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  令和２年６月１１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６月１１日（木曜日）午前１０時 開議 

 

日程第 １ 一般質問 

    （散  会） 

 

                                             

本日の会議に付した事件 
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秋  葉  和  浩 上下水道課長  武  田     浩 
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( 兼 ) 会 計 課 長 
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教 育 委 員 会 
教 育 長 
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教 育 委 員 会 
管 理 課 長  遠  藤     靖 

教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長 

大  澤  泰  雄 
教 育 委 員 会 
生 涯 学 習 課 長  高  橋  秀  典 

教 育 委 員 会 
スポーツ振興課長 

板  垣  郁  子 
選挙管理委員会 
委 員 長  花  谷  和  男 
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会 長 
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事 務 局 長 

 

                                             

事 務 局 職 員 出 席 者 
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開  議 

 

○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

す議事日程第２号によって進めます。 

 

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

日程第１ 一般質問 

 

○大沢芳朋議長 日程第１、一般質問でありま

す。 

 初めに、７番尾形みち子議員。 

〔７番 尾形みち子議員 登壇〕 

○７番 尾形みち子議員 おはようございます。

会派蔵王、議席番号７番、尾形みち子でござい

ます。 

 今回の質問の内容は、安心して子どもを産み

育てるためにということで、不妊症に続き不育

症治療について質問を順次させていただきたい
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と思います。 

 最初に、不育症に関する理解の醸成というこ

とで、横戸市長は、子育て政策を本市の重要課

題と位置づけております。本市は、少子化対策

の一環として不妊治療をはじめ産後鬱対策など、

妊婦に寄り添った支援を行っていることに対し、

市民の一人として感謝を申し上げます。 

 このたびの新型コロナウイルス感染拡大は、

結婚、妊娠、出産される方々には計り知れない

影響があると思われます。 

 実際に、私の知人の娘さんなどは、３月末の

結婚式を８月に延期するなどのほか、婚活イベ

ント、相談会、お見合いの中止等々は、不安と

ストレスになる状況であります。 

 さて、不育症についてであります。 

 不妊症とは違い、妊娠はするが流産を繰り返

し、反復流産、習慣流産などによる２回以上の

流産、死産、または生後１週間以内の死亡によ

り赤ちゃんが得られないという状態のことをい

います。 

 １人目は普通に授かり、２人目、３人目で不

育症の検査、治療を受ける場合もあると言われ

ております。 

 不育症は、不妊症に比べ一般には広く知られ

ておらず、認知度が低い現状にあります。その

ため、受診につながらないということも多く、

さらには、わらにもすがる思いで受診しても、

保険適用外や治療に取り組むことが経済的に負

担のため、治療を途中で諦めた方がいると聞い

ております。 

 厚生労働省研究班の調査では、妊娠される方

のうち２ないし５％が不育症の可能性があるも

のの、適切な診断、治療を受けることで８０％

以上の方が出産できると言われております。 

 昨今の晩婚化、高齢出産の傾向の中、赤ちゃ

んを授かることへの支援が必要と考えておりま

す。 

 中でも、不育症の妊婦さんは、赤ちゃんを亡

くした喪失感や精神的ダメージが大きく、躁鬱

などや不安障がいもあるので、次回への妊娠へ

踏み出せない内面的な問題が多々あると思われ

ます。そのため、妊娠に対する不安を取り除く

ため、カウンセリングなどが有効とされており

ます。 

 そこで、不育症について、より多くの皆さん

に理解され、適切な治療が受けられるよう、市

民や妊婦さんへ市が実施する事業の中で、不育

症の周知や啓発が必要と考えますが、市長の見

解をお伺いいたします。 

 次に、不育症治療の助成についてでございま

す。不育症の治療・検査にかかる費用は大変高

額で、経済的支援が必要と思われます。全国で

は３５都道府県が不育症の治療を助成している

状況にあります。県内では、村山、寒河江、長

井など、不育症の治療費助成を行っております。

不妊症と併せて不育症の治療費を助成する自治

体が増えているという状況でございます。 

 少子化対策として、子どもが欲しいと願う夫

婦が出産を諦めることなく妊娠、出産できる環

境を整え、不妊治療費助成と併せて不育症治療

費助成をすることについて、市長の見解をお伺

いいたします。 

 次に、電子母子手帳の提供についてでありま

す。 

 妊娠が判明すると、現在住んでいる市町村か

ら母子手帳（母子健康手帳）を交付していただ

きます。母子手帳は、妊娠初期から子どもが生

涯にわたり健康を記録する大切で大事な手帳で

あります。 

 ただ一方では、不便を感じている妊婦さんも
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いると聞いています。 

 そこで、忙しい子育て世代が紙の母子手帳で

カバーできない部分の補助として活用できるの

が電子母子手帳であります。 

 電子母子手帳には、予防接種や成長の記録、

スマートフォンで楽に管理でき、接種日が近づ

くとアラームで知らせるなどの機能があり、手

軽にスマートフォンで情報管理ができることか

ら、導入し活用する自治体が全国的に増えてい

る状況であります。 

 ほかにも、電子母子手帳のメリットとしては、

年子の兄弟や多胎児、双子や三つ子ということ

でございますが、いる場合は、紙の母子手帳を

二、三冊管理する必要があるのに対し、スマー

トフォン１台で管理ができる点、家族間での情

報共有ができ、祖父母をはじめ家族で成長を見

守り、赤ちゃんの誕生を喜ぶことができる点が

挙げられております。 

 また、万が一、紙の母子手帳が自然災害や事

故で紛失しても、電子母子手帳があれば、子ど

もの定期健診データを容易に復元できます。 

 このように、電子母子手帳を取り入れること

により、妊婦、子育て世帯などの家族に幅広く

活用できると考えます。 

 本市でも、早急に電子母子手帳を提供するこ

とについて、市長の見解をお伺いいたします。 

 以上で、壇上からの質問を終わります。 

○大沢芳朋議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ７番尾形みち子議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、不育症治療について申し上げます。 

 不育症の認知度が社会的に低い現状にあるこ

とから、今後、妊婦やその家族に対し、出産に

関する正しい知識の普及、啓発の中で不育症に

ついても周知し、理解の醸成を図ってまいりま

す。 

 また、子どもを持ちたいと悩んでいる方には、

不妊専門相談センター等の専門機関と連携を図

りながら支援を行うとともに、不育症治療費の

助成に取り組んでまいります。 

 次に、電子母子手帳の提供について申し上げ

ます。 

 電子母子手帳は、既に民間によりアプリケー

ションが無料または安価で提供されており、妊

産婦等がそれぞれのニーズに合わせて個人で成

長記録や予定等の情報の管理をしていると認識

をしております。 

 電子母子手帳導入をしている自治体において

は、子育て情報発信等も行っておりますが、本

市においては、ＬＩＮＥ公式アカウントを活用

し、子育て支援情報を含めた様々な情報を提供、

発信しており、その機能は十分に果たしている

ことから、電子母子手帳の提供の考えは持って

おりません。 

○大沢芳朋議長 尾形みち子議員。 

○７番 尾形みち子議員 不育症に対する市長

の発言、大変、上山市のこれからの様々な点で

助成していただけるというようなことについて

は、希望が持てるのではないかと思っていると

ころでございます。 

 ところで、市長も言いました不育症と違い不

妊症については、市民にもかなり認知がされて

おりまして、本市内においても、過去３年間の

不妊治療の助成の実績を聞いたところ、平成２

９年には１３件あったと。そして平成３０年に

は１５件あったと。平成３１年、昨年度ですけ

れども１８件、増加傾向にあるということは、

大変、少子化対策の一環としてはいい傾向なの

かなと。 
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 ところが、やはり市長もおっしゃったように、

不育症については認知度が低いというところで、

まず周知啓発を具体的にどのように市民、そし

てまたカップルの方たちに考えているのか、ま

ず１点お伺いいたします。 

○大沢芳朋議長 子ども子育て課長。 

○齋藤智子子ども子育て課長 具体的には、ま

ず母親教室のほか、本市では両親学級や産後学

級なども開催しておりますので、そういった機

会を見ながら、妊婦のほか御家族に対しても周

知を図っていきたいと考えております。 

 また、悩んでいる方に対して、現在、相談等

が窓口に寄せられているという状況にはありま

せんけれども、もしそういった相談が寄せられ

ましたら、その内容をお聞きし、専門機関を紹

介してほしいということであれば、専門機関に

おつなぎし、そして治療がかなえば出産につな

がるという支援をしていきたいと考えておりま

す。 

 周知については、先ほど申し上げたような、

まず当事者とその御家族の周辺を考えていきた

いと思っております。 

○大沢芳朋議長 尾形みち子議員。 

○７番 尾形みち子議員 県内の不育症、不妊

症もそうでしょうけれども、実際に行っている

市町村のホームページを見ましたところ、やは

り、ホームページで知らせているというような

状況があります。そういった点についても、ぜ

ひ情報提供の充実というようなところで、ぜひ

環境を整えてほしいと思うのですけれども、そ

の辺はいかがでしょうか。 

○大沢芳朋議長 子ども子育て課長。 

○齋藤智子子ども子育て課長 情報の提供とい

う意味では、上山市の公式アカウント、そして

ホームページ、それから先ほど申し上げた教室

等の機会を捉えまして、周知を図ってまいりた

いと思っております。積極的に情報は発信して

まいりたいと考えております。 

○大沢芳朋議長 尾形みち子議員。 

○７番 尾形みち子議員 不育症の助成にこれ

から取り組むというような大変力強い市長の発

言でありましたけれども、もちろん結婚したら

妊娠を願うという、出産を願うというようなこ

との御夫婦が、晩婚のために諦めるというよう

な知り合いが実際におります。これも経済的な

理由ということで治療を断念したということで

あります。 

 確かに妊娠、そしてデリケートで繊細な部分

もあるのですけれども、この辺のところ、先進

地という言い方もおかしいですけれども、静岡

県が大変手厚く支援の事例があるのですけれど

も、そんなこともあって、経済的な負担という

ところの軽減というところにおいては、どのよ

うな考え方を持っているかお尋ねいたします。 

○大沢芳朋議長 子ども子育て課長。 

○齋藤智子子ども子育て課長 先ほど議員がお

っしゃられましたように、特定不妊治療や一般

不妊治療の治療を受ける方が増えているという

傾向は間違いなくございますので、そういった

不妊治療費の助成額とのバランスなどを考慮し

まして考えていきたいと、決定していきたいと

思っております。 

○大沢芳朋議長 尾形みち子議員。 

○７番 尾形みち子議員 ここで幾ら、幾らと

いうことではないのですけれども、ただやはり、

こういったことの経済的な負担、それから、

様々なバランスを考えてくださって、ぜひ、年

齢制限という言い方もおかしいのですけれども、

よそは年齢制限がもちろんあるわけですけれど

も、そういったことも含めて、本市でも許容が
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できる範囲でお願いしたいというふうに望んで

おります。 

 次に、電子母子手帳の提供ということについ

てであります。 

 実は、９年前の３．１１のときに、要するに

被災された方々の中で母子手帳を紛失したと、

これは本当に明らかに自然災害の猛威でござい

ますけれども、そういったところで、もう自治

体も既にそういった状況にできないというよう

なことで、たまたまそこの町が電子母子手帳を

提供していたということで、バックアップをし

たということがあったのですね。そのためにも、

今の若い世代、スマートフォンやタブレット端

末なんて難なく使用できる年齢層だと考えます

けれども、そういったところで考えがないのか

どうか、再度お尋ねいたします。 

○大沢芳朋議長 子ども子育て課長。 

○齋藤智子子ども子育て課長 災害などによる

紛失に備えてということでもありませんけれど

も、本市の健康管理システムが稼働しておりま

すけれども、このシステムの中でも、乳幼児の

健診結果や予防接種の記録をデータとして保管

しております。 

 万が一、そういった母子手帳の紛失というこ

とに際しては、紙の母子手帳の再発行という形

ですけれども再発行ができますし、データで管

理している部分を含めまして、より正確な再発

行ができるものと考えております。 

 この対応により、電子母子手帳の提供は、今

のところ考えておりません。システムにより、

データは保管しております。 

○大沢芳朋議長 尾形みち子議員。 

○７番 尾形みち子議員 今の発言ですと、紙

ベースの母子手帳でも、本市ではデータを管理

しているというようなところで間違いないでし

ょうか。お尋ねいたします。 

 また、全国的に大変多い自治体が、電子母子

手帳を導入している現状だということは認識さ

れているかということもお尋ねしながら、お聞

かせください。 

○大沢芳朋議長 子ども子育て課長。 

○齋藤智子子ども子育て課長 紙の母子手帳で

すけれども、この母子手帳については、母子保

健法により自治体が交付する手帳でございます。

医師や保健師による健診や、保健指導の結果は、

この紙の母子手帳にのみ記録されていくもので

ございます。その記録されたものを市としてデ

ータとしても管理しているということでござい

ますので、個々人の方が電子母子手帳を、御自

分の好みに合ったアプリケーションを使用して

活用しているということは認識しておりますけ

れども、本来の紙の母子手帳に代わるものでは

ないと考えております。 

 さらに、そういった便利なアプリケーション

機能があるにもかかわらず、自治体が導入する

という主なメリットとしては、市の地域の子育

て情報などの発信と考えておりますので、それ

を補うというよりも、積極的な情報発信は上山

市の公式ＬＩＮＥで行っていくという考えです

ので、電子母子手帳の提供については、今のと

ころ考えてございません。 

○大沢芳朋議長 尾形みち子議員。 

○７番 尾形みち子議員 認識をされていると

いうようなこと、そして、紙ベースが最も母子

健康保健事業についての中身にしては、当然、

データベースとして残っているということも、

今、伺ったわけですけれども、ただ、情報のス

ピード化というところにおいて、やはり電子母

子手帳ですね。私たちの年代で出産するわけで

ないので、それこそ、これがスマートフォンや
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らタブレット、そして世代の違いがあると思う

のですけれども、ぜひそういった電子母子手帳

を、これから考える必要性があると認識してい

るのですけれども、そういったことも併せて今

後考えていただきたいということで、要望させ

ていただきます。 

 ありがとうございました。 

○大沢芳朋議長 次に、５番髙橋要市議員。 

〔５番 髙橋要市議員 登壇〕 

○５番 髙橋要市議員 議席番号５番、会派孝

山会の髙橋要市でございます。通告に従い、順

次質問いたします。 

 まずは、このたびの新型コロナウイルス感染

症にて亡くなられました方々の御冥福を心より

お祈りし、御遺族の皆様にお悔やみを申し上げ

ますとともに、感染されました皆様、今もなお

治療中の方々に、心からお見舞いを申し上げま

す。 

 さて、初めに新型コロナウイルス感染症に係

る支援についてでありますが、持続化給付金が

支給されるまでの支援として、受給までのつな

ぎ融資に対する利子補給の質問をいたします。 

 現在までの経過を少し振り返りたいと思いま

す。 

 ４月７日に、政府の新型コロナウイルス感染

症対策本部長より、７つの都府県に新型コロナ

ウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が発

出され、４月１６日に対象区域が山形県を含む

全国に拡大されました。 

 その後、５月４日に全都道府県において、引

き続き５月３１日まで緊急事態が延長されまし

た。 

 感染が抑制されている本県は、５月１４日解

除されたものの、全ての地域で緊急事態解除が

宣言されたのは、５月２５日となっております。 

 ４月７日から５月２５日まで、実に４９日間

にわたる緊急事態も、ひとまず落ち着きを見せ、

現在に至っております。 

 振り返ると、国民が一丸となって闘い抜いた

４９日間だったと言えるのではないのでしょう

か。 

 さて、感染拡大防止についての本市の対策は、

既に２月中旬から進められておりましたが、本

格化したのは全国への緊急事態宣言発出から２

０日ほど遡ります。 

 ３月２５日、午後１時に、医療対策、社会対

応、教育対応等の策を講じる新型コロナウイル

ス感染症対策本部を設置いたしました。来るべ

きときに備え準備を進めているというような状

況であったように思います。 

 まだ、感染者が出ていない当時の本市は、市

民にも若干楽観的な空気もあったように感じま

したが、全国的に緊急事態宣言が発出されるの

も時間の問題であるというような緊迫感も高ま

っており、外出や移動などを自粛しなければな

らないということと、経済の動きを止めてはい

けないこととで、２つの相反する思いと行動が

重なっている様子でした。 

 一方、議会においては、３月定例会において

議会案の「新型コロナウイルス感染症対策の徹

底を求める意見書」を可決し国へ提出、その後、

上山市議会新型コロナウイルス感染症対策支援

本部を設置し、市に要望書を提出するなど、行

政と議会が一丸となり経済対策、子育て、教育

支援、感染予防、医療、介護等への支援、特別

定額給付金等への対応について、現場の声を第

一に考え、実行すべく、上山を守り抜く覚悟で、

共にコロナ終息に向け闘ってきました。 

 そして、忘れてならないのは、何よりも市民

の皆様が、強制力のない要請に応じ、新型コロ
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ナウイルス感染拡大防止に協力してきたという

ことです。 

 ある場面においては、我が子の一生に一度の

卒業式出席を断念することで協力をし、またあ

る場面では、飲食業を営む事業者として、売上

げがさらに減少することを覚悟で休業要請に協

力をし、身内の不幸には３密を避けるために家

族葬にするなど、様々な角度から感染予防に努

めました。 

 その他、不要不急の外出を控える、マスクの

着用、手洗い、消毒、人と人との距離を確保す

ること、市民一人ひとりの節度ある行動により、

感染拡大は最小限に抑制されていると考えます。 

 今後も、行政と議会と市民が一体となり、上

山を守っていくために、日々変わってくる状況

を見守りながら、新しい生活様式の実践や現状

に合致する新たな支援を大胆に打って出る準備

が必要であると思います。 

 その意味では、５月８日に発行され、市報と

ともに配布されました「緊急経済対策一覧」で

も示されているとおり、市民向け５つ、事業者

向け９つ、その他２つの７ページにわたる経済

対策は、本市の特徴を捉えたものであり、一定

の評価に値するものであると考えますが、今後

の第２波、第３波に備え、受給までのつなぎ融

資に対する利子補給が大変重要になってくると

考えます。 

 このたびの国の支援策の中でも、より多くの

事業者が利用する持続化給付金についてであり

ますが、５月３０日現在、既に１５０万件の申

請があるとのことです。引き続き、今後、現在

に至っても多くの事業者を救済する極めて有利

な給付の制度であると思います。 

 経済産業省のガイダンスを引用しますが、感

染症拡大により、特に大きな影響を受けている

事業者に対して、「事業の継続を支え、再起の

糧となる事業全般に広く使える給付金を支給し

ます」という趣旨で、給付額は中小の法人等は

２００万円、個人事業者等は１００万円として

おりますが、昨年１年間の売上げから減少した

額を上限とするものです。 

 給付対象の主な要件の一つとして、新型コロ

ナウイルス感染症の影響により、一月の売上げ

が前年同月比で５０％以上減少している事業者

ということです。 

 また、オンラインによる申請を行うという特

徴があります。市や県を通さず経産省のホーム

ページより事業者が直接申請するもので、本市

の事業者においての申請状況の実態がつかみに

くいようですが、申請条件は比較的緩く、県か

らの自粛要請を求められた事業者、いわゆる緊

急経営改善支援金の申請事業者と重複するケー

スも多いため、申請者は市内でも相当数あるも

のと推測されます。 

 とても有利な事業者向けの給付金であります

が、反面では、給付遅れが相次いでいること、

問合せの電話がつながりにくいこと、いつ入金

になるかが分からないこと、申請不備の通知メ

ールが遅いことなどの声が非常に多い給付金で

あるのです。 

 ある市内の事業者は、申請が始まった初日、

５月１日の日に２００万円の申請を済ませてお

りました。新型コロナウイルス感染症拡大によ

る業績不振から、既に手形支払いの期日延長を

金融機関に依頼しており、給付金の入金目安と

なる２週間後の５月１４日の翌日に手形の支払

いを約束しました。結果、その日に入金はなら

ず倒産寸前に追い込まれてしまいました。何と

か知人を頼り、入金を果たし、倒産こそ免れま

したが、精神的なダメージは非常に大きく、知
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人との関係性にも変化が見られるなど大変な苦

労に見舞われております。 

 ５月１日申請、その後１９日にメールにて書

類の不備があることが指摘され、速やかに不備

を訂正しますが、６月１日現在、そして昨日現

在、いまだに入金がなされていないとのことで

す。 

 一方では、５月２日２００万円を申請した事

業者は、申請してから１０日で入金されたとの

事例もあります。２つの事例のように、不確か

な入金日を補う手だてはないのだろうかと考え

ます。 

 さて、感染拡大防止と経済の促進という２つ

を成立させなければならない段階に入り、大変

困難な状況の中で、帝国データバンクや東京商

工リサーチの調べでは、今年の企業の倒産件数

も既に昨年比１０％以上増となっており、中で

も観光に関連する企業が多いのが今年の特徴と

なっているようです。 

 これから第２波が襲ってくる可能性に危機感

を持ちながら、本市を日頃から支えてくれてい

る事業者を一社たりとも、あるいは一人たりと

も潰さない、守り切る、その思いを本市が市民

に対して示すこと、安心を示すことが大切では

ないかと考えます。 

 そして、持続化給付金が支払われる前に力尽

きてしまう事業者を出さないようにするために

も、給付金が支給されるまでの支援が必要であ

ると考えます。 

 既に、新潟県の三条市、加茂市などで取扱い

が行われていますが、本市でも持続化給付金の

申請後、国から給付されるまでの一定期間につ

いて、給付相当分を速やかに貸し出す、持続化

給付金に特化したつなぎ融資の制度の構築を金

融機関と連携して行うとともに、市はつなぎ融

資に対する利子補給をすることで、国の緊急経

済支援策を補い、申請者を救済するシステムが

できることになります。 

 そのシンプルな経済対策の効果は、本市の事

業者の倒産を防ぐ可能性と、通常の融資を受け

られない高齢な個人事業主の働く意欲を促進し、

あらゆる事業者からの本市に対しての信頼へと

つながり、魅力ある本市の企業誘致にもつなが

ることと考えます。 

 早急に地元金融機関に働きかけを行い、持続

化給付金つなぎ融資の制度の構築と、受給まで

のつなぎ融資に対する利子補給の支援を進める

べきと考えます。市長の御所見を伺います。 

 次に、奨学金を受給する学生に対する助成に

ついてでありますが、新型コロナウイルス感染

症が我々に及ぼす影響は多岐にわたるものであ

り、特に、先ほど触れた国の緊急事態宣言後の

社会的経済活動の自粛の下では、多くの学生の

アルバイト先が休業となり、そのことで生じる

収入減により、学費や家賃が払えないなどの深

刻な問題が多く取り沙汰されております。 

 特に、アルバイトと奨学金で生活する学生に

とっては、大変苦しい現状と向き合いながらの

生活を強いられているようです。 

 奨学金の制度がなければ大学に通えない家庭

の経済的事情がある中で、親の会社が休業とな

り、頼ることもできず、さらに自分自身の収入

がなくなれば、家賃の滞納だけでは済まされず、

退学もせざるを得ない厳しい現状となっており

ます。 

 ある大手情報サービス会社の調査によれば、

東京・首都圏の大学に通う学生の平均家賃は５

万６，７８３円となっております。また、ある

大手不動産会社の調査による家賃負担の内訳と

しては、全額親負担が５８％、全額本人負担が
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１８％、一部親、一部本人負担が２４％であり、

ほぼ２人に１人の学生がアルバイト収入の一部

を家賃に充てている実態があるのです。 

 大学は休業、アルバイト先も休業、しかも実

家に帰ることすら許されない状況の下で、友達

と会うこともできずに、不安を抱え、自宅に独

りでいた当時の心情を察すると、胸が痛む思い

です。 

 さて、本市の奨学金の受給者は、現在１８名

となっております。また、本市出身で奨学金を

受給している学生の正確な数字を調べるのは困

難でありますが、日本学生支援機構の調査によ

る平成２９年度の大学生の貸与奨学金の利用割

合や、山形県のホームページで確認した県内の

高等学校卒業者の大学等進学者数から、単純に

各市町村の人口割で計算をすると、一定程度い

ることが推測されます。その奨学金の受給者と

なっている若者たちに救いの手を差し伸べるべ

きであると考えます。 

 支援機構の学生生活調査による１か月分のア

ルバイトの平均収入額は２万９，６７５円とな

っております。緊急事態宣言が発出された４月

より、約２か月相当額の８割程度である５万円

を、本市出身の奨学金受給者に助成すべきと考

えます。 

 そのことで、コロナによる一時的困窮からの

脱却の一助となり、その５万円は、同時に都会

で暮らす若者へは、「ふるさと上山はあなたを

見捨てない」というメッセージとなり、将来、

上山を支える若者を育てることにもつながると

考えます。 

 奨学金を受けながら学問に励む未来の上山を

創造する若者１名につき一律５万円の助成をす

ることについて、教育長の御所見を伺います。 

○大沢芳朋議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ５番髙橋要市議員の御質問

にお答えいたします。 

 持続化給付金が受給されるまでのつなぎ融資

に対する利子補給について申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症に係る経済対策に

つきましては、これまで関係団体等からの御意

見、要望等を踏まえながら、必要な施策を講じ

てきたところであります。 

 この間、金融機関と情報交換を進めてまいり

ましたが、つなぎ融資に係る事業者のニーズは

なく、新型コロナウイルス感染症の影響による

金融支援の相談があった場合には、柔軟な対応

が可能であると伺っております。 

 したがいまして、つなぎ融資制度の創設の必

要性はなく、より重要なのは、県の無利子融資

等既存の支援制度の活用を迅速に進めることで、

金融機関との間で共通認識を持ったところであ

ります。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

〔古山茂満教育長 登壇〕 

○古山茂満教育長 ５番髙橋要市議員の御質問

にお答えいたします。 

 奨学金を受給する学生に対する助成について

申し上げます。 

 学生に対する支援については、国による学生

支援緊急給付金のほか、大学等による授業料の

減免措置等各種施策が行われておりますので、

奨学金を受給する学生に対し、本市独自で助成

する必要性はないものと考えております。 

○大沢芳朋議長 髙橋要市議員。 

○５番 髙橋要市議員 先ほど、金融機関との

情報交換を進めていく中で、つなぎ融資に係る

事業者のニーズがないということで御答弁をい

ただきましたが、その金融機関との情報交換、
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そしてどういったことを基準としてニーズがな

いという御判断をなされたのかお示しいただき

たいと思います。 

○大沢芳朋議長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 これまで、様々な課題に

つきまして金融機関と御相談を、いろいろ情報

交換をしてきたという経過がございますが、そ

の中で、今の制度資金の利用状況等々も踏まえ

ながら、短い短期的な融資の必要性があるか否

かということで、市内の４金融機関に対しまし

てお話を伺ってきております。 

 その中では、やはり短く借りるというよりは、

県の有利な制度資金、非常に有利でありまして、

そちらのほうをできるだけ早く活用したほうが、

よりニーズに沿っているということでございま

すので、そのような回答というふうに、ニーズ

がないと判断したものでございます｡ 

○大沢芳朋議長 髙橋要市議員。 

○５番 髙橋要市議員 ４つの金融機関との情

報交換の中で、現在ある金融機関の制度で十分

補えるものであるという御判断をされたという

ことでよろしいのかどうか、まずそこを確認を

させていただきたいと思います。お示しくださ

い。 

○大沢芳朋議長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 短期の融資につきまして

も、相談があって１日とか２日とか、そういう

短期間で融資をするということは困難だという

ことで伺っておりますので、それよりは、既存

の制度でやったほうが、ほぼ変わりがないとい

う判断でございます。 

○大沢芳朋議長 髙橋要市議員。 

○５番 髙橋要市議員 短期の、今のある制度

の中で十分間に合うものであるというような、

そういう判断をされたということだと思います。 

 それでは、当然そういったことで、金融機関

が、この危機の中で柔軟な対応をしていくとい

う認識をお持ちであり、私もこのたびこの質問

をさせていただくに当たり、何名かの金融機関

の関係者と電話あるいは直接お会いして情報交

換をさせていただきました。 

 そういった中で、本市の金融機関も大変一生

懸命頑張って、この危機を乗り越えるという意

思を示していただいていると、私も確信をして

おります。 

 その一つに、信用保証協会、そちらのほうで

は対象を広げて、本来融資ができない人も融資

できるような形をつくっているという、そうい

ったことも情報として得ております。 

 ですが、信用保証協会の保証がされた中で、

実際にその保証が受けられない、そういった業

種もあるというふうに確認をしておりますが、

そういった業種があるかどうかについて、認識

を御確認をさせていただきたいと思います。お

示しください。 

○大沢芳朋議長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 信用保証協会の業種につ

きましては、全ての業種、いわゆるセーフティ

ネット４号とか５号というふうに保証協会の認

定制度がありますけれども、４号については全

ての業種が対象になるということで認識をして

ございます。 

○大沢芳朋議長 髙橋要市議員。 

○５番 髙橋要市議員 実際に上山市内、様々

な職種があり、観光とかそういった関連の企業

が多い中で、本市の支えとなり、本市が成り立

っているものでありますが、その中の一つに、

関連の中で、やはり飲食業、そういったところ

が活発でないと元気がないと、本市の元気とい

うのは戻ってこないと考えております。 
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 このたびのコロナ関連の金融機関の対応とし

て、信用保証協会についての独自の頑張りとい

いますか、そういったところについては、今、

課長からもお話があったとおり、私も認識をす

る、共感するところでありますが、しかしなが

ら、一部風俗営業法、風営法の許可を取ってい

る事業者については、信用保証協会で保証がで

きないという、そういった、本当にごく一部で

ありますが、対象外となっているところもあり

ます。そのことについて、どのように考えるか

お示しいただきたいと思います。 

○大沢芳朋議長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 今、議員からございまし

たように、一部がないということは、ちょっと

私、今、この場で認識しておりませんので、大

変申し訳ございませんでした。ただ、一部がご

くわずかだというところもございますが、これ

は上山市に限ったことではなくて、保証協会の

ほうで、あるいは全国的に定められていること

でございますので、一部が対象にならないとい

うことについては、厳しい話ということで伺っ

ておりますけれども、全体的な問題でございま

すので、上山市だけということではないという

ことで、御了解をいただきたいと思います。 

○大沢芳朋議長 髙橋要市議員。 

○５番 髙橋要市議員 なかなかこういった問

題の中で、本当に多くの事業者、市民、救いた

い、救済しなければならないという考えの下で、

このたび本市においても様々な経済政策、例え

ば国でやっていない、あるいは県で足りないと

ころを補っていく、また、足りないところを追

加で支援していくというような策について、大

変御多忙な中、対策本部長をはじめ、本当に精

いっぱい努めていただいているということも、

私も認識をしております。 

 しかしながら、先ほど私の要旨で話をさせて

いただいたとおり、ある事業者が倒産寸前まで

追い込まれている。もしこの制度があれば、そ

こで速やかな融資が可能となり、例えば、現在

ある、頑張っていただいている金融機関が精い

っぱい努めたとしても、最短で３日で融資とい

うのは、絶対これは不可能なことであると伺っ

ておりますが、そこの確認はされていらっしゃ

るのかどうなのか、お示しいただきたいと思い

ます。 

○大沢芳朋議長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 やはり、最短では、取引

関係がある場合には３日、４日ということもあ

りますけれども、初めて銀行に相談された場合

には、１週間程度は最低かかるというふうなこ

とでございます。 

 なお、先ほど申し上げましたように、県の制

度資金につきましても、当初３週間ほどという

期間がございましたが、現在では、県、市、そ

れから金融機関、保証協会のほうで連携をしま

して、２週間程度に縮まっておりますし、さら

に先月２５日からは、３，０００万円以内の方

につきましては金融機関の判断で、県の認定を

待つことなく融資が可能となっておりますので、

さらに短くなっているという話を聞いておりま

すので、県の制度資金のほうが使い勝手がいい

のかなと考えてございます。 

○大沢芳朋議長 髙橋要市議員。 

○５番 髙橋要市議員 金融機関の柔軟な対応

ということも、当然、私も先ほどから申してい

るとおり理解をしております。本来３週間かか

るものを２週間、そしてそれを１週間にしよう

という企業努力も認めながら、一方では、先ほ

ど私の要旨のほうで説明をさせていただいた、

そういった事業者も非常に多く、本日、新聞な
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どでも出ておりますとおり、その１日、２日、

申請が始まってから間もない申請に多くの申請

者が殺到したことから、混乱を招き、今現在、

１万件以上給付されていないという現状もある

という事実もあるわけです。 

 先ほど要旨で説明させていただきました、私

の知り合いの事業者、その方だけに特化してい

るものではなく、そこからまた仲間の仲間とか、

なかなか個別の名称を出せないので、大変そう

いった意味では恐縮なところもありますが、そ

ういった方たちが非常に多いものです。 

 本来、金融機関に相談しようとするわけです

が、金融機関にその商品があるということも分

からない、そういった事業者、あるいは高齢者

の方々もいらっしゃいます。その金融機関のそ

ういった商品として、今、活用している周知に

ついて、今後徹底していただくことを、まずは

要望をさせていただきたいと思います。 

 そのことについて、お示しください。 

○大沢芳朋議長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 県の無利子融資制度につ

きましては、既に３月定例会で御承認をいただ

きまして、債務負担行為を取りながら制度を実

行しておりまして、その間、市報をはじめホー

ムページ等々で周知に努めているわけでござい

ますけれども、それに加えまして、金融機関の

ほうでも、やはり一番有利な制度はこれだとい

うことで、常々、御相談に応じられた方々につ

いては御紹介をしているということを伺ってお

りますので、まずは、引き続き周知について市

及び金融機関のほうで取り組んでいく必要があ

るなと思ってございます。 

○大沢芳朋議長 髙橋要市議員。 

○５番 髙橋要市議員 この持続化給付金は、

これからまた申請者数が増えてくるということ

も想定されており、今現在は１５０万超おられ

るわけでありますが、これから見込みの数字と

しては２００万以上の申請者が出てくるであろ

うと、そういったことも国のほうでは想定して

いるようでございます。 

 本市におきましても、これから経済を元どお

りに戻していく施策を十二分に発揮しながらも、

先ほど申し上げました帝国データバンクの調べ、

そういったところによる倒産の件数が非常に今

現在、２月、３月、４月、５月のまでの間で昨

年を上回っているという数字も認識されていら

っしゃるかと思いますが、その本市における倒

産というような、非常に危機的な状況が、今後

見舞われる可能性があるという、その危機的な

観点についてお示しいただきたいと思いますが、

よろしくお願いいたします。 

○大沢芳朋議長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 議員おっしゃるように、

非常に市内の経済状況、事業者の方々、苦難に

御苦労されているなと、今感じているところで

ございます。 

 さらに、第２波、第３波ということがあると、

さらにその状況が厳しいということでございま

すが、なお、できるだけ早く回復軌道に乗るよ

うに、市のほうも支援をしていくという必要が

ございます。 

 ただ、倒産ということにつきましては、倒産

しないように、我々もできるだけの支援をしな

くてはならないということで考えてございます。 

○大沢芳朋議長 髙橋要市議員。 

○５番 髙橋要市議員 倒産を防ぐという手だ

ての中に、やはり迅速にということが本当に必

要な昨今でないかなと感じます。私の提案する

持続化給付金が支給されるまでの支援というの

は、まさにその迅速ということをテーマにして、
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３日で融資して企業を救うという、そういった

ものであり、それこそが大切なものであるとい

うことを感じるわけでありますが、金融機関と

の兼ね合い、金融機関との今後の情報交換の中

で、とにかく今の制度を迅速に、より早くして

いただけるように、まずは希望させていただき

たいと思います。 

 それでは、次に、奨学金を受給する学生に対

する助成ということで、国による学生支援、緊

急給付金、学びの継続のためという言葉が、厚

く支援策があるわけでございますが、その給付

金を受けるための条件が幾つかあるかと思いま

す。その条件というのが、例えば、家庭から自

立してアルバイト収入で学費を賄っていること、

その中で仕送りがないこと、原則としては自宅

外であること、生活費、学費によるアルバイト

の収入割合が高いこと、家庭のあるいは収入減、

そういった４つの条件があり、また、コロナの

影響での収入減としては、バイトの収入が５

０％以上減っているという、そういった様々な

厳しい条件があるものです。 

 しかしながら、このたびの学生を支援すると

いう国の手だては、そういった条件がありなが

ら、例えば一部その条件が満たされなくても、

大学との話の中で、大学が必要に応じて認めれ

ば救済しますという、そういった、学生をとに

かく優しく包み込むような、みんなでこの難局

を乗り切って、将来の日本を支える卵を育てて

いこうと、救っていこうという、そういった手

だて、そういった思いが非常に強く感じるもの

でございます。 

 本市においては、１８０名ほどの受給者の

方々がおられ、その方々について、その国の支

援があるということもありながらも、将来、上

山に戻ってくる、上山に帰属する、その思いを

育てていくという、そういった観点からも必要

であるというような要旨で話をさせていただき

ました。 

 将来、Ｕターンでこちらに戻ってくる、その

方たちに対しての具体的な、例えば支援とか、

もしありましたら、見解を求めたいと思います。

お示しいただきたいと思います。 

○大沢芳朋議長 管理課長。 

○土屋光博管理課長 現時点におきまして、戻

ってこられる方への支援ということについては、

特に持っておるものはございません。 

○大沢芳朋議長 髙橋要市議員。 

○５番 髙橋要市議員 やはり学生が、将来上

山に戻ってくる可能性のある学生を支援すると

いう策の中で、やはり、小さくてもきらりと光

るまちを掲げる上山にとって、人の顔が見える

まちになってくる、これからのことを考えます

と、やはり一人ひとりの学生の顔を思い浮かべ

ながら支援をしていくというような、全体で見

守っていただければと思います。 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。 

○大沢芳朋議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午前１１時００分 休 憩 

                  

    午前１１時１０分 開 議 

○大沢芳朋議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、４番守岡等議員。 

〔４番 守岡 等議員 登壇〕 

○４番 守岡 等議員 議席番号４番、守岡等

です。 

 私は、新型コロナウイルス感染症対策におけ

る教育課題について御質問いたします。 

 新型コロナウイルスは、未知のウイルスであ
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ることから、今後の展開も予断を許さないもの

となっています。本市でも、この間、５人の感

染者が判明しておりますが、一般的に感染者の

８割は軽症、無症状と言われ、実際には、その

１０倍以上の感染者がいるのではないかと抗体

調査による予測も出されています。 

 また、感染が一定程度収まった後でも、第２

波、第３波が予想され、１００年前のスペイン

風邪においては、第２波のほうが毒性が増し、

致死率も増したという報告もあります。 

 感染症対策だけでなく、その経済的影響も深

刻なものがあります。収入の激減による市民の

苦悩に対して、国や県、本市においても、これ

まで連続的な経済対策を打ち出し、その軽減を

図ってきました。 

 今後も、市政の第一義的課題と位置づけ、経

済対策の強化を継続して図る必要があると考え

ます。 

 今回私は、新型コロナウイルス感染症対策に

おける教育的な側面に焦点を当て、不安やスト

レスを感じやすい子どもたちが安心を取り戻し、

学校教育で重要な人と人との交流の中で成長で

きる環境を一日でも早く取り戻せるよう問題提

起するものです。 

 まず最初に、収入減により家計が急変した世

帯への就学援助の対象拡大についてです。 

 就学援助は、学校教育法で定められた、経済

的理由によって就学困難と認められる児童・生

徒の保護者に対して、市町村が必要な援助を与

えなければならないもので、生活保護法で規定

する要保護者と、市町村教育委員会が独自の基

準を設けて規定する準要保護者がその対象とな

ります。 

 本市では、生活保護基準の１．４５倍までを

準要保護者と定め支給されていますが、今、全

国各自治体で、新型コロナウイルス感染症の影

響により家計が急変した場合に、前年の所得で

なく急変後の家計状況を加味した審査を行い、

世帯構成に基づく所得基準を設け、就学援助の

支給対象を広げるところが増えています。 

 本市においても、世帯収入が激減し、子ども

の教育にも影響を及ぼしかねない世帯が相当い

ると予想されます。 

 新型コロナウイルスの感染という、ただでさ

え大きな不安とストレスを抱えている子どもた

ちが、親の経済問題にも心を痛めざるを得ない

状況を、このまま見過ごすわけにはいきません。 

 今年度に限り、就学援助の対象を新型コロナ

ウイルス感染症の影響で失業者がいる世帯や、

世帯収入が減少し経済的に困窮している世帯ま

で広げることを提案します。 

 これまでは、前年度の収入を判断基準として

いましたが、新型コロナウイルス感染症対策の

緊急性に鑑み、前年の課税証明書とコロナの影

響を受けて収入が減少したと分かる収入証明書、

例えば毎月の給料明細など、これが自営業の場

合は通帳のコピーなどによって審査を行い、迅

速な対応を図る必要があると考えます。教育長

の御所見をお示しください。 

 次に、子どもたちの不安やストレスの解消に

ついてです。 

 まず、人間関係づくりのエクササイズの実施

です。 

 ３か月近くに及び、しかも卒業、入学という

学校生活における最も重要な期間を休校によっ

て家庭で待機を余儀なくされ、先生や友達との

触れ合いを奪われた子どもたちの不安、ストレ

スは計り知れないものがあります。 

 新聞の投書にも、親が仕事でいない長時間の

孤独に加え、ほかの子がスマートフォンなどで
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連絡を取り合っていた事実を知り、二重のショ

ックを受けた心情がつづられていました。 

 現場の教師や保護者からも、表情が暗い、勉

強が手につかない、早くも学校に行きたがらな

い子が出ているといった、いつもの新学期とは

全く違った雰囲気もあると報告されています。 

 ただでさえ、長期休暇の後には不登校や自殺

などが増加する傾向にありましたが、今回の新

型コロナウイルスをめぐっては、これまで以上

に深刻な事態が広がりかねず、十分な対策を講

じる必要があります。 

 今、学校現場では、長期休校に伴う授業時間

の確保に悩んでいるところだと思います。学習

指導要領で示された学習内容を指導するための

夏休みの短縮化など、必要な対策を講じるべき

とは思いますが、それ以前に、子どもたちの不

安やストレスを解消し、心と体の健康を取り戻

すことが何よりも必要だと考えます。 

 成長過程の子どもたちは、今、自分の心や体

に起きている異変を自覚することができないま

ま、ジレンマを抱え、そのストレスをぶつけた

り発散したりできないまま、矛盾を抱え込んで

いる状態です。 

 大人である私たちですら、不眠や鬱状態に陥

っている人が増えています。こうした中、学校

再開後の人間関係づくりの工夫を図り、子ども

たちがいち早く日常の学校生活を取り戻すこと

ができるように、専門家から具体策が提起され

ています。 

 まず、構成的グループエンカウンターのエク

ササイズです。これは、宮城県教育カウンセラ

ー協会の八巻さんらによって提唱されているも

のですが、エンカウンターとは出会いという意

味で、本音と本音の交流という意味でも使われ

ているようで、このエンカウンターをグループ

で実現しようというのがグループエンカウンタ

ーです。 

 これは、自己開示とフィードバック、相手の

話を聞く、受け取るという、このバランスを考

えて、子どもたちの間に本音や感情交流がある

関係づくりを図るものです。 

 自己開示とは、数か月間、自宅でどのように

過ごしていたのか、どのような気持ちだったの

かを語ります。フィードバックでは、この語っ

たことを基に、相手に肯定的、受容的な気持ち

を伝えます。それぞれの体験や経験の似ている

ところ、違うところを共有することで、一気に

心理的な距離を縮めることができます。子ども

の語る本音からＳＯＳのサインに気づくことも

できます。 

 また、自己紹介カードの活用、これは文部科

学省の安部さんらが唱えているものですが、こ

れは、自己紹介カードを学級の人数分用意し、

毎日違う生活グループで交換し合うことで、

徐々に人間関係を広げていったり、「どうぞよ

ろしくカード」を掲示しておき、朝の会で「私

は誰でしょう」クイズをグループごとに相談し

て答えるという、楽しみながら互いを知ること

ができるようにするものです。 

 さらに、イエナプランを取り入れている学校

で実施されているサークル、車座での話合いと

いうものも有効です。これは、授業と授業の間

に行われるミーティングのようなもので、サー

クル（車座）になって日常の出来事を発表する

中で、擬似的な家族体験を経験し、信頼関係や

思いやりの心をつくるというものです。当番の

生徒がある出来事を発表し、全員がその生徒に

質問、評価を行い、共感的な感情を育成し、相

手を認め合うというものです。 

 こうした様々なエクササイズを通して、孤立
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し、不安を抱えていた子どもたちの間で人間関

係がつくられ、仲間意識や安心感を醸成するこ

とができます。 

 学校において、このような人間関係づくりの

エクササイズの実施を提案します。教育長の御

所見をお示しください。 

 次に、新型コロナウイルス問題を学びの課題

にすることについてです。 

 「新型コロナウイルス感染症は恐ろしい病気

だ」「世界を消滅しかねない邪悪な存在だ」、こ

のような一部マスコミの極端な報道を信じて、

必要以上に不安を募らせている子どもたちがい

ます。 

 こうした子どもたちに、真実を明らかにする

とともに、人類は、これまで幾つかのパンデミ

ックに対し共同して立ち向かい、克服してきた

という輝かしい歴史を持っていることを教える

必要があります。 

 今、この時期だからこそ、コロナ問題を学習

課題にして、人類史における価値を共有し、前

向きに生きる契機にしていく必要があります。 

 各教科での学びの課題としては、例えば保健

における新型コロナウイルスの特徴と、その予

防方法の学習、特に日本の公衆衛生がコロナ予

防で世界的に大きな評価を得ていること。国語

の分野では、作文を通して自分の気持ちを述べ

ること、あるいはカミュの「ペスト」などを読

んで、人類の希望を考えること。社会の分野で

は、公的医療保険制度が整備されていない国で

感染者や死亡者が多いことなど、コロナ問題を

学びの課題にして、これまで科学や諸制度を発

展させてきたことを理解する必要があります。 

 こうした学びを経て、子どもたちの不安やス

トレスを解消していくことを提案します。教育

長の御所見をお示しください。 

 以上で第１問とします。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

〔古山茂満教育長 登壇〕 

○古山茂満教育長 ４番守岡等議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、収入減により家計が急変した世帯へ

の就学援助の対象拡大について申し上げます。 

 就学援助制度は、経済的理由によって就学が

困難と認められる場合に行うものであり、就学

援助の認定基準によって柔軟な対応が可能なこ

とから、就学援助の対象拡大は考えておりませ

ん。 

 次に、子どもたちの不安やストレスの解消に

ついて申し上げます。 

 本市においては、段階的に学校教育活動を再

開してまいりましたが、児童・生徒との限られ

た時間の中で、心のアンケートをはじめ学級づ

くりのための様々な手だてを講じながら、児

童・生徒の不安やストレスの解消に努めてまい

りました。 

 今後も、実態に応じて児童・生徒の心の状況

を把握し、不安やストレスを取り除くよう各学

校に指導してまいります。 

 次に、新型コロナウイルス問題を学びの課題

にすることについて申し上げます。 

 各学校におきましては、小学校の体育科、中

学校の保健体育科の保健領域において、感染症

の予防について学習しております。また現在、

新しい生活様式に基づいた学校生活の中におい

て、新型コロナウイルス感染症の予防行動を体

験的な学びとして実践しております。 

 今後も、新型コロナウイルス感染症に関する

正しい知識や予防等について、学校教育活動全

体を通じて取り組んでいくよう、各学校に指導

してまいります。 
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○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 まず、就学援助の問題

について、再度お尋ねします。 

 柔軟な対応が可能だということでしたけれど

も、柔軟な対応が可能だということで、今回の

コロナ禍で収入が激減した家庭を救済できると

いうふうに理解してよろしいのでしょうか。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 就学援助制度の要綱があり

ますけれども、その中に、教育委員会が特に認

めるものということがありますので、そのこと

で救済できると捉えております。 

 具体的なことについては、学校教育課長のほ

うからお話し申し上げます。 

○大沢芳朋議長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 上山市児童・生徒就

学援助要綱というものがございますが、その中

に、対象者ということで３点ございます。 

 １点目につきましては、生活保護法の規定に

よる生活保護を受けている者。２つ目につきま

しては、教育委員会が別に定める認定基準に基

づいて要保護に準じる程度に困窮していると認

められる者。そして、今申し上げた３つ目とい

うことになりますけれども、前各号に掲げる者

のほか、教育委員会が特に必要であると認める

ものとございますので、この部分で対応ができ

ると捉えているところであります。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 例えば、今一番困って

いる方、パートで働いているシングルマザーの

方、収入が激減して、休校のため子どもの給食

もなしということで、大変苦労していますけれ

ども、もともと就学援助の対象だったかもしれ

ませんけれども、この方が、例えば今申請して、

就学援助を受けるということも可能なわけです

ね。 

○大沢芳朋議長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 学校を通しての申請

になるかと思いますが、学校のほうで、そうい

ったそれぞれの家庭の集金状況とか、そういっ

たものを踏まえ、そして学校のほうからも、こ

ちらに申出書というものが来ますので、そうい

ったもの総合的に見て判断するということでご

ざいます。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 大変ありがたいと思い

ますので、ぜひ周知を徹底して、本当に苦しん

でいる方が、少しでも救済できるように、支援

をお願いしたいと思います。 

 次に、子どもたちの人間関係づくりのエクサ

サイズということでお尋ねします。 

 今回のコロナ禍ということで、日本だけでな

く、世界各国で大変な、休校措置も取られたり

しているわけですけれども、ほかの国がどうい

う状況になっているかというのを、ちょっと調

べてみたのです。特にユニセフの研究所が行っ

た子どもの幸福度１位のオランダと２位のフィ

ンランドの状況を調べてみました。 

 オランダ、フィンランドともにＩＣＴ教育が

非常に発達しているという点が共通で、それぞ

れ休校後２日間のうちに、全部そういうシステ

ムを整えて、何らかの教育上のストップするこ

とがない、こういう対策を取ったということで、

日本も今後学ぶべき点が多いなと思いました。 

 それだけでなくて、やはり一番オランダ、フ

ィンランドがすごいなと感じたのは、自主的に

学ぶという、こういう風土が出来上がっている

ので、子どもたちも家庭も、すぐ休校になった

から慌てふためくというのではなくて、既にＩ

ＣＴを活用して自分たちで学ぶということを、
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子どもたちが自主的にやっているという、これ

がやはりすばらしいなと思った点であります。 

 特に、集団づくり、人間関係づくりという点

で、第１問目でオランダのイエナプランという

のを持ち出しましたけれども、やはりオランダ

では、今回に限らず日常的に、授業と授業の間

にサークルという、いわゆるミーティングの時

間を設けて、当番制で１人の人の発表を受けて、

それに対してみんながどういう共感的な雰囲気

をつくっていくかという、こういうことが実際

やられているという点で、今回のコロナで休校

になって、また新学期が始まったから慌てふた

めく必要はないのだということで、この辺は、

日本も今後学んでいく必要があるのではないか

と思っています。 

 ちょっと調べたところ、市内の各学校でも、

そういう学級づくりという、いろいろなエクサ

サイズをやっているようですので、これをもっ

ともっと広めて、先ほど例で示したものなど、

字面で読めば簡単にできそうな感じがしますけ

れども、実際は、ファシリテーターという、そ

ういう訓練を経ないとなかなかうまくいかない

というような声も聞こえています。ぜひ教育委

員会の指導で、ファシリテーターづくりといい

ますか、そういう人間関係づくりのエクササイ

ズというものを全ての先生ができるような、こ

ういう支援を行っていただきたいと思うのです

けれども、その辺いかがでしょうか。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 オランダのイエナプランに

ついては、もっと本当は大きい枠、イエナプラ

ンという大きい枠の中の今の特化した部分で進

められているわけですけれども、そのことにつ

いては、大変我々も評価しているところです。 

 それで、今回コロナの件で、卒業式、入学式

もずっと休みだったわけで、なかなか新しい学

年、それから小学校から中学校、それから保育

園から小学校１年生になるという、そういう部

分では、教育委員会のほうでも、普通の学年が

上がっていく、１歳上がっていくだけなのです

けれども、中学校は中学校で、中学生になった

んだからという要求とか、小学生になったんだ

からという要求がやはり出てくるわけです。 

 そういう意味で、市の教育委員会としては、

そのリレーゾーン、保育園と小学校、小学校と

中学校のリレーゾーンを長くして、ゆったりと

教育活動を進めていく、そして出会いづくりを

していくというのが、各学校の先生方が工夫し

てやられているところでございます。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 とにかく今、授業時間

をどう確保するかという点で、非常に気がもめ

ている先生とか保護者も多いと思うのですけれ

ども、やはり一番大事なのは、その辺の雰囲気

づくりとか、集団づくりというか、本当に卒業

式、入学式ができなかったというのは、恐らく

すごいトラウマになって、今後やはり大きな影

響、いろいろなところで出てくるのかなと思い

まして、そうした状況に、さらにいろいろな修

学旅行だとか、そういう学校行事が削られると、

本当に子どもたちの思い出づくりという場が少

なくなってしまうということを、非常に危惧す

るわけですけれども、その辺は、ぜひ柔軟な対

応で、集団づくりを基調に置いた学校経営をお

願いしたいなと思っています。 

 そうした集団づくりと、ちょっと矛盾するよ

うな感じもするのですけれども、学びの課題と

いうことで、新型コロナウイルスを学びの課題

にしてということで、問題提起させていただき

ました。 
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 先ほど教育長の御答弁で、感染症の予防や知

識の習得というのも当然必要なことだと思いま

すけれども、今、新しい学習指導要領の下、主

体的・対話的で深い学びというのが新しく唱え

られまして、今、現場の先生も一番苦労してい

る課題だと思いますけれども、まさに今回のコ

ロナ問題ほど、主体的・対話的で深い学びの絶

好の課題ではないかと思いまして、問題提起し

た次第なのです。 

 今回のコロナ禍に当たって、私もウイルスと

いう問題を勉強してみましたけれども、細胞を

持たず、新陳代謝も行わず、自己繁殖もできず、

生物学的には生き物ではないのだそうですね。

ただ唯一、ほかの生物の遺伝子の中に自分の遺

伝子を組み入れることができるということで、

新型コロナウイルスみたいに強い毒性を持つも

のは、宿主、そこに入り込んで生命を奪うとい

うことなのですけれども、ところが、それをや

ってしまうと、自分も死んでしまうので、ある

程度の期間がたつと毒性を弱めると、そして、

自分の遺伝子を残していくと、こういう非常に

面白い存在なのだそうですね。 

 しかも、ウイルス感染というのは人から人へ

というふうに、我々常識的に考えていましたけ

れども、実はそうでなくて、人の交流がない地

域でもインフルエンザが発生するということで、

そこで、ある人が考えたのが、宇宙空間からウ

イルスがやってくるという、そういうことを唱

えた、いわゆるアストロバイオロジー、宇宙生

物学というのを真面目に考えている人がいまし

て、その考えだと、ダーウィンの進化論では説

明もつかないことが全部納得できるというよう

な、考えれば考えるほど面白い課題なのです。 

 もう一つ、今回のコロナ禍で教訓となったの

が、カミュの「ペスト」ですね。 

 ノーベル文学賞のカミュの「ペスト」を、今

回、読み直しましたけれども、これまで高校時

代に読んだときには、不条理という、何か訳の

分からない恐ろしい小説のような印象を持って

いたのですが、今回、改めて読み直しますと、

今、求められているのは、ヒーローとか英雄と

かでなくて、誠実に自分の職務を果たす人間で

あると。自分ができることをこつこつと積み重

ねることが希望につながるのだという、こうい

ったカミュの言葉は、今の時代に強く響く言葉

ではないかとも思うわけです。 

 このように、コロナ問題を通じて感染症対策

だけでなくて、子どもたちに語りかけて、そし

て希望を導き出すという、まさに学習指導要領

の言うところの主体的・対話的で深い学びの題

材はたくさんあるではないかということで、し

かも、こうした営みが本来の教育ではないかと、

私は考えるのですけれども、教育長の考えは、

どのような見解をお持ちでしょうか。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 私も、ダーウィンとかそう

いうようなことでの認識は、大変不足していま

すけれども、これは先ほど申し上げましたよう

に、体育の時間とか、保健体育の時間だけでな

くて、教育活動全体の中でということですので、

例えば、担任が朝の時間にコロナのことについ

て話をする。そして学年で集会などをした場合

は、学年の主任がそういう話をして全員に話を

する。それからまた、校長講話などというのも

あるわけですけれども、校長講話でそれを取り

上げて話をする。そして子どもたちに、コロナ

について興味と関心を持たせて、そしてこうい

う本を読んでみたいなというふうになって、先

ほどのカミュの「ペスト」という本を読んでみ

たいなとなってくればいいなと思っているとこ
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ろです。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 ぜひ、そういう方向で

お願いしたいと思っていまして、ある心理学者

は、とにかく今、子どもたちの再出発のために

は、３か月かかるのだと言っています。３か月、

ちょっと長過ぎるのかなという感じもしないで

もないのですけれども、やはりそれぐらい、今

の子どもたちのスタートの状況というのが、普

通とは全然違うのだというところで、ぜひ、学

校の先生方も、カリキュラムの進行を焦るとい

うことでなくて、とにかく子どもたちの心身の

健康を優先して、メンバーシップの獲得という

ところに目的を置いて、今後の教育活動を進め

ていただければと思っています。 

 現場の先生方は、本当にどうしたらいいのか、

苦労していると思います。今こそ、やはり教育

委員会が現場の先生方に必要な支援を与える絶

好の機会ではないかと思いますので、その辺の

支援をお願い申し上げまして、私の質問を終わ

ります。どうもありがとうございました。 

○大沢芳朋議長 次に、１２番枝松直樹議員。 

〔１２番 枝松直樹議員 登壇〕 

○１２番 枝松直樹議員 議席番号１２番、枝

松直樹でございます。 

 今回は、最初に駅前広場整備基本設計（素

案）についての再検討を求める質問を行います。 

 山形新幹線が開通したのが平成４年、べにば

な国体の開催の年です。そして、この年が、本

市の観光客入り込み数のピークの年でありまし

た。この平成４年度と令和元年度との数字を比

較すると、その落ち込みに愕然といたします。 

 平成４年度の宿泊者数は６２万９，８５１人、

令和元年度は２４万６，７９２人。平成４年度

の入湯税を支払った日帰り客数は１２万５，４

３７人、令和元年度は４万６，３９４人。観光

客全体の数はといいますと、平成４年度が１５

６万５，２０６人、令和元年度は６１万１７５

人に減少しています。何と、その落ち込みは６

１％の減というのが、今の上山市の現状であり

ます。 

 また、かみのやま温泉駅の１日平均乗車人員

は、平成１２年度は２，１３２人、それが平成

２７年度には、市の調べによりますと約１，６

００人へと５００人減少しています。内訳は、

高校生など定期利用者が１，１００人、一般は

５００人となっております。 

 駅舎改築から四半世紀を経過し、駅利用者も

減少、さらには、将来新幹線のフル規格化を目

指している中での今回の駅前広場整備計画であ

ります。 

 ここに矛盾はないのでしょうか。しかも計画

期間が、令和２年から７年までの６年間という

長さを考えると、今々着手しなければならない

切迫感はないということではないでしょうか。 

 現在まで、四半世紀もの間、現況の敷地の中

で全てが行われてきたのであります。私は、こ

のことを最初に認識すべきだと思うのです。一

体、誰のための、何のための整備計画なのかと

いうことを考えた結果、再検討を求めるため質

問に至りました。 

 このたびの計画は、トイレを除き、駅舎には

手をつけない広場整備計画ですから、東西の駅

前広場の外側に広がる土地開発とセットになら

なければ、どれだけの意味を持つのか疑問とい

うのが、私の最初の第一印象でございます。 

 駅前広場にだけ手を加えても、市の活性化に

はつながらないと思います。駅前広場の外側に

位置する周辺の民地が空き地、廃屋、老朽化し

たビルという状態では、今回の投資効果が発揮
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されないのではないでしょうか。 

 駅前広場整備計画の目的は、大きく３点あり

ます。 

 １つ目は、歩行者と自動車の交錯する危険性

を除くために歩車分離するとともに、自動車の

分かりやすい動線を確保すること。 

 ２つ目は、回転広場に車両ごとに必要な停車

スペースを確保し、バス停留所を集約すること。 

 ３つ目は、観光客が上山らしさを感じられる

情緒とにぎわいのある駅前広場の整備、この３

点であります。 

 そこで、次の個別項目について、市長の御所

見を伺います。 

 第１に、市営駐車場への入り口変更について

です。 

 素案では、北側から進入することとしていま

すが、そのことで駐車台数が減じられます。結

果、東口に新たに駐車場を造るとのことですが、

現行の市営駐車場のままであれば、東口に駐車

場を整備する必要はないと考えます。また、北

側から進入するとなると、クリニック脇の道路

やアンダーパスの上の側道を通過することにな

り、進入経路が分かりづらいだけでなく、隘路

のため、交通事故が懸念されます。 

 次に、賑わい広場でありますが、これを造る

ために市営駐車場への進入口が北側に移るわけ

であります。賑わい広場は、観光案内所を活用

すれば十分と考えております。 

 まちの玄関口としての温泉情緒あふれる駅前

にするというのは、今回のレイアウト変更で達

成できるとは考えられません。ハードをいじっ

ても、ソフトが伴わなければ話にならないから

であります。 

 次に、交番を移設してロータリーを造る計画

でありますが、それには及ばないと考えます。

現状では、交番の前の一時駐車するスペースが

足りないのは課題だと思います。そのためには、

交番を南側の駐輪場のほうに動かすことで解決

が可能であります。現状の駐輪場には空きがあ

りますから、交番を動かす程度の面積を削った

としても支障はないと考えます。経費も、ロー

タリーを造るよりははるかに安く上がります。 

 次に、バス停ですが、本数、乗降者数を見れ

ば、現在のところで乗降しても利便性が大きく

損なわれることはないと考えます。 

 この質問をするために、朝の混み具合を確認

し、かかしクリーンアップ推進協議会の方から

も話を伺いました。高校生の状況、送りの車の

危険性、南側の駐輪場からの自転車と車の接触

の危険性を見ましたが、いずれも駅前広場のレ

イアウトを変更する必要はないものと私は判断

をいたしました。 

 明新館の高校生は、南側の駐輪場に自転車を

とめていますが、これをやめるだけで、車との

交錯はなくなります。現場を見て、今すぐすべ

きと感じたことは、広場の区画線が剝げて見え

なくなっていることについて、速やかに線を引

き直すことです。カリヨンタワーを回るロータ

リーも、こうすればスムーズに回れるようにな

ると思います。 

 高校生は、歩行者専用通路の標示が見えにく

くなっているのを、これ見よがしに歩行者専用

通路を逸脱し、タクシーの間を斜め通行する始

末。高校生のマナーを正しくするだけでも、歩

車分離は達成できると感じたところです。 

 時間はあります。市民の意見もじっくり聞い

た上で、素案の再検討をしていただきたいと思

いますが、私のもろもろの提案について、市長

の御所見を伺います。 

 次に、楽しくまち歩きをする環境整備につい
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て伺います。 

 最初に、前川に設置されている遊歩道の周辺

整備について伺います。 

 かつて、３０年以上前に、矢来三丁目子供会

が前川で灯籠流しをし、その後、それを引き継

ぐ形で上山青年会議所が主催し、数年間灯籠流

しが行われました。矢来の前川大橋付近から、

北町の長生橋辺りまで流したと記憶しておりま

す。その後、この灯籠流しのイベントがきっか

けとなったのか、平成８年から、県による「前

川ふれあいの水辺整備事業」として遊歩道が造

られたと聞いております。 

 この質問をするために調べ物をしていてびっ

くりしたことがあります。平成２５年６月定例

会の一般質問で、現在の大沢議長が「河川を利

用した観光振興について、（１）魚の放流と前

川遊歩道の活用」という質問をしていたのであ

ります。 

 大沢議員の質問の趣旨、思いは私と同じです。

せっかく造ったのに活用もされず、もったいな

いということが、まずあります。本庁地区会長

会と市長の懇談会でも、この前川のことが話題

になり、地区から要望書も上がっていたはずで

す。しかし、平成２６年以降の洪水の被害も重

なり、状況は改善の兆しどころか悪化するばか

りです。 

 「管理主体は県だから」との言葉は、解決の

道を閉ざす言葉に聞こえてなりません。大沢議

員の質問を引用させていただきます。 

 「私も、小学生の頃は、学校の帰りに川に入

り、ナマズやヤツメウナギなどを捕まえて、よ

く遊んだものです」と、このように発言をされ

ていますが、この姿を取り戻すことが大事なこ

とであります。 

 私は、川をまちづくりに生かす、このことを

考えています。川は、街に風情を与えます。ど

の街にも中心部に川があるわけではありません。

昭和３９年に公開された「何処へ」という映画

を御存じでしょうか。新人の髙橋英樹、松原智

恵子、十朱幸代などが本市でロケを行い、大川

橋のたもとの建物の２階に、新人の髙橋英樹さ

んが下宿しているという設定でありました。桜

が咲いている風情のある前川の姿が映し出され

ています。この映画に映っている上山をよみが

えらせることが、今やるべき上山のまちづくり

としてのなすべきことと私は思い続けてきまし

た。 

 今日のアシなどが繁茂している姿を取り除い

て、行政、地域、企業や個人のボランティアの

連携、協力の下、市民が川に親しむことができ

るように、市が中心になって手だてを講じるべ

きと考えますが、市長の御所見を伺います。 

 次に、大森治豊先生胸像の眉川橋への移設に

ついて伺います。 

 上山医師会のホームページを拝見しますと、

会長の挨拶の中に、次のような文章があります。 

 「さて、上山市医師会の歴史を見てみますと、

日本で初めて帝王切開を行った大森治豊は、幕

末の上山藩出身であり、文化勲章を受章した医

師勝沼精蔵や、薬学博士朝比奈泰彦も上山藩出

身者です。茂吉は格別として、この辺りが上山

医師会の源流ではなかろうかと考えています」

と、このように記されております。 

 私は、今回は大森治豊先生について質問する

わけですが、大森治豊先生を知っている上山市

民は、どの程度いるのでしょう。かつて、宇留

野勝弥先生が生きていた時代は、宇留野先生が

上山小学校に出向いて特別講話をやっておられ

たといいますから、記憶に残っている方も多い

かと思います。 
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 大森治豊先生は、７歳のときに上山藩医であ

った父に連れられて、安政６年（１８５９年）

に江戸から上山に移り、藩校明新館に学び、明

治１２年、東京大学医学部を卒業、その後、福

岡医学校に赴任し、江戸時代から明治に変わっ

て２０年もしない中、明治１８年、日本で初め

て全身麻酔による帝王切開手術に成功し、母子

ともに命を救ったのであります。 

 明治３６年、京都帝国大学福岡医科大学、現

在の九州大学が創設され、初代学長兼附属医院

長となり、我が国における内臓外科の神様とし

て活躍したと言われております。 

 九州大学病院には、フロックコートに身を包

んだ大森先生の大きな銅像が立っていますし、

東門から大学病院へ至る道は、大森通りという

名前で今に残っております。 

 本市の大森先生の顕彰碑としては、上山小学

校の脇に、宇留野先生が昭和４７年２月に建立

し、市に寄贈したという胸像があります。そし

て、胸像の横には、大森治豊先生帝王切開百周

年記念碑が建っています。これは、昭和６０年

１１月に九州大学医学部同窓会が費用を全額負

担し、大森先生の胸像の周辺整備を行った記念

碑であります。 

 一方、二日町の眉川橋のたもとに、かつて小

林病院があったところには「九州大学創設者大

森治豊先生宅祉」という碑があり、側面には

「帝王切開創始者」と記されています。これは、

やはり宇留野先生らによって、昭和３９年２月

に建立されたものです。 

 何年か前に、まち歩きのための看板も設置さ

れていますが、そう目立つものではありません。 

 そこで私は、上山小学校にある胸像を眉川橋

のたもとに移せないかと考えました。そのこと

で、より多くの人の目に触れ、大森治豊先生の

顕彰につながると思います。 

 市民の認知が進み、学校や図書館などでも郷

土の偉人として取り上げていただければと願う

ものであります。胸像の移設について、教育長

の御所見を伺いたいと思います。 

○大沢芳朋議長 この際、枝松議員に対する答

弁の前に、正午にもなりますので、昼食のため

休憩いたします。 

 午後は１時から会議を開きます。 

    午前１１時４４分 休 憩 

                  

    午後 １時００分 開 議 

○大沢芳朋議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 枝松直樹議員の質問に対する答弁を求めます。

市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １２番枝松直樹議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、駅前広場整備基本設計の再検討につ

いて申し上げます。 

 基本設計については、市民、駅利用者及び関

係団体などの意見を踏まえた整備活用方針のほ

か、かみのやま温泉駅前広場利活用検討委員会

における議論等に基づき策定しております。 

 議員御指摘の基本設計に対する個別項目につ

いては、これまで説明し、お示ししてまいりま

したとおりであり、現況を生かした設計につい

ては、車道と分離された歩行空間創出等の整備

目的が達成されないものと考えております。 

 なお、今後の事業の進め方については、パブ

リックコメントや市民の意見を踏まえながら、

引き続き丁寧に進めてまいります。 

 次に、前川に設置されている遊歩道の周辺整

備について申し上げます。 
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 前川の治水対策と環境整備は、管理者である

県が行うものでありますが、河川愛護活動支援

制度を活用することで、市民、企業、市の連携

協働による一定の環境整備は可能となっており

ます。 

 前川において、同支援制度を導入するため、

既にこれまで市では、建設機械を所有する企業

に対し、地区を支援する活動への参加の賛同を

得るとともに、沿川地区会に対して愛護活動団

体の参加を働きかけてまいりました。 

 引き続き、協働による前川の環境整備が可能

となるよう、沿川地区会に声がけ等を行い、支

援してまいります。 

 なお、河川内の雑草や堆積している土砂の撤

去など、治水対策となるしゅんせつ作業につい

ては、管理者である県に要望しております。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

〔古山茂満教育長 登壇〕 

○古山茂満教育長 １２番枝松直樹議員の御質

問にお答えいたします。 

 大森治豊先生胸像の眉川橋への移設について

申し上げます。 

 胸像は、大森先生が学んだ藩校明新館の近く

に建っていること、大森先生が初代医学部長を

務めた九州福岡を遠く望んでいること、さらに、

九州大学医学部同窓会において、胸像周辺整備

費用の全額を負担し、一体的に整備しているこ

となど、設置経過を含め、設置に関わった方々

の思いを大切にしなければならないことから、

胸像を現在地から移設する考えはありません。 

 なお、教育委員会で編集発行した「かみのや

ま人物記」において大森先生を紹介しており、

各学校や市立図書館において活用が図られてお

ります。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 それでは、それぞれ

詳細についてお伺いをいたします。 

 まず最初の駅前広場の関係でございますが、

今年度中に、予定ですが、立地適正化計画とい

うのが策定されようとしております。その計画

と、今回の広場整備計画との整合性がどう図ら

れるのかということが、私の最大の関心事でご

ざいます。 

 先ほども申し上げたのですが、東西の駅前広

場の外側に広がる土地開発と、このたびの素案

がセットにならないと、今回の整備計画が、ど

れだけ充実したものになるのかと、甚だ疑問で

ございます。駅前広場だけに手を加えても、市

の活性化にはつながらないと申し上げましたけ

れども、その周辺の民地、空き地、廃屋、老朽

ビルと、こういったものについて、投資効果が

発揮されないと思いますけれども、市長の御所

見を、この点について見解をお伺いいたしたい

のですが。このたびの広場整備計画と立地適正

化計画との関係なのですが。 

○大沢芳朋議長 建設課長。 

○須貝信亮建設課長 駅前整備と立適の関係と

いうことでございますけれども、駅前整備につ

きましては、昨年の２月に、まちづくり全体を

お示ししました都市マスタープラン、これの中

で市街地整備事業ということで、駅前事業の実

施については位置づけをしております。 

 いわゆる土地の利用の関係につきましては、

駅の西側、東側、こういったところも含めて、

今申し上げた計画でお示しをさせていただいて

おりますので、これに基づいて進めていきたい

ということでありまして、なお、御発言のとお

り、今年度立適、今作業をしてございまして、

なるべく早期にお示しできればなと考えておる

ところでございます。 
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○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 それでは、再度伺い

ますが、今年、令和２年度、それで都市計画事

業費が約２，８００万円あると思いますが、当

初予算で、その中には、ファサード改修、立地

適正化計画の策定に要する委託料、そして今回

の広場計画に関する調査費用、移転に伴う調査

費用などが入っていると思いますが、令和７年

度を最終年とすれば、具体的に作業はどう進め

られていくのか、今年度、来年度、それ以降、

土木工事はいつから始まるのか、この辺につい

て、改めて伺います。 

○大沢芳朋議長 建設課長。 

○須貝信亮建設課長 御発言のとおり、今後の

スケジュールということでありますけれども、

今年度、先般お示ししてございますけれども、

１年程度見直しといいますか、延長させていた

だくということで御説明しておりますけれども、

事業そのものをどうのこうのということでは当

然ございませんので、今年度につきましては、

物件の調査ですとか、全体の事業費をしっかり

と抑えるという必要もございますので、今年度

は物件の調査、それから用地の調査、こういっ

たところをしっかりやらせていただきまして、

来年度につきましては、当初、来年度から交付

金を活用した事業を進めるということでありま

したけれども、この間の御説明のとおり、今年

と来年度にかけて丁寧に事業の説明を、地元等

に説明をさせていただくという期間として捉え

ておりますので、その後、来年度以降の部分に

つきましては、今後の状況なども当然出てきま

すので、今のところ申し上げられるのは、しっ

かりとした見直しをする関係の作業をさせてい

ただいて、交付金事業につきましては、１年先

ということになりますので、現時点では、令和

４年度から進めていければなと考えております。 

 その後につきましては、これからの状況で変

わってくるというふうなことがありますけれど

も、その後はまた、適宜情報を出させていただ

ければと考えてございます。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 改めて９月議会以降

でもお伺いすることになると思いますが、タイ

ムスケジュールも、ちょっとこれからまた揺れ

動いていくような感じと私は受け取りました。 

 交付金事業が令和４年からということであり

ますし、パブリックコメントが１８件も来てい

るということ自体が、これは今までにない、私

は市民が大変大きな疑問を持っていることの表

れでもあると思います。 

 昨日、私の家に駅前関係の人が来まして、明

日頑張ってくださいと言うのですね。何だと思

ったら、本当に、その人なりの意見を私も伺い

ましたけれども、これはかなり調整するのにも

時間がかかるのではないかと思います。 

 特に一番大きい問題は、市営駐車場に北側か

ら進入するということについては、どう見ても

合点がいかないということでありますから、こ

れについて、回答は今はいいです。個別にいろ

いろお話しさせていただきましたけれども、今

回は見送りをさせていただいて、次回の議会に

させていただきます。 

○大沢芳朋議長 副市長。 

○塚田哲也副市長 駅前広場について、関わっ

てきたので、一言だけ申し上げたいと思います。 

 北側については、これまでも御説明させてい

ただいているとおり、改めてここは、もともと

我々は安全・安心ということを確保したいとい

うことで、どういうやり方があるかということ

で、北側に入り口を設けようということが１つ
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の方法だなと思って提案をさせていただきまし

たが、御意見をいただいたので、ここは改めて

再度検討すると申し上げたところです。 

 その上で、今回の駅前広場の目的については

３点あったと。安全・安心、それから一般車と

バス、その乗換えの利便性の向上をする、それ

から混雑緩和を図る、それから上山らしさの醸

成と、この３つを達成したいというふうに考え

ていて、それに基づいて調査をして、アンケー

トも取って、法令の基準、それから国の駅前指

針に基づいて提案をさせていただいたところで

す。 

 ここまでのところは、我々の考え方をお示し

させていただいたというところです。もちろん、

整備するに当たっては、いろいろな御意見もあ

ります。インフラ整備というのは、とかく情報

の非対称性とよく言われますので、今回、枝松

議員もマナーで解決できるというところも、１

つ情報が十分渡っていないというところの表れ

なのかなと思っていますので、このあたり、対

話を重ねて、さらにいいものにしていきたいと

思っています。 

 それからもう一点、ここの乗換え利便性向上

というの、人口問題のこと、何で今なんだよと

いうようなことをおっしゃいましたけれども、

人口も減っていく一方で、高齢化も進んでいく

ということであれば、公共交通環境というのは

しっかり整備していく必要がある。バス停につ

いては駅から離れたところにありますけれども、

１７０本ぐらい出ているということでございま

すので、そこを駅にくっつけるということで、

さらに公共交通環境は向上すると考えています

ので、このあたりも丁寧に説明して、御理解を

いただくように努めていくということになって

いると思っております。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 副市長におかれまし

ては、本当に今回最後の議会になろうかと思い

ます。これまでどうも御苦労さまでした。 

 最後に１点だけ、駅前について、交番につい

てだけ１つ申し上げて終わりたいと思いますが、

駅前の交番の裏手には、駐輪場とフェンスのと

ころに結構なスペースがあるということを、今

回確認してまいりました。さらに、交番の西側

に６台分の駐車場があります。これを何に使う

かというと、交番に勤務する警察官の方が使う

のです。ところが、ほとんど１台、多くて２台

です。それも含めて、ぜひ御検討をいただきた

いということを申し上げておきたいと思います。 

 それでは、次に前川についてですが、「市で

も引き続き支援してまいります」というのが、

先ほどの回答でしたけれども、今までうまく機

能してこなかったということがあると思うので

す。ですから、これ以上地区に対して、あるい

は企業に対して期待をしても、なかなか難しい

と思いますので、従来のやり方と変わったやり

方を、ぜひ御検討いただきたいと。特に、地区

では高齢化や人数も少なくなっておりますし、

過大な期待は難しいのかなと。 

 先般、県議会議員の秘書の方ともお話ししま

して、今年度中ですか、しゅんせつもするよう

な予定だということを伺っておりますけれども、

しゅんせつしても一時的なものですから、その

後の、特に飛び石ですね、遊歩道が右と左と交

互にあるのですが、その間を行き来できるよう

な状態ではございません。飛び石が埋没してい

ます。さらに、ガードレールも貧弱で、あそこ

ちょっとふざけて接触したりしたら、河川に入

っていくという危険性もありますので、ぜひ、

この辺の問題点をさらに洗い出していただいて、
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どういう組織が機能できるのか、御検討をいた

だきたいと思いますが、この件について、何か、

もし方針等がありましたら、お伺いいたします。 

○大沢芳朋議長 建設課長。 

○須貝信亮建設課長 平成２９年から７つの沿

川の地区会の方と、いろいろな取組といいます

か、川についてのまちづくり、きれいにするの

だといいますか、そういった働きかけをお願い

をしておりますけれども、御発言のとおり、な

かなか地区におかれましても、いろいろな御事

情もあるということで、この間、ちょっと進め

切れていないというのもありますけれども、い

ずれにしましても、河川を地元に親しんでいた

だけるような取組を進めていく必要が当然ござ

いますので、今後、引き続き地区会と話し合い

ながら進めていきたいと思っております。 

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。 

○１２番 枝松直樹議員 今年の３月議会で、

私は旧村尾旅館を活用したお城周辺の整備につ

いて提案をさせていただきましたけれども、今

回の前川の河川整備については、一方ではお城

周辺なのですけれども、あれだけいい河川があ

りますから、川をまちづくりに生かすという観

点で、私は質問させていただきました。 

 川と住民との関係ですが、これが今、敵対関

係にあるのではないかと思っているのです。か

つては、川の恵みというか、川から恩恵を受け

ていた部分が、今は氾濫とか何かそういう関係

で、川を管理する対象にしてしまっている。そ

ういう関係で大変不幸な関係にありますから、

やはり川と共存できるような、恵みを受けるよ

うな管理をぜひ目指していただきたいと思いま

す。 

 次に最後の大森治豊先生の関係でございます

が、今回、質問するに当たって、市の職員ＯＢ

の方にお話を伺いました。そして、先ほど教育

長、大変申し訳ございませんが、私に対してゼ

ロ回答でしたけれども、やらないという、理由

が全く筋が通っていないと私は判断をいたしま

した。 

 まず、順番に言うと、藩校の明新館の近くに

建っているということ、それから九州のほうを

向いているということ、それから、設置経緯を

含めて設置に関わった人の思いを大切にしなけ

ればならないと。この３点を私に対する反対の

意見として述べられて、だから移設しませんよ

と。だけれども、これは全く私は違うのではな

いかと思っています。 

 市民会館がかつてあって、そこに建てたわけ

ですが、当時、昭和６０年に、九州大学医学部

の同窓会が、あそこに碑を造ったわけですけれ

ども、それまで毎年、医学部関係者が、九州か

らわざわざ足を運んで、大森先生のお墓、浄光

寺にあるのですが、そこをお参りをし、さらに

裏町の宇留野先生の自宅に行って線香を上げた

と、こう証言されています。 

 それで、それが何年か続いて、明治１８年に

帝王切開をやっていますから、そこから数えて

１００年の昭和６０年１１月に、あそこに碑を

造ったと、こういうことですね。 

 当時、高低差がありましたから、そこに階段

を造ったり、植え込みを整備するなどしてやっ

たと。当時そこは市民会館の脇だったと、こう

いうことです。 

 今回、市職員ＯＢの方に話を聞いたところ、

大変いい提案だと。その人も関わったわけです

が、当時、そんなこともありまして、ぜひ、九

州のほうには向かないかもしれませんが、ぜひ

これを住居跡と合体して、大森先生の顕彰をし

ていただくことを切に御要望申し上げておきた
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いと思います。終わります。 

○大沢芳朋議長 次に、１４番髙橋義明議員。 

〔１４番 髙橋義明議員 登壇〕 

○１４番 髙橋義明議員 議席番号１４番、会

派孝山会、髙橋義明であります。 

 通告に従い順次質問をさせていただきます。 

 初めに、茂吉記念館前駅周辺の整備について

であります。 

 当駅は、１９５２年３月、北上ノ山駅として

開業、付近に県立上山農業高等学校、競馬場が

あり、１９６８年９月、斎藤茂吉記念館の開館

もあり、最寄り駅として多くの利用客がありま

した。 

 その後、高等学校と競馬場はなくなり、跡地

利用が懸案となっておりましたが、近年におい

て大型倉庫店や大手医薬品工場をはじめ多くの

企業誘致が進んでまいりました。 

 また、直売所、セレモニーホール、飲食店も

集積し、本市最大の医療・福祉施設が拡張され

るとともに、近くには新興住宅街も広がりを見

せております。 

 茂吉記念館前駅を最寄りとする北部地区は、

このように地の利を生かして発展してきたわけ

でありますが、これからは、どう定着させてい

くかです。人口減少社会の中で、社会資本を充

実させながら、定住人口をいかに拡大基調で定

着させていくか。それができるのが北部地区で

あります。 

 働く場所があり、医療機関があり、福祉施設

があり、文化施設があり、景観がよく散策がで

きる環境があり、いまだ開発の可能性を残して

いる魅力的なエリアであります。それにふさわ

しい駅周辺の環境整備が望まれます。 

 北部地区の土地利用を考える上で、喫緊の重

要な課題が２つあります。 

 １つは、温泉健康施設予定地であった用地と

源泉の利用策であります。これについては、土

地所有者である斎藤茂吉記念館と協議をして検

討していく案件です。記念館にとって、温泉健

康施設はリニューアル後の入館者数の増を見込

める好材料として大いに期待していたために、

今回建設に至らなかったことを残念に思う理事

の声が伝わっております。 

 リニューアル前の入館者数の推移を見てみま

すと、べにばな国体のあった１９９２年度の７

万９，３２１人、１日平均人数２２６人をピー

クとして下がり続け、最近は１万人前後、１日

平均で３０人前後と２桁が続き、開館当初と同

程度にまで低下しております。記念館関係者の

期待の大きさがしのばれる数字です。 

 私としても、議員になった直後の２０１１年

６月２１日と翌年の１２月４日の２回、温泉健

康施設の実現に向けての一般質問をしておりま

す。温泉を科学的に利用することは、４０年来

考えてきたことでありますから、それなりの思

いがあります。 

 ２号源泉は、弱アルカリ性単純泉とはいえ、

３５度あり、できれば有効に活用する事業体に

売却か貸与したいところです。記念館との協議

と、その後の展開に期待するとともに、議会と

しても真剣に考えるべき問題です。 

 もう一つの課題は、県有地です。県は、本市

にとっても好影響をもたらす土地利用について

検討を進めているとのことですが、このことに

より、今後、本市が借用している県有地を返却

しなければならないことが想定されます。県有

地の中には、本市が造った駐輪場や市道、ある

いは市民農園や景観をよくするための取組に供

した用地が存在しており、返却時には、現在あ

る道路をはじめ現状の利活用が維持できるのか



－９４－ 

危惧しております。 

 加えて、斎藤茂吉記念館の将来と、さきに述

べた北部地区の発展など、本市にとっては斎藤

茂吉記念館の機能が十分に発揮され、山形駅ま

で９分の利便性が生かされることが重要と考え

ております。 

 そのために私は、次の３点について提案する

ものであります。 

 １点目は、県有地内の今後の市道の在り方で

あります。 

 改めて当駅に通じる道路を見てみますと、主

要地方道山形上山線と平行に走る道路があり、

そこから３本坂を下る形で道があります。最も

みゆきが丘団地に近い道路は、センターライン

つきの６メートル道路と見られ、側溝を含める

と道路用地の幅は約７メートルあり、市民農園

まで延びています。そこから左折しますと、約

５メートル幅となり、駅に通じる中央を下る道

路と交差します。中央の道は、アスファルト幅

が約６メートル、車道外側線の幅は４．５メー

トルです。交差点より駅に下る道幅は約２．５

メートルとなり、そこには「この先７０メート

ル通行止め」の標識があります。軽・小型特殊

以外通行止めとなり、通勤時間帯には、安全上、

歩行者以外は自転車とバイクのみとなります。 

 交差点から先は２．８メートルの道となり、

最も北寄りの約３メートル幅の下り坂に続いて

おります。この北寄りの道は、道幅が狭い上に

草木が繁茂して暗く、市民からは、毎年のよう

に苦情が出ているところです。 

 令和２年２月１７日、北部地区公民館におけ

る第７次上山市振興計画後期基本計画の地区説

明会の際にも、北部地区の住民からは、駅に至

る環境の実態について、細部にわたっての発言

がありました。内容は、多岐にわたるものでし

たが、その中でも、駅までの道路の見通しの悪

さや暗さを含めた歩行者の防犯上の危険性を感

じていることと、車での送迎の不便さにも言及

しておりました。 

 確かに、送迎車は駅まで近づけず、駐車スペ

ースやロータリーがないということで、無人駅

とはいえ時代のニーズに合わず、困っている地

区民が多いことを主張しておられました。 

 一般的な駅なら普通にある送迎車用の駐停車

スペースと、車の方向転換用のスペースが当駅

では地形的に無理があり、改善するには土の移

動が必要であることを以前から感じておりまし

た。 

 当該地の利用について話題になるたびに、実

現のタイミングを模索していたわけです。県有

地を自由にはできないこともあり、実現は困難

なことでありました。 

 今後の県の利活用等を勘案すると、県道から

駅へ通じる道路は、でき得るならば額縁状に道

路を回し、駅に接する形で整備していただけれ

ば合理的なのではないかと考える次第です。 

 県で整備した南側の道路を生かした形で延長

し、道幅も同規格のまま北側出入口まで外周さ

せていただければ、双方向の通行が可能となり

ます。 

 市民をはじめ駅利用者の利便性を将来にわた

って確保できますよう、県に要望していただき

たいと存じますが、市長の御所見をお伺いいた

します。 

 ２点目は、屋根つき駐輪場の設置です。 

 現在、同駅前には駐輪場が整備されており、

主に高校生や大学生に利用されています。基礎

が打たれ、パイプの仕切りがなされており、倒

伏防止やチェーンでつなぐことも可能です。か

なりしっかりした造りでありますが、屋根がな
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く、雨ざらしとなります。特に冬は風雪にさら

され、積雪、夜は凍結することもありますので、

ぜひ屋根つきにしてもらいたいところです。 

 この駐輪場も県有地を借りて本市が市民生活

課所管で整備し、管理しているものですが、継

続的な駐輪場の機能維持は必要でありますので、

屋根の整備も含め県に要望していただきたいと

存じますが、市長の御所見をお伺いいたします。 

 ３点目は、斎藤茂吉記念館に通じる階段の改

良であります。 

 当駅で上りの２番線を下りると、「これより

左にお進みください」と、記念館への案内が目

に入ります。無論、下りの１番線ホームからは、

踏切を通って東側に回ることになります。遠方

から茂吉を訪ねてみえる方の多くは、この小道

を通ります。年齢的には、年を追うごとに高く

なっています。この小道には手すりつきの階段

があり、大変風情があります。ここに階段を造

ってくれたことは、実に気の利いた手だてであ

りました。なぜなら、ここは急な坂になってお

り、滑りやすいため上りやすくするための工夫

はされていたのですが、来館者はここを通らず

大通りまで上り、大回りして陸橋を渡るルート

が通常視されていたようであります。 

 ＪＲ利用者は、新幹線を山形で降り、駅で食

事を取ってから上り電車で訪れ、この階段を上

るというパターンが増えているといいます。か

みのやま温泉駅で降り、観光案内所等で食事を

してから訪れる客を増やしていきたいところで

す。 

 無論、この階段を通るのは来館者ばかりでは

ありません。記念館の職員の話によれば、金瓶

地区をはじめ地元の方の駅利用者は、この道を

通り、また、ウォーキングコースにしている市

民も増えてきたといいます。しかし、ありがた

いはずのこの階段が、利用者にとっては意外に

きつく感じられている様子に、心を痛めている

といいます。よく見ると、階段は擬木で、１段

の高さが擬木２本分で造られており、手すりを

利用しても、上り下りの負荷が大きく感じられ

ます。 

 ここは利用しやすくするため、階段の高さと

ピッチを調整してはいかがでしょうか。ここは

県有地ではないので、市ができることです。な

るべく早く改良を施して、利用者に喜んでもら

いたいものです。市長の御所見をお伺いいたし

ます。 

 次の質問は、農地つき空き家による田舎暮ら

し指向移住者受入れについてであります。 

 私は、平成２７年９月４日の一般質問で、農

地つき空き家を利用した定住促進について質問

をしております。全国的な田園回帰の潮流の中

で、この事業を進めることは、農村の人口減少

対策、耕作放棄地の抑制や農村の活力増進に寄

与するとして、農業体験用施設とお試し空き家

の準備や、農地、農家空き家バンクの整備と情

報発信についての提案をいたしました。 

 市長からは、調査研究は進めるとしながらも、

農地の貸手の協力や農家の受入れ態勢の重要性

が指摘されました。地域ぐるみの受入れ態勢の

醸成を図ることが、まず大切であることが示唆

されたわけです。 

 当時は、本市の空き家政策の黎明期でありま

したが、空き家バンクや県、東北芸工大等と連

携して取り組んだ空き家再生リノベーションプ

ロジェクト、ワインの郷プロジェクトによるワ

イン用ブドウ生産者や醸造家の移住とワイン畑

の取得が進み、そして現在の産学官金が連携す

るＮＰＯ法人かみのやまランドバンクの取組に

より、市中心部における上山型の空き地、空き
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家政策が、他市からも注目されるまでになった

わけであります。 

 さて、県外からの新規就農者の多くが、ワイ

ンの郷プロジェクト関係者の方と、その家族で

あり、園地は松沢、久保手、生居などに求めら

れており、農地つき空き家の実績については、

５月に認可されたばかりの方で土地は１ヘクタ

ールとなります。 

 こうしてみますと、本市へは耕作目的が明確

な方ばかりであり、当初想定の田舎暮らし指向

とは一線を画すものであります。 

 このような中、最近は家庭菜園程度を想定し、

空き家に付随する農地の面積要件を１平方メー

トルとする自治体の取組の例が目を引くように

なりました。つまり、多種多様な業績や生活様

式を持ちながら、田舎暮らしを楽しむというラ

イフスタイルを可能にする方法です。 

 このたびの新型コロナウイルス禍でのテレワ

ークに見られるように、新しいライフスタイル

の定着が模索される中で、本市への移住を促進

するＰＲの一つとして、新しく組み込めるもの

でもあると考えますが、農地つき空き家による

田舎暮らし指向移住者受入れの推進について、

市長の御所見をお伺いいたします。 

 また、現在本市での農地取得下限面積は２０

アール、空き家に付随する農地の場合は１アー

ルです。１アールは１００平方メートルで、こ

れがハードルになる場合もあります。実際の畑

が１００平方メートル以上なければならないと

いうことになりますし、１００平方メートルで

は多いと感じている方もいます。 

 この際、空き家に付随する農地の場合は１平

方メートルとし、幅広い需要に応えながら、本

市の定住人口を確保していくべきと考えますが、

空き家に付随する農地の取得下限面積の引下げ

について、農業委員会会長の御所見をお伺いし、

私の質問といたします。 

○大沢芳朋議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １４番髙橋義明議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、県有地内の今後の市道の在り方につ

いて申し上げます。 

 駅利用者の利便性の向上や安全性の確保のた

め、県道から茂吉記念館前駅につながる市道は

必要と考えておりますので、今後、県有地の土

地利用計画に併せ、将来的な市道の在り方につ

いて県と協議をしてまいります。 

 次に、屋根つき駐輪場の設置について申し上

げます。 

 駅周辺の駐輪場につきましては、駅利用者の

利便性のために必要な施設と考えており、引き

続き適正な維持管理に努めるとともに、今後も

駐輪場が確保できるよう、屋根の整備も含め、

必要に応じ県と協議をしてまいります。 

 次に、斎藤茂吉記念館に通じる階段の改良に

ついて申し上げます。 

 当該階段につきましては、手すり設置等の補

修工事を平成２８年度に実施しておりますが、

階段の踏み面が洗掘されるなど、経年等により

歩きにくさが出ている箇所があることから、今

後、駅利用者等のニーズを伺いながら補修して

まいります。 

 次に、農地つき空き家による田舎暮らし指向

移住者受入れについて申し上げます。 

 これまで農地つき空き家を希望する移住相談

は少ない状況でありますが、本市が持つ自然及

び農業を行う環境は、移住・定住を促す強みで

あることから、移住希望者のニーズに応える多

様な対応策の一つになると考えております。 
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○大沢芳朋議長 農業委員会会長。 

〔花谷和男農業委員会会長 登壇〕 

○花谷和男農業委員会会長 １４番髙橋義明議

員の質問にお答えいたします｡ 

 農地つき空き家による田舎暮らし指向移住者

受入れについて申し上げます。 

 農地の取得下限面積については、農地の保有、

利用の状況及び将来の見通し等から見て新規就

農を促進するために適当と認められる面積を毎

年設定しており、面積の引下げについては、農

業委員会において協議をしてまいります。 

○大沢芳朋議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 それでは、順次、質

問したいと思います。 

 初めに、茂吉記念館前駅周辺の整備について

でありますが、市長には、大変御理解を賜った

ものと受け止めております。 

 県と、あるいは知事との協議が予定されてい

るわけでありますが、次はいつ頃になる予定な

のかお伺いします。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 例年ですと、５月頃、６月

頃だと思いますが、今回の新型コロナウイルス

の関係で、日程調整をしておりますが、おおむ

ね７月の上旬ぐらいになると、今、調整してい

るところでございます。 

○大沢芳朋議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 ７月上旬の頃になる

だろうというようなことで、大変、時期的にも

恵まれたなというふうに受け止めさせていただ

きました。 

 早速の対応に感謝するところでありますが、

ところで、県有地につきましては、どのような

使い方に今後なるか分からない中で、敷地を最

も自由に使える方法というものを考えたときに、

私は額縁状にして駅に接する形が合理的だなと

いうふうに考えましたけれども、基本的には、

市長もそういう考えに同意していただけるもの

かと思いますが、これについてはいかがでしょ

うか。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 提案は額縁状ということで

ございますが、県の土地利用がどういうふうな

形で利用されるのかということもございまして、

額縁状が理想的かもしれませんけれども、もし

かしたならば、南側の道路を整備をして、安

全・安心な駅前の行き来ができるようなという

ことになるかもしれませんし、ここは県がどう

いう企業といいましょうか、あるいはどういう

利用の仕方をするかによって違ってくると思い

ますが、いずれにいたしましても、駅利用者が

支障を来さないような道路の整備は、当然、知

事だって考えていると思いますし、私も考えて

おりますし、その辺は具体的に土地利用がなっ

たときに、その話が出てくるものと考えており

ます。 

○大沢芳朋議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 よく分かりました。

ぜひ、市長の最初の答弁にもありましたように、

駅利用者の利便性の向上、そして安全性の確保、

そして、今おっしゃられたところの利用者の利

便性なども、それから私が最初に申し上げまし

た今後の北部地区全体の発展にも大きく関わり

を持ってまいることですので、今後の県とのお

話合いに期待を寄せるところでありますので、

市長にはよろしくお願いをするところでありま

す。 

 次に、屋根つき駐輪場の設置についてであり

ますけれども、今、７月あたりに知事との話合

いが持たれるとのことですけれども、実際に県
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に返還をする時期といいますか、次の利用が実

際に行われるのは、いつ頃なのかということに

ついては、現在のところ、市長のほうではどの

ように感触として受け止められていらっしゃい

ますか、お伺いします。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 県の土地利用の中で、あの

駅前の駐輪場まで果たしていくのかどうなのか。

我々としては、やはりそこまでということでな

くて、やはりそこは最小限確保してくださいと

いうのが我々の考え方でございますので、これ

は、これからの調整だと思います。個人的には、

確実な市道、確実な駐輪場、駅前広場というの

でしょうか、そこは担保していただくというこ

とは強く申し上げていきたいと考えております。 

○大沢芳朋議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 私は、今の屋根つき

駐輪場の件について、２つのことを心配してお

るわけで、１つは、間もなく土地利用が検証と

いうか、新しいやり方に変わると、返還すると

いうことであれば、手戻りにもなりますので、

市が今管理しているわけですから、市の手で屋

根を今つけるというのは、手戻りになるという

ような観点から避けるべきだろうと思っている

わけです。 

 しかし、何年かかるか分からないよと、数年

かかりますというようなあんばいでありますれ

ば、できることなら、簡便な形でも結構なので、

屋根をつけることによって、その機能が保証さ

れやすくなるというふうに思っているところな

ので、その管理が移る時期がいつ頃になるかと

いうことが、１つは気になったところなのであ

ります。 

 まだ、いつかということについては、情報は

ないと理解してよろしいのでしょうか。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 いつかということについて

の情報というのはございません。ですから、今

度会ったときに、２人で話ししようと思ってい

ます。 

○大沢芳朋議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 それでは、いつかと

いうことについては、私がそういうことを考え

ているということを、市長の頭の中に記憶にと

どめていただきまして、よろしく判断をお願い

したいなと思います。 

 もしも、ちょっと時間が長くかかるようなと

ころであれば、先ほど私が申し上げましたとお

り、市の手で建てるということも、１つの選択

肢であろうかと思います。そのときには、金谷

側にも実はありまして、昨日ちょっと見てみま

すと、茂吉記念館前駅の西側にも５０台ちょう

どありました。そして、金谷側には１０台あり

まして、うち１台がバイクでありました。 

 そんなこともありまして、可能かどうかは、

分かりませんけれども、やるなら両方なのかな

というような、これも申し上げさせていただき

たいと思います。 

 駐輪場については、そのように考えていると

ころでありますので、比較的早く返還の時期が

来るのであればいいのですが、そうでない場合

はお考えをいただきたいなと思っているところ

です。 

 次に、第３点目の斎藤茂吉記念館に通じる階

段の改良についてであります。 

 これも、市長からは大変理解をしていただい

たというふうに思います。 

 この階段ができましてからは、非常に付近の

景観がよくなりまして、ここを通っていけるの

だなということが明確になりましたし、市民の
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中でも、大変好評であるということであります。 

 また、このたびの質問に当たって、先日、踏

み込みの面のところ、ちょっと低くなっている

部分があったのですけれども、早速、建設課の

ほうで砂利を入れていただくとか、今できるこ

とをすぐにやっていただいているということに

対しまして、まずは感謝申し上げたいなと思い

ます。 

 これは応急措置でありますけれども、今後の

補修の方法について、いろいろな選択肢がある

と思いますが、今考えておられるような具体策、

できる範囲で構いませんが、御紹介をいただけ

ればありがたいと思いますが、いかがでしょう

か。 

○大沢芳朋議長 建設課長。 

○須貝信亮建設課長 できるだけ早期に補修し

たいという考え方がありますけれども、内容に

つきましては、御質問の中にもございましたけ

れども、現況の擬木、使えるものとそうでない

箇所もございますので、なるべく高低差はなく

すような考え方と、あといわゆる踏み面、奥行

きですか、こういったところを歩きやすいよう

な考え方で、できるだけ早期にやっていければ、

修繕という扱いでやらせていただければなと思

っております。 

○大沢芳朋議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 大変便利な上に景観

もよくなっておりますので、その方向で進めて

いただきたいと思います。 

 ついでに申し上げますけれども、その隣にチ

ェーンを張ってあるところがありまして、そこ

は階段を上れない人が、いわゆるあのスロープ

ですと車椅子でも対応できるようなスロープで

ありまして、その先には、よい水飲み場とか、

島木赤彦の短歌が、石碑があるというような環

境にございます。 

 ぜひ、そこも将来整備をする必要があるのか

なというふうに見ております。 

 それから、最後の農地つき空き家による田舎

暮らし指向移住者の受入れについて、簡単に申

し上げますけれども、市長並びに農業委員会会

長におかれましては、大変御理解をいただいた

と力強く思っているところです。 

 昨年の行政視察で伊賀市に行って学んできた

わけですが、京都市におかれましても、次々と

１平米が実現し、または検討も進められている

という状況を見てまいりました。 

 少しでも空き家、それから耕作放棄地の拡大

を食い止めるとともに、小さな農地で農業に触

れた移住者が、地域の農業の担い手になってく

れるということを期待しているというふうなこ

とで、本市でも、今後の展開に大きく期待をし

ているところであります。 

 最後になりますけれども、本市の空き家政策

を進める上で、塚田副市長におかれましては、

大きな啓示を与えていただいたことに対するお

礼を申し上げなければと思っているところです。 

 それは、平成３０年８月３日、新湯の旅館の

一室でありまして、その講演会でのことであり

ます。本市に合った空き地と空き家の活用の仕

方、そして行政がまちぐるみで行う新しい土地

開発の手法について、詳細に御教授を受けたと

ころであります。 

 現在の上山型空き地・空き家政策として結実

したものであります。副市長におかれましては、

４年間、多岐にわたる仕事をしていただきまし

たが、今後とも、本市の人口問題にも引き続き

まして、御健勝にての御協力をお願い申し上げ、

私の質問を終わります。ありがとうございまし

た。 
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○大沢芳朋議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午後 １時５８分 休 憩 

                  

    午後 ２時０８分 開 議 

○大沢芳朋議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、９番川口豊議員。 

〔９番 川口 豊議員 登壇〕 

○９番 川口 豊議員 議席番号９番、市民ク

ラブ川口豊でございます。 

 通告に従いまして、順に質問をさせていただ

きます。 

 １つ目、新型コロナウイルスに対する小中学

校の対応について質問いたします。 

 新型コロナウイルス感染拡大という惨事は、

私どもがかつて経験したことのない大惨事であ

ります。感染エリアを全世界に広め、中国の武

漢市において感染が拡大したという報道を受け

てから、約６か月、半年が過ぎようとしており

ますが、いまだ完全終息のめどが立たない状況

が続いております。 

 本市におきましても、４月１日に初の感染者

が確認されてから、しばらくは感染拡大傾向に

ありましたが、市当局をはじめ市民各位の様々

な協力、そして御努力の結果、その後の感染拡

大はなく、今は落ち着いた状態を保っています。 

 しかしながら、専門家等の話では、完全終息

までは、かなりの長期戦を覚悟しなければなら

ないとの情報も報道されております。 

 学校現場におきましては、３月上旬から全国

規模で休業要請が出され、市内の小中学校は全

て臨時休校の措置となり、そして４月初旬から

は、保育園や認定こども園、児童センター、放

課後児童クラブ等に至るまで、登園自粛要請が

行われておりました。 

 昨今は、収束傾向にあるため、３密を回避し

ながら、ようやく通常の授業が行われておりま

すが、専門家が心配しておりますとおり、第２

波、第３波の感染が広がれば、再び休校措置を

取らざるを得ないという懸念も拭い切れない状

況であります。 

 このたびの全国的な新型コロナウイルス感染

拡大により、各学校ではオンライン授業が話題

になりました。企業においてはテレワークが浸

透し、まさにＩＣＴを活用した授業、そして仕

事が新しい生活体系として確立されようとして

います。 

 ＩＣＴが確立すれば、コロナ禍に限らず、昨

今増加傾向にある自然災害等での避難や自宅待

機といった事例にも活用が可能となります。 

 東京を中心とした首都圏でも、オンライン授

業を行う際にＷｉ－Ｆｉ等の通信手段が全ての

児童・生徒の御家庭で整備されているわけでは

なく、行政が予算を取って整備や貸出しを行い、

対応しているというニュースも流れました。 

 そこで、本市の児童・生徒の御家庭では、通

信手段の環境がどの程度整備されているのかと

いう実態調査を教育委員会管理課で現在行って

いるとお聞きをしており、その結果につきまし

ては、近々集計が出るものと伺っております。 

 本市におきましては、計画していたＧＩＧＡ

スクール構想の予定を大幅に前倒しをして、児

童・生徒全員にその通信環境を整備する計画を

本年度中に完成させるという発表が先日なされ

ました。 

 今後また起こるかもしれないと予想されてい

る第２波、第３波に備えて整備をしておくとい

うことが急務であると、私も感じておりました

ので、大変心強く感じているところであります。 
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 なお、本年度中とはいえ、実際に通信環境の

整備が完了し、児童・生徒全員にタブレットが

準備されると聞いておりますが、できるだけ早

急に整備が完了することを強く望むところであ

ります。 

 そこで、１つ目の質問ですが、各学校のホー

ムページの充実による家庭との連携についてで

あります。 

 市のホームページから教育委員会のバナーに

アクセスをしますと、各小中学校のホームペー

ジを見ることができます。これは、本市の場合、

市の教育委員会が整備したもののようで、開い

てみますと、現在は、２０２０年５月２９日に

更新をされているようでありました。 

 現在開設しているホームページをさらに有効

に活用すべきであると思います。特に、昨今の

新型コロナウイルスによる各学校の対応も、そ

れぞれ急に発表されることが多い状況となって

います。 

 聞くところによりますと、各学校において、

いわゆる緊急メールシステムによる通信ツール

を整備されているとのことですが、それは学校

からの一方通行の通信ツールだそうであります。 

 参考までに、神奈川県厚木市の依知南小学校

のホームページを拝見してみました。当然、全

く知らない学校ですが、その学校の様子がよく

分かります。これを保護者が見ますと、実際に

学校に出向かなくても、学校全体や各学年の様

子が手に取るように分かります。当然、毎日の

ように新しい記事が更新されているようであり

ます。 

 これは、学校と家庭をつなぐ通信ツールとし

てとても有効であり、子どもを安心して学校に

預けられるものと強く感じました。 

 中には、個人的にログインできるパスワード

が設定されており、担任の先生への個人的な相

談もできるようにつくられているようでありま

した。 

 しかしながら、これらのホームページの更新

を全て学校の先生に任せるとなりますと、担当

の先生方にかなりの負担をおかけすることが懸

念されますので、今までどおり、教育委員会で

大枠の管理をしていただきまして、必要に応じ

て学校で直接更新できるという、いわば共同制

作、共同管理という形で管理すれば、常に新し

い情報が確認できるということになりますし、

各学校の特色も出せるものと考えます。 

 最近の小学生を持つ保護者の皆さんは、まさ

にＩＴ時代に生まれ育った方が多く、辞書を引

いて調べるというよりは、コンピューターや、

あるいはスマートフォンで調べるという方が多

いようであります。 

 私もそうですが、スマートフォンやコンピュ

ーターは、今や生活の一部となっています。情

報をいち早く、そして正確に伝えることが、現

代においては、とても重要であると考えます。

そのためにも、各学校のホームページをさらに

有効活用しなければならないと考えますが、教

育長の御所見を伺います。 

 ２つ目の質問に移ります。 

 小中学校の防犯強化についてであります。 

 全ての小中学校への防犯カメラ設置について

であります。 

 昨今、子どもを巻き込んだ事件、事故が多く

発生しています。つい先日も、お隣の南陽市内

の小学校に不審者が侵入したというニュースが

報道されました。そんな物騒な状況の中、本市

の小中学校にどの程度防犯カメラが設置されて

いるかを調査いたしました。 

 実際に調査してみて驚きました。結果は、小
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学校全５校中、比較的最近新しく整備されまし

た２つの小学校には３か所から、多いところで

１０か所に防犯カメラが設置されており、職員

室で、その様子がリアルタイムで確認できる環

境になっておりましたが、残る３校には、全く

防犯カメラが設置されていないという現状を確

認いたしました。 

 また、中学校におきましては、３校中１校に

は１か所の防犯カメラが設置されておりました

が、残る２校には全く設置されていませんでし

た。 

 最近は、不審者が外部から学校内に不法に侵

入するというケースのほか、児童・生徒が学校

から出ていっていなくなるという事案も全国的

にはあるようであります。いずれにしましても、

大切な児童・生徒や教職員の安全を確保するの

は、行政として大切な職務であると考え、早急

に防犯カメラを全校に設置すべきであると考え

ますが、教育長の御所見をお伺いし、質問とさ

せていただきます。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

〔古山茂満教育長 登壇〕 

○古山茂満教育長 ９番川口豊議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、各学校のホームページの充実による

家庭との連携について申し上げます。 

 ホームページは、各学校における教育活動を

発信する大切なツールの一つと捉えており、こ

れまで本市では、教職員の働き方改革を踏まえ、

ＩＣＴ支援員において定期的にホームページを

更新してまいりました。 

 今後、更新の回数を増やしていくとともに、

保護者への緊急的に提供すべき情報を学校にお

いても更新ができるよう研修を行うなど、ホー

ムページの充実を図ってまいります。 

 次に、全ての小中学校への防犯カメラ設置に

ついて申し上げます。 

 学校施設につきましては、毎年、学校ごとに

施設改修要望箇所のヒアリングを行い、安全面

を優先しながら修繕や設備の新設・更新等を実

施しております。 

 学校施設の防犯対策としては、防犯カメラも

選択肢の一つではありますけれども、各学校の

周辺環境や施設の状況等を勘案しながら、防犯

設備等による対策も含め、児童・生徒の安全確

保を図ってまいります。 

○大沢芳朋議長 川口豊議員。 

○９番 川口 豊議員 とても前向きなお考え

をお示しいただいたと理解をいたしました。 

 確かに、全てがＩＣＴ化にすればいいのかと

いう問題を考えてみたときに、学校の先生が作

ったプリントを児童・生徒を通して家庭に届け

るということの大切さも、私は重々承知をして

おりますが、このたびは、新型コロナウイルス

等の関係で学校に来られなくなった場合の環境

整備という形で質問をさせていただいたところ

でございます。 

 その中で、便利なものは、やはり使ったほう

がいいと、活用していったほうがいいと思うわ

けで、その中で、先ほども少々お話をさせてい

ただきましたが、例えば、ホームページを使っ

てやり取りができないかということで、ログイ

ンパスワードを使って、親から相談が入るとか、

そして、今の不登校あるいはいじめ問題という

ふうなものでの保護者の悩みというようなもの

があると思いますが、そういったものにも対応

できる、なかなか学校に直接出向いて相談する

というのも、相当勇気の要ることだと思うので

すね。ですから、保護者の皆さんが、学校に相

談しやすい環境をつくるためにも、やはりホー
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ムページの活用というのは必要だと私は考えて

おりますが、その件について、教育長、どうお

考えでしょうか。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 教育のことですから、基本

的には教員と大人、教員と子どものフェース・

ツー・フェースが私は一番大事なことだと思い

ます。 

 それで、保護者と教諭の連絡というのは、連

絡ノートとか、そういうことで、ペーパー関係

で、そういうもので対応を丁寧に先生方からし

てもらっています。 

 そういうことで、いいものは使っていくとい

うことは当然ですけれども、基本的にはフェー

ス・ツー・フェース、またはそういう個人ノー

トとか、連絡ノートを使いながら連絡を取って

いくのが大事だと私は思っています。 

○大沢芳朋議長 川口豊議員。 

○９番 川口 豊議員 便利なものはしっかり

使っていきたいということを考えながら、やは

り私もフェース・ツー・フェースが必要だなと

いうことを考えておりますので、うまく使い分

けできればいいなと思っております。 

 それでは、次の質問ですけれども、学校の防

犯カメラの件ですが、環境整備も含めてという

形で御回答いただきましたけれども、思い出し

たくない大きな事件といたしまして、２００１

年、今から１９年前に、大阪の池田小学校で大

きな事件がありました。これも外部から侵入し

て、児童が８人犠牲になりました。そして１５

人の重軽傷者を出した大きな事件は、１９年た

っても、私たちの脳裏に残っているわけであり

ますが、やはり児童・生徒並びに教職員の安全

というものは、私は最重要なことだと思ってお

りますので、せめて入り口付近に防犯カメラが

ありまして、先日、上山小学校を視察してまい

りましたが、あそこは１０か所ありまして、職

員室の中央に大きなモニターがあって、職員室

にいる先生方が、全て、どこにどうなっている

ということが確認できるのですよね。だから、

あの状況では、不審者が入ろうとしても入れな

いというような状況でありますし、やはり、事

が起きてからでは遅いということもありますし、

今は大分学校の数も減ってまいりまして、小中

学校合わせて８校という状況でありますので、

ぜひ、入り口付近にだけは、早急に防犯カメラ

設置をお願いしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 上山の小中学校なのですけ

れども、この周辺環境を見ますと、学校には、

どこからでも入られます。柵とかそういうもの

はありませんので、どこからでも入られます。 

 そういう意味からすると、私は防犯関係の会

議などでは、よく言っているのですけれども、

市民の方々が大変頑張ってくださっているなと、

私は捉えているのです。 

 なぜかと言うと、やはり子どもから市民の方

の顔を覚えてもらって、あの人はどこの人だと

いうことを分かってもらう、そういうことが物

すごく大事だということと、あと、防犯カメラ

については、犯人を特定することはできるが、

子どもを救うことはできないというふうに、私

は捉えているのです。 

 ただ、今の議員が話ししたように、十何年前

の池田小学校の事件、それから、私は四、五年

前の大阪の寝屋川市の中学１年生の男の子と女

の子が、さらわれてというのですか、そういう

事件がありました。 

 それはやはり、防犯カメラに映っていたので
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すね。犯人も映っているということなのですけ

れども、だけれども救うことができなかった。

そうしたときに、やはり一番大事なのは、市民

の生の声がけとか、目とか、そういうのが大事

だということを、私は捉えているのです。 

 そういうことで、防犯カメラも選択肢の一つ

としてあるのですけれどもと答えているのです

が、そのことについて、もう少し具体的に管理

課長から話をします。 

○大沢芳朋議長 管理課長。 

○土屋光博管理課長 先ほど教育長もお答えい

たしましたが、防犯カメラ、確かに防犯機器と

いうのは安全対策において有用、それについて

は、こちらも認識しているところでございます。

ただ、全ての施設において防犯カメラが有効と

は捉えておりませんので、各施設の状況、施設

の構造等も踏まえまして、機器を設置する場合

につきましては、有効なものを選択していきた

いなと考えております。 

○大沢芳朋議長 川口豊議員。 

○９番 川口 豊議員 いろいろな防犯対策は

あるというふうに、私は思います。教育長がお

っしゃったように、やはり地域の人が見守り隊

のように、子どもたちの安全を見守るというこ

とが大原則かなと思いますが、なかなか最近の

子どもさんは、「頑張れよ」「帰れよ」と変なお

じさんに声をかけられたなどということもあり

ます。なかなか、我々が想定しているようなこ

とになっていないということも現実として私は

感じておりますので、そうしたら、より安全性

を確保するために、やはりカメラというものは、

それはあったから防げるというものでないにし

ても、ないよりは私、実際、防犯対策にはなる

と考えております。 

 子どもの数がどんどん減ってくるという状況

の中で、次代を担う子どもたちの安心・安全を

守ること、これは我々大人の大きな責務だと思

いますので、ぜひ、前向きに御検討をいただき

たいということをお願い申し上げまして、質問

を終わらせていただきます。 

 

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

散  会 

 

○大沢芳朋議長 以上で本日の日程の全部を終

了いたしました。 

 これをもって散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午後 ２時２８分 散 会 

 


