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（1） 寄附者に対しての返礼品の充実 

２ 棚田を活用した産業振興について 

（1） 田んぼアートプロジェクトの実施 

（2） つや姫の作付け拡大 
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２ 髙 橋 義 明 

１ 災害に強い上山をつくるために 

（1） 蔵王の噴火に備えて 

ア 蔵王刈田リフトの駅とＺＡＯたいらぐら等への
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（1） 土曜日授業の実施 

（2） 早朝学習における「読書科」の実施 

３５～４５ 

５ 橋 本 直 樹 

１ 国民健康保険制度運営の改善策について 

（1） 医療費低減策 
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開発支援 
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  平成２６年１２月３日（水曜日）  午前１０時 開議 
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議事日程第２号 

    平成２６年１２月３日（水曜日）午前１０時 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 
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欠席議員（０人） 
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教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長 

井  上  咲  子 
教 育 委 員 会 
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教 育 委 員 会 
スポーツ振興課長 

板  垣  郁  子 
選挙管理委員会 
委 員 長  花  谷  和  男 

農 業 委 員 会 
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監 査 委 員 
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事 務 局 職 員 出 席 者 

 

髙  橋  正  一 事 務 局 長  長 谷 川  道  子 副 主 幹 

遠  藤  友  敬 主 査  青  木     慧 主 事 
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開  議 

 

○大場重彌議長 出席議員は定足数に達してお

りますので、これより直ちに会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付いたしておりま

す議事日程第２号によって進めます。 

 

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

日程第１ 一般質問 

 

○大場重彌議長 日程第１、一般質問でありま

す。 

 初めに、６番長澤長右衛門議員。 

〔６番 長澤長右衛門議員 登壇〕 

○６番 長澤長右衛門議員 おはようございま

す。 

 ２１世紀会に所属しております長澤長右衛門

であります。 

 さきに通告しておりますことについて、順次

質問いたします。 

 最初に、ふるさと納税の積極的な推進につい

てであります。 



－１５－ 

 ふるさと納税制度は２００６年１月から開始

された制度であります。政府は、故郷や応援し

たい自治体に寄附した場合に居住地で税金が軽

減されるふるさと納税制度を、２０１５年の来

年度から拡充する方針を決め、税金が軽減され

る寄附の上限を２倍に引き上げるほか、関連手

続を簡素化する方向で検討中です。 

 また、政府が掲げる地方創生を目指して設置

する「まち・ひと・しごと創生本部」で、制度

の内容を検討し、来年度の税制改正大綱に反映

させる考えのようです。 

 ふるさと納税は、２，０００円を超す金額を

寄附すれば居住する自治体の個人住民税や所得

税が控除される仕組みとなっています。年収や

世帯構成に応じて控除金額が異なりますが、現

行では住民税の１割が上限となっていますが、 

その上限を２割にする方向に進んでおり、また、

手続に関しても、制度の利用者が控除を受ける

場合、現在は寄附の翌年に確定申告する際に寄

附した自治体の領収書を添付する必要がありま

すが、この点を見直し、寄附を受けた自治体が

領収書を国を含めた関係先に送付するなどの仕

組みとするなど、簡素化が検討されております。 

 各自治体が「お返し」として市町村の特産物

を贈るなど趣向を凝らし、ふるさと納税の利用

者は増加しておりますが、政府はさらに利用者

の増加を促す必要があると判断しており、国も

力を入れ、ふるさと納税の拡充を図っておりま

す。 

 また、県内３５の市町村のふるさと納税制度

の状況について、２０１３年度は２６市町村で

寄附金が前年より増加しており、そのうち１６

市町村は２倍以上にふえたことがわかりました。

本年度に入ってから著しく増加している市町村

もあるようで、一定金額以上を寄附した人に対

し返礼品の充実、インターネット上での紹介や

クレジットカード利用の納付手続の簡素化とい

った工夫が実り、増加に結びついているようで

す。 

 本市においては、平成２４年度は約６７０万

円、件数として３０件であり、平成２５年度で

は約６６０万円という金額で、減少傾向にある

ようです。 

 また、この寄附金の中には、長年、本市の将

来を担う子どもたちの健全育成を願い、多額の

寄附を継続されている佐藤フジエさんの寄附も

含まれております。寄附を通じて、市民公園の

大型遊具を初めとする小学校、公園の遊具整備

や小中学校の学習机の一新に寄与されるなど、

教育環境の整備充実や児童福祉の向上はもとよ

り、本市の発展に多大な貢献をされております。 

 本市のふるさと納税の制度は、現在５，００

０円以上の寄附者に対して、市報かみのやま、

観光パンフレット等の１年間送付と、市内ホテ

ル・旅館宿泊料が１０％割引になるかみのやま

応援手形を進呈している程度であります。 

 ふるさと納税制度の拡充等について「まち・

ひと・しごと創生本部」が主軸となり検討され

ておりますが、これら国の制度拡充の機会にあ

わせて、本市の観光振興や果樹王国として農産

物の販売増進効果を狙いとした納税制度の活用

策を考える必要があるのではないでしょうか。 

 特産品などのＰＲ、地域文化の発信の場とし

て活用する観点から、ふるさと納税の積極的な

推進を図り、特典や企画を充実させ、寄附者が

喜ぶような贈呈特産物を送付し、ふるさと納税

の増収を図るべきと考えますが、市長の見解を

伺います。 

 次に、棚田を活用した産業振興についてであ

ります。 
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 平成２６年１０月２３日から１０月２４日ま

での２日間にわたり、中川の小倉地区におきま

して、ことし２０回の節目を迎える全国棚田サ

ミットが東北で初めて開催されました。棚田の

文化を次世代に継承するため、関係者が全国か

ら集まり、「未来につなごう実りの大地」をス

ローガンに多様な交流による棚田地区の活性化

並びに地域農業の継続を実現するための仕組み、

都市部との交流や子どもたちへの環境教育、今

後の継承策を語り合い、天候にも恵まれ成功の

うちに終了いたしました。このサミットにかか

わっていただいた関係各位、そして準備をして

いただいた地元の方々に敬意を表します。 

 しかしながら、今年産の米価が急落し、米の

価格が下がり続ける中で、真っ先に衰退する可

能性の高いのが棚田のような立地条件の悪い中

山間地域であり、耕作放棄地の一層の拡大、ま

た、高齢化で農事に耐えられず離農者がふえる

ことが懸念されます。 

 棚田は、人間の生命や暮らしを支えてきたば

かりでなく、自然環境や生態系も守り育て、森

をとうとび水を分かち合い米をつくってきた日

本人の豊かな暮らしが実感できる日本の原風景

であり、未来に引き継ぐべき宝であります。棚

田を支え、米づくりと国土保全を考える時期に

来ていると私は考えます。 

 棚田には先人の知恵と工夫が詰め込まれてお

り、最近の洪水や土砂崩壊災害、土壌の浸食等

をも防ぎ、保水の機能も維持しています。また、

田んぼは単なる米づくりだけの生産基地でなく、

地域の景観を形成する大切な地域資源であり観

光資源です。近年では、田んぼなどの地域資源

を住民が再認識し磨き上げ、交流の場や観光ス

ポットとして活用するという観点で、田んぼア

ートプロジェクトが全国各地で展開されており

ます。 

 田んぼアートは、田んぼをキャンパスに見立

て、色の異なる稲を使って巨大な絵をつくり出

すプロジェクトであり、１９９３年、青森県南

津軽郡田舎館村が村おこしの一つとして実施さ

れたそうです。現在の米と古代米で巨大な絵を

つくるものです。青森県南津軽郡田舎館村には、

毎年多くの人が訪れ、２００７年度には２４万

人が訪れ、２０１３年度には、田植えや稲刈り

への参加も募集し、多くの人が参加したと聞い

ております。県内でも、米沢市、白鷹町などに

おいても実施され、観光資源としても地域活性

化に大きく貢献していると感じております。 

 本市で田んぼアートが実現すれば、棚田サミ

ットメーン会場付近の良好な景観を形成する雄

大な山並み「蔵王、月山、朝日、飯豊」が展望

でき、また、清らかに流れる石積水路、下界に

はかみのやま温泉が一望できる観光スポットが

形成されます。 

 今回の全国棚田サミットが一過性にならない

ように、行政、地域住民、観光関係者及び農業

団体等が連携し、棚田サミットメーン会場付近

の最適な場所に田んぼアートを展開するプロジ

ェクトチームを組織し、観光資源として生かし

ながら、地域振興と観光振興に力を注ぐべきと

考えますが、市長の見解を伺います。 

 最後に、つや姫の作付拡大についてでありま

す。 

 米価が低価格で推移している中、本市の主要

銘柄の概算金が前年を大きく下回り、はえぬき

など著しく低価格になる品種もあり、厳しい状

況にあります。 

 そんな中で、新品種、県内シェア１割のつや

姫は高価格を維持しており、品質、食味、安全

の三位一体の栽培法を重視した高級感のあるお
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いしい米として生産、流通されています。 

 今回の棚田サミットを契機に、棚田稲作衰退

を防ぐためにも、つや姫を棚田に作付すること

で、自然豊かな良好な環境で生育し、循環型の

農業で生産した安心安全な米であること、自然

と人間に優しい環境保全型の品種であることを

広く発信し、棚田で生育されたつや姫を全国に

ＰＲできるのではないかと考えます。 

 安定した生産性を誇り、食味のいい米を国内

外の消費者にＰＲし、棚田の景観や環境、地域

おこしと活性化を図る上でも、棚田へのつや姫

の作付を行政が積極的に奨励すべきと考えます

が、市長の見解をお伺いし、１問といたします。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ６番長澤長右衛門議員の御

質問にお答えいたします。 

 初めに、ふるさと納税の積極的な推進につい

て申し上げます。 

 ふるさと納税につきましては、平成２７年４

月より、上山の魅力の発信を目的として、イン

ターネット上での紹介を強化するほか、返礼品

として本市特産品等の贈呈、クレジットカード

での納付に対応するなど、寄附者の増加に取り

組んでまいります。 

 次に、田んぼアートプロジェクトの実施につ

いて申し上げます。 

 棚田を活用しての田んぼアート実施には、棚

田を有する地域の住民、農地所有者や農業関係

者等の理解と協力が必要でありますが、良好な

観光資源とするためには、眺望環境の整備や交

通アクセス、駐車場の確保、その後の活用策等

の課題もあることから、関係団体等との協議が

必要と考えております。 

 次に、つや姫の作付拡大について申し上げま

す。 

 つや姫は県の推奨品種であり、収量・品質・

食味を高水準に保つため、栽培地域が限定され

ております。一般的に棚田は中山間地域にあり、

平均気温が低く、登熟が進まないため適地とさ

れておりません。 

 本市といたしましては、栽培適地内での作付

拡大を図ってまいります。 

○大場重彌議長 長澤長右衛門議員。 

○６番 長澤長右衛門議員 答弁ありがとうご

ざいました。 

 来年の４月からいよいよこのふるさと納税の

推進に取り組むということでございますので、

私もほっとしているところでございます。 

 それで、２問目、あえて何も言うことのない

んでしょうけれども、長井市や天童市あたりの

実績がございますので、ちょっと紹介させてい

ただきます。長井市では今年度より寄附者に対

する返礼品を充実させたところ、７カ月間で８，

５００万円の寄附が寄せられたということでご

ざいます。年度末までには１億円に届くという

ような観測も出ているようでありますし、「こ

んなことならもっと早く変えてやればよかっ

た」という冗談も飛び出したほどの好調ぶりだ

と聞いております。 

 また、天童市では、ひょう被害を受けた農家

を応援するため、被害を受けたラ・フランス１

０キロを１万円の寄附をした方々に返礼品とし

て送るほか、同じく被害に遭ったリンゴも返礼

品として採用し、１０月２２日現在で約２，９

００件の申し込みが寄せられたそうであります。 

 そういうわけで、本市も返礼品の送付を実施

するということでありますが、今市長がお考え

の返礼品はどのようなものか伺いたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 
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○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 ふるさと納税につきまして

は、いろいろ議論をさせていただいたところで

ございましたが、先ほど質問にありましたよう

に、税制の改正、これは正確にはまだ決まって

おりませんけれども、ふるさと納税制度拡充の

方向性が示されております。しかし、ここで気

をつけておく必要があることは、ふるさと納税

の意味合いというものをきちんと受けとめる必

要がありますし、今マスコミ等でも大分ふるさ

と納税の返礼品について話題になっているとい

うようなことで、過当競争とかそういったこと

にならないようなことも気をつけておかなけれ

ばならない一つではないかなと思っています。 

 返礼品については、上山市内には果物を初め、

工芸品等いろいろございますが、具体的な返礼

品等についてはこれから検討してまいりたいと

考えております。 

○大場重彌議長 長澤長右衛門議員。 

○６番 長澤長右衛門議員 本市の魅力を効果

的に発信していただいて、上山ファンの創出と

拡大を目指して、本市を応援してくださる皆さ

んとの関係を大切にしていただきながら、ふる

さと納税制度を活用していただくことを強く要

望いたします。 

 次に、田んぼアートについてでございますけ

れども、私は小倉棚田を限定して今質問させて

いただいたわけでございますけれども、小倉以

外にも棚田アートに適している適地があろうか

と思いますので、検討していただきたいと思っ

ているところでございます。 

 それで、棚田のことをお話しさせていただき

たいと思うんですが、何といっても美しい棚田

にはたくさんの役割があるわけであります。だ

から、守らなければならない。全国棚田サミッ

トの基調講演が体育文化センターアリーナで行

われまして、講師の民俗研究家結城登美雄氏の

「誰が棚田を守っていくのか」という講演を、

我々、聞いたわけでございます。そこで、私も

そうでしたけれども、皆さんも涙をしたわけで

あります。 

 棚田の美しい景観を維持・継承していくにも、

それ相応の人手と資金が必要であります。小倉

のような棚田は、どこにでもありそうでいてな

かなかない特殊な棚田であります。訪れた人だ

けではなくて、住む我々にとってもかけがえの

ないいとしい棚田であります。美しい景観はも

ちろんでありますけれども、住民の暮らし方や

住民の元気な心がこの美しい棚田をつくり出し

ていると私は思っております。 

 今後、この自然の恵みを大切に維持していく

ためにも、小倉に限定いたしませんけれども、

田んぼアートのようなイベント、催しが必要で

はないかと私は思っております。やはり前向き

に考えなければ、今後棚田は衰退してしまいま

す。 

 今回の全国棚田サミット開催の影響がありま

して、また、地元住民の方々や地権者の皆様の

協力もあって、サミット会場はもちろんであり

ますけれども、それ以外の場所もいろんな整備

を施していただいたわけでございます。そして、

大変美しい会場のもと、全国棚田サミットが開

催されました。先ほども申し上げたとおり、天

候にも恵まれ、大成功のうちに終了したわけで

あります。その際は、市長も大いに御活躍をい

ただきました。本当にありがとうございました。 

 そういうことで、全国棚田サミットメーン会

場の付近への田んぼアート作成を提案したわけ

でございますけれども、市長も御存じのとおり、

その付近の県道には長年地元住民が大切に育て
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管理してきたアジサイがあるわけであります。

その県道はアジサイロードと呼ばれております。

また、付近の田んぼにも、中山間地域等直接支

払制度の事業の一つとして、景観作物ヒマワリ

も植栽しております。多くの観光客がその場所、

山をバックに写真を撮っている姿をよく見てお

ります。棚田サミットメーン会場の良好な景観

に田んぼアートを展開すれば、間違いなく観光

スポットになると私は考えているわけでありま

す。 

 また、そこまでの交通手段等を考えたときに、

もちろん駐車場の件も先ほど出たようでござい

ますけれども、私が考えているのは、かみのや

ま温泉駅から棚木まで路線バスが毎日５往復し

ているわけであります。そのバスを利用して、

山形交通とタイアップして、乗車人員の拡大を

図る上でも、田んぼアートの期間中は権現堂と

小倉の間に臨時停留所を設けてそこで下車して

いただき、棚木からバスが下ってくるまでの約

１５分から２０分の間で田んぼアートや景観を

見学していただいて、その下ってきたバスに乗

って帰るというコースも設定できるわけであり

ます。 

 また、タクシー会社との連携も考えれば、交

通機関等の活性化にもつながると私は思ってお

りますけれども、市長、どうでしょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今、いろいろ説明をいただ

きましたが、バスを活用するあるいはタクシー

会社との連携を図るという以前に、やはり魅力

的で皆さんに関心を持っていただける田んぼア

ートをつくっていくということが大前提でござ

います。先ほど申し上げましたように、田んぼ

をお借りするとか作付するとかいろんなことが

ありますので、やはりここは行政主体ではなく

て、地元の方々や農業関係者等が、いわゆる実

行委員会なら実行委員会をつくっていただいて、

それをやっていこうというコンセンサスを得た

上で実行していただいて、その後に二次的なも

のは考えたいと思いますが、いずれにいたしま

しても、そういった盛り上がりがあって実行し

ていただくということが先決ではないかなとい

うふうに考えております。 

○大場重彌議長 長澤長右衛門議員。 

○６番 長澤長右衛門議員 わかりました。 

 最適な場所に田んぼアートを作成すれば間違

いなく観光スポット形成になると私は信じてい

るわけでありますけれども、本当にくどいよう

ですけれども、最近では、田んぼアートを観光

業者やエージェントも着目しております。そし

て、観光の一つとして紹介、また案内もしてい

るわけであります。田んぼアートは、地域振興、

観光振興に有効な資源であるということであり

ます。 

 市長のお考えもよくわかりました。中山間地

域等直接支払制度もしくは多面的機能支払制度

があるわけでございますので、それで交付金が

利用できたり使えるのであれば、地域のそうい

う仲間とも検討しながらやっていきたいなと思

っているところでもあります。その節はぜひ行

政の後押しを、いろいろとアドバイスもいただ

ければと思っておりますので、よろしくお願い

を申し上げまして、次に参ります。 

 つや姫の作付拡大ということでございますけ

れども、私も細々ながら農業に従事しているわ

けでありますので、中山間地域でのつや姫の作

付についてはいろんな規制があることもわかっ

ていて話しているわけでございますけれども、

つや姫が県奨励品種になって５年が経過したわ

けであります。その５年間の間にもいろいろな
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作付条件が改正されたこともよくわかっている

わけでございますけれども、中山間地域でも５

年で大きく変わっているわけなんです。 

 つや姫栽培マニュアルの栽培適地の概要を見

ますと、栽培適地は平たん地ではえぬきより狭

く、コシヒカリに近似する品種の安定性を高め

るため登熟温度が確保できる地域であり、平た

ん地でなければ生産はできないということです。

しかし、最近は中山間地域の圃場整備事業も完

了し、面積も平たん地以上の面積を保っている

わけであります。 

 また、最近は、海抜３００から４００メータ

ー付近でもコシヒカリを栽培し出荷しているわ

けであります。食味も平たん地より、水のきれ

いなこともあるんでしょうけれども、中山間地

域で栽培されたお米のほうがうまいよと言う方

もいらっしゃいます。 

 ５年前、海抜３００から４００メーター付近

でははえぬきは、私もそうでしたけれども作付

できなかったわけでございますが、今ははえぬ

きが主要銘柄になっているというのは温暖化の

影響ではないかと思っています。逆に、平たん

部の高温障害のほうが私は心配ではないかと考

えておりますが、市長、どうでしょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 大変難しいものだと思って

おりますが、温暖化であるということは間違い

ない事実だと思います。 

 ただやはり、つや姫につきましては、きちん

とした登録制に近いような形で、そしてまた栽

培マニュアルも決まっているということですか

ら、そういった規制がある中で現在県が主体的

に対応しているということでございますので、

それに従って我々も農業政策として進めていく

というのは当然の姿でございますし、そういう

形で進めているところでございます。 

○大場重彌議長 長澤長右衛門議員。 

○６番 長澤長右衛門議員 中山間地域でもコ

シヒカリが豊かに実っているわけですから、そ

れは余り強く申しませんけれども、近年の温暖

化により中山間地域の立地条件も大きく変わっ

ておりますので、つや姫の作付拡大を市が県に

働きかけていただくことを期待して、私の質問

を終わります。 

○大場重彌議長 次に、９番髙橋義明議員。 

〔９番 髙橋義明議員 登壇〕 

○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。 

 通告に従いまして、順次質問をさせていただ

きます。 

 災害に強い上山をつくるためにをテーマにし

て、初めに、蔵王の噴火に備えてであります。 

 本年９月２７日、長野県と岐阜県の県境に位

置する御嶽山が突如として噴火。降下する火山

灰の中で行われた救助活動の様子とともに、そ

の映像は直ちに全国配信されました。以来、キ

ラウエア火山の溶岩流がゆっくりと人家に迫っ

ていく映像とともに、火山噴火の恐怖が人々の

脳裏に焼きつけられております。とりわけ、御

嶽山が国の重点観測研究対象に入っていなかっ

たことから、蔵王を含む９つの火山を追加した

ニュースや、昨年から活発化している蔵王の火

山活動の様子などが全国に紹介される機会が多

くなりました。このことから観光面での影響も

懸念されるところです。 

 既に、蔵王温泉における宿泊客の落ち込みは

２，０００人とも言われており、本市において

も少なからず影響があるものと心配されるとこ

ろです。特に、ＺＡＯたいらぐらの利用者と、

これからシーズンを迎えるスキー客の減少が最
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も心配されるところです。と同時に、もしもの

事態が発生したときの利用者、観光客、従業員、

そして住民の安全面の配慮がしっかりなされて

いることが最も重要なことだと思います。 

 さて、山形地方気象台は２０１４年９月２９

日、御嶽山の噴火を受けて、蔵王・鳥海・吾妻

と肘折の県内活火山について、いずれも直ちに

噴火する兆候は見られないとしながらも、蔵王

については、２０１３年から火山性活動が活発

化しているとし、「差し迫った状況ではないが、

注意は必要」という見解を発表しました。 

 同気象台によれば、２０１３年１月、地下の

マグマや熱水の動きを示す火山性微動が確認さ

れ、この時期から御釜周辺を震源とする火山性

地震がふえ、２０１４年８月７日には、観測最

多となる１日４４回を記録。１０月８日と１９

日には御釜の東側湖面の一部に白濁した部分が

一時的に確認されております。 

 仙台管区気象台は、１１月２０日、１９日夜

にことしに入って最大規模の火山性微動が観測

されたことを発表しております。これは観測を

開始した２０１０年以降５番目に大きく、微動

の継続時間は７分３０秒で、ことしに入って２

番目の長さであったと発表しております。また、

山頂南側の傾斜にわずかな変化も見られたとい

います。 

 仙台管区気象台は、御釜の白濁確認後の１０

月９日、蔵王について初の火山解説情報を発表。

「今後の活動によっては、御釜及びその周辺に

新たな噴気孔の発生、火山ガスや泥の噴出等の

現象も考えられるので、観光や登山で近づく際

には十分注意してください」とし、「直ちに噴

火する兆候は認められない」とした文言を省い

ております。 

 また、１１月２０日発表の火山解説情報第２

号の際、担当者は「今すぐ噴火の危険性が高ま

っている状況ではない」としながらも、「御嶽

山のような突発的な現象もないわけではないの

で、注意深く観察を続けたい」と話しておりま

す。 

 御嶽山の火山活動は、水蒸気爆発、火山ガス、

火山灰、低温火砕流であり、蔵王において想定

される状況に酷似しております。その意味で、

御嶽山で起きたことは蔵王山の場合でも考えら

れることであり、学ぶべきことが数多くあると

言わざるを得ません。 

 中でも重要なことは、水蒸気爆発の場合は噴

火が突然やってくるということであります。湖

水の変化と外輪山である熊野、馬ノ背、刈田の

微動に特に注意が必要であり、湖水の白濁、渦、

ガス、温度が急激に変化し、御釜の水が沸騰し、

爆発的に噴出するということが短時間に起きる

可能性が否定できないため、注意深い観察が第

一であるということです。 

 そして、登山者は入山時の登山届を出すこと

と同時に、荷物の中に携帯用の噴火対策セット

を用意することが常識化されなければなりませ

ん。と同時に、今後の蔵王山噴火に備えて必要

な対策を講じることです。 

 これまでの市の取り組みを整理しますと、市

報や隣組回覧で、２００２年発行の「蔵王山火

山防災マップ」の確認を初め、登山時の留意事

項や情報のとり方、日常の心得等について、い

ち早く注意喚起を行いました。また、上山警察

署でも登山届を呼びかけました。 

 １０月３１日には、山形・宮城両県にまたが

る近隣自治体と関係機関からなる「蔵王山火山

防災連絡会議実務者会議」が行われ、暫定の噴

火警報等の発表基準が示され、年度内に「火口

周辺危険」と「入山危険」時の対応策を検討す
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ることとなりました。その後は、国が年度内に

策定する「蔵王山火山噴火緊急減災対策砂防計

画」を反映させ、連絡会議を防災協議会に発展

させて対応策をまとめていくスケジュールとな

っています。 

 私はこれらを踏まえて、大きく２つの観点か

ら本市としての対応策を提言させていただきた

いと思います。 

 まず、蔵王刈田リフトの駅とＺＡＯたいらぐ

ら等へのゴーグル、マスク、ヘルメットなどの

配備であります。 

 御嶽山噴火の際、最も生命に影響を与えたの

は火山灰の存在であったと言います。粒子が細

かく成分は含水硫酸石灰、つまり石こうである

ことから、目はあけられず、鼻や口から肺の中

に入り、べたついて付着し、酸素を取り入れる

ことができなくなり、素肌の皮膚呼吸も妨げら

れます。 

 また、火山灰は鋭くとがっているので、目に

入ると非常に痛く、こすると結膜炎や角膜剝離

を起こし、吸い込むと気管や肺が傷つきます。

亡くなった方のほとんどは視界と呼吸を奪われ

た方々でした。 

 火山灰はまた通信機器にも影響を与えます。

万が一の際の情報収集手段である携帯電話、ス

マートフォンも初めのうちは機能するものの、

防じんタイプでなければやがて役に立たなくな

り、ＧＰＳ機能も失われます。アンテナに粉じ

んが付着することで電波障害を生じ、最終的に

はアナログのシステムしか使えなくなるという

ことであります。さらには、車の視界不良やス

リップの原因にもなります。 

 御嶽山の生存者は、タオル１本で顔を覆うだ

けでも少しの間助かったと言います。普通のマ

スクは密着度と目の粗さで、ないよりはよかっ

たのかもしれませんが、当てにはならなかった

と言います。 

 これらの経験から、火山灰用マスクのように、

立体的な構造で通常のマスクと違って圧倒的に

密着度が高く、灰が侵入しにくく、長時間使用

しても苦しくないものが開発されております。 

 また、火山灰対策ゴーグルは消防士向けに開

発されたゴーグルで、レンズの硬度が強化され、

通常のゴーグルと違い側面に換気口があいてお

りません。表面に特殊加工をしているので全く

曇らず、長時間の使用にも耐えられます。火山

灰用マスクと併用することで防御機能が高まり

ます。 

 防災用ヘルメットは、噴火の際の飛来物から

頭を守り、転倒・転落の衝撃も減少させます。

これには子ども用もあり、３歳から低学年の子

どもにぴったりの防災頭巾のようなカバーがつ

いております。観光客は子ども連れの家族が多

いことから有効な品であります。 

 登山用や観光時のためには、噴火対策基本セ

ットや噴火対策コンパクトセットなどがコンパ

クトで有効と考えます。 

 ほかにもヘルメットは折り畳み式のものもあ

り、マスクは火山ガス対策マスクもあり、二酸

化硫黄・硫化水素に対応した国家検定合格品で、

交換用の吸収缶もあります。 

 登山者はコンパクトセットを常備して山に入

ることが常識となることがモラル化されること

が望ましいと思います。と同時に、火口から２

キロ以内にある避難小屋、蔵王刈田リフトの駅

に、火山用ゴーグル、マスク、ヘルメットを備

える必要があると考えます。その意味は、まず

「火口周辺危険」とする火口からおおむね１キ

ロメートルの範囲からの避難者と職員用です。 

 下から消防を初めとする救助要員が着くまで
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３０分以上かかります。その間、逃げてくる観

光客は刈田リフトの下を走って下るのが最も効

率的であります。リフトは上駅からも乗れます

が、６分から６分半かかり、その間火山灰や噴

石の中を身じろぎもせずに耐えるしかありませ

ん。このため、ルートを外れず最も早く逃げる

ことができるのがリフトの下ということになり

ます。 

 車で上まで行った人は、初めのうちはスリッ

プに注意しながらおりることになりますが、間

もなく車は動けなくなる可能性があります。蔵

王刈田リフトの駅は「火口周辺危険」時におけ

る最初の目標物であります。ここに火山用防具

を配備する意味は重要であると考えます。 

 次は、「入山危険」とする火口からおおむね

４キロメートルの範囲でありますが、ここにラ

イザスキー場があります。臨時ヘリポートは坊

平の県駐車場、ＺＡＯたいらぐらグリーングラ

ウンドあるいは猿倉ということになります。こ

のレベルでは、ＺＡＯたいらぐらが救助の前線

基地としての役割が期待されるのではないでし

ょうか。したがって、ここにも火山用防具の配

備が必要と考えます。何よりも実際に役立つも

のを前もって準備しておくということが最も大

切であり、配備することで具体的な行動につな

がるイメージづくりに役立ちます。 

 上空高く舞い上がった火山灰は宮城方面に向

かうとされ、また、噴出する泥流は宮城県側に

あふれて流れることが予想されておりますが、

爆裂火口は上山の方角を向いております。噴石

か火山灰が外輪山を越えてくる可能性は否定で

きません。規模が大きければ居住地域に重大な

被害を及ぼすおそれがあり、国で策定する砂防

計画を反映させての対策が必要になります。 

 いずれの場合でも、ＺＡＯたいらぐらは重要

な役割を果たす拠点になるはずです。火山用ゴ

ーグル、マスク、ヘルメット等の配備が必要だ

と考えますが、市長の御所見をお伺いいたしま

す。 

 次に、早急な避難経路と避難施設の指定であ

ります。 

 既に述べましたように、火口周辺の被災者の

避難経路、避難目標物は、まずは刈田リフト下

駅、避難小屋です。そして、ＺＡＯたいらぐら、

次は猿倉となります。そして、これから先は市

内旅館か体育文化センターが望ましいと考えま

す。 

 一方、地域住民でありますが、現在のハザー

ドマップでは、土石流か泥流の氾濫予想は専ら

蔵王川と酢川であります。この場合、中川地区

と金瓶地区が予定され、火山噴火を想定した防

災訓練も中川地区公民館でなされております。

しかし、地区公民館より上の地区は最初の目標

施設となり得ますが、地区公民館より下の地区

は噴火の方向に向かうことになります。上山明

新館高校や体育文化センターあるいは北部地区

公民館等、地区民にとっても段階的な目標施設

を考える必要があると思います。と同時に、ど

こを通るのが安全かも考えなければなりません。

道路の寸断が考えられるからです。 

 また、マップには、想定外の現象が発生した

場合はほかの区域でも被害を受ける可能性を指

摘しており、状況に応じた対応の必要に言及し

ています。その場合の避難経路と避難場所につ

いて示すべきと考えます。それはハザードマッ

プが、火山、洪水、地震と３種類あり、混同を

避けること、地区民が十分予備知識を持ってい

ることが大切だからであります。 

 １１月２２日長野地震における白馬の住宅被

害において、軽症４４人、重症７人で死亡者を
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出さなかったのは、日ごろからの防災組織の活

動において誰が誰を助けるのかを具体的に申し

合わせていたからだと聞いております。実際に

動ける組織、実効性のある組織になっているこ

とが大切であるわけです。 

 市においては、状況に応じた具体的でわかり

やすい避難経路と避難施設を示すことが急務で

あると考えますが、市長の御所見をお示しくだ

さい。 

 次は、大雨による災害に備えてであります。 

 初めに、市管理河川の改修であります。 

 ２０１３年７月、２０１４年７月と２カ年続

けての洪水被害を通じて、市民は何を訴えてい

るのか。それは近年のゲリラ豪雨の被害対策を

目に見える形で行ってほしいという切なる気持

ちであると思います。災害復旧もそうですが、

二度と起こらないとまではいかなくても、そう

たびたび起こらないような安心して暮らせる上

山をつくる上で、豪雨対策は欠かせない課題で

あります。 

 まず、市ができること、それは土石流や水害

が起きにくい河川環境をつくること、街なかを

含む居住区域の排水対策などです。必要なとこ

ろに必要な施策を、市民とともに考えて届けて

いくということが大切なわけで、もちろん限界

もあり、県、国の応援も受けながら、民間の力

も生かしながらということになるわけでありま

す。 

 ここ２年間の豪雨の様子を見ていると、傾斜

地の水の流れと平地居住区の排水対策に工夫が

必要だということであります。住民の自助努力

でできるもの、地区の共助でできるもの、市が

かかわったり他の機関の協力が必要なもの、そ

の場に合わせた対応策を住民の立場に立って、

今よりも少しでもよくなる工夫を日常的に続け

ることが大切であります。 

 その中で、市が県に要望し、県が取り組んで

いる中山地区の土砂災害対策事業があります。

中山では、沢から地区内を通ってＪＲの線路下

を通り前川に注ぐ川が、一級河川の濁川以外に

５本ほどあり、ことごとくＪＲの下で流木や砂

利による被害をもたらしております。ことしは、

運ばれた砂利が旧国道に積み上がったわけです

が、道路のアスファルトを壊したところもあり、

また、線路下や護岸の洗掘、農地に砂利が積も

る等の被害は何回も目にしているところでござ

います。 

 こうした地質、地形に基づく被害は、年を追

うごとに回数、規模が増大しているように思い

ます。中山における取り組みは、土砂災害対策

事業の効果として地区内あるいは出口の被害を

どこまで軽減できるかが注目されるところです。

と同時に、長期的には出口の手当てが伴わなけ

れば、安全安心につながらないわけであります。

その見通しはどうであるか、市長の御所見をお

伺いいたします。 

 次に、大規模河川改修による氾濫防止の取り

組みであります。 

 ２年連続して発生した河川の氾濫に対応して、

議会でも、夜の避難勧告の大変さから避難準備

を勧める情報提供が必要だという提案が行われ

ました。市においては早速実施していただきま

した。議会としてもやりがいを感じたところで

ございます。 

 市内浸水箇所は、河川があふれたことによる

ものと逆流によるものに大別されます。逆止弁

や水門の点検あるいはついていないところの対

策が先行されるべきであります。 

 水害は合流地点の付近では特に多発します。

前回、同僚議員が指摘したとおり、対策は川底
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を下げることとかさ上げをすること、街なかに

おいては川幅を広げることができないので、こ

の２つによって流量をふやすことが求められま

す。今回の私の質問は、８月臨時議会における

同僚議員の質問に続くものであります。 

 川底を低くすることは、まずしゅんせつとい

う形で県により間もなく年内発注となる見込み

であり、この件に関しては市長の迅速な対応に

感謝をいたしております。 

 しかし、同僚議員の本意は、災害復旧により

従前の状態に戻すことではなくて、できるだけ

河床を低くし不足分はかさ上げを求める等、可

能な限りの実現を求めるものであります。 

 数ある合流地点の最後は、蔵王川と酢川であ

ります。ことしの新兵衛川逆流は、時間こそ長

くはなかったものの過去最大級であり、農産物、

酪農への被害は大きなものがありました。 

 また、上山市下水道処理場の冠水は、その被

害額の大きさばかりではなく、周辺マンホール

が噴き上がり汚水が噴出することによる健康被

害の懸念でありました。上山明新館高校と北中

学校の通学路でもあり、大変心配したところで

あります。 

 しかし、市の対応が早く、処理施設近くの複

数のマンホールからくみ上げる方法を講じてい

ただき、１カ月かからないうちに、今後再び同

じようなことが起きない手だてをしていただき

ました。 

 下水道については、古い管の目地やふたの穴

から入る水量を減らすため、少なくとも古いふ

たの交換事業の推進速度を速めるということも

大切と考えます。 

 下水道処理施設の冠水はたびたび起きており、

負担額も大きいことから、こだま橋から竜王橋

までの間をいかに改良するかが最も大きな課題

となります。市街地各所の水害もこの区間の河

川改修の成否にかかっております。 

 この区間には、氷河期の最後の時期に現在の

龍山ゲレンデの部分が噴火により流れ下った溶

岩が河床に岩盤を形成しており、ＪＲ線路、み

ゆきが丘に続いているため、これ以上の河床を

下げる工事は困難であるとして、川幅を広げる

工事を行ったところであります。ボーリングに

よる地質調査をやり直し、場合によっては川底

か東側の畑地の下を借りるような形でトンネル

をつくり、一定量以上の水を逃す抜本的な対策

をしてはいかがでしょうか。川底を下げるか、

トンネルでバイパスをつくるかしかないという

ことは、地元、畑地関係者からも出ているとこ

ろです。 

 現在、山形市で行っている河川工事が上山地

内に来るのはいつごろなのか。そして、そのと

きはこのような抜本的な対策が講じられること

を切に願っているところであります。市長の御

所見をお伺いし、私の質問といたします。 

○大場重彌議長 ９番髙橋義明議員に対する答

弁の前に、この際、１０分間休憩いたします。 

    午前１１時０３分 休 憩 

                  

    午前１１時１３分 開 議 

○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 ９番髙橋義明議員の質問に対する答弁を求め

ます。市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ９番髙橋義明議員の御質問

にお答えいたします。 

 初めに、蔵王刈田リフトの駅とＺＡＯたいら

ぐら等へのゴーグル、マスク、ヘルメットなど

の配備について申し上げます。 
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 ＺＡＯたいらぐらにつきましては、市の避難

所に指定している上、火山災害発生時には現地

対策本部を設置する考えであります。火山活動

の高まりが見られる状況にあることから、万一

に備え、ゴーグル、マスク、ヘルメット等を本

年度から配備してまいります。 

 なお、蔵王刈田リフトの駅については、管理

運営を行っている民間企業に早急な配備を要請

してまいります。 

 次に、早急な避難経路と避難施設の指定につ

いてでありますが、現在、避難計画の策定のた

め、避難経路、避難施設等の調査を進めており

ます。今後は、国及び周辺自治体の構成で設置

される蔵王山火山防災協議会の中で、被害想定

に基づく具体的な防災対策の検討や新たなハザ

ードマップの作成に取り組んでまいります。 

 次に、市管理河川の改修について申し上げま

す。 

 中山地区の普通河川横町川は、現在、県の土

砂災害対策事業として測量調査中であり、その

後に土砂災害の対策工事が実施されると伺って

おります。このため、下流の改修につきまして

は、事業完成後に河川の状況を調査しながら判

断してまいります。 

 次に、大規模河川改修による氾濫防止の取り

組みについて申し上げます。 

 県事業の須川の河川改修工事区間は、山形市

の飯塚橋上流４００メートルから竜王橋までの

１０．８キロメートルが整備区間で、現在は下

流２キロメートル区間を重点区間として整備が

進められております。完成のめどは立っていな

い状況にあります。整備区間の早期完成と竜王

橋からこだま橋までを新たな整備区間となるよ

う、引き続き県に要望してまいります。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 御答弁ありがとうござ

いました。 

 まず初めに、蔵王の噴火に備えてであります

けれども、市長は、テレビや新聞で蔵王が火山

としてたびたび報道されていることについてど

ういう御感想をお持ちであるかお尋ねをいたし

ます。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 御嶽山の噴火、阿蘇山の噴

火というようなことで、噴火に対する国民の関

心は非常に高まっておるわけでございますし、

また、報道機関で報道されているように関心事

の高いことだと思います。蔵王につきましても

全国放送、全国メディアでも取り上げられてお

る状況であるというふうなことでございますし、

きめ細かな観測等も含めまして対応が必要だと

いうふうに考えているところでございます。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 市民も心配して見てお

られると同時に、やはり市長は自治体の長とし

ての受けとめ方をされておられるんだなという

感想を今持ったところでございます。 

 ところで、１１月末には阿蘇山が噴火いたし

まして、１１月３０日朝、テレビ放送で、あれ

は京都大学の見解であったと思いますけれども、

阿蘇山はマグマ噴火であり、そして御嶽山もマ

グマ由来の噴石が見つかったと。予兆は火山性

微動と膨脹であると。そして、現在注目して観

察しているのは蔵王の変化であるというふうに

全国に発信されたところであります。市長はこ

の番組をごらんになっておられますでしょうか。

また、どんな感想をお持ちでしょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 多分その番組は見ておりま

せんが、御嶽山の噴火については、火山性微動
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が一時急激に発生が多くなって、若干休止とい

う期間があって噴火をしたということでござい

ました。蔵王についても、先ほど議員が御指摘

のとおり、火山性微動が大分ふえているという

ふうな状況にあって、また休止した時期もある

というなことですから、そういった過去の経験

もありますので、先ほど申し上げましたように、

気象庁の調査などに関心を持ちながら、県ある

いは国との連携、さらには近隣市町村との連携

というものをさらに強めていく必要があるとい

うふうに考えております。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 先ほどの答弁におかれ

ましても、本年度からゴーグル等を配備すると。

そして、蔵王刈田リフトの駅に対しても早急な

対策を求めていくというような返答をいただい

ておりますので、大変結構なことだというふう

に私としても受けとめさせていただきました。 

 そこで、ゴーグルの火山灰による汚れという

ものがあるわけですけれども、これはウエット

ティッシュで拭くか、あるいは１枚１枚ゴーグ

ルのフィルムを剝がしていくタイプ、２つある

わけですけれども、プロが使用するものは１枚

１枚剝がすタイプがいいのかなと。普通の方が

使用する場合には、難しい面もございますので

ウエットティッシュがいいのかなというふうに

も思ってございます。この点に関しては、今後

実際に配備する上で検討を願いたいものだと思

っているところです。 

 ところで、山形大学理学部地球環境学科の伴

雅雄教授が現在の体制の中では大変影響力のあ

る詳しい方だというふうに聞いておりますが、

１１月８日に蔵王町のほうで市民向けの講演を

なされておるというようなことでございますけ

れども、この先生を上山に迎えまして、「蔵王

火山の噴火の歴史と今後について」というよう

な講演を催すような考えはございますでしょう

か。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今いわゆるシンポジウム、

そういった市民向けの対応というものをどうや

っていくかということについては、まだ具体的

には私のところは上がってきていないという状

況でございますので、即答するとなればまだ考

えておらないという状況でございます。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 火山災害の対策に取り

組むときに、余りにも誇大宣伝してしまうと観

光客の減につながるとかいろんな影響があって、

なかなか踏み込むのが大変な問題ではあるなと

いうふうには思ってございますけれども、市民

に対して今後避難経路とか、そういうものを知

らせていくタイミングをはかることが必要にな

るというふうにも思ってございますので、でき

るならばそういうことを考えに入れて、今後対

処していただきたいというふうに思っていると

ころでございます。 

 次に、早急な避難経路と避難施設の指定につ

いてでありますけれども、避難施設をマップに

示すというだけでなくて、避難経路を段階的に

示すということで、避難者に目標物を与えてい

くという私の考え方について、市長はどう受け

とめられたかについてお尋ねをいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 御嶽山の噴火にも見られる

ように、同じ御嶽山に登山していた方でも亡く

なられた方、助かった方、いろいろあります。

生き延びた人あるいは亡くなった人というのが、

どういうことでそういうことが起きたのかとい

うことは非常に重要な観点だと思います。 
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 その一つに、やはりいわゆる避難経路、「こ

こを下山するように」といった指示などを登山

者にきちんと明示をしておくということは、い

ざ災害が起きたときには非常に重要なことだと

いうふうに考えております。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 次に、１キロメートル

から２キロメートル、あるいは３キロメートル

から４キロメートル圏内、あるいはそれ以上と

いうような被害の大きさに応じた対応を、市民

にわかりやすくイメージを持ってもらえるよう

な周知方法について、市長の考え方をお伺いい

たします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 蔵王の場合の噴火でござい

ますが、いろいろ予想はされております。ただ、

噴火ですから、いつどこでということになるわ

けでございまして、なかなか想定も難しい面が

基本的にはあると思います。 

 しかし、現時点で予想される噴火についての

避難あるいは対応というものについては、それ

ぞれの地域あるいは登山者に対するもの、きち

んと分けて想定する必要がございますし、また、

それを周知していくことが必要であろうという

ふうに考えておるところでございます。 

 早速、中川地区の皆さん方には一応周知をさ

せていただいたところでございますが、今後と

もいろんな対応を進めてまいりたいと考えてお

ります。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 ただいまのお話にもあ

りましたように、かつては山形市香澄町まで火

山灰が飛んだという記録も残ってございます。

風向きによっては中川地区以外に被害が及ぶと

いうことがあるわけでございますが、各地区ご

との避難先を示すお考えはあるのかどうかにつ

いてお尋ねいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 この件についてはこれから

の対応になるというふうに考えておりますが、

そこまで進んでいるかどうかについては、担当

課長から説明いたします。 

○大場重彌議長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 市長からも申し上げてお

りますように、個々具体的な避難計画につきま

しては、今後関係市町あるいは国県との連携に

よりまして、防災計画をつぶさに計画していく

ことになってございますので、各地区ごとの避

難計画について今現在定められているかという

と、定めてはございませんが、将来像の中で検

討していく内容になるものと考えております。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 この対応でございます

が、ほかの地区のことも市民向けには必要だと。

いわゆるマップとしてでき上がるのが、早くと

も平成２７年の夏ごろになるのかなと思ってご

ざいますけれども、それとは別に、やはり上山

市民に対する周知というものはまた別に考える

必要があるのかなというふうに思ってございま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 今の話ですと、各地区ごとの避難計画は、こ

れからの共同作業の中でつくられていくものだ

というような答弁だったと思います。しかしな

がら、それに先行して上山としてはどうすべき

かというものを研究して、会議に持ち込むとい

うのが筋であろうかなと。受け身ではなくて、

独自で作業を進めていくということが必要なの

かなと思っているところですけれども、この点

について市長の考えを述べていただきたいと思

います。 
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○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 火山の噴火等については、

想像ができない部分もあると思います。したが

いまして、本市だけでそれに対応できるのかと

いうことが１つございますし、また、本市だけ

が先行して対応していくためには、かなり精度

の高い調査研究をやっていく必要がございます。

そういう面において、やはり基本的にはいわゆ

る蔵王連峰を取り巻く市町村の連携や県などの

機関でやっていくべきものだと考えております。 

 ただ、受け身じゃなくて主体的にということ

がございましたけれども、今予想される被害に

関する情報等については本市の状況、例えば中

川地区は多分こういう状況になるであろうとか

そういうことは会議の中で、あるいは調査の中

で話していくということは大事なことでありま

すけれども、やはり避難対策が県のものがあっ

たり市のものがあったりとしますと、逆に混乱

を招きかねないということが想像されますので、

その辺は統一的なものをつくってまいりたいと

いうふうに考えております。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 よく理解できました。

私の考えでは、蔵王山火山防災協議会のスケジ

ュールにおくれることのないようにというより

も、先んじて準備を進める手法があるのではな

いかというふうに思ったところでございますが、

精度の問題、学術的な問題とかいろんなことが

並行して行われるということを考えてみますと、

やはり市長の今の答弁が正解なのかなというふ

うに思ったところでございます。 

 しかし、スピード感を持って進めることが必

要だと思ってございますので、今後とも対応を

よろしくお願いしたいと思います。 

 次に、市管理の河川の改修でございます。 

 市でできることは限られている中で、現在行

われているいわゆる中山における対応ですが、

市長の答弁がございましたけれども、これは最

良の方法であるというふうに受けとめてよろし

いかどうか、一言お伺いいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 議員の発言の趣旨が、最良

のものであるかという意味はわかりかねるとこ

ろでございますが、我々としては最良の方策だ

というふうに考えております。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 いろんな選択肢のある

中で、市のとり得る方法としては最良の道を選

んだんだということではないのかなというふう

に思います。 

 ただ、前川に合流するまで地区内の被害をど

こまで軽減できるかということが目的でありま

して、最終的には出口を広げるという必要性が

あると私は、予想してもしようがないのであり

ましょうが、思っているところでございます。

この点について市長の展望をお聞かせください。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 具体的な点につきまして、

担当課長のほうから説明申し上げます。 

○大場重彌議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 下流部分につきましては、

やはり上流部分の対策事業の完了を見まして、

それに基づき検討させていただきたいと考えて

おります。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 予想されたとおりの答

えであります。それ以上の答えは出てこないと

いうふうに思いますので、引き続き、その努力

を続けていくというふうな意思の確認をしたい

と思います。市長、お願いします。 
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○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 答弁した以上は、誠意を持

って対応させていただきます。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 よろしくお願いいたし

ます。 

 次に、氾濫防止についてであります。 

 今後、下水道管を更新するか、あるいは目地

をメンテナンスするというような計画はお持ち

でありましょうか。 

○大場重彌議長 上下水道課長。 

○伊東寛二上下水道課長 下水道管の管路の目

地等につきましては、現在、老朽管の調査は終

わっていまして、現在、その支障ある箇所につ

いては更生工事ということで実施しているとこ

ろもあります。 

 さらに、マンホールにつきましても、前から

大雨でマンホールから水が入って処理場のほう

に入っていくということがありましたので、現

在もマンホールぶたの老朽化しているものにつ

いては交換していますけれども、前にも言いま

したが、歩道については雨が入らないような形

で穴埋めを実施しているところであります。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 今、マンホールのふた

についても言及していただきました。その更新

速度を速めていただきたいという要望をしてお

るところですが、予算の増額が伴うことでもあ

り、その計画の推進には市長の考えをまずはお

聞きしたいところかなと思ってございますので、

ひとつよろしくお願いします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 基本的には、そういったふ

ぐあいとか、あるいは老朽管の整備等について

は、計画的に実行してまいりたいというふうに

考えております。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 これまでも計画的に進

めてまいったわけでございまして、このような

２年連続の下水管あるいは下水道処理場の冠水

というような事態に対する対応は、適切にとい

うか、こんな早くできないだろうなというとこ

ろまでやっていただいたということについては

感謝をしておりますけれども、やはり上から来

る水で下水が薄まるというようなことは、本来

の浄化槽の効率を下げることになりますので、

なるべく早くその計画を展開していただきたい

と。今までの年次計画よりも早めていただきた

いということでございますけれども、この考え

方についてはどうでありましょうか。 

○大場重彌議長 上下水道課長。 

○伊東寛二上下水道課長 マンホールのふたの

件と老朽管でありますけれども、やはり２年続

きの大雨で不明水がかなり入ったと考えていま

すので、今年度につきましても集中的に対応し

ております。今後も引き続き重点的に対応して

いきたいというふうに考えております。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 次に、１２月着工のし

ゅんせつ工事というのは、どこからどこまでの

区間であるか、お願いします。 

○大場重彌議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 県に確認したところによ

りますと、泉川橋から前川新橋までの間を行う

というふうに聞いております。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 そうしますと、いわゆ

る前川と須川の合流地点から下流についてはし

ゅんせつが重要であるというふうにも考えてご

ざいますが、その部分はいかがいたしましょう
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か。 

○大場重彌議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 基本的には、今言った箇

所を県のほうで最優先的にするというお話でご

ざいましたけれども、その下流につきましても、

もし必要であるとすれば要望をかけていきたい

と考えております。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 次に、蔵王川、酢川の

合流地点までの考え方ということで、いわゆる

こだま橋から下流、あそこは私の質問の中でも、

地質的な問題があってこれ以上河床を下げられ

ないから川幅を広げますよという工事をこの間

やったというふうに説明を受けているわけです

けれども、抜本的な対策ということになります

と、やはり私が先ほど申し上げたことが必要だ

というふうに思ってございます。今後の陳情の

中で、そういう考え方を盛り込んでいただける

のかどうか、お伺いをいたします。 

○大場重彌議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 当河川につきましては、

改修時点では当然調査、また説明会や設計の中

での抜本的な対策が必要か否かについても検討

されるものであると考えております。まず、そ

の前に整備区間に入ることが先決でございます

ので、引き続き要望を行ってまいります。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 観点を変えます。 

 今回、牛舎が床上浸水いたしました。子牛の

命を守るために、新規就農者が水につかりなが

ら子牛を抱いて鼻先を水面に上げて一夜を過ご

しております。被害は流産が３頭、分娩後死亡

が５頭、これは１日乳量にして約２万円分に相

当します。それから、乳房炎が今も尾を引いて

いるところです。ほかに、果樹については早期

落葉、果菜類については収量減が確認されてい

るところです。下水道処理場を初め、こうした

逆流の被害を軽減することについて、市長の決

意を示していただきたいと思います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 軽減については今まで説明

したとおりだと思います。河川のしゅんせつや

川幅を広げるなど、そういったことに尽きるだ

ろうと思います。 

 しかしながら、河川については国県の管理と

いうことでございますし、やはり事業主体も県

ということでございますので、我々はそういっ

た実情も踏まえながら、さらに要望活動を強め

てまいりたいというふうに考えております。 

○大場重彌議長 髙橋義明議員。 

○９番 髙橋義明議員 こだま橋から竜王橋ま

での地質調査の必要性について、今後の市長を

中心とした県への要望の中で、そういった観点

を重要視していただいて事に当たっていただき

たいということを要望いたしまして、私の質問

を終わります。 

○大場重彌議長 次に、７番阿部五郎議員。 

〔７番 阿部五郎議員 登壇〕 

○７番 阿部五郎議員 議席番号７番、会派蔵

王の阿部五郎でございます。 

 まず最初に、ラウンドアバウト（環状交差

点）の推進についてであります。 

 信号機がなく、渋滞や重大事故が起きにくい

とされる環状交差点での通行ルールを定めた改

正道路交通法が、平成２６年９月１日に施行さ

れました。 

 環状交差点の利点としては、通行時に速度が

落ちやすい、時計回りの一方通行となり右折車

と直進車の接触などが起きにくいため、いわゆ

る重大事故の抑止効果が見込まれる、信号機が
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ないために停電時にも混乱が起きにくいなどが

あることで、東日本大震災以降注目を集めたも

のであり、交差点内での事故が大幅に軽減され

ると思われます。 

 そこで、国道４５８号と葉山温泉通り線の交

差点、通称高松葉山交差点ですが、この場所は

変形した交差点であり、信号機の確認もしづら

いことから、交差点内で立ち往生している車を

よく見かけます。この場所は、地元の方はもち

ろんですけれども、観光客の方や観光バスも通

り、非常に交通量の多い交差点であることから、

環状交差点について検討し、一日も早く安全で

スムーズな交差点になるよう願うものでありま

す。 

 また、本市において今後新たに道路を建設す

る際に、建設する場所、地形等の状況を踏まえ

た上で環状交差点を導入することについて、市

長はどのようなお考えなのか、御質問いたしま

す。 

 次に、公用車へのドライブレコーダー（車載

用録画機）の設置についてであります。 

 平成２５年７月の豪雨による断水時に、市民

の方々に広報を行いましたが、市内の隅々まで

伝わらなかったとの反省を踏まえ、その後速や

かに公用車に広報装置（スピーカー）を設置し

たわけですが、それはその他の災害が発生した

場合などにも速やかに市民に向けて情報発信で

きるものとして高く評価するものであります。 

 さて、最近、一般常識では考えられないよう

なさまざまな犯罪や事件、事故が全国で多発し

ております。これは、都市部に限らず、農村部

でも起きている現状にあります。このような中、

本市には防犯カメラがほとんどない状況ですの

で、公用車にドライブレコーダーを搭載すれば、

運転中の映像や音声を自動的に録画することが

できます。 

 ドライブレコーダーを搭載することで、まず

１つ、職員の安全運転の徹底、これは公用車が

関係した交通事故の状況把握にもつながります。 

 ２つ目として、道路等の維持管理への活用。

これにより、災害時に自動車を使った避難ルー

トの確認、除雪状況や破損箇所、路肩管理の把

握、道路上の現状把握ができます。 

 それから、３つ目として、移動式防犯カメラ

としての役割を含むさまざまな用途への活用で

あります。これは資源ごみの持ち去り対策、不

法投棄の現状確認、非ドライバーに対して運転

者目線で講習する際の映像提供、観光用に使用

する映像の提供、それから車内荒らしなどの犯

罪を抑止する、子どもたちの登下校時の安全確

認の徹底など、広範囲において利用価値がある

と思います。 

 公用車は業務の関係で市内さまざまなところ

に行くことから、ドライブレコーダーを搭載し

た車が市内を頻繁に走ることで、動く防犯カメ

ラとして広く活用し、犯罪抑止効果も期待でき

るものと考えますが、市長の御所見をお伺いい

たします。 

 最後に、予約制乗合タクシーの拡充について

であります。 

 少子高齢化社会と言われ久しくなりますが、

本市における高齢化率は３３％を超え、平成２

６年９月末現在で３３．４％となり、高齢者の

方は年々ふえている状況にあります。 

 高齢者の方で運転免許証を持っている方もお

りますが、運転免許証を持っていたとしても、

身体機能の低下により運転できない場合もあり

ます。 

 本市は、冬場の低温や豪雪のもとでの生活を

余儀なくされる地域も多いことからマイカーの
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普及が進み、バスを利用する方が減ったことに

よる便数の削減や路線バスの廃止が進むことで、

さらに公共交通の利用者減につながっていると

いう悪循環に陥っているのが現状であります。 

 このようにマイカーが利用できない、または

バス停留所まで歩行が困難であったりする住民

が、医療機関や買い物に出かける、あるいは公

共機関、金融機関などで諸手続を行う不便さを

考え、低料金で戸口から戸口まで行くことがで

きるサービスを提供するのが予約制乗合タクシ

ーであります。 

 本市では、平成２２年２月１日から運行が始

まり、現在、中山地区方面と西郷地区方面の市

南部の２つの地区に運行しておりますが、市営

バスとともに市民の足として広く活用されてい

る状況であります。 

 ところで、平成２６年度、議会報告会を山元

地区公民館にて開催させていただきましたが、

その際、ふだんの上山の市街地との移動の手段

がとても不便でままならないという、山元地区

の住民から切実な意見を頂戴いたしました。市

街地との距離が離れている山元地区では、バス

路線があるものの、山形市方面に向けての運行

であり、公共交通のみを利用して上山市街地に

来る場合、一旦山形市を経由する必要があり、

非常に不便を来すとのことであります。 

 また、市街地よりも降雪量が多い山元地区で

は、冬期降雪時の外出が市街地よりもなお減少

すると考えられます。そして、特に山元地区は

本市の高齢化率を大幅に超える４９．９％と、

高齢者がほぼ住民の半数を占めている状態であ

ります。 

 以上からも、予約制乗合タクシーを是が非で

も運行しなければならない地区と考えておりま

す。 

 現在、予約制乗合タクシーを利用している地

区では、利用されている高齢者の方から「外出

の機会がふえた」と非常に好評であり、高齢者

の外出は地区の活力を失わないためにも必要で

あり、消費機会の増加、ひいては経済活動の活

性化にもつながります。 

 人口減少が進む今日のような社会では、誰も

が気軽に外出しやすい仕組みを整えるのが重要

であると考えます。山元地区住民の貴重な足と

して予約制乗合タクシーを山元地区に運行すべ

きと考えますが、市長の御所見をお伺いして１

問といたします。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ７番阿部五郎議員の御質問

にお答えいたします。 

 初めに、ラウンドアバウトの推進について申

し上げます。 

 国道４５８号と葉山温泉通り線との交差箇所

は変形した交差点であり、工事には大規模な用

地取得が必要となるため、ラウンドアバウトの

整備は困難と考えております。 

 なお、今後の導入につきましては、個別の交

差箇所の状況等を踏まえて判断してまいります。 

 次に、公用車へのドライブレコーダーの設置

について申し上げます。 

 職員の安全運転の徹底や道路の維持管理等広

範な用途への活用につきましては、現在の態勢

での対応が可能と考えており、現在のところ、

設置する考えは持っておりません。 

 次に、予約制乗合タクシーの拡充について申

し上げます。 

 本市の予約制乗合タクシーにつきましては、

民間バス事業者による路線バス廃止に伴い代替

交通として導入しているため、現時点において
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予約制乗合タクシーを拡充については慎重に対

応してまいります。 

○大場重彌議長 阿部五郎議員。 

○７番 阿部五郎議員 答弁ありがとうござい

ました。 

 まず最初に、環状交差点の推進についてであ

りますけれども、これは先ほども申し上げまし

たように、９月１日から施行されておりますの

で、まだそんなには進んでいない状況でありま

す。参考に申し上げますと、宮城県が全部で１

９カ所、それから長野が４カ所、全国的に見ま

すと３４カ所に設置されていると。今後、１５

カ所ほどが追加の予定であります。まだまだ普

及はしていませんけれども、これから市で新し

く道路をつくるとかそういう際にはぜひ検討を

お願いしたいと思います。 

 なお、参考にですが、当然メリット、デメリ

ットがあるわけですけれども、メリットとして

は先ほど申し上げた点なんですが、デメリット

としては、交通量が多い場合は渋滞につながる

可能性があると。その目安としては、１日の交

通量が１万５，０００台以上ある場合は、渋滞

につながる可能性があるということです。 

 次に、公用車へのドライブレコーダーの設置

についてでありますけれども、ある市では、１

２０台の市の全公用車につけたと。そして、事

業費として４００万円を計上しております。 

 全部とは言いませんけれども、せめて今の公

用車のうち、スピーカーのついているワゴン車

ぐらいにはぜひ設置をお願いできればと思いま

す。今、市の防犯カメラが設置されているのは

たしか１カ所だと思います。市の車は、いろん

なところに向かうわけですので、その際、映像

提供できる、そして、防犯にもつながるのでは

ないかと考えています。 

 きのうの新聞にも載っておりましたけれども、

京都市で起きた連続放火事件の犯人として少年

が逮捕されたということですが、やはり防犯カ

メラの映像が決め手になったというような報道

もありましたので、ドライブレコーダーを設置

していただければいろんな面で効果が出るので

はないかと思っております。その点、もう一回

市長、お願いします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 設置については先ほど申し

上げたとおりでございます。 

 ただやはり、今テレビでよくこういった防犯

カメラに映った事故の場所とかそういうことが

報道されているのも事実でございますが、犯罪

等についてはやはり防犯カメラが主でございま

すし、車につけるということについてはまた別

の意味合いがあるんだろうというふうに思って

おります。 

 スピーカーがついている公用車は何台かあり

ますけれども、ここは先ほど答弁いたしました

ように、やはり職員の教育とかそういうものを

徹底していくということが大事だと思いますし、

ドライブレコーダーの設置によって緊張感が持

てる、つけないから緊張感がないということで

は、市の職員として、あるいは人間としてある

まじきことだと思いますので、基本的なものを

もう少し徹底していくというようなことが大事

ではないかなというふうに考えているところで

ございます。 

○大場重彌議長 阿部五郎議員。 

○７番 阿部五郎議員 最後に、予約制乗合タ

クシーの拡充についてでありますけれども、先

ほど御答弁いただいたように、慎重に対応した

いという回答だったと思うんですが、現在、山

交バスが山形市役所から長井市役所までの間通
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っていると思います。ただ国道３４８号を走っ

ているわけですから、山元地区からその国道ま

で来るのに非常に大変な場所もあるかと思いま

す。 

 そういった意味で、さっき言ったデマンド交

通をお願いしたということなんですが、やはり

地区住民の方は山形に一旦行って上山に来なき

ゃならないと。非常に不便を来しているという

のが実情だと思います。これがデマンド交通で

あれば、極端に言うと、久保手から真っすぐ行

けば二、三十分で行けるということになります

よね。 

 そういったいろんな面から言って、ぜひこの

予約制乗合タクシーを推進していただければと

思いますけれども、最後に市長、もう一度お願

いします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 山元地区は私の故郷でござ

いまして、いろいろ御検討いただきましてあり

がとうございます。 

 基本的には、予約制乗合タクシーは、路線バ

スの廃止に伴う代替交通という、先ほど申し上

げました一つの基準がございます。山元地区に

ついては、地形的にも国道まで出る集落からの

距離が大分遠いところもございます。これにつ

いては、予約制乗合タクシーではない、地域コ

ミュニティとか、また別の次元で考える必要が

ありますが、これは山元に限らず、これからそ

れぞれの周辺地域では出てくる大きな課題の一

つだと捉えております。 

 そういうことで、予約制乗合タクシーについ

ては基本的には原則どおりというようなことで

対応させていただきます。 

○大場重彌議長 阿部五郎議員。 

○７番 阿部五郎議員 今、市長の答弁にあり

ましたように、これは事、山元地区に限ったこ

とではなくて、中心街から離れたほとんどの地

区でこういった不便さを感じているわけですか

ら、今後、一度にはなかなかできないでしょう

けれども、順次、計画性を持って実行されるよ

うにお願いして、私の質問を終わります。 

○大場重彌議長 この際、正午にもなりました

ので、昼食のため休憩いたします。午後は１時

から会議を開きます。 

    午後 ０時０７分 休 憩 

                  

    午後 １時００分 開 議 

○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、１１番尾形みち子議員。 

〔１１番 尾形みち子議員 登壇〕 

○１１番 尾形みち子議員 会派たかまき、１

１番尾形みち子でございます。 

 さきに通告しておりますので、順次、質問を

いたします。 

 このたびは、１つに認知症対策の拡充、そし

て、教育活動の充実についてであります。 

 最初に、認知症の高齢者を私たち市民が支え

ながら、認知症の高齢者が安心して住める上山

市にしたいという思いから質問をいたします。 

 初めに、認知症対策推進計画の策定について

であります。 

 １１月に入り、本市において、認知症と思わ

れる８０代と９０代の女性が相次いで一時行方

不明となる事案が発生しました。幸いにも、大

きなけがもなく数時間後に無事保護されて、安

堵したところであります。 

 ９０歳女性に関しては、１１月１９日の新聞

に掲載されましたので御承知の方も多いかと思

いますが、女性ドライバーが右足のみ靴を履き
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車道を徘徊している高齢者を発見、事故の危険

を感じたことから声をかけ保護し、警察に通報

したことによって再度保護されたということで

ありました。 

 上山警察署が公表した資料によると、平成２

５年度中、上山市での保護事案は６０件、うち

認知症に関するものは１３件であり、ことしに

おいては１１月１８日までの保護事案６８件の

うち２０件が認知症関連であり、昨年に比べ既

に７件増加しております。 

 また、厚生労働省の推計によると、平成２４

年における全国の６５歳以上の高齢者３，０７

９万人のうち認知症の方は約１５％の４６２万

人。さらに、症状が軽度であったり認知障害の

状態にあるいわゆる認知症予備軍を含めると約

８６０万人に達し、実に６５歳以上の４人に１

人が認知症及びその予備軍であるとされており

ます。 

 本市も同様に、今後も高齢化の進行に伴い、

認知症の高齢者がますますふえることが予測さ

れます。こうした状況を踏まえ、平成２７年度

の上山市第６期介護保険事業計画策定にあわせ、

認知症の高齢者が安心して住める環境の保障、

地域福祉の推進を図るために、新たに認知症対

策推進計画を策定するお考えはないか、市長に

御所見をお伺いいたします。 

 次に、認知症応援ネットワークの設置等につ

いてであります。 

 山形市にお住まいのＡ子さん８５歳が、平成

２５年７月に蔵王温泉からの帰宅途中、忽然と

行方不明になりました。私はＡ子さんと１０年

前からの知人でありました。Ａ子さんは組織の

会長、地区会長や老人会会長を歴任した方で、

ひとり暮らしではありましたが、行動的で社交

的な方でありました。事件の２年ほど前から物

忘れ、鬱、被害感が多少見受けられたようです

が、日常生活に支障がない様子でした。行方不

明後、報道やチラシで告知されましたが、いま

だに発見に至っておりません。 

 全国では、認知症による徘徊などが原因で行

方不明として警察に届けられた方は、平成２４

年度９，６０７人に達して、そのほとんどは保

護されておりますが、約４％に当たる３５９人

の方は死亡後に発見されております。不明にな

られて必死に捜された御家族を思うと、大変お

気の毒で残念でたまりません。 

 また、警察に保護されたにもかかわらず身元

がわからず、介護施設で生活している方も多い

と報道されております。先日、身元不明のまま

施設に入所していた方が１８年ぶりに家族と再

会したという報道がなされました。 

 このようなことから、地域での情報の共有と

連携により認知症の方の見守り、徘徊時の早期

発見、安全確保を図りながら、認知症高齢者の

家族を支援する方策を講じることが大切である

と考えます。 

 まず、地域におけるネットワーク及び緊急連

絡体制の構築をすることで、徘徊高齢者を早期

に発見し、保護をしていく仕組みづくりが重要

と思われます。 

 この点については、先日、視察しました八代

市の「やっちろ認知症応援ネットワーク」の取

り組みが大変参考になります。身近な地域の中

できめ細やかに認知症高齢者等の見守りを行う

ため、ネットワーク形成の協力機関となる店舗

や事業所等を掲載した冊子があります。この冊

子では、認知症に関する基礎知識から相談先や

認知症の取り組みなどが丁寧にわかりやすく説

明されており、この中で特に本市で採用してい

ただきたいのが、市内小学校区ごとに協力機関
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を配置した認知症応援ネットワークづくりであ

ります。認知症になっても住みなれた地域でい

つまでも暮らせるためには、地域全体で認知症

の人とその家族を支える地域の仕組みが必要で

あります。小学校区ごとの認知症応援ネットワ

ークの設置について、市長の御所見をお伺いい

たします。 

 次に、高齢者（認知症）事前登録制度の創設

についてであります。 

 不測の事態に備えて、徘徊の心配がある高齢

者を、家族、親族等の希望により事前登録する

制度であります。警察や上山市などの公的機関

が情報を共有することで、早期発見と確実な保

護につながります。また、個人情報保護につい

ても十分配慮することができます。さらには、

高齢者の危険回避や虐待などにも対応できると

いうふうに考えております。 

 以上のことから、高齢者（認知症）事前登録

制度の創設について、市長の御所見をお伺いい

たします。 

 次に、小・中学生向け認知症サポーター養成

講座の実施についてであります。 

 認知症サポーターとは、認知症を理解して、

認知症の人とその家族を温かく見守る応援者を

言います。本市でも、市民向けに認知症サポー

ター養成講座が、社会福祉協議会や地域包括支

援センターで平成１９年度から開催されており

ます。平成２６年までの約７年間で３９回開催

され、参加人数は延べ１，５７７人ということ

でありました。 

 こうした機会を通して認知症を正しく理解す

る人がふえることで、例えば、「認知症になっ

ても安心して暮らせるまちづくり」へとつなが

り、近くで困った人がいれば「お手伝いをする

ことがありませんか」「一休みされませんか」

など、優しく接することができる声がけ、見守

りができると思われます。 

 私の友人のお孫さんである小学生が、この夏

休みに、認知症サポーター養成講座を受講した

ことから、感想を聞いたところ、「おばあちゃ

んに親切にしたい。困った人がいれば助けたい。

認知症のことを教えてあげたい」などの思いを

聞くことができました。講座修了後、オレンジ

のリングをもらい、自慢げに腕輪として身につ

けておりました。 

 このことからも、小・中学生へのサポーター

養成講座を実施することは、大人の関心につな

がり、子どもの両親や祖父母などへ波及すると

いうことも考えられます。小・中学生への認知

症サポーター養成講座の実施について、市長の

御所見をお伺いいたします。 

 次に、大きく教育活動の充実についてであり

ます。 

 土曜日授業の実施について質問をさせていた

だきます。 

 文部科学省では、子どもたちに充実した学習

機会を提供する方法として、平成２５年１１月

に学校教育法施行規則の改正を行い、市町村の

判断により土曜日授業を行えることを明確にす

るとともに、子どもたちの豊かな教育環境の実

現に向けて、地域や企業の協力を得ながら、土

曜日の教育活動推進プロジェクトを進めており

ます。 

 本市においては、こうした機運の高まりを、

特に全体的な学力の底上げに活用することが重

要だと考えます。子どもたちの理解度に合わせ、

平日ではできないきめ細やかな授業を実施する

ことで、子どもたちそれぞれの学習到達度が大

きく高まるものと思います。 

 確かに土曜日授業を実施するには、教育プロ
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グラムの企画や実施体制の整備など、幾つかの

ハードルがあります。しかしながら、本市の全

ての子どもたちに充実した学習の機会を提供し

ていくという観点からは、土曜日授業の取り組

みの有無は学力向上に大きな影響を与えるはず

であります。教育委員長の御所見をお伺いいた

します。 

 次に、早朝学習における「読書科」の実施、

つまり教科としての「読書科」の創設について

であります。 

 「読書科」は東京都の江戸川区が特区制度を

利用し平成２４年度から導入した独自の科目で

あります。今年度からは江戸川区立の全小中学

校１０６校で実施されております。公立学校で

の導入は全国でも初めてであります。 

 江戸川区立の各学校は、朝読書なども含めて

年間３５時間以上を「読書科」の授業に充てる

とされております。なぜ江戸川区が「読書科」

を始めたのか。その背景には、いじめ、体罰、

授業に集中できない、先生との信頼感の欠如、

学力低下などなどの課題が山積していたことが

挙げられております。 

 小中学校において、子どもたちにつけたい力

として、よく言われますが、１に学力、２に心

の豊かさ、３に体力、昔でいう「知、徳、体」

であります。これらを読書を通じてバランスよ

く育てていくことが大きな目標になっておりま

す。 

 江戸川区では読書好きの区長のリーダーシッ

プもあり、子どもたちの読書意欲を高めるため、

地域とともに読書の推進のため、読書改革プロ

ジェクトを立ち上げ、環境整備に積極的に取り

組んでいます。 

 さて、本市においても読書活動推進計画を策

定し、関係者の御努力により朝読書の取り組み、

学校図書の環境整備と充実が図られてきました。

私も読み聞かせ隊の一員として、時折学校を訪

れる際、図書室に足を延ばすと、本の整理やお

薦めの本など、子どもたちにも利用しやすく工

夫されている様子が目に入ります。 

 こうした努力を継続し、本市においても小中

学校に「読書科」を設置することで、「読むだ

けの時間から目的を持った読書時間へ」「考え

を深め想像力を育む豊かな読書、そして広がる

読書へ」「感動を分かち合う交流する読書、深

める読書へ」「自由な意見や発想を尊重する読

書へ」といった高いレベルの読書活動が実現さ

れ、子どもたちの読書を通じた幅広い知識の習

得、情感豊かな心を育む情操を養っていくこと

に大きな役割を果たすものと考えます。 

 「読書科」の創設について教育委員長の御所

見をお伺いして、檀上からの質問を終わります。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １１番尾形みち子議員の御

質問にお答えいたします。 

 初めに、認知症対策推進計画の策定について

申し上げます。 

 認知症対策推進計画の策定につきましては、

現在策定中である第６期介護保険事業計画の中

で、認知症施策について項目を設けて計画して

まいります。 

 次に、認知症応援ネットワークの設置等並び

に高齢者（認知症）事前登録制度の創設につい

て申し上げます。 

 これらの制度の創設につきましては、現在、

中学校学区を単位とする３地区の地域包括支援

ネットワーク会議の中で、徘徊高齢者等早期発

見システム検討委員会を設置し、導入に向けて

協議を行っている所であります。 
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 次に、小・中学生向け認知症サポーター養成

講座の実施について申し上げます。 

 これまで、上山南中学校の３年生を対象に、

認知症サポーター養成講座を開催しているとこ

ろでありますが、平成２７年度からは市内の全

中学校で講座を開催いたします。 

 なお、小学生の講座の開催につきましては、

今後、関係機関と協議してまいります。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

〔古山茂満教育委員長 登壇〕 

○古山茂満教育委員長 １１番尾形みち子議員

の御質問にお答えいたします。 

 初めに、土曜日授業の実施について申し上げ

ます。 

 土曜日の教育活動推進プランの意義は、学

校・家庭・地域が連携し、地域における多様な

学習や体験学習の機会の充実によって、土曜日

の教育環境をより豊かで充実したものにするこ

とであります。 

 本市では、スポーツ少年団や地区公民館、文

化団体等の御尽力により、多様な学習、スポー

ツ、文化活動の充実が図られております。した

がいまして、土曜日授業の実施については、現

在、考えておりません。 

 次に、早朝学習における「読書科」の実施に

ついて申し上げます。 

 本市では、「『まなび』『いきがい』『ふるさ

と』を持った上山の子ども」を育むことを目標

に学校教育指導を行っております。今後も市全

体で読書活動の推進にも力を入れていきますけ

れども、そこだけに特化するのではなくて、公

教育としてバランスのとれた教育活動を継続し

ていくという観点から、「読書科」の新設の考

えは持っておりません。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 それぞれの御答弁

ありがとうございます。 

 まずは、認知症対策推進計画についてであり

ますけれども、２７年度の第６期介護保険事業

計画の中で項目を設けるということをお答えい

ただきましたので、その点については安心して

いるところであります。 

 やはりこれからも高齢化が進んでいく以上、

認知症に関することは本当に喫緊の課題なのか

なと思うので、この認知症対策推進計画を第６

期介護保険事業計画の中でも重点的なものとし

て位置づける必要があると思います。やはり認

知症の高齢者をめぐるさまざまな事件が発生す

る中で、次の高齢者（認知症）事前登録制度に

関しても認知症応援ネットワークに関しても考

えられることなんですけれども、さまざまなと

ころで行政がかかわっていくべきだというふう

に思っておりますので、まず、どのような計画

をこれからの介護保険事業計画策定の中に盛り

込むのか、少し内容を拡大していくのかという

ことも含めて、平成２４年度の３月に策定した

ものにはほんのわずかしか触れていないという

状況もありますので、そこだけ確認したいと思

います。 

○大場重彌議長 健康推進課長。 

○井上 洋健康推進課長 第６期介護保険事業

計画におきましては、認知症の項目を重点的に

設けまして、国のほうで指導いたしております

認知症地域支援推進委員の設置や、あるいは認

知症初期集中支援チームの設置なども含めまし

て、認知症の人たちに対応する具体的な手段等

を計画で定めていく予定になっております。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 国の指導に沿って

ということであります。 
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 ただ、私は、認知症サポーター養成講座に関

してちょっと不満がありまして、７年間で一千

何がしの講座が開催されておりますが、やはり

もっと数の拡大、市全体がそのような形をして

いただくというような一つ目安が必要だという

ふうに思うんですけれども、計画の中に含まれ

ていないのか、お尋ねいたします。 

○大場重彌議長 健康推進課長。 

○井上 洋健康推進課長 認知症サポーター養

成講座につきましては、これまで平成１９年か

ら市のほうで窓口になりまして実施をしてまい

りましたが、これまではどちらかといいますと、

市民の皆さんからの御要請に応じて対応してき

たという部分がございます。 

 今回は、新たに国のほうでも認知症サポータ

ー養成数の目標値を引き上げて定めております

ので、市といたしましても、これまで以上に積

極的にサポーター養成講座を開催するような計

画にしてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 市長、隣の山形市

で起こったＡ子さんの事件なんですけれども、

これを受けて山形市長がことしの４月定例記者

会見で、職員全員を認知症サポーターにする計

画を立てているというようなことを発表なされ

ました。その辺のところも踏まえて、やはりど

こでどういうふうに起こるかわからないという

この現実を踏まえて、そのような考えがあるの

かどうか、お尋ねいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 市全体で見守っていくとい

うことについては、当然市役所職員も入るとい

うことでございます。 

 ただ、担当課長から話があったように、今後

の進め方等についてはこれから検討に入るとい

うことだと思いますし、それが必要であるかど

うかも含めまして、検討課題の一つだと思って

います。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 ぜひ検討課題の中

に入れていただいて、やはり上山市は高齢者の

ひとり、そして２人暮らしの世帯数が大変多い

というような実態もありますので、誰もがなり

得る認知症に関しては市全体で見守ってほしい

という考えからお願いをしたわけであります。 

 それから、認知症応援ネットワークについて、

これは私も熊本県八代市にお邪魔したときに、

大変いい認知症ネットワークのマップをいただ

いてまいりました。先ほどの答弁によりますと、

中学校区で分けるということでありましたが、

もちろんそれは個々の自治体で考えることだと

思いますけれども、八代市のように小学校区で

分けると、よりきめ細やかに対応できるという

ことであります。どうして中学校区で分けると

いうことになったのか、なぜ小学校区で分けな

いのかというようなことも含めて、それぞれの

考え方ではありますけれども、お答えいただき

たいと思います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 八代市の人口がどれぐらい

かわかりませんけれども、いわゆる小学校区、

中学校区に分けても、目が行き届くという点で

どうなのかということだと思います。必ずしも

中学校区よりも小学校区で分けたほうがいいと

いうことなのかどうか、きめ細かに対応するに

は範囲を狭めたほうがいいというのは理論上は

成り立ちますけれども、そこではサポーターさ

んの数の関係とかそういったこともあろうと思

います。詳細については担当課長から説明しま
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す。 

○大場重彌議長 健康推進課長。 

○井上 洋健康推進課長 中学校学区単位とい

たしましたのは、平成２４年度から地域包括支

援センターが事務局となって設置をいたしてお

ります地域包括支援ネットワーク会議が、中学

校学区単位で設置をいたしております。その委

員のメンバーにつきましては、地区会長、民生

児童委員、医師会、警察署、金融機関等関係機

関が入った会議でございまして、この会議を活

用しながら今後の認知症対策を推進してまいり

たいというのが趣旨でございます。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 地域包括支援ネッ

トワーク会議が中学校学区単位で設置され、そ

れぞれの地区会長等が入るというようなことな

んですけれども、やはりもっときめ細やかなネ

ットワークが必要だと思います。年度を越すた

びに高齢者がふえているというこの現実を踏ま

えて、小学校区単位ということにならなかった

ということでいいのか、確認です。 

 そして、これをどのように生かすのか。私が

八代市で拝見させていただいたマップは、認知

症の高齢者の見守り等に協力していただけるコ

ンビニ、お医者さん、ガソリンスタンド、そう

いうさまざまな事業所が掲載された冊子なんで

すけれども、そういったことを考えているのか

も含めてお答えいただきたいと思います。 

○大場重彌議長 健康推進課長。 

○井上 洋健康推進課長 現在、検討委員会を

開催いたしましてその内容についても検討をし

ているところでございます。 

 八代市のマップを見ますと、小学校単位で、

その範囲にある事業所さんから御協力をいただ

いているという内容になってございます。本市

の場合はまだまだそこまでは至っておりません

ので、ネットワーク会議を中心にしながら、関

係機関、商工業者、あるいは商店関係の方々に

も御参加をいただきながら進めていくという段

階でございます。 

 差し当たり、これにつきましては今後の大き

な課題ということで、検討委員会の中でまた協

議を進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 今後の検討課題だ

というようなことをここで認識させていただき

ましたので、認知症になっても住みなれた地域

で暮らせるような、そういったものにしていた

だきたいということで、ぜひこの中にも入れて

いただきたいと思っております。 

 次に、高齢者の事前登録制度について、当然

これからの検討課題ではありますけれども、こ

れを進めるに当たって大変さまざまなことが、

事前登録ということなので本人の了解やら家族

や親戚の了解とか、本人は認知症になっていな

いというような立場をとられるというようなこ

とがございます。そういったことでこの事前登

録制度を創設するということが一番の課題だと

思っております。 

 そこで、制度創設に当たって１つ、行方不明

になられたということでＧＰＳを貸し出しする

とか、そういう細かいものがあるのかどうか。

その辺もお尋ねいたします。 

○大場重彌議長 健康推進課長。 

○井上 洋健康推進課長 その内容につきまし

ても、登録の方法、申請の受け付け、申請者が

本人ではなくて家族とか、あるいはひとり暮ら

しの場合は周辺の地域の方から登録ができるよ

うな制度にするかどうかと、またあるいは、議
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員がおっしゃいました携帯端末機をどうするか

とか、そういった部分も含めて議論をしている

ところでございます。 

 私どもといたしましては、より関係機関が連

携がとれるような内容で実施してまいりたいと

いうふうに考えているところでございます。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 大変さまざまな認

知症対策がこれから必要になってくるのかなと

いうふうに思われます。ですから、この対応策

について、計画やさまざまなネットワークも含

めて、今後の重点課題ということで取り組んで

いただきたいというふうに申し上げておきます。 

 それから、小・中学生向けの認知症サポータ

ー養成講座について、本来ならば教育委員長に

お尋ねするのが筋なのかなとも思ったんですけ

れども、市長、小・中学生に向けて認知症サポ

ーター養成講座をするというのは意義があると

思っております。上山市は福祉のまちというこ

とであります。道徳の時間に、高齢者を大切に

しましょうというか、理解をしましょうという

ようなことも、その学習課程の中に入っており

ます。 

 そういった中で、小学生の講座の開催につい

てはこれから協議するというような市長の答弁

でありましたけれども、こういった取り組みを

している自治体は多いんです。これはとても大

事なことだと思いますので、ぜひ小学生のサポ

ーター養成講座に取り組んでいただき、もちろ

んこれは市長が答えるのではないのかもしれま

せんけれども、教育の中でできないとすれば、

私の友人の話によれば、夏休みの学童保育のと

きに全員が受けられたというようなことだった

ので、そういう方法もあるのかなというふうに

考えたところです。あともう一つは、この方は

バトンガールのクラブに属しているお子さんな

んですけれども、その中でも全員でサポーター

養成講座を受けられたということなんですね。

この取り組みはとても大切なのかなと思います

ので、ぜひその辺のところを再度お答えいただ

きたいと思います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 サポーター制度は大切だと

思いますが、それよりも大切なのはやはり家庭

教育だと思います。家庭でおじいちゃんおばあ

ちゃんを大切にする、あるいは障がいを持たれ

る方を大切にするとか挨拶をするとか、やはり

全てが学校ではなくて、家庭でやるべきものは

きちんとやっていくと。そこで足りない部分に

ついてはサポーター制度とかいろんなものを導

入していくということであって、まずは家庭で

頑張っていただくということが第一義的だとい

うふうに思っております。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 家庭教育がとにか

く叫ばれている中、やはり不測の事態がさまざ

ま起きているということは、いろんな少年犯罪

を見てもその家庭教育が大変不足しているのか

なというところがあります。それをやはり補っ

ていく。私も毎朝見守りに出かけておりますが、

隣のおばちゃんの言うことなら聞くけどうちの

言うことは聞かないという子どもさんも、やは

り中にはいます。そしてまた、興味本位でそう

いったものも受け入れるというか、ただ本当に

子どもさんは素直なんです。私も第一には家庭

教育だというふうには思いますけれども、やは

りこういうサポーター養成講座で本当に心身と

もに健やかな道徳観念、そういったものを身に

つけていただきたいなという思いで提案させて

いただきました。 
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 次にですけれども、教育活動の充実というこ

とで質問をさせていただきます。 

 土曜日授業、これは本当に学力に特化したも

のというようなことであります。現実、小中学

校では学力向上にとりかかっているんでしょう

けれども、まだまだ道半ばだというふうに思い

ます。土曜日授業に関しては、幾ら文部科学省

で学校教育法施行規則の改正を行って、市町村

の判断により土曜日授業を行えるということを

明確にしたというようなことがあったとしても、

本当に今中学校、小学校の先生方が大変多忙だ

というのはわかるんですけれども、何かやはり

教育対策をしなければ学力の底上げはできない

というのが現実だというふうに思うんですよ。 

 ですから、そこら辺のところを教育委員長と

してどういうふうに考えているか、お願いしま

す。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

○古山茂満教育委員長 土曜日授業については、

学校週五日制までさかのぼっていかなくちゃな

らないと私は考えています。学校週五日制完全

実施になったのは平成１４年ですよね。そのと

きに、なぜ学校週五日制をするのかということ

で、学校、家庭、地域、その役割を明確にして、

その上で重なる部分について協力をしながら子

どもを学校から地域や家庭に返すという、そう

いう大きな意図があったわけでございます。 

 それはずっと引き続きありまして、そして、

その中で学校週五日制の中でつけてもらいたい

力というのは、自己学習力、自分で自分を教育

していく力、それから、もう一つは人間性を豊

かにしていく、そういう力をつけていく。そし

て、その２つが合わさって人間力、いわゆる生

きる力、そういうものをつけていくというのが

目的だったと思います。 

 それで、議員の学力ということに特化しての

質問ですので、学力向上のことについて申し上

げたいと思います。 

 先ほど申し上げましたけれども、上山市では、

「まなび」「いきがい」「ふるさと」を持った子

どもたちを育てていくという目標があるんです

が、その中の「まなび」というところに属する

と思います。学力の向上と人間性の向上イコー

ル人間力、豊かな生きる力、たくましく豊かに

生きる力をつけていく、どの授業でもそういう

力をつけていくということが一番大事なことだ

と思うんです。 

 そうしますと、その学力ということの捉え方

なわけですけれども、ちょっと尾形議員の質問

の中で不明確なのは、この学力というのは目に

見える学力、いわゆる数字であらわれる学力と

いうものと、それから、なかなか目に見えない、

考える力とか、それから判断する力とか、それ

から意欲とか、そういうなかなか目に見えない

力とがあるわけです。その学力とは全部を指し

ているということです。 

 ただ数字であらわれる学力は大事でないかと

いうとそうではないわけですね。「たかが数字、

されど数字」なわけです。ですから、その学力

も高めていくために、この土曜日の授業できめ

細やかに底上げしていくのが大事じゃないかと

いうような御質問だったわけですけれども、そ

れにつきましては日常の授業の充実、先ほど申

し上げました学力と人間性を同時につけていく

授業というのはどういう授業なのかということ

を、各学校の実態に応じて校長初め教職員で考

えて実施しているわけです。 

 ただ教育委員会としても、点数もつけられる

ような、それから人間性もつくような授業とは、

こうではないのかというような仮説を立てなが
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ら学校への指導をしているわけでございます。

それが実際になされているかどうかということ

については、計画指導訪問等で授業なんかを見

せていただいて、ここのところは成果が上がっ

ているな、ここのところはまだまだ課題だなと

いうことを把握しているところでございます。 

 授業の充実がまず第一でありますが、それで

もやはり力がつかない子どもも中にいるわけで

す。そういう子どもに対しては、小学校であれ

ば放課後の時間に何人か残って教えるかなとい

うことで力をつけてやる。それから、中学校で

あればなかなか放課後というのは難しいんです

けれども、夏休みや冬休みなどの休業中に子ど

もたちを集めてそういう底上げをしているとい

うような実態でございます。ですから、それで

も足りなければ土曜日の授業ということではな

くて、土曜日に、「ちょっとここがわからない

なら来てみなさい」というようなことでの対応

はしていると思いますけれども、特に土曜日に

授業をしてそういう底上げをするということは

考えていないということでございます。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 丁寧に詳細にわた

ってありがとうございます。 

 私も教育委員長の思いと同じでありまして、

これは３月の教育委員会の会議録を見ながら話

させていただいたんですけれども、やはり魅力

ある学校づくり、それは担任力だったり、さま

ざまな整備だったりするわけですけれども、そ

ういったものを重点的な課題と思っているとい

うことなので、これは私も土曜日授業というこ

とで申し上げましたけれども、この機会だから

言わせていただいたということでありますので、

これ以上のことはありませんけれども、ぜひそ

のような方針で、やはり底上げが大事というふ

うに思っております。もちろんエリート教育も

私は否定しません。だけれども、やはり底上げ

するためにはそういったものの学校づくりも大

事だというふうに私も思っておりますので、ぜ

ひそのような環境で子どもたちの学ぶ環境をつ

くっていただきたいというふうに思っておりま

す。 

 次に、「読書科」についてですが、「読書科」

はぜひしていただきたいなと、特区でしていた

だきたいなというような考えでありました。読

書活動の充実というようなことも含めまして、

その辺のところをどういうふうに考えていらっ

しゃるのか、再度お尋ねいたします。 

○大場重彌議長 教育委員長。 

○古山茂満教育委員長 読書の重要性について

は、重々私もそういうふうに思っております。

なぜか。人間の一生の中で読書をする量という

のはみんなに与えられている時間なのかなと。

私は小中学校のときに余り読書しなかったので、

今になっていっぱい読まなくてはいけないのか

なと。やはり生きているときから死ぬまでの間

に大体時間というのは決まっているのかななん

て自分では思って、今読書をしているんですけ

れども。 

 上山市市民憲章の４つ目の中に、「みんな教

養を身につけ平和のまち上山をつくりましょ

う」というのがございます。この「教養を身に

つけ」というところが大きく読書ということに

ついて影響が大きいのではないかなと。教養を

身につけるかつけないかというのはそこにかか

わっているかなというふうに、私はそれぞれ大

事なことだと思っております。それで、これも

学校教育の指導の方針の中のやはり「まなび」

のところに位置づけているわけでございます。 

 「読書科」というと、これは教科ですので、
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この教科を新設するということは、やはり特区

とかそういうものをしない限りはできないんで

す。これは学校教育施行規則の中に、小学校で

はこういう教科があるんですよ、中学校ではこ

ういう教科があるんですよというのが決まって

いるわけです。それを逸脱してはいけないわけ

ですよね。それは江戸川区の置くところは、特

区ということがあって「読書科」というのはつ

くれるわけです。 

 今現在、上山市では、先ほど議員がおっしゃ

っていましたけれども、昨年度、子ども読書推

進計画が策定されたと。それで５カ年計画のこ

としは２年目ですので、議員も当然御承知のと

おり、各学校で取り組みを本当に一生懸命やっ

ているわけです。昨年度のかみのやま教育の日

のときにも、西郷第一小学校の読み聞かせの取

り組みがありましたよね。そういうようなこと

で各学校で一生懸命取り組んでいるわけです。

ことしは２年目ですので、充実期というふうに

私は位置づけたいと思うんです。そして、あと

２年か３年に発展期ということになっていくの

かなというふうに思っているんです 

 そういう意味からして、「読書科」というの

は特区でないとできないわけですから、この推

進計画をより充実、発展させていくことがまず

上山市では大事であろうというふうに考えてい

るところでございます。ですから、計画に基づ

いて各学校で今一生懸命取り組んでいるという

ことでございます。 

 もう一つは、上山市教育委員会の教育研究所

の中に、子ども読書活動研究委員会という組織

を設けまして、どのようにしたら読書を推進し

ていくことができるのかということを、今研究

しながら各学校に発信しているところでござい

ます。 

○大場重彌議長 尾形みち子議員。 

○１１番 尾形みち子議員 これだけ読書活動

についてもお互いに是々非々ですけれども、子

どもたちをよりよく育てたいという思いで意見

を交換しているわけですけれども、やはり幼児

教育でつけた読書教育、それから小学校でつけ

た読書教育、結局それが一つの規範となって中

学校でというふうに段階的にと思われるんです

けれども、中学校になるとなぜかもう一冊も読

まないようなお子さんがいるというようなこと

も事実として、多分教育委員会でもこれは前教

育委員長のときにも話されたと思うんですけれ

ども、１カ月に１冊も読まないというようなこ

ともありますよということが事実に出ているわ

けです。 

 上山市で読書推進計画を策定しましたが、じ

ゃ充実させますというそういったものだけでは

なく、身につける読書習慣ということが大事だ

と私は思っているんです。やはり今後、小学校

の読書の身につけ方ということを重点的にして

いただいて、中学校まで伸ばしていただくとい

うようなこと、それこそ高校生になったらます

ます読まなくなるんですから。 

 やはりぜひ今後の取り組み方を充実させて前

向きに進んでいきたいと。読書推進計画がある

というのはそうそうないんです。上山市が何市

目かなんですよ。ですから、そういったことも

含めてぜひお願いしたいということを申し上げ

て、質問を終わらせていただきます。 

○大場重彌議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午後 １時５５分 休 憩 

                  

    午後 ２時０５分 開 議 

○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き
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ます。 

 次に、１３番橋本直樹議員。 

〔１３番 橋本直樹議員 登壇〕 

○１３番 橋本直樹議員 日本共産党議員団、

橋本直樹でございます。 

 冒頭ですが、まずこのたびの「第３回健康寿

命をのばそう！アワード」厚生労働省健康局長

優良賞受賞をともに喜びたいと思います。 

 また、健康ウォーキングを通し気候性地形療

法実践の先頭に立ってこられた市長に、心から

敬意を表します。 

 さて、日本共産党上山市委員会が、２０１４

年度市予算編成に際して行った「政策と予算に

関する要望書」に基づく市長折衝の際にも、私

は、「市政の基本に市民の命と暮らしを守ると

いう基本姿勢を貫いてほしい」と訴えさせてい

ただきました。市民の暮らしと経営が厳しくな

っている今こそ、市長がこうした姿勢に立って、

市民の苦境に温かく寄り添った市政運営を行う

ことが、切実に求められています。 

 そこで、社会保障制度にかかわる２つの課題

について、以下、市長の基本姿勢をただすもの

です。 

 まず、国民健康保険制度運営の改善策につい

てであります。 

 現在、介護保険分、後期高齢者医療分を含む

国民健康保険税の限度額は、実に８１万円にな

っています。４月の臨時議会の質疑の中でも指

摘させていただきましたが、税金の中で一番高

い、誰が考えても異常とも言えるような印象を

受ける水準だということです。この現状をいか

に打開するか、これは市政の最重要課題の一つ

です。 

 以下、直面する３つの課題について市長に伺

います。 

 第１は、医療費低減策についてです。 

 市民の健康づくりこそ医療費低減の最も有効

な方策であることは言をまたないことでありま

す。そこで、本市が健康推進課という新しい仕

組みをつくってまで進めようとしている、市民

の保健予防活動と健康づくりの施策を粘り強く

継続させ、新たな創意工夫を行っていくことの

大切さに関してです。 

 まず、健康診断の受診率向上対策について伺

います。 

 本市は、４０歳から７４歳を対象にした特定

健診制度の取り組みで、受診率を年々向上させ

てきました。これまでの努力を多とするもので

す。この前進の水準をさらに引き上げ、目標に

到達させるための取り組みをいかに進めるかと

いうことです。 

 「湯ったり健康かみのやま第二次行動計画」

では、「市民が健診を受けやすい自己負担額の

設定となるよう配慮する」という方針を示して

います。本市は、特定健診の内容を拡充させる

とともに、今多くの自治体で取り組まれている

ように追加項目も無料にし、健診を受けやすく

する取り組みを進めてきました。 

 また、疾病予防に有効とされる「血清クレア

チニン検査」も追加し、費用負担なしで人工透

析などの困難を予防する対応も積極的に行って

きました。こうした努力に心から敬意を表しま

す。 

 今後の課題は、受診率を３年間で２２．１％

から４０．１％へ、実に倍加に近い改善につな

げている和歌山県上冨田町のように、健診無料

化に加えて、集団検診の回数をふやしたり、医

療機関に直接行けば受診できるようにしていく

ことだと考えます。 

 本市は、この間の健診無料化などの積極的な
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取り組みで、受診率目標６０％に対し約４１％

にまで向上させてきました。しかし、まだ目標

までには距離があります。そこで、受診率のさ

らなる向上のために、上冨田町などの事例も参

考にしながら、今後どう取り組みを進めるか、

市長の御所見をお示しください。 

 第２に、９月定例会でも提起させていただき

ましたが、上山独自の気候性地形療法を取り入

れた健康づくりについてであります。 

 これまでの取り組みで明らかになったことは、

１つに、メタボ対策も含め、市民の健康増進、

予防活動に有効との結果が示されたこと。２つ

に、この取り組みを一過性のものにしてはだめ

だ、粘り強い持続的な取り組みが必要だという

こと。３つに、健康によいとの実感が得られ、

クアオルトウォーキングに参加する市民が着実

にふえてきている、しかしまだ、裾野の広がり

がないこと。４つに、温泉と気候性地形療法を

結合してさらに効果を上げるための施設整備が

必要だということなどです。 

 私は、全国では最先端を行く上山独自の気候

性地形療法の市民定着を図ること、これが大事

だと、やりがいのある課題だと考えます。その

ためには、「湯ったり健康かみのやま２１第二

次行動計画」にも位置づけられている「市民３

万人ウォーキング」などの健康づくりの取り組

みをどう具体化するかが問われていると考えま

す。これをスローガン倒れに終わらせないため

の効果的な手だての確立について、市長の御所

見をお伺いいたします。 

 次に、国民健康保険税市民負担軽減への対応

についてお伺いいたします。 

 本市の滞納世帯率は平成２４年度で６．３％

となっています。担当課の努力で減少傾向にな

っています。しかし、毎年約３００世帯以上が、

払いたくとも払えず正規の保険証がもらえない

深刻な事態が続いています。 

 本市ばかりではありません。「とてもじゃな

いが高くて払えない」と、高過ぎる国民健康保

険税が各地で大問題になり、旭川市を初めとし

て、基金の繰り入れなど国保税の負担軽減に取

り組む自治体が続出する状況が生じています。 

 この構造的とも言える過酷な保険税負担の解

決は、繰り返し議論させていただいてきたよう

に、基本的には削減前の国庫負担の復元しかあ

りません。しかし、国が今やろうとしているこ

とは、その構造的な問題には手をつけず、国保

を都道府県などの単位に束ねる広域化です。こ

れに対し、国の負担を削ったまま広域化しても

事態は変わらないばかりか、さらなる値上げに

つながりかねないという指摘も出されています。 

 本市の場合は、１人当たりの国保税が、調定

額で約１０万１，０００円と山形県内の平成２

４年度市町村比較で第７位となっており、特に

医療分だけで比較すると第４位という高い水準

になっています。こうした中で、今、自治体独

自の負担軽減策が切実に求められています。 

 国保中央会の調査によれば、市町村の独自繰

り入れ、いわゆる法定外繰り入れの額は、全国

で約３，７００億円になっています。実に涙ぐ

ましい努力であります。山形市もこれで２．

２％の軽減措置をとりました。 

 幸いなことに、国保給付基金は全体として増

嵩傾向にあります。本市の場合も、平成２５年

度末で約７億円とかつてない水準となっていま

す。これは、この間の医療費低減策で努力した

結果、県下でも最高水準にあった医療給付費が、

若干ではあるがその下の水準に下がりつつある

などの傾向を反映したものであるとともに、こ

の間の国保税引き上げによるものです。 
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 そこで、この基金の一部を取り崩して緊急の

国保税引き下げを実施すべきと考えますが、市

民の命と暮らしを守る市長の決意をお示しくだ

さい。 

 国保運営改善に関する課題の最後に、国保税

滞納者への対応に関してお伺いいたします。 

 全日本民主医療機関連合会の「２０１１年国

保など死亡事例調査報告」の資料では、お金が

なくて医療機関の受診がおくれて亡くなった６

７人のうち、４２人が国民健康保険税の滞納な

どを理由に正規の保険証がないか無保険だった

という結果が示されています。このうち、有効

期間が短い短期保険証発行が１０人、窓口で１

０割負担となる資格証明書の発行が７人、無保

険が２５人となっています。この報告書では、 

この結果から、全国の手おくれ死亡事例は５，

５００人に上ると推計されるとしています。 

 本当に深刻な結果です。繰り返し申し上げさ

せていただいているように、国保制度は相互扶

助制度ではありません。公的な責任で運営され

ている社会保障制度です。当然、１９８３年ま

では全体の６０％が国庫支出金でした。しかし、

現在は約２５％程度にすぎません。減らされた

国庫負担分を被保険者の保険税で賄ってきたわ

けであります。保険税がここまで高くなってき

た原因がここにあります。 

 こうした中で、全国的には滞納世帯率が２割

の水準になっています。本市は、担当課及び職

員の努力で滞納世帯率は６％台とずっと低い水

準です。しかし、滞納世帯に対する短期保険証、

資格証明書の発行は、現在約３１０世帯に上っ

ていること、また滞納額も平成２５年度の現年

課税分だけで約４，６００万円になっているこ

とが明らかにされました。国保税が払いたくと

も払えず、正規の保険証の交付を受けられない

市民が約３００世帯以上にも上る。そして、こ

れらの中から財産差し押さえになる市民も出て

いるということは、極めて深刻な事態だと考え

ます。 

 医療給付費がふえるから保険税が上がる。そ

れに伴い、払いたくとも払えない人が生ずる。

それが資格証の発行や差し押さえにつながり、

病気になっても医療が受けられないような事態

を生む。まさに負のスパイラルともいうべき状

況です。社会保障制度としてあってはならない

ことだと考えます。 

 私は、払いたくとも払えない事情のある方に

対し、資格証の発行で全額自己負担でないと医

者にかかれないというような対応は決してすべ

きでないと考えます。本市の場合、議会での議

論も踏まえ、資格証の発行はこの間ほぼ半減と

もいうべき改善がなされてきました。それでも、

収納率も伸ばしてきたんです。それだけ丁寧な

納税相談などの取り組みがなされてきた結果だ

と思います。やればできるということではない

かと私は痛感いたします。 

 そこで、こうした努力と前進に立って、資格

証の発行は原則的にやらないという立場を確立

すべきと考えますが、市長の御所見をお示しく

ださい。 

 次は、第６期介護保険事業計画策定について

であります。 

 まず、第６期計画の基本的な課題への認識に

ついてお伺いいたします。 

 本年６月、医療介護総合確保推進法が成立い

たしました。この中身は、公費抑制型の医療・

介護提供体制づくり構想とも言うべきものであ

ります。第６期計画策定では、医療での病床数

の大幅削減、介護での地域包括ケアシステムの

構築、それに合わせた給付削減先行の介護保険



－４９－ 

法改正などが大きく影響してくることになりま

す。 

 まず、要支援者の８５％が利用している訪問

介護、通所介護が市の「総合事業」に移される

ことになりました。また、特別養護老人ホーム

の入所対象者が原則要介護３以上に限定されま

した。さらに、一定以上所得者に対する９割の

現行給付水準の引き下げ、補足給付の要件の厳

格化などと、第６期計画に重大な影響を与える

制度改正がめじろ押しになっています。 

 しかし、これらを地域の実情に合わせてどう

具体化するかは、自治体の対応によるべきとこ

ろが大きくなっています。特に、本計画には、

２０２５年を見通した地域包括ケア計画との位

置づけも与えられており、地域の実情を踏まえ

た住民本位の地域包括ケアシステムづくりにと

っては、誰もが最後まで安心して住み続けられ

るまちづくりを進める上で大きなチャンスでも

あるといった能動的な捉え方も求められていま

す。 

 そこで、住民本位の地域包括ケアシステムづ

くりを進めるために、以下の基本課題に対する

御所見をお伺いいたします。 

 第１は、必要としている人誰もが安心して利

用できる制度づくりについてであります。 

 現在の保険料は、低所得者に配慮した区分に

なっています。こうした考え方を第６期でも踏

襲しながら、さらに改善を進めることが課題と

なっています。また、経済的な問題で必要な介

護サービスが受けられない事態が進んでいます。

尾花沢市で実施しているような低所得者への独

自の補助制度づくりなども課題になっています。 

 ２つには、ひとり暮らし高齢者への支援をい

かに強めるかです。 

 本市のひとり暮らし高齢者の割合は山形県内

では高い水準となっています。また、介護事業

関係資料によれば、介護認定者の６割が認知症

の症状を有しているとのことです。これらの

方々への支援強化は今後の大きな課題となって

います。 

 ３つは、市民の介護予防、健康づくりを本格

的に進めることと、地域包括ケアシステムづく

りを統一して、医療・介護・福祉などの各分野

の取り組みを総合的に推進するために、仮称で

はありますが、「健康・介護・福祉センター」

のような施設と、その中に一本化された総合的

な推進組織づくりも計画の中に位置づけていく

ことができないかという点についてであります。

９月の一般質問で提起させていただいた、夢の

ある、そして上山発の全国に先駆けた取り組み

を推進する拠点づくりとして位置づけていって

は、ということであります。 

 もちろんこの課題は、現在、市民検討委員会

の中で鋭意検討中の課題であり、議会としての

考え方についてもこれから議論するという段階

です。あくまで議論の素材の一つとしての提起

であります。こうした考え方に対する市長の御

所見をお示しください。 

 最後に、新たな特別養護老人ホームを第６期

計画の中でどう位置づけるかに関してお伺いい

たします。 

 現在の特養待機者は約３００人と伺っており

ます。ひとり暮らしが多い中で、これらの待機

者の方がどんな思いで日々生活なさっているか

を考えると、市政にかかわる者として重い責任

を感じます。待ったなしの課題、この思いは市

長も一緒だと確信します。特養増設、第６期計

画の中でこれをいかに位置づけるか、市長の御

決意をお示しくださるよう求め、１問といたし

ます。 
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○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １３番橋本直樹議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、医療費低減策について申し上げます。 

 特定健康診査の受診率向上は、医療費抑制の

重要課題の一つであります。このため、平成２

６年度より自己負担の無料化を実施しておりま

すが、市内医療機関と連携を図り、対象者への

受診勧奨や個別健診を実施する医療機関をふや

すなど、未受診者対策を強化してまいります。 

 また、上山型温泉クアオルト事業を取り入れ

たクアオルト健康講座を初め、各種健康教室の

開催や健康増進重点地区モデル事業など、予防

に重点を置いた保健事業を継続拡大して推進す

ることにより、市民の自発的な健康づくりを助

長し、医療費の適正化に一層努めてまいります。 

 次に、国民健康保険税市民負担軽減への対応

について申し上げます。 

 国民健康保険の運営は平成２９年度には都道

府県単位化への移行が予定されており、それま

で、国民健康保険給付基金を有効に活用しなが

ら、保険税の改定を極力実施せずに国保財政運

営の維持を図っていくことが重要と考えており

ますので、国民健康保険税の引き下げは現時点

においては考えておりません。 

 次に、国民健康保険税滞納者への対応のあり

方について申し上げます。 

 滞納者の対応につきましては、一斉納税相談

や個別の納税相談を実施し、納税計画書等を提

出した方には資格証明書にかえて短期被保険者

証を交付しておりますが、医療の給付と税負担

の公平性という観点から、納税相談に応じてい

ただけない滞納者への資格証明書の交付はやむ

を得ない措置と考えております。 

 次に、第６期介護保険事業計画策定について

申し上げます。 

 基本課題への認識についてでありますが、低

所得者に対する保険料の軽減につきましては、

次期計画において新たに公費を投入して軽減率

を拡大する予定となっていることから、新たな

独自補助制度の実施につきましては、その考え

は持っておりません。 

 また、ひとり暮らしの高齢者への支援強化に

つきましては、現行の見守りや配食サービスの

ほか、ごみ出し、除雪等の新たな生活支援サー

ビスや認知症対策などの実施を検討しており、

引き続き地域で支え合う体制づくりに努めてま

いります。 

 なお、（仮称）健康・介護・福祉センターの

整備と総合的な推進組織づくりにつきましては、

温泉健康施設検討委員会の議論を踏まえた上で

対応を進めてまいります。 

 次に、特別養護老人ホーム建設の位置づけに

ついて申し上げます。 

 特別養護老人ホームの整備につきましては、

待機者の状況の精査や介護保険サービス事業所

の将来計画などを踏まえ、第６期介護保険事業

計画においては施設整備の計画は行いませんが、

今後も実態を踏まえて計画的な整備を図ってま

いります。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 順次、完全に私自身

が納得できない点も含めまして、議論を進めさ

せていただきます。 

 まず、最初の国民健康保険制度の改善策につ

いてですが、これは国保制度というものをどう

やったら本当に市民が安心できる制度として前

進させていくことができるのかと、こういう問

題意識で３つの点を提起させていただいたわけ
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です。基本的には、受診率の向上対策、そして

市民の健康づくり、市長の認識と軌を一にして

いるというふうに私も受けとめさせていただき

ました。 

 そこでですが、１つは、受診率の向上とは言

っても、やはり具体的な仕組みがそれに伴って

前進するようなことになっていかないと受診率

も上がっていかないと。ただ精神的に市民啓発

が強まれば受診率も上がるというふうにはなっ

ていかないわけです。そういう受診率を向上さ

せ、未然に市民の病気や疾病の早期発見で医療

費を抑制していこうと、そうした精神に立って

市もこれまで努力したわけです。 

 私は、市内にたくさんある各医療機関で、そ

れぞれ集団検診を受けられなかったような対象

者が健診を受けることができるようなしっかり

とした仕組みづくり、あるいはまた、より受診

しやすくしていくために集団検診の機会をふや

して漏れた人たちをカバーするというようなこ

とも、やはりきめ細かく仕組みづくりの中に位

置づけて、６割という大きな受診率目標に迫っ

ていく、そういう積極的な姿勢が必要だと提起

させていただいたわけですが、今回の御答弁で

そうした具体的な部分についての市長の方針が

示されなかったので、まず、その点からお伺い

をいたします。 

○大場重彌議長 健康推進課長。 

○井上 洋健康推進課長 特定健診の受診率の

向上に対してのこれまでの対応でございますけ

れども、これまでも市内の医療機関で、６５歳

以上の方でございますが、特定健診を受けられ

る体制を構築してきたところでございます。た

だ、市内の医療機関全てで実施できる体制には

残念ながらなってございません。平成２６年度

現在、９医療機関で実施しているのみでござい

まして、この部分を今後拡大するように努力を

してまいりたいというふうに考えているところ

でございます。 

 また、集団検診の部分でございますが、こち

らのほうにつきましては、最近の受診傾向によ

りますと、各地区公民館や保健センターで実施

をしてまいりました集団検診の受診者数が減少

をいたしております。 

 これらの内容を分析しますと、公民館に来る

よりも、私どものほうで委託しております山形

市成沢の山形検診センターで受診したほうが受

診が受けやすいという方が多くなっているとい

うふうに分析をいたしておりまして、国保の特

定健診につきましてもドック検診の日数をふや

し、受診者が受けやすい環境の整備を図ってい

るところでございます。 

 この件につきましては、来年度以降も努力を

してまいりたいと考えております。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 私が提起した方向と

同じような方向性で今鋭意努力中というような

ことが答弁され、理解できます。結局、医療機

関やそういう健診のできる施設に行って時間を

とって、そして健診を受けなきゃいけないとい

うことですので、誰もがみんな健康でありたい

と願っているわけですけれども、やはりいろん

な条件の中でどうしてもそういうものが後回し

になると。そうした人たちを一人でもなくして

いくようなきめ細かな対応ということを、今後

ともぜひ努力をしていっていただきいと御意見

として申し上げます。 

 それから、市民３万人ウォーキング、やはり

壮大な課題です。市長がこれまで本当に長年に

わたって先頭に立って努力したこの方向が、全

国にない気候性地形療法という新たな健康づく



－５２－ 

りの非常に効果的な一つの取り組みだというこ

とがはっきりしてきているわけなので、どうこ

れから裾野を広げていくか、これは本市の健康

づくりの取り組みとして非常に、夢もあり、そ

して本市でないとできない取り組みとして、全

国発信できるようなそういう意味を持ったやり

がいのある課題だということで提起をしたわけ

です。また、健康マイレージ制度などの新しい

ユニークな制度をつくっており、我々議会でも

そういう制度を他市の議会の方が調査に見えた

りするような場に接していますが、本当にこう

したことは、これからのいかに参加をふやして

いくかという課題とあわせて持続させることが

大事だというふうになっているわけですけれど

も、そういう点も含めて、つくった制度に魂を

入れて、本当に上山でないとできない健康づく

りを我々一体となって進めていく、その考え方

について再度市長にお伺いいたします。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 クアオルト事業の目的は、

まず市民の健康増進、もう一つは交流人口の拡

大でございますが、市民の健康増進につきまし

ては、議員も朝早いわけでございまして至ると

ころで歩いている方とお会いするんだろうなと

思っているところでございますが、おかげさま

で歩かれでる方が本当に多くなりました。いわ

ゆる認定コースなどに特別にかかわらなくても、

自分のコースをつくって歩いている方も非常に

多くなってきているというようなことで、よう

やく市民の中にも、意味は不明かもしれません

けれども、クアオルトということが根づいてき

たような感じがしております。 

 これはやはり一つは口コミだと思います。あ

ともう一つはやはり市内外からどういうような

目で見られているのか、あるいは評価をしてい

ただいているのか。これは非常に大事なことで

ございますし、冒頭に議員から今回の受賞につ

いてお話がありましたけれども、厚生労働省か

ら認定をいただいたということは間違いないわ

けでございますし、そういった面での評価も出

てきました。 

 また、いろんなマスコミ関係から取り上げて

いただき、テレビなどで紹介されておりますが、

実は１２月１日号の日本航空の機内誌にも上山

型温泉クアオルト事業が紹介されております。

このようにいろんなマスコミ等も含めまして紹

介なりある程度の評価もいただいているという

ことでございまして、我々としては非常に力強

い限りでございます。 

 これを市民がまさに一体となって、健康増進

という一つのキーワードの中で頑張っていけれ

ばいいなと思っているところでございますし、

もう一つ考えているのは、少し早いかもしれま

せんけれども、今地方創生ということが声高ら

かに言われております。やはり上山市の一つの

大きな政策の中で、そういった地方創生の中で

取り上げていただくような取り組みなんかも今

後必要ではないかなというふうに考えていると

ころでございます。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 今回の受賞というの

は、市民の立場から見ると、クアオルトとして

最初は本当によくわからないなということでは

あったけれども、だんだん歩いてみると健康に

非常にいいという実感を持ったり、あるいはま

だ参加していない方にとっても、自分も参加し

たいんだけれども、なかなかきっかけがつくれ

ないなど、さまざまなそれぞれの市民の状況に

応じた認識がある中で、そういう市民の意識あ

るいはクアオルトに対する認識というものを本
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当に大きく飛躍させるきっかけづくりというこ

とでは、すごくいいタイミングでの受賞だった

と思うんですね。ですから、こうした点も多い

に弾みにしながら、さらに裾野を広げていく、

そして、市民の健康づくりが進んで医療費も随

分上山は下がってきたというような、具体的な

数字で示されるような成果も上げられるように、

本当に大変だと思いますが、市長も頑張ってい

ただきたいというふうに思います。 

 それから、国保税ですけれども、これまでも

何度も議論してきておりますが、市民にとって

は負担感の大きい大変な水準の国保税になって

おります。前回の値上げのとき、市長の英断で

その値上げ幅を抑えるために初めて一般会計か

ら３，０００万円投入しましたね。今までは赤

字だから、医療費が上がるから、国保財政が厳

しくなる、基金も減った、だから国保税値上げ

だということの繰り返しをやられてきた中で初

めて、完全に値上げをストップすることはでき

なかったけれども、市民の状況に立って行政と

しての施策を新たにそこで投入したということ

ですね。 

 私は基金の現状を見れば、そういうときの値

上げのいい影響もあると思うんです。基金がた

まるということはいいことなんですよね。こう

いうときに、今の市民の暮らしの実態に合わせ

て行政が政治判断をするということもすごく今

大事なことだというふうに思うんですね。この

前も商店街を回らせていただきまして本当に大

変だなと思ったのは、皆さん、やはり消費税が

８％になってから人通りが減っていると言うん

ですね。もう大変な人の場合には、天気のいい

日は、今はもう冬になっているけれども暖房を

切るんだと、そういうふうにでも経費削減して

いかないと今のような売り上げ減少、もう店に

来るお客さんの減少に対応できないというふう

な、本当に身につまされる声だなと思ったんで

すけれども、そういう状況なわけです。 

 ですから、やはり市政の基本を考えると、市

民が安心して暮らしていけるような自治体をつ

くるということが一番の基本であるわけです。

そういう立場に立って、基金の全部を取り崩せ

ということではなく、本当にごく一部を投入し

ただけでも、１年間１万円ぐらいの水準で削減

というような温かい手だてがとれるという状況

だと思いますので、もう一遍再検討するお考え

はないかどうか、市長の、市民の今の大変な状

況に対する思いも含めてお示しいただきたいと

思います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 国民健康保険の運営は、２

９年度に都道府県単位への移行というような計

画になっており、それを見据えて検討したとこ

ろでございます。やはり一度国保税を下げてま

た上げるということはできないわけですから、

そこの部分についてはかなりの精査をして、そ

して答弁をさせていただいたということでござ

います。 

 ただ、クアオルト事業とか、あるいはそのほ

かいろんな事業によって医療費が下がる傾向に

はありますから、その辺が果たして、今議論に

出たようなことで県単位に移行するまでの間に

維持できるかどうか、さらに検討していきます。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 ぜひ検討してくださ

い。頑張れば私はやれると思います。それはな

ぜかというと、やはりこの間の傾向からしても、

市長がおっしゃるような医療費が急激に伸びて

いくというような状況がとまってきているとい

う状況がありますし、何よりもやはり今の基金
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の水準が高く、以前のように２年ぐらいで基金

が底をつくというような状況ではなくなってき

ていますから。 

 １世帯平均１万円の負担軽減で、単純計算で

すけれども、基金取り崩しが４，０００万円で

すよ。本当に大変な低所得者の方々、保険証も

もらえない、払いたくても払えない、そういう

方々への温かい手だてとしてそうした引き下げ

の努力をするということは、本当にやる気さえ

あれば、力を合わせれば可能だと私は思います

ので、ぜひ、今の市長の答弁で、私はやはり市

長の腹の中ではそういう市民への寄り添った思

いがおありなんだなということをぐっと感じま

した。ですから、そういうことを含めて、今後

の大きな検討課題として努力をお願いしたい。

そのことを再度申し上げさせていただきます。 

 それから、資格証明書については本当に努力

して減らしてきているんですね。これは基本的

に言えば能動的な働きかけですよ。１００名近

くから半分に減ったんですからね。ですから、

役所に来ないからというのではなくて、丁寧に

丁寧に何回も、来たくても来られなくなってい

るような人に来てもらって相談に応じて、これ

からの滞納をどうやって克服していくかという

相談にさえ応じてもらえれば保険証は交付でき

るんだというような仕組みを説明して、とにか

く最後の１人になるまでそういう努力を続けて

いくということが私は大事なことだと思います。

それがやはり市政というものでもあると思いま

すので、ぜひ努力方を引き続きお願いしたいと

いうふうに思います。 

 続きまして、第６期介護保険事業計画につい

てです。これに関して４点提起をさせていただ

いたわけです。その基本は、いかに住民本位の

包括ケアシステムをつくっていくかということ

に尽きます。１つが、やはり利用料が高過ぎて

サービスが利用できないなんてこんな悲しいこ

とはないわけですから、できる限り低所得者層、

生活困窮世帯の方々が安心して介護が受けられ

るような助成制度をしっかり持続させていく。 

 尾花沢市では非課税世帯というふうに限って

いますが、半額利用料を行政が負担をして利用

しやすくしているという実例もあるわけですか

ら、こうした例などにも学びながら、ぜひ安心

して利用できる介護制度に前進させる、これが

大事だと思いますが、この１点目の私の提起に

ついて今後どうされるか、再度お伺いいたしま

す。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 介護保険でございますが、

全ての人とは申し上げませんけれども、かなり

の方がお世話になっているということが実態と

してあります。この次の質問だと思いますが、

特別養護老人ホームを第６期計画の中にどう位

置づけるかということでございましたが、やは

りこれも介護保険料と大きくかかわってくると

いうことがございます。特養待機者３００人と

いうお話もありましたけれども、やはりその辺

の兼ね合いを十分に検討させていただいて、そ

して、介護を必要とする状況になられた方がそ

ういったサービスを受けられるという環境づく

りをしていくというのが我々の基本的な考え方

でございますし、それを踏襲していく、やって

いくというのが我々の仕事でもございます。し

かしながら、現状においてはまだそこまで行っ

ていないということも事実でございます。 

 繰り返しになりますけれども、一方において

は、介護施設に入らなくても生活ができるよう

な予防体制の強化、そういった両面から今後と

も対応していくということによって、またそれ
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ぞれの方々の自助努力ということもお願いもし

ながら、一体となって対応してまいりたいと考

えております。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 基本的には認識が一

致したと思っています。１つの制度の中で、特

に自治体側が財政的に負っていく部分というの

は、やはり自治体の財政力によっても違ってき

ますし、また、サービスをたくさん提供すれば

するほどその自治体の負担というものも大きく

なっていく、そういう関係になりますから、本

当に私どもにとっても悩ましい今の現状である

ということも言えるわけですね。 

 でも、今市長のお話にありましたように、そ

ういう限界のある制度の中でも最大限市民に寄

り添って対応していく、そういう計画づくりを

進めていくんだという姿勢が示されたので、そ

の点については私も今の答弁を評価したいと思

います。ぜひ一緒に、少しでもみんなが安心し

て利用できるようなそういう制度にしていくた

めに一緒に努力していくというようなことだと

思いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 最後ですが、介護予防、健康づくり、そして、

第６期の最大の課題である地域包括ケアの仕組

みをつくる、そういうものを私はばらばらにや

っている時代ではないなという認識なんです。

しっかりと共通の目標でそれぞれの分野が団結

をすると。情報も交換しながら、施策としては

あっちはこう、こっちの介護ではこういう施策、

そうではなくて、健康づくりでも介護でも福祉

の分野でも、しっかりと上山市の住民が安心し

て福祉や介護を受けていけるようなまちをつく

っていくんだという目標に沿って、お互いが共

通の課題で団結する、統一した仕事を進めてい

く、そういう時代だと思うんですね。 

 幸いなことに、本市は温泉健康施設づくりを

進めようというような方向で今議論が始まって

いるわけですね。じゃ、どこがその経費を持っ

てくるんだということでさまざまな議論もされ

ているわけです。私は今のような基本的な方向

というものを打ち出して、そういう施設を利用

して市民の福祉や健康づくりに大いに利用して

もらえるような施設をつくっていくということ

を根底に、今のような統一した考え方を持って

いけば、行政がしっかり育っていく、そこがし

っかりと担保できるのではないか。そのことに

よって、細かい施策の面でもいろんなユニーク

な仕組みもつくられていく。また、健康づくり

ということで、施設が本当に多くの市民に利用

されて喜ばれて、ますます施設自体の存在意味

というのがより大きく発揮されるということに

なっていくのではないかなと思います。 

 本当に夢みたいな話なんですが、これからの

包括ケア、介護のあり方あるいは介護予防とい

う大きなテーマを考えていったときに、せっか

くようやく議論が始まって、市民の皆さんも鋭

意に、特に委員になっている皆さんが本当に真

剣に議論されているということを聞いています

ので、そうしたところに一つの行政側の大きな

方向づけというようなものが、軌を一にしてこ

れからの施設づくりの方向性というものが模索

できないか、そういう思いなんですが、市長、

その考え方です。具体的なことではなくて、そ

うした方向がこれから本市にとって必要ではな

いかと私は思うんですけれども、その点では市

長の御認識はいかがでしょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 このシステムづくりについ

て、例えば我々行政も過去には縦割りというこ
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とも言われた時期もありました。しかし、現実

においては、もうそういうことで政策展開でき

る時代ではございません。全てが関連する時代

だというふうに認識しております。 

 そういう面からいきましても、医療・介護・

保険、この３つが先ほど指摘がありましたよう

にばらばらではなくて、やはりお互いに連携を

しながら、そしてまた重複をしないような政策

を展開するとか、そういった形での総合的な医

療・介護といったものが、これから望まれるの

ではなくて、基本的にはもうやっていかなけれ

ばどうにもならないという時代だと思います。 

 ですから、やはりそういうことは必要なこと

でございますし、これからいろんな計画等もあ

るわけでございますので、今後そういった視

点・観点から進めてまいりたいと考えておりま

す。 

○大場重彌議長 橋本直樹議員。 

○１３番 橋本直樹議員 最後になりますが、

医療では沢内村、それから介護の面では鷹巣町

など、本当にこの東北の人口減少に悩むような

村から全国に発信できるようないろんな新しい

制度づくりが進みましたよね。 

 私は、この第６期の介護事業計画づくりにお

いて、国の地域包括ケアづくりというような方

向性から考えても、今のような課題を本市が進

めていくようなことになっていくならば、まさ

に全国の先進として新しいモデル的な展開が本

市でやっていける、そういう可能性につながる

ものだと思うわけなんですね。どうせやるなら

そういう夢のある、そしてみんなの知恵を集め

ながら、市民みんなが施設や仕組みができるこ

とによって喜びを享受し合うという、そういう

ようなまちづくりを進めていけたらなというふ

うに考えて、今回の質問をさせていただきまし

た。 

 市長からは非常に真摯に、また前向きに受け

とめる御答弁がいただけました。一緒に頑張っ

ていこうという決意を申し上げさせていただい

て、質問とさせていただきます。 

○大場重彌議長 次に、１０番中川とみ子議員。 

〔１０番 中川とみ子議員 登壇〕 

○１０番 中川とみ子議員 １０番、会派たか

まきに所属しております中川とみ子と申します。 

 通告に従い、順次、質問させていただきます。 

 ライフスタイルの多様化による核家族化、単

独世帯化の進展、人口減少を伴う少子高齢化が

加速したことにより、空き家の件についてはど

この行政でも頭を抱え、問題視しています。 

 総務省の平成２５年住宅・土地統計調査によ

ると、全国の総住宅数６，０６３万戸のうち、

１３．５％に当たる８２０万戸が空き家となっ

ています。ひとり暮らしをしている方が施設に

行くことになったとか、子どもたちが別なとこ

ろに家を建てたので子どものところに同居する

とか、所有者本人が死亡してしまったとか、ま

だまだ暮らせる家でも住む人がいなく空き家に

なってしまっている状況が非常に多く目立って

いる昨今です。 

 私は矢来三丁目に住んでおりますが、近くに

も空き家が何件かあり、幸い管理している人が

いたり、１年に何回か帰ってくるということの

ようで、管理されている空き家と言えます。 

 しかし、市街地を少し離れてみると、建物を

ツタが取り巻いているような家を見かけること

もあります。ツタが絡みついたところは木の腐

食が進み、壁なども傷みが早く剝がれ落ちたり

崩れたりの危険もあります。そればかりではな

く、春、夏、秋、冬と季節ごとの問題もあり、

庭などの空き地に庭木や雑草などが生い茂った
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ままになったり、空き家に害虫が発生したり、

蜂の巣ができ近くを歩く人に危険が及んだ事例

もありました。冬には積雪による倒壊のおそれ

もあります。また、マナーの問題もあるのです

が、荒れていたり汚いところにはいつの間にか

ごみが不法投棄されていることもあります。人

がいないことによりいたずらで火遊びをして火

災ということも心配されます。観光地である本

市にとっては、景観をよくしてお客様を迎える

ことがとても大事なことです。空き家によって

景観や環境にまで悪影響を受けることは、本市

にとってはマイナスです。 

 平成２２年１０月１日に、埼玉県所沢市が一

番早く、空き家等の適正管理に関する条例を施

行したと聞いております。空き家等の所有者に

適正な維持管理を義務づけるとともに、市が空

き地、空き家等の所有者等に必要な措置を勧告

できることなどを規定しているものです。所有

者等に対し、現状や改善点の通知文とともに条

例文を同封したことで、返事が来て改善された

り、返事がなくても指摘した点が改善されてい

る事例もあり、効果が出ているそうです。 

 条例を制定することにより、良好な住環境の

保全及び安全安心なまちづくりが図られること

と思います。本市においても、老朽危険家屋等

管理条例の制定について提案し、市長の御所見

を伺います。 

 次に、空き家、空き店舗等の活用推進計画の

制定についてです。 

 若い芸術家たちは感性豊かで、十日町商店街

にある長屋門ギャラリーはこうした若者からの

たくさんの利用があります。観光客も多数訪れ

ていますが、「もっといろいろなところを眺め

て歩きたい」という声も聞こえてきます。 

 最近、旅行客の方で３泊４日の温泉ツアーに

来ている人とよくお会いします。この方たちに

リピーターになってもらうには、「楽しかっ

た」と思ってもらうことです。空き店舗を活用

して、６次産業化を志す農家の方との連携や、

ものづくりをしている方との連携をつくり出す

ことで、観光のお客様にも喜んでもらえる、地

域のにぎわいや商品の流通活性化にもつながる

ものと考えます。 

 空き家、空き店舗が２４時間眠っているのは

もったいないことです。また、本市には農地つ

きの空き家などもあります。大都市圏の住民に、

空き家住宅や農地つき宅地の情報を提供し、街

なか景観向上のため、本市のにぎわいづくりの

ため、空き家、空き店舗等活用推進計画の策定

をすべきと考えます。市長の御所見を伺います。 

 次に、食にこだわった心豊かなまちづくりに

ついてです。 

 上山は、食の宝庫といっても言い過ぎではあ

りません。遠い外国では、食べるものがなく飢

えで命を落としてしまうところもあるのが現状

です。 

 冬支度に入った本市では、たくさんの野菜が

店先を飾っております。家庭菜園をする人も多

くなり、畑仕事をしている方も、野菜の始末や

畑の整地に大忙しです。大事に育てた野菜につ

いては、切り落として捨ててしまうようなとこ

ろも大事に食べる工夫をすれば、ごみの減量に

つながると考えるのです。例えば、大根の皮の

きんぴら、大根の葉のみそ汁、つくだ煮など、

セロリは茎の利用が多いので、葉の部分は天ぷ

らやゆでた後ちくわなどと油でいためてもおい

しいです。 

 ２０年ほど前、包丁のない台所が出てくると

聞いたのを思い出しました。実際、カット野菜

などが販売され便利な世の中になりましたが、



－５８－ 

忙しい人は栄養が偏りやすく、体にとってはよ

くないことです。私は、食材を生かし、健康で

元気に過ごしてもらいたいのです。 

 ごみ減量につながる食の工夫として、「大事

な食の資源、捨てる前にもう一品」という食生

活改善を進めるべきと思います。また、おかず

のつくり過ぎや買い過ぎによる食品ロスを減ら

せば、ごみ減量にもつながると考えます。 

 そこで、本市で開催されている料理教室など

に、「野菜、捨てる前におかずもう一品運動」

「食の工夫コンテスト」などを行い、食にもっ

ともっと興味を持ってもらい、手もかけてもら

う。私はそんな取り組みをまちぐるみでやって

みることによって、生ごみの減量化につながる、

食の工夫が図られると考えますが、市長の御所

見を伺います。 

 最後になりますが、近年、各商店街の努力が

目に見えており、いろは市、黄金市、かっぱ市、

旅館組合で初めての試みで開催したワインバル、

また、いろは市弐の陣でのナイトバザールなど

と、集客をするイベントが定着してきました。

市民の方も楽しみにしているのは「イベント近

くなったら教えてね」という言葉でよくわかり

ます。楽しみといっても、お客様は新しいもの

を求め、同じことをしていると足も遠のいたり

し、せっかくのイベントも寂しい結果になるの

は残念です。 

 各商店主の１品持ち寄りで商店街の自慢の料

理を考え、その商店街に行かないと食べられな

いとなれば、話題づくりと商店街のきずなづく

り、にぎわいづくりにつながるものと考えます。

地元商店街のにぎわいづくりにつながる新しい

食の開発支援について、市長の御所見を伺いま

す。 

 壇上からの質問を終わります。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 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、老朽危険家屋等管理条例の制定につ

いて申し上げます。 

 空き家の増加は全国的な問題であり、本市に

おきましても平成２１年度に実施した空き家調

査では４３０戸であった空き家が、平成２６年

４月に各地区会長に御協力を依頼して実施した

調査では６９４戸となっております。 

 空き家等の適切な維持管理につきましては、

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が１

１月２７日に公布されましたので、条例制定の

必要性を精査するとともに、法に基づく「空家

等対策計画」を策定し、本市の良好な住環境の

保全、安心安全なまちづくりを図ってまいりま

す。 

 次に、空き家、空き店舗等活用推進計画の策

定について申し上げます。 

 空き家の活用につきましては、今後策定する

「空家等対策計画」の中で進めてまいります。

空き店舗の活用につきましては、中心市街地活

性化基本計画による商店街の魅力向上に努める

とともに、現在の補助制度をより使いやすい制

度へと変更し、空き店舗の活用を推進してまい

ります。 

 次に、ごみの減量化につなげる食の工夫につ

いて申し上げます。 

 本市主催の各料理教室では、市民の健康づく

りのため、栄養バランスを考慮しながら地元の

豊かな食材を活用して開催しておりますので、

今後とも継続して実施してまいります。 

 次に、地元商店街のにぎわいづくりにつなげ

る新しい食の開発支援について申し上げます。 
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 商店街のにぎわいづくりのための新しい食の

開発につきましては、各商店が自発的に取り組

むべきものと考えております。 

 なお、商店街全体での取り組みとなる場合に

は、商業祭と同様に支援をしてまいります。 

○大場重彌議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 ありがとうござい

ました。 

 私は条例を制定していただきたいというふう

な提案をさせていただいたんですが、対策を図

ってまいりますという答弁をいただきました。

条例を制定するという予定はないのでしょうか。 

○大場重彌議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 空き家対策につきまして、

当初、空家等対策の推進に関する特別措置法、

これがいつ成立するかわからない状況でござい

ましたので、そのかわりという形で条例の制定

を考えておりましたが、公布なりましたので、

これに基づいて新たに条例を制定するか否かに

ついても、今から精査していきたいと考えてお

ります。 

○大場重彌議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 条例はぜひ制定し

ていただきたいという希望をまず述べまして、

その対策の中で、例えば危険空き家で困ってい

る方がいらしたときに、なかなか御近所に言い

にくいという方も、実際にまちの中を歩いてみ

るといらっしゃいました。そういう方に対する

対応というのは何か考えてくださっているので

しょうか。 

○大場重彌議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 先ほど申しました特別措

置法に基づいて、市町村は空家等対策計画を策

定することができると。その中で当然、空き家

等の調査、空き家等の適正な管理、空き家等の

跡地の活用など、また先ほど話があったような

危険な空き家に対する措置等も含まれておりま

す。当然、私どもといたしましても、各地区の

方々からそういう情報を収集しながら、適正な

管理に努めてまいりたいと考えております。 

○大場重彌議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 ぜひお願いしたい

と思います。 

 その際に、例えば市民の相談窓口のようなも

のを設ける予定なんかはございますか。 

○大場重彌議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 先ほどの空き家等の対策

については、住民からの空き家等に対する相談

に対する対応という部分も含まれておりますの

で、その辺も含みながら計画をつくっていきた

いと考えております。 

○大場重彌議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 きのうの夜から雪

が降り始めまして、今からはやはり積雪による

倒壊というのが心配されるかと思います。少し

まちの中を歩きましたら、ある軒先の屋根が倒

れているというか折れているというか、そうい

う状態のところを見かけました。その周辺を歩

行される方もいらっしゃるので、やはり上から

落ちてきたときにけがということもあるのかな

と思います。そういうことも含めていただいて、

けが人が出たりしないように、空き家対策につ

いてはぜひ慎重に検討していただきたいと思い

ます。 

 次に、空き店舗利用についてなんですが、補

助制度を使いやすい制度に変更し、活用を推進

するという答弁をいただきました。 

 実は、二、三日前だったんですが、テレビで、

商店街の空き家を若い大学生がシェアハウスと

して利用し始めたというような話題を見ました。
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４人で暮らしていたのですが、その４人が町内

会にも参加、入会したという話題を見まして、

何かすごくほほ笑ましいなと思ったものです。

そうすると、やはり商店街に買い物に行ったり

してお店の方と仲よくなったり、八百屋さんに

行って「ちょっと傷んだけど食べる」なんてい

う会話をしているところなんかも見受けられた

んですが、所有者がいらっしゃいますので多分

難しいとは思うんですけれども、若い人に限ら

ず、街なかにシェアハウスなんていうことがあ

れば、そういうことに対する支援なんかはある

ものかどうか、伺いたいと思います。 

○大場重彌議長 商工課長。 

○太田 宏商工課長 シェアハウスに関しまし

ては、近年、京都市でありますとか山形市なん

かでも取り組んでいらっしゃる例があるという

ふうに聞いてございますが、今現在の上山市の

検討しております空き家等の活用の補助につき

ましては、店舗としての活用というところにや

はりメーンを置きたいなというふうに思ってお

ります。 

 ただ商店街さんで、例えば商店会に関与した

コミュニティ的なものに活用される場合なんか

について補助を検討していく必要があるかなと

いう流れの中では、例えば商店街さんがシェア

ハウスをしますよというようなことであれば、

その補助金の中での支援ということも検討され

るのかなというふうに考えてございます。 

○大場重彌議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 シェアハウスに関

してはテレビで少し拝見した話題であって、そ

んなふうに上山も若い人が来てにぎやかになれ

ばいいなと思ったところでした。 

 支援が検討され得るということですので、そ

こら辺はその場その場でいろんなことが出れば

お願いしていって、街なかがにぎやかになるよ

うにぜひしていただきたい。私もそういうこと

にはかかわって努力していきたいと思っていま

す。 

 ただ、空き家にしても空き店舗にしてもそう

なんですが、今のうちに対策をとらないと危険

空き家、危険空き店舗になってしまうと思うん

ですね。だから、その辺を知恵を出し合って、

そうならないように努めていただきたいと思い

ます。 

 次に、食にこだわった心豊かなまちづくりに

ついて、いろんなところで料理教室をなさって

いるというのは十分わかっているんですが、ク

アオルト事業を初めとして、やはり健康という

ことに市長も一生懸命にやっていらっしゃるの

で、食べることにもっともっと力を入れて健康

になるということにつなげていきたいなと私は

考えるんですが、最近では男性の料理教室なん

ていうのもありますし、御年配の方のいろんな

知恵、昔から食べてきたものなどをそういうと

ころにぜひ取り入れていただいて、若い人につ

なげていきたいなという気持ちもありまして、

この質問をさせていただいたところです。料理

教室に上山の野菜をもっともっと使っていただ

くということについて、例えば上山は干し物な

んかもあるわけですが、そういう料理方法など

も利用して教室に取り組んでいただきたいなと

思うんですが、その辺、市長、どうお考えでし

ょうか。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 食事は生きるために必要不

可欠なものでございますし、個人個人が栄養の

バランスを考えて、そしておいしいものを食べ

て健康になるというのが基本だと思います。 

 現在、いわゆる地産地消ということで地元で
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とれた安全安心な、しかも新鮮な食べ物を子ど

もたちに食べていただこうと、そして元気にな

っていただこうというようなことで取り組んで

おります。 

 例えば本市においては金谷ごぼうとか小笹う

るいとかいろいろあるわけでございますが、こ

れについて我々がそこまで積極的にといいまし

ょうか、料理教室で使用してくださいというよ

うな、何でもかんでも行政が取り組む、あるい

は関心を持っていくということではなくて、や

はりそういういいものがあれば自分たちが創意

工夫をして、消費拡大につなげるとか、そうい

うものを自主的にやっていただくということが

より大事であるというふうに考えております。 

○大場重彌議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 本当に何でもかん

でも行政がと言われると、確かにそうではあり

ますが、そういうことによって健康にもつなが

るわけですし、医療費低減ということにつなが

ることもあるのかなと。小さいことからですけ

れども、そんなふうに思っているもので提案さ

せていただいたところでした。 

 それから、商店街のにぎわいづくりに関して

はもちろん商店街の自発的な行動が大事という

ことは、もちろんわかってはいるんです。です

が、協力し合って上山を元気にしていこうとい

う意味では何らかの形で、お金を出すだけが支

援だとは思っていませんけれども、アイデアを

出していただいたり、みんなでやろうという意

味では必要なのかなと思いましたので、このよ

うに提案させていただいたところです。 

 本当に何でもかんでも行政と思っているわけ

ではございません。ですが、全てのことに言え

ると思うんですけれども、それぞれの理解と協

力と助け合いが必要になってきている時代だと

私は思っています。「ホウレンソウ」という言

葉があります。その言葉は、「報告、連絡、相

談」という３つのことです。それを大事に上山

の発展に力を入れて、市民が安心安全に暮らせ

るよう努力してまいりたいと思います。 

○大場重彌議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午後 ３時２０分 休 憩 

                  

    午後 ３時３０分 開 議 

○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、４番井上学議員。 

〔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

上学です。 

 米価の大幅下落に対する本市の対応について

質問します。 

 ２０１４年産はえぬきの概算金は６０キロ当

たり８，５００円と、昨年と比べ２，５００円

も下落しました。稲作農家の方からは、「種も

み代、肥料、農薬代が払えない」「預かった田

んぼを返したい」や「来年から米づくりができ

ない」「これでは若い人に引き継いでいけな

い」などの声が出されています。今までも高齢

化や後継者不足、遊休農地の問題に直面し、先

祖から受け継いできた農地を守るため米づくり

を続けている状況で、この大幅な米価の下落で

は「米つくって飯食えねえ」といった怒りの声

が聞こえてくる非常事態が起きています。また、

米づくりが今まで以上に衰退したら、本市の財

産ともいえる田園風景が崩壊に向かう危険性も

大きくなります。 

 この非常事態に対し、農業を基幹産業と位置

づけ市政を運営している本市が、どういう手だ
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てで稲作農家を支援していくかについて示すべ

きだと考えます。 

 私は、市独自に、下落した米価に対し概算金

を上乗せする緊急の支援が必要だと提案します。

厳しい実情にあわせ気持ちまで沈みがちな稲作

農家にとって、大きな励みと来年に向けての米

づくりに大きな助けになると考えます。財政に

余裕がある本市ではありませんが、街なかの商

店や飲食店の方々からも「農家に元気がないと

上山は活気が出ない」という言葉をよく聞きま

す。農家を支援する市政に対して、市民全体が

勇気づけられます。 

 ２０１３年産の米の収穫量で計算すると、５，

７００トンの全収穫量に対し６０キロ当たり２

００円概算金の上乗せを行った場合、単純計算

で１，９００万円の予算が必要となってきます。

決して少ない金額とは思いませんが、今回の米

価の大幅下落により荒れた田んぼが大量に出て

しまったら、この額ではもとに戻すことはでき

ません。 

 庄内町ではＪＡと一緒になった取り組みでは

ありますが、ふるさと納税の一部を支援に充て

るという方法をとっており、１１月２６日現在、

約１，１００件の寄附をいただいていると確認

しております。行政が知恵を絞って財源を考え、

困っている市民を支援する覚悟を決めれば、実

現できる支援と考えます。市長の見解を伺いま

す。 

 県では、米価下落対策緊急資金の融資として、

来年度産米の生産に必要な肥料、農薬代等の購

入費、今年度産米の生産に要した費用の決済に

充てることなどの資金について、無利子の金融

支援を行っています。また、相談窓口を設ける

対応を行っています。 

 こうした支援策を農家に訪問して説明し、こ

れからも米づくりを続けていくことができるよ

うに、県の支援策の有効活用についてと農家の

方の意欲向上に努めることが必要と考えます。

市長の見解を伺います。 

 以上をもって質問とします。 

○大場重彌議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ４番井上学議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、下落した米価に対する独自の緊急支

援について申し上げます。 

 本市といたしましては、独自に概算金の上乗

せをする考えは持っておりませんが、国、県の

動向を注視してまいります。 

 なお、米価下落に対応して、稲作農家を対象

とした米の直接支払交付金を、国と連携し時期

を早めて交付しております。 

 次に、県の支援策の積極的な活用について申

し上げます。 

 米価下落対策緊急資金につきましては、これ

までも県及び金融機関と連携し、希望者の取り

まとめを行っておりますが、今後も、農業協同

組合等とともに農家に対しての制度の周知等を

図ってまいります。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○４番 井上 学議員 独自の概算金上乗せは

考えていないという市長の答弁でしたが、まず

もって、この米価下落を最初に聞いたときに率

直にこういった施策がまずは浮かんで検討した

結果、そういった上乗せはしないと決断なされ

たのか。それとも、全くそういったことは最初

から考えていなかったのか。その１点をまずお

聞きしたいと思います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 これについては大きなショ
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ックでございました。２，５００円下落したと

いうことでありますから、大変な下落幅でござ

います。 

 こういったことについて行政の施策がどうい

う形でできるのか。米価下落が例えばことし限

りということであるならばいざ知らず、来年も

こういう状況が続いたときに、じゃ果たして、

ことしはやりますけれども来年はやめますよと

いうことができるのかどうか。そういった総合

的な判断をした結果、まずは市独自の補助制度

はやらないということで決定をさせていただき

ました。 

 ただ市長会としては、国に対してこの下落幅

についての要望活動もやっているところでござ

いますし、知事の発言なんかもありますし、国、

県がこれからどう対応していくのかということ

も視野に入れながら対応してまいりたいという

考え方でございます。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○４番 井上 学議員 概算金の上乗せという

ことも少しは考えたけれども、諸事情、来年か

らのこと等も考えたらなかなか難しいのではな

いかということで、まずは本当に農家のことを

考えて対応されていただいたんだなということ

を認識いたしました。 

 その中でですが、やはりこれは緊急のものだ

と考えております。毎年こういったような形で

米価が下落するようでは、本当に本市の農業、

日本の農業、大変になっているということです。 

 本市としても直接支払交付金の早期支払いと

いうところで農家を支援しているということで

すが、農家の声としては、本当に市がどれだけ

農家の米づくりを考えているのか、そういった

ことに期待しています。実際にそういった上乗

せを求める声が私のところにも届いているとこ

ろなのですが、そういった緊急というふうな、

ことし限りというふうなところも踏まえて、も

う一度検討できないのかどうか、お聞きいたし

ます。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 緊急ということには間違い

ないわけでございます。ただ、直接的にいわゆ

る概算金上乗せをするという方法もございます

でしょうし、また、まだ検討はしておりません

けれども、別の方法があるのかどうか、そうい

う観点も必要だと思っております。 

 いずれにいたしましても、本市においての米

の生産量というのは上位を占めるわけでござい

ますので、この価格の下落というのは非常に大

変な状況であるということは我々も認識してい

るところでございますが、現時点においては市

単独の上乗せということになりますと、例えば

２００円というような試算もありましたけれど

も、２００円でいいのかということもありまし

ょうし、２，５００円真水でとなると莫大な金

額ともなりますし、そういったところが今後考

えていく上での重要なキーポイントになってい

るということでございます。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○４番 井上 学議員 私もこの米価下落に対

する本市の対応というふうなところで何が行政

としてできるのかと考えた場合に、市長もこれ

から検討していきたいということがありました

が、この概算金の上乗せというのが一番目に見

えるし、農家の人の心に響く施策だと考えたも

ので提案させていただきました。 

 金額のことに関しては私は２００円の概算金

上乗せということで、市のできる範囲で考えた

ところでありますが、そういったことも踏まえ

てまたこれから検討されるということなので、
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ぜひ農家の本当に厳しい現状を助ける、上山市

が農家を基幹産業として守っていくんだという

ところを今後とも示していっていただきたいと

思います。 

 次に、県の支援策の積極的な活用という点で

ですが、農協とともに制度の周知等を図るとい

うふうな答弁だったと思いますが、やはりその

中で先ほどの市長の概算金上乗せについても検

討したんだというような思いも含めまして、農

家が米づくりに対してどういう思いがあるんだ

ということを酌み取るような訪問活動、聞き取

り、説明でなければいけないと思うのですが、

その点についてどのように考えているのか、お

示しいただきたいと思います。 

○大場重彌議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 市長の思いということにつ

いては、１軒１軒訪問してということは物理的

に難しいですから、政策であらわすというのが

基本的なスタンスでございます。 

 そういう中で、先ほどの繰り返しになるかと

思いますが、現時点においては国の制度を活用

していただくというようなことでございますが、

やはり使い勝手がいいような制度にしていただ

く必要があるような気もしております。 

 そういった面については農協も当然かかわっ

てくるわけでございますし、行政あるいは関係

機関が一体となって、農家の方に懇切丁寧に説

明をしていって、そしてその制度が使われない

ということでは意味がないわけでございますの

で、できるだけ多くの方々に使っていただくと

いうような広報、周知徹底をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○４番 井上 学議員 １軒１軒本当に行って

いただければ農家の人にも伝わると思うんです

が、なかなか物理的にも大変な部分があると思

いますので、せめて東、本庄、宮生といった公

民館単位での説明会、相談会のような形で開く

ことが可能かどうか、それから、市長が言われ

ましたが、県の制度が使い勝手という部分でど

うなのかと、私もその点については、もっとい

い方法がないのかなと思うところでありますの

で、そういったところを市で補完できるような

ことが考えられるかどうか、お聞きしたいと思

います。 

○大場重彌議長 農林課長。 

○佐藤 毅農林課長 地区への説明と県の事業

に対しての市のかかわり方ということだと思い

ますが、これから各地区のほうにお邪魔しての

説明会を実施させていただく予定でおりますの

で、その際に、県の制度なりあるいは国のほう

で示している事業等についてもあわせて御説明

をさせていただきたいと思います。 

 このたび県のほうで打ち出しました無利子の

融資事業につきましては、利子補給の一部も市

のほうで負担する事業となっておりまして、現

在３名の方から御相談を受けておりまして、事

業の活用について今準備をしているところでご

ざいます。 

○大場重彌議長 井上学議員。 

○４番 井上 学議員 そういった説明会、相

談会等の計画もあるということで、一安心した

ところではありますが、本当に農家はこの米価

下落ということに関して、米農家だけではなく

て果樹農家も本当に米は農業の基本だと考えて

いる農家が多いので、本当に意欲が損なわれな

いような、ますます頑張っていくんだというよ

うな行政のかかわり方を願って質問を終わりた

いと思います。 
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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 ３時４８分 散 会 


