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開  議 

 

○髙橋位典議長 おはようございます。 

 きょうは、東小学校６年生の皆さん１４名が、

傍聴に駆けつけてくださっております。東小学

校の皆さん、議会傍聴恐らく初めてではないか

と思いますけれども、ひとつ十分に勉強をして

いただくように希望いたします。 

 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、お手元に配付してあります議

事日程第２号によって進めます。 

 

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

日程第１ 一般質問 

 

○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〕 

○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。 

 通告に従いまして、３点にわたりお伺いをい

たします。 

 まず最初に、出張所、地区公民館等の運営に
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ついてでございます。 

本市の人口については、将来推計を超える減

少が続いており、１月末時点で３万５，２６０

人に減少し、来年度中には３万５，０００人を

切ることが予想されております。人口減少と同

時に進行するのは高齢化率の上昇であります。

高齢者がふえれば、今まで自分でできていた身

の回りのこと、例えば雪片づけ、ごみ出し、食

事づくり、買い物、通院などに支障を来たす世

帯がふえ、行政がこれらに対応することが求め

られます。 

行政は、住民の幸せのために仕事をするのが

務めであり、この行政の仕事こそが福祉なので

あります。これらのことから言えることは、自

治体が今のままの仕事のやり方を続けていれば、

自治体の仕事の守備範囲はもっともっと広がっ

ていくわけであります。すなわち、福祉の対象

範囲が拡大するということでございます。 

一方で、税収は上がらず、端的に言えば行政

にとってはやることがふえ、歳入は減る。言葉

をかえますと、出費はふえるが収入は減るとい

う状況が待ち受けているのであります。これで

は、行政はいずれ持ちこたえられなくなってし

まいます。そこで、暮らし続けていける地域社

会をつくるためには、自治体の仕事のあり方を

見直すことが必要となります。 

まとめますと、一つには、自治体が直接やる

仕事は、あれもこれもではなく、あれかこれか

に厳選する時代に入ったということですし、二

つ目には、自治体が今まで担ってきた公共サー

ビスを、自治体以外の担い手に任せること。つ

まり、自治体の仕事を市民の満足度を高めなが

ら、だれが担うのが適切かという観点から、仕

分けをしていくことが必要な時代に入ったとい

うことだと思います。 

去る１２月議会の一般質問でも申し上げまし

たが、自治体の果たす役割を市民と議論をし、

自分でやる自助、地域社会の中で助け合う共助、

行政が支援する公助、この自助、共助、公助の

バランスを考慮して、自治体の仕事を地域、民

間、市民団体にも分担していただく仕組みが模

索されなければならない時代に本格的に入った

のではないでしょうか。 

さて、こういう時代背景の中では、地区の果

たす役割が今までより大きくなるわけでありま

す。しかし、市当局は、市内六つの出張所兼公

民館と、山元支所の市の正規職員引き揚げの計

画を行財政改革実施計画の中に組み入れました。

そして、昨年８月から各地区に改革の内容を提

示いたしました。その内容は、平成２１年度か

らの運営について直営を維持するのか、あるい

は指定管理者制度に移行するのか、どちらかを

選択し、ことし４月までに、つまり来月末であ

りますが、報告せよというものでございました。 

直営といっても、現在の正規職員は引き揚げ

るのですから、あくまで非常勤職員という位置

づけになります。これは、下手をすると地区の

力を大きく弱めてしまう危険性をはらんでいる

ものでございます。実施に当たっては、十分な

議論の上に地区の体制が整備されることが必要

であります。 

先ほど出張所兼公民館と山元支所と申し上げ

ましたが、この呼び方は長いので、私のこの質

問では便宜上地区公民館と、この先呼ばせてい

ただきます。 

この地区公民館は、庶務課所管の市役所の出

先機関としての出張所の顔と、生涯学習課所管

の社会教育施設としての顔の二面性を有してお

ります。加えて地区の庶務的な仕事、地区の財

産管理や地区の行事などの仕事も担っておりま
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す。地区にとっては、公民館は極めて重要な位

置を占めており、そこで働く主事や推進員も重

要な役割を果たしているわけであります。そこ

に先ほどの市当局の提案があったわけで、七つ

の地区ではけんけんがくがくの議論がなされた

ようでございます。絶対反対とまではいかなく

とも、とても４月末までに結論を出せる状況で

はないということであります。議論の時間が欲

しい、議論の材料が欲しいというのが各地区の

本音と私は理解をいたしました。 

これから、限界集落問題や学校の統廃合問題、

新清掃工場に関する諸問題、高速道路の開通な

ど、難しい宿題のような地域課題が具体的な形

でより深刻さを増して地区に降りかかってこよ

うとしております。地区公民館の運営を直営か

委託かと技術的にどうこうする前に、コミュニ

ティー崩壊の危機に直面している周辺地域の地

域政策を今後どうするかという市の方針が先に

地区に示されるべきではないでしょうか。それ

が示されない中で地区に判断を求めても、自分

たちの地域は自分たちで決めろと自己決定を迫

られているようで、地区側としては不安になる

のは当然のことと思います。 

市職員の地域担当制もまだ走り出したばかり

であり、地域課題の解決に有効に機能するか未

知数の状況であります。 

そこで質問でありますが、そもそも今回の発

想の発端は何だったのでしょうか。経費削減な

のか、地域に合った公民館運営のためなのか、

それとも全く別物なのか。最初にこの点を市長

にお伺いをいたします。 

そして、２点目でありますが、その意図が市

長の目指していく今後の地域政策の基本的な方

針とどう整合性を保っているのかもお伺いいた

します。 

経費が節減できて、地区の自由裁量が高まり、

住民の福祉向上につながるのであれば最高の提

案になるのですが、現状では地区の混乱が目に

つきますので、今回質問いたした次第でござい

ます。地区としても、今後今まで以上に実施能

力を高めることが求められますので、その方向

につながる公民館改革にしていただきたいと思

います。 

そういうことからすれば、市の意図を丁寧に

地区に説明しながら、さらに議論を深めること

が必要と思います。議論する時間を確保し、仮

に実施するにしても、実施時期を先延ばしする

ことを提案いたしますが、これについては教育

委員長の所見をお伺いいたします。 

質問の２点目でございます。 

市職員の中途採用枠の拡大についてお伺いを

いたします。 

九州の佐賀県武雄市では、昨年中途採用者の

試験を行ったところ、１６２人の応募があった

そうです。これは、Ｕターン、Ｉターン希望者、

民間企業、公務員など職務経験者を対象とした

ものでありまして、男性１３３人、女性２９人

が応募、最高年齢は４９歳で３人いらしたそう

でございます。県内からの応募が５１人、県外

は１１１人、応募者は実に２８の都府県にわた

ったそうでございます。 

一生懸命勉強して、名の知れた一流大学に入

った人が卒業後に実家には戻れず、東京など中

央に活躍の舞台を求める例が残念ながら多く見

受けられます。子供たちは皆東京に就職し、両

親のみが実家に残り、年老いて介護が必要な状

態になったとき、親の面倒を見たくとも仕事の

関係で実家に帰ってくることができないという

事例はたくさんあります。しかし、親が高齢に

なって、親のそばにいてやりたいと思ったとき、
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もしふるさと上山に中途からの転職でも、生活

していけるだけのいい仕事があれば実家に戻っ

てくることが可能となります。また、最初は東

京に就職したけれども、一定の年齢になって上

山で暮らしたいと思っている人も少なからずい

ると思います。少し年収が下がっても、人間ら

しく暮らせるだけの収入の道が確保できるとな

れば、転入してくる人はいると私は思います。

現実に生活の糧がなくては話になりません。生

活の糧こそが一番大事な要件だと思います。 

今、野球界では一流選手は大リーグに流出し

て、日本野球界が寂しく感じられる状況にあり

ますが、地方の中央の関係も何となく似ている

ように思われます。ＩＴ業界においては、優秀

な技術者は契約料の高い首都圏からの派遣要請

が多く、優秀な技術者ほど地方に残れないとい

う構図があるといいます。今、地方がレベルア

ップしていくためには、より多くの優秀な人材

が活躍できる場が必要であります。中央から優

秀な人材を呼び寄せるといっても、上山に縁の

ない人はなかなか来てくれませんから、上山出

身者をターゲットに官民を問わず、中途採用を

積極的に行うことが有効だと思います。 

そこでまずは手始めに、市役所が中途採用を

積極的に行うことを提案をいたします。 

私は、この中途採用試験には三つの意義を見

出しております。 

一つ目、中央省庁や大手民間企業など、それ

なりのキャリアを持った人から市政に携わって

もらうことにより、活性化の面で有効である。 

二つ目に、高齢な両親の世話をすることなど、

介護及び家族関係復活の面で有効である。 

三つ目には、人口増の対策として有効である

ということで、まずは市役所で中途採用者枠を

設定してみてはどうでしょうか。現状より年齢

幅を思い切り広げ、社会人経験者枠として募集

してみることについての市長の御所見をお伺い

いたします。 

３点目に、広域合併の対応についてお伺いい

たします。 

平成１７年３月に合併が破談になって、３年

が経過しようとしております。 

山形市議会でも、合併破談後しばらく合併の

話はありませんでしたが、昨年の山形市長選挙

で、市川市長が３市２町の合併を公約の一つに

していたことから、その後の９月議会において

数名の議員から合併の質問が出ております。 

その中での市川市長の回答を拾いますと、次

のような発言をされております。 

３市２町が一番いい。しかし、これにとらわ

れることなく、枠組みや協議会の持ち方などに

ついては、状況に応じながら選択していきたい。 

別の議員への回答では、３市２町は従来から

広域行政協議会を組織し、通勤通学などの日常

生活で一体の生活圏を形成してきた。また、県

が策定した合併推進構想も３市２町の枠組みを

前提にしていると、この二つの理由で３市２町

が最適と考える。前回の破談から時間の経過が

なく難しい面は承知しているが、合併は地方分

権の受け皿でかつ最大の行財政改革であると述

べています。そして、広域合併は、合併に前向

きな市町から順次行うのも一つの方法と思うが

どうかとの質問には、それも一つの方策として

考慮していくと答弁されておられます。 

次に、商工会議所の動きでありますが、先月

２月１８日に山形商工会議所と、山形市議会の

産業文教常任委員会の懇談会が開かれました。

その席上、商工会側は次のように述べています。 

合併の機は熟している。首長、議会の決断次

第である。道州制も視野に入れて広域合併すべ
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きだと、このように早期実現を要望したという

ことであります。 

そこで、横戸市長の発言となるわけでありま

すが、市長選のときも当選後も、どうもはっき

りとした言葉でお伺いしたことがないように私

は記憶しております。昨年６月の本市議会の一

般質問に対する回答の中では、市長は次のよう

に答弁されておられます。 

合併は、住民生活にかかわって、自治体の枠

組みが変わる重要な問題でありますので、何よ

りも合併に対する市民合意が最優先と考えてお

ります。また、合併論議は先に合併ありきでは

なく、上山市の現状から出発して、安心して暮

らせるまちづくり、元気なまちづくりの延長線

上で市民参加のもと、十分時間をかけて議論を

尽くすものと考えておりますと回答されており

ます。この回答は、合併推進でもなく反対でも

なく、中立と思えるのですが、市長として政策

として合併の方向に持っていこうとしておられ

るのか、どちらなのでありましょうか。市民の

意向次第でどちらでもいいことなのでしょうか。 

そこで伺います。 

合併破談の当時、市長は議会の議長だったわ

けで、推進する立場であったわけですが、破談

の最大の原因は何だったとお考えでありますか。

その教訓に学ぶことが大事なことですから、最

初に伺っておきます。 

そして、それを踏まえてかつ昨年６月議会以

降の状況を加味して、現在合併について、市長

はどのようにお考えでしょうか。御所見をお伺

いいたします。 

次に、財政健全化を目指した５カ年計画も４

年目を迎えるわけですが、私はこの５カ年計画

終了後に速やかに市民の声を聞く場を設けて、

合併協議を再開すべきかどうか判断すべきと考

えておりますが、このことについてどのように

お考えですか。お伺いいたします。 

今後は、合併特例債もなくなりますから、純

粋に合併のこと、将来の上山市の自治体像を考

えることができるいい機会かと思います。私の

基本的な姿勢といたしましては、小さな自治を

大切にする大きな自治体を目指すべきと考えて

おります。２市２町の場合、単独で生きるより、

合併した方がまちづくりの選択肢が広がると思

うからでございます。しかし、合併は目的では

なく手段ですから、何が何でも合併とはなりま

せん。 

そこで、私が考えている合併の条件としては、

以前からこの議会でも申し上げていることでご

ざいますが、一つに、新市の建設計画の青写真

がしっかりと描けること、二つには市民と行政

の距離が広がらないように、自治体内分権の仕

組みが確保されること。つまり、合併の弊害が

最大限除去されることが仕組みとして確保され

ることが前提となる条件と考えております。中

央に権力が集中する集権型合併ではなく、分権

型合併を目指すべきと私は考えております。自

治体内の分権であります。 

質問の最初の項目の地区公民館の運営の問題

も、経費節減の面から議論に入るのではなく、

自治体内分権の一つの姿として議論することが

大事であると考えます。ですから、合併後の新

しい自治体においては、地域自治組織は欠かす

ことのできないものであり、５年間の時限的な

設置ではない恒久設置の自治組織を求めるべき

だと考えております。これは前回の山形市の合

併協議での主張を見ていると、山形市としては

とても受け入れがたいものかもしれません。 

そこで、市長にお伺いいたしますが、市長と

して合併を目指すのであれば、市長の考える合
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併した後の自治体の姿はどのようなものかを最

後にお伺いし、第１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、出張所、地区公民館等の運営体制の

見直しについてでありますが、これは平成１７

年度に策定した行財政改革大綱に基づき、基本

的な方針である経営的視点に立った効率的な行

政運営と、市民と行政の協働によるまちづくり

を進めるために行財政改革実施計画に掲げて推

進しているものでございます。 

さらに公民館を市民が主体となって運営する

ことは、協働のまちづくりを進める上で、極め

て重要な意味があると考えます。地区公民館の

運営が、地区や市民主体に移行することにより、

市民の方々のさまざまな知恵、工夫、自由な発

想が取り入れやすくなり、地区としての連帯感

と地域の誇りを醸成し、地区や地区活動を活性

化させることに結びつき、協働のまちづくりが

推進されるものと考えております。 

次に、市職員の中途採用者枠の拡大について

申し上げます。 

中途採用枠の設定につきましては、一般行政

に限らず、専門性の高い分野でも即戦力になる

人材を確保するため、全国的に導入する自治体

が増加の傾向にあります。現在の大学卒業者の

受験年齢２９歳までの一般採用枠と、本年度導

入した自己アピール採用枠に加えて、新たな中

途採用枠の設定につきましては、今後の採用予

定、職員の年齢構成などを考慮し、その必要性

を見きわめながら検討してまいります。 

次に、広域合併の対応について申し上げます。 

先般の合併協議では、合併特例法の期限が平

成１７年３月末という時間的制約の中で、新市

建設計画での地域事業、支所の取り扱い、議会

議員と農業委員会委員の取り扱いの４項目が同

意できず、合併に至らなかったと認識をしてお

ります。人口減少や少子高齢者社会の到来、国

の地方財源削減による財政事情の悪化など、厳

しい社会経済情勢の中で、合併は本市にとりま

しても避けて通れない課題であり、市民合意を

最優先にして、十分時間をかけて取り組むべき

ものと考えております。 

しかし、本市におきましては、合併協議が不

調となった後、行財政改革を初めとする自立に

向けた取り組みを進めている中で、市民の合併

に対する意識は高まっていない状況にあります。

また、平成２１年度までの５カ年を計画期間と

した行財政改革は、当初の目標を上回る成果は

見込めるものの、平成２０年度以降も引き続き

最優先課題として推進していかなければならな

い状況にあります。契約期間終了を契機に合併

協議を再開する環境にはないと判断しておりま

す。 

将来の自治体の姿についてでありますが、合

併の成否にかかわらず、地域コミュニティーを

大切にしながら、地域や市民と行政の協働によ

り、本市のすぐれた地域特性と資源を生かした

まちづくりが取り組める仕組みが整えられるべ

きであると考えております。 

以上であります。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

〔小関男教育委員長 登壇〕 

○小関男教育委員長 ６番枝松直樹議員の御

質問にお答えいたします。 

 出張所、地区公民館等の運営につきましては、

地域力の向上を図るという観点から運営方法を

見直し、平成２１年４月からの地域主体の公民
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館運営を目指して、昨年８月から各地区ごとに

２ないし３回程度の説明会を実施してきたとこ

ろでございます。 

これまで出されました主な課題といたしまし

ては、事務長の人材確保や、新たな運営に移行

する際の研修や引き継ぎ、そして移行してから

の支援体制のあり方などでございました。この

ような課題に対する地区の方々の不安を解消し、

理解と協力を得るために早急に具体的な方針を

定めて各地区ごとに説明会を開催し、平成２１

年４月からの見直しを図ってまいりたいと考え

ておるところであります。 

○髙橋位典議長 ６番枝松直樹議員。 

○６番 枝松直樹議員 御答弁ありがとうござ

います。 

 まず最初に公民館の問題でありますが、ちょ

っと余りにも簡単な答弁で私も戸惑っておりま

すが、問題はもっと深刻な問題だと思っておる

わけです。中央と地方の格差が言われておりま

すが、この上山の中でもまちの中と周辺部では

やはり格差が出ていると。恐縮ですが、市長の

出身地の山元におきましても、国道から入った

ところはかなり地域が崩れてきている。くしの

歯が抜けたようなという例えがどうかわかりま

せんが、そんな状況にある。そして、山びこ学

校も今後どう活用されようとしているのか。将

来のビジョンを語ろうとするときに、非常に心

配事ばかりが出てくる、そんな状況にあろうか

と思います。そんなときに公民館が地域の茶の

間として、茶の間ですから電気を明るくつけて、

そこにしっかりとした相談相手や番頭さんのよ

うな立場、いわゆる公民館主事でありますがそ

んな人がいる。そんな公民館を私は目指してい

きたいと思っておりまして、４月末までに結論

を出すのはどうかなと、今疑問を呈さざるを得

ないですね。４月に結論を出しておいて、実施

は１年後だから１１カ月後になるわけですが、

その間にやり方を検討するというのが今執行部

側の答弁の中身かと思いますが、それが果たし

て市民主体の、住民主体の運営というふうにつ

ながっていくかどうか、私は疑問であります。

少なからず地区の中では混乱をしている現実が

ありますから、その混乱に対して４月まで結論

を求めるということについては、甚だ疑問が残

るわけでありますが、先般私も内容をよく承知

はしておりませんが、要望書が議長に提出され

たというふうにも聞いております。市長にも提

出されたんでしょうか。それについて市長の見

解をお伺いしておきたいと思います。 

地区の混乱というか、その心配事に対してど

う対処するか、市長にお伺いします。 

 それから、２番目の中途採用枠でありますが、

大学においても社会人入学枠が広く行われてお

りまして、高校から出てすぐ入った人はなかな

か勉強に対する問題意識がないわけであります

が、１回社会に出た人はこれを勉強したいとい

う意識を持って入学いたしますので、非常に勉

強の効果も上がるということであります。これ

を就職についても同じことが言えまして、やは

り上山に対する熱い思いを持って東京から戻っ

てくるというような人については、それなりの

意識の高い人だというふうに思いますから、先

ほど市長、検討されるということでありました

が、今団塊の世代の退職の時期でもありますし、

ことしもかなり多くやめられておるわけでござ

いますが、ぜひ来年度から思い切って実施をし

ていただきたい。このことは非常に話題づくり

にもなりますし、先ほど佐賀県の例を出しまし

たが、２８の都府県から応募が１６０人あった

ということでございます。ぜひ、来年度からの
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実施について再度市長の御見解をお伺いいたし

ます。 

 それから合併でありますが、私ももろ手を挙

げて合併しろと、こう言っているわけではござ

いませんで、先ほど条件を二つ申し述べさせて

いただきましたが、合併した方がまちづくりの

選択肢が広がるという、まず論議がございます。

現実を見ますと人口がどんどん減っているとい

うことがありまして、特に若い人、合併に反対

の方にもお伺いしたいのですが、なぜ若い人の

多くが山形に移り住んでいるのかと。これに対

する答えを市長にまずお伺いしたいと思います。 

なぜ若い人が多く、山形にどんどん出ていく

のか。まず、そのことが上山の人口減少につな

がって、それで交付税も減っていくということ

につながると。 

 それから、例えばまちづくりの選択肢が広が

るということになりますと、これはもう競馬場

は競馬場で一つの例として企業誘致で決まった

わけで、これはもうどんどん企業誘致に向けて

市長に頑張っていただきたいと思いますが、上

山だけであそこの土地を考えるのと、これは一

つの例として申し上げているわけです、２市２

町として考えた場合は大きく選択肢が違ってま

いります。例えば今問題となっている霞城公園

の野球場などの運動施設も、競馬場が企業誘致

でなければの話ですが、野球連盟としても大い

に歓迎だとこんな話もあるわけですし、２市２

町としてあそこの対応を考えることができると。

これは一つの例です。 

こういった事例がたくさん出てくるわけでご

ざいまして、まちづくりをこれからどうしてい

くかという将来を見据えた上では、合併という

のは大きな選択肢として私はとるべき道だとい

うふうに思っております。ただ、先ほども言い

ましたけれども、それは手段であって、あくま

で目的ではございません。 

 それで、市長にもお伺いいたしますが、合併

は将来避けて通れないというようなお話が先ほ

ど回答の中でございました。避けて通れないと

いうのは、いつかその課題に直面すると。だか

ら避けられないんだということなんですが、そ

れはいつだと市長は思っていらっしゃるんでし

ょうか。７年後なのか１０年後なのか、その具

体的なものについて、避けて通れない時期まで

は合併しないということの裏返しでしょうから、

いつ避けて通れない時期が到来するのか、お伺

いをしておきます。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 まず、１点の公民館のこと

でございますが、これは１７年度からの計画で

ずっときておるところでございますが、はっき

り申し上げまして、行政の対応が少しおくれて

いるというふうに認識をしております。 

 先般、担当課にも指示をしたところでありま

すが、やはりきちっとした考え方とか政策とか、

あるいは公民館活動というものをはっきり示さ

なかったと。部分的に示したために、いわゆる

現場で混乱が起きているということでございま

すので、いわゆる事務長を何人にするとか、あ

るいは推進員を何人にするとか、そういうもの

をきちっとした形で示していなかったというこ

とが混乱の最大の原因であると思いますし、そ

れを３月いっぱいにきちっと決めまして、４月

から地域の皆さんにお示しをしていくというこ

とでございます。 

その中でお示しをして、それでさらに議論を

展開させていただいて、そしてどうしても２１

年４月からできないというような状況であった

ときに初めて延ばすという、質問にもあります
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けれども、延ばすとかそういうことを考えてみ

たいというように思いますし、今の状況からす

れば決してそんなに課題が多いものではないと

いうふうに認識をしておるところでございます。 

 あと３地区から、いわゆる山元地区、中川地

区、東地区からの要望書の提出がありました。

それにつきましては全く今申し上げたことへの

不安でございましたので、それに全力で対応し

てまいりたいというような考え方で進めてまい

りたいと思っています。 

 公民館、地域のまさにコミュニティーの基点

になるところでございますが、今市役所職員が

行ってやっておるわけですけれども、やはり先

ほど出ました地域担当制もあります。と同時に、

やはり地域の事務長さんというポジションに地

域の方々が座っていただくのか、あるいはそう

いう公民館活動とかボランティアを含めた中で、

本当に頑張りたいという人が市内におれば公募

もいたしますし、そういう本当に頑張りたいと

いいますか、やりたいといいますかそういう

方々を、意識を持った方々にやってもらって初

めていわゆる本来の地域コミュニティーといい

ますか、公民館活動、地域活動ができるんだな

というふうに考えておりますので、ぜひそれを

進めてまいりたいというように思っておるとこ

ろでございます。 

 中途採用枠でございますが、これはことし初

めて一芸に秀でているアピール枠を設けさせて

いただきました。その中で、先ほどいろんな体

験をしたというお話しありましたが、昨年もそ

うですが、新採の中でも社会人の方何人かおる

んです。決して大学卒ストレートの採用をして

いるところではございません。今回も、いわゆ

る社会人経験者おります。ですからそういう意

味では決して、いわゆる我々が望む職員像とい

うものを、大学卒即ということでなくて、いろ

んな経験とかいろんな我々が望む職員像も含め

て採用しているつもりでございますが、提言の

ありました採用枠につきましては、今後検討し

てまいりたいというように考えておりますし、

やはりとにかく、質問にもあったんですけれど

も、いわゆる上山市だけの人ということでなく

て、いい人材を求めていくということが大事な

ので、今回の採用３人しますけれども、全員上

山市外です、はっきり言って。しかしその３人

には上山市に住んでもらうということも約束と

いいますか、そういういわゆるコミュニケーシ

ョンといいますか、話し合いもさせていただい

ておりますから、必ずしも上山市ということで

なくて、本当に中途採用、中央省庁から求める

とすれば、本当に上山市が求める人材というも

のをきちっとした形で整理して、そういう方々

に来てもらうと。上山市だけで来てもらうとい

うことでなくて、必要な人材というものをやは

り選択して採用すべきだというふうに考えてお

るところでございます。 

 あと、合併でございますが、基本的には私申

し上げたとおりでございます。その中で、合併

が破綻した理由ということがありましたけれど

も、私は枝松議員が申し上げているとおり、や

はり分権合併だと思うんです。そのための総合

支所というものを強く我々要望してきたわけで

すが、それが受け入れられないということが合

併破綻の最大の理由だったというように私思っ

ております。やはり合併するならば、距離が遠

くならないというような表現もありましたけれ

ども、やはりそういうことが大事だなと思いま

すし、今回の合併についての新たな出発となり

ますと、山形市長さんが３市２町という枠組み

を話しておるわけでございますが、その前の段
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階は２市２町で進んだわけですが、今度３市２

町となったという意味合いと、その３市２町の

枠組みの構築を、２市２町なのか３市２町なの

かというはっきりした枠組みをつくらないと合

併は進みませんから、その辺をどの時点までそ

ういうものが可能なのかどうかも含めた中での

進みぐあいになるのではないかなというように

思っております。 

まちづくりについては、これは財源も豊かで

権限もいわゆる地方分権の中でのまちづくりは

やりやすいということになろうかとは思います

が、その前の合併の段階の前に、では我々何か

ということは、やはり上山市エリアのまちづく

りをきちっとしていく。あるいは合併のときに

弊害となった、例えば競馬場跡地の課題とか問

題とか、そういうものを解決していくというの

も、それは自主自立の道にもつながるし、合併

の道にもつながるのではないかなというように

理解をしているところでございます。まずは、

とにかくこの限られた資源、あるいは、豊かな

資源を最大限に活用してこの上山市のまちづく

りを当面は進め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。 

○髙橋位典議長 ６番枝松直樹議員。 

○６番 枝松直樹議員 では、まず公民館であ

りますが、１７年度から行革の計画に載ってい

たというようなお話ですが、今提案をしている

のは去年の８月に地区に落としたわけでありま

して、それまでの間は、１７年度の段階では去

年の８月に提案したような内容では計画に私は

載っていなかったというふうに理解しておりま

すから、１７年度からあったのではなくて、去

年の８月に初めて地区に知らされたというふう

に理解をしております。その意味で議論がまだ

まだ足りないのではないかと、このような私の

主張でありますが、市長が４月以降、今月まで

に一定の結論を出しながら、市の方針を出しな

がら４月以降来年の、さらに１年後の実施に向

けてこれはちょっとまずいなということであれ

ば延期も考えるというふうに、今第２問での回

答で私は受け取ったのですが、もしそうであれ

ばそのようでいいんですけれども、そういう理

解でよろしいのですよね。ちょっとそこだけ最

後に確認させてください。 

 それから、中途採用の枠の件でありますが、

私が申し上げているのは２０代とかではなくて、

もっと４０近いぐらいの人も含めて大胆にとい

うことで私はイメージしておったものですから、

大学卒業して二、三年で採用とそんなものでは

なくて、思い切って伸ばすということについて

どうでしょうかというふうにお伺いをしたわけ

でありまして、その点はそこは回答なくても結

構ですが、認識をちょっと変えていただければ

なと思います。 

 合併につきましては、市長の考えはわかりま

した。私もあとしばらく合併について、質問を

してもしようがないかなと思っておりますし、

将来は将来としてやはり力強い上山をつくると

いう点では全く私も異論がないわけでありまし

て、ぜひそのようにお願いしたいと思っており

ます。 

そして、新潟県上越市は合併の際に、あそこ

は上越以外の１３の市町村がくっついて、上越

も入れると１４になるわけですが、住民自治、

地方自治を合併後どう構築していくかというの

を非常に大きな時間を割いて合併をしたまちで

あります。農業大学に安塚町の当時の町長が、

今上越の市議会議員をされている方が来たとき

に、合併というのはとにかく覚悟が要ると。住

民自治を自分たちがしっかり担っていくという



－３０－ 

覚悟がなければ、合併はしても全く意味がない

と。財源の効率だけを求めるのはとんでもない

というようなことを、彼は今市議会議員として

活動しながら、私にもその思いを伝えてくれま

したけれども、そこでは地区を地縁団体として

法人化をするなどの取り組みもしておるわけで

ございます。ですから、今回地区公民館の改革

ということの中では、その地縁団体の法人化と

いうことも展望されてはどうかなというふうに

思っておりますので、そのことを最後に申し上

げて質問を終わりたいと思います。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 公民館の件でございますが、

先ほど申し上げましたように４月から始めます。

その中で議論を展開するわけですが、だれが考

えてみても難しいという決断、判断が来たとき

にはそういう形をさせていただきたいというこ

とでございまして、できるだけ２１年からの採

用といいますか適用といいますか、そういう形

でいきたいという気持ちには変わりございませ

ん。 

 あと、中途採用でございますが、これについ

ては一時大手民間企業が倒産といいますか、町

あたりが総務部長に採用したとかいろんな話題

性を持ったときはありました、過去に。でもそ

れが果たして長続きしているかというとそんな

に長続きしていないんですね。ですから、あく

までもやはり話題性というよりは必要性に応じ

た採用をしていきたいという基本的な考えは持

っておりますので、そういう形で進めさせてい

ただきます。 

 あと、合併でございますが、私も安塚に視察

に行ってまいりました。合併する前に私行った

んですけれども、そこでいわゆる小さなコミュ

ニティーというようなことで、いろんな汗をか

いて知恵を出してやっておりましたが、合併に

至ったと思いますが、そういうできるものはや

っていく必要があるというふうに基本的には思

っています。合併について御理解をいただいた

ことに感謝を申し上げます。 

○髙橋位典議長 庶務課長。 

○加藤久四郎庶務課長 お答え申し上げます。 

 現在各地区で財産管理のために地縁団体とい

う形でしておりますけれども、今回は地区の集

合体、各町内会、地区の集合体でございますの

で、その公民館を運営するために地縁団体とい

うふうなものに即結びつくことはちょっとない

のではないかというふうに考えるところです。 

○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

みち子でございます。 

 通告に従い、順次質問をいたします。 

 今回の質問は、健康づくりの取り組みについ

てと、安心安全のまちづくりであります。 

 口腔ケアという口の中に対する若年層の先行

投資、または高齢者、高齢期の医療費抑制の考

えから５点、順次お伺いいたします。 

 まず最初に、本市の歯科保健計画についてで

あります。 

本市は、自主的に歯の健康について重点的に

取り組んでいます。「湯ったり健康かみのやま

２１」の中で、市民への行動方針として、歯と

口の健康のためかかりつけ歯科医を持ちましょ

う、虫歯予防のため、継続してフッ素を利用し

ましょう、少なくとも年１回は歯と歯茎の健康

の検診を受けましょう、「８０２０」を目指し

口腔内への関心を高めましょうなどが挙げられ

ています。市民の歯の健康に対する関心を向上

させるためには、市の徹底したサポートが必要



－３１－ 

だと思われます。 

現在、歯の健康のために国民運動として、８

０歳になっても２０本以上の自分の歯を保つ

「８０２０運動」があります。８０２０活動と

並行して、本市は母子歯科保健対策にも重点的

に取り組んできました。 

山形県は平成２年、３歳児の虫歯にかかって

いる率が全国最下位であったため、それ以降市

町村に具体的な歯科保健対策と目標計画を明示

しています。しかし、本市の３歳児虫歯にかか

る率は、平成６年当時で７３．６０％、１人当

たり５．７本と県内当時の４４市町村で４０番

目という結果でありました。その結果を踏まえ、

翌年から乳幼児フッ素塗布事業が開始され、平

成１１年には県内初の市職員として、歯科衛生

士が採用されております。 

さて、全国的にも歯の健康に対する意識が高

まっている状況ではありますが、歯科保健の分

野でも、少子高齢化社会にふさわしい総合的な

歯科保健体制と年代別に応じた歯科保健対策が

求められております。 

 本市において、これまでの対策に対する評価

と、市民が生涯にわたり歯の健康を保つために、

着実な効果の推進を図る必要があると考えます。

繰り返しますが、歯の健康の大切さや歯の検診

の重要性を市民に周知することが必要です。啓

発事業の展開、市報などの広報活動、講演会等

も含め啓蒙活動を実施し、市民が口腔ケアにつ

いて関心を高める施策を図るべきであると考え

ます。「湯ったり健康かみのやま２１」の健康

づくりの中でも、歯の健康に関して市長の見解

をお伺いいたします。 

 次に、妊産婦と口腔ケアについてであります。 

 女性は思春期になると女性ホルモンの分泌が

発達し、女性特有の症状が口腔にあらわれるこ

とがあります。特に妊娠、出産はホルモンの分

泌の変化があるときで、歯周病とも関係してい

ます。また、つわり等で口腔ケアがおろそかに

なると歯肉の出血、炎症が起こりやすい状況に

あります。 

このことから、妊産婦の口腔状態が生まれて

くる赤ちゃんの歯に影響を及ぼすことを、母親

教室などで定期的に学習することや、健診を受

けることは特に大切であります。同時に妊産婦

の健康管理面において、特に喫煙が挙げられて

おりますが、それは母体に与える影響が１日２

０本以上の喫煙者と非喫煙者のデータにもあら

われ、歯周病率は高くなっており、低体重出産

の危険、死産、流産の発生率も高くなっていま

す。このことから妊産婦の歯科保健に対する意

識が乳幼児の口腔にも影響することで、歯科検

診や歯科保健指導が受けられる体制づくりと、

保健師、歯科衛生士と医師会との連携強化を図

ることで、充実したサービスが受けられると考

えます。 

市長の少子化対策の課題とも連携させ、女性

や妊産婦を対象にした歯科保健意識の向上のた

め啓発活動を推進し、歯科検診、健康歯科教育

を早急に広めることを実施すべきと考えます。 

市長の御所見をお伺いいたします。 

次に、メタボリックシンドローム対策に関す

る歯科検診についてであります。 

皆さんは、健康な成人の歯の数、何本である

か御存じでしょうか。その答えは、２８本から

３２本と言われています。ところが、現実には

４０歳を境に急速に歯を失い、平均では５０歳

代で２４本、７０歳代では１２本、８０歳では

８本と言われております。歯を失う主な原因の

約９割は虫歯と歯周疾患であります。歯周病は、

自覚症状があらわれにくく、気づいたときには
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手遅れも多いと聞きます。 

平成２０年度、今年度から始まる特定健康診

査、保健指導において、標準的プログラムに歯

科保健についての項目はありませんが、歯科疾

患は毎日の食生活や、行動、もしくは運動と関

係し、そしゃくや食べ過ぎや肥満の予防にも効

果があると言われています。また、あごの骨と

歯は密接な関係で、そしゃくと唾液の作用で精

神を安定させ、脳の血液循環をよくするばかり

か、がんの予防効果もあると言われています。 

繰り返しますが、そしゃく、ブラッシング指

導なのでメタボの予防対策になると考えられま

すが、特定健診や保健指導の対象者は４０歳か

ら７４歳ですが、特に４０歳での歯科検診を早

期に実施することで、歯の健康と医療費軽減に

も期待できるのではないでしょうか。 

本市の健康づくりのため、市長の見解をお伺

いいたします。 

次に、高齢者の口腔ケアについてであります。 

人生８０年の時代を迎え、生涯を通じて質の

高い生活を送るためには、体の健康はもちろん

食生活は重要であります。そのためには歯と口

腔ケア、口腔機能の重要性が指摘されておりま

す。 

長い間かむことを繰り返してきた歯は自然に

すり減ってきておりますし、かみ合わせや歯ぎ

しりなどで、少なからず影響も及ぼしておりま

す。年齢を重ねることで、口腔内も歯肉の退縮

などで、歯と歯の間にすき間ができたり、食べ

かすや汚れがたまりやすく、虫歯が多発すると

言われております。同時に歯茎がやせて、歯周

病や知覚過敏になる傾向も多く見られます。 

一方、大きな変化として、唾液の量が極端に

低下することも挙げられております。その要因

として、さまざまな薬の服用やホルモンの影響

などで分泌量が少なくなり、唾液による自浄作

用が減少し、口臭や舌苔などの口腔内の衛生状

態が極めて悪くなると言われております。 

口腔機関は食べ物をそしゃくして飲み込むこ

とも重要ですが、ほかに生活全般、会話やコミ

ュニケーションを楽しんだりすることにおいて

も大切な機能であります。このことからも、人

生を楽しみ口の健康を保つために、個人個人に

合う口腔ケアの対応が求められております。 

本市でも、１８年度から高齢者が要介護にな

らないための予防事業を開催しているとお聞き

しております。対象者数と効果、今後の取り組

み等を市長にお伺いいたします。 

次に、市内事業所への出前歯科保健指導につ

いてであります。 

本市の各事業所の健康管理は、年々充実傾向

にあります。しかし、歯と口腔の状態はいまだ

に十分とは言えない状況にあります。快適な職

場環境づくりと労働能力の向上には、歯科疾患

の予防、早期発見、早期治療などの指導は効果

的と考えられます。口腔の健康教育セミナーや、

歯科医師や衛生士等の協力を得て、歯の健康づ

くりの講話を含め歯科保健指導の実施ができな

いものか市長にお伺いいたします。 

次に、安心安全なまちづくりの取り組みにつ

いて、２点お伺いいたします。 

最初に、高齢者世帯への住宅用火災警報器無

料設置についてであります。 

毎年、県内を初め全国的にも住宅火災による

死者がふえており、火災で亡くなられた６割以

上が６５歳以上の高齢者であるという統計が出

ております。県内でも昨年１月から９月まで発

生した住宅火災は１４７件でした。このうち、

警報器の設置が確認されたのは、２件だけであ

りました。県総合防災課の調査によると、県内
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の昨年１月から９月までの住宅火災による死者

は２３人で、このうち１９人が逃げおくれたた

め死亡したと見られております。ほとんどが寝

室や階段で発見されており、火災に気づかなか

ったか、気づいても火や煙に阻まれ逃げられな

かったと見られております。このことからも、

火災警報器が設置されていれば、煙に反応して

警報器が鳴り、早い段階で火事に気づき避難が

できると思われます。 

本市でも、市民の生命財産を守るため、火災

予防の啓発活動や広報活動を実施している状況

ではありますが、住宅火災での死傷者は年々ふ

える傾向があり、高齢者であるというのも現状

であります。 

本市の高齢化の実情に住宅用火災警報器の無

料設置を検討する考えがないのか市長にお伺い

いたします。 

次に、外国人への避難誘導対策についてであ

ります。 

県内や全国的にもグローバル化が一段と進む

中、外国人観光客、在住外国人が年々増加する

傾向にあります。１８年度に日本を訪れた外国

人観光客は８５０万人ということで、先日ＮＨ

Ｋの「クローズアップ現代」で、長野県白馬ス

キー場では、オーストラリア人観光客の誘致に

いち早く対応して、３億もの経済効果があると

いう報道がありました。 

さて、本市の１９年度の外国人登録者は１５

０人を超え、観光客も韓国、中国を初め多くの

外国人が訪れております。平成１６年１０月に

起きた新潟県中越地震において、今まで話題に

されなかった外国人被災者に対する支援がクロ

ーズアップされ、課題も見えてきております。 

まず最初に、言葉の壁により今何が起きてい

るのか、どこが避難場所なのかといった基本的

な情報が得られず、不安と焦りを抱えた外国人

の実態が挙げられておりました。 

そこで、本市でも各地域ごとの在住外国人を

把握することや、災害時において職員やボラン

ティアがすぐに対応できるよう、さまざまな言

語の簡単マニュアル会話集などの準備をするこ

とは大変重要であると考えられます。また、災

害時における避難誘導が的確に伝達されるため

に、案内板には外国語を併記表示し、外国人に

もわかりやすい案内板設置も検討すべきと考え

られます。 

本市の外国人観光客在住外国人の災害時の対

応について市長の御所見をお伺いいたしまして、

私の質問を終わります。 

○髙橋位典議長 ５番尾形みち子議員に対する

答弁の前に、この際、１０分間休憩いたします。 

    午前１１時０５分 休 憩 

                  

    午前１１時１５分 開 議 

○髙橋位典議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 ５番尾形みち子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 ５番尾形みち子議員の御質

問にお答えいたします。 

 健康づくりの取り組みについてでありますが、

初めに、歯科保健計画について申し上げます。 

 本市では、「湯ったり健康かみのやま２１」

の中に、歯の健康として世代に合わせた目標を

設定し、各年代別に応じた歯科保健対策を実施

しております。その中で、乳幼児の虫歯予防に

関しては、平成７年度からフッ素塗布事業を開

始しており、昨年度には県内３５市町村の中で、

虫歯に罹患している子供の割合が一番少ないと
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いう喜ばしい結果が出ております。また、年代

別の歯科保健対策としては、フッ素洗口の推進、

たばこと歯周疾患の関係の啓発と歯周疾患検診

を実施するとともに、中高年以上の方々に対し

ましては、口腔ケアの重要性についての知識の

普及や訪問活動、介護予防のための口腔機能向

上教室等を引き続き実施してまいります。 

 次に、妊産婦と口腔ケアについてであります

が、妊産婦に対しては母親教室で、母親と子の

口腔に関する啓発活動、歯科検診の受診指導、

喫煙防止の指導を行っております。 

 次に、メタボリックシンドローム対策に関す

る歯科検診についてでありますが、本市では基

本健康検査時に希望者に対して歯周疾患検診を

実施しておりますが、４０歳、５０歳の記念検

診時に必須項目として歯周疾患検診を組み入れ

る予定にしております。 

 次に、高齢者の口腔ケアについて申し上げま

す。 

 今年度の介護予防事業における口腔機能向上

の対象者は１２０名で、そのうち介護予防教室

の参加者は２４名となっております。その効果

としては、口の渇きやむせることが少なくなっ

た、食事が飲み込みやすくなった、表情が明る

くなった、体全体の健康に関する意識が向上し

たなどの声が聞かれています。 

 本市の口腔機能の向上に関する介護予防教室

の事業内容は、他市町村と比較して充実してい

ると認識しておりますが、間もなく本市オリジ

ナルの口腔健康体操ができ上がりますので、今

後地域の高齢者健康教室や、介護予防教室等で

活用しながら、口腔に関する知識の普及に努め

てまいりたいと考えております。 

 次に、市内事業所への出前歯科保健指導につ

いてでありますが、要請があれば積極的に保健

指導を行う体制になっておりますので、企業に

対しましても歯科医師会と連携をとりながら、

積極的に周知を図ってまいります。 

 次に、安心安全のまちづくりの取り組みにつ

いて申し上げます。 

 高齢者世帯の住宅用火災警報器無料設置につ

いてでありますが、本市の昨年の建物火災は９

件で、亡くなられた方はおりませんでしたが、

過去５年間では高齢者の方が３名亡くなられて

おります。 

このような状況の中で消防法の改正により、

既存住宅につきましては、平成２３年６月１日

から住宅用火災警報器の設置が義務となります。

建物火災の現状を考えますと、高齢者の被災が

心配されますが、６５歳以上の市民税非課税世

帯を対象に、高齢者世帯で火の取り扱いに不安

のある方や、ひとり暮らしの高齢者で日常生活

に注意を要する方には無料で自動消火器、緊急

通報システムを設置しており、今後とも継続拡

充してまいりますので、高齢者世帯の無料設置

は現在のところ考えておりません。 

 次に、外国人への避難誘導対策についてであ

りますが、外国人観光客に対する安全な避難誘

導体制については、旅館、ホテルに指導を行っ

ております。言葉が不自由な在住外国人に対し

ましては、災害発生時に的確な対応ができるよ

う、災害対策予防対策の周知が必要と認識して

おります。 

避難誘導の案内板につきましては、現在財団

法人日本宝くじ協会の助成を受け、市街地に日

本語、英語及びイラストで表示した太陽電池式

避難誘導標識を７基と、避難地案内板を１基設

置しておりますが、今後とも避難誘導標識を整

備してまいります。避難所における外国人の対

応につきましては、今後研究してまいりたいと
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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 答弁ありがとうござ

いました、市長。県内の今の歯の健康について

でありますけれども、やはり昨年の３歳の虫歯

率が県内１位の水準になったと、大変うれしい

ことであります。それはそういったことも含め

てやはり市報の方にも掲示していただいて、皆

さんともにやはり歯の健康に今後も注意深く皆

さんが関心を持つような、そういう体制づくり

はこれからもしていくべきだと考えております

ので、その辺のところを含めましてもう一度再

度お尋ねいたします。 

 そして、私、事業所の健康検診、歯科検診の

実績等が上山市にどの程度あるのかということ

もちょっとお尋ねをいたしまして、特に率先し

て私たち市の職員、サービス業というふうにな

るわけですので、上山市は観光都市でもありま

すからね。その辺のところも含めまして今後ど

ういう対応でいかれているのかも、それから旅

館業の方にも随時そういう歯科指導がなされて

いるのか、これからもそういう方針でいくのか

どうか、そういったこともちょっとお尋ねいた

します。 

 それから、今高齢者に対する住宅用火災警報

器設置が無料化というふうなことは、これは天

童市で昨年、一昨年しましたね。そちらの方の

ことも考えてみますと、もちろん今の設備で十

分かということなのでありますが、たまたま上

山市は火災がなかったというようなことで、こ

の辺もとどめてあるのか、それとも財政的な問

題もあるのか、その辺もきちっとお尋ねしない

といけないと思うんです。 

そちらの方と、それから今県でも普及率とい

うふうなことで、火災警報器設置がまだまだ県

内でも１０％未満というふうな、昨日の新聞で

すか。そんなこともあって、大変県の防災課も

伸び悩みに悩んでいるというふうな現状であり

ますので、日本防火協会というところからの助

成というんですか、そういったところの対応で、

何とか設置できないものか。もう一度検討して

もらいたい。というのは、やはり上山市は３割

高齢化というふうに言われておりまして、身体

機能も衰えておりまして、通常でも素早い行動

ができるかできないかといえば、できない状態

であるというふうなことでもありますので、消

費者の約６割が高齢者というふうなことも現実

あるわけでありますので、そういったことも含

めまして市民へのプレゼントなんていう考えの

粋な計らいができないか、市長、ぜひその辺も

お伺いいたします。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 ３点の質問があったわけで

ございますが、住宅用の火災警報器につきまし

て、私の方から答弁させていただきまして、あ

との２点については担当課長の方から説明申し

上げます。 

 住宅用の警報器でございますが、これは先ほ

ど申し上げましたとおりでございます。しかし、

去年から少子高齢化対策室を立ち上げまして、

少子化あるいは高齢化対策の政策展開に今取り

組んでおるところでございますが、限られた財

源の中で選択と集中ということを申し上げてお

るところでございますが、今高齢者世帯といい

ますか、高齢化社会の中での課題というのは、

今も議員から提案がありましたことも含めまし

てたくさんあるわけです。その中でやはりまず

重要度合いとかあるいは財源の問題とかを含め

まして序列といいますか、今政策展開しておる

わけでございまして、とりわけ今やはりひとり
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暮らしとか、高齢者世帯とか、そういういわゆ

るコミュニティーとか見守り隊とか、そういう

ところが今のところ最重要課題ということで受

けとめさせていただきまして、今そちらの方に

向いているところでございます。 

 そういうことをやはり政策展開をして、ある

程度の見通しといいますか、そういうことがで

きた時点でこの警報器等についても対応してい

きたいと思います。あと数年で義務化というこ

とになるわけでございますけれども、その時点

での普及代も含めた中で検討してみます。決し

て絶対やらないという意味合いではございませ

んので、御理解をいただきたいと思います。 

○髙橋位典議長 健康福祉課長。 

○尾形健介健康福祉課長 歯科検診を充実する

ことによって、医療費が削減になるということ

は議員御指摘のとおりでございます。それで、

事業所の歯科検診の今後のあり方についてです

けれども、現時点では上山市では１カ所、毎年

歯科検診を行っている事業所がございます。こ

れはメッキ工場でして、使っている溶液が特殊

でありますので、そのことが歯に対して影響が

あるということで、毎年歯科検診を行っている

ということです。それで、歯科検診を各事業所

にやっていただくためには、雇用主の方のかな

りの理解がなければやっていけないという形の

状況です。 

上山市の方としては、歯科検診の有効性につ

いては十分認識した中で、雇用主の方に対して

も、歯科検診を従業員に行ってくださいという

形の周知をまず徹底してやる。その中で歯科検

診に結びつけていきたいと思っております。予

算もそのような方向で措置していきたいと思い

ます。 

○髙橋位典議長 庶務課長。 

○加藤久四郎庶務課長 事業所としての上山市

役所の職員の歯科検診の実績についてお答え申

し上げます。 

 平成１４年度までは、一般健康診断にあわせ

て希望者に歯科検診を実施してきたところで、

これは市単独でございますけれども、実施して

きたところですけれども、なかなか希望者がい

ないということで、それ以降については取り組

んでいない状況でございます。 

 現在、市町村職員共済組合というふうな制度

で、一般歯科検診と歯周病検診の制度がござい

ますけれども、上山市職員の歯科検診に対する

意識がまだまだ低い状態で、これは各市町村と

も同じようでございますけれども、進んでいな

いようで、実績としては上がっていないようで

ございます。今後、その職員に対する歯科検診

の意識度を高める必要があろうかと思っておる

ところでございます。以上です。 

○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 会派２１世紀会に所属

しております大場重彌でございます。 

 私は、大きい項目として、東北中央自動車道

について、それから農業の諸課題についての二

つの質問を通告いたしておりますが、今回は特

に簡単に質問をし、市長からも答弁は明確に簡

単に答弁をお願いをしたいと思っております。 

 それでは、最初に東北中央自動車道について

であります。 

 その質問の第１点は、路線の決定を早急にす

べきであるという考え方からの質問であります。 

 東北中央自動車道の路線については、概要は

提示されているものの、実際に買収される土地

はどこなのか、具体的にはわからない状況にあ

ります。農家にとっては、農地が高速道路用地
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としてどの程度買収されるのかというのが、今

後の農業経営を見通し、持続する上で大変重要

なことであります。 

 東日本の高速道路株式会社においても、既に

正式に発表できる段階であるというふうに聞き

及んでいるところであります。そのため、でき

るだけ早急に設計協議に入り、必要な用地の確

定を図るとともに、農家に対して具体的な買収

農地を提示されるよう関係機関に働きかけるべ

きでありますが、市長としての見解をお伺いす

るものであります。 

 第２点は、インターチェンジの藤吾、そして

赤坂付近についてという質問であります。 

（仮称）上山インターチェンジの位置につい

てでありますが、都市計画の決定がなされ、お

およその位置はわかるものの、設計が確定され

ていないことから、具体的な用地の範囲が判断

できない状況にあります。現在藤吾、赤坂地区

において開発構想があるわけでありますので、

インターチェンジの位置が確定されないため、

具体的な土地利用計画を策定する上で支障とな

っているわけであります。また、開発を進める

上で、開発予定地が農振、農用地となっている

ことから、その除外が必要となるものでありま

す。 

 農振、農用地の除外は、将来の上山市の発展

を考え、最大限可能な限り私は行うべきであろ

うというふうに考えております。このため、現

在農振の見直しが行われている機会に先行して、

農振、農用地から除外するなど、インターチェ

ンジの設計、完成が図られるよう、関係機関に

働きかけをすべきではないかというふうに考え

ておるわけであります。 

 したがいまして、この件につきまして市長の

御所見を伺うものであります。 

３点目は、（仮称）道の駅の建設ということ

でございます。 

 高速道路が完成しても、単に通過するだけで

は高速道路の恩恵を受けられないと思います。

並行して走る国道１３号、上山バイパスと高速

道路から乗り入れ可能な道の駅を、インターチ

ェンジ周辺に設置をし、上山市の農業、観光、

商業などの振興を図るとともに、周辺開発が構

想されている計画などの連携を図りながら、市

の発展を図るべきというふうに私は考えており

ますけれども、市長としての御所見を伺いたい

ものであります。 

 次に、大きい２番目の農業の諸課題について

であります。 

 その質問の第１点は、農作業の受委託業務に

ついてであります。 

 農作業を建設業者が代行する取り組みを行っ

ている地区が、数年前から増加の傾向にあり、

農家の高齢化を背景に実績を伸ばしております。

その一つに、群馬県の吾妻地区があります。 

この地区は建設業者のほか、地元農家を交え

た協議会を結成し、公共事業の減少を受けて、

生き残りに懸命な建設業者の参入を、地域を巻

き込んだ農業の再生に発展しようとする事例と

して注目を浴びている成功の事例であります。 

 この事例は、農家は後継者難に、建設業者は

公共事業の減少に苦しむ昨今、農作業を有料で

引き受けることで、建設業の従業員の雇用にも

つながるということ、建設業者が地域の再生に

一役買っていると思われますが、農作業の受け

付けはＪＡが担当しておるということであり、

料金は各市町村の農業委員会が定める農作業賃

金を参考に設定しているとのことでありました。 

この事例は、建設業の新分野進出モデル構築

支援事業として国土交通省の認定を受けるなど
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注目されており、本市においてもこれらを導入

すべきと私は考えておりますけれども、市長の

御見解を伺うものであります。 

 質問の第２点は、限界集落の対応策について

であります。 

 現在、社会問題化している存続が危ぶまれる

限界集落は、一般的に世帯数１９戸以下、高齢

化率５０％以上の集落を指しているようであり

ますが、本市におきましては既に古屋敷、萱平、

金山、山元地区の内山、黒森地区から集落がな

くなっております。極めて残念であります。 

 今後、中山間地域に住む集落では、農業の担

い手自体が高齢化で存続が危ぶまれると思われ

ます。したがいまして私は、これらの集落に対

し、特産品の開発や高齢者の買い物代行、病院

への送迎、耕作放棄地の活用、集落の再編など、

活性化策に取り組むような施策を今のうちから

取り組む必要があると考えております。 

特に、市長も山元地区の出身でありますから、

大変心配なことでありましょう。市長の率直な

お考えをここでお聞かせをいただきたいと思っ

ております。 

 質問の第３点は、空き家の現状と課題につい

てであります。 

 本市は、先人が守り育ててきた自然、歴史、

文化、観光、伝統を大切にした地域づくりに取

り組んできましたが、残念ながら当市の人口は

年々減少しております。このことについては、

先ほど枝松議員からも質問がなされております

ので深く申し上げません。農家の後継者もなか

なかいないというのが現在の現状ではないでし

ょうか。市内の農村地域におきましては、空き

家が相当数ありますし、また同時に荒廃した農

地もたくさん見受けられるわけであります。そ

ういった中で、空き家情報を提供するなど、あ

るいは東京上山会などに話を持ちかけるととも

に、また全国の若い人たちで農業に取り組む方

もたくさんいると聞いております。そういうこ

とから環境を整備することによりまして、Ｕタ

ーンができるそういう有意義な空き家、そして

荒廃した土地の活用がなされると私は考えてお

りますが、市長としてこの点、どのようにお考

えになりますかお伺いをします。 

 質問の４点目は、農地の転用についてであり

ます。 

 市内の企業の中には、立地環境が住宅地と混

在しているために、住民からの苦情などにより

操業が難しくなっている企業も何社かあると聞

き及んでおります。企業から移転する希望が出

されるときに、市内に受け入れる場所があれば、

市内からの企業の減少に歯どめがかかるのでは

なかろうかと思っております。重要な課題だと

思います。 

 そこで、検討の関係上、大変厳しいとは思わ

れますが、市内において企業を受け入れる有望

な土地を確保する意味でも、農用地区域の大胆

な見直しを行い、適地を確保しておくことが求

められるのではないでしょうか。 

 この点について市長の御所見をお伺いするも

のであります。 

 最後の質問は、農業委員会の果たす役割につ

いてであります。 

 現在の農業情勢は大変厳しいものがあります。

稲作では生活できない状況にあり、農家からは

何をすればいいのかわからないという声も聞こ

えます。これが本音だと思います。一方、当市

において、品質のよいさまざまな種類の果物が

生産されるなど、他市町村にない農業上の優位

性も有しております。本当に上山の果物はおい

しいとよく皆さんから言われております。 
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 また、昨今、有害な農薬使用など中国の農業

が問題となっており、安全性に配慮した中国産

農産物を敬遠するなどの動きも見受けられます。

農家がよくならなければ、上山もよくならない

わけであります。農業委員会の委員の方々には、

この厳しい農業情勢を十分御理解をいただき、

この機会を利用して上山の農産物を中国など海

外に売り込むなど、これまで以上に農家の生き

る道について指導すべきであるというふうに考

えますが、農業委員会の会長の御所見をお伺い

するものであります。 

 また、農業委員会と農林課は多くの事業にお

いて密接に関連をしております。また、農業委

員会においては、農業後継者のあっせん事業を

やめるなど、一部事業が縮小されております。 

そこで、農業委員会を独立した部局として設置

をするのでなく、農林課内に位置づけ一体的に

組織する方が、より機能的で私は望ましい姿で

あるというふうに考えておりますが、市長とし

てこの件についてどのようにお考えになってお

りますか、御質問をして終わります。 

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ８番大場重彌議員の御質問

にお答えいたします。 

 東北中央自動車道についてでありますが、初

めに路線の決定について申し上げます。 

 東北中央自動車道の南陽高畠インターチェン

ジから、山形上山インターチェンジ間の路線は、

平成２年及び平成８年に都市計画決定がなされ、

路線の位置関係及び道路幅員は地元関係者も承

知しているものであります。道路ののり面、側

道等を含めた道路用地の必要幅については、地

権者と地元関係者との十分な設計協議の上、修

正を加え最終的に決定されるものであります。 

 現在、一部設計に着手しているとお聞きして

おりますが、早急に設計が完了するようネクス

コ東日本山形工事事務所に要望してまいります。 

 次に、インターチェンジの設置について申し

上げます。 

 （仮称）上山インターチェンジの位置につき

ましては都市計画決定がなされておりますが、

インターチェンジの用地の確定は、先ほどの路

線と同様でありますので、早急に設計が完了す

るようネクスコ東日本山形工事事務所に要望し

てまいります。 

 次に、（仮称）道の駅建設について申し上げ

ます。 

 （仮称）上山インターチェンジ及び周辺の土

地につきましては、本市の玄関口として農業、

観光、商業等の振興と発展を図る上で極めて重

要であると認識しております。さらに、県から

は地域振興策としても利活用が可能なパーキン

グエリアの設置を指摘されております。道の駅

の設置につきましては、地元等の意見を十分配

慮した上で、関係する国土交通省とも協議しな

がら検討してまいります。 

 次に、限界集落の対応について申し上げます。 

 市といたしましては限界集落に限らず、少子

高齢化等が進行する中にあって、安全安心で活

力ある地域づくりを進めるため、昨年就学前の

保護者を対象とした子育てアンケート調査や、

単身高齢者、高齢者世帯の実態調査を実施し、

これらの調査結果を踏まえ、子育て支援等の強

化や単身高齢者等の見守り体制の整備を図って

いるところであります。 

 また、山元地区において、県の地域コミュニ

ティー再生促進事業を実施し、地域住民参加型

ワークショップにより、安全安心、地域資源発

掘、学校の利活用をテーマとした意見の集約を
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図るとともに、この具体化に向けた住民主体の

取り組みが始動したところであります。 

今後、山元地区の取り組みを参考とし、それ

ぞれの地域特性を踏まえた中で、都市住民との

交流、地域資源の活用、空き家の有効利用など、

地域独自の取り組みにつながるよう支援すると

ともに、高齢者の見守りや足の確保、雪対策な

ど、多様な住民ニーズにきめ細かに対応できる

支え合い、助け合いを基本とする地域住民みず

からの参加による地域運営の仕組みづくりに取

り組んでまいります。 

次に、空き家の現状と課題についてでありま

すが、昨年９月時点の調査によりますと、支所、

出張所管内の空き家は、持ち主などの意向など

で利用できないものも含め約８０軒となってお

り、空き家の有効活用を図ることは地域活性化

策の一つとしてとらえているところであります。 

今後、空き家利用制度を整備するとともに、

受け入れ側の地域住民の意識や地域の習慣等の

調査など、受け入れ支援体制の整備や地域の合

意形成を図り、空き家の有効活用を図ることで、

新規定住者の増加と地域の活性化につなげてま

いりたいと考えております。 

次に、農地の転用についてでありますが、現

在本市の農業振興地域整備計画の見直しを行っ

ており、平成２０年６月完了をめどに作業を進

めております。 

今回の見直しでは、小規模な団地や山間地の

農用地区域などの整備をしておりますが、工業

用地として活用することも視野に入れて、農用

地区域から除外する予定でおります。 

次に、農業委員会事務局と農林課に係る組織

体制の見直しについてでありますが、来年度検

討してまいります。 

○髙橋位典議長 農業委員会会長。 

〔髙橋義典農業委員会会長 登壇〕 

○髙橋義典農業委員会会長 ８番大場重彌議員

の質問にお答えいたします。 

 初めに、農作業の受委託業務について申し上

げます。 

 現在、本市には上山中部組合、農地組合法人

を初めとして、各地区に農作業受託組織があり、

市内農作業、農家から相当部分の委託を受け、

本市水田農業を守り支えてきました。 

 議員御提案の建設業者が行う水稲栽培におけ

る農作業受託事業は、農家の高齢化と後継者不

在による労働力不足を解消するために有効な手

法であると考えられますが、当面現在の農作業

受託システムを支援しながら、集落営農の組織

化の推進や、新たな担い手の受け入れ体制の整

備などにより、本市農業の活性化策を見出して

まいりたいと考えております。 

 次に、農業委員会が果たす役割について申し

上げます。 

 本市の農業は、担い手の減少や高齢化、米価

を初めとする農産物価格の低迷、原油の高騰な

ど、厳しい状況にありますが、一方では安全で

高品質な米、果樹が生産されており、安定した

農業経営が可能な環境にあります。 

農業委員会は、現場でみずからが行動し、農

業者の声を積み上げ、農業の発展に結びつける

役割があります。 

 平成１７年から農業委員会の地区担当制を導

入し、日常相談業務のほか、委員活動の一環と

して、担当地区農業者との意見交換会を実施し、

上山市農業の将来像について毎年市長に建議、

要望しております。 

 また、農家基本台帳を電子化し、農地の一筆

管理、不耕作地の把握や諸証明書の交付など、

農地情報の適切な提供に努めるとともに、農地
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パトロールによる遊休農地の特定、解消、認定

農業者等の担い手への農地の利用集積の促進に

活用したいと考えております。 

本年度は本市農業の次代を担う新規就農者が

５名おりましたが、今後とも豊かで魅力ある農

業の確立に向けて、市を初め農業関係機関等と

連携をとりながら取り組んでまいります。 

○髙橋位典議長 ８番大場重彌議員。 

○８番 大場重彌議員 御答弁ありがとうござ

いました。 

 それでは、私は東北中央自動車道に関連する

３点の質問を申し上げました。インターチェン

ジは藤吾、そして赤坂付近にということで、こ

れは既に先ほども申し上げましたとおり、計画

決定がなされておるわけでありますから間違い

ないと思っておりますけれども、この中におき

まして、ちょうど藤吾赤坂地区におきまして、

開発をすべく今計画を練っておるわけでありま

すし、また先ほど市長から答弁ありましたよう

に、（仮称）道の駅につきましては、当然１３

号線と高速道路がジョイントできて、そして有

効活用ができるようにというような考え方も示

されておりますので、県からもパーキングエリ

アについての開発について、いろいろと助言指

導があるというふうに市長から答弁をされたわ

けでありますが、これらを実現するためにも、

やはり上山市役所に副市長を中心とした一つの

プロジェクトチームを結成をして、本市の玄関

口になろうとするこのエリアが開発可能になる

ために先ほど申し上げましたようなプロジェク

トチームを結成をして、この計画の完成に努め

る考えがありますかどうかですね。 

 あと第２点目は、着工してからおおよそ１０

年近い年月がかかるというふうに言われており

ますけれども、私はどうしてもやはり１０年と

いうスパンは、飯坂から入って米沢、そして南

陽、上山、そういうことでちょうどすべてがジ

ョイントできるその工程が１０年というふうに

とらえておられるのでしょうか。その点につい

てはちょっと市長に聞いても酷なような気がす

るわけではありますけれども、国土交通省関係

から話をお伺いしますと、そういう一つの区切

りがあるということを言われておりますので、

その点についてはわかる範囲でお答えをいただ

きたいと思います。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 第１点目のプロジェクトチ

ーム等について私の方から、そして着工から完

成までの期間等については担当課長の方から答

弁いたします。 

 先ほど答弁させていただきましたように、あ

の地域につきましては高速道路、そして既存の

道路、並行して通られるというような計画のも

とに今進んでおるわけでございますが、やはり

あのエリアといいますか、あそこを一つの観光

資源あるいは産業の振興という面での使い方と

いうのはより重要なことであろうというように

認識をしているところでございます。 

 今、工業誘致関係等については企業誘致推進

室を設けて対応しておるわけでございますが、

この件については、プロジェクトチームをつく

るかどうかは別問題にいたしましても、少なく

とも課を横断的な形で対応していくと、これは

重要なわけでございますし、その建設あるいは

そちらに向かうための行政の役割の中で、支障

を来さないような形で対応してまいりたいとい

うふうに考えておるところでございます。今す

ぐにここでプロジェクトチームをつくるとか推

進室をつくるとか、その件についてはまだはっ

きりした考えはございませんので、答弁は避け
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させていただきたいというように思います。 

○髙橋位典議長 建設課長。 

○鈴木敏明建設課長 高速道路の着工から１０

年ということでございますけれども、１０年と

いうふうなことでなくて、平成３０年というこ

とで、公団の民営化のときに高速道路、有料道

路方式かの区別をするときに、山形中央道の南

陽高畠から山形上山間については有料道路方式

で、平成３０年ということの区切りをつけられ

ております。ただ、福島米沢間が平成２９年の

完了というような予定になっておりますので、

ネクスコ東日本さんの方もできるだけそれに合

わせて完了させたいという意向は受けていると

ころでございます。 

○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。 

    午後 ０時０６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、１１番浦山文一議員。 

〔１１番 浦山文一議員 登壇〕 

○１１番 浦山文一議員 会派たかまきの浦山

でございます。 

 今回の一般質問といたしまして、地球温暖化

による農業への対応策についてでございます。 

 今、地球全体がＣＯ２二酸化炭素に覆われ、

世界各地において異常気象が発生している状況

が、テレビなどで報道されております。 

京都議定書では、２０１２年までにＣＯ２な

ど温室効果ガスを１９９０年比で６％削減する

ことが約束され、２００８年からの議定書の第

一約束期間がスタートしております。 

本格的にＣＯ２削減に動き出してはおります

が、先進国の思惑により実現不可能な事態にな

っておると思われます。ＣＯ２排出量が世界で

第４位の日本では、温暖化防止のため住民の連

携や地方自治体、地元企業など主体はさまざま

ですが、各地において独自のアイデアを掲げ、

住民一人一人が協力して、草の根運動に取り組

んでおります。 

大手企業においては、原材料、部品製造、組

み立て、運搬、使用、廃棄に至るまで、厳しく

義務づけられているようであります。外食産業

においては、外国産食材は値段は安いが運搬に

大量のＣＯ２が排出されているため、できるだ

け国産の食材を使用するように配慮していると

のことも言われております。 

ある自治体においては、ＣＯ２を出さないま

ちづくりとして車から自転車に、買い物をする

ときはマイバッグを使用、灯油から木質ペレッ

トへの転換など、きめ細かく実行されている自

治体もございます。 

岡山県の真庭温泉においては、バイオマス利

用の実践として、家庭から出る食用油の廃油を

ホテルの送迎車の燃料として利用するため、廃

油を持参した宿泊者に対し１，０００円の割引

をしているところもございます。 

しかし、このような努力をされているわけで

ございますが、南極では昨年と比較して５倍強

の速さで氷が溶け出しており、北極においては、

昨年予想された消氷年数より３０年早く溶け出

しております。昨年の８月だけでも日本列島３

個分を失い、シベリアなどの永久凍土も溶け始

めているため、地下に蓄えられているメタンガ

スの放出により、温暖化がより一層加速するお

それが出てきたと報道されました。一番おそれ

ている気候異変による生態系破壊の事態が起こ
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ろうとしている状況を無視してはならないと思

います。 

気象庁は、この１００年間で日本の気温が１．

１度上昇し、昨年は明治以来観測史上４番目の

暖かさだとの報道がなされました。温暖化の進

行が余りにも速いことを重視し、農林水産省も

米や家畜、野菜の適地にも異変が生じかねない

と警告し、先を見据えた品種改良などの対応策

を訴えております。 

現にさまざまな分野においてじわじわと影響

が出始めており、海においては海の砂漠化によ

る魚介類の激減や、米の白濁や病害虫被害によ

る品質の低下、ブドウの色つきの悪化、ミカン

へのガの幼虫の寄生など、警鐘を鳴らすニュー

スに接しない日はありません。 

温度の上昇は、波状攻撃のごとくやってまい

ります。そのような状況にさらされたとき、上

山ばかりではございませんが、上山のサクラン

ボやラ・フランス、ブドウ、カキなどの果樹類

が採れなくなる日も近いのではないかと、もう

目前に来ているとの認識を新たにしなければな

らないと思います。一日も早い対策をとる準備

をすべきだと思います。言葉は悪いのですが、

のんきに構えている余裕はありません。 

他市町村と歩調を合わせて対応することも必

要ではありますが、他市町村との競争におくれ

をとることが懸念されるとともに、上山市から

特産品が消滅する可能性さえあり得るのであり

ます。野菜、米は品種改良などで助かる方法は

ありますが、果樹関係については簡単にはいき

ません。接ぎ木して暑さに強い果樹類を得たと

しても、温度上昇により新たな調整を強いられ

ることになり、要らぬ経費がつきまとう結果に

なると予想されます。果樹類の一番好む気温は、

現在の上山盆地の気候だと私は思います。 

現在の気温と同じような状況をつくってやるこ

とがより大事であると思います。 

そこで、その果樹類を、また野菜、米、花、

栽培をされている方々を守るためにも、大規模

なハウスを建設していかなければならないと私

は考えております。多額の金額がかかっても、

やらなければならない対策であります。また、

この対策を行うことにより、上山の特産品を守

るばかりではなく、全国から注目され視察団も

多く訪れ、まちににぎわいが戻り、人口増にも

つながるものと期待されるわけであります。 

上山の将来を築くため、温暖化の脅威をチャ

ンスとしてとらえ、上山市と市民を救うために

も早急に農林課の中に温暖化専門プロジェクト

チームを設置し、今のうちから対応していくべ

きと考えますが、市長の考えをお伺いし質問と

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 １１番浦山文一議員の御質

問にお答えいたします。 

 地球温暖化による農業への対応についてであ

りますが、国では地球温暖化対策の推進に関す

る法律の制定や、京都議定書などに基づき、温

室効果ガスの排出抑制、新エネルギー開発や利

活用などの温暖化対策を推進しております。 

 市といたしましても、長期的に取り組むべき

重要課題であると据えており、快適環境条例の

制定や快適環境基本計画、さらに地域新エネル

ギービジョンを策定し、太陽光などの新エネル

ギーへの導入、諸エネルギーを定着させるため

の啓発など、温暖化対策の推進に努めておりま

す。農林水産省においても、環境に配慮した資

源循環型農業を推進しておりますが、温暖化に

対応した農産物の品種改良や病害虫への対策な
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どは進んでいない状況にあります。 

 温暖化対策につきましては、地球規模、国家

規模の課題でありますので、国、県と連携をし

ながら対応すべき課題と考えております。 

○髙橋位典議長 １１番浦山文一議員。 

○１１番 浦山文一議員 このたびこの温暖化

に対して私自身が取り上げましたことは、いろ

いろな先ほど申し上げました自治体、企業、そ

の関係の中ではある程度温暖化に対する取り組

み方がきちっとなされてきているなど、このよ

うに思いますが、しかし、我々の生きていくた

めに一番重要な食糧となる農業に対する施策を

余りにも重く見ていないのではないのかなと、

このような感じがなされてなりません。 

 そこで、先ほど市長がやはり国家の問題、国

の問題であるというようなことを申されました。

確かにそのとおりでございますが、ここである

新聞に国の安全保障には３点の重要な問題があ

ると、このように書かれていました。 

 １点は、国民の生命財産を守る防衛、２点は、

生活や経済活動を支えるエネルギー、３点は、

生きていくために欠かせない食糧、この３点を

挙げております。この３点は、日本においてい

ずれもみずから守るという姿勢が薄弱している

と、このように言い切っております。 

私は、このことから国の対策、本当に国の方

で一生懸命頑張っていただきたいなと、私たち

の生命財産を守るために頑張っていただきたい

なと、このように思います。でも、国の対策に

だけ頼るのではなくて、やはり私たちのふるさ

とを守るために、独自のアイデアを持って対策

を創出していかなければならないのではないで

しょうか。そして、地方から国の方にこのよう

な対策方法があるんですがどうですかというよ

うなものを、逆に国の方に打ち出していかなけ

ればいけない今の時勢ではないでしょうか。私

はそう思いますが、とにかく先ほど申し上げま

したとんでもないお金がかかろうと思います。

やはり気温が上昇することによって、品種改良

などはできると思います。でも、先ほど申し上

げたとおり間に合わないんですね。次から次へ

と波状攻撃で温度が上昇してくるのならば、こ

れは来るんですよ。来たならばもう歯どめがで

きないんです。では、その歯どめをするために

何をすべきかということで、先ほど提言された

ものが、やはり守るためには大規模ハウスをつ

くり、その温度をそのハウスの中で確保する。

これしかないのではないのかなと私は思ってお

りますが、再度市長のお考えをお伺いいたしま

す。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 まず、第１点でございます

が、農業政策について若干力不足ではないかと

いう発言でございますが、これにつきましては、

農業政策につきましては従来からといいますか、

その時々の需要といいますか、ニーズといいま

すか、そういうものに合わせたもの、あるいは

将来的に農業政策として必要なものということ

で、行政といたしましても政策展開をしてきた

というふうに思っています。 

 このたびの平成２０年度予算におきましては、

今まではどちらかといえば農業政策は生産オン

リーというような形で政策展開してきたという

ふうに認識をしておりましたが、２０年度予算

につきましては、販売とかあるいは地産地消と

か、幾らいいものをつくってもいかにいい値段

で売るかということが実際の農家の収入に反映

するわけですから、そのことを一つの政策展開

をしたいというようなことで、新年度予算につ

きましては、そういう政策の展開をさせていた
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だいたところでございます。 

 あと、環境問題でございますが、これは先ほ

ど議員のお話にもありましたが、いかにやはり

温暖化を防止するか、ＣＯ２のいわゆる出るも

のを少なくするとか、あるいは木材とか、ある

いはいかに森林の急激な伐採を控えるとか、そ

ういう総合的な政策の中でいわゆる環境を保持

することによって農業も保持されるということ

であって、農業そのものが変わってきたからい

わゆる品種改良すればいいとか、栽培法を変え

ればいいというような短絡的な政策では、とて

も追いついていかないわけですから、そこは基

本的なものということでやはり国県との連携と

いいますかね、そういう政策を国全体としての

政策を展開していく。それをやはり我々地方自

治体の行政がどうカバーリングをしていくかと

いうことになるかと思うので、その辺はそうい

う形で展開をさせていただきたいと思いますし、

市独自の政策というものが、どういうものが構

築できるのかということにつきましては、随時

検討しているところでございます。 

 あと、大型ハウスでございますが、これは議

員おっしゃることは、どれぐらいの大型ハウス

という意味合いかわかりませんが、少なくとも

今例えばブドウ、新しい棚を組んでハウスをす

るということになると１０アール５００万です。

サクランボも大体３００万です。そうしたとき

に、そういうハウスをつくって栽培して、いわ

ゆる投資代、費用対効果という部分で成り立つ

かということが、これから検証しなければなり

ませんが、多分難しい部分があるのではないか

なと私個人としては思っておりますが、そうい

うハウスというよりも、もう少し物を原点に返

れば、真冬にイチゴが食べられると。しかし、

いざしゅんのときにはなかなか食べられない状

況です、今はっきり言って。ですからそういう

いわゆる消費者のニーズも、消費者の皆さんに

もある程度考えていただいて、本当のいわゆる

しゅんの食事といいますか、食生活というんで

すかね、あるいはしゅんの果物といいますか、

そういうものも改めて考え直していただいてい

くということになれば、いわゆるそういう投資、

むだな投資とは言いませんが、そういう投資も

しない農業だってあり得るのではないかと。温

暖化につながらないようなこともあり得るので

はないかというようなことも思いますし、もう

１点につきましては、やはり日本の農業の自給

率３９％というものをどういうふうにとらえて

日本の農業を考えていくかということも問われ

ているのではないかなというように思っていま

す。ですから、そういうことを総合的に勘案し

た中で、この上山市の農林行政というものを展

開してまいりたいと考えておるところでござい

ます。 

○髙橋位典議長 １１番浦山文一議員。 

○１１番 浦山文一議員 今の市長のお考え聞

きまして、それはごもっともでございます。そ

のとおりだと思いますね。ですから私のは奇想

天外なことを申し上げましたけれども、やはり

上山市においても果樹類の耕作面積がどのぐら

いあるかということは、農業委員会、農林課の

方でも全部把握はしておるわけでございますが、

そこら辺、そこでそういうふうな農地耕作面積

を見て、それでどれぐらいの人が、やはりさす

が農業に精通している市長ですからさらっとこ

う数字を述べましたけれども、とにかく耕地面

積をどう、ラ・フランス、サクランボ、そうい

うものがどれだけあって、ではそれにかかる総

経費はどのぐらいの試算になるのかなというこ

とも、やはり考えておいても決して悪くはない
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のではないのかなと。ですから、さっきも申し

上げたとおり、外ではもうあの暑さが出てくる。

その温暖化の影響というのはすごいんだよとい

うのをもう一度再認識して考えてみていただき

たいんですよ。そうすると、野外ではもうだめ

なんです。屋外ではだめなんです。屋内でやは

りそういうふうなものを取りつけていくように

しないと、本当に我々の命が危ぶまれるという

ことになりますよ。これ、本当に国の大きな問

題であるということも承知でございますが、で

もこの上山からそういうふうな考え方の中で、

いろいろと計画していかなければいけないので

はないのかなと思いまして、温暖化専門のプロ

ジェクトチームをつくってはいかがなんですか

ということを私は申し上げているのであります。 

 では、最後に質問して終わりますけれども、

私のとにかく上山を愛するこの気持ち、この上

山市を守っていくためにも、上山市民を本当に

危機的状態に陥らせないためにも、私はこの考

え方を十分に重要視していただき、その中でい

ろんな専門的な分野の中で議論を交わしていた

だければありがたいなと、このように思います

が、市長いかがでしょうか。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 繰り返しの議論になります

けれども、いわゆるドームの考え方というのは、

今何が行われているかというと、ドーム球場で

すよね、はっきり言って。ドーム球場で真夏で

も温度調整をして、そして秋口でも温度調整を

して、だから札幌でもプロ野球ができるという

ようなわけですけれども、ただそれを農業にと

いうことになれば、現時点であるいは１０年後、

２０年後の投資としては、まだそこまで考えな

くてもいいのではないかなというふうに基本的

に思っています。それは、先ほど申し上げまし

たように費用対効果の部分もありますし、それ

以外の部分でもっと品種改良とか、例えば今後

の農業に対する、あるいは農業政策の中ではや

はり品種改良とかそういうことで、まだ十分で

あろうというふうに思っています。それは、１

００年後、５０年後どうという議論だと思いま

す。はっきり申し上げまして。ですから、今の

段階でそれを議論するよりは、むしろ今のここ

十数年、２０年とか、そういう中での農業の政

策を展開すべきだと思いますし、そういうこと

で政策展開をしてまいりたいというふうに考え

ておるところでございます。 

 温暖化については十分認識をさせていただき

まして、プロジェクトチームをつくるかどうか

は別問題にいたしましても、農林課内でのきち

っとした対応ができるようなことで政策展開を

やってまいります。 

○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 施政方針について伺

います。 

 平成２０年度施政方針は、５項目から成る主

要事業としてまとめられていますが、確かなビ

ジョンという言葉は出てきますが、具体的な部

分が見えてきません。地域の振興の主体を担う

べきでありますが、市長は株式会社上山市とし

て、行政は最大のサービス産業であることを念

頭に、時代の変化や市民ニーズに迅速かつ的確

に対応できるよう職員の意識改革など市役所改

革が必要であります、と表明されています。 

 我が議員団は岩手県葛巻町を訪問、視察する

中で大きな衝撃を受けましたし、中村前町長の

３０年先を見据えたまちづくり、夢を現実のも

のにするため町は企業、サービス業、町民は顧

客という立場で歩んできたといいます。酪農と
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林業の町が過疎を逆手にとって町経営を有利に

展開、人口８，０００人の町が合併しないで、

自立を目指して町の再構築を進めてきたという

ことであります。 

 こういう意味で、横戸市長の構想が株式会社

上山市ということであれば理解することができ

ます。地方自治とは何か。原点として再確認を

しておきたいと思います。 

 第１に、地方自治ないし地方自治体こそ住民

が国や地方の政治、行政に対して、自分たちの

意志や希望を反映させていくための一番身近な

ルートであること。第２に、自治体は住民がみ

ずからの生命、生活、権利を守り改善していく

ための拠点だということであります。 

ところが私の危惧するところは、地方行財政

改革が強く求められ、一方的に地方交付税交付

金が削られるもとで、合理化のためとして民間

委託スパイラルに陥ることであります。行政責

任を果たすべきは果たす、確固たる方針を求め

ておくところであります。 

２００８年度地方財政計画では、小泉構造改

革路線、特に２００６年度の骨太方針の歳出歳

入一体改革による地方財政の抑制路線は、基本

として踏襲しつつ、参院選で示された地方の反

乱への対策として、若干手直しをしたと言われ

ます。地方再生対策費４，０００億円の創設を

施したものです。２００４年度に実質の地方交

付税が２兆８，６００億円も一方的に大幅削減

され、以来毎年削減されてきたことから、５年

ぶりの増額であります。 

もう一方で、財界優遇、アメリカ従属のもと

で、地方と国民に大きな痛みが押しつけられま

した。特に、お年寄りへの大増税と負担増、医

療介護障害者施策の制度改悪、雇用や農業の破

壊などが国民全体を苦しめているとともに、本

市の新年度の施策にも影響を与えています。 

地方財政の大幅削減と、市町村大合併が地方

を疲弊させたとの指摘があります。こういう背

景を持ちながら、財政再建団体制度にかわり地

方公共団体財政健全化法を２００７年６月に成

立させました。早期健全化基準と、財政再生基

準が１２月末に法令として公布され、２００８

年度決算から適用されるとのことであります。

これにより、地方自治体がどういう変わり方を

していくことになるのかであります。 

私は、地方分権に反し、国の新たな介入、干

渉を強める手法の一つであると推論するところ

でありますが、市長の所信と対応について明ら

かにされたいのであります。 

二つには、この施政方針と、第６次上山市振

興計画の基本構想及び３カ年実施計画との整合

性について伺うものであります。 

次に、新たな政策課題と挑戦ということにつ

いてであります。 

我が議員団は岩手県奥州市と葛巻町を視察さ

せていただきました。前町長の中村哲雄さんは

上山農業大学でも講演をいただき、２度目とな

りますが時間を割いてくださり、率直にお話を

聞くことができました。基幹産業は酪農と林業、

総面積の８５．８％が森林面積ということであ

ります。キーワードは何もない過疎の町で、過

疎を逆手にとって葛巻町としてのハングリー精

神であると受けとめました。後がないという状

況の挑戦が成功に導かれたのだと思います。 

もう一つは、２０年、３０年先の町を見通し

た上での人づくりをまさに町民全体として実践

している姿であり、産業起こしへの取り組みは

すさまじささえ感じました。例えば、風力発電、

バイオ発電、中学校新築時の太陽光発電導入、

畜産公社、ワイナリー建設、ミルクハウス、チ
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ーズハウス、ふれあい宿舎グリーンテージ等々、

一つ一つの取り組みを進めることで、若者の労

働を確保し、定着させ、町の循環と力をつくり

上げ、三代にわたる町長らの努力の積み重ねが

あって現在に結んでいると思います。現在では

すべての事業で、町に利益を還元するまでに力

をつけてきているということであります。 

ここで大切なことは、一つ一つの施策を着実

に実施していくことと、政策のトータル性であ

ります。一つの事業をやりっ放しでなく、農産

加工であれ道の駅の直売所であれ、町民にお金

の入る仕掛けをずっと追求していることであり

ます。 

地方の課題に対する各省庁の支援策が数多く

あります。例えば、国交省の地方再生戦略施策、

環境や地域公共交通の活性化、地域産業、地域

農業の再生、地域の森林林業の再生等々であり

ます。これらの中から選択して、上山市が施策

として打ち立てて取り組める可能性の事業や、

国の予算を導入できる事業を具体化し、挑戦す

ることを期待したいと思いますが、市長の見解

を問うものであります。 

次に、水田経営所得安定対策についてであり

ます。 

これまでの品目横断的経営安定対策は破綻し

て、名称は変えました。しかし、残念ながら一

部の担い手だけによる日本農業の縮小、再編と

いう本質を変えるものとはなっておりません。

農水省はまた、米価暴落の原因をミニマムアク

セス米の大量在庫や、米流通を市場原理にゆだ

ねた上で政府米を放出した状況にあることを棚

上げし、生産調整の実効性が確保されなかった

ことがさも原因として、本年産米の生産調整の

実効性の確保を政策目標に掲げています。 

そこで市は、この政策を進めていく際に、そ

の方針どおり進めようとするのか。あるいは農

業は上山の基幹産業とする立場で、農業者は皆

担い手とする政策にするかであります。その意

味ではこの対策は、対象範囲の拡大として、新

たに年齢制限の見直しと、市町村長が加入を認

定する市町村特認を導入しましたが、対象はや

はり認定農業者だけということになるのか明ら

かにされたいのであります。 

アメリカ、ロシア、中国でも砂漠化が進み、

インドはことしから穀物を外に出さない、中国

も来年から穀物を外に出さないという状況にま

で、世界の穀物状況は逼迫しています。世界の

穀物流通の在庫率は全流通量の１５％にすぎず、

過去最低水準に落ち込んでいることが報道され

ています。 

「毀された日本の食を取り戻す」という１冊

の本があります。米沢出身で、元明治大学農学

部教授でありました滝沢昭義先生の著です。日

本の食の復権は、食糧自給率を高めることを目

指さなければ達成できません。方法はあります。

まず、米輸入をやめて生産調整を緩和すること

が最も効果的で、今輸入している約８０万トン

の米輸入をストップして、完全国内自給するだ

けで自給率は２ポイント上がるのです。もし、

消費者が輸入小麦を原料としてつくられるパン

から米飯に切りかえれば、小麦の輸入量削減と、

国内産米の生産拡大を同時に達成できます。も

し１億２，６００万人が、御飯を１日にわずか

１杯多く食べるようになれば、それだけで米消

費量は１年に３４０万トンも増加し、これで７

０万ヘクタール近い転作田に米を作付できるよ

うになり、自給率は８ポイントも上がることに

なります。国内農業を縮小して、外国の食糧、

農産物に日本市場を明け渡す今の農政改革は、

アメリカと財界のための政策ではあっても、食
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糧自給率を上げて国民の食糧主権を確立する政

策にはなり得ません。おどしと金で動くアメリ

カと財界のための農業。食糧政策から国民の生

命と健康を守るための農業。食糧政策に転換さ

せることが必要です。 

引用しましたが、農政の根幹を変えるために、

政治そのものを変えなければならないし、情勢

はそれを求めています。 

このような状況を背景として、上山ではどう

するかであります。一つには飼料稲、飼料用米

の導入であります。水田を水田として活用しつ

つ調整面積を果たすことは、近い将来を見据え

ても有効策であると考えます。また、大豆につ

いても輸入が縮減される状況のもとでは、地域

内自給率を上げるため、積極的な取り組みが求

められていることであります。その際にも、作

物の栽培、流通、農産加工という一連の中で、

どれだけの支援、指導、誘導のための対策、流

通も含め栽培者がつくってよかったと言えると

ころまでトータルとしての仕組みづくりをいか

に進め、振興策の一つとするかであります。 

次に、集落営農についてであります。 

奥州市、江刺区にある農地組合法人アグリコ

ーポ小田代を視察しましたが、この組織では、

農家が水田を出資するという方法ではなく、１

０アール当たり年間１万１，０００円から１万

３，０００円程度で借り上げ、作付をしている

という形態でありました。万一、組合が倒産し

た場合、水田を出資していれば返ってこないと

いうことになりますが、借り上げなのでその心

配はないとのことでした。この組織の設立趣旨

は、集落をこれ以上寂れさせないため、集落内

の農業部門を一手に引き受け、農地を提供した

人たちは勤めに出たりほかの仕事につくことが

できるようにすることであります。しかし、昨

年と比較して６００万円も減収し、現在のよう

な米価では継続することが困難との率直な話も

伺いました。 

過疎集落や中山間地、あるいはお年寄りから

耕作を引き継ぐ意味も込めて、集落営農という

生産グループの育成について、市長の見解を問

うものであります。 

次に、新作物として、紅花栽培の振興を図る

ことについてであります。 

上山市は、気候風土に恵まれ、ブドウ栽培で

は日本一の条件とまで言われるすばらしい農業

の地であります。この風土であれば、紅花栽培

はよいものができるというのが紅花講演会を聞

いての実感であります。 

上山で栽培者を募り、もう一度紅花の産地に

できないものかと考えます。栽培、流通、紅も

ちの加工も含め、経済が成り立つところまで育

てるならば、紅花は上山の新しい産物として大

きな可能性を持っていると考えますが、市長の

所見をお伺いします。 

最後に、食の教育も含め、学校給食における

米飯給食を現在の週３回から１回ふやし４回と

してはという提起であります。 

人間の食嗜好は５歳から１３歳で決まるとい

う食歴説があり、学校給食、食育、地産地消の

味の意義もここにあるとされます。最近、小麦

価格が値上がりする一方で、国内での小麦生産

は絶対的な不足状況にあり、さきにも触れた穀

物不足は価格の高騰でＦＡＯの食糧援助も縮小

され、飢餓人口がさらに拡大する情勢にありま

す。 

これらの状況を踏まえると、検討すべき時期

にあると思いますが、教育委員長の積極答弁を

求めます。 

もう１点は、米粉パン給食の導入検討であり
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ます。 

最近、米粉パンが各地で取り組まれておりま

す。微粉末の米粉であれば遜色はないと言われ

るように、技術的にも進んでいます。子供たち

が好むパンということでは研究、検討されたい

と思いますが、週１回の導入について検討され

たいのであります。 

学校給食の食材は学校給食会から４割、地元

から給食センターへの納入が６割ということで

ありますから、上山は極めて前進的であると評

価しています。上山の地域内生産、安定的な供

給体制づくり、生産者組合を確立して季節ごと

に地元の農産物を納入できる責任の持てる体制

をつくることが求められます。 

また、学校給食は食育であると同時に親の養

育の責任の一端があります。食育の大切さを啓

蒙することで、保護者の給食に対する理解も深

められるものと思います。 

以上、答弁を求め、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 １５番菊池喜英議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、地方財政制度改革についての御質問

でありますが、地方公共団体財政健全化法は、

これまでの一般会計等の実質収支による赤字基

準だけではなく、公営事業会計や地方公社及び

第三セクターを対象とした四つの財政指標を基

準にするとともに、自主的な財政健全化を図る

早期健全化段階を設定した、新たな財政再生制

度であります。 

 また、公会計制度改革は、企業会計と同様に

貸借対照表等の財務諸表を導入し、従来の会計

諸表では明確ではなかった資産と負債の関係な

どを明らかにしようとするものであります。 

 いずれの制度も地方公共団体全体の会計を対

象に、住民に対して財政状況を統一された基準

で、わかりやすく説明することが基本となって

おり、財政指標については、平成１９年度決算

から公表が義務づけられるなど、地方公共団体

の情報開示がこれまで以上に進むことになりま

す。 

 本来、地方公共団体の財政の健全性は、国の

関与の前に住民とその代表者である議会のチェ

ック機能の発揮、すなわち住民自治と団体自治

によって確保されるべきものでありますが、そ

のためには必要十分にしてわかりやすい財政情

報の開示が不可欠であります。 

 本市におきましても、必要な事務システムの

整備等を行いながら、ホームページ等を活用し

た総合的な財政情報の公表を積極的に実施して

まいります。 

 次に、施政方針と第６次上山市振興計画の基

本構想及び３カ年実施計画との整合性について

申し上げます。 

 第６次振興計画は、郷土、地域資源の活用、

戦略性の三つの基本姿勢のもと、将来都市像を

「すこやか交流都市上山」と定め、基本構想は

それを実現するための基本的な方向性を施策の

大綱として示したものであります。 

 また、実施計画につきましては、基本計画で

定めた施策を３カ年の実施計画として明らかに

し、毎年見直しをして必要な調整を行っており

ます。 

 施政方針でお示しした具体的な主要施策につ

きましては、第６次振興計画の基本構想及び基

本計画に基づき、施策、事業等を３カ年実施計

画より精査し、決定したものであります。 

 今後とも第６次振興計画の将来都市像の実現

に向け、第一に市民の暮らしの確保、第二に経
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済、社会活動を営む元気の源となる産業の振興、

第三に地域内外にわたる多様な交流を通じた地

域発展の三つの分野を柱に、着実に施策事業を

実施してまいりたいと考えております。 

 次に、新たな政策課題と調整について申し上

げます。 

 地域再生を初めとする国の支援制度は、地域

の自主的・自立的な取り組みを支援するため、

地域からの声や政策ニーズを踏まえて、国が支

援メニューを整備し、後押しをするという形に

転換を図っており、地域の知恵と工夫の競争に

よる活性化へのサポート、推進が柱になってお

ります。同時に、本市のすぐれた地域資源を最

大限に生かすためには、経営戦略的発想による

政策形成が重要となっております。 

施政方針で申し上げましたとおり、元気な上

山をつくるために観光、農林業、商工業の連携

や産学官の取り組み等による地域産業の活性化

を図るとともに、新たな産業、経済政策など、

将来のまちづくりに向けた政策をあわせて推進

していく必要があります。 

これら今後の政策推進に当たりましては、国、

県を初め関係機関、団体のさまざまな制度や支

援メニューを的確に選択、あるいは組み合わせ

るなど各課横断、施策横断の視点に立って、一

体的な施策、事業の展開を図ってまいります。 

次に、農業政策について申し上げます。 

水田畑作経営安定対策と具体化についてであ

りますが、国においては本年度から開始した品

目横断的経営安定対策への加入率を向上させる

ため、生産者などからの意見に基づき、水田経

営所得安定対策へ名称を変更し、該当者を拡大

するため市町村特認制度を設けるなど、制度の

見直しを行っております。 

水田農業の振興を図るため、新たな特認制度

を活用し、４月からの加入申請に備え、該当す

る農家への周知に努めてまいります。 

また、飼料稲を転作作物として推奨すること

につきましては、畜産経営における粗飼料確保

や、既存農業機械の活用などから、有効な作物

と考えておりますが、飼料としての製品化や価

格などの課題もありますので、県内事例の調査

や畜産農家との話し合いなどを進めながら検討

してまいります。 

大豆につきましては、転作制度の中でも奨励

されており、市としても大豆栽培に取り組んで

いる上山市水田営農組合への各種支援や、みそ

加工店の協力を得ながら、「みそかみのやま」

の販売や、学校給食に提供するなどの取り組み

を行っております。今後とも有望な転作作物と

して位置づけてまいりたいと考えております。 

次に、集落営農についてでありますが、本市

の水田農業を持続し、農村の維持を図るため平

成１７年度から各地区協議会において、水田農

業ビジョンについて協議してまいりました。 

その協議の中で、国の示した集落営農につい

ては必要性は認めるものの、地域リーダーや設

立後の支援などに不安もあり、設立は１地区に

とどまっております。これまでの協議の中で耕

作できなくなった農地の利用調整や、実際に作

業を行う人の確保などが共通課題として挙げら

れておりますので、各地区での農用地利用改善

団体の設立と、それに同意した農家の間で地域

実情に合わせた集落営農のスタイルについて協

議を進めてまいりたいと考えております。 

次に、新作物として紅花栽培の振興について

でありますが、紅花は県花であり、話題性やフ

ァッション性などを備え、観光面での活用など

も期待できるものと考えております。また、市

内でも観光果樹園協議会や、まちづくり塾など
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が紅花を生かしたまちづくりの取り組みを始め

るなど、市民の機運も高まっており、市といた

しましても栽培技術や商品化などの課題を克服

しながら、加工を含めた産地形成に努めてまい

りたいと考えております。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

〔小関男教育委員長 登壇〕 

○小関男教育委員長 １５番菊池喜英議員の

御質問にお答えいたします。 

初めに、学校給食における米飯給食実施につ

いての御質問でありますが、本市の学校給食は

週５回のうち３回を米飯に、２回をパンやめん

にしておりますが、県内の米飯給食の状況は山

形市や周辺の市町で３回、庄内や最上などの市

町では４回となっております。 

米飯給食の拡大につきましては、国の食育推

進基本計画において、望ましい食習慣や日本文

化としての稲作への理解などの教育的な視点か

ら米飯給食の推進を図ることとしており、県に

おいても米の消費拡大の一環から、来年度米飯

給食をふやした場合の補助を行いながら、その

拡大を図る方針であるとお聞きしておるところ

であります。 

パンから米飯にした場合、ややコストがふえ

るわけでありますが、本市におきましても食育

や地産地消の観点に立ち、県の補助制度を活用

しながら来年度から米飯給食を週４回に拡大す

ることとしておるところであります。 

次に、米粉パン給食の導入について申し上げ

ます。 

米粉パンは、県内では中山町や庄内の一部小

学校等で学校給食に使っておるわけであります

が、現在のところ価格が割高なこともあり、１

学期に１回程度の使用にとどまっております。

しかし今後、生産や流通体制が整うことにより

価格や品質の改善が期待できますので、状況の

推移を見ながら、米粉パンの使用について検討

してまいりたいと考えております。 

次に、地元産食材の供給体制づくりについて

でありますが、安全安心な学校給食の推進や、

食を通して子供たちをはぐくんでいく上で、生

産者の姿が見える地元産食材の活用を拡大して

いくことは大切なことであると考えておるとこ

ろであります。 

地元産食材の活用拡大につきましては、安定

した量の確保などの困難な課題がありますので、

安定した供給体制づくりの可能性について、今

後検討を行ってまいります。また、学校給食は

食材提供者等の多くの関係者の協力により実施

されていることや、学校給食が担っている役割

の大きさについての周知を図り、保護者の学校

給食に対する理解がさらに深まるよう努力して

まいりたいと考えております。 

以上でございます。 

○髙橋位典議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

午後 ２時０１分 休 憩 

                  

    午後 ２時１１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 議員番号２番、会派２

１世紀会の佐藤昇であります。 

 質問に入ります前に、昨年の市長選挙に当選

され、無事１年の職責を過ごされ、日々上山の

ために御活躍をされている横戸市長に敬愛の意

を申し上げさせていただきます。 

 ことしの１月はほとんど休むこともなく、さ
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まざまな行事や会合に出席される市長の姿は、

自主再生を目指す我がまちのニューリ－ダーの

姿だと、市民の皆さんからもとてもよい印象を

持たれているようです。しかし、何といいまし

ても今の上山が抱えているさまざまな問題を解

決してこそ、本当の意味で市民の皆様の期待に

こたえることになることを市長も御承知のこと

でしょうから、健康に御留意され２年目の年を

迎えられることを願っております。 

 私も、さきに質問されました当会派の大場議

員と同様、要点を簡潔に質問させていただきま

すが、市長、教育委員長にはぜひ熱意にあふれ

た御答弁を期待いたします。 

 それでは早速、質問に入ります。 

 まず、第１に公共施設でのサークル、セミナ

ー活動の活性化についてであります。 

 ほかのまちではさまざまな場所で幅広い世代

の人たちがいろいろな文化、スポーツのサーク

ル活動を行い、交流を深めていると聞きます。

上山は勤労青少年ホーム、体育文化センター、

生涯学習センターなどがあるにもかかわらず、

実際そこで行われているサークル活動など、ま

だまだ少ないように思います。以前は、仕事が

終わればそうした場所に集まり、バドミントン

などの活動で汗を流したりする人たちが多かっ

たはずです。勤労青少年ホームの意義は、あす

の就労意欲を高めるものであると聞きますが、

私としては、以前は若い男女の出会いもそうし

た場所にあったと思います。実際にそうした活

動を通して結ばれた人たちがいらっしゃったこ

とを聞きます。 

 今日では、多くの男女に仕事の後の時間の過

ごし方を聞くと、男性はパチンコなどが多く、

女性は真っすぐに帰宅するとの答えがほとんど

でした。興味が持てるサークルなどがあったら

ぜひ参加したいが、地元ではそうしたものが数

少なく残念であるとのことです。 

 本市においても少子化対策のさまざまな施策

を上げられていますが、何といっても結婚する

男女がふえなければ意味をなさないはずです。

そのためにも、行政がリーダーシップをとりサ

ークルやセミナーなどの活動の充実を図ってい

ただきたい。また、退職された方や高齢者の方

を対象とした健康体操や生きがい講座なども早

急に展開することも必要かと思われますが、教

育委員長の御所見をお伺いいたします。 

 続きまして、温泉街の整備についてでありま

す。 

 上山の駅から温泉街までのまちの景観は、観

光客を喜ばせるものはほとんどなく、特に家族

連れの方々がまちに出ても、子供たちが見るも

の、楽しむものは皆無であると思います。 

 温泉においでになる方々はおふろでくつろぎ、

食事を楽しむほかに、その土地の空気を知ると

いった楽しみもあるはずです。箱物をつくるだ

けでなく、浴衣を着てげたを履き、まちを歩い

てお土産物屋さんをのぞいたり、路地を散策し

て思いもかけないものを見つけたりすることで

も満足を味わっていただけるものと思います。

そのためにも空き店舗を利用したり、踊りや太

鼓の演奏などを見てもらえる場所を設けるなど、

観光客が楽しめるまちづくりをしてはいかがで

しょうか。 

 このことにより市民の皆様もまちに出てきて

いただけるようになると思いますし、本当の意

味で浴衣の似合うまちになると思いますが、市

長の御所見をお伺いいたします。 

 次に、ショッピングプラザカミンについてで

あります。 

 すべては生活者のためにをコンセプトとする
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ショッピングプラザカミンは、来客数が年々減

り、店舗の空きスペースも開業当時に比べると

目立つようになっています。この嘆きは出店さ

れている方はもとより、カミンを日々利用され

ている方々にも不便を感じさせているはずです。 

出店数をふやす方法は、当然来客数をふやす

ことに尽きます。そのために、もっとカミンの

魅力アップを図らなければいけないわけです。

空きスペースの有効利用や、ステージスペース

を市民の方々に開放したり、市民の方々がもっ

と憩える場所づくりの取り組みなどをもっと考

えてみてはいかがでしょうか。市長の御所見を

お伺いいたします。 

 最後に、牧野バイパスの早期完成についてで

あります。 

 念願であった一般県道萱平河崎線道路改良工

事牧野工区、通称牧野バイパスも、国会議員の

遠藤代議士、我が市の同僚議会議員の皆様、そ

して横戸市長を初めとする上山市役所の担当者

各位の御尽力により、ようやく２４年度完成と

いう事業採択の準備が整ったようです。 

 しかしこれは、広域事業である柏木の焼却場

建設に合わせた振興計画と思います。 

 しかし、牧野地区は昔から普通乗用車でさえ

すれ違うのが不便を感じるのに、近年楢下バイ

パスの開通によって、小笹地区より東街道に多

くの大型トラックが乗り入れ、朝夕の通学時間

帯などはいつ事故が起きてもおかしくないよう

な危険極まりない状態がそこにあります。 

 広域事業と同日進行するのではなく、一日も

早い完成は、我々宮川地区に住む者皆の悲願で

もあります。このことについて市長はどうお考

えなのか、ぜひお伺いいたします。 

 以上であります。  

○髙橋位典議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ２番佐藤昇議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、温泉街の整備についてでありますが、

上山温泉駅から新湯温泉街までは、上山のまち

の顔としてカミン交差点までの道路整備を契機

に、足湯、ポケットパークや、川に親しむ親水

空間などが整備され、市民や観光客だれもが憩

える空間となっております。また、温泉街の近

くには武家屋敷や上山城、和菓子や人形つくり

体験ができる店、足湯カフェもあり、観光客の

魅力の場所となっております。 

 今後、中心市街地活性化基本計画を作成し、

景観の視点にも配慮した歩いて楽しいまちづく

りを進めてまいります。 

 次に、ショッピングプラザカミンの魅力アッ

プについて申し上げます。 

 ショッピングプラザカミンは、複合機能を持

つ中心市街地の拠点施設としてオープンしたも

のでありますが、近年の隣接市への大型郊外店

の出店や、都市間交通網の整備、消費者ニーズ

の変化等に伴い、山形市への購買依存度が高ま

り、カミンへの来客数の減少傾向が続いている

状況にあります。 

 ショッピングプラザカミンを市民にとってよ

り魅力ある親しまれる施設とするために、各個

店の魅力向上の取り組み、空きスペースへの新

たな出店の推進、カミン広場を活用したイベン

トや発表会の企画などにぎわいづくりに努めて

まいります。また、サービスカウンターにおい

ての観光案内や、施設内での上山の特産品、地

場産品等の展示販売コーナーの充実を図り、中

心市街地の「まちの駅」の機能を強化し、市民

はもちろん観光客が立ち寄る施設にしてまいり

たいと考えております。 
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 次に、牧野バイパスの早期完成について申し

上げます。 

 一般県道萱平河崎線道路改良工事牧野工区の

事業につきましては、地元からの強い要望もあ

り、長年にわたり市の重要事業として要望して

まいりましたが、本年度に入り柏木地区への新

清掃工場の立地が追い風となり、平成２０年度

の事業採択に向けた測量調査が実施されている

ところであります。 

 県の説明では、新清掃工場の試験稼働時まで

には供用開始の予定とされております。一日も

早い完成に向け、本年度事業促進を目的に設置

されました県道萱平河崎線牧野工区建設促進対

策協議会との連携を図り、積極的に事業推進に

取り組んでまいります。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

〔小関男教育委員長 登壇〕 

○小関男教育委員長 ２番佐藤昇議員の御質

問にお答えいたします。 

 公共施設でのサークル、セミナー活動の活性

化についてでありますが、現在、体育文化セン

ター、生涯学習センター、公民館、市民会館な

どではさまざまなスポーツ、文化、レクリエー

ションなどのサークル活動やクラブ活動が展開

されており、若者の世代ではインディアカ愛好

会や吹奏楽団などが練習を通して活発に活動し

ております。 

 勤労青少年ホームでは、若者の活動が活発に

展開されているとは言えない状況にありますが、

新しいサークルが活動を始めるなどの兆しも見

えております。今後とも生涯学習活動やスポー

ツ活動への支援を行いながら、ゆうがく塾や地

区公民館などで若者を対象とした講座の実践や、

サークルの情報提供を行うとともに、利用しや

すい施設管理に努め、サークル活動の環境整備

を進めてまいります。 

 また、健康体操や生きがい講座などにつきま

しては、各地区公民館の高齢者教室、健康講座

などを含め総合的に取り組んでおりますが、今

後ともさらなる参加を促しながら、各種講座を

実施してまいりたいと考えておるところであり

ます。 

 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。 

 最初に、セミナーの件なんですけれども、今

回は教育委員長に通告ということで、少子化問

題というのは余り取り上げなかったんですけれ

ども、やはり私の地区なんかもそうですし、ま

ち中の方なんかでも結局なかなかそういったも

のに参加する機会を逃されている方というのが

たくさんいらっしゃるわけなんですね。確かに

インディアカとかいろんな活動をされているの

は見ているんですけれども、やはり多くの人を

対象にされていないようなことを感じます。 

 ですから少子化対策ということを今回はちょ

っと、この件に関しましては要望だけにさせて

いただきますけれども、やはり少子化問題の対

策、本当は今回の一般質問で集団見合いみたい

なことを提案させていただこうと思ったんです

けれども、いろんな自治体でそういう集団見合

いをやっているところで、余り成功している事

例というのがなかったんですね。いろんな多額

の予算を使っているにもかかわらず、男性が８

割、９割ぐらいでただで飲み食いするのを何か

期待するような集まりで、余り成果が得られな

いというようなことでありまして、私としまし

てもどうしたものかということでいろいろ考え

ました結果、まちの人のいろんな昔の話を聞き
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ますと、勤労青少年ホームでそういう活動をし

ていて結ばれた方というのは結構いらっしゃる

ということを聞きまして、やはりこれしかない

と思いまして、ぜひ社交ダンスなんかもいいと

思いますけれども、マラソン大会、例えば企画

した場合に、その市のやり方というのは何とな

く東京マラソンのように、給水所とかいろんな

準備万端、もう万事オーケーみたいな感じのと

ころが見られるんですけれども、やはり参加す

る人が集まらなければ、そのマラソン大会も成

功しないのと同じような、そういった意味でも

っと幅広く皆さんが、ちょうどきょうタイミン

グよく新聞にＮＨＫのそういうセミナーですね。

山交ビルでやっているものなんですけれども、

ＮＨＫ文化センターの広告とか、トップロード

さんの広告なんかはちょうど偶然に二つも入っ

たものですからちょっと持ってきたんですけれ

ども、私もこれ行っています。これ、ＮＨＫの

方にはちゃんと会員になっていまして、陶芸を

やったり、語りべの講習なんかも受けたりしま

して行っているんですけれども、上山でこうい

うものをやりたいと思ってもなかなかないんで

すね。 

 ですから、やってくださる方というのは結構

いらっしゃるみたいなんですけれども、そうい

う場というのがなかなかないものですから、わ

ざわざ山形まで行かなくてはいけないんですけ

れども、やはりそういった意味でぜひ上山でも

こういったものを、全部とは言いませんけれど

も、やはりどういったものが市民の方々から要

望されるのかというのをつかんでいただいて、

ぜひそういう場をつくっていただければ、本当

に集団見合いなんかしなくても、そういった活

動を通して本当に息の合った者同士が結ばれる

ようなことというのがやはり起きてくると思い

ますので、ぜひ教育委員長、よろしくお願いい

たします。 

 続きまして、温泉街の整備なんですけれども、

先日、後藤山形県副知事をお迎えいたしまして、

上山の古窯さんで、かみのやま温泉開湯５５０

周年観光まちづくり講演会、私も参加させてい

ただきまして、その中で副知事がやはり観光と

いうのは地域が一体となって行わなければ絶対

に成功しないということをおっしゃっていまし

た。ですから、旅館の囲い込みの問題なんかも

強くは触れられていませんでしたけれども、旅

館側としましても、外にお客様を出すためには、

やはりお客様が外に出て十分満足していただけ

るようなものがあって初めて外に出せるという

ようなことなども話を聞くものですから、確か

に足湯とかそういうものもわかりますけれども、

やはりまだまだ街並みとしましては老朽化して

放ったらかしになった例えばトキワ館の建物も

ありますし、やはりああいったものもぜひ整理

されて、上山としましては、本当に箱物をつく

ってもらいたいとは要望しません。ただ、やは

りレトロな雰囲気。本当にほかの温泉街にない

ようなそういうまちづくり、温泉まちづくりと

いうものをぜひ市長にお願いしたいと思います

ので、その辺もお考えいただければと思います。 

 あと、牧野バイパス。済みません、やはり地

元の要望になってしまうんですけれども、やは

り２４年度完成とありますけれども、私はもう

本当に昔からあそこの地区、牧野の集落の中と

いうのは本当に危険な場所で、先ほどいらっし

ゃっていましたけれども、東小学校の子供たち、

あの子たちの中にも何人かその牧野地区を通っ

ていらっしゃる子供さんたちがいらっしゃるは

ずですし、うちの中学２年になる娘もそこを通

って宮川中学校に通っております。 
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ですけれども想定外だったのが、本当に楢下

バイパスが開通して、あれだけ多くの長距離ト

ラックが、まさかこちらの方に流れ込んでくる。

本当に乱入状態なんですね。運転手さんに話を

聞く機会がありまして、本庄街道ではだめなん

ですかと聞くと、本庄街道はやはり道がうねう

ねしていて、東街道を下ってきた方がすごくス

ピードアップにもなるし、こちらの方が便利な

んだということで、それはとめることはできな

いんでしょうけれども、やはり広域のためのバ

イパスづくりというのではなくて、ぜひ皆様に

雪の日、除雪した後の雪降りのときにあの牧野

地区を子供たちと一緒に歩いていただけると、

本当に子供たちがどんな気持ちで、もう本当に

うちの家内もちょっと連れていったことがある

んです。ぜひ見せたいと思いまして。もう絶句

していました。本当に雪がわきに掃かれていて、

それで車、普通車が２台やっとすれ違えるよう

なスペースを大型トラック、あと菖蒲地区から

砕石を積んで運んでくる大型ダンプカー、それ

がすれ違うわけなんです。その車でさえ結局ブ

ロック塀にすれすれのような状態。そのスペー

スを子供たちが歩いているわけなんです。雨の

日なんか、高校生の子なんかは自転車に乗って

走ってくるんですけれども、それでももうこす

ってしまう。こすった事故なんていうのは本当

に数知れないような状態なんです。 

 今回、イージス艦の事故がありまして、もし

かしたら防げたかもしれないなんて報道されて

いますけれども、本当にあれ以上に危険な状態

というのが牧野地区で起きているんです、今現

在。ですからやはり市長、できましたらば広域

に連動するのではなく、本当にそういう危険な

現状を県の方、国土交通省の方に知らせていた

だきまして、早急に一日でも本当に、一日なん

て本当はもう一カ月、一年早くつくっていただ

きたいんですけれども、ぜひ要望していただけ

るようにお願いいたしまして、まず要望という

形で終わらせていただきます。以上です。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 温泉街の整備でございます

が、先ほど申し上げましたとおりで、基本的に

はそういう考えでございます。 

 まちの中をにぎわいということでございます

が、これは今大きな課題の一つでございます。

先ほど議員の話の中にもありましたように、旅

館の囲い込みというような表現もありましたが、

現在はそういう状況にあるというふうに私も認

識しておりますが、ただ、それを旅館の方にや

めてくれというような申し入れでは説得力がな

いなというように思っています。やはり、旅館

もその売店を含めたものが一つの経営というこ

とでやっているわけですから、ですからやはり

我々としては旅館に来られた方が、旅館にとど

まることなく、まちに出てこられるような環境

づくり、そういうものが必要だなというふうに

思っていますし、その一つとして先ほど答弁さ

せていただきましたが、「まちの駅」という表

現をさせていただきましたけれども、そういう

上山の物産あるいは土産が１カ所ですべて買う

ことができるような場所とか、そういう魅力あ

る場所づくりも同時にしていかなければならな

いなというように思っておるところでございま

す。 

 いずれにいたしましても、レトロ調とかいろ

いろ表現ありましたが、とにかくまちの中をき

れいにするということがまず第一番に要求され

ることだと思いますし、地域ぐるみで、あるい

は商店街ぐるみで、まずきれいにしていくとい

うことがより大事かなというように思っている
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ところでございます。 

 牧野バイパスにつきましては、今回の新清掃

工場が追い風になったということは間違いござ

いません。前からの要望事項でありましたが、

そういうことが追い風となって事業が進んだと

いうことでございます。 

そのほかにも地域の実情を調べさせていただ

きますと、議員おっしゃったとおりでございま

すし、今回の特定財源のパンフレットの中にも

たしか牧野地区の冬の、子供さんと車の流れと

いいますかそれも写真に載っておったように記

憶しておりますが、安全安心ということでござ

いますので、引き続き皆さんと一緒になって要

望展開してまいりたいというように考えておる

ところでございます。 

 以上でございます。 

 

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

散  会 

 

○髙橋位典議長 以上で本日の日程の全部を終

了いたしました。 

 これをもって散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午後 ２時３６分 散 会 
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  平成２０年３月４日（火曜日）  午前１０時 開議 
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議事日程第３号 

    平成２０年３月４日（火曜日）午前１０時 開議 

 

日程第 １ 一般質問 
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開  議 

 

○髙橋位典議長 おはようございます。 

 出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより直ちに会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程第３号によって進めます。 

 

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

日程第１ 一般質問 

 

○髙橋位典議長 日程第１、一般質問でありま

す。 

 初めに、４番石山正明議員。 

〔４番 石山正明議員 登壇〕 

○４番 石山正明議員 ４番、会派蔵王の石山

正明であります。 

 このたび、一般質問の機会を与えていただい

た会派の皆様に心から感謝を申し上げます。 

 このたび、私はにぎわいのある上山をつくる

ために、質問をさせていただきます。 

 市長は、新年度施政方針の中で、自立した元

気な上山を築くために、地域経済の自立・活性

化を基盤とし、新たな産業政策や少子化対策な

ど、上山らしいビジョンを示し、市役所改革、

産業振興、福祉政策、教育・文化、そして環

境・危機管理の五つの柱を重点に、市民と協働

して市政運営に邁進すると述べております。 

そして、新年度の予算編成においては、少子

化対策事業として、就学前乳幼児医療費の無料

化や、協働のまちづくり活動支援、やる気満マ

ンプラン制度の見直しを行うなど、市長の熱意

が伝わってくるわけであります。 

 しかし、残念ながらあと一歩、あと一歩の攻

めの姿勢が見えてこないわけであります。上山

市は競馬場の廃止以来人口も減り活気がなくな

った、公共事業が少なくなった、金がないから

市は何もできないのだな、そんなことを言う自

己否定的な言葉を数多く耳にいたします。少子

高齢化や公共事業の減少は、全国的にいずれの

市町村においても共通する難題であり、本市に

限ったことではないわけでありますが、何とか

将来への明るい見通しを示し、活気あるまちに

なってほしいと思う市民の切実な思いを酌み取

れる攻めの施策をすべきと考えます。 

 これは、平成１７年以降の上山市行財政改革

市民会議の中でも何度か提案をされましたが、

市民サービスのある程度の低下はしようがない

にしても、カット、削減、廃止という後ろ向き

な姿勢からは、明るい上山は見えてこない。こ

の苦しい時期を過ごせば明るい未来があること

を、きっとあるということを示してほしい。そ

う思うわけであります。 

 新年度の一般会計予算案は、収入の面におい

て地方交付税の増額、財政調整基金からの繰り

入れをしながら、前年度当初予算より３％増の

１０５億３，０００万円を計上しております。

固定資産税において２，３００万円の増を見込

んでいるものの、市民税では経済不況、賃金の

伸び悩みなどを見越し、個人、法人税合計４，

１６０万円の減を見込んでおります。これが今

後地方交付税の増額が望めない状況を考えた場

合、市政運営に大きな不安をもたらす要因とな

っております。 

 また、今後柏木地区に建設される清掃工場へ

の新たな財政負担増や、競馬場跡地の買い取り

問題などの財政不安を解消するためには、市税

の収入を増加させることが絶対条件であります。

そのためには、税収の根幹である商業、工業、

観光、農業を元気にすること。人が集まりやす
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い環境を整備すること。そして、まず何よりも

市がリーダーシップをとり、人や物や金を集め

るために担当課を細分化し、スペシャリストを

養成する必要があると考えますが、市長の御所

見をお伺いいたします。 

 本市において、各課はグループ制をとってお

り、商工観光課においては商工グループ、観光

グループ、企業推進室の３体制をしいておりま

すが、全国の特徴ある先進地の組織図に目を通

しても、例えば松本市では商工課と温泉観光課

があり、また水産業が盛んな気仙沼市では商工

課、水産課、観光課、天童市では観光物産課と

商工振興課が組織されております。 

 本市では、昭和６０年企業振興課と観光物産

課に組織がえされて以来、平成５年、企業振興

課を商工振興課に名称変更し、平成１１年に商

工振興課と観光課に組織がえをしたものの、平

成１７年、行財政改革のために商工観光課に統

合されたわけであります。 

新年度、国土交通省が二泊三日の滞在型観光

につながる地域づくりに向けて新法を制定いた

します。複数の市町村、都道府県が連携をして、

誘客、滞在促進に取り組む地域を観光圏と呼び、 

観光資源を点ではなく面でとらえ、周遊体験メ

ニューの充実、宿泊魅力向上などの地域の取り

組みを支援するものであります。 

 また、現在国交省では観光課や国際観光課を

含む六つの課が観光関連対策に取り組んでおり

ますが、外国人誘客１，０００万人計画、いわ

ゆる対日促進計画等の業務もあり、新たな専門

分野観光庁を平成２０年１０月に設立いたしま

す。 

 本市においては、かみのやま温泉開湯５５０

周年を迎え、上山温泉旅館組合と上山温泉葉山

旅館組合が手を握り、一つの組合へ合併する動

きを示すなど、新しい息吹を感じさせるものが

あります。また、最上川さくら回廊と歩調を合

わせるような花見山公園のコースが進むなど、

将来にわたる明るい見通しも見えてきておりま

す。しかしながら、本市に課せられた経済的重

要課題は山積をしており、中心商店街の沈滞化、

観光サービス業の低迷、耕作放棄地の拡大、

（仮称）蔵王フロンティア工業団地への企業誘

致、いずれも本市の台所を直撃する大問題でご

ざいます。これらの重要課題に迅速に最優先し

て対応するための精鋭部隊、商工振興課、温泉

観光課をぜひ組織化すべきと考えますが、市長

の御所見をお伺いいたします。 

 次に、公衆浴場の利用方法についてお伺いい

たします。 

 公衆浴場は、寛永元年１６２４年、松平重忠

によって下の大湯が町囲い湯として設けられて

以来、中湯、二日町、新丁、湯町、葉山が開設

されたとあります。以来、長年にわたり市民の

憩いの場、社交の場、共同浴場として親しまれ

てきたわけであります。その入浴方法は、上山

方式と申しますか、初めての人にはなかなかな

じめない方式であり、また下大湯を除いて駐車

場が少ないことや、案内看板が小さいこと、そ

んなことから場所がわからない、また水道代を

節約するためか、特に夏には熱過ぎて入れない、

入浴マナーをめぐり地元愛好者とのトラブルが

あるなどという苦情もあるようでありますが、

伝統のある隠れ湯、隠し湯としてさらに有効に

利用すべきでないかと考えております。 

 しかしながら、二日町を除いたいずれの共同

浴場も老朽化が激しく、入浴者数も昭和３７年

以来暫時減少しており、経営が大変厳しい状況

にあります。市の補助金は昭和５９年度の２，

３００万円を最高に年々見直しが行われ、平成
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１９年度は２００万円を交付しておりますが、

平成１９年３月末の共同浴場の損益試算表では、

二日町が７２万１，０００円の赤字であります。

新丁は７万３，０００円の赤字、新湯は１５３

万９，０００円、湯町においては１１６万７，

０００円の赤字になっており、下大湯だけが何

とか採算をクリアしているという形でございま

す。入浴料の値上げをしても、存続は困難にな

るのではないかと大変心配しております。 

 また、今後、新源泉が掘削された場合、負担

金や温泉使用料が払えるのか、市直轄で運営を

している中湯、葉山、両共同浴場への補助金約

１，１００万円がさらにふえるのではないかと

危惧をしております。共同浴場は、その運営方

法、土地建物、温泉保有株など複雑な権利が絡

んでおり、中には一部地域のエゴだという批判

もあるようでありますが、上山温泉の文化遺産

を守るために、関係者と地域の方々の話し合い

を早急に進めるべきと考えますが、市長の御所

見をお伺いし、私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 ４番石山正明議員の御質問

にお答えいたします。 

 初めに、商工観光課の再編について申し上げ

ます。 

 本市産業の振興を図り、地域経済の活性化を

促すことは市政の重要な柱であり、行政の果た

すべき役割を十分認識し、積極的に適切な政策

展開を図りながら、基幹産業である商工業、観

光産業及び農業の振興に努めているところであ

ります。職員につきましては、適材適所の人事

配置を行うとともに、専門分野の研修機会を多

く設け、各分野で必要とされる職務能力の向上

に努めております。 

 重要課題に対応するための組織の見直しにつ

いてでありますが、限られた職員体制の中で行

政課題に対応した組織機構のあり方につきまし

ては、来年度検討してまいります。 

 次に、公衆浴場の利用法について申し上げま

す。共同浴場は民間団体が自己の権利と資産を

活用して運営する施設でありますが、温泉観光

都市である本市にとりまして、重要な地域資源

であり、上山の特性を生かしたまちづくりを推

進する上で、活性化は重要な課題であると認識

をしております。しかし、市内５カ所の共同浴

場の経営状況、本年１月末現在で見ますと、利

用料収入は昨年４月からの料金値上げにより対

前年度比１１４．４％と増加しているものの、

入浴者数９１．７％、洗髪者数７９．３％とな

っており、利用者数の動向を考えると、今後と

も厳しい状況が続くと思われます。 

 それを踏まえ、共同浴場の運営の健全化と今

後のあり方について検討するため、昨年１１月

に市と共同浴場代表者等で構成する上山温泉公

衆浴場活性化推進委員会を立ち上げ、各共同浴

場の権利や組織等の実態調査や、先進地視察等

を実施しているところであります。 

 引き続き共同浴場の広域的な役割、権利の状

況、利用者の動向等を踏まえながら、今後のあ

り方とそれを実現するための具体的な方策等に

ついて検討してまいります。 

○髙橋位典議長 ４番石山正明議員。 

○４番 石山正明議員 先ほどの質問の中でも

お話ししましたが、平成２０年に観光庁という

形でようやく国の方も動き始めました。これが

非常にいいチャンスでありますので、我田引水

になろうかと思いますが、温泉観光課、別枠で

ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 
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○髙橋位典議長 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。 

今回も前回に引き続き、上山のまちづくりと

題して一般質問を行います。 

古くより国づくりは人づくりなどとも言われ、

まちづくりにも人づくりが欠かせないことであ

りますので、今回は本市での人材の育成につい

て、市長及び教育委員長にお伺いいたします。 

まずは、山形県と連携した人づくりについて

お伺いいたします。 

山形県は、政策面での企画、総合調整機能の

強化を図るために、来年度より政策推進部を新

たに設けます。ここでは総合的な企画調整と、

市町村行政及び地域振興並びに情報化の推進、

統計などを担当するようです。そして、人づく

りについては、食育やコミュニケーションなど

を重視し、学校と地域が一体となった実践的な

教育を本格的に展開し、あわせて新たな教育体

制の確立、教員の資質の向上の取り組みを強化

します。また、若者の県内定着を促進するため、

職業相談機能の充実、企業などさまざまなチャ

レンジへの支援をも進めるとしています。 

そうする一方で、山形大学は独立行政法人化

されて以来、大学の社会貢献、地域貢献と入学

生の確保などを図る上からさまざまな取り組み

を行っていますが、その中に山形大学工学部に

山本教授がおります。山本教授は工学部にさら

に優秀な人材を集め、山大工学部を卒業した学

生が、地元に就職できてまちづくりに励むよう

な人材を育成したいと考えています。それで教

授は、特に米沢工業高校を中心として県内の各

工業高校を渡り歩き、山形大学をＰＲ宣伝して

山大工学部への入学希望者を募集しております。

そして、希望者一人一人と面接し、どういう勉

強をしたいのか、そして卒業したならどういう

企業に就職したいのかなど、さまざまな角度か

ら学生の意欲を聞きとどめ、希望に沿うような

就職先まで面倒を見ようという意気込みで取り

組まれております。 

本市には上山明新館高等学校があり、ここを

卒業してから上山市内で働きたいと考えている

生徒もいるので、山本教授のような方にお願い

して、それら生徒の中でも優秀な者を山形大学

への推薦入学と、卒業後は本市内の企業で働い

てもらうシステムをつくればよいと考えます。 

私としては、若者の県内定着を促進するため、

職業相談機能の充実を図り、地域振興並びに情

報化の推進を唱えている県と連携して進めてみ

るべきと思いますが、市長の御所見をお聞かせ

ください。 

加えて、山形大学がかわでん研究所施設を購

入し、改装してことし４月より（仮称）山形大

学工学部総合研究所として機能するようになり

ます。そこでの研究を終えて卒業する学生が、

本市内の企業に人材として働いてもらう方策を、

現段階から講じておくべきではないでしょうか。

そして、市内の事業所や工業団地の経営者との

意見交換会を開くなどして、企業、大学、それ

ぞれがいろいろさまざまな事柄について意見を

寄せ合う場が必要になると思われ、これらに本

市も加わり、産学官の連携を図ることも大切な

ことですので、市長の御所見をお聞かせくださ

い。 

続いて、昭和２０年ころに生まれた団塊の世

代の人々の活用についてお伺いいたします。 

近年、団塊の世代と言われる人々が、定年を

迎えて続々と退職する時節を迎えています。 

本市出身の中には、一流企業の技術技能を身
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につけた人々で、ふるさとに戻り余生を過ごす

方がいると思われます。そういう方々をどのよ

うに迎えるかについて御所見をお伺いいたしま

す。 

一例として、私の知人友人の中に、現在、茨

城県東海村原子力研究所に研究室を構えている

学者がおります。彼は、原子力核融合プラズマ

の研究において世界的、国際的にも活躍されて

いる学者ですが、来年の定年を迎えるに当たり、

山形に戻ってきたいとおっしゃっております。

できれば、現在使われていない温泉旅館を買い

求めて住みたいお考えの様子です。そして、毎

月定期的に近所の人々、地域の人々と交流し、

一緒に食事をしたりして語り合いたいのだそう

です。 

これは例えばの話ですが、このような方々を

上山の住民として迎えて、余りお金をかけずに

講演をしていただいたり、交流を図り、問題意

識の違う中での語り合いによって意識改革を行

うことも大切ではないでしょうか。市内には廃

業した旅館などもありますので、本市があっせ

んしてそのような場を与えることにより、中央

から知人、友人などを迎えて御紹介していただ

き、さらに交流を深めて、本市の人材育成に寄

与していただくのもよいことではないかと思い

ますが、このような方々を受け入れるお考えは

ないかどうか。また、本市ゆかりの団塊世代の

人々を人材育成にどのように活用されるか、市

長の御所見をお聞かせください。 

さて、現在の学校教育現場において、生徒た

ちはさまざまな実習体験をしているようですが、

学校教育がなかなか雇用に結びつきにくい我が

国の教育においては、いろいろな職種に分かれ

た団塊世代の方々を学校に招いて、実務として

の経験談や職種ごとに必要とされる資格と、そ

れらに求められる許認可の勉強方法などを伝え

ておいていただければ、生徒が進路を決める手

がかりになると思いますので、教育改革が叫ば

れる中で、今後の市内の人材活用と、人材育成

について教育委員長の御所見をお伺いいたしま

す。 

最後に、中央官僚との交流による人材育成に

ついてお伺いします。 

本市では、山形県の東京事務所に職員を派遣

しておりますが、その仕事を進める中で、中央

官僚がどのように考えて、どのように取り組み

行動しているのかなどについて、その現場で直

接に見聞を広めることも本市の発展に大きく寄

与することと考えております。 

また、本市では副市長として中央官僚から来

ていただき、市長を補佐していただいておりま

すが、本市と中央官庁との人材交流を展開し、

本市からの情報を発信するとともに、中央から

のリアルタイムでの情報をキャッチして、さら

に本市の経営、人材の育成に励めば、今後間違

いなく発展に結びつくことと期待しております。 

つきましては、今後のまちづくりにおいて、

中央とのパイプが大きくさらに深められると思

われる中に、市内事業者とのそれらの情報をい

かに共有し、各分野ごとの事業所の発展にそれ

らをどのように結びつけて機能させられるか。

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 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、若者の地元定着を促進するための取

り組みについてでありますが、本市では、若年

者の雇用促進施策として、平成１７年３月に無

料職業紹介所を開設し、市内企業の求人に対応



－６６－ 

し、若年者の求人、求職の紹介、あっせんを行

っております。さらに、市、上山市商工会、上

山市労務対策協議会で構成する上山市雇用促進

対策実行委員会が主催し、就職を希望する市内

高校生を対象として就職に当たってのスキルア

ップ事業を実施してきたところでありますが、

今後とも上山明新館高等学校と連携をとりなが

ら、職業相談機能の充実という観点から、若者

の地元定着を図る取り組みを進めてまいります。 

次に、産学官連携事業について申し上げます。 

市といたしましては、昨年８月に地域事業者

と山形大学工学部との交流会を同学部東南村山

商工会広域連携協議会との共催により実施し、

同学部の研究内容や連携事例の紹介、意見交換

を実施しております。 

また、技術的な課題を有する事業者を大学に

紹介し、大学の担当者とともに企業訪問を行い、

共同研究開発を実施する関係づくりを推進して

おります。山形大学が株式会社かわでんから購

入し、今後研究機関として活用していく施設が

地域連携の拠点となるよう、今後とも連携を支

援するとともに、同施設の立地を企業誘致に結

びつけてまいりたいと考えております。 

次に、団塊の世代の受け入れと活用について

申し上げます。 

豊かな知識、経験を持つ団塊の世代は、Ｕタ

ーン、Ｊターン、Ｉターンによる定住人口の増

加、地域、社会活動への参加や企業など幅広い

分野での地域貢献が期待されております。 

また、多様な人材を迎え入れることは新たな

地域資源の再発見につながることや、外部から

の目線によるまちづくりや、人材育成の貢献な

ど、さまざまな波及効果も見込まれております。 

今後、受け入れ相談窓口の一本化を初め、空

き家、地域生活、祭り、イベント等の情報の提

供の発信など、移住交流希望者の多様なニーズ

に対応した受け入れ体制の整備を図ってまいり

ます。 

次に、中央官僚との交流による人材育成につ

いて申し上げます。 

国や県との人事交流の目的は、人脈の形成、

政策等の情報の入手、当市の施策の提案等によ

り主要施策の推進や職員の行政能力の向上を図

ることであります。既に若手を含む職員を中央

省庁との意見交換や企業視察に参加させており、

今後とも行政の課題に柔軟かつ的確に対応でき

る人材の育成を進めてまいります。 

また、市内の事業者に対しましても、中央省

庁との意見交換や、施策説明等を実施しており、

あわせて事業活動の支援に取り組んでまいりま

す。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

〔小関男教育委員長 登壇〕 

○小関男教育委員長 １０番五十嵐秀夫議員

の御質問にお答えいたします。 

 価値観が多様化する中にあって、子供たちが

みずから将来への方向性を見つけるために、支

援していくことが極めて大きな課題であるとい

う認識に立って、真の学習の充実を推進してい

るところであります。 

 現在、小学校では地元の農家の方から、農業

について直接話をお聞きしたり、地元企業の見

学及び調べ学習を行っており、地元の農業や産

業について学習しているところであります。中

学校においては、市内約１２０カ所の地元事業

者の御協力を得てのキャリアスタートウィーク

を初め、市内の方を招いての職業人講話など、

積極的に実施しておるところであります。 

 進路情報の提供、進路相談及び啓発的体験活

動の実施など、学年の発達段階に応じた進路学
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習を行っているところでございます。 

 今後は団塊の世代のみならず、上山市人材バ

ンクなども活用しながら、その道の方々を学校

に招いて講話を行うなど、さらに充実した教育

活動を実施してまいる所存でございます。 

 以上でございます。 

○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

ございます。 

 聞くところによりますと、隣の高畠町でも昨

年から、やはり職員を東京事務所に派遣してお

り、その方には市場の調査を主に研究、勉強さ

せているなどと言われておりますけれども、先

ほど本市で派遣しております職員のことお伺い

したんですけれども、市長から特に勉強するよ

うにというようなものがありましたら、それを

お伝えしておいていただきたいと。その職員に

対してですね。どういう面で、戻ってきた場合

にこういうふうになってほしいとそういうよう

なことがありましたら、それをお伝えしておい

ていただきたいと思います。 

 また、人材を育成するというまちづくりにお

いてはすごく大事なところがある中で、なかな

か上山のそれぞれの層をまとめ上げられるよう

な人材が不足しているというか、地区会などを

見たりしても、地区会長になりたいというよう

な意欲のある人、関心のあるみたいな人が少な

くて、そのリーダーとなる者、１年２年置きぐ

らいでたらい回しするみたいな地域などもあっ

たりする中で、そういう小さいときからの人材

を育成しておいて、まちづくりになお一層励ん

でもらうような中での行政の取り組みがなお必

要になってくる。今そういうときでないかと思

いますので、そういうところに対して市長にな

お一層頑張ってほしいと。これは要望しておき

ます。 

 また、上山市教育協議会というものの設立に

ついて提案し、教育委員長にお伺いしたいと思

います。 

 宮生地区には、ほかの地区にはないような教

育協議会という制度、組織があります。私は、

旧尾形家で開催されるコンサートや、地区の行

事に参加しながら、懇親懇談を深める中に、宮

生地区の教育力はほかの地区と比べても高いの

ではないかという印象を持ち続けております。

宮生地区の中には、上山市郷土史研究会にも所

属し、地区の歴史や古文書を読み解く力を持っ

ている人々もおり、地区のお祭りなどの際には、

後進の者たちへ地区の歴史などを語って、伝え

てくださったりしております。旧尾形家コンサ

ートが長らく成功を続けているのも、背景には

そういう方々の綿々とした影響があってのこと

と思っております。宮生地区教育協議会は、任

意の団体として５０年以上の歴史を持つものの

ようですが、本市の教育委員会の中に、このよ

うな組織を立ち上げて、なお一層の人材育成に

努めたらよいと思います。 

 数年前より各小中学校に理事会、評議会など

も置かれて機能しておりますが、せっかくかみ

のやま教育の日もあることですから、年に一度

のその日にあわせて、上山市教育協議会も開催

し、市内の全域の教育問題、課題について寄り

合い話し合いを進めて、学校教育、社会教育を

高めていくこともよいことです。 

そして、最近では子供会の会長が、子供育成

会の会長を兼務したりして、それらの明確な区

別をつけられない住民もおり、このままでは地

域の教育力が低下するのではないかと心配して

おります。 

早速、来年度から教育の日を目指して上山市
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教育協議会を設立させることをお勧めしますが、

この件について教育委員長の御所見をお示しく

ださい。 

○髙橋位典議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 職員の東京事務所派遣の件

でございますが、平成１９年度におきましては

職員１名を東京事務所の方に派遣しております。

当初、１年間ということで考えておったところ

でございますが、いろんなことを総合的に判断

いたしまして、２０年度も派遣をして２年間の

派遣期間にしたいなというふうに考えておると

ころでございます。 

 派遣職員の仕事というのは、今企業誘致とい

うことで仕事をしていただいているところでご

ざいますが、いろんな各省庁回りとか、あるい

は企業回りの段階をしていただいておりますし、

いろんな便宜を図っていただいたりして、自民

党の部会なんかにも出席をさせてもらったり、

幅広く活動していただいているところでござい

ます。 

 期待するところというのは、やはりそういう

仕事面はもちろんでございますが、中央省庁の

皆さんとの、あるいは民間企業も含めまして人

脈づくりといいますか、人のつながりをつくっ

ていただいて、いろんな情報とかそういうもの

が派遣職員のところに入ってくるような人脈を

つくってもらう。あるいはまた、２年後に本市

に帰ってきた時点では、言ってみれば電話一本

で連絡がとれるとか、そういうようなやはり人

脈をつくってほしいなということで期待をして

いるところでございます。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 教育そのものは、地域

との関係において支えられて初めて学校教育と

いうものも成り立つという考えは当然のことだ

なというふうに思っております。学校教育にお

きまして、とりわけ教育改革が始まって以来、

御承知のとおり、先ほどもありましたように学

校評議員会の設置とかいろんなことになって、

学校がいろんな地域との関係、社会との関係に

おいて学校の主体性を持ちながらもそういう運

営の方向に行っているということは事実であり

ます。 

 ついては、先ほどありましたように、教育の

日との関係での教育協議会の御質問につきまし

ては、教育の日の設置、あるいは経過、実行委

員会、そして実施と、こういう関係で詳しく教

育長の方から答弁いたしますので、よろしくお

願いいたします。 

○髙橋位典議長 教育長。 

○齋藤 光教育長 お答えを申し上げます。 

 五十嵐議員からありましたように、宮生小学

校には確かに宮生地区教育協議会なるものが現

在も存在しております。ただ、この組織が結成

されたのは昭和３３年ということで、その趣旨

は学校の環境整備事業を積極的にするというこ

とで、表面には余り出ず、行政サイドの手助け

を主として活動するとこういうふうになってお

りまして、五十嵐議員のお父さんもたしか昭和

３９年でしたかの１６代の会長として活躍され

ています。ということで、現在名称は違います

が、この宮生小学校の宮生地区教育協議会的な

ものはほかの学校にも存在している教育後援会

的な組織というようになっているというふうに

認識しております。 

かみのやま教育の日に上山の教育協議会をと

いうことでございますが、かみのやま教育の日

のこの設置目的というのは、家庭、地域、学校

それぞれの教育力を駆使して本市の教育力の向

上を図るという目的がございまして、その目的
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の実現のために議員御指摘のような教育に意欲

と関心のある方々を全市的にメンバーとして選

ばせていただきまして、実行委員会を組織して、

教育のあり方等なども含めたそういう協議をし

ているところでございます。したがいまして、

新たに上山市教育協議会を立ち上げなくても、

御提言の意図も十分に酌みながら、教育の日実

行委員会を初め教育の日のありようにつきまし

て、内容が充実するように今後とも頑張ってい

きたいなというふうに思っておるところでござ

います。 

○髙橋位典議長 １０番五十嵐秀夫議員。 

○１０番 五十嵐秀夫議員 教育委員長にもう

１回、お尋ねいたします。 

 現在、各地区ごとでそれぞれ学区などもある

中で、いろいろ地区の後援会、そういう学区に

おける後援会というのが機能しているのも承知

しておりますけれども、実際に南小学校、南中、

私がかかわっているそういうところの後援会の

方々を見るにつけ、内容について、後援会費と

して子供のいる家庭というかそういうものにか

かわらず各家庭から数百円ずつ、教育後援資金、

そういうものを集めてやっているんですけれど

も、その後援会の方々、失礼なんですけれども、

本当にお金を持っている事業家とか、本当にお

金をたくさん出してくれるような後援者が少な

いような後援会みたいな、実質名前は後援会で

も、そういう地域とか学校からの要望に対して

の学校への支援にはまだまだほど遠い部分なん

かもあったりする後援会、それが実態なのでは

ないかなと思っております。 

 また、地区ごとによって違うんですけれども、

教育協議会の会長というのは、例えば宮生地区

では金生も含めて、宮脇、下生居、中生居、上

生居の５地区の地区会の会長、その中から互選

して代表者を選んで、協議会の会長となって、

地区全体の教育にかかわる問題などについてそ

こで協議をしながら諸課題、諸問題について取

り組んでこられたと、そういう経過があるやに

聞いております。 

 上山の場合は南小学区と上山小学区、北中学

区、南中学区と、大きく二つに分かれていると

ころもあって、それぞれの学区で抱えている問

題、そういう問題なんかも北中の問題、南中の

問題、微妙に違うところなんかもあると思って

おります。そういうことからも地域全体、上山

市全域で取り組むような課題、問題として子供

たち、もしくは学校を卒業したその若者たちに

対しても、地域の全体での教育に対する協議、

そういうものがあってしかるべきではないかと

思っております。 

 せっかく教育の日がつくられまして、また学

校評議員制度などができて、子供たちを見守る、

教育する、そういう環境づくりが整備されてい

るのですけれども、上山全体に対してのそうい

うまちづくりも含めた子供たちを育成する力、

そこを全体をリードする人たちを育成する力、

そういうものに教育協議会というものがなお一

層力が発揮されると思いますので、教育委員長

にはそれをもう一度再考して、再検討していた

だきたいと思っておりますが、いかがでしょう

か。 

○髙橋位典議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 ただいまの御質問につ

いてお答え申し上げます。 

 先ほど、教育長の方でお話があったことに尽

きると思っているところでございますが、やは

り先ほど教育の日に関しての趣旨というものが

教育長の方からあったわけでありますが、そう

いう今議員さんの方でおっしゃられたことの内
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容を十分含んでいるものと私としては考えるわ

けでありますが、教育長が先ほど申し上げまし

たように、より一層そういう視点からその会の

充実を図っていきたいと、このように考えると

ころです。 

○髙橋位典議長 以上で一般質問を終了いたし

ます。 
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