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平成３１年３月５日（火曜日）

午前１０時 開議
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議事日程第２号
平成３１年３月５日（火曜日）午前１０時 開議
日程第 １ 一般質問
（予算特別委員長報告）
日程第 ２ 議第 １号

平成３０年度上山市一般会計補正予算（第６号）

日程第 ３ 議第 ２号

平成３０年度上山市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）

日程第 ４ 議第 ３号

平成３０年度上山市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

日程第 ５ 議第 ４号

平成３０年度上山市介護保険特別会計補正予算（第３号）

日程第 ６ 議第 ５号

平成３０年度上山市施設貸付事業特別会計補正予算（第１号）

日程第 ７ 議第 ６号

平成３０年度上山市産業団地整備事業特別会計補正予算（第２号）

（散

会）

本日の会議に付した事件
議事日程第２号に同じ

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

出

欠

席

議

員

氏

名

出席議員（１５人）
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岡

等

議員
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井

上

学

議員
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中

川
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髙

橋
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男
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谷

江

正

照

議員
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佐

藤
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義

議員
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枝

松

直

樹

議員
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浦

山

文

一

議員
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坂

本

幸

一

議員
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大

沢

芳

朋
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１１番
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崎

朋
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１２番

棚

井
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一
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形
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長
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橋

義

議員

明

欠席議員（０人）
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説 明 の た め 出 席 し た 者
横

戸

長 兵 衛

市

長

塚

田

哲

也

副

金
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直

之

庶
務
課
長
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事
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局
長

冨
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樹
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平
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舟
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信

弘

税

土

屋
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博

市民生活課長

鈴

木

直
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健康推進課長
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一
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鈴
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前
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長
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建
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会 計 管 理 者
(兼)会計課長
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長
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長
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開

議

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

○髙橋義明議長

出席議員は定足数に達してお

す議事日程第２号によって進めます。

－３０－

設等総合管理計画は第７次上山市振興計画に基
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

づき、公共施設やインフラを対象とした実施計

日程第１ 一般質問

画及び個別施設計画を総括する計画として位置
づけています。

○髙橋義明議長

日程第１、一般質問でありま

す。

また、この計画は平成２８年度から平成３７
年度、すなわち２０１６年度から２０２５年度

初めに、１２番棚井裕一議員。
〔１２番 棚井裕一議員
○１２番 棚井裕一議員

までの１０年間とし、目的は現況を調査・把握
登壇〕

し、人口動態や今後の財政状況等を踏まえ、総

おはようございます。 合的かつ長期的な観点から、有効活用や適正配

議席番号１２番、会派孝山会、棚井裕一です。

置、適切な維持管理等、公共施設等のあり方及

通告に従い、質問します。

びマネジメント（運営し活動すること）に関す

初めに、適切な公共施設の管理について。

る基本方針を策定することを目的としていると

市民意見を踏まえた実施計画及び個別施設計

あります。

画の策定。

さらに、基本方針として「市民参画による計

計画検討委員会の設置についてです。

画の策定」、すなわち今後策定する実施計画及

全国的に公共施設の老朽化が大きな課題とな

び個別施設計画（仮称）では、市民に対し施設

っている中、国は平成２５年１１月に「インフ

の現況、利用実態等を提示するとともに、十分

ラ長寿命化基本計画」を策定し、インフラの整

な意見交換を行いながら計画を作成してまいり

備に係る行動計画を策定するとともに、平成２

ますとあります。また、「総合的かつ計画的な

６年４月には総務省から地方公共団体に対し公

管理を実施するための体制の構築」、すなわち

共施設の全体の状況を把握し、長期的な視野を

今後策定する実施計画及び個別施設計画（仮

持って更新・統廃合・長寿命化などを計画的に

称）の策定に当たっては、将来のまちづくりを

行うことにより、財政負担を軽減・平準化する

見据えて多角的な検討が必要であることから、

とともに、公共施設の最適な配置の実現のため、 庁内において横断的な組織を立ち上げて取り組
「公共施設等総合管理計画」の策定が要請され、 んでまいりますとあります。
本市においても平成２９年３月に策定されまし
た。

そこでお伺いします。公共施設全体の最適化
を目指したこの基本方針で示されている「市民

本市においては、従来から橋梁、公園、市営

参画による計画の策定」について、市民に対し

住宅、下水道などのインフラに関しては個別施

どのような形で現況や実態を提示するのか、ま

設計画を策定し、計画的な点検・診断・修繕等

た十分な意見交換を行う場をどのような形で設

を行っています。また、市の最上位計画である

けるのかということです。

第７次上山市振興計画における「施策：効率的

確かにこの公共施設等総合管理計画には、現

な行政運営の推進」の目標の中に、公共施設等

状と課題に関する基本認識として以下の４つが

の総合的かつ計画的な管理を行うことを位置づ

挙げられています。

けています。そのようなことから、この公共施

１つ目は、社会保障費が増大するとともに、

－３１－

税収が減少することによる財政力の低下や、公

識・経験を有した市民を交えた検討委員会の設

共施設に対するニーズの変化が予想されている

置を求めますが、市長の御所見を伺います。

こと。

次に、市民プールの整備についてです。

２つ目は、旧耐震基準が適用されていた１９
８０年度以前に整備された施設は、延べ床面積

初めに、屋内温水プールの建設について質問
します。

にして全体の５割以上を占め、しかも今後建て

現在、市民プールは南町にあり、市民の体育

かえや大規模改修などの検討が必要な施設が集

の普及振興を図るため、夏の時期に多くの市民

中していること。

からの利用が図られていますが、大分老朽化が

３つ目は、更新施設等の更新需要に伴い、保

進んだ施設となっています。

有する公共施設などを同じ規模で更新すると仮

一方で、本市の各小学校・中学校には全校に

定した場合、今後４０年間にかかると試算され

プールが整備されています。これは平成２８年

た更新費用は総額１，２００億円を超え、年平

度の全国の公立学校の設置率が７９．５％であ

均３２億円の更新費用が必要と算定されており、 ることを考慮した場合、自分の生命はまず自分
これは直近４年間で既存施設の更新にかけてき

で守るという趣旨からも、非常に恵まれた環境

た年平均額１４億円をはるかに超え、新規整備

にあると言えます。水泳の授業が単に泳法の習

を含めた年平均額２６億円をも上回る費用を要

得が目的ではないということが、学校体育実技

するという試算が示されています。

指導資料にも記されています。さらに、水の特

４つ目は、その上で今後４０年間の歳入見込

性を知り、水中での安全を習得することにより、

み並びに歳出の見込みを想定した場合、平均す

水に関連する事故の際、みずからの生命を守る

ると１年当たり８．８億円の財源不足が生じる

手段を身につけることに関係すると位置づけら

結果となること。

れています。

これらの財政面の実態開示、さらに施設類型

しかしながら、公共施設としての観点から見

ごとの管理に関する基本方針は、この公共施設

た場合、年間数十日の水泳指導のために各学校

等総合管理計画で提示されています。しかし、

でプールを維持していくのは、少子化の時代に

これらの課題を踏まえ、市民の安全・安心を確

負担が大きいと言えます。

保し、子どもや孫の世代が安心して暮らせるま

そこで、将来廃止することを前提に、老朽化

ちを築いていくため、真に必要な公共施設を安

している南町に所在する市民プールの修繕を最

全に保有し、運営の確立が求められ、その計画

小限にとどめた上で、１つの中学校のプールを

を作成するに当たり、市民参画での十分な意見

屋内温水プールに改修し、市民プールとしての

交換を行う場が求められるのは必至のものと考

機能を持たせることを提案します。学校教育は

えます。

もとより社会教育、さらに社会体育や社会福祉

それゆえ、多くの自治体では公共施設等総合

の面でも、年間を通じて利用できる公共施設に

管理計画策定時から検討委員会を設置しており、 なると思われます。
本市におきましても財政課や市政戦略課、そし

建設費が高額になることや、学校の授業と重

て各施設の所管課や市長、さらに関係団体や知

なることで夏季の集客能力に課題があること、

－３２－

人件費や光熱水道費などのランニングコストが

ません。

高額になり、財政負担が大きいことなどのデメ

そこで、近年、学校施設の有効活用の観点か

リットがある一方で、年間を通して計画的に利

ら、学校プールの一般開放を実施している自治

用でき、競技力向上や健康増進のために利用で

体はおよそ４８％を数えています。

きること、天候等に影響されず、良好な環境で

さらに、学校プールの維持管理費を抑えるた

プールなどが利用できること、各種講座・教室

め、小学校や中学校でプールを廃止し、水泳の

などの事業が可能になることなどのメリットが

授業は公設プールや民間のスイミングスクール

挙げられます。

で授業の民間指導委託をする例もふえています。

例えば、北中学校のプールを改修すると考え

学校プールの維持管理コストを削減するととも

た場合、プールが校舎からの離隔がとられてい

に、安全管理面での教員負担も軽減され、水温

ることや、更衣室も独立して整備されているこ

や水質、衛生面の環境も安定することがメリッ

と、駐車場も確保できることなどを含め、条件

トとして挙げられています。

面で現在の市民プールに遜色ないと思われます。

神奈川県海老名市では、各学校にプールを整

岩手県久慈市では、人口３万５，０００人と

備するという従来の施設のあり方を見直し、

本市とほぼ同規模の自治体ですが、屋内温水プ

「体育は地域の中で」という考えのもと、平成

ールの利用者数は屋内及び屋外も含めたプール

２３年度までに１９の小中学校のプールを全廃

の年間延べ利用者数のおよそ７３％を超える３

し、現在は市内４カ所の温水プールで５月から

万３，０００人の利用実績があり、市民の健康

１０月に授業を行っています。市教育委員会の

やスポーツとしてプールの必要性を物語ってい

担当者は、「温水プールなので、夏に限られた

ます。

水泳授業を春や秋に移すことができる」と語っ

また、既に「めんごりあ」の運営に携わって
いる株式会社東京ドームスポーツは、他の自治

ているそうです。
本市においても、市民プールとして屋内温水

体においてスイミングスクールを実践しており、 プールを整備し、近隣の学校のプールを廃止し
屋内温水プールにおいてそのような民間のノウ

て、小中学校の授業で活用すれば、修繕費を初

ハウに基づいたスイミングスクールを実践する

め維持管理費の軽減が実現し、結果として子ど

ことで、市民の、そして子どもたちの健康増進

もたちの泳力の向上や授業の安全性も高まるこ

や泳法習得などへの活用も考えられますが、屋

と、天候に左右されず、安定した水泳授業が可

内温水プールの建設について市長の御所見をお

能になるものと思われますが、教育長の御所見

伺いします。

を伺います。

最後に、市民プールとして位置づけた屋内温
水プールの小中学校の授業での活用についてで

以上で第１問を終わります。
○髙橋義明議長

す。

市長。

〔横戸長兵衛市長

学校施設としてのプールは、市民プールと同
様に、水泳授業の有無にかかわらず、水質管理
のためろ過装置を継続的に運転しなければなり

○横戸長兵衛市長

登壇〕

１２番棚井裕一議員の御質

問にお答えいたします。
初めに、市民意見を踏まえた実施計画及び個

－３３－

別施設計画の策定について申し上げます。

く変える場合、地域の人たちとか利用者と意見

今後の２つの計画策定における市民参画ある

交換をする場を設け、十分な説明をし、合意形

いは意見交換等につきましては、施設の具体的

成を図るという慎重な進め方、市民として大変

な方針を示す個別施設計画の策定過程において、 ありがたいことですし、もちろんこれはしても
施設の統廃合などこれまでの施設のあり方を大

らわなければならないことだと思います。

きく変える場合、当該施設の立地する地域や利

さて、今回の質問の提案をもう一度整理させ

用者の方々との意見交換の場を設け、十分な説

ていただきますと、インフラ、橋とか道路とか

明を行い、合意形成を図りながら、慎重に進め

については、一つ一つ計画がもう既にされてい

てまいります。

て、その計画に従って修繕・点検されていると

次に、屋内温水プールの建設について申し上
げます。

伺いました。これはもちろんされていることで
しょうから、いいと思います。そして、今回私

屋内温水プールの建設につきましては、建設

が質問している公共施設等総合管理計画という

費、維持管理費に係る経費の問題に加え、弁天

のは、そのほかの公共施設、例えば学校、保育

地区の温泉健康施設建設、さらには近隣市にあ

園、耐震化が済んだこの市役所、消防署などを

る屋内温水プールを市民が利用している実態が

初め上山市がつくって管理している建物などに

あることから、屋内温水プールを整備する考え

ついて、まずは２０２５年度までの期間に区切

は持っておりません。

ってどんな方針、すなわちどんな目標を持って

○髙橋義明議長

修理したり建て直したり、あるいはなくしたり

教育長。

〔古山茂満教育長
○古山茂満教育長

登壇〕

するかということを、基本的な考えを示したも

１２番棚井裕一議員の御質

のということで作成されていると思います。今

問にお答えいたします。

後、施設の種類ごと、例えば学校、保育園とい

初めに、市民プール整備などに係る小中学校
の授業での活用について申し上げます。

う種類ごとに実施計画、最終的には一つ一つの
施設ごとに、ほかの施設と１つにまとめるかと

小中学校における学習内容は、授業時数とと

か、お金がなるべくかからないようにするかと

もに学習指導要領に示されており、地域の特色

かいう個別施設計画が作成されようと今してい

を踏まえ、学校の教育課程が編成されておりま

るわけですけれども、今答弁でいただいた当該

す。特に体育の授業は、季節や体育的行事など

地域にかかわる人との意見交換、利用者との意

を考慮して計画されており、各学校からの移動

見交換、十分な説明をして合意形成を図ると。

時間、運動量の確保の面で目標達成が難しいこ

それとともに、公共施設等総合管理計画には庁

とから、小中学校の授業での活用については困

内において、すなわち行政側、市役所の中にお

難であるというふうに考えております。

いて横断的な組織を立ち上げて取り組んでまい

○髙橋義明議長

りますというふうにも書いてあります。ここで

棚井裕一議員。

○１２番 棚井裕一議員

順次質問していきま

す。

「横断的な組織をもって、総合的かつ計画的な
管理を実施する体制ができる」と書いています

具体的な個別計画を策定するに当たり、大き

が、これについて具体的な取り組みについてお

－３４－

伺いします。
○髙橋義明議長

ている環境といいますか、それは公共施設等総
財政課長。

合管理計画、平成２９年３月に策定したものに

○平吹義浩財政課長 庁内での検討組織という

総論の部分で書いてあるわけですけれども、改

部分でありますけれども、庁内には行革の本部

めてそういったものをお示しして、その中でど

会というものがございます。これは市長がトッ

うしてもこの施設を統廃合したいんだけれども

プの会議でありますけれども、その下に幹事会、 御理解いただけませんかというようなことで、
幹部職員の組織があるんですけれども、最終的

地域の方々あるいは利用者といいますか利害関

には行革本部会で決定する、そのためには幹事

係者の方が集まりやすいような環境をつくって、

会、あるいは今回の公共施設等総合管理計画の

そこで十分に話し合いを進めさせていただいて、

事務局的な立場に立っているのが財政課であり

それで御納得いただいて初めて実施に移ると、

ますけれども、例えばスポーツ施設であればス

そういうようなことを想定しております。

ポーツ振興課、そこと財政課がしっかり協議を

○髙橋義明議長

して原案をつくって、幹事会あるいは本部会に

○１２番 棚井裕一議員

上げて、庁内的に意思決定していくと、そうい

すね、一番地域の方とか利用者から反対の意見

う決定を予定しております。

が数多く出されてしまうと思います。それに対

○髙橋義明議長

し、利用者の方に廃止することを前提に説明会

棚井裕一議員。

○１２番 棚井裕一議員

棚井裕一議員。
特に廃止する場合で

了解しました。財政

ですか、そういったものを開くということにな

課が課としてはメーンになるということをお伺

るみたいな話でしたが、廃止を前提とした話に

いしました。その上で、先ほども触れましたけ

なるんでしょうか、それとも話し合いの中で決

れども、公共施設等総合管理計画には「市民に

めていくというようなことなんでしょうか。お

施設の現況、実態、利用実績を提示するととも

伺いします。

に」とも書いてありますけれども、この実態と

○髙橋義明議長

か利用実績については先ほどと同様に地域の方

○横戸長兵衛市長

もしくはその利用者に告知するものにとどまる

使用していない施設があります。例えば統廃合

んでしょうか。お伺いします。

した学校でございますが、現在、西郷第二小学

○髙橋義明議長

財政課長。

校とか本庄小学校がございます。その学校につ

○平吹義浩財政課長 個別計画を地域の方にお

きましては、まず地域の中でどういう利活用と

示しするという場合、それは具体的なものをお

いいましょうか、どういう活用をしてほしいの

示ししないと議論が進まないというふうに認識

かということを我々は投げかけております。で

しております。ですので、それは個別計画とい

すから、そのことについて地域の方々、利用者

うふうになるんですけれども、例えばとある施

も含めてだと思いますけれども、その方々の意

設が我々は統廃合すべきなんだというふうに考

見を最優先にして今取り組んでいるところでご

えているんだけれどもというような一定の結論

ざいまして、現時点においては西郷第二小学校

に達した場合に、それを市民の皆さんにお示し

も本庄小学校もまだ手つかずの状況であります

する場合にさまざまなデータ、あるいは置かれ

が、ある程度の期間で地域の方々に考え方をま

－３５－

市長。
いろいろ本市にも学校とか

とめていただいて、その考え方がまとまらない、 その費用などの評価基準に対してはどのような
あるいは市のほうで何か大局的な面からこの施

方針を持っているのかお伺いします。

設をこういうふうに利活用する、あるいは解体

○髙橋義明議長

するということになれば、また我々のほうが考

○平吹義浩財政課長 まず、公益性と収益性を

えていくということでございまして、第一義的

分けて考えております。

財政課長。

には地元の方々がまずどういう考え方を持って

収益性につきましては、公共施設であります

いるかということを大事にしているところでご

ので、俗な言葉で言うともうけるとかそういっ

ざいます。

た発想は一切ございません。あくまでも公共に

○髙橋義明議長

棚井裕一議員。

○１２番 棚井裕一議員

供するものということでその料金といったもの

今市長がおっしゃっ

たように、例えば学校という話で今答弁いただ

を考えていかなければならないだろうというふ
うに考えております。

いたわけですけれども、地域にとっては学校な

一方、公共性につきましては、公共性といっ

り体育館なりというのは非常に利活用という面

たものをできるだけ客観的なものにしてあらわ

では大きな課題になってくると思います。その

したいと。それは実施計画の中で論じようとい

面で、その後の利活用ないし施設によっては解

うところなんですけれども、例えば公共性とい

体なども含まれると思いますけれども、個別施

ったもの、単純に公共性の数値化をどうすると

設計画の策定ないし地域の方たちとの話し合い

いったものではなくて、今現在は２つの観点か

の場では、例えば今の話、廃止という場合はそ

ら公共性を考えております。１つは公益的なの

の後の活用もしくは解体というふうなことも含

か私益的なのかという部分、その軸。それとも

めての話し合いになるんでしょうか。廃止する

う一つ、選択的なのか、市民すべからく必需な

かしないかだけの話し合いになるんでしょうか。 ものなのかと。選択なのか必需なのかという、
もう一回お伺いします。

そういうベクトルで公益性を判断して、できる

○髙橋義明議長

限り客観的なものにしようということで今進め

財政課長。

○平吹義浩財政課長 幅広い議論になると思い

ているところでございます。

ます。例えば代替施設をどうするんだとか、あ

○髙橋義明議長

るいはその施設をもし統廃合する場合にその施

○１２番 棚井裕一議員

設をどういうふうに活用していくんだという、

もしくは収益性という言葉が出てきました。そ

そこまで含んだ幅広い議論が必要だというふう

の公益性の基準というものに際しても、いわゆ

に思っています。

る行政側の考えはもちろん、行政もプロですか

○髙橋義明議長

棚井裕一議員。

○１２番 棚井裕一議員

棚井裕一議員。
今の答弁で、公益性

ら、大きく外れる、間違うということはないは

全体的な考え方とい

うのは承知しました。

ずですけれども、加えて実施計画の段階で市民
や関連団体の意見は反映しなければならないで

ここで、公益性とか収益性、収益性といって
ももうけるという意味じゃなくて、受益者負担

しょうか。どう考えますか。お伺いします。
○髙橋義明議長

財政課長。

を考慮した維持管理もしくは管理委託に際して、 ○平吹義浩財政課長 実施計画のレベルまでは、

－３６－

どちらかといいますと基本的な考え方あるいは

に「市民が暮らし続けられるよう都市機能を維

理念的なもの、そういったものが中心になって

持・増進していくことが不可欠であることから、

きますので、これは議会と十分意見交換をさせ

歩いて回れるコンパクトな都市構造への転換を

ていただいて、決めていきたいというふうに考

目指していきます」というふうにあります。こ

えているところであります。十分な時間をとっ

のコンセプトから、さらなる集約化、すなわち

ていただきまして、私たちのほうで実施計画の

コンパクトシティー化を前提としての実施計画

案というものをお示しして、そこで意見をいた

というものをお考えになっているのか、お伺い

だいて、それで決定していきたいと、そんなこ

します。

とを考えております。

○髙橋義明議長

○髙橋義明議長

○平吹義浩財政課長 平成２９年３月に公共施

棚井裕一議員。

○１２番 棚井裕一議員

財政課長。

実施計画の段階で議

設等総合管理計画をお示ししたわけですけれど

会に開示していただけるというふうに今お伺い

も、今御質問にあった内容まで、そこまでコン

しました。

パクト化というのはちょっと考えていないとこ

実施計画については、議会にはどのようなめ

ろです。

どで、２０２５年までに個別計画なわけですの

○髙橋義明議長

棚井裕一議員。

で、ある意味時間的には迫ってきているわけで

○１２番 棚井裕一議員

す。ですので、なるべく個別計画をしっかりし

ティー化というふうなことを前提にではないと

たものを策定するためにも、実施計画というの

いうことですね。わかりました。

現在はコンパクトシ

は早目に開示していただきたいと思うんですけ

この１番についての最後ですけれども、本格

れども、どの段階、時期的にはいつごろになる

的にこれから議会にも提示される実施計画及び

予定でしょうか。お伺いします。

個別計画策定に当たり、私たちもそれらの準備

○髙橋義明議長

財政課長。

なども図る必要があるということで、もう一度

○平吹義浩財政課長 私ども内部的には実施計

財政課長、基本的な考え方というのを改めてお

画はもう相当できております。あとは議会にお

伺いします。

示しする日程的なもの、あるいは議論する環境

○髙橋義明議長

といったものをちょっと考えまして、提示させ

○平吹義浩財政課長 まず、公共施設等総合管

ていただきたいと思いますけれども、できるだ

理計画というのは３つの計画で完成するわけで

け早くというふうな思いはございます。

す。既に策定した公共施設等総合管理計画、実

○髙橋義明議長

施計画、個別計画ということで完成するわけで

棚井裕一議員。

○１２番 棚井裕一議員

財政課長。

できるだけ早くの開

ありますけれども、実施計画の位置づけですけ

示をお願いして、積極的な議論を交わす場を多

れども、現実具体的な内容を示す個別計画と公

く持っていただければと思います。

共施設等総合管理計画をつなぐための整理のた

先日策定された第２期上山市都市マスタープ

めの計画だというふうに位置づけております。

ラン及び上位計画の第７次上山市振興計画にこ

統一した考え方で、こういうふうな考え方で個

の計画は基づいていると思われますが、その中

別計画に持っていくんですよというようなこと

－３７－

を内容とするものでございまして、例えば老朽

○高橋秀典スポーツ振興課長

市民プールにつ

化の度合いをまず見て、古いものについては仮

きましては、先ほど御指摘ありましたとおり利

置きで一応統廃合の対象にはするんだけれども、 用者の減少ということはありますけれども、実
いろんな視点があるだろうというようなことで、 際の２カ月間開設部分での利用ということに関
個別計画にどういうふうに反映させていくのか

して、学校での利用期間が終わってからの利用、

という、そういったルール化をするのが実施計

またお盆期間等の利用ということで、ちょっと

画というような、そういう位置づけでございま

集中しているという部分が見受けられると思い

して、そういうことで進めていきたいというふ

ます。基本的にはレジャー的な目的ということ

うに考えているところです。

で利用される方が多いのかなというふうに見て

○髙橋義明議長

おりますけれども、そういった部分が減ってき

棚井裕一議員。

○１２番 棚井裕一議員

わかりました。実施

ているのかなというふうに認識しております。

計画ないしその後の個別計画策定に当たり、私

○髙橋義明議長

棚井裕一議員。

たち議員も総合計画のほうをしっかり勉強させ

○１２番 棚井裕一議員

ていただき、今後の議論に向けた準備をしてい

年後をめどに弁天に温泉健康施設、その中に今

きたいと思います。

現在予定されているのがクアオルト事業を前提

当然市民の方も、３

次に、市民プールの整備について伺います。

とした歩行用のプールということで、いわゆる

建設費、維持管理費の経費の面を先ほどおっ

スイミングプールは現在のところ予定していな

しゃいました。さらに、弁天地区に温泉健康施

いというふうに説明を受けています。その上で、

設の建設が予定されている、３年後をめどに整

人口減少、財政の課題などもある中、プールを

備する予定というふうに伺っています。もちろ

つくろうとしているときに、何でまたプールな

ん近隣市の屋内温水プールの利用というのも多

んだ、何考えてんのというふうに、このタイミ

いと思いますけれども、平成２６年から平成３

ングでなぜまたプールなのかと思われることを

０年、この５年間の市民プールの利用者数とい

わかっていながら、今回質問に上げさせてもら

うのをお伺いしましたところ、大ざっぱに１，

ったのは、この施設もまた先ほどの話題になり

０００人以上の減少。平成２６年、平成２７年

ますけれども、適切な公共施設管理の対象とし

には大体４，０００人。平成２９年、平成３０

て直面している問題だというふうに、もちろん

年の直近の２年間では大体２，８００人。３割

執行部の皆さんも認識していると思います。

減というふうな現状もあります。これは単に老

今、スポーツ振興課長からレジャーとかの面

朽化だけでもないと思いますし、若者が減って

も含めて季節が限定されているというふうに伺

いるということでもない、近隣市の屋内温水プ

いました。時期的に限定される、もちろんです。

ールのほうが楽しいから行ってしまうというこ

夏の暑い時期、暑くない日もありますけれども、

ともあるかと思いますけれども、この現状に対

かなり限定された時期にしか利用しないと。ま

して、市民プールの利用者減に対して、どのよ

して建屋のほうは２０１９年度に耐用年数を迎

うにお考えでしょうか。お伺いします。

え、そのほか、プールサイドの安全確保のため

○髙橋義明議長

改修や機械の更新などで市民プールだけで年間

スポーツ振興課長。

－３８－

７００万円から２，０００万円、年度によって

いします。

はそれを超える維持費が必要になっているわけ

○髙橋義明議長

です。

○高橋秀典スポーツ振興課長

スポーツ振興課長。
市内の大会にお

市民プールの持つ機能というものについて、

いては、利用はございません。県の５０メート

広く市民の利用を前提としたもののほか、市長

ルプールの大会の練習ということで、数日利用

はどのようなものをお考えですか。お伺いしま

することもあります。

す。

○髙橋義明議長

○髙橋義明議長
○横戸長兵衛市長

市長。

棚井裕一議員。

○１２番 棚井裕一議員

このような状況で、

市民プールは、市民の方々

必ず市として、行政として５０メートルのプー

が暑いときにプールで泳いでいただくというこ

ルを備えなければならないというふうに市長は

とでございますし、それが健康づくりにもつな

思いますか。どうでしょうか。

がるものだというように考えております。

○髙橋義明議長

○髙橋義明議長

○横戸長兵衛市長

棚井裕一議員。

○１２番 棚井裕一議員

市長。
今担当課長が答弁したとお

以前、南中学校の場

りだと思います。利用の頻度は少ないというこ

所に市民プールがあったわけです。そこは５０

とでございます。ただ、現時点においてそうい

メートルで、競技も行えるというふうな位置づ

ったプールがあるということでございますので、

けで、大会なども行われていました。今現在南

それをわざわざ壊して新しくつくるという考え

町にある市民プールも５０メートルで、飛び込

は持っておりません。

み台などもしっかり設置されて、競技が行える

○髙橋義明議長

ものになっていますけれども、これが必ず５０

○１２番 棚井裕一議員

メートルである必要性、競技にも対応するもの

たね。将来的にというふうな意味合いでお聞き

である必要性に対して、必ず前提となるもので

しました。

あるのかどうかお伺いします。
○髙橋義明議長

聞き方を間違いまし

先ほど１問目でも言いましたけれども、市民

スポーツ振興課長。

○高橋秀典スポーツ振興課長

棚井裕一議員。

プールに関しては修繕、改修などは最小限にと

５０メートルプ

どめて、将来的に移設ないしほかの学校施設な

ールの利用ということについては、まず競技性

どを市民プールとして位置づけると。その際、

としては５０メートルを使った大会というのは

例えば私が言った北中学校が来年度から市民プ

実際にございますので、練習という意味で使う

ールですよと言われても、市民は納得しません。

部分はあると思います。ただ、２５メートルの

なくなった不便なことを超えるよりよい施設で

プールでの大会等もあります。５０メートルプ

よりよいサービスが受けられる、そういったも

ールの利用というのは、大会以外はほとんどな

のをつくって初めて集約した意味があり、市民

いというような形で認識しております。

が納得できるのではないかと思います。

○髙橋義明議長

棚井裕一議員。

○１２番 棚井裕一議員

そういった点で、学校施設も同様に２カ月、

大会で利用する日数

というのはどのくらいあるんでしょうか。お伺

３カ月しか利用できない、市民プールはそれに
加えもう少し長い期間かもしれませんけれども、

－３９－

季節の面でかなり限定されます。

に夏季に限らず利用できる。例えば、今は小学

水泳の授業に関して、教育長、必ず夏でなけ

校などでスクールバスを利用している児童もい

ればならないというふうにお考えなんでしょう

らっしゃいます。スクールバスを利用している

か。お伺いします。

ということはスクールバスがあるんですから、

○髙橋義明議長

休み時間を考えれば１０分程度とれるわけです

○古山茂満教育長

教育長。
小中学校の体育の授業の中

けれども、１０分程度で移動できる範囲に温水

の水泳ということを考えますと、一応学ぶ内容

プールがあって、「プールに入りに行けるん

ということについては、上山も含めて山形県で

だ」なんて子どもたちが楽しみに移動しながら、

は春、夏、秋、冬の季節がはっきりしているわ

バスの中でおしゃべりをしながら温水プールに

けでございます。そうしますと、その季節を生

行くなんて、夢のある話じゃないでしょうか。

かした学習をしていくというようなことから、

そんなものを新たに大々的につくってくれなん

例えば冬ですと、温水プールができたとして、

ていうことでなく、ぜひ学校の授業としても年

温水プールは冬もできるということなんですけ

中泳げるプール、市民の健康増進にも役立つよ

れども、そういうふうにするとスキーなんてい

うなプールの整備を、現在の市民プールの所在

うのは今度逆にできなくなるわけですよね。そ

地に限らず、小学校もしくはさっき答弁の中に

ういう意味からすると、やはり季節に合った学

ありました弁天の温泉健康施設という選択肢も

習内容を組む、種目を組むというのが上山市と

あります。ぜひ検討していただきたいと思いま

しては妥当なのではないかということと、もう

す。

一つは体育的行事というのがあるんですけれど

加えて、適切な公共施設の管理計画、とりわ

も、議員もおわかりと思いますけれども、小学

け個別計画の策定にはこのような議論を踏まえ

校の例をとりますと春には陸上の記録会があり

て策定しなければならないという必要性を訴え

ます。夏には水泳の記録会があります。秋には

るために今回質問させていただいたということ

運動会があります。冬にはスキー教室がありま

をお伝えして、私の質問を終わります。

す。そのような学校行事等を考慮してカリキュ

○髙橋義明議長

ラムを組むというようなことですので、そうい

ます。

う意味からすると、確かにずっと使えるのはい

この際、１０分間休憩いたし

午前１０時５４分

休 憩

午前１１時０４分

開 議

いんですけれども、上山の特色を生かすという
ふうな面からすると困難なのではないかなとい
うふうに思っています。

○髙橋義明議長

○髙橋義明議長

ます。

棚井裕一議員。

○１２番 棚井裕一議員

真冬にスキーに行か

休憩前に引き続き会議を開き

次に、７番枝松直樹議員。
〔７番

ないできょうはプールに行きましょうというよ

枝松直樹議員 登壇〕

うなものはもちろん考えていませんし、年間通

○７番

してプールなんていうのも当然考えていないと

樹でございます。

ころではあります。ただ、温水プールは時期的

枝松直樹議員 議席番号７番、枝松直

本年２月の都市計画審議会を経て、第２期上

－４０－

山市都市マスタープランが策定されましたので、 りません。
そのプランを進める観点から４点について伺い
ます。

第７次上山市振興計画でも、第４章の中で
「美しい景観保全」がうたわれ、魅力的な景観

マスタープランを進めるためには、立地適正
化計画が不可欠でありますが、新年度予算に策

づくりの推進に取り組むとしております。また、
都市マスタープランの中でも、景観の方針が記

定業務委託料として予算が計上されております。 されています。問題は、具体的に何をするか、
また、駅正面の駅前広場の整備についても、基

アクションが見えてこないところです。

本設計委託料が予算計上されております。それ

そこで、景観計画の策定と景観条例の制定を

ぞれマスタープランに記載されている重要な項

提案いたします。景観計画を策定することで、

目であり、一般質問に入れたいところでありま

市としてどのように景観形成を進めるのか、目

すが、予算計上されていることから、一般質問

標や指針を市民と共有することができます。ま

ではなく、予算委員会で取り上げることといた

た、景観条例は景観行政を運用する根拠となる

します。

もので、景観計画に実効性を持たせることにな

まず最初の質問でありますが、景観計画の策
定と景観条例の制定についてであります。

ります。
景観計画を策定するためには、景観行政団体

上山市は城下町、宿場町、温泉町の３つの顔

になる必要があります。県内ではまだ５団体し

を持っている珍しいまちと言われております。

か認定されていないようですが、速やかに県と

しかし、江戸につながる羽州街道の十日町通り

の協議を開始するべきと考えますが、市長の見

に風情があると言えるでしょうか。良好な景観

解を伺います。

をつくることは、住民の心を豊かにするととも
に、訪れる人によい印象を与え、「また来たく
なるまち」につながると思います。

２つ目の項目でありますが、民間集合住宅借
り上げ型市営住宅の整備について伺います。
本市には、金生と美咲町地区に市営住宅があ

景観の形成は、ファッションに例えられます。 ります。金生の４階建ての住宅については、長
魅力的なファッションは、みずからを豊かな気

寿命化工事が進められ、外壁もきれいに塗られ

持ちにさせるとともに、他の人によい印象を与

たわけでありますが、長屋建て住宅については

えます。一方で、ＴＰＯに合わない服装は、周

両地区ともそれぞれ建設後４０年から５０年を

囲に不快感を与えることになります。着こなし

経過し、老朽化が際立ってまいりました。入居

の上手な人とそうでない人では、さまざまな場

率は、美咲町が４４戸のうち３２戸入居してお

面において大きな違いが生じてまいります。ま

り、率では７３％、金生は４階建てを別にして、

ちの装いも同様であります。統一感のある景観

５８戸のうち４５戸入居しており、７８％にな

とそうでない雑多な景観では、まちの魅力度に

っております。

大きな差が出てきます。

入居している方は、多くは高齢の方で、この

本市では、クアオルトを実践し、心と体が潤

先も今の住宅に住み続けられるのか、あるいは

う健康保養地を目指しているのですから、まち

住みかえをしなければならないのかと不安を抱

の景観行政もこれと合致したものでなければな

きながら生活を送られております。はたから見

－４１－

ても、建物の傷みが感じられる現状であり、早

ら進入路を広くとれば、踏切から駅東口のロー

急な対応が必要と考えますが、市としてどのよ

タリーへと抜けることもできます。利便性の高

うに考えておられるのか伺います。

い土地でありますし、セメント会社及び民間デ

市営住宅の整備手法としては、市が市営住宅
を新築する直接建設方式、民間ディベロッパー
の資金を活用したＰＦＩ方式、北海道千歳市や
北見市などが行っている既存の民間アパートを
借り上げる借り上げ型市営住宅制度などがある
ようです。

ィベロッパーへ働きかけをするべきと考えます
が、市長の見解を伺います。
最後に、登録有形文化財の活用について伺い
ます。
文化財登録制度は、平成８年に文化財を資産
として生かすことを支援する新しい考え方の制

国土交通省では、既存民間住宅の借り上げに

度として、ヨーロッパなどの例を参考にして文

よる公営住宅の供給を促進するため、地方公共

化庁が創設したものです。従来の文化財指定制

団体を支援するとしています。借り上げ方式は、 度と違い、レストランや資料館などとして地域
民間住宅を一定期間市が借り上げることにより、 活性化のために積極的に活用しながら、文化財
期間を区切った公営住宅の供給が可能であるた

を緩やかに守るという発想であります。

め、公営住宅の供給量の調整を行うことが可能

平成３１年２月１日時点で、全国で１万１，

となります。また、民間のアパートの空き部屋

９４３件の建造物が指定を受け、山形県内では

対策にもつながることが期待されております。

１８１件が指定を受けております。うち、本市

本市のような急激な人口減少自治体において

では５件が指定を受けております。

は、公営住宅の供給量の調整や空き部屋対策に

指定の基準は建築後５０年を経過したものを

もなる借り上げ方式が現実に即していると思い

対象にしていますが、本市を見渡せばかなりの

ますが、市長の見解を伺います。

数が申請すれば通るのではないかと見られてお

次に、かみのやま温泉駅東口の住宅地の造成
について伺います。

ります。
矢来四丁目の蟹仙洞は活用されておりますが、

かつて駅東口の住宅地造成を計画していた団

ほかは特段の活用もなく、このままではもった

体があり、市長のところへも２度ほど挨拶に来

いない限りであります。村尾旅館の離れ及び山

られたはずであります。私も楽しみに期待をし

城屋は休業中のため見ることもできず、二日町

ていたのですが、当該団体は経営に行き詰まり、 の料亭は営業をやめてしまっております。ただ
計画は頓挫してしまいました。

単に文化財の指定を受けただけで、何のための

東口には市の土地があり、駐車場として貸し

登録だったのかと思わざるを得ません。

てはいるものの、１７台のうち契約は半分ほど

都市マスタープランの中では、「歴史的な建

であります。市有地に隣接してセメント会社が

物などの保存・活用の検討」と記載されており

ありますが、この土地は近くの食品製造会社の

ますが、本市として歴史的建造物を初めとする

社員駐車場として現在利用されております。

登録有形文化財を景観形成やまちづくりなどに

私は、一度頓挫した住宅団地造成の開発計画
を再度誘導するべきと考えております。踏切か

どのように生かそうとしているのか、市長の見
解を伺うものであります。

－４２－

以上で第１問といたします。
○髙橋義明議長

市長。

〔横戸長兵衛市長
○横戸長兵衛市長

ので、民間開発事業者と連携し、所有者に対し
て活用を図られるよう、働きかけを行ってまい

登壇〕

ります。

７番枝松直樹議員の御質問

にお答えいたします。

次に、登録有形文化財の活用について申し上
げます。

初めに、景観計画の策定と景観条例の制定に
ついて申し上げます。

本市では、５件９棟が登録有形文化財として
登録されており、いずれも歴史的景観に寄与す

本市では、これまで良好な景観を形成するた

る貴重な建造物と認識しております。現時点で

め、ファサード改修事業の活用、十日町通りの

は、所有者の意向等から全ての建造物の利活用

無電柱化事業及び景観に配慮した公共施設の整

は難しい状況にありますが、公開を含めた活用

備等を行ってきたところであります。

に向けて働きかけてまいります。

今後は、都市マスタープランに基づいて、市

また、歴史的建物はまちの個性となり、交流

民や事業者を対象に、まずは地域の景観を保全

人口の拡大にも資するとの認識に立って、その

するための基本的な考え方等を示す「景観ガイ

活用に対し、ファサード改修事業等の必要な支

ドライン」を策定し、市民などの景観の保全に

援を行ってまいります。

対する意識を高めていくことが必要であると考

○髙橋義明議長

えております。

○７番

このため、現時点では景観法に基づく景観行
政団体に移行し、強制力を伴う景観条例等を制
定することは考えておりません。

枝松直樹議員。

枝松直樹議員 今、答弁いただいたん

ですが、納得できない点がいろいろありました
ので、再質問をさせていただきます。
１つ目に景観についてでございますが、郵便

次に、民間集合住宅借り上げ型市営住宅の整
備について申し上げます。

局のほうから行きまして、前川橋を渡って、交
差点に進入すると、そこの交差点のあたりに、

借り上げ型方式については、期間完了時に入

右のほうですけれども、山形で大規模に冠婚葬

居者が明け渡しに応じないなどが課題となり、

祭を行っている会社の看板がばあんと入ってく

導入する自治体が減少している状況にあります。 るんですよ。これは何だと、私はできたときに
このため、本市においては平成２９年度に新

びっくりしました。湯布院だったらとても許さ

たに創設された民間の空き家・空き室を有効活

れる話ではないですね。所有者は広告料が入っ

用し、市営住宅と同等の住宅の供給が可能で、

てくるんだからいいとは思いますけれども、ま

明け渡しなどの事務負担が軽減される「セーフ

ちの景観としては最悪です。

ティーネット住宅登録制度」の導入を検討して
まいります。

さらに、隣の隣に金融機関があります。そこ
からはお城が見えるんですね。びっくりしまし

次に、かみのやま温泉駅東口の住宅地造成に
ついて申し上げます。

た。景観に配慮している自治体に全く配慮して
いないという、あの無機質な四角い建物。私は

かみのやま温泉駅東口の土地については、本

上山が景観を大事にしているまちだというふう

市としても利便性が高い土地と考えております

に認識をされていないと思わざるを得ないんで

－４３－

す。金融機関の名前は伏せておきますけれども、 ちに住む皆さんにもやはり意識を持ってもらう
ちょっとひどいなと思ったところです。

ということが大事ではないかなと思っておりま

一方で、中部地区公民館の隣の金融機関は、

す。ですから、法的といいましょうか、そうい

まさに上山城の視点場、よく見える場所ですね。 う条例をつくるというのも結構でございますが、
それを意識してか、それなりに趣のある、趣と

ただその手法としては地域の皆さんがまずそう

いいますか、とりあえず配慮した建物になって

いった城下町であれば城下町といったことを認

います。

識していただいて、そして条例をつくるかつく

それから、この間コンビニが下十日町にオー

らないかは二の次にしても、みんなでそういっ

プンいたしましたが、京都のコンビニはどのコ

たまちづくりをしていこうということをやって

ンビニもオリジナルのカラーを使わないで、景

いかないと、ただ行政がこうやりますよ、ああ

観に配慮していますよね。ローソンは青、セブ

やりますよではなくて、そういった手法が私は

ン-イレブンは赤だったりしますけれども、そ

望ましいというふうに考えております。

れもモノトーンに近い感じで配慮しています。

先ほどコンビニの話が出ましたけれども、こ

景観に溶け込むように。上山では何の規制もな

れもこちらのほうから、野放しじゃなくて、話

いために、事業者はやりたい放題なんです。

し合いはさせていただいたところでございます。

それで、市長は先ほどガイドラインをつくる

結果としては議員おっしゃるとおりかもしれま

というふうにおっしゃいましたけれども、ガイ

せんけれども、それがじゃあ条例があったらと

ドラインは協力を求めるレベルで、全く強制力

いうことになるかどうかわかりませんけれども、

はないわけですよね。ですから、ぜひここは景

条例がなくても企業の皆さんにお願いはしてい

観計画をまずつくって、市としてどういう景観

るということでございますし、先般の銀行につ

を構成していくんだということを明確に市民に

いては大分前の話でございますので私もわかり

も訴え、あるいは新たに参入してくる事業者に

ませんけれども、そういうことで進めていきた

も訴える必要があると思っています。そして、

いというふうに考えております。

それを法的にもきちんと条例で縛りをかけるこ

○髙橋義明議長

とが必要だと思うんですけれども、市長として

○７番

はガイドラインの域から出ないという、ガイド

ょうから、一概にはいかないんですけれども、

ラインをつくってそれで有効な効果が得られる

やっぱり市が何を目指しているかということが

というふうにお考えなのでしょうか。

明確にないと、業者とのやりとりの中でも全く

○髙橋義明議長

説得力を欠くということになりますね。ですか

○横戸長兵衛市長

市長。

枝松直樹議員。

枝松直樹議員 企業の方針があるでし

行政でまちづくりを進めて

ら、ここはぜひ私は景観計画についてこだわっ

いく、これは大事なことだと思います。過去に

てほしいなと。簡単なルールというか、それを

も十日町通りで一部そういったファサード改修

示すだけで町並みというのは大分変わってくる

事業で何件か商店をつくられたところもありま

というふうに思っております。屋外広告などは

すが、要はやはり我々行政も示していくと同時

なるべく出さないということが基本ですし、私

に、市民の皆さんといいましょうか、そこのま

ら議員も看板をそろそろとろうかななんていう、

－４４－

そういう動きもあればいいなと思っております

それから、２つ目ですけれども、先ほど民間

が、ランドバンクができて、そうすると空き家

アパートの借り上げ型という中でセーフティー

や空き地にいろんな業者が入ってきて、例えば

ネット制度、私もこれについては国土交通省の

アパートをつくる大手の業者とかがありますが、 ホームページなどを見ておりますから、承知を
そういうところに対しても、今のうちにつくっ

しています。これは２０１７年、おととしの１

ておけば実際進出してきたときに話ができるわ

０月にできた制度のようですけれども、具体的

けですけれども、ちょっとガイドラインでは私

に何をするのかについて、ちょっと先ほどの答

は心もとないと思っています。

弁では意味がわからない。ロードマップも含め、

よそのところを出してはあれですけれども、

ことしからどういうふうに進めていくのか、お

湯布院というのも昔はとんでもない田舎町であ

示しをいただきたいと思います。

ったんですけれども、高速道路ができたのをき

○髙橋義明議長

っかけに、爆発的に国内屈指のリゾート地にな

○近埜伸二建設課長 まず、この仕組みでござ

ったわけですが、あそこも田んぼとか畑とか農

いますけれども、空き家対策を踏まえまして、

村風景がすごく、田舎臭いんだけどおしゃれだ

民間事業者が所有している集合住宅を県のほう

建設課長。

ということで今受けているわけです。ですから、 に登録すると。それで、直接民間事業者が賃貸
上山も景観を統一するということは本当に大事

する制度でございます。簡単に言いますと、管

なことだと思っています。このことを市民に向

理運営は所有者が行います。市が家賃の補助を

けて、事業者に向けてきちんと訴えていくのが

行うというような考え方でございまして、この

私はやるべきことだなと思っております。金が

制度につきましては昨年度できたばかりでござ

かかることでもないですから、統一感のある町

いますので、うちのほうとしてもこの制度がう

並み、特に十日町、あそこは羽州街道として江

まく活用ができるか、また民間の事業者がどの

戸まで通じている街道なわけですよね。さっき

ぐらい出てくるかというものを調査しながら進

言ったように、温泉町、宿場町、城下町、その

めていきたいというふうに考えておるものでご

風情が感じられるかというと、私はちょっと感

ざいます。

じられないというふうに言わざるを得ない。何

○髙橋義明議長

件かいいものがあるんですよ。けれども、その

○７番

枝松直樹議員。

枝松直樹議員 民間のアパートといっ

いいものを台なしにするような景観があります。 ても、新築だったら別ですけれども、今の既存
壁が剝離していたり、張ったシールがべろべろ

のアパートはなかなかあきがないんですよね。

にむけていたりですね。昨年のワインバルのと

１戸２戸あれしてもどうしようもないわけです

きに、私ども提案をして、議長と一緒に雑草、

が、具体的にもうちょっと細かい説明がないと

草むしりをやりました、あそこら近辺。そんな

理解できないと思うんですけれども。

ことで、ぜひ景観形成の行政を私は進めていた

○髙橋義明議長

だきたいと強く訴えておきます。これ以上市長

○近埜伸二建設課長 民間のアパートでも、基

と議論しても進まないでしょうから、景観行政

本的に今住んでいる部分はそのままで、空き家

についてよろしくお願いいたします。

になっている部分を県のほうに登録すれば、そ

－４５－

建設課長。

れが市営住宅の一部になるという形ですので、

んですね、今市営住宅は。そうすると、残り４

そういうものをいろいろ活用していきたいとい

万円を市と国で補塡をして、入る人の負担はふ

うふうに考えているところでございます。

えないと、こういう考え方でよろしいわけです

○髙橋義明議長

ね。今の市営住宅に納めている家賃のレベルだ

○７番

枝松直樹議員。

枝松直樹議員 先ほど北海道の千歳市

と。そういうことですね。

あるいは北見市などの事例をちょっと申し上げ

○髙橋義明議長

たんですけれども、年度の初めに市で募集をか

○近埜伸二建設課長 そのとおりでございます。

けるんですね。登録する人いませんかと。それ

○髙橋義明議長

で、千歳市の場合ですと全部みたいですね。ア

○７番

パート全部。それを３０年ぐらい借り受けると

ていませんけれども、県に登録をしてください

いうことになるようですけれども、今建設課長

という呼びかけをいつぐらいに考えておられま

の話ですと、例えば１０戸の長屋があるとする

すか。

と、そのうち３戸が空き家になっていると。そ

○髙橋義明議長

の３戸だけでも市営住宅として市が契約を結ぶ

○近埜伸二建設課長 先ほどもお話ししました

ということですか。

ように、どのぐらいのニーズがあるか、まだは

○髙橋義明議長

っきりつかめておりませんので、その辺を検討

建設課長。

建設課長。
枝松直樹議員。

枝松直樹議員 ことしは予算化をされ

建設課長。

○近埜伸二建設課長 そのとおりでございます。 して、この制度にうまく乗れるか乗れないかも
○髙橋義明議長
○７番

枝松直樹議員。

含めましてやっていきたいというふうに考えて

枝松直樹議員 第２期上山市マスター

おります。

プランの中でも、コンパクトシティーというこ

○髙橋義明議長

とで街なかに移住を進めているわけですね。そ

○７番

うすると、街の中のアパート、あちこちに市営

住宅なんですね、美咲町も金生も。長屋のほう

住宅ができるわけですね。その家賃はどうなり

は。ですから、そんなに余裕のある話ではない

ますか。

ので、速やかに意向を調べていただいて、その

○髙橋義明議長

枝松直樹議員。

枝松直樹議員 耐用年数をもう超えた

建設課長。

事業化を進めていただきたいと思います。そし

○近埜伸二建設課長 先ほどもお話ししたよう

て、仮にうまく機能して、移ったとすると、現

に、まず県のほうに登録する物件があるとして、 状の長屋が建っている金生、美咲町の跡地はど
それに対して市営住宅としての位置づけがされ

ういうふうに、全くそこはまだこれからという

るということになりますので、基本的にはそこ

ことでしょうか。

には低所得者が入ると。その家賃の差額につい

○髙橋義明議長

て、市と国とで補助するという形になります。

○近埜伸二建設課長 その部分も含めて、検討

○髙橋義明議長

を早急にしてまいりたいと考えております。

○７番

枝松直樹議員。

枝松直樹議員 そうすると、今現在仮

○髙橋義明議長

に５万円で貸しているアパートの家主に対して、 ○７番
そこに入る高齢者の方は１万円ぐらいだと思う

建設課長。

枝松直樹議員。

枝松直樹議員 早急にということであ

りますが、ぜひ今年度中には結論を出していた

－４６－

だいて、来年度あたりから事業化に行けるよう

活用して、そしてさらにそういった活動状況も

に望むところでありますが、市長、そういう工

含めて観光客に見ていただきたいというような

程でよろしいですかね。事業化に向けて。

ことで、今、寺子屋とか、あるいは三輪家なん

○髙橋義明議長

かも取り組んでいるところでございますが、や

○横戸長兵衛市長

市長。
今年度は間もなく終わるの

はり基本的には有形文化財も見る価値のあるも

で、平成３１年度からやります。

のは見るだけでも結構でございますが、さらに

○髙橋義明議長

それを活用して、まちの活性化とか、あるいは

○７番

枝松直樹議員。

枝松直樹議員 失礼しました。今年度

観光に寄与するとか、そういうことをやってい

はもう今月で終わりですからね。新年度におい

ただきたいというのは我々も同じ考えでござい

て速やかに事業化に向けて着手をしていただく

ます。問題はやはり、結論を言いますともうか

というようなことで、そこはよろしくお願いを

らないとなかなかできないということだと思い

申し上げるところです。実際やっぱり入居して

ますし、現に家族の状況とか家庭の状況とかで

いる人が不安になっておりますからね。ぜひ。

やめられたところもあるわけでございますが、

それから、３つ目でありますが、駅東口につ

ただ我々からやってくださいというような、あ

いて働きかけをされていくということでありま

るいはじゃあかわりにということではなかなか、

すが、ぜひお願いしたいところです。結構市街

現時点では住宅と一緒になっているところもご

地にはほかにあいているところが、広大な空き

ざいますし、また全然住まないようなお医者さ

地がございますので、そこも含めて有効活用さ

んのあれもありますけれども、やっぱり我々と

れるように、市長は行動力があるということで

してはまずはいわゆる観光あるいはまち歩き等

すから、ぜひそこはお願いをしたいと思います。 に少しでも寄与していただくということをどう
あとは、最後の項目で、有形文化財でありま

いう形で今後お願いしていけばいいのかという

すが、本当に博物館、蟹仙洞以外はことごとく

ことをもう少し真剣にといいましょうか、考え

私たちが中に入って見ることができないと。た

ていかなければならないなというように考えて

しか固定資産税が半分減免だというふうに聞い

いるところでございますし、特に休んでいる旅

ておりますね。市には特別交付税が１件当たり

館については、何とかお願いしたいというよう

１０万円来るんだというふうにも聞いておりま

に考えているところでございますし、先般話も

したけれども、やっぱりこれを何とか、せっか

させていただいたところでございますが、周り

く認定を受けたんですから活用できないかとい

に新しいところもできましたので、そこを一つ

うふうに私は思うところですけれども、これも

の起点として、それを生かしていくというよう

所有者に働きかけをするというレベルで、その

なことも我々としてもお願いしたいなというふ

先は展望がないということでしょうか。

うに考えております。

○髙橋義明議長

○髙橋義明議長

○横戸長兵衛市長

市長。
有形文化財に限らず、例え

○７番

枝松直樹議員。

枝松直樹議員 市長が今最後のほうに

ば武家屋敷におきましても４件あるわけでござ

おっしゃったやつですけれども、それというの

いますが、何とか見るだけじゃなくて、そこを

はお城の隣の老舗旅館のことだったんでしょう

－４７－

か。あそこはすごいぜいを尽くしたつくりです

すけれども、やはり景観、こういったものに大

よね。部屋がたしか５つあったと思いますけれ

事に取り組むということの一つの手本として私

ども、何としてもあそこが公開されたら、それ

は湯布院のことを挙げさせていただきました。

こそすごいなと思っておりますけれども、そこ

県内のビューポイントは５３あるんですね。

の会社と折衝、交渉されたと。あれはたしか平

県のホームページを見るとわかるんですけれど

成２８年１１月２９日で登録されているんです

も。上山にはそのうち３つ挙げられています。

けれども、された翌年、平成２９年５月には長

１つは上山城から見た町並みと蔵王連峰、２つ

期休業に入ったわけですね。ことしの５月で丸

目は武家屋敷、３つ目が楢下宿、この３つが山

２年になります。市長、民間のことだからとい

形県のビューポイント５３の中に載っているん

うことなんでしょうけれども、前に進めること

ですけれども、それだけいいものは点としては

はできませんか、これ。

あるんですよ。ただ、それが全域を見渡したと

○髙橋義明議長

きに調和がなっているかというとちょっと疑問

○横戸長兵衛市長

市長。
御案内のとおりの状況にあ

だなと、こういうことだと思います。ですから、

るわけでございますが、我々も基本的なもので

きょうのところはまず最初に市長はガイドライ

はございませんけれども、例えば結構な土地も

ンというようなことをおっしゃいましたけれど

持っておりますので、街の中にあるので、駐車

も、ぜひ景観行政を前に進めてほしいというこ

場用地とかということで我々もお願いした経緯

とを再度申し上げたいと思います。

がございます。しかしながら、一体的に考えて

そして、住宅については金生あるいは美咲町

いると、部分的じゃないんだよと、全体的なん

に住んでいる方々の思いに立って、早急に進め

だよということで、話には乗っていただけない

ていただきたいと、こんなことを申し上げまし

状況にあります。現時点においては、なかなか

て、終わりたいと思います。ありがとうござい

我々と今直接に交渉できるような関係にはない

ました。

ということでございまして、ある面においては

○髙橋義明議長

周りの状況といいますか、そういうことをまず

で、昼食のため休憩いたします。午後は１時か

見守りつつ、我々もお願いするところはお願い

ら会議を開きます。

していくという状況でございます。これはあく

この際、正午にもなりますの

午前１１時４４分

休 憩

午後

開 議

までも民間であるということの壁というものが
あるんじゃないかなと我々も感じております。
○髙橋義明議長
○７番

○髙橋義明議長

枝松直樹議員。

枝松直樹議員 なかなか難しいところ

でありますが、かつて湯布院から調理師の方が

１時００分

休憩前に引き続き会議を開き

ます。
次に、１番守岡等議員。
〔１番

上山に来られて、上山から見る蔵王はすばらし

等議員 登壇〕

いと絶賛をしていかれました。けれども、まち

○１番

に潤いがない、乾いているまちだというふうに

産党議員団の守岡等です。

そのカリスマ調理師の方は言っておられたんで

守岡

守岡

等議員 議席番号１番、日本共

私は、いじめや不登校のない学校づくりにつ

－４８－

いて質問させていただきます。

い改革を進め、宿題の廃止、固定担任制の廃止

全国でいじめを苦にした自殺、警察対応に至

を初めとした学校改革を進めました。

るような非行、インターネットを媒介とした自

大空小学校は、日々の授業など学校教育に保

殺幇助未遂、そして不登校やその延長としての

護者や地域の人々が参加し、さらには性別や年

ひきこもりなど、教育をめぐる深刻な問題が起

齢はもちろんのこと、障がいの有無や家庭の事

きており、大変気になるところです。

情等にかかわりなく、みんなが学び合える活動

こうした教育をめぐる病理現象の背景には、

を通して、いじめや不登校のない学校をつくり

競争原理とそれに基づく詰め込み教育、経済格

上げています。「自分がされて嫌なことは人に

差と貧困問題、そして家庭の教育力の低下など

しない、言わない」というたった一つの規則の

が客観的な問題として横たわっているのではな

もとで、やはり自立する人間の育成に励んでい

いかと考えられます。そうしたことが反映して、 る小学校です。
自分で物事を解決する力や自己肯定感を持てな

こうした教育実践に学び、本市においていじ

い子どもたちがふえているのではないかと考え

めや不登校のない学校づくりを進めるために、

られます。

以下の事項について提案するものです。

教育の究極的な目標は、さまざまな困難に立

まず最初に、全員担任制の導入についてです。

ち向かい、自分で問題を解決していく自立性を

今日の教育問題の象徴として、いじめの問題

養うことにあります。国の方針としても、新学

があります。私たちが子どものころにもいじめ

習指導要領において人生を主体的に切り開くた

はありましたが、もっとわかりやすい形だった

めの新しい学力観を示し、教育改革を進めよう

と思います。しかし、今日では表面的な問題行

としています。

動が影を潜める一方で、見た目ではわからない

私は、これまで現在の教育問題を解決するた

部分で、普通の子どもたちの間で陰湿ないじめ

めには根本的な国の制度改善が必要であり、そ

が広がっています。学校のみならず社会全体に

れを進めるためには一定の長期的スパンが必要

いじめの構造が広がっています。

で、そう簡単に問題解決が図られる見通しはな

いじめ問題を研究する脳科学者の中には、

いと考えていました。しかし、最近、東京都千

「いじめは本来人間に備わった機能による行為

代田区立麹町中学校や大阪市立大空小学校の教

であるがゆえ、なくすことは難しい」と結論づ

育実践を知る機会があり、１つの学校がその気

けている方もいます。人間は、共同体をつくる

になれば今日の教育問題を克服し、いじめや非

という戦略のもと生き延びてきた生物であり、

行、不登校のない楽しい学校をつくることがで

共同体からはみ出る異質な者に対しては制裁行

きるのではないかと思うようになりました。

動が発生するというものです。また、規範意識

麹町中学校は、子どもたちが社会の中でより
よく生きていけるように、「みずから考え、み

が高い集団ほどいじめが起こりやすいと言われ
ています。

ずから判断し、みずから決定し、みずから行動

さらに、とりわけ日本人は同調圧力が強いと

する資質、すなわち自立する力を身につけさせ

いう問題があります。みんながいじめているか

る」という理念のもと、固定観念にとらわれな

ら、自分も参加しなければ次には自分が標的に

－４９－

なるという同調圧力は、教師すらも傍観者にさ

ると思います。そうしたさまざまな個性を生か

せてしまう威力を持っています。

し、学年全体の運営に変えていくのが全員担任

こうしたことから、いじめをなくすためには

制です。学年の全教員で学年全生徒を見る全員

子どもたちの集団所属意識、仲間意識を低くし

担任制を導入し、チームとして学年経営を行う

て、集団をなるべく固定化しない方法が最も有

ことは、いじめのない学校をつくる上でも学校

効だと指摘され、そのためには習熟度別クラス

運営の安定化の上でも有効だと考えます。教育

などクラスの人間関係が入れかわるような授業

長の御所見をお示しください。

編成を取り入れたり、合同授業など、集団が固
定化し、関係が濃密になり過ぎない工夫を行う
必要があります。

次に、コミュニティ・スクールの整備につい
てです。
今日のさまざまな教育問題を解決するために

また、この間、いじめの問題で指摘される教

は、学校の教師集団の力だけでは限界があると

師が傍観者になってしまう問題も、担任が固定

感じています。自立性を持つ子どもを育成する

化していることと無関係ではありません。複数

ためには、保護者を初め地域全体で当事者意識

の教師がいじめの事例に関係することで、こう

を持って学校を支える取り組みが必要であると

した同調圧力による傍観者化は防ぐことができ

考えます。

ます。

そうした地域住民が参加する開かれた学校を

このように、とりわけいじめ対策を進める上

つくるために考えられるのが、学校運営協議会

で固定担任制から全員担任制に移行し、なるべ

を設置するコミュニティ・スクールです。これ

く流動性のある集団づくりを進めていくことが

は２００４年に制度化された新しい学校教育の

必要だと考えます。

仕組みで、学校・地域・保護者の代表から成る

また、学校経営上も固定担任制から全員担任

学校運営協議会で学校の運営方針を協議するも

制に移行したほうがメリットがあるのではない

ので、２０１８年４月現在、全国で５，４３２

でしょうか。今、小中学校では学級を基本単位

校が指定されています。

にしてさまざまな教育活動が行われています。
そして、１クラス１担任を原則に学級経営が行

全国のコミュニティ・スクールは、大きく２
つのタイプに分かれているようです。

われています。固定担任制は、クラスの結束を

１つは、学校運営協議会が第三者機関的に学

つくりやすいというメリットがありますが、担

校運営をチェックし、意見を述べるというタイ

任の教師の力量の差が学級経営の差につながる

プです。ただし、このタイプは保護者や地域住

こともあるかもしれません。また、固定担任制

民のクレーム発表機関にもなりかねず、むしろ

は１人で問題を抱えがちで、学年全体、学校全

対立、あつれきを生みやすい形態だと言われて

体で問題意識を共有するという点でも弱点を有

います。

します。

それに対するもう一つのタイプが地域支援本

それぞれの教師は、生徒を観察する能力が高

部という形で、学校の実践を支援するタイプの

い人、保護者対応が得意な人、ＩＣＴに詳しい

学校運営協議会です。保護者や地域の方が学校

人など、さまざまな能力、得意分野を持ってい

を批判したり評価するのではなく、当事者とし
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て建設的な意見を出したり、実際に教育ボラン
ティアや地域支援者として活動に参加するとい
うものです。

す。
また、最近は家庭に問題を抱える事例がふえ、
そのことが子どもの育成に大きく影響していま

本市においては、現在、学校運営協議会の設

す。その最たるものが虐待ですが、家庭に問題

置によるコミュニティ・スクールの実践は行わ

があるとわかっていても、学校の教師が家庭問

れておらず、学校評議員会や民生児童委員会と

題に介入するには限界があります。そうした家

の懇談会、地区会長との懇談会が実施されてい

庭対策、保護者対応を進める上でも、地域住民

るようですが、主体的に学校運営に参加するま

による対応は有効なものではないでしょうか。

でには至っていません。やはり当事者意識を持
った学校運営協議会を設置したコミュニティ・

このように、学校運営協議会を設置する中で、
コミュニティ・スクールの整備を図り、地域住

スクールを整備し、実際に学校に足を踏み入れ、 民が教育ボランティアや地域支援員として具体
子どもたちや教師と触れ合う中でボランティア

的な活動ができるような環境をつくり、保護者

や支援活動を行うような取り組みが必要ではな

や地域住民の参加による開かれた学校を目指す

いかと考えます。

べきだと考えますが、教育長の御所見をお示し

大空小学校では、学校の教室に入ることので
きない不登校の子どもたちの相談相手になった
り、教室を抜け出す機会の多い発達障がいの子

ください。
次に、通常学級と特別支援学級の統合につい
てです。

どもたちの対応に当たるなど、地域住民が積極

大阪市立大空小学校の特徴の一つに、いじめ

的に学校とかかわり、地域全体で当事者意識を

の問題や障がい児への対応も含め、さまざまな

持って学校の活動に参加しています。そうした

問題を学び合いの課題にするということがあり

地域全体が支援しているという意識が、子ども

ます。多様な人間が集まればさまざまな問題が

たちの心に響き、自立性と思いやり育成の支え

発生するのは当たり前ですが、そうした多様性

になっています。

の中で生まれた矛盾を学び合いの課題にして、

千葉県市川市では、地域の大人たちがいじめ

子どもたちがみずから考え、解決の方策を見出

問題について研修を受け、基本的に６人１組で

していくことによって、いじめや不登校がなく

市内の小中学校を訪れ、いじめ防止を目的とし

なったことが報告されています。当然、教師は

た授業に地域支援者として参加しています。ふ

ヒントを与えますが、子ども自身が自分で気づ

だんの授業では自分のキャラクターを演じ、そ

くことができれば、必ず頭の中に残り、実とな

れゆえ本質にたどり着く前の前提で終わりがち

って実践に生かされるということです。

な子どもたちが、地域の大人の前ではキャラク

発達障がいを抱える子どもたちもふえていま

ターを脱ぎ捨てて、いじめ問題の本質に自分を

すが、そうした子どもたちと区別することなく、

さらけ出すという効果が生まれているようです。 多様な個性とかかわりながら学び合うことが実
本市においても、日常的に地域住民が学校を

は大きな意味を持ち、思考力の向上につながっ

訪れ、子どもたちの見守りやボランティアなど

ているということです。大空小学校の全国学力

の工夫を凝らした支援活動を行う必要がありま

調査の結果では、思考力が上位県よりも高いこ
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とが報告されています。これは、日常生活の中

子どもたちに配慮した教育内容となっています。

で多様性に触れ合い、それを学びの課題とする

２０１７年度では、全国に１１校の不登校特例

中で、考える習慣が身につき、思考力の育成が

校が開設されているほか、学校の外に分教室を

図られた成果であると考えられます。

設置するところもあります。

現在、本市では全ての学校に特別支援学級が

本市において、学校の１室を開放して不登校

設置され、交流学習を初め一緒に活動できる場

の子どもたちが通いやすい工夫を行い、周りの

を数多く設けているということですが、私は多

温かい援助で不登校を克服したという事例もあ

様な価値観を学ぶ中で、自立性を持った子ども

るようですが、やはり学校という固定的な空間

たちを育成するためには通常学級と特別支援学

における同調圧力になじめない子どもたちもい

級の統合を図り、同じ空間で学ぶ機会を抜本的

るかと思います。そうした子どもたちを無理に

にふやすべきだと考えます。保護者の迷いや成

固定的なものに閉じ込めるよりも、新しい発想

長に見合った指導、学力の問題など、さまざま

でその子たちに合った教育内容を示していくほ

な懸念材料はありますが、大空小学校のみんな

うが効果的ではないかと考えます。また、卒業

一緒の実践から見て、そうした懸念事項が払拭

要件を満たす上でも、制度化した不登校特例

できるどころか、自立性、思考力の育成の上で

校・分教室を整備していく必要があります。本

大きな成果を生み出しています。多様な価値観

市における不登校特例校・分教室の設置につい

の習得と思考力の向上のために、通常学級と特

て、教育長の御所見をお示しください。

別支援学級の統合を図り、インクルーシブ教育

最後に、道徳教育の充実。

を充実、発展させるべきだと考えます。教育長

主体性を育成する道徳教育の実践に向けた教

の御所見をお示しください。

員研修の実施についてです。

次に、不登校特例校の設置についてです。
今日の重要な教育問題の一つに、不登校の問

学習指導要領が改訂され、「特別の教科

道

徳」が新設されました。既に小学校で実施され、

題があります。本市においても例外ではないと

２０１９年度からは中学校でも実施されます。

報告されています。その背景には、さまざまな

「特別の教科

要因があると思われますが、そのままひきこも

いじめ問題への対応強化があります。当時の文

りに移行させないために、一人一人に懇切丁寧

部科学大臣は、「いじめに正面から向き合う

な対応が必要であると考えます。

「考え、議論する道徳」への転換に向けて」と

道徳」が新設された背景には、

国は、２００５年に学校教育法施行規則を改

いうメッセージを公表し、教師に対し「ぜひ道

正し、不登校生の実態に配慮した特別な教育課

徳の授業の中でいじめに関する具体的な事例を

程を編成する不登校特例校の設置を認めました。 取り上げて、児童生徒が考え、議論するような
この不登校特例校は、学習指導要領にとらわれ

授業を積極的に行っていただきたい」と述べま

ず、不登校生の児童生徒に合ったカリキュラム

した。

を整えており、学年の枠を超えたクラス編制、

私は、道徳の教科化が必要であるかどうかと

体験型学習・ボランティア活動の重視、小グル

いう点では疑問がありますが、今回の道徳の教

ープ指導や個別学習といった集団生活が苦手な

科化の流れの中で、これまでの修身のような価

－５２－

値観の上からの押しつけではなく、いじめを初

に勝利することができたものの、監督はバント

めとした学校生活における困難性をみずからの

の指示に背いた星野君に「共同の精神や犠牲の

頭で考え、問題解決を図るという今後のみずか

精神のわからない人間は社会の役に立つことは

らの生き方や相手の立場を考慮して物事を判断

できない」と話し、大会への出場停止処分を下

する能力を身につけるという視点が重視された

したという内容です。

ことは評価します。そういう意味では、みんな

この教材には、「決まりを守る」という目標

で同じ答えを求めるこれまでの教育手法から、

が定められており、この教材を主体的・対話的

「考え、議論する道徳」へ転換するための主体

な深い学びの視点から扱うにはどうしたらいい

的・対話的な深い学びを実践する絶好の機会と

のか、現場の教師も悩むところです。単に「決

して捉え、思考力・判断力の強化を図る視点か

まりを守る」という規範意識の注入ではなく、

らの道徳教育の充実が重要になるのだと考えま

星野君の行為を多面的に分析し、「スポーツの

す。

主体は選手である」という欧米では当たり前な

しかし、そうした理念は一定確立しつつも、

選手と監督・コーチの関係性や、そこから派生

実際に道徳の授業でいじめに関する具体的な事

する監督・コーチによる強圧的な指導・暴力問

例を取り上げて、子どもたちが主体的に考え、

題、また今スポーツ界で話題になっている勝利

議論する授業を行うことは、現場の教師にして

至上主義の問題を考える契機にもなります。

みれば大変難しいことだと思います。学習指導

このように、道徳教科において主体的・対話

要領には、いじめという言葉はないそうですし、 的な深い学びを実践するためには、これまで以
教科書や教師向けの指導解説書を見ても、「考

上に教師の指導方法の熟練が求められ、教師自

え、議論する道徳」といじめ防止を関連づけた

身の主体的・対話的な深い学びが必要となりま

説明はないようです。いじめ防止につながる授

す。さまざまな研修も行われていると思います

業に関する研修は重要と考えます。こうした実

が、哲学・倫理学の基礎に基づいた「考え、議

践的な研修を行って、教師の理解を培い、授業

論する道徳」の授業を自信を持って進められる

改善を図っていく必要があるのではないでしょ

ような実践的な研修が必要であると考えます。

うか。

教育長の御所見をお示しください。

また、いじめ問題に限らず、これまでの価値
観の注入ではない「考え、議論する道徳」をす

以上で第１問とします。
○髙橋義明議長

るためにはどうすればいいのか、現場の教師た

教育長。

〔古山茂満教育長

ちも悩んでいます。例えば、小学校道徳のある

○古山茂満教育長

教科書に掲載されている「星野君の二塁打」と

お答えいたします。

いう教材があります。これは、野球大会出場を
決定する最終試合の話で、同点の最終回裏の攻

登壇〕

１番守岡等議員の御質問に

初めに、全員担任制の導入について申し上げ
ます。

撃、ノーアウト・ランナー１塁の場面で、星野

本市では、いじめ未発見・未解決ゼロを目指

君が監督のバントという指示に反して、強攻策

しており、教師による観察はもちろん、児童生

に出た結果、二塁打を放ち、結果的にこの試合

徒及び保護者へのアンケートの実施や教育相談
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の充実により、児童生徒理解を深めております。 童生徒の実態に合わせて指導を行うほか、出席
学校において、いじめ事案に対しては解決に

扱いとなることから、卒業要件を満たすものと

向けて組織的な取り組みがなされ、教育委員会

なっておりますので、不登校特例校を設置する

も積極的な支援・指導を行っております。

考えは持っておりません。

また、学級担任等の校務分掌は校長の責任と
権限に基づき任命されていることから、全員担
任制を導入する考えは持っておりません。

次に、主体性を育成する道徳教育実践に向け
た教員研修の実施について申し上げます。
「特別の教科

次に、コミュニティ・スクールの整備につい
て申し上げます。

道徳」の研修につきましては、

県や教育事務所等において計画的に進められて
いるほか、本市においても学校経営計画指導訪

本市では、全ての小中学校に学校評議員会を
整備しております。今後、さらに学校評議員会

問時に道徳の授業を実施していただき、指導・
助言を行っております。

における内容や方法等の充実、保護者や地域の

今後も学習指導要領改訂を踏まえた授業づく

方々と連携の強化を図っていくことが、既存の

りの課題や評価等について、実践に基づいた研

組織において可能であると捉えており、現時点

修を計画的に実施していくよう指導してまいり

では学校運営協議会の設置によるコミュニテ

ます。

ィ・スクールの整備については考えておりませ

○髙橋義明議長

ん。

○１番

次に、通常学級と特別支援学級の統合につい
て申し上げます。

守岡

守岡等議員。
等議員 今、日本の教育は非常

に大きな曲がり角というか変換点に差しかかっ
てきているのではないかと考えています。これ

本市においては、全ての学校で通常学級と特

までの教育は、多くは詰め込み主義ということ

別支援学級を設置し、交流学習を行っておりま

で、点数主義で序列をつけるようなものだった

す。また、特別支援学級在籍の児童生徒一人一

と思うんですけれども、実はこうしたやり方は

人の障がいに応じた教育課程を編成し、それに

もう世界的に通用しなくなっていると。例えば

基づいたきめ細やかな指導を行っておりますの

実際に私が聞いている話でも、親の仕事の都合

で、通常学級と特別支援学級を統合する考えは

で転勤だったり、あるいは留学ということでヨ

持っておりません。

ーロッパの学校に行く子どもたちの話を聞くと、

次に、不登校特例校の設置について申し上げ
ます。

小学生、中学生は非常に勉強がおもしろいんだ
そうですね。そういう詰め込み主義ではなくて、

不登校のない学校づくりについては、適応指

物事の本質を順序立てて学んでいくという、あ

導教室「すこやか教室」の設置、別室登校支援

るいは芸術教育なんかも充実していて、非常に

員の配置に加え、学校の中核的な役割である授

おもしろいと。それに対して、大学生は物すご

業の充実を初め、児童生徒一人一人の実態に寄

く苦労しているんだそうです。向こうの大学の

り添いながら、不登校の解決に向けて積極的な

授業は、いわゆるソクラテス方式というか問答

支援・指導を行っております。

方式、ディベート方式でやられますので、生半

「すこやか教室」は、学年の指導内容及び児

可な知識ではとても対応できないと。そういう

－５４－

子どもたちの声を聞いています。

に置きたいと思います。

やはりこうしたことから、日本の教育が本当

それで、質問のことなんですけれども、歴史

にグローバルスタンダードな世界レベルのもの

をたどれば長いんですが、昭和４０年代に教え

を目指して今変換点に来ているのだと思います

ることがいっぱいあって、いわゆる詰め込みと

けれども、この間、そういう教育の転換、変換

かそういうことで、七五三という言葉も生まれ

ということで、ゆとり教育というものに取り組

ました。あと校内暴力なんていうのもありまし

まれてきました。このゆとり教育というのは、

た。そういうことから、国のほうでは学習指導

世間の大きな誤解を招いているようで、授業時

要領を改訂して、昭和５０年代にゆとり教育、

間を減らした結果、学力が低下してしまったと

これはゆとり教育という言葉ではないんですよ

評価されているような嫌いがあると思うんです

ね。「ゆとりのある充実した学校生活」という

が、そうではなくて、やっぱり真の学力を高め

のが本当の言葉なんですけれども、それがマス

るための教育政策の転換の一環としてゆとり教

コミのほうでどんどんゆとり教育、ゆとり教育

育というものが出てきて、その精神は今でも生

ということを出して、たまたまその年の学力が

きているんじゃないかと私は考えるんですが、

ちょっと下がったんですよ。そういう意味から、

教育長はゆとり教育についてどのようにお考え

ゆとり教育が悪いというふうにレッテルを張ら

ですか。

れてしまったわけです。ですから、そういうゆ

○髙橋義明議長
○古山茂満教育長

教育長。

とり教育という言葉はないので、私たちは「ゆ

まず初めに、議員の質問の

とりのある充実した学校生活」、それを目指し

大きな問題としてはいじめ、不登校という部分

ているので、そういう間違ったものではないと

が出ていますので、私はそのいじめ、不登校を

いうことで私は捉えています。

減少させるためにどういう取り組みをしている

○髙橋義明議長

かということをまず申し上げたいと思います。

○１番

１つは、生きる力をつけるということです。

守岡

守岡等議員。
等議員 私も同感です。なぜ最

初にゆとり教育のことを聞いたかというと、最

生きる力の中身は、自立と共生ということです。 初に教育長がおっしゃった本来の学校教育の目
自立は自分で立つということと、議員おっしゃ

的というところで、やはり学校は楽しいところ

る自分を律する、そういうほうの自律です。共

だと、楽しいためにはやっぱりきちんと勉強が

生は、ともに生きるということです。それが狙

わかる、おもしろいという、こういうところか

いですので、その狙いを達成するために、実現

ら今の質問が出てきたわけでありまして、今回、

するために、学び合いの学習ということを進め

いじめとか不登校とかをなくすために、楽しい

ています。それは今の言葉で言えば「主体的・

学校づくりというのが１つの主眼だったわけで

対話的で深い学び」というようなことでござい

すが、まず麹町中学校とか大空小学校に共通し

ます。その学び合いを通して、「わかった」「で

ているのは、本来の学校教育の目的というもの

きた」という、そういう授業をしていけば、不

をきちんと据えて、目的と手段を決して混同し

登校、それからいじめ問題、そういうものも減

ないと。ですから、言うなれば規則というのは

少してくるのではないかということをまず前提

例えば大空小学校では１つしかないんですね。

－５５－

みんなに迷惑をかけないみたいな。麹町中学校

できたということですね。そのことによって、

も同じような感じです。本来この規則が必要な

職員室での教員同士の会話が非常にふえたと。

のかどうか、教育的目標に照らして本当に必要

ひょっとしたら来週そのクラスの担任になるか

なのかどうかということで、子どもたちが伸び

もしれないので、いろんな情報を共有しておく

伸びと学び遊べるような環境をどうつくるかと

必要があるということで、非常に教員同士の交

いうことで、実際極端な話、宿題をなくすだと

流、対話がふえたということなんですね。

か、煩わしいいろんな服装検査とか、もちろん

あともう一つが、保護者からのクレームが非

必要なものもありますけれども、やっぱり目標

常に減ったということなんです。保護者クレー

から照らしてそれがどうかということを検証し

ムというのは、大体学級担任の指導の仕方に対

て、いじめとか不登校のない学校づくりに成功

していろいろ言ってくる保護者が多いわけです

したということで、この共通認識に立って各論

けれども、全員担任制にすることによって非常

のほうに入っていきたいんですけれども、まず

に緩和されるようになったそうです。

全員担任制の問題です。

デメリットは何かというと、ベテランの教員

全員担任制は麹町中学校で初めて導入して、

なんかはだんだん物覚えが悪くなって、いろん

成功している事例だということなんですが、参

な生徒の名前を覚えるのが大変だという、これ

考にしたのがチーム医療、医者だけでなくて看

ぐらいしかデメリットはないのかなと校長先生

護師や薬剤師や保健師やリハビリ技師や事務職

は言っていましたけれども、そういうふうに全

員や相談員、全ての職種の人たちが１人の患者

員担任制のメリットから見て、ちょっと検討し

に集団的にかかわって治療に当たっているとい

てみる価値はあるんじゃないかと思うんです。

う、これを参考にして、学校の先生方も先ほど

あともう一つ、本市もそうですけれども、先

言ったとおりいろんな得意な分野、個性がある

生方の病欠の問題、特にメンタルヘルスの問題

中で、総合的に対応していこうというところか

ということで、やっぱり学級担任の先生が非常

ら始まっているようなんです。

に保護者のクレームによって傷ついてしまうと

全員担任制というのは、全てのクラス担任が

いう例が多いかと思うんですけれども、本来で

毎週のように変わるんだそうですね。単純にロ

あればそういう保護者クレームというのも集団

ーテートするのではなくて、クラスの特徴とか、 的に対応すべきであって、１人の担任の先生に
支援が必要な生徒に応じて、学年主任を中心に

集中するようなシステムというのはやっぱりち

協議しながら決めているそうなんですけれども、 ょっとまずいんじゃないかということですね。
全員担任制によっていろんなメリットが出てき

そういう面から見ても、全員担任制の必要性、

たということで、ちょっと紹介しますと、１つ

メリットがあるんじゃないかと考えるんですけ

はやっぱり学級王国という、いい面もあります

れども、教育長のお考えを教えてください。

けれども、ほかの学級とどうしても差が出てき

○髙橋義明議長

てしまう、そういう学級王国というもので、ほ

○古山茂満教育長

かの教員がなかなかそのクラスにかかわりにく

ているということだったわけですけれども、学

い雰囲気がある中で、その枠を取っ払うことが

校では「チーム学校」というふうな言葉を使っ

－５６－

教育長。
今、チーム医療を参考にし

て、同じような組織を使って取り組みをしてい

す。

ます。そして、麹町中学校ですので、本市の中

特に、小学校の先生方はなおさら大変ではな

学校の例を出しますと、中学校は教科担任制で

いかなと。私が担任で、あるクラスの授業を持

すよね。担任はいるんですけれども、担任が出

った、余り算数の授業が得意でなくておくれを

るのは朝の会とか給食の時間とか終わりの会で

出してしまったというときに、今度別な先生が

すよね。あとは教科によって先生が変わってく

算数を持つわけですよね。そうすると、今度は

るわけです。そうすると、その教科の先生が、

その先生の負担になってくるということで、先

１人の子どもを担任だけでなくて見られるわけ

生方を育成すると、そういうふうな面からして

ですよね。国語の先生も見られるし、社会の先

もちょっといいことではないというように思っ

生も見られるということで、担任を外して全員

ているところです。

担任制にする意図がどうなのかなという、いわ

○髙橋義明議長

ゆる機能しているということなんです、子ども

○１番

１人を見るのにいろいろな先生方から、きょう

本当にまだ希少な事例ですので、この当事者の

あの子どもはこうだけど、ああだけどといろい

校長先生を呼んで学習したり、あるいは映画も

ろ情報が入ってきます。そういう開かれた職員

出ているそうなので、そういうのもちょっと見

室というんですか、職員室で子どもの名前がい

ながら、検討を進めていただければと思います。

っぱい出てくるような、そういうことがなされ

次に、コミュニティ・スクールの整備につい

ていますので、まず全員担任制というのはとら

てです。現在、この考えは持っていないという

なくてもいいのではないかと。

ことで、学校評議員会で十分それはカバーでき

守岡

守岡等議員。
等議員 全員担任制というのは

また、デメリットは名前が覚えられないとい

るだろうと。私もつい最近中学校の学校評議員

うだけでなくて、私ちょっと考えてみたんです

会の状況を聞きまして、十分それは可能だなと

けれども、１つはその児童生徒に本当に責任が

いうふうに思っています。ただ、実際参加する

出てくるのかという、そういうことがあると思

人の数が非常に限られていて、少ないというこ

います。そういうことがなかなかできなくなる

とで、もう少しオープンなものにしていったら

可能性があるのではないかと。

いいんじゃないかと思います。例えば、また麹

２つ目は、例えば相談する先生が決まってき

町中学校を出しますけれども、保護者と校長先

て、相談できない先生はだめな先生なのではな

生が活発に意見交換を行う座談会が開かれてい

いかという、そういうことが言われる可能性が

まして、そこには生徒会の代表も参加するそう

あるのではないかと。

なんですね。そして、学校改革に対する意見が

それから、子どもの状況を深く理解するには、 出されるとともに、じゃあ具体的に何をするか
やっぱり子どもの生育歴からずっと、そこから

という、このことを当事者意識を持って参加者

考えとかいろいろなものが出てくるわけですの

がいろいろ決めていくと。だから、決して外か

で、その生育歴なんかを見るのには、全員の先

ら物を言うみたいな、文句だけ言うような機関

生方が担任するということになれば非常に莫大

ではなくて、自分たちが当事者になってこの学

な時間を要するだろうということが考えられま

校をつくっていくんだという点でコミュニテ

－５７－

ィ・スクール、学校運営協議会というのはすぐ

に、地域の代表の方がそうした家庭と学校との

れているんじゃないかと思うんですけれども、

橋渡し役といいますか、情報の共有をする立場

その辺どうでしょうか。

の人になって、いろいろ問題解決に当たれるん

○髙橋義明議長

じゃないかということで学校運営協議会、地域

教育長。

○古山茂満教育長

先ほど申し上げましたよう

のそういう人たちの参加というのは非常に有効

に、学校評議員会がつくられているわけですけ

ではないかと考えるんですけれども、いかがで

れども、今現在各学校の学校評議員会を見てみ

しょうか、そういう家庭問題。

ますと、１つは評議員の人選、それから評議員

○髙橋義明議長

会で話をする内容、それから方法、そういうこ

○古山茂満教育長

とを考えますと、まだまだ改善しなければなら

とはなかなか限界が出てきているということと、

ない余地があるなというふうに私は思っていま

もう一つはやっぱり家庭訪問なんかも問題があ

す。例えばＰＴＡ会長が入っているとします。

りますよね。家庭訪問に来ないでくださいとい

そうしたときに、ＰＴＡ会長は会長ですから、

う家庭もつい最近出てきているようです。そう

ＰＴＡの方々の意見を吸い上げてきてその場で

いう意味からして、やはり地区の民生児童委員

いろいろ話をすると。あとは民生児童委員の方

の方、それから地区会長、または隣組長、そう

がいると思います、代表の方が。そのときは地

いうふうな方々から協力をもらわないと、学校

区の民生児童委員の中で取り上げて、そこで話

外、家庭、近所で子どもが何をしているんだろ

し合いをするというようなことが、もう少しそ

うかということを把握することはなかなか難し

こら辺が足りないかなというふうに思っている

いという状況にあります。そういう意味では、

ので、改善すればまだまだ学校評議員会で足り

今話したように地区会長、民生児童委員、それ

ているかなというふうに私は思います。

から青少年健全育成会議かな、そういうメンバ

○髙橋義明議長

ーの方々にも協力していただいて、そして家庭

○１番

守岡

守岡等議員。

教育長。
担任の先生が家庭に入るこ

等議員 ぜひ充実させていただ

と学校をつないでもらうというようなことから

きたいのと、あと最近家庭の教育機能が非常に

も、確かに学校運営協議会も大事だと思うんで

低下している中で、最近話題になっている虐待

すけれども、今ある既存の組織でやっていくと

とか、あるいはそんな極端でなくてもネグレク

いうことでございます。

ト、育児放棄という事例は非常に私も耳にして

○髙橋義明議長

います。そうした家庭の問題に対して、なかな

○１番

か学校の先生がそこまで踏み切れないという、

常に大変な思いをしていて、そうなれば理想だ

どこまで口出し、手を出していいものかという

と思うんですけれども、今後さらに検討してい

ことで、非常に悩んでいる先生も多いようです

きたいと思います。

守岡

守岡等議員。
等議員 民生児童委員の方も非

し、実際に金八先生みたいに毎日家庭訪問をし

次に、通常学級と特別支援学級の統合の問題

て、状況把握に努めるというような、そんな余

です。私が子どものころは、特殊学級とか特別

裕も今の先生たちにあるのかどうかということ

支援学級というものはなくて、みんな一緒に生

で、非常に疑問に思うわけです。そうした場合

活していたわけですよね。だから、ちょっと問

－５８－

題行動があるかなとか、ちょっとキレやすい子

どもというふうなことで、議員も私も同じ考え

がいるかなという認識はありましたけれども、

だと思うんですけれども、その子どもが一番幸

そこで何か線を引くということはせずに、みん

せな方法は何なんだろうかということがまず頭

な同じ仲間なんだということで、遊んだり、時

にあります。そして、その子どもが幸せになる

にはけんかしたり、そういうことをしたと思う

ためには通常学級に入ったほうがいいのか、そ

んです。ところが、特殊学級というのができて、 れとも特別支援学級に入ったほうがいいのかと
最近では特別支援学級というのができて、いろ

いうことになると思うんですけれども、その授

いろ混合した、一緒の同じ学びの場を設けてい

業を見ていますと、例えば通常学級に入ってい

ても、どうしてもあの子は支援の子だという一

る特別な支援を要する子どもが、例えば国語と

つ線引きがされていると思うんです。そのこと

か算数とか、その１時間を物すごく苦痛にして

が子どもの中に差別意識といいますか、ちょっ

いる状況があるんです。そういうときには、算

と違うという区別する意識が生じて、なかなか

数とか国語とかはやはり特別支援で丁寧に教え

できないと。それに対して、さっき言った大空

て、みんなで一緒にやれるものについては、例

小学校は最初からそういう区別はなしにして、

えば体育とか音楽とかそういうものですけれど

要するに特別支援学級というのをなしにして、

も、その子に応じて通常学級に行って授業をす

みんな一緒に学ぶ中で、やっぱりいろんな問題

るということが、私はその子どもにとって一番

が出てくるそうなんです。その問題を先生が解

幸せなのではないかなというふうに捉えていま

決するんじゃなくて、子どもたち自身が学びの

す。

課題にしていく中で解決していく、このことが

○髙橋義明議長

やっぱり認識力の強化というか、先ほど言った

○１番

学力テストの考える思考力の上昇というのにつ

うしても支援する側の立場に立ってしまうんで

ながっているそうなんです。

すけれども、やっぱり両者の立場から見て、そ

守岡

守岡等議員。
等議員 私もそう思います。ど

インクルーシブ教育という言葉は私は余り使

れぞれメリット、デメリットがあるかと思いま

いたくないですけれども、そういう区別をしな

すけれども、一番障がい児教育という面でこれ

いでみんなでまず学び合う中で、さまざまなト

から必要になるのは、今までの日本人の価値観

ラブルをそれこそ主体的に深い学びの課題にす

とは違ったグローバルスタンダードな視点で見

るということは非常に有効ではないかと思うん

ていかないと、これからやっぱり移民とかがひ

ですけれども、その辺の教育効果の面で、いわ

ょっとしたらふえるかもしれないし、いろんな

ゆるインクルーシブ教育というか、混合教育に

国の人たちが入ってきたりだとか、あるいは高

ついて教育長のお考えはどうでしょうか。

齢者の問題だとか、そういう多様性というもの

○髙橋義明議長

に対してきちんとやっぱり応えられるような教

○古山茂満教育長

教育長。
今議員がお話しされたよう

育がなされているかと。それに向けて、インク

な、例えば線引きとか区別とか選別という言葉

ルーシブ教育というのは本当に重要な判断力を

は、これは使いたくないなとまず私は思ってい

つける絶好の教育ではないかというふうに感じ

ます。それで、いわゆる特別な支援を要する子

て、今回の問題提起に至った次第です。この辺

－５９－

について、今後私も勉強していきたいと思いま

の空間になる可能性があるんじゃないかという

すので、お願いしたいと思います。

ことで、そういう期待を持っているんですけれ

そして、不登校の問題ですけれども、今、本

ども、ちょっと話が飛び過ぎますか、夜間中学

市でも「すこやか教室」とか、あるいは各中学

のようなイメージに「すこやか教室」を捉えて

校にも学習室を設けて、しかも卒業要件を満た

いいものかどうか。

してやっているということで、そういう方向で

○髙橋義明議長

行ければ本当に一番いいと思うんです。

○古山茂満教育長

私がちょっと心配したのは、昔不登校の子で

教育長。
今のところ考えておりませ

ん。

あっても卒業させて、その後夜間中学というの

○髙橋義明議長

ができて、夜間中学には中学校を卒業した人は

○１番

入れないとかという事例があったそうで、その

義という話が出ましたけれども、将来やっぱり

ことを心配したんですけれども、最近はそうい

もう一回学び直したいという人が出てくる可能

うことはないんだというふうに伺いましたけれ

性もあると思います。そのときには、開かれた

ども、そういう理解でいいでしょうか。

空間として「すこやか教室」もあったらいいな

○髙橋義明議長

というお願いです。

教育長。

○古山茂満教育長

そういうことはないですね。

守岡

守岡等議員。
等議員 今、履修主義と習得主

最後に、道徳の問題についてお尋ねします。

ないというか、夜間中学に行けないということ

「星野君の二塁打」について、教育長も知って

はないです。というのは、制度として日本では

いると思いますけれども、このままだと、この

２つあるんですけれども、履修主義と習得主義

指導書にあるような「決まりを守る」というこ

というのがありますね。履修主義というのは、

とを習得目標にした道徳であると、むしろ逆に

ある一定の教科を学んで、出席して学んでいれ

いじめを生み出しかねない教材だと考えていま

ば卒業できる。習得主義というのは、ある一定

して、そうでなくて、やっぱり先ほど言った

のものをきちんと学んで、力をつけないと卒業

「考え、議論する道徳」という立場で、この問

できないというのがあるんですけれども、日本

題を多角的に多方面から考えていく必要がある

では履修主義をとっていますので、「すこやか

と思うんです。そして、この「星野君の二塁

教室」にしろ、どこに行っても参加していれば

打」について、教育長がどのようにして捉えて、

出席というふうにみなすので、そういうことは

もし教育長がこの教材で道徳の授業を行うとし

ないと思います。

たら、どういうことを獲得目標にして行うのか、

○髙橋義明議長
○１番

守岡

守岡等議員。

お示しいただければ。

等議員 今の日本で一番楽しい

○髙橋義明議長

教育長。

学校というのは、ひょっとしたら夜間中学かも

○古山茂満教育長

しれないと思いまして、すごく自主的に学ぶ人

申し上げます。これは「チームの一員として」

たちが参加して、それこそ基本的なことから勉

という題がついているんですね。私も読ませて

強しているようですけれども、将来「すこやか

もらいましたけれども、あらすじは議員が話し

教室」がこうした夜間中学みたいな楽しい学び

たとおりでございます。私だったらということ

－６０－

一つは、この教材について

ですけれども、１人の子どもとすれば、「監督、 らしい文書を出していまして、今回の道徳の教
もう少し太っ腹になってほしい」というような

材を考える上で非常に示唆に富んだすばらしい

考えもあると私はまず考えます。あと、私とち

ものだと思いまして、それを紹介して、私の質

ょっと議論したある人は「これはチームでつく

問を終わります。どうもありがとうございまし

った約束だから、守っていかなければならない。 た。
星野君が悪いのではないか」と言う人もいまし

○髙橋義明議長

た。あともう一つは、「臨機応変な対応の仕方

ます。

以上で一般質問を終了いたし

をしていかなければならない」と言う子どもも
いると思います。または、「わからない」と言

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

う子どももいると思います。一応考えたのは４

日程第２ 議第１号 平成３０年度

つぐらいの答えなんですけれども、その子ども

上山市一般会計補正予算

たちがいわゆる「考え、議論する道徳」です。

（第６号）外５件
（予算特別委員長報告）

考えを出し合って、議論して、そして「ああ、
あの人はこういう考えなんだ。俺と違うな」と
思ったり、それを直したり、または「あの人は

○髙橋義明議長

日程第２、議第１号平成３０

俺と同じ考えだ」というふうな、自分の考えを

年度上山市一般会計補正予算（第６号）から日

強化したりすること、そういう意味での「考え、 程第７、議第６号平成３０年度上山市産業団地
議論する道徳」では、この題材はおもしろい題

整備事業特別会計補正予算（第２号）までの計

材だなというふうに思っています。

６件を一括議題といたします。

○髙橋義明議長
○１番

守岡

予算特別委員長の報告を求めます。

守岡等議員。
等議員 やはり私も同じです。

予算特別委員長中川とみ子議員。
〔中川とみ子予算特別委員長

道徳というものは決して答えのない、みんなで

登壇〕

考えながら、そして相手の考えも尊重して考え

○中川とみ子予算特別委員長

今期定例会にお

ていくのが道徳だと思いますので、ぜひそうい

いて予算特別委員会に付託されました予算関係

う御指導というか、現場の先生の研修をお願い

議案１５件のうち、補正予算６件について審査

したいと思います。

いたしました結果について御報告申し上げます。

最後に、この教材を研究する中で、プロ野球

なお、全議員で構成する予算特別委員会であ

選手の筒香選手、文藝春秋の今月号に考え方が

りますので、ここで再び審査の状況、経過等に

載っているんですけれども、筒香選手は今日の

ついて詳細に述べることを省略させていただき、

勝利至上主義が野球少年を潰しかねないとして、 後日、委員会記録により御承知いただきたいと
一部指導者の暴力的指導とか、指導者と選手の

存じます。

平等性、送りバントとスクイズの多用、投手の

最初に、議第１号平成３０年度上山市一般会

球数制限、対戦対手に対するリスペクトなどを

計補正予算（第６号）につきましては、蔵王フ

取り上げて、子どもたちに一番必要なことは野

ロンティア工業団地内の土地処分に伴う市債の

球を楽しむことなんだよという、こういうすば

繰り上げ償還に係る経費などのほか、事業の確

－６１－

定に伴う予算増減額等について補正したもので、 決の結果、原案のとおり可決すべきものと決し
歳入歳出それぞれ１７億９００万円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ１６７億５，５
００万円とする補正であり、採決の結果、原案
のとおり可決すべきものと決しました。

ました。
以上で報告を終わります。
○髙橋義明議長

これより質疑に入ります。

質疑があれば発言を許します。

次に、議第２号平成３０年度上山市国民健康
保険特別会計補正予算（第３号）につきまして

〔「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。

は、歳入歳出それぞれ３億８，９００万円を追

次に、討論に入ります。

加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３７億５，

通告がありませんので、討論はないものと認

６００万円とする補正であり、採決の結果、原

めます。
よって、採決いたします。

案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第３号平成３０年度上山市公共下水

予算特別委員長報告の議案６件は原案可決で

道事業特別会計補正予算（第２号）につきまし

ありますが、予算特別委員長報告のとおり決す

ては、歳入予算の補正のほか、補助事業として

ることに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

行っている浸水対策事業などで、年度内の完了
が困難であることから繰越明許費を設定するも
のであり、採決の結果、原案のとおり可決すべ

○髙橋義明議長

御異議なしと認めます。

よって、予算特別委員長報告のとおり決しま
した。

きものと決しました。
次に、議第４号平成３０年度上山市介護保険
特別会計補正予算（第３号）につきましては、

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

散

歳入歳出それぞれ６，４００万円を減額し、歳

会

入歳出予算の総額をそれぞれ３９億５，５００
万円とする補正であり、採決の結果、原案のと

○髙橋義明議長

おり可決すべきものと決しました。

了いたしました。

次に、議第５号平成３０年度上山市施設貸付
事業特別会計補正予算（第１号）につきまして

以上で本日の日程の全部を終

これをもって散会いたします。
御苦労さまでした。

は、歳入歳出それぞれ２億５，９００万円を追
加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３億１，
５００万円とする補正であり、採決の結果、原
案のとおり可決すべきものと決しました。
最後に、議第６号平成３０年度上山市産業団
地整備事業特別会計補正予算（第２号）につき
ましては、歳入歳出それぞれ２億７，８００万
円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ３
億７４５万３，０００円とする補正であり、採

－６２－

午後

２時０１分

散 会

