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

議事日程第３号 
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開  議 

 

○大沢芳朋議長 出席議員は定足数に達してお

りますので、これより直ちに会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付いたしておりま

す議事日程第３号によって進めます。 

 

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

日程第１ 一般質問 

 

○大沢芳朋議長 日程第１、一般質問でありま

す。 

 初めに、８番長澤長右衛門議員。 

〔８番 長澤長右衛門議員 登壇〕 

○８番 長澤長右衛門議員 おはようございま

す。会派蔵王、長澤長右衛門でございます。通

告に従い、順次質問させていただきます。 

 最初に、災害に強い地域づくりについてであ

ります。 

 近年、大きな地震や集中豪雨、台風といった
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大規模な災害が毎年のように発生しております。

本県も例外でなく、２０１８年８月に豪雨災害、

昨年６月の山形県沖を震源とする地震、１０月

の令和元年東日本台風、そして今年７月末の豪

雨災害と、大きな被害をもたらす災害の発生が

相次いでおります。 

 県は２０１７年、山形県防災基本条例を策定

しました。それに基づき、県民が自らの命を守

る自助、県民や事業者、自主防災組織などが地

域の中で相互に助け合う共助、県や市町村が行

う公助が一体となって、災害に強い山形県の実

現を目指しているわけであります。 

 具体的には、頻発化し激甚化する災害から県

民の生命と財産を守るため、事前の防災対策や、

被害を最小限化して迅速な回復を可能とする減

災等にハード・ソフト面から取り組んでおりま

す。 

 このたびの７月末の豪雨災害では、県民が確

実に身を守るための行動を取るよう対処しまし

た。大雨や台風接近時には早めの避難、特に明

るいうちの避難が命を守るため重要であります。 

 市は、大雨警報などの情報を踏まえて、早期

に避難勧告を発令するとともに、避難所を開設

しました。避難所には可能な限りの新型コロナ

感染予防対策を行ったと聞いております。住民

の方々は市の情報に従って速やかに避難し、中

には市の避難情報に先んじて自主避難した方も

いらっしゃったようです。 

 ７月上旬に九州地方を中心に甚大な被害が出

ており、市民の方の防災意識が高まっていたと

思います。そうした中、地域の中でも避難の呼

びかけや助け合いが行われたことが、人的被害

もなかった要因だと思います。 

 一方、避難者が集中した避難所もありました。

今後きちんと検証した上で、以後の対応に生か

していただく必要があると考えます。 

 そこで、有事の際の迅速な避難につなげるた

め、また新型コロナウイルスの感染で３密状態

の回避が求められている中、避難所がすぐに満

員となるケースも想定され、市民の安全・安心

確保のために、住民に安全な場所まで早い段階

から効率よく避難していただくことが不可欠で

あり、重要になるのが、正確な情報の迅速な収

集と共有であります。 

 そのため、被害状況や対応状況、また避難所

の混雑状況などの把握ができるスマートフォン

を活用したウェブアプリの運用の導入をすべき

と考えますが、市長の御所見を伺います。 

 次に、宿泊施設等の避難所としての利用への

協定締結についてであります。 

 県内では既に、県旅館ホテル生活衛生同業組

合と県が昨年３月に被害時の提供などに関する

協定を締結しております。 

 ８市村も各自治体にある宿泊業の団体や宿泊

施設等と協定を結んでおり、本市においても、

避難弱者の対応を考慮し、またコロナ禍の中、

避難所での３密を回避するためにも、協定締結

までにはいろんなハードルがあろうかとは思い

ますが、昨今の想定外の自然災害が拡大し多発

傾向にあることを思えば、速やかに市内宿泊業

の団体や宿泊施設等との協定を行い、避難所と

して活用の協定締結を進めるべきと考えますが、

市長の御所見を伺います。 

 次に、災害時における小倉浄水場の水の利活

用についてであります。 

 今回の７月末の災害では、過去に被災経験を

持たない市町村が初めて災害を経験したケース

もあり、そのため、何をすればいいか分からな

い、どこから手をつけていいか分からないとい

う状況に陥ることが多かったようです。 
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 災害時に起きる長期停電、断水等で、トイレ、

冷蔵庫が使えない生活支障が生じます。 

 本市においても、平成２５年７月１８日から

豪雨に見舞われ、寒河江川の取水濁度が上昇し

たことにより、７月２２日の午後８時半に西川

浄水場からの給水が停止されました。 

 そのため、７月２３日早朝から断水し、断水

区域が徐々に拡大していき、７月２３日から応

急給水作業が始まりましたが、断水は７月２６

日早朝まで４日間続き、応急給水水量は５２６

立方メートルに及びました。 

 この間、日本水道協会山形支部へ応援給水要

請を行い、県内はもとより東北管内の各水道事

業体から応援をいただき、断水の対応に当たり

ました。給水所は、上山管工事協同組合の協力

を得ながら、応急給水所を最大時で２２か所設

置するとともに、給水の必要な各医療機関及び

福祉施設等には巡回給水を行い、市民の生活用

水等の確保に努めるとともに、広報車、インタ

ーネット等を使って断水及び給水などの情報の

周知を図ったと聞いております。 

 給水車の補充給水は、山形市と高畠町から協

力をいただいたとのことでありますが、本市に

おいても、豊富で良質な安全・安心な水資源が

あります。 

 旧小倉簡易水道は、昭和５１年に認可を上山

市に申請し、昭和５１年６月に利用組合を組織

しました。事業は昭和５１年に着工し、昭和５

２年に竣工し、給水が開始した簡易水道事業で

あります。私も過去４３年、旧小倉簡易水道を

使用しており、いろんな災害がありましたが、

停電の際も、落差での給水のため、断水したこ

とのない水道施設であります。 

 そこで、災害時等給水が必要になった際、本

市住民への水の確保はもちろんのこと、他自治

体等の必要な際に小倉浄水場の末端である足ノ

口地区及び金谷地区内に給水装置及び施設を設

けて非常時の備えを提案しますが、市長の御所

見を伺います。 

 次に、中川地区内の旧衛生施設及び保養所の

早期解体撤去についてであります。 

 中川地区内には、使用を終えて廃止された衛

生施設及び市の保養所の３施設が現在も存在し

ております。 

 最初に、元上山クリーンセンターについて申

し上げます。 

 昭和２９年に仙石橋きわにごみ焼却場を設置

し、焼却が始まりました。その後、都市化が進

み、人口の増加に伴って焼却物も増え、処理が

間に合わなくなり、昭和３４年１１月に泉川地

区に市営じんかい焼却場として新たに建設され、

３３メートルの煙突が立てられました。当時は、

公害のない施設として３６６万円で建設したと

お聞きしております。 

 さらに、昭和４０年後半の高度経済成長の折

に、生活様式の急速な発展に伴い、環境衛生の

改善、特に激増するごみ処理の問題が課題とな

り、豊かな住みよいまちづくりを進めるため、

昭和４８年４月から高野地区に上山市クリーン

センターが建設され、昭和５０年４月から１日

５０トンの処理ができる廃棄物処理施設が稼働

となりました。総工費４億２，０００万円、ま

た施設の特徴としては、機械の運転は全て中央

操作室で行い、燃焼温度炉内圧、燃焼状況など

を集中して管理ができ、排煙については、マル

チサイクロン、電気集じん機、有害ガス除去装

置を設け、排水に再循環方式による公害問題の

ない施設でありましたが、その施設も平成１４

年１２月１日施行の廃棄物処理法の改正に伴い

使用できなくなった施設であります。 



－３５－ 

 その改正の内容は、廃棄物処理施設から排出

するダイオキシン類を削減するため、施設の構

造基準及び維持管理基準が強化されたことから、

元クリーンセンターでは、それらの適合基準が

困難となったため廃止することとなりました。 

 廃止後の処理については、可燃ごみの焼却処

理を山形市に委託し、山形広域環境事務組合に

移行したことは、行財政の考え方として大変に

意義があることと思います。 

 また、新たにエネルギー回収施設の建設地も

平成２４年度に決定し、平成３０年度より川口

地区のエネルギー回収施設が稼働を開始しまし

た。 

 使えなくなった元クリーンセンターは、稼働

から４５年となり、廃止からは１８年が経過し、

現在もそのままの状態であります。隣接地には

老人福祉施設もあり、立入禁止など周囲の管理

は行き届いているようにも見えますが、そびえ

立つ煙突、すなわち本施設は、市民、特に中川

地区の住民にとっては違和感とともに、地震等

の自然災害による煙突の倒壊のおそれや周囲の

環境汚染につながる可能性もあり、また風によ

る壁材、屋根材、扉等のぶつかる音が夜間にな

ると騒音となり、周囲の住民を悩ませておりま

す。一刻も早く解体撤去を実施すべきと考えま

す。 

 次に、元衛生プラントについて申し上げます。 

 第２次世界大戦後頃までは、農家が田畑の肥

料としてし尿を使用しておりましたが、化学肥

料の普及や農作業の機械化、臭気や衛生などの

問題も絡んで、肥料としてのし尿は使用されな

くなり、その捨て場の対策に迫られ、昭和３７

年１０月にし尿処理場が泉川地区に完成し、ま

たその後、昭和４１年に加温消化方式の１日１

３キロリットルの処理能力がある施設を増設し

ましたが、処理に応じ切れず、第３期工事を昭

和４６年に行い、酸化処理方式の処理施設を増

設し、全処理能力は１日４６キロリットルとな

りました。 

 しかしながら、平成８年１０月１日に完成し

た汚泥浄化センターが供用開始をしたことによ

り、同時に生し尿の処理を山形市に委託したた

め、衛生プラントは廃止となりました。 

 廃止してから２４年たった施設となり、元ク

リーンセンター同様、周囲の自然環境汚染につ

ながるおそれがありますので、２つの旧衛生施

設の早期解体撤去を実施すべきと思いますが、

市長の御所見を伺います。 

 最後に、元高野荘について申し上げます。 

 この施設は、住みよいまち、豊かなまちづく

りを念願とする上山市が、将来への大きな躍進

を願って、憩いの場、楽しみの場、そして人間

性を育むことを目的に建設されました。設置及

び経営主体は上山市で、昭和５１年９月に着工、

翌年８月に完成し、同年に事業開始をしました。

隣接するクリーンセンターにおけるごみ焼却に

伴って生じる高温湯の利用施設であり、利用定

員は５０名、敷地は１，８９８平方メートルの

木造平屋建てで築４４年になります。 

 また、今年の７月末の豪雨では東側ののり面

が一部崩壊しており、心配な状態となっており

ます。 

 申し上げた３施設でありますが、自然災害等

による倒壊のおそれ、周囲の環境汚染につなが

る可能性も懸念されます。また、解体を先送り

すればするほど、解体撤去工事経費が年々高騰

傾向にある中、将来にツケを回すようなことは

避けていただきたいと思いますので、速急にこ

の３施設の解体撤去工事をすべきと考えますが、

市長の御所見を伺い質問といたします。 
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○大沢芳朋議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ８番長澤長右衛門議員の御

質問にお答えいたします。 

 初めに、避難所の混雑状況等が把握できるウ

ェブアプリ導入について申し上げます。 

 災害発生時の被害状況や避難所の混雑状況等

の市民への周知につきましては、市公式ＬＩＮ

Ｅや災害協定を締結している通信事業者の配信

サービスによる発信のほか、市ホームページに

おける災害発生時等の情報の一元化を行ってま

いりますので、現時点で避難所の混雑状況等が

把握できるウェブアプリを新たに導入する考え

は持っておりません。 

 次に、宿泊施設の避難所としての利用への協

定締結について申し上げます。 

 宿泊施設の避難所としての利用につきまして

は、現在、関係団体と協議を行っており、速や

かに協定締結ができるよう協議をさらに進めて

まいります。 

 次に、災害時における小倉浄水場の水の利活

用について申し上げます。 

 現在、広域行政間の相互応援に関する協定や

日本水道協会山形県支部相互間における災害時

相互応援協定など様々な協定に基づき、災害時

における応急給水体制等を確立し、断水時に備

えております。 

 小倉浄水場の災害時における応急給水につき

ましては、新たに施設等を設置せずに有効な利

活用ができるものと考えております。 

 次に、中川地区内の旧衛生施設等の早期解体

について申し上げます。 

 元クリーンセンター及び元衛生プラントにつ

いては、災害時の安全確保や環境保全の観点か

ら、早期に解体すべきものであると考えており

ます。 

 今後、安全性を確認するための環境調査を実

施するとともに、解体に必要な事業費の把握と

財源確保に努めながら、計画的に実施してまい

ります。 

 また、高野荘の解体につきましては、元クリ

ーンセンターと同時に解体をしてまいります。 

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。 

○８番 長澤長右衛門議員 災害に強い地域づ

くりを進めるために、地域防災力の向上に力を

入れ、大規模災害が頻発する近年、自分の身を

地域や自分たちで守ることの重要性が高まって

いるわけであります。 

 本市におきましては、上山全体、地域、地区

に自主防災会が組織されておりまして、また今

年の９月２９日において、本市の災害対策本部

と避難所の開設、運営訓練が市役所で開催され、

市職員が新型コロナウイルスの感染予防に徹し

た避難住民の受入れ態勢や手順など、そういう

訓練を行ったということに対しては、積極的な

行動については敬意を表するところでございま

す。 

 自主防災会、それを束ねる連絡協議会の必要

性が指摘されておりますので、今後とも指導、

訓練を継続していただきたいと思っております。 

 そこで、避難の混雑時のウェブアプリの導入

の件ですが、これは日本で１番目に始めたとこ

ろが熊本県だそうでございます。それも、ほと

んど金を使っていない、職員が作成したと聞い

ているわけでございます。 

 また、さきに九州地方を襲った台風１０号及

び７月末の豪雨の際も、他自治体で新型コロナ

ウイルスの対策で３密を避けるために、避難所

が混雑して満員になったというケースが多かっ

たわけでございます。 



－３７－ 

 このウェブアプリは、我々のようなお年寄り

の方はなかなか使い道は分からないと私は思っ

ておりますが、何といっても、市民は当然この

アプリを使用していただいて、特に市職員、若

い方々、また消防団員なども運用していただい

て、避難弱者の方々の避難誘導等に生かしてい

ただきたいという私の考えなんですが、そうい

う考えはないんですか。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○尾形俊幸庶務課長 アプリということで、利

用者側でアクセスすることで、混雑状況、災害

の状況等が把握できる仕組みだと、そのアプリ

については認識をしているところでございます

けれども、現在、本市で考えていますのは、災

害対策本部の情報管理を一元化したいと考えて

おります。それに基づいて、避難所なども含め

まして情報を共有して、市の公式ＬＩＮＥ、そ

れから先日、締結をしておりますけれども、通

信事業者の防災アプリ、そういったもの、あと

はホームページを通じて、それぞれの登録者と

閲覧者に対しまして、災害状況とか避難所の情

報を発信したいと考えております。 

 必ずしも全てを網羅できるわけではございま

せんけれども、必要な情報については一定程度

提供が可能ではないかと現在考えているところ

でございます。 

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。 

○８番 長澤長右衛門議員 今の課長の説明で、

まず何とか満足できるのではないかと、災害時

には何とかなるのではないかなというような御

回答だったわけでございますが、これは現在、

南陽市で今年から始まったんですよ。まだ災害

が来ていないから、状況は分かりませんけれど

も、今年から始まりました。それはランニング

コストなんてほとんど要らないということなん

ですよ。そして、本市の職員の方々の中にも、

得意な方がいらっしゃると思うんです。３００

人もいる中で。 

 だから、そういうものをやっぱりある程度進

めるとか、研究するとか、そういう考えは持っ

ていらっしゃらないんですか。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○尾形俊幸庶務課長 先ほど説明したような形

で、まずは災害対策本部の中での情報共有をき

ちっとしていくと。そういった形で、まずは情

報提供を進めていきたいと考えておりますが、

そういった有用なアプリにつきましても、今後

とも使いやすいようなものについては調査研究

はしていきたいと考えております。 

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。 

○８番 長澤長右衛門議員 スマートフォンを

活用して、アプリ導入をちょっとだけでも、何

でもいいから進めていただいて、まず迅速な避

難につなげていただいて、安全・安心の確保に

私も期待しておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 次に、宿泊施設の避難所としての活用につい

てであります。自力避難が困難な高齢者、身体

障がい者、いわゆる災害弱者の逃げ遅れが後を

絶たないことを受けて、来年の通常国会で災害

対策基本法を改正するという方針が固まってい

るようであります。 

 それで、一人ひとりの避難方法を事前に決め

ておく個別計画を同法に基づく法定計画へ格上

げするとともに、市町村の協力義務とする作成

に努めなければならないなどの規定を追加する

方針であるということを新聞で見ました。 

 そこで、低調な作成率の向上を促すため、法

改正に加えて、福祉関係者との連携を進めると

いうことがあったわけですが、本市においては、
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災害弱者と言われる独り暮らしの高齢者及び障

がい者に対しての避難に対する一人ひとりの避

難の方法を事前に決めてあるのかをちょっと伺

いたいと思います。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○尾形俊幸庶務課長 まず、今おっしゃったよ

うな、独り暮らしで避難が困難な方ということ

で、こちらにつきましては避難行動要支援者と

いうふうな表現となっておりますけれども、そ

ういった方につきましては、毎年、自主防災会

から名簿を更新していただくとともに、そうい

った方が、もし災害等が発生したときにどうい

う形で避難をしていただくかということについ

ては、その中で対応していただいていると理解

をしております。 

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。 

○８番 長澤長右衛門議員 進めていただきた

いと思います。 

 それで、これは１０月８日の新聞記事を私は

見ました。それで、「災害発生、避難所として

注目、宿泊業者どう対応」との記事があったわ

けでございます。皆さんは見た方もいらっしゃ

ると思いますけれども、そこには、山形県、天

童市、米沢市、南陽市、東根市、村山市、鶴岡

市、鮭川村の８市村が宿泊業の団体や宿泊施設

などと協定を既に結んでいるとあったんです。

周りを見れば、私が言ったとおり、周囲の自治

体はほとんど入っているんだけれども、上山だ

けないんですよね。 

 それで、住みよさランキング、これは関係な

い話なんだが、県内では本市は低い評価を受け

ているわけでございます。この記事を見て、本

市の災害体制、避難所評価も低いのかと捉えた

市民の方が多かったのではないかと思いますが、

課長、見ていたらお答えいただければ。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○尾形俊幸庶務課長 締結がなされていないと

いうふうな部分だったと思いますけれども、そ

ちらにつきましては、確かに東日本大震災のと

きに、大規模なときには、その当時、旅館組合

と協議をさせていただいて、避難所として開放

いただいたことはございました。 

 その後、平成２５年、平成２６年の水害時に

おいては、まだその時点では想定の総雨量が計

画規模の降雨ということで、１００年に一度の

大雨に備えるという基準でございましたので、

体育文化センター等が避難所として使えていた

ということでございました。 

 その後、法改正があって、１０００年に一度

というようなことになりまして、そういった体

育文化センターなどが使えなくなってきたとい

うことがあったものですから、確かにちょっと

対応として今年度その部分を少しでも解消でき

るようにということで、現在、旅館組合と協議

を進めさせていただいているところでございま

す。 

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。 

○８番 長澤長右衛門議員 進めてください。 

 それで、伺いたいんですが、市内では１０か

所、室内の避難所があるわけですが、避難の定

員数が３，０００人なんですよね。それは今こ

の新型コロナ禍で何人ぐらい使用できるのか、

ちょっと伺いたいと思います。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○尾形俊幸庶務課長 まず、１０か所の避難所

というところにつきましては、今回の７月の豪

雨災害のときに開設をした避難所ということだ

と思います。そこにつきましては、約２，００

０人ほどの収容人数が面積的には可能となって

おりますが、コロナの問題がありますので、１
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人で来るとか、家族で来るとかというふうなこ

とで、若干の使用する面積等に変更が生じるこ

とは想定しますけれども、おおよそ半分程度ぐ

らいにはなるのかなと考えております。 

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。 

○８番 長澤長右衛門議員 今年の７月末の豪

雨の際には、市民が４００人ぐらいの避難者が

いたわけであります。上山に降った雨が１８０

ミリですよ。たった１８０ミリと言っていいも

のか悪いのか分かりませんけれども、今はもう

３００ミリ、４００ミリ、８００ミリ、それが

当然の量なんです。 

 だとすると、やっぱり今後、避難所の確保と

いうものをもうちょっと真剣に考えていかない

と行き届かなくなると私は思うんですが、いか

がですか。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○尾形俊幸庶務課長 当然そういった、今回は

ぎりぎり余裕があったというようなことでござ

いますけれども、今後、議員おっしゃられるよ

うな大雨が降る可能性が高まってきているとい

うようなことでございますので、その一環とし

て今回、旅館組合と協議をさせていただいてお

ります。 

 ただ当然、避難所は多くあるほうが望ましい

わけですけれども、それに対応する職員数とい

うものも限られている状況でございますので、

その中では、そういった避難所のほかにも、例

えば自主防災会で今年も今回の大雨のときにも

対応していただいたような一時的な避難所とい

うことで、地域の公民館を使った避難所を運営

していただいたり、それから安全な親類とか友

人宅のほうへの分散避難といったようなことな

どについても、出前講座ですとか、自主防災会

の総会などでお知らせして、普及に努めていき

たいと考えているところでございます。 

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。 

○８番 長澤長右衛門議員 市報で見たんです

が、１０月３０日、災害時の協力に対する協定

を締結しました。本協定の締結により、市内で

地震や風、雨被害などによる大規模な停電が発

生した際に、停電の原因や地区戸数、復旧の見

通しなどの情報を市に提供、市は資材置場、駐

車場、ヘリポートなどを確保するなど、電力施

設の円滑な復旧に向け連携を取るということは

大変結構な話だと思っております。 

 それで、その市長の挨拶の中身も、いつ起き

るか分からない災害への備えは非常に重要であ

るとおっしゃっております。私も同様でござい

ますので、これは宿泊施設、避難所として活用

するということは、行政側だけで進んでもなか

なか、相手がいるわけでございますので、ハー

ドルも高いと思いますが、備えあれば憂いなし

と申しますので、協定締結をぜひ進めていただ

きたいと思います。 

 次に、災害時における小倉浄水場の水の利用

についてであります。本当に小倉浄水場の水は、

水源地に行っていただければ、すごく多量な水

量でございます。それで、半分以上がオーバー

フローしているような状況でございますので、

有意義な利用を検討していただきたいと思って

いるところでございます。 

 それで、小倉浄水場の水につきましては、現

在新たに施設等を設置せずに、災害時の対応、

給水として有効な利活用をするということであ

りますけれども、ちょっと具体的に説明してい

ただけますでしょうか。 

○大沢芳朋議長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 小倉浄水場の水の災

害時における有効な活用についてでございます
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が、小倉浄水場の水につきましては、給水所な

どを設置した場合の水などにも使えるなと考え

ておりますので、そういったためには給水車へ

の注水という作業が必要になります。 

 そういったことで、給水車の作業が円滑にで

きるように、待機場所であったり、あとは給水

車が旋回できる、あとは給水車が通行しやすい

道路である、そういったことを総合的に判断し

ながら、有効な場所を選定しながら、災害の状

況に応じて有効に活用して、災害に備えていき

たいと考えているところでございます。 

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。 

○８番 長澤長右衛門議員 今の話ですが、場

所なんかはもう考えていらっしゃるようでござ

いますけれども、どの辺なんですか。 

○大沢芳朋議長 上下水道課長。 

○秋葉和浩上下水道課長 場所につきましては、

ただいま申し上げました、給水車の待機、旋回、

あるいは通行などを総合的に判断しまして、第

一義的には権現堂辺りの消火栓を活用しながら

注水するというのが一番有効ではないかなとは

考えております。ただし、災害の状況において

は柔軟に対応していきたいと考えております。 

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。 

○８番 長澤長右衛門議員 確かに、今回こう

いう利用するという回答をいただいて、一歩も

二歩も進んだようでございますけれども、やっ

ぱり市内に近いところ、なるべくしていただき

たいなというのが私の希望でございますので、

いろいろ考えて、設置場所も今後検討していた

だきたいと思います。 

 次に、中川地区の旧衛生施設等の早期解体に

ついてでありますが、今年度初めて、今年の９

月２３日付で、市に対して中川地区会長会から

１３項目に及ぶ要望書が提出されました。その

１項目として、旧上山クリーンセンターの解体、

撤去も含まれていたわけであります。 

 その回答が１１月６日だから１か月前ですよ、

提出されまして、その回答内容が、旧クリーン

センターについては閉鎖から２０年近く経過し、

安全面や環境保全の面で問題があると認識して

おりますが、解体には環境整備などを含めて膨

大な費用が必要であることから、財政負担が課

題となっており、早期解体は難しい状況である

ということです。 

 解体までの事業計画等については、平成２８

年度作成した公共施設等総合管理計画に基づく

個別施設計画の中で進めていきたいと考えてお

りますということと、その騒音対策に対しては、

今回、建物の外部を目視、内部の立入検査を行

いましたが、騒音の原因となるような大きな損

壊などは発見されませんでしたと。今後も施設

管理のために定期的に調査、確認を続けていき

ます。また、環境の影響調査は専門業者の意見

を参考にして検討していきたいという回答であ

ったわけでございますが、私はこの回答を見て、

到底納得できなくて、今この一般質問をさせて

いただいているわけであります。 

 この５年前にも、これは平成２７年１２月の

定例会で、中川地区地元議員として同じ質問を

させていただいているわけですよ。これはもう

完全に後退しているとしか私は言えないという

のが、その５年前の回答を読みますけれども、

旧クリーンセンターについては、施設の閉鎖に

合わせて立入禁止などの安全対策を実施してお

りますが、構内などにダイオキシン類などの有

害物質が残っていることが危惧されることから、

解体すべきと考えております。解体については、

多額の一般財源を要することから、国の支援体

制の活用を図りながら、財政計画を踏まえた上
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で解体計画を作成してまいりたいと考えている

というものが、私のこの５年前の回答だったん

ですよ。 

 それで、５年前、解体撤去費はたしか２億円

ということを回答していただいたんですが、今、

解体費は幾らかかるのかお示しください。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 クリーンセンターの件でご

ざいますが、これについては今回答弁させてい

ただいたとおり、やはり早期に解体すべきもの

というように考えているところでございます。 

 ただ現実に、広域環境事務組合の半郷清掃工

場でございましたが、この解体につきましても、

いわゆる交付税措置がないというようなことで、

先般も小泉大臣のところに要望に行ったところ

でございましたが、環境省の考え方としては、

いわゆる再生ができるものについては交付税措

置しますけれども、除却そのものだけならば、

そういった交付税措置は難しいというような回

答も、去年も今年も伺ってきたわけでございま

すので、やはり財源的な課題があるということ

は間違いございません。 

 ただ、やはり新清掃工場を建てるときに、各

地域で懇談会をさせていただいた経緯がござい

ますが、その中で、やはり清掃工場建設も大事

ですけれども、いわゆる旧クリーンセンターの

解体というものを先立ってやってほしいという

ような声も大分あったわけでございまして、こ

の間いろいろ、解体費も含めて検討させていた

だいているところでございますが、５年前と現

在どう変わっているのか。だから、答弁させて

いただいたように、その件とか、あと財源確保

とか、きちっと精査をさせていただいて、そし

て、できるだけ早く解体の方向に向かいたいと

考えております。 

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。 

○８番 長澤長右衛門議員 本当に市長の答弁、

ありがたいと思っています。ぜひお願いしたい

と思っているんです。 

 それで、この元クリーンセンター建設に当た

っては、もう何十年前の話ですけれども、反対

者もあったわけです。そして、ちょっと聞いて

みれば、高野地区なんかは快く引き受けてくれ

たと。受け入れるところがどこもなくて、何と

か高野地区に収まったわけです。それを、快く

建設を受けた地域が２０年もほったらかされて

いなければならないというものは、私は不合理

としか言いようがない。 

 とにかく、こういう施設だからこそ、早く解

体していただきたいと思っているところでござ

います。 

 ５年前もこういう話をしたんですが、結局５

年たってこういう状況でございますので、いつ

頃なのか予定を、ちょっとここで言っていただ

けますか、市長。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 具体的な数字はここでは差

し控えますけれども、先ほど申し上げましたよ

うに、いろんな調査とか、あるいは研究とか必

要でございますが、できるだけ早くということ

で答弁させていただきます。 

○大沢芳朋議長 長澤長右衛門議員。 

○８番 長澤長右衛門議員 また何年かたって、

誰かがこのような質問をしなければならないよ

うなことは、まあ市長がおっしゃってくれたの

だから、ないと思います。ぜひ早期解体をお願

いし、今日は終わります。ありがとうございま

した。 

○大沢芳朋議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 



－４２－ 

    午前１０時５５分 休 憩 

                  

    午前１１時０５分 開 議 

○大沢芳朋議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、９番川口豊議員。 

〔９番 川口 豊議員 登壇〕 

○９番 川口 豊議員 議席番号９番、会派市

民クラブ、川口豊でございます。 

 このたびは質問の機会をいただきましてあり

がとうございます。 

 それでは、通告に従いまして質問をさせてい

ただきます。 

 私はこのたび、大きい項目で２つの質問をさ

せていただきます。 

 まず１つ目は、人口減少対策についてであり

ます。この人口減少対策につきましては、２つ

の小項目に分けて質問をいたします。 

 １つ目は、積極的な宅地造成についてであり

ます。 

 前提となる、まず現状認識について申し上げ

ます。 

 決算書や財務諸表等の各決算資料によれば、

本市の財政状況は改善しているように見えます。 

しかし、財政改善に影響を与えた要因として、

平成３０年度に蔵王フロンティア工業団地を東

和薬品に売却したことによる財産収入１４億５，

０００万円、令和元年度にニュートラックいい

たてに対する東京電力からの賠償金約５億５，

０００万円など、いずれも臨時的な収入があっ

たためと見ることができます。本年、令和２年

度は、思わぬ新型コロナウイルス感染症の影響

による税収の減と併せて、コロナ対策及び自然

災害による臨時的な支出があり、財政的には厳

しくなります。 

 また、中長期的に見ますと、今後、人口減少

による地方交付税の減、公共施設の老朽化によ

る修繕、更新に伴う支出増加が見込まれるため、

非常に厳しい財政状態に陥ることが予想されま

す。 

 さらに、ふるさと納税による収入も、現在は

毎年約１０億円程度の収入がありますが、将来

にわたって当てにできる安定財源では決してな

いと考えるべきであります。 

 歳入規模に見合った財政運営をしなければな

らない観点から、このままの状況では市民サー

ビスを下げざるを得ない事態となることがます

ます懸念されます。 

 市の財政は、現在は黒字で推移をしておりま

すが、これとて持続的な財政構造にあるとは言

えません。 

 そのような状況の中、本市における企業誘致

が最近、特に一定の効果を上げていると感じて

います。出勤と退社時間帯の車の流れを見てみ

ますと、以前は上山市方面から山形市方面への

交通量だけが多くなる傾向にありましたが、最

近では山形市方面から上山市方面へ向かう車が

以前よりかなり多くなったと感じています。こ

れはまさに、本市における積極的な企業誘致の

成果であると思い、その御努力に対し敬意を表

したいと考えるところであります。 

 しかしながら、企業誘致が進んでいる反面、

住宅用地の整備はかなり遅れているという感じ

がします。これから先、さらに想定される人口

減少に歯止めをかける施策として、また安定し

た持続可能な行財政を運営していくためには、

早急に宅地造成に取り組み、人口減少に歯止め

をかける必要があると考えています。 

 市民の方からは、市内には回転ずしもなけれ

ばファミリーレストランもない。最近まであっ
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たカラオケボックスもなくなってしまった。何

とか誘致さんねのがと、半分嘆きのようなこと

を時々言われます。 

 しかし、商業施設は、そこに住む、あるいは

交流人口が多いところでないと成り立たないこ

とから、現状の上山市はないんだというふうに

説明するしかありません。可能性のあるところ

に宅地造成を積極的に行い、住んでもらうこと

で人口減少に歯止めをかけ、商業施設が進出し

てくるような施策を打ち出していくことが急務

であると考えるところであります。 

 私は、遊休市有地等を活用した宅地造成を進

めるに当たり、可能性の大きい候補地がたくさ

んあると考えています。 

 １つ目は、旧上山市勤労青少年ホームと、そ

こに隣接する市民プールを含めた土地利用であ

ります。この土地に住宅用地を整備すれば、駅

には近く、学校もすぐそばにあり、商業施設も

隣接し、公共施設である市役所、警察署、消防

署等も近く、まさに理想的な住環境になると思

います。 

 ２つ目は、かみのやま温泉駅東口の土地利用

であります。現在、かみのやま温泉駅前広場整

備事業が進んでいるようでありますが、私はそ

の前に、かみのやま温泉駅東口にある広大な土

地を利用しての住宅用地の造成が必須であると

考えています。 

 解散した蔵王食品株式会社が建っている土地

は全て更地にすると仄聞いたしております。そ

の土地と市有地を合わせて住宅用地を整備すれ

ば約数ヘクタール、一般住宅数にしますと、か

なりの住宅建設が可能となります。新幹線が止

まる駅の駅前ということもあり、立地条件はい

いと考えることから、必ず需要はあると思いま

す。 

 そして、駅東口が活性化されれば、その波及

効果で当然西口の利用も増えてくると考えます。

西口だけではなく、東口の住宅用地整備も含め

て、総合的な開発計画を進める必要があると考

えています。 

 さらに、３つ目の候補地は弁天地区でありま

す。弁天地区のかつて温泉健康施設建設予定地

だった土地に隣接する県有地につきましても、

県は、上山市の発展に大きく寄与する方向で検

討するという考えを示しているとのことであり

ますので、せっかく掘り当てた温泉２本を利用

しての温泉つき住宅を整備することも、上山ら

しい住宅地として選ばれ、人口減少に歯止めを

かける大きな施策になり得ると考えるところで

あります。 

 宅地造成を進めるには様々な方法があると思

いますが、市有地のほかに民間の土地も含むこ

となどから、民間開発事業者と連携していく必

要があると考えます。当然、開発をするには道

路等のインフラ整備も必要であることから、土

地区画整理事業の実施も必要であると考えます

が、積極的な宅地造成を早急に進めることにつ

いて、市長の御所見を伺います。 

 次に、小項目の２つ目であります。廃校後の

学校施設等の有効活用についてであります。 

 現時点で、統廃合等による未利用学校施設等

が複数存在します。将来はさらに増えていくこ

とが予想されます。現在、一部の施設は他の団

体に貸し出しているという例もあるようですが、

市が所有している限り管理費が発生し、いずれ

解体しなければならないというリスクを将来に

わたり持ち続けることになります。 

 学校施設は、廃校後であっても教育財産とし

て保管されているものと、既に普通財産に変更

しているものがあるようですが、当該地区の
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方々が教育関係施設として使用したいという目

的がない限り、普通財産に置き換えて有効活用

を進めるべきであると考えています。 

 その普通財産の所有権を市から民間に移転す

れば、市は恒久的に固定資産税が歳入として計

上できるという大きなメリットにつながります。 

 学校施設は、教室棟、体育館、そしてグラウ

ンドがあり、土地を有効活用することは企業に

とっても大きなメリットがあると思います。 

 廃止した学校の中には、まだ耐用年数も残っ

ていて耐震化された建物も存在します。もし、

その施設を企業等が取得してくれれば、そこに

明かりがともり、雇用を生む可能性も出てきま

す。また、地区にも活気が出ると思います。当

該地区の皆さんにとっても、以前は元気な子ど

もたちの声がこだました施設が、未利用になっ

たことで、毎日明かりもともらない、寂しい朽

ち果てた施設として残ることは決して望んでは

いないはずです。 

 また、全国には様々な個性的な方がたくさん

おられるわけですし、インターネットを介して

利用者を全国公募することも一案ではないでし

ょうか。 

 ある人はシェアハウスにするかもしれません

し、会社の寮として活用するかもしれません。

また、住宅兼作業所にするかもしれません。 

 この思わぬコロナ禍の中で、各企業にはリモ

ートワークが広がりました。リモートワークは

通信環境さえ整備されていれば、地価の安い地

域のほうが適地として選ばれる可能性も大いに

あると考えるところであります。 

 未利用の学校施設の有効活用について、全国

には私たちの想像を超えた発想を持った方がた

くさんいると思います。そういった目的を持っ

た方を募集することが大切であると考えていま

す。インターネットを利用して、ただ市のホー

ムページに載せるだけではなく、ＳＮＳやメデ

ィアに情報を提供するなどして幅広く全国公募

し、廃止後の学校施設等の有効活用を積極的に

進めるべきであると考えますが、市長の御所見

を伺います。 

 次に、大項目の２つ目であります。企業への

さらなるコロナ支援策についてであります。 

 具体的には、社会保険料の事業主負担分補助

であります。 

 本年の３月頃から全国的に感染が拡大した新

型コロナウイルス感染症。当初の予想では、夏

頃までにはある程度収束するのではないかとの

専門家の見解もありましたが、実際は今も収束

のめどが全く立たないという状況が続いていま

す。 

 国、県をはじめ本市の支援策も様々講じてい

ただきましたが、本市の基幹産業でもある観光

業をはじめ、あらゆる産業において大きな影響

を今も受けている状況下にあります。これから

感染拡大がさらに懸念される冬季間を迎えるに

当たり、感染拡大防止策に伴う設備投資が増大

し、予定外の出費も想定されます。 

 一方で、売上高がいまだに対前年度比で数割

減という企業も多く存在するようであります。

本来借りなくても済むはずの臨時的な借入金も

底をつく状態の企業も少なくありません。 

 これまでの各企業への支援策を見てみますと、

製造業者等への補助金以外は、事業規模に関係

なく一律補助というものがほとんどであったよ

うです。 

 そこで私は、今度は事業規模に応じた支援が

必要であると考えています。一番公平な支援策

として、毎月の社会保険料の事業主負担分、い

わゆる法定福利費の一部を補助するという方法
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があると思います。これは既に山形県内のある

自治体で実施をしています。 

 ぜひ、上山市内で頑張っている中小企業の皆

さんを守る意味でも、今後見込まれるであろう

国や県からの財政支援を活用しながら、コロナ

の影響で苦しんでいる企業の社会保険料の事業

主負担分である法定福利費の一部を補助し、企

業を支援すべきであると考えますが、市長の御

所見を伺います。 

 以上で質問とさせていただきます。 

○大沢芳朋議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ９番川口豊議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、積極的な宅地造成について申し上げ

ます。 

 第２期上山市都市マスタープランにおいて、

安全・安心で快適に暮らせるコンパクトなまち

づくりを目指しており、住居系土地利用の方針

として、民間事業者の宅地供給を支援していく

と位置づけております。また、現在策定中の上

山市立地適正化計画において、街なかへの居住

誘導や商業施設等の都市機能の維持、誘導を基

本方針としております。 

 宅地造成につきましては、当面、広大な未利

用地が含まれるかみのやま温泉駅東側を優先的

に進められるよう民間事業者と連携し、定住促

進や居住誘導等を図ってまいります。 

 次に、廃校後の学校施設等の有効活用につい

て申し上げます。 

 廃校となった学校施設等につきましては、こ

れまで地域の意向に沿った利活用を模索してま

いりましたが、今後、利活用事業者の想定を、

企業を含めた広範なものとし、利活用を促進し

てまいります。 

 周知方法につきましては、本市のネットワー

クに加え、文部科学省が全国の未活用の廃校施

設等の情報を集約、公表しているサイトを活用

してまいります。 

 次に、社会保険料の事業主負担分補助につい

て申し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症に係る経営支援金

につきましては、それぞれの事業主の判断によ

り、社会保険料の事業主負担分に限らず、柔軟

に活用できることが重要であると考えておりま

す。 

 今後の感染拡大による市内経済への影響や、

国、県の経済対策の動向などを見極め、事業規

模に応じた支援がさらに必要と判断した場合に

は、使途を限定しない形での制度設計をしてま

いります。 

○大沢芳朋議長 川口豊議員。 

○９番 川口 豊議員 前向きな御答弁をいた

だいたと考えておりますが、その内容につきま

して、より具体的にお聞きしたいと思います。 

 まず、共通認識を持つ必要があると思います

ので、私が冒頭申し上げました現状認識につき

まして、私は若干これからの行財政の運営につ

きまして、数字的に大変な状況になると認識を

しておりますが、その辺の認識につきまして、

市長のお考えをちょっとお聞きしたいと考えて

おります。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 財政認識ということでござ

いますが、質問の間でるる挙げられたこと、こ

れもそのとおりでございます。 

 しかし、やはりこれからの人口減少の中で、

自主財源をどう確保していくかと。これが大き

な課題でございまして、現時点において、本市

においては５０％、まだ弱でございますので、
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まず最低でも５０％に上げていくと。あるいは、

行財政の中で無駄を省いていくとか、さらには

新たな財源確保ということについては、やはり

固定資産税であるとか、安定した財源を求めて

いくということについては御案内のとおりでご

ざいますが、まずそういったことを積み重ねて

いくということがより大事だと思いますし、人

口減少になるから駄目だというような考え方で

は無策なわけでございますので、そこは我々行

政ももちろんでございますが、議会をはじめ市

民の皆さんにも、いい知恵を出していただいて、

そうした財政運営をしてまいると、そういう考

えでございます。 

○大沢芳朋議長 川口豊議員。 

○９番 川口 豊議員 私もそのように思って

おります。 

 そこで、積極的な宅地造成の３つの候補地を

私は挙げましたが、その中で、駅東口の開発を

積極的に行っていくという御回答をいただきま

した。 

 実は、私が市議会議員になる前の平成３１年

３月５日、第４８８回３月定例会で、私の先輩

議員がかみのやま温泉駅東口宅地造成について

ということで一般質問をいたしております。内

容につきましては、簡単に申し上げますと、か

みのやま温泉駅東口の住宅地の造成について、

一度頓挫した住宅団地造成の開発計画を再度優

先すべきと考えております。踏切から進入路を

広く取れば、踏切から駅東口のロータリーへと

抜けることができます。利便性の高い土地であ

りますし、セメント会社及び民間デベロッパー

への働きかけをするべきと考えますが市長の御

見解を伺いますという質問に対しまして、市長

は、かみのやま温泉駅東口の土地については、

本市としても利便性が高い土地と考えておりま

すので、民間開発事業者と連携し、所有者に対

して活用を図られるよう働きかけを行ってまい

りますというふうな御答弁をなされたのが、１

年９か月前の話であります。積極的に民間開発

事業者に働きかけを行ってまいりますという答

弁をなさっておられるようでございます。 

 先輩議員が、駅東口の開発をしてくれという

ふうに１年９か月前に申し上げた、そのことに

対して市長は、積極的に民間開発事業者に、そ

の所有者と活用を図られるように働きかけを行

ってまいりますと。要するに、駅東口の住宅整

備の働きかけをやっていきますというふうな御

答弁をいただいております。それから働きかけ

をやっていただいたと思っておりますが、その

結果、東口のほうが今進んでいるのかどうかお

伺いいたします。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 東口については経緯がござ

いまして、いわゆる大型店舗とかそういうもの

が来たというようなことで、実に東町なんかは

子どもが一気に１８人増えたとか、そういう動

向があると同時に、若い方々の人気といいまし

ょうか、ニーズといいましょうか、それは東側

に向いているということは民間開発業者からも

聞いておりますし、また民間開発業者も何か所

か造成をやって、完売というような状況もあり

ますが、もう一つは、やはり今回の蔵王食品の

こととか、太平洋セメント、そのこともありま

して、そういった未利用地をやはり公共に供し

ていくということが大事だろうという考え方の

中で進めているということでございます。 

○大沢芳朋議長 川口豊議員。 

○９番 川口 豊議員 今、西口のほうで、か

みのやま温泉駅前広場整備計画が進んでおられ

るようでございますが、東口の住宅整備も含め
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て、これは一貫的に、総合的にこれから計画を

なさるという理解でよろしいでしょうか。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 そのとおりでございます。 

○大沢芳朋議長 川口豊議員。 

○９番 川口 豊議員 そうしますと、じゃあ

同じスピードで行くというふうなことでありま

すので、東口も早急に住宅整備が進むというこ

とで理解をさせていただきたいと思います。 

 それでは次に、廃校後の学校施設等の有効利

用について申し上げます。これは１問目でも申

し上げましたが、私も知りませんでしたが、学

校は教育財産というようなことで、教育委員会

で管理をされている。それを普通財産に移さな

いと、なかなか有効活用ができないというふう

に聞いたんですが、当該地区で教育的な使用目

的がないというようなことであれば、これを普

通財産にすぐ移して利活用するというふうなこ

とでよろしいでしょうか。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 学校の統廃合、大分進んで

おりますけれども、統廃合につきましても、地

域の方々の考え方、保護者の方々、そういった

方々の考え方を優先してというようなことで統

廃合を進めてきた経緯がございます。 

 跡地計画につきましても、まず地域の方々が、

あるいは地域がどういう形でそれを利活用して

いきたいかということをまず大事にさせていた

だいて、場所によっては数年間経過している地

域がありますが、そろそろ地域とも話をさせて

いただいて、地域の主たる利活用の考え方とい

いましょうか、そういうことがあるかないかと

いうものを確認させていただいた後に、やはり

今度は市としてどういうことができるのか、そ

ういった、企業誘致を含めて、どういうことが

できるかということを考えてまいりたいと考え

ています。 

 ただ、御案内のとおり、宮生小学校ですか、

それについては芸工大の利活用が進められてお

りますし、中山小学校については、県との連携

の中、埋蔵文化財センターの利活用もしていた

だいているとか、そういった形もありますが、

現在活用されていない学校については、そうい

う方向で進んでまいります。 

○大沢芳朋議長 川口豊議員。 

○９番 川口 豊議員 今現在、市の歳入状況、

税収の状況を見てみますと、全体の税収の約５

０％が固定資産税の税収になっているようです。

やはり固定資産税というものは毎年入る安定財

源でありますので、できるだけ固定資産税の税

収が安定的に入るような施策を取るということ

が、安定的な財政運営につながるのかなと思っ

ているところであります。 

 先ほども１問目で申し上げましたとおり、や

はり使わないのに持っている施設というものは、

管理費というものが非常にかかると思うんです。

当然、草も刈らなければならないし、いろんな

意味で危険建物にしておくわけにいかないと。

市の所有である限り、毎年管理費というものは

かかってしまう。それを何とか早く、早めに所

有権を移転することによって、移転をしてしま

えば固定資産税として歳入できるという大きな

メリットが出ると思いますので。 

 当然、当該地区の住民の意向が一番最優先さ

れるということは承知しておりますが、当該地

区の方々が有効利用をしてくださいというふう

な意向が出た段階で、できるだけ積極的にその

土地、建物を有効に利用するような策を取って

いただければと思っているところです。 

 その手段として、インターネットを介してと
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いうようなことで提案を申し上げました。これ

に市長から、さらに新たに文部科学省が全国の

未活用の廃校利用と情報の集約というような話

をいただきまして、これも一つの方法だと思い

ます。 

 しかし、今メディアを使うことが非常に大き

な広がりにつながると私は思っておりますので、

ぜひ、例えば極端な話をしますと、財産ですか

ら、それを売却して売却収入を得るというよう

なことも当然大切なことと思いますけれども、

とにかく所有権を民間に移す、そして税収をも

らうと。そのほうが私は大事かなと思いますの

で。相当安い、あるいは極端な話をしますと、

ただでも所有権を渡してしまったほうが、将来

的な市の財政のためにはなると考えているとこ

ろでありますので、ぜひ積極的に、とにかく働

きかけをして、有効活用していただくというこ

とをお願いしたいと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 市有地分が民間に移る、税

収が上がる、これは当たり前の話です。過去に

は、東和薬品にも無償で土地の提供もやりまし

たし、ミクロン精密にもやった経緯がございま

す。 

 しかし、ただそれをやるということについて

も、やはり確かな企業であるとか、そういった

ものを選ばないと、いざ売った後に、地域にな

じまないとか、そういう方が来られては困るわ

けですから、そこはきっちりとやっぱりやって

いく必要がある。 

 ただ民間にやって税収を上げろという短絡的

な考え方で進めるということはいかがなものか

というように考えておりまして、そこはやはり、

まさに地域との融合性とかそういったこと、あ

るいは、ただやはり、インターネット云々あり

ましたけれども、なかなか企業は今来ません、

はっきり申し上げまして。そんなに甘いもので

はないです。 

 ですから、やっぱりそういったことを粘り強

くやっていくということがより大事だと思いま

す。 

○大沢芳朋議長 川口豊議員。 

○９番 川口 豊議員 私も当然その地域のた

めになるような方に使っていただく。これはも

う大前提だと思っておりますので、誰でもいい

というような状況ではない。ですから、広く公

募をして、その土地に合ったような人にお譲り

すると。これは当然のことでありますので、誰

でもいいから渡してしまうというふうな私の見

解ではないということだけはまず御理解いただ

きたいと思います。 

 それでは、最後の項目の質問をさせていただ

きます。企業へのさらなるコロナ支援策につい

てであります。これは、私も想像を絶するほど

ひどい状況になってきたなと思っております。 

 コロナウイルスワクチンが出るだの、出ない

だのと、いろんな状況がありますけれども、今、

現段階で見てみますと、全く先の見えない状況

になっていると理解せざるを得ません。 

 そこで、１問目でも申し上げましたとおり、

コロナウイルスの影響がなければ、春に臨時的

な借入金を起こした企業、多くあるわけですけ

れども、そんなものを借りる必要はなかったわ

けなんです。それを借りて、何とか今まで回し

てきたけれども、その臨時的な借入金すら底を

つく状態の企業が多くあると伺っております。 

 そこで、これから冬に向けて、さらにコロナ

ウイルス感染症が拡大傾向にある。もう既に第

３波というように言われておりますけれども、
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山形県でも昨日は１５人です。そういう状況が

どんどん続くと、ダメージはやはり一般市民も

そうですけれども、各企業に与える影響が非常

に大きいということが懸念されます。 

 そこで、今までいろんな支援をいただきまし

た。各企業とも本当に助かっていると思います

けれども、例えば従業員が１００人いる企業で

も、五、六人の企業でも、やはり同じ金額の支

援が多かったと思っております。一律２０万円、

一律３０万円というふうな支援が非常に多かっ

たような気がいたします。 

 やはり事業規模に応じて、１００人従業員が

いるところは１００人、大変なんですよ。それ

だけの損害が大きい。５人のところも確かに同

じでありますけれども、その事業規模に応じた

支援をやはり今後はする必要があるのではない

かと考えるところであります。 

 企業は本当に大変になってくると、一番最初

に滞納するものは、申し訳ないですけれども税

金です。その次に大変なものは、社会保険料の

負担です。これは半分は本人から預かっており

ます。しかし、その半分は会社、事業主が負担

するというようなことでありますので、人数が

多ければ多いほど、その負担額は大きくなると。

これは当然のことであります。 

 ですから、その事業規模に応じた支援が今後

必要になってくるのかなと考えて、このたび社

会保険料の事業主負担分というようなことを目

指して質問させていただいたわけでありますけ

れども、それに限らずというような形で、使途

を限定しない形でということは、それは当然必

要だと思いますけれども、その事業規模に応じ

た支援というようなことについてはいかがでし

ょうか。 

○大沢芳朋議長 商工課長。 

○鈴木英夫商工課長 議員おっしゃるように、

事業規模に応じた支援ということで、製造業等

につきましては、従業員数に応じた支援を行っ

てきたところでございます。おかげさまで、そ

ういった意味では、大変ありがたかったなとい

うような御意見を頂戴しております。 

 議員おっしゃることは、それを全ての事業所

に対して、ある程度売上げが落ちた場合にとい

うふうなお話かと思いますけれども、議員おっ

しゃるように、今まで様々な支援を行ってきて、

いわゆる経済的に困ったところを中心に順序よ

くというか、スピード感を持って順次行ってき

たところでございますけれども、おっしゃるよ

うに、今、第３波という状況でございます。 

 １１月の状況を見ますと、厳しい状況の中で

はありますけれども、県内企業、上山市内もも

ちろんですけれども、持ち直しの動きがあると

いうふうな捉え方をしておりますが、また厳し

いことが想定もされるわけでございます。 

 もちろん財源の問題もございますので、第１

問で市長が申し上げましたように、その市内経

済の影響とか、財源の状況とか、それをきちっ

と見極めて、事業規模が必要な場合には、そう

した判断もするということでございます。 

○大沢芳朋議長 川口豊議員。 

○９番 川口 豊議員 国もいろいろな施策を

取っているようであります。聞くところにより

ますと、第３次補正の話も出てきているような

状況であります。これは、上山市の一般財源だ

けでやってくれというようなことでなくて、や

はり私、財政問題も触れておりますので、やは

り国の支援、県の支援なんかを有効に活用して

いただいて、ぜひ企業に耳を傾けていただきま

して、有効な支援をしていただきたいというお

願いでありますので、よろしくお願いしたいと
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思います。 

 様々質問させていただきましたが、まずは上

山市が元気になることが一番の目的であります

ので、今後ともよろしくお願いして、質問を終

わらせていただきます。ありがとうございまし

た。 

○大沢芳朋議長 次に、６番棚井裕一議員。 

〔６番 棚井裕一議員 登壇〕 

○６番 棚井裕一議員 議席番号６番、会派孝

山会、棚井裕一です。 

 通告に従い質問いたします。 

 多様な人材確保のために。 

 一般企業が利用する採用試験の導入について

です。 

 市町村自治体運営は、住民に最も身近な行政

主体として、これまで以上に自立性の高い行政

主体として事務や権限が増え、業務量は増加の

一途をたどっています。 

 一方で、人口の減少に伴う定数の見直し、さ

らに行財政改革の推進により、職員数は減少傾

向にあります。 

 自治体運営について調査している公益財団法

人の報告によりますと、今後ますます限られた

人数による行政運営が必要になっていると言え

る状況にあり、さらにこの状況下において今後、

行政の運営推進を妨げている要因になりかねな

い問題として、採用の課題も指摘しています。 

 採用の課題とは、公務員試験の受験者の中に

は、合格することが目的となってしまい、実際

の仕事内容を十分に理解しないまま入庁してい

るケースがあると分析し、要因として、従来の

筆記試験や面接試験による画一的な採用手法に

限界が生じているためだとし、地方分権や行財

政改革に対応できる多様な人材を確保するため

の情報発信や求める人物像を採用する手法の確

立ができていないと現状に警鐘を鳴らしていま

す。 

 そこでこのたび、多様な人材確保のために、

一般企業が利用する採用試験の導入について提

案いたします。 

 企業が採用を行う際、多くの場合、適性検査

と呼ばれるテストを行います。２０２０年の調

査によると、８７．８％の企業が適性検査や筆

記試験を実施しています。ほかに、エントリー

シートと呼ばれる自己紹介や志望動機を記す書

類、そして何度かの面接などを経て採用する人

材を見極めています。 

 ここでいう適性検査について触れておきます。

内容は、大きく２つに分類され、１つは、働く

上で必要となる知的能力を測る能力検査、もう

一つは、応募者の人となりを把握するための性

格検査です。 

 性格特性や基礎的な知的能力を測定しており、

応募者の人となりはもちろんのこと、どのよう

な仕事に向いていて、どのような組織になじみ

やすいのかなどが分かります。企業はその結果

を選考、面接で応募者を理解するための参考情

報や採用後の配属先を決めるための参考情報、

採用者を配属先の上司に理解してもらうための

情報として活用しています。 

 受験方法も多彩で、全国に設置されているテ

ストセンターやウェブ上、採用側が用意した会

場などでの一斉テストなどから選択でき、いず

れの受験方法でも選考において公平に受験でき

る環境の整備がなされています。 

 では、なぜ公務員試験ではなく、この適性検

査なのか。それは、広く一般企業も含め、山形

に回帰し働きたい、上山で働いて貢献したいと

考えている有能な人材を採用でき得る機会が大

幅に増加するからです。それは、公務員試験を
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突破して入庁している人材を否定するものでは

なく、多様で有能な人材が必要とされる今後に

おいて、求める人物像やそれを超える人材を採

用できる機会をもたらす手段であると言えるの

です。 

 今、紹介した検査をはじめとした試験を採用

する自治体は全国２２８の自治体に上り、従来

の筆記試験を採用手法としない自治体が広がり

を見せています。 

 奈良県生駒市では公務員試験をやめ、代わっ

て導入した適性試験により、公務員にも民間企

業にも興味がある学生を集められるようにしま

した。同時に、職員採用サイトも開設するなど、

分かりやすくて力強いメッセージを打ち出して

います。これら従来の手法を根底から覆す手法

で職員採用を進め、受験者数はこれまでの４倍

以上の毎年１，０００人を超えるなどの成果を

出しています。 

 また、岐阜県羽島市は、平成３１年度採用か

ら公務員試験対策不要を打ち出しました。職員

採用の門戸を広く開いたことで、受験者数が前

年度比で約７倍に増えるなどの効果が出ていま

す。採用試験では、従来の公務員試験に代えて、

知的能力と学力・応用力を測定する基礎能力試

験を実施します。民間の就職活動を行っている

人や企業などで働いている人も受験しやすいよ

うにして、人物本位の選考を行うためです。 

 このように、従来の公務員採用試験のみに頼

らず、より多くの人が受験しやすい試験制度の

導入や人物重視の一層の徹底、同時に、自治体

自らが様々な面で情報・魅力発信を徹底する採

用法が、地元出身の人材のみならず、全国から

の応募者増加という広がりを見せている要因と

言えます。 

 その第一歩として、今後の自治体運営に耐え、

そして創造していくために欠かせない人材の確

保になる、一般企業が利用している採用試験の

導入について、市長の御所見を伺います。 

 次に、子どもたちの学力向上のために。 

 自主学習を支援する場の提供についてです。 

 子どもたちの学力向上のために、３つの観点

から質問します。 

 １つ目は、自主学習を支援する場の提供につ

いてです。 

 本市では、「「まなび」「ふるさと」「生きが

い」を持った上山の子ども」という方針の下、

家庭、地域と共につくる魅力ある学校経営が展

開されています。 

 一方で、人づくりをする使命を担う教育の場

では、多方面にわたる環境整備をはじめとする

校務に加え、ＧＩＧＡスクール構想の推進など、

業務量は増加の一途です。 

 中でも学力面は、子どもの教育について関心

が高い家庭がある一方で、様々な状況もあり家

庭学習を行うことが困難になっている家庭もあ

り、家庭教育の二極化とも言える状況が見られ、

それが影響して学力面での格差が広がっている

ことも否めません。知徳体が調和した「生きる

力」を育む本市の基本方針がいまだ実現途上に

あると言えます。 

 そこでこのたび、地域が学校と連携、協働す

ることは、子どもたちの教育環境の充実に資す

ることにとどまらず、地域がその教育力を高め、

持続可能な地域づくりにもつながるものである

との観点から、自主学習を支援する場の提供に

ついて提案します。 

 事業のイメージを、大分県豊後高田市を例に

説明します。大分県豊後高田市は、２００３年

当時の人口は２万５，０００人、学習塾は市内

に数か所、しかも不況により家計が苦しい家庭
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が増え、少ない学習塾にも通える子どもが減っ

ている状況でした。教育こそが地域社会の存続

の礎になると、教育に懸念を持っていた当時の

教育委員長は確信し、市長に、誰でも無料で受

けられる公営の学習支援の場の設置を提案し、

スタートしました。 

 当初は、「ゆとりに逆行する政策だ」「市に無

料の学習支援は民業の圧迫だ」といった意見も

出ましたが、県内の市町村が参加した一斉学力

検査で、豊後高田市の小中学生の学力は県平均

を大きく下回り、２３市町村で下から２番目と

いう結果を受け、プロジェクトは本格的に始動

し、２年後に中学生が、３年後に小学生が市町

村別成績でトップになり、その後６年連続で継

続するなどの成果を上げています。 

 ポイントは２つあります。 

 １つは、人材を有効利用したことです。場所

は市内の公民館や学校を利用したこと、有償ボ

ランティアの講師たちは、一般市民、元教員、

個人塾経営者、大学生に限らず、元銀行員や留

学経験のある主婦、海外生活経験のある居酒屋

スタッフなども先生として参加したことです。 

 もう一つは、コストパフォーマンスの高い教

育改革と地域社会づくりです。市民が主導して

教育に当たることにより、現役教員の負担は大

きく軽減し、本来なら必要でない事業に時間や

精神を疲弊されることなく、本来の業務に集中

できるようになったこと、また講座の受付やサ

ポートなど手伝った際には、子どもたちの学校

以外の姿や親たちの様子も知ることができたこ

とです。 

 地域と学校が分け隔てなく情報を共有するこ

とは、子どもにとっても大人にとっても非常に

意味が大きく、学校や地域社会に一方的に仕事

や責任を押しつけるのではなく、融合させるこ

とにより効率化を図ることができました。 

 この事業の運営費は年間１，５００万円とい

うことで、どの地方でも持っている箱物や人材

など眠っている資源をフル活用するだけの事業

です。この奇跡とも言える結果が出てしまって

いるという驚きを持って、他の市町村にも波及

効果が表れているそうです。 

 本市において、「主体的・協働的に学び続け、

確かな学力を身につける子ども」を育成するた

めに、学校、家庭、地域が一体となった教育環

境づくりの一つの形として、自主学習を支援す

る場を提供し、学び合う学習の推進・充実の方

針の下、市民が子どもたちの学習に直接的ある

いは間接的に見守りながら連携を深めることが

学力向上の一助になると考えますが、教育長の

御所見を伺います。 

 ２つ目は、ＩＣＴ支援員・学習支援員の拡充

についてです。 

 ここでいう学習支援員とは、学校教育支援員、

すなわち通常学級の学習、生活を支援する非常

勤職員のことで、特に学習面に特化した支援員

拡充を求めるものであります。 

 国は、２０２２年までに４校に１人を目標と

し、ＩＣＴ支援員の配置を求めています。しか

しながら、ＧＩＧＡスクール構想の前倒しによ

り、児童生徒と教師双方のＩＴリテラシーの習

得及び向上が急務となっています。また、全国

一律の政策ゆえ、校務支援や授業支援、校内研

修、さらには環境整備など、どの側面で立ち遅

れても、次代を担う児童生徒にとって全ての学

習の基盤となる資質・能力である情報活用能力

を身につけさせることに遅れを生じてしまいま

す。 

 また、通常学級の学習支援や生活支援を担う

学習支援員がより多くなることにより、児童生
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徒に身近で、教師にとっても心強い存在になり

得ます。 

 これらのことから、教師の負担を軽減しなが

ら、子どもたちの学力向上に寄与するものとし

て、ＩＣＴ支援員並びに学習支援員の拡充を提

案しますが、教育長の御所見を伺います。 

 最後に、家庭学習ソフトの導入についてです。 

 ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、年度内

に児童生徒１人１台のタブレットが整備されま

す。 

 これは学校内での利用にとどまらず、学校の

臨時休業などにおけるＩＣＴを活用した取組な

ど、既に多くの先進事例が案内されています。 

 本市においても、効果的な活用の実現に向け、

各学校から意見を集約しながら、ソフトやアプ

リの選定作業を進める段階にあると伺っていま

す。 

 そこで、タブレットに導入するソフトについ

て、家庭学習や塾での活用も目的として開発さ

れた製品の採用を提案します。 

 一例を挙げると、５教科の学習を先生役のア

ニメーションキャラクターと一緒に、一人ひと

りの理解度に合わせて進めることができます。

また、ドリル形式のものは、一人ひとりに最適

化された学習内容が提供されたドリルと自動作

問、採点機能を有するテストからなり、既に多

くの公立小中学校向けに提供を開始しているも

のです。 

 言うまでもありませんが、タブレットやパソ

コンは単なる道具です。それを生かすか否かは

活用法次第です。本市においても、さらなる学

力向上につながる一つの手法として、多くの自

治体や学校をはじめ、学習塾での導入実績があ

り、自立学習のサポートになり得る、さらに学

校休業に際しても学びを止めないなど、多くの

側面から慎重に選定し、家庭学習にも十分堪え

られるソフトの導入を提案いたしますが、教育

長の御所見を伺います。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員に対する答弁の

前に、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。 

    午後 ０時００分 休 憩 

                  

    午後 １時００分 開 議 

○大沢芳朋議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 棚井裕一議員に対する答弁を求めます。市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ６番棚井裕一議員の御質問

にお答えいたします。 

 初めに、一般企業が利用する採用試験の導入

について申し上げます。 

 職員の採用試験につきましては、自己アピー

ル枠及び社会経験者枠を活用した採用や年齢要

件の見直し等を実施しながら、幅広い層の方か

ら受験いただけるよう努めております。 

 現時点で、一般企業が利用する採用試験を導

入する考えはありませんが、今後も採用試験の

在り方も含め調査研究し、優秀な人材を確保で

きるよう努めてまいります。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

〔古山茂満教育長 登壇〕 

○古山茂満教育長 ６番棚井裕一議員の御質問

にお答えいたします。 

 初めに、自主学習を支援する場の提供につい

て申し上げます。 

 本市小中学校におきましては、児童生徒一人

ひとりの学習内容の確実な習得と定着のため、

放課後の時間を活用した取組が行われておりま
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す。 

 「主体的・協働的に学び続け、確かな学力を

身につける子ども」を育成するためには、学力

向上の中核である日常の授業の改善と充実を図

っていくことが大切であり、自主学習を支援す

る場を提供する考えは持っておりません。 

 次に、ＩＣＴ支援員・学習支援員の拡充につ

いて申し上げます。 

 ＩＣＴ支援員につきましては、ＧＩＧＡスク

ール構想の実現に向け、今年度より拡充し、授

業のサポートに加え、教職員の研修についても

活用しております。来年度以降は授業のサポー

トを中心に充実を図ってまいります。 

 学習支援員につきましては、学校生活指導員

及び学校教育支援員として、全ての小中学校に

配置しており、有効に活用しております。各学

校の実態を踏まえながら、配置について柔軟に

対応してまいります。 

 次に、家庭学習ソフトの充実について申し上

げます。 

 ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた１人１

台のタブレット整備の目的の一つである授業で

の活用という視点から、まずは授業において利

用度の高い学習ソフトの導入やウェブの利用を

考えております。 

 家庭学習で活用できるソフト等につきまして

は、家庭学習の在り方を含めて、導入すべきも

のを今後検討してまいります。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 つい先日、上級行政・

土木・建築について追加募集、採用試験のほう

ですけれども、されていました。上級行政を含

め、受験者数がここ数年で大きく減少している

と言えるのではないかと思います。 

 民間企業の積極的な採用のあおりももちろん

あると思いますけれども、この申込者数の、い

わゆる受験者数の減少について、問題点として

捉えているのかどうか、そして、その課題とし

てどのように考えているのか、お伺いします。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 確かにここ数年、応募者数

が少なくなっているということがございます。

一つの要因として、今述べられたように、民間

に流れているということもあろうかと思います

が、やはり最終的には、それぞれの企業であっ

たり、自治体であったり、その組織体といいま

しょうか、それに魅力があるかないかというこ

とも一つの大きな要因になっているというよう

に思っております。 

 やはり現在の公務員等につきましては、発想

力とか、あるいは情熱とかそういった、このま

ちをどうしていくかというような思いとか、そ

ういうものをしっかりと見極めて採用している

状況にもありますし、そういった意味では、来

ないということは、そういった自分の力を発揮

する場でないという判断もあろうかと思います

が、そういうことを考えて、やはりこれからも

自治体運営というものをもっと考え直す必要が

あるのではないかなと考えています。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 まず市長がおっしゃっ

た、魅力があるかないかということも要因だと。

まさにそれもあります。１つは、かなり年数が

浅いうちに離職するという、極端に言えば、仕

事の中身を、インターンとかで入ったとしても、

はたから見たものと、実際入ったので全く違う

と思いますし、その魅力を伝えていかなければ

ならないということも一つだと思います。それ

と、発想力、情熱を持った人材と。確かにそう

だと思います。 
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 そういった意味で、第１問で触れましたけれ

ども、ただ他自治体で例に挙げたＰＲの面です。

本市では現在ホームページ上で採用情報ととも

にメッセージとしての形、もしくは動画で若手

世代の職員が入庁を希望する若者に対してアピ

ールしているという非常にいい手段になってい

るのではないかと思います。 

 そのメッセージなんですけれども、自治体に

よっては、幹部職員の皆さん、もしくは市長自

らが動画で訴えているところもあります。市長

おっしゃるとおり、本市の魅力と、公務員とし

ての働く魅力ですか、そういったところを、若

手職員がまだまだ経験していない、やりがいの

あるところというものを、やりがいのある仕事

の内容ですか、そういったものを伝えるいい機

会になると思うんですけれども、ぜひ、若手に

限らず、全職員が、君たちを待っているんだと

いう姿勢を見せていただきたいんですが、いか

がですか。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○尾形俊幸庶務課長 今現在、若手の職員、採

用数年ぐらいの職員に仕事のやりがいだったり、

楽しみというふうなものをＰＲしていただいて

おります。議員おっしゃるような、確かに幹部

職員だったり、職員全体、もしくは市長自らと

いうふうな考え方も当然あると思いますけれど

も、まずは今やる気を持ってやっている職員に

対して、さらにいろんな取組、仕事のみならず、

自主研修という形で、職員自らがまちづくりな

どについて取り組んでいるような事例もござい

ます。 

 そういった事例についても併せて紹介をして、

上山というのはこういう楽しいところだという

ふうなことを分かっていただけるような取組を

進めてまいりたいと思いますし、採用試験のほ

うのホームページにつきましても、そういった

職員のやる気だけでなく、上山市の魅力が分か

るようなところに、例えば「ござってぇＴＶ」

などのユーチューブで紹介しているような動画

などにもアクセスしていただくようにリンクを

張るなど、多様な形で魅力発信に努めていきた

いと考えております。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 よろしくお願いします。 

 今言ったことと同様な内容のことになるかも

しれませんけれども、よりよく思って、市役所

の仕事というものに興味を持っていただけるよ

うな学生が増えるように、説明会とかセミナー

を各地で、例えば本市の場合、仙台とか東京と

か、またはオンラインで開いている、自分の所

在する自治体のみでなく、ほかの学生が多いよ

うな自治体で開いているという事例もあります。 

 行政の仕事を理解し、その魅力とやりがいを

持って挑んでいただけるよう、それらＰＲにつ

いて、セミナーとか説明会などについて取り組

む予定はありますか、お伺いします。 

○大沢芳朋議長 庶務課長。 

○尾形俊幸庶務課長 そういった就職ガイダン

ス的なものについては、場所等のところはある

かと思いますけれども、そういった開催につい

ても研究をして、実施できるものから対応して

まいりたいと考えております。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 ぜひ、Ｉターン、Ｕタ

ーン、Ｊターン含めて、多くの学生から注目と

興味を持っていただけるような自治体に、そし

て市役所のやりがいがしっかり伝わるようなＰ

Ｒをしていただきたいと思います。 

 今回、採用試験と、もちろん採用試験、私が

提案したものが最高で、それ以外は駄目だとい
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う意味ではないし、その手法もいろいろあると

思います。いわゆる採用試験、行政に携わる人

の入り口についての質問をしましたが、より多

くの学生が本市に興味を持って、本市の採用試

験を通して、自分自身や本市の未来を重ねて思

い描けるような、たとえ採用試験で内定に至ら

なくても、本市に住んでみたいなというふうに

思われるまちとなることこそが、選ばれる山形

県上山市になるのではないでしょうか。市長に

伺います。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 職員採用については、今、

議員からも提案もありましたし、また現状も申

し上げさせていただきました。ここ数年、上山

市に限らず県外からも応募したり、採用になっ

た職員もおりますし、そういう面では決して卑

下するものではないというように感じておりま

す。 

 ただ、やはり応募者数が少ないということに

ついては、特に技術系が非常に少ないわけでご

ざいまして、それについては大学回りなんかも

やっているところでございますし、そういった

きめ細かな対応といいましょうか、それはある

程度はやってきておるわけでございます。 

 しかしながら、やはりそれでもなおかつ、こ

れは上山市に限ったものではないと思います。

議員の質問の中では、７倍になったとありまし

たけれども、必ずしも集まるだけがいいという

ことを私は考えておりません。やはり市職員と

しての資質というものを持った方々に応募して

もらうと、そして合格してもらうということが

基本ですから、人気投票ではございませんので、

７倍でも何でも結構でございますけれども、た

だやっぱりある程度の応募をしていただくとい

うことは一つのステータスといいましょうか、

それにもつながると思います。そういった面で

の努力は今後とも積み重ねてまいりたいと考え

ております。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 ぜひ前向きに働きかけ

ていただきたいと思います。 

 次に、２つ目の学力向上についてです。 

 初めに申しておきますけれども、自主学習を

支援する場の提供とＩＣＴ支援員等の拡充及び

ＩＣＴ支援員等の拡充と家庭学習ソフトの導入

についての質問内容がそれぞれ一部重複します

ので御了承ください。 

 まず、自主学習を支援する場ですけれども、

二日町プラザの主に高校生を中心にした自習の

場については、その第一歩として確保していた

だいたことに感謝申し上げます。 

 そして、このたびの小中学校の自主学習を支

援する場についてですが、設置するに当たりデ

メリットというものは、どのような観点から判

断されたのでしょうか、お伺いします。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 まず、学力という点でどの

ように捉えるかということなんですけれども、

これは社会の変化とか時代によって、その学力

の捉え方について、どこに重点を置くかという

ことで変わっていくと思います。これまでは、

知識、技能とか、そういうものが中心になって

いました。 

 ところが、最近の学習指導要領では、思考、

考える力、それから物事を判断する力、それか

ら、それを表現する力、それから３つ目は、意

欲、それから人間性までが学力という大きく捉

えるわけです。それを大きく捉えて、確かな学

力と言っています。 

 ただ私たちは、特に学力なんていうと、点数
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だけ見ると思いますけれども、必ずしもそうで

はない。そういうことを考えますと、学校で力

をつけていくものは、今までは知識、技能なん

ですけれども、今、考える力、それから判断す

る力、表現する力というものをつけていかなけ

ればならないということで、確かに時間がすご

いかかります。 

 そういうことからすると、デメリットという

と、例えば自主的学習を支援する場というと、

どういうものになるんだろうかなというように

思いますと、知識、技能というふうな、そのと

ころをつけていく場かなというように捉えてい

るんです。特に学校で授業をするということは、

特に協働的に学ぶ、みんなで学んでいくという

ことが大事ですので、デメリットというと、そ

ういうことかなというように思います。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 それが本当にデメリッ

トなのかどうか。もちろん学校は学力だけをつ

けていただく場ではありません。人間、全人格

を育てる大切な時期にお預けする場ですので、

学力のみではないですけれども、学力、いわゆ

る悲しい現状として、点数として評価されてし

まう、実績として評価されてしまう側面もある

わけです。 

 そこを、その部分に今回絞って質問させてい

ただいているわけですけれども、確かな学力を

身につける子どもを育てるという学校教育の基

本方針の下、学校と家庭、地域の連携を深め、

特色ある教育活動の充実を図ると記してあるは

ずです。 

 勉強の面で地域がサポートする、そのような

形というものはあり得ないのでしょうか、お伺

いします。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 あり得ないということはな

いと思います。ただ、私たちはいつでも言って

いることは、家庭と、それから地域と学校が連

携を取って、そして子どもたちの学力というん

ですか、子どもたちを育てていくということな

わけですが、今の段階で協力ということになる

と、各学校で育てたい子ども像があるわけです

けれども、それを地域の方、それから保護者の

方々に説明をして、そして共有しながら子ども

たちを育てていく。その育てていく中には当然

学力もあると思います。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 ５年ぐらい前になると

思いますが、教育長が就任時に、これからの方

針というものをお伺いしました。そのときに教

育長は、上山市に子どもを預ければ何とかして

くれるぞというまち、学校にしたいものだと思

っていますというふうにおっしゃっていただき

ました。それで、あえてお伺いしますが、実現

できているとお考えでしょうか。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 そのときもですけれども、

この前の議会の中でも、子どもたちの学力につ

いて、いわゆる学力というものは、間違えない

でもらいたいんですが、確かな学力という意味

では危機的な状況にあると私は言いました。 

 そして、その危機的な状況を改善していくた

めには、やはり、先ほど答弁しましたけれども、

日常の授業の改善、それから充実をしていくこ

とだというように思います。 

 そういう意味では、まだまだ改善と充実が完

全には進んでいないと思うので、そこを改善し

て充実していけば、まだまだ、子どもの伸び代

のことも言いましたけれども、伸び代もあると

捉えていますので、ただ、今の段階では達成し
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ているということは言えません。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 一朝一夕に達成するも

のでもないし、今日もし大幅に教育の改革をな

されて、あしたから結果が出るものでも当然な

いです。 

 しかし、教育行政というものは毎年少しずつ、

教育長がおっしゃっているとおりブラッシュア

ップしていると思います。しかし、子どもたち

にとっては一生に一度の機会なんです。一生に

一度の中学校３年生でありますし、小学校６年

生であるわけです。その学年だけではないです

けれども。 

 そういう点で、さらなる危機感、切迫した危

機意識を持っていただきたいと思うんですが、

いかがですか。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 そのためにも学校では、先

ほど答弁しましたけれども、放課後の時間を小

学校も中学校も活用しているんだというふうな

ことでございますが、その活用の具体的なこと

については、学校教育課長からお答えいたしま

す。 

○大沢芳朋議長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 具体的に小学校にお

きましては、特につまずきが見られた部分等に

ついて、個別の学習を行っております。これは

どの学校でも必要に応じて行っているというこ

とでございます。 

 また、中学校におきましては、自主学習の時

間というものを設定していると。１、２年生に

ついては、テスト前と、部活がありますので、

そういった形になりますけれども、３年生につ

いては、ほぼ毎日、約１時間の自主学習の時間

ということで設定をしていると。 

 その中で、自分たちが苦手なところを学習し、

分からないところをそれぞれの教科担当の先生

がいますので、そこに質問をするというような

形で進めているという形がございます。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 今、学校の現場で行わ

れていらっしゃる学習の支援面、御答弁いただ

いたわけですけれども、これらで十分だと思っ

ているんでしょうか。また同じことを繰り返し

ますけれども、やっぱり結果が問われるという

ことです。教育行政側の考え、一方的とは言い

ませんけれども、それらにより、私が先ほど１

問目で挙げたような、先進事例として挙げた自

治体においてのサービスが受けられるか否かと

いうものは、もしかしたら子どもたちにとって

損失になってしまわないんでしょうか。お伺い

します。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 それで十分なのかと言われ

ると、その基準がちょっとはっきりしないので、

十分だとまでは言えないと思います。 

 ただ、それを克服するために、自主学習を支

援する場というものは、すぐ来るのかどうかと

いうことなんです。それで、学校でも、先ほど

課長が話しましたように、それに応じた個別の

学習をしているわけですので、教育委員会とし

ては、それでやっていこうという、できるとい

うふうなことで考えております。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 上山市の学校に預けて

よかったと思えるような、最終的にそう思って

いただけるようなまちにしないと、教育長も以

前おっしゃっていましたけれども、やはり上山

市の価値というんですか、将来、上山の自治体

そのものの存続にも関わると思うんです。 
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 ですから、本当に危機感を持って、毎年、一

発勝負のつもりで、今年やってみて、来年じゃ

あもうちょっと、こう変えてみようかなんてい

うような悠長なことでなくて、本当の意味で真

剣勝負でやっていただきたいと思います。 

 学校教育支援員についてですけれども、全て

の学校に配置し有効に活用しているとのことで

すが、主に低学年対象に行われているというこ

とでよろしいんでしょうか。それと、先ほど補

習についてもありましたけれども、その上の学

年、もしくは成績上位層に対してのアプローチ

などをお伺いします。 

○大沢芳朋議長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 初めから低学年あり

きということではないと捉えています。特に、

学校生活に慣れるために、適応するためにとい

うことで、結果として低学年に多く入っている

というところはございます。状況に応じて、高

学年あるいは中学年、そういったところにも入

っているというような実態もございます。 

 特に、学校教育支援員につきましては、教員

免許は必要ないというところがございますので、

直接その方から学習を教えていただくというこ

とではなくて、先生方が指導する、それを支援

するというような形で入っているという状況で

ございます。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 あえて、以前、守岡議

員が質問した内容に踏み込ませていただきます

けれども、いわゆる習熟別クラスとまでは望む

ものではないですが、いわゆる教え合うような、

分かる人が分からない人に教えるようなという

ものを目指しているというふうな答弁があった

と思います。 

 学習支援員、学校教育支援員についてですけ

れども、いわゆる伸びる芽、あえて語弊がある

かもしれませんけれども、成績上位層とか下位

層という言葉を使わせてもらいますが、上位層

がさらにもっと伸びる芽、そして伸び悩んでい

る人を少しでも下位層から中位層、そして上位

層に引っ張ってくれる、そういう活用のために

学習支援員をさらに拡充するという考えはない

んでしょうか。お伺いします。 

○大沢芳朋議長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 人数的な部分につい

ては財源等もございますので、現状を維持して

いくというところは基本になってくるかと思い

ます。その中において、学校の実情等もありま

すので、現在、全ての小中学校に最低１名はと

いうところになっていますが、その部分を柔軟

に考えていくということもできると捉えていま

す。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 ぜひ、本当の意味で子

どもたちのためになる教育体制を整えてほしい

と思います。 

 次に、ＩＣＴ推進員と家庭学習ソフトについ

てですけれども、これは学校の先生の業務負担

面での軽減と、子どもたちと先生方が直接関わ

る時間を増やす結果をもたらすものだと思い、

提案しました。 

 まず、現在ＩＣＴ支援員の活動状況について、

１人で４校を担当しているということで、現状、

不足を訴える声はあるのかないのか。そして今

後、新年度からになると思いますけれども、タ

ブレット配付に当たり、一時的に不足する事態

にならないのかどうか、お伺いします。 

○大沢芳朋議長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 ＩＣＴ支援員につき

ましては、現状、不足しているというような声
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も上がってきてございません。 

 今年度、令和２年度に拡充をしておりますが、

来年度からの１人１台のタブレット端末、そこ

に合わせて、早めに教職員からも使用法、活用

法について研修を受けてもらうと。そういった

ところ、さらには子どもたちに、入ってからで

はやっぱり遅いのかなと思いますので、その前

の段階でしっかりと、こういった活用があると

いうところを学んでもらうというような意味で、

今年度から配置を拡充しているところでありま

す。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 まず確実にスムーズに

対応できるような準備をしていただきたいと思

います。 

 今回のＩＣＴ、ＧＩＧＡスクール構想ですが、

その活用のいかんによっては、自治体それぞれ

の教育の質が問われ、その結果、例えば学力検

査で一躍トップに躍り出る学校も出てくるかも

しれませんし、自治体も出てくるかもしれませ

んし、最下位に転落する学校、自治体も考えら

れ得るわけです。すなわち、大転換期にあると

言えるわけです。 

 ここでちょっとだけ例を挙げさせてもらいま

すと、東京都町田市にある小学校ではＩＣＴ教

育を積極的に推進し、新時代にふさわしい学び

の研究に取り組んで、このように述べています。 

 私たちは対話で学びを深める研究をしてきた

学校です。実は、対話の深化においてこそＩＣ

Ｔが生きてきます。ＩＣＴは、単に便利になる

とか、集中力がつくとか、そんなレベルのもの

ではありません。子ども同士のコミュニケーシ

ョンにおいて大きな力を発揮するのですという

ふうにおっしゃっています。 

 ですから、いわゆるパソコン、機械だという

ふうに捉えるのでなく、教育の大きな、一人ひ

とりの可能性を伸ばす手段として捉えていただ

きたいんです。このように本市が活用できるか

否かということが問われていると思います。 

 本市教育委員会が捉える教育におけるＩＣＴ

の有用性、可能性、どのようにお考えになるか、

お伺いします。 

○大沢芳朋議長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 やはり私は基本的に

は、議員もおっしゃっていましたけれども、ツ

ールの一つであると捉えています、ＩＣＴ機器

については。それを活用するものは人であると。

そして、その使うことが目的ではないと、一つ

の手段であると。そこには明確に目的を持たな

ければいけないと思っています。 

 そのために、現在、上山市内におきましても

モデル校を指定しまして、先進的に教育をして

いただいている。その結果を市内小中学校で共

有しながら、質の高い教育活動というものにつ

なげていきたいと思っております。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 ぜひ質的にも、実績、

数値的にもしっかり表れるような教育にしてい

ただきたいと思います。 

 最後に、教育長にお伺いします。以前、教育

長は、先ほども触れましたけれども、学力面を

向上させると人口減少にも歯止めがかかるとい

うふうにおっしゃっていました。また、不動産

の価値についてもその影響があるとおっしゃっ

ていましたけれども、繰り返しになりますが、

上山市に子どもを預ければ何とかしてくれると

いうまち、学校にしたいものだと最後におっし

ゃってくださっています。 

 その際、私は、上山市の教育は他市に誇れる

大きな看板の一つになるようにお願いしたいわ
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けですが、改めてお伺いします。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 そのことについては、今も

変わってはおりません。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 その意味で、子育てす

るなら上山というものを実現するためにも、上

山ではぜひ学力面、学力をつけられると、自信

を持って誇れる教育を提供することが、ひいて

は選ばれる山形県上山市になるのではないでし

ょうか。お伺いします。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 そのとおりです。 

○大沢芳朋議長 棚井裕一議員。 

○６番 棚井裕一議員 ぜひ実現に向け、早急

な対応をお願いし、質問を終わります。 

○大沢芳朋議長 次に、４番守岡等議員。 

〔４番 守岡 等議員 登壇〕 

○４番 守岡 等議員 議席番号４番、守岡等

です。 

 通告に従って質問いたします。 

 まず、新型コロナウイルス感染症対策のさら

なる強化についてということで、ＰＣＲ検査・

抗原検査の活用による感染防止についてです。 

 全世界で猛威を振るう新型コロナウイルスは、

国内各地においても連日のように１日の感染者

数が過去最高を更新するなど、第３波とも言え

る様相を呈しています。 

 特に、最近の都会における感染拡大は、無症

状の感染者がウイルスを排出し続けることによ

る感染拡大が大きな問題となっており、本来で

あれば、第１波、第２波が収まった段階で十分

なＰＣＲ検査、抗原検査を実施すれば一定程度、

感染拡大を抑えることができたにもかかわらず、

残念ながら我が国ではそうした対策は行われず、

むしろＧｏＴｏキャンペーンなどの実施により

都会のウイルスを地方に拡散する事態となって

います。 

 県内においても、感染拡大地域からのウイル

ス流入により感染者が増加する傾向にあります。

こうした中で、地方自治体や企業の取組が今後

のコロナ対策として重要になってきています。 

 我が国の感染症専門家の中で、唯一、新型コ

ロナウイルス感染症対策を社会システムの問題

として捉えてきた東北大学名誉教授の賀来満夫

氏は、Ｊリーグ及びプロ野球の新型コロナウイ

ルス対策連絡会議の専門家チームの座長を務め、

Ｊリーグは２週間に１回、プロ野球は月１回の

ＰＣＲ検査を義務づけ、試合の再開を可能にし

ました。 

 世田谷区では、濃厚接触者を対象とした行政

検査に加え、既に介護、医療、保育、学校等の

現場で働く人に対し、感染状況等から判断し、

一斉に検査を実施する社会的検査も実施してい

ます。ある高齢者施設で、職員６１人に社会的

検査を実施したところ、１０人の陽性が判明し

ました。この施設の施設長は、「職員はこの９

か月間、厳しい感染対策を行い、個人の生活も

律してきた。どこで感染したか不明で大変驚い

ているが、重症者が出る前に感染状況が分かっ

たことはよかったと思う」と語っています。 

 このように今、新型コロナウイルス感染症対

策として必要なことは、第１に、発見された陽

性者の行動を追跡して、接触した人を見つけて、

保護、検査することです。第２に、感染者の４

０％が無症状者からの感染と言われるように、

広範なＰＣＲ検査、抗原検査を実施して、無症

状感染を制御することです。そして、感染者を

保護、隔離し、重症者を出さないことが重要で

す。 
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 私は９月の定例会で、ＰＣＲ検査の医療機関

への委託を提案しましたが、その後、医師会の

協力の下、市内でも１２の医療機関で検査が受

けられるようになり、より広範な市民が検査を

受けられる環境が整備されています。 

 今後、市内でも感染の広がりが懸念されます

が、これまでのような一律の経済活動の自粛や

学校の一斉休校といった対応では、根本的なコ

ロナ対策にならないだけでなく、本市の経済や

教育を根底から破壊することにつながりかねま

せん。 

 こうした視点から、新型コロナウイルス感染

症対策のさらなる強化について、以下の事項に

ついて提案するものです。 

 まず、ア、高齢者や持病のある人に対する検

査費用の助成についてです。 

 現在、新型コロナウイルスの検査は、発熱な

どの症状があって感染が疑われる場合や、感染

者の濃厚接触者になった場合などに限り行政検

査の対象となり、自己負担は無料となっていま

す。しかし、地域や職場で感染が広がるなどし

て不安を感じても、行政検査の対象とならない

場合、抗原検査やＰＣＲ検査は全額自己負担と

なります。 

 特に、高齢者や糖尿病、呼吸器疾患など持病

のある人は重症化するリスクが高く、また最近

は無症状の人からの感染が増えていることから、

大きな不安を抱えています。 

 無症状感染者も決して安心できません。高齢

者の場合、無症状感染者であっても肺炎の徴候

が見られ、ある日急激に悪化し死亡するという

事例も報告されています。 

 さらに、新型コロナウイルス感染症による致

死率は、７０歳を超えると１０％を超え、８０

歳以上では致死率２０％を超えており、特段の

配慮が必要です。 

 こうしたことから政府は、発熱などの症状が

なくても希望する高齢者らの検査費に対して市

が助成を行う場合、国がその２分の１を助成す

る方針を固めたようです。 

 本市においても、高齢者や持病のある人に対

する検査費用の助成を行い、高齢者等の不安を

払拭するとともに、感染の早期発見と重症化予

防に取り組むことを提案します。市長の御所見

をお示しください。 

 次に、イ、市独自基準による無症状者への社

会的検査の実施及び検査費用の助成についてで

す。 

 今、無症状者によるウイルス感染をどう防ぐ

かが最大の課題となっています。既に、全国の

各自治体において無症状者への検査拡大が進ん

でいますが、富士宮市の独自基準に基づいた富

士宮方式が参考になります。 

 富士宮市では、市内の感染事例は、感染拡大

地域からの流入に起因するケースが多く、水際

で感染者を早期に把握することが、家庭内への

感染拡大を防ぐ効果があると判断し、検査基準

として、感染拡大地域への訪問、感染拡大地域

居住者との交流、感染者、濃厚接触者との接触 

の可能性があった場合を挙げ、いずれかに該当

すれば、希望者に医療機関を紹介し、検査を受

けてもらうということです。 

 希望者については、感染拡大地域から帰宅し

た出張者や観光客との接触が多い観光施設従業

員、帰省した学生など、感染を不安視する市民

を想定しています。重症リスクが高い高齢者や

子どもと関わる医療、介護、教育従事者は優先

的に手配するとのことです。こうした人たちを

対象に、富士宮市では一律２万円を補助すると

のことです。 
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 観光都市である本市においても、感染拡大地

域からの流入は続いており、感染が拡大する可

能性があります。こうした状況の下で、本市独

自の基準を設け、行政検査の対象にならない無

症状者への社会的検査を実施し、検査費用の助

成を行うことを提案します。市長の御所見をお

示しください。 

 次に、シトラスリボン運動の実施についてで

す。 

 新型コロナウイルス感染症は誰もがかかり得

るものであり、医療従事者はその崇高な倫理観、

職業観に基づいて日々治療に当たっています。

しかし先日、山形市で小学生の感染が報道され

た際にも、学校に、「どのクラスか教えろ」「隠

しているのか」といった詮索や中傷の電話が複

数あったそうです。医療従事者の子どもが通う

保育園では、「通園するな」という露骨な中傷

もあるようです。 

 こうした中、新型コロナウイルスの感染者や

治療に当たる医療従事者などエッセンシャルワ

ーカーへの差別や偏見をなくそうと、全国各地

でシトラスリボンプロジェクトが取り組まれて

います。 

 これは、コロナ禍で生まれた差別や偏見を耳

にした愛媛県の有志の方々が始めたプロジェク

トで、感染が確認された方々、私たちの暮らし

を守り支えてくれているエッセンシャルワーカ

ーの方々と、それぞれの暮らしの場で、「ただ

いま」「お帰り」と言い合える環境の啓発を行

うものです。 

 具体的には、シトラスカラー、黄緑色ですけ

れども、このひもなどを使って、地域、家庭、

職場、学校などを示す３つの輪からなるシトラ

スリボンを作ります。このシトラスリボンを身

につけたり、家の玄関や郵便受けなどに掲げて、

エッセンシャルワーカーへの感謝の気持ちを表

すというものです。 

 既に、全国各地の自治体や学校、企業の間 

で取り組まれ、コロナ禍をみんなで支え合う機

運が広がっています。 

 本市においても、このシトラスリボン運動に

取り組み、感染した人や医療関係者を温かく見

守るまちにしていくことを提案します。市長の

御所見をお示しください。 

 次に、大きな２番目として、不登校の子ども

たちへの支援についてであります。 

 公設民営の教育支援センター、フリースペー

スなど安心できる居場所づくりについてです。 

 不登校の子どもたちが増えています。文部科

学省の「平成３０年度児童生徒の問題行動・不

登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によ

ると、不登校の数は２００１年をピークに、ゆ

とり教育の影響もあり、一時的には減少傾向に

あったが、２０１２年以降、増加傾向となり、

２０１８年度には過去最高となっています。 

 具体的な数字としては、小学校で約４万５，

０００人、０．７％、中学校で約１２万人、３．

６５％となっています。これは、年間３０日以

上の欠席をした者で、欠席日数が年間３０日未

満の者や、遅刻、早退が常態化した者、登校は

したものの教室には入れない者などは含まれて

いません。 

 こうした中、文部科学省とは別に日本財団が

２０１８年に「不登校傾向にある子どもの実態

調査」を行った結果、全体の１０．２％、人数

にして推計３３万人が不登校傾向にあるとして

います。 

 本市でも、３０人前後の不登校及び不登校傾

向の子どもの数が報告されています。 

 この日本財団の調査は、不登校の原因につい
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ても報告しており、現中学生に直接聞いた、学

校に行きたくない理由として、「朝起きられな

い」「疲れる」などの身体症状の要因を除くと、

「授業が分からない、ついていけない」「テス

トを受けたくない」「小学校のときと比べてい

い成績が取れない」など、学業に関する要因が

多くなっているということです。 

 一方で、文部科学省の調査では、不登校の原

因は学業の不振よりも、家庭に関わる状況やい

じめを除く友人関係をめぐる問題が多いとされ

ていますが、回答者が教師であることから、学

校現場は不登校の要因を正確につかんでいない

可能性があると指摘する研究者もいます。 

 不登校の数が増え続ける中で、日本の教育制

度の欠陥を指摘する声もあります。その最たる

ものは、国連子どもの権利委員会の所見で、

「高度に競争主義的な学校環境が、就学年齢に

ある子どもの間のいじめ、精神的障がい、不登

校、登校拒否、中退及び自死の原因になってい

ることを懸念する」と指摘しています。 

 不登校の子どもたちや保護者の意見を聞いて

も、学校の競争的、管理的な環境、雰囲気がど

うしても嫌だという声が多く寄せられています。 

 こうした状況の下、国の不登校対応も変化を

見せています。１９８３年の「生徒の健全育成

をめぐる諸問題－登校拒否問題を中心に」では、

登校拒否になる児童生徒は不安傾向が強い、情

緒的に未成熟などとし、親にも不安傾向があり、

登校拒否を助長しているなどと分析し、登校拒

否の原因を家族に求めていることが特徴的でし

た。ある医学者が新聞紙上で、「登校拒否が将

来のひきこもりに結びつく」と主張した結果、

本人や家族が追い詰められ、親子心中が相次い

だものもこの頃でした。 

 １９９２年に出された文部省初中等局「登校

拒否（不登校）問題について－児童生徒の「こ

ころの居場所づくり」をめざして」では、１９

８３年の見解を１８０度変え、「登校拒否はど

の子にも起こり得る」とし、その対応として、

見守ることの重要性を指摘しています。 

 その後、適応指導教室の設置による「こころ

の居場所づくり」やスクールソーシャルワーカ

ーの配置など、社会的自立をキーワードとした

働きかけが行われ、２００２年以降、約１０年

にわたり不登校児童生徒は高止まりしましたが、

全国一斉学力テストの平均点が自治体ごとに公

表されるようになった２０１３年度を契機に、

再び不登校児童生徒数が増え始め、２０１３年

度は７，０００名、２０１４年度は３，０００

名、２０１５年度も３，０００名不登校者が増

加するという結果になっています。 

 こうした状況の下で、２０１６年、「義務教

育の段階における普通教育に相当する教育の機

会の確保等に関する法律」、いわゆる教育機会

確保法が成立し、２０１９年には「不登校児童

生徒への支援の在り方について」が通知され、

子どもや保護者の目線に立った不登校支援の方

向性が示されました。 

 その特徴は、１、学校に登校するという結果

のみを目標にするのではなく、社会的に自立す

ることを目指す。２、不登校の時期が休養や自

分を見つめ直す等の積極的な意味を持つという

ことにあります。さらに、教育支援センター、

不登校特例校、フリースクールなどの民間施設、

ＩＣＴを活用した学習支援など、学校とは別の

多様な教育機会が示されたことも重要です。 

 今、不登校の子どもたちに一番必要なものは

安心できる居場所です。競争的なものや様々な

圧力から離れ、ゆっくり休養しながら、同じよ

うな気持ちを抱いている友達と交流できる居場



－６５－ 

所を求めています。そして、やりたいことを見

つけ、それを実現するために話合いをはじめ、

必要な知識を学んでいく中で、自立心や学ぶ意

欲を培っていくものがフリースペースです。 

 本市にも、適応教室「すこやか教室」が設置

されていますが、今年度は利用者はいないとの

ことです。全国的にも教育支援センターを利用

する不登校の子どもたちは１割程度にすぎない

と言われていますが、やはり設置目的が、最終

的に学校復帰としているために、子どもたちの

「こころの居場所」になり得ていないことが原

因となっているようです。 

 しかし、栃木県高根沢町の公設民営の教育支

援センターは、表面的な学校復帰を目標とせず、

「学習の場であるよりも、何よりも子どもたち

が安心して心身を休ませ、自分らしい自分、本

当の自分に出会い、社会的に自立していくため

の居場所」（教育委員会）として位置づけ、子

どもたちは１００％社会復帰を果たし、高校に

も進学しています。 

 また、こうしたフリースペースは、不登校の

子どもたちの親が集い交流する場にもなります。

本市においても、不登校の子どもを持つ親の会

があり、悩みを共有し、不登校に関する研修会

を行うなどの活動をしていますが、残念ながら

行政との接点はありません。教育支援センター、

フリースペースに親が集う場所をつくる中で、

親の会と行政との接点をつくり、様々な要望に

応えていく取組も必要になるのではないでしょ

うか。 

 さらに、現在は学校の中に不登校の子どもを

受け入れる場所を確保し、別室登校という形態

が取られていますが、学校の外に教育支援セン

ター、フリースペースをつくることは、現場の

教師に多様な教育の場があることの理解を培う

契機にもなります。 

 これまでは、どうしても学校復帰を目的に、

学校内での対策が主流でしたが、本当に子ども

たちの気持ちに寄り添い、子どもたちの社会的

自立を図るためには、学校外のスペースでまず

じっくり休養することが必要だという考えを教

師自身が持つ必要があります。 

 こうした視点に立って、子どもたちの安心で

きる居場所としての公設民営の教育支援センタ

ー、フリースペースの設置を提案します。教育

長の御所見をお示しください。以上、質問とし

ます。 

○大沢芳朋議長 守岡議員への答弁の前に、こ

の際、１０分間休憩いたします。 

    午後 １時５５分 休 憩 

                  

    午後 ２時０５分 開 議 

○大沢芳朋議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 守岡議員に対する答弁を求めます。市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ４番守岡等議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、高齢者や持病のある人に対する検査

費用の助成について申し上げます。 

 現在、県において検査体制整備計画を策定し、

感染の早期発見と重症化防止のための感染状況

に応じた幅広い行政検査が行われており、それ

らの行政検査が必要とされた方が確実に検査を

受けられる体制を確保することが重要であるこ

とから、現時点で検査費用の助成を行う考えは

持っておりません。 

 次に、市独自基準による無症状者への社会的

検査の実施及び検査費用の助成について申し上

げます。 
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 無症状者については、本市の検査受入れ体制

の現状を考慮し、保健所による状況に応じた感

染リスクの判断に基づき、幅広い行政検査を行

うことが効果的であることから、現時点で無症

状者への社会的検査の実施及び助成を行う考え

は持っておりません。 

 次に、シトラスリボン運動の実施について申

し上げます。 

 新型コロナウイルス感染症に関連する差別や

偏見、誹謗中傷等を行わないよう、市報や市公

式ＬＩＮＥ、ホームページ等で呼びかけを行う

ほか、人権擁護委員による啓発活動等が行われ

ております。 

 今後も、関係団体と協力し合いながら幅広い

呼びかけ等を行ってまいりますので、シトラス

リボン運動を実施する考えは持っておりません。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

〔古山茂満教育長 登壇〕 

○古山茂満教育長 ４番守岡等議員の御質問に

お答えいたします。 

 公設民営の教育支援センター、フリースペー

スなど安心できる居場所づくりについて申し上

げます。 

 本市におきましては、不登校児童生徒の居場

所の一つとして、適応教室「すこやか教室」を

開設しております。最終的には学校復帰を目的

としながらも、当該児童生徒の実態を踏まえて、

社会的自立のための相談や学習等、様々な活動

を進めております。 

 現在の体制をさらに実効性のあるものにする

ことが大切であると考えていることから、新た

に公設民営の教育支援センター、フリースペー

スを設置する考えはありません。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 まず、高齢者や持病の

ある人に対する検査費用の助成についてです。

新型コロナウイルスの特性が徐々に明らかにな

りつつありますけれども、その特徴の一つは、

高齢者や持病を持つ人の致死率が非常に高くな

っているということです。 

 今、市民の方々も大きな不安を抱えていると

思いますが、その１つが、やはり高齢者、持病

のある方々でありまして、あと２つ目には、こ

の温泉観光地ということで、やっぱり県外から

たくさんの人が今は訪れています。そうした

方々の感染のリスクが非常に増えていると、こ

ういう不安がやっぱり今募っています。 

 こうした状況の中で、国でも９月３０日に事

務連絡を行いまして、それぞれの市で検査実施

体制を整備した上で、高齢者に対して行政検査

以外の検査事業を独自に行う場合に、当該検査

の費用の一部を助成すると、こういう通知が出

されています。 

 国では、市が実施すれば国で助成すると言っ

ているわけでありまして、やっぱりこの制度を

利用しない手はないと考えますけれども、いか

がでしょうか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 この国の助成制度の

条件としまして、県が策定いたします検査体制

整備計画に盛り込むということが条件になって

おります。現時点の県の計画におきましては、

県内の検査体制を考慮した上で、行政検査のみ

をこの計画に位置づけていることから、県内の

自治体では、この助成事業を活用するところは

現在ございません。 

 なお、無症状の高齢者につきましては、幅広

い行政検査を行うことが可能でございますので、

そちらで対応していると認識しております。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 
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○４番 守岡 等議員 県でも、市としても、

今の感染状況から見て、そういう社会的検査は

まだ必要ではないというような判断だと思いま

すけれども、第１波のとき、３月から４月のと

きにも、やはり希望しても検査が受けられない

と、こういう状態にあったわけです。しかも、

保健所の職員にしてみれば、昼間は検査で手い

っぱいで、そして追跡調査は夜に行うという非

常に苛酷な労働環境にあったわけですけれども、

その状況はもう今でも、むしろ３月、４月以上

の状況になっていると思います。 

 こうした状況の中で、本市でも１２の医療機

関で今、検査ができるようになったわけですけ

れども、国で、そういう市独自の検査体制をと、

こういう基準があったわけで、それはクリアで

きたと考えていますので、あとは県との共同で、

そうした社会的検査ができるようにということ

でお願いしたいと思うんですけれども、将来的

に今よりも感染が広がって、行政検査だけでは

手に負えないという状況になった場合には、上

山市としても社会的検査を実施するという理解

でよろしいでしょうか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 検査受入れ体制も、

全ての希望の検査が実施できるかというと、ま

だそういう体制ではないと考えております。 

 将来的に、当然、感染状況を考慮した上で、

今後の検査体制というものも県と調整していく

ことが必要だと思っておりますが、あくまでも

現時点の検査受入れ体制、医療機関が混乱を招

かない範囲で、まずは幅広い行政検査を行って

いくことが最も重要だと思っております。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 ちょっと今、山形市な

んかでは、クラスター発生と同時に、感染経路

がやっぱり不明の事態、結構増えているわけで

す。そうした場合に、やはりそうした社会的検

査が非常に意味を持つと思うんですけれども、

現状において、今、市民がこういう社会的検査

を受けたいと希望した場合、市の助成はありま

せんけれども、それを受け入れてくれる医療機

関はあるんでしょうか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 無症状で希望される

方を受け入れる医療機関は１つございます。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 それともう一つ、高齢

者だけでなくて、無症状者への社会的検査とい

うことで、これについても、ほかの自治体で実

施するところが増えているわけですけれども、

やっぱりそうしたことを反映して、国でも、そ

うした自治体で行う社会的検査に対して費用助

成を行うというような意向が示されたようなん

ですけれども、これについては具体的な通知と

いうようなものは来ているんでしょうか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 現時点で把握してい

る国からの通知につきましては、感染拡大ある

いはクラスターが発生する地域における高齢者

施設または医療機関、そういった方々に対して

は、無症状でも幅広く検査をするように指示は

出ておりますが、高齢者と同様に助成を出すと

か、そういうものは現時点では把握しておりま

せん。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 それで、第１問でもち

ょっと指摘しましたけれども、今ＧｏＴｏキャ

ンペーンの効果もありまして、市内の温泉、観

光旅館、もう連日満員の状況で、従業員の方が

やっぱり非常に不安を訴えるわけですね。本当
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に大丈夫だろうかということで。 

 恐らく、今ワクチンもない、治療薬もない下

で、やっぱりウイルスが流入した場合には、も

う爆発的に感染が増えることは間違いないと思

います。そうしたことをやっぱり想定して、今

からその検査体制、とにかくＰＣＲ検査を一生

懸命やって、感染した人を隔離するしか今は方

法がないわけですから、そういった対策を今か

ら準備しておくということが必要ではないでし

ょうか。 

○大沢芳朋議長 健康推進課長。 

○鈴木直美健康推進課長 おっしゃるとおり、

我々としましても今一番重要なことは、感染経

路の明確化、あとは医療機関、検査体制の維持、

確保が最重要だと思っておりますので、全ての

希望者に対する検査を受け入れるのではなく、

幅広い行政検査、疫学的調査に基づいて、感染

リスクが高い人が間違いなく検査を受けられる

体制を維持するということをまずは目指したい

と思いますので、幅広い行政検査が最も効果的

だと思っております。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 やはり中国の武漢市の

例から見ても、あるいはほかの今ヨーロッパの

国々、感染をコントロールしている国々に共通

するものは、幅広い、市民全員といってもいい

ぐらいのＰＣＲ検査を実施しているという、こ

れがやっぱりエビデンスとして示されています

ので。今から、ぜひそういう検討といいますか、

もし感染が広がった場合の対応策をやっぱり準

備としてきちっと行っておく必要があると考え

ます。 

 次に、シトラスリボン運動の実施についてで

すけれども、最近聞いた話ですが、医療とか介

護従事者だけでなくて、長距離トラックの運転

手の子どもに対しても、おまえの父ちゃんは感

染拡大地域に行っているといった、こういう誹

謗中傷を受けたりとか、あるいは、今日のニュ

ースにもありましたが、看護師不足が今、深刻

な状況ですけれども、やっぱり家族のためを思

って看護師を辞める人も多いということで、そ

うした問題も今あるようです。 

 こうした中で、そうした感染者やエッセンシ

ャルワーカーへの差別をなくすということは非

常に今、重要な課題になっていますけれども、

それだけでなくて、もう少し広い視点から、ポ

ストコロナの世界の在り方にも関わる問題だと

考えています。 

 「武漢日記」を書いたファンファンさんとい

う作家の言葉なんですけれども、「戦争や災害

時には、人間の善意と悪意がどちらも表に出て

くる」。こう言っていますけれども、まさに今

がそういう状況になっていまして、ただ一方で、

やはり人間の善意というものも今示されていま

す。 

 例えば中国で、中国がこの感染拡大を広げた、

何というか、極悪人みたいな評価をされていま

すけれども、国内の状況を見ると、やはり若者

のボランティアによって、生活を維持するため

のボランティアが幅広く行われて、そうしたこ

とが今の感染克服にもつながっているというふ

うに非常に評価されていますし、現在、中国は

ほぼ制圧しているような状況ですけれども、今

は１００か国を超える国々に様々な支援を行っ

ているということで、こうしたことはあまり知

られていないんですけれども、こうしたポスト

コロナの世界というものを考えた場合に、やは

り今の差別が広がってどうしようもない後には、

暴力と戦争の時代になるかもしれませんけれど

も、こういう協働の取組を広げるという、こう
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したポストコロナの世界を展望した場合に、や

はりこの平和で安定した世界を保障するんだと、

こういう位置づけからの差別反対運動というも

のも必要だと思います。 

 今、こういった差別から住民を守るために、

差別禁止を盛り込んだ条例を制定する自治体が

増えていまして、全国２０の都と県と市で条例

が成立していまして、さらにこれが増える見込

だということです。 

 福島県の白河市議会では思いやり条例という

ものを制定して、コロナだけではなくて、性別

や障がい者差別など、あらゆる差別を取り除く

ことを展望した条例が制定されたということで、

ぜひ本市でもこうした条例を制定する必要があ

ると思いますけれども、これは情報提供にとど

めたいと思います。 

 次に、公設民営の教育支援センター、フリー

スペースの設置についてです。今、この不登校

の子どもたちが増えている要因として、競争主

義とか管理主義といった日本独特な教育システ

ムの問題があると考えますけれども、そうした

反省に立って、この間ゆとり教育というものが

実施されて、一時期、不登校も減少した時期も

あったようですけれども、現在ではそのゆとり

教育がまた見直されて、再び学力向上という一

種の詰め込み、競争主義が復活しているような

印象があるんですけれども、不登校が増えた要

因とゆとり教育の効果について、教育長の見解

をちょっとお伺いしたいんですが、いかがでし

ょうか。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 私としては、かつては競争

主義、そういう管理主義という言葉がかなり横

行したわけですけれども、今、上山市内の学校

を見ると、競争主義とか管理主義というものは

当てはまらないなというようにまずは思ってい

るところです。 

 それで、要因なんですけれども、学校の先生

が考える学校としての要因、それから保護者が

考える要因というものは違っているということ

がありまして、ですからそれは両者とも正しい

と思います。ただ、それにプラスして付け加え

ることは何かというと、いい言葉で言えば、繊

細な子どもが増えてきている。 

 そういうことで、いわゆる社会性というか、

人間関係をつくることができる子どもが少し減

ってきているなということも私はあると思いま

す。友達と折り合いをつける、うちのお父さん、

お母さんと折り合いをつける、学校の先生と折

り合いをつける、そういう折り合いのつけ方と

いうか、そのところがなかなか進んでいかない

ところがあるなと思います。 

 要因はいろいろ今あったわけですけれども、

その対応策としては、やっぱり学校を続けて３

日休んだときに勝負だなと私は思っています。

そのときの学校での対応、それから保護者と連

携しての、保護者、家庭との対応が決め手だな

と。そのままずっと休んでしまってからでは、

複雑な要素がいっぱい絡んでいて、なかなか分

からなくなっているんですよね。ですから、３

日休んだときに対応をうまくすれば、そのとき

は、ある意味では要因が少し限定されるのかな

というように思っていますので、学校には、３

日休んだら、とにかく何でも家庭訪問だよとい

うように話はしています。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 今、教育長おっしゃら

れたとおり、このゆとり教育というものが決し

て今、否定されているわけではなくて、先ほど

学力の問題でもおっしゃったように、確かな学
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力という点で、ゆとり教育のときに見直された、

いわゆる学力に対する考え方というものは今で

も生き続けていると思いますし、決してゆとり

教育が駄目と否定されたものではないと思って

いました。 

 本市でも、いわゆる主体的、対話的な深い学

びというんですか、こういうもので、以前とは

違う学力向上ということが示されていると思い

ますので、そうした方向でお願いしたいと思い

ます。 

 それで今、３日休んだらという問題もありま

したけれども、私は実際にこの不登校の子ども

たちの声を聞いてきました。フリースペースに

通って回復した人たちの声が中心なんですけれ

ども、個人が特定されないようにいろいろ配慮

しながら、１つは、海外での暮らしも知ってい

る子どもなんですが、食事は楽しく語らい合い

ながら食べるのが普通なのに、給食の時間はし

ゃべってはいけないと言われたとか、制服や規

則も厳しく、自分らしく生きているとは全然思

えなかった。この国では生きていけないんだな

というふうに思っていたと。フリースペースに

通う中で、学校だけが教育の場でないことが分

かったと。学校では経験できない様々な学びを

自分でつくり出すことができて、生活の中で勉

強の必要性が分かったと言うんですね。 

 それと、もう一人の子は、この子は転校して

きた子なんですが、勉強の進みがやっぱり早く

て、宿題もたくさん出されて、ついていけなか

ったと。先生はいつも怒っていて、楽しい雰囲

気が全くなかった。不眠、食欲不振が続いたけ

れども、夏休み明けから全く行けなくなった。

学校を休んでも気が休まらない。いつも泣き続

けていた。そうした際に、外に出なくてもいい

んだよ、学校に行かなくてもいいんだよと親が

言ってくれて、家が安心できる場になった。そ

の後、家族と一緒なら自分の好きなところに行

けるようになって、フリースペースで友達と語

らう中で、自分は自分のままでいいんだという

気持ちになったと言うんですね。 

 こうした子どもたちにやっぱり必要なことは、

まず休養なんですね。自己肯定感を取り戻すこ

と、学校だけが教育の場でないんだということ、

これによっていかに救われてきたかということ

を、その子どもたちはしみじみと語っているわ

けです。 

 本市にも、適応教室「すこやか教室」が設置

されているわけですけれども、この「適応」と

いう言葉がいかに子どもたちを、あるいはその

保護者を傷つけているか、苦しめているかとい

うことなんです。適応教室ということは、やっ

ぱり不適応だというふうに評価されていると考

えるわけでありまして、まずこの名称を見直す

必要があるのではないかということが１つです。 

 もう一つが、やはり最終的には学校復帰を目

指すということになっていますけれども、これ

ではやっぱり不登校は減らないということで、

この間の歴史が示しているわけですね。 

 その下で、この教育機会確保法というものが

できて、初めて学校復帰を目的としない、学校

以外の教育機会を認めるということが法律で示

されたわけですけれども、やはり私の思慮する

教育支援センターは、適応させることが目的で

はないんだと、学校復帰が目的ではないんだと

いうことを鮮明にして、まず子どもたちがゆっ

くり休める場としていく必要があるのではない

かと考えますけれども、この「すこやか教室」

をそういうふうに改善する必要があると考えま

すが、いかがでしょうか。 

○大沢芳朋議長 教育長。 
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○古山茂満教育長 まず初めに、ゆとり教育と

いうものは、ゆとりと充実の教育なんですよね。

ですから、ゆとりだけでなくて、それが間違っ

て捉えられているんですけれども、ゆとりと充

実ということで、充実がなければ駄目なんだと、

そういうことです。 

 生きる力をつけていくためには、２０年前は、

ゆとりと充実、それから１０年前は、新しい学

力観、３つ目は、今ですね、３番目は、主体的、

対話的で深い学びというものが、こういう歴史

があるわけですけれども、ゆとり教育について

は、文言が変わっても、変わるところはありま

せん。ゆとりと充実に関しては、これは変わっ

ていないということです。 

 ただ、ゆとりと充実のときに、ＰＩＳＡ型学

力調査というものがあって、それでたまたま落

ちたんですよ。そのときにちょっと落ちたから、

それでは駄目だということで、国で理解、知識、

技能のほうに力を入れなければならないという

ことで、ちょっと出ているんですけれども、根

底はゆとりと充実ということについては変わり

はありません。 

 それから、２つ目の「すこやか教室」なんで

すけれども、これにつきましては、適応教室と

いうものは、私たちはどちらかというと、社会

へ適応する、また社会の中に学校があるわけで

すから、学校にも適応していくような力をつけ

ていこうというふうなことでの「適応」という

ように使っているんです。 

 ですから、不適応というので、そういうふう

に市民の方々とかみんなが取られているとすれ

ば、それは名称を変更しても私は一向に構わな

いと捉えております。 

 それで、あとは学校復帰が目的ということで、

これは以前、枝松議員が、本当に学校復帰が目

的なのかということを質問されたときがありま

す。それについては、私は今と同じように、最

終的には学校復帰ですけれども、その過程、プ

ロセスの中で、教員も含めて、あと「すこやか

教室」の指導員も含めて、その中で社会的自立、

そういうことも、あといろいろな話をしたりし

てやっているわけですけれども、すぐ学校復帰

だという意味には捉えてはいません。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 ゆとり教育の問題と、

適応学級ということで、ぜひ、今は教育支援セ

ンターという名称が一般的なようなので、この

言葉を変えるだけでもかなり救われる人がいる

と思いますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 問題は、学校の先生方の理解というところで、

私も当然、学校の先生方は、やっぱり将来的に

は自分たちの学級にまた帰ってきてほしい。こ

れは当然の思いだとは思います。 

 ただ、やっぱり子どもの目線に立った場合、

学校の「が」の字も聞きたくないというのが不

登校の子どもたちの正直なところなので、やっ

ぱり子どもたちも最初は、学校に行かなければ

いけないと、そういう強迫観念にとらわれて、

そこでやっぱりいろいろ悩んでいるんですけれ

ども、こういうフリースペース、フリースクー

ルなんかに行って、決して学校に復帰すること

が目的ではないんだよということを知って、い

かに救われた子どもたちが多いのかということ

もぜひ理解しておいてほしいと思います。 

 やっぱりこの子ども目線という点では、ちょ

うどこのゆとり教育を進めた前の文部官僚の寺

脇研さんとか、前川喜平さんという方が、この

間、山形に来まして、ちょうど上映会の対談が

あったんですけれども、やっぱりそのときに知
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ったことは、この前川さんという方は、やっぱ

り不登校の経験が自身であったそうでして、寺

脇さんは自殺未遂を図ったこともあるというこ

とで、そういう子どもたちの苦しみを知ってい

るからこそ、このゆとり教育をはじめ、子ども

目線の政策をやっぱり展開できたんだなという

ふうにしみじみ感じました。 

 今の学校の先生方も、ぜひ今、不登校の子ど

もが一番求めているものは、ゆっくり休める場

所なんだよということを、ぜひその辺の理解を

培って、まずこの学校復帰ということを前面に

出さないでほしいということで、そういうもの

が法律の精神だと思いますので、そうした理解

の培いといいますか、研修なんかをぜひやって

ほしいと思うんですけれども、いかがでしょう

か。 

○大沢芳朋議長 教育長。 

○古山茂満教育長 学校では、子ども目線とい

うことに立ってやっていると思っているかもし

れません。ただ、子どもからすると、そう思わ

れていないかもしれません。そういうことで、

でも学校で不登校の子どもたちにとってどうい

う取組をしているのか、今回は「すこやか教

室」はゼロですよね、今のところいないんです。 

 ただ、それで、なぜ来ないのかな、来れない

のかなというのは、学校復帰が最終目的だから

か分かりませんけれども、先ほど言った、人間

関係がなかなかうまくつくれなくて、例えばそ

こでみんな集まってするんだよというのも、は

てなの部分もあるわけです。そこで人間関係、

それでつくれるのかという、そういうことで、

学校での取組について、学校教育課長が答弁し

ます。 

○大沢芳朋議長 学校教育課長。 

○遠藤 靖学校教育課長 学校での取組につき

ましては、まずはやはり一人ひとりの実態の把

握ということがあるかと思います。各学校に組

織している教育委員会での実態の把握、それを

受けて、状況の対応を考えていくことになりま

すけれども、いつ、誰が、どのように、そして

いつまでどういった対応をしていくかというと

ころを、大切なことは、それを見える化してい

くということだと思います。 

 そして、その職員、学校全体で組織的に取り

組んでいくというようなところを行っています。

基本的に、支援計画というものをつくって対応

しているところであります。 

○大沢芳朋議長 守岡等議員。 

○４番 守岡 等議員 行政としてはそういう

対応になるのかなと思いますけれども、やっぱ

りちょっとお堅いなという感じがしまして、私

は実際、山形市にあるフリースペースをこの間

見学してきて、やはりその子どもたちはもちろ

んそうですし、そこで指導、支援している方々

も、やっぱり不登校の経験があったりとか、あ

るいはその保護者だったりして、そういう子ど

もの一番目線に立った、緩やかなスペースがあ

りまして、すごく勉強になりました。 

 ぜひそういうところも見学しながら、本市で

の不登校支援策というものを改善していただけ

たらと思いますので、よろしくお願いします。 

 以上で質問を終わります。どうもありがとう

ございました。 

○大沢芳朋議長 次に、３番佐藤光義議員。 

〔３番 佐藤光義議員 登壇〕 

○３番 佐藤光義議員 議席番号３番、会派蔵

王、佐藤光義です。 

 通告に従い質問させていただきます。 

 ＧｏＴｏキャンペーン終了後の対応策として、

市内宿泊施設を利用した市民に対する市内限定
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クーポンの発行についてです。 

 政府は４月に、新型コロナウイルス感染拡大

防止と医療提供体制の崩壊を未然に防止するた

め、緊急事態宣言を発するとともに、国民に対

し、「最低７割、極力８割程度の接触機会の低

減」を呼びかけ、これにより感染状況は改善し

ましたが、社会経済活動全般にわたり大きな影

響が生じました。 

 このため、感染拡大防止と社会経済活動との

両立を図るため、業種ごとの感染拡大予防ガイ

ドラインを作成するとともに、各事業者にこれ

を遵守するよう要請してきました。 

 また、国民一人ひとりに対しても、３密や大

声を上げる環境の回避、マスクの着用、フィジ

カルディスタンスの徹底、手指消毒や換気の徹

底など、基本的な感染対策を行い、さらには

「新しい生活様式」の実践を呼びかけてきまし

た。 

 これらの取組が着実に実施されることによっ

て、社会全体での感染リスクはかなり下がるこ

とが期待されています。 

 このコロナ禍において、世界の経済が停滞し、

日本においてもあらゆる業界が打撃を受けてお

りますが、特に影響が大きかったものが観光業

界であります。外国への旅行者が世界で３億人

も激減したことによる観光産業全体の損失は８

月までで日本円にして３４兆円に上り、リーマ

ン・ショック後の３倍以上と推測されておりま

す。 

 市内の旅館では、「感染は怖い。業者として

地元住民の方々の声なども気にしなくてはいけ

ないが、旅行者に来てもらわなければ廃業に追

い込まれてしまう」という悲痛な声を聞きまし

た。 

 コロナが完全には収束しない状況にあっても、

観光ニーズは一定程度存在する中、その旅先を

選ぶ新しい基準が、コロナに対する安全・安心、

３密回避などと人々の中で確立しつつあり、ウ

ィズコロナの時代にふさわしい旅の在り方が模

索されています。 

 そんな状況の中、落ち込んだ観光需要を喚起

するために、政府はＧｏＴｏトラベルを打ち出

し、業界の救済に乗り出したのであります。 

 ＧｏＴｏトラベルに救われた、助けられたと

の喜びの声が上がり、観光地を擁する全国の市

町村や都道府県は、このＧｏＴｏトラベルに合

わせて様々な観光支援策を打ち出しており、地

元の観光産業を守ろうと躍起になっております。 

 本市においても、９月１８日から２月２８日

の期間限定で、２泊以上の宿泊をしていただい

た旅行者にポイントを付与し、そのポイントが

使える様々なメニューを用意した「ＧｏＧｏか

みのやま！」を市の支援の下、上山市観光物産

協会が始めました。 

 しかし、ＧｏＴｏトラベル終了後には、県外

からの観光客が減少し、宿泊業の売上げが落ち

込むことが予想されます。旅館関係の方からは、

「ＧｏＴｏトラベルが始まり、少しずつお客様

が戻ってきているが、コロナがいつ収束するか

分からない中で、ＧｏＴｏトラベル終了後にま

た売上げが急激に落ち込むのではないか」と不

安の声を聞いております。 

 また、市内の飲食店においても、観光客が激

減したことにより売上げが落ち込み、大変苦し

い状況だという声も聞いております。 

 ＧｏＴｏトラベルやＧｏＴｏイート終了後に

売上げの落ち込みが不安視される中、宿泊業や

飲食店に対して何か手を打たなければと考える

ものであります。 

 そこで私が提案するものは、ＧｏＴｏトラベ
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ル等のＧｏＴｏキャンペーン終了後、市内宿泊

施設を利用した市民に対し、市内の宿泊施設や

飲食店で使える、市民に限定したクーポン券を

発行するものです。 

 このクーポン券は、市内の宿泊施設に宿泊さ

れた方だけではなく、日帰りで利用された方に

対しても発行するもので、宿泊施設で利用でき

る券と市内飲食店で利用できる券の２種類を用

意します。 

 例えば、宿泊者に対しては５，０００円のク

ーポン券を発行、日帰り利用の方には３，００

０円のクーポン券を発行し、使い方としては、

５，０００円の場合、４，０００円は宿泊費や

お土産代など宿泊施設内で利用でき、残りの１，

０００円は市内の飲食店で利用できるものです。 

 地元の人に宿泊施設や飲食店を積極的に利用

してもらうことで、上山のまちを市民で盛り上

げ、助け合い、さらには、これを機に自分が住

んでいる上山市にはおいしい食べ物がたくさん

あり、自然環境豊かな土地でもある上山の魅力

を再認識してもらおうというものであります。 

 米沢市では、５月から６月にかけて「米沢市

民限定！宿で癒されてキャンペーン」が行われ

ました。予算は５，０００万円で、宿泊者に対

して宿泊費の２分の１を補助するもので、平日

は７，０００円、金、土、祝前日は５，０００

円を上限として行われたものです。 

 このキャンペーンで利用された市民の方は約

７，６００人と大変好評で、米沢市内の宿泊施

設の方からも、売上げの落ち込みがかなり軽減

されて大変助かったと喜びの声が出ていると米

沢市の観光課の方から聞いております。 

 そこで、今回の宿泊事業者等への支援策を有

効なものにするために、市民の方々に幅広く宿

泊施設や飲食店を利用してもらうことで、より

多くの上山の魅力を再認識していただくことは、

上山のＰＲにつながることはもちろん、宿泊業、

飲食店業にも、キャンペーン後の急激な売上げ

の落ち込みを回避してくれるものにもつながり、

様々な相乗効果を生み出すことは言うまでもあ

りません。 

 このような状況だからこそ一致団結し、助け

合い、市民の機運を高め、上山を盛り上げるべ

きではないでしょうか。 

 ＧｏＴｏキャンペーン終了後の対応策として、

市内宿泊施設を利用した市民に対する市内限定

クーポン券の発行について、市長の御所見をお

伺いし、質問といたします。 

○大沢芳朋議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ３番佐藤光義議員の御質問

にお答えいたします。 

 市内宿泊施設を利用した市民に対する市内限

定クーポン券の発行について申し上げます。 

 現在、本県において、県境を越える移動自粛

がされている状況にはなく、市内の宿泊施設や

飲食店においては、新型コロナウイルス感染防

止対策を講じながら、市内外を問わず利用者等

の受入れを行っていることから、市内宿泊施設

を利用した市民に限定したクーポン券を発行す

る考えは持っておりません。 

○大沢芳朋議長 佐藤光義議員。 

○３番 佐藤光義議員 発行する考えはないと

いう答弁でありましたが、今現在は国や県の後

押し、ＧｏＴｏトラベルや県民泊まって応援キ

ャンペーンなど、こういったこともあって、市

内の宿泊施設においては観光客が少しずつ戻っ

てきているという状況でもあります。 

 ただしかし、このＧｏＴｏトラベルやキャン

ペーン、ＧｏＴｏイートもそうですが、これが
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終了したそのときは、現状どうなるかと。今現

在は、やはり安いからで、コロナの対策も少し

ずつ確立されてきている。ただ、ワクチンなど

はまだ今後ですけれども、その中で、料金が通

常料金に戻ってきたら観光客はどうなるのかと。

やはり今、推測すると、激減するのではないか

というのが目に見えています。 

 今現在、ほかの自治体でもＧｏＴｏトラベル

に合わせて様々な対策を行っております。本市

においても、「ＧｏＧｏかみのやま！」を行っ

ております。併用しながら施策を打ち出すこと

ももちろんいいんですけれども、そのキャンペ

ーン終了後、どういった対応策を取るのか。こ

れについて、お考えをお聞かせください。 

○大沢芳朋議長 観光課長。 

○佐藤 毅観光課長 今、国のキャンペーン、

県のキャンペーン、あるいは市で支援させてい

ただいております、市の観光物産協会で実施し

ているキャンペーン、それぞれいろいろな効果

を上げて、少しずつ上山の宿泊利用者は伸びて

いる状況だと捉えておりますが、今の様々なキ

ャンペーンが動いているうちに、少しでも関係

者が一丸となって上山市の魅力を発信し、たと

えキャンペーンが終わった以降でも、上山が観

光地として選ばれるような取組を、皆さん今取

り組んでいらっしゃると思いますので、新型コ

ロナウイルスの感染状況なども見ながらではあ

りますが、今後、関係者の方々と十分協議をし

ながら、今後の対応について検討したいと考え

ております。 

○大沢芳朋議長 佐藤光義議員。 

○３番 佐藤光義議員 今現在、宿泊施設の

方々もいろんな対策を取りながら、また、従業

員の方でちょっと感染者も出たりとか、いろい

ろと大変な状況ではありますが、企業努力をし

て、しっかりとやっているところであります。 

 いろいろ対策しながら営業を行っているとい

う状況でございます。それでも今現在、観光課

長が、これから協議して検討していくというふ

うにお話があって、すごくいい答弁だなとは思

います。 

 今現在と昔とで、ちょっと旅行形態とかは違

うんですけれども、以前の、昔の上山はどうし

て活気があったかと。これは観光客だけではな

くて、地元の人、地元民が旅館を使って、また

外に出て飲食をして、それで活気があったと。

それにプラス観光客も来て、またさらに活気づ

いた。こういったことがだんだんと薄れてきて

いると。 

 これを、また昔のように活気を取り戻すため

にも、今回私が提案した市民限定のクーポン券

というものを発行するということは非常に効果

的だなというふうに考えたために提案したもの

です。 

 やはり市長も、機運が高まれば支援をすると

いうふうなことも以前おっしゃっていたと思い

ます。上山のクアオルト施策もそうです。市民

が一歩ずつ、一人ひとりが、行う方が増えれば

自然と機運も高まり、活気が戻ってくる、その

施策も成功すると考えます。 

 市民の方に対して、宿泊施設や飲食店にもう

一度行って、自分たちの手で活気を取り戻すと

いうことも一つのきっかけになると思います。 

 こういった私の考えについて、市長、この活

気を取り戻す、上山を昔のように活気あるまち

に取り戻すために、私はこういうふうに考えて

いるんですが、いかがですか。 

○大沢芳朋議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 以前は地元の方で潤ったと

いうことですけれども、そのときに、じゃあ補
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助をやったかというと、やっていないわけです

よ。ですから、やればにぎわって、やらなけれ

ばにぎわわないということは、じゃあ何なのか

と。そこにやっぱり問題というか、課題がある

んだと思いますよね。 

 また、もう一つ、やはり観光客というものは

市民だけではなくて、むしろ上山の場合ですと、

市外、県外が多いですよね。そうしたときに、

市内に限定して差別化といいましょうか、市内

だけを補助すると、市外あるいは県外の方を補

助しないといった場合に、今恐らくパーセンテ

ージでいうと、市外、県外のほうが多いと思い

ますが、その方々にそっぽを向かれたとき、ど

うなりますかということを考えてみてください。 

○大沢芳朋議長 佐藤光義議員。 

○３番 佐藤光義議員 なぜ今回私が市民に限

定したかというのは、全国から来る旅行者に対

して、じゃあＧｏＴｏトラベル、ＧｏＴｏイー

トのようなものを補助しますよ、これは市独自

で、私が言っているものは市独自です、一般財

源としてです。そうしたときに、非常に多くの

旅行者、観光客が来る中で、じゃあ一般財源で

どこまで出せるのかということは、非常に限界

があると思います。なので、まずは内から機運

を高めるということを考えて、市民限定という

ふうにしたわけであります。 

 別に、市外、県外の方に対してそっぽを向か

れるということでは、背を向けるというふうな

ことではなくて、今現在、上山市でできる補助

で、先ほど、昔は補助はしなかった。確かにそ

うです。ただ昔は、悪く言ってしまえば企業努

力を何もしなくても勝手にお客さんが来る時代

でした。観光バスも何台も来て、昔は観光客が

どこかに出かけたいと非常ににぎわっていたと

いうこともあります。 

 今現状では、そういった形態ではない状況で

す。ましてやコロナ禍において、非常に厳しい

状況でもあると。 

 そういったことを考えると、やはり一からま

た考え直してみて、またみんなで上山市を元気

づけようというのは間違ってもいないのではな

いのかなと。じゃあ、そのために何をしようか

と考えたときに、今回の提案があるわけですけ

れども。 

 国や県の後押しを待って何かをするというの

ではなくて、上山市が独自で観光業界というん

ですかね、宿泊業や飲食店業をしっかりと支え

るというふうに表明することは、民間事業者に

とっても非常に心強い支えとなると思うんです

が、これについていかがでしょうか。 

○大沢芳朋議長 観光課長。 

○佐藤 毅観光課長 先ほど、かつての市民で

にぎわったというようなお話もありましたけれ

ども、今は国を挙げて観光立国として取り組ん

できた経緯がありまして、全国でそれぞれの地

域の努力がないとなかなかお客さんの目を引く

ことができないという状況にありますので、今

後もコロナの状況を十分見据えながら、国、県

の動向も十分観察しながらではありますが、市

内の関係者と一丸となって、上山市としてどう

いう取組が望ましいのか、そういった部分から

検討してまいりたいと思います。 

○大沢芳朋議長 佐藤光義議員。 

○３番 佐藤光義議員 今後も、旅館関係者だ

けではなくて、飲食店関係者等とも様々に検討

しながら、お互いの意見を交わして、また上山

に活気が戻ってくるような、そういった施策が

出てくることを期待して、質問を終わりたいと

思います。 

 



－７７－ 

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

散  会 

 

○大沢芳朋議長 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 ２時５８分 散 会 



－７８－ 

 


