平成２５年９月

第４４９回定例会

一般質問

平成２５年９月８日（日）

一般質問議員及び質問要旨
期日

順位

質問議員

質問要旨

１

川 崎 朋 巳

２

１ （仮称）上山インターチェンジ周辺の開発について
坂 本 幸 一 (1) 産業団地の造成
(2) 観光振興のための道路整備

３

長 田 康 仁

４

中川とみ子

５

橋 本 直 樹

６

長澤長右衛門

７

井 上

８

尾形みち子

９

佐 藤 光 義

９
月
８
日
（日）
学

１ 災害発生時における要援護者への対応について
(1) 要援護者支援システムの早期運用

１ 企業誘致施策について
(1) 積極的な民有地の利用
１ 災害における危機管理について
(1) 断水対策の強化
ア 配水池の増設による住民の不安解消
イ 保育園への受水槽の設置
１ 市民の切実な悩みに応えるあたたかい市政の推進に
ついて
(1) 社会保障制度拡充に向けた国への働きかけの強化
(2) 安心できる生活保護制度確立に向けた対応
１ 蔵王山頂放置リフトの撤去について
２ 旧蔵王鉱山について
(1) 近代化遺産の登録
(2) 観光資源としての活用
１ 地元中小企業の活性化について
(1) 中小企業サポートセンターの設置
ア 人材の確保、育成支援
イ 公的支援等に関する相談の受付
ウ ビジネスマッチング支援
１ 父親の育児参加の推進策について
(1) 父親向け子育て支援事業の充実
(2) 父子手帳の効果的な活用
２ 児童・生徒の食物アレルギー対策について
(1) 学校給食における対策
(2) アレルギー発症時の教職員の対応
１ 子育て支援について
(1) 予防接種ワクチン無料化の更なる拡充
２ 屋外運動施設の整備について
(1) 上山サッカー場の人工芝化
(2) パークゴルフ専用施設及びグラウンドゴルフ専用
施設の整備

ページ
番号
２８～３４

３４～３８

３８～４１

４２～４６

４６～５２

５２～５７

５７～６３

６３～６９

６９～７５

上山市議会会議録
第４４９回定例会
一般質問抜粋

平成２５年９月８日（日曜日）

午前９時３０分 開議

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

議事日程第２号
平成２５年９月８日（日曜日）午前９時３０分 開議
日程第 １ 一般質問
（散

会）

本日の会議に付した事件
議事日程第２号に同じ

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

出

欠

席

議

員

氏

名

出席議員（１５人）
１番

川

崎

朋

巳

議員

２番

佐

藤

３番

大

沢

芳

朋

議員

４番

井

５番

長

田

康

仁

議員

６番

７番

阿

部

五

郎

議員

９番

髙

橋

義

明

１１番

尾

形

１３番

橋

１５番

大

光

義

議員

上

学

議員

長

澤

長右衛門

議員

８番

坂

本

幸

一

議員

議員

１０番

中

川

と み 子

議員

み ち 子

議員

１２番

浦

山

文

一

議員

本

直

樹

議員

１４番

堀

江

和

男

議員

場

重

彌

議員

市

長

欠席議員（０人）

説 明 の た め 出 席 し た 者
横

戸

長 兵 衛

市

長

木

村

英

雄

副

佐

藤

英

庶 務 課 長
(併)選挙管理委員会
事 務 局 長

岩

瀬

和

博

経営企画課長

明

－２７－

金

沢

直

之

財 政 課 長

斎

藤

永

沢

恒

広

市民生活課長

井

順

福祉事務所長

隆

鏡

長

昭

税 務 課 長

上

洋

健康推進課長

太

田

宏

商 工 課 長

観 光 課 長

佐

藤

毅

農 林 課 長
（併）農業委員会
事 務 局 長

石

井

近

埜

伸

二

建 設 課 長

伊

東

寛

二

上下水道課長

齋

藤

智

子

会 計 管 理 者
(兼)会計課長

吉

田

俊

文

消

小

関



男

教 育 委 員 会
教 育 委 員 長

山

川

保

教 育 委 員 会
教
育
長

髙

村

俊

之

教 育 委 員 会
管 理 課 長

金

原

克

之

教 育 委 員 会
学校教育課長

鈴

木

英

夫

教 育 委 員 会
生涯学習課長

板

垣

郁

子

選挙管理委員会
委
員
長

武

田

芳

松

農 業 委 員 会
会
長

井

上

尚

監 査 委 員

井

上

咲

子

監
事

子

副

慧

主

事

査
務

務

委
局

局

防

長

員
長

職

員

出

席

髙

橋

正

一

事 務 局 長

長 谷 川

遠

藤

友

敬

主

青

査

木

者
道

主

幹
事

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

開
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○大場重彌議長 日程第１、一般質問でありま
す。

○大場重彌議長 おはようございます。

初めに、１番川崎朋巳議員。

出席議員は定足数に達しておりますので、こ
れより直ちに会議を開きます。

○１番 川崎朋巳議員 おはようございます。

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。

〔１番 川崎朋巳議員 登壇〕
議席番号１番、会派蔵王の川崎朋巳です。
通告に従いまして、今回は災害時における対
応という観点から、要援護者支援システムの早

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

日程第１

一般質問

期運用について質問いたします。
さきの東日本大震災からもうじき２年半が経
過しようとしています。先日、姉妹都市であり

－２８－

ます名取市を訪れた際に、甚大な被害を受けた

して原子力災害に至るまで、本市内において想

閖上地区を視察する機会がございました。重要

定される災害に対するさまざまな方針が定めら

施設である仙台空港を保全するため、真新しく

れています。

整備された仙台湾南部海岸堤防と、いまだ全国

さきの大震災、そして本市を襲った記録的大

から支援に駆けつけたボランティアの方々が作

雨のような昨今の異常気象がもたらす突発的な

業され、被災当時の面影を残す閖上団地の姿を

ゲリラ豪雨による災害を受け、本市の防災対策

見るにつけ、記憶が薄れつつある東日本大震災

を強化するためには、平成２４年３月に導入さ

からの教訓を決して風化させてはいけないと改

れた要援護者支援システムの早期運用が重要と

めて思った次第であります。

考えます。

また、ことし７月１７日未明から市内全域に

要援護者支援システムとは、本市では要介

降り続けた記録的大雨は、本市に大きな被害を

護・要支援認定者、ひとり暮らしの高齢者、高

もたらしました。１８日午前１２時２０分には、 齢者のみの世帯の人や障がい者等の災害時に安
前川沿線の６地区４５０世帯に対して避難勧告

全な場所へ避難するなどの行動をとるのに支援

が発令されました。避難勧告はその日の午後４

を要する人々の情報を管理し、緊急時に地図上

時２５分に解除されたものの、当該地区の方１

に要援護者の自宅等が表示できるシステムです。

７名を含む２０名の方がそれぞれ避難場所へ避

現在は、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの

難されたそうであります。

世帯の人のデータが掲載されています。

床上浸水１棟を含む５件の建物被害、８カ所

地区会や民生児童委員の皆様の力をかりて、

の河川被害、２３カ所の道路被害、農地３７カ

より多くの要援護者に関する情報を収集し、行

所を含む７０カ所にも及ぶ農地被害、そして市

政の防災にかかわる部署で共有するとともに、

内小中学校での下校指示及びその後の臨時休校

その情報に基づいて地域の方と協議しながら、

など、「災害が少ない」とよく形容される本市

災害時に要援護者を支援してくださる方を見つ

でも、近年類を見ないような甚大な被害をもた

け、迅速に避難等が行えるようなシステムを早

らしました。

期に運用すべきであります。

また、村山広域水道の原水濁度は最大で通常

内閣府の「災害時要援護者の避難支援ガイド

時の約３００倍を記録し、広域水道への依存率

ライン」によると、要援護者に関する住居、情

９５．５％である本市では、市内ほぼ全域の１

報伝達体系、必要な支援内容等の情報を平常時

万超に及ぶ世帯で断水に見舞われました。

から収集し、電子データ、ファイル等で管理・

本市では、このような災害の発生に備えるた

共有するとともに、一人一人の要援護者に対し

め地域防災計画を策定し、社会情勢の変化等に

て複数の避難支援者を定める等、具体的な避難

応じて常に実情に沿ったものとするため毎年検

支援計画を策定していくことが必要であると明

討を加え、必要があるときは見直しを行って対

記されています。
災害時においては「みずからの命はみずから

応しております。

大震災以降、本市の地域防災計画には、地震、 が守る」という基本思想が防災の原点であり、
水害、台風、火災、土砂災害、雪害、火山、そ

要援護者を含む全ての市民が、みずからによる

－２９－

「自助」と、地区会や民生児童委員等近隣の住

め、いつ来るとも知れない万が一の災害へと備

民とのお互いの助け合いによる「共助」が緊急

えるべきと考えますが、市長の御所見をお伺い

時の基本であります。

します。

市民一人一人が生活必需品の備蓄や避難ルー

○大場重彌議長 市長。

トの確認など防災意識を常に持って生活してい

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

くことは、さきの大震災以降教訓として決して

○横戸長兵衛市長 １番川崎朋巳議員の御質問

忘れてはならないことでありますし、それぞれ

にお答えいたします。

が万一の事態の備えに努めていくことが重要で

要援護者支援システムの運用につきましては、
平常時から要援護者を支援するために必要な情

あります。
しかしながら、避難時などにおいて支援を要

報を把握しておく必要があります。これまで要

する人々に対する支援は絶対に必要であり、そ

援護者の範囲、情報の収集や共有の方法など、

れら要援護者の住居や現況等の把握が必須であ

支援に関してさまざまな角度から検討を加えな

ることもまた事実であります。

がら、全体的な考え方を整理してまいりました。

現状、要援護者に関する情報は、プライバシ

今後は、大きな役割を担っていただく自主防

ー等の問題もあり行政として詳細に把握し切れ

災組織や民生児童委員連合協議会など関係団体

ておらず、災害時に速やかに避難していただけ

の御理解と御協力を得て、要援護者の情報収集

るような情報を共有できていない状態であると

とあわせて登録の事務手続を進め、平成２５年

考えます。

度中にシステムの本格運用を開始してまいりま

そこで、他の自治体においても登録者数の問

す。

題等に苦慮していることから、市報などの媒体

○大場重彌議長 川崎朋巳議員。

も利用し、１人でも多くの要援護者の情報を一

○１番 川崎朋巳議員 ただいま市長から御答

刻も早く収集した上で、地図や情報を電子情報

弁いただいた、平成２５年度中にシステムの運

として担当各課で共有し、相互扶助の観点から

用に取りかかりたいと。平成２５年度中にとい

自主防災組織や民生児童委員の方等地域コミュ

う回答はいただいたんですが、私は、すぐにで

ニティーの力をかりながら、災害時に迅速に対

も地区会長、民生児童委員、その他地域の方々

応できるようなシステムを構築、運用すべきと

の力をおかりしながら、早急に運用すべきと考

考えます。

えます。

本市においては、東日本大震災及びこのたび

それに関してなんですが、要援護者支援シス

の記録的豪雨による災害発生時でも、幸い人命

テムの担当は福祉事務所でありますので、福祉

にかかわるような重大な人的被害は発生しませ

事務所長にお伺いしたいんですけれども、７月

んでした。全国的に高齢化が進行している今日、 の大雨の際、前川沿線の６地区４５０世帯に関
特に高齢化率が県内上位であることに加え、全

して、今回避難勧告が出されました。この６地

国的なゲリラ豪雨による災害の増加と深刻化等

区４５０世帯の中で、要援護者に該当すると思

も鑑み、一刻も早く要援護者に関する情報を収

われる人数を正確に把握していらっしゃるかど

集した上で、要援護者支援システムの運用に努

うか、福祉事務所長にお伺いします。

－３０－

であると認識していらっしゃるのか、まず１点。

○大場重彌議長 福祉事務所長。
順福祉事務所長 議員御質問の６地区

もう一点ですけれども、今回、質問いたしま

の要援護者数は、まだ要援護者の確定ができて

した要援護者支援システムは平成２４年３月に

おりませんので、正確な人数は承知しておりま

導入されています。しかしながら、現在に至る

せん。

までまだ運用されていないという実態がありま

○鏡

ただ、ひとり暮らし高齢者の数としては１１

すけれども、大分時間が経過しているというふ

５人ほどおられますけれども、この方全てが要

うに考えます。それで、今までデータ収集であ

援護者というわけではございませんし、また、

るとか、どのように運用していかれるのか、そ

もっとお若くても障がいをお持ちで要援護者に

のようなことを担当各課で検討されてきたわけ

該当する方がいらっしゃいますので、正確な数

でございますが、システムを導入していながら

はこれから把握しようとしているものでありま

まだ運用されていないというのは、これは税金

す。

の無駄遣いにも当たるのではないかというふう

○大場重彌議長 川崎朋巳議員。

にも考えますが、以上２点に関して市長の御所

○１番 川崎朋巳議員 そこで、市長にお尋ね

見をお伺いします。

したいのですけれども、ただいま福祉事務所長

○大場重彌議長 市長。

の回答によりますと、現時点で６地区４５０世

○横戸長兵衛市長 防災計画でございますが、

帯の中の要援護者数は正確に把握できていない

実は今、市内５０カ所で車座ミーティングをや

という回答であったと思います。

っております。いずれの地区からも今回の断水

それに加えまして、さきの震災から２年半が
経過したわけでございますけれども、ちょうど
去年の３月１１日の山形新聞の記事がございま

あるいは避難勧告、これについての御質問がご
ざいました。
今回の豪雨あるいは断水を反省してみますと、

す。こちらの新聞の自治体に関するアンケート

やはり計画そのもの、あるいは実施計画そのも

における、「災害時要援護者の支援体制は整っ

のがあるわけでございますが、実際問題として

ているか」という質問に対して、震災から１年

余りうまく機能しなかったというのが実態では

経過した昨年３月１１日においてもいまだに要

なかったかなと思っています。

援護者の支援体制が整っていないと、「いい

そういう中で、人命を失うような被害にはな

え」という回答が本市から出されており、本市

らなかったということは不幸中の幸いという認

を含めた「いいえ」とした市町村では、いずれ

識をさせていただいて、そして、その中でハザ

も支援計画を策定中か検討中ということであり

ードマップ等につきましても、あるいは避難場

ます。

所等につきましても、全面的に見直しをすると

私が本日質問いたしました要援護者支援シス

いうことが必要だなということは今感じておる

テムが運用されていないという事実を含めて、

ところでございまして、そういう面でのいわゆ

今９月８日現在で震災から２年半経過したわけ

る指示命令系とか広報とかいろいろ御指摘があ

でございますけれども、現在、市長として、上

りましたけれども、そんなことを見直してまい

山市の防災計画を含め、現状をどのような状況

りたいと考えております。

－３１－

あと、税金の無駄遣いかということについて

防団等とも共有できるようにしてまいります。

でございますが、ここには個人情報保護条例と

○大場重彌議長 川崎朋巳議員。

かいろんなクリアしなければならない、これは

○１番 川崎朋巳議員 私も、このシステムを

市単独ではなくて国全体とかそういったことも

運用するに当たって、本当であれば１人でも多

ございます。そういうことで機能しないという

くの方の情報を把握することが安全につながる

部分があるかとは思いますけれども、具体的な

わけですけれども、登録者数の確保に大変他自

ことについては福祉事務所長から説明させます。 治体でも苦労しているというふうな話は伺って
います。

○大場重彌議長 福祉事務所長。
○鏡

順福祉事務所長 要援護者の把握につ

しかしながら、絶対に必要なシステムである

いて作業がおくれている理由について申し上げ

と同時に、このシステムを運用するに当たって、

ます。

もう既に導入されたわけですから、少しでも多

さきの東日本大震災の前と後では、市民の災

くの方を登録していただいて早期運用に努めて

害に対する考え方が大きく変わっているものと

いっていただきたいというふうに考えています。

考えております。議員の御質問にもありますよ

あと、先ほど福祉事務所長が自分の身を守る

うに、災害時要援護者避難支援プランの中には、 のが一番であると。これはもちろん災害時にお
要援護者一人一人に対して誰が支援するかとい

いての大前提であります。本市におきましても、

うことを決めなければならないというふうにな

やはり自分の身を守りながら、例えば地域コミ

っております。それが東日本大震災の惨事を見

ュニティーの醸成の度合いと申しますか、各地

たとき、自分の身を守るのに精一杯のときに、

区ごとに取り組みの差がある。このことも本市

要援護者を支援する方を特定できるだろうかと

のみならず、他自治体においても課題となって

いう疑問が、民生児童委員の皆様あるいは地区

いることであります。例えば、地域ごとのイベ

会長の皆様から出されました。

ントに対する取り組みでありますとか、防災の

これは要援護者の方がその方を選べないとす

計画に対する取り組みでありますとか、地域ご

ると、地区でその方をお願いして選べるだろう

とに温度差があるということは、もちろん私た

かと、そういうことを考えますと、なかなかガ

ちも認識しております。

イドラインどおりのものでは進まない。あるい

それで、今回運用するに当たって、例えば上

は情報収集の内容も医療機関の数をどの程度把

山市内は１００地区あるわけですけれども、全

握すればいいかとか身体状況をどの程度把握す

地区同時に導入するというのがもちろん理想で

ればいいかというふうな検討がありまして、時

あるかとは思いますけれども、例えば登録者数

間を要したものであります。

の情報が多い地区または積極的にこのシステム

なお、早急に民生児童委員、地区会長の皆様

に賛同してくださる地区等の早期の情報の登録

に御協力をお願いして、先ほど市長は２５年度

等も頭に入れた上で、少しでも早く、早い地区

中というふうに申し上げましたけれども、平成

遅い地区があることはいたし方ないのかもしれ

２５年中に要援護者の避難支援計画を策定し、

ませんので、そういうことも考えた上で、一刻

要援護者の情報を防災組織、民生児童委員、消

も早くこのシステムを運用するという考えがあ

－３２－

るのかどうか、改めてお伺いします。

って日がたった時点で災害が来るという保証は

○大場重彌議長 福祉事務所長。

もちろんありません。災害はいつ来るかわかり

○鏡

順福祉事務所長 もう取り組みが始ま

ませんので。そう考えると、いつ会長になられ

っている地区から進めるという考えもあります

たから、または長く会長をやられたから、そう

けれども、まずは全地区に呼びかけて取り組ん

いうことを関係なしにどの状態であっても、す

でいただくということで、取り組みが遅い地区

ぐになられた状態、または長年会長を経験され

につきましては働きかけをしていくような中で

た状態であってもすぐに、この要援護者の位置

進めてまいりたいというふうに考えております。 でありますとか情報を把握できるようなシステ
○大場重彌議長 川崎朋巳議員。

ムは早期に運用すべきであるというふうに考え

○１番 川崎朋巳議員 とにかく登録者数の増

ます。

加と、あとは早期運用というのをお願いしたい

また、先般会長さんから伺った話によると、
今回災害に関する避難を地区のコミュニティー

と思います。
特に、登録者数の増加に関しては、アパート

の力をかりて行われたそうなんですけれども、

等の問題もありましてスムーズに協力していた

この避難後に、やはり地区の中で、この方は要

だけるかどうかというのは本当にその場になっ

援護者に当たるのではないかということが再確

てみないとわからないことなのかなと思います

認されたというそういう事例もあったようでご

けれども、やはり繰り返し登録をお願いして、

ざいます。

このシステムを運用する上でこのように重要で

ですので、いつ誰が会長さんになられても、

あるということと、早く運用するということの

即時に地区内のある程度のデータ、もちろん登

重要性、これを何度も説いていただいた上で、

録者数が１００％になるなんていうことは考え

１人でも多くの登録者数の増加に努めていただ

られないと思いますけれども、ある程度のデー

きたいということが１点。

タを即時に行政と地区会とが把握できるような、

あと、もう一点なんですけれども、さきに６
地区４５０世帯の方に避難勧告が出たわけであ

そのようなシステムを即時に運用すべきである
というふうに考えます。

りますけれども、栄町地区と北町地区の住民１

私の一般質問は以上で終わりになります。今

７名の方が上山小学校に避難されたそうでござ

回、市長から平成２５年中に早期の運用をする

います。その中で、栄町地区の会長さんにお話

という明確な答弁をいただきました。市長はた

を伺うことができたんですけれども、ちょうど

だいま車座ミーティングを行われているわけで

栄町地区の会長さんは７月１日に会長さんにな

す。議会中ですが、大変御苦労さまでございま

られて、それでこのたびの災害に遭われたそう

す。

でございます。会長になられてまだ日が浅い中

それで、車座ミーティングが行われている中
で、私の地区の方からの質問で、検討するとい

でこのような災害に遭われたと。
地区内の情報を収集するのに、やはりある程

う回答は我々としては欲していないと。するの

度のデータがあったほうが情報収集しやすいと

かしないのか明確な回答をしていただきたいと

いうこともありますし、逆にいえば、会長にな

いうふうな提案があったんですが、その際市長

－３３－

は、検討するという言葉は使わないと、明確な

を中心とした蔵王フロンティア工業団地を造成

回答をするというふうに議会に対しても回答さ

しながら、積極的に企業の誘致を展開してまい

れたというふうに伺っております。

りました。その成果があらわれ、企業誘致推進

その場に担当課長が２名ほどおられたのでそ

室の設置以来８社の企業を誘致し、現在も蔵王

の方も聞いていると思うんですが、それで私に

みはらしの丘産業エリア内で工場建設が行われ

関して今回「平成２５年中に即座に対応する」

ております。

という明確な回答をいただきましたので、今後

また、太陽光発電会社の誘致など新たな産業

一般質問等した際、ほかの議員に対しても明確

の進出もありますが、人口減少が続き、現在人

な回答を、検討するというふうな曖昧な回答で

口３万３，０００人を切った本市の状況を考え

はなくて、する・しないという明瞭な回答のほ

れば、新たな産業団地を建設し、働く場所を確

うを希望して、私の一般質問といたします。あ

保して人口の増加に努めていく必要があるもの

りがとうございました。

と考えます。

○大場重彌議長 次に、８番坂本幸一議員。

平成３０年供用開始予定の（仮称）上山イン

〔８番 坂本幸一議員 登壇〕

ターチェンジ周辺は、上山市土地利用マスター

○８番 坂本幸一議員 議席番号８番、会派蔵

プランにおいて、高速道路等における利便性を

王の坂本幸一でございます。

活用して、環境共生型の企業誘致や産業の創

通告に従いまして、順次質問いたします。

造・振興を図る区域「産業創造ゾーン」と位置

平成３０年、東北中央自動車道が福島ジャン

づけており、近くには新北浦工業団地もあり、

クションから山形・上山インターチェンジまで

企業を誘致するにも利点があるものと考えます。

の区間が供用開始予定となっております。本市

また、インターチェンジ周辺の農用地につき

でも（仮称）上山インターチェンジが赤坂・藤

ましても、東北中央自動車道の供用が開始され

吾地区内に整備されることが決定しています。

れば、周辺３００メートル以内の用途変更が可

現在、福島市から本市まで国道１３号を利用

能になると聞いております。東北中央自動車道

した場合の所要時間は１時間２０分ぐらいとな

沿線の各地域におきましても、高速道路の供用

っております。供用開始予定の東北中央自動車

開始は企業の進出、観光振興など最大のチャン

道を利用すれば、５０分ぐらいと所要時間が大

スと受けとめて、開発計画を進めるものと思わ

幅に短縮され、関東各県や福島県から道路アク

れます。

セス向上による企業進出、観光振興など、イン

本市としても、供用開始となる平成３０年を

ターチェンジ周辺の整備効果が大いに期待され

目標に開発計画を作成し、平成２６年から平成

ます。

３０年まで順次開発を進め、産業団地を完成さ

そこで、このたびは（仮称）上山インターチ

せ企業誘致に積極的に取り組むことが、働く場

ェンジ周辺の開発について順次質問いたします。 所の確保による人口増加や、本市の活性化につ
最初に、産業団地の造成についてであります。 ながるものと考えますが、市長の御所見をお伺
本市では、上山工業団地、新北浦工業団地、
蔵王の森工業団地、そして、東和薬品株式会社

いいたします。
次に、観光振興のための道路整備について質

－３４－

インターチェンジ周辺の道路整備も、平成３

問いたします。
本市への観光客数は、平成１５年の１０２万

０年の供用開始予定までには事業を完成させる

９０８人が平成２４年には７５万４，７１６人

必要があると思います。そのためには、平成２

と、１０年間で２６万６，１９２人と大幅に減

６年から順次年次計画を立てて、道路整備を進

少しております。

めていくことが必要だと考えます。市長の御所

平成３０年、東北中央自動車道の供用が開始
されれば、高速道路沿線の各市町も、交流人口

見をお伺いし、質問といたします。
○大場重彌議長 市長。

の拡大による観光客の増加に最も力を入れるも

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

のと考えます。特に、お隣の南陽市ではサービ

○横戸長兵衛市長 ８番坂本幸一議員の御質問

スエリアができる予定となっており、本市にと

にお答えいたします。

っては強力なライバルになるものと思われます。
本市として、交流人口の拡大、特に観光客の

初めに、産業団地の造成について申し上げま
す。

増加を図るためには、（仮称）上山インターチ

東北中央自動車道が供用開始されることは、

ェンジで高速道路をおりてもらうことが、今後

活力ある上山市の実現を図る上で絶好の機会で

一番重要な課題になるものと思われます。

あると捉えております。平成３０年の供用開始

現在、インターチェンジ予定地付近には、市

に合わせて、インターチェンジ南側を将来の開

道石曽根小穴線が通っており、インターチェン

発エリアとして活用できるよう、関係法令の手

ジから市道へのアクセスをよくするために、市

続等環境整備を進めてまいります。

道赤坂南線を整備拡幅することが決まっており
ます。しかし、市道赤坂南線の整備だけでは、

次に、観光振興のための道路整備について申
し上げます。

インターチェンジから市内におりてもらい、観

（仮称）上山インターチェンジからのアクセ

光客の増加を目指すには、まだまだ道路整備が

スとして、市道赤坂南線の道路改良工事を進め

足りないものと考えます。

ており、平成２６年度の完成を予定しておりま

そこで、道路幅の狭い市道石曽根小穴線を、

す。

県道二日町小穴線と交わる交差点まで道路拡幅

なお、道路の拡幅等につきましては、観光振

を行い、その後、フルーツラインまで道路拡幅

興を視野に入れながら、開発エリア内の道路整

を行えば、インターチェンジで市内におりる人

備とあわせて進めてまいります。

がふえ、観光客の増加につながり、フルーツラ

○大場重彌議長 坂本幸一議員。

イン周辺にある観光果樹園への入園者の増加が

○８番 坂本幸一議員 どうもお答えありがと

見込まれるものと思います。加えて、近くの楢

うございます。

下宿などもにぎわいのある観光地になるものと

インターチェンジ周辺の開発は将来的に進め
ていくというお答えだと思いますが、市長、第

考えます。
また、最初に質問しました産業団地へのアク

４次上山市国土利用計画において、平成２３年

セスもよくなり、企業誘致へつながるものと考

から平成３２年までの１０年間で、インターチ

えます。

ェンジ周辺は業務系の土地利用を推進する区域

－３５－

となることから、交通の利便を活用した企業等

○８番 坂本幸一議員 これは周辺開発を進め

の立地促進による活力ある地域を形成していく

るということですけれども、上山市で産業団地

とあります。市長の将来的というのは大体いつ

を造成するという理解ではないんですよね、市

ごろなんでしょうか。

長。
用途変更は上山市でやるでしょうけれども、

○大場重彌議長 市長。
○横戸長兵衛市長 将来的ということについて

やはり市長のオーダーメード方式で今までどお

は、まずこの道路につきましては、要するにイ

りやるのか。それとも、産業団地として上山市

ンターチェンジから既定どおりという形での道

で進めるのか。市長はどうお考えでしょうか。

路整備以外に、本市として将来いわゆるインタ

○大場重彌議長 市長。

ーチェンジから南側の土地を流通とか産業とか

○横戸長兵衛市長 これについては、これまで

工業とかそういうエリアにしていきたいという

はオーダーメード方式という形で進めてまいり

考え方で先行投資ということでございます。

ました。例えばあの中山の２社についてもそう

ただいろんな法令等の手続とかあるいは見直

いうことでございますし、もちろん競馬場跡地

しとかがありますので、一、二年というスパン

もそうでございます。要するに、産業団地とし

ではないと思いますけれども、できるだけ早く

て整備をいたしますと多額の費用がかかる。あ

ということは、おかげさまでいわゆる競馬場跡

るいはそれが早い時期に完売できればいいわけ

地も全て完売したということもございます。そ

でございますけれども、その見通しが立たない

ういうことで、これからいろんな産業を誘致し

場合にはこれが負の財産になってしまうという

ていくという点では、土地が足りないという状

こともございますので、これは財政状況も鑑み

況になりつつあるということも現実でございま

ながらやっていかなければならないことでござ

すので、そういった状況を鑑みながら検討して

います。あのエリアの面積に対してどういう企

いくということでございます。

業がどういうスピードで来ていただけるかとい

○大場重彌議長 坂本幸一議員。

うようなこちらでの対応ができるかということ

○８番 坂本幸一議員 蔵王フロンティア工業

によって、考え方も若干変わるのではないかと

団地にも企業がたくさん来まして、大変いいこ

いうふうに考えておりますが、いずれにいたし

とだと思っております。

ましても、後年度負担をできるだけしないよう

ただ、このインターチェンジ周辺の用途変更

にという考え方で進めていきたいというふうに

なんですけれども、これは５年後にならないと

考えております。

できないと聞いておりますが、５年後になった

○大場重彌議長 坂本幸一議員。

らすぐ進めるという理解でよろしいんですか。

○８番 坂本幸一議員 団地の造成ではなくて、

○大場重彌議長 市長。

財政的に難しいということで、後年度負担のか

○横戸長兵衛市長 いわゆる平成３０年度の開

からないように企業誘致を進めるというそのお

通とあわせて対応していくということでござい

考え方、財政的に大変苦しいところですから了

ます。

とします。道路の件なんですが、企業誘致をす

○大場重彌議長 坂本幸一議員。

るにしても、市道石曽根小穴線がメーンになる、

－３６－

それを広げないと、そこから企業に張りつける

○横戸長兵衛市長 インターからストレートに

ためにはメーンの広い道路が必要だと思うんで

１３号に出る道路は完全に整備いたします。で

す。

すから、言ってみれば、我々が今回南線を整備

市長は赤坂南線を平成２６年までと言うんで
すけれども、赤坂南線は市道石曽根小穴線の途

するということをしないとその線はならなかっ
たんです。

中までですよね。あれは平成２６年までに一体

ですから、その１本だけで整備が終わってし

的に県道二日町小穴線までつなげなければなら

まうインターチェンジになったわけですけれど

ないと私は思っています。市長はどうでしょう

も、我々としては将来の市の産業の発展とかそ

か。

ういうことで、あえて国交省にお願いしてつく

○大場重彌議長 市長。

らせていただいた道路ですから、これは逆にい

○横戸長兵衛市長 この路線では、まずは先ほ

えば専用道路になるかもしれません。

ど申し上げましたように、とにかくインターチ

ですから、これからの推移を見ていかないと

ェンジからストレートに出入りができる道路と

何とも言えない状況にありますし、また、あれ

いうことがまず第一義的でございまして、それ

を南のほうに進めていったとしても、じゃ、そ

とあわせてこれからあのエリアの活用というこ

の道路を何に使うのかと。ただ観光ということ

とですから、まずその道路をつくるということ

だけではなくて、観光についてはむしろ側道を

で、その後の土地利用の計画とかそういったも

活用するとか、今我々のほうで練っているとこ

のとあわせて道路の整備をやっていくというこ

ろでございますけれども、そういった１本の道

とでございますので、とりあえずはまずこの南

路のみならずいろんな道路を組み合わせながら、

線ということでございます。

この道路のいわゆる使命というものを生かした

○大場重彌議長 坂本幸一議員。

道路をつくっていく必要があるということでご

○８番 坂本幸一議員 今、お答えいただきま

ざいまして、南線についてはそういった意味合

したけれども、赤坂南線は道路が広くなって大

いのある道路だということで整備をしたところ

型も通れると思うんですけれども、そこから市

でございます。

内に入るときにガードをくぐらなきゃならない

○大場重彌議長 坂本幸一議員。

んですよね。そこは広くはできないと思うんで

○８番 坂本幸一議員 大体市長のお答えはわ

す。ですから、大型、トラックでも観光バスで

かったんですけれども、やはり市道石曽根小穴

も通るには、県道二日町小穴線までつながない

線は拡幅はしない、将来的にもしないというこ

ことには何ともならないと私は考えておるんで

となんでしょうか。市長、今のお答えだと。

すけれども、市長は将来的にとは言うんですけ

○大場重彌議長 市長。

れども、せっかく赤坂南線を途中まで行くんで

○横戸長兵衛市長 一義的には南線です。です

すから、そこは先行投資的なことで石曽根小穴

から、将来にわたってもしあのエリアに多くの

線をぜひ広げていただきたいと思うんですけれ

企業が来ていただいたりといったときにどうな

ども、市長、もう一回だけ答弁お願いします。

のかということは事前にわかるわけですから、

○大場重彌議長 市長。

そのときはまた考える必要があると思いますけ

－３７－

れども、現時点においては南線だということで

蔵王みはらしの丘１６０街区に２社の合計８社

ございます。

となっております。
さらに、民間による大規模太陽光発電所の進

○大場重彌議長 坂本幸一議員。
○８番 坂本幸一議員 人口拡大のためにあそ

出や内厩舎跡地には金瓶第２地区計画によるニ

こに企業誘致を進めるという市長の考えはよく

ュートラックかみのやまの移転など、特に蔵王

わかりました。できるだけ早く用途変更をして、 フロンティア工業団地の周辺は目覚ましい発展
企業誘致を進めていただいて、企業誘致が進め

をしています。

ば道路も拡幅するという市長のお答えだと思い

しかし、ニュートラックかみのやまの北側の

ますので、その点よろしくお願いしたいと思い

市有地は、活断層の影響もあり、企業誘致を進

ます。

められる残りの市有地などがほとんど見当たら
ない状況となってきました。

以上で質問を終わります。
○大場重彌議長 次に、５番長田康仁議員。

そのような中でも民有地については、新北浦

〔５番 長田康仁議員 登壇〕

工業団地の企業所有の更地約２，０００坪と空

○５番 長田康仁議員 私は、会派２１世紀会

き工場施設（土地面積３，２００坪、延べ床面

に所属しております長田康仁でございます。

積２，５８４平方メートル）を初め、下生居地

質問につきましては、さきに通告しておりま

区の企業立地促進法の重点地域に指定された場

す企業誘致施策として、積極的な民有地の利用

所や市街地の中にも複数の企業及び個人所有の

について質問をさせていただきます。

土地があります。

本市の商工課内の企業誘致推進室は、市長が

さらには、ＵＲ都市機構が企業と直接契約し

就任した平成１９年に蔵王フロンティア工業団

ますが、本市も窓口となって取り扱う４区画な

地を造成することをきっかけに設置されました。 どがあり、中山地区にも優良な土地が存在し、
その背景には、上山競馬場の廃止に伴い、上
山市土地開発公社への競馬場跡地の売却などの
手続を経て、競馬場跡地について民間活用を図

企業誘致推進室でも紹介しているところであり
ます。
これまでの企業誘致成功例を分析すると、道

るという方針のもと、企業誘致推進室を設置し、 路事情などのインフラや近隣の環境がその企業
蔵王フロンティア工業団地として分譲を開始し

にとって特に重視された上での進出だったと思

た経過があります。

います。

企業誘致推進室の設置については、市有地、

しかし、これからも戦略的な企業誘致を企業

民有地、空き工場などへの企業誘致を図り、雇

誘致推進室の使命とするならば、企業への提案

用機会の拡大及び税収の増加やその他の波及効

できる物件の少なさを感じるのは私だけではな

果を図る目的とされました。

いと思います。それは担当する職員にとっても、

企業誘致推進室の設置以来の企業誘致の状況

紹介される企業にとっても同じだと思います。

は、蔵王フロンティア工業団地に東和薬品株式

本市商工課の企業誘致推進室の職員において

会社を含め３社、上山工業団地の空き工場に１

は、企業誘致戦略について多くの経験を積んで

社、旭町の空き店舗に１社、中山地区に１社、

こられました。さらに活性化させるのは、本市
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の将来を築くために選ばれた我々議員の大きな
役目であり、当然、市長にも重い責任がござい

ることが一般的であります。
私の提案するレディメード方式とは、雇用効
果の大きい企業を誘致するためには、一定規模

ます。
商売に例えると、品質のよいものから売れて

以上の用地について事前に所有者の了解を得て

いくのは当たり前のことで、魅力ある高品質な

おくという手法で、企業誘致に向けて民有地の

商品をつくることが重要なのは、市政において

事前交渉をしておくものです。それには、農家

も全く同じことであります。

の場合、企業誘致判断がつくまで耕作を継続で

さて、昨年の１２月定例会において市長に御

きるという利点があり、重要な土地の買い入れ

答弁をお願いした私の質問では、市道金瓶山ノ

価格について事前に打ち合わせを行うことがで

上線の改良工事の実施に伴い、蔵王フロンティ

きるという特徴があります。

ア工業団地の北側周辺に民有地を含めることに

この方式は事前準備の多さから企業誘致推進

よる工業団地の拡張ができないものかをお聞き

に当たる職員の業務への熱意を呼び起こし、企

しました。

業誘致が成功したときには大きい達成感を得る

その際、市長は、民有地については、工業団

ことができます。すなわち、市長の言うオーダ

地に先行投資するということについてはかなり

ーメード方式からさらに一歩踏み込んだ方式と

前倒しの投資も必要であるし、オーダーメード

言えます。市民との対話や市民参加を大切にし、

方式で土地を企業に御紹介する方法を行ってい

市民と行政がまちづくりのよきパートナーとし

く。そして、土地所有者も当然おられるわけで

て新たな関係を築きながら取り組むこの方式は、

すので、そこを工業団地という形で整備するか

自治・協働のまちづくりの実現につながるもの

どうかについては、今後の課題であるとお答え

だと思います。
どうしても魅力ある地域を形成するには計画

になりました。
しかし、オーダーメード方式を前面に出す手

的なまちづくりが必要ですので、住民と連携し

法についてはさまざまな課題が生じることは、

ながら地区の将来像や課題や特徴を踏まえた的

市長も気づいておられると思います。オーダー

確な地区計画が必要だと感じています。その中

メード方式は、お客さん、すなわち企業から注

で、私が考えるレディメード方式が適する地域

文があって品物を用意するので無駄はありませ

は数多く生まれるのではないかと考えておりま

んが、企業からしてみれば品物を用意されるま

す。

での時間がかかる手法であり、そこが農振地域

そのような中で、企業側が進出を考える場合、

であったりすればさらに膨大な時間を要するの

山形市を含む蔵王みはらしの丘産業エリアから

は経験済みです。これでは他の自治体と比較さ

蔵王フロンティア工業団地までの地域はとても

れる企業誘致戦略としては余りにも弱さを感じ

魅力的で、連続的に開発が進んでも決して無駄

るのであります。

がなく誘致できる場所であると私は確信してお

他方、レディメード方式もあります。通常の

ります。

レディメード方式は、企業から注文されたとき

私はその地域の土地所有者の意向を伺いなが

に既に市有地として造成された物件を用意でき

ら、開発について理解と協力をいただける方々
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と対話を続けてまいりました。ぜひ職員を向か

ては、土地利用マスタープランにおいて産業創

わせて確認していただきたいと思います。

造ゾーンと位置づけているところであり、土地

開発地域としては、道路改良する市道金瓶山

利用規制やインフラ整備などの課題もあります

ノ上線北側の土地に現在の市民馬術場を含める

が、新たな企業立地の受け皿として魅力あるゾ

とまとまった広大な土地となります。さらには、 ーンであると考えております。
蔵王みはらしの丘産業エリアの調整池の南向か

○大場重彌議長 長田康仁議員。

いにも広大な土地が存在します。この区域に挟

○５番 長田康仁議員 魅力あるゾーンだとい

まれた土地については、果樹栽培などの事業を

うふうにお褒めをいただいた場所だというふう

継続していきたいという土地所有者の意向も伺

なことだと思います。マスタープランの中では

っておりますが、その土地を除いた場合でも産

前々から産業創造ゾーンになっていたわけです

業集積地として企業誘致ができる大きな可能性

が、これまで市長の進めてきた企業誘致につい

があると感じております。

ては、ある程度の公有地というふうなものがあ

また、財政的な課題がある中で、民間の土地

った中で進められてきたということであります。

所有者が上山市の企業誘致活動について理解と

先ほど質問の中にありましたように、公有地

協力をしながら上山市の発展に寄与したいとい

が大分少なくなってきたということであります

う意向は、とても心強い大切なものだと感じて

ので、民有地についてどういうふうに取りかか

おります。

っていくのか、具体的にどのような方策という

さきに開催された議会報告会において、市民

ことをお聞きしたいということであります。私

の皆様から人口減少対策としてさらに思い切っ

は先ほど言ったように、ある程度土地が活用で

た住宅施策と企業誘致による雇用の拡大を図る

きるよというふうなこと、果樹栽培などを継続

べきという強い声をいただきました。現在、開

していきたいということ、いろんなことがある

催中の車座ミーティングにおいても、同様の厳

わけですが、そういうふうな活用性のある順位、

しい意見が出されていると思います。

優先順位的には非常に高いのではないかと。ま

そのような中で、市長が将来の上山市を導く

た、産業エリアと蔵王フロンティア工業団地に

上で、企業誘致施策の中での戦略的な方策とし

挟まれているというふうなことであります。積

ての蔵王フロンティア工業団地北側を基軸とし

極的にマスタープランでもやっているというふ

たレディメード方式などを含めた積極的な民有

うなことでありますけれども、現在、企業誘致

地の活用についてどのようにお考えか、お聞か

推進室を抱える中でどこまで踏み込んでいただ

せください。

けるのか。地主さん側にもちょっと調査してい
く、踏み込んでいくかというふうなところまで

これで、私の質問といたします。

あるのか、その辺のところを１点お聞きします。

○大場重彌議長 市長。

○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

○横戸長兵衛市長 推進室、大変頑張っている

にお答えいたします。

と思います。

蔵王フロンティア工業団地の北側につきまし

いわゆる進出企業を見てみますと、１つは市
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の土地というので競馬場跡地、あともう一つは

ては、有望な土地であるということについては

ＵＲからいただいたみはらしの丘、あともう一

間違いございません。

つは民地でございます。

○大場重彌議長 長田康仁議員。

いろいろ検討してみますと、必ずしも市が準

○５番 長田康仁議員 先ほど坂本議員の御質

備した土地ということではなくて、例えば中山

問の中にも、大変詳しくいろいろお話いただき

に進出した２社についてはやはり関連会社との

ましたので、これ以上聞くようなこともないわ

利便性とかそういったことで中山に欲しいと。

けですが、現実的に、先ほど来から言う産業エ

あともう１社についてはみはらしの丘に希望し

リア、そしてまたフロンティア工業団地、そう

たんですけれども、最終的には中山に行ったと

いうふうな間に挟まれた土地というのは非常に

いうことでございます。要するに、必ずこちら

連続的に工業、工業だけではなくて産業が張り

がお膳立てしたから企業が来るかとそういうも

ついても決して無駄なくできると。これは企業

のでもなくて、やはり企業が持っているイメー

側もそう思っていると思います。それが積極的

ジとか企業が求める土地あるいは環境とか、そ

にそういうふうな形にできればですね。

ういうことがむしろこれからというのは大事に

ただし、やはり耕作とか現実的に都合が悪い

なるのかなというふうに改めて感じているとこ

という土地もあろうかと思いますが、積極的に

ろでございまして、御案内のとおり、県内の自

職員を派遣して、確認をした上でできるだけ企

治体が持っている産業団地、工業団地には売れ

業誘致を働きかけるというふうなことが、今は

ない土地がたくさんあります。

やはり商品、商品というのも変ですけれども、

そういうことで、先ほど坂本議員にもお答え

企業は生き物でありますので、やはり広大な土

したとおりでございますが、やはり後年度の財

地というものは必要とされるだろうというふう

政負担を少なくしていくということでは、オー

なことだと思います。

ダーメード方式あるいはレディメード方式、そ

そんな中で県内企業の誘致というふうなこと

ういった方式でも十分に対応していけると、そ

だけではなく、県外とかいろんな形で全国的に

ういう現在の手応えは感じております。

働きかけをできますように、やはり大きい土地

ただ、先ほど申し上げましたように、上山イ

を求めていく必要性があるのかなというふうに

ンターチェンジができたというふうなことで魅

思います。大変大きい土地でありますので、注

力的だと、ぜひ上山に来たいという企業がどん

視して職員をよく使っていただきたいというふ

どん出てきた場合には、我々も産業団地の整備

うなことだと私は思います。

とかそういうことを進めながら企業誘致に当た

以上、坂本議員への答弁もありましたので、

ってまいりたいというふうに考えているところ

今回の質問についてはこれにて終わりにさせて

でございますけれども、現時点においてはそう

いただきます。

いった方式というのはむしろ企業にとってはい

○大場重彌議長 この際、１０分間休憩をいた

い方式なのかなというのを最近感じているとこ

します。
午前１０時３８分 休 憩

ろでございます。
しかしながら、先ほどの御質問の土地につい

－４１－

度は水が蛇口から出なくなるかもしれないとい

午前１０時４８分 開 議
○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き

う断水の心配でした。
豪雨による寒河江川の濁りの影響で、県営村

ます。

山広域水道用水の給水がとまったため、次第に

次に、１０番中川とみ子議員。

配水池の水がなくなり、断水となりました。職

〔１０番 中川とみ子議員 登壇〕

○１０番 中川とみ子議員 １０番、たかまき、 員の方は早朝からの対応で大変だったと思いま
す。近所が心配で、水の確保はしてあるか、大

中川とみ子でございます。

通告に従いまして質問をさせていただきます。 丈夫か聞いて歩くと、「家に井戸があるから何
７月１８日早朝より白鷹山系に降った大雨に

とか」という人がいて、飲み水は給水車にもら

よる災害は、中山地区や山元地区などに大きな

いにいって、トイレに井戸水を使用するように

爪跡を残しました。また、朝の早い時間には高

していました。聞いて歩くと、トイレに使用す

くはなかった前川の水位も、時間とともにどん

る水を心配している方が多かったようです。

どん上がり、６地区約４５０世帯に避難勧告が

簡易水道の地域は大丈夫でしたが、高野地区
は３日間の断水、スカイタワーでは４日間に及

出されました。
避難所となった上山小学校体育館には、１７

んだというのです。２５日午後に通水したもの

名の市民が避難され、頭が痛いという方もおり

の、水は濁りがひどく、しばらくは飲料水とし

ましたが、大事に至らずに済みました。もう一

て使えませんでした。もちろん広報してくれま

つの避難所は、川を越えないで避難するように

したので承知の上です。

体育文化センターが避難所でした。５名の方が
来ましたが、すぐ戻られたということです。

今回の断水により、姉妹都市である名取市を
初め県内外各地からの応援により、約４０台の

結果、避難勧告も約４時間後には解除になり、 給水車などを市内に配置して給水していただき
ました。蛇口をひねると水が出るありがたみを

無事に自宅に戻られました。
昭和３０年代には、前川橋の上流のほうが決
壊し、矢来から北のほうへ水が上がり大変だっ

しみじみと感じたのは私だけではないと思いま
す。

たと年配の人に聞きました。今では河川工事に

そしてまた、人工透析を受けている患者さん

より川幅も広くなっているので事なきを得られ

を抱えている病院では、１日に給水車４台来て

ました。

もらい、無事に透析できたことを伺いました。

この雨により１８日午後からは節水の広報が

介護施設でも大変だったようで、市民の方がペ

され、１９日も朝６時からの断水と、１８カ所

ットボトルに水を入れて持っていくと喜ばれた

に給水所を設けた旨の広報がされましたが、こ

そうです。自分のことばかりでなく、あの人は

のときは断水することがなく、ほっとしたのを

どうしているか、足の不自由なあの人はどうし

まだ鮮明に覚えております。

ているか、心配をして水を持って訪ねたり、心

そして、２２日、１８日と同じような降り方

温まる話をたくさん聞きました。

の大雨でした。川の水位を気にしながらいたの

突然の断水で、水を入れる容器はバケツやお

ですが、前回ほどではなく安心していたら、今

け、鍋などいろいろだったようです。ホームセ

－４２－

ンターの容器売り場では容器が売り切れたとい

を表したいと思います。子どもたちを保育園に

う話をしておりました。

通わせて働いている保護者の方は、会社を休む

水については、飲み水はもちろんですが、洗

とはいきませんので、断水の中でも保育をして

濯物や風呂も心配でした。山形市内の洗濯機、

くださった先生は大変な苦労があったことと思

乾燥機が設置してあるランドリーは、真夏日が

われます。

続いていたこともあり、洗濯物を持った人が行

伺ったところによると、トイレのことではプ

列をつくり大変だったと聞いております。浴場

ールの水をバケツで運び、それも限られた水な

もそのとおりで、上山では２カ所の共同浴場が

ので、子どもたちにまとめて用を足してもらい

入浴できましたが、近隣市の公衆浴場等に足を

対応したとのことでした。外からバケツで水を

運んだ人も多かったようです。

運ぶことは大変な労力であります。夏場でプー

本市では、水道水のほとんどを県営村山広域

ルに水が張ってあったからいいものの、その水

水道用水より供給を受け通水しておりますが、

がなかったらどうだったでしょうか。子どもた

異常気象が続いている最近、これからまた想定

ちには異常事態を感じさせず、ゆったりと安心

できない災害があるかもしれません。

して過ごしてほしいのです。

ゲリラ豪雨と最近耳にします。地球温暖化に

水は人間が生きていく上で絶対必要なもので

より日本の気候が亜熱帯化してきていることで、 す。飲料水はもちろん、トイレに関しても衛生
雨の降り方が変化してきていることによるもの
です。豪雨に関しては、１時間に５０ミリ以上
の非常に激しい雨が降る頻度が、過去３０年か
ら４０年で３割余りふえ、今世紀末ごろには現
在の１．６５倍に上るおそれがあることが気象

上必要なのです。
そこで、保育園への受水槽の設置を提案し、
市長の御所見を伺います。
以上で１問を終わります。
○大場重彌議長 市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

庁の分析にもあります。
ことしになって各地で今までになく雨量が多
いというニュースを聞くと、すごく危険を感じ
るのです。地震についても同じなのですが、何
かあってまた通水がとまるようなことになった
らと考えると、何か対策をする必要があると思

○横戸長兵衛市長 １０番中川とみ子議員の御
質問にお答えいたします。
初めに、配水池の増設による住民の不安解消
について申し上げます。
議員御提案の配水池の増設により、断水時間
を短縮することは一つの方法でありますが、施

うのです。
そこで、断水対策の強化として配水池の増設

設整備や維持管理に多額の費用を要することか
ら、現時点では難しいものと考えております。

を提案し、市長の御所見を伺います。
２点目ですが、このたびの断水につき、保育
園では子どもたちに各自飲料水を持参するよう

次に、保育園への受水槽の設置について申し
上げます。

に家庭に連絡が行き、通常の保育をしていただ

このたびの断水では給水車による給水や保護

き、給食に関しては献立と違うメニューで急遽

者等の協力を得て対応を図ったところであり、

対応してくださったようで、素早い対応に敬意

受水槽を設置することなく対応できるものと考

－４３－

のリスク分散という観点から問題であり、その

えております。
今後とも大規模な断水等の非常時におきまし
ては、園児の安全確保を最優先し保育に努めて

リスクが高いことへの上山市独自の自営の対応
が求められます。
先ほどハード面の対応としてタンクの増設は

まいります。
○大場重彌議長 中川とみ子議員。

難しいという御答弁をいただいたのですが、本

○１０番 中川とみ子議員 御答弁ありがとう

市の現在の配水池のタンク容量は１日使用する

ございます。

水量とほぼ同量ですから、村山広域水道の給水

このたびの断水で給水車とともに応援に来て
くださった方に私が「ありがとうございます」
という言葉をかけたところ、「私たちも助けて

がストップすれば１日で断水してしまうわけで
す。
そこで市長に伺いますが、このタンクの容量

いただいたので、恩返しです」と言われました。 は災害時のリスク管理の観点から妥当な水準と
市民の方からも、応援に来た人から「恩返しで

言えるとお考えかどうか伺います。

す」と言われたと聞きました。

○大場重彌議長 市長。

これは２年半前の３・１１の東日本大震災な

○横戸長兵衛市長 リスクだけを考えれば、こ

どにおいて、市長が迅速に救助応援をされた結

れは１日ということですから、足りないといえ

果だと改めて敬意を表します。

ば足りないということになります。ただやはり

断水のときは様子を見させていただきながら

そこにはいわゆる契約水量があって、使用量に

水を給水車よりいただき、市内のひとりでいる

匹敵するような契約をしないと、多くの契約分

御家庭を回りました。私たち人間は１日３リッ

については多くのお金を支払わなければならな

トルの水で生きられるといいます。ところが、

いということですから、そこはやはりきちんと

文化的な暮らしをしている今、水洗トイレを使

把握をして契約を結んでいる現状がありますの

用するにはバケツ１杯ほどの水が必要です。市

で、数値的にはそうなろうかというふうに思っ

内には水をもらいに行けない人がたくさんいま

ております。

した。足が痛く歩けない、重くて持てない、運

ただやはり今回の断水の中で反省点も含めて

ぶすべがないなどです。ミルクをつくる水がな

感じていることは、要するに市民への周知の徹

いという話も聞きました。ただそれはほんの一

底とかそういうことと同時に、広域水道から受

部で、困った人はまだまだいたと思います。

水しているということなわけですから、タンク

町で会った方に「断水で大変でしたね。４日

のいわゆる増量これも大事だと思いますけれど

間の断水でしたか」と伺いましたら、その方は

も、でも現にほかの市町村では１万トンぐらい

「震災に遭っている方を思えば、どうってこと

のタンクをつくっても断水になったという例も

ないです」とおっしゃいました。言葉に詰まり

あるわけですので、要するに今県が考えている

ました。なおさら二度と起きないよう対策をし

ようないわゆる浄水機能の精度を高めるとか、

ていかなければと思ったのです。

あるいは市町村間でいざそういった場合には通

そこで、本市の村山広域水道への依存率は９

水をするような構造、システムをつくっていく

８．５％と高い水準にあります。これは災害時

という、やはり全体で今回のことを教訓として

－４４－

学びながら対策をしていくということについて、 していくという方法では考えていかなければな
上山市もそういった形で一緒になってやってい

らない一つの方法でありますし、現に雨水を利

きたいという考えを持っているところでござい

用してそういった活用をしているという保育園

ます。

のみならずいろんな民間の会社もありますけれ

○大場重彌議長 中川とみ子議員。

ども、今回については一体的ということで答弁

○１０番 中川とみ子議員 ありがとうござい

をさせていただきました。

ます。

○大場重彌議長 中川とみ子議員。

保育園のことをここで入れさせていただきた
いと思います。受水槽は必要でないというふう

○１０番 中川とみ子議員 保育園への受水槽
の設置についてはわかりました。

に先ほど市長はおっしゃいました。先生方、保

ただ雨水というのは上から降ってくるもので

護者の方に手伝っていただいてまず事なきを得

すので、利用するのは絶対にメリットがあると

たということではありますが、保護者が必ず応

思います。その辺を今から考えていただきたい

援に来てくださるということもないのかなと。

なと思うところです。

たまたま保護者の方が来てくださったからそれ

タンクの増設についてはやはりハード面の対
応ということですので、ソフト面ということで、

で済んだということかと思います。
受水槽は大変だということも伺っております
が、プールに水を張っていないときのことを考

先ほど市長もおっしゃったんですが、水の融通
ということを私も考えておりました。

えるときに、最近普及している雨水利用という

山形市では独自の水源の松原浄水場と見崎浄

ことはメリットが大きいのではないかと考えま

水場の水を融通し、広域水道から受水している

すが、その点については、市長、どのようにお

エリアの断水を逃れることができたと伺ってお

考えでしょうか。

ります。ことし３月に３つの施設をつなぐ連結

○大場重彌議長 市長。

管の布設が完了したために逃れたということを

○横戸長兵衛市長 雨水利用ということはトイ

聞いておりました。これが災害に強い水道と言

レに限るんだろうなというふうに思っています。 えると思います。東根市でも同様に２つの水源
やはりやるとすれば飲料水もあるいはトイレの

施設を連結することで断水を逃れられたと聞い

水も一緒にということを我々としては考えたわ

ております。

けでございまして、現時点ではという答弁をさ

このような自治体内でのやり方は本市では可

せていただきました。トイレだけが影響を受け

能かどうか。もう一度伺いたいと思います。

ないで飲料水が影響を受けるということについ

○大場重彌議長 市長。

ての整備というのは、我々としてはいかがなも

○横戸長兵衛市長 これについては、先ほど申

のかというような判断のもとに、一体的な整備

し上げましたように今回の大きな反省点でござ

という考え方の中で答弁をさせていただきまし

います。いろいろ御意見があって、例えば新た

た。

に井戸を掘ったらというような御意見もあるわ

雨水の利用ということについては決して悪い

けでございますが、これについてはやはり多額

ことではないわけでして、いろんな資源を活用

の費用もかかりますし、使わない水をあえてと

－４５－

いうことにもなるわけでございますので、そう

し、支え合う地域福祉を推進する」、この課題

いう面ではやはりお互いが協力し合っていくと、 が極めて大事になっていると考えます。
定住自立圏構想も結んでおる自治体でございま
すので、そういったいろんな面で連携協力をさ
らに進めてまいりたいというふうに考えており

そこで、以下関連する２つの課題への対応に
ついて市長に伺います。
まず、社会保障制度拡充に向けた国への働き
かけについてです。

ます。

地域が元気になっていくためには、社会保障

○大場重彌議長 中川とみ子議員。
○１０番 中川とみ子議員 市長におかれまし

制度の拡充は不可欠な課題です。しかし、現状

ては今後とも市民のために災害に強い水道づく

は、拡充よりむしろ後退に次ぐ後退とも言うべ

りに努力していただくことを要望しまして、最

き状況になっているわけであります。

後に、自治体を超えた融通ということはあり得

市長御承知のとおり、国庫負担削減により国

るかどうか、市長の御所見を伺いたいと思いま

民健康保険税や介護保険料の負担が繰り返し重

す。

くされています。年金の削減、高齢者の医療費

○大場重彌議長 市長。

負担増なども重なり、市民生活の困難が拡大し

○横戸長兵衛市長 先ほどそういう意味で、定

ています。

住自立圏構想も結んでいる、あるいはいろんな

年金額は１０月から３段階で２．５％削減さ

取り組みをしているというふうなことで、今後

れます。さらにその上、マクロ経済スライドで

ともそういったものについては、この水道のみ

毎年約０．９％ずつ削られようとしています。

ならずいろんな面でやっていきたいということ

年金が削られれば出費を減らすため親類や近所

を答弁させていただきました。

づき合いまで少なくなる。孤立する高齢者がふ

○大場重彌議長 次に、１３番橋本直樹議員。

えるという切実な声も出されています。
非正規雇用制度導入のもとでの青年層、若者

〔１３番 橋本直樹議員 登壇〕
○１３番 橋本直樹議員 私は、市民が安心し

層の貧困化の進行は、ワーキングプア等という

て暮らしていける温かい市政への対応について

言葉とともに地方の活力を奪い去っています。
これらは市民の自己責任か。自治体が悪いの

質問いたします。
今、全国的に貧困と格差の問題が深刻になっ

か。否であります。まさに国の政治のあり方を

ています。生活保護受給者も２１５万人と史上

問うていくことが求められています。多くの市

最高になっているとの報道もされています。自

民が、地域がだんだん疲弊していくことに胸を

殺、介護殺人、孤独死など殺伐とした社会状況

痛めています。みんなが何とかしたいと思って

下にあって、人としての尊厳を保ち温かい信頼

います。

で結びついた地域社会づくりが切望されていま

「元気な上山を」、これは市長のメーンスロ
ーガンでもあります。そのためにも今、暮らし

す。
私は福祉を大切にしたぬくもりのあるまちづ

や福祉を守る制度の後退にきっぱりとした歯ど

くりを進めていく上で、本市第６次振興計画福

めをかけていくことこそが切実に求められてい

祉計画の柱に掲げている「一人ひとりを大切に

ます。

－４６－

御承知のように、政府は社会保障制度を一ま

５０７人おられます。このうち専門職による生

とめにして改正しようという法案骨子を閣議決

活援助やデイサービスを受けている方、あるい

定しました。社会保障制度改革国民会議の最終

は訪問看護や訪問リハビリを利用しておられる

報告書に盛り込まれている社会保障関連の改革、 方は全国で１００万人に上ります。これらサー
私はあえて「改悪」と呼びたい。これを確実に

ビス利用者の方々が介護予防給付の対象から切

実行するためのものです。

り離され、サービス実施主体が市町村になるこ

この中には国民に新たな負担増と給付削減を

とにより、その処遇がどうなっていくか、今ま

もたらすスケジュールが数多く盛り込まれてお

での水準が維持できるか、関係者の間でも不安

り、日本の社会保障制度の解体を狙うものとの

が広がっています。

指摘も出されています。これ以上の地方の疲弊

本市の第５期介護保険事業計画では、１年で

をとめるためにも、まさに見過ごすことのでき

１億５，０００万円を超える介護予防給付費を

ない状況です。

見込んでいます。要支援者の保険給付廃止によ

問題の第１は、７０歳から７４歳の医療費窓

る地方自治体丸投げは、市に負担増をもたらし、

口負担が１割から２割に引き上げられることで

サービス水準維持を困難にすると危惧するもの

す。来年４月から７０歳の誕生日を迎えた人た

であります。

ちが、現状であれば１割負担のところを倍の２

さらに重大なことは、社会保障という国民の
生命・暮らしに直結している制度を変えるスケ

割負担にされようとしています。
山形県民生委員児童委員協議会による「山形
県における一人暮らし高齢者の年間収入」の調

ジュールを一まとめにして、その段取りを事前
に決める法律を出そうとしている点です。

査資料によれば、貧困ラインの１５０万円以下

これら一連の改悪の流れは、もともとは財界

の暮らしをしておられる方が実に３７％に上っ

プランだと指摘されてきましたが、実際、日本

ています。

経団連が昨年１１月に出した提言では、「介護

もし制度が改悪され、これまでの経過措置が

予防給付を再編し、自治体独自の高齢者福祉事

撤廃されるような事態になれば、年金削減や増

業などに吸収する」などと臆面もなく述べてお

税の流れの中で高齢者の暮らしと健康は大変な

ります。

事態に直面しかねません。高齢者への負担増は

医療・介護・子育てなど本来個別の制度の改

短期的に行政給付を減らせても、中長期的には

変を、一くくりにして一気に進めようなどとい

重症化の増大で医療費をふやすとの専門家の指

うやり方は、まさに暴走とも言うべきものです。

摘もあり、「角を矯めて牛を殺す」結果となり

介護難民などの事態をもたらしたあの小泉改革

かねません。

のときでさえなかったものです。

第２は、要支援１・２の方々を介護保険給付

こうした動きは第６次振興計画の「低所得者

の対象から外し、特別養護老人ホーム入居を要

の自立支援」「社会保障の充実」などの施策を

介護３以上に限るなどとしていることです。

進めていく上からも決してゆるがせにできない

要支援と認定された方は現在１５０万人以上
となっており、本市にも２４年度末の３月現在

問題と考えます。市長はこの影響をどのように
捉えるか、まずお示しください。

－４７－

また、地方自治体とそこで暮らす住民の厳し

す。そこで、これらの影響を具体的にどう捉え

い現状を顧みないこの社会保障制度改悪に対し、 ておられるか、お伺いいたします。
それを許さないための全国市長会の取り組みを

また、私は、少なくとも就学援助制度の対象

促す上山市長としてのイニシアチブの発揮を切

が狭められ、今まで対象とされていた児童・生

に願うものです。重ねて市長の御所見をお伺い

徒が非該当となるような事態は絶対避けるべき

いたします。

と考えます。そのために財政的手だての確保を

次に、生活保護制度確立に向けた対応につい

求め、国・県への働きかけを行うとともに、市
独自にも配慮ある対応を行うべきと思いますが、

てお伺いいたします。
まず第１に、８月からの生活保護費基準額の

あわせて御所見をお示しください。
生活保護の３点目として、国による受給締め

引き下げなどの影響と対応に関してです。
武井日本弁護士連合会副会長は「生活保護制
度は、貧困化が進む日本で命と人権を守る最後

つけを許さず、安心できる生活保護制度をいか
に拡充させるかについてであります。

の砦としての非常に重要な役割を果たしてい

今、深刻な貧困と格差の広がりという社会状

る」と述べています。まさに憲法の立場そのも

況を背景に、一連の餓死、孤立死事件が相次い

のだと思います。

でいます。共通していることは、電気などのラ

本市でも孤立死の問題が他人事ではない状況

イフラインの機械的供給停止、本来必要な生活

が生まれています。今改めて、この制度の大切

保護の不適用、そして、地域での見守りの手や

さに対する認識の市民全体の共有が求められて

きずなから外れていたことなどの状況下に置か

います。そこでまず、本制度の果たす重要な責

れたことです。

務に対する市長の見解をお伺いいたします。
第２は、生活保護費引き下げによる影響も極

私は「生活保護制度がその役割にふさわしく
機能していたら」というざんきの思いを抱かさ
れました。市長も同じ思いだと拝察いたします。

めて心配されているという点です。
本市の場合の生活保護世帯構成は、高齢世帯

そのために今切実に求められていることは、

と傷病世帯が大半となっています。今度の改正

さきの通常国会で廃案となった生活保護改正の

では、若い世帯の削減率が大きくなっています

２法案の復活は許さないことだと考えます。こ

が、今後保護費は段階的に下げられ、２０１５

れは、申請の段階で適用条件のハードルを高く

年度以降平均５％以上の削減額となりかねませ

して適用を諦めさせる、いわゆる「水際作戦」

ん。食料、燃料など物価が上昇しつつある現在、 を合法化するものだという強い指摘がなされて
ただでさえギリギリの生活がどうなるのか、し

きました。廃案は、「生存権を守れ」という広

っかりした状況把握が求められます。

範な世論の反映でもあります。

さらに、基準額の引き下げは利用者の生活レ

そこで、まず本市としても、今までどおり相

ベルを低下させるだけではなく、市民生活全体

談者の抱える困難に寄り添った温かく公正な窓

に大きな影響を与えます。特に、住民税の非課

口対応を実施しながら、ふえ続ける市民の悩み

税基準や就学援助の対象基準などへの影響がど

や苦しみに対し、さらにきめ細やかに対応でき

うなるのか、大きな問題として指摘されていま

るような改善に努めていくことが何より大事と

－４８－

考えます。今後の本市の対応につきまして、市

なった世帯は生じておりませんが、今後３年間

長の御所見をお示しください。

かけて段階的に改正することとされております

また、廃案となった生活保護改正法案の再上

ので、その影響について注視をしてまいります。

程がなされないよう、市長会などを通した働き

就学援助制度につきましては、平成２５年度

かけをしていただきたいと切に願うものです。

は基準改正前の基準額で算定しておりますので、

市長の配慮ある御答弁を求め、質問といたしま

現在のところ対象となる児童・生徒への影響は

す。

生じておりません。
今後とも、生活保護が健康で文化的な最低限

○大場重彌議長 市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

度の生活を保障し、自立を助長するための制度

○横戸長兵衛市長 １３番橋本直樹議員の御質

として、十分な機能を果たせるよう国に働きか

問にお答えいたします。

けてまいります。

初めに、社会保障制度拡充に向けた国への働

○大場重彌議長 橋本直樹議員。
○１３番 橋本直樹議員 今、御答弁をいただ

きかけの強化について申し上げます。
医療保険制度や介護保険制度等の見直しにつ

きました。社会保障制度の拡充に関しては、制

きましては、国からはまだ具体的な内容は示さ

度そのものはまだ法案として具体化したり、あ

れておりませんので、今後とも国の動向を注視

るいはそれぞれの省庁でいわゆる社会保障制度

するとともに、引き続き情報の収集に努めなが

改革国民会議の報告に沿った形での詳細な具体

ら対応してまいります。

化というのはまだ示されていないというのは御

また、社会保障制度の見直しに伴いまして、
さらなる改善の必要がある事項につきましては、

答弁のとおりです。
ただあの報告書をもとにして、これから確実

今後とも全国市長会等を通じて国に対して要望

に介護の面でも、それから医療の面でも、ある

活動を行ってまいります。

いは保育の面でも、具体化が進んでいく。あの

次に、安心できる生活保護制度確立に向けた

報告書の内容に沿って私はお聞きをしたという
立場です。

対応について申し上げます。
生活保護につきましては、国民の生存権及び

今、国からの詳細な内容が伝えられてないの

国民生活の社会的進歩向上に努める国の義務を

で具体的な見解はまだ出せないというような意

規定した憲法第２５条に基づき、生活に困窮す

味の御答弁だったわけですけれども、少なくと

る方に対し、その困窮の程度に応じて必要な保

もあのような形で私は３つの問題を挙げました。

護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保

１つはやはり法案そのものにして出してくるや

障するとともに、自立を助長するための制度と

り方が、介護にしても福祉制度にしてもあるい

認識をしております。

は医療にしても保育にしても、一まとめにして

このたびの生活保護の基準改正に伴う影響に
つきましては、本市における被保護者の生活状
況に変動がないことを把握しております。また、
基準改正によりまして生活保護を受けられなく

出すというやり方、非常に乱暴なやり方です。
まずここが問題だ。
それから、介護について言えば、いわゆる軽
度者をまるっきり介護保険制度から外すという

－４９－

やり方、こんなやり方でもしも実行に移されて

すが、あともう一つは、地元にも代議士、いわ

きたら、それこそ上山市では市の財政ももちろ

ゆる国会議員も多くおられるので、省庁にお願

ん大変になる。同時に、市の財政を守ろうと思

いをすると同時に、議員の方々にもいろんな面

えば介護サービス自体を縮小せざるを得ない、

でお願いをしていく。それがやはり大事なのか

そういう対応が迫られるのではないかというよ

なというふうに今感じておるところでございま

うなことで提起させていただきました。

す。

その内容は報告書の中に具体的に出ているわ

○大場重彌議長 橋本直樹議員。

けで、やはり芽のうちに、そういうものはしっ

○１３番 橋本直樹議員 社会保障制度という

かりと自治体の立場からストップさせていくと

のは本当にふだん余り考えないような大きな制

いう姿勢こそが今必要ではないかということで

度です。でも、やはり今市長がおっしゃったよ

提起させていただきましたので、今私が申し上

うに、実際は市民の暮らしや日々の生活や健康

げたような危機感に立って、しっかりと芽のう

を維持する上で、本当にまさに岩盤のようなそ

ちに国にそうした動きをさせていかないような

ういう意味合いの大事な制度だということです

働きかけをやっていただけるかどうか、再度市

ね。ですから、ここがしっかりしているかどう

長の御見解をお伺いいたします。

かによって、市民の希望もあるいはまちの活力

○大場重彌議長 市長。

も大きな違いが生じてくる。

○横戸長兵衛市長 これについては基本的には

ともすれば、先ほど申し上げましたように、

国の制度設計ということですから、国会で議論

ここの部分が格差と貧困の政治と言われるよう

していただくというのが基本だと思います。

なもとで日々縮められてきたというのが今まで

ただ我々自治体がいろんな面で感じているこ

の流れですので、もちろん私ども議会も頑張り

とはたくさんあるわけで、例えば子育て支援の

ます。一緒になって、やはりこうした流れを地

中での医療費の無料化、小学校６年生まで、入

方からストップをかけていく。そして、拡充の

院費の無料化、中学生までとやっていますけれ

方向にさらに転換させていくというような方向

ども、やはりそれだって国そのものがきちんと

を打ち出していくために、ともに頑張っていき

線を引いて、そして県内あるいは全国どこでも

たいというふうに考えます。

住んでいる方々が平等に制度を受けられる、恩
恵を受けられるということが国の成り立ちであ

それから、生活保護制度の役割の認識という
ことでございます。

ると、基本的には我々もそう思っています。し

芸能人の母親が生活保護受給者だったという

かし、現実はそうなっていないわけですね。先

ことでマスコミで随分騒がれました。また、不

ほどの橋本議員の質問等に出た、まさにそのと

正受給というのも身近にも起きています。そう

おりでございます。

いう中で、生活保護申請というのがますます後

ですから、そこはやはり１自治体が声を高く

ろめたいような、そういう雰囲気というものが

上げてもどうにもならない部分がありますので、 醸し出されていると。私はここの点に非常に大
先ほどの答弁の中では、全国市長会とかそうい
うことで国のほうに要望していくということで

きな危機感を持つものです。
国の制度改正の流れというのは、こういう生

－５０－

活保護制度をめぐる社会的雰囲気というものと

ておりますが、先ほど議員が指摘なされたよう

軌を一にしてなされてきています。生活保護制

に、いろんな問題が出てきているということが

度を厳しくすればするほど、格差社会というの

あって、その辺の審査、それが厳しくなりつつ

はますます進行する。これは一部の生活に困難

あるというのも現実だと思います。

を抱えた方々だけではなくて、本当に私ども含

ただやはり今お話にあったように、例えば職

めた市民全体の問題だというような認識をやは

を失ったとか、あるいは病気になったとか、そ

りはっきりと示していくことが大事だと思いま

のときにこの制度が使えないなんていうことは

す。

あり得ないことですから、これは必ずきちんと

そういう点で、先ほどの市長の答弁で、生活
保護制度というのはまさに一人一人の人間的な

した制度としてやっていくべきだというふうに
思っています。

最低限度の生活というものをしっかり保障する

やはり自助、共助、公助というものも大事な

ものだという位置づけをはっきりなさってくだ

ものですからこれをみんなが、自分だけがいい

さいました。これは大きく評価できるものです。 ということではなくて、やはり隣の人も、ある
私が申し上げたいのは、やはり誰でも、私も

いはそこに住んでいる方々がみんな幸せである

含めて病気になったり、あるいはまた労働者の

とはいかなくてもそれなりの生活ができるとい

方であればリストラに遭ったり企業倒産に遭っ

うシステムをつくっていくことが大事なわけで

たり、不測の事態というのは起こり得ることな

ございまして、そういう意味におきましては、

んですね。そういうときに、そうなったらおし

この制度をきちんとみんなが理解していくとい

まいという社会にしてはだめだということなん

うことが大事だと思います。そういった環境、

だと思います。

そういった雰囲気、そういうものをきちんと

生活保護制度というのは、まさにそういう一

我々自治体としてもつくっていく必要があると

番基本の部分をしっかりと支えながら、地域全

いうふうに考えております。

体の市民が一人一人安心して暮らせるような仕

○大場重彌議長 橋本直樹議員。

組みを下支えしていくものだというようなこと

○１３番 橋本直樹議員 細かい点は抜きにし

だと思います。

ても、基本的には市長もやはり私が提起した問

先ほど御答弁はいただきましたが、そうした

題と共通の認識で生活保護制度というものを捉

生活保護が本当に大事な役割を持っている。そ

え、そして、この制度がその趣旨に沿って上山

して、一部の困難を抱えている方々だけでなく、 というまちの中でもしっかりと運用されていく、
みんなをやはり守っていかなければならない共

そのために市民の共通理解も広げていくという

通の制度なんだというような位置づけがなされ

姿勢を示されました。

ておられるか、重ねて市長の御所見をお伺いい

この姿勢がやはりこれからのまちが大変な中

たします。

で少しでも明るい、そして希望のあるものに変

○大場重彌議長 市長。

えていく大事な部分だというふうに考えますの

○横戸長兵衛市長 生活保護制度については、

で、ぜひ窓口の対応も含めて、そういった趣旨

制度そのものは大事な制度だというふうに思っ

に沿った対応ができるように求めまして、私の

－５１－

質問を終わらせていただきます。どうもありが

く、登山者にとって危険きわまりない状況にあ

とうございました。

ります。登山道整備や環境美化に対して積極的

○大場重彌議長 次に、６番長澤長右衛門議員。 に取り組んでいる各団体にとって、見逃すこと
のできない問題です。蔵王の山を愛する１人と

〔６番 長澤長右衛門議員 登壇〕
○６番 長澤長右衛門議員 会派２１世紀会に

して、行政当局や関係団体と連携をとりながら、

所属しております長澤長右衛門であります。

速やかにリフトの解体撤去を行うよう切望して

さきに通告しております２点について順次質

やみません。
近年、登山ブームが再来し、多くの人が山歩

問いたします。
最初に、蔵王山頂放置リフトの撤去について

きを楽しむようになってきました。特に、初心
者も安心して歩ける登山道の維持管理や環境の

質問いたします。
東日本大震災及び福島第一原発事故から約２

整備が不可欠となっております。昭和３９年に

年半が過ぎましたが、その爪跡が大きく、本市

蔵王が国定公園に指定されて以来、関係者それ

の平成２４年度の観光客の入り込みについては、 ぞれが登山道整備や自然環境の保全に御尽力さ
平成１９年度と比較すると７８．９％であり、

れ、敬意を表するところであります。

大変厳しい実態であります。被害に遭われた地

主峰１，８４１メートルの熊野岳のほか御釜

域の復興と一日も早い除染を切に願うところで

と刈田岳を目指して、刈田駐車場から登山道が

す。

あります。いずれも山形県と宮城県、さらに本

本市の観光のシンボルである秀峰蔵王連峰は、 市が主体となって長い間整備事業を行ってまい
偉大なる景観と人々に神秘的なものを感じさせ

りました。

る何物かを秘めている山であります。山形県側

このような中、刈田駐車場から御釜に至るル

の西斜面は森に覆われた緑の景色が多く、一面

ートの一角に放置されたままのリフトがあり、

優しさを感じさせる女性的な趣でありますが、

起点の駅舎や十数基の鉄塔はもちろんのこと、

宮城県側の東斜面は荒々しい絶壁の山肌が多い

張ってあるワイヤーがさび、またワイヤーが脱

ところから、男性的なものを感じさせると言わ

索している無残な光景があります。このリフト

れています。

は昭和３９年６月に完成し一時営業を開始しま

この山を横断する蔵王エコーラインは昭和３

したが、間もなく営業休止のやむなきに至りま

７年の晩秋に全線が開通しました。エコーライ

した。それ以来、５０年もの長きにわたり置き

ンが開通したことにより、人々に今まで知られ

去りにされた建造物、言いかえれば放置物、つ

ていない感嘆を覚えさせ、神秘的な景観を眺望

まり瓦れき同様の残骸がその醜態をさらしてお

できる喜びを味わうことができるようになりま

り、当然その周辺の自然景観を大いに阻害して

した。しかし、このようなすばらしい環境であ

います。

る蔵王国定公園の特別保護地区に指定されてい

蔵王は国内有数の観光地として確固たる地位

る国有林には、放置されたまま朽ち果てたリフ

を築いており、温泉しかり、過去の噴火を如実

トがあります。

にあらわしている火口湖、樹氷に代表される景

これは自然景観を損なっているばかりではな

観、いずれもすばらしい自然環境です。さらに、
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裏づけされる山岳信仰など歴史や伝承も誇るべ

経営の拡大が行われ、硫黄の採掘がピークを迎

き大きな蔵王の財産であります。これらの蔵王

えた１９５０年（昭和２５年）には従業員６０

のすばらしい自然や文化が、リフトの残骸の影

０人及び家族を合わせ１，２００人規模となり、

響で損なわれ続けています。

企業城下町を形成いたしました。全国的にも硫

このリフトは、当時の建設主体となった会社

黄鉱山としては、岩手県の松尾鉱山に次ぐ第２

が登記上存在するものの、会社法上の体裁を整

の鉱山となり、前途有望な大手企業として注目

えておらず、つまり幽霊会社となっているよう

を集めるようになりました。

ですが、いずれにしても危険物の存在がある中

しかしながら、その１０年後の１９６０年代

で解体撤去が必要です。本市の行政区域にある

に入ると、海外からの輸入品に押され経営が次

ことから、本市としての対応が市内外から見ら

第に苦しくなった中、１９６２年（昭和３７

れているのではないでしょうか。

年）１２月に大規模な坑内火災が発生しました。

このリフト解体撤去については、平成１７年
にも先輩議員が質問を行っております。その際

同業他社からの協力や地元中川消防団の必死の
消火活動があったと語り継がれています。

の阿部前市長の答弁に、本市としても重要な観

その後、事実上採掘は停止され、翌年１９６

光資源であり、蔵王国定公園の自然保護と環境

３年（昭和３８年）３月３１日に閉山を迎えま

整備を図る観点から、土地の所有者である森林

した。閉山５０年の年月が経過した現在、坑内

管理署と自然公園法の執行者である県に、廃止

には硫黄を運んだ鉱山鉄道や鉱員を管理してい

リフトの撤去が早期に実現するよう要望すると

た事務所などがそのままの形で残っている可能

の答弁内容でありました。

性があります。

それから８年が経過した現在もそのままの状

昨年には、当時の従業員たちで「蔵王鉱山の

態でありますが、放置リフトの撤去について、

歴史を語り継ぐ会」が設立され、閉山から５０

市として今までどのような進展や経緯をたどっ

年を記念した同窓会を開催し、写真集を発行し、

てきたのか説明をいただくとともに、放置リフ

仲間のきずなを確認するなど、近年、旧蔵王鉱

ト撤去の対応策について市長はどのようにお考

山の伝承に向けた機運が高まりつつあります。
また、ことし５月には文化庁による近代化遺

えであるかをお伺いいたします。
次に、旧蔵王鉱山の近代化遺産の登録につい

産「有形文化財」の登録を目指して、「蔵王鉱
山の歴史を語り継ぐ会」及び関係者、マスコミ

て質問いたします。
旧蔵王鉱山は、かつて上山市大字中川字永野

が閉山後初めて鉱山の入り口を訪れるなど、活

に存在した鉱山で、硫黄、硫化鉄鉱などを産出

動を本格化させています。さらに、同会は、記

した鉱山であります。明治３０年代後半、蔵王

憶が薄れつつある蔵王鉱山の歴史を後世に残す

鉱山合資会社が設立され、昭和１６年には日本

ためのさまざまな活動にも積極的に取り組んで

商工会議所会頭の藤山愛一郎氏が経営権を握り、 います。
以後、コンツェルンの傘下として発展してまい

火災で閉山を余儀なくされ５０年が経過し、
蔵王鉱山の歴史を保存しようという機運が盛り

りました。
戦後、日東金属鉱山株式会社として積極的な

上がる中、かつての鉱山坑口のふたをあけ、坑
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内の重要な遺物にスポットを当て、新たな観光

代化遺産「有形文化財」の登録を目指し、その

資源、防災遺産及び教育的な遺産として活用し

存在や取り組みを全国に発信することは、観光

ていくことは、本市の文化振興や地域の創造に

振興の面で効果的であり有意義なことであると

もつながる重要なことだと考えております。

考えますが、市長はどのようにお考えであるか

旧蔵王鉱山は廃止鉱山でありますが、国有林

をお伺いし、私の１問といたします。

を管理する東北森林管理局山形森林管理署の許

○大場重彌議長 ６番長澤長右衛門議員の質問

可があれば、安全性に考慮した上で坑口を開閉

に対する答弁の前に、この際、正午にもなりま

し坑内に入ることができることを、経済産業省

すので、昼食のため休憩いたします。午後は１

に確認しております。往時を物語る坑内の遺構

時から会議を開きます。
午前１１時５３分 休 憩

の状態を知ることは、関係者の悲願であり、史
跡としての知名度や認識も高まり、近代化遺産
「有形文化財」の登録に向けた大きなきっかけ
になるものと思います。

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

史跡としての旧蔵王鉱山の坑内の観察などを
含め、文化庁による近代化遺産「有形文化財」
の登録についてどのようにお考えか、教育委員

ます。
６番長澤長右衛門議員の質問に対する答弁を
求めます。市長。

長にお伺いいたします。

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

次に、旧蔵王鉱山の観光資源としての活用に
ついて質問いたします。

○横戸長兵衛市長 ６番長澤長右衛門議員の御
質問にお答えいたします。

近年、本市が積極的な整備を行っている蔵王
猿倉イベントパークのエリアは、旧蔵王鉱山の

蔵王山頂放置リフトの撤去について申し上げ
ます。

シンボル的存在である精錬所があったところで

本市では、これまで現地確認や国・県に対し

す。「蔵王鉱山の歴史を語り継ぐ会」でもこの

て要望書を提出するとともに、行政と地域住民、

場所を注目し、観光資源として活用を願ってい

団体が一体となった周辺の清掃活動などの取り

るようです。

組みを通して、放置リフトの撤去について働き

本市の観光振興計画や山形県が策定した蔵王

かけを行ってまいりました。

国定公園における地域活性化方策等によれば、

放置リフトの撤去への機運が高まる中で、国

蔵王猿倉イベントパークとその周辺は、蔵王温

や県とともに撤去へ向けての打ち合わせが進ん

泉と蔵王坊平を結ぶかなめの地域として位置づ

だ経緯がありますが、最終的には国による事業

けられ、新しい観光資源として評価されている

対応は困難であるとして、現在に至っておりま

地域でもあります。

す。

この重要な地域において、旧蔵王鉱山の成り

今後は、土地所有者である国や、自然公園法

立ちや歴史や文化を全国に発信し、観光資源と

の執行者である県が中心となり、再度撤去の取

して生かす施策や事業を展開すること、そして、 り組み方について検討すべきものと考えており
観光の機運を盛り上げながら、旧蔵王鉱山の近

ます。

－５４－

次に、観光資源としての活用について申し上

には要望した経緯はございますけれども、あく
までも県・国がやるべき仕事であるというふう

げます。
旧蔵王鉱山は日本経済発展の一翼を担い、ま

に理解しております。

た本市の発展にも寄与してきた歴史的な経緯が

○大場重彌議長 長澤長右衛門議員。

あるものと認識しております。その歴史を語り

○６番 長澤長右衛門議員 市長のお考えはわ

継ぐことは重要なことでありますが、猿倉イベ

かりました。

ントパークとの一体的な活用は難しいものと考

それで、今、上山市山岳会を初めとして協力、

えております。

支援団体が、積極的にその解体撤去に向けて努

○大場重彌議長 教育委員長。

力しているわけでございます。それで、今後許

〔小関男教育委員長 登壇〕

認可に対して市として協力していく考えがある

○小関男教育委員長 ６番長澤長右衛門議員

のか。ぜひ協力していきたいと私は思っている

の御質問にお答えいたします。

んですが、もう一度答弁をお願いいたします。

近代化遺産の登録について申し上げます。

○大場重彌議長 市長。

旧蔵王鉱山の歴史の伝承や遺構の保存は意義

○横戸長兵衛市長 許認可権は市にはないもの

のあることではありますが、建造物を近代化遺

と思っています。

産「有形文化財」として登録するためには、そ

○大場重彌議長 長澤長右衛門議員。

の価値を見きわめる必要があると考えておりま

○６番 長澤長右衛門議員 わかりました。
それでしたら、今、頑張っている関係団体と

す。
○大場重彌議長 長澤長右衛門議員。

協力し合って、速やかに解体撤去をお願いいた

○６番 長澤長右衛門議員 具体的な答弁あり

します。
次に、旧蔵王鉱山についてであります。

がとうございました。
蔵王国定公園内の環境整備でありますが、今

元従業員及びそれぞれの家族を支え、市の経

までの経緯、よくわかりましたが、国による事

済に大きな影響を与えた旧蔵王鉱山であります

業対応は困難であること。そして、県と中心と

が、それが忘れ去られようとしているときに、

なって考えることということであり、さまざま

蔵王鉱山を埋没させたくないという意思で「蔵

な問題点があることはわかるんでございますけ

王鉱山の歴史を語り継ぐ会」が設立されたわけ

れども、先ほど申したとおり、行政区域が本市

でございます。蔵王の樹氷とともに、蔵王鉱山

である以上、本市で積極的にこの解体撤去を進

の歴史を全国に発信したいという思いでありま

める考えはないのでしょうか、お伺いいたしま

す。
平成２５年度、上山市教育委員会がことしの

す。
○大場重彌議長 市長。

６月に発行した資料の中に、文化芸術の振興と

○横戸長兵衛市長 先ほど答弁いたしましたよ

いうことで、「文化財の保存、活用を図り、新

うに、これは国・県がやるべきだというふうに

たな文化財についても積極的に調査をし、保護

判断しております。設置者の方もまだ存命中と

の措置を講じ、市民の文化財愛護の意識づくり

いうこともありますし、そういう面では、過去

に努めたい」とあるわけでございますが、この
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旧蔵王鉱山をも調査に含める考えはあるのかど

置であります。

うか、お伺いいたします。

このような蔵王猿倉イベントパークの特性と

○大場重彌議長 教育長。

蔵王坊平との連携を考慮して、蔵王猿倉イベン

○山川 保教育長 御質問にお答えいたします。 トパークのスポーツ利用者のリラクゼーション
先ほど委員長が申したように、旧蔵王鉱山の

の場としての位置づけとともに、利用者サービ

歴史の伝承やあるいは遺構を保存していく意義

ス、情報提供の拠点となるような機能を持った

は大変大きいものがあるので、その点について

地域だと私は思いますが、市長、もう一度、そ

は教育委員会としてもともに頑張っていきたい

ういう点で御答弁をお願いいたします。

なというふうに思います。

○大場重彌議長 市長。

ただし、旧蔵王鉱山の近代化遺産については、 ○横戸長兵衛市長 猿倉イベントパークにつき
現在閉ざされている坑口を開くこと、それから

ましては、あそこに３面広場がございます。１

内部の遺構の状況を確認すること、それから３

面については天然芝のグラウンド、もう１面に

つ目は、その遺構の価値をどのように見きわめ

ついては球技ができるようなグラウンドに整備

るかというふうなことで、大きな課題があると

をいたしました。もう１面残っておりますが、

いうふうに捉えています。

これをどうするか、これからの課題でございま

○大場重彌議長 長澤長右衛門議員。

す。要するに蔵王アスリートヴィレッジでござ

○６番 長澤長右衛門議員 その坑口でありま

いますけれども、坊平についてはやはり陸上関

すけれども、経済産業省のほうに確認したとこ

係とか、あと猿倉については球技関係とか、そ

ろ、安全性を確保すればその坑口を開放でき、

ういったすみ分けを図りながら、そしてまた、

中にも挿入できるという回答をいただいており

一体となった蔵王アスリートヴィレッジとして

ます。ぜひ今からそういう前向きな考えで進め

の位置づけを猿倉にも持たせていきたいという

ていく考えはないでしょうか。

ふうに考えております。

○大場重彌議長 教育長。

○大場重彌議長 長澤長右衛門議員。

○山川 保教育長 大きな課題の一つには、や

○６番 長澤長右衛門議員 猿倉イベントパー

はり費用面、それから中の遺構の評価面であり

ク付近には、市長も御存じのとおり、すぐれた

ます。そういう面で言えば、繰り返しますけれ

温泉の源泉もございますが、そのような利活用

ども、課題は大きいなというふうに思います。

の考えが市長あればお伺いしたいと思いますが。

○大場重彌議長 長澤長右衛門議員。

○大場重彌議長 市長。

○６番 長澤長右衛門議員 近代化遺産「有形

○横戸長兵衛市長 蔵王アスリートヴィレッジ

文化財」登録に向けて、一度前向きに今後検討

につきましては、当初蔵王坊平と猿倉と、あと

していただきたいと思います。

かみのやま温泉、これを一体とした活用方法と

次に、蔵王猿倉イベントパークが南蔵王の玄

いうことを考えてきた経緯がございます。しか

関口であるわけでございます。そして、蔵王温

し、現実に合宿をなされる方々からお話を伺い

泉、坊平との分岐点に位置しており、市街地か

ますと、練習が終わった後３０分バスなりいろ

らも比較的市民が気軽に訪れることのできる位

んな形で移動して、かみのやま温泉に入って、
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そしてまた帰るということについてはやはり難

飲食業者、建設業者などの活性化を推進するこ

しいと、効果がないというようなことが大分言

とは、農業の振興や観光客の拡大とともに、地

われてまいりました。

域経済の発展を図る観点から大変重要なことで

そういうことで、ことしの春の県知事への要

す。

望の中に１項目入れさせていただきましたけれ

本市の企業の多くが家族経営を基本とする中

ども、やはり蔵王坊平アスリートヴィレッジと

小企業です。中小企業は、市民の顔がわかり地

いうのは県と上山市が一体となってやってきた

域のことを理解し商売しているため、地域社会

事業でございますので、市単独となりますとな

の安定を担っています。本市の雇用の多くが中

かなか難しい面があります。県と一体となって

小企業となっているため、中小企業が元気にな

そういった温浴施設、プール、いわゆる選手た

れば賃金も上がり、本市での消費もふえる。地

ちがリラックスできるような施設というものを

元中小企業が潤い元気になり、また賃金が上が

ぜひ欲しいなというふうな考え方は基本的には

る。こういった好循環が起こります。また、元

持っておりますけれども、ただこれから県がど

気がなくなれば逆の悪循環が起こります。

う考えているのか、ようやく入り口、そこに着

このように、それぞれの企業だけでなく、住

いたばかりでございますので、今後のいろんな

民生活や地域社会にもかかわる中小企業の活性

交渉課題だというふうに思っています。

化という課題に取り組むため、国はことし６月

○大場重彌議長 長澤長右衛門議員。

２１日にいわゆる小規模企業活性化法を、山形

○６番 長澤長右衛門議員 ぜひ、市長、前向

県も昨年１２月２５日に中小企業振興条例を公

きになって頑張っていただきたいと思います。

布しました。

イベントパーク付近はやはり観光資源として

私はそういった法律、条例を有効に中小企業

も本当に評価されている地域でありますので、

の活性化につなげるためには、地元中小企業と

前向きに御検討をお願いいたします。

一番近い位置にある行政として、あらゆる面で

今回は２項目にわたっての質問をさせていた
だきましたけれども、いろいろな問題があるに
しろ、市長、教育委員長のお考えは前向きに検
討していただけると私は判断いたしました。今

支援していく姿勢を示すことが必要だと考えま
す。
まず初めに、地元中小企業に対する支援のあ
り方について市長の見解を伺います。

後、本市がますます振興することを期待して、

地元中小企業を取り巻く環境はいい状況だと

私の質問を終わります。ありがとうございまし

は言えないと思います。円安による原材料費の

た。

高騰、実体経済の回復が進んでいない状態での

○大場重彌議長 次に、４番井上学議員。

売り上げ減少、困難な資金繰りや返済、消費税
増税を目の前にした状況での景気悪化への不安、

〔４番 井上 学議員 登壇〕
○４番 井上 学議員 日本共産党議員団、井

消費税を納税できるかどうかの不安など、地元

上学です。地元中小企業の活性化について質問

中小企業は苦しい立場で経営しているところが

します。

多いと思います。一番の解決策は景気が回復し

元気な上山にしていく上で、地元商工業者、

仕事がふえる、商品が売れる、そういった状況

－５７－

になり、先ほど述べた好循環が起こることです。 や、既に二代目、三代目として事業を継承して
しかし、現状ではそう簡単に景気回復は望めま

いる方との交流会を行い、商売のおもしろさを

せん。

見つけるなど、定着できるような支援が必要だ

そこで、行政として地元中小企業を支援して

と考えます。

いく姿勢を示すためにも、中小企業サポートセ

また、働き手の確保については、熟練の方が

ンターを設置し、さまざまな相談を一括して受

高齢により退職するとき、同じような技術を持

け付け支援する施策をとってはどうでしょうか。 った働き手を得ることは難しく、企業は一から
１つの窓口でさまざまな相談を受け付けること

人材を育てなければならないということになり

により、地元中小企業が相談しやすい環境が整

ます。この問題を軽減するために、ある程度専

い、悩みを解決に近づけることができると考え

門技術を持った人材を確保するため、大学や高

ます。行政としても地元中小企業が何を望み、

校に働きかけ、学生・生徒の市内企業訪問会や

どういう方向で元気になろうとしているか知る

地元中小企業合同就職セミナーなどの開催とい

ことができ、今後の施策に生かすことができる

った、学業分野と連携した取り組みを行うこと

と考えます。

が効果的だと考えます。

また、上山で新たな産業を興そうと、例えば
中小企業が共同で自然エネルギーの開発に取り

２つ目は公的支援等に関する相談の受け付け
です。

組もうという動きにつながるかもしれません。

今でも行政で行っていますが、中小企業サポ

地元中小企業を支援する相談窓口である中小企

ートセンターでは外部の専門家を取り入れ、相

業サポートセンターの設置について、市長の考

談に来た企業に最適な支援を紹介したり、国や

えを伺います。

県などの支援情報を発信したり、事業委託や市

中小企業サポートセンターの中で特に力を入

の発注に関する情報提供など、設備投資、資金

れて取り組むべき支援について、３点提案した

繰りや返済、仕事の受注などを円滑に行う手助

いと思います。

けができると考えます。

１つ目は、人材の確保や育成についての支援

３つ目は、ビジネスマッチング支援について
です。

です。
苦しい立場で経営している家族経営の中小企

一般的に、企業と企業をマッチングし受発注

業は、事業継承者の確保や団塊の世代の退職に

につなげることをビジネスマッチングと呼んで

よる若い世代の働き手の確保が難しい状況にあ

います。そうした地元企業同士や他企業とのつ

ります。

ながりをつくっていくことも必要ですが、私は

事業継承者の確保について、家族経営におい

「上山版ビジネスマッチング」として、地元中

ては自分の子どもに後を継いでほしいとは言え

小企業と市民をつなぐビジネスマッチングを行

ない。また、子どもも家業について考えること

っていく新たな試みが必要と考えます。

を避ける傾向にあり、特に難しい状況にありま

地元にどういった企業がありどのような特色

す。そういった中でも、家業を継いで頑張ろう

があるかを上山ビジネスマッチングにより知る

という後継者に対して経営セミナーなどの開催

ことができれば、リフォームを検討していると

－５８－

きや自動車を修理に出すとき、食事を食べに行

○大場重彌議長 井上学議員。

こうとするときなど、地元企業の選択肢が広が

○４番 井上 学議員 市長の考えとして、中

ると考えます。地元企業をよく知ることで、上

小企業は重要な位置を占めているというような

山の産業についての話がより深くできるように

答弁がありました。私もそのように考えた上で

なり、元気な上山の発信にもつながります。地

質問しまして、やはり自主的な創意工夫と、あ

元業者の名前を聞いて何の会社なのかわからな

と必要な手だてというふうなことで答弁があっ

いということが少なくなるような取り組みが最

たわけですが、地元の中小企業の方は、行政に

低でも必要と考えます。

対してそういった支援に対する意気込みという

以上、中小企業サポートセンターの設置にお
いて重点的に取り組む必要がある支援３点につ
いて市長の見解を伺い、質問を終わります。

ものを示してほしいというふうなことを言われ
ています。
まず具体的なところは２項に質問するんです
が、改めて中小企業を国や県でも活性化してい

○大場重彌議長 市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

こうというような法律や条例が出されているわ

○横戸長兵衛市長 ４番井上学議員の御質問に

けでありますので、その点も含めまして、本市

お答えいたします。

として取り組んでいくというような姿勢をもう

市内企業の大部分を占める中小企業は、本市

一度お示しいただきたいと思います。

の経済を支える担い手として経済の活性化に重

○大場重彌議長 市長。

要な役割を果たしており、中小企業みずからの

○横戸長兵衛市長 本市は今、前の質問でもあ

創意工夫と自主的な努力を尊重しながら、必要

りましたように、企業誘致を進めております。

な支援策を講じていくことが大事であると考え

ですけれども、やはり地場産業、もとからある

ております。

企業もたくさんございますし、また、そういっ

次に、中小企業サポートセンターの設置につ

た企業が、規模は小さいかもしれませんけれど

いてでありますが、これまでも中小企業に対し

も、全国発信あるいは世界に発信している企業

ましては、無料職業紹介所の開設、国・県の支

もございます。

援制度の情報提供、展示会の出展、企業ガイド

そういった意味で、２５年度からは海外出店

ブックの発行や産業まつりの開催など、さまざ

に対する支援とかそういうものも始めたところ

まな支援を行っているところであり、専門的な

でございます。やはり地場産業あるいは中小企

相談は県、県企業振興公社、商工会等の関係機

業さんのニーズというものをよくお聞きして、

関と連携を図りながら対応しております。

そしてタイムリーにスピーディーにその対応を

本市独自でサポートセンターを設置すること

してまいりたいというふうに考えておるところ

につきましては、人口規模の大きい自治体で設

でございますし、また、雇用面を見ましても圧

置している事例はあるものの、各専門分野のコ

倒的に多いわけでございますので、そこはきち

ーディネーターを配置する必要があることから、 んと対応していく考えを持っているところでご
その考えは持っておりません。
以上でございます。

ざいます。
○大場重彌議長 井上学議員。

－５９－

○４番 井上 学議員 そういった中で、サポ

いうような答弁だと受けとめさせてもらいます。

ートセンターの設置については市の規模等から

ぜひそういったことを発信していただいて、大

考えていないというような答弁でした。そうい

変な業者さんの相談に乗っていっていただきた

った中でほかに県や商工会等でも相談を受け付

いと思います。

けているということですが、１問目でも申した

その中でサポートセンターは設置しないとい

ように、家族経営、本当に小規模でやっている

うふうな御答弁でしたが、私の考える重要な支

ところでは、なかなか県のところまで相談に行

援というふうなところで３点、１問目で申し上

く、商工会のところまで行くというふうなこと

げましたが、そういった点について、設置はし

が、敷居が高いところがあると私は感じます。

ないけれども支援はしていくんだというふうな

本市では、設置する考えはないということです

方向性を出していただけるのかどうか、その点

が、市でも相談等を十分受け付けて対応してい

についてお聞きしたいと思います。

くんだというような考え方で進んでいるのか、

○大場重彌議長 市長。

その辺についてお聞きしたいと思います。

○横戸長兵衛市長 先ほど答弁したとおりでご

○大場重彌議長 市長。

ざいます。

○横戸長兵衛市長 １問目でも答弁いたしまし

○大場重彌議長 井上学議員。

たように、敷居が高いとかそういう意味ではな

○４番 井上 学議員 では具体的に、人材確

くて、やはり相談事等については当然申し出て

保や育成という部分でセミナーや講習会みたい

いただいて結構でございますし、また、例えば

なものを市独自で開いてというふうな質問だっ

電話等でいただいた場合にはこちらのほうから

たんですが、それについてはどういったお考え

お伺いするとか、そういった対応は既にしてい

でしょうか。

るはずだというふうに思っております。

○大場重彌議長 市長。

ですから、必ず専門的なものを設ければいい

○横戸長兵衛市長 それぞれの企業がどういう

ということではなくて、やはりそれぞれの自治

形で人材育成をしていくかということは、それ

体の規模とか企業数とか、そういったものに合

ぞれの企業が持っていると思います。ただ行政

わせた体制づくりをしていかないと、先ほど申

がそういうことに対してどう応えていくか、あ

し上げました県の関連機関を活用するときには

るいは応えてほしいかということは、まさにコ

その組織、そのものを活用しやすいような体制

ンセンサスをいかにつくっていくかということ

づくりを我々がどうしていくかということが大

と、あともう一つは、現在、山大の創世研究所

事なことなわけでございまして、そういった面

との連携とか、まさに産学官金連携というもの

で、現時点においてはつくる考えはないという

をやっておりますので、そういったものを活用

ことで答弁をさせていただきました。

しながら、人材育成も含めてあるいは販路拡大

○大場重彌議長 井上学議員。

とか、先ほど申し上げましたように、海外出店

○４番 井上 学議員 市のほうとしても、そ

についてもというようなこともことしやってい

ういった本当に大変なところ、家族経営の中小

くわけでございましたので、そういったことを

企業といったところにも対応していただけると

いわゆる企業の皆さんと話し合いを密にさせて

－６０－

いただくと。これが一番大事なことだというふ

うと語弊がございますけれども、こちらから温

うに認識をしております。

かい手を差し伸べるということではなくて、や

○大場重彌議長 井上学議員。

はり経営者みずからが、こうしたいというきち

○４番 井上 学議員 一番私が申し上げたか

んとした考え方を持っていただくことも大事な

った点なんですが、やはり家族経営の方に対し

ことだというふうに考えております。

て、事業継承者という部分に関して、商売を継

○大場重彌議長 井上学議員。

いでくれるということが非常に難しくなってい

○４番 井上 学議員 よくわかりました。

ると思います。やはりそこの部分はさまざまな

また繰り返しになるんですが、そういった企

問題で、私が言うようなセミナーとか講習会を

業努力ができるところはまだいいんですが、家

開けばすぐに改善するというふうなことにはな

族経営とかになるとなかなかそこの努力まで行

らないと思うんですが、その中でも市としてそ

けないということもありますので、その辺のと

ういったことに関しても手だてをしているんだ

ころの御検討もお願いしたいと思います。

よという姿勢を示すことで、この家族の跡継ぎ

次に、２点目で公的支援等に関する相談の受

の方であったり今の経営者の方であったり、本

け付けということで、庁内を回りまして商工課

市の中小企業を応援していくという姿勢を示す

でそういうふうなことも行っているという話は

ことが解決の一つの手だてにはなるのではない

聞きました。しかし、庁内でできることもあり

かなと思います。やはりそういった独自の人材

ますが、ぜひ専門家というものを設置して対応

育成の問題に関しての部分は必要だと考えるん

ということはできないのか。また、県や市も含

ですが、もう一度その点についてよろしくお願

めて、委託事業や市の受発注なども含めた相談

いします。

とか情報の発信というものも、サポートセンタ

○大場重彌議長 市長。

ーを設置できないというのであれば、商工課の

○横戸長兵衛市長 それぞれの企業にそれぞれ

中でできないものかどうか、お聞きしたいと思

の経営方針、経営体質があるわけですから、そ

います。

れだけに対応するということはなかなか難しい

○大場重彌議長 市長。

面が基本的にはあると思います。

○横戸長兵衛市長 基本的には、そういうこと

ただ、いろんなものについて、先ほど申し上

ができるというふうに考えております。具体的

げましたように、対応していきたいという気持

なことについては担当課長から説明します。

ちは持っておりますから、ぜひそちらのほうか

○大場重彌議長 商工課長。

らいろんな具体的なことについての相談をして

○太田 宏商工課長 公的支援等に関すること

いただく。そして、それが例えば行政でできな

でございますけれども、商工会の業務といたし

い場合には、先ほど申し上げましたいろんなと

まして、相談に来ていただければそういった業

ころに御紹介をするとか、そういった形で我々

務に対応していくという形でございます。

もやっていく、あるいは既にやっている現実も

ただ私のところでも専門家の者がいない面も
ございますので、その面につきましては関係機

ございます。
そういうことですから、何でもかんでもと言

関のほうに紹介をさせていただくというような

－６１－

中で、現在は対応いたしておるところでござい

チングについて今一番最初にお聞きしたんです

ます。

が、もう一度よろしくお願いします。

○大場重彌議長 井上学議員。

○大場重彌議長 商工課長。

○４番 井上 学議員 そういった専門家に近

○太田 宏商工課長 企業間のビジネスマッチ

いような対応も商工課のほうでしていただいて

ングということでございますけれども、企業間

いるというふうな答弁だと受けとめました。ぜ

のビジネスマッチングの場合には企業と企業の

ひそういったことをもっと多くの市内の地元中

結びつきということで、主に展示会系の企業の

小企業の方に知っていただいて、相談の窓口と

参加という形でのものになります。市のほうで

してさらなる活躍をされることを期待したいと

は、商工会の工業部会のほうで実施をしており

思います。

ます、東京で行われる機械要素技術展への出展

あと、ビジネスマッチングというような件で

に対する補助というものでありますとか、あと
は自分のところで各企業さんがそれぞれ商談会

お聞きしたいと思います。
通常行われるビジネスマッチング、企業と企

のほうに出ると。最近は海外のほうに直接商談

業をつなぐというふうな点についてなんですが、 に出かける企業さんもございます。先ほども市
実際上山の取り組みとしてどういった形になっ

長のほうからありましたけれども、今年度から

ているのか。まず、その１点をお聞きしたいと

そういったことに対しても補助をするというこ

思います。

とで臨んでいるところでございます。

○大場重彌議長 商工課長。

○大場重彌議長 井上学議員。

○太田 宏商工課長 市民と企業ということで

○４番 井上 学議員 わかりました。

ございますけれども、企業が直接市民に売ると

ビジネスマッチングというのは受発注、本当

いうことになりますと小売ということになるか

に商売につながってのビジネスマッチングだと

と思いますが、小売関係につきましては、一番

いうところで行政でかかわっていくには難しい

は産業まつりというようなものを開催しており

部分が多々あると思いますが、こういった経済

ます。今現在は市の直接開催ということではな

状態の中、少しでも商売につなげていくという

くて、商工会さんに委託して開催をしていると

面で、ぜひさまざまな手だてをしていっていた

いう形になりますけれども、産業まつりを開催

だきたいと思います。
あと、先ほど答弁にあった、私が言う上山版

していると。
それ以外には、商業祭というようなことであ

ビジネスマッチングという部分で、市民の方と

りまして、例えば十日町のいろは市であります

産業まつりを通してやっているというふうなこ

とか駅前の黄金市といったような商業市をいた

とでありますが、企業間ではすばらしい「ＫＡ

しまして、その中で小売店と市民の方というも

ＭｉＷＡＺＡ」でしたか、あのパンフレットを

のを結びつけるというようなことに対しての補

つくって企業間のＰＲをなされて、すばらしい

助を行っているというようなことでございます。 取り組みだとは思うんですが、市民版のもっと
○大場重彌議長 井上学議員。

わかりやすいような形での何かそういった上山

○４番 井上 学議員 企業間のビジネスマッ

の企業一覧みたいな形のものはつくれないかど

－６２－

うか、お聞きいたします。

について、そして、児童・生徒の食物アレルギ

○大場重彌議長 市長。

ー対策についてということで、順次質問をいた

○横戸長兵衛市長 情報提供、これは必要なこ

します。

とだと思います。ただ、ものづくり産業を市内
の方々にお示しするということについては余り

最初に、父親の育児参加の推進の視点から２
点ほどお伺いいたします。

効果がないんじゃないかなと。むしろ小売産業

我が国はもちろんですけれども、本市も少子

とか商業とか、そういうものはわかりますけれ

高齢化、人口減少は重要課題であるということ

ども。ただ、今、本市のパンフレットは飽和状

は言うまでもありません。まして、子どもを産

態だと思っております。ですから、やはりその

み育てる環境づくりは、市長の施政方針の中で

辺の整理なんかもしていかなければならないと

柱となる一つとして取り上げられております。

思っておりますし、あともう一つは、やはり市

とりわけ、子どもを育てる世代の人口をふやす

民に見ていただくような媒体というものをどう

ためには、充実した施策、支援が重要と考えま

していくことがいいのかということもあります

す。
これまでも本市では「ファミリー・サポー

ので、その辺についてはもう少し創意工夫が必
要だというふうに考えております。

ト・センター事業」「ママフレンド事業」
「一時

○大場重彌議長 井上学議員。

預かり事業」「０歳児保育の整備」など支援事

○４番 井上 学議員 本当にそういった中小

業を拡大しておりますが、これらについては一

企業の手だてというものは、１問目でも２問目

定の評価をしたいと考えております。

でも申し上げたんですが、国でも県でもこれか

しかしながら、本市の１９歳以下の年代と、

ら取り組んでいこうというふうな動きにありま

これから子育て世代となる２０代、３０代の人

す。これがないにしても、本市において、市長

口の構成比は減少傾向にあるのが現状でありま

からもありましたように、ほとんどの企業が中

す。本市の人口増や平成２５年度以降の合計特

小企業だということで、本市の活性化には中小

殊出生率を上げるためには、さらなる子育て支

企業が元気になっていかなくてはいけないと思

援の充実が必要であると考えます。

っての質問でした。市長から、そういったこと

これらのことを踏まえ、これまで進められて

で地元中小企業に対しても支援していくんだと

きた子育て支援策の評価と今後どのように取り

いうような答弁をいただきましたので、これか

組まれるのか、市長の見解をお伺いいたします。

らより一層地元中小企業の活性化につなげてい

さて、全国的にも本市においても同様に核家

っていただきたいと思います。

族化が進む中、子育て世代において父親の存在

以上で質問を終わります。

が大変重要であります。出産後の母親から「眠

○大場重彌議長 次に、１１番尾形みち子議員。 れない、イライラする、母乳育児に自信がな
〔１１番 尾形みち子議員 登壇〕

い」など、子育てがつらく大変だと思っている

○１１番 尾形みち子議員 会派たかまき、尾

との声を耳にします。事実、厚生労働省が実施

形みち子でございます。

している「２１世紀成年者縦断調査」の報告で

このたびは大きく、父親の育児参加の推進策

は、第１子の出生後に夫の育児参加が多いほど、
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第２子が生まれやすい傾向にあると示されてお

子どもを育てるパートナーとして、父親の育児

ります。男女共同参画の視点からも、育児や家

参加を啓発するのが目的で、内容は出産までの

事を行う父親の育児参加を推進することが鍵で

母親の体や子どもの状態、出産と出産後の赤ち

あると思われます。

ゃんの様子、各時期に合わせた父親としての基

一方、最近の男性の考え方として、子どもが

礎知識、気配り、子育てのコツ、それぞれ出

生まれたら自分も子育てにかかわりたいという

産・育児の手当て、制度が掲載されております。

人がふえてきております。父親の積極的な育児

本市では、父子健康手帳を「両親学級」の日

参加は少子化の歯どめにもつながり、ひいては

に母親と父親がともに参加したときに配付する

母親の児童虐待や産後の鬱予防にもなると言わ

としております。参加しなければ父親の手元に

れております。

は届かないというのが現状であります。両親学

そこでですが、「子どもの父親になる講座」

級は夫婦での参加を強制するものではありませ

を初め、「新米パパの実践子育てサロン」
「男の

んが、父親としての意識啓発を促す機会と捉え、

子・女の子それぞれの遊び方」など実践的な面

この父子健康手帳を本市の全出産予定者に配付

から、それから「妻の産後とホルモンバランス

してはいかがでしょうか。

の変化」といったメンタル面まで、父親として

父親の育児参加の推進と後押しを進める中で、

学習し、知識を得るために、学びの場が必要で

このたび上山市初の男性保健師が配属されたこ

あると考えます。

とは力強いと思っております。さらに推進する

また、父親同士のネットワークづくりやママ

ために、今後父子健康手帳を全出産予定者に配

友にかわりパパ友づくりを推進するなど、情報

付する考えがあるかどうか、市長の見解をお伺

共有や交流を図る仕組みづくりも必要であると

いいたします。
次に、児童・生徒の食物アレルギー対策につ

考えます。
県の支援事業である「やまがたイクメン魅力

いてであります。

アップ事業」を活用して「やまがたイグメン共

昨年の１２月２０日、東京都調布市の小学校

和国」が設立されておりますが、その内容は、

で食物アレルギーを有する５年生の児童が、学

男性の子育て参加と普及啓発、男性の子育て推

校給食後にアナフィラキシーショックの疑いに

進セミナー、交流会の開催など、父親への有益

より死亡するという痛ましい事故が起こりまし

な情報提供などが主な活動です。これらも参考

た。報道等で多くの皆さんが記憶しておられる

にして、父親の学習の場や「上山版父親ネット

ことと思います。

ワーク」を構築することから始めてはいかがで
しょうか。市長の見解をお伺いいたします。
次に、父子健康手帳の効果的な活用について

まず、食物アレルギーの説明でありますが、
卵や牛乳などの乳製品、落花生、キウイフルー
ツ、小麦、甲殻類など、特定の食べ物を摂取す
ることで体に生じる免疫反応を言います。じん

お伺いをいたします。
父子健康手帳は、母子手帳と違い、母親の心

ま疹などの症状から呼吸困難、腹痛、嘔吐など

身両面を支えるサポーターとして、子どもが生

の症状があらわれるのが「アナフィラキシー」

まれてからは力を合わせて家族を守り、ともに

で、中でも急激な血圧低下や意識障害を来すよ
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うな命を脅かす危険な状態を特に「アナフィラ

アレルギー対策について、教育委員長の見解を

キシーショック」と言い、直ちに対応しないと

お伺いいたします。

死亡に至る危険があると言われております。
このたびの死亡事故を受けて、調布市では調

次に、アレルギー発症時の教職員の対応につ
いてお伺いいたします。

布市立学校児童死亡事故検証委員会を設置し、

先ほど来、調布市の事故から「緊急に迅速に

その後、調布市食物アレルギー事故再発防止検

対応できる知識と判断と経験が求められてい

討委員会を立ち上げ、議論・検証した結果、緊

る」との教訓が示されているかと思います。万

急時の対応として初期対応が誤っていたと報告

が一、アナフィラキシーショック症状が出た場

されました。

合の対応は、早期のエピペン注射が有効であり、

担任の教師、その場に駆けつけた養護教諭も、 救命率は３０分以内に投与できるかできないか
初期対応のエピペンを打つことができなかった、 で大きく異なるようです。
情報の共有化が徹底されていなかった、給食指

エピペンの使用については、本人や保護者が

導でアレルギー食材の確認を怠った、アナフィ

投与やタイミングについて医師からの指導を受

ラキシーショックへの危機管理意識が欠如して

けています。調布市の事故のような緊急時の場

いたことなどが事故につながったと報告されて

合には、教職員が本人にかわって打つことは、

おります。

医師法に触れず認められているとされています。

本市にもアレルギーを持つ児童・生徒がいる

しかし、実際に指導も受けず適切な行動がで

中、このような事故が二度と起きないよう危機

きるかと言えば、不安やちゅうちょする気持ち

意識をさらに高める食物アレルギーへの対応が

のほうが強いのではないかと思われます。私も

求められております。

エピペンを見たことがないので、そう感じてお

例えば、他の学校給食の取り組みを例に挙げ

ります。

て説明しますと、アレルギー性疾患を有する児

このことからも、本市においては、アナフィ

童・生徒への対応は、年に一度管理指導表をも

ラキシーショック症状が出た際のエピペン注射

とに保護者、担任、養護教諭、栄養士が協議し

などの緊急時に対応するためのマニュアル作成、

て、学校給食の取り組みを検討しているという

さらには研修会の開催など、教職員の対応策に

ことであります。そして、アレルギー性疾患を

ついて、今後の取り組みとあわせて教育委員長

有する児童・生徒には、毎月通常の献立表とは

の見解をお伺いし、私の質問といたします。

別に、給食の原材料が詳細に記入された成分表

○大場重彌議長 市長。

を家庭に配布するとともに、卵や乳製品、落花

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

生、キウイフルーツ、ソバなどに限った代替食

○横戸長兵衛市長 １１番尾形みち子議員の御

を提供するほか、除去食や除去が困難な献立の

質問にお答えいたします。

場合には一部弁当持参で対応が行われていると

初めに、父親向け子育て支援事業の充実につ
いて申し上げます。

いうことでした。
そこで、調布市の事故を踏まえ、本市の学校

これまで本市の最重要施策としてさまざまな

給食における事故ゼロと安全性を確保する食物

子育て支援策や子育て世代の定住促進策を実施
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してまいりましたが、急激な少子化の進行を抑
える一定の効果があったものと考えております。
しかし、こうした社会的課題への対応におい

ら、事故防止に努めてまいります。
次に、アレルギー発症時の教職員の対応につ
いて申し上げます。

て、施策の効果はすぐにあらわれるものではな

本市の小中学校では、年度初めに、食物アレ

く時間を要することから、今後も粘り強く取り

ルギーも含め児童・生徒の身体面で留意すべき

組んでまいります。

事項、そして緊急時に対応するためのマニュア

父親の学習の場や上山版父親ネットワークの
構築につきましては、男性が育児に積極的にか

ルについて全職員で確認し、共通理解を図って
おります。

かわりながら子育てを進めていくことは重要で

アナフィラキシーショックの可能性があり、

あります。定住自立圏構想において協定を締結

エピペンを所持している児童が在籍する学校に

している山形市男女共同参画センター（ファー

つきましては、医師を講師に迎えてエピペン使

ラ）や山形県男女共同参画センター（チェリ

用についての講習会を開催し、アナフィラキシ

ア）と連携しながら、男性の育児参加を推進し

ーショックの症状を想定したマニュアルを作成

てまいります。

するなど、全職員が対応できる体制を整えてお

次に、父子手帳の効果的な活用について申し

ります。
以上でございます。

上げます。
父子健康手帳の全出産予定者への配付につき

○大場重彌議長 尾形みち子議員。

ましては、平成２６年度から実施してまいりま

○１１番 尾形みち子議員 大変前向きな市長

す。

の政策の柱となっている子育て支援というふう

○大場重彌議長 教育委員長。

に考えております。ぜひ来年度から父子健康手
帳の配付というようなことでありますので、そ

〔小関男教育委員長 登壇〕
○小関男教育委員長 １１番尾形みち子議員

のようにお願いしたいと考えます。
ところで、昨年出産後に、父子手帳、これは

の御質問にお答えいたします。
初めに、学校給食における対策について申し

もちろん両親学級に行かなければいただけなか
った今までのものでありますけれども、いただ

上げます。
アレルギー対応食を調理する場合は、専用の
作業スペースを確保する必要がありますが、現

いた方にその活用を伺ったところ、「開いてな
い」と。
もちろん一人一人考え方は違いますし、その

有施設では難しい状況にあります。
学校給食の実施に当たりましては、平成２５

方が子育てに参加しているということは当然わ

年度より、個々の児童・生徒の実態に対応した

かるわけですけれども、これは父子手帳をただ

アレルギー対象食品使用献立一覧表や個人別ア

手渡すというようなことではなく、さっき私が

レルギー除去チェック表をより見やすいものに

言いました父親となる心がけも含めて、それか

改め配布するなど、安全性を確保するため、き

ら母親の躁鬱などの産後のメンタル面について

め細かな情報提供を行っております。今後とも

学ぶ機会を含めるというようなこともあるかな

学校、保護者、給食センターが連携を強めなが

いか、ひとつお尋ねいたします。
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それから、市長から、山形市と山形県の男女

山形県の男女共同参画センター「ファーラ」

共同参画センター、ファーラとチェリアと連携

については、平成２４年度の参加についてはゼ

しながら、男性の育児参加を推進していくとい

ロというふうに聞いております。

うことがありましたけれども、実際上山市の新

○大場重彌議長 尾形みち子議員。

米パパたちがどの程度行っているものかという

○１１番 尾形みち子議員 それぞれ説明あり

のを御存じかどうかということもお伺いしてお

がとうございます。
やはりこれは３２名の方、上山市独自でする

きます。
○大場重彌議長 市長。

のではなくて、広域的に山形県、そして山形市

○横戸長兵衛市長 ２点について担当課長から

の講座に参加するように促すというようなこと

説明いたします。

だと思うんですね。それではやはり尻すぼみと

○大場重彌議長 健康推進課長。

言ったらあれでしょうけれども、当然これは改

○井上 洋健康推進課長 父子健康手帳の配付

革の一つということを据え置いて、企画もので

方法についてお答え申し上げます。

はありますけれども、それをできないかどうか、

議員御質問のとおり、現在は両親学級に参加

経営企画課長にお聞きします。

された父親の方にのみ配付をいたしております

○大場重彌議長 経営企画課長。

けれども、最近の傾向でございますが、母子健

○岩瀬和博経営企画課長 現在の上山市の参加

康手帳の配付申請や、あるいは予防接種の接種

状況などを考えたときに、果たして上山市でや

券の交付申請についても、御両親で申請におい

ることで効果が上がるのかどうなのかというふ

でになる機会が相当ふえてきていると、私個人

うに判断したときには、やはり広域的に、定住

的に見ております。

自立圏という考え方の中で協定を締結している

そういったことを捉えながら、父子健康手帳

わけでありますから、そのような中で展開して

の有効な活用を進めてまいりますとともに、産

いくことがより効果が上がっていくというふう

後については、４カ月までの間に赤ちゃん訪問

に判断しているところでございます。

を実施をいたしておりまして、保健師または助

○大場重彌議長 尾形みち子議員。

産婦が実際に家庭を訪問して指導をしていると

○１１番 尾形みち子議員 なかなか駆け引き

ころでございます。そういった時点で、父子健

がありますので、その辺はあれなんですけれど

康手帳につきましても利活用を図ってまいりた

も、実は、フランスには家族省という省がある

いというふうに考えております。

んですけれども、父子健康手帳を配付している

○大場重彌議長 経営企画課長。

んです。当然新米パパコースですから、そうい

○岩瀬和博経営企画課長 それでは、お答えを

ったものも含めてですけれども。その中では父

申し上げます。

親としての権利と義務、それから子どもの権利

山形市の男女共同参画センター「チェリア」

についてというようなことが明確に定義されて

の利用につきましては、平成２４年度でありま

いて、フランスの出生率が先進国の中でもトッ

すが３２名ということで聞いております。その

プというようなことであって、またますます伸

うち男性、女性の内訳についてはわかりません。 びているというような状況もあるんですね。

－６７－

ですから、やはり市長が重要課題、柱にした

ていただきます。

い、もちろん今すぐできることではないという

○大場重彌議長 尾形みち子議員。

ようなことでもありますけれども、そういった

○１１番 尾形みち子議員 ありがとうござい

面で、定住自立圏の広範囲な部分ではなくて、

ます。

ぜひ上山市版をつくってほしいという私の考え

私もやはりネットワークづくりも大変重要だ

方を強調しておきます。実は議員の中でも、平

と考えておりますが、県の支援事業でもありま

成２５年度中に出産を迎える家庭がふえている

した「イグメン共和国」に上山市出身がゼロだ

というような大変おめでたいこともあるので、

というようなことも伺っております。そして、

そういったことも含めて積極的に参加していた

県のファーラのほうの育児講座にも上山市の参

だくようなわけにはいかないかというふうに考

加はゼロというようなことでもあります。

えておりますけれども、いかがでしょうか。

これはやはり、もちろん市報等々で広報して

○大場重彌議長 市長。

いると思いますが、皆さん広域的と言いますけ

○横戸長兵衛市長 フランス版を御紹介いただ

れども、その辺のところも含めてこれは検討課

きました。これは結構な話でございます。我々

題だというふうにしていただいて、そこで打ち

は今クアオルト事業を進めており、これはドイ

切らないで、そのまま今後も参考にしていただ

ツに見習っておりますけれども、やはりドイツ

くという、上山版を積極的に私はお勧めしたい

の保健制度と日本の保健制度は全然違うという

のでお願いしたいという考え方であります。

ことが一つのネックです。ですから、フランス

次に、昨年の調布市で起きた給食に関するこ

版はどういう形で国が定めておるかわかりませ

となんでありますけれども、食物アレルギーを

んけれども、いいことは学ばせていただくとい

持っている児童とその担当教諭、栄養士さん、

うことは基本的にあります。

それから給食センター、そういったものが説明

ただやはりそういった中で広域的に、何も隣

を受けるだけではなくて、入学時とかそういっ

がやったからこちらもつくるとかそうではなく

た場所で食物アレルギーについて全児童・全生

て、お互いに連携をしていくということはより

徒の、もちろん保護者の方も含めて知ってもら

大事なことだと思いますし、もう既に社会情勢

うということも大事な役割だというふうに思う

も道路整備とかそういった形でもどんどん広域

んですけれども、その辺はなされているかをお

化が進んでおりますので、そういった形で進ん

伺いいたします。

だほうがむしろ我々としてはいいのではないか

○大場重彌議長 教育長。

と。山形市の制度はこうあるよ、上山市の制度

○山川 保教育長 私が上山小学校の校長であ

はこうあるよと、だからお互いが話し合って、

ったとき、１０月、１１月の新入生の保護者説

そこから出てきたものがお互いの市の制度を変

明会で全体にそういう説明をした後に、給食が

えるようなこともあり得るわけですから、そう

すぐ始まりますので、３月中に保護者、それか

いった面での広域というのは非常に大事だなと

ら養護教諭、給食担当、担任はまだ決まってい

いうふうに考えております。

ませんが、その方と集まって２回ほど協議して

なお、フランスの制度については参考にさせ

新学期を迎えたということがあります。そうい

－６８－

うふうなことが今実際に行われているというふ

で、食べて知るということ、そして給食という

うに理解しております。

のは大事なことだということを今教育長もおっ

○大場重彌議長 尾形みち子議員。

しゃってくださったので、その辺のところをや

○１１番 尾形みち子議員 ありがとうござい

はりしっかりと再確認しながら、子どもの命を

ます。

守るというようなところでお願いしたいと考え

それとともに、学校給食がすぐ始まるという

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたし

ようなことでありましたので、山形市とか東根

ます。

市はアレルギーの対応のために、学校給食の中

○大場重彌議長 この際、１０分間休憩をいた

で食物アレルギー専用の施設があるというよう

します。
午後 ２時１４分 休 憩

なことですけれども、本市の場合、給食センタ
ーに新たに施設をつくるというようなことの考
えがあるかないか、お伺いします。

午後 ２時２４分 開 議

○大場重彌議長 教育長。

○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き

○山川 保教育長 先ほど委員長が申したよう

ます。

に、やはり給食を提供するということについて

次に、２番佐藤光義議員。

は、安全・安心、それから命を守る、これは絶

〔２番 佐藤光義議員 登壇〕

対に事故があってはならない、ゼロというのが

○２番 佐藤光義議員 議席番号２番、会派蔵

基本的な考え方で、今までのような取り組みを

王の佐藤光義です。

しておりました。

通告に従いまして、順次質問いたします。

しかし、施設の状況等を考えますと、もう一
つ、学校教育における子どもの自己管理能力を

子育て支援について、予防接種ワクチン無料
化のさらなる拡充について質問いたします。

育てるというふうな大事な視点で給食を捉えた

予防接種の先駆けは紀元前２００年ごろ中国

場合、施設面での安全確保はもちろんですけれ

で行われ、文書上で残っている予防接種の例で

ども、そのほかに保護者、児童本人、学校、そ

最も古いものは１７世紀のインド及び中国のも

れから給食センターが一体となって情報をまず

ので、天然痘に感染した人のかさぶたを粉末状

共有することが、要するに自己管理能力を育成

にしたものを病気の予防に使用した例があると

するのに一番有効であるというふうに考えてお

聞いております。

ります。その両輪でやっていくというのが基本

また、さまざまな時代ごとに病気が蔓延する

だというふうに思っています。

危険を避けるため、国や機関それぞれが全ての

○大場重彌議長 尾形みち子議員。

人々に予防接種を義務化する法律をつくってき

○１１番 尾形みち子議員 今の日本人の死亡

ました。

の原因の３位までが生活習慣病というふうなこ

例えば、１８５３年の法律では、イングラン

とになっておるそうです。ということは、やは

ド・ウェールズでの天然痘予防接種を義務化し

り心と体を育てる給食というのは本当に子ども

たり、現在のアメリカでも州共通の予防接種法

の一番のよりどころでもあるというようなこと

として、就学前に公的予防接種を受けることを

－６９－

義務づけています。ほかにもほとんどの国で同

御所見をお伺いします。
次に、屋外運動施設の整備について、上山サ

様の強制的な予防接種を行っています。
予防接種の義務化については、「強制的な予

ッカー場の人工芝化についてです。

防接種が個人の問題に対する過度の干渉に当た

これまで何度も質問している屋外運動施設の

る」「推奨されている予防接種の安全性が不十

人工芝化ですが、今回は場所を特定して質問い

分である」といった考え方もあり、現代の予防

たします。整備する場所としましては、交通の

接種法は、免疫不全の人々やワクチンへのアレ

利便性が非常にすぐれている上山サッカー場

ルギーを持つ人及び強固に反対する人への例外

（旧上山農業高等学校グラウンド）の人工芝化

措置を設けています。

であります。

日本国内においては、予防接種法に基づいた

これまで、本市では蔵王猿倉イベントパーク

定期接種は公費助成が行われ、ほとんど自己負

の天然芝化などを進めていますが、合宿誘致が

担はありません。また、予防接種により健康被

メーンの整備と私は感じています。行政として

害が発生した場合は、予防接種法第１１条によ

は一般市民の利用に向けた施設整備も必要だと

る救済制度も整備されております。

考えます。

ことし４月からはヒブ・小児用肺炎球菌・ヒ

上山サッカー場の人工芝化は、よい環境の中

トパピローマウイルスの３種類の感染症予防接

で子どもたちが運動に取り組み、心身を健全に

種も定期接種となりましたが、Ｂ型肝炎、水ぼ

育成するための欠かせない施設整備だと思いま

うそう、おたふく風邪、ロタウイルスなどの予

す。今後の上山を支えてくれる今の子どもたち

防接種に関しては今後検討するとされ、現状で

や、これから生まれ将来の上山を背負っていく

はいつから定期接種化されるのかは決まってい

子どもたちのためにも、市民が利用しやすいす

ません。

ばらしい環境づくりが必要だと思います。

私の考えとしては、現在の任意の予防接種の

今まで何度も質問している中で、優先順位が

費用は高く、誰もが受けられる状況ではありま

低い、多額の整備費用が必要となり現在は困難

せん。また、任意の予防接種については受けた

な状況にあるなど、さまざまな回答をいただき

ほうがいいか受けなくてもいいか、医師に相談

ました。しかし、これまでの回答が財源等につ

される方もたくさんいらっしゃると聞きました。 いてどこまで調べた結果の回答なのか、私は質
ある医師に聞いたところ、「子どもの命を考え

問していませんでした。

れば受けたほうがいいのではないですか」との

例を挙げるなら、昨年白鷹町の東陽の里グラ

回答でした。確かに子どもの命と比べたら安い

ウンドが人工芝に整備されましたが、約１億５，

かもしれませんが、それでも受けるかどうか迷

０００万円ほどかかったと聞いています。しか

ってしまう保護者が少なくないようです。

しながら、この金額を町で全額負担したわけで

そこで、より多くの子どもたちが全ての予防

はありません。この人工芝グラウンドは、公益

接種を無料で受けることができ、少しでも多く

財団法人日本サッカー協会（ＪＦＡ）の都道府

の子どもたちの命が助かるよう、いち早い任意

県フットボールセンター助成金と独立行政法人

の予防接種無料化が必要と考えますが、市長の

日本スポーツ振興センターのスポーツ振興くじ

－７０－

助成金（ｔｏｔｏ助成金）を受け整備されまし

ンドゴルフにおいても同様です。
現在、パークゴルフは市外もしくは県外にて

た。
このように各方面から助成金等を受けて整備

活動を行い、グラウンドゴルフは生涯学習セン

することにより、市の持ち出し分が確実に軽減

ターや市民公園などで行っています。生涯学習

されます。こうしたことをしっかり調査し計画

センターにおきましては、サッカーと兼用で使

すれば、実現可能になるのではないかと考えま

用しているため、不都合な面が出ているのも事

す。

実です。

現在、モンテディオ山形の主軸となって活躍

そこで、それぞれ専用の施設を整備すること

している本市出身の秋葉勝選手のように、未来

により、各団体の活動がやりやすくなるほか、

のプロ選手の育成や子どもたちの心身の健全な

それぞれの競技人口や交流人口の拡大、高齢者

育成のため、必ず必要な施設整備と考えますが、 の健康増進など、期待できるものが大いにある
と思います。各専用施設を整備することで、今

教育委員長の御所見をお伺いします。
次に、パークゴルフ専用施設及びグラウンド
ゴルフ専用施設の整備について質問します。

後の生涯スポーツの普及が図られるばかりでは
なく、大会を開催することで宿泊客が増加し、

これまで高齢者の健康増進や交流においては

温泉街を歩く人たちがふえ、本市の活性化に絶

グラウンドゴルフが主流となっておりました。

大なる効果をもたらすことは言うまでもありま

しかし、最近は、パークゴルフという幅広い年

せん。

代の人ができるスポーツが人気を集めています。

以上のことから、パークゴルフ及びグラウン

パークゴルフのルールはゴルフとほぼ同じで

ドゴルフそれぞれの専用施設を整備する考えは

あり、使われる道具は専用のクラブ１本とボー

ないか、教育委員長の御所見をお伺いし、質問

ルとティーだけです。ボールはゴルフボールよ

といたします。

りも大きく、グラウンドゴルフボールくらいの

○大場重彌議長 市長。

大きさがあり、ゴムまたはシリコン製のティー

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

は地面には刺さずに、置いてセッティングでき

○横戸長兵衛市長 ２番佐藤光義議員の御質問

る形状をしています。

にお答えいたします。

発祥は北海道であり、日本国内だけにとどま
らず国外にも専用コースがあり、愛好者数は平

予防接種ワクチン無料化のさらなる拡充につ
いて申し上げます。

成２３年現在で１２４万人と言われています。

任意の予防接種の定期化につきましては、現

本市におきましても、２５年度に上山市パー

在、厚生労働省の諮問機関で検討されておりま

クゴルフ協会が設立され、会員数は約５０名ほ

すので、その検証結果により本市の対応を判断

どに上ると聞いております。月に一度、月例会

してまいります。

と称し大会を開き、交流を図っているようです。 ○大場重彌議長 教育委員長。
しかしながら、本市には専用の施設がなく、施

〔小関男教育委員長 登壇〕

設を整備してほしいとの要望を伺っています。

○小関男教育委員長 ２番佐藤光義議員の御

これはパークゴルフだけにかかわらず、グラウ

質問にお答えいたします。

－７１－

野外運動施設の整備について申し上げます。

るのですが、合併症の脳炎や腸重積などによる

議員御提案の新たな専用施設を整備する必要

死亡率というのもあり、日本国内において入院

性は認識しておりますので、ニーズや利用状況

数や死亡率というのが実際に検証されています。

などをもとに、財源を含め今後の施設整備計画

入院数が年間約８万人、脳炎による後遺症例が

の中で進めてまいります。

年間２０人から４０人。そういったことを考え

○大場重彌議長 佐藤光義議員。

ると、まず本市が率先的にワクチンの定期予防

○２番 佐藤光義議員 まず、予防接種ワクチ

接種化というものを考えるべきものではないの

ンの無料化についてですけれども、市長の答え

かなと。

は厚労省の検証結果により判断していくといっ

実際にロタウイルスの予防接種ワクチンなん

た答弁だったわけであります。以前にも同僚議

ですが、２種類ありまして、１種類は２回定期

員がロタウイルスの予防接種無料化について質

接種を受け、費用が１回１万４，０００円。も

問しているわけでありますが、実際に私もこと

う一つに関しては、定期接種は３回、費用が９，

し父親になり、私の子どももロタウイルスワク

４００円といったことで、それぞれ回数と値段

チンの予防接種をさせていただきました。

は違うのですが、費用とすると大体３万円弱で

厚労省の検証結果というものを待つのではな

ちょっと高いのかなとは感じるのですが、もし

くて、本市が率先して行っていく考えはないの

これが定期接種化ではないために受けられない、

か、もう一度お伺いします。

その際にロタウイルスを発症してしまったとい

○大場重彌議長 健康推進課長。

うことを考えると、今度はロタウイルスにかか

○井上 洋健康推進課長 ロタウイルス等の、

ってしまったことにより通院や入院に対して費

特にロタウイルスのワクチンについてでござい

用がかかってきます。推定の費用としましては、

ますが、今現在、厚生労働省で、これまでは感

通院時には３万円、入院時には十数万円かかっ

染症胃腸炎ということで定点報告を受けていた

ているというのが現状であります。

ものを、ロタウイルスに限って原因を究明して

こういったことを考えると、上山市の出生率

いくという調査を、ことしの１０月から実施す

は今２００人を目指しているということで、２

る予定でございます。

４年も２００人弱ということです。先ほどの予

そういった検証結果を踏まえまして、私ども

防接種費用が３万円弱ということを考えると、

のほうとして、このワクチンについてどう対応

大体予算的には６００万円と考えます。これは

していくかを判断していきたいというふうに考

子どもの命を守るというふうに考えると、金額

えているところでございます。

的にすごく安いのではないかなと私は考えます。
こうしたことが、やはり子育てをするなら上

○大場重彌議長 佐藤光義議員。
○２番 佐藤光義議員 １０月から厚生労働省

山市がすばらしいものだというふうに周りから

でロタウイルスに限って原因を究明する調査を

思われ、人口の増加などや子育て世代がふえて

行うというわけでありますけれども、ロタウイ

くると、安心して子育てもできるというふうに

ルスに関して先進国における死亡率というのは、 私は考えますが、以上のことから、もう一度答
年間で１０人から１００人、少ない感じは受け

弁をいただきたいと思います。

－７２－

○大場重彌議長 健康推進課長。

もう一度答弁をいただきます。

○井上 洋健康推進課長 定期接種化の問題で

○大場重彌議長 生涯学習課長。

ございますが、これは１市町村で決定できるも

○鈴木英夫生涯学習課長 お答え申し上げます。

のではございませんで、国の法律に基づいて定

もちろん財源面につきましては、常々頭に置

期接種化が確定をされるという手続になります。 いて検討しているわけでありますけれども、そ
そういう意味では、国がどう判断するかという

の猿倉のイベントパークにつきましても、ｔｏ

ことが一つの判断材料になろうかと思います。

ｔｏのほうから３分の２の助成をいただいてお

また、ロタウイルスにつきましては、先ほど

ります。今の白鷹町の人工芝のグラウンドであ

申し上げましたように、どの程度の発症者がい

りますけれども、一般財源５，０００万円ほど

るかということすら、まだ明確に全国的な統計

使っているということで、約３分の１ほど使っ

数字が判明されておりません。その部分を厚労

ているわけでありますが、その５，０００万円

省のほうでは、ことしの１０月からロタウイル

につきましては少ない額かどうかということは

スによる感染性胃腸炎の患者さんがどの程度い

ありますけれども、人工芝のサッカーグラウン

らっしゃるかもこれから調査をするという段階

ド場、照明つきとなりますと約１億５，０００

でございますので、それらの検証結果を見きわ

万円、その中で有利な財源を使ったとしまして

めた上で、私どものほうでは判断をしてまいり

も、やはり数千万の持ち出しになるということ

たいというふうに考えています。

で考えておりますので、いろいろ優先順位を考

○大場重彌議長 佐藤光義議員。

えながら進めていきたいというふうに思います。

○２番 佐藤光義議員 今、あくまで厚労省の

○大場重彌議長 佐藤光義議員。

検証結果により判断するということで、随時検

○２番 佐藤光義議員 これから計画していっ

証結果のほうを調査していき、少しでも早い定

て、早期実現に向けて財源の確保等を頑張って

期予防接種化について要望としてお願いしたい

いただきたいなと思います。
次のパークゴルフ専用施設、グラウンドゴル

と思います。
続きまして、上山サッカー場の人工芝化につ

フ専用施設の整備についてでありますけれども、

いてでありますが、ニーズや財源計画をもって

最近、パークゴルフにおきまして人口数が急激

これから進めていきますという答弁だったと思

にふえているということで、県内で大体今のと

います。以前に蔵王猿倉イベントパークの天然

ころ２，０００人のニーズがあるというふうに

芝化として整備されたときに大体約５，０００

伺っております。

万円弱かかったと思うんですが、これぐらいの

これに関して本市もパークゴルフ協会という

費用であれば、実際に白鷹町の東陽の里グラウ

ものが設立されて、他市との交流を持とうとい

ンドが人工芝化されたときはＪＦＡの助成金が

うことで、群馬県館林市との交流をしていこう

約５，０００万円、ｔｏｔｏの助成金が約５，

ではないかということで話が少し進んでいるよ

０００万円、白鷹町の持ち出しとして５，００

うです。

０万円というふうに私は伺っておりまして、こ

こういった他市、県内だけではなくて県外と

れなら実現が可能なのではないかと思いますが、 の交流において本市に来てもらう。そのために

－７３－

は本市において認定コースというものを整備し

用ということになるかはわかりませんけれども、

ていただくことで本市に来ていただき、これは、 それは今後、第１問で答弁いたしましたように、
観光に対しても大きな効果をもたらす施設の整

整備計画の中で進めていきたいというふうに考

備だと思います。

えております。

実際にこのグラウンドゴルフに関してですが、

ただサッカーの人工芝化と今回のパークゴル

１問目の中にあったんですけれども、サッカー

フ、グラウンドゴルフの整備を一緒にというこ

と兼用で使用しているということで不都合な面

とになるとなかなか難しい面がありますので、

が出ているということがあります。実際にやは

そこは我々もいろいろ調査をさせていただいて、

りサッカーをする環境とグラウンドゴルフをす

そして整備計画の中にのせてまいりたいという

る環境が違います。サッカー協会の方からの意

ふうに考えているところでございます。

見であったり、グラウンドゴルフ協会からの意

いずれにいたしましても、交流人口の拡大と

見であったりというのをお伺いすると、それぞ

いう御指摘もございましたが、まずはやはり市

れ言っていることはわかると。しかし、やはり

民に楽しんでいただいて、そして健康になって

市民が気持ちよく使えるために何とかしてほし

いただくということが一番の目標でございます

いという意見を伺っています。

ので、そういった趣旨のもとに今後整備を進め

その中で用地がどこになるかというのはこれ

てまいるということに心がけてまいります。

から検討していく課題だと思いますが、パーク

○大場重彌議長 佐藤光義議員。

ゴルフの専用施設を整備する、グラウンドゴル

○２番 佐藤光義議員 市長の答弁ありがとう

フの専用施設を整備するということについて、

ございます。

これからのニーズを調査していくという答弁な

パークゴルフの県内認定コースは現在７カ所

のか、再度お尋ねいたします。

あります。大概１８ホールになります。一番多

○大場重彌議長 市長。

いのが飯豊町にある３６ホールというのが一番

○横戸長兵衛市長 上山は健康増進ということ

大きい施設であります。大体のプレー時間とし

でクアオルト事業も進めておりますが、クアオ

ては、１８ホール回るのに１．５時間。１８ホ

ルト事業だけではないわけでございまして、議

ールの中で大会を開くということに関しては、

員御承知のとおり、市民公園も毎日のようにグ

１日当たりで計算すると大体７２名の参加者が

ラウンドゴルフとかいろんな使い方をしていた

見込めるというふうな計算になるようです。

だいております。大変いいことだなと思ってお

１８ホールを整備していただき、その大会を
開くために他市との交流として７２名ほど集め

ります。
我々もそこ１カ所だけではとても足りないな

て一泊してもらうと。こうしたことによって市

ということは重々承知しておるところでござい

民の方が楽しめるだけではなくて、本市として

ますし、また、グラウンドゴルフあるいはパー

の経済効果というものが期待されるものと感じ

クゴルフとかをなされる、あるいはそれに頑張

ます。３６ホールであれば単純に時間としては

っておられる団体もできたということでござい

倍の３時間、人数としては１４４名ほどの大会

ますから、専用コースになるのか、あるいは併

規模となるわけです。これが毎週のように大会

－７４－

が開けるのであれば、温泉街にももっとにぎわ
いをもたらして、よりよいものになるのではな
いかなと思います。
ことしのかかし祭りにおきまして、会場内に
体験コースが設置されるそうで、私もきのう実
際に見に行きまして設置コースを確認してきま
した。話を伺ったところ、このパークゴルフの
体験コースの始球式というのを市長に行っても
らうというふうなお話も伺っておりますので、
ぜひ今後の上山の活性化、また高齢者の健康増
進などを考えることから、早期の施設整備に取
りかかれるように期待して、私の質問といたし
ます。よろしくお願いいたします。

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

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。
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５３分 散 会

－７５－

－７６－

