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開  議 

 

○大場重彌議長 おはようございます。 

 出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより直ちに会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付いたしておりま

す議事日程第２号によって進めます。 

 

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

日程第１ 一般質問 

 

○大場重彌議長 日程第１、一般質問でありま

す。 

 初めに、３番川崎朋巳議員。 

〔３番 川崎朋巳議員 登壇〕 

○３番 川崎朋巳議員 おはようございます。 

 議席番号３番、会派たかまき、川崎朋巳です。 

 通告に従いまして、質問させていただきます。 

 今回は、中心市街地の活性化に向けてであり

ます。 
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 初めに、小売業等を引き継ぐ者のための「商

店の後継者支援事業」の創設についてでありま

す。 

 平成２０年度から市を挙げて、中心市街地活

性化基本計画の認定に向けて取り組んでこられ

ましたが、この１１月３０日に内閣総理大臣よ

り認定され、本市と本市の中心市街地の今後に

とっても非常に重要な一歩を踏み出したと思い

ます。既に県内で認定を受けている鶴岡市、山

形市、酒田市に比べ規模が小さい本市が認定を

受けるには、並々ならぬ関係各位の御尽力があ

ったからこそと思います。 

 自動車利用の増加に伴い、地価の安い郊外に

大きな駐車場を併設した店舗がふえ始めて以降、

都市の大小を問わず、全国的に中心市街地から

人が遠のいて久しい状態であります。 

 本市もその例外ではなく、交通量調査による

と、中心市街地の７調査地点の合計の休日歩行

者通行量は、平成８年に６，９９６人を計測し

た以降は、軒並み２，０００人台を推移してお

り、中心市街地における空き店舗の数も増加し

ている状態であります。 

 空き店舗が増加することは、商業の沈滞、地

域活性化の阻害、治安の悪化など、大きな影響

を与えると考えられます。また、現在、まちな

かで商店等を営まれている方々のモチベーショ

ンの低下、そして、人々がこれまで長らく親し

んできた商店が閉店したことにより感じる寂し

さは、はかり知れないものがあります。 

 現在、本市では空き店舗等を活用し、商店街

の発展及び地域の活性化を図るため、新規出店

の改装費について支援を行う「新規創業者等支

援事業」の補助制度があります。平成２４年度

は補助対象者要件を拡大し、対象経費の３分の

２の額または１００万円のいずれか低い額の補

助、該当区域は新丁から葉山までと広範囲にわ

たっております。しかし、この補助制度の利用

については、平成２３年度で３件、平成２４年

度はいまだ利用がない状態であります。 

 本事業は空き店舗の利活用を推進するもので

すが、昨今の経済情勢から考えても、新しく店

舗を営業することは収支面からも非常にリスク

を抱えたものであり、空き店舗を再び開店させ

るためには、多大な資金とエネルギーが必要で

あります。 

 そこで、以下３点について提案いたします。 

 １点目は、親の代から家業を受け継ぎ、上山

に住み続け、やる気に満ちあふれた若い商店主

たちの新しい発想に基づく事業に加えて、従来

の商店街を維持・発展させることを目的とした

後継者支援事業を提案いたします。 

 中心市街地の商店街の振興、発展を考えたと

き、現経営者の２代目、３代目が中心となり、

代がわりに対するサポートが必須だと考えるた

めです。 

 内容は、中心市街地における小売業者等が家

業を引き継ぐ際、みずからの業種及び商店街振

興に係るアイデアを具現化するために、店舗の

新築や改築、広告宣伝、店舗利用者の駐車場確

保にかかる費用や事業を継続していくための補

助です。さらに、必要に応じ、事業継続のため

のセミナー参加やコンサルティング相談に対す

る助成等も行うものであります。 

 ２点目は、現在居住している店舗兼住宅から

の移転補助と店舗兼住宅の住・商区分けの壁設

置等支援であります。 

 空き店舗を活用する際に支障となっているの

が、店舗兼住宅の問題です。空き店舗となって

いても店舗兼住宅であるために、プライバシー

や生活環境の変化等の問題から、店舗としての



－１４－ 

立地状況にすぐれてはいるものの有効な利用が

進まず、中心市街地活性化のための利活用が滞

っているケースが本市にも見受けられるようで

す。代々受け継いだ家屋及び店舗に愛着があっ

て、他の方に利用してもらうことに非常に抵抗

を感じていることを理解した上で、中心市街地

の活性化のために店舗を有効に利用することを

承知いただき、住居の移転、壁設置等ができれ

ば、より一層空き店舗の利用も促進されると考

えます。 

 ３点目は、中心市街地の空き店舗を利用して、

出店期間を限定し、小売、飲食などの使用用途

に合わせたチャレンジ型の店舗整備を提案いた

します。 

 先述のように、現在の厳しい社会情勢の中、

アイデアを持っていても新たに事業を始めるこ

とは非常に難しいと考えられます。そこで、出

店者に家賃、光熱費等の負担のみで短期的に営

業を行ってもらうものであります。事業開始時

にかかる初期投資の軽減を図ることができ、中

心市街地の空き店舗の利用が促進されると考え

ます。 

 本市は、必ずしも大きなまちとは言えません。

しかし、歴史あふれるこのまちの魅力を再発信

し、２０年、３０年後の上山の将来を見据えた

上で、中心市街地の活性化に向け、以上３点の

提案をしますが、市長の御所見をお伺いいたし

ます。 

 次に、市営住宅をまちなかに建設することで、

中心市街地を活性化させることについてであり

ます。 

 活気がある中心市街地をつくるためには、ま

ず、中心市街地に人々が居住することが重要だ

と考えます。中心市街地から居住者が減少する

ことで、主に徒歩利用が可能な利用客が減少し、

それに伴い、中心市街地における購買力の衰退、

そして人通りやにぎわいが徐々に減少していく

ことが考えられます。 

 現在、市内には、金生に２階建て５８戸と４

階建て４８戸、美咲町に平屋建て１６戸、２階

建て２８戸、松山に平屋建て１２戸の合計１６

２戸の市営住宅があります。老朽化が進み、入

居募集を停止している松山市営住宅の１２戸の

うち８戸以外は全て入居なされており、入居率

は１００％の状態であります。 

 そこで、バリアフリー化した市営住宅をまち

なかに建設し、中心市街地を活性化させること

を提案いたします。 

 市営住宅のまちなか建設により、入居者の生

活利便性の向上、人口をある程度集中させるこ

とによる除雪等の経費削減、中心市街地の生活

空間としての魅力の再発見等のメリットが考え

られます。また、市営住宅は入居が長期にわた

る傾向にあることから、新たな地域コミュニテ

ィの形成にも寄与するものと考えられます。 

 現在、本市では高齢化率が３０％を超え、現

在市営住宅に入居されている方々の高齢化も進

んでいると伺っております。今後さらに進行し

ていくと思われる高齢化と入居予定の年齢層を

鑑みて、まちなかへ市営住宅を建設することに

より、中心市街地の活性化が考えられますが、

市長の御所見をお伺いして、質問といたします。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ３番川崎朋巳議員の御質問

にお答えいたします。 

 初めに、小売業等を引き継ぐ者のための商店

の後継者支援事業の創設について申し上げます。 

 中心市街地の活性化を図るためには、各個店

の魅力向上だけにとどまらず、歴史や地域資源
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を生かし、景観整備やまちなかでのウォーキン

グなどさまざまな事業を組み合わせて、商業者

のみならず、地域の方々と一体となって、まち

全体の魅力を高めていくことが重要であります

ので、去る１１月３０日に内閣総理大臣から認

定された中心市街地活性化基本計画の具体的な

事業を着実に実施してまいります。 

 議員御提案の後継者支援につきましては、商

業者みずからが中長期的なプランをつくり上げ、

必要な既存の制度を活用して事業を進めていく

べきものであります。また、空き店舗を活用し、

個店の魅力アップを図るためには、出店者みず

からの努力により実行することが基本でありま

すが、本市といたしましても、商工会等と連携

しながら、まちなかのにぎわいづくりを進めて

まいります。 

 次に、市営住宅をまちなかに建設することで

中心市街地を活性化させることについて申し上

げます。 

 現在、安全で快適な住まいを中長期的にわた

り確保していくことを目的として、市営住宅長

寿命化計画の策定に取り組んでおり、その中で

老朽化した市営住宅の建てかえについても検討

を行っておりますが、まちなかの土地の有効利

用や建設場所、必要となる面積の確保など課題

があるものの、一つの方向性でもあると考えて

おります。 

○大場重彌議長 川崎朋巳議員。 

○３番 川崎朋巳議員 ありがとうございます。 

 それでは、重ねて質問申し上げたいと思いま

す。 

 去る７月２６日だったと思いますが、仙石地

区の市街化調整区域が市街化区域となったこと

により、１１月中に仙石地区の商業施設がオー

プンする運びとなりました。私も一度だけ仙石

地区の商業施設に伺いまして、その場でちょう

ど知り合いの方と会ったわけで、そこでお話を

させてもらったんですが、上山にここ何十年も

住んでいて久しぶりにこのような場面に立ち会

ったと、新しい商業施設ができて非常にポジテ

ィブな感覚で捉えられているというような話で

した。現在、目新しさも手伝ってということに

加えて、山形市の上山寄りのほうからも仙石地

区の商業施設に対してお客様がいらっしゃって

いる状態もあって、駐車場は土日等拝見すると

満車の状態で、非常に盛況ぶりが目立つような

状態であります。 

 ただ仙石地区商業施設の本市の経済に与える、

上山市の経済と上山市の消費者に与える影響は

非常に大きいと考えられ、長年の悲願が達成さ

れた一つと考えられますが、これは必ずしも喜

ぶべきことではないと考えます。郊外型、大型

の商業施設は主に全国的にフランチャイズ展開

されておるような施設であり、上山の中心市街

地に昔からあるような商店街とはその性格を異

にするものであると考えます。上山市のもとも

と長い間中心市街地で商業、小売業等を行って

いる業者は、仕入れ以外その現金収入はほとん

ど地元によって流れているというものが元来の

経済活動であったと考えます。対して、フラン

チャイズ展開されている、全国展開されている

ような商業施設は、上山にやってきて上山で利

益等が上がらなかった場合は早急に撤退すると

いうことがもちろん考えられるわけであります。

この点、今現在非常に活気があって盛況ではあ

りますが、長い目で見たときに、今後上山のこ

とを考えた場合、中心市街地を活性化させるこ

とというのは本市にとって非常に重要なことで

はないかと思います。 

 先ほど市長からお答えありましたように、中
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心市街地の活性化は多面的な方向から、特に出

店者自身の努力に今後お任せして、市としては

総合的な見地から見守っていきたいというよう

な回答であったと理解しておりますが、今後、

中心市街地を考えた場合、現在の事業を引き継

ぐ者の重要性というのは非常に大事であると考

えます。 

 それで、私は主に上山市の中心市街地のハー

ド面からの提案をさせていただいたわけです。

新規商業者等支援事業につきましても、商業、

商店の主に水回りと備品以外、水回り等にかか

る費用でその全てが使用されるというふうに伺

っております。これはもちろんハード面からの

市からの中心市街地に対する補助と考えていま

すが、私は今後上山市の中心市街地を考えたと

きに、よりソフト面、主に人材育成という意味

からの支援が必要ではないかと考えます。 

 市長は先ほど、もう一度申し上げますが、総

合的に出店者自身が頑張るべきだと。これまで

も上山市として出店者、中心市街地に対しての

さまざまな支援等を行ってきたという経緯があ

ります。市長の先ほどの御答弁は、出店者に対

して決して見放すような言い方ではなくて、む

しろ叱咤激励とも捉えられるようなものではな

いかと私は考えておりますが、市長の御所見を

お伺いします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 これまでも政策としていろ

んな取り組みをしてまいりました。空き店舗対

策とかいろんな対策をしてまいりました。ただ

やはりここで感じられることは、要するに政策

があるから乗るということではなくて、自分た

ちがこの町を、あるいは自分の店をどうしたい

かというポリシーといいましょうか、考え方と

いいましょうか、そういうものを持っていただ

かないと、なかなか難しいということでありま

す。 

 例えば、この事業で二日町に進出、店舗展開

していただいた食事処も撤退したということも

ございます。そういうことで、例えば今の中心

市街地の現状を見てみますと、日曜日が休みで

あるとか、あるいはポイントカードが２つの組

織になっているとか、そういうことではやはり

先ほど例に挙げられました大型店舗というのは、

逆に言えば日曜日が倍倍セールとかいろいろあ

るわけですね。そして、消費者ニーズを喚起し

ているというようなこと、いろいろやっている

わけでございますが、やはり中心市街地の商店

街においても、できるものできないものありま

すけれども、やはりそういった形で自分たちの

もう少し努力といいましょうか、もう少しいろ

いろ考えると。商品開発もそうでございますが、

そういったことがないと、ただ補助制度を幾ら

使ってみても、決して身になるものというのは

そんなに多くはないというふうに理解しており

ますので、そういった面でもう少し事業主の

方々に何をしたいのかということを逆提案して

いただいて、それにマッチングした政策もつく

っていくということもより大事ではないかとい

うことで申し上げたところでございます。 

○大場重彌議長 川崎朋巳議員。 

○３番 川崎朋巳議員 ただいま市長からお答

えいただきましたように、今後、商工会等で現

在利用されております、長い間上山市で利用さ

れておるようなポイント統合等の動きも若干見

られるようであると、そのような話も伺ってお

ります。 

 ただこれだけは申し上げたいことは、間違い

なく上山は今後、繰り返しになりますが、２０

年、３０年後を考えたときに、現在の商店主た
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ち、若い商店主たち、または親の事業を引き継

いでここ上山で生活しながら、長く上山とつき

合っていきたいというふうに考えているやる気

のある若い店主ももちろんいると思います。昨

今のこのような経済状況でありますから、もち

ろん生活がそれほど裕福ではない、楽ではない

けれども、この上山に住みながら上山の将来を

案じている若い商業主、小売業者もたくさんい

るわけです。そう考えますと、今後、入れ物と

いいますか、箱といいますか、ハード面以外の

ソフト、つまり若い商店主などの人材育成等に

ついて、また、中心市街地活性化基本計画に今

後方向性が明示されているわけでありますけれ

ども、それに関して、市長は今後中心市街地と

のつき合い方どのようにお考えであるのか、改

めてお考えをお伺いしたいと思います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 人材育成、これは商店街の

みならず全ての産業においても不可欠な要素だ

というふうに考えております。そのために商店

街の方々もまちづくりセンターに集まって、そ

して、いろんな話し合いをしたり勉強会をして

いるということも聞いておるところでございま

す。 

 中心市街地活性化基本計画でどう向き合って

いくかということでございますが、これにつき

ましては、商店街の方々に何度も集まっていた

だいて、そして、この商店街あるいはこのまち

をどうしていこうかということで話し合いをさ

せていただいて、それを積み上げて内閣府のほ

うに要望、計画を上げさせていただいて、今回

認定を受けたということですから、これはただ

単に行政がつくったものではございません。い

ろんな方々が汗をかいて知恵を出してつくった

案ですから、これは基本的には尊重させていた

だいて、そして、地域の皆さんと一緒になって

この計画を遂行してまいりたいというふうに考

えております。 

○大場重彌議長 川崎朋巳議員。 

○３番 川崎朋巳議員 わかりました。 

 それでは、今後、もちろん今までも中心市街

地は頑張ってこなかったという話ではなくて、

今後独自の中心市街地としての動きを市として

も当然見せてほしいと。その上で、包括的な中

心市街地活性化基本計画の中で、中心市街地に

対して支援し、または見守っていくというお話

だったと思います。 

 先ほど申し上げましたけれども、今後、商工

会のほうでもポイント統合等の動きもあるよう

ですので、こういう事業に対して市としても温

かく見守りながら取り組みを見せていただけれ

ばなと考えております。 

 次に、２つ目の市営住宅をまちなかに建設す

ることで中心市街地を活性化させることについ

て。 

 上山の市営住宅は現在３地区にございます。

金生、美咲町、松山とあります。それで、金生、

美咲町は仙石地区に大規模な商業施設が建設さ

れたことで、比較的徒歩圏内で商業地域へアク

セスすることが可能であると考えます。しかし、

中でも松山地区の市営住宅は、ただいま申し上

げた３地区の市営住宅の中でも も老朽化がひ

どく、昭和３０年代につくられた建物が非常に

多くなっております。今後、市として松山の市

営住宅に対する方向性等ございましたら、市長

のお考えをお伺いしたいと思います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 議員御指摘のとおり、松山

の市営住宅は大変老朽化が進んでおりますと同

時に、道路状況、車が入れないということで不
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便な施設だと思っています。我々といたしまし

ても、あそこに入居者がいなくなった時点では、

松山地区については市営住宅はやめたいと考え

ております。 

○大場重彌議長 川崎朋巳議員。 

○３番 川崎朋巳議員 松山の市営住宅を今後、

例えば周辺道路整備等を行った後その場に改築

するのか。または、松山地区の市営住宅を移転

するのか等の考えは、何か現在の時点でお考え

を持っていらっしゃるのか、改めてお伺いしま

す。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 やめるということでござい

ます。 

○大場重彌議長 川崎朋巳議員。 

○３番 川崎朋巳議員 現在、上山市で持って

いる市有地は、まちなかは点在している状態で

あり、まとまった感じで有効に利用できるのは

主に郊外であるという認識を得ています。それ

で、先ほど市営住宅の話を申し上げましたけれ

ども、現在の市営住宅は、入居率が、入居募集

を停止しているところを除いてはほぼ１００％

であるという話を申し上げました。今後、例え

ば市営住宅を建設するに当たって、マイホーム

が持てないというような人等も考えられますが、

さまざまな施策を持って、例えば今回でありま

すが、まちなかに市営住宅を移転する際、例え

ば松山の市営住宅を取り壊してまちなかに移転

した際に、まちなかはもちろん地価等が非常に

高いと考えられます。そこで松山の市有地を住

宅分譲地等にして、金生のような形式で補助金

をつけた上で売却することで、まちなかに市営

住宅を建設した際にある程度ペイできるような

形でまちなかへの市営住宅等の建設ももちろん

考えられるところであります。ただそれを考え

た際も、まちなかに市営住宅を建設した際の入

居者の人数またはまちなかに市営住宅を建設す

るのか、それとももしかしてその場に別の建物

を建てたほうがより活性化される一つの手段と

なるのか。それはいろいろ考えるべきところで

ありますので、いろいろな取り組みを持って市

としても考えていただきたいと思います。 

 今回は中心市街地活性化のために、１つ目は

後継者支援事業をしていただけないかという点。

２点目は、市営住宅をまちなかに建設すること

によってまちなかがある程度にぎわうのではな

いかという２点について申し上げました。この

問題、私は総合的に２点から申し上げたつもり

ですが、人がまちなかにいることによって中心

市街地が活性化されるのか。それとも、まちな

かが活性化していることによって、人が中心市

街地に集まるかと。こういう問題は鶏と卵のよ

うな問題で、どちらが先でどちらが正しいとは

決して言えない問題なのかなと思います。 

 ただ現在このタイミングで上山市中心市街地

活性化基本計画が認定されたこと、また仙石地

区に大規模な商業施設が完成したこと、これは

上山の商域を広げるとともに、改めて仙石地区

に買い物に来てくださる人数を見ると、この人

数がもしかしてまちなかを再び活性化させるた

めの起爆剤になるのではないかと改めて今回考

えた次第であります。 

 現在、先ほど申し上げましたように、中心市

街地活性化基本計画、本市で鶴岡、酒田、山形

に次いで４つ目であります。ただ話を伺ってみ

ますと、中心市街地活性化基本計画が認定され

たからといって、必ずしもうまくいっている自

治体だけではないという話も伺っております。

上山市は国宝級であるような重要な文化財であ

るとか、そのようなものは当然抱えていないわ
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けであります。ただ文化的、歴史的に見ても非

常に価値がある、他市から見ても引けをとらな

いような非常に魅力あるものがまだたくさんあ

ると考えます。今後も中心市街地の活性化に向

けていろいろな側面から一体的に取り組んでい

ただくことを市長にお願いいたしまして、一般

質問とさせていただきます。 

 これで一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

○大場重彌議長 次に、５番長田康仁議員。 

〔５番 長田康仁議員 登壇〕 

○５番 長田康仁議員 私は、会派２１世紀会

に所属しております長田康仁でございます。 

 さきに通告しております２点について順次質

問をさせていただきます。 

 初の質問は、障がい者や高齢者世帯などの

除排雪を支援する仕組みづくりと行政の支援に

ついてであります。 

 降雪地の福祉コミュニティの現況と課題とし

て、高齢化や核家族化の進展により、従来の福

祉サービスでは支え切れない孤立する高齢者や

障がい者がふえています。 

 一方では、定年退職や子育てを終えた世代で

は、高齢者や障がい者のために無償で地域活動

をしたいと考えている市民はいます。同じこと

を行うにしても、生活のためには少しでも金銭

のやりとりのある中で働きたいと思っている方

が多くなっている御時世であるのも事実です。 

 本市にも、雪の降る季節は必ずやってくるこ

とは、特に自宅にこもりがちな高齢者や障がい

者にとっては、大変な苦痛を感じていると思わ

れます。 

 日本の幹線道路の除排雪は、昭和３０年代以

降、公で助ける「公助」が力を発揮して、次々

と確保されるようになりました。 

 そのような中で、生活道路は自家用車の急速

な普及と相まって、家の前まで除雪が当たり前

になっています。今は、かなり狭い路地ですら

除雪されていますので、住民の要望に応えてき

たと思います。除雪車で発生した家の前の雪は

自分で解決するもの、すなわち「自助」として

行われてきています。地域で助け合う「共助」

については、ごみの集積所前や、隣近所に体の

弱い人がいたりした場合には積極的な隣近所の

助け合いのもとに行われてきていました。 

 しかし、地域の高齢化がこれだけ進んできた

現実は厳しいものがあります。さらに、過疎化

も広まり、急速に「自助・共助」が縮小し、高

齢者の雪おろしや除排雪による被害が増加して

いるのが現状であります。 

 こうした中、有志がある程度の有償での除雪

ボランティアを結成し、資機材や資金の一部の

整備を行政が担当し、障がい者や高齢者世帯な

どへの除排雪を支援する仕組みづくりが必要と

考えます。 

 これには、地域の自主防災組織を生かした新

たな克雪体制として取り組むことができないか

と思っています。自主防災組織は、いつ来るか

わからない災害に備える組織のため、意識、活

動の低下や訓練の不徹底などが一部見られます

が、雪対策はほぼ毎年のことであり、活動を活

発にできる機会であり、地域住民が相互に理解

と協力し、地域社会の中で子どもから高齢者、

障がい者の誰もが安心して暮らすことのできる

福祉コミュニティの形成を進める上で、自助・

共助・公助の役割分担のもと、障がい者や高齢

者世帯などには地区会などを通じて資金を援助

する特別な配慮を施した除排雪支援体制を研究

し整えるべきと思いますが、市長の考えをお聞

かせください。 
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 次に、新たなニュートラックかみのやま場外

発売場の周辺整備についてお伺いをします。 

 平成２５年３月には、いよいよニュートラッ

クかみのやま場外発売場が現在地の西側に移転

し、新しくオープンすることが決まっており、

本市としても大変喜ばしいことと思います。 

 また、隣接地である蔵王フロンティア工業団

地への企業誘致の取り組みにより、大規模な工

場などを立地し、本格的な団地としての整備が

待ち望まれています。 

 今後も経済のグローバル化や国際的な競争の

激化など、厳しい生産環境の変化に対応できる

経営力や技術力の維持・強化に向けた新製品や

技術開発、受注開拓などへの支援を強化してい

く必要があり、これからも地域経済の活性化や

雇用の場を確保していくことが求められていま

す。 

 時代に対応した創造性のある産業の振興をな

お一層図っていく未来構想を示すためには、工

業団地内の企業誘致策に見合った、見通しのよ

い安全な道路整備もあわせて推進しなければな

らないと思います。 

 本市の発展には終わりはありません。さらに、

北方向の山形市側には、将来発展が期待される

有望な民間地を挟んで、蔵王みはらしの丘産業

エリアとの連続性を視野に入れることは、本市

の第６次振興計画基本構想の「まちの自治と地

域の自治－協働で進めるまちづくり」「地域資

源を活かし独自の魅力と活力につなげるまちづ

くり」「戦略性のあるまちづくり」にも合致し

ます。 

 そのような中で、蔵王フロンティア工業団地

の東西を横断する市道金瓶山ノ上線沿いは、本

市が紛れもなく企業誘致策を図り展開している

ところであり、新たなニュートラックかみのや

ま場外発売場への通行車両の動線となる、見逃

せない道路であるとの認識は以前から高まって

おりました。特に、競馬ファンには、当然のよ

うに新たなニュートラックかみのやま場外発売

場のオープンにあわせた形で整備されるものと

思っていた方も多いようです。 

 この道路は、歩車道の区別のない狭い道路で、

見通しが悪く、大型の対向車が来たりすると一

時停止していなければならない状況の昔のまま

に取り残された道路であることから、以前から

道路改良はすべきこととしての懸案事項となっ

ていました。 

 この道路沿いに企業の誘致を働きかけるため

には、重ねて申し上げますが、進出を検討して

いただく企業側にとって魅力あるものでなけれ

ばならないのは当然であり、本市としては特に

優良な企業を選ばせていただけるのだと思いま

す。 

 そして、本市は競馬事業を観光産業として取

り組んできており、交流人口の拡大策としては、

売る側の玄関先をきれいにしておくことは当た

り前のことと思うのです。 

 本来であれば、今年度に事業化できるように、

補正予算に組み入れをしてでも完成させるべき

ものであると、多くの方々が望んでいたことと

思います。しかし、道路の改良を望む周辺の市

民馬術場では、来年の８月に東北総合体育大会

馬術競技大会が開催されることから、改良計画

路線上にある旧かみのやま競馬場の外厩舎が馬

術競技大会で利用されることも決定しており、

今年度内の事業化は無理であると認識はしてお

ります。 

 そのようなことから、東北総合体育大会馬術

競技大会終了後には、新たなニュートラックか

みのやま場外発売場の周辺整備として、２５年
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度当初予算に、市道金瓶山ノ上線の道路改良工

事に対する事業費の予算組み入れをしておくべ

きと考えますが、市長のお考えをお聞かせくだ

さい。 

 現在、企業誘致を積極的に行っている蔵王フ

ロンティア工業団地の１区画は、土地の形状が

ぎざぎざな三角地帯で極めて利用しにくい形を

しており、長い間売れ残っている場所でありま

す。形のよいものに工夫をし、魅力的な区画形

状にしていく姿勢を誘致したい企業に示さなけ

ればならないと思います。将来的には、隣接す

る民間地の利活用にも大きな影響を及ぼすこと

もできます。蔵王フロンティア工業団地の残り

１区画についても、早急に手だてをし企業誘致

を図るべきと考えますが、市長のお考えをお聞

かせください。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ５番長田康仁議員の御質問

にお答えいたします。 

 初めに、障がい者や高齢者世帯などの除排雪

を支援する仕組みづくりと行政の支援について

申し上げます。 

 除排雪の支援につきましては、近隣同士が互

いに助け合いながら日常の雪掃き作業に取り組

まれている地域や、道路の除雪時に地域で見回

りを行い、除排雪が困難な方の家の前の雪を片

づけるなど、積極的に行っている地域もありま

す。 

 こうした活動を市内全地区に広めていく必要

があると考えており、県の雪対策総合交付金事

業を活用するなど、より効果的な支援となるよ

う対応してまいります。 

 次に、市道金瓶山ノ上線の早期改良について

申し上げます。 

 市道金瓶山ノ上線道路改良工事につきまして

は、新たなニュートラックかみのやま場外発売

場の完成後に交通量の増加が予測されることか

ら、平成２５年度から計画的に事業を実施して

まいります。 

 次に、蔵王フロンティア工業団地への企業誘

致について申し上げます。 

 蔵王フロンティア工業団地の残り１区画につ

きましては、現在、市外企業と契約に向けた具

体的な交渉を行っておりますが、当該企業を誘

致することによりまして、全ての区画の分譲が

完了いたします。 

○大場重彌議長 長田康仁議員。 

○５番 長田康仁議員 大変いい答弁をいただ

きありがとうございます。 

 障がい者の支援の除排雪につきましては、１

カ月ほど前、３週間ぐらい前でしたか、地域の

ちょっとお困りになっているという方から呼ば

れまして、「ちょっと話聞いてくれないか」と

いうふうな切実なお話を伺った上で、このよう

な質問をさせていただいたということでござい

ます。 

 私と同じくらいの年齢の男性の身障者で独身

の方なんですが、足が全く動かないという方で

した。お母さんがいらっしゃるんですが、８７

歳という非常に高齢でひとりで、旦那さんも亡

くなったというふうなことで、その親子２人で

生活している方でございました。 

 本当にその方によると、「長田さん、雪降る

と大変なんだ」と、「いやあ、本当にきついん

だ」というふうなお話でした。近所の方から今

までも除排雪等いろいろお手伝いしていただい

たということですが、その方については、周り

の人ももう８０も超えてるし、若い人はみんな

稼ぎ行っているしというふうな切実なお話であ
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りました。 

 それから勉強したわけですが、ぜひ市長のほ

うで県とお話ししていただくということでござ

いますので、隅々までというふうにはなかなか

いかないことはあると思いますが、ぜひ細かく

いろんなことを研究していただいて、各所管い

ろいろあると思います。その辺のところを研究

していただいて取り組んでいただきたいという

ふうに思いますので、まずは期待しております

ので、よろしくお願いします。この件について

は答弁は要りません。ありがとうございました。

ひとつよろしくお願いします。 

 ２番目に、ニュートラックかみのやま場外発

売場の移転に伴っての道路の建設、それも平成

２５年度予算ということでやるのだというふう

に捉えております。 

 このことについては、馬術競技場などもちょ

っと質問に入れさせていただきましたが、いろ

いろと取り組んでいる市の取り組みの競馬場跡

地、そしてまた馬術競技場との兼ね合いがある

と思いますけれども、その辺も含めて、あの辺

が今後いい産業エリアになるように、道路がで

きますとそのようになろうかと思いますので、

今後とも民有地の取り扱いについても検討して

いただいて、よりよい道路をつくっていただき

たいなというふうに思います。これも道路をつ

くっていただけるということでございますので、

答弁は要らないような気がいたします。まずあ

りがとうございました。 

 それでは、蔵王フロンティア工業団地の１区

画についてでありますが、これは１区画と言わ

ずに、実際に今後道路をつくることによって、

いろんな市の保有地なども余ってくるというか、

形のよいものにしていくとか、あと民有地等い

ろいろありますので、その辺のところを、今後

の展開として１区画を今の形から少しでも形の

よいものにするのか、売りやすいものにするの

か。今現在既に企業側といいお話があるのか、

その辺も含めて答弁をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 現在の蔵王フロンティア工

業団地の残地の１区画については、交渉がかな

り詰まっております。ですから、先ほど申し上

げましたように、１区画がうまく企業に立地し

てもらえば完売ということになるということで

ございます。 

 ただ、それから北側の民有地という件でござ

いますが、これにつきましては、今まで上山市

においてはオーダーメード方式ということで、

いわゆる企業に来ていただくという予測といい

ましょうか、確約といいましょうか、そういっ

たときに土地を御紹介するという方式でやって

きました。 

 それはなぜかというと、やはり工業団地に先

行投資するということについてはかなりの前倒

しの投資も必要でありますし、あと、やはりこ

ういった経済状況、つまり先が見えないという

経済状況の中で、どういう企業が進出してこら

れるのかとか、やはりなかなか難しい、見通し

がつかない面があります。 

 ただ、きのうでございますが、中山地区に大

岩商会という企業から立地をしていただいて、

地鎮祭に行ってきましたけれども、やはりそう

いった形で現在はオーダーメード方式、そうい

う形で企業立地をしているという状況でござい

まして、北側の件については今後やはり検討し

なければならないわけでございますし、また、

地主も当然おられるわけでございますので、そ

こを工業団地という形で整備をするかどうかに
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ついては、今後の課題だというふうに考えてお

ります。 

○大場重彌議長 長田康仁議員。 

○５番 長田康仁議員 それでは、ますますの

上山の発展、北部だけではありません。中山地

区、そしてまた南から北まで一層発展させてい

くことを願いまして、一生懸命私も頑張ります

ので、今後ともひとつよろしくお願いします。 

 これで質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○大場重彌議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午前１０時５７分 休 憩 

                  

    午前１１時０７分 開 議 

○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、１３番橋本直樹議員。 

〔１３番 橋本直樹議員 登壇〕 

○１３番 橋本直樹議員 日本共産党議員団、

橋本直樹であります。 

 山形広域環境事務組合・エネルギー回収施設

建設にかかわる建設地決定への本市としての対

応に関して質問いたします。 

 本市と山形市の３つの候補地で検討が進めら

れているエネルギー回収施設、いわゆる新清掃

工場建設は、今月建設地を発表するという方向

になっています。これまで、須刈田地区、川口

地区の２つの候補地を抱え、説明会の実施、他

工場の視察など大変な努力が求められてまいり

ました。市長及び関係部署職員の努力に心から

敬意を表します。 

 先日、川口で調整中というマスコミ報道があ

りました。だとすれば、一層議会での検証が求

められています。 

 この間、柏木、大石蔭断念の教訓に立って、

候補地決定に清掃工場候補地検討委員会、いわ

ゆる市民検討委員会を設置し、情報公開と市民

参加を柱にして、鋭意取り組みを進めてきまし

た。その結果、評価点では第１位に須刈田地区、

第２位に川口地区が高い評価を受け、正式な候

補地として選定され、その後、山形市が選定し

た隔間場地区と合わせて３つの候補地で、一本

化に向けた取り組みが進められてきたわけであ

ります。 

 この３カ所のうち２カ所で、住民の方々の間

から署名や要請書などによる強い反対の意思表

示がなされてきました。こうした状況の中で、

市長及び私ども議会は今、地域にも市民にも納

得できる方向をいかにまとめ上げていくかが問

われております。 

 そこで、これまでの取り組みで明らかになっ

てきた点は何か。残された課題はないのか。ま

た、これらを踏まえて本市としてどう 終調整

に臨むかにつきまして、以下、市長の所見を問

うものです。 

 まず、須刈田地区、川口地区に係る取り組み

の総括に関してであります。 

 清掃工場は住民生活に必要不可欠なものです。

半郷、柏木、大石蔭と続いたこれまでの経過か

らして、私どもはまさに後に引けない大事な時

点に立っています。私どもには、地元の方々は

もちろん、周辺地域を含めた市民が納得できる

結論を示す、極めて重い責任が課せられており

ます。 

 報道によれば、山形市隔間場が「農産物への

風評被害や環境汚染などへの懸念が根強く」

「進展が見られない」など、住民合意が得られ

ない現状にあるとされています。それだけに、

本市の帰趨は極めて重大であります。 
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 ８月の候補地決定からこれまでの本市の取り

組みをしっかり総括し、その上に立って、市民

や地域住民の信頼と納得が得られる判断を示す

ことが求められる状況だと考えます。 

 以上の立場から、以下３点につきまして、ま

ず質問いたします。 

 初に、地元住民への説明は十分だったかと

いう点に関してお伺いいたします。 

 私は、１１月１日の川口地区の３回目の説明

会に出席させていただきました。市民検討委員

会の評価集計では、地元の理解度が一番高いと

して、須刈田に次ぐ２番目の高得点の候補地と

なりました。しかし、地区民全体に諮られない

ままの結果だったということで、候補地に選定

されたこと自体への強い不満が出され、行政へ

の信頼がいまだ不十分だという状況だと感じさ

せられました。 

 私は、さきの６月定例会で、「説明もないの

に、懸念の声は出されていないと言われてい

る」という住民の不安を指摘し、これに対する

市長の対応を求めました。地区内には「この時

点でちゃんと地区全体への説明を行い声を聞い

ていれば、そもそも候補地として選定されるこ

と自体なかったのでは」という思いが、今も収

束されず根強く残っています。「市長が来たの

はたったの２回。これで決めていいのか」とい

う痛切な声も出されています。 

 そこで、市長はこの現状をどう捉えておられ

るか。決定する条件は全て整っていると判断さ

れるのか、まずお示しいただきたいと思います。 

 次に、地元住民が建設に理解を示しているか

どうかという合意形成の熟度の評価についてお

伺いいたします。 

 去る１１月１３日の報道では、「３地区分か

れる対応」として、本市須刈田については「全

体的に前向き」ということで、説明会では「ぜ

ひとも建ててほしいとの意見が多数を占めた」。

川口については「投票で賛成多数」という見出

しで、「地区内にはしこりが生じている」との

動向が示されています。 

 また、私どもの調査でも、地元住民の建設へ

の理解を示す合意形成の熟度に関しては、率直

に言って「川口より須刈田が高い」と感じられ

ます。須刈田では誘致したいとの声が圧倒的多

数だと聞き及んでいます。 

 以上のような状況を、市長としてどう判断さ

れておられるのかということです。御所見をお

示しください。 

 次に、山元地区、西郷地区住民に対する説明

責任は果たされているのかという点であります。 

 私は、６月の一般質問で「広域清掃工場は失

敗が許されない、まさに正念場を迎えている」

という立場で、柏木、大石蔭断念の教訓を生か

すことの重要性を強調させていただきました。

その中で、柏木、大石蔭断念に至った経過とし

て、 終的に周辺住民からの協力が得られなか

ったという、行政としての総括結果も示させて

いただきました。 

 この総括に立つなら、候補地を絞り込んでい

く際、須刈田地区会や川口地区会の周辺地区会

にしっかりした説明をし、住民の意向もしっか

り把握することは不可欠と考えます。 

 私どもに対しても「これだけ大きな問題が何

の説明もないままに決められようとしている。

こんなことが許されるのか」という切迫した川

口地区周辺地域住民の声も寄せられています。

３，０００以上の署名も提出されていると伺い

ました。また、果樹組合やＪＡなど農業関連団

体構成員の反対の意思表明なども出されていま

す。 
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 市長は、周辺地区住民の皆さんへの説明は、

住民から要請があれば説明するという立場をと

られました。議会答弁では、「周辺地区の意向

把握については、山形広域環境事務組合の候補

地となった段階で住民説明会を行い、地域住民

の理解を得られるよう努力していく」と約束さ

れています。 

 しかし、周辺地区会構成員全員を対象にした

説明会はまだ開かれておりません。このままで

は、公共施設建設の大前提である市民と行政の

信頼関係構築にひびが入りかねません。こうし

た姿勢では、絞り込んだ後に問題が生じかねな

いことを、私自身危惧するものであります。 

 山形市では、地元隔間場のみではなく、本沢

地区を構成する全ての自治会を対象に説明会を

実施しています。当然であります。市政の主人

公は住民であり、市民です。この信頼と納得が

得られない限り、どんな公共事業もあり得ませ

ん。 

 なぜ市民検討委員会が設置され、私ども議会

が同調したか。それは、あくまで行政と市民の

信頼関係をより深めた中で建設地選定を行って

いく、そうしないと再び柏木、大石蔭の轍を踏

む、そういう切なる思いからだったはずであり

ます。 

 行政には、そうした目的も含め、選定された

候補地についてしっかり説明する責任と、周辺

住民の意向を確認する手だてをとることが求め

られています。残念ながら、このたびはまだそ

の責任が十分果たされているとは言えません。

候補地として選定された須刈田、川口の状況を

示しながら、山元地区、西郷地区住民全体にも

説明し諮るのが、行政の責務ではないでしょう

か。市長の御所見を求めます。 

 次に、建設地決定について市長としての判断

基準はいかにあるべきかという点に関してであ

ります。 

 今、市長は、失敗は許されないという不退転

の決意を持って事に当たっておられることと思

います。私ども議会も同じであります。 

 市長がどのような判断基準を持って建設地決

定に臨むか、これは事の成否にかかわる重大な

課題であり、本市の将来をも左右する事例でも

あります。 

 私は、川口への絞り込みの方向であることが

議会にも示される前にマスコミによって報道さ

れた今、改めて議会としての責務に立って、以

下３点について市長の見解を問うものでありま

す。 

 まず、住民の合意形成の有無を判断の柱にす

べきという点に関してであります。 

 申し上げるまでもなく、用地の確保は事業推

進にはなくてはならない条件です。しかし、大

石蔭の結果が示すように、住民の合意というし

っかりした土台がなくては、用地の確保すら危

ぶまれる状況に陥りかねないということであり

ます。この点に関して、本市の２つの候補地に

は明確に温度差があります。 

 須刈田は誘致の動きもある、川口は多数決と

いう形です。私は、これまでの痛苦の経験の総

括に立って、揺るがず、住民の納得と合意を市

長の判断の基準の柱に据えるべきであると考え

ます。そのことが建設地絞り込みの後の取り組

みを円滑に進める何よりの保証でもあると考え

ます。 

 合意形成とは、住民の大半が施設建設に理解

を示し、協力していこうという意識が醸成され

ているかどうかということです。市長は、建設

地絞り込みの判断基準の一つとして、この点を

しっかり位置づけていく姿勢を持つべきと考え
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ますが、御所見をお示しください。 

 次に、立地環境の安全性についてお伺いいた

します。 

 施設の安全性は建設の大前提であることは申

し上げるまでもないことです。私はその際、機

械設備や排出ガスの安全性の確保はもとより、

工場施設によって立地環境全体がどのような影

響を受けるかということをしっかり確認するこ

とも極めて大事と考えます。 

 柏木も大石蔭も周辺が優良農地で、そのこと

が合意形成にも大きな影響を与えました。これ

までの取り組みの総括の中に、「優良な農地近

くは避けるなど、周辺の土地利用状況を重視す

べき」という項目が入れられたのも、こうした

結果を受けてのことであります。 

 ６月定例会でも、予備調査の実施で立地環境

への影響も入れた評価結果の検討が必要ではな

いかとたださせていただきました。建設地決定

という後に引けない重大な課題に直面している

今、後顧に憂いを残さないためにも、風評被害

も含めた優良農地への影響に対し、しっかりし

た判断基準を持って対応すべきと考えますが、

市長の御所見をお示しください。 

 後に、清掃工場候補地検討委員会での検討

結果の尊重についてお伺いいたします。 

 市民検討委員会は、「住宅との近接性」「直近

地区の意見・声」などの選定８条件を設定し、

それぞれに「 重要」「重要」「普通」という採

点基準を設け、さらにそれらを「よりすぐれて

いる」「普通」など３段階に細分化した評価を

行っています。その結果、４１５点で須刈田、

３９６点で川口という評価報告となったわけで

あります。 

 また、２９項目に上る附帯意見が出され、須

刈田に関しては「傾斜地であることが心配」、

また「造成費がかかる」。川口地区に対しては

「近隣会社との道路共有」の問題など、極めて

具体的な検討結果が示されています。その上で、

須刈田が も高い評価となったわけであります。 

 建設地は、地域住民はもとより、市民全体が

納得できるものでなければなりません。住民合

意の熟度とともに、市民の手による候補地検討

委員会の結果は、本市にとっては客観性を持つ

ものであり、建設地の絞り込みの際にも重視す

べき事項だと考えます。市長の見解を求め、以

上で質問といたします。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １３番橋本直樹議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、須刈田地区、川口地区に係る取り組

みの総括について申し上げます。 

 本市及び山形広域環境事務組合では、候補地

の選考及び決定の過程において、地元地区に対

して多くの機会を設けながら説明に努めてまい

りました。 

 その中で、全世帯を対象にした説明会は、須

刈田地区、川口地区それぞれ３回、合わせて６

回開催し、施設見学会もそれぞれの地区ごとに

合わせて３回実施いたしましたが、そこで出さ

れた疑問や不安の声に対しては、実例などを示

しながら丁寧に説明してきたところであります。

その過程で、地区住民の意見は十分に出された

と捉えております。 

 地元住民の合意形成の熟度をどう評価するか

については、両地区ともに候補地に決定した以

降、地区の中で話し合いが行われており、その

結果は、須刈田地区では住民説明会での意見に

あらわれており、川口地区では臨時総会を開催

しての住民意見の集約という形であらわれてい
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ることからも、地元住民の清掃工場建設への理

解は高まったものと考えております。 

 山元地区、西郷地区住民に対する説明につき

ましては、これまで山元地区会長会に２回、西

郷地区会長会に３回説明を行った中で、周辺地

区への説明会について打診したところ、どうな

るかわからない時点での説明よりも決定した段

階でという意見があったことから、建設地決定

を踏まえ周辺地区を対象とした説明を行う考え

であります。 

 次に、建設地決定の判断基準について申し上

げます。 

 住民合意形成の有無につきましては、山形広

域環境事務組合管理者会議で、３候補地の中か

ら１カ所を建設地として決定するに当たり、主

に地域住民の意向とともに建設期間、建設コス

トなど比較検討を行い、総合的に判断した上で

決定すべきものと認識をしております。 

 立地環境の安全性につきましては、生活環境

影響調査を約１年６カ月にわたって実施するこ

とで、清掃工場の建設に伴って生じる大気質、

騒音、悪臭、水質などが周辺地域にどのような

影響を及ぼすかについて予測及び評価を行い、

その結果については住民に公表し、安全な施設

の建設に努めてまいります。 

 清掃工場候補地検討委員会での検討結果の尊

重につきましては、本市からの候補地推薦に当

たり、清掃工場候補地検討委員会の検討結果を

十分尊重した上で、評価の高かった上位２候補

地を推薦したものであります。 

 なお、山形広域環境事務組合としての決定に

当たっては、さきに申し上げた組合としての選

考基準により決定すべきものと認識をしており

ます。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 細部の基本方向とい

うのは広域議会で議論をすべきものでもありま

すので、ここでは市長のこれまでの取り組みの

基本方向と、これから市としてどういう姿勢で

臨んでいくかというような基本姿勢に関して、

以下若干の追加の質疑をさせていただきます。 

 私は今の質問で、清掃工場の建設地の３つの

うちどこに絞られたとしても、建設に何より大

事なことは住民の思い、願いに寄り添うこと、

そして住民の協力なしには事は成就しないとい

う立場、信頼というものを何より大事にすると

いう姿勢が必要だと指摘したわけであります。 

 川口地区に絞り込む方向で調整中ということ

だとすれば、なおさらそのことが問われている

と思います。今、地区住民の皆さんは賛成、反

対を問わず、本当に悩んで胸を痛めておられま

す。地区総会の採決結果がそれを示しています。

それぞれが自分の地域や農業の将来を思うがゆ

えの真剣な決断だったと思います。 

 特に、質問で指摘させていただいたように、

民意がしっかり把握されていれば本来候補地に

入るはずがなかったのではという思いが、今も

根強く残っているということはすごく大事だと

思います。大事にしなければいけないと思いま

す。 

 西郷地区全体に対しても、今市長から、それ

は決まってから説明するほうがより理解が得ら

れやすい、そういうことで地区住民全体に対し

ての説明会はなかったというような御答弁だっ

たわけですけれども、私はそういう姿勢ではな

く、こちらから行政の責任として積極的に説明

に出かけて、そして、理解を得ながら意向もし

っかりつかんでくる。そういうやり方が本当の

意味で信頼を得られるということにつながるの

ではないかと提起したわけであります。 
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 それが住民との信頼関係、ひいてはその後の

建設促進にもつながるのではないか、こう考え

ますが、この点に関しての市長の御見解、改め

てもう一回お示しいただきたいと思います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今回の選定につきましては、

先般の議会でもお話ししましたとおり、市民に

よる検討委員会というものをつくらせていただ

きました。これについてはやはりいろんな議論

がありました。はっきり申し上げまして。２市

２町で複数の候補地を挙げるということについ

てどういう方法にするかということについては、

我々は、先ほど話があったように、１工場方式

についてはまた別としても、２工場方式の中で

の１カ所の失態ということについて真摯に受け

とめて、どういう形でこの複数の候補地を挙げ

ていくかということについては大分議論をさせ

ていただきました。その結果、公募委員も含め

た検討委員会を設けさせていただくということ

でございました。 

 これについても、川口地区におきましては議

論がありました。なぜ地区全員による会議を開

かなかったのかとか、そういうことがありまし

た。しかし、あの５カ所の選定の段階ではそれ

ぞれの地区会長さんに話をさせていただいて、

まず候補地の５カ所について挙げさせてもらう

という件については、各地区の方々にやり方に

ついてお任せするという形でお願いをした経緯

がありまして、全ての５カ所が全員の会議を開

かないで、役員会といいましょうか、そういう

形で挙げていただいたということも事実でござ

います。 

 そういうことで、地区の全体会に対する説明

でございますが、これにつきましても先ほど申

し上げましたように、西郷地区会の会長さんに

は３回、山元地区会長さんには２回話し合いを

させていただきました。その中で、先ほど答弁

させていただきましたように、地区会長さんの

ほうから、まだ決まっていない段階で説明をす

ることはかえって混乱を招く可能性があるとい

う指摘がございました。 

 そういうことで、その地区の方々、地区の代

表の方々の御意見を尊重させていただいて、こ

ういう形で進めさせていただいたということで

ございまして、我々が、行政が、勝手にいわゆ

る川口以外の地域に説明をしないとかそういう

意味ではなくて、常に地区会長さん方と連携を

とらせていただいて、そして、地区会長さん方

の協力もぜひ必要なわけでございますし、そう

いう形で進めさせていただいたということでご

ざいまして、決して我々が手を抜いて地区の説

明会をやらなかったということではないという

ことだけは御理解いただきたいと思います。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 いろいろ苦労があっ

たと思います。そして、今の市長の立場も、私

ども十分わかります。やはり会長さん方との十

分な相談の上の判断であったということもよく

理解します。 

 しかし、今こういう現実が出ているわけです

ね。というのは、冒頭で申し上げましたように、 

川口地区地元では多数決という形で、しこりが

残るようなそういう地区内の意見の相違もあっ

た。また、西郷地区全体でも、いろんな生産団

体などから反対の意思表明も出されるような状

況がある。 

 こういう今の時点に立って、少なくとも決定

前に全ての西郷地区の地区会、住民の皆さんに

対して、それぞれ個別に今までの取り組みの基

本的な方向と、そして工場が建つということに
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ついての影響、あるいは住民の暮らしに対して

どういう不安がおありかというような意向調査、

そういうことについてやった上で、晴れて正式

に広域としてのしっかりした結論や決断の方向

を示すということが、これからの建設にとって

も大事になるのではないかという思いから提起

をさせていただいているわけです。 

 そういうことがもしわかっていただけるとす

れば、やはり今からでもそうした地区ごとの説

明会の実施というのはやれると、私は可能性と

いうのはあるのではないかと思いますが、その

点について再度お伺いをいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 この件については、実は、

ここ二、三日のうちに話し合いをさせていただ

いた結果でございまして、３回以外にも話し合

いをさせていただいたことでございまして、そ

の結果、そういうふうな決定を見た後に話し合

いといいましょうか、説明会といいましょうか、

そういうことをしていこうというような地区会

長さん方との話し合いをしたわけでございまし

て、やはりそこは例えば地区の説明会をするに

しても地区会長さんの協力あるいは理解を得な

ければできないわけでございまして、信頼関係

というものを 後まできちんと持っていくとい

うことがより大事だと思いますので、我々とい

たしましては、そういった地区会長さん方との

話し合い、あるいは約束と言えば約束になるわ

けでございますが、そういった信頼関係を大事

にして、そして、地区会長さんと一緒になって

我々も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。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 住民との信頼関係と

いうのも大事だということも、そういうことを

念頭に置いての今の発言だと思いますが、そこ

も大事だということをまず繰り返し申し上げさ

せていただいていますが、これからの取り組み

に当たってしっかりと腹に据えて取り組んでい

ただきたい。 

 それから、次に重視すべきということで提起

させていただいたのが、住民合意ということに

関してであります。 

 市長からは、その点は認めながらも、やはり

附帯する条件というものがあるんだと、それが

全てではないというような答弁だったわけです。 

 だとすれば、川口の状況ですね。多数決とい

うことで、しこりのようなものも残っています。

候補地検討委員会の評価で一番高かった須刈田、

それから住民から表立って反対の声のない須刈

田を差しおいて、どうして川口なんだというよ

うな疑問は残っているんですよね。 

 ですから、こういう疑問については、本当に

決定ということになる前に、やはり丁寧にしっ

かりと解消するなら解消するための手だてもと

っていくということが、行政の今求められてい

ることではないかと考えますけれども、改めて

決定前に川口の人たちと再度話し合うお考えは

ないのかどうなのか、この点に関してもあわせ

てお伺いいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 これは第１問でも答弁させ

ていただきました。須刈田地区には全く反対な

いということではございません。やはり交通量

がふえるのではないかとか、そういう危惧する

点がございました。ですから、須刈田地区につ

いては表決はしないわけですから何対何かはわ

かりません。ただ全体的に見れば賛成の方が多

かったということでございます。 

 あと、もう一つの川口地区については、やは
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り地域の方々がそういう形で決定するといいま

しょうか、そういう方式といいましょうか、そ

ういう形をとられて意思表示をなされたという

ことですから、我々はその地区の皆さんの意思

というものを尊重していくべきであって、我々

がどうのこうのという筋合いのものではないと

いうふうに思っています。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 今の御答弁ですけれ

ども、私はやはり川口地区の人たちの根底にあ

る思い、建設に賛成か反対かということを別に

して、根底にある思いというのは、いかにして

地区をよくしていく、農業を守っていく、そう

いうような思いなんだと思うんです。市長がそ

ういう地区民の思いに心を寄せていくのであれ

ば、しこりの残ったような状態のままで決定し

たからというような流れをつくるということは、 

これからの建設にとってもマイナスだと思うん

ですよ。そういう立場で、もっと当事者になっ

ている地区の方々の思いや悩みに心を寄せるべ

きだ、そういう提起をさせていただいたわけで

すね。 

 市長の立場もわかります。今までの判断とし

てはそういう形で来たということも理解します。

しかし、今私が言ったような思いでいる地区民

の皆さんに対して、これからもしっかりと心を

寄せていっていただくことがやはり大事だと思

いますので、この点を重ねて意見として表明さ

せていただきます。 

 後ですが、以上進めてきたような議論に立

ちまして、今何が一番大事な課題かということ

です。それは申し上げるまでもなく、施設の安

全性ということに関してであります。それをい

かに担保するか、このことはまさにどこに建設

したとしても我々に問われることであります。

そういう点で、この安全性ということ、これが

これからの取り組みに当たっても一番大事な課

題だという市長の認識があるかどうか、まず市

長の御所見をお示しください。 

 それからその上で、私は、１つは環境影響調

査、今１年６カ月かけてやるとおっしゃいまし

た、これがすごく大事だと思います。やはりこ

の環境影響調査をしっかり実施する。そして、

その上で、まして今川口地区を中心にした周辺

の地形を考えると、まさに周辺には本市の穀倉

地帯があります。また、谷間の地形で、その一

番上に農業用水の水源でもある前川ダムがある

わけです。こういう点で、この環境影響調査を

しっかりやって、その上で 終的な判断を下し

ていくんだというようなスタンス、これは市長

としてもしっかり持っていただきたいと思いま

すが、この点についていかがでしょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 安全性については、これは

誰もが安全性がないものをつくるなんてことは

できないわけですから、大石蔭のときも安全性

については専門の方々に来ていただいて、そし

て、地区の皆さんに説明会もさせていただいた

ということで、それ以降は大分地域の方々も清

掃工場に対する考え方は違ってきたなというふ

うに私は受けとめてきたところでございました。

安全性についてはそういうことでございます。 

 あと、環境影響調査については、これは当然

義務的にやらなければならないわけでございま

して、総合的に、例えば風の問題があるとすれ

ば、夏風がどうなのか冬の風がどうなのかとか、

あるいはいわゆる猛禽類がいるかどうかとか、

総合的に調べていただいて、そして、その結果

ここが適地だよということになれば建設ができ

るということでございまして、建設決定地にな
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ったから全てができるんだということではない

というふうに認識しておりますし、それはどこ

に清掃工場をつくる上においても基本なわけで

ございまして、柏木のときも、ほかの地区から

そういった課題、問題、そういうことで反対運

動が出てきましたけれども、そういうことは十

分に調査をして、そして建設をさせていただく

というスタンスには変わりございません。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 つまり絞り込んで一

応用地が１本に決定されたということであって

も、環境影響調査が終わるまでは、それは建設

ももちろんできないし、いわゆる決定地として

も決まったらあと動かしようがないんだという

ようなことではないんだというふうに理解して

いいですか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 環境影響調査において、つ

くれないということであればつくれないという

ことです。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 いろいろ議論させて

いただきました。市長からも率直な御答弁が示

されたと思います。いずれにしても大事なこと

は、やはり地域住民の皆さんの思いに沿って一

つ一つ理解を深めながら、行政の説明責任を果

たしながら、共同で取り組みを進めていくとい

うことだと思います。それ以外に公共事業、特

に広域清掃工場などという大きな建設事業を成

就させていくすべはないと私は考え、そういう

立場から質疑をさせていただきました。市長か

ら示された今の方向、私どもがこうして議会と

いう立場で提起させていただいた課題、これに

ついても十分腹に据えていきながら、これから

の取り組みを進めていっていただくよう求めて、

質問といたします。どうもありがとうございま

した。 

○大場重彌議長 この際、正午にもなりますの

で、昼食のため休憩いたします。午後は１時か

ら会議を開きます。 

    午前１１時４９分 休 憩 

                  

    午後 １時００分 開 議 

○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、８番髙橋義明議員。 

〔８番 髙橋義明議員 登壇〕 

○８番 髙橋義明議員 議席番号８番、会派蔵

王、髙橋義明であります。 

 通告に従い順次質問させていただきますが、

初めに、温泉利用型健康増進施設の中心市街地

への建設によるクアオルトの推進と活気あるま

ちづくりについてであります。 

 この質問は、９月のサンデー議会において同

僚議員の行った質問「共同浴場の統廃合及び日

帰り温泉の整備」に引き続いた質問であります。 

 市内共同浴場の統廃合については、各浴場の

意向も踏まえながら慎重に判断していくとしな

がらも、整理をしていくという方向性が市民の

中にも一定の理解が広がったものと受けとめて

おります。 

 そして、新しい日帰り温泉と、上山型温泉ク

アオルト事業の推進に向けた温泉保養施設が本

市の重要な政策課題であることが明確に示され

たものと感じております。 

 このうち、日帰り温泉施設については次の機

会に譲りまして、私は専ら、上山型温泉クアオ

ルト事業の中核施設としての温泉利用型健康増

進施設を中心市街地に建設することによって、

活気ある温泉保養地「湯の町かみのやま」を改
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めて構築していくことにこだわりたいと思いま

す。 

 私は以前より、温泉を科学的に利用するため

に、運動生理学や医学に裏づけされたインスト

ラクターが常駐する温泉保養施設の必要性を主

張してまいりました。 

 この１０月には、上山温泉開湯５５５年を前

に、由布市、田辺市、上山市の３市による温泉

クアオルト研究会の「第３回温泉クアオルト研

究会ｉｎ蔵王かみのやま」が開かれ、１１月に

は「第８回羽州街道交流会山形県上山大会」が

開かれました。会派蔵王としても、改めて由布

市の「クアージュゆふいん」を視察してまいっ

たところです。 

 この一連の学びの中で、私は大きく３つにつ

いて気づかされました。１つは、ここ６００年

の間に形成された上山というまちは、城下町で

あり宿場町であり温泉町であるという多様な性

格をあわせ持っているということです。私たち

が当たり前だと思い込んでいる環境は、実に得

がたい、かえがたい貴重なものだということで

す。この歴史的遺産・資源を大切にして、まち

づくりに取り組まなければならないということ

であります。 

 ２つ目は、市民みんなが上山の歴史特性や自

然環境を認識し、自分のまちを愛することが必

要だということです。上山は植物の北限であっ

たり南限であったり、その種類も豊富であり、

農産物の種類も産業の職種も多様であり、また、

蔵王を初めとして自然も豊かであり、ないもの

がないと思えるほどであります。しかし、その

ことが災いして、ここにしかないという特徴に

恵まれていないという感覚を持ってしまいがち

です。 

 そのためか「上山はどんなところ」と聞かれ

たときに、言葉に詰まったりすることになるの

ではないでしょうか。私は、「人と自然に恵ま

れた何でもあるいいところだ」と答えるように

心がけています。市民誰もが心から「上山はい

いところだ」と自信を持って答えられるよう、

地元上山について理解を深めることが地域づく

りにつながっていくと思います。 

 ３つ目は、温泉という環境特性を深く考慮し

た百年の大計を持って、目標に向かって少しず

つでもいいから前進していくことです。そして、

その目標となるまちの将来像を市民全体が理解

をし、誇りに思い、今の取り組みがそれに向か

っているものだと思えることが大切なのではな

いでしょうか。 

 そして、今、自然を歩き、歴史を大切にし、

温泉を利用する「健やか交流都市かみのやま」

の実現こそがその過程であり、百年の大計につ

ながるものではないかと思っているわけです。 

 以上のことを踏まえながら、温泉利用型健康

増進施設の 適な予定地として、まちの玄関、

シンボルでもあり、利便性が高く、さまざまな

交通のかなめとも言えるかみのやま温泉駅前の

エリアを提案いたします。 

 湯の町として統一性が出ますし、民間との連

携・協調もやりやすいはずです。温泉を前面に

出し、癒やしのまちの玄関口として、現在駅舎

の中にある観光案内所を同一施設に取り込み、

足湯と直売所を配置することにより、湯気のあ

るホスピタリティを十分に感じさせるまちづく

りができるはずです。 

 町歩きコースの拠点まで人力車で行くことも

可能ですし、西山、葉山、あるいは三吉山、蔵

王坊平など各方面の気候性地形療法、クアオル

ト健康ウォーキングへの案内、出発の拠点とな

る施設となります。 



－３３－ 

 もちろん、水中運動のできる温水プール、打

たせ湯、ジャグジー、簡単な医療機器や運動機

器を備える必要がありますが、建物はなるべく

コンパクトにする必要があります。 

 「クアージュゆふいん」の失敗要因と成功要

因を学ぶにつけ、維持管理費を 小に、市民パ

ワーを活用した運営、民間との協力の仕方等、

具体的には工夫が必要です。お湯の配管を川底

か橋にしなければならず、経費もかかることか

ら、今すぐというわけにはいかないことを承知

しております。 

 しかし、この中核施設を温泉町の玄関である

かみのやま温泉駅前に配置することこそ、上山

が目指す健康のまち、癒やしのまちの実現にと

って も重要なことであり、百年の大計とも言

える方向性を示すことになると考えますが、市

長の御所見をお伺いいたします。 

 次に、本市農業の振興策について、特にアロ

ニア栽培の推進についてを申し上げます。 

 これまで私は、金谷ごぼう、小笹うるいなど

の伝統野菜やサクランボ、ラ・フランス、ブド

ウ、柿などの特産果樹の振興について、あるい

は蔵王あべ茶豆の支援についてお願いをしてま

いりました。 

 今回は、 近直売所や催し物会場に出ている

興味深い作物に着目したいと思います。それは、

食用ほおずき、マコモタケ、そして、特にアロ

ニアについて取り上げたいと思うわけです。 

 食用ほおずきについては、産学官の連携によ

ってさまざまな成果があらわれており、また、

加工しない生食も芸術的でさわやかな風味です。

雨を当てずに大きい面積をつくる工夫ができれ

ば、さらに可能性は広がるはずです。 

 マコモタケは、山形の前明石などで生産され、

水田のまま栽培ができ、水管理が楽で、秋まで

水がかけられ、とても栽培しやすい作物です。

「湿田が適した転作作物」「手間がかからない

作物」ということで、平地から中山間地まで取

り組める実用作物であります。淡い甘味、無臭、

低カロリーのヘルシー食品として注目され、今

後、減反作物としての魅力を感じているところ

です。 

 そして、今回特に質問の主題として取り上げ

るのは、アロニアの振興についてです。アロニ

アは別名チョークベリーで、こちらは市内で３

名の生産者がおられ、現在生産仲間を募ってい

る 中です。 初の導入者は栽培歴１０年、結

実して５年、ジャムに加工して３年となり、県

の農業技術普及課に指導を受けながら取り組ん

できております。 

 アロニアは、バラ科アロニア属、常緑低木、

原産地は北アメリカで、ロシアでは「黒い実の

ナナカマド」と呼ばれ、古くからジャムやジュ

ース、果実酒として利用されております。 

 日本では、北海道でアイスクリームやジャム

などが既に販売されており、盛岡市でも産地が

できているようです。 

 生産者の話では、果実は酸味に甘さが加わっ

た豊かな風味が特徴で、ポリフェノールの一種

アントシアニンについては、ブルーベリーの２

倍、ブドウの１．５倍含んでいる機能性食品と

して注目を集めているようです。 

 ただ、ブルーベリーやハスカップは生でおい

しく食べられますが、アロニアはとても渋く、

渋柿ほどではないにしても生食向きではありま

せん。このため、鳥やタヌキ、猿などの被害も

なく、病虫害対策の薬剤散布の必要もないよう

です。 

 植えつけ場所は、日当たりと排水のよいとこ

ろを好み、木の高さは２メートルくらい、地面
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近くから幹がたくさん株立ちし、耐寒性も強く、

雪で潰されても春には起き上がり、大変丈夫で

栽培も簡単とのことであります。収穫期も９月

から１１月、長い期間にわたります。 

 これらの特徴から、アロニアを中山間地ある

いは排水可能な水田の減反作物として振興する

ことは、労力の配分、農地の有効利用を図る上

で、大変有効と考えますが、市長の御所見をお

伺いいたしまして、私の質問とさせていただき

ます。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ８番髙橋義明議員の御質問

にお答えいたします。 

 温泉利用型健康増進施設の中心市街地への建

設によるクアオルトの推進と活気あふれるまち

づくりについて申し上げます。 

 クアオルトによるまちづくりは、全国に先駆

けて取り組んできたところでございますが、滞

在型の温泉健康保養地としての取り組みを将来

にわたって継続していくため、クアオルトのビ

ジョンを明確にしながら、それを実現していく

ことが肝要であります。 

 これまでの取り組みにおいて、クアオルトに

よるまちづくりを推進していくための拠点とし

ての「クアオルト健康ウォーキングと連携した

温泉活用型施設機能」の重要性は認識をいたし

ております。 

 そのためにも、選択と集中による事業の重点

化を基本として、事業展開のための条件、諸課

題等について、クアオルト構想の中で検討して

まいります。 

 次に、アロニア栽培の推進について申し上げ

ます。 

 アロニアにつきましては、寒冷地でも栽培が

可能であり、難しい栽培技術も必要がないとの

ことから、中山間地や転作田での栽培に適して

いると思われます。 

 しかし、生産量も少なく、市場における認知

度も低いため、生産から出荷、加工、販売まで

の体制が確立されていない状況にあります。 

 栽培の推進につきましては、関係機関と連携

し、栽培の適性のみならず、加工品開発や市場

性など、今後の検討課題であると考えておりま

す。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○８番 髙橋義明議員 初めに、温泉利用型健

康増進施設の中心市街地への建設によるクアオ

ルトの推進と活気あるまちづくりについてであ

りますが、温泉とのかかわりを今も進めておら

れるところですが、さらなる検討を加えて前に

進めていくんだという市長の決意が述べられた

ものというふうに思って、喜んでおるところで

ございます。 

 まず初めに、中心市街地活性化基本計画が１

１月３０日、まさに１１月の末日ではございま

したけれども、国の認定を受けましたこと、ま

ことにおめでとうございます。ここ数年間、各

方面に協議を重ね、本年１０月に我々議員にも

その概要が示されたところであり、正式申請の

運びとなって、各省庁で正式協議を経て、現地

調査を受けて認定となったことであり、大変御

同慶にたえないところでございます。 

 仙石地内に大型店舗が展開されている現在、

かみのやま温泉駅の西側をエリアとする活性化

基本計画が前に進むということは、市民がひと

しく期待をしていることであり、本当に私も御

同慶にたえないなというふうに思っているとこ

ろであります。 

 もう既に歩み出している事業も含まれている
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わけですが、「歩いて健康 活気ある居心地よ

いまちづくり」を基本コンセプトにして、現在

ある問題点を市民と一緒になって解決していく

というスタンスにも共感を持っているところで

あります。 

 また、ハード事業、ソフト事業いろいろとご

ざいますが、カミンから北の部分、すなわちお

城を中心としたエリアの充実策が中心とお見受

けいたします。駅前から矢来、南町、石崎方面

についての具体策には、これから協議をしてい

くというような姿勢が見てとれるのですが、い

かがでしょうか。 

 まず、この点について、中心市街地活性化基

本計画はまだ第１弾、第１楽章であり、今後発

展させていくものであるという理解でよろしい

のでしょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 このたびの中心市街地活性

化基本計画のエリアにつきましては、駅前矢来、

あと石崎、そういったエリアが入っておるとこ

ろでございまして、このたびの第１次的なもの

については、お城周辺の整備、小道とかあるい

はトイレとか、そういったものの整備です。 

 あと、もう一つはやはり十日町通りのいわゆ

る蔵がたくさんあるわけですから、その蔵を生

かした商店街づくりとか、あるいは電柱の移転

とかそういったこと、これからいろいろお話し

合いをさせていただいてやっていくということ

でございます。 

 そういう中で、駅前矢来あるいは石崎も一体

となって進めていくと。その中で石崎商店街あ

るいは矢来商店街、駅前商店街、いろいろある

わけでございますが、そういった組織体、そう

いう形の中で、自分たちの地域をどう、いろん

な制度を活用しながら、補助制度を活用しなが

ら、そういうものをやっていくかということは、

これからの進め方になるわけでございますが、

いずれにいたしましても、先ほど述べたエリア

については今回の中心市街地活性化基本計画の

中にあるということでございます。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○８番 髙橋義明議員 今の質問でもう少しは

っきりしていただきたかったのは、いわゆる今

回の認可されたものがそのまま認可されたもの

として実行され、そして、その第２弾、第３弾

というふうに、それを充実させていくというス

タンスなのかということについて、ちょっと明

確にしていただきたいなというふうに思ってい

るところです。 

 ということは、中心市街地活性化基本計画の

概要の中に、温泉保養施設に関する計画がない、

あるいは温泉を利用するようなそういう節が含

まれていないということに気づかされるわけで

す。それは、やはり温泉に対する補助金がない

ということ、それから、予定地が定まらない、

まだ機が熟していない、さまざまな理由があろ

うかと思いますが、それがいわゆる将来性に関

して、この今回示していただいた、あるいは認

可をいただいた基本計画がどのようにかかわっ

ていくのかなという面をまず 初にちょっと確

認しておきたいというふうなことでございます

ので、市長、よろしく御答弁方お願いします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今回の基本計画の中にはな

いというお話でございますが、これからいろい

ろ事業展開していく中では変更が可能だという

ことでございます。しかも、議員御指摘のいわ

ゆる温浴施設等については、どういう形でやる

のか、財源をどうするのか、まだ決まっていな

い段階でこの活性化基本計画には載せることが
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できないということでございましたので、載せ

ていないわけでございまして、今後、中心市街

地につくるのか、あるいは郊外につくるのか、

いろいろ議論も分かれると思いますけれども、

いずれにいたしましても、中心市街地活性化基

本計画の中では、いろいろな事業をこれから展

開していく中で変更あるいは追加、そういう形

でこのまちづくりを進めていくというのが基本

的な考え方でございます。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○８番 髙橋義明議員 大変安心をいたしまし

た。第一楽章で終わって未完成交響曲にはなら

ないという固い決意を伺い、安心いたしました。 

 さて、私は、城下町であり宿場町であり温泉

町であるという性格的特徴を挙げさせていただ

きましたが、この中で何が一番大切であって、

なくてはならないものなのかについてですけれ

ども、私は温泉なのではないかというふうに思

っているところです。温泉があればこそ、出羽

三山の精進落としの場となって、また奥羽三楽

郷の一つになり得たし、宿場町としてのにぎわ

いを得ることができたのではないかと。上山を

支えてきた屋台骨、 大の財産は温泉の存在で

あったのだと思っているわけですけれども、こ

のことについて市長はどうお考えでしょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 ３つの顔を持っているとい

うふうなことでは全国にも珍しいまちですとい

うことは、我々もほかにＰＲしているところで

ございます。 

 どれも歴史的な背景もあるわけでございます

し、また、先ほど出ました奥羽三楽郷というこ

とでも、温泉町としての地位は高いものがある

というふうに思っています。 

 ただ、温泉があるということだけでは、これ

から勝負はできません。今までのいわゆる温泉

町の観光ということについては、バブルの絶頂

期とかあるいは経済状況がいい、企業がいい時

代には、団体で旅館に泊まっていただいて、そ

して帰っていただくというスタンスでございま

したが、私は 近考えているのは、温泉じゃな

い地域の魅力、そういうものをぜひ体験するな

り、あるいは観光していただいて、その後に温

泉に泊まっていただくという発想でいかないと、

これから温泉観光というのはなかなか難しい状

況にあるのではないかという考えの一つとして

クアオルト事業なんかも始めておるわけでござ

います。また、再生志士隊による黒板塀の修復

といいましょうか、新設といいましょうか、そ

ういうこともやっておるということでございま

すが、そういったまちの魅力、まちの活性化と

いうものがこれから観光地としての大きなファ

クターになるというふうに考えておるところで

ございます。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○８番 髙橋義明議員 より明確に温泉を中心

にした考え方が市民にも伝わったものというふ

うに思います。 

 それにしては、そろそろこの計画だけでも示

していただきたいなというふうに思っているの

がいわゆる温泉保養施設でございます。予定地

が定まらないのか、補助金がないからなのか、

あるいは財源が定まらないのか、いろんなこと

が考えられると思います。費用、運用、それか

ら具体的に場所によっては温泉を引いていくパ

イプを延長しなければいけないというようなこ

とから、温泉の温度が下がるというようなこと

も考えられるのではないかなというふうなこと

でありまして、いろいろ市長が一番考えていら

っしゃるのはどの辺なのかなというふうに、ま
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ずはお尋ねをしたいところなのですが、どうで

しょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 このたびドイツに行きまし

て、バーデンバイラーとかバード・クロツィン

ゲンとか、そういうところでのいわゆるテルメ

というものも勉強させていただいたところでご

ざいました。そういういわゆる先進地のそうい

った温浴温泉を利用した保養施設もございます

し、議員先ほどお話がありました「クアージュ

ゆふいん」もそうでございます。 

 やはりつくればいいということではなくて、

つくったからにはきちんと多くの方々に活用し

ていただいて、それが少しでも健康につながる

というものをつくっていかないとならないわけ

でございますし、どこの土地と言われる点につ

いては、まだまだそれ以前の課題がたくさんあ

るわけでございまして、それを解決した後に場

所というものに当然なるわけでございますし、

現在クアオルト推進室においてそういった将来

的なクアオルト構想のあり方というものを練っ

ておりますので、その中で徐々に明らかにして

まいりますし、また多額の財源も必要でござい

ますし、運営方法もありましょうし、あとどう

いう方々を対象にするとか、そうなりますと駐

車場の問題とか、いろいろ課題山積でございま

すので、そういったものを総合的に検討しなが

ら、 終的に場所になるんだろうなというふう

に思っています。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○８番 髙橋義明議員 今、市長がおっしゃら

れたことを全て総合的に勘案いたしますと駅前

になるのではないかというのが私の今回の質問

の趣旨でございまして、１つはパイプの延長に

よる温度の低下、あるいは埋設料、そして施設

本体の建設費用とか、そういうものは財政の問

題等々ございますし、いろいろ検討課題もあり

ますでしょうけれども、上山の源泉の温度６４．

８度、「クアージュゆふいん」のほうは源泉は

５６度なんですね。パイプで延長すればするほ

ど温度は低くなるということはあるわけですけ

れども、水中運動においては体温マイナス５度

でありますから、３１度から３２度が水中運動

する場合の適温というふうになってまいります。

ちなみに競泳用ですと２９度というふうになる

わけですから、それは関係ないとしても、いわ

ゆる温度の低下というのはそれほど問題にする

必要はないのではないかと。 

 それから、なぜ駅前にこだわるのかと申しま

すと、「かみのやま温泉駅」というふうに温泉

をうたった駅であるにもかかわらず、その風情

が感じられないと。そして、このままいきます

と、ＪＡもあそこから別のところに移る計画に

なってございます。大きな建物が建ち並びはす

るけれども、「湯の町かみのやま」だという風

情は残るのか、つくれるのかという不安がある

わけです。そういう意味において、来年「開湯

５５５年」だというときに、市長みずからがこ

ういう中核施設が必要であって、駅前のエリア

にそれを建設するんだということを示すことに

よって、上山の全体像、百年の大計が見えてく

るのではないかというのが私の主張したいとこ

ろであります。 

 ついでに申し上げますと、上山と熊野のウォ

ーキングは歩ける人のためのものであって、健

康な人をより健康にする、あるいは不健康にな

りかけた私のような者が何とか健康に戻るとい

うようなところに力点が置かれていると。しか

し、由布院の場合は不健康な人、歩けなくなっ

た人が歩けるようになって、ほかの人と一緒に



－３８－ 

歩くことができるようになる。いわゆる不健康

な人が健康になるまちというふうなまちづくり

を進めてまいった。それはいわゆる中核施設で

ある「クアージュゆふいん」があればこそでき

たことであるというふうに思うわけであります。 

 私は２回しか行っておりませんが、市長も何

回も行っていらっしゃって、その辺は十分に御

理解をいただいているものと思いますけれども、

常駐しておられる森山操保健師さんが、水中運

動に参加した高齢者３７人を調べたところ、１

年間でかかった医療費が４８％も減少したとい

うデータは市長のところにも届いていることと

思います。 

 もっと言いますならば、１１月２４日放映の、

私も見ましたけれども、市長が出演をなさいま

したテレビ番組で、治療から予防へと、そして

旅行のさま変わりというものを上げられまして、

ほかの参加者たちと一緒に上山の取り組んでい

るクアオルトに対する理解を広めたと。そして、

県の観光をリードしていく一つの広がりを示唆

する内容の番組であったわけですが、見ている

私たちは大変誇らしく感じたところです。 

 それは気候性地形療法については、由布市を

しのぐ実績があるからだというふうに思ったわ

けなんですよ。しかし、由布院に「クアージュ

ゆふいん」があるように、上山に同様の中核施

設があったならば、予防だけではなくて治療も

できるクアオルトが実現するんだと。医療費削

減につながる本当の意味での健康保養地上山、

市長の目指す上山型温泉クアオルト事業の姿が

より明確に市民に示されるのではないかと、完

成度が高まるのではないかというふうに思って

いるところです。 

 また、今回提案させていただいている温泉利

用型健康増進施設というのは、入浴施設と運動

設備が総合的に整備されまして、温泉利用指導

者の資格を持ったスタッフが、医師が作成した

温泉療養指示書に従って入浴指導を行いますと

いうふうなことなんですね。また、安全管理や

応急処置、生活指導全般も行います。温泉療法

の知識・経験を持っている医師のいる医療機関

と提携してもらいますというような施設であり

まして、厚生労働大臣認定を受けた施設、一定

の利用が行われた場合に、施設までの往復の交

通費と施設利用料金が所得税の医療費控除の対

象となっているというようなことから、市長も

必要性を認めておられるわけですから、あとは、

いつどこにつくるのかということが残っている

わけでございます。 

 そのことについて、いつごろをめどに建てる

のか。あるいは、少なくとも駅前を含めた活性

化基本計画はいつごろ示されるのか。その中に

位置づけていただけるのか。その辺の見通しに

ついて、市長の考えを再度お示しをいただきた

いと思います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 大変勉強されていることは

十分わかります。 

 このたびのクアオルトについては、ウォーキ

ングの部分といわゆる水中運動の部分がありま

す。先ほど議員御指摘がありましたけれども、

ウォーキングにおいても、例えば糖尿病の薬を

飲んでいた方とかあるいは血圧の薬を飲んでい

た方が、飲まなくてもよくなったという事例も

あります。ですから、必ずしもウォーキングが

だめで水中運動がいいということにはならない

わけでございまして、現実にドイツにおいても、

バード・クロツィンゲンとかバーデンバイラー

については温浴施設でございますけれども、ガ

ーミッシュ・パーテンキルヘンにおいてはウォ
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ーキングだけというふうなところもございます。 

 ですから、やはりそこの地形に合ったといい

ましょうか、地域に合ったことをやっていかな

いと、ただつくればいいということではござい

ませんし、現に「クアージュゆふいん」につい

ても多分お聞きになったと思いますが、費用対

効果についてはなかなか難しいところがござい

ます。 

 ですから、場所がどこだとか駅前がどうだと

いうことの前に、上山型温泉クアオルト事業と

いうものはどういうものをやっていて、どうい

うものを狙っていくかということを、まずきち

んとしていかないと、ただつくったあげくにお

客さんが少なかったとか、あるいは駐車場が足

りなかったとか、そういうことになっては計画

としてはまずいわけでございまして、まだそこ

の時点までは行っていないというのが現実でご

ざいます。しかし、そういったことも視野に入

れた中での上山型温泉クアオルト事業だという

ことだけは、ぜひ御理解いただきたいと思いま

す。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○８番 髙橋義明議員 一定の御理解をいただ

きながらも、明確な方向性はまだ示す段階では

ないというようになったわけでございます。今

後ともより一層、より早めていただくように心

から念じながら、１つ目の課題に対してはこの

辺で終わりたいと思います。 

 次に、本市農業の振興策について、特にアロ

ニア栽培の推進についてでありますが、まだ生

産者も少なく、一般的な作物としての認知度も

低く、減反等の奨励作物にはなり得ないという

ようなことは承知をしております。 

 そうした環境の中にあったとしても、指導と

ＰＲの面で行政としても後押ししていただける

というようなことでありましょうから、一定の

御理解をいただいたものと受けとめておるとこ

ろであります。 

 さて、アロニア栽培者は女性が中心でありま

して、アロニア会をつくって仲間を広げている

ところです。特定の苗木屋さんも存在しており、

また、挿し木でふやすことができるというよう

なことから、農協祭りや口コミで拡大を図って

いるところであります。その結果、家庭菜園や

果樹園の片隅などいろいろなところで少しずつ

広がっているようであります。基本的には肥料

も要らないのですが、土のいいところのほうが

生育が旺盛だというようなことも聞いておりま

す。ブルーベリーは雪によって折れるため雪害

対策が必要ですけれども、アロニアは折れるこ

とがないと。そして、春には起き上がると。 

 そして、生では渋いと申し上げましたけれど

も、なれた人は気にならないと。私も実際冷蔵

しておいたものをごちそうになりましたけれど

も、それほど気にはなりませんでした。「これ

で猿は大丈夫かな」というふうな気がしたぐら

いに楽しめたわけです。しかし、畑で生で食べ

させてもらった人は、 初はその渋みにびっく

りするそうであります。 

 加工の仕方や食べ方もそれぞれの方々がさま

ざまな工夫を凝らし、あるいは自分に合った簡

単な調理法を発見したり、バラエティーに富ん

でおります。サブレやクッキーにジャムを載せ

たものは、お店のメニューとしてもメーンにな

るのではないかなというふうに思うほど圧巻で

ありました。ジュースは毎日少量ずついただい

ております。また、コロコロ煮といってグラニ

ュー糖とゼラチンを少々入れて煮込んだものは、

きれいで大変おいしくいただきました。ゼラチ

ンは渋みを抑えるんだそうです。 
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 私がごちそうになったのはここまでですが、

ほかにもパイ生地に包んで焼くのもおいしいと

いうことでありましたし、普通はチーズケーキ

に載せたりヨーグルトに入れて食べたりするの

が一般的なんだそうですけれども、ジュースは

ワインや焼酎に割って飲んだりして毎日少量ず

つとることにしているとか、さまざまな情報が

集まってきておるところです。みんな気軽に楽

しみながら、家族の健康を守り自分の生きがい

づくりのためにも元気に頑張っているのが伝わ

ってまいります。 

 まずはこういう実態を広く市民に知っていた

だくことも必要ではないかと思いますが、いか

がでしょうか。各方面にお便りで注目が上がる

ような手だても一つの方法、また会員拡大にも

つながり、生産者の意欲向上、消費者の拡大に

もつながるものと思います。ホームページも上

山市内のものはまだ見受けておりません。この

辺も含めまして、ＰＲ策について、まず執行部

としての考えをお伺いをいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 ＰＲ策ということでござい

ますが、まずはやはり栽培者の方々がやるべき

だというふうに思っています。 

 ということは、新しいものというのはなかな

か受け入れられないというところがあるわけで

ございまして、そのために何をやるかというこ

とについては、例えば適宜分析していただいて、

何々の病気にはいいようだとか、やはりそうい

うものをきちんとしないと、ただ渋いとか甘い

とかクッキーがいいとかパンがいいでは説得力

がないと思うんですよ。そういったいわゆるエ

ビデンスをつくることによって、証明すること

によって、例えば今テレビを見ますとほとんど

サプリメントの話ですよ。ですから、サプリメ

ントにこれを入れていただくとか、やはりそう

いうものを少し自助努力をしていただいて、そ

して、そういったときに、じゃ生産者側として

何をやっていただきたいんだと、いわゆる行政

に何を求めるんだということを言ってもらえば、

やはりできるものとできないものございますけ

れども、そういうことをやっていかないと、行

政から全て、先ほどのまちづくりもそうでござ

いますが、やはり「自分たちが」というところ

を基本的に持っていただいて、行政に何を求め

るかということを言ってもらったほうが早道で

はないのかなというふうに思っています。我々

が努力しないということではございません。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○８番 髙橋義明議員 栽培者の努力もやって

いるという話もしたつもりでございますけれど

も、基本的にはそのとおりだなというふうに受

けとっております。行政もそれに寄り添ってい

くべきだというふうに思っているところです。 

 次は、指導についてであります。アロニアは

生産量がまだまだ少ないということが一つネッ

クでありまして、北海道においても、 も大き

な産地ではありますけれども、ラジオのＰＲを

始めるとすぐに売り切れてしまってＰＲをスト

ップするというようなことが続いているようで

す。 

 ネット販売や直売が中心でありまして、今後、

本市において生産量をふやしていくということ

は、廃園化していくブドウ園、サクランボ園の

代替作物、水田の減反作物としても十分に可能

性が見込まれる。上山のアロニア会の会員の中

にはサプリメントの原料用としての契約栽培も

視野に入れて面積の拡大を考えておられる方も

いらっしゃいます。５年ほど前になりますけれ

ども、ＪＡ女性部西郷支部で盛岡にアロニア栽
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培の実態を見に行ったことがあり、本市行政と

してもその指導について模索した時期があった

というふうに聞いております。 

 指導について、今後どのような展開を考えて

おられるのか。先ほどの市長の答弁に包括され

るのか。少し足すことがあるのか。その辺も加

味していただいて、御答弁をお願いしたいと思

います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 指導という面でございます

が、これは栽培については気軽に、病気もかか

らない、猿も食べないということですから、余

り指導はないのかなというふうに思っています。 

 問題は、販売ということだと思います。それ

には、今お話ありましたように、北海道がラジ

オでコマーシャルやったらすぐ売り切れたとい

うならば、そういう方々と連携をするとか、や

はり、ただ上山だけということではなくていろ

んなところと連携することによって、このアロ

ニアの知名度も上がってくると思いますし、い

い例がつや姫ですよね。つや姫は山形県だけで

はだめだよと、生産量を上げなきゃだめだとい

うので、他県との連携をやっているわけですよ

ね。そして、ある程度の生産量を確保すること

によって勝負ができるということですから、ま

さにアロニアもそういう意味においては、上山

のみならず、そういった先進地との連携とか、

さらには先進地との情報交換とか、そういった

ものをやっていただければ大変ありがたいので

はないかと。その連携等についてどうするかと

かについては、我々行政が間をとるとかそうい

うことは可能なわけですから、そういった面で、

生産者の方々も行政にできるものについてはぜ

ひ御意見を頂戴したいなと思っています。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○８番 髙橋義明議員 何分にもこれからの作

物でありますが、農業人口の減少、農村のさま

変わりの中において、私も議会選出の農業委員

というような立場で農地パトロールを行ってい

る一員でもございます。すばらしい実践がある

一方で、農地が荒れていく実態もまたつぶさに

見させていただいているわけでございます。 

 その中においてアロニアに対する女性たちの

取り組みというものは、本市農業にとって暗夜

の一灯であるかのように思えるときがあるわけ

です。市民とともにある行政という立場に立っ

て、今後、アロニアの会の女性たちの活動に注

目をし、必要な手だてを継続して行っていただ

きたい。上山の新しい希望の芽が大きく花を咲

かせ、実を結ぶことができますことを切に念じ

ながら、私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございます。 

○大場重彌議長 次に、２番井上学議員。 

〔２番 井上 学議員 登壇〕 

○２番 井上 学議員 日本共産党議員団、井

上学です。国民健康保険税の軽減について質問

します。 

 私が市議会議員に立候補するに当たって公約

に掲げたことの一つとして、「国保税を１軒当

たり１万円引き下げる」ことを掲げました。議

員になってからの国民健康保険税の状況は、一

般会計からの繰り入れなどにより負担の軽減は

なされたものの、値上げという状況でした。 

 しかしながら、私が一般質問「誰もが安心し

て受診できる医療の仕組みの構築について」で

質問したところ、本市においては機械的な資格

証明書の発行がなされているという状況はなく、

短期被保険者証についても、納税相談により納

税計画書等を提出した方には短期被保険者証が

発行され保険が適用されているとのことで、市
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民に優しい国保運営がなされているのではない

かと感じているところです。 

 さて、毎年上昇傾向にあった本市の１人当た

りの医療費が下がっているとの話を聞いていま

す。これは市民の方が医療機関に行くことを控

えたということではなく、市民の方の健康促進

や予防医療の効果だと考え、うれしく感じます。 

 中でも、クアオルトの取り組みによる健康増

進が医療費の抑制につながったと私は考えます。

先日、本市で行われた「第３回クアオルト研究

会」では、田辺市、由布市からクアオルトによ

る取り組みと健康増進についての研究結果が具

体的数値として報告されました。 

 本市においては、もっと踏み込んでクアオル

ト健康ウォーキングの医学的検証をし、医療費

削減を示すことができれば、クアオルト健康ウ

ォーキングに参加する市民もふえ、医療費も抑

えられる好循環が生まれ、国民健康保険税の抑

制につながると考えます。 

 加えて、もっとクアオルト健康ウォーキング

と健康について市民に伝えていく必要があり、

そのためにはクアオルト健康ウォーキングの体

現者である市長や行政の発信力が重要と考えま

す。 

 例えば、市報などに連載でクアオルト健康ウ

ォーキングのコラムを載せて、その中で血中数

値が改善したとかよく眠れるようになったとか

風邪を引きにくくなったなど、健康について語

られれば、市民と健康増進とクアオルト健康ウ

ォーキングがより結びつくと考えます。 

 医学的な検証をすることでクアオルト健康ウ

ォーキングを推進し、医療費削減を目指す取り

組みについて、健康という面で市長及び行政の

発信力について、市長の見解を伺います。 

 次に、ジェネリック医薬品の利用についてで

す。 

 「ジェネリックにかえて医療費負担が減っ

た」という話が聞こえてきます。効果が変わら

ず価格が安いジェネリック医薬品を使うことは、

医療費抑制に即効性があることは確実だと考え

ます。現在、どれくらいの割合でジェネリック

医薬品が使用され、今後、普及をどこまで進め

ることができるかを研究することが、国民健康

保険税上昇を抑制する具体的な方法として有効

と考えます。 

 普及を進めるに当たって、先発医薬品との差

額がわかる通知を個別に送付しているとのこと

でありますが、数字でわかる試算として、「年

間医療費１０万円の家庭でジェネリック医薬品

を利用することで幾らになります」や「風邪の

場合はこれくらい医療費が抑えられます」など

と市民に知らせることでもっと利用が促進され

ると思います。 

 今後、ジェネリック医薬品の普及をどこまで

進めることができるか、普及の具体策について

市長の見解を伺います。 

 後に、一般会計からの法定外繰り入れにつ

いてです。 

 さまざまな手だてを尽くして健康増進、医療

費削減に努めても、高齢化や国庫の支出割合が

３分の１という状況で、国民健康保険税の軽減

は厳しい状況にあります。 

 もし今後、国民健康保険税を再度値上げしな

くてはならなくなった場合、市民の生活を守る

という観点から、また値上げにより国民健康保

険税が払えなくなるという悪循環をつくらない

ためにも、前回値上げ時にとっていただいたよ

うに、一般会計からの法定外繰り入れを検討し

ていただきたいと思います。 

 今、国保会計の健全運営に向けて努力してい



－４３－ 

る中で繰り入れについて質問することは問題が

あるのかもしれませんが、市長が国民健康保険

税軽減にあらゆる手段を尽くすという姿勢を示

していただければ、健康増進、医療費削減など

に取り組む市民の心の支えになると考えます。

市長の見解を伺います。 

 以上をもって質問とさせていただきます。 

○大場重彌議長 井上学議員に対する答弁の前

に、この際、１０分間休憩いたします。 

    午後 １時５７分 休 憩 

                  

    午後 ２時０７分 開 議 

○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 井上学議員の質問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 ２番井上学議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、医学的な検証をすることでクアオル

トを一層推進し、医療費の削減を目指す取り組

みについて申し上げます。 

 クアオルト健康ウォーキングの医学的検証の

取り組みにつきましては、平成２０年度から２

年間、気候性地形療法のウォーキングや温泉を

活用した水中運動などの効果について医学的な

検証を行い、「中性脂肪の低下」「善玉コレステ

ロールの増加」「持久力の向上」などに効果が

あることが実証されております。 

 今年度につきましては、「クアオルト健康講

座」などを通して、参加者への血液検査や体力

測定、心理面のアンケート調査の結果を検証い

たします。 

 上山型温泉クアオルト事業を本市の重要事業

に位置づけ、市民の健康増進を目的とした独自

の取り組みを進めておりますが、その効果につ

きましては、市報のみならず、多様な媒体を活

用し、市民に向けてより充実した内容を発信し

ていくことにより、医療費の軽減につながって

いくものと考えております。 

 次に、ジェネリック医薬品利用による医療費

の削減について申し上げます。 

 ジェネリック医薬品の利用促進策として、国

民健康保険の被保険者に対し、医療費の抑制と

被保険者の負担軽減のため、「ジェネリック医

薬品希望カード」の交付や「ジェネリック医薬

品差額通知」を発送するなどの啓発に取り組ん

でおります。 

 「ジェネリック医薬品差額通知」は、現在処

方されている薬を同一成分のジェネリック医薬

品に切りかえた場合に削減できる自己負担額を

通知するもので、今年度は５回の発送を予定し

ておりますが、国の目標である数量シェア３

０％以上を目指し、引き続きジェネリック医薬

品の一層の利用促進を図るため、市民への広報

活動をさらに進めてまいります。 

 次に、国民健康保険特別会計へ一般会計から

の繰り入れによる負担軽減について申し上げま

す。 

 クアオルト健康講座を初めとする各種健康教

室の開催や、特定健康診査・特定保健指導事業

を実施するなど、予防に重点を置いた保健事業

の推進により医療費増大の軽減を図るとともに、

国民健康保険税の適切な課税と徴収により、健

全な国民健康保険事業の運営に努めているとこ

ろであります。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 クアオルト健康ウォー

キングの医学的な検証という部分で、実際にな

されて、そういった善玉コレステロールの増加



－４４－ 

等が示されているということを、もっと市民の

方に知らしめていけたら、健康増進につながり、

ますます医療費が削減されるのではないかと考

えての質問だったのですが、今回、本市の１人

当たりの医療費が年々上がっているという状況

に一定の歯どめがかかったというような話を聞

いているのですが、その点について、そういっ

たクアオルトの関係についてどうお考えなのか、

市長のお考えをお聞かせください。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今、市内を歩いてみるとわ

かるんですけれども、朝夜、クアオルトコース

のみならず、まちの中を歩いている方々が非常

にふえてまいりました。と同時に、市民公園が

裏にあるわけでございますが、そこでグラウン

ドゴルフをやられたり、あるいはゲートボール

場ではゲートボールをやられたりというふうな

ことで、特に高齢者の方々が体を動かすという

機会が非常にふえてきたなと思っているところ

でございます。 

 そういった体を動かすことによって体の調子

がよくなるということが、自分の意識としてし

っかりと持っていただいていると同時に、仲間

に対します口コミといいましょうか、そういう

形で歩くことがいいとか体を動かすことがいい

ということが、少しずつではございますけれど

も広まっているんじゃないかなと思っておりま

す。 

 市報の広報も大事でございますが、やはり実

際に体験していただいて、そしてそれを口コミ

といいましょうか、友達の方々にそういった話

をすることによって、また仲間ができて、そし

て、仲間でそういったものをやっていくという

ことにつながればこれにこしたことはないわけ

でございまして、そういう意味におきましては、

やはり一人一人がいろんなことを体験していた

だくということがより大事なのかなというふう

に思っているところでございます。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 よくわかりました。市

長から、やはりクアオルトの効果というものも

十分考えられるというような答弁だと認識しま

した。 

 その上で、上山市で一番有名な市長であり、

クアオルト健康ウォーキングを毎日なされてい

るとお聞きしています。やはりそういった方の

発信力というのが、ますます市民に広がって健

康ウォーキングをされる方がふえるというよう

な状況をつくっていただきたいという意味で、

ぜひ市長のコラムというか、発信力、またそう

いった場でなくても、市長は共同浴場などで市

民の方とも語り合っていると、多分その中でも

クアオルトのことで自分の健康がいいとか、そ

ういったことが語られているんだろうとは思う

のですが、それをますます発展させるという意

味での方策についてお聞きします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 これはいろんな方々にまず

は歩いていただきたいなというのが、我々、ク

アオルト事業を推進していく上ではお願いとい

いましょうか、期待しているところでございま

す。 

 そういう意味におきましては、私のみならず、 

やはりいろんな方々が歩いておられるし、また

仲間づくりということでは何人かのグループの

方が歩いておられるということですから、そう

いった方々にも同じようなことで、「歩くこと

がいいんだよ」「楽しいよ」ということをぜひ

口コミという形の中でやっていただきたいとい

うふうに考えておるところでございます。 
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○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 次に、ジェネリックの

利用についてに移らせていただきたいと思いま

す。 

 政府の数量目標で３０％以上というのは、私

もインターネットで調べたらそういった目標が

出ておりました。そういったことを踏まえて、

本市においては今どのような位置にあるのかと

いうことを示してもらいたいのでお願いいたし

ます。 

○大場重彌議長 健康推進課長。 

○井上 洋健康推進課長 お答えいたします。 

 ジェネリック医薬品の使用パーセントでござ

いますが、残念ながら市町村別のデータという

のは公表されておりません。ただ、昨年の９月

現在で国全体では、数量シェアでございますけ

れども、２３．１％、山形県は２６．１％とい

うデータが示されています。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 やはりそういった自治

体ごとの資料が出ていないということなんです

が、独自に調べられるのであればこれだけを目

標にすると、例えば政府では３０％となってい

ますが、本市ではもっと高いところを目標にす

るといった、そういった目標を持ってジェネリ

ックの利用に取り組むことによって、医療費の

削減というものが進むと考えますので、そうい

った市独自の目標設定について考えがあるかど

うか、お聞かせください。 

○大場重彌議長 健康推進課長。 

○井上 洋健康推進課長 お答えいたします。 

 今現在は、国が定めております平成２４年度

で数量シェアを３０％以上にしましょうという

目標を、全国の市町村が一律に目標として取り

組んでいるところでございます。 

 今後、２５年度の部分についてはまだ正式に

数量を示されておりませんので、その辺をにら

みながら当市の施策に生かしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 そういった数値目標を

定めるに当たって、本市においては今使ってい

る医薬品をジェネリックにかえればというよう

な通知がなされていることで、進んだ取り組み

がなされていると思うんですが、やはり「実際

何ぼ安くなんのや」というふうなところが市民

の方にとっては興味があるところで、そういっ

たところを示していければもっとジェネリック

の利用というものが進んでいくのかと考えるの

ですが、そういった方針というか、施策につい

て再度お聞かせください。 

○大場重彌議長 健康推進課長。 

○井上 洋健康推進課長 今回、平成２３年度

から取り組んでおりますジェネリック医薬品の

差額通知でございますが、内容は、今現在処方

されている薬と同成分のものを、薬名を表示し

まして、薬剤の単価もお示しをして、これをジ

ェネリックにかえた場合に幾ら削減できますよ

という通知内容でございます。 

 これは月１００円以上の差額が出た方に対し

て通知をしているものでございまして、国民健

康保険の被保険者８，８００名ほどいらっしゃ

いますが、全員の方が該当しているわけではご

ざいません。１２月に発送する予定の件数を調

べますと、大体十六、七％の方が該当するとい

うことで、全員の方が必ずしもジェネリックの

差額通知で下がっているということではないと

いうことを御理解いただきたいと思います。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 よくわかりました。な
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かなか難しいところではあると思うんですが、

行政側の考えとして、まだまだこれからジェネ

リックの普及というものが可能かどうか、 後、

このジェネリックに関しては１点お聞きします。 

○大場重彌議長 健康推進課長。 

○井上 洋健康推進課長 お答えいたします。 

 ジェネリック医薬品につきましては、国のほ

うとしてもこの数量シェアを拡大をしていきた

いと。また、利用しやすいように処方箋なども

様式を工夫をしながら、ジェネリック医薬品の

拡大に努めているところでございます。また、

あわせまして、薬剤師の診療報酬なども上乗せ

加算を検討するとか、今後ともジェネリック医

薬品の拡大に国も全力を挙げて努めていくとい

うことでございますので、私ども市町村はそれ

に倣って、市民にＰＲをしていくということで

対応してまいりたいというふうに思っておりま

す。以上でございます。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 次に移らせていただき

たいと思います。 

 一般会計からの国保特別会計への法定外繰り

入れという部分で、答弁の中でちょっと私が感

じたところは、明確にはそういったことには触

れられなかったと思います。まして今そういっ

た健全運営に向けて努力しているさなかで、な

かなか答えるのは難しいという認識もあるんで

すが、前回、そういった負担軽減という部分で

３，０００万円ほど法定外の繰り入れがなされ

ているわけで、いろいろ市長の決断があったと

思います。そういった思い、前回のときの思い

と、どういった基準で前回は繰り入れたんだと

いうことを示していただきたいのですが、よろ

しくお願いします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 前回につきましては、国保

会計が極めて厳しいというふうなことで、やむ

を得ず法定外ということにさせていただきまし

た。ジェネリック医薬品のさらなる利用とか、

あるいは一人一人の市民の方々がいわゆる「治

療から予防へ」というふうな意識の転換とか、

そういうことで大分内容がよくなったというふ

うに理解をしているところでございますが、細

かい点については担当課長から説明いたします。 

○大場重彌議長 健康推進課長。 

○井上 洋健康推進課長 「治療から予防へ」

という政策を、クアオルト事業だけではなくて、

いろんな面で健康教室を実施をしているわけで

ございますが、上山市の医療環境といったもの

もございまして、なかなか国保の１人当たりの

医療費については、抑制が厳しいという現状が

ございます。 

 ただ私どもといたしましては、いずれにしま

しても１人当たりの医療費が県内でも高い水準

にあることは間違いございませんので、こちら

の抑制を図っていくために、いろんな予防施策

を今後とも重視をしながら、特別会計の繰り入

れの部分につきましては、総体的に今どういう

運営状況にあるかというところをまず精査をし

ながら、検討をしてまいりたいというふうに考

えております。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 そのときの状況を精査

をしながら繰り入れというものを考えていきた

いという答弁をいただきました。 

 私も１問目でも申し上げたように、できるな

らばそういった法定外の繰り入れをせず健全な

運営がなされることが一番だと思って、クアオ

ルト健康ウォーキングについて、ジェネリック

について質問をし、 後にどうしてもというと
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ころで一般会計からの法定外の繰り入れの質問

をさせていただきました。 

 国保税の負担ということに関しましては、ま

ずは国の国庫負担率が３分の１であるというよ

うな状況、過去には２分の１という状況があり

ました。そういったものを戻していくことが一

番の国保税の軽減というふうなことにつながる

と思います。このことはこの市議会の場で議論

してもなかなか難しい部分ではありますが、今

ちょうどきょうから選挙公示になりました、そ

ういった部分で、国政にも国民の一人として願

っていきたいと思いまして、質問を終わらせて

いただきます。 

○大場重彌議長 次に、４番大沢芳朋議員。 

〔４番 大沢芳朋議員 登壇〕 

○４番 大沢芳朋議員 議席番号４番、会派蔵

王、大沢芳朋でございます。通告に従いまして、

順次質問させていただきます。 

 まず 初に、かみのやまツール・ド・ラ・フ

ランス大会の運営。観光に重心を移し大会規模

を拡大するとともに、市民ボランティアなどに

よる大会運営に発展させることについて質問い

たします。 

 この大会は、大会を通じて「かみのやま温

泉」「上山産ラ・フランス」を全国に発信する

とともに、上山の自然、歴史、文化などの地域

資源や秋の味覚を満喫してもらいつつ、人と人

との触れ合いのすばらしさを体験できるもので

す。また、交通ルール、大会規則を遵守し、よ

り安全にサイクリングを楽しみ、健康の増進を

図るために開催されております。 

 ネーミングは、上山市が県内有数のラ・フラ

ンスの産地であることから、世界一有名な自転

車レース「ツール・ド・フランス」にちなんだ

もので、山形のサイクリングシーズンの締めと

なるイベントでもあり、ラ・フランス、コンニ

ャク、芋煮等秋の味覚満喫の大会です。 

 第１回は、西郷、本庄、東地区公民館が主催

し、「ふるさと創生事業」を活用し、地域活性

化を目的に開催されたものであります。 

 ことしは１１月４日に第２３回大会が開催さ

れ、参加者は過去 多の４４１名で、ことし新

たにコースに加えた楢下宿の風情を楽しみ、写

真におさめたり、上山の味覚を満喫したとの話

も多く聞かれました。リンゴや柿の実った上山

路のサイクリングを楽しんでいる参観者の姿を

沿道で見て、すばらしい大会だなと思ったのは、

私だけではないと思います。 

 この機会に改めて大会についていろいろと調

べさせていただきました。主催は「かみのやま

ツール・ド・ラ・フランス大会実行委員会」で、

昨年までは教育委員会、中央公民館、各地区公

民館で構成していましたが、ことしは上山市も

加わり、開催目的に「かみのやま温泉、上山産

ラ・フランスの全国発信等」を加えました。 

 また、全国のマラソン、トライアスロン、自

転車レースなどスポーツ大会のイベントを検索

して参加申し込みができるサイト「スポーツエ

ントリー」を活用するなどして、全国からの参

加者を促したこともあり、遠くは神奈川県、石

川県等からの参加者もふえ、県外からも９７名

の参加をいただいたことはすばらしいと思いま

す。 

 しかし、私は、この大会を観光の目玉として

位置づけできないものかと考えます。来年度は、

かみのやま温泉開湯５５５年記念でもあり、全

国にさらに情報を発信し、まず参加者募集を５

５５名にすること。 

 また、今までの教育委員会、公民館中心の運

営から、観光や商工の振興につながる運営体系
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に転換し、上山の温泉、観光をＰＲしていく大

会にする必要があると思います。上山市単独で

大会予算を組み、予算も多くとり、将来は１，

０００名規模の大会にできないものでしょうか。  

 また、大会を２日間開催とし、市民の方から

もボランティアを募り、市民総参加でつくる大

会として全国に広く宣伝することで、宿泊客が

ふえ、観光振興、商工振興につながるのではな

いでしょうか。 

 市民の方からも実行委員会に参加していただ

き、おもてなしをしていただけたら、きっと心

と心が通じ合い、参加者もふえ、かみのやま温

泉を全国にアピールできるのではないでしょう

か。 

 私が御提案したいのは、心と心が触れ合う日

本一のサイクリング大会です。そうした大会に

できないものか、市長の御所見をお伺いいたし

ます。 

 次に、開湯５５５年に向けた本市の取り組み、

かみのやま温泉を全国に宣伝するためのホーム

ページの効果的な活用とラッピングバスについ

て御質問いたします。 

 私たちが住んでいるかみのやま温泉は、１４

５８年に月秀和尚が上山を訪れると、一羽の傷

ついた鶴が湧き出でる温泉につかっている姿を

見つけ開湯に至ったとされております。温泉は

上山藩が管理し、「下の湯」を初め、３カ所の

共同浴場を開設し、宿屋にも温泉を引き込むな

ど、湯治客だけでなく羽州街道の旅人や住民に

まで開放し、城下町は大いににぎわったそうで

す。 

 また、その後、かみのやま温泉は良質な温泉

で世に知られ、会津の東山、庄内の湯野浜と並

び奥羽三楽郷の一つに数えられ、昭和の時代に

は天皇陛下が人間宣言後初めて訪れ、宿泊した

温泉地でもあります。 

 昭和天皇は戦後復興の視察を目的にした東北

巡幸の折、昭和２２年８月１６日、本市を訪問。

村尾旅館に宿泊、初めて民間の宿に宿泊されま

した。当時は陛下の好物であるウナギの蒲焼き、

郷土料理の納豆汁やコイ、ナメコ、当時高級品

だった桃の缶詰などが御用意され、また事前に

マスクメロンを御要望と伝えられましたが、当

時、上山にはマスクメロンなどがなく、関係者

が東京まで買いに走ったという逸話もございま

す。現在の天皇も皇太子時代から都合４度宿泊

されております。 

 こんなすばらしい歴史あるかみのやま温泉の

宿泊客数は、ここ３０年で、山形新幹線開業時

の平成４年度の６２万９，８５１名をピークに、

平成２３年度は、東日本大震災の影響もあると

思いますが、２８万２，５１７名と激減してお

ります。 

 私が幼少のころは、かみのやま温泉は、まち

の中浴衣を羽織ってげたをカランコロン、カラ

ンコロンと鳴らす宿泊客が非常に多かったよう

に記憶しております。もちろん、現在、観光物

産協会、温泉旅館組合などで「浴衣の似合うま

ちづくり」を推奨し、頑張っていただいている

ということは認識しております。 

 来年度、本市温泉が開湯５５５年という記念

すべき年を迎えます。市民はもちろん、広く県

内外に本市の観光、温泉をＰＲしなくてはいけ

ませんし、宣伝するには絶好の年と思われます。

この開湯５５５年記念については、市のホーム

ページはもちろん、観光物産協会、旅館組合等

のホームページへの掲載も当然依頼すると思い

ますが、より広く効果的にＰＲしていくため、

どのように取り組んでいくのか、具体的に示し

ていただきたいと思います。 
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 例えば、観光果樹園などできるだけ多くの観

光施設、団体等のホームページにも掲載し、観

光物産協会や各旅館のホームページにリンクで

きるよう、行政から働きかけることができない

ものかお伺いします。 

 さらに、私は、観光バス及び路線バスにラッ

ピングをすることを提案したいと思います。私

が調べたところ、ラッピングの大きさにもより

ますが、意外と安い価格でできますし、山形～

東京間のバスに１カ月間ラッピングするとか、

新潟間、仙台間のバスや県外に行く修学旅行等

のバスにもラッピングするなどにより、ホーム

ページの活用以上に効果があるのではないでし

ょうか。 

 こうしたことも含め、開湯５５５年記念に対

しどのような取り組みをしていくのか。また、

宣伝、ＰＲ方法に対しての市長のお考えをお伺

いします。 

 次に、既存体育館を利用した人工芝の屋内運

動施設設置について御質問いたします。 

 近年、山形県内の市町村では、雪国というこ

ともあり、多目的屋内運動施設の建設が進んで

おります。近隣では、山形市、山辺町、中山町、

高畠町、白鷹町、米沢市には既に建設されてお

り、寒河江市でも来年度建設の予定と伺ってお

ります。その中で既存施設を利用して建設した

高畠町の例を挙げさせていただきます。 

 高畠町多目的屋内運動場は、旧高畠町コミュ

ニティプール、これは高畠町にある千代田クリ

ーンセンターの余熱を利用した新たな温水プー

ル施設「ゆるっと」が建設され、使用されなく

なったプールでございます。これをリニューア

ルした施設です。 

 既存プールの飛び込み台を解体し、プール内

にオールアンカーで土台を固定し、木造の床組

を行い、２８ミリ床合板の上に人工芝を張りつ

け、さらにワイヤーで壁全面に防球ネットを取

りつける等、リニューアルして、平成２３年１

月からオープンしております。 

 用途は、フットサル、テニス、グラウンドゴ

ルフ、ゲートボールが主で、一部利用を制限し

ていますが、野球、ソフトボール、サッカー、

陸上等、冬期間できない野外競技の基礎練習用

のスポーツ施設としてや、幼児、小学生の集団

での遊び場等、多目的に利用する施設となって

おり、利用時間は午前９時から午後１０時まで

で、年末年始のみ休館で、利用料金は日中１時

間８４０円、夜間１，０５０円となっておりま

す。 

 私は、昨年９月のサンデー議会の一般質問に

おいて、多目的屋内運動施設の建設について質

問させていただきました。例に挙げたのが山辺

町、中山町の施設でありました。２町の施設は

ともに億を超える建設費となっており、本市の

事業の優先順位や財政面を総合的に判断した場

合、建設は難しいという内容の答弁をいただき

ました。 

 そこで、私が今回提案したいのが、本市に現

在ある体育館を利用し、人工芝を敷いて固定し

た施設をつくれないかというものです。本市の

場合、人口に対し体育館の数が多いと聞いてお

りますし、来年４月の宮川小学校開校により、

さらに２つの体育館があくことになります。ま

た、野球のスポーツ少年団及び社会人チーム、

サッカー、フットサル団体からも、つくってい

ただければぜひ使用したいとの声もたくさんご

ざいます。 

 体育館を利用するに当たっては、第一に地域

の皆様の御意見を頂戴しなければいけないと思

いますが、冬期間できない野外競技の基礎練習



－５０－ 

用施設として、人工芝、防球ネットを備えた屋

内運動施設を既存の体育館を利用し、開設して

いただけないものか、教育委員長の御見解をお

聞きいたします。 

 以上をもちまして質問といたします。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ４番大沢芳朋議員の御質問

にお答えいたします。 

 初めに、かみのやまツール・ド・ラ・フラン

ス大会の運営について申し上げます。 

 今年度で２３回目を迎えた大会は、参加受け

付けが始まるとほぼ同時に申し込みが募集定員

に達するほどの人気イベントとして定着してお

りますが、この大会がもたらすさまざまな効果

を市の活性化に結びつけていくことが重要であ

ると考えております。 

 今年度の反省も踏まえ、参加者がより満足し、

高い経済効果をもたらす大会となるよう、大会

規模も含めて来年度の実施内容を検討してまい

ります。 

 次に、開湯５５５年に向けた本市の取り組み

について申し上げます。 

 ことし８月に、市内各団体で構成する「かみ

のやま温泉開湯５５５年祭実行委員会」が設立

され、現在、開湯５５５年祭に向けた具体的な

内容について検討されております。 

 議員御指摘のホームページによる宣伝につき

ましては、主体となる上山市観光物産協会を初

め、実行委員会を構成する市内各団体のホーム

ページへの掲載などについて話し合いを進めて

おります。 

 また、ラッピングバスにつきましては、動く

広告塔としてより多くの人の目にとまる効果が

期待されることから、導入するバス、路線や時

期、広告内容など検討課題はありますが、実行

委員会に話をしてまいります。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

〔小関男教育委員長 登壇〕 

○小関男教育委員長 ４番大沢芳朋議員の御

質問にお答えいたします。 

 既存体育館を利用した人工芝の屋内運動施設

設置について申し上げます。 

 統廃合に伴う本庄・宮生両小学校の屋内運動

場及びグラウンドにつきましては、当面、現況

での利用を考えております。 

 なお、中期的には、統廃合後の施設も含め、

築年数、面積、利用状況などを踏まえ、利用目

的に沿った体育施設のあり方について総合的に

検討してまいります。 

○大場重彌議長 大沢芳朋議員。 

○４番 大沢芳朋議員 まず、ツール・ド・

ラ・フランス大会の運営についてでございます

けれども、実際、ことしが１１月４日に終了し

たということで、きょうで１カ月ですが、１カ

月もたっていないうちにこういった質問をして

よかったのかなというふうに今ちょっと思って

いるところでございますけれども、私が御提案

した、来年度のかみのやま温泉開湯５５５年と

いうことで、語呂合わせということで５５５名

の参加募集ができるのではないかという認識で、

５５５名という数字を上げさせていただきまし

た。 

 ３日間で定員となり締め切ったということで

したけれども、ことしが４４１名ということで、

何とか５５５名まで上げられるのではないかと

いうふうに私は思っております。 

 私の質問は、５５５名と、上山市で全額予算

を組んでやったらどうですかということもあり

ます。あとは、ボランティアを募って、昨年私
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は静岡の島田市に行ってきまして、規模は違う

んですが、大井川マラソン大会というのがござ

いまして、参加者６，０００名に対して市民の

ボランティアが２，０００名ということで、ま

た生意気なことを言いますけれども、上山市と

いうのが、西郷地区とか宮生地区とかそういっ

たところで何か煙が上がると、本庁地区あたり

の方は知らないふりと言いますか、言葉は悪い

ですけれども、そこの地域に任せるというよう

な土地柄に私は思えるんです。 

 こういったツール・ド・ラ・フランス大会を、

そういった上山市民からボランティアを募って、

日本一のサイクリング大会ですよというような

ことを全国にもっとアピールできないかと思い

まして、御質問させていただいたわけなんです

けれども、まず、５５５名とその予算のほう、

市長としてのお考え、どう思っていらっしゃる

かお聞きしたいと思います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 ことし４４１名ということ

でございまして、私もスターターをさせていた

だきました。ずっと見ておったんですけれども、

現在のコースあるいは交通規制を鑑みたときは、

ちょっとこれ以上ふやすのは無理なのかなと思

っています。 

 それで、５５５名あるいは１，０００名とい

うお話ありますけれども、そうするためにはも

っと練り直しして、来年から即ということはな

かなか難しいのではないかなと思っております

が、将来このツール・ド・ラ・フランスをどう

いう位置づけにしていくのか、あるいは観光面

も含めてということでございますが、ただやは

りこのツール・ド・ラ・フランスについては、

ほかの地域、ほかの市町村ではやっていないと

いうことなわけでございまして、ネーミングも

非常にいいわけでございまして、これを盛り上

げていく必要はあるなということは基本的には

考えておりますけれども、少し練って、コース

も含めて、あるいは時間も含めてやっていかな

ければと思っております。 

 あと、予算についてでございますが、予算に

つきましては全てがということにはいかないわ

けでございまして、参加料もいただいて、そし

て、不足分についてはいろいろな形で捻出をし

ていくということでございます。基本的には市

主催ということでございますから、市が全く出

さないということではなくて、ある程度の負担

はしますけれども、かといって多く出せばいい

ということでもないだろうし、その辺はやはり

知恵を出して、いい大会になる、あるいは参加

者から参加してよかったと言われるような大会

をやっていくには、ハード面のみならず、やは

りソフト面での対応というものをきちんとして

いかなければと思っています。 

 ボランティアでございますが、ことしもボラ

ンティアの方に出ていただいておりますし、市

の課長連中もボランティアとして参加させてい

ただきましたから、そういう底辺の部分といい

ましょうか、素地といいましょうか、そういう

ものができつつあるので、これをさらにみんな

のものにしていこうという考え方で進めさせて

いただきます。 

○大場重彌議長 大沢芳朋議員。 

○４番 大沢芳朋議員 ぜひよろしくお願いし

ます。 

 今回、副市長もことし赴任していらっしゃっ

て、初めてサイクリングで参加していただいた

ということで、非常にすばらしい大会だなと褒

めてくださっておりました。ぜひ、これから２

日間開催とか１，０００人規模、５００人を２
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日間にするとか、ぜひ副市長、市長中心ですけ

れども、副市長も中心にしていただいて、そう

いったのを練っていただければと思います。お

願いします。 

 次に、開湯５５５年のラッピングバスとホー

ムページの活用のほうですけれども、ホームペ

ージだけでは限られている宣伝といいましょう

か、なかなか「かみのやま温泉」でページを開

いてくれる人も少ないのではないかということ

で、ホームページとラッピングバスの活用とい

うことで２つ質問させていただきました。 

 ホームページのほうですけれども、観光物産

協会、行政、あとは観光果樹園などと、要する

に相互リンクができるようにできないものかと

いうニュアンスの質問なんですけれども、そう

いったことを行政のほうで働きかけてください

というお願いでございます。これについてはい

かがでしょうか。 

○大場重彌議長 観光課長。 

○石井 隆観光課長 お答え申し上げます。 

 各団体とのホームページの相互リンクでござ

いますけれども、あす幹事会がございます。そ

の中でも提案を申し上げて、各団体のホームペ

ージで、５５５年だけではなく、関連のある部

分が相互リンクを張れるように御提案を申し上

げたいと思っております。 

○大場重彌議長 大沢芳朋議員。 

○４番 大沢芳朋議員 課長、よろしくお願い

申し上げます。期待しております。 

 続きまして、ラッピングバスなんですけれど

も、これも検討していただくということですね。

実行委員会のほうに提案をしていただけるとい

うことでございますので、これもぜひ、私は本

当にホームページより効果があるものと思って

おりますので、ぜひ進めていただければと思い

ます。もちろん行政だけでもできませんし、観

光物産協会との連携を含めて、ぜひやっていた

だきたいと思います。 

 この件に関して 後ですけれども、市のマイ

クロバスございますよね、ああいったのにもラ

ッピングをしていただければ、いろいろ貸し出

しすることもあるというふうにも聞いておりま

すし、もし本市のマイクロバスにしていただけ

れば、私、喜んで沖縄まで行けと言われれば沖

縄まで行きますし、関東まで行けと言われれば

関東まで行って宣伝をする気持ちは重々持って

いますので、ぜひそちらのほうも御検討いただ

ければなと思いますが、 後に市長、いかがで

しょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今回の開湯５５５年祭につ

いては、イベント型のいわゆる祭りということ

ではなくて、これからの上山のまちづくりのス

タートにしようという狙いがあります。そうい

うことで、ただ短期的に１年間５５５年の年だ

ということでにぎわいを創出するということの

みならず、やはり将来に向かって上山の温泉地

あるいは上山の観光をどうしていくかというこ

とで、大分基本的なところから練っていただい

ております。そういう面においては、この５５

５年祭というのは本当に意義ある開催だなとい

うふうに認識しておるところでございます。 

 宣伝といいましょうか、広告についてはいろ

いろあるわけでございまして、マイクロバスと

いう案も出てまいりましたけれども、これはや

はり実行委員会の中で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し、せっかくの

チャンスでございます。かみのやま温泉を広報

するという面についてはいいチャンスだなと思

っています。ただやはりせっかくラッピングし
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て５５５年が過ぎて、次の年の５５６年になっ

ても使うわけにはいかないわけでございまして、

その辺の台数といいましょうか、規模もあるわ

けでございますので、その辺は改めて検討させ

ていただきます。 

○大場重彌議長 大沢芳朋議員。 

○４番 大沢芳朋議員 今、市長からスタート

という言葉が聞かれました。まさしくスタート

は華々しくいかなければいけないと思いますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、既存体育館を利用した人工芝の

屋内運動施設について質問させていただきます。 

 私が質問した中に、本庄小学校体育館、宮生

小学校の体育館という２つの名前を出しました。

私が質問通告の際にお話ししたのは、これは例

に挙げただけでありまして、上山市の全部の体

育館のことを考えての質問ということでござい

ました。 

 それで、教育委員長にもう一回お伺いしたい

んですけれども、今、私がお話ししたとおりな

んですが、全体的に見てどういうお考えでしょ

うか。もう一度、お聞きします。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

○小関男教育委員長 先ほどの答弁にありま

すように、当面はやはり現状の利用ということ

を考えておりますし、中期的に、すぐにという

ことにはいかないわけでありますが、総合的に

検討していきたいということで、それはなぜか

と言いますと、１つはやはり統合後の地域の

方々の利用状況とか、それから、先ほど申し上

げました施設の築年数あるいは広さの問題、い

ろいろあるわけであります。そういうことにつ

きまして総合的に、そうすると各体育館のそれ

ぞれの位置づけという事柄が恐らく出てこなく

ちゃいけないと、このように思います。そうい

うことを総合した形の中で、今後検討してまい

りますということでございます。 

○大場重彌議長 大沢芳朋議員。 

○４番 大沢芳朋議員 わかりました。 

 ただそうやって調べていただけるということ

ですけれども、調べればすぐわかることだと、

私、思います。やはり周りを見てみると、上山

市だけこういった施設がないんですね。 

 本市は有名なプロ選手といいますと、サッカ

ーの秋葉勝君、モンテディオ山形ですね。あと

は広島東洋カープにいる梅津智弘選手など、も

ちろんその子らのときは屋内施設はないわけで

すけれども、そういったものをつくっていただ

ければ、基礎体力と技術力が向上しますし、上

山市は意外と優秀な指導者がいっぱいいるんで

す。野球にしてもサッカーにしてもバスケット

ボールにしても、結構優秀な方がおります。 

 私としてはやはり第２の秋葉勝、梅津智弘に

ぜひ出ていただきたいなというふうに思ってい

ますので、ぜひ早急にと言ったら怒られますけ

れども、同じことを言って大変失礼ですけれど

も、ぜひつくっていただけないかということで

後お聞きいたします。 

○大場重彌議長 教育長。 

○木村康二教育長 今、委員長が申し上げたと

おりなのでありますが、人工芝の屋内運動場と

するということになりますと、使用目的がかな

り限られてまいります。後ほど、もしお許しい

ただければ、生涯学習課長のほうから、それぞ

れの現存する、統廃合で小学校がなくなる２つ

の体育館も含めて、現状で活用できる運動施設

についての利用状況をお示ししたいと思ってい

るのですが、かなりたくさんあります。 

 そういう意味で、例えばどの体育館を人工芝

とするほうが一番よいのかなども含めた全体的
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な体育館、屋内施設の状況を、今後それぞれの

利用目的も含めて検討してまいりたいという意

味でございます。すぐどの体育館ということに

はなかなかいかないのかなということでありま

す。 

○大場重彌議長 生涯学習課長。 

○鈴木英夫生涯学習課長 命によりましてお答

えいたします。 

 それぞれの体育館の利用状況の概要について

申し上げますが、その前に、宮生小学校、本庄

小学校が話題に出ておりますので、 初にそち

らを申し上げます。 

 宮生小学校につきましては、御承知のとおり

大変狭い面積でありまして、４５１平米という

ことで、残念ながらフットサルコートの 小サ

イズ、長さが２５メートル、幅が１５メートル

でありますけれども、このコートもとれないと

いうこと。それから、テニスコートももちろん

とれないということで、利用状況については非

常に狭まるのかなというふうなことがございま

す。 

 さらには、建築年が昭和５１年ということで

耐震補強工事の必要性もございまして、今後使

っていくとなりますとやはり、現在想定してお

りますのは７００万円から１，０００万円、使

うのであればその程度の耐震診断や補強に係る

経費があるという状況でございます。 

 利用状況につきましては、「宮生さくらん

ぼ」を中心にしてスポーツ少年団の利用がある

ということで、年間６６件の平成２３年度の利

用になっております。 

 それから、本庄小学校でありますけれども、

これは６０６平米ということで比較的広いとい

うことで多目的に使うことができるんですが、

ただ建築年数が非常に浅いということで、いろ

いろ他の施設に転用となりますと、国庫補助金

の返還の必要性あるいは起債の返還の必要性が

出てくるというふうな課題がございます。した

がいまして、当面は現状の利用になるのかなと

いうことで考えておりますが、利用状況としま

しては、こちらもスポ少を中心にした利用とい

うふうになってございまして、年間利用件数は

７４件でございます。 

 それから、近隣の体育施設がございます。例

えば南部地区農業者等トレーニングセンター、

こちらについては年間の利用件数が２４７件、

それから南部体育館なんかですと６４８件とい

うふうなことがございまして、意外と南部地区

農業者等トレーニングセンターが少ないなとい

うふうな状況でございますので、先ほど御答弁

申し上げましたように、それぞれの施設の利用

状況等踏まえながら、今後利用者ニーズあるい

は利用者の目的に沿った体育施設のあり方につ

いて検討してまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

○大場重彌議長 大沢芳朋議員。 

○４番 大沢芳朋議員 わかりました。 

 ただこれも何回も同じことになりますけれど

も、利用状況を精査していただいて、面積等も

考慮していただいて、ぜひつくっていただけれ

ばと思います。 

 私、これは切にお願いして、本日の一般質問

とさせていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

 

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

散  会 

 

○大場重彌議長 以上で本日の日程の全部を終

了いたしました。 
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 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５９分 散 会 
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