平成２５年６月

第４４７回定例会

一般質問

平成２５年６月１８日（火）

一般質問議員及び質問要旨
期日

順位

質問要旨

１

１ 河川を利用した観光振興について
（1） 魚の放流と前川遊歩道の活用
（2） 前川、思川沿いへの桜並木の整備
大 沢 芳 朋 ２ 市道整備による交流人口の拡大と災害時避難路の確
保について
（1） 市道永野開拓線及び蔵王開拓線の整備
３ 教育憲章の創設について

２

長 田 康 仁

１
２

山形市との合併について
災害発生に備えた臨時災害放送局について

月
３

日
（火）

４

５

山形広域環境事務組合が建設するエネルギー回収施
設への対応について
（1） 現状と課題への認識
橋 本 直 樹 （2） 生活環境影響調査の位置づけ
（3） 地元住民、企業への説明
（4） 安全・安心を求める住民の願いをどう受けとめる
か
１ 市内の史跡等を巡るウォーキングコースの創設につ
いて
２ 中部地区公民館の中心市街地への移設について
髙 橋 義 明
３ 上山城入館者拡大策について
４ （仮称）上山インター付近への直売所を備えた
道の駅の建設について
１ 農業振興について
（1） 後継者不在農家の支援策
井 上
学
（2） パイプライン設置による果樹生産支援策
（3） 緑のふるさと協力隊による農村活性化
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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、３番大沢芳朋議員。

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。

○３番 大沢芳朋議員 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。

〔３番 大沢芳朋議員 登壇〕
議席番号３番、大沢芳朋です。順次質問させ
ていただきます。
まず最初に、河川を利用した観光振興につい
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日程第１

一般質問

て、魚の放流と前川遊歩道の活用ということで
質問させていただきます。
市の総合計画、第６次上山市振興計画は８年

－４２－

目に入り、後期基本計画は３年目を迎えており

前川です。私も橋をよく通りますが、特に矢来

ます。基本計画第３章に、「快適な暮らしを支

橋を通ると観光客が橋の上から川底を見て、魚

える生活基盤の充実を図る」とあり、その中に

を探している姿をよく見かけます。

「河川の整備」があります。主な施策は、「潤

前川は、昭和４０年代初めまで雨量がふえる

いのある水辺環境の整備」として、「河川敷を

と氾濫を繰り返し、市内中心部、特に下十日町

利用し、遊歩道の整備や緑化、再自然化など自

より下流の地域をのみ込んでいました。現在は、

然生態系や景観にも配慮した親水空間としての

前川ダムが整備され、洪水等の被害もほとんど

整備を推進する」、
「河川美化運動の推進」とし

なく、平成８年度からは前川ふれあいの水辺整

て、「河川愛護に対する市民意識の高揚を図り、 備事業が施行し、良好な水辺景観を図り、地域
良好な河川環境を形成するためふるさとの川ア

と調和した河川本来の自然豊かで水に親しみや

ダプト事業を推進し、住民と行政のパートナー

すい川に再生し、個性ある地域づくりと豊かな

シップの形成を進め、河川美化運動を推進す

生活環境の創出に寄与するための河川整備を推

る」との内容になっております。

進しています。

私は、今回の一般質問に当たり、早朝でした

上流は前川大橋から下流は喜多松橋までの区

が前川沿いを歩いてみました。御年配の方と話

間で遊歩道が整備されました。その遊歩道が整

す機会があり、尋ねてみると「川沿いは最近草

備され約１６年経過しておりますが、うまく活

も刈ってくれて大分きれいだけれども、もう少

用されていないのが現状と思われます。第６次

しかな」、「遊歩道を歩いている人は見かけな

後期基本計画で推進している「ふるさとの川ア

い」とのことでした。以前から私は考えていた

ダプト事業」において、前川クリーンさわやか

のですが、この前川に設置してある遊歩道をう

クラブ、前川の自然を守ろう会、前川クリーン

まく観光資源として活用できないかということ

クラブなどから草刈り、ごみ拾いの河川美化活

です。

動をしていただいております。

前川は市内中心部を流れ、その周りで生活し

加えて私は、この前川にいろいろな魚を放流

ている人々は特にふるさとの川と認識している

することにより、市民、観光客からもっと遊歩

ものと思いますし、私も小学生のころは学校の

道を活用していただけると思います。ただ、生

帰りに川に入り、ナマズやヤツメウナギなどを

き物ですから逃げたり死んだりもしますが、釣

捕まえてよく遊んだものです。現在は、アブラ

り人には市報などでリリースを促し、商店街に

ハヤ、鯉などが泳いでいますが、めっきり魚の

は募金箱などを設置し、魚を補充できる体制を

数が減っているように思われます。

整えれば、数も減らすことなく放流できること

また、ＪＲかみのやま温泉駅から葉山温泉、

と思います。水辺を歩くことによりリラックス

栗川稲荷、春雨庵など観光ポイントへ行くには

効果が期待され、階段等の高低差を利用するこ

前川大橋を通り、映画「おくりびと」のロケ地

とで本市が推奨しているクアオルト事業「クア

コンチェルト館、カミンへ行くには矢来橋を通

の道」にも活用できるのではないでしょうか。

り、上山城、桜の名所月岡公園へ行くには眉川

本市のにぎわい創出と歩いて散策できるまちづ

橋を通ります。それぞれの橋の下を流れるのが

くりの一助となるものと確信します。ぜひ、前

－４３－

川に魚を放流するなど、親しめる水辺づくりと

路の仮称上山インター付近から、北は三吉山を

遊歩道の有効活用について、市長の御所見を伺

越えたあたりからすばらしい満開の桜が想像で

います。

きます。これは、市長が考えておられる仮称上

次に、前川、思川沿いを桜並木にしたい思い
で質問させていただきます。

山インター付近の産業創造ゾーンの造成にも一
躍つながり、高速道路や国道から見える桜並木

上山では、桜の名所としてみゆき公園、上山

が観光客を上山市中心部、上山城へと誘ってく

城、月岡公園ほかいろいろな名所がございます。 れると確信しています。将来を思えば、市民、
私が住んでいる須川沿いも、桜が満開になると

市出身者が全国に誇れる、そして上山に住みた

写真に撮ったり、散歩をしながら風景を楽しん

い、帰りたいと思う桜並木、次世代に引き継げ

でいる方がたくさんいらっしゃいます。

る桜並木ができるのではないでしょうか。将来

今回私が提案したいのは、体育文化センター

の観光の柱になるものと確信しております。

から上流の前川、思川沿いを桜並木にできない

日本一の桜並木をつくるため、羽州かみのや

かということです。前川は前川ダム手前国道１

ま桜の会など関係団体とタイアップを図り、実

３号沿いまで、思川は国道１３号を越えフルー

現していただきたいと思います。前川、思川沿

ツラインまでの区間で日本一の桜並木ができな

いを桜並木にすることに対し、市長の御所見を

いものかと考えます。

伺います。

山形県では桜回廊と銘打ってキャンペーンを

次に、市道整備による交流人口の拡大と災害

展開し、長井市などは千本桜と銘打って観光誘

時避難路の確保、市道永野開拓線及び蔵王開拓

客を図っております。他県でも同様です。本市

線の整備について質問いたします。

においては、羽州かみのやま桜の会が中心とな

本市が誇る蔵王高原坊平には、市長が現在力

って県内外に上山の桜をＰＲしていただいてお

を入れている蔵王坊平アスリートヴィレッジや

ります。会の桜マップには、「日本各地を満開

上山型温泉クアオルト事業で活用されている気

の桜が毎年決まって爛漫に彩ってくれます。桜

候性地形療法の認定コースが整備され、多くの

のある風景は、心が癒されるふるさとの原風景

方々が準高地でのトレーニングや健康増進を図

であり、日本人の『心の風景』ともいえます。

るために利用し、御釜見学、紅葉、スキーなど

私たちがいま観桜できるのは、先人たちの桜に

四季を通して訪れる人がたくさんおります。

寄せる想いのおかげであり、私たちもまたこの

市内から坊平へは主要地方道白石上山線を利

想いを次代に引き継いでいかなければなりませ

用するのが一般的と思われ、帰りも同じ路線で

ん。ふるさとの桜を守ることは、私たちの暮ら

す。特に申し上げたいのが、蔵王坊平を利用さ

しや景観と地域の魅力を高めることであり、か

れた市外のほとんどの方々が、株式会社でん六

みのやま温泉の『おもてなしの心』を高めるこ

蔵王の森工場角の信号を右折し北に向かい、本

とにつながります」とあり、私の想いも同感で

市に隣接する山形県観光物産会館に立ち寄り帰

あります。

路につくということです。米沢方面に向かわれ

平成３０年には、本市、県民が熱望している
東北中央自動車道も開通予定です。南は高速道

る方も同様です。
そこで、本市の交流人口をふやしたい思いで

－４４－

提案させていただきますが、主要地方道白石上

題となっておりますが、本市においての体罰に

山線、田形口市営バス停付近、市道永野開拓線

ついてのアンケート調査結果では、問題視する

もしくは蔵王こまくさ分校に左折する蔵王開拓

事項はほとんどなく、安心をしました。ただ、

２号線の角付近に、本市に誘導する意味で案内

現在もいじめ、不登校、問題行動を起こす生徒

標識を立てる必要があると思います。また、上

が少なからずいるということを、保護者の方々

生居堀切線に左折する角にも同様に案内標識を

から伺っており、残念なことです。

立てることにより、花森湖展望台、国指定重要

今、ＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」が放映中

文化財旧尾形家住宅などへ立ち寄る人がふえ、

です。舞台は会津若松市で、ごらんになってい

県道泥部宮脇線を通り本市中心部に入っていた

る方はおわかりと思いますが、会津藩校日新館

だけると思います。

「什の掟」というものがあり、教科書にも掲載

そのためには、主要地方道白石上山線から左

されており、現在も会津に受け継がれている

折した市道永野開拓線の拡幅が必要です。実際

「ならぬことはならぬものです」という教育の

現場に行ってはかったところ、舗装幅が一番狭

柱です。その教えを今でも会津の市民が継承し

いところで約３メートルしかなく、とても車が

子どもたちを育てていることは、本当にすばら

すれ違うことはできません。開拓橋は砂防工事

しいことだと思います。

に伴い二、三年後には新しくなるようですが、

私は、今回本市の子ども像についていろいろ

まだ橋の幅もわからず、出羽ヶ獄生家前あたり

と考えてみました。また、教育かみのやま第７

はとても狭く、拡幅工事が必要と感じてきたと

２号を拝見し、各学校の教育目標を見させてい

ころでした。

ただきました。また、後期基本計画に「活力あ

現在、東日本大震災による地殻変動もあり、

る学校づくり」として「まなび」確立プラン、

蔵王山噴火の確率も上がりました。そのハザー

「いきがい」推進プラン、「ふるさと」学習プ

ドマップによると、特に冬季に噴火が起きると

ランを進めるとありますが、これに沿って各学

融雪型火山泥流が白石上山線をのみ込み、上山

校とも個性がありすばらしい目標設定をしてお

に押し寄せると表記されております。冬は道路

り、実践していく思いが伝わり、先生方には頭

幅が狭ければ除雪をしても安心できませんし、

が下がる思いです。

道路拡幅は必要不可欠と思います。また、災害

しかし、教育は先生方にお願いするだけでは

や事故等の避難路という意味では、薄沢地区か

なく、学校教育、家庭教育、社会教育を含め、

ら山形市まで、永野から生居を通る道しか迂回

生涯にわたって一つの目標に向けて力を合わせ

することができないので、案内標識は絶対必要

ることが何より大切です。そのためにも、市民

です。道路拡幅と案内標識設置について市長の

みんなが共有できる上山の教育の核となる教育

御所見を伺います。

憲章が必要ではないかと考えます。市独自の教

最後に、教育憲章創設について質問させてい
ただきます。

育憲章を掲げれば、子どもはもちろん市民全員
の教育規範となるべきものと思います。

まちづくりの柱は人づくり、つまり教育と私

さきにも述べましたが、まちづくりの柱は人

は思います。最近も体罰問題など教育現場が話

づくり、教育です。豊かで確かな学力が向上す

－４５－

れば、子どもたちの生きる力、未来を切り開く

ために、クアオルト葉山認定コースにもなって

力、それにふるさとの学校、地域を愛する力も

いる花咲山を、桜を愛する多くの方々とともに

より強くなると信じます。子どもから大人まで、 桜の名所づくりに積極的に取り組み、市内の街
誰にでもわかる、誰でも言える具体的な教育憲

並みが見渡せる魅力的な景観が形成されるなど、

章を創設し、全家庭に配布し、市民憲章ととも

市の象徴的な存在となっております。

に公共施設等に掲示するなど周知徹底を図り、

このような団体や地域の連携を促進し、新た

上山の子どものため、さらには市民全員のため

な芽を育てていくことが行政としての大きな役

に一丸となり取り組む体制をつくるべきと強く

割であり、この取り組みを継続的に支援するこ

思います。それこそが現在、そして未来に希望

とによって観光振興にもつながるものと考えて

が持てるまちづくりになると強く考えますが、

おります。

教育憲章創設について教育委員長の御所見を伺
いまして、以上で質問といたします。

次に、市道永野開拓線及び蔵王開拓線の整備
について申し上げます。

○大場重彌議長 市長。

この路線につきましては、災害時避難路とし

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

ての重要性は認識しておりますが、現在の交通

○横戸長兵衛市長 ３番大沢芳朋議員の御質問

量を考慮した場合、道路の拡幅は難しいものと

にお答えいたします。

考えております。

初めに、魚の放流と前川遊歩道の活用につい
て申し上げます。

また、案内標識の設置につきましては、狭い
道路への案内誘導となり、交通安全上好ましく

市内中心部を流れる前川は、カモやコサギが

ないことから、その考えは持っておりません。

飛来し、また魚影も見られるなど、心和む水辺

以上でございます。

の空間を創出しております。

○大場重彌議長 教育委員長。
〔小関男教育委員長 登壇〕

遊歩道につきましては、八日町地区での花壇
整備の取り組みなどを通して美化に努めていた

○小関男教育委員長 ３番大沢芳朋議員の御

だいておりますが、今後とも市民等の協力によ

質問にお答えいたします。

る美化活動を進めながら、前川の持つ魅力をま

教育憲章の創設について申し上げます。

ち歩きのコースとして取り入れるなど、新たな

上山の子どもたちの健全育成のために市民が

観光資源として活用できるよう検討してまいり

共有できる指針があることは、意義あることと

ます。

考えております。

次に、前川、思川沿いへの桜並木の整備につ

本市の教育憲章につきましては、山形県の方
針やかみのやま教育の日の意義等を踏まえなが

いて申し上げます。
前川、思川沿いの桜並木の整備につきまして

ら、慎重に検討すべきものと考えております。

は、植栽場所や散策ができる遊歩道整備などの

以上でございます。

課題があるものと捉えております。

○大場重彌議長 大沢芳朋議員。

葉山まちづくり委員会におきましては、地域
に残る大切な資源を地域住民で守り育てていく

○３番 大沢芳朋議員 どうも御答弁ありがと
うございました。

－４６－

まず、魚の放流と遊歩道活用について再度質
問させていただきます。

れいにすれば魚も遡上してくると思いますので、
そちらの整備のほうもよろしくお願いしたいと

新たな観光資源として活用できるよう検討し
ていくというようなお話でしたけれども、私の

思います。
もう一つ私が１問目で質問しました「クアの

質問は魚の放流というのが一番頭にありまして、 道」でも活用できるのではないでしょうかと、
魚影も見えますということですけれども、私が

「クアの道」のコースというふうには市長はお

考えているのは魚をたくさんふやすことにより、 っしゃっていただけませんでしたけれども、水
釣りをする方々も今度出てくるのではないかと。 辺を歩くことは本当にリラックス効果がありま
それを、市民の方もしくは観光客が、下のほう

して、またせせらぎですか、ちょっとこのよう

で釣りをしている人の様子を橋の上から見て、

な水不足のときはせせらぎも聞こえなくなるか

「ああ、釣りやっているな。何釣れるんだろう

もしれませんが、そういった意味で「クアの

な」と下に見に行きたくなるのが人間だと思う

道」に加えるという方針があるのかどうか、お

んですが。

聞きいたします。

まず、魚の放流に対しての御答弁を、市長か

○大場重彌議長 市長。

らもう一回伺いたいと思います。

○横戸長兵衛市長 今回の中心市街地活性化基

○大場重彌議長 市長。

本計画の中では、まち歩きというようなことで

○横戸長兵衛市長 魚の放流ということでござ

街並みの整備、あるいは蔵の整備とか、そうい

いますが、自然にイワナが登ってくる川、例え

うことに視点を置いた整備をやっていこうとい

ば岩手の盛岡の川なんかがそうでございますが、 うように考えている部分がございます。
ただ放流となると、例えば鯉ということになる

この前川を歩いてみたときがあるかどうかわ

とヘルペスの問題とかいろいろございます。そ

かりませんが、平地と橋のところ、急に登ると

ういうことで、人工的じゃなくて自然に魚が上

いうところがありますよね。今歩いている方々

ってくるというのがやっぱり説得力があるわけ

というのは、どちらかといえば高齢の方々が多

でございますので、その辺につきましてはただ

いというような状況にございます。そういった

魚を放流すればということじゃなくて、要する

ときに、あのコースがこの「クアの道」になじ

に水もきれいになっている、だから自然に魚も

むのかといいましょうか、足腰に負担がかかる

上ってくるとか、自然に魚がすんでいるんだよ

ようなことも考えられますので、今後について

というような説得力がないと、なかなか観光資

はそういったものを、いわゆる初級コース、中

源としてはなじまないのではないかなというふ

級コース、上級コースというのも考えていかな

うに考えているところでございます。

ければならないというふうには考えております

いずれにいたしましても、やっぱりそういう

が、そういった部分の中であの水辺空間が適切

総合的な見地から検討していく必要があるとい

なのかどうかということは調査してみないと、

うふうに考えております。

ここで「やります」「やれません」ということ

○大場重彌議長 大沢芳朋議員。

は差し控えたいと思います。

○３番 大沢芳朋議員 わかりました。水をき

○大場重彌議長 大沢芳朋議員。

－４７－

○３番 大沢芳朋議員 わかりました。やっぱ

をしないというのが現状です、はっきり申し上

り非常にもったいないと思いますので、ぜひ今

げまして。ですから、そういう点が１つありま

後の活用ということで考えていただければなと

す。

思います。

あともう一つ、山頂からの眺めがいいという

次に、桜並木についてもう一回御質問させて
いただきます。

お話でありましたが、私はやっぱりまちからわ
ざわざ山頂に登らなくても、まちの中から桜が

先ほどの市長の答弁ですと、葉山の花咲山、

見えるというほうが、むしろ市民にとってはい

そこを重点的にやっているというお話でした。

いんだろうなというふうに考えております。で

もちろん私もわかります。花咲山に対していろ

すから、まずいろいろな事業展開の中で、「こ

いろな御尽力をくださっている方には、本当に

っちにも」あるいは「あっちにも」ではなくて、

頭が下がる思いであり、あそこが整備され、市

まず花咲山を福島の花見山に負けないような桜

長も葉山神社まで毎朝散歩なさっているそうで

山にしたいというふうな形で、今葉山の方も頑

すけれども、あそこのてっぺんから前川、思川

張っているわけですから、まずそれをなし遂げ

沿いを見たときに、要するに上山市内を見たと

ると。そして、それをなし遂げた後にいろいろ

きに、すばらしい桜並木が私は見えると思うん

なところを考えていくということをやっていか

です。まして三吉山のほうからも、市長も毎年

ないと、小さなことをやったんではやっぱりい

登っていただいておりますが、山頂から市内を

わゆる名所にはならないわけでございますので、

眺めていただくと、すばらしい桜並木が想像で

そういった観点からするとここも大事だと思い

きるんではないかというふうに私は思います。

ますが、まずは花咲山ということで整備をさせ

１問目でも申し上げましたけれども、やっぱ

ていただきたいというふうに考えております。

り次の世代に残せる観光資源として、私は絶対

○大場重彌議長 大沢芳朋議員。

必要ではないかというふうに思っております。

○３番 大沢芳朋議員 市長の考えはわかりま

高速道路も開通予定ですし、本当に上山市内に

したけれども、今市長は小さいことと申しまし

高速道路から入ってきてくださる人もふえると

たが、私は思川沿い、前川沿いに桜を植栽する

思います。まして、副市長も国交省から来てく

ことは小さいこととは決して思っておりません

ださっておりますし、ぜひ「前向きに検討して

ので、日本一の桜並木ができるものと思ってお

ください」という言葉は避けたいんです。私は

ります。ちょっとずれるかもしれませんが、私

したいと思います。市長もう一回、これどう思

は山形代表、東北代表として、スポーツのほう

いますか。よろしくお願いします。

で全国大会に行っております。残念ながらベス

○大場重彌議長 市長。

ト１６で負けましたけれども、思いは日本一な

○横戸長兵衛市長 上山市も大門のところに最

んですね。私も上山に住んでいる以上、日本一

上川さくら回廊で植栽しましたし、またみゆき

というようなことを掲げていただきたいと思っ

公園のいわゆる旧農高跡地についてもやりまし

ております。近隣の自治体でも、「何々日本

た。しかし、実際見るとなかなか手入れがなさ

一」というように掲げてやっている自治体もご

れていない。いわゆるオーナーの方々も手入れ

ざいます。ぜひそういうことも考えていただい

－４８－

て、やっていただければなというふうに思いま

ということで、たまたま議員団でヤマコーリゾ

す。この件に関して、もう一回市長から御答弁

ートさんのほうに伺ったときも、白石上山線で

いただきたいと思います。

事故があって薄沢を回っていった経験もありま

○大場重彌議長 市長。

すし、またその場所場所によってはやっぱり逃

○横戸長兵衛市長 日本一ということを考える

げ道が全くなくなるというふうに思われます。

のは、大変結構だと思います、基本的には。た

先ほどの答弁ですと、交通量がふえると今現

だ、やっぱりそれぞれの地域にそれぞれの地域

在だったら危ないから、案内標識は無理だとい

資源がございます。やっぱり地域資源というも

うことですけれども、ちょっと長い目で見てい

のを自分たちできちっとわきまえて、それに見

ただいて、本当は蔵王開拓１号、２号、永野開

合ったあるいはそれを生かした事業展開をして

拓線、要するに国道１３号から入っていく３カ

いかないと、ただ単に日本一、何でもかんでも

所ございますけれども、ぜひそちらのほうを将

日本一なんて掲げたって、これは空想にすぎな

来拡幅するということで考えていただければな

い部分も出てくる可能性もありますので、そこ

と思いますけれども、市長どうでしょうか。

はやっぱり自分の力、いわゆる身の丈を考えて

○大場重彌議長 市長。

やっていくのが我々自治体の政策であるという

○横戸長兵衛市長 先ほどの答弁のことになる

ふうに認識しております。

わけでございますが、ただ現状においてあの道

○大場重彌議長 大沢芳朋議員。

路を全部拡幅していくということについては、

○３番 大沢芳朋議員 わかりました。ただ何

かなりのいわゆる財政的なものがございます。

でも日本一ということではなくて、桜の日本一

要するに、今お話しになりましたように蔵王ア

を目指したいということでしたので、その辺を

スリートヴィレッジが結構好評になっていくと

お酌み取りいただければなと思います。

か、あるいは宮城県と山形県との観光ルートが

次に、市道永野開拓線の整備についてであり

きちっと整備されて、いわゆるエコーラインを

ますけれども、市長が本当に一生懸命力を入れ

通っての観光が開通時のようなにぎわいを創出

てくださっているアスリートヴィレッジ、この

できるとか、そういったことを我々も期待して

前も話を聞きましたところ、県のほうに「アス

今取り組みをしているところでございます。し

リートヴィレッジ付近に温泉をぜひ掘っていた

かし、現時点においてはまだその状況になって

だきたい」というような陳情も、一生懸命市長

きていないということがございますので、将来

が先頭に立って県のほうに要望してくれてきた

的についてはまだここで申し上げるべきものじ

ということを伺っております。

ゃないと思いますが、そういったことになるよ

そういったことも考えて、将来的には非常に

うに我々もいろいろな取り組みをしながら、

交通量がふえるんではないかと思います。これ

「あの道路が欲しいね」と言われるような取り

はもう、あくまでも市長に期待してですけれど

組みを今後ともやっていきたいというふうに考

も。そういったときに、やっぱりでん六さんの

えております。

工場のところの信号がすごく右折するのに混む

○大場重彌議長 大沢芳朋議員。

んですね。永野と薄沢しか回れるところがない

○３番 大沢芳朋議員 車の台数等を勘案して、

－４９－

本当にアスリートヴィレッジで交流人口の拡大

先ほど慎重に検討すべきものというふうに申

が図れるというふうになったときに、県外の方

し上げたところでありますが、その前の段階に

からそういう要望があったときにはぜひお考え

も申し上げたんですが、いわゆる県の施策、も

になっていただいて、ぜひやっていただければ

ちろん上は国の施策ということがあるわけです。

なと思います。

それから、昨年からは山形県の教育の日もでき

最後ですけれども、教育憲章創設についてと

ましたし、上山は１０年前からずっとやってき
ているわけであります。そういういろいろな願

いうことで。
私がこの質問をするに当たりまして、富士吉

いというものを込めた中で行事をやっていると

田市というところのをちょっと参考にさせてい

ころですし、そのことを多くの方々に御理解い

ただきました。市民憲章はもちろんありますが、 ただいているということになるわけであります
富士山憲章、これは教育憲章ということで富士

が、内容的にやはり教育の普遍性とか、あるい

吉田市さんのほうがつくったものなんですけれ

は先ほど言われましたように上山市なら上山市

ども、趣旨が「心が豊かでたくましい、次代を

の個性というものも踏まえた中でしなくてはい

担う、国際社会に通じる児童生徒の育成を目指

けないというようなこともありまして、慎重に

して、学校、家庭、社会の持つ教育機能を有機

検討すべきものというふうにお答え申し上げた

的に作用させ、市民一人一人の資質、能力を伸

ところであります。

ばしていくための生涯教育の推進が課題であ

詳細につきましては、教育長のほうからお答

る」というふうになっておりまして、「富士吉

えいたします。

田市民みんなの願いであり、誓いでもある市民

○大場重彌議長 教育長。

憲章の実践と、この精神を生かし地域に根ざし

○山川 保教育長 １２年前に上山教育の日と

た特色のある教育確立のため、この教育憲章を

いうのを立ち上げまして、その中では「上山の

つくった」というふうにうたっております。

自然、文化を愛し、命輝く子どもたちの育成」

本市には、富士山じゃないですけれども、蔵

というようなものを大きなテーマにしておりま

王があるということで、上山から見れば本当に

す。この自然は、もちろん坊平を想定しており

すばらしい景観があって、私も大好きな山なん

ます。それから、文化については斎藤茂吉のふ

ですけれども、「上山蔵王教育憲章」というふ

るさとということで短歌を取り上げて１２年間、

うなものを創設できれば一番いいのかなと思っ

そういう面では成果も出ております。

ておりますが、ぜひ教育は子どもだけでなく市

教育憲章を制定するということにつきまして

民みんなが共有できる、そしてそれをうたうこ

は、つくることも大事ですけれども、それを市

とにより、より深く市民憲章を理解し、それに

民にどう子どもたちにおろすかということも大

向けて頑張るということでぜひ考えていただけ

事ですので、制定の仕方なども含めてこれから

ればなと思います。

慎重に検討してまいりたいと思います。よろし
くお願いします。

教育委員長、もう一度答弁を求めます。
○大場重彌議長 教育委員長。

○大場重彌議長 大沢芳朋議員。

○小関男教育委員長 お答え申し上げます。

○３番 大沢芳朋議員 慎重に検討していって
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いただけるということで、安心しました。

は１００億円を切る時代は近いのではないか」

授業がある日に学校で、要するに毎朝教育憲

など、厳しい声が聞かれます。

章を子どもたちに唱和させるとか、あとは公民

さらには、特に上山市に進出した企業、進出

館等、地区総会で年に１回は最低でも皆さん集

を図ろうとした企業や個人のほか、市民にも、

まる場所があるわけです。そこで教育憲章なり

平成の大合併破談のショックは非常に大きいも

市民憲章を、今市民憲章も皆さん公民館あたり

のがあるようです。私も、同感して意見を述べ

で言っていただいてもらっているか、ちょっと

させていただきます。

定かではありませんが、やっぱり上山っ子とい

隣県の仙台市が、県庁所在地である政令指定

うことで、ぜひこれはつくってくださいという

都市として目覚ましい発展をしているのは、周

ふうにお願いいたしまして、私の今回の質問と

辺市町との計画的な地域間交流による合併にお

させていただきます。

いて実現し、一段と都市の集中力と吸収力を備

○大場重彌議長 次に、５番長田康仁議員。

えたことにより、山形県は相対的な地盤の低下

〔５番 長田康仁議員 登壇〕

につながっていると考えられ、仙台市への人口、

○５番 長田康仁議員 私は、会派２１世紀会

経済の集中を防ぎ、山形県の活力を維持するた

に所属しております長田康仁でございます。

めには、東日本大震災の教訓を生かしたまちづ

さきに通告しておりますことについて、順次
質問をさせていただきます。

くりなど、より拠点性の高い都市づくりが求め
られています。

質問は、今後の上山市における安全安心につ

これからは、政府検討課題でもある道州制の

ながる生活の安定はもとより、人口増加対策、

観点からも、南東北の拠点性を確保する大きな

企業誘致など、重要な政策観点から意見を申し

スケールの都市構想を考える必要があります。

述べますので、市長の御見解をお聞かせいただ

上山市においては、すぐれた地域特性や都市

きたくお願い申し上げます。

機能を生かし、地方分権の推進が加速し、権限

その中で、最初は山形市との合併についてで

移譲が進み、地域の人々にもっと身近な基礎的

あります。２００４年１２月の合併構想破談か

自治体として市の自己判断、自己責任で処理し

ら８年となりますが、現在の上山市の人口は当

なければならない事務事業がふえてきているた

時より大きく減少し、３万３，０００人を割る

め、行政基盤の強化と専門的高度な能力を持っ

予想外の減少となっています。自立の道を選ん

た職員を育成、確保する必要があります。

だ市長を含めた先人たちは、当時はどのような
未来構想を描かれたのでしょうか。

また、急速に進行する少子高齢化のため、福
祉サービスや保健医療に関する負担の増大など

私は、市民によく言われることとして、「上

がますます大きな課題になっています。さらに、

山市は県庁所在地に隣接していながら、県内１

人口の減少や長引く景気の低迷などのため税収

３市の中でも人口減少率が非常に高い。現在進

が減少しており、アベノミクスの効果は直接的

行中の第６次振興計画では、目標の達成は難し

にはいまだ感じられない状況で、本市の財政は

いのではないか。今後はますます働く世代の流

ちょっとでも気を緩めれば厳しくなると予想さ

出が予想され、人口は３万人を割り、財政規模

れます。

－５１－

そのような中で、合併を実現させることによ

地震などの大規模災害が発生した場合に、市町

り、効率的で効果的な行財政運営に努め、足腰

村が被災地における住民などに対して、その救

の強い自治体をつくる必要があります。幸いに

援に資する生活関連情報など、例えば仮設住宅

して、交通網や情報通信技術が発達し、私たち

の入居申し込みの開始・締め切り日・申し込み

の日常生活や地域経済活動などの広域化が進ん

方法に関する情報・医療サービスに関する情報

でいます。地域交流がさらに活発になることで、 など、きめ細かく提供するための災害対策用の
新しい活力が生まれ、魅力と活力あるまちづく

臨時のＦＭ放送局であり、所期の目的が達成さ

りが期待されます。そこでは、地域の歴史や伝

れた時点で放送局を廃止することとなること、

統、文化、豊かな自然環境などは守り育て後世

災害発生後に緊急に開設するものであることか

に継承していくものという考えのもとに、これ

ら、総務大臣が「臨機の措置」として正式な申

までの地域活動に対する支援が継続されるのは

請手続（書面申請・審査・検査など）は後日一

当然のことと思います。

段落した段階で行ってもらうこととし、まずは

そのような考えのもと、私は合併特例法、合
併特例債のない中で、むしろ純粋に住民の利を

口頭などによる申請・免許付与という柔軟な措
置が認められています。

第一に考え、約１０年後には合併を実現させる

しかし、臨時災害放送局を実際に運営する人

べきではと考えますが、市長は山形市との合併

は、アナウンサーだったり機器の調整管理だっ

についてどのような見解をお持ちなのかお伺い

たりさまざまです。これらを経験、技能を有す

をします。

る人に委嘱し、円滑な放送を行うことにより、

次に、災害発生に備えた臨時災害放送局につ
いて伺います。

電波法令・放送法令を遵守することは、免許主
体たる市町村の責任ですから、臨時災害放送局

未曽有の犠牲者、被害をもたらした東日本大

が混信を生じないことや、聴取者の意見に対し

震災の被災地東北では、平成２３年３月１１日

て適切に対応することを留意しておく必要があ

直後から２４の市と町が延べ２９局の「臨時災

ります。

害放送局」を開設、運用しました。早いところ

一般的なコミュニティＦＭ放送局は、市町村

では震災当日に開設し、給水・炊き出しなどの

内の商業・業務・行政などの機能を集積した区

救援情報、復興情報などをＦＭ放送という方法

域、スポーツ・レクリエーション・教養文化活

で地域の被災者住民に届け、被害の軽減、被災

動などの活動に資するための施設の整備された

者の生活安定に寄与してきました。

区域において、コミュニティ情報・行政情報・

さらに、伝達網を強化するには臨時災害放送

福祉医療情報・地域経済産業情報・観光情報な

局だけで被災時の情報提供が万全となるもので

ど地域に密着した情報を提供することを通じて、

はないので、防災行政無線・県域放送・緊急速

当該地域の振興、その他公共の福祉の増進に寄

報メール・広報車などの情報伝達手段と上手に

与することを目的とした民間事業です。ちなみ

組み合わせることで、地域住民の生命・財産を

に、本市にはコミュニティ放送局はありません。

守ることが重要です。

一部の地域で、山形市からの電波の届くところ

免許主体が市町村となる臨時災害放送局は、

では聴取されているようですが、法的には区域

－５２－

外受信となる区域です。

上を貸与提供しています。

実際に東日本大震災被災後、２９の臨時災害

私のこのたびの提案は、そうした災害時の事

放送局のうち、当日から１０日以内で開局でき

態に備えた市民への情報提供の方法として、効

たのは、民間既存のコミュニティ放送局のある、 率的な臨時災害放送局が瞬時に開設できる体制
または開設準備中であった９市で、その中でも

を整えるべきと思いますが、市長は臨時災害放

当日開設した花巻市と翌日開設した奥州市は既

送局についてどのような見解をお持ちなのかを

存の放送局との間で「臨時災害ＦＭ放送局の開

お聞かせください。

設に関する協定」を事前に締結しており、早期

以上で、私の１問目の質問とさせていただき

の開設となりました。そのほかの既存の放送局

ます。

がない地域は、ほとんどが１０日過ぎから数カ

○大場重彌議長 市長。

月後の開設となりました。

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

そのような中で、山形市は既存の放送局と災
害時の放送要請に関する協定を結び、「臨時の
災害放送局」の運営を委託しました。

○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、山形市との合併について申し上げま

「コミュニティＦＭ放送局の放送区域の拡

す。

大」については、平成の大合併も一段落し、合

人口減少、少子高齢化が進んでいく状況にお

併により行政区画が大きくなったところがある

いて、山形市との合併は将来の本市のあり方を

一方で、従来のまま非常に小さい行政区画のと

考えていく上で、選択肢の一つになり得るもの

ころも多くあり、本市のようなコミュニティ放

と認識はしております。

送局のない地域では、住民の日常生活圏と行政

しかしながら、現在効率的な行政運営に努め、

区画の乖離から、住民のコミュニティとしての

本市独自の魅力とにぎわいを創出することによ

一体性があったとしても、他市町村既存のコミ

り、持続的に発展していくまちづくりに全力を

ュニティ放送局の放送区域となることができな

傾注しているところであり、積極的に合併論議

かったわけですが、放送法の一部を改正する法

を進めていく状況にはないと判断をしておりま

律が、平成２２年１２月３日に公布され、生活

す。

圏や文化圏、経済圏が同じであれば、市外の地
域についても放送区域として免許申請すること

次に、災害発生に備えた臨時災害放送局につ
いて申し上げます。

ができるようになりました。本市と山形市との

臨時災害放送局につきましては、既存のコミ

地域的一体性は、定住自立圏形成協定を結ぶ確

ュニティ放送局が活用できれば、迅速かつ円滑

固たるものがあり、地域の主要産業・観光・商

な開設・運営が可能となりますが、山形市に設

業といった経済圏としての一体性が認められる

置されているコミュニティ放送局の活用を図る

ものと私は思っています。

としても、区域の拡大や市内への中継局設置等

現実に、本市住民がふだんでも聴取できるよ

が必要となるものと認識をしております。

うにするためには、アンテナなどの設置が必要

災害発生時における市民への情報伝達につき

となりますが、山形市では以前から市庁舎の屋

ましては、予想される災害規模等を勘案しなが

－５３－

ら検討してまいります。

が、市民から言わせるとその立ち向かい方がま

○大場重彌議長 長田康仁議員。

だまだ不足しているのではないかということが、

○５番 長田康仁議員 予想された御答弁いた

一つの考え方だと思います。その辺について人

だき、ありがとうございます。

口増加策ですね、今第６次振興計画、それで本

まず、いずれにしても合併というのは非常に

当にいいのかというところについて、まずひと

そう簡単にはいかないというふうに、私も認識

つ市長の御答弁をお願いしたいと思います。ぜ

しております。もちろん相手があることであり

ひ、力強いお言葉がないと市民は納得しないと

ますし、こちらのほうだけでやっていくという

思いますが。人口増加策について、どんな手だ

こともできない。あと、もちろん市長が先頭に

てなのか。実際に３万人を確保していけるよう

立って、とにかく合併はないものの中で一生懸

な、第６次振興計画の達成が３万２，０００人

命頑張っているという姿は、私も敬服するとこ

ですね、その辺のところも含めてお答えを願い

ろだと、それに向かって私たちも応援している

たいというふうに思います。

んだというふうなことは間違いありません。

１問目の中に市民の声というふうなことで、

ただ、そこで問題になるわけですが、今第６

そういうふうな心配があったというふうなこと

次振興計画ということで後期に入って進んでお

なんですが、まず今一生懸命頑張っていると、

ります。先ほどの大沢議員への答弁の言葉をお

市長のほうも積極的に上山の活性化に努めてい

かりすると、身の丈に合った政策を今やってい

らっしゃるというふうなところについて、もう

かなければならないというふうなことが言われ

少し深くどのようなことをやっているのか、お

ておりますが、大変厳しい言い方をすると、そ

答えいただきたいと思います。よろしくお願い

の第６次振興計画の中で、それが本当に達成で

します。

きるのかということは、まず１つ課題があるの

○大場重彌議長 市長。

ではないか。その辺は、市民が非常に心配して

○横戸長兵衛市長 第６次振興計画、これは１

いるということだと思います。

０年のスパンでございます。ですから１０年前

先ほど言ったように現在の人口は３万３，０

の経済状況とか、例えばあのときには競馬もあ

００人と、本当に下降線をたどっておりますし、 りましたし、そういうことでいわゆる社会情勢
合併の破談の時期から比べても相当数千人とい

も経済情勢も目まぐるしく変わっているという

うことが減少していると。このまま推移をして

ふうなことで、５年後後期の見直しもやったわ

いけば、非常に厳しい２万８，０００人とか２

けでございますが、しかしまたこれも変化が激

万７，０００人というふうになるのではないか

しいというふうなことがございます。そういう

と、市民からも実際に言われています、人口規

ことで、人口フレームについてはできるだけそ

模の話ですが。

ういった人口を維持したいという意味合いも多

また、少子高齢化が進み、働く世代がますま

分にその数字の中にはあるわけでございますが、

す流出してきたというふうなことがあります。

厳しいということは御案内のとおりでございま

それにあわせて、市長はいろいろな政策をやっ

す。

て立ち向かっていくということだと思うんです

しかし、やはりこの人口問題については、い
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わゆる特効薬というんでしょうかね、そういう

いずれにしても、上山で頑張っていかなけれ

ことはないと基本的に思っておりますし、やっ

ばならない。相手方もあってのことですし、道

ぱりいろいろな政策の積み重ね、これを確実に

州制もありますしね、無駄も省ける、行財政改

やっていくということが大切なことだと思いま

革も推進していくことも計算していかなければ

す。そういう面におきましては総合的な政策、

ならないというふうなことだと思います。お答

例えば住むところ、働くところ、あるいは子ど

えとしていただきました、合併については、ま

もさんに対する医療費とか、いろいろな総合的

ずはとりあえずわかったということにします。

なものが少しずつ出てきているなというふうな

次に、臨時災害放送局についてお伺いをしま

感じはしております。

す。

しかし、やはりこれでいいかというとそうじ

アンテナの整備、そしてまた山形市との中継

ゃないわけでございますし、全体像も当然見直

局と、いろいろな方法もあるし、いろいろなこ

しもかけなければならないわけでございます。

とでこれから協議していかなければならない、

先ほどの質問に山形市の隣にありながら一番人

検討を重ねたり、相手さんあるいは放送局さん

口減少が進行しているというような御指摘もご

あたりとも情報交換したりというふうなことに

ざいましたが、そういったいい面と悪い面、大

なろうかと思います。ぜひ臨時災害放送局だけ

都市の隣にある自治体というのはいい面も悪い

ではないわけですが、そういうふうな住民に伝

面もあるわけでございますが、そのマイナスの

達をする手段というふうなものは必要課題とな

部分をどういう形でプラスに変更といいましょ

っていることは事実ですので、その辺はやって

うか、そういった意識改革をやっていくかとい

ほしいなというふうに思います。

うことも大きな課題でございます。

ちなみに、山形市では東北コミュニティ放送

いずれにいたしましても、そういった形で何

協議会に加盟している放送局があり、特定非営

とか総合的な政策をさらに展開してまいりたい

利活動法人東日本地域放送支援機構というふう

というふうに考えております。

なものが現実にあります。これは、東日本大震

○大場重彌議長 長田康仁議員。

災のときに総務省との連絡等で活躍した機関で

○５番 長田康仁議員 よくわかりました。そ

はありますが、近くに、山形市に現実にありま

の辺は、とにかく頑張っていかなければならな

すので、そういうところからいろいろ資料をそ

いと。合併というふうなことも、１つの選択肢

ろえたりしてそちらでいわれる検討を重ねてい

だというふうなことを言われました。

ただきたいというふうに思います。

市長は、その選択肢という中で、市長の懇談

１問目でも話しましたけれども、放送という

会などで各地区いろいろなところに行った折、

か伝達の手段というのはたくさん現実にありま

特に金瓶あたりに来ると合併の話になるという

すよね。防災行政無線とかいろいろ各自治体で

ようなときには、避けては通れないと。それは、 やっていかなければならない方法があるわけで
市が頑張っていかなければ、避けては通れない

あり、何らかの形で早く市民に伝える方策を考

問題になるよというふうなことだったのかなと

える、伝える方法・手段をつくっていくという

いうふうに思います。

ことになるわけですが、実際市長は災害が発生

－５５－

したらどうするんだと、災害放送局については

常にお金がかかるし、各地域にスピーカー等を

検討していかれるというふうになっていますけ

設置していくにしたって、大変なお金がかかる。

れども、現実にＪアラートとかそういうふうな

何億円、何十億円だと思います。補助金だとか

ものもこれからますます整備されていくわけで

いろいろなことを勘案してやっていくとしても、

すが、そんな中でどのようにして伝達をしてい

すぐには交付されてくるものではないというふ

く方法を今現在考えているのか、その辺ちょっ

うに思います。いずれにしても、今回提案させ

とお聞きしたいと思います。

てもらっている臨時災害放送局というＦＭ放送

○大場重彌議長 市長。

局、民間ですけれども、そういうものを使って

○横戸長兵衛市長 ３．１１のときでございま

いくということは、財政的にはそんなにお金は

すが、あのときはやっぱり電話もだめ、あるい

かからないというふうに認識します。

は停電により電源が切れるわけですからテレビ

いずれにしても、やはりＦＭ放送というのは

もだめということでございました。今これから

便利なもので、乾電池で聞こえると。向こうの

この地域でどういう災害が予想されるのか、や

ほうは、電源がなくても臨時の電源を活用して

っぱりそれをきちっとまず警鐘といいましょう

放送が流れてくるというふうなことがあります

か、それをまずベースに考えていかないと。例

ので、聞くほうは乾電池とラジオがあればよい、

えば、ここでは津波というのはあり得ないわけ

本当にいいものだと思いますし、お金がかから

ですが、しかし噴火もあるだろうし地震もある

ないということが一番大事なことで、市民にふ

だろうし風水害もあるだろうし、やっぱりこの

だんからコミュニティ放送を聞いてもらって、

３つくらいかなと、基本的には大きいのは。

そしてまた商業、行政情報、観光情報等で活用

そうしますと、じゃあその規模がどれくらい

しながら市民にも耳ざわりのいい、聞きなれた

になるのかなどをシミュレーションをやって、

放送局としてやはりコミュニティ放送局とある

そしてその中でやはりそんなに財政投入をせず、 程度円滑に連携をとることで、困難を要する非
しかも効率的にやれるものは何なのかというこ

常時に立ち向かっていけるのかなというふうに

とをきちっと精査していく、これからそれに対

思います。

して対応していくということが大事なわけでご

そんな中で、私は臨時災害放送局というもの

ざいまして、先ほどのことにもなりますけれど

をぜひ推進というふうなことでありますが、ぜ

も、やっぱりそれぞれの地域が持っている、あ

ひ前向きに、消防関係、いろいろあると思いま

るいはそれぞれの地域に合ったような方法とい

すが、その辺のところを連絡とっていただいて、

うのが必ずあるわけですから、そういったもの

ぜひ達成していただきたい。検討というよりも、

を模索しながら検討していくということが基本

ぜひ即防災関係の市民に伝える手段は協議して

的なスタンスでございます。

いただきたいというふうに思います。その協議

○大場重彌議長 長田康仁議員。

のところについて、前向きな御答弁をいただき

○５番 長田康仁議員 いずれにしても、費用

たいと期待しますが、よろしくお願いします。

対効果というのが非常に重視されると、私も認

市民への伝達方法について本当に協議にかかっ

識しています。防災行政無線なんていうのは非

ていただけるかどうか、その辺をお伺いします。

－５６－

○大場重彌議長 市長。

うした現状をそのままにして、用地買収などの

○横戸長兵衛市長 先ほども申し上げましたと

建設に向けた取り組みだけがどんどん進められ

おりでございまして、これに特化して対応とい

るようなことになれば、住民の納得と合意が前

うことはありません。やっぱりいろいろなもの

提の公共事業の推進そのものが、重大な障害に

を模索しながら、その中でこの方法がいいとい

直面しかねないと考えます。

うことならば、交渉といいましょうかになりま

市長もよく御承知のように、国庫補助の申請

すけれども、まずはゼロベースでいろいろ模索

一つをとっても用地確保、生活環境影響調査、

してまいりたいというふうに考えております。

地域住民の同意など、重要事項を全てクリアし

○大場重彌議長 長田康仁議員。

た上でなければできないような仕組みになって

○５番 長田康仁議員 いずれにしても、市民

いるわけです。もちろん、地域コミュニティに

のためにそういうふうな伝達手段を考えていた

も大変な困難を来します。大事なのは、むしろ

だけるというふうな御答弁でしたので、きょう

これからです。

はこの辺で終わりにします。ぜひ、いい方法を

そのために、立地自治体として何が求められ

考えてください。

ているのか。まず何よりも、取り組みの前提に

○大場重彌議長 この際、１０分間休憩いたし

住民合意をしっかり確立させるという確固たる

ます。

立場を貫くことです。また、施設建設のあらゆ
る段階で、「将来にわたる市民生活の安全性の

午前１１時１４分 休 憩

確保」を何より優先させるという姿勢を貫き、
午前１１時２４分 開 議

計画推進に住民参加を保障させることです。こ

○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き

れらの基本方針は、山形広域環境事務組合と広

ます。

域環境事務組合議会の議論や判断によって方向

次に、１３番橋本直樹議員。

づけられるものです。

〔１３番 橋本直樹議員 登壇〕

しかし立地自治体として、あるいは地元議会

○１３番 橋本直樹議員 日本共産党議員団、

として、地元住民の思いに立って必要な議論は

橋本直樹であります。

尽くさねばならぬという立場から、以下市長の

山形広域環境事務組合が川口に建設するエネ
ルギー回収施設をめぐる諸課題への本市として
の対応について質問いたします。

姿勢をたださせていただきます。
まず、現状と課題への認識につきましてお伺
いいたします。

施設の建設用地が昨年１２月に川口に決定し

川口立地が決定されるまで、「一部の役員の

てから、はや６カ月がたちました。今川口地区

声だけでできた得点がひとり歩きしている」

の皆さんは、賛成・反対の立場にかかわらず、

「農作物への風評被害や、景観が損なわれるお

大きな不安と悩みを抱えています。「これまで

それがある」「寝耳に水の候補地選定だ」との

のような地区の和が保てるだろうか」という心

反対意見や、「自分でごみを出しておきながら、

配も出されています。

反対とは言えない」などの賛成論など、この間

私は、「用地が決まったから」と地域内のこ

さまざまな議論がなされてきました。反対運動

－５７－

や署名運動も行われ、川口地区住民の半数近い

るまでの取り組みや説明のあり方が本当にこれ

署名も提出されたと伺っています。結果は、川

でよかったのかということに対する問題提起で

口地区会の臨時総会で「賛成多数」ということ

もあると考えます。司直の判断に委ねられた点

になり、それを受ける形で広域環境事務組合は

に関しては、行政の信を守る立場での粛々とし

最終的に川口との決定を下したわけです。

た対応が必要ですが、エネルギー回収施設建設

しかし、「この決定は、私たちにとっては一

に反対する団体との信頼関係回復の上からも現

つの過程にすぎない。運動を粛々と続けたい」

状と課題をどう認識しておられるか、市長の御

との川口地区の景観と環境を守る会代表の方の

所見をお示しいただきたいと思います。

談話にも示されているように、地元の住民の
方々の全てがこの決定に納得していると言える

次に、生活環境影響調査の位置づけについて
お伺いいたします。

状況にはありません。その後の西郷地区第一学

この調査は、施設の環境への影響を明らかに

区、第二学区を対象にした説明会の結果では、

するとともに、立地地域の安全、そして環境を

一部に懸念する声は出されたものの、やむを得

維持するために講ずべき措置を把握することを

ないが大勢という評価が示されました。しかし

目的に実施されるものです。立地自治体や施設

あくまで大勢であり、西郷地区全体でも反対の

周辺地域にとっては、絶対ないがしろにできな

声はあります。農協や生産者団体役員の反対意

い重要な意味を持っている調査です。だからこ

思表明もあると伺っております。

そ、国庫補助要件の一つにもなっているわけで

以上のような経過から、用地そのものは決定

す。

されましたが、これからの取り組みで何より大

市長は、さきの私の質問に対し、「この調査

事な課題は、やはり住民の合意形成であるとい

でつくれないとなれば、施設はつくれない」と

うことが明らかになりました。これから市長が

明言されました。それほど重い意味を持った調

最も心を砕かなければならないのは、地域住民

査だということです。だとすれば、この結果が

の皆さんと行政の信頼回復です。私は、今後の

出される前に用地交渉など、あり得ないと考え

あらゆる取り組みの前提に、しっかりこの立場

ます。それは、この調査の信頼性をみずから掘

を貫くことが大事だと考えます。

り崩すことにつながりかねません。

そこで、まずこれまでの取り組みで川口立地

そこで、まずこの調査を住民に公表し、住民

を決定した広域事務組合の方針への万全な地域

意見も組み込んだものにしていくために、環境

住民の合意と理解が確立されているかどうかに

影響評価方法書の公告を行うべきと考えますが、

ついて、西郷地区全体も含め、現状をどう認識

どう対応するかお示しください。

されておられるか、市長の御所見をお示しくだ
さい。

また、いわゆる法に基づく環境アセスメント
に準ずる調査だとしても、施設の立地が周辺環

また、エネルギー回収施設建設に反対する団

境に与える影響を科学的に明らかにするという

体が刑事告発という行動にまで踏み込んで、こ

目的には変わりありません。住民の安全安心を

れまでの取り組みに異議を唱えるという事態は、 しっかり確保する上からも、「必要な調査実施
やはり異例のことであります。これは、決定す

期間の確保」
「周辺景観への影響」
「ダイオキシ

－５８－

ンなど排出ガス中の成分の公害防止条件に沿っ

声も聞かれます。「川口の自然環境にひかれ、

た項目の大気質調査」に加え、「土壌や河川、

市の誘致で進出。建物も低くして、景観を維持

前川ダムへの影響」も調査対象にすること、

した」と報道された隣接企業にあっても、同様

「年間風配図の作成」とともに「ダイオキシン

だと思います。これらの方々が、今どんな思い

の最大着地出現点における平均寄与濃度」をし

をされているかということです。こうした思い

っかり示すことなどが求められていると考えま

に寄り添い、手を差し伸べるのが行政の役割で

す。今回の調査で、これらがしっかりと担保さ

あり、市長の責務ではないのか。

れるのかお示しください。

確かに用地は決まった。しかし、地域の抱え

さらに、調査地点の設定などに際しては、地

る本当の困難に寄り添った対応がなされている

域住民の意見に十分配慮することが大切だと考

か、住民全体の納得や合意を得るためのしっか

えます。この調査への信頼醸成の上からも、調

りした説明がなされているのか、それが今問わ

査実施前に関係地域住民を対象にした説明会を

れています。私は、「地域振興策で協議する場

実施すべきと思いますが、どう対応されるかお

ができたから」などということでは済まされな

示しください。

いことだと考えます。

次に、地元住民、企業への用地決定後の説明
についてお伺いいたします。

そこで、今後地元住民、企業への説明会の開
催など、行政として説明責任をどのように果た

「広域環境事務組合として用地を決定した」

していかれるか、また住民理解を進め、信頼関

ということは、事業全体の中で１つの大きなハ

係の醸成を図る上で地元市長としてさらなるリ

ードルを越したことになると思います。しかし、 ーダーシップの発揮が求められると思いますが、
冒頭に申し上げさせていただきましたように、

市長の御所見を伺います。

この事業が全うされるまでには今後幾つもの大

最後に、地元住民の思いや願いに寄り添った

きな課題を乗り越えなければなりません。特に

対応に関してもう一点、今後の課題を提起させ

事業全体を貫き、事業の成否を左右する課題は、 ていただきます。
住民の理解と協力が得られるかどうかという点
であります。

川口地区は、前川ダムをひかえた前川上流部
に当たり、本市の優良農業地域の一角をなして

川口地区では、臨時総会での採決の結果「賛

います。賛成・反対の立場の違いを超えて、誰

成が過半数」ということになりました。このこ

もが将来にわたっての安全安心な生活を願い、

とが、「地権者及び地域住民の理解がある」と

農業などの産業の継続と発展を望んでいます。

して、立地決定の大きな理由になりました。そ

焼却施設の立地によって、自分たちの暮らしや

れだけに、賛成、反対、中立と地域の未来を真

農業がどうなるのか、もっともっと情報を知り

剣に考え、悩み抜いた上でそれぞれの立場をと

たい、そして「こうしてほしい」という意見や

られた住民の皆さんが、地区融和という点でも

要求をぶつける場が欲しいと切実に願っていま

今本当に大変困難な状況に置かれているわけで

す。

あります。

西郷地区全体も同様です。施設建設に際し、

「決まったら、何の音沙汰もない」、こんな

今後こうした住民参加の協議組織の立ち上げも

－５９－

必要になると考えます。地元市長として、住民

ます。

参加の協議組織の必要性についてどのような見

建設地の市長としても、住民の理解がさらに

解をお持ちかお示しくださるよう求めて、第１

深まるよう、事業者である山形広域環境事務組

問といたします。

合と一体となって対応をしてまいります。

○大場重彌議長 市長。

次に、安全安心を求める住民の願いをどう受

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

けとめるかについてでありますが、組合の方針

○横戸長兵衛市長 １３番橋本直樹議員の御質

として施設の建設に当たっては、地域の代表の

問にお答えいたします。

方、上山市、山形広域環境事務組合で構成する

初めに、地域住民の理解について、現状と課
題をどう認識しているのかについて申し上げま
す。

意見交換の場を設ける予定であります。
また、稼働後の管理運営につきましても、仮
称でありますが「運営協議会」を設け、地域の

川口地区が候補地の一つとして検討の場に上

代表の方と話し合う場を設けてまいります。以

がってから１年余りが経過し、風評被害等を懸

上です。

念された住民の方も立地を前提とした地域振興

○大場重彌議長 橋本直樹議員。

を協議する場に参画するなど、地域全体として

○１３番 橋本直樹議員 基本的には、大変短

理解が深まりつつあると認識をしております。

い市長らしい答弁の形をとって、私が提起した

また、エネルギー回収施設建設に反対する方

問題については非常に前向きなすっきりした答

に対しましては、理解を得られるよう努めてま
いります。

えをいただいたと受けとめさせていただきます。
ただ、これからどんなことが起こるかわかり

次に、生活環境影響調査の位置づけについて
申し上げます。

ません。幾つものハードルがありますから、そ
ういう上で私が今回こうした質問をさせていた

この調査は、法に基づき実施されるもので、

だいた一番大事な点は、しっかりと地域との信

事前の調査方法の公告は行いませんが、調査の

頼関係をつくると、そういうことの前提であら

内容については事前に地元住民にお知らせする

ゆることが進んでいくという、そういう立場で

とともに、調査の途中経過についてもお知らせ

質問させていただいたわけです。

をしてまいります。

第１問で、現状をどう捉えるかということで、

また、調査につきましては大気質や水質など

この地域の住民合意形成の状況も含めて問題提

国の調査指針に基づく５項目に、さらに独自に

起させていただきました。市長からは、「これ

９項目を加え、広範囲にわたり行います。

から、もっともっと理解が進むように取り組ん

なお、調査前の説明会につきましては、地区
会等と協議をしてまいります。

でいかなければならない」、そういう姿勢が示
されました。ここが大事なんですね。まだ完全

次に、地元住民、企業への説明について申し
上げます。

な住民合意というものがなされていないし、市
民検討委員会が候補地として川口と須刈田を挙

今後の地元住民等への説明につきましては、

げて、広域事務組合で川口というふうに決定す

地区会と連携を図りながら適宜対応してまいり

るまでたったの３カ月です。その間、確かに何
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回か地元にも入ったということは、我々も認識

ら対応していくことが、今後信頼関係につなが

しています。それで全て、信頼関係も含めてこ

るものだというふうに考えておりますので、そ

れだけ大きな事業が円滑に進むような、そうい

ういう考え方で今後とも対応してまいりたいと

う地元での合意の状況、理解の状況がつくられ

いうふうに考えております。

たかといったら、とんでもないんですね。

○大場重彌議長 橋本直樹議員。

今市長が、そういう一番公共事業の基本であ

○１３番 橋本直樹議員 了といたします。

る住民の信頼をあらゆるものに優先させて、し

その際、具体的にどんなことが問われるかと

っかりと確保していく、そういう姿勢に立つこ

いいますと、やっぱり安全性なんです。この点

とが大事だということで、第１問で現状認識を

に住民の皆さんも、賛成・反対なんて関係あり

お伺いしたわけです。短い言葉で、基本的には

ません。みんなが本当に安全なものかどうかと

意を酌んだ答弁だと認めますが、そういうこと、 いうところで、不安を抱えているわけです。
住民との信頼関係、住民合意を得ていくという

そういう立場で考えると、市長が国基準を上

ことは、そういう大事な意味合いを持ったもの

回って、項目もふやして、生活環境影響調査を

なのだという認識があるのかどうか、再度御答

やるというふうに明言されましたから、それに

弁を求めます。

期待をするわけですけれども、非常に難しい意

○大場重彌議長 市長。

味合いを持った調査ですので、事前の説明とい

○横戸長兵衛市長 私はこのことに限らず、例

うことがまずやっぱり大事になります。そして、

えば市役所についても市民と市役所が信頼関係

「こういう調査をやるんだったら、ここもこん

を強くするということが一番だというようなこ

なふうにしてもらいたい」「こういうところも

とで、最初にやった仕事がそれでございます。

調べてもらいたい」、そういうような意見を事

そういうことが私の基本的な考え方でございま

前にちゃんとこの調査に反映できるような、そ

して、今回もこの施設についてはやはりウェル

ういう取り組みにすべきだというふうに思いま

カムということにはどこの地域もいかないと思

すが、この点でいかがでしょうか。

います。だけれども、やっぱりつくらなければ

○大場重彌議長 市長。

ならない、どこかにつくらなければならない施

○横戸長兵衛市長 今回９項目にするというこ

設だということは、皆さんが認識はしておりま

とは、そういう意味合いでございます。要する

すけれども、当事者といいましょうか、当地域

に、決まったということを受けて、では何でも

になればやっぱりそれはいろいろあると思いま

いいということではないわけでございまして、

す。

そこで長く２０年なり稼働するということでご

しかし、いろいろなことがありましたけれど

ざいますから、やっぱり地域住民の方々がゼロ

も、川口地区が決断をしていただいて、まず決

とはいかないかもしれませんけれども、安全で

めていただいたということについては感謝を申

安心にその施設があっても従来どおりのような

し上げるところでございますし、またこれにつ

仕事、あるいは生活ができるような環境づくり

いては今後ともいろいろなことが出てくると思

というものが必要でございますので、そういっ

います。これに、やっぱり誠意を持って正面か

た面で９項目ということでございます。
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○大場重彌議長 橋本直樹議員。

○大場重彌議長 市長。

○１３番 橋本直樹議員 生活環境影響調査に

○横戸長兵衛市長 この影響調査、四季を通し

関してもう一点大事なことは、青山先生という

てやるということでございます。ですから、当

この問題では本当に権威のある方の講演を聞く

然春の風、夏の風、秋の風、冬の風、違うと思

機会がありまして、この方が心配されて指摘さ

います。そういった今指摘があったことについ

れた点が、あの地形なんですね。あの前川ダム

ては、当然調査結果として出てくると思います。

の落ち口からそう遠くない部分で、しかも両側

例えばそういう現象が起きたという場合には、

が山になっていて、谷間に非常に細長く集落が

煙突の高さが５９メートルと、大体そうなわけ

ある。その先に農地があるというような地形の

でございますけれども、それをさらに高くする

ところでは、ダウンバーストという煙突から出

必要があるとか、いろいろなことが出てくるん

る排ガスが風向きや何かによっては、そういう

だろうと思います。やっぱり、基本的にはそう

狭い通路を通って流れ込んでいくというような

いった結果を十分に酌み取って、そしてできる

心配もあるんだというようなことが指摘された

だけ影響がないような方策をどうすることが必

んですね。

要なのかということが我々に課せられた課題で

これは柏木のときも同じようなことで、柏木

あり、我々の仕事と思っていますから、そうい

の地形がそういう面で非常に地形的には万全な

う点については４人の間で最終的には決断をす

状態でない、心配な点がある地形だということ

るわけですから、そういった形では当然私も意

が指摘されたわけですけれども、それ以上にや

見を申し上げていきたいと思っています。

っぱり鉄道が走り、国道が走り、しかもそこに

○大場重彌議長 橋本直樹議員。

細長く集落が続いている、こういうような地形

○１３番 橋本直樹議員 私が聞いたのは、市

の中で独特な風向きやあるいは排煙の集積とい

長はもちろん副管理者という立場でいるわけで

うようなことが心配される事態が起きかねない。 ありますので、管理者会の中でいろいろそうい
そういうことに対しても、調査の項目が決まっ

うことについては今後の対策も含めて議論をさ

ているからということでなくて、市としてもや

れるという構えを持っておられることは了とす

っぱりそういう地形上における特有の現象につ

るものです。ただ私は今回の調査に、上山市と

いての調査ということについてもしっかりやる

いうのは立地自治体ですから、エネルギー回収

ようにということで、その調査に対して意見を

施設が建てば今後ずっとそれを施設として抱え

言っていくというような姿勢も私は必要だとい

る自治体になるわけです。ですから、立地自治

うふうに思います。

体としてその影響がいかなるものかということ

当然、調査の公告と同時にさまざまな立場か

で、調査に「こういう点は特にしっかり調査し

らの意見集約というものもその調査には入って

てもらいたい」という意見を言うということも

いると聞いていますけれども、市独自できちっ

極めて大事だし、そういう姿勢がやっぱり住民

とした注文もつけていくというようなことも必

のまた信頼を広げることにもつながるというふ

要だと思いますが、市長の構えはいかがでしょ

うに思うわけなんですね。こういう立場から、

うか。

その調査に対してしっかり地元としての意見を
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上げるべきだということを私は考えますが、市

きな、しかも具体的な答弁をいただきました。

長の対応はいかがでしょうか。

こういう一つ一つの取り組みを通して、この事

○大場重彌議長 市長。

業というものがやっぱり前に進んでいくように、

○横戸長兵衛市長 このことについては、具体

私どもも頑張ってまいります。市長としても、

的に今のところわかりません。ただ、当然先ほ

今のような方向でしっかりと住民の負託に応え

どお話ししましたように、地区民の方にも話を

るということを姿勢として今後持っていただく

するということですから、地区民の方は多分

ことを強く求めまして、私の質問といたします。

我々よりもいろいろなことを知っていると思い

それでは、最後の答弁よろしくお願いいたし

ます。気象的なものなどいろいろなことを知っ

ます。

ていると思いますから、多分その中で出てくる

○大場重彌議長 市長。

と思いますし、また特記事項といいますか、そ

○横戸長兵衛市長 今回、残念なことになった

ういうものがあったときには当然話をしていく

わけでございますが、その中でいろいろ具体的

ということは当たり前のことだというふうに思

に対応したこともございます。そういうことで、

っています。

やはり今までのいわゆる不信という部分でしょ

○大場重彌議長 橋本直樹議員。

うかね、改めていくところについては改めてい

○１３番 橋本直樹議員 わかりました、了と

かなければというふうに思っています。

いたします。

ただ、我々も決してないがしろにしたという

最後になりますが隣接企業の方は、あの自然

気持ちは基本的には持っておりません。企業と

環境というものを気に入ってここに来たんだと

して対応させていただいたということについて

いうことを、私お話を聞きました。そういう思

は、我々も不足した部分はあったかもしれませ

いを酌んだ団体の方が、言ってみれば司直の手

んけれども、基本的に排除といいましょうか、

に告訴という形をとって異を唱えなければなら

それを除外したということは一切ございません。

ないような事態になっているということは、本

ですから、そこについては若干の不信といい

当に私も一市民としても悲しいことだと思いま

ましょうか対応のまずさということがあったか

すし、当然市民全体も「こんなことがあってい

と思いますが、これはここにつくらせていただ

いのか」という思いでおられると思うんです。

くという以上については、やっぱり誠意を持っ

その判断は、どうこう我々にはできません。

て今後ともいろいろな面で対応させていただき

ただ、少なくともこういうふうになるまでの

たいというふうに考えております。

我々の取り組みがどうだったのかということの

○大場重彌議長 この際、正午にもなりますの

反省抜きにして、これからの信頼回復というの

で、昼食のため休憩いたします。午後は１時か

はあり得ないと思うんですよね。そういう点で、 ら会議を開きます。
こうした事態を招いた立地自治体の長としての

午前１１時５６分 休 憩

責任、反省、そういうものをどのように捉えて
午後 １時００分 開 議

おられるのか、その点をお示しいただきながら、
きょう全体として非常にやっぱり力強い、前向

○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き
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ます。

人々のもてなしに感動し、「健康的な保養地と

次に、９番髙橋義明議員。

なるであろう」と称賛した、まさに開湯５５５

〔９番 髙橋義明議員 登壇〕

年を迎えた温泉湯治場であり、羽州街道の宿場

○９番 髙橋義明議員 議席番号９番、会派蔵
王、髙橋義明であります。

町である城下町上山そのものの魅力であります。
４０年の実績を持つ大分県由布市、世界遺産

通告に従い順次質問をさせていただきます。

である熊野古道を生かした和歌山県田辺市と連

初めに、市内の史跡等を巡るウォーキングコ

携して、滞在型の健康保養地づくりを進めてい

ースの創設についてであります。

るわけですが、上山らしさを醸成し、具現化し

上山は市を挙げてクアオルト、すなわち健康
保養地のまちづくりを進めております。温泉を
初め、上山ならではの豊かな地域資源を活用し、

ていく上で、これら２つの要素は特に大切にし
ていきたいものであります。
さて、このたび「クアオルト推進室」が拡充

市民の健康増進、交流人口の拡大を実現するた

され、街なかを歩くウォーキングコースが計画

めに、地域住民、企業、行政が一体となって推

されております。現在想定されているまちなか

進していくものであります。

ウォーキングのコースは、上山城前を拠点とし

それは、現在本市が抱えている諸問題の解決

て右回りで新湯、武家屋敷通り、湯町、月岡公

に前向きに取り組んでいく市民ぐるみの協働の

園側小径を通って戻るコース、左回りで三島坂

まちづくりでもあります。すなわち、人口減

を登り月待坂を下り、春雨庵、石崎を通って戻

少・少子高齢化に対抗し、医療費負担を軽減し、 るコースであります。むろんこれは、想定され
観光業、商業、農業、製造業を活性化し、中心

る基本的なルートであり、さまざまな変化は考

市街地のにぎわいを取り戻す、極めて能動的な

えられます。クアオルト推進室としても、起伏

プロジェクトであります。

や木陰などによる負荷や気温の変化ばかりでな

上山型温泉クアオルト構想は、その意味で新

く、ぜひ歩いてみたくなる魅力的なアイテムを

しいまちづくりの取り組みでありますが、歴史

求めて考察しているようであります。気候性地

に裏づけられた上山の独自性を重要視して進め

形療法ウォーキングの専任ガイドと、歴史文化

られるべきものと考えます。

面での観光ボランティアガイドをあわせ持つ上

１つ目は、斎藤茂吉の縁で友好都市となった

山の街なか歩きを実現させるためにも、ぜひ多

ドナウエッシンゲンがあるドイツで行われてい

方面にわたる市民の英知を集めるべきと考えま

るクアオルトの考え方、ミュンヒェン大学から

す。

日本で初めて認定を受けた「気候性地形療法」

私からは、街なかのウォーキングコースとし

コースの存在であります。虚空蔵山、西山、葉

て１つ提案させていただきます。それは、旧梅

山、三吉山、そして蔵王高原坊平コース、お清

津歯科医院、下大湯鶴泉園、観音寺、愛宕神社、

水・樹氷原コースなど５カ所８コースが認定を

三明不動堂、切り通し、枡形、桜の名所等を生

されております。

かして、四ツ谷から旧羽州街道を通り、移され

２つ目は、１３５年前にイギリス人女性旅行
家イザベラ・バードが、上山の美しい景色と

る領境界石や狼石、氷室、花立地蔵を生かした
ようなウォーキングコースです。
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無限とも思える可能性を秘めたクアオルトの

区公民館でありますが、中部地区の場合は事情

まちづくりでありますが、地域住民の意識も高

が違います。地区会単位の利用のほか、逆にま

まっており、より身近に参加しやすいコース、

ちの中央にあるということから、各地区公民館

そして我がまちに誇りが持てるコースづくりが

の枠を越えたもの、つまり全市的な本来中央公

実現できることを切望し、市長の御所見を求め

民館が受け持つべき会合にも対応を求められる

ます。

ことが多いのも事実です。

次に、中部地区公民館の中心市街地への移設
についてでございます。

いずれにしましても、今後の公民館のあり方
を考える上でできるだけ早い機会に、中部地区

旧町内における地区公民館の整備は、もとも
と「まちづくりは人づくり、人づくりは公民館
から」という、市長の堅固な考え方のもとに進
められてきたものであります。全市民が公民館
機能に浴することによってコミュニケーション
が進み、自治力が高まります。

公民館を中心市街地に設置すべきと考えますが、
教育委員長の御所見をお示しください。
次、３番目でございますが、上山城入館者拡
大策についてであります。
上山城については、スクリーンのある大きな
階段をなくし、特別展示室をつくったり、表に

先ほどのウォーキングコースづくりも、基本

は沢庵和尚が土岐山城守に説いた「上中下三字

的には地域住民の理解と情熱が何よりであり、

説」の銅板レリーフをつくるなど、画期的な取

そのためにも地域コミュニティづくりは大変重

り組みが功を奏し、減り続けてきた入館者数が

要であります。実際にまちづくりに関する協議

やや持ち直してきたように見受けられます。

会の取り組みや勉強会が、数多く開かれるよう
になっております。

特に喜ばしいことは、原発の影響がなくなっ
てきたことです。東北六魂祭、八重の桜、三陸

一方、周辺部では地区会単位に集会施設を持

鉄道による効果もあるのかもしれませんが、震

っている例が一般的なわけですが、街なかでは

災後とまっていた東京以西の方々の足が戻って

独自のコミュニティセンターのない地区会が約

きたと言います。殊に、大阪からの来館者を案

半数ございます。こうした状況の中で、現在北

内したときの職員の感激は、私のところにも伝

部地区、中部地区、南部地区と３つの地区公民

わってまいりました。

館があり、中部地区は生涯学習センターに併設

福島の人たちが他の地に行って嫌な思いをす

されているわけであります。生涯学習センター

ることが多いそうですが、上山を初め東北人は

は、体育運動には適した施設として利用度が高

そういうことがないという福島県人の話を聞く

いわけですが、会議室が少なく、また必要とし

につけ、こうした遠方からの来館者の増加は喜

ている地区会からは遠いということで、市民の

ばしく、本当の意味での理解につながればと思

反応は必ずしもよいとは言えません。市民のニ

うところです。

ーズの一般的傾向として、特別な会合や体育活

さて、１階にあった大きな階段は、開館当初

動は遠い会場でも、身近な問題に取り組むとき

一定の目的を果たしていたわけですが、展示物

には身近な場所を求めるものです。

の更新やバリアフリー化を進める観点からも改

また、本来ブロック単位の存在であるべき地

善が求められ、施工後の評判もよく、安心をし

－６５－

ているところです。

内容も申し分なく、満足をしております。特別

結果として、特別展示室が完成し、現在「か

展示室が専ら美術展示室になり続けるのではな

みのやま温泉開湯５５５年記念企画展」として

く、そして少しでも多くの展示品の交換を進め

「かみのやまを彩る絵画」１４点が展示されて

ることにより、集められた歴史的資料を生かし、

おります。石井柏亭、真下慶治、東郷青児等、

入館者数の増加につなげるべきと考えますが、

１１画伯によるものです。所蔵者は、いずれも

市長の御所見をお示しください。

上山市内。よくぞこれだけの名画が所蔵されて

最後、４番目となります。（仮称）上山イン

いたものだと感心する一方で、どこか不思議な

ター付近への直売所を備えた道の駅の建設につ

感覚にとらわれたのは私だけでありましょうか。 いてであります。
それは、本来美術館にあるべきもので、お城に

東北中央自動車道の上山市におけるインター

ふさわしい展示物ではないのではないかという

チェンジは、いわゆる赤坂地内と金瓶地内の２

感覚であります。

カ所であり、それ以外の場所から上山市に降り

公益財団法人上山城郷土資料館でありますか

ることはできません。山形上山インターは近く

ら、城閣型の郷土資料館であるということから

に山形県観光物産会館がありますし、直売所が

すれば、よしとするべきものかもしれません。

競合します。山形上山インターからはニュート

しかし、裏を返せばこれだけの空調や保安上の

ラックかみのやまや北からのお客様を主体にお

環境が整ったところ、つまり美術館が上山市に

りていただくことにしたいと思います。

はなかったということであります。

南からのお客様は全て、この（仮称）上山イ

おかげさまで見ることができましたが、特別

ンターでおりていただかないと、上山を素通り

な場合は別として、お城を訪れる人は近代美術

してしまうことになります。この大事なポイン

や現代美術を鑑賞したいわけではないはずです。 トに、直売所を備えた道の駅を建設してはどう
今後、展示用ガラスケース等の整備が進むこと

でしょうか。道の駅を建設することは、上山に

により、まだまだ眠っているお城ならではの歴

玄関をつくることにほかなりません。物産だけ

史的資料が展示される場所になるはずです。

ではない、上山の全てを紹介できるところでな

平成２４年は開館３０周年、平成２５年は開

ければなりません。温泉、自然、旅館、産業、

湯５５５年、この一連の取り組みの中で実施さ

クアオルトに街なかの風情まで、ぜひ上山を堪

れた数々の事業は本当に興味深く、楽しませて

能したくなるようにしたいものです。食も文化

いただいております。特に、展示にテーマ性を

も豊かです。自然も人も豊かです。

持たせることにより、新しい展示物が加わり、

直売所を備える上では、果樹、ワインの産地

内容に深みと現実味が出る取り組みは、今後も

であり、花も世界のトップレベルと認識してお

続けてほしいものです。テーマはさまざまに考

ります。ほかの物産は多彩でありますが、農産

えられ、特別展示室の利用こそが望まれるもの

物で大変なのが野菜と山菜かもしれません。し

と考えます。

かしマーケットですから、売れれば集まります。

一方、多目的ホールにおける展示や講座を初
めとする取り組みは多彩であるばかりでなく、

また、道の駅の場合、そこにしかないものの存
在が生死を決めるとも言われています。

－６６－

上山市国土利用計画では、国道１３号の南側

の来訪者の増加につなげる好機と捉え、同イン

に、産業創造ゾーンが計画されています。そこ

ター付近への道の駅、パーキングエリア等の建

に何を配置するかも、今回のテーマです。商工

設について関係機関と検討を行った結果、パー

会、ＪＡ、観光物産協会等々、市民の英知を結

キングエリア間の距離や道路構造上の関係で、

集する協議会を発足し、研究を開始すべきと考

建設は難しいものと判断をしたところでござい

えますが、市長の御所見をお伺いし、私の質問

ます。

といたします。

○大場重彌議長 教育委員長。
〔小関男教育委員長 登壇〕

○大場重彌議長 市長。

○小関男教育委員長 ９番髙橋義明議員の御

〔横戸長兵衛市長 登壇〕
○横戸長兵衛市長 ９番髙橋義明議員の御質問

質問にお答えいたします。
中部地区公民館の中心市街地への移設につい

にお答えいたします。
初めに、市内の史跡等を巡るウォーキングコ

て申し上げます。
中部地区公民館につきましては、生涯学習セ

ースの創設について申し上げます。
市民の健康づくりや観光客の体験プログラム

ンターと併設されている状況や、公民館として

として、名所、旧跡などの地域資源を生かした

の機能面において課題があることから、現在移

ウォーキングコースを創設していくことは、ク

設も含めて検討しているところであります。

アオルトウォーキングの普及を図る上で有効な

○大場重彌議長 髙橋義明議員。

ことから、今後とも市民との協働により推進し

○９番 髙橋義明議員 初めに、市内の史跡等

てまいります。

を巡るウォーキングコースの創設についてでご

次に、上山城入館者拡大策について申し上げ

ざいますが、市長の認識と私の認識、非常に近
いと申しますか、十分な理解の上に成り立って

ます。
上山城につきましては、本市の観光のシンボ

いるのかなというふうな印象を持ったところで

ル、そして郷土文化の向上に資するための役割

ございます。今回、歴史的遺産を生かしたウォ

を担っており、また市街地の中心に位置してい

ーキングコースの創設ということについては、

ることから、歴史、地域資源を生かした歩きた

異論がないのかなというふうに思ったところで

くなるまちづくりの中核施設でもあります。

ございます。

これまでさまざまな企画展や特別展を開催す

いわゆる気候性地形療法ウォーキングの専任

るとともに、斎藤茂吉記念館、博物館蟹仙洞と

ガイドと、それから観光ボランティア、あるい

連携し誘客活動を行ってまいりましたが、今後

は観光課と生涯学習課のまち歩きのこれまでの

ともこうした取り組みを強化するとともに、積

実践、その中で蓄積されてきた療法のノウハウ

極的な広報宣伝を行い、入館者の増加に努めて

を生かすことによって、地元の人ばかりでなく

まいります。

他の地域から来た人にも上山の持つよさという

次に、（仮称）上山インター付近への直売所

ものを、もっとよく知っていただく。知れば知

を備えた道の駅の建設について申し上げます。

るほどに深まるのが郷土愛であり、それは観光

（仮称）上山インターの供用開始を、本市へ

客にとっても上山に対する愛着心を育み、リピ

－６７－

ーターの増加が期待できるものと思います。こ
の考え方についても、市長のお考えを再度お伺

てございます。
そういう中でも、例えば北部地区のように約

いいたします。

２年間にわたっていろいろまち歩きに準じたよ

○大場重彌議長 市長。

うな歴史を訪ねる企画をしているわけです。そ

○横戸長兵衛市長 このウォーキングでござい

ういう中で、いろいろなコースづくりなどもで

ますが、今毎日ウォーキングをやっておるわけ

きそうなところまで進んでいるのかなというふ

でございますが、昨年の２．５倍の参加者数だ

うに思ってございます。自然や地形だけでなく

ということを聞いておるところでございます。

歴史的資源の活用も視野に入れて、今後中心市

もちろん、コースの魅力もありますし、とこ

街地の周辺部ででもそういうことが活発に行わ

ろどころに神社仏閣があるとか、そういった物

れるといいなというふうに思っているわけです

語性、あともう一つはやっぱりテラポイトの

けれども、その件についていかがでしょうか。

方々の説明努力というんでしょうか、そういっ

○大場重彌議長 市長。

た和気あいあいとした話術などが今求められて

○横戸長兵衛市長 クアの道につきましてはい

おるところでございます。それぞれの部分でさ

わゆる周辺部、７つの公民館については全てで

らなる向上策を今検討しているところでござい

きております。特に中川地区の高野地区におい

ますが、特にまち歩きにつきましてはむしろウ

ては、毎日ウォーキングというようなことでや

ォーキングによる効果よりも、まちの魅力を探

っておりますし、公民館単位で月に１回とか、

索してもらうとか、あるいは先ほどありました

そういうことをやられているということでござ

ように上山のまちに愛着を持っていただくとか、 います。
そういった面でのウォーキングにしていきたい

ただ、まちなかウォーキングについては、公

というふうに考えているところでございますし、 民館単位にするのか、あるいはいわゆるまち全
そういう面では資源もたくさんあるわけでござ

体を網羅した形でのコースづくりをするのか、

いますので、コース設定なども含めながら今後

これからの検討だと思いますが、いずれにいた

さらに魅力あるコースづくりをしていかなけれ

しましても街なかの魅力をどういうコースづく

ばというふうに考えているところでございます。 りの設定の中で生かしていくかということにな
○大場重彌議長 髙橋義明議員。

るわけでございますし、またコースの長さもご

○９番 髙橋義明議員 ありがとうございます。 ざいます。
それでは、上山市温泉クアオルト協議会でも

そういうことで今後の課題だと思いますが、

「クアの道」コース設定１０の指針というのを

先ほど議員御指摘のとおり街なかの資源を生か

示しておりまして、いわゆる各地区ごと、地域

したコースづくりというものに力を注いでまい

ごとのクアの道の推進をしているということだ

りたいというふうに考えています。

と思います。その中で、これは各地区公民館ご

○大場重彌議長 髙橋義明議員。

とに話し合いが進んで実現していくのが最も効

○９番 髙橋義明議員 最初の問題については、

果的なのではないか、そしてまた、現在そのよ

市長の御理解が非常に進んでおられるというよ

うな方向で動いているのかなというふうに思っ

うに受けとめさせていただきました。大変あり

－６８－

がとうございます。

開館当初の最大２２万６，０００人は別とい

次に、中部地区公民館の中心市街地への移設

たしまして、その後十数年間約１０万人台をキ

についてでございますが、施設を含めて検討中

ープしておりました入館者数は、徐々に減少を

であるというようなことでございます。もう少

続けまして、平成２２年４万８，０００人、平

し具体的に、例えば現在中心市街地活性化基本

成２３年４万５，０００人台というふうになり

計画の中で、あるいは予算の関係などもござい

ました。しかし、平成２４年に７，０００人増

まして、もう少し具体的に進められているのか

加して、５万２，０００人を数えたわけであり

なという印象を持つのでありますが、いかがで

ます。こういう数字から見ても、現在進められ

しょうか。

ている上山城の改装や企画は成功しているとい

○大場重彌議長 教育委員長。

う評価でよろしいのかどうか、まずお伺いをい

○小関男教育委員長 生涯学習課長のほうか

たします。

らお答えいただきます。

また、開館３０周年、開湯５５５年による効

○大場重彌議長 生涯学習課長。

果が一過性のものにならない政策について、先

○鈴木英夫生涯学習課長 お答え申し上げます。 ほど市長からるる関連づけられた施設との政策
中部地区公民館につきましては、やはり現在

なども承りましたけれども、改めまして周辺整

の位置が将来にわたってまで一番最適な場所か

備を含めて市長のお考えをお伺いしたいと思い

ということでは、なかなか思えないような場所

ます。

でもございますので、現在庁内におきまして先

○大場重彌議長 市長。

ほど議員おっしゃったような中活の部分の視野

○横戸長兵衛市長 上山城の入館者数でござい

も含めまして、十日町近辺に移設が可能かどう

ますが、若干伸びたということでございます。

かについて検討しているところでございます。

これはいろいろな要素があると思いますが、一

以上でございます。

つにはやっぱり何といってもリニューアルした

○大場重彌議長 髙橋義明議員。

ことがあったと思います。あともう一つは、大

○９番 髙橋義明議員 ありがとうございます。 河ドラマとかいろいろなこともありまして、社
なるべく早い機会に、それを実現をしていただ

会情勢というんでしょうか、そういう形での伸

きたいというふうに思います。

び率だと思います。

というのは、なぜ早いほうがいいのかという

しかし、これをどうキープしていくかという

ことになりますと、いわゆる街なかの自治活動

ことについては、なかなか難しい部分もござい

が活発化されるその効果を期待するということ

ます。自助努力では解決できない部分もござい

だけでなくて、実際の使われ方を見定めた上で

ますので、そこはやっぱり全体的な社会構造と

上山市全域の公民館のあり方を探るというよう

いいましょうか、社会情勢といいましょうか、

な上からも重要なことでありますので、なるべ

そういうことも見きわめながら対応していく必

く早い実現を望むところであります。

要があるなと思っています。

次に、３番目の上山城入館者拡大策について
に移らせていただきます。

あと、５５５周年記念ということがありまし
て、今青年会議所、あと商工会の青年部、旅館
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組合の青年部、この方々がやはりまちづくり元

ですから、イベントだけでは到底まちづくり

年にしていこうという強い意思のもとにいろい

にもつながらないと思いますし、一過性になり

ろな取り組みをしていただいております。イベ

がちでございますから、そこはやっぱり何がこ

ントの１年ということじゃなくて、これをスタ

のイベントの中で大事なのかということを、あ

ートにという考え方は大変すばらしいことだな

るいは何が目的なのかということを見きわめて、

というふうに思っているところでございますし、 ただイベントをやればいいということではない
我々行政といたしましてもそういった若い力と

と思います。ですから、そういう意味におきま

いうんでしょうか、そういった勢いのある、情

しては、イベントも大事ですけれども、先ほど

熱のある方々と研究をさせていただいて、今後

申し上げましたようにまちづくりというものを

の上山のまちづくりというものについて一緒に

元年として捉えていくということもより大事だ

なって頑張っていきたいというふうに考えてい

と思いますので、そういった考え方のもとにこ

るところでございます。

の５５５年というものを大事にしていきたいと

○大場重彌議長 髙橋義明議員。

いうふうに考えております。

○９番 髙橋義明議員 ただいまの考え方は私

○大場重彌議長 髙橋義明議員。

も同感でございまして、我々の立場でもまたそ

○９番 髙橋義明議員 イベントの具体的なこ

れを大事にしていきたいものというふうに思っ

とは、一つ一つ挙げますとちょっと小さな話に

ております。

なっていくのかなというふうに思いますので、

もう一つ、お城の企画には展示、講座、体験、 ここでは差し控えまして、別の機会にさせてい
それから売店、イベントというふうにいろいろ

ただきたいと思います。

なものがあるわけですけれども、体験や野外で

それでは、４番目の（仮称）上山インター付

行われてきたイベントというのも、お城に対す

近への直売所を備えた道の駅の建設について、

る求心力を高める上では大切なポイントであっ

これはいろいろ検討した結果建設は難しいもの

たというふうに考えます。大手門前広場でも、

と判断したというようなことでございますが、

イベントは今後とも大切にしていきたいと思い

米沢市では２９日、東北中央自動車道福島・米

ますが、このことについての市長のお考えをお

沢間の２０１７年開通に合わせた、いわゆるイ

尋ねいたします。

ンターチェンジ付近に建設する道の駅の基本構

○大場重彌議長 市長。

想検討委員会を設置する方針を発表したという

○横戸長兵衛市長 具体的に大手門前のイベン

ことでございます。メンバーはやはり商工会議

トというのは何を指しているのか、ちょっと私

所、観光物産協会、そして運輸業界、そして生

は今頭に浮かんでこないんでございますが、要

産者を中心とした地元１５人以下の組織と。そ

するにイベントを重ねていくことによって人を

して、国土交通省や県、道の駅関係者などをア

集めるということも大事だと思います。同時に、 ドバイザー役として検討しているというような
先ほども申し上げましたように、恒常的にとい

ことがニュースとして入ってきているわけでご

いましょうか将来的にといいましょうか、そう

ざいます。

いう形でやっていくのも大事だと思います。

そういう周辺の事情、そして上山を囲むエリ

－７０－

アにおける道の駅を見てみますと、高畠から天

ろいろあります。高速と一般と連携したやつは、

童温泉まではございませんというような中で、

名古屋にもございます。私も行ってまいりまし

今回米沢で実現したと仮定しても国道１３号沿

た。そのタイプではなくて、髙橋議員の質問は

いでは天童まではないというような状況でござ

高速道路のインター、道の駅という捉え方で私

います。そして、上山につくる意味については、 は答弁をさせていただきました。
十分にあるというふうに思われます。なかなか

というのは、実ははっきり申し上げますとＮ

立地条件の難しさというものがあるのではない

ＥＸＣＯの社長さんのところまで行き、はっき

かというふうに思われますけれども。もう一度、 り申しました。ただあのインターについては、
必要性については異論はないのだと思いますけ

一つは高速では南陽市、あともう一つは山形の

れども、何が難しいところだったのかというこ

西公園、多分そこに道の駅らしい、あるいはサ

とについて教えていただきたいと思いますが、

ービスエリアができると思いますが、そういっ

いかがでしょうか。

た距離的なものもあって上山は非常に難しいと

○大場重彌議長 市長。

いうことと、あと土地の利用の形で難しいとい

○横戸長兵衛市長 ちょっと１つだけ確認させ

うことがありました。

ていただきます。今の言葉の中で、国道１３号

そういうことで、「じゃあ民間でやれば」と

という言葉が出てきたんですけれども、質問は

いうようなことで、商工会にもお話をさせてい

高速道路じゃないんですか。どちらなんでしょ

ただきましたが、当時の話では１０億円かかる

うか。

という話でございました。商工会全体としては、

○大場重彌議長 髙橋義明議員。

「１０億円投資してつくるまでにはいかない」

○９番 髙橋義明議員 いろいろなタイプの道

ということになりましたので、これについては

の駅がございまして、いわゆる道の駅というの

このインターについてのパーキング、あるいは

は国道沿いというふうなことになると思います

道の駅についてはあきらめざるを得ないという

けれども、インターチェンジにつくるインター

判断のもとに、こういった答弁をさせていただ

チェンジ型と申しますか、そこの中で両方兼ね

きました。

るというタイプもあるわけでございます。直売

○大場重彌議長 髙橋義明議員。

所を備えつけるべきだというふうな私の考え方、 ○９番 髙橋義明議員 今の金額の話でありま
そして上山の玄関口にしたいというような基本

すが、商工会との話し合いはいつごろ行われた

的な考え方からすれば、高速道路そのものには

のか。

今設計上ないわけでございましょうから、そこ

○大場重彌議長 市長。

のインターチェンジのエリア、それから国道１

○横戸長兵衛市長 定かではございませんが、

３号までにつながるまでのエリア、ここまでの

一、二年くらい前だと思います。もう「３０

間で建設可能な場所を探すべきではないのかと

年」とわかっておりましたので、先取りという

いうふうな理解でございます。

形で話し合いをさせていただきました。

○大場重彌議長 市長。

○大場重彌議長 髙橋義明議員。

○横戸長兵衛市長 このインターチェンジ、い

○９番 髙橋義明議員 なかなか難しい問題だ
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なというふうには思いますけれども、困難であ

備えた道の駅の建設という形で質問させていた

るというふうに理解すればいいのか、あるいは

だきましたけれども、そうではない形で市長が

完璧に諦めたというふうな表現にとればいいの

考えているものがございますならば、お伺いい

かということなんですけれども、私としては非

たしたいというふうに思います。

常に困難をきわめているというような理解の中

○大場重彌議長 市長。

で、しかし何らかの可能性を残したいと。改め

○横戸長兵衛市長 このたび南側に道路を新し

て考えていただけないでしょうかというような

くつくったという意味合いは、将来の投資だと

気持ちを今持っているわけでございます。この

いうことで御理解をいただきたいと思います。

直売所、例えば個人経営の直売所がバラバラに

○大場重彌議長 髙橋義明議員。

できるというよりも、やはり１カ所に共同して

○９番 髙橋義明議員 ありがとうございまし

入るほうが効果的だというふうに考えますし、

た。それでは、私の質問をここで終わらせてい

南からの誘客施設ということもあります。

ただきます。

そういう意味で、直売所を備えた道の駅とい

○大場重彌議長 次に、４番井上学議員。

うような表現で、もう一度、わずかでも可能性

〔４番 井上 学議員 登壇〕

があるんであれば、もう一度チャレンジすべき

○４番 井上 学議員 日本共産党議員団、井

ではないのかというふうに思っていますけれど

上学です。農業振興について質問します。

も、この件についていかがでしょうか。

サクランボの収穫がもうすぐ最盛期を迎えよ

○大場重彌議長 市長。

うとしています。ことしの作柄は、園地にもよ

○横戸長兵衛市長 万全を尽くしたつもりでご

りますが、おおむね良好と聞いています。農村

ざいます。

部は、今一番活気がある時期を迎えようとして

○大場重彌議長 髙橋義明議員。

いると感じています。

○９番 髙橋義明議員 市長にそこまで言われ

より一層農業を活気づけようと、若い農業従

ては、まあしようがないのかなというふうに思

事者の方にどんなことを行政に求めるか聞いて

います。いろいろ直売所を備えることによる効

みました。それぞれの方にさまざまなことを聞

果であるとか、あるいはどういうふうなノウハ

きましたが、「今はまずまず順調に営農できて

ウを考えればいいのかということをいろいろ考

いるので、行政としては今までどおり農業を基

えてまいりましたけれども、残念ながらこれ以

幹産業と位置づけ、もっと農家との情報交換な

上突っ込んでもしようがないのかなというふう

どのため園地などに来て、実情を見てもらいた

に思います。

い」という話を聞きました。同じ農村部に住む

最後に、市長はそういう結論を持ったとして
も、南側からの誘客、いわゆる上山の玄関とし
て大事な場所であるという認識にはかわりはな
いというふうに思います。

青年として、元気な農家を見るとうれしい気持
ちになります。
一方で、農業においては、後継者、担い手不
足が大きな課題となっています。青年就農給付

観光としての振興策を考えているというよう

金や本市独自の新規就農支援事業などの施策が

な言葉もございましたし、私は今回は直売所を

打ち出されていますが、そうした中でも高齢に
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なり農業を続けられず、後継者もいないため、
農地を維持できなくなる状況が見受けられるよ
うになりました。

次に、パイプライン設置による果樹生産支援
策についてです。
農家の方との話の中で、今現在県の事業とし

中山間地や山間地でも、遊休農地がふえてい

て行われている松沢ため池の改修にあわせて、

ると聞いています。規模縮小ややめてしまった

その水を果樹のかん水に使えるようにしてほし

農地を見ると、きれいに整地してその後も草刈

いとの要望を聞きました。松沢の水は、本庄地

りなど管理をしている遊休農地もありますが、

区の一部と西郷地区で水田の用水として土地改

水田ではススキが林のようになっているところ

良区が管理していると思われますが、農家の方

もあります。果樹園でさえ、棚が潰れたままで

のお話によると水量は豊富で、水田で使用して

手がつけられない状態の園地も出てきました。

も余裕があるとのことでした。

その状況を目にするだけで、農村が寂れている
感覚になります。

果樹にとって、水は天候に左右されるとして
も、水量と設備があれば人工で補えるものとし

私は、高齢や後継者が不在で営農が困難な農

て、生産性を上げるために大いに活用できます。

家に対して、少しでも元気で農業を続けていけ

東根市の若木地区では大規模な畑地かんがい事

る支援が必要だと考えます。

業も行われており、農家の方からそういった行

そうした農家に対して、野菜づくりなど高齢

政のやる気を見せてほしいと要望されました。

でもできる作物を推奨し生産指導する、遊休農

また、設備の概要としては本管を農道などに埋

地解消支援事業助成を使い環境を整える、出荷

設し、必要があればポンプアップなどをして水

先を確保するため直売所やスーパーマーケット

を通してもらい、本管から園地まではそれぞれ

の直売コーナー、給食センターなどに行政が働

の農家が個人で工事するといった形のものを望

きかける、この３つの支援が農地の保全や地産

まれました。

地消の推進、高齢者の生きがいづくりにつなが

近年、特にことしは品質維持向上などの目的

ると考えます。順調にいけば生産組合ができ、

で散水することが重要な仕事となっており、ト

直売所開設ということも考えられます。実際に、 ラックなどで水を運び１日で３６トンも散水し
岡山県加茂川町では高齢者中心の生産者組合が、 たという話も聞きました。それだけ果樹農家に
ショップを開設したという話もあります。

とってかん水は欠かせないものになっています。

後継者、担い手不足においては、青年就農給

水田のための水ですので、土地改良区や利用

付金などの効果が出てくるまでの間、こうした

している稲作農家との話し合いが必要になって

支援を通じて農地を保全することがスムーズに

くると考えますが、そこを行政が取り持ってル

農地を継承していくことにつながると考えます。 ールづくりをしていくことが肝心だと考えます。
何より、農村が寂れている感覚を拭い去るこ

松沢ため池の改修にあわせて、もしくは松沢

とが、これから訪れるサクランボ狩りの観光客

に限らず可能性があるところでパイプラインを

や市民に対して、元気な上山を示す最低条件に

設置し、果樹農家へ生産支援することや水利権

なると考えます。高齢や後継者不在農家の支援

の調整を行うことについて、市長の見解を伺い

について、市長の見解を伺います。

ます。
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最後に、緑のふるさと協力隊による農村活性

高齢や後継者不在の農家に対する支援につい

化についてです。緑のふるさと協力隊とは、Ｎ

てでありますが、経営を継続する意思のある農

ＰＯ法人地球緑化センターが行う、都市の若者

家に対しましては、集出荷団体等と連携しなが

が農山村に暮らしながら、さまざまな集落活動

ら、作業の共同化や作物転換等の労力軽減、交

を通じ地元の人たちとともに地域を盛り上げる

付金対象作物作付の提案など、経営継続への支

取り組みです。１年間都市の若者が農山村に住

援を今後も引き続き実施してまいります。

み、行政は住居、生活費、活動内容等を用意し、

一方で、やむを得ず離農しなければならない

隊員の活動をサポートします。県内では、尾花

農家に対しましては、遊休農地の増加を防ぐた

沢、西川、小国で緑のふるさと協力隊を受け入

めにも地域における合意形成を図りながら、地

れ、定住につなげています。これまで、全国で

域の中核的な担い手への農地集積を推進してま

５００名以上が参加し、その地域に定住する割

いります。

合は４０％以上となっているとのことです。
私は、この緑のふるさと協力隊を受け入れ、
遊休農地の活用による農村活性化をしてもらい
たいと考えます。

次に、パイプライン設置による果樹生産支援
策について申し上げます。
現在、山形県において改修が進められている
松沢ため池につきましては、受益地である三上

私がこの協力隊を知ったきっかけは、尾花沢

地区及び細谷地区の水田かんがいに供すること

の知人を訪れたときに、田植えを隊員からして

を目的とした施設であり、水利の権利上におい

もらったという話を聞いたことからです。その

て受益地以外への水の供給は不可能であります

隊員は、田植機に乗り、田植えという重要な作

が、受益地内の樹園地や畑地に利用することに

業を任されたことに感動したとのことです。

つきましては、今後関係者において協議が必要

多くの隊員が地域を盛り上げようという意識
が高く、遊休農地の活用という大きなそしてや
りがいのある課題を地域住民と一緒に取り組む

になってくるものと考えております。
次に、緑のふるさと協力隊による農村活性化
について申し上げます。

ならば、農村の活性化、遊休農地の解消、定住

本制度につきましては、隊員の参加資格とし

促進と、さまざまな効果が生まれてくると考え

て必ずしも専門的な技術、知識や経験は求めら

ます。

れておらず、しかも１年間という派遣期間の中

緑のふるさと協力隊による農村活性化につい
て、市長の見解を伺います。

では継続性のある活動が見込めないことや、活
動に要する多額の費用負担を伴うなど、遊休農

以上をもって質問とします。

地対策や地域の活性化につながる大きな効果が

○大場重彌議長 市長。

期待できないことから、本市での活用は考えて

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

おりません。以上でございます。

○横戸長兵衛市長 ４番井上学議員の御質問に

○大場重彌議長 井上学議員。

お答えいたします。

○４番 井上 学議員 まず１点、ちょっと初

初めに、後継者不在農家の支援策について申
し上げます。

めに聞いておきたいんですが、そういった高齢
や後継者がいなくてどんどん遊休農地がふえて

－７４－

いるという現状について、市長はどうお考えで

かわかりませんけれども、少なくとも農業委員

すか。ふえているとか、このくらいの状況の推

会制度というのがございます。農業委員会では

移ではしようがないのかなとか、どういった考

遊休農地の把握とか、あるいはそれを防ぐとい

えでいるかお聞かせください。

うような仕事もなされているため、やはり農業

○大場重彌議長 市長。

委員会の力もおかりしながら、実態といいまし

○横戸長兵衛市長 これは難しい判断だと思い

ょうか状況というものをきちっと把握してまい

ます。遊休農地がふえるということは、基本的

りたいというふうに考えております。

には採算性がとれないとか、あるいはその人の

○大場重彌議長 井上学議員。

経営に合った地形とかあるいは面積とか、そう

○４番 井上 学議員 農業委員会のほうでそ

いうことでないというのが基本的な要因だと思

ういった実態、実情、農家の方がどういったも

います。しかしながら、それをじゃあどういう

のを望まれるかということは、今後調査してい

形で遊休農地でないようなことにしていくかと

っていただけるというように理解しました。

いうことについては、先ほど答弁いたしました

そういった中で、さまざまやっていこうとい

ようにやる気のあるといいましょうか、規模拡

う高齢農家や後継者がいない農家の方に対して

大を望む方々とか、そういった方々に担ってい

は、まず作物の推奨というものはしているとい

ただくという方法しかないんじゃないかなとい

うようなことをお聞きしました。細かい点にな

うふうに思っておるところでございます。

るのですが、どういった作物を提案して、また

○大場重彌議長 井上学議員。

販売先などをどうなされているのか、お聞きし

○４番 井上 学議員 ちょっと質問の意図が

たいと思います。

ずれたような感じなんですが、私としては、高

○大場重彌議長 農林課長。

齢や後継者がいないため耕作できなくなってき

○佐藤 毅農林課長 高齢者の方々へ推奨して

ているというふうなところがふえてきていると

おります作物等でございますが、畑作物としま

は思うんですが、実際実態を関係課にも聞いた

しては、大豆あるいは野菜、葉物野菜が中心で

んですが、なかなか把握できていないというよ

すけれども、そういったものを推奨させていた

うなことを聞かされました。まずは市長が言わ

だいております。なお水田のほうにつきまして

れるように元気な農家というか、余力のある農

は、ソバあるいは景観形成の作物等も含めて推

家に任せていくという方法も考えながらになる

奨をさせていただいているところです。それら

のですが、実態をつかまないとそういった農家

の販売につきましても、集出荷団体等が抱えて

の方がどういったことを望んでいるのかという

おります直売所を初め、給食センター等にも御

のは、数も含めて調査しないといけないのでは

紹介をさせていただいているところです。

ないかなと考えるところから、そういった農家

○大場重彌議長 井上学議員。

に対してのアンケート調査などが必要と考える

○４番 井上 学議員 わかりました。ぜひ、

のですが、どうでしょうか。

そういった作物を勧めていらっしゃるというこ

○大場重彌議長 市長。

とであれば、まだ調査していないという段階な

○横戸長兵衛市長 アンケートがいいのかどう

のでわかりませんけれども、多分私としてはか
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なりの方が農家を続けようかどうかと悩んでい

った高齢や後継者がいない農家に対する支援が

ると思いますので、そういったところに葉物や

なされていることを確認できました。

大豆が適切かどうかはわかりませんが、そうい

次に、パイプラインによる果樹農家の支援と

ったものを勧めていただいて、少しでも農家を

いうことで、今回は松沢のため池というものは、

続けていかれてはという提案をぜひしていただ

そこの地域の方にだけしか、稲作農家の方にし

きたいと思います。

か使えないということは理解できました。

次に、３つ私具体的なところで話したうちの

そういった中で、まだそこの受益者の地域の

２つ目の、遊休農地解消支援事業助成金という

中であれば、これから交渉次第ですが、畑地に

部分、これは２５年度から設けられたものだと

も使える、果樹園でも使えるというふうなこと

思うんですが、私の認識としては遊休農地にな

を聞いたんですが、そういった交渉、水利権の

ってしまったものに対して、それを解消しよう

部分に関して行政として、農家側から「調整し

というふうな形の助成と受けとめたんですが、

てほしい」ということがあれば、間に立って取

それを一歩踏み込んで遊休農地になる前に、や

り持つということは可能なのかどうか、１点お

っぱりこういった先ほど勧めていらっしゃる葉

聞きしたいと思います。

物や大豆などの適するような農地にするために

○大場重彌議長 農林課長。

こういった助成というものを使えないかどうか、 ○佐藤 毅農林課長 松沢ため池の水利の調整
１点お聞きしたいと思います。

につきましては、もちろん地元のほうから強い

○大場重彌議長 農業委員会事務局長。

要望がありましたらば、管理者である土地改良

○佐藤 毅農業委員会事務局長 議員のおっし

区等とも、あるいは水利権者の方々等も交えて

ゃる遊休農地解消支援事業助成金でございます

の協議をさせていただこうと思っております。

が、２５年度から新たに予算措置をしたもので

○大場重彌議長 井上学議員。

ございます。これにつきましては、遊休農地に

○４番 井上 学議員 わかりました。あと、

なる前にというようなことでありますと、先ほ

今後なんですけれども、松沢はこういったこと

ど市長からもありましたとおり地域内で合意形

でなかなかパイプラインを敷いてやることは難

成を図りながら、畑等が荒れる前に集積を図る

しいというふうなことは理解できました。

ことをまず推進をしていくというところでござ
います。

１問目でも言ったんですが、東根ではそうい
った果樹農家に対して率先してパイプラインを

残念ながら荒れてしまっているような畑地に

引いて手だてをしていると、そういった心意気

ついては、こういった助成金を活用していただ

を農家の人は期待しています。今後においてそ

いて農地の復活等に活用いただければと思って

ういった果樹農家に対する支援策、パイプライ

いるところです。

ンを設置しようとか、そういったことはやると

○大場重彌議長 井上学議員。

かとは言えないと思うんですが、検討の一つと

○４番 井上 学議員 わかりました。私の考

しては考えられるのかどうか、お聞きしたいと

えているような高齢農家への支援という形では

思います。

なかったのですが、今本市として独自にそうい

○大場重彌議長 市長。

－７６－

○横戸長兵衛市長 これは行政がやる、やらな

の定住率があるというふうなところを考えます

いの問題の前に、農家の方々みずからがやるの

と、非常に有効なものじゃないのかなというふ

かどうなのか、これがやっぱり一番だと思うん

うに考えます。

ですね。制度があるからやるということではな

あと、つけ加えるならば、ここの後援に内閣

くて、やっぱり自分たちがこれから果樹農家と

府、総務省、文部科学省、農林水産省、そして

してきちっと生計を立てていく、あるいは販売

全国市長会と、市長が加入されている市長会で

戦略をやっていくという強い意気込みがあって、 も後援なさっているというようなところもあり
それでこのパイプラインが絶対必要だというこ

ますので、ぜひまずは「じゃあ、わかった。２

とであるならば話は別だと思いますが、我々の

５年度から」というふうにはならないと思うん

ほうから「こういう制度がありますから、どう

ですが、研究して検討していただきたいと思う

ですか」ということは申し上げるつもりはござ

のですが、その点について再度答弁よろしくお

いません。

願いします。

○大場重彌議長 井上学議員。

○大場重彌議長 市長。

○４番 井上 学議員 わかりました。私が言

○横戸長兵衛市長 ４０％の定住率ということ

っているのは、そういったパイプラインが欲し

がありましたけれども、要はその人に何を求め

いという農家の方の話がありますので、その願

るかですよ。例えば農村部なら農村部でいいん

いがどのくらいなのかということは、これから

ですけれども、何が足りないから何を求めるか

の調整、話し合いの中で決まっていくことだと

ということに尽きるわけで、定住率がある、な

思うんですが、市長の答弁の中では、強い願い

しは二の次だと思います、私は。１５０万円と

があれば市としても応援していくというふうに

言いましたけれども１５０万円でもやっぱり多

心強い答弁をいただいたと思います。

額ですよ、これははっきり申し上げまして。

次に、緑のふるさと協力隊についてです。市

ですから、そういう面ではきちっとした政策

長の中では、結論としては検討しないと。多額

的なものの中で「この人が必要だ」というなら

の費用と、それに１年という短い期間なので効

ば、これは３００万円でも安いかもしれません。

果が薄いというようなことの理由で、考えない

やっぱりそういったことをもう少し吟味してや

というふうな答弁だったのですが。

らないと、ただ制度があるから、市長会が押し

まず、多額の費用というふうな部分でなんで

ているからということで「やらないのはおかし

すが、私は緑のふるさと協力隊の資料を取り寄

いんじゃないか」みたいな議論でございますが、

せました。この中で見ますと、活動費やその他

それはそうでない。やっぱり市長会が応援して

いろいろ含めて大体１５０万円くらいになって

いても、だめなものはだめです。

います。年数という部分に関しては１年となっ

○大場重彌議長 井上学議員。

ていますが、そのほかに継続というふうな形も

○４番 井上 学議員 誤解があるようなんで

ありますし、また違った事業に転換して、国の

すが、私は制度があるからやれと言っていると

お金をいただくというような事業もあるようで

いうことじゃなくて、１問目にも言いましたが

す。あとは１問目でも申しましたが４０％以上

この緑のふるさと協力隊を使って遊休農地の活

－７７－

用を考えていただくと、そういったことが農村

では最後に、農家の若い方とビニールかけの

の活性化につながるというふうなことで申し上

反省会を兼ねてバーベキューを行ったとき、そ

げたのですが、ちょっとその辺市長に理解して

こには、１０組近くの夫婦とその子供たちが集

いただけなくて、残念な部分です。

まり、話の中で「ここだけ見ると、少子化なん

でも確かに「制度があるから、やればいいん

てうそみたい」、そういった話になりました。

じゃないか」というふうなのは乱暴な意見で、

私は、ここに元気な上山へ向けての一つの方向

それは私も納得できないんですが、私もこの資

性があると感じています。さまざまな状態の農

料をさまざま読ませていただいて、いろいろな

家が元気になることが、上山を盛り上げるため

効果が出ていると。近隣市でも効果が出ている

に必要だと考えます。

と、そういった実情を踏まえまして、ぜひ検討

今回は、そういった高齢や後継者が不在で何

してみてはというふうな提案なのですが、そう

とかやっていかなくちゃいけない農家に対する

いったことも含めて、もう一度答弁をお願いし

支援ということで質問させていただきましたが、

たいんですけれども。

さまざまな形態の農家の支援をお願いしまして、

○大場重彌議長 井上学議員に申し上げますけ

私の質問といたします。ありがとうございまし

れども、市長の答弁は本市での活用は考えてお

た。

りませんということでの答弁なわけですから、
幾らこの問題で繰り返しても、それ以上の回答

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

散

は期待できないというふうに理解をいたしてお

会

ります。
○大場重彌議長 以上で本日の日程の全部を終

井上学議員。
○４番 井上 学議員 わかりました。本市で

了いたしました。

はやらないというような答弁だと思いますが、

これをもって散会いたします。

やらないにしても市で研究するという意味で、

御苦労さまでした。

ぜひこの資料くらいは取り寄せて見てもらえば、
もしかしたら考えが変わるかもしれないという
点で、資料の請求くらいは何とかしていただけ
ないかどうか、１点お聞きします。
○大場重彌議長 市長。
○横戸長兵衛市長 資料を見なくても、ほかの
市町村全部調べてみました、はっきり申し上げ
まして。ですから、我々は我々が期待するよう
な効果があらわれていないという判断のもとに、
考えていないという答弁でございます。
○大場重彌議長 井上学議員。
○４番 井上 学議員 わかりました。

－７８－

午後 ２時１４分 散 会

