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開  議 

 

○大場重彌議長 おはようございます。 

 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。 

 初めに、８番髙橋義明議員。 

〔８番 髙橋義明議員 登壇〕 

○８番 髙橋義明議員 おはようございます。 

 議席番号８番、会派蔵王、髙橋義明でありま

す。通告に従いまして順次質問をさせていただ

きます。 

 初めに、上山型温泉クアオルト事業の推進に

関しまして、中心市街地に上山城を中心とした

人の流れをつくるまちづくりについてお伺いを

いたします。 

 クアオルト健康ウオーキングについては、坊
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平コースを初めさまざまな里山コースが市民に

親しまれるようになりました。一方、まちなか

においても、これまで武家屋敷通りや黒板塀の

整備、長屋門ギャラリーの開設など、景観形成

が進み、楽しく散策できるようになってまいっ

たところです。 

 私の質問の第１点目は、このまちなか歩きコ

ースのさらなる充実についてであります。 

 上山城を中心としたまちなか歩きコースとし

て、現在上山市の中心市街地である十日町通り

から新湯通り、武家屋敷通りを経由して湯町の

温泉街に入り、湯上観音を通ってまた十日町に

戻るコースが想定されます。無論、月待坂から

お城に入ったり、三島丁を入れたり、西堀や源

泉を入れたり、さまざまな要素を取り入れたコ

ースどりが考えられます。少し足を伸ばしまし

て新丁角から法円寺庭園、あるいは前川の遊歩

道を入れるなど、また市内の歴史ある神社、史

跡をつなぐコース、あるいは市内５カ所の足湯

をめぐるコースなど、まちなか歩きコースは資

源に恵まれているところです。 

 しかし、その中でもなぜ中心市街地が重要な

のかについて申し上げるならば、この一帯が寂

れることは周辺市街地への影響が大きいからで

あります。十日町に活気があることがそれにつ

ながる新丁の活気を生むのであり、二つの温泉

街を結ぶ武家屋敷、仲丁通りがあることによっ

て湯町の情緒が際立ち、にぎわいをつくること

ができるというように、それぞれ独立した発展

を考える時代は過ぎて、上山全体としての姿、

それぞれの持っている個性を大切にし合うこと

で発展をしていくわけです。 

 でき得るならば、この中心市街地周遊コース

に参加することによって、上山の歴史的成り立

ちから現在に至る偉人、上山独自の文化に触れ

ることができ、より端的に上山を理解すること

ができるようにしていきたいものと考えていま

す。そして、このまちなか歩きが単に町のにぎ

わいづくりとなるばかりではなくて、しっかり

とした経済効果を生むことが重要だと考えてい

るわけです。 

 今回は、以上のことをかんがみて、まちなか

歩きコースの充実策として二つのことを提言さ

せていただきます。 

 一つは、旧トキワ館の活用であります。昨年

１２月、ゆうがく塾の講座で取り上げましたト

ニー・ザイラー主演の映画「銀嶺の王者」が終

了したときに、そのときに講師としてお呼びし

た荒井幸博氏にもお話をさせていただいた内容

であります。上山市をロケ地にした映画が数多

くあり、それらの映画の中に残る当時の上山の

風景、撮影の様子、あるいは上山ゆかりの監督、

俳優をパネルにして展示し、訪れる方に楽しん

でもらう、いわゆる上山映画記念館としての利

用であります。 

 旧トキワ館は、消防法の縛りを受けていわゆ

る映画館としての使用はできないわけですが、

パネルの展示スペースをつくるなど市民参加の

事業の中で実現が可能であると考えますが、市

長のお考えをお伺いいたします。 

 また、山城屋旅館もまちなか歩きコースの重

要な存在であります。本市を訪れる人、あるい

は市民が上山のまちを歩く時に、茂吉をしのぶ

場所を入れるということは大変重要なことと思

います。斎藤茂吉記念館、ふるさと公園、秋葉

山、蔵王はあるにしても、市街地においては山

城屋旅館の存在は非常に大きいものがあります。

例えば、大石田の場合は最上川の堤防沿いの散

策コースがあり、茂吉の滞在した書斎を、墓地

や歌を詠んだ場所以上に丁寧にガイドが案内し、
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茂吉の人間性がしのばれる場所として大切にさ

れております。まさにこれに当たるものが山城

屋旅館ではないかと考えられるわけです。 

 しかし、山城屋旅館は民間所有のものであり、

所有者もかわって間もない状況であります。そ

の利活用については、行政のみで考えることは

できないわけであります。文化遺産というもの

は、一度失われると取り返しのつかないもので

あります。ぜひ所有者に働きかけて、連携して

活用を図っていただきたいところです。市長の

お考えをお伺いいたします。 

 次に、中核施設としての温泉療養施設の必要

性についてお伺いをいたします。 

 中心市街地に人の流れを呼び込むことを考え

た場合、現在の上山城だけでなく、より求心力

を高めるために、温泉療養施設すなわち上山温

泉の歴史、文化を凝縮し、しかも市民と交流者

の健康増進の拠点となるいやしと憩いの場所と

なる施設が必要であると考えます。 

 私は三十数年前から温泉利用研究所という構

想を持っておりますけれども、現在、上山にお

けるクアオルト事業につながっている部分があ

ると考えているところです。 

 上山は古くから湯治場としての歴史を持って

いるわけですが、三十数年前と申しますと中心

商店街の後継者問題が深刻化した時期であり、

同時に湯町に存続の危機感が芽生え出したとき

でもあったわけでございます。また、いわゆる

木賃宿が閉鎖していったころでもあるわけで、

上山が大きく変わろうかという一種の危機感の

中で上山城をつくろうという時代でございます。 

 その時期に、私は上山温泉の新たな展開を求

めて、新しい時代の温泉利用のあり方、温泉療

法のあり方について研究実践する機関が必要で

はないかと考えておったわけです。 

 さて、現在の上山城は築城３０周年を目前に

しております。そして、上山市はクアオルトす

なわち療養地のまちづくりを標榜しておるわけ

です。今こそ温泉を科学的に利用するために、

インストラクターが常駐する温泉プールつきの

療養施設、体ばかりではなく精神までもいやす

いやしのまちの中心施設が必要ではないかと考

えます。 

 さらにこの施設は、増加している高齢者の健

康維持、運動能力の維持、またサロンとしての

活用も期待され、市民としては待望の施設であ

るとともに、本市を訪れる方々にとっても滞在

の長期化とリピーターの増加につながるものと

思います。 

 市長は、市報の中で、クアオルト事業を地域

資源を生かした長期滞在型観光地の確立を目指

して、「日本初の取り組みであるこの事業を、観

光だけでなく、まちづくりの理念として取り組

む。地域住民の健康増進と交流人口の拡大によ

る地域活性化を目指し、積極的に進めていきた

い」と力強く語っておられますが、その理念を

強力によりわかりやすく具現する上で、このよ

うな中核施設の建設はきわめて有効であると考

えますが、市長のお考えをお伺いいたします。 

 次に、本市農業の振興策について、二つの観

点から市長のお考えをお尋ねいたします。 

 一つ目は、東日本大震災の影響緩和策と販売

の促進についてであります。 

 上山市の産業界における東日本大震災の影響

については、まず旅館の売り上げで見てみます

と、３月から４月は前年対比４割、５月から６

月はやや回復するも５割にとどまり、その度合

いは旅館ごとにまちまちであります。ようやく

ここに来て、さくらんぼツアーのお客様で満館

のところも出てきたとは聞いております。商店
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やスーパーは１０％減、工業界では車の部品で

４割減と低迷を続けております。いまだ週３日

体制が続いておる会社もあるわけであります。

わずかに半導体等電子部門や工業機械部門で前

年並みと聞いておるところです。 

 未曾有の震災であり、被災地には比べものに

はなりませんけれども、本市においても、隣県

の大きな消費地を失い、かつてない試練の中に

いることは間違いのないところであります。 

 その中にあって、農業に対する影響は総じて

言えばこれからであります。農業にとって最も

恐ろしいのは土壌汚染と風評被害であります。 

 農産物で必需品の野菜については、３月１１

日以来購買力の落ち込みが続いたものの、５月

の連休から回復をしております。 

 果樹については、顕著な被害はまだ出ておら

ず、特に加温さくらんぼについては、他市に先

駆けての安全宣言を行うなど市長の特別の計ら

いもあって、数量こそ前年比８４％台でありま

すが、単価で１０４％で推移するなど健闘を見

せまして、３月１１日の停電によって加温がで

きなかった等数々の試練をくぐり抜けた栽培農

家にとっては、一段落し安心をしているところ

です。改めまして御礼を申し上げさせていただ

きます。 

 しかし、本市におけるさくらんぼの最盛期は

これからであります。本年も昨年同様の１週間

おくれでありますから、６月下旬から７月にか

けて露地雨よけさくらんぼのピークを迎えるわ

けであります。こちらのほうは、福島、宮城、

岩手からの注文がないこと、観光コースとして

の東北ツアーが成立せず、さくらんぼ狩りの需

要も例年ほどは見込めない状況であり、販売上

大変心配をされているところです。 

 最盛期を前にして、観光果樹園でさばき切れ

ない相当量のさくらんぼがＪＡ等に出荷され、

出荷量が１５０％と膨れ上がり、単価が下落す

る現象が起こっておるところです。注文販売の

展開と、新たな販路の開拓が急がれるところで

す。このような状況の中で、さらなるトップセ

ールスを期待するところでありますがいかがで

しょうか。 

 また、秋に収穫期を迎えるラ・フランスにつ

いても同じように需要の落ち込みが懸念されて

いるわけです。そこで、これまでの関東方面へ

の販路拡大に加え関西方面、さらに中国、四国、

九州方面まで広めていく必要があると考えます。

ラ・フランスは輸送条件もよいことから、ぜひ

実現させなければならないと思うところですが、

この面においても市長のトップセールスに対す

る期待が大きいところでありますが、市長の御

所見をお伺いいたします。 

 次に、伝統野菜と特産品の振興についてお伺

いいたします。 

 今秋開催予定の国際ドキュメンタリー映画祭

で「よみがえりのレシピ」という作品が出展さ

れます。この映画は山形県内の伝統野菜を取材

した作品で、その種の保存、栽培、調理を含め

た食文化を追ったもので、上山市でも金谷ごぼ

う、小笹うるいについて撮影をし、また取材を

されております。このように伝統野菜にスポッ

トが当たった機会をとらえて地場産業の発展に

つなげる施策についてお伺いをいたします。 

 一般的に、伝統野菜というのは個性的で栽培

しにくい点があったり、料理に一手間かかった

り、その特徴を生かすための工夫が伴う文化を

持っております。全国に広まるには扱いにくさ

があり、その土地に行かないと会うことができ

ないという一面があるのも事実であります。し

かし、そのことが付加価値となって見直されて
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いるということもあるわけです。 

 金谷ごぼうと小笹うるいについては、そうい

った伝統野菜の中では比較的扱いやすいほうに

属し、食味にすぐれ、多様な料理に活用できる

大変優秀な食材であります。かつて「我家（お

らえ）のごっつお」で集めた食べ方とあわせま

して、この機会に上山固有のものとして発信し、

振興を図っていただきたいところです。 

 また、特産品として紅柿があるわけですが、

今最も注目したいのがシャインマスカットであ

ります。山形県のシャインマスカットの栽培技

術はかなりの水準に達し、各県がしのぎを削っ

ている中において、岡山に次いで２番目の地位

をうかがうところまで来ているところです。そ

の中でも、技術面では当上山市の生産者が県を

リードしているのが現状であります。 

 生産の拡大のためには雨よけ施設の整備が必

要であり、このように頑張っている生産現場に

対する実効的な施策についてお伺いいたします。 

 ほかに特産品としては、開発中の蔵王あべち

ゃ豆について申し上げます。昨年から金谷地区

を中心に加藤物産とこまくさの里とタイアップ

して栽培と採種を行っているところですが、昨

年の気候が豆に合わなかったことと、栽培マニ

ュアルが当地の土壌条件に合わなかったことか

ら、ねらいどおりの収量と品質が得られなかっ

たわけです。種の充実が悪く、現在、発芽率の

著しく悪い種からの種取り栽培に挑戦している

ところです。もう少し長い目で見守っていただ

きたいところです。 

 しかし、昨年の栽培からこの豆の特徴が判明

し、枝豆としての利用よりもパウダーにしたほ

うが格段によいことがわかったわけです。この

ことは、食用ほおずきのパウダー利用とあわせ

て、アイスや練り物添加等利活用の幅が広がっ

たと理解しております。 

 あべちゃ豆も食用ほおずきも栽培方法に工夫

が必要等、課題もありますので、今後とも適切

な御指導、見守りが必要と考えますが、市長の

御所見をお伺いいたします。 

 伝統野菜と特産品については、上山固有の財

産でありますから大事に育て、将来においては

道の駅かみのやまの目玉ともなり得るものであ

ると考えております。道の駅については、あそ

こに行けばあれがある、行かなければ手に入ら

ないといったところが生き残っているわけで、

また、決して失敗が許されないプロジェクトで

もあります。その時期が来るまで、たいらぐら

の機能を中心にして醸成していかなければと思

い、かすかな展望を持っているわけですが、こ

のことに対しても現在の段階における市長の御

所見をお伺いし、以上をもって私の質問とさせ

ていただきます。よろしくお願いをいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ８番髙橋義明議員の御質問

にお答えいたします。 

 初めに、上山城を中心にしたまちなか歩きコ

ースの充実について申し上げます。 

 本市は、中心市街地の活性化を図るため、上

山城を中心に歴史・文化的な地域資源等を生か

した回遊性のあるまちづくりを目指しておりま

す。そのためには、まちなかに魅力がある立ち

寄りポイントが必要であり、それらが商店街や

温泉街とつながるような仕掛けをすることが重

要であると考えております。 

 旧トキワ館につきましては、入り口付近のエ

ントランスホールの部分をイベント等で一時的

に利用することは、所有者の理解もあり可能で

ありますが、恒常的な集客効果は期待できない
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ものと考えております。また、観客席を含めて

利用する場合には安全性の確保が必要であり、

大規模な改修費と維持管理費用がかかるため、

旧トキワ館に人を入れ込むような利用は難しい

ものと考えております。 

 山城屋につきましては、現在文化庁に登録有

形文化財として申請中であり、建物の活用につ

いては所有者の計画に沿って支援等が可能か否

かを検討してまいります。 

 次に、中核施設としての温泉療養施設の必要

性について申し上げます。 

 全国に先駆けた取り組みである上山型温泉ク

アオルト事業は、事業開始から４年目を迎え、

着実に大きな広がりを見せております。また本

年５月には、医療と温泉プールが連動したプロ

グラムを展開する大分県由布市、世界遺産であ

る熊野古道でいやしのプログラムを提供する和

歌山県田辺市とともに温泉クアオルト研究会を

設置し、独自の取り組みを進める３市が連携を

さらに強化しながら、よりよい健康保養地づく

りを目指しております。 

 上山型温泉クアオルトの確立に向けては、温

泉療法についても重要であることから、これま

で気候性地形療法を取り入れたクアオルト健康

ウオーキングと温泉療法の併用による効果検証

を行い、平成２１年度から既存の公共施設や旅

館等の浴場の活用策等を検討しております。 

 温水プールなど水中運動ができる施設は市民

の健康増進に有効であると認識しておりますの

で、高齢者の健康づくりやサロンも含めた温泉

療養のできる施設について、運営ノウハウや官

民の役割分担など、先進地の実例を検証しなが

ら施設のあり方について検討してまいります。 

 次に、本市農業の振興策について申し上げま

す。 

 初めに、東日本大震災の影響緩和と販売促進

についてでありますが、このたびの大震災によ

り、本市農産物の販売促進活動にも大きな影響

が出ております。 

 販売促進活動に対する支援につきましては、

平成２１年度から農業者団体等が実施する販売

促進活動経費の助成を実施しており、加えて昨

年度におきましては、各団体が有効に活動でき

るよう、のぼり旗やはっぴを作成するとともに、

初めてラ・フランスのトップセールスを東京都

において実施しております。 

 今後は、より効果的な活動とするために、市

内の生産者や集出荷団体と連絡調整を密にしな

がら、引き続き多面的なセールス活動を実施し

ていくとともに、東京都を中心とした関東圏で

の情報発信及び販売促進活動の拠点づくりを進

め、観光産業等との連携による本市の広報宣伝

に努めてまいります。また昨年度におきまして

は、大阪府や広島県において販売促進活動を行

っておりますが、九州方面における販路拡大に

つきましては、現在関係者と協議しながら実施

に向けた検討を進めております。 

 次に、伝統野菜と特産品の振興について申し

上げます。 

 金谷ごぼう及び小笹うるいは、平成１８年度

に村山伝統野菜に指定され、両作物ともに市場

の高い評価を得ております。しかしながら、近

年の生産農家における高齢化が進んでいること

もあって、生産が需要に追いつかないのが現状

であります。 

 こうした現状を踏まえ、両作物の生産拡大を

図るために生産農家及び作付面積をふやしてい

くことが第一の課題として、従来の生産者と新

規生産者による組織化を推進するとともに、栽

培技術指導、省力化のための機械施設整備等の
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支援を継続して実施してまいります。 

 また、これまで実施してきました食の祭典「我

家（おらえ）のごっつお」で紹介されたメニュ

ーをまとめたレシピ集を今年度発行し、市内外

に情報発信してまいります。 

 シャインマスカットにつきましては、市内に

おきましても近年は栽培農家もふえており、本

年度は１３トンと昨年度の倍の出荷量が見込ま

れております。本年度には県の奨励品種として

指定されたこともあり、高い品質を維持しなが

らさらに生産を拡大していくためには、棚仕立

て、ハウス、かん水設備等の施設整備が必要に

なりますので、集出荷団体や生産者等との情報

交換を密にして、国及び県による施設整備の補

助事業等を最大限に活用しながら生産拡大の支

援に努めてまいります。 

 蔵王あべちゃ豆の栽培、普及につきましては、

県農業技術普及課による指導が受けられる体制

とするなどの栽培技術面での支援に努めてまい

ります。 

 また、食用ほおずきにつきましては、本年度

から本市の水田農業ビジョンにおいて地域振興

作物に指定しておりますので、ハウス等の施設

設備支援及び栽培技術面での支援に努めてまい

ります。 

 本市の伝統野菜や特産品は現在生産量が少な

いことから、まずは安定的な供給を図るために

生産者への支援を行いながら生産量の拡大に努

めてまいります。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○８番 髙橋義明議員 御答弁まことにありが

とうございます。 

 順序に従いまして、重ねて質問させていただ

きます。 

 まず初めに、まちなか歩きコースの充実につ

きまして、旧トキワ館を生き返らせることにつ

いては大変問題もあるように承りました。費用

対効果ということについても十分に考えなけれ

ばいけない側面でございます。今回の案に限ら

ず、これまでいろいろな旧トキワ館の利活用に

ついては検討が加えられてきたはずでございま

す。いまだ有効な具体策が出てこないまま年々

建物の老朽化が進んでいるというのが現状でな

いかなと思っているところです。 

 地上物権の所有者は東京におられるわけです

が、どのような将来構想を持っておられるのか。

共同して取り組むことも視野に入れて話し合っ

てはいかがでしょうか。その中から費用対効果

も案外展望できるのではないかと考えておると

ころです。 

 上山における映画とのかかわりの深さ、多さ

については今さら言うまでもございませんが、

古くは龍田静枝、思川のあだ討ちを扱った浄瑠

璃坂の決闘、よねや旅館や伴淳三郎に由来する

社長シリーズ、「駅前競馬」、「樹氷悲歌」、「何処

へ」、寅さん、そして小川プロダクション、「卓

球温泉」の山川元監督、そして最近はアニメの

小池健さん、また「おくりびと」、「小川の辺」

と枚挙にいとまがございません。その数は酒田

の比ではなく全国的にも珍しい、そういうとこ

ろでございます。 

 ポストコンチェルト、あるいはコンチェルト

館と補完関係を持たせることも視野に入れまし

てぜひ実現させたいものと考えておりますが、

地権者だけでなくて、建物や土地の持ち主とも

お話をして可能性を模索していただきたい。そ

してまた、建物全体まで届かなくても、街道沿

いの部分だけでも活用できる方法はないかも含

めまして再度御検討をお願いしたいというふう

に思っているところですが、いかがでしょうか。 
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 山城屋旅館につきましては、意に沿った御答

弁をいただいたというふうに思ってございます。

大正７年の建築で昭和初期の増築でございます

から、傷みも激しく、書跡展示室等もそのまま

の姿を残す形で補強していただきたいと思って

いるところです。 

 それから、お城回りのお堀の跡や二の丸、三

の丸など、少しでも残っているうちに看板を立

てて保存するなどの施策も必要ではないかと思

いますが、いかがでしょうか。 

 まちなか歩きについては、荒井幸博氏が２回

講師を務め、また学童保育では、コーディネー

ターつきで子どもと保護者を対象に数回行われ

ております。また観光ボランティアガイドとウ

オーキングのプロガイドが活躍もしております。 

 まち歩きやクアオルト、観光ボランティアの

申し込みや問い合わせは庶務課か観光物産協会

に来ているわけですが、その企画物の問い合わ

せを含めてお客様からの直接の問い合わせが多

いと聞いております。 

 旅館からのオファーも何回か受けているとい

うことですが、いわゆる経済効果を伴う形で定

着していくには、このような旅館からのオファ

ーがふえていかなければならないというふうに

考えております。そのためには旅館のほうでも

積極的にウオーキングコースや観光ガイドにつ

いてのＰＲ体制を強化するべきと考えておりま

すが、いかがでしょうか。市長の御所見を重ね

てお伺いいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 旧トキワ館の件でございま

すが、以前にも活用等について地主の方、持ち

主の方にお話をした経緯がございます。その中

で出てきたことが、お互いの話し合いがつかな

いといいましょうか、そういう経緯がございま

して、一時使い道は違った部分がありましたけ

れども、そういうことがあったということでご

ざいます。 

 もう一つ、費用対効果ということを言いまし

たけれども、まちなかでそういったいろいろな

施設を整備するというときには、やはり外観も

きちっとしたものを整備しなければならないわ

けですし、何よりもあの旧トキワ館につきまし

ては、中に入っていただくとわかると思います

が乱雑な状況にもなっているということと、も

う一つは消防法とか、やはり建物そのものがも

たないといいましょうか、特に積雪に関しては

大変危ない建物だということも指摘されており

ますので、そういうことも総合的に判断いたし

まして、このたびについては答弁させていただ

きました。 

 あと、まちなか歩きでございますが、これに

つきましても議員御指摘のとおり、まちなかに

魅力がないとまちなか歩きも楽しくはないわけ

でございまして、そういった面ではあの蔵を含

めて、あるいはいろいろな歴史的な建物も含め

て、上山はそういった面での資源、それは十分

にあるというふうに認識しているところでござ

います。 

 そういう中で今クアオルト事業を進めており

ますが、シュー教授の指導のもとに５つのコー

ス指定をいただいておりますが、ぜひまちなか

にもというようなお話も出ておるのも現状でご

ざいます。そういうことで、旅館に宿泊された

方がまちなかにということは当然大事なことで

ございますし、今、本市におきましても浴衣の

似合うまちづくりということもやっておるわけ

でございまして、ぜひ浴衣でまちなかを歩いて

いただくようなコースづくりや、魅力あるもの

をつくっていかなければというように考えてお
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りますし、旅館のほうも、そういった形ではい

ろいろな考え方のもとに、浴衣をいろいろ選ぶ

ことができるようにするとか、そういった形で

の対応もしていただいておりますので、ここは

お互いに連携をしながら、浴衣の似合うまちづ

くり事業も大いに推進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す。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○８番 髙橋義明議員 御答弁大変ありがとう

ございました。 

 旅館からのオファーがふえることを期待する

という私の意見もございましたので、そのＰＲ

体制の強化のための方策なども順次考えていっ

ていただきたいと思います。内容については、

今後とも連携を密にして検討を加えさせていた

だきたいものというふうに思ってございます。 

 続きまして、本市農業の振興策としまして御

答弁をいただきましたので、それに対する質問

に移らせていただきます。 

 伝統野菜に関してですけれども、往々にして

機械とか、あるいは施設とか、伝統野菜という

のは取り組む人の人数が限られているというよ

うなことから、えてして一般的には３０％、５

０％の補助率という中におきまして１００％の

補助なんかが時折ある部門でもございます。 

 しかしながら、そうした場合にはいわゆる稼

働率が悪い結果になる等の問題がございます。

組織を育成する補助のあり方を含めまして、今

後考えていっていただきたいものだなと思って

いるところです。 

 それから、シャインマスカットについては大

変ご理解をいただいたところだと思いますけれ

ども、市長がおっしゃる棚、雨よけ、かん水設

備、それから苗木等々の補助に関して申し上げ

ますならば、いわゆる要件の中に認定農業者の

み３名以上という縛りがございます。しかしな

がら、現在、中高年の頑張る人を初めとして要

件を満たさない人がいらっしゃるのもまた事実

でございます。 

 それからもう１点。申込先をＪＡの南部営農

センターですか、そこに丸投げをしているため

に、ＪＡに出荷を予定していない人はあきらめ

ざるを得ないという現状もまたあるわけであり

ます。そういった制限を緩和し、また市一本で

の受け入れ体制をとる工夫が必要ではないかと

思っているところです。 

 また、山形方式とまではいかないまでも、い

わゆる１０％上乗せの補助であるとか、あるい

は上山市でも頑張っていますけれども生産者団

体向けの補助、それから苗木に対する補助、あ

るいはトレンチャー等特殊な機械の更新に対す

る補助等々、上山市独自の補助制度をぜひ創設

していただきたい。このことは、長年山形市と

の農政の比較として指摘をされ続けてきたこと

であります。品目限定でよいわけですので、大

した予算は要らないのです。選択と集中という

ことでぜひ御決断をいただきたいところですが、

市長の御所見をお伺いいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 大きいところについては私

のほうから、そしてこまいところについては担

当課長から答弁いたします。 

 今、シャインマスカットの件について、認定

農業者、あるいは３名がまとまらないとという

御意見ありました。認定農業者については、本

市の農業を引っ張っていただくということの意

味合いの認定農業者でございます。ですから、

そういった方々に頑張っていただくということ

については、やはり認定農業者を大事にしてい

くということは当然必要であるというふうに考
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えております。ただ、その３名等について、あ

るいは俗に言う使い勝手が悪いというようなこ

とについては、改めるべき点については改める

必要があるんじゃないかなというふうに思いま

すが、それは担当課のほうからお答えします。 

 あと、独自の補助でございますが、これも我々

が今目指していることは、生産もそうですが、

販売も何とか力を入れていこうというようなこ

とでブランド化事業も推進しておるところでご

ざいますが、まさに選択と集中といいますか、

すべての品目についてはなかなかできないわけ

で、このたびもシャインマスカットとか大型の

ブドウとか、干し柿とかに限定させていただき

ました。 

 そういうことでなかなかすべてにはいかない

わけですが、本市の農業の特産品といいましょ

うか、そういったことについては、これからも

いろいろ独自の補助制度も含めて、何とか農業

に頑張っていただけるようなシステム、あるい

は補助制度も考えていきたいというふうに考え

ています。 

○大場重彌議長 農林課長。 

○仲野芳夫農林課長 命によりお答えいたしま

す。 

 現行の補助制度の部分について、私のほうか

ら答弁させていただきます。 

 現在の県関係、国関係の補助の認定基準であ

りますけれども、農業者等については３名以上、

認定農業者については２戸以上という形になっ

ております。また窓口の部分でありますけれど

も、ＪＡ山形のみならず、先ほど申し上げまし

た条件等がクリアできるような部分については

市のほうでも受け付けをする体制をとっており

ますので、ぜひそういった部分について御承知

おきいただきながら農林課のほうに御相談いた

だくような体制でお願いしたいと思います。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○８番 髙橋義明議員 どうもありがとうござ

います。 

 上山の特産品について地産地消を考えるとき

に、地場消費は安価なＢ級品でいいのではない

かと、要は料理店や旅館の食材としても生食以

外はＢ級品を利用することを考えていただきた

い。より多くの市民と来訪者に食べる機会を与

え、消費の拡大につながればと思っているとこ

ろです。 

 蔵王あべちゃ豆と食用ほおずきについては、

市長御指摘のとおり実効ある指導が継続して必

要でありますから、やる気のある市民に対して

パートナーとして寄り添う行政のあり方が問わ

れているところです。その件についても市長の

なお一層の御指導を賜ることをお願い申し上げ

まして、私の質問を終わらせていただきます。 

 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。 

 住宅リフォーム等支援事業について、宮川中

学校区学校統廃合計画について、学校耐震化に

ついて、３点にわたって質問します。 

 ４月１日から住宅リフォーム等支援事業が始

まりました。市民の皆さんの住環境向上につな

がり、地域経済の活性化につながる事業です。 

 まず最初に、この事業をよりよく、使いやす

くしていくため質問します。 

 第１に、事業の広報、説明についてお聞きし

ます。市民のために事業を成功させるため、こ

の事業自体の認知度を高めるとともに、利用し

たくなるような広報が必要ではないでしょうか。
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せっかくの事業も使われないのでは市民のため

にもならず、経済効果も生まれてきません。市

民が「住宅リフォーム等支援事業があるからこ

としリフォーム工事をしよう」と思えるような

広報に取り組むべきと思いますが、市長の方針

をお示しください。 

 第２に、地元業者が営業に行くときにこの事

業を有効に使えるか。どれだけ認知されている

かは、この事業の効果を上げるときにとても大

切な問題です。私が調査したところ、まだまだ

事業の内容が伝えられていません。そこで、事

業の効果を上げるためにも十分な説明を行うべ

きですが、どう対応していくかお示しください。 

 第３に、事業の利用状況としておよそ５０件、

工事費５，０００万円、補助額３８０万円とな

っており、１０倍を超える経済効果が生まれて

います。地域経済の活性化のためにも、１，５

００万円の予算を使い切ったとき追加の予算を

どのように考えているかお聞きします。 

 第４に、今年は事業初年度ということで何か

と手探りの状況もあるかと思われます。本当に

市民、地域経済活性化の事業としていくために

は、何年か時間をかけていく必要があるかと思

います。来年度以降の事業の継続についてお聞

きします。 

 第５に補助率ですが、例えば１０万円の一般

リフォームで５％の補助、金額にすると５，０

００円になります。これだと業者のほうで手続

をして住宅リフォーム等支援事業を利用するよ

り、５，０００円値引きしてしまったほうが手

間を考えるといいと、せっかくの事業が生かさ

れない場合も出てくると思います。先ほども触

れたように、市民、地域経済活性化の事業とし

ていくために、今年度の状況を見て補助率を引

き上げていく考えがあるかお聞きします。 

 次に、宮川中学校区学校統廃合計画について

お聞きします。 

 本庄、東、宮生の検討委員会から、平成２３

年１月までに報告がなされ、３月３１日に宮川

中学校区統合検討委員会報告書が出されました。 

 仮称宮川小・中一貫校に向けては、報告書に

記されたとおり、３地区の意見が現時点でまと

まっていない状況にあります。 

 東小、宮生小では複式学級が始まっており、

保護者の中には不安が広がっています。計画で

は平成２５年度の創設を目指していますが、意

見がまとまっておらず、一貫校をつくるに当た

っての法的手続、校舎、施設の整備に時間がか

かること、計画どおり創設されても、ことしを

含めて２年間今の状況が続いてしまうことなど、

保護者の不安が大きくなっています。 

 以上のことから、私は、小学校だけ統合して、

小中一貫校についてはその後でもと考えます。

小学校だけなら今ある校舎、例えば東小学校を

利用して来年度からでも実現できると思います。

保護者の方から「大人は一、二年待っても影響

は少ないが、子どもの一、二年は大きい、大事

な時間だ」という言葉を聞かされました。保護

者の方から小学校の統合要望は非常に強く、そ

して早急に実現してほしいという願いが出され

ています。本庄小、東小、宮生小を一つの小学

校に統合する可能性についてお聞きします。 

 第２に、スクールバスについてお伺いいたし

ます。 

 宮川中学校区統合検討委員会報告書の中で、

３地区とも生徒、児童の通学はスクールバスを

使用することを統合の条件としてあります。ま

た、平成２０年３月に出された「上山市立小・

中学校の将来構想について」で、「統合によって

生じる児童の通学距離の延伸に対する通学手段
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は、基本的にスクールバスにする」とあります。

保護者の方は、通学の手段だけでなく地域学習

などにも使える専用のスクールバスを望んでい

ます。しかし、説明会では、路線バス等が走っ

ている区間はスクールバスが走れないとの説明

があり、保護者の方は困惑しています。どのよ

うな形でのスクールバスとする考えなのかお聞

きします。 

 第３に、宮川小・中一貫教育校についてです。 

 保護者の間では、仮称宮川小・中一貫教育校

のモデルとして、平成２２年４月に視察に行っ

た福島県郡山市立湖南小・中学校をイメージし

ている方がいます。予算がないからということ

で、子どもたちの願いや夢、地域の切実な要求

が取り入れられないままで、上からの計画だけ

が押しつけられる、こんなことはあってはなら

ないと思います。宮川小・中一貫校の校舎、施

設の規模、特色ある学習指導など、現時点で決

定している方針をお聞かせください。また、校

舎、施設の改築、新築に係る財政見通しをお聞

きします。 

 上山市立小・中学校の将来構想で、連携型一

貫校として南中学校区小・中一貫教育、北中学

校区小・中一貫教育が記されています。その進

行状況についてお聞きします。 

 小・中一貫教育校の問題点についてお聞きし

ます。 

 小・中一貫校を目指すに当たって、小学校か

ら中学校に変わる際に、学習や生活の変化にな

じめず不登校、いじめが増加するという中１ギ

ャップの解消が目的の一つに挙げられています。

しかし、そういったギャップはいつか体験しな

ければならない成長の過程です。私の個人的な

意見としては、児童、生徒が成長していく上で

中１ギャップがあったほうがさまざまな環境に

対応していく力がつくのではないかと考えます。 

 ６歳から１５歳、年齢差９歳の子どもたちが

同じ校舎で学ぶということは無理があるのでは

ないでしょうか。コミュニケーションをとるに

も、６歳の子どもが１５歳の少年を前にすると

萎縮してしまうのではないでしょうか。いじめ

も、同じ校舎ということで学年を越えた上級生

からのいじめが長期化するのではないでしょう

か。これまでのとおりの小学校、中学校という

形態であれば、上級生が卒業した時点でいじめ

も途切れ、新たな学校生活も送れると思います。 

 小・中一貫校は学校教育法の規定がなく、法

律に根拠を持つ正式な制度ではありません。文

部科学省の研究開発学校や政府の構造改革特区、

学校教育法施行規則第５５条の２特例、地域の

実態、特色を生かし、より効果的な教育を実施

するための特別の教育課程を編成するという根

拠のいずれかを用いなければなりません。本市

の小・中一貫校はどういった形態を想定してい

るのかお伺いいたします。 

 最後に、学校の耐震化改修についてです。 

 東日本大震災では、避難所となった多くの公

立小中学校が損壊の被害を受けました。学校は

子どもたちが一日の大半を過ごす活動の場であ

るとともに、災害時には地域住民の避難場所と

して役割を果たすことから、耐震化は重要な課

題です。 

 上山市立学校の建物の耐震性能を示す構造耐

震指標Ｉｓ値０．３未満、地震の震動衝撃に対

して倒壊し、または崩壊する危険性が高い建物

は上山小学校の一部となっており、建てかえが

示されています。しかし、Ｉｓ値０．３～０．

６の、地震の震動衝撃に対して倒壊または崩壊

する危険性があるとされる建物が多数あり、耐

震化改修の必要があると考えます。 
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 国の耐震化改修の国庫補助基準は、Ｉｓ値０．

３未満で、補助率３分の２となっています。上

山市の厳しい財政状況から、国庫補助基準のＩ

ｓ値をもう少し高くしていただく等により、多

くの学校耐震化の推進を図るべきと思います。 

 今後の小中学校耐震化改修の予定についてお

聞きするとともに、国、関係機関への国庫補助

基準見直し、改定等の要望をすべきと考えます

が、教育委員長の御所見をお示しください。 

 以上で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 ２番井上学議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、住宅リフォーム等支援事業の改善に

ついて申し上げます。 

 本事業の広報につきましては、市民に対し市

報、ホームページ等に掲載するとともに市内金

融機関窓口にも掲示しております。関係業者に

対し本年３月に説明会を開催したところ１００

名以上の参加を得るなど、幅広く広報活動を実

施しております。その結果、現在も市民及び業

者から１日数件の問い合わせがあり、周知につ

いては十分に図られているものととらえており

ます。 

 本年度の予算につきましては、今後１００件

程度の申請があった場合でも対応は可能と考え

ておりますが、不足した場合には補正等を含め

検討してまいります。 

 来年度以降の事業の継続につきましては、県

の補助制度を活用し実施しておりますので、県

に対し事業の継続について要望してまいります。 

 補助率５％の引き上げにつきましては、県の

補助制度に該当しない一般リフォームについて、

多くの市民が利用しやすいように市単独で創設

したものであり、昨年度から定住促進事業とし

て市単独で実施しております持家住宅建設等補

助金の補助率と整合性を図り設定していること

から、その考えはございません。 

○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、小・中学校統廃合実施計画の進め方

について申し上げます。 

 宮川中学校学区における仮称宮川小・中一貫

教育校についてでありますが、現時点では一体

型の小・中一貫教育校には合意が得られていな

い状況にあります。今後は、検討期間を再延長

し、幅広い議論をいただきながら、教育委員会

案に沿った合意形成が図られるよう努めてまい

りたいと考えております。 

 議員御提案の小・中一貫教育校の創設前に３

小学校を統合する可能性についてでありますが、

将来構想の第一義的な目的は、複式学級の早期

解消にあることから、創設前に３小学校統合の

合意が得られるとすれば教育委員会において検

討すべき課題と受けとめております。 

 宮川中学校学区の小学校の統廃合によって遠

距離通学となる児童の交通手段についてであり

ますが、将来構想検討委員会の答申の趣旨を踏

まえ、本市の公共交通全体の中に位置づけて検

討してまいります。 

 宮川小・中一貫教育校の特色ある学習指導に

ついてでありますが、これまでの小学校、中学

校それぞれのよさを尊重しながら、一貫した学

校教育目標を設定するとともに、小学校高学年

からの教科担任制の導入を行うなど、新学習指

導要領の趣旨を生かしながら、地域との協働に

よる教育活動を推進してまいります。 
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 また、校舎等の規模につきましては、宮川中

学校の校舎を改修するとともに小学校の普通教

室や一部の特別教室は増築する必要があり、現

在の宮川中学校の校舎、屋内運動場に増築部分

を合わせますと、面積は５，０００平方メート

ル程度、事業費は現段階では５億円から６億円

程度と見込んでおるところであります。 

 南中学校学区及び北中学校学区における連携

型の小・中一貫教育の進捗状況についてであり

ますが、市校長会及び市教育研究所において

小・中一貫教育の研究に着手しており、各中学

校における９年間を見通した教育活動の充実に

努めてまいります。 

 宮川小・中一貫教育校の形態についてであり

ますが、創設時は教育課程の変更は行わず、一

貫した教育目標のもとで教員の相互乗り入れな

どによる学習指導、生徒指導の充実を目指して

まいるところであります。 

 次に、学校耐震化の推進について申し上げま

す。 

 本市の学校施設における耐震化の状況につき

ましては、本年４月１日現在、対象棟数４６棟

のうち２０棟が耐震化を完了しております。残

り２６棟の耐震化の計画につきましては、上山

市建築物耐震改修促進計画に基づき、平成２７

年度の完了を目標に年次計画により進めてまい

ります。 

 また、補助率の拡充につきましては、これま

でも国等に対して要望してまいりましたが、今

後とも関係機関を通じて要望してまいる所存で

あります。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 御答弁ありがとうござ

いました。 

 住宅リフォーム等支援事業について広報等で

との答弁なんですが、私自身も積極的にこの事

業を学習して理解を深めている状況であり、も

っと充実した広報が必要と考えていますが、市

長自身十分と考えているのであれば、ことしの

事業成功に期待をいたします。 

 追加の予算について、追加の予算検討がある

ということで、どうもありがとうございます。

この事業が好評で、市民からも地元業者からも

追加の予算を望まれるような事業にしていって

ほしいと思います。 

 事業の継続について、県の事業と合わせて来

年度以降も検討していくということなので、先

ほども述べましたが、１年では完璧な制度には

なり得ないと思いますので、これからますます

使い勝手のいいリフォーム支援事業にしていっ

ていただきたいと思います。 

 補助の見直しの部分で、一般リフォームの部

分は市独自の予算でやっているということで、

補助率引き上げは考えていないとのことですが、

ぜひとも先ほど言ったとおりやっぱり引き上げ

ていただきたい。５，０００円ぐらいの補助だ

ったら地元の業者の方が値引きしたほうがいい

というふうな形ではなく、事業を使っていただ

き、市民の住環境向上、また地域の経済活性化

に役立てていくよう、再度この１年間の結果を

見まして検討のほうをよろしくお願いいたしま

す。 

 次に、学校統廃合についてですが、まず教育

委員会の方針で、小学校だけの統合について検

討の余地があるという答弁をいただきました。

早速帰って保護者等の方にお伝えしていきたい

と思います。 

 スクールバスについてなんですが、具体的な

部分がちょっとわからなかったので、再度答弁

をよろしくお願いいたします。 
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○大場重彌議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 これにつきましては、

学校教育課長から答弁したいと思います。 

○大場重彌議長 学校教育課長。 

○佐藤俊一学校教育課長 それでは、交通機関

について申し上げたいと思います。 

 まず、平成２０年３月に出されました「上山

市小・中学校の将来構想」についての答申でご

ざいますが、これに関しましては教育委員会の

諮問を受けまして、地区の代表を含む方々によ

る慎重な検討によりそのような答申が出された

というところでございます。 

 なお、この答申の中身につきましては市報に

おいて詳しく掲載されておりましたので、地区

の方々にもこの部分が答申の部分であるという

ことで御理解いただいているのはないかなとい

うふうに思います。 

 次に、スクールバスという言葉の文言につい

てでございますけれども、スクールバスという

文言につきまして、議員御指摘のようないわゆ

る専用のスクールバスを指すこともございます

が、路線バスによる輸送、または全国におきま

しては一般企業の社員用のバスを一時的にスク

ールバスに転用することなども広く行われてい

る現状でございます。 

 実際に統合がどのような形で行われるのか、

そしてまた対象地区がどこになるのかというよ

うなことに関しまして、法規に照らして十分に

検討してまいるとともに、具体的には上山市の

公共交通機関全体の検討に位置づけなければな

りませんので、そのようなことで検討してまい

りたいと考えております。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 さまざまなことを検討

していくという答弁だと認識しましたが、その

さまざまな中には、先ほど言いました専用のス

クールバスということも検討課題の中にあると

受け取らせていただいてよろしいのでしょうか。 

○大場重彌議長 学校教育課長。 

○佐藤俊一学校教育課長 お答え申し上げます。 

 まず、私ども教育委員会の事務局におきまし

ては、当然のことながら法規に基づいて判断を

してまいらなくてはなりません。一般的に遠距

離通学の場合には、小学校では４キロ、中学校

では６キロというふうなところがございますの

で、そのことを踏まえて対象地区を十分に検討

しながら、さらに公共交通機関がどのようにな

っているかということも十分に検討しなくては

いけませんので、市全体の課題として取り組ん

でまいる所存でございます。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 学校耐震化改修につい

てですが、平成２７年度までに学校については

管理をしていくと。補助率のほうも今までも国

のほうに補助の要望などをしてきているという

ことで、あわせて学校の耐震化、一刻も急がれ

るわけですので、よろしくお願いいたします。 

 質問を終わらせていただきます。 

○大場重彌議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午前１１時０９分 休 憩 

                  

    午前１１時１９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、１２番浦山文一議員。 

〔１２番 浦山文一議員 登壇〕 

○１２番 浦山文一議員 １２番、会派たかま

きの浦山文一でございます。 

 初めに、このたびの東日本大震災により被災
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された方々に心からお見舞いを申し上げますと

ともに、お亡くなりになられた方々に対し心か

ら御冥福をお祈り申し上げ、一日も早い復興が

遂げられますよう、衷心よりお祈りいたすもの

でございます。 

 さて、このたびの質問は温泉プールの建設に

ついてであります。 

 昭和５４年９月定例会の一般質問において、

温泉プールの建設について菊地正昭元議員が初

めて質問されました。その内容は、年々子ども

たちの体力低下が問題となっているため、その

解決策として「全身運動のできる温水プールの

建設こそ何よりも大切なものと考える」、また観

光上山にとっても「この施設は本当になくては

ならない施設だと信じている一人であります」

と述べられたわけでございます。 

 当時の市長である鈴木啓蔵氏は「数年来、私

も他県のモデルをいろいろな角度から見ており

ますし、その重要性は十分に理解いたしており

ます。御指摘のごとく、単に市民のスポーツ、

体育振興のみならず、今後のヤング向きの観光

地として、これはぜひ必要であろうと痛感いた

しております。今後十分に検討を進めまして早

期につくりたい、かように思っております」、こ

のように答弁されております。 

 ５年の月日がたち、昭和５９年３月定例会の

一般質問では、同じく菊地正昭元議員が当時の

永田市長に対し、温水プールについて「今年度

策定される第４次振興計画にこれを組み入れる

考えはあるのか」とただしたところ、永田市長

は「市民の強い要望であり、しかも時代の要請

でもあります温水プールにつきましても、以前

の議会で御質問あった答弁を踏まえながら、さ

らにいろいろな角度から調査検討いたしまして

対処してまいる考えでございますと答弁された

のであります。 

 その後、平成４年１２月定例会、また平成５

年の１２月定例会においても一般質問に対する

答弁が行われました。平成１３年３月定例会に

おいては「温水プールまたは温泉プール建設」

に方向転換しましたが、当時の阿部實市長は「平

成６年に温水プール建設検討会議を設置し、施

設の維持管理、経営形態など建設に向け種々検

討した経緯があります。当時は第三セクター方

式による経営形態を考え、関係施設等の視察な

ども実施し検討したところでありましたが、具

体的に事業の推進までには至らなかったところ

であります」と答弁され、「水泳は健康づくりに

有益なスポーツであり、幅広い年齢層に対応で

きるスポーツであると認識いたしております」

とは言われながらも、「急激な社会の変貌、とり

わけ行財政及び広域化などに伴う諸問題等があ

り、施設の建設及び維持管理費を予想したとき、

当面温水プール建設は難しい状況にありますの

で、御理解をいただきたい」と、ここに来て初

めてプール建設は無理と表明されたのでありま

す。 

 あれから１０年がたち、現横戸長兵衛市長は

「本市の歴史ある温泉や豊かな農産物、蔵王を

初めとしたすぐれた自然環境などの地域資源を

活用し、市民の健康増進と交流人口の拡大を図

り、地域の活性化を目指す上山型温泉クアオル

ト構想を本市の重要事業に位置づけ、その推進

を図ってまいります」と述べ、既に事業実現に

向け着々と歩き出しているのであります。 

 ４月２３日から２４、２５日にかけては大分

県の由布院に出向き、クアオルト研究会設立に

関する視察を行ったり、熊野古道、由布院温泉、

かみのやま温泉で「温泉＋滞在＋ウオーキング」

による健康づくりを進め、気候性地形療法によ
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る滞在型の温泉健康保養地確立に向け精力的に

動き回っており、市長の行動力には敬意を表す

るものであります。 

 私は、クアオルト構想を確固たるものにする

ためには温泉プール建設の実現が不可欠である

と考えます。今の上山には目玉となるものがあ

りません。魅力に欠け働く場所も少ないとなれ

ば、人口が急激に減少するのは当たり前だと思

います。 

 この危機的な状況から抜け出すためには、市

長のアイデアを成功させるには、観光のまちを

復活・活性化させるには、我がまちの特産品を

売り込むためには、働く場所を提供するために

は、市民の健康と大幅な医療費削減をするため

には、最後にサークル活動発表の場と交流の場

として活用するためには、夢があって、わくわ

くして、また来てみたいと心をくすぐるような

温泉プールを上山の目玉にすべきであると思い、

私の選挙公約として掲げたものであります。 

 隣接している自治体には、それらしい施設は

ありますが、私の考えている温泉プールはもっ

と広大なもので、かみのやま温泉を全国に知れ

渡らせる規模でなければ意味がないのでありま

す。そのようなことから、市長の温泉プール建

設について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 １２番浦山文一議員の御質

問にお答えいたします。 

 温泉プールの建設について申し上げます。 

 本市の美しい自然や温泉などの地域資源は、

市民の生活や健康などと密接な関わりがあり、

同時に観光資源としても大きな魅力となってお

ります。 

 このたび湯布院温泉と熊野古道とともに設立

した温泉クアオルト研究会におきましては、力

強い一歩を踏み出すことができたものと感じて

おりますが、連携のさらなる強化とともに、相

乗効果により温泉地の魅力を高めていくことが、

これからの本市の活性化を図っていく上では重

要であります。 

 本年度、クアオルト事業を進める中で温泉の

活用策において施設のあり方を検討していくこ

とにしておりますが、建設費や維持管理費を考

えると大規模な施設の建設は難しいものと考え

ております。  

○大場重彌議長 浦山文一議員。 

○１２番 浦山文一議員 今、市長の答弁の中

で、難しいというような言葉がございました。 

 その中で私は、いやそうでもないぞと、ある

程度の財源及び方法を考えれば何とかできるの

ではないのかなと。どこの市町村においても同

じなんですが、みんなどんぐりの背比べなんで

すね。そこで、どんぐりの背比べの中で、じゃ

あ上山を一つの上山と、東北の中の上山とした

ときに、さて上山は本当に生き残っていかれる

のか、こういうふうな思いが募ったわけでござ

います。そこで、やはり地域資源としてすばら

しいものがある中でそれを利用しない手はない

だろうと私は思ったわけであります。 

 最初は財源から行きますか。じゃあ財源はあ

るのかと、こういうふうに考えたときに、私は

本当にありがたいなと思ったのは、あの競馬場

の跡地の中に東和薬品さんが来てくださった、

その中で土地をお貸しした、その年間入ってく

る金額の中から返していけるのではないのかな

と、このような考えを持ったわけです。 

 じゃあ方法としては何があるんですかと、こ

ういうふうに問われるわけでございますけれど
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も、その方法は、前にもその手法で学校給食セ

ンターをやられたＰＦＩの方式でございます。

これはもう既に学校給食センターのほうでもや

られておるわけですから、そのノウハウは十分

に熟知しているわけでございますので、ですか

ら、ＰＦＩの方式をやれば、財源がなくても企

業からのお金を借りて、その中で建てていただ

くというような方式でございますので、そうす

ると、財源があればそれを返していくわけです

から、だから先ほど言ったとおり東和薬品さん

が来てくれたおかげで返済可能だなと、私はこ

のように考えたわけでございます。 

 我が上山は本当にだんだんだんだんと人口流

出の中で危機的状況、みんなそういうような不

安を持っているわけでございますので、今私が

言ったその方式、返済の方法、これに関しまし

て市長はどのような考えをお持ちになりました

か。もう一度お伺いをいたしたいと思います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 先ほどの答弁では、難しい

という答弁をさせていただきました。これにつ

きましては、議員の御指摘では全国に誇れる規

模ということでございますから、具体的な明示

はございませんが、少なくてもかなり大きいも

のだろうというふうに想像したところでござい

ました。 

 実は、浦山議員も多分視察されたと思います

がクアージュゆふいん、私も行ってまいりまし

た。あそこは温浴施設といいましょうか、由布

岳が真正面に見える場所でございまして、老若

男女が温水プールを利用して健康づくりをやら

れていると。私も体験してまいりました。 

 あそこは、いろいろ聞きますと大変な状況に

あります。それで由布市、３つの町が合併をし

た市でございますが、今、議会の最大の課題は、

クアージュゆふいんをどうするかという課題だ

ということも承ってまいりました。しかしなが

ら、やはりあそこで温水プールを利用したこと

によって健康になられた方もいるということも

事実でございます。 

 ちょっと説明長くなりますけれども、このた

びクアオルト推進室をつくったというのはどう

いう意味合いかといいますと、今まで我々もこ

のクアオルト事業を推進してきましたが、いわ

ゆる骨格、あるいは将来像というものは、はっ

きり申し上げましてできていませんでした。で

すから、このたびクアオルト推進室をつくって、

そういった骨格の施策、あるいはクアオルト事

業そのものをきちっと整備してやっていくとい

う目的でつくらせていただきました。その中で

この温浴施設も当然検討するわけでございます

し、全然やらないという意味合いではございま

せん。 

 ただ、今御提言がありました財源でございま

すが、この東和さんのリース料の４，０００万

円については、やはりこれからの本市の財源、

つまり税金も含めて自主財源をどう高めていく

かということについて特化した形で使わせてい

ただきたいという考え方を持っております。 

 ですから、このたびの東北中央自動車道赤坂

インター以南の土地がありますけれども、そこ

についても、このたび国交省の御理解をいただ

きまして新たに直接出入りできるような道路の

整備をさせていただきましたが、そういった新

たな企業誘致とか、あるいは既存の産業の振興

とか、そういった形で使わせていただきたいと

いうように考えております。 

 そういうことで、じゃあ財源はといいますと、

観光あるいはクアオルト事業につきましてはや

っぱりそういった形で、そういった部門で終結



－１０４－ 

ができるような予算を組んでいかないと、ここ

を補てんしなければならないと、その財源を別

のところに見つけていくということについては、

なかなか難しいのではないかなと考えておりま

すし、ＰＦＩにつきましては先般も御質問なさ

れたわけですから、この方式については十分理

解しておりますが、そういったことでどの程度

の規模のお話なのかわかりませんけれども、大

きいもの、つまり全国に誇れるような施設につ

いてはなかなか難しいのではないかというよう

に考えたところでございます。 

○大場重彌議長 浦山文一議員。 

○１２番 浦山文一議員 市長の考え方はわか

ります。やはり道路関係とか企業誘致、そうい

ったまちの活性化のためにお金を使いましょう

と。でも、見てみますとそういうようなことは

どこの市町村でもやられているわけです。 

 実は、私が思っているのは、とにかく光る上

山でなければいかん、光って初めてお客様たち

が上山にやって来るし、いろいろな足を運ぶ材

料になるんだよと。だからやはりそういうハー

ド面の建設関係のほうにお金を使うのもよろし

いんですが、それは全然使っちゃだめだという

わけではございません。でもやはり私は、この

上山というところを全国に本当にアピールしな

いと、もう埋没してしまうのではないかなと物

すごい不安でならないんですよ。 

 だからこそ、中途半端なものじゃなくて本当

に大々的な、広大な敷地の中で、そして私が掲

げていた温泉旅館の長期滞在なども可能になっ

てくるし、もちろん雇用だって、やっぱりその

場所で働いてもらえば、今度はある程度の税金

を行政側に出していただける、そういうような

ことにもなろうし。 

 そして私が一番思っていたのは、山形県内の

中においても上山は医療費としてすごく膨大な

金額を払っているんですね。それを思ったから

こそ、市長はクアオルトの中において健康増進

を図っていこうというようなお考えの中からク

アオルト構想を取り入れたと思うんですけれど

も。でも、だったらそういうふうな中で医療費

削減を図りましょうと、そして別なほうに必要

なお金を回しましょうよと、そのように考えて

みた場合、やっぱり温泉プールというのは本当

に効率的にすごくいいぞというような考えの中

で、私はこのように述べさせていただいている

わけであります。 

 また、一般市民の方々のお話を聞いてみます

と、やっぱりいろいろな施設があるにしても、

なかなかそこの施設は借りることができない。

一例をとってみれば、ダンスサークルの方々と

か、またダンスばかりではなくて、エアロビク

スは体育文化センターのアリーナを使うのかも

しれませんけれども、でもまた逆に、その温泉

プールの施設の中にいろいろな多目的施設を設

けることによって、市民の方が集い、またほか

の方々も来た人はそこに集い、いやすごくいい

ねというような波及効果がもたらされることに

なると私は思っているんです。 

 特に、私は上山市民が上山に対する愛着心と

いうのですか、上山が大好きだ。絶対上山を何

とかしていきましょうというような声、その気

持ちを高めていただきたいんですけれども、も

う危機だということで、上山はもう何もない、

このようなマイナスの言葉が聞こえます。その

マイナスの言葉を何とか打開し、本当にこの上

山を私たちは愛しているんだと、愛するために

「我々の市にはこういうものができたんだ。み

んな来てけろ」と、こういうふうな思い、声を

発信できる場所になるのではないのかな。 
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 上山市民がそういうふうな気持ちになっても

らいたいし、そしてそういうふうに発信しても

らえればありがたいかな。このような場所がや

っぱりあるべきだと私は考えておるわけでござ

いますので、市長、もう一度その点お話をお聞

かせください。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 マイナスの言葉が聞こえる

というお話でございます。 

 私も実は、市長就任のときに申し上げた一つ

の言葉が、ないものねだりではだめだというこ

とを申し上げました。これは何かというと、つ

まり上山がよく天童と対比されるわけでござい

ますが、その中で出てくる一つのことが、天童

は土地が広い、上山はいわゆる平場の土地が少

ないと、だからだめなんだということも聞かれ

ました。 

 でも、やっぱりそう言ったってどうにもなら

ないわけでございまして、地域資源をもう一度

見直して、地域のよさ、ほかにはないよさもあ

るわけですから、だから今回のクアオルト事業

というのは、まさに上山のすぐ行ける里山、あ

と蔵王坊平とかそういったものを大きな資源と

して活用するというのがこのクアオルト事業で

ございます。 

 このクアオルト事業も、健康増進、交流人口

の拡大ということでございまして、今、認定コ

ース、あるいは各公民館単位でクアの道もつく

っていただいておりまして、大分歩いていただ

いております。私も毎日のように歩いておりま

すけれども、歩いてくださる方がふえてまいり

ました。その中で話し合うことが、血圧が下が

ったとか糖尿病の血糖値が下がったとか、そう

いういろいろな話も聞こえますし、大変喜んで

歩いていただいています。 

 このクアオルト事業の今までのウオーキング

と違うことは、エビデンスつまり数値的に効果

を示し、最終的には医療のほうにも連携した施

策にしていきたいということでございまして、

今はいわゆる企業の簡保組合とかそういう方々

にも来ていただくというようなところまできて

おります。 

 決して温水プールとか、そういったものをつ

くらないということではなくて、そういったも

のは当然視野の中にございます。ございますけ

れども、こだわりますけれども、今回の直接の

質問に対してはそういう形で答弁をさせていた

だいたということでございまして、このクアオ

ルト事業の中には温水プールといいますか、温

浴といいますか、これは必須条件でございます。

ですから、そういった形でやっていきたいなと

思いますし、あとは建物ということでの魅力と

いうよりは、やはりこういったいろいろな事業

とか政策とか、その魅力を打ち出していくとい

うことがより大事だと思いますし、そういった

クアオルト事業も総合的な施策の中での、きょ

うの質問は一部分だというような形でとらえさ

せていただいておりますけれども、これも重要

な点であるということは十分認識をしていると

ころでございます。 

○大場重彌議長 浦山文一議員。 

○１２番 浦山文一議員 市長の思いはわかり

ました。 

 そこで、最後なんですけれども、第６次振興

計画基本構想の中の上山まちづくり戦略プロジ

ェクトの展開ということで、これ本当にいいな

と思ったことは、このようにやっぱりならなく

ちゃだめだなと思ったことは、抜粋すれば「上

山の魅力的な健康まちづくりの情報を世界に向

けて発信し続ける都市の実現を目指す」と、こ
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のようにはっきりと明記されております。それ

とともに、第６次振興計画の中でも、新時代に

向けての上山市の基本的課題の中に「個性と地

域資源を活かした魅力あるまちづくり」、これも

掲げておりますね。ということでもろもろ言わ

れておりますけれども、最後に書かれているの

は、「本市はこうした豊かな地域資源の価値につ

いてすべての市民が積極的に認め、愛し、誇り

を持って地域の魅力を再認識し、市民みずから

磨いていく努力が必要である」と。磨いていく

ということは、やっぱり自分のまちを愛し、そ

していろいろな方々に自分の口から、市民一人

一人の口から市外、全国に発信していくことが

大切なんだよということを言われております。 

 とにかく、市長はいろいろな面で本当にフッ

トワークよく上山市のリーダーシップに本当に

マッチしたすばらしい市長だと私は思います。

ですから、これからの上山市をもっていくため

に、ちょっと後退するようなことじゃなくて、

とにかく上山ここにあり、そういうふうなまち

をつくっていただきたい。そのためには生きた

お金を使っていただきたい。その道を間違えな

い方向にもっていっていただければ本当に幸い

かなと、このようなことを申させていただき、

質問を終わらせていただきます。 

 ありがとうございました。 

○大場重彌議長 次に、１０番阿部五郎議員。 

〔１０番 阿部五郎議員 登壇〕 

○１０番 阿部五郎議員 議席番号１０番、会

派蔵王の阿部五郎でございます。 

 通告に従いまして、順次質問いたします。今

回は、項目を絞って質問させていただきます。 

 上山小学校の改築でありますが、東日本大震

災後の校舎の耐震についてまずお伺いいたしま

す。 

 このたびの東日本大震災の被災地、被災者の

皆様には心よりお見舞い申し上げます。 

 去る３月１１日に発生した東日本大震災は、

まさに我々がいまだ経験したことのないマグニ

チュード９．０という大地震となりました。上

山市は震度５強ということですが、幸いにも当

市の小中学校では壁の一部が壊れたり、亀裂が

生じた程度で、人身事故もなく済みましたが、

上山小学校は、平成２１年度に耐震診断を行っ

た結果、補強工事は不適当であると判断され、

改築の方針を決定したものであります。 

 しかし、この耐震診断は東日本大震災が発生

する前の診断であり、大震災後は表面的には壁

の一部の破損や亀裂を生じた程度でありますが、

その後も毎日のように余震が続いている現状を

考えると、内部の構造的なものは、最初の耐震

診断に比べ当然劣化している可能性は大である

と考えます。この事が小学生の児童や父兄の一

番心配していることであります。 

 説明によりますと、校舎の完成は平成２６年

度とのこと。この間の４年間、毎日不安な気持

ちで学校に送り出す親の心情ははかり知れない

ものがあり、中には校舎の安全性が確保されな

い状態であるならば通学させるのは不安であり、

転校も考えている父兄もいるとのことです。ア

ンケート調査によりますと、現在の校舎に児童

を通学させるのに不安を感じるかという問いに、

震災前は「不安である」という方が３１．５％

でしたが、震災後は「不安である」という方が

７１．４％と、倍以上の方が不安を感じる意識

の変化が見られました。 

 このようなことから、以前の校舎の状況を保

っているのか、それとも劣化しているのか、再

度耐震診断を受け、結果を公表していただきた

いと望むものであります。教育委員長の御所見
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をお伺いいたします。 

次に、一日も早い校舎の完成についてであり

ますが、創立としては上山尋常高等小学校、明

治２５年１０月設立でありますので、ことしで

１１９年になっております。上山小学校となっ

てからは、上山町立上山小学校、これは昭和２

２年４月設立ですから、ことしで６５年を迎え

ております。この間１万５，５７５名の卒業生

となり、歴史と伝統のある小学校でもあります。 

 今年の２月定例会でも同僚議員の質問に教育

委員長より答弁があり、また６月９日の議員研

修会でも説明を受け、今後の工事の工程は見え

てきましたが、校舎の完成が平成２６年度とは、

その間４年、児童や父兄の気持ちを察するとき

心が痛むものがあります。 

 やはり子どもは、地域そして市の宝であり、

国の宝でもあります。安心して学校生活ができ

るよう、一日も早い校舎の完成を願うものであ

ります。教育委員長の御所見をお伺いし、私の

質問といたします。 

○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 １０番阿部五郎議員の

御質問にお答えいたします。 

 初めに、東日本大震災後の上山小学校校舎の

耐震について申し上げます。 

 地震による校舎への影響につきましては、点

検を実施した結果、大きな損傷は受けておらず、

現状は地震発生前と変わらない状況にあるもの

と判断しております。改めて耐震診断を実施す

ることにつきましては現在のところ考えており

ませんが、今後は必要に応じて専門家の意見を

聞くなど注意深く見守りながら状況の把握に努

めてまいります。 

 次に、早期完成についてでございますが、上

山小学校校舎につきましては、耐震診断の結果

構造耐震指標が低く耐震化の優先度が高いこと

から、議員御指摘のとおり一刻も早く改築を実

施する必要があり、諸条件を総合的に判断し、

現在地における早期完成に努めてまいります。 

○大場重彌議長 阿部五郎議員。 

○１０番 阿部五郎議員 答弁ありがとござい

ました。 

 今の教育委員長の話によりますと、再度調査

した結果、以前と変わりないという答弁をいた

だきまして、父兄の方も安心できるのかと思い

ます。 

 それから、去る３月１１日の震災の当日です

が、父兄の話によりますと、上山小学校は一次

避難場所になっているわけですけれども市民会

館に避難されたということですが、これは校長

の判断なのか、教育長の判断なのか。その辺に

ついてお聞かせ願います。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 これにつきましては、

教育長のほうからお答えいたします。 

○大場重彌議長 教育長。 

〔木村康二教育長 登壇〕 

○木村康二教育長 これは学校長の判断であり

ます。 

○大場重彌議長 阿部五郎議員。 

○１０番 阿部五郎議員 いまだ余震が続いて

いるわけでありますけれども、いつまた強い地

震が発生しないとも限りませんので、先ほども

お願いしましたけれども、一日も早い校舎の完

成を再度強く望むものであります。 

 最後に教育委員長の決意をお伺いいたします。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 先ほど特に申し上げま

したように、できだけ早期にそれに取り組んで
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まいりたいと、こんなふうに考えております。 

○大場重彌議長 阿部五郎議員。 

○１０番 阿部五郎議員 いろいろな障害もあ

るかと思いますけれども、よろしくお願いいた

します。 

 これで質問を終わらせていただきます。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５９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、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 会派たかまき、尾

形みち子でございます。 

 このたびの質問は、大きく防災行政と対策に

ついてと観光行政について、２点を順次質問い

たします。 

 最初の質問の、自主防災の充実についてであ

ります。 

 まず、去る３月１１日に発生しました東日本

大震災では国内観測史上最大のマグニチュード

９．０を記録し、大地震による建物の倒壊、地

すべり、液状化現象、地盤沈下などの直接的被

害のほか、３０メートルにも達した津波や火災、

そして東京電力福島第一原子力発電所事故に伴

う放射性物質漏れ、そして都市部では大規模停

電が発生し、県内でも、上山市においても、観

光面、経済面においても風評被害などを含めた

二次被害がもたらされております。また、姉妹

都市の名取市においても被害は甚大で、亡くな

られた方々の御冥福と、被災された方々に心よ

りお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復

興をお祈りいたします。 

 このたびの大震災で、いち早く地域防災力を

生かし、行政の手をかりず公民館を開放し、ひ

とり暮らし、二人暮らしの高齢者に対し、自主

的に暖房や毛布、炊き出しなどの対応をされた

地区があったことを聞いており、避難された

方々はさぞ安堵し安心されたと思います。 

 本来、自主防災とは地域の弱者への支援を初

め避難誘導、そして火事を出さない日ごろの啓

発といったような活動であるわけでございます

が、この大地震を機に自主防災の充実、強化を

各地区に徹底していただきたいというふうに思

っております。 

 また、災害時に備え、高齢者世帯や要援護者

の名簿が個人情報保護法の点で作成しにくい現

状もあり、避難誘導や安否確認等の緊急時に活

用できるように、市として名簿の作成支援をす

る必要があると考えます。市長に見解をお伺い

いたします。 

 次に、各地区への防災資機材等の備蓄につい

ての状況でございます。これは、この震災時も

含めて自然災害、そういった点で把握が必要で

あるとともに、不足した物、新たに必要になっ

た物に対して補助をしていくべきというふうに

考えます。市長に見解をお伺いいたします。 

 さらに、災害時の初動対応ですが、初動時に

おいて消防団と自主防災組織との連携が必要と

思われます。本市の対応策と訓練の実施につい

ても市長にお伺い致します。 

 次に、愛護動物への対応についてです。いわ

ゆるペットなどへの対応についてであります。 

 大震災後、本市でも３月１５日から東京電力

福島第一原子力発電所事故に伴い、福島県から
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の避難者は、避難場所を体育文化センターに置

いて、３月２３日のピーク時には２２９人であ

りました。その中には犬や猫のペットを同行し

た家族もおりました。飼い主にとってはペット

は心の支えであり、家族同様の存在でもありま

す。 

 過去にも、阪神大震災において把握している

だけでも９，３００匹の犬と猫が被災したこと

が発表されております。平成７年当時、緊急災

害時動物救済本部のような受け入れ先がなかっ

たということでありまして、また新潟中越地震

の際にも、飼い主とペットが被災生活を共にす

るため車内に長期間寝泊まりしたため、飼い主

の女性がエコノミークラス症候群になり、体調

が悪化し死亡したケースもあるというふうに報

道がなされております。 

 自然災害が多発しているような現状では、今

後の避難場所の確保時にペットづれの対応を想

定すべきと考えております。また、秋の総合防

災訓練のときに動物同伴の防災訓練ができない

かもあわせて市長にお伺いいたします。 

 次に、小中学校の対応であります。 

 大規模地震の際や自然災害発生時には、学校

の施設は地域住民の緊急避難場所となります。

しかし、防災機能として現状で十分なのか。大

震災で学校や体育館が避難所となった場合、食

糧、生活必需品等の必要物資を初め、避難生活

に必要な諸機能を整備する必要があると思われ

ます。 

 一つに、学校施設の安全性の確保から見て、 

学校の耐震化であります。 

 二つに、学校施設の防災機能の点検と整備、 

機能の充実が重要になってきます。テレビやイ

ンターネット接続用ケーブルの設置、防災情報

伝達手段も検討しておく必要があると考えます。 

 三つに、最も大事な小中学校の防災教育につ

いてであります。児童、生徒の安全性確保のた

め、避難訓練の実施はもちろんですが、防災教

育の強化は、特に次世代を担う人材として中学

生が地域防災力を維持していく上で大きな力と

なるはずです。中学生が災害時に自主防災組織

の一員として活動できるように、仮称ですが「ジ

ュニア防災リーダー」の育成についても提案し

ますので、教育委員長に見解をお伺いいたしま

す。 

 大きな２点目です。観光行政についてであり

ます。 

 新たな観光ＰＲの施策についてです。上山市

のホームページアクセスは、最近インターネッ

トを利用する市民を含め増加する傾向にありま

す。これまでＰＲ手段といえばポスターやチラ

シでの周知方法でしたが、最近はコミュニケー

ションツールとしてブログやツイッターを活用

し、随時タイムリーに観光情報を発信すること

ができることで有効的と考えます。 

 つい最近、上山市観光物産協会のブログでは 

さくらんぼ開園式での写真、そしてコメントに

「おいしそうですね」「感動しました」と記載さ

れております。コミュニケーションとしてやり

とりに活用されておりますので、本市のホーム

ページで上山を知ることの便利さを発信するた

め、ツイッター活用の実現をお伺いいたします。 

 次に、映画「おくりびと」「小川の辺」 など

の国内の映画やテレビドラマのロケ地誘致など、

上山がロケ地となることで付加価値が生まれて

います。映画監督、脚本家、プロデューサー、

小説家、そして絵本作家、コミック雑誌などな

どの作家等に上山を取り上げてもらう市の戦略

プロジェクトを期待しているところでございま

す。 
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 また、キャラクターを利用したＰＲの活用も

提言いたします。 

 全国的にはご当地ゆるキャラを観光ＰＲとし

て活用している多くの自治体があり、イベント

や祭などで老若男女に大変好評であります。現

在、キャラクターのイメージは着ぐるみだけで

なく、奈良の「せんとくん」のように個性派ぞ

ろいのガールズ、ボーイズ、イケメン隊を初め、

山形では大鍋宣隊イモニレンジャーが活躍して

いるところでございます。上山のイメージはか

かしなのか、カセ鳥、上山城なのか迷うところ

ですが、かかしレンジャーを結成し、元気な上

山のイメージで関係団体との連携を図り、多く

の活躍の場をつくることが考えられます。市長

の見解をお伺いいたします。 

 次に、かみのやまスイーツの開発と発信であ

ります。 

 昨年、総務文教常任委員会で北海道の滝川市

を視察、調査してまいりました。委員長として

報告しておりますが、女性の視点で大いに盛り

上がった「たきかわスイーツアクションプログ

ラム」です。これを御紹介させていただきます。 

 北海道は全国的にもおいしさ、人気のあるス

イーツ王国でありますが、滝川市はその点誇れ

る商品もなく、北海道内でお土産、スイーツラ

ンキングが下位、下のほうであったとのことで、

市民と行政が一緒になってつくり上げた事業で

あります。市民とお菓子屋と行政で委員会を結

成し、滝川らしいコンセプトを入れながら季節

ごとのスイーツを創作し、テーマを決め、１回

目は市民のアイデアで雪の多い滝川市、雪のイ

メージ「ふわふわ」、２回目は滝川市が日本一作

付面積を誇る菜の花をイメージして「菜の花」、

３回目は秋の豊富なおいしい地産地消の「秋の

うめえーもん」、そして４回目は売れる米づくり

プロジェクトで滝川市が米の戦略をしている米

粉を使ったお菓子「たきかわのこめえー」の４

つのテーマでお菓子をつくり販売しました。予

想を上回る売り上げと報道や雑誌にも取り上げ

られ、市民からも、お土産としても人気も上々

だそうであります。 

 これをヒントに、上山版スイーツとして市の

主催によるスイーツコンテストを開催すること

を提案いたします。その一つとして一般市民の

部、もう一つをお菓子職人部門とし、市内のお

菓子屋さんを巻き込み、地産地消や消費者目線

を大切にし、ブランド化、そして観光客、外客

誘致を含め市民に愛されるスイーツづくりを目

指すものであります。 

 上山らしいテーマとしては、さくら回廊物語、

ラ・フランス、紅柿、そしてさまざまなものが

考えられますが、味覚、視覚、そして色彩など

など、おいしさを競い合い、上山に誇れるスイ

ーツとお土産ができないものか、市長に見解を

お伺いいたします。 

 そのスイーツコンテストの結果というか、そ

れは市内の菓子店の技術向上、そして売上増進

にもつながり、市民や県内のお菓子好きには大

変関心度が高まると考えられます。参考までで

すけれども、一般市民コンテストの優秀者には

プロへの支援とか助成、そして職人の優秀者に

は市報等で菓子店のＰＲ広告、上山市で使う贈

答用一年間分の利用などの特典をつけてみては

いかがでしょうかということをお聞きして質問

とさせていただきます。 

○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、自主防災の充実について申し上げま
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す。 

 要援護者等名簿の作成に対する支援について

でありますが、本年度、要援護者情報を住宅地

図上に表示することのできる要援護者台帳管理

システムを導入する計画であり、システムを導

入するに当たり、要援護者情報の活用方法につ

いて検討してまいります。 

 各地区への防災資機材についてでありますが、

市が支援してこれまで整備した資機材につきま

しては、初期消火や自主防災組織の訓練などに

役立っており、状況把握については消防団など

を介して行っております。不足している物や新

たに必要になった物の整備につきましては、各

自主防災組織と連携しながら補助制度の活用な

どにより支援してまいります。 

 災害時の初動対応についてでありますが、消

防団と自主防災組織との連携は不可欠であり、

地区によっては相互の連携による訓練を行って

いる地区もあります。本市といたしましても、

毎年総合防災訓練において消防団と自主防災組

織が連携しながら訓練を実施しており、今後に

おきましても各種訓練等において相互の連携を

強化し、地域防災力の向上に努めてまいります。 

 次に、愛護動物への対応について申し上げま

す。 

 本市におきまして自然災害等により避難が必

要と想定しているものは、大規模な地震発生や

大雨などによる土砂崩れなどにより家屋が倒壊

した場合などであり、ペットも家族同様に避難

させたいという気持ちは十分理解するものであ

りますが、災害が発生した場合、人の命を救う

ことが最優先であると考えております。 

 そのため毎年総合防災訓練を実施しており、

今後は東日本大震災を教訓にして、市民が安全

に避難するための訓練をさらに充実させてまい

ります。 

 次に、新たな観光ＰＲの施策について申し上

げます。 

 本市では、地域の自然や食、温泉、伝統文化

を健康という視点から見直し、日本の風土に合

った滞在型の健康保養地づくりを進めておりま

す。 

 さきの東日本大震災を契機に観光に関する価

値観も変化しつつあり、これまでの周遊型観光

や一過性のイベントから精神の安定とリフレッ

シュを目的とした保養中心の観光へ移行する動

きが出てきております。 

 こうしたことから、本市が持つ地域資源を生

かし、心地よくゆっくりのんびり滞在できる地

域、仕組みづくりを進め、「めでためでた♪花の

やまがた観光圏」、湯布院温泉、熊野古道と連携

しながら本市の魅力を広く発信してまいります。 

 次に、上山スイーツの開発と発信について申

し上げます。 

 現在、蔵王高原坊平のレストランではラ・フ

ランスピザが、また市街地では食用ほおずきを

使った商品が開発され、販売されております。

そのほかにも上山らしさをあらわした菓子類が

多くあり、また逸品研究会に参加する各個店で

も自慢の逸品が開発されております。さらには、

観光物産協会の物産部会でも、新たな商品づく

りに向けてこの６月から毎月１回勉強会を開催

していることから、市主催によるコンテストと

いう形ではなく、こうした日ごろの地道な活動

を支援し、新たな商品づくりや民間による各種

コンテストの開催につながる機運を高めてまい

りたいと考えております。 

○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 １１番尾形みち子議員
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の御質問にお答えいたします。 

 小中学校における防災対策について申し上げ

ます。 

 学校施設における耐震化の状況についてであ

りますが、本年４月１日現在で対象棟数４６棟

のうち２０棟が耐震化を完了しております。残

り２６棟の耐震化の計画につきましては、上山

市建築物耐震改修促進計画に基づき、平成２７

年度の完了を目標に年次計画により進めてまい

ります。 

 防災機能の充実についてでありますが、現在、

小中学校の体育館につきましてはテレビやイン

ターネットが接続できない状況となっておりま

すので、今後は防災機能の充実を図るため接続

の整備を検討してまいります。 

 防災教育についてでありますが、市内小中学

校では、地域と連携し安全・安心な学校づくり

の推進を図り、子どもたちが自分の身を守る能

力を高める安全指導を行っております。 

 また、年間計画に位置づけまして避難訓練を

実施し、児童、生徒の防災に対する意識を高め、

災害時には適切に対応できる実践的な力の育成

に努めるとともに、起震車体験など防災に対す

るより実践的な技術、知識を身につけるための

取り組みを行っているところでありますが、東

日本大震災の教訓に学び、今後とも防災教育の

さらなる充実を図り、児童、生徒の安全確保に

努めてまいります。 

 ジュニア防災リーダーについてでありますが、

生徒が実際の災害現場で活動することは難しい

ものと考えておりますが、日ごろの自主防災活

動への参加など、学校と地域の連携で対応して

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 各答弁ありがとう

ございました。 

 まず最初に、自主防災については、今後地図

上で要援護者ですか、そちらのほうも示される

ということではありますけれども、やはりこれ

は万が一のことがあります。 

 自主防災というのは、もちろん消防団、それ

から自主防災、地区の皆さんと連携というもの

がとても必要だということはこの災害を通して、

もちろん今までも訓練をしておりますから理解

できるわけですけれども、実は民生委員の方の

話をちょっと小耳に挟んだんです。例えば災害

時の場合、この大震災のときというふうに想定

したんでしょうけれども、３月１１日の話です。

この日入院しておられた方がいた、それからデ

イサービスの日であったというようなことで、

地区の方が大変心配をしたというような、この

話が私のほうに入っております。 

 ということは、トータルで情報の共有化をす

るという、このことがとても大事じゃないかと

いうことでありますので、このネットワークの

組織も含めて、これから地図上の名簿作成とい

う言い方なんでしょうか、それともそういった

ものも含めて、今言ったような場合、そういっ

たときの連携についても今後どうされるのか。

私は、これはネットワークがすぐさま必要だと

いうふうに思っておりますので、その辺のとこ

ろも市長にお伺いいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 このことについては、防災

のみならず、例えばこの冬除雪なされたわけで

ございますが、特に雪が重かったというような

ことで、道路の除雪をした際に雪が家の前に当

然行くわけですが、それを片づけるのに、ひと

り暮らしの方とかそういった生活弱者といいま

しょうか、そういう方が大変苦労されたという
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お話も承りました。 

 そういうことで、そういった方々をやはりき

ちっと地図上にということで、今進めておるわ

けでございますが、ただ、個人情報保護とか、

条例とか、それがやっぱりネックになっている

ということも事実でございます。ですから、そ

ういった一体的に、当然民生児童委員の方々に

も御理解、御協力をいただかなければならない

わけでございますが、その点については今後い

ろいろ検討させていただいて、地域の方、ある

いはそういった生活弱者の方が一体となってい

ろいろな面に取り組んでいかれるようなシステ

ムをぜひつくっていきたいというふうに考えて

います。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 ありがとうござい

ます。 

 今後そのネットワークも含めて連携というか、

そういった委員会を立ち上げるということもま

た期待したいというふうに思っております。 

 実は、このたびの災害時にこんなことがあり

ました。これは南陽市の個人の自転車屋さんな

んですが、小型発電機を所有していたというよ

うなことで、個人対応はもちろんですけれども、

周りの市民の方に大いに利用されたと、本当に

助かったわというように新聞に載ってあったん

ですけれども、これは私は直接お聞きいたしま

した。自分のところは発電機を持っているとい

うような状況なんですけれども、さていざとい

うときに、上山市に拠点施設というところが何

カ所かあるわけですね。そういった場合に発電

機、そういったものが実際に所有施設として今

現在あるのかどうか、そちらのほうも再度お尋

ねいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 それにつきましては担当課

長から説明申し上げます。 

○大場重彌議長 消防長。 

○佐竹康弘消防長 それではお答えいたします。 

 自主防災組織として発電機を整備した設置数

ですが、現在といいますか、整備した時点で６

台でございます。そのほか中部コミュニティ防

災センターに２台、それから北部コミュニティ

防災センターに５台ということで、合わせまし

て１３台の発電機があるという現状であります。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 結局、私たちも恩

恵はあずかっていますけれども、オール電化と

いう、大変便利でこの大停電のときは大変不便

だというような、市民の皆様からも大変苦情と

いうか、結果的には携帯電話の充電がままなら

ないということで、上山市役所に大勢の方が、

１００人以上の方が押し寄せたんだと思います

けれども、そういった意味で、やっぱりすぐの

対応ということが今後必要になってくる、市民

に周知するべきだというようなことで、この辺

のところもお尋ねしたいので、今後こういうこ

とを市民に周知する、そしてもっと拠点を整備

していくというような考えがあるかどうか、そ

れを市長からお聞かせください。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 このたびの東日本大震災、

本市におきましては直接的な地震の被害という

ものはほとんどなかったというように理解して

おりますが、ただ、やっぱり停電が１日ぐらい

あったというようなことでございます。 

 そういうことで、改めて電気のない生活が本

当に不便といいましょうか、生活に大きな支障

を与えるんだなということを感じたところでご

ざいました。ましてや３月のあの時期は大変寒
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い時期だったものですから、特にそういうこと

を感じたわけでございますが、やっぱり今後は

このたびの大震災を教訓にして、改めて本市の

防災計画の見直しとか、危機管理の見直しとか、

そういったこと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 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 それを積極的にす

る、もちろんこれは市民の命を守るというよう

なことで大変大切なことでもあります。 

 情報を知るというようなところにおいてもで

すけれども、実はそのことで、ペットについて

ちょっとお尋ねしたいんですけれども。その避

難訓練をする、今期もうなさらない、秋期にあ

るわけですけれども、今後上山市のペットの状

況というか、ふえる可能性がある。要するに高

齢化になっていきますと、ひとり暮らし、二人

暮らしになっていきますとやっぱりペットに愛

着を感じる、そして家族のように思うというよ

うなことは私も一度申し上げましたけれども、

そういったところにおいて避難訓練、それから

もちろん避難所を設置するというようなことも

あり得ないわけではないというふうに思うわけ

です。ですから、避難所のことは全然お伺いで

きなかったので、これはどうなさるおつもりな

のかお聞きいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 このたびの東日本大震災で

避難された方、あるいは避難所ということは二

つに分けることができると思います。一つは、

やはり何といいましても地震、そして津波で被

災された方、もう一つは東京電力の原発事故に

よる避難、この二つに分けられると思います。 

 実は、上山には南相馬市のほうから、先ほど

の御質問にありましたように２３０名ぐらいの

方が来られたということございます。その方々

は時間的な余裕といいましょうか、そういうこ

とではペットも一緒に避難された方というふう

に理解しておりますし、また、津波に遭われた

方は、ペットというよりはむしろやっぱり自分

の命、家族の命ということが最優先というよう

なことであったというふうに理解しております。 

 それで本市の場合でございますが、何日かた

って市民の方からお話がありました。ペットも

大変精神的にまいっていると。鳴き声も異常だ

とかそういうことがありました。早速担当課の

ほうに指示しまして、ゲートボール場がありま

すがあそこはネットで囲われておるので、あそ

こをドッグランとして開放するようにというよ

うなこともさせていただきました。 

 そういうことで、この災害によってペットを

同伴できる場合、あるいはできない場合、いろ

いろあると思いますが、あともう一つは、長期

間になるかどうかということもあるわけでござ

いまして、そういったケース・バイ・ケースの

中でこのペットについては対応していきたいと

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 やはりケース・バ

イ・ケースをお願いしたいと、緊急時という場

合が往々にしてある大震災ですので、それもあ

わせてお願いしたいと思っています。 

 次に、仮称ですけれども中学生のジュニアリ

ーダーというか、これは藤沢市が実際にやって

いる、教育の一環として、それからもちろん自

分の命を守るということでもあります。 

 これはもちろん阪神淡路大震災のときの神戸

市が中心になって起こったジュニア防災リーダ

ーというようなことなんですけれども、やはり

こういう大震災の後にこのジュニア防災リーダ
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ーができ上がったというか、確立したというよ

うなことなので、本市は幸いにして大きな地震

ではなかったとはいえ、これは本当に地域の中

でもある程度一緒に活動できる部分というのは

大変あるのかなというふうに思っております。 

 もちろん、一番は命を守るというようなこと、

自分の命を守る防災教育。それからそれとあわ

せて、やっぱり地域とどのような形でするかと

いうのも検討課題にのせていただきたいと。そ

して今後の防災教育のあり方も含めて、もっと

強化してもらう方法があるのではないかと思っ

ていますけれども、教育委員長、その点につい

てお願いします。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 消防本部との関係もあ

るとは思うわけでありますが、この件につきま

して教育長のほうから答弁いたします。 

○大場重彌議長 教育長。 

○木村康二教育長 先ほど尾形議員のほうから

もありましたとおり、やはり一番学校で大切に

しているのが子どもの命でありまして、何より

も子どもの命を守るための学校における防災計

画というものを、まず学校としては一番大切に

しているものであります。 

 その上で、地域との連携の中でこのような中

学生における防災リーダー、ジュニアリーダー

のような形のものがつくれるかどうか、その辺

について関係部局との連携のもとで模索をして

みたいと思っております。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 ありがとうござい

ます。 

 ちょっと一言、その広報ふじさわからですけ

れども、その中身です。感受性の豊かな中学生

は大人が思っている以上に使命感を持って活動

できると、それが自信になって生きる力や守る

力が備わっていくのだろうというようなことが

書いてあります。ですから、ぜひそれも検討の

課題に入れていただくようにお願いします。 

 次に、観光行政について二、三質問したいと

思います。 

 先ほども市長は、今はもう既にクアオルトの

中で健康がキーワードというようなこともあり

ますので、そういったかぶりものというのです

か、キャラクターは今もう存在しないというか、

考えられないというようなことですけれども、

やっぱり上山といえばかかし、そしてカセ鳥と

か、さまざまな戦略をするのにも大変ユニーク

なものがあるというふうに私は考えているんで

す。ですからそれを何とか生かせないかと。 

 これは上山市役所版、市役所職員版かかしレ

ンジャーというようなことをちょっと頭の中で

描いたんですけれども、そんなことも含めてそ

れを再度御質問いたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 本市にはほかにない祭行事

があります。私も副市長もその３つの祭行事を

名刺に刷っておりますけれども、やはり固有の

といいましょうか、そういった祭をやっぱりこ

れから頑張っていく必要があるというふうに考

えております。その中で、今挙げられたカセ鳥

も、かかし祭りもそのとおりでございます。 

 そういったかぶりものというんでしょうか、

キャラクターというんでしょうか、これは大分

ほかの観光地といいましょうか、あるいはほか

のまちづくりの中でも使われていると、そして

また注目を浴びているということも存じ上げて

いるところでございます。 

 しかし、じゃあこれを本市版にすればどうな

るのかということもあろうかと思いますが、や
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はりそういった広報宣伝というものは、二番せ

んじ、三番せんじでは余り効果がないのではな

いかなと考えておるところであります。 

 そういうところで、何とか市独自といいまし

ょうか、上山発ということにしていかなければ

ならないわけでございますし、そういった面で

は、例えばカセ鳥については、２月１１日のお

祭り日だけではなくて、前後策といいましょう

か、１カ月前あたりからまちの中にカセ鳥を飾

るとか、あるいは出前カセ鳥をやるとか、そう

いった形でやっておりますし、また、必ず２月

の全国放送にもなるというような位置づけにも

なってきておりますし、やっぱりそういった形

で何とか独自の宣伝といいましょうか、そうい

う形でやっていくべきであろうということで答

弁をさせていただきました。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 議員の中にもカセ

鳥保存会の元会長さんもおられますので、そち

らの部分は本当にこれからさまざまなところで

なされるというふうに思いますので、ぜひ今後

もほかにない上山市の発信というか、そういっ

たものを強力に押していきたいというふうに考

えております。 

 それとともにスイーツ作戦について。私、１

問目では言わなかったんですけれども、平成２

６年ですか、２０１４年に冬季国体があると。

上山市は大変誇れる、さくらんぼにしてもラ・

フランスにしても、さまざまなものがあるとい

うふうに思っていますけれども、これが冬とな

ると、冬のお土産に大変困るという。これは多

分春もそうなんでしょうし、そういった時期の

ときにおいしいお土産が欲しいなというような

こともあります。 

 実は先日、北海道・東北ブロックで大きな合

唱コンクールというか、合唱大会がありました。

そのときに青森県から「気になるリンゴ」とい

う、パッケージにしたもので５８０円ぐらいの

お値段ですけれども、大変好評なリンゴのお菓

子をいただきました。丸ごとリンゴがパイのよ

うになっているようなリンゴのお菓子なんです

けれども、この方、前回もそのお菓子を持って

来たのでした。やっぱり手ごろだというところ

においては、女性は目がないというようなとこ

ろと、ネーミングもよろしいというようなこと

もあります。そして中身もおいしい。これまた

三拍子そろっているんですね。 

 こういったところも含めて上山市に、それこ

そ市長が言っているほかにないものというもの

であれば、スイーツもやはり自己満足ではない、

市民の皆さんからも喜ばれ、そして観光客、外

客、そういった方たちももちろんお買い物がで

きるような、そういった方たちにもぜひおいし

いお菓子、上山の名品といわれる逸品物という

ものに対してじゃなくて、さまざまなお菓子の

種類があることの満足度、そういったところか

らコンテストをぜひお願いして、何とか上山の

有名なお菓子にもっていけないかと。レベルア

ップというかそういったものも含めてこれをぜ

ひ検討する、女性の力で何とかならないかなと

思ってはいるんですけれども、市長、女性は甘

い物に目がないので、その辺のところをつけ加

えていただいて、そのような形にもっていって

いただくということもお願いしたいところなん

ですけれどもいかがでしょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 １問目の中でコンテストと

いうことが出てまいりましたけれども、やはり

コンテストをするにもある程度の品ぞろえとい

いましょうか、種類とか、あるいはレベルとか、
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これはあると思うんです。 

 ですから、今、一店逸品運動というような形

で、それぞれのお店の方々が創意工夫をしたお

菓子やらジャーキーとかいろいろなものをつく

って販売とか、そういうことをやっていただい

ております。そういった土壌が出てこないと、

コンテストをやっても意味合いがないというこ

とにもなり得るので、そこはやっぱり常日ごろ、

先ほど申し上げました勉強会とかいろいろなこ

とをやってレベルアップといいましょうか、そ

ういうことをしていく中でコンテストなどをや

って、そしてそこでみんなが認めるような、あ

るいは皆さんから好まれる、喜ばれる、そうい

った商品が出てくることを願っておるところで

す。 

 そういうことで、上山も確かにさくらんぼ、

ラ・フランスあるわけでございますが、先ほど

のお話のように、冬とかそういった端境期とい

いましょうか、そういうところもあります。今、

農業も６次産業化ということで、流通・加工部

門が大きな部門を占めるということでのこれか

らの政策が今やられておるわけでございますが、

そういった形でも農家の方も加工という面につ

いて手を伸ばしている方もおられます。 

 そういうことで、お菓子に限らずそういった

地元の資源を、おいしい果物も含めてそういっ

た形でも商品化をやっていただくことがまず大

事ではないかなというふうに考えておるところ

でございます。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 ありがとうござい

ます。 

 最後に私から一つ提案させていただきます。

実現に至るようこれから私もいろいろ研究させ

ていただきますけれども、大体お土産とかスイ

ーツを食べるというのは、ほとんど女性が消費

者だと思います。ということは、かぎを握るの

は女性だというふうに思っておりますので、上

山はほかにない紅柿があるわけで、今はもちろ

ん干し柿にしても生食にしてもおいしく食べら

れているんでしょうけれども、例えばそれより

もその紅柿の日本一コンテストにもっていくと

か。 

 これはどうして紅柿かというと、効果は利尿

効果というのですか、そして市長が言うクアオ

ルトは健康をキーワードにしていますので、美

肌効果とか長寿効果とかいろいろなことが健康

のキーワード、とにかく女性は大好きです。も

ちろん男性も好きだと思いますけれども、そう

いった健康ブームに乗っかっていくような、そ

ういう発想の展開で、私のほうからは紅柿を日

本一のものにつくり上げていく、その品という

か、そういったものも含めてぜひ検討していた

だきたいということで質問を終わらせていただ

きます。 

○大場重彌議長 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。 

 さきに通告いたしております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、東北中央自動車道山形上山イ

ンターチェンジ周辺の活用についてであります。 

 その１つ目は、工業団地の造成についてであ

ります。 

 本市の第６次振興計画は、計画に基づきこれ

まで着実に取り組んできたので、計画が軌道に

乗って順調に推移していると承知しており、お

おむねこの点については評価したいと思ってお

ります。 
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 その中で、土地利用構想では、環境の質を高

める土地利用の推進として、地域の自然や歴史、

生活、生産活動などの営みの特徴や交通利便性

の高さなど、場所の持つ特性を生かし、それぞ

れのエリアの魅力に磨きをかけ、環境の質を高

めながら新しい活動や活力、触れ合いの創造に

つなげる土地利用を推進するとあります。 

 また、時代に対応した創造性のある工業を振

興するためには、上山の目指す快適な環境づく

りと共生した産業のさらなる振興を図り、市民

の豊かさにつなげる新たな企業活動を喚起して

いくためには、東北中央自動車道を初めとする

交通条件の高まりや産業各分野の動向を見極め

ながら、創造性のある工業を振興していくのが

重要である。このため、既存企業の一層の高度

化を促しつつ、さまざまな媒体を活用した情報

発信により時代に即した企業の変革を支援する

とともに、すぐれた技術を有する企業の紹介に

努め、人材の確保にもつなげていく。また、も

のづくりの技術が集積された優位な基盤を大切

にし、企業展開への支援、新たな企業立地の促

進を図りつつ、上山の風土と環境に根差ざした

工業の育成、振興を図っていくとあります。 

 さらに、時代に対応した創造性のある工業の

振興における現況と課題としては、今後は高速

交通網の整備や情報通信技術の発達など、環境

の変化に対応した工業振興を図るため、技術開

発、新製品開発などへの助成及び高度技術者の

育成などの支援を図るとともに、工業適地への

企業の立地誘導と集積、新たな工業団地の整備、

雇用の拡大、環境共生など、時代に対応した創

造性のある工業の振興を図ることが課題になっ

ているとあります。 

 私は、このような基本計画と課題に基づき、

金瓶地区の東北中央自動車道山形上山インター

チェンジの周辺に工業団地を造成することを提

案します。 

 山形県の大動脈である国道１３号と高速道路

が交わるインターチェンジは、村山管内では山

形北インターチェンジと山形上山インターチェ

ンジしかなく、仙台圏や酒田港との密接な関係

があります。しかも山形空港とは３０分圏内の

非常に利便性がよいところです。さらには山形

市蔵王産業団地に隣接しているなど、産業の発

展に適した場所でありますので、ぜひ工業団地

を造成すべきと考えますが、市長の考えをお聞

かせください。  

 次に、東日本大震災被災地企業の誘致につい

てであります。 

 私は名取市などの宮城県沿岸の被災状況を視

察し、その惨状を目の当たりにしてきました。

その光景は人の営みが失われた残酷なものであ

りました。私は、災害の少ない上山で日常生活

を過ごすことにありがたさを感じるとともに、

被災された方々に申しわけなくも思いました。

そして、失われた社会基盤や産業基盤を短期間

で回復させることは非常に困難なことであると

も感じました。 

 視察した先々には、日本、世界を支える工場

がたくさんありましたが、現地ではすぐに再建

することが困難な企業が少なくないとも感じて

きました。少しでも早く人の営みを平時に戻す

ことと、日本が復興するために、上山市も役に

立てるのではないかと思います。 

 上山市は地理的にも被災地に比較的近く、交

通網は充実しています。このようなことから、

誘致する企業については、東日本大震災の被災

地の企業も含めるべきと考えますが、被災地企

業の誘致に係る支援策について、市長の考えを

お聞かせください。 
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 また、今後大震災が想定される東海地方など

の企業についても、リスク分散のための需要が

期待されるため誘致対象にすべきと考えますが、

市長の考えをお聞かせください。 

 次に、地域経済活性化策の推進についてであ

ります。 

 工業団地を造成するということはお客様に商

品を売るということで、品質のよい物をつくら

なければなりません。急いで需要にこたえなけ

ればならないときもあります。逆に、品質が悪

くいつになっても売れない物をつくってしまう

場合もあります。すなわち、売れない物をつく

っては、地域経済が活性化されるどころかマイ

ナスにもなります。 

 私は、この提案、場所については非常に利便

性にすぐれ、大き過ぎず小さ過ぎず、特に高品

質な工業団地が形成できると確信し、地域経済

が活性化されると思います。税収がふえ、地元

の雇用が促進され、地域経済が活性化するよう

に、また周辺の人口増につなげていくためにも

工業団地を造成し、企業を誘致すべきと考えま

すが市長の考えをお聞かせください。 

 次の質問は、小中学生の遠距離通学について

であります。 

 今年４月から、中山小学校の南小学校への統

合に合わせ、中山地区から南小学校までのスク

ールバスを運行し、児童の安全な通学を確保し

ていただいたことに敬意を表するものです。 

 上山市では、小学校及び中学校の児童、生徒

が遠距離通学のために山形交通の路線バスとＪ

Ｒ鉄道の民営公共交通機関を利用する場合は、

児童、生徒の保護者に遠距離通学の補助金を交

付しており、支給額は６カ月定期購入金額の３

分の２となっています。すなわち３分の１は保

護者の負担となります。 

 これに対して、市営バスを利用している児童、

生徒とスクールバスを利用している児童の乗車

料は無料となっており、保護者の負担はありま

せん。同じ学校に通う児童、生徒の保護者でも、

地区によっては保護者の負担が異なり、全く違

う対応になっています。 

 また、スクールバスの利用者は学校の行事等

に合わせて運行が可能と思われますが、路線バ

スでの通学者は土曜・日曜・祝日は運休になる

地域もあります。学校行事があっても利用でき

ないこともあるのです。 

 さらに、民営の公共交通機関を利用される者

には確かに３分の２の補助金の支給はあります

が、現実は厳しいものがあります。それは、半

年分の利用料が保護者の前払いになり、市から

の補助金支給が半年後になっているからです。

現実的には毎月高額な１カ月定期を買わざるを

得ない家庭も多いのであります。保護者や当事

者である児童、生徒にも大変な不均衡が生じて

いると思います。 

 私は、小中学校の統合が進んだとしても、市

街地だけではなく周辺地域の今後の発展のため

にも、将来を担うすべての子どもたちがもっと

安全に容易に通学できる仕組みをつくることが

重要だと考えています。そうした意味では、全

児童、全生徒のためにスクールバスを運行する

ことが望ましいわけですが、現実的には大変困

難であると認識しています。 

 まずは、金銭的な不均衡をなくすため、公共

交通機関を利用する児童、生徒の保護者に通学

費を全額支給して、経済的に安心して通学でき

る体制を整えるべきと考えますが、教育委員長

の考えをお聞かせ願い、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〕 
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○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。 

 初めに、東北中央自動車道山形上山インター

チェンジ周辺における工業団地の造成と地域経

済活性化策の推進について申し上げます。 

 現在、場所や面積など誘致企業の希望に応じ

るオーダーメード方式により企業誘致を進める

ことが有効であり、市が独自に工業団地を整備

することは考えておりません。 

 しかしながら、利便性や周辺環境を考慮すれ

ば、東北中央自動車道山形上山インターチェン

ジ周辺は企業誘致の適地の一つとして考えてお

ります。また、企業誘致は定住促進や雇用の拡

大、税収の増加などが見込め、地域活性化につ

ながるものと考えておりますので、積極的に推

進してまいります。 

 次に、東日本大震災被災地企業の誘致につい

て申し上げます。 

 本市といたしましては、被災地企業の一日も

早い復興のために、被災企業に対し市有地の一

部について譲与、または賃貸料を一定期間無料

にし、事業を再開するための初期投資を軽減す

る措置について県内で初めて条例化し、支援し

てまいりたいと考えております。 

 また、全国的に企業が地震によるリスク分散

を図る動きも出てきていることから、引き続き

東海地方も含めて市内外への企業訪問や情報収

集などの誘致活動を積極的に進めてまいります。 

○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 ５番長田議員の御質問

にお答えいたします。 

 小中学生の遠距離通学費補助金の見直しにつ

いて申し上げます。 

 小中学校の遠距離通学につきましては、上山

市小・中学校遠距離通学費補助金交付規程によ

り当該年度の予算の範囲内で補助金を交付して

おります。対象者は、交通量や道路事情等を勘

案し、各地域との合意を形成しながら決定して

きた経緯があります。 

 補助金の額につきましては、６カ月定期を購

入する際の金額の３分の２としており、他市町

と比較しましても高い補助率となっております。

また、保護者が昨年度から発売されている平日

限定の１カ月定期を購入するなど、使い勝手が

よいという利用の実態もあり、経済的に安心し

て通学できる仕組みになっているものと考えて

おります。 

○大場重彌議長 長田康仁議員。 

○５番 長田康仁議員 それぞれ御答弁、あり

がとうございます。 

 初めに、東北中央自動車道山形上山インター

チェンジ周辺の活用について再度御質問します。 

 まず、あの周辺についてはオーダーメード方

式で行うというふうなことでありますが、この

ような時期、こういう震災ということを踏まえ

ての質問であり、急ぐべきではないかと思いま

すが、時期的にはどのように市長はお考えなの

かお聞きしたいと思います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 オーダーメード方式という

のは、つまりその土地が欲しいと、その土地に

企業を立地したいという要望といいますか、い

わゆる需要ですね。そのためには、商工課を中

心といたしまして企業訪問とか情報収集とか、

そういうことをいろいろやっておるわけでござ

いまして、その要望といいましょうか、希望と

いいましょうか、それが発生したときにそこを

市が買い取るとか、あるいは造成するとか、そ

ういう形でやっていくというのがこのオーダー
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メード方式でございまして、基本的にはいつか

らでもできるということでございますが、現時

点ではあの地域への企業進出という考えのある

企業は、情報として持ち合わせておりません。 

○大場重彌議長 長田康仁議員。 

○５番 長田康仁議員 そうしますと、あの地

域が今現在農振地域だということになっている

かと思いますが、都市計画をするに当たって農

振から外すという区域にしていただくような計

画はございますでしょうか。市長にお伺いしま

す。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 これについては、今回仙石

地区、平成１５年から商業地域というようなこ

とでお願いをしてきたところでございましたが、

ようやく県の都市計画審議会も通過したという

ことでございますので、あの土地は都市計画区

域に編入がなるということでございます。 

 あの件について、私も実は農水省の関係者に

もお会いしましてお話をさせていただいた経過

がございます。その中で、農水省の基本的な考

え方は、現在のいわゆる優良農用地については

農業地としてやっていくんだというような考え

方がさらに強まってきております。そういうこ

とで、基本的にはなかなか難しい状況にはある

というふうに考えております。 

 ただ、本市のまちづくり、あるいは定住自立

圏構想とか、そういった中でのあのエリアの位

置づけがということになった時点については、

我々も国交省とか、あるいは農水省とか、もち

ろん県も含めてでございますが、そういったと

ころに要望といいますか、きちっとした計画を

提出して許認可を得るような体制をしていくと

いうことでございます。 

 そういうことで、現段階においては、先ほど

も申し上げましたように需要がないといいます

か、希望がないといいましょうか、そういう状

況でございますので、今のところあそこの地域

を農振除外するというようなことは、基本的に

はまだ考えていないといいますか、その時期で

はないというようなとらえ方をしております。 

○大場重彌議長 長田康仁議員。 

○５番 長田康仁議員 今、市長のほうからそ

の時期ではないというふうな回答あったわけで

すが、実際、物を売るのは宣伝が必要であり、

いい物をつくらなければならないと、いい物を

つくる目標をまず持つというふうなことがあろ

うかと思いますが、宣伝をするに当たって、市

長のほうではやる気はあるよというふうなこと

ですので、宣伝についてはどのように考えてお

られるのでしょうか。 

 被災地の企業などというふうなことになると

近々な問題になるわけですが、いずれにしても

造成を図ることをやっていこうというふうなこ

ともあるわけですので、宣伝ということを市側

でどのように考えているのか、それをお聞きし

たいと思います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 宣伝といいますと、つまり

上山市にそういった企業が張りつける土地があ

ることの宣伝という意味ですか。 

 それについては、先ほど申し上げましたよう

に企業誘致推進室をつくったわけで、ことしで

５年目になりますが、そこを中心に企業を回っ

たり、あるいはいろいろな情報交換をしたりや

っておるところでございます。その一つのあら

われが東和薬品でございますけれども、その後

も引き続きやっているという状況にあります。 

 ただ、大きな企業といいますか、そういう引

き合いはなかなか難しい状況にありますけれど
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も、規模は小さくても優秀な企業といいますか、

それについても今引き合い中でございますし、

やっぱり地道に企業訪問をしたり、あるいはい

ろいろな展示会とかそういうところに参加させ

ていただいて上山の現状を説明させていただく

とか、そういう積み重ねがつながるものだとい

うふうに思います。例えばテレビにコマーシャ

ルを出したからというものではないわけでござ

いまして、そういったことを今後ともやってい

き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 それでは、先ほどの市

長の回答にありました、支援を考えていること

に前向きな発言があったというふうに考えてお

ります。そのように受け取りました。 

 それは既にある場所のことを言っているのか

なと、そういうことなのだろうととらえたので

すが、それについてはみはらしの丘を意味して

いるというふうにとらえてよろしいですか。誘

致に対して無償の譲渡とか期限つきの貸し出し

ということについての質問なんですけれども、

みはらしの丘を言っていらっしゃるのか、もう

一回お聞き直しします。 

○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 長田康仁議員。 

○５番 長田康仁議員 それでは、市独自では

できないというふうなことでありながらとにか

く前向きに、そしてまた市の土地の有効利用と

いうふうなことで、被災地企業にもいろいろな

形で支援をしていく考えだというふうに市長の

決意をとらえました。 

 そんな中で、こういうふうな状況、震災とい

うことがあったわけですので、国や県の補助金

のことがいろいろ取りざたされてくると思うん

ですが、国の制度の対応というか、いろいろな

震災の関係のそういう制度の発掘というか、そ

の辺については国のほうはどのようになってい

るのか、何か市のほうで情報を得ているものが

あったらお願いしたいと思いますが、何かあり

ますでしょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 この件につきましては担当

課長から説明いたします。 

○大場重彌議長 商工課長。 

○永沢恒広商工課長 命によってお答えをいた

します。 

 国の被災地企業に対する支援策でございます

けれども、これは被災地以外の地域ということ

ではなく、被災地の企業に対しては、まず事業

再開ということで資金面で優遇をする貸付制度

を設けますとか、あとは貸し工場、貸し店舗、

そういったものを今早急に国のほうでつくろう

としておりますこととか、あとは二重ローンの

問題ですね。それについては新聞紙上でも取り

上げられておりますけれども、そういった施策

も検討し、実施に移すというふうに理解をして

おります。 

○大場重彌議長 長田康仁議員。 

○５番 長田康仁議員 今の質問について、こ

の周辺の活用法については大体わかりました。

とにかく被災地の方々、そしてまたこれから想

定されるかもしれないそういう企業、日本全国

多くあると思います。山形は非常に恵まれて安

心な土地だというふうなことで、多くの企業に

来ていただけるような施策をしていただきたい

なというふうに思っております。まずは、その

辺についてはありがとうございました。 

 次に、小中学生の遠距離通学についてであり

ますけれども、大変厳しい御説明を伺ったとい
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うふうにとらえております。何のプラスもあり

ませんし、ただ今までの、この２０年来かもし

れませんが、この長い経過の説明をいただいた

だけだというふうに私はとらえております。 

 実は、この問題については、２０年ほど前に

なるんですが、私はＰＴＡの役員をやっており

まして、そのときに上山小学校に金瓶から通う

という親の立場としてＰＴＡの集会の中で話し

たことがあります。バスで通学していない人た

ちについては、あのときは全く関係ない話とし

てとらえられました。「そんなことあるんです

か」と、後で「いや、長田さん聞いてよかった」

と、「そんなふうにお金まで払って来てくれてい

るんですか」と、「私たちは歩いて子どもたちを

通学させていますので全然わかりませんでし

た」と、わからないことを伝えてもらって非常

にありがたいという保護者もおりましたし、ま

た当時学校のＰＴＡ事務局、学校長、いろいろ

ありましたけれども、よく話していただいたと。

「思いを伝えることは大事だからな、長田君」

なんていうふうに励まされたようなこともあり

ました。 

 しかし、何ら進行せず、言ったばかりで子ど

もの６年間の学校生活が終了し、私は保護者で

はなくなったというふうな状況であります。と

いうことは、だれが言っても前に進まない。そ

れでは困るわけですね。 

 私は、この問題は私の問題ではなくて、同じ

当事者である保護者の御意見をちょうだいして、

きょう、市議会議員となった暁にはこの問題は

必ず言いますということについて大事な質問を

したつもりであります。しかし、全く今までの

規定にのった見解を御説明いただいただけだと

いうふうなことでございます。これではどのよ

うにして市民の意見を伝えるのか。 

 まして２０年前はすべてというか、公共交通、

バスで通う者は、山交そしてＪＲ、民営の公共

交通機関だけでありました。しかし、現在はバ

ス路線の解消などそういうものに伴い、市営バ

ス、そういうものの乗り合わせ等の種類とスク

ールバス、今回の中山小学校、南小学校との統

合の中でスクールバスを運行されているという

ふうなことが現実に起こって、いずれも無料と

いうことで対応しているというのが現実なんで

すよ。 

 私が言っているのは、遠距離通学費の中でそ

の矛盾を解消できないかと、補助金の支払いの

実態について矛盾があるので何とか是正しても

らえないかというふうなことを質問しているの

でありますが、そこについては何ら御説明がな

かったような気がしますが、もう一度教育委員

長の御意見をお伺いいたします。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 そのことにつきまして

は、回答のほうで各地域との合意を形成しなが

らということで申し上げたところもあるわけで

ありますが、なお、経過等についても関係ござ

いますので、教育長のほうから御答弁したいと

思います。 

○大場重彌議長 教育長。 

○木村康二教育長 子どもたちのまさに安全に

かかわる大事なことで御質問いただきました。 

 遠距離通学費の補助ということであります。

児童、生徒の通学は基本的に徒歩であるという

ことは御承知いただいているかと思います。こ

れが何らかの事情により遠距離になったという

実情により多様な通学のあり方が生まれた。こ

れは社会の変化もあるわけであります。 

 法のもとでは４キロ、６キロという基本的な

考え方がありますが、やはり先ほども言いまし
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たように、何よりも大事なのは児童、生徒の安

全でありますので、例えば極めて交通量が多い

とか、または道路事情等により４キロ、６キロ

未満であってもバス通学をするというようなあ

り方、そういうさまざまなその地域の事情によ

りこの交通機関のあり方が違ってきます。また

乗車の仕方も違ってまいります。そういうこと

で、地区の方々との合意によりこれまでも決定

させていただいてきていると、そういうことで

あります。 

 なお、今後社会の変化、公共交通機関のあり

方、またはデマンドタクシーなどの本市の交通

政策といいましょうか、さらに公共交通機関そ

のものの変化といいましょうか、そういう問題、

さらに児童愛護の進行など、このこととのかか

わりがございますので、やはりこれは教育委員

会で考えるということと同時に、市全体の問題

の中で考えていかなければならない問題である

という認識に今いるところでございます。 

○大場重彌議長 長田康仁議員。 

○５番 長田康仁議員 今、教育長のお話の最

後に、市全体として考えなければならないとい

うふうなお言葉がありました。ありがたくちょ

うだいします。 

 このことについては、片方が有料で片方が無

料だと、非常にアンバランスであるというふう

なことが問題の根底にあるわけです。 

 補助規定の中に、３分の２を受給する者につ

いては距離及び高低差というふうなことではあ

りますけれども、現実的にそれは規定の中身で

あって、私が言っているのは、その規定の中で

金銭的にお支払いをするもののアンバランスが

あってはいけないというふうなことを言ってお

ります。 

 先ほど来からの規定というのは、公共交通機

関の利用者についての規定だと思います。スク

ールバスを利用する者についての同じような規

定もあるのではないかというふうにも私は思い

ますが、そのようなものはあるのですか。教育

委員長、お願いします。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 同じく教育長のほうか

ら答弁いたします。 

○大場重彌議長 教育長。 

○木村康二教育長 お答えいたします。 

 先ほど申し上げましたように、長い歴史の中

でこのような状況になったものと考えておりま

す。現実にはやはり国の、４キロ、６キロの通

学費を支出している保護者に対する補助という

ものが明確に定められているということが、公

共交通機関利用の場合は必ずしも無料とはして

いない、考えていないと、そういうことであろ

うと思いますが、本市の場合にはそこを６カ月

定期を購入する際の金額の３分の２という補助

単価にしているということであります。 

 そういうことで、やはり根本的に無料にすべ

きではないかということなども含めて、先ほど

申し上げましたような、市全体の中でどのよう

な方策がとれるのか考えていきたいと思ってお

ります。 

○大場重彌議長 長田康仁議員。 

○５番 長田康仁議員 ありがとうございます。 

 では、市全体でやっていただきたいというふ

うに思います。私も総務文教常任委員になって

おりますので、そのときにはいろいろと一緒に

皆さんと御意見を組み合わせて、いい判断がで

きるようにやっていきたいなというふうに思い

ます。 

 それと、せっかくこの場所ですので。遠距離

通学の補助金が距離や高低差によるものとして



－１２５－ 

の判断で支給すべきかどうかを当局で判断され

ているというふうなことになるわけですけれど

も、ほかにも支給対象になる地域が存在するの

ではないかというふうに私は思います。 

 この件については、やはり先ほど言った総務

文教常任委員会でも、さらにこの金銭的なこと

とあわせて、そういう対象地域があるのではな

いかということも含めお伺いをいたしますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 ありがとうございました。終わります。 

○大場重彌議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午後 ２時１９分 休 憩 

                  

    午後 ２時２９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、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、

橋本直樹です。 

 地震、津波、そして福島第一原子力発電所事

故による放射能汚染と、まさに国難ともいうべ

き大災害から３カ月たちました。 

 この大変な中で、横戸市政は２期目のスター

トを切られたわけであります。私どもは、大震

災という新たな事態のもとで多岐にわたる市政

の課題に直面しています。被災地、被災者支援、

今後の本市防災対策、二次被害とも言うべき困

難のもとにある地域経済立て直し、転換を余儀

なくされている原発政策に対応した地域自治体

づくり、行財政健全化計画の見直し等々であり

ます。私は、いずれも重く困難な課題ではあり

ますが、これらを一歩一歩前に進めていくこと

が上山、そして東北に希望をもたらしていくこ

とにつながっていくものと確信します。 

 市長。この課題を背負っていくのはあなた一

人ではありません。頑張っている市民がおり、

職員がいます。私ども議会も、知恵も力も出し

合いながら、上山に希望をもたらすために努力

と研さんを積んでまいります。執行部と議会、

緊張感を持ちながら大いに論じ合い、また力も

寄せ合いながら前進していこうではありません

か。 

 以下、震災後の市政運営で直面している基本

的な課題について、提言も含め順次たださせて

いただきます。 

 まず第１に、大震災に対するこれまでの対応

と今後の方針についてです。 

 私ども日本共産党議員団は、震災直後の３月

１５日、当時の桝口市長職務代理者に対し「東

日本大震災に対する被災地支援と対策に関する

緊急要望」を行いました。要望書では、まず緊

急課題として名取市を初めとした被災自治体へ

の、被災者の受け入れも含めた物心両面の支援

強化を提起させていただきました。市長職務代

理者は「あす早速現地を訪問する予定だ」と答

えてくれました。 

 本市でも、停電、通信の途絶、暖房用灯油や

燃料の枯渇、生活必需品や食料品の不足など困

難を極める状況がある中で、姉妹都市の窮状に

心を寄せ敏速に行動を起こす、これには私自身

大いに励まされました。その後支援活動は、多

い時で１，０００人を超える被災者の受け入れ、

市民からの３，０００万円を超す義援金や支援

物資の供出、現地への炊き出し隊の派遣や瓦れ

きの片づけ、役所業務への職員の派遣、不幸に

して犠牲になられた方々の火葬など、市民、行

政が一体となって多方面にわたる真剣な努力が

傾注されてきました。私どもも温泉招待に感激



－１２６－ 

する名取市民の皆さんの姿などに接するにつけ、

ほっとするような心のぬくもりを感じさせてい

ただきました。これまでの市長を先頭にした市

民、市職員の奮闘に改めて心より敬意を表しま

す。 

 同時に、震災から３カ月という時間の経過の

中で、福島第一原子力発電所事故による放射能

汚染防止対策のおくれなど、被災地や被災者の

方々の抱える困難は、一層具体的で深刻なもの

となっています。政府統計によれば、被災３県

だけで失業や休業を余儀なくされた方々は１０

万６，４６１人に上り、景気動向指数は過去最

大の落ち込みとなっています。また私は、両親

祖父母がともに津波の犠牲になり震災孤児とも

言うべき悲惨な状況に置かれた子どもが、宮城

県内だけでも５０人にも上るという資料に接し、

胸がふさがるような気持ちにさせられました。 

 復興への希望が持てる施策を一刻も早く打ち

出してほしい、これが今被災地の切なる願いで

あり、本市市民の思いでもあります。政治は何

をしているのか。まさに国政のありようが問わ

れております。また、この困難な時だからこそ、

本市もしかるべき役割をしっかりと果たしてい

くべきと考えます。そのことが自立の道を歩む

本市の存在感を示し、市民の誇りとみずからの

まちに対する求心力を高めていくことにもつな

がると考えるからです。それは歴史に対する私

どもの責務でもあります。 

 そこでまず、震災から３カ月を経た名取市も

含めた被災地の現状をどのようにとらえておら

れるかお示しください。 

 また、支援の課題は、経済支援、人材支援、

企業移転や農地提供支援、受け入れ支援など、

本市がこれまで頑張ってやってきたことも含め

多様です。受け入れ支援一つをとっても、被災

直後と現在では求められていることが変わって

きています。今後の支援方針を定めていく上で

大切なことは、現場主義を貫くことだと考えま

す。 

 宮城県や福島県当局も含め、ぜひ市長御自身

がもっともっと被災地に足を運ばれ、本市が今

後担うべき支援の方向を定めていっていただき

たいと考えますが、市長の御所見をお示しくだ

さい。 

 さらに、防災計画見直しの必要性と震災時の

市民への対応から防災上のいかなる教訓を引き

出すかについてお伺いいたします。 

 震災後、「想定外の事態」という言葉が繰り返

し使われてきました。本当にそうだったのか。

今後二度と繰り返さないために何が求められて

いるのか。私は、このたびの事態からしっかり

した教訓をつかむことが必要だと思います。 

 河北町出身で元地震予知連絡会会長の茂木清

夫さんは、地元紙へのインタビューで「日本は

環太平洋地震帯に位置しており、地盤がもめて

いる場所。だから原発の建設は絶対だめだと言

い続けてきた」と語っています。国会などでも

繰り返し指摘され続けてきた危険性、それにも

かかわらず安全神話にどっぷり漬かってきた結

果の現在の事態であります。 

 私は、災害に想定外は許されないということ

を改めて痛感させられるとともに、こうした立

場から防災計画の再検証を行うべきと考えます。

また、このたびの地震発生時の本市の対応につ

いてもしっかり検証し、今後に生かすことが求

められていると考えます。 

 当時、私ども議員は、地震発生と同時に市民

の状況把握に努めてきました。停電と寒さ、通

信の途絶や信号の消えた道路、余震の続く中で

情報も得られないまま不安な夜を迎えた多くの
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市民。それでも地区会ごとの炊き出しを行うな

ど、励まし合いながらじっと耐え抜きました。 

 この中で一番切実だった声は「情報が入らな

い。聞こえない」ということでした。消防本部

の拡声器も広報車のスピーカーも、あの状況で

よく聞き取れなかったという指摘です。災害時、

適切な防災情報を提供することは、まさに行政

の第一義的な責務でもあります。 

 そこで、このたびの事態からどんな教訓を引

き出したか、情報提供のためのスピーカーなど

の資機材拡充も含め、今後の計画見直しにどう

生かしていくか、市長の御所見をお示しくださ

い。 

 第２に、安全宣言の趣旨を貫徹する姿勢の確

立に関して伺います。 

 私どもは、今後長期に福島第一原子力発電所

事故による放射能汚染と向き合うことを余儀な

くされました。この事故が私どもの前に明らか

にしたものは何か。それは、原発の技術がこん

なに未完成で危険なものだったかということ、

そして世界有数の地震国であり津波国である日

本に集中的に立地され続けてきたことがいかに

危険をはらんだものだったかということです。

重大なことは、「危険」との繰り返しの指摘に何

ら顧みる姿勢を持てないまま突っ走ってきたと

いう点です。 

 こうしたこれまでのあり方の転換が、今余儀

なくされています。国民の過半数が、最新の調

査では８割という数字も出されていますが、原

発からの撤退を求め、新増設は不可能になった

と指摘されています。世界の流れも変わりまし

た。友好都市ドナウエッシンゲンを含むドイツ

は、「再生可能エネルギーの先駆者となる」と高

らかに宣言しました。イタリアもこれに続いて

います。 

 ６月１日付新聞資料によれば、環境エネルギ

ー政策研究所所長の飯田哲也氏は、「原発は耐久

性４０年。多くが廃炉を迎え、新増設しなけれ

ば１０年後に日本の原発依存は１０％から全廃

になる。今後の電力源の主力は、水力、天然ガ

ス、太陽光、バイオマスなど自然エネルギーに

なっていく」と述べています。 

 また、ドイツのメルケル首相は、「福島が転換

を決断させた」として、原子力の持つリスクは

他の再生可能エネルギーと比較して安上がりの

エネルギーなどでは決してないこと、同じドイ

ツのトリティーン元環境相も、寿命の尽きた原

発の廃炉コストや放射性廃棄物の処理コストを

入れれば、再生可能エネルギーよりも高くつく

ことを強調しています。 

 本市では、省資源、省エネの分野ではこれま

で進んだ取り組みを行ってきました。また、太

陽光発電やバイオディーゼルなどの再生可能エ

ネルギー推進の取り組みにも挑戦が始まってい

ます。今後、本市の豊かな温泉資源、自然条件

を生かした夢のある取り組みの推進が求められ

ています。 

 そこで私は、横戸市長みずからが、自然エネ

ルギー推進で本市の新しい可能性を開く上から

も、あるいは東北初の「安全宣言」を行った自

治体首長という立場でその趣旨を貫徹する上か

らも、原発によらない自然エネルギーへの転換

を求め、国に働きかけていく姿勢を示すべきと

考えます。市長の決然とした姿勢表明は、必ず

被災地や全国の方々、そして市民を励まし、安

全宣言をより効果あらしめることにつながると

思います。御所見をお示しください。 

 次は、風評被害への対応についてです。 

 市内の農業者は、風評被害について敏感にな

り、強い危惧の念を抱いております。政府や東
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電の情報開示の姿勢も放射能への不安を助長し、

風評被害を大きくしています。本市果樹農家で

は予約が昨年の１割に落ち込んでいるとの声も

出されており、被災地以外からも大きな憤りの

声が渦巻いています。 

 今必要なことは、安全性についての科学的根

拠をしっかり示すことです。正確な放射線情報

を示すことでどれだけ風評被害をなくすことに

つながっていくか、この点は繰り返し指摘され

ていることであります。そのために、市独自で

でも専門機関による客観的な放射線量の調査を

実施すべきです。 

 農業新聞の資料によれば、弘前市では、５月

２０日から風評被害一掃のため、リンゴ、水稲、

桃、トマト、トウモロコシ、トウガラシを対象

に、シンチレーション式空間放射線測定器によ

る検査を開始したとのことです。検査結果に客

観性を持たせるため、社団法人青森県薬剤師会

衛生検査センターが実施機関になっています。 

 山形県でも測定機器の貸し出しや機器購入補

助の実施を決めたとのことですが、科学的デー

タとしていかに客観性を持たせるかということ

への手だても含め、本市としても風評被害一掃

と市民不安解消のために独自の検査体制の確立

を図るべきと考えますが、今後の対応をお示し

ください。 

 ３点目に、地域経済再生のための施策の方向

性についてであります。 

 観光庁の資料によれば、 ３月の国内旅行は東

北向けのキャンセルが続出したことなどが響き、

単月で過去最大の落ち込みとなりました。また

訪日外国人も４月は６割減と、過去最大を更新

したと報じられております。本市観光課による

と、４月は宿泊を含めた観光入り込み数が前年

比で５割減とかつてない厳しさに直面していま

す。この危機から本市経済を立て直していくた

めに、緊急課題及び今後の施策に何が求められ

ているかについて、３点にわたってお伺いいた

します。 

 まず、本市観光産業の危機打開のための緊急

課題への対応です。 

 この問題の深刻さは、震災後の経済不安と原

発事故による風評被害が原因となっているため、

いつ終わるかわからないという点です。耐え切

れず廃業する宿泊施設も出ています。観光は本

市の基幹産業です。基幹産業の直面するこの危

機は、個々の経営努力の限界を超えているわけ

であります。政治や行政がしっかり支えること

なしには、本市地域経済の基盤が崩壊しかねな

いという深刻な事態だと言っても過言ではあり

ません。 

 そこで、温泉観光地の風評被害として原因が

明確なものについては、市を挙げて補償を求め

ていくという姿勢をまず市長自身に持っていた

だきたいということであります。 

 ５月３１日の原子力損害賠償紛争審査会の第

二次指針では、観光業の風評被害については損

害賠償の対象とする、場所については福島県全

域とするということで、他の近隣地域は引き続

き検討とされました。多くの不満や憤りが出さ

れたとのことです。当然です。 

 キャンセルなどにより休業に近いような状況

に置かれたような宿泊施設、長期の自宅待機と

なり、「暮らしていけない」という悲鳴に近い切

実な声を上げておられるパート従業員の方々な

ど、本市もかつてない困難な状況に直面させら

れました。３カ月が過ぎても本格的回復のめど

は立っていないと言わざるを得ません。 

 市長は５月２日、内外に向かって東北初の「安

全宣言」を行いました。時宜にかなった決断と
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して評価できるものです。本市には放射能の心

配はないということです。 

 私は、新聞掲載される文部科学省発表の空間

放射線量測定データをスクラップしてきました。

山形市のデータではありますが、ずっと過去の

通常値の最高のほぼ半分ぐらいで推移してきま

した。この安全宣言はまさに根拠のある安全宣

言であります。それがなぜこのような仕打ちに

苦しまなければならないのか。 

 今、市長がなすべきは、基幹産業と地域経済

が直面しているこの困難打開のために、国と東

電に対して言うべきことは言う、求めるべきこ

とはしっかり求めるという構えを持つことです。

風評被害の賠償については、観光も含め今月か

ら実態調査を始めているとのことです。 

 １９９９年、ＪＣＯ臨界事故に対応した村上

達也東海村村長は、「もともと根拠がはっきりし

ない風評被害である以上、原子力事故との因果

関係を厳密に考えるべきではなく、常識的に見

て幅広く認めていかなければ賠償はスムーズに

進まない」と述べています。このときは７，０

００件が賠償対象として認められたとのことで、

村長のお話は説得力があると感じさせられまし

た。 

 市長には、以上のような立場も踏まえて、本

市観光産業の直面する困難打開のため、補償の

根拠を立証する手だても含め、ぜひ積極的な働

きかけをしていただきたいと考えますが、今後

の対応をお示しください。 

 次に、今回の事態で経営困難になっている宿

泊施設などに対する固定資産税の減免について

お伺いいたします。 

 市税や国民健康保険税には、不時の災害等に

よる収入の減少に対し減免規定が設定されてい

ます。本市観光産業を直撃した大震災の二次被

害に対し、固定資産税の賦課軽減が切実に求め

られています。震災による経営破綻の施設を出

さないためにも、減免に関する国の制度の確立

を求める働きかけも含めて積極的に対応してい

ただきたいと思いますが、市長の御所見をお伺

いいたします。 

 さらに、地域経済再生にこれから何が求めら

れるかという点についてであります。 

 私は、５月３１日「東日本大震災と東北経済

再生への視点」というシンポジウムに参加させ

ていただきました。総じて道州制、構造改革や

原発推進の立場からの経済論が多く出される中

で、ＪＲ東日本常務の見並陽一氏の発言がとて

も示唆に富んだものとして印象に残りました。

一言で言えば、観光とは地域のよさを外から来

た人にいかに伝えるかであり、地域の誇りは何

かを探し出していく仕事だということです。当

たり前のことであります。これをこの難局にあ

ってこそ掲げ続けて頑張ることの大切さを教え

ていただいたということです。 

 この道は、クアオルト事業推進などによって

私どもが今営々として築き上げようとしている

道でもあります。私は、施策の継続性を図るこ

と、それを全国に発信するため市長のリーダー

シップを発揮させること、この２点が大切だと

考えます。 

 大震災からの復興には長い時間と努力の積み

重ねが求められています。しかし、このまちの

特性でもある自然や温泉、いやしや健康などは、

このようなときだからこそ、その役割を一層発

揮させていかなければならないはずのものであ

ります。スポーツ基本法制定も本市には追い風

です。私どもは、そこに確信を持って一歩一歩

進んで行こうではありませんか。市長にとって

もまさに正念場です。上山の全国発信にどう向
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かっていくか決意をお示し下さい。 

 今後の市政のあり方の最後に、震災後の財政

方針で留意すべき点は何かについて、提言も含

めてお伺いたします。 

 まず、復興財源の考え方についてであります。 

 日本共産党志位和夫委員長は、去る３月３１

日の菅首相との党首会談で、「被災者支援・復興、

原子力・エネルギー政策の転換を」という提言

を行いました。その中で復興財源に関しては、

「１、復興税を名目にした消費税増税はすべき

ではない。２、歳入では２兆円に及ぶ法人税減

税や証券優遇税制延長での減税を中止する。３、

歳出では全般的見直しを行い、不要不急の大型

公共事業の中止、米軍への思いやり予算やグア

ムへの米軍基地建設費の中止、高速道路無料化

の中止、原発建設・推進経費の削減、政党助成

金の廃止などで年間３兆円程度の歳出削減を行

い、歳入歳出合わせて年間５兆円を復興財源に

振り向ける。４，２２４兆円にも及ぶ大企業の

内部留保を震災復興国債の形で活用するよう政

府として要請していく」という提言です。これ

に対し、菅首相は「検討する」と表明したとの

ことです。 

 大事なことは、被災地復興に金がかかるから

ということで、地方交付税の削減など地方財政

へのしわ寄せはあってはならないということで

あります。また、政治の責任でしっかりした手

だてをとれば復興のための財源は生み出せると

いうことでもあります。 

 今、被災地支援や二次災害ともいうべき地域

経済への打撃によって、被災していない自治体

も財政困難に直面することが予想される状況に

あります。そこで市長には、地方交付税の確保

も含めた地方財政確立に向け、国に対ししっか

りと働きかけることが求められていると考えま

す。財政見通しも含め、今後の対応をお示しく

ださい。 

 また、ニュータウン建設、学校改築、中心市

街地活性化計画、広域清掃工場建設など、現在

進行中あるいは今後予定されている大型公共事

業などに関しても、財政的観点からしっかりし

た検討を行い、より計画的に進めるという方針

の確立が求められています。 

 さらに私どもは、５年前自立の道を踏み出す

とともに、市民参加による財政健全化計画をス

タートさせました。市民、市職員の大変な努力

のもとで２３億円の財源不足を克服し、財政健

全化に大きな足跡をしるしてきました。「参加と

協働」、それが理念となりました。 

 大震災からの復興という新しい局面のもとで、

当時掲げたこの理念を生かしながら、市民要求

に根差した地域課題の解決と前進を図るための

まちづくりをどう前進させていくかということ、

これも大きな課題であります。これらの課題に

今後の本市財政の方向性もあわせてどのように

臨んでいくか、市長の御所見をお示しください。 

 最後に、山形広域清掃工場建設への対応につ

いてお伺いいたします。 

 私は、１２月定例会で清掃工場建設の大前提

である施設の安全性と住民合意という立場から、

副管理者でもある市長の姿勢についてたださせ

ていただきました。 

 この議論を通して前進した点は二つでありま

す。一つは、燃焼方式についてこれまでのガス

化溶融方式を再検証するという考え方が示され

たことです。もう一つは、地元住民の合意のな

いまま予定地を正式建設地として決定すること

はないという市長の意思表明がなされたことで

す。 

 しかし、燃焼方式は柏木で合意が得られなか
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った教訓を何ら生かすことなく、再びプラスチ

ック焼却を前提としたガス化溶融方式に決定さ

れました。 

 問題点の第１は、温暖化防止など未来の地球

環境を守る課題との整合性がこれでとれるのか

という点であります。このたびの決定には、議

会での繰り返しの真剣な議論、これが何ら反映

されなかったと言わざるを得ません。また、安

全性の確保を前提にした住民合意形成という点

でも大きな後退と言わざるを得ません。 

 サーマルリサイクルということでプラスチッ

クを燃料として大量に焼却することは、まず発

生抑制、そして再生利用という廃プラスチック

処理に関する国の基本方針とも違う方向です。

プラスチックを熱源とする限り二酸化炭素の排

出がふえ、本市のこれまでの温暖化防止の取り

組みの方向とも相入れなくなる心配が出てきま

す。これで本当に未来に責任を負った計画にな

っていくのか、今このことが間われています。 

 また、私は前回の質間で「用地決定前に環境

影響調査をすべき」と提起させていただきまし

た。山形市の市民団体からも「科学的な安全性

の立証なしに建設地の決定は行うべきではない

という立場から、予定地を一たん保留し、ボー

リング調査による地質・地盤の検証、地震・火

災対策、給排水対策、通年の風向・風速・風力

等の大気調査、景観予測などを含む環境影響評

価を実施、そして公表すべき」という提言が出

されたとのことです。しかし、現在に至るまで

「環境影響評価は建設地決定後」という方針は

変わっていません。 

 問題点の第２は、福島県の工場視察や説明会

などのこれまでの取り組みで、地域住民の真の

合意形成が進んだと言える状況がつくられたの

かという点です。 

 「用地選定に住民の意向が何ら反映されてい

ない」「住民無視の計画だ」という地元の方々の

不信感は、率直に言っていまだ払拭されていな

いというのが現状ではないでしょうか。 

 第３に、山形盆地断層帯という活断層の存在

です。 

 東日本大震災に直面した住民の皆さんにとっ

ては、「５００メートル以上離れているから」で

は済まない深刻な不安材料となっています。こ

れは住民合意形成の客観的困難性を増大させる

条件ともなっています。地震の確率を云々する

以前に、本当にこの場所でいいのか、未来に向

かって責任が負えるのか、このことが問われて

いるということです。 

 第４に、今多くの市外の方々の間から「なぜ

あの風光明媚なワインの里に清掃工場なんだ」

との不安が出されているという点です。 

 こうした市内外の経済界も含めた不安の声は、

健康、自然環境、温泉といったクアオルト推進

の我がまちの将来方向にまで暗い影を落として

いるということです。また、これから本市も含

めて宅地分譲の促進が財政的にも待ったなしの

課題として迫られてくるみはらしの丘ニュータ

ウン地区の既入居者の９０％以上もの方々が、

突然の予定地発表に驚きと抗議の声を上げてお

られることも、市域外ではあっても大きな問題

であります。以上、このまま建設地決定ができ

るような状況ではない、このことを申し上げさ

せていただきます。 

 以上のような客観的情勢のもとで、今市長に

何が求められているのか。私は、このような住

民合意形成をめぐる困難な状況が客観的にも明

らかになった以上、現状を率直に管理者に伝え

ること、それが地元首長としての責任でもある

と思います。その上で、住民合意がないままの
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建設地決定はできないとの立場で、新たな対応

の可能性について管理者会議で真剣な検討を行

う必要があると考えますが、市長の御所見をお

示しいただくよう求め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 １３番橋本直樹議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、東日本大震災へのこれまでの対応と

今後の方針について申し上げます。 

 私は、被災地の被害の甚大さを目の当たりに

し、いち早く救援するため、震災後すぐに給水

活動や避難施設での炊き出しを実施したほか、

市民の皆様から寄せられた支援物資や義援金に

よる支援など、姉妹都市名取市を中心にできる

限りの支援活動に力を注いでまいりました。 

 現在、名取市では体育館などへ避難している

方が７月上旬くらいにはすべて仮設住宅に移る

ことが可能になるなど、復興に向けた次の段階

に入っているものと伺っておりますが、三陸及

び福島沿岸等の被災地では被害や規模も異なり、

地域によっては復興の進捗状況に差があるもの

と認識しております。 

 私はこれまでも何度か名取市、福島県には足

を運び、支援の方法などを協議してまいりまし

たが、東北３県等の被災地の現状を見ますと復

興は長期間にわたることが予想されますので、

引き続き被災地の意向を踏まえ、被災地が必要

とするできる限りの支援に努めてまいります。 

 今回の震災では、長時間の停電による通信途

絶や燃料不足、放射線関連への対応、県外避難

者の受け入れや被災地支援など、防災計画で検

討していなかった事象への対応に追われたとこ

ろであります。 

 本市の防災計画では、これまでは市内におい

て大規模災害が発生したことを前提に策定して

おり、今後は、今回の震災における対応状況や

国における地震・津波対策等の抜本的な見直し

に向けた検討の推移を注視しながら、本市の地

域防災計画の見直しを行ってまいります。 

 次に、安全宣言を踏まえた各種取り組みにつ

いて申し上げます。 

 原発によらない自然エネルギー政策への転換

についてでありますが、このたびの原発事故は

非常に憂慮すべき事態でありますが、エネルギ

ー政策の転換は国民生活に重大な影響を及ぼす

事項であり、広範な議論による国民世論の形成

を経た上で決定されるべきものと考えておりま

す。 

 風評被害への対応についてでありますが、山

形県衛生研究所で県内における空気、水及び農

畜産物の放射性物質検査が毎日行われており、

この結果はいずれも未検出または基準値を大幅

に下回っている状況にあります。また、本市金

瓶にある山形大学総合研究所では大気中の放射

線量の測定が４月２６日以降毎日行われており

ますが、その測定結果も健康に影響を及ぼす値

には達しておりません。 

 このようなことから、本市の農産物は安全で

安心できるものであり、今後はこれらの検査結

果を注視しながら、生産者に対して安全で安心

な農作物を生産するための啓発に努めてまいり

ます。 

 なお、本市におきましても県が補助対象とし

ているシンチレーション式空間放射線測定器を

購入する予定であり、７月から開始される山形

県空間放射線量モニタリング計画に基づき月２

回、市内３カ所以上を調査することに加え、市

民の不安を解消し、風評被害を防止するため、

測定器を活用したより充実した検査体制につい
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て検討しているところであります。  

 次に、地域経済再生のための施策の方向性に

ついて申し上げます。 

 震災後の風評被害につきましては、旅館の宿

泊やさくらんぼ狩りのキャンセルを初め、すべ

ての産業で大きな影響を受けております。風評

被害に伴う損害に対する賠償は、山形県が賠償

対象地域や災害救助法適用地域に指定されるよ

う、県市長会や県と連携し、国に要望してまい

ります。 

 固定資産税の減免につきましては、市条例で

は災害により著しく価値が低下した固定資産に

ついての減免を認めており、今回の震災の影響

については直接的な被害ではないため減免の対

象とはならないと考えております。また、固定

資産税の納税につきましては、個別的な相談に

応じる体制を整備し、分納制度を活用するなど

きめ細かな対応を行っております。 

 地域経済再生に必要な取り組みについては、

本市が「健康」をテーマに訪れる人々に安らぎ

と潤いを与える交流都市を目指す取り組みは、

未曾有の大災害により多くの人々が厳しい生活

を余儀なくされているときにおいて真価を発揮

するものと考えております。 

 今後、本市の地域経済を活性化するためには、

震災復興に貢献する観光地としての役割を果た

しながら多くの来訪者を受け入れていくことが

重要でありますので、これまで以上に本市の魅

力を全国に発信してまいりたいと考えておりま

す。 

 次に、震災後の財政方針の留意点について申

し上げます。 

 復旧・復興財源につきましては、現在、国に

おいて検討中でありますが、財源を捻出するた

め地方交付税が削減されることは、地域経済の

冷え込みによる税収の減とあわせて本市の財政

への影響が懸念されるところであります。その

ため、安定的な財政運営に必要な地方交付税額

の確保について、全国市長会等と連携し国に対

し要望をしております。 

 本市財政の方向性につきましては、昨年度に

策定した中期財政計画を指針として「元気なか

みのやま」の実現を図ることを念頭に、今後の

税収や地方交付税等の歳入の動向を見きわめな

がら市民のニーズに最大限配慮し、事業の必要

性や重要度、緊急度等を勘案して事業選定及び

規模の調整を行い、適切に対処してまいります。 

 次に、山形広域清掃工場建設への対応につい

て申し上げます。 

 これまで建設予定地周辺６地区を初め、市内

全域において説明会を重ねるとともに、他地域

の施設見学会や周辺地区住民を対象にした勉強

会を開催するなど、市民の理解が得られるよう

努め、あわせて蔵王みはらしの丘の住民に対し

ましても山形市が主体的に取り組んでいるとこ

ろであり、この間の取り組み内容や結果につき

ましては、常に相互の情報を交換しながら共通

認識に立ち、進めているところであります。 

 建設地の決定につきましては、稼働後約３０

年となる半郷・立谷川の両清掃工場に多額の費

用をかけ大規模改修を実施して稼働させている

のが現状であり、さらなる延命策は困難な状況

にありますので、現計画における新清掃工場の

稼働時期は延期できないものと考えております。

したがいまして、建設地を決定する期限は迫っ

ているとの認識のもと、管理者会議において話

し合いを進めてまいります。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 まず、東日本大震災

関連の私の質問に対してお答えいただきました。 
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 私が提起をして、こうあるべきだということ

について、基本的にはその意図するところを酌

み取ってこれからも頑張っていく姿勢を表明さ

れたと受けとめました。 

 ただ、その中で具体的な問題で、まず一つは、

あの震災の夜も含めて、本当に地震で混乱して

いた市民生活の状態のときに、私は、防災情報

の提供の仕方が非常に不十分だったと、そのた

めの改善が求められているというようなことで

提起をさせていただきました。 

 私は多くの市民の方々から、質問でも申し上

げさせていただいたように市の広報車なんかが

来て一生懸命何か対応してくれている、でも何

を言っているかちゃんと伝わらないままで急い

で通り過ぎていってしまう。あるいは防災のた

めに消防署に設置されているスピーカーなども、

音が出ているということはわかる、でも何の情

報を提供してくれているかということがわから

ないと。これではやっぱり本当に万が一のとき

に安心できないというような、市民の非常に強

い指摘があったわけです。 

 私は、これからの計画を見直す作業の一つに、

この防災情報を市民にきちっと伝えていく、正

確に伝えていく、そういうことのためにまず機

材の、あるいは設備の充実が必要ではないかと

いうふうに提起させていただいたわけでありま

す。その点について答弁がなかったので、まず

第１点、市長の見解をお伺いいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 このたびの震災、２時４６

分ということでございました。時間的にいえば、

ある面においては真夜中とかそういう時間でな

くてよかったなというように率直に感じている

ところでございます。 

 しかし、そういう中で、今御指摘があったよ

うな点が多々あったということでございますの

で、今後そういった広報といいましょうか、こ

れをどういう形でやるべきなのか、あるいは車

の速度の問題とかいろいろ課題があるというふ

うに、担当課並びに今回の防災の委員会の中で

もそういうことが指摘されているというふうに

考えておりますので、その点につきましては、

先ほど申し上げましたように今後の防災計画、

危機管理体制、こういったものの中で再度検討

させていただいて、災害は二度とあってはなら

ないわけでございますけれども、しかしやっぱ

り備えとして、そういうことのないような体制、

あるいは機器の整備等についても対応してまい

りたいというふうに考えております。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 情報が入らないとい

う、ああいう危機的状況の中で、それが一番不

安を助長していくということでもありますので、

これはそんなにお金のかかる、あるいは大がか

りな手だてが必要だというようなものではない

わけなので、ぜひ万が一の事態、緊急時に備え

た対応として、市民が安心できるような状態を

一刻も早く整備されるように求めておきます。 

 それからもう１点。私は地域経済のこういう

厳しい状況の中で一番市長に求めたかったのは、

やっぱりトップとしての働きかけ、そういうこ

とが今一層大事になっているのでないかという

ことを言いたかったんです。 

 いろいろ頑張る方向というものを出していた

だきました。それで市長が、今現在こういう状

況の中でどれだけ行動されているのかもよくわ

かっています。でも、今我々が直面している事

態というのは非常時なんですね。そして、今こ

の事態に我々がどういう方向で臨んでいくかと

いうことによって、これからの社会やこの地域、
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地方自治体なんかのあり方にも大きく影響して

いく。本当にそういう意味で今の局面というの

が大事だというふうに考えて提起させていただ

いたんですね。 

 私は、これをトップセールスだみたいな、そ

ういう言い方で言いたくないんです。でも、や

っぱり市長の存在というものが、この上山の今

置かれている状況の中で、市民が本当にこの地

域を何とかしたいということで市民自身も頑張

っている状態の中で、市長の果たすべき役割と

いうものが本当に今大きいものがあるというふ

うに私は考えるんです。 

 その点で、一応今答弁いただいたわけですけ

れども、市長の決意、そしてこれから働きかけ

をどのような形で具体的に進める腹づもりがあ

るのか、その辺のところまで御決意をお示しい

ただきたい。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今回の大震災につきまして

は、直接的な被害がないといいましょうか、そ

れについては本当によかったなというふうに安

堵しております。しかし、やっぱり二次的な災

害といいましょうか、すべての産業で大変な状

況になっているということも事実でございます。 

 そういうことで、ここにつきましてはやはり

平時と違った施策といいましょうか、支援策と

いいましょうか、そういうことが求められてい

るというわけでございまして、先般も専決処分

をさせていただいたこともありましたけれども、

そういったきめ細かな、しかも機微に接したと

いいましょうか、そういった政策が求められる

わけでございまして、それにはいろいろな、い

わゆる現場主義という話がありましたけれども、

やっぱり現場に行って、今何が一番困っている

のかと、今どういう施策がタイムリーな、しか

も大事な政策かということをきちっと知るとい

いましょうか、そういうことが大事なわけで、

そこにいろいろな権限の移譲とか、あるいは財

政的な面とか、そういった形でそこを何とか頑

張っていくということが今一番求められている

というように感じております。 

 そういうことで、これから補正予算もお願い

するわけでございますが、それと同時にやっぱ

り市民全体がお互いに頑張っていくと、元気づ

けていくということもより大事なわけでござい

まして、そのためにはやはり地域コミュニティ

とか、それぞれの業界、あるいは異業種の方々

の連携とか、ありとあらゆるものをここについ

ては模索をしながら頑張っていくと、とにかく

震災前の軌道に乗せるということが今一番求め

られているというように認識をしておりますの

で、そういった面でぜひ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 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 今、示されたんです

が、大変なときって、やっぱり行政や市長が自

分たちの業界、あるいは個々の事業者や何かに

対していつも目を向けていてくれるなと。例え

ば固定資産税の問題も一つありますけれど、な

らないものはやっぱりならないんですね。でも、

そういう困難な状況の中で我々の苦境というも

のを理解していろいろ行動してくれているとい

うのがやっぱり希望につながっていくというこ

とでもあると思うんです。 

 ですからいろいろな形で、直接旅館なんかに

も入っていただいて聞き取りなんかもしていた

だいたりということは聞いています。それと同

時に、やっぱり今のような行政のメッセージが、

絶えず困難な中で頑張っている経済界、あるい

は事業所、市民に伝わっていくような、きめ細
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かい働きかけをぜひお願いしたいと思います。 

 最後に、大石蔭の問題です。 

 今、もう建設地を決めるというふうな方向が

示されました。こんな状態の中で本当に決めら

れるんですか。決めたとして、将来に本当に責

任持てるんですかという提起をさせてもらった

わけですね、簡単に言えば。今の状況を幾つか

私は挙げさせていただきましたけれども､建設

地として正式に決められるなんていう状況にあ

りませんよ。 

 こんな中でもし建設地を正式決定したなんて

いったら大混乱が起きますよ。その混乱という

のはどういう形で響いていくか。あの地域一帯

の産業の成り立ちや何か見たって、そういう中

で市民がいろいろな問題で、こうした一方的な

決定や何かに対して絶えず抗議の声を上げたり、

いろいろな抗議行動や何かが展開されるような

状況になったら、上山市の産業自体がどうなっ

ていきますか。ニュータウンがどうなっていき

ますか。そういうようなことをしっかり踏まえ

た上で、私は順序立てて、今そういう状況には

ないんだということを示させていただいたわけ

なんです。 

 余りにも何か機械的な答弁だったので、もう

一回私が言わんとするところを受けとめて、広

域組合がどうだ、管理者会がどうだという前に、

市長自身が本当に大石蔭でいいのかどうなのか。

政治家として今腹で思っていること、それを答

弁してください。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 この件については、橋本議

員は前期も議員ですからよくおわかりだと思い

ますが、予定地について議会に報告させていた

だきました。議員もそういう形で理解をしてい

ただいたというふうに思います。 

 ここでこういうことが出てきたわけでござい

ますが、とにかく上山に一つつくらなければな

らないということは間違いないんです、これは。

つくらなければごみをどうするかということで

しょう。ですから、つくらなきゃならないんで

す。 

 じゃあどこにつくるかということです。我々

も２４カ所、絞らせていただきました。その中

でやはりあの地、ワイナリーという言葉も出て

きましたけれども、橋本議員も御案内のとおり、

上山市すべての地域が果実地帯と言っても過言

ではございません。じゃあどこにつくるかとい

うときには非常に難しい選択があると思います。 

 しかし、その中でいろいろなことと総合的に

判断した結果、今、大石蔭ということで予定地

として決定をさせていただいた。その中で、１

問でも説明させていただきましたけれども、現

地調査とか施設の調査とか、実はきのうも勉強

会をさせていただきました。２カ所で勉強会も

させていただきました。そういう手だてをして

いるところでございます。 

 ですから、先ほど申し上げましたように、理

解を得ていなければそれを中央突破することは

なかなか難しいということは、前回もいつでも

話していることですから、それに対応するため

に、今きめ細かにやっているという状況です。 

 ですから、できるだけ皆さんに理解をしてい

ただいて決めなければならないという前提の中

で、どこかに決めなければならないんです。で

すから、そこをぜひ理解をしていただきたいと

いうことです。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 市長もつらい、私も

つらい、市民みんなが今心配しているんですよ

ね。どういうふうに方向づけがされるのか。こ
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のまま時間だけが経過するようなことは本当に

心配だと、そういう状態なんです。 

 少なくとも先に進んでいくためにはそういう

条件がクリアされて初めて前進できる、一歩が

踏み出せるという形になっていくわけです。今

の状態はそれがないんだということ。そのない

という条件のもとで無理にそう進めようとすれ

ば、必ず別の新しい問題や混乱が出てくるので

はないかということを提起させていただいたわ

けです。 

 限られた時間の中で私の思いを伝えていくに

は時間が来ているようですので、そういう思い

とともに、だからこそ管理者に対してきちっと

今の現状を伝えて。例えば、前も申し上げさせ

ていただいたように、１５０トンと１５０トン、

二つ半分分けだと、そんな機械的な対応じゃな

いやり方。もっと上山の人たちのそういう困難

な実情に合った方向というのが生み出せないの

か。市民合意も「これだら仕方がないな」と言

えるような形でもたらされるような方法がない

のか。今、それを検討する時期じゃないかとい

うことをこの質問で強く訴えさせていただきた

かったんです。市長もその点は胸に秘めていた

だいたと思いますので、以上で私の質問といた

します。 

 ありがとうございました。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今、橋本議員から締めで、

質問終わりということでございますが。 

 １５０トン・１５０トンでなくて、例えば１

７０の１００トンでいいかという議論にはなら

ないと思うんですね。今の現状では。 

 ですから、やっぱりそういったいろいろな安

全性の問題とかそういうものを説明させていた

だいて、そして市民合意をいただけるというよ

うな形に今は一歩一歩進んでいるというような

ことでございまして、何とか理解をしていただ

けるというようなことにもっていかないとこれ

は建設することはできないわけでございますの

で、そういうものを今我々行政が一体となって

努力をしているという段階でございますので。 

 管理者ということが出ましたけれども、管理

者、副管理者は常に連携をとりながら現状もお

話をしているところでございまして、逆に言え

ば山形市はもう決まったと、だから早くやって

くれと。そうでないと、逆に周辺住民の不安が

募ってくるというような話も現実には出ており

ます。 

 しかしながら、２工場方式ではありますが、

やはり発注については同時発注をしていきたい

と。そしてやっぱりできるだけ経費の削減とい

いましょうか、そういうこともやっていきたい

ということになってきております。 

 ですから、上山市が建てるんじゃなくて２市

２町で建てるわけですから、やっぱりそういっ

た２市２町の考え方というものを尊重すること

も大事ですし、また当然我々の土地に、上山の

エリアに建てるということですから、上山の実

情も知っていただいて、理解をしていただいて、

そしてお互いに理解の中で建てていくというこ

とが大事なわけでございまして、その辺がなか

なか難しい状況にあるということだけはぜひ御

理解いただきたいと思います。 

 

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

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。 
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 御苦労さまでした。 

    午後 ３時４１分 散 会 


