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開

議

○髙橋位典議長 日程第１、一般質問でありま
す。

○髙橋位典議長 おはようございます。

初めに、１０番大場重彌議員。

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。

○１０番 大場重彌議員 おはようございます。

本日の会議は、お手元に配付しております議
事日程第２号によって進めます。

〔１０番 大場重彌議員 登壇〕
会派２１世紀会を代表いたしまして、一般質
問をさせていただきます。
けさ８時半に自宅を出てまいりました。早朝

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

日程第１

一般質問

から排雪作業を町内の道路の両隅をしていただ
いておる光景を見て、非常に適切な措置であろ
うということで、担当されております業者の
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方々、そして市職員に対して敬意を表するもの

してどのように対処しておられますか、お伺い

であります。

をするものであります。

また、けさの新聞によりますと、民主党は豪

また、私が山間部に出向いたときのことであ

雪対策本部を設置すると。そして事務局長とし

りますけれども、高齢化している世帯が非常に

て近藤洋介氏が当たられるというような内容の

多く、９０歳代あるいは８０歳後半の高齢の方

記事がありました。

が長い道のりを除雪したり、あるいは排雪をし

そういうことで、今回最初の質問は豪雪への

たり、非常に苦慮されているところを見るに、
このような方々に対して本市といたしましてい

対応策についてであります。
この冬は５年ぶりの大雪となりまして、県内

ろいろ豪雪対策本部において検討がなされたよ

では雪おろしの際の転落事故等による死亡者が

うでありまして、高齢者世帯に対して雪おろし

７名ほど出ておりますし、重傷者と軽傷者数を

あるいは雪の片づけをする、そういった一つの

含めまして１１４名に上っております。上山市

支援策を私は施すべきではなかろうかと考えて

内でも２名の負傷者が出ておると聞き及んでい

おりますけれども、この件についても市長の御

るところであります。近隣自治体の多くが今回

所見を示していただきたいのであります。

豪雪対策本部を設置いたしまして、上山市でも
１月２５日に豪雪対策本部を設置し、市民の生

質問の第２点は、上山小学校の改築について
であります。

活を守る体制が整えられたわけでありますが、

本件については、私は今回で３回目の質問と

今後の豪雪に対する具体的な対応策についてお

なります。上山小学校の改築についてでありま

示しをいただきたいのであります。

すけれども、耐震診断の結果を受けて、市長か

また、１２月下旬の大雪により三千刈地区の

らも早急に改築する方向が示されたわけであり

ブドウ畑の棚が樹木ごと倒れて雪に埋もれてし

ます。昨年５月からＰＴＡや地区会長、民生委

まうなど、大変な被害が出ておったようであり

員、観光関係者らを対象に説明会を開催し、改

ます。したがいまして、農業施設の倒壊あるい

築場所に関する意見を聞き、参加者からは「子

は洋ナシの枝折れが確認されたと新聞報道もさ

どもたちの安全のためには一刻も早く現在の場

れておりました。そのほかにもサクランボや

所に改築してほしい。教育環境として今の場所

ラ・フランスなどの果樹に多少なりとも被害が

が最適である」との意見に集約されたと聞き及

あったのではないかと思われますが、農業関連

んでおるところであります。

の被害調査をどのように進め、被害に対しどの

私は、このような関係から、できるだけ早く

ような措置を考えておられるのかお伺いをした

現在の場所に改築すべきと考えておるわけであ

いと思います。

ります。そして、安心・安全に勉強ができるよ

また、空き家の対策についてでありますが、

うにすべきであります。小学校低学年の児童の

地区に住んでいない人が所有している家屋の雪

通学を考えた場合、別の場所に移転をするとい

おろしや庭先の除雪が必要と私は判断するので

うことになりますと、通学路や通学距離の問題、

ありますけれども、所有者に対する通知などの

あるいは用地の確保の問題、そして安全性の面

対応が必要と考えておりますけれども、本市と

からも、他の場所でなく、やはり建てかえする
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には現在地に建設をするのが最善だということ
をこれまでも強く申し上げてきたところであり

以上、質問といたします。
○髙橋位典議長 市長。

ます。したがいまして、校舎の改築とともに、

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

災害発生時の避難場所としても指定されており

○横戸長兵衛市長 １０番大場重彌議員の御質

ます体育館の改築につきましても同時に進める

問にお答えいたします。

べきと考えますけれども、教育委員長の御所見

初めに、豪雪への対応策について申し上げま
す。

をお伺いするものであります。

本市では、市民の安全な生活を確保するため、

第３点の質問であります。
職員の綱紀粛正についてであります。

豪雪対策本部を設置し、休日も職員を配置して

今年３月には市長と市議会議員の同時選挙、

情報収集及び警戒態勢を強化しております。具

４月には県議会議員選挙が予定されております。 体的には、交通障害を排除するための市道の除
いずれも地元に密着した選挙であり、市職員は

排雪を迅速に行うとともに、各地区で取り組む

公正な行政事務を執行する公務員としての立場

生活道路除排雪活動に対する助成制度を設けて

をしっかりと自覚をし、行動しなければなりま

おります。

せん。特に、公務員は行政の中立的運営と、こ

また、年末からの豪雪による農業関係の被害

れに対する住民の信頼の確保という要請に基づ

状況につきましては、現在、パイプハウスの倒

き、地方公務員法において政治的行為が制限さ

壊が１件、ブドウ棚の倒壊が２件、そのほか枝

れ、さらに公職選挙法により地位利用による選

折れなどの被害を確認しておりますが、まだ確

挙運動などが禁止されているところであります。 認できていない圃場につきましては速やかに被
また、横戸市長の任期が２月１３日をもって満

害実態の把握に努めてまいります。今後は雪害

了し、３月２７日の同時選挙日までの期間、市

対策に取り組みやすいよう果樹地帯を循環する

長が不在となるわけでありますが、この間、市

市道等の除雪及び幹線的な農道の除雪を実施す

職員が今以上に襟を正し、市民の負託にこたえ

るとともに、被害木の拡大を防ぐため、融雪剤

ていかなければならないものと考えております。 の導入に対し支援を行うことにしております。
また、これまでも議会において副市長から損

なお、森林につきましては、雪解け後に森林

害賠償の関係について報告がされておりますけ

組合等からの情報を得ながら現地調査を実施し

れども、交通事故の問題であります。今定例会

てまいりたいと考えおります。

には松折れのための小屋の被害などで、交通事

空き家につきましては、除雪に限らず、第三

故についての報告はありませんでしたけれども、 者へ影響を与えることが懸念される場合は所有
毎議会に必ずそういった職員による交通事故の

者等に対し対策を講じるよう指導しております。

発生に関係する議案が出ており、そのほとんど

高齢者世帯の除雪支援につきましては、除排

が専決処分ということで報告がなされておりま

雪の助成回数を１シーズン１回から２回に拡大

すけれども、職員に対し綱紀粛正を徹底するこ

し支援を強化するとともに、消防団に対して除

とについての市長の考えをお伺いするものであ

雪の協力を依頼したところであり、各地域にお

ります。

きましても高齢者世帯の除雪に協力していただ
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くよう助け合いの呼びかけを行っております。

いということで、１キロ先の自分の園地に行く

次に、職員の綱紀粛正について申し上げます。 にもかんじきを履いて大体１時間程度かかって
各種選挙の際にはこれまでも服務規律の確保

しまうと。本当に行くだけでも疲れて、仕事を

等について注意を喚起してきたところであり、

する際には汗をだくだくかいて、帰ってくれば

このたびの市長と市議会議員の同時選挙及び県

必ず下着を脱いで、風邪を引かないような対応

議会議員選挙におきましても、職員が地方公務

策をしなければならないんだと。

員法等に違反し、あるいは政治的中立性に対す

しかも、この被害というのが、今回の降雪量

る疑惑を招き、住民の信頼を損なうことがない

が多いわけでありますから、ブドウ棚あるいは

よう改めて法令の遵守及び服務規律の確保を徹

特にラ・フランスなどの枝が、ほとんど雪につ

底するよう指導してまいります。

いておるわけでありますから、ウサギ等はブド

また、交通安全に対する職員への指導状況に

ウの芽は余り食べないそうですけれども、ラ・

つきましては、交通ルールの遵守及び交通マナ

フランスはおいしいらしいので、そういった形

ーの向上と安全運転の徹底について随時指導し

で新しい芽を食われておるということで、食害

ております。

による被害が非常に多く出ておりまして、来年

○髙橋位典議長 教育委員長。

度の収穫量を危惧なさっておる農家がたくさん

〔小関男教育委員長 登壇〕

おられるようでありますので、私としては、先

○小関男教育委員長 １０番大場重彌議員の

ほど市長もそういう地区の除雪を行うというこ

御質問にお答えいたします。

とでありますけれども、あとは幹線道路であり

上山小学校の改築について申し上げます。

ますフルーツラインであります。その付近にも

改築の時期についてでありますが、現在の計

たくさんの雪があるわけでありますけれども、

画では平成２３年度から基本設計に着手し、改

除雪がなされておらないということで、早期に

築工事につきましては校舎の工事にあわせて体

除雪を行うという考えを述べられましたけれど

育館の工事も同時に進め、平成２６年度に校舎

も、私としては早速除排雪にかかるべきである、

を、２７年度には体育館の工事を完了してまい

そして農家の方々が樹木の手入れができるよう

りたいと考えているところであります。

な対応策を一日も早く行うべきであるという考
えでおりますけれども、その点どのようにお考

以上でございます。
○髙橋位典議長 大場重彌議員。

えでしょうか。

○１０番 大場重彌議員 市長から詳細に豪雪

○髙橋位典議長 建設課長。

の対応について答弁がありましたが、私から再

○高村俊之建設課長 ただいまの御質問にお答

度質問をさせていただきます。

えいたします。

農業の関連被害の調査等については、ただい

生活道路以外の道路につきましては、例年で

まの答弁では、やはり実際に園地まで行けない

すと３月以降ということで除雪を実施している

箇所がたくさんあるわけであります。というの

わけでございますが、今年度の豪雪にかかわる

は、例を見てみましても、幹線道路、市道以外

部分の果樹地帯を循環する市道、今ございまし

の農業用地の道路について除雪がされておらな

た通称フルーツライン、皆沢赤坂線とか、ある
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いは楢下あたりの滝沢新町線等々につきまして

りでございます。

は２月１４日以降に実施をしてまいりたいと考

○髙橋位典議長 大場重彌議員。

えてございます。生活道路主体に現在実施して

○１０番 大場重彌議員 先ほど答弁はいただ

ございますが、業者の方の作業員の確保とか、

きました。しかし、もう少し積極的にできない

なかなか困難な点がございますので、そういう

のかという考え方での質問であります。

ことで今打ち合わせをさせていただいていると

これはさておき、次に、高齢者に対する一つ

いうことと、あと関係課と連携をとりながら除

の市長としての考え方が述べられました。今ま

雪をしていきたいと考えてございます。以上で

でですと、ひとり暮らし、そういった高齢者に

ございます。

対する補助金の制度があったわけでありますけ

○髙橋位典議長 農林課長。

れども、これを１回から２回にした、あるいは

○江口敏昭農林課長 農道の除雪の件について

大変苦労しております方々に対しての消防団関

でございますけれども、これも２月１４日の週

係に対しても協力を呼びかけておるということ

に、市長がただいま申し上げましたように、幹

であります。

線的な農道の除雪をしていきたいと考えておる

実はきのう、議会が終わってから帰る途中に

ところであります。以上です。

呼ばれまして、排雪を個人的にお願いしたとこ

○髙橋位典議長 大場重彌議員。

ろ、２人で作業に当たったわけでありますけれ

○１０番 大場重彌議員 今回の５年ぶりの大

ども、そうしたら１時間で終わったそうでござ

雪でありますから、本当に農家の方の苦しみと

います。請求書は何と１万円を請求されて、渡

いうことを十分に理解をされまして、幹線道路

したというようなケースでありますけれども、

の農道の除雪を２月１４日から実施をされると

２人で、しかも１時間で１人５，０００円とい

いうことについて、本当にそのようにしていた

う金額は余りにも法外な値段、雪おろしじゃな

だきたいと考えております。

いですよ、屋根に上がって雪をおろしたという

また、先ほど被害状況の中で、私も山林関係

ことでもなしに、ただ排雪作業をして１人１時

については特に現時点では入れない状況にあろ

間５，０００円という賃金については驚いたと

うかと思っております。したがって、ある程度

ころであります。したがって、シルバー人材セ

雪解けを待ってということになろうかとは思い

ンターでも頼んでやったらいいのではないかと

ますけれども、杉、松、雑木等について、かな

アドバイスしてまいりました。そうしたらその

りの被害があるやにお聞きをしておるわけであ

ときにすぐシルバー人材センターの車が来て、

りますけれども、この件についてはやはり私が

今度は屋根の雪おろし作業に入る準備をしてお

申し上げましたように雪解けを待っての調査に

ったようでありますけれども、この雪おろしに

なるのかどうか、関連する森林組合等の協力を

対する賃金、日当について、どのような指導を

得ながら早急に調査をすべきではなかろうかと

しておられますか。また、シルバー人材センタ

考えますけれども、いかがなものでしょうか。

ーについては１時間当たりの賃金はどのように

○髙橋位典議長 市長。

なっておられるか、その点について御答弁をい

○横戸長兵衛市長 答弁させていただいたとお

ただきたいというふうに考えます。
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○髙橋位典議長 市長。

会、温泉旅館組合から、校舎の耐震度に問題が

○横戸長兵衛市長 詳しいことにつきましては

あるとして上山市が改築を計画している上小に

担当課長から答弁させますが、この冬は大雪だ

関してということで、市観光物産協会とかみの

ということで、雪おろしあるいは除排雪につい

やま温泉旅館組合から、３１日に現在の場所か

ては要望がかなりあるんだろうと思います。た

らの移転を求める要望書を横戸市長に提出した

だ、料金につきまして、行政が指導するといい

という山形新聞の記事がありました。この件に

ましょうか、あるいは目安の料金をつくるとい

ついて、教育委員会としてはやはり現地に当然

うことについてはなかなか難しいものがあると

改築をするんだということについて、先ほど私

思いますが、現況についてどういう状況になっ

に答弁したとおりであるのかどうか、この点も

ているかにつきましては担当課長の方から答弁

含めて御回答をいただきたいと思います。

させます。

○髙橋位典議長 教育委員長。

○髙橋位典議長 庶務課長。

○小関男教育委員長 手続的なところもござ

○鈴木敏明庶務課長 除排雪に関する基準的な

いますので、教育長の方から答弁させたいと思

料金を設定しておりまして、そこの中で人工的

います。よろしくお願いします。

に言いますと作業員としては８時間労働で１万

○髙橋位典議長 教育長。

３，５００円というような考え方をしておりま

○木村康二教育長 上小改築につきましては、

すので、２，０００円弱の値段で頼めるという

教育委員会といたしまして、議員御指摘いただ

ような設定はしております。ただ、１日という

いたとおり、耐震化のための改築でありますの

考え方で１万３，５００円なので、１時間だか

で、可能な限り早くということで進めていきた

らそれで８分の１かというと、なかなかそうは

いという基本的な考え、方向性はそのとおりで

いかないのかなという気はしますけれども、い

ありまして、ただ、さきの市長の基本方針の説

ずれにしても５，０００円というのはちょっと

明のところにもありましたとおり、また、今御

高いなという印象は受けます。

指摘いただきました要望書をいただくというこ

○髙橋位典議長 大場重彌議員。

となどもあり、今後とも対話を重ねながら理解

○１０番 大場重彌議員 それでは、次に教育

を図り、その上で早期実現を目指していきたい

委員長にお尋ねをいたします。

と考えているところであります。

上山小学校の改築については、２３年度から

なお、今申し上げましたような経過の中で予

２６年度までという工期でスタートしたいとい

算措置を今後可能な限り早く行っていきたいと

う考え方が述べられました。また、体育館につ

考えております。

いてはその次の年度という考えでありました。

○髙橋位典議長 大場重彌議員。

しかし、今回の当初予算を見ますと、何ら上

○１０番 大場重彌議員 答弁が質問とかみ合

山小学校の改築には予算がついておらないわけ

っていません。先ほど２３年度から基本設計に

でありますけれども、これは政策的な問題だと

入るということでありますから、市長としても

いうことからそのような形になったのか。

施政方針の中で今回は概算予算をもとに編成を

そして、先般、市長に対して市の観光物産協

したという考え方も述べられておりますけれど
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も、私としては一日も早く安心・安全な学校で

ということでございまして、やはりそういった

生徒に勉強させていただくという考え方からす

方々の意見も聞くということもより大事だと思

れば、当然当初予算にその基本設計の予算措置

いますので、時間は少々かかりますけれども、

をするというのが常識ではなかろうかという質

やはり最終的には先ほどのような形で決めさせ

問をしているわけです。だから、教育委員会の

ていただきたいと考えております。

考えとしては、先ほど私が新聞紙上に市の観光

○髙橋位典議長 大場重彌議員。

物産協会と温泉旅館組合から要望があったとい

○１０番 大場重彌議員 この件については、

うことに対して配慮して、まだ現地と決められ

市長、観光関係の関係者も当時どこに建設をす

ない、この新聞の中にも最後に「市民のさまざ

べきかということについての検討委員会の中に

まな意見を聞く中で総合的に判断をしたい」と

代表者が入っておるわけです。やはりこの件に

あり、これは市長が当日述べられておるようで

ついては早い機会に決定をしなければならない

ありますから、この件については現地というも

問題でありますし、余り旅館の方々がここの土

のと他の場所ということの考え方で申し上げた

地についていろんな課題があるというようなこ

のかどうか、この点についてもお伺いをいたし

とを申しますと、上山市の旅館、特に新湯であ

ます。

りますけれども、私は観光の問題としても重大

○髙橋位典議長 市長。

な要素をはらんでおると考えるわけですよ。し

○横戸長兵衛市長 先般、新聞報道のとおり、

たがって、こういった観光の問題がいろいろ風

要望書を提出いただき、受け取ったところでご

評されますとかみのやま温泉にとってはマイナ

ざいます。

スの要素が出てくるということを考えて私は心

いろんな政策展開の中で、市民の皆さんに理

配をしておるわけですけれども、どうでしょう

解をいただいていくということは大事なことで

か、市長。

ございます。そういうことで、観光面から見た

○髙橋位典議長 市長。

場合にこういう考え方ですよという考え方の中

○横戸長兵衛市長 この土地につきましては、

で要望書を持ってきていただいたところでござ

過去に小学校移転という話がありましたので、

いまして、これにつきましては最終的には総合

そういった経緯を踏まえまして、話し合いをさ

的にというのは、そういう考えもありますし、

せていただいたということでございます。本来

また地域の方々あるいは保護者の方々の考えも

といいますか、普通であるならば、その学校が

あるわけですから、そういった意見を出してい

危険校舎だということになれば、よほどのこと

ただいた中で総合的な判断をさせていただくと

がない限りその場所に改築するというのが普通

いうことでございます。そういうことで、一つ

だと思いますが、そういう経緯を踏まえていろ

新たな団体といいましょうか、業界といいまし

んな話し合いをさせていただいたということで

ょうか、そういう方々から要望いただいたこと

ございます。

についてもいろいろ検討させていただいて、そ

総合的にという話の中には、財政的なものも

してきちっと説明をさせていただいて、そして

ありますし、いろんなことがあるわけでござい

理解をいただいて、全体的な判断の中で決める

まして、そういうものを総合的にということで
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とつ徹底していただくということでの先ほどの

考えておるところでございます。
しかし、危険な校舎であるということについ

私の質問でありました。その件について、再度、

ては間違いなく危険なわけでございますので、

市長の見解を伺います。

できるだけ早く改築を進めなければということ

○髙橋位典議長 市長。

は我々も重々承知しているところでございます

○横戸長兵衛市長 先ほど答弁いたしましたと

が、そういうことで、今いろんな方々のお話を、 おり、公務員であるということの中での許容範
しかも団体で来ているということもありますの

囲をきちっと守っていただいて、ましてや選挙

で、まず聞くということも大事なんだろうなと

違反が出るなんていうことは最悪の事態でござ

いうことでございます。

いますので、そういうことがないように、改め

そういうことで、いろいろここまでの期間に

て指導といいますか、そういう形で当たってま

つきましては時間も大分要しておるところでご

いりたいと考えております。

ざいますが、これは早急に結論を出させていた

○髙橋位典議長 大場重彌議員。

だいて、２３年度中に予算措置をしたいという

○１０番 大場重彌議員 私の質問に対して誠

考え方で進めるところでございます。

心誠意、市長並びに教育委員会から答弁をいた

○髙橋位典議長 大場重彌議員。

だきましたことに敬意を表し、以上で質問を終

○１０番 大場重彌議員 それでは、ただいま

わります。ありがとうございました。

の上山小学校の改築問題については市長の考え

○髙橋位典議長 次に、６番五十嵐秀夫議員。

を了とし、職員の綱紀粛正について質問をいた

〔６番 五十嵐秀夫議員 登壇〕
○６番 五十嵐秀夫議員 議席番号６番、会派

します。
先ほど申し上げましたように、ことしは市長

蔵王の五十嵐秀夫であります。

と市議会の同時選挙、そして４月には県議会の

このたびは、前回に引き続き上山市の第６次

統一地方選挙となるわけでありまして、市議会

振興計画後期基本計画への取り組みと題しまし

議員には新人の方もかなり多く出馬されるとい

てお伺いいたします。

うことについては、非常に私もいいことであろ

初めに、財政的課題についてであります。

うと考えております。

山形ニュータウンに土地開発公社が所有して

そうした中で、特に市の職員組合としてこれ

いる住宅用地の今後の計画についてであります

までいろんな形で選挙運動を展開してきた事実

が、市土地開発公社経営健全化計画については

があるわけであります。市議会議員の候補者の

計画どおりに達成はされたものの、山形ニュー

選挙事務所に行って、はがきを書いたり、ある

タウンに公社が保有している住宅用地、簿価６

いは食事を提供したり、あとは職員同士の家庭

億３，２３８万３，０００円、仮換地予定面積

を訪問し、選挙のチラシを配布したり、そうい

が１万６，５９５平方メートルの土地利用及び

った事例があるからこそ、今回三つの選挙が行

財源について、来年度以降どうするのかまだ示

われるに当たって、職員に対してそのようなこ

されておりませんので、後期基本計画における

とのないように、そして選挙違反に問われるよ

対処方法をお示しください。

うな行為だけはないような指導というものをひ

次に、競馬場跡地の今後の計画でありますが、
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上山競馬場跡地において、現在、製薬工場の建

ーされている人もいます。本市の交流人口を増

設が進められておりますが、残りの部分につい

加させるメニューの一つとしては、多くの人か

てはどうなるのか不明なところが多くあります。 らフォローされている人、例えば人気のある大
ついては、ニュートラックかみのやまの移転と、 学生を募集し、「上山のここがとてもきれい。
かねてより市長が望んでおられたＪＲＡ場外発

だから見に来て」とか「上山のここのお店の食

売所の設置とあわせて御所見をお聞かせくださ

事がとてもおいしい。だから食べに来て」など

い。

とささやいてもらえばいいのです。そうすると、

次に、クアオルト構想の推進についてであり

フォローされているすべての人々へ瞬く間に伝
わり、賛同すればその人たちはすぐその行動に

ます。
文化財などを活用した取り組みとして、上山

移ります。ほかにも個人でホームページを持っ

型温泉クアオルト構想は、本市の発展を目指し

て談話室で語りかけている人とか、「ミクシ

た、かつてないすばらしいデザイン構想である

ー」などと言われるサイトを毎日見ている人た

と評価しております。私は、健康には体の健康

ちも多くいますので、その人たちにお願いする

と心の健康の二つがあると思います。そこで、

こともできます。

認定コースのウオーキングだけではなく、市内

このような今までなかった技術を生かし、い

にある多くの文化的な資源をウオーキングの企

ち早く取り入れて、他市町村に先駆けて交流人

画やコースに組み入れて、体と心の両面からの

口を増加させるメニューを開発し進めるべきと

健康づくりと、ひいては総合的なまちづくりに

考えますが、市長の御所見をお伺いいたします。

つながるようにするべきと考えますが、このこ

続いて、地域の自主的な取り組みへの支援に

とについて市長の御所見をお伺いいたします。

ついてお伺いいたします。

そして、交流人口を増加させるメニューの開

地区公民館活動に地元の人材を活用する取り

発でありますが、本市の人口が減少する中で、

組みについてでありますが、本庁地区の地区公

交流人口を増加させることは必須の施策と考え

民館が来年度から北部、南部、中部の三つの公

ます。今、ＩＴ、情報技術産業が花盛りであり、 民館に再配置されることに決まりました。昨年
現振興計画策定時にはなかった人々との会話、

から旧村７地区の公民館が事務長と２名の地域

対話を伝達するさまざまな道具が発明、開発さ

活動推進員の体制で運営されておりますが、従

れて、世界じゅうに急速に広まっています。こ

来以上に事業、企画、運営力、実務執行力及び

れらの道具を用いれば、個人が発信する情報は

接遇力が向上しているのかどうか、私から見て

地方紙新聞の購読者よりも多くの人々へ瞬時に

不安な部分があります。

して伝わり、それを見て、読み、理解できるま

そこで、各地区に住んでいるキャリアを終え

でになっております。このような新技術を用い

られたその分野のエキスパートや有用な知識、

た方法、手段として、例えば「ツイッター」と

技術を有する人など優秀な人材と力を公民館活

いうＩＴ技術を活用し、交流人口を増加させる

動や運営に生かすことが求められます。そうし

ことも考えられます。実際にこれを日常的に用

た場合、どのように取り組むことができるのか、

いている人たちの中には、多くの人からフォロ

その支援体制をどうするのか、教育委員長の御
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教育委員長の御所見をお伺いいたします。

所見をお伺いいたします。
次に、女性の活力を生かす取り組みでありま

最後に、総合療育訓練センターでありますが、

すが、これまで多くの自治体を視察してみて、

総合療育訓練センターのクアオルト事業などに

女性パワーが発揮されているところはまちなか

おける市での活用については、同センターの運

もにぎやかで活気がありました。本市では若妻

営責任者の方針と取り扱い次第で道が開かれる

会や婦人会がなくなって、女性パワーの結集も

ものと考えておりますので、本市が先導してそ

容易でないように思います。これからは予算を

の実現を期すべきと思いますが、市長の御所見

女性たちが活用できる仕組みに適用させ、そし

をお伺いして、質問といたします。

て女性たちが求めて喜んで参加できるような企

○髙橋位典議長 五十嵐秀夫議員に対する答弁

画、事業を取り入れていくべきと考えますが、

の前に、１０分間休憩いたします。
午前１１時０１分 休 憩

教育委員長の御所見をお伺いいたします。
次は、市内にある県有施設の有効活用につい
てであります。

午前１１時１１分 開 議

まず、埋蔵文化財センターについて、本市に
ある県埋蔵文化財センターは、県内の歴史学、

○髙橋位典議長 休憩前に引き続き会議を開き
ます。

考古学の拠点であります。耐震に問題があると

五十嵐秀夫議員に対する答弁を求めます。

して一般公開はされていませんが、今後耐震改

市長。

修がなされるようで、来年度以降の一般公開が

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

できるところまで来ております。センターには

○横戸長兵衛市長 ６番五十嵐秀夫議員の御質

本市にかかわるものとして思川や泥部地区で発

問にお答えいたします。

掘された土器や矢じりなどが収蔵され、陳列さ

初めに、山形ニュータウン内に土地開発公社

れております。年々収蔵品がふえ続けており、

が所有している住宅用地の今後の計画について

陳列する場も限られてきていることから、本市

申し上げます。

としても移転も視野に入れて県に要望するなど、

山形ニュータウンにおける換地予定地は、幅

斎藤茂吉記念館と一体的に総合的な文化交流の

広く活用できるよう第一種低層住居専用地域か

拠点の一つに育て上げるべきと考えますが、市

ら第二種中高層住居専用地域に用途地域の変更

長の御所見をお伺いいたします。

を行っており、これに合わせた土地利用を考え

次に、明新館高校でありますが、上山明新館
高校については県内初の小中高一貫教育モデル
校として指定、認定の実現を図るべきと私は考
えております。そうしてこの場を本市の文教区
と位置づけて整備し、小・中・高の校舎全体を

ております。
なお、財源につきましては、分譲による土地
売り払い収入を充ててまいります。
次に、競馬場跡地の今後の計画について申し
上げます。

廊下でつなぐようにします。今後、このような

内厩舎跡地につきましては、市街化調整区域

併設する方向で、また県とは連携する方向で交

であることから土地利用が規制されております

渉する方法もあると思いますが、これについて

が、ニュートラックかみのやまの移転先として
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民間活用を図るなど有効な利用方法について今

光や社会科見学等による交流人口の増加などが

後検討するとともに、その他の土地につきまし

期待されますので、連携による利用の促進に努

ては土地利用の用途目的に基づいた企業誘致を

めてまいります。
次に、総合療育訓練センターの活用について

進めてまいりたいと考えております。
また、ＪＲＡの発売所を併設することにつき

でありますが、施設内にある温泉温浴施設を上

ましては、ニュートラックかみのやまの健全経

山型温泉クアオルト事業において活用できるよ

営を目指す中で、採算性を考慮し判断されるも

う県に働きかけを行ってまいりましたが、不特

のと考えております。

定多数の利用が想定される本事業等の場合は、

次に、上山型温泉クアオルト事業の推進につ

医療の管理のもとで治療を受けている障がい児
等が利用している施設であるため、感染症の発

いて申し上げます。
文化財などを活用した取り組みについてであ

生を予防する上で極めて困難であるとの回答を

りますが、既に気候性地形療法の認定コースや

得ており、現時点での利用は難しいものと考え

「クアの道」の設定の際には、地形や自然要素

ております。

に限らず、歴史的、文化的地域資源をより多く

○髙橋位典議長 教育委員長。
〔小関男教育委員長 登壇〕

組み入れるようにしております。今後、歴史的、
文化的地域資源が点在する上山城周辺など文化

○小関男教育委員長 ６番五十嵐秀夫議員の

的要素の高い場所にまち歩きのコースを設定す

御質問にお答えいたします。

るとともに、環境や景観に配慮したまちづくり

初めに、地域の自主的な取り組みへの支援に
ついて申し上げます。

を目指してまいります。
次に、交流人口を増加させるメニューの開発

地区公民館活動に地元の人材を活用する取り

についてでありますが、ブログやツイッターな

組みについてでありますが、本市では地区公民

どを活用する方法は地域の情報を発信する際に

館事業として、趣味・教養分野のほか地域課題

大きな力となることから、活用を図ってまいり

を取り上げた学習など多彩な講座等を実施して

たいと考えておりますが、市民みずからが郷土

おります。その際の講師につきましては、市内

のよさを発信していくことが一層の地域活性化

のさまざまな分野で活躍する人材の活用を推進

や交流人口の拡大につながるものと考えており

しているところでありますが、今後は生涯学習

ますので、効果的な情報発信の方策を検討して

指導者登録制度等の体制づくりを検討するなど、

まいります。

市内外の多様な人材がそれぞれの能力を発揮で

次に、市内にある県有財産の有効活用につい

きる機会の創出、拡大に努めてまいります。
次に、地域における女性の活力を生かす取り

て申し上げます。
埋蔵文化財センターの活用についてでありま

組みについてでありますが、本市におきまして

すが、本年度、県に要望を行った結果、予約制

は現在３０の女性団体により組織する女性のつ

による一般公開が認められたところであります。 どいやレディスセミナー実行委員会を初めとす
同センターと斎藤茂吉記念館の連携した活用を

る団体、グループが先進的で活発な活動を展開

図ることで、文化交流の拠点づくりとともに観

しております。それらの活動につきましては、
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「やる気満マンプラン」や民間の助成制度など

特に、広域観光での連携という中で、二つ隣

の活用を推進し、着実に成果を上げており、今

の天童市の市民部長から直接お伺いした話では、

後さらに女性を対象とした企画、事業の充実や

上山型温泉クアオルト構想に触発されて、天童

情報提供等に努めるとともに、さまざまな分野

型クアオルト構想というものを天童市の旅館組

において女性の社会進出が図られるよう支援し

合、温泉組合の方々が中心になってやり始めて

てまいります。

いると。事業化については来年度からなされる

次に、市内にある県有財産の有効活用につい

ようになるとお伺いしております、このクアオ
ルト構想というものを、もはや既にクアハウス

て申し上げます。
上山明新館高校との小中高一貫教育校につい

碁点などクアハウスをつくっているところもあ

てでありますが、本市におきましては今後市内

るんですけれども、恐らくクアハウス、そうい

のすべての小・中学校で一貫教育に取り組んで

うものも本市で対応するようにもなってくるの

いく計画であり、高等学校も含めた一貫教育に

ではないかと。そうした場合の中心、核になる

ついては、その制度がありませんので困難であ

ような上山城、月岡公園、月岡神社、その周辺

ると考えます。

の位置づけがかなり重要になってくるのではな

なお、上山明新館高校とは、現在「教育の

いかと思います。先ほどの答弁にもあったんで

日」の取り組み、あるいは小・中文化祭、生徒

すけれども、あそこの月岡公園のところには市

指導、部活動指導などについて連携しており、

役所がありました。それで、数十年前から市役

今後とも連携を強化してまいります。

所の位置としてはそこではよくないと。今現在
の場所に市役所が移されてきております。観光

以上でございます。
○髙橋位典議長 ６番五十嵐秀夫議員。

の中心になるような場所に文教施設の小学校が

○６番 五十嵐秀夫議員 御答弁ありがとうご

あってよいのかどうか、５０年来の検討が重ね

ざいます。

られてきております。そして、できれば小学校

まず、市長に、第６次振興計画の後期計画を
策定し、今月中に来年度に向けての取り組みが
確定されると思われますので、その直前として

はあそこから移すべきだという意見もかなりず
っと前からなされてきております。
今回、市長が唱えられるクアオルト構想の中
で、これから上山市を発展させていく後期計画

お伺いしたいと思っております。
第６次振興計画の後期計画、その中にこれま

の中で、クアハウスなど中核施設になるものを

でなかったクアオルト構想というのが必ず出て

取り入れて事業化していくことも考えられます。

くることになると思います。その中では観光資

それを天童市などがおくればせながらというこ

源の掘り起こしとか食文化の蓄積、発展、体験

とで、いいところ取りみたいなことをなされて、

場の創造として地産地消、そういうことを通し

クアハウスなど天童型クアオルト構想、そうい

ての事業とか、クアオルト構想の中での散策エ

う中で一気にそういうものをなされていくこと

リアの拡大、広域観光での連携などがいかに充

も考えられますが、イニシアチブをとる上でも、

実できるかが後期の正念場になってくると思っ

そういう構想の中で取り組む必要があると考え

ております。

ますので、学校の人材育成の面からも、学校の
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位置の場所の確定、この際５０年後、１００年

たわけでございますが、将来構想というものに

後を考えた上で、これは総合的に判断というこ

やや欠けている部分がございます。そういうこ

とではなく、今の教育万般全体を考えての市長

とで、これをどういう形でつくって、そしてま

の行政判断としての御決意をお聞かせいただき

たどういう体制でいくのかということを今話し

たいと思います。

合いをしたり、いろんな方々にお集まりをいた

○髙橋位典議長 市長。

だいたりしているところでございますが、間違

○横戸長兵衛市長 上山型温泉型クアオルト事

いなく将来構想の中にはクアハウスということ

業でございますが、間違いなく全国初めての事

も出てくるんだろうなと思っております。

業であることは議員御承知のとおりだと思いま

そういうことで、これからどういう構想の中

す。我々もこれからの観光を見据えたときに、

での位置づけというものもあるわけでございま

それぞれの自治体で完結できる観光というもの

すし、そういったことを積み重ねながら上山型

はこれからの観光としてはそぐわないだろうと。 温泉クアオルト事業をつくっていきたいという
やはり大きく言えば東北６県とか、少なくとも

考え方のもとに今進んでおりますので、当然今

山形県内の中で満足していただくということで、 御指摘のあったような件については考えていか
７市７町による観光圏をつくったわけでござい

なければならない大きな視点になるんだろうと

ます。

思っております。

その中で、私も観光庁長官にもお会いしまし
たけれども、健康づくりという形での観光圏は

○髙橋位典議長 五十嵐秀夫議員。
○６番 五十嵐秀夫議員 観光については、既

どこにもある、だから差別化といいましょうか、 に日本国として観光立国というようなことで、
それをどうするんだという話になりまして、い

国際観光を視野に入れた取り組みで、国全体で

ろいろ話し合いの中では医療とか、そういった

取り組んでいるところがあります。また、数年

関係も出てきました、健保組合との連携とか。

前にはプロジェクト・ザ・プラウという東北６

その中で、今７市７町の観光圏の中で何を幹と

県・プラス・新潟を入れて七つの県で国際観光

してやっていくんだという中では、健康づくり、 というものを企画して、その中で上山を起点に
しかも上山型温泉型クアオルト事業を一つの幹

した事業も行い、その流れを受け継いで、現在、

にしていこうということをやっておるわけでご

山形県、福島県、宮城県の３県の知事がその大

ざいまして、上山だけでクアオルトをやったの

きな観光という取り組みの中で取り入れられた

ではどうにもならないわけでございまして、い

りもしております。県内独自での観光に対する

ろんな自治体といいますか、圏域の中で、そう

取り組みもある。いろいろな網がかぶさってい

いったものがどこへ行っても体験できるとか、

る中で、その中でも市長の肝いりのクアオルト

健康づくりができるというような、いわゆるプ

構想というものをしっかりと、恐らくここ１カ

ラットホームづくりということが今望まれてい

月ぐらいの間できちっと方向性を定めて、第６

るといいますか、それをつくらなければという

次の後期振興計画基本計画の中にきっちり盛り

ことで進んでいるところでございます。

込んでやっていかなければならないと思ってお

この上山型温泉クアオルト事業もここまで来

りますけれども、その中での大きな上山全体の
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まちづくりの中で、クアハウスが当然出てくる

定になっております。

だろうと。そういうことも考えられる中で、今

そして、現在、山形県は高校への進学という

の小学校を建てかえなければならない、そうい

のが９９．１％、全国的には９８．９とか９８．

う時期が恐らく千載一遇のチャンスじゃないか

８％、昨年、一昨年というか、そういう状況に

と思います。市長の意思を今後反映する中で、

あって、既に９９％以上であるということは、

学校の位置とクアオルトの中核、そういうもの

高等学校は義務教育の範疇に考えていいのでは

の中での位置づけをもう一度ここで明確にして

ないかと私は考えておりますけれども、その能

おいていただきたい、これが１点。

力とか興味、関心、進路希望などが分化される

それから、小中高一貫教育についてでありま

時期での教育の場の提供、今後の上山の人材育

すが、小中高の一貫教育としては、学校教育法

成を図る上で、これを考える大事な時期に来て

などの一部を改正する法律、これが平成１０年

いると思っております。

６月になされまして、平成１１年４月より中高

それで、一つには、国・県、市が対等協力の

の一貫教育校の選択導入が可能になったという

関係にあるという観点から、こういうものに対

ことで、慶應義塾などで既に平成４年から開校

する県との今後の話し合い、国との話し合いと

された湘南藤沢中・高等部など一貫教育校など

いうか、要望などを通してどういう形で人材育

が既に実現されております。

成を図り、なお定住人口をふやすような施策を

それと、一貫教育という中で三つのタイプが

考えていくか、そこまでのところは市長にも考

ありまして、学校教育法施行規則が改正されて、 えていただきたいと思っておりますので、そこ
中等教育学校並びに併設型中学校及び連携型の

の部分に対しては市長から。

中学校、連携型高等学校など、教育課程の基準

それから、「不易と流行」という言葉、変わ

などが改正され、これが平成１６年でありまし

らざるもの、今現在はやっているもの、流行、

て、平成２２年度は３７０校までふえておりま

そういうものが教育を考える上で、常に不易と

す、併設型が２４７、連携型が８１と。それで、 流行を考えた上で対処しなければならないので
高等学校の方では、総合学科の設置状況として

はないかと考えておりますので、今、既に流行

は平成２１年４月で３４４校、単位制の高等学

になりつつある、今現在、来年度からは上山市

校の設置状況としては２１年４月で既に９００

でも小中一貫教育を取り組むと。中高一貫教育

校あると。山形県内ではまだ小中高の一貫校と

も流行の中にあると。変わらざる部分は変わら

いうのはないんですけれども、既に平成１６年

ざる部分で踏まえておきながらも、その流行に

度に小国町で研究開発学校として指定されて、

当たる小中一貫教育、これは既に上山でも決ま

小中高の一貫教育が取り組まれているところで

っておりますが、それを延長して小中高の一貫

あります。金山町では併設型で中高一貫教育が

教育というところまで、流行の取り込み、そう

なされております。数年前から東根市が手を挙

いうものもあわせて考えておくべき、今即取り

げられまして、内陸にモデル校１校、庄内に１

組むべきでないかと私は考えておりますが、こ

校だそうですけれども、県が建てて、県立中学

れは教育委員長のお考えをお示しください。

校と県立高等学校、これが併設されるような予

○髙橋位典議長 市長。
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○横戸長兵衛市長 クアオルト事業の件と、上

すが、これは今の質問の中でどういう答弁をし

山小学校敷地を絡めた質問でございますが、今、 ていいかちょっと迷うところがありますが、た
クアオルト事業をやっております。その中で、

だ、きのうの話の中では、一貫教育によって、

ウオーキングの部分をやっております。ウオー

そういったコースができることによって教育に

キングと、弁当とか、旅館とかいろいろな連携

対する関心が高まって、そういう教育制度、教

がなりつつありますが、例えば土日ウオーキン

育システムがあるならば、上山に住んで子ども

グ、スペシャルウオーキングとか、いろんなウ

を教育しようという考え方でありましたが、そ

オーキングもやっておりますが、そこに案内人

れがどういう評価が得られるかどうかは現時点

がついていろんな説明をしたり、物語をつくっ

では我々はわかりませんので、可能性はあるん

たりして、つまりただ歩くだけじゃなくて、楽

だろうなということだけは認識しております。

しい、あるいはここを歩いて体がよくなったと

○髙橋位典議長 教育委員長。

いうことを感じていただけるようなコース設定

○小関男教育委員長 先ほどの答弁の中で、

あるいは時間帯の設定とか、そういうことをや

小中一貫につきましては今後取り組んでいくと

っております。上山ではテラポイト協会が設立

いう姿勢であるわけですが、小・中・高という

しておりますが、そういう方々が全くのボラン

三つの校種の一貫という形になりますと、いろ

ティアということにはなかなかいかないわけで

いろ制度上の問題もあるわけで、その辺も含め

ございまして、熊野古道におきましてもきちっ

て教育長の方から答弁させたいと思います。

とした方々が案内するときの代表といいましょ

○髙橋位典議長 教育長。

うか、そういう形でやっておりますが、そこの

○木村康二教育長 ただいま制度上の問題と申

部分もまだ上山においてはきちっと確立できて

し上げましたが、その制度については五十嵐議

おりません。ですから、そういうことをきちっ

員からもお話があったとおりでありますが、中

と積み重ねていかないと、例えばクアハウスを

高一貫教育、また中高一貫教育校、これについ

つくったところで、利用者が少なかったとか、

ては学校教育法上に規定された学校であります。

あるいはその効果が見られないとか、そういう

このたび東根に県としてつくるということは、

ことがあり得るわけでございます。きのうのお

一貫校としての中等教育学校をつくるというこ

話の中でもそうでした。かなりの投資になりま

とであります。高校をつくって中学校をつくる

すから、そこはやはりきちっとした積み重ね、

のではないんです。中等教育学校をつくるとい

あるいはそういった形での将来像というものを

う、これは県の施策のもとでのものであります。

もう一度費用対効果も含めて、この事業の規模

今のところ、私も五十嵐議員と同じように勉強

も含めて考えていかなければならないと考えて

させていただいたんですが、県の方では内陸に

おりますので、あの土地すべてが必要なのかど

１校、庄内に１校という計画である、その先に

うかということもあり得るわけでございますの

ついてはまだ計画にはないと。それから、いわ

で、その点については今後検討してまいりたい

ゆる連携型、先ほど小国と金山の例も御紹介い

と思っています。

ただきましたが、これについてはなかなか一貫

あと、先ほどの人口増加という件でございま

教育という観点では難しいものがあるというこ
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とで、今後その連携型についてもどのような進

効果も膨らませていただいて、国への要望、県

め方をするか考えているところだということで

への要望、そういうところから予算を措置して

あります。

もらう、そういうことは十分に考えられると思

そういうことで、高等学校がかかわる部分に
ついては県の教育委員会の高等学校再編計画に

いますが、その点についての意欲、意思がある
かどうかが１点。

基づいて数年先まで決まっていることでありま

それから、小国町とか金山町は、人口減少、

して、これにかかわる小中高の一貫教育を今上

少子化の流れで、小中高一貫教育でなければ町

山で始めることは困難であるという意味で申し

が成り立たなくなる、そういうような現実も踏

上げたところであります。

まえられての対応だと思われます。我が上山市

「不易と流行」ということでお話をいただい

も、５０年後、今の人口減少をこのままずっと

たわけでありまして、非常に大切なことである

続けていけば、５０年先にどのくらいの人口に

わけであります。そういう意味では、やはり小

なっていくか、甚だ心細いような予測を聞かさ

中一貫ということをまず真剣に取り組み、極め

れたこともあります。今ここで第６次振興計画

て大切な全国的な課題でありますので、取り組

の後期計画、まさに正念場、ここを迎えるに当

み、その成果の中でさらに高等学校と中学校の

たって、その５０年先、１００年先まで考えた

連携、または高等学校と小学校の連携、きょう

上での小・中・高の連携、併設するようなやり

の新聞にも出ていたとおり、具体的に連携など

方、現在ある北中学校と上山小学校を併設する、

は明新館と小学校の間で行われているわけであ

そういうやり方をまず講じておいて、数年後も

りますので、そのようなものを今後ますます豊

しくは数十年後かもしれません、数年後、日本

かなものにして、あわせて小学校と幼稚園、保

の経済が復活しつつある中で、考えられるとこ

育園との連携、これなども大切なことだと考え

ろであります。そういう中で、小・中・高の連

ております。

携が図れるような時期に来たら即検討を進めて

○髙橋位典議長 五十嵐秀夫議員。

いくような準備も必要かと思います。上山の将

○６番 五十嵐秀夫議員 今の市長からの答弁

来構想というものを踏まえた上で、これは教育

では、予算的なものもある、かなり大きな額に

委員長がどう判断されるか、まず今、後期計画

もなったりする、費用対効果も考えなければな

を策定するぎりぎりのチャンスなのでお伺いし

らないという言葉でしたけれども、本市の副市

ておきたいと思います。

長は国の方から上山の発展のために来ていただ

○髙橋位典議長 市長。

いておる、そういう方も上山の中に力としてあ

○横戸長兵衛市長 国・県、市の連携、これは

ります。先ほど申し上げましたように、国・県、 とても大事なことでございますし、指摘される
市、これが対等協力関係にあるという、その大

までもなく今までもやっているつもりでござい

義名分の中で、上山市が全国に先駆けて取り組

ます。

むクアオルト構想、そういうものであればある

そういうことで、費用対効果という部分に論

ほど、国からの予算、県からの予算、こういう

点が集中しましたけれども、これも大事なこと

ものを作文を上手に書いていただいて、費用対

です。行政だから何でもいいということにはな
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らないわけです。ただ、民間でできないことを

構想の中でやっていこうとすることも、第三セ

行政がやるということも大事なわけです。これ

クターとか第四セクターではなく、第五セクタ

はわきまえています。そういうことで、この事

ーとして行政と民間の企業と地域の住民の総力

業の持つ意味合い、あるいはこれからの将来像

でもってつくり上げていくようなまちづくりに

の中で、どの規模とか、あるいはどういう施設

なるのではないかと考えております。

とかということは、先ほど申し上げましたよう

そういう中での取り組みをやっていく中で、

に、これから考えていくわけでありますし、こ

上山市が独自でやっていく教育自立圏構想なん

れからも考えるわけでございますが、ただ、そ

ていうのは独立するぐらいの気構えで、上山に

ういう中での国・県との連携はとても大事なこ

しかない構想、今、日本で初めてであるという

とでございますので、今後ともそういった形で

ものに対しては、国に対してももっと強く要望

いろんな協力がいただけるものについては協力

してほしいと思っております。まず、そこら辺

をしていただくということで、真摯に取り組ん

での予算的なところまでの大きなまちづくりと

でまいりたいと考えております。

いう中でのクアオルト構想、これを国にもっと

○髙橋位典議長 教育委員長。

要望してほしいんですけれども、そういうとこ

○小関男教育委員長 先ほどの点につきまし

ろの気構えをお聞かせいただきたいということ

ては、一つはやはり現在の将来構想検討委員会

と、現在、幼・保・小の連携が図られていると

で練られて答申を受け、そして教育委員会とし

ころであります。幼・保・小の連携があって

てもその方向で現在行政を進めているところで

小・中の連携というのがなされる、小中一貫教

ございますが、まずそれをきちっとやることが

育というのはきちっと対応されるようになって

今現在の上山市の最も大事なことの一つになる

いく、これはこれから数年の上山のあり方かも

と認識しているところであります。

しれませんけれども、今後人口の動態なんかも

小中高連携云々の問題につきましては、目的

踏まえた上で、小中高の一貫教育がなされれば、

の問題とか、制度というものについては今ない

上山小中学校に入る人が明新館高校に無試験で

わけでありまして、将来どういうふうに変わる

入れるようになっていくと。そういうこともこ

かということはわかりませんが、そういう中で

れから先々出てくる可能性は考えられます。そ

先ほども申し上げましたように今現在の課題と

ういうように、上山に住んで、小中高の一貫教

いうものを精いっぱい努めていくということが

育がなされれば、上山の明新館高校に入れたい、

大事かと、このように考えているところであり

そういう子どもの親が、上山に移り住んでくる

ます。

親が毎年１０件、２０件ぐらいずつふえるんで

○髙橋位典議長 五十嵐秀夫議員。

ないかと。そういうこともあわせて検討される

○６番 五十嵐秀夫議員 かつて山形県アルカ

べきと思っておりますが、教育の計は５０年先、

ディア構想などというものがありまして、そう

１００年先まで考えるんだと、そういうところ

いう中での取り組み、大きくは第五セクター、

の中で、人口、定住、増加まで視野に入れて取

まちづくりというのは行政と民間と地域の人た

り組むお考えがないかどうか、教育委員長にお

ちの力でつくり上げる、まさしく今クアオルト

伺いしたいと思います。
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○髙橋位典議長 市長。

内２番目の高い空き家率であり、今後この数字

○横戸長兵衛市長 先ほどと同じような答弁に

に注目していく必要があります。

なります。そういうことで、やはり上山の持っ

全国的に空き家の活用が叫ばれ、あちこちで

ている地域資源、宝に磨きをかけて生かしてい

空き家バンクが創設されておりますが、今回、

くという政策でございますので、これをこれか

私が問題にしているのはこの空き家の中でも荒

らの大きな施策の一つにとらえて、そして頑張

廃が進んでいる、見るも無残な姿を見せている

ってまいりたいと考えております。

放置されている空き家、廃屋であります。
先日、市内某所の空き家を見てまいりました。

○髙橋位典議長 教育委員長。
○小関男教育委員長 基本的には先ほど申し

建物の骨組みがむき出しのまま何年も放置され

上げたとおりでございますが、教育の動向とい

ており、裏手に回ると壁は倒壊寸前の状態であ

うのはやはりきちっと把握していかなくちゃい

りました。黒光りする柱の骨組みが異様に目立

けないと思っておりますが、発達段階というの

つ廃屋であります。景観上、見る人に不快感を

がございますので、そのとき選択という事柄が

与えるばかりか、防災上、防犯上も心配ですし、

途中で出てくる事項でもございますので、制度

何より隣接する住民にとっては耐えがたい光景

としては目的あるいは方法ということを総合的

であります。聞けば所有者は遠方にいるそうで、

に考えながら判断していかなくちゃいけない事

隣家ではどうすることもできないとのことであ

項だろうなと思っているところであります。し

りました。固定資産税対策で建物を壊さないで

かし、先ほど申し上げましたように、今現在の

いるのか、解体しない理由は不明であります。

上山の小・中の将来構想に基づく施策について

このような建物に対し、上山市としてどのよう

全力を尽くしてまいりたいと、このように考え

な対応ができるのでしょうか、現実的な対応に

ているところです。

ついてお伺いをいたします。

○髙橋位典議長 次に、４番枝松直樹議員。

次に、全国的には、条例化、それも行政代執

〔４番 枝松直樹議員 登壇〕

行も可能とする内容を含んだ条例を制定してい

○４番 枝松直樹議員 ４番、会派たかまきの

る自治体もあります。今後、このような放置さ

枝松直樹であります。

れた空き家がふえる要素がかなり増大するもの

大きく２点に絞って御質問申し上げます。

と思いますので、長年放置された空き家の適正

第１点、空き家の適正管理条例の制定につい

管理にかかわる条例の制定について市長の御所
見をお伺いいたします。

てお伺いいたします。
平成２０年住宅・土地統計調査によれば、本

２点目でございますが、在来野菜の種の保存

市の空き家は１，６６０戸で、空き家率は１３． について伺います。
８％となってございます。この調査は悉皆調査

最近、在来野菜に注目が集まっております。

ではなく抽出調査であり、空き家の定義、基準

昨年秋に発行されました山形大学の広報紙「み

の問題もあるため、現実をどの程度反映してい

どり樹」第４５号に在来野菜の記事が掲載され

るのか疑問も残りますが、いずれにしてもこの

ております。これは山形大学の江頭准教授と奥

調査によれば県内では米沢市の１６％に次ぐ県

田政行シェフの対談ですが、その中で市内の金
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谷ごぼうについて次のように触れられています。 支援についてどのように考えておられるのか市
奥田シェフは、「今、私が最も注目している

長の御所見をお伺いいたします。

のは上山市の金谷ごぼう、フランスの三つ星レ

また、在来野菜の定義からは外れるかもしれ

ストランで使われるような品格があります」と

ませんが、例えば小笹のウルイ、久保手のアス

述べられております。

パラ、金谷のナガイモなど、上山市内のローカ

続いて江頭准教授は、「香りはすごく上品で、 ルブランド野菜の保存と生産拡大についても市
凛としているのに味は嫌な自己主張がない。で

長の御所見をお伺いいたします。

も生産者が非常に減っていて、残るかどうか心

これらの野菜は、生産量も多くないため、市

配しています。そういう野菜が山形にはまだま

場で求めることはなかなか困難であります。せ

だ眠っています。その作物の多様な文化を次代

っかく地元にすばらしい野菜があるのですから、

に伝えていくためには、歴史や成分を調べるこ

これを多くの上山市民に食べてもらいたいと思

とが大切ですが、何より生産者の方々に元気に

います。そして、そのことを通じてふるさとに

なってもらって、つくり続けることが大事だと

対する愛着や誇りが醸成されれば幸いだと思う

思ってもらわないとだめなんです。それは研究

次第であります。

者だけでは難しくて、料理人の方や行政の方な

以上、質問といたします。

ど、いろんな方と手を結ばないと在来野菜は守

○髙橋位典議長 枝松直樹議員への答弁の前に、

っていけないだろうなと感じています」と、こ

この際、正午にもなりますので、昼食のため休

のように述べられております。

憩いたします。午後は１時から会議を開きます。

この金谷ごぼうは、鏡彌次郎さん宅に代々伝

午後

０時００分 休 憩

午後

１時００分 開 議

えられてきたものでありまして、現当主は９代
目であります。３代目の方が山形市陣場から養
子に入られたときに持参したものだと伺ってお

○髙橋位典議長 休憩前に引き続き会議を開き

ります。天保年間につくられた上山名産名所番

ます。

付によりますと、前頭に関根の紅柿とともに金

枝松直樹議員に対する答弁を求めます。

谷ごぼうが記載されております。天保年間とは

市長。

１８３０年から１８４３年ですから、今から大

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

体１８０年ぐらい前になります。１世代３０年

○横戸長兵衛市長 ４番枝松直樹議員の御質問

とすれば１８０年ですから今から６代前の御先

にお答えいたします。

祖様が持ち込んだ種だというのも整合性がとれ
る話であります。

初めに、空き家の適正管理条例の制定につい
て申し上げます。

現当主によれば、今、地区内の３人ほどの人

本市は、良好な環境を確保するため、平成１

たちに種を分けて育てておられるとのことであ

０年に上山市快適環境基本条例を制定し、勧告

りますが、江頭准教授が指摘しているとおり、

及び氏名の公表について規定しているところで

行政も支援をして、種を受け継いでいけるよう

ありますが、現実的な対応といたしましては、

な体制をとれないものかと思うのですが、生産

事案ごとに改善や必要な処置の対応についての
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行政指導を行っております。行政代執行法を適

ますけれども、その難しい対応について今まで

用する条例を制定している自治体もありますが、 市としてどのようにしてきたのか、勧告、公表
適用する際のさまざまな課題があり、現実的に

というところまで行った事案があるのかどうか、

は適用が難しいと考えておりますので、現行の

まず伺っておきたいと思います。

上山市快適環境基本条例に基づき、実態に応じ

○髙橋位典議長 市民生活課長。

た行政指導を行うとともに、必要に応じ、より

○舟越啓喜市民生活課長 空き家関係につきま

厳しい勧告、公表といった処置を行ってまいり

しては、基本的には市外の方々が多いというこ

ます。

とでございまして、市外の方々がその実態を御

次に、在来野菜の種の保存について申し上げ

存じないまま放置されるというケースがござい
ます。そういった方々につきましては、現状を

ます。
平成１７年度に県の支援事業により、伝統野

お知らせし、善処されるような指導をしてまい

菜として認定された金谷ごぼうは、当時既に生

ったところでございますが、これについてはほ

産者は１名のみとなっており、生産の拡大が急

とんどの方々が対応していただいているという

務となっておりました。金谷ごぼうは希少性や

ことでございます。

市場価値はもとより、本市が誇る地域資源であ

ただ、先ほどおっしゃいました事案は、相当

ることを考慮し、市といたしましては平成２１

昔からのいわゆる建設途中でそのまま建設を放

年度に奥田シェフに対するトップセールスを行

棄したということでございまして、家屋として

い、江頭准教授と意見交換を実施するとともに、 の認知もされていないような状況でございまし
金谷ごぼう保存会の組織化や深耕掘削機への助

た。当時、本人とも接触して善処をお願いした

成等を行い、生産拡大に向けた支援を行ってお

という経過がございますが、当時は家族の問題

ります。また、小笹のウルイや久保手のアスパ

などもあり、そのままになっておったというこ

ラガスなど本市には後世に伝えていきたい在来

とでございます。

野菜や特産野菜がありますので、引き続き地産

先ほどの質問でございますけれども、勧告、

地消を推進し、販路拡大を図りながら、農家が

公表まで至っている事案はただいまのところご

生産拡大への意欲を高められるよう支援してま

ざいません。

いります。

○髙橋位典議長 枝松直樹議員。

○髙橋位典議長 枝松直樹議員。

○４番 枝松直樹議員 そうしますと、今の答

○４番 枝松直樹議員 現状、私が見てきた物

弁から類推しますと、このままずっと何年もこ

件について言えば、何年もそのまま放置をされ

の先も続くと理解せざるを得ないんですが、構

ておりまして、市の快適環境基本条例では対応

造物ですからいつかは倒壊するということもあ

できない事案かなと思っております。市の方に

ると思います。そうなってからではやはりまず

どのような相談が来ているか、ほかの事例もあ

いと思いますので、現行の快適環境基本条例で

るかもしれませんが、この条例で対応がすべて

は対応できないとすれば、新たな条例を私は提

可能だと私は思っておりません。一つの限界と

案する次第であります。

いうものがあるんじゃないかと私は思っており

それで、条例で代執行を規定している自治体
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というのが幾つあるか私は数えたことがござい

なったという事案などもあります。やはり行政

ませんが、その一つとしてニセコ町の景観条例

としてこの先対処すべき分野だと思いますが、

というのがありまして、ここでは第５２条にし

この条例化について再度、市長のお考えをお伺

っかりと代執行の規定が盛られてあります。も

いいたします。

ちろんニセコ町のことですから、環境で生きて

○髙橋位典議長 市長。

いるような自治体でありますので、草木、空き

○横戸長兵衛市長 この質問の趣旨につきまし

地、こういったものも対象にしているというこ

ては、空き家ということに限定した考え方で答

とで、総合的な景観の保全の条例だと思います。 弁させていただきました。
そして、空き家の定義も非常に難しいと思い

今御紹介ありました、まちづくりといった大

ます、確かに。半年に１回あるいは１年に１回

きな観点からの条例づくりということでござい

たまたま数日間戻ってくる、だからここは空き

ます。これはこれからの上山市のまちづくりに

家じゃないよと言われればそうかもしれません

とっても大きな一つの柱になり得るものだと思

が、一般常識上考えて、明らかに放置をしてい

いますし、代執行権が盛り込まれても必ず使う

る。先ほど私が申し上げた事案というのは、外

ということにもならない部分もあるわけでござ

壁がなくて骨組みだけですから、これは完全に

いまして、先ほどの抑止力ということもありま

家屋としての体をなしていないと判断すべきも

したが、そういうことではこの空き家に限った

のであって、この種のものがどんどん上山にこ

ことではない、まちづくりも含めた部分での条

れからふえていくようであれば、まさに中心市

例化といいますか、それは今後考えていく価値

街地活性化基本計画の理念とも相いれないこと

があるんじゃないかなと考えております。

になりますから、これについては行政として対

○髙橋位典議長 枝松直樹議員。

応することが必要だろうと。そして、仮に代執

○４番 枝松直樹議員 それでは、もう一つ提

行権を盛り込んだとしても、これは外交の問題

案をさせていただきますが、この空き家、解体

じゃないんですけれども、抑止力、一つの交渉

しろといってもそれなりの金がかかります。そ

の材料になり得るということも効果としてはあ

の費用が出せないという方もいらっしゃるんじ

ります。ですから、条例化していただいて、や

ゃないかと思います。そうした際に、大変考え

っていただきたいと。そして、どうせつくるな

た条例をつくったのが富山県滑川市です。ここ

ら、空き家だけでなくて、当然先ほど言った総

では危険老朽空き家対策事業という、これはま

合的な空き地も含めてやっていただきたいと私

ちなか再生事業として取り組んでいるものであ

は考えております。

りますが、解体したいけれどもできないという

もう一つ条例を御紹介いたしますと、これは

人に対して、その物件、土地を、家屋と一緒な

三重県名張市だと思いましたが、ここでは空き

わけですけれども、市に寄附してください、そ

地の代執行を去年は２件、ことしも２件やって

うしたら市がかわりにやってあげますよと。市

います。代執行権を規定することによって、市

はその所有者にかわってそれを解体する、その

民は「そんなに有効だったらおれのところもや

空き地については地元の町内会あるいは市が直

ってくれ」ということで、相談件数が何倍にも

接使うとか、それはいろいろあるかと思います
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が、そういうことによって経済的に大変な人の

人が来ます。中川の文化祭においても、産業ま

物件も、景観上、解体したくてもできない人に

つりで買えなかった人が翌週、１週間後に行っ

対して救済をするというような制度もつくって

て買うというようなことが市民の中では大分浸

いると。こういうことでありますから、これは

透していることと思います。遅く行くと売り切

私は一考に値するのではないかと考えておりま

れて買えないという状況なわけですよね。それ

す。こんな条例も先ほど私が申し上げたような

だけ欲しい人がたくさんいる、少々高くても買

事案に適用することによって、ひょっとしたら

いたい、こういう人がたくさんいるわけであり

相手側も「じゃ、わかった。ぜひ市の方で使っ

ますので、上山市民が買えるような状況を私は

てください」というようなことになるかもしれ

つくり出さなきゃいけないなと思っているわけ

ませんが、こういった今の私の提案について市

であります。
それで、こんな事例があるわけです。小笹の

長はどんなお考えをお持ちでしょうか。
○髙橋位典議長 市長。

ウルイがなかなか上山の町の中に出なくて、南

○横戸長兵衛市長 これについては、市が寄附

館の直売所に出ていると。そこでは「小笹ウル

をいただくということにつきましては、税収が

イ」ではなくて「蔵王ウルイ」に名を変えてい

なくなると、基本的には。そうしますと、どこ

る。久保手のアスパラが市外で売られている、

でもここでも寄附してもらうということになり

そこでは「本沢アスパラ」と名前を変えている。

ますと若干の違和感があります。ただ、同時に、 これが私は非常に悔しいなと思うわけですね。
その土地とか、あるいはその部分が将来のまち

上山の地元産が市外に行って名前を変えて売ら

づくりにつながるというような部分については

れる、甚だ私は悔しい思いをしております。こ

こういった考え方にも立つことが全くできない

ういうことで、ぜひ上山で市民が食べて、おい

ということではないと思いますが、いずれにい

しいと実感し、上山にはこれだけのものがある

たしましても、寄附の部分も含めて今後検討す

よと、市外に市民みずからが誇らしげに語れる

る必要があると考えております。

ような状況をつくりたいと思っているわけです。

○髙橋位典議長 枝松直樹議員。

先ほど市長から金谷ごぼうに関して、生産組

○４番 枝松直樹議員 この件についてはこの

織の支援あるいは掘る機械の助成ということも

程度にとどめますが、要望だけ申し上げておき

やっているということで、大変いいことだと思

ますと、明らかに放置をされた空き家があって

いますが、そういうものをもっと広げて、生産

危険な状況というのは現存しているわけであり

の現場からさらに、今、農協を介して出回って

ますから、これに対処すべく、現行の条例では

いるようでありますが、地元で買えるようなと

対応できないとすれば、新たな条例をそこに付

ころまでの仕組みをつくって、行政としてしっ

加をするなりして対応いただきたいということ

かりと支えていただきたい、こういう思いで今

を御要望申し上げておきたいと思います。

回私は質問したわけでありますが、改めて、金

それから、二つ目の課題でありますが、産業

谷ごぼうだけに限らないんですけれども、地元

まつりは楽しみな事業の一つです。それは、金

でとれた野菜を地元で食べる、非常に希少価値

谷、泉川の野菜が買えるということで、多くの

の高いこれらのものについて、再度市長からど
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のように、さっきは金谷ごぼうについて御答弁

は金谷ごぼうについて奥田シェフの言葉を引用

いただきましたが、全体の上山の野菜というこ

させていただきました。彼は「金谷ごぼうはフ

とについて、その支援についてどのようにお考

ランスの三つ星レストランで使われるような品

えなのか、特に地元で食べられる、流通も含め

格があります」と、こんな最大級の賛辞を贈っ

てお伺いしたいと思います。

ているわけですね。私は三つ星レストランに入

○髙橋位典議長 市長。

ったことはないですけれども、どんなものかと、

○横戸長兵衛市長 小笹のウルイあるいは久保

その一言だけで食いたくなって、鏡さん宅を訪

手のアスパラを例に挙げられたわけでございま

れたんです。それで、ないのをわざわざ分けて

すが、実は久保手のアスパラにつきましても地

いただいて、自宅で食べてみました。包丁を入

産地消ということで、旅館で使っていただきた

れる先からにおいがすごい広がる、それだけす

いということで、私も大分話し合いをさせてい

ばらしいものなわけですね。それが何で今まで

ただきました。ところが、久保手地区におかれ

この年になるまで知らなかった、あるいは食べ

ましては農協出荷ということが基幹的になって

たことがなかったということなのかということ

おりまして、農協出荷ですから、以前は本沢農

について、大いに自分自身も反省をしなければ

協だったことから、本沢という形で出荷されて

なりませんし、こういうものを市民が知らない

いるのかなと思います。

とすれば、誇れる郷土づくりというのはちょっ

ただ、最近、旅館のシェフの方とか、あるい

と遠のいているのかなと思いますので、今、市

は旅館自体が人と人のつながりの中で大分久保

長から仙石東町地区の開発についても触れられ

手のアスパラも旅館の料理にのるようになって

ましたけれども、ぜひこういったものを食べら

きましたし、そういうことが大事だと思います。 れるような、あるいは買えるような施設という
今回、ちょっと話が飛躍しますが、仙石区域

ことを最後に御要望として申し上げて、終わり

の市街化区域編入につきましても、実はあそこ

たいと思います。ありがとうございました。

にそういった直売所といいましょうか、そうい

○髙橋位典議長 次に、５番尾形みち子議員。
〔５番 尾形みち子議員 登壇〕

うものをぜひつくりたいという案もあった中で、
今回の編入についてのお願いをしているところ

○５番 尾形みち子議員 会派たかまき、尾形

でございますが、そういった地元のものが、し

みち子でございます。通告に従いまして順次質

かもすぐれた、おいしい、安全な地元の食材、

問をさせていただきます。

野菜も含めて、果物も含めてそういったものが

今回は、市民の健康づくり、防災協定という

買えるところを、つまり６次産業化と言われて

ことで、大きく２点に質問を限定させていただ

おりますけれども、生産から販売までできるよ

きました。

うな農林課の政策として対応していきたいと考

最初に、市民の健康づくりについてでありま
す。

えております。

最初、健康長寿都市宣言ということで質問さ

○髙橋位典議長 枝松直樹議員。
○４番 枝松直樹議員 それでは、御要望申し
上げて終わりたいと思いますが、第１問目で私

せていただきます。
少子高齢化社会においても、市民だれもが健
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やかに生き生きと豊かな人生を全うできること

き、すぐれた効果と実績があらわれております。

を目指すのは市民の願いであります。本市の

この制度で保健補導員になる任期は２年、約３

「大人の健康づくり」は、健康相談、健康教室

０から５０世帯に１人を基準として選び、健康

と大勢の市民の方々に利用されており、特に

づくりを個人から社会に広めるという活動をす

「やってみっべ講演会」や「運動をする会＆健

ることだそうです。

康ウオーキング」は楽しみにしている方が多い

内容としては、研修で学んだ内容の普及啓発、

と聞いております。この運動に参加されている

保健予防活動、検診事業への協力、受診への勧

７０代御夫婦の話を聞く機会があり、腰の痛み

奨、母子保健事業への協力、離乳食教室、ママ

とひざに不安を抱えていたところ、回を重ねる

の健康教室の託児ボランティア等々、地区での

ことでひざの調子がよくなり、歩行がスムーズ

自主活動、保健師や栄養士による健康教室、健

になったことや健康教室に通うのがとても楽し

康相談の開設、そして健康づくりに関するアン

みだとお聞きしております。このことからも、

ケート調査、地区での保健問題の発見と保健師

継続的に市民の健康づくりと健康をキーワード

との連携などなど大変大活躍であります。保健

に取り組まれ、健康意識を高めることが大変重

補導員を経験すると健康について知識が得られ、

要であると考えます。

みずからも健康が習慣となり、さらに家族から

そこで、いつまでも健康で市民一人一人が長
寿を楽しみ、活動的に社会に参加しながら生活

地域へと健康を広める、地域に根差した制度に
なっています。

を続けることは、全市民共通の願いであると考

本市では、市長みずから少子高齢化対策とし

えます。このたびの健康長寿都市宣言のイメー

てこれまでも施策を実行されていますが、年々

ジは、保健、医療、福祉、介護等々初め生涯学

増加する国民健康保険１人当たり医療給付費

習やシルバー人材の就労などの各分野と連携を

（医療費）は県内でもトップクラスにあり、改

図りながら、市民が健康を目的に活力のある生

善されておりません。本市も高齢社会に入り、

涯現役を目指すための宣言が必要ではないかと

８０歳を過ぎても元気で健康的な生活を送れる

思ったからです。市長に健康長寿都市宣言の意

よう上山版保健補導員制度の導入について見解

義を特に理解していただき、見解をお伺いいた

をお伺いいたします。
次に、健康づくり大学設置についてでありま

します。
次に、保健補導員制度についてであります。

す。

この制度は、長野県が昭和４６年に取り組ん

本市にとって上山型温泉クアオルト構想は上

でいる制度であり、３０年以上の実績がありま

山市の命運をかけたプロジェクトと考えます。

す。長野県ではほぼ全県内に保健補導員が活動

これまでも各分野が個々に取り組んだ分野を統

している状況にあります。この制度の取り組み

合し、総合的にするため、市民のための健康づ

の結果については、まず国民健康保険税負担の

くり大学の設置が必要ではないかと思われます。

減少、老人医療費が全国平均より低い、二つに

また、クアオルト構想も健康づくりがポイント

男性の長寿が日本一、女性も３位である、三つ

となりますが、ここで言う健康づくり大学のイ

目に、自分の健康は自分でつくることが身につ

メージは、地元の温泉、地元の食と栄養バラン
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ス、運動、環境の四つが融合し、これらすべて

な力を発揮したということです。その中で、地

がテーマであります。

震が起きたらどう行動し、どう助け合えばよい

大学の目的は、体験と学習の両面から学びの

のか、防災の視点で取り組む必要があるという

場とすることです。これは温泉にゆっくりつか

ことはもちろん言うまでもありません。本市で

り、温泉のイロハを学び、この時点で温泉入浴

も万が一、災害が起きたとき、災害に備えた体

アドバイザーが登場いたします。次に、初心者

制づくりや相互に協力し合う関係を確立するこ

から段階的に西山や三吉山コース、蔵王坊平コ

とが大変重要となります。

ースのロードを歩き、この時点でセラピーの役

そこで、姉妹都市である名取市との防災情報

目をするウオーキングガイドの蔵王テラポイト

の共有化、相互交流の推進、災害時用物資、機

が登場いたします。この折、楽しく体を動かす

材等の提供や整備について、防災上の連携、協

ことや有酸素運動を実践し、日常生活に生かせ

力の協定締結について、市長にお伺いいたしま

る健康づくりを指導します。実例としては、日

して、質問といたします。

帰りコース、１泊お試しコース、長期型コース

○髙橋位典議長 市長。

など、市民に学びの場、体験の場を何度も実感

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

できるよう低料金で設定するなど工夫が必要と

○横戸長兵衛市長 ５番尾形みち子議員の御質

思われます。今までの「やってみっべ講演会」

問にお答えいたします。

との連携も含め、クアオルト構想の名前がぴん
とこない方にも健康づくり大学は健康がテーマ

初めに、市民の健康づくりについて申し上げ
ます。

だなということで、市民にも認知度が高まるは

健康長寿都市宣言についてでありますが、高

ずであります。ぜひ健康づくり大学設置の検討

齢化社会が進行する中において、生涯現役で健

を提案しますが、市長の見解をお伺いいたしま

康に暮らしていくことは市民共通の願いであり、

す。

第６次上山市振興計画の基本目標にも掲げてい

最後に、名取市との防災協定締結についてで

るところであります。
本市におきましては、来年度から新たに健康

あります。
私、平成１７年６月の一般質問の中で、防災

推進課を設置し、介護や疾病の予防と市民の健

協定については災害時の協力と対応、姉妹都市

康づくりをさらに推進してまいります。また、

名取市との協定を提案しておりますので、再質

第６次振興計画後期基本計画の中で、保健、医

問となると思います。

療、介護、生涯教育の各分野が連携を深め、市

近年、全国各地で頻発する自然災害、ゲリラ

民の健康づくり事業のさらなる充実に努めてま

豪雨や地震、世界規模でも多くの災害が報道さ

いりますので、健康長寿都市を宣言することに

れております。私たちには忘れてはならない平

つきましては現時点では考えておりません。

成７年１月の阪神・淡路大震災を初め新潟県の

次に、保健補導員制度の導入についてであり

中越沖地震、石川県の能登半島地震は、甚大な

ますが、長野県の保健補導員制度につきまして

被害でありました。そのときの教訓は、地域コ

は地域の健康づくりにおける実績や効果につい

ミュニティが大変重要なキーポイントで、大き

て認められておりますが、現在の社会状況のも
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と、同様の制度を新たに組織化することは、担

第一に考えての答弁であると思っておりますの

い手の確保が困難であるなど多くの課題がある

で、前向きととらえさせていただきます。

と考えております。したがって、市といたしま

ただ、健康づくりについては、本当に市民一

しては、保健補導員制度の導入ではなく、保健

人一人が長生きができて、生き生きと過ごせる

師の訪問活動を充実し、既に組織化されている

ことは、市長の願いももちろん含めてですけれ

衛生組合や食生活改善推進協議会、民生児童委

ども、市民の願いでもあると申してくださいま

員との連携を深め、さらにはシルバーフレンド

したので、それとともに、健康推進課という課

事業や安心見守りサービス、高齢者配食サービ

も２３年度から設置するということであります

スなどの事業を活用しながら、地域福祉と一体

ので、そんな意味からも、この課を健康のバロ

となって保健の充実を図ってまいります。

メーターというんですか、一番のボリュームの

次に、健康づくり大学の設置についてであり

あるところと思っております。

ますが、健康づくりの学習、実践の場の提供に

それで、一つお尋ねします。健康づくり、一

つきましては、講座や教室の開催など、その手

応保健師の訪問ということを考えていらっしゃ

法はさまざまあると考えております。上山型温

るということから、これは保健師も看護師も、

泉クアオルト事業におきましては、現在もお試

そして歯科衛生士も、もちろん栄養士もすべて

しウオーキングや、ゆっくりウオーキングなど、 専門的な分野というような広範囲なアドバイス
市民が参加しやすいようさまざまな形態で展開

を必要と思うんですね。それで、本市の行政の

しておりますが、市民の健康増進を目的とした

中で、保健師は重要な職でありますけれども、

事業であり、今後とも身近な健康づくりの手段

その保健師の適正人数というんですか、もしく

として市民に親しまれるよう各種講座を取り入

は配置、そういったものに問題はないのか、そ

れてまいりたいと考えております。

んなこともお尋ねさせていただきます。

次に、名取市との防災協定の締結について申

○髙橋位典議長 健康福祉課長。
○仲野芳夫健康福祉課長 私の方からお答えを

し上げます。
名取市とは姉妹都市として長年にわたり各分

させていただきたいと思います。

野で交流を深めており、これまでも災害等が発

現在、上山市の保健師は９名です。そのほか

生した際にはお互いが協定の有無にかかわらず

に専門職として管理栄養士が１名、歯科衛生士

さまざまな支援活動を実施してきた経緯があり

が１名の１１名体制で市民の健康づくりの業務

ます。しかしながら、より明確な協定の必要性

に当たっております。この人数等につきまして

を認識していることから、現在、協定の締結に

は、近隣市町村、他自治体と比較いたしまして、

ついて交渉を進めており、災害時の応急物資の

類似都市等では少なくない人数となっておりま

提供や職員の人的支援などの協定項目等につい

す。

て具体的に協議し、協定を締結してまいりたい

保健師の配置でありますけれども、自治体の

と考えております。

規模によりまして違いますけれども、大きな自

○髙橋位典議長 尾形みち子議員。

治体ですと、山形市とか天童市の場合ですと、

○５番 尾形みち子議員 市長も市民の健康を

児童部門、高齢者部門、あと健康部門等の複数
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の職場に配置しているような自治体、また本市

然統合してもいいようなことなんでしょうけれ

でもそうですけれども、１カ所に集中して保健

ども、クアオルトという名前がまだ市民にもも

部門等に当たるという２通りの方法があるので

う一歩浸透していないのかなということで、そ

はないかと思っております。上山市の保健師の

れこそ健康づくり、うちは農業大学もあるし、

配置状況は先ほど申し上げたとおりであります

市民大学もいろんな意味では人材育成という意

けれども、これまで各市町村によって、地域包

味のリーダー育成の場になるというふうにも考

括支援センターを自治体で単独でやっている場

えますので、その都度、女性リーダーにしても

合については同じような人数規模でそちらの方

老人クラブのリーダーにしても、そういう健康

の包括支援センターの業務を行っている自治体

の場としての活用を含めて、再度、健康づくり

もございます。上山市におきましては、地域包

大学の設置ということの大きな設置ということ

括支援センター、委託はしているものの、市役

でもなくて、その意味での場所を提供するとい

所の健康福祉課のすぐそばにありますし、そこ

うことで考えてないかもお伺いいたします。

の中に保健師及び看護師等が合わせて３名、あ

○髙橋位典議長 市長。

と社会福祉士、ケアマネジャー等専門家がいる

○横戸長兵衛市長 大学ということになります

と。また、健康福祉課の高齢介護グループ、介

と、ある意味では考える部分もあるわけでござ

護関係でありますけれども、ケアマネジャーの

いますが、本市におきましては農業大学という

資格を有する介護認定調査員を２名配置するな

ことで、主な事業は年２回でございますが、現

ど、さまざまな部門で連携を図りながら保健業

地調査あるいは講演会というようなことでござ

務、健康づくり等に当たっているような状況が

います。

あります。こうした状況の中で、今後とも引き

健康づくり大学ということになりますと、つ

続きこれまでの連携をさらに深めて、地域住民

まり尾形議員の御意見ですとクアオルトあるい

の訪問活動を中心とした相談活動を含めた健康

は気候性地形療法といったネーミングといいま

づくりを進めていきたいと考えております。

しょうか、これがなかなか親しみにくいといい

○髙橋位典議長 尾形みち子議員。

ましょうか、理解しにくいといいましょうか、

○５番 尾形みち子議員 適正配置がなされて

そういうこともあるということでございます。

いるというお答えでしたけれども、保健師の年

そういうことで、健康づくり大学ということの

齢構成もずんずん上がっているという状況も聞

提案でございますが、これにつきましては我々

いております。今後もそういう意味では順次採

も今いろいろ考えているところでございます。

用ということになるんでしょうか、そういった

ただ形だけをつくってもいいのかという部分も

ことも御検討いただきたいと思います。

ありますし、むしろ今やっている健康づくりは

次に、クアオルト構想の健康づくり大学とい

ただ単にクアオルトだけではなくて、先ほど答

うことで、大学をもう一歩進めていけないのか

弁いたしました保健師さんたちの出前講座とい

なということを考えたところでございます。と

ったようなこともやっておるわけでございます

いうのは、健康づくり大学のイメージは、もち

し、まさにここは総合的な形での健康づくりと

ろんクアオルト構想をしているから、それは当

いうことになるわけでございます。
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したがいまして、そういったいろんな健康づ

も、それともう一つ、温泉入浴アドバイザーに

くりのコアをどういう形で連携し、そしてそれ

つきましては、市内の全部の旅館にこうしたア

をまとめ、事業展開をし、効果的なものにして

ドバイザーがいることによってかみのやま温泉

いくかということがこれからの一つの大きな課

の品質が高まるという効果をねらったところで

題にもなっておるところでございますが、しか

ございます。

し大学というくくりで決めてしまうと、どうい

ただ、温泉療法につきましては、施設という

うような機能あるいは位置づけということもも

こともございまして、あとは我々が考えたより

う少し考えなければならないということで、今

お客様はリラックスをしたいというイメージが

回の答弁ということにさせていただきましたが、 高くて、この時間に集まってこういう講習があ
これはいずれといいましょうか、今後とも引き

りますから来てくださいと言っても、それより

続き体制も含めた中で、制度も含めた中で研究

は自分たちがいい時間にのんびり気ままに入っ

調査してまいりたいと考えております。

た方がいいということで、なかなかその効果を

○髙橋位典議長 尾形みち子議員。

具現できなかったといういきさつもございます。

○５番 尾形みち子議員 わかりました。それ

現在はウオーキングを中心にして温泉でリラッ

についてはこの程度にとどめますけれども、こ

クスをしてもらうというふうにシフトしており

の中で、私、実は温泉入浴アドバイザーの活用

ますけれども、温泉療法については、上山は温

というのも、もう一度再確認させていただきた

泉があるわけでございますから、さらにこの効

いと思います。これは同僚議員も温泉入浴アド

果を高めるためにも、引き続き温泉入浴アドバ

バイザーがリラクゼーションというような意味

イザー、ことしも２回ほど講習を行っておりま

合いももちろん含めて１２月定例会で一般質問

すけれども、将来を見据えて養成、普及をして

をしておりますけれども、やはり効果というこ

いきたいと考えております。以上でございます。

とで、今、温泉入浴アドバイザー養成講座です

○髙橋位典議長 尾形みち子議員。

か、そちらの方を上山市でも何人か養成講座を

○５番 尾形みち子議員 すべてに体も心もい

したこともあるわけでございますので、そうい

やされて、きれいになる温泉なんて言うと女性

ったものの効果を検証しているかどうかも今こ

が飛びつきますので、そういったことも含めて

こでお尋ねしたいと思います。

今後とも普及啓発にも力を入れていただきたい

○髙橋位典議長 観光課長。

ということで、これで私の質問を終わります。

○石井 隆観光課長 お答え申し上げます。

○髙橋位典議長 次に、１３番菊池喜英議員。
〔１３番 菊池喜英議員 登壇〕

平成２０年度に温泉入浴アドバイザーという
ことで５９名を認定したところでございます。

○１３番 菊池喜英議員 上山市は、自立する

その後の活用ということでございますけれども、 自治体を選択しました。そして、地方自治ない
我々のねらいといたしましてはウオーキング・

し地方自治体こそ住民が国や地方の政治、行政

プラス温泉療法ということで、温泉を使った運

に対して自分たちの意思や希望を反映させてい

動をマッチングさせて、さらに運動の効果を高

くための一番身近なルートだということ。第２

めたいと思って臨んだわけでございますけれど

に、自治体は、住民がみずからの生命、生活、
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権利を守り、改善していくための拠点と言われ

その後、本市の責任を果たすため、内部検討

ています。行政に携わる立場で、原点として、

の中で、２４カ所の中から４カ所に絞り込み、

あるいは前提とされる必要があると常々感じて

その中から裏町字大石蔭地区を予定地にしたと

おり、市長と市職員にも再認識と体現を希望す

されています。
第１点は、柏木地区の地形は、高さ４００か

るところであります。
自立の道を確かなものにするための第６次上

ら５００メートルの山に囲まれた西から東に抜

山市振興計画後期計画の審議が進められており、 ける馬蹄形の形状にあります。焼却炉の専門で
将来展望を描く上で重要なものであります。そ

ある青山貞一先生は、講演に先立ち、柏木の現

の策定を進めるに当たって取りまとめられた市

場を見て「最も立地させてはならない場所」と

民アンケート調査報告書の中で、将来像や今後

評しておられました。また、上山での学習会で

のまちづくりについての入浴施設に関するアン

講演してくれました岩佐恵美さんも現場へ案内

ケート結果が示されましたが、これをどのよう

した際、「選定してはならない地形、形状で

に計画に反映させていくのかお示し願います。

す」と同じ評価をしています。

また、主な自由意見の中に「赤字の共同浴場

大石蔭地区は、大石の峰、予定地との高低差

を減らして、日帰り温泉施設などはつくれない

は５０ないし６０メートルとのことですが、南

のか」との意見があります。これは何年か前か

を背とし、北へ抜ける馬蹄形の形状となってい

ら議論されてきたことでありますが、集客力の

ます。４カ所から第１位とし、予定地としたと

ある大公衆浴場づくりを早期に位置づけられる

されますが、用地選定アセスメント、総合的評

よう求めたいと思います。時あたかも上山型温

価を加えたのかどうか、見解を伺います。

泉クアオルト事業の施設整備の一環としても重
要な事業となるものと信じます。全体構想を練

２点は、活断層との関係はどう評価し、予定
地としたのかであります。

り上げ、周回道路、林、水辺空間、施設、そし

３点は、山形ニュータウン住民は９１．７％

て駐車場と一体のエリアとしてとらえ、再生、

までが反対していると伝えられるとともに、上

発展へ結びつけるべきと考えますが、市長の所

山市大石蔭新清掃工場構想の撤回を求める会の

信を伺います。

運動、１月２５日には新清掃工場建設計画の撤

市発展の阻害要因とするか、選択によって新

回を求める蔵王スター・タケダワイナリーを守

しい展望を開くのかということであります。山

る会が組織されたと報じられております。住民

形広域清掃工場立地に伴うリスクを小さくする

合意のないもとでは前へ進めないということか

ということであります。柏木地区計画を断念し

らすれば、困難な状況にあると思料しますが、

たこと、焼却炉の３１５トン、一極集中からラ

次善の策、つまり市有地を前提とする方針に戻

ンニングコストを考慮しつつも２カ所に分散し

り、再検討が肝要であります。市長として、ま

たこと、ガス化溶融炉は建設費、運転・維持補

た副管理者としての所信と見解を求めます。

修費も高くつくことから、ゼロからの再検討を

ニュータウンへの投資回収、土地の評価が下

行うこと等これらは当然としながらも、前進面

がることや、売れなくなるのではとの危惧など

として評価をするものであります。

をどう検討、評価したのか、また上山市域分の
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中の部活のあり方は解決できないのではと考え

分譲方針等についても伺います。
次に、上山小学校の改築については、方針で
は「市民の皆様との対話を重ね、早期実現を目

ます。部活のあり方について伺います。
第３に、複式学級の解消ということであれば、

指し、真摯に取り組んでまいります」とありま

学区再編も含めて３校同時廃校という地域を壊

す。教育委員会方針は、「耐震化に基づくもの

すやり方ではなく、道はあると思います。小中

で、緊急性があり、安全・安心な学校づくりを

一貫校にこだわらず、小学校は地域に残すこと

早急に実施したいから現地に」という考え方で

について、所信を伺います。

あります。また、例えば「上高跡地にというこ

小泉構造改革による自治体財政の逼迫、地方

とになれば、時間も長く、経費も七、八億円多

交付税の一方的な削減の時代は去りました。こ

く見積もることになる」としています。しかし

の構想はそういう中で検討、策定されたもの、

ながら、展望で触れましたように、旧市街地の

「子どもたちのために」とは言いながら合理化

権利変換や再開発ということになれば、２０年

を進める構想は再検討されなければなりません。

から３０年のスパンを必要とするでありましょ

説明会、市民意向の取り入れとは言いながらも、

う。クアオルト構想も集客力のある大公衆浴場

小学校がなくなることを心配した家族がまちな

も時を待たないのであります。

か居住へと動いたという例も聞こえています。

この際、耐震による改築を奇貨として、新湯、 投げかけが村から人を、家を去らせる動機にな
湯町をつなぎ、商店街、上山城にも隣接する空

るとすれば、行政責任は重いものがあると指摘

間、上小敷地と市民会館跡地を一体のものとし

しておきたいと思います。このことをどうとら

て、人々を呼び込み、集う空間を創造する、こ

えているか伺います。

のまとまりのあるまちなか自然公園と施設の充
実は、約七、八億円のかかり増し分を取り戻す

今、市民を生かす、暮らしを助ける施策を大
胆にと、願望を込めて問います。

のにそう時間はかからないであろうことを想起

国民皆保険制度の土台をなす国民健康保険制

するのであります。場所は移転改築しても、子

度は大変な事態と言われますし、現に上山にお

どもたちには現在よりもすぐれた教育環境を用

いても厳しい状況にあることは周知のことであ

意すべきことは言をまたないのであります。さ

ります。これも一方で小泉構造改革が広げた貧

らに、教育委員会がまとめて報告した市民や関

困と格差の矛盾が国保制度に影響しているとさ

係団体の意向は変化しており、前進的であるこ

れます。もう一方で、１９８４年には国庫支出

とを申し添え、市長並びに教育委員長の所信を

金４９．８％、保険料３６％、一般会計繰入金

求めます。

２．９％だったときには保険料１人当たり３万

次に、小中一貫校創設など、学校統廃合の課

７，７１４円でありました。それが、国庫支出
金、つまり国の責任を低くしてきたことにより

題についてであります。
宮川中存続を柱に、本庄、東、宮生の各小学

１９９０年では３８％とされ、保険料が３９％

校を廃校とすることは、合理化そのものであり

と逆転し、一般会計繰入金も４．９％となり、

ます。見解を伺います。

努力はしても保険料は６万４５６円と負担が重

第２に、小中一貫校と仮にしてみても、宮川

くなった。ですから、国の責任で４９．８％の
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負担割合に戻すことが強く求められているので

稲作の担い手がいない集落５２％、国内半分超

あります。そして、納めることが困難になるま

でつくり手がいない実態があります。それでも

で、これ以上保険料負担を強いることはいかが

まだ農業は怒りをもってつくり続け、「食料主

なものか。自治体として一般会計からの財政出

権、国民の食料は日本の大地から」と、農民魂

動を求めたいと思いますが、所信を伺います。

があります。

問題には根源があるのに、その反省と手直し

今、ＴＰＰに反対する運動が展開されていま

もなく、２０１８年をめどに国保を都道府県化

す。米国主導のＴＰＰ交渉に入れば、関税撤廃

しようとしています。昨年５月１２日に国保法

品目が９６％から９９％超とされ、日本をアメ

の改正が成立しました。将来の地域保険として

リカに売り渡すものと言っても過言ではありま

の一元的運用に向け、市町村国保を都道府県単

せん。

位に広域化、統合する方向を打ち出しています。

上山市は、農業が基幹産業であり、腰を据え

吉村知事は、国民健康保険税については「国保

た振興策が必要でありますが、市長の所信を求

という名前がつくくらいだから大もとは国であ

めます。

り、県単位だけで解決しない。最終の責任者は

これから、後継者がいない、老齢で耕せなく

国だ。国にしっかり主張していく」との認識を

なったという方がふえてきます。県、農協、市

示していますが、県の動向、市としての方針に

が中心となって農地公社のような組織をつくり、

ついて見解を伺います。

買い上げ、あっせん、譲渡の役割を果たす。高

最後に、農業は命の源、食料主権と地域農業

齢になった農業者が農地を荒らすことなく安心

をどうやって崩壊させないで維持し、存続し、

してリタイアができ、農地も継承される。困難

継続していくかという課題であります。

な課題です。緒につかなければ何も解決しませ

市内の農村部では、崩落の音こそしませんが、 ん。新しい展望と発展を期するため、市長の英
１軒、２軒と人がいなくなり、まちなか居住と

断をもって前進させていただきたいと託して、

なったり、空き家が目立つようになりました。

質問といたします。

残念なことですが、これが現実であります。上

○髙橋位典議長 菊池喜英議員に対する答弁の

山市内にも限界集落があり、これ以上落ち込ま

前に、この際１０分間休憩いたします。
午後 ２時０７分 休 憩

ないでほしいという思いが込み上げてきます。
歴代の国政における農政は、農業の縮小再編
の繰り返しでした。昭和３６年、「農業の曲が

午後 ２時１７分 開 議

り角」論以来、選択的拡大路線もふるいにかけ

○髙橋位典議長 休憩前に引き続き会議を開き

るものでした。４０年に及ぶ減反政策も農家の

ます。

意欲を奪い、あきらめを広げるものでした。自

菊池喜英議員に対する答弁を求めます。

給率４０％、惨たんたる状況は全国的なもので

市長。

す。

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

昨年１月７日、農水省が開いた食料・農業・
農村政策審議会企画部会に提出した資料では、

○横戸長兵衛市長 １３番菊池喜英議員の御質
問にお答えいたします。
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初めに、自立する自治体として、第６次上山

ましては、用地の選定に当たりましては１ヘク

市振興計画後期基本計画に求められることにつ

タール以上の土地の確保の可能性を第一義的な

いて申し上げます。

ものとしながら、災害の危険性や土地造成の難

市民アンケートの結果につきましては、温泉

易度、搬送の効率性など、さまざまな検討を重

施設の整備に対してこれまで同様に高い関心が

ねた結果、大石蔭に決定したものであります。

示されていると認識しており、振興審議会や庁

現在、地区説明会や他地域の清掃工場見学会を

内において議論すべきものと考えております。

実施するなど、住民の理解を得るための努力を

集客力のある日帰り入浴施設の整備につきま

しているところであり、今後とも誠意をもって

しては、市民アンケートのほかに「市長と語る

合意形成が得られるよう努めてまいります。

車座ミーティング」や旅館関係者との意見交換

なお、ごみは生活を営む上で必ず出るもので

を通しても関心が高いものと認識しております

あり、それらを安全かつ衛生的に処理する清掃

が、その実現を図るためは、立地場所のみなら

工場は、必要不可欠な施設であるとともに、行

ず、民間活力導入の可能性、施設の形態、採算

政の責任において建設すべきものと考えており

性の見通し、さらには共同浴場利用者への影響

ます。

など考慮すべき多くの課題がありますので、庁

現在、全国には自治体等が設置する約１，３
００カ所の一般廃棄物の清掃工場が稼働してお

内で調査研究を進めてまいります。
次に、山形広域清掃工場の建設について申し

りますが、その周辺において工場が立地してい
ることが原因で土地の評価が下落した事例はこ

上げます。
建設予定地である大石蔭につきましては、選

れまで確認されていないと認識をしております。

考過程において現地を確認し、用地の形状を考

次に、上山小学校の改築と新湯、湯町を含め

慮しながら総合的な評価により選定したもので

た一体的な整備についてでありますが、上山小

あります。全国的に見ても特異的な地形ではな

学校は現在の場所に改築する方向で進めており、

いという専門家の見解もいただいているところ

周辺地域の整備につきましてもそれに合わせる

であります。施設の建設に当たりましては、排

形で検討すべきものと考えております。

出ガス拡散等のシミュレーション予測結果に基

次に、国民健康保険制度の課題について申し

づいた技術的対応により影響の軽減を図るなど、 上げます。
周辺住民の不安の解消に努めてまいります。
また、予定地と上山活断層との位置関係につ

国民健康保険制度は、構造的な問題を抱え、
財政基盤が極めて脆弱になっており、市町村単

きましては、活断層及び褶曲帯等の強変形帯か

位での健全な運営は限界に達していることから、

ら外れていると理解しており、専門家も同様の

これまでも国及び県の財政措置の充実強化を求

見解であります。造成及び建設に際しましては、 めてまいりましたが、今後とも山形県市長会や
火力発電所の耐震設計規定などを基準とする設

東北市長会を通じ、強く働きかけてまいります。

計、施工を実施し、より安全性に配慮した対応

また、厳しい経済情勢の中で、市民の生活を
守り、医療を確保することは行政の役割である

を行ってまいります。
市所有地を前提にした予定地の再検討につき

と認識しておりますので、被保険者の過重負担
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を緩和するため、一般会計からの繰り入れも視
野に入れ、検討しているところであります。

で進めております。
しかしながら、関係者の中には「別の場所に

国民皆保険の中核をなす国民健康保険制度の

移転して改築すべき」との御意見もありますの

維持や存続は国の責任において被保険者の負担

で、今後も対話を重ね、御理解いただけるよう

軽減と財政基盤を確立することが基本であり、

努めてまいります。

その上で広域化等により財政の強化を図ること

次に、小中一貫教育校と統廃合問題について
でありますが、本市におきましては少子化が進

が必要であると考えております。
次に、本市における農業の振興策について申

み、複式学級が年々増加するなど、子どもたち
は少人数の中で多様な考えに触れる機会が少な

し上げます。
農業は、本市の基幹産業と認識しております

く、思考力の育成などが課題となっております。

が、農業者の高齢化や農家数、農業後継者の減

そのような中で、中一ギャップの解消など９年

少などから、耕作放棄地は増加する傾向にあり

間の長期的な過程において成長段階に応じた教

ます。このような中で、農業経営基盤強化促進

育を行い、能力や個性を伸ばしながら自立的に

法の改正により、農業協同組合等が農地の所有

生きる力を育てていくことが大切であると考え

者の委任を受けて売買や貸借などを行うことが

ております。

できる農地利用集積円滑化事業が創設されたこ

宮川中学校学区において、本庄、東、宮生小

とに伴い、本市では山形農業協同組合を農地利

学校の３校を統合し、宮川中学校との（仮称）

用集積円滑化団体として承認しております。

宮川小・中一貫教育校とすることにつきまして

議員御提案の農地公社のような組織をつくる

は、「上山市立小・中学校の将来構想につい

ことにつきましては、農地利用集積円滑化団体

て」の答申にありますとおり、子どもたちの人

である山形農業協同組合がその役割を担うこと

間形成と学力向上を確実に達成できる学校を目

ができますので、制度の周知を図り、農地の売

指すことが目的であり、合理化のために行うも

買などが円滑に推進するよう努めてまいります。 のではありません。
なお、部活動につきましては、教育課程を十

○髙橋位典議長 教育委員長。
〔小関男教育委員長 登壇〕

分に踏まえながら地域の各種団体との連携も視

○小関男教育委員長 １３番菊池喜英議員の

野に入れるなど、運営上の工夫を行ってまいり

御質問にお答えいたします。

ます。

初めに、上山小学校の改築と新湯、湯町を含

また、子どもたちに豊かな人間性と社会性、

めた一体的な整備についてでありますが、改築

確かな学力を形成する新しい魅力ある学校をつ

場所の検討に当たりましては、これまでも申し

くることが活力ある地域づくりに役立つものと

上げてきましたとおり、まちづくりのあり方や

考えております。

現在地と移転先として想定される場所の校地環

宮川中学校学区におきましては、３小学校を

境、周辺環境、通学環境などの教育環境及び事

統合して（仮称）宮川小学校とし、今後、地区

業期間、事業費等の比較、関係者の意見などか

の考えを十分踏まえながら小中一貫教育を進め

ら総合的に判断し、現在の場所に改築する方針

るとともに、小中一貫教育の推進は全国的な課
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題であることから、本市でも今後はすべての

「できること」なわけです。かつて終戦後の一

小・中学校において取り組んでまいります。

時期、小規模校には小中一貫校というものが存

○髙橋位典議長 菊池喜英議員。

在したと聞いておりますけれども、主流とはな

○１３番 菊池喜英議員 まず、大公衆浴場関

ってこなかった。定着してきたのは６・３・３

係についてはこれからの検討に付するというこ

制であると。このことを踏まえるときに、ほか

とでありますので、大局に立った、しかも市民

の部分でも共通して言えることですけれども、

の幸せに結びつく一つの立場として、今後鋭意

「決めたことだから」「決まっていることだか

検討を進められるよう願うところであります。

ら」、こういうことだけでは済まないものがあ

大石蔭地区の清掃工場については、申し上げ

ると考えます。

ましたように、５０メートルから６０メートル

それから、教育専門家にもそれぞれの立場、

の山に囲まれていると。考えてみますと、５９

考え方がありますが、学校の適正規模というの

メートルの煙突と定まったわけではありません

は１６０人規模だとも言われます。大規模校が

が、同等の高さに突き出すということが考えら

子どもたちの育ちや学力にとって果たしてよい

れるわけですけれども、そういった状況、それ

ことなのかどうか、実態を分析した上に検討と

から先ほど申し上げたニュータウンでは９割を

議論が必要だと考えます。

超える方々の反対がある、タケダワイナリー関

先ほど同僚議員の質問に教育委員長は、「市

係者からも反対の声が上がっている、南西の風

内小・中全体で一貫校を目指す考え」と表明が

が吹けばニュータウンにその風向きがもろに向

ありました。これは常任委員会も知らない、あ

かうと、こういったいろんなことを考えますと、 るいは私の認識がないのか指摘していただいて
先ほど市長は総合的に評価を下しているという

結構ですが、初の見解と受けとめました。いつ

ことではありますが、まだ再検討の余地がある

どうやってこういうことになってきているんで

のではないのかと申し上げておきたいと思いま

すか、説明を求めます。

す。

○髙橋位典議長 教育委員長。

それから、上小改築については、今、委員長

○小関男教育委員長 最後の市内の小・中全

の答弁の中でも表現されておりますように、教

体で、全部の学校で一貫教育を進めていくとい

育委員会が方針を示した時点とは大変違った状

う話をこのたび申し上げたわけですが、これに

況、環境が出てきております。これは市民意見

つきましては以前の会議においても申し上げて

として十分配慮すべき課題となってきていると

おったことと私は思っているわけでありますが、

いうことを申し上げておきたいと思いますが、

詳しくは教育長の方に答弁をさせますので、よ

さらに検討を加えるという立場であれば了とす

ろしくお願いいたします。

るものでありますが、現地にということで、こ

○髙橋位典議長 教育長。

だわりを持つとすれば、さらに議論が必要だと

○木村康二教育長 小中一貫教育の推進という

いうことになります。

ことについてはこれまでも常任委員会を含めて

次に、宮川中学校の一貫校の方向ですが、こ

申し上げてきたつもりでおりましたが、明確で

れは法体制にはない特別なことなわけですね。

はなかったのでありましょうか。小中一貫校と
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いう意味で市内小・中学校でということのもし

あります。そのとおりでありますが、これは必

御理解であるとすれば、それはそうではなく、

ずしも宮川中学校の存続のためにのみ設けられ

小中一貫教育を市内の全小・中学校で行うとい

ているものではないと私は理解をしたところで

うふうに申し上げてきているわけであります。

あります。

先ほどもそのように申し上げたところでありま

小中一貫教育の具体についてはさまざまな形
があり、例えば先ほど議員は６・３・３制とは

す。
小中一貫教育とは何かということについては

違うものということでお話をいただきましたが、

かなり多様な理解があるし、実践としても多様

小・中ですので６・３を分けてありますが、

なものがあるわけであります。お許しいただけ

６・３のままで取り扱い、いわゆる併設型で行

れば、その小中一貫教育のさまざまなあり方に

う、北中、南中についてはそのような形で行う

ついて学校教育課長の方から発言をさせたいと

つもりでおるわけでありますが、そのような中

思いますが、よろしいでしょうか。

でどのような小中一貫教育が行われるか。宮川

○髙橋位典議長 菊池喜英議員。

中学校の場合にはどのような一貫教育が行われ

○１３番 菊池喜英議員 細かい議論は常任委

る、（仮称）宮川小学校がまずでき、それにか

員会でやりますよ。ここは政策論の場なんです。 かわって宮川中学校との一貫教育が進められる、
前の教育長時代に、小中一貫校を目指すと。

それは宮川小・中一貫教育校としての宮川一貫

多分私は宮川中を守るための一つの方策として

教育のあり方なわけであります。そのような事

検討されたと受けとめておりますけれども、そ

柄については、これから当該学校における地区

れ以前に、先ほども触れました自治体財政の逼

の方々、保護者の方々、そして教職員ともども

迫、この状況のもとでその検討が進められたの

つくっていく、その学校としての一貫教育であ

だということをしっかりとみんなのものとして

ります。全国的に行われている一貫教育につい

把握しておく必要があると考えております。そ

ても、すべてそうであります。最初からこのよ

の上で、果たして小中一貫校というのが、教育

うな形があるので、このような形で進めていく

の成果、子どもたちの育ちを確実なものにして

というものではないと理解をしているところで

いく上で理想的なものなのかどうか、このこと

あります。そのようなことで、今後、一貫教育

はもっと時間もかけ、議論も進めて、その上で

については宮川小・中一貫教育校における一貫

得ていく結論であって、
「決めたから」「決めた

教育、また北中、南中における一貫教育、それ

のだから」だけで前に進むわけにはいかないと

ぞれの学校ごとに進めていきたいと考えている

考えます。見解を問うておきます。

ところであります。

○髙橋位典議長 教育長。

○髙橋位典議長 菊池喜英議員。

○木村康二教育長 小中一貫教育校、これは現

○１３番 菊池喜英議員 教育委員会、大変御

在は宮川小・中学校にかかわる言葉として使っ

苦労はあると思いますが、先ほど触れましたよ

ているものであります。これについては、今、

うに、小学校がなくなるということを恐れて、

議員御指摘の「上山市立小・中学校の将来構想

まちなか居住というのも、いわゆる動いたとい

について」という答申の中で述べているもので

うことも聞こえてきているわけですから、十分
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な検討と地区民への丁寧な説明、これをお願い

や、さまざまな種類の野菜、花卉、そして加工

しまして、質問を終わります。ありがとうござ

食品、これは例えばジャムや調味料、漬物、そ

いました。

しておはぎや乳製品、上げれば切りがありませ

○髙橋位典議長 次に、１番佐藤昇議員。

んが、地元でつくられた多くの品目の生産物を

〔１番 佐藤 昇議員 登壇〕

取り扱われておりましたが、本市では米やサク

○１番 佐藤 昇議員 会派２１世紀会の佐藤

ランボ、ラ・フランスなどをつくる農家はある

昇であります。最後の発言者ですので、前に発

にしても、ほかに主となるものが少ないと思え

言されました枝松議員、菊池議員の両先輩議員

ます。
以前、畑作が利益にならないとした農家の

と重なる部分が多々あるかと思いますけれども、

方々が果樹や花卉に移り、その結果として本市

よろしくお願いいたします。
このたびは３点のことを横戸市長に通告申し

には野菜づくりをされる方々が少ないとも聞き

上げておりますので、通告に従いまして質問申

ますが、直売システムは野菜づくりにおいても

し上げます。

収益が望めるはずと思いますし、直売所実現に

まず１点目が、本市の野菜づくりの振興策に

は野菜の集荷が何としても必要なことから、行
政が中心となり本市の野菜づくりをふやす施策

ついてであります。
その第１といたしまして、先ほどもありまし
たが、直売所実現に向けての安定的な生産物の

を進めるべきと考えますが、市長のお考えをお
聞かせください。
２点目が、山形広域清掃工場の余熱を利用し

確保についてであります。
全国的に、地元でとれた農作物を地元の農家

た野菜のハウス栽培についてであります。

の方々が中心となり販売する直売所は、購入す

現在計画されている広域清掃工場は、まだま

る際、生産者の顔や安全・安心な取り組みが見

ださまざまな課題を残してはいますが、私はこ

えるなどのこともあって、利用する人たちもふ

の施設が何としても本市に必要なものであると

えております。県内においても事業主体はさま

思えます。さきに申し上げましたように、農産

ざまでも行く先々で見かけることができます。

物の安定収穫を考えた場合、雪国の宿命で冬場

本市においては、ＺＡＯたいらぐらの施設内

にとれるものがないということがあります。近

や、曜日を決めてまちなかで一部の農家の方々

隣の市や町ではハウス栽培を行っている農家の

が実施しておられますが、市民や、ほかから来

方々もいらっしゃるようですが、本市において

ていただいた方々が常に利用できる施設はまだ

はほとんど見かけることができません。
清掃工場では発生した熱での発電や余熱の利

先のものとなっております。
地元でとれたものを売るわけですから、当然

用を考えているようですが、利用方法の一つと

本市で生産した農作物や、それらを材料とした

してビニールハウスの団地を実現できないかと

加工食品が中心となりますが、本市の直売所構

切に望みますが、いかがでしょうか。最近は燃

想をおくらせる大きな要因の一つが、売るもの

料費が高騰し、多くのビニールハウスを用いた

がないことがあると思います。

農家の方々は御苦労されているようですが、工

これまで私が見てきた各地の直売所では、米

場の余熱利用はそれらに影響されることなく、
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清掃工場が安全・安心なだけでなく、地域の発

てであります。

展に欠かせないものとなれるはずだと思います

野菜の生産拡大について申し上げてまいりま

が、いかがでしょうか、市長のお考えをお聞か

したが、年間を通して販売に結びつけるとなる

せください。

と、やはり加工食品の充実を図る必要があると

３点目が、野菜の地産地消拡大策についてで

思います。このことは、ほかに付加価値をつけ
ることで、素材そのもので販売するよりも何倍

あります。
日本全国すべての県において地産地消の取り

もの収益につながるメリットにもなり、本市の

組みは始まっており、山形県では主に米粉を使

場合、干し柿やソバ、ホオズキなどを使ったお

った米粉製品の普及に力を入れており、米粉パ

菓子などもありますが、本市の直売所や観光の

ンや米粉めんを学校給食に用いるなど、米粉利

目玉となるような安全・安心な農作物から生ま

用拡大プロジェクトを進めています。

れる新たな加工食品の開発を積極的に支援して

本市においても、地元産の野菜や果物が給食
や旅館のメニュー、クアオルト弁当の食材とし
て用いられることもあるようですが、納めてい
る業者の方に話を聞いても、地元産の野菜で賄
えるものは本当に限られ、量的にも難しいとの

いくことが必要と考えますが、市長のお考えを
お聞かせください。
二つ目の項目といたしまして、市営予約制乗
合タクシーの地域拡大についてであります。
市長の進めるデマンド交通の推進により、中
山、西郷と本庁地区を結ぶ予約制乗合タクシー

ことでした。
国内で食育教育の先進地として知られる佐賀

の本格運行が始まりました。これは利用者の減

絆づくりプロジェク

少に伴い、これまで市営バスや路線バスを運行

ト」を立ち上げ、「さが地産地消アクションプ

していた地域のバスの廃止により、地域の方々

ラン」をうたっています。その中でも、例えば

の足を確保するためのもので、前もって予約す

野菜などを生産する農家と消費する側、つまり

ることにより自宅など指定されたところまでタ

給食センターやホテル、旅館などがきちんと話

クシーが迎えに行き、乗り合いになるものの、

し合い、必要としている食材を伝え、農業団体

利用者を本庁地区内の目的地、例えば病院や市

はそれにこたえるべく、その年の生産計画を立

役所、商店などまで送迎を行うもので、西郷地

てるといった、実に無駄のない連携が生まれる

区で片道３００円、中山地区で５００円として

ものと思われます。

います。

県では「さが

食と農

本市においても農産物の地産地消をもっと積

現在、市営バスを除き、棚木、久保手、生居、

極的に進めるべきと考えますし、特に品目の多

菖蒲、赤山の五つの民間バスの路線があります

い野菜の生産普及においては個別の農家ごとの

が、利用されている方々は運賃がカミン前まで

取り組みでは無理があると思えますから、組織

約３００円から６００円ぐらいかかり、離れた

化を図り、可能な限り十分な供給を実現できる

ところに用がある方はタクシーに乗りかえて行

ものとすべきと思いますが、市長のお考えをお

かなければならず、週に２回ほどの通院でも経

聞かせください。

済的にかなりの負担を強いられています。例え

４点目が、新たな加工食品の開発支援につい

ば、今の時期のように冬場や悪天候のときでも
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ぐあいの悪い体でバス停まで歩き、帰りも何時

の役割を果たしていただくほかないと思えます。

間もバスを待たなくてはならないことを考える

日帰り入浴を行っている旅館は市内に何軒か

と、公平な市民サービスにそぐわないと考えま

ありますが、料金はそれぞれに異なり、高いと

す。話を聞けば、仕方なくお金はかかるけれど

いうイメージがあってか、私も時々使わせても

も往復タクシーを使う方も少なくなく、路線バ

らっていますが、ほかのお客さんと会うことは

スの乗車密度が五つの路線の平均で２人を割っ

まれで、いつも貸し切り状態で入ることができ

ていることにうなずかされます。

ます。初めのころは穴場などと思っていました

路線バスの年間の市の負担が約１，３００万

が、やはりもったいない限りです。

円ですが、これがすべてデマンド化された場合

以前、視察で訪れた北海道のニセコでは、観

の試算はともかく、高齢化社会の中、新たな取

光協会が中心となり、協賛してくれる旅館、ペ

り組みを願うばかりですが、いかがでしょうか。 ンションの日帰り入浴券３枚つづりを１，４０
０円で販売し、普通に行けば５００円から１，

市長のお考えをお聞かせください。
三つ目の項目といたしまして、日帰り温泉施

２００円ほどする入浴料が券１枚で入れるとい
う企画を行っていました。

設の充実についてであります。
その１点目といたしまして、温泉旅館の共同

市民から気軽に温泉旅館で入浴してもらえる

入浴券について、以前、一般質問で、近隣の市

よう、市や観光物産協会が中心となり共通回数

や町に住む方々に本市に来てもらうためにアピ

券の販売をぜひお考えいただきたいものですが、

ールできるものは、やはり温泉施設であると申

いかがでしょうか、市長のお考えをお伺いしま

し上げました。山形県はすべての市町村に温泉

す。

があることはだれもが知るところでありますが、
市外の方に話を聞けば、その中でもかみのやま
温泉は別格であるとおっしゃってくださいます。

２点目といたしまして、日帰り入浴マップの
作成についてであります。
共通入浴券はかみのやま温泉の魅力を高める

温泉まちを名乗り、良泉に恵まれ、歴史さえも

ことになり、観光客の増加にもつながると考え

あるのに、なぜそこに住む人間がわざわざよそ

られ、多くの人が湯めぐりをすることになるは

の温泉に入りに行かなければならないのか、残

ずですから、入浴マップを作成し、日帰り入浴

念でなりません。

のできる温泉旅館はもちろん、飲食店や、ちょ

市長は、よく近くの共同浴場に入り、コミュ

っとした見どころなどを盛り込んで各所で配る

ニケーションをとられていると聞きますが、私

などすれば、旅館や商店街の活性化にもつなが

のように周辺部に住む市民は少ないと感じてい

ると考えますが、いかがでしょうか、市長のお

るのではないでしょうか。

考えをお尋ねいたしまして、質問とさせていた

共同浴場が日帰り入浴施設の役割を果たせな
いのは広さや駐車場の問題などを考えるといた

だきます。
○髙橋位典議長 市長。

し方ないことで、新たな公衆浴場の建設は予算

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

の面でも難しい今、市民に限らず新たな交流人

○横戸長兵衛市長 １番佐藤昇議員の御質問に

口をふやすためにも温泉旅館に日帰り入浴施設

お答えいたします。
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初めに、本市の野菜づくりの振興策について

来年度は市内農家と市内菓子製造業者が連携を
図り、加工用エダマメの契約栽培を計画してい

申し上げます。
直売所開設の実現に向けた安定的な生産物の

るところであります。市内農家におきましては

確保についてでありますが、現在、地産地消を

生産者組合を組織して、計画的、安定的な納入

推進するため、学校や保育園を中心に生産者組

を図っているところであり、今後におきまして

織が野菜を納入しており、その量は年々増加し

地産地消をさらに推進するため、必要な支援を

ております。また、ＺＡＯたいらぐら農産物等

行ってまいります。

直売所においても生産者組織がつくられ、多品

次に、新たな加工食品の開発支援についてで

目の野菜が納入されるようになっております。

ありますが、市といたしましてはこれまで生産

将来的には市街地に常設の直売所を設置するこ

のみならず販路拡大の支援についても推進して

とを視野に入れ、野菜の少量多品目の生産がで

おり、今後は生産から加工、販売まで行う第６

きるよう既存の生産者組織を積極的に育成、拡

次産業化をさらに推進するには、付加価値の高

充してまいります。また、女性農業者グループ

い商品を開発していくことが重要であると認識

のネットワークを活用し、新たな生産者の確保

をしております。来年度につきましては、販売

を図るとともに、施設の整備や機械の導入につ

を目的とした加工品の開発に取り組む認定農業

いても支援し、野菜の生産拡大を図ってまいり

者及び農業者グループに対する助成制度を創設

ます。

し、支援してまいります。

次に、山形広域清掃工場の余熱を利用した野
菜のハウス栽培についてでありますが、建設を

次に、市営予約制乗合タクシーの利用地域の
拡大について申し上げます。

推進するためには地域住民の合意が不可欠であ

本市におきましては、バス事業者が運行して

ることを踏まえ、市といたしましては関係者の

いる路線バスを基本として、廃止路線の代替と

理解を得ることを最優先課題として取り組んで

して市営バス等を組み合わせながら市民の足の

いるところでありますので、地域振興策等の計

確保に努めており、特に路線バスが廃止された

画を検討する段階に至っていないものと考えて

西郷地区、中山地区の交通空白地域の解消を図

おります。

るために、新たな公共交通として市営予約制乗

なお、計画の検討におきましては、地域住民

合タクシーを導入しております。市内を運行し

等の意見を十分に反映させながら進めていく必

ている路線バス５路線につきましては、地域や

要があると考えております。

観光客の利用拡大を図り、路線の維持に努めて

次に、野菜の地産地消拡大策についてであり

おり、乗車密度が低い状況でも児童生徒の通学

ますが、平成２１年度から地産地消を推進する

や地域内での移動など、身近な公共交通機関と

ため、市内農家に働きかけ、学校給食センター

して地域住民に欠かせないものであると認識し

や保育園に野菜が納入されており、納入量は本

ておりますので、維持すべきものと考えており

年１月末現在で前年同期と比較して約２．５倍

ます。

となっております。また、本年度からは学校給

しかしながら、人口減少、少子高齢化の進行

食において完全米飯給食を実施しているほか、

により利用実態が変化することも予想されるこ

−５４−

とから、今後の推移を注視しながら、効率的な

○１番 佐藤 昇議員 先ほど菊池議員の方か

公共交通の確保に努めてまいります。

らもありましたけれども、政府与党がＴＰＰを

次に、日帰り温泉施設の充実について申し上

進めようとしているような動きがある現在、や
はり強い農業県、上山の農業の生産団体をつく

げます。
初めに、温泉旅館の共通入浴券についてであ

らなくてはいけないのではないかということも

りますが、現在、市内におきましては１８軒の

ありまして、私が考えますに、ほかの直売所の

旅館が日帰り入浴を受け入れており、入浴料金

ように生産者の皆さんが連携してつくれるよう

はそれぞれの入浴施設の規模、設備内容などに

な直売所、先ほど市長がおっしゃった仙石地区

より大人１人３００円から１，０００円までの

の大型店出店に伴っての直売所構想があると聞

設定となっております。どの旅館も同一の料金

いておりますけれども、先日そういった関係の

で入浴することのできる共通の入浴券はありま

有識者の方にいろいろ話を聞きましたところ、

せんが、それぞれの旅館の入浴に対応する２２

よほど締めてかからないとこの構想は失敗する

枚つづりの「ゆかった手形」が販売されており

のではないかと言われています。私もその理由

ます。現在、観光物産協会や駅案内所などで取

を聞きますと、大型店舗の隣に直売所をつくっ

り扱い、観光物産協会の情報誌やホームページ

て、それで地元のものをどれだけ上山として用

で紹介されておりますが、さらなる周知に努め

意ができるのか、そういったことがはっきりし

るとともに、市民が利用しやすいような取り扱

ないままに直売所をつくっても、結局隣に取ら

い場所をふやす方向で旅館組合や観光物産協会

れてしまって、いつの間にかなくなってしまう

と検討してまいります。

のではないかということを聞きました。先ほど

次に、日帰り入浴マップの作成についてであ

枝松議員もおっしゃったように、金谷ごぼうな

りますが、現在、既に無料情報誌の中に日帰り

どもなかなか手に入らないものかもしれません

入浴のできる旅館、観光施設や飲食店などの情

けれども。

報がマップとして掲載されております。これか

青果店に話を聞きますと、地元でそういう品

らは市内の旅館や駅観光案内所、銀行、病院、

物が用意できない。先ほど市長は生産がどんど

観光施設などを初め霞城セントラル内の県観光

ん伸びているとおっしゃいましたけれども、旅

案内所にも配置されているほか、足湯、共同浴

館とか給食センターから要求されても地元でな

場、日帰り入浴マップや、お土産、お買物マッ

かなか集荷できなくて、結局困ってしまうとい

プなど目的別に作成されたマップが市内各所で

う話も聞いたものですから、市としましてもそ

配布されております。旅館で入浴することが旅

ういう野菜の地産拡大にどういった取り組みを

館の利用拡大や飲食店への波及につながること

されるのか、具体的にその点をまずお聞きした

は予測されますので、目的別のマップなどを観

いと思います。

光物産協会のホームページに掲載するなど、利

○髙橋位典議長 農林課長。

用者の目的に対応した効果的な周知方法につい

○江口敏昭農林課長 具体的な施策ということ

て検討してまいります。

でありますけれども、平成２１年度から地元の

○髙橋位典議長 佐藤昇議員。

ものを、市長の方針のもとに学校給食センター、

−５５−

保育園に地場産の野菜を納入しようということ

私もテレビで見た限りだったんですけれども、

で始めたわけであります。議員御指摘のとおり、 いろんなたくあんを製作されて、その中でカレ
やはり野菜の量が少ないということは事実なわ

ー味のたくあんが人気があったとか、ちょっと

けでございますけれども、２１年度１年間やっ

記憶にあるんですけれども、そういった点で、

ていただきまして、大変農家の方も興味を持っ

本市としまして、食用ホオズキもわかるんです

てといいますか、仕事がおもしろくなってとい

けれども、私が一番好きなのが紅柿の皮を使っ

うことで、だんだん野菜の量の拡大を図っても

たたくあん漬け、私もこれは一度しか食べたこ

らっているところであります。今年度は前年対

とがないんです。なかなかつくっている方がい

比で２．５倍にふえたということでありますけ

らっしゃらなくて、本庄地区の方に聞きますと、

れども、まだまだ学校給食センターの必要量か

なかなかつくり方が面倒で、昔つくっていたけ

ら見れば１割程度というような実態でございま

れども、今はつくっていないと。確かに皆さん

す。

おいしいとおっしゃいます。そういったことで、

今後につきましては、ジャガイモ、タマネギ、 春雨庵、沢庵和尚のいおりがあるのに、何で本
ニンジンなどの根菜類と申しますか、そういっ

市の特産物としてああいうものが世に出てこな

たものが学校給食センターでは一番重宝がられ

いのかどうかも不思議なんですけれども、昨年

ているということで、そちらの生産をまず増加

出された明新館高校のたくあん、漬物のカリキ

させていきたいと考えております。そのために

ュラムがそれ以後どうなったのかお尋ねいたし

は、必要なものがあれば、支援できるものは農

ます。

家の方といろいろお話をさせていただいて支援

○髙橋位典議長 農林課長。

をしていきたいと考えております。

○江口敏昭農林課長 たくあんがどういうカリ

○髙橋位典議長 佐藤昇議員。

キュラムでつくられたかということにつきまし

○１番 佐藤 昇議員 本市が進めている食用

ては、私は存じ上げておりませんので何ともお

ホオズキですけれども、旅館からホオズキが欲

答えしようがないんですけれども、ただ、部活

しいと言われても、時期がすごく限定されてい

動でいろいろ、食用ホオズキもそうなんですけ

て、東京市場までかけ合わなくてはいけない。

れども、たくあん漬けという形でそれぞれの担

そういったときに、１玉１００円ぐらいでもと

当教諭の指導のもとで研究を重ねて発表会を行

にかく仕入れなくちゃいけないということがあ

ったものということだと思っております。

るもんですから、清掃工場なんかと絡んでしま

そんなところですけれども、先ほどの加工食

いますけれども、そういった年間を通して確保

品の研究開発ということについては、市長が答

できるような体制を何とかつくっていただきた

弁いたしましたように、大変重要なことと認識

い、それは要望させていただきます。

をしておりますので、来年度になったら制度化

次に、加工食品に関してなんですけれども、

をして、積極的な農家グループについてはどん

昨年あたりだったと思うんですけれども、明新

どんと支援をしてまいりたいと考えております。

館高校の生徒さんたちにお願いして、たくあん

○髙橋位典議長 佐藤昇議員。

を使った、何かいろいろ漬物なんかの加工食品、 ○１番 佐藤 昇議員 余り多くは申し上げま

−５６−

路線バス、市営バスが廃止されたということで、

せんけれども、ぜひお願いいたします。
続きまして、乗合タクシーの件になりますけ

いわゆる交通弱者といいましょうか、基本的に

れども、昨日、出発式がありまして、テレビで

は免許を持っていない方とか、そういった方の

も各局で報道されておりました。市長は路線バ

足が確保できないということでございました。

スの維持、確かに観光客の方とか学生などを考

そういうことで、まずそういった地域にこうい

えますと路線バスの必要性はわかります。しか

ったシステムで地域住民の足を確保するという

し、前にも委員会でこの報告を受けましたとき

ことで導入した制度でございます。１年間かけ

に私も担当課の職員の方に申し上げましたけれ

て試行錯誤して、よりいいものをつくっていこ

ども、要するに利用者が少なくなって路線バス

うということで、２月１日、きのうから本格稼

が廃止になった人たちが幸せになれる、こうい

働したところでございます。

う状況が生まれてしまっている。私の地区の路

現在、路線バスがある５路線の地域につきま

線バスなんかを見ましても、ほとんど利用者の

しては、基本的には路線バスを活用していただ

方が乗っていない、本当にそういった状況でも

いて、そして住民の足として役立てるような一

路線バスが維持されている状況なんです。かと

つの交通手段として担っていただければと思っ

いって、別に皆さんが病院とかいろんなところ

ております。ただ、今御指摘のとおり、デマン

にいらっしゃってないわけではないんですね。

ドと路線バスとは基本的に違うわけでございま

人に頼んで乗せてもらったりとか、タクシーな

して、できるならばデマンドということになろ

んかも頻繁に往来していますし、そういった意

うかと思いますが、ただ、そこにはやはり公共

味で公平な市民サービスということを考えます

交通という意義もありますし、またせっかく民

と、片や３００円から５００円で家の前まで迎

間の交通会社が路線バスとして道路を走ってい

えにきてくださって、そして目的地までちゃん

ただくということは、財政的にも国あるいは県

と乗せていってくれる、私たちの地区の高齢者

の補助制度もありますし、そういう制度がある

の方なんかは本当に痛い足を引きずって、雪の

うちにつきましてはやはりその路線バスについ

上、雨の中をバス停まで歩いていって、そこか

ては維持をしていきたいというのが基本的な考

らカミンまで、駅前まで行ってからタクシーに

え方でございます。ですから、それにつきまし

乗りかえて、また高いお金を使って目的地に行

てはその地域の方々に、多くの方々に利用、活

かなくてはいけない。そういったことを考える

用していただくということになるわけでござい

と、きのうの出発式を見て複雑な思いをされた

ますが、それについても地域あたりでいろいろ

方が多いのではないかと思いますけれども、市

考えてもらうとか、そういうことで、より使い

長、それでも路線バスを維持なさいますか、お

勝手のいいような時間帯が設定できるのかどう

尋ねいたします。

かなんかも含めて、いろいろ地域等でも、ある

○髙橋位典議長 市長。

いはもちろん我々行政も一緒になって考えてい

○横戸長兵衛市長 このデマンド交通を導入し

くわけでございますが、そういった形で現在の

た背景には、一つには路線バスが全くなかった

ところは２本立てといいましょうか、デマンド

ところもあります、西郷地区ですね。あるいは

タクシーシステムと路線バスシステムというこ

−５７−

とで継続してまいりたいと考えております。
○髙橋位典議長 佐藤昇議員。
○１番 佐藤 昇議員 ぜひお願いいたします。
私もなかなか反対意見ばかりで、対案など用意
してなかったものですから、私もたくさんの人
の声をお聞きしまして、これからもこの問題に
は市長に提案させていただきたいと思います。
最後に、日帰り入浴の件になりますけれども、
私も確かに「ゆかった手形」があるのは知って
いましたけれども、具体的にわからなくて勉強
不足の点がありました。たくさんの人に聞きま
したけれども、皆さん知らないんです、このつ
づりの入浴券があるということを。やはりそれ
だけほかの市町村なども旅館がみんなタイアッ
プして日帰り入浴をどんどんどんどんアピール
してきているんですね。天童温泉なんかもいろ
んな旅館が共同体をつくって、チラシ入ってい
ましたし、そういったところにどんどん取られ
るんでなくて、こういったパンフレットをただ
置くだけじゃなくて、予算的な面もあるでしょ
うけれども、山形市などにもそういった広報が
できるようにお願いいたしまして、要望とさせ
ていただき、終わります。ありがとうございま
した。
○髙橋位典議長 以上で一般質問を終了いたし
ます。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

散

会

○髙橋位典議長 以上で本日の日程の全部を終
了いたしました。
これをもって散会いたします。
御苦労さまでした。
午後 ３時１７分 散 会

−５８−

