難で

だき、今も取り組んでいただいていると思いま

ありますので、ふるさと納税寄附者等を対象に

す。しかし、現状は部活動数の減少が続き、社

新設するファンクラブにおいて本市産にこだわ

会教育団体との連携だけでは対応し切れないと

った取り組みを進めてまいります。

感じています。

また、セミナー等の取り組みにつきましては、

そこで、学区を越えた部活動の参加について

事業者の参入促進を目的とするのではなく、関

提案します。これは学校長同士が認めれば可能

係団体等と連携しながら、より高品質で魅力的

だと思います。ただ、中体連の参加については

な返礼品の提供を目的とすることが必要である

細かな規定があり、認められる場合と認められ

と考えております。

ない場合があると認識しています。また、学校
間の移動方法の問題があります。現状では難し

次に、生産量と提供量の確保について申し上
げます。

いかもしれませんが、入り口の時点で、この学

サクランボの凍霜害対策やラ・フランス老木

校には何々部はないから今ある部にしなさいと

の改植などについては、既に国・県及び市の支

いうのではなく、大会参加や通い方の問題もあ

援制度があり、これらを活用した生産量の確保

るが、学区を越えて部活動をする方法もあると

に取り組んでいただいております。

いう選択肢があるのでは、生徒の自主性や成長
に関して違いが出てくると考えます。

また、本市におけるふるさと納税の目的の一
つに農家自身の認知度向上や顧客獲得があると

過去には、子どもにやりたい部活動を行わせ

考えておりますので、作物を融通して出荷する

るため転校させた保護者もいると聞いています。 仕組みを構築する考えは持っておりません。
保護者が生徒の自主性を尊重しているのであれ

○髙橋義明議長 教育長。

ば、行政も寄り添っていくべきです。全国には

〔古山茂満教育長 登壇〕

中体連参加を認めるように働きかけている自治

○古山茂満教育長 ２番井上学議員の御質問に

体もあるようですし、学校間の移動方法の問題

お答えいたします。

もスクールバスやデマンドタクシーなど検討の

初めに、生徒、教員、保護者への部活動に対

余地があると思います。学区を越えた部活動の

する市全体の意識調査の実施について申し上げ

参加を行えるようにすることについて、教育長

ます。

の見解を伺い、質問といたします。
○髙橋義明議長 市長。

部活動は、学校の実情に応じてその教育効果
を考え、実施しているものでございます。生徒、
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保護者、教員の意識については、学校評価アン

して、民間の企業の方にお願いしているという

ケートの中で調査を実施している学校もありま

ことがございます。

す。今後とも、各学校におきまして生徒や保護

ですから、そういうふうなことを全部品ぞろ

者の意向等を的確に把握し、部活動のあり方に

えするとなりますと、生産があるものについて

ついて考えていくことから、市全体としての意

はできますけれども、生産がないものについて

識調査は考えておりません。

も今非常に人気度が高いというところもありま

次に、学区を越えた部活動への参加について
申し上げます。

すので、そういったものを外すかとなるとこれ
またかなりのリスクがありますので、そういっ

部活動への参加のあり方は、学校規模等の実
態を受け、校長が判断していくものと考えてお

たことも含めながら検討してまいりたいと思い
ます。

ります。現在、生徒、保護者、それぞれの考え

基本的には、よそのものではなくて本市で生

を尊重し、地域の方々の協力、社会教育関係団

産されたものということをできるだけしていき

体等の各種団体と連携を図って実施しておりま

たいということには変わりございません。

す。部活動は、それぞれの学校教育目標の実現

○髙橋義明議長 井上学議員。

に向けた教育計画に十分留意して実施しなけれ

○２番 井上 学議員 わかりました。私も生

ばならないことから、学区を越えた部活動への

産しているものに関しては上山産という部分で

参加については考えてはおりません。

の今回の質問なので、市長の認識はよくわかり

○髙橋義明議長 井上学議員。

ました。

○２番 井上 学議員 答弁、ありがとうござ
いました。

現状として、生産しているものに限ってのこ
とで話を進めさせていただきたいと思うんです

まず、市長から、なかなか急には、上山産限

けれども、仕入れたものと１問目で私は表現さ

定としていくことはすぐには難しいというふう

せてもらいましたが、上山産でないそういった

な答弁だったかと思いますが、方向としては、

ものがなるというふうな、私の問題意識として

すぐにではないが、まず１００％に向けて取り

は、やはりものがないからこうなっているので

組んでいくというような答弁であったと認識し

はないかと考えているところですけれども、現

てよろしいか、お答えをお願いします。

状どういった課題で生産しているものに関して

○髙橋義明議長 市長。

上山産限定となかなかなっていかないのか、お

○横戸長兵衛市長 返礼品、各市町村、頑張っ

示しください。

ていろいろな品ぞろえ、返礼品をしているとこ

○髙橋義明議長 市政戦略課長。

ろでございます。例えば今人気がある肉につき

○冨士英樹市政戦略課長 サクランボ等に関し

ましては、はっきり申し上げまして上山産の和

ましては、数年前の凍霜害の被害で上山産のも

牛というのはないわけです。ですから、上山市

のでそろえられなかったというときに、ほかの

内にある業者の肉ということで返礼品として取

業者の方からもお願いをして助けていただいた

り扱っておりますし、また、米につきましても

ような経緯もございます。そういったことで参

農協だけで対応ができないということがありま

加をしていただいている業者もいらっしゃいま
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すので、そういったものをすぐに上山産ではな

って断ることも、本市をＰＲしていく上でも寄

いのでできませんというわけにはいかないとい

附する方に対しても重要な本市としての心構え

う事情もございますので、そういった観点から

ではないかという点をつけ加えていただいて、

も徐々にふやしていくという考えでおります。

限定に関して取り組む姿勢については、今後さ

○髙橋義明議長 井上学議員。

らに進めていっていただきたいと思います。

○２番 井上 学議員 その点、生産量の増減

生産量を確保するという点で、事業者、農家

というものが関与しているということはわかり

の方の参入を促すセミナーが必要ではないかと

ました。そこで、やはりこだわるには生産量も

いうことだったんですが、それよりも品質やそ

確保していくというのは私は大事なことだと思

ういったことを行うセミナーを行うということ

うんですけれども、原則として、その場合どう

ですが、過去にもそういったセミナーを行った

いった対応をしたかわからないんですけれども、 のか、それともこれからの取り組みなのかをお
寄附者に返礼品としてやる際には、上山産でな

知らせください。

いけれどもよろしいですかとか、そういった対

○髙橋義明議長 市政戦略課長。

応がこれから必要だと思うんですけれども、そ

○冨士英樹市政戦略課長 現在のところ、せっ

ういったことも認識した上でだんだん上山産限

かく登録いただいている方でも、返礼品として

定というところに向かっていくのか。それとも、 選ばれていないという現状もございますので、
その辺はもう寄附した方が選んだのであるから、 そういったことも含めて、例えば写真の撮り方
特段説明もなく従来どおり進んでいくのか、そ

だったり、あとは品物の品ぞろえの中でどうい

の点についてお聞かせください。

う構成だと選ばれるのかということなども含め

○髙橋義明議長 市政戦略課長。

ながら、農家の方々に向けて周知していくとい

○冨士英樹市政戦略課長 現在、そういったポ

うことが必要ですので、これまで観光物産協会

ータルサイト等で表示されているものにつきま

に去年から委託をしておりますので、今回から

しては、生産者別に品種、数量等が示されてい

そういった周知というものを図っていきたいと

るということでございますので、それについて

思っているところでございます。

はあくまでも返礼品をどの品物にするかという

○髙橋義明議長 井上学議員。

ことを望まれる納付者の方の判断だということ

○２番 井上 学議員 私もホームページを見

になりますけれども、上山市のものが選ばれや

たんですけれども、やはり事業者がたくさんい

すくするためのノウハウ等についても、関係者

るなとは感じているんですけれども、話を聞い

と協議しながら農家の方々にも周知していきた

たところ、なかなか選ばれない事業者もあると

いと思っております。

いうことだったので、やはりその辺、満遍なく

○髙橋義明議長 井上学議員。

と言ったら語弊があるかもしれないけれども、

○２番 井上 学議員 そういった周知をお願

全体的なレベルアップが図られればそういった

いするとともに、やはり原点は上山産限定とい

提供量の確保につながるかと思いますので、そ

うことにして、物が間に合わないときには、済

ういったセミナーも行いつつ、やはり全体的な

みませんでした、そろえられませんでしたと言

事業者の確保にもぜひ努めていっていただきた

－５９－

いと思います。

供してくれる農家の方に対しては、重々確保の

次に、生産の部分で生産量ということで、先
ほど答弁の中で間に合わなかったのはどういっ

部分に関してもお話しして生産量の確保につな
げていっていただきたいと思います。

たところかという中で、凍霜害の被害で物がそ

融通の部分に関しては市長の答弁でわかりま

ろえられなかったという点でお聞きしたんです

したので、そこは農家の方が独自にやるという

が、そういった中でも、今までも独自にふるさ

ことで了解いたしました。

と納税の確保という点ではなくて、やっている

次に、中学校のことについてです。

とは思うんですが、特にふるさと納税にかかわ

１問目でも言ったとおり、私の現状の上山市

ってくれる農家の方、業者の方に関して手だて

の課題としては、やはり部活動、やりたい活動

をしていくことで意識づけによって、そういっ

ができないことではないかという認識ではいる

た被害の場合でもそこの部分は確保できるのか

んですが、全国的にはそのほかにもいろいろあ

なと考えるんですが、その点についてはどうで

るということで、私自身は、学校が特色ある活

しょうか。

動を行うということ自体は大賛成なんですけれ

○髙橋義明議長 市政戦略課長。

ども、やはりそこに温度差というか、この学校

○冨士英樹市政戦略課長 ふるさと納税はあく

では頑張っているけれども、うちの学校は、と

までも全体の農家の生産の一部であると考えて

いうところがあってはだめだと思うんです。

おりますので、農家自体の経営の中として、や

そういった意味で、学校の特色を出しつつ、

はり凍霜害等の防止、未然に防ぐという形につ

市としては、どういったところを部活動で成長

いては経営として必要なことであろうと思って

させていくのか、指導していくのかという点を

おりますので、最初の答弁にもありましたよう

示すべきだと考えているんですが、それには調

に、そういった手当ては既にしておりますし、

査が必要だということで調査ということをまず

農家のほうでもしていただいていると思ってお

前面に打ち出したんですが、その点について現

りますけれども、時にそういった被害が大きく

状教育委員会として、１００％中学校任せとい

なることもあるということも承知しております

う状態ではないと思うんですけれども、どうい

ので、そういったことについては考え方につい

った取り組みをどういった考え方で臨んでいる

て農家からもしっかり持っていただくことが大

のかお示しください。

事だろうと思っております。

○髙橋義明議長 教育長。

○髙橋義明議長 井上学議員。

○古山茂満教育長 部活動の意義については、

○２番 井上 学議員 多分、多くの農家は凍

国のほうでも学習指導要領の中で示しているし、

霜害とかラ・フランスの部分でいったら改植と

中学校教育の中で大変重要な位置を占めている

いう部分の意識はあるのかと思うんですけれど

と思います。というのは、小学校を卒業すると

も、その点、再度、助成は今のところ行ってい

きに、中学校に行ったら何が一番楽しみなんだ

る部分で間に合ってほしいということであれば、 と聞くと、私は各教科の先生がかわって大変勉
その辺の意識づけというか、やはりそういった

強が楽しいだろうなというふうに答えると思っ

本市をＰＲする部分でもあるので、事業者、提

ているんですが、ではなくて部活動をすること

－６０－

だということで、そういう意味では、部活動は

うふうにできなくということもできるかどうか

やはり重要な位置を占めていると私は思ってい

わかりませんが、そういったことはやはり教育

ます。

委員会でこれからも全員加入で頑張るんだとい

そこで、アンケート調査なんですけれども、

うことを示していって、各学校の統一した部分

市全体としてする意味があるのかどうかという

の見解というのが必要だと思うんですけれども、

ことを考えてみますと、部活動というのは、各

そういったことに関して教育長の見解をお願い

学校で何部を設置するかとか、何ぼ設置するの

いたします。

かとか、そういうことは全部学校の実情によっ

○髙橋義明議長 教育長。

て決めているわけでございます。そうすると、

○古山茂満教育長 部活動の全員加入か任意加

議員おっしゃったような設問の例があったわけ

入かということについては、これも教育委員会

ですけれども、その設問も当然学校によって、

で決めるというわけではないんですね。各学校

ある部とない部があるわけですから、設問の内

で決めるわけでございます。そういう意味から

容、数等も違ってくるのではないかということ

すると、今３つの中学校があるわけですけれど

から、市全体でするということは、私は必要性

も、３つの中学校は全員加入制。ただし、学校

を感じてはいないということを考えています。

外で活動したいという生徒については、先ほど

学校で実態に応じて設問を、保護者、生徒、そ

申し上げましたように、地域の方々の協力、そ

ういう設問をして、自分の学校の部活動をどう

れから社会教育関係団体の各種目団体の方々か

改善していくか。また、ほかの部とのかかわり

ら協力をいただいて、それは学校で、全員部活

もあると思いますけれども、まず自分の学校の

動には加入なんですけれども、認めていくんだ

部活動ということで、調査については必要ない

ということでしているわけでございます。

のではないかと答えたところです。

各学校に任せるんだということなんですけれ

○髙橋義明議長 井上学議員。

ども、これは各学校に任せるということでいわ

○２番 井上 学議員 わかりました。

ゆる部活動の数、それから中身については、学

でも、本市としての部活動に対することは国

校だけで決めるのではなくて、部活動を減らし

に準じて、特段特色のあることはないというこ

ていくなんていうのは物すごく大変なことで、

とだと認識しましたが、やはり全国的というか、 地域の保護者とか地域の方々の意見も十分に取
特に本市においては本当に生徒数の減少という

り入れて、苦渋の選択として何をするんだとい

ことで、さらに全国的な問題プラスのところで、 うことを決めていますので、それについても学
その後の問題でも各学校が判断するということ

校だけに任せているということではないという

でしたけれども、その点はもう少し教育委員会

ことでございます。

が学校間の調整というのか、そういうことをし

○髙橋義明議長 井上学議員。

ていただいて、学区を越えたことに関したり、

○２番 井上 学議員 わかりました。学校だ

あとこれから先、私は本当に部活動はみんなや

けに任せておくのではなくて、地域も重々かか

ってほしいと思うんですけれども、原則全員と

わっているという点だと思うんですけれども、

いう部分に関しても、これは学校独自でそうい

その点に関しましても、やはり地域もあれだし、
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教育委員会でもかかわっていただいて、部活を

その一つとして教育目標に準じた部活動という

維持するのか、それとも、やりたい活動をさせ

ことがあると思うんですけれども。極論であっ

るために、その後の答弁では学区を越えたこと

て、大きい部分に関しては、どの市内の中学校

は考えていないということでしたが、やはりそ

でも同じ理念、やはり子どもの成長を願った理

ういったことの選択肢もできるということも教

念のもとで立てている教育目標だと思いますの

育委員会で示していく必要があると思うんです

で、ぜひその点を少し拡大してもらって、やは

けれども、そこまでいっても、まだ学区を越え

り私としては生徒の思いというか、やりたいこ

た部分に関してはどうなのか。学校に任せてい

とをやらせたいと。それが本当に成長につなが

るから学校で決めればいいということになるの

るし、重要なことだと思うんですけれども。

か、それとも、教育委員会としては望ましくな

最後にその点で、もうこれ以上言ってもなか

いという考えなのかについて御答弁をお願いし

なか難しいと思うんですけれども、そういった

ます。

生徒の自主性を尊重した部活動にしていくとい

○髙橋義明議長 教育長。

うことを教育委員会として、アンケートはしな

○古山茂満教育長 先ほどの答弁の中で、結論

いけれども、国の方針で示されているかもしれ

は教育委員会でかかわっていくというのは望ま

ないんですけれども、そういった自主性を尊重

しくないと私は思っているんですが、なぜかと

した部活動にしていくという考え方について、

いうと、先ほど申し上げました、それぞれの学

教育長の見解を伺いたいと思います。

校教育目標の実現に向けた教育計画に十分留意

○髙橋義明議長 教育長。

して実施しなければならないということがある

○古山茂満教育長 生徒の自主性という捉え方

わけです。ということは、例えばＡ中学校の学

なんですけれども、これは言葉を変えて言えば、

校教育目標はこうですよ、Ｂ中学校の教育目標

部活動における生徒たちの自主的な活動という

はこうですよと。それに基づいて部活動もある

ことで、自分がしたいからということもあるん

わけです。ただ単独に部活動があるわけではな

ですけれども、その部活動の中で自分たちでや

いので、その教育目標に沿った活動ですので。

っていこう、自分たちで組織して自分たちで練

そうすると、例えばＡ中学校の教育目標でやら

習方法なんかを考えてやっていこうという意味

れてきた子どもが、こっちに部活動がなくてＢ

が生徒の自主と捉えていますので、教育委員会

中学校にあった場合に、そこに行ってするとい

としてこうだというのは特別ありません。

うのは、極論をすれば学校教育目標が違うとこ

また、県の中学校長会で出された申し合わせ

ろの中で活動するわけですよね。そういうのは

事項というのがあるんですけれども、それにつ

余り望ましくないということから、教育委員会

いては時間の問題とか活動日数の問題、そうい

の考えとしては望ましくないと思っています。

うことが規定されていることが申し合わせ事項

○髙橋義明議長 井上学議員。

としてあります。とにかく、まずそれを守って

○２番 井上 学議員 望ましくないというこ

いくということが大事ではないかと。国だけで

とから進まないのかもしれないんですけれども。 なくて、県の中学校長会とか県の教育委員会で
学校に特色があることは私は本当にいいことで、 も出しているものもあるんです。そういうもの
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をしっかり守っていくということが大事だと思

の口を塞ぎ死亡させるという痛ましい事件があ

っています。

りました。母親にとって、出産後は子育てに不

○髙橋義明議長 井上学議員。

安になり、中には産後鬱になる場合があります。

○２番 井上 学議員 わかりました。自主性

この対策としても、本市の取り組みは、平成２

は、やはり生徒がやることであって、こっちで

０年４月から生後４カ月までの乳児がいる家庭

規定するものではないとは私も思いますけれど

に赤ちゃん訪問を実施しており、母親が健康や

も。

育児について相談できることで、子育ての不安

そういったところで、まずは選択肢というも

は少なからず改善されているとは思います。

のを減らさないでしていただきたいというのが

しかしながら、離婚、ＤＶ、虐待など家庭に

今回の趣旨でしたけれども、それも逆に言えば

おける育児を取り巻く環境、また晩婚化、未婚

生徒の自主性で、私はこの活動をしたいからや

率の上昇といったような社会の状況において、

らせてくれというのが私は自主性だと思います

親族や友人のサポートが受けられずに孤立して

ので、そういったときには、学校で対応するこ

しまいがちな母親の心身のケアが必要であると

とだと思うんですけれども、教育委員会として

考えます。

も認めていただいて、さらに子どもたちが伸び

昨年も、奈良県内に住む若い母親が生後６カ

伸びと成長できるような環境をつくっていただ

月の赤ちゃんの胸などを圧迫して窒息させると

くことをお願いいたしまして、質問を終わりま

いう痛ましい事件が報道されました。そのよう

す。

な背景の中、産後ケア事業の取り組みを積極的

○髙橋義明議長 次に、１３番尾形みち子議員。 にしている奈良市の例を挙げますと、産後の心
〔１３番 尾形みち子議員 登壇〕

身ともに不安定な時期のケアや育児サポート体

○１３番 尾形みち子議員 議席番号１３番、

制が必要であると考え、全国の先進事例を踏ま

会派創志会、尾形みち子でございます。

え、支援が必要な母子を対象に奈良市産後ケア

このたびは子育て支援策について、そして、
教育支援について、順次質問をいたします。
最初に、子育て支援策について。産前・産後
ケアの充実です。

事業を実施しております。宿泊型の産後のショ
ートステイは、１日当たり最大３万円を助成、
利用料金は１人２，０００円、日帰り型産後デ
イケアは１日当たり最大で１万５，０００円を

昨年、全国で出産された人数は１００万人を

助成、利用料金は１人１，０００円です。予算

割り約９４万人となり、戦後最低の出産数とな

額９１５万円とし、平成２９年６月からスター

りました。本市もここ数年１５０人前後の出産

トされております。この事業は本人のみならず、

数で、寂しい現状であります。

親世代、配偶者に大変好評で感謝されており、

結婚、妊娠、出産、そして子育てと、切れ目
ない本市の子育て支援については、十分理解し
ているところです。しかしながら、出産後の母

今年度も継続事業となっているということでし
た。
少子化と言われる現在は、出産や子育ては人

親は、心身ともに不安定になりがちであります。 生で数回のライフイベントとなることが多いの
以前、仙台市で母親が生後４カ月の赤ちゃん

ですが、出産年齢が高齢化している現状もあり
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ます。日本各地では里帰り出産の風習がありま

でありますが、このたびは、２０２０年度から

すが、高齢出産であればその親世代の母親も高

新しい学習指導要領に変わるため、その方向性

齢になっていると考えられ、頼ることができな

に向けて本市の教育施策の現状と今後について

い場合も多いのではないでしょうか。

お伺いをいたします。

また、初産の妊婦で赤ちゃんと接した経験が

高齢化と少子化が進む中、子どもを取り巻く

ない、世話をした経験がない場合など、赤ちゃ

社会の環境は急速に変化しております。しかし、

んのいる生活をイメージできないことなど、育

国家百年の計は教育にありと言われるがごとく、

てることに不安を感じる傾向があると考えます。 「人づくりはまちづくり」を軸に普遍的に変わ
そこで、本市で実施している母親教室の一環

らずに進めることが重要であります。そこで、

として、お産のイメージ・産後の赤ちゃんを育

新たな教育に向けた取り組みですが、２０２０

てるイメージのプログラムを実施することが不

年における小学校の外国語教育開始までは、既

安解消になり、理解がより深まると考えられま

に移行期間が残すところ２年弱となります。

す。それとあわせて、産着や布おむつを縫製す

現在、小学校では５・６年生が年間３５時間

ることを提案したいと思います。この経験によ

の英語を学習しています。２０２０年度からは

り、出産や子育てについてのイメージをつくる

７０時間となり、週２時間が担任教員の指導と

ことができ、でき上がった愛情たっぷりな産着

なります。また、３・４年生も３５時間の英語

がよりよい子育てをするためのきっかけづくり

を学習することは、大きな変更であります。こ

になると考えられます。

れまでは「聞く・話す」が主であったのが「読

本市は出産できる病院もなく、出産を迎えた

む・話す（会話・発表）・書く」の学習が拡大

母親には不安な環境であります。とりわけ産

されますので、先生方の多忙化の中で負担と不

前・産後ケアには十分な支援が必要です。本市

安を感じています。

の妊婦におけるサポート体制、さらには産後の

まして、現場は、児童を指導する教員が英語

周辺環境や情緒面の具体的な支援についての取

を本格的に教えた経験はないに等しいというふ

り組みをお伺いし、あわせて温泉型宿泊施設や

うに思っております。現状のまま進められると

クアオルト事業などを活用した日帰り型産後デ

するなら、十分な指導力を身につけず授業を行

イケアサービス型事業を提案するものでありま

うことになり、子どもたちの英語学習の質の向

す。産前・産後ケアを積極的に支援する考えが

上に対してかなり不安を持っております。教員

ないか、市長に見解をお伺いいたします。

が少しでも不安なく自信を持って外国語教育の

次に、教育支援についてであります。

指導に当たれることが重要であり、そのために

小学校の外国語教育の強化、ＡＬＴ（外国語

は環境整備を充実することが必要であると思い

指導助手）の活用であります。

ます。

昨年の１２月議会の私の一般質問では、２０

また、３月の予算特別委員会の質疑の中で、

２０年に開催する東京オリンピック・パラリン

平成３０年８月にＡＬＴ１名を増員することが

ピックの中で、小中学生の障がい者スポーツへ

示されております。そこで、ＡＬＴを活用して

の理解を深めることについて質問をしたところ

教員研修、外国語教育指導プログラム、授業の
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カリキュラム作成などで活用すること、小学校

コンピューターの発展は目覚ましく、私たち

の教員には模擬授業などで指導力を徹底して、

の周りに便利さを与えています。特に、携帯電

質の向上に努められるようなことができないの

話、スマートフォン、私たちの生活になくては

か、教育長に見解をお伺いいたします。

ならないほど溶け込み、その利便性は多くの人

それに伴い、教員の研修の確保であります。

が体験しております。もちろん、仕事場、学校、

本市の小学校の教員の中では、英語教科の免

家庭にはパソコンが普及し、最近はタブレット、

許を持つ人は５人と伺っております。ことし免

それと同時にアプリケーションソフトの開発も

許認定講習等の受講希望者が１人いると伺いま

進んでおり、さまざまなアプリが提供されてお

した。これから資格取得を目指す教員は、この

ります。

グローバルな世の中になることを見据えて認定

既に児童生徒のパソコン学習は日々進歩して

講習を受講し、子どもたちにレベルの高い英語

いることは承知しています。しかし、コンピュ

指導をしたいという向上心のあらわれであると

ーター等の学習の担当教員も専門ではない状況

大変感心しております。

であると伺っておりますし、その状況の中で機

「外国語」「外国語活動」の授業は、英語教
科の免許がなくても小学校の教員免許を取得し

器を最大限に発揮することに不安を抱えている
教員もいると聞いております。

ているのであれば可能であると伺っております

本市の教員の現状については、ＩＣＴを活用

が、教員が専門的な研修を受けることで、授業

した指導力の育成がどのように図られているの

に自信がつき、さらにレベルアップした子ども

か。進歩の速い機器であるのでなおさらです。

たちへの英語指導ができるのではないでしょう

ＩＣＴ機器の専門的な知識を持った人材や授業

か。

の両面での知識を持つ人材が不足していないの

そこで、英語教育の研修へ積極的に参加でき

か。専門知識の養成や機器の操作などに影響は

るような配慮をし、本市の小学校教員の英語研

ないのか。また、他市と比べておくれてはいな

修の機会を拡充し、子どもたちに質の高い、レ

いのか、不安が重なります。

ベルの高い英語教育を行って、これからのグロ

全国的に見ると、佐賀県佐賀市のような先進

ーバルな世の中に対応することができるよう指

地では、電子黒板が小中全クラスに１台ずつ、

導するためには、先生方の研修が必要であると

学習用端末機１人１台、パソコン教室用端末機

考えます。研修受講の確保について、教育長の

が全クラス１台といったＩＣＴ環境になってお

見解をお伺いいたします。

り、おくれている市町村との格差が広がってい

最後になりますが、小中学校のＩＣＴ機器を

ます。教職員の専門性向上と効果的で質の高い

活用した教育に対する支援員の配置をお伺いい

学習のため、より専門性が求められるのがＩＣ

たします。

Ｔ環境です。これらに応じた環境整備と支援は

ちなみに、ＩＣＴとは、インフォメーショ

特に必要です。

ン・アンド・コミュニケーション・テクノロジ

そこで、ＩＣＴ支援員の配置とサポートの活

ーの略で、日本語では一般に情報通信技術と訳

用を提案させていただきます。ＩＣＴ機器の操

されております。

作やトラブルの対応、専門的なアドバイス、活
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用の範囲は多岐にわたります。また、支援員の

初めに、ＡＬＴの活用について申し上げます。

活用は、教員の研修や授業の準備、教員へのサ

現在、主事１名、ＡＬＴ２名を配置し、市内

ポートで余裕と自信につながり質の高い授業と

の小中学校に派遣し、授業のアシスタントに加

なり、児童生徒の力を伸ばすのに大変有効であ

え教具の作成等を行っております。８月からは

ると考えます。教育長の見解をお伺いして、１

ＡＬＴ１名を増員し、４名の体制となります。

問目といたします。

特に、小学校につきましては各学校の要請を受

○髙橋義明議長 尾形みち子議員に対する答弁

けて、全ての授業のアシスタントに加え、モデ

の前に、この際１０分間休憩いたします。

ルとなる年間カリキュラムの作成を行ってまい

午後 １時５３分 休 憩

ります。
次に、教員の研修確保について申し上げます。

午後 ２時０３分 開 議

「外国語」「外国語活動」の時数の増加に伴

○髙橋義明議長 休憩前に引き続き会議を開き

い、県などが開催する研修会の積極的な情報提

ます。

供と参加を呼びかけており、学校においては、

尾形みち子議員の質問に対する答弁を求めま
す。市長。

校内体制を工夫しながら積極的に研修へ参加し
ております。また、本市におきましても、平成

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

３０年度、小学校全教員・中学校英語教員を対

○横戸長兵衛市長 １３番尾形みち子議員の御

象とした研修会を計画しておりますけれども、

質問にお答えいたします。

教職員のニーズ等を把握し、より多く参加でき

産前・産後ケアの充実について申し上げます。 る研修会を開催してまいります。
本市の取り組みにつきましては、昨年度から

次に、小中学校のＩＣＴ機器を活用した教育

子育て世代包括支援センターを設置し、母子健

に対する支援員の配置について申し上げます。

康手帳交付時の妊婦相談、産前産後の電話相談

現在、タブレットや教師用デジタル教科書の

や訪問、育児不安の強い方に対しての温泉を活

導入等、使用方法の研修を含め整備を進めてお

用した日帰り型の産後ケア等を行い、妊産婦の

ります。平成３０年度は、教育研究所、情報教

精神面も含めた産前産後の支援を実施しており

育研究委員会においてＩＣＴ機器の効果的な活

ます。

用の研究を行います。その中で支援員導入の要

今後につきましても、両親学級などで産後の

否も含めて検討してまいります。

生活がイメージできるプログラムを実施すると

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

ともに、ニーズを把握しながら、安心して産み

○１３番 尾形みち子議員 市長、そして教育

育てる産前・産後のケアやサポートの充実を図

長、ありがとうございます。

ってまいります。

今回、産前・産後のケアの充実については、

○髙橋義明議長 教育長。

市長におかれましては、既に上山市の少子化の

〔古山茂満教育長 登壇〕

現状の中で手厚いさまざまな取り組みを今実際

○古山茂満教育長 １３番尾形みち子議員の御

に行っているということなんですけれども、そ

質問にお答えいたします。

れでお伺いします。

－６６－

育児サポートの体制が大変必要だということ

実施をしているものでございます。予算につき

を私は申し上げました。奈良市の事業を引き合

ましては、その実績に基づいた予算という形で

いに出しまして実施しているということであり

計上しております。

ますけれども、本市も産後ケアの充実も含めて

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

事業の計画ということをやはり制度化するとい

○１３番 尾形みち子議員 やはり今言ったよ

う方法をとるべきと思うんですけれども、その

うに、上山市は赤ちゃんの２カ月健診とか４カ

場合、取り組みももちろんしていてありがたい

月健診に実際に赤ちゃんとの接触があるわけで

わけです。子どもさんに対する、これからプロ

すけれども、そういったときに合同で、特に初

グラムもさまざま、両親学級のときに御夫婦２

産ということを申し上げました。初産のときの

人がいるときにそういったお産のイメージ、そ

そのことが一つのイメージができる状況だと思

れから赤ちゃんを育てるというイメージのプロ

うんですけれども、そういった赤ちゃんだっこ

グラムもこれからつくっていくんだということ

教室というのもおかしいですけれども、そうい

でありましたけれども、どんなことを考えてい

ったイメージも一つ加えていただくということ

るか。

もお願いしたいと思うんです。

それから、先ほど言った１日のデイケア事業

それとあわせて、今、大変布おむつとか、今

ということを今どんなふうに応募して予算がつ

実際に山形市でも布おむつを実際に宛てがって

けられているのか、きちんとお伺いいたします。 保育園でやっているというところが数カ所ある
○髙橋義明議長 健康推進課長。

とお伺いしております。やはりすぐに排せつ物

○鈴木直美健康推進課長 まず、両親学級の内

が赤ちゃんに伝わるということで、効果が大だ

容につきましては、１回目、母親教室というこ

と。紙おむつでは使えないところがそういった

とで母親を対象に講座等を行っております。２

ものが出てくるというようなことで大変簡単で

回目に両親学級ということで、パートナーの方

ありますので、ちくちくコーナーという言い方

も含めてさまざまな講話、そしてその中で沐浴

もおかしいですけれども、縫製のそういう時間

などの実技指導といったことを行って産後の生

も入れていただくようなことをぜひ検討してい

活をイメージできるような内容になっておりま

ただきたいと思うんですね。

す。

実績、今産後デイケアが８組ということがあ

今後につきましては、議員御提案のような何

りました。この人たちですけれども、その後の

かを製作するような活動も非常に効果的だと思

効果というんでしょうか、それから、これから

いますので、何をつくるのかというのはニーズ

の組数というんですか、そういったものも含め

等に合わせて考えてまいりたいと思いますが、

てどういうやり方にするのか、もう一度お伺い

そういったものを取り入れて拡大してまいりた

いたします。

いと考えております。

○髙橋義明議長 健康推進課長。

予算のお話でございましたが、平成２９年度

○鈴木直美健康推進課長 実績の８名の方につ

の実績につきましては、産後のデイケアという

きましては、非常に不安もとれた形で出産後の

ことで実績８名の方を温泉デイケアという形で

回復というものはしっかりとしていただけたも

－６７－

のと思っております。

親の疲れをとるとか、体調を整えるとか、そう

今後の対象者の選び方でございますが、これ

いったところが主眼になると思いますので、負

は平成２９年度から実施した事業ということも

担のないような内容にすべきと考えております。

ありまして、これまで同様、まずは妊娠届にお

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

きまして、その時点で全ての妊婦の方と面談を

○１３番 尾形みち子議員 ぜひその流れで、

することになりますので、その中から不安を感

上山市のよりよい産後ケア、そして産前ケアを

じているような方をこちらで対象とさせていた

お願いしたいと思います。

だきまして、その方に声がけしてお誘いすると

次に、ＡＬＴ活用ということで、本市のＡＬ

いう方法でまずは進めてまいりたいと考えてお

Ｔの活用の状況、わかりました。本当に主事に

ります。

なっている、名前は出しませんけれども、こと

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

し採用になった先生、大変優秀な方だとお聞き

○１３番 尾形みち子議員 大変ありがたいと

しております。やはりそのチームワークといっ

思うんですね。皆さんに声をかけるということ

たものを整えていくということが、その人をサ

が大事であると思います。そういったことから

ポートするということももちろん大事なので、

やはりプログラムは必要になってくると思われ

その辺の体制、整備のあり方についてはどのよ

ます。例えば、第１回目はマタニティーライフ、 うにするかということもお尋ねいたします。
要するにこういうことだよと。そして、お産の

○髙橋義明議長 教育長。

メカニズムなんていうのも第２回に入れていた

○古山茂満教育長 主事につきましては、外国

だいたり、それから第３回目にはお産について

語、それから外国語活動の指導はもちろんのこ

も含めて考える機会ということと、第４回目に

とですけれども、市の職員としての、主事でご

は新しい家族というか、パートナーも含めてで

ざいますので、学校が中心なんですけれども、

すけれども、そういったスタイルをぜひ、父子

学校だけでない、通訳とかそういうような活動

手帳を出している上山市にとっても大変いい状

も手伝ってもらっているところです。あと事務

況なので、そういったフリートークというか、

的なこともやってもらっています。

１人に孤立させないということがやはり産後鬱

サポート体制については、ほかのＡＬＴと同

を解消するということを私は申し上げましたの

じようにサポートをしています。サポートとい

で、フリートークなんかも交えてそういう実際

うか、先生方のアシスタントをしています。

の体験をしてみるということを取り入れるのは

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

いかがなものかと思うんですけれども、いかが

○１３番 尾形みち子議員 私が申し上げたい

でしょうか。

のは、既にＡＬＴが今現在３人、これから８月

○髙橋義明議長 健康推進課長。

に向けて１人増員するということは、大変体制

○鈴木直美健康推進課長 まず、体験等につき

的に整うというような、ＡＬＴに関しては。た

ましては、恐らく母親教室であったり、両親教

だし、それに対して１人の人が全ての教員の研

室のほうでさせていただくことになると思いま

修やら通訳やら、そういったものでなくて、外

すが、産後ケアに関しましては、特にやはり母

国語の教育指導のプログラムなんかも当然これ

－６８－

から必要になってきます。それから、これから

それで、そういったところに教員が研修に行

も研修に当たって模擬授業なんかのシステムも

くには大変忍びないんだというようなことを現

構築しなければいけないということもあるわけ

場の先生方に伺ったことがあります。というの

ですけれども、そういう質の向上についてＡＬ

は、自分が研修に行く間、授業の確保とか時間

Ｔが本当に活用性をますます帯びてくるのでは

のそういったことも含めて、やはりサポート体

ないかと思っていますので、そういったところ

制というよりも環境整備をしていただかないと

の、教員ももちろん確保について今から話すの

教員もおちおち研修に行けないんだというよう

で、そこについても当然その方の活用が多く求

なことを伺ったところでございます。

められるのではないかと思ったものですから、

やはりそういったことを考えると、今、上山

その辺のサポートをお聞きしたかったんです。

市で５・６年生の担任を持つ先生方が１８名必

○髙橋義明議長 教育長。

要なのかな、クラスからいくと。そういった中

○古山茂満教育長 ＡＬＴ４名になるわけです

で、５人というのは少ないのかなと。免許を持

けれども、ＡＬＴも一人一人が活動しているわ

った人も含めてなんですけれども。それから、

けではなくて、チームを組んで活動しています。 資格を目指す人も１人というようなこともあり
そして、今度は小学校の３・４年生まで外国語

ますので、その辺のところの研修体制の環境整

活動をやるわけですから、それに４名の体制で

備をきちんとしていかないと、先生方が研修に

十分捉えられると考えております。

行くこともどのぐらいの時間を要するのかとい

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

うのもお伺いしながら、充実した確保をしてい

○１３番 尾形みち子議員 ４名の方がこれか

ただきたいと思うんですけれども、いかがでし

ら十分だということであります。

ょうか。

２０２０年には教員が担当する週２時間、そ

○髙橋義明議長 教育長。

してまた、３・４年生が担当するＡＬＴだと思

○古山茂満教育長 研修体制につきましては、

いますけれども、これが３５時間ということに

特に市の研修については授業に差し支えないよ

なるわけなので、そういったことも含めてきち

うに、例えば３時半から研修をするとか、そう

んとしたＡＬＴの体制でお願いしたいというこ

いうような工夫を、先ほど申し上げましたけれ

とです。

ども、校内体制を工夫しながら参加してもらう

それから、教員の確保ということで申し上げ
ます。

ということで、授業に差し支えないようにとい
うことです。

現状は私が申し上げたので間違いないのかと

それから、もう一つは、県とかそのほかの研

いうことです。免許を持つ人は５人ということ

修会は必ずしも夕方とかそういうことではない

で、免許は要らないんだということでございま

ので、今度は研修に出た先生にかわって授業に

した。それで、それこそ週２時間するというこ

出なければならないわけですけれども、それは

とは、初めての英語の授業であるということで

なかなか難しくて出られる先生が少ない。要す

皆さん不安に思っていることを私が申し上げま

るに、教務主任とか教頭とか校長まで授業をし

した。

なければならないとなってくるわけです。そう

－６９－

いうことで、ただ、それも研修に出るか出ない

それでは、次に移らせていただきます。

かということも含めて、誰がサポートをするの

小中学校のＩＣＴ機器を活用した支援員とい

かということも含めて、学校で適切に考えて研

うことで配置をすることです。これは検討する

修に参加するようにしております。

というようなことが、やはり望ましい体制は支

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

援員のサポート体制が必要だと。大変いろんな、

○１３番 尾形みち子議員 学校の現場は大変

本当に５年ごとに機器が変わったり、さまざま

多忙化している現状だというようなことと、そ

な今の時代の転換でアプリも変わっているとい

れから、先生も自分が資格を取得して研修を受

うような状況の中で、そういった支援員が必要

けることに関しても、やはり後ろめたさがある

だということだったんですけれども、私は提案

という言い方はおかしいんでしょうけれども、

したいんですね。やはりＩＣＴ機器の専門的な

そういう現状をぜひ解決してほしいというよう

知識を持った人材ということで、今現在、本市

な思いなんです。今回、教員の研修確保という

で多分、得意分野の先生方を活用してというよ

のはそういう意味で、これは小学校の教員の中

うなことであろうかとは思うんですけれども、

の話ではあるんですけれども、そういったこと

これに対して、ほとんどが機器を使っていると

も含めて、これに関して教育委員会の配慮とい

いう先生方でしょうから、このところは他市と

うのでしょうか、要は先生を増員するというん

比べておくれていないのかと私は申し上げたん

でしょうか、そういったとき向けたときに入っ

ですけれども、全くそのことには触れていなか

てこられるような臨時の教員といったものの配

ったので、どういう状況なのかお示しください。

慮はないのかどうかお尋ねいたします。

佐賀県佐賀市の１人１台というようなこと、そ

○髙橋義明議長 教育長。

れから全クラスに１台と。電子黒板も全クラス

○古山茂満教育長 これは学校の教職員の定数

１台と、そういったことを私は申し上げており

というのが決まっていますので、国と県で給料

ますので、その辺のところ、本市の状況がどう

を出してですけれども、そのほかには市として

なのかということを皆さんにお示ししないと、

採用しなければならないわけでございます。そ

やはりこのことの話は続いていかないと思うの

うしますと、今のところ、先生方だけでなくて

で、お示しください。

ＡＬＴを使いながら対応していくということで、 ○髙橋義明議長 教育長。
市としては今のところ考えてはおりません。

○古山茂満教育長 本市がおくれているかどう

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

かというのは、基準がはっきりしませんけれど

○１３番 尾形みち子議員 このところ、上山

も、佐賀県佐賀市の実態を捉えてみると、そこ

市の小学生がこの状況を、やはり質の高い英語

から比べるとおくれているというように言える

教育を受けたいといった、そしてまたグローバ

と思いますけれども、パソコン関係のＩＣＴ関

ルな、２０２０年は東京オリンピック・パラリ

係の実態については、具体的に管理課長のほう

ンピックもあるという状況の中で、ぜひ先生の

から答弁します。

質の高い英語教育ができるような配慮でこれは

○髙橋義明議長 管理課長。

教育長にお願いしたいと思っております。

○井上咲子管理課長 本市の機器の整備状況に

－７０－

ついてでありますけれども、今現在、上山市は

します。

学校教育のＩＣＴ機器につきましては、第２期

○髙橋義明議長 教育長。

教育振興基本計画に基づいて整備をいたしてお

○古山茂満教育長 支援員につきましては、例

ります。この第２期の計画の水準に合わせて見

えばタブレットとか教師用デジタル教科書を導

てみますと、教育用コンピューター１台当たり

入した場合に、その学校の先生方に導入のとき

の児童生徒数３．６人はまだ満たしておりませ

に説明ということをきちんとしております。

ん。５．７人ということであります。パソコン

それで、支援員のことなんですけれども、今、

教室には、各学校で１クラスの児童生徒が活用

移行措置ということなわけです、２０２０年ま

できるパソコンの台数は備えております。電子

で。２年間の移行措置なんですけれども、移行

黒板等については、今現在、上山市内の小中学

措置というのは、そこで授業をやっているわけ

校で１台設置しているということで、また１学

ですが、そこでの成果と課題、課題をはっきり

級当たり１台という目標には達していない状況

して、そして２０２０年度から完全実施という

であります。

ことになるので、そういう意味で成果と課題を

ということで、目標に対して全て整備が達成

出して、この課題でその支援員の要否、必要か

されているという状況ではございませんけれど

必要でないかということを考えていくというこ

も、今後、第３期の教育振興基本計画に基づい

とでございます。

た水準を目指して、平成２９年度もタブレット

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

の導入、平成３０年度もタブレットの導入を進

○１３番 尾形みち子議員 昨年の１０月に総

めておりますけれども、順次整備を計画的に進

務文教常任委員会で、草津のほうで教育ＩＣＴ

めているところであります。

についてということの視察を行っているわけで

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

すけれども、こういった中で小中学校の環境、

○１３番 尾形みち子議員 現実は、５．７人

ＩＣＴの環境というのが、支援員を６人、常時

に１台というような現状だということ、それか

事務局には１名という７名体制で支援している

ら、電子黒板に至っては１校に１台というよう

ということを伺っております。この支援員に関

な現状だということですよね。文科省でも２０

しては、民間の教育関係機関に委託契約をして

２０年には、小中学校のデジタル教科書という

いるという情報もありますので、やはり支援員

のを全面指導ということで方向を示されている

を求めれば、本市でもやはり６０歳定年で大手

ことは知っていると思いますけれども、そうい

コンピューター企業を退職された大変有能な方

った中で、現状に対してやはりこれだけコンピ

がいると伺っているんですね。そういったこと

ューターが拡大しているという状況の中で、支

もやはり本人が、ぜひ上山市の小中学校の子ど

援員はそうすると検討だけでいいのかどうかと

もさんに自分たちの今までの知識を支援してい

いうようなことに私はなるんですけれども、そ

きたい、教えたいというような方もいるやに聞

れも含めて早急にしていただく。あと２年なら

いております。そんなことも含めて、やはり求

ないうちにそういった時代が来る、２０２０年

めればそういった方が出てくるというようなこ

が来るというようなことも含めて、再度お願い

とでもあります。そういう情報も提供しながら、

－７１－

教育長、ぜひ上山市の状況の中でＩＣＴの機器

しかし、最近、国保税や介護保険料の負担が

で有能な小中児童生徒を育てていくという考え

大きく、窓口負担の問題とあわせ、経済的な問

に私はぜひなっていただきたいと思うんですけ

題で必要な医療や介護が受けられないという事

れども、いかがでしょうか。

例を経験するようになりました。全日本民主医

○髙橋義明議長 教育長。

療機関連合会が平成３０年４月に公表した「２

○古山茂満教育長 支援員という名前ではない

０１７年経済的事由による手遅れ死亡事例調

と思いますけれども、外部の指導者ということ

査」では、医療費支払い困難等の経済的事由で

での情報提供をしていただいて、そういう方々

治療がおくれた死亡事例が全国加盟組織で６３

を活用していきたいというようなことは考えら

件にも上ることが報告されています。死亡事例

れると思います。

の５１％が無職で、非正規雇用や収入が不安定

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

な自営業を合わせると７１％に上っているとい

○１３番 尾形みち子議員 今言ったような外

うことです。

部の提供者というよりも、やはりある程度常勤

また、平成２８年３月の全国保険医団体連合

のほうが、より活用度が高いと。そして今、本

会の調査では、経済的理由による患者の治療中

当にさまざまなコンピューターに関しての機器

断が「あり」は４０．９％、「未収金が発生し

はあるわけですので、そういった機器の管理に

た」のが４６．８％、「受診回数を減らしてほ

関しても、より的確な、有能な方々がいること

しいと言われた」６０．８％など、重過ぎる医

によってますます、学校もそうでしょうけれど

療費負担の実態が示されています。

も、子どもたちにもいい情報が提供されるので

こうした状況のもと、命は万人に平等であり、

はないかと思うので、その辺のところもぜひ検

命の沙汰も金次第ということがあってはならな

討をお願いしたいということで、私の質問を終

いという問題意識に立って、国保制度の改善に

わります。

ついて質問・問題提起をさせていただきます。

○髙橋義明議長 次に、１番守岡等議員。

最初に、国保の構造的問題を理解する必要が

〔１番 守岡 等議員 登壇〕

あります。制度発足当初、国保制度は農林水産

○１番 守岡 等議員 議席番号１番、日本共

業者や自営業者が構成員の中心でしたが、平成

産党議員団の守岡等です。

２８年度の厚生労働省による「国民健康保険実

通告に従いまして３点について質問、提案さ
せていただきます。

態調査」では、無職者が４３．９％、非正規雇
用などの被用者が３４．０％と大きく構成員が

まず第１に、国民健康保険制度の改善につい
てです。

変化し、それゆえ年齢構成が高く、医療費水準
が高い、所得水準が低い、保険税負担が重いと

安心できる医療と介護は、市民共通の願いで

いった構造的な問題を抱えるようになりました。

す。我が国は国民皆保険制度を実現し、国民全

国保加入世帯の平均所得は１３８万８，０００

て医療や介護が必要になったら安心してサービ

円まで落ち込み、平均保険税調定額１世帯当た

スを受けられるということで、世界有数の長寿

り額は１４万２，９０８円まではね上がり、所

国になりました。

得に対する保険税の割合は１０．３％と、所得

－７２－

の１割以上を国保税が占める状況になっていま

国知事会や市長会でも要望されており、ぜひ今

す。協会けんぽの所得に対する保険料の割合は

後もそうした方向で運動を強めていただきたい

４．４％であることから、所得が半分の低所得

と考えます。

者が２倍以上の保険料率であることが国保の過
酷さを示しています。

今回は、新制度発足を契機に、国保制度改善
に向けて市としてもできることはないかという

こうした構造的な問題に加えて、国が国庫補

ことで質問・提案させていただきます。

助率を大幅に削減したことが、高過ぎる国保税

まず、一般会計からの法定外繰り入れです。

の根本的な要因となっています。国は、昭和５

厳しい国保財政において少しでも市民の負担

９年に国庫補助率を「医療費の４５％」から

を減らすために、一般会計から国保特別会計に

「給付費の５０％」に基準を変えました。一見、 法定外繰り入れを行う市町村がふえています。
補助率が上がったかのような錯覚を覚えますが、 平成２７年度山形県国民健康保険事業年報によ
給付費は医療費の７０％相当ですので、実質の

ると、県内では２３の自治体で総計６億８，０

国庫負担は医療費の４５％から医療費の３５％

００万円に及ぶ繰り入れが行われています。１

へ１０％も大幅に削減されたことになります。

３市を見ると、法定外繰り入れを行っていない

これにより国保税が引き上げられ、市民の負担

のは上山市など３市だけになっていますが、そ

を増加させましたが、さらに国は平成１７年に

の３市はやはり医療分の保険税が高くなってい

収納率向上プランを打ち出し、それまでの資格

ます。平成２７年度の本市の国保加入率は２５．

証明書や短期被保険者証の発行に加え、財産差

１％ですが、市民の４分の１にすぎない国保加

し押さえの強化による収納率向上を方針化し、

入者に一般会計から繰り入れを行うのは、公平

平成２８年度には全国で３３万件、差し押さえ

の原理からふさわしくないという議論もありま

た金額は１，０００億円近くになります。

す。しかし、国保の構造的な問題にもあるよう

また、国保の均等割額は、子どもが多い世帯

に、現在の国保制度は社会的弱者の医療制度と

ほど負担が増す制度となっており、一定の軽減

なっています。公費負担が減らされる中、給付

措置はあるものの、子育て支援に逆行するもの

と負担の保険原理では限界に来ている制度です。

となっており、早急な改善が求められています。 国自身も、公費負担繰り入れ維持を含めた検討
さらに、これまで市が単独事業として行って

を各自治体の担当者に指示しており、新制度導

きた障がい者や子どもの医療費無料化などに対

入後も、国保会計への公費繰り入れは自治体で

して、国は医療費増につながるなどとして、国

御判断いただくというのが公式な政府答弁です。

保の国庫負担を減額する措置をとってきました。

高齢者、低所得者が多い国保制度改善のため

子どもの医療費無料化は、既にほとんどの自治

には、本市でかつて実施したことのある一般会

体で取り組まれている事業であり、本来であれ

計からの法定外繰り入れを実施し、市民の国保

ば国で一般化すべき制度ですが、平成３０年度

税を引き下げることを提案します。市長の御所

より小学校就学前までの部分については減額調

見をお示しください。

整をやめることになりました。

次に、国の財政支援の活用についてです。

こうした国が改善すべき問題については、全

平成３０年４月から国保の財政運営が都道府

－７３－

県に移され、市町村とともに国保を管理・運営

化等により納付金を納められない事態の発生も

することになりました。市町村は、これまでと

予想されます。そうした場合に備えて、県の財

同様、国保税の額を決め、住民から徴収します。 政安定化基金による貸付制度があるわけですが、
一方で、国保の財政は都道府県が管理するよう

これは返さなければならない借金であることに

になり、都道府県には、各市町村の税の算定方

変わりありません。こうした緊急事態に当たっ

式や集め方、医療給付費の水準について指導を

ては、本市国保会計に積み立てられている基金

行い、意見を言う権限が与えられました。こう

の取り崩しを優先させ、財政悪化による保険税

した新制度のもとで本市の国保制度がどうなる

引き上げを防ぐ防波堤にしていく必要がありま

のか、どのように改善させるか、質問・提案し

す。本市に積み立てられている国保基金は７億

ます。

円に達していますが、これは１世帯当たり１５

国保の厳しい財政事情に対し、国は、平成２

万円で、１３市の中ではトップです。

７年度から毎年、全国の市町村に消費税を原資

今後この基金をどう活用するか、どのように

として低所得者対策として１，７００億円配分

被保険者に還元していくかが問われますが、新

することになりました。さらに、平成３０年度

制度が軌道に乗るまでには緊急時の準備金とし

からは、後期高齢者支援金を全額総報酬制にす

て保持し、収納率が低下した際にはこれを取り

ることで浮いた分を原資にして毎年１，７００

崩し、市民負担がふえない方向で対処すること

億円が投入されることになりました。そのうち

を提案します。市長の御所見をお示しください。

半分は医療費増大に対する財政支援に使われる

次に、経済的困難を抱えている人への対応に

ほか、残り半分は、保険者努力支援制度によっ

ついてです。

て医療費適正化や保険料収納等に努力した市町

国保の都道府県単位化に当たって、保険者努

村に配分されるということです。こうした３，

力支援制度が創設されました。収納率をいかに

４００億円の財政支援によって、国の資料では

向上させるかを主眼に、実質の保険証の取り上

被保険者１人当たり約１万円の財政改善効果が

げである資格証明書の発行や財産の差し押さえ

あると記されています。

が強まるおそれがあります。

この国からの財政支援を活用して国保税を引

本市における平成２８年度の国保税収納率は

き下げ、より安心できる医療体制をつくり上げ

９５．０％と非常に高くなっていますが、これ

ることを提案します。市長の御所見をお示しく

は納税意識の高い市民性及び担当課職員の努力

ださい。

が反映していると思います。一方で、国保の構

次に、収納率低下時の基金の取り崩しについ
てです。

造的な問題が示すとおり、１年以上保険税を滞
納して資格証明書を発行されている世帯が３０

新制度になって、今後県から示された納付金
額７億７，９００万円を全額納めなければなり

件、約２００件の短期被保険者証が発行されて
いることも事実です。

ません。これは、山形県国民健康保険運営方針

また、最近は不動産や債券の差し押さえが行

における本市の国保税収納率９４％を基準にし

われており、市税全体で平成２８年度は１２１

た額だと聞いておりますが、今後、収納率の悪

件、約１，２５０万円の差し押さえが実施され

－７４－

ています。こうした滞納処分は、他市に比べて

しかし、このたびデータヘルス計画を策定す

少ないほうだとは思いますが、今後もきめ細か

る際のＮＰＯの分析では、本市の特徴として外

い対応を行い、滞納処分は、払えるのに払わな

来の受診件数が多いこと、重症化してから受診

い悪質なものに限定し、経済的困難を抱えてい

する傾向があること等が指摘されています。さ

る人と厳密に分けて対応するようお願いしたい

らに分析すると、高血圧の治療件数が多く、と

と思います。

りわけ高血圧の薬が医療費に大きく影響してい

こうした経済的困難を抱える人たちに対し、

ることが予想されます。

一定の軽減措置が設けられていますが、国保制

この高血圧の診断基準が年々厳しくなりまし

度のさまざまな基準が前年度の所得が基準とな

て、収縮期血圧の目標値は、昭和６２年が１８

っているため、今現在大変な思いをしている人

０ｍｍＨｇ以下、平成１６年が１４０ｍｍＨｇ

たちを救済するには至っていないのが現実です。 以下、平成２０年には１３０ｍｍＨｇ以下と頻
実態に即した国保制度とするために、当該年度

繁に改定されまして、その結果、高血圧と診断

の所得減についても特別の事情として認め、滞

される患者数と治療薬の投薬量がふえ、医療費

納処分の対象から外すことを提案します。市長

を引き上げた要因になっていると考えられます。

の御所見をお示しください。

高血圧症の診断及び治療に当たっては、現場

次に、大きな２番目として、保健事業の充実
による医療給付費削減についてです。

の医師が高血圧学会のガイドライン等に基づい
て行うものであり、その裁量権を侵すことはで

高過ぎる国保税を引き下げるためには、保健

きませんが、市として今後、軽度の高血圧患者

事業を充実させ、医療給付費を引き下げること

に対して、食塩摂取量を減らしたり、肥満度を

も重要です。国では、医療保険のレセプトや健

解消する保健事業によって高血圧の予防や重症

診結果などを分析し、地域の健康課題を明らか

化を防ぐことは重要な課題だと考えます。その

にし、必要な保健事業を行い、さらに検証を進

ために、２つの事項について提案します。

めるデータヘルス計画の策定を呼びかけており、

まず、塩分摂取量を減らすことによって高血

本市においても第２期上山市保健事業実施計画

圧を予防することは可能ですが、そのためには

が定められています。この計画を実りあるもの

市民一人一人が摂取塩分量を自覚して、食生活

にして、市民の健康増進が進み、医療給付費が

の改善を進める必要があります。尿中塩分測定

減少し、国保税の引き下げにつながることを展

用キット、いわゆるウロペーパーソルトを使用

望して質問・提案します。

して、乳幼児健診や公民館行事など、さまざま

まず１番に、高血圧の予防についてです。

な機会に尿塩分チェックを行い、生活習慣改善

本市の医療給付費が高い問題ですけれども、

の契機とするとともに、１日塩分摂取量１０グ

平成２８年度は１３市で２位となるなど、高い

ラム以上の人への保健指導につなげていくこと

水準で推移しています。これまでは、近隣市を

です。

含めた医療機関の数が多いため、医療機関を受

もう一つは、特定保健指導の対象者に頸動脈

診する機会が多いことが本市の医療給付費高騰

エコー検査を実施し、脳梗塞発症前の頸動脈狭

の原因だと説明をされてきました。

窄を発見して適切な治療につなげることです。

－７５－

また、この事業によって高血圧予防の機運も高

以上、市長の御所見をお示しください。

まることが予想されます。

３つ目として、糖尿病の予防についてです。

以上、市長の御所見をお示しください。

糖尿病が原因で腎不全を引き起こし、人工透

次に、２番目として肺がん・肺炎の予防につ
いてです。

析が必要になる場合があります。新規の人工透
析導入患者のうち４割以上を糖尿病性腎症が占

平成２８年において、本市の死因の第１位は

めるそうですが、患者は週３回、１日四、五時

悪性新生物、いわゆるがんですが、部位別で見

間かけて血液を浄化する治療法で日常生活が大

ると肺がんが最も多く、死因第５位である肺炎

きく制限され、年間２００万円以上の医療給付

とあわせ、呼吸器対策の強化が必要になってい

費が必要だということです。

ます。山形県医療費適正化計画によると、特に

今回のデータヘルス計画の中心課題が、糖尿

喫煙の問題では、山形県の男性の喫煙率は３４． 病の重症化による人工透析をいかに防ぐかとい
４％で、全国平均の３０．２％に比べ高く、こ

うことで、糖尿病等重症化予防事業が取り組ま

のことが肺がん・肺炎の割合が高いことにつな

れることになりました。医療機関に受診しない

がっているのではないかと思われます。

人を医療へつなげるための仕組みづくり、医師

本市でも、高齢者の肺炎対策として、肺炎球
菌ワクチン接種に当たって４，０００円の助成

会と連携した保健指導、糖尿病予防教室がその
骨子となっています。

が行われています。平成２９年度は２，４６１

対象者の選定に当たっては、レセプトデータ

人の対象者に対して１，１８２人、４８．０

と健診データの突合が可能になり、これまで以

３％の接種率となっています。この数字をもっ

上の精度で対象者が選定され、糖尿病予備軍、

と引き上げることによって、肺炎による死亡、

治療中、治療中断などが明らかになり、さらに

重症化を防ぐことができるのではないでしょう

腎機能の低下によるハイリスク者の抽出も可能

か。このことから、３つのことについて提案し

になりました。問題は、受診勧奨や保健指導な

ます。

どの介入をどのように行うかです。そのために

１つは、本市の健康課題に肺がん・肺炎対策

は保健師の数を抜本的にふやし、対象者個々の

を位置づけ、データヘルス事業の対象として肺

データに基づいて健康支援プログラムを実施し、

がん・肺炎の要因を分析し、たばこ対策、ある

糖尿病の重症化を予防していくことを提案しま

いはアスベスト対策などの保健事業を実施して

す。

いくことです。

次に、こうした事業の効果を検証するために、

２つ目には、禁煙治療に係る医療費自己負担

これまでは受診率や回数、参加人数での評価を

分の２分の１（上限１万円）を市で補助するこ

する仕組みになっていましたが、これからは医

とです。

療費の効果や血糖値検査結果の改善など、具体

３つ目は、高齢者の肺炎球菌ワクチンの接種

的な数値で評価する仕組みに変えていくことを

率を１００％まで高めるため、現行４，０００

提案します。さらには、こうした追跡調査を専

円の助成を７，０００円まで引き上げることで

門機関に委託して経年的に進め、重症化予防の

す。

エビデンスをつくり上げていくことを提案しま

－７６－

す。市長の御所見をお示しください。

認定率を半分に抑制し、介護給付費も抑制され

最後に、大きな３つ目として医療・介護デー
タの連結・解析についてです。

たという成果を生み出しています。
こうした事例に鑑み、本市でも専門機関と協

第２期上山市保健事業実施計画、いわゆるデ

力し、医療と介護を有機的に結びつけた分析を

ータヘルス計画においては、ＮＰＯによる綿密

行い、健康課題を明らかにする中で、具体的事

な分析が行われているようですが、今後、介護

業に取り組み、検証を進めていく必要があるの

費も含めた構造分析によって介護給付費及び介

ではないでしょうか。折しも国のほうでは、平

護保険料の軽減が可能になるのではないかと考

成３２年度から医療と介護のレセプトデータを

えます。

連結・解析して、効率的な医療・介護の提供を

福井県では、福井全県の国保レセプト、介護

目指す動きが出ています。本市においても、率

保険レセプト、特定健診データを接合した総合

先して医療・介護データの連結・解析を進めて

的パネルデータを作成し、介護保険の導入によ

いくことを提案します。市長の御所見をお示し

って社会的入院が減ったこと、介護ニーズに即

ください。

したサービス提供体制の整備で介護費用を減ら

以上で第１問とします。

し、保険料も減らせること、死亡１年前の医療

○髙橋義明議長 守岡等議員に対する答弁の前

費や社会的入院を分析した結果、医療費削減や

に、この際１０分間休憩いたします。

高齢者のＱＯＬ、いわゆる生活の質の維持の面

午後 ３時００分 休 憩

からも介護施設で対応するほうが有効であるこ
午後 ３時１０分 開 議

となどを明らかにしています。
また、日本老年学的評価研究では、全国４０
市町村、３０万人のデータを用いて、日常生活
圏域ごとに自分たちの地域の課題を抽出できる
地域診断書などの見える化ツールを開発してき

○髙橋義明議長 休憩前に引き続き会議を開き
ます。
守岡等議員の質問に対する答弁を求めます。
市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

ました。さまざまな成果を生み出していますが、
例えば、過去１年間で転倒した人の割合とスポ

○横戸長兵衛市長 １番守岡等議員の御質問に

ーツ組織に週１回参加している人の割合を小学

お答えいたします。

校区別に集計し、おのおのの関連を分析した結
果、スポーツ組織に参加する割合が高い小学校
区ほど転倒割合が低い傾向にあることを分析し、

初めに、一般会計からの法定外繰り入れにつ
いて申し上げます。
保険税の負担緩和などの決算補塡等を目的と

転倒予防の事業展開につなげています。あるい

した一般会計からの法定外繰り入れは、山形県

は、ある自治体の特定健診データと介護保険デ

国民健康保険運営方針において計画的に削減、

ータ及び介護予防・日常生活圏域ニーズ調査デ

解消していくことが示されていることから、法

ータの突合を行った結果、スポーツや趣味の会

定外繰り入れを行うことは考えておりません。

への参加者数をふやすことで健康な人をふやせ

次に、国の財政支援の活用について申し上げ

る可能性があることを分析し、５年後の要介護

ます。

－７７－

平成３０年度からの国民健康保険制度の変更

えは持っておりません。

により、医療分の資産割を廃止し、市民の負担

なお、高血圧の予防につきましては、健康教

軽減を進めております。引き続き、医療費を抑

室の一つとして実施している料理教室や食生活

制するための特定健康診査の受診率向上や糖尿

改善推進協議会事業等での減塩に関する普及啓

病等の重症化予防、ジェネリック薬品の利用促

発や宿泊型新保健指導を初めとした幅広い保健

進などの医療費適正化事業に積極的に取り組み、 指導プログラム等を通じて、予防への意識づけ
国の財政支援制度も有効に活用しつつ、これら

に対する取り組みを今後とも推進してまいりま

の取り組みの成果として保険税軽減につなげる

す。

ことを目指してまいります。

次に、肺がん・肺炎の予防について申し上げ

次に、収納率低下時の基金取り崩しについて
申し上げます。

ます。
肺がん・肺炎の予防につきましては、データ

収納率の低下などにより県からの納付金につ

分析に基づき傾向等を把握した上で、適切な保

いて支払いに不足が生じた場合は、国民健康保

健事業を実施し、健康増進や予防への意識づけ

険基金条例に定めているとおり、基金を取り崩

を行ってまいります。

して対応してまいります。

また、基本的には、健康はみずから守ってい

次に、経済的困難を抱えている人への対応に
ついて申し上げます。

くという意識が重要であり、禁煙治療への補助
や高齢者肺炎球菌ワクチンの補助額の引き上げ

国保税滞納者につきましては、滞納処分に至

を行う考えは持っておりませんが、禁煙に関す

る前に督促や催告により納税を促すとともに、

る講演会や健康教室を行いながら、健康意識の

一斉納税相談や個別の納税相談を実施しながら、 向上につなげてまいります。
生活実態を把握して納税の計画や方法を組み立

次に、糖尿病の予防について申し上げます。

てるなど、計画納税を促すよう対応しておりま

糖尿病の予防につきましては、糖尿病重症化

す。

予防事業等により医療機関未受診者を受診に導

滞納処分につきましては、所得減の場合に一

くとともに、国及び県の糖尿病重症化予防プロ

律に処分対象外とするのではなく、納税相談等

グラムに沿って、医師会等とも連携し、運動教

にも応じない際に実態調査等を実施しながら、

室や栄養指導等の保健指導を行ってまいります。

実情を踏まえた上で適正かつ公平に実施してま

また、事業の評価、検証等につきましては、

いります。

今後、健康診査データ、レセプトデータ等を活

次に、高血圧の予防について申し上げます。
尿中塩分測定用キットを用いた尿中食塩濃度
の把握につきましては、測定結果の個人判断で

用し、実施してまいります。
次に、医療・介護データの連結・解析につい
て申し上げます。

は正確性に欠ける場合もあること、また、特定

国民健康保険については、これまでも医療費

保健指導の対象者に対する頸動脈エコー検査に

データ分析等により健康課題を抽出し、課題に

つきましては、医師の判断の上で実施する検査

即した事業を実施してきたところでありますが、

であることから、いずれについても実施する考

医療と介護のレセプトをもとにしたデータの解

－７８－

析には、対象者の数年間にわたる膨大なデータ

確かに、国のほうではこの法定外繰り入れを

処理と高度な分析力が必要なことから、国の動

解消、なくす方向でシフトしていますけれども、

向を注視しながら研究してまいります。

実際、今、国保の都道府県化をいうものを始め

○髙橋義明議長 守岡等議員。

た場合に、今まで法定外繰り入れを実施してき

○１番 守岡 等議員 御答弁、ありがとうご

た市町村では、それをすぐなくすということに

ざいました。

なると大変な保険料の値上げにつながってしま

まず、国保制度の構造的な問題について補強

うということで、今、国のほうではそれを認め

しておきますと、国保会計に占める国庫負担割

る立場で意見を出されていますけれども、やは

合でいうと、１９８４年には約５割、５０％だ

りほかの市町村、今まで法定外繰り入れをやっ

った国庫負担率が、今日ではついに２０％台に

て、今もそれは認められて何とか保険税を維持

まで下がったという厳しい状況になっています。 した場合に、今までこの法定外繰り入れをやら
そうした厳しい状況をやはり市のほうで援助し

なくて高く推移してきた本市の保険税がやはり

ないとなかなか難しいのではないかということ

このまま高いところで推移してしまうのではな

で、この一般会計からの法定外繰り入れという

いかと恐れるのですが、この辺いかがでしょう

のを提案した次第です。

か。

やはり基本となるのは、国保制度というのは

○髙橋義明議長 市長。

公的な社会保障制度だということ、まずこの立

○横戸長兵衛市長 議員御指摘のとおり、抜本

脚点に立つべきだと思うんです。よく国保は４

的な改革をしなくて改革はできないんですよね。

分の１しか入っていないだとか、相互扶助制度

一時的なものだと思うんです、この法定外とい

だと言う人もいますけれども、国民健康保険法

うのは。ですから、これは先ほど議員がおっし

というものをずっと全部読んでみると、全部読

ゃったとおり、国会であったり、市長会であっ

んだわけではないですけれども、最近コンピュ

たり、知事会であったり、そういう自治体も含

ーターで検索するシステムがありますので、社

めた中で抜本的に改革していかないと、いつま

会保険で検索すると１カ所、第１条に国保は社

でたっても改革というか、基本的なあれができ

会保険なんだ、公的社会保障制度なんだとあり

ないわけですから。ここはやはり頑張りどころ

ます。それで、相互扶助という言葉があるかと

の一つではないかと考えております。

いえば、これは一行も、一言もないわけなんで

○髙橋義明議長 守岡等議員。

すね。

○１番 守岡 等議員 本当におっしゃるとお

やはり、国保というのは公的社会保障制度で

りだと思います。そもそものところはやはり国

ある。すなわち、大変な状況に陥った場合には、 の根幹のところできちんとしてもらわないと、
公的な国や県、市町村できちんと面倒を見るの

各市町村任せで今まで国保というのはなかなか

がこの公的社会保障制度であり、国保の姿なん

大変な制度になったと。これを今後、都道府県

だということ、ここに立脚して、今、国保制度

単位化するということで、果たしてどこまで根

が大変であれば法定外繰り入れもやむを得ない

本的な問題が解決するかということなんですけ

という判断に立つべきだと思うんです。

れども、ただ、最初の激変緩和の措置として３，

－７９－

４００億円の国の財政支援を行うということで、 ０円は確実に下がるということが言えると思い
県知事会なんかではやはり１兆円必要だという

ます。

ことを言っていますよね。私もそれぐらいない

○髙橋義明議長 守岡等議員。

と本当に国保の抜本的な改善にはつながらない

○１番 守岡 等議員 資産割がなくなるとい

と思います。

うことで、固定資産がある場合には下がるであ

ぜひそういうところでは、市長会とか県知事
会でも頑張ってほしいんですけれども、市民は、

ろうということだと思います。
既に回覧板で、新制度で保険税が下がります

やはり今この都道府県単位化によって自分の国

よと案内してもらっているようですけれども、

保税がどうなるのかというのを一番心配してい

まずほとんどの世帯で下がると。上がることは

ます。それで今インターネットなんかでその人

ないと理解してもよろしいんでしょうか。

の個人の保険税を計算してくれるソフト、サイ

○髙橋義明議長 税務課長。

トがありまして、そこで上山市を検索して、例

○舟越信弘税務課長 資産割が今課税されてい

えば４０代４人家族、年収５５０万円、固定資

る世帯が約７割ありますので、その７割の世帯

産税が１０万円、これで計算すると年金保険料

については資産割がなくなることによって減額

が７１万円というような計算が出てきたんです

になるということが言えるかと思います。

けれども、実際、この６月、７月からですか、

○髙橋義明議長 守岡等議員。

保険税徴収が始まると思うんですけれども、今

○１番 守岡 等議員 残り３割はまだわから

言ったような大体モデル世帯レベルで、どのよ

ないということだと思いますね。

うに今後保険税が変わるのか。もし試算してい

それで、保険税を下げていただくことは本当

るものがあれば示してほしいんですが。

にありがたいことなんですけれども、もう一つ、

○髙橋義明議長 税務課長。

経済的な困難を抱えている人への対応というこ

○舟越信弘税務課長 ただいまの質問で年収と

とで、本市では機械的な対応というか、一律的

いうことでお示しいただきましたが、所得割に

な対応はせずに、納税相談等々を行って対応し

ついては、所得の内訳で例えば給与、営業、農

てくださるということなので、ひとつ安心して

業などで所得金額が変わってきますので、従来

いるところなんですけれども、実際、先ほど第

制度との税額の比較、幾ら下がるかということ

１問目で言ったとおり、国保のほとんどが前年

について答弁させていただきたいと思います。

所得を基準にしているために、今今、大変な思

平成３０年度から税率が変更になる部分につ

いをしている人、収入が途絶えてしまった人と

いては、医療分の資産割がなくなるという点で

いうのが非常に大変な思いをしているというこ

あります。そのほかの所得割、均等割、平等割

とで、２００９年度にはさまざまな通達が国の

については税率の変更はありませんので、平成

ほうから出されまして、経済的に困窮して医療

２９年度までは資産割が固定資産税額の３５％

の必要性を訴える人にはきちんと保険証を交付

でしたので、この事例の世帯の場合ですと、固

するとか、失業によって社会保険から国保に変

定資産税１０万円ということでありましたので、 わった人に対しては、自治体の条例で国保税減
その分の３５％、年間にしますと３万５，００

免を行うように通達が出ていますし、２０１０

－８０－

年度ですけれども、非自発的失業者の場合には

ちを通して家族全体の意識づけのきっかけにす

前年度所得掛ける０．３で計算すると。いろい

る狙いもあるということで、こうした取り組み

ろ国のほうでも通知が出されているようですけ

も学んでいく必要もありますし、ウロペーパー

れども、特に非自発的失業者の場合には、本市

あるいは血圧測定というのが本当に一般的に気

でも０．３掛けで税金を計算しているのでしょ

軽に行えるようになれば、この減塩に対する市

うか。

民意識も非常に変わってくるのではないかと思

○髙橋義明議長 税務課長。

います。

○舟越信弘税務課長 非自発的失業者に対する

そこでお尋ねしたいのは、本市で公共施設に

課税特例につきましては、議員おっしゃるよう

血圧測定器を置いて日常的に市民が血圧に注意

に、２０１０年、平成２２年の税制改正で地方

するようにしたらいいと思うんですけれども、

税法が改正されたことに伴いまして、市税条例

何カ所ぐらい血圧測定器があるのか教えてくだ

のほうも改正いたしまして、これは国民健康保

さい。

険税の１３５条の３で定められております。

○髙橋義明議長 健康推進課長。

特例の内容につきましては、議員おっしゃい

○鈴木直美健康推進課長 現在、市内公共施設、

ましたとおり、倒産、解雇、雇いどめなどの理

庁舎を初め公民館、体育文化センター、たいら

由で離職された方について、国保税の計算の基

ぐら等１０カ所に設置しております。

礎となっている前年の所得のうち離職者本人の

○髙橋義明議長 守岡等議員。

給与所得を１００分の３０とみなして計算する

○１番 守岡 等議員 ぜひ今後、そういった

ものであります。

測定器の隣に紙コップとウロペーパーを置いて

○髙橋義明議長 守岡等議員。

おいて、１日塩分１０グラムを目指しましょう

○１番 守岡 等議員 ぜひ、そういう一人一

みたいな感じで、気軽にはかれるような対応が

人の丁寧な対応をお願いしたいと思います。

できればいいかと思うんです。ウロペーパーと

次に、保健事業の充実による医療給付費削減
ということで、まず高血圧の予防です。

いうのは決して危険性も何もない試験紙ですの
で、そういう対応も検討していただきたいと思

今回のＮＰＯの大変な分析で、すごく具体的

います。

に上山市の医療費が何でこんなに高いのかとい

次に、肺がん・肺炎の予防についてでありま

うのが、かなりわかるようになってきたと思い

すけれども、特に今、本市でも高齢者の肺炎球

ます。特にこの高血圧の問題、きのうおととい

菌ワクチンは非常に有効だということで、ぜひ

の新聞にも出ていましたけれども、健康長寿日

１００％接種を目指していきたいと思うんです

本一を目指す米沢市では、県立米沢栄養大学と

けれども。ただ、肺炎というのは、肺炎球菌感

連携して、中学生を対象にした減塩教育に取り

染症というのが個人予防を目的に比重を置いた

組むと。生徒の尿中塩分量を調査し、減塩教育

Ｂ類疾病に分類され、法律上の義務がないため

の前後でどれだけ数値に変化があらわれるかを

に積極的な接種勧奨をしないと定めている医療

検証するんだそうです。このモデル校としては、 団体もあるようなんですけれども、これはどう
３世代同居率の高い学校を選定して、子どもた

なんでしょうか。こういうことでよろしいんで

－８１－

しょうか。

エビデンス確立というのを目指すべきではない

○髙橋義明議長 健康推進課長。

かと思いますが、その辺はいかがでしょうか。

○鈴木直美健康推進課長 個人予防を目的に比

○髙橋義明議長 市長。

重を置きましたＢ類疾病につきましては、国の

○横戸長兵衛市長 おかげさまでクアオルトも

定期接種実施要領におきまして、予防接種法の

大分普及してきたと認識をしております。その

趣旨を踏まえ、積極的な勧奨にならないよう特

中で、先ほども出ましたけれども、血圧、そし

に留意することと示されております。これに基

て糖尿病、これについてはエビデンス化を図っ

づく取り扱いをすべきと考えております。

ているところでございますが、しかし、しっか

○髙橋義明議長 守岡等議員。

りしたエビデンスではないにしても、例えば、

○１番 守岡 等議員 でも、この予防接種が

以前は両方の薬を飲んでいた人が飲まなくても

始まったのが北海道の旧瀬棚町というところで

よくなったという人も何人かおります。ですか

ありまして、そこではある医師が奮起して積極

ら、議員はこれまでの質問の中では治療という

的にこれを取り入れて、高齢者の肺炎を劇的に

ほうに重きを置いて質問されたと思うんですが、

減らして高齢者老人医療費を半分にしたという

やはりこれからは予防意識をいかに持っていく

すばらしい実績があるんです。やはりこういう

か、そしてまた、市民に対して予防意識をどう

ことから学んで、むしろ積極的勧奨とは言わな

いうような形で啓蒙していくかというのが一番

くても、どんどん市民にアピールしていく必要

大事だと思うんですよね。やはり予防にまさる

はあるのではないかと思いますので、今後の対

ものはないと思うし、また、治療よりは予防の

応をお願いしたいと思います。

ほうがお金もかからないと思いますし。そうい

次に、糖尿病の予防についてです。

った面での予防、そしてまた、市民一人一人に

本市においても独自の健康支援プログラムが

やはり病気に対する意識というものをきちんと

あるということで、それに基づいて抽出された

持っていただく。みずからの健康は自分で、み

対象者に働きかけをしていってほしいと思うん

ずから守る、あるいは維持していくという意識

です。そして、そうした取り組みをデータ化し

というものを持っていただく。それにはどうし

て、エビデンスとして確立していく必要がある

ていくかということだと思うので、ただ補助金

と思うんですけれども、この間、クアオルトの

をふやせばいい、保険証をふやせばいいという

エビデンスが確立されたと新聞報道を読みまし

ことではなくて、やはりそういった意識改革と

て、やはりこうしたデータに加えて、今後医療

いいましょうか、そういうものに力を入れてい

や健診、介護データを蓄積して、本当に本市の

く。その中で我々が進めているクアオルト事業

健康づくりの中心政策にしていく必要があると

というのは非常に大事だと思っておりますし、

思うんです。今回クアオルトのそういう分析が

現に全国でも今度１０市町にふえたわけです。

出ましたけれども、これも今回でおしまいとい

それぐらいそれぞれの自治体も力を入れている

うのではなくて、やはり継続してそういうデー

わけですから、我々も、そういったクアオルト

タ分析を進めて、将来的には大きな健康という

事業も含めた予防に対してさらに力を入れてま

ところで、医療、介護、福祉というところでの

いりたいと考えております。

－８２－

○髙橋義明議長 守岡等議員。

○髙橋義明議長 次に、５番谷江正照議員。

○１番 守岡 等議員 私も、市長のおっしゃ

〔５番 谷江正照議員 登壇〕

るように予防に力を入れて、本当にそのとおり

○５番 谷江正照議員 議席番号５番、会派蔵

だと思いまして、これからも力を入れてほしい

王、谷江正照です。

と思います。

通告に従いまして順次質問いたします。

私は、やはり行政の責任というのか、政策展
開として、そうした予防の保健事業を行った結
果を分析してどうエビデンス化して継続してい
くかというのが、やはり行政の役割だと考えま
す。

自転車を活用したまちづくりについて順次質
問いたします。
初めに、自転車活用推進計画の策定について
であります。
平成２８年１２月、自転車活用推進法が国会

こうした中で、国のほうでは、こういうデー

にて衆参とも全会一致で成立し、翌平成２９年

タ分析に基づく国保ヘルスアップ事業について

５月１日に自転車活用推進法が施行されました。

は１００％、１０割の補助が出ると聞いている

私たちに身近な自転車は、環境に優しい、健

んですけれども、この活用というのは本市によ

康にいい、交通渋滞を起こしにくい、災害時の

ってどのように検討されているのか教えてくだ

活用が期待できる等のさまざまな利点がありま

さい。

す。

○髙橋義明議長 健康推進課長。

一方、自転車による事故があることも事実で、

○鈴木直美健康推進課長 平成３２年度から始

自転車活用推進法の良好な都市環境の形成で実

まる予定の国のシステムにつきましても、有効

施すべき施策の中では、歩行者や自転車及び自

に活用できるようにということで本市でも活用

動車が適切に分離された自動車通行空間の計画

を進めてまいりたいと思っております。

的な整備を促進、路外駐車場や荷さばき用スペ

○髙橋義明議長 守岡等議員。

ースの整備、自転車通行空間上の違法駐車取り

○１番 守岡 等議員 まだ具体的なところは

締まりの推進等により、自転車通行空間の確保

見えないということですか。

を促進するなど、安全安心への取り組みにも重

○髙橋義明議長 健康推進課長。

点が置かれています。

○鈴木直美健康推進課長 具体的にまだお示し

自転車活用推進法案の名称からは、単に自転

できるような段階にはございません。

車に関しただけのような印象を受けますが、こ

○髙橋義明議長 守岡等議員。

の法案は、地球環境におけるＣＯ₂等の深刻な

○１番 守岡 等議員 ぜひ国のほうでもそう

影響を及ぼす問題や国民の健康の保持増進、交

いう積極的な政策を打ち出しているようですの

通における安全安心、高齢化や過疎化への対応、

で、今まで本市で築き上げてきたクアオルトを

ＩＣＴによる情報通信技術の活用、学校教育等

中心とした予防保健事業、この積み上げをさら

における青少年の体力の向上、観光交流や国際

に図って有効なデータヘルス計画をつくってい

交流の促進等、さまざまな分野でよりよい社会

ただくことをお願い申し上げまして、私の２問

を目指す、与野党一致で採決された大変すばら

目とします。

しい法案です。

－８３－

国土交通省に自転車活用推進本部が設置され、 の問題、弁天地区に建設予定の温泉健康施設や
国土交通大臣が本部長となります。本部員は、

ＪＲかみのやま温泉駅前の整備・活用方針案が

総務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済

示され、駅を中心とした整備等、さまざまな取

産業大臣、環境大臣、内閣官房長官、国家公安

り組みに向けた上山の将来に役立つものと考え

委員会委員長が配置され、その他必要に応じて

るからであります。

総理が指定して追加することも可能となってお
ります。

先ほど述べた本市のさまざまな課題の解決に
向き合う際、担当各課を横断する案件や国や県

このように各省が連携して取り組むことで、

の案件、県との調整が必要な案件など、さまざ

私たちの生活にも今後さまざまな影響を与えて

まな調整が必要であることを感じてまいりまし

いくものと思われます。

た。国で各省庁間の連携をとって行われる今回

自転車活用推進法の１５の基本方針として、

の計画のように、自治体においても課を横断、

１、自転車専用道路等の整備、２、路外駐車場

連携した計画の立案や実行に向けた取り組みが

の整備等、３、シェアサイクル施設の整備、４、 されるのではないでしょうか。これにより、市
自転車競技施設の整備、５、高い安全性を備え

も業務遂行が円滑になり、ひいては市民生活に

た自転車の供給体制整備、６、自転車安全に寄

もよい影響を及ぼすものになると考えます。

与する人材の育成等、７、情報通信技術等の活

この計画の推進に当たり、「国は、施策の実

用による管理の適正化、８、交通安全に係る教

施に必要な財政上の措置を講じるとともに、そ

育及び啓発、９、国民の健康の保持増進、１０、 の負担のあり方について検討を行う。また、本
青少年の体力向上、１１、公共交通機関との連

計画に基づき民間団体等が実施する取り組みに

携の促進、１２、災害時の有効活用体制の整備、 対して必要に応じて支援策を講じる」としてい
１３、自転車を活用した国際交流の促進、１４、 ます。
観光来訪の促進、地域活性化の支援、１５、そ
の他特に必要な施策となっております。

本市は、温泉健康都市を掲げ、第７次上山市
振興計画「また来たくなるまち ずっと居たい

そして、このたび自転車活用推進法に基づき、 まち～クアオルト かみのやま～」の実現に向
自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ

けたさまざまな取り組みを展開中です。本市の

計画的な推進を図るため、自転車活用推進計画

地形や気候を生かした健康ウオーキング等を初

が策定されました。また、国の計画をもとに、

めとするクアオルト事業と連携を深めることや、

都道府県や市町村でも区域の実情に応じ計画を

また、外国語対応できる観光案内所がかみのや

定めるよう努め、また、計画を定めた場合、ま

ま温泉駅前に新設された今こそ、他市町村に先

たは変更したときは公表するとされているもの

駆けて自転車活用推進計画を策定し、自転車を

です。

活用したまちづくりのトップランナーとなり得

今回、本市においてこの計画の策定に取り組
むことを提案するのは、高齢化や少子化、地域
社会の弱体化、山間地もある比較的広い市域、
観光客の移動の際に大きな課題である二次交通

る大きなチャンスと考えますが、市長の御所見
を伺います。
次に、サイクルツーリストの誘客促進につい
てであります。

－８４－

サイクルツーリストとは、サイクリングと観

さきに作成したかみのやまロードガイドでは、

光を組み合わせた自転車を活用した旅行を楽し

ファミリーコースから本格的なヒルクライムコ

む人であり、その旅の形態をサイクルツーリズ

ースまで各種展開し、コース周辺の見どころや

ムといいます。

グルメなども紹介しています。最近では、寒河

本市は、高速道路の開通を控え、いかにして

江市と連携した取り組み、「山形の自転車旅」

本市に多くの来訪者を誘導するのかが喫緊の課

でより長距離のコースの展開で地域の見どころ

題となっています。駅前に観光案内所が新設さ

やグルメの紹介も行っています。この寒河江市

れ、リニューアルした二日町プラザには図書館

との連携した取り組みは、主に自転車愛好家が

を初め総合こどもセンターめんごりあ、２階に

ターゲットであります。

は学生や若者の楽習スペースふりーらん、高齢

今後は、駅前に観光案内所が開設されたこと、

者サロンまじゃれ、そしてボランティア活動ス

電動アシスト自転車の貸し出しも行われる予定

ペースなどが開設され、オープニングイベント

で、ＪＲや高速バス等の公共交通機関で来訪す

ではグランドマルシェも開催され、大変活況を

る自転車愛好家でない方にも本市の観光資源ま

呈しました。また、蟹仙洞、斎藤茂吉記念館も

でこのレンタサイクルで行く着地型商品の提案

リニューアルし、上山城の屋根瓦修復も進んで

が可能となりました。

おり、観光誘客の面で市内の施設の整備が進ん
でいます。今後は、市内の商店街や各施設にい

そこで、誘客の促進のための地域資源を生か
した着地型商品の提案であります。

かにして来訪者をふやしていくかが中心市街地

本市には、楢下の古民家集落や眼鏡橋、原口

の活性化を初めとした市政の発展に大変重要と

のドメーヌワイナリー等の農村の風景を楽しめ

なります。

るコースや、蔵王ペンション村、鴫の谷地沼、

現在、市の秋祭りやワインバル、いろは市や

蔵王高原坊平など本格的なヒルクライムをする

かっぱ市、黄金市、桜フェス、スマイルプロジ

サイクリストにも喜ばれるコースの提案ができ

ェクト等で市内外から多くの来訪者があり、こ

ます。

れらの催しは旅館や各施設、商店街を初めとし

レンタサイクル向けでは、弁天地区に今後整

た地域経済への効果が大変大きく、これからも

備される温泉健康施設、世界的に認められたワ

大切にしていきたいものと考えます。

インの醸造所、みはらしの丘、斎藤茂吉の生家

観光庁では、２０２０年までに訪日外国人旅

や菩提寺、リニューアルした斎藤茂吉記念館、

行者数４，０００万人の実現に向け、さまざま

上山城周辺の武家屋敷など、さまざまな観光ス

な取り組みを進めていますが、２０１７年には

ポット、春雨庵等、多様な観光客を引きつける

テーマ別観光による地方誘致も目指し、その中

魅力のある場所があります。

でサイクルツーリズムがテーマとして選定され
ております。

このたびの地域資源を生かした着地型商品の
提案では、駅前に新設した外国語対応の観光案

本市は以前から、かみのやまツール・ド・

内所をスタート地点としたクアオルト認定コー

ラ・フランス大会を初め、自転車による健康推

スやクアの道、本市のさまざまな観光資源に向

進と交流人口の拡大に努めてきました。

かうコースを設定し、レンタサイクルを活用し

－８５－

た着地型商品や、さらには輪行で来るサイクル

くから上山に来ていただいた方が、早朝ウオー

ツーリストに向けた着地型商品であります。

キングを満喫している姿を大勢見てまいりまし

輪行とは、公共交通機関を利用して分解した

たが、お話を伺った多くの方は、早朝ウオーキ

自前の自転車を専用の収納袋で手荷物として運

ングの後の予定や昼食などについて未定の方が

び、現地で組み立ててサイクリングを楽しむも

多い印象も感じたところです。そのような方に、

ので、サイクリストや自転車旅行者が行程の一

駅から観光資源までレンタサイクルを活用した

部を自走せず省略するために、より広範囲から

着地型商品をお示しすれば、興味を持ち、体験

の来訪者の獲得が可能となり、新たな分野の交

していただけると考えます。クアオルトに興味

流人口の拡大が望めます。

がある自然志向の方にはサイクリストも多く、

輪行の先進地では、自転車スタンドや空気入
れ、工具、持ち込んだ自転車を組み立てるスペ

本市の取り組みに今回の提案は大変親和性が高
いと思います。

ース、サイクルスーツに着がえるスペース、ト

蔵王を初め、中川、楢下や山元、牧野、東、

イレやコインシャワーなどの機能を有したサイ

古屋敷や萱平などすばらしい自然環境がコンパ

クルステーションなどの拠点整備を行い、誘客

クトにまとまった本市において、これらを活用

に努めています。さらに、公共交通機関のみな

した着地型商品の提案は、都市圏の自転車愛好

らず、高速道路のインターチェンジ開通を生か

家を必ずや誘客し、レンタサイクルでの行動範

した自動車に自転車を積んでくる方もあわせて

囲の拡大で自転車愛好家でなくてもさらに観光

誘客に努め、新たな観光客層を掘り起こすこと

資源を回ることがしやすくなると考えますが、

でさらなる交流人口の増加が図られます。

市長の御所見を伺います。

湯めぐりサイクリングやグルメサイクリング
など、自転車の好適な期間の季節に合わせたさ

次に、サイクルツーリズムの情報発信につい
てお伺いします。

まざまな着地型商品の展開を通じて、来訪頻度

着地型商品を核にしたサイクルツーリズムの

を上げることで交流人口拡大の大きな手だてと

情報発信をしっかりと行うことが、本市の新た

なります。

なＰＲになると考えます。情報発信の手法とし

駅前の観光案内所内に着がえができる場所、

ては、自転車と本市観光資源先の地域性を生か

駅周辺に公衆浴場もあることで着地型旅行商品

した食にまつわるものや、体験型商品などを官

の展開が図りやすく、新たな来訪者を呼び込む

民連携で構築し、新たにできた５月の自転車月

ことができるようになった今こそ、安全・安

間に向けてマスコミ等での発表や旅行誌や自転

心・快適な着地型商品を展開することはタイム

車関連誌等に向けこちらから積極的に情報提供

リーだと考えます。

することが効果的と考えます。

本市は温泉健康都市かみのやまを掲げ、ヘル

５月の自転車月間を最大限活用しながら誘客

スツーリズム先進地として市勢発展に努めてい

展開を図り、その結果、新聞やネットニュース、

ます。東京から２時間半で着く地の利、豊かな

各種の専門誌等で、ヘルスツーリズムで実績の

自然とすばらしい農業生産品を生かした食の提

ある上山市が自転車活用推進計画をいち早く策

供もしています。私は、ＪＲなどを活用して遠

定し、自転車による着地型商品を提案といった

－８６－

ふうに取り上げられれば大変すばらしいことだ

ワー、コインロッカーがないだけで、多機能ト

と考えます。

イレや着がえをする場所があり、手荷物預かり

また、従来のサイクリング層とは別の層を対

対応やサイクルラックと整備のスペースがあれ

象とした自転車プラス女子旅等のスイーツ、グ

ばサイクルステーションになると考えます。コ

ルメ、癒やし、風景、ヨガなどをプロデュース

インシャワーのかわりに本市自慢の共同浴場や

する動きも出ています。インバウンド観光とし

旅館の日帰り温泉を使用してもらうことで、コ

ても、自転車の観光が盛んである台湾などをタ

インシャワー以上の魅力ある着地型商品の造成

ーゲットとしたプロモーションも検討するなど、 にもつながります。
国内外に向け、本市が総合的に情報発信に取り

上山市商工会や観光物産協会を初め、観光資

組むことで、国内外から初心者やファミリー層

源施設や地域おこし協力隊員や市民と行政が連

も含めた裾野の広いサイクリストの集客に結び

携しながら、さきに提案した駅のサイクルステ

つき、本市の振興に必ずや役立つものと考えま

ーションと本市の観光資源を結ぶさまざまなコ

すが、市長の御所見を伺います。

ースを案内したマップに、コース上のサイクル

次に、サイクルツーリスト受け入れの環境整
備であります。

ラックや工具の場所、医療機関や自転車販売店
等の緊急の際の連絡先等、サイクリストに必要

サイクルステーションの整備とマップの作成

な情報を載せた公衆浴場の入浴券や新たな温泉

でありますが、私が提案したいサイクルステー

健康施設の利用券、蟹仙洞から上山城、斎藤茂

ションは、さきに述べた自転車の貸し出しや輪

吉記念館の周遊券、飲食店めぐりや商店会買い

行で持ち込んだ自転車の組み立て、サイクルラ

物スタンプラリーなど、さまざまな特典つきの

ック、パンクの修理などの工具、コインロッカ

マップを作成し、着地型商品の販売につなげる

ー、着がえる場所、多機能トイレ、コインシャ

ことで交流人口の拡大に期待できるものと考え

ワーなど、サイクルツーリストに便利な機能が

ますが、市長の御所見を伺い、私の質問といた

あり、着地型商品の提案にもなる拠点のことで

します。

す。

○髙橋義明議長 市長。

現在、本市の幾つかの観光資源にサイクルラ

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

ックと工具の設置がなされていますが、サイク

○横戸長兵衛市長 ５番谷江正照議員の御質問

ルステーションはない状況です。

にお答えいたします。

そこで、観光交流人口拡大に資するサイクル
ステーションの開設を駅や駅周辺に提案するも

初めに、自転車活用推進計画の策定について
申し上げます。

のでありますが、駅前の整備、活用が定まるま

自転車活用推進計画の策定につきましては、

で新たな箱物を建設するのではなく、今ある観

平成３０年６月８日に国の計画が閣議決定され

光案内所や公衆浴場を有機的に組み合わせ、本

たばかりであり、県による計画策定の対応も未

市ならではのサイクルステーションとし、スピ

定の状況にあります。そのようなことから、現

ード感を持った取り組みとする提案です。

段階において直ちに計画を策定する考えはあり

本市には、新設した観光案内所にコインシャ

ませんが、計画を策定することによる支援内容

－８７－

等の情報収集を行い、必要性を判断してまいり
ます。

ざいました。
まず、自転車活用推進計画の策定であります

次に、地域資源を活用した着地型商品の提案
について申し上げます。

が、本当にこの法律は大変いいものであります
が、平成３０年６月８日にということで、市長

本市は坂が多い地形であり、蔵王坊平高原を

がおっしゃることも重々わかっております。し

初め、魅力的な観光資源が市内各地に点在する

かし、私は、上山においてこの推進計画を早く

という特徴があります。各観光資源を旅行者が

着手することは本市の未来に向けて大変大きな

より楽しめるように、今年度、かみのやま温泉

第一歩になると強く考えますので、提案させて

観光案内所に電動アシスト自転車のレンタサイ

いただいたところであります。

クルを導入する予定であり、あわせて旅行商品

まず、この１５の基本方針の中にありますが、

化に向け、ニーズ調査やコース選定等を進めて

順不同でありますが、国民の健康を保持増進と

まいります。また、サイクルツーリスト向けに

いうところがございます。これは自転車を使う

限らず、多種多様なテーマ性を持った着地型商

ことによっての健康増進でありますが、さきの

品を提供できるよう、観光・商工団体と協議を

同僚議員の質問の中でも上山の医療費は高どま

してまいります。

りをしておりまして、糖尿病対策とかいろんな

次に、サイクルツーリズムの情報発信につい
て申し上げます。

成人病対策、そういったものに関しての施策に
今一生懸命取り組んでいるところであります。

効果的な誘客や交流人口の拡大を図るために

そこに、今回の自転車活用推進計画による国民

は、メディアによる報道や多様な媒体によるＰ

の健康の保持増進というものは非常に合致した

Ｒが必要と考えております。対象を意識した上

ところでございます。

で、報道機関へのプレスリリースやＳＮＳ等を

もう一つ、国民の健康保持増進に関連しまし

有効に活用しながら情報発信に努めてまいりま

て、現在、免許返納の問題というのがどの自治

す。

体でもございます。これは、自動車に親しんだ

次に、サイクルツーリスト受け入れの環境整
備について申し上げます。

文化、暮らしの中で高齢で自動車の免許を返納
して乗らなくなった途端に、もちろんこのとき

かみのやま温泉観光案内所につきましては、

には自転車も乗れなくなるわけでありますが、

スペースに限りがあり、また、多数の観光客が

そういったときにインフラコストが非常に過大

利用する施設であるため、サイクルステーショ

にかかってしまうと。その際に、自転車に親和

ンとして位置づける考えは持っておりません。

しているまちづくりにおいて、きょうは天気が

また、マップにつきましては、既存のサイク

いいし、ちょっとあそこだから車でなく自転車

ルマップを参考に、観光・商工団体とも必要な

で行ってみようかと。そういった町の感情の醸

情報について協議をしながら作成をしてまいり

成が働くことによって、自転車に触れる時間が

ます。

早くなると思います。そうすることによって、

○髙橋義明議長 谷江正照議員。

車もあるけれどもきょうは自転車なんていう選

○５番 谷江正照議員 御答弁、ありがとうご

択肢があったなら、健康に気をつける私は、車
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もあるけれども自転車で行くというような市の

ざいます。

雰囲気ができれば、これはクアオルトにもあわ

その部分に関しまして、この活用計画の中で

せて国民の健康の保持増進に結びつくと思いま

は、交通安全に係る教育及び啓発という部分も

す。

ありましたり、あとは、私が一番、今考えて市

その観点で、まず自転車活用推進計画といっ

がどのように考えているかお聞きしたいのは、

たところの観点をどのように考えていらっしゃ

路外駐車場の整備等というところでございます。

るか、答弁を求めます。

これから高速道路の来訪者を迎え入れる上山市

○髙橋義明議長 市長。

としまして、たくさんの方に来てほしい、車も

○横戸長兵衛市長 基本的な考えは先ほど答弁

自転車も歩行者も来てほしいと考えているわけ

したとおりでございますが、その中で、やはり

でございます。そのときに、私たちには、なれ

こういった自転車を利活用した健康増進という

親しんだ十日町の風景でございますが、やはり

ことになりますと、ただ単に自転車を愛する、

よそから来た方にしてみれば、単に電柱がちょ

自転車を活用するということではなくて、道路

っとおっかないな、狭いな、通りにくいななん

網の整備とかそういったものが必ず必要になっ

ていうところを少しずつ改善していく必要があ

てくるわけでございますし、それと並行してい

ると思うんです。そのときに、十日町の通りな

かなければ、例えば事故が起きたとかそういう

どでは、荷おろしの際の車の駐車といったもの

ことでは政策展開はならないわけでございます

もございますので、そういったところを減らし

ので、第１問で必要性を判断してというのはそ

ていくことで自転車を使ったまちづくりの大き

ういう意味でございまして、また、国の政策の

な一歩になると考えますが、まず十日町のほう

中でどういった補助制度とか、どういったもの

での路外駐車場の整備等について現在どのよう

があるのかということをやはりきちんと調査研

に考えているかを聞きたいと思います。

究をして対応してまいりたいと。必ずやらない

○髙橋義明議長 市長。

とかやるという問題ではなくて、まずはそうい

○横戸長兵衛市長 先ほどから答弁しておりま

った国の政策をきちんと精査する必要があるだ

すとおり、これをやるかやらないかということ

ろうと。それによって判断をして、今、ツー

でまだ決めていないわけですから、これを具体

ル・ド・ラ・フランスなんかもやっているわけ

的に聞かれても、政策展開をしているわけでは

でございますが、そういったこととも関連性な

ないのでお答えできないという状況にございま

んかもあると思いますし、そういう形でという

すので、御理解をいただきたいと思います。

ことでございます。

○髙橋義明議長 谷江正照議員。

○髙橋義明議長 谷江正照議員。

○５番 谷江正照議員 細かいところを突っ込

○５番 谷江正照議員 今ほど市長から御答弁

み過ぎたところがございました。ぜひ、そうい

いただいた内容、全くそのとおりだと思います。 った課題を捉まえながら進めていただきたいと
これは、自転車が健康にいいから、もうみんな

思います。

自転車に乗れと言ったところで、やはり周りの

また、この計画の策定についてでございます

環境が整わなければ危険性が大変伴うものでご

が、本市は現在、ＪＲかみのやま温泉駅前の開
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発計画を案として今議会に情報提供いただいて

だければと思います。

いるところでございます。せんだって、この計

次に、自転車を活用したサイクルツーリスト

画案の中に、私は自転車を活用したまちづくり

の誘客促進についてお話をしていきたいと思い

の中で輪行といったものも提案しているわけで

ます。

すから、そういった中で駅前の開発計画の案を

サイクルツーリストの誘客でありますが、現

進めていくに当たっても、輪行といったものも

在サイクルツーリストと言われる方、これは都

視野に入れながら駅の開発を考えなくてはいけ

道府県統計別のランキングで見る県民性という

ないのではないかと。そのためにはやはり自転

資料にあるんですけれども、２５歳以上のサイ

車活用推進計画を策定し、駅前の開発計画の案

クリング人口というものがございます。この中

とリンクしていくことが、よりよい駅の開発に

でスポーツ人口の順位がございまして、１位が

もつながると思うのですが、ここのところはい

ウオーキング、軽い体操、２位がボウリング、

かがでしょうか。

３位が器具を使ったトレーニング、４位に登山、

○髙橋義明議長 市長。

ハイキング、５位にゴルフ（練習場を含む）と

○横戸長兵衛市長 これも先ほどと同じでござ

なっておりまして、６位にサイクリングが入っ

いまして、この件についての具体的なものを今

ております。つまり、上位６位の中にサイクリ

質問されても答えられないというのがはっきり

ングが入り、その下に水泳、釣り、ジョギング、

したところでございます。ですから、この計画

マラソン、野球、スキー、スノーボード、スキ

を実施していくということを決断したときには、 ー、スノーボードは１１位でございます。サッ
そういう御質問も当然承らなければならないで

カーは１２位でございます。こういった中で、

すが、現在、まだはっきり決まっていない中で

サイクリングの位置が上位に占めております。

は、十日町とか駅前とかと質問をされても、現

人口としては６７９万人のサイクリング人口、

実には答えられないという状況でございますの

２５歳以上のサイクリング人口がございまして、

で、御理解をいただきたいと思います。

市場規模が非常に大きいと言って過言ではない

○髙橋義明議長 谷江正照議員。

と思います。この大変有望なマーケットである

○５番 谷江正照議員 今の市長の答弁も理解

サイクリング人口を本市としてどのように積極

するところでありますが、この計画の策定に関

的に取り込んでいくか。サイクルツーリストに

しましては、県も国も連携をとることはできる

目を向けた誘客が必要だと思って今回提案して

んですけれども、自治体単独で進めていくこと

いるのですが、改めてこのサイクリング人口６

も可能であります。やはり大きなところとして

７９万人を上山にどのように誘致していくかを

は、県や国との連携は絶対必要ではありますが、 お示しいただければと思います。
市としてやはり早い段階でこういったものに関

○髙橋義明議長 市長。

して目を向けていくことを強く訴えて、活用推

○横戸長兵衛市長 観光客誘客という点につき

進計画の策定に早く着手することが本市の新た

ましては、いろんな幅広いものがあって、いわ

な未来に大変いい部分であるということで、策

ゆる温泉に来ておいしいものを食べて泊まると

定に関しては前向きに今後も研究を続けていた

いう方もいるだろうし、体験型と言われる観光

－９０－

の形態もございますし、また、今、議員が御提

ると。通常のお客さんは、旅館の方々も当然い

案になっているサイクルツーリズムですか、そ

らっしゃいますし、観光客に対する対応もでき

の観光客あるいは本市を訪れる方々がいると思

ていると。ということは、今後上山市が伸ばし

います。

ていくべき分野というのは、まだ余りどの自治

ただ、やはり先ほども申し上げましたように、 体も手をつけていない自転車を活用した誘客だ
今、ツール・ド・ラ・フランスということで１

と考えるからであります。そういったところも

日限りでございますが、そういうことをやって

あり、市のほうでも電動アシストサイクルを置

いて１，０００人を超える方々がそれに参加さ

いて歩みを進めていこうというところだと私も

れているということにつきましては、上山に対

感じております。

するいわゆるツーリストの方々が認識を持って

ここで、自転車の旅行者が何を求めていらっ

おられるということは非常にありがたいし、ま

しゃるかというところで見てみますと、人気の

た大事なことだと思いますが、ただ、いざこれ

項目としましては、長距離の景色のいい道をゆ

をやるとなれば、やはりコースの選定とか、あ

ったり走るロングライド、あとはグルメ、温泉、

るいは、先ほども申し上げましたように駐輪場

自然観賞、名所めぐり、この項目が自転車で訪

の問題とか、あるいは安全性の問題とか、かな

れる方を非常に引きつけるコンテンツになって

り整備しないと受け入れることはやはりできな

います。そして、満足した点、期待する点とい

いのではないかと思います。

うアンケートにつきましては、食事、あとは道

ですから、それをやるとするならば、やはり

路が広く走りやすい、交通量が少なく走りやす

先ほどの国の制度というものをまず熟知して、

い、自然景観がよい、こういったところを満足

そして本市で本当にこの計画というものを入れ

したところで挙げております。これは平成２４

ていかないかということが大前提でございまし

年の幕張メッセでのサイクリング愛好家のアン

て、それを見きわめながら、観光なり、あるい

ケート調査でございます。

はいろんなスポーツも含めてだと思いますけれ

このように、今述べさせていただいた項目だ

ども、対応していくということになるので、現

けでも上山にこれはもうぴったりです。上山に

在どういうふうに考えているか、対応するかと

既にあるものであります。ということは、この

いえば、個々の問題でもございますし、まだそ

既にあるものを提案し、誘客に結びつけていく

のほかにもインバウンドの問題もございますし、 ことは、大変タイムリーだと思います。まず１
ですから、順序立てて言うならば１番目に来る

つ、この部分に関して本市は大分、他自治体に

ということではないだろうという認識は持って

対してアドバンテージがあると考えるのですが、

おります。

市長の御所見はいかがでしょうか。

○髙橋義明議長 谷江正照議員。

○髙橋義明議長 市長。

○５番 谷江正照議員 私も、この新たな分野

○横戸長兵衛市長 今るる説明があったことに

であるサイクルツーリズムの誘客ということに

ついては、確かに本市は持っているものがある

関しましては、やはり市長がおっしゃったよう

と思います。ただ、長い距離ということがあり

に従来から一生懸命上山市は、誘客に努めてい

ました。我々も今ツール・ド・ラ・フランスを

－９１－

やっておりますけれども、最長が６０キロでご

市長がおっしゃるように、ツール・ド・ラ・

ざいますが、それでも短いという御意見もいた

フランスが本当に我が市において大変誇るべき

だいております。１００キロも欲しいと言われ

観光誘客のものとなっておりますし、健康増進

ておりますけれども、なかなか１００キロコー

にも大変資するものでございます。本当に市の

スをつくるということについては、安全性の問

未来をあらわすようないいイベントであります

題とかそういったことで苦労といいましょうか、 ので、市長のほう、これからということでござ
考えているところでございます。ただ、そうい

いますが、ぜひこれからこの動きをより進化さ

う方々が仮に来るとしたときに、自分で自分の

せていただきたいと思っております。

コースを選ぶといいましょうか、市内のコース

では、駅周辺にサイクルステーションをつく

を自由がままにサイクリングをするというよう

ることを当初考えたんでございますが、やはり

な形がやはり一番望ましい形だと思いますし、

新たな箱物は今回の駅前の計画策定の方向性が

またそのほかにも、例えば何コースかを準備す

出るまではそぐわないのであろうというところ

るということも必要かと思いますけれども、い

で、現在の駅前観光案内所を利用し、共同浴場

ずれにいたしましてもツール・ド・ラ・フラン

だったり旅館の立ち寄り湯を活用したサイクル

スに今、力を入れておりますので、その動向の

ステーションというものを提案したところでご

中でいわゆる１００キロコースがとれるのかと

ざいます。

か、いろんなニーズに応えることができるのか

そのようなことをまだ考えていないというこ

ということをまず実証といいましょうか、それ

とでございますが、今度、先ほど２５歳以上の

が可能なのかどうかも含めて精査した、そして

サイクル人口のランキングがございましたが、

ツール・ド・ラ・フランスをもっと魅力あるも

この１番はどこかといいますと、想像がつくか

のにしていくということが一義的だと思います

と思いますが、１番は東京でございます。東京

し、このツーリズムにたとえかかわっていくと

に１１２万４，０００人の自転車愛好家がいら

いうふうにいたしましても、先ほども申し上げ

っしゃいます。次に神奈川に５９万６，０００

ましたことがたくさんございますので、今すぐ

人、群馬県１２万人、千葉県４０万人、何とベ

にコース設定とかそういうものについてかかわ

ストテン、上から１０位に至るまでのところで

っていくということについては、まだ時期的に

ほぼ関東圏のところにマーケットがございます。

は尚早といいましょうか、そういう考え方でお

ということは、関東圏から車とかＪＲで上山に

ります。

来訪してもらうことを喫緊に取り組まないとい

○髙橋義明議長 谷江正照議員。

けないと思います。せっかくのいい上山の自然

○５番 谷江正照議員 今、市長から、自分な

を早く知っていただくということにおいて、上

りのコースを来て探す醍醐味、これも確かにあ

山には四季を通じた楽しみがございますので、

ると思うのですが、やはり本市に関東圏とかそ

何回も来ていただくことも可能です。つまり、

ういったところから訪れた方が自分なりのコー

関東圏に３００万人のマーケットがあるのに、

スを探すというのも、またこれも難しいことだ

上山では手をつけていませんので、このサイク

と思います。

ルステーションをつくることによって手をつけ
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やすくなると私は考えるのですが、この大きな

ちなみに、山形県のサイクリング人口は４万

マーケットに対して上山市はどのように誘客を

１，０００人でございます。この４万１，００

図っていく考えをお持ちなのかお聞きしたいと

０人の山形県でも最近自転車を見かけるなとい

思います。

う、すごく明るい日差しの差す話題であります

○髙橋義明議長 市長。

ので、ぜひ市長がおっしゃるように策定計画を

○横戸長兵衛市長 自転車に限らず、いろいろ

視野に入れ、やはり独自で考えながら連携をと

な方々がスポーツなり旅なりに親しむというこ

っていくことも大切だと思いますので、前向き

とはあり得るわけでございますし、仮に３００

に多くの方に来ていただく上山を目指す取り組

万人がいるとします。果たしてその人たちが全

みとして提案させていただきました。今後とも

てどこかに行って必ずしも同じようなツーリズ

この分野に関してぜひ上山がよい取り組みをし

ムを楽しむということにもならないと思います

ていただきますよう願いまして、私の質問とい

し、先ほど申し上げましたように、基本的には

たします。ありがとうございました。

第１問に返るんですよ、はっきり申し上げまし
て。ですから、そこが決まらないうちはステー

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

散

ションを設けるとか設けないとかどうするとい

会

う議論にはならないんですね、はっきり申し上
げまして。ですから、まずこの第１問のことに

○髙橋義明議長 以上で本日の日程の全部を終

ついて我々が情報収集をしてやっていこうと、

了いたしました。

政策を展開していこうというときには、そうい

これをもって散会いたします。

った具体的な駐車場の問題とか道路の問題とか、

御苦労さまでした。

そういうものが議論できるわけでございますけ
れども、現時点においては、要するに仮想とい
うような議論になってしまうんですよね。です
から、そこについてつくるとかつくらないとか、
どう考えているかと言われれば、そういう方々
が上山に来てもらうことは大変うれしいという
ことしか言えないわけでございまして、ですか
ら、そういう議論になりますとただ前に進まな
いわけでございますので、先ほど申し上げまし
たような形で、これについて取り組むか取り組
まないか考えた上で政策展開をしていくという
ことでございますので、ぜひその点を御理解い
ただきたいと思っています。
○髙橋義明議長 谷江正照議員。
○５番 谷江正照議員 了解しました。

－９３－

午後 ４時２６分 散 会

－９４－

