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報告会で出された主な意見等 

 

 

１ 議会報告に関する質問等 

  

（１）３月定例会 

 

 質 問 等 答  弁 

１ 

駅前開発について、「魅力ある駅づくり」

とあるが、具体的にはどう魅力あるよう

にするのか。 

 

今後の予定や、整備費はどのように捻出

するのか。 

人と車の動線を区別し安全を確保する

こと、併せて人がくつろげる空間など賑

わいづくりを演出するものです。 

 

基本設計に向けて、市民の意見を聞く検

討委員会が設置されることになります。

整備費は、立地適正化計画を策定すれ

ば、国から４５％の補助制度を活用でき

ます。 

２ 

空き家の数はどのくらいあるか。 

空き家の定義も教えてほしい。 

平成２６年度６９４軒ありましたが、そ

の後、個別に管理状況を精査したとこ

ろ、時々家に戻っているなどの状況を勘

案すると３００軒台になっています。１

年以上管理されていないものを空き家

と定義されています。 

３ 

空き家を解体して更地にすると固定資

産税が高くなるので、わざと解体しない

人がいる。 

固定資産税は、建物がある場合、六分の

一に減免されていたものが、更地になっ

た場合、元に戻るということで理解くだ

さい。危険空き家解体の補助なども有効

に利用いただいていますが、重要な問題

と考えておりますので今後も議論を重

ねてまいります。 

４ 

ランドバンクは、まちなかの空き家が対

象か。地区内にも空き家があるが、ラン

ドバンクの対象になるのか。 

 

 

ランドバンク事業は地続きでつながっ

ている小規模な空き家・空き地を束ねて

整地し利活用を図る事業ですので、対象

エリアはどうしても市街地が多くなり

ます。 

５ 

毎日ウォーキングの市民の参加費が無

料になったが、そのことで参加者は増え

たのか。 

まだ詳しい統計が出ていません。 

６ 待機児童の状況はどうなっているか。 今のところゼロですが、年度途中で発生
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する可能性があります。 

７ 

めんごりあでの、緊急一時預かり事業に

ついて、費用はどうなっているのか。 

 

 

 

放課後児童クラブに入れなかった児童

と０～２歳の保育所に入れなかった幼

児対象の二通りの事業があり、放課後児

童預かり事業については、月 9,000 円、

０～２歳の預かり事業は一日当たり

1,000 円となっています。 

８ 

芳刈放牧場に放牧する畜産農家が増え

るとの話しがあるが具体的に教えてほ

しい。 

2 軒の農家が 4 軒に増加するとのことで

す。 

９ 

国民健康保険特別会計の予算が昨年度

より上がっているが、国民健康保険税が

高くなるのか。 

国保加入者の医療費が増えているため

で、国民健康保険税が高くなるのではあ

りません。 

10 
旧尾形家の駐車場整備は、コンサート時

のみの対応なのか。必要性については。 

市が購入し整備しました。 

 

 

 

 

２ 意見交換における内容 

 

（１）議会に対するもの 

 

 意 見 等 答   弁 

１ 

せっかく議会報告会を企画しても参加

者が少ない。もっと人集めする知恵・工

夫が必要だと思う。 

貴重なご意見として承ります。 

 

２ 

サンデー議会では、一人でも多くの議員

に一般質問してほしい。 

住みやすさランキングで下位だったと

のことだが、あのランキングに拘らず、

良いところをどんどん伸ばしてほしい。 

９月８日に開催しますので傍聴もよろ

しくお願いします。 

３ 

児童、生徒の有害鳥獣等による登下校時

の安全を確保するため、スクールバス等

の対応をお願いしたい。 

貴重なご意見として承ります。 

４ 

山元地区の交通手段をどう考えている

のか、報告会での話が行政に伝わらず反

映されていないのが残念である。 

議会報告会での内容を、精査して行政に

伝えています。ご意見や要望を引き続き

お寄せ願います。 

 

 



3 

 

（２）市に対するもの 

 

 意 見 等 答   弁 

1 

観光案内所について、市民も立ち寄れる

開かれた施設にしてほしい。 

めんごりあの利用客は駐車場とめんご

りあの往復で終わっており、市街地に出

ることがないのでご一考を。 

貴重なご意見として承ります。 

2 

先日議会で空き家を市営住宅にすると

いう話が出ていたと思うが。 

 

それは、老朽化した市営住宅を建て替え

るのではなく、民間のアパートの空き室

を市営住宅として活用するという新た

な事業のことで、現在検討中です。 

3 

我が地区も空き家がそのままになって

いる。状況は極めて酷い。ゴミの山にな

っている。注意喚起はしているが、話に

ならない状況である。 

行政機関として相談するところはない

か。 

市内全域で「空き家放置」が問題となっ

ています。人体等に対して危険であると

いう実態があれば行政指導の対象とな

るが、所有者本人のモラルの問題でもあ

りますが、大事な問題として今後も取り

組んでまいります。 

4 

子どもの医療費無料化を高校生まで対

象を拡大してほしい。 

子どもの医療費無料化の対象拡大は、市

長への政策提言、一般質問、常任委員会

の討議でも問題提起しています。 

5 

農業集落排水について、乳児など使用し

ていない年齢から使用料を課すのはな

ぜか。せめて小学校からにしてほしい。 

制度が出来た当時からの支払い条件で

す。使用料については、持ち帰って検討

します。 

6 

かみのやま温泉インター産業団地に誘

致する際の本市の魅力は。また、想定す

る企業数や本市からの求人計画はある

のか。 

県内トップクラスの用地取得支援と最

大１千万円の雇用奨励金など充実した

優遇制度が上山の特徴と思います。三区

画の整備を予定しており、うち一社が先

日決定し、一社が交渉中だそうです。 

先日決定した企業の採用計画は、操業開

始時の地元採用は１０人、３年経過後に

は２５人程度を見込んでいるようです。 

7 

温泉健康施設の進捗状況はどうなって

いるのか。また、維持費や利用者の確保

など議会としての対応を伺いたい。 

２本の源泉の掘削を終え、今年度は、用

地買収と民間を活用して事業を進める

業務委託の予算を計上しています。現

在、民間事業者から提案を受ける上での

要求水準書をまとめる段階です。議会と

しても一般質問や予算委員会等で繰り

返し執行部に指摘しています。 

8 地区公民館の老朽化について、修繕費な 公共施設については整備計画を定め、方
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どを市で負担していただけないか。 針化していますが、地区の公民館につい

ては各地区での対応が基本です。 

9 

ゴミ問題についてプラスチックゴミと

紙類を区別する意味がわからない。 

 

同一の燃焼炉で紙とプラスチックを一

緒に焼却しているが、上山市では各ゴミ

の量を測定するために、当面の間、分別

することにしています。 

10 

大錦鶏草という外来種の繁殖が問題に

なっている。対応についてどう考える

か。 

持ち帰って調査します。 

11 

山形新聞に住みよい市のランキングに

ついて、県内１３市では上山市が最低の

ランクとの報道があったが、どう考える

か。 

公立病院の存在など、データの抽出によ

り影響が出たと考えます。昨年の順位は

４１０番台、一昨年は２１５番でした。 

12 

バイオマス発電所の事故について、議員

のみなさんはどう考えているのか。 

地区会及び地区の皆さんとともに、安全

性の確保を基本に住民本位の立場で考

えていきます。 

13 
高齢化に伴い市道の草刈りが困難にな

る中、市道の除草を強化してほしい。 

担当課に確認の上、要望しておきます。 

14 

人口減少について、昭和６０年をピーク

として減少の一途。特に平成２０年から

は減少幅が大きい。議会としての対応を

どう考えているか。 

一番力を入れなければならないのは子

育て支援ではないかと考えます。 

雇用対策や婚活サポーターの取組みも

行われています。 

15 

市長は、山大医学部の協力を得て産科の

誘致をしたいと言っていたが、その後ど

ういう状況になっているか。 

人口増には産科が必要と考えています。

引き続き誘致に向け、働きかけを行って

いきたいと思います。 

16 

共同浴場について、シャワーの使用や温

度管理など、観光客や市民が利用しやす

いものにする必要があるのではないか。

温泉町として恥ずかしくないように整

備すべき。 

葉山のみ市で運営し、他はそれぞれの組

合などが管理しています。 

経営に対する補助金はありませんが、設

備改善等には市が補助しています。外湯

文化の保存について議論を続けます。貴

重なご意見として承ります。 

17 

観光について、武家屋敷、共同浴場など

風情ある温泉町を生かしたまちづくり

をもっとすべきではないか。 

 

魅力的な観光資源による観光客の呼び

込みを図っていく必要があると考えま

す。貴重なご意見として承ります。 

18 

高齢化により耕作放棄地が増え、鳥獣被

害が拡大している。地域で何とかしろと

言われてもどうしようもない。 

山口市の担当者と話をしてきたが、金を

思い切って使っているように感じてき

捕獲頭数は増えているが、被害は全市的

に増えています。大規模な設備には、地

区で協力体制が必要です。協議会の設置

等まとまって農林夢づくり課に相談し

てください。 
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た。上山市でももっと力を入れて取り組

んでほしい。 

過日、菅官房長官の来県時に有害鳥獣対

策の強化を申し入れました。 

山元地区では、イノシシ対策としてセン

サー付きの囲いワナを設置し始めまし

た。また、メッシュ板で圃場を囲い込む

ことも試験的に始めています。 

19 

市民相談室に行って、倒木と道路の相談

をしてきた。国道から市役所に曲がる、

河崎バス停付近の交差点の端がデコボ

コになって危険なので修理をお願いし

たい。 

確認して要望しておきます。 

20 

茂吉記念館駅前の西側、東側両方に屋根

付きの自転車置き場を造ってほしい。 

また、防犯灯と茂吉記念館への誘導看板

も設置願いたい。 

設置できるよう持ち帰ります。 

21 市有地の東和薬品への売却額は。 売却価格は１４億５千万円です。 

22 

「かみのやま温泉ＩＣ」という名前なの

だからＩＣ付近に温泉を造る計画は、ま

た市内中心部への道路整備も必要では。 

発想はいいと思いますが、現実にはむず

かしいと思われます。 

貴重なご意見として承ります。 

23 

車の運転が不安である。高齢化して、視

力も低下している。市中心部に行くのも

手段がない。車を公民館に設置してほし

い。NPO 法人を設置し、市で助成金を出

せないのか。 

昨年度の質問を見てみたが、「白タク」

の問題等で法律に触れるので、なかなか

難しい問題です。地域で NPO を作るのは

可能ですが、市の助成ではなく、すべて

地域で運営する事になります。 

24 

防火水槽の泥上げした泥の処理に困っ

ている。市の消防に問い合わせたが、「補

助はない」と言われた。泥上げした時の

泥処理の補助金を検討してほしい。 

貴重なご意見として承ります。 

25 

地域おこし協力隊が以前から来ている

が、今まで何人来て、何人残っているの

か。定着率が低いとすればなぜだと考え

ているか。 

人口減少を食い止めるために有効な手

立てだと思うが、上山らしい定住しやす

い街づくりにしてほしい。 

本市では今まで 9 人来られて、3 人の方

が定住しています。平成 31 年 8 月から、

兵庫県から来られた方がおり、就農され

ています。総務省のデータでは、4 割か

ら 5割の定住率になっており、必ずしも

その後、全員が定住につながっている訳

ではないので、今後はしっかり調査し発

信するよう促していきます。 

26 

「障害者差別解消法」が国で制定され

た。他の自治体は条例制定した。しかし

上山はまだ進展していない。身近なこと

から解決してほしい。 

貴重なご意見として承ります。 


