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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。

－２０－

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。

組みについてはよしとしながらも、まだ発展途
上にあることから、本市の地球温暖化対策につ
いては、市民生活における省エネルギーの意識
を定着させるための啓発を図るとともに、上山
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日程第１

一般質問

市地球温暖化対策地域協議会と連携した事業を
継続的に展開していくことが大切だと考えてお

○大場重彌議長 日程第１、一般質問でありま

ります。
さて、このたびの質問の内容の核心となる、

す。

市内全域全ての防犯灯のＬＥＤ化についてであ

初めに、５番長田康仁議員。

ります。

〔５番 長田康仁議員 登壇〕
○５番 長田康仁議員 おはようございます。

例でありますが、私が住まいにする金瓶地区

会派２１世紀会に所属しております長田康仁

には防犯灯が８３基設置されておりますが、東
日本大震災後の電力事情の影響により電気料金

でございます。
質問につきましては、さきに通告いたしてお

の高騰や円安による資材の値上げなど、地域を

りますことについて、順次質問をさせていただ

取り巻く財政的な環境は非常に厳しい状況とな

きます。

っています。

最初の質問は、地球温暖化防止、低炭素社会

本市には約３，０００基の防犯灯が設置され

実現に向けて、市内全ての防犯灯のＬＥＤ化に

ておりますが、どこの地区でも同じように電気

よる安全で安心なまちづくりの推進についてで

料金の負担には苦慮されていると聞き及んでい

あります。

ます。

本市では、人と自然に優しい循環型社会の構

そのような中で、地域温暖化防止、低炭素社

築など、さまざまな環境に配慮した施策の展開

会づくりに参画する安全で安心なまちづくりを

とともに、市民一人一人が環境に対する意識を

推進することはもとより、各地区の電気料金等

高め、潤いのある安全安心なまちづくりを目指

の負担軽減のために、地区会との受益の負担等

し、エネルギーの健全効率的な環境づくりを推

について十分に協議を進めながら、この際、市

進し、地球温暖化対策に取り組んでおりますが、 内全ての防犯灯をＬＥＤ化した器具への切りか
これからの環境保全には、未来に責任を持って

えを進めていかなければならない状況にあると

地域環境を残せるよう、学校・地域・事業所と

考えますが、市長の見解をお伺いいたします。

連携し、環境情報や環境学習の充実、省資源・

次に、弁天交差点付近の県道拡幅に伴う交通

省エネルギーの推進、地域新エネルギーの活用、 弱者等に配慮した安全対策として、弁天７号線
公害の防止などに努めていかなければならない

とみゆきが丘本通り線を結ぶ連絡通路の設置に

と考えております。

ついてであります。

とりわけ本市では、平成２４年度にはみはら

市長は、正月の北部地区新春のつどいにおい

しの丘の市有地への大規模太陽光発電所の誘致

て、弁天交差点からみはらしの丘までの路線周

などにも成功しており、本市のこれまでの取り

辺の今後の展開について、地域住民にお話をさ

－２１－

れていました。市長は挨拶の中で、蔵王みはら

を返納された方など、山形方面からの公共交通

しの丘から上山市方面に至っては、既に本市で

山形交通バスを利用して通う患者さんも多くな

誘致をした大型工場を初めとする数々の企業や、 っています。このバス路線の停留所は４車線化
今後オープンする大規模倉庫型店舗を初めとす

の東側にありますが、バス利用で訪れる通院患

る多くの店舗や工場の新規進出が見込まれ、さ

者や道路東側に位置する中学校に通う児童生徒

らには、元上山農業高校跡地の今後の整備展開

や市民等、特にお年寄りなどの交通弱者にとっ

等の可能性も考えられることから、４車線化の

ては、道路完成後に自動車が頻繁に行き交う中、

起点となる弁天交差点からみはらしの丘までの

大幅に広くなった車道では横断歩道を無事に渡

路線は、上山市の市街地への北の玄関口として

り切れるかと不安を感じています。

大いに注目され、資本的な投機は官民ともに一

このことについては、私と北部地区の住民と

体となった開発が進むだろうとお話をいただい

の懇談会においてたびたび話題になっており、

たことは、地域住民には大変な喜びであり、全

抜本的な弁天交差点付近の道路工事に伴う計画

市民にも大いなる飛躍と受けとめられると確信

の追加案を示していき、安全安心で快適な環境

しております。

整備を進めるべきだと考えています。

さらに、弁天７号線とみゆきが丘本通り線を

このような中で、私の考える交通弱者等の対

結ぶ交差点への信号機の設置については、上山

応策として、市道弁天７号線とみゆきが丘本通

地区交通問題研究会等で山形県に対して要望を

り線を結ぶ連絡通路の設置が有効と考えます。

行うなど、地域の発展や安全に御配慮をいただ

先進事例としては、山形市の南沼原小学校前や

いていることに対して敬意を表します。

村山市の道の駅前の４車線道路にも設置されて

さて、弁天交差点からみはらしの丘方面に向

おりますが、エレベーターを含め、雪や雨対策

けて主要地方道山形上山線の４車線化等の道路

を施した屋根つきの横断歩道などが整備され、

改良工事は、当初予定よりおくれぎみではあり

いずれも交通弱者対策として効果を発揮してお

ますが、今年度末には約１００メートル程度が

り、住民等にとても好評だと伺っております。

残り、平成２７年度には全線が完成するだろう

当該交差点付近の主要地方道山形上山線沿い

と聞き及んでおりますが、改良工事が行われて

には、新たなバスレーンを施す山形交通バス停

いる弁天交差点周辺の道路は、市道の側道が８

留所も新設されますし、設置に伴う用地導入な

メートルで、県道の３４メートルのうち、２１

どさまざまな課題がありますが、周辺地元地主

メートルが車道となり、将来的には多くの車両

の理解を求めながら、官民ともに十分な協議を

を含め、横断する歩行者などが通過する道路と

進め、より安全でゆとりある歩行空間を確保す

なると思われます。

ることが重要だと考えております。

現在の周辺の状況は、近隣に多くの住宅や大

将来、市街地の北の玄関口となる当該地域の

きい病院があり、観光客や通勤通学で利用され

利便性と交流性を高め、観光客や高齢者、子ど

るＪＲ茂吉記念館前駅が存在するなど、多くの

も、障がい者等の交通弱者に配慮した安全対策

市内外の方々が訪れる地域と変化しております。 として、市道弁天７号線とみゆきが丘本通り線
特に、病院には高齢化の進展に伴い運転免許証

を結ぶ連絡通路の設置をすべきと考えますが、

－２２－

市長の見解をお伺いします。

しては、平成２８年度に全ての防犯灯をＬＥＤ

○大場重彌議長 市長。

化するということで、平成２８年の１２月ぐら

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

いから３月ぐらいまでを工事期間というふうに

○横戸長兵衛市長 ５番長田康仁議員の御質問

考えております。そこに至るまでの間、平成２

にお答えいたします。

７年度におきましては、先ほど市長が御答弁申

初めに、市内防犯灯全てのＬＥＤ化による安

し上げましたように、地区の皆様方から御理解

全で安心なまちづくりの推進について申し上げ

をいただかなければならない点が多々あります。

ます。

それは議員の質問の中にもありましたように、

本市におきましては、平成２８年度に市内全

受益と負担という部分がございます。その辺の

域の防犯灯をＬＥＤに交換する計画であります。 ところ、お互いが一番よい方法でやれるような
平成２７年度においては、実施計画、費用負担

形の中で、平成２７年度におきましては各地区

などについて御理解を得るため、各地区の皆さ

の皆様方とお話をしてまいりたいというふうに

んと協議を進めてまいります。

考えております。

次に、弁天７号線とみゆきが丘本通り線を結

維持管理につきましても、リース事業の中で
維持管理含めて進めてまいるというふうなこと

ぶ連絡通路の設置について申し上げます。
当該箇所につきましては、既に横断歩道や信

で考えてございます。

号機設置の要望をしております。交通弱者等の

○大場重彌議長 長田康仁議員。

利用に配慮した安全対策が行われる予定であり

○５番 長田康仁議員 その場合、それぞれの

ますので、現状の利用者数などを考慮した場合、 地区において、まだまだ防犯上、暗いと思われ
現時点において連絡通路を設置する考えは持っ

る場所に防犯灯の追加をしたいような要請があ

ておりません。

った場合にはふえますけれども、どのようなお

○大場重彌議長 長田康仁議員。

考えを持っているのか、お伺いします。

○５番 長田康仁議員 市内全ての防犯灯のＬ

○大場重彌議長 市民生活課長。

ＥＤ化については、前向きな御答弁をいただき

○岩瀬和博市民生活課長 まずもって、平成２

ありがとうございます。各地区の負担になって

７年度につきましては調査を行うというふうに

いる電気料金については、防犯灯が低料金で済

したいと思います。したがいまして、各地区に

むＬＥＤ化になれば本当に助かるのではないか

どのようなものが、どこに、どのようにあるの

と思います。

かということと、それから議員御指摘のように、

実際に、この事業を実行していただくとして

もっと違うところにあればいいなというところ

伺いますが、実施時期は平成２８年度と今伺い

があると思います。したがいまして、その辺も

ましたが、各地区会への説明等、どのような進

含めまして計画をしてまいるというふうに思っ

め方を想定しているのか、もしよかったらお考

ております。

えをお聞かせください。

○大場重彌議長 長田康仁議員。

○大場重彌議長 市民生活課長。

○５番 長田康仁議員 金瓶地区では、８３基

○岩瀬和博市民生活課長 この進め方につきま

と非常に多くの防犯灯を持っているわけですが、

－２３－

地区としてもこのことに対しては非常に問題だ

に関して、再度、質問をさせていただきます。

と。予算的なことが問題だというふうなことが

これからますます高齢化社会が進んでいく中

あって、地区によっては積み立てなどをして独

で、しかも本市の北の玄関口として発展してい

自でＬＥＤ化を進めようとしている地区もある

くことと確信が持てる地域でありますので、ぜ

と思われます。金瓶もそのようなことを若干考

ひ連絡通路を設置していただきたいと地域の

えているようですが、地区単独で器具の切りか

方々の願いであります。

えをされるというふうなことになった場合の助

この弁天交差点周辺の交通弱者への安全対策

成金などの対応についてお伺いします。

については、今は現役を退いておりますこの地

○大場重彌議長 市民生活課長。

域の元市議会議員の先生から受け継いだ周辺住

○岩瀬和博市民生活課長 助成金の関係であり

民の意見であります。

ますけれども、平成２７年度までについては助

計画から現在に至るまで相当の期間がかかっ

成をしていくというふうに考えてございます。

ており、当初予測する自動車の通過台数や隣接

平成２８年度以降については、ＬＥＤ化に交換

する大きな病院が本市にとっては市民病院的な

するということでありますから、平成２７年度

要素を持つ救急指定病院となっているなど、周

で今行っているような補助については打ち切る

辺の環境は随分変わっています。
そのような中で、これからの弁天交差点周辺

というふうになると思います。
○大場重彌議長 長田康仁議員。

の交通弱者等への安全対策については重要な課

○５番 長田康仁議員 今のお話を総合すると

題だと思いますが、どのように対応されていく

平成２７年度中に独自に切りかえする場合は現

のか、もう一度お伺いします。

在の助成で対応していくということだと思いま

○大場重彌議長 建設課長。

す。その場合、ＬＥＤ化の器具も対応はできる

○近埜伸二建設課長 現時点においては、横断

ということだと思います。

歩道や信号機の設置がなると聞いておりますの

聞くところによりますと、今現在の器具では

で、その状況を見て検討させていただきたいと

材料が不足しているというふうに伺っています。 考えております。
ＬＥＤ化ではありませんが、そのようなことも

○大場重彌議長 長田康仁議員。

ありますので、ぜひＬＥＤ化で進むということ

○５番 長田康仁議員 まず、検討していただ

が望ましいのかなと思います。

けるというお言葉をいただきました。いずれに

いずれにしても、市内防犯灯全てのＬＥＤ化

しても、弁天交差点付近の県道は大変広くなっ

による安全で安心なまちづくりについては、よ

た。そしてまた、丘陵地帯に道路を整備すると

くわかりました。ぜひ、地球環境を守る意味で

いうふうなことになったものですから、側道と

も、すばらしい企画をつくっていただきたいと

か、便宜上、階段とかいろいろな意味で、非常

いうふうに思います。よろしくお願いします。

に交通弱者にとっては不利益だというふうな地

次に、弁天交差点付近の県道拡幅に伴う交通
弱者等に配慮した安全対策についての弁天７号
線とみゆきが丘本通り線を結ぶ連絡通路の設置

域になるのかなと思われます。
私、先ほど、連絡通路と言いましたけれども、
横断歩道的なものを想定しておりますが、やは
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り段差もつきますし、エレベーターとかそうい

書など、そういう働きかけがあるのではないか

うものも、ぜひ設置できるような検討を施して

と想像されますが、いずれにしても、山形県に

いただきたいと思います。

もやはりこういう問題を提起していくというこ

この場合、それ相応の財源が必要になる事業

とも大切なのではないかと。

になるため、本市単独での設置というのはやは

その場合に、地域の実情をいろいろ調査して

り難しいだろうと思ってはおりますが、補助金

いくというのは、我々議員としても務めでもあ

や交付金などを含めた対応はできないものか、

りますし、市側としての務めでもあると思いま

今後の展開についてお伺いします。

す。今のところ連絡通路を設置する考えはない

○大場重彌議長 建設課長。

ということではありますが、１年後には道路が

○近埜伸二建設課長 補助金という話でござい

完成するだろうというふうなことであります。

ますけれども、道路整備の中には社会資本総合

道路の用地の確保など、いろいろな問題がある

整備交付金等がございますので、そういうもの

と思いますが、前向きに、それこそ、検討から

を使えるかどうかという部分から調べてはいき

協議をしていただけるような形にしていただき

たいというふうに考えております。

たいと思いますが、その辺について、もう一遍

○大場重彌議長 長田康仁議員。

だけ市長の考えをお聞かせください。

○５番 長田康仁議員 市単独ということにな

○大場重彌議長 市長。

れば、そういうふうなことで、ひとつよろしく

○横戸長兵衛市長 １問で答弁したとおりでご

お願いしたいなと思います。

ざいます。現時点においては横断歩道とか信号

実際、４車線化される道路は県道であります

機の設置を要望しているわけでございますし、

ので、山形県に設置していただけるように働き

それから先ほど１問の中で村山市の例も挙げら

かける方法もあると思いますが、そのあたりに

れましたけれども、あそこについては道の駅の

ついてはどのようなお考えなのか、お伺いしま

駐車場が両側にあるというようなことでの設置

す。

だと思いますし、どの程度の横断者があるのか、

○大場重彌議長 建設課長。

やっぱりそういったことが非常に大事な視点に

○近埜伸二建設課長 先ほどお話ししたとおり、 もなるわけでもございますので、全線開通した
今現在の中では歩道橋そのものが必要だという

というときに、我々が考えている信号機とか横

ふうな形には考えておりませんので、その必要

断歩道ではどうにも足りないと。やっぱり連絡

性が出てきた段階で検討させていただきたいと

通路が必要だというようなことがあるとすれば、

いうふうに考えております。

その時点での話になるということでございます。

○大場重彌議長 長田康仁議員。

○大場重彌議長 長田康仁議員。

○５番 長田康仁議員 今、検討させていただ

○５番 長田康仁議員 わかりました。

くということをまず伺っておるわけですが、先

もともと計画がなかったことだというふうな

ほど、１問目でもお話ししましたが、地域の非

ことは私も理解しております。いずれにしても、

常に心配した要望だというふうなことです。今

北の玄関口と言われる弁天交差点は、今後交通

後、何らかの形で、地域の声を文書化した要望

量がふえ、飛躍される地域だろうというふうに
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思われますので、まずは道路工事をぜひ計画予

も、家族にとっても、精神的、経済的に大きな

定どおり進めていただきたいなと思うところで

負担がかかり、さらに家庭においては、親は自

あります。

分の育て方が悪かったのではないかと悩み、誰

３月議会、一般質問する最後の機会になりま

にも相談できず、抱え込んだり、鬱病になると

すので、お話しさせていただきますが、私が市

いうことも少なくない状況であります。この状

議会議員となり、重要案件でありました市有地

況が何年も経過してしまい、社会復帰が遠のき、

への太陽光発電所の誘致やまちづくりの推進、

より複雑化しております。

さらにはエネルギー回収施設への取り組みなど、

県のアンケート調査は、民生委員・児童委員、

特に環境に配慮した取り組みについては各種の

主任児童委員の方々の協力を得た結果、県内の

意見を真正面から受けていただきましたことに

該当者は１，６０７人となっております。まだ

ついて、感謝申し上げます。ありがとうござい

まだ潜在化しておりますので、この数字ではま

ました。

だまだ見えていないというのが状況であります。

市長におかれましては地方創生など大きな課

男女の比率は、男性が６４％、女性が２０％

題が山積みされておりますので、今後も健康に

で、男性が女性の約３倍となっているのも特徴

配慮して大いに活躍されることを御祈念してお

的であります。また、引きこもっている年数が

ります。

５年以上という対象者が半数を超えており、ひ

きょうの質問については以上で終わります。

きこもりの理由としては、「わからない」が３

○大場重彌議長 次に、１１番尾形みち子議員。 ６％で、「失業」を上回り、この問題がより困
〔１１番 尾形みち子議員 登壇〕

難を生み出しております。また、アンケート調

○１１番 尾形みち子議員 会派たかまき、尾

査で該当者の約半数が４０歳以上の中高年とい

形みち子でございます。

う事実は衝撃的でした。

今回の質問は、１２月定例会に引き続き、福
祉施策等の充実について、公共施設の充実につ
いて、小・中学校の保健教育についてというこ

そこで、本市におけるひきこもりの現状と課
題について、市長にお伺いいたします。
このことから、ひきこもりの対策であります
が、ひきこもりの多くは、若者だけではなく、

とを順次質問をいたします。

最初に、福祉施策の充実についてであります。 中高年にも多く、その中で約３分の２が３年以
ひきこもり対策であります。

上で、１０年以上という数値もあるというその

一昨年９月、県の若者支援・男女共同参画課

調査の結果であります。

が実施いたしました「困難を有する若者に関す

このことから、「理由のわからない」方々や

るアンケート調査」の報告書が示されました。

失業した方々も含め、対応できる窓口と、一歩

まず、ひきこもりとは、就学や就労の際、不

手前の心のケアも大変重要であると感じており

適応や人間関係等が原因で、自宅に６カ月以上

ます。この問題は、行政の縦割りの枠を外した

閉じこもり、社会との接点を持てない状態を言

課題と考え、該当者や相談者へのワンストップ

います。

窓口についての御所見もお伺いいたします。

こうした状況が長期化すれば、本人にとって

このような実情を踏まえ、県では、山形市に
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ある自立支援センターなどの若者相談支援の拠
点を県内６カ所に設置いたしました。当然、専

おります。
ニートの問題を解決するには、多くの人の手

門的な知識を持つ職員の配置が必要であります。 をかり、該当者や家族だけで何とかしようとせ
本市において、若者自立サポートの団体はあり

ずに、行政や専門組織の手をかりて早期に支援

ませんが、今後予測される就職支援も含めて、

することが大変重要だと思っております。

地域に寄り添ったひきこもり支援の拠点整備が

そこでまず、本市におけるニートの現状と若

必要と考えます。この点も見解をお伺いいたし

者の雇用の現状について、市長にお伺いをいた

ます。

します。

以上は、行政の面からのひきこもり支援です

先日、市内在住の両親と同居している２４歳

が、このひきこもりの課題を行政のみが対応す

の息子さんの相談を受けました。彼は高校を卒

るのではなく、厚生労働省が平成２５年度から

業すると都内の私立大学に通いましたが、２年

ひきこもりサポーター養成・派遣事業を予算化

で退学、上山に戻りました。しばらくは仕事を

し、県では昨年からサポーター養成講座を実施

せずに、コンビニでアルバイト、次に飲食店、

しておりますので、積極的に活用し取り組んで

次に葬儀業、全て短期間の就職であったようで

いくべきと考えておりますが、見解をお伺いい

す。両親はもちろん、家族も息子の将来を心配

たします。

している状況です。その間、ハローワークを利

次に、若者ニート・離職者支援であります。

用して求職活動もしましたが、最近は意欲が薄

ひきこもり対策の中でも多少触れていますが、 れ、ここ一、二年、不規則な生活を送っている
ニートとは、高校や大学、専門学校に通学して

ような状況にあることを聞いております。

おらず、独身であり、ふだん収入になる仕事を

このようなことから、若者の雇用の課題とし

していない１５歳以上３５歳未満の個人とされ

て、雇用のミスマッチ、離職率の高さ、ニート

ております。

対策の３点が考えられると思います。雇用のミ

「ニート」は単に怠け者と思われがちですが、 スマッチは、個人商店、中小企業について、ほ
働く意欲を失っているのではなく、若者を取り

とんど知ることがなく、仕事に対するイメージ

巻く労働環境、社会環境のため、一歩踏み出せ

もないのが現状で、安易に職業を選択するのが

ないなど、本人の責任でニートになる方が多い

要因と考えられております。離職支援は、行政

わけではないというのが現状でもあります。

の取り組みとして、離職後もスムーズに次の雇

厚生労働省の平成２３年度の調査によると、
ニートは、全国で約６０万人と推計されており

用につなげる取り組みが大変重要であると考え
ております。

ます。ニートの増加が社会に及ぼす影響は、収

また、企業に対しても、正規雇用を推進する

入がないため、生活保護世帯の増加や税収の減

ため市からの助成金を出すことで、多くの雇用

収につながったり、国民健康保険税や国民年金

が生まれます。

保険料の引き上げ、また、犯罪の増加や国全体

また、このたび市内に進出する大型店舗にお

のＧＮＰ（国民総生産）の低下を招き、経済の

いて、当面１８０人の雇用に予定があることが

活動や発展にも影響を及ぼすことが懸念されて

示されております。求職者に対して就職相談や

－２７－

情報提供など、就労に関するさまざまなアドバ

場合は２５歳未満を対象とした青少年が、余暇

イスをするため、市民就労支援室の設置をする

を利用し、社会人としての教養や知識を身につ

必要があると考えますが、市長にお伺いをいた

けたり、体力づくりを行う施設であります。施

します。

設の建築年月は昭和４５年３月で、築４４年が

次に、公共施設の充実についてであります。
最初に、保健センターの整備であります。

経過しております。
本館は鉄筋コンクリート造２階建て、体育館

市町村に設置されている保健センターは、乳

は鉄骨造平屋建てになっており、体育館は耐震

幼児からお年寄りまでの健康診査、健康教育、

診断基準（Ｉｓ値）を満たしておらず、大規模

健康相談、健康づくりを担う、市民にとって暮

な地震に対して倒壊や崩壊の危険性がある建物

らしや健康について相談する身近な機関と言え

とされております。また、外壁はひび割れや一

る場所です。本市では、栄養改善や食で地域の

部の鉄筋が露出しさびているところもあり、水

健康づくりで活躍している食生活改善推進員の

回りに関しては特にトイレの水が出にくい状態

拠点でもあり、ほかの介護関係でも幅広く利用

にあります。

されております。年間５，０００人以上の市民

以上のことから、施設の解体、改修、整備に

の皆さんが利用する重要な施設であるというこ

ついて計画があるのかどうか。現在、上山市南

とは言うまでもありません。

児童センターの分室としても利用されています

一般的にコンクリートの建物の耐用年数は５

が、その勤労青少年ホームの目的に見合った運

０年と言われ、保健センターも同様に更新の時

動クラブ、講座、そういった内容の事業の運営

期と思われます。

の現状についても、あわせて教育委員長にお伺

一昨年、食生活講習会の折、２階の水回りの
一部が支障を来し使用禁止となりました。また、

いをするものであります。
次に、公民館の整備についてお伺いいたしま

講習会はほとんどが２階でありまして、年配の

す。公民館も各地域にとって多様な学習の機会、

方も数多く利用していることから、階段の上り

集会の場の提供などで総合的に応える社会教育

下りが大変であるということも聞いております。 施設であります。また、地域社会の形成や文化
トイレに至ってはほとんどが和式であり、１階

の振興にも大いに貢献するなど、住民にとって

に１カ所のみの洋式トイレがあるのが現状であ

日常生活に最も身近な生涯学習の場として役割

ります。また、１階において母子健診、子育て

を果たしております。本市にとって人づくり、

支援、精神保健支援など年間１５０回以上の使

地域づくりのため、ほかの類似の公民館の中核

用があり、幼児トイレが必要であるのに、ない

的な役割が求められ、一層の充実と活性化が期

のが現状であります。

待されています。

市民が快適に利用できる施設の改修、改善計

さて、現在本市の公民館は１０カ所にありま
す。このたび中部地区公民館は新築され、西郷

画について、市長にお伺いをいたします。
次に、勤労青少年ホーム・公民館等の整備に

地区公民館もこのたびのエネルギー回収施設建
設の決定を受けて建設が示されました。ただし、

ついてであります。
勤労青少年ホームは、働く青少年、上山市の

山元地区公民館を除く残る７カ所は、建設後そ

－２８－

れぞれ３５年から４０年が経過しております。

計画を策定し、平成２４年度から平成２８年度

このことから、各地区公民館の要望に沿った改

までの基本計画の中に「がん教育・普及啓発」

修、改善が行われているのか、教育委員長にお

を盛り込んでおります。現状では、「健康につ

伺いをいたします。

いては子どものころから教育することが重要で

また、少子化等の影響により、宮生、東、本

あり、学校でも健康の保持増進と疾病の予防と

庄の各小学校が統合し、宮川小学校が誕生しま

いった観点から、がんの予防を含めた健康教育

した。間もなく２年が経過するわけですが、当

に取り組む」とされています。しかし、がんそ

初は地域性の違いから不安や心配もあったわけ

のものやがん患者に対する理解を深める教育に

ですが、現状は地域間の隔たりもなく、スムー

ついては不十分であるということも指摘されて

ズな教育環境と感じているところであります。

おります。

この点を考えると、宮川小学校区の公民館３カ

本市においても、数年前、こんなことがあり

所、宮生、東、本庄を集約し、（仮称）宮川コ

ました。中学校卒業時、がん患者である女子生

ミュニティセンターの新公民館施設の建設を行

徒の顔色、かつらに対して、からかい、冷やか

うことで効率化を図ることができると考えます。 しで、本人も家族も心が痛み、理解されていな
教育委員長の見解をお伺いするものであります。 いことに悲しい思いだったということを聞いて
次に、小・中学校の保健教育についてであり

おります。
また、計画の中には、個別目標、「子どもた

ます。
最初に、がん教育の充実であります。

ちが健康と命の大切さを学び、自らの健康を適

がんは、あらゆる病気の中で最も死亡率の高

切に管理し、がんに対する正しい知識とがん患

い病気で、長年、日本人の死因第１位を占めて

者に対する正しい認識を持つように教育するこ

おります。現在、年間３０万人以上の国民がが

とを目標とする」となっております。

んで亡くなられておりますが、がんの恐ろしい

そこで、本市における小・中学校でのがん教

ところは、初期においてほとんど自覚症状がな

育の現状について、教育委員長にお伺いいたし

く、健診などで発見されることが多く、発見さ

ます。

れたときは既に進行し手おくれのケースが少な

また、厚生労働省において、平成２４年から

くありません。今や国民の２人に１人ががんに

小・中学校でのがんに関する教育の強化と充実

かかり、３人に１人ががんにより死亡すると言

をする方針が示されておりますが、がん教育の

われております。

取り組みの充実を本市も早急に取り入れる考え

教育現場では、がんに関する知識は、保健体

があるか、教育委員長にお伺いをいたします。

育の授業で生活習慣病の予防、禁煙などの害を

次に、「命の大切さ」を学ぶ副読本の発行に

学ぶ際、ほかの病気とあわせて紹介される程度

ついてであります。

で、授業時間も小・中学校それぞれ１時間程度

前段で、がん教育の充実について申し上げま

の確保で、有効ながん教育が行われているとは

したが、子どもたちを取り巻く社会情勢、その

言えない状況であります。

急激な変化、物質的な豊かさと相まって価値観

国では、平成２４年６月、がん対策推進基本

の多様化ももたらしております。子どもたちは、

－２９－

自分自身の人間としてのありよう、生き方さえ

ひきこもりに関するワンストップ窓口につき

も確固たるよりどころが見出せないような状況

ましては、現在、村山保健所でひきこもり相談

にあるように思われます。

を実施しておりますが、相談件数などを勘案し

こうした中、豊かで温かな人間性を育てるた
めには、「心の教育」が非常に重要な役割を担
っていると思います。全国では、毎日のように

ますと、本市におけるひきこもり支援の拠点を
整備する考えは持っておりません。
また、村山保健所で平成２６年度から実施し

事件、事故が報道され、犯罪に巻き込まれたり、 ております「ひきこもりサポーター養成講座」
事件を起こすなど、低年齢化の傾向にあること

につきましては、本市の保健師が受講しており、

に心を痛めております。子どもたちの大切な命

今後とも関係機関と連携しながらひきこもり者

を守るため、予防、早期発見、早期対応は非常

の支援体制の充実に努めてまいります。

に重要であります。小・中学生が「命の大切
さ」を学ぶ教材として副読本の作成を進めてい
く考えはないか、教育委員長にお伺いをして、

次に、若者のニート・離職者支援について申
し上げます。
本市のニートの現状につきましては、詳細に

壇上からの質問といたします。

は把握しておりませんが、若者の雇用の現状に

○大場重彌議長 １１番尾形みち子議員に対す

つきましては、ハローワーク山形管内の有効求

る答弁の前に、この際、１０分間休憩いたしま

人倍率の推移や市内在住の高校新卒者の就職内

す。

定状況などから、雇用情勢は改善されているも
午前１０時５１分 休 憩

のと認識をしております。
若者の離職者支援につきましては、商工課内
に無料職業紹介所を設置し、求職者に対して就

午前１１時０１分 開 議
○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き

職相談や情報提供を行うなど、正規雇用を中心

ます。

とした就業支援を実施しておりますので、今後

１１番尾形みち子議員に対する答弁を求めま

もこうした支援を継続してまいります。
次に、保健センターの整備について申し上げ

す。市長。

ます。

〔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

保健センターにつきましては、築３３年を経
過したため、水回りの修繕や冷暖房の改修、必

質問にお答えいたします。
初めに、ひきこもり対策について申し上げま

要備品の更新などを順次実施しております。
現状での大規模改修や建物更新は困難であり

す。
ひきこもりの現状でありますが、県全体の出

ますが、引き続き利用者の利便性を考慮した施

現率は人口の０．１４％と公表しているものの、 設の維持管理に努めてまいります。
自治体ごとの集計は非公表とされております。

○大場重彌議長 教育委員長。
〔古山茂満教育委員長 登壇〕

ひきこもり対策の課題といたしましては、家
族や本人からのＳＯＳの発信が出されにくいこ

○古山茂満教育委員長 尾形みち子議員の御質

とから、実態が把握しにくい点が挙げられます。 問にお答えいたします。

－３０－

初めに、勤労青少年ホーム・公民館等の整備

形県教育委員会発行の教材を活用した指導を行
っており、本市独自の副読本の発行は考えてお

について申し上げます。
勤労青少年ホームにつきましては、利用の実

りません。

態において、就労形態の変化や余暇活動の多様

○大場重彌議長 尾形みち子議員。

化により、本来の目的である勤労青少年による

○１１番 尾形みち子議員 市長、それから教

利用がほとんど見られなくなったこと、あわせ

育委員長、御答弁ありがとうございました。

て老朽化が進み耐震化や大規模改修に多額の費

まず、ひきこもり対策ということで大変大き

用を要することなどから、現在、廃止の方向で

く掲げましたけれども、一昨年、県により実態

検討を進めております。

調査が行われたというようなことでありますけ

次に、公民館等の整備についてでありますが、 れども、相談窓口についても村山保健所という
毎年、各地区公民館から施設の修繕等について

ようなことの理解でいいのかお伺いします。

聞き取りを行っており、施設の耐震化につきま

また、本市のひきこもりの現状、その数値化

しては、平成２７年度から耐震診断が必要な７

はしていないということでありましたけれども、

地区公民館について順次耐震診断を実施してま

子ども・若者支援に関する会議等々がありまし

いります。

た。その会議に出席をしたのかどうか。それか

次に、宮川小学校区の３地区公民館の統合に

ら、これは本当に重要なことだと思うんですけ

ついてでありますが、各地区公民館の対象地区

れども、ひきこもり者やその家族から、孤立と

は旧村単位となっていることから、歴史的にも

いうようなことも含めて市の相談窓口に問い合

生い立ちが異なり、それぞれ地域の特性を生か

わせ等があったのかどうか。そして、対応後、

した公民館運営に努めているところであります

村山保健所に即通知など、御相談に対する市の

ので、現在、３地区公民館を統合する考えは持

果たす役割というのはどの辺にあるのかという

っておりません。

ことをお尋ねいたします。

次に、「がん教育」の現状と方針について申

それから、ひきこもりには非常にいろいろな
ケースがあるわけですけれども、県において昨

し上げます。

がんについては、小学６年生、中学３年生で、 年からサポーター養成講座を実施しているとい
生活習慣病を予防するという内容の中で学習し

うことを私申し上げました。聞くところによる

ております。義務教育におけるトータルな健康

と、たしか村山管内で重点的にサポーター養成

教育の観点から、がんに特化した教育を推進す

講座を実施し、１５０人の民生委員さん、その

るという考えは持っておりません。

他の方、本当にいろいろ御苦労されていると思

次に、「命の大切さ」を学ぶ副読本の発行に

うんですけれども、受講していただいたとのこ
とです。そのうち、サポーター養成講座からサ

ついて申し上げます。
本市では、「自他の『いのち』を大切にでき

ポーターになった人の割合、上山市では保健師

る心と体づくり」を学校教育指導の重点の中に

が対応したということですが、講座を受講して

掲げ、学校教育活動全体を通じて指導をしてお

サポーターになられたのかどうか、特別サポー

ります。特に道徳の時間には文部科学省及び山

ターというのでしょうか、要するに養成講座は

－３１－

受けても、その後の段階があるわけですけれど

は、１０年以上の長期間というような方もいる

も、そういったことも含めて、詳細の部分をお

との報告が示されたわけです。当然、これはみ

尋ねいたします。

ずから相談するとか、そういった助けを求める

○大場重彌議長 福祉事務所長。

とか、そういったこと等々が多いというふうに

○鏡

順福祉事務所長 議員お尋ねの困難を

は私も思っておりません。ですから、民生児童

有する若者に関するアンケート調査の結果の報

委員の方々、また不登校に関しては主任児童委

告会及び関連の会議でございますけれども、福

員の皆さんも含めて、地区会ももちろんでしょ

祉事務所長の私と教育委員会の生涯学習課長、

うけれども、御協力いただくというような形に

それから関係職員が出席しております。

なるんだと思います。やはり、そういった場合、

また、相談窓口でございますけれども、村山

本市も当然、実態調査も含めて、アウトリーチ

保健所で行っているのは主に医療面からのこと

というのでしょうか、要は訪問という形をとら

ということで、これまでもやっておりますし、

なければならないと考えますが、実態調査も何

今後ともやっていくわけですけれども、平成２

もないというようなことで、このまま放ってお

７年４月１日から施行される生活困窮者自立支

くということでよろしいんでしょうか。

援法におきましては、ひきこもりの方、ニート

また、県のひきこもりの該当者数は１，６０

の方あるいは中途離職者の方などで、今後、生

７人ということも申し上げたわけですけれども、

活保護に陥らないような自立支援に向けた関係

その数値は表に出た数値であって、隠れた部分

機関との連絡調整や自立に向けたプランづくり

もとても多いというふうに思うわけです。です

などを行っていく予定であります。

から、その現実、現状に合わせた市の対応とい

○大場重彌議長 健康推進課長。

うものは当然必要だと思います。そこら辺のと

○井上 洋健康推進課長 私のほうからはサポ

ころのアウトリーチの考え方と、それから実態

ーター養成講座の関係についてお答えいたしま

調査についてお伺いします。

す。

○大場重彌議長 福祉事務所長。

平成２６年度に村山保健所で実施されました

○鏡

順福祉事務所長 先ほど市長が答弁さ

サポーター養成講座につきましては、私どもの

せていただきましたが、平成２５年に民生児童

健康推進課の保健師２名と非常勤嘱託職員で採

委員が調査した実数は把握しております。ただ、

用しております心の健康相談員１名が参加をい

非公表ということで、公表していないというこ

たしてございます。

とでございます。民生児童委員の調査でござい

希望される方につきましては、訪問支援を手

ますので、それで十分かと申しますと、まだま

伝っていただく、実践していくということにな

だ１年間しか見ていない部分がありますので、

るわけでございますが、こちらのほうは、心の

地域包括支援センター、医療機関、あるいは学

健康相談員が現在対応しております。

校での状況なども含めた上で総合的に実数を把

○大場重彌議長 尾形みち子議員。

握していかなければならないというふうに考え

○１１番 尾形みち子議員 それぞれ答弁して

ております。

いただいたわけですけれども、ひきこもり者に

○大場重彌議長 尾形みち子議員。

－３２－

○１１番 尾形みち子議員 やはり、実数、実

いますし、ひきこもりになった原因も非常にさ

態の調査というものは本当に必要だと私も思い

まざまございます。そういう意味では、どなた

ます。やっぱりこれは大変なお仕事なんです。

でも対応できるということではないというふう

また、上山市は、福祉のまち上山というものを

に考えておりまして、専門の知識を持った保健

うたっているわけですから、充実していただか

師なり、あるいは精神科の医療の部分でのバッ

なければいけないというふうに、これは課題だ

クアップというものがどうしても必要かなとい

と思います。

うふうに考えておりますので、その辺につきま

そして、今、訪問というものも私申し上げた

しては、村山保健所と連携をしながら対応をさ

んですけれども、そういうことがないのかどう

せていただいているという実態でございます。

か。要するに、先ほどサポーターさんが実質１

それから、今現在、山形市に設置されており

人というようなことで、１件に１人なのか、そ

ます親の会の関係でございますが、こちらにつ

れとも、５件に１人というような訪問の形なの

いては、保護者の皆さん、あるいは家族の皆さ

か、そういう細かいところもお示しいただきた

んから、そういった要望が、直接はまだまだ市

いと思います。

のほうには届いていないというのが現状だと思

実は、私２８日、ぷらっとほーむ「ぷれカフ

っています。まだ集まってどうこうということ

ェ」と言って、自立支援を陰で支えるというよ

よりは、やはり個別にどうやってひきこもり者

うな、山形市の緑町にある施設なんですけれど

を支援していくかという部分が非常に重要と考

も、そこでも親の会というものが、要するに孤

えておりますので、当面、行政としてはこちら

立化している状況の親御さんに対しても、それ

のほうの訪問活動を充実をさせながら支援をし

を痛んでいる御兄弟に対しても、いろいろな面

ていきたいというふうに考えています。

で、これから県もやりましょうというようなこ

○大場重彌議長 尾形みち子議員。

とで、親の会というものがあるそうなんです。

○１１番 尾形みち子議員 本市でも、これか

それはクローバーという会なんだそうですけ

らひきこもり対策、それからニートという、離

れども、そういった会がやはり本市でも、母子

職者も含めてなんでしょうけれども、やはり福

支援というような形で必要だというふうに思っ

祉施策の充実の中で当然していかなければいけ

てはいるんですけれども、民間の立ち上げが必

ないというふうな事案だと思われますので、今

要なのか、市という、行政という枠なのか、そ

後とも、今言った訪問活動も充実していくとい

の辺のところも詳しく教えてください。

うようなことでありますので、その経過を私も

○大場重彌議長 健康推進課長。

これから引き続き注視していきたいと思ってお

○井上 洋健康推進課長 訪問の内容でござい

ります。

ますが、村山保健所の担当保健師等と連携しな

次に、保健センターは築３３年が経過してい

がら、上山市内でひきこもりで相談を受けてい

るけれども、大規模改修や建物更新は難しいと

るお宅のほうに訪問をさせていただいてござい

いうような、施設の充実に何かとても反したお

ます。

答えかなと思うんです。

ひきこもり者の家庭の実情はさまざまでござ

それはどういうことかというと、やはり保健

－３３－

事業のそのもの自体が、上山市の場合は、いろ

近になってバリアフリーとかそういったものが

いろな意味で充実したというふうにももちろん

重要視されるようになってきたわけでございま

考える側面もあるんですけれども、市長が推進

すから、建てかえするだけではなく、やっぱり

するクアオルトというような部分においても、

いろいろな改修も含めて、財政状況も含めて、

これは例えば病気の予防、健康の増進、さまざ

そしてやっていくということが現実路線でござ

まなそういうところでは、一つ一つ、保健セン

います。

ターの充実というものも当然挙げられていいの

したがいまして、現時点においては、上山小
学校も建てるわけでございますし、また先ほど

かなというふうに考えるわけです。
計画がないという言葉に、私はちょっと懸念

教育委員会のほうに質問ありました青少年ホー

するんですけれども、今実際に使用している建

ムだってそうでございます。そういった、いわ

物自体がさまざまに修繕、改修している状態で

ゆる三十数年たった、４０年たった建物も非常

はありますけれども、構造自体に、やはり先ほ

に多いというのが本市の特徴でございますので、

ど申し上げたように、例えば高齢の方も階段を

そういったものを大事に使うと同時に、やはり

上るにはとても大変だとか、水回りが使用禁止

今後の見直し計画も含めてやっていくというの

になる状態だったとか、さまざまな問題点を挙

が現実でございます。

げているわけですけれども。要はバリアフリー

したがいまして、建てないというわけではご

という言葉がありますよね、そういった意味で

ざいません。やっぱりこれからいろいろなこと

も、まだまだ充実しておらず、不足しているの

を総合的に勘案しながらやっていくというのが

ではないかというようなことで、これはひとつ、 基本的な姿勢でございます。
大きなくくりで、これから、介護、各種健診、

○大場重彌議長 尾形みち子議員。

子育て支援など、いろいろな意味で大変重要性

○１１番 尾形みち子議員 当然、３３年前は

が高まる場所だということは、多分、市長も認

バリアフリーという考え方はなかったとしても、

識しているんだと思います。もう一つ、計画に

今現在、やっぱり使用頻度が高くなっていると

対してもこれから必要性があるのだと私は思う

いう状況の中で、これは考えなければいけない

のですけれども、その辺のところを再度お聞き

というか、当然していかなければいけない施策、

いたします。

計画だというふうに私は思いますので、御意見

○大場重彌議長 市長。

を申し上げたわけですけれども。やはりそうい

○横戸長兵衛市長 市長としては、いろいろな

った充実につけて、改修、改善、それからさま

建物、新しい建物を建てたいというのは基本的

ざまなところにおいても、できるならできると

にはございます。しかし、やはり財政的な面も

いうようなことでありますでしょうから、ぜひ

ございますし、またいろいろな計画をしていか

保健センターの充実をお願いしたいというふう

なければならない。

に考えております。よろしくお願いいたします。

バリアフリーと言いましたけれども、３３年

次に、勤労青少年ホームについてのことで、

前の建物ですから、あの当時の時代からすれば、 教育委員長にお尋ねをいたします。
なかったのが当たり前の話です。ですから、最

確かに築４４年もたちました。そして、現在、

－３４－

体育館がＩｓ値に達していないというようなこ

○鏡

と、耐震基準値に達していないというような状

きましては、南小の余裕のある部分、あるいは

況で、今後は廃止の方向にあると。

近隣のできるだけ子どもさんの負担にならない

そうすると、今現在使っております南児童セ

順福祉事務所長 南児童センターにつ

部分ということで検討している段階でございま

ンターの分室、そういったものも含めてどのよ

す。

うに計画を進めていくのか。例えば、今使用し

○大場重彌議長 尾形みち子議員。

ている方に違うところをお勧めするということ

○１１番 尾形みち子議員 勤労青少年ホーム

になるかと思うんですけれども、そういったも

も時代の波には勝てなかったというようなこと

のの計画はこれからどういうふうにしていかれ

でありますけれども、それぞれの拠点があると

るのかということをお尋ねいたします。

いう場所については大変わかりました。そして、

○大場重彌議長 教育委員長。

今後も継続してそのような対処の仕方をすると

○古山茂満教育委員長 今現在の利用団体です

いうようなことで、今既に計画がなされている

けれども、先ほど議員もお話しなされたように、 というようなことでありますので、これに関し
南児童センター、それからボランティアサーク

てはよしとしなければいけないのかなというふ

ルのあすなろの拠点、それからスポーツ少年団、 うに思っております。
剣道、空手ですけれども。それから社交ダンス

次に、公民館です。公民館の耐用年数という

とか民謡、３Ｂ体操という団体、それから剣道

ようなことで、私もちょっと調べさせていただ

連盟という、そのような団体が使われておりま

きましたけれども、確かに、教育委員長が言う

す。

ように、今回私が提案しました宮生、東、それ

人数につきましては、平成２５年度なんです

から本庄地区は、各旧町村単位であり、それも

けれども、年間約４，１００人が使われている

もちろん理解しているわけですけれども、実際

ということでございます。

に私も何カ所かの事務長にお伺いしたところに

あすなろ、スポーツ少年団、社交ダンス、剣

よりますと、３拠点にある事務長さん、会合が

道連盟、特にスポーツ関係の利用者については、 あるというようなことを聞いております。それ
ほかにも施設がございます。学校含めいろいろ

に基づいてお話をさせていただくと、皆さんが

な施設がありますので、そちらのほうで活動し

持ち寄って、やはり新公民館の建設をこれは考

てもらうということになると思います。それか

えなければいけない。そういう検討がなされて

ら、あすなろにつきましては、拠点としてあそ

いるというふうなことを伺っております。そこ

こでやっているわけですので、これはやはりど

ら辺も、これは生涯学習課になるでしょうか、

こかで活動してもらわなくてはならないという

きちっと把握をしているのか、現状はどうなの

ことですけれども、旧上山高校にある生涯学習

か。皆さんはどういうふうにしたいというよう

センター、それから南児童センターについては、 なことも含めて、ただ、旧村単位で推しはかる
これは福祉事務所の所管ですので、こちらのほ

というようなことではなく、もっと効率的なこ

うでは捉えておりません。

とも含めて検討できるのかどうか、お尋ねいた

○大場重彌議長 福祉事務所長。

します。
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公民館に関してはこれで終わりますけれども、

○大場重彌議長 市長。
○横戸長兵衛市長 公民館でございますが、指

次に、がん教育についてです。

定管理者制度にいたしまして、地域に根差した

国民病と言われているがんであります。がん

公民館というものを今それぞれの地域で頑張っ

教育に対して、平成２４年に策定されたがん対

ていただいております。やはり、議員指摘の７

策推進基本計画の中に、既に「がん教育・普及

つの公民館等については、旧村の拠点施設とい

啓発」というふうなことが盛り込まれておりま

うことでございます。人口減少とか、あるいは

すので、その辺のところをもっと充実すべきだ

高齢化がありますけれども、やはり地域にそう

と申し上げているのに、今のままで十分だとい

いった拠点がなくなった場合に、じゃあ、どう

うようなお答えはいかがなものかなというふう

なるのか。例えば、本庄の方が東小学校の脇に

に思います。このこととあわせて、心の教育は

建てて、そちらのほうでいろいろな地域の活動

とても大事だということはお互いにこれは認識

ができるのかといった場合にはなかなか難しい

していると思っています。ですので、これをも

と思われます。やっぱり地域の文化、歴史、伝

う一歩前進するというふうなやり方で、保健体

統、そういうものをきちっと地域のみんながそ

育の取り組みの中に、確かに生活習慣病やたば

ういった形で集まったり、あるいは地域の活性

この害とか、そういったものも含まれてはいる

化を図っていく拠点としては重要でございます

んですが、それこそ、今の要するに上山市もい

ので、引き続き残していきたいと思っています。 ろいろな予防啓発をしている中で、がんに対す
ただ、現場の声という話がありましたけれど

る認識の深まりというものをもっとどういうふ

も、どういう現場の声なのか、私も把握してお

うにするかということを私はお答えいただきた

りませんけれども、多分、現場でなくせという

いなというふうに思ったんですけれども。教育

ような声はないと思います。ですから、そうい

の中ですることしか、やっぱり、もちろん家庭

ったことも一面にありますけれども、改修とか、 の中で聞く場面はあるんでしょうけれども、が
建てかえはどうかわかりませんけれども、まず

んにかかった人はお話しできると思いますけれ

耐震診断をやっていくということが大前提なわ

ども、やはり、全般的な話なので、がん教育の

けでございますし、一歩一歩きちっと進めてま

充実についても再度質問にお答えください。

いる所存でございます。

○大場重彌議長 教育委員長。

○大場重彌議長 尾形みち子議員。

○古山茂満教育委員長 学校での保健体育の分

○１１番 尾形みち子議員 各公民館をなくせ

野では、小学校の６年生、それから中学校の３

ということではありません。要するに、準公民

年生、その部分で「がん」という言葉が出てく

館というか、類似公民館という役割もあるとい

るのは、喫煙、飲酒、それから薬物乱用、その

うようなことで、当然、それは必要だというふ

部分で「肺がん」という言葉が出てくるんです。

うには思ってはおります。この中身は一つにま

そういったものもやっぱり生活習慣病の予防の

とめて排除するというのではなくて、要するに

中で出てくるということです。

３つを合わせた大型の公民館の建設をいかがか
なというようなことでありました。

小学校の５、６年生の６年生では、保健体育
の時間が約８時間、中学校３年生では１６時間

－３６－

ございます。そこで、体育の分野については、

心を持つということに対して、やはりこれは保

学習指導要領という、子どもを育てていく場合

健指導も含めて、養護教諭と連携をして、例え

に、どういう子どもに育てていくために、どう

ば保健室にはがんに関するポスター等々の資料

いうふうにしなければならないかというものが

なんかも提示されながら、正しく理解をすると

あるんですけれども、その方針の中の第２番目

いうようなことを、本当に適切な態度、行動が

に、学校教育活動全体の中で指導していかなけ

できるようにぜひ進めていってほしいというよ

ればならないんだということがあります。そう

うな思いで今回取り上げさせていただきました。

しますと、要は保健とか体育の時間だけではな

がん教育に私特化しましたけれども、さまざま

くて、学級活動や行事やら、いろいろなところ

な今、先生方の多忙化があるわけですけれども、

で指導していかなければならない。その中にも

ただ、実際に反面いろいろなものが起きている

やはり「がん」ということがあると思います。

という状況の中で、そういう心豊かな命を大切

そうすると、中学３年生の例を出しますと、

にする、そういった教育を今後も続けていただ

１６時間の中で中学３年生の保健の分野で教え
なければならないのは何なのかという発達段階
を考えると、「がん」に特化したということは

きたいというようなことであります。
これで質問を終わります。
○大場重彌議長 次に、４番井上学委員。

なかなかできないわけですね。そういう意味か

〔４番 井上 学議員 登壇〕

らすると、やはり教えなければならないものが

○４番 井上 学議員 日本共産党議員団、井

きちっとあるわけですので、そのいろいろな教

上学です。子育て支援について、学校教育の諸

えなければならない中の１つの部分なわけです。 課題について質問します。
そういうことですので、指導法の工夫として

本市でも、中学生までの医療費の無料化が始

考えられることは、がんのことについては、担

まり、子育て支援について「本当に助かってい

任と養護教諭の連携でがんを取り扱っていくと

る」という保護者の方の声が聞こえてきます。

か、がんについて今度は生活習慣病ですと、栄

さらに支援を進め、「子育てするなら上山」と

養教諭と、それから担任とか、それから保健体

いう思いを実現させ、「元気な上山」につなげ

育の教員と養護教諭とか、そういうふうなこと

ていくことが必要と考えます。

での指導の工夫をしていって、いろいろなとこ

本市において、待機児童は、年度初めにはい

ろで学校教育活動全体の場で指導していくとい

ませんが、年度途中からの申し込みの児童につ

うことの中で、私がん教育が大事ではないとい

いて、ゼロ歳児などで定員が足りなくなること

うことは言ったことはありません。

があります。また、要望が多い兄弟、姉妹が同

○大場重彌議長 尾形みち子議員。

じ保育園に入れるようにすることについても、

○１１番 尾形みち子議員 やはり、がん対策

定員に余裕があれば解消に近づけると考えます。

推進基本計画の中で、がん教育を推進していく

現在策定中の子ども・子育て支援事業計画で

というようなことが明記されておりますので、

は、平成２９年度以降は入所予定児童の減によ

やはり児童生徒ががんに対して正しい理解、先

り定員に余裕が出てくるとされていますが、年

ほど例も申し上げました。そういったものに関

間出生数２００人を目指し施策を行っている中

－３７－

で、積極的に保育所の定員を拡充して安心して

て支援がますます進んでいます。ここでさらに、

保育を受けられる体制が整っていることを示す

第３子以降の保育料の完全無料化を含めた保育

ことが必要と考えますが、市長の見解を伺いま

料の多子軽減の拡充が出生数の増加にもつなが

す。

り、より幸せな家庭になることと思いますが、

病児保育については、保護者の方から、子ど

市長の見解を伺います。

もが病気のとき、仕事を休んで看病したいが、

次に、学校教育の諸課題について質問します。

どうしても休めないことがある。病気のときも

文部科学省は、ことし１月に「公立小学校・

保育園で預かってもらえたら助かるという声を

中学校の適正規模・適正配置等に関する手引」

聞き、必要とされている支援と考えます。

を示しました。

保育ニーズ調査では、ほとんどの場合、子ど

主な内容は、「学校規模の適正化」として、

もが病気で保育所等に預けられない際に、父親、 クラスがえができるかどうかを判断基準に、小
母親のどちらかが仕事を休んで看病している状

学校で６学級以下、中学校で３学級以下の学校

況が報告されています。また、就学前児童で４

については、速やかに統廃合の適否を検討する

割、小学生児童で３割が「できれば病児・病後

必要があるとしたこと。また、「学校の適正配

児保育施設等を利用したい」と調査結果が出さ

置」として、従来の通学距離について、小学校

れています。

で４キロ以内、中学校で６キロ以内という基準

本市において、年間の利用見込みは４０人弱

は引き続き妥当としつつ、スクールバスの導入

となっていますが、必要度が高い取り組みと考

などで交通手段が確保できる場合は「おおむね

えます。早期によりよい保育を行うため、市内

１時間以内」を目安とするという基準を加えた

の医療機関と連携して、例えば感染症などの流

ことの２点と考えます。

行時に、病院の一室を借用し病児保育を行い、

この手引きを当てはめると、本市の小学校・

また、評価、改善を図りながらよりよい病児保

中学校でも統廃合の適否を検討する必要がある

育事業につなげていくことが必要と考えます。

学校が生じます。

子ども・子育て支援事業計画では、平成２９

私の小規模校についての考えは、急いで答え

年度から病児保育事業を実施する計画になって

を出す事柄ではない。できれば、小規模校の特

おり、本市の子育て支援の重要な一歩だと考え、 色を生かして学校を存続させたいという思いで
期待していますが、具体的にどのように対応す

す。平成２４年９月定例会の一般質問で、その

るのか、市長の見解を伺います。

ときは「将来の中学校のあり方」という質問で

平成２５年３月定例会の一般質問でも議論さ

したが、当時の小関教育委員長は、学校統廃合

せていただいた第３子以降の保育料の完全無料

について「長期的視点に立って、将来構想を基

化についてですが、そのとき、市長は「まず、

本に保護者や地域の方々の意見等を尊重し、統

医療費の無料化に力を入れ、第３子以降の保育

合実施計画を推進すべきと考えている」と答弁

料の完全無料化については今後の検討課題」と

なされました。本市の小中学校統廃合について

答弁なされました。冒頭で取り上げましたが、

は、引き続きこの立場をとるべきと考えます。

中学３年生までの医療費無料化が始まり、子育

また、手引きには、各市町村においては、学

－３８－

校が持つ多様な機能にも留意し、学校教育の直

○大場重彌議長 市長。

接の受益者である児童生徒の保護者や将来の受

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

益者である就学前の子どもの保護者の声を重視

○横戸長兵衛市長 ４番井上学議員の御質問に

しつつ、地域住民の十分な理解と協力を得るな

お答えいたします。

ど、「地域とともにある学校づくり」の視点を
踏まえた丁寧な議論を行うことが望まれると示
され、今まで本市がとってきた姿勢と一致しま

初めに、保育所の定員の拡充について申し上
げます。
急激な少子化の進行により、今後、入所児童
数の減少が予想されますが、低年齢児保育のニ

す。
以上の観点から、単純に手引きに沿った学校

ーズは高まっていることから、職員体制の充実

規模の適正化は行うべきではないと考えますが、 や保育室の改修などを行うとともに、上山幼稚
本市の対応について教育委員長の見解を伺いま

園の幼保連携型認定こども園への移行を支援す

す。

るなどして定員の拡充を図ってまいります。

平成２４年９月定例会の一般質問で、生徒数

次に、病児保育の実施について申し上げます。

減少に対応した部活動について質問しました。

病児保育につきましては、平成２７年度より

大会出場にこだわらず、スポーツや文化活動を

実施に不可欠な医療機関との協議を行い、その

行う仕組みづくりを提案したところ、総合型ス

後、必要な環境整備を進めてまいります。

ポーツクラブなどの社会教育関係団体との連携

次に、保育料の多子軽減の拡充について申し
上げます。

を進めていくとのことでした。
中学校の教育懇談会に参加させていただいた

保育料の多子軽減による子育て支援の重要性

際に、地域の方から「希望する競技等が部活動

は認識しておりますが、現在のところ、国や県

としてない場合、その部活動がある学校に編入

の助成制度はなく、市町村単位の財源となるこ

できないか」という質問が出されるほど、部活

とから、平成２７年度は現在の水準を維持し、

動の選択肢の減少は、生徒、保護者だけでなく、 今後の国や県の動向を注視しながら総合的に判
断したいと考えております。

地域の方も心配する課題となっています。
児童生徒数は４０年前のおよそ半分になって

○大場重彌議長 教育委員長。

いる状況から、同じ数の部活動を維持すること

〔古山茂満教育委員長 登壇〕

ができない中で、社会教育関係団体との連携に

○古山茂満教育委員長 ４番井上学議員の御質

より中学生の希望するスポーツや文化活動を行

問にお答えいたします。
初めに、文部科学省が示す「公立小学校・中

える取り組みは非常に重要だと考えます。
例えば上山吹奏楽団や野球連盟、サッカー協
会などと連携を図り、中学生が参加できる取り
組みを設けて活動の選択肢を広げるとともに、

学校の適正規模・適正配置等に関する手引」に
対する本市の対応について申し上げます。
本市におきましては、平成２１年１１月に策

生徒、保護者、地域の方にこの取り組みを周知、 定した「上山市立小・中学校統廃合実施計画
定着させることが必要と考えます。教育委員長

（案）」に基づき、学校規模の適正化に努めな

の見解を伺います。

がら、魅力ある学校づくりに取り組んできてお

－３９－

今臨時の採用が極めて難しくなっているという

ります。
今後におきましても、引き続き、統廃合実施

ことや、あるいはやっぱり正規の保育士が責任

計画（案）を軸に据えて、保護者や地域の皆様

を持って子どもさんを見る体制をつくる、そう

の意見を尊重しながら推進すべきものであると

いう充実を図っているところでございます。
ただ、兄弟姉妹が一緒の保育園に入園すると

考えております。
次に、社会教育関係団体との連携による中学

いう点につきましては、大分できるようになり

生の希望する活動の実現について申し上げます。 ましたけれども、ただ、ここの保育園というふ
学校教育の一環である部活動の充実に努めて

うに指定されますとなかなか難しい面がありま

いくとともに、生徒数の減少により部活動の充

すので、そこはお互いの理解といいましょうか、

足が難しくなっている現状を踏まえ、生徒・保

そういう形で対応していただければ大変ありが

護者の個々のニーズにつきましては柔軟に対応

たいなと思っているところでございます。

してまいります。

○大場重彌議長 井上学議員。

○大場重彌議長 井上学議員。

○４番 井上 学議員 正規の保育士も採用し、

○４番 井上 学議員 まず、保育所の定員の

やはり年度当初からの定員確保ということが示

ことについてから進めさせていただきたいと思

されたわけで、非常に子育て世代のお母さん、

います。

お父さんにはうれしい答弁だったのかなと思い

定員を拡充していく方向でというふうなとこ

ます。

ろ、大変力強い答弁だと感じました。その拡充

あわせて、質問なんですが、施設の面積的な

の方向性について、やはり上山保育園の認定こ

部分での定員の状況というか、余裕があるのか、

ども園化ということも含めて示されたわけです

ないのかについて、１点お聞きしたいと思いま

が、やはり公立保育園においても兄弟、姉妹が

す。

同じ保育園に入れることも含めて、できる限り、 ○大場重彌議長 福祉事務所長。
法律に定めてあるところではあるものの、各定

○鏡

員の確保ということが必要と考えるところであ

初からの低年齢児の受け入れ枠をふやすために

りますが、その点についてどういう対応をお考

改修工事の作業を進めております。建物を増築

えかお示しください。

することなしに、見える範囲で最大限の低年齢

○大場重彌議長 市長。

児の子どもさんが受け入れられるような体制を

○横戸長兵衛市長 １問で答弁いたしましたよ

整えておりますけれども、それを上回るような

うに、傾向としては入所児童は減少傾向にある

ものが出てくれば、また対応は別ですけれども、

というような状況であります。ただ、やはり先

今のところ、そういうふうな施策をとっている

ほど申し上げましたように、ゼロ歳児で途中か

ということでございます。

ら入園したいという方が非常に最近ふえてきて

○大場重彌議長 井上学議員。

おります。年度当初では十分な体制でございま

○４番 井上 学議員 本当に定員拡充という

すが。新年度においては、５名の保育士も採用

ふうな部分での御努力、理解できました。

させていただきました。ということは、やはり

順福祉事務所長 今、平成２７年度当

次に、病児保育につきましてですけれども、

－４０－

平成２７年から医療機関等と打ち合わせという

最初、この問題も取り上げたときから大分前

か、協議をしていくというような御答弁だった

進した答弁になっているなと感じているところ

と思います。やはり子どもが病気になったとき

ではありますが、やはり具体的にいつの時期と

の対応というものは大変になっていまして、早

いうふうなことを示していただければ、保護者

期の運用というか、よりよい事業展開が望まれ

の方も安心できる部分も考えられますので、も

るところなのですが、１問目にも例えとして提

う一度、その点、示されないかどうかお聞きし

案させていただいたような、インフルエンザ等

ます。

がはやっている時間等に限定して、こういう試

○大場重彌議長 市長。

験的という言い方は余り好きじゃないんですけ

○横戸長兵衛市長 第１問で答弁させていただ

れども、そういった形での運用を図るというよ

きましたように、一つには、単独財政というこ

うなお考えについてお聞かせください。

とがございます。あともう一つは、完全までの

○大場重彌議長 福祉事務所長。

移行というものをどう考えていくのか。全額と

○鏡

順福祉事務所長 病児保育のタイプと

いいましょうか、そこまで行けるものなのか、

しましては、議員御提案のような医療施設に併

あるいは段階的なものなのかということもござ

設したような形、あるいは保育所に併設になっ

いますし、また、大分国全体が子育て支援に力

ていて、そこで受け入れるタイプ、あるいは単

を入れてきておるというのも事実でございます

独で施設があって、必要なときに看護師と保育

ので、先ほど、国・県の動向ということを答弁

士が来る、そして病気の症状が重いようなとき

させていただきましたが、そういう状況なんか

は医師に来てもらう、あるいは連れていくとい

も勘案しなからやっていきたいと思っています。

うようないろいろなタイプがありますけれども、

ただ、だらだらというような考え方を持って

なかなかどのタイプがいいかということとか、

いるわけではございませんので、できるだけ早

医療機関にそういう余裕なスペースをとってい

い時期にそういうものを示させていただきたい

ただけるかどうかというのはなかなか難しい課

と考えているところでございます。平成２７年

題があるのかなというふうに思いますけれども、 度は現状維持ということでございますので、そ
どういうタイプが一番適切なのか、どのお医者

の後、できるだけ早くという意味でございます。

さんから主にかかわっていただくか、受けてい

○大場重彌議長 井上学議員。

ただけるのか、そういうことも踏まえて協議し

○４番 井上 学議員 続きまして、学校教育

てまいりたいというふうに思っております。

の諸課題について進めていきたいと思います。
教育委員長からはこれまでの姿勢を堅持する

○大場重彌議長 井上学議員。
○４番 井上 学議員 病児保育をどういった

というような答弁をいただき、力強く感じてい

やり方でという部分はこれからということだと

ます。そういった中におきましても、地域の各

は思いますが、ぜひ早期に、本当に必要とされ

学校ではこういった統合というものに関して危

ている事業だと考えていますので、その点につ

惧というか、心配されているところであります。

いて再度要望しておきたいと思います。

やはり、ここでは委員長からの答弁もあったよ

次に、保育料の多子軽減についてであります。 うに、魅力ある学校づくりというものを示しな

－４１－

がら、そういった今までの姿勢を貫くというこ

から質問させていただきました。

との説明等も保護者や地域の方にもしていかな

引き続き、質問移らせていただきたいと思い

ければいけないと考えるところですが、その点

ます。社会教育団体との連携による中学生が希

について、どういった対応をお考えかお示しく

望するスポーツや文化活動を行える取り組みと

ださい。

いうことで、保護者や生徒に柔軟な対応をして

○大場重彌議長 教育委員長。

いくというような答弁でした。やっぱりこうい

○古山茂満教育委員長 文科省のほうの手引き

うふうな中で、社会教育団体との連携という部

に関しますと、小学校では南小と上小以外の学

分で、もっとこういうプログラムがあるという

校は全て統廃合になる。それから、中学校では

ようなところを示していかないと、やはり１問

南中と北中以外の学校は統廃合になるというふ

目でも言いましたけれども、「部活なくて、ほ

うな形なわけですけれども、これは地域の中の

かの学校さ行くということできるんだべか」と

学校ということから考えると、学校は文化の振

いうような懸念が出てくると。部活じゃないけ

興、それから発展に関して大きな役割を持って

れども、やりたい活動はできるんだよというこ

いるわけです。そうしたことから、やはり学校

とを示していくことが重要かなと考えるんです

がなくなるというのは、地域の方も寂しいし、

けれども、そういったプログラムの周知につい

そこで学んでいる子どもたちも大変残念なこと

て、お尋ねしたいと思います。

だと思います。そういうようなことから、先ほ

○大場重彌議長 教育委員長。

ど申し上げましたように、平成２１年に出され

○古山茂満教育委員長 学校教育の主な狙いで

た上山市立小・中学校統廃合実施計画（案）に

すけれども、これは学力をつけていくというこ

基づいてということですので、それは恐らく、

とと、それから人格の発達というか、それを培

議員研修会の中でも御案内のとおりだと思いま

っていくということが大きな目標なわけです。

すけれども、それに基づいてやっていくという

しかしながら、小学校の６年生に中学校に行っ

ことでございます。

て何を頑張るかということを聞くと、学力向上

○大場重彌議長 井上学議員。

ということは余り出なくて、何々部で頑張るん

○４番 井上 学議員 考え方はわかるんです

だという、それが１番目に出てくるんですね。

けれども、やはり本当にこの件に関して、「こ

ですから、部活動はやっぱり子どもたちにと

ういうものが示されたんだけれども、何たな

って魅力のある大きなものだと思います。そう

や」ということを質問されるんですよ。この場

いうことで、社会教育関係団体との連携という

で答弁いただいたので、私はその都度発信して

ことで、これはやっぱり推進していかなければ

いこうとは思うんですけれども、やはり安心感

ならないだろうと。社会教育団体というのは、

を与えるという意味で、何かの場においてそう

スポ少を含め、体育協会、それから総合型地域

いったことを保護者の方や地域の方に、今まで

スポーツクラブなどスポーツ関係、あとは文団

と変わらないんだから、説明しなくてもいいと

協がありますね、文化関係。それから、あとは

いう考え方もあるかもしれないんですが、やは

教育委員会としては、スポーツ関係ですとスポ

り示す場が必要ではないかなというふうな観点

ーツ振興課、それから文団協でございますと生

－４２－

涯学習課、それから学校ですと学校教育課とい

標高１，０００メートルの蔵王高原坊平地区

うことの、その連携だけじゃなくて、横の連携

にある蔵王坊平アスリートヴィレッジは、文部

も深めながら、こういうものがあるんだよとい

科学省よりナショナルトレーニングセンター高

うことを学校に教えていって、学校で今度保護

地トレーニング競技別強化拠点として指定を受

者、子どもから相談された場合には、そこで対

け、準高地で起伏に富んだクロスカントリーコ

応していくということを図っていかなければな

ースやトレーニング施設の整備の成果と関係各

らないだろうと思っています。

位のトップセールス等の御尽力によって、毎年、

○大場重彌議長 井上学議員。

全国から季節、プロ・アマを問わず多くのアス

○４番 井上 学議員 よく理解できました。

リートが合宿に訪れる施設となった一方、毎年、

最後に、やはりこの問題、先ほどは教育の問

蔵王坊平クロスカントリー大会が開かれるなど、

題で一番最初に言った統廃合の問題にも物すご

地域に開かれた施設としても親しまれています。

くかかわってきて、部活という部分で、保護者

リオデジャネイロオリンピック以降の指定にも

の中には、統廃合というふうな検討をなされる

取り組んでおり、２０２０年開催が決定した東

方がいることだと思います。ぜひ、その点も踏

京オリンピック・パラリンピックに向け、国内

まえて、委員長がお示しされた魅力ある学校づ

の競技者に加え、世界各国のアスリートを迎え

くり、やはり部活も、私も本当に重要な一部で

入れる施設であるべきと考えます。

したので、そういった部分にある魅力ある生活

そこで、蔵王坊平アスリートヴィレッジに温

も引き続き検討していっていただきたいという

泉施設を整備することでさらなる利用拡大につ

ことで、質問終わります。

なげることを提案いたします。

○大場重彌議長 この際、正午にもなりました

アスリートヴィレッジを利用して合宿を行う

ので、昼食のため休憩いたします。午後は１時

団体は、実業団やプロから大学・高校等まで多

から会議を開きます。

岐にわたりますが、さらなる利用拡大のために、

午後 ０時１０分 休 憩

これまでより幅広く合宿に訪れる団体のニーズ
に応えていく必要があると考えます。特に、蔵
王坊平アスリートヴィレッジで合宿を行う団体

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

の大半が疲労回復とリラックスのための温泉施

ます。

設の整備を求めているそうであります。また、
以前行った温泉資源調査の結果、重曹泉の単純

次に、１番川崎朋巳議員。

泉が湧き出る可能性が考えられるとの報告があ

〔１番 川崎朋巳議員 登壇〕
○１番 川崎朋巳議員 議席番号１番、会派蔵

ったと聞きます。
東京オリンピック・パラリンピック開催の２

王の川崎朋巳です。
通告に従いまして順次質問いたします。

０２０年を一つの節目の目標と捉え、また上山

初めに、蔵王坊平アスリートヴィレッジへの

が日本に、世界に誇るものの一つとするために

温泉施設整備による利用者拡大について質問い

も、温泉施設を整備し、ナショナルトレーニン

たします。

グセンターとして施設を充実させることで今後

－４３－

のさらなる利用者の拡大につながると考えます

平成８年度から始まったこの計画のうち、特
に第３次上山市定員適正化計画では、国が進め

が、教育委員長の御所見をお伺いします。
次に、山形大学の重粒子線がん治療施設と連

た三位一体の改革及び本市人口の推移等から市

携した療養地づくりについて質問いたします。

の財源不足が見込まれたことから、財源不足の

２０１９年１０月の治療開始を目指している

解消と危機的な財政状況を回避するため、全庁

山形大学医学部の重粒子線がん治療施設は、巨

を挙げて集中的に改善が図られました。その結

大な施設で重粒子を加速させ、診療所で患者の

果、市民や職員の理解と協力のもと、結果とし

がんの病巣にピンポイントで直撃させ、これに

て、平成８年度の４８７人から平成２２年度に

よって痛みも副作用も少なく、早期がんや肉腫

は３４０人へ１４７人の減となりました。

などに大きな効果を発揮すると言われています。

総務省による平成２５年４月１日時点の類似

また、重粒子線を用いた治療は日本が世界をリ

規模の自治体のデータによると、１万人当たり

ードする技術であり、世界にわずか７カ所しか

の一般行政部門の職員数で、本市は１７３自治

ない稼働施設のうち、日本は４カ所を有し、治

体中、４６位の少なさでありました。また、第

療施設は東北、北海道を通じて初めてのもので

４次上山市定員適正化計画では、平成２８年度

もあることから、国内のみならず、海外からの

当初の職員数の予定を３３４名としておりまし

治療に訪れる方の利用も見込めるものと考えま

たが、平成２６年度当初は、予定より２年早く

す。

３人少ない３３１人からのスタートでありまし

そこで、地元観光業界と協力し、いち早く山

た。定員の適正化は順調に進んでいるという見

形大学と連携した上で、滞在地として上山をア

方もできるかもしれませんが、職員数の減少が

ピールしていくことを提案いたします。

予定より早く進み過ぎているのではないかとい

山形大学は、山形市の南部に立地しており、

うことも懸念されます。

本市とのアクセスも非常に良好であります。山

人口の減少は、ほぼ全ての自治体が抱える問

形大学医学部へ重粒子線を用いた治療に訪れた

題であり、税収の減少などに伴う自主財源の減

方やその家族の方に対する滞在型の旅行商品を

少による財政への圧迫の影響を考えると、職員

開発し、山形大学との連携促進を図ることで、

のスリム化は必須であると考えます。しかし、

観光振興と本市の魅力発信、交流人口の拡大に

多様化する市民のニーズに対応するための行政

もつながると考えますが、市長の御所見をお伺

サービスの充実や、今後ますます進んでいくと

いします。

考えられる地方分権を初めとする国の制度改正

次に、上山市定員適正化計画の見直しについ

への対応など、一人一人の職員の業務量と負担
は増加する一方といった現実を踏まえ、適正な

て伺います。
本市は、これまで行財政改革の一環として定
員適正化への取り組みを行っており、現在は平

職員数の確保と同時に並行して次のことに取り
組まねばならないと考えます。

成２３年４月からの第４次上山市定員適正化計

人員不足による単純ミスやモチベーションの

画に基づいて職員数の適正化に取り組んでいま

低下による公共サービスの低下等を防ぐための

す。

職員の意識や資質を向上させる研修会等の充実

－４４－

を初め、協働の観点から、職員数の減少と同時

可能性も考えれば、建設コストの削減になると

に、業務を委託できる指定管理者や関係団体と

ともに、現在の市営住宅がある土地の将来の有

の連携の模索と強化、行政評価制度の活用によ

効利用にもつながると考えます。

る業務の見直し等、これらのことは適正な職員

将来的には中心市街地に市営住宅を建設すべ

数の確保と同時並行で行っていくべきであると

きと考えますが、一時的に街なかの民間アパー

考えます。

トを借り上げ、現在の入居者から居住いただく

こういった点を踏まえ、上山市定員適正化計

ことで、市営住宅等長寿命化計画の推進、入居

画を見直していくことについて、市長の御所見

者の安全確保、コストの削減及び街なか活性化

をお伺いします。

につながると考えます。

最後に、まちなかの活性化について質問いた

市長の御所見をお伺いいたします。
○大場重彌議長 市長。

します。

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

本市では、市営住宅の老朽化が進んでいる問
題を受け、平成２４年度策定した「上山市営住

○横戸長兵衛市長 １番川崎朋巳議員の御質問

宅等長寿命課計画」に基づき、改修工事などの

にお答えいたします。

整備が順次行われることとなっています。平成

初めに、山形大学の重粒子線がん治療施設と

２４年１２月議会において、市営住宅を街なか

連携した療養地づくりについて申し上げます。

に建設することで中心市街地を活性化させる旨

東北初となる同施設には、県内外からの来訪

の一般質問を行った際、市長は、「市営住宅長

が見込まれ、治療及び滞在期間が長期にわたる

寿命化計画の策定に取り組んでおり、課題はあ

場合も想定されることから、温泉など本市の特

るものの、一つの方向性でもあると考える」と

性を生かした滞在地となれるよう、大学側と協

答弁されました。

議をしてまいりたいと考えております。

市営住宅を街なかに移転することで、居住者
のさらなる利便性の向上に加え、中心市街地へ

次に、上山市定員適正化計画の見直しについ
て申し上げます。

安心とにぎわいが創出され、街なかの活性化に

少数精鋭の中で組織力を高めるには、職員研

つながると考えますが、市長の御所見をお伺い

修などにより職員の資質を高めることが重要で

します。

あり、あわせて市民との協働など、効率的な行

また、市営住宅の老朽化の進行により、入居
者の安全を早急に担保しながら、市営住宅を長

政運営をさらに推し進める必要があると考えて
おります。

く利用できる状況を整備することが求められて

平成２７年度に策定を予定しております第５

います。そこで、市営住宅として街なかの民間

次定員適正化計画につきましては、これらの対

アパートを借り上げることを提案いたします。

応に加え、今後の行政需要、定年退職者数など

街なかの民間アパートを市営住宅の代替施設と

も総合的に勘案しながら策定してまいります。

して借り上げ、入居者に移動していただくこと

次に、市営住宅のまちなか移転について申し

で、市営住宅の整備が進み、住みやすい環境を
提供できると考えます。継続的に居住いただく

上げます。
市営住宅等長寿命化計画の中では、街なか居

－４５－

住も検討していくこととしておりますので、平

いと。県と協議して進めていくということでご

成２７年度に策定する上山市営住宅建替計画の

ざいますけれども、今の教育委員長の答弁から

中で、選択肢の一つと考えております。

伺いますと、温泉施設はもちろんあったほうが

次に、まちなかの民間アパートを借り上げて
市営住宅にすることについて申し上げます。

いいと。そのように捉えていらっしゃるのかな
と受けとめることができました。

民間アパートを借り上げる場合、借上料と公

教育委員長として、私、２０２０年が一つの

営住宅の家賃との差額を自治体が負担すること

節目ではないのかという考えを１問目の中で申

となり、長期的に見ると公営住宅を建設する財

し上げさせていただいた次第なんですけれども、

政負担よりも多いことが国の資料で示されてお

２０２０年を区切りとする、しないはともかく、

ります。

蔵王坊平アスリートヴィレッジを将来的に、具

また、民間アパートの借り上げを既に導入し

体的にどのようにしていくべきと考えていらっ

ている自治体では、契約期間終了時に地域のコ

しゃるのか質問いたします。

ミュニティが崩壊する事例や住民が明け渡しに

○大場重彌議長 教育委員長。

応じないなどのトラブルが発生しております。

○古山茂満教育委員長 まず１つは、市単独で

以上のことから、民間アパートの借り上げに

の財政負担が大きいということですけれども、

ついては、現在のところ考えておりません。

具体的には、まず温泉を出すために掘削をしな

○大場重彌議長 教育委員長。

くてはならないわけですね。それにかかるおお

〔古山茂満教育委員長 登壇〕

よその費用は約１億円。それから、温泉施設の

○古山茂満教育委員長 １番川崎朋巳議員の御

建物関係の部分についての費用については総額

質問にお答えいたします。

で約３０億円。どういう施設をつくるかによっ

蔵王坊平アスリートヴィレッジへの温泉施設
整備による利用者拡大について申し上げます。

て違うんですが、一般的にこのぐらいのお金が
かかるということでございます。

温泉施設につきましては、リカバリー施設と

それから、もう一つは、引き続き県と協議を

して有効であり、利用者や坊平地区等からのニ

していくという部分ですけれども、その中身で

ーズもありますけれども、市単独での整備は、

すけれども、温泉施設の整備につきましては、

財政負担も大きいことから、民間活力の活用も

県のほうに要望活動を続けてきていますし、こ

含め、引き続き県と協議してまいります。

れからも続けていかなければならないというふ

○大場重彌議長 川崎朋巳議員。

うに考えています。

○１番 川崎朋巳議員 それぞれ４つの質問に

ただ、２０２０年度がめどであるという、そ

つきまして御答弁いただきました。順を追って

ういう認識はそんなに持っていませんけれども、

重ねて質問をしてまいりたいと思います。

そういう考え方もあるのではないかというふう

初めに、アスリートヴィレッジへの温泉施設

に思っているところです。
○大場重彌議長 川崎朋巳議員。

の整備について重ねて質問申し上げます。
今、教育委員長の御答弁によりますと、市で

○１番 川崎朋巳議員 市の関係各位が県のほ

の単独での温泉掘削は財政的問題があって厳し

うに働きかけてくださっているということにま

－４６－

合は高地トレーニングの競技別の強化拠点とい

ず感謝申し上げたいと思います。
当然、現在の市の財政状況を鑑みましても、

う位置づけになっておりまして、その際、国の

市で単独で整備するということはほぼ不可能に

考え方としましては、既存の施設を活用すると

近いのではないかという認識は私も持っている

いうことで、その施設を国が指定するというよ

ところです。

うな考えできておりますので、これまで、ハー

ほかの自治体の話になるんですけれども、山

ドについて国のほうが補助するということは考

形市のスキージャンプ台の整備に係る補助金と

えていないというふうに聞いております。

いうものがあったと思います。これは特色のあ

○大場重彌議長 川崎朋巳議員。

るスポーツ、オンリーワンというか、唯一のス

○１番 川崎朋巳議員 補助に関しての説明、

ポーツ施設またはスポーツに取り組んでいる自

今伺った話でおおよそ理解することはできまし

治体に対して補助をするというものを活用して

た。

山形市のジャンプ台が整備されたのではないか

先ほども申し上げたことではあるのですけれ
ども、蔵王坊平アスリートヴィレッジ、本当に

と考えます。
私、蔵王坊平アスリートヴィレッジに関して

上山が日本に誇れる施設になり得る可能性を秘

は、高地トレーニングとしては全国に２つしか

めていると考えますし、現状、さまざまな箱根

ない施設で、東北ではもちろん唯一の施設であ

駅伝で活躍されている大学であったり、実業団

ります。そう考えますと、オリジナル性がある

であったり、その一方、地元の子どもたちが使

競技を行っているところに対しての補助、蔵王

用できるような非常に開かれた施設で、物すご

ジャンプ台に使えたような補助が本市において

く上山市固有の魅力がある施設であると考えて

も使用できるのではないかと、このように考え

います。県補助を含めたさまざまな補助金が早

ておるんですが、それについて見解をお伺いし

急に対応されなければ、温泉施設整備の必要性

ます。

は市としても持っていらっしゃるということで

○大場重彌議長 教育委員長。

はございますけれども、すぐにでも対応できな

○古山茂満教育委員長 ナショナルトレーニン

いというようにも受け取れた次第であります。

グセンターという大きなくくりの中で、それに

ただ、私改めて、今の本市の観光を含めた現

ついての補助金ということについてスポーツ振

状を考えますと、蔵王の噴火に関する状況等を

興課長のほうからお答えいたします。

抱えて、非常に蔵王坊平、上山温泉、全ての観

○大場重彌議長 スポーツ振興課長。

光業界に対して非常に将来が危惧されていると

○舟越信弘スポーツ振興課長 県のほうへ要望

ころだなというふうに感じているところです。

の際には、蔵王のジャンプ台の話も聞いており

そのようなことも含めまして、本当に頑張って

ますが、その辺も考慮してほしいということで

いただかなくてはいけないところであるのかな

の要望は行っているところです。

というふうに思いますし、上山市の観光が下火

補助金ということで、考えられる補助金につ

になることがないような、観光ももちろん、ス

いて検討しておりますが、ナショナルトレーニ

ポーツ振興という意味でも、ぜひ前向きに進め

ングセンターの補助につきましては、上山の場

ていっていただきたい事案であるというふうに
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めていくことは非常に重要であると思います。

考えます。
では次に、山大の重粒子線がん治療施設との

それは周辺自治体との兼ね合いということ、周
辺自治体とお客様に関するサービスの提供をし

連携について、重ねて質問いたします。
先ほど大学と今後協議をしていく中での連携

ていく中でも差別化を図ると申しますか、リー

を進めていくという話ではございましたけれど

ドしていくためには、率先して山形大学と連携

も、具体的に例えばどのような連携が今後考え

していく必要があるのではないかと考えます。
これまでの山形大学の連携を踏まえて、今後、

られるのかについて御質問いたします。
○大場重彌議長 観光課長。

より密接な関係のもと山形大学と連携していく

○石井 隆観光課長 平成３０年に治療開始と

点について、もう一度改めてお伺いします。

いうことで準備室を設置して今整備が進められ

○大場重彌議長 市長。

ているわけでございますけれども、我々もつま

○横戸長兵衛市長 上山市もいろいろな大学と

びらかな情報を入手しておりませんので、まず

連携をさせていただいております。議員御指摘

は、正しい情報を入れるということが一番かな

のほか、東北大学の大学院研究所とも連携して

というふうに考えておるところでございます。

おりますし、山大とは既に東北創生研究所と観

したがいまして、今週もですけれども、関係

光、農業の面について連携をしておるところで

課と準備室と意見交換をするということにして

ございます。医学関係のことについて触れられ

おるところでございます。

ましたけれども、それは我々が必要な情報など

○大場重彌議長 川崎朋巳議員。

に対して、どの大学の先生方、どの大学の医学

○１番 川崎朋巳議員 今週、準備室とお話を

部がいいのかということはやっぱり我々がきち

されるということでありました。私、今回、山

っと対応していかないと、ただどの大学が近く

大との連携というのは今後の将来を見据えた上

にあるからいいということではないんですよね。

で重要な部分ではないかなというふうに考え質

やっぱりそれぞれの課題があるわけですから、

問いたしました。

そこが一番すぐれているといいましょうか、

その理由としてなんですが、本市の滞在型温

我々がお願いするに値する学部かどうか、大学

泉を利用し取り組んでいる事業というものがあ

かどうかということで今まで対応してきている

るわけですけれども、その中で、特にクアオル

ということでございます。

トについて医療面で連携をしている大学という

したがいまして、今回の山大の重粒子線がん

のが、早稲田大学と、東京医科大学と、県立保

治療施設についてもこれからですが、果たして

健医療大学であったかなというふうに思います。 重粒子線がん治療の中で長期滞在というものが
今考えてみますと、山形大学は隣市にある最

あるのかどうか。そういうものはわかっており

も身近な大学と言って過言ではない大学なのか

ません。１泊２日の滞在のときに、じゃあ、そ

なと思います。その大学とこれまでどのような

れが上山市の温泉でいいのか、あるいは山大の

連携が図られてきていて、今後どのように連携

病棟でいいのか。これもわかっておりません。

していくのか。この連携のスタート地点として、 そういうことで、これから、やっぱり観光地で
例えば重粒子線がん治療施設を含めた連携を進

ある、山形市の隣接地である、クアオルト事業

－４８－

を進めている地であるといいながらも、やはり

行われております行政評価の仕組みをもっと充

主体は患者さんなわけですよね。ですから、そ

実させるべきではないかという、この３点につ

ういったもろもろのものを山大とこれからいろ

いて申し上げさせていただきました。

いろ話し合いをさせていただくという段階でご

この３点について、これから第５次の定員適

ざいます。

正化計画の中でどのように具体的に取り組まれ

○大場重彌議長 川崎朋巳議員。

ていかれるのか、改めて質問いたします。

○１番 川崎朋巳議員 市長から答弁をいただ

○大場重彌議長 市長。

きまして、山大との連携を含めた今後の上山と

○横戸長兵衛市長 この３点については、私と

山大医学部との関係というものと理解いたしま

はちょっとかみ合わない部分がございます。
まず１点でございますが、研修会でございま

した。
特に本市においては、市長からもありました

すが、これについては後で庶務課長のほうから

けれども、クアオルトというものを進めている

具体的なものは答弁させますが、大枠を言えば、

わけであります。このたび山形大学にこのよう

今若手職員の方々を長期研修というようなこと

な施設ができるということを好機と捉えなくて

で、現在は国土交通省に２年間、これは国土交

はいけないということは、改めて考えていかな

通省の職員として派遣をしております。もう一

くてはならないことなのではないかというふう

人は、この３月に帰ってまいりますが、仙台市

に考えておる次第であります。連携に関しては、 にあります東北経済産業局にも２年間派遣をし
これから進めていくということで理解いたしま

ているところでございます。新年度につきまし

した。よろしくお願いいたします。

ては、今度新たに東北整備局のほうにも、国土

次に、３つ目の上山市定員適正化計画につい

交通省の職員として、市役所を一回やめて、２

て、今後、第５次の定員適正化計画の中で、総

年間派遣をしますし、また東北経済産業局につ

合的に対応されていくというお話を伺いました。 いても新たに職員を２年間派遣します。と同時
特に職員数の確保という問題に関しては、市長

に、経済産業局のほうからは１人、上山市のほ

を初めとする市の執行部の皆様または職員の皆

うに来ていただく。いわゆる人事交流をさせて

さん、また市民理解のもと、苦渋の決断をもっ

いただくというようなことをやっておりますし、

て取り組まれたものであるというふうに理解し

そのほか、自治大学校への参加やその他の研修

ています。

もやっておるというような状況にございます。

私は１問目の中で大まかに３点について話さ
せていただきました。１つ目は、研修会等の充

もう一つは、やっぱりこれからの定員適正化
計画の中で大事なのは２点ございます。

実、どのように充実させていかれるのかという

一つは、いわゆる消防の広域化ですね。これ

点が１点。２つ目は、職員数を確保していくた

がどういう形でできるのかということですね。

めにも、市内の関係団体であったり、指定管理

これは本市だけではできないわけでございます

者を指定して取り組んでいただくなり、そのよ

し、山形市を中心にとか、３市２町とか、７市

うな施策が同時並行で必要であろうという点が

７町とかという話がありましたけれども、現時

２点目。３点目に関しては、平成２６年度から

点で進んでいないのがこの村山エリアだけなん

－４９－

ですよね。あとは全部、消防広域化になってい

の問題もございましたので、内部の臨時職員の

るという点が１つ。

公務員倫理研修、あるいは文書規定、服務規程

あともう一つは、このたび、あさひ保育園を
廃止しますけれども、保育園の民営化をどう進

等の基本的な研修なども実施をしたいというふ
うに考えてございます。

めるのか。それから、市立保育園をどう確保し

それから、２点目ですが、いわゆる指定管理

ていくのかという点が、これから定員適正化計

者制度等々の導入ということでございますけれ

画の中では大きな要因になるのだろうなと思っ

ども、これにつきましては、当然のことながら、

ておるところでございます。

行革の面におきましても引き続き取り組む必要

そういうことで、多ければいいというもので

がございまして、市役所が担う分野あるいは市

もございません。やはり職員一人一人の資質を

民の方々が担う分野ということで、きちっと役

高めていくという点については、議員御指摘の

割分担していく必要がございますので、今後と

とおり、研修というものは非常に大事でござい

も引き続きそういった考え方も取り入れていき

ますので、今後も進めてまいりますが、そうい

たいというふうに考えてございます。

った観点の中でやらせていただくということで

３点目でございますが、行政評価、これも平

ございます。

成２６年度におきまして、精度を高めた、見直

○大場重彌議長 庶務課長。

しをした行政評価を行ってございますので、こ

○鈴木英夫庶務課長 まず最初に、研修の関係

れも引き続ききちっとやりまして、それらをあ

でございますが、具体的なことを申し上げます

わせまして総合的な定員適正化計画をつくって

と、先ほどの人事交流については、市長が申し

まいりたいというふうに考えております。

上げたとおりでございますが、そのほかに平成

○大場重彌議長 川崎朋巳議員。

２６年度、昨年になりますけれども、地方公務

○１番 川崎朋巳議員 現在、市で行っておら

員法が改正になりまして、人事評価制度を導入

れる取り組みについて、ただいま伺いました。

しなければならないということになってござい

改めて行政評価について再度お伺いしたいと思

ますので、そちらの研修なども行ってまいりま

うんですけれども、行財政改革、市の職員数確

す。それから、毎年行っておりますけれども、

保が進んでいる自治体においては、市民の代表

自治大、東北自治研、それから市町村アカデミ

を加えた行政評価というふうなものが他自治体

ー等への研修も積極的に引き続き行ってまいり

を含めても進んでいるように思いました。本市

たいと思います。

の行政評価、第３次の委員会まで行われていた

あわせて、特に若い職員を長期的な研修のほ

と思うんですが、その第３次評価について、評

うに派遣したいというふうにも考えてございま

価する委員に市民を加える。その上で市民に行

す。

政評価の結果を周知させるということで、市が

それから、土木建築、保健師などの専門職に

行っている行財政改革が広く市民に周知され、

つきましても、専門研修を積みたいというふう

また職員数の確保という面についても市民理解

に考えてございます。

を得やすいのではないかなというふうに考えま

そのほか、御承知のとおり、いろいろな昨年

すが、これについてお答えをお願いします。

－５０－

市営住宅を街なかに建設する選択肢、または

○大場重彌議長 市政戦略課長。
○鈴木直美市政戦略課長 行政評価につきまし

現在の市営住宅が立地している場所に新たに建

ては、ただいまありましたとおり、３次評価ま

てる選択肢、いずれも考えられるのかなと考え

で行いまして、その結果をパブリックコメント

ますが、市営住宅をより街なか、中心市街地に

によりまして広く周知の上、市民から御意見を

建設することについてのメリットと、現在の市

頂戴しているものでございます。評価自体につ

営住宅の場所に建設することのメリット、いず

きましては、内部の評価委員会におきまして評

れかを考えた場合に街なかに建設するほうが市

価しているという過程を経ておりまして、現段

民に対するメリットがより大きなものになるの

階につきましては、外部の評価委員というもの

かなと。ただ、行政として、街なかの土地とい

を立ち上げて改めて評価するという考えはござ

うのは現在の場所よりも比較的地価等は高いの

いません。

かなというふうに考えるものであります。
この選択肢の一つとして街なかに建設すると

○大場重彌議長 川崎朋巳議員。
○１番 川崎朋巳議員 ありがとうございまし

いうこと、これについて今後どういうふうに考

た。

えて、どのようなタイミング、または本市の財

私たち議会といたしましても、議会改革の中

政というものを把握した上で、どういうスパン

で、現在の議員数１５名という中でやらせてい

をもって建設するのがよろしいと考えていらっ

ただいています。私は人数が多かった時代はも

しゃるのか、改めて質問いたします。

ちろんわからないんですけれども、人数を減ら

○大場重彌議長 市長。

しながら、適切な人数を確保しながら、また新

○横戸長兵衛市長 市営住宅も大分老朽化して

たな理解を得るための施策というものを並行し

きたということは事実でございます。そういう

て進めていくことで、いろいろな方等の理解で

中で、まちづくりと言いましょうか、そういう

あったり、コンセンサスが得られるものではな

中での選択肢の一つだということでございます。

いのかなというふうに考えます。

現在の場所から、街なかというと、どの辺にな

今後、第５次の定員適正化計画の中で、総合

るのかということもございますし、いわゆる中

的に取り組んでいかれるという話を承りました

心市街地をどの規模でといいましょうか、コン

ので、これについてはこれで終わりにしたいと

パクトシティという言葉がございますけれども、

思います。

それをどの範囲におさめるといいましょうか、

最後に、市営住宅の街なかへの移転というこ

考えていくということもあります。

とについて、選択肢の一つとして考えられると

いずれにいたしましても、ただ単に市営住宅

いうような答えであったと思います。街なかの

をつくるということだけではなくて、例えば民

民間アパートを借り上げて市営住宅の代替施設

間施設と併設するとか、やっぱりそういったい

として利用することに関しては、市営住宅とし

ろいろな手法を考えながら、しかもそこに住ん

ての契約終了後の問題であったり、行政として

でいる方々がより便利になるというようなこと

負担する金額の問題で難しいという回答であっ

もあわせて考えていかなければならない要素の

たと思います。

一つだと思いますので、そういったことを考え

－５１－

ていけば、ここ１年でできるというものではな
いと思います。しかし、やはり建てかえの時期
にも来ておりますので、総合的に判断をさせて

目の一般質問です。
「赤々と 一本の道 通りたる 我が魂きわ
る 命なりけり」
振り返れば、この茂吉翁の歌には及びもつき

いただきたいというふうに思っています。
○大場重彌議長 川崎朋巳議員。

ませんが、志を立て長きにわたり市政壇上に立

○１番 川崎朋巳議員 総合的にというお話を

たせていただいてきた私の後ろには、３２年間

伺いました。

変わることなく広範な市民の皆さんの本市発展

市営住宅の入居者というのは、非常に長い期
間市営住宅に入居される傾向があるというふう

と暮らしに寄せる熱い期待と切実な要求があり
ました。

に伺っています。市営住宅を建設してそこに長

また、いつどんなときも切磋琢磨し合う同僚

い期間居住していただけるのであれば、先ほど

議員と執行部の皆さんの真剣なまなざしがあり

の今の民間アパートを借り上げて市営住宅にす

ました。

るというよりも、長い期間住んでもらえば借り

市長とは、２０余年の長きにわたり議員同士

上げのコストよりも建設にかかるコストのほう

として、あるいは執行部と議会という立場で、

が安く上がるという、そのようなことで、民間

熱く市政を論じ合ってきました。お互い、まさ

のアパートを借り上げるということよりも、つ

に真剣勝負でした。

くってしまうほうが選択肢としてはよろしいの

市民の皆さん、市長、そして執行部、職員の
皆さん、また同僚議員の皆さん、本当に、本当

かというふうに受けとめました。

民間スペースと併設という言葉がありました。 にありがとうございました。まさに感無量でご
いずれにせよ、一番重要なことは、市民の方に

ざいます。この今の私の胸中を披瀝し、質問に

本当に喜んでいただけて、いろいろな方に利用

入らせていただきます。

していただける。そして、長期にわたって満足

市長は、新年度施政方針の中で、第７次上山

感と安心感が得られ、街なか利用、居住の利便

市振興計画策定について「各般にわたり活躍さ

性というものが非常に重要ではないのかなと考

れている方々の参加を得ながら」「市民ととも

えます。

に策定していく」という方向を示されました。

今後も引き続き市営住宅長寿命化計画に基づ

本市の未来について、行政のみならず、広く市

いて、市営住宅の有効利用と市民の安全性の確

民の英知を結集し、市民の願いに立った計画づ

保、入居者の安全の確保ということに努めてい

くりを進める上で、この姿勢はとても大事だと

ただきたいなというふうに考えます。

考えます。
折しも、人口減少問題の深刻化を背景に「自

以上で一般質問を終わります。
○大場重彌議長 次に、１３番橋本直樹議員。

治体消滅」論が衝撃を与える中、安倍政権によ

〔１３番 橋本直樹議員 登壇〕

る「地方創生」戦略が大々的に打ち出されてき

○１３番 橋本直樹議員 日本共産党議員団、

ました。これに沿って、ＴＰＰの先駆けとして

橋本直樹でございます。

の「国家戦略特区」構想や道州制の前提である

私の３２年間の議員活動を締めくくる７０回

「地方中枢都市圏構想」の推進といった政策が

－５２－

ちから歩き始めておられる市長を初め、文字ど

矢継ぎ早に示されました。
第７次上山市振興基本計画の策定に当たって

おり、毎朝、楽しそうな語らいとともに参加者

は、まずこうした国の示す方向が真の「地域創

の先頭に立ってウオーキングを続けておられる

生」につながるのか、市民の立場からのしっか

方々を拝見するにつけ、このまちへの愛着心の

りした検証が求められています。

深さが感じ取られ胸を熱くさせられてまいりま

また７次振は、上山市観光振興基本計画など

した。
同時に、あのとき「吸収合併」という形で

さまざまな計画が策定される中で、その最も大

「上山市」という住民自治の器を放棄していた

事な基本となるものです。
急速な人口減少や高齢化のさらなる進行とい
う状況のもとで、そこで示された目標と将来構
想に向かって、市民みずからが希望を持って頑

ら、今どうなっていたかという思いを強く感じ
ます。
国の動きを見ると、「地方創生」関連法のも

張っていけるものとして策定されるかどうかは、 とで地方自治体の「集約とネットワーク化」の
考え方が示され、「地方中枢拠点都市圏構想」

上山市の未来にかかわる大きな課題です。
そこで、以下４点につきまして市長の御所見

が推進されようとしています。これは人口２０
万人以上の都市を対象にしており、今は盛岡市

をお伺いいたします。
まず第１に、自立のまちづくりの基本理念継

など「モデル事業都市」９市のみですが２０１
５年度は本格的に展開されることになっており

承に関してです。
上山市は、当然のことながら、今自立したま
ちづくりを進めています。市長御承知のように、

ます。
この特徴は、拠点都市に「都市機能の集約」

本市のまちづくりの前提として確立されている

という目的で地方交付税を上乗せすることです。

「自立」という原則は、「平成の大合併」とい

逆に言えば、周辺自治体は「集約」という名分

う大嵐が本市を含めた全国の地方自治体を席巻

で交付税が減らされるおそれが大きく、平成の

する中で、市民も、行政も、議会も大変な困難

大合併当時つくられた中核市制度の焼き直しで

を克服し踏みとどまった結果、かち得たもので

はないかと危惧されており、新たな自治体合併

す。競馬場廃止、２３億円の財政赤字、市職員

促進や道州制につながるものとの指摘もなされ

の６％給与カット、議会の大幅定数削減など、

ています。

まさに血のにじむような努力によって支えられ

平成の大合併が合併した地域に何をもたらし
たか。それは自治体周辺部での大幅な人口減少

てきた道でもあります。
これらを受けて策定された第６次振興計画で

と深刻な財政問題でした。新しい構想も拠点都

は、基本課題の第一に「自立性を高めるまちづ

市以外の周辺部にさらなる人口減少をもたらし

くり」を高々と掲げました。私は、本市が上山

かねないものです。

型温泉クアオルト事業推進などで全国発信でき

そこで７次振策定においては、こうした国の

るようになった背景には、先人のこうした努力

流れが本市に何をもたらすのか慎重に検証し、

があったことを忘れてはならないと考えます。

「自立のまちづくりの理念はしっかり継承す

私は、この厳冬の期間中も、まだ早朝暗いう

る」との立場から諮問を行うべきと考えます。

－５３－

以下の視点での十分な検討が求められていると

市長の御所見をお伺いいたします。
次に、人口目標に関してお伺いいたします。

考えます。

人口問題に対する国の基本方向は、要約すれ

まず、１点目は、本市の急激な人口減少とい

ば、１「東京一極集中是正」、２「若者の就

う現状をどう捉えるかという点です。これは地

労・結婚・子育て支援」、３「地域特性に即し

方の一自治体の問題ではありません。これまで

た地域課題解決」とされています。全く同感で

の国の政治の一つの帰結です。
その一例として、本市基幹産業である農業を

す。
しかし、実態はどうなのか。非正規雇用の際

挙げれば、昭和５１年から平成２２年までの３

限ない拡大、規制緩和による大規模再開発と公

３年間で専業農家数を１４１戸、兼業農家数を

共投資による東京集中の固定化、医療・社会保

１，６７０戸減少させています。

障削減や子育て医療の自治体任せ、農産物自由

また、これは平成２２年度の内閣府による

化の促進などなど、危機感は強調するが、地方

「年収別・雇用形態別既婚率」の統計ですが、

が人口問題であえいでいる根本原因に全く手が

年収３００万円から４００万円未満の男性の既

つけられていません。

婚率が、２０代、３０代ともそれぞれ２５．

耳ざわりのいい言葉には空虚感さえ感じます。 ７％、２６．５％で、年収がふえるにつれてこ
大事なことは人口減少問題をどう捉えるかです。 の既婚率がさらに上昇しているのに対し、３０
私は、安倍内閣の言う「地方創生」が、人口減

０万円未満の男性の既婚率は２０代８．７％、

少問題を社会保障費と地方交付税削減の根拠に

３０代９．３％という結果になっています。ま

していることをしっかり見る必要があると考え

さに低年収の層の方々は結婚している人が１０

ます。

人に１人いないという現状を示しています。

「まち・ひと・しごと創生会議」議員の増田

私はこの統計を見て、政治にかかわるものと

寛也氏が座長を務める日本創成会議レポート、

して、改めて今の若者たちの人間としてのあえ

「壊死する地方都市」、いわゆる「自治体消

ぎの深刻さ、切実さを胸が塞がるような思いで

滅」論なども、殊さら危機を強調するだけで、

受けとめさせていただきました。

そこに住み地域を守って必死に生きている人た

こうした状況が人口減少に大きな影響を与え

ちの息遣いや願いまでが押し込まれているよう

ることは論をまちません。「人口がどんどんふ

な印象を受けるだけです。

えるような活気あるまちでありたい」、これは

今進められている地方創生は、これが土台と

市民みんなの願いです。しかし、一地方自治体

なっていると言われています。こうした背景の

の施策だけでは限界があります。大事なことは

もと、７次振策定に際しては、人口減少にいか

これまでも繰り返し申し上げてきたように、ま

に歯どめをかけていくかも焦点になることは当

ず市民が「上山に住んでよかった」
、「上山は安

然です。計画に盛られるあらゆる施策がこの課

心して暮らしていけるまちだ」と心から実感で

題を前進させるためにいかに資するものになる

きる、暮らし・福祉を何より大切にした温かい

か、そういう観点から試されることになります。 まちづくりをいかに進めるかが課題だと考えま
私は、そのためにも人口目標設定に際しては、

す。

－５４－

今必要なことは、「市民の力を結集すれば、

そこで市長に提言させていただきます。
７次振策定に当たっては、「人口減少で大変

小さくとも上山をきらりと光らせていくまちづ

だ。自分が何とかしなければ」という姿勢であ

くりはできる」、「小さいからこそ、市民一人一

ってはなりません。以下、６次振で頑張って前

人の顔が見える温かいまちづくりができる」と

進させてきた施策を列挙させていただきます。

いうことを、７次振の土台にしっかり据えるこ

子育て支援施策の拡充、健康づくりや予防を

とだと考えます。市長みずからの信念と御所見

軸にした先進的な介護・福祉施策の展開、学校

をお示しください。

施設や上下水道・生活道路など公共施設の計画

２点目は、「今後１０年間の人口減少を３万

的整備、住宅政策や中心市街地活性化事業の推

５，０００人までに抑える」とした第６次振興

進、自然・温泉資源・スポーツ資源・農業物資

計画の徹底的な総括を行い、そこから将来につ

源・工業技術資源など全国に誇れる豊富な資源

ながる課題を導き出すことです。

を生かした全国発信力強化と交流人口拡大策、

議会は、この目標維持のための政策提言も行
ってきました。計画書では、人口目標実現の基

そして企業誘致などです。
今求められていることは、人口減少が進んで

本方向として「まちづくりの戦略事業を軸とし

いるにしても、市民とともに頑張ってきたこれ

て、次代の担い手をしっかり育み、誰もが健や

までの努力と前進に確信を持って、それを土台

かで暮らしやすい地域づくりと新たな交流・活

に市民一人一人が上山に住んで本当によかった

力の創造を進め、人口の維持・定着と産業の活

と言えるまちづくりを、焦らずに一歩一歩着実

性化につないでいく」と述べています。しかし、

に進めるという市長の姿勢の確立です。私はそ

結果的には、約３，５００人の人口減により目

のことが結果として本市の人口減少の歯どめに

標値の水準を維持できませんでした。

もつながると考えます。また、厳しいときだか

私は、この方向が間違ってはいなかったと確

らこそ、困難だからこそ、みんなで力を合わせ

信します。人口問題は国の政治の影響を大きく

ようという、市民とともに頑張る姿勢の確立も

受けます。また、施策の総合性が問われる課題

求められています。そうした市長の姿勢に市民

であり、粘り強い継続性も要求されます。大事

は必ずついていくと信じます。市民はその力を

なことは、この数字的な結果だけを捉えて一喜

持っています。

一憂しないことだと思います。私ども議会もこ

合併破談後の自立に向けた市民懇談会で、多
くの市民から「まちのためにおらだがやれるこ

の６次振の推進に市長がどんなに頑張ってこら
れたかをよく理解しております。

とは何だ。やれることは何でもやる」という声

そこでまず、市長御自身が、人口の維持・定

が多くの市民から出され、議会の立場で参加し

着と産業活性化につなげる軸としての戦略事業

た私どもが感動させられたことは市長も御承知

の展開が本市のこれからにどんな地平を切り開

のとおりです。当時の市民アンケートでは、約

いたのか。次代の担い手を育成・定着させる上

８０％が「合併の是非は市民意志の確認を」と

で６次振がどんな成果をもたらしたのか。また、

回答するなど、このまちに対する市民の熱い思

残された課題は何か。市民にとって温かく健や

いはどこにも負けないと感じさせられました。

かで暮らしやすい地域づくりは、真に前進した

－５５－

と言えるのかなど、新たな振興計画づくりに生

『温泉』と『健康・医療』と『食』が融合する

かすべき前提となるしっかりした総括を行い、

事業を一層強化していく必要がある」として、

それを７次振の土台に据えていくべきと考えま

上山型温泉クアオルト構想を新しく打ち出しま

す。市長の御所見を求めます。

した。上山型温泉クアオルト事業を軸とした健

第３に、温泉健康施設の位置づけに関してお

康増進への本市の取り組みは、厚生労働省健康
局長表彰を受けたことでも明らかなように、上

伺いいたします。

第６次上山市振興計画の掲げる将来都市像は、 山発として全国的広がりを持つようになりまし
「健やか交流都市 かみのやま」です。それに

た。

沿って、健康で創造する観光・生活都市プロジ

健康づくりは、これから間違いなく全国挙げ

ェクトの一環として「自然温泉健康医療都市づ

ての課題になります。今回の国による表彰は、

くり」を位置づけました。現在、市民レベルで

温泉・里山などの地域資源の活用も含め、今ま

施設建設構想が検討されている温泉健康施設は、 でにない形で健康づくりを進めている本市に対
このプロジェクトの具体化とも言えます。間も

し、「今後さらに全国の先進地としての役割を

なく答申が出されると伺っていますが、まず、

発揮してほしい」という認定をいただいたとい

これまでの温泉健康施設検討委員の皆さんの御

う意義を持つものだと思います。

努力に心から敬意を表させていただきます。
検討委員会資料によれば、多岐にわたり大変

まず、この意味を市民共通の誇りにすること
が必要です。これまで議論されてきたように、

な議論を積み上げられてきたことがよく理解で

「地元での定着が弱い」という現状に対し、市

きるとともに、この施設建設に課せられた大き

民定着をいかに図るかが今後の大きな課題にな

く重い位置づけと市民合意づくりの大事さを改

っています。私は今回の表彰によって、その大

めて実感させられました。「市民の健康づくり

きなきっかけを与えていただいたものと考えま

の施設」、
「観光誘客にも資する施設」
、
「日帰り

す。

温泉の機能も有する施設」など、市民の意見も

経済・政治情勢の変化などにより、これまで
の施策を新しく見直す必要が出てくることは当

多様です。
そこで、市民が心を一つにして、喜んで利用

然です。同時に、その施策の継続と深化・拡大

できるような温泉健康施設建設を実現していく

により、一層輝きを増す可能性のあるものに対

ために、今何が求められているかという点です。 しては、新しい計画の中でもしっかりした位置
第１に、私は７次振でこの施設に対するより
深い位置づけをしていくことが大事だと考えま

づけを与える、こうした姿勢が市長には求めら
れていると考えます。

す。そのために、まず第６次上山市振興基本計

そこでまず、第６次上山市振興基本計画の将

画の全体を貫くキーワードである「健康」の位

来都市像のキーワードである「健康」を７次振

置づけを継承すべきと考えます。

にも引き継ぎ、さらに発展的な組み立てをして

第６次上山市振興後期基本計画では、自然温

いくとともに、自然温泉健康医療都市づくり、

泉健康医療都市づくりに関して「今後とも、こ

上山型温泉クアオルト事業推進を７次振のプロ

れまでの取り組みの充実を図っていくとともに、 ジェクトとしても位置づけていくべきと考えま

－５６－

ために、年齢別・地域別・階層別の市民アンケ

すが、市長の御所見をお伺いいたします。
また、温泉健康施設に関しては、検討委員会

ートを実施することです。

の答申に基づきながら振興審議会の中でもしっ

特に、今市民の暮らしや福祉に寄せる願いは

かり議論をいただき、市政全体の中における位

切実なものがあります。市民に寄り添った福祉

置づけも含め、その機能と役割の明確化を図る

重視のぬくもりある振興計画にしていくために

ことが求められていると考えますが、あわせて

も、市民アンケートをぜひ実施すべきと考えま

御所見をお示しください。

すが、市長の御所見をお示しください。

さらに、新しい振興計画の中で、本市温泉の

第２に、子育て中の若い世代を対象にした仮

「資源としての可能性」と「健康を柱にした将

称「７次振青年フォーラム」を立ち上げること

来のまちづくりへの温泉活用の可能性」の拡大

です。

をしっかり位置づけていくことが求められてい

今子育て支援の施策をめぐって、全国的にあ
るいは県内でも、競い合いのような状況が生じ

ると考えます。
このような立場から、既存源泉の保護及び効

ています。こうした中で、ややもすると、「財

果的活用方策に加えて、既存源泉と両立可能な

政次第」で一過性のものになりかねないような

新たな源泉開発・利用拡大の可能性に関する専

施策になったり、「奇抜さ」を競うものに走り

門機関の協力も仰いだ調査事業をしっかり位置

がちなる心配も出されています。

づけていくべきと考えます。市長の御所見をお

今、必要なことは、地域と若い世代の切実な
要求に根差した、特に持続性ある子育て支援施

示しください。
最後に、市民総意の結集に関してお伺いいた

策が何かを明らかにすることです。そのために
は７次振策定に当たって、子どもとともにこの

します。
市長所信表明では、新しい振興計画を「市民

まちで必死に生きていくことを選んだ若い世代

とともに策定する」という御決意を示されまし

の方々の声や思い、切実な要求をしっかり酌み

た。私はまさにこれが本市の希望ある未来への

上げる仕組みをつくるべきです。市長の御所見

第一歩だと実感しました。

をお伺いいたします。

今市政に求められているのは、「市民ととも

市職員の上山に寄せる情熱と創造性をいかに

に歩む」という市長の姿勢です。厳しさの中で、 反映させるかという点に関して申し上げます。
これから策定する７次振が本市の未来に希望を

今、公務労働をめぐる状況は、極めて過酷な

開く力を持つ最大の保証は何か。それは「どん

ものがあります。「少数精鋭」という市長の方

な事業を盛り込むか」ではなく「どうつくり上

針のもと、行政需要が拡大するもとで、少ない

げたか」にかかっています。そのためには、こ

人員で多岐にわたる市民要求に対応し行政実務

の計画を市民も、市職員も、市長も、議会も、

を執行しています。私は、大変な中、本当によ

みんなが知恵と力を合わせて精魂込めてつくり

く頑張ってくれていると胸が熱くなります。そ

上げたと実感できるものにすべきと考えます。

の努力を支える力の源泉は、やはり上山をもっ

そこでまず、新しい計画に市民が何を望むか、 ともっとよくしたいというこのまちへの愛着心
どんな意見を持っているかを把握・反映させる

だと思います。

－５７－

市職員は、公務労働を通し、住民サービスの
担い手としてその役割を果たすとともに、まち

問題であり、本市の施策だけで解決できる問題
でないと認識をしております。

づくりの組織者でもあります。７次振を市民総

今後、少子高齢化・人口減少が進行したとし

意を酌み尽くし、真に市民協働の力を発揮する

ても、決して現状を悲観することなく、市民と

ものとして策定していくために、本市の将来を

ともに将来を見据え、市民が誇りと自信を持て

担う若い職員の新鮮な発想や創造性をその情熱

るまちとなるよう、本市の豊かな地域資源を生

とともに大胆に酌み取る仕組みを庁内に確立す

かした施策を長期的かつ着実に進めることが重

べきと考えます。それをたたき台にして市民論

要であると考えております。そのためにも、第

議もどんどん深めれば、ここからも市民・行政

６次上山市振興計画の成果と課題を総括した上

協働の取り組みもさらに前進できると確信いた

で、第７次上山市振興計画を策定してまいりま

します。これらにどう対応されるか、市長の御

す。

所見をお伺いいたし、第１問といたします。
○大場重彌議長 １３番橋本直樹議員に対する
答弁の前に、この際、１０分間休憩をいたしま
す。

次に、温泉健康施設の位置づけについて申し
上げます。
本市では、全国に先駆けて「上山型温泉クア
オルト事業」を実施し市民の健康増進を図って

午後 ２時２０分 休 憩

おり、この取り組みが第７次上山市振興計画で
も大きな柱になると考えております。
温泉健康施設につきましては、現在、市民等

午後 ２時３０分 開 議
○大場重彌議長 休憩前に引き続き会議を開き

の意見を尊重するために、市民や各種団体の代

ます。

表からなる温泉健康施設検討委員会において、

１３番橋本直樹議員に対する答弁を求めます。 施設の必要性や機能等について議論をいただい
ていることから、この結果を考慮した上で、振

市長。

興計画に位置づける必要があると考えておりま

〔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

す。
なお、新たな源泉開発・利用拡大の可能性に

問にお答えいたします。
初めに、自立のまちづくりの理念継承につい

ついての調査事業につきましては、これからの
事業展開も見据え考えてまいります。

て申し上げます。
第７次上山市振興計画を策定するに当たり、
どのようなまちを目指すのか、みずからの責任

次に、市民総意の結集について申し上げます。
第７次上山市振興計画を策定するに当たり、

において市民と行政がともに考えることにより、 計画策定の段階からさまざまな機会を設けて市
自立性を高めるまちづくりを継承し、さらに発

民参加を促し、提案されるまちづくりについて

展させていくことが重要であると考えておりま

のアイデアや提言を積極的に吸収し、反映した

す。

いと考えております。具体的には、市民アンケ

次に、人口目標について申し上げます。

ート調査、市民ワークショップ、地区別意見交

少子高齢化・人口減少は、日本全体の大きな

換会、産業・団体別懇談会等を考えております。

－５８－

また、庁内体制につきましては、全職員が危

変な中ではあっても上山市は上山市として頑張

機意識と改革意欲を共有し、計画策定に参画で

っていく、そういう枠組みの中で今後を切り開

きるよう、若手職員を中心とした組織も立ち上

いてほしいという強い思いでおられるというこ

げてまいります。

とを感じました。
市長はあのとき、まさに議長という立場でそ

○大場重彌議長 橋本直樹議員。
○１３番 橋本直樹議員 思いは一緒だと実感

の難局に当たられたわけですけれども、市民の

しました。

こうした思いをこれからの市政にどう生かされ

やっぱり、私は市政の表舞台からは去ること

ていくか、自立と関連づけて、この市民の上山

になる。今そういう立場にいます。市長は、こ

を思う、そしてこのまちをよくしたいと思うこ

の難局をみずからが背負われて、７次振策定を

の情熱とエネルギー、それを７次振にどう引き

含めながら、希望あるまちづくりをいかに進め

継いでいくか、受け継いでいくか、そういう市

るかということで頑張る立場におります。私は

長の思いについて、重ねてお示しいただきたい

今回の質問を通して、その市長の一番根底にし

と思います。

っかりと据えて頑張ってほしいと思う幾つか、

○大場重彌議長 市長。

そういうエールというか、大事な点を申し上げ

○横戸長兵衛市長 ７次振に向けての考え方と

させていただきました。その一つが、やっぱり

いうふうに受けとめましたけれども、７次振に

上山が本当にこれからも自立して頑張っていく、 つきましては、これから始まるわけでございま
そのときこそ、上山が本当に全国に向けてきら

すけれども、６次振と大きく違うことは、まず

りと光るまちづくりを進めていく基本的な土台

一つは、自分たちがどういうまちづくりをして

があるんだというようなことでした。

いくかということをまず持つと。手法としては、

市長は、さらに一層自立性を高める、そうい

ある程度コンサルも必要になるわけでございま

う努力をやりながら７次振策定に臨むとおっし

すが、そのコンサルについても、ただ計画だけ

ゃられました。そのとおりだと思います。

ではなくて、計画が終わってから、実行の段階

そこで、この自立というふうに考えていった

についてもいろいろ相談ができる、そういった

ときに、ただ一般的に自立というようなことで

コンサルを選ばせていただくとか、要するに、

スローガンに終わらせるということではなくて、 まさに手づくりの第７次振興計画をつくってい
その中身がやっぱり大事だと思います。そうい

きたいというのが今回の大きな考え方でござい

う意味で、上山があの平成の大合併のときに苦

ます。

労してつかんだ一つの経験、そしてこれからに

その中で、１問でも申し上げたとおり、やは

生かすべきあの当時の我々が体験してきたその

り市民あってのまちなわけですね。ですから、

経験というものがあったと思います。それは何

市民がいかにこのまちを将来に向けて発展させ

かというと、上山市の市民には、やっぱりこの

ていくか、あるいは自分たちが住んでよかった、

まちを思う、上山というものを思う、そういう

さらには上山を離れた方々が、私は上山出身で

大きなエネルギーがあるし、情熱があるんだと

すよと言えるような、そういったまちづくりを

いうこと。そして、市民の多くの皆さんが、大

していきたいというのが今回の大きな考え方で

－５９－

未来に向けて、上山のまちづくりをどうしてい

ございます。
そういうことで、地域資源もあるわけでござ

くかということがまず第一なわけでございまし

いますし、また、今回も地域おこし隊というも

て、それをみんなで考えていく。これからの、

のも我々も導入していきたいというような考え

いわゆる１０年間の羅針盤をみんなでつくって

方も持っております。そういった多面的な面か

いくということが大きな課題といいましょうか、

ら７次振興計画をつくり上げてまいりたいとい

方向性だと思います。
そういう中で、やっぱりもう少し市民の方も、

うふうに考えております。
○大場重彌議長 橋本直樹議員。

我々も、行政もそうでございますが、いわゆる

○１３番 橋本直樹議員 もう一つ、今回、市

地域資源をもう一度見直すといいましょうか、

長に訴えたかった点は、上山に希望はあるかと

あるいは価値観を革新するといいましょうか、

いう点です。

そういうことだと思います。ですから、上山に

私は、６次振というのはある面では先見性が

は、はっきり申し上げまして、世界遺産とかそ

あったなと思うんですね。それは先ほども質問

ういったネームバリューの大きいものはござい

の中で言ったとおりです。やっぱり上山の資源

ませんけれども、それがある、なしの問題では

の中で、これは全国的に発信していけるという、 なくて、やっぱり背丈の、身丈に合った行政運
そういう一つの方向性というものが、あの６次

営をやっていくとか、そういったことが将来に

振の中で、特に後期基本計画の中で具体化して

つながる大きな力になるんだというふうに思っ

きた。これはすばらしいことだと思うんですね。 ております。そういった上山らしさというもの
私は上山には希望があるんだと。その希望を実

が未来の希望につながるわけでございますので、

現するために一番土台となるべきものは何か。

そういった面をみんなで考えながら第７次振興

それはやっぱり、市長、行政と市民とが一体に

計画をつくってまいりたいというふうに考えて

なってともに歩んでいく、そういう姿勢だとい

おります。

うふうに私は提起をさせていただいたわけです。 ○大場重彌議長 橋本直樹議員。
市長には、市民とともにという形で７次振も

○１３番 橋本直樹議員 ７次振の中で、特に

つくるという、そういうはっきりした姿勢をお

私は目を向けていくべきだ、あるいは重視して

示しいただいておりますので、改めて、この７

いくべきだと考えているのは、先ほど井上議員

次振が本当に市民にとって、みずからの要求や

との議論にもありましたけれども、子育て世代

願いが組み入れられながら、上山市のこれから

の声というものをどう市政に酌み上げていくか、

の未来に希望というものが示される、そういう

これは私は特別の手だてがあってしかるべきだ

振興計画にしていく。改めて、そうしたことに

というふうに思います。本当に厳しい中で、い

ついての市長の姿勢表明をいただきたい。

ろいろな面でやっぱり夫婦の今の労働環境など

○大場重彌議長 市長。

を考えると、生活自体が大変になっている中で

○横戸長兵衛市長 物事は何でもそうだと思い

子育てをし、この地域で生きていこう、そうい

ますけれども、やはり、基本的には未来のない

う思いで頑張っている人たち、これはまさに、

ものには力が入りません。ですから、やっぱり

私はその子どもさんも含めて上山市の宝だと思

－６０－

うんですね。そういう世代に対して、何も特別

るような体制、施策というものをさらに推し進

扱いしろとか、その子だけ取り上げろとかいう

めてまいりたいというふうに考えております。

ことではないんですが、そういう人たちが抱え

○大場重彌議長 橋本直樹議員。

ている悩み、そして市に寄せる希望や要求、そ

○１３番 橋本直樹議員 最後に、市長自身が、

ういうものをしっかり酌み上げて、そうした自

毎日、市政の先頭に立たれている、その姿勢、

分たちがつくった計画なんだと、この計画の中

私も受け継いで頑張っていきます。どうか、ひ

に自分たちの声が反映しているんだというふう

とつ市長の健康の源はウオーキングだというふ

に上山の将来を捉えていただけるような仕組み

うに、本当にこれからも全市民に示していただ

と、そうした気配りに基づいた振興計画づくり

けるような姿勢をもって頑張っていただきたい。

というものを提起したわけです。その点につい

これからも、市政執行に当たっては、今決意表

て、改めて市長のお考えを再度お示しいただき

明なされたように、市民とともに歩んでいく、

たいと思います。

この姿勢が本当に大事です。厳しいと、私もそ

○大場重彌議長 市長。

うですが、ともすれば自分だけで何とかしてい

○横戸長兵衛市長 今月号の市報を見てもらう

かなければというような、そういう気持ちに陥

とわかると思います。実は、子育て世代の方々

りがちですけれども、上山に本当にこのまちを

と話し合いをさせていただきました。いろいろ

愛するたくさんの市民の方々がいて、日々生活

話し合いをさせてもらいましたけれども、その

し、まちづくりに頑張っている。やはりそこは

中で感じることは、決して無理難題ではないん

私たちにとって本当に得がたい財産だというふ

ですよね。つまり、そんなに大きなこととか、

うに思います。こうした人たちとさらに交流を

大きな予算を必要とするというようなことでな

深めながら、市民と一緒に歩む姿勢、ぜひこれ

くても、いわゆる子育て世代のお母さん方は感

を今後も続けていっていただきたい、このこと

じている、あるいはここをこうしたらもっと子

を最後に申し上げさせていただいて、質問とい

育てしやすくなるよとか、そういう意見も十分

たします。

に尊重させていただいたところでございます。
人口減少の課題の一つの大きいものは、やは

どうもありがとうございました。
○大場重彌議長 市長。

り我々が目標といいましょうか、願っている数

○横戸長兵衛市長 同世代ですから、いろいろ

値をまだまだクリアといいましょうか、それほ

議論をさせていただいてきました。そういう中

どの子どもさんが産まれていない。２００人を

で、今回については締めくくりであると同時に

まだ切っているというような状況です。ですか

新しいスタートということの７次振興計画とい

ら、それはやっぱり２００人以上の子どもさん

うことでございました。

が産まれるためには何かといえば、子育て支援

細かいことは余り出ませんけれども、基本的

だけじゃなくて、やはり若い世代が安定的な収

な考え方について議論させていただきましたし、

入、そして働く場所、こういうことが大前提だ

ずっと３２年間を私も今頭を通り抜けていると

と思うんですよね。そういったことも含めて、

ころでございますが、今後とも健康に注意して、

若い方々が結婚して、そして子どもさんを産め

一市民として、また今後とも市勢発展のために

－６１－

頑張っていただくように私のほうからもお願い
申し上げます。
○大場重彌議長 以上で一般質問を終了いたし
ます。

－６２－

