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開  議 

 

○髙橋位典議長 おはようございます。 

開会前に申し上げます。 

きょうは、雨の中、そして、足元の悪いとこ

ろ、たくさんの方からサンデー議会の傍聴にお

いでいただき、心から感謝申し上げる次第であ

ります。 

私たち議会も議員も、２０名から１５名とい

う形に少数精鋭の中でございますけれども、何

んとか頑張り、開かれた議会となるよう、そし

て、元気な上山を目指して頑張っておりますの

で、今後とも市民の皆さんの御支援を心からお

願い申し上げます。 

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、お手元に配付しております議

事日程第２号によって進めます。 
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日程第１ 一般質問 

 

○髙橋位典議長 日程第１、一般質問でありま

す。 

 初めに、６番枝松直樹議員。 

〔６番 枝松直樹議員 登壇〕 
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○６番 枝松直樹議員 おはようございます。 

議席番号６番、会派たかまきの枝松直樹でご

ざいます。 

このたびは、ふるさと納税と上山の全国発信

について、一般質問をさせていただきます。 

最初に、ふるさと納税に対する基本的な上山

市の取り組み方針についてお伺いいたします。 

このふるさと納税制度は、税制改正を経て、

ことし５月から始まった新しい寄附の制度であ

ります。私は、この制度の導入の趣旨に疑問を

持つ一人でありますが、制度ができ上がり現実

に獲得競争と言うべき取り組みが全国の各自治

体で既になされている現状にかんがみ、本市と

しても、全国に発信する機会ととらえ積極的に

取り組むべきとの立場で質問をするものであり

ます。 

本市では、８月１５日号の市報と一緒に「ふ

るさと上山を応援してください」とのチラシが

各家庭に配布されました。ふるさと納税を促す

内容ではありますが、このチラシだけでは市民

の理解は甚だ不十分であると思います。 

そもそもこの制度は、市外に住む人に上山を

財政的に応援してもらう趣旨でありますから、

市民に簡易なチラシで周知したとしても、その

効果は疑わしいものであります。また、ホーム

ページ上にも掲載されておりますが、上山市と

しての本腰を入れた周知、宣伝としては不十分

なレベルではないかと考えております。 

市長、あのチラシで市民の理解が得られたと

お考えでしょうか。 

あのチラシの例にあるように、４万円を上山

市に寄附すれば、５，０００円は純粋な寄附で

すが、あとの３万５，０００円は税控除が受け

られる。つまり、寄附した人の懐は５，０００

円しか痛まないということが、市民に理解され

たとお考えでしょうか。１０万円寄附しても５，

０００円しか懐が痛まないと、こういう仕組み

であります。ここが従来の寄附控除とは大きな

違いであります。 

これで仮に５，０００円相当の特産品の御礼

をもらったら、自分の懐は全く痛まない。ただ、

確定申告などの手間がふえるだけであります。

このあたりを踏まえながら、ぜひ広報に努めて

いただきたいと考えておる次第です。 

もっとも、寄附の限度額は制限があり、住民

税額の１割という設定がありますので、そんな

に多額の寄附をできる人は限られた高額所得者

ということになるわけです。要は、１万円とか

２万円といったレベルの寄附をいかに多く集め

るかというところがポイントかと思います。 

そこで、市長に伺いますが、このふるさと納

税制度に対し、どの程度の力を入れようとして

いるのでしょうか。集まっただけでいいという

ことなのか、基本的な取り組みのスタンスをま

ず伺っておきます。 

また、本気で寄附を集めようとすれば、取り

組みには到達指標となる数字が必要かと思いま

すが、寄附金の目標額の設定はなされているの

でありましょうか。 

そして、９月１日時点での寄附の件数と金額

もあわせてお知らせください。 

次に、ふるさと大使の任命についてお伺いを

いたします。 

理想かもしれませんが、市民全員が観光親善

大使としてあらゆる機会をとらえて上山をＰＲ

することは大事なことだと考えております。 

その際、ポイントは上山のよさをいかに魅力

的に語れるかであります。話を聞いた人に、そ

れなら上山を訪れてみようかなと思わせる語り

が求められるのであります。滑らかに上手にし
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ゃべらなくてもいいのです。上山の魅力を端的

に表現できればいいと考えます。 

先月、富山市で開催されました第６回全国街

道交流会議に会派の仲間と参加をしてまいりま

した。上山のオリジナル観光Ｔシャツを着て、

上山をＰＲしてきたわけでありますが、上山の

認知度はまだまだという印象でした。それでも、

熱く話をする中で、ぜひ訪れてみたいとの声も

いただきました。 

観光上山としては、今までも観光推進員を委

嘱してきましたし、サポーターをふやし、上山

を応援していただく良好な関係を維持する努力

はしてまいりました。しかし、東京上山会のメ

ンバー２３人に対し観光推進員を委嘱しており

ますが、範囲は首都圏に限定されております。 

そこで、提案でありますが、現在の観光推進

員を一歩進めて、本市でも「ふるさと大使」を

任命してはいかがでしょうか。以前、名刺交換

した人から鹿児島県の薩摩大使の名刺をいただ

いて、ひとしきりその話題で過ごしたことがあ

ります。 

全国ふるさと大使連絡会議という組織があり、

毎年、全国ふるさと大使全国大会も開かれてお

ります。ことしで１３回を数えるようでござい

ます。 

山形県内では、昨年から導入した天童市を含

めて５市２町で大使の任命を行っており、隣の

白鷹町ではふるさと交流大使の名刺を深山和紙

でつくっております。 

ぜひ、ふるさと大使制度を導入して案山子マ

ークのすてきな名刺をつくっていただきたいと

思いますが、市長の御所見をお伺いいたします。 

３点目でありますが、ふるさと産直パックの

復活についてでございます。 

ふるさと納税への御礼と称して、見返りに特

産品の贈り物をしている自治体が数多くありま

す。南陽市では、南陽産の米、白鷹町ではふる

さと応援隊員として任命し、白鷹町の特産品を

１品贈呈するなどさまざまな特典を受けること

ができるとなっております。 

私は、寄附者に対するこのような御礼は法律

で許容されるなら積極的に活用していいと考え

ますが、本市では、特産品での御礼を考えてお

られるのか、まずお伺いしておきます。 

さて、私がここで提案するふるさと産直パッ

クは、ふるさと納税と分離をして、以前、上山

市で行っていた地元の特産品を詰め込んだ「ふ

るさと産直パック」を復活させてほしいという

ことであります。 

以前はたしか「ふるさとクーポン」という呼

び名で、市の職員が青少年ホームなどで段ボー

ル箱に詰めていたのを記憶しておりますが、何

年かで廃止となりました。 

今はたいらぐらの生産者の組織もあります。

何も市の職員が詰めなくても十分対応は可能で

あります。詰める特産品も以前ふるさとクーポ

ンを実施していたころより大きく幅が出てきて

いると思います。あのころはなかった紅柿の遠

赤加工、最近話題の食用ホオズキ、紅花の乱花、

非常に特徴のあるものが出ております。また、

食の祭典でつくられた創作料理のレシピも同封

すればいいのではないでしょうか。 

ふるさと納税、ふるさと大使とセットで実施

することを提案いたしますが、市長の御所見を

お伺いし、質問といたします。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ６番枝松直樹議員の御質問

にお答えいたします。 

初めに、ふるさと納税に対する基本的な考え
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方につきましては、本制度を通じてより多くの

方々から「ふるさと上山」への思いを深めてい

ただき、上山応援団として多方面での協力を得

られるよう取り組んでおります。 

具体的には、本年５月以降、ふるさと納税に

ついて市のホームページに掲載するとともに、

お盆の帰省に合わせ市内全世帯へチラシを配布

し、市民の皆様から親族、友人へ本制度を紹介

していただくようお願いしてまいりました。あ

わせて、職員へ同様の依頼を行うとともに、市

外居住の職員に対して寄附の協力を要請したほ

か、東京上山会に対しても協力のお願いをして

まいりました。 

今後も、寄附金の目標額を定めるということ

ではなく、本市にゆかりのある方々と交流する

機会を最大限に活用しながら協力をお願いして

まいります。 

なお、９月１日現在、８名の方より合計２４

万円の寄附をいただいております。 

次に、ふるさと大使の任命についてでありま

すが、本市では、平成５年から上山温泉観光推

進員を制度化し、現在も東京上山会の会員の中

から２３人に委嘱して、本市の観光ＰＲ活動を

行っていただいております。この推進員は、本

市出身であることから、ふるさと上山に対する

思い入れが強く、さまざまな機会に上山を宣伝

するとともに、上山温泉への観光客を紹介して

いただいており、その効果は大きいものととら

えております。 

ふるさと大使につきましては、全国の自治体

で観光宣伝、知名度アップ、まちづくりへの提

言などを目的として、著名人や各界で活躍して

いる方に依頼している例が数多くありますが、

期待する活動分野は本市の観光推進員と重なる

部分があり、その効果を検討していく必要があ

るものと考えております。 

次に、ふるさと産直パックについてでありま

すが、本市では、昭和６３年ころから約１０年

間にわたり、「上山ふるさと味だより」を実施

しておりましたが、徐々に会員が固定化すると

ともに減少し、最後の３年間は農協での実施と

なり、最終的に廃止した経緯があります。 

現在は、宅配などの顧客販売が盛んになって

おり、また、インターネットにより、いつでも、

だれもが欲しいものを注文し、手に入る時代に

なっております。ふるさと産直パックは、上山

の宣伝という点では効果はあるものと思います

が、市が直接主導して行う分野ではなくなって

いると考えております。 

なお、ＺＡＯ農産物等直売所での対応につき

ましては、指定管理者から実施に向けた検討の

意向を伺っております。 

また、ふるさと納税に協力していただいた

方々への特産物のお礼は今のところ考えており

ません。 

○髙橋位典議長 ６番枝松直樹議員。 

○６番 枝松直樹議員 御答弁いただきありが

とうございます。 

しかし、内容については、私の質問に対して

はほとんどゼロ回答に近いのかなとちょっと思

っております。 

昨日、山形新聞の朝刊に、ふるさと納税の全

国のまとめが掲載されておりました。これを見

ますと、寄附額が１０万円未満の県が４県ある

と。これはＰＲがホームページだけでしたとい

うことが書いてあります。つまり、温度差があ

り、やればやっただけのことはあるんだけれど

も、やらないと１０万円も集まらないという話

だと思うんですが。 

今、行革で大変な苦労を上山はしております



 

－２２－ 

が、削ることより、こうやってサポーターをふ

やして収入を得る、この努力が今大事かなと思

っております。 

私は、現在、ＮＰＯの代表理事も務めており

ますが、年間予算、活動費が約３，０００万円

ほど必要であります。毎年、この財源をどうや

って確保するかというのが私たちの大きな課題

であります。行政と違いまして、税収や交付税

など一定の収入が、決まった収入があるわけで

はございませんので、政府系機関とか企業の財

団からの助成金獲得をどうやってやるかと、常

に新しいドナー、寄附提供者を開拓するという

ことが大事なわけです。もちろん、多額の金が

どんと入ってくるということはそんなにありま

せんから、１人５，０００円とか３，０００円

とか、そういう個人のレベルの募金を募ってい

るということでございます。 

せんだっては、山形市内の企業から集まって

いただいて、企業の社会的責任、今、ＣＳＲと

いう言葉が盛んになっておりますが、そういう

企業経営者との懇談会も、ワークショップも開

催をしたところであります。 

私どもの団体、ＮＰＯでドナーを獲得する際

には、「私どもの団体はこういう活動をしてお

ります。ですから、あなたの浄財はこういう活

動に使われます」ということを明確に説明をし

て、それに賛同いただいて寄附を募るわけであ

ります。当然、そのもらったお金が後でこうい

う結果になりましたという事後報告も丁寧にす

る必要があり、この一連の過程は、今回のふる

さと納税と同じであると私は思っているんです。 

８月１５日号のチラシでは、メニューがたし

か六つあったと思いますが、一番最後の６番目

は、お任せといって、市長に使い道をお任せし

ますよと。その前段に五つのメニューが書いて

ありましたが、私からすると非常に抽象的な表

現だというふうに思っております。これでは、

自分のお金、上山市に寄附したお金がどう使わ

れるのか、むだにならないかという疑念を抱く

のではないかとちょっと心配したところです。 

例えばメニューの１、「イキイキ・ふるさと」

（地域・まちづくりに）となっているんですが、

主な内容として、まちづくり活動への支援、国

際交流・協力事業の推進などというふうに書い

てあるんですけれども、何のことかわからない

わけであります。これでは全国どこでも同じフ

レーズが使えるということであって、上山の独

自性は感じられない。そうしたら、我がふるさ

と上山に対する応援をしようという寄附が集ま

るかといったら、集まらないと、こういうふう

に私はなると思うんです。ですから、チラシは、

これは全部つくり直すべきだというふうに、率

直に思いました。 

上山市の通常の行政運営をする経費について

は、そこに住む住民の税金あるいは地方交付税

だとか、経常的な財源で対応するのが当たり前

ですが、ふるさと納税では、ＮＰＯと同様に数

ある中から、選んでいただくに足る内容でない

とだめだというふうに私は思っております。 

ですから、より具体的な施策、例えば前回の

議会でも質問がありましたが、紫苑庭の管理は

今非常に苦労している。この間もあそこの武家

屋敷の池の泥さらいをしましたけれども、そん

な経費など、予算化はされてないわけでありま

すし、そういう通常の経費としてなかなか手が

届かないところ、そういう武家屋敷通りの管理、

あるいは足湯の管理とか、西山の里山保全とか、

上山の特徴が出たきめ細かい施策はたくさんあ

ると思いますが、そういうものを表記すると。

そして、それが魅力的な、先駆的な、挑戦的な
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プロジェクトでなければならないというふうに

思ったわけであります。 

そこで、市長に再度伺いますけれども、ドナ

ー、寄附する人が満足の得られる内容で私は表

現しなくてはいけないと思っていますので、チ

ラシ、そして、ホームページ、これについては

全面的に改訂をすべきだと思いますが、取り組

みの強化について、改めて市長の所見をお伺い

したいと思います。 

それから、ふるさと大使ですが、現在の観光

推進員というのは２３人で、それも東京を中心

にしたあのエリアだけなんですよね。上山は成

人した方の大半は市外に住んでいるわけです。

私の年代でほぼ半数が市外に出ております。今

の若い人だったらもっと多く出ていると思いま

す。その人たち、また、有力な一流大学ほど上

山に戻ってこないという傾向があるわけであり

ますから、その人たちに対しても、やはりふる

さと納税、あるいは成功者もたくさんおります

し、ふるさと大使というような、アンバサダー

と推進員ではちょっと重みが違いますよね。ぜ

ひ、再度、この辺もセットで取り組んでいただ

きたいなということを主張しておきたいと思い

ます。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今、いろいろな提言も含め

て御意見があったわけでございますが、ＮＰＯ

の組織と行政の組織というのは、やっぱりその

ものは違うわけでございまして、ＮＰＯの場合

ですと、目的をきちんと持った形で組織されて

いるわけでございますが、行政の場合は多岐に

わたってということでございますから、そうい

う面での若干の違いはあると思います。しかし、

せっかくいただきましたいわゆる寄附金でござ

いますので、それを有効に使っていくことが大

事なわけでございますし、また、市民の皆さん

に理解と協力を得られるような使い道も考えて

いかなければならないということでございます。

今回、我々が対応したことについては、１０

０％であるとは思っていないわけでございまし

て、やはり見直しをしながら、今後、これから

も寄附がいただけるような、そしてまた、喜ん

で寄附をしていただけるような、システムとい

いますか、そういうものも考えていかなければ

ならないなというふうに考えておるところでご

ざいます。市長お任せのコース等につきまして

も、もっと具体的にすべきでないかなというふ

うに思っています。 

あと、ふるさと大使あるいは推進員でござい

ますが、今のところ東京上山会の２３区の方々、

２３名の方に推進員をお願いしているというの

が現状でございます。 

先ほども答弁いたしましたように、２３名の

皆さんは本当にふるさと思いといいますか、例

えば東京都内で行われるいろいろなイベント等

にも参加をしていただいて、上山をＰＲしてい

ただいているという現状にもあるわけでござい

ます。 

しかし、ふるさと大使となりますと、今度、

どういう方々にどういう形でお願いするかとい

うことをきちんと見きわめをつけてやらないと、

推進員とどっちがどうなんだということにも、

制度をつくるためにはそういうことを整理しな

ければなりませんので、その辺は、今、検討し

ていくということで答弁させていただいたと思

いますが、そういう形で、しかも、上山出身者

であって上山を理解してもらうということもあ

るわけでございますので、その辺はこれからき

め細かに対応することについても検討していく

必要があるというふうに考えています。 
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○髙橋位典議長 枝松直樹議員。 

○６番 枝松直樹議員 ふるさと納税をする人

の思いというのは、「自分が一人前になったの

は、生まれ故郷、上山のおかげだ」という、そ

ういう思いがあります。それから、やはり「出

身地にはとにかく頑張ってもらいたい」という、

そんな思いを持っておられるようであります。 

ある自治体では、財政効果、いわゆる寄附の

多い、少ないということよりも、これを機会に

一人でも多くファンをつくりたいと、そういう

思いで取り組んでいるという自治体もあると聞

いております。 

いわゆる地域ＰＲ、上山を全国に発信するい

い機会だというふうにとらえているということ

で、私もどちらかといいますと、寄附金が仮に

十分集まらなくても、今回の取り組みを通じて、

上山を全国に売っていく、そういう機会にした

いなと思っているわけです。それで、ふるさと

大使の任命とか、あるいはさっき言ったふるさ

とクーポン、こういったものをあわせてセット

でやっていただきたいと、こんな思いでいると

いうことをまず改めてまた強調させていただき

たいと思います。 

私どもの、先ほどのＮＰＯの話でありますが、

ホームページ上でワンクリック募金というもの

をやっております。クリックすれば、そこにク

レジットカードの情報を入れればすぐ募金がで

きるという、そんな仕組みを多くのＮＰＯ、Ｎ

ＧＯも使っておりますけれども、最近では神奈

川県藤沢市が納税制度にクレジットカードを使

っているようです。クレジットカードで納税を

することは、年配の方は別にして、若い人は全

く抵抗がなく受け入れると思いますが、そうい

うことで収納率を上げているところもあるよう

であります。 

今回、市長は余り乗り気でもないみたいです

けれども、ふるさと納税をもうちょっと積極的

に使って、さっき言ったようにチラシとかホー

ムページも変える。そのホームページを変える

際にはクレジットカードで寄附ができるような

ものに思い切ってしてもらいたいなと思ってい

るわけですが、クレジット決済について、ここ

で市長の見解を聞いておきたいと思います。 

そして、お金は結果で幾ら集まったというこ

とになるんでしょうが、やはり、せっかくの機

会ですから、上山市長もフットワークが軽いの

は私も認めておりますので、市長みずから歩く

だけでなくて、大勢のサポーター、応援団が動

いてくれればもっともっとすばらしくなる。ま

さに九州の湯布院などはサポーターによって支

えられているようなところもあるかと思います。

そんなことをぜひ酌み取っていただいて、質問

を、要望も含めて終わりますが、クレジットに

ついて、最後にお尋ねをしておきたいと思いま

す。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 全国発信ということでござ

いますが、お盆のときにチラシを配り、市民の

方にお願いしたというのは、やはり市民の方々

からも、例えば親戚とか、あるいは友達とか、

そういう方々に、市民の方々にもそういう形で

全国発信していただきたいという一つの願いと

して、一つの方法論としてとらせていただいた

ということでございます。 

クレジットでございますが、この件について

は、いろいろな形でクレジット決済ということ

もやっておるわけでございますが、私は専門家

ではないわけですけれども、費用対効果といい

ますか、システムの変更などもあると思います

ので、いわゆる費用対効果の部分でクリアでき
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るか、あるいはそういうニーズが高まっている

ということであれば、そういうことも考えてい

く必要があるというふうに考えています。 

○髙橋位典議長 次に、８番大場重彌議員。 

〔８番 大場重彌議員 登壇〕 

○８番 大場重彌議員 私は、会派２１世紀会

に所属をしております大場重彌でございます。 

さきに通告いたしております３点について順

次質問をいたします。 

なお、きょうの持ち時間は３０分であります

ので、早口で質問いたすことをお許しいただき

たいと思います。 

質問の第１点は、子育て支援対策としての保

育園の運営についてであります。 

横戸市長は、市政を担当してから「元気な上

山をつくる」というみずからの選挙公約を強力

なリーダーシップと素早い決断力を発揮しなが

ら、さまざまな施策展開を図り実現させようと

しております。この実現のためには、若い人か

ら上山に住みたいと思ってもらえる環境整備が

最も重要であり、そういう意味では、働く場所

の提供と子育てのしやすさが今の上山には最も

求められております。 

横戸市長は、それを具体化するために企業誘

致推進室と少子高齢化対策室を設置し、施策の

展開を今までより格段に早め、市民への約束の

実現を図るため、並々ならぬ決意を示されてお

ります。 

特に子育て支援策として、財政事情が厳しい

折、私立幼稚園児の保護者に対する補助金の増

額、乳幼児医療費の無料化などを実現し、子育

て中の保護者への経済的支援を行いました。ま

た、子供を産みやすく育てやすい上山の環境整

備のため、無料の妊婦健診の回数を５回にふや

すなどとともに、産後４カ月までの赤ちゃんを

抱えるお母さん全員を保健師などが訪問し、育

児に悩むお母さんに対して早期に支援の手を差

し伸べる体制をつくられました。 

一方、子育て支援の拠点である市の保育園に

おいて、今年度より運営体制充実のため、副園

長２人制をしき、児童の安全を確保するために

各保育園の臨時職員を１名ずつ多く配置してお

ります。また、今まで正職員が配置されておら

なかった学童保育に正職員を配置し、責任体制

を明確にするとともに、保護者への安心感を与

えております。 

特に私は学童保育の運営体制に関心を持って

見てまいりましたが、学童保育の希望者が年々

ふえている現状において、事故防止のためにも

正職員を配置したことはまことにタイムリーで

あり、評価させていただきます。 

また、市長は、「子育て総合センター」（仮

称）構想を発表されておりますが、子育て中の

保護者の多面的なニーズにこたえられる機能を

持つ上山市独自の子育て支援の拠点施設として

期待されております。 

このような総合的な子育て支援策は、今まで

上山にはなく、横戸市長になってから次々打ち

出されることに対して、子育て中の若い人には

かなりの好感をもって受け入れられていると同

時に、市の行政に確かな手ごたえを感じられて

いるのではないかと思います。 

私も、この方向性に賛意を示しますが、上山

市の子育て支援のさらなる充実を図るために、

市の保育園の運営体制について若干の提言をさ

せていただきます。 

平成１９年度に多くの保育士が退職したため、

多くの臨時職員を配置して保育に当たっている

現状でありますが、今年度は臨時職員の割合は

３割近くになっていると聞き及んでおりますが、
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３年後には保育士の５割近くを臨時職員が占め

る状態で保育しなければならない事態になりま

す。入所児童の安全を確保しながら、質の高い

保育と保護者に対しての子育て支援を行うため

には、このような体制では保護者から責任ある

保育行政と認知されないばかりか、市長の子育

て支援の充実の方向性とは整合性がとれないと

感じるのは私だけでしょうか。 

あすの上山を担う児童の保育と保護者に対す

る子育て支援については、身分の安定した正職

員の専門職がその任に当たることにより、質の

高い保育と子育ての支援が確保され、保護者か

らの信頼を得られることになると思われます。 

保育園の運営については、民営化という選択

肢も考えられますが、民営化したとしても、市

の持ち出し分がなくなるわけではなく、年間１

カ所当たり３，０００万円以上の持ち出しが必

要であり、しかも、民間保育所の考え方もある

ため、市の子育て支援に関する基本的な考え方

が浸透しにくい場面も想定されます。 

横戸市長の重要施策である子育て支援を充実

させるためには、保育園の民営化という手法は

とらず、上山市みずからが自治体の責任で、よ

りよい保育と子育て支援を提供すべきであると

考えます。保育は未来のある子供の基礎をつく

る大事な事業であり、それだけに保育士の存在

は大きなものがあります。そのために優秀な保

育士の確保が重要であり、現在の保育士の年齢

構成などを考えるならば、保育士の計画的かつ

早急な採用により保育の充実に当たるべきと私

は考えますけれども、市長の御所見をお伺いい

たします。 

質問の第２点は、平成２１年度の予算編成方

針についてであります。 

今般、懸案となっておりました競馬場跡地に

ついて、去る８月２９日に走路部分の一括活用

による東和薬品工業株式会社との企業立地協定、

土地売買契約などが無事調印に至ったことは、

競馬事業の廃止を顧みたとき、本市にとって、

将来に向けた確かな第一歩を踏み出した感を強

く持つものであります。 

また、市長は、就任早々企業誘致推進室とい

う専任チームの設置のほか、企業交渉の中で、

少ない財源の有効活用による立地助成などさま

ざまな知恵を絞りながら誘致活動を展開した結

果、厳しい地域間競争を勝ち抜くことができた

ものと評価しておるところでございます。 

さて、本市の財政状況は、平成１７年度から

財政再建計画のもと、緊縮型予算をとるのはや

むを得ないと思うところでありますが、本市は

歯どめのかからない人口減少に市の総力を挙げ

て対処すべき、待ったなしの状況に追い込まれ

ており、市長の強いリーダーシップによる思い

切った政策を推し進めるべきであると考えます。 

そこで、今回の企業誘致を機に、市長の掲げ

る五つの公約の早期実現を図るため、とりわけ

人口減少をストップする上で最も有効である働

く場所の確保を図る上で、どのような平成２１

年度の予算編成方針をお考えになっておられる

か、市長の御所見をお伺いします。 

最後の質問は、農業の振興策についてであり

ます。 

ことし７月６日、任期満了により執行された

農業委員会委員の選挙において、第１選挙区で

１名の欠員が生じる結果となりましたが、これ

は選挙制度が施行されて初めてのケースであり

ます。食の安全安心、食料自給率の農業行政の

問題点が大きく取り上げられている現在、農業

委員の果たすべき役割の重要性が増す中で、本

市の農業者は農業に対して関心が薄れているの
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か。魅力を感じていないのか。農業者の現状に

ついて、農業委員会の皆様方の考え方について

農業委員会会長の考え方をここでお伺いしてお

きます。 

農地・水・環境保全向上対策事業についてで

ありますが、他市では事業の取り組みにおいて

大きな成果を上げているところでありますが、

本市におきましてはどのような取り組みを行い、

何をしているのでしょうか。市は実態を明らか

にし、イニシアチブをとり、事業の推進に力を

入れていただきたいと考えており、今後の取り

組みについて、市長の考えをお伺いするもので

あります。 

また、集落営農についてでありますが、農業

行政は、大農家の育成を推進しておりますけれ

ども、後継者がいない大農家が多い現状であり、

これからは兼業農家の育成を進めていくべきで

ないかと私は考えております。原油高や生産コ

ストが急激に増大し、厳しい経営環境にありま

すけれども、農家の減少に歯どめをかけるとと

もに、耕作放棄地の解消に努め、地域資源であ

る米をもっと多面的に利用することなどを重点

目標とし、農業を元気にしていかなければなら

ないと思います。主として、今後の農業行政の

あり方、その他あわせて市長の御所見をお伺い

し、質問といたします。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ８番大場重彌議員の御質問

にお答えいたします。 

初めに、子育て支援強化策としての保育園の

運営について申し上げます。 

本市におきましては、少子化の傾向は続いて

おりますが、核家族化や就労形態の多様化など

から、保育園への入所希望者数は特に減ってお

らず、保育需要はまだ高い状況となっておりま

す。こうした中、保育園の充実した運営を図る

ため、平成１８年度に策定した上山市保育計画

に基づき、平成２３年度までは、市立３園、民

間立２園の５園体制を維持してまいりますが、

それ以降の運営につきましては、そのあるべき

方向性を多方面から検討し、質の高い保育体制

を構築してまいります。 

また、保育士につきましては、未来の上山市

を担う子供たちの健全な育成に必要な人材を確

保するため、この数年間の急激な保育士の退職

者数及び年齢構成等を考慮しながら、今後、計

画的な採用により、保育事業の充実を図ってま

いります。 

次に、平成２１年度の予算編成方針について

申し上げます。 

平成２１年度は、財政再建計画の最終年度で

あり、また、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律の本格施行及び公会計制度の適用の年

度に当たることから、基本的な考え方といたし

ましては、収支の均衡など、引き続き財政の健

全化を推進することを予算編成方針の基調とし

てまいりたいと考えております。 

その一方で、議員御指摘の人口増加策として

の働く場所の確保は、最重要政策課題の一つで

あり、産業振興として私の公約における五つの

柱の一つにとらえているものであります。した

がいまして、来年度の予算編成における企業誘

致に関する施策につきましては、高い優先順位

で予算の配分を行う考えでありますが、経済情

勢や企業立地動向、誘致交渉の熟度などを十分

精査しながら対応してまいります。 

また、さらなる政策課題の対応や公約実現を

図るためには、政策立案とあわせてその財源確

保及び効率的な予算配分が必要不可欠でありま
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す。そのため、財政再建計画等による財源の捻

出に加えて、事業部門による効率的な予算編成

等が期待できる枠配分予算編成方式を継続する

とともに、重点施策実施計画における事業決定

プロセスの見直しも含めた選択と集中により、

一層の事業の重点化を図りながら予算編成に当

たってまいります。 

次に、農業の振興策について申し上げます。 

農地・水・環境保全向上対策につきましては、

高齢化等による集落機能の低下に伴い、農道や

水路等の保全管理が困難となっていることを背

景として、施設の保全と質的向上を図るため、

地域による効果の高い共同活動を支援する制度

で、平成１９年度から実施しております。 

本市では、７団体で取り組みが行われており、

４３５ヘクタールを対象農用地として、８０１

万円の活動経費が交付されております。 

それぞれの地域では、農地、水路、パイプラ

イン及び農道の維持管理と施設を長もちさせる

ための改修などを実施しているほか、地域の各

種団体とともに、道路のり面へのハーブ植栽、

景観向上のための花壇の整備、小学生を対象と

した生き物の生息状況調査など、地域の特性を

生かした取り組みが行われております。 

なお、本事業は、地域活動に有効な事業であ

り、平成２３年度までの継続事業となっており

ますので、制度に沿った事業展開を支援すると

ともに、新たに希望する地区がある場合は、県

と協議するなどの対応を考えております。 

集落営農につきましては、国の新たな制度の

中では、認定農業者及び農業生産を共同で行う

集落営農組織を農業の担い手として支援する方

針が示され、各種施策を実施しております。 

市といたしましても、本制度を有効に活用す

るため、国の面積要件４ヘクタールの見直しと

市町村の特認制度を適用し、認定農業者として

の担い手を１５名から３１名まで拡大いたしま

した。 

兼業農家への支援制度ともなる集落営農組織

は、昨年度は１組織でありましたが、今年度に

入り、宮生地区に土地利用改善団体が組織され、

活動を開始しておりますので、引き続き各地区

との協議を進め、実情に合わせた営農形態を計

画してまいりたいと考えております。 

○髙橋位典議長 農業委員会会長。 

○武田芳松農業委員会会長 ７月２０日の農業

委員会総会におきまして選任されました武田で

ございます。至って浅学非才ということなので、

よろしくお願いを申し上げます。 

８番の大場重彌議員の御質問にお答えいたし

ます。 

農業の振興策についてでありますが、本市の

農業を取り巻く環境は、高齢化や農業就業者の

減少及び担い手不足等が懸念される中で、農産

物の価格低迷による農業所得の減少、さらには

原油及び資材の高騰が農業経営を圧迫するとい

う深刻な状況が続いております。 

このような中で、農業経営の改善や営農技術

の向上に取り組んでいる農業者もおり、また、

近年の新規就農者の状況を見ましても、近隣の

市町と比較して高い水準にあります。 

農業委員は農業者の利益代表として、農政の

推進及び意欲ある担い手農家を育成・確保し、

農業・農村社会の振興に寄与していくことが役

割であると認識しているところであります。 

農業委員会といたしましても、農業委員の地

区担当制や農地パトロールにより、日常的な監

視活動を通して農地と農業者を守り、地域の実

情に即した活力ある農業の振興を目指している

ところであります。また、農業者の公的代表機
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関として、行政や農業関係団体と連携しながら、

農業委員一人一人が自覚と誇りを持ち、農業者

との意見交換会等を通じて生産現場に耳を傾け、

今後とも農業者の視点に立った農政活動に取り

組んでまいります。 

○髙橋位典議長 大場重彌議員。 

○８番 大場重彌議員 市長からは子育て支援

の関係について、前向きな答弁をいただきまし

たが、私も平成１８年から２３年までの計画に

ついては承知いたしております。 

市長の答弁では、特にみなみ保育園、そして、

あさひ保育園、しらさぎ保育園、３園について

は、現在のところ、その応募総数は減っておら

ないという答弁でありますので、本当に安心を

しておるところであります。 

したがいまして、私といたしましては、先ほ

どの質問にもありましたように、その３園につ

いては、民営化ということを考えずに、市直営

でこれからも運営をしていく、そして、財政的

な観点なども優先させなければならないという

考え方はあると思いますけれども、市長の掲げ

ている子育て支援の充実の考えを最優先させて、

現在の三つの保育園につきましては、先ほど申

し上げましたように、市の行政が責任を持って

行うということについて明確な答弁がなされて

おりませんでしたので、この点について質問を

いたします。 

また、先ほど保育士の計画的な採用というこ

とでありますが、市長からは明確な時期につい

て答弁がありませんでした。ただ、臨時職員に

任せるということでなくて、保育士を計画的に

採用して、これからその任に当たらせるという

ことでありますけれども、何年度からその保育

士の採用を行おうとしておりますか、その点に

ついてもお伺いをしたいと思っております。 

あと、市長から答弁ありました農業問題であ

りますが、やはり、私といたしましても、本当

に原油高、あるいは肥料の高騰、いろいろな問

題でかなり苦労をしておるわけであります。し

かも、どこへ行っても、今、耕作しておらない

農地が非常に多く見受けられるわけであります。

その利活用について、やはり行政としてしっか

りした指針を立てながら、そして、指導してい

くべきではなかろうかというふうに考えており

ますけれども、この点についてお伺いをいたし

ます。 

あと、もう１点でございますが、現在、大き

い農家の方々に対しての手だては十分に行き届

いておりますけれども、小さな農家の方に対す

る指導というものも、もう少し重点的に考えて

いただきたい。その考え方についてお答えをい

ただきたいと思います。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 保育園体制でございますが、

先ほど申し上げましたとおり、平成２３年度ま

では公立３園、私立２園ということで対応して

いくということでございます。 

それから先の話でございますが、先ほど答弁

いたしましたように、いわゆる子供さん方の保

育ニーズがどれくらいあるのか、あるいは、こ

の次の質問になっております保育士の年齢構成

とかを含めて、総合的に考えなければならない

というふうに思っています。 

少なくとも、市立の保育園がゼロになるとい

うことはないわけでございまして、その点を踏

まえながら対応してまいりたいというふうに思

っています。 

保育士の採用もそれに基づいて計画が発生す

るわけですが、少なくともここ１０年採用して

いないという状況にもあるわけでございまして、
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昨年も退職された方、あるいは希望退職の方も

います。ことしも定年退職の方もおりますので、

その点も勘案しながら早急に対応してまいりた

いというふうに考えております。 

あと、農業関係で、耕作地の放棄地でござい

ますが、これは減反にかかわるところが多分に

あるわけでございまして、特に中山間地につい

ては、その活用がなされていないというところ

が多分に見受けられるところでございますが、

それにつきましては、なかなか行政で指導でき

るということではなくて、そればかりではでき

ないと思います。ですから、地域づくりの中で

活用するとか、そういう総合的な政策の中で、

あるいは自主的な活動の中で、その活用という

ものを見出してもらわないと、なかなか行政の

施策だけでは、一本やりではできないのではな

いかなというふうに考えておりますが、少なく

とも、環境面などを含めた中での政策がどうい

う形で展開できるのかも含めて、今後検討して

まいりたいというふうに思っております。 

あと、兼業農家につきましては、これも農業

行政、極めてなかなか難しい政策でございまし

て、国・県との連携の政策の中で展開していく

というような位置づけなのかなと、市の行政と

いうものは。そういう形で市独自でというのは

なかなか、財源、あるいは政策の点から申し上

げまして、個別に市独自のというのはなかなか

難しい面がありますので、その点につきまして

は、大きな政策の中で、どういう位置づけにな

るのかということも踏まえて一体となった政策

を展開してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○髙橋位典議長 次に、１５番菊池喜英議員。 

〔１５番 菊池喜英議員 登壇〕 

○１５番 菊池喜英議員 山形広域清掃工場建

設事業における諸課題について質問いたします。 

平成１８年３月、曲折を経て新清掃工場用地

は柏木地内と決定されました。 

私は、平成１８年６月議会で、この件に関し

て次のように発言しております。 

「青天のへきれきであります。まさか遠距離

の柏木に……というのが、市民の感情であった

し、公募という民主主義の装いと広域事務組合

という二重構造のもとで、地元の声も上げ得な

かったものと受けとめております。 

この上は、まさに環境に負荷を与えない安全

な施設を本庄地区はもとより、西郷、東地区と

有力な農業、果樹地帯でありますから、なおさ

ら厳しく求められるものがある……」と。 

美しい自然と恵まれた環境にある上山、それ

は悠然として変わるものではありません。その

ことは、先輩方や市民の皆さんが努力してきた

ことでもあります。 

市民皆水道、公共下水道の早期普及、昭和５

３年９月には、農村下水道の政策が具体化され、

普及されてきました。清潔な上山づくりにも努

力を積み重ねてきたのであります。 

その上山に私のかかわるこの３０年の間に過

去５回、最終処分場の立地が民間業者により目

されました。そのどれも情報を得て、衛生組合

連合会や市民の方々と断念させてきた歴史的事

実があります。 

まず、金山地区。市の最上流部への立地など、

とんでもないことでした。次に、柏木の山林、

林道を南に入った場所であります。次は、古屋

敷、間もなく立ち消えになりました。そして、

久保川の山林、これは土地改良区として絶対に

許さないという運動になりました。逢坂川ダム

構想はこのときのものです。 

最大の難問は権現堂でした。山形駅西再開発
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事業で、東ソーの移転に伴い、工場敷地に堆積

してきた六価クロムかすを権現堂に処分場をつ

くり処分したいというものです。工場が立地操

業するならまだしも、何も生産せず、負荷しか

与えない、しかも、毒性は１００年経ても減ず

ることのない六価クロムかすなど、到底受け入

れがたいものでありました。 

当時の永田市長は、受け入れか、否かは、す

ぐ結論を出さず、時間をくれということでした。

これは容認につながります。厚生常任委員会で

は、早期審議を目指し否決としました。 

一例を引きましたが、美しい上山を守り引き

継いでいく努力は続くのであります。 

今、７月の新清掃工場の建設及び運営に関す

る入札の公告、８月の環境影響評価準備書の公

告、縦覧、意見集約を経て、建設が具体化され

るもとで、地元を中心に新たな心配が増幅して

きております。 

今こそ組合の誠実な対応が求められます。 

その一つは、地元地区会、周辺地区会等、地

域住民と組合との運営協議会を設立し、建設段

階から協議できる仕組みをつくることでありま

す。 

同時に、立地に当たり、周辺地区会等と生産

団体との相互信頼のための協定書の締結が肝要

と考えますが、見解を伺います。 

次に、ＤＢＯ方式に関し、リスク分担表が提

示されております。計画、設計、建設、運営の

各段階において、組合と事業者間でリスクの内

容で分担されております。 

例えば第三者賠償リスクのような場合、民間

事業者とされていますが、公設である上は、賠

償の最終責任は組合が負うと考えますが、見解

を求めます。 

次に、風評被害ということについて、生産団

体の方々の心配が募ってきております。しっか

りと理解の進む説明で、新工場への理解を得つ

つ、風評被害の未然防止、また、万が一の場合

の真摯な対応を求めるところでありますが、見

解を伺います。 

次に、想定事業区域において、遷座用地とさ

れているものがあります。「遷座」とは、広辞

苑によれば、「天皇または神仏の座を他所へ移

すこと」とあります。こうした発想自体、許さ

れざるものがあることを指摘しておきます。 

立地については、５００メートル圏外は不本

意であったり、反対の意思があったとしても対

抗ができませんでした。しかし、３０年後に再

び新炉建設を目すところまで決めておく権能な

どだれも持ち合わせていません。将来の存立と

いう点では、周辺住民の意思に基づかなければ

なりません。了解を得ることなしに、一方的に

決定に至るならば、公序良俗に反します。この

ことについて、認識と所信を求めます。 

市民の交通安全確保のための道路改良につい

てであります。 

対策の一環として、牧野バイパスと長清水バ

イパスの事業が進むこととなりますが、今後の

見通しについて明示されたいと思います。また、

上山バイパス、金生・宮脇交差点の拡幅改良が

待たれます。右折信号機についても強く求めら

れております。楢下バイパス交差点についても、

信号機設置の要望があります。これらは車両数

が確実にふえるもとで求められていることであ

ります。 

新たに赤山・柏木間の道路整備についても課

題となります。 

以上、質問といたします。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 
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○横戸長兵衛市長 １５番菊池喜英議員の御質

問にお答えいたします。 

初めに、山形広域清掃工場建設事業における

諸課題について申し上げます。 

協議会の設置及び協定書の締結につきまして

は、山形広域環境事務組合では、新清掃工場の

コンセプトを「信頼できる施設」、「安心できる

施設」、「親近感のある施設」として事業を推進

しているところでありますが、建設・運営に当

たりましては、関係地域住民の皆様の御理解を

いただくことが大変重要であると認識をしてお

ります。 

そのためには、情報の公開と住民意見を反映

した事業推進が肝要であり、建設事業に係る情

報はもとより、操業データを公開し、開かれた

施設運営を行うとともに、意見・要望をいただ

く場として、関係地域住民代表の方々、工場運

営事業者、山形広域環境事務組合等で構成する

運営協議会の設置と、公害の防止や監視など、

地域住民の健康を守り、快適な生活環境の保全

を図るための協定の締結を管理者会議で確認し

ております。 

リスク管理方針書につきましては、ＤＢＯ方

式による建設及び運営事業における安全性・安

定性の担保に資する目的として、山形広域環境

事務組合と民間事業者間の責任の所在をあらか

じめ明らかにして契約に反映させるために定め

るものであります。したがいまして、新清掃工

場の事業主体はあくまで山形広域環境事務組合

であることから、対外的な責任は第一義的には

同事務組合に帰属するものと認識をしておりま

す。 

風評被害につきましては、情報が正しく伝わ

らないために引き起こされると考えられます。

そのため、山形広域環境事務組合といたしまし

ては、稼働後の排ガス濃度を常時監視できるシ

ステムを整備するとともに、本庄・東地区の環

境モニタリングとしての定点調査を実施し、そ

れらのデータ等を積極的に開示し、開かれた施

設運営に努めてまいります。 

全国の一般廃棄物の清掃工場における風評被

害に関する報告はまだありませんが、万一、風

評被害が生じた場合は、関係者と協議し適切な

対応を行うことを管理者会議で確認しておりま

す。 

遷座用地につきましては、建設用地の公募要

件として、将来の建替用地やリサイクル施設の

建設用地を含めて応募面積を定めたものであり

ますが、リサイクル施設の移転建設に当たりま

しては、山形広域環境事務組合議会から、実態

を調査の上、十分検討すべきとの提言をいただ

いております。また、新清掃工場の稼働運営期

間は３０年を予定しておりますが、その後の建

てかえについては、将来の社会情勢や清掃工場

の技術革新の進展等により、そのあり方が大き

く変わることが予想されることから、管理者会

議では、将来の状況を勘案して検討すべき事項

であるとの共通認識に至っているところであり

ます。 

次に、市民の安全確保のための道路改良につ

いて申し上げます。 

初めに、牧野バイパスと長清水バイパスの進

捗状況につきましては、牧野バイパスは、延長

１．２キロメートル、幅員１２メートルで計画

され、今年度は路線測量と道路設計を、来年度

以降には用地買収及び工事を行い、新清掃工場

の稼働に間に合うよう平成２４年度の供用を目

標に進められております。 

また、長清水バイパスは、延長５９４メート

ル、幅員１６メートルで計画され、昨年度の路
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線測量及び道路設計を受け、今年度は用地調査

と一部用地買収を、来年度以降には用地買収と

工事を行い、平成２４年度の供用を目標に進め

られております。 

国道１３号と県道萱平河崎線の宮脇交差点に

つきましては、通勤時間帯や冬季間において、

特に右折レーンで渋滞が発生していることは承

知しているところであります。市といたしまし

ても、地元の方々とともに混雑解消について、

県当局に強く要望しているところであります。

県においても、その対策について現在検討して

いると聞いておりますが、早期に対策が講じら

れますよう、引き続き関係機関に要望してまい

ります。 

楢下バイパスへの信号機設置につきましては、

これから新清掃工場の稼働に伴い交通量の増加

が予想されますので、地元の方々とともに協議

しながら関係機関に要望してまいりたいと考え

ております。 

○髙橋位典議長 １５番菊池喜英議員。 

○１５番 菊池喜英議員 積極答弁、ありがと

うございます。 

１点だけ、確認をしておきたいと思います。 

運営協議会の設置あるいは協定書の締結、こ

れについては管理者会議でも意思統一なされて

いるということでありますが、私申し上げたの

は、やはり心配を払拭していくためには、建設

段階から、地元との密接な協議を経て、相互信

頼のおける事業としていただきたいと、こうい

うことでありますから、この点についての答弁

を求めておきます。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今の件でございますが、こ

れは当然だと思っています。いずれの事業展開

につきましても、やはり最初の段階から市民の

皆さんあるいは事業対象者の方と連携をとって

いく、相互信頼を持っていくということは当然

でございますし、それがひいては運営等も含め

た、あるいは事業展開を含めた中でのお互いの

いわゆる地域と行政、地域と市との関係が密に

いくんだろう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管理者会議の中でも強く

お話を申し上げていきたいというふうに考えて

おります。 

○髙橋位典議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午前１０時５０分 休 憩 

                  

    午前１１時００分 開 議 

○髙橋位典議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

次に、１０番五十嵐秀夫議員。 

〔１０番 五十嵐秀夫議員 登壇〕 

○１０番 五十嵐秀夫議員 議席番号１０番五

十嵐秀夫であります。 

私はこれまで、上山のまちづくりをテーマに

質問をしてまいりましたが、このたびは本市の

農林業について考え、市長及び農業委員会会長

にお尋ねいたします。 

本市は、基幹産業の一つとして農業を位置づ

けていますが、ここ数十年を振り返れば、土地

改良事業などのほ場整備事業により、また、農

業技術改革・革新、機械化改良などで大きな進

歩発展がなされたものの、政府による農業を発

展させながら農家をつぶすような矛盾した政策

により、農家の減少はとどまらず、「農業を続

けていてもよいことがさっぱりない」と思う農

家が多く、その子弟は農家を継がないため、後

継者不足に悩んでいる現状です。 

本市の産業振興、すなわち、まちの活性化は、
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農家を豊かにしなければその目的を達成できな

いと思っています。 

私は、なかなか暮らしが豊かにならない今の

状況にあっても、自分の持つ技術・技能に自信

を持ち、みずから育て上げて収穫する作物の味

や品質に納得し、先祖伝来の農地に対して愛着

を持って農林業を続けておられる方々に対して

敬意を表するものであります。 

最近、いろいろな特性・特徴のある農法技術

があるようですが、初めに、有機農業からお伺

いいたします。 

戦前より有機農業を実践する農家はたくさん

おりましたが、昔ながらの人ぷん・牛ふんなど

と農産物から出てくる廃棄物などを利用するだ

けの農業から、化学合成された肥料や合成農薬

などの化学物質をさまざまな目的で使用するこ

とを進めることにより、その生産力を大きく拡

大させてきました。しかしながら、農薬による

薬害や公害が発生したことから、毒性の強い農

薬が規制されるようになりました。 

また、農薬の中には分解されにくいものがあ

り、環境や人体への蓄積も懸念され、本来の生

態系をも破壊し、新たな害虫の発生や天敵によ

る害虫抑止力の喪失などの弊害を招くことにな

りました。そして、化学肥料は直接的な効果は

絶大であるものの、土質の悪化や土壌の生態系

を破壊し、長期的に見て、土地の生産力の低下

や土壌の流出の原因につながると考えられるよ

うになったのです。 

そこで、化学物質の利用をやめ、旧来のよう

な天然の有機物や天然由来の無機物による肥料

などを用いるなど、自然の仕組みに逆らわない

有機農業が再び脚光を浴び、平成１８年１２月

から有機農業の推進に関する法律が制定され、

翌年４月には、有機農業の推進に関する基本的

な方針が公表されました。 

ここで、例えばまほろばの里・有機の里とし

て知られる隣の高畠町には、以前より完全有機

農業に取り組んでこられた方々も多く、現在で

は約半数の農家が減農薬・減化学肥料農業を目

指しているそうです。 

上山市内では、完全有機農業を目指す農家は

少ないように見受けられますが、今後における

本市の有機農業推進について、その基本的方針

を市長にお伺いいたします。 

次に、持続的農業についてお伺いいたします。 

持続的農業とは、「資源の再生産と再利用を

可能にし、農薬、化学肥料の投入量を必要最小

限に抑えることによって、地域資源と環境を保

全しつつ、一定の生産力と収益性を確保し、し

かも、より安全な食料生産に寄与しようとする

農法の体系」と定義されているものです。 

これは、近代及び在来農法と狭義、狭い意味

での有機農業との間に位置する有機農業をも含

めた幅広い中間ゾーン全体にまたがる農法の体

系とも言われます。 

持続的農業のあり方は極めて地域ごとに異な

るものですが、自然生態系が本来持っている力

を農業生産のためにフルに活用し、加えて、近

代的農業技術のメリットもあわせて実現しよう

とするものであります。 

そして、これを実現・成立させる前提条件と

して、特に農薬及び化学肥料など、非農業起源

の経常投入財の削減、また、適切な経営と肥培

管理がなされていることを考えておかなければ

なりません。 

また、ここで、三大別にされた持続的農業の

目標として、農業生産における生産性及び収益

性の確保。資源及び環境の保全。農業者の健康

と農産物の安全性の確保があります。 
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そして、これらをなし遂げるための方策の具

体的な内容では、作付体系の見直し、特に連作

障害を防ぐためのローテーションの積極的導入。

総合的防除の推進。土壌と水の保全のための耕

作方法の見直し。ふん尿その他の有機物及び緑

肥作物のさらなる利活用。耕種と畜産の複合化

などが主要な柱として位置づけられております。 

これらを踏まえた上で、持続的農業の５大特

徴として言われていることは、一つには、短期

ではなく、長期的利益を求めていること。二つ

には、経済的利益と環境、安全性、利潤とのバ

ランスを図ろうとしていること。三つには、特

定の技術あるいは分野にとどまらず、農業生産

及び農法の全般的かつ広範囲な技術、経営上の

システムに関係していること。四つには、考え

方が後ろ向きではなく、前向きであること。す

なわち、バイオテクノロジーなどの最新の農業

技術の導入も認めていること。五つには、問題

が農業者だけでなく、消費者あるいは一般市民

の環境や安全性といった強い関心から提起され

ていることが列挙されております。 

現時点で、私は、上山市として、このような

持続的農業は既に取り入れる農家は取り入れて

いるように思えるのですが、「本市は世界じゅ

うの植物が育つ特殊な地域としての特徴を持

つ」と言われていることから、さらに多品種の

農産物製品化、商品化を研究することも必要で

はないかと思います。 

また、例えば、さきに目標として掲げた資源

及び環境の保全は、農業と観光を結びつけて、

本市の観光戦略における一つの戦術とし、和漢

薬の薬草の研究、人材育成を図っておくべきで

はないかと考えております。 

これらのことについて、市長の御所見をお聞

かせください。 

さらに進めて、「化学肥料や農薬などの単位

面積当たり投下量を可能な限り減らす」という

意味での粗放化農業についてお伺いいたします。 

現在の市内周辺の農地を見渡すと、荒廃地、

耕作放棄地がふえ始め、今後は持続的農業もま

まならない状況を迎えているのではないかと心

配しており、これからは化学肥料や農薬の使用

を可能な限り減らす農法なども本市としても研

究すべきではないでしょうか。 

専門的に研究しておられる農家の方にお伺い

してみると、「化学肥料も農薬も使わない農業

は上山では無理かと思います。そのような荒廃

地、耕作放棄地、中山間地域の場所は、平地か

ら比べてより寒かったり、ススキが入ってきた

りして、収穫がさらに思わしくなくなって、成

り立ちませんよ」ということでしたが、しかし、

私としては、一つには、化学肥料や農薬をでき

るだけ使わないことによって、単収の低下割合

に応じて農地面積の維持確保に貢献できること。

また、特に農薬と化学肥料の節約による経費節

減を図り、低コストになる。燃料費高騰の折か

らもこれは納得できます。また、食の安全性の

観点から消費者が求める少農薬、安全な農産物

の供給につながること。そして、粗放型農業は

１００年以上も前から欧米諸国においても持続

的農業あるいは低投入農業などとして、施策面

でも地域に応じた重要な戦術として採用されて

きた歴史的にも実績のあるものであること。 

これらの事柄を踏まえた上で、荒廃地、耕作

放棄地などがふえつつある中で、今後、それら

の農地の活用をみずからのこととしてどう考え

進まれるのか、農業委員会会長の御所見をお伺

いいたします。 

次に、やまがた緑環境税の活用についてお伺

いいたします。 
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山形県では、自然環境を支えている豊かな森

林を県民共有のかけがえのない財産として未来

へ引き継ぐため、平成１９年度から「やまがた

緑環境税」を導入し、県民みんなで支える新た

な森づくりに取り組んでおります。 

本市では、この緑環境税を活用して、どのよ

うな事業に取り組み、また、今後の取り組みを

どのように考えておられるのか。あわせて、県

が行っている森林整備事業の実施状況について

お尋ねいたします。 

また、子供たちへ森林に興味と関心を持たせ、

緑に親しむ意識を高めることも大切であり、市

内の学校林を活用した緑の少年団活動をもっと

推進することにより、それらの活動を通して地

域振興に結びつくのではないかと考えます。 

市内には、多くの学校林がありますが、緑の

少年団活動は一部の学校でしか行われておりま

せんので、もっと緑の少年団をふやしていくべ

きと思いますが、市長の御所見をお伺いいたし

ます。 

最後に、最近の石油燃料費高騰に伴う各農家

事情に配慮した市長の対応についてお伺いいた

します。 

最近の石油燃料費高騰については、日々の暮

らしに及ぼす影響が甚大であり、全国的に、す

べての産業に一層の厳しい状況が与えられてい

る、その現実を毎日のようにマスコミなどによ

って伝えられております。 

ここで、姉妹都市である名取市では、相談窓

口を設置し、資金調達・事業改善などの相談に

応じ、セーフティーネット貸付制度の活用策な

ど、国を初めとした各機関の支援策を幅広く紹

介するなどしながら支援するほか、隣の七ヶ宿

町でも産業振興資金の貸付（運転資金、設備資

金など）農林業に限度額５０万円とし、認定農

業者には限度額１００万円、また、法人など団

体には限度額２００万円を貸付利率２％で行う

などとなっております。 

本市においても、農林業に携わっている方々

に対してこのような補助、助成制度を活用すべ

きではないかと思います。 

国・県などの補助、助成制度も含めた対応に

ついて、市長の御所見をお伺いして今回の質問

といたします。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １０番五十嵐秀夫議員の御

質問にお答えいたします。 

初めに、有機農業について申し上げます。 

有機農業は、環境との調和、消費者のニーズ

に即した取り組みであり、その推進を図る必要

があると考えておりますが、現状では、通常の

農業と比べて品質や収量の低下が起こりやすく、

また、有機農産物に対する消費者等の理解も十

分とは言えない状況もあり、農産物価格に反映

されず、取り組みはまだ少ないと認識をしてお

ります。 

本市における状況は、有機農業の認定を受け

ている農業者はおりませんが、水稲の減農薬・

減化学肥料による特別栽培の認定を受けている

農業者は１５名ほどおります。そのほか、有機

農業の手法を取り入れる農業者もふえておりま

すので、今後、各生産団体と連携をしながら、

推進について検討してまいります。 

次に、持続的農業について申し上げます。 

持続的農業は、環境と調和のとれた農業を目

指すものであり、その取り組みとしてエコファ

ーマー認証制度があります。 

本市では、２２１名の農業者が９品目の農産

物について認証を受けているほか、耕畜連携と
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して、資源循環型農業推進協議会において、畜

産堆肥の品質向上の取り組みや耕種農家への土

づくりの啓発に努めるなど、持続的農業を積極

的に推進しております。 

多品種の農産物の製品化、商品化につきまし

ては、食用ホオズキ、紅花の栽培などのように、

農産物を資源とした観光産業と連携する多様な

取り組みは地産地消の観点からも今後の農業振

興策であると考えております。 

次に、やまがた緑環境税の活用について申し

上げます。 

やまがた緑環境税は、管理放棄や荒廃が進ん

でいる森林を整備し、公益的機能の回復を図る

ことを柱として、地域による森づくりや自然環

境の保全活動支援などに活用することとされて

おります。 

本市におけるこれまでの事業実施状況は、県

施行の森林整備事業として、間伐などを約５０

ヘクタール実施するほか。公募事業として、蔵

王緑の騎士団や葉山のまちづくり委員会による

森林整備への支援を行っております。 

また、市への交付金を活用し、緑の少年団を

対象とした森林学習、西山地区及び三吉山周辺

の自然環境施設の整備を進めているほか、里山

に桜の植栽を計画しているところであります。 

なお、緑の少年団につきましては、現在、宮

生小学校と中川小学校、合わせて１１２名によ

り活動を行っておりますが、今後、他の学校に

も結成を呼びかけながら、育成に努めてまいり

たいと考えております。 

次に、石油燃料高騰対策について申し上げま

す。 

議員御指摘のとおり、石油燃料の値上がりの

状況は、日本エネルギー研究所の調査によれば、

昨年に比べ灯油は７０％以上、ガソリン・軽油

は３０ないし４０％の値上がりとなっており、

農家の経営を直撃しております。 

本市では、昨年度、国の補助事業で遠赤外線

乾燥施設の整備や市の独自支援として施設園芸

省エネルギー化推進事業などに取り組みました

が、今年度に入り、より一層厳しい状況になっ

ていると受けとめております。 

国や県の価格安定制度や省エネ設備の整備、

資金融資制度などの既存制度を活用するととも

に、国が進めようとしている緊急総合経済対策

の内容を踏まえながら、農業経営の安定と脱石

油や省エネにつながる施策について、市独自の

支援を含めて検討してまいりたいと考えており

ます。 

○髙橋位典議長 農業委員会会長。 

〔武田芳松農業委員会会長 登壇〕 

○武田芳松農業委員会会長 五十嵐秀夫議員の

御質問にお答えいたします。 

粗放化農業についてでありますが、農地は食

料を供給するための基礎的な生産要素であると

ともに、農業者にとって極めて重要な経営基盤

であります。 

しかしながら、近年、都市化の進行による農

地の所有意識の変化、農業従事者の高齢化、兼

業化の進行、後継者不足等から荒廃地や耕作放

棄地が増加傾向にあり、総体的な農業生産力の

低下が顕著になっております。 

食料の安定供給を図るためには、優良農地の

確保とともに耕作放棄地を解消することが重要

であると考えております。 

農地の荒廃地や耕作放棄地等の対策は、農業

委員会の指導がその根幹にあるところから、日

常的な農地パトロールや監視活動を通し、農地

の利用状況の把握と耕作放棄地の解消と未然防

止、有効活用に向けた指導及び相談活動を推進
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しております。 

今後とも、農地と担い手を守り、力強い農業

をつくる農業者の公的代表機関として、行政や

農業関係団体と連携しながら、農業者の視点に

立った活動をより一層推進してまいります。 

○髙橋位典議長 １０番五十嵐秀夫議員。 

○１０番 五十嵐秀夫議員 御答弁ありがとう

ございました。 

市長に、ただ１点、さらに質問しておきたい

と思います。 

粗放化農業も含むことになるんですけれども、

その粗放化農業というのは、簡単なようで、逆

にかえって常日ごろから自分の農地に目を向け

ていなければならない。そして、手がかかる、

機械化も少なくなっていいんですけれども、ス

スキや雑草などを常日ごろ管理していなければ

ならない。そういうこともあって、厳しいとこ

ろもお伺いしているんですが、中山間地とか、

荒廃地に対して、来年度から、宮生地区あたり

でまとまった取り組みがなされるようなんです

が、その中に、まいてただ刈り取るだけで済む

ような、なおかつ薬にもなる薬用の麦などがあ

るかと思っているんですけれども、そういうも

のを、これから減反の農地、畑地に奨励するよ

うなお考えはないかどうか、最後にお伺いして

おきます。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今御提案の薬用麦に関して

でございますが、これにつきましては、やはり

趣味でやる農業ではございませんので、収益性

なども勘案した中で検討しなければならないと

いうふうに基本的に思っています。となります

と、やはり、その麦のいわゆる商品ニーズがあ

るのか、あるいは、採算ベースに乗るのか、そ

ういうことを基本的に調査研究して対応してま

いります。 

○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〕 

○５番 尾形みち子議員 会派たかまき、尾形

みち子。 

通告に従いまして順次質問をいたします。 

今回は、男女共同参画の取り組みについてで

あります。 

大きな表題で、ＤＶ（ドメスティック・バイ

オレンス）被害者支援の充実、それに、デート

ＤＶ防止プログラムの活用ということについて

でございます。 

まず最初に、男女共同参画社会基本法が公布

されてから約１０年が経過しております。この

間、全都道府県、市町村の約９０％が条例もし

くは計画を策定している現状にあります。 

本市も、ことし１月末に男女共同参画計画を

策定いたしました。この計画の目標は、「男性

も女性もいきいきと生活するまち かみのや

ま」とし、次の五つを基本理念として掲げてお

ります。 

一つに、男女の人権の尊重。 

二つに、社会の制度や慣行についての見直し。 

第３に、政策や方針の立案・決定への共同参

画。 

第４に、家庭生活とほかの活動との両立。 

第５に、生涯にわたる健康の確保。 

また、この計画では、次の三つの基本目標を

設定しております。 

一人ひとりが大切にされ、お互いに認め合う

意識づくり。 

一人ひとりがお互いに尊重し、ともに築くま

ちづくり。 

一人ひとりが個性と能力を発揮できる職場づ

くり。 
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この計画の推進に当たり、目標や施策を確実

に実行するため、市民への周知、啓発をどのよ

に検討されているのか。その進捗状況をあわせ

て市長にお伺いいたします。 

さて、私は、男女共同参画社会の実現は、本

市にとり大変重要な課題であると考えておりま

す。それは人口減少や労働力の減少、出生率の

低下、晩婚・未婚化と地域経済や地域社会への

活力に深刻な影響を与えています。今後、女性

の社会進出はこれまで以上に期待され、仕事と

家庭の両立、出産や育児等の環境整備や再就職

の支援等など、男女共同参画の視点での行政支

援が必要であるわけです。 

また、市民への意識啓発のため、男女共同参

画の講座、関心を高めるための有効的な活動の

一つに、例えば「女性再就職チャレンジセミナ

ー」「４０代からのフレッシュアップ～心も体

も健康美人」「男と女のいきいきフォーラム」

等々、表題はさまざまですが、ありのままの自

分を受け入れたり、大切にすることや、自分ら

しく生きるためにはどうしたらいいのか。要は

市民への周知と啓発を継続的に実施すること、

そのことで意識改革につながり浸透するのでは

ないかと思われます。 

何度も繰り返しますが、男女共同参画社会と

は、性別に関係なく、男女がともに参画する社

会をつくることです。ところが、性別に関係な

く参画するには、まだ、さまざまな障害が根強

く残っているのが実情であります。その多くは、

女性が受けている差別です。残念ながら、差別

だと気づいていない人が男女ともに多く存在し

ております。 

今月１日、山形新聞に載った「妻への暴行殺

人容疑で夫を逮捕」の見出し、大変ショックを

受けております。鶴岡市での事件が報道されて

おりますが、報道の内容は、妻の体には、顏や

足、背中に古い打撲傷があり、夫が日常的に暴

行を加えていた可能性があると伝えております。 

過去にも山形市では、３８歳の主婦が日常的

な夫の暴力で死亡しており、身体的、精神的暴

力があったことなども含め、裁判の中で公表、

報道されております。 

ＤＶ事件は、その内容はさまざまではありま

すが、密室や親密な関係の中で被害者となる多

くの事件が公表されております。本市のＤＶ被

害者の実態をどう把握しているのか、市長にお

伺いいたします。 

この結果、ＤＶ被害者の多くは理解されず、

さらに追い詰められ心身ともにダメージを受け

ております。そのための被害者支援について、 

一つに、被害者からの相談窓口・電話窓口の

対応はどのような対策がとられているのか。 

一つに、一時保護施設の整備についてであり

ますが、暴力からの安全が確保され、安住と自

立のためのシェルター等、設置の対応はできる

のか。 

一つには、関係機関の連携というのが重要な

課題であります。福祉機関や警察との情報交換、

または、体制整備はどうなっているのか。 

一つに、暴力を振るう側、男女へのカウンセ

リングについてであります。精神的ストレス、

アルコール依存症がＤＶの要因でもあり、加害

者は暴力をやめられない。被害者は逃げ出せな

いというような心理状態になっております。こ

のような男女のサポート体制と整備をどのよう

に考えているのか。 

以上４点について、市長にお伺いいたします。 

それとともに、ＤＶの対策は、児童虐待とも

大変密接な関係にあります。一例を挙げれば、

義理の父から虐待され幼い子供が亡くなるとい
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う事件がありました。その事例では、母親も夫

からの暴力を受けてとめられなかったというこ

とです。専門家は、妻を殴る夫は子供にも暴力

を振るっている可能性が高いこと。または、殴

られなくても、その暴力を見ているだけでも、

その子供は直接暴力を受けなくても、大人にな

り同様な行為を繰り返すケースがあることを指

摘しております。 

本市の計画では、ＤＶ対策については、明確

化されていないため、複雑で多様化する人間関

係に対応した支援策が必要であります。 

男女の人権尊重は、本市の男女共同参画計画

の基本理念の一つであり、そこには「男女の人

権が尊重され、性別による差別的な取り扱いを

受けることなく、個人としての能力を発揮する

機会が確保されることや男女の暴力が根絶され

ること」と明記されております。 

２００１年に、配偶者からの暴力防止及び被

害者の保護に関する法律が施行され７年目にな

ります。２００６年４月に内閣府が男女間にお

ける暴力に対する調査を公表した結果がありま

すが、それは、ＤＶ被害者のうち、「だれにも

相談できない」が６割、その中で、「法律を知

っている」のは７割でありました。 

結果からも、男女共同参画計画の進捗状況を

評価する上で、人権尊重に反するのが暴力の問

題であり、ＤＶ被害者の支援が重要であると考

えます。このことから、市民への意識啓発と並

行して具体策を確立する必要があります。今後、

本市の計画では、男女共同参画宣言都市への検

討に入るとしていますが、市民の啓発活動、発

信する拠点づくりとして、「女性センター」を

設置するべきと考えております。市長の御所見

をお伺いいたします。 

次に、デートＤＶ防止プログラムの活用でご

ざいます。 

７月上旬、霞城学園でデートＤＶ防止プログ

ラムのワークショップを体験してまいりました。

最近、若者に人気があり、高視聴率だったドラ

マで既に終わりましたが、「ラスト・フレンズ」、

現在やっている「恋空」等の中で、内容に表現

されております。 

デートＤＶとは、結婚していない１０代、２

０代の若い世代で、交際相手に暴力を振るうこ

とを言います。自分に従ってほしい、逆らわな

いでほしい等の目的でデート相手に対して暴力

を振るうので、デートＤＶと言います。 

内閣府の調査で、２００７年４月に公表され

たデートＤＶの被害者は、２０代女性に５人に

１人、男性では１０人に１人、何らかの暴力を

受けていると報告されております。 

ＤＶは、大人だけの問題ではありません。１

０代、２０代の若者にも広がっています。正し

い情報を与えられず、気づかず交際する男女関

係や性の問題、よりよい人間関係が築けるよう

に、学びの場で男女のよいかかわり方を伝え、

男女共同参画の基本である男女の人権尊重、性

別に関係なくお互いに尊重する、ともに成長の

よい関係を与えたり、自分も相手を大切にする

ということを学び、学習するのがデートＤＶ防

止プログラム活用です。 

デートＤＶを引き起こす社会的要因とは、力

と支配や暴力の容認だったり、差別、ジェンダ

ーバイアスなどであると学び、そして、気づき、

自分らしさ、共感すること、コミュニケーショ

ン、自己決定力をつけるプログラムなのです。 

現在、コンビニやどこでも手に入るコミック

雑誌、週刊誌、ポルノ雑誌等の悪影響を社会全

体で対策を考え、若者への犯罪に対する抑止力

として、予防対策、予防教育が全体に必要と考
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えます。 

私も、平成１７年６月に一般質問の中で、Ｃ

ＡＰプログラムを紹介しております。その後、

ＣＡＰやまがた会員となり、上山、山形、天童

の小学校を回り、子供への暴力防止プログラム

を広める活動をしております。活動を通して、

子供たちの身近なところにも暴力がある事実を

知りました。 

今、現実に若者が利用する携帯電話サイトに

代表されるような急激的な社会の変化に対応す

るためにも、共同参画を学習し、まず、生徒指

導、教育相談等の先生がワークショップを受け

ることを含め、１０代から男女共同参画を学習

し、デートＤＶ防止プログラムを活用すること

が必要と考えております。 

市長は、本市の子育て支援を重点目標に掲げ

ていますが、同様に、青少年の健全育成のため

にも、今後、予防教育策としてぜひ検討すべき

と考えます。市長の御見解をお伺いいたします。 

以上で質問を終わります。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ５番尾形みち子議員の御質

問にお答えいたします。 

男女共同参画計画の取り組みについてであり

ますが、本計画は、本市における男女共同参画

の推進に関する施策を市民・家庭・地域・企業

等と行政が一体となって、総合的かつ計画的に

実施するため策定したものであります。 

市民への周知、啓発につきましては、本年３

月に策定記念事業として、約１，４００人の親

子を集めて、村山地域男女共同参画講座を開催

し、市民に対して男女共同参画意識の醸成と普

及啓発を図ることができたと考えております。

今後、市報やホームページ、チラシなどを通じ、

山形県男女共同参画センターの各種事業を活用

しながら男女共同参画に関する情報を提供し、

市民に周知してまいります。 

本市のドメスティック・バイオレンス被害者

に対する支援についてでありますが、市民から

のＤＶの相談につきましては、健康福祉課内の

ケースワーカー及び婦人相談員が電話、来所相

談により受け付けをしており、加害者等に対し

て相談内容が漏れないよう秘密保持に努めてお

ります。また、被害者に危険が伴う緊急な場合

は、県の婦人相談所に通告して早急に一時保護

を行っております。 

一時保護施設の整備につきましては、県の一

時保護所を利用することが保護所退所後の被害

者の自立支援に最も有効なことから、市でシェ

ルターを設置することは考えておりません。 

関係機関との連携につきましては、ケースの

内容によっては、保育園、地区の民生児童委員

等から家庭の状況を確認して、児童虐待と複合

しているケースについて、要保護児童連絡協議

会で協議するとともに、警察への情報提供を適

宜行い、婦人相談所との連携を緊密にとりなが

ら、適切な対応を行っているところであります。 

また、被害者や加害者、子供を初めとする家

族が抱える精神的ストレス、アルコール依存症

等の問題につきましては、医療機関との連携、

保健師の訪問指導、児童相談所への通告等、多

くの関係機関のサポート体制により対処してお

ります。 

なお、議員御指摘の女性センターの設置につ

きましては、現時点では考えておりません。 

次に、デートＤＶ防止のプログラムの活用に

ついてでありますが、デートＤＶは、急激に変

化する社会情勢の中で認識を深めていかなけれ

ばならない問題であると考えております。 



 

－４２－ 

デートＤＶは、相手の人格を尊重しないこと

から発生するため、学校教育の中でお互いの人

格を大切にするよう助言指導していくことが望

ましいものと考えられますので、教育委員会と

連携しながら対応してまいります。 

また、発生要因の中には、児童虐待、女性虐

待、老人虐待等が密接に関連している事例が多

いと思われますので、現在、多様化している虐

待問題に適切な支援を行い、虐待の連鎖を断ち

切ることもデートＤＶを未然に防ぐ対応策であ

ると考えております。 

○髙橋位典議長 ５番尾形みち子議員。 

○５番 尾形みち子議員 市長、積極的な答弁、

ありがとうございます。計画の中で、男女参画

都市宣言について検討に入るというふうなこと

が明記されておるんですけれども、この辺の回

答が全くなされていなかったというふうに、今

の答弁で聞きましたけれども、その辺のところ

もう一度、再確認の意味で御答弁お願いいたし

ます。 

 それから、女性センターというふうな言葉で

いきますと、上山市、これからにし保育園の跡

地にしらさぎのセンターのような支援センター

ができるということですけれども、その辺の整

合性というか、その辺に女性センターが設置さ

れたり、婦人の家を活用するとか、そういった

点にも積極的なかかわり方が必要だというふう

に思うんですね。 

 それから、もう１点、図書館、上山市立図書

館があるわけですけれども、こちらの方に、こ

れは女性センターがなければ、例えば図書館の

中にも女性学だったり、女性論だったり、そう

いった男女共同参画に対する本のコーナーとい

うものも当然必要になってくると思うんですね。

そういうことも含めて、５点、お伺いしたいと

思います。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 １問に関しましては、聞き

取りの部分につきましても、質問がなかったと

いうことでございますので、それはまた予算委

員会とか常任委員会の方で議論していただけれ

ば大変ありがたいなと思っています。 

女性センターの件でございますが、答弁にも

申し上げましたように、今のところ、県の施設

での対応が一番望ましいというような事務レベ

ルとの話し合いを行ったところでございまして、

今のところにつきましては、女性センターにつ

いては市独自では設けないというような考え方

でございます。 

あと、図書館等についてですが、これは当然、

そういう図書を図書館内にそろえるということ

は当然必要なわけでございますが、それが即そ

ういう形で図書館に設けるということは、これ

から検討しなければならない一つの課題ではな

いかなというふうにとらえています。 

○髙橋位典議長 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５３分 休 憩 

                  

    午後 １時００分 開 議 

○髙橋位典議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

次に、２番佐藤昇議員。 

〔２番 佐藤 昇議員 登壇〕 

○２番 佐藤 昇議員 会派２１世紀会の佐藤

昇であります。 

通告に従いまして、横戸市長に３点の質問を

させていだたきます。 

まず、第１点目に、午前中の菊池議員の質問
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にもありましたが、国道１３号と県道萱平河崎

線の交差点の安全対策についてであります。 

３月の定例議会の一般質問で牧野バイパスの

早期完成をお願いしましたときにも申し上げま

したが、県道萱平河崎線は、楢下バイパスの完

成なども影響して交通量は飛躍的に増大してい

ます。特に朝夕などは山形方面に向かう車は、

まち中から直進してくる車に阻まれ右折するこ

とができず、かなりの渋滞が発生しています。

そのために黄色信号になっても無理に進まざる

を得ず、接触事故が絶えず、命にかかわるよう

な大きな事故も発生しています。 

私は以前から、何とか矢印の信号をつけても

らうようお願いを繰り返してきましたが、１日

の交通量を調べると、どうしても昼の交通量が

減るため、実現されずにいます。 

しかし、平成２５年より稼働が予定されてい

る柏木の清掃工場に向かう運搬車の往来を考え

ても、今後ますますの交通量の増大が予想され、

交通のスムーズな流れを実現するためにも、宮

川地区からの右折レーンを２車線化し、さらに

矢印の信号をつけていただくことにより、安全

に山形方面に進行できるようになることをお願

いします。 

この件に関しましては、間もなく始まる東北

中央自動車道の工事計画と関連するもので、高

速道路が上を通る関係上、現時点でこれがかな

わなければ未来永劫、不可能なものになってし

まいます。高速道路事業を進めている東日本高

速道路株式会社では、現在設計を進めていると

ころなので、できるだけ早い時期に方針を決定

してほしいとのことでした。簡単に決められる

問題でないことはわかっていますが、市民の安

全を守るためにも、ぜひ実現していただきたく、

市長のお考えをお聞きします。 

第２点目は、柏木地区に計画されている山形

広域清掃工場建設事業に伴う地域振興ビジョン

についてであります。 

平成１８年３月に柏木に清掃工場が決定し、

それに伴う地域振興の対象が本庄地区だけだと

広域環境事務組合から発表され、東・宮生地区

の地域振興については考慮されないと聞いてお

ります。しかし、当初の広域の計画では、ごみ

の運搬車は往復に東街道を利用するとしており、

本庄に決定した理由は、単に柏木が同地区に所

属しているということだけで決まったようです。

東、宮生がこのままでは何も評価されないまま

数十年、言うなれば、ごみ街道となってしまう

と、計画の見直しを求めた結果、進行ルートは

今のところどうなるかはわからないというあい

まいな回答を得ている次第です。 

私もこの決定の不手際を指摘して幾度も再考

を求めてきましたが、「決まったものは変更で

きない」とのことで、地元に暮らす人間のこと

を真剣に考えていないこの対応に憤りさえ感じ

ます。金銭問題で、平和な宮川地区を分断する

ようなことは何としてもやめてもらいたいと切

に望みます。 

そこで、地域振興ビジョンによるさまざまな

地域振興については、本庄だけでなく、東・宮

生地区を含めた計画とすることが妥当と考えま

すが、市長の御所見をお伺いします。 

第３点目は、上山におけるスズメバチの対策

についてであります。 

私は、市と市民の方々からの依頼を受け、以

前からスズメバチの駆除を行っており、年間で

多いときで約２００件くらいのスズメバチの巣

の駆除を行っております。 

ほかにも害虫駆除業者も市外から来ておりま

すから、まち全体の年間の数字は把握できてお
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りませんが、全国的にもふえる傾向にあるよう

です。 

駆除の作業は、特別な資格が必要なわけでは

ありませんが、かなりの危険を伴う場合もあり

ます。スズメバチの毒の成分は複数の毒から形

成されており、「毒のカクテル」とも言われて

おり、人間の体の中に毒が入った場合、急性ア

レルギーショック、別名アナフィラキシーショ

ックとも言われておりますが、このアレルギー

ショックを起こし、対応がおくれた場合、呼吸

不全や心停止に至ることもあり、本市において

も、これまで何人もの人がこの犠牲になってお

ります。 

スズメバチが巣づくりを始めるのは、５月か

ら６月あたりからで、この時期に女王バチを捕

獲してしまうことが最良の方法で、簡単な捕獲

器をつくり、家の軒先などに取りつけることに

より、かなりのスズメバチの発生が抑えられま

す。このやり方は、毎年、適当な時期に市報な

どで広報していただけるようにお願いします。 

しかし、多くの場合、駆除の依頼を寄せられ

るのは高齢者のみの世帯の方が圧倒的に多く、

害虫駆除業者が設定する高額な請求、私の調べ

た結果では、簡単な作業でさえ３万円から５万

円ぐらいは要求されているようです。 

当然、それは重い負担となり、市役所にも相

談が寄せられることなどもあったと聞いており

ます。人道的な気持ちから料金を請求できない

場合もありますが、私もすべてに対応できてい

るわけではなく、将来のことを考えると、行政

サイドで駆除業務を行うような取り組みを望む

ものですが、それが難しいとした場合、高齢者

のみの世帯や生活保護世帯に対して代金の一部

補助を考えてみてはいかがと思います。 

また、自分でできるといったケースでも、殺

虫剤などは薬局で求められますが、安全の上か

らも防護服は必ず必要です。防護服の貸し出し

を行っている自治体もあるようですが、当市も

ぜひ検討されてみてはいかがでしょうか。市長

のお考えをお聞きしまして、質問といたします。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ２番佐藤昇議員の御質問に

お答えいたします。 

初めに、国道１３号と県道萱平河崎線の交差

点の安全対策について申し上げます。 

さきの菊池喜英議員の御質問においても答弁

しておりますが、この宮脇交差点で、通勤時間

帯や冬季間に渋滞が発生していることは承知し

ているところであります。県では、渋滞状況を

改善するために、先月、通勤時間帯から夕方ま

での混雑する時間帯を対象に交通量調査を実施

しており、現在、その結果に基づいて交通の解

析を行い、改善策について、検討していると聞

いております。 

この箇所は、現在、設計が行われている東北

中央自動車道と交差するところでもありますの

で、できるだけ早く右折レーンの改善や右折信

号の設置などの対策により渋滞が解消され、市

民の安全が確保されるよう、引き続き地元の

方々とともに関係機関に要望してまいります。 

次に、山形広域清掃工場建設事業に伴う地域

振興資金の活用について申し上げます。 

地域振興策は、清掃工場建設用地を公募する

に当たって、２市２町の圏域から積極的に応募

していただくため、地元への還元施策として示

されたものであり、地域振興を図りたいとして

応募された１１地区の中から柏木地区に決定し

ましたが、その際、地域振興策の対象地域を建

設地である本庄地区とすることを管理者会議で
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確認したものであります。 

東・宮生地区からは平成１９年５月に同地区

を地域振興策の対象地域にしてほしい旨の要望

書が管理者あてに提出されましたが、管理者会

議において、対象地区は建設地である本庄地区

とすることが再確認されております。 

地域振興策は、地域住民が要望する事業を尊

重することから、本庄地区では平成１８年８月

に検討委員会を設け検討を重ねておりますが、

本市といたしましても、振興策が本庄地区はも

とより周辺地区や本市の振興に寄与する振興策

になるよう支援していく考えであります。 

次に、スズメバチ対策について申し上げます。 

スズメバチにつきましては、市報等において

も注意を喚起しているところでありますが、議

員御提案の捕獲器による駆除につきましては、

来年の適期に市報へ掲載し周知を図ってまいり

ます。 

高齢者世帯と生活保護受給者世帯のスズメバ

チの巣の駆除につきましては、個人の敷地や建

物等の財産管理になることから、その所有者ま

たは管理者の方から駆除していただくべきもの

と考えております。 

スズメバチ駆除費用の一部補助につきまして

は、高齢者のみに限定した補助制度は県内の他

市においても例がなく、生活保護受給者の場合

は住宅扶助で対応可能であるため、特別な補助

制度は考えておりません。 

防護服の貸し出しにつきましては、スズメバ

チの巣の駆除はスズメバチの習性を踏まえた上

で作業足場の確保や殺虫剤の使用等、専門的な

知識と経験が必要になることから、必ずしも防

護服があれば安全ということではなく、駆除業

者に依頼していただくのが最良であり、防護服

の貸し出しについても考えておりません。 

以上でございます。 

○髙橋位典議長 ２番佐藤昇議員。 

○２番 佐藤 昇議員 御答弁ありがとうござ

います。 

高速道路、宮脇の交差点なんですけれども、

もう設計に入らなくてはいけないとＮＥＸＣＯ

さんから返事いただいているものですから、本

当に早く回答をいただきたいということで、ぜ

ひ、市長のお力で、そういう計画、ぜひ進めて

いただきますようによろしくお願いいたします。 

振興資金の件なんですけれども、やはり決定

してしまったということで、なかなかこれを変

更するというのは難しいことというのはわかり

ます。ただ、ずっと昨年から陳情を繰り返して

おりますけれども、広域組合の発表されており

ます、縦覧の折に見ましても、東街道を往復す

るというのは、すごく有力な計画のようです。

それは本庄街道にどうしても危険な箇所が残っ

てしまっているということで、一部の車両は通

過するというのは聞いていますけれども、やは

り東街道を通したいというふうな話も聞きます

し、そういった意味で、宮生・東地区において、

騒音問題、振動問題、排気ガス問題、本当に交

通安全にずっと悩まされている住民の方、要す

るに菖蒲地区からの採石のダンプカー、そして、

楢下バイパスから今どんどん、どんどん長距離

のトラックが入ってきています。交通量調査、

その台数からすると、本庄街道と東街道は大体

同じぐらいの台数だと聞きますけれども、大型

車両が極端に東街道に集中しているような状況

にプラスして、今度、パッカー車、ごみの運搬

車が入ってくるということを考えると、やはり

住民の気持ちとしても、仕方ないというのはわ

かっていても、なかなかそれを受け入れられな

いというのは市長にも御理解いただけると思い
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ます。 

ですから、住民のそういう本当に平等性、そ

ういったものの上からも、ぜひ、私としまして

は、ちょっとこれは通告しておりませんから要

望だけにさせていただきますけれども、やはり、

我が宮川地区が抱えている農業問題とか教育問

題、本当に米１００俵の教えではありませんけ

れども、そういうふうに、一部の地域の公民館

の改修とかそういうものに使われることなく、

未来永劫につながるような振興をぜひ行政の方

から地域の人に説明していただいて、宮川地区

全体が本当に納得できるような形で決定してい

ただきたい。これは本当に要望するしかないの

はわかりますので、ぜひ、これはお願いいたし

ます。 

あと、スズメバチの件なんですけれども、せ

めて防護服ぐらいはかなうかなと思ったんです

けれども、ちょっと残念です。確かに危険なの

はわかるんですけれども、別に私だって特別に

スズメバチの駆除の教育を受けた者ではなく、

ただの養蜂業、要するにミツバチを飼っている

人間で、市の方からの依頼を受けて、駆除して

くれということで２０年ぐらい前からずっとや

っているんですけれども、こういう人間でもで

きるわけなんですね。ですから、ただ単に防護

服を着て、夜間に小さなハチの巣なんていうの

は殺虫剤をかければ駆除できてしまうんです。

ですから、かなり大きくなってしまうと確かに

危険ですから、それはちょっとお任せできませ

んけれども、そういう対応なんかは十分できる

と思うんです。東京都内なんかでは、インター

ネットなんか調べてもらうとわかるんですけれ

ども、防護服の貸し出しというのは結構行われ

ているんですね。 

ですから、一々業者に頼まなくても、確かに

呼ばれて行ってみたならばアシナガバチの巣だ

ったとか、そういったことはあるものですから。

そういったものを普及させていただく意味から

も、防護服の件は私が生きている間に何とか、

私もどうなるかわからない人間ですから、やは

り、これから継続して要望してまいりますけれ

ども、さっきの高齢者世帯などについては、本

当に生きている間はできるだけ私が対応させて

いただきたいと思っております。ただ、何かあ

ったときのためにも、早急に、できるだけ将来

にわたって行政サイドが行っていただけるよう

な体制をつくっていただければと思いますので、

今回、要望だけにさせていただきますけれども、

よろしくお願いいたします。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 地域振興策についてでござ

いますが、答弁申し上げましたとおり、本庄地

区ということに決定させていただいております。

これは考え方の問題でございまして、やはり、

どこまでにするということの基本的な考え方は

きちんとしておかないといけないということだ

と思いますし、宮生地区の皆さん、あるいは東

地区の皆さんが、通るということで影響が出る

ということは当然予知できるわけでございます

が、ただ、その通る道となりますと、果たして

金生はどうなのかとか、いろいろ波及といいま

すか、広がりがあるわけでございまして、振興

資金も上限５％ということであるわけでござい

まして、そういう面でのやはり活用方法なんか

も含めた中で建設地ということに決まったわけ

でございますので、それは守っていきたいとい

うふうに思っています。 

ただ、東地区あるいは宮生地区からいろいろ

な要望も出ておりますので、それに関しまして

は、市の施策といいますか、市の対応というよ
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うな形で対応してまいりたいというふうに考え

ているところでございます。 

あと、スズメバチでございますが、これはな

かなか難しい議論の一つだと思いますが、ただ、

私が考えているところは、どこまでも行政とい

うことではなくて、やはり、個人の対応が難し

ければ、地域あるいはいわゆる隣組とか、そう

いうことも含めた中での対応というものはでき

ないものかなというふうに考えておるところで

ございまして、それにつきましてはいろいろな

地域の事業展開もございますし、また、予算面

での対応も不可能ではない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、お互い

さまとか、地域コミュニティーとか、そういう

ことも含めた中で、地域の中で何とか考えても

らった方がより地域力につながるのではないか

なというふうに考えておるところでございます。 

○髙橋位典議長 次に、３番阿部五郎議員。 

〔３番 阿部五郎議員 登壇〕 

○３番 阿部五郎議員 議席番号３番、２１世

紀会、阿部五郎でございます。 

通告に従いまして順次質問をさせていただき

ます。 

最初は、橋の強化対策についてですけれども、

国はことしの５月、全国の自治体に橋の定期点

検を求める方針を固めたわけですが、これは２

００７年８月にアメリカミネアポリスでの橋の

崩壊事故で多数の死傷者が出たことにあります。 

これまで、橋の保守点検は、ほぼ自治体に任

されておりましたが、全国の約９割の市町村が

道路橋の定期点検を実施していなかった。これ

は関連する法律がなかったためでありますけれ

ども、橋の定期点検はその利用状況とともに鋼

材の腐食度合い、コンクリートのひび割れなど

の状況などを調べ老朽化を見きわめることにあ

るわけですけれども、現在、橋の多くは高度成

長期に建設した橋が多く、約４０％の橋が建設

後約４０年を超えた古い橋で、高齢化が目立っ

ております。 

橋の寿命は、交通量や地形、構造、工法など

で異なりますが、おおむね５０年から６０年程

度と言われております。今後１０年間ぐらいの

間に一斉に橋の寿命を迎え、かけかえ工事が短

期間に集中する可能性があり、多額の橋の工事

費が見込まれると予想されます。今後の見通し

及び費用の試算等について、市長の御所見をお

伺いしますとともに、現在、市が管理している

橋は何カ所ぐらいあるのか、また、工法・構造

別の橋の数についてもお伺いいたします。 

市内でも、須川にかかる県道２６７号線の龍

王橋に、何年か前に橋に穴があいたことがあり

ました。この橋は昭和１０年に建設され７４年

たっている橋ですが、最近では村山市でも同様

に橋に穴があいたと報じておりました。また、

ここ何年かの間にも新潟中越地震、そして、岩

手・宮城内陸地震も発生している状況にあり、

危惧しているところであります。 

これらの工事費を緩和するには、損傷や劣化

について、壊れてから直す事後対応的な手法、

いわゆる対症療法ではなく、超音波、赤外線を

駆使して何年後にはどのくらいの劣化、腐食す

るかを把握して、計画的に修繕、塗装、部材の

交換を行う、いわゆる予防保全型にすべきと考

えます。毎年、一定の予算を投資して、橋を長

寿命化する工事を重ねていけば、工事が集中す

ることもなく、また、維持管理費が節減できる

と思いますが、市長の御所見をお伺いいたしま

す。 

次に、身体障害者等用の駐車場の確保につい

てであります。 
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身障者用の駐車スペースは、大型店、金融機

関、そして、公共施設など数多く見られるよう

になりましたが、最初は、駐車スペースに身障

者のマークが描かれているにもかかわらず、一

般の車が無視してとめることが多く、身障者の

方が不便を来していました。そこで、今度は身

障者用の駐車スペースであることがわかりやす

いように、スペース部分を青色で染めたところ、

前回よりは駐車違反が少なくなりましたが、ま

だ完全とは言えません。 

一般車両の方は、身障者用の駐車スペースで

あるとわからないで駐車する場合もあると思い

ますが、ほとんどの車はわかっていながらとめ

る、いわゆるマナー違反が多いと思います。そ

こで、さらに身障者用駐車場の適正利用を促す

ため、利用証制度を導入したわけですが、その

結果、今では管理する方も適正な利用かどうか、

「判断に迷っていたが、それがなくなった」、

「一般ドライバーの駐車が減った」。その結果、

「駐車に困らないという安心感のもと出かける

ことが苦にならなくなった」など、着実に成果

は上がっていますが、身障者用駐車スペースに

一般車両が駐車する状況はまだあります。 

この利用証制度をより使いやすい制度にする

ためには、活用の検証をするほか、企業への働

きかけ、アンケート調査、さらには、利用証の

郵送交付のＰＲなど、いろいろの方法があると

思います。この利用証制度は、県が窓口になっ

ているわけですが、本市の場合、協力施設はど

のくらいあるのか。駐車場利用証の交付を受け

ている方は何名くらいおられるのか。また、一

般ドライバーにも身障者用駐車スペースには車

をとめない認識、駐車場利用証の普及など、障

害者に優しい「安心、安全のまち上山」を目指

す本市としましても、いろいろな機会をとらえ

幅広く啓蒙する必要があると思いますが、市長

の御所見をお伺いします。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ３番阿部五郎議員の御質問

にお答えいたします。 

初めに、橋の強度対策について申し上げます。 

現在、市が管理している橋梁は、コンクリー

ト橋などの永久橋が１６３橋、石橋が４橋、木

橋が５橋、合わせて１７２橋となっております。 

また、橋梁の維持管理経費の節減につきまし

ては、議員御指摘のとおり、本市におきまして

も、今後、改修時期を迎える橋梁が増加し、多

額の改修費を要することが予想されることから、

定期的な点検と計画的な改修により、維持管理

経費を節減かつ平準化していく必要があると考

えております。 

そのため、現在のところ、費用の試算はして

おりませんが、今年度からすべての橋梁の点検

を行うことにしており、その結果を受けて橋梁

の長寿命化計画を策定し、国の補助制度を活用

しながら計画的な改修に努め、橋梁の安全性の

確保と維持管理経費の節減を図ってまいります。 

次に、身体障害者等用駐車場の確保について

申し上げます。 

身体障害者等用駐車施設利用証の制度は、平

成１９年６月から山形県で実施しており、市内

における協力施設は８カ所あり、うち民間施設

が２カ所、公共施設が６カ所となっております。 

利用証の交付を受けている市民は、今年８月時

点で１６３名となっております。 

これまで、本制度につきましては、「県民の

あゆみ」、「身障やまがた」等で周知されており

ますが、身体障害者の方には、直接、身体障害

者手帳交付時に申請手続等を説明しております。 
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今後は、駐車場利用証について、市報での幅

広い周知を図るとともに、健康福祉課の窓口に

駐車場利用証の見本を掲示して、市民の方の目

につく機会をふやし、身体障害者等用の駐車場

利用の優先駐車に理解を求めてまいります。 

また、民間の施設に対しましては、協力施設

になっていただけるよう、商工会等の関係機関

と連携を図りながら、制度の趣旨を理解してい

ただけるよう、働きかけてまいります。 

○髙橋位典議長 ３番阿部五郎議員。 

○３番 阿部五郎議員 御答弁ありがとうござ

いました。 

二つほど、要望としまして述べさせてもらい

ますと、まず、橋の強度対策についてでありま

すが、この件については、まだ、通達が入って

間もないかと思います。定期点検の方法や工事

費の試算等については、これからという段階か

と思いますが、いずれにしましても、点検、工

事などが集中することのないように、計画的に

行っていただきたいと思います。 

二つ目は、身体障害者等用駐車場の確保につ

いてですが、先ほど述べましたように、県が窓

口になっているわけですが、だれでもが住みや

すい上山を目指す本市としましても、より一層

啓蒙活動をしていただきたいと思います。 

この２点、要望して質問を終わります。 
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○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 １時３２分 散 会 


