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令和２年９月７日（月曜日）

午前１０時 開議

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

議事日程第２号
令和２年９月７日（月曜日）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
議事日程第２号に同じ
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開

議

○大沢芳朋議長 日程第１、一般質問でありま
す。

○大沢芳朋議長 出席議員は定足数に達してお

初めに、１３番川崎朋巳議員。

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。

〔１３番 川崎朋巳議員 登壇〕
○１３番 川崎朋巳議員 おはようございます。
議席番号１３番、会派孝山会、川崎でございま
す。

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

日程第１

一般質問

通告に従いまして、質問をさせていただきま
す。
コロナ禍における避難対応と避難所運営の在

－３４－

り方について質問をいたします。

したが、情報収集や事前の予測と備え、また令

令和２年７月２７日から降り続けた豪雨は、

和２年５月に県が発表した避難所における新型

県内はもとより本市にも甚大な被害をもたらし

コロナウイルス感染症ガイドラインに基づいて、

ました。幸いにして負傷者等の発生はなかった

初めて向き合うコロナ禍における避難所運営に

ものの、７戸の住宅と１７戸の店舗・施設等が

際して、大きな問題もなく対応がなされたと聞

床下浸水、道路や農業施設等にも大きな爪痕を

いています。

残し、行政においても現在復旧に向けた対応が
図られているところであります。

収束のめどがいまだ立たない新型コロナウイ
ルスと災害を、本市が同時に迎えなければなら

豪雨に際し、７月２８日早朝からの大雨警報、 ない可能性がある状況下において、一方で課題
土砂災害警戒情報を受け、午後１時２５分に本

も浮き彫りになったと考えます。

市の４，０２３戸、１万８１７人を対象に避難

特に、豪雨災害を例に取れば、平成２７年の

勧告が発令されました。令和元年度の台風第１

水防法の改正により、洪水が発生したときに浸

９号による豪雨時に引き続き、本市では避難所

水が想定されるいわゆる浸水想定区域を定める

が開設され、翌日、避難情報の発令が解除にな

上での想定降雨量が、河川整備等の計画で想定

るまで、最終的に３００人超の方が避難所を利

している計画規模の降雨量、これまで１００年

用されることとなりました。

に一度程度の大雨とされていたものから、想定

ただ、令和元年度の台風第１９号による災害

できる最大規模の降雨量、１０００年に一度程

時の避難所の状況と大きく異なるのは、現状が

度の大雨に改められ、新たな浸水想定区域が県

コロナ禍であるということです。

より公表されました。

現在、本市では新型コロナウイルスの感染に

前川や須川に沿ってまちが形成されてきた本

ついては落ち着いていると言えますが、全国に

市の浸水想定区域が大きく広がることとなりま

おいてはいまだに感染が拡大している状況であ

したが、浸水想定区域が拡大したことにより、

ります。新しい生活様式を遵守しながら、状況

洪水時に使用できる避難所が以前より限られる

の悪化に引き続き備えていく必要があります。

こととなり、このたびの豪雨災害においては浸

避難所の運営に当たっては、避難所の過密状

水想定区域外に１０の避難所が開設されました。

態の防止、衛生及び健康管理の徹底、避難者自

洪水時は限定的に避難所を開設しなければな

身の感染予防、感染拡大防止策の理解と協力、

らないことに加えて、避難の際、過密状態を避

感染が疑われる避難者への対応など、これまで

け、間隔を空けた上で避難いただかなければな

の避難所の運営に加え、新たな措置を講じてい

らないコロナ禍における状況の下、１避難所に

く必要がありますが、日常生活のみならず、避

おける収容人数がこれまでどおりにはいかない

難所運営にも反映させていかなければなりませ

ことになります。

ん。

洪水時の避難所が浸水想定区域外に限られる

東日本大震災をはじめ、これまでの大規模な

ことや、避難による影響を受ける期間を考えた

災害時においても、インフルエンザやノロウイ

とき、過密状態を回避するために親戚や友人宅

ルス等集団感染によるリスクが指摘されてきま

に避難する分散避難や、民間と協力した避難場

－３５－

所の確保、また自動車で避難所に来られて車中

消毒液、体温計の表記があり、避難者自身の感

泊での避難を選択された場合の対応など、検討

染予防、感染拡大防止のため必要なものである

していく必要があると考えますが、市長の御所

と考えます。

見を伺います。

これら項目とコロナ禍における避難の在り方

次に、職員体制の構築についてであります。

等を上山市防災ファイルに追録すべきと考えま

災害の発生により避難所を開設、運営する場

すが、市長の御所見を伺います。

合、これまでと異なる状況下の中、できる限り

○大沢芳朋議長 市長。

多くの避難所の開設とより多様な運営に際し、

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

さらに多くの職員が携わらなくてはなりません。 ○横戸長兵衛市長 １３番川崎朋巳議員の御質
また、災害が長期化した場合、市役所におけ
る通常業務を復旧・維持しながら、避難所対応
に当たる必要があります。

問にお答えいたします。
初めに、分散避難等を含めた新たな避難方法、
場所の確保について申し上げます。

これらに対応するため、職員体制の構築とス

新型コロナウイルス感染症が収束しない中、

ムーズな避難所運営を図るための研修や訓練等

感染拡大防止策を考慮した避難所の収容可能人

を行うべきと考えますが、市長の御所見を伺い

数が従来よりも限られることから、今後、民間

ます。

施設の活用も含め、関係団体等と協議を行い、

最後に、上山市防災ファイルの追録について
であります。

新たな避難所の確保に努めてまいります。
なお、親戚や知人宅等への分散避難及び車中

市では、市民の防災意識の向上と日頃から防

泊による避難のほか、浸水する深さよりも高い

災に備えるため、上山市防災ファイルが全戸配

ところで安全が確保できる場合には垂直避難等

布されています。このたびの災害においても改

についても啓発してまいります。

めて手に取られた方もいらっしゃったと思いま

次に、職員体制の構築について申し上げます。

す。

現在、このたびの大雨及び新型コロナウイル

浸水想定区域が新たに公表されて範囲が広が

ス感染症対策を踏まえた避難所における職員体

ったことに基づき、洪水ハザードマップの改定

制並びに避難所の開設・運営マニュアルの見直

と併せて防災・減災に関する情報を更新したも

しを行っているほか、今後、職員のスキルアッ

のが、令和２年４月に配布されています。

プとスムーズな避難所の開設・運営を目的とし

ただし、当然ながら、新型コロナウイルス感
染症に係る項目は記載されておらず、避難する
際や避難所における注意事項等が記載されてい
ません。

た訓練を実施してまいります。
次に、上山市防災ファイルの追録について申
し上げます。
新型コロナウイルス感染症を踏まえた適切な

特に、県が公表したガイドラインにおいては、 避難行動を促すため、避難をする際にマスク、
非常時に持ち出すべきものとして、これまで上

消毒液及び体温計を携行するよう記載したチラ

山市防災ファイルにも記載があった、常備薬や

シを、６月に全戸配布しております。

非常食、ラジオ等に加え、マスク、石けん等の

今後とも、新型コロナウイルス感染症の感染

－３６－

状況等を踏まえながら、防災ファイルに追録が
必要な情報等を随時全戸配布してまいります。

いうことになろうかと思います。
ただ一方で、７月２８日豪雨による災害を考

○大沢芳朋議長 川崎朋巳議員。

えた場合、避難所は浸水想定区域外になくては

○１３番 川崎朋巳議員 おおむね良好な御答

なりませんでした。そのとき、１０か所同時に

弁をいただいたと思っております。

開設したわけでございまして、浸水想定区域外

初めに、分散避難等を含めた新たな避難方法
と場所の確保について申し上げます。

に設置する避難所１０か所、恐らくですけれど
も、５２か所のうち１０か所しか開設できない、

１問目、壇上から申し上げましたように、現

１０か所がいっぱいいっぱいという状況で、単

状、コロナ禍において避難所のキャパシティー

純に２０％としていいかどうか計算分かりませ

は決まっておりますけれども、もちろんその定

んけれども、大幅に豪雨災害を想定した避難所

員どおり避難されてきた方を収容できる状況に

としては数が少なくなるのではないかなという

はないということが考えられます。

ふうに思います。

現状で、中山の遊園が避難所から外されてい

そのように考えたときに、今後、民間施設の

る、５２か所が避難所となっているわけでござ

活用等も含めて関係団体と協議して新たな避難

いますが、コロナ禍以前、そしてコロナにおい

場所の確保を進めていくという答弁をいただき

て現状間隔を取らなければならない状況で、大

ましたけれども、もうちょっと具体的に、例え

まかにその収容可能人数がどれぐらい違うかに

ば想定されるのはある程度の階層、高さが想定

ついて、お示しいただければと思います。

される避難場所、または浸水想定区域外であり

○大沢芳朋議長 庶務課長。

ながら浸水想定区域とも比較的近い場所が理想

○尾形俊幸庶務課長 避難所の避難場所も含め

的なのかなというふうに思いますが、今後、協

た５２か所ということでございますので、そこ

議検討を進めていく民間団体とどのような場所、

で大体想定では、１２万４，０００人ほどがそ

どのような建物を想定しておられるのか、詳細

ういった場所に一時的に避難できるというふう

にお示しいただければと思います。

に想定しておりますが、コロナの関係になりま

○大沢芳朋議長 庶務課長。

すと、そういったグラウンド等も全部含めた場

○尾形俊幸庶務課長 まず、避難所として使え

所ですのでその数になりますが、当然コロナで

る場所というふうなことでございまして、想定

すと密にならないというふうな状況でございま

しているのは旅館などの宿泊施設などに御協力

すので、そういう事案につきましては、正確な

いただけないかということを想定しております

ところは分かりませんけれども、少なくとも半

ので、そういったところの団体と協議をしてい

分程度くらいにはなるのではないかというふう

くというふうな形になります。

に考えております。

○大沢芳朋議長 川崎朋巳議員。

○大沢芳朋議長 川崎朋巳議員。

○１３番 川崎朋巳議員 まず、具体的に旅館

○１３番 川崎朋巳議員 ただいま、５２か所

等と協議していきたいというお話をいただきま

避難場所として含めた計算ということで１２万

した。

人、恐らくは半分くらいということで６万人と

旅館等を利用する場合なのですが、それは水

－３７－

害、豪雨災害等に限らず、災害が長期化した場

徒歩においても歩ける範囲内に設けるというの

合と考えてよろしいのか、改めてお示しくださ

が原則だというふうになっております。

い。

ただ、先ほど議員がおっしゃったとおり、必

○大沢芳朋議長 庶務課長。

ずしも避難所が浸水想定の場合については限定

○尾形俊幸庶務課長 当然、災害の状況によっ

されてしまうということで、どうしてもある一

て長期化する場合等も想定されますので、そう

定程度距離があるところからの避難という部分

いった形も含めた上で、相手があっての話でご

についても想定しなければいけないというふう

ざいますけれども、役所としてはそういったと

に考えておりますので、そういった中において

ころに協議をお願いしていきたいというふうに

は車での避難というのも当然あるというふうに

考えております。

想定しておりますので、そういった中で車中泊

○大沢芳朋議長 川崎朋巳議員。

については一定程度効果はあるのかなと。

○１３番 川崎朋巳議員 了解しました。

ただ、エコノミークラス症候群といった、長

あとは、先ほど答弁の中で、親戚、知人等へ

期化した場合にそういった課題もあるというこ

の分散避難、あとは車中泊による避難という方

とですので、そういった部分も踏まえた上で、

針が出されましたが、啓発するというお答えで

そういったリスクなども十分周知をした上での

あったかと理解しておりますが、ここで車中泊

対応というふうなことで考えているところでご

という部分に関して、改めてもう一度その方針

ざいます。

を再確認する必要があるのかなというふうに思

○大沢芳朋議長 川崎朋巳議員。

います。

○１３番 川崎朋巳議員 今の課長の答弁を伺

本市の地域防災計画においては、原則として

いますと、大きな方針については変えないと、

徒歩での避難、ただ現実として考えた場合、徒

現状のまま、車中泊等を含めた避難についての

歩でのみ避難できる状況にはないのかなという

対応を広げていくという考え方でよろしかった

ふうに思っています。

のかなというふうに思います。

例えば、今回の豪雨による災害、上山小学校

先ほど民間施設の活用を含めという話があり

が最も多く避難されたわけですけれども、少な

ました。特に、旅館などを想定しているという

くとも上山小学校に歩いて行ける人が全てでは

ことでございました。

ないのかなというふうに思っています。

浸水想定区域、特にこの部分に関しては、想

そのように考えた場合に、車中泊、一方で原

定される豪雨災害の話をさせていただいており

則として徒歩での避難を勧めているわけでござ

ますけれども、やはり現状、避難所に対する距

いますが、改めてこれからの本市の避難に対す

離的な問題というのが喫緊の課題であるのかな

る考え方の方向性についてお示しいただければ

というふうに考えるところです。旅館等、これ

と思います。

からの協議の中でどのように活用させていただ

○大沢芳朋議長 庶務課長。

くのか、どのように協議を進めていただくのか

○尾形俊幸庶務課長 避難所については、基本

によって、行政としての対応も変わってくるの

的に高齢者やそういった障がいをお持ちの方が、 かなというふうに考えておりますけれども、本

－３８－

当に難しい問題であると思います。

に与えるために、例えば避難の場所、あとルー

特に、今回の豪雨災害において最もよく聞か

トの指定等を今後していく考えはあるのかにつ

れた話として、避難方法についてでありますけ

いて、改めてお考えをお示しいただければと思

れども、本市の防災ファイルをはじめ、その避

います。

難所の指定がない、どこの避難所に行ってくだ

○大沢芳朋議長 庶務課長。

さいというような指定がないということですね。 ○尾形俊幸庶務課長 避難場所の地域ごとの指
これは非常にメリット・デメリットいろいろ

定というふうなことだと思いますけれども、ま

考えた場合ですけれども、例えば避難所を行政

たあと、そこに行くまでの標準的なルートを設

が指定すると。もちろん川を渡る際に危険性が

定する考えということだと思いますけれども、

ある、または移動の際、近くない場合において

それにつきましては、やはり災害の種類、それ

道路等に被害が生じていた場合避難が難しくな

から災害の程度によって、通常は通れた道が通

るケースがある。また、身近な場所じゃないた

れなくなる、先ほど議員もおっしゃったような

めに、地理的なふだんからのなじみというもの

状況下も想定されているというふうなことで、

が薄いために、避難に対する難しさがちょっと

現在のところ、具体的な避難場所として開設で

考えられるのかなと思います。

きる場所は安全な場所だということでエリアメ

それで、ちょっと調べてみたんですけれども、 ール等でお知らせをしていると。ただ、それに
県内１３市、ちょうど令和２年４月にそれぞれ

対して、どこの地区の方はどこに避難してくだ

の自治体で水害をはじめとする防災マップ更新

さいというような情報は入れていないというの

が行われているところで、現在、ホームページ

が現状でございます。

上で様々な自治体の状況が確認できる状況であ
ります。

また、そういったものについて日頃より防災
の出前講座等においては、必ずそういった形で

それで、１３市について調べてみたんですが、 ３０か所ほど避難所としてはありますけれども、
１３市のうち避難のルートの指示がされていな

いろんな災害によっては開ける場所と開けない

いような自治体というのは、本市を含めて４自

場所がその都度変わりますというふうな話をさ

治体でありました。

せていただいております。

考えたときに、大半が避難所の指定または避

その上で、できればできるだけ自主防災組織

難方向、そのルートに関してあらかじめ明記し

の単位で避難のほうを行ってくださいというふ

てあることによって、例えばこのような災害が

うなことを重ねてお願いをしているような状況

起こった場合、このような場所に行けば、その

でございますので、そういったところを地道に

ルートなんかも想定しやすいのかなというふう

しながら、それから、防災ファイル等でももう

に思います。

少し分かりやすくするような工夫などをして対

もちろん現状、避難場所が少ないために、こ

応していきたいというふうには、現在、考えて

のような対策を取られるという答弁をいただい

いるところでございます。

たところでございますが、避難方法の１つとし

○大沢芳朋議長 川崎朋巳議員。

て、あとは平時からの意識と安心感を市民の方

○１３番 川崎朋巳議員 それでは、現状のま
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まの対応、啓発等を含めた防災意識または避難

○尾形俊幸庶務課長 避難所の開設・運営マニ

場所は災害の種類によって変わるんだよという

ュアルにつきましては、今、作成したものを、

ことを市民に周知した上で、現状のまま対応を

前回の豪雨災害のときに各課のほうから従事し

図るということなのか。それとも、今後、避難

た方を含めて広く意見をいただいておりました。

所の状況または新たな避難所を確保された時点

それらに基づきまして会議を一度開催しまして、

において、ほかの大半の自治体同様にルート指

それで修正点を確認しておりますので、それを

定、場所指定等をする考えがあるのかについて、 今現在、確認作業をしているところでございま
改めてお示しいただければと思います。

す。

○大沢芳朋議長 庶務課長。

今も台風１０号というふうなことで来ており

○尾形俊幸庶務課長 まず仮定の状態でござい

ますので、なるべくもう今月中には新しいもの

ますので、協議をして確保ができたというふう

を使ってまた対応に当たっていきたいというふ

なことで、それが一定程度数が出てきたとなれ

うに考えております。

ば、その次のステップという形で検討はしてい

○大沢芳朋議長 川崎朋巳議員。

きたいと思いますが、現時点ではやはりそうい

○１３番 川崎朋巳議員 今回議会で取り上げ

った普及啓蒙が先というふうな形で考えている

る以前から対応されていたということで、こち

ところでございます。

らについても引き続き早い段階での意見集約と

○大沢芳朋議長 川崎朋巳議員。

体制の構築というものをお願いしたいというふ

○１３番 川崎朋巳議員 改めて、コロナ禍に

うに思います。

おける避難所のキャパ不足、当然想定されるも

次に、避難所の開設・運営を目的とした訓練、

のですし、こちらの民間団体等との協議につい

これは対象はどういう人が対象になるのか。ま

ては可及的速やかに進めていただきたいという

た、こちらについてもどのようなタイミングで

ふうに思います。

開催するのかについても、現状分かるところが

それが本市市民の安全安心にもつながること

あればお知らせいただきたいなと思います。

であると思いますし、その他、避難所を要さな

○大沢芳朋議長 庶務課長。

い、特に自助であったり共助であったりという

○尾形俊幸庶務課長 マニュアルを作成するの

中での避難方法についても引き続き啓発をして

に併せまして、それに従事する予定の職員を対

いくというような答弁でございましたので、重

象に、避難所の開設と運営までの訓練を実施す

ねてよろしくお願い申し上げたいというふうに

る予定でございます。

思います。

○大沢芳朋議長 川崎朋巳議員。

次に、職員体制の構築ということで、先ほど

○１３番 川崎朋巳議員 あと、壇上で申し上

開設・運営マニュアルの見直しを行っていると

げたんですけれども、もしも災害が大規模にな

いうことでございますけれども、その完成時期

った場合、市役所の業務、当然行わなければな

について、現状どのように考えておられるのか

らない業務が滞ってしまう可能性というのが考

について、改めて御回答をお願いいたします。

えられます。そういった場合の対応については

○大沢芳朋議長 庶務課長。

今後どのようにしていくのかについて、現状お
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考えがあればお聞かせいただければと思います。 うふうなことも含めてだと思いますけれども、
○大沢芳朋議長 庶務課長。

当然自主防災会の組織というものが非常に大切

○尾形俊幸庶務課長 業務の継続という部分だ

になると考えております。あくまで現状の中で

と思いますけれども、そちらにつきましても、

は、そういった出前講座とか機会を捉えてこう

地震とか今回のようなコロナというふうなこと

いった初期対応について、例えば避難所という

で、一定程度そういう計画というものを現在作

形でないとしても、今現在でも一部の地区にお

成を一部できているところがありますので、そ

いては、地元の安全な公民館などを地区の有志

れも併せて、それに基づいて、なるべく業務の

の方が開放していつでも受け入れてくれるとい

中で必ずやらなければいけないものというふう

うふうな連絡なども、今回の豪雨災害でも数か

な部分等もありますので、それらをまとめた形

所からいただいておりますので、そういったい

で対応を進めたいというようなことで考えてい

い事例なんかも含めて、こういうことをできる

るところでございます。

んだよというふうな部分も併せて周知できれば

○大沢芳朋議長 川崎朋巳議員。

なというふうに考えておるところでございます。

○１３番 川崎朋巳議員 現状、例えば避難所

○大沢芳朋議長 川崎朋巳議員。

における配置、入り口で消毒をしていただく、

○１３番 川崎朋巳議員 地域の公民館を開け

または体温等の状況を確認いただき紙を書いて

て、まずここに避難したらいいんじゃないかみ

いただく、または間隔を空ける等、そのレイア

たいな話をされていた地区、何件かあったとい

ウトに関するマニュアル等はあらかた完成して

うふうに聞いております。

いるというふうに伺っております。

避難所における役割として、もちろん様々な

あと、先ほどちょうど課長のほうからもあり

諸問題があると思いますので、職員がやらなけ

ました、職員体制の構築、非常に重要な項目で

ればいけない部分については職員がやらなくて

あると思いますと同時に、避難所の数が増える

はならないのかもしれません。

ということは避難所運営に携わる人も増える、

ただ、本当に自分の安全安心は自分で守らな

職員負担も同様に増加していくものというふう

ければならないですし、加えて、そこに行政で

に考えております。

あったり周りの人であったりの助けがあって初

先ほど自主防災組織に言及されましたわけで

めて、安全安心というのが守られるというもの

すけれども、引き続き、地域の方、御協力いた

なのかなというふうに思っておりますので、引

だける方に対する啓発またはその御協力いただ

き続き、今申し上げた点については御対応のほ

けるような体制、それについても考えていく必

どを重ねてお願い申し上げたいと思います。

要があると思いますが、現状、出前講座等で対

最後に防災ファイルの追録について、先ほど

応されている状況ではございますが、これから

答弁では、チラシを６月に全戸配布していると。

の展望としてどのようにお考えかについて改め

また新たな内容の変更等があった場合に追録を

てお聞かせいただければと思います。

考えていきたいという考えであったかというふ

○大沢芳朋議長 庶務課長。

うに思います。

○尾形俊幸庶務課長 避難所の運営の部分とい

これについてですが、今回、上山市が発行し
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た防災ファイルですけれども、話を伺ったとこ

こちらにつきましては、先ほど提案いただきま

ろ、かなりたくさんの方が手に取られたのでは

した分散避難も含め、またそのマスク、消毒液、

ないのかなというふうに思います。

体温計の不足というふうなことの部分を、全体

防災ファイルという取組は非常によかったの

的にコロナの問題もあるということで作ったチ

かなというふうに思う一方で、例えばさっきチ

ラシでございまして、そのチラシについては全

ラシで配布しましたというような、もちろん財

戸配布というほかに、下のほうに「上山市防災

政的負担が大きくなるというのは考えられるわ

ファイルにとじて保存してください」というこ

けですけれども、防災ファイルとして手に取っ

とで穴開けの形で、白黒ですけれども防災ファ

たときに分かるような状況が一番望ましいのか

イルの写真をつけて、これにつづってください

なというふうに思います。

というふうな対応を取らせていただいていると

あともう一点、新たに避難所に持参していた

ころでございます。

だきたいものとして、県のガイドラインにはマ

また、備蓄等につきましては、例えばマスク

スク、消毒液、体温計等を持参していただきた

をしないで来た人、検温しないで来た人への対

いという旨、記載があったわけでございます。

応ということだと思いますけれども、受付の際

例えば、現状、このような状況下であります

に当然検温もしますし、マスクがない方につい

ので、避難される方個人個人が、この記載がな

てはマスクを配付するという、この間も実際そ

くとも対応を図っていただけるようなものであ

ういった対応を取らせていただいておりますの

るのかなというふうには思いますけれども、一

で、そういったものに対応できるだけの備蓄は

方で、例えば持っていかなかった場合、その場

十分あるというふうに考えております。

合ちょっと問題が生じるのかなというようなこ

○大沢芳朋議長 川崎朋巳議員。

とも懸念されます。あの人マスクをしてない、

○１３番 川崎朋巳議員 現状、対応はできる

あの人持ってないなんていうような、最近そう

ような状況であるというふうな答弁と受け取り

いった問題もあるようです。

ました。

そう考えた場合に、本市でそのようなものが

あと、先ほど避難ルートの話をさせていただ

備蓄できている、持ってきていただいていない

きましたけれども、防災ファイル内にある情報

状況でも避難所ごと対応できる状況であれば、

ですけれども、５２か所の避難所、避難場所が

チラシ等で１回周知をした、追録はしないとい

防災ファイルに記載してございます。例えば、

う状況でも対応することはできるのかなという

どのような災害があったときにここが避難所に

ふうに思いますが、これらの点について、現在、 なるよなんて、表の中に丸がついているもので
持ってきていただかなくても対応できる状況に
あるのかどうかについてもお示しいただければ

あります。
ちょっとホームページの内容と違うので勘違

と思います。

いしてしまうところもあるのかななんて、ホー

○大沢芳朋議長 庶務課長。

ムページを拝見したときに思ったのですけれど

○尾形俊幸庶務課長 まず、６月に全戸配布を

も、ホームページ内容だと、その避難所の左側

させていただいたチラシでございますけれども、 に、避難所の具体名が書いてあり、その左側に
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地区名が書いてあるんですね。

今年特に変な天気でもありますし、海水温度

私はこれを見たときに、ここの地区の人はこ

の上昇に伴う低気圧の発生、またこれからもも

この避難所に行ってくださいということなのか

ちろん本市においても大雨による被害、最も想

なと思ったのですが、そうではないということ

定されやすいのは豪雨による災害というのが想

で若干の、事実誤認するような大きな違いでは

定されます。

ないとは思うのですけれども、この内容につい

先ほど答弁があった部分においては、できる

て、もちろん先ほどの答弁からいきますと、追

だけ早く行政のほうで御対応いただきたいとい

録は考えていないということだと思いますけれ

うふうに思います。

ども、ホームページで取れる情報、あとは防災

また、市長におかれましても、ぜひリーダー

ファイルから取れる情報で少々内容が違ってい

シップを御発揮いただきまして、民間関係団体

るという部分について見解をお示しいただけれ

との調整含め、引き続きお取組をよろしくお願

ばと思うのですが、いかがでしょうか。

い申し上げまして、一般質問を終わります。あ

○大沢芳朋議長 庶務課長。

りがとうございました。

○尾形俊幸庶務課長 混乱が生じないような対

○大沢芳朋議長 次に、４番守岡等議員。

応を取る必要があるというふうに考えておりま

〔４番 守岡 等議員 登壇〕

す。必要に応じた追録というふうな考え方でご

○４番 守岡 等議員 議席番号４番、守岡等

ざいますので、どういった形がいいのか詰めて、 です。
対応をしたいというふうに考えております。
○大沢芳朋議長 川崎朋巳議員。

私は、新型コロナウイルス感染症第２波対策
の強化について御質問させていただきます。

○１３番 川崎朋巳議員 現状、追録の必要は

初めに、今、新型コロナウイルスが世界中で

ないというふうに判断されているということで

猛威を振るう中、８８万人が死亡し、国内でも

すので、追録のタイミングですね、例えば状況

１，３００人以上が犠牲となっています。こう

の変化があった場合等追録はされるものと考え

した方々への哀悼の意を表すとともに、日夜奮

ております。引き続きよろしくお願いしたいな

闘している医療従事者への感謝の念を表したい

というふうに思います。

と思います。

ちょうど先ほど課長からもありましたけれど

さて、新型コロナウイルス感染症は都市部を

も、台風１０号、非常に大きな被害が報道等で

中心に第２波とも言える拡大の様相を呈してお

出されておりました。あと、現地メディアの報

り、本市にもその影響が及ぶのは必至と言える

道では、本当にコロナは怖いけれども、それ以

状況です。

上にやはり災害のことを考えると避難せざるを
得ないと思って避難してきたと。

第１波のときには、新型コロナウイルスに対
する情報も不足しており、緊急事態宣言に基づ

やはり避難所、本来のキャパシティーの２分

く一斉休業や休校によってウイルス感染を予防

の１から３分の１程度しか使用できない状況で

したことには一定の意義と効果がありましたが、

あるなんていうこともメディアのほうで発表さ

今後も同じような対策を取っていたのでは、日

れておりました。

本経済は深刻な打撃を受け、子どもたちの教育

－４３－

も取り返しのつかない状況に置かれてしまいま
す。

れています。
２０２０年５月に相撲協会の２８歳の力士が

そもそもワクチンも治療薬も開発途上の段階

新型コロナウイルス性肺炎で死亡したことが発

では、ＰＣＲ検査体制をできる限り拡大して感

表されました。４月４日から３８度以上の発熱

染者を発見し、他者に感染させないように速や

があったものの、保健所の電話もつながらず、

かに感染者を分離・隔離するのが、公衆衛生本

医療機関も見つからず、速やかな検査や治療が

来の任務であったはずですが、我が国において

できなかったことが重症化・死亡につながった

は、検査数を抑える政策が取られ、その結果、

ようです。

無症状の感染者を増やし、感染震源地（エピセ

実は、今年４月に市内において感染者が出た

ンター）ともいうべき感染拡大を引き起こし、

際にも同様の事例があり、濃厚接触者がなかな

ＧｏＴｏトラベル事業の実施強行など感染拡大

か検査を受けられないという状況にありました。

を加速させる事態になっています。

幸い本市の事例では感染に至らずに済んだよう

現在、本市における新型コロナウイルス感染

ですが、このように新型コロナウイルスという

症が確認された感染者は５名で、その後、新た

ものは免疫力のある若者ですら死に至らしめる

な感染者は確認されていません。しかし、新型

毒性を増す可能性のあるウイルスであり、まし

コロナウイルスの特色である、８割の人は感染

て高齢者など重症化・死亡のリスクの高い人た

しても症状が出ないと言われており、無症状感

ちにとって大きな脅威となるものです。

染者が相当数いることに注意しなければなりま
せん。

私は、本市において第２波が来る前に十分な
新型コロナウイルス感染症対策を強化する必要

山形大学医学部が行った抗体検査の推計値か
らは、陽性率は０．５％で、県民１０７万人の

があると考え、以下の事項について提案するも
のです。

うち少なく見積もって６７０人、最大で１万人

まず、ＰＣＲ検査体制の構築についてです。

が新型コロナウイルスに感染していると言われ

ワクチンや治療薬がない中、一定の感染拡大

ています。

が進むことは覚悟しなければなりません。しか

しかも注意しなければならないのは、コロナ

も海外のように都市封鎖・ロックダウンを行う

ウイルスは変異を起こすウイルスだということ

ことは法的にも許されず、第１波のときのよう

です。スペイン風邪のときには流行が収まりか

な全国画一の非常事態宣言に基づく経済活動の

けたときに急に毒性を増し、死亡者も増えまし

自粛や学校の休校措置を取ることは不可能であ

た。当時は戦争中でしたが、免疫力の高い若者

ると考えます。

に感染したウイルスが、かえって免疫の暴走を

そうした中で行政が果たすべきことは、感染

引き起こし、多くの若者の命を奪ったというこ

者を分離・隔離して観察・治療を行いながら、

とです。この免疫の暴走はサイトカインストー

経済や教育を回していくということです。その

ムと呼ばれていますが、今日の新型コロナウイ

ためには相当数のＰＣＲ検査を実施して、感染

ルス感染症の軽症者が急に重症化するのも、こ

者を把握していくことが重要な課題となります。

のサイトカインストームが影響していると言わ

国や県も飛躍的にＰＣＲ検査数を伸ばす方針

－４４－

を示していますが、既にそれに先駆けて各自治

る高齢者施設においては、本人の状態や家族の

体での取組が進んでいます。

事情をよく知っている訪問医がその場で検査で

１つは、ドライブスルー方式によるＰＣＲ検
査の実施です。これは新潟市や名古屋市などで

きれば、より早い段階で感染を把握し対策が取
られるということから始めたそうです。

行われています。これまでの検査法では１日に

県内の福祉施設でも、第１波が広がった際に

採取できる検体は１０件が限界だったようです

は、「入所者を病院など施設外に出すことは困

が、ドライブスルー方式では２０件から３０件

難だ。施設内で対応を図るしかない。その際、

が可能になったということです。

施設内で感染が広がることも覚悟しなければな

２つ目には、富士宮市で行っているウオーク

らない」と職員に説明があったそうですが、ク

スルー方式というやり方です。本市と同様に保

ラスターを最小限のものにするためにもこうし

健所を持たない富士宮市では、検査数を増やす

た対応が必要だと考えます。

ために医師会等と協力して、密閉されたボック

５つ目には、今、全国各地で広がっている診

スから医師が手袋をつけた状態で腕を出し、歩

療所で唾液を使ったＰＣＲ検査です。唾液を検

いてきた患者に対応するウオークスルー方式と

体に使い、検体は民間検査機関に搬送され、二、

いう検査方法を始めました。ドライブスルー方

三日で検査結果が分かります。医療従事者の感

式に比べ、医師の感染リスクが低いのが特徴で

染リスクも低減し、東京都練馬区内では１００

す。かかりつけ医を通じた予約で受け付けると

か所を超す診療所がＰＣＲ検査をする意向を示

いうことで、市のＰＣＲ検査は保険診療対象と

していると報道されています。

なり、初診料や検体採取料として１，８００円
が患者の自己負担になるということです。

６月２日に厚生労働省は唾液を使うＰＣＲ検
査の実施を認め、都道府県に通知しました。鼻

３つ目には、移動式ＰＣＲ検査の実施で、千

の奥の粘液を綿棒で採取する従来の方式はせき

葉県鎌ケ谷市などで実施されています。ワンボ

やくしゃみが出やすく、検体を採取する医療従

ックス車を利用した移動式ＰＣＲ検査所を導入

事者に感染するリスクがあり、また、病院で採

し、ワンボックス車の後部座席を取り払い、透

取する場合、医師や看護師の防護服の着脱、採

明なパネルを設置、パネル越しに車外の被験者

取後の部屋の消毒を含め、１人につき３０分か

から検体を採取し、１日１５人採取が可能だと

ら４０分かかっていたのですが、唾液を使う検

いうことです。屋外で検体の採取ができ、医療

査は本人が容器に唾液を出すだけで済むため、

従事者の感染リスクを最小限に抑えることがで

短時間で、しかも感染の危険性も少なくて済む

きるのが特徴です。

ということです。

４つ目には、東京都新宿区などで実施されて

こうした各自治体の取組を参考にしながら、

いる訪問医によるＰＣＲ検査です。高齢者施設

本市において以下のような検査体制の整備を図

などで感染すると重症化や死亡のリスクが高い

ることを提案します。

ため、できるだけ早く対応し被害を最小限に抑

１つには、唾液によるＰＣＲ検査の医療機関

えることが必要となりますが、認知症や持病を

への委託及び検査費用、防護資材の助成につい

抱え検査所に行けない高齢者がほとんどを占め

てです。

－４５－

唾液によるＰＣＲ検査の実施について医療機

有無にかかわらず、一斉にＰＣＲ検査を行う方

関に委託し、検査費用の公費負担と医療機関に

針を固めました。総額およそ４億円の費用は公

おける防護資材の整備について助成を行うこと

費で負担するということです。

です。

こうした医療・福祉・教育等に携わる人に対

高熱など新型コロナウイルス感染の症状を示
している人は保健所などでの検査が義務づけら
れていますが、最も多くの感染源となっている
無症状感染者をいかにして発見するかが、今後

する検査の実施について、市長の御所見をお示
しください。
次に大きな２番目として、インフルエンザ予
防接種費用の助成対象拡大についてです。

の対策の基本となります。いつでもどこでも何

夏になっても衰えを見せない新型コロナウイ

度でも検査を受けられる環境整備が、今後、本

ルスですが、秋から冬にかけてはさらに勢いを

市における感染症拡大を食い止める鍵になると

増すのではないかと言う専門家もいます。少な

言っても過言ではありません。

くとも今の状況の下でも、インフルエンザの流

厚生労働省も、濃厚接触者に対する検査とは
別のものとして行政検査を行うことが可能であ

行と重なった場合、医療機関等において大変な
混乱が生じることが予想されます。

り、医療機関との行政検査に係る契約締結を積

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ

極的に進め、地域の医師の判断の下に迅速な検

には、発熱や上気道症状などの共通の症状があ

査が受けられる体制を強化されたいと通知して

り、インフルエンザと思って医療機関を受診し

います。

た人により、さらに新型コロナウイルス感染が

また、検査に必要な検査・防護のための資材
の整備について、市で積極的に助成することが
求められています。

増える事態も予想されます。
こうした混乱を少しでも減らすために、イン
フルエンザ予防接種の数を増やす必要がありま

次に、医療・福祉・教育等に携わる人に対す
る検査の実施です。

す。インフルエンザはワクチンが開発されてい
るため、ワクチンを接種すればインフルエンザ

人々が社会生活を営む上で欠かせない生活イ

に罹患する割合は大幅に減らすことができます。

ンフラや社会インフラを維持する仕事に従事し

さらに、アメリカ・コーネル大学の医師たち

ている人々は、エッセンシャルワーカーと呼ば

からは、インフルエンザワクチン接種率と新型

れているようですが、こうした方たちはウイル

コロナウイルス感染症死亡率に有意な相関があ

スに感染するリスクも高くなっており、日頃か

ることが示され、インフルエンザワクチン接種

ら定期的に検査を実施し、安全性を確保してお

率が高い地域では新型コロナウイルス感染症に

く必要があります。仮にこうした方たちの間で

よる死亡率が低いことが明らかになっています。

感染が広がった場合でも、感染源を特定し、よ

まだ仮説の段階で、エビデンスとして確立し

り感染が広がらない対策を取る上でも検査は有

たわけではありませんが、インフルエンザワク

効です。

チンが新型コロナ感染を予防する可能性もある

東京都世田谷区は、区内全ての介護施設職員
や保育士など２万人以上を対象にして、症状の

ことが指摘されたのは重要です。
今、本市においてはインフルエンザ予防接種

－４６－

助成として、６５歳以上の高齢者に２，０００

○大沢芳朋議長 守岡等議員に対する答弁の前

円、生後６か月から就学前までの乳幼児に２，

に、この際、１０分間休憩いたします。

０００円の２回、公費から助成されています。

午前１１時００分 休 憩

新型コロナウイルス感染症が収束の見通しが
立たない下、インフルエンザ予防接種公費助成

午前１１時１０分 開 議

の対象を拡大し、少しでも新型コロナウイルス

○大沢芳朋議長 休憩前に引き続き会議を開き

感染症対策を進めることは意義があると考えま

ます。

す。そこで、新型コロナウイルス感染症が収束

守岡等議員の質問に対する答弁を求めます。

するまでの間、インフルエンザ予防接種助成対

市長。

象を全ての小中学生に拡大することを提案しま
す。市長の御所見をお示しください。

〔横戸長兵衛市長 登壇〕
○横戸長兵衛市長 ４番守岡等議員の御質問に

大きな３番目として、生活困窮者への支援制
度の創設です。

お答えいたします。
初めに、唾液によるＰＣＲ検査の医療機関へ

今回のコロナ禍で職を失ったり収入が大きく
減少した市民からも痛切な声が寄せられていま
す。緊急的な対策の１つとして、社会福祉協議

の委託及び検査費用、防護資材の助成について
申し上げます。
今後のＰＣＲ検査体制の充実につきましては、

会を窓口とする新型コロナウイルス感染症に係

現在、県において検査体制の強化を進めるとと

る生活福祉資金特例貸付けがあり、既に多くの

もに、県医師会においても各地域における検査

市民が活用しており、またこの制度を利用した

体制の拡充の検討が進められていることから、

世帯に食の支援も行われており、大変喜ばれて

現時点で市が独自にＰＣＲ検査の委託をする考

います。

えは持っておりません。

しかし一方で、既にこれまでほかの貸付制度

また、必要な防護資材については、検査体制

を利用しており返済が済んでいない方は、この

に応じて、今後、国から無償配布される予定に

制度を利用できず、明日の食いぶちにも困って

なっております。

いるという方が数名いらっしゃいます。

次に、医療・福祉・教育等に携わる人に対す

また、最後のセーフティーネットとして生活

る検査の実施について申し上げます。

保護制度があるわけですが、全国では生活保護

本県及び本市における現在の感染状況におい

の申請件数が２５％増している中、本市におい

ては、感染者等が出た施設で必要に応じ幅広い

てはスティグマ、いわゆる恥の文化の問題があ

対象者の検査を実施することが、クラスターの

り、なかなかこの制度を利用する世帯が増えな

発生及び感染拡大防止に効果的であると考える

いという状況にあるようです。

ことから、現時点では定期的なＰＣＲ検査を一

こうした状況の下、生活困窮者への支援制度
を創設することを提案します。市長の御所見を
お示しください。
以上で第１問とします。

斉に行う考えは持っておりません。
次に、インフルエンザ予防接種費用の助成対
象拡大について申し上げます。
今冬、新型コロナウイルス感染症とインフル

－４７－

エンザの同時流行が懸念される中、医療機関に

れども、もし仮に、医師会のほうでＰＣＲ検査

混乱を生じさせないためには、インフルエンザ

を実施するという場合に、これは行政検査とい

の重症化防止が重要であることから、全ての小

う位置づけになるのでしょうか。つまり公費か

中学生への助成対象拡大ではなく、重症化防止

らその診療報酬の分が助成される、こういうこ

のために国が示す優先的な接種対象者である妊

とですか。

婦及び小学校１・２年生に対し、今年度より助

○大沢芳朋議長 健康推進課長。

成を行ってまいります。

○鈴木直美健康推進課長 ９月４日に厚生労働

次に、生活困窮者への支援制度の創設につい
て申し上げます。

省の対策本部のほうから各都道府県に通知が出
ておりまして、県において診療及び検査の医療

生活福祉資金特例貸付け等の支援制度による

機関というものを指定することになっておりま

自立が困難な世帯の方から、市社会福祉協議会

すので、それにのっとりまして行政検査をする

や民生児童委員に相談があった際には、その相

ことになると思います。

談内容に応じて市へ情報提供していただき、生

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

活保護制度の申請を促すようにしておりますの

○４番 守岡 等議員 やはり３月から４月に

で、生活困窮者への支援制度を創設する必要は

かけてかなり流行した際には、１次感染、いわ

ないと考えております。

ゆる直接感染ではないけれども、家族とかとの

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

接触があっていわゆる２次的、３次的なそうい

○４番 守岡 等議員 まず、このＰＣＲ検査

う接触があって、しかも微熱とかそういう症状

の委託についてでありますけれども、県におい

を示した人が私の周りにもいたんですけれども、

て検査体制の強化を進めるとともに、県医師会

そういう人たちがじゃあ検査してくれと言って

においても各地域における検査体制の拡充の検

も、なかなかそのときはもう保健所でしかでき

討が進められているので、本市内での検討はし

なかったものですから、そういうキャパシティ

ないということですけれども、この県あるいは

ーの問題からできなかったと思うのですけれど

県医師会のこうした検討によって、本市内で検

も、やはり今後それが改善されて、そういう２

査ができる可能性を示唆したものであるという

次、３次の症状のない人でも検査できるような

ふうに理解してよろしいでしょうか。

体制ができるというこういう理解でよろしいで

○大沢芳朋議長 健康推進課長。

しょうか。

○鈴木直美健康推進課長 市内での検査体制が

○大沢芳朋議長 健康推進課長。

取れるかという点につきましては、市医師会と

○鈴木直美健康推進課長 厚生労働省のほうで

県医師会のほうで今調整しておりまして、その

も、濃厚接触者以外でも無症状者、医師が必要

結果次第だと思っており、現時点では申し上げ

と判断した場合は検査をするということを示し

ることはできません。

ておりますので、可能になると思っております。

○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 そういうこれから県医

○４番 守岡 等議員 それと、こういうふう

師会と市医師会との協議が始まると思いますけ

に民間での検査が可能になるということは、保

－４８－

健所の本来の機能を発揮する上でも非常に重要

合に、そういった休業・休校対策をどういうふ

だと思います。

うに考えているか、市長及び教育長にお尋ねし

３月、４月の段階では、とにかく保健所は日

たいのですが。

中はその検査して、本来の公衆衛生的な業務で

○大沢芳朋議長 市長。

ある感染ルートの判明というのも夜中にやって

○横戸長兵衛市長 本市においては４月１２日

いたというようなことも聞いていまして、やは

から発症者が出ておらないということでござい

り保健所本来のそうした感染対策を進める上で

ますが、これはやはり市民一人一人がきちっと

も、非常に今後期待が持てるのかなと思います。 対応策、自己防衛、そういう形の成果というこ
あと、もう一つ、３月、４月の段階でも、あ
る施設の問題を１問目で示しましたけれども、

とだと思いますし、また、医療機関とかそうい
った方々の努力だと思っております。

やはり施設内でお年寄りや障がい者が感染した

２波ということでございますが、やはり今言

場合に、とても山形保健所までは行けないと。

われていることは、先ほどの質問にもありまし

身近でもそういう検査を受けられないというこ

たように、コロナ対策をしっかりやると同時に

とで、そこの施設長はもう最初から覚悟を決め

やはり経済活動を併せてやっていくということ

て、もうここが１つのクラスターになるのを覚

が、今１つの流れになってきておるわけでござ

悟して皆さんも仕事に励んでみたいなことを言

います。

ったそうですけれども、やはりこういったこと

そうしますと、やはり今までのような経営、

も改善されて、たとえ施設内で感染者が出ても

事業形態、そういうものを変えていくというこ

すぐに隔離されて市内のそういう検査が受けら

とが当然必要なわけでございますので、そうい

れる見通しがまずあるという、こういう理解で

った中で、いかにして事業者の方もあるいは市

よろしいですか。

民の方も、そういった形で危機感を持って経済

○大沢芳朋議長 健康推進課長。

活動も併せてやっていくということがより大事

○鈴木直美健康推進課長 その感染状況等によ

だと思いますので、そこはこれ以上本市におい

るかと考えておりますが、あと、実際の検査の

て発症者が出ないような対応策も含めて、両輪

検体を採取する医療機関の体制が少なくとも今

といいましょうか、経済活動も感染防止も併せ

よりは拡充されると考えておりますので、そう

てやっていかなければ経済も大変な状況になり

いう対応になっていくかと思います。

ますので、現在も大変な状況にありますけれど

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

も、そういったことを考えながらやっていく必

○４番 守岡 等議員 ＰＣＲ検査の必要性に

要があるというふうに考えております。

ついて、一番根本的なことをお聞きしたいので

○大沢芳朋議長 教育長。

すけれども、前回、第１波の段階では、とにか

○古山茂満教育長 感染の第２波というふうな

くあらゆる業務、教育活動をストップして、一

ことで、全校を休業・休校に関してでございま

定とにかく封じ込めるというこうした一斉画一

すけれども、第１波のときには、議員が話され

的な休業・休校対策が取られたわけですけれど

たように、いろいろな情報がなくて分からない

も、今後もし第２波が市内においても生じた場

状況の中での休業・休校でございました。

－４９－

それで、今は大分コロナのことに関しては分

そういうスポットスポットの、本当にどこが感

かってきた部分もあるわけですけれども、今後、 染源になっていてどういう感染ルートでという
第２波の状況にもよりますけれども、先ほど申

ふうな対策、つまりやはりＰＣＲ検査をきめ細

し上げました、分かってきたということの状況

かく行うということがより必要になってきてい

から、そういうことも含めて、原則的には全校

ると思いますので、市での対応でなくても、い

休業・休校ということについては考えてはおり

ろんな民間機関の協力でその辺の検査ができる

ません。

ようにしていただきたいと思います。

ただ、学校関係者が感染したなんていう場合

次に、医療・福祉・教育等に携わる人に対す

についてはまた考えなくちゃならないわけです

る検査の実施ということで、市長の答えとしま

けれども、その具体的な対応については学校教

しては、定期的ではなくて必要に応じてという

育課長からお答えいたします。

答えでしたけれども、やはり今一番問題になっ

○大沢芳朋議長 学校教育課長。

ているのは、無症状の感染者が感染源となって、

○遠藤 靖学校教育課長 児童生徒を含む学校

それが一番大きな感染の理由になっているよう

関係者が新型コロナウイルスに感染した場合の

です。

対応につきましては、文部科学省それから県の

この無症状感染者がある日急に重症化して亡

発出文書を踏まえて、本市としての対応マニュ

くなられたというのが、つい最近でもありまし

アルを作成しております。

た。これがやはりコロナウイルスの一番怖いと

具体的には、感染が認められた場合は当該校

ころですけれども、現状対策は、今までの線の

を一時的に休業すると。この一時的といいます

対応、いわゆるクラスター対策ではなくて、面

のは、疫学調査等の結果によって、結果の確認

対応、いわゆるエピセンター対策というのが非

あるいは協力等、あるいは校内消毒等によるも

常に重要だというふうに今なっています。

のであります。

そうした状況において、本市でもクラスター

また、学校関係者に濃厚接触者が出た場合に

対策ではもう追いつかなくなった場合には、や

つきましては、当該校を必要に応じて臨時休業

はり面対策として定期的なあるいは広範囲なＰ

するということに、マニュアルでは今定めてい

ＣＲ検査、これは今から危機管理上、準備して

るところです。

おくということが非常に必要だと思います。

いずれにしましても、感染状況によって、先

危機管理で最も重要なのは、やはり最悪の場

ほど教育長が申し上げたようなところもあるか

合を想定して、そこから順序立てて対策をつく

と思いますが、本市においては、現在、一斉休

っていくというのがいわゆるリスクマネジメン

校ということは考えていないということであり

トの基本ですけれども、その意味でも、この面

ます。

対応、極端な話、市民全体を対象にしたＰＣＲ

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

検査のそういう体制構築というものも検討して

○４番 守岡 等議員 一斉休業・休校はやは

おいてもよろしいのではないかと思うのですけ

り考えていないということで了解しました。

れども、いかがでしょうか。

そうすると、やはり今後の対応というのは、

○大沢芳朋議長 健康推進課長。

－５０－

○鈴木直美健康推進課長 先ほども申し上げま

とが避けられず、最近では学校そのものがクラ

したが、基本的には、感染状況に応じた検査体

スター化する事例も増えているようです。教師

制をまず整備していくことが必要だと思ってお

や子どもたち、そして外部からの教育実習生が

ります。真に必要な人が検査を受けられる体制

検査を受けて安全性を担保することが必要だと

というものが、まず最低限維持されるべきと思

考えますけれども、いかがでしょうか。

っておりまして、議員がおっしゃられるような

○大沢芳朋議長 健康推進課長。

検査、そちらはもちろん感染状況によっては必

○鈴木直美健康推進課長 先ほどと同様に、や

要になってくるかと思いますが、まずは検査体

はり感染状況と検査の受入れ体制、これを併せ

制が受け入れることが可能なのかどうか、これ

て考えますと、今、議員から出されたような一

と併せて考えていく必要があると思っておりま

斉に、そして定期的な検査というものは、現時

す。

点では行う考えはありません。

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

○大沢芳朋議長 学校教育課長。

○４番 守岡 等議員 やはり今、例えば都会

○遠藤 靖学校教育課長 教育実習生につきま

のほうで大変な感染状況になっている原因とし

しては、実習の始まる２週間前から健康状態を

ましては、第１波が収まった時期にきちんとそ

チェックし、また、実習中も朝の健康観察等を

の辺の第２波対策を取っていれば、こんなに感

行っている状況であります。そういった下で教

染は広がらなかったというのが専門家の見方で

育実習を行っているというところでございます。

ありまして、本市のような今感染が広がってい

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

ない状況の下で、次のそうした対応を取るとい

○４番 守岡 等議員 この間の自衛として、

うのは非常に重要だというふうに私は思います。 ２週間待機して安全だと分かっていても、実は
そうした意味で、第１問目で世田谷区の取組

無症状感染者だということが後になって分かる

を紹介しましたけれども、それ以外でも、観光

という事例が多いそうで、もう一つ先を行った

地那須塩原市では、市内の観光事業者２，００

対策が必要だということをちょっと指摘してお

０人に定期的なＰＣＲ検査を実施して、その検

きます。

査費用の半額を助成するということです。こう

次に、インフルエンザ予防接種費用の助成対

した安全安心の見える化で、市民の不安を払拭

象拡大ということで、これは妊婦及び小学校

しようというふうな取組もされているようです。 １・２年生に助成対象を拡大するということで、
あるいは、特に心配なのが学校の先生と子ど

大変ありがたいことだと思います。

もたちなわけですけれども、燕市では、市独自

山形県の衛生研究所も、この間の疫学調査に

にＰＣＲ検査を補助することを決定しましたけ

基づいて新型コロナも冬期に流行するおそれが

れども、特徴的なのが、教育現場における安全

あり、インフルエンザを含めた同時流行の可能

性を確立するために、市内で教育実習を行う学

性があるということを指摘していまして、本当

生にＰＣＲ検査を実施してその助成を行うとい

に時宜にかなった取組だと思います。

うことを決めたようです。

そこで重ねてお尋ねしたいのは、この助成費

とりわけ学校という環境は一定の密になるこ

用はこれまでと同じ２，０００円なのか、ある

－５１－

いは子どもの場合は２回接種になるのかどうか、 ○鏡 裕一福祉課長 生活福祉資金の特例貸付
教えていただけますか。

けが利用できない方、あと、一時的な貸付けに

○大沢芳朋議長 健康推進課長。

よる生活維持が困難な方については、生活保護

○鈴木直美健康推進課長 未就学児の方々や高

の制度を社会福祉協議会でも勧めておりまして、

齢者の方々と同様に２，０００円、子どもにつ

福祉課でもそこから情報提供をいただきまして、

いては２回接種を考えております。

申請しやすいような体制を取っておりますので、

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

貸付けではなくて、根本的に生活を改善するた

○４番 守岡 等議員 よろしくお願いしたい

めに生活保護の利用を勧めてまいりたいと考え

と思います。

ております。

最後に、生活困窮者への支援制度の創設とい

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

うことで、とにかく今コロナ禍で大変な思いを

○４番 守岡 等議員 その最後のセーフティ

している中、利用できる制度というのは２つし

ーネットの生活保護ですけれども、やはりどう

かないんですね、今のところ。

しても本市の場合、スティグマという、生活保

１つがこの生活福祉資金特例貸付けというこ

護を利用するぐらいだったらもう本当に御先祖

とで、既に本市でも３０名を超える方が利用さ

様に申し訳ないとか、世間体が悪いとか、そう

れているようですけれども、問題は、この間も

いう理由でやはりこの制度を利用しない人がま

社協のほうで貸付制度５万円というのがありま

だまだ多いと思っています。

して、既にそれを利用していてなかなかまだ負

そこで、今回も関係者とちょっと相談して、

債を抱えているという方がいて、その方々がや

例えばお年寄りの世帯はなかなかそういう意識

はり対象から外されてしまうと。

の高い方が多くて、若い世帯はやはり今々せっ

要するに、貸付けにならないということが非
常に大きな問題になっていまして、どうしたら

ぱ詰まっていますので、生活保護を利用したい
というふうに考えている方もいるようです。

いいものかといろいろ関係者とも相談している

そこで、世帯分離を図って、例えば高齢者は

のですけれども、例えば国保税の滞納者に対し

高齢者、若い世帯は若い世帯ということで、そ

て資格証明書を発行するという、いわゆる保険

ういう世帯分離を図ることによって生活保護を

証を取り上げるということがあると思うんです

より利用しやすいものにしていくということは

けれども、その際にやはり誠意を示して計画的

可能ではないでしょうか。

に月１，０００円でも２，０００円でも返済す

○大沢芳朋議長 福祉課長。

るということによって、その短期保険者証に切

○鏡 裕一福祉課長 生活保護適用上の世帯分

り替えるというようなことも既にやられていま

離の考えですが、同じ世帯であっても生計が全

すけれども、そうした同じようなやり方で、１， く別であるということの世帯については、生活
０００円、２，０００円でも計画的に返済すれ

保護上、世帯分離を使っての申請相談も以前か

ば、その特例貸付けを利用できるというような

ら受け付けておりますので、相談に応じて申請

対応はできないものかどうか、お示しください。 の仕方を対応してまいりたいと考えております。
○大沢芳朋議長 福祉課長。

○大沢芳朋議長 守岡等議員。

－５２－

○４番 守岡 等議員 分かりました。

トップは「ＳＤＧｓ県民運動を推進」という記

何とか私も、そういう社会保障としての生活

事で、県と山形大学及び山形新聞社が連携して

保護制度が機能するように、市民にも宣伝して

行動する共同宣言を行ったという記事でありま

いきたいと思いますし、行政としてもなお一層

した。

利用しやすい制度になるように対応をお願い申

そして、その記事と並んで、吉村美栄子知事

し上げまして、質問を終わります。どうもあり

が、８月６日にオンライン形式で開かれた全国

がとうございました。

知事会のゼロカーボン社会構築推進プロジェク

○大沢芳朋議長 次に、１２番枝松直樹議員。

トチームの初会合において、２０５０年に二酸

〔１２番 枝松直樹議員 登壇〕

化炭素排出量の実質ゼロを目指す「ゼロカーボ

○１２番 枝松直樹議員 議席番号１２番枝松

ンやまがた２０５０宣言」を行ったという記事

直樹でございます。

が載っておりました。

今回は、脱炭素社会を目指す取組についてと

県は、現在策定中の第４次県環境計画、これ

いうことで、何項目か通告に従って質問をいた

は仮称でありますが、これに脱炭素に向けた施

します。

策を盛り込む方針といいます。

新型コロナウイルス感染症の世界的流行を機

ゼロカーボン宣言とは、２０５０年までに二

に、本来あるべき人間の生き方、社会のありよ

酸化炭素排出量の実質ゼロを目指すというもの

うに目が向けられ、その復興として「グリーン

ですが、今年８月６日時点で２１の都道府県を

リカバリー」という言葉が聞かれるようになり

含めて１５１の自治体がこの宣言を表明してい

ました。

ます。市レベルでは８２市が行っており、県内

これは、経済政策最優先ではなく、脱炭素に

では東根市が唯一表明しております。

向けた気候変動対策をさらに推し進め、生態系

昨年１２月にマドリードで開催された第２５

や生物多様性の保全を通じて、災害や感染症な

回国連気候変動枠組条約締結国会議（ＣＯＰ２

どに対してより強い社会へと移行していくとい

５）において、小泉環境大臣は、日本政府とし

う考え方であり、ヨーロッパを中心に広がって

て脱石炭火力を打ち出すことができずに、日本

おります。

は残念なことに化石賞をいただく羽目になりま

今年２月に南極で２０．７５度という過去最

した。

高の気温が観測され、６月２０日にはシベリア

２０１５年１２月に採択されたパリ協定は、

のベルホヤンスクという町で過去最高の３８度

２０２０年以降の温室効果ガス排出削減等のた

の気温が観測されました。

めの新たな国際枠組みであり、世界の平均気温

昨今の異常気象による自然災害なども温室効

の上昇を産業革命前に比べて２度未満、できれ

果ガスによる温暖化に起因すると言われていま

ば１．５度に抑えるという長期目標を持ってお

すが、日本国内でも毎年自然災害に見舞われ、

ります。

本市では去る７月２８日に豪雨被害に遭ったば
かりであります。

日本は、短期目標として２０３０年度までに
温室効果ガスの排出量を２０１３年度と比べ２

このような中、８月７日付の山形新聞の１面

６％削減するとしております。また、長期目標

－５３－

としては、２０５０年度までに温室効果ガスを

らない森林は市町村自らが管理するというふう

８０％削減するとしています。

に解釈をしております。

こういった目標の履行に向けた動きと軌を一

そして、一方的に「意欲がない」と決めつけ

にして、さきの山形県の動きもあるものと私は

た森林所有者から市町村が経営管理権を取り上

理解しております。

げ、「意欲のある」民間事業者に森林伐採をさ

そこで、本市においても脱炭素社会に向けて、 せるための法律という位置づけになるわけです。
２０５０年を目途として、二酸化炭素排出量の

平成３０年４月１２日の衆議院農林水産委員

ゼロを目指す取組を進めてはどうかと考えます

会の参考人質疑で、泉英二愛媛大学名誉教授は

が、以下、市長の御所見を伺ってまいります。

このように言っております。「この法案は、究

最初に、ゼロカーボン宣言をした自治体をゼ

極的には、川下の大型化した木材産業及びバイ

ロカーボンシティといいますが、本市でもゼロ

オマス発電施設への原木の安価な大量安定供給

カーボンシティを表明してはいかがでしょうか、 が目的であるとしか言いようがない」と断言し、
市長の御所見を伺います。

この法案は一旦廃案とするのが望ましいと反対

次に、森林資源の活用方策について伺います。 意見を述べました。
脱炭素社会の実現には再生可能エネルギーの

結局、参議院では、異例の１４項目もの附帯

普及が欠かせません。日本は森林大国であり、

決議がついて森林経営管理法は成立しました。

本市においてもこの木質バイオマス資源を生か

森林所有者には伐採とその後の造林の実施に

すことが何より大事なことです。

責任を持つよう定めていて、できない場合は市

本年３月に策定された令和１２年３月末まで

町村に委託させる内容になっていますが、委託

の上山市森林整備計画を着実に進めていくため

に同意しない所有者に対しては市町村が勧告や

にも、昨年４月から始まった森林経営管理法に

意見書提出などのプロセスを経れば、同意した

基づく森林経営管理制度をどう適正運用してい

ものとみなし、木を伐採してもいいことになっ

くかが問われております。

ています。

この制度は、適切な経営管理が行われていな

非常に強権的な内容であり、憲法が保障する

い森林について、市町村が森林所有者の意向を

財産権を侵害している可能性が高いとの識者の

確認後、森林所有者の委託を受けて民間の林業

指摘もあります。

経営者に再委託したり、市町村が直接管理する

加えて、法案では、所有者不明の森林につい

ことにより、林業の産業化と林業の多面的機能

ては、計画を公告して６か月以内に異議がなけ

の保全の両立を図ることとしています。

れば計画に同意したとみなし、市町村が管理で

しかし、この法案は全会一致で採択されたわ

きる規定もあります。

けではなく、法案に反対の立場を取る側からす

２０１４年に結成されたＮＰＯ法人「持続可

れば、所有者が管理できない森林について、管

能な環境共生林業を実現する自伐型林業推進協

理する権利を市町村に設定し、市町村は採算ベ

会」は、所有と経営、そして施業を極力一致さ

ースに乗りそうな森林は、意欲と経営能力のあ

せ、小規模分散地域経営だけどしっかりもうけ

る林業経営者に管理を委託し、採算ベースに乗

られる永続的な林業を目指しています。この観
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点も大変大事なことであります。

ですから、熱利用のエネルギーを再生可能エ

本市においても、国の作業マニュアルに従っ

ネルギーに転換することは、太陽光や風力など

て森林経営管理制度の事務を進めており、山主

の発電と並んで、ＣＯ ２削減に有効なわけであ

の意向調査を実施したようでありますが、小規

ります。

模山主であっても意向を最大限尊重しながら進
めていく必要があります。

再生可能エネルギーというと日本では発電に
目が行きがちですが、熱利用、とりわけ木質バ

現状は、所有者が不明であったり、相続未登

イオマスを利用した熱利用はこれから大きく伸

記が多かったり、境界が明確でなかったり、高

びていかなければならない分野であると思って

齢化して現場の立会いもできないなど、森林経

おります。

営管理制度の運用は困難を抱えていると思われ
ます。

私は、平成２７年９月議会でも、公的施設へ
のペレットボイラーの導入について提案したの

森林経営管理制度発足から１年が経過した今、 ですが、市長の答弁は、効率性や導入に係る設
意向調査による山主の反応とこれからの市の作

置費用や維持管理費を考慮した場合、現時点で

業手順についてどのように展開していくのか伺

は公共施設への導入は難しいというものであり

います。

ました。

次に、山林の地籍調査の実施について伺いま
す。

あれから５年が経過し、導入コスト及びボイ
ラー本体価格の低減も進み、化石燃料に比べて

所有者と境界を明らかにすることで、施業の

その優位性は高まっていると考えています。２

集約化が進み、林業の産業化も進みます。現在、 ４時間稼働している病院や老人ホームなどから
市街地で地籍調査を実施しており、森林の地籍

施設園芸まで、そして、最上町のようにお湯を

調査の実施についても必要と考えますが、市長

供給する住宅団地開発にも幅広く利用すること

の御所見をお伺いします。

が可能であります。

次に、バイオマスボイラーによる熱利用の普
及について伺います。

本市のまちづくりの中にバイオマスボイラー
を組み込むことについて、市長の御所見を伺い

せんだって、最上町の若者定住環境モデルタ
ウンを訪ねてまいりました。ペレット、チップ
及びまきの３種類のバイオマスボイラーによる
２４時間地域熱供給システムが導入されており、

ます。
次に、再生可能エネルギー機器導入に対する
補助金の創設について伺います。
かつて本市にもソーラーパネルやペレットス

雪国最上町でも快適なセントラルヒーティング

トーブの設置に対する補助金があったようです

が実現されていました。

が、現在はありません。多くの市町村に補助金

ヨーロッパでは普通である地域熱供給も、日
本ではあまり例が多くありません。家庭での給

制度があるのに、本市にないというのはどうい
う理由からでしょうか。

湯や暖房などの熱利用は、家庭内で消費する全

県の助成金と併用可能とする市町村もある中

エネルギーの６５％ほどを占めているという資

で、再生可能エネルギー普及拡大への積極姿勢

源エネルギー庁のデータがあります。

を示す意味でも、蓄電池など新たなメニューを

－５５－

追加した補助制度の創設について、市長の御所

山林の境界確認等の課題については認識して

見を伺って第１問といたします。

おりますが、宅地開発や公共事業など土地の利

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員に対する答弁の

用度が高い市街地から優先的に地籍調査を進め

前に、正午にもなりますので、昼食のため休憩

ておりますので、山間地域については、市街地

いたします。

及びその周辺地域の調査完了後に実施する予定

午後は１時から会議を開きます。

としております。

午前１１時４９分 休 憩

次に、バイオマスボイラーによる熱利用普及
について申し上げます。

午後 １時００分 開 議

バイオマスボイラーによる熱利用は、二酸化

○大沢芳朋議長 休憩前に引き続き会議を開き

炭素の排出量削減に有効であることは認識して

ます。

おりますが、設備導入費用及び維持管理費用が

枝松直樹議員の質問に対する答弁を求めます。 現在でも他の熱利用設備と比較して高額である
市長。

上、燃料の安定した確保が難しいことから、本
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

市のまちづくりに組み込む考えは持っておりま

○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。

せん。
次に、再生可能エネルギー機器導入に対する

初めに、ゼロカーボンシティの表明について
申し上げます。

補助金創設について申し上げます。
住宅用太陽光発電システムの設置に対する補

本市における地球温暖化対策として、第７次

助金については、平成２５年度まで国の補助金

上山市振興計画及び第２期上山市快適環境基本

に上乗せして行っておりましたが、ソーラーパ

計画において、二酸化炭素削減の推進を図って

ネルの価格低下と固定価格買取り制度により、

おりますので、現時点での表明の考えは持って

設備導入の普及施策は終了したと考えられたこ

おりません。

とから、国の補助金制度の廃止に併せて廃止を

次に、森林経営管理制度の課題と適正運用に
ついて申し上げます。

しております。
また、ペレットストーブに対する補助金につ

意向調査については、市内全ての箇所を一斉

いては、平成２４年度まで県の補助金制度を活

に行うことは困難であることから、昨年度、モ

用して行っておりましたが、実績件数が少なか

デル地区において意向調査を実施し、市に経営

ったことから廃止をしております。

管理を委託する意向があった方に対して、今年
度、境界確認の測量を予定しております。

現在、第２期上山市快適環境基本計画の目標
値に掲げられている再生可能エネルギー総発電

今後は、意向調査箇所の優先順位を決め、計

量が順調に推移していることなどから、現時点

画的な事業実施と適正な制度運用により、森林

で新たな補助制度を創設する考えは持っており

の荒廃防止等に努めてまいります。

ません。

次に、山林の地籍調査実施の必要性について
申し上げます。

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。
○１２番 枝松直樹議員 今、いろいろと御答

－５６－

弁いただきましたが、まず最初に申し上げたい

組んでいく必要があるだろうと考えます。

のは、まず６月にシベリアで３８度という最高

この間、有名になったスウェーデンの環境活

気温を記録したことは申し上げましたが、そこ

動家と言われているグレタ・トゥーンベリさん

のシベリアで乾燥し切った森林の火災が発生し

のように、たった１人で始めた、子どもがです

て、１，９００万ヘクタールという北海道の２． よ、たった１人で始めたことが大きなデモに拡
３倍にも上る森が焼けたということがありまし

大し、世界中に広がったというふうに、国民一

た。

人一人、市民一人一人の意識が変わることが大

この北極圏では、他の地域に比べて２．５倍
のスピードで温暖化が進んでいると言われてい
るのですが、この暑さで永久凍土が解け出して、

事だと、私はこの間の流れを総括して思ってお
ります。
ですから、上山市でもこういった流れに私は

その上に乗っかっている構造物が倒壊するとい

乗るべきだと思っておりまして、ゼロカーボン

う事件が発生いたしまして、２万トンものディ

シティ、県のほうも、環境省が積極的になって

ーゼル油が河川に流出したということもありま

いるわけでありますが、それに合わせるように

した。

県も動いているということで、この流れに上山

また、永久凍土が解け出すと、その下から温

市としても積極的に乗って取組を強化すべきだ

室効果ガスのメタンが排出されると。気候危機

と思いますが、改めてそこを伺います。

へのさらなる悪影響というのが懸念される。そ

○大沢芳朋議長 市長。

ういう地形的な問題が今発生をしています。

○横戸長兵衛市長 今の世界の流れはおっしゃ

私自身も、家庭で幾ら再生可能エネルギーに

るとおりだと思います。それを我々自治体がど

転換をしてみたとて、さほどの効果は期待でき

うやっていくか、あるいは家庭がどうやってい

ないではないかという一般的な意見があります

くか、これは当然でございますが、このゼロカ

が、実際、産業分野とか今回のコロナの中でも

ーボンシティの表明については、脱炭素社会だ

経済活動が停滞したために、環境の数値が大き

ってもう当たり前になってきているんですよね、

く改善したという事例が見られました。

はっきり言って。

ですから、石炭火力の廃止あるいは産業分野

ですから、もう我々も実は、昨年、今年合わ

の排出抑制がなされない限り、パリ協定の達成

せて環境省から３億円頂いて、ＬＥＤの電気に

は困難だというふうに私も思ってはおります。

換えるとかいろいろやっておりますが、やはり

そういう意味で、企業の取組が肝心なのは分

そういうことを我々自治体もやっているので、

かっておりますが、しからば各家庭で何もしな

決して後ろ向きとか後れを取っているとは私は

くていいのかと問題になるわけであります。

思っておりませんし、これはやはり市民の中に

デンマークをはじめ、ヨーロッパ諸国のよう

どう進めていくかと、どう啓蒙していくかとい

に、再生可能エネルギーをたくさん利用するこ

うことと、やはり我々自治体もそういった形で

とで温暖化対策に積極的にコミットしていくこ

政策展開しておるわけでございますので、です

とが、今、各自治体レベルでも求められている

から、それは世界の流れに決して後れを取って

し、私たち自身も各家庭でそういうことに取り

いるものではないというふうに考えております。

－５７－

○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 ちょっと実際の例を

○横戸長兵衛市長 このゼロカーボンシティの

引用したいのですが、今年の東洋経済新報社に

表明だけでなくて、全国の市町下でいろいろあ

よる住みよさランキング、県内の１３市のラン

るんですよ、組織は。いろんな組織があります。

キングで上山が１３番目だったと。去年に続い

私も入っているところもありますけれども。

て２年連続なんですよね。私はここに住んでい

だから、要は、入っていて、じゃどういう意

て、そんなにここが住みづらいわけないと自負

義があるんだと、どういう政策を展開している

しているのですけれども。

んだと。大体が、ただ会合だけを１年に１回、

そうしたら、せんだって山形新聞の投書欄に

２回やって、そして環境省あたりの職員を呼ん

中学生が載せたんですよね。上山はすごくいい

で講演を聞いて、そしてじゃ頑張ろうねみたい

とこだよと、何で最下位なんだと。そうしたら、 なものですよ。
つい３日前ぐらいにもまた載ったんですよね、
中学生の。別な子です。

ですから、私はそれよりも、実際にやってい
るというそのほうが完全に価値観は高いと思い

だから、中学生がそういうものを敏感に感じ

ますし、だから、私はいろんな組織も、否定す

取っていて、上山がすごく悪く見られていると

るわけではないですよ、否定するわけではない

いうふうに、彼女たちは一種の抗議を含めて投

ですけれども、そういう実態もありますので、

書したんだと思いますが。

ですから、そのゼロカーボンシティにも入らな

やはりやっているということを市民に対して、 くても我々はきちっとやっていると。
世間に対して発出することが私は大事だと思っ

そしてまた、発信度が足りないとすれば、や

ておりまして、ですから、東根がちょうど１年

はりいろんな手法があるわけでございますし、

前ですかね、２０２０年１月３１日付で表明を

そういうことでいろんな事業展開をしていくと

したのですが、やっていることは大したことな

いうことだと思います。

いんですよ、本当に。上山と全然事業のレベル

住みにくいという点については、都市公園の

も同じだと思います。補助金なんかは少しある

面積とかいろんなものが関係しているんです。

かもしれませんが。それでいて、県内初めてこ

ただ住んでいて悪いとかいいとかではなくて、

ういったゼロカーボンに向けた表明をしたとい

そういったもの、あと病院の数とかそういうも

うことのインパクトだけが先行しているわけで

のが相まってあの順位に出ているわけでござい

すが。

まして、決して我々は、あの順位が出たことに

ですから、市長のおっしゃることも分からな

対しては大変申し訳ないなというふうに思って

くはないですけれども、やはりやってる感とい

おりますけれども、かなわないところもあるん

うか、一応やってますよということを、私はも

ですよね、実際。

うちょっと、いろんな政策についてもそれは言

ですから、そういうところが総合的に判断さ

えることだと思いますが、対外的に表明するこ

れ、順位として表れているということもありま

とは意義がないことではないと思いますが、改

すので、その辺についても中学生の方がああい

めて伺います。

うふうに書いていただいたので、それに応える

－５８－

意味においても、何らかの形でやはりこれも発

組んでいただきたいのですが、ここで物事を進

信することが必要なのかなというふうには思っ

めるのに、今から出発して先に進むのと、さき

ております。

から戻ってくるバックキャストというやり方が

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

ありますが、これをちょっとお尋ねしたいので

○１２番 枝松直樹議員 住みやすさの件につ

すが、これは環境省のホームページに載ってい

いては改めて何かの機会に議論をさせていただ

る情報ですので、御覧になっていない方はぜひ

ければと思います。

見ていただきたいと思います。

それで、市長は自信を持ってやっているんだ

未来の天気予報です。２１００年８月２１日、

と、内実的にやっているんだということでおっ

今から８０年後の世界ですが、パリ協定にあっ

しゃったわけですが、でも、それが市民にはな

たように気温を産業革命前と比べて１．５度に

かなか理解はされていないのではないかという、 達成した場合としない場合と２つシナリオを書
そこにそごがあるのではないかというふうに思

いているのですが、もし１．５度が達成できな

うわけです。

い場合、日本はこうなりますというんですね。

それで、これはよその町のことですから、別

２１００年８月２１日、札幌のその年の最高

にあえて市長がどうのこうの言うことはないか

気温４０．５度、名古屋４４．１度、東京４３．

もしれませんが、長崎県の壱岐市というところ

３度ですね。秋田も４２．５度と。これでは、

がありますが、気候非常事態宣言を去年の９月

今年でも暑い暑いと言っているのに、とてもじ

議会で採択しております。

ゃないけど暮らせる気温じゃないですよね。作

気候非常事態宣言、ちょっと聞いたことない

物も当然変わってくるだろうし。これを一瞬見

ですけれども、いわゆる気温上昇を１．５２抑

た途端に、国でこんなのをつくって果たしてい

えるためには、２０５０年度までにＣＯ２排出

いんだろうかとさえ私は思いました。

量を実質的にゼロにする必要があるということ

ちょっと副市長にお伺いしますが、国の機関

を、ゼロカーボンシティとはまた別にして、議

が、それぞれ省庁が、こういうホームページを

会で採択をして、去年の９月議会で、全国に表

出すということについては、部署は違うんでし

明をしたと。

ょうけれども、初めて地方に来ておられて、国

それで、我々は再生可能エネルギーに完全移

にいた人間としてどのような感想をお持ちです

行できるように、地域資源に由来する再生可能

かね。

エネルギー開発に努めていきますということを

○大沢芳朋議長 副市長。

言っています。そして、その中で、森林の適正

○山本幸靖副市長 私、国土交通省出身ですの

な管理についても取り組むということを自分た

で、環境省の施策等についてあまり詳しくはな

ちが宣言をしている、そういう市もあります。

いのですけれども、ただ国の施策として、将来

私は、気候変動がもたらす脅威から市民の生

起こり得る可能性としてこういったことがある

命、財産とか健康を守る持続可能な発展を目指

という意味で、危機感をダイレクトに伝えると

すというのが市の行政の役割だと思いますから、 いったような手法でもって、そういったような
それに沿って市長からもぜひまた継続して取り

ものを公表するというのはございます。そうい

－５９－

ったのも見た上で、実際今後長期的に国として

ちが住んでいるそれぞれの地域、家庭からこれ

何をやっていくのが必要なのかということを踏

を取り組む必要があるというのが私の考えであ

まえて、多分いろいろな施策を考えているのだ

って、この点についてはこの後の森林とかある

というふうに思っております。

いは補助金の創設についても関わる問題ですか

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

ら、ちょっと先に進みたいと思います。

○１２番 枝松直樹議員 今、起こり得る危険

森林資源の活用について何点か聞いておりま

について環境省がこのように警告を発している

すが、この持続可能な開発目標ＳＤＧｓ、最近

わけでありますが、そうしますと、市長からす

バッジつけている人が多いのですけれども、２

ると、今脱炭素社会に向けた取組をやっている

０１５年９月の国連総会で採択されて、２０３

ので、改めてこの２１００年の世界を意識しな

０年に向けた具体的行動指針がこの中には盛ら

くとも、今やっていることをやっていればいい

れていて、１７の達成目標と１６９のターゲッ

ということなのか、これをもっと取組を加速度

ト、達成基準が明記をされているわけですが、

的に発展させていくということなのか、その辺

この中で森林資源については、２０２０年まで

のところについて伺います。

にあらゆる種類の森林の持続可能な経営の実施

○大沢芳朋議長 市長。

を促進し、森林減少を阻止し、劣化した森林を

○横戸長兵衛市長 これは国際的なレベルの話

回復し、世界全体で新規植林及び再植林を大幅

ですよ。この話は。ＣＯＰ２１とかね、これは

に増加させると、このように記載をされていま

国としてやってもらわないと、一自治体がこれ

すが、森林経営管理法はこのターゲット達成に

に向かってどうするこうするなんていう次元で

合わせて施行されたというふうに私は思ってお

はないですよ。やはり国全体としてどう取り組

りますが、先ほど市長のほうから、モデル地区

んでいく、県全体としてどう取り組んでいく、

を設定して意向調査を行ったというようなお話

自治体としてどう取り組んでいく。これを出し

がございましたので、その意向調査のやり方、

たわけですから、必ずその対応策というのは考

規模とか、その中から見えてきた課題は何なの

えなければならないわけです。ただ言いっ放し

かということを最初に伺っておきます。

ではならないわけですから。

○大沢芳朋議長 農林夢づくり課長。

そうすると、当然そういった具体的な施策も

○漆山 徹農林夢づくり課長 森林経営管理制

出てくるわけでございますし、一自治体がやれ

度につきましては、令和元年度からスタートし

るものというのは限りがあります。でも、それ

まして、全国一斉スタートですので、他自治体

は、じゃ自治体はどうするんだ、これで満足な

も同じレベルでスタートしているわけですが、

のかと、そんな話の次元じゃないですよ。これ

上山市としてどのように進めていくかという検

は国自体、世界的な取組の中で話し合っていく

討をした結果、人工林率が高い東地区をモデル

べき議題だというふうに思っています。

地域として選定をしまして、分析調査を行った

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

ところでございます。

○１２番 枝松直樹議員 それは世界的な話を

その上で、林道に近くて災害の危険性が高い

すると大きくなりますけれども、やはり今私た

であろう菖蒲ダム付近というところをまずエリ

－６０－

アとして選定をして、意向調査を行いました。

いというような部分が一番、お任せしたいとい

意向調査につきましては、山林所有者３８名

うような所有者からの意見に近いのかなという

を対象に実施をしておりますが、市に経営や管

ふうに思っておりますので、放棄したいという

理を委ねることを検討してみたいという回答を

設問はなかったので、そういった意見はござい

約７割の方から頂いております。そのほかには、 ませんでした。
自分で経営や管理をしていきたいという意見、

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

それから自分で委託先を探して経営や管理を委

○１２番 枝松直樹議員 先週、高畠町を訪ね

託したいという回答もございました。

てまいりましたが、高畠町では去年の７月に図

その約７割の方の中から、やはり災害発生の

書館と、それから「もっくる」という旧高畠四

危険が最も高いであろう箇所、約７ヘクタール

中の体育館を改造した子どもの遊戯施設がオー

くらいになりますけれども、につきまして今後

プンしたのですが、図書館についてはほぼ１０

測量調査を実施していく予定としております。

０％の町産材、もっくる、児童遊戯施設は８

今後の課題としましては、やはり制度上、林

８％の使用率だったというふうに発表されてい

業経営体との連携とか意向調査の結果を取る前

るんですけれども、かなり大胆に町の材木を使

に事前にアンケートを実施するなどの検討も必

ったということで話題になっております。

要なのかなというふうに考えております。

ここでは、やはり町だけでは達成できるもの

また、意向調査の優先順位を決定するために、 ではなくて、飛行機で測量するレーザー計測の
全体的な市の基本方針というものを定めて実施

手法なども使ったようではございますが、どこ

していくということが必要ではないのかという

にどれだけの質の材木が蓄積をされているのか、

ことで、ただいま考えておる状況でございます。 レーザー測量でそれをやりながら、あとはデザ
○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

イン会社、大学の先生方も入ったデザイン会社

○１２番 枝松直樹議員 ７割の方が経営、管

と、それの全体をマネジメントする仕組みがあ

理を委託したいという意向だったということで

って、いわゆる植林から伐採から全部１つのシ

あります。

ステムとして回るようなのがあったと。

これが全市的にいくとかなりの規模になるん

高畠町は決して山林王国でもなくて、木材で

だと思いますが、中には、もう俺は森林は要ら

今まで話題になったことも多分なかったかと思

ないと、経営権を放棄するような方もいらっし

いますが、そういうことで一気に材木について

ゃったのではないかと。もう場所も分からない

目が向く。そして、その仕組みがつくられたと

し、もう上山に住んでいないから上山市でもら

いうことで、すごいなと思ったところでござい

ってくれというような意向の方も中にはいるか

ます。

と思われますが、その辺で経営権を放棄するよ

要は、この森林経営管理法ができて、それに

うな動きはありますか。

基づく制度ができたわけですから、その制度が

○大沢芳朋議長 農林夢づくり課長。

生かされるような仕組みというか、上山でも構

○漆山 徹農林夢づくり課長 放棄という部分

築されないと、せっかくの山林が宝の山になり

では、意向調査の段階では、経営管理を委ねた

切れないということになってくるかと思います

－６１－

ので、課長には引き続きそこは丁寧な取組をお

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

願いしたいと。

○１２番 枝松直樹議員 計画はないんだろう

なおかつ、小さい山主に対してもひとつ意向

けれども、要するに、山も必要なところはやっ

をしっかり酌んでいただければなというふうに

て明確にしておかないと、資産として資源が生

思っております。

かされないのじゃないかということの観点から

それで、森林についてもう一つ、地籍調査の

聞いているわけであって、１０のうち、例えば

話がございましたので伺いますが、今、市街地

市街地が七、八やったら２ないし３は山も手を

とその周辺から地籍調査をやっていて、先ほど

つけますよという、そういう方法は可能ではな

の私への話では、その調査が終わってから山の

いのですかと聞いているわけです。

ほうに手をつけるという話ですけれども、その

○大沢芳朋議長 税務課長。

調査が終わって山でしたらもう何十年かかるか

○前田豊孝税務課長 これはまず１つは調査の

分からないような気がするのですが、調査完了

優先順位の問題と、あとは、要するに１年で調

の実施ということについてちょっと説明をお願

査するのを２調査区にまたがってしなきゃなら

いいたします。

ないという状況になります。

○大沢芳朋議長 税務課長。

現在の地籍調査の状況としましては、現在取

○前田豊孝税務課長 現在、市街地の調査に入

り組んでいる１調査区を完了するのに通常３年

っているわけですが、中心市街地をやってだん

かかります。その前に事前準備もありますので

だん周辺部に広げていくという計画であります

４年かかりますので、１年に４か所をそれぞれ

ので、周辺部終わって山側の農村地帯、そこか

の工程ごとに進めているという状況であります

ら山林のほうに入っていくというような計画で

ので、これをさらに別の調査区をもう一つ設け

ありますので、年数的には大分後にはなるかと

るというのは現時点では不可能でございます。

思いますが、そういう方針で現在進めていると

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

ころでございます。

○１２番 枝松直樹議員 一応、税務サイドの

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

立場ということで了解しましたが、７月３１日

○１２番 枝松直樹議員 大分後というのがい

付の山形新聞に、民営林における地籍調査の進

つ頃なのか、後でまた聞きますけれども。

捗率、県内の状況について記事がありました。

そうなりますと、境界の明確化もできないと

これを読むと、最上地域では９８．２％、もう

いう中で、さっきの制度運用が円滑に行われる

ほぼ１００％近い。庄内は６３．９％、村山は

かどうかちょっと不安もあるわけですが、今、

４８．９％、置賜は１６．８％となっているの

税務課でやっている市街地の中で、ある程度の

ですね。

ボリュームについては、山も同時並行でやりま

それは最上は金山杉があったり、山林がとに

すよというふうにはなりませんか。

かく多い、充実した山を持っているということ

○大沢芳朋議長 税務課長。

だからそうだったと思いますけれども、そうし

○前田豊孝税務課長 現在の計画ではその予定

ますと、農林夢づくり課長に伺いますが、地籍

はございません。

調査は今の税務課長の話ですとまず当面できな

－６２－

いということですから、さっきの制度を適正運

ですから、燃料の安定確保ということでは、

用するために、境界確定をどのように行ってい

確かに今金谷地区にある発電施設についても、

くのでしょうか。

そこが大きな課題としてあったわけで、そこは

○大沢芳朋議長 農林夢づくり課長。

何とかあそこはクリアしたようですが、バイオ

○漆山 徹農林夢づくり課長 実際に境界の不

マスについては確かに供給先、材料を確保でき

明な部分につきましては、森林施業を行う際に

るかどうかということが１つの課題になるかと

は境界確認というのは必ず必要でございますの

は思います。

で、そちらのほうにつきましては、字限図を基

でも、このボイラーは個人の家庭であれば、

として、地元の山に精通した方ですとか、あと

ペレットでしょうけれども、燃料の値段の観点

林相、樹種などで聞き取りと調査を行って、確

からいったらやはりチップボイラーが現実的で

認できるものと考えております。

はないかというふうになっておりますし、今後、

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

老人ホームも新しく設置されますし、いろんな

○１２番 枝松直樹議員 確認できると思うと

２４時間稼働するような施設も市内にあります。

いうことですから、それを信頼いたしまして、

直営施設ではございませんが、ぜひそういった

とにかくいろんな地域の人の意見なども聞きな

ことも念頭に置いて、これから施策に取り組ん

がら、そこは進めていただくようにお願いをい

でいただきたいと思います。

たします。

そして、最後に伺っておきますが、補助金制

そして、山に関してもう一つ、バイオマスボ

度ですね。上山はないと。これが、ちょっと私

イラーの熱利用の普及についてだったのですが、 の認識と違うところがありましたので伺ってお
その考えはないという中で理由が２つ示されま
した。

きます。
ペレットストーブは平成２４年まで県の補助

１つは、重油や灯油あるいはガスとかといっ

金制度を活用してやっていたと。平成２５年か

たほかの熱利用設備と比較してコストが高い。

らなくしたみたいな言い方ですね。一方で、ソ

それから燃料の安定した供給が難しいのではな

ーラーパネルについては平成２５年度までやっ

いか。この２点によって導入の意図がないとい

て２６年度から廃止をしたとなっているのです

うことだったのですけれども、私がお付き合い

が、東日本大震災というのは平成２３年なんで

しているボイラーメーカーでは、やはり確かに

す。

今原油価格が下がっていて原油が安いことは確

ですから、ペレットストーブの補助を廃止し

かにそうなんですけれども、山林の多面的な機

たのは２５年ですから２年後です。それから、

能やら脱炭素社会を目指した上では、やはり非

ソーラーもその１年後ということで、あのとき、

常に意義のある取組になるだろうということを

次の日の夕方まで停電になって、反射式ストー

聞いておりますし、あと、一日の燃焼時間、た

ブを使ったりとか、かなりいろんな人が災害に

った３時間、４時間燃やすのと違って、バイオ

対する備えということで敏感になっていた時期

マスボイラーで２４時間回し続けるとなれば、

だと思いますし、再生可能エネルギーを今度増

全然また効率も違ってまいります。

やしていかなきゃいけないなという気分が高ま
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っていた時期に、この補助金削減というのは、

も、一番最初に市長がおっしゃったように、こ

今思うと早かったのではないかというふうに思

れはもう国際的な話だから、各家庭で補助金つ

いますけれども、この点についていかがでしょ

けなくてもいいよというのもあるのかもしれま

うか。

せんけれども、これは呼び水にする意味があり

○大沢芳朋議長 農林夢づくり課長。

まして、上山は、これは日本中だと思いますが、

○漆山 徹農林夢づくり課長 こちらの補助事

どんな田舎に行っても石油タンク１００リット

業につきましては、県の事業を活用して市のほ

ル、２００リットルのが置いてあるんですね。

うでも補助してきた事業でございます。実績と

山のすぐ近くであっても。

しましては、平成２３年度４件ございましたが、

これはやはり大きく見直すべきものだという

平成２４年度はゼロということで、その後、ど

ふうに私は思っておりまして、先ほど平成２３

うするかという部分につきましては、県のほう

年に４件申請があったというのは１件私なんで

で直接補助制度を活用して補助金の活用ができ

すよ、実は。９年も使っているんですけれども

るものですから、市を通さないで県のほうでの

非常に温かいし、使い勝手がいいというのが率

補助金を利用していただくというようなことに

直なところであって、やはり石油を使っている

変更をしたものでございます。

ということに対して私も非常に抵抗もありまし

○大沢芳朋議長 市民生活課長。

たから、今月から石油もなくして、太陽の熱を

○木村昌光市民生活課長 住宅用の太陽光発電

利用する集熱器というものを備えた、それでお

システムの設置の補助金についてでございます

湯を沸かしているんですけれども、やはり各家

が、一般家庭での太陽光発電設備の器具代金や

庭から私はやるのが基本だなと思っております。

工事価格が低下したということもありまして、

それで、ソーラーの補助金をどれだけ今持っ

さらに、売電制度ということで固定価格買取り

ているかというと、山形、鶴岡、寒河江、村山、

制度もある中で、補助金の目的である初期投資

長井、天童、東根、尾花沢、南陽ということで

額の負担を軽減し導入しやすくするということ

９つの市にあります。町村については１３とい

での補助金制度については、その部分で国も廃

う数がございます。あと、ストーブにつきまし

止したという部分でございますので、それと合

ては、山形、鶴岡、寒河江、村山、長井、天童、

わせて本市のほうの補助金についても廃止させ

尾花沢、南陽ということで８つの市があって、

ていただいたところです。

町村については１４ということで調べました。

なお、県の補助金についてはその後も補助制

やはり再生可能エネルギーに対する自治体の

度ということではございますが、令和元年度か

姿勢というものを、こういうところからもかい

らは蓄電池を含む部分の太陽光発電システムの

ま見ることができるのかなと思っております。

補助というふうになっておりますので、実際は

ぜひ今後とも、国連の話だということではなく

太陽光発電システムの補助というのは県のほう

て、ぜひそういった自治体の取組として私は取

にはございません。

り組んでいただきたいということを申し上げま

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

すので、最後に市長からあればお伺いします。

○１２番 枝松直樹議員 再生可能エネルギー

○大沢芳朋議長 市長。
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○横戸長兵衛市長 今、いろいろお話ありまし

度を感じる生活をやっていただきたいという気

た。いわゆる山村に行っても灯油だと。実際、

持ちはございますけれども、ただ一人一人の相

私もそういう生活しましたけれども、はっきり

手の政策というのはなかなかできないんですよ

言って、材木を切って乾燥して割って、そして

ね、これは行政としては。やはり地域単位とか

燃やすストーブを買う、大変ことです、これ。

そういったものを総合的に勘案した結果、今日

今、特に高齢化になってきて、独り、二人暮

の答弁になったわけでございますが、そういっ

らしでそんなことをやっているケースを１件、

た事情があるということだけは知っておいて発

私、知っていますけれども、それだってもう本

言していただければありがたいなと思います。

当に大変な状況です。そのためには、まき割り

○大沢芳朋議長 枝松直樹議員。

機を買ったり、これも何十万するんですよ。

○１２番 枝松直樹議員 終わりですからやめ

そんなことを考えたときに、それはまちの中

ますが、いや、それも私も分かっています。奥

から見れば、何だと、あれだけの資源があるの

に行ったってどこに行ったって、さっき言った

にそれも使わないでまちと同じような生活とい

石油を使っている生活でありますから。

うふうに感じるかもしれませんけれども、現実
には非常に難しいです。

でも、ぜひ山主である市長におかれましては、
そうでない分野からも見て、ぜひ適切な判断を

今、調べさせておりますけれども、市内でも

お願いしたいと。

まきが売られておりますよね。あのまきだって

それから、住宅団地の整備について、最上町

半端じゃない値段です。あと、家庭用で買うス

のように若者が定住するような団地、住宅地を

トーブ、喫茶店、レストランで使っているもの

造るのに、やはりボイラーでお湯を供給して暖

は１００万円しますからね。ですから、そんな

房に使う、２４時間お湯が出るというような生

ことを考えたときに、やはり灯油とかガソリン

活について、付加価値をつけて開発をするとい

とかそういうのに換えるというのは、これはや

うことも非常に有効だと思いますので、ぜひ何

むを得ないんじゃないかなと私は実感として感

かの折には検討の材料にしていただければ幸い

じております。

でございます。どうもありがとうございました。

でも、それをやっていくということになれば、 ○大沢芳朋議長 この際、１０分間休憩いたし
やはりかなりの補助制度というものをしていか

ます。

ないとそれに乗ってこないと思いますし、あと

午後 １時４５分 休 憩

もう一つは、やはり木材を搬出するとかそうい
う業者がどんどん減ってきていますよね。現実

午後 １時５５分 開 議

に、森林組合だって山元森林組合しかございま

○大沢芳朋議長 休憩前に引き続き会議を開き

せんし。そういう環境がそうなってきたという

ます。

ことで、現時点ではやむを得ないと思いますけ

次に、１番谷江正照議員。

れども。

〔１番 谷江正照議員 登壇〕

でも、そういったそれぞれの地域に合った生
活をやっていく、幸せを感じる、あるいは満足

○１番 谷江正照議員 議席番号１番、会派蔵
王、谷江正照です。
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まず、このたびの大雨災害で市内各所に多大
な被害がありました。被災された方々の一日も
早い復興を祈念いたすところであります。

覧くださいとの告知のみでした。
私は、少なくとも、素案における市の考え方、
現状の駅前広場からの変更点が分かる平面図な

それでは、通告に従いまして、順次、質問を
いたします。

どは、パソコンで情報を見ることができない方
を含め、また、わざわざ建設課窓口に出向くこ

本市は、ＪＲかみのやま温泉駅西側を、かみ

となく、市報の紙面上で示すべきとの考えを伝

のやま温泉の玄関口として、誰もが安心して快

えましたが、なされませんでしたので、様々な

適に利用できる駅前広場となるよう「かみのや

方にお会いして素案の内容をお話しし、御意見

ま温泉駅前広場整備基本設計（素案）」を進め

をお聞かせいただき、今回、一般質問をいたす

ています。

ところであります。

当初は令和７年度の完成を目途として進めて

令和２年４月の市報において、市民に示した

いましたが、今、全ての分野に多大な影を落と

駅前広場整備計画における市の考える主な問題

す新型コロナウイルスの影響などもあり、１年

点は大きく３点、１点目は歩行空間と車道が分

延期され、令和８年度完成を目指しています。

離されていない、２点目はロータリーが狭く交

議会には当初、事業費は６億５，０００万円、 通混雑が日常的に発生、３点目はにぎわいや温
整備範囲は駅西側のみとの説明でした。その後、 泉町の情緒が不足の３点で、その対策として示
計画が進む過程にて、大変残念なことに駅前の

された案は、第１点では車道と分離された歩行

老舗お土産屋が廃業するなどあり、多くの市民

空間を創出、２点目は駐停車スペースを確保、

から老舗お土産店の跡地はどのようにしていく

３点目は広場整備によりにぎわいを創出、４点

のか、その周辺の未利用地まで整備検討エリア

目は駅東側の駐車場、駐輪場整備とのことです。

を拡大すべきではないかなどの声もあり、私も

私も、朝の通学時間帯や夕方の帰宅時間帯、

整備検討エリアの範囲を広げることについて議

季節や天候の違う時期に実際に東西の駅前広場

場にて質問いたしましたが、整備検討エリアは

において、様々な人にお話を伺いながら調査い

見直さないとの答弁でありました。

たしましたが、やはり安全面においては早急に

しかし、当初説明を受けた駅西側のみだった
整備検討範囲は、駅東側も含むこととなり、予
算は約９億円になりました。

対策する必要を強く感じたところです。
そこで、現況の駅前広場ですぐに行うべき安
全対策であります。これは、今も危険をはらみ、

駅西側のみの整備で約６億５，０００万円の

すぐにでも対応すべき歩行者通路や自転車利用

事業が、駅東側も使用して約９億円を見込むの

者の課題を、素案から分離して速やかに安全対

であれば、議会や市民、関係団体への十分かつ

策を行うべきものであります。

詳細な説明は必須なものと考えます。

まず、歩行者通路の明確な分離であります。

しかし、令和２年４月の市報において、市が

現在の歩行者通路は、駅コンビニ前の階段状の

この素案について市民からパブリックコメント

歩行者通路と、駅前広場上に白線で示されてい

を募集した際は、駅前広場基本設計の内容につ

る歩行者通路であります。

いては市のホームページまたは建設課窓口で閲

この２つの歩行者通路の問題は、１つは、駅

－６６－

コンビニ前の階段状の通路は幅が狭く、大勢の

状の歩行者通路と駅前広場上に白線で示された

県立上山明新館高等学校の生徒が通学すること

歩行者通路の一体化や、歩行空間の幅や形状を

に対応していません。

見直し、歩行者動線の先々に現れる植栽ますや

２つ目は、その解消のための駅前広場上に白

階段等の形状の変更や除去などを行い、緩やか

線で示した歩行者通路ですが、生徒が大勢で歩

な弧を描く形の大勢の歩行者が歩きやすい歩行

みを進めていく先には、行く手を阻むように約

者通路とした上で、歩車分離対策を取る必要が

４．６メートルのコンクリートの大型の植栽ま

あります。

すがあることで、そこを避ける形でどうしても

このことにより、現在歩行者通路を阻害して

タクシーの動線上に人の波がはみ出すような形

いる階段付近が整備されることで、その前にタ

になってしまいます。

クシー乗降場所を移設することが可能となりま

また、その先には階段が現れ歩行を阻害し、

す。そして、現在のタクシー乗降場所は、一般

その階段の先にはまた別な約２メートルの四角

利用者の乗降場所とすることが可能となります。

いコンクリートの植栽ますが現れます。その植

これにより、送迎による一般利用者もタクシ

栽ますの先に、今度は約３．７メートルにわた

ー利用者も、歩車分離された形で駅に接するこ

りコンクリートのガード壁があり、行く先々で

とが可能となります。

これらが歩行の障害となり、大勢の通学生はど

その上で、雨や雪に対応した屋根を設置する

うしても車道空間に広がらざるを得ない状況で

ことで、雨天や降雪時においても、現状以上の

す。

安全性の向上が可能となります。

また、雨や雪で傘が必要な際は、大勢の通学

私は以前も、駅の歩行空間で一体いつまで冬

生や通勤者の方が傘を開くだけでその分幅を取

季間立入禁止状態とするのか、屋根をかける、

ることとなり、進みも遅くなることで列から逃

歩道幅をしっかり取ったバリアフリー対応の歩

れるように急いでタクシーの間をすり抜け、ロ

行空間の実現を早急にするべきと意見を申し上

ータリーを横切っていく人も大勢見受けました。 げた経緯もあり、早期の実現を強く望むもので
さらに、冬季間においては、広場に白線を引

あります。

いて示した歩行者通路は、アビヤントＫの屋根

また、今まで大きな事故が起きていない本市

からの落雪への対応のため通行不可となり、通

のロータリーでありますが、これについては、

行する人数に全く対応できていない上、落氷や

大きくないことで四方からの見渡しは良好かつ

落雪、凍結など様々な面において、現状、安全

交番が目の前にあることが大変大きな意味を持

な歩行者通路とは言えない状況です。

っていると思います。

つまり、市で問題視している歩行者通路と車

色分けされた舗装資材などの活用で、しっか

道が分離されていない点以前のものとして、歩

りと動線をロータリー内に明示することで、十

行者通路の拡幅とバリアフリー化、屋根からの

分安全に向けた対応が可能と考えます。

落雪落氷対策をすぐにでも講じて解決すべき大
変な問題だと言えます。

同様に、かみのやま温泉駅駐車場への進入路
も色分けで明示し、さらに、素案にある観光案

そのためには、まずは、駅コンビニ前の階段

内所までの歩行者通路にしっかりとした屋根が

－６７－

つけば、駐車場を利用するドライバーは屋根の

しっかりと積み上げていくことが大切と考え、

ある歩行空間を乗り越えて進入する認識を持ち、 駐輪場の移転による自転車通行の安全確保を速
注意喚起に大いに役立つと考えます。

やかに行うことについて、市長の御所見をお伺

これらの安全対策に速やかに取り組むことで、 いします。
市民や来訪者の安全性と利便性の向上に大きく

最後に、市民の意向を反映した駅東側を含め

寄与すると考えられますが、市長の御所見をお

た駅前広場整備計画づくりについてお聞きいた

伺いします。

します。

次に、駐輪場の移転による自転車通行の安全
確保であります。

この提案は、多くの方から寄せられたパブリ
ックコメントの意を酌むものであります。

こちらも危険で、すぐにでも対応すべき自転

パブリックコメントに寄せられた御意見では、

車利用者の安全性の向上策として、素案から分

整備区域以外の民地が空き地、廃屋、老朽ビル

離して速やかに行うべきものであります。

という状態では、今回の投資効果は発揮されな

現在、通勤通学で混み合う時間帯に、自転車

い。９億もあるのであれば正面の土産物屋のシ

でロータリー前を横切る通学生の安全確保が課

ャッターを解消し、道の駅のような市場兼土産

題とされています。こちらも主に上山明新館高

物屋をつくったほうがよっぽどいい。観光客も

校の生徒ですが、これは生徒の問題というより

少ないし子どもはどんどん減っていく中で、今

も、駅の南側駐輪場を上山明新館高校の生徒の

さら駅へ９億もかける必要はない。それよりも

駐輪場としていることに起因しています。この

っと若い人が住みたくなるようなまちをつくっ

状態では、自転車利用者の安全確保は難しいと

て、人口を増やしてからにしてください。無駄

言えます。

です。絶対反対です。大きな財源を使うほどの

そこで、上山明新館高校の生徒の駐輪場を駅

必要な整備が求められていると考えられない。

の東側広場へ移転することを提案します。この

大切な事業であると理解するが、コロナで危機

ことで、生徒は現在のロータリーを横切る動線

的な状況下で行うべきものではない。今やるべ

を利用しなくなり、自転車通学生の安全や多数

きは経済的に追い込まれた事業主や市民の救済。

往来する自動車ドライバーが加害者になる心配

事業反対。コロナがいつ収束するかも分からな

は大きく改善すると考えます。移転により空い

い今、この計画はお金の無駄遣いだ。観光業を

た交番裏の駐輪場の残りの面積は、市民の要望

はじめ、多くの市民が打撃を受けている状況で、

である一時駐車場の拡充なども検討することが

９億円もかけて駅前を整備し、喜ぶ市民がどれ

可能ではないかと考えます。

ほどいるでしょうか、整備は見送るべきと考え、

この２つの取組は、主に市が管理している場

意見を提出いたしますと寄せられています。

所での見直しなので、用地の買収や移転費補償

ほかには、駅開発は東側を開発すべき、東口

などの高額な経費をかけずにも、すぐに取り組

からホームに入場できるように橋上改札を造れ

むことが可能であると考えます。

ば、西側の混雑は解消できるのではないかなど

安全性の向上に、後でいい、もうこれでいい、 の御意見が寄せられました。
はありません。時を逃さず、すぐできることを

多くは回転広場やにぎわい広場の必要性など
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に対する疑問や予算や事業の執行に対して明確

また、同様に、現在のかみのやま温泉駅駐車

な反対意見などが多数見受けられ、このまま素

場の進入口を変更してにぎわい広場を設置する

案どおりに進めることには、私は慎重にならざ

のであれば、市民や商業者団体、民俗行事団体

るを得ないものと考えます。

の皆様の意向を調査し、協議をしながら事業を

そこで、（１）で提案した安全対策を速やか
に講じ、その後、市民の意向を酌み取りながら、

進めていく必要があると考えます。
コロナ禍の今、多くの人々が先の見通せない

駅東側も駐輪場整備だけではない、市民の意向

漠然とした不安を抱え、大変な状況にあると言

を反映した駅東側を含めた駅前広場整備計画づ

えます。また、本市において、本年７月２８日

くりを提案するものであります。

の大雨災害では、前川の氾濫ではなく、本市で

何といっても、駅前は東西どちらもまちの顔

も初めてと言える八幡堂川などの越水により市

と言えます。私は、駅の西側は多くの来訪者で

内各所に大変大きな被害が出ている状況です。

にぎわう観光交流人口獲得の拠点とし、駅の東

この状況下、市政のかじ取りで一番苦労して

側は近隣自治体から住む人を呼び込む定住人口

いるのは紛れもなく市民の未来を託された横戸

獲得の拠点として、丁寧に美しく宅地や商業地

市長をはじめとした執行部であり、私たち議会

として開発していくべきと強く考えます。

もその責務は同様と重く感じています。

その駅の東口のそばに、行政が西口整備で不

このような難しい時代だからこそ、パブリッ

足する台数確保のためとはいえ、既にある民間

クコメントなどの様々な声や意見により一層耳

駐車場の近くに公費で駐車場の整備を行うこと

を傾け、市民の意向を反映した駅東側を含めた

は、本市の宅地開発の未来を託すべき大きな可

駅前広場整備計画づくりを含む、駅前広場整備

能性を秘めたエリアの開発として、大変疑問で

計画の大幅な見直しを提案いたしますが、市長

す。

の御所見をお伺いして、私の第１問といたしま

地道にしっかりと住む人々を増やしつつ、市
民のニーズが高いファミリーレストランなどの

す。
○大沢芳朋議長 市長。

誘致も含めた、しっかりとした市民の意向を反

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

映した駅前広場整備計画づくりが、本市の未来

○横戸長兵衛市長 １番谷江正照議員の御質問

の鍵を握っていると考えます。

にお答えいたします。

ぜひ、今、既に安全性の大きな課題がある歩
行空間を速やかに整備し、併せて駐輪場の移転

初めに、現況の駅前広場ですぐに行うべき安
全対策等について申し上げます。

による自転車の安全を確保した上で、しっかり

当該事業につきましては、整備・活用方針に

と市民の意向を調査した結果、それでも市民の

基づき、安全対策に加え、公共交通の利便性向

方々が回転広場の設置を望むのであれば、公費

上やにぎわい創出等について一体的に取り組ん

を投入して用地を買収の上、交番を移転するこ

でまいります。

とや駅東口に公費で駐車場を整備することをし

なお、整備の内容につきましては、今後とも

っかりと市民に説明した上で進めていく必要が

市民をはじめ、関係団体等との意見を踏まえな

あると考えます。

がら進めてまいります。
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次に、市民の意見を反映した駅東側を含めた

関して、中に一時駐車場ができることに関して、

駅前広場整備計画づくりについて申し上げます。 様々な素案を読み解きまして、出来上がる回転
第２期上山市都市マスタープラン及び現在策

広場は現在のロータリーよりもむしろ危険を招

定中の上山市立地適正化計画において、駅東側

くのではないかと懸念しての提案でございます。

は都市機能が集積する本市の中心拠点として位

続きまして、その回転広場における懸念でご

置づけております。また、当該事業は、中心市

ざいますが、まず素案のレイアウトを見た方だ

街地の回遊拠点及び交通結節点の機能等を高め

と大体イメージがつくと思うのですけれども、

る事業として位置づけております。

回転広場で降車場所を守って人を降ろした際に、

引き続き、市街地全体の整備計画を視野に入

必ずその車の後ろに数珠つなぎに車が連なりま

れながら、市民をはじめ、関係団体等の意見を

す。そして、数珠つなぎになった車で、降車位

踏まえながら、当該事業を丁寧に進めてまいり

置を守らずに五月雨的に降車が起こる可能性が

ます。

あります。

○大沢芳朋議長 谷江正照議員。

まず、この部分に関してどのように考えてい

○１番 谷江正照議員 ではまず、答弁の中で

るかお示しください。

ございました一体的に取り組んでまいりますと

○大沢芳朋議長 建設課長。

いうところでございますが、一体的に進めてい

○須貝信亮建設課長 我々のほうで今考えてお

くということはどういうことなのかの御説明を

ります回転広場につきましては、道路構造令、

いただきたいと思います。

こういった車の車間等を踏まえた形での計画に

○大沢芳朋議長 市長。

なっておりますので、まして車道に隣接をして

○横戸長兵衛市長 先ほど議員のほうから植栽

歩道も整備するわけでありますので、そのあた

ますとか階段とかありましたけれども、この事

りは現況と全く違うと。しっかりと分けるとい

業は小手先の事業ではないんですよね。総合的

うふうなことが可能だというふうに捉えており

に、将来的に、提案があった、提言があったも

ます。

のをどう解決してやっていくかということ、こ

○大沢芳朋議長 谷江正照議員。

れは安全性だと思いますが、そのほかにも先ほ

○１番 谷江正照議員 私の今回の一般質問で

ど申し上げましたように、回遊性とかにぎわい

の提案も、まさに歩車はしっかり分離されてお

の創出、だから小手先ではなくて総合的にやっ

ります。その分で滞留時間が短いことによる、

ていく。これが議員と違うところだと思います。 車の移動空間が短いことによる現状のロータリ
○大沢芳朋議長 谷江正照議員。

ーの安全性も加味して考えたところであります。

○１番 谷江正照議員 私も決して今回提案し

この素案の回転広場でありますが、中に一時

た内容は小手先であるとは考えておりません。

駐車場が１０台分取っております。そのときに、

私なりに、現在素案で示されている回転広場の

降ろした車が、一時駐車場に入る進入口をショ

問題を深く考えるに当たり、回転広場において

ートカットしてロータリーを出て行ってしまう

は今のロータリーよりも大きく動線が長く延び

懸念も考えられます。このようなことが１台始

ることに関して、またそこにバスが入ることに

まりますと、後ろに続く車も同様に一時駐車場
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をショートカットして出ていくことも大きな課

まさにこの部分を私は、こういう取組は必要

題、懸念と考えますが、いかがでしょうか。

だということで、緊急性や事業実施上の効率性

○大沢芳朋議長 建設課長。

を勘案した上で、安全に対する取組はもう既に

○須貝信亮建設課長 新たな回転広場の配置に

行うべきではないかということを提案したもの

つきましては、議員おっしゃった一般車両はそ

でありますが、その部分に関して、一体的に取

のような台数ですけれども、ある程度、こうい

り組んでいく中でその部分の歩みを進めるかど

う計画、配置になった中で、利用していただき

うか、考えているかお示しください。

ながら規則性といったところは当然徐々に確認

○大沢芳朋議長 建設課長。

をしていただけると思いますけれども、いずれ

○須貝信亮建設課長 過年度の状況と現在、当

にしましても、回転ロータリーは道路というふ

然時間が流れておるわけでございますけれども、

うな位置づけにもなりますので、安全対策、議

当時の取組状況につきましては、ある程度予定

員おっしゃったようなことがなるべくないよう

ということで位置づけをしていたのかなという

な形で、詳細な部分は今後しっかり検討してい

ふうに思いますけれども、先ほど市長も申し上

ければなと思っているところでございます。

げたとおり、都市計画事業でございますので、

○大沢芳朋議長 谷江正照議員。

交通安全に特化したふうな事業ではありません

○１番 谷江正照議員 今、回転広場は道路で

ので、やはりにぎわいの創出とか公共交通の利

あるという御説明がありました。現状の広場で

便性の向上、安全対策、これらをしっかりと一

のロータリーの扱いは、広場内の自主的なマナ

体的に行うと。

ーというふうな感じであるのですが、今回でき

そうでないと、効果が限定的になるというこ

る素案で考えている回転広場は、道路交通法に

ともございます。さらに、事業実施を踏まえま

基づく道路というふうな形で認識してよろしい

すと、かなり効率的ではないというところも考

のでしょうか。

えられますので、進め方としては、今申し上げ

○大沢芳朋議長 建設課長。

たようなところでございます。

○須貝信亮建設課長 おっしゃるとおりでござ

○大沢芳朋議長 谷江正照議員。

います。

○１番 谷江正照議員 ただいま課長のほうか

○大沢芳朋議長 谷江正照議員。

らにぎわい広場の部分に関しても触れられた部

○１番 谷江正照議員 第１問のほうに戻りま

分がございますが、このにぎわい広場を整備す

すが、一体的に取り組んでまいりますという説

る関係上、かみのやま温泉駅駐車場の進入路を

明でございました。

北側に設けるというような素案のまずは扱いで

そこで、しかし、私たち議員のほうで、当初

ございました。

市の方針を説明いただいたときに、平成２９年

パブリックコメントにもありますが、ここの

５月１１日でありますが、その部分で最後に、

進入路は大変危ないのではないか。また、その

この事業に関しては緊急性や事業実施上の効率

進入路の入り口は救急車も止まる病院の前であ

性を勘案し、段階的に進めることとするという

ります。そして、さほど広くはありません。ま

ような表現もございます。

して信号がない五差路であります。
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ここを進入していく際に、生徒との動線の交

の東広場に市のほうも考えております。これは

錯や、また台数が減じられて３５台程度になっ

私も大いに賛成するところでございます。そし

てしまったかみのやま温泉駅駐車場が常時満車

て、観光案内所までの屋根もかけてあるような

状態で、ここを駅に急いで来た方が満車で方向

素案でございます。

転換をして急いで行く際に、私は、またその先

この素案は、その部分に関して安全、私は非

にほとんどの明新館の生徒が通る宮の脇架道橋

常に賛同しますので、その部分だけでも先に行

という細い線路下のガードがございます。この

うことが、令和８年を待たずに、市民や来訪者

宮の脇架道橋にこういった車の流れが発生して

の安全確保に大きくつながると考えますので、

しまうことで、より安全にとしてつくったこの

そこの部分に関して前倒しでする気はないのか、

計画が、より危険を広く振りまいてしまうので

もう一度お聞きしたいと思います。

はないかと大変懸念しています。

○大沢芳朋議長 市長。

現状のまま一体的に進めて、令和８年の事業

○横戸長兵衛市長 今、いろいろお聞きしてい

完成とともに安全が担保されるという考え方で

るところでございますが、これは総合的な計画

市はいるということでよろしいのでしょうか。

なんですよね。ですから、総合的な計画ができ

○大沢芳朋議長 建設課長。

ない限りは、どこをいじる、ここをいじるなん

○須貝信亮建設課長 当然事業をやらせていた

てできません、これは。

だくわけでありますので、整備方針の１つであ

ですから、幾ら安全対策といえども、その部

る安全対策は確保されるというふうに考えられ

分だけ先取りするなんて、総合的な設計そのも

ると思います。

のがまだできないわけですから、そこだけを先

○大沢芳朋議長 谷江正照議員。

取りしてなんてできるはずがないでしょう。こ

○１番 谷江正照議員 確かに令和８年のこの

れは事業展開の総合的なことを考えたとき、は

素案のものが、今私が指摘したところも勘案さ

っきり分かるでしょう、それは。そうじゃない

れて直されれば、なるかとは思うのですけれど

ですか。

も、この令和８年の実現では、私、遅いと考え

○大沢芳朋議長 谷江正照議員。

ております。

○１番 谷江正照議員 私はそのような市長の

ましてや令和８年まで大丈夫、その安全に対

考えも理解いたしますが、私なりには今前段で

して大丈夫だというのであれば、この事業自体

お話ししたとおり、素案の意を酌んだ提案をし

の必然性とか必要性、９億円のこの事業に関し

ておりますので、その部分だけ進めることは可

て大変な疑問が私は考え得るのですけれども。

能であると強く考えております。

それで、令和８年ではなく、今できる歩行者

ましてや、今コロナ禍におきまして移動の制

と自転車の安全対策をするべきだと。そしてな

限がかかっている段階で、駅があまり活発に使

おかつ、私が提案した歩行者と自転車の安全対

われていない段階から早く計画を前倒しするこ

策は素案の意を酌んで提案してあります。素案

とによって、アフターコロナに来ると言われて

でも私が提案している部分の歩道は整備します

いる観光とか旅行業の活性化に、その際に令和

し、その部分に屋根がかかります。駐輪場も駅

８年まで駅が工事をしていて大変使いづらいな
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んていう状況は、大変市としてももったいない

○大沢芳朋議長 市政戦略課長。

と考えますので、提案したところでございます。 ○冨士英樹市政戦略課長 初めの基本構想につ
重ねて、この工事をするところのもう一つの
メリットでありますが、建設課のほうでは実証
実験なども踏まえて取り組んで素案をよりよい
ものとしていくというふうに話しております。

いてうちの課のほうで担当したものですから、
そのときの考え方をお示しします。
先ほど市長がおっしゃったように、全体的な
計画を立てた上で段階的に進めていくと。

そうであれば、今すぐできる駅の東側のほう

今、谷江議員がおっしゃっているのは、全体

の広場に駐輪場を整備すること、そして、歩く

的な計画がまだ定まらなくても、先行して定め

生徒にも自由通路を渡っていただいて、その間、 ていくというふうな考え方をお示しですので、
測量とか工事に係ることを早くすることは、事

全体的な駅前の在り方についてまとめた上で段

業のスピードアップにもつながりますし、その

階的に進めていくという内容で、このような記

間の協力いただいた生徒の安全性も大変向上し

述をしたものでございます。

ます。

○大沢芳朋議長 谷江正照議員。

このようなことをやるということをぜひ決断

○１番 谷江正照議員 課長から今説明をいた

していただいて、明新館の生徒の駐輪場は東側

だきましたが、この計画を進めていく大きな基

に速やかに移転をする。歩く人たちには理解を

になる素案であります。

いただいて、自由通路で行っていただく。その

先ほどは回転広場に対する私なりの疑問点を

間、子どもたちの心配のない駅前広場のほうを

示させていただきました。もう一点、この素案

測量するなり工事に向けた検討をするなりして

のほうには、歩行空間に屋根がかけてあります。

おくことが、本市の将来に大変有効であると考

そして、その屋根に関してでありますが、当初

えるのですが、いかがでしょうか。

からこの屋根に関しましては、この事業の当初

○大沢芳朋議長 市長。

から議員のほうとしては、早く屋根をかけてほ

○横戸長兵衛市長 先ほど申し上げましたよう

しいと、いつまで冬季間雪による進入禁止区域

に、これは総合的な計画ですから、先取りとか

を駅前につくるのかというようなことも提案し

なんとかはまた別の事業になりますからね。で

てあります。

すから、それは一体的な事業だというふうに認

そのような意見を市のほうに上げてあり、ま

識しております。

た、一般市民の方のアンケートにおいても、屋

○大沢芳朋議長 谷江正照議員。

根の必要性が３５％と非常に高い数値でアンケ

○１番 谷江正照議員 市のほうの考えは変わ

ートには示されてあります。

らないということでありますが、ぜひ、当初議

このような市民や議員の意向を受けてつくら

員のほうには、緊急性や事業実施の効率性を勘

れるべき素案であると思うのですけれども、こ

案して段階的に進めるというふうなことがもう

の素案において、パブリックコメントで実施し

文言でございますので、この文言に沿ってこの

た素案において屋根が明示してありますけれど

事業を実施していただきたいと思うのでありま

も、この屋根というのは落雪落氷対策などは取

すが。いかがでしょうか。

ってあるのかお聞きいたします。

－７３－

○大沢芳朋議長 建設課長。

そよりよいものになると考えます。決して別々

○須貝信亮建設課長 現況の冬の状態は当然把

なものであってはならないと。東西融合した計

握しておるわけでございますので、落雪そうい

画自体が本市の発展の大きな鍵を握っておりま

ったものを加味した屋根をという考え方は持っ

すが、融合させて考えることはないでしょうか。

ております。

○大沢芳朋議長 市長。

あわせて、やはり駅舎そのものの高さ、屋根

○横戸長兵衛市長 当然融合して考えておると

の高さがありますので、高低差六、七メートル

ころでございます。

あるのでしょうか、そういうところで、そのよ

○大沢芳朋議長 谷江正照議員。

うな屋根をつけるだけでなくて、これは個人的

○１番 谷江正照議員 融合して考えていると

な部分でございますけれども、雪止めそういっ

いう市長の御答弁でありますが、その際に、１

たところも必要性については今後検討していか

問目でも述べましたが、民間駐車場、あまり利

なければならないなと思いますけれども、いず

用が進んでいない民間駐車場や市営駐車場のあ

れにしましても、スノーストップをつけたとし

るところに、さらに駐車場を建てると。

ましても、やはりかなりの高低差がございます

しかし、東口は居住用途に対して非常にいい

ので、１００％全てを効果があるというのはな

土地であると市でも認識していると思います。

かなか難しいと思いますので、最初に申し上げ

やっていることが矛盾しないのでしょうか。

たとおり、屋根につきましてもそのようなもの

○大沢芳朋議長 建設課長。

を踏まえたもので考えていかなければならない

○須貝信亮建設課長 東口の駐車場につきまし

かなというふうに考えております。

ては、先ほど来ございますとおり、西口整備に

○大沢芳朋議長 谷江正照議員。

伴うものということにはなっておるわけですけ

○１番 谷江正照議員 では、ぜひ素案を進め

れども、当然、市街地全体の整備計画というも

ていく際にも、こういった部分に関してはしっ

のをおのおのの計画で持ってございます。

かりと検討がなされることを望むところでござ
います。

その中で東口につきましては駐車場、当然東
側の方々が駅駐車場として使いたいというニー

次に、駅東側を含めた駅前広場整備計画づく

ズがあるわけでございますので、現況で、その

りでありますが、パブリックコメントにおきま

整備にかかわらず、今契約をしていただいてい

しても、ぜひ東側からも駅に入るようなことも

るそういった方もいらっしゃるわけであります

してほしいなという意見もございました。

し、確かに駐車場につきましては都市計画上は

現状は駅の東側に駐車場を整備するのみの計

低利用というふうな扱いになろうかと思います

画となっておりますが、やはりこのようなこと

けれども、東側の区域につきましてはその駐車

では非常に計画がもったいないと思います。

場も含めまして、あとは民間の所有地がござい

市長の答弁のほうでは、駅東側は都市機能が

ますけれども、それらはいわゆる低未利用地に

集積する駅の機能、駅西側は中心市街地の回遊

なりますけれども、これらを宅地造成などそう

拠点、交通結節点の機能ということでございま

いった開発を促しながら進めていくことで、今

すけれども、私はこの２つの機能を融合してこ

考えておるところでございますので、それと一

－７４－

体となって、先ほど申し上げた東口の市営駐車

まずは地域の魅力を高めるというところがまず

場もエリアの１つとして考えておりますので、

大事なのかなというふうに考えているところで

そういう考え方で東の部分については視野に入

ございます。

れているというところでございます。

○大沢芳朋議長 谷江正照議員。

○大沢芳朋議長 谷江正照議員。

○１番 谷江正照議員 素案の中にも、かみの

○１番 谷江正照議員 今、市のほうで検討し

やま温泉駅は、日常利用の市民及び周辺地域の

ている駐車場を設置する部分に関しては、宅地

通学生が使用対象であり、日常の核として駅機

としては第一級品かなと考えるところでござい

能の整備が重要であるというふうにございます。

ます。

私は、しかし、この素案そのものが朝の１時

また、ちょっと素直な質問をさせていただき

間のみの部分に関してもう重点を置き過ぎたこ

ますが、自動車の移動が８割を超えている本市

とで、その１時間のみにどのように歩車分離す

です。そして、駅西側は常時１００台から１５

るかのみに終始した案になっていると少し懸念

０台の駐車場利用があります。そして、ほかよ

をしているところであります。

りも高齢化率が高い上山市は、これからも高齢

その結果、多くの一般市民の終日における駅

者が増えていく中で、駅東側の駐車場から歩い

の利便性を著しく損なう可能性があると考えま

て階段を上り下りし、さらにホームの階段を上

すので、その部分に関してはぜひさらに検討を

り下りさせて駅の利用をさせるのか。

進めていただきたいと思います。

あと、階段の不自由な方や障がいを持った方、

また、人口減少対策にもこの駅前広場整備事

子育て世代のお母さんが東京などに行くときに、 業というのは寄与する部分はなかなか少ないか
東口に車を置いて、キャリーバッグを引き、子

と考えますので、定住者獲得の上山市居住誘導

どもをだっこしながら雨風の当たる露天を駅東

を図る東口周辺の開発の足かせにならないよう

側の自由通路入り口まで歩いていくようなこと

に、ぜひ考えていただきたいと思います。

が、本当に居住誘導に結びつく駅なのか、大変

ここ何日か市民の方に意見を聞いて歩きます

疑問であります。この部分に関してはいかがお

と、ウイズコロナの今、本市始まって以来の水

考えでしょうか。

害もあり、このような対策のほうが危急ではな

○大沢芳朋議長 建設課長。

いかとの声がほとんどでありました。ぜひコロ

○須貝信亮建設課長 駅東エリアにつきまして

ナ対策、収束はまだ先が見えませんので、先ほ

は、まさにこれから、先ほど申し上げたような

ど述べた高校生や利用者の安全確保を速やかに

事業の動きが当然ありますので、当然今後そう

行うように重ねてお伝えしまして、私の質問と

いう情勢なり整備が進んだ中で、機運が高まる

いたします。ありがとうございました。

そういうところがあれば、当然鉄道事業者にお
かれましても、そのような需要、ニーズに応え

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

散

るというふうなところも出てくるかと思います

会

けれども、現時点におきましては、そのような
施設の配置状況は認識しておりますけれども、

○大沢芳朋議長 以上で本日の日程の全部を終

－７５－

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４３分 散 会

－７６－

