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開  議 

 

○坂本幸一議長 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 

 

○坂本幸一議長 日程第１、一般質問でありま

す。 

 初めに、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 おはようございま

す。 

 会派野の花、中川とみ子でございます。２期

目の 初の質問になります。通告に従い、質問

をさせていただきます。 

 軽トラックを利用した「軽トラ市」による地

域活性化について質問させていただきます。 

 平成２４年３月定例会の一般質問で、仙石地
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区への産地直売所の設置について質問いたしま

したが、その答弁は、「民間でするなら支援を

考える」といったものでした。その後、仙石地

区に産地直売所が設置されることはなく、 近、

民間企業の産地直売所が郊外にオープンしてお

ります。 

 ここで、私が提案したい「軽トラ市」という

のは、平成１７年に岩手県雫石町で始められた

軽トラックの荷台を店舗に見立てた朝市のこと

です。 

 軽トラ市の魅力として、まず第１に、安いこ

とです。直接生産している人が軽トラの荷台に

積んでくるわけですから、コストがかからない

分、安く提供していただけるのです。 

 第２に、安心、安全です。無農薬にこだわり、

有機栽培にこだわり野菜栽培している方もおり

ますので、対面で在来野菜の発見とか料理の方

法など会話を楽しみながら買い物ができます。 

 第３に、環境に優しく節約型で、軽トラに積

んだ商品は、軽トラ市の開催される場所に着い

たら、軽トラのあおりを下げて、商品を持って

移動することなく、そのまま消費者に提供でき

るのです。 

 それらを考えると、出店者の労力の節約、輸

送料の節約、また八百屋さんと違って、畑で成

長する途中のおろ抜きの野菜や規格外の野菜、

規格外の果物なども十分提供していただけるも

のと思われますし、お得感を感じることができ

ます。 

 第４に、農業者に元気、地域ににぎわいをも

たらしてくれることが考えられます。岩手県雫

石町が発祥の地ですが、「軽トラ市」は地域活

性化の切り札的存在として、いまや全国で実施

されており、山形県内でも、天童市において昨

年から始められ、４回目の「軽トラ市」の開催

をことし７月１２日に予定しております。 

 開催場所についてですが、本市のいろは市の

ように歩行者天国にして開催しているところも

ありますが、やり方次第で場所はどのようにで

も設定できます。上山城の南側の第１広場をお

借りするとか、またはこれから上山小学校のグ

ラウンドの後ろにつくる予定の駐車場、市役所

の駐車場、また南小学校の体育館北側の駐車場

など、移動型の「軽トラ市」として上山独自の

他市や他県から目を向けてもらえるやり方でで

きると思います。 

 「軽トラ市」は、農産物の販売普及による農

業者の元気、地域のにぎわい、市街地の活性化、

加えて上山の食材を観光につなげることもでき

る夢のある政策であり、ぜひ本市においても実

施してみる価値があると考えますが、市長の御

所見を伺います。 

 次に、学童保育の充実について質問をさせて

いただきます。 

 上山小学校は、新校舎になり、校舎の中に学

童保育の場所を設けていただきました。新しい

校舎で子どもたちは喜んでおりました。また、

保護者の方も安心して仕事に打ち込めているこ

とと思います。 

 学童保育については、私も大変お世話になり、

３人の子どものうち、２人が入所させていただ

き、おかげさまで仕事に一生懸命励むことがで

きました。 

 親は常に子どもを気にかけ、心配しているも

のですから、放課後の学童保育の存在は大変あ

りがたく、安心して勤めることができます。以

前は、小学校３年生まで入所できる仕組みでし

たが、今現在は小学６年生まで入所することが

できるようになっており、働く保護者としては

ありがたいことであります。 
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 しかし、学童保育の土曜日の保育について、

朝８時半から昼１時までの保育時間となってお

り、若い保護者の方が子どもを一人で家庭に置

くわけにもいかず、土曜日は会社を休まなけれ

ばいけないというのです。会社としても休まれ

ると困るわけですし、休んだ分は収入も減るわ

けです。近くにおじいちゃんやおばあちゃんが

いる方は協力してもらい助かっているという話

も伺いますが、核家族で頑張っている若い世帯

の人たちには、午後１時で終了してしまう保育

時間は厳しいものがあります。 

 本市においては、福祉施策（子育てと高齢者

にやさしい福祉のまちづくり）とし、子育て支

援についても手厚い対応をしていただいている

わけですが、土曜日の時間延長について、保護

者の要望をぜひ受けとめていただきたいのです

が、市長の御所見を伺います。 

 次に、南児童センター分室の今後の対応につ

いて伺います。 

 南小学校の生徒たちで、授業が終わり家庭が

留守になっている子どもたちは児童センターに

帰ります。６月の南児童センターにいる子ども

たちは、センターに６６名、センター分室とし

て使用の勤労青少年ホームには４１名の子ども

たちが学校終了後帰宅までの時間を過ごしてい

ます。 

 平成２７年３月の定例会において、勤労青少

年ホームを廃止の方向で考えており、南児童セ

ンター分室が撤退するという話を聞いておりま

す。 

 子どもたちはもちろん、保護者も不安な日々

を過ごしていることと思います。分室の必要性

は言うまでもなく、今の南児童センターに６６

名、８０名まで受け入れることができるとはい

え、１カ所では無理なわけです。 

 そこで、分室として耐震工事が終わったばか

りの南小学校の空き教室を利用できないか。子

どもたちは朝からいる校舎でもありますので、

安心感もあるかと思います。ただ、校舎が大き

過ぎて、自由な教室の出入りなどにより防犯上

の問題があるとすれば、南小学校の屋内運動場

の２階の広場に仕切りをして使用する方法など

も考えられると思います。運動場が空いていれ

ばプレイルームとしても使用できます。 

 財政難な折、既存の建物を利用し、子どもた

ちが安心して過ごせる場所、保護者が子どもた

ちを任せられる場所として、南児童センター分

室について提案するものです。 

 大事な子どもたちです。南児童センター分室

の今後の対応について、市長の御所見を伺いま

す。 

○坂本幸一議長 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、軽トラ市による地域活性化について

申し上げます。 

 軽トラ市につきましては、各事業者が自発的

に取り組むべきものと考えておりますので、そ

の取り組みが具現化した場合には、商業祭と同

様に支援をしてまいります。 

 次に、学童保育における土曜日の開所時間延

長について申し上げます。 

 市が運営する放課後児童クラブ、いわゆる学

童保育における土曜日の開所時間は、利用者の

ニーズに合わせて午後１時まで、長期休暇期間

の土曜日は午後４時までとしております。平成

２７年４月からの土曜日利用児童数は全体の約

５％となっており、利用者から時間延長を望む

声は多く出ていない状況にあります。保育の必
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要な方には、ファミリー・サポート・センター

の利用を勧めるなど、きめ細かな対応をしてお

りますので、今のところ、土曜日の開所時間を

延長する考えは持っておりません。 

 次に、南児童センター分室の今後の対応につ

いて申し上げます。 

 南児童センター分室につきましては、勤労青

少年ホームの老朽化により、移転先を選定する

必要があります。国の「放課後子ども総合プラ

ン」では、学校内での一体的な放課後児童クラ

ブと放課後子ども教室の連携を推進しておりま

すので、南小学校内に移転する方向で考えてお

ります。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 答弁ありがとうご

ざいます。 

 軽トラ市について、 初にお聞きします。 

 各事業者が取り組むものだとおっしゃいます

けれども、軽トラ市は地域活性化につながると

私は思っているわけですが、いろいろな商業祭

などのときにも、農家の方の産地直売所的なも

のが出ているわけですね。そういうものを軽ト

ラに積んだ状態で参加してもらうとか、上山独

自の取り組みというものが必要ではないかと思

います。事業者の取り組みが具現化したときに

支援はしてくださるという答弁はいただいてお

りますが、市のほうが率先して軽トラ市という

ことに取り組むという考えはお持ちでないのか、

伺いたいと思います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 先ほども申し上げましたよ

うに、市が主体的に、市が政策の一つとして取

り組むということは現時点では考えておりませ

ん。ただ、各地域において、例えば山元地区で

は、山菜の時期は山菜市場というものをやって

おりますけれども、そういう方々が事業の拡大

発展を考えて、例えば、その期間、いわゆる提

案されているような軽トラ市でもう少し頑張ろ

うというような組織というのでしょうか、個人

ではちょっと難しいと思いますけれども、地域

あるいはグループの方々からそういう形でやろ

うということが出てきた時点において、我々も

支援をしてまいりたいという考え方でございま

す。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 やはり出店者がま

とまればという解釈でいいのかと思うのですが、

商業祭など、今、本市でもいろいろやっている

わけですね。そのときに、現場に軽トラックで

商品を運んできて、テーブルなどを出していた

だいて、そのテーブルの上に並べる。そういう

仕組みのところを、軽トラックごと持ち込んで

荷台を店舗に見立ててやるというものも一つの

方法かとは思うんですが、これについては、や

はり出店者の方の強い気持ちがないと支援をし

ていただく方向にはならないということなんで

しょうかね。 

 地方創生ということで国のほうでもいろいろ

やっているわけですが、地方創生につなげて、

何とか「軽トラ市」というものを持っていけな

いかどうかと思っているのですが、その辺はい

かがでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 議員から先ほど天童市の例

を出していただきまして、４回目ということで

すから、そんなに頻繁ではないのだろうなと思

っています。やはり市といいましょうか、定期

的に１カ月に一度とかそういうふうな形でない

と、なかなか市民の中に定着しないという部分

があろうかと思いますし、また人口密度あるい
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は商圏などいろいろあろうかと思います。そう

いうことで、やはり上山市内で意欲的に軽トラ

市をやりたいという方々が出てこなければ、

我々のほうから、「ぜひ、やってください」と

いうようなことにはならないという考えでござ

います。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 行政からやってく

ださいという持ち方でなくても、こういう方法

もありますよという話題提供といいますか、そ

ういう持っていき方もあるのかと思うんですね。

上山独自のやり方で、それがいずれは観光にも

つながるものというふうになれば、これは大変

夢のある政策なのかと思い、今回質問させてい

ただいたわけなんですが。何でもやらない、や

らないではなく、何かのかかわりを持ってやっ

ていこうということが大事なのかと思うのです

が、そこら辺、もう一度お願いいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 何でもやらないというわけ

ではなくて、やはりこういった提案や、これは

よいということについては、我々も積極的にか

かわってまいりますし、何でもかんでも行政と

いうことでもあってはならないと思います。そ

の辺、やはりそういった熱意というものがぜひ

出てくればいいなというふうに感じているとこ

ろでございます。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 何でもやらないと

いうのは少し言い過ぎたかもしれませんけれど

も、行政の方がかかわっているある団体の集ま

りというものもいろいろ大小あるわけですが、

そういうときに行政の方の提案なんていうのも

また一つの方法かなと思いますので、「軽トラ

市」というネーミングも頭に残るようなネーミ

ングだと思っていますので、ぜひそれが地域活

性化につながるのであれば、どこかで覚えてい

ていただいていろいろな集まりで出していただ

ければいいなと願っております。 

 次に、学童保育における土曜日の時間延長に

ついてでありますが、確かに希望する方は少な

いというふうには聞いております。ですが、希

望してはならないと思っている保護者が大分い

るようなんですね。そこら辺もやはりアンケー

ト調査してもらうとか、どのくらいの希望者が

いるかというものを改めて調査していただけれ

ばと思うのですが、その辺いかがでしょうか。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○鏡  順福祉事務所長 放課後児童クラブの

開所時間につきましては、ここ１０年の間に終

わりの時間を午後６時から午後６時半まで延長

したり、あるいは始まりの時間も土曜日の午前

９時から始まっていたものを午前８時半にした

り、あるいは長期休暇の場合は午前７時半から

始まるようにしたり、さまざまな保護者の方の

御要望をお聞きしながらサービスをしてきた状

況にありますので、節目、節目には利用者の方

の声を聞きながらクラブの運営に当たっていき

たいと思っております。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 １問目で述べたと

おり、私も随分お世話になった者ですので、大

体の流れというのは多少記憶しているんですが、

長期休暇の開所時間が午前７時半、土曜日が午

前８時半、何で１時間の差があるのか。朝、会

社が始まる時間というのは大体同じだと思うん

ですけれども、そこの１時間のずれというのは

どういうことなんでしょうか。  

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○鏡  順福祉事務所長 長期休暇の開所時間
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が午前７時半からになったのは平成２３年度か

らであります。それは前の年からの保護者の方

の御要望で、長期休暇のときは、子どもさんを

早く出さないと間に合わないということがあっ

て、月曜日から土曜日までの開所時間を午前７

時半からというふうにしましたけれども、通常

の土曜日の御要望というものがなかったために、

そのままの状態になって、通常の土曜日は午前

８時半からというふうになっていると認識して

おります。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 数は少ないのかも

しれないのですが、長期休暇の開所時間が午前

７時半、通常の土曜日は午前８時半ということ

で、長期休暇と同じ時間に連れてきてしまうと

いう親御さんもいらっしゃるようなんですね。

そうすると、先生が来たときに、１時間も子ど

もたちが待っているという状態が実際にありま

す。そこで、例えばですけれども、けがをした

り、事故があった場合というのは大変なことに

なるのかなと思うんですが、午前８時半の開所

時間を午前７時半にするということは難しいの

でしょうか、伺います。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○鏡  順福祉事務所長 職員の勤務体系の変

更にかかわりますし、１人だけ出勤すればいい

というわけでもない部分もございますので、若

干、予算と職員との調整が必要かというふうに

思っております。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 本当に多いわけで

はありません。けれども、子どもに対する親の

思いというのはやはり人一倍強いもので、子ど

もが心配でしようがない。だったら、長い時間

見てもらえる他市に移動するということも実際

ありますので、土曜日の時間延長、夕方、せめ

て午後５時半くらいまでとか、朝の７時半から

見てもらうということを検討していただければ

大変ありがたいと思います。これはいろいろ職

員の手配などもあると今伺いましたので、強い

要望があるということで、これからの検討に加

えていただければいいなと思っております。よ

ろしくお願いします。 

 後の質問なんですが、南児童センター分室

の今後の対応について、市長の答弁は南小学校

に移転するというお答えでした。私は教室か、

また屋内運動場の２階かというふうに提案させ

ていただいたのですが、市長は南小学校のどの

部分にしようと思って移転するとお答えになっ

たのか、伺いたいと思います。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○鏡  順福祉事務所長 教育委員会を通じま

して南小学校の空き教室の状況をお聞きしたと

ころ、現在も、将来的にもなかなか教室があく

ということは難しいと聞いております。そこで、

４０人の子どもさんを受け入れられるスペース

をつくれるところはないかということで、その

まま使えるところは恐らくないと思いますので、

そこをどういうふうに改装すればいいか、どの

くらい費用がかかるのかというものを検討して

いる段階です。したがって、まだ具体的にどこ

ということはお示しできない状況であります。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 調査の中でわかっ

たことなんですが、南小学校が開校したとき、

南児童館として南小学校の教室を使用したこと

があると聞いております。それは支援室の脇に

あったというふうに聞いておりますが、そのと

きも防犯上の問題というものが大きかったよう

なんですね。それを考えますと、教室というの
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は過ごしやすいでしょうけれども、大き過ぎる

校舎というときに、やはり防犯の問題があるの

ではないかと思います。それを考えますと、屋

内運動場の２階を改装していただくことで対応

すべきと思うのですが、その辺はいかがでしょ

うか。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○鏡  順福祉事務所長 議員の御提案も含め

てですけれども、現在、検討している段階です

ので、具体的にどこを改装してということはま

だお答えを控えたいと思っております。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 いろいろあるので

しょうが、今年度中というふうになっています

ので、大事な子どもたちでもありますので、早

目に検討をしていただいて、子どもたちはもち

ろん保護者にも安心してもらえるように、分室

はここになってよかったと言ってもらえるよう

に、ぜひお願いしたいと思います。 

 質問を終わります。 

○坂本幸一議長 次に、１３番大沢芳朋議員。 

〔１３番 大沢芳朋議員 登壇〕 

○１３番 大沢芳朋議員 議席番号１３番、会

派蔵王、大沢芳朋でございます。 

 通告に従いまして順次質問させていただきま

す。 

 初に、（仮称）上山インターチェンジ付近

の整備について質問いたします。 

 東北中央自動車道（南陽高畠インターチェン

ジ及び山形上山インターチェンジ）については、

平成３０年度の開通を目指し、三吉山トンネル

も順調に掘削作業が進んでいるようです。イン

ターチェンジ付近も高速道路の基礎が見え始め、

３年後の開通と当市の発展を楽しみにしており

ます。 

 さて、この高速道路がもたらす恩恵はかなり

のものがあると思われます。山形県に数カ所あ

る三次救急医療機関のうち、山形大学医学部附

属病院、山形県立中央病院、公立置賜総合病院

への高速道路を利用した搬送ルートとしての大

きな役割を果たします。特に冬場の降雪時は、

一般道と比べ短時間で安静に搬送することがで

きます。 

 西郷地区、中山地区の方々も期待しておりま

すし、東北道と山形道の通行どめ時においては、

福島から山形道を経由し仙台エリアへの輸送ル

ートとなり、山形道の通行どめ時には、山形エ

リアを初め庄内方面や 上方面への輸送ルート

になり、災害時の代替ルートとしての機能を有

しています。また、渋滞の著しい国道１３号の

交通負担も軽減されるとともに、山形空港まで

の所要時間も約２０分の短縮が見込まれ、観光

地へのアクセス向上、物流の効率化など地域連

携を支援するものと思われます。 

 担当課によれば、平成３０年度中に供用開始

予定の（仮称）上山インターチェンジの周辺に

は、高速道路及び国道へのアクセスの優位性を

生かし、地方創生・定住促進につながる企業の

拠点整備の受け皿として産業団地の整備を進め

ること、現在の造成予定面積は１０ヘクタール

から２０ヘクタール程度であることをお聞きい

たしました。 

 この造成が実現すれば、地方に新たな可能性

をもたらし、将来的には当市のかなめとなる産

業団地になるものと考えております。 

 これらの産業団地の造成面積について、将来

拡大するお考えがあるのか、またどういった系

統の企業を誘致していくのか、市長の御所見を

伺います。 

 次に、道の駅設置の必要性について質問いた
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します。 

 日ごろ、車でドライブをしていますと、県内

外の至る所で、「道の駅」の標識を見かけるよ

うになりました。旅行やレジャー、また長距離

のドライブをする際には気軽に立ち寄ることが

できるようになり、大変便利で魅力的な施設が

数多くふえました。特にトイレは清潔で、女性

や高齢者のドライバーがふえる中で、より安心

して利用できるようになりました。 

 近年は、道の駅の多様化する機能を反映し、

道の駅そのものを目的とした観光もふえており、

全国で平成２７年４月１５日現在、１，０５９

駅が登録され、山形県においても１８カ所が登

録されております。地元の名物や観光資源を生

かして、多くの人々を迎え、地域の雇用創出や

地域の活性化、住民サービスの向上にも貢献し

ています。 

 また、国では、道の駅について経済の好循環

を地方に行き渡らせる成長戦略の強力なツール

と位置づけております。そうした中、本県朝日

町にことし１０月オープン予定で道の駅「あさ

ひまち」が建設されます。資料によると、面積

が５，９７６平方メートル、駐車場８２台、ト

イレ１５基、情報提供施設、地域物産品展示販

売所、軽食提供所、町内観光案内所、農産物加

工施設をあわせ持ち、特徴的な事業としては、

リンゴもぎ取り体験農場の紹介、農産物を利活

用した６次産業化、道の駅を拠点とした市内観

光、周辺道の駅と連携した広域観光案内の推進

を掲げております。 

 道の駅が地域活性化の拠点として注目される

中、米沢市におきましては、東北中央自動車道、

（仮称）米沢中央インターチェンジ近くに整備

する道の駅よねざわ（仮称）が、国で地方創生

の拠点と位置づける「重点道の駅」に選ばれま

した。この「重点道の駅」は地域の元気をつく

る地域センター型として、地域の産業振興、地

域福祉の向上、高度な防災機能を有するタイプ

と、地域外から活力を呼ぶゲートウエイ型とし

て、地域の観光総合窓口機能、インバウンド観

光の促進、地域移住等を促進するタイプの２つ

の機能に分かれており、これを全国からモデル

箇所などを募集し、大学教授や有識者懇談会の

協議を経て、全国３５カ所に米沢の道の駅がゲ

ートウエイ型として選定されたものです。選ば

れた道の駅は、助成金など関係機関の総合的な

支援が受けられるメリットがあります。 

 道の駅よねざわは、敷地面積２万１，６００

平方メートル、駐車場１６３台分、カフェ・レ

ストランや特産品、農畜産物直売所、農畜産物

加工施設などが入る広さ１，７００平方メート

ルの施設を整備し、運営は新たにつくる第三セ

クターが担う計画になっており、「オール米沢

を体感・創造・発信する道の駅」を基本コンセ

プトにして、県内各地を結ぶ総合観光窓口の機

能、地域の歴史と文化を生かして来訪者をおも

てなしする機能、地域産業を振興し地域の元気

をつくる機能の３つを掲げています。また、地

場野菜で６次産業化を推進し、新商品の開発も

行う考えであり、２０１７年度東北中央自動車

道・福島米沢北間開通に合わせ整備する計画で

す。 

 また、昨年度会派で視察した鹿児島県指宿市

においては、市民、地域から強い要望があり、

市の第４次指宿市総合振興計画に、地場産業の

振興を図る観点から、物産センターや物産館等

の機能を持った地域交流施設の建設を盛り込み

ました。これに伴い民間活力の積極的な導入を

図り、民間の有する各種ノウハウや良質なサー

ビスが提供される可能性が高く、 も地域振興
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に寄与できると考えたＰＦＩ方式の導入を検討

し推進しました。 

 ＰＦＩ方式とは、「民間資金等活用事業」を

意味し、公共施設等の建設、維持管理、運営等

に民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用

することにより、同一水準のサービスをより安

く、または同一価格でより上質のサービスを提

供する手法であり、山形県においては１３カ所、

本市においては学校給食センターで実施してお

ります。指宿市では、都市公園、駐車場の整備

に着手し、道路利用者の小休止や地域住民のふ

れあいの場、イベント等多目的に利用できる広

場として、市が国からの補助金で整備いたしま

した。 

 指宿市では、地域交流施設を民間の資金で整

備し、民間が建設・運営まで実施するＰＦＩ方

式を採用しています。市の北の玄関口に複合施

設「道の駅いぶすき」を整備し、地域交流施設

の建設、維持管理・運営及び都市公園・道の駅

の管理を１５年間のＰＦＩ方式で行い、施設内

には、地元特産品の販売コーナー、民間経営ノ

ウハウや創意工夫が発揮できる自主運営コーナ

ーがあり、利用者のニーズに即応した運営を行

っています。平成１６年１０月オープンから多

くの利用者でにぎわっており、当初予定を上回

る実績を上げております。ＰＦＩ方式事業のメ

リットは一度に多額の財政負担が発生しないこ

と、事業費の削減が実現できること、民間のノ

ウハウを利用できること、さらにこれまでの公

共事業方式で整備・運営した場合と比べると、

ＰＦＩ事業のほうが１５年間で約３７％もの経

費の削減が期待できるとのことでした。 

 道の駅の運営手法を見てみますと、市直営、

管理運営委託（指定管理）、第三セクター、Ｐ

ＦＩ方式などさまざまではありますが、一番コ

スト削減可能で民間の経営ノウハウが生かされ

るＰＦＩ方式がよいのではないでしょうか。 

 今後、道の駅を設置し、産地直売所を併設し

た場合、地域活性化と新たな雇用も生まれ、地

元住民の交流の場がふえ、これまで家事に専念

せざるを得なかった女性や少量しか生産できな

い高齢者でも出荷する機会が生まれ、新たな生

きがいや楽しみを提供でき、地域住民に対し直

接的に好影響をもたらし、また耕作放棄地や遊

休農地であった場所などが活用されれば地域資

源の活用が促され、新規就農者もふえるものと

思われます。雪国は、春先から秋口までは数多

くの野菜、果物等が店頭に並んでいますが、冬

場は商品が不足すると考えられます。しかし、

これをきっかけにいろいろな加工食品等を開発

し、６次産業化につなげることができれば不足

することがないと考えています。 

 例を挙げれば、上山明新館高校食料生産科で

取り組んでいる紅さやか、食用ホオズキ、桑等

を使用したスイーツや焼きドーナッツ等、地元

農家と高校との連携等も進み、さらに地域活性

化が進み、地域の農業も元気になると考えてお

ります。 

 本年まもなく大手外資系のコストコかみのや

ま倉庫店が開業します。また、平成３０年度東

北中央自動車道の開通が予定され、本市南の玄

関口、（仮称）上山インターチェンジも整備さ

れます。コストコかみのやま倉庫店ができるこ

とで多くの来訪者、特に福島、新潟県などから

多くの買い物客が見込まれますし、将来、東北

中央自動車道が開通したとき、いかに観光客を

インターチェンジから市内へ誘導できるかが本

市の大きな課題となります。さらには、米沢か

ら上山まで国道１３号沿いには幸いに道の駅が

なく、大きな休憩がとれる施設もありません。 
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 一つの整備例として、市内石曽根地区の国道

４５８号と市道石曽根川口線の交差点付近にコ

スト削減可能で事業費を節減できるＰＦＩ方式

を採用した道の駅を建設することを御提案いた

します。この機を逃さず道の駅を整備すること

により、来訪者拡大及び地域活性化が図られる

ものと思われますが、市長の御所見を伺います。 

 次に、健康促進と観光振興を図るサイクリン

グコース整備について質問いたします。 

 環境に優しい自転車は、地域活性化及び健康

促進に対しメリットがある乗り物と私は捉えま

す。また、さまざまな形で数多くの自治体も自

転車を活用した地域おこしに取り組んでおりま

す。 

 本市においては、かみのやまツール・ド・

ラ・フランス大会があります。近年は、受付３

日目ごろには定員オーバーするほどの人気があ

り、観光振興及び本市のイメージアップにもつ

ながっているすばらしい大会です。自転車を活

用して健康促進をする上では、それなりの条件

整備が必要と考えています。よく休日など子ど

も連れで自転車に乗っている親子を見る機会が

あります。ほのぼのとして上山の風景によく似

合っています。ただ、自動車の交通量が多いと

ころでは見かけません。そこで、本市にある河

川敷に気軽に市民が親しむことができるサイク

リングコースを整備してはいかがでしょうか。 

 三友エンジニア体育文化センター付近の思川

沿いから、先ほど申し上げた（仮称）上山イン

ターチェンジ付近を通り、フルーツラインまで

つながるサイクリングコースを整備すれば、当

市南部の観光にも寄与する観光コースになると

考えています。 

 先ほど質問させていただいた、例えば道の駅

を利用して、自動車で来ていただいた人にはレ

ンタルサイクルの貸し出し場所を併設し、これ

を起点にして回遊してもらうなど、総合的な施

策も展開できると考えます。観光果樹園等にも

健康づくりを兼ねて自転車で行ける仕組みをつ

くり、さらには自転車を活用したまちづくりや

観光客の誘導まで発展させることができます。

今後、造成する（仮称）上山インターチェンジ

付近の産業団地に企業が入っていただければ、

会社の社員等から利用していただき、健康促進

も図れるものと思われます。産業団地造成を見

据えた思川沿いのサイクリングコースの整備に

ついて、市長の御所見を伺います。 

 次に、既存道路を利用した宮川沿いのサイク

リングコースの整備についてです。 

 既存の道路を利用して新東宮橋から南中学校

脇を通り、楢下橋付近までの両側を全てアスフ

ァルト舗装にし、宮川沿いの風景や楢下につな

がる歴史的景観を堪能しながら自転車で健康増

進ができる情緒あるサイクリングコースを整備

してはいかがでしょうか。 

 歴史的な景観と健康増進を組み合わせた誰も

が親しめるサイクリングコースは、徒歩や自動

車、バス等のスピードや目線とは違った独特の

雰囲気を楽しめるものと感じています。 

 また、本市は、現在、健康促進のためクアオ

ルト構想を掲げ推進し、市民の健康増進、生活

習慣病の予防の手段として取り組んでいるとこ

ろです。自転車は歩くことに比べて膝への負担

が７０％程度軽減されると聞いています。クア

オルト事業を推進し、健康ウオーキングコース

も整備され、本市で開催している自転車の祭典、

かみのやまツール・ド・ラ・フランス大会もあ

るわけですから、サイクリングコースがあって

しかるべきと思いますし、親子や家族、友人同

士でゆっくりサイクリングを楽しめるコース整
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備が必要だと考えています。 

 もちろん河川であるため山形県河川管理者、

土地改良区とも協議する必要がありますが、市

民がいつまでも健康で豊かな心を育む上山の未

来のために河川沿いにサイクリングコースを整

備すべきと考えますが、市長の御所見を伺い、

私の質問といたします。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋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１０時４５分 休 憩 

                  

    午前１０時５５分 開 議 

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 大沢芳朋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 １３番大沢芳朋議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、産業団地造成地の面積拡大について

申し上げます。 

 産業団地につきましては、現在策定中の整備

計画で、具体的な整備面積及び整備エリアにつ

いて特定してまいります。 

 将来的な面積拡大につきましては、整備後の

企業誘致の状況を踏まえた上で判断してまいり

ます。 

 また、誘致していく業種につきましては、製

造業や運送業など、交通アクセスの優位性を生

かすことができるものを想定しております。 

 次に、道の駅設置の必要性について申し上げ

ます。 

 （仮称）上山インターチェンジの供用開始は、

本市への来訪者の増加につながる好機であると

捉えております。 

 現在、市内観光情報の発信や特産品の販売を

目的とした観光物産交流施設を検討しており、

当該施設の設置を優先的に対応してまいります

ので、現時点において道の駅を設置することは

難しいものと考えております。 

 次に、健康促進を図るサイクリングコース整

備について申し上げます。 

 サイクリングを活用し健康促進を図ることは

有効であると考えますが、コース整備につきま

しては、非常に多額の財政負担を伴うことが予

想されます。 

 かみのやまツール・ド・ラ・フランス大会の

コースなど、比較的交通量の少ない道路も利用

できますので、新たなコース整備についてはし

っかりと調査する必要があると考えております。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 御答弁ありがとうご

ざいました。 

 産業団地の面積拡大のほうから、順次また質

問させていただきます。 

 面積等は、関係課のほうに、「どのぐらい予

定なさっているんですか」というふうに実際お

聞きしました。「１０ヘクタールから２０ヘク

タールぐらいです」ということで、市長の考え

は１５ヘクタールぐらいというふうに私は聞い

ております。産業団地を造成するに当たりまし

て、ただ単に造成するのではなくて、ある程度

当てがあって造成するのかなというように捉え

ていたところなんですけれども、そういうお話

が企業から来ているのかどうか。お話しできれ

ばひとつお願い申し上げます。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 産業団地造成については、

多額の経費がかかります。多額の経費をできる

だけ早い期間内で償還するということが財政的
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に非常に重要なことでございますので、全くな

いということではございません。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 これも担当課から聞

いた話ですけれども、ある程度、そういった含

みを持たされて言われたんです。二、三年後、

要するにいろいろな企業から上山に来たいよと

いうようなお話があるということで、市長の考

えは１５ヘクタールぐらいですよと、１０ヘク

タールぐらいは大体そういう当てがありますよ

というふうに聞いております。もう一遍、お聞

きします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 誰が言ったかわかりません

けれども、担当課がそういう考え方で進めてい

るんだろうということです。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 整備する面積につい

て、それはやはり経費もかかるのはもちろんわ

かりますけれども、ある程度の整備する造成面

積というものがあれば、１問目でも言いました

けれども、上山に産業団地をつくる、工業団地

をつくるといったら、あそこ近辺しかないとい

うふうに私は捉えております。将来的に、小穴

地区のほうまで全面的に造成する考えも市長は

お持ちなのか、またその考えをお持ちであった

場合、今から土地の所有者に対して、将来的に

こういうふうに市のほうではやっていきたいん

ですということで話をしておかなければいけな

いんじゃないかと思います。これに対していか

がでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今回の団地造成については、

一つの大きなネックはやっぱり農振除外でござ

います。今回、その手続に入りつつあるんです

けれども、将来の上山の農業ということ、ある

いは農林水産省の考え方もありますので、その

辺はなかなか難しいことがあろうかと思います。

ただ、現時点において、小穴地区までに延びる

面積を必要とする企業、これは市内の企業も含

めてでございますが、そういう企業に来てもら

えるかということが第一義的にあります。もし

そういう企業に来てもらうということであるな

らば我々は大歓迎をしたいと思っています。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 大体わかりました。

どのような企業を誘致していくのかということ

も質問させていただきましたけれども、製造業、

物流関係、交通アクセスの優位性を生かすこと

のできるものということですが、どこの企業が

来てくれるかもわかりませんし、商工課の担当

者も一生懸命働いてもらっていますけれども、

ぜひ、もちろん大きい会社にこしたことはあり

ませんが、社員寮とか、社宅とか、そういった

ものも一緒に併設してくれるような会社が来て

くれれば、本市としては大変ありがたいのでは

ないかというふうに思います。そういった取り

組みをあわせてしていただけるか、一点、お聞

きいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 これについては、業種もあ

るでしょうし、また、どの辺から来てもらうの

かということによっても違ってくると思います。

例えば通勤可能な企業であれば、通勤が多くな

るだろうし、あるいは関東圏から来られれば、

そういったことも必要だろうというふうに考え

ていますが、いずれにいたしましても企業に来

ていただくということのみならず、やはりいろ

いろな波及効果というのでしょうか、経済的に

も人口的にも、そういった市のためになるよう
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な企業に来ていただきたいと考えております。 

 あともう一つは、やはりいい経営、経営内容

というのでしょうか、そういった企業に来ても

らう。そして、いつまでもこの市内で企業活動

をしていただけるようなということで今考えて

いるところでございます。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 市長の考え、わかり

ました。ひとつよろしくお願いしたいと思いま

す。 

 次に、道の駅設置の必要性ということで、市

長の答弁は、現時点では難しいというお話です。

もちろん、まちの中に観光物産交流施設をつく

るということもわかっておりますけれども、２

年前の６月定例会で、同僚議員が道の駅に関し

て質問しております。その当時、市長は「つく

りません」と断言しました。今回、私には「難

しいよ」というお答えでした。少し前向きにな

っていただいているのかなという気もしており

ます。 

 ただ、国のほうで、道の駅は地方創生の強力

なツールというふうにうたっております。本市

を考えた場合、上山インターチェンジ付近しか

つくれるところはないのかなと。もちろん、２

年前の同僚議員の一般質問のときは山形上山イ

ンターチェンジ付近にある山形県観光物産会館

が近くにあることから、距離的にもなかなか難

しいのではないかというようなお答えでした。 

 近、そこを通ると「食の駅」という看板が

上がっております。「道の駅」という看板を上

げられないのは、自治体が関係していないから

ということでございます。 

 今、道の駅同士の連携もすごく進んでおりま

す。まして、県内に１８カ所認定されていると。

全国平均、１県で２４件ほど今道の駅が建って

いますよということです。 

 前にも同僚議員が言いましたけれども、米沢

から上山まで国道１３号沿いには休憩できると

ころもない。私はＰＦＩ方式で募集をかければ

手を挙げてくださる企業もあるのではないかな

というふうに捉えております。もし募集して来

なかったら、これは本当にどうしようもないこ

とですけれども、今これだけ話題になっている、

地方創生の強力なツールにもなっている、国の

ほうでも後押ししています。これに関して、ど

のぐらいかかるというような調査をしていただ

けるのかということでひとつお聞きします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 まず、２年前の話でござい

ますが、これについては高速道路というイメー

ジで答弁させていただきました。というのは、

高速道路のインターチェンジ付近については、

いろいろ商工会とかそういう方々との話し合い

もさせていただきましたし、その中で、やはり

高速道路というのは距離で決まっているんです

よね。そうすると、山形市の西公園あたりから

だとすると南陽市かなというようなことで、こ

こはネクスコの幹部の方にもお願いした経緯が

ございましたけれども、そういうことでできな

いと。じゃあ、民間でやるとどのぐらいかとい

うと、約１０億円というようなお話もありまし

たけれども、それで断念したという経緯がござ

いました。 

 ただ、今回については、要するに、南陽高畠

インターチェンジから、ここはネクスコで有料

区間ですよね。しかし、福島ジャンクションか

ら米沢北インターチェンジまでの区間は、新直

轄方式により無料区間であり、東根インターチ

ェンジからもまた新直轄方式により無料区間に

なります。だとするならば、無料区間は高速を
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走り、有料区間は一般道におりて、そしてまた

無料区間の高速に乗るということもなきにしも

あらずだと思います。 

 要するに、道路１本切れることによって、ま

るっきり車の流れ、人の流れが変わってくるわ

けですよね。ですから、そういった流れがどう

なるのか。あるいは魅力ある施設ということで、

意図的に寄っていただける施設ができるのかと

か、そういったことが、これから道の駅という

ことについては考えていかないと、ＰＦＩや第

三セクターなど方式はあることはあるんですが、

その前に、そういったものが果たして成り立つ

のかということを我々も慎重に検討していく必

要があるというふうに考えております。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 ぜひ、市長、考えて

いっていただければなというふうに思います。

早急にとは言いません。平成３０年度開通する

ということですので、それと合わせて。ただ、

コストコができるということで、あそこはすご

く本当に需要があると思います。やっぱり私ど

もも南の本市の玄関口だというふうに捉えてお

ります。 

 市長にお聞きしますけれども、インターチェ

ンジから上山市内におろす仕組みといいましょ

うか、仕掛けといいましょうか、何かお考えに

なっていることがあるか、１点、お聞きいたし

ます。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 上山に、高速からおりてい

ただきたいという気持ちは十分にあります。そ

のために街なかの整備とか、あるいはお城の周

辺とか、まず美しいまちをつくろうということ

はやっています。ただ、本市においては、世界

遺産などに指定されているところがございませ

んので、ない物ねだりを言っても始まらないわ

けですから、小さいかもしれませんけれども、

魅力を感じてもらえるようなまちづくりとか、

あるいは果物が豊富であるとか、そういう上山

の特徴を生かして１人でも多くの人にこの上山

に寄っていただくということは、行政のみなら

ず、経済界も含めて、みんなで考えていく必要

があるというふうに考えております。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 （仮称）上山インタ

ーチェンジで人をおろさないと、それこそ素通

りされてしまう。上山にお城があったのかなと

いうことで、山形、東根ぐらいまで行ってしま

う可能性も十分あるわけです。ぜひ本市のまち

の中に入っていただくよう、ぜひいろいろなこ

とを考えていただいて実施していただければな

というふうに思います。この件に関してはよろ

しくお願い申し上げます。 

 次に、健康促進を図るサイクリングコース整

備ということで、非常に厳しいのはよくわかり

ます。お金もかかる、手間もかかるということ、

わかります。 

 ただ、私としては、思川沿いと宮川沿い、ど

ちらがつくりやすいかといえば宮川沿いのほう

なんです。あそこを散歩する方も結構いらっし

ゃいます。私も昔はそれこそ楢下橋の手前ぐら

いまで散歩をよくしていました。 

 これも長期的な観点から健康促進を図るとい

う上で、クアオルトと抱き合わせて何とかやっ

ていけないものかなと。何回も言っていますけ

れども、かみのやまツール・ド・ラ・フランス

大会もありますよと。親子でサイクリングして

いるところを見ると、やっぱりそういったコー

スがあっていいのかなと思うんです。時間がか

かるとは思いますけれども、ぜひどちらかやっ
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ていただきたい。私としては、宮川沿いのほう

を舗装をかけて、それこそ本当に関係各所と話

をしながら進めていかなければいけない話だと

は思います。来年、再来年、すぐつくれとは言

いません。長期的な目でぜひ考えていただきた

いなというふうに思っております。いかがでし

ょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 市民の健康づくりというこ

とでは、食生活の部分とか、あるいは運動、体

を動かすことが非常に大事だということは、今

クアオルト事業でもやっているわけでございま

す。 

 歩く道路ということについては、比較的つく

れると思いますけれども、やっぱり自転車とな

ると、一方でなくて交差するということもあり

得るということで、この検討会の話になったわ

けでございますが、それから河川協議というこ

とも当然出てくるわけでございまして、本市だ

けでということではできなくて、県や国などと

の話し合いになるんだろうなと思っています。 

 そのためには、既存の道路なども含めて、上

山はクアオルトも盛んですけれども、自転車に

乗る人といいましょうか、自転車を愛用する人

が多いですよと。だから、ぜひ新たなコースを

つくってくださいというような説得力のある状

況もつくっていかないと、ただ単につくってく

れといってもなかなか難しい面がありますので、

そこはこれから市民のニーズなども考慮に入れ

ながら考えていきたいというふうに考えており

ます。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 逆にかみのやまツー

ル・ド・ラ・フランス大会を実施しているから

こそ、サイクリングコースもないので、サイク

リングコースをつくりたいんだと、そういうこ

とでは無理ですか。お聞きします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 無理か、無理でないかは、

現時点ではわかりませんけれども、説得力とい

いましょうか、そういう話の一つの切り口とい

うものにはなるかと思いますが、まずは、かみ

のやまツール・ド・ラ・フランス大会をもっと

盛大なものにしていきたいと考えております。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 大体わかりました。

将来的に見て、それこそ関係各所といろいろな

話し合いもしなければならないとは思いますけ

れども、ぜひ、できるような方向で、その前に

サイクリングがもっと盛り上がればもちろんい

いわけですけれども、市長の頭の中に入れてい

ただいて、将来的にできるように、すぐとは言

いません、よろしくお願いしたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わらせていただきま

す。 

○坂本幸一議長 次に、２番井上学議員。 

〔２番 井上 学議員 登壇〕 

○２番 井上 学議員 日本共産党議員団、井

上学です。 

 農業振興の諸課題への対応について質問しま

す。 

 昨年は米価の下落、ことしは果樹の凍霜害と、

本市の農業は厳しい状況にあります。今まで以

上に行政が農業を支援していく姿勢を示すこと

が生産に対する意欲向上につながり、基幹産業

である農業の振興、そして元気な上山につなが

っていくと考えます。 

 農業振興、農業を支援するという点から、農

業大学のより積極的な活用について質問します。 

 農業大学は、ことしで４２回の開催となり、
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長年にわたって農家の学習の場、本市の農業を

考える場として農業経営の向上や農家同士のつ

ながりを深め、本市の農業の発展に貢献してき

ました。私は、農業従事者みずから企画、実行

する農業大学は、農家の意欲向上や成長に効果

があり、意義のある取り組みで、これからも継

続・発展させていくことが必要と考えます。市

長の農業大学に対する評価、展望について伺い

ます。 

 今、厳しい状況にある農業を元気づけ、農家

に希望を持ってもらうためには、農業大学にお

いて、具体的な取り組みを進めていくことが必

要です。今までも６次産業化についての取り組

みを行っていますが、それだけではなく、例え

ば新たな特産物として夏秋イチゴなどの栽培に

取り組むこと、市長が遊休農地を解消していく

策として示された企業との契約栽培を進める取

り組み、伝統野菜をさらに普及させる取り組み、

今、農家が抱える課題、後継者、設備投資、販

売などについて行政が農家とともにテーマを設

定し、継続的に取り組む必要があると考えます。 

 農家から「こういったことを農業大学で学び

たい、取り組みたい」ということが提起されれ

ばいいのですが、厳しい状況の中で主体的にこ

れをやれば展望が開けるという取り組みは、農

家から提起されない可能性があります。そのと

きは、行政が先ほど例えに挙げたような農業を

元気づけ、農家に希望を持ってもらう提案をす

る必要があります。農業大学のより積極的な活

用について市長の見解を伺います。 

 次に、有害鳥獣対策の強化について質問しま

す。 

 有害鳥獣の被害は、本市の農業に大きな打撃

を与えています。特に猿の被害においては農作

物の収穫の影響だけにとどまらず、被害による

農家の耕作意欲の低下から耕作放棄地が発生す

る一因となり、ますます里の近くまで被害が及

ぶという事態が起きています。また、民家への

侵入や高齢者や子どもへの人的被害も市民の方

から懸念されています。 

 本市では、追い払いパトロールの実施、捕獲、

電気柵設置への助成、追い払いのための花火購

入への助成、モニタリング調査、接近警戒シス

テムの導入などの対策を講じていますが、市民

が納得する結果が得られていない状況にあると

感じています。 

 その中で、市民の方が効果を実感している対

策が追い払いパトロールと恒久的な電気柵の設

置であると聞いております。 

 追い払いパトロールについては、猟友会の協

力や専門に担当する方１名を設けて行っていま

す。特に専門に担当している方については、車

が到着した時点で猿がいなくなるといったよう

な話が聞こえてくるほど効果が上がっているこ

とから、専門に担当する方の増員が必要と考え

ます。 

 どうしても、猿の出没情報を受けてから追い

払いに向かうことになれば、被害が発生してし

まうおそれがあります。被害に遭っている地区

の関係者の方に経費や出動手当を払って追い払

いパトロールを行ってもらうことも、早急な対

応や地域に合った対策も検討できるという点か

ら効果が期待されると考えます。 

 人的被害が懸念される状況を考えると、行政

が各課連携して追い払いパトロールを実施する

など、市民生活を守る観点から有害鳥獣対策を

検討していく必要があると考えます。 

 以上３点、効果的なパトロールと回数をふや

していく必要があるという点から、追い払いパ

トロールの強化について市長の見解を伺います。 
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 電気柵については、簡易電気柵の設置も効果

を上げているところではありますが、呑岡山に

設置されている恒久的な電気柵は、近隣の多く

の農家の方から、猿の被害はほとんどないと言

われるくらいに効果的です。隣接する地区の方

からは「一緒に設置に参加しておけばよかっ

た」という声も聞こえてくるほどです。 

 この電気柵の延長や新たな地区での設置が有

害鳥獣対策、特に猿の被害において効果がある

と考えます。設置当初のような高い補助率の事

業もなく、個人の園地を守るというよりは、地

域を守るといった意味が強いことから、個人で

恒久的な電気柵を設置や延長することは不可能

であると考えます。恒久的な電気柵をふやし、

被害を軽減していくために、この電気柵につい

て、別枠での補助制度を設けるべきと考えます。

あわせて、効果のある対策ということで、全国

多くの自治体が有害鳥獣の被害に遭っているこ

とから、国・県に対して、恒久的な電気柵の設

置支援を求めていくことも必要と考えますが、

市長の見解を伺います。 

 次に、米生産への支援について質問します。 

 市長は、２０１４年１２月の一般質問「米価

の大幅下落に対する本市の対応について」にお

いて、下落した米価に対し市独自に概算金を上

乗せする緊急の支援が必要だという提案に対し

て、「市独自の上乗せは行わないが、これから

国・県がどういう対応をしていくのかを視野に

入れながら対応していく」と答弁なされました。

その後、県は「山形県産米生産支援緊急対策事

業」として、種子代金の一部、１０アール当た

り５６０円の補助を実施しました。非常に農家

の助けになり、行政が農業を支援しているとい

う姿勢を示すことができるいい事業だと考えて

いたところですが、農家の方に聞いたところ、

この事業を知らない方や何か振り込まれている

といった認識だけの方も見受けられ、行政が農

業を支援しているという姿勢を示すという大事

な点が伝わっていないと感じています。 

 その点を克服し、１２月の一般質問でも示し

たように、米づくりを支援し、上山を元気にし

ていくということからも、市独自で米生産に対

して支援していく必要があると考えます。 

 今期限りの緊急支援ということで、肥料購入

代金等への助成を行い、米づくりや農業を行政

が今まで以上に応援していく姿勢を示すことが、

厳しい状況の中で意欲を失いがちな農家を元気

づけることになると考えます。市長の見解を伺

います。 

 以上をもって質問といたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ２番井上学議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、農業大学のより積極的な活用につい

て申し上げます。 

 昭和４９年から開催している本市農業大学の

成果といたしましては、近年における新規就農

者の増加や新技術への取り組みなど、農業分野

における一定の役割を果たしているものと認識

をしております。 

 今後の農業大学につきましては、これからの

農業を展望しながら、農業経営に反映できる内

容で開催すべきものと考えております。 

 次に、有害鳥獣対策の強化について申し上げ

ます。 

 本市における有害鳥獣の追い払いは、他自治

体に先駆けて専門員を配置するとともに、鳥獣

害防止対策実施隊を設置し、被害防止に努めて

おります。 
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 また、地区会や団体での自主的な追い払い活

動などに対しても、市独自の補助制度を設けて

おります。 

 なお、各課連携につきましては、行政内はも

とより、猟友会を初め関係団体とも連携を密に

し、今後とも被害防止に努めてまいります。 

 恒久的な電気柵設置への補助制度の拡充につ

きましては、設置に膨大な経費を要することか

ら、本市単独での補助は困難でありますので、

機会を捉え、高率な補助制度の創設について、

国・県へ要望してまいります。 

 次に、米生産への支援について申し上げます。 

 米価下落につきましては、全国的な課題であ

り、国・県の施策に対応し支援してまいります

ので、本市といたしましては、御指摘の肥料購

入代金等についての助成は考えていないところ

でございます。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 まず、農業大学の点か

ら重ねて質問させていただきたいと思います。 

 新規就農者の増加、新技術への取り組みにこ

れまで一定の役割を果たしているということで

評価なされました。私はそれに加えて農家の心

の支えというか、こうして自分たちで勉強して

頑張っていくんだというようなことが大事な点

であり、費用対効果が低いというような農業大

学の評価もあるようでございますが、今まで離

農せずに農家を続けてきたというような、数字

であらわせない効果があったのではないかと感

じていますが、そういった点の評価についても

市長も感じられているかどうか、１点、お聞き

いたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 農業大学校については、私

は学長でございますけれども、実行委員会を組

織して、ことしはどういう事業を実施するのか

を検討するなど、皆さんに頑張っていただいて

おります。そういう中で、農家を実際にやられ

ている方々が企画運営をなされているというこ

とが非常に大きな強みの一つだと思っておりま

す。それぞれの時代とか、あるいは経済状況な

どを踏まえた中で、講師の依頼や、あるいは上

山明新館高等学校のプロジェクトの発表会など

をなさってきたというふうに受けとめておると

ころでございますし、新たな情報や新たな取り

組みなどについては、個人的にはなかなかでき

ない部分もあることから、そういったものをう

まく網羅して農業大学校という形で各農家の

方々に発信してきた経緯がありますので、これ

はそういった面での存在価値というものは非常

に大きいものがあるというふうに認識しており

ます。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 市長のほうからも、農

家が独自に企画運営という部分で、本当に精神

的な部分でもよりどころになったというふうな

話がありました。そういったところを発展させ

るということで、今までも６次産業化というこ

とを、たしか市からの提案もあってのことだと

思うんですが、取り組まれてきたと思います。 

 そういったことも必要ですが、やはり１問目

でも言いましたように、非常に厳しい状況の中

で、どうしたら農業が元気になっていくのかと

いうこと自体、農家の方が模索しても、みずか

らこういうことをしたいというふうなことが難

しくなってきているのかなと感じています。１

問目でも例えとして挙げましたが、時節に合っ

たような提案も行政側からしていくということ

が、本当に行政が農家に対して支援を強めてい

るんだ、本当に農家のことを考えているんだと
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いうところを示すのに非常に役に立つのではな

いか。まさにそれが当たったとすれば新たな本

市の農業の展望が開けるのではないかと考える

のですが、そういった行政が示していくという

考え方についてお聞かせください。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 農業という産業は本当に難

しいところがありまして、自然が相手だという

ことが一番ほかの産業と違うところだと思いま

す。ことしもサクランボについて大変な状況に

なっているところでございます。 

 そういう中で、行政がリーダーシップをとっ

ていくということはなかなか難しいと思います。

やはり農協関係あるいは生産者の方々、農業経

営者の方々といろいろ話し合いをさせていただ

くということがより大事だと思いますし、先般

も、農家の方々から声がありまして、県の農林

水産部長が現地調査をしたということもありま

した。そういった農家の方々の提案されたこと

について、あるいはいろいろな話を承ったこと

について、我々がスピーディーに対応していく

ということが求められているんだろうなと思っ

ておりますし、それは研究機関も巻き込んだ取

り組みが大事なのかなと思っています。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 わかりました。やはり

農家の方のことを第一義的というふうなことは

まさしくそのとおりの方針でよろしいかと思う

んですが、やはり大学というふうな名前がつい

ている観点から、学ぶというふうなところがあ

ると思います。ぜひ押しつけではなくて、こう

いったことも一緒に考えていこうではないかと

いうような考えで、農業大学のテーマとしてさ

まざまな検討を継続的にすると。１問目でも申

し上げましたが、そういうふうな取り組みを進

めるべきと思うんですが、もう一度、その点に

ついてお聞かせください。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 その点については、実行委

員会の方々と話し合いをさせていただいて、農

業大学については、我々行政の役割というもの

をしっかりしながら連携をしてやってまいりた

いというふうに考えております。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 有害鳥獣対策の強化の

ほうに移らせていただきたいと思います。 

 本当に本市の努力でピーク時よりは大分被害

は減ったということは認識しているところです

が、やはりまだ、農家というか、農村部の方の

話を聞くと、「猿を何とかしてくれ」「イノシシ

を何とかしてくれ」という声が非常に強いと感

じています。その点で、質問を進める上で、被

害がゼロにはならないところだとは思いますが、

有害鳥獣の被害に対する本市の認識として、数

字的なところではなくて感覚的なところも含め

て、どういったことを感じていらっしゃるのか、

お聞きいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 清野さんという専門員がお

るわけでございまして、私も１週間のうちに何

度かお会いします。その中で、状況等をお伺い

しているところでございますが、やはり先ほど、

一問目の質問がありましたように、清野さんが

行くと猿はいなくなるというような状況だとい

うようなことでございました。それだけ、猿も

知恵をつけているという状況でございますが、

ただ、やはり清野さん１人だけでできるもので

はないわけでございまして、先ほど申し上げま

したように我々も取り組みをしているというこ

とでございます。 
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 そういう中で、一つ大事なことは、いわゆる

農家の方々にも主体性を持っていただいて一緒

にやらないと、という話も承っているところで

ございまして、猿が来る季節には皆さん構えら

れるわけですが、猿が来ないシーズンのときに

は若干気が緩みがちだというような話も承って

いるところでございます。そういった連携のも

とに粘り強く対応していく必要があるというふ

うに考えております。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 専門員のお話に移らせ

ていただきたいんですが、やはり効果が上がる

というふうな部分で、毎日見回りはなされてい

るというようなことは聞きますが、広大な上山

の市域でありますので、増員をして、少しでも

追い払いの効果を上げている時間を長くすると

いうことが必要だと感じるところです。予算が

本当に必要なことですが、予算をかけてでも、

被害を少なくするために専門員の増員というこ

とについてどうお考えか、お聞きいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 専門員の増員については、

現在、考えていないところでございますけれど

も、専門員お一人の方が頑張っているというこ

とは我々も認識しております。増員をすればい

いのかということもございます。１人から２人

になったからいいのかということもございます。

やはり、先ほど申し上げましたように、全体で

対応していくということが大事なんだろうなと

考えておりますので、現場の声といいましょう

か、そういったことも聞きながら、どういう状

況にあるかというものを改めて把握してまいり

たいというふうに考えてございます。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 今のところ増員は考え

ていないというところですが、やはり本当にお

話を聞くと、効果があるんだと。本当に猿がい

なくなるんだと。早く来てほしいんだというよ

うな話を聞きますので、今後の状況や農家の方

の声を聞いて、ぜひ検討していただきたいなと

思います。 

 次に、地区の関係者の方からも協力をという

ふうなことで質問させていただきました。これ

に関しては、今でも独自に支援をしているんだ

というようなことですが、猿、イノシシなどの

有害鳥獣の被害に対して、地区の関係者の方が

窓口となってもらうようになれば、もっとその

地区に合ったような対策などを早急にできると

考えますが、その辺の取り組み、今、どういっ

た状況になっているのか、お聞かせください。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 地域ですとか、農家の方

の主体的な取り組みに関する支援措置につきま

しては、平成１９年度から、それぞれ自主的に

取り組む方々に対しての支援策を講じておりま

す。当時、何年間かかけて各地区を回らせてい

ただいて、説明会なり、勉強会なりというもの

を開催させていただいた中で、こういった助成

制度がありますということでいろいろと使って

いただいておりますが、その中で、一番多いの

は追い払いの花火というようなことでございま

して、みずから地区会、農業者単位でまとまっ

て定期的に追い払い等をするという活動がなか

なか実施されてこなかったという経緯がござい

ます。 

 なお、各地区のほうに説明会等でお邪魔した

際に、なかなか窓口になっていただく方がいら

っしゃらないという課題がございまして、当時

は地区会長さんや実行組合長さんに窓口になっ

ていただいたりしていたんですけれども、それ
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がなかなか自主的な、積極的な取り組みにつな

がらないということが現在でも課題として捉え

ております。 

 ただ、自主的な対策に対する支援策というも

のは今後とも継続してまいりたいというふうに

考えております。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 その地区の関係する

方々への取り組みの問題点、難しい部分、よく

わかりました。しかし、こういったことも、地

区で早急に対応できたり、苦情やこうしてほし

いんだということを地区の方に話していただけ

るというような体制ができれば、本当に有効な

ことだと思いますので、装備品などを貸し出す

んだとかいうようなことも含めて、さらに進め

ていく必要があると思います。 

 また、１問目で言ったような経費的な部分、

花火購入費に対する補助などは出しているとい

うことですが、１回出動すると幾らというよう

な形で追い払いをやると、自分のほうの意識も

上がって取り組めるのではないかなと考えると

ころなんですが、もっと支援を拡充して地域の

取り組みを進めていくことができないのかどう

か、お聞きいたします。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 現在、上山市鳥獣害防止

対策協議会を設立しておりまして、その中で、

被害軽減するための自主対策支援事業というも

のを実施しております。この中で、支援するメ

ニューといいますか、内容につきましては、地

域や農家独自で行う研修会に対する費用とか、

追い払い花火もそうですけれども、そのほか組

織的に追い払いをする際の経費、例えば既存の

被害園地などがありますと、周りに山の樹木が

迫っているとそこから入られるということもあ

りまして、緩衝帯を設けるといったようなこと

をやることとか、放任されている果樹の伐採な

ど、そういった被害軽減をするための地区独自

の取り組みについては、ほぼ網羅した形で支援

メニューとしてありますので、ぜひ御相談いた

だきたいというふうに考えております。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 わかりました。 

 さまざまな手だてが講じられているという中

で、市長からもありましたけれども、農家の方、

地域の方の意識向上というふうなとこも図って

いかなければならないと感じたところです。 

 次に、各課でパトロールをしたらいいのでは

ないかという提案ですが、今でも各課連携の中

でやっているというふうなことをお聞きしまし

たが、農作物の被害だけでなく、そこに住む住

民の方が本当に怖い目に遭っている。まだ今の

ところ怖い目で済んでいるところですが、いず

れは被害が心配されることから、どうにかして

くれというふうな声が届いています。 

 そういった点から、今現在は、多分各課で見

ていくというようなパトロールはされていない

と思うんですが、そういったことを検討できな

いかどうか、お聞きいたします。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 ただいまの各課連携の追

い払いパトロールということでございますが、

現在、鳥獣害対策につきましては、熊につきま

しては市民生活課のほうで対応しております。

カモシカにつきましては文化財でありますので、

生涯学習課のほうで対応しているというような

ことで、そのほかにつきましては農林課のほう

で対応しておりますが、その中でも、例えばカ

ラスとか、スズメとか、そういったものはどち

らかというと農協さんのほうが中心となって対
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応しているというようなことで、各課等々で分

担して現在対応しておるところでございます。 

 ただ、平日業務、通常業務がある中で、職員

が追い払いパトロールに出るというのはかなり

困難なことでございます。なお、土日・祝日を

中心に、先ほど市長のほうも申し上げましたけ

れども、鳥獣害の防止実施隊というような形で、

猟友会の方からローテーションを組んで追い払

いパトロールを実施していただいております。

そちらのほうにつきましては、経費のほうを支

出しておりますけれども、猟友会の方につきま

しても、仕事をお持ちの方がたくさんいらっし

ゃいますので、そういった時間のあるところで、

土日を潰してパトロールいただいているような

ところもございます。現段階で、各課連携のパ

トロールというのは困難であるというふうに認

識しております。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 難しいというふうなお

答えですが、熊が出没したら、多分関係課が行

って現地を見ると思うんです。出たら行くので

はなくて、やっぱり出ないように行くというか、

そういった姿勢も必要じゃないかなと、一言つ

け加えさせていただきたいと思います。 

 追い払いパトロールの強化ですが、１問目で

も言いましたが、効果的な追い払いと回数をふ

やすということが必要だという観点からなんで

すが、今までの議論の中でそういったことも確

認させていただきましたが、改めて、これから

こういった回数をふやしていく、効果的なこと

を進めていくというような方法はさまざまあり

ますが、そういった認識でいいのかどうか。市

長、お聞きいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 そういう方向で考えており

ます。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 それでは、電気柵の設

置補助に移っていきたいと思います。 

 恒久的な電気柵については、１問目で言った

ように、効果があると。もっと延ばしてほしい

とか、新たにしてほしいという要望があります。

お答えにもありましたように、なかなかその当

時のような率のいい補助がないということで、

進んでいないというようなことですが、少しず

つでも、できる範囲で広げたり、新設していく

ことが必要だと思うんですが、そういったとこ

ろで新たな補助制度というか、今までの既存の

電気柵に関して使えるかどうかも含めてお聞き

したいと思います。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 現在、上山市内に設置し

てあります恒久的な電気柵につきましては、小

笹から延びる広域農道沿いにございますが、そ

の電気柵につきましては、現在、延長約１．１

キロでございます。平成１４年度に設置してお

りますが、そのときの設置の事業費が１，９４

２万円でございます。 

 その当時、農家の負担は１割程度となってお

りますが、この電気柵を設置する際に、農道整

備にあわせてということで高率の補助であった

わけですが、当初の計画は５キロ以上の計画で

ございました。ただ、地元と、受益者との折衝

の中で、事業費が大きい分、高率の補助であっ

てもなかなか自己負担分が多いということが課

題になりまして、 終的に現在の１．１キロと

いうふうになった経緯がございます。 

 この設置につきましては、現在設置されてい

るものについては非常に高率な補助で設置され

ておりますが、現在の制度ではこのような形の
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補助制度はない状況でございます。また、莫大

な事業費でありますので、市独自で補助制度を

設置することは非常に困難でございます。 

 ということでありますので、県や国等に対し

て機会を捉えて、現在も、会議等がある際には、

何とか高率の補助をということで要望はしてお

りますが、今後とも、県・国等の支援が受けら

れるように強く要望してまいりたいというふう

に考えております。 

 また、現制度で恒久的な電気柵をということ

でありますが、農家の方が自主的に設置したい

ということでまとまるのであれば、補助率は変

わりませんが、御相談いただければ、今すぐに

ということはできませんけれども、来年度事業

とか、何年後にこういうふうな計画をしたいと

いうことは事前に御相談いただければ、検討で

きることではあるかなというふうに考えており

ます。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 猿のことをメーンとし

て議論を進めてきましたが、イノシシの被害も

広がって意欲が本当に下がりがちな農家を、有

害鳥獣の対策はしっかりするんだと、そういう

支援を示していくことが重要じゃないかなとつ

け加えさせていただきたいと思います。 

 次に、米生産への支援というようなことで、

私は、根本となるのは、県が種子代金の一部を

助成すると示したことで、予算特別委員会の中

でも、市長は県との連携の中で進めると示して

いたわけですが、農家の人に響いていないとい

うふうなところが残念だと思います。 

 やはり、やるのであればしっかり趣旨を説明

して、本当に農家のために行政はできることを

やったんだといった姿勢が必要だったのではな

いかと思うんですが、その点についてまずお聞

きしたいと思います。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 確かに県産の米生産支援

緊急対策事業ということで、米の種子代金の一

部、１０アール当たり５６０円の助成措置がご

ざいます。 

 ただ、この助成措置につきましては、昨年度

の米価下落という事実がわかった段階で県のほ

うで緊急的に制度設計したわけですけれども、

募集が年明けの１月から始まり、申し込みは１

月下旬でありました。なかなか周知期間がとれ

ないということで、それを２月、３月と延ばし

ていただいた経緯はございますけれども、確か

に、農家の方に周知する方法としては若干足り

なかったのかなと反省しております。 

 ただ、種子代金でございますので、対象農業

者の平均で割ると１件当たり大体４，０００円

弱で、中には３００円、４００円と本当に微々

たるものでありまして、なかなかその辺のとこ

ろも認識していただけない部分なのかなと反省

しておりまして、こういうものがいつ振り込ま

れるというようなことを事前に周知した形で農

家の方にお知らせしながら実施すればよかった

のかなというふうに考えております。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 そういった周知が少し

足りなかったというような反省点はわかりまし

た。 

 本当に課長からあったように、金額的には、

本当にこれで経営が助かる、息がつながったと

いうようなものではないとは思うんですが、や

はり一番重要視しなくてはいけないのは、行政

は農家を応援しているんだと、支援しているん

だと、できる限りの範囲の中でやっていくんだ

というふうなことを示すことだと思います。 
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 そういった意味で、一度肥料代金の助成につ

いて、昨年の米価の下落に対するものだという

ことを考慮して、農家を支援していくんだとい

う意味合いのもので実施できないのかどうなの

か、お聞きいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 議員御指摘の件については、

肥料代ということでございますが、肥料代とい

っても、１年限りということですよね。あとも

う一つは、やっぱり事務的に大変だとは言わな

いかもしれませんけれども、農家でも農協から

買ったり、いろいろなところから買っていると

いうようなことでの煩雑さもございますし、そ

ういう面からいけば肥料ということではなくて、

今省力化というようなことで直播き栽培を大分

やっていますよね。ああいった新しい取り組み

に対して補助というのでしょうか、支援をして

いくとか、やはりそういうこれからの農業につ

ながるような施策について、行政というのは支

援していくべきだと思うんですよね。ことし、

肥料代を補助しましたということだけでは、政

策としては貧困なのかなというふうに思ってお

りますし、それから飼料米に対する対応という

ようなことで、きょうも天童市の取り組みが出

ておりましたけれども、そういったこととか、

これから米作農家がこの値段ではなかなか難し

いのかもしれませんけれども、現実には需給バ

ランスの中でこういう価格になってきていると

いうことでございますので、そういった新たな

面での支援策というものも我々行政としては考

えていく必要があると認識しております。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 本当に市長から前向き

な答弁がいただけたと思います。 

 私は、肥料代というふうなものは１つの名目

であって、農家を支援していくこういった助成

というものを考えていくべきではないのかとい

うことで提案させていただきました。 

 種子代金というようなところで、山形ではさ

らに上乗せしたような状況もあって、このこと

も話そうかなと思ったんですが、ただ種子代金

ということであれば、種まきは終わって稲も順

調に生育しているところでありますので、触れ

はしませんでしたが、やはり市長が言ったよう

に、これから農業を応援していくんだというよ

うな形で農家の支援を強めていっていただきた

いという思いを述べさせていただいて、質問を

終わります。 

○坂本幸一議長 この際、正午にもなりますの

で、昼食のため休憩いたします。午後は１時か

ら会議を開きます。 

    午後 ０時００分 休 憩 

                  

    午後 １時００分 開 議 

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、９番長澤長右衛門議員。 

〔９番 長澤長右衛門議員 登壇〕 

○９番 長澤長右衛門議員 議席番号９番、会

派創志会に所属しております長澤長右衛門であ

ります。 

 蔵王の麓に生まれ育ち、また４０年近く蔵王

観光関係の仕事に携わったことから、 近の蔵

王山火山活動には大変心配しております。この

ようなことから、蔵王山に関しての質問をさせ

ていただきます。 

 東日本大震災の後、全国的に火山活動が活発

化しており、昨年９月２７日の長野県と岐阜県

にまたがる御嶽山での突然の噴火を初め、吾妻

山、箱根山大涌谷の火山活動の活発化、そして
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５月２９日には鹿児島県にある口永良部島にお

いて爆発的な噴火が発生しました。 

 御嶽山の噴火を受け、平成２６年９月２９日、

山形地方気象台は、蔵王山その他県内の活火山

について調査した結果、いずれも直ちに噴火す

る兆候は見られないとの見解が示されました。 

 平成２５年１月には、平成２２年９月からの

観測開始以来初めて、地下のマグマや熱水の動

きを示す火山性微動が観測され、それ以降、御

釜周辺を震源とする火山性地震がふえ、昨年８

月７日には、観測 多になる１日４３回を記録

しました。９月上旬からは一時期鎮静化し安心

しておりましたが、昨年１２月１９日に再び振

幅の大きい火山性微動が発生し、また、平成２

７年４月７日以降も御釜直下を震源とする火山

性地震が急増、４月１２日までに１６回から３

８回発生し、４月９日には火山性微動も確認さ

れました。 

 仙台管区気象台は、４月１３日、小規模な噴

火が起きる可能性があるとして、水蒸気噴火想

定火口域からおおむね１．２キロへの立ち入り

を規制する「火口周辺危険」の噴火警報を発令

いたしました。このため、蔵王エコーラインの

除雪作業ができなくなり、４月２４日に予定さ

れていた開通式は延期されました。 

 山形県は、宮城県の関係機関とともに、平成

２７年３月２３日に「蔵王山火山防災協議会」

を発足させ、火山活動や現状に応じて気象台が

発表する警報に合わせ段階的な防災対策を定め

ており、４月１３日に発表された噴火警報につ

いては、蔵王山の過去の噴火データや地形的な

特徴などから、御釜を取り囲む馬の背カルデラ

内で水蒸気噴火が起こった際、大きな噴石がカ

ルデラの外側１．２キロの範囲まで飛散する危

険性があるとの想定により、気象庁から出され

たものです。 

 東日本大震災による福島第一原発事故の影響

や風評被害に苦しみ、ようやく観光客数が震災

前に戻り、安堵した矢先、昨年１０月８日に御

釜湖面の一部に白濁が確認されたことから、例

年、紅葉で も混み合う１０月１１日からの連

休は観光客やトレッキング等のキャンセルが相

次ぎました。さらに、スキー場の利用客が軒並

み減少し、坊平ペンションや小倉ペンションな

ど、団体客やスキー教室などのキャンセルによ

り大きな痛手をこうむったわけであります。 

 蔵王温泉についても、噴火警報の発令を機に、

大きな宿泊施設が相次いで倒産し、風評被害の

影響は深刻な問題であります。 

 噴火警報が発表されてから２カ月以上経過し

ましたが、その間、山形県では観光客の誘客促

進を図る蔵王温泉の支援策として、今月から国

の交付金を活用しプレミアム付き旅行券の発売

を予定しており、さらに西蔵王有料道路の無料

化を進めるなど、積極的な誘客を図っておりま

す。 

 本市におきましても、蔵王高原坊平地区は高

原地帯にあり、トレーニングに適した気候、地

質であることから、公益財団法人日本陸上競技

連盟を初めとする陸上関係者から注目を集め、

毎年、全国から多くの選手が合宿を実施してお

り、平成２４年度の蔵王坊平アスリートヴィレ

ッジ内の宿泊施設利用者は、団体数で１１３団

体、人数で３，２７７名、宿泊延べ人数では９，

０５５名であります。平成２５年度については、

団体数で１６１団体、人数で４，６８４名、宿

泊延べ人数では１万１，６１７名であり、前年

対比１２８．２％に伸びておりますが、その蔵

王高原坊平一帯は警報の範囲外にもかかわらず、

利用客のキャンセルが発生しており、また、今
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夏に合宿を予約している団体客もキャンセルが

出ておる厳しい状況であります。 

 そこで、上山市の対策として、誘客を促進す

るため、先ほど申し上げました山形県が旅行消

費の喚起・拡大を図るため、国の交付金を活用

して発行するプレミアム付き旅行券に同じ国の

交付金を活用して発行が予定されている本市の

旅行券をうまく組み合わせた支援策を整備する

とともに、風評被害により多大な影響を受けて

いる坊平・小倉の両ペンション、かみのやま温

泉並びに蔵王坊平からかみのやま温泉までの警

報範囲外の市内飲食店などでの消費の喚起・拡

大が図られるような支援策も必要かと考えます

が、市長の見解を伺います。 

 次に、安全対策の周知についてであります。 

 昨年、多数の犠牲者が出た御嶽山の噴火を踏

まえ、登山者や観光客、住民の安全対策の強化

として、先に申し上げました「蔵王山火山防災

協議会」により、噴火レベルごとに消防、警察、

地域等と連携し、防災計画や避難計画、ハザー

ドマップの策定が図られるようでありますが、

市のホームページや市報への掲載、チラシ等に

よるきめ細かな情報発信を行い、安心・安全を

図るべきと思いますが、市長の見解を伺い、１

問といたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ９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、国の交付金を活用したプレミアム付

き旅行券の発行による誘客促進について申し上

げます。 

 県が発行するプレミアム付き旅行券を積極的

に活用するとともに、２分の１のプレミアムを

有する本市独自の旅行券を発行し、誘客に努め

てまいります。 

 本市独自の旅行券につきましては、ペンショ

ンから旅館・ホテルまでの多様な宿泊料金に対

応できるものとし、県が発行する１万円の旅行

券を含めて、１万円から３万円まで５段階の価

格帯を用意してまいります。 

 あわせて、飲食や商品の購入、サービスの提

供等、柔軟に使えるクーポン券を旅行券に付加

することで市内での消費拡大に取り組んでまい

ります。 

 次に、安全対策の周知について申し上げます。 

 ６月１６日の噴火警報解除に伴い、中川地区

の各会長を初め、蔵王山関連団体や施設へ直ち

に情報を伝達するとともに、ホームページをリ

ニューアルし、防災・安全対策情報を発信した

ところであります。 

 また、７月１日号の市報にもこれらの情報を

掲載する予定としており、今後とも、適時的確

な情報提供に努めてまいります。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 具体的な答弁、あ

りがとうございました。 

 ４月１３日から２カ月にわたって蔵王山火口

周辺警報が発表されておりましたが、ようやく

６月１６日に解除され、また２カ月間おくれて

おりました蔵王エコーラインも６月２２日に全

線開通ということで、市民はもとより、防災関

係者及び観光関係者はほっとしているのではな

いでしょうか。 

 そこで、プレミアム付きの旅行券でございま

すけれども、先ほどの答弁では、１万円から３

万円までの５段階の価格帯を用意するとの答弁

でありましたが、これをもう少し詳しく御説明

していただくことと、このプレミアム付き商品

券はいつ発行するのか。また、発行方法として
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はどのような方法をとられるのか、お聞きしま

す。   

○坂本幸一議長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 プレミアム付き旅行券に

つきましては、制度的に大変複雑なものとなっ

てございまして、詳細について、この場をおか

りして御説明することはちょっと時間的に難し

いんですけれども、重要な部分についてだけ、

かいつまんで申し上げたいと思います。 

 発行主体によりまして３種類に分かれます。

一つは、県が発行するもの、それから上山市が

独自で発行するもの、そしてそのほかに県が発

行する基本的に１万円の旅行券に上山市が付加

価値をつけて発行するものというふうに、発行

主体によって３種類に分かれます。 

 発行時期につきましては、まず、県が発行す

るものについて申し上げますけれども、これも

また３種類ほど、発売時期がずれます。インタ

ーネットによるもの、これは早いものでは６月

２９日発売、それから７月１日というものもあ

ります。それからコンビニの端末で発売するも

の、これは７月９日となっております。 

 そしてもう一つ、県の１万円の旅行券に上山

市が付加価値をつけて発行するものについては、

さまざまな手続が必要なんですけれども、 短

で８月１日から発売が可能というふうにきのう

説明がありました。 

 また、上山市独自のものにつきましては、こ

れも何種類かあるんですけれども、一番メーン

のものにつきまして申し上げますと、インター

ネットで発売するものがメーンなんですけれど

も、これは８月下旬から９月上旬にかけてとい

うことで、まだ日程は確定していませんけれど

も、その期日を目途に今進めているところでご

ざいます。 

 なお、５段階の価格帯の詳細についてですけ

れども、県が発行するのは１万円でございます。

それから５，０００円刻みで、１万５，０００

円、２万円、２万５，０００円、３万円という

５段階というふうに考えております。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 幾らぐらいの予算

をつけているのか、お伺いいたします。 

○坂本幸一議長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 予算の部分ですけれども、

県の部分については、今年度トータルで１２万

５，０００枚で、そのほかにさまざまな、券の

ほかに諸経費もありますので、県の予算は９億

７，２００万円というようなことが示されてお

ります。 

 上山市独自でインターネットで発売する分に

つきましては、およそ１，８００万円というこ

とで今計画をしているところでございます。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 プレミアム付き旅

行券というのはほとんどが個人の活用になろう

かと思いますけれども、個人の顧客はもちろん

大切でありますけれども、そのほかに団体客の

誘客が必要かと考えるわけであります。関東、

関西方面のエージェント関係への対応はどのよ

うにお考えか、お聞きいたします。 

○坂本幸一議長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 発売形態については、イ

ンターネット、それからコンビニでの端末機で

の発売と申し上げましたけれども、もう一つ、

旅行代理店を経由しての発売という、その３種

類になります。 

 御質問のとおり、インターネット、あるいは

コンビニでの発売については、団体客にはなか

なかなじまないというふうに理解しておりまし
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て、団体客にお勧めする場合には、旅行代理店

からの発売の旅行商品といったものが主になる

かなというふうに理解しております。それの販

売促進につきましては、宿泊施設と上山市、そ

れから旅行代理店と密に連絡をとりながら進め

ていくべきものというふうに考えております。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 近、団体客が少

なくなってきているということでございますけ

れども、旅行会社またエージェントの役割とい

うものも大切であるわけでございますので、連

携をとりながら積極的な誘客を期待いたします。 

 次に、蔵王坊平高原の安全・安心を広く発信

する上でも、上山市合宿利用者支援事業補助交

付と、上山市蔵王坊平アスリートヴィレッジ合

宿利用者支援事業補助交付は、現在１０人で活

用できる補助制度であります。高校生及び大学

生が市内もしくは蔵王坊平アスリートヴィレッ

ジの宿泊施設で３泊以上の合宿を実施すること

により、１人１泊５００円を補助する制度であ

りますが、この制度を中学生や小学生にも活用

し、合宿誘致拡大を図るべきと考えますが、市

はどのようにお考えか、お伺いいたします。 

○坂本幸一議長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 御質問のとおり、高校、

大学生がアスリートヴィレッジを利用した場合

に１０人以上３泊の場合５００円の助成がある

んですけれども、宿泊関係者の方との意見交換

で、これを小学生以上まで拡大してくれないか

という要望がありました。高校生に劣らず、小

学校、中学校の実績があるというようなことか

ら、今の制度とはまた別ですけれども、これは

内容的には補完する形で小学生あるいは幼稚園

の実績もございましたので、幼稚園・保育園以

上というふうに拡大し、それから３泊というこ

とではなくて、保育園の場合もちろん３泊はし

ませんので、１泊以上というようなことで今考

えているところでございます。   

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 大変結構な御答弁

でありました。 

 市の合宿誘致拡大のためにも、新たな施策に

積極的に取り組んでいただきたいなと要望いた

します。 

 プレミアム付き旅行券につきましては、納得

いたしました。 

 今、本市のサクランボ生産農家が 盛期を迎

えているわけでございますが、例年ですと、団

体ツアーやサクランボ狩りと御釜のセット旅行

コースが通常でありますが、ことしは御釜の見

学ができないということで、本市のサクランボ

狩りも団体ツアーの減少が懸念されるわけであ

ります。 終的に大きく収入が落ち込んだ状態

を考えたとき、どのような対策を考えているか、

お伺いいたします。 

○坂本幸一議長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 エコーラインが使えない

ということの影響が非常に大きいということで、

月曜日に開通式を行いますけれども、それを契

機にエコーラインの開通というものを広く周知

して、誘客に努めたいという趣旨から、開通式

のイベントを例年よりも少し盛大に行いたいと

いうふうに考えておりまして、サクランボなど

の記念品等を贈りながら、話題性といったもの

を高めてエコーラインの開通というものを広く

進めていたきい。それで、観光果樹園のほうに

もお客さんが来てくれるようにというようなこ

とを考えております。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 エコーライン開通
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式、安全をアピールするのは当然でございます

ので、大いにそういうものを取り上げていただ

きたいと思います。 

 次に、安全対策の周知についてでありますが、

火山活動の活発化に伴い、仙台管区気象台は４

月１３日に、蔵王で初めて噴火警報を出されま

した。突然、鳴り響いたエリアメールで警報を

知った方も多かったと思います。 

 市の対応としましては、噴火警報等の情報通

信訓練の周知にあわせ、火口周辺１．２キロの

範囲内に対し避難勧告を発令し、避難勧告エリ

ア図を早速、４月１５日に市内全戸に配布して

おり、迅速な行動は敬意を表するところであり

ます。 

 今後も、市のホームページや市報等で細かい

情報を発信するのはもちろんでございますけれ

ども、とっさの場合、チラシ等の配布もお願い

したいと思います。 

 今現在、蔵王山火口周辺警報は解除されまし

たが、自主規制であるわけであります。今後、

観光客、登山等の安全を確保する上での暫定的

な防災対策が必要と思いますが、どのような対

策を進めているか、お伺いいたします。 

○坂本幸一議長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 今般の避難警報解除に伴

う防災対応ということで、蔵王山の火山協議会

の中で、その対応策について検討してきたとこ

ろでございます。その中で、安全対策の一番の

部分につきましては、蔵王レストハウスほか避

難小屋が周辺にございますけれども、そちらの

ほうにヘルメット、飲料水、マスク、ゴーグル

等を設置してございます。そのほか、昨日、報

道なんかにも出ておりますが、登山道の閉鎖と

か、それから登山口に対する看板の注意喚起、

そういったもので安全対応を図っているところ

でございます。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 蔵王御釜を訪れる

観光客は年間４０万人を超えているわけでござ

います。資料を読ませていただきますけれども、

平成２６年度蔵王山の御釜に、入込数でござい

ますけれども、４４万９，９６８名、そして、

平成２５年度では４４万２，９０９名、そして

平成２４年度については４７万５，０９４名の

お客様がお越しになっているわけでございます。

観光客、登山者の安全確保の徹底を図ることは

当然であり、安全安心が原則でありますので、

十分な注意を払っていただきたいと思います。 

 先ほど市長の答弁にございましたとおり、市

報によって細かい情報を流したいという話がご

ざいましたけれども、今、市のホームページの

中に、馬の背カルデラ想定火口位置の範囲が掲

載されています。その地図には、先ほど御説明

いただいたとおり、通行どめ注意喚起看板等、

またヘルメット、飲料水、マスク、これらの配

置箇所などを詳しく表示されております。この

地図でありますけれども、大変詳しく載ってお

ります。 

 こういう地図を、市全戸とはいわなくても、

市報もしくは隣組の回覧などで、情報発信が必

要かと思いますが、市はどうお思いでしょうか。 

○坂本幸一議長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 先ほど、第１問で市長が

御答弁申し上げましたとおり、７月１日号の市

報で、ここまで詳しく載せられるかは紙面の関

係がございますけれども、一定の情報につきま

して十分掲載して市民の皆様にお知らせしたい

というふうに考えてございます。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 この地図というの
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は本当に詳しく書かれておりまして、これを掲

載すればすぐわかるようなものでありますので、

ぜひこの地図の掲載をお願いしたいと思います。

解除されたとはいえ、自主規制でございますの

で、市民にも周知徹底を図っていただきたいと

思っております。 

 火山噴火予知連絡会が今月１５日の会合にお

いて、蔵王山においては５月下旬以降は火山性

地震の少ない状態で経過している。一方、２０

１３年以降、火山性地震や火山性微動の発生が

確認されており、長期的には火山活動がやや高

まった状態であるという、引き続き火山活動の

推移に注意が必要であるということであります。 

 今後とも、きめ細かい情報提供をお願いし、

また、火山は災害だけでなく、温泉という恩恵

があることを忘れてはならないのではないでし

ょうか。 

 後に、一日も早くもとの蔵王に戻ることを

願い、質問を終わります。 

○坂本幸一議長 次に、１番守岡等議員。 

〔１番 守岡 等議員 登壇〕 

○１番 守岡 等議員 日本共産党議員団の守

岡等です。 

 私の質問テーマは、安心できる医療、介護、

福祉の構築についてです。私たちは、ことしの

１月に日本共産党上山委員会として住民アンケ

ートを実施しました。また、日常活動の中で、

市民が市政に何を求めているか、３，０００人

の市民との対話を進めてきました。 

 その中で明らかになったことは、市民が上山

市政に望むことで も要望が強いのが、安心で

きる医療、介護、福祉をつくってほしいという

ことです。こうした市民の要望に基づいて、以

下の事項について質問させていただきます。 

 まず、介護問題についてです。 

 １番目として、介護悲劇を繰り返さないため

にということでお伺いします。 

 ことしの５月に三川町で介護心中事件が発生

しました。８５歳の夫が認知症の妻の介護に不

安を覚え、施設でのケアを望んだが、近隣にあ

きがなかったことが引き金になったようです。 

 上山市でも、過去に８０歳代の夫が寝たきり

の８０代の妻を殺害するという大変痛ましい介

護悲劇が発生しました。大変仲のいい夫婦で、

夫の介護も褥瘡をつくらせないなど大変行き届

いたものであったそうです。 

 なぜ、このような痛ましい事件が起こるのか、

その要因を分析し、二度と介護悲劇を生まない

決意を行政が示していくことは重要なことであ

ると考えます。 

 私は、これまで県内で発生した介護悲劇の分

析を進めてきましたが、次のような特徴がある

と考えます。第１に、男性、息子さんや夫です

が、男性の介護疲れによる母親・妻への加害の

事例が多いということです。２番目として、特

に５０代の独身男性で十分な収入がない場合で

す。３番目として、認知症対応は在宅では困難

であること。４番目として、介護施設に預けた

くても施設が不足して入れられない。あるいは

経済的問題で入所できないと、こうした問題点

を分析しました。 

 こうした分析に基づいて、当市においても次

のような対策が必要だと考えられます。まず第

１に、要介護者のいる全世帯の調査を行い、現

状把握を行うことです。第２に、特別養護老人

ホームなど介護施設を整備することです。そし

て、第３に、認知症対応の強化を図ることです。 

第４に、低所得者対策の強化を図ることです。 

 とりわけ、市内の特養入所待機者数が３００

人を超え、家族に介護のしわ寄せが及んでいる
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状態を解消することは緊急の課題となっており

ます。 

 また介護保険料が月額５，０００円を超え、

あるいはせっかく要介護認定が出ても１割の利

用料負担が重く、経済的な問題で必要な介護サ

ービスを控えてしまうという、こういう事例も

寄せられています。 

 こうした中で、米沢市や尾花沢市では、低所

得者の居宅介護サービス利用料の半額助成を行

っています。 

 二度と介護悲劇を起こさないためにも、実態

調査の実施、特養など介護施設の整備、介護保

険料・利用料の低所得者減免を行うよう提案し

ます。市長の見解をお伺いいたします。 

 ２番目として、地域包括ケアシステムの整備

についてです。 

 「地域包括ケアシステム」とは、団塊の世代

が７５歳を超える２０２５年を見越して、これ

までの病院・施設中心の医療・介護から地域に

シフトを移して、家族やボランティアの協力も

得ながら高齢者の支援を行うというもので、公

的社会保障制度とは別建ての制度設計だと考え

られます。 

 いわば社会保障費抑制の位置づけを持つ制度

改変だと言えますが、もともとこの地域包括ケ

アという概念は、広島県の旧御調町の医師が医

療・介護の連携を強化することによって寝たき

り老人ゼロ作戦を展開したのが始まりだと言わ

れています。病院で医師が必死の治療で病気を

治して地域に返しても、やがては寝たきりにな

っている現状に疑問を抱き、医療と介護の連携

の必要性を唱えたものです。 

 私は、住民本位の地域包括ケアシステムを整

備することによって、健康寿命を延ばしたり、

人生の 期は自宅で過ごしたいという高齢者の

願いに応えるものになり得るものだと考えます。 

 具体的には、今６００名以上いる上山市の寝

たきり老人の数をゼロにするという課題です。

人間は、本来、必要な介護・ケアが行われれば

重病を除き、寝たきりにはならないとも言われ

ています。現に、北欧諸国には「寝たきり」と

いう言葉すら存在しません。しかし、放ってお

くと簡単に寝たきりになるのも人間です。寝た

きりは、「寝かせきり」と言うべきものです。 

 本市においても、医療・保健・介護・福祉の

連携を強化して多職種参加の症例検討会を実施

するなどして、地域で高齢者がきちんとした方

針のもとでケアを受け、寝たきり老人の数を減

らし、健康寿命の延伸を図るべきと考えます。

市長の見解をお伺いいたします。 

 また、今後、在宅医療・在宅介護を進めてい

くには、施設・マンパワーの整備・確保が必須

となっております。これまで病院や施設に入

院・入所していた方々が、地域で安心して暮ら

していくためには、定期巡回・随時対応型訪問

介護看護や在宅療養支援診療所といったサービ

ス提供体制が必要になります。 

 そして、在宅介護のかなめとなるヘルパーの

確保は待ったなしの課題となっています。とり

わけ障がい者や難病患者が利用する重度訪問介

護は全く不足しており、本来であれば２４時間、

１２時間といった長時間の見守り・介護が必要

な方が十分なサービスを受けられないという状

況になっています。高齢者・障がい者・難病患

者が在宅で十分なサービスが受けられるように、

２４時間対応のサービス提供やヘルパーの確保

と養成を図ることは急務だと考えますが、市長

の見解をお伺いいたします。 

 次に、２番目の問題、国民健康保険制度の問

題です。 



－７９－ 

 第１に国保税滞納者への対応についてお伺い

します。 

 上山市の国保税は、平成２５年度一般１人当

たり保険税調定額が１３市で６位、あるいは県

内の各市町村と比較しても高いほうに位置して

います。市民にとって国保税の負担は限界にき

ていると思います。そして、高過ぎる国保税を

払えずに滞納し、１年以上滞納を続けると資格

証明書という実質の保険証取り上げ、全額窓口

負担という厳しい罰則が待っています。この資

格証明書を発行されている世帯が４２世帯いま

す。また、財産の差し押さえも行われています。 

 資格証明書の発行は、滞納者を行政窓口から

遠ざけ、必要な医療が受けられず、命の保障す

ら失わせるものです。私は、保険税を払えるの

に払わない人は別にして、ぎりぎりの生活を営

む中でやむなく保険税を滞納している方には、

資格証明書の発行ではなく、短期被保険者証の

発行で連絡を密にし、納税相談をきちんと行い、

必要な医療も保障するやり方のほうが効果的で

あると考えます。 

 平成２１年に新型インフルエンザが流行し、

資格証明書を発行された方々の医療の確保が問

題になったとき、厚労省保険局医療課から出さ

れた文書では、経済的困窮者は「特別な事情」

に当たり、資格証明書の発行対象でない可能性

が示唆されています。以前、資格証明書を発行

された世帯の所得状況を調査したことがありま

したが、低所得層に資格証明書がかなり発行さ

れている状況も明らかになりました。 

 このような状況のもとで、経済困窮者には資

格証明書を発行せず、短期被保険者証の発行と

並行して丁寧な相談活動を図っていただくこと

を要請しますが、市長の見解をお伺いいたしま

す。 

 次に、国保税を引き下げるためにということ

です。 

 国保税を引き下げてほしいというのは多くの

市民の声です。高過ぎる国保税を引き下げるた

めには、次のことが考えられます。 

 まず第１に、国庫負担の増額です。 

 ２番目として、一般会計からの繰り入れです。 

 ３番目が、国保基金の取り崩し。 

 そして４番目が、保健予防活動の強化などに

よる医療費の抑制です。 

 この中で、特に、現在上山市国保会計に積み

立てられている約７億円の基金の一部を取り崩

し、国保税引き下げの財源にしていただくこと

を要請します。 

 国保基金の積立額の目安は、保険給付費等の

３年間の平均の１０％以上です。その基準に従

うと、当市の保有すべき基金は約２億３，００

０万円であり、既に約５億円近くも基準よりも

多く積み立てられていることになります。その

一部、例えば１億円を取り崩すだけで、１世帯

当たり約２万円の保険税引き下げが可能です。

この基金、もともとは市民の財産であり、それ

を市民に還元することは道理にかなうものです。 

 今、消費税増税や社会保障負担がふえ、多く

の市民が経済的不安を抱えて生活しています。

安心できる医療構築の基本として、国保基金の

一部を取り崩し、保険税を引き下げて市民の健

康権を守っていただくよう提案します。市長の

見解をお伺いいたします。 

 また、保健予防活動の強化については、健康

長寿の県として長野県がありますが、実は長野

県と上山市にはたくさんの共通点があります。

標高が高い、坂が多い、高齢者の就業率が高い、

野菜の摂取量が多い、温泉が多い、公民館活動

が活発といったさまざまな共通点があります。 
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 保健予防活動の水準を長野県並みに引き上げ

たならば健康寿命が延伸し、医療費を下げるこ

とも可能だと考えます。ぜひ安心できる国保制

度の実現のためにも保健予防活動の強化が必要

だと思いますが、市長の見解をお伺いいたしま

す。 

 以上で私の質問を終わります。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １番守岡等議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、介護悲劇を繰り返さないために、に

ついて申し上げます。 

 要介護認定者の実態調査につきましては、平

成２１年度から３年ごとに実施しており、平成

２７年度は調査の実施年度に当たることから、

介護ニーズや問題点等を把握し、介護サービス

事業所等と連携しながら適切に対応してまいり

ます。 

 また、特養などの介護施設の整備につきまし

ては、介護保険事業計画に基づき進めていると

ころであり、今後も利用者の介護サービスの需

要を見きわめ、対応してまいります。 

 介護保険料・利用料の低所得者に対する減免

措置につきましては、介護保険料の制度改正に

伴い、平成２７年度から軽減措置を拡大してお

ります。 

 なお、利用料の減免につきましては、利用者

負担の公平性という観点から、その考えは持っ

ておりません。 

 次に、地域包括ケアシステムの整備について

申し上げます。 

 本市では、高齢者が住みなれた地域で安心し

て生活できるように、地域包括支援ネットワー

ク会議や在宅医療介護連携推進検討委員会を設

置し、地域で支え合うシステムづくりに向けて

協議を行っております。 

 平成２７年度は、検討委員会を在宅医療介護

連携推進会議に発展させ、医療や介護従事者と

の情報共有の場を設定し、本市に合った拠点づ

くりや２４時間３６５日の支援体制構築に向け

て協議を進めてまいります。 

 ヘルパーの確保と養成につきましては、事業

所に対して県の研修などへの参加を促すととも

に、学校教育の中で認知症サポーター養成講座

の開催などを通じ、介護人材確保につながるよ

う支援をしてまいります。 

 次に、国保税滞納者への対応について申し上

げます。 

 滞納者へ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、国保税を引き下げるために、について

申し上げます。 

 国民健康保健税の運営は、平成３０年度より

都道府県単位化への移行が決定しております。

それまでは、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、国

保財政運営の維持を図っていくことが重要であ

ると考えておりますので、国民健康保険税の引

き下げの考えは持っておりません。 

 また、保健予防活動強化につきましては、上

山型温泉クアオルト事業を初め、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の保

健事業を継続拡大して推進するなど、予防に重

点を置いた施策により、市民の自発的な健康づ
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くりを助長し、医療費の適正化に一層努めてま

いります。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 御答弁ありがとうござ

いました。 

 初に、介護悲劇の問題について、再度お尋

ねします。 

 私、上山で起きた事件について、法務局まで

行って判決文を読ませていただきました。その

中で、裁判長がわざわざ附帯的な意見として、

次のような意見を述べています。「被告人が行

政に助けを求めなかった気持ちも理解できる」

と、当時の行政の政策の不備について厳しく指

摘しているんですね。当時の介護政策と今日の

政策が飛躍的に発展したとは思えないわけであ

りまして、同じような悲劇がやはり起きる可能

性があるというふうに思っています。 

 特にことしのような制度改変が行われた年と

いうのは、非常にそうした痛ましい事件が各地

で起きています。そのためにも、いろいろな実

態調査をやられているということで、本当にそ

れを隅々まで徹底してやっていただきたいのと、

やはり問題は、施設、家族にしわ寄せが行って

いる今日の状況は限界に来ていまして、きちん

とした施設整備を図る必要があると考えますが、

現在、３００人いる特養入所待機者、今期計画

で対応しているということですけれども、具体

的に今期計画でその施設整備計画あれば、その

中身について教えていただきたいと思います。 

○坂本幸一議長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 まず、第６期の介護

保険事業計画につきましてですけれども、施設

整備については、今期３年間においては、入院

して、それから在宅に戻るまでの復帰するため

の中間的な施設であるということで、今後医療

再編、病院等の再編のほうの関係も出てきます

ので、そういった意味で、老人保健施設を整備

するというふうな計画でございます。 

 なお、特別養護老人ホームについては、今、

３００名を超える待機者がいるということでご

ざいますが、うち約１４０名ほどの方が在宅と

いう形になっております。各施設等に問い合わ

せたところ、本当に緊急性が高い方については

２０ないし３０名ということでございますので、

今期については整備を今のところは考えており

ません。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 現在、病院に入院され

ている方はまだかなり恵まれているほうだと思

います。特に今、在宅で大変な思いをして、し

かも緊急性のある方が二、三十名いるというこ

とで、大変な思いをしている家族を考えると、

まず何よりもさておいて対策を講じるべきだと

考えていますが、例えば特養は無理だとしても、

小規模多機能だとかそうしたさまざまな周辺サ

ービスで、こうした大変な思いをしている方を

救済する手だてはありませんでしょうか。 

○坂本幸一議長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 今、議員がおっしゃ

られました小規模多機能型の居宅介護施設につ

きましても、平成２６年４月に長清水のほうに

新たに１施設整備したところでありますけれど

も、市内の小規模多機能の施設の利用状況がま

だ目いっぱいというふうなところまで来ていな

い、定員まで達していないというふうな状況も

ございますので、その辺を見きわめさせていた

だいて、今期については整備を行わないという

考え方でございまして、今後、需要が高くなっ

てくるようなことであれば、次期以降の計画で

その辺も検討していきたいと考えております。 
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○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 今、小規模多機能とい

う言葉を出しましたけれども、実はこれは非常

に利用料が高くて、私の周りにもたくさん相談

が来ていますけれども、やはりもっと安い料金

で入れる特養のような施設が一番欲しいんだと

いう、こういう声を紹介しておきます。 

 次に、地域包括ケアシステムの問題です。今、

さまざまなネットワーク会議、推進会議が行わ

れているということで、本当にさまざまな職種

の方がそうやって集まって会議を持つというこ

とは非常に意義のあることだと思います。その

中で、特に医療側の役割ということで、どうし

ても介護関係の人たちは集まるけれども、医師

初め医療側の対応が手薄だという、ほかの市町

村の状況なんかも聞くんですけれども、本市に

おける包括ケア会議、ソーシャルネットワーク

の状況についてはいかがなんでしょうか、お尋

ねします。 

○坂本幸一議長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 今、地域包括ケアに

向けて２つの会議を紹介させていただいており

ますけれども、まず、地域包括支援ネットワー

ク会議につきましては、中学校学区を単位に３

つ設定させていただいております。そこの中に

は、介護事業所さんだけではなく、医療機関、

それから金融機関、郵便局、ＪＡさん等々を入

れて、また地区の会長さんなり民生委員さんと

いうふうなことで、代表の方がそれぞれ集まっ

て会議をさせていただいているところでござい

ます。 

 また、もう一つのほうの在宅医療介護連携推

進検討委員会でございますが、答弁にもあった

ように、今年度、推進会議というふうな形でそ

れを発展させまして協議を進めております。そ

の中には、医師会さん、歯科医師会さん、薬剤

師会さんというような医療関係の方も入ってい

ただいて、病院系の訪問介護の事業所さんも入

れて、それに介護施設の関係、それから包括支

援センターの職員等々で上山に合った医療と介

護をどうやって連携させていくかというふうな

部分で、今議論を進めているところでございま

す。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 この地域包括ケアシス

テムというのは、いわば今までの病院とか施設

中心の医療・介護サービスから、どんどん地域

の中で見ていこうということで、それをやるた

めには２４時間対応のサービス提供が必要にな

るわけで、ただ、２４時間対応とした場合には、

現実に一つの診療所とか、一つの施設でできる

わけではなくて、やはり基幹となる、中心とな

る病院、あるいは大きい施設がそのバックにな

ければとてもできないサービスだと思いますけ

れども、本市のそうした病院のバックアップ体

制はいかがなものか、お尋ねします。 

○坂本幸一議長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 今議員がおっしゃら

れました２４時間の支援体制というような部分

については、まさにこれから一番重要となって

くる部分であるかなと考えております。医師会

さんのほうのメンバーの中に、市内にある某病

院さんの代表の方からも入っていただいており

ますので、今後、その辺の体系づくりについて

もあわせて協議を行っていくという形で進めて

いるところでございます。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 次に、国保の問題につ

いてお尋ねします。 

 やはりこれも、滞納者の方が納税相談に来て、
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きちんと分納の相談とかをすれば短期被保険者

証に切りかえるということですけれども、やは

り納税者の方が呼び出しを受けて市役所に来て

相談するというのは非常に敷居が高いことなん

ですね。 

 私も、ほかの市町村の事例を調べてみて、資

格証明書を出していない市町村が幾つかありま

すけれども、やはり、むしろこちらから出向い

ていって夜間訪問、休日訪問を行って、滞納者

の状況を、背景を把握して相談しているという、

そういうところもあるようですけれども、本市

のそうした対応についてはいかがなものか、お

尋ねします。 

○坂本幸一議長 税務課長。 

○佐藤 毅税務課長 国保税の滞納者につきま

しては、ほかの市税と同様に納期ごとに収納状

況を確認しながら督促状等で納税を促すように

しているとともに、あわせて７月に第１期の納

税通知書が配達されるわけですけれども、翌月

の８月に健康推進課と連携をとりながら、納税

相談を開催しながらそういった保険証の相談に

も応じているところでございます。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 ぜひ訪問相談やってい

ただきたいと思うんです。どうしても、４２世

帯に資格証明書の交付、いわゆる保険証の取り

上げが行われているわけですけれども、この考

えの背景には、国の指針もありますけれども、

公平性の原理といいますか、相互扶助の考え方

がやっぱりあります。相互扶助制度であれば、

当然、払う人と払えない人、それがやっぱり同

じような待遇を受けるのはおかしいという考え

は成り立つわけですけれども、国民健康保険制

度というのは、相互扶助制度ではなくて、社会

保障制度ですよね。社会保障制度というのは経

済的な困窮者でもきちんと公的な責任で手だて

をするというのが社会保障の理念だと思います。 

 そうした意味で、やはりまだまだ十分な訪問

活動もやられていませんし、ひょっとしたら、

低所得者、経済困窮の方が国保税を滞納して今

保険証を取り上げられているかもしれないとい

う、こういうことも十分予想されることです。

ぜひ、くれぐれもきめ細かい訪問対応をお願い

します。 

 そして、高過ぎる国保税を引き下げるために

ということで、今基金が７億円あるわけですけ

れども、国保制度がこれから都道府県化になる

ということで、その推移を見守る必要はあると

思います。 

 しかし、今国保制度を都道府県化にするとい

うことは、同じ範囲の中で制度だけいじるので

はなくて、きちんと国の一定の財政援助も得ら

れる見通しになったという、こういう報道もあ

ります。その際、今すぐにというのは無理だと

しても、そうした都道府県単位になった時点で、

安定した国保制度、国の援助も得られる見通し

が立てられた時宜には、ぜひ国保税を引き下げ

るということを約束していただけないでしょう

か、市長。 

○坂本幸一議長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 基金の活用で保険料

を下げるというようなことでございますけれど

も、確かに平成３０年度から都道府県化になる

というふうなことでございますが、今、国保の

被保険者そのものが年々減ってきているという

ふうな状況で、税収も伸びていない、税収は減

ると。それから逆に、医療費のほうは、多少の

でこぼこはありますけれども、総じて大きく費

用がかかっているというふうな状況でございま

すので、その中で、国保の財政的な部分では、
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基金を有効に活用して何とか均衡を保っていく

というふうな考え方がありますので、それに基

づいて進めていきたいと思っております。 

 なお、都道府県化になってからの、国支援が

出た場合については、今はまだ仮定の話でござ

いますので、その辺、詳細がわかった段階で、

そういうことが可能かどうかというような部分

については見ていく必要があると思いますけれ

ども、今の現状の中ではなかなか厳しいという

ふうなことで理解しておるところでございます。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 私も去年の１０月に退

職して国保になりましたけれども、本当に高い

保険税、保険料であるこということは誰もが認

識していると思います。ぜひ、この高過ぎる保

険税を引き下げ、払える保険税にしてほしいと

いう切なる思いです。そのためにも、やはり保

健予防活動ということで、市長のほうからクア

オルト事業について出されましたけれども、ク

アオルト事業についての医学的な評価といいま

すか、保健医療的な視点からの医学的な評価と

いうものがどういうふうになされているか、お

尋ねします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 上山型温泉クアオルト事業

の大きなポイントは、医学的な効果、いわゆる

エビデンスということで、やっているわけでご

ざいまして、現実に早稲田大学とか、東京医科

大学とか、あるいはいろいろな医療機関とも調

査をやっていただいているというのが現状でご

ざいます。そういった取り組みが今回評価され

まして厚生労働省の宿泊型新保健指導試行事業

というようなことで認定をいただいたところで

ございますが、これはいわゆる生活習慣病を予

防することを目的に、糖尿病が疑われる方々を

上山に招いて宿泊をしていだいて、クアオルト

を経験していただくという事業でございますが、

ただ歩いていい汗をかいたのでということでは

なくて、やはり医学的なものがクアオルト事業

のポイントでございますので、そういったもの

をさらに進めてまいりたいと考えております。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 ぜひ健康づくりと医療

費抑制という相乗効果を期待して、今後の保健

予防活動の強化をお願いして、私の質問を終わ

ります。 

 どうもありがとうございました。 

○坂本幸一議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午後 ２時０５分 休 憩 

                  

    午後 ２時１５分 開 議 

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、１１番枝松直樹議員。 

〔１１番 枝松直樹議員 登壇〕 

○１１番 枝松直樹議員 議席番号１１番、会

派野の花の枝松直樹でございます。 

 初に、横戸市政３期目に当たっての施政方

針についてお伺いをいたします。 

 ４月２０日付の山形新聞に市長の３期目当選

に当たってのインタビュー記事が掲載されてお

りました。 

 このインタビュー記事の中で、「２期目まで

を振り返って」という記者の問いかけに対し、

市長は、「人口減少対策として働く場所、住む

場所の充実などに取り組み、方向性はある程度

固まってきたと考える。さらに市役所改革、市

民の意識改革の必要性を強く感じたし……」

云々と答えられておられます。 
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 また、市報５月１５日号においても、企業誘

致や定住促進策を進めてきたことを例示した後

に、市長は、「このように着実に実を結んでき

た政策の成果を基礎とし、さらなる市勢発展に

向けて、取り組みの継承と充実を推し進めてい

く決意であります。具体的には、市役所改革と

して、人事交流などを行いながら人材育成を図

っていきます。また、私たちが生活する地域を

十分に理解していただけるよう、市民一人ひと

りの意識改革を促していきたいと考えていま

す」と述べられておられます。 

 私は、これら市長の言葉の真意が市民の中で

共有されているかについて、十分ではないと思

いますので、市長が述べられた内容について、

これから伺うものであります。 

 市長は、「このように着実に実を結んできた

政策の成果を基礎として……」云々と自己評価

しておられますが、言葉だけで成果が上がった

と言われても、何がどう改善されたのか、具体

的な成果の説明がなければ、私を含めて市民に

は理解することができません。 

 ついては、その成果とは一体どんなものなの

か、わかりやすく御説明をお願いするものであ

ります。 

 と申しますのも、市長は、人口減少対策を市

の一番の課題と捉え、企業誘致も働く場の確保

として人口減少対策の中に位置づけられていま

す。しかしながら、現実は厳しく、市長初め関

係者、そして市民の努力にもかかわらず、本市

の人口は毎年減少を続けています。この現実と

市長の言う成果との整合性はとれていると言え

るのか、疑問が残ります。 

 以上のことから企業誘致の成果はどのような

ものなのか、特に人口減少対策の働く場の確保

という位置づけの中で、企業誘致がもたらした

雇用の効果について数字を上げてお示しくださ

い。もちろん、企業誘致は、税収の増加や他産

業への波及など多面的な効果をもたらすことを

承知しながら伺うものであります。 

 また同様に、市長はさまざまな定住促進策を

これまでとってまいりましたが、その成果につ

いても可能であれば数字をお示しください。 

 市長の行ってきた企業誘致や定住促進策は、

間違っているわけではないと思っていますが、

客観的な評価というのは指標に基づいてなされ

るものと考えていますので、あえて質問してい

るのであり、御理解をお願いいたします。 

 次に、「市役所改革、市民の意識改革の必要

性を強く感じた」ということでありますが、市

役所のどこをどう改革するのか、市民の意識を

どのように改革するのか、市民に何を期待して

いるのか、私は理解できませんので、具体的に

お示しください。 

 次は、上山の地方創生についてであります。 

 本年の施政方針では、「地域の持つ魅力を見

直し、地域が有する個性を見出すことが重要で

あり、上山版「まち・ひと・しごと創生総合戦

略」を策定し、本市の地域特性を生かしたまち

のにぎわいづくり、雇用の創出と人口減少対策、

上山型温泉クアオルト事業等を相互に連携させ

ながら、地方創生を実現する施策を展開してま

いります」と、市長は述べておられます。 

 主要施策を見ると、第１の地域特性を生かし

たまちの賑わいづくりについては、中部コミュ

ニティセンター建設とコストコ開店により見込

まれる来訪者を中心市街地へ誘導する施策が挙

げられております。 

 第２に挙げられている雇用の創出と人口減少

対策については、新たな工業団地の造成の検討

と子育て世帯への金銭的補助が挙げられていま
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す。 

 第３には、クアオルト事業の先駆者として、

引き続き重点的に取り組むことが挙げられてい

ます。 

 これらを見ますと、「地域の持つ魅力を見直

し、地域が有する個性を見出す」という方向性

には私も全く同感するところであります。しか

し、その言葉が主要な施策の中でどう具現化さ

れているのかについてはよく理解できませんの

で、お示しください。 

 次に、ＵＪＩターン、国土交通省ではＵＩＪ

と言っているようでありますが、この場ではＵ

ＪＩターンと言わせていただきます。このＵＪ

Ｉターンなど移住者誘導策の取り組みについて

伺います。 

 施政方針の中では、地域おこし協力隊のこと

には触れていますが、移住者の誘導策について

は記載がありません。 

 昨年６月に、内閣府が「農山漁村に関する世

論調査」を実施いたしました。中身を紹介しま

すと、都市部の住民のうち、「農山漁村に定住

したい」という願望は、３１．６％であり、平

成１７年の前回調査より１１％増加したのであ

ります。そして、２０歳代の男性においては何

と４７．４％にもなっています。２０代女性で

も２９．７％が農山漁村に定住したいという願

望を持っているという結果があらわれておりま

す。若者を中心に田舎暮らしに憧れる風潮が強

くなっているあらわれと言えます。この調査は、

ことし３月３１日に閣議決定されました農林水

産省所管の「食料・農業・農村基本計画」に反

映されております。 

 都会生活の閉塞感からか、ここ数年、ふるさ

と回帰、田園回帰が一つのブームになっており

ます。本市には、１３年から１４年前でござい

ますが、そのころから始まって現在まで続いて

いるＮＰＯ法人「田舎時間」という若者の農作

業体験グループが尋ねてきていることを市長は

御存じでしょうか。彼らは、東京から土曜日の

朝一番の新幹線で上山に来て、農作業体験をし

て翌日夕方以降、場合によっては 終の新幹線

で帰るという、１泊２日の上山での田舎時間を

楽しむということを１３年前から繰り返してき

たのであります。 

 正確な数字はないのですが、田舎時間に参加

した若者は、実数で３００人以上に上っており、

グループのリーダーは３０回以上上山に来てい

るということでございます。 

 数年前から、このグループは体験先を能登の

穴水町へとシフトし始めておりますので、本市

への来訪回数は減っていますが、都市に住む若

者の心を田舎はしっかりとつかんでいるという

証拠でもあります。 

 さきの世論調査や田舎時間の若者の動きを定

住へとつなぐことは、上山が持っているポテン

シャル・潜在能力からすれば十分可能であると

思っております。 

 行政として、移住者誘導策への取り組みや支

援を本格的に実施することは、人口減少対策の

みならず、地域の活性化につながると思ってお

りますので、市長の見解をお伺いいたします。 

 平成２５年３月議会において、同僚議員の空

き家を活用した移住誘導策についての質問に、

市長は、「対応について模索しているところで

あり、実現してまいりたい」と答えておられま

すことから、ぜひ前向きな回答をお願いいたし

ます。 

 次に、中心市街地活性化についてお伺いをい

たします。 

 以前、由布院の著名な調理師が本市に講演に
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訪れまして、「蔵王の景色はすばらしいが、上

山の空気は乾いている」と、つまり潤いがない

と私には聞こえましたが、その短い言葉が今も

私の脳裏に強く焼きついております。 

 「まちの中が雑然としていて統一感がなく、

旅人を魅了するその土地の文化が感じにくい」

という意味と私は理解をしました。 

 城下町、温泉町、宿場町という特徴を抱えな

がら、それらがまちを歩くなかで感じられない

というのは大問題です。本市では、平成２４年

に中心市街地活性化基本計画を策定しましたが、

まずは、統一感のあるまち並み整備に力を入れ

ましょうと申し上げたいのであります。 

 そこで、統一感のあるまち並み整備の手始め

に、電柱を撤去する無電柱化を実施することを

提案いたします。 

 電柱がないだけで視界が広がり、往時の羽州

街道がしのばれる統一感のあるまち並み整備へ

の意欲が市民の中に醸成されることと思います。 

 電柱の地中化について、平成２３年９月定例

会における同僚議員への回答の中で、建設課長

が「平成２７年度までに無電柱化に向けた対応、

取り組みをしてまいりたい」と答弁しておりま

す。電柱の地中化ではなく、軒下配線や裏配線

など、手法はどうあれ、無電柱化の取り組みが

現在どうなっているのか、お伺いいたします。 

 また、まちの風情を台無しにする不似合いな

看板の撤去などの景観整備にも力を入れ、歩い

て楽しいまち並みづくりに努めていただきたい

と考えますが、取り組みにどのように着手する

のかについても伺っておきます。 

 後の大きな質問項目ですが、市報ホームペ

ージ等の改善と発信力の強化についてでありま

す。 

 広報広聴という言葉があります。市民と行政

の信頼関係を築く上で大事なことであり、広報

手段も時代とともに変遷して、今ではフェイス

ブックやツイッター、ＬＩＮＥも広報手段に使

われています。それは自治体の発信力の強弱が

事業の成果に大きく反映するからであります。 

 私は、縁がありまして、大阪府の柏原市のＬ

ＩＮＥに友だち登録されているのですが、週に

１回のペースで情報が送られてまいります。ち

なみに、柏原市では、フェイスブックやツイッ

ターでも市の情報を発信しております。 

 また、ＩＴ企業誘致で有名な徳島県神山町の

ホームページのトップページをごらんいただき

たいと思います。２種類の壁紙が用意されてお

りまして、とてもユニークであります。それに

対し、本市のホームページのトップページは一

言で言うと真面目。特徴がないというか、自己

主張が抑制されていると感じます。 

 クアオルト先進地として全国に先駆けている

のでありますから、先進地にふさわしいような

発信力のあるものに改善すべきと考えますが、

市長の見解をお伺いいたします。 

 そして、 後に、市報についてであります。

市報５月１５日号で２ページを割いて市長の３

期目への思いが書いてありました。議員には、

施政方針のペーパーが配付されましたが、市民

には市報５月１５日号に掲載された文章以外に

は新年度の主要な施策は周知されていないので

はないでしょうか。市報と一緒に全戸配布され

た「わかりやすい予算書」を見れば、主要な施

策はわかるというかもしれませんが、私は、５

月１５日号の「始動」と大きく書かれた２ペー

ジの中の１ページを使って、平成２７年度の主

要な施策も入れるべきだったと考えております

が、市長の見解をお伺いいたします。 

 以上で第１問を終わります。 
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○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １１番枝松直樹議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、人口減少対策について申し上げます。 

 企業誘致の成果につきましては、平成１９年

の企業誘致推進室設置以降１７件を誘致し、ヨ

ークタウンも含めれば約１，０００人の雇用の

受け皿が創出され、３５０人を超える市民の雇

用がありました。 

 また、定住促進の成果につきましては、一つ

の成果指標として、新築家屋の棟数を見れば、

平成２１年以降増加傾向にあり、平成２５年度

では１５２棟で対前年比１１５％になるなど着

実に成果が上がっております。 

 ＵＪＩターンなど移住者誘導策の取り組みに

つきましては、上山市持家住宅建設等補助金や

地域おこし協力隊の採用、村山地域移住交流推

進協議会と連携した首都圏でのＰＲ等を行って

おり、今後も移住者誘導策については総合的に

取り組んでまいります。 

 次に、市役所改革、市民の意識改革について

申し上げます。 

 市役所改革とは、職員の意識改革であると考

えております。国や民間企業との交流や各種研

修の受講など、発想や感覚が磨かれ意識改革に

つながる人材育成を引き続き進めてまいります。 

 また、これからのまちづくりは市役所だけで

できるものではなく、市民、市役所がそれぞれ

の役割を自覚し果たすことが重要であり、それ

ぞれが主役となる元気なかみのやまの創出に努

めてまいります。 

 次に、上山版地方創生について申し上げます。 

 地方創生の実現には、本市の持つ地域資源を

再度見直し磨き上げ、上山独自の個性を前面に

打ち出すことが重要であります。 

 具体的には、豊かな自然環境を生かした上山

型温泉クアオルト事業、インターチェンジに隣

接し良好な交通アクセスを生かした新たな産業

団地造成による雇用の創出、城下町の特性を生

かした魅力ある中心市街地づくりなどを積極的

に推進することにより、地域特性を生かしたま

ち・ひと・しごとの創生を今後実現してまいり

ます。 

 次に、統一感のあるまち並み整備と賑わい創

出について申し上げます。 

 十日町通りの無電柱化につきましては、地域

住民の無電柱化への理解を深め、その機運醸成

を行ってきております。平成２７年度におきま

しては、平成２８年度以降の無電柱化に向けた

具体的な手法について調査を行ってまいります。 

 今後とも十日町地区景観・まちづくり協議会

や地元住民とともに、統一感のある景観形成と

賑わい創出に努めてまいります。 

 次に、市報とホームページ等の改善と発信力

の強化について申し上げます。 

 市のホームページにつきましては、統一感を

持たせ、閲覧する全ての人に見やすく、利用し

やすいことを念頭に作成しております。 

 その中でも、クアオルトに関しては、トップ

ページの 上部にバナーを設け、クアオルトの

特設ページに遷移できるよう対応しております。 

 また、５月１５日号の市報につきましては、

３期目に当たり、これまでの施策を振り返り、

今後の市政運営に臨む決意を述べさせていただ

いたものであります。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 初に、企業誘致で

すが、市長からは１７件の企業誘致、１，００

０人の雇用受け皿、３５０人に上る市民の雇用
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ということで、これだけを見れば本当にすごい

成果だなと思うわけでありますが、市長の位置

づけによれば人口減少対策というようなことに

なるんですけれども、人口減少の改善にどの程

度寄与したかということについて、市長の評価

をお伺いするとともに、それから東和薬品株式

会社は非常に大きい企業誘致だったわけですが、

たしか市民を正社員として雇用すれば奨励金を

出すというようなことも実施しておったと思い

ます。その実績等がどのようになっているのか、

まずお伺いしたいと思います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 人口減少対策は２つあって、

一つはやっぱり子どもさんを多く産んでいただ

く。あとはいわゆる社会減少対策として、定住

の部分でできるだけ多くの方々に入ってきてい

ただくということ。この２つがあるわけですね。

ただ、この３５０人という数字の中には、上山

市民が対応し切れないという部分もあるんです

よね。つまり、試験もありますし、そういった

形で必ずしも上山市民だけということはできな

いわけですが、ただ、誘致企業に対しては、上

山市民を優先的に採用してくださいと。こうい

うことだけは申しておるわけでございまして、

そういった形での対応はさせていただいたとい

うことでございます。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 東和薬品株式会社のほう

の採用状況、雇用奨励金の交付状況についてお

答えいたします。 

 採用者が市民の場合１人につき２５万円、市

民以外の場合１０万円を交付しておりますけれ

ども、これまでの実績につきましては、７２５

万円の実績でございます。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 わかりました。 

 金額の実績は、数字ではわかっていますけれ

ども、何人に支給したかということを私は聞き

たいわけですね。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 市民の方については１７

名、市外の方については３０名ということにな

っております。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 これは当初の計画か

ら見てどうなんですか。要するに、当初はこれ

ぐらいで、数字としてこれだと。でないと評価

にならないと思いますが。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 当初の計画では、市民の

方６０人、市外の方５０人を予定しておりまし

たけれども、これについては正社員ではなく、

契約社員等の雇用が多くなったということの結

果でございまして、雇用人数が減ったというこ

とではないと理解しております。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 今、課長からあった

数字はやっぱり象徴的なのかなと。市長からも

上山市民だけで対応できないものがあったとい

うことですが、これはヨークタウンもそうだっ

たようなんですけれども、今、役所の中に求人

情報誌が置いてありますが、毎週１回発行して

いるのですかね。どこに正社員と書いてあるか、

みんな一生懸命見ているんですね。それだけ正

社員に対する渇望があるわけですから、当初６

０人を予定していたものの、結果的に市民の雇

用は１７人だったというのは、やっぱり企業の

ほうの方針ですからね。市役所がどうのこうの

言ってもしようがないとはいえ、これが現実だ

ということだと思うんですね。だから、人口減
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少対策ということで働く場の確保、定住促進策

といっても、なかなか現実は厳しいということ

が一つあるのではないかと。 

 私としては、企業誘致も結構ではありますが、

今現在、経済成長というのはなかなか望めない

わけでありまして、市場経済も行き詰まりの状

況であると考えておりまして、企業誘致はある

意味では、時代おくれではないかという考えも

持っております。そして、これからは人材誘致

の時代ではないかというふうな思いが一方であ

るわけです。 

 市長は、新たな工業団地を造成するというこ

とでありましたけれども、確かに地方創生、国

のほうの総合戦略の中でも、企業の地方拠点の

強化というふうにうたっておりますから、そち

らの方向性とは合致するんだとは思います。た

だ、企業というのは、これが張りついても、象

徴的なのはシャープの亀山工場なんかがそうで

すね。なくなってしまって、本当に地元は困っ

たようでございます。あるいは、ナショナルの

例を挙げるまでもなく、企業城下町と言われる

ところは本当にいいときはいいんですけれども、

悪くなるとがくんときています。そういう企業

誘致、外部の力に頼るということもありなんで

すけれども、内発力という言葉を使わせていた

だきますが、やはり内部の力を湧き起こしてい

くということが私は大事だと思っていて、その

ためにもＵＪＩターンなど、人材の誘致という

ことが大事になってくるのではないかと思って

おります。 

 特に市長は企業誘致を、場所も大体あそこだ

というふうに決めておられて、面積がどうのこ

うのという議論はありますが、企業の職種につ

いても、少しぼやっとアウトラインをきょうお

伺いしたわけでありますが、その企業だけが、

地域から浮き上がるようでは、私は望ましくな

いなと思っておりまして、やっぱり誘致をした

からには、その企業は地域と深くかかわって、

そこから、地元の農家や他産業に波及をする、

そういうものがふさわしいと思うわけでありま

す。先ほどの市長の考え方の中には、食品加工

関連というものは出てこなかったんですけれど

も、やはり果樹園地帯でもありますし、地元の

農村、農家の食材を使いながらさらに発展をさ

せていくということがありますから、やっぱり

企業誘致としては、ぜひ地元へのかかわりの濃

い、特に食品関連について市長はどう考えるの

か、伺っておきたいと思います。 

 それから、定住促進策はなかなか難しい問題

ですが、今どこでもやっているんですね。だか

ら、やらないとおかしいという面もありまして、

医療費の中学生までの無料化も含めて、どこで

もやっていて、それがスタンダードになってし

まっているものですから、本市独自のもし定住

策ということであれば、これから申し上げます

けれども、そういった移住者の中に、そういっ

たものを突っ込んでいただければなと思ってお

りますが、市長の考えをお伺いします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 大分たくさん御指摘いただ

きましたが、先ほどの東和薬品株式会社の件に

ついては、吉田社長の考えは、基本的にやっぱ

り柱となる男性がきちっとした収入を確保して

いなければだめだという考え方がありまして、

契約社員で入った方々も大分、正社員になって

いるんです。男性は大分正社員として採用いた

だいておりますから、今の数値とは大分ちょっ

と違うかと思います。 

 コストコについても、当初２００人というこ

とでございまして、半分は正社員を採用します
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ということでございますから、間違いなくそう

いった採用ができるんだろうと思っています。 

 また、ＵＪＩターンということをおっしゃら

れましたけれども、Ｕターン、Ｉターン、Ｊタ

ーンといいましても、働く場所がないと困るん

ですよ。働く場所があって初めて帰ってくるこ

とであって、働く場所がなければやっぱり来な

いわけですから。そういった選択肢ができるよ

うな企業誘致をやっていかなければと考えてい

ます。 

 あともう一つの企業誘致の目的は、これから

少子化を迎え、地方交付税がどんどん減ってく

る。その中でやはり少しでも自主財源を上げて

いくということを地方自治体は考えていかない

と、国も１，０００兆円の赤字を抱えているわ

けですから、そういった自主財源の確保策とい

うこともあわせて考えていかなければと思って

います。 

 東和薬品株式会社については、もう一度申し

上げますが、今２５億錠つくっておりますが、

１００億錠にしたいというようなことでござい

まして、新しい工場をつくりたいというような

話も承っておるわけですから、そういった面で

も雇用の場はさらに広がるだろうと考えておる

ところでございます。 

 食品関係でございますが、これは我々も望む

ところでございます。ただ、やっぱり、食品関

係の工場については水の問題などがありまして、

一時は食品関係の企業についてもアプローチを

した経緯がございますが、残念ながら、実らな

かったということであります。先ほど申し上げ

ましたように、いろいろな方が選べる働く場所、

そういうものを我々がつくっていく必要がある

と考えております。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 食品関連企業を望む

ところだということでありますから、引き続き、

ここは市長からの努力をお願いいたしたいと思

います。 

 東和薬品株式会社についても、内情は今説明

がありましたが、できたら、薬屋さんでありま

すから、市民の健康に関わるような新たな事業

を研究していただければ幸いなわけですね。薬

草をつくっている企業なども今誘致企業である

ようですけれども、そういったこととか、日本

人古来からの漢方の分野もありますし、クアオ

ルトとあわせて健康都市を標榜するのであれば、

東和の役割もまた上がってくるのではないかと

思いますから、その辺に対して、もし、市長か

ら発言があれば、ひとつお伺いしたいと思いま

す。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今お話あった件でございま

すが、先般、東和薬品株式会社のほうに話をい

たしまして、いわゆる薬草の栽培をぜひ上山市

でやっていただきたいということで、農家の

方々と話し合いをさせていただいた経緯もござ

います。そういうことで、これから中国からの

薬草の輸入が非常に難しくなるというようなこ

ともありましたので、特に中山間地域、こうい

ったところで薬草栽培をしていただきたいとい

うことでは話を進めておるところでございます。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 次に、市役所改革で

ありますが、人事交流、これは昔からずっと県

などとやりとりがあったわけですが、私として

は、それよりは職員のやる気を出すような改革

が先ではないかなと思っておりまして、特に創

造力を磨くやり方ですね。ルーチンワークと日

常の仕事に埋没している職員がいるかどうかわ
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かりませんが、そうなっては大変でありますか

ら、ぜひ職員を鼓舞する、やる気を 大限引き

出す。そして、これからは創造力なんですよね。

山形市は、過日、ユネスコの映像文化創造都市

に手を挙げております。私もその講演に行った

ことがありますが、今は創造的過疎なんていう

言葉もありまして、人間はいかに人間らしく生

きていくかということが一つの今の時代のキー

ワードになっていると思いますし、そのために

は、不幸中の幸いではないんですけれども、都

市化のおくれた上山などはクアオルト事業にも

取り組んでいますし、まさに人間が人間として

生きる非常にいい環境にあるというふうに、ま

さに創造的過疎づくりといったことにもなって

くるんだと思います。 

 ことしから始まった寺子屋事業、これはいい

んですよね。誰が発案したかはわかりませんが、

ロケーションもいいですし、上山の歴史や文化、

明日館、藩校の流れを組むあそこで、寺子屋事

業が行われるというのは本当にグッドタイミン

グだし、こういった事業を創造できる職員を育

成すると。そのためには、単なる人事交流では

どうにもならないのかなと思っております。ぜ

ひ、職員のやる気を出すような政策についてや

っていただきたいなと思っています。 

 そして、市民に何を求めるかということに関

してですが、行政は行政、市民は市民、それぞ

れの役割を考えるということなんでしょうけれ

ども、それは、やれることは自分でやるという

自助、共助、公助のことを言っているんですか

ね。市民に誤解をされると非常に市長にとって

マイナスだと思いますから、ぜひこの際、説明

をお願いしたいと思います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 初の件でございますが、

職員の発想力を養うということについては、や

はりじっとしては何もできないですよね。そう

すると、やはりいろいろな体験をする、いろい

ろな方々と会う、いろいろなところを見るなど

といった体験とか、あるいは自主的に自分はど

うしたい、どういう研修をしたいなど、自主研

修もやっておりますけれども、そういうことが

大事なんだろうと思っています。 

 あとは職場が風通しがよくて、精神的な病気

にならないような環境づくりとか、そういうこ

とがひいては意欲につながるのだろうなと思っ

ております。ただ、人事交流は古いというお話

ありましたけれども、私はこの人事交流という

のは、古くも新しくもないと思います。この世

の中、人とのつながりが大事ですよね。自分一

人では何もできません。ですから、そういった

いろいろな方々との結びつき、それをきちっと

やっていく。そして、さらにはそれが派遣期間

の２年間だけじゃなくて、帰ってきてからもい

ろいろな形で交流をするとか、あるいは情報の

提供をするとか、していただくとか、そういっ

たつながりが自分のいわゆるモチベーションの

高さにもつながるんだろうなというふうにも思

っているところでございますし、また今回につ

いては、東北経産局から職員の方も来ていただ

いて交流をやっているということでございます

から、今後もそういったもろもろのものを組み

合わせながらやっていきたいと思っています。 

 あとは、市民の意識改革ということでござい

ますが、これは自助、共助、公助、そういう部

分は確かにありますし、要するに、自分たちの

住んでいるまち、地域、これはやっぱり基本的

には自分たちでどうしたいというような考え方

とか、あるいは思いとか、あるいは組織という

ものをつくっていただかないと、我々も例えば
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こういった補助事業がありますよ、これはどう

ですかということじゃなくて、自分たちはこう

やりたいんだ。だから、何か補助制度とか、い

ろいろなお手伝いいただくような組織とか、そ

ういうものはないかとか、そういうことをやっ

ていただきたいというのが私の本音でございま

す。これは言葉でどう受けとめられているか、

わかりませんけれども、真意はそういうところ

にあります。 

 そして、地域の皆さん、市民の皆さん一人ひ

とりが、そういった気持ちになってもらって、

そしていわゆる先ほどから話が出ておるように、

交流をするということは、ウエルカムの精神を

持っていただくと、癒しの気持ちを持っていた

だくということが大事だと思いますし、さらに

つけ加えれば、やっぱりおもしろくない、魅力

がないところには来ません。ですから、みんな

で魅力をつくっていく。そして、上山が小さく

てもきらりと光るまちにしていこうというのが、

私の考えでございます。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 市長の考え、わかり

ましたけれども、今、地域の力が弱っているか

らこそ、地域でお祭りができなくなったり、そ

このてこ入れをしようとして、職員をかつて地

区担当制などといって派遣したりしてきている

わけですよね。「おまえのところ、何かしたい

のか、提案してみろ」こういうことであって、

「こちらが乗れるのだったら、支援しますよ」

というスタイルも、それは理想といえば理想な

んですけれども、本当に今、地域がくたびれて

きているし、働き方がそれぞれ多様化していま

すから、隣組のつき合いをするのもままならな

い地域もあるわけでありますし、そこのところ

はぜひ、そう単純じゃないよというような認識

は、ぜひ御理解いただきたいなと思っています。 

 それから、地方創生なんですけれども、きの

うの山形新聞に推進本部ができたというような

記事がございました。ことしの１０月末までに

戦略を策定するという、非常に急ぎの計画のよ

うでございます。この中に、地域資源を生かし

たものを仕込もうということなんですけれども、

中部コミュニティセンターの建設、コストコに

来るお客さんを中心市街地へ誘導するというの

が、これが地方創生なのかなと、ちょっと疑問

に思ったんですね。中部コミュニティセンター

をどう使うかについてはこれからなんですけれ

ども、カミンに対しても行政が引き受けなけれ

ばならない分野は結構あるのかなと思います。

来年、美咲町に新たなスーパーが出店してくる

なんていうことを考えると、カミンというのは

非常に厳しさが増していく。そういう中で、２

階に今あいたフロアがありますが、行政として

引き受けなければならないところも出てくるだ

ろうし、そこをコミュニティセンターにすると

いうことも可能だったのではないかと、今少し

思ったりもするわけですが、コミュニティセン

ターの使い方が、いま一つ、私どもに理解なら

ないところがありまして、どういうふうに使っ

ていくのか、単なる中部地区の人たちだけで使

うようなことであってもまた困ると思いますし、

ぜひ丁寧な説明をお願いしたいということを要

望しておきます。 

 それから、コストコ開店というのは８月２０

日でありますが、これは地域経済にプラスにな

るようにさせなければならないんでしょうけれ

ども、ガソリンスタンドも随分安いという話を

聞いていますし、地域のスタンドが困らないの

かなんて思ったりしますね。コストコに来る客

層などいろいろ話は聞いておりますが、上山の
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まちの中にコストコの客が入ってくるなんて、

私はちょっと想像ができないんですね。どのよ

うにしてまちの中に入れて、何をさせるのかな

んですけれども、それが地方創生のところに入

ってくるということのロジックがよくわからな

いので、御説明をお願いします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今第７次振興計画の策定中

でございますが、上山市ではこれと地方創生が

バッティングしたということ、それと市長選挙

がありましたので、若干おくれぎみになったこ

とは事実でございます。 

 ようやく立ち上がったわけでございますが、

この地方創生というのは、やはり石破大臣が言

っているとおり、熱意と創造力のある自治体に

は協力するというようなことでございますが、

そういった意味で自分たちで手づくりといいま

しょうか、そういう感覚で本当に上山らしいも

のをつくっていかなければならないんだろうと

思っています。ただ、それにはかなりの知恵と

時間もかかるし、１０月までというのは本当に

ハードだとは思っております。その辺、とにか

く１０月までつくらないと、来年度の補助金な

んかにも影響するような話もありますので、頑

張ってつくりたいと思っています。 

 コストコの件でございますが、今、お話にな

ったとおりでございます。つまり、コストコに

来た方々は、基本的には若い方だろうなと思っ

ています。若い方々があそこに来て買い物をし

て、満足して帰るというのが大半だと思います

が、ただ、私も何カ所かのコストコに行ったと

ころ来る数はかなりの数です。ですから、その

何分の１でもいいですから、例えば上山のまち

にとか、あるいは観光果樹園とか、坊平でも結

構ですけれども、そういったところにできるだ

け来ていただくということをやっぱり仕掛けて

いかないと、多分来ないだろうというようなこ

とで、なげておいてはまずいわけでございまし

て、やはり努力はしていく必要があると感じて

いるところでございますし、そういうことによ

って、中心市街地と、いわゆる郊外型の商業施

設の共存化といいましょうか、それが少しでも

プラスになればいいなという考え方でやってい

るところでございます。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 コストコは、来年、

春に宮城県の富谷町にもオープンするという話

ですし、そうなると流れがどう変わってくるの

か、ちょっと注目しなければならないと思いま

すが、私らも何ができるか考えますけれども、

精いっぱい頑張っていただきたいと思います。 

 移住者対策なんですが、先ほど田舎時間とい

うグループの紹介を申し上げました。これに対

して、行政としては、特段支援というものはな

かったと思いますが、彼らの中でも、条件さえ

整えば、このまちに住んでもいいというような

人もいると思いますし、何回も来ている人もい

る。そういう中で、その動きをぜひ、定住の中

に組み入れてもらったらありがたいんですけれ

ども、具体的に彼らとも相談しながら、支援の

余地がもしあれば積極的にそこは後押しをお願

いしたいというところです。 

 ことし、地域おこし協力隊員が１人来まして、

大変結構だと思いますが、その全国サミットが

３月に東京で行われました。今、あちらこちら

のところに地域おこし協力隊というのは行って

おりますが、市長は、「ＴＵＲＮＳ」という雑

誌を読まれたことがあるかどうかですけれども、

年に４回季刊、Ａ４判ですが、これは移住情報

誌です。今年間４万部売れております。発行部
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数が４万部というのは、この手の雑誌としては

驚異的な数字だと思っております。ちょうど田

舎に今目が向いているというのは間違いないと

いう事実であると。 

 内閣府の調査の中で、こんなデータがありま

した。農山漁村に一時滞在するとしたら、滞在

中にどこに泊まりたいかという質問では、１，

８８０人の中で、約半数４８．７％が農家民宿

と答えているんですね。何を滞在中にしたいか

といえば、名物料理を食べるとか、稲刈り、野

菜の収穫、山歩き、地元の人たちとの交流、こ

れはみんな４割を超えた数字であります。です

から、旅館にぽんと来てそのまま帰るというス

タイルを望む人は、それは年輩者を中心にいる

かもしれませんが、かなりの数が地元に行った

ら、その土地の人と触れ合いながらその土地の

よさを味わいたいという人たちでありますから、

この方向というのは、私はクアオルトが目指す

方向と一致するのではないかと思っているんで

すね。 

 ですから、もう少し移住者に対して目を向け

てもらったらいいのかなと思います。先ほど人

間らしく生きるというものをキーワードにして

いると言いましたが、時代は心の豊かさとか文

化なんですね。上山には、文化があるはずなん

ですね。あったはずではなくて、実際あると思

います。斎藤茂吉やら、沢庵禅師やら、本当に

ストーリーに事欠かない題材はあるんです。そ

れらをも材料にしながら、ぜひ移住者対策につ

いて、窓口が今あるのかないのかちょっとわか

りませんが、ぜひそのほうに力を入れていただ

きたいと。 

 大分県竹田市の市長の首藤勝次さんは、これ

まで何度か上山に講演に来ておりますが、何年

前になりましょうか、農村回帰宣言という、全

国初の宣言をした都市なんですね。そこでは、

温泉療養保健制度という仕組みをつくって、予

防医学を推進している。温泉ですから、温泉の

権威を移住させたんですね。そして、人材の移

住。あの先生が行っているというと、何かその

温泉のいろいろな効能が急に高くなるように聞

こえたりしますから、企業誘致も結構でありま

すが、人を呼び込む。こういったほうに力をぜ

ひ向けていただきたいということですが、市長

の考え方をぜひ聞かせていただきたいと思いま

す。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 まず、コストコですが、私

は富谷町にできることは大変いいことだと思っ

ています。余り混雑しなくていいんじゃないか

なと思っていますから、ぜひ富谷町に早くつく

ってもらいたいというふうに、社長にも言って

おきました。 

 竹田市については、私も行ってきましたし、

市長とも交流がございます、私も。あそこは炭

酸温泉ですよね。いろいろな仕掛けもしていま

すし、保健等についても大分厚生労働省に仕掛

けているんです。要するに、一つの市ではだめ

なんですよね。やっぱり全国組織とか、クアオ

ルト協議会も５市１町になりましたけれども、

そういった自治体がまとまって実績をつくって

ドイツのような予防に対して保険がきくような

ことが、 終目標であり、そういうふうにした

いということでは、竹田市長にも話ししました。

これもやっぱり地域資源ですよね。ですから、

ない物ねだりじゃなくて、地域にもっと目を向

けて、そして地域が誇れるもの、勝負できるも

のというものをみんなで探しながら、地方創生

も含めてやっていかなければと思っています。 

 移住でございますが、これは私も大歓迎です。
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特に農村部において、よそから来られた人とい

うのは非常に重要な位置づけになりまして、こ

の人が来たことによって地域が変わったとか、

いろいろなことが全国各地でもありますし、そ

ういった面では、本当にいろいろなところから、

しかも若い方々が地域に住んでいただくという

ことは我々も大歓迎でございますので、そうい

ったことも含めて交流人口の拡大というものを

さらに進めてまいりたいと考えております。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 わかりました。 

 それでは、移住の件についてはぜひ、総合戦

略、今これから策定する中に入れ込んでいただ

きたいなと思いますし、当然、窓口もはっきり

した上でホームページにも掲載をしていただけ

ればありがたいなと思います。 

 徳島県の神山町のホームページは、２クリッ

クで移住のページに行くんですね。そこに行き

ますと、たくさんの空き家情報が見られるとい

うようなところもありますから、ぜひ御参考に

していただいてやっていただければと。 

 中心市街地の活性化について、お尋ねをした

いのですが、新湯通りです。旧上山幼稚園、カ

ミンのほうから行けば左側になります。あそこ

の旧上山幼稚園の壁を注目してぜひ歩いていた

だければと思いますが、あそこの壁の上に、

「ＫＩＮＤＥＲＧＡＲＴＥＮ ＫＡＭＩＮＯＹ

ＡＭＡ」と、何十年も経過したような木の看板

があるんです。英語でですよ。上山幼稚園と書

いてあるわけじゃないです。これを見ると、あ

あすごいな、こういうものを見つけるのが町歩

きの楽しみの一つかと思ってはいるんですが、

その下に、市民憲章があるんです。前はパネル

で大きかったんですが、今は上山市民憲章の上

のほうが少し残っていて、極めて見るも無残な

姿なんですね。これは、このまちは何をやって

いるんだ、市民憲章をこういう形で残している

のかと思ったりするんですね。その隣の建物は、

白壁が黒く塗ってあります。これは昔の、戦時

中の黒く白壁を塗った、あの名残だと思います

が。 

 市民憲章の下に、コンクリートの台座があっ

て、そこに棒が立っています。左は栗川稲荷、

右春雨庵。読めないんです。押すとぐらぐらと

すぐ倒れそうな感じです。 

 こういうことを町の中、先ほど看板のことに

ついていろいろ言いましたけれども、こういっ

たことが放置されている。そういったことを見

ると、ごみはなくても、「あ、このまちの地域

力は落ちているな」と実感するわけですよね。 

 ですから、たたずまいをきちんとしていくと

いうことがどれほど大事なことかということを

これは一つの例として申し上げたんですが、ぜ

ひ、改善をお願いしたいなと思っております。 

 それから、 後に、市報の件について、また

お伺いいたしますが、５月１５日号の市報なん

ですけれども、見開きなものですから、あそこ

をぜひ、右側に市長の言葉を写真とともにまと

めていただいて、左側は市民のために情報発信

するような構成にしてもらったらいいかなと思

ったんですよ。ぱっと開けたら市長の顔がいき

なり飛び込んで来たものですから、私は市長の

後援会だよりかななんて思ったぐらいにショッ

クを受けたんですけれども。あのページは市長

が何を考えて、これからこういうことをしたい

と伝える情報発信、メッセージのページだった

と思うので、あんなにでかい写真は要らなかっ

たのかなと思っているんですが、市長としては、

私の指摘に対しては、「そんなことない」とい

うことでしょうか、お考えをお伺いしたいと思
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います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 後援会報でないことは間違

いないですよね。市報です。ですから、市報の

広報担当がああいう作成をしたということでご

ざいますし、私も違和感も何もございませんで

した。 

○１１番 枝松直樹議員 市長はそのようにお

考えなんでしょうけれども、私とそこは平行線

ということなんですが、やはり、私だけではな

くて、多くの市民が、こんなにページを割く必

要ないんじゃないかなと思って、税金でこしら

えている市報でもありますから、より多くの市

民のための有用な情報を掲載していただくこと

をぜひお願いしたいということで、広報担当者

には市長から言っていただければ幸いでござい

ます。 

 以上で質問を終わります。 

 

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

散  会 

 

○坂本幸一議長 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１５分 散 会 
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