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平成３０年１２月４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１２月４日（火曜日）午前１０時

開議

日程第 １ 一般質問

（追加議案）
日程第 ２ 議第６６号 財産の取得について
日程第 ３ 議第６７号 財産の処分について
（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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出

欠

席

議

員

氏

名

出席議員（１５人）
１番

守

岡

等

議員

２番

井

上

学

議員

３番

中

川

と み 子

議員

４番

髙

橋

恒

男

議員

５番

谷

江

正

照

議員

６番

佐

藤

光

義

議員

７番

枝

松

直

樹

議員

８番

浦

山

文

一

議員

９番

坂

本

幸

一

議員

１０番

大

沢

芳

朋

議員

１１番

川

崎

朋

巳

議員

１２番

棚

井

裕

一

議員

１３番

尾

形

み ち 子

議員

１４番

長

澤

長右衛門

議員

１５番

髙

橋

義

議員

明

欠席議員（０人）

説 明 の た め 出 席 し た 者
－７－

横

戸

長 兵 衛

市

長

塚

田

哲

也

副

金

沢

直

之

庶
務
課
長
( 併)選挙管理委員会
事
務
局
長

冨

士

英

樹

市政戦略課長

平

吹

義

浩

財 政 課 長

舟

越

信

弘

税

土

屋

光

博

市民生活課長

鈴

木

直

美

健康推進課長

裕

一

福祉事務所長

鈴

木

英

夫

商

俊

幸

観 光 課 長

前

田

豊

孝

農
林
課
長
（併）農業委員会
事
務
局
長

徹

農業夢づくり課長

近

埜

伸

二

建

浩

会 計 管 理 者
(兼)会計課長

満

教 育 委 員 会
教
育
長

靖

教 育 委 員 会
学校教育課長

鏡

市

務

工

長

課

課

長

長

尾

形

漆

山

秋

葉

和

浩

上下水道課長

武

田

佐

藤

浩

章

消

長

古

山

井

上

咲

子

教 育 委 員 会
管 理 課 長

遠

藤

齋

藤

智

子

教 育 委 員 会
生涯学習課長

高

橋

秀

典

スポーツ振興課長

板

垣

郁

子

選挙管理委員会
委
員
長

花

谷

和

男

農 業 委 員 会
会
長

大

和

啓

監 査 委 員

渡

辺

る

み

監
事

事
佐

藤

渡

邉

高

防

務

局

職

員

出

席

茂

課

長

教 育 委 員 会

査
務

委
局

員
長

者

毅

事 務 局 長

鈴

木

淳

一

副

範

主

後

藤

彩

夏

主

査

設

主

幹
任
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開

議

営委員長の報告を求めます。
議会運営委員長大沢芳朋議員。

○髙橋義明議長 出席議員は定足数に達してお

〔大沢芳朋議会運営委員長 登壇〕

りますので、これより直ちに会議を開きます。

○大沢芳朋議会運営委員長 おはようございま

本日は、緊急に議決すべき議案の提出があり

す。

ましたので、本日の議事運営について、議会運

－８－

去る１２月３日、議会運営委員会を開き、議

地理的表示保護制度（ＧＩ）とは、特定農林

事日程第２号の日程の追加について協議いたし

ました。その結果について御報告申し上げます。 水産物等の名称の保護に関する法律に基づき、
初めに、追加議案２件でありますが、一般質

地域で育まれた伝統と特性を有する農林水産

問終了後、財産の取得１件及び財産の処分１件

物・食品のうち、品質等の特性が産地と結びつ

について、それぞれ提案理由の説明の後、委員

いており、その結びつきを特定できるような名

会付託を省略して議決することにいたし、本日

称が付されているものについて、その地理的表

は以上をもって散会することにいたしました。

示を知的財産として国に登録することができる

なお、本日の議事日程の詳細は、各位のお手

制度で、平成２７年６月１日から農林水産省で
運用を開始したものです。

元に配付のとおりであります。

農林水産物・食品の生産・加工業者の団体は、

議員各位の御協力をお願い申し上げ、以上で
報告を終わります。

その産品の生産地や満たすべき品質等の基準を

○髙橋義明議長 お諮りいたします。

記載した申請書と団体の品質管理の方法を定め

本日の議事運営は、ただいまの議会運営委員
長報告のとおり進めることに御異議ありません

た上で登録の申請を行い、農林水産省において
適切な手続を経て登録されます。
大きな特徴として、地域と特産品が結びつい

か。

ていることにより、ほかの地域や海外で生産さ

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

れたものとの差別化を図りやすくしたもので、

○髙橋義明議長 御異議なしと認めます。
よって、議会運営委員長報告のとおり進める

取得におけるメリットとして、特産品をその名
称、生産地や品質等の基準とともに登録するこ

ことに決しました。

とにより、基準を満たす生産者だけがみずから
の産品に地理的表示を使用できること。基準を

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

日程第１

一般質問

満たす産品には、地理的表示の使用を認め、Ｇ
Ｉマークを付すことにより、ほかの産品と差別

○髙橋義明議長 日程第１、一般質問でありま

化が図られることや品質を守るもののみが市場

す。

に流通することで、海外展開を見据えた日本ブ
ランドを構築できること。不正な地理的表示の

初めに、６番佐藤光義議員。
〔６番 佐藤光義議員 登壇〕

使用は、行政が取り締まることにより、訴訟等

○６番 佐藤光義議員 おはようございます。

の負担なく、自分たちのブランドを守ることが

議席番号６番、会派蔵王の佐藤光義です。

できること。生産者は既登録団体への加入等に

通告に従いまして順次質問します。

より、みずからの産品に地理的表示を使用でき

このたびは、上山市特産品の販路拡大と観光

ることにより、地域共有の財産として、地域の
生産者全体が使用できることの４つが挙げられ

振興策について、２点について質問します。
初めに、上山市特産品の販路拡大について。

ています。
一方、クリアしなければならないハードルと

紅干し柿やラ・フランスの地理的表示保護制
度取得の推進についてであります。

しては、きちんとした品質管理体制を構築し、

－９－

それを維持し続けること。登録前の申請書類が

平棚仕立ての特徴を出した独自のＧＩ取得をす

多く、作成に手間がかかることが挙げられます。 べきと考えます。県よりも先に取得するか、も
特に、今まで品質管理規定等を定めていなか
った団体で、今回のＧＩに申請するために、新
たにそれらを定めたところは大変かもしれませ

しくは同時進行で取得に動き出すべきと考えま
す。
以前にも、生産者等へのＧＩ取得の研修会を
開催したと聞いております。しかし、もう一度、

ん。

農林水産省は、品質基準の管理状況について、 取得時のメリットや、国内のみならず海外への
１年に１回以上、定期的にチェックするとして

かみのやまブランドの発信をするためにも、取

います。

得団体の体制づくりを早く進めるべきと考えま

したがって、無事ＧＩに登録されたとしても、 すが、市長の御所見を伺います。
登録の際に提出した生産工程管理業務規定等に

また、さきに述べた、ハードルの一つである

記載したとおりに品質管理を行っていないと登

書類作成のサポートや、国からアドバイザーを

録が取り消される可能性があるため、品質管理

招いて取得に向けた詳細な説明会を開催するな

を継続する必要があります。規定等を作成する

どの取り組みもＧＩ取得の推進において重要な

こと自体は比較的簡単ですが、それを実際に行

ことと考えますが、市長の御所見を伺います。
地域の産品を独占的に使用できるＧＩは、新

うことは非常に大変だと感じます。
そこで、ＧＩ取得の推進について、２点提案

しい貿易時代を迎えるに当たり重要になってく
ると考えます。

するものです。
ＧＩの取得に当たり、まず必要になってくる

平成２９年１２月に日欧ＥＰＡによるＧＩ分

ことが体制づくりになります。申請できるのは、 野の最終的な合意内容が発表されました。それ
あくまでも生産・加工業者の団体となっている

によると、ＥＵ側の産品７１品目と日本側産品

ため、生産者や、ＪＡや南果連等の団体との連

の４８品目が地理的表示保護制度の対象として、

携による紅干し柿組合やラ・フランス組合のよ

お互いの国で保護することになりました。この

うな体制づくりが必要になります。

中に、米沢牛と東根さくらんぼが含まれていま

山形県内でのＧＩ取得状況は、平成２９年３

す。

月に米沢牛銘柄推進協議会が米沢牛で取得し、

ＥＵ側へ日本の商品を輸出するときは、この

その後、平成２９年４月に果樹王国ひがしね６

ＧＩをうまく活用して差別化を図ることが重要

次産業化推進協議会が東根さくらんぼ、平成３

となり、すばらしいＰＲにつながります。

０年４月に山形市農業協同組合が山形セルリー

アジアへのトップセールスも行っている現状

で取得しています。上山市においては現在、小

だとは思いますが、ＧＩ取得後、海外友好都市

笹うるいを申請中と聞いています。平成３０年

であるドナウエッシンゲン市やドイツ近隣国へ

９月末時点で全国では６９項目が認定されてい

のトップセールスも必要になってくるのではな

ます。

いかと考えますが、市長の御所見を伺います。

ラ・フランスにおいては、山形県が取得に向
けて動き始めていると聞きましたが、上山市の

次に、観光振興策についてであります。
私たちが暮らす上山市は、羽州街道の要衝と

－１０－

して栄えた城下町であり、出湯のまちとしてに

人一人、さらには市全体で観光客の皆様を歓迎

ぎわった宿場町でもあります。また、温泉場で

する雰囲気や姿勢であったりと多岐にわたりま

もあり、十日町、二日町、新丁、裏町は羽州街

す。

道を往来する旅人や湯殿山行者などの往来、宿

そこで、提案するものが「かみのやま総おも
てなし運動」の実施です。

泊でにぎわっていたと言われています。
観光客の方々は、旅行を通じて日常を離れ、
感動や喜び、癒しなどを求めて観光地を訪れま

観光は総合産業と言われ、観光客の増加はさ
まざまな産業に所得や雇用の効果を及ぼします。

す。美しい景観や豊かな自然、おいしい食べ物、 また、まちのにぎわいや自分たちの地域への誇
魅力ある観光施設などももちろん観光客にとっ
て旅行の大きな楽しみとなりますが、それに加

りを呼び起こすことにもつながります。
例えば、「交流でおもてなし」として、体験、

えて旅行先での人との出会いや触れ合い、地域

交流による地域文化の発信や人と人とのきずな

の人たちのホスピタリティーは旅行のこの上な

づくり、「挨拶・会話でおもてなし」として、

い思い出になります。

観光客の立場で考える道案内や、笑顔で挨拶、

すばらしい観光資源や観光施設だけではなく、 「地域の資源を生かしたおもてなし」として、
そこにかかわる人たちのおもてなしの心が伝わ

上山のスポットに実際に行ってみて、いいとこ

らなければ、観光客の皆さんに満足して帰って

ろを自信を持って伝えること、「外国人観光客

いただくことはできないでしょう。

へのおもてなし」として、英語や中国語、ドイ

おもてなしの心とは、一期一会を大切にして、 ツ語、ポーランド語などの「こんにちは」や
相手の気持ちや立場を大事にして、相手に喜ん

「ありがとう」を覚えることなどが考えられま

でもらえるように役に立ちたいと思う気持ちで

す。

あり、それが自然な形としてあらわれたものが

このようなことを「かみのやま総おもてなし
運動」として実施、発信していくことが観光客

おもてなしだと私は考えます。
挨拶や接遇などは、人と人とのつながりから
成り立つ社会の中で大変重要なことです。挨拶
などは当たり前と思われがちですが、そうした
簡単なことがおもてなしの基本であり、それが
できなければおもてなしというものは始まらな

の誘客につながることと考えますが、市長の御
所見を伺います。
次に、皆さんは「おにぎりアクション」とい
うものを聞いたことがあるでしょうか。
日本発、世界の食料問題の解決に取り組む特
定非営利活動法人「ＴＡＢＬＥ ＦＯＲ ＴＷ

いと言っても過言ではないと考えます。
しかし、そうした基本的なおもてなしに加え

Ｏ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ」は、国連が

て、これからは上山市を訪れていただいた方々

定めた１０月１６日「世界食料デー」を記念し、

にいかに満足して帰っていただき、再び上山市

おにぎりにまつわる写真に「＃Ｏｎｉｇｉｒｉ

を訪れていただくことにつなげることが重要と

Ａｃｔｉｏｎ」をつけてＳＮＳに投稿または

考えます。

「ＴＡＢＬＥ ＦＯＲ ＴＷＯ」の特設サイト

それは、観光関係者の皆さんのお客様に対す

に投稿すると、１枚の写真投稿につき、アフリ

るサービスの内容そのものであったり、市民一

カの給食５食分に相当する寄附（１００円）を

－１１－

協賛企業が提供し、世界の子どもたちに給食を

えば「いいね」の達成数のランキング上位者や

プレゼントできる取り組みです。

評価の高い投稿者に抽せんで本市の商店街で使

写真を撮って投稿するだけというシンプルな
アクションです。無料で投稿でき、期間中であ

えるクーポン券や入浴割引券などを贈るように
するといった特典つきの情報発信です。
これにより、上山にかかわる多くの人たちが

れば何度でも投稿することが可能です。
このアクションはことしで４回目の開催とな

上山の魅力を発信するだけではなく、特典がつ

り、２０１５年より毎年１カ月半開催し、２０

いていることにより投稿する人の増加や継続に

１７年までの累計で２７万枚の写真が集まり、

つながることや、商店街等の活性化にもつなが

延べ１００万人が参加し、２００万食の給食を

るきっかけづくりになると考えますが、市長の

届けました。

御所見を伺い、質問といたします。

２０１８年は約２０万１，０００枚の写真が

○髙橋義明議長 市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

投稿され、およそ５，２００人の子どもたちに

１年間分の給食を届けることができたそうです。 ○横戸長兵衛市長 ６番佐藤光義議員の御質問
日本のソウルフードであるおにぎりをシンボ
ルとして世界を変える取り組みは、世界３５カ

にお答えいたします。
初めに、紅干し柿やラ・フランスの地理的表

国にも広がっており、総合スーパーの店頭、

示保護制度（ＧＩ）取得の推進について申し上

「ＴＡＢＬＥ ＦＯＲ ＴＷＯ」参画企業の社

げます。

員食堂や大学の食堂、高校、自宅、イベント会

ＧＩ取得につきましては、かみのやま産農産

場などさまざまなところで世界中の人たちが

物のブランド化につながるため、推進すべきも

「おにぎりアクション」に参加しているそうで

のであると考えておりますが、ＧＩ申請には、

す。

産地の範囲を明確にすることや、品質及び製造

私が提案するものは、このアクションを参考

工程の基準づくりなど生産者の意向が大きく関
係することから、生産者及び関係団体が話し合

にしたものです。
今の時代、情報を取得、発信するために欠か
せないものがＳＮＳと言っていいでしょう。イ

う場を含めた体制づくりを進めてまいります。
また、ＧＩ取得へのサポートにつきましては、

ンスタグラムの総ダウンロード数は１０億件以

時期を見て研修会や説明会を開催するなど、関

上となっており、国内にとどまらず、世界に向

係機関と連携し、支援してまいります。

けて発信するツールとして活用しない手はあり
ません。このＳＮＳを活用して、上山市にかか

次に、アジア、ヨーロッパへのトップセール
スについて申し上げます。

わる多くの人たちが賛同、共感し、観光大使と

アジアやヨーロッパへのトップセールスは、

して観光客の誘客につなげられるアクションプ

販路拡大の有効策の一つであると捉えておりま

ランを実施してはどうでしょうか。

す。しかしながら、農産物を輸出するためには、

インスタグラム等のＳＮＳを活用して、上山

安全性や販売量の確保など課題もあることから、

市の人やまち、食であったり、上山の魅力を特

生産者の農産物輸出に対する意向を確認しなが

定のハッシュタグをつけて投稿してもらい、例

ら課題解決に努めてまいります。

－１２－

次に、「かみのやま総おもてなし運動」の実

今回挙げた紅干し柿やラ・フランスも上山の特
産品とするのに非常に有効な品目と考えます。

施について申し上げます。
本市には、上山市観光ボランティアガイド協

そうしたときに、以前にブランド推進協議会

会や、紫苑庭で湯茶接待をしていただいている

で一度、研修会をしたと伺っていますが、その

紫苑庭運営委員会など、ふるさとを思い、おも

ときに、「取得に興味はある」というふうな答

てなしの心で本市の観光振興に協力いただいて

えを私は聞いたんですけれども、ただ「余りメ

いる方々が多くおりますので、これらの活動を

リットというものが入ってこなかった」という

紹介するほか、外国人観光客に対する挨拶等に

ふうなことを聞いています。そこが明確に伝わ

ついても、機会を捉えて周知・啓発するなど、

っていないというところを捉えまして、もう一

おもてなしの心の醸成に努めてまいります。

度、研修会など開いて、取得の推進に向けて動

次に、インスタグラム等ＳＮＳを活用した特

くべきではないかと思いますが、御所見を伺い
ます。

典つき情報発信について申し上げます。
本市におけるインスタグラムなどＳＮＳの活

○髙橋義明議長 農業夢づくり課長。

用は、市民などが本市の多様な魅力を発信・共

○漆山 徹農業夢づくり課長 紅干し柿、そし

有したいと思える仕掛けづくりと、まちづくり

てラ・フランスのＧＩ取得に対しましては、こ

への参画の機会創出を図ることを目的としてお

れから地域の生産者皆さんでとろうという気持

ります。

ちを醸成していきたいと考えております。

観光客の誘客につなげるための特典を付した

そのために、平成３０年度中に説明会または

インスタグラムなどＳＮＳによる情報発信は、

研修会など話し合いの場を設けながら進めてま

民間企業や各種団体が主体的に取り組むべきも

いりたいと思います。

のと考えております。

○髙橋義明議長 佐藤光義議員。

○髙橋義明議長 佐藤光義議員。

○６番 佐藤光義議員 平成３０年度中に研修

○６番 佐藤光義議員 まず、ＧＩ取得の推進

会を再度開催するというところでありますので、

について、再度質問させていただきます。

しっかりとメリットですかね、こうしたことが

まずは、産地の範囲や基準づくり、または話

生産者にとって、これからしっかりとした販路

し合う体制づくりなどが必要という答弁でござ

拡大にもつながっていくんだということを踏ま

いました。

えて、研修会を開催してほしいと思います。

この中で、私も実際に生産者の方とお話をさ

また、その研修会に対してなんですけれども、

せていただきまして、非常に興味はあるという

どのような形で研修会を開催しようとしている

ことも聞いております。

のか、一つ伺います。

実際に、１問目の中で、小笹うるいの生産者

○髙橋義明議長 農業夢づくり課長。

が最初の研修会をもって非常に興味を示して、

○漆山 徹農業夢づくり課長 生産者及び各種

もっと詳しく聞きたいというふうな問い合わせ

関係団体ございますけれども、まずは関係の団

があったと聞いています。その後、登録に向け

体、ＪＡですとか、南果連などを中心とした団

た申請まで至ったというところで、このほかに

体に対しまして、今後のＧＩ取得に向けての意

－１３－

向ですとか、あと課題など整理しながら話し合

で、どういった団体で申請の登録をしていくか

いを進めてまいりたいと考えております。

という部分につきましても、各種団体と話し合

○髙橋義明議長 佐藤光義議員。

いを行いながら進めてまいりたいと思っており

○６番 佐藤光義議員 生産者の意向や課題な

ます。

どを整理するというところですが、この研修会

○髙橋義明議長 佐藤光義議員。

には、例えば国からアドバイザーというか、そ

○６番 佐藤光義議員 上山市の特産品のこれ

ういった方を招聘して、実施するということで

からの販路拡大に向けて、大きく頑張っていた

よろしいでしょうか。

だきたいと思います。
参考までになんですが、日本の輸出額が２０

○髙橋義明議長 農業夢づくり課長。
○漆山 徹農業夢づくり課長 今後の研修会に

０５年は約２，１６８億円であったものが、２

は当然、我々だけでは詳細なメリットを伝え切

０１４年、約６，１１７億円と、約３倍近くに

れないこともあるかと思いますので、国からア

伸びていると。これは、そのきっかけにもなっ

ドバイザーを派遣していただきまして、説明会

ているというのが、２０１３年に和食というも

を開催していきたいと思っております。

のが無形文化遺産に登録されたということもあ

○髙橋義明議長 佐藤光義議員。

って、日本の食がそれからさらに世界で注目さ

○６番 佐藤光義議員 しっかりと生産者の意

れるようになったというところでもありますの

向も確認しながら、メリットもしっかり伝えて

で、そういったところも生産者と確認しながら、

いただいて、取得に向けて推進できるようにし

販路拡大に向けての体制づくりなどを積極的に

てほしいと思います。

進めていってほしいと思います。

次の、取得へのサポートについてですが、一
番のデメリットとして、生産者の方にお話を聞
いたときに、先ほど申し上げた、メリットがあ

次に、観光振興策についてであります。
「かみのやま総おもてなし運動」としまして、
以前は田園観光都市と言われていた上山市です

んまり伝わっていなかったということに加えて、 ので、市長がおっしゃった、紫苑庭の方々や、
研修会のときに、申請の書類の多いことを知り、 紫苑庭で開催しているものなど観光ボランティ
驚いたこと、それがちょっとデメリットになっ

アガイドだけではなくて、市民全体がそういっ

て、余り前向きに考えられないというふうな話

たおもてなしの心というものを持って、観光客

も伺いましたので、行政として書類を作成する

などに接してほしいなと感じます。

ということにはならないとは思うんですけれど

以前に、市民の方とちょっとお話しする機会

も、積極的に生産者にその辺も協力して、サポ

があって、かかし祭開催の時期ですね。かみの

ートしていきますというふうな考えを示してほ

やま温泉駅前を、観光パンフレットを持った夫

しいと思いますが、どのようにお考えでしょう

婦の方が歩いていて、それに対して「こんにち

か。

は」と声をかけて、それから「どちらに行かれ

○髙橋義明議長 農業夢づくり課長。

るんですか」というふうなことを話しかけたら、

○漆山 徹農業夢づくり課長 書類づくりも含

ちょうど「かかし祭の会場に行きたいんだ」と

めまして、もちろん体制づくり、どのような形

いうようなことで、そうしたら、その方は、

－１４－

「それでしたら、ここをこう通っていくと一番

いうことについて、お答えをお願いします。

いいですよ」というようにわかりやすく丁寧に

○髙橋義明議長 観光課長。

教えてくれたということを聞いて、大変すばら

○尾形俊幸観光課長 そのような取り組みも、

しいなと感じました。

全てを含めまして、情報を、例えば市報などに、

そういったもので、こうした方がどんどんふ

観光案内所などの１周年とか、そういった機会

えていく。その方はもちろん観光ボランティア

を捉えて、さまざまな、そういう活動状況を特

ガイドでも何でもないんですけれども、そうい

集を組むなどして、意識の醸成というようなも

った方が一人でも多くふえていくと、それがま

のに努めていきたいと考えております。

た一つの魅力となって、話題になるのではない

○髙橋義明議長 佐藤光義議員。

かと思いますので。

○６番 佐藤光義議員 ぜひ、２０２０年の東

そういったおもてなしの意識の醸成というも

京オリンピック・パラリンピックのホストタウ

のを「総おもてなし運動」として実施して、発

ンでポーランドの方々を迎えるということもあ

信していくということについて、チラシなどを

りますので、しっかりと市民におもてなしの心

使って、回覧板で回したりとか、そういうこと

の醸成を図っていただいて、今後努めていって

をして、実際に行ってみてはいかがと思います

ほしいと思います。
次に、「おにぎりアクション」ということで、

が、それについてお答えをお願いします。
○髙橋義明議長 観光課長。

インスタグラム等のＳＮＳを活用した特典つき

○尾形俊幸観光課長 議員おっしゃるように、

ということで、市長は、まちづくりの参画の一

確かに市民全体として、おもてなしの心で接す

つとして捉えているということで、非常に前向

るということは非常に重要だと考えております

きな答弁だったのかなと思ったんですが、民間

ので、答弁にもありましたとおり、機会を捉え

企業や各種団体で取り組むべきだとおっしゃっ

て、そういった団体の紹介ですとか、そういう

ていましたが、行政がやる新たな情報発信とし

おもてなしの心の醸成に向けた対応に努めてい

て、このようなことは必要ないというふうな考

きたいと考えております。

えでよろしいでしょうか。

○髙橋義明議長 佐藤光義議員。

○髙橋義明議長 市長。

○６番 佐藤光義議員 ボランティアの紹介な

○横戸長兵衛市長 必要でないということでは

どもしていきながら、その醸成に努めていくと

なくて、やはり全てが行政ということではない

いうことは、先ほど市長の答弁にもあったんで

わけでございますので、観光物産協会もありま

すけれども、実際に、私が１問目で言った、例

すし、そういったいろんな団体、だから先ほど

えばですけれども、「交流でおもてなし」「挨

の、例えばおもてなしもそうだと思うんですよ

拶・会話でおもてなし」とか、あとは「地域の

ね。全て我々行政がやるのではなくて、観光物

資源を生かしたおもてなし」と、そういったも

産協会とか、あるいは商工会の観光部会とか、

のを挙げて、市民全体に、市報に載せたりとか、 いろいろあるわけですから、やっぱりそういっ
チラシなどをつくって、回覧板で回したりとか、 た関係団体と連携をしていくということが大事
そういった全体への周知として発信していくと

なわけでございまして、行政がやるべきもの、

－１５－

行政が主体的にやるべきもの、あるいは連携す

○６番 佐藤光義議員 観光客の誘客につなが

るもの、民間が主体的にやるものというのがあ

ると、観光振興策というところで動くのではな

るわけですから、そこはやっぱりきちっと連携

く、まちづくりの参画として、こういったこと

した中でやっていかないと、全て我々行政だけ

をしていくという考えのようですが、実際に今

がやるというものではないと思います。

年度、市報に特定のハッシュタグをつけて、写

○髙橋義明議長 佐藤光義議員。

真を投稿しましょうというふうなものをしたと

○６番 佐藤光義議員 今おっしゃったように、 思います。それについて、余り反響がよくなか
やっぱり関係団体と連携していくというところ

ったということも聞きました。
その余り反響がよくなかったということを聞

は非常に大事だと思います。
１問目でも言ったんですけれども、特典つき

いて、実際に市民の方とお話しして、「こうい

というふうなところは、実際にこの情報発信の

うものあったんだけれども知っていましたか」

アクションに対して協賛を募りまして、各商店

と言って、「知ってたよ」という方もたくさん

街や各団体等と連携しまして、こういった、ち

いらっしゃいましたけれども、「投稿はしてい

ょっとしたクーポン券、例えば余り金額的に高

ないよ」というふうなところで、「何でその反

額ではなくても、商店街で使える５０円のクー

響があんまりよくないんだろうね」というふう

ポン券とか、そういったものでもいいと思うん

なところを伺ったときに、本当に上山市の魅力

ですよ。

を発信したいんだと強く思う人しかなかなか、

そういったところでは、私の考えでは全て行

投稿したり、継続したりということは難しいん

政という考えではなくて、連携した取り組みと

じゃないかという意見もいただいたんですね。

いうふうにして提案したつもりなのですが、ど

これは、私が提案しているものだけではなく

うでしょうか。

て、普通、一般のアプリとか、そういったもの

○髙橋義明議長 市政戦略課長。

もなかなかダウンロード数がふえなかったりと

○冨士英樹市政戦略課長 今現在、上山市が公

か、そういったものは、やはり自分にとって、

式で行っているものについては、１問目の答弁

投稿する側にとって何かちょっとしたものでも

にもありましたように、まちづくりへの参画の

いいから、プラスのものがないと増加や継続は

機会創出という目的で実施しておりますので、

見込めないのではないかという意見を聞いたと

そういった観光客の誘客の部分だったり、もし

ころで、そうしたら、ではちょっとした特典で

くは観光に対する興味を持っていただくための

もいいから、つけて、やってみたらどうなのか

ものについては、やはり行政というよりも、観

なと。

光物産協会などの、そういった団体もございま

あとは、明新館でも施策の何か発表会のよう

すし、ＳＮＳの発信についてはどなたもできる

なものがありまして、それを聞きに行ったとき

ことと考えておりますので、そういった中で役

にも、参加した高校生の約７割、８割ぐらいは、

割分担をしながら、しっかりやっていったほう

「ＳＮＳを活用する」「インスタグラムを活用

がいいのではないかと考えております。

する」「インスタ映えする場所をつくる」とい

○髙橋義明議長 佐藤光義議員。

うふうに施策を考えていたようでした。

－１６－

こういった特典つきの情報発信というものは、

また、まちづくりの参画としても十分有効な

上山に通う明新館の生徒であったりとか、明新

策と考えますので、そういった関係団体と協議

館の生徒も上山市民は二、三割ぐらいしかいな

して進めていくことを願いまして、質問といた

いと伺っていますが、上山市に来ている全ての

します。

人が、ちょっとしたアクションで、もしかした

○髙橋義明議長 この際１０分間休憩いたしま

ら特典がもらえるかもしれない。そういったこ

す。
午前１０時４５分 休 憩

とで、何かちょっとしたプラスアルファをつけ
ることによって、その反響が増すのではないか
なと考えます。

午前１０時５５分 開 議

それもまちづくりとして、一つにつながって
いくような感じだと私は思うんですが、そうや
って発信することが、先ほどおもてなしの醸成

○髙橋義明議長 休憩前に引き続き会議を開き
ます。
次に、１３番尾形みち子議員。

とかも言いましたけれども、そういった市民の

〔１３番 尾形みち子議員 登壇〕

方、上山市にいる方による観光客の誘客にもつ

○１３番 尾形みち子議員 議席番号１３番、

ながりますし、まちづくりにもつながりますし、 会派創志会、尾形みち子でございます。
すごく幅広い運用の仕方だと思うんですが、も
う一度お願いします。

このたびは、防災体制の強化等について、そ
れぞれ順次質問をいたします。

○髙橋義明議長 市政戦略課長。

最初に、消防団の待遇改善と充足率向上です。

○冨士英樹市政戦略課長 そういったインスタ

昨今、全国的な集中豪雨、そして地震等、自

グラム等を使った情報発信をすることによって、 然災害が多発しております。特に、東日本大震
上山に関心を持っていただくということは当然

災では、消防団員みずから被災者であるにもか

必要なことと思っておりますけれども、特典を

かわらず、救済活動を続けられ、大きな役割を

つけた上で誘導していくというやり方について、 担われました。
市でやるべきものかというところの考え方とし

その一方で、住民の避難誘導や水門閉鎖など

ては、やはりその辺については民間でやってい

で１９８人もの方が殉職され、命がけの責務で

ただくことがいいのではないかということの答

あったことを知りました。消防団員の住民の安

弁でございます。

全確保のための活動に対し、改めて心からの敬

○髙橋義明議長 佐藤光義議員。

意を表するものであります。

○６番 佐藤光義議員 そうしたら、そういっ

しかしながら、全国的に消防団員の減少、な

たところを、例えば商工会であったり、観光物

り手不足は喫緊の課題であり、本市も同様な現

産協会であったりというところと連携をして、

状であります。このことは、近況の労働環境の

こういったことをやってみてはどうかというふ

変化もあって、団員確保が困難な状況であるこ

うな提案もしていって、今後の上山の情報発信

とは理解しております。

につなげていきまして、観光振興策にもつなげ

本市も、ＯＢ団員など機能別消防団員として

ていっていただきたいというふうに思います。

活動に参加しており、一定の成果を得ているこ

－１７－

とは承知しておりますが、団員の増加には至ら

では、市職員ほか民間事業所などの理解と協力

ないというのが実情であります。その背景には、 が欠かせない課題と考えます。本市の女性消防
団員の高齢化、サラリーマンが多くなり、緊急

団員の確保や、事業者の協力で団員の確保が改

時や訓練の際、諸事情で駆けつけられないこと

善できるなら、何らかの優遇策も検討すること

も少なくないようです。

も必要でないかと考えます。市長の見解をお伺

平成２５年１２月に、消防団を中核として、
地域防災力の充実強化に関する法律が公布され、
５年がたちました。内容は、消防団の強化、加

いいたします。
次に、自主防災組織に防災士を配置すること
について質問いたします。

入促進、公務員の消防団兼職に関する特例、事

防災士の育成補助制度の創設であります。

業者の協力、消防団処遇改善と装備改善策等で

防災士とは、ＮＰＯ法人日本防災士機構が認
証する資格であります。

あります。
ことし２月６日ですが、会派で下関市消防署

背景には、平成７年１月、あの阪神淡路大震

に視察に行ってまいりました。調査項目は、新

災に、行政主導の救助・救出活動などに遅延や

規消防団員確保と充足率向上の取り組みについ

困難が生じたことを踏まえ、民間人の防災リー

てであります。

ダーを養成する目的で創設された制度でありま

下関市は、平成２３年から緊急雇用創出事業
で消防団員ＰＲキャンペーンや、入団の呼びか
けや分団の紹介をホームページや独自の広報紙
などで市民、団体への啓発をしております。

す。
資格取得には、教材、研修、そして参加登録
料など合わせて経費約６万円がかかります。
資格を取得するには、防災に対する意識と知

また、平成２８年には消防庁が実施した「女

識、そして救急救命技術の習得が必要とされ、

性や若者をはじめとした消防団加入促進支援」

平時からこれらの技能を生かした地域での防災

に提案し、ＣＭ放送業務の提案が採択され、２

活動及び啓発活動の担い手、リーダーとして期

５０万円の予算で約４カ月間、県内でＣＭ放送

待されております。

をしたことも含めて、団員の報酬の処遇改善な

既に東日本大震災から７年がたちました。こ

ど、大幅に団員が増加したことをお聞きいたし

としになっても、４月、島根西部地震は震度５

ました。

強、６月、大阪府北部地震は震度６弱、人的被

現在、下関市消防団員の充足率は９８．２％

害、死亡６人、住宅全壊１８棟、半壊が５１７

で、下関市の団員の報酬は３万６，５００円で

棟、一部破損は５万７，０００棟ほど。そして、

あります。

つい２カ月前ですけれども、９月６日に北海道

近隣の山形市消防団の団員の報酬は２万５，

胆振東部地震では震度７、死亡４１人、負傷者

５００円に対し、上山市では１万７，０００円

７４９人、住宅全壊４１５棟、半壊１，３４６

であります。消防団員の出動の手当、そして増

棟、一部破損８，６０７棟と、甚大な災害が起

額、待遇改善を行うべきではないかと考えます

きております。また、全国各地で台風、大雨な

が、市長の見解をお伺いいたします。

どの自然災害も多発しております。

また、充足率を向上するための消防団員確保

そのような中、自助力を高める防災体制強化

－１８－

敬老の日は、１９４７年（昭和２２年）に兵

は極めて重要であります。
とりわけ本市を取り巻く状況は、近年の蔵王

庫県多可町の八千代地区で「老人を大切にし、

山火山性微動、山形活断層による地震、そして

お年寄りの知恵をかりてまちづくりをしましょ

台風、大雨等に備える必要があります。

う」と、９月１５日に敬老会を開いたことが始

しかし、本市はこれまで自然災害による被害
も少なく、地域によっては危機感や防災対策に

まりと言われています。
そして、２００３年（平成１５年）から９月
の第３月曜日が敬老の日になりました。

温度差があると思っております。
このような状況を解決するには、各地域の自

敬老祝いの趣旨は、長年社会の発展に寄与し

主防災会内で防災、減災に取り組み、担い手や

てきた高齢者に対し長寿を祝福し、広く市民の

リーダーの育成が重要と考えております。

老人福祉に対する理解と関心を高めることにあ

山形県では、平成２７年度より３年間、防災

ります。

士養成講座を開催し、地域リーダーの担い手を

本市の敬老祝いの対応は、白寿（９９歳）に

養成しています。本市でも、各地区の自主防災

綿毛布が贈呈されております。今年度は２８人

会や消防団に呼びかけて、平成２７年度は３人、 の白寿の方が長寿を祝うことができ、本当に私
平成２８年度は２人の方が防災士として活躍し

個人的には大変喜ばしく思うところであります。
さて、敬老事業については、県内３５市町村

ております。
しかし、平成２９年度、平成３０年度と応募

で１００歳、９９歳（白寿）、８８歳（米寿）
等に実施しております。２８市町村において、

者がなく、残念な状況であります。
山形県防災士養成講座も、当初、平成２７年
度から平成２９年度の３年間で終了の予定でし

お祝い金や商品券、そのほかの金品が贈呈され
て、実施されております。

たが、県内自治体の強い要望があり、３年間延

本市も行財政改革に取り組んでいることは周

長になったということでした。しかしながら、

知のとおりでありますが、限られた財源の中で

今後継続するかは未定であります。

も、市民サービスや効果的な活用を図りながら

本市の自主防災会を強化するためにも、１０

高齢者福祉策を積極的に実施していくことは、

２自主防災会それぞれに専門の資格者がいるこ

本市が高齢者を大切にしているというあかしで

とが望ましく、防災士の存在はリーダーとして

あり、示すことでもあります。本市の福祉施策

防災対策の強化、有資格者の活躍は地区会の推

が高齢者に対して充実することで、「元気で生

進力になると思います。

き生きと暮らす高齢者の住むまちかみのやま」

今後、地域防災の担い手と育成を促進するた

となり、高齢者が安心して長寿を喜ぶことがで

め、本市独自で防災士育成補助制度の創設につ

きる福祉施策の一つとして敬老祝い金等の創設

いて、市長の見解をお伺いいたします。

は必要ではないでしょうか。

次に、敬老祝い金等の新たな創設について質

長寿を祝うため手渡しされることなどを提案い

問をいたします。
本市の敬老祝い金が廃止されたのが平成１１
年でしたので、１９年が過ぎました。

また、創設の暁には市長みずから１００歳の
たします。市長の見解をお伺いいたします。
次に、自転車の安全対策についでであります。

－１９－

地区会での高齢者の自転車安全教室開催と充

要です。
そこで、本市も高齢者への自転車安全教室の

実について質問します。
自転車は、通勤、通学、買い物などさまざま

開催の回数をふやし、認識を高め、理解を深め

な用途に利用され、健康増進にも役立ち、市民

る取り組みが必要と考えます。各地区での高齢

の生活に密着しております。しかし、自転車に

者を対象に自転車教室を開催することについて

関連する事故や一部の自転車利用者による危険

の市長の見解をお伺いいたします。

な運転、歩行者の妨げになる自転車の放置等が

次に、自転車の安全で適正な利用促進に関す
る条例の制定について質問をいたします。

社会問題となっております。
平成２７年６月に行われました道路交通法の

自転車は、日常生活において、先ほども申し

改正により、自転車の規制と罰則が大幅に強化

上げました、通勤、通学、買い物、サイクリン

されました。これは、今まで曖昧となっていた

グ等で利用される、便利で身近な移動手段であ

自転車の走行について、より厳格に対処する改

ります。幼児から高齢者まで幅広く利用されて

正になっており、罰則が強化されました。

おります。

改正された１４項目の中に、歩行者の安全を

一方、自転車利用者のマナー違反等による事

守るために必要な「通行禁止違反」「歩行者道

故も発生しております。さらには、全国では自

路徐行違反」
「路側帯通行時の歩行者通行妨害」

転車運転者が加害者になる死亡事故、事故によ

「歩行者通行時の通行方法違反」などの規定が

る重度の後遺症が生じたため高額な賠償請求を

盛り込まれました。

される事例も発生しております。

この規定強化の背景には、自転車関連の事故

このことからも、自転車賠償責任保険等の加

の発生件数は減少しているものの、交通事故全

入の必要性は高いのですが、加入率は全国的に

体に占める割合が２割程度あり、また自転車乗

も低迷しております。

車中に死傷した人のうち約３分の２が法令違反

改正された道路交通法には、信号無視を繰り

であったことから、歩行者や自転車の安全を守

返した悪質な自転車運転者に講習の義務化も定

る上で規制強化が図られたとしております。

められておりますが、現状は、大阪府公安委員

しかし、実際に自転車を利用する多くの市民
は、正しい自転車の走行ルールを理解し、守ら
れているのか、また自転車安全教室が各地区会、

会での実施が最初で、件数が少なく、まだまだ
認識されていない状況であります。
本市が誇るツール・ド・ラ・フランス大会は、

老人クラブ等で計画され、適正な運転が実行さ

自転車による大イベントであります。条例化す

れているかなどもお聞きしたところ、本市では

ることで、さらに大会の認知度が高まり、健康

高齢者への自転車安全教室の実施回数は、平成

で安全な自転車利用も促進されます。条例にお

２９年度は年間１３回、今年度は１１月末で８

いては、１つは自転車利用者の責務、交通ルー

回と聞いております。本市の自転車安全教室の

ルの厳守、２つには自転車の点検、３つにはヘ

開催の回数は不十分と考えております。

ルメットの着用、４つには自転車事故に備えた

前段でも申し上げましたが、道路交通法の改

保険加入の義務化などを盛り込むことで、自転

正や自転車の規則、ルール等の十分な研修は必

車の安全で適正な利用を促進するために、「自

－２０－

転車の安全で適正な利用促進に関する条例」を
制定することについて、市長の見解をお伺いし

催と充実について申し上げます。
高齢者に対する自転車の安全教室につきまし

て、１問といたします。

ては、高齢者サロンや上山地区交通安全協会各

○髙橋義明議長 市長。

支部による交通安全教室において、利用者とし
てのルールやマナーの指導を行っております。

〔横戸長兵衛市長 登壇〕
○横戸長兵衛市長 １３番尾形みち子議員の御

引き続き、地区会を含め各団体と連携しなが
ら、交通安全教室の開催や啓発活動を行い、高

質問にお答えいたします。
初めに、消防団の待遇改善と充足率向上につ

齢者の自転車の安全な利用を推進してまいりま
す。

いて申し上げます。
消防団員の報酬につきましては、人口が類似
している県内他市の報酬と比較し、同程度の水

次に、「自転車の安全で適正な利用促進に関
する条例」の制定について申し上げます。
第１０次上山市交通安全計画に基づき、年齢

準にあると認識をしております。

また、消防団員の充足率向上につきましては、 層に応じた交通安全教育を実践し、自転車が道
現在、地域防災力を充実強化するため、調査研

路交通法上の車両であることの認知や、交通ル

究グループを設置しており、消防団員の確保に

ールの遵守及び利用マナーの向上を図ってきて

向け、消防団協力事業所の優遇策を含む多様な

おります。

手法について、検討を進めているところであり

幼児から高齢者までの交通安全教室の実施回
数は増加しており、引き続き交通安全教育を充

ます。
次に、防災士の育成補助制度の創設について

実させ、市民一人一人の意識の醸成を図ってま
いりますので、条例を制定する考えは持ってお

申し上げます。
防災・減災活動における自主防災組織の担い

りません。

手育成は必要であると認識しておりますが、消

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

防職員による出前講座等を通じて、今後とも育

○１３番 尾形みち子議員 防災対策の強化に

成していきたいと考えておりますので、防災士

ついて、消防団の待遇は他市と比べてもそんな

の育成補助制度の創設は考えておりません。

に低くないということですけれども、１３市の

次に、敬老祝い金等の新たな創設について申

中では下から３番目というようなところなわけ
ですよね。そういうことも含めてです。

し上げます。
本市の敬老事業につきましては、地域で暮ら

これは、もちろん社会のためというか、団員

す住民とともに長寿を祝う敬老会事業等を支援

の皆さんはそういう意識を持って活動していた

しております。

だいていることには、私たち市民も本当に守ら

今後も、高齢者の方が地域で交流しながら、

れているということも含めて、日ごろの活動に

生きがいを持って生活できる施策を推進してま

敬意は表しておりますけれども、団員が魅力を

いりますので、敬老祝い金等を新たに創設する

感じるというものが、やっぱり報酬にあらわれ

考えは持っておりません。

るというようなこともあると私は思うんですね。

次に、地区会での高齢者の自転車安全教室開

その辺のところも含めて、これは幾らが順当

－２１－

かというようなこともありますけれども、消防

長以上、副団長までの間ですが、この間につい

庁で平成２５年の１２月にその強化施策をした

ては若干低いところも現状にはありますので、

ときに、その金額をある程度、全国平均という

このことに関しては今後考えていかなければな

ようなことを、これは評価、一定の金額ですか

らないのでありますが、現在、消防団の充実強

ら何とも言えませんけれども、その自治体で決

化、もしくは、もちろん団員の入団促進のため

めるということになっておりますが、その辺の

に調査研究グループ、消防本部内で現在設置さ

ところも含めて、やっぱり処遇改善が必要だと

せていただいて、勉強会も行っております。そ

思っているところなんです。

の中で、入団の対策、優遇策、また、これらに

それが、私が申し上げました、下関市の３万

応じた報酬のあり方とかについても現在研究し

６，５００円というものが実証というか、示し

ておりますので、そのことは、その研究の後で

ているという金額らしいんですけれども、その

回答を出したいと思います。

辺も含めて、もうちょっと処遇を改善していた

次でございますが、消防団の報酬に関しまし

だくことはできないでしょうかね。

ては、国の基準というものがありますけれども、

○髙橋義明議長 市長。

指針でございまして、消防団に関しましては交

○横戸長兵衛市長 細かいことについては消防

付税措置がなっておりますけれども、１０万人

長からお答えしますが、先ほど例に挙げられま

規模の消防団員数からの基準でございまして、

した山形市は、確かに２５万人都市ですから高

ただいま議員がおっしゃいました３万２，５０

いと思いますが、我々が調査した結果では、下

０円というものは、下関市は２６万人ほど人口

から３番目ではないと思います。

がおりますから、その数字になっているかと考

ですから、類似都市、いわゆる人口３万人ぐ
らいですね、そういう都市と比べると決して低

えます。このことに関して、御理解をお願いし
たいなと思っております。
なお、消防団に関しましては、待遇だけでは

いわけではございませんので。
ただ、幹部の方が若干低いという部分があり

なく、さまざまな原因がありまして、入団促進

ますけれども、相対的には低い状況でないと認

に至らない原因もありまして、そのことについ

識しております。

ては、調査の中で今まとめている現状でござい

○髙橋義明議長 消防長。

ます。

○佐藤浩章消防長 命によりまして、詳細につ

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

いてお答えいたします。

○１３番 尾形みち子議員 団員の優遇改善に

消防団の年報酬に関しましては、山形県内で

対しても、それから処遇改善にしても、報酬に

現在、平均で、消防団一般団員でございますが、 ついても、それから団員の加入促進という部分
１万７，１０３円というような調査をしたとこ

においても、今後ともそういう皆さんの御意見

ろでございます。山形市を除きますと１万６，

を聞いて、これからまた改善策が見込まれると

８００円台ということで、一般団員に関しては

いうふうに思いましたので、それについてはま

平均と考えております。

た期待したいと思っております。

しかし、今、市長がおっしゃったように、班

ただ、やはり魅力あるＰＲ、そしてまた、私

－２２－

も下関市にお邪魔したときに、本当に、ここは

○１３番 尾形みち子議員 入札の参加の、一

平成１７年に１市４町でたしか合併しているん

般競争入札ですけれども、もうこの辺も優遇措

ですね。もちろん、先ほど言いましたように、

置をしてから何年かたっているわけですが、こ

２６万人都市なので、１０万人都市以上の指針

の状況が進展したという話は全然聞いていない

というようなことでありましたけれども、３万

という、私が聞いていないと思っているだけな

６，５００円については、全国的にちょっとい

のかどうかはわかりません。

ろんなところを調べさせていただいたところ、

さまざまな市独自のメリットを出すというよ

１０万人都市以上というようなことではないと

うなことも含めて考えていただければ、もっと

いうふうに私も調べさせていただきました。

事業者の方に浸透するのではないかなというよ

そんなところからも含めて、やはり一つは、

うなことなんですけれども。

そういう魅力ある、これから消防団のＰＲ活動

そこで一つ提案なんですが、消防団協力事業

についても善処いただくということなので、私

所というようなことが、上山市に表示制度とい

にとっては、それは当然していただくというふ

うことが設けられているのか、お尋ねしたいこ

うなことの回答だと思いますので、ぜひ前向き

とと、さっき言ったように、一般競争入札です

にお願いしたいところでございます。

か、そのときの優遇措置に進展というか、要す

それにあわせてですけれども、最近、充足率

るに何件ぐらいこのメリットを生かしたのかと

の向上のために、民間事業者の理解、協力は欠

いうことも含めてお尋ねいたします。

かせないと申し上げました。そして、そういっ

○髙橋義明議長 消防長。

たところで優遇策を市長も検討している状況だ

○佐藤浩章消防長 消防団の協力事業所につき

というようなことでありますけれども、どんな

ましては、現在１６社ほど表示を交付しており

優遇策を事業者に向けて行っているのかという

ます。その中で、消防団協力事業所１６社のう

こともちょっとお尋ねいたします。

ち４社が入札の加点制度に該当するというよう

○髙橋義明議長 消防長。

に、こちらで認識しております。

○佐藤浩章消防長 現在、優遇策につきまして

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

は、市で行っております発注工事における入札

○１３番 尾形みち子議員 ということは、消

の加点制度がありますけれども、事業税の減税

防団協力事業者の表示制度もきちっと明記して

を行っている都道府県も数県ほどあったり、ま

あるということでいいんですよね。

た貸し付け事業の優遇ということも、他県でご

それからあわせて、その１６社のうち４社が

ざいますけれども、ありますので、このことに

入札の範囲だというようなことですけれども、

関しましては、我々も調査すると同時に、県統

それはもうこの入札に参加して、きちっと評価

一、県下で行っているところでございますから、 というか、あったのかどうか。それも含めてお
機会を捉えながら、こちらで調査、お願いして

答え願います。

いきたいというようなことを考えていきたいと

○髙橋義明議長 消防長。

思います。

○佐藤浩章消防長 消防本部で行っている工事

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

関係、防火水槽と工事関係がありますが、これ

－２３－

に関しては十分認識、その表示会社を指名して

ざまなときの対応というようなことだったと思

いるという現状でございます。

いますけれども、そのときに、本市職員、防災

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

士は何名いて、その方の協力体制があったのか

○１３番 尾形みち子議員 個人事業者もあり

どうかお尋ねいたします。

ますよね、その協力事業者の中には。上山市も、 ○髙橋義明議長 庶務課長。
小さな商店という言い方はおかしいですけれど

○金沢直之庶務課長 本市の職員の防災士の人

も、そういったところも多くなっている状況な

数についてお答えいたします。

ので。そういう事業者が多いということも含め
て、上山市独自で優遇策を考えていると市長が
答弁したので、その辺のところの優遇策をお答

本市の職員では、ただいま危機管理室に２名、
消防署・本部に２名の、４名でございます。
消防本部・署及び危機管理室におる職員です

えいただきたいと思います。

ので、防災計画等の策定には力を尽くしていた

○髙橋義明議長 消防長。

だいております。

○佐藤浩章消防長 現在、調査研究中で、非常

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

に勉強中でございますので、上山市独自につい

○１３番 尾形みち子議員 その防災士の資格

ては現在のところ至っていないのが現状でござ

取得のための条件の中で、本当に試験等、受講

います。

もなくできるのは消防士というようなことであ

しかしながら、それを優先する形なんですが、 ったり、警察、消防団の方も何かそのメリット
優遇策よりも、消防団の活動内容のほうを非常

があるみたいなんですけれども、その辺のとこ

に、これが検討しなければならない課題が多く

ろも踏まえて、本市もやはり市の職員を、そう

ありますので、それを優先して行っているとい

いう防災士の資格を取るような、そういった、

う現状でございます。

私が前段で申し上げましたように、山形県の補

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

助制度を利用して、５名の方が防災士になられ

○１３番 尾形みち子議員 今現在、考え中と

たというのは、消防団の方も含めてというよう

いうか、思案中というようなことなので、その

なことだったんですけれども、まだまだ全戸と

減免の対象のものも含めてですけれども、消防

いうか、各自治組織には知られていない状況な

団の活動に対しても優遇措置をぜひお願いした

のかなということも感じますので、その辺のと

いというようなこともあわせてお願いします。

ころの、今後の進め方というか、計画というか、

それから、防災士のことについてであります。 それをちょっとお尋ねいたします。
市長も、防災士の育成というか、大変協力的な

○髙橋義明議長 庶務課長。

ことも言っていただいたわけですけれども、や

○金沢直之庶務課長 県の防災士養成の講座の

はり自主防災組織に、私が申し上げたように、

案内があった場合、全ての自主防災組織にこち

防災士を配置するというようなことが大変有効

らから御案内の通知を出しております。ただ、

なのかなと思うところで、リーダーを担ってい

やはり２日間の座学で拘束されるというような

ただくという、その部分において。

負担も大きいからか、平成２９年度、平成３０

それで、市内全戸配布した、自然災害のさま

年度の応募がなかったというものでございまし

－２４－

というのは、いただいた方は大変ありがたい

た。
今後とも、こちらの講座については自主防災

とおっしゃっていました。ただ、これは必需品

組織に積極的に案内していきたいと考えており

みたいなもので、１つ７，０００円相当なのか、

ます。

よくわかりませんけれども、そういったものも

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

含めて、これからやはり年齢に合わせたものを、

○１３番 尾形みち子議員 今、答弁していた

何か品々を変えるというようなことも含めて御

だいたように、まだまだ広範囲に防災士を迎え

回答いただきたいと思います。

られるというような状況ではないと感じました

○髙橋義明議長 福祉事務所長。

ので、今期で３年間、多分、平成３０年度、平

○鏡 裕一福祉事務所長 ９９歳の白寿の方に

成３１年度、平成３２年度で山形県の防災士の

ついては、綿毛布ということで数年お贈りして

養成講座も終了というようなことがあるので、

いるものです。

そういった面も含めて積極的な資格取得の御案

敬老会の事業につきましては、市としまして
は、地域で住民とともに長寿を祝っていただく

内をお願いいたしたいと思います。
次に、敬老祝い金ということで、市長、やは

ということで、地区、地域で行っている敬老会

りお年寄りって大事ですよねというようなこと

事業を支援しております。本町地区４７地区、

も含めてなんですけれども、そういう中で、白

あと西郷地区から山元地区にかけて、運動会と

寿に対するお祝いを２８人ほどしていただいた

敬老会を合わせて実施したり、子どもたちと交

わけですけれども、そういうことが私にとって

流会を持ちながら、長寿を祝っていただく敬老

は大変喜ばしいと思うことでもあります。そし

会事業を支援しているところであります。

てまた年々、高齢者は３７％になっていても、

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

老人クラブに入る人数が減少している状況であ

○１３番 尾形みち子議員 上山市の名品、い

るというようなことなんですね。

ろいろあるわけですが、食べ物もそうでしょう

だから、その背景には、やはりもちろん自分

けれども、そういったところが、山形市なんか

が老人でないということもいいことだと思いま

は牛肉とかお米も、あとお花なんかも、お花を

すので、その辺のところに関しては大変、上山、 つくっているということで、さまざまなお祝い
健康増進、クアオルトというようなことで、二

をしているというような、これは平成２７年度

足でやっておりますから、その辺のところはも

の敬老事業の実施状況をちょっと見ているんで

ちろん大事だなと思ってはいるんですが、新た

すけれども。

に創設するということは、大体において、金額

近隣ではそうやって、米沢は笹野一刀彫です

とかそういったものを含めて言っているのでは

か、祝い金１０万円と書いてありますからね、

なくて、やはりお祝いをするという市の対応と

これは新聞と、それから金額は書いていなくて

いうか、そういったものも含めて、綿毛布がい

も、市長みずからが対象者にお祝いをプレゼン

いのかというのにはならないとは思うんですけ

トするという状況が多分報道されたことを、市

れども、その辺のところも再検討をするべきで

長もみずからごらんになったと思うんですけれ

はないかと思うんですね。

ども。

－２５－

そういったことも含めて、ぜひもう一歩前に

というのが私の願いであります。

出るということをしていただきたいなと思って

次に、自転車の安全対策についてです。

いますけれども、その辺のことは全然、綿毛布

市長も、地区会の高齢者の自転車安全教室を

でもう考えが終わっているんでしょうかね。

もっと充実して、もちろん高齢者だけに限らず、

○髙橋義明議長 市長。

幼児から高齢者に。小学校のかもしかクラブと

○横戸長兵衛市長 目もくれないということは

いうか、そういったところにも自転車教室が開

ございませんけれども、要するに全体を見るか、 かれておりまして、年々、自転車の教室は充実
しているとも捉えてはいるんですが、やはり私

個人を見るかということだと思います。
本市も以前は、１００歳の人に５０万円です

が調べたように、昨年は１３回、ことしは１１

か、出しておった経緯がございますけれども、

月末で８回というような数字はどう考えていら

やはりそのときに議論になったことは、長寿、

っしゃるか、ちょっとお尋ねいたします。

いわゆる長生きされる方が多くなってきている

○髙橋義明議長 市民生活課長。

ということがございましたし、全体の、先ほど

○土屋光博市民生活課長 高齢者の自転車安全

福祉事務所長が答えましたように、敬老会等に

教室につきましては、地区の要請に応じまして、

ついて御支援させていただくとか、あるいは交

市で行っているほか、安協の各支部においても

わりというものをつくらせていただいて、そう

実施しておりまして、十分、不足はしていない

いった形でお年寄りの方々が触れ合いをすると

というように考えております。

か、やっぱりそういった、いろんな事業といい

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

ましょうか、そういうことに力を入れていると

○１３番 尾形みち子議員 不足はしていない

いうことでございまして、諦めたとか、そうい

というようなことで、警察にも問い合わせして、

うことの意味合いではなくて、政策というもの

本市の状況を調べさせていただきました。それ

はそういうことでございますので、ぜひ御理解

で、やはり全国的に多い、６００件以上が県内

いただきたいと思います。

で自転車による交通事故というものが考えられ

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

ていまして、平成２８年度が６８０件だったの

○１３番 尾形みち子議員 敬老事業の創設に

が、ことしは５９０件で６００件にいかなかっ

ついては、後ろ向きというふうに捉えてしまっ

たというようなことなので。私が１問目で申し

たんですけれども、このことについて、やはり

上げたように、減ってはおりますけれども、自

もっと検討の余地があるのかなと。あり方が、

転車が加害者になる事例が多くなっていて、賠

やっぱりもう一つ、もう一歩突っ込んでいただ

償金額も高くなっているというようなことも私

いて、本当に福祉の充実が本当なのかというよ

は前段で申し上げました。

うなことも含めて、やはり年齢が増すと、なか

そんなことも含めて、やはり教室に関しても

なかお年寄りの方も前向きになっていない状況

含めて、高齢者に、自転車のルール、あとヘル

もあるやに聞いておりますので、そういったこ

メットの着用、それから保険、自転車の点検の

とも、元気で生き生きする高齢者に対して、ぜ

仕方など、多分、自転車を買ったらそのままと

ひ上山の福祉情勢も前向きにしていただきたい

いう方が多いのではないかと思いますので、そ

－２６－

んな情報も入れてさしあげないと、丁寧に教室

だいたんですけれども、やはり実際に上山市で

を開いていただくということがまず第１点なん

平成２８年度に自転車事故が起きていますね、

です。だから、開いたからいいというものでも

死亡事故が。これも含めて、やはりこういった

ないんですね。

ことがあるということを認識しながら、自転車

その辺のところも含めて、もう一度お答えく

の適正な利用促進、そしてまた自助努力、もち

ださい。

ろん自己責任という言葉がありましたけれども、

○髙橋義明議長 市長。

やはり年々高齢化していくこの上山市において

○横戸長兵衛市長 いろいろあるかと思います

は、では自己責任だけでいいのかというような

が、やっぱり自己責任もあるんですよね。自分

ことも含めて、やはりもっと丁寧に私はしてい

が買った自転車を放っていて、講習会に行かな

ただきたいなということで質問したわけですけ

いと調べないということではなくて、自転車屋

れども。

に相談するとか、定期点検をするとか、やっぱ

条例の制定もしないというようなことであり

りそういうことも自助努力をしてこそ交通事故

ますが、もう全国ではかなり大きな自治体、要

の防止につながるわけでございまして、全てを

するに都道府県ですか、そちらもこの条例の制

講習会に委ねるということではないわけで、講

定がされているという状況の中なので、もう少

習会というものは、やっぱり交通マナーとか、

し本当に真剣にという言い方はおかしいですけ

そういった交通ルールとか、そういうものの講

れども、お願いしたいというのが私のお願いで

習会であるというように我々は認識しておりま

あります。
以上、質問を終わります。

すので。
ですから、中身の問題ということをおっしゃ

○髙橋義明議長 この際、正午にもなりますの

いましたけれども、中身については担当課長か

で、昼食のため休憩いたします。午後は１時か

ら説明させますし、また本市における、自転車

ら会議を開きます。
午前１１時５０分 休 憩

が原因の事故がどういう状況であるか。それに
ついても答弁させていただきます。
○髙橋義明議長 市民生活課長。

午後 １時００分 開 議

○土屋光博市民生活課長 本市におきます自転

○髙橋義明議長 休憩前に引き続き会議を開き

車事故の状況でございますが、平成３０年１０

ます。

月末現在、年間で９件でございます。それにつ

次に、１番守岡等議員。

きましては、事故全体の約７％ほどという状況

〔１番 守岡 等議員 登壇〕

でありまして、その中で高齢者が特に多いとい

○１番 守岡 等議員 議席番号１番、日本共

うわけではなく、年齢的な偏りはない状況でご

産党議員団の守岡等です。

ざいます。

私は、認知症の方が安心して暮らせるまちづ

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

くりについて質問します。

○１３番 尾形みち子議員 警察のほうにとい

認知症とは、さまざまな原因で脳細胞が壊れ

うようなことだったので、私も調査させていた

てしまったり、働きが悪くなったために、認識

－２７－

力や記憶力、判断力といった社会生活に欠かせ

認知症カフェの設置、高齢者おかえりネットワ

ない能力が衰え、生活に支障を来す状態をいい

ークの実施、脳活健幸教室による認知症予防な

ます。

ど多彩な取り組みが展開されています。

厚生労働省の調査は、２０１５年の時点で５

新オレンジプランの締めくくりの中で、国は、

２５万人の認知症の方がいることを明らかにし、 「認知症高齢者等に優しい地域は、決して認知
予備群も含めると８００万人に及ぶということ

症の人だけに優しい地域ではない。コミュニテ

です。

ィのつながりこそがその基盤となるべきであり、

さらに、団塊の世代が７５歳以上になる２０

認知症高齢者等に優しい地域づくりを通じ、地

２５年には、認知症の方は現在の１．５倍の７

域を再生するという視点も重要だ」と述べてい

００万人を超え、軽度認知症の方も含めると約

ます。

１，３００万人となり、６５歳以上の３人に１

こうした視点に立って、認知症の方が安心し

人が認知症患者あるいはその予備軍ということ

て暮らせるまちづくりについて質問、提案する

になると推定されています。

ものです。

本市においても、２０１８年４月１日現在、

まず、実態調査の実施についてです。

１，５８２人の認知症の方がおり、軽度認知症

認知症の方及びその家族は、お互いに大変な

の５５９人を含めると、合計２，１４１人とな

困難を抱えて暮らしている事例がほとんどです。

っています。

共稼ぎ率が高い本市において、老老介護を強い

まさに、超高齢化社会のもとで、誰もが認知
症になる可能性があり、日本医師会は認知症を

られたり、介護のために仕事をやめなければな
らない事例もあります。

ｄｉｓｅ

特に、認知症介護の場合、認知症の方本人の

ａｓｅ」一般的な病気、よくある病気と定義し

散歩や徘回に付き添うボランティア、通院やレ

ています。

クリエーションに付き添うボランティアなど、

精神疾患ではなく、「ｃｏｍｍｏｎ

かつて認知症は、治らない病気、治療不可能
な病気と言われていましたが、今日では医学、

介護保険制度にはないサービスを求める声は大
きいものがあります。

看護学の進歩で、認知機能検査や遺伝子検査で

また、デイサービスの中で役割を持たせるこ

状況を判定し、予防プログラムやケア技法の行

とによって、比較的、生活の質、ＱＯＬを維持

使によって認知症の有病率を劇的に減らしたり、 していた方が、施設や病院に入所、入院したこ
認知機能の改善を図ることも可能になっていま

とによって急速に認知機能が低下するなど、そ

す。

の方に見合ったサービスが提供されない事例も

こうした状況のもと、厚生労働省は２０１５

あります。

年に認知症施策推進総合戦略、いわゆる新オレ

特に、軽度認知症の方は適切なサービス提供

ンジプランを策定し、７つの柱に基づく取り組

によって症状が改善する場合があるにもかかわ

みを定め、本市でも、その具体化が始まってい

らず、適切な対応がなされないまま症状が進ん

ます。認知症サポーターの養成、認知症初期集

でしまう問題も指摘されています。

中支援チームの設置、認知症ケアパスの作成、

また、６５歳未満の若年性認知症の問題もあ

－２８－

ります。若年性認知症の場合、現役の就労中に

ら受け継いでいる場合は５０％に上昇するそう

発症するケースが多く、子どもの教育費など家

です。

計に与える影響も大きいものがあります。本人

遺伝子検査を行い、予防プログラムを始める

の就労継続や社会参加への意思も強いことから、 ことによって、認知症の有病率を劇的に減らせ
そうした視点からの支援も必要となります。

ることが指摘されています。この遺伝子検査は、

こうしたさまざまな実態について、事例調

県内でも１万数千円で受けられる医療機関があ

査・分析を行い、重症化を防ぐための必要なサ

り、全国的にはインターネットを利用した検査

ービス提供につなげていく認知症実態調査の実

も可能となっているようです。

施を提案します。市長の御所見をお示しくださ

こうした遺伝子検査以外でも、長谷川式簡易
知能評価スケールなどに代表される神経心理学

い。
２番目に、認知症検診の取り組みについてで

的検査、ＣＴやＭＲＩを利用した脳画像検査、
甲状腺機能や血中ビタミン濃度を調べる血液・

す。
寿命が延びたことにより認知症を発症する割
合もふえている中で、がん以上に早期発見、早

髄液検査等によって認知症の診断が可能となっ
ています。

期治療の必要性が増しています。高齢者だけで

兵庫県明石市では、７５歳以上の市民を対象

なく、働き盛りの方々も認知症検診や診断検査

に認知症検診の助成制度を設けています。明石

を受け、認知症になるリスクを減らしていく取

市では、まず認知症チェックシートに記入、提

り組みが必要となります。

出していただき、チェックシートで認知症の疑

認知症は、症状が出始める２０年以上前から

いがある方に相談可能な医療機関一覧表を送り、

脳に異常が起きていると言われています。その

さらにＭＲＩ費用など上限７，０００円の助成

段階で察知して予防を始めれば、ＭＣＩ、いわ

を行っています。さらに、医療機関で認知症と

ゆる軽度認知障害の前の段階で防ぐことも可能

診断された方には、居場所がわかるＧＰＳを利

であると言われています。

用した端末の基本利用料１年間分を無料にする

アメリカでは、軽度認知障害と、さらにそれ
以前の未発症状態のプレクリニカル認知症の２
段階が概念化されており、両方とも精度の高い

か、もしくはタクシー券６，０００円分が支給
されるそうです。
本市においても、認知症の早期発見、早期治
療につなげるために、以下の事項について取り

画像診断で発見が可能だということです。
また、近年は遺伝子による診断も発達してお

組むことを提案します。

り、将来、認知症になる可能性があるかどうか

まず１番目に、認知症の簡易的なチェック表

を調べるＡｐｏＥ遺伝子検査があります。この

をより多くの市民が利用できるよう、本市のホ

検査でわかるＡｐｏＥ遺伝子の中で、ＡｐｏＥ

ームページにリンクを張るとともに、市内の医

４は最も強力なアルツハイマー病の遺伝的危険

療機関窓口に備えつけたり、地区会で回覧する

因子であると言われています。ＡｐｏＥ４を片

ことです。

親から受け継いでいる場合はアルツハイマー病

２つ目には、特定健診受診者で希望する方に

にかかる生涯リスクは３０％に上昇し、両親か

認知機能検査、いわゆる認知症検診を実施する

－２９－

はなく、４つの基本をもとにして、認知症の方

ことです。
３つ目に、市で行っている人間ドックに脳ド

と介護者との心のきずなを結ぶことが大切にさ
れています。

ックを取り入れることです。
そして４つ目として、認知機能検査及び脳ド

認知症の方と介護者の間に、ともに「あなた
が必要だ」「あなたは大切な人だ」というかた

ックに助成を行うことです。
以上の提案について、市長の御所見をお示し

い信頼関係を結ぶことが介護の基本にあり、こ
うした考えで認知症の方の自立、自由に結びつ

ください。

次に、生活へのサポートの充実ということで、 ける介護を実践するわけですが、さまざまなマ
介護技法「ユマニチュード」の市民への普及に

スメディアでも報道されているように、すばら

ついてです。

しい成果を生み出しています。これまで一切話

認知症になると、「恍惚の人」という言葉が

すことなく眠りっ放しの方が立ち上がって会話

示すように、周囲とのコミュニケーションが遮

をするようになる。あるいは、暴言、暴行が激

断され、ひどくなると暴言、暴行や激しい介護

しく、身体拘束をするしか方法がなかった方が、

拒否があらわれる場合もあります。そうした認

赤ちゃんをだっこするようになる。これらは私

知症の方について、寝たきりのままにしておい

自身、身近で体験した事例です。

たり、身体拘束で身動きのできない状態で介護

こうした「ユマニチュード」の実践の広がり
は、認知症の方の症状改善につながるだけでな

をしている事例もあるようです。
こうした認知症介護に当たって、「ユマニチ

く、家族や介護者の負担軽減、自治体の医療費、

ュード」という介護技法が最近注目を集めてい

介護費の軽減にもつながります。何よりも、人

ます。「ユマニチュード」は、認知症の方と介

間性を重視した取り組みにより、市全体で認知

護者は平等であるという考え方に基づいて、認

症の方を受け入れ、安心して暮らせるまちづく

知症の方を患者や介護対象者ではなく、１人の

りを進める理念を向上させることにつながりま

人間として尊重し、同じ人間として向き合い、

す。

接することを基本にしています。認知症の方は、

介護技法「ユマニチュード」の市民への普及

人間として扱ってくれることにより、介護者を

に向け、「ユマニチュード市民講座」を開催し、

信頼して心を開き、それまで拒否していた介護

その理念と実践を広げていくことを提案します。

を受け入れるようになっていきます。

市長の御所見をお示しください。

どんな重度の認知症の方でも、心の基本的な

次に、認知症サポーターのステップアップ講

部分は残っており、しかしながら、それを外部

座によるボランティアの養成と活用についてで

に伝える手段がないためにストレスがたまり、

す。

暴言、暴力といった周辺症状が発生するのだと

今後、認知症施策を進めるに当たっては、市
全体で支え合うまちづくりの一環としての取り

言われています。
「ユマニチュード」は、
「見つめる」
「話しか

組みが求められます。そうした認知症の方を温

ける」
「触れる」
「立つ」という４つを基本にし

かく支える施策の中心になるものが認知症サポ

て介護を行うものですが、単なるテクニックで

ーターです。

－３０－

本市では、２０１８年１０月現在で３，４２

テップアップ講座を開催し、認知症支援ボラン

５人が認知症サポーターとなっており、そのう

ティアの養成と活用、「認とも」の取り組みを

ち小中学校で受講した人は１，４２１人という

推進していくことを提案します。
次に、高齢者見守り事業におけるＧＰＳの活

ことです。
認知症サポーターとは、認知症に関する正し

用です。

い知識と理解を持ち、地域や職域で認知症の人

認知症になると、見当識障害や記憶障害など

や家族に対して、できる範囲での手助けをする

の中核症状出現の影響や、ストレスや不安など

人です。

が重なって、絶えず歩き回る、いわゆる徘回が

３，０００人を超える本市の認知症サポータ

起こることがあります。徘回は、本人にとって

ーは、認知症の方が地域で安心して暮らせるよ

は目的のある行動と言われ、買い物に行く、探

うに何かをしたいと大きな希望を胸に秘めてい

し物を探す、畑に行くなどの理由で出かけるも

ます。そうした認知症サポーターを地域の力と

のの、認知機能が低下しているので目的を達成

して生かす取り組みとして、高齢者の支援活動

することができず、何日も徘回したり、見知ら

を希望するサポーターに対して、認知症サポー

ぬ土地で保護されたり、最悪、事故に遭う場合

ターステップアップ講座を開催し、認知症支援

もあります。

ボランティアの養成と活用を図っていくことが

こうした徘回する方を地域で見守るために、
本市では「高齢者おかえりネットワーク事業」

求められています。
認知症サポート医養成研修を修了した医師、

を行い、４９人が登録されているということで

認知症地域支援推進員などを講師にして、認知

す。地域の中で温かく見守りを行い、徘回して

症サポーターのさらなるステップアップを図り、 ももとの居場所に帰れるように今後も充実させ
付き添い、安否確認、傾聴などの支援ボランテ

たい事業です。
近年は、情報機器を活用した認知症見守りネ

ィアにつなげていく必要があります。
また、新オレンジプランでは、認知症カフェ

ットワークの取り組みが発展しています。その

を全市町村に設置し、認知症の方や家族が関係

一つがＧＰＳの活用です。これは、徘回で外に

者やボランティアと相互に情報を共有し、お互

出ていても、靴や衣服に装着したＧＰＳ端末で

いを理解する取り組みがうたわれています。本

居場所を調べることができるシステムです。

市でも、既に３カ所の認知症カフェが設置され

最近は、国産の人工衛星が打ち上げられ、ま

ていますが、県内外のさらに進んだところでは、 すますその精度が充実しています。端末を利用
認知症カフェでなじみとなったボランティアが

して、現在の位置情報が確認できるため、行方

認知症の方の自宅を訪問し、本人と一緒に過ご

不明になった場合でも探し出すことができます。

す「認とも」の取り組みが広がっています。

奈良市では２０１５年９月から、認知症など

「認とも」の取り組みは、一定の技能が必要

で行方不明になる可能性のある高齢者の情報を

であることから、認知症サポーターのステップ

事前に登録し、所在がわからなくなったときの

アップ講座を修了した人が担っているようです。 早期発見に役立てる「安心・安全なら見守りネ
このように、本市でも認知症サポーターのス

ットワーク」を開始しました。希望する家族に

－３１－

ＧＰＳ端末を貸し出し、居場所を検索・特定し、 ○横戸長兵衛市長 １番守岡等議員の御質問に
より早期発見に努め、事故の防止を図っている
ということです。市が初期費用７，０００円を
負担し、利用者は１人月額５００円の基本料金

お答えいたします。
初めに、実態調査の実施について申し上げま
す。

と位置情報の取得を利用するごとに１回２００

介護保険サービス提供事業所等における利用

円を支払います。こうした取り組みにより、行

者への適切なサービスの提供実態については、

方不明者の早期発見につなげているとのことで

毎年度、各事業所への実態指導を行い、ケアプ

す。

ランの点検を通して、認知症介護の実態把握に

本市でも、ＧＰＳ端末を利用した見守り事業
の発展を提案します。市長の御所見をお示しく

努めております。
次に、認知症検診の取り組みについて申し上
げます。

ださい。
認知症の問題を考える上で、シスター・メア

認知症簡易チェックについては、平成２８年

リーというアメリカの修道女の話が有名です。

度に作成いたしました認知症ケアパスに盛り込

シスター・メアリーは１０１歳で亡くなりまし

み、市内医療機関等に配付しておりますが、今

たが、死んだ後に脳を解剖した結果、アルツハ

後、より多くの市民が手にとることができるよ

イマー型認知症であることが判明しました。し

うに、地区公民館の窓口等に設置するとともに、

かし、亡くなるまで認知症の症状は全くなく、

市のホームページにリンク先を張るなど、さら

修道院での規則正しい生活や心のあり方が大き

なる活用を進めてまいります。

く影響したのではないかと言われています。
私は、脳がかなり萎縮していることから認知

また、特定健診時の認知機能検査の実施及び
市で行っている人間ドックでの脳ドックの実施

症の状態にあったことは間違いないと思います。 については、認知症を早期発見するため、検査
ただ、修道院という愛と思いやりに満ちた空間

対象年齢、検査方法、体制及びその助成等も含

が記憶障害など認知症の中核症状は進行しなが

め、効果的な手法について調査研究してまいり

らも、徘回、暴言、暴力などの周辺症状の悪化

ます。

を防ぐことができたのではないかと推測されま

次に、介護技法「ユマニチュード」の市民へ
の普及について申し上げます。

す。
認知症の方は今後もふえることが予想されま

現在、認知症の介護者向けの取り組みとして、

すが、どんなに認知症が進行した方でも、市民

家族介護教室や認知症カフェを通して、必要な

の温かいまなざしと見守り、触れ合いの介護な

サービスに関する情報等を提供しながら、認知

どによって心穏やかに人間らしく暮らせること

症の方が安心して暮らせるまちづくりを進めて

は可能であると考えます。

おりますので、今後も「ユマニチュード」を含

以上、認知症の方が安心して暮らせるまちづ
くりについての第１問とします。
○髙橋義明議長 市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

め、効果的な介護技法について調査を行いなが
ら、さらなる取り組みを進めてまいります。
次に、認知症サポーターのステップアップ講
座によるボランティアの養成と活用について申

－３２－

どの程度いらっしゃるのかということをちょっ

し上げます。
認知症になっても地域で安心して生活してい

と教えていただけますか。

くためには、認知症サポーター養成講座の修了

○髙橋義明議長 健康推進課長。

者だけでなく、さまざまな支え手の存在が大変

○鈴木直美健康推進課長 入院、入所の方の割

重要であると認識しておりますので、今後、認

合がおよそ３割、在宅の方がおよそ７割という

知症サポーターステップアップ講座を含め、市

割合になっております。

民向けの講座を開催し、認知症支援ボランティ

寝たきりの方につきましては、認知症が原因
で寝たきりという方は数値を把握しておりませ

アの養成等を進めてまいります。
次に、高齢者見守り事業におけるＧＰＳの活

んが、認知症を含めた寝たきりの方の総数では
７００名程度ということで把握しております。

用について申し上げます。
現在、高齢者の見守り事業につきましては、

○髙橋義明議長 守岡等議員。

高齢者等安心おかえりネットワーク事前登録事

○１番 守岡 等議員 やっぱり、３対７の割

業のほか、高齢者等見守りネットワーク、地区

合で在宅のほうが多いということです。

サロンにおける徘回高齢者声かけ訓練及び高齢

私、当初は、病院とか施設に入ったほうがい

者安心見守りサービス事業等を実施しながら、

いのかなと思っていた時期もあったんですが、

地域における見守りを進めております。

そういう認知症の方の実態を知るにつれて、む

ＧＰＳ発信機は、常に身につけなければなら

しろやっぱり在宅とか、あるいは規模の小さい

ないことや、紛失しやすいなど課題もあること

グループホームみたいなところでケアしたほう

から、現時点では導入する考えは持っておりま

が改善する割合が高いということも目にしたり

せん。

して、決してこの３対７の割合、これでいいの

○髙橋義明議長 守岡等議員。

か悪いのか、ちょっと判断はつきませんけれど

○１番 守岡 等議員 まず、実態調査のこと

も、在宅、そういう小規模のサービスがやっぱ

について再度お伺いします。

り必要だと思っています。

本市で今、１，５８２人の認知症の方が、あ

ただ、その中で７００人の寝たきり、認知症

るいは５５９人の軽度認知症の方がいると。数

に限らずということなんですけれども、やっぱ

ははっきりしないんですが、恐らく若年性認知

り本来、人間というものは、きちんとしたケア

症の方も相当程度いるのではないかということ

をすれば寝たきりにはならないと。寝たきりの

で、その人たちが果たして十分な、必要なサー

いない国スウェーデンとかという本もあります

ビスが受けられているかどうかということを私

けれども、寝たきりというものは、寝かせきり

は知りたいわけです。

なんだと。ちょっと言葉は悪いですけれども、

まず、この数値のことについて最初にお聞き

やはりきちんとその人に合ったケアが行われて

しますが、この１，５８２人の認知症患者及び

いるかどうか。それが本当に行われていれば、

軽度認知症の方の入院、入所と、あるいは在宅

この寝たきりの数も減らせるのではないかと思

との割合がどうなっているかが１つです。

うんですけれども、その辺はどのようにお考え

それと、その中で寝たきりになっている方が

でしょうか。

－３３－

○髙橋義明議長 健康推進課長。

は介護保険制度が始まるころに、村山圏域のそ

○鈴木直美健康推進課長 必ずしも、適切なサ

ういう施設実態調査というものをやったことが

ービスが受けられないから、それが寝たきりに

ありまして、そのときは２通りのパターンにや

つながるということは必ずしも言えないのかな

っぱり分かれるんですね。
１つは、寝たきりが多くて、あるいは身体拘

と認識をしております。
ただ、やはり重要なことは、寝たきりの方の
こういう状態に必要な、適正なサービスをしっ
かりしていくということが重要なのだと認識は

束もちょっとしていたりするところでは非常に
静まりかえった、静寂な空間なんですね。
もう一つは、やっぱり高齢者の自立とか、そ

しております。

ういうものを重視しているところは、積極的に

○髙橋義明議長 守岡等議員。

起こすものですから、非常ににぎやかで活気の

○１番 守岡 等議員 寝たきりというものは

ある空間ができていました。

本当になくせるんですね。きちんとしたケアを

そういうふうに、やはり今の認知症介護の問

行えば、少なくとも車椅子で生活できる程度に

題でも、本当にその認知症患者の自立、機能回

は回復するということが現代の医学、あるいは

復というものを考えたら、活発な、にぎやかな

介護の常識になっていますので、それをお願い

空間、そういうものがやっぱり大事だと思って、

したいと思うんです。

そういう調査も今後やっていただければと思い

もう一つ、最近、国立がん研究センターなど

ます。

が行った全国調査で、認知症患者の３０％から

次に、認知症検診の取り組みということで、

４０％ぐらいが身体拘束を受けていたというこ

まず簡易チェックリストについては今、ケアパ

とが明らかになりました。この身体拘束という

スにも取り入れてくださって、今後もいろんな

ものは、介護施設では原則禁止されていますし、 病院の窓口、あるいはホームページにもリンク
精神科の病院においても限定的に認められてい

を張っていただけるということで、本当にあり

るということなんですけれども、本市でも３割

がたいと思っています。

から４割の方が身体拘束を受けているという、

さらに進んでいるところでは、タッチパネル

こういう調査結果を受けて、本市でそういう状

式の認知症スクリーニング機器というものがあ

況がないのかどうか。この辺、きちんとやっぱ

るんだそうで、これによってＭＣＩ、いわゆる

り調査する必要があると思うんですけれども、

軽度認知症の早期発見の予防や、あるいは治療

その辺はいかがでしょうか。

につなげているというところもありますし、あ

○髙橋義明議長 健康推進課長。

るいはＤＶＤの映像を見ながら筆記形式で行う

○鈴木直美健康推進課長 現在、実地指導で把

「ファイブコグ検査」というものも最近はやっ

握している中では、身体拘束を行っているとこ

ていまして、ゲーム感覚で自分の脳の健康チェ

ろはないと把握しております。

ックができると、こういう取り組みを行ってい

○髙橋義明議長 守岡等議員。

る自治体もありますので。

○１番 守岡 等議員 それと、さっきの寝た

こうしたさまざまなツールを使いながら、認

きりともかかわるんですけれども、私自身、実

知症のチェックが気軽にできるような取り組み

－３４－

を今後も進めていただきたいと思います。これ

けでございますが、最近はやはり認知症という

は要望です。

方々が非常に本市においても多くなってきてい

次に、認知症検診ということで、特定健診や

るということでございます。

人間ドックなど、調査研究していただけるとい

議員の今おっしゃった中にも、最初は施設と

うことで、ちょっと１つ紹介しますと、埼玉県

考えておったけれども、家庭といいましょうか

の草加市というところで、医療機関に備えつけ

ね、そこで生活することが回復も含めて望まし

た脳の健康度チェックに記入して、その内容を

いようなお話もありました。そういうことにす

もとに医師の診察を受けて、それを６０歳で初

れば、やっぱり家庭だけではなくて、地域全体

めてその検査を受けるんだそうですけれども、

や隣組など、そういう方々も含めて、そういう

２年ごとに同じ検査をずっと受けて、脳の機能

方々をフォローするというんでしょうか、一緒

の変化を経年的に、継続的に自分で確認できる

に生活できるような支援をしていくというため

と、こういった取り組みを行っているところが

には、やっぱり今、民生・児童委員制度とか、

あります。

いろいろな制度がございますが、そういった

あるいは、第１問目で言った、兵庫県の明石

方々とも連携をしていきながら、そういった

市なんですけれども、ここはそもそも、最初に

方々と一緒に生活していくためのシステムづく

このシートに本人や家族が記入して、それを医

りというものを今後やっぱり考える必要がある

療機関か市の窓口に提出した段階で５００円分

のではないかなと考えているところでございま

の図書カードを配るんだそうですね。そういう

す。

ふうにして、いろんな動機づけを行いながら、

○髙橋義明議長 守岡等議員。

最高７，０００円の助成につなげているという

○１番 守岡 等議員 ぜひ、そういう方向性

ことで、明石市長はこう言っているんですね。

でのまちづくりをお願いしたいと思います。

やっぱり市全体で認知症の患者を支えたいんだ。

次に、具体的な介護技法ということで、第１

こういった理念で、いろんな助成も含め、やっ

問目で「ユマニチュード」という取り組みを紹

ているということなんですけれども。

介しました。

やはり、今回の質問テーマである、本当に市

この「ユマニチュード」というものは、フラ

全体で認知症の方を支える、こういったまちづ

ンス語の「ユマニテ」ですね、「人間性」とい

くりの方向性について、市長はどのようにお考

う言葉から発生したものなんですけれども、非

えでしょうか。

常に大変な効果を生み出しているということで、

○髙橋義明議長 市長。

これまではどっちかというと、ケア技法という

○横戸長兵衛市長 基本的には、健常者も、そ

ことで、介護の世界では結構有名だったんです

してまた病にかかっている方も一緒に地域で生

けれども、やっぱり医学の世界でも、最近この

活ができると。これが最高の幸せだと思います

「ユマニチュード」への評価が高まってきてい

し、また、そういうまちづくりを進めていきた

まして、この間、１１月に新日本医師協会とい

いなというように考えております。

うところがありまして、医師や保健師などいろ

そういう中で、個々の病気、いろいろあるわ

んな分野の専門職でつくる団体ですけれども、

－３５－

ここでやっぱりこの研究集会で「ユマニチュー

ところがいろんな講習会などを取りまとめてい

ド」の取り組みが紹介されています。

るんだそうですけれども、この講師派遣がもう

このお医者さんたちは、いわゆる対話型医療

難しい状況になっていて、全国各地から依頼が

ということで「ユマニチュード」を捉え、把握

あって、ちょっと大変な状況になっているよう

しているようで、認知症の患者は認知機能は失

なんですけれども、むしろやっぱりこちらから

っていくものの、楽しかった、つらかったとい

逆に派遣して、そういう「ユマニチュード」を

った感情の記憶は残っているというんですね。

教える資格を取得していくとか、そういうよう

そこに共感して、それを対話で解きほぐして、

なやっぱり取り組み、あるいはこの入門書やＤ

認知機能を改善させるという。そして、その手

ＶＤがセットになったものもあるようなので、

法として、この「ユマニチュード」というもの

そういったものも使いながら「ユマニチュー

があるんだということで、やっぱり紹介されて

ド」というものを普及していく必要があるので

いまして、ぜひこの「ユマニチュード」を本市

はないかと思っていますので、よろしくお願い

でのさまざまな病院、施設に限らず、地域の中

します。

で広げていきたい介護技法だなと思っているん

次に、認知症サポーターのステップアップ講
座ということで、積極的にこれも取り入れてく

ですけれども。
現在、本市でこうした「ユマニチュード」型
の介護技法を取り入れているところがあるのか

れるということで、ぜひお願いしたいと思うん
です。
認知症カフェは今、本市でも３カ所あります

どうか、ちょっと教えていただけますか。
○髙橋義明議長 健康推進課長。

けれども、それをさらに発展させて、そこに来

○鈴木直美健康推進課長 技法という形で取り

た認知症の方のお宅まで訪問して、いろんなボ

入れているというところは聞いておりませんが、 ランティアを行う「認とも」というものが今、
事業所ごとに、認知症患者の方の目線に立った

全国でも広がりつつあるんですけれども、この

接し方や寄り添い方、そういったものを実践さ

「認とも」の本市での展望とはどのようなもの

れているものと認識しております。

でしょうか。

○髙橋義明議長 守岡等議員。

○髙橋義明議長 健康推進課長。

○１番 守岡 等議員 本当に、本市のいろん

○鈴木直美健康推進課長 「認とも」の活動に

な介護の現場でも同じような取り組みはやって

つきましては、今、実際に上山市で実践されて

いると思うんですね。患者、あるいは介護者の

いるような事例は、まだそこまでは至っていな

立場に立った介護、医療ということで、いろん

いと思っております。

な部分的な取り組みは行われていますけれども、

実際に、認知症の方の自宅を訪れたり、付き

やはり包括的といいますか、体系的にその介護

添いをしたりというのはなかなかハードルは高

技法というものを一つまとめたものが「ユマニ

いのかなと考えております。ただ、最終的には

チュード」だということで、ぜひこれは勉強し

やはりそういう関係性になることが非常に理想

てみる価値があるのではないかと思うんです。

的だとは感じておりますが、まずはその前にサ

ただ、今「ユマニチュードジャパン」という

ポーターが活動できる環境整備、人材育成をし

－３６－

っかりと進めてまいりたいと思います。

○７番 枝松直樹議員 ７番枝松直樹でござい

○髙橋義明議長 守岡等議員。

ます。

○１番 守岡 等議員 ぜひお願いします。
東京、武蔵野市では、さらに発展していまし

今回は、大きくは２つ。本市の健全な財政運
営の確保について、最初に伺います。

て、ステップアップ講座からさらに進めて、実

本年３月定例会の総括質疑で、中期財政計画

際にヘルパー資格を持っていて、今、埋もれて

の今後の推移について質問をしたところであり

いるというか、実際、介護の仕事をしていない

ますが、本市財政運営に懸念を持っている者と

人をピックアップして、その人たちをやっぱり

して、今度は一般質問の中で、来年度予算が確

スペシャルボランティアみたいな感じで養成し

定する前に、改めて今後の財政見通しについて

て、高度なというか、そういう介護ボランティ

質問をいたします。

アを行っているというところもあるようなので、

財政指標の評価としては、現行の中期財政計
画の目標値についてはクリアできそうでありま

ぜひ参考にしていただければと思います。
最後に、高齢者の見守り事業ということで、

すが、問題は、以前から指摘されていたことで

ここでも私、声かけ訓練ですか、これも本市で

すが、平成３２年度以降の財政状況が年々厳し

行っているということを今、伺いまして、本当

さを増していくということであります。

にすばらしい取り組みだなと思って聞いていま

平成１７年度から向こう５年間で２３億円の
財源不足が見込まれるとして、財政再建計画を

した。
高齢者見守り事業の、そういう声かけ訓練と

策定し、市長の給料を３０％、一般職員の給料

いうものがすごくやっぱりまちづくりにおいて

６％を５年間にわたってカットするという事態

有効な手段であるということを勉強しました。

が過去にありましたが、その再来にならないよ

例えば、立川市でも、市と社会福祉協議会が
声かけ訓練を何回か行っているんですけれども、

うに計画的な財政運営が求められます。
そこで伺いますが、平成３１年度から平成３

参加した方はやっぱり、自分が住んでいるまち

５年度までの５カ年の収支の見通しと、平成１

の人たちがこんなに親切な人ばかりだというこ

７年度のときのような財源不足は発生しないの

とを再確認できてうれしかったとか、優しいま

か、お示しください。

ちになったと、こういう声が多数寄せられてい

の残高、経常収支比率及び将来負担比率の見込

るそうなんです。
ぜひこの声かけ訓練をさらに発展させて、こ
うした住民一人一人がこういう優しい気持ちで
認知症の方を見守るような、そういうまちにし
ていってほしいなということをお願いして、私

みもお示しください。
次に、民間活力を取り入れた温泉健康施設の
経営についてでございます。
１年前の、平成２９年１２月定例会の一般質
問において、温泉健康施設の開設時期を質問し

の質問を終わります。

た私の問いに対し、市長は「今後、専門事業者

どうもありがとうございました。
○髙橋義明議長 次に、７番枝松直樹議員。
〔７番 枝松直樹議員 登壇〕

次に、平成３５年度末時点での財政調整基金

による民間のノウハウを活用した事業手法等の
調査研究に半年程度を要することから、平成３

－３７－

３年度とするものであります」と答弁しており

平成３０年度も残り４カ月ですが、現時点で

ます。また、同年９月議会の同僚議員への答弁

事業化についてどのような検討がなされている

の中で、「着工から２年はかかるだろう」とも

のでしょうか。伺います。
弁天の温泉健康施設建設に巨額の予算をつぎ

発言されております。
この２つの発言を重ね合わせると、平成３１

込んだほかに、駅前の再開発を行う余力が本市

年度中に着工するということが類推できます。

にあるとは思えません。冒頭申し上げた、本市

また、「民間のノウハウを活用した事業手法

の健全財政の確保の観点から、私は、事業の縮

等の調査研究に半年程度を要する」ということ

小、中止または凍結を含めて再検討すべきと考

でしたが、私が質問した定例会から既に１年経

えますが、市長の見解を伺います。

過した現在、どのような検討結果にたどりつい
たのか、運営手法はどのような形態か、開設時

次、大きな２番目でありますが、営農型太陽
光発電の普及策について伺います。
先月１１月１２日に、営農型太陽光発電、い

期はいつになるかについて伺います。
また、活用できる補助金はないということの
説明でしたが、その後、補助金は見つかったの

わゆるソーラーシェアリングについての勉強会
が山形市内の信用金庫の会議室で行われました。
ソーラーシェアリングは、作物の販売収入に

でしょうか。あわせて伺います。
私は、「収益の上がる施設とするために」と

加え、太陽光発電による売電収入や発電した電

いう内容で一般質問をしたことがありますが、

気を自家消費による電気代削減による農業者の

料金設定、建設後の収支シミュレーションの検

収入増によって担い手が確保されたり、荒廃農

討はどのようになっているのかも伺います。

地の解消にもつながることが期待されるもので

次に、駅前の整備活用方針策定の再検討につ

あります。
勉強会の当日は、農林水産省の再生可能エネ

いてお伺いいたします。
昨年、平成２９年６月定例会において、駅前

ルギー室長が講演し、「農水省としては、農業

の整備・活用方針を策定するための調査費１，

政策としてソーラーシェアリングを推進してい

７７０万円の補正予算が追加議案として計上、

く」と明確に述べておられました。

議決され、その調査結果を反映した「かみのや

平成３０年６月に策定された農水省の「未来

ま温泉駅前の整備・活用方針（案）」が本年５

投資戦略２０１８」の中では、「農地の有効活

月７日に議会に説明がなされました。

用及び農業者の所得向上に資する営農型太陽光

この案では、駅中央入り口部から西に向かっ

発電を促進する」と記されております。

て切り妻の大屋根を設置、南側、現在、交番が

また、環境省においても、平成３０年４月１

あるあたりですが、そこを自動車エリアとし、

７日に閣議決定した第５次環境基本計画の６つ

北側を広場とする配置図になっております。

の重点戦略の中に、「再生可能エネルギーの最

総事業費は概算で６億５，０００万円、平成
３０年度は地権者との協議及び補助金の調査を
し、平成３４年度から着工との説明でありまし
た。

大限の導入」を掲げ、具体策として営農型太陽
光発電の推進を明記したのであります。
あわせて、平成３０年度から平成３２年度に
かけて実施されている再生可能エネルギーシェ

－３８－

アリングモデルシステム構築事業において、

う」ということでありました。

「農地には再生可能エネルギー資源が豊富に存

そこで、期待するものは協賛金システムであ

在することから、農地への太陽光発電設備の導

ります。「協賛金をもらい、農産物でお礼をす

入を中心とした取り組みについて、期待の声が

る。都市住民とそんな支え合いの関係ができれ

高まっている」とし、国費投入の有効性につい

ば、エネルギー兼業農家はもっとふえるのでは

ては、「農地上の再生可能エネルギーの導入ポ

ないか」と考えておられました。

テンシャルは非常に大きいため、導入モデルを

ワラビ園の初期投資は１，３００万円で、こ

構築することは、優先度が高い」と記していま

のうち１７５万円を協賛金で賄ったそうであり

す。

ます。謝礼はサクランボと米であります。

この環境省の補助金は、固定価格買取制度、

ここで、一体ソーラーシェアリングでどれぐ

いわゆるＦＩＴを利用しないことを条件として

らいの電気がつくれて、どれぐらいの売り上げ

おります。

になるかを考えてみたいと思います。

ソーラーシェアリングというと、ＦＩＴに乗

例えば、１反歩、１，０００平方メートルほ

ったやり方と思う方も多いと思いますが、今後

どの土地があれば、約５０キロワットほどのソ

はＦＩＴに依存しない自家消費という地域内消

ーラーパネルが設置できます。１年間に発電す

費モデルの確立が大きなテーマになっていると

る量は少なくとも５万キロワットにはなり、こ

いうことであります。

れを今は２０年間、電力会社に売り続けること

さきに紹介したソーラーシェアリングの勉強

ができるようになっております。単価は２０１

会では、事例報告として、県内で先駆的に取り

８年度の場合、１キロワット当たり１８円です

組んでいる東根市の農家の方の報告もありまし

から、１年間で９０万円の売り上げが２０年間

た。

続くことになります。同じ面積１反歩で米の売

その方は平成２７年に田んぼに３０キロワッ

り上げを計算してみると、米の収量を約６００

トのソーラーパネルを設置。稲の生育は周囲と

キロ。６０キロ当たりの値段を１万４，０００

遜色なく順調に推移していると言います。年間

円とすれば１４万円となります。もちろんソー

３万キロワット以上を発電し、東北電力に売電

ラー設備に大きな投資が必要ですが、投資は十

しています。その後、平成２９年９月からは新

分回収できます。

たに遊休農地でソーラーシェアリングによるワ

また、売電せずに自分で営農に使うというこ

ラビの栽培も行っています。こちらは年間で８

とでは、発電した電力をトマトやシイタケ、ブ

万４，０００キロワットを発電いたしました。

ルーベリーの栽培に活用している事例もござい

その方は、「農家は自然が相手の商売であり、 ます。自家消費型としても今後活用が期待され
サクランボや米などの農産物をつくることとエ

るわけであります。

ネルギーをつくることは同じこと」と述べてお

このように、未来の農家の姿を示すソーラー

られます。同時に、「自然エネルギー発電は収

シェアリングですが、しっかりした、つまり収

入増につながるため、関心を寄せる農家が少な

益が見込める作物、継続可能な営農計画を立て

くないが、初期投資が大きく尻込みしてしま

られるかどうかがポイントとなります。農業を

－３９－

やっても、もうからなければ、農業をやる人が

など、自主財源の積極的な確保に努めるととも

減っていくことは当然であります。

に、現行の事務事業の見直しを行うなど、健全

ヨーロッパでは、農業だけでなく、エネルギ

な財政運営を行ってまいります。

ー生産も農家の仕事にしていこうとする動きが

また、平成３５年度末時点での財政調整基金

活発であります。牛ふん等のメタンガス発電、

残高は４億円以上を確保し、経常収支比率及び

ソーラーや風力発電を行っているエネルギー兼

将来負担比率は、現状から大幅に上昇しないよ

業農家も多いのであります。

う努めてまいります。

秋田県では、金融機関がソーラーシェアリン
グのローンを創設、町が利子補給の制度をつく
るなどしている事例もあります。

次に、民間活力を取り入れた温泉健康施設の
経営について申し上げます。
本事業の運営等の事業手法及び収支シミュレ

本市においても、農業政策としてのソーラー

ーションについては、現在実施しているＰＦＩ

シェアリングの普及について、積極的な啓蒙、

導入・官民連携可能性調査の結果に基づき精査

補助金等を含めた相談窓口の設置や支援策を講

しており、平成３０年度中に方針等を決定して

じるつもりはないのか、市長の見解を伺います。 まいります。
○髙橋義明議長 枝松直樹議員に対する答弁の
前に、この際１０分間休憩いたします。

また、開設時期については、これまでお示し
しておりますとおり、平成３３年度中を目指し

午後 １時５５分 休 憩

てまいります。
現時点で活用できる補助金はありませんが、
今後も調査してまいります。

午後 ２時０５分 開 議
○髙橋義明議長 休憩前に引き続き会議を開き

次に、駅前の整備・活用方針策定の再検討に
ついて申し上げます。

ます。
枝松直樹議員の質問に対する答弁を求めます。

現在、事業実施に向け、地権者であるＪＲ東
日本など関係機関と具体的に協議を進めており

市長。

ます。また、財政負担軽減のため、国の交付金

〔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

活用についても検討しております。
次に、営農型太陽光発電の普及策について申

にお答えいたします。
初めに、平成３１年度以降の財政の見通しに

し上げます。
営農型太陽光発電につきましては、制度設立

ついて申し上げます。
歳出では、平成３２年度以降、市庁舎等の耐

当時は複数の相談がありましたが、営農を前提

震化事業に係る元金償還が本格化することや、

とした制度であり、実施上の課題が多く、農業

エネルギー回収施設建設に伴う山形広域環境事

者のニーズがないことから、補助制度等の創設

務組合への負担金の増加が見込まれております。 は現時点では考えておりません。
一方、歳入では、かみのやま温泉インター産

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

業団地への企業誘致と雇用創出による税収増を

○７番 枝松直樹議員 では、一つずつ確認を

図るほか、旧競馬関係財産等の処分を推進する

させていただきますが、私が聞いた、平成３１

－４０－

年度から平成３５年度までの５カ年の収支の見

大限の幸福を追求すると。こういうことだと思

通しということであったんですけれども、私は、 うんですけれども、社長である市長は、短期と
市長の答弁からいうと、具体的な数字がなかっ

か中期、あるいは長期の経営計画をつくって、

たので、悪化するのか、しないのかがまずはっ

その中身を株主といいましょうかね、市民にし

きりしないこと、それから平成１７年度のとき

っかり説明をして、了解を得て、市政を運営す

のような財源不足は発生しないのかという問い

ると。こういうことだと思います。そして、私

に対して全く答えていただけなかったこと、こ

たち議員は株主の代表というか、そういうこと

こをまず伺っておきます。

で、ここで聞いているわけでございまして、今、

○髙橋義明議長 財政課長。

言ったように、なかなかちょっと、財政課長か

○平吹義浩財政課長 平成３５年までの財政見

ら言われても、上山の財政の少し先の見通しと

通し、シミュレーションの中でお答えいたしま

いうものは全く見えてこない。

すと、このまま何もしなければ大変窮屈になっ

それで、この中で、後で聞いていきますけれ

てくるということは確かなことでございます。

ども、弁天の温泉健康施設、あるいは駅前の投

収支、あるいは財政調整基金の残高等、窮屈に

資、そして今般、川口で新しく清掃工場がオー

なってくるというようなことです。

プンしましたけれども、これに伴って、いいこ

一方、平成１７年度の財政状況と比べた場合

となんですけれども、一方で財政負担は年間１

に、その当時と比べて、今現在大きく違ってい

億円ぐらい増すというようなこともあるようで

る点があると認識しております。それは、平成

すね。

１７年度は、非常に財政運営を困難にしたもの

ですから、出るとこは出るでしようがないん

が人件費の問題だと思います。これが非常に硬

ですけれども、これをぜひ効果的に使っていた

直的な種類の費目でありますけれども、その当

だかなければならないと。

時は、経常収支比率に占める人件費の割合は４

それで、思い出すことは、市長は以前、私の

１ポイントございましたけれども、今現在３０

質問に対して、勝負すべきときは勝負しなけれ

ジャストというようなことで、そういった点か

ばいけないと。一時的に財政指数が悪化したと

らすれば、財政の柔軟性というものは、その当

しても、今がチャンスだと思えば、ここでやっ

時とは違う水準にあると認識しているところで

ぱり、ぐっとしなければいけないと。この考え

ございます。

方は一貫して変わらないということでよろしい

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

ですか。

○７番 枝松直樹議員 なかなか財政の全貌を

○髙橋義明議長 市長。

把握することは、私たち議員でも難しいことで

○横戸長兵衛市長 結論はそのとおりでござい

あって、市民はなおさら見えないブラックボッ

ます。
ただ、やはり、今の質問にお答えしている中

クスだと思います。
市長は、「株式会社上山市役所」ということ

で、具体的には話しておらない部分もございま

を当選のときから言われていたと思いますが、

すが、やはり、いわゆるこの庁舎の耐震とか、

これはやっぱりコスト意識を持って、市民の最

あるいは学校の耐震とか、いわゆる投資という

－４１－

よりは、むしろ支えていくといいましょうかね、 額は７８７億円と書いてあります、そこに。そ
その投資が大分多かったわけです、はっきり申

れで、差し引き３５２億円の財源不足が見込ま

し上げまして。

れますと記されております。

ですから、私が今、考えていることは、それ

ですから、今後は人口も減っていくというこ

は最初からでございますが、やはり３割自治と

とを考えると、施設の削減というものも当然視

言われている中で、何とか自主財源を上げてい

野に入れていかなければならないということに

くということが、これからの将来につながるわ

なるかと思います。
私が特に心配しているものは、上下水道、と

けでございますので。
そういった面におきましては、産業団地もそ
うでございますが、あと駅前にしても、やっぱ

りわけ上水道なんですけれども、水道管の延長
は２６万メートルだそうです。

り観光客を多く呼ぶという点については、そう

それで、いつつくったのかというと、昭和５

いった投資にもつながるんだろうなというよう

５年前後に集中して水道管が布設されておりま

にも考えておるところでもございますし、そう

す。それで、耐用年数というと４０年間ですか

いった面の中で、将来、回収ができないといい

ら、昭和９５年ということになりますね。それ

ましょうかね、この投資が無駄になるようなこ

で、ことしは昭和でいくと９３年です。あと２

とがないようにということで、精査しながら投

年で４０年間の耐用年数を迎えて、その管が全

資をさせていただいているところでございます

体の５０％を超える状況にあるというんですね。

し、そういった基本的な考え方は変わっており

だから、いきなり、耐用年数が来たからと全

ません。

部一気にかえることはできないわけであります

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

が、これの手を打たなければならない。

○７番 枝松直樹議員 新規の今、事業を私は

それから、漏水等のふぐあいも今現在生じて

申し上げましたけれども、上山市公共施設等総

いるということは周知の事実でありますが、そ

合管理計画というものがありまして、平成３２

の総合管理計画の中では、財源の確保は課題で

年、来年、再来年度に個別計画、個別の施設の

すと明確に書いてあります。

計画をつくるとなっていますね。これを見ると、

また、下水道についても昭和５０年代の整備

ちょっと大変また不安になってくるわけであり

が多いということで、今後の更新に伴う負担は

ます。

非常に重くなることが見込まれていますと書い

今、市が保有している公共施設、あるいはイ

てあるんです。

ンフラですね、水道管とかそういったインフラ

今後、個別の施設管理計画を策定することに

費用、道路、橋もそうですが、この更新の費用

なっておりますが、元利償還金の増加に加えて、

と維持管理の費用を計算すると、莫大な金にな

こういった更新に伴う費用の増加もありますか

ると。

ら、先ほど平成３５年までのお話をしたわけで

さっきの計画の中でいくと、今後４０年間に

すけれども、それ以降、平成３６年度以降の見

おける維持管理、修繕、更新等に必要な額は１， 通しというものは、より厳しさを増すような気
１４０億円必要だと。これに対し、充当可能な

がするんですね、この更新費用を加えると。そ

－４２－

ぜひ市長、ここで事業をどうのこうのという

の辺は、財政課長、いかがでしょう。
○髙橋義明議長 財政課長。

ことはならないとは、答弁できないと思います

○平吹義浩財政課長 施設の維持管理という観

けれども、やっぱり財政計画でもうちょっと、

点を加えますと、財源の確保というものは非常

大ざっぱでなくて、細かいところまでも見てい

に厳しいと。そういう認識をしております。

ただきたいなと思うんです。

それで、具体的にまだ金額を個別に積み上げ

さっき、財政調整基金、４億円以上は確保し

ているわけではありませんけれども、例えば施

たいというような話がございましたけれども、

設の統廃合といった手法を使ってまいりますが、 今たしか１０億円ほどあったんでしょうか。と
更新しなくても、例えばその施設を使わなくな

いうことは、残り貯金を６億円取り崩すという

ったという場合に、除却ということが出てくる

ことになるわけでございますが、財政の見通し

かと思いますけれども、その費用ですら大変多

について、私は大変危惧しています。

額になるというようなことで、施設の維持管理

そして、将来負担比率、ことしは１３５％で

という部分については、財政的には非常に厳し

したが、県内の自治体では最も悪い数字になっ

いと認識しております。

ているということもございます。もっと悪いと

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

ころも、それは全国的に見ればありますけれど

○７番 枝松直樹議員 維持管理は厳しいとい

も、ぜひここを丁寧に示してほしいと。

う言葉がありましたが、これをこれ以上掘り下

改めて、機会を別にして、この財政計画とい

げてもしようがないことかなと思いますけれど

うものをいずれの機会かお示しいただければあ

も。

りがたいなと思っているところであります。

ですから、新規のこれから着工するであろう

○髙橋義明議長 市長。

事業のほかに、こういった重たい負担が来ると

○横戸長兵衛市長 将来負担比率も出ましたけ

いうことについて、しっかりと長期的な計画の

れども、将来負担比率は間違いなく下がります。

中で見ておく必要があるんだろうと思います。

それだけは自信がございます。

それで、将来の負担を先送りすることは、や

それと、要するに、何もしなければ数字なん

っぱり避けなければならないと思う観点から、

てものはよくなるんですよ、はっきり言って、

監査委員の所見をちょっと御紹介いたしますが、 基本的には。だけれども、やっぱり市民のニー
平成２８年度決算ではこう記載されています。

ズとか、あるいはまちづくりの中でこれは必要

「償還能力等を考慮しつつ、長期的な財政運営

だとか、先ほど申し上げましたように、自主財

の配慮を願うものである」と指摘されておりま

源を上げていくにはどうするとか、やっぱりそ

す、監査委員から。平成２９年度の決算では、

ういうことも鑑みながら市政運営をやっていか

「強固な財政基盤が必要であり、コスト意識を

ないと。数値がよくなるということは、まあ悪

持って、事務事業の厳選、見直しを図り、徹底

いよりはいいことなんですけれども、基本的に

した財政健全化に努められるよう要望する」と。 はね。
これは２カ年にわたって、こういう厳しい指摘
があるわけですけれども。

けれども、やはり先ほど申し上げましたよう
に、これから考えていることをある程度やれば、

－４３－

本市も自主的なまちづくりといいましょうか、

事業と書いてあります。コストダウンの観点か

それができるんだろうなという考え方の中に進

ら、整備手法をＰＦＩとする見通しとなったと。

めておるわけでございまして、あとはスクラッ

私たち、何の説明も受けていないわけですよね。

プ・アンド・ビルドも進めてまいります。例え

そういう可能性調査をやるとなったけれども、

ば、勤労青少年ホームももう機能は終わったわ

そういう見通しになったと、何で建設新聞でこ

けですから、その跡地をどうするとか、売却と

んなふうに載るんでしょうかね。

かも含めて、そういったことも考えているわけ

○髙橋義明議長 市長。

でございます。

○横戸長兵衛市長 マスコミですから、どうい

この時点で言えない部分はありますけれども、 う視点で根拠があって書いたかわかりませんけ
そういった形で我々も最低の見通しの中で、き

れども、私たち、要するに今年度中に決めると

ょうも答弁させていただいているところでござ

いうことを、さっきも答弁したわけですから、

いますので、それを上回るといいましょうかね、 ＰＦＩにするなんていうことは決定しておる事
それよりもいいような数値で経営をやっていく

項ではございませんし、それを誰が言ったのか、

ということは私の使命でもございますので、そ

誰が取材したのかわかりませんけれども、そう

ういった形でやっていきます。

いうことは一切ございません。

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

○７番 枝松直樹議員 市長の、私どもからす

○７番 枝松直樹議員 もう一つあるんです。

ると、何だかわからないような答弁だったんで

これはというと、「上山市温泉健康施設整備・

すが、何かにこにこしてしゃべるから期待して

運営事業 事業概要書」というものであります

もいいのかもしれないけれども、その言葉はと

が、これはインターネットに出ているものです

りあえず信じさせていただいて。

から。

市民のニーズという言葉も今、答弁の中にあ

これは誰が作成したのか私もわからないんで

りましたけれども、意外と評判が悪いのが、弁

すけれども、この中には、事業スキームとして、

天の温泉健康施設なんですよね。市民は、あん

事業手法はＤＢＯまたはＰＦＩ（ＢＴＯ）と書

なところに建ててほしくはないという声を、最

いてあるんです。支払い方式は、混合型または

近もやたら聞きますし、お湯は出なかったんだ

独立採算型、ＤＢＯとＰＦＩが載っているんで

ねという声も随分聞くんです。やぐらを倒した

すけれども、これというものは推測するに、今

後、何にも音沙汰がないものですからね。

回の山形版の建設新聞に載せたものと同じ出ど

それで、その健康施設の経営問題についてお

ころで、コンサルタント会社が民間の企業に対

伺いいたしますが、建設新聞、山形版の１１月

して提案を求め、ヒアリングをするときの材料

１６日号にですね。ここに何か出てしまってい

にしたんだと思うんですね。

るんですよね、私が今回質問しようとしたよう

それで、ここが、単なるこの一コンサルタン
トの会社が、ＤＢＯとかＢＴＯというものを使

な内容の一端が。
何と書いてあるかというと、来年度初頭に事

って具体的にやっているということは、市の方

業者公募へと。そして、温泉健康施設のＰＦＩ

針、意向がここに反映しているというふうに受

－４４－

け取らざるを得ないんですが、いかがでしょう

○髙橋義明議長 市長。

か。

○横戸長兵衛市長 そういう提案はしておりま

○髙橋義明議長 健康推進課長。

せん。

○鈴木直美健康推進課長 ただいまのことにつ

ただ、要するに、ほかの南陽、天童と違うと

きましては、恐らく議員おっしゃるとおり、委

ころは、我々はクアオルト事業という市の大き

託しているコンサル事業所が民間企業に対して

な事業展開の中でやっていくという、違った部

のヒアリング、サウンディング調査をするため

分もあるわけでございますので。その点が、全

に作成した資料だと思われます。

て民間に任せるということについては、たとえ

ただ、当然、市としてＤＢＯあるいはＰＦＩ

任せるとしても、我々の考え方をしっかり、や

に限定した手法をもとに調査しているのではな

っぱり遂行してもらうとか、そういうことが当

く、コンサルとしましては、それ以上の広い民

然出てくるわけでございますので。

間運営、そういったものまで広げた調査という

全て民間ということになるかどうかはまだ、

ものを実施しておりますので、市としてＤＢＯ、 今のところは決定はしておりませんけれども、
ＰＦＩに限定して調査をさせているということ

いずれにしても、要するに、いわゆる税金投入

ではございません。

の部分について、できるだけ少ないようにやっ

それと、つけ加えますと、先ほどの建設新聞、 ていきたいという考え方は変わっておりません。
こちら市のほうで建設新聞にも確認しまして、

○髙橋義明議長 健康推進課長。

誤った記事を載せてしまったという言葉をとっ

○鈴木直美健康推進課長 補足させていただき

ております。

ますと、無償でその土地と源泉を利用して手を

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

挙げる業者がいないかというところは、その調

○７番 枝松直樹議員 それで、以前、市長に

査の中で調査しております。

一般質問の中で、なるべくこういう施設は民間

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

がやるべきものであって、あんまり私としては、 ○７番 枝松直樹議員 さっきの財政計画、中
行政が深く絡んで公金を突っ込むことは適切で

期計画には、この建設費用は織り込んであるわ

ないなと思っていたものですから、公金を投入

けですね。ただ、その先の、幾ら赤字になると

しないで回っていく、そういう施設にならない

か、そっちの収支については全く、まだ未確定

かというような話をしたところ、市長は、ゼロ

だと思うんです。

円とはならないだろうけれども、極力そこは少

ですから、建設費をまず抑えるということが
大前提だし、市長も以前、十四、五億円、最高、

なくしたいと。こうおっしゃるんです。
けれども、私は天童の施設なども見たし、南

マックスで１５億円ということに対して、いや、

陽の施設も見てきましたけれども、医療法人な

実は私もクエスチョンマークだと思っているん

どが自分たちでやっているんですよね。ですか

ですということを発言されて議事録にも載って

ら、独立採算で収益の上がる施設として、民間

いるんですよね。

に源泉つきの土地を使って何かやってくれと、
そういう提案はされておるでしょうか。

だから、下げるつもりならもっと下がると思
うし、あとは年々のランニングコストについて

－４５－

も、いろんな工夫の余地があるだろうと思って

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

おります。

○７番 枝松直樹議員 本当に今、観光客でな

そして、この間オープンしたエネルギー回収

かなか鉄道を使ってくる人はいないんですよね。

施設、川口の、立谷川もそうですが、そこはＤ

大型バスで来る人もいるし、あるいは乗用車で

ＢＯ方式ですよね。所有者は公共というような

来る人もいると。
それで、温泉街で、上山市の玄関口にふさわ

ことになるわけでございますけれども。
この支払い方式で、さっきのミックス型、混

しい風景にするという市長の気持ちはわかるん

合型とか、独立採算型というようなことも標榜

ですけれども、１日たった１５０人。まあ、こ

して民間からヒアリングを行っているというこ

れは整備することによって２５０人になるか、

とを考えれば、ＤＢＯもしくはＢＴＯですか、

もっとふえるかわかりませんが、一方で、フル

これであっても市のコントロール権は十分担保

規格の新幹線なんかもお願いしている状況であ

できるでしょうから。

って、フルになったらここはとまらないかなと

ところでさっきの、話が戻ってあれですけれ

いう感じもなくはないわけでありますけれども、

ども、コンサルタント会社の調査結果がいつで

投資効果がどうなのかという観点が、まず私は

きるんですかね。上がってくるというか、市に

疑問に思うわけです。
これは精査していないので、６億５，０００

提出されるのは。
○髙橋義明議長 健康推進課長。

万円かどうかもはっきりしないんですけれども、

○鈴木直美健康推進課長 委託期間が１１月末

街なかですから、手厚い観光交流施設のような

までとなっておりまして、現在その結果を精査

３分の２の補助とか、そういったものもひょっ

しております。その結果につきましては、機会

としたらあるかもしれません。

を設けて説明させていただきたいと思っており

けれども、今々、弁天に手をかけていて、あ

ます。

と十日町の優良賃貸住宅とか、こういった案件

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

もあるわけですし、どうしてもこれを市長、や

○７番 枝松直樹議員 それでは、改めてその

るということですか、駅前は。私の提案のよう

調査報告書を見た上で、さらに質疑を今後させ

に、凍結、見直しとか縮小とか、こうならない

ていただきたいと思います。

でしょうか。

それから今度、駅前の話ですが、最初に伺っ

○髙橋義明議長 市長。

ておきますが、駅を利用する観光客、１日どれ

○横戸長兵衛市長 今、ＪＲ東日本との土地交

ぐらいでしたか。たしか報告書に書いてあった

渉とか、あるいは、さらには山形交通とか、い

ような気がしたんだけれども、再度伺っておき

ろいろ出てくるわけでございます。
ただ、我々が駅前にということについては、

たいと思います。
○髙橋義明議長 市政戦略課長。

今回、観光案内所を設けさせていただいたり、

○冨士英樹市政戦略課長 １日平均の鉄道利用

あるいは、先ほどから話に出ておりますように、

の観光客数については、１５０人程度と推測さ

やはり駅前というものは、そのまちの顔といい

れております。

ましょうかね、そういうこともあるし、現状を

－４６－

見てもらうとわかると思いますが、本当に混雑

とでございます。

しているわけですよね、駅前が。

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

ですからやっぱり、せっかく観光案内所をつ

○７番 枝松直樹議員 大屋根の件は、あのと

くっても、案内所に行くのに車の間を通ってい

きの説明以降、私たちに何もないはずなので、

かないと行けないとか、そういうこともありま

大屋根と私も言ったわけですが、そうしたら、

す。

大屋根を設置しないのであれば、カリヨンタワ

やはり、観光地として最低限の整備といいま

ーも撤去する必要がないと思うんです。それは

しょうか、駅前の整備というものは必要だと思

どうなんですか。

いますし、あと車と人とのすみ分けとか、そう

○髙橋義明議長 市長。

いうことを鑑みたときに、やっぱり駅前の整備

○横戸長兵衛市長 完全に設計ができているわ

というものは必要だろうというように思ってい

けでないので、カリヨンタワーを撤去するとか、

るところでございます。

大屋根をつくるとか。基本的な考えは出しまし

ただ、手法とか、あるいは規模等についても、 たけれども、カリヨンタワーが撤去することが
これから土地交渉とかいろいろあるわけでござ

ないということとか、あるいはどこに撤去する

いますので、我々が目指しているような整備等

とか、そのままということは、まだ現時点では

についてはお願いしていくわけでございますが、 具体的には進んでおらないということでござい
そういった過程の中でいろいろあるわけでござ

ます。

いますけれども、基本的には整備をしていきた

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

いというように考えております。

○７番 枝松直樹議員 だとすれば市長、あの

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

とき議員研修会をすべきでなかったと思うんで

○７番 枝松直樹議員 今回、整備する概要を

すよ。あの平面図を見せられ、配置図というか、

ちょっと見ると、まず大屋根がどんと来るんで

あの中では切り妻がどんと、大屋根が来て、左

すね。ちょっと、大屋根の件はどうなったんで

が公園、こっちが自動車のプールというか、そ

すか、では。

れで当然、交番もなくなるわけですよ。そうい

○髙橋義明議長 市長。

うふうな、余りにも可視化できるようにイメー

○横戸長兵衛市長 あれは絵といいますか、基

ジ図をつけられたものですから、私たちはいろ

本的なイメージ図で、必ずしも大屋根をつくる

いろと考えたわけですが、そうしたら６億５，

かとか、そういうことではなくて、基本的には

０００万円なんかかけないでできるのではない

そういうものが望ましいだろうという形である

ですかね。いかがでしょう。

わけでございまして、これが必ずしも、大屋根

だから、今回、私が質問したことは、縮小と

はつくりますよ、何をということで設計が決ま

かいろんなことも書いてあるんですけれども、

ったわけでもございませんので、それはいろい

では、あのときの説明で平成３４年度から着工

ろ変化するといいましょうか、あるいは逆に言

ということですが、これも全く未定ということ

えば、旅行客、あるいは市民の皆さんの考えと

でよろしいんですか。

か、それは十分に反映する余地があるというこ

○髙橋義明議長 市政戦略課長。

－４７－

○冨士英樹市政戦略課長 議員研修会でお示し

希望いたしますが、これから決まるということ

した内容につきましては、現在の駅の解決すべ

ですから、平成３４年度着工という線もないと

き課題に対応するために、こういったことが必

判断してよろしいんでしょうか。

要ではないかということの内容を含んで、こう

○髙橋義明議長 市長。

いった対応の仕方がありますよというような事

○横戸長兵衛市長 工事が大きいか少ないかは

例ということで、全体的には出させていただい

別問題にして、平成３４年度着工を目指してま

ております。

いります。

そういった中で対応していくということにな

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

りますけれども、先ほど市長が申し上げました

○７番 枝松直樹議員 平成３４年度という目

ように、これから基本設計だったり、実施設計

標が何もなければ物事は進まないでしょうから、

だったりということが入ってきますので、これ

それはそうでしょうけれども、駅前の商店の方

が完全に決まり事ということでの内容ではない

たち、あるいは、より多く、そこを利用してい

と。

る方々の、特に旅館関係者の、恐らくバスも今

ただ、先ほどから申しているように、課題に

度は右側のほうに、そうなると行くのかもしれ

対応するために、こういった手法が必要ではな

ませんけれども、ぜひその辺の十分、意見を組

いかという内容を説明させていただいていると

み入れていただいて、平成３４年度オープンに

いうことでございます。

向けて頑張ってください。そして、補助金も有

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

利なものを探していただくというようなことで

○７番 枝松直樹議員 いや、私たちは素直で

お願いしたいと思います。

すから、ああいう絵を見せられると、そうなる

駅前のそういう部分も大事なんですけれども、
何回も何回も言って、やっとトイレを直しても

のかなと思うわけですよね。
それで、私は駅前で一番、とりあえず喫緊に

らったんですよ。相変わらずちょっとみすぼら

解決すべき課題は、やっぱり交通が混雑するん

しいところがありますから、そっちもぜひ目を

ですね。特に、郵便局のほうから行きますと、

向けていただくことを、これは要望しておきた

送迎の車が曲がって入ってくるわけですが、で

いと思います。

すから交通事故の危険性もある。明新館の高校

それから、最後のソーラーシェアリングなん

生も南側の駐輪場にとめて、こっち側に来たり

ですが、これは農業のこれからのあり方を示す

しますから、そういった交通体系、進み方、こ

一つの方向性だと思うんですね。荒廃農地の解

ういったものをきちんとすべき最低限のことと

消というようなことにも貢献すると思いますし、

して、私はそれでとりあえずいいのかなと。付

農業がよりスマートになるというか、かっこい

加価値はその先で。

いとか、今風な感じになっていくものだと思い

だから、そういったことをやれば結果的に、

ます。

今タクシープールになっている部分があいてき

これは企業がするものではなくて、民間主導、

ますから、そこは動線としてつなぐと。それぐ

住民主導の発電の仕方でありますし、大前提は、

らいの最低限のことでとどめていただくと私は

電気を起こして売るということではなくて、電

－４８－

気を自分たちでこれから使う。そして、それも

あと、荒廃農地については、耕作条件が不利

営農のために使うということが本質であります

なので荒廃している部分があるんですけれども、

から、これを本市の農業政策の中に組み入れて

そこをわざわざ再生して、効率の悪い農作業を

ほしいなと思っているわけです。

して、平均反収の８割以上の収量を上げなけれ

それで、今、市内でも何か２件ぐらいあるら

ばならないという条件がございますので、それ

しいんですけれども、どうもうまく本来のソー

だけの収量を上げられるかとは、なかなか苦し

ラーシェアリングの趣旨に乗らない。電気を、

いということがありますけれども、今後そうい

ただパネルをつけて、それで売電してというこ

った方が特に、営農的に、精神的にも余裕が出

とでは本末転倒でありますし、農業委員会の許

てきた際には、その辺のところは有効活用がで

可もそうなると取り消しというようなことにな

きるかなと考えておりますし、御相談とか、農

るのではないかと思いますが、これについて農

林課、農業委員会の窓口に来た方にも、こうい

林課長からも一言、農業のエキスパートとして、 った制度がありますよという御紹介は今も続け
これからの方向性について、いかがお考えか伺

ておりますので、将来的には有効活用ができる

っておきます。

もの、また自分のほうで消費する分については

○髙橋義明議長 農林課長。

一つの有効策とは考えております。

○前田豊孝農林課長 ソーラーシェアリングの

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

あり方といいますか、利用の仕方としまして、

○７番 枝松直樹議員 今の売電というものは、

議員の御質問の中にもありましたとおり、継続

やっぱりこの先あんまり効果的、有効的ではな

可能な営農計画をしっかりと立てた上で、さら

いと。

にプラスアルファで太陽光パネルを設置して、

環境省では、ソーラーシェアリングのパネル、

売電を所得に上乗せするというような形であれ

あと課題ですね、支柱とかを組むのに対して１，

ば有効活用ができると考えております。

０００万円のたしか補助金を設けていたと思い

ただ現在、国の政策として、農地中間管理機

ます。売電しないことを条件にした、そういう

構等を通して、担い手に農地を８割以上集積す

自家利用型に対して補助金もつくっているとい

るというような目標を立てて、農地集積をして

うことですから。

おりますが、現在、若い担い手を中心に大分面

どうもマイナスのイメージでちょっと捉えて

積が集中しまして、もうあとは要らないという

おられる向きもなくはないなと今、思ったんで

ような、ピークに達してきている農家もふえて

すけれども、これからの農業の形を一つイメー

きております。

ジしたものとして、ぜひ積極的に捉えていただ

それで、労働力が大分、かなりきつくなって
いる部分の中で、現段階でそこに、農地に支柱
を立てて、邪魔な支柱を避けながら効率の悪い

きたいということを要望しておきます。
最後の最後に、弁天の温泉健康施設ですが、
もう一度、申しわけないですが。

農作業をするのは嫌だというような声もありま

やっぱり、経営的に黒字化するという観点で、

して、そういう現在営農しているところにはな

これから実施設計をつくっていただきたいなと。

かなか立てたくないと。

最初から、赤字でもしようがないなということ

－４９－

ではなくて、経営上から考えた実施計画という

市は、災害発生後の電話、道路交通等の混雑、

ものを策定していただくことをお願い申し上げ

不通により救急医療体制が十分に機能しない事

まして、終わりたいと思います。

態に対処するため、初期医療体制の確立を推進
するとあり、第１項第１号に、中学校の学区ご

ありがとうございました。
○髙橋義明議長 次に、１０番大沢芳朋議員。

とに１カ所程度を目安として医療救護所の設置

〔１０番 大沢芳朋議員 登壇〕

箇所を定め、住民に周知を図る。また、第１項

○１０番 大沢芳朋議員 議席番号１０番、会

第３号では、医療機関の協力により医療救護班

派孝山会、大沢芳朋です。

を編成するとありますが、十分な連携体制が構

通告に従いまして、順次お伺いいたします。

築されているか不安です。

最初に、災害時の医療救護体制の強化充実、

日本には、大規模災害や事故などの現場に急

上山市医師会等との連携についてお伺いいたし

行する災害派遣医療チーム、ＤＭＡＴがあり、

ます。

チームとして、医師、看護師を中心に、薬剤師、

平成２３年３月１１日に発生した東日本大震

診療放射線技師、事務員等で構成され、地域の

災では、死者、行方不明者が２万２，２３３名、 救急医療体制では対応できない現場で活動をし
負傷者が６，２３１名に加え、３３万２，６９

ています。

１名の避難者を出すなど甚大な被害をもたらし

チームは、災害発生から４８時間以内を目安

たことは、私たちの記憶から消し去ることがで

として活動しますが、発災から７２時間以上が

きない悲しい出来事であり、発生から丸７年が

経過すると急性期の患者数も落ちつき、１００

経過いたしました。

時間程度で後方支援基盤が整うため、活動は終

また、本年９月６日に発生した北海道胆振東

結いたします。

部地震では、死者４１人、負傷者７４９人、住

しかし、災害の種類や規模によっては、被災

家の全壊が４１５棟、半壊１，３４６棟、一部

地の医療体制が回復しない場合もあるため、そ

破損８，６０７棟など、いつ、どこで災害が発

のようなときは、日本医師会が統括する日本医

生するかわからない現状であります。

師会災害医療チーム、ＪＭＡＴが、撤退するＤ

災害が発生すると、被災地は大きく混乱しま

ＭＡＴと入れかえて被災地に派遣され、地域の

す。崩壊した建物で道路が塞がれる等、道路状

医療体制が回復するまでの間、医療支援を続け

態が悪くなり、交通は当面動く気配もないとい

ます。

う場合もございます。被災地は負傷者にあふれ、

山形県村山地区では、平成３０年３月末現在、
山形大学医学部附属病院に４チーム、県立中央

重症の被災者も確実に出ると思われます。
本市の地域防災計画第２編第１章第９節の医

病院に５チーム、山形市立病院済生館に２チー

療救護体制整備計画では、災害の規模、態様に

ム、山形済生病院に２チームのＤＭＡＴが組織

よっては、医療機関の機能低下、交通の混乱に

されております。

よる搬送能力の低下等の事態が予測されるため、

本市においては、ＤＭＡＴを擁する病院はあ

関係機関の協力のもと早期に実施する医療救護

りませんが、山形県保健医療計画において、災

体制について定めております。

害時の医療体制を構築する病院として、みゆき

－５０－

会病院及びかみのやま病院が指定されておりま

協力関係も構築していかなければいけませんし、

すが、本市の初期災害時医療体制において、地

市内の大手ドラッグストアとも協定などを結ぶ

元医師会が中心となり、対応していただければ

べきと思います。
また、市内において、医薬品、衛生材料等の

一番安心なわけであります。
そういった観点から、地元医師会等との連携

調達が不可能な場合は、知事または隣接市町村

を早急に構築するべきと考えますが、市長の御

に対し調達あっせんを要請することになってお

所見を伺います。

りますが、本市にはジェネリック医薬品大手の

次に、医薬品、衛生材料確保のための協定締

製造工場、また隣接する蔵王産業団地にもジェ
ネリック医薬品製造工場及び営業所があり、医

結について伺います。
本市の地域防災計画第２編第２章第１６節の

薬品卸会社、医療機器卸会社もございます。

医療救護計画では、医療救護班はその使用する

災害時に、より早く、より迅速に医薬品及び

医薬品及び衛生材料等を携行するものとすると

衛生材料等を確保するには、より近い会社と個

あり、医療救護の実施のため必要な医薬品及び

別に協定を結ぶことが必要と考えます。

医療材料等が不足する場合は、市内の関係業者

東日本大震災を経験した宮城県や岩手県、福

から調達する。また、本市において医薬品及び

島県などでは、自治体の近くに医療関係会社が

衛生材料等の調達が不可能な場合は、知事また

あれば、個別に医薬品等供給に対し協定を結ん

は隣接市町村に調達あっせんを要請するとあり

でおります。
本市医療救護体制の強化、充実を図り、市民

ます。
山形県では、医薬品において山形県医薬品卸
売業協会、衛生材料等で山形県医療機器卸組合
等と協定を結び、災害時の医薬品、衛生材料の

に不安を与えないように安全・安心で住みよい
上山を構築しなければいけません。
災害時の医薬品、衛生材料確保のための協定
締結について、市長の御所見を伺います。

供給体制を整備しております。
この協定に基づく具体的な供給方法として、

次に、さらなる本市の魅力発信、大都市での

災害時医薬品供給等活動要領を定め、災害発生

ラッピングバスの運行について御質問いたしま

直後の次の段階で必要とされる広範な医薬品等

す。

を迅速かつ的確に供給するための体制を整備し

ラッピングバスは、平成１２年ごろから東京

ており、医薬品等は市町村から県への供給要請

都の都営バスがラッピングバスを導入したこと

を受け、協定に基づき、県から県医薬品卸業協

から、「走る広告」として注目を集めました。

会等に供給要請し、この供給要請に基づき、各

車体にはさまざまなデザインが施され、人々が

協会員の地区営業所から市町村の一次集積所や

思わず振り返ってしまうほどのインパクトを与

医療救護所に搬送されることになっております。 えていることは皆さん承知のとおりと思います。
本市の場合、前述したとおり、医薬救護実施

バスを待つ乗客や、走行するバス付近を通行

のための必要な医薬品及び衛生材料が不足する

する車、街なかを行き交う地域生活者へ向けて

場合は市内関係業者から調達することになって

強力なインパクトを与えることが可能であり、

おり、薬局、薬店等または本市薬剤師会等との

バス広告の中でも、広告到達率や広告注目率が

－５１－

高く、ブランドイメージを高めることも期待さ

り多くの人の目がある大都市が効果的であると

れます。

考えます。近隣であれば、仙台市や新潟市、ま

私は、平成２４年１２月定例会において、ラ
ッピングバス活用について質問をさせていただ

たは東京都などでできれば効果が上がるものと
思います。

きました。内容は、かみのやま温泉開湯５５５

最近では、東根市が仙台市、東京都中央区で

年に合わせて、広く県内外に本市の観光、温泉

路線バスラッピングによるＰＲ活動を行い、テ

をＰＲするための施策として有効と考え、提案

レビにも取り上げられ、効果があったと聞き及

したものです。市長の答弁といたしましては、

んでおります。

「動く広告塔として、より多くの人の目にとま

本市においては、市長によるトップセールス、

る効果が期待されることから、導入するバス、

シティプロモーション、さらに最近ですと、仙

路線や時期、広告内容など検討課題はあります

台駅でのかみのやまフェアなどを開催し、本市

が、実行委員会に話をしてまいります」という

の魅力を発信していただいていると認識してお

ことでありました。

りますが、さらなる手段としてラッピングバス

当時、市内各団体で構成する「かみのやま温
泉開湯５５５年祭実行委員会」が組織され、お

を利用し、本市の宝物をＰＲするべきと考えま
すが、市長の御所見を伺います。

話はしていただいたと思いますが、残念ながら

また、本市が所有しているマイクロバス及び

ラッピングバス広告導入には至らなかったわけ

公用車等にラッピングをしてみてはいかがでし

であります。

ょうか。マイクロバスは４台所有しているわけ

しかし、その後、本市でのクアオルト事業推

ですが、公民館事業等で数多く利用されており

進のために宣伝用マグネットシートを作成し、

ます。その１台をラッピングし、さまざまなイ

公用車等に張ってＰＲしていただいているとこ

ベント会場に出かけていただければ、それだけ

ろでございます。

で「走る広告」が可能となり、本市の重要課題

バスは生活者の身近な乗り物として地域に密

でもあるクアオルト事業等が幅広く市外にも認

着した公共交通機関ですので、その地域に住む

知され、興味を持っていただけるものと考えま

方をターゲットにした地域密着型の広告展開が

す。

可能であり、自治体の認知向上や、そこで展開

デザインなどは公募で募集することもいいと

している本市のクアオルト事業等のような施策、 思いますし、本市の小学生や中学生、または交
温泉、また米、サクランボ、ブドウ、ワイン、

流のある東北芸術工科大学生等にお願いしても

ラ・フランス、そば等、多くの本市特産物をＰ

いいと思います。
あわせまして、市の公用車数台にもラッピン

Ｒすることができます。
また、ラッピングバスは１カ月や１年単位で
の広告掲載ができ、例えばラ・フランス出荷前
の１カ月間だけの短期や、クアオルト事業など

グを施し、市外を走行させることで、さらなる
ＰＲにつながるものと考えます。
現在、他の自治体において自前のマイクロバ
スや公用車にラッピングをしているところは見

の長期での広告掲載が可能です。
また、運行させるには、ＰＲ効果を考え、よ

かけませんし、大きな話題になるものと考えま

－５２－

すが、市長の御所見をお伺いいたします。

していくことのほうが、特産品の販売や交流を

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員に対する答弁の

促進する目的として、より効果的と考えており

前に、この際１０分間休憩いたします。

ますので、大都市でのラッピングバスを運行す
る考えは持っておりません。

午後 ３時００分 休 憩

次に、公用車へのラッピングの活用について
申し上げます。

午後 ３時１０分 開 議
○髙橋義明議長 休憩前に引き続き会議を開き

公用車を活用したＰＲにつきましては、上山
型温泉クアオルト事業の周知に取り組むことが

ます。

大沢芳朋議員の質問に対する答弁を求めます。 重要であり、マグネットシートを活用したＰＲ
を継続していくとともに、ラッピング活用のＰ

市長。

Ｒにつきましても、さらに調査研究をしてまい

〔横戸長兵衛市長 登壇〕
○横戸長兵衛市長 １０番大沢芳朋議員の御質

ります。

問にお答えいたします。

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

初めに、上山市医師会等との連携について申

○１０番 大沢芳朋議員 まず、１番目の、医
師会等との連携ということで、前向きなお考え

し上げます。
現在、上山市医師会と災害時の医療救護活動

をお聞きしましたけれども、平成３０年度中に

に関する協定について、平成３０年度中の締結

協定といいますか、連携についての話し合いを

を目指し、協議を進めているところであり、災

していただくというお答えだったと思いますが、

害時における医療救護面での連携を強化してま

内容的に、初期医療救護体制ということでの、

いります。

そういった話し合いなんでしょうけれども、今

次に、医薬品、衛生材料確保のための協定締

現在どのような中身を考えていらっしゃるのか
お聞きいたします。

結について申し上げます。

災害時における医療救護体制を強化するため、 ○髙橋義明議長 健康推進課長。
今後、市内に工場のある製薬会社及び大手ドラ

○鈴木直美健康推進課長 協定の内容の案とし

ッグストア等と、災害時に必要な医薬品、衛生

ましては、まず医療救護班の派遣、応急処置、

材料の供給を受けることができるかを含め協議

後方医療機関への転送、助産指示、遺体の検案、

し、協定締結に向け調整してまいります。

医薬材料の携行などを盛り込むことを今、案と

次に、大都市でのラッピングバスの運行につ

しまして協議をしているところでございます。
○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

いて申し上げます。
ラッピングバスは、高い注目を集めながら広

○１０番 大沢芳朋議員 そうですね、大変あ

く発信できることから、不特定多数を対象に認

りがたいことだと思います。ぜひ、その件に関

知度を高める目的としては有効な媒体と認識し

しましては、間違いなくしていただけるように、

ております。

協議をしていただければなと思います。

しかしながら、本市の場合、新設するファン

ただ、医師会等との連携ということでお伺い

クラブ会員等にターゲットを絞り、的確にＰＲ

しましたけれども、医療救護施設等になります

－５３－

と、医師だけでは事足りず、それに伴う看護師

がでしょうか。

及び薬剤師。なぜ薬剤師かといいますと、医師

○髙橋義明議長 健康推進課長。

及び看護師等ですと、まず薬の処方は出せない

○鈴木直美健康推進課長 協定につきましては、

というふうに医療業界、医師の方から聞いてお

個別の協定と考えておりますが、今後、具体的

ります。間違いなく薬剤師等も一緒に来ていた

に進めるに当たりまして、例えばマニュアルの

だかなければならないという状況になると思わ

作成という作業も出てくると思っております。

れます。その災害の規模にもよるとは思います

そういった際に、合同で連携しながら、そうい

が、災害によって、市でそういった要請を図る

ったものを話し合う場をしっかり持っていきた

わけでしょうから、そういったことを考えれば、 いと思っております。
今、薬剤師協会というものも上山にございます。 ○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。
また、薬剤師の前に医師ということであれば、 ○１０番 大沢芳朋議員 ぜひ市民の安心・安
歯科医師等も一緒になって、歯科医師会も上山

全ということで、保障というわけでもありませ

市にあるわけですから、そういった方とも連携

んが、ぜひそういった話し合いを持って、進め

を図るべきと考えますが、その点についてどの

ていっていただければと思います。
次に、医薬品等供給体制における協定締結と

ようにお考えなのか、お聞きいたします。
○髙橋義明議長 健康推進課長。

いうことで、市長からは非常にいいお答えをい

○鈴木直美健康推進課長 議員のおっしゃると

ただいたのかなと認識しております。

おり、我々としましても、医師会のみの連携で

これも、市内の医薬品メーカーということで

はまだまだ十分ではないと考えており、まずは

すが、私もいろいろ調べまして、山形工場、上

医師会との協定について今、進めさせていただ

山工場ですが、そこでどんな商品を製造してい

いておりますが、その後、歯科医師会、薬剤師

るのかなと、ちょっと聞いてみたんですけれど

会と話をしていく予定にしております。

も、これはちょっと教えられませんということ

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

でありました。

○１０番 大沢芳朋議員 しっかり、よろしく

あわせまして、先ほど医師会との連携という

お願いしたいなというように思いますが、個別

お話で、薬剤師との連携も図らなければいけな

に、今、医師会と歯科医師会、薬剤師会とそう

いのではないかというお話をさせていただきま

いった話をしていくということですが、個別で

した。これは、協定締結のほうも、薬局であり

はなくて、要するに３つの会があります。例え

ますと、薬も置ける、衛生材料も置いている。

ば、今の３つですね。そういった人方を全て合

薬店ですと、一般用の医薬品しか置いておけず、

同で集めてもらって、代表者でも構いませんが、 医薬品は置いておけないわけなので、ぜひとも
そういったことをしていかないと、全く連携に

こちらの協定も、薬剤師会とも協定を結んでい

はつながらないのかなと認識するところであり

ただきたいと思っているところなんですが、そ

ますが、私の提案ですけれども、それが終わっ

の件に関してはどのようにお考えか、お示しく

た後、医師会、薬剤師会、歯科医師会とのそう

ださい。

いった話し合いも持つべきと考えますが、いか

○髙橋義明議長 健康推進課長。

－５４－

○鈴木直美健康推進課長 薬剤師会との話はま

も、そういった方もいらっしゃらないと思いま

だ、これからになりますが、その中でしっかり

す。

医薬品の確保についても御協力いただけるよう

とすれば、やっぱりいかに目につくかを考え

な内容にしたいと思っております。

れば、ぜひこれはやるべきだと私は思いますが、

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

再度になります。同じ答えしか返ってこないか

○１０番 大沢芳朋議員 私からすれば、すご

もしれませんが、市長のお考えをお聞かせ願い

く、災害時の医療救護体制の強化、充実につい

ます。

ては、いい答えをいただいたので、ここはこの

○髙橋義明議長 市長。

辺にしておきたいと思いますけれども、ぜひ市

○横戸長兵衛市長 ここでは大都市という限定

民の安心・安全ということを考えていただいて、 ですから、多分、東京だと思っています。
協定締結に向けて御尽力ください。よろしくお

やはり東京というのは本当に、いわゆる宣伝
とかも含めても大混雑しておるわけですね。そ

願い申し上げます。

次に、ラッピングバスということで、市長は、 の中で目立つということは、よほどの企画力と
か、あともう一つはやはり、残念ながら、東根

やらないということでございました。
ただ、やらないという答えの前に、市長に、

でやったということですから、それは日本一の

要するに広告バスというものは非常に効果があ

さくらんぼとかなんとかやったかもしれません

るということを６年前にも言っていただきまし

けれども。

た。動く広告塔としては、より多くの人の目に

クアオルトを今メーンでやっているわけです

とまる効果が期待されることからという答えだ

が、なかなかクアオルトといっても現実に理解

ったと思います。

してもらえるのかどうか。これが、「何だろ

先ほどの答えも、それに類似しているのかな

う」ということで興味を持ってくれる方も全く
ないわけではないでしょうけれども、そういっ

と思いました。
市長いわく、ファンクラブ等、特産品による
効果的なＰＲ活動をやっていくというようなお

たことを考えたならば、まず大都市については
今回のファンクラブでいいんだろうと。
ただ、市の公用車等については調査、研究を

答えだったかもしれません。
また、午前中、同僚議員の、ＳＮＳで情報発

すべきだろうというような考え方のもとで、ま

信をしてはどうかという御質問もございました。 ずは大都市については、ラッピングについては
私からすれば、観光しかりですけれども、ク

今回はやらないということで決定をさせていた

アオルト、またラ・フランス、サクランボもし

だいたところでございます。

かりですけれども、やっぱり、より認知度を高

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

めるには、より人の目につくＰＲ活動が私は一

○１０番 大沢芳朋議員 ６年前も、非常に市

番だと思います。何も知らずに上山市のホーム

長の答弁がよかったため、その後でも何か話が

ページを開いてくれる人はまず１００％おりま

出てきて、やってくれるのかなというような認

せん。また、ＳＮＳでも、そう簡単に上山市を

識でずっと６年間おりましたけれども、マグネ

見る人も、まあ同じことを言っていますけれど

ットシートでまずやっているというお答えでし

－５５－

の答弁になるので恐縮なんですけれども、平成

た。

マグネットシートもいいとは思います。ただ、 １５年だったと思います。上山市営のバスが初
マグネットシートも、いろんな旅館とか、また

めて運行を始めるというときに、子どもたちの

は個人でつけてくださっている方もいらっしゃ

アイデアを取り入れて、親しみを覚えてもらお

るように私も見ておりますが、最近だと旅館の

うという趣旨でラッピングバスをしたと記憶し

バス等にも張ってありますが、非常に小さいと。 てございます。
目にとまっているのか、とまっていないのかも

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

ちょっと定かではないというようなことを考え

○１０番 大沢芳朋議員 多分そのときのデザ

ての質問も、中には入っているんですけれども。 イン等は小学生がなさったのかはちょっと定か
クアオルト事業、特産品ということですが、

ではありませんが、安価にできるということで、

まず最近ですと、旅行客も減っている。または、 私は１問目でも、小学生等にデザインをしても
大変残念ながら閉館してしまった老舗旅館等も

らったり、または芸術工科大学の学生等からも

あるということを考えた場合に、絶対こういっ

してもらえれば、非常に本当に安い値段ででき

たものも使う必要が今後出てくるということだ

るものと思います。

けは間違いなく市長の気持ちの中に入れておい

マイクロバス、その当時、３０万円から多分

てくださいという、これはお願いですけれども。 ４０万円ぐらいでラッピングをしたと、私は思
次の公用車の話にもなりますが、まず公用車

いますけれども、公用車にするに当たっても、

のほうを研究、調査していただいて、まず上山

そんなに値段はかからないと思いますので、ぜ

市のホームページのアクセス数がふえたとか、

ひこれはＰＲといたしまして、できるだけ早く

そういったどれだけの効果があるかしっかり把

決断をしていただいて、まずは公用車にしてい

握した上で、ぜひ公共バス等の路線バス及び大

ただければと思いますが、市長、いかがでしょ

都市あたりにラッピングバスを走らせていただ

うか。

ければ、もっと私は、いいまちといいますか、

○髙橋義明議長 市長。

交流人口もさらにふえると思いますので、その

○横戸長兵衛市長 今、例えばラッピングバス

辺をよろしく、今後ともお願いしたいなと思い

をすることについても、何がメーンなのかとか、

ます。

あるいはどういう表現をするとか、やっぱりそ

それで、公用バスは調査、研究していってく

ういうある程度のといいましょうか、効果がな

ださるということですけれども、一つお聞きし

ければ、やっても無駄なわけでございますので、

たいんですが、この前、中山のほうのスクール

その辺をやっぱり吟味すること。

バスにラッピングバスを導入して、ずっと走ら

それと、ラッピングバスですから、そんなに

せていただいていたわけですが、あれに至った

長い文字とか、そういうことではまずいと思う

経緯というものが何かということで一つお聞き

んですよね。やっぱりワンポイントでばんと出

したいのですが。

せるような、例えば「クアオルトのまちかみの

○髙橋義明議長 財政課長。

やま」とか、そういうことが、街なかに走るこ

○平吹義浩財政課長 若干記憶をたどりながら

とによって、先ほど駅の話が出ましたけれども、

－５６－

駅に来られた方に「クアオルトのまちかみのや

少子化対策について質問します。

まなんだな」ということがわかっていただくこ

近年、日本では人口減少が問題となっていま

ともあるだろうし、その辺は調査、研究をさせ

す。何が問題かについては、人口減少だけ考え

ていただいて、そして効果のあるような方向性

れば、市場の縮小による消費の低迷、経済の停

を見出していきたいと考えております。

滞が問題と言われています。
また、単なる人口減少よりも、少子高齢化に

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。
○１０番 大沢芳朋議員 市長、ちなみに、先

よる問題は、労働力不足や年金・医療制度の維

ほど東根市でもなさっているようですというお

持などの課題も加わり深刻です。

答えでしたけれども、実際、東根市のバスのラ

地方においては、自治体の存在、集落の存在

ッピングをごらんになっておりますか。一つお

が危ぶまれることが一番の問題と考えています。
私は、上山の自然環境や人柄が好きです。こ

聞きします。
○髙橋義明議長 市長。

こで育ち、生きていることに幸せを感じていま

○横戸長兵衛市長 見ておりません。

す。このことを我が子や孫が感じられるように、

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

地域を残していかなければならないと考えます。

○１０番 大沢芳朋議員 見ておりませんとい

本市では、人口の将来展望の一つとして、合

うお答えでしたけれども、これはぜひ見てくだ

計特殊出生率の目標を平成３１年度１．４７と

さい。非常にインパクトがあるデザインでござ

しています。目標作成当時の説明では、年間の

います。

出生数が２２０人程度になれば達成できると説

また、私は今、息子が静岡にいるんですが、

明を受けました。平成２９年の合計特殊出生率

静岡の三島市の隣に裾野市というところがあり

は１．２１で、出生数は１４９人となっていま

ます。たまたま三島に、子どもが住んでいると

す。

ころに行ったら、裾野市のラッピングバスがま

現状を考慮して、目標達成の見込み、それに

ちを走っておりました。やっぱり、すごく目に

伴う目標や期限の変更が必要と考えているのか、

とまって、私は裾野市のホームページを開きま

また、新たな施策などの方向性について、市長

した。そういったこともあります。私だけかも

の見解を伺います。
少子化を緩和するために、私が最重要と考え

しれませんけれども。
間違いなく、目につくと興味は持つと思いま

ていることが子育て支援の充実です。

すので、今後とも路線バス及び公用車に、まず

本市では、中学卒業までの医療費の無料化や

できるように研究していただければなとお願い

第３子以降の保育料無料化、めんごりあでの子

して、今回の一般質問を終わりたいと思います。 育て支援など、子育て支援についての施策は手
薄ではないと感じております。

ありがとうございました。

これらの施策を講じても、少子化が緩和して

○髙橋義明議長 次に、２番井上学議員。

こないのはなぜか。少子化対策は簡単ではない

〔２番 井上 学議員 登壇〕
○２番 井上 学議員 日本共産党議員団、井
上学です。

と改めて感じているところです。
また、子どもを産むには、まず結婚する人が

－５７－

ふえることが大切だということをよく耳にしま

○髙橋義明議長 市長。

す。結婚する人をふやすことについて、行政と

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

して直接的には、出会いや新生活のサポートを

○横戸長兵衛市長 ２番井上学議員の御質問に

行っていますが、さらに結婚する人がふえるこ

お答えいたします。
初めに、合計特殊出生率の目標達成の方向性

とが望まれます。
そこで、結婚祝い金の創設と出産祝い金の創

について申し上げます。

設を提案します。結婚祝い金を支給している先

合計特殊出生率の目標につきましては、上山

進地の福島県西会津町の例を挙げますと、結婚

市まち・ひと・しごと創生総合戦略の目標であ

祝い金について、１０万円か、町営住宅家賃相

りますが、第７次上山市振興計画の将来指標で

当分の月額３万８，０００円を上限として、家

ある人口目標算定の重要な要因となっているこ

賃６カ月を支給しております。

とから、現振興計画期間中における目標の変更

出産祝い金については、先ほどの福島県西会

は考えておりません。

津町の例を挙げますと、生まれた子どもの保護

目標の達成につきましては、厳しい現状であ

者に出生時２０万円を支給し、第３子以降に対

りますが、安心して子育てができる環境の充実

しては２０万円に加え、２歳の誕生日に１０万

など、総合的な施策を継続し、目標達成の実現

円、小学校入学時に２０万円の合計５０万円を

に向け、取り組んでまいります。
次に、出生数の増加に向けた新たな施策の実

支給しています。
また、出生時に支給する２０万円は、現金１
０万円と西会津町共通商品券１０万円にしてい

施について申し上げます。
出生数の増加に向けた施策については、子育
て世代向け住宅支援、企業内保育所への支援及

ます。

参考までに、西会津町の合計特殊出生率は１． び病児保育事業の開始に向けた取り組みなど、
６６となっており、福島県平均の１．４８を上

高い効果が期待できる子育て支援策を積極的に

回っています。

推進しておりますので、新たに結婚祝い金及び

私は、西会津町の子育て支援と比較して、本

出産祝い金を創設する考えは持っておりません。

市の支援は遜色ないものと感じていますが、こ

○髙橋義明議長 井上学議員。

の祝い金を支給することにより、さらに手厚く

○２番 井上 学議員 まず、１．４７につい

なると考えます。

てですけれども、やはり人口を維持していくた

さらに、祝い金の支給により結婚、出産につ

めに掲げた目標なので、変更するつもりはない

いて経済的に悩んでいる方などへの後押しとな

という部分に関しては、そういった気概で私は

り、本市の合計特殊出生率の目標１．４７に向

いいと思います。
それに向けてなんですけれども、やはりなぜ

けた取り組みの一つになると考えます。
以上のことから、出生数の増加に向けた新た

人口減少が問題かというところを主眼において

な施策の実施として、結婚祝い金、出産祝い金

取り組んでいくということが肝心だと思います

の創設について、市長の見解を伺い、質問とし

が、行政としては、その点どういったことが一

ます。

番問題となるか、お示しください。

－５８－

○髙橋義明議長 市政戦略課長。

おるわけでございますが、それにつけても、ま

○冨士英樹市政戦略課長 先ほど、議員の質問

だ出生率が上がっていないという状況にござい

の中でもありましたけれども、子どもが生まれ

ます。

る環境づくりというものについては、例えば住

ですから、そういうことでは、商工会の青年

宅施策であったり、子育て環境の充実であった

部の方とか、あるいは青年会議所の方とか、い

りということで、１つやればいいということで

ろんな方々が婚活という形で出会いの場をつく

はなくて、総合的に取り組んでいくことが必要

っていただいておるところでございますが、そ

と。それを、外に向けてしっかりＰＲしていく

れにつけても、なかなか結婚に至っていないと

ことが必要と考えております。

いうのが現状でございますので。
その辺につきましては、なかなか我々も次の

○髙橋義明議長 井上学議員。
○２番 井上 学議員 ちょっと、私の質問の

手をどう打っていけばいいかということでは大

意図があれだったと思うんですけれども、私は

変悩んでいるところでございますが、それは

１問目でも言ったんですが、やはり経済の衰退

我々行政のみならず、やっぱり家庭においても、

とか、そういった部分もあるんですけれども、

あるいは勤め先においても、いろんな形で結婚

地域が維持していかなくなるということが一番

ができる環境づくりというんでしょうかね、そ

の問題で、やはりそれを解決するには、交流人

れをさらに進めていく必要があるというように

口というか、ほかから移住者を呼ぶということ

考えています。

も重要ですが、それ以上にやはり少子化という

○髙橋義明議長 井上学議員。

ものを改善していくという気概が必要ではない

○２番 井上 学議員 どういった危機感をお

かと。そういう認識を行政としても持っていた

持ちなのかということも聞こうと思ったんです

だきたいなと思って質問いたしたんですけれど

けれども、今の答弁で十分危機感をお持ちだと

も、その点についてはどうでしょうか。

感じられました。
どういったことをやればいい、生まれてくる

○髙橋義明議長 市長。
○横戸長兵衛市長 人口の動向については、前

子どもがふえるかということも、私もなかなか、

に申し上げましたように、３つの要素があるわ

これだという答えは持っていないところですけ

けでございますが、やはり一番大事なことは、

れども、やはりそれに向けた取り組みを進めて

要するに生まれる子どもの数がふえるというこ

いっていただきたいという中で、議論を進めて

とに尽きるわけですね。

いってほしいんですけれども。

やはり、結婚して、子どもが生まれて、生活

いろいろと、そういった子育ての施策をやる

を営むということについては、まずは、いわゆ

に当たって、平成２６年度だったかな、平成２

る旦那さんといいましょうかね、その方の収入

５年度に、子育て支援事業計画策定に関するニ

が安定しているということが一番だと思うんで

ーズ調査とかというものもやっています。やは

すね。ですから、そういう面におきましては、

り、こういったものも含めて、あと今の現状も

企業誘致をしたり、あるいはいろんな形で働く

含めて、もっと分析、何が本当にだめで、出生

場を広げていくとか、そういったことをやって

率が上がってこないかというのは一つだけでは

－５９－

なくて、複合的なものだと思うんですけれども、 んでよし・育ててよし」プロジェクトの部分で
やはりその分析が必要だと思うんですが、そう

なんですけれども、やはり子育て環境がいいと

いった分析、今現状どうなっているか。また、

いうイメージ戦略が必要だという検証結果、最

これから取り組む予定があるのか、お示しくだ

後のページだったと思うんですけれども、出て

さい。

いると思います。それに向けて、どういった取

○髙橋義明議長 福祉事務所長。

り組みを今後なされるのか、お示しください。

○鏡 裕一福祉事務所長 子ども・子育て支援

○髙橋義明議長 福祉事務所長。

事業計画につきましては、これから平成３０年

○鏡 裕一福祉事務所長 子育て環境が充実し

度中につきまして、ニーズ調査を実施してまい

ていると思う市民の割合というものが低い状況

ります。それを踏まえて、保育の質の向上に向

になっておりますので、繰り返しになりますけ

けて、保育士の確保をしながら、多面的な施策

れども、保育の環境を、いつでも保育所に入所

を展開してまいりたいと考えております。

したいときに入所できる体制を確保するために、

○髙橋義明議長 井上学議員。

保育士の確保をしながら、保育園での子育てを

○２番 井上 学議員 わかりました。

進めてまいりたいと考えております。

私、この平成２５年度の部分を見て、一番最

それと、めんごりあについても、一時預かり

後に記述の部分があるんですよ。その部分を見

等の人数をふやして、５名から１０名というこ

ると結構、市長がやはり指摘した経済的な部分

とで利用できるようになっておりますので、あ

も往々にして記述してあるので、ぜひそういっ

わせて子どもを預かる環境を整備してまいりた

た部分も研究課題として取り組んでいただきた

いと考えております。

いと思うんですが、どうでしょうか。

○髙橋義明議長 井上学議員。

○髙橋義明議長 福祉事務所長。

○２番 井上 学議員 イメージの戦略が必要。

○鏡 裕一福祉事務所長 現状の子育て支援策

子育てするなら上山というイメージだと私は思

については、平成３０年度は待機児童も出てい

うんですけれども。

るということなので、いつでも預けやすい保育

先ほど、保育園、保連協との懇親会の中でも、

の環境づくりを進めまして、安心して子育てが

施策を十分、保護者の方がわからなくてという

できるサービスを進めてまいりたいと考えてお

ふうな部分もありましたので、ぜひそういった

ります。

ことも、前の一般質問でもやったときもあった

○髙橋義明議長 井上学議員。

んですけれども、施策の一覧があって、それを

○２番 井上 学議員 今、経済的な部分には

保育園入所時にやっていますということですけ

触れられなかったわけですが、まずニーズ調査、 れども、やはりそういった、あることを本当に
まだやられるということだったので、ぜひ本当

保護者の人から知ってもらわないと、それすら

に子育て世代の声を吸い上げてというか、反映

なっていないと、イメージ戦略もまずないと思

していっていただきたいと思います。

いますので。

また、先ほどの、まち・ひと・しごと創生総

ぜひ、その点の徹底をまず最初に手がけてい

合戦略の部分での検証結果ということで、「産

ただきたいんですけれども、その点について、

－６０－

よろしくお願いします。

がいないと。経済的な不安があるという部分、

○髙橋義明議長 福祉事務所長。

あと仕事や残業で忙しくて異性と会うような場

○鏡 裕一福祉事務所長 これまでも、子育て

面も少ないということが影響、まあ経済的な部

支援についてということで、新しく入園される

分ですよね、それが問題で結婚しない、できな

保護者の方にお配りしておりましたけれども、

いというふうなところで影響が出ているかと思

今後も引き続き、わかりやすく利用できる子育

います。

ての手引を工夫して、お知らせしてまいりたい

本来であれば、経済構造を抜本的に改善し、

と考えております。

格差社会を是正していくことが結婚の改善につ

○髙橋義明議長 井上学議員。

ながると考えていますけれども、なかなかそう

○２番 井上 学議員 よろしくお願いします。 いったことは一自治体で難しい部分だと思いま
あわせてですけれども、日本全国そういった

すので。

少子化というか、合計特殊出生率が低いという

当面そうした展望を持てない状況の方に対し

状況ではありますが、中には、以前の一般質問

て、市が結婚祝い金制度を創設し、市が本当に

でも提示させてもらった岡山県の奈義町という

結婚を応援するんだという姿勢を示すことは、

ところは２．２を超えるような自治体もありま

若者に大きなこの後押しになると考えるんです

すので、ぜひそういった先進地の研究とかも今

けれども、そういった観点から、結婚祝い金と

後必要となると思うんですけれども、そういっ

いうものを再度考えられないかということにつ

たいろんなことを含めて、少子化対策に向かっ

いて、よろしくお願いします。

ていくんだということについて示していただき

○髙橋義明議長 市長。

たいんですけれども、よろしくお願いします。

○横戸長兵衛市長 結婚祝い金、出産祝い金で

○髙橋義明議長 福祉事務所長。

ございますが、額は別としてですが、これがい

○鏡 裕一福祉事務所長 全国の先進自治体の

ただけるから結婚しよう、あるいは子どもを産

いい事例とかも参照しながら、あと国の新しい

もうという主たる原因にはならないと思います

施策等も研究しながら、子育てしやすい環境を

よね、基本的には。ただ、それは応援というこ

整えてまいりたいと考えております。

とで議員おっしゃるわけでございますが、ただ

○髙橋義明議長 井上学議員。

今、我々が考えていることは、個人よりも、広

○２番 井上 学議員 合計特殊出生率の目標

く多くの方々が結婚できる、あるいは子どもを

達成に向けては、数字達成だけが目標ではなく

産める環境づくりをしようというところに力点

て、やはり本当に子どもたちが元気にたくさん

を置いておるわけでございまして、個人的に祝

暮らすというところが一番の主眼だと思います

い金を贈るということについては考えてはおら

ので、そういったところの観点もあわせて、よ

ないというのが基本的な考え方です。
ですから、多くの方に結婚してもらうために

ろしくお願いしたいと思います。
引き続き、結婚祝い金のことについて、重ね

は、先ほど申し上げましたように、婚活イベン
トに対する費用の支援とか、あるいはいろんな

て質問させていただきたいと思います。
結婚しないという理由について、まずは相手

子育て支援とか、そういったものに力点を置い

－６１－

ているわけでございまして、個々については現

環境ということで、出産後の相談とか、保育園

時点では考えておらないということで、１問に

の入所とか、あと一時預かり等の子育てを支援

答弁したものと同様でございます。

する施策を充実させて、対応してまいりたいと

○髙橋義明議長 井上学議員。

考えております。

○２番 井上 学議員 本当に市長の言うとお

○髙橋義明議長 井上学議員。

りに、結婚祝い金、出産祝い金をやったから、

○２番 井上 学議員 なかなか難しい問題だ

みんながそれのおかげでそういったことに及ぶ

と思うんですけれども、先ほど枝松議員からの

のかというと、そうではないと私も思いますが、 質問で、財政にかかわる部分もあったんですけ
やはりあれば、先ほど言ったように、後押しに

れども、何もしなければ、市長は、財政がよく

なる方も少なからず私はいると思う点なので、

なるんだという話ですけれども、子育てに関し

その点は市長も理解していただいて、ただ、祝

てはやっぱり何かしなければ、本当、調べると、

い金を出せばふえるんだというふうな観点での

京都の笠置町というところ、１，４００人ぐら

質問ではありませんので、ぜひ御理解して、い

いの人口なんですけれども、１人も子どもが生

つかの部分では検討していただきたいなと思い

まれないというような状況が起こっているそう

ます。

です。１，４００人というと多分、宮川地区よ

次に、出産祝い金も同じだというふうなこと

りもちょっと少ないぐらいの人口規模だと思う

だとは思うんですけれども、やはりここも、西

んですけれども、やっぱりそういうことを考え

会津町と、さっき１問目でも言いましたけれど

ると、何か人ごとには思えないなというところ

も、やっている施策というものはほとんど、私

を感じますので。ぜひ、財政的な部分もありま

は変わりないと思っているんですよ。

すけれども、子育て・少子化対策についてはや

また同じことの繰り返しですけれども、やっ

ると。

たから、ぼんと上がるというわけではないんで

子どもがいなくなったら本末転倒というか、

すが、もう手詰まりの中で、何とか少子化を改

本当に自治体自体が消滅するというふうなこと

善していこうと思ったときに、こういった施策

にもなってくると思いますので、そういった点

が目に入ってきたわけなんですけれども。

を考慮していただきたいなと。１問目で、市長

そういった意味で、本当、先ほど来からの議

の危機感というものは感じられましたので、そ

論で、これをすればよくなるというふうなこと

の危機感を持って、今後も少子化対策、人口減

はないと思うんですけれども、あらゆることを

少対策に取り組んでいただきたいということを

考えて、少子化対策をしていくという姿勢をま

願いまして、質問を終わります。

ず示していただきたいなと思うんですけれども、
その点について、よろしくお願いします。
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日程第２

○髙橋義明議長 福祉事務所長。

議第６６号

○鏡 裕一福祉事務所長 出産祝い金につきま

について

しては、市でも出生のお祝いギフト等の支給も

（追加議案）

しておりますし、生まれた後の子育てしやすい

－６２－

財産の取得

○髙橋義明議長 日程第２、議第６６号財産の

区域であり、このうち、このたび取得する用地

取得についてを議題といたします。

は灰色で示した部分になります。
なお、議案資料２につきましては取得用地内

提案理由の説明を求めます。

訳書、議案資料３につきましては取得用地所有

市長。

者一覧表を添付しておりますので、御参照いた

〔横戸長兵衛市長 登壇〕
○横戸長兵衛市長 ただいま議題となりました

だきたいと存じます。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

議案について御説明申し上げます。
議第６６号財産の取得については、産業団地

申し上げます。

整備事業用地を取得するため、地方自治法第９

○髙橋義明議長 ４番髙橋恒男議員。

６条第１項第８号並びに議会の議決に付すべき

○４番 髙橋恒男議員 この際、動議を提出い

契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３

たします。
ただいま議題となっております議第６６号議

条の規定により提案するものであります。
なお、詳細につきましては、商工課長から説

案につきましては、会議規則第３７条第３項の

明申し上げますので、よろしく御審議の上、御

規定により委員会の付託を省略されることを望

可決くださいますようお願いいたします。

みます。
〔「賛成」と呼ぶ者あり〕

○髙橋義明議長 商工課長。
〔鈴木英夫商工課長 登壇〕

○髙橋義明議長 ただいま４番髙橋恒男議員か

○鈴木英夫商工課長 命によりまして、議第６

ら、委員会の付託を省略されたいとの動議が提

６号財産の取得について、補足説明を申し上げ

出され、所定の賛成者がありますので、動議は

ます。

成立いたしました。

恐れ入りますが、追加議案書の１ページをお

よって、本動議を直ちに議題といたします。
お諮りいたします。

開き願います。
このたびの財産の買収目的につきましては、
かみのやま温泉インター産業団地整備事業用地

本動議のとおり決することに御異議ありませ
んか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

として取得をするものであります。
財産の所在地は、上山市藤吾字大田２２０１
番外２６筆、種別は土地、数量は４万２，４０

○髙橋義明議長 御異議なしと認めます。
よって、議第６６号議案については、委員会
の付託を省略されたいとの動議は可決されまし

９平方メートルであります。
買収の方法は随意契約とし、買収予定価格は

た。
これより質疑に入ります。

２億３５６万３，２００円であります。
買収の相手方につきましては、上山市藤吾７

質疑、発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕

７２番地伊藤昭男外１０人であります。
あわせてお配りしております議第６６号議案
資料１の取得用地位置図をごらん願います。
点線で囲んだ部分が産業団地整備事業の事業

○髙橋義明議長 質疑はないものと認めます。
次に、討論に入ります。
通告がありませんので、討論はないものと認

－６３－

追加議案書の２ページをお開き願います。

めます。

このたびの財産の処分につきましては、次の

よって、採決いたします。
議第６６号財産の取得については、原案のと

とおり財産を処分するものであります。
財産の所在地、福島県相馬郡飯舘村飯樋字大

おり可決することに御異議ありませんか。

西１番６外３筆、種別は土地、面積は４万５，

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

６８７平方メートルであります。

○髙橋義明議長 御異議なしと認めます。
よって、議第６６号議案は原案のとおり可決

同じく所在地、飯舘村飯樋字大西１番地６、
１４番地１外附属１棟、種別は建物、面積は２，

することに決しました。

３２７．９４平方メートル、附属棟２７．００
平方メートルであります。
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日程第３

議第６７号

財産の処分

議案書とあわせてお配りしております議第６

について

７号議案資料１の売却財産位置図をごらん願い

（追加議案）

ます。
太線で囲んだ部分が、今回処分する部分とな

○髙橋義明議長 日程第３、議第６７号財産の

ります。
議案書にお戻りください。説明を続けます。

処分についてを議題といたします。

売却の目的は、遊休土地及び建物の処分であ

提案理由の説明を求めます。

ります。

市長。

売却の方法は一般競争入札であります。

〔横戸長兵衛市長 登壇〕
○横戸長兵衛市長 ただいま議題となりました

売却予定価格は５，３１０万円であります。

議案について御説明申し上げます。

売却の相手方は、福島県相馬郡飯舘村臼石字

議第６７号財産の処分については、ニュート
ラックいいたての敷地の一部及び建物を処分す
るため、地方自治法第９６条第１項第８号並び

町９６番地２、斎藤運輸工業株式会社、代表取
締役齋藤達夫であります。
なお、議第６７号議案資料２につきましては、

に議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

売却する土地及び建物の内訳書であります。御

は処分に関する条例第３条の規定により提案す

参照いただきたいと存じます。
以上で説明を終わりますが、よろしくお願い

るものであります。
なお、詳細につきましては、財政課長から説

いたします。

明申し上げますので、よろしく御審議の上、御

○髙橋義明議長 ６番佐藤光義議員。

可決くださいますようお願いいたします。

○６番 佐藤光義議員 この際、動議を提出い

○髙橋義明議長 財政課長。

たします。
ただいま議題となっております議第６７号議

〔平吹義浩財政課長 登壇〕
○平吹義浩財政課長 命によりまして、議第６

案につきましては、会議規則第３７条第３項の

７号財産の処分について、補足説明を申し上げ

規定により委員会の付託を省略されることを望

ます。

みます。

－６４－

御苦労さまでした。

〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○髙橋義明議長 ただいま６番佐藤光義議員か
ら、委員会の付託を省略されたいとの動議が提
出され、所定の賛成者がありますので、動議は
成立いたしました。
よって、本動議を直ちに議題といたします。
お諮りいたします。
本動議のとおり決することに御異議ありませ
んか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○髙橋義明議長 御異議なしと認めます。
よって、議第６７号議案については、委員会
の付託を省略されたいとの動議は可決されまし
た。
これより質疑に入ります。
質疑、発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○髙橋義明議長 質疑はないものと認めます。
次に、討論に入ります。
通告がありませんので、討論はないものと認
めます。
よって、採決いたします。
議第６７号財産の処分については、原案のと
おり可決することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○髙橋義明議長 御異議なしと認めます。
よって、議第６７号議案は原案のとおり可決
することに決しました。
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散

会

○髙橋義明議長 以上で本日の日程の全部を終
了いたしました。
これをもって散会いたします。

－６５－

午後 ４時０７分 散 会

－６６－

