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１ これからのドナウエッシンゲン市との友好関係につ

いて 

(1) 市民交流を拡大するための異文化理解を深める講

座などの取り組み 

(2) ドナウエッシンゲン通りや友好の木ナナカマド通

りの整備 

(3) ホストファミリー登録制度  

(4) 児童生徒の文化・芸術活動の交流と推進 
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開  議 

 

○大場重彌議長 皆さん、おはようございます。 

 本日は、第１５回を迎えましたサンデー議会

であります。８名の市議会議員の方々が一般質

問を行いますので、よろしく御協力のほどお願

い申し上げたいと思っております。 

 きょうは、日曜日にもかかわらず多くの市民

の方々から傍聴をいただきまして、心から感謝

を申し上げます。本当にありがとうございます。 

 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 

 

○大場重彌議長 日程第１、一般質問でありま

す。 
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 初めに、１１番尾形みち子議員。 

〔１１番 尾形みち子議員 登壇〕 

○１１番 尾形みち子議員 おはようございま

す。 

 １５回目のサンデー議会にトップバッターを

務めます会派たかまき、尾形みち子でございま

す。 

 今回の質問は、これからのドナウエッシンゲ

ン市との友好関係について。 

 このたび、私は上山市ドナウエッシンゲン市

友好盟約１５周年記念市民訪独団２６名に一市

民として参加をしてまいりました。日本から９，

０００キロ離れたドイツを自分の目で見、ドナ

ウエッシンゲン市の公式行事を初め、歓迎式典、

祭典への参加、実業高校の視察、保育園、浄化

施設や再生可能エネルギーの視察、さまざまな

視察をしてまいりました。フュルステンベルク

宮殿、ビール工場を見学して、充実した時間を

得ることができました。この参加で国際交流に

ついて考えるよい機会となりました。 

 さて、本市が友好都市の盟約を締結してから

ことしで１７年が経過しています。これまでも

市民への国際交流事業として「ドイツの環境問

題」等々をテーマとした講演があったと聞いて

おります。しかし、ここ何年かは立ち消えで、

講座も開催されておりません。しかし、昨年、

久しぶりにドイツ大使による講演会が開催され

たというのが現状であります。やはり具体的な

交流事業が必要だと考えております。 

 これからのドナウエッシンゲン市との国際交

流事業について、次の４点を順次質問いたしま

す。 

 最初に、市民交流を拡大するためと異文化理

解を深めるための取り組みでありますが、国際

交流について市民にお聞きしましたところ、

「ドナウエッシンゲン市と学生訪問をしている

のは知っているが、一部だけが盛り上がってい

るようで我々には関係ない」「ドナウエッシン

ゲン市と友好都市交流の中で、どんな成果があ

るか見えない」「総合産業まつりの物産販売を

見かけたが、近寄りがたい」などなど、さまざ

まな声をお聞かせいただきました。 

 この際、国際交流を身近に感じ、市民が行動

しやすくするための環境や地域づくりが必要と

考えます。 

 市民への交流の機会をつくるために、第１に、

相手の言葉を知る。ドイツ語の講座を開催する

というようなことです。 

 第２に、温故知新。ドイツの昔、現在を知る。

さまざまな暮らしのありようを知るというよう

なことでございます。 

 第３に、まちづくりを学ぶというようなこと

でございます。 

 異文化理解を深めるために、こうした講座な

どに積極的に取り組むべきと考えますが、市長

の見解をお伺いいたします。 

 さて、１年置きのドイツへの学生訪問団が帰

国後に、必ず報告会が開催されております。そ

の折に何度か聞いたのが、「ドイツは町並みが

きれいだ」「ごみがない」「窓辺の花が大変美し

い」などの感想です。私も同様に感じてきまし

たから、市長も目で見、体験されたと思います。 

 ここは、市民参加で本市もごみのゼロ宣言を

されているように、徹底した美化運動をさらに

強化することを提案したいのです。同時に、華

やかで美しい花を、市役所の玄関、そしてかみ

のやま温泉駅の正面などに育て飾ることを、ま

た市民参加として考えたいのです。 

 ドナウエッシンゲン市で聞いた情報では、飾

られているのはゼラニウムという、大変気分を
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明るくしたり、香りの効果がありストレスの解

消になるというような花であります。花言葉は

「真の友、育ちのよさ、友情」というようなこ

とであります。特に、赤のゼラニウムは「君が

いて幸せ」という素敵な花言葉であることを知

り、ますますゼラニウムの花に魅せられ、私も

早速植えつけてゼラニウムの花を楽しんでいま

す。大変育てやすい花であることはわかりまし

たので、このゼラニウムでドナウエッシンゲン

市との花交流とも言うべき、花のまちづくりを

することについて市長の見解をお伺いいたしま

す。 

 次に、ドナウエッシンゲン通りと友好の木ナ

ナカマド通りの整備についてであります。 

 このたびの公式訪問で「茂吉の散歩道」を初

め「かみのやま通り」の除幕式に参加し、友好

のあかしをプレゼントされ、大変感激いたしま

した。 

 ドナウエッシンゲン市の庁舎から歩くこと約

１５分、住宅に面した通りにドイツ語で「かみ

のやま通り」と書かれたプレート（看板）を見

て、その場にいた市長も「上山にも友好のあか

しにドナウエッシンゲン通りを設けることなど、

交流を形にしたいな」と話されていますから、

早速実現可能なところから順次整備をする考え

があるのかお伺いいたします。それと同時に、

「斎藤茂吉の道」の終着点、ドナウ川の始まり

の場所に、ナナカマドの木を植えて記念樹とさ

れたわけです。 

 本市にもナナカマドの通りがあるのは御存じ

と思います。それは長清水美咲町線で、ナナカ

マドの木を街路樹にしたのでしょうが、既に木

の生育が悪く、ところどころ倒木しているのが

現状でもあります。 

 この機会にこの長清水美咲町線を「ドナウエ

ッシンゲン通り」と名づけ、市民はもとより、

上山市を訪れる人にも周知することで国際交流

を形にすることを市長にお伺いいたします。 

 さて、友好都市の交流事業に学生訪問団の受

け入れがあります。この春からの日独友好協会

と行政の努力で今回のホストファミリー先がや

っと決まるという、大変御苦労の連続であると

聞いております。 

 その決定先もこの何年、同じ家族が受け入れ

を打診され引き受けるのが実情であります。私

も過去２回だけですが引き受けをいたしました。

当時、我が子は高校生で、通訳等大変協力して

もらいましたが、家族も含め異文化に触れ、楽

しい２週間であったことは事実です。が、毎回

受け入れをされている方には頭が下がる思いで

あります。 

 この引き受ける環境を整えれば、多くの市民

が交流事業に参加できるというふうに考えます。

このことからも「ホストファミリー登録制度」、

すなわち外国人を受け入れる家庭の登録制度を

定めるなど、環境整備と交流推進をより具体的

にすることが必要と考えます。 

 また、ホストファミリーの登録を希望された

市民には、当然外国人に対する不安がつきもの

であります。初めての方も、家族に対し、語学

研修を初め、食生活や習慣の違いなど情報を事

前に周知するなど、安心を確保することが必要

となってきます。 

 この点を考慮して「ホストファミリー登録制

度」を導入すれば、ホームステイ受け入れを本

市に根づかせる有効な制度と考えますが、あわ

せて市長にお伺いをするものであります。 

 最後になります。児童生徒の文化・芸術活動

の交流と推進についてであります。 

 歌人であり医師である斎藤茂吉との縁で、ド
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ナウエッシンゲン市と友好都市の交流があるわ

けでございます。 

 現在、上山市において、郷土の誇りである茂

吉の短歌を継承する小中学校で短歌教室があり、

交流事業を定着させるには、市民を初め、かみ

のやまの未来を担う子どもたちが鍵を握ると考

えております。 

 現地で保育園視察をしてまいりましたが、園

児が描いた絵の色彩や柔軟な表現力を見て、四、

五歳が制作したとは思えない立体的なモールな

ど、作品を見て強く感じてまいりました。この

ことから、文化・芸術に着目し、子どもたちの

絵画、書道の交換展示、また文字の違う文通、

そして学校を紹介するなどで互いに交歓交流が

できないものなのか、教育委員長にお伺いをす

るものであります。 

 大変大きな交流事業になるとは思うのですが、

国際理解の視点、豊かな感性や感覚を身につけ

ることなど、小・中学生のときであれば実現で

きるものと思うのです。子どもたちの文化・芸

術の交換や交流で、英語圏ではないヨーロッパ、

ドイツ・ドナウエッシンゲン市との友好交流が

一歩前進することになると考えますが、教育委

員長の御所見を伺いまして、壇上からの質問と

いたします。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １１番尾形みち子議員の御

質問にお答えいたします。 

 初めに、市民交流を拡大するための異文化理

解を深める講座などの取り組みについて申し上

げます。 

 ドナウエッシンゲン市との交流につきまして

は、平成７年の友好都市盟約締結以来、学生訪

問団及び市民訪問団の相互交流や産業まつりで

のドナウエッシンゲン市コーナーの設置、市民

へのＰＲなどを通じて結びつきを強めながら友

好関係を築いてまいりましたが、まだまだ市民

に身近なものになっていない状況にあると認識

をしております。 

 こうしたことから、学生や市民の訪独体験を

生かした講座などの開催を通して、異文化理解

を深め、国際交流がより身近に感じられるよう

努めてまいります。 

 また、花のまちづくりについてでありますが、

本市では、緑と花のまちづくり交付金による花

壇の整備、ガーデニングコンテスト、モデルガ

ーデニング現地見学会の開催等を通して、潤い

のある花のまちづくりの推進に努めております。 

 このたびの訪独において、ドナウエッシンゲ

ン市での緑と花に包まれたすばらしいまちづく

りの取り組みに、非常に感銘を受けてまいりま

した。 

 ドナウエッシンゲン市の取り組みを参考にし

ながら、緑と花のまちづくりをより一層進めて

まいりたいと考えており、市役所を花で飾るこ

とにつきましては、現在、準備を進めておりま

す。 

 次に、ドナウエッシンゲン通りや友好の木ナ

ナカマド通りの整備について申し上げます。 

 ドナウエッシンゲン通りにつきましては、友

好都市盟約２０周年を記念する象徴的な事業と

して位置づけをしながら取り組んでいきたいと

考えており、具体的な場所等につきましては、

今後検討してまいります。 

 また、議員御提案の市道長清水美咲町線につ

きましては、既に安全な歩行空間を確保するた

めに、ナナカマドの植樹桝を撤去しております

ので、本路線での整備は困難であると考えてお

ります。 
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 次に、ホストファミリー登録制度について申

し上げます。 

 ホストファミリーにおいては、異文化交流や

多様な価値観に触れることで国際感覚が培われ

ているものと考えておりますが、経済的・精神

的な面では負担があり、ホストファミリーの確

保につきましては課題があると認識しておりま

す。 

 ホストファミリーの登録制度につきましては、

ドナウエッシンゲン市との交流を推進する上で

有効な制度であると考えておりますので、上

山・ドナウエッシンゲン日独友好協会と連携を

図りながら進めてまいります。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

〔小関男教育委員長 登壇〕 

○小関男教育委員長 １１番尾形みち子議員

の御質問にお答えいたします。 

 子どもたちの絵画、書道の交換展示等につき

ましては、ドナウエッシンゲン市と調整を図り

ながら、どのような交流を深め合うかなど、そ

のあり方について検討してまいりたいと思いま

す。 

 また、ドナウエッシンゲン市との交流を通し

て、国際性豊かな児童生徒の育成にさらに努め

てまいります。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 市長、そして教育

委員長、大変明快に答えていただきましてあり

がとうございます。 

 まずもって、やはり私も自分の子どもがドイ

ツに行って、見て考えたことが、自分の目で見

るとまた違った意味で感じるものだなというふ

うに思います。市民一人一人が、本当にこの友

好都市・ドナウエッシンゲン市の皆さんと、ぜ

ひ交流を図っていただきたいというように大変

強く思ったようなところでございます。 

 さて、市道長清水美咲町線というところで、

ナナカマドが以前は植えてあったというような

こと、でも何本かはまだ残っている。それはど

の場所かといいますと、あそこはコンビニエン

スストアがあって、そして向かいのちょうど丁

字路のところにはまだナナカマドが存在してい

るというような現状もあります。盟約２０周年

に合わせてドナウエッシンゲン通りをこれから

考えるというようなことでありますけれども、

やはり、もう１７年ということで、あと３年と

いうようなことでございますので、市長が現在

考える候補地としてぜひこれを考えていただき

たい、この場所にドナウエッシンゲン通りを考

えていただきたいというようなことがまず第１

点。 

 というのは、かみのやま温泉駅東口、こちら

のほうにはロータリーがあるんですけれども、

ここを利用する市民の方、そして高校生なども

含めてですけれども、あのロータリーの部分を

大変きれいにしていただいているというような

ことがございます。これは、この美咲町付近に

名称が何かロータリーフラワーの会という会が

発足しているらしいんですけれども、そちらの

方々の努力によるものだというふうに聞いてお

ります。ですから、ことしの夏もこの暑いさな

か、草取り等初め、本当に水やりなどを大変さ

れていただいたことによって、皆さんの癒しの

空間になっているというようなことがございま

す。 

 この中で、実は木が１本植えてあるんですけ

れども、針葉樹、ドイツトウヒというようなこ

とで、民間の方から木を贈呈していただいたと

いうことなんですけれども、めきめき大きくな

っているような状況であります。ですから、そ
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れも含めて、あのロータリー部分のあの市道も

含めて、今言った長清水美咲町線をぜひドナウ

エッシンゲン通りというようなことにできない

かどうか、もう一度、その一体化してですよ、

それをお尋ねしたいというようなことでござい

ます。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今、御推薦ありました長清

水美咲町線も、一つの候補地といいましょうか、

になるかもしれませんけれども、そのほか、い

ろいろ考えてみれば、例えば今上山市が進めて

いるクアオルト、しかも町なかクアオルトを進

めようという動きもあります。そういった面で

は、まちの中の通りの一つをドナウエッシンゲ

ン通りということにすることも一つの案だと思

います。それは、これから３年と言いますけれ

ども、じき来ると思いますし、また急がなけれ

ばならない部分もありますが、いずれにいたし

ましても、庁内のみならず、市民の方々からと

か、いろんな方々からお聞きをしたり相談をさ

せていただいて検討してまいりたいというふう

に考えております。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 そうですね、そこ

は本当に外せない、駅の東口というようなこと

で、玄関は表でありますでしょうけれども、大

変風光明媚なところでもありますので、ぜひ検

討していただきたいと思います。 

 あと、もう一点なんですけれども、実は質問

の中でもゼラニウムの花がとても育てやすいと

いうようなことを申し上げました。この美咲町

の中には大変な花名人と言われている方がいる

というようなことをお聞きしております。こん

なことで、今市長は、花壇整備や、もちろんガ

ーデニングコンテストなどなど、上山市で花と

緑をたくさん育て、飾るというようなことを市

民の中にも浸透させたいというお気持ちがあり

ますので、ぜひそこで私が提案したいのは、こ

れこそ花のリーダーというんですか、花のリー

ダー認定、これは実践者を言うんですけれども、

そんなことで市民が花を植えつけするときに、

必ずしも花屋さんでなければいけない、それか

らそういう造園業でなければいけないというこ

とでなくてですよ、市民が参加する花のリーダ

ー制度、そんなことも行政がかかわれる部分が

あるかと思うんですけれども、その辺について

お尋ねいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 先ほど申し上げましたよう

に、本市におきましては、各地域あるいはグル

ープといいましょうか、個人も含めてでござい

ますが、花栽培といいましょうか、いわゆる景

観づくりについて非常に頑張っている方々がお

られます。例えば弁天の交差点もそうでござい

ますし、金瓶だってそうです、あと周辺部に行

ってもそうでございます。 

 そういうことで、必ずしもそういった認定と

いうよりは、むしろやっぱりその地域その地域

で頑張ってもらう、あるいはそういった方々が

連携していただくというようなことがより重要

であると思いますし、そういったことがまさに

花を通したまちづくりにつながるんだろうなと

いうふうに感じておりますので、ここはやはり

もう少し地域の方とかいろんな方々の頑張りを

見させていただいて、それに対してどういった

お手伝いができるかということでまず進めてい

きたいというふうに考えております。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 今回私はドイツ・

ドナウエッシンゲン市での交流のときのゼラニ
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ウムというふうに、１点に絞りましたけれども、

そのゼラニウムが大変きれいで、花の美しさが

あったものですから、より皆さんに知っていた

だきたいというような気持ちでしたが、ゼラニ

ウムだけでなく、ぜひ市長も積極的に「花のま

ち 上山」というんですか、「緑のまち 上

山」というんでしょうか、その辺のところもぜ

ひこれから進めていっていただきたいと思いま

す。 

 それで、実はもう一点あったんですけれども、

ちょっと時間が足りないので、私のほうはこれ

でおしまいにさせていただきます。 

 大変ありがとうございました。 

○大場重彌議長 次に、２番井上学議員。 

〔２番 井上 学議員 登壇〕 

○２番 井上 学議員 日本共産党議員団、井

上学です。学童保育について、宮川小学校につ

いて、将来の中学校のあり方について、質問し

ます。 

 まず、初めに学童保育について質問します。 

 核家族化が進む中、「お父さん、お母さんに

とって安心して働くためには、学校が終わった

後、子どもを見てもらえる学童保育は非常に助

かっている」、そういった話をよく聞きます。

もっと多くの保護者の方に学童保育を利用して

もらえるようになれば、子育てにも余裕ができ、

２人目、３人目の子どもを望むという話になる

こともあると思います。また、上山では学童保

育が充実しているとなれば、本市に移住して子

育てや仕事をやろうとする方も出てくる可能性

があります。受け入れ児童数をふやすためには、

施設の規模や指導員の確保などの課題や、保育

時間など保護者の方のニーズに合わせた運営な

どが必要だと考えています。受け入れ児童数を

ふやし、子育て支援を受けられる方をふやして

いくことが望まれますが、市長の見解を伺いま

す。 

 また、施設や設備について。学童保育が行わ

れている施設の中には、元児童館、学校、社会

教育施設の一部などを利用しており、老朽化が

進み、耐震化工事が必要な施設もあるかと思い

ます。学童保育で過ごす時間は、学校で過ごす

時間と比べると、夏休みなどを過ごす時間も合

わせれば年間で５００時間も長くなると言われ

ています。学校の耐震化も進められていますが、

学童保育の施設の耐震化や改修工事も急務であ

ると考えます。市長の見解を伺います。 

 次に、宮川小学校についてです。 

 ３つの小学校の統合による宮川小学校開校に

向けて、教育委員会を初め統合実行委員会の皆

様には、希望ある学校になるように協議してい

ただき、感謝します。より一層、地域住民の方

や保護者の方の思いを宮川小学校に取り入れて

いただき、よりよい学校ができるように願う観

点から質問させていただきます。 

 統合実行委員会で協議されている事項の中間

報告を地域住民の方や保護者の方に行う必要が

あるのではないかという点です。 

 統合実行委員会では、総務部会、教育後援会

等部会では地区会長さん、学校部会では各学校

の校長先生、通学部会、ＰＴＡ部会ではＰＴＡ

の会長さんを初め保護者の方と、５つの部会で

かかわりの深い方や専門的な方が担当して協議

されています。通学部会、ＰＴＡ部会では、協

議の初期段階で保護者の方に対して説明して意

見を聞く場を設けました。私も参加させていた

だいたのですが、さまざまな質問や意見が出さ

れ、その後の協議に生かされたと思います。 

 開校まで半年となる中で、「たより」や中間

報告会などで今まで決まったことやこれから検
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討していく課題を伝え、質問、意見を求めるこ

とで宮川小学校について地域住民の意識も高ま

り、よりよい学校になる手だてになると考えま

す。教育委員長の見解を伺います。 

 次に、将来の本市中学校のあり方についてで

す。 

 平成２０年に、上山市立小・中学校の将来構

想について答申が出されました。その中で、

「中学校においては、小学校が一緒になって、

進学する中学校との「英語学習」や「理科学

習」などの連携教育の推進。高校、大学と連携

しながら、地域における教育活動。長期的には、

１学年１学級で推移する学校は、総合的な教育

機能が発揮できる大規模校に統合していくこと

が望ましい」とした一方で、「地域住民の学校

に対する思いが極めて大なるものがあり、今後、

生徒数が減少しつつも、大規模中学校に統合し、

校舎はそのままで、大規模校の部分的な校舎と

して存続させることである」ともしています。

今まで答申に沿うように中学校のあり方を進め

られてきたと思います。 

 保護者の方の中からは、中学校と小学校、高

校や大学との連携がどうなっているのか、中学

校の今後についてどう考えていくのかが関心事

になってきています。 

 小規模中学校の今後についての私個人の考え

は、今すぐ答えを出す事柄ではない、できれば

小規模校の特色を生かして学校を存続させたい

という思いなのですが、保護者の方や地域の方

の思いも今のうちから聞き取り、調査して、中

学校の長期的な今後のあり方について、地域を

巻き込んで検討していく必要があると考えます。 

 今の時点で、中学校と小学校や高校、大学と

の連携、中学校の今後についてどのような現況

にあるか、また、将来構想の再確認や見直し、

中学校のあり方について、保護者の方や地域住

民の方が広く参加して検討していく場が必要と

考えますが、教育委員長の見解を伺います。 

 次に、生徒数減少に対応した部活動について

です。 

 子どもが減少し、中学校の部活動が成り立た

なくなってきている部があります。中学校生活

の中で、部活動が精神的にも肉体的にも生徒の

成長や思い出づくりに大きな影響を与えること

は私自身実感してきました。私が中学生だった

ころの友人の話ですが、バスケットボール部が

ない中で、バスケットをどうしてもやりたいと

いうことで、校長先生にお願いに行った友人が

いました。そのくらいスポーツや文化活動に対

する思いを持っている中学生は少なからずいる

と思います。 

 中学校生活の思い出が上山を愛する気持ちに

変わり、将来、本市を担う重要な人材になって

いく可能性も生まれると考えます。 

 生徒の思いを少しでもかなえていく方法とし

て、例えば中体連の大会に出場できないという

制約があると聞きますが、３つの中学校間で部

活動を合同で行うなど、大会出場にこだわらず、

スポーツや文化活動を行う仕組みづくりはでき

ないか、教育委員長の見解を伺います。 

 以上をもって質問といたします。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ２番井上学議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、受け入れ児童数の拡充による一層の

子育て支援について申し上げます。 

 本市の学童保育の状況につきましては、現在、

希望者全員が入所されており、定員に余裕があ

ると認識しております。 
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 なお、学童保育につきましては、保護者が安

心して働くための重要な子育て支援策と考えて

おりますので、今後とも充実に努めてまいりま

す。 

 次に、安全、安心の施設の提供について申し

上げます。 

 現在、学童保育を行っている施設のうち、改

修や耐震化の必要な施設につきましては、年次

計画により順次対応してまいります。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

〔小関男教育委員長 登壇〕 

○小関男教育委員長 ２番井上学議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、市民の声を取り入れたよりよい宮川

小学校の設置について申し上げます。 

 統合に向けて課題となる案件につきましては、

各部会での検討はもとより、各地区会や小学校

学区においてもさらに議論を深めるなど、検討

課題の解決に取り組んでいるところであります。 

 各部会での検討経過の報告につきましては、

１０月に統合実行委員会だよりを発行し、中間

報告を行う予定でありますが、今後、部会全体

の進捗状況を見きわめた上で実施してまいりま

す。 

 次に、将来構想の到達点と今後の対応につい

て申し上げます。 

 学校連携につきましては、各中学校区で積み

重ねてきた小・中学校連携の実績を踏まえ、義

務教育を貫く指導の系統性あるいは継続性をよ

り一層重視し、地域の特色を生かし、義務教育

９年間を見通した一貫性のある教育を推進して

まいります。 

 将来構想の再確認や見直しにつきましては、

このたびの小・中学校将来構想としての統廃合

計画は、長期的な視点に立って基本的な考え方

や具体的方策を示したものであり、現段階にお

いては、この将来構想を基本に統廃合実施計画

を推進すべきものと考えております。計画推進

に当たりましては、保護者や地域の方々の意見

等を尊重してまいります。よろしくお願いしま

す。 

 次に、生徒数減少に対応した部活動について

申し上げます。 

 生徒数の減少に応じて部活動の数が減少する

ことは避けることができないと考えております。

部活動の数は限られることから、スポーツや文

化及び科学等に親しませ、学習意欲の向上や責

任感あるいは連帯感の涵養等に資する部活動を

今後とも大切な教育活動として推進してまいり

ます。 

 また、大会出場にこだわらないスポーツや文

化活動を行う仕組みづくりにつきましては、総

合型地域スポーツクラブなどの社会教育関係団

体との連携を進めてまいります。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 答弁ありがとうござい

ました。 

 まず１点目、学童保育の受け入れ児童数の拡

充という点で、市長の認識、行政側の認識とし

て、十分足りているというような認識があると

いうふうな答弁をいただきました。 

 ８月１５日の山形新聞の報道なのですが、

「低所得者半額の助成を」というようなことで

報道されました。本市では既に独自に支援制度

を備えていて、重ねて県の事業に申請したとい

うことだと思うのですが、そういったことで、

今までより多くの学童保育の利用者が考えられ

るのですが、そういった対応も含めて学童保育

の受け入れ数ということをもう一度拡充してい

くという方向が出されないのか、またあわせて、
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１問目で言ったのですが、子育てするなら上山

というようなことで、めんごりあなどの未就学

児童の支援とあわせて、就学時の子育て支援も

していくことが少子化対策にも有効であるとい

うようなことから、先を見据えて積極的な受け

入れ児童数の拡充を考えていかなくてはいけな

いのではないかと思うのですが、市長、その点

についてよろしくお願いします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 現在においては足りている

ということでございます。 

 総合的な子育て支援を今やっておるところで

ございますが、めんごりあについては新たに一

時預かりもスタートいたしましたし、総合的な

子育て支援という中での学童保育の占める位置

づけといいましょうか、これは大変重要だと考

えております。 

 ただ、やはりそれぞれの家庭の事情でのこと

でございますので、我々のほうから積極的に預

からせてくださいというようなものでもござい

ません。そういうことで、やはりこれからの社

会の動向も踏まえながら、適時的に対応してま

いりたいというふうに考えております。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 積極的に学童に預けて

くださいというような方針ではないということ

ですが、私もやっぱり基本は家庭で、教育・子

育てがなされることが望ましいと思うところで

すが、やはりそういったことでふえていくとい

うような状況が先ほども示したような中で生ま

れてきた場合に、受け入れ数の拡充ということ

をしていただけるというような答弁をいただい

たのかなと思ったんですが、その辺もう一度確

認でよろしくお願いいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 そのとおりでございます。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 では、続いて、施設の

ことに関して質問させていただきます。 

 順次、必要に応じて進めていくというような

答弁がなされました。県の予算でも、整備され

るような予算措置が、補助が出るというような

ことを聞いております。ぜひその辺調査をして

いただき、早急に耐震化や施設の設備を必要と

するそういった施設について、今現状どうなっ

ているのかお聞きします。 

○大場重彌議長 福祉事務所長。 

○鏡  順福祉事務所長 お答えいたします。 

 第１に、上山小学校の改築にあわせて平成２

５・２６年度において上山児童館を学校と合築

した形で整備してまいります。 

 第２に、宮川小学校の創設に向けて、あざみ

学童クラブと話し合いを進めておりまして、旧

東児童館を年次計画で必要な箇所から環境整備

していくという話し合いを進めているところで

あります。以上です。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 そういったことで進め

ていっていただけるということで、ぜひその改

修の際にも、耐震化とあわせて施設の設備とい

うものもしていっていただきたいと思います。

ちょっと聞いた話では、水道の蛇口からさびた

水が出てくるとか、あと児童館を使って学童保

育をやられているところがあるのですが、そう

いったところのトイレのサイズを児童館サイズ

ではなく高学年の子どもにも対応できるような、

そういった改修も望まれるのですが、そういっ

たこともあわせて可能かどうかお聞きいたしま

す。 

○大場重彌議長 福祉事務所長。 
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○鏡  順福祉事務所長 先ほど議員がおっし

ゃったようなこともあざみ学童クラブとの話し

合いの中で順次出していただいて、必要な箇所

から年次計画で対応していく考えであります。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 ちょっと戻るのですが、

最後に一言学童保育のことに関して触れさせて

いただきたいんですが、公的な学童保育という

ものも充実が必要だと考えていますが、そうい

った中川蔵王っ子児童クラブやあざみ学童クラ

ブのような地域から発信された学童保育、行政

からの支援を受けながら地域の方からも喜ばれ

る、そういった学童保育を地域に広めることが、

学童保育の充実というものにつながると考えて

いますが、そういった支援というものの市長の

お考えをお示しください。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 それにつきましては、民間

というような発想でございますが、いわゆる環

境整備も含めまして、我々もそういった団体と

いいましょうか、主宰する方々と一緒になって

対応してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 次に、宮川小学校につ

いての質問に移らせていただきます。 

 答弁の中で「たより」などを通じて報告をや

るとなっていますが、ぜひ、「たより」を通じ

てでも市民、地域住民の方、保護者の方の意見

を十分取り入れられるような形の方策をとって

いただきたいと考えるのですが、その辺の具体

的な方策を示していただけるのであれば、よろ

しくお願いいたします。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 詳しいことにつきまし

て、教育長のほうからお答えさせていただきま

す。 

○大場重彌議長 教育長。 

○木村康二教育長 実行委員会だよりの具体に

ついては、管理課長から御説明申し上げますが、

大事なことはやっぱり、地域の方々に今どのよ

うな状況で進んでいるのか、これを具体的にわ

かっていただくことだと思っております。 

 先ほど議員御指摘のとおり、統廃合というこ

とにかかわっては非常にたくさんの課題があり

ます。その課題について、今、例えば通学など、

スクールバスの問題も含めて、特にＰＴＡの

方々、あとは地域の方々に本当に御苦労をいた

だいて、具体的な乗り場をどうする、どういう

順序で回るなども含めて検討していただき、検

討の中で再三にわたって特に保護者の方々の声

をお聞きして進めているところであります。そ

のようなことを保護者のみならず地域の方々に

も御理解をいただいて、ああやっぱりいい学校

ができるんだなという思いで迎えられるように

進めていきたいと思っております。 

○大場重彌議長 管理課長。 

○木村義博管理課長 命によりましてお答えを

いたします。 

 先ほども委員長のほうから答弁申し上げたと

おり、各学区あるいは地区に持ち帰っていただ

いて、部会の検討をさらに深めていただいてい

るというようなことでございます。 

 さらに、重要な案件につきまして、例えば通

学方法とかそういった重要案件につきましては、

いろいろな要望もいただいておりますので、そ

ういった内容につきましては、学校を通して全

保護者の方に報告なり連絡をさせていただいて

おります。 

 あくまでも、やはりそういった議論を通じな



－３１－ 

がら、保護者の皆様、地域の方々の要望・意見

等を組み入れながら進めさせていただいている

というような現状でございます。 

 そういった内容につきまして、中間的な報告

というようなことで本庄、東、宮生地区、全世

帯に１０月に実行委員会だよりで報告をさせて

いただきたいというようなことでございます。 

 今後とも、そういった視点で、よりよいスタ

ートが切れるように努めてまいりたいと考えて

いるところでございます。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 はい、わかりました。

その伝わるような「たより」の制作をよろしく

お願いするとともに、やはりそういった市民、

地域住民の方の声もその「たより」から組み入

れていただきたいなと考えます。 

 次に、中学校の将来構想の到達点と今後の対

応ということで、今までの構想を引き続き実行

していくというようなことであります。 

 そういった考え、よくわかるところなのです

が、地域住民、特に保護者の方の中からは、

「今どういった状況にあるのかということがわ

からない」というようなことが寄せられます。

そういった点で、再検討とまではいかなくても、

そういったことを伝えていくということが必要

になると思うのですが、保護者の方や地域の方

に伝えていくと、今こういう段階にあるという

ことについてどのようにお考えかお聞かせくだ

さい。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 先ほど申し上げました

ように、答申に沿った一つの実施計画について

なんですが、非常に長期的な視点に立った、あ

るいは教育そのもののやり方といいましょうか、

教育そのものの運営といいましょうか、そうい

うことを、長期的な視点に立った基本的な考え

方を盛り込んでいるものですから、それを変え

るということでなく、それをより進めていくこ

とがより教育の充実に資するというふうに考え

ているところであります。 

 なお、教育長のほうからさらに詳しくつけ加

えさせていただきたいと思います。 

○大場重彌議長 教育長。 

○木村康二教育長 本市における中学校の将来

につきましては、将来構想の中でいろいろな形

を上げております。具体的なところとしては、

各学区ごとにも上げているわけでありますが、

大きく、特に長期的な視点ということでは、答

申の中で将来的には、またこれはかなり長期的

にという意味でございますが、上山市全体では

中学校も２校となることが望ましいという、ま

さに２つの中学校に向かっていくのだろうなと

いう答申があるわけであります。ただ、これは

あくまでも長期的な展望ということで記されて

いるわけでありまして、現在、例えば一番課題

になるのが宮川中学校だと思いますが、宮川中

学校については現行のままでということであり

ますし、またその存続のさせ方の中で小中一環

教育を考えたあり方も含めて述べているわけで

あります。 

 そのようなことで、今後の中学校については

述べられている、それに基づいて私どもも考え

ていく、そのことについて市民の皆様の御理解

をいただいていくということであります。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 答弁ありがとうござい

ます。ちょっと残り時間も少なくなりましたが、

そういったことで、地域の方にも声を取り入れ

た今後の中学校のあり方ということを考えてい

ただきたいと思います。 
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 最後に１点だけ、部活動のことでなんですが、

ちょっといろいろ聞きたいことがあったんです

が、地域の保護者の方から１点聞いてください

ということがありましたので、その１点だけ聞

かせていただいて質問を終わりたいと思います。 

 それで、教育委員会の方針としてなんですが、

生徒数が減少した場合、部活動を減らして対応

するという方針がはっきりと示されているのか

どうか、その１点についてお聞きして質問を終

わりたいと思います。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 学校教育課長のほうか

らお答えいたします。 

○大場重彌議長 学校教育課長。 

○佐藤俊一学校教育課長 命によりましてお答

え申し上げます。 

 まず、部活動の現状でございますが、少子化

に伴いまして中学校も大変生徒数が減っており

ます。その中でありますので、部活動の減少は

やむを得ないと考えております。ただ、教育委

員会の方針としまして、どのように減らしてい

くかというようなことに関しましては、地域の

皆様の意見を聞きながら最終的に校長が判断し

ていくものと考えております。 

 少子化と一言で申しておりますけれども、大

体４０年前の半分の児童生徒数になっておりま

す。そういう状況でありますので、同じ数の部

活動を維持することは困難と考えております。

以上でございます。 

○大場重彌議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午前１０時２９分 休 憩 

                  

    午前１０時３９分 開 議 

○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、１番佐藤光義議員。 

〔１番 佐藤光義議員 登壇〕 

○１番 佐藤光義議員 議席番号１番、会派蔵

王の佐藤光義です。通告に従いまして、順次質

問いたします。 

 今回の質問は、大きく分けて２点について質

問いたします。 

 それでは、第１点目の質問、茂吉記念館前駅

の周辺の整備について質問いたします。 

 昨今、山形県を含む全国において、不審者等

にかかわる情報や事件は、夜だけではなく日中

も絶えず、とても物騒に感じます。上山市にお

いても不審者等の情報があり、大きな事件が発

生する前に安全性を確保したいと願っています。 

 茂吉記念館前駅は、日中はさほど気にならな

いようですが、実際は道路も狭く、草木等が茂

り、見通しがよくない状況です。夕刻から暗く

なってくると、明かりも人けも少なく、鬱蒼と

した雰囲気が漂っている状況は、電車を利用す

る方、若い世代の女性は、不安を感じているは

ずです。駅を利用する生徒を送迎する御父兄も

道路の狭さと見通しの悪さに不便と不安を感じ

ています。 

 このような状況を踏まえ、茂吉記念館前駅を

利用する方やその御家族、周辺住民の安全性の

確保のための道路拡幅及び防犯灯の整備につい

て、市長の御所見を伺います。 

 次に、ヴェンテンガルテンへの多目的グラウ

ンド整備について質問します。 

 駅に近く交通の便利なヴェンテンガルテン近

辺において、夜間照明の中、人工芝の多目的グ

ラウンドで、子どもたちが自由に遊んだり、グ

ランドゴルフやボールを使ったさまざまな活動

をすることで、周辺も明るくなり、利用する人
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の声やにぎわいにより不審者等が近寄りにくく

なり、犯罪も未然に防げる防犯効果もあると考

えます。利用者や住民の安全を確保するだけで

はなく、児童生徒から高齢者までの生涯スポー

ツの推進、交流人口の拡大及び地域活性化にも

つながります。 

 ヴェンテンガルテンは県有地であり、本市が

無償で借りている状況ですが、県有地である以

上、県と本市が連携し、知恵を絞り、共同で整

備に取り組むべきと考えます。初期費用として

多額な費用がかかると思いますが、本市の防犯

対策、駅を利用する方の安全性の確保、地域の

活性化及び生涯スポーツの推進を考えれば、必

要な費用だと考えます。 

 ６月議会の際、同僚議員の一般質問に対する

市長の答弁の中で、「蔵王の景観がよく、県有

地ではあるが何に使ってもいい、県の美術館の

移転問題もあり、博物館もあり、文化ゾーンと

しての構想を考えている」とおっしゃっていま

した。 

 私は、この茂吉記念館前駅周辺のエリアにつ

いて、茂吉記念館等の文化ゾーン及び多目的グ

ラウンドのスポーツゾーンを設定し、子どもか

ら高齢者までが蔵王の眺望がいい場所で元気に

活動できる、複合エリアとして整備すべきだと

考えますが、教育委員長の御所見をお伺いしま

す。 

 続きまして、第２点目の質問です。 

 須川の河川敷の景観保全について質問します。 

 河川敷内に畑をつくると、耕すことにより土

がやわらかくなり、洪水のときに水が畑に流れ

るとそこが掘り下げられ、水の流れを変えて堤

防を壊してしまうおそれがあります。そのため

現在では、私有地は別として、新たに河川敷を

畑や水田などとして使用することは許されなく

なっています。ただし、河川法が施行された昭

和４０年４月１日よりも以前に使用許可を得て

河川敷で畑作などを行っている者は法律による

許可を受けたものとみなすと規定されており、

これらの経過等から河川敷を使用している方が

いらっしゃいます。 

 本市における須川沿いの桜並木の景観はすば

らしいものであり、市民や観光に訪れた方から

の評判は好評です。しかし、ある観光客からの

一言が印象に残りました。それは、「桜並木は

とってもきれいなのに、河川敷の景観が余りよ

くないね。河川敷がもっと整備されていれば、

桜並木ももっときれいなのにね」という言葉で

した。観光客が言う桜並木の景観を阻害する河

川敷の様子というのは、資材等が乱雑に置かれ、

草木が生い茂った畑を指していました。 

 河川敷には、市民の方が畑をつくっており、

その中の一部が景観を損ねるような公共マナー

を無視する使い方をしている状況です。中には、

ルールを守り、日ごろから草刈り等を行い、き

れいに耕作と管理を行いながら生活の楽しみと

して使用している方もいます。 

 しかし、先般、使用者等が村山総合支庁の河

川砂防課の方から注意喚起を受けたこともあり、

ルールを守り適正に管理している方から不満の

声も出ております。使用者全員が河川敷の景観

に配慮しながら公共マナーを守る適正な使用を

促すような対応が必要だと考えます。 

 上山市快適環境条例の第３条には、「市長は、

必要に応じ、国、県及び近隣市町と連携して環

境施策を実施し、推進するものとする」とあり

ます。 

 ぜひ山形県と連携し、山形県河川巡視員の増

員や巡視体制の強化等の対応を働きかけながら、

須川河川敷の景観保全の推進に努めるべきと考
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えますが、市長の御所見をお伺いし、質問とい

たします。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １番佐藤光義議員の御質問

にお答えいたします。 

初めに、茂吉記念館前駅周辺の道路、防犯灯

の整備について申し上げます。 

 道路の拡幅につきましては、駅利用者の利便

性の向上と安全な歩行空間の確保を図るため、

土地所有者である県と協議の上、計画的に進め

てまいります。 

 また、防犯灯につきましては、今年度設置い

たします。 

 次に、須川河川敷の景観保全について申し上

げます。 

 河川敷地内の占用につきましては、河川管理

者であります県や占用者と合同で現地立ち会い

を実施し、占用者に対して適正管理の注意喚起

を行っておるところであります。 

 今後とも、河川景観の形成と保全を図るため、

河川管理者に対して河川巡視の強化を要望する

とともに、河川管理者と連携しながら、占用者

に対して適正管理についての啓発活動を引き続

き行ってまいります。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

〔小関男教育委員長 登壇〕 

○小関男教育委員長 １番佐藤光義議員の御

質問にお答えいたします。 

 多目的グラウンドの設置について申し上げま

す。 

 新たな体育施設の整備に取り組んでいくこと

によりまして、生涯スポーツの振興はもとより、

健康づくりがより一層推進されるものと考えま

すが、当面は、現有施設の適切な維持管理に努

めながら快適に利用していただけるように、必

要に応じて整備改修を図ってまいります。 

 夜間照明つき人工芝の多目的グラウンドの新

設につきましては、議員の御指摘の土地が県有

地であることや、多額の事業費が見込まれるこ

とから、現時点では新たに設置する考えは持っ

ておりません。 

 以上でございます。 

○大場重彌議長 佐藤光義議員。 

○１番 佐藤光義議員 初めに、道路、防犯灯

の整備について再度御質問いたします。 

 最近、新聞報道などでも連日のように県内各

地で不審者等の情報が入っています。その中で

も、市長から先ほど「防犯灯は設置します」と

いうことをお伺いしましたが、いつ設置をする

という計画でございましょうか、お伺いします。 

○大場重彌議長 市民生活課長。 

○永沢恒広市民生活課長 お答えいたします。 

 今年度の整備計画の中で、今月中に設置の予

定でございます。 

○大場重彌議長 佐藤光義議員。 

○１番 佐藤光義議員 今月中に設置予定とい

うことでございますが、実際にもう準備のほう

は進んでいるのでしょうか、再度お伺いします。 

○大場重彌議長 市民生活課長。 

○永沢恒広市民生活課長 お答えいたします。 

 既に発注をしておりまして、設置工事を実施

するばかりという状態でございます。 

 なお、設置につきましては、新設されました

市道等の道路約２００メートルに４基を設置す

る予定でございます。 

○大場重彌議長 佐藤光義議員。 

○１番 佐藤光義議員 ありがとうございます。

実際にもう発注をしており、４基設置するとい

うことでありますが、もう今月中ですので、も
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っと詳しく何月何日からやるかというのか、計

画も上がっているということですが、できる限

り早くしてほしいものと思いますが、そこまで

決まっておりますでしょうか、お伺いします。 

○大場重彌議長 市民生活課長。 

○永沢恒広市民生活課長 今月の下旬までには

完了の予定となっております。 

○大場重彌議長 佐藤光義議員。 

○１番 佐藤光義議員 まだ、一応完了予定と

いうことで、いつから実施するということは決

まっていないということだと思います。これに

ついては、市民の安全性をしっかり確保したい

というふうに考えますので、なるべく早く設置

をしてもらい、夜間の安全性もしっかりと確保

してほしいものと思います。 

 続きまして、多目的グラウンドを新設するこ

とにより、夜間等明るくなって、にぎわいも出

てきて、非常に不審者等なども近寄りにくくな

ると、またそういったことがあった場合、すぐ

に近くの使用者、利用者が助けに行けるという、

そういう利便性もあると思います。 

 回答の中で「現有地のまま利用してもらい、

必要に応じて考えたい」とおっしゃいました。

それと、新たに新設するとなりますと確かに多

額の費用がかかるというのも私もわかっていま

す。ただ、県有地であるということで、市が単

独でやるというわけではなく、県とも共同で協

力してもらい進めてほしいという考えでありま

すけれども、その考えについてはどう思います

か、お伺いします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 先ほど教育委員長のほうか

ら答弁ありましたように、あの土地については

県有地であります。 

 今、県との連携というお話がありましたけれ

ども、県との連携といいますと、例えば天童の

運動公園とか、ああいった大規模でないと県と

連携というのはなかなか難しいと思います、基

本的には。 

 ですから、市のいわゆるまちづくりといいま

しょうか、そういった方針の中でどうやってい

くかということだと思いますけれども、やはり

今、向かい側にはサッカー場もございます。そ

ういうことで決して施設そのものは不足しては

いないと思いますし、同時に、防犯とスポーツ

を一緒に考えるということじゃなくて、やっぱ

り防犯については防犯的な立場から考えていく、

あるいは運動公園というようなことについては、

やっぱりスポーツの振興とか地域の活性化とか、

そういった面での視点だと思いますし、これを、

２つを１つの施設で賄っていくということにつ

いてはなかなか難しいことがあるというふうに

考えております。 

○大場重彌議長 佐藤光義議員。 

○１番 佐藤光義議員 やっぱり人が集まると

ころではそういった不審な犯罪というのは起こ

りにくいと考えます。これを、市長の今の答弁

ですと、両方一遍にするというのは難しいと、

そういうことかもしれませんが、向かいにサッ

カー場もあるということで、スポーツ施設もあ

るということですけれども、実際に夜間照明と

いう形ではあそこの施設はないということで、

もし夜間照明をつけるんであれば、スポーツ施

設としての利用もできて、また、そこも明るく

なり、いいのかなと思います。 

 県と連携すると多大なる大きな施設というふ

うになると思いますが、ヴェンテンガルテンと

上山市サッカー場、両方の整備をするというふ

うに考えると、本県選出の国会議員の方たちと

も連携をとって、より大きく、よりよい上山の
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ために推進してほしいものと考えております。 

 今後の上山のためにも推進してほしいもので

あるために、今後検討していただきたい課題と

して上げさせていただきます。 

 次に、須川河川沿いの河川敷の景観保全につ

いて再度お伺いします。 

 実際に県のほうに要望として出していただく

ということなんですけれども、以前から要望と

いうのは出していたのでしょうかお伺いします。 

○大場重彌議長 建設課長。 

○高村俊之建設課長 この当該地につきまして

は、平成１０年に地区会や市のほうの同意を得

て、河川の占用を受けてございます。その時点

から県のほうからは河川巡視というようなこと

で要望をしてございますので、ずっと継続して

要望してございます。 

○大場重彌議長 佐藤光義議員。 

○１番 佐藤光義議員 継続して要望している

ということなんですけれども、実際に河川巡視

員の方も月に１度程度かもしれないんですけれ

ども見回りには来ているというお話も伺いまし

た。しかし、占用許可を持っている方は本当に

きれいに整備して利用されているのですけれど

も、その占用許可を持っていない方も利用して

いる可能性もあると思うのですけれども、その

辺把握しているのでしょうかお伺いします。 

○大場重彌議長 建設課長。 

○高村俊之建設課長 この当該地につきまして

は、個人個人の方に対して占用という形じゃな

くて、市のほうの同意を得て、地区会等々に占

用許可というようなことでされておりますので、

その中に含まれている方に一部マナーの悪い方

がいらっしゃるというようなことでございます。

以上でございます。 

○大場重彌議長 佐藤光義議員。 

○１番 佐藤光義議員 実際その村山総合支庁

の河川砂防課の方と使用者の、その使用状況に

ついての、文書ではなくて実際に立ち会っても

らって、こういうのはいいんですよ、こういう

のはだめですよという立ち会いをしてもらいま

した。私もその席に同席させてもらいました。

その中で河川砂防課の方のお話だと、やはり今、

どこの市町村でもみたいなんですけれども、

「あそこで畑やってっから、んだら、ここ空い

てっから、ここでもしていいんだべか」という

勝手な考えでしている方も中にはいるかもしれ

ないという話がありまして、その中で、その河

川巡視員の方がじゃあもっとそこを突き詰めて、

より景観の保全に努めてほしいということを要

望してはいるのですが、なかなかやはり、先ほ

ども言いましたが、河川巡視員の数が少ないと

いうことで、市町村を回らなきゃいけないとい

うので、なかなかそこまでできないということ

なので、そこを、上山市快適環境条例にもあり

ますので、しっかりと県のほうと連携をし、市

民の皆さんが気持ちよく使っていただけるよう

に、もっと強く要望していただきたいなと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

○大場重彌議長 次に、６番長澤長右衛門議員。 

〔６番 長澤長右衛門議員 登壇〕 

○６番 長澤長右衛門議員 私は、会派２１世

紀会に所属しております長澤長右衛門でござい

ます。 

さきに通告しておりますとおり、２点につい

て順次質問させていただきます。 

 まず最初に、旧クリーンセンター及び旧衛生

プラントの早期解体についてであります。 

 旧クリーンセンターは、１日５０トンの処理

ができる廃棄物処理施設として昭和５０年４月
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から稼働し、平成１４年１２月１日施行の廃棄

物処理法の改正により使用ができなくなった施

設であります。 

 改正の内容は、廃棄物処理施設から排出する

ダイオキシン類を削減するため、施設の構造基

準及び維持管理基準が強化されたことから、旧

クリーンセンターではそれらの基準に適合させ

るのが困難となったため、廃止することになっ

たと聞いております。 

 廃止後の処理については、可燃ごみの焼却処

理を山形市に委託し現在に至っておりますが、

広域処理に移行したことは、行財政改革の考え

方として大変に意義があることと思います。 

 その後、使われなくなった旧クリーンセンタ

ーは、廃止から１０年が経過した現在もそのま

まの状態であります。隣接地には、老人福祉施

設もあり、立入禁止など周辺の管理は行き届い

ているようにも見えますが、そびえ立つ煙突、

すなわち本施設は、市民、特に中川地区の住民

にとっては違和感を感じるとともに、地震など

により煙突の倒壊のおそれや周辺の環境汚染に

つながる可能性もあり、以前からの懸案として、

市長も先刻御承知のことと思います。 

 私は、この施設を壊すには約２億円はかかる

だろうと聞いておりますが、借金をしてでも取

り壊す必要性を感じるのです。跡地利用計画の

内容によって詳細は異なるものの、解体に対す

る補助金制度や特別交付金制度を活用できると

伺っております。 

 全国には、廃止した施設を抱えた自治体は数

多くあり、国に対して申請して順番待ちのよう

な状態で、なかなか交付決定がされにくいとも

聞き及んでおりますが、そろそろ解体計画を立

てる時期に来ているのではないかと思います。 

 また、中川地区内には廃止してから長年経過

している旧衛生プラントも残された状態になっ

ております。これらの施設の早期解体について、

市長のお考えをお聞きいたします。 

 次に、風力発電施設設置による再生可能エネ

ルギーの導入促進であります。 

 平成２３年３月１１日、東北地方太平洋側を

襲った東日本大震災では、地震と津波による災

害は、福島第一原子力発電所の稼働をストップ

させただけでなく、放射性物質の拡散によって

多くの人々を長期にわたって苦しめているわけ

であります。その結果、原子力発電に対する信

頼が大きく揺らぎ、これまで原子力発電の増設

と稼働率の向上によって地球温暖化対策を進め

ようとしてきた政府のエネルギー基本政策は、

大きく転換せざるを得ない状況になっています。 

 このような現状において、現在最も関心が高

まっているのは、太陽光発電や風力発電、地熱

利用、バイオマスなどの再生可能エネルギーの

導入であります。平成２３年８月２６日、「電

気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法」が国会で成立いたしまし

た。これは、太陽光、風力、水力、地熱、バイ

オマスによる５種類の再生可能エネルギーで発

電した電力を一定期間、国が決めた価格で買い

取ることを電力会社に義務づけるという内容で、

ことしの７月１日から施行されております。 

 再生可能エネルギーの導入には３つの意義が

あると考えます。１つ目は、二酸化炭素の排出

が少なく、地球温暖化対策に寄与すること。２

つ目は、再生可能エネルギーは原則的に地産地

消型で、当然我が国固有のエネルギー資源です

から、エネルギーの自給率を向上させる効果が

上げられること。３つ目は、再生可能エネルギ

ーの大量導入には電力系統のスマートグリッド

化が避けられないこと、その結果、必然的に太
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陽電池や風力発電機の製造のみならず、電力系

統、エネルギー・マネジメント・システム、蓄

電池、電気自動車など幅広い関連産業の発展に

寄与するものと考えます。 

 また、東北電力は、低炭素社会実現に向けた

取り組みの一環として再生可能エネルギー発電

の導入拡大に注力しています。これまでに水力

や地熱、風力、太陽光、バイオマスなどを積極

的に活用してきた結果、東北電力の発電電力量

に占める再生可能エネルギー発電の割合は平成

２２年度実績１５％で、国内でも屈指の高水準

となっており、特に東北地方は風の状況がよく、

今後風力発電の導入拡大が見込めることから、

連系量増加に向けたさまざまな施策を展開して

います。 

 これまでも、地球温暖化問題への対応を最も

重要な経営課題の一つとして位置づけ、二酸化

炭素の排出削減に向けてもさまざまな施策に取

り組んでいます。 

 具体的には、電力の供給面では安全を最優先

とし風力発電導入拡大に向け検討を進めており、

今後、風力発電の一層の導入拡大を図っており

ます。 

 一方、県においても、今年度は元気再生の年

と位置づけ、東日本大震災と福島第一原発事故

を教訓に、新たなエネルギー戦略に基づき施策

などを積極的に展開する方針を示しました。 

 「本県の豊富な資源を活用し、再生可能エネ

ルギーをふやすことで産業振興、技術革新につ

ながる」と述べており、今年度から再生エネル

ギーに関連する施策を着実に進める意欲を示し

ております。 

 本市においては、昨年５月に、市や温泉旅館、

観光団体、自動車メーカーなどが連携し「かみ

のやま温泉クアオルト・ＥＶエコタウンプロジ

ェクト事業推進協議会」を発足し、県の「新し

い公共の場づくりのためのモデル」に採択され

ました。９台のＥＶ車を配備し、宿泊客にレン

タルするという、全国の温泉でも例のないプラ

ンをスタートするなど、意欲的な取り組みを進

めております。 

 また、市役所でも、ノーネクタイさわやか執

務月間を、ことしは例年より早い５月１日から

スタートし、市節電対策実行計画の一環で実施

するなど、電力不足が叫ばれている中、可能な

範囲で早目に対応し、東日本大震災を受け導入

した電力削減対策では、平成２３年度は２２年

度対比１８％の電力削減を成功させるなど敬意

を表するところであります。 

 平成２４年度施政方針において、産業振興で

は、上山型温泉クアオルト事業とともにＥＶエ

コタウンプロジェクトを推進し、電気自動車に

よる環境に配慮した旅行形態を提案し、滞在型

の健康保養地づくりを進めるとあります。 

 また、生活環境の向上として、防災体制の充

実について、災害時に中心的な避難所となる体

育文化センターと、防災拠点となる市役所に太

陽光発電設備を整備するとありますが、私も早

急に進めるべきと考えます。 

 そこで、今こそ、生活環境向上を図るため、

市のエネルギー戦略として、元山形県立蔵王西

部牧場の再利用について検討すべきであると考

えます。 

 財団法人山形県畜産振興公社が管理しており

ました県立蔵王西部牧場は、昭和５０年より周

年預託育成事業を中心に運営を行ってきました

が、県内からの周年預託頭数が年々激減し、ま

た、ヨーネ病の発生等により預託運営が困難と

なり、平成２０年４月をもって廃止されました。

その後、４年間にわたり一部の畜産業者に牧草
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を提供している状況であり、県としても跡地の

再利用については苦慮しているわけであります。 

 そこで、広大な牧場の再利用として私が提案

したいのは、再生可能エネルギーの風力発電で

あります。元県立蔵王西部牧場の跡地は、山間

部で高台の地形にあり、民家からの距離も十分

離れており、また、道路の整備もされているこ

とから新たな道路を切る必要もなく、建設時の

機器や資材の運搬に支障がなく、あわせて送電

線が近くを通っていることから新たな送配電の

設備を建設する必要もなく、風況調査を行い、

発電条件に合致すれば、風力発電には最適地に

なると思っております。 

 当然、進めるに当たっては地域住民や地権者

の同意も必要でありますが、今申し上げました

点を踏まえれば、元県立蔵王西部牧場の跡地は

風力発電の建設地として最適の場所と言えるの

ではないでしょうか。 

 今こそ、風況調査を実施して、市のエネルギ

ー戦略として、再生エネルギーの活用を本市と

しても着実に推進し、地域特性を十分生かし、

本市でエネルギーの地産地消を図り、元気な上

山を形成すべきと考えますが、市長の見解をお

伺いし、私の質問といたします。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ６番長澤長右衛門議員の御

質問にお答えいたします。 

 初めに、旧クリーンセンター及び旧衛生プラ

ントの解体について申し上げます。 

 旧クリーンセンターにつきましては、施設の

閉鎖とあわせて立入防止などの安全対策を実施

してまいりましたが、炉内などにダイオキシン

類などの有害物質が残っていることが危惧され

ることから、解体すべきものと考えております。

解体に当たっては、多額の一般財源を要するこ

とから、国の支援制度の活用を図りながら、財

政計画を踏まえた上で解体計画を策定してまい

りたいと考えております。 

 また、旧衛生プラントの解体につきましては、

今後、跡地利用や優先度などを考慮しながら検

討してまいります。 

 次に、風力発電施設設置による再生可能エネ

ルギーの導入促進について申し上げます。 

 元県立蔵王西部牧場への風力発電施設の導入

につきましては、当地は、１メートルを超える

積雪による維持管理上の課題を有すること、ま

た、平成２３年度に実施されました独立行政法

人新エネルギー・産業技術総合開発機構の現地

調査により、年平均風速が毎秒６メートルに達

せず事業の採算性が確保されないことから、導

入適地には該当しないと県よりお聞きしており

ます。 

 再生可能エネルギー活用への取り組みは、国

及び県の重要な政策課題であり、本市といたし

ましても積極的に協力してまいりますが、風力

発電等の大規模な開発事業につきましては、民

間事業者主導による事業展開を基本に考えてお

ります。 

○大場重彌議長 長澤長右衛門議員。 

○６番 長澤長右衛門議員 答弁ありがとうご

ざいました。早目に旧クリーンセンターと旧衛

生プラントの解体計画を立て、住民の不安を解

消していただき、また、環境保全に努め、市民

の安全・安心を掲げております市長でございま

すので、早目の解体の実現に向け努力していた

だくことを切にお願いいたします。 

 次に、再生エネルギー導入促進でありますけ

れども、市長がおっしゃっておりました県の再

生可能エネルギーの適地調査のマップですか、
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それには、蔵王山系はどうしても風力が少ない

と示されているわけでございますけれども、ピ

ンポイントとして元県立蔵王西部牧場、市長も

御存じだと思うんですけれども、おばば平付近

の風は風力発電には適地だと私は思っているわ

けでございます。そういう意味からも風況調査

が必要であると思っております。 

 また、８月２１日の山新に、県と酒田市が風

力発電に自治体で参入すると掲載されておりま

した。これは１基約９億円の総事業費がかかる

わけでございます。ちょっと私なりに試算をや

ってみましたけれども、時間の関係上詳しくは

申し上げませんが、５年で９億の売電が可能な

わけです。メンテナンス等いろいろな考えで売

電開始から１３年で採算確保を見込めるとあり

ます。将来を考えれば、市の財政というものは

今後一層厳しくなると予想されます。こうした

意味でも、将来のことを考えて、市の新しいエ

ネルギー導入に取り組むということは、市の環

境にとっても、また貴重な財源確保であると私

は思っているわけでございます。大きな、市の

持っている利用可能な資源をしっかりと調査し、

その上で最も有利に効率的に導入できる新しい

エネルギーは何かということをじっくりと検討

する必要があると思いますが、再度、市長、お

伺いします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 いわゆる再生可能エネルギ

ー、これからの大事な資源の一つだというふう

に認識をしております。 

 そういうことで、先ほど議員の質問にもあり

ましたように、体育文化センター、市役所等に

ついては太陽光発電ということで対応してまい

ります。 

 先ほど酒田市のお話が出ましたけれども、ま

た先般の山新にも出ておりましたけれども、事

業主体、県と酒田市が３基ずつである、あとは

民間ということでございまして、やっぱり民間

の活力を導入していくということになろうかと

思います。 

 ただ、そういう中で、行政としてどういうお

手伝いができるか。例えば土地利用の見直しと

か、あるいは先ほど議員から提案がありました

おばば平の風速の測定とか、そういうことが

我々にできる仕事といいましょうか、お手伝い

ができる部分でございますので、導入に向けて

積極的に取り組んでいくということについては、

もちろん前向きな考えを持っておりますし、ま

た小規模発電等についても、現在市内で調査を

しているというような状況にもあります。そう

いった面で、総合的にこの再生可能エネルギー

についての掘り起こしというものをやってまい

りたいというふうに考えております。 

○大場重彌議長 長澤長右衛門議員。 

○６番 長澤長右衛門議員 前向きに検討して

いただくと、本当にありがたいことでございま

す。 

 現在、県でもこの元県立蔵王西部牧場の跡地

の再利用につきましては頭を痛めているわけで

ございます。また、県では新たに、市民や事業

者に事業の可否を判断する上で重要な風況調査

費用の２分の１を助成するという制度もあるわ

けでございます。そこで、ぜひ県と連携して、

そのようないろいろな制度を活用して風の調査

を実施して、風力発電の概要的なデータで適地

かを判断した上で、実際の発電事業の採算性と

試算をして、民間業者等の誘致を図るべきと私

は思っているわけでございますけれども、もう

一度、市長に伺います。 

○大場重彌議長 市長。 
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○横戸長兵衛市長 先ほど申し上げましたよう

に、風力のみならず太陽光も含めて、あるいは

小規模水力発電も含めまして、地域が持ってい

る資源というものを洗いざらい調べながら、ど

ういうことが、どういう方式が、本市にとって

有利なのか、あるいは将来的に望まれるべき方

式、方法なのかも含めまして対応してまいりた

いというふうに考えております。 

○大場重彌議長 長澤長右衛門議員。 

○６番 長澤長右衛門議員 最後に、これ以上

申し上げても押し問答になると思いますので、

今回はこの辺でやめておきますけれども、本市

としても、二酸化炭素の削減を初めとする地球

温暖化問題に対応する本格的な新エネルギー導

入計画として、風力発電初め太陽光発電にこだ

わって、豊かで快適な、個性のあるまちづくり

を進め、自然と人間とエネルギーの好ましいか

かわりを目的に、今後とも再生可能エネルギー

促進に努力してまいることを約束いたしまして、

私の質問といたします。 

 ありがとうございました。 

○大場重彌議長 次に、７番中川とみ子議員。 

〔７番 中川とみ子議員 登壇〕 

○７番 中川とみ子議員 会派たかまきの中川

とみ子でございます。通告に従いまして質問を

させていただきます。 

 昨年の市議会議員の選挙に当たり、私は「台

所から上山を元気に」のキャッチフレーズを掲

げて立候補させていただきました。 

 そこで、今回は、私たちに一番身近なごみ、

その中でも台所から出る生ごみの減量化につい

て質問させていただきます。 

 もちろん生ごみは畑に肥やしとして返すこと

が一番理想で望ましいわけですが、現状では生

ごみの焼却処理をやめることはできません。で

すから、生ごみの減量化は、上山市として現実

的に取り組むべき大きな課題ということになる

と思います。 

 本市の８月発行の市報に、シリーズ「ごみと

清掃工場を知る、ごみ処理の今」という記事が

載っていました。 

 それによりますと、本市が収集しているごみ

の８割は燃やせるごみで、台所からの生ごみ、

紙類、食品系プラスチックなどです。そして、

燃やせるごみの半分は水分ということです。 

 また、燃やせるごみ発生量の年次推移ですが、

有料化が始まるまでは年間７，０００トン以上

収集されていたようで、有料化になった平成２

２年と翌２３年度は６，０００トン台になり、

１０年前より約１割減ったということでありま

す。 

 年間６，０００トンといえば、１日当たり約

２０トンになります。単純に１０トンダンプに

換算すれば、１日２台分のごみが市内から毎日

出る計算です。その約半分が水分ですから、１

日当たり１０トン、つまり１万リットルの水分

がごみの中にあることになります。この水分は

ほとんどが生ごみから出るもので、何と生ごみ

の８割ほどが水分と言われているのです。 

 ですから、ひと手間かけて水分を除くことが

収集運搬経費と焼却経費、そして焼却過程でＣ

Ｏ２発生をも削減できることになるわけです。 

 二市二町の広域環境事務組合のレベルとなれ

ば本市の１０倍の規模になりますから、生ごみ

の水分除去は広域環境事務組合としてぜひ統一

して取り組むべき課題かと思います。 

 そこで、具体的なことを伺います。 

 本市では、平成２０年に、ごみ減量運動のス

タートアップ事業として、レジ袋の無料配布の

廃止、保育園へのおさがりボックスの設置とと
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もに、水切り器を全戸配布してきましたが、水

切り器の効果検証はどうなっているのでしょう

か。 

 皆さん、「手で絞っている」との声が多く、

「面倒だ」とか「その水切り器がどこに行って

しまったかわからない」との声が多く、残念な

がら水切り器は活躍していないようであります。

使っている方はどの程度いらっしゃるのか、公

費を投入して配布した水切り器について、市当

局としてどのような評価をしているのか、費用

対効果の観点も含めて伺います。 

 さて、ごみの水分を減らす工夫ですが、私の

友人は、野菜と果物の捨てる部分は、細かく刻

んでざるに入れ、一晩置くのだそうです。 

 私も早速実践してみました。材料は、ジャガ

イモの皮、プリンスメロンの皮、キュウリの傷

んだもの、トマトの皮とへた、それらの入った

ざるをボウルに入れ、翌朝見ると５０㏄くらい

の水がたまっていました。別の日は、ナスのへ

た、スイカの皮、ブドウの皮、一晩置いてもに

おいはほとんどしません。ところが、たまった

水は１００㏄を超えていました。ちょっと手を

かけただけで水分を削減することができるので

す。 

 また、野菜は間に合う分だけ購入し、捨てな

くていいようにする。この暑い時期なので、お

かずなどにも気を配り多目につくらないように

するなど、家庭の主婦、女性の方は特にいろい

ろな工夫をしておられて実践している方がたく

さんいると思います。５０㏄の水分を削減しよ

うと１００人の人が実践してくれたら５リット

ルの水分を省けるわけです。 

 このようなことから、水を切るアイデア募集

をして、優秀なアイデアをチラシなどで広報し、

市民の方の協力を仰ぎ取り組んでいくことは必

要不可欠と考えますが、生ごみの水分除去を今

後より一層進める方策について市長はどのよう

にお考えでしょうか、お伺いいたします。 

 次に、電気式生ごみ処理機を使用した生ごみ

の乾燥による減量化について質問いたします。 

 ごみの有料化になってから３年目を迎えよう

としておりますが、有料化になれも出てきたの

か、ごみ減量にリバウンド化の兆しが見えてき

たとのことです。これは全国的な傾向であり、

予想できたことではありますが、減らす努力、

工夫は継続してやっていく必要があります。 

 本市では、長年、ＥＭボカシ作り講習会を開

催し、生ごみの堆肥化処理を推進してきたこと

は評価されるべきことでありますが、乾燥によ

る減量化にも取り組んではどうでしょうか。 

 山形市では、ことし６月より「広げよう！生

ごみ減量 やさいクル」として、乾燥生ごみと

野菜の交換事業を始めました。市内５カ所で指

定回収、交換場所があり、畑を持たない人も参

加でき、乾燥生ごみ野菜１キログラムで１ポイ

ントもらえます。５ポイントためると５００円

の商品券と交換でき、直売所の新鮮野菜とかえ

ることができる仕組みです。 

 山形市の現状につきましては、広報が十分で

ないせいか、土曜日、日曜日で１０キロくらい

の回収と伺っております。電気式生ごみ処理機

購入には市が５０％の補助金を出しているそう

ですが、まだ２，０００台くらいの稼働だそう

で、「やさいクルの取り組みもこれからです」

と話していました。こういった取り組みは仙台

市でもやっております。 

 御近所で、自宅で生ごみを天日干ししてから

ごみに出している方もおられます。とてもこう

いう方はまれで、貴重な方だと思っております。 

 生ごみを乾燥させることによる減量化は、実
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践する人にやる気を起こさせるインセンティブ

がないと進みません。乾燥生ごみと野菜の商品

券の交換事業が二市二町に広がればさらにいい

と思うのですが、この事業に対する考え方も含

めて、上山市としての乾燥による生ごみ減量化

策に対する市長のお考えをお伺いし、質問とい

たします。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ７番中川とみ子議員の御質

問にお答えいたします。 

 上山市の生ごみの減量化策について申し上げ

ます。 

 生ごみ水切り器の評価につきましては、全戸

配布したことによりまして、水切りに対する意

識の向上も含め、ごみの減量に効果があったも

のと考えております。 

 生ごみの水分除去の推進策につきましては、

継続的な啓発活動を行うとともに、議員御提案

のアイデア募集につきましては、市民参加の観

点から検討してまいります。 

 乾燥生ごみと野菜の商品券の交換事業につき

ましては、本市の場合、家庭用生ごみは、主に

畑や家庭菜園で堆肥として活用されることによ

り減量化が図られてきているところから、ＥＭ

ぼかし容器やコンポスター利用を中心とした生

ごみの堆肥化を進めてまいります。 

○大場重彌議長 中川とみ子議員。 

○７番 中川とみ子議員 御答弁ありがとうご

ざいました。 

 本市では昭和５０年より市内のごみ収集が始

まったそうですが、年々、文化的な暮らしとと

もにごみと言われるものが多くなってきたのだ

と思われます。 

 ところが、リサイクルごみの資源化率は２５．

６％と県内でもトップクラスだそうで、リサイ

クルリレーセンターの所長に伺ってきました。

「上山市民の方は、とてもマナーがよく、職員

も手はかけますが、資源回収率はトップクラス

だ」とおっしゃっておりました。マナーのよい

市民の方々ですから、新しい取り組みにも協力

は十分していただけるものと信じておりますし、

先ほど市長の答弁にもありましたように、アイ

デアのほうは募集してくださるということです

ので、ぜひそれについてはお願いしたいと思い

ます。 

 平成２０年９月には「ごみゼロかみのやま 

市民行動宣言」が出されておりますし、１家族

で出されるごみの量をちょっとここで上げさせ

てもらいたいと思いますが、燃やせるごみの袋

３５リットルが８袋、プラスチックのごみ３５

リットルが２袋、あと雑貨品、小型家庭電気３

５リットルが１袋、あと埋立ごみは２０リット

ルの袋が０．５袋、これが４人家族で大体出さ

れる１カ月のごみの量だそうです。その中で雑

紙やトレーのリサイクル分別というのもありま

すので、これをずっと皆さんに御協力いただい

て１袋減らすということになりますと、年間１，

４００万円のごみ焼却費が削減できるそうです。 

 ごみが減るということは市の財政にも反映す

るものだと考えておりますし、今まで取り組ん

できたことに加え、生ごみの水分を削減すると

いうことはとても大事なことだと考えておりま

すし、環境問題にも大きな影響を与えると考え

ますが、乾燥野菜についての取り組み、全然、

農家じゃない方もいらっしゃるんですよね、そ

ういう方についてはどのようにお考えか、伺い

たいと思います。 

○大場重彌議長 市民生活課長。 

○永沢恒広市民生活課長 お答えいたします。 
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 これまで生ごみの減量、それで燃やせるごみ

の減量に結びつくようにＥＭぼかしの講習会等

も実施しておりましたけれども、本年度におい

ても２回ですね、１回五、六十名の方の参加を

いただきまして普及に努めているところでござ

います。 

 御質問のありました商品交換の取り組み、大

変先進的な取り組みもございますけれども、交

換するには商品としての規格の生ごみを乾燥す

ることを求められております。例えばかんきつ

類の皮はだめ、あと野菜の皮についても繊維質

のものはだめ、魚とか梅干しの種はだめ、いろ

んな条件がございます。そういったことから考

えますと、本市においては、農家でない方にお

いてもプランターの野菜の栽培等も行っており

ますので、生ごみの堆肥化を推進して減量化に

結びつけていきたい、それが一番効果的ではな

いかというふうに現在では考えております。 

○大場重彌議長 中川とみ子議員。 

○７番 中川とみ子議員 そうですね、もう皆

さん、畑、家庭菜園とかやっていらっしゃるの

で、その方向が一番いいのかなとも思うのです

が、とにかく市民の方々に協力していただくと

いうことが一番なのかなと今、話を聞いていて

感じたところでございます。 

 この取り組みというのは１人、２人でできる

ことではなく、何といっても市民の方の協力の

もとということですので、やっぱり広報によっ

て皆さんに御協力をいただくということをぜひ

していただいて、それで少しでも水分を切ると

いうことに御協力いただけるようにお願いして

いっていただきたいと思います。 

 ごみを減らすということは、それだけじゃな

いんですが、私が常に思っていることをちょっ

とここで一言。 

 人に感謝と思いやり、物に感謝、それともっ

たいない精神でごみを減らすことも十分できる

ものと考えていますので、そのような意識で皆

さんに御協力いただけるようになればいいなと

思っております。 

 これで質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○大場重彌議長 この際、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４８分 休 憩 

                  

    午後 １時００分 開 議 

○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、５番長田康仁議員。 

〔５番 長田康仁議員 登壇〕 

○５番 長田康仁議員 私は、会派２１世紀会

に所属しております長田康仁でございます。さ

きに通告しております２点について順次質問を

させていただきます。 

 最初の質問は、本市への大規模太陽光発電所

の設置についてであります。 

 我が国では、昨年の３月１１日に発生した東

日本大震災において多くのとうとい命が奪われ、

福島第一原子力発電所では原子炉建屋が爆発し

ました。目に見えない核の恐ろしさにおびえ、

住みなれたふるさとを離れ不便な生活をされて

いる人々が何万人も存在することは誰もが知っ

ているところであります。 

 私は、限りある化石燃料や原子力発電所でつ

くられた電気を、これまで便利なものとして何

のためらいもなく利用し生活をしてきたことに

心が痛みます。それは、私だけではなく全ての

国民が共有する、忘れてはいけないことと信じ
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てもいます。 

 しかし、我々は、節電をしながらも電気に頼

る生活を続け、経済の発展のためには電気はな

くてはならないものと認識していることも事実

です。 

 このような中で、国は安全な代替エネルギー

電源へのシフトを加速させ、本年７月からは

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」を

始めています。これよって、太陽光、風力、水

力、地熱、バイオマスなどの再生可能エネルギ

ーによって発電された電気を、電力会社が一定

の金額で買い取ることが義務づけられました。 

 中でも、太陽光発電の買取価格は１キロワッ

ト当たり４２円と高目に設定され、買取期間も

２０年と長期に保証されています。これによっ

て最大の障壁だった採算面の不安もなくなり、

電力会社だけでなく、ＩＴ企業、電気メーカー、

ガス会社、商社など、異業種の本格参入が加速

しています。 

 また、自治体が民間企業と提携し、遊休地を

利用してメガソーラー事業を展開する動きも大

いに高まりつつあります。 

 経済産業省資源エネルギー庁は、２０１２年

度を「再生可能エネルギー元年」と位置づけ、

同年度内の新たな導入発電量を、大型原子力発

電所の２基分に相当する約２５０万キロワット、

そのうち太陽光は約２００万キロワットと見込

んでいます。 

 私は、さきの買取制度の法律制定の動きにあ

わせ、自分なりに関係業者と連絡をとり調査を

進めてまいりました。経済産業省資源エネルギ

ー庁の資料によりますと、大規模太陽光発電所

は、本年３月までで計画・建設中を含め全国に

約８０カ所が存在しています。山形県内にはま

だ１カ所も存在していませんが、関係業者の調

査によりますと、比較的降雪量の少ない上山市、

山形市、天童市などは、太陽光パネルの角度や

高さの工夫により、大いに採算のとれる地域で

あるとの結果が出ております。 

 そのような中で、金瓶地区内の字山ノ上に位

置する東和薬品株式会社山形工場の新設に伴い

設けられた東北電力株式会社の送電線鉄塔の利

用ができれば、１基１億円と言われる鉄塔建設

費が軽減されることで、その分、精度の高い施

設がつくれます。 

 送電線鉄塔の周辺にはブドウ畑や休耕田も存

在しますが、私が地権者への事前聞き取りを行

ったところ、興味を示していただいた方は数多

くおりました。隣接地には上山市の保有地もあ

ることから、調査済みエリアを含め、最大で約

３万坪程度の大規模な太陽光発電所の設置が可

能になります。さらに、設置によって本市に対

する企業誘致などへの相乗効果は大いに高まり

ます。 

 設置を検討している業者もあることから、こ

の計画を具体的に進めるべきと考えますが、市

長の考えをお聞かせ願います。また、設置に向

けた開発を行うには、都市計画法における諸手

続など想定される対応が必要となることから、

本市が推進するＥＶエコタウンプロジェクトの

ますますの発展のためにも、市として連携・協

力していただくことが肝要であると考えますが、

あわせて市長のお考えをお聞かせください。 

 次に、市民馬術場の今後の運営についてお伺

いいたします。 

 本市の市民馬術場は、昭和４０年代ごろに競

馬場の一部として馬術場が設置され、一体的な

維持管理が行われ、当時の東北総合体育大会の

開催にあわせ、馬術場を広げる整備が行われて

きました。 
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 昭和６３年には、べにばな国体馬術競技場と

しては現施設では狭いため、別の会場を選定す

る方針に転換され、国体馬術競技は現在の猿倉

イベントパークで開催されることとなりました。 

 そのような中で、国体に向けた馬術競技の競

技力向上のために、山形県が当時の山形県立上

山農業高等学校の馬術屋内練習場として「覆い

馬場」を整備し、あわせて馬術場を若干広げる

整備などを順次進めてきました。「覆い馬場」

については、もともと上山市の保有地に無償で

山形県が建設整備をしたもので、国体終了後の

平成７年には、本市が無償譲渡を受けておりま

す。 

 平成１６年には、本市の競馬事業の廃止に伴

い、競技場を含め全体を市民馬術場とし、体育

施設として管理してきました。その後、平成２

２年には現在の上山明新館高等学校の馬術部が

廃部になり、現在では主に山形市内の私立高等

学校や市民を含め一般の方々に利用されていま

す。 

 馬術に関する明るいニュースとしては、本年

８月に秋田県で開催された東北総合体育大会馬

術競技において、地元の選手が見事優勝された

ことでございます。馬術により培った伝統や文

化は奥の深いものがあると感銘いたします。 

 このような中で、来年の８月には東北総合体

育大会が現施設で開催される予定です。本市と

しては、現状の中で工夫をし、大会に恥じない

最大限のおもてなしをしていくことが当然の使

命と考えておりますが、現在地では十分な駐車

場もなく、施設も老朽化しており、利用者にと

っては大変に不便であるとも聞き及んでおりま

す。 

 私は、こういった経過を踏まえての意見とな

りますが、来年の８月の大会を前に、今すぐに

とは言わないまでも、山形県と話し合いを行い、

現在地よりも広大な敷地に馬術場を移転させる

ことが必要と感じます。できれば本市内にとど

まることが望まれますが、山形県立の馬術場と

して新設されることが、さらなる競技力の向上

に発展させられると思います。 

 現在地は、都市計画上、工業地域に設定され

ていることもあり、馬術場を含めた周辺の企業

誘致対策にも支障を来す状況であることも申し

伝えますが、教育委員長のお考えをお聞かせく

ださい。 

 以上で質問といたします。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ５番長田康仁議員の御質問

にお答えいたします。 

 大規模太陽光発電所の設置について申し上げ

ます。 

 本市では、住宅用太陽光発電システム設置に

対する助成や体育文化センターへの太陽光発電

設備の設置などの取り組みにより、太陽光発電

の導入促進に努めております。 

 さきに長澤議員に御答弁申し上げましたとお

り、新たなエネルギー対策として、クリーンで

安全な再生可能エネルギー導入の必要性が高ま

っていることは認識いたしておりますが、大規

模な開発を伴う事業につきましては、民間事業

者主導による展開を基本に考えております。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

〔小関男教育委員長 登壇〕 

○小関男教育委員長 ５番長田康仁議員の御

質問にお答えいたします。 

 市民馬術場の今後の運営について申し上げま

す。 

 馬事振興につきましては、本市特有の文化と
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して、競馬事業の振興とともに努めてきたとこ

ろでありますが、競馬事業の廃止、上山明新館

高等学校馬術部の廃部、民間企業の立地を初め、

さまざまな環境の変化に対して、的確に対応し

ていくことが肝要であると考えております。 

 議員御指摘の諸課題につきましては、本市に

おいても認識しているところでございますが、

当面は、現有施設における適正な運営を確保す

べきものと考えております。 

○大場重彌議長 長田康仁議員。 

○５番 長田康仁議員 まず、太陽光について

市長から明快な答弁をいただきました。まさし

く民間事業者主体というふうに私はとらえてお

ります。 

 この事業は大変大きい事業というか、市の保

有地約１万坪程度あると思いますが、そういう

ふうなものも利用させていただきたいと、また

市としても利用、今後協力されていくというふ

うなことでございますので、東北電力等いろん

な諸関係、そしてまた民間、民有地もたくさん

ありますので、そういうところにいろいろなこ

れからの作業の中で最大限の協力をしていただ

ければありがたいのかなというふうに思います。 

 私としても、海とも山とも知れないようなも

のを持ってきたというふうなことのないよう、

とにかく誠心誠意努めまして、そしてまた上山

のよりよい再生可能エネルギーの取り組みを推

進できるよう私なりにも協力していきたいとい

うふうに考えます。今の市長のお答えで十分結

構でございますので、今後、さらなる協力をお

願いすることがあるかと思いますが、いろいろ

案については各所管でお願いしたいというふう

に思います。 

 まずは、再生可能エネルギー、太陽光につい

てはありがとうございました。それで結構でご

ざいます。 

 市民馬術場について、もう一度お伺いいたし

ます。 

 今の答弁の中身は、的確に対応していくとい

うふうなことでございました。教育委員会とし

ては申し上げにくいこと、答弁しにくいことが

いっぱいあろうかと思います。先ほど言いまし

たこの場所については工業地域であるというふ

うなこともございます。やはり教育には教育な

りの質も必要だというふうなことだと思います。 

 教育が重要なのか産業の発展が重要なのか、

これはそんなことを言うつもりはないわけです

が、いずれにしても、前回の昭和４０年代ごろ

からの東北大会等いろいろな市の取り組みがあ

ったわけですが、べにばな国体もありました。

そういう中では、現有施設では非常に手狭でや

りにくいというふうなこと、そしてまた４７都

道府県では当然使えなかったからということも

あろうかと思いますが、いずれにしても非常に

老朽化しているというふうな中で、来年の８月

の大会に向けては、当面は現有施設で取り組ん

でいくというお答えだと思いますが、そこは当

然わかります。本市においてこの市民馬術場を

運営していくことが的確なのかというふうなこ

とが一番の問題であって、本市において培った

ものはたくさんあるわけですけれども、やはり

これは山形県のほうに依頼をされてやっていく

べきではないかというふうなことなわけです。 

 いずれにしても、一番重要なのは、先ほど言

いました的確に対応していくというふうなこと

なわけですが、来年の８月以降、東北大会が終

わった後、どのようにお考えなのか、再度お伺

いしたいと思います。教育委員長、よろしくお

願いします。 

○大場重彌議長 教育委員長。 
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○小関男教育委員長 これまでの経緯もあり

ますことから、生涯学習課長のほうから答えて

もらいます。 

○大場重彌議長 生涯学習課長。 

○鈴木英夫生涯学習課長 命によりましてお答

え申し上げます。 

 先ほどの委員長の答弁にもありますように、

当面、現有施設で対応していくということでご

ざいますが、将来的な馬術場のあり方につきま

しては、市の土地利用の部分もございますけれ

ども、関係団体等と調整を図りながら、今後の

あり方については検討してまいりたいというふ

うに考えております。 

○大場重彌議長 長田康仁議員。 

○５番 長田康仁議員 今、関係団体と調整し

ていくというふうなことがあったわけですが、

馬事関係の関係団体も捉えられますし、当然こ

こには商工関係の関係団体、ここは都市計画上、

工業地域となっておりますので、関係団体とい

うのは、そういう商工、そしてまたそういう窓

口が含まれているのか、その辺のところ、生涯

学習課のほうではどのように考えているのか、

お答えください。 

○大場重彌議長 生涯学習課長。 

○鈴木英夫生涯学習課長 お答え申し上げます。 

 関係団体等ということでございますけれども、

当然、今の馬術関係の競技場を使われていると

ころの一番メーンとなるところは県の馬術連盟

でありますし、そのほか将来的な市の方向性と

いうのもございますので、議員おっしゃられた

ような、そういった直接関係ないところにも御

相談するということもあろうかと思いますけれ

ども、いろいろな形で将来的には考えていく必

要があるものと考えております。以上でござい

ます。 

○大場重彌議長 長田康仁議員。 

○５番 長田康仁議員 それでいいと思います。

馬事関係だけではなくて、この土地については

大変上山市の発展のためには重要なところだと

いうふうなことで捉えております。上山市にと

っても、培った伝統・文化、その他たくさんの

思い出があるはずです。 

 ぜひ、山形県立、そういうふうなことを私は

言いましたが、現実に移転される場合は、やは

り山形県上山市が馬術に関しては一番経験が豊

富だというふうなこともありますので、ぜひそ

のように考えていただきたいものだと思います。 

 まずは動かすことを考えるわけですが、いず

れにしても、ここのところは都市計画上、非常

に馬術競技場では企業誘致にも支障を来す、要

は食品関係とかそういうふうなものについては

非常に嫌われたりしています。しかし、いろん

な形でそれが有効活用できるように市全体で話

し合っていただきたいなというふうに私は思う

ところでございます。 

 商工関係についても市長にここで聞きたいと

ころですが、常任委員会等いろいろございます

ので、その辺で今後詰めていかれればというふ

うに思います。 

 まずは８月の東北大会が成功裏におさまるよ

う、私も最大限思いを入れて協力していきたい

と思いますので、ひとつ今後よろしくお願いし

たいと思います。 

 これで質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○大場重彌議長 次に、１３番橋本直樹議員。 

〔１３番 橋本直樹議員 登壇〕 

○１３番 橋本直樹議員 日本共産党議員団、

橋本直樹でございます。 

 本市観光産業にいかに展望を開いていくかに
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ついて質問いたします。 

 まず、東日本大震災以降の観光産業をめぐる

現状への認識に関してであります。 

 あれから１年半が経過しようとしています。 

 直接被災はしなかったというものの、本市に

も大変な影響がもたらされました。 

 しかし、観光は、震災直後の急激な落ち込み

はあったものの、入り込み数で対前年度比１０

１．３％、宿泊者数でほぼ対前年度実績を維持

するなど、逆境の中での努力の結果を示すもの

となっています。 

 被災者支援に献身的に取り組まれた結果も入

ってのこととはいえ、全体が落ち込む中での前

進は極めて貴重なものであり、この中からしっ

かりした教訓をつかみ、今後の足がかりとして

いくべきものであります。 

 私は、その一つに横戸市長の観光産業振興に

対する確固たるスタンスがあると考えます。本

市観光をあくまで基幹産業と位置づけ、対応す

る独自の専門所管課を設置し、観光物産協会の

組織強化に取り組んでこられたということであ

ります。これが逆境にあって力を発揮したので

はなかったかと考えます。 

 本市観光産業に展望を開いていくため、今こ

そその役割と機能の全面的発揮が求められてい

ます。 

 もう一つは、これまで取り組んできた「環

境」と「健康」を柱にした本市の独創的なまち

づくりが、ようやく少しずつではありますが県

内外に認知されつつあるということです。 

 まちおこしへの市民主体の創意的取り組みの

動きも活発化しつつあります。 

 大事なことは、曲折があり困難はこれからも

続くにせよ、これまで産業界、行政、市民が目

指してきた方向が今ようやく芽吹こうとしてい

るという現状を市民みんなの確信にすることだ

と考えます。「上山は頑張れば伸びられる」、今

こそこれを市民が共有できるようにすべきとき

です。この点に関して、まず市長の御所見をお

示しください。 

 次に、上山市観光振興計画後期基本計画の課

題についてであります。 

 まず、観光振興への市民参加と産業間の連携

強化についてです。 

 昨年、本議会の発行する議会だよりのコラム

に「シバコブシ」が取り上げられました。本来、

種類の違う植物同士では交配は起こらないと言

われています。ところが、上山ではコブシとタ

ムシバという異種同士の交雑が起こり、シバコ

ブシという極めて珍しい亜種が生まれたのです。 

 虚空像山にある天然記念物のデワノハゴロモ

ナナカマドも同様です。元県立博物館長の吉野

智雄先生は「それだけ上山の自然環境が好条件

だということを示すものだ」と説明してくださ

いました。人間にとっても日本一住みやすいと

ころだと言っても過言ではないと思います。

「豊かな自然がいっぱいの里山と温泉に抱かれ

たまち」、それが私どもの住む上山です。 

 住みやすい住環境や温泉にしても、日本一の

果物や食にしても、茂吉に代表される歴史・文

化遺産、そしてアスリートヴィレッジ、体育文

化センター等のスポーツコンベンション施設に

しても、先人の努力によってこれまで営々とし

て築き上げられてきた、市民の宝とも言うべき

ものであります。 

 しかし、残念なことに、これらの宝が市民の

矜持たり得ていない。ホスピタリティ醸成以前

に、市民みんなが「上山はいいところですよ、

ぜひいらしてください」と自信を持って言える

ようにすること、これはまちづくりへの市民参
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加の大前提です。 

 第６次振興計画策定の際の市民アンケートの

資料によれば、上山の誇りに「温泉」を上げら

れた方が５０％以上、上山の将来像は６割近く

の市民が「自然・歴史・温泉を生かした観光の

まち」と回答しています。市民の皆さんが、も

っともっと自信を持って我がまちのことを語れ

るようになっていく条件は十分あることを示し

ています。 

 後期基本計画の策定に当たっては、「市民が

もっと上山のよさを実感できる取り組みの推

進」という課題にもしっかりと光を当てるべき

と考えますが、御所見をお示しください。 

 もう一つは、観光振興に一層の産業間の連携

強化が求められているという点です。 

 第６次振興計画前期基本計画の総括では、産

業間の連携に関して次のような記述があります。

「農商工観連携など産業間の連携は必要である

が、事例ごとにかかわる団体が違うので、包括

する協議会を設立するのは難しい」となってい

ます。５年間かけて、この課題では進展がなか

ったということです。 

 今、地域循環型経済への取り組みが広がって

います。これは、地域にある資源を最大限生か

した形で仕事と経済が循環する仕組みをつくる

ことです。産業間連携はそのためのものであり

ます。難しい課題でもありますが、進展がなか

ったでは済まされないと考えます。 

 観光振興基本計画前文の観光審議会会長挨拶

では、「観光に全力を傾注し、交流人口の増加

を図らなければ、まちとしての体をなさなくな

る時代になると思われる」と述べられています。

本市においての観光は、経済の地域循環のかな

めだという立場に立ったこの観点、これは極め

て大事であります。 

 こうした立場に立てば、農や食と観光、商業

と観光、工業と観光など、これまでの積み上げ

を生かして、もっと創造的な取り組みに発展さ

せていくことも可能となるはずです。 

 そこで、これからの産業間連携のあり方は、

観光産業を中心に据えた取り組みとして具体化

を図っていくべきと考えますが、あわせて市長

の御所見をお伺いいたします。 

 次に、観光のまちづくりと資源活用のあり方

についてであります。 

 今後の地域経済活性化を図る上で、「歩いて

楽しいまち」の取り組みと温泉資源の活用は、

そのかなめの一つだと考えます。 

 資料によれば、ミュンヘン大学のアンゲラ・

シュー教授は、「温泉や野山、四季、独自の食

文化がある上山の環境を『世界でも珍しい環

境』と絶賛された」と述べられています。 

 今、市が取り組んでいる方向は、一言で言え

ば「訪れた人々の心と体に健康と『あすへの元

気』を取り戻すことのできるまちにする」とい

うことだと思います。そのために生かすべき資

源は、まさに全国一と言ってもいいぐらいです。 

 しかし、手を加えなければ光らないものもあ

ります。今後の計画で「歩いて楽しいまち」に

していくために、何に焦点を当てていくかが今

問われています。私は、その一つが「中心市街

地にいかにもっと回遊性をもたらすか」という

課題だと考えます。 

 商店街は「まちの顔」と言われています。こ

の顔が今、大型店の進出などで深刻な不安に直

面しています。中心街の疲弊は、市民の「我が

まち」への求心力をも喪失させることにつなが

っていきます。そのためにも、中心市街地活性

化基本計画の推進が求められています。 

 特に、市民ばかりでなく観光客の皆さんも上
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山城を中心に歩いて上山を知り味わうことので

きる観光商店街づくりの推進は、ぜひ進めなけ

ればならない大事な課題だと考えます。既に何

回も議論されている課題ではありますが、観光

振興計画の後期基本計画の中にもしっかりと位

置づけて一歩一歩進めていくべきと考えますが、

御所見をお示しください。 

 また、温泉資源の活用については、浴場関係

者、産業界、市民、行政の知恵を総結集して、

本市が今進めているまちづくりの方向に沿って

創造的かつ有効に活用できるようにすることが

求められています。 

 私はまず、そのための協議検討機関の設置を

提言します。新源泉掘削により源泉の湧出量も

増しており、共同浴場や足湯として親しまれて

きた個々の施設の温泉などを、どうしたらより

市民の方々や上山を訪れた方々に喜ばれ、交流

人口のさらなる拡大につながるようなものとし

て活用できるかについて、今しっかりした方向

性を示すことができるような協議のできる組織

を立ち上げるべきときです。市長の御所見をお

示しください 

 最後に、各種大会誘致の体制について質問い

たします。 

 冬季国体クロスカントリー競技の上山開催が

決まりました。アスリートヴィレッジ構想の推

進に新たな可能性を開くものとして心から歓迎

いたします。 

 この間の市長が陣頭に立たれての合宿誘致の

取り組みにも心から敬意を表します。 

 これまでの努力で、スポーツ、文化などの大

会用施設の集積は、県内各自治体と比べてみて

も、どこにも引けをとらないと言えるまでの整

備が進められてきました。課題は、どうこれら

の利用度を上げるかです。この分野はまだまだ

可能性を開いていくことができると考えます。 

 スポーツ基本法の制定も追い風になっていま

す。そのために今必要なことは、専門の大会誘

致のチームをつくるなど、集中的・継続的取り

組みが可能となる仕組みづくりです。後期計画

の中にこれらをしっかり位置づけるべきと考え

ますが、市長の御所見をお示しください。 

 以上で質問を終わります。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １３番橋本直樹議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、東日本大震災以降の現状への認識に

ついて申し上げます。 

 平成２３年度のかみのやま温泉の宿泊客数と

日帰り客数は、東日本大震災の影響があったに

もかかわらず、前年度をわずかながら上回り、

関東方面からの旅行者が減少した分を宮城県を

中心とした東北地域の観光客の増加で補ってい

る状況にあります。 

 今後も、本市が持つさまざまな地域資源を最

大限に生かしながら、上山型温泉クアオルト事

業やＥＶエコタウンプロジェクト事業を初め、

本市ならではの特徴的な取り組みを一層推進す

るとともに、このたび設立されました「かみの

やま温泉開湯５５５年祭実行委員会」を一つの

契機として、市民の方々も本市の持つ強みや地

域資源を認識し、魅力を発信していくという意

識改革にも努めてまいります。 

 次に、上山市観光振興計画後期基本計画の課

題について申し上げます。 

 市民参加と産業間連携強化についてでありま

すが、これまでは「観光客のために」といった

観光施策が多く実施されてきており、「市民が

楽しむ」という観点が希薄だったと感じており
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ます。 

 本市には全国に誇れるものが数多くあります

が、市民にそのよさ、すばらしさを実感しても

らうためには、「知る」「触れる」「実感する」

機会をつくることが重要であると考えておりま

す。 

 産業間の連携につきましては、現在、農業、

商工業と観光の連携を図っておりますが、本市

の魅力と経済効果を高めるために重要でありま

すので、さらに推進してまいります。 

 観光のまちづくりと資源活用のあり方につき

ましては、商店街は、まちの顔であり、すぐれ

た観光資源でもあります。現在、商店街のみな

らず本市の特徴を生かし、まち全体の魅力を高

め、歩いて楽しめるまちづくりを進めていると

ころでありますが、観光振興計画後期基本計画

においても重要な事項として位置づけをしてま

いります。 

 温泉の活用は、観光のみならず本市にとりま

しては重要であります。上山型温泉クアオルト

事業を推進する中で温泉の活用策も考えられる

ことから、温泉資源の活用を検討する協議機関

の設置につきましては、今後の検討課題である

と考えております。 

 各種大会誘致の体制につきましては、これま

で観光物産協会の誘客宣伝部を中心に情報収集

や首都圏での誘致活動などを行ってきており、

この９月には東北ブロック老人福祉施設研究会

が本市で開催されるなどの成果を上げてきてお

ります。 

 現時点では大会誘致のための新たな組織を設

置することは考えておりませんが、観光振興計

画後期基本計画に各種大会の誘致を位置づけ、

さらに推進してまいります。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 ただいまの答弁、基

本的には私の問題意識とも一致するもので、今

示された方向というのは私が提起したものも十

分尊重して進めていくという姿勢が表明された

ものと受けとめます。 

 具体的な点で少し議論を進めたいと思うので

すが、一番目の問題で、市長は、市民の意識改

革ということがこれからの上山市の観光産業発

展のために非常に大事だということを示されま

した。私もそういう立場から現状をどう捉える

かということを提起させていただいたわけです。 

 どうしたら市民のみんなの思いが本当に上山

市をもっともっと元気なまちにするということ

で心を一つに進めていくような方向ができるか

というふうに考えていったときに、私はやっぱ

り、まず市長自身が、今大変な状況であっても、

上山市の観光の将来というのは頑張れば必ず希

望ある方向に前進させることができると、そう

いうしっかりした市長のメッセージといいます

か、そうした姿勢というのを絶えず市民の皆さ

んの間に発信していくということが、まず大事

ではないかなと思います。 

 私が第１問で提起した内容というのは、そう

いうまずトップとしての姿勢。それから、もう

一つは、具体的にやっぱり市長が示されたよう

に、上山のいいところ、本当にたくさんあるわ

けです。その上山の持つよさというものを知っ

ていただく一番いい機会づくりは何かと考えた

ときに、市長がまさに実践のその先頭に立って

おられる、歩いて楽しめるまちづくり、それが

やっぱり一番鍵を握っているというふうに思う

わけです。 

 私は、市長の前ではこの点での実践というこ

とについては全く足元にも及ばないような思い

をしています。まさに朝早くからみずからスポ
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ーツウエアを着て汗を流して実際に歩いておら

れる姿、本当にすばらしいなと思います。 

 ただ、問題は、市民が本当に自分も参加して

みようというふうに思うきっかけづくりが大事

だと思うんです。それがまだまだやっぱり上山

では成功していない。そのきっかけづくりとい

うのは、本当にこの歩くことというのは楽しい

ことだし健康の増進に具体的につながることな

んだというようなことを絶えず市が市民の皆さ

んの間に発信するということ、これが大事だな

というふうに思うわけです。 

 そうした点で、市民の意識改革、これを今申

し上げたような方向で具体的にまず行政が先陣

を切って進めるお考えがあるかどうか、改めて

市長の姿勢をお示しください。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 先ほど質問の中にシュー教

授の話もありました。我々も今、いろんな方と

接して、そしてまたいろんな方々からいろんな

お話も承っております。 

 その中で多いのが、「上山っていいところだ

よ」と、「上山ってすごい資源があるね」とい

うことをいろんな方から言われます。それを残

念ながらまだまだ我々行政も含めて市民の皆さ

んも意識といいましょうか、それが足りないん

だろうというふうに思っています。 

 先ほどの答弁の中にも、観光客のため、そし

てまた自分たちが楽しむことが少なかったとい

うことを申し上げましたけれども、まさにそう

だと思うんです。祭り行事にしても、いろんな

行事にしても、やっぱりまず自分たちが楽しむ、

楽しんでおもしろい、だから参加してください、

だから見に来てください、やっぱりそういった

考え方にいかないと、残ったものは何かという

と苦労話になってしまうというような状況なん

で、そこをもう少し市民の皆さんに、我々行政

のいろんな各課も通じて理解をいただくと、理

解を求めていくということに努めてまいりたい

というふうに考えております。同時に、きっか

けづくりについては、やっぱりいろんな事業展

開の中でやっておるところでございますが、実

は先般、高野地区のクアの道１００日到達とい

うことで、１０名の方、表彰といいましょうか、

感謝状といいましょうか、そういうものを受け

取っていただきましたけれども、やっぱりそう

いったことがそっちこっちで起きているという

ことも事実なんで、そういった事例も挙げなが

ら、ぜひ市民の皆さんに御理解をいただくとい

うことに努めてまいりたいというふうに考えて

おります。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 もう一つの、市民の

意識を高めていく、まちに対する求心力を強め

るということで大事な課題として、中心商店街

の問題を提起させていただきました。 

 やっぱりまちの顔としてはこれからなんです

よね。幸い中心商店街の活性化計画というもの

があれだけ詳細な形でつくられて、例えば電柱

の移設なんかも含めて、もっとやっぱり歩いて

楽しいような商店街、観光客の皆さんも、例え

ば長屋門ギャラリーなどのああいう創意を凝ら

してつくった、そうしたまちづくりの施設なん

かをのぞいていけるような、そういう商店街の

つくり方というものが私は本当にこれから大事

だし、大型店が来て、危機的な状況、不安が広

がっているときだけに、そうした立場からしっ

かりとてこ入れを図っていくということが大事

だと思います。 

 その取り組みについてはこれまで何回も議論

してきましたので、ぜひそうした方向で、国の
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認可もとにかく早くしていただくことも含めて、

一つ一つ計画にある事業を推進していく、そし

てまさに商店街が何か雰囲気が変わってきたな

と言えるような状況を一歩一歩つくっていくの

が我々の仕事でないかというふうに思うわけで

す。その点で見通しはいかがでしょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今までの中心商店街を含め

て、あるいは商店街の活性化を含めて、どちら

かといえばソフト事業的なものを展開してまい

りました。例えばいろは市をやっていただくと

か、そういったことをやらせていただきました。

しかし、やっぱりここまで来ると、何かハード

面での整備というものも必要になってきたなと

いうふうに感じておりますし、今回の中心市街

地活性化基本計画の中ではまさに、上山城を中

心とした小道の整備とか、そういった計画がよ

うやっとできるようになってまいりました。 

 そういう整備はやりますけれども、やはり地

元の商店街の方々に、自分たちのまちだと、あ

るいは自分たちがこうしていろんな政策といい

ますか事業展開したという、自信を持っていた

だくということがより大事だと思いますし、そ

ういう面では今後、いろんな面で中心市街地活

性化の中で市民の皆さんとのお話し合いも含め

てつながりをさらに強めてまいりたいというふ

うに考えております。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 わかりました。 

 もう一点は、上山の資源と言えば、まず我々

誰もが共通してこれだというのは、やっぱり温

泉だと思います。その温泉が、本当の意味でこ

れからの、今市長がお示しになったようなまち

づくりの方向、観光振興の方向で、上山の将来

のまちづくりをしっかりと土台になって支える

ような方向で活用できる方針を我々が持つかど

うかということは、これから本当に大事な課題

だと思うわけです。私もそういう立場から、ま

ずやっぱり協議をする時期ではないかというふ

うに提起させていただきました。 

 今市長の御答弁では、検討していくというふ

うなことだったわけですが、急いで私は結論や

方向を出すだけが我々の目指すところではない

と思いますので、慎重に検討していただくのは

いいわけなんですが、やっぱり時期を失しては

だめだということもあるわけです。まして開湯

５５５年のそういう節目の年に、まさに業界の

皆さん、市民のみんながそれこそどのように５

５５年というものを上山の観光のステップアッ

プにしていくかということで知恵を集めて今協

議を進めているような状況ですから、そうした

取り組みの一環として、その宝とも言うべき温

泉資源をどう利用するかということについて、

まずやっぱり協議が必要だと、そのはっきりし

た姿勢の表明こそがやっぱり今求められている

のではないかというふうに思うわけですが、あ

くまで検討という域を出ないんでしょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 これについては、この次に

坂本議員の質問もあるわけでございますが、要

するにクアオルト事業とか日帰り温泉とか、そ

ういった多面的な温泉利用・活用がございます

ので、ここはまずは検討ということでございま

すが、しかし検討という意味は、できるだけ早

くそういったものを考える機関といいましょう

か、そういうものをつくっていくという意味合

いでございます。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 頑張りがいあると思

うんですよ、本当に。それだけのことを今まで
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も私たち積み上げてきたと思うのね。これから

本当に大変な時期だからこそ、やっぱりそうい

うところで緩まずに、これまで実践してきた土

台を生かすような、そういう立場に立ってしっ

かりした方針を持つかどうかでやっぱり自治体

間にも差が出てくるんじゃないかというふうに

思うわけなんです。 

 この頑張りがいのある課題を、本当に市長、

御苦労多いと思いますけれども、先頭に立って

いただいて、我々も支えますから、一緒になっ

て、市民の皆さんと業界、そして行政、議会、

本当に力を合わせてこれからの本市の地域経済

の活性化に向けた展望を開くために頑張ってい

こうではないかということを呼びかけさせてい

ただいて、質問といたします。 

 どうもありがとうございました。 

○大場重彌議長 次に、９番坂本幸一議員。 

〔９番 坂本幸一議員 登壇〕 

○９番 坂本幸一議員 議席番号９番、会派蔵

王、坂本幸一でございます。通告に従いまして

質問させていただきます。 

 共同浴場の統廃合及び日帰り温泉の整備につ

いてでございます。 

 現在、本市では、７カ所の共同浴場が営業し

ております。昭和３２年改築の下大湯共同浴場、

昭和３４年改築の湯町共同浴場、昭和３７年改

築の新丁共同浴場、昭和４２年改築の新湯共同

浴場、昭和４９年改築の老人いこいの家（中

湯）、昭和５７年改築の老人福祉センター「寿

荘」、平成６年新築の二日町共同浴場でござい

ます。その中で任意団体が運営をしている施設

が下大湯共同浴場、湯町共同浴場、新湯共同浴

場、二日町共同浴場の４カ所であり、有限会社

で運営している施設が新丁共同浴場、上山市社

会福祉協議会で運営している施設が老人福祉セ

ンター「寿荘」、上山市で運営している施設が

老人いこいの家（中湯）となっております。 

 共同浴場は、各家庭に内風呂がなかった時代

に、市民の健康、衛生、環境面の向上を目指し、

源泉から湧き出る豊かな温泉を活用したのが始

まりです。私も小さいときから共同浴場に入り、

気持ちよく温泉気分を満喫した思い出がござい

ます。 

 そのころは毎日、多くの市民が共同浴場を利

用して、大変混雑していたのを記憶しています。

昭和５０年代後半までは、各共同浴場も利用客

が多く、市民の憩いの場として欠かせない場所

だったと感じています。 

 しかし、その後、各家庭で内風呂を持つよう

になり、年々利用客が減り現在に至っておりま

す。利用客数は、下大湯、湯町、新丁、新湯、

二日町の各共同浴場で、平成１２年度は４１万

８，２１４人ありましたが、平成２３年度では

２２万５０人と半減しています。また、老人い

こいの家（中湯）でも、平成１２年度は４万８，

９３９人、平成２３年度で２万６，２７５人と、

同様に激減しております。 

 この数字からもわかるとおり、これからも入

浴者の減少は続いていくものと思われます。各

共同浴場も入浴者増を目指し努力はしておりま

すが、下大湯共同浴場、二日町共同浴場以外は

駐車場がなく、利用客の増加には至っておりま

せん。そのため、駐車場のない共同浴場は近所

の皆様の利用に限られているのが現状です。 

 また、二日町共同浴場以外の共同浴場は、建

物が古く、休憩室はほとんど使用されていない

のが実態です。 

 その中でも本市が運営している老人いこいの

家（中湯）は、利用客数も平成１２年度から平

成２３年度の１０年間で半減し、２万６，２７
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５人まで落ち込み、高齢者の憩いの場となって

いるにもかかわらず、２階休憩室は老朽化のた

めほとんど使用されていないようです。このよ

うな実態から、老人いこいの家（中湯）を利用

している皆様には御不便をかけるとは思います

が、近くの下大湯共同浴場を利用していただき、

老人いこいの家（中湯）を廃止することを提案

いたします。市長の御所見をお伺いいたします。 

 次に、下大湯、湯町、新湯、新丁、二日町の

各共同浴場についてでございます。経営がそれ

ぞれ任意団体、有限会社と難しい面はあります

が、今後、入浴者の減少による入浴料金の値上

げ、施設の老朽化による建物の改築、設備の補

修などが見込まれ、共同浴場の運営はますます

困難な状況になってくるものと思われます。 

 そこで、近くに駐車場があり、入浴者も平成

２３年度で８万１，４１６人と最も多い下大湯

共同浴場と７万２，０１１人で２番目に多い二

日町共同浴場の２施設に統合することが最良の

方法だと考えますが、市長の御所見をお伺いい

たします。 

 次は、新しい日帰り温泉についてでございま

す。 

 平成２１年１２月から平成２２年７月まで各

地区で行った「市長と語る車座ミーティング」

において、日帰り温泉施設建設の要望が多くあ

ったと聞いております。私も各地区を回ると、

たびたび同様の要望をお受けします。 

 源泉から遠い場所や新しく土地を購入して日

帰り温泉施設を建設するには大変費用がかかり、

現在の当市の財政状況では難しいと考えられま

す。 

 私が提案した共同浴場の統廃合を行えば、老

人いこいの家（中湯）、湯町、新湯、新丁の各

共同浴場は同じ源泉であることから、新しい日

帰り温泉施設にも同じ源泉を利用できるものと

考えます。そして、できるだけ費用をかけずに

合理的に源泉を利用するには上山城周辺が最適

だと考えます。 

 現在、本市では都市再生整備計画事業の一環

として上山城周辺の整備を行っておりますので、

それにあわせて日帰り温泉を建設すれば、観光

客や市内各地域からの利用客の増加が見込まれ、

中心市街地活性化にもつながるものと考えます。 

 そこで、蔵王も眺望でき、上山城にも近い、

働く婦人の家近辺が建設場所としては最適では

ないかと考えます。働く婦人の家の利用者は年

間１万５，４９６人であり、そのうち勤労者の

割合は１８．８％で、現在のように大きい施設

でなくても十分利用にたえられるのではないで

しょうか。 

 また、近年再編され生涯学習センターに置か

れている中部地区公民館の対象地域は、大半が

須川より西側地区になっており、中部地区公民

館までは遠く、多くの住民が不便を感じている

ようです。建物自体も古く、これから改修など

も必要になってくるものと思われます。 

 このような状況を考えますと、現在の働く婦

人の家を解体し、新たに公民館機能と女性の活

動のスペース、日帰り温泉をあわせ持つ複合施

設を建設することが必要だと考えます。複合施

設の１階には中部地区公民館と働く婦人の家を

配置し、眺望のよい２階を日帰り温泉施設とす

ることで、上山城周辺及び中心商店街をにぎや

かにし、より活性化することにつながると考え

ますが、市長の御所見をお伺いし、質問といた

します。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ９番坂本幸一議員の御質問
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にお答えいたします。 

 共同浴場の統廃合及び新しい日帰り温泉の整

備について申し上げます。 

 初めに、議員御提案の老人いこいの家を廃止

することにつきましては、施設の維持管理や近

隣の方々の声を勘案し、ほかの共同浴場の推移

を見ながら慎重に判断していく必要があると考

えております。 

 市内共同浴場の統廃合につきましては、各浴

場の運営母体が民間によるものでありますので、

各浴場の意向も踏まえ、今後検討すべき課題で

あると認識をしているところであります。 

 新しい日帰り温泉の整備につきましては、市

民から要望があることは認識しており、上山型

温泉クアオルト事業の推進に向けた温泉保養施

設の整備とあわせ、本市の重要な政策課題であ

ると考えております。 

 働く婦人の家につきましては、女性の学習や

社会参加の拠点としての役割を果たしてきてお

り、今後とも現有施設の有効活用を図ってまい

ります。 

○大場重彌議長 坂本幸一議員。 

○９番 坂本幸一議員 最初に、老人いこいの

家（中湯）のほうから再度質問したいと思いま

す。 

 なかなか難しいというお考えでございますが、

中湯の１日平均の利用者は大体７０人から８０

人ぐらいとなっております。そうすると、１日

の入浴料収入は１万４，０００円ぐらいになる

かと思います。あと、私の友人も中湯を利用し

ている方がいらっしゃるんですけれども、２日

に一遍行っても大体同じ人だと。ということは、

２万６，０００人は入っているんですが、実際

入っている人は１００人前後かなというような

感じだと思っております。市長、その辺どうお

考えでしょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 二日町は毎日行っておりま

すけれども、中湯は一度ぐらいしか入ったこと

ございませんで、どこの方々が入浴しているか

ということ具体的にわかりませんけれども、数

字から勘案しますと、議員が述べられたとおり

ではないかなというように思っています。 

○大場重彌議長 坂本幸一議員。 

○９番 坂本幸一議員 今、市長から大体の数

字は合ってるんじゃないかという言葉がありま

したので、老人いこいの家には年間４９９万円

の使用料が入っているんですけど、それだけで

は赤字になるわけです。そのような補助が要る

のかどうか、もう一度、市長、答弁お願いしま

す。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 民間の組合といいましょう

か、下大湯とかそういったほかにつきましては、

全体で市からは２００万円と、最盛期といいま

しょうか、一番多いときは１，０００万円ぐら

い入っておったんですけど、現在は２００万円

というような形で御理解をいただいているとこ

ろでございますが、ここについても実は検討し

てきたところでございます。市民の皆さんのア

ンケートをとらせていただくとか、あるいは費

用対効果とか、そういうことがありまして、検

討しているところでございますが、何せつくる

ということも御理解いただけない部分もありま

すけれども、なくすということについてもなか

なか御理解がいただけないという部分がありま

す。 

 中湯一つを特化して廃止・存続云々じゃなく

て、先ほど申し上げましたように、全体の中で

共同浴場といいますか、浴場全体の中でこの中
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湯のことについても総合的に判断をしてまいり

たいというふうに考えているところでございま

して、先ほど申し上げましたように、いろんな

ことを考えながらといいましょうか、いろんな

方々の御意見も頂戴したり全体像の中で、この

中湯の廃止・存続等については考えてまいりた

いというふうに考えております。 

○大場重彌議長 坂本幸一議員。 

○９番 坂本幸一議員 今お答えをいただきま

して、全体的に考えるというお答えでしたけれ

ども、市長は７月１０日付の山新において、

「共同浴場の統廃合を含めて新たな温浴施設の

必要性を感じる」とお答えになっておりますの

で、必要性を感じるということは、必要だとい

うことでよいか、市長。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 その必要性という考え方は

もっと広うございまして、実は、今回ドイツに

も行ってまいりましたけれども、クアオルト事

業の中でのいわゆる温浴施設といいましょうか

プールといいましょうか、これはやっぱり上山

型温泉クアオルト事業の中では必要だなという

ことを再認識してきたところでございました。 

 また、おかみ会との話し合いの中でも、市内

に日帰り温泉があってもいいですよといいまし

ょうか、むしろ積極的な話も承ってきました。

そういうことで、この日帰り温泉あるいはプー

ル等については、まちの中につくるのか、ある

いは少し駐車場を勘案した場合には郊外となる

のか、その辺はこれからの検討課題でございま

すが、いずれにいたしましても、今ある共同浴

場についての見直しも含めて、日帰り温泉も含

めて、あるいはプールも含めて、総合的に判断

をしてまいりたいというふうに考えておるとこ

ろでございまして、必要性は感じているところ

でございます。 

○大場重彌議長 坂本幸一議員。 

○９番 坂本幸一議員 わかりました。 

 今度、料金の値上げ、施設設備の補修などが

必要になって、共同浴場、運営補助金の増加が

見込まれるようになった場合、また再度質問し

たいと思います。 

 共同浴場のほうはこれで終わります。 

 次に、日帰り温泉のほうなんですけれども、

中部公民館を利用している地区の人数なんです

けれども、大体５，０００人くらいだと思うん

ですが、その中で前川、須川、２つの川を渡る

人数が３，５００人くらいになるんではないか

と思います。ということは、前川渡って線路渡

って須川渡ってということで、結構距離が遠い

んですよね。これ、最初から生涯学習センター

にあるんですけれども、婦人の家と統合すると

いう考え方はなかったんでしょうか、市長、お

聞きします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 公民館については、北部公

民館につきましては従来のとおり、そしてまた

南部につきましては、施設があいたといいまし

ょうか、いい施設が出てきたというようなこと

で、信金の跡を譲渡いただきましてつくったわ

けでございますが、ただやっぱり、現時点で新

しい公民館をつくって、そこに張りつけるとい

うことはなかなか難しい面がございます。 

 あともう一つは、駐車場の問題とか、ある程

度のスペースということも必要でございますし、

働く婦人の家というのは、やっぱり働く婦人の

家としてきちっとした目的があって使い道もあ

るわけでございまして、そこに併設するという

ことはなかなか困難だというような考え方のも

とに、働く婦人の家については、検討はしまし
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たけれども、最終的な決定には至らなかったと

いうことでございます。 

○大場重彌議長 坂本幸一議員。 

○９番 坂本幸一議員 日帰り温泉、上山城周

辺ではなかなか難しいということですよね、市

長。 

 上山城周辺では難しいということなので、私

どもの会派、また１２月、一般質問入りますけ

れども、そのときにまた日帰り温泉施設を、誰

になるかわかりませんが質問したいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

 

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

散  会 

 

○大場重彌議長 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。 

 御苦労さまでございました。 

    午後 ２時１６分 散 会 


