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令和２年３月５日（木曜日）

午前１０時 開議
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議事日程第２号
令和２年３月５日（木曜日）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 ２号 令和元年度上山市一般会計補正予算（第７号）
日程第 ３ 議第 ３号 令和元年度上山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）
日程第 ４ 議第 ４号 令和元年度上山市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）
日程第 ５ 議第 ５号 令和元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 ６号 令和元年度上山市産業団地整備事業特別会計補正予算（第１号）
（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

谷

江

正

照

議員

２番

石

山

明

議員

３番

佐

藤

光

義

議員

４番

守

岡

等

議員

５番

髙

橋

要

市

議員

６番

棚

井

裕

一

議員

７番

尾

形

み ち 子

議員

８番

長

澤

長右衛門

議員

９番

川

口

豊

議員

１０番

中

川

と み 子

議員

１１番

神

保

光

一

議員

１２番

枝

松

直

樹

議員

１３番

川

崎

朋

巳

議員

１４番

髙

橋

義

明

議員

１５番

大

沢

芳

朋

議員

欠席議員（０人）

－６３－

正

説 明 の た め 出 席 し た 者
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

前

田

豊

孝

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 課 長

齋

藤

智

子

子ども子育て課長

英

夫

商 工 課 長

尾

形

俊

幸

観

光

課

長

徹

農林夢づくり課長
（併）農業委員会
事
務
局
長

須

貝

信

亮

建

設

課

長

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

長

課

長

鈴

木

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

渡

辺

る

み

教 育 委 員 会
生涯学習課長

高

橋

秀

典

教 育 委 員 会

子

選挙管理委員会
委
員
長

花

谷

和

男

農 業 委 員 会
会
長

啓

監 査 委 員

舟

越

信

弘

監
事

板

垣

大

和

郁

事
佐

藤

渡

邉

高

防

務

局

職

員

出

席

茂

スポーツ振興課長

委
局

事 務 局 長

鈴

木

淳

一

副

範

主

小

口

彩

夏

主

主
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開

議

す議事日程第２号によって進めます。

○大沢芳朋議長 出席議員は定足数に達してお
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
－６４－

員
長

者

毅

査

査
務
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日程第１

一般質問

幹
任

○大沢芳朋議長 日程第１、一般質問でありま
す。

多くなっております。
高齢者のみの世帯や高齢者単身世帯など支援

初めに、２番石山正明議員。

すべき対象者は今後ますます増加し、各世帯が

〔２番 石山正明議員 登壇〕

抱えている課題の複雑化による支援の困難性は

○２番 石山正明議員 ２番、会派蔵王の石山

民生委員の担い手が見つからないという悪循環

正明でございます。通告に従い順次質問させて

を生じさせております。

いただきます。

そこで、民生委員の活動環境の整備、個人情

民生児童委員（以下、「民生委員」としま
す）の活動を充実させるための取組について質
問いたします。

報の共有体制づくりについてお伺いいたします。
民生委員の活動は、
「個別支援活動」「民生委
員児童委員協議会活動」「地域福祉活動」に分

民生委員は、大正６年、岡山県で創設された

けられますが、個別支援活動では何らかの事情

「済世顧問制度」が始まりとされており、さら

でみずから支援を求めることができない住民に

に大正７年に発足した大阪府の方面委員制度と

対して、民生委員らがアウトサイドから接近す

ともに、民生委員の源流と言われております。

る必要があります。

その後、昭和２１年に民生委員令が公布され、

しかしながら、このアウトサイドからの接近

方面委員はより広く民生安定活動に従事するこ

には、多くの労力と時間が必要となり、特に世

とを期待されて、民生委員と呼称が変更され、

帯数の多い地区や広範囲に及ぶ地区では、正確

また、昭和２２年に児童福祉法が制定されるこ

な情報を入手することが困難となっております。

とにより、民生委員は児童委員を兼務すること

また、前任者より引き継いだ世帯調査台帳の

となりました。

確認のために訪問すると、各世帯の状況は、死

そして、昭和２３年に民生委員法が制定され

亡や転居、新生児の誕生などにより毎年のよう

ましたが、その第１条では、活動の基本理念と

に変化し、また高齢者世帯では要支援、要介護

して「社会奉仕の精神をもって、常に住民の立

の状況も変化します。

場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、

民生委員が複雑化する多くの課題に対応する

もって社会福祉の増進に努めるもの」と規定を

ためには、行政、警察、社会福祉協議会、消防

されております。

署などと、情報の共有を含めた有効な協働関係

貧困問題から出発した民生委員の活動は、現

を構築していく必要があります。情報の共有に

在は生活保護法、老人福祉法、身体障害者福祉

ついては、個人情報保護が大きな問題となって

法、知的障害者福祉法、生活困窮者自立支援法、 おりますが、民生委員には民生委員法第１５条
母子父子寡婦福祉法などの行政への協力者とし
ての役割は多岐にわたっております。

により守秘義務が課せられております。
そこで、関係機関の個人情報を集中的に管理

本市では７８名の民生委員が、地域住民の相

し、民生委員の要望に応じて適切な情報を提供

談窓口として社会奉仕活動に邁進しております

できる体制をつくるべきと考えますが、市長の

が、その職務範囲が幅広く業務内容が多過ぎる

御所見をお伺いいたします。

ことなどから、１期のみで交代する民生委員が

次に、活動マニュアルの作成についてお伺い

－６５－

いたします。

く社会の実情に通じ、且つ、社会福祉の増進に

令和元年１２月の一斉改選において民生委員

熱意のある者」と第６条にうたわれております

５１名が辞任をし、そのうち２６名が１期で交

が、本人も地域の住人であり、仕事や家庭を維

代をしております。

持しながら訪問活動を継続することは厳しい状

新任の民生委員には、民生委員児童委員協議

況にあると思われます。

会により関係法令の基礎研修会が開催され、障

このように個人的な責務を抱えながら、サイ

がい者施設への訪問や個別事例の発表などがあ

レントプアなど今後援助を必要とする世帯が増

ります。このほか高齢者福祉と障がい者福祉の

加する中で、担い手不足を解消する必要があり

各分野別の部会があり、分野別の課題に組織的

ます。

に取り組んでおります。

新潟市や南相馬市、弘前市などでは、民生委

しかし、新任委員として実際活動してみると、 員の負担軽減と新たな担い手の掘り起こしを目
孤立死や虐待、介護放棄あるいは訪問拒否など

的に、民生委員の活動を補佐する民生委員協力

どこまで対応すればよいのか、どのように対応

員制度を創設しております。

すればよいのか戸惑うことがあるとお聞きしま

その設置要綱によれば、民生委員１名につき

す。このような活動内容に対する不安や戸惑い

協力員１名として、民生委員が民生委員児童委

が、担い手不足に拍車をかけている大きな要因

員協議会会長に要請をし、会長の推薦により市

の一つであります。

長が委嘱をするということです。

民生委員相互間では、前任委員の活動事例の

活動内容は、民生委員が行う見守り活動の補

中から、対応すべき事案についての行動事例が

佐、情報の提供などであり、任期は、補佐する

必要であるとの意見が多くあります。新任委員

民生委員の任期の範囲となっております。

の負担感を軽減するために、高齢者単身世帯、

協力員の多くは、民生委員のＯＢが就任し、

高齢者のみの世帯、障がい者世帯、幼児・児童

新任委員のサポート役をしているとのことです

などを分野別に整理し、具体的な行動マニュア

が、次期候補として養成することも可能な制度

ルを作成すべきと考えますが、市長の御所見を

として注視されております。

お伺いいたします。

本市においては、多数の地域にまたがり活動

次に、民生委員協力員の新設についてお伺い
いたします。

したり、多くの世帯を抱えている地区には非常
に有効な方策と考えられます。第７次上山市振

本市の民生委員の定数は８６名でありますが、 興計画の将来指標「住み続けたい率」８０％を
実際は７８名となっており、７５地区中４地区

達成し、より安心な「地域を創る」ために、民

が不在地区となっております。また、定数を満

生委員協力員制度を新設すべきと考えますが、

たしていない地区が３地区あり、地区会長と民

市長の御所見をお伺いし、質問といたします。

生委員を兼務している地区が６地区であります。 ○大沢芳朋議長 市長。
本市の民生委員の活動日数は、平成３０年度

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

で年平均１６８日となっており、その多くは日

○横戸長兵衛市長 ２番石山正明議員の御質問

ごろの訪問活動であります。民生委員は、「広

にお答えいたします。

－６６－

初めに、民生児童委員の活動環境の整備につ
いて申し上げます。

等の把握が困難な世帯につきましても、家族構
成、障がいの程度について個別に提供をしてま

個人情報の共有体制については、対象世帯の
支援状況に応じながら、世帯の家族構成、要介

いりたいと考えております。
○大沢芳朋議長 石山正明議員。

護度など、関係各課が有している情報について、 ○２番 石山正明議員 今、個別にということ
各種機関のみならず、民生児童委員についても

で御答弁いただきましたけれども、そうすると、

提供をしております。

民生児童委員の方はこの１件についてお伺いし

活動マニュアルの作成については、活動にお

たい、この件についてお伺いしたいという、例

ける課題等に対応するための活動マニュアルを

えば１００件対象がある場合は、その１００件

作成し、ことし５月に開催予定の上山市民生児

について一々問い合わせをしなければならない

童委員連合協議会総会において配付をいたしま

ということでよろしいのですか。

す。

○大沢芳朋議長 福祉課長。

次に、民生委員協力員の新設について申し上
げます。

○鏡 裕一福祉課長 個人情報の開示の関係、
それと支援状況から、全ての世帯ではなく、民

各地区にて選任されている福祉協力員におい

生児童委員の協力のもと、支援が必要な世帯、

て、民生児童委員や地区会長と連携しながら、

これから支援が必要と思われる世帯について、

見守り訪問を行うとともに、民生児童委員への

提供するサービスに応じて個人情報を提供して

情報提供等を行うなど、民生児童委員活動を補

いきたいと考えております。

佐する役割を担っていただいておりますので、

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

民生委員協力員を新設する考えはありません。

○２番 石山正明議員 私がお聞きしているの

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

は、一件一件について、例えば対象者が、民生

○２番 石山正明議員 それでは、最初に、個

児童委員の対応している地区が１００件あると

人情報の共有体制についてお伺いをいたします

すれば、その一件一件について民生児童委員が

が、ただいま答弁の中で、民生児童委員には情

お尋ねをして、それにお答えをいただくかとい

報を提供しているというような御答弁でござい

う質問をさせていただいているんですが。

ましたけれども、この情報の提供の仕方につい

○大沢芳朋議長 福祉課長。

てどのような方法で行っていらっしゃるのか、

○鏡 裕一福祉課長 そうです。対象世帯ごと

例えば一件一件問い合わせをしてからお答えい

提供をこれまでもしておりますし、今後もその

ただくのか、それとも一つの一覧表にして提供

ように進めていきたいと考えております。

していただけるのかお伺いいたします。

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

○大沢芳朋議長 福祉課長。

○２番 石山正明議員 それは、個人情報の取

○鏡 裕一福祉課長 個人情報の提供につきま

り扱いからという考え方でよろしいのでしょう

しては、その対象世帯の支援状況に応じて、家

か。

族の世帯状況、介護度などをこれまでも提供し

○大沢芳朋議長 福祉課長。

ております。あと、民生児童委員が世帯の状況

○鏡 裕一福祉課長 個人情報の取り扱いもあ

－６７－

りますし、民生児童委員の協力を得ながら進め

インをつくらないと、どこまでどういう情報を

る対象世帯について情報提供して、行政と民生

提供したりすることができるのか、これがはっ

児童委員と協力して、関係機関と協力しながら

きりしないと、担当者によって実は個人情報の

支援を進めていきたいという考えであるからで

取り扱い方が変わるという前例もあるわけです

あります。

よ。

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

例えば申し上げますが、私が平成２８年と平

○２番 石山正明議員 個人情報については、

成２９年に民生児童委員をさせていただいたと

国のほうのいろいろな、例えば厚生労働省も含

きに、前もお話ししましたが、高齢者宅に対す

めて消費者庁も含めて、民生児童委員に対する

る灯油の補助について、私が平成２８年、平成

個人情報については開示をしてもいいというよ

２９年に民生児童委員をしていたときに、低所

うな指示が来ておりますけれども、これについ

得者に対する市民税の課税・非課税については、

て一件一件その問い合わせをしなければならな

これは個人情報に当たるからということを、実

いというのは、これまた民生児童委員にとって

は民生委員児童委員協議会の中で問い合わせし

は大きな負担になるわけでありまして、例えば

ました。ですが、そのときは個人情報だから教

ほかの市町村、例えば大分市とか別府市あたり

えられない。ところが、昨年、私、課長のほう

では、その担当地区の対象世帯についての一覧

にお聞きをしました。これについては個人情報

表を製作をして、その一覧表を、例えば大分市

に当たるのかと、課長は当たらないとおっしゃ

でしたらば１０月に民生委員の方々に開示をし

いました。つまり、個人情報の取り扱いが、ど

て、その中で民生委員がその対象世帯を、変わ

こまでが開示できて、どこまでが開示できない

ることもありますから、それを全部チェックし

のかというガイドラインがない限りは、これは

ながらやっているというような地区もあります。 やはり、こっちはだめ、あっちはだめというこ
ですから、今すぐそれを上山市で取り入れて

とで、庁内の中で意見が分かれるということで

ということはなかなか難しいかなとは思います。 は困るわけですが、この辺についてはどのよう
ですが、そういういい前例もありますので、そ

にお考えですか。

のような形で情報をきっちりした一覧表という

○大沢芳朋議長 福祉課長。

形で提示をしていただければ大変ありがたいの

○鏡 裕一福祉課長 課税状況について個人情

ではないかと思っております。また、民生児童

報には当たらないということではなくて、灯油

委員に対する情報提供する際のガイドラインと

の申請について対象世帯に通知をしているわけ

いうのはありますでしょうか。

ですので、その世帯が対象世帯なのか対象世帯

○大沢芳朋議長 福祉課長。

でないのかということで、その地区の民生児童

○鏡 裕一福祉課長 ガイドラインというもの

委員から問い合わせがあった場合は、対象世帯

はございませんが、支援が必要な世帯について

になっておりますというお答えはできますとい

必要な情報を提示するという考えでございます。 うようにお答えしていると認識しております。
○大沢芳朋議長 石山正明議員。

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

○２番 石山正明議員 基本的にこのガイドラ

○２番 石山正明議員 わかりました。

－６８－

それでは、先ほど申し上げましたが、個人情

という内容なのか、それとも福祉課のほうであ

報提供のガイドラインについては、これは今後

るいは社会福祉協議会のほうで、いろいろ民生

おつくりになるという予定はございますか、ど

児童委員から出していただいた情報についての、

うですか。

その「Ｑ＆Ａ」という形でつくる予定なのかお

○大沢芳朋議長 福祉課長

聞かせください。

○鏡 裕一福祉課長 ガイドラインについて、

○大沢芳朋議長 福祉課長。

作成について検討してまいりたいと考えており

○鏡 裕一福祉課長 マニュアルですが、これ

ます。

まで民生児童委員から問い合わせがあったケー

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

ス、あと活動時に不安に思ったり戸惑ったりし

○２番 石山正明議員 個人情報保護の審議会

た事例等を踏まえて、見守り活動、あと高齢者

もございますので、その方々と十分相談をして

の訪問のときの会話の仕方、生活に関する相談

いただいて、適切なガイドラインをつくってい

などについて、注意すべき点、関係機関への連

ただいて、情報の公開をしていただければ大変

絡等を記載したものを予定しております。

ありがたいと思っております。

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

その情報の公開についても、一件一件照会と

○２番 石山正明議員 今、関係機関への連絡

いうことではなくて、できれば一覧表にした形

ということの御答弁がございましたが、実は、

で、担当の民生児童委員の方に閲覧をさせると

民生児童委員の活動の中で一番困るのは休日夜

いう予定は今後はどうですか、ございますか。

間の件なんです。私も２回ほどそういう経験が

○大沢芳朋議長 福祉課長。

ございましたけれども、夜間ひとり住まいの方

○鏡 裕一福祉課長 閲覧については今後検討

から消防署に連絡が入った。そうしたらば消防

させていただきますけれども、一覧表につきま

署のほうから、民生委員、私のほうに出てきて

しては、現在、高齢者世帯についての一覧表を、 くださいと。行きました。そうしたらば、一緒
各地区の民生児童委員に年に１度交付しており

に救急車に乗ってくださいと。そして、病院ま

ますので、それに加えて、そのほかの個人情報

で行ってくださいということで頼まれました。

について一覧表で提示できるか検討してまいり

これは、私のほかの民生児童委員の方々にも

たいと考えております。

話を聞いておりますが、実際山形まで行きまし

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

た。そうしたら、患者さんは入院しました、民

○２番 石山正明議員 それでは、次に、活動

生委員さんは帰ってください。山形から上山ま

マニュアルの作成については、市長の御答弁で

で帰ってくるのにタクシーを使わなければなら

は、５月におつくりになって配付していただく

ない、そういう事例がございます。私の場合は

ということでございますが、大変非常にありが

上山に入院をしましたが、その方がたまたま感

たいことでございますけれども、このマニュア

染症だったということで、次の日に行きました

ルの作成をするに当たって、どういう項目につ

らば、自宅に行って入院用の道具を持ってきて

いて、例えば民生児童委員の方々にアンケート

くださいということを言われました。そのとき

をとって、その内容についての答えを提供する

は、別に病院のほうからシーツを買って、後で

－６９－

立てかえてやらさせてもらいましたけれども、

○２番 石山正明議員 実は、私も新任になっ

この一番困る夜間あるいは休日の連絡体制につ

たときに、この件についてはレクチャーを受け

いてどのようにとっていらっしゃるのか聞かせ

ておりませんでした。ですから、最初１２月に

てください。

民生児童委員の方々についてはお集まりいただ

○大沢芳朋議長 福祉課長。

くわけですから、最初に皆さんにお集まりいた

○鏡 裕一福祉課長 夜間休日の対応でござい

だいたときに、この辺については、しっかりこ

ますが、その対象世帯は生活保護を利用されて

ういう方法でありますよということを教えてあ

いる世帯なのか、あと高齢者の世帯なのか、障

げないと、ただあるだけではこれは役に立たな

がい者の世帯なのか、対象者ごとに担当者に連

い。ですから、その伝達の仕方についてしっか

絡が行くことになって、その担当者が可能な範

りと講習をやっていただくようにお願いをいた

囲で病院との連絡をとって対応するということ

します。

にしております。

次に３番目の質問について、民生委員協力員

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

の新設について、市長の御答弁では新設する予

○２番 石山正明議員 今、担当者がとおっし

定はないということでございますが、この中で

ゃいましたけれども、担当者に直接電話をする

福祉協力員があるというようなことでございま

んですか、休日夜間に。

すが、福祉協力員はこれは社会福祉協議会の中

○大沢芳朋議長 福祉課長。

で委嘱をしているという形ですが、今、上山市

○鏡 裕一福祉課長 救急要請があった場合で

には福祉協力員の方々が何名いらっしゃって、

すと、消防本部のほうから直接担当者に連絡が

その方々のうち何名に対して委嘱状を出してい

行く体制をとっております。休日、守衛の方に

るのかお聞きいたします。

連絡が行った場合は、守衛の方から福祉課、担

○大沢芳朋議長 福祉課長。

当課の担当職員に連絡が行く体制をとっており

○鏡 裕一福祉課長 福祉協力員の人数につき

ます。

ましては２，０００名であります。委嘱状の交

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

付については、委嘱状の交付の要求があった地

○２番 石山正明議員 実は、その救急体制に

区のみに交付をしている状況です。

ついて、新任の民生児童委員の方々に、こうい

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

う対応をしてくださいというレクチャーはして

○２番 石山正明議員 何名委嘱状をもらって

いらっしゃいますか。

いるかとお聞きしております。

○大沢芳朋議長 福祉課長。

○大沢芳朋議長 福祉課長。

○鏡 裕一福祉課長 民生児童委員の新任の研

○鏡 裕一福祉課長 何名の方に委嘱状を交付

修会においては、今回はまだその説明はしてお

しているかについては把握しておりません。

りません。５月の民生児童委員連合協議会の総

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

会において、マニュアルをもとに説明をする予

○２番 石山正明議員 わかりました。この福

定でございます。

祉協力員については、先ほどお話ししましたよ

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

うに、社会福祉協議会から各地区の隣組の組長

－７０－

あるいは地区会長、副会長に対して福祉協力員

○２番 石山正明議員 ちなみに、この福祉協

になってくださいねということでお願いをして

力員は山形でもやっておりますけれども、山形

いる形での、この福祉協力員って、これたしか

では５０地区に１名の割合で福祉協力員を出し

平成１１年度に上山市が新しくつくられたもの

ているようでありまして、上山とは若干違った

ではないかなと思っておりますが、実はこの福

形で行っているようでありますけれども、実は

祉協力員というのは各地区によって非常に格差

この民生委員協力員と民生児童委員の違い、こ

があります。

れは一つは、両方ともボランティアであります

というのは、隣組長というのはこれは順番で

けれども、決定的に違うのは守秘義務があるか

回ってきますので、１年交代でほとんど回って

ないかということです。民生児童委員について

きます。そうすると、高齢者、あるいはひとり

は、これは守秘義務はございます。ですが、福

住まい、あるいは仕事をしている方、この順番

祉協力員については守秘義務はございません。

に回ってきますので、福祉協力員が今の状況で

ですから、福祉協力員に民生児童委員活動の一

十分に活動できているかというと、これは疑問

部をお任せするというのは、これはなかなか厳

符で、なかなか思ったように活動ができていな

しい面があるのではないかと思っております。

い状態なのではないかと。ましてや１０月から

一つ、民生児童委員の大きな負担になってい

市報が月１回になりましたので、月１回、隣組

る事業は、実は社会福祉協議会から委託をされ

長が回すというぐらいの状況の中で、この福祉

ている事業が多いわけでございますけれども、

協力員については十分な活動ができていないの

例えばお元気デイサービス、あおぞら教室、あ

ではないかと考えておりますが、担当が違うの

るいは各施設でやっているぼた餅会、こういう

で大変申しわけないんだけれども、そのような

のは実は社協あるいは各老人施設から全て民生

ところ、どのようにお考えでございますか。

児童委員に来るわけでございますね。そうする

○大沢芳朋議長 福祉課長。

と、これの出欠を民生児童委員の方々がとらな

○鏡 裕一福祉課長 福祉協力員の活動につき

ければならない。そうすると、対象世帯を訪問

ましては、社会福祉協議会の事業で行っている

しなければならない。これも訪問活動の一つだ

事業ですが、確かに地区で隣組長、あと地区の

といえばそれですけれども、仕事を持っている

役員が担っている場合が多いです。福祉協力員

中で、そういう訪問を違う形でやらなければな

の役割としては、身近にいる人が近隣の方の安

らないというのは、これは民生児童委員の方々

否を確認する、見守り活動するということが趣

にとって大きな負担になるわけでございます。

旨でありますので、輪番制になっている地区も

ですから、その負担を軽減してあげないと、な

ありますが、より多くの方から見守りをしてい

かなか次の民生児童委員の方々につながらない

ただくということも地域福祉を進める上で大事

ということで、この民生委員協力員という形で

なことでありますので、今後とも福祉協力員の

お話をさせていただいているわけですけれども、

役割について理解を得ていきたいと考えており

市としては取り上げるつもりはないということ

ます。

ですけれども。

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

今後、上山市の高齢者人口がどんどんどんど

－７１－

んふえていきます。その中で、例えば南部地区

齢者だけでは、とてもでないけれども出せない

の一地区ですけれども、２つの地区にまたがっ

というようなところが今後出てくる可能性があ

ている。２つの地区のうちの片方が、ことしは

ります。ですから、これについて今後地区の統

民生児童委員を引き受けるんだけれども、その

合をする予定があるのかないのか、もし統合す

次の年はあなたのところねということでキャッ

るとすれば、統合された地区のほうから民生事

チボールをやったところが、そちらの地区が出

業協力員を出すというような方法もあるのでは

てこなかったということで、実は不在になって

ないかと考えておりますが、その統合について

しまったというようなこともあるわけで、この

福祉課長どのようにお考えですか。

民生委員協力員については、例えば一つと一つ

○大沢芳朋議長 福祉課長。

の片方から民生委員が出たら片方から協力員を

○鏡 裕一福祉課長 民生児童委員の担当地区

出すというようなことで、キャッチボールをで

の区割りのことということで認識してお答えを

きる形でのよりよい福祉サービスができると思

させていただきますけれども、地区割りにつき

うのですが、市長この辺について再考をひとつ

ましては、上山市の場合ですと南部地区、北部

お願い、もう一度考え直しできませんかね。

地区、宮川地区ということで、それぞれ地区ご

○大沢芳朋議長 市長。

との民生児童委員の担当ケース、対象世帯数等

○横戸長兵衛市長 これからいろいろな実情を

を勘案して、民生児童委員の意見を受けながら

踏まえて検討すべきものだと考えております。

区割りについてこれまでも検討しておりますし、

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

今後もその地区の区割りの割り当てについて、

○２番 石山正明議員 今お話ししたように、

民生児童委員の意見を受けながら検討してまい

民生児童委員が不在の地区が４カ所で、実は地

りたいと考えております。

区会長と兼務している地区が６カ所あるわけで

○大沢芳朋議長 石山正明議員。

す。要するに１０カ所が、なかなか次の担い手

○２番 石山正明議員 繰り返し質問させてい

が見つからないというような状況の中で、今非

ただきますけれども、上山市は本当に少子化あ

常に苦しんでいる、各地区のほうも苦労してい

るいは高齢化が非常に激しい中で、今後どのよ

るという状況であります。ですから、この辺に

うなまちづくりをしていったらいいのかという

ついては、積極的に今後は取り組んでいただか

ことで、市長も含め執行部の方々も含め非常に

ないと、今後ますます子どもたちやお年寄りた

悩んでいることかと思います。今後、上山市は

ちの見守りといいますか、それがなかなか厳し

若い人もお年寄りも上山市に住んでよかったよ

くなるというような状況になると思いますので、 と、ぜひ上山市に住んでけらっしゃいというよ
ぜひ前向きに取り組んでいただければありがた

うなＰＲできるような、まず一つはまちづくり

いなと思っております。

もそうですけれども、人づくりにもひとつ今後

もう一つですけれども、実はこの民生事業協

とも大きな力を入れていただいて、上山市の将

力員について、合併をしなければならないとい

来が何とか明るい方向に向かっていけるように、

うような地区が今後ますますふえてくるという

ひとつお願いを申し上げまして質問を終わらせ

ように思っているわけですけれども、例えば高

ていただきます。ありがとうございました。

－７２－

○大沢芳朋議長 この際、１０分間休憩いたし
ます。

記念すべき御滞在でありました。
この滞在以降、昭和天皇の母の貞明皇后、高

午前１０時４０分 休 憩

松宮殿下、三笠宮殿下が御滞在されました。高
松宮殿下は都合７回、三笠宮殿下は５回滞在さ

午前１０時５０分 開 議

れていると宿のホームページに記されています。

○大沢芳朋議長 休憩前に引き続き会議を開き
ます。

また、昭和２７年には、第７回国民体育大会
出席のため、再び昭和天皇皇后両陛下が滞在さ

次に、１２番枝松直樹議員。

れ、昭和３５年には本市大森山での植樹祭のた

〔１２番 枝松直樹議員 登壇〕

めに、昭和天皇皇后両陛下が３度目の滞在をさ

○１２番 枝松直樹議員 議席番号１２番、会
派市民クラブの枝松直樹でございます。

れました。
その後、昭和４７年のインターハイや育樹祭、

今回は、休業中の老舗旅館を活用した市の活
性化策について伺います。

平成４年のべにばな国体など、上皇上皇后両陛
下は皇太子時代も含めると、この旅館に４回滞

県内唯一の天守閣を持つお城を中心として、

在されています。また、昭和天皇の次男の常陸

休業中の老舗旅館、武家屋敷、春雨庵、湯町の

宮同妃両殿下も３度滞在されております。これ

温泉街、旧山城屋旅館、下大湯、江戸時代から

だけ皇族方が泊まられた宿は日本全国あるでし

変わらぬ道幅の十日町の羽州街道沿いの商店な

ょうか。

ど、お城を取り巻くエリアは他に類を見ない、

この旅館には、皇族のほかに数々の著名人も

よそがまねのできない上山オリジナルの誇れる

宿泊しております。宿帳を見ると、文筆家では

エリアだと思います。上山の活性化のためには、 武者小路実篤、亀井勝一郎、井上靖、高村光太
このエリアを整備することが何より今なすべき

郎、大江健三郎など、政治家においては、総理

ことだと考えて、この質問に至りました。

大臣の芦田均、池田隼人、音楽家の近衛秀麿、

まちには核が必要です。たとえ人口が減って
も、上山らしい文化の薫り高い空間をまちの核
として持つことは、ふるさとへの愛情の醸成と
市民の誇りにつながると考えます。

経済人では、経営の神様と言われた松下幸之助
などの記帳を見ることができます。
しかし、それは過去のことです。大正１３年
に開業し、名声を響かせた時代は過ぎ、平成１

特に、上山城隣の老舗旅館は、中心市街地活
性化の今後の切り札と思っております。これほ

５年に現所有者に経営権が移り、平成２８年５
月から休業に入った栄枯盛衰の歴史。

どインパクトがあり、秘めたポテンシャルを持

この旅館には、とにかくストーリーがありま

った資源を活用しない手はないと思います。ま

す。特に離れの５棟は、今では到底つくり得な

ず、この旅館の歴史について述べてみます。

い建築物で、日本画家と昭和初期の職人の技巧

この旅館は皇室と深い関係にあります。昭和

の数々が見る者を圧倒します。平成２８年に登

２２年８月１６日、昭和天皇が東北御巡幸に当

録有形文化財に指定されたにもかかわらず、今

たって宿泊されたのですが、天皇陛下が民間の

は見る者もおらず、ひっそりと死を待っている

宿に泊まったのは、これが日本で初めてという

かのような状況であります。この旅館に再度光

－７３－

を当て、上山ここにありというような空間をつ

情もいいなぁ～と思いながら、３時間もぶらつ

くり出し、外部に発信できたら最高だと考えて

いてしまいました」。

おります。

次の方、「山形にも、こんなに桜とお城の似

私は、当該旅館をまちづくりに活用すれば、

合う街があったとは知りませんでした。弘前の

次のようなメリットがあると考えております。

巨大さに比べたら、とても小さなお城ですし公

しかし、勝手に市が使うこともできませんので、 園です。でも、上山もきれいな桜と蔵王と街並
活用には取得するか賃貸で借り受けることが必

みとお城が見られますので、見る価値はありま

要になると思います。では、どういうメリット

すよ。弘前城や角館のような派手さはありませ

かについて個別に申し上げます。

んが、十分楽しめました」。

１つ、入浴施設としての活用が挙げられます。
現在も人手をかけて毎日手入れを行っている
ため、入浴再開はすぐにでもできる状態と聞い

次の方ですが、「夜、朝、昼と違った風景の
上山城。それぞれがすばらしく、いいお城だっ
て改めて思いました」
。

ております。男女ともに、内湯が１つ、蔵王を

以上の３件ですが、私たちはなれっこになっ

望む露天風呂が４つあり、日帰り入浴施設とし

て余り感じなくなっているようですが、観光客

ての役目は十分果たせますし、ちょっと工夫す

の新鮮な感動が伝わってきます。

れば湯中運動にも対応できると思います。

また、新湯から上山城までショートカットで

市民の中には、日帰り入浴施設開設への要望

行けるようになれば、多様な散策のコースを楽

がかなりあると認識しております。当該旅館に

しむことができます。傷んだ漆喰壁の修理など

は、浴室の手前に食事処で営業していた場所が

の修景、案内板の充実、お薦め散策ルートマッ

そのまま残っており、小部屋に仕切られている

プをつくって、観光客に楽しんでもらうことも

ことから、そのまま休憩室に使うことも可能と

できると考えます。

思いますし、厨房もあるので食事の提供もでき

さらに、葉山と西山への距離も遠くないこと

ます。日帰り入浴施設としての活用について、

から、クアオルトウォーキングの発着点にして、

市長の御所見を伺います。

ウォーキング後の入浴とセットにして普及を促

次に、まちなか散策・クアオルトウォーキン
グへの活用について申し上げます。

進するのもいいアイデアと思います。
このように、まちなか散策・クアオルトウォ

冒頭申し上げましたとおり、上山城を中心と
するエリアには、多くの上山オリジナルの誇れ
る見どころが詰まっております。この老舗旅館
に泊まったお客さんが書いたブログを、ここで
御紹介をいたします。

ーキングの拠点として活用することについて、
市長の御所見を伺います。
３点目ですが、大型バスの駐車場としての活
用について伺います。
現在、上山城へ大型バスで来た場合、上山十

「大雪がやんだばかりの雪の上山を歩いてみ

日町郵便局のはす向かいの駐車場にとめて歩く

ました。上山城を中心に、武家屋敷、古い湯町

ことになりますが、老舗旅館を活用すれば、新

温泉街。そして、蔵の家。さらにレトロな公衆

湯通りから上山城の駐車場まで上がることがで

浴場と、雪景色の上山を夫婦で歩き、冬旅の風

きます。また、自家用車でお城を訪れる場合も、

－７４－

現状は道路がカーブして狭隘なため、すれ違う
にも難があります。

以上で第１問を終わります。
○大沢芳朋議長 市長。

昨年のワインバルの際には、上山城の駐車場

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

にステージをつくりイベント広場として使い、

○横戸長兵衛市長 １２番枝松直樹議員の御質

一般の車はこの老舗旅館の駐車場にとめていた

問にお答えいたします。

だきました。このように老舗旅館の駐車場と上
山城の駐車場を一体的に使うことで、その活用

休業中の老舗旅館を活用した市の活性化につ
いて申し上げます。

の幅が広がります。老舗旅館の駐車場と上山城

休業中の老舗旅館は、平成２８年から休館し

の駐車場を一体的に使うことについて、市長の

ており、その再開に向けた動きについて情報収

御所見を伺います。

集に努めてきたところであります。

次に、登録有形文化財の活用について伺いま
す。

現在は、当該旅館の債権者が中心となり、民
間同士で旅館再生に向けた検討・調整を行って

平成２８年に登録有形文化財に指定された離

いると承知しております。

れの５つの部屋は、かつて天皇を初め多くの皇

老舗旅館は、登録有形文化財に指定され、大

族や著名人が宿泊した部屋であり、それぞれの

正、昭和の日本建築の粋を集めた建築群が多く

部屋には、春や扇、千鳥などテーマが与えられ、 残されており、その活用が図られれば本市の活
そのテーマに沿って、欄間、障子の桟、襖絵、

性化に大きく寄与するものと認識をしておりま

天井画がしつらえられています。そのしつらえ

すが、引き続き調整状況等を注視してまいりま

は、微に入り細に入り労力と金を惜しまずつく

す。

られたことが伝わってきて、職人や画家の情熱

しかしながら、現段階では調整中であり、土

と意地が感じられ、見る者の魂をわしづかみに

地や建物についての活用可能性、活用可能な範

するものであります。日本画は、日本画家の朝

囲も明らかでないなど、議論の前提が整ってい

一圭鳳を中心に、弟子であり晩年を本市で過ご

ないことから、入浴施設としての活用、まちな

した高橋東山氏らによって描かれたものであり

か散策・クアオルトウォーキングへの活用及び

ます。

大型バスの駐車場としての活用の各提案につい

この旅館を、東京にある椿山荘のようだと評

て、見解を述べることは差し控えたいと思いま

した大学の先生もいたそうですが、このすばら

す。

しい芸術を埋もれさせておく手はないと思いま

○大沢芳朋議長 教育長。

す。広く市内外の人に見ていただくようにすべ

〔古山茂満教育長 登壇〕

きではないかと思いますが、教育長の御所見を

○古山茂満教育長 １２番枝松直樹議員の御質

伺います。

問にお答えいたします。

以上、４項目について申し上げましたが、休

登録有形文化財の活用について申し上げます。

業して４年、このままでは朽ち果ててしまいか

平成２８年に登録有形文化財に指定された５

ねません。宝物になるはずの老舗旅館を生かす

つの部屋から成る離れ１棟は、歴史的景観に資

ことが今なすべきことかと考えます。

する貴重な建造物と認識しております。

－７５－

しかし、老舗旅館については、当該登録有形

かあるわけでございますが、その旅館に対して

文化財を含め、現在、民間同士で旅館再生に向

非常に悪い影響があるなというふうに思うわけ

けた検討・調整を行っていると伺っており、活

であります。

用できるかどうかも明らかでないなどから、見

今、お城の高さとこの旅館の一番高いところ

解を述べることは差し控えます。

は、遠目から見るとほとんど同じぐらいの高さ

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

であります。そして、一体これ何なんだという

○１２番 枝松直樹議員 回答は差し控えると

ふうに思ってしまうわけですが、これを今民間

いうことでしたが、実はさっき、そこで第１問

同士で調整をしているというような市長の御答

で読んでいて、自分で書いた文章なんですけれ

弁でありますけれども、確かにそれはされてい

ども、読んでいて涙が出てきてしまって、やっ

るんだと思いますが、この４年間、何で売買が

と読み終えたところであります。それだけすば

成立しなかったのか、ここなんですね。このま

らしいもの、それを手をこまねいているという

まいけば朽ち果てるということにも現実にはな

現状について非常に悲しさを覚えたところであ

ろうかと心配しています。

ります。

天井が破れているところも中にはあるんです

私は、冒頭に、お城を取り巻くエリアは、ほ

よ。非常に貴重な部屋がだんだん壊れていくと。

かに類を見ない、よそがまねのできない上山オ

先ほどの離れの５棟ある屋根の瓦などもコケが

リジナルの誇れるエリアだということを申し上

非常にむしていて、手入れも行き届かないとい

げました。そして、上山に活気を取り戻すため

うことから、本当に大事な文化財が毀損される

には、このエリアを整備することが何より今な

というふうな危機になっているというふうに思

すべきことだと申し上げたわけですが、この旅

っております。

館は旅館として、このエリアについて市長は、

それで、私、先ほど、まちには核が必要だと、

私はこのエリアが上山の核であり一番大事な肝

たとえ人口が減っても上山らしい文化の誇り高

だと申し上げたんですが、これについていかが

い空間をまちの核として持つことが大事ではな

お考えでいらっしゃいますか。

いかと思いますけれども、市長はこの点につい

○大沢芳朋議長 市長。

てはいかがお考えでいらっしゃいますか。

○横戸長兵衛市長 歴史のあるエリアでござい

○大沢芳朋議長 市長。

ますし、老舗ということでございますので、そ

○横戸長兵衛市長 私も同感でございます。

れが復活すれば一番いいのではないかなという

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

ふうに考えています。

○１２番 枝松直樹議員 この旅館は非常に広

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

いものですから、昔の玄関の新湯からお城近隣

○１２番 枝松直樹議員 このエリアは本当に

まで一体になるわけですね。要は空間が。一体

上山のよさが詰まったところでありますし、こ

的な空間として利用できるということでありま

れからインバウンドがもっとふえてきて、外国

して、すごいなというふうに思っているわけで

の方にも非常に受けるエリアだと思っておりま

す。昭和の町で有名な大分県豊後高田というと

す。そして、この旅館の隣にも大きい旅館幾つ

ころがあるんです。私も一度訪ねてみました。

－７６－

ちょっと御紹介をいたします。

上山城の土地なんです。ということで、市長が

この大分県豊後高田市は、商店街の再生を目

回答しないということですが、思いは同じだと

指して検討会を設置したそうであります。大手

いうふうに私も受けとめましたので、引き続き

コンサル会社に依頼をして、１年かけて活性化

調整状況というのを注視してまいりますという

構想というのを策定したと。しかし、その中に

ような回答だったんですけれども、市に売って

大規模な新規の箱物建設が含まれていて、莫大

もよいということであれば取得をするというこ

な金がかかるために早々にそのプランはお蔵入

とも選択肢の中には入っておりますか。

りになりました。

○大沢芳朋議長 市長。

その後、商店街の３００軒の店舗のうち６割

○横戸長兵衛市長 現段階でそういう交渉もし

から７割が、昭和３０年代以前に建設されたと

ておりませんので、仮定の質問に対して仮定の

いうことがわかったということですね。いわゆ

答えはできません。

る高度経済成長の波に乗れずに取り残されたこ

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

とが逆に効を奏し、多少の改装を加えるだけで

○１２番 枝松直樹議員 私もこの質問をする

莫大な費用をかけずとも昭和３０年代の姿をよ

に当たって、所有者ともお話をしました。率直

みがえらせることができたと。今では、観光客

に言って、市に買ってほしいというのが本音で

の入り込み数は年間３０万人を超えていると言

す。私が言うべきことでもないんだろうけれど

われております。

も。市が買い取って上山のために使ってくれれ

昭和の町に取り組んだ最大の理由は、実はこ

ば、それが一番最善だというふうにおっしゃっ

の経済効果ではありませんでした。中心市街地

ているんですが、いかがでしょうか。

を活性化することが、住んでいい、訪れていい

○大沢芳朋議長 市長。

まちづくりに必要だったということで、本当の

○横戸長兵衛市長 所有者というものは誰を指

目的は、市民が自分の住んでいるまちに誇りを

しているか私わかりませんけれども、現在はフ

持てるようにすることだったと、そういうこと

ァンドに移っていると、権限はファンドに行っ

なんです。これはまさに、今の上山にも当ては

ているということでございますので、我々は所

まることではないかと。市民が、「こんなまち

有者と交渉したこともございませんし、当初申

やんだ」なんて言って転出をするのではなくて、 し上げましたとおり、ここは民間でやっていた
仮に転出したとしても、また戻ってきたくなる

だくということが一番大事だと思いますし、先

ような、そういうまちに誇りを持てるようにす

ほどどこかのまちの例を出しましたけれども、

ること、それが豊後高田市の中心商店街の活性

湯布院だって同じだし、我々はあの土地を活用

化プラン、昭和の町づくりの目的だったという

して大型の開発をしようなんていうことは一言

ことでありました。

も言っていないわけですから、それは当たらな

私は、上山の商店街をどうやって、中心市街

いわけでございまして、我々は、あの旅館が再

地を活性化するかというときに、やはりポイン

生してもらうことによって固定資産税もふえる

トはこの旅館だろうと思うわけです。これは、

だろうし、あるいは入湯税も上がるだろうし、

位置的にはもともと上山城と一体なわけですね。 あるいは経済効果も出るだろうし、そういうこ

－７７－

とでやってもらえば一番いいのではないかなと

に入り込むといいましょうか、そこにしなくて

いうのが基本的な考え方でございます。

もいいわけでございますので、その辺はきちっ

ただ、いわゆる多額のいろいろなものも残っ

と見きわめた中での対応だというふうに考えて

ておりますので、そういうことについてこれか

おります。

ら交渉するということが、民間のほう、つまり

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

あちらのほうからあったならばというようなこ

○１２番 枝松直樹議員 今、市長がおっしゃ

との中ではあるかもしれませんけれども、ただ、 ったのは、あそこはなるべくさわりたくないと。
現時点において、まず民間同士の開発というも

だから、まず民民で成立するようにそれを見守

のを注視していきたいと考えております。

ると。だけれども、ここからまた時間がたって

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

いけば、民間だってそうそうは、必ずしも民間

○１２番 枝松直樹議員 ファンドに移ってい

にとってビジネスが成立するような物件ではな

るのも、こちらで確認しております。登記簿謄

いのではないかと私自身も思っていますよ。平

本も取り寄せました。その上で私は聞いている

成４年の観光客の今半分の人数ですね。この中

んであって、それで、建物一番高いのは８階な

で、あの大きな旅館を運営できるだけの民間が

んですね。８階。解体費用なども必要であれば

あらわれてくるのかと。ここは、仮に市が取得

しなければいけないと思いますけれども、あの

して投資をしたとしても、十分に将来的に見て

建物を使うに当たって、いろいろと制約も出て

それは、市のメリットというのはあるのではな

くるんだと思います。消防の関係とか、あるい

いかということを申し上げたんですが、そうい

は耐震の問題とかもあると思うんですけれども、 う長期的な視点から見てもやっぱりだめですか。
いろいろとそういった課題があるからこそ、民

○大沢芳朋議長 市長。

民の売買契約が成立しないということだと私思

○横戸長兵衛市長 投資してどうなるかという

っているんですね。結構大きなものですから、

ことは、調査してみないとわからないわけです

ここは。だから、このままずっといけば朽ち果

よね。今回の温泉健康施設だって、そういう財

てるということになるのではないでしょうかね。 政的なものということが議会から指摘されたわ
そうした場合、あのとき手を入れておけばよか

けですから、だからそれが大体どれぐらいの価

ったというふうに後悔しないためにも、せめて

値があって、例えば市が求めるという部分につ

接点をお持ちになって話し合いをされてはどう

いてはどれぐらいのあれかということを調査し

かと思いますけれども、そのお気持ちもないと

ないとわからないので、ここで市が直接介入す

いうことでしょうか。

る、あるいは管理をしていくったって、財政的

○大沢芳朋議長 市長。

なものでもあるわけですから、だからそこは、

○横戸長兵衛市長 長期的に休んでいるという

ここでしますとか、しないとかということは言

ことで、先ほど申し上げましたとおり、そこは

えないわけでございまして、先ほどの答弁のと

緊密な連携といいましょうか、それができる状

おりでございます。

態になれば、あれは民民で解決しまして、それ

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

がうまくいくということになれば、我々はそこ

○１２番 枝松直樹議員 答弁が「回答を差し

－７８－

控えます」だから、ちょっと進まないですけれ

とでございます。ただ、それが、これまで数年

ども、ただ、引き続き調整状況等を注視してま

かかってきたわけでございますが、数年かかっ

いりますということですから、ゼロではなくて、 てきた中での交渉がまだまとまっていないとい
将来的に市が活用することもあり得るというふ

うことでございます。

うに私は考えたんですけれども、やはり入り口

しかしながら、根本は、いわゆるあの重要文

というか、全然そこから前に行かなければ物事

化財と言いましょうか、そこを残すか残さない

は進みませんので、相手方とちょっと、現所有

かということを民間がどう考えて交渉していく

者と話をすることが有効だと思うのですが、こ

かということがキーワードだと思うんです。で

れ水かけ論になってしまいますので、これ以上

すから、それが民間同士で交渉の中で成り立つ

市長に申し上げてもだめのような気がいたしま

ということになれば、我々は大変ありがたいな

すが、とにかくこの場所というのは、市長も考

というふうに感じているところでございますの

えておられると思いますが、本当に上山にとっ

で、その辺を見きわめた時期、ですから四、五

ては重要な大事な場所だということを申し上げ

年とかそういう長いスパンではなくて、やはり

たいと思いますので、上山城の入場者数のアッ

ここ一、二年の中で民間だって決めようという

プにも絶対つながりますので、ここはぜひ、ま

ような気持ちだとは思いますので、その辺を見

ず調査に着手をしていただくという点ではどう

きわめてまいりたいということでございます。

でしょうか。

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

○大沢芳朋議長 市長。

○１２番 枝松直樹議員 それでは、四、五年

○横戸長兵衛市長 先ほど申し上げましたよう

とかではなくて、１年ないし２年ということも

に、まず民間同士の活用方法、これをまず基本

今答弁がございましたので、市として常に注視

的には第一義的には見守るということでござい

をしていただいて、出るときにはどんと出てい

まして、それがどういうふうに発展するか、こ

ただくというようなことで、ぜひ活用について

れは常に注視する必要があるわけでございます

御検討を継続していただきたいなと思います。

ので、その辺は今後の課題だと思います。

終わります。

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

○大沢芳朋議長 次に、８番長澤長右衛門議員。

○１２番 枝松直樹議員 最後に聞きますが、

〔８番 長澤長右衛門議員 登壇〕

いつまでその様子を、民民の調整をいつまで見

○８番 長澤長右衛門議員 ８番、会派蔵王、

ておられるのか。これがあとまた四、五年いけ

長澤長右衛門であります。通告に従い、順次質

ば、それなりにまた古くなって使い物にならな

問させていただきます。

くなると思うんですけれども、いつごろまでと

障がい者差別解消の推進について。

いうことはお考えでございますか。

最初に、市民の認知度向上に向けた周知徹底

○大沢芳朋議長 市長。

についてであります。

○横戸長兵衛市長 これは、民間同士の交渉事

近年、障がい者の権利擁護に向けた取り組み

ですから、これは第一義的にはそっちだという

が国際的に進展し、平成１８年に国連において、

ことでございますので、それを見守るというこ

障がい者の人権及び基本的自由の享有を確保す

－７９－

るとともに、障がい者の固有の尊厳の尊重を促

るための「対応指針」を作成することとされて

進するための包括的かつ総合的な国際条約であ

おり、地方公共団体及び公営企業型以外の地方

る障害者の権利に関する条約が採択されたこと

独立行政法人については、地方分権の観点から、

から、我が国は、平成１９年度に権利条約に署

「対応要領」の作成は努力義務とされておりま

名し、以来、国内法の整備を初めとする取り組

すが、積極的に取り組むことが望まれると示さ

みを進めてきました。

れております。

全ての国民が、障がいの有無によって分け隔

また、「対応要領」及び「対応指針」は、障

てられることなく、相互の人格と個性を尊重し

害者差別解消法に規定された不当な差別的取り

合いながら共生する社会を実現するためには、

扱いや合理的配慮について、具体例も盛り込み

日常生活や社会生活における障がい者の活動を

ながらわかりやすく示しながら、行政機関等の

制限し、社会への参加を制約している社会的バ

職員に徹底し、事業者の取組を促進するととも

リアを取り除くことが重要であります。そのた

に、広く国民に周知を図るものとされておりま

め、平成２８年４月に施行された障害者差別解

す。

消法では、障がい者に対する不当な差別的取り

これを踏まえ、本市では、どのように市民の

扱いや合理的配慮の不提供を差別と規定し、行

認知度向上に向けた周知徹底や取り組みをさら

政機関等及び事業者に対し、差別の解消に向け

に促進させていくのか、市長の御所見を伺いま

た具体的な取り組みを求めるとともに、普及啓

す。

発活動等を通じて、障がい者も含めた国民一人
一人が、それぞれの立場において自発的に取り
組むことを促しています。

次に、障がい者差別解消法の条例化について
であります。
障害者差別解消法が施行されてから、多くの

特に、障害者差別解消法に規定された「合理

地方自治体が条例化に向けて動き出しました。

的配慮の提供」に当たる行為は、既に社会のさ

山形県においてもすぐに条例化され、既に令和

まざまな場面において日常的に実践されている

元年７月までに県内の７つの市町で条例化され

ものもあり、こうした取り組みを広く社会に示

ており、さらに４つの市町村でも令和２年３月

すことにより、国民一人一人の障がいに関する

までに条例化される予定と伺っております。

正しい知識の取得や理解が深まり、障がい者と

これまでに条例化した各地方自治体では、条

の建設的対話による相互理解が促進され、取り

例化する過程において、障がいのある人に対す

組みの裾野が一層広がることを期待するもので

る具体的な差別が可視化され、地方自治体や関

あります。

係諸機関において、改めて差別の実態やその不

政府が障害者差別解消法に基づき策定した

当性を認識する機会となっており、また条例化

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する

することで、障がい者に対する差別を許さない

基本方針」では、国の各行政機関の長及び独立

とする地方自治体の強い意思を事業主や住民に

行政法人等においては、当該機関の職員の取り

アナウンスする効果も期待されます。

組みに資するための「対応要領」を、各主務大

条例化することは、地方自治体において、障

臣においては、事業者における取り組みに資す

がいのある人に対する差別の禁止を求める施策

－８０－

を実行する上で重要であり、本市においても条

民の参加のもとで取り組むこと、障がいのある

例化すべきと考える理由は３つあります。

人の選択を尊重することなどを規定しています。

第１の理由は、障がいのある人に対する差別

さらに、市は毎年度、合理的配慮の実施状況を

を解消するためには、国レベルでの対応に加え、 確認し、評価しなければならないとされていま
地方自治体レベルでの地方づくりの観点から対
応することが重要であると考えるためでありま
す。

す。
また、民間の事業者に対しては、障がいのあ
る人への差別等をなくすための取り組みに協力

障害者差別解消法の第１条では、「全ての国
民が、障害の有無によって分け隔てられること

するよう努めなければならないという努力義務
を課しているものであります。

なく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共

第２の理由は、条例化することにより、障害

生 す る社 会 の実 現 に資す る こと を 目的 とす

者差別解消法とは異なった切り口からの規定を

る。」とあります。その趣旨は、差別解消に向

設け、例えば行政側から見た施策ごとではない

けた取り組みによって、障がいのある人が合理

形の規定などを盛り込むことや、差別解消の入

的配慮と支援を得ながら、障がいのない人と平

り口となる障がいの定義を明確にすること、禁

等に、分け隔てられることなく暮らせる地域づ

止される差別行為を明確化することなどが可能

くりを目指すということであります。

になることであります。

このような地域づくりの視点は、障害者差別

例えば、大分県や別府市の条例では、障害者

解消法が、地方自治体に障がいを理由とする差

差別解消法とは異なった切り口からの規定を設

別の解消をするための啓発活動を義務づけてい

け、かつ、禁止される差別行為を明確化してい

ることに加え、障害者差別解消支援地域協議会

ます。

を設置することができるとしているところにも
あらわれています。

大分県の定める「障がいのある人もない人も
心豊かに暮らせる大分県づくり条例」では、前

以上のように、障がいのある人が障がいのな

文で「全ての県民が、障がいの有無によって分

い人と平等に、分け隔てられることなく暮らせ

け隔てられることなく、教育や就労をはじめ、

る地域をつくる活動の基盤は、国ではなく、県、 恋愛、結婚、妊娠や子育て等人生のあらゆる場
市町村などの地方自治体にこそあるものであり

面において、それぞれの選択を尊重するととも

ます。

に、相互に助け合い、支え合う社会を実現する

この地方自治体レベルでの地域づくり活動に

ことを願う。」とした上で、県の責務として、

おいて参考になるのは、別府市の取り組みであ

「障がいのある人の性、恋愛、結婚、出産、子

ります。「別府市障害のある人もない人も安心

育て、親等生活を主として支える者が死亡した

して安全に暮らせる条例」では、市の責務とし

後の生活の維持及び防災対策に関する課題その

て、障がいのある人に対する施策を実施するに

他の障がいのある人の人生の各階段において生

当たり、障がいのある人からの意見を聴取する

じる日常生活及び社会生活上の課題の解消に努

よう努めることや、障がいのある人もない人も

めるものとする。」と規定されています。これ

暮らしやすい地域づくりになるよう、多くの市

は、これまでの障害者差別解消法に向けた取り

－８１－

組みが、施策ごとのいわゆる縦割りになってい

す。

たことの反省に基づき、障がいのある人自身の

本市でも、障害者差別解消法が条例化される

視点から、人生の各階段における課題解決とい

ことにより、さまざまな心のバリアが解消され、

う観点から施策を展開すべきことを理念として

誰もが生き生きと自分らしい生き方ができる上

定めたものであります。

山市の実現に向かうべきと考えますが、市長の

第３の理由は、合理的配慮を具体的に実現さ
せる、より実効的な権利救済システムを構築す

御所見を伺い、１問といたします。
○大沢芳朋議長 市長。

ることが可能になることであります。

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

障害者差別解消法では、相談、紛争の防止、
解決のための体制整備に関し、具体的にどのよ
うな機関を設けるべきかについては、地方自治
体が障害者差別解消支援地域協議会を設けるこ
とができるということ以外、特に規定はありま
せん。

○横戸長兵衛市長 ８番長澤長右衛門議員の御
質問にお答えいたします。
初めに、市民の認知度向上に向けた周知徹底
について申し上げます。
本市では、関係団体とともに、福祉レクリエ
ーション大会や障がい疑似体験セミナーなど、

国は、地方自治体における相談、紛争の防止、 障がいを理由とする差別を解消する取り組みを
解決のための体制整備に関しては、既存の機関

行いながら、市民の障がいに対する理解を深め

を活用し、充実させることを想定していますが、 る啓発活動等を推進しております。
現実には、ほとんどの障害者差別禁止条例で、

今後は、事業者の障がいに対する理解と合理

障がいのある人に対する差別の解消に向けた固

的配慮を促すための研修会等も開催し、障がい

有の相談、助言・あっせん・勧告の手続を定め、 を理由とする差別を解消する取り組みを進めて
既存の機関とは異なる別の機関を設置していま
す。このことは、合理的配慮を促すなど、差別
解消に向けた実効的な権利救済システムを構築

まいります。
次に、障がい者差別解消法の条例化について
申し上げます。

するためには、条例において、独自の救済手続

障がいのある人もない人もともに安心して生

と救済機関を定めることが必要であることを裏

活できるまちづくりを実現するために、障がい

づけるものであると考えます。

や障がいのある人に対する市民、事業者の理解

これまでも、障がいのある人は、周囲からの

を深めるとともに、障がいのある人の社会参加

偏見があり、それに伴う差別的な対応を受けて

の機会を広められるよう、障がい者差別解消条

いると感じている人や、生活の中で暮らしにく

例の制定に向けて取り組んでまいります。

いと感じている人もいます。このような状況を

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員の質問中で

一人一人が身近なこととして受けとめ、理解を

ありますが、この際、正午にもなりますので、

深め、障がいのある人もない人も、それぞれが

昼食のため休憩いたします。

歩み寄り、ともに支え合いながら、互いの違い

午後は１時から会議を開きます。

を理解し、個性を認め合うことが、誰もがみん

午前１１時３９分 休 憩

な幸せに暮らせることにつながるものと考えま

－８２－

午後 １時００分 開 議

る取り組みといたしましては、今年度福祉大会

○大沢芳朋議長 休憩前に引き続き会議を開き

におきまして、心のバリアフリー講演会という

ます。

ことで、南陽市の空飛ぶ車椅子社長加藤健一様

長澤長右衛門議員。

をお迎えして、心のバリアフリーが大切で、お

○８番 長澤長右衛門議員 答弁をいただきま

互いを理解して歩み寄ることが必要であるとい

してありがとうございました。いい答弁をいた

う講演をいただいているところです。

だきましたが、よりよい障害者差別解消法の条

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。

例を策定していく上で、ちょっと二、三質問さ

○８番 長澤長右衛門議員 私もその講演会に

せていただきたいと思っております。

参加させていただきまして、本当に実のある講

ことしは、身体障害者福祉法制定７０年目の

演会だったなと実感していたところでございま

節目であります。そしてまた、本市では、全国

す。そういう意味では、今後とも継続していた

に先駆けて取り組んだ地方福祉社会のモデルと

だきたいと思います。

なった、私の地元であります中川福祉村や養護

それで、障害者差別解消法支援地域協議会は、

老人ホーム、県立山形盲学校及び障がい者の福

本市には今設置されているのかちょっと伺いた

祉教育施設などがあります。また、本市におい

いと思います。

ても、山形県立上山高等養護学校、県立こども

○大沢芳朋議長 福祉課長。

医療療育センターなど、障がい者施設が多く存

○鏡 裕一福祉課長 差別解消に係る支援協議

在している本市にとって、障がい者とのかかわ

会というのは、現在、上山市で設置はしており

りが深い地域であるわけでございます。そうい

ません。

う意味では、障害者差別解消法が条例化される

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。

ことは、上山市身体障がい者福祉協会はもちろ

○８番 長澤長右衛門議員 これは義務でない

んのこと、関係者の方々もさまざまな心のバリ

ので、でも、ぜひこういうものを検討して設置

アを解消され、誰もが生き生きと自分らしく生

を進めていただきたいと思いますが、いかがで

きる上山の実現に向かうよう期待するところで

すか。

あります。

○大沢芳朋議長 福祉課長。

それで、先ほど答弁いただきまして、その内

○鏡 裕一福祉課長 身体障がい者福祉協会の

容から、障がいを理由とする差別等を解消する

皆様とか上山市地域総合支援協議会の方々と協

取り組みを、福祉レクリエーション大会と障が

議を進める中で、差別解消の協議会の設置が必

い疑似体験セミナーを実施し、市民の障がいに

要であるということになったところで設置を進

対する理解を深め、啓発活動を推進していると

めてまいりたいと考えております。

いうことが答弁にあったわけでございますが、

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。

そのほかに取り組んでいるものがあればお示し

○８番 長澤長右衛門議員 あともう一つなん

いただきたいと思います。

ですが、差別解消法に基づきなんですけれども、

○大沢芳朋議長 福祉課長。

本市では対応要領、対応指針を、これも作成し

○鏡 裕一福祉課長 その他の障がいを理解す

ているのかないのか、ちょっと伺いたいと思い

－８３－

ます。

いんですか。

○大沢芳朋議長 福祉課長。

○大沢芳朋議長 福祉課長。

○鏡 裕一福祉課長 対応要領、対応指針につ

○鏡 裕一福祉課長 聴覚障がい者の方のコミ

きましても現在設置しておりませんので、速や

ュニケーションの支援としては、十分足りてい

かに対応要領、対応指針について設置をする検

るというふうに認識しております。

討を進めてまいりたいと考えております。

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。

○８番 長澤長右衛門議員 了解しました。

○８番 長澤長右衛門議員 よろしくお願いい
たします。

それで、これは、ことしから山形市の市役所
において、難聴の方及びお年寄りの窓口でのや

次に、手話言語法の制定を求める意見書を、

りとりを円滑にするため、職員の声を聞き取り

これ議会でも平成２６年度に国に意見書を提出

やすい周波数にして難聴の方や高齢者に伝える

しているわけでございます。それで、市役所の

という、卓上型の対話支援機器を導入したこと

窓口で手話のできる方というのは今現在何人い

は御存じでしょうか。

らっしゃるのか伺います。

○大沢芳朋議長 福祉課長。

○大沢芳朋議長 福祉課長。

○鏡 裕一福祉課長 山形市でのその機器の設

○鏡 裕一福祉課長 福祉課の窓口にはおりま

置については認識しておりませんでした。

せんけれども、庁内に確認できる中で、２名ほ

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。

ど手話を使ってコミュニケーションがとれる職

○８番 長澤長右衛門議員 これは、いろいろ

員がいるということを認識しております。

勉強していただきたいと思いますので、今後よ

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。

ろしくお願いします。

○８番 長澤長右衛門議員 その２名で事足り

次は、先日の２８日の新聞なんです。「難聴

ているということでよろしいのでしょうか。

を温かく見守って」という記事が載っておりま

○大沢芳朋議長 福祉課長。

した。皆さん読んだ方もいらっしゃると思うん

○鏡 裕一福祉課長 手話の通訳につきまして

ですが、それが、ふらつきなどやろれつが回ら

は、障がい者の方が事前に、市役所、あと病院

ないなどの症状から、酒に酔っていると勘違い

等で手話通訳が必要な場合は手話通訳者の派遣

されるケースのある脊髄小脳変性症などの難病

事業というのがありまして、事前申し込みとい

患者の県組織代表が、この病気を多くの人に知

うことになるのですが、手話通訳が同行して市

ってもらおうと、「♯酔っぱらいではありませ

役所、病院等でコミュニケーションの補助をす

ん」というパスケースを作製したと。ユニーク

る制度がございますので、現在のところそちら

を交えたことで「温かく見守ってくれる人がふ

の制度を聴覚障がい者の方から御利用をいただ

え、患者が能動的に行動できる社会となれば」

いております。

と思いを込めたとありました。

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。

病気になって感じたことは、周囲に病名や症

○８番 長澤長右衛門議員 わかりました。事

状について知っている人が想像以上に少ないこ

足りているという考えでよろしいのですね。い

と、実際に「昼から酔っぱらっているのか」と

－８４－

言われて、タクシーの乗車拒否をされた患者も

○８番 長澤長右衛門議員 そうですね、本当

いると伺っております。こうした誤解を恐れて

にいいものを早くというのはなかなか言いづら

人前に出ることを控えてしまう患者さんの後押

いところなんでしょうけれども、なるべく早く

しを行いたいという意味で、誤解を逆手にとっ

進めていただきたいと思っております。

て、ユニークに病気のことを伝えようと、「♯

あと、福祉の教育についてちょっとお話だけ

酔っぱらいではありません」というパスケース

させていただきたいと、話だけちょっと聞いて

をつくったとありました。多くの人に、脊髄小

いただきたいと。福祉教育の充実については、

脳変性症の認知度を高める狙いであるというこ

福祉の心を育むこと、福祉について理解を深め

とであります。なかなかおもしろいアイデアだ

ること、福祉に関する実践を育むこと、この３

なと思った次第でございます。

つのバランスのとれた指導が肝要であり、各学

それで、今回、差別解消条例の制定に当たり、 校の実情や計画に合わせ交流などさまざま取り
どのような組織団体で作成を進める考えか、ま

組んでおり、今後とも全ての教育活動を通して、

た、実施に向けての今後の計画をお示しいただ

福祉についての陳情、理解、実践力の３つの福

きたいと思います。

祉教育を目的に、自立と共生を目指していただ

○大沢芳朋議長 福祉課長。

きたいと思いますので、教育長よろしくお願い

○鏡 裕一福祉課長 障害者差別解消法条例制

します。

定に向けての取り組みといたしましては、上山

近年、日本列島や山形県は、地震などたび重

市身体障がい者福祉協会や上山市地域総合支援

なる豪雨、台風による想定外の災害があり、障

協議会など関係団体等から意見を伺って、障が

がい者の方の被害者も多く、障がい者福祉関係

いのある方が買い物したり食事をしたりしやす

者の調査によりますと、避難せずに自宅で過ご

いような取り組みを進めながら、条例制定に向

したという障がい者が７割以上にも上り、トイ

けて進めていきたいと考えております。

レなど生活環境の不安や移動手段がないことを

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。

理由に避難できず、支援から取り残された人が

○８番 長澤長右衛門議員 それでは、作成す

多くいるという実態が浮き彫りになりました。

るということでございますので、この制定月日

大規模災害時、障がい者の死亡率は健常者の

といいますか、いつから始めるのか。まず、い

２倍以上と言われております。改めて、日ごろ

ろいろこれ条例の名前なんかも考えなければな

の災害対策や問題解決に取り組む必要性を痛感

らないことであろうとは思いますが、まず、施

したわけでございます。関係機関よろしくお願

行いつからでしょうか、予定。

いをしておきます。

○大沢芳朋議長 福祉課長。

最後になりますけれども、先ほど申し上げた

○鏡 裕一福祉課長 条例の制定につきまして

とおり、今年度は身体障害者福祉法施行７０年

は、これから関係団体との検討を進めながら、

に当たり、協会がこれまで果たしてきた身体障

可能な限り早い時期に制定に向けて取り組みを

がい者福祉向上の運動の歴史を踏まえ、今回、

進めていきたいと考えております。

本市においても差別解消条例が施行され、障が

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。

い者のみならず、高齢化が進む本市にとりまし

－８５－

ても、障がいのある人もない人もともに生きる

ます。糖尿病患者の重症化予防が重要な健康課

社会づくりに、今後とも福祉向上の推進と共生

題となっています。

社会の実現に向け、推進努力をされることを望

第２に、特定健診の血圧測定においても、要

み、今回の一般質問を終わらせていただきます。 指導・要受診の人が男性６１．１％、女性５５．
ありがとうございました。

６％と高くなっています。

○大沢芳朋議長 次に、４番守岡等議員。

第３に、呼吸器疾患の問題です。死亡原因第

〔４番 守岡 等議員 登壇〕

１位の悪性新生物の中でも肺がんが男性第１位

○４番 守岡 等議員 議席番号４番、守岡等

となっているほか、死亡原因の第５位に肺炎が

です。

入っています。こうした健康課題を克服し、健

私は、まず、健康寿命の延伸についてお尋ね
します。

康長寿のまちをつくるために、以下の事項につ
いて提案するものです。

医学の進歩や生活環境の改善によって、今や
人生百歳時代を迎えようとしています。我が国

まず、レセプトデータ分析に基づく糖尿病ハ
イリスク者抽出と重症化予防についてです。

の平均寿命は男性約８１歳、女性８７歳と、世

本市の健康課題で最も優先的に取り組むべき

界一の長寿国となっています。また、健康寿命

ものが、糖尿病の重症化予防です。糖尿病有病

も男性が約７２歳、女性７５歳となっており、

者は、予備群も含めると全国で２，０００万人

平均寿命との差をいかに減らすかが今後の大き

にも及ぶと言われています。恐らく本市におい

な課題となっています。

ても相当数の有病者がいると思われますが、こ

ちなみに、上山市の平均寿命は男性が約８２

うした糖尿病有病者の糖尿病腎症など重症化を

歳、女性が８８歳で、健康寿命は男性が８０歳、 予防することは、本人の生活の質ＱＯＬを維持
女性が８４歳と、健康寿命が全国平均よりもか

するだけでなく、医療費を抑制する面でも重要

なり高くなっています。

です。

山形大学医学部の研究では、高齢者の社会参

この間、本市においては特定健診のデータは

加が健康寿命延伸の大きな要因になっているこ

整理しているようですが、これに加えレセプト

とを明らかにしていますが、本市においても、

（診療報酬明細書）データを活用して、糖尿病

地区会、公民館、図書館などを基盤にした地域

が重症化するリスクの高い人たちを見出し、介

活動が活発に取り組まれ、健康寿命延伸の大き

入を行い、人工透析への移行を防ぐことが重要

な要因になっているのではないかと思われます。 です。
しかしながら、上山市「湯ったり健康かみの

具体的には、空腹時血糖値１２６以上、また

やま２１第二次行動計画」及びその中間評価と

はＨｂＡ１ｃ６．５％以上の高血糖の人や、過

見直しによれば、本市の幾つかの健康課題も明

去３年間の健診でＨｂＡ１ｃが７．０％以上が

らかになっています。

確認されているのに、最近１年間に糖尿病受療

第１は、糖尿病対策です。特定健診における

歴のない人をレセプトや健診データから抽出し

ＨｂＡ１ｃが、要指導６１．７％、要受診１０． ます。そして、速やかに状況確認を行い、可能
６％、合計７２．３％の人が要対策となってい

な限り健診受診、医療機関受診、保健指導など

－８６－

を行うというものです。

象にした意識調査を行い、市民のがん検診に対

こうした取り組みによって、埼玉県では新規
受診者が１．８倍増加し、保健指導などのプロ

する意識を把握し、効果的な受診対象の抽出を
行っていく必要があります。

グラムに１，０８６人が参加し、食事・運動療

例えば西東京市では、市民に対する無作為調

法、服薬指導など自己管理能力が向上して、う

査を行い、受診率が低い、かつ、市の検診に依

ち２７９人にＨｂＡ１ｃ０．３％の低下が見ら

存する者の割合が高い集団を対策の必要性が高

れたとのことです。

い層として、さらに、検診を受ける意図がある

本市においても、レセプトデータ分析に基づ

者の割合が高い集団を勧奨の期待効果が高い層

くハイリスク者抽出と糖尿病重症化予防プログ

として、それぞれ当てはめ、双方に該当するが

ラムを実施することによって、重症化予防を図

んの種類や年齢層を割り出しました。その結果、

っていく必要性があると考えますが、市長の御

若年層向けの子宮頸がん検診対象の優先順位が

所見をお示しください。

最も高いという結論に至り、受診率向上に結び

次に、がん検診受診率の向上についてです。

ついたとのことです。

国民２人に１人ががんになり、３人に１人が

ＡＩ（人工知能）によるビッグデータの分析

がんで亡くなると言われています。本市もその

が功を奏しているとのことで、東京都の幾つか

例外ではなく、がんを予防することが健康寿命

の自治体で、民間の協力も得て有効ながん検診

の延伸につながっていきます。

が実施されているようです。

がんを予防するには、早期発見、早期治療が

さらに、検診を受診しない人の意識動向を調

最も有効です。そのためには、がん検診の受診

査する必要性もあります。検診を受診しない理

率を大幅に伸ばしていく必要があります。

由はさまざまで、興味がない、費用が心配、内

本市のがん検診受診率は、胃がんが２６．

容・意義がわからない、悪い結果が出たら心配

６％、大腸がんが４３．０％、肺がん４４．

だ、医学的な根拠があるのか、近くに検診機関

７％、子宮がん４９．３％、乳がん６１．３％

がない、時間がない、申し込み方法がわからな

となっており、目標の５０％を達成しているの

い、土日も受診できるのかなどなど、さまざま

は乳がんのみとなっています。

な理由が示されています。

どうしたらがん検診受診率を向上させ、がん

そうした理由の一つ一つに対応策を講じて、

予防につなげられるか、先進自治体の取り組み

受診率を上げているところがあります。具体的

を調査してみました。その中で東京都の取り組

には、宣伝チラシを工夫したり、受診環境を整

みがすぐれており、八王子市では、がん検診受

備したりして、検診を受診しない理由を一つ一

診率９０％という驚異的な数字を残しています。 つ消していく作業を行う必要があります。
そうした取り組みに学び、本市でがん検診受診

このように科学的な意識調査を行い、検診受

率向上のために、以下の取り組みについて問題

診率を上げていく必要があると考えますが、市

提起します。

長の御所見をお示しください。

まず１つに、意識調査の実施です。

次に、ＱＲコードの利用等電子申請の実施に

検診受診率を上げるためには、広く市民を対

ついてです。

－８７－

がん検診を受診しない理由に、申し込み方法

への協力、中学生を対象にした生活習慣病予防

がわからない、あるいは申し込み方法が煩雑と

事業、健康相談・健康教育・介護予防教室への

いうものがあります。そうした傾向は若年層に

協力、減塩メニューの伝達、乳幼児・高齢者の

多く見られるようです。東京都の各自治体でも

家庭訪問、市で行う保健事業の案内や健康に関

そうした傾向が強いことから、ＱＲコードつき

する知識の普及などに取り組んでいます。

の受診案内リーフレットによる個別勧奨を行い、
成果を上げているということです。

このように、市と地域住民の仲立ちとなって
地域の健康づくりを行うことは、今後の健康寿

ＱＲコードは、導入の手間・コストともに小

命の延伸や生活習慣病予防、健診受診率の向上

さく、容易に電子申請にアクセスすることがで

にとって非常に有意義なものになると考えます。

きます。電子申請には、「時間を選ばない」と

本市において、地域保健推進員制度を創設し、

いう利点もあります。特に、スマートフォン等

地域保健活動を強化していくことを提案します。

のデジタル媒体を活用する若年層に向けての効

市長の御所見をお示しください。

果が期待されます。

次に、大きな２番目として、教員の働き方改

本市においても、がん検診受診申し込みの際

革についてです。

に、ＱＲコードの利用等電子申請の実施を行う

教員の長時間労働は依然として深刻で、教材

ことを提案します。市長の御所見をお示しくだ

研究や子どもたちとの触れ合いなど教員本来の

さい。

業務を制限するだけでなく、過労による休職や、

次に３番目として、地域保健推進員の創設に
ついてです。

全国的には痛ましい過労死も起きています。そ
うした中、早期退職者がふえるだけでなく、教

地域の保健活動の核となるのが保健師で、さ

員を志望する学生も減り始め、教員の長時間労

まざまな地域活動を行っています。今回提案し

働の是正は、まさしく日本の教育の現在及び未

た糖尿病重症化予防や、がん検診受診率向上に

来にかかわる重大な課題となっています。

向けた取り組みの中心を担うことが期待されま

教員の長時間労働の要因としては、本来学校

すが、本市の１１名の保健師でそれを全て担う

で対応すべき業務外の登下校に関する業務や下

には限界があります。長野県のように保健師が

校後の生徒指導などさまざまなものがあります

数多く配置されている自治体であればいいので

が、本市では令和２年度当初予算で、教員の働

すが、本市では財政的な問題もあり、いきなり

き方改革を図るため、校務におけるＩＣＴの活

保健師を増員するというわけにもいかないと考

用や部活動指導員の配置などが計上されており、

えます。

現場の先生方からも歓迎されているようです。

そうした状況のもと、今各地で、地域保健推

一方で、国から示される働き方改革には、現

進員制度を取り入れているところがふえていま

状にそぐわない面もあることから、２点問題提

す。地域保健推進員は、地域の健康づくりのリ

起させていただきます。

ーダーで、市と協力しながら地域づくりのため
に活躍しています。

まず、最初に、働き方改革における変形労働
時間制の問題です。

例えば館山市では、２カ月児訪問、乳児健診

２０１９年１２月の国会で、公立学校の教員

－８８－

に１年単位の変形労働時間制を導入可能とする

時間制は完全に選択制であるという特徴を持っ

「改正教職員給与特別措置法」が成立し、今後、 ています。つまり、都道府県が変形時間労働制
各自治体で制度導入の是非が問われることにな

の条例を定めるかどうか、条例ができたもとで

りました。

個々の自治体や学校が導入するかどうか、いず

変形労働時間制とは、１日８時間労働の原則
を崩して、繁忙期と閑散期を設定した上で、繁

れも自由であるということです。
また、導入するかどうかは毎年度決めること

忙期の所定労働時間を延ばし最大１日１０時間、 になります。各自治体の判断で採用しないとい
閑散期の所定労働時間をその分短くするという

うこともあり得ると、衆議院文部科学委員会で

ものです。

文部科学大臣が答弁しています。

学期中を繁忙期とし、所定労働時間を延長す

このように問題だらけの変形労働時間制です

ることは、教員の労働環境をさらにひどい状況

が、今後のスケジュールとしては、文部科学省

に追い込むのではないかと考えられます。例え

の通知を受け、まず、校長が教員たちの意見を

ば、現在の退勤時刻が午後４時４５分なら、変

聞く各学校での検討が始まります。続いて、各

形労働時間制の導入によって退勤時刻が６時、

学校が市教育委員会と相談し、上山市教育委員

７時となってしまいます。それによって、これ

会として制度についての意向を持つことになり

まで午後４時４５分終了をめどに設定されてき

ます。そして、都道府県教育委員会が各市町村

た会議が６時、７時まで可能となり、教員はそ

の意向を踏まえ条例案を作成します。最終的に

れから授業準備などを行うことになります。ま

市町村教育委員会が各学校の意向を踏まえ、導

さに長時間労働を固定化し、助長するのが変形

入する学校や具体的な導入の仕方を決定します。

労働時間制と言えるのではないでしょうか。

このように、この制度の最も基本となる部分

また、子育てや介護などによって、どうして

は市教育委員会と各学校です。私は、さまざま

も午後５時に帰らなければならない教員がいま

な問題を持ち、教員の働き方改革にはそぐわな

す。定時が延長されることにより、午後７時ま

い変形労働時間制は採用しないことを提案しま

で学校に残らざるを得ないことになれば、こう

す。教育長の御所見をお示しください。

した保育や介護は誰が担うのでしょうか。子育
て支援に逆行するのが変形労働時間制です。

次に、コミュニティスクールの設置について
です。

さらに、変形労働時間制は、部活動の顧問に

教員の長時間労働を是正する最も有効な手段

ついても大きな影響を及ぼします。部活動の顧

は、教員の数を抜本的にふやすことです。欧米

問について文部科学省の見解は、所定労働時間

並みの教員数を確保するだけで、かなりの教員

内に限り職務命令できるというものですが、所

の負担が軽減され、教育の質も向上するものと

定労働時間が延びることによって、夜の６時、

思われます。

７時まで職務命令が可能になります。本来、任

しかし、今の政治のもとで、教育予算をふや

意のはずの部活動顧問が義務化される環境とな

し教員数をふやすということは至難のわざです。

ります。

そうした中、保護者や地域住民の力をかりて、

こうした大きな問題がある一方で、変形労働

少しでも教員の負担を減らす取り組みが上山市

－８９－

の幾つかの学校でも行われています。こうした

コミュニティスクールは、そうした地域の教

取り組みを発展させ、保護者や地域住民ととも

育資源を活用し、地域の人たちの支援を受けな

に学校運営協議会で問題を共有し、主体的に学

がら教員の負担を軽減し、同時に子どもたちの

校運営に参加し、教育ボランティアや地域支援

教育を充実させるというものです。

者として活動を行う、コミュニティスクールを
整備する必要があります。

具体的には、授業補助・学習支援、特別支援
教育ボランティア、部活動支援、ＩＣＴ支援、

コミュニティスクールとは、学校と保護者や

学校外部評価などが考えられますが、そのほか

地域の皆さんがともに知恵を出し合い、学校運

にも花壇などの環境整備、スキー教室の指導、

営に意見を反映させることで、一緒に協働しな

登下校時の見守り、保護者対応、不登校対応、

がら子どもたちの豊かな成長を支え、「地域と

運動会など学校行事の支援、遊具整備、放課後

ともにある学校づくり」を進める仕組みで、

や土曜日の補習活動など、多彩な実践が既に全

「学校運営協議会」が設置されている公立学校

国各地で取り組まれています。

を意味します。法律的には、「地方教育行政の

本市においてもコミュニティスクールを設置

組織及び運営に関する法律」第４７条の６に基

し、地域住民の協力を得ながら、教員の働き方

づくものです。平成３１年の３月定例会でも、

改革、負担軽減を図っていく必要があると考え

コミュニティスクールの設置を提案しましたが、 ます。教育長の御所見をお示しください。
今回改めて教員の働き方改革の視点から問題提
起するものです。

以上で第１問とします。
○大沢芳朋議長 市長。

教員の働き方改革の視点からコミュニティス

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

クールを考えた場合、その導入の最大の利点は、 ○横戸長兵衛市長 ４番守岡等議員の御質問に
地域に潜在している教育資源、人・物・教材・
場所・情報など、こうした教育資源を活用でき
るということです。

お答えいたします。
初めに、レセプトデータ分析に基づく糖尿病
ハイリスク者抽出と重症化予防について申し上

これまでの学校教育は、教員免許を持ってい

げます。

る教員だけで教育活動が行われてきましたが、

本市では、平成２９年度から、特定健康診査

小学校での英語教育、プログラミング教育の導

のデータをもとに糖尿病ハイリスク者を抽出し、

入など教育内容の高度化、あるいは子どもたち

保健指導や健康教室を実施するとともに、レセ

をめぐる環境の変化、多様なパーソナリティー

プトデータから医療機関の受診状況を確認しな

など、学校の人材や空間だけでは対応し切れな

がら受診勧奨を行うなど、糖尿病の重症化予防

い問題も生じてきています。

事業を実施しております。

そうした中、もっと子どもたちと触れ合いた

今後とも、有効なレセプトデータ分析や糖尿

い、補習授業をしてあげたい、いい授業をした

病重症化予防プログラムの内容等を調査・研究

い、保護者の声も聞いてあげたい、部活の指導

し、糖尿病の重症化予防に努めてまいります。

も向上させたいと思いながらも、果たせないで

次に、がん検診受診率の向上について申し上

いる教員も多いのではないでしょうか。

げます。
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本市では、今年度から特定健診の受診勧奨に
関して、ＡＩによるビッグデータの分析に基づ
く、対象者に合わせた効果的な勧奨手法を取り
入れている民間事業者に委託し、一定の成果を
上げております。

実施の可否を判断していくべきものと認識して
おります。
次に、コミュニティスクールの設置について
申し上げます。
働き方改革の視点から、地域住民の協力を得

今後、がん検診受診勧奨にも同様の手法を取
り入れることを検討しており、検診受診率の向
上が期待できることから、意識調査を実施する
考えはありません。

ながら教育活動を進めていくことは、現在もこ
れからも重要なことと認識しております。
本市においては、現在、学校評議員制度を導
入しておりますが、今後、コミュニティスクー

ＱＲコードの利用等電子申請の実施につきま

ルの設置に向けて議論を進めてまいります。

しては、検診受託機関の受付環境や体制の整備

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

が必要となることから、県や他市町村の動向等

○４番 守岡 等議員 最初に、レセプトデー

も踏まえ、検診受託機関に働きかけてまいりま

タ分析に基づくハイリスク者抽出と重症化予防

す。

ということでお聞きします。

次に、地域保健推進員の創設について申し上
げます。

レセプトデータから医療機関の受診状況を確
認しながら受診勧奨を行っているということで、

地域の健康づくりにつきましては、現在、食

医師会とかあるいは各医療機関との連携も図ら

生活改善推進員の方々に役割の一端を担ってい

れており、市内の糖尿病患者一人一人への対応

ただいていることから、新たな地域保健推進員

が可能であるという、こういう理解でよろしい

の創設は考えておりません。

のでしょうか。

今後、さらに市民の健康づくりの機運を高め

○大沢芳朋議長 健康推進課長。

るために、正しい健康知識を身につけ、身近な

○鈴木直美健康推進課長 要受診者の方一人一

人への健康情報の発信や、健康づくり事業の啓

人に対応しているということでございます。

発等を担う人材育成を行いながら、地域の健康

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

づくりの強化に努めてまいります。

○４番 守岡 等議員 ぜひそういうきめ細か

○大沢芳朋議長 教育長。

い対応をお願いしたいと思います。

〔古山茂満教育長 登壇〕

広島県の呉市では、広島大学と連携してプロ

○古山茂満教育長 ４番守岡等議員の御質問に

グラムを開発して、そして、主治医なんかとも

お答えいたします。

きちんと連携して自己管理能力を高めていると

初めに、働き方改革における変形労働時間制
について申し上げます。

いうことで、看護師についても専門的な訓練を
施して、専門看護師としていろいろな面談や電

１年単位の変形労働時間制の適用につきまし
ては、令和３年４月１日から施行されますが、

話指導といった個別指導プログラムに当たって
いるということです。

本市において、実効性のある教職員の働き方改

そして、毎月１回料理教室を開催して、腎臓

革につながるかをしっかりと見きわめながら、

に優しい、こういう料理を患者さんが学ぶとか、

－９１－

あと一番大切だなと思ったのが、患者会や患者

東京都の幾つかの自治体で、そうしたビッグ

家族会を支援して、実際ＨｂＡ１ｃの改善につ

データを人工知能で分析して、有効な対象を絞

ながって、人工透析に至った人はゼロだという

って、宣伝方法やチラシもそれぞれ個々の対象

ことなんだそうです。

者に合わせたものをつくっているという、そう

そこで、ちょっとお尋ねしたいのは、本市に

したきめ細かい対応を図っているということで

おいて、糖尿病の患者会とか、あるいは患者家

すけれども、例えば対象者の年齢や性別、ある

族会というものもがあるのかどうか、ないとす

いは地区の特性ですね、下町だとか富裕層の多

れば、今後の見通しはどうかというところをち

い地区だとか、あるいは農村とか都市部だとか、

ょっとお尋ねします。

そうしたさまざまな対象者に応じた宣伝物を工

○大沢芳朋議長 健康推進課長。

夫して成果を上げているということなんですけ

○鈴木直美健康推進課長 県内におきまして、

れども、本市でもそうした活用というのは可能

患者会というのが医療機関ごとに組織されてお

でしょうか。

ります。本市では、１つの医療機関で患者会を

○大沢芳朋議長 健康推進課長。

立ち上げておりますが、市として誘導して患者

○鈴木直美健康推進課長 １問目の答弁にもあ

会等を立ち上げる考えはございませんが、患者

りますとおり、特定健診で同様の手法で行って

会以外、要指導者、要受診者の方を対象に幅広

おりますので、今後がん検診のほうにこの手法

く予防教室、重症化予防教室というものを開催

を活用してまいりたいと考えております。

していくことで対応してまいりたいと思います。 ○大沢芳朋議長 守岡等議員。
○大沢芳朋議長 守岡等議員。

○４番 守岡 等議員 ぜひお願いしたいと思

○４番 守岡 等議員 １つの医療機関という

いますけれども、ただ、本市で特定健診はそう

ことで、できれば全ての医療機関、全ての糖尿

した民間の協力も得ながらビッグデータの分析

病の患者さんがこういった患者会に入って、い

をやっているようですけれども、がん検診につ

ろいろな啓蒙活動、学習活動を進めていただけ

いては、なかなか民間会社、いろいろな需要が

ればいいなと思って、とりわけこの糖尿病にと

あって、キャパシティーがほとんどないという

って患者会活動というのは非常に重要でありま

状況で、どうも難しいというようなことも伺っ

して、個別指導と集団指導の組み合わせという

たんですけれども、そうしたキャパシティーの

のが重症化予防を図る上で非常に効果的だとい

面で問題がないのかどうか、あるいは同様な民

うことだと思いますので、この辺ぜひ重視して

間企業があるのかどうか、そうしたリサーチも

ほしいと思います。

やっているのかどうか、その辺ちょっと教えて

次に、がん検診の受診率の向上についてであ

ください。

りますけれども、本市でも人工知能によるビッ

○大沢芳朋議長 健康推進課長。

グデータの分析をこの検診に取り入れていると

○鈴木直美健康推進課長 おっしゃるとおり、

いうことで、非常に結構なことだと思います。

本市が特定健診を委託している業者は、ほかの

問題は、そうした分析に基づいて、どういう具

自治体も請け負っております。ほかの事業者も

体的な戦略を立てるかということだと思います。 今いろいろリサーチはしておりますが、まだ現

－９２－

在協議中でございまして、いつから開始できる

した地域活動、保健活動が可能になるのではな

かというところを今後協議しながら進めてまい

いかと考えていますが、その辺はいかがでしょ

ります。

うか。

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

○大沢芳朋議長 健康推進課長。

○４番 守岡 等議員 ぜひその可能性をとこ

○鈴木直美健康推進課長 現在も年間何回かの

とん追求していただきたいと思います。そうし

研修を受けていただいておりまして、今後も充

たビッグデータに限らず、検診を受けない層の

実した地域活動、これに御協力いただけるよう

分析・調査というのは市独自でできるのではな

に進めてまいります。

いかと思うのです。例えば、一次勧奨で受診し

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

なかった人に再勧奨の案内をしていると思うん

○４番 守岡 等議員 ぜひそうした保健活動

ですけれども、その際にこのアンケート調査用

の一翼を担い得る存在として発展させていただ

紙を同封して、何で受診しないのかということ

きたいと思いますけれども、この健康長寿の県

を聞き取って、それを今度データとして集約し

として長野県が有名ですけれども、平均寿命が

て対策をとるという、こういうことができるの

日本一で医療費が低いことでも有名な県です。

ではないかと考えますが、その辺はいかがです

そこでは、佐久総合病院とかを中心にして予

か。

防医療に取り組んで大きな成果につながってい

○大沢芳朋議長 健康推進課長。

るようですけれども、保健補導員、いわゆる保

○鈴木直美健康推進課長 意識調査で調査した

健推進員の活動が非常に活発で、自分たちの健

結果に基づき、どういう対策をするのかという

康は自分たちで守るんだという、こういう気風

のが目的だと思います。その目的を、対策を講

が確立している地域だというふうに聞いていま

じられるノウハウを持った事業者、これ今、先

す。

ほど申しましたとおり協議をしておりますので、

決して長野県、医療機関とか医者の数が多い

意識調査の最終的な目的である対策のスキルの

わけではないんですけれども、保健師の数と保

ある事業者と、今後取り組みを一緒にしていき

健推進員の数が非常に桁違いに多いということ

たいと思っておりますので、現時点では意識調

が長野県の特徴になっていまして、本市のこれ

査せずに、その対策のほうを工夫してまいりた

からの健康政策というのは、こうした長野県を

いと思います。

手本にした、地域での保健予防活動を活発にす

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

る方向で展開してみてはいかがかと考えますが、

○４番 守岡 等議員 次に、地域保健推進員

これ市長どうでしょうか、そういう健康政策の

の創設についてお伺いします。

方向性について。

食生活改善推進員というのがいらっしゃいま

○大沢芳朋議長 市長。

して、非常に大切な重要な活動で、しかも健康

○横戸長兵衛市長 健康推進のみならず、それ

意識の高い人たちの集まりだと考えています。

ぞれの地域、それぞれの地域の特徴であったり、

この人たちに保健あるいは予防に関する研修を

あるいは気候風土があったりいろいろあるわけ

実施して、それを受けていただいて、より充実

ですから、それぞれの地域に合ったそういう予

－９３－

防策を進めていくというのが原点であるという
ように考えております。

いう取組がすごく重要だと。
そして、実際に今、健幸アンバサダーという、

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

アンバサダーというのは大使という意味だそう

○４番 守岡 等議員 そういう意味で、非常

ですが、健幸大使として名づけられて、厚生労

に上山と長野というのは似通った点がたくさん

働省の支援を受けているところも幾つかあるよ

ありまして、例えば坂道が多いとか、温泉があ

うです。ぜひ本市においても、こうした健康推

るだとか、野菜の摂取量が多いだとか、あとい

進員といいますか食生活改善推進員でも結構で

わゆる果樹を栽培している、ワインの産地とい

すが、この健幸大使として活躍していただいて、

うのは非常に長寿の地域が多いんだそうですけ

健幸戦略口コミ隊員という位置づけで健康づく

れども、ぜひそうした面でもこの長野モデルと

りを進めていってはいかがかと思うのですけれ

いうのを、本市の健康モデルに十分なり得ると

ども、その辺はどうでしょうか。

思いますので、その辺の検討をお願いしたいと

○大沢芳朋議長 健康推進課長。

思います。

○鈴木直美健康推進課長 健幸アンバサダーに

今、スマートウエルネスシティという健幸都

つきましては、スマートウエルネスシティの協

市、ケンコウのコウは幸福の幸という字を書く

議会の取り組みでございますので、その認定は

ようですけれども、この健幸都市首長研究会と

置いておくとしましても、口コミは非常に我々

いうのが立ち上げられまして、今４１都道府県、 も大切だと思っております。例えば健康ポイン
１００市区町村が加盟して、科学的根拠に基づ

ト事業を新たに令和２年度から始める、この参

く社会実験と、その成果を踏まえた制度化が図

加者などの中から健康意識の高い方々をターゲ

られているということなんですが、その社会実

ットに講座を開催するなどして、健康知識を周

験で、健康づくりの手段として最も有効な手段

りに広めてもらうとか、こういったことを自主

として着目されたのが口コミということなんだ

的に行う人材育成をしていくことを考えており

そうです。

ますので、このような人材育成を進めてまいり

ある自治体でイベント参加者に、ほかの住民

たいと思います。

への口コミを促す広報戦略を取り入れたところ、 ○大沢芳朋議長 守岡等議員。
それまで３０人程度だった参加者が一挙に１，

○４番 守岡 等議員 ぜひそうした方向でよ

０００人もの参加者にふえたと、こういう広報

ろしくお願いしたいと思います。

戦略というのもありまして、これぜひ本市のク
アオルトウォーキングなんかにも取り入れて、
口コミによる宣伝戦略を打ち立てれば、かなり

最後に、教員の働き方改革についてお尋ねし
ます。
現場の先生の意向が一番大切だと思うんです

飛躍的に参加者なんかもふえるのではないかと。 けれども、現職の高校教員らが行った署名では、
そして、何よりも、さっき言った健康推進員、 賛成がわずか７％で、反対が９１％と、ほとん
あるいは食生活改善推進員の方々に、こうした

どの現場の先生方はこの制度に疑問の声を出し

健康づくりに関する口コミを担う役割を持って

ていると。

もらうという、健康というものを広げていくと

あと、日本教育新聞が各市町村教育長にアン

－９４－

ケート調査した結果をどこかで見たんですけれ

くようですけれども、仮にこれを導入するとい

ども、多くの教育長がやっぱり疑問の声を上げ

うふうに学校長が判断した場合に、個々の先生

ていまして、率直に言って、上山の教育長はこ

が、私は嫌だと拒否するといった場合に、これ

の制度をどのように評価しているか、ちょっと

はどうなるんでしょうか。

お伺いしたいんですが。

○大沢芳朋議長 学校教育課長。

○大沢芳朋議長 教育長。

○遠藤 靖学校教育課長 基本的には、議員お

○古山茂満教育長 この変形労働時間制が功を

っしゃったとおりのことも考えられますけれど

奏すか、それとも否かということで、現場の先

も、あくまでも学校長とそのほかの職員の間で

生方が一番知っていると思います。そして、こ

の話し合いによるものというところもございま

のことを私も大事にしていかなければならない

すので、そうなってくるとかなり厳しいところ

というふうに思っています。

は正直生じるのではないかなというふうに捉え

市教委としましては、各学校の校長初め教職

ていますが、まだ条例が出ておりませんので、

員、つまり現場の先生方の意見、それから考え

どのようになってくるかというところは正直ま

を十分把握して、そして取り入れ、まとめるこ

だ我々のほうでもつかみ切れていないところが

とが、この制度についての私の評価であるとい

ございます。

うふうに捉えております。

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

○４番 守岡 等議員 そうだと思います。実

○４番 守岡 等議員 それで、きょうは１点

際、現場で学校の教師の意向と学校の判断とい

だけ確認したいんですが、法改正が行われて、

うのが、まず食い違わないことを祈るばかりで

実際、県では条例化の動きもこれから進むと思

す。そういうことですね。

いますけれども、最終的な判断というものは、
現場の先生と学校長、それに市の教育長も含ま
れるかどうか、そこが最終的な判断主体だとい

次に、コミュニティスクールの問題について
お尋ねします。
コミュニティスクールの設置に向けて議論を

う、こういう理解でよろしいでしょうか。

進めるということで、ぜひお願いしたいと思い

○大沢芳朋議長 教育長。

ます。

○古山茂満教育長 そのとおりです。ただ、県

このコミュニティスクールによって、地域の

の教育委員会の教育長会議の中で、県のほうも

さまざまな人の協力で、本市の持つ教育課題が

市教委に対して、各学校からの意見を吸い上げ

前進していくのではないかと期待しています。

て、そしてまとめたものを県で集約して条例を

例えば、不登校とかひきこもりといった問題

作成していくというふうに答えていますので、

が今大きな問題になっていますけれども、最新

県のほうも上からのトップダウンということで

の心理学の研究によれば、不登校やひきこもり

なくて、ボトムアップということを大事にして

の方の過去の人生をさかのぼることによって、

いるんだなというふうに思っています。

愛着障がいという、いわゆる乳幼児期に十分な

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

愛情がないまま大人になったということがあっ

○４番 守岡 等議員 ちょっと変なことを聞

て、そのことが無意識のうちにその人の心に影

－９５－

響して、こういう不登校やひきこもりの原因に

私の２問目とします。どうもありがとうござい

なっているのではないかという、こういう分析

ました。

が今されていまして、非常に根気強いカウンセ

○大沢芳朋議長 以上で一般質問を終了いたし

リングによって、そうした凍りついた心を溶か

ます。

していくことによって、不登校やひきこもりを
解決するという最新の研究があるみたいで、ぜ

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

日程第２

ひそうした成果とか、あるいは、今学力と経済

議第２号 令和元年度上

格差が非常に大きな関係にあるということが言

山市一般会計補正予 算

われていますけれども、例えば行政による週末

（第７号）外４件

の塾とか、そうしたことによって成果を上げて

（予算特別委員長報告）

いるというようなところもありまして、こうし
た地域のさまざまな人の協力によって、さまざ

○大沢芳朋議長 日程第２、議第２号令和元年

まな取り組みの実践が今後展開されるという、

度上山市一般会計補正予算（第７号）から日程

こういう希望を抱いてよろしいでしょうか。

第６、議第６号令和元年度上山市産業団地整備

○大沢芳朋議長 教育長。

事業特別会計補正予算（第１号）までの計５件

○古山茂満教育長 このコミュニティスクール

を一括議題といたします。

につきましては、そういう中身が、地域とそれ

予算特別委員長の報告を求めます。

から家庭と学校が一体になって子どもを育てて

予算特別委員長棚井裕一議員。

いくんだということですので、今、議員が話さ
れたようなことは当然だと思います。

〔棚井裕一予算特別委員長 登壇〕
○棚井裕一予算特別委員長 今期定例会におい

ただ、今質問の中で、いわゆる不登校につい

て、予算特別委員会に付託されました予算関係

てのカウンセリング、これについてはあると思

議案１４件のうち、補正予算５件について審査

いますけれども、学力と経済格差の相関という

いたしました結果について、御報告申し上げま

ふうなことでの、行政が学習塾ということは一

す。

つの例だと思いますけれども、それを出される

なお、全議員で構成する予算特別委員会であ

と、必ずしもそれがやっていきますよという意

りますので、ここで再び審査の状況、経過等に

味ではないですので、そういう協力をもらうと

ついて詳細に述べることを省略させていただき、

いうことについては考えているところです。学

後日、委員会記録により御承知いただきたいと

習塾ではないです。カウンセリング等々につい

存じます。

てです。

最初に、議第２号令和元年度上山市一般会計

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

補正予算（第７号）につきましては、東京電力

○４番 守岡 等議員 あくまでも一つの例で

ホールディングス株式会社からの賠償金による

すので、今後いろいろなこの地域のそういう教

歳入の増額や、蔵王みはらしの丘分譲地の完売

育資源の活用というところで、コミュニティス

に伴い、分譲地を代行取得している土地開発公

クールが発展することをお祈り申し上げまして、 社から買い戻す経費などのほか、事業の確定に

－９６－

伴う予算の増減等について補正したもので、歳

めます。

入歳出それぞれ４億８，７００万円を追加し、

よって、採決いたします。

歳入歳出予算の総額を、それぞれ１５４億３，

予算特別委員長報告の議案５件は原案可決で

６００万円とする補正であり、採決の結果、原

ありますが、予算特別委員長報告のとおり決す

案のとおり可決すべきものと決しました。

ることに御異議ありませんか。

次に、議第３号令和元年度上山市国民健康保

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

険特別会計補正予算（第２号）につきましては、 ○大沢芳朋議長 御異議なしと認めます。
歳入歳出それぞれ８，２００万円を追加し、歳
入歳出予算の総額をそれぞれ３５億７，４００

よって、予算特別委員長報告のとおり決しま
した。

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。
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散

次に、議第４号令和元年度上山市公共下水道

会

事業特別会計補正予算（第１号）につきまして
は、年度内の完了が困難である事業について、

○大沢芳朋議長 以上で本日の日程の全部を終

繰越明許費を設定するものであり、採決の結果、 了いたしました。
原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議第５号令和元年度上山市介護保険特

これをもって散会いたします。
御苦労さまでした。

別会計補正予算（第３号）につきましては、歳
入歳出それぞれ９，５００万円を減額し、歳入
歳出予算の総額をそれぞれ４０億７，９００万
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号令和元年度上山市産業団地
整備事業特別会計補正予算（第１号）につきま
しては、歳入歳出それぞれ３，３００万円を減
額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ４億３，
７００万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。
以上で報告を終わります。
○大沢芳朋議長 これより質疑に入ります。
質疑があれば発言を許します。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○大沢芳朋議長 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

－９７－

午後 ２時１０分 散 会

－９８－

