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１ 老朽施設の今後について
（1） 解体計画の作成
（2） 周辺住民の安全確保
２ 廃校の利活用について
（1） 子どもたちのスポーツの拠点としての整備
ア 合宿施設の整備
イ グラウンドの芝生化等
１ 福祉でまちづくりを
（1） 寝たきり老人ゼロ作戦の展開
ア 寝たきりの要因分析の実施
イ 温泉活用で閉じこもり予防の強化
（2） 特別養護老人ホーム増設による待機者ゼロ作戦の
展開
（3） 保育料無料化による経済負担の軽減
１ 森林を適正に管理することによる災害に強いまちづ
くり
（1） 林業専門職員の配置
（2） 森林関係団体への支援
２ 市産材の利用拡大について
（1） 市産材を活用した住宅建設への補助制度の創設
１ 福祉施策の充実について
（1） 介護ボランティアポイント制度の創設
２ 災害対策強化について
（1） 災害医療救護ボランティアの増員
１ 学校以外の多様な学びの場を保障する教育行政の実
現について
（1） 不登校の実情と本市の対応
（2） いじめの実情と本市の対応
２ 教育委員会制度の改定が及ぼす影響について
（1） 教育の政治的中立性、独立性の確保
（2） 総合教育会議の運営
１ スマートフォンを活用した道路情報収集システムの
導入について
（1） 道路破損箇所の早期発見・対応
（2） 市道の通行止め情報等の発信
１ 移住定住促進策について
（1） 移住定住コーディネーターの配置
（2） 空き家を活用した移住定住促進住宅の整備
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議

○坂本幸一議長 日程第１、一般質問でありま
す。
初めに、２番井上学議員。

○坂本幸一議長 おはようございます。

〔２番

出席議員は定足数に達しておりますので、こ
○２番

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。

井上

井上

学議員 登壇〕

学議員 おはようございます。

日本共産党議員団、井上学です。
老朽施設の今後について、廃校の利活用につ
いて質問します。

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

日程第１ 一般質問

現在、旧本庄児童館と旧本庄小学校のプール
の解体が行われています。地域の要望を取り入
れて進められたことは大変いいことと感じてい

－３２－

ます。しかし、ほかにも本市には勤労青少年ホ

利活用と感じていますが、もっと多くの子ども

ームや旧宮生小学校の校舎の一部、私の地元の

たちがスポーツを楽しみ成長していく場として

旧消防南出張所など老朽化した施設があります。 整備することが地域の住民の方も望むことと考
地域の住民の方からは耐震などの安全性につい

えます。

て心配はないのか、管理はどのように行われて

具体的には、校舎をスポーツ少年団などが合

いるのかなどの声があります。一方、旧東児童

宿できるようにすることにより、市内の子ども

館は老朽化した施設ではありますが、補修しな

たちだけではなく多くの子どもたちが集まり交

がらあざみ学童クラブが運営され、子育て世代

流を広げることができると考えます。また、グ

の助けになる、また子どもたちが生き生きと過

ラウンドを芝生化して運動する上で魅力的にす

ごせる場として有効に活用されています。

ることにより利用率を上げることができ、地域

今後、老朽施設については有効利用を検討し、 で利用する際も利便性が向上すると考えます。
利用が図られない際には地域の住民の方の不安

以上、２点が今後廃校を子どもたちのスポー

を取り除くために解体していく必要があると考

ツの拠点として整備していく上で必要と考えま

えます。その際には、民間の活用も含め、有効

す。また、現在利用しているスポーツ少年団な

利用できないか検討する。地域の住民に十分説

どに対してグラウンドの整備などの支援を行い、

明する。現在利用が図られている施設について

利活用の促進を図ることが重要と考えます。

は、利用者の声を第一として、解体となる場合
は活動に支障がないように代替の施設などの対

市長の見解を伺い、以上で質問といたします。
○坂本幸一議長 市長。

応を行うなどを解体前に行うことが重要です。
老朽施設の解体については計画が必要と考え
ます。また、安全性などについて不安になって
いる周辺住民に対して現在の状況の説明や、必
要があれば安全確保をするべきと考えます。市
長の見解を伺います。

〔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、老朽施設の今後について申し上げま
す。
解体計画につきましては、公共施設等の現状

次に、廃校の利活用について質問します。

を把握し長期的な視野を持って統廃合や長寿命

２０１４年６月の一般質問でも、廃校の利活

化などを計画的に行うため、平成２８年度に策

用について質問しました。その後、旧宮生小学

定いたします公共施設等総合管理計画に施設の

校については東北芸術工科大学に貸し出されア

解体も位置づけ対応してまいります。周辺住民

トリエ等に活用され、地域との関係も良好とお

の安全確保に関しましては、現在、施設を所管

聞きしています。廃校の利活用については今も

する各部署において適正な安全管理を行ってい

地域の住民の意見を尊重して利活用を考えるこ

るところであります。

とが基本にあると考えますが、利活用について
提案します。

次に、子どもたちのスポーツの拠点としての
整備について申し上げます。

現在、旧本庄小学校グラウンドではスポーツ
少年団が活動しています。それだけでも有益な

スポーツの環境整備につきましては、既存の
社会体育施設や学校の施設を中心に行っており、

－３３－

現時点において廃校を新たに整備し、子どもた

○２番

ちのスポーツの拠点とする考えは持っておりま

を第一義的に考えて対応しているということで

せん。

ありますので、今回のことについてもよろしく

○坂本幸一議長 井上学議員。

お願いしたいと思います。

○２番

井上

井上

学議員 今までも、地域の意向

学議員 それでは、老朽施設の

その中で、やはり有効活用ということを考え

今後について、重ねて質問させていただきたい

ていく中で民間の利用についての部分でお聞き

と思います。

したいんですが、今までも古屋敷分校等は民間

平成２８年度から公共施設等総合管理計画の

の方に購入してもらったとか、聞いた話では小

中で解体等も含めて検討していくということで

倉の分校については解体を条件に地域に委ねた

あり、行政主導でこういった施設は解体または

ということをお聞きしています。やはり、今回

長寿命化で利活用していくということが図られ

の計画についてもそういったことを図っていく

ていくと思うんですが、やはりそこに住む地域

ことが本市の財政的な部分においても有益では

の方がその施設に対してどういったことを考え

ないかと考えるんですが、そういったことも十

ているのかということも聞く必要があると思い

分検討されるのかどうかお聞きいたします。

ます。その点について進めていく上でどうお考

○坂本幸一議長 市長。

えになるのかお聞かせください。

○横戸長兵衛市長 基本的にはそういう考え方

○坂本幸一議長 市長。

でございまして、例えばあさひ保育園について

○横戸長兵衛市長 老朽施設はいろいろあるわ

も今回ＮＰＯ法人のほうから活用していただく

けでございますが、今までも廃校になった学校

ということでございます。

あるいは保育所等につきましてはまず第一義的

○坂本幸一議長 井上学議員。

に地域の方々の意向というものを尊重させてい

○２番

ただきまして対応してきたところでございます。
例えば、山元地区の小中学校については地域

井上

学議員 わかりました。

十分その点も考慮していただきたいと思いま
す。

で公民館として使っており、中山地区の小学校

安全確保のことについては、答弁の中では十

については山形県埋蔵文化センターとして活用

分図られているんだということをお聞きして安

しております。そのほか今議員の御指摘にもあ

心する一方なんですが、やはり住民の方からは

りました宮生小学校については東北芸術工科大

不安な声が出されています。特に、１問目でも

学が活用しているということでございますので、 申し上げましたように宮川中学校の隣にある旧
まずは地域の方々がどういう形で活用していく

消防南出張所については、地震の際に大丈夫な

のかということを第一義的に考えて、地域の

のかということが示されていますが、そのほか

方々が地域で主体的に活用しないということで

の部分についても不安に思われている点につい

あるならば市全体の施設にする、あるいは企業

ては説明していく必要があるのではないかと思

誘致をするという形で今進めているところでご

いますが、そういった対応が今後図られるかど

ざいます。

うかお聞きいたします。

○坂本幸一議長 井上学議員。

○坂本幸一議長 市長。

－３４－

○横戸長兵衛市長 現在旧消防南出張所につい

っているという現状があると思います。そうい

ては備蓄倉庫という形で活用させていただいて

ったことを解消するためにも、全ての地域では

おりまして全然使っていないということはない

ありませんが、子どもたちが利用する施設とい

と思います。ただ、それも年月がたてば耐震と

うものを、今まで子どもたちが過ごしてきた場

かそういうことが危惧される部分があるわけで

に設けてほしいという話が出ております。その

ございますので、基本的にはそういったものも

点においてそういった考え、再度ないのかどう

できるだけ活用するという現状でございますが、 かお聞きいたします。
もし活用しないということになれば解体など、

○坂本幸一議長 市長。

そういう形で進めてまいりたいと考えています。 ○横戸長兵衛市長 廃校した学校はいろいろあ
○坂本幸一議長 井上学議員。

ります。西郷第二小学校もそうですが、先ほど

○２番

学議員 南分署の活用について

申し上げましたように、基本的には地元の方々

はわかったんですけれども、ぜひそれまでの期

がどう活用するかということでございましてそ

間、すぐにとはならないと思いますので、方向

れを待ってやっていくということです。

井上

性等、あとは安全確保は大丈夫なんだというと

第１問にもありましたけれども、芝生化とい

ころを地域の方に示していっていただきたいと

っても財源的な問題もございます。今回はおか

考えます。

げさまで日本スポーツ振興センターのｔｏｔｏ

また、安全確保のところで具体的に言うと、

の部分で生涯学習センターグラウンドの芝生化、

聞こえてきたのが竜沢分校なんですけれども、

そして蔵王坊平の芝生化、これも１億円以上補

積雪時の屋根の雪おろし等を今までは地域の方

助をいただいたんですけれども、なかなかそう

がなされていたそうなんですがなかなかそうい

いった財源も活用していかないと市単独の事業

うことも大変になってきているとのことであり

というのは難しいところがありますし、またし

ます。こういったことは竜沢分校に限らず出て

っかりした方向性あるいは計画性も持って整備

きていると思うんですが、対応についてどうお

していかないと、廃校になったから整備すると

考えかお聞かせください。

いう短絡的なものではなかなかできませんので、

○坂本幸一議長 市長。

これはそういった総合的なスポーツ全体の計画

○横戸長兵衛市長 基本的には、危ないものは

の中でやっていく必要があると考えています。

解体とかそういうことをするということです。

○坂本幸一議長 井上学議員。

○坂本幸一議長 井上学議員。

○２番

○２番

からこそ先ほど言ったように地域に子どもたち

井上

学議員 わかりました。

続いて、廃校の利活用について重ねて質問さ
せていただきたいと思います。

井上

学議員 私は逆に廃校になった

の声がこだまするというか、そういった拠点を
整備するべきという立場なので、ここは議論の

スポーツの拠点としては整備する考えはない

余地があると思うんですけれども、地域の声を

ということでありましたが、やはり、統合等で

尊重するというところを市長も言われておりま

使われなくなった校舎に関しましては子どもた

した。私もこの件に関しては地域全体ではあり

ちの活動する姿を地域の方が目にする機会が減

ませんが、スポーツ少年団の方などからお聞き
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しておりまして、十分酌み上げてほしいという

はどうお考えか、財政的な部分は今回提案した

私の思いもありますけれども、やはりそれを具

ところは置いておいてどうお考えかお聞きした

体化させるためにはどうしていくことが必要な

いと思います。

のかというところ、どこに行ったらいいかとい

○坂本幸一議長 市長。

う点について教えていただきたいんですが、よ

○横戸長兵衛市長 拠点化というと要するにそ

ろしくお願いします。

こをスポーツの拠点にするということになるん

○坂本幸一議長 スポーツ振興課長。

でしょうけれども、スポーツにはいろんな種目

○舟越信弘スポーツ振興課長 スポーツ少年団

がありますよね。例えば、陸上であれば今蔵王

の窓口につきましては、スポーツ振興課が担当

坊平アスリートヴィレッジで頑張っていただい

になっておりますので、御相談いただければと

ております。サッカーであれば、サッカー競技

思っております。

場もございます。何の拠点なのかということを

○坂本幸一議長 井上学議員。

もう少しはっきりしてもらわないとどういう意

○２番

味なのかちょっとわかりませんのでその辺をは

井上

学議員 スポーツ少年団のこと

はそうだとは思うんですが、拠点を設けてやっ

っきりお願いします。

ていこうというような大きな計画に関すること

○坂本幸一議長 井上学議員。

もスポーツ振興課に地域住民の声ということで

○２番

お伝えすれば検討がなされるのかどうなのか、

やはり運動することですよね。サッカーであり

その点についてお聞きしたいと思います。

野球であり、そういった競技もなんですが、体

○坂本幸一議長 スポーツ振興課長。

力向上という部分も含めてのスポーツの拠点と

○舟越信弘スポーツ振興課長 スポーツにつき

いう意味での私の提案なんですけれども、そう

ましては、スポーツ振興課が窓口となりますの

いった点に関してもう１回、市長どうお考えか

で、一旦御相談をいただければと思います。

お聞きしたいと思います。

○坂本幸一議長 井上学議員。

○坂本幸一議長 市長。

○２番

○横戸長兵衛市長 それについては、サッカー

井上

学議員 わかりました。

井上

学議員 何がという部分ですが、

スポーツ振興課のほうで地域の方と相談しな

はサッカー場があります。陸上は陸上競技場が

がら進めていくということも検討されるかと思

あります。それぞれの場所で頑張っていただく

います。

ということでございまして、１カ所のスポーツ

もう一つ、財政的な問題で芝生化等が難しい

の拠点化というのはあり得ないと思います。

ということは私も承知しているところなんです

○坂本幸一議長 井上学議員。

が、やはり芝生化や合宿施設など財政的に負担

○２番

になる部分は先に置きましても、スポーツの拠

のはあり得ないというところだと思うんですが、

点として推し進めるんだということを示してい

私もそのとおりだと思います。

井上

学議員 １カ所の拠点化という

ただければ地域の協力等もさらに進んで実現に

まだまだサッカーの拠点とか野球の拠点はあ

向かうかと思います。再度なんですけれども、

ると思いますが、総合的な拠点というのは私の

スポーツの拠点にするという考えについて市長

認識として足りないのかな、ないのかなという
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ことで提案をさせていただきました。ぜひそう

もたくさんいらっしゃると思います。このレポ

いったことで検討をよろしくお願いしたいとい

ートは若年女性の減少に基づいて２０４０年、

うことと、最後にまた重なるんですけれども、

今から２５年後には全国で１，７００を超える

やはり学校が使われなくなって子どもたちを目

市区町村のうち８９６自治体が消滅の危機に直

にする機会が減っているという地域の方は物す

面すると警告し、上山市も消滅自治体の一つに

ごくさみしい思いをしているということをお聞

挙げられています。

きしますし、私も感じています。そういったこ

私はこのレポートの手法、内容の全てを受け

とを解消するために廃校の利活用を進めていく

入れるものではありませんが、国や自治体が人

べきと私は考えます。

口減少、少子化対策に本腰を入れる契機になっ

そのことによって子どもたちが集まれば保護
者の方もそこに自然に集まるようになり、子ど

たものとしては高く評価したいと思います。
人口減少・少子化対策が大きな課題になる中、

もがスポーツしている間にその地域を回るよう

地方創生がうたわれ、国にまち・ひと・しごと

なクアオルトコースをつくって地域の活性化を

創生本部が設置され、本市においても上山市ま

図っていこうとか、そういった話も聞いていま

ち・ひと・しごと創生総合戦略が示されました。

す。そういったことも総合的に考えていかなけ

そして第７次上山市振興計画の重要課題として

ればいけないと思うんですが、最後に地域の住

も議論が進められています。この取り組みを必

民の意見を最大限に生かしながら廃校利用を図

ず成功させ、上山市の未来を切り開いていくた

られるべきと考えますが、この中でも特に子ど

めに議員の立場から市民の声を積極的に受けと

もたちが使うということを念頭に置いて今後廃

め、具体的な提案を行っていきたいと考えます。

校利用というものも検討されていかれるのか。

人口減少・少子化対策を進めるに当たっては、

それだけお聞きしたいと思います。

若者が安心して職につき安定した収入を得て平

○坂本幸一議長 市長。

和裡のうちに生活することが何よりも基本に据

○横戸長兵衛市長 廃校利用については子ども

えられるべきだと考えます。しかし、国では地

たちのためだけということはあり得ないと思い

方創生を言いながら一方では派遣労働者の拡大

ます。やはり総合的に判断すべきだと思います。 など不安定雇用を増大させ、それに伴う格差・
○坂本幸一議長 １番守岡等議員。
〔１番
○１番

守岡

守岡

貧困の拡大、さらには戦争をする国づくりの推

等議員 登壇〕

進など、若者から次々と未来と希望を奪う政策

等議員 議席番号１番、日本共

産党議員団の守岡等です。

を続けているとしか思えません。
少子化対策を勉強する中で、次の言葉に出会

私は人口減少・少子化対策を強化させる視点

いました。「少子化はさまざまな要因が複雑に

から福祉によるまちづくりについて質問させて

絡み合って起きるが、最大の理由は現代文明の

いただきます。

行き詰まりを予想させる不安感の広まりであろ

２０１４年５月に出された日本創成会議によ

う。人間は将来に不安を抱いた途端、本能的に

る我が国の総人口の将来推計に関するレポート、 子孫を残そうとは思わなくなる」というもので
いわゆる増田レポートに大きな衝撃を受けた方

す。
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まさに、現状を言いあらわしている言葉では

そして、そうした医療・介護施設の整備は過

ないでしょうか。逆に言えば、将来不安を取り

疎化対策にも貢献します。最上町には県立新庄

除き希望を切り開くことが何よりも今の政治に

北高校最上分校がありますが、そこでは１９９

求められているのではないでしょうか。

５年から選択科目として福祉課程の授業が行わ

ここで、福祉の産業化で町の活性化を図った

れ、それが一つの契機となり地元卒業生の定着

最上町の例を紹介します。最上町は厳しい環境

や短大や専門学校に進学した子どもたちが福祉

のもとで、貧困・過疎を初め全国に先駆けて高

関係の資格を修得して町に戻ってくることにも

齢化の問題に直面した町でした。そうした地域

つながっているそうです。最近では、一般の方

をいかにして過疎克服を目指し、福祉の町にし

の参加も可能にし、より介護関係の資格取得に

ていったか。

役立っているということです。

私は１９９９年に当時の町長だった中村仁さ

さらに、こうした福祉のまちづくりは、町内

んにお会いしお話を伺う機会がありました。何

業者の所得増、社会的入院の解消による医療費

よりも、中村元町長や最上町の理念として位置

の軽減、視察等の増加による観光客の増加、町

づけられているのが「福祉こそ産業だ」という

外からの移住希望者増といったさまざまな複合

ことです。そして、「福祉は町村行政の原点で

的な効果を生み出しています。まさに、地域で

ある」という言葉です。こうした理念のもと、

福祉関連サービスを充実させることは地域経済

今では当たり前になっている、医療、保健、福

の安定や活性化に貢献し、人口減少・少子化対

祉の一体化に取り組み、ウェルネスタウンとい

策の基本となり得ることを示しています。

うハードウェアとソフトウェアの整備を図りま
した。

こうした最上町の取り組みを教訓にして、上
山市で福祉のまちづくりを行うにはどうしたら

こうした福祉の産業化により何よりも雇用の
確保が図られました。当時の最上町の医療保健

いいのかを考え、寝たきり老人ゼロ作戦の展開
を提案します。

福祉関連従事者は約３００人で、これは町全体

今、当市には寝たきりの方とそれに近い状態

の就業者数の５％、町役場職員の１．４倍とい

の方を合わせると６７２人がいるという統計が

う数字です。こうした雇用の充実がさまざまな

出されています。私自身、人間は年をとれば寝

面で経済効果を生み出しました。

たきりになるのが当たり前だとしばらく思って

まず、医療福祉に携わる職員の給与総額が約

いましたが、しかし「寝たきり」は「寝かせき

１４億４，０００万円、関連施設での地元購入

り」であること、人間は一定のケアや社会参加

消費額が約２億７，０００万円、その他宿泊観

を促す中で寝たきりを防ぐことが可能になって

光など間接的効果と合わせて年間約１７億３，

います。

６００万円の経済効果があったと試算されてい

この「寝たきり老人ゼロ」という概念は、広

ます。これは米の販売額１５億円、国民年金１

島みつぎ総合病院の医師が「せっかく病院で一

５億４，９００万円を上回る額で最上町におい

生懸命治療して治しても退院して地域に戻った

ていかに福祉が町の産業の中心になっているか

らしばらくすると寝たきり老人になって戻って

を示しています。

くる」ということを問題視し、病院と地域の介
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護がきちんと連携を図って寝たきり老人をゼロ

人ゼロ作戦の視点から温泉を利用した閉じこも

にしようというところから生まれたものです。

り予防の事業を行ってはいかがでしょうか。市

当市においても、本来であれば保健・医療・

長の御所見をお示しください。

介護・福祉の連携の中で病院を退院した患者さ

次に、特別養護老人ホーム増設による入所待

んが、地域の中で必要なリハビリや介護サービ

機者ゼロ作戦の展開についてお伺いします。特

スを受けながら寝たきりにならないような包括

別養護老人ホームなど介護サービスを充実させ

ケアが望ましいところですが、市立病院を持た

特養入所待機者ゼロ作戦を進めると同時に、雇

ず、さらにお隣の山形市の病院を受診する患者

用の確保など一定の経済効果をつくり出すこと

さんが多いという特色を持つことから十分把握

です。

し切れないというのが現状ではないかと思いま
す。

今、当市の特別養護老人ホーム入所待機者は
３００人で、うち在宅で待機している方は１４

そうした特徴を持つ当市において、寝たきり

０人、緊急性のある方が３０人います。少なく

老人をゼロにするためには現在寝たきりになっ

とも在宅で待機している１４０人に対しては早

ている方々の要因分析を行うことが重要です。

急に整備していく必要があると考えます。

なぜ寝たきりになっているのか、どのような支

特別養護老人ホームの建設に当たっては、介

援が必要か。約２００人いる日常生活自立度ラ

護保険料の高騰などさまざまなリスクが存在し

ンクＣの方たちの要因分析を行い必要な対策を

ます。しかし、そうしたリスクを上回る次のよ

講じていくことが必要だと考えますが、市長の

うなメリットが存在することも事実です。

御所見をお示しください。

第１に、介護の社会化を図ることができると

次に、温泉活用で閉じこもり予防の強化につ

いうことです。結局家族にしわ寄せがきている

いてです。寝たきりになる要因として脳卒中や

現状を改め、施設増設によって介護の社会化を

転倒が主要なものとして考えられてきましたが、 図ることは要介護者にとっても家族にとっても
最近は「閉じこもり」の問題がクローズアップ

重要なことではないでしょうか。毎月のように

されてきています。閉じこもり予防を展開する

介護悲劇が報道される中、介護施設の整備を図

上で、通所型介護予防などが行われていますが、 り、少しでも家族の負担を軽減していく必要が
なかなか男性に魅力のある事業メニューが乏し

あるのではないでしょうか。また、そのことは

いという意見が出されています。男性の高齢者

介護の必要性から仕事をやめざるを得ないとい

が楽しく気楽に参加できるメニューとしては温

う事態も軽減することができます。

泉の活用が最適ではないかと考えます。

国の一億総活躍社会への具体策を議論する国

寝たきり老人ゼロ作戦を展開する一つの柱と

民会議、これは安倍晋三首相が議長ですが、こ

して、温泉活用による閉じこもり予防対策の強

こでも２０２０年代初頭までに介護離職する人

化を図る必要があると考えます。既に、当市に

をなくすため、特別養護老人ホームや在宅サー

おいても温泉を利用したデイサービスなどが行

ビスの整備を加速する方針を表明しています。

われているようですが、今後さらに建設が予定

第２に、最上町の例にもあるように施設など

されている温泉健康施設において、寝たきり老

サービス提供体制の新増設は雇用を生み出し若
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者の定着にも大きく貢献し、一定の経済効果も

担の大きさの問題があります。そうした経済負

生まれるということです。そして、第３に都会

担を軽減するために地方行政ができることは何

の高齢化問題が深刻になる中、将来的には少な

よりも保育料の無料化ではないでしょうか。若

くとも上山市出身の高齢者を受け入れる必要性

いお母さんたちと話をして必ず話題になるのが

も出てくるのではないかと思います。既に、他

保育料の問題です。保育料が無料になるという

市町村ではそういう話が来ていることを耳にし

ことは、単に家計が助かるということだけでな

ています。

く行政がきちんと子育て問題に対処している、

都会の高齢者を受け入れるためには、医療費、 行政に対する信頼度のバロメーターだというこ
介護費用の負担の問題などクリアすべき課題は

とです。保育料無料化に向けた市長の御所見を

多いのですが、将来課題として準備を進めてお

お示しください。

くことは必要なのではないでしょうか。

以上で第１問を終わります。

第４に、空き家対策にもつながるということ

○坂本幸一議長 市長。

です。既に、国の部会では空き家、空き旅館を

〔横戸長兵衛市長

登壇〕

利用した施設整備の構想も出されているようで

○横戸長兵衛市長 １番守岡等議員の御質問に

す。当市においても民間団体による空き家を利

お答えします。

用した高齢者住宅の取り組みが開始されていま
す。このように、特別養護老人ホームの整備を

初めに、寝たきり老人ゼロ作戦の展開につい
て申し上げます。

図り、特養入所待機者ゼロ作戦を展開すること

寝たきりの要因といたしましては、要介護認

は福祉の向上、雇用対策、将来対策につながる

定資料等から脳血管疾患、認知症、高齢による

重要かつ有効な課題であると考えますが、いか

衰弱、骨折、転倒などが多いことが認められま

がでしょうか。市長の御所見をお示しください。 す。このことから、これまで転倒予防や認知症
次に、保育料無料化による経済負担の軽減に
ついてお伺いします。

予防などの事業を実施してきたところであり、
改めて要因分析を行う考えは持っておりません。

フランス、スウェーデンなど出生率を向上さ

また、温泉活用で閉じこもり予防の強化につ

せたヨーロッパ諸国に共通していることは、子

きましては、これまでの温泉デイサービスに加

育ての経済負担を軽減させたということです。

え平成２７年度から予防事業の一つとして湯中

国内でも、有名な福井県など経済負担の軽減で

運動、水中ストレッチ運動に取り組んでおり、

出生率を向上させた自治体がたくさんあります。 今後とも温泉を活用した介護予防事業を推進し
当市でも子どもの医療費無料化が中学３年生ま
で拡大され市民からは大変喜ばれています。
今後、当市において真剣に少子化対策を進め

てまいります。
次に、特別養護老人ホーム増設による待機者
ゼロ作戦の展開について申し上げます。

ようと思うならば、保育料の完全無料化を進め

特別養護老人ホームにつきましては、平成２

ていくべきだと考えます。多くの夫婦が子ども

９年度までの第６期介護保険事業計画の中では

は３人以上欲しいと思っていても、実際の子ど

増設等の計画を持っておりませんが、第７期以

もの数が２人以下である最大の理由に経済的負

降の計画において高齢者人口の長期的な推移や

－４０－

社会情勢を見きわめながら対応してまいります。 変取り組みを進めていらっしゃると思いますけ
次に、保育料無料化による経済負担の軽減に
ついて申し上げます。

れども、実際転倒したり脳卒中になってしまっ
た患者さんはきちんとしたリハビリ、介護を受

保育料の無料化につきましては第３子以降の

けられているのかどうか、その辺はどうでしょ

多子世帯を対象に始めてまいりたいと考えてお

うか。

ります。なお、完全無料化につきましては、財

○坂本幸一議長 健康推進課長。

政負担が大きいことから市単独での実施は困難

○尾形俊幸健康推進課長 少なくとも介護認定

であるため、国県の保育料軽減に係る補助制度

を申請されて認定を受けた方につきましては、

が充実される中で進めるべきものと考えており

それぞれの事業所にケアマネジャーがついてそ

ます。

の方に合ったケアという形で進められているも

○坂本幸一議長 守岡等議員。

のと理解しております。

○１番

○坂本幸一議長 守岡等議員。

守岡

等議員 最初に、寝たきり老人

の問題について再度お伺いします。

○１番

守岡

等議員 わかりました。

今、さまざまな予防事業を行っているという

ぜひ、今６００人以上いる寝たきり及びそれ

ことですが、寝たきり予防というのに特化した

に近い方を少しでも減らしていただくように今

具体的な効果についてわかればお示しください。 後も対策をお願いしたいと思います。
○坂本幸一議長 健康推進課長。

もう一つ、特別養護老人ホームの増設という

○尾形俊幸健康推進課長 予防事業の具体的な

ことで、第６期介護保険事業計画の中では具体

効果ということでございますが、なかなかこの

的計画はないけれども、次の第７期計画でいろ

予防事業につきましては寝たきりだけに特化し

いろな状況を見ながら検討するということであ

たというわけではございませんけれども、介護

りました。緊急性のある方、これは４０名、現

状態になるという要因としてはやはり先ほど１

在病院に入院している方もやはり今の医療制度、

問目の答弁の中で述べさせていただいたような

診療報酬の問題で３カ月たつと病院から退院を

要因でなっているということが事実でございま

迫られるという問題があります。そうすると家

す。

族にしわ寄せが行ってしまう。緊急性のある方

それに対しまして、市としてもこれまで、特

にもカウントされてくると思うんですけれども、

に骨折等による転倒のリスクを防ぐための予防

その辺の今現に病院に入院されている方が３カ

教室であったり、また認知症予防につながるよ

月で退院を迫られているという問題はないんで

うな事業をやらせていただいているというのが

しょうか。

実情でございまして、具体的などの程度の効果

○坂本幸一議長 健康推進課長。

というところはなかなか申し上げられませんけ

○尾形俊幸健康推進課長 病院で入院中の方の

れども、そういった形で予防に力を入れて進め

その後ということでございますが、当然今病院

てきているという現状でございます。

でもなかなか長期入院が難しい状況になってき

○坂本幸一議長 守岡等議員。

ているということは認識しておりますけれども、

○１番

実際そこから真っすぐ自宅に帰られるという方

守岡

等議員 予防ということでは大

－４１－

もおりますし、介護のサービスを受けている中

合的な施策を展開していかないとただ単に子育

で老人保健施設等さまざまなリハビリ関係のデ

て世帯だけの施策だけではだめだなということ

イケア等に通いながら対応しているという現状

を気づいたわけでございます。そういう面にお

であるかと認識しております。

いてはまず結婚していただくということ、そし

○坂本幸一議長 守岡等議員。

て結婚して子どもさんを産むという中で子育て

○１番

等議員 退院した患者さんの問

政策がきちんとしているかしていないかによっ

題も本当に深刻な声が私のところに寄せられて

て産む産まないというと語弊があるかもしれま

いますので、そうした声も十分酌み入れて今後

せんけれども、そういう環境にはなるかもしれ

の計画を具体化していただきたいと思います。

ませんが、まずやはり結婚していただく、そし

最後に、保育料の問題です。先ほど市長から

て子どもさんを産んでいただくという方面にも

第３子の多子世帯に対する完全無料化というこ

同じような力といいますか、同じような施策を

とがありまして、これは本当にありがたいこと

今後展開していかなければ、特に本市において

だと思います。ぜひこれを充実させて、将来的

は少子化対策は難しいなと感じているところで

には第２子第１子まで拡大してほしいと思うん

ございますので、出会いから育児までといった

ですけれども、この問題では最後に、第１問で

総合施策をもう一度きちんとやるべきだと感じ

も言ったとおり単なる家計が助かるからという

ているところでございます。

ことだけではなく、それ以上に保育しているお

○坂本幸一議長 守岡等議員。

母さんたちからは行政が本当に私たちのことを

○１番

考えてくれているんだ、行政が本気になって少

めには若者の雇用、所得、これを安定したもの

子化対策を考えてくれているんだというバロメ

にしていくことがどうしても必要だと考えます。

ーターだということで、ぜひ今第７次振興計画

その辺はぜひ国や県にも働きかけて、やはり若

も議論していますけれども、いかにして子ども

者の雇用は正規雇用というものを基本にして、

をふやすか、人口減対策を図るかということで

きちんとした所得を保障してもらって安定した

市長の今考えていることをお示しください。

生活を営んで結婚するという、これが人間の普

○坂本幸一議長 市長。

通の姿だと思いますので、そうした方向で私た

○横戸長兵衛市長 少子化対策ということで、

ちも働きかけしていきたいと思いますので、市

医療費無料化や住宅施策などいろいろ展開して

としてもよろしくお願いしたいと思います。

守岡

きました。今回の第７次振興計画策定の段階に

守岡

等議員 私も同感です。そのた

以上で終わります。どうもありがとうござい

おいて新たにわかったことは、結婚率が１３市

ました。

で一番低いということです。生まれる子どもさ

○坂本幸一議長 次に、３番髙橋恒男議員。

んは平成２６年度約１６０名であり、前年度か

〔３番

髙橋恒男議員 登壇〕

ら比べると４０名くらい減っています。ですか

○３番

髙橋恒男議員 議席番号３番、会派創

ら、今までは生まれた子どもさんをどう育てて

志会の髙橋恒男です。

いく環境をつくるかということでしたけれども、

通告に従い順次質問いたします。

これからは出会いから出産、出産から育児と総

初めに、森林を適正に管理することによる災

－４２－

害に強いまちづくりについてであります。

０年代以降に植えられた樹齢５０年以上の杉林

近年、地球温暖化の影響などにより今まで経

になっております。見た目には荘厳な森林に見

験したことのない大雨などに見舞われ、平成２

えますが、利用適齢期を過ぎつつあり、急速に

７年９月関東・東北豪雨では線状降水帯といっ

山林の高齢化が進んでおります。また、民有林

た積乱雲が帯状につながる現象が起き、甚大な

の残りの約６０％はナラや雑木の広葉樹となっ

る被害をもたらしました。

ておりますが、過去の高度経済成長の中で経済

上山市は災害の少ないところですが、近年の

性や効率性を追い求め物質的に豊かな生活を手

水害で多く見られるのが、大雨になったときに

に入れようとした一方で、輸入木材の増加など

流水と一緒に川上の山中で出た倒木や木の残骸

による林業の長期不振を招き里山の広葉樹林が

が流れてきて支障木となって河川の橋脚などに

まきや炭の燃料として利用されなくなってきま

引っかかり流れをせきとめて洪水を引き起こす

した。現在の生活様式が電気、ガス、自然エネ

ことや山林の高齢化で保水機能が失われた山肌

ルギーへと変化する中で森林とのかかわりが希

がえぐられ土石流となり川底を浅くして大規模

薄になり追い打ちをかけるように林業従事者の

な災害につながっている傾向が見られます。い

減少、高齢化、山村の過疎化で管理放棄される

つ何時災害が起こるかわからないため、こうし

森林が増加しました。

た災害を防ぐためにも森林を適正に管理する必
要があると考えます。

その結果、一足山に入れば雪害折れ木、倒木、
枯れ枝、ナラ枯れ、さらにはカツラマルカイガ

岩手県遠野市の例ですが、林業振興課を設置
し市内民有林について除間伐事業の計画的推進

ラムシによる広葉樹林の集団枯れなどが拡大し
ており景観形成がなっていないと感じます。

と木材・木質バイオマス利用の総合的な推進及

市の総面積の約７割を占める広さを持つ山が

びその啓発、普及など民有林整備への補助など

荒れるということは、市民にとっても環境の悪

を行うことにより市内森林、林業、木材産業の

化や災害の大規模化となって襲ってきます。森

振興や地域の活性化、人材の育成を図っていま

林の持つ公益的機能には、土砂流出防止機能、

す。その結果、平成２７年現在において民有林

水資源貯留機能、二酸化炭素固定機能、保健休

が整備され、川下自治体にも迷惑をかけるよう

養機能があると言われます。「林野公共事業に

な支障木などが流れてくることはなくなりまし

おける事前評価の手法について」や、「やまぐ

た。

ち森林づくり県民税関連事業評価報告書」の調

山形県は県土総面積の約７割、６７万ヘクタ

査によると、適正に管理された森林の公益的機

ールが山林となっており、上山市も山形県と同

能は１ヘクタール当たり年間で土砂流出防止機

様に市の総面積の約７割が山林となっておりま

能０．６３立方メートル、水資源貯留機能で８

す。山形県の場合は５３％が国有林、４７％が

６立方メートル、二酸化炭素固定機能で１．５

民有林ですが、上山市は民有林の割合が大幅に

トン向上するとなっております。本市の森林面

多くなっております。

積は約１万６，７００ヘクタールで、うち民有

市の民有林のうち約３５％が杉を主体とした

林が１万１，７８０ヘクタールあり、それぞれ

人工林になっておりますが、その大半が昭和２

１年間で土砂流出防止機能は約７，４００立方

－４３－

メートルで１０トンダンプ１，３５０台分、水

伐材や雑木などの利用を図り、森林の保全、里

資源貯留機能は約１０１万３，０００立方メー

山環境の保持、地域内での資金の循環につなげ

トルとなり、二酸化炭素固定機能は約１万７，

ることで本市林業の活性化が図られるものと期

７００トンで自家用自動車１台の二酸化炭素排

待します。森林資源を循環再生させるには木材

出量は年約２．３トンですので、約７，６８０

の活用を図らなければなりません。そのために

台分となり治山、治水、空気の浄化作用となっ

は市の公共建築物はもちろんのこと、一般住宅

てあらわれてきます。森林の持つこうした公益

にも市産木材の活用を進める施策を講ずるべき

的機能を高めることは、災害を少なくし安全な

と考えます。

安心なまちづくりにつながるものと考えます。

現在の上山市の定住促進事業では、住宅リフ

山形県では、平成２５年にやまがた森林ノミ

ォーム等支援事業の重点枠工事の中に県産木材

クス宣言を行い、県民総ぐるみで山を守る運動

３立方メートル以上を使用したリフォーム工事

を展開しております。また、平成１９年度より

を行う場合３０万円の補助制度があります。一

荒廃した民有林を整備することを目的に、住民

方、山形市では市産木材８立方メートル以上を

税納税義務者を対象に個人から１，０００円、

使用した住宅に対して５０万円の補助金を出し

法人から２，０００円から８万円の緑環境税を

て利用促進を図っております。

徴収しており、その額は年間約６億４，０００
万円ほどになっております。

市では定住を主とした施策展開をしておりま
すが、市産木材の利用拡大を推進するためにも

主な事業として、荒廃森林緊急整備事業、森
林資源循環利用促進事業、広葉樹林健全化促進

ある一定の市産木材を使用した住宅建設への補
助制度を設けるべきと考えます。

事業、ナラ枯れ被害対策検証事業などがありま

このような制度を取り入れ、市産木材のさら

す。上山市も農林課内に林業専門職員を育成、

なる利用拡大を図ることで森林資源を循環再生

増員し、災害のもととならないよう広大な山林

させ、森林の持つ公益的機能を十分に発揮し林

を守り育てることは市民の安全安心につながる

業の活性化が図られると考えますが、市長の見

ことと考えます。

解を伺い、以上で質問とします。

また、このような事業などを積極的に活用し

○坂本幸一議長 市長。

て山林を緑豊かな姿にするには、森林組合や生

〔横戸長兵衛市長

登壇〕

産森林組合、個人山主などに事業の周知徹底や

○横戸長兵衛市長 ３番髙橋恒男議員の御質問

指導助言をできるようにすることが効果的と考

にお答えいたします。

えますが、市長の見解を伺います。

初めに、森林を適正に管理することによる災

次に、市産材の利用拡大についてであります。 害に強いまちづくりについて申し上げます。
現在、建築用材や部材として使われなかった

林業専門職員につきましては配置する考えを

未利用木材の活用策として金谷地内において木

持っておりませんが、現所属の職員を林業関係

質バイオマス発電事業を計画し、平成２９年秋

専門の研修講座等に参加させながら育成してま

に操業を目指している企業があると聞いており

いります。

ます。これまで使われずに山中に捨ててきた間

また、森林関係団体への支援につきましては、
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やまがた緑環境税等を活用した森林整備が積極

であるか。しかも、その中には生産森林組合や

的に図られるよう生産森林組合や個人所有者等

山主などが森林組合を通して行った事業も入っ

を対象にした研修会の充実を図り、森林管理意

ております。どこが違うかといえばやる気があ

識の醸成に努めてまいります。

るか、専門の課があるかあるいは専門の職員が

次に、市産材を活用した住宅建設への補助制
度の創設について申し上げます。

いるかいないかだと思います。このままだと上
山林業は「ノー林化」となってしまいます。上

市産材の供給体制につきましては十分とは言
えない状況にありますので、安定して供給でき

山市の専門的知識を持った職員を育成、拡充し、
生産森林組合や個人山主などに国県市の林業事

るよう木材納入団体との協議を進めております。 業を積極的に活用していただくためにも事業の
市産材活用住宅に対する新たな補助制度の創設

内容や申請の仕方、やり方などを詳しく指導助

につきましては、今後建築関連団体と協議して

言してやる気が湧いてくるようにしていただく

まいります。

と上山市の森林も宝の山になり、災害も少なく

○坂本幸一議長 髙橋恒男議員。

なると思いますので、市長に再度お伺いいたし

○３番

髙橋恒男議員 ただいまの答弁ですと、 ます。

農林課の林業担当職員で私が申し上げた状況を

○坂本幸一議長 市長。

つくられるというように理解しておりますが、

○横戸長兵衛市長 やまがた緑環境税につきま

上山市では第７次振興計画の将来都市像を「ま

しては、本市においては今、間伐が主体に行わ

た来たくなるまち、ずっと居たいまち」と定め

れていると思っています。そのほか、松枯れと

る予定です。そのようにするためにはまちを取

かあるいはナラ枯れ等にも対応しているところ

り囲む周りの景色も調和のとれた美しいものに

であります。また、今回本市にもバイオマス発

しなければいけないと思います。広大な山林を

電所を誘致いたしましたので、そういった形で

人の手の入ったものにするには、国県の林業施

は大分進んでいくのではないかなと思いますが、

策事業を積極的に利用していく体制を整えるの

この間事業者と話をさせていただきました際に、

が大切だと思います。

生産森林組合とかあるいは森林組合とか、そう

岩手県でも山形県のような緑環境税のいわて
の森林づくり県民税がありますが、遠野市では

いった組織との連携をしていかないと供給が成
り立たないという話も承っております。

里山美林推進事業計画を立て、平成２７年度で

やはり、木材、雑木にしてもあるいは杉材に

国県市合わせて約３億円の費用を確保しており

しても消費が伸びないことには話にならないわ

ます。そして、それらの施策を十分に活用して

けでございますので、先ほど第１問で答弁させ

市民の森林に対する意識を高める啓発事業、ま

ていただきましたように個人対応じゃなく納入

た木質バイオマスエネルギー事業などを行い、

業者や生産団体などの団体間で、きちんと対応

遠野市でも４，３００万円の財源を出しており

していくということが必要であるわけでござい

ます。

ますし、そこの環境づくりをやるのが我々行政

上山市においては国県市合わせて３，７００
万円の林業事業費である現実です。いかに少額

でございますので、研修という形で対応してい
くということでございます。

－４５－

○坂本幸一議長 髙橋恒男議員。
○３番

専門職員については担当課長から答弁させま

髙橋恒男議員 まず、遠野市の例とし

す。

て３億円の国県市の林業関係の予算を獲得して

○坂本幸一議長 農林課長。

自治体の森林を手入れしているという現実であ

○前田豊孝農林課長 林業専門職員関係につき

りますけれども、やはり費用対効果だと思いま

ましては、先ほど市長の答弁にもございました

す。１，０００万円の人件費をかけて３億円の

とおり現在いわゆる消費まで持っていくルート

事業を持ってくるようにできるならば上山市に

を確立していこうということで、さまざまな研

とっては得な計算になるわけでございます。

修会に努めたり木材納入組合等と協議を何回か

また、それに携わる木材産業者の仕事もふえ

持ったりして調整しているところでございます

てくると思います。そしてまた現在上山市を支

が、現段階で林業専門職員を設けるもしくは国

えているさまざまな団体の実情と申しますれば

県の大規模な補助事業を引っ張ってくるという

過疎化、高齢化、核家族化などによってその団

状況にないと現在判断しておりますので、その

体すらも役員やなり手がいないという中、やっ

辺の社会的な状況を勘案しながら機運を盛り上

との状況で維持しているような状況で、国県市

げた段階で必要と判断した場合に検討していき

の施策をしてもらうには行政側でその団体の

たいと考えております。

方々を手助けする、詳しく説明、助言、指導し

○坂本幸一議長 髙橋恒男議員。

てくれるような専門的な人がいればなおさら事

○３番

業や活用が伸びてくるのではないかと思います

弁ですが、そのように時間稼ぎしているようで

が、もう一度市長にお伺いします。

は山がだんだん荒れてきて手の施しようがなく

○坂本幸一議長 市長。

なる状況になると思います。病気の分野でも治

○横戸長兵衛市長 岩手県の例については先進

療より予防する費用のほうが少ないと言われて

的な形で林業振興に取り組んでいるということ

おりますが、そういう前向きな姿で検討してい

ですから、そういった先進自治体といいましょ

ただきたいと思います。

うか、うまくやっている自治体等については参
考にさせていただきたいと基本的に思っていま
す。

髙橋恒男議員 前向きでないような答

次に、市産木材の利用拡大についてお伺いい
たします。
林業というのは結果が出るまで長い年月がか

ただ、現時点において本市においても生産森

かり、昔の人たちは子や孫たちの時代を気遣っ

林組合もあるわけでございますし、製材業もあ

て植林をして育ててきました。今ではその山も

るわけでございますので、そういったところの

使われずに手詰まり状態になっています。こん

連携というものを図りながら、いかに消費につ

なことでは生産森林組合のように共同で森林を

なげていくか。やはり消費がなければ、売れな

管理、育ててきた人や、個人山主においてはお

ければ幾ら山を育てても効果が少ないわけです

金にならずまた木材業に携わる人たちの仕事も

から、そういうことも含めて先ほど申しました

生まれてきません。

ように連携をまず図っていくことをやりたいと
考えております。

上山市の年間の新築住宅は貸し家も含めて約
７５件と聞いておりますので、山形市のように

－４６－

市産木材を８立方メートル以上使用すると５０

ので担当課長から説明させます。

万円の補助制度ができて、３分の２を新築住宅

○坂本幸一議長 農林課長。

で使ってもらえれば４００立方メートルの木材

○前田豊孝農林課長 山形市で８立方メートル

の需要が見込まれます。また、リフォーム等支

以上使用すれば最大５０万円という補助がある

援事業にも県産材でなく市産材と位置づければ

ことは存じ上げております。ただ、山形市の場

ますます木材の需要は伸び、山は生まれ変わり

合、市産材の供給元が山形市の市有林でござい

活力が出てきます。それを年々続けていくなら

ますが、山形市の市有林につきましては１００

ば必ずよい結果が生まれるのではないかと思い

ヘクタール以上ございまして、１００ヘクター

ますが、いかがでしょうか。

ル以上あると森林法に基づく森林経営計画を立

○坂本幸一議長 市長。

てて伐採なり間伐をすることになっています。

○横戸長兵衛市長 住宅事情については議員も

上山市の場合ですと属地計画、一定の林班なり

おわかりだと思いますが、ほとんど在来工法と

を指定してそこでこういう間伐をやりますとい

いう住宅は建っておりませんね。ほとんどハウ

う計画を立てますが、山形市のように１００ヘ

ジングメーカーなんですよ。何とかこれを地元

クタール以上あると属人の経営計画になります。

の工務店や大工さんを活用してもらいたいとい

属人の経営計画というのは山形市が所有するも

うことでみはらしの丘もその分の上乗せ補助も

しくは分収契約をしている市有林であれば全て

やっている現状でありますが、なかなかそうい

対象にして間伐なりの事業を入れることができ

う住宅が生まれてきていない、建っていないと

るという状況でございまして、非常に広大な市

いうのが現状です。

有林を計画的に間伐して搬出しているという状

先般の上山小学校のときも答弁させていただ
きましたが、要するに上山市産の木材の流通機
構がうまくいっていないということがわかりま

況がございますので、若干上山市とは違ってい
るところがございます。
なお、市産材の利用については今後前向きに

した。今回こういった建築関連団体との話し合

取り組んでまいりたいと考えております。

いを進めるというのはそういうところにあるわ

○坂本幸一議長 髙橋恒男議員。

けでございます。

○３番

ですから、木材の量はたくさんあるわけでご

髙橋恒男議員 ただいままでの答弁を

聞いておりますと、どうも山形市のほうが最初

ざいますが、それが消費されていない。しかも、 から有利だから上山市が幾ら立ち向かってもだ
市産材が特に消費されていないということでご

めだという考えに捉えるような気がするんです

ざいますので、そこはこれからの課題でありま

が、定住促進事業や市産材を使わせるというよ

すが、やはり市産材で住宅でも倉庫でも、そう

うなことに対しては各自治体の競争だと思いま

いったものができるだけ多く使ってもらえるよ

す。競争に負ければ幾ら理屈を言ってもこれは

うにしていくべきであると考えているところで

負けは負けですから。そういうふうな気持ちに

ございます。

ならないで、やはり山形市と同じようにするに

ただ、山形市の例がありましたが、山形市の

はどうするか、いろいろなことを検討してそし

ことについては本市と少し違う部分があります

て山形市とも対等に競えるようにしなければ上

－４７－

山市の定住促進事業や市産材の利用拡大などが

４％を超え、急速に増加しております。今、大

図られなくなると思います。そのほう、もう一

きな問題としてクローズアップされているのが

度よく検討してくださるようお願いいたします。 ２０２５年、平成３７年と言われていますが、
○坂本幸一議長 市長。

現在６５歳前後の世代、いわゆる団塊の世代が

○横戸長兵衛市長 山形市のことは説明をさせ

７５歳を迎える年が平成３７年なのであります。

ていただきました。

厚生労働省のホームページでは、後期高齢者数

議員おっしゃるとおりでございまして、現時

を平成２４年度は約１，５００万人、ところが

点ではおくれているということでございます。

平成３７年には約２，０００万人まで膨らむと

ですから、先ほどの繰り返しになりますけれど

しております。このことから、平成３７年を見

も、関連団体と話し合いをすることによってど

据えて、高齢者が安心して暮らせる地域社会を

ういう供給体制ができるのかということを模索

つくり上げていくことが極めて重要な課題とな

していく必要があるわけでございまして、決し

っております。年をとられても住みなれた地域

て我々もギブアップしているわけではございま

で自分らしく自立した生活を継続できるような

せん。

環境の整備が求められています。
一方、元気な高齢者が要介護にならないため

○坂本幸一議長 髙橋恒男議員。
髙橋恒男議員 それでは、時間も来て

に、生きがいづくりを初め、社会参加の促進な

おりますので、今後の健闘に期待をいたしまし

ど介護予防についてさまざまな施策を展開する

て私の質問といたします。

必要があります。その場合、それぞれの地域の

○３番

実情や特性を踏まえ、関係機関等がよく連携を

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

とりながら進めることが重要であります。
そこで、高齢者がいつまでも元気に生活する

す。
午前１０時５０分

ための生きがいづくりや社会参加を促す仕組み

休 憩

づくりとして、「介護ボランティアポイント制
午前１１時００分

度」を創設すべきと考えます。この制度は、元

開 議

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

気な６５歳以上の高齢者が地域でボランティア

ます。

活動に従事することに対して換金可能なポイン

次に、８番尾形みち子議員。
〔８番
○８番

尾形みち子議員

トを付与するもので、高齢者の社会参加や地域
登壇〕

貢献で地域力も増大させ、高齢者自身の介護予

尾形みち子議員 会派創志会、議席番

号８番、尾形みち子でございます。

防にもつながると大いに期待されております。
平成１９年に東京都稲城市が全国に先駆けて

このたびは大きく福祉施策の充実、そして災

制度化し、その後全国各地に広がり、厚生労働

害対策の強化を通告に従いまして順次質問をい

省によると地域支援事業の一つとして介護ボラ

たします。

ンティアポイント制度を活用した自治体は全国

最初に、介護ボランティアポイント制度の創

で約２５０以上となっております。各自治体で

設であります。本市の高齢者の割合は既に３

進められているものは、介護予防と社会貢献を

－４８－

目的とした元気な６５歳以上の高齢者が特別養

に入り、茨城県常総市の大雨による鬼怒川堤防

護老人ホーム、老人保健施設、障がい者福祉施

の決壊では甚大な被害の様子が報道され大変憂

設、デイサービス、グループホーム等での施設

慮したことを思い出します。

内清掃、食堂内の配膳の補助、そして散歩や外

本市でも大雨による２年続きの洪水被害が記

出の補助、レクリエーションの支援などさまざ

憶にありますが、全国的な自然災害を数えるだ

まな介護施設等でボランティア活動を行った場

けでもたくさんあり過ぎて一つ一つ数え切れな

合に自治体からポイントを付与するというもの

いというのが現状であります。大災害が発生す

であります。そのたまったポイントに応じて現

るたびに、国では災害対策基本法を初めとした

金や商品と交換でき、この場合ボランティア活

関係法令等の改正、修正がされており、また気

動のポイント額は最大年約５，０００円前後で

象庁は重大な災害の危険性が著しく高まってい

設定されているようでございます。また、介護

る場合に発表する特別警報の運用を開始してお

保険料の支払いにたまったポイントを活用して

ります。

保険料の軽減に利用できる自治体もあるようで
す。

本市においても、万が一、山形盆地断層帯に
よる大地震が発生した場合、建物、道路崩壊、

介護ボランティアポイント制度の財源として

崖崩れ、土砂災害等で相当数の人的被害が考え

は、自治体の裁量によりますが、地域支援事業

られております。特に、昨今の異常気象による

交付金の活用が可能と聞き及んでおります。

大規模災害が発生した場合行政が想定している

県内では、元気な高齢者の生きがいづくりと
社会貢献などの積極的な活動を促すため、平成

以上に被害が拡大する可能性があり、現状の災
害対応には限度があると考えられます。

２０年から実施した天童市を皮切りに酒田市、

これまで培った地域防災力の中でも大災害時

寒河江市などがこのポイント制度を導入し、来

には行政だけでは対応し切れないため、市民の

年度は新庄市も制度化すると伺っております。

皆様からの協力が必要不可欠になるわけです。

そこで、介護施設、グループホーム等でボラン

そこで、市民の皆さんの協力体制の仕組みづく

ティア活動することによって、高齢者の社会参

りが必要となります。

加や地域貢献を促すことができ、それこそ高齢

災害医療の対応には、本市が平成１２年に上

者自身の介護予防にもつながる「介護ボランテ

山市災害医療救護ボランティア制度の要綱を定

ィアポイント制度」を創設すべきと考えますが、 めたことは大変意義のあるものであります。こ
市長の見解をお伺いいたします。

の制度は、市民と行政が一体となって災害に強

次に、災害対策強化であります。

い地域づくりを推進するために、大規模な災害

災害医療救護ボランティアの増員ということ

が発生したとき初期段階の被災者に対する救護

で質問をいたします。

活動が市及び応援機関などの人員で十分に果た

「災害は忘れたころにやってくる」と言いま

すことができない場合、応急救護現場の支援ス

すが、平成２３年からこの５年間を振り返って

タッフとして活動に当たるという制度でありま

みても東日本大震災を初め、長野県の御嶽山噴

す。

火や広島市の大規模な土砂災害、そしてことし

既に施行されてから１５年が経過しており、

－４９－

現在の登録者は１３名。登録者は年１回、市の

〔横戸長兵衛市長

登壇〕

総合防災訓練時に参加されて活動していると聞

○横戸長兵衛市長 ８番尾形みち子議員の御質

いておりますが、せっかくあるこの制度は市民

問にお答えします。

に広く認知されておらず登録者数も平成１２年
から余り変わっていないという状況では、災害
対策としては十分機能されている制度とは言え
ません。

初めに、介護ボランティアポイント制度の創
設について申し上げます。
介護保険制度では、支援を必要とする高齢者
が増加する中、地域での生活支援体制づくりが

災害時において活動するためには、人員の確

求められており、本市におきましても関係機関

保は不可欠であることから、災害医療救護ボラ

等で組織する協議会を設置していく考えであり

ンティアを増員すべきと考えます。そのために

ます。

も、制度の見直しや時代に沿った資格要件の見
直しが必要であります。

介護ボランティアポイント制度につきまして
は、その協議会の中でボランティアの活用も含

例えば、介護福祉士等も災害医療救護ボラン
ティアとして登録できるよう資格の要件を拡大
することで新規登録者の増加につながると考え
ます。同時に、市民が比較的資格をとりやすい

め本市に合った仕組みづくりを協議してまいり
ます。
次に、災害医療救護ボランティアの増員につ
いて申し上げます。

と思われる日本赤十字社の救急法救急員や応急

介護福祉士を登録資格要件に加えるなどの見

手当普及員など資格取得の啓蒙を図り、資格取

直しを行い、対象者の範囲を拡大してまいりま

得者の勧誘に積極的に取り組むことが増員に結

す。また、市報等による広報啓発を行うととも

びつくのではないでしょうか。また、市報やホ

に、応急手当普及員等の有資格者への勧誘活動

ームページなどを活用し退職された救急救命士

を強め、増員に努めてまいります。

や看護師、介護福祉士等の有資格者の方を募集

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。

するなどの取り組みも重ねて必要であります。

○８番

尾形みち子議員 最初の介護ボランテ

あの東日本大震災の教訓から災害時には「自

ィアポイント制度については、関係団体で組織

助（自分の命は守る）
」、
「共助（地域で守る）」

する協議会を設置し、上山の実情に合わせた取

と同時に大規模災害が発生したときの備えとし

り組みをしたいということでありますけれども、

て医療救護の支援スタッフの活動が大変重要と

関係団体といいますと、もちろん市が主導的に

なります。市民を守るため、大災害に対応する

なるということがとても重要なポイントだと思

ためには、マンパワー、人材の確保は必須であ

います。

ると考えております。災害医療救護ボランティ

というのは、質問の中で何件かの市町村の名

アを増員して、制度の機能をさらに強化し、災

前を出しましたけれども、その中でも寒河江市

害に強い上山にしていくべきと考えます。

さんとこれから制度化するという新庄市さんは、

市長の見解をお伺いしまして１問目といたし

本市でいう健康推進課が主となってこの仕組み

ます。

づくりを考えております。上山市ではボランテ

○坂本幸一議長 市長。

ィア活動が大変活発であり、それに対しては本

－５０－

当に市民の皆さんに敬意を表しますけれども、

わけでございますが、今後の高齢化に向けて仕

その中でもこのポイント制度でボランティア活

組みづくり、ボランティア活動の裾野を広くす

動の裾野を広くし、これから何年後から大変多

るということが一番重要なことであると思いま

くなるという高齢者の方に、積極的に地域の中

す。その最初の受け付け、募集等の窓口が今社

でも社会の中でも貢献していただいて生きがい

会福祉協議会になっているわけですけれども、

をつくるということはとても重要だと、１問目

この辺のところを上山市が担えるのか、要する

で申し上げました。やはりその制度の形をつく

に健康推進課で担えるのかということをお尋ね

るまでには、施設等の受け入れ体制ということ

いたします。

もあるわけでございますので、そういったこと

○坂本幸一議長 健康推進課長。

に関しても主導する立場である行政としてこれ

○尾形俊幸健康推進課長 私が申し上げました

からどういう仕組みづくりをするかということ

のは仕組みづくりとしてそういう形で市が主体

も含めてお伺いします。

となってやっていくと。今当然ボランティア活

○坂本幸一議長 健康推進課長。

動の取りまとめを社会福祉協議会にお願いして

○尾形俊幸健康推進課長 まず、協議会の部分

いるところであります。そこを曲げてやるとい

についてどういった仕組みかということでござ

うことではなくて、そこを含めてどういうふう

いますが、個々に委ねるということではなく、

にやっていくかという部分で考えておりますの

介護保険制度の中では、生活支援体制を整備す

で、ボランティアポイント制度に限らずどうい

るという事業を各市町村が主体となって推進し

った形の仕組みづくりがいいかということにつ

ていくという形で言われております。

いても、これからそういう全体の集まりを持っ

そういった中で本市においてもボランティア

て進めていきたいという趣旨でございます。

の方、社会福祉協議会、各事業所等を含めてま

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。

ずは組織化をしたいと。その組織化の中で先ほ

○８番

尾形みち子議員 理解しました。

ど議員がおっしゃったような有償無償のボラン

今回、私が提言いたしました介護ボランティ

ティア活動をしている方の意向も十分酌み入れ

アポイント制度の目的は高齢者の社会参加とい

た上で施設側の需要という部分もありますので、 うこと、それから生きがいづくりであり、これ
その辺も含めてよりよい制度をつくっていきた

はボランティア種々が考えているところだと思

いというのが趣旨でございます。

います。介護予防ということも含めて重要な施

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。

策としなければいけないと考えている一人でご

○８番

尾形みち子議員 課長の今の説明でお

ざいますので、ぜひその辺のところを前向きに

およそ理解したわけでございますが、これから

取り組んでいただきたいということを申し上げ

そういった制度の導入をするということも含め

て、そちらの質問は終わらせていただきます。

てでしょうけれども、関係団体等が大変重要に

市長は「夢と誇りの持てる元気なかみのや

なってくるというのは、私も感じております。

ま」ということで、まちづくりの指針を出して

長年無償でボランティアをしていた方がおり、 いるわけでございます。その中で、第８番目、
団体としてボランティア登録している方がいる

第７次振興計画、そして子育て支援、高齢者支

－５１－

援、定住人口の増加、産業の振興でまちづくり、 ○鈴木英夫庶務課長 まず、先ほど第１問でお
教育などの中の一番最後に環境、危機管理とい

答えしましたように、登録の対象者を広げてい

うのが大変目立っているわけでございます。

くという要綱の見直しを図っていきたいと考え

今回の質問では、ゲリラ豪雨という予想もさ

ております。そのほかに、年に１回の防災訓練

れない自然災害があった場合のことなどを申し

のときに参加するのみというお話がありました

上げて、救護活動の裾野を広くしたりそういっ

けれども、その前に事前研修会も実施している

たものをしていただくということが理解できま

ところでございます。ただ、その２回だけで果

した。こういった場合、その活用については、

たしていいかという議論もありますので、その

年１回の市単独の防災訓練等に参加するという

辺も含めましてより有効な制度となりますよう

だけ、この１点にすぎないのですけれども、裾

に今後検討していきたいと考えております。

野を広げていただいて市報等でも募集、退職者

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。

に対しても啓発していただくということなんで

○８番

すけれども、その活用についての考えがあるの

市にとってもやはり大変重要な部分になってく

かどうか。今言ったのはその１点なんですけれ

ると思います。ここ何年も自然災害等が頻発し

ども、それに対して市長はどう思われるかお伺

ている日本各地でありますけれども、山形県も

いします。

そういった御多聞に漏れないという状況でもあ

○坂本幸一議長 市長。

ります。これから災害医療救護ボランティアの

○横戸長兵衛市長 第１問で答弁させていただ

充実を図っていただいてもちろん制度の見直し

きましたように、これを充実していくというこ

もしていくということであり、大変ありがたい

とでございます。ですから、当然充実していく

と思っていますので、ぜひ上山市の災害対策強

ということについては、ハード面、ソフト面が

化につながるようなシステムを構築していただ

あるわけでございますので、これから担当課を

きたいということを申し上げて質問を終わらせ

中心にそういうものを考えていきたいと考えて

ていただきたいと思います。

おります。

○坂本幸一議長 次に、１１番枝松直樹議員。

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。
○８番

尾形みち子議員 危機管理については、

〔１１番 枝松直樹議員

尾形みち子議員 中身はこれからとい

うことでそう受けとめてよろしいのかと思うん
ですけれども、この危機管理に関しては消防そ
のほか、庶務課の危機管理室ということがあり

登壇〕

○１１番 枝松直樹議員 １１番、会派野の花
の枝松直樹でございます。
今回は教育行政について質問させていただき
ますので、よろしくお願いします。

ますけれども、災害医療救護ボランティアの活

最初に不登校の実情と本市の対応についてで

用方法がまだ定まっていないということであり

ございます。私が、本市教育委員会で調べたと

ます。そうすると制度の中身、要綱の見直し等

ころによりますと文部科学省で定義しておりま

はあるのかどうか、ちょっと細かいですけれど

す不登校に相当する児童は１１月末の時点で、

も、お伺いします。

小学生３人、中学生１７人でありました。今回

○坂本幸一議長 庶務課長。

の質問は、この不登校の児童生徒に対する対応
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について伺うものでありますが、私は先月「不

教育委員会が総合学習センター内に適応教室を

登校を考える親の会」の会合に出席してまいり

開設しております。ＮＰＯ法人によるフリース

ました。このことを簡単に御紹介いたします。

ペースも別途ございます。本市では、勤労青少

会議に出席した親御さんからは、口々に子ど

年ホームで行っているすこやか教室に現在３人

もとの葛藤、世間や学校の無理解、先生の一生

の中学生が週２回から３回通っているとのこと

懸命さがかえって子どもへの負担になっている

であります。私はこのすこやか教室を含めて学

ことなど、約３時間にわたって訴えが続けられ

校以外の学びの場、居場所について教育委員会

ました。そして、「不登校は甘え、学校に行く

として充実させるべきと考えますが、教育長の

ことが当たり前」という前提をまず外すこと、

見解を伺います。

学校信仰をやめ、不登校を選択肢の一つとして
認めてくれる社会の到来を望む声が聞かれたの
であります。

次に、いじめの実情と本市の対応についてお
伺いいたします。
天童市の中学１年女子生徒の自殺問題につい

自殺をした天童市の中学１年女子生徒も、も

て、当初学校と市教育委員会はいじめの可能性

し「学校を休んでもいいんだよ」というメッセ

を否定しておりましたが、ことし１０月７日に

ージが彼女に届き、学校に行かない選択をして

開示された第三者委員会報告書ではいじめが自

いれば死ぬことはなかったと思われます。

殺の要因であったと認定し、学校の対応を「情

不登校は悪いことばかりではないという発言

報が共有されず組織として機能しなかった」と

もありました。不登校によってゆったりと自分

厳しく指摘しました。山本天童市長も「当時の

を見つめる時間ができたと、不登校からの学び

学校にはいじめに関する連絡体制があったが機

を強調する子どももいましたし、親御さんも

能せず、いじめも認識できず対応できなかった、

「親として人生に幅ができた」と積極的に評価

大きな欠落があった」と学校側の落ち度を指摘

する声もありました。不登校は百人百様であり

し、遺族に陳謝したのであります。

ます。不登校に対する正しい理解、子どもの立

文部科学省がことし１０月に発表した２０１

場に立った対応の仕方というものを教育委員会

４年度のいじめの件数は、小中学校合わせて１

として現場の教師にしっかり伝えることが大事

８万８，０５７件でありました。これは、文科

なことだと私は考えておりますが、不登校に対

省が岩手県矢巾町の中２生徒自殺事件を受けて

する基本的な本市教育委員会の方針をお示しく

再調査を要請したことによっていきなり３万件

ださい。

ふえた結果の数字であります。また、文科省の

なお、不登校に対する対応のポイントの一つ

調査で全体の４２．４％の学校がいじめはなか

は、学校復帰にどこまでこだわり続けていくか

ったと回答したことについて文科省の担当者は

という点だと考えますが、このことについても

「全ての学校にいじめがあると考えている」と

新教育長の見解を伺います。

問題視していることも新聞で報じられています。

次に、学校に行けない子どもたちの居場所で

このようなことからも、いじめの件数は捉え

ありますが、米沢市にはＮＰＯ法人によるフリ

方によって件数が大きく変わってくるのが特徴

ースクールが運営されております。山形市では

であります。これらのことを踏まえながら、本
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市では現在いじめの実情はどうなっているので

ものであります。

しょうか。本市のいじめの件数、そしていじめ

そこで、質問に移りますが、教育長は教育委

の把握の方法はどうなっているのかをお伺いし

員会の執行機関としての独立性、教育の政治的

ます。

中立性あるいは継続性、安定性が損なわれると

さらに、天童市長が指摘しているように、
「学校にはいじめに関する連絡体制があったが
機能せず、いじめも認識できず対応できなかっ

いう懸念に対してどのように認識されているか
お伺いいたします。
次に総合教育会議の運営についてであります。

た」という反省を他山の石としながら、いじめ

総合教育会議は首長が招集し本市教育の目標と

にどのように対応されるのかお伺いをいたすも

なる施策の大綱を策定することになります。ま

のであります。

た、教育条件の整備等重点的に講ずべき施策、

次に、教育委員会制度の改定が及ぼす影響に
ついて質問をいたします。

緊急の場合に講ずべき措置についても協議、調
整を行うことになるようです。首長が本市教育

ことし４月から法改正により教育委員会制度

の目標となる大綱を策定することについて私は

が変わりました。教育長は首長が任命し総合教

違和感がありますし、文科省のＱアンドＡでは

育会議の設置が義務づけられ、教育の目標など

「首長の権限にかかわらない事項である教科書

の大綱もここで協議、調整し、本市の場合は市

採択の方針、教職員の人事異動の基準について

長が作成することになりました。

も教育委員会が適切と判断して首長が記載する

この制度改革の怖さは、首長となった人の意
向が直接教育の現場に反映されることになると
いうことです。学校で問題が起こったときに首

ことも考えられます」としている点も気にかか
るところであります。
そこで伺いますが、本市ではこの総合教育会

長の意見が非常に強く反映されるという問題が、 議をどのように運営していくのか。また、大綱
今よりも容易に教育現場に起きるということに

を策定する立場として市長の新しい教育委員会

なります。首長がかわるたびに教育現場がその

制度に対するかかわり方をお伺いするものであ

首長の意向に左右されるということは、教育委

ります。

員会の執行機関としての独立性、教育の政治的
中立性あるいは安定性ということを侵害する危

以上で、第１問を終わります。
○坂本幸一議長 市長。

険が大変大きくなってまいります。

〔横戸長兵衛市長

教育委員会は、この制度改悪によって、政府
や首長からの教育に対する干渉に対抗できる法
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○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。

律上の根拠を失ってしまいました。しかし、新

総合教育会議の運営について申し上げます。

教育長の権限は改正前より大きくなったことで

総合教育会議につきましては、対等な執行機

ありますし、古山教育長には旧教育基本法第１

関同士の協議、調整の場として意見交換を行う

０条の精神にのっとり、不当な支配に屈するこ

中で十分に意思疎通を図りながら運営してまい

となく住民に直接責任を負う教育行政の責任者

ります。

として大いに頑張っていただきたいと念願する

また、教育委員会とはこれまでも密接な連携、

－５４－

協力のもとで進めてきており、その関係が変わ
るものではないと考えております。

一方、執行機関としての教育委員会の位置づ

○坂本幸一議長 教育長。
〔古山茂満教育長

る体制が整いました。
けや職務権限につきましても従来どおり維持さ

登壇〕

れております。そのため、教育の政治的中立性、

○古山茂満教育長 １１番枝松直樹議員の御質

独立性は確保されており、教育委員会の役割の

問にお答えいたします。

重要性には何ら変更はないものと考えておりま

初めに、不登校に対する基本的な方針と対応
等について申し上げます。

す。
○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

本市「学校教育指導の方針」で示していると

○１１番 枝松直樹議員 教育長に再度お伺い

おり、児童生徒が安心かつ信頼して生活や学習

いたしますが、不登校について学校にどこまで

できる居場所づくりの根本において、スクール

こだわるのかという点について、まず１点。

カウンセラー等の専門的な立場から助言、指導

そして今、すこやか教室をもっと充実させて

を受けながら一人一人の状況やニーズに応じた

新しくつくることもあるだろうし、今のスタッ

支援を行っております。

フをさらにふやすということもあると思います

今後も不登校児童生徒個々の必要に応じた柔
軟できめ細かな対応を行ってまいります。

が、居場所づくりについての充実策について伺
います。

次に、いじめの実情と本市の対応について申
し上げます。

○坂本幸一議長 教育長。
○古山茂満教育長 学校復帰ということにあく

平成２７年度の４月から７月までのいじめの

までもこだわるのかこだわらないのかという質

認知件数は、小中学校で６６件であります。い

問につきましては、学校復帰なのか復帰でない

じめの把握方法につきましては、毎日の児童生

かという二者択一の問題ではないということを

徒のきめ細かな観察を基本とし、各校で定期的

捉えております。一番困っているのは子どもで

に実施している生活アンケートやＱ－Ｕアンケ

あります。その子どもがうちから一歩でも玄関

ート等も活用しております。

までもあるいは途中までも、そういう不登校の

いじめへの対応につきましては、各校で策定
している「いじめ防止基本方針」が、児童生徒

子どもの状況を考えて指導しているという状況
があります。

の実態や状況に応じた行動指針、行動計画とし

極論を申し上げれば、憲法の中に親御さんは

て機能するように定期的な見直しと改善を図る

普通教育を受けさせる義務を負っているわけで

ように指導しております。

すので、学校としては最終的には学校に復帰さ

次に、教育の政治的中立性、独立性の確保に
ついて申し上げます。

せていくんだという気持ちで指導していかなけ
ればならないと思います。

今回の改正では、教育行政における責任者と

２つ目の、すこやか教室につきましては今現

しての教育長の立場が明確化されております。

在３名いるわけですけれども、その子どもさん

また、教育行政における首長の責任も明確にな

は、そこで勉強する、または遊ぶ、遊ぶという

り地方公共団体が一体となって教育施策を進め

言葉は悪いんですけれども、そういう活動をし

－５５－

ているわけです。それも、ただ単に活動してい

になります。欧米ではフリースクールは既に１

るわけではなくて少しでも学校に行けるような

００年近くの歴史を持っております。日本でも

手だてをとった支援をしているということでご

ようやくその動きが出てきたということになる

ざいます。ですから、すこやか教室の充実とい

と思います。

うのはいわゆる箱物とか、そういうことではな

私は、このような多様な学びの場ができて法

くて、すこやか教室でやっていることの充実を

的に認知されるということは大変いいことだと

図っていくと捉えています。

考えておりますが、この国の動きについて教育

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

長はいかがお考えでございますでしょうか。

○１１番 枝松直樹議員 ありがとうございま

○坂本幸一議長 教育長。

す。

○古山茂満教育長 私も東京シューレのことに

昨年９月１０日に、安倍総理大臣は東京シュ

ついては奥地圭子さんという方が書かれた本な

ーレというフリースクールを視察いたしました。 どを読んでいます。
視察後の記者会見で、総理は学び方、生き方が

フリースクールの法制化ということになるわ

さまざまなんだということを我々は受けとめな

けですけれども、それに対しては今現在本市で

がら対応していくことが大切だと思いますと話

は東京シューレのようなものではないんですけ

されました。そして、帰り際にそのフリースク

れども、すこやか教室の充実を図って、それに

ールの責任者に対し次のように言ったのであり

出てくる子どもについては当然欠席でなく出席

ます。「こういうことがあることを僕は余り知

という形をとっていますので、今のところそこ

らなかったんです。今回来れてよかった、感動

までは考えておりません。

しました。国がちゃんと応援していくようにし

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

ます」と責任者に言ったということです。

○１１番 枝松直樹議員 法律が変われば、教

そして、ことし１０月１３日付の朝日新聞の

育長もそれに対応する必要が出てくるでしょう

１面に次のような記事が掲載されました。「学

から、現段階でいろいろ申し上げることは教育

校外で義務教育。２０１８年にも新制度。自民

長としても差しさわりがあると理解いたします。

慎重派容認」ということです。馳文部科学大臣

不登校の子どもたちがみずからつくった権利

が主導している超党派の議員連盟が、議員立法

宣言がありますので、ちょっと御紹介いたしま

で来年早々の通常国会に法案を提出する予定で

す。

あります。法案名は義務教育の段階における普

「義務教育とは、国や保護者が全ての子ども

通教育の多様な機会の確保に関する法律案（仮

に教育を受けられるようにする義務であり、子

称）であります。

どもが学校に行くことは義務ではない。学校へ

これはどういうことかといいますと、フリー

行くか行かないかは自分で決めていい。子ども

スクールの法制化であります。全国に１２万人

は学校に必ず通うという決まりはない」と、子

いるとされる不登校児童生徒の学習支援を公的

どもたちは書いています。子どもの権利宣言の

に行っていくということであります。学校第一

一番最初に書いてございますが、私はいじめも

主義から脱却する画期的な制度転換ということ

そうなんですけれども、学校がなかなか効果的

－５６－

な対応ができずにいるということについては教

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

員の多忙ということも大きな原因だと考えてい

○１１番 枝松直樹議員 そうであればいいの

ます。丁寧に対応する、きめ細かに対応すると

ですが、教育委員会が示した楽しい学校生活を

いっても現状の教員の抱えている事務量を考え

送るためのアンケートＱ－Ｕの結果を見てみま

ると、非常に言葉だけが踊っているかなという

すと、学級での生活に満足していると回答して

感じも持ちますが、その教員の多忙解消という

いる児童生徒は６０％ですね。授業の内容を理

ことと不登校あるいはいじめの把握ということ

解できると回答している子どもは７６％。あと

についての関連性について教育長に伺います。

は置いていかれているということになるんでし

○坂本幸一議長 教育長。

ょうか。

○古山茂満教育長 私は先生方の多忙感と多忙

そして、学校内に気軽によく話ができる先生

化というのは違うように捉えています。教員は

がいるという回答は６０％ですね。少ない。学

子どもに対してかかわる、子どものことについ

校に行くのは楽しいと思う子どもは８１％です。

ていろいろ問題があるとか学習の面とか、そう

これらが示している数字と、先生がきめ細い

いう面で子どもにかかわっていくというのは多

対応をやっているということは少し矛盾してい

忙感とは感じていないと思います。

るんじゃないかと私は思うんですけれども、こ

今議員がおっしゃった事務的なものに関して

の数字に対する感想はいかがでしょうか。少な

は多忙化を感じているのではないかなと思って

過ぎる、低過ぎると思いませんでしょうか。

います。

○坂本幸一議長 教育長。

そうしますと、教育委員会としても頑張って

○古山茂満教育長 先生と気軽によく話ができ

いるんですけれども、国から調査が来る、県で

ると回答した子どもが６０％、あとは学校が楽

もそのとおり調査をよこす、市でも学校に同じ

しいと回答した子どもが８０％というそのギャ

ような調査をやるといういわゆる無駄ではない

ップなんですけれども、それは学校に行くと楽

んですけれども、そういうことで多忙化が生ず

しいのは友達がいるということが大きいのかな

る。先生方が多忙感を感じるということになる

と思います。友達がいるから楽しい。先生と気

と思います。

軽によく話ができると回答した子どもが６０％

市の教育委員会としてはそういうものを極力

いうのは少ないなと今感じるわけですけれども、

前に調べておいてまた同じようなことを調べる

これできめ細かな対応ができていないというこ

ことのないような手だてをやっております。あ

とは必ずしもつながっていないのではないかと

とは学校の問題なんですけれども、職員会議等

私は思っています。

で初めに資料を先生方に渡しておいて読んでお

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

いてもらうという、そういう職員会議を効率的

○１１番 枝松直樹議員 時間が迫ってきてお

に実効的に行うということでございます。

りますが、また別の機会でお話ができればと思

ただ、それが不登校の子どもに対してきめ細
かな指導ができない、対応ができないというこ
とにはつながっていないと思っております。

いますが、次に、いじめについて再度お伺いい
たします。
私の友人、長らくつき合っております信頼で

－５７－

きる医者から次のようなメールをいただきまし

までには時間がなくていけませんが、少なくと

た。

も今、先ほど国の法制化の動きを申し上げたと

数年前に、上山市内の学校でいじめがあり、

おり、学校をめぐる環境は変わっていくという

けがをしたと。ところが、学校側は無理やりい

状況であります。保護者や教師というのは子ど

じめた生徒と被害を受けた生徒を握手させてな

もの声に耳を傾けるということを第一義にまず

かったことにさせられた。

考えていただきたい。

このようないじめを隠蔽するような、天童市

私も古い人間なのか、やはり学校には行って

でも最初はなかったと言っていたわけでありま

ほしいと、行かなかったら玄関から引きずり出

すが、教師にすれば自分のクラスあるいは自分

しても連れていくということはあったわけでご

の部活の中でいじめがあるということはだめな

ざいますけれども、今は子どもの声に耳を傾け

教員だと評価をされる、そのことに対する恐れ

て私たちの考えを子どもに押しつけるというこ

などもこの隠蔽ということと関係があるのか。

とではなくて、子どもの最善の利益はどこにあ

上山市内で学校側の隠蔽ということについては

るのかということをしっかりとやっていただき

教育長、どのように認識をされていますか。

たいと思いますし、天童市のいじめの事件のよ

○坂本幸一議長 教育長。

うな、なぜ亡くなるということになったのか。

○古山茂満教育長 いじめの調査については、

私はやはり学校に行かなかったら亡くなる必要

定期的なことで行っていたり、それから、本来

はなかったのではないかとも思っておりますか

はいじめを見つけるということでは一番確かな

ら、これからさらに新教育長の権限が強まると

ものは教師のいつも子どもたちとつき合ってい

いうことでありますし、教育委員会の力量が問

る生の目、観察だと思います。アンケートなど

われるという直言も山形新聞に数カ月前に載っ

もあるんですけれども、一番はそれだと思いま

ておりましたけれども、本当に教育長の力量、

す。そのようなことでの報告を市教育委員会で

教育委員会の力量が問われると思います。さら

は受けていますので、あとは文書の報告だけで

に、市長においては今までと何ら政治的な問題、

なくて校長先生方との話し合いもあるわけなの

教育の安定性ということで行政側と教育委員会

で、隠蔽体質というのはないと認識しておりま

の関係が変わらないと明言をされたわけであり

す。

ますので、ぜひ今後ともそこはしっかりと堅持

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

をしていただきたいと思います。

○１１番 枝松直樹議員 私が申し上げたのは、

どうもありがとうございました。

私がつくったものでなくてそういうふうに保護

○坂本幸一議長 この際、正午にもなりますの

者から訴えられたという医者のことを紹介した

で、昼食のため休憩いたします。

わけでありますけれども、隠蔽体質などは、か

午後は１時から会議を開きます。

つてあったかどうかは別にしても現在はないと

午前１１時５６分

休 憩

午後

開 議

教育長はおっしゃるわけでありますから、その
ように私も信頼をさせていただきたいと思いま
す。一応きょうのところはなかなか提言という

１時００分

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

－５８－

ます。

現状ではないでしょうか、結果として、危険を

次に、４番谷江正照議員。
〔４番
○４番

放置することにつながると考えます。

谷江正照議員 登壇〕

また、もう一つの連絡方法としては地区会の

谷江正照議員 議席番号４番、会派蔵

王、谷江正照です。

方や地区会長さんを通じての相談があるともお
聞きしております。相談を受けた地区会長さん

通告に従いまして、順次質問させていただき

は、お忙しい中市に電話で連絡をしたり、電話

ます。スマートフォンを活用した道路情報収集

での説明が難しい場合には現場の写真や地図の

システムの導入についてであります。

コピーをとり場所を記載したものを携えながら

この導入を強く願う１つ目の理由として、道

市役所に出向いて担当課に相談に来ていただく

路情報収集システムを活用することで、私たち

など大変な御苦労があるともお聞きしておりま

の生活になくてはならない一番身近な公共財産

す。

である道路の破損箇所を早期発見、早期対応す

そのような地区会長さんや地域の皆様の取り

ることができるようになり、より効率的な道路

組みは本当にありがたいことと存じます。その

の維持管理が期待できると考えます。このこと

ような地区会長さんや地域の方に少しでもお役

により、道路の苦情処理などで大変な御苦労を

に立てるものはないか、参考になる有効な施策

されている地区会長さんや役員さんの労力の軽

はないか調べたところ、千葉県千葉市では「ち

減が図られると考えるからであります。

ばレポ」、愛知県半田市では「マイレポはんだ」
、

２つ目の理由として、地区会長世代と子ども、 神奈川県相模原市では「パッ！撮るん。」を導
孫世代が家族や地域共同で道路や公共施設の破

入していました。共通しているのは、市民が大

損や補修の情報発信を行い、それを通じて地域

きな負担なくかつ参加しやすいスマートフォン

の活動で世代間を超えた連携ができ、自然と地

を活用した道路情報収集システムを利用してい

域の取り組みに参画する社会の醸成に役立つと

ることでした。

信じるからであります。

今年１０月産業厚生常任委員会において先ほ

また、行政においてもこのシステムを導入し、 ど申し上げました３市のうち神奈川県相模原市
利用することで職員各位の事務の効率化が期待

に伺いスマートフォンアプリ「パッ！撮る

できると考えております。

ん。」について視察研修してまいりました。

初めに、道路破損箇所の早期発見・対応につ

「パッ！撮るん。」とは一見難しい仕組みの

いてでありますが、休日の対応としては、建設

ように聞こえますが、スマートフォンのカメラ

課にお聞きしたところ、守衛室に入った道路破

機能とＧＰＳ機能を連携させた仕組みのことで、

損箇所等の情報については緊急連絡網により現

スマートフォンの画面に表示される指示に従い、

場対応されているとのことです。しかしながら、 破損箇所等の写真を撮り市に送信すれば、道路
その連絡方法を知らない方については破損箇所

の破損箇所の写真データと合わせて、撮影した

等を把握したとしても放置してしまうことにな

場所、すなわち道路破損箇所の位置情報が届け

ります。また、連絡方法を知っている方にとっ

られ、市の担当者はパソコンの画面上に表示さ

ても、忙しい日々の中で手がつけられないのが

れた写真と地図をもとに道路の破損箇所の情報

－５９－

をリアルタイムで把握することができます。こ

しょうか。市民から通報のあった道路破損箇所

れにより電話での対応に比べ格段に精度の高い

の現場写真と位置情報をもとに、市の担当者は

見やすくわかりやすい情報になります。

これまで以上に迅速に対応できることはもちろ

実際に操作しているところを見ますと、利用
者登録は要らず、面倒な送信アドレスの入力も

ん、パトロールする際にも活用することで事務
作業の軽減が図られると考えます。

必要なく、あらかじめ決まった簡単な手順のと

また、情報収集システムにより集められた情

おりに進んでいくと送信可能な、中高生でも使

報を地理情報システムと結びつけることで、補

いやすい仕組みでした。

修が必要な道路の場所がデジタル地図上に表示

「パッ！撮るん。」を使うと、破損や不備に

され、補修の優先順位が判断しやすくなり、同

気づいた市民の方がその場ですぐに簡単に２４

じ材料を使用して補修する現場や位置的に近い

時間、専用サーバーに破損箇所の情報を届ける

複数箇所の同日の作業連携を図り、速やかな道

ことができます。これにより、市民の方は市役

路等の補修につなげていくことが可能になると

所に出向いたり市役所に電話をかけなくても道

考えます。

路の破損箇所等を市に伝えることができるため、

さらに、道路破損箇所の情報がデジタルデー

市民の方、特に地区会長さんであったり地区の

タになることで今以上の情報の可視化、共有化、

役員の方の労力の軽減につながると考えており

積層化ができます。結果として、道路補修情報

ます。また、この仕組みは誰でも簡単に利用で

が後々まで活用しやすいしっかりとしたデジタ

き行政への参画の敷居が低いため、若い世代が

ルデータベースになります。そして、デジタル

地域活動に参画する一つのきっかけにもなり得

化された情報は従来の煩雑な事務作業を軽減さ

ます。

せ、そのことで現場作業に取りかかれる時間が

先ほども申し上げましたように、地域活動の
主な担い手は地区会長さんや地区会の役員さん

今以上にふえます。これもこの仕組みの大きな
メリットであります。

世代の方々でありますが、その方々のスマート

相模原市の「パッ！撮るん。」のような道路

フォンの利用率はまだまだ低いのではとの指摘

情報収集システムを本市でも導入することによ

もあろうかと思います。しかし、その皆様の子

り道路の破損箇所の早期発見、早期対応が期待

ども世代、孫世代に目を向けますとほぼ全ての

でき、より効率的な道路の維持管理が図れると

方がスマートフォンを所有しているのではない

考えますが、市長の御所見をお伺いいたします。

でしょうか。この仕組みがあれば、スマートフ

次に、市道の通行止め情報等の発信について

ォンを所有している子ども世代、孫世代の方が

であります。このスマートフォンアプリのもう

情報収集システムを利用した際に家庭に戻って

一つ特筆した機能として、プッシュ通知機能が

から家族で問題を話し合い共有することなど、

あります。この機能は市道など市が管理する道

父母や祖父母世代が取り組んでいる地域活動に

路の通行止め情報があった際、それが予定され

興味を持つことが期待できると思います。

た道路工事であれ突然の道路の破損や大雨災害、

また、この仕組みにより市の道路維持管理に

土砂災害の復旧工事であれ、市管轄の通行止め

関する業務の効率化が期待できるのではないで

であればスマートフォンアプリが利用者に自動

－６０－

的にお知らせしてくれる機能です。このような

○坂本幸一議長 建設課長。

機能を本市でも取り入れることにより、道路を

○秋葉和浩建設課長 さまざまな課題というこ

利用する方の利便性が大幅に改善されます。

とでしたが、まずは情報を受けた場合の情報整

現在市道の補修工事等で通行止めになってい

理の職員体制、それからこれまでいろいろな情

る箇所はその場所に行かなければわからないこ

報を整理していただきながら御連絡をいただい

とが多いと思います。例えば、一昨年の豪雨災

ている地区会長との関係、投稿写真等のプライ

害の際の市道前川ダム東線のように道路が崩落

バシーの問題、情報提供者へのその後の処理の

し、通行止めになった場合であっても、「パ

報告、運用面の整理をした費用対効果の検証な

ッ！撮るん。」のようなアプリをスマートフォ

どの課題があるのではないかと考えているとこ

ンにダウンロードしていれば、通行止め情報な

ろです。

どを事前に把握することができます。

○坂本幸一議長 谷江正照議員。

このように市民の安全を守るとともに市民の
道路利用の利便性の向上を図るためにもこのシ

○４番

谷江正照議員 情報を受けたときの職

員の体制、地区会長さんとの関係性、プライバ

ステムは大きな効果をもたらすものと考えます。 シー、処理の報告の問題等ございますが、この
以上、スマートフォンを活用した道路情報収

仕組み自体は先進地でもう既に動いている仕組

集システムの導入について市長の御所見をお伺

みでありましてプライバシーの保護の面、処理

いいたします。

の面、いろいろな面におきましても既にやるべ

○坂本幸一議長 市長。

きガイドライン等は存在してございます。それ

〔横戸長兵衛市長

登壇〕

にのっとってすれば、非常にコストのかからな

○横戸長兵衛市長 ４番谷江正照議員の御質問
にお答えいたします。

い形でできると考えております。
このシステムを強くお勧めしたい理由として

スマートフォンを活用した道路情報収集シス
テムの導入について申し上げます。

は、いろいろ建設課に出向きまして私なりにお
話をお伺いしました。建設課には、肌感覚でい

スマートフォンアプリを活用した道路破損箇

いですよということでお聞きしたんですけれど

所の情報投稿や通行止め情報等の発信につきま

も、通報は週２件ぐらい、いろいろな方から通

してはスマートフォンが普及した現在、有用な

報があるとのことです。大体地区会長さんから

手法の一つと捉えておりますが、さまざまな課

７割８割の御連絡をいただいており、残り２割

題も考えられますので、今後調査を進めてまい

３割が個人だったり、そういう方でない方から

ります。

の御連絡が来ていると。それに対してのパトロ

○坂本幸一議長 谷江正照議員。

ールは週に１回から２回の活動をしていらっし

○４番

谷江正照議員 有用な手法だがさまざ

ゃるということでした。主に多いのはくぼみや

まな課題を抱えていると。さまざまな課題は今

穴、側溝のふたの割れやずれ、こういったもの

議場にいる人々それぞれ皆様違うと思います。

が多いということでございました。

具体的にさまざまな課題を市がどのように捉え
ているかお示しいただきたいと思います。

なぜ、このようにシステムを導入してまで勧
めるかといいますと、やはり短い期間ではあり

－６１－

ましたが、私の耳にも道路によってけがをなさ

います。しかし、そういったことをだからやら

れた身近な方の情報が入ってまいりました。大

ない、手間がかかるからやらない。しかし、大

きなけがをなさった情報ですと、踊り山車の日

きな可能性を秘めているものであれば、やはり

でありますが、このときに駅のレンタカー屋さ

ここは上山市は一生懸命先に取り組む。そうい

んとマンションのほうに入っていく細い道とい

ったことによってまだ周りはどこでもやってお

うのでしょうか。あそこは私道なんだそうです

りませんので、マスコミに取り上げられる。そ

が、穴があいていたところに足をとられて転倒

れによって上山市の知名度が上がり、上山市と

し膝の皿を割ってしまったということを聞いて

いうのは歩くこともすごく頑張っているんだぞ

おります。

ということでもいい効果を得られると私は思っ

こういったことは、そういった穴がなければ

ております。

起きない問題でありますし、その穴のことにつ

歩くことに関して、上山市は舗装路を石畳状

いて「実は前からその穴のことは自転車に乗っ

にするなどそういったところに行政としてしっ

ている人でも危ないという声もあったんだ」と

かり費用をかけてやっているところであります

いうことを聞くにつれ、なるべくそういったも

ので、ぜひこの仕組みをもう一度、内部的な仕

のが早く皆様の手を煩わせないように直ること、 組みを何とかしながらやっていただくことはで
一番初めにお話ししましたが、一番身近な公共

きませんでしょうか。

財産である道路の安全性が担保されるというこ

○坂本幸一議長 市長。

とは住みやすい暮らしの一番最初であるかと思

○横戸長兵衛市長 新しいシステムの構築につ

います。

きましては、やはりそれぞれの自治体の事情を

一生懸命市の方はパトロールをしていただい

考えていかなければいけないと思っています。

てそういう不備がないか見ていただいておりま

例えば、先ほどの相模原市と上山市の人口は

す。しかし、今後少子化、過疎化、人口減少に

違うわけですね。システムも違う。そういう中

なっていきますと上山市のように面積が広い中

で、我々の場合ですと地区会長制度あるいは道

で人は減っていく、道路や集落は離れぎみにあ

路パトロールとかそういうシステムで対応して

った場合、目がますます行き届かなくなるので

いるということでございますし、緊急の通行ど

ないかと思います。そういったときに、人間の

めとかそういったことについては、例えば、道

困り事をうまく解決していくのがインターネッ

路破損が起きたというときには既に情報が入る

トでありスマートフォンであり便利なシステム

体制はつくっておるわけですから、そこで新た

であると思うのです。

にスマートフォンを活用したシステムというこ

そのシステムの導入に関して自治体が後ろ向

とでございますが、先ほど申し上げましたよう

きな感覚で取り組むようでは先に進まないと思

なことも含めて、必ずしもほかの自治体がやっ

います。パソコンであれ、インターネットであ

ているからということでなくてそれぞれの自治

れ、導入の際には誰が使うんだ、何の役に立つ

体の持ち味、それぞれの自治体の状況というも

んだ、こんなものどうするんだということも言

のを把握しながらやっていく必要がある。政策

われた新しい情報システム機器がたくさんござ

というのはそういうものであると考えておりま
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す。

状態ですと紙ベースで保存しているようです。

○坂本幸一議長 谷江正照議員。

紙２枚、１枚には現場写真が載っている。もう

○４番

谷江正照議員 いろいろ建設課に行っ

１枚には地図のコピーがあって、あとは報告書

てお話を聞いてきた上で、今度は私がこのシス

がつくんでしょうけれども、こういったもので

テムを導入するメリットとして強く言っている

今保存している。

部分でありますが、行政の事務が軽減されると
いう部分であります。

これからの上山市の道路行政において、やは
りこの仕組みを導入することでそういった行政

これはなかなかぴんと来ないところかもしれ

マンの負担が減る。事務負担が減ったことによ

ませんが、今行政では、まず、デジタルカメラ

ってより現場作業ができることは大変なメリッ

を持って現場に行き、そこで写真を撮って戻っ

トであると考えます。これは初期導入の際に、

てきてからデジタルカメラからデータを抜き出

第１問の答弁としておっしゃったような課題が

して印刷して、現場写真と、少し引いた絵でわ

あったとしてもぜひ取り組んでいただきたい部

かる遠景の写真と、それに地図のコピーをとり

分でありますが、行政職員の事務効率の作業ア

まして手書きで場所をマーキングしています。

ップに加えて、もう一つ、橋の長寿命化に対応

そして、それに対してコメントを手書きで書い

するような舗装道路の保全計画をこれから立て

ているようなものを拝見させていただきました。 るやに聞いております。その保全計画を立てる
このシステムを使いますと現場で近影、遠影

にしても、従前のやり方よりも絶対楽になると

の写真を撮り、次にここの側溝のふたがずれて

思います。絶対そのほうがコストはかかりませ

いる、もしくはここがくぼんでいる、割れてい

ん。

るというコメントを添えて送信すれば、今のス

そのようなものでもありますので、まずそう

テップが全てこれで済んでしまう。市役所に戻

いった形での導入をもう一度考えてみられるこ

りましたら、パソコンの印刷ボタンを押すだけ

とはないでしょうか。

で先ほど言った処理の部分の改善されたものが

○坂本幸一議長 建設課長。

できる。

○秋葉和浩建設課長 ただいまの、道路の管理

これは、１件だけで言いますとそんなこと大

上の御質問でございますが、現在はお示しいた

したことないかなと思うかもしれませんが、膨

だいた内容でやっているところです。今後につ

大な情報が積み重なっていったときやはり随分

きましては、電子データといいますか、パソコ

事務の部分に手間がとられるのではないかと思

ンなどを使った処理というものも一つの方法と

うのです。

してはあるのではないかと思っております。現

私は、やはり事務の部分も大切ではございま

在運用しているシステムもございますので、そ

すが、穴があいている、くぼんでいる、側溝が

れとの関係であったり、どういう形がデータと

ずれている、傷んでいるといった道路の不備が

して処理しやすくかつ効率的なのかという部分

早く直ることのほうがより市民生活にとって直

も含めまして今後研究していきたいと考えてお

結しているものかと思います。

ります。

そして、１問目でもお話ししましたが、今の

○坂本幸一議長 谷江正照議員。

－６３－

○４番

谷江正照議員 ぜひ今後研究をしてい

っていただきたいと思います。その際にぜひ現

たいと思います。よろしくお願いします。
以上で質問を終わります。

在入っているＧＩＳなどとの連携性のいいもの、 ○坂本幸一議長 次に、１２番浦山文一議員。
また行政職員の方がその仕組みを使う際には、

〔１２番 浦山文一議員

登壇〕

行政マンモードというものも内在しております

○１２番 浦山文一議員 議席番号１２番、会

ので、市民の方も市民モードで使えますし、行

派野の花の浦山文一でございます。

政職員は行政マンモードがあり、もうこの仕組
みに先ほど検討すると言われたものが入ってい
ると私は考えています。

通告しております移住定住促進策について質
問いたします。
現在、全国の多くの自治体で各種施策を打ち

私がこのシステムの具体名を挙げましたこと

立て、人口減少に向かって立ち向かっておりま

にはもう一つ意味がございまして、視察に行っ

す。増田レポートでは２０４０年には全国で８

てまいりました際にお聞きしましたところ、独

９６市区町村が消える、また東北では約８割の

自に考えたり新しくこのシステムを構築するよ

自治体が消滅のおそれありと警告を鳴らしてお

りも、相模原市のシステムを購入するという形

ります。そういう刺激的なレポートもあり、

をとると半額ぐらいでもできる、かなり安く導

「ぜひ我が町へ移住してください」と全国で移

入することができるんだと。どうせシステムを

住争奪戦に拍車がかかっております。現在、人

取り入れるのであれば、既に実績もあり半額以

口減少に直面している自治体が手厚い支援策を

下の値段になる可能性を秘めているものを導入

競い合っている中で、移住者の心をつかみ、移

することが早道になると考えますが、いかがで

住へと踏み切らせる決め手は何なのか。

しょうか。

ヒントは高知県にありました。高知県高岡郡

○坂本幸一議長 建設課長。

梼原町は高知県の山合いの人口３，７００人弱

○秋葉和浩建設課長 ただいまの金額的に安い

の小さな町ですが、移住者対策が功を奏して、

部分について、導入につながるのではないかと

平成２４年度から転入者数が転出者数を上回り、

いうことでございましたけれども、そういう部

２６年度は転入者１６６人に対し転出者１１０

分も含めまして今後研究していきたいと考えて

人と５６人の転入増となり、人口減少に歯どめ

います。

がかかったと言えるのであります。

○坂本幸一議長 谷江正照議員。
○４番

この町に移住した人たちに、なぜ梼原町を選

谷江正照議員 ありがとうございます。 ばれたのかと尋ねたアンケートによれば、「住

私は、市役所は人が幸せになる先進的な仕組

む住宅がすぐ見つかった」「自然の豊かさが魅

みをコストパフォーマンスを考えながらなるべ

力的だ」「町の中心だけでなく周辺の里山も手

く早く導入し、そのことにより市民の幸福度が

入れされていて景観が美しい」「子どもを育て

上がることを第一義的に考える場所であると思

る環境にぴったりだと思った」「住んだことも

います。もちろん、議会もそうであると思いま

ないのに、懐かしさを感じた」「移住定住コー

す。ぜひ、そのようなことを腹に据え置いてい

ディネーターの丁寧な説明に好感が持てた」

ただきまして、一生懸命ともに頑張ってまいり

「町民に自立の精神が感じられる」「町の財政

－６４－

などの公開度が高く、町民の政治に対する関心

のであれば、移住定住コーディネーターを配置

度が高い」などであります。

すべきと考えますが、市長の見解を伺います。

町の担当者が強調したのは、移住の第１条件

次に、空き家を活用した移住定住促進住宅の

は雇用ではなく家、住環境であることがわかっ

整備についてであります。梼原町では、空き家

たということでありました。担当者も一番は仕

を地域資源として生かし、積極的に移住定住者

事、雇用だと考えていたようですが、そうでは

対策を行っておりますが、そもそも他人に空き

なかったと驚いておりました。

家を貸したくない人が結構おられます。その理

本年６月定例会において、同僚議員の一般質

由は、「知らない人に貸すのは嫌だ」
「墓掃除や

問に対し、市長は「ＵＪＩターンなど移住者誘

お盆に帰省したときに使うからだめだ」「荷物

導策の取り組みにつきましては上山市持家住宅

を置いてあるから」「耐震性やくみ取りトイレ

建設等補助金や地域おこし協力隊の採用、村山

などで入居者のニーズとは合わないから」「空

地域移住交流推進協議会と連携した首都圏での

き家のリフォーム費用を回収できる家賃設定が

ＰＲなどを行っており、今後も移住者誘導策に

困難だから」などが挙げられます。

ついては総合的に取り組んでまいります」と答

そこで梼原町がとった手段は、まず所有者か

弁されておられました。市長も移住定住促進の

ら町が無料で借り入れてリフォームし、入居者

重要性について、認識されていると思いますの

に貸し出しするというものです。これにより、

で、移住定住者への支援体制として次の提案を

入居者は町が間に入ることにより所有者との不

いたします。

安が解消されるとのことで、入居者が支払う家

１つは、移住定住コーディネーターの配置で

賃は月１万５，０００円で町に支払われており

あります。コーディネーターとは移住定住希望

ます。また、相談窓口を移住定住コーディネー

者への各種相談、アドバイス、また既に移住し

ターに一本化するほか、自己負担なしでリフォ

てきた方へは市、企業、各種団体、地区会長な

ーム、耐震化、水洗化、また固定資産税の免除

どと連携して不安や心配事の解消に向けてフォ

をするなど、所有者のメリットを明確にしてお

ローアップ活動をし、移住定住者に寄り添う相

りました。なお、所有者からの借入れ期間を１

談員のことです。

０年間と設定し、その後は所有者が貸し出しす

梼原町の場合は、元農協職員の方１名が委嘱

ることができるとなっております。

されておりました。その方は、地域を知り尽く

本来、空き家にしておけば固定資産税は取ら

していること、そして何よりも相手の立場に立

れ、だんだん古くなるばかりですが、この制度

って一緒に動いてくれる人柄が移住定住者から

では限度額はあるもののリフォームをしてもら

高く評価されているとのことであります。その

い、１０年後には自分の好きなように使えるこ

方の存在があるからこそ、移住者対策が成功し

とから、そのメリットに気づいた住民がどんど

たと言えるそうです。ちなみに、平成２６年度

んふえて、平成２６年度は１５軒の空き家の活

の相談件数は実件数で１２８件、延べ件数で３

用、平成２７年度は１０月末までで１８軒の活

２２件ということであります。

用があったとの報告をお聞きいたしました。

市長が本気になって移住定住促進に取り組む

このように、地域にある空き家を資源として
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有効活用して移住定住の受け皿を進める。梼原

考えております。政策に対してこのようになっ

町が取り組んでいる移住定住者に対して賃貸借

たらどうなのかなというアイデアを出すのが地

する制度の導入について、市長の見解をお伺い

域おこし協力隊だと私は思っております。ただ、

いたします。

移住定住コーディネーターというのは一から十

なお、移住定住コーディネーターの配置と住

まで、移住が決まった後もサポートすることが

宅の整備を一つの移住定住策としてセットで導

役割であるということでございますので、移住

入すべきと考えているところであります。

定住コーディネーターと地域おこし協力隊の考

以上で、１問目の質問といたします。

え方は全然違うと私は思っているところでござ

○坂本幸一議長 市長。
〔横戸長兵衛市長

いますが、それに対して市長はどのようにお考
登壇〕

えを持っているかお聞かせください。

○横戸長兵衛市長 浦山文一議員の御質問にお

○坂本幸一議長 市長。

答えいたします。

○横戸長兵衛市長 さまざまな課題問題につい

初めに、移住定住コーディネーターの配置に
ついて申し上げます。

て地域おこし協力隊を採用させていただいてい
るという現状がございます。例えば、このたび

移住定住の促進につきましては移住希望者目

２人目の地域おこし協力隊を採用しましたけれ

線のきめ細かなサポートが必要なことから、平

ども、１人目につきましてはクアオルトに特化

成２８年度にみずから本市に移住する地域おこ

して頑張っていただいております。今回のもう

し協力隊を移住定住コーディネーターとして採

１人の方は上山市を売り込んでいただくという

用し配置する予定でおります。

形での採用でございます。

次に、空き家を活用した移住定住促進住宅の
整備について申し上げます。

ですから、この移住定住コーディネーターに
つきましてもやはりいろいろな知識、経験、体

本市の総合的な空き家対策を推進するに当た

験あるいは広い意味で見れる人ということにな

り、今後空き家所有者に対し適正な空き家管理

れば、必ずしも上山市内の方とは限らないと思

の啓発や意識調査を実施する考えであります。

います。やはり、そういったいろいろな立場、

住居をリフォームし、移住定住者に対して賃

もっと広く言えば高所大所からその施策につい

貸借する制度につきましては、この意識調査の

て見られる、そしてそれに対応できる人材とい

結果をもとに研究してまいります。

うことですから、地域おこし協力隊だからだめ

○坂本幸一議長 浦山文一議員。

だ、地域おこし協力隊とは根本的に違うという

○１２番 浦山文一議員 移住定住コーディネ

ことではないと理解しております。

ーターの配置の件について、ただいま市長から

○坂本幸一議長 浦山文一議員。

平成２８年度にみずから本市に移住する地域お

○１２番 浦山文一議員 やはり、そこら辺が

こし協力隊がその役割を担うという答弁がござ

ちょっとかみ合わないところでありまして、確

いました。

かに今言われた地域おこし協力隊２名の方がお

しかし、私は移住定住コーディネーターと地

られるようでございますが、その地域おこし協

域おこし協力隊はちょっとニュアンスが違うと

力隊の中において移住定住のためにそこまで丁
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寧に最後まで面倒を見てくださるのかなと。そ

ということも発信していかないと現実問題とし

こが私は物すごく疑問でございます。ですから、 てはどんどん移住者が来るなんていう状況では
私は地域おこし協力隊と移住定住コーディネー

ないんですよね。どこの市町村だってそうです。

ターというものを２つ置いたほうが、もっとよ

やはり、上山のまちを発信していくということ

い動きが出てくるのではないかと思います。

が大事なわけでして、地域おこし協力隊員だと

移住される方というのは物すごく不安な気持

かあるいは移住定住コーディネーターという肩

ちで来るわけですよね。やはり、専門家であっ

書が違うとか同じとかの問題じゃなくて、やは

てそのまちの中をよく知っていて地域の方々と

りそういう人材ですから、必ずしも地元の人と

の交流もかなりあって、そういう方々が移住し

いうことにはしなくてもいいというのが私の考

てくださる方々の前で自信を持って笑顔をつく

えでございまして、いかに上山に移住する方々

ってお話をするということで不安がなくなって

をふやしていただくかとか、発信能力とか、そ

いく、「ああ、この人についていけばいいんだ」

ういったものも備えていないと、ただ相談する

「この人にお任せしていこう」という形になり、 だけのコーディネーターではないと思います。
「よし、このまちに移住しよう」という気持ち
になってくると私は思います。

住宅の問題なら建設課、あるいは身の周りの
上下水道であれば上下水道課とかいろいろある

移住定住コーディネーターのいる市町村はや

わけでございますし、そういった各課の連携を

はり移住者数が伸びている、人口減の歯どめに

我々はきちっとやっていきますから、その辺の

貢献しているということを数字が物語っている

心配はないものと理解しております。

わけでございます。私は市長が地域おこし協力

○坂本幸一議長 浦山文一議員。

隊に対してその期待を寄せている気持ちはわか

○１２番 浦山文一議員 市長が申されている

ります。

こともわかります。やはり、移住される方とい

でも、やはり地域おこし協力隊では壁が立ち

うのはいろいろな情報を得ながら、「じゃあ行

はだかるのではないかと思いますので、移住定

ってみたいな」と、自分の選んだ先に来てくだ

住コーディネーターの配置をしていただければ

さるわけなんですけれども、でもやはりそこで

ありがたいとこのような考えでいるわけでござ

来たときに一つのほっとするところがあるのか

います。移住者に寄り添いながらのアドバイス

ないのかによってまた逆に、上山だめだったと

というのが本当にすばらしい、安心感を持つも

ならないためにも私はやはり移住定住コーディ

のでございますので、市長、もう一度お聞きし

ネーターを配置すべきではないのかなと考えた

ますが、移住定住コーディネーターの配置に向

わけでございます。

けての策はございませんかね。お願いします。

移住定住コーディネーターに関してはいろい

○坂本幸一議長 市長。

ろとまた議論を交わすところがあろうかと思い

○横戸長兵衛市長 移住される方は不安で来る

ますので、次に、空き家対策に対してちょっと

というお話でございますが、その前に第一には

申し上げたいと思います。

その地域に住もうという魅力があって来るわけ

空き家を活用した移住定住促進住宅の整備に

です。ですから、そういった上山市が魅力ある

ついてでありますが、やはり家というものは集
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落、そして地域を構成する重要な要素であり、

ないかと思っている部分がございます。これに

人が生きていくための衣食住を満たす場所であ

つきましては２３件ということになっています。

ります。地域にある空き家の資源を有効活用し、 残りにつきましてはすぐ使えるかどうかという
移住定住の受け皿として地域の活性化、集落の

のは内部の状況であったり、設備の状況であっ

維持につなげるため市内にある空き家のうち所

たり、さまざまな要件がございまして、そこま

有者から借り上げた住宅を整備し、市が管理運

での調査というのはしておりませんので、正確

営を行い移住定住者に対して支援をしていただ

な数字ということはお伝えすることができませ

くようにしたらいかがでしょうかと思い一般質

ん。

問させていただいたわけでございますが、当市

○坂本幸一議長 浦山文一議員。

でも各地区において空き家問題で防犯に係る苦

○１２番 浦山文一議員 もう既に危なくて住

情が多く聞こえてくることから、防犯対策にも

めないぞという空き家が２３件あるということ

なると考えますので、空き家を活用した住宅の

でございますが、やはりこれからのことを考え

整備をいち早く取り上げていただきたいなと思

てみた場合市で借入れして、移住者に貸して家

います。

賃をもらって、その家賃は市に入る、そのよう

そこで、今現在上山市で空き家はどのくらい

な考え方の中で、６９４件のうち２３件となれ

あるかお聞きいたします。

ば６７１件もまだまだどのような形になってい

○坂本幸一議長 建設課長。

るかわかりませんけれども、そのうち使える空

○秋葉和浩建設課長 ただいまの空き家の件数

き家が半分と見ても約三百三、四十件は整備す

についての御質問でございますけれども、平成

れば使える住宅かなとこのように考えます。こ

２６年度に地区会を通じて調査を行っておりま

のぐらいの数があれば、さっき言われた移住定

す。その時点での調査しました空き家の件数に

住される方々に住宅を整備し、提供することに

つきましては、６９４件という結果が出ており

よって人口増につながってくると私は確信して

ます。

おります。こういうことを考えてみれば、すぐ

○坂本幸一議長 浦山文一議員。

さま修理すれば使えるような住宅はどのくらい

○１２番 浦山文一議員 建設課長から、今６

あるかということをある程度早目に把握してお

９４件というお話がありましたけれども、その

かなければいけない課題ではないのかなと、こ

中でいろんな危険度があってもう住めない住宅

のように思いますが、市長、いかがですか。

というのもあると思いますが、現在修理して使

○坂本幸一議長 市長。

える住宅というのは何件あるか把握しておりま

○横戸長兵衛市長 はっきり申し上げまして、

すか。

空き家対策はおくれています。ですから、今ス

○坂本幸一議長 建設課長。

ピードアップしているところでございますが、

○秋葉和浩建設課長 すぐ修理して使える住宅

議員がおっしゃるとおり、どれくらいの空き家

ということですが、ただいまの６９４件という

が本当に使えるのかということを把握して空き

空き家の中で、あくまでも外観上なんですが、

家バンクなどをきちっと整理する必要がありま

倒壊などの危険があって完全に使えないのでは

す。と同時に、しっかりした建物であっても例
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えば所有者が県外にいる、そういった所有者の

必要とした場合は４５０万円に加えて耐震改修

考え方も重要視していかなければ政策展開でき

費１２０万円の支給がされると。さらに、設計

ませんので、そういったことを早急に対応して

監理費６０万円も加算され、６３０万円が限度

いきたいと考えております。

額となっております。

あともう一つは、空き家は町の中にもありま

その中で財源の確保はどうなのかとなります

すし農村部にもあるわけでございますが、地域

と、国からの補助が５０％、県が２５％、町が

の方々とそういった政策を展開していくという

２５％。ところが、町では空き家を活用した住

ことをはっきり話し合いをさせていただいて、

宅の家賃を月１万５，０００円と設定しており

もし希望者がおったならば温かい気持ちで地域

ますので、１２カ月の掛ける１０年、１８０万

住民の一人として迎えてほしいとか、集落の決

円になり、約１５０万円となっている町の負担

まり事とかいろいろあるわけですから、そうい

額よりも多く、町ではトータルとして負担はし

ったことなどもきちっと情報を提供して住んで

なくてもいいという試算で梼原町では動いてい

もらうという環境づくりをしていかねばならな

るということを市長に申し上げさせていただき、

いわけでございまして、そこはこれから早急に

ちょうど時間も迫っておりますので、これで私

やっていきたいと考えております。

の質問を終わります。

○坂本幸一議長 浦山文一議員。

ありがとうございました。

○１２番 浦山文一議員 力強い答弁をいただ

○坂本幸一議長 次に、５番棚井裕一議員。

きましてありがとうございます。

〔５番

そこで、最後に梼原町がとっていることを申
し上げますけれども、空き家整備に関する条件

○５番

棚井裕一議員 登壇〕

棚井裕一議員 議席番号５番、会派蔵

王、棚井裕一。

といたしまして、人が住んでいない一戸建ては

通告に従い、質問させていただきます。

もちろんでございますが、空き家の所有者が改

現在、次の８年間の行政の骨子となる第７次

修することを承諾した物件、これも当たり前の

上山市振興計画が策定されています。本市も、

ことでございます。また、空き家の所有者が転

人口減少・少子高齢化などの多くの問題を抱え

貸しすることを承諾した物件、これも当たり前

る中、今後長期的視点で危機意識を持って振興

なんですよね。ただ、これなんです。改修経費

策を組み立てていかなければ結果的に私たちの

が限度額以下の物件などが条件とされておりま

次の世代、そしてその次の世代に大きな負担、

すが、改修の基本となる種類は台所、浴室、ト

すなわち借金ばかりを残すことになります。

イレなどの水回りを基本とするとなっているん
ですね。

そのような状況を招いてしまえば、住みたい
まち、訪れたいまち、移住したいまちとは到底

では、その改修にかかる限度額というのはど

言えません。

のぐらいかということなんですが、昭和５７年

再び、地域の力を復活させ、上山を土台から

以降に建築された住宅で耐震改修が必要ない住

復活させ、新たな可能性を生み出すためには青

宅は４５０万円を上限とするとされております。 少年の教育が肝心だと考えています。
また、昭和５６年以前に建設され、耐震改修が

「教育は国家百年という大計」の言葉にあり
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ますように、将来地域社会を担うのは子どもた

ばして彼らに委ねるのは行政の責任放棄に等し

ちであり、長期的スパンでの学力向上の取り組

い。人的、物的支援や情報面での条件整備は教

みにより地域の活力を呼び戻すことができると

育委員会こそがなすべき仕事である。現場で授

感じています。

業、指導改善が可能なように環境を整備するこ

先ごろ発表された今年度の全国学力テストの

とが行政の責務である。茨木市教委の取り組み

結果によれば、山形県の小中学校の成績が昨年

を聞いてようやく報われた気持ちになった」と

度及び一昨年度に比べ下降しているとのことで

語り、改めて教育委員会の責務と相互理解、連

した。また、本市も全体としては芳しくはない

携の必要性を指摘しています。

ということで、日々現場で携わっている先生方

２つ目が福岡県北九州市です。北九州市では、

はもちろん我が子に対する指導は行き届いてい

平成２６年から教育委員会が主催し放課後など

るのかと心配する保護者もいます。

に小中学校の教室を使って自主学習を行う「こ

言うまでもなく、テストの平均点だけで教育

どもひまわり学習塾」事業を実施しています。

やさらに子どもたちまで評価してはいけません。 学校教室を利用して、公募した外部講師による
しかし、実際に数字を目の当たりにすると不安

指導を行うことが特徴で安全でしかも安心して

をあおられてしまうのが現状ではないでしょう

学習ができるという点で、今年度は半数を超え

か。もちろん、本市でも学力向上に向けさまざ

る学校で実施しているそうです。主体的学習を

まな取り組みがされています。しかし、教育は

促しながら個人学習を必要とする子どもにその

子どもたちと先生だけの問題ではありません。

機会を与えるもので、ふだんの授業の理解度や

保護者や行政も含め、おのおのがみずからのこ

集中力も高まったという結果が出ているそうで

ととして取り組まない限り解決は不可能です。

す。

ぜひ、よりよい教育の実現のために本市の取り

これら２つの自治体では、子どもたち、保護

組みを保護者や子どもたちにも発信し、理解と

者、先生、行政がこれまでの概念を打ち破り行

協力を得ながら進めていただきたいと考えてい

政が現状を打破するために問題を丸投げせず相

ます。

互理解しながら連携し、それぞれが主体となっ

さて、全体としての学力向上には成績低位層
の徹底した取り組みが不可欠です。その取り組
みを実施している自治体を２つ紹介します。

て困難に立ち向かった結果だという意味では大
いに参考にすべきではないでしょうか。
そこで、当市の教育をさらに実のあるもの、

１つが大阪府茨木市です。茨木市では、ジャ

魅力あるものにするための環境整備の一つとし

ンプアップ２８という教育施策でこれまで計８

て、休日や夜間の「自習室」の設置を提案した

年間にわたり事業を展開し、子どもたちの学力、 いと思います。現在、市立図書館には休日は平
体力向上を進め、小学校、中学校ともに成績低

日に比べ１．５倍から２倍程度の来館者数があ

位層の底上げを見事になし得たというもので、

り、中学生や高校生を中心に自習室としての利

その報告を聞いたお茶の水女子大学教育学部の

用も多いと聞いております。

耳塚教授は次のような感想を残しています。
「学力向上方策を学校管理職と教員に檄を飛

しかしながら、自習室としての利用が前提で
ないため、スペースが有効に使えなかったりグ

－７０－

ループで訪れ、ほかの利用者に迷惑な行為をし
てしまう学生もいたりするそうです。

けるものです。
天童市の学習支援室はとても自由で明るい空

そのようなことから、教育施設の空きスペー

間であり、地元の大学生などが相談員となり、

スを利用し独立した自習室という学習に適した

時折質問しながら和気あいあいの中で自学自習

環境を提供することにより、学ぶ意欲を後押し

に取り組んでいて、まさに日本の教育の原風景

し、仲間同士で切磋琢磨する活気や情報交換も

を感じました。利用者は管理体制のよさや自主

生まれ、適度な緊張感の中での学習が実現でき

性を重んじる自由な雰囲気、相談や助言で勇気

ます。

づけられたこと、集中できる環境などを評価し

例年、受験生を抱える保護者の方からは「部

ていました。

活動も終わり遊んでばかりいる」とか、「休み

教育は、消費ではありません。長期的視点に

の日など少しは暇な時間を勉強に向けてくれれ

立った投資です。地域の宝をしっかり育てるた

ば」などという声も聞こえます。少子化や情報

めには少子化といえどもこれまで以上に取り組

氾濫の影響からか、現在の子どもたちは少なか

みが必要です。将来、地域や社会に還元される

らず孤独感や不安を抱えているようにも感じま

重要な事業ゆえに、支援体制をおろそかにすれ

す。地域に自主学習のスペースをつくることで、 ば将来大きな社会的損失にもなり得るという報
仲間同士のコミュニケーションや自学自習の習

告が先日日本財団や外資系のシンクタンクから

慣が生まれ、将来の地域学習への取り組みや地

もあったばかりです。

域の活力や担い手の育成にもつながります。

自主学習スペースを子どもたちに提供すると

今こそ、教育委員会と小中学校が連携し、関

ともに、子どもたちの学習支援を行う地域住民

連する担当部局が協力し合いながら学校の中だ

などを活用した学習アドバイザーの設置が必要

けでは終わらせない本当の学ぶ意欲や自主性を

だと考えています。学習アドバイザーを公募す

育み、継続する力を養うために自習室の設置を

ることで地域人材の活用や育成、協働の地域づ

進めることが必要だと考えますが、教育長の所

くりにもつながるのではないでしょうか。

見をお伺いします。

今、子どもたちが本市の教育の取り組みに対

次に、自習室についてはお隣、山形市や天童

し、これが普通だ、当然だと感じたとしても高

市でも既に導入されているわけですが、天童市

校、大学に進学し、社会に出たときにそれらの

では行政が学習支援室という形で運営していま

取り組みがすごいことなんだ、大切なことなん

す。そこでは、長期休業中は学習支援体制もと

だと理解してくれるときが必ず来ます。やがて、

っています。学習法や相談に応じ、立ちはだか

子どもを産み育てる世代になったときに、子育

る壁を乗り越える手助けになってくれる仕組み

てするなら上山、教育を受けさせるなら上山と

で、天童市では年間約１万人もの利用があるそ

感じるはずであり、この循環が「教育は国家百

うです。学習を支援する相談員が常駐すること

年の大計」という言葉につながっていくと考え

によりその場が引き締まり、必要に応じてアド

ます。

バイスする環境が次の壁に立ち向かう原動力に

ぜひ、本市の地域の宝、日本の宝でもある子

なり、やがて自分自身で前進する手法を身につ

どもたちの教育に全力を注ぎ地域全体でしっか

－７１－

り磨き上げ将来の地域社会を、そして日本を支

私の第１問の途中、本市では学力向上に向け

えられる人材を育む地域になるために、自習室

さまざまな取り組みがなされていますと言った

での支援や相談に取り組む学習アドバイザーの

わけですけれども、先ほど同僚議員からもあり

設置が必要だと考えますが、教育長の御所見を

ました学級集団支援ツール、Ｑ－Ｕアンケート

伺います。

は集計分析に終わらず、それらを開発した早稲

○坂本幸一議長 教育長。

田大学の河村研究室とデータを交換しながら研

〔古山茂満教育長

登壇〕

修なさると予定していますが、それらはどうい

○古山茂満教育長 ５番棚井裕一議員の御質問

うものであるかという質問をさせていただきた

にお答えします。自習室の設置並びに学習アド

いと思います。

バイザー制度の導入について申し上げます。

もう一つですけれども、本市の取り組みとし

放課後や休日等の学校外の学びの場づくりは、 て、通常学級に配置している学校教育支援員並
児童生徒の主体的な学習態度の育成と学習意欲

びに特別支援学級に配置している補助的な指導

の向上を図る上で効果があると考えています。

を行う学校生活指導員の人口比、人口規模との

中学生以上を対象とした自主自学の場と支援

比での配置率などをお伺いいたします。

体制づくりに向けては、今後安全で安心して学

○坂本幸一議長 教育長。

べる場の選定や適切な管理運営等の方策につい

○古山茂満教育長 Ｑ－Ｕアンケートの調査で

て先行事例を参考にし、調査研究を行ってまい

すけれども、ちょっと説明するのが難しいんで

ります。

すが、４つのマトリックスをつくってこの部分

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

にいる場合は子どもたちが学級で満足している、

○５番

この部分にいると少し満足度が低いということ

棚井裕一議員 支援体制づくりに向け

て、安全安心で適切なものにするために調査研
究なさってくださるということで非常に前向き
な答弁だったと感謝しております。

の調査なんです。
支援員等についての具体的なことについては、
学校教育課長より答弁いたします。

そこで、先ほど例に挙げました天童市の利用

○坂本幸一議長 学校教育課長。

者の声をもう少し御紹介させていただきますと、 ○丹野芳弘学校教育課長 昨年度から市で予算
いずれも高校生なんですけれども、「テスト前

化して実施しておりますＱ－Ｕアンケートです

などとても便利でした」「部屋が整頓され静か

けれども、それを開発した早稲田大学の研究室

な環境なので気持ちよく勉強することができま

と連携しまして本市の各小中学校のＱ－Ｕアン

した」という方とか、「ゆったりした気持ちで

ケートの結果と、もう一つ市で行っております

集中できました」「周りの人も一生懸命取り組

標準学力検査、ＮＲＴというものですが、その

んでおり、居心地のよさを感じました」などと、 ２つの結果のデータを河村研究室に送りまして
やはり自主学習を目的とする空間だからこそな

専門的な立場から相関的に分析をしていただく

し得る空間であると思います。ぜひ、環境づく

とともに、その分析の結果を踏まえて各学校単

りも含めて前向きに調査、研究していただけれ

位より子どもたちが安心して過ごせ、学力向上

ばと思います。

を図っていくための手だてを幾つか提案してい

－７２－

ただいて、それを各学校での実践に生かしてい

情報としてさらに先生方の間での研究を含めて

くというものであります。

「こういう研究をしてこういうふうに役立てて

２つ目の、学校教育支援員及び学校生活指導

います」ということも含めて、公開してアピー

員の人口比の配置については、計算はありませ

ルする必要があると思いますけれども、いかが

んけれども、現在、学校教育支援員については

でしょうか。

市内小中学校全部で８校あります。それに対し

○坂本幸一議長 教育長。

て合計８名の学校教育支援員が、そして主に小

○古山茂満教育長 Ｑ－Ｕアンケートにしろ、

学校の特別支援学級の補助を行う学校生活指導

教育研究所の学力向上推進研究委員会、ことし

員につきましてはそれぞれ小学校２校に１名ず

は北中でしたけれども北中の公開研究発表会。

つ配置しております。

これら全てが子どもをよくしていくということ

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

で、ある意味では先生方の研修会になっている

○５番

わけです。しかし、やはり考えてみますと保護

棚井裕一議員 学校教育支援員につい

て、市内で８名配置しているということでした。 者とか市民一般の方々にはこういうことをやっ
これは特に通常学級でいわゆる授業がスムーズ

ているんだということは知られていないのでは

に行われるために支援するという立場の方だそ

ないかと思います。

うですけれども、これはもう少し充実した体制

今後、議員がおっしゃるように市の教育委員

で行っていただければより授業にも集中して取

会だけでなくて各学校でこういうことをやって

り組める子どもさんが多くなるのではないかと

いるんだということを周知していくことも大事

思います。

なのではないかなと思っています。

先ほど、学級集団支援ツール、Ｑ－Ｕアンケ

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

ートについてもお伺いしましたけれども、大学

○５番

棚井裕一議員 先ほども実は日本財団

の研究室との連携などというのは全国でも３番

のことを話題に出させていただきましたけれど

目くらいに先行した事例で、かなり先進的な取

も、子どもに教育などの支援を行わなかった場

り組みだということも聞いております。

合、個人の所得は減る一方で国の財政負担がふ

さらに、これは先生方の研究会らしいですけ

え、１５歳の子どもの場合、国家レベルでです

れども、学力向上推進研究委員会という研究会

けれども４兆円に上る社会的損失を生むという

を組織して家庭学習や現場の取り組みに役立て

報道をお聞きになったと思います。

る研究をなさっていたり、さらに小中学校の垣

さらに、これは外資系のシンクタンクですけ

根を越えた公開研究発表会など、これらはいわ

れども、教育の訓練がなされなくて生活保護を

ゆる教育の現場の先生方にとっては当たり前の

２０代前半からずっと生涯にわたって受けた場

ことかもしれませんけれども、やはり私たち保

合と、高等教育を受けて生涯にわたって納税し

護者からすれば安心して子どもを預けられると

た場合では差し引き１億円以上の社会的損失を

いう根拠が欲しいんだと思います。ですから、

生むという試算も出されています。

もちろん教育は密室で行われるものであっては

これらは、貧困層も含めての社会的問題を指

なりませんし、そういう教育施策の取り組みを

摘したものなんですけれども、行政としても環

－７３－

境づくりというものはそういう可能性も含めて

んですが、たった４行の中に、例えば、金生何

適切なものをつくり上げていかなければならな

丁目何百何十万円と書いてあるんですが、そこ

いと思います。

に学区が書いてあります。南小学校、南中学校

最後に、保護者は自分の大切なお子さんを義

というように書いてあります。

務教育期間中、学習面、学力面を初め精神面、

その学区の書いてある意味は、どういう意味

体力面も含めて安心して預けられる環境を望ん

があるのだろうかと思います。そうすると、一

でいます。新教育長のこれからの方針などをお

生の買い物ですので、当然自分のお子さんが入

聞かせいただければと思います。

る学校はいじめとか不登校とか学力とかそうい

○坂本幸一議長 教育長。

うのがどうなっているのだろうか、中学校はど

○古山茂満教育長 人づくりについてはまちづ

うなるのかということで、ほかの不動産と比べ

くりの大きな要因になっていると思います。で

てもし上山では学力をつけてもらえないぞ、い

すから、人づくりは人材育成ですので、学校だ

じめがいっぱいあるぞなんてことがわかったら、

けでなくて家庭教育、学校教育、社会教育全て

上山の不動産は買ってもらえません。そうする

のことで実現ができると思います。

と、大げさに言えば人口はふえないということ

そうしたときに、本市の学校教育の大きな課

にもつながってくるのではないかと思います。

題は学力の向上と私は思っており、ずっと続け

そういう意味で、やはり上山でいい子どもを

ていこうと思っているんですけれども、これに

育てるというのが物すごく大事なことだろうと

ついては簡単に言えば学力の身についた金太郎、 思います。
金太郎というのは学力のついた気は優しくて力

そうなると、先ほど議員がおっしゃったよう

持ちという子どもを育てたいなと思っています。 に、上山市に子どもを預ければ何とかしてくれ
そうしたときに、気は優しくて力持ちという

るぞというまち、学校にしたいものだなと思っ

部分については、明治時代に日本奥地紀行とい

ています。

う本を書いているイザベラ・バードという方が

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

いらっしゃるんですが、その方が上山をこうい

○５番

うふうに書いているんですよね。「人のよさと

りがとうございました。上山の教育が他市に誇

棚井裕一議員 非常に丁寧な御答弁あ

いうことがいいところ」だと言っているんです。 れる大きな看板の一つになるようにお願いして
人のよさは明治時代からずっとあるので、私た

質問とさせていただきます。

ち上山人にはＤＮＡとしてあるのではないかな

ありがとうございました。

と思います。そうすると、やはり学力面という

○坂本幸一議長 この際、１０分間休憩いたし

ことになりますけれども、学力面を向上すると、 ます。
人口減少にも歯どめがかかってくるのではない

午後

２時２８分

休 憩

午後

２時３８分

開 議

かと思います。
具体的に申しますと、不動産ニュースという

新聞の中に入ってくるチラシなんですけれども、 ○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き
これには、小さいところにいっぱい書いてある

ます。
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次に、１３番大沢芳朋議員。
〔１３番 大沢芳朋議員

や地域のリーダーとなる人材養成を進めながら
登壇〕

魅力あるまちづくりを進めていくことが重要だ

○１３番 大沢芳朋議員 議席番号１３番、会

と考えております。本戦略を現在策定中の第７

派蔵王、大沢芳朋です。

次上山市振興計画においても重要な柱に位置づ

通告に従いまして、順次質問させていただき
ます。

けてまいります」という強い市長の思いが記さ
れておりました。

最初にメディカルタウンの造成による医療機
関誘致について質問いたします。

子育てしやすい環境づくりとしては、めんご
りあの整備、中学３年生までの医療費無料化、

本年１０月、上山市まち・ひと・しごと創生

定住促進策としては住宅新築支援事業などを進

総合戦略が策定されました。その策定体制は、

め、また企業誘致、雇用対策に積極的に粘り強

有識者等から専門的及び総合的な立場から意見

く取り組むなど市長は大変頑張っておられます。

を幅広く聞くため、産業界、行政機関、教育機

そうした中、今回策定された総合戦略で私が

関、労働団体、メディア等で構成する上山市ま

着目した点が市民の結婚・出産・子育てに関す

ち・ひと・しごと創生総合戦略推進会議を設立

る意識調査の結果であります。この調査は結婚、

し、人口ビジョンや施策の方向性、主な事業に

出産、子育てに関する希望や阻害要因を分析し、

ついて協議を行い、さらに「市民の結婚・出

結婚や出産を促進する方策を探ることを目的に

産・子育てに関する意識調査」、
「転入者・転出

２０歳から４５歳までの市民１，０００人を無

者に対する意識調査」、学生を対象にした「学

作為に抽出して実施、３３１人から回答を得た

校卒業後の進路・就業・居住に対する意識調

ものです。

査」を実施し、ニーズの把握に努めるとともに

調査結果によれば、産婦人科がないことにつ

現状と課題を理解するために各種団体等ヒアリ

いて、女性７１．３％、男性５１．２％、合計

ングの実施、パブリックコメントの募集を行い、 で６４．７％が不十分と感じ、小児科が少ない
市民の参画を得ながら策定されました。

ことについて女性５６．４％、男性４８．８％、

策定に当たり、市長のコメントによれば「こ

合計５３．７％が上山市の子育て環境を不十分

れまでも子育てしやすい環境の整備や定住促進

に感じているようです。また、転入者、転出に

策、企業誘致を初めとした雇用推進対策などを

対する意識調査では、上山市が前居住地より劣

実施し、着実にその成果を上げてきましたが、

っている点の３番目の項目として、女性２４．

人口減少、少子高齢化に歯どめがかからず今後

５％、男性１９．６％、合計２０．９％の方が

も厳しい現実に直面することが予想されます。

「病院など医療環境がよくない」と答えていま

本戦略の策定においては客観的データに基づ

す。

き、本市の現状を多角的に分析し、抽出された

この結果を踏まえ、私は本市にメディカルタ

課題の解決策について議論してきました。最大

ウンを造成し企業誘致をする必要があるのでは

の課題である人口減少対策については特効薬は

ないかと考えます。

ありませんが、ニーズに応じた雇用環境、居住

メディカルタウンとは、複数のクリニックが

環境を整備するとともに、地域資源の磨き上げ

集まり、それぞれのドクターが専門性を生かす

－７５－

ことにより今まで以上に便利で質の高い医療を

昨年、市制施行６０周年記念事業で教育委員

提供することができる複数の診療科目を持つク

会ではかみのやま子ども会議を開催し、かみの

リニックの集合体を言います。

やま子ども宣言をつくり、子どもたちみずから

山形市ではあかねヶ丘陸上競技場近くにあり、 が学校生活、地域生活及び日常生活の指針、強
内科循環器科、泌尿器科皮膚科、整形外科で構

い意志や希望について短歌形式で表現しており

成されており、仙台市太白区にもメディカルタ

ました。一つ一つがすばらしい子どもたちの決

ウンがあり、専門的な医療サービスを行ってお

意表明であると感じました。
教育とは、重ねて申し上げますが、人づくり

ります。
本市では産科等を誘致し、若い世代が安心し

です。人材こそ上山市のまちづくりに必要です

て出産、子育てできる環境を整備する必要があ

し、教育による人材育成が不可欠であります。

ると考えられます。アンケート調査でもわかる

学校教育における学力向上、スポーツ促進、体

ように、市民の医療充実に対するニーズは高い

力づくり、そして家庭での挨拶や規律を守る教

ものがあり、産科とあわせて複数の専門クリニ

育が必要です。さらに社会で生きるための社会

ックを誘致すれば定住促進及び雇用対策にもな

教育や郷土を愛する心、公共のためを思う公徳

り、市民の利便性向上につながるものと確信し

心も重要ですし、他を思いやる気持ちや感謝の

ます。

心が大切です。

今後、若い世代を含む多世代がともに安心し

一人一人の市民が生涯にわたって心の中でず

て生活を築いていくために、本市で土地を造成

とずっと繰り返し唱えられる、いつでもどこで

し産科等の医療機関を主軸として各種のクリニ

も思い出せる、誰もが共有できる上山の教育の

ックの企業誘致を進め、メディカルタウンの整

柱となる教育憲章が必要ではないでしょうか。

備を実現すべきと考えますが、市長の御所見を

子どもから高齢者までの市民全員が教育に関
し共通の目標を定めれば、少なからず犯罪やい

お伺いします。
次に、市民の規範となる教育憲章創設につい

じめ、非行、世代間の心の断絶、さまざまなル
ール違反などもなくなり、地域社会に明るさと

て教育長にお伺いいたします。
まちづくりは人づくり、つまり教育だと私は

潤いを与えることができると考えております。

思います。地域を支える多世代の人々の学び、

今回、地方教育行政組織及び運営に関する法

未来を担う青少年の教育こそが地域力を向上さ

律の一部改正に伴い、教育に対する首長の権限

せると考えております。

強化が図られたことなどから、市としての教育

古山教育長もそう思われていると確信してお
りますが、２年前も教育憲章創設で質問させて

の中立性、継続性、安定性が担保されるよう教
育憲章を制定した自治体があります。

いただきました。そのときの小関男教育委員

これは、本年４月１日から教育委員会制度が

長の答弁が、「山形県の方針や上山教育の日の

変わり、責任体制の明確化、迅速な危機管理の

意義等を踏まえながら慎重に検討すべきものと

構築、首長との連携強化、国の関与等の改正が

考えております」という答弁であり、現在慎重

行われたわけですが、その前からも首長には教

に検討していただいていると思います。

育予算の編成、執行、条例案の提出など教育に
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関する権限がありました。今回は、これに加え

章の創設について、教育長の御所見をお伺いい

て首長が直接教育長を任命、総合教育会議を招

たしまして質問といたします。

集、教育大綱の策定など、権限強化が図られた

○坂本幸一議長 市長。

わけですが、首長によっては教育方針が大きく

〔横戸長兵衛市長

登壇〕

左右し、教育現場が混乱することも予想される

○横戸長兵衛市長 １３番大沢芳朋議員の御質

ことから教育の中立性を守る防波堤として教育

問にお答えいたします。

憲章を策定したそうです。

メディカルタウンの造成による医療機関誘致

歴史を振り返ると、教育が時の権力者の都合

について申し上げます。

によって歪曲化されたことから、国民を不幸に

市民が不足と感じている産科や小児科につき

した例が多くあり、そうしたことを今後繰り返

ましては、少子化や医師不足などの要因から県

さないようにと思いを込めたようです。

においても計画を策定し、医師及び小児救急機

私はそれらの憲章制定とは一線を画し、純粋
に本市の教育の規範となる教育憲章をつくり掲

関、分娩機関等の維持・確保に努めている状況
にあります。

げれば、子どもから大人まで確かな学力と未来

本市におきましても、その中で広域的に対応

を切り開く力、社会で生き抜くしなやかな力、

してまいりますので、メディカルタウンを市が

他を思いやる豊かな心、ふるさとを愛する気持

直接造成し誘致することは考えておりません。

ちが育まれるものと思います。市民共通の教育

○坂本幸一議長 教育長。

憲章をつくることは、多くの世代の教育に関す

〔古山茂満教育長

登壇〕

る意識をつなぎ合わせ将来の上山のまちづくり

○古山茂満教育長 １３番大沢芳朋議員の御質

につながるものと信じています。

問にお答えします。

しかし、現実は悲しいものがあり、手本にな
らなければいけない大人が恥ずべき事件や社会

市民の規範となる教育憲章創設について申し
上げます。

問題を引き起こし連日メディアを騒がせ、残念

現在、市では「かみのやま子ども宣言」を市

に思っているのは私だけではないと思います。

民に広く浸透させるため、学校での取り組みは

情報氾濫や経済優先、モラルの低下が叫ばれる、 もちろん保護者や地域の方々への周知活動にも
こういう時代だからこそ、教育委員会が中心に

取り組んでいるところでもあります。

なって子どもから大人まで市民全員誰もが理解

全市民を対象とした教育憲章の創設について

でき、誰でも言える、誰もが生涯にわたり目標

は、教育に対する市民の意向や盛り上がりを把

にできる具体的な教育憲章の創設が必要だと痛

握しながら研究を重ねてまいります。

感しますし、市民の生涯学習の推進にもつなが

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。

ると考えています。

○１３番 大沢芳朋議員 今、市長のお話を聞

上山ならではの教育憲章の創設と発信により、 いて、誘致するお考えは全くないというお答え
市民全体が自己実現に努める、命輝き活力あふ

だったと認識いたしました。それを踏まえまし

れる規律正しい元気な上山になっていくものと

て、県においても産科、小児科等少ないという

確信しています。市民全員の規範となる教育憲

ことで今考えていらっしゃるということをお聞
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きしました。

すから、当然これは足りておりません。小児科

本市において、今現在人口が３万２，０００

も新しくみゆき病院のほうでできましたけれど

人を切っている状況です。その人口に対して産

も、２つか３つだと思いますし、子どもたちが

科小児科に限らず、診療科目いろいろなものが

かかる病院については確かに少ないと感じてい

ありますけれども、要するに開業医が間に合っ

ます。

ているのか間に合っていないのかについてどう

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。

いう認識を持っておられるのか。そういったこ

○１３番 大沢芳朋議員 １問目でも言いまし

とを把握して考えていらっしゃるのかひとつお

たとおり、市長も産科少ない、小児科も少ない

聞きいたします。

という認識をお持ちであれば、先ほど市長は広

○坂本幸一議長 市長。

域で対応してまいりますとおっしゃいました。

○横戸長兵衛市長 これについては、やはり、

実は４年前も産科医を誘致したらどうかという

病気をなされたときにはどこの病院に行きたい

ことで質問させてもらったときも同じ答えでし

とか、どこの先生に診ていただきたいとか、そ

た。広域で対応いたしますということでしたけ

ういう考えを持つのは当然でございますから、

れども、一自治体として、市民の安心、安全を

数があればいいというものではないと思います。 守るとすればこれは絶対自治体が絡んで誘致す
ただ、やはりそういうまちの医院の方と大き

る必要性があると私は強く思います。これに関

な病院がきちっと連携されておりますので、そ

してどう思いますか。アンケート結果では不十

の医院で対応できないものについては大きな病

分という結果が出ております。市長、もう一度

院に転送していただくとか、そういう連携が大

お願い申し上げます。

事だと思いますし、そういう意味ではされてい

○坂本幸一議長 市長。

ると思っています。特に、歯医者の場合ですと

○横戸長兵衛市長 これは、まち・ひと・しご

過剰だと言われている状況にもございますし、

と創生総合戦略でも議論になりました。第７次

また今回も新たなクリニックが本市に進出した

振興計画の中でも産科をどうしていくかという

わけでございますが、そういった動向も踏まえ

ことについては議論を深めてまいります。

ながら対応してまいりたいと考えております。

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。

○１３番 大沢芳朋議員 よく市長は、私は社

○１３番 大沢芳朋議員 市長の言う数があれ

長だと。我々先輩議員の方も市長は社長ですよ

ばいいというものではないというお話ですけれ

ということをよく聞きます。職員の方は従業員、

ども、だとすると市長の考えでは足りていらっ

市民の方は株主であります。株主の方々から市

しゃると、数があればいいというだけではない

長に対して要するに我々が住んでいる上山の医

ということですけれども、市としてそういうこ

療関係が不十分であるという答えが産科に限ら

とをちゃんと考えていたのかどうか１点お伺い

ず明確に出ている現状であれば、再度聞きます

いたします。

けれども、造成するしないは別にして、そうい

○坂本幸一議長 市長。

った医療機関を誘致する。ましてや現在自治体

○横戸長兵衛市長 例えば、産科はないわけで

だけでなくいろんなネットワークを使って産学
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官金ですか。開業するに当たっては医療機関の

ある６０代、７０代、８０代の方々の暮らし、

先生方はまず銀行に聞きます。そのあと不動産、 さらに今回アンケートをとった２０代から４５
土地を探します。そういったことを考えれば、

歳までの方の意見をいろいろ考えてみれば、や

そういった方々としっかり連携をとっていけれ

はり２０代から４５歳までの今後上山をしょっ

ば医療機関の誘致も可能かとは思います。市長、 て立つ人の気持ちを十分に酌んで考えていただ
いかがでしょうか。

いていってもらわなければならないんじゃない

○坂本幸一議長 市長。

のかなと強く思うわけであります。

○横戸長兵衛市長 誘致ということも一つのキ

市長、いかがでしょうか。２０代から４５歳

ーワードですが、要するに病院も一つの経営な

までの方が目指しているような医療体制、人が

んですよね。やはりある程度経営が成り立たな

住むに当たっては命が一番大切なことだと思い

いところには店を出さないというのは、お医者

ます。よろしく答弁お願い申し上げます。

さんに限らず全ての企業の大原則です。ですか

○坂本幸一議長 市長。

ら、やはりそれには人口が急激に減らないとか、 ○横戸長兵衛市長 生活していくには全てが同
子どもさんが多く生まれるとか、そういう環境

じように大切です。ですから、繰り返しになり

をつくっていくのが我々の仕事でございますし、 ますが、市が造成してメディカルタウンはつく
そういった政策を展開しながらやっていかない

りません。ただし、先ほどから申し上げている

とただ産科来てくださいと言ったって来ないわ

とおり、いろんな通路をたどってあるいは大き

けですから、我々といたしましてはそういう環

な病院などにお願いするとか、あるいは県外の

境づくりをしていく必要があると考えています。 大学病院や医学部の持つ病院などとの話し合い
同時に、１医院でもいいですから産科が来て

というものは当然していく必要があると思って

もらえるようなこと、あるいは市内にある大き

います。

い病院に産科をつくっていただくとか、そうい

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。

う議論は同時並行で進めていく必要があると思

○１３番 大沢芳朋議員 わかりました。

っています。

最後に市長にお伝えしたいことは、上山市で

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。

そういった医療関係を誘致していかない限り、

○１３番 大沢芳朋議員 これは私の持論です

急速な人口減少が進んでいく一つの要因である

けれども、今市長が話したことと真逆でござい

と私は感じていますので、ぜひそういったこと

まして、そうした施設関係をしっかりしていか

を踏まえながら今後考えていっていただきたい

なければ逆に人がどんどん減っていくのではな

と思います。

いかと思います。何回も言いますけれども、他

次に、教育長に質問いたします。

市町村にあって上山にないものがたくさんあり

先ほどの答弁ですと、教育憲章に関して研究

ます。上山にはお城がありますけれども、他の

をしていくというようなお答えでした。これも

市町村にはお城がなくていろんなものがそろっ

私、２年前に小関教育委員長のときに質問させ

ているということですね。

ていただいております。慎重に検討していくと

絶対こういった医療関係、人生の大先輩方で

いうお答えでした。私は、教育憲章をつくって
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いただけるのかなという認識でいましたところ、 参加なされた方々にこのかみのやま子ども宣言
かみのやま子ども宣言ができました。

をお渡しして上山の子どもたちはこのような子

それは、大沢議員から教育憲章ということで

どもたちになりたいんだよということを頑張っ

の話があったことが市制施行６０周年に当たっ

ているんだということをお知らせして、保護者

てかみのやま子ども宣言をつくる一つの要因と

の方、地域の方々からも、こういうことで頑張

なったということをお聞きしましたけれども、

っているんだなということを理解してもらうこ

私はあくまでも教育憲章ということでより質の

とが一番最初のことではないかということが１

高いといいましょうか、大人から子どもまでと

つです。

いうことです。まして、今回他の市町村の話を

２つ目は、今、第７次振興計画を策定中なわ

出しては恐縮ですけれども、米沢市でも２４歳、 けですけれども、その教育の領域、５章のはぐ
１７歳の御夫婦がごみ箱の中に子どもを入れた

くむ、笑顔いっぱいのまちということで策定中

と。またその前はユーチューブに２歳の子ども

でございます。それにつきましてもまだできて

に親がたばこを吸わせてそれをアップしていた

いないということからそれを勘案してつくった

というとんでもない事件が最近あるわけです。

ものを広めていって、市民の意向や盛り上がり

本当に連日のようにありますけれども、教育憲

を把握しながら研究を重ねてまいるという答え

章として、しっかりとした教育の指針を本市独

でございます。

自でつくればそういったこともなくなっていく

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。

のかなと強く感じております。これを踏まえて、 ○１３番 大沢芳朋議員 大体、教育長の考え
教育長、もう一度御答弁お願い申し上げます。
○坂本幸一議長 教育長。

はわかりました。
ただやはり、かみのやま子ども宣言は、子ど

○古山茂満教育長 大沢議員が話している人づ

もたちにつくらせてこういう子どもたちになり

くりはまちづくりの大きな一つの要因であると

たいと子どもに聞いた上での宣言だったと思い

いうことでございます。そして、子どもから大

ますけれども、ある程度大人のほうから提示し

人までよりどころとなる上山ならではの教育憲

てあげないと私はだめだと思うんです。逆に言

章創設ということでございますが、先ほどの答

えば、子どもに任せ切りで子どものことは子ど

弁の理由を２つ申し上げます。

もやれよというように、私だけかもしれません

１つは、今話しなされたかみのやま子ども宣
言につきましては昨年つくったわけですけれど
も、それを市民全体に浸透させていくというこ

が、捉えてしまいました。
研究を重ねていってくださるということです
から、ひとつよろしくお願いします。

とで学校の子どもたちはある程度わかっている

本当にきょう１日初めて教育長としていろん

わけですけれども、市民の方々がわかっていな

な質問受けていただきましてありがとうござい

いのでないかなと思います。

ました。代表して御礼申し上げます。

そういう意味で、教育委員会としては地区会

最後になんですけれども、教育長が在任中、

長会、民生児童委員の代表者と主任児童委員の

教育憲章をつくる方向でいくほうが強いのか、

方の会議、それからこの前の青少年市民大会に

また、それはちょっと難しいと考えているのか。

－８０－

多分教育長の任期は３年だろうと思います。そ

苦情が寄せられている状況であります。そのた

れだけ聞いてきょうの私の質問としたいと思い

め、冬期間ほとんど使用しない農業用水等を活

ますけれども、よろしくお願い申し上げます。

用し、流雪溝の整備により高齢者が多い地域で

○坂本幸一議長 教育長。

あってもある程度自力で除排雪が行うことがで

○古山茂満教育長 ３年というのはあっという

きる雪の多い地域に住む住民が行政と一緒にな

間だと思いますけれども、私の考えとしては市

り雪対策をしようという意識が働くのではない

民の意向の盛り上がりというのを把握したとき

でしょうか。

につくっていかなくちゃならないんじゃないか

本市は、雪の多い地域でありながら本質的な

なということが少し強いです。

流雪溝がないのも事実です。このようなことか

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。

ら、流雪溝の整備計画を今後進めていく考えは

○１３番 大沢芳朋議員 よろしくお願い申し

ないのか、市長に伺います。

上げます。ありがとうございました。

次に、地域生活に配慮した除雪体制、除雪困

○坂本幸一議長 次に、９番長澤長右衛門議員。 難家庭への間口除雪であります。本市では、除
〔９番
○９番

長澤長右衛門議員

登壇〕

排雪地域活動支援小型除雪機貸付事業を展開し、

長澤長右衛門議員 議席番号９番、会

派創志会の長澤長右衛門であります。

必要な地域に小型除雪機を配備し、効率的な除
排雪体制の強化を実施しながら安全で歩きやす

通告に従い、順次質問させていただきます。

い歩行空間を確保するため、通学路を初め歩道

初めに、雪に強い地域づくりであります。

などの除雪充実を図っておりますが、除雪ブル

冬の雪は本市にとってスキー場、樹氷などで

ドーザーが通り過ぎた後に家の前に積み上げら

大切な自然資源であることは当然でありますが、 れた大きな雪の塊に閉口した経験は雪国の住民
雪に関する事故が後を絶たない状況であります。 なら誰しもあると思います。
県内でも雪おろし時の転落や除雪機での事故な

それを取り除く間口除雪は若い人であっても

どで１１３件の事故が発生し、その多くが高齢

大変な苦労を強いられています。特に、ひとり

者であり重大な社会問題となっております。高

暮らしのお年寄りや高齢者のみの世帯がふえて

齢者世帯がふえ、経済的な負担も増加している

いる中で若年人口の流出も重なり、マンパワー

ことから、やむなく屋根に上がっての雪おろし

は激減し、負担感が増しております。昨年も県

や除雪作業をしなければならないのが実情であ

内市町村に相次いで豪雪対策本部が設置される

り、本市においても例外ではありません。

など、大雪に見舞われましたが、幸い本市では

このようなことから、本市において活力ある

昨年度豪雪対策本部が設置されなかったものの、

地域づくりを推進し、魅力ある定住環境の条件

１２月２日に降った雪が根雪となり、２月中旬

整備を図り、雪に強い地域づくりを実現するた

まで大変な豪雪でありました。

めに計画的な流雪溝の整備が必要と考えます。

県内では積極的な除雪負担軽減を図っている

現在、中心市街地を初め、各地域では冬期間

市町村もあります。例えば、除雪困難な家の前

にやり場のない雪を、地形の勾配が緩やかで水

では除雪ブルドーザーのブレードの向きを調整

量が足りない側溝に排雪するため側溝が詰まり

し間口になるべく雪を置かないようにする取り

－８１－

組みでありますが、本市を含めほとんどの市町

者世帯に対し高齢者の冬期間における雪に対す

村はそうした配慮を委託業者に指示しているだ

る不安を解消する趣旨で、市内に住所を有する

けではないでしょうか。第一義的には住民が片

おおむね６５歳以上のひとり暮らしの高齢者ま

づける「自助」、できない場合は地域で支え合

たは高齢者のみの世帯に対し、住宅の屋根及び

う「共助」でありますが、そのいずれも大切と

敷地にかかわる除雪または排雪費として１回限

感じております。先ほどの間口除雪のように、

度で市民税均等割課税までの方には２万円以下

自治体が主導的に関与して市民の新しいニーズ

の助成金を交付する高齢者世帯除雪支援事業を

に応えようとする「公助」に踏み出す動きも見

実施しております。助成を受けている方からは、

られる自治体もあります。

大変ありがたい制度で今後も継続を願いたいと

人口流出、過疎化が進む本市にとって定住化

いう声も多く伺っております。

対策は喫緊の課題であります。人口流出原因の

このような中で、本市ではことしの冬より障

一つとして、例えば除雪が行われた早朝は間口

がい者世帯除雪支援事業として新たな助成金を

の除雪を行わなければ敷地から車が出られない

交付し、福祉向上を図り雪処理の支援充実に努

ため、毎朝１時間以上も早く起きなければなら

めることに対し敬意を表します。

ない「雪のハンデ」による負担が挙げられると

しかし、平成１２年度から継続している高齢

思います。定住促進の視点からも間口除雪サー

者世帯除雪支援事業でありますが、東日本大震

ビスを市民に提供し始めた村山市の取り組みは、 災後、労働賃金は年々向上しており、これらの
家々の間口に配慮したきめ細かい除雪に取り組

事業で交付を受けている方も建屋面積等により

んでから２シーズンとなり、市や委託業者は除

除雪経費には格差があり、高額な自己負担を強

雪サービスの向上を目指し試行錯誤を続けて市

いられている高齢者世帯もあると聞いておりま

民に喜ばれているそうです。また、近所の助け

す。また、この事業については平成２４年度か

合いや最近は高校生などのボランティア活動も

ら平成２８年度まで県雪対策総合交付金として

広がりを見せています。なお、尾花沢市などの

助成があると伺っておりますが、高齢者の冬期

多雪地帯だけでなく山形市でも社会福祉協議会

間における雪に対する不安を解消するためにそ

が中心となって市内の全高校が取り組んでおり

の後の制度が終了する場合であっても市の財政

ます。本市も「共助」の広がりにも期待したい

で継続が必要であり、今後も継続していくべき

ものです。

と考えておりますが、市長の見解を伺います。

道路除雪の運用面での対応にとどまらず、間
口除雪を福祉課題として問題を捉え直し予算を

次に、旧クリーンセンター及び旧衛生プラン
トの解体についてであります。

充て、あるいは新たな仕組みを構築するなど、

現在、２市２町の可燃ごみは山形市内の２つ

福祉的側面からも除雪困難な家庭への間口除雪

の清掃工場で焼却しておりますが、新たな清掃

のアプローチを積極的に図るべきと考えますが、 工場の建設については山形広域環境事務組合が
市長の見解を伺います。

建設・運営することとし、平成１０年に事務組

次に、高齢者世帯除雪支援事業についてであ

合の規約を変更しました。また、平成１１年５

ります。本市において、平成１２年度より高齢

月には２市２町の当時の助役で構成する建設委

－８２－

員会を組織し、重要案件について建設委員会と

般財源を要することから国の支援制度の活用を

２市２町の首長による会議である管理者会議で

図りながら財政計画を踏まえた上で解体計画を

方針を決めながら建設準備を進め、平成３０年

策定してまいりたいと考えている。また、旧衛

に川口地区に新たなエネルギー回収施設が稼働

生プラントの解体については今後跡地利用や優

されることになり喜ばしく思っております。

先度などを考慮しながら検討してまいります」

さて、中川高野地区にあります旧クリーンセ

と答弁しておりましたが、質問後３年経過し、

ンターは、１日５０トンの処理ができる廃棄物

今現在の解体の計画と跡地利用の進行状況が見

処理施設として昭和５０年４月に稼働した施設

られないのが実情であります。

でありますが、ダイオキシン対策特別措置法に

つきましては、早急に解体計画と跡地利用の

よる施設基準に適合できなくなったことにより、 対応を行うべきと考えますが、市長の見解を伺
平成１４年４月から山形市の清掃工場にごみ処

い１問といたします。

理を委託したことに伴い、廃止された施設であ

○坂本幸一議長 市長。

ります。早いもので、クリーンセンターが廃止

〔横戸長兵衛市長

登壇〕

されてから１３年が経過し、現在も当時のまま

○横戸長兵衛市長 長澤長右衛門議員の御質問

の状態であります。隣接地には老人福祉施設も

にお答えします。

あり、立ち入り禁止など周辺の管理は行き届い
ているようにも見えますが、そびえ立つ煙突、

初めに、計画的な流雪溝の整備について申し
上げます。

すなわち本施設は市民特に中川地区の住民にと

排雪対策といたしましては、市内３カ所の河

っては違和感を感じるとともに、自然災害、地

川敷に雪捨て場を確保し、さらには地区の御協

震等により煙突の倒壊のおそれや周囲の環境汚

力により雪おろし場の提供を受け行っておりま

染につながる可能性もあり以前からの懸案とな

す。また、降雪の状況によっては道路の排雪作

っております。この施設を解体するには約２億

業等を実施しております。流雪溝の整備につき

円もの工事費がかかるそうですが、跡地利用計

ましては、河川等からの流量確保の課題や多額

画の内容によって詳細は異なるものの解体に対

の財政負担と伴うことから現時点においては困

する補助金制度や特別交付金制度を活用すると

難であると考えております。

伺っております。

次に、市民生活に配慮した除雪体制について

また、中川地区には廃止されてから長年経過

申し上げます。

している旧衛生プラントも残された状態になっ

除雪困難家庭への間口除雪につきましては、

ております。３年前にも同様の質問をさせてい

既に隣組で取り組んでいる地区等が見られるこ

ただきました。この際、市長は「旧クリーンセ

とから共助での取り組みを大切にしながら、支

ンターについては施設の閉鎖とあわせて立ち入

援が必要な方を対象に平成２７年度より玄関か

り防止などの安全対策を実施してまいりますが、 ら道路までの通路を確保する簡単な除雪支援を
炉内などにダイオキシン類などの有害物質が残

試行的に実施してまいります。また、高齢者世

っていることが危惧されることから解体すべき

帯除雪支援事業の拡充と継続につきましては引

ものと考えている。解体に当たっては多額の一

き続き高齢者の雪への不安解消に努めていくと

－８３－

ともに、山形県雪対策総合交付金の継続につい

も必要ではないかと思うんですが、市長のお考

て県へ働きかけてまいります。

えはいかがでしょうか。

次に、旧クリーンセンター及び旧衛生プラン
ト早期解体について申し上げます。

○坂本幸一議長 市長。
○横戸長兵衛市長 今お話の中にまちの中の側

旧クリーンセンター、旧衛生プラントともに

溝を利用するというお話がありましたが、流雪

安全面や環境保全、跡地利用の上でも早期に解

溝とはそういう簡単なものじゃなくて、一気に

体すべきと考えておりますが、焼却炉の解体に

流雪溝に雪が入るわけですから、傾斜と水の量

係る国の交付金はその跡地に新たな廃棄物処理

がないと、尾花沢市あたりを視察されたかどう

施設を設置することが要件となっております。

かわかりませんけれども、吟味したものでない

そのため、本市の場合は交付が望めない状況に

と逆に雪であふれてしまう、道路に水があふれ

ありますので、平成２８年度に策定する公共施

てしまうという結果にもなりかねないので、今

設等総合管理計画に位置づけ、財政負担の軽減

の現状を活用するということは非常に難しいも

を考慮しながら跡地利用を含め進めてまいりま

のがあると思っています。

す。

除雪体制でございますが、建設課で除雪組合

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。

をつくり、積雪も市内３カ所等ではかって除雪

○９番

をするという体制もできましたし、１問でも答

長澤長右衛門議員 私の住む小倉地区

では、きのうおととい県道でありますけれども、 弁させていただきましたが、いわゆる間口除雪
ことし初めてブルドーザーの除雪が行われまし

とかもあるわけでございますし、必要であるな

た。そしてまた、きのうは山形蔵王温泉スキー

ら地域との話し合いの場を持つべきということ

場開きも行われまして本格的な冬の到来を感じ

については、私も必要があるならばそういう会

るわけであります。

合の場を持つべきだと考えております。

流雪溝について、流量確保また財政の負担が

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。

伴うことから整備は困難であるということであ

○９番

長澤長右衛門議員 市長のお考えもよ

りますけれども、私が思っているのは現在ある

くわかるわけでございますけれども、何といっ

ものを使用しながら、例えば中心市街地の市道

ても当市には水が少ないわけではないんですよ。

脇の側溝を温泉の排湯を利用しての消雪溝とし

そういう意味でも前向きに流雪溝の考えを持っ

て利活用するとか、もしくは前川、石崎１丁目

ていっていただきたいと思っているわけでござ

にある水門の水量を調整し、二日町ほか４カ町

います。

用水路の側溝を消雪溝として利活用して、なる

毎年同じことをやっても、雪対策、また福祉

べく除排雪費の削減を図るべきと考えているわ

向上にはならないわけでございますので、前向

けであります。

きに改善していただきたいと思っております。

また、除雪体制について、地域に協力をして

次に、間口除雪についてでありますけれども、

いただいて雪おろしの場所などを提供していた

本市において除雪困難家庭の間口等の除雪は、

だいているようですけれども、きめ細かな除雪

先ほど市長の答弁にもあったとおり隣組のいろ

に向けて各地域との除雪に関する意見交換会等

んな力を合わせて住民の共助でということはわ

－８４－

かるんですけれども、その共助すら、住民が高

いうことでございますが、現在上山市において

齢化してなかなか将来の不安を感じているわけ

はただいま答弁のとおり当初の必要な部分を予

であります。

算の中に盛り込んでいるという形で実施してい

また、除雪に関する建設業者もかなり少なく

るという状況でありまして、これにつきまして

なっておりまして、専門の除雪オペレーターも

は上山の独自の考え方であると認識しておりま

高齢になっているとお聞きしております。

す。

除雪作業というのは経験を要する仕事であり
まして、すぐにできるという仕事ではないわけ
であります。今後、行政で除雪オペレーターの
育成も必要になってきていると思います。

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。
○９番

長澤長右衛門議員 わかりました。

雪というものは、月日がたてば必ず消えると
いう考えは市長はお持ちでないと思いますので、

そしてまた豪雪対策本部は最近は平成２２年
度と平成２３年度に設置されているわけでござ

きめ細かい除雪体制の充実を図っていただきた
いと思っております。

いますけれども、その後は平成２４年度から平

次に、高齢者世帯除雪支援事業についてであ

成２６年度までは設置されておりません。それ

ります。今年度より、障がい者世帯除雪支援事

で、除雪対策費の予算でありますけれども、平

業、そしてまた新たに支援が必要な方を対象に

成２４年度当初予算が６，２５０万円、補正予

玄関から道路までの通路を確保する除雪支援を

算が４，８００万円、平成２５年度当初予算が

実施するということで雪対策、福祉向上拡充を

６，６６６万７，０００円、補正予算が２，０

図る上で大変すばらしい制度だと私は思ってお

５０万円、平成２６年度当初予算が７，０６８

ります。それで、高齢者に手厚い補助制度を実

万６，０００円、補正予算で１億２，０００万

施し、上山市に住んでよかった、暮らしてよか

円ということになっております。それで、当初

ったと思ってもらえるような福祉対策を今後と

予算にどうして組まないのか、それを伺いたい

も図っていただきたいと思っているところであ

と思います。

ります。

○坂本幸一議長 財政課長。

最後になりますけれども、クリーンセンター

○金沢直之財政課長 当初予算はメーンとして

及び衛生プラントについてであります。平成２

確実に使うことがわかっている経費について計

３年１１月の定期監査の結果でも指摘されてお

上するという形をとらせていただいております。 り、その後私も平成２４年９月の議会において
当然、補正予算で必要な部分の除雪費はその後

も一般質問させていただいているわけでござい

対応するという形で上山市は計上させていただ

ます。今回の市長の答弁でよくわかったわけで

いているところであります。

ございますけれども、国からの補助は見込まれ

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。

ないということでございますが、今後の計画を

○９番

伺いたいと思います。

長澤長右衛門議員 この予算の組み方

は上山だけなんでしょうか。

○坂本幸一議長 市民生活課長。

○坂本幸一議長 建設課長。

○石井

○秋葉和浩建設課長 ただいまの他市の状況と

弁でもお話しいたしましたけれども、平成２８

－８５－

隆市民生活課長 先ほど、市長の御答

年度に策定いたします公共施設等総合整備計画

して最適な場所であると考えます。

の中に位置づけて対応していくということでご

上山には、都市公園法により設置された都市

ざいます。今のところ、国の交付金は望めない

公園は１１カ所あります。中でも広い公園は月

ところでございますけれども、１１月１２日に

岡公園と市役所東側にある市民公園があり、我

上山市長初め、山形市長ほか広域環境事務組合

が家でも遊ばせていただきました。最近では人

を構成する自治体の首長で中央省庁に伺いまし

気のある公園に足を運ぶ若い家族の話や、孫を

て、今つくっている施設の交付金の確保、廃棄

連れて山形市のべにっこひろばに遊びに行って

物処理施設解体に対する交付金の拡充について

きた話などをよく耳にします。南陽市の中央花

要望をしてきているところでございます。

公園、東根市のさくらんぼタントクルセンター

交付金の拡充の内容といいますのは、跡地利

のけやきホール、山形市の西公園も人気があり

用はなくても交付金をお願いする。また、今の

ます。少子化が進んでいる昨今ですが、子ども

場合は処理施設をつくる場合３分の１の補助が

たちには元気に伸び伸び遊び、もりもり食べて

ありますけれども、それを２分の１まで引き上

勉学に励んでほしいと望んでいる一人です。

げてほしいという要望もしているところでござ

第６次上山振興計画後期基本計画の中に、ま

います。さらにこの要望活動を続けまして、早

ちづくり市民会議での主な意見が幾つか挙げら

く、そして幾らかでも財政負担が少なくなる体

れており、その中に子どもが遊べる公園が少な

制で解体を進めていきたいという考えでござい

いとの指摘がありました。

ます。

市民公園の中央には広場があります。東側に

○坂本幸一議長 次に、１０番中川とみ子議員。 は林があります。以前あった公園の池も老朽化
〔１０番 中川とみ子議員

登壇〕

に伴って広場となりました。グラウンドゴルフ

○１０番 中川とみ子議員 会派野の花の中川

やターゲット・バードゴルフなど公園の利用者

とみ子でございます。

は多く大変よいことであります。ＳＬの置いて

通告に従いまして、順次質問させていただき
ます。

ある場所も遊具がふえ、休日にはにぎわいがふ
えておりほほ笑ましく見ております。

ここ上山に暮らして３８年になりました。３

そこで、西公園のように広い公園とはいきま

人の子どもに恵まれ、毎日の生活に追われ暮ら

せんが、市民公園の中に木材をふんだんに使っ

してきました。振り返ってみるとたくさんの方

た魅力あるアスレチック遊具などを設置して、

にお世話になりおかげさまできょうまで来られ

力と体と知恵を使って考え遊べる子どもの集え

たのだと感謝しております。

る場所として整備することを提案いたします。

上山は城下町、宿場町、温泉町としてのたた

生活形態が変わり、核家族もふえております

ずまいが残されており、居住地と商店街や温泉

が、新たに遊具を設置しそばにベンチを置けば、

街が混在し、暮らしと観光の二面性を有してい

若い家族と散歩に来た高齢者との世代交流の場

るところです。また、蔵王連峰や緑豊かな田園

が生まれ、公園の新たな役割が期待できるので

など潤いのある水辺環境や多様な動植物が生息

はないかと思います。これについて市長の御所

し、貴重な自然が多くあり子どもが育つ環境と

見を伺います。

－８６－

２番目に、公園内の園路の整備について伺い

にもたくさんの歌があり、歌、音楽の力ははか

ますが、市民公園は季節感も感じられ、木々も

り知れないものがあり、上山を慕い思う気持ち

多く特に桜の咲くころはとても美しく自慢でき

が形になってあらわれているといっても間違い

る場所です。ところが今の園路は砂が敷いてあ

ではないと思います。ワイン条例ができ、ワイ

り、車椅子や乳母車では通りにくい面がありま

ンバルなどで盛り上がっている中で、クアオル

す。ぜひ、たくさんの方の来園のためにも園路

ト事業について音楽を募集し、ますますの認知

についてクレイ舗装などによる整備を提案いた

度アップを図る考えはないか、市長の御所見を

します。

伺います。

クレイ舗装というのは土を原料とし、のりの
ようなものをまぜて地面に敷き詰め平らに固め
るものです。このような舗装にすることにより
多くの方が通行しやすく環境に優しい園路を整

あわせて、既存の上山の歌を歌った音楽を観
光に活用するお考えはないか伺います。
以上で１問目といたします。
○坂本幸一議長 市長。

備することができると考えますが、市長の御所
見を伺います。

〔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

次に、イメージソングの活用による認知度ア
ップについて伺います。

質問にお答えします。
初めに、新たな遊具等の整備について申し上

本市では、上山型温泉クアオルト事業に平成
２０年度より取り組み８年目を迎えております。

げます。
現在、市民公園の広場につきましてはグラウ

みずから実践し、出張以外は毎朝ウォーキング

ンドゴルフやターゲット・バードゴルフなどに

されている市長の取り組みはすばらしいと思っ

広く利用されており、アスレチック遊具などの

ております。クアオルト事業につきましては、

大型遊具を設置するには手狭な状況にあります。

平成２７年度の１１月２５日現在での視察実績

なお、新たな子どもの遊び場といたしましては

は２７件、取材は３６件で新年度に向けてさら

山形広域環境事務組合が川口地内に建設するエ

に数を伸ばしていくものと確信しております。

ネルギー回収施設の敷地内に大型遊具の設置を

そこで、イメージソングの活用による上山の

予定していると伺っております。

認知度アップについて提案いたします。上山で

次に、園路の整備について申し上げます。市

は「上山温泉小唄」、全国かかし祭のテーマソ

民公園につきましては、全国かかし祭やツー

ングである「かみのやまかかし音頭」、蔵王エ

ル・ド・ラ・フランス大会を初めとして多くの

コーラインの歌、紅柿を題材にした歌である

方々が利用しておりますので、今後園路の舗装

「柿のれん」
「紅柿音頭」
、最近では「かみのや

工法を選定し改修してまいります。

ま慕情」を歌っている青山ひかるさんからこと

次に、イメージソングの活用による認知度ア

しのかかし祭に参加していただきました。また、 ップについて申し上げます。
上山の男声グループ、Ｏｙａｚｉ合唱団が歌っ

上山型温泉クアオルト事業の認知度をさらに

ている「『風の旅人たち』上山・羽州街道を行

向上させるためには、地域資源を活用した健康

く」は上山出身の世久遊さんの作品です。ほか

ウォーキングや食等の各種プログラムの体験を

－８７－

通してより多くの方にそのよさを知ってもらう

だと思いますし、市民公園にも大型遊具をつく

ことが効果的であると考えておりますので、現

らせていただきまして、多くの子どもたちでに

時点において新たにクアオルトのイメージソン

ぎわっている状況にあります。

グを募集する考えは持っておりません。

ただ、この場所は御存じのようにグラウンド

また、既存の音楽の活用につきましては、全

ゴルフやバードゴルフ等でお使いになっている

国かかし祭において「案山子音頭」が用いられ

高齢者の方々の憩いの場にもなっているという

ているように、事業やイベントの主催者から効

状況にもございます。そういった観点からここ

果的な利用が図られるべきものと考えておりま

１カ所に子どもたちも高齢者の方も一緒に集え

す。

る場所をつくるということについてはやはり面

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

積が足りないということがありますので、１問

○１０番 中川とみ子議員 先日、西公園に視

で答えさせていただきましたように、１つには

察に行ってまいりました。西公園は東京ドーム

川口地区にということで今考えているところで

３個分ぐらいの広さがあるということで、上山

ございます。そのほかめんごりあにも若干遊具

の公園とは全然比べ物にはならないんですが、

がありますし、市内の公園にも若干遊具があり

年間３０万人から３５万人の人が利用されてい

ますけれども、これから子どもが育つ環境づく

るそうです。担当者の方に話を聞きましたとこ

りというのは必要なわけでありますし、ただ現

ろ、上山からも随分いらっしゃいますよという

実においてはほかの市町村では大分大型遊具が

話でした。１０年目を迎えているそうですが、

子どもさんたちに喜ばれているという現実もあ

そこは芋煮会をする場所もありまして、釜は２

りますので、果たして小規模な整備で済むのか

０基ほど設置してあります。

と、満足していただけるのかということも考え

上山の公園に関しては本当に狭いところであ

ていかなければならないわけでございます。今

りますのでそこまでは求めないというのは十分

後保護者会の方や子育て世代の方々などとさら

承知しておりますが、担当者の方も上山らしい

にお話をさせていただきたいなと考えていると

公園というのは必要じゃないかと話をされてお

ころでございます。

りました。

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

大きい遊具は必要だとは思わないんですが、

○１０番 中川とみ子議員 ただいま市長の言

バードゴルフやグラウンドゴルフで使われる割

葉の中にこれから考えていきたいということを

合が多いなということもありますので、ぜひ子

伺いましたので、ぜひ話し合いをしながら考え

どもが使えるようにもう少し子どもが来やすい

ていただくことを望みたいと思います。

ようにしてほしいなという思いもあってこの質

上山の市民公園に関してはロックガーデンな

問をさせていただいたのですが、子育て支援と

ども設置してありますし、ピクニックテーブル

いうことで一生懸命してくださっている市長な

というのも設置してあるんですね。そのピクニ

ので、その辺どうお考えか伺いたいと思います。 ックテーブルをもう少しふやしていただくこと
○坂本幸一議長 市長。

はできないのかなと思っているんですが、その

○横戸長兵衛市長 子どもの遊び場は大変必要

辺いかがでしょうか。

－８８－

○坂本幸一議長 建設課長。

をつけてもらうような方向に提案していただき

○秋葉和浩建設課長 ただいまのピクニックテ

たいと思います。

ーブルをふやしていくということでございます

では、次に園路に移らせていただきます。

が、これに関しましては全体的なニーズなどを

園路については公園の園路全てをそのように

捉えながらふやす必要があるときにはその方向

していただくと考えていらっしゃるのかどうか

で考えていくということで調査をしてまいりた

伺います。

いと考えております。より多くの方から御利用

○坂本幸一議長 市長。

いただけるようにと考えていますので、よろし

○横戸長兵衛市長 やるからには全部をやりた

くお願いいたします。

いと考えています。

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

○１０番 中川とみ子議員 ありがとうござい

○１０番 中川とみ子議員 ありがとうござい

ます。

ます。

老朽化して埋めた池というのは、今多分土が

今の答弁をいただいて、多分、車椅子の方な

見えている状態だと思うんですが、あそこにま

んかがふえるんじゃないかなと。桜の時期はた

た芝を敷くとか、そういう予定はあるのかどう

くさんの方が来てくださるんじゃないかなと思

か伺いたいと思います。

いました。

○坂本幸一議長 市長。

最後のイメージソングによる認知度アップと

○横戸長兵衛市長 既に芝を敷いております。

いうことですが、市長はその考えはないという

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

ことですけれども、歌があるということによっ

○１０番 中川とみ子議員 失礼いたしました。 ていろんなクアオルトの行事などに行くときに
川口地区に公園を整備して遊具を設置する予

その歌で上山を宣伝してくるということができ

定と市長から答弁をいただきましたが、向こう

るんじゃないかと、手に持つこともなくポケッ

は駐車場の管理ももちろんありますよね。屋根

トに入れることもなく歌を歌って宣伝してくる

がつくような公園を考えていられるのかどうか

というのもあるんじゃないかなという考えでお

伺いたいと思います。

りますが、地域資源ということももちろんわか

○坂本幸一議長 市長。

りますけれども、湯布院や熊野古道ではまた歌

○横戸長兵衛市長 現時点においては、青空の

があるということは聞いておりませんので、先

下で子どもたちに太陽の光を大いに浴びていた

立って上山でやるという考えはございませんで

だきたいという考えでございます。

しょうか。

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

○坂本幸一議長 市長。

○１０番 中川とみ子議員 青空というのは私

○横戸長兵衛市長 結論は１問で答えたとおり

も大好きですし、雨が降ったら降ったでまた別

でございますが、やはり今クアオルト事業は他

な遊びを考えるというのも大事なのかなと思い

自治体と連携して我々もやっているところでご

ますが、多分広域環境事務組合の関連もありま

ざいますし、厚生労働省からいろんな賞もいた

すので、今からだと思いますが、できれば屋根

だいてしているところでございますが、要は内

－８９－

容だと思うんです。

以上で終わります。

とにかくハード面、ソフト面からも、まず内
容を充実して、このクアオルト事業というもの

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

散

がこういうものであるということをきちっと示

会

していくことがまず第一だと思いますし、仮に
歌が売れ過ぎても困る状況にもあると思います

○坂本幸一議長 以上で本日の日程の全部を終

ので、そういった意味ではまず内容を充実して

了いたしました。

まいりたいと考えております。

これをもって散会いたします。

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

御苦労さまでした。

○１０番 中川とみ子議員 よくわかりました。
１点伺いたいのですが、クアオルトという言
葉に関しては個人の方が特許をとっていらっし
ゃるということを伺っております。そういうこ
とは別に支障にはならないですよね。特許をと
っていらっしゃる方がそんな歌は要らないと言
われればあれなんですけれども、クアオルトと
いう言葉を使う場合に市のほうでは何ら問題は
ないのでしょうか。
○坂本幸一議長 市政戦略課長。
○鈴木直美市政戦略課長 クアオルトという言
葉につきましては、確かにクアオルト事業の立
ち上げから深くかかわってくださっている方が
商標登録をされております。その使用につきま
しては市が扱うことでは許可をいただいており
ますし、例えば、今のイメージソング、市以外
の方がつくられるような場合はクアオルトのイ
メージにさえ合うようなものであれば恐らく使
うことは可能かとは考えております。
○坂本幸一議長 中川とみ子議員。
○１０番 中川とみ子議員 ありがとうござい
ます。
今のところはそういう考えはなく地域資源を
大切にするという考えでもありますので、地域
資源が行き詰まったりなんかしたらぜひそうい
うことも考えてほしいなと思います。

－９０－

午後

４時０２分

散 会

