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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 
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○坂本幸一議長 日程第１、一般質問でありま

す。 

 初めに、７番佐藤光義議員。 

〔７番 佐藤光義議員 登壇〕 

○７番 佐藤光義議員 おはようございます。 

 会派創志会の佐藤光義です。 

 通告に従い、順次質問いたします。 

 このたびの一般質問は、障がい者に優しいま

ちづくりについてです。 

 本市の高齢化率は、県内１３市の中でトップ

に位置しており、約３４％となっており、身体

障がい者手帳の交付者は平成２６年度末で２，

１１８人で、肢体不自由の方が半数以上となっ

ています。２０１６年４月から「障害を理由と

する差別の解消の推進に関する法律（障害者差

別解消法）」が施行され、あらゆる場面におい

て障がいを理由とする差別的取り扱いが禁止さ

れ、障がい者への合理的配慮が求められること

となります。観光地においても、障害者差別解

消法の施行に向け、障がい者に対する意識変革

と具体的な対応を行っていく必要があります。 

 さらに、２０２０年オリンピック・パラリン

ピック東京大会の開催に向け、ハード面だけで

なく、ソフト面におけるバリアフリーへの取り

組みが一層重要となってきます。 

 このような状況の中、誰もが旅行を楽しむこ

とができるユニバーサルツーリズムの実現のた

めには、高齢者や障がい者のみならず、妊産婦

や乳幼児連れ、言葉や習慣の違いによる不自由

さを抱える外国人等、旅行をする上で何らかの

支障があるあらゆる人たちを想定した取り組み

が必要になってきます。観光地においても、こ

のような人たち一人一人の旅行の目的に合った

きめ細かなサービスの提供が求められます。そ

のためには、地域が一体となって旅行しやすい

環境を整備していく必要があると考えられます。 

 まず、１つ目として、公共施設等の整備であ

ります。 

 ２０２０年に開催される東京オリンピック・

パラリンピックのホストタウンとして６９地域

の応募の中から４４地域の一つに本市が選ばれ

たことは、２０１５年世界陸上の際、蔵王坊平

アスリートヴィレッジで事前合宿を行ったポー

ランドチームとの交流、大会時に訪問する選手

等に地元特産品を食べてもらい、温泉入浴など

地域資源のプロモーション活動を実施した成果

のあらわれだと思います。 

 しかしながら、アスリートヴィレッジや道路、

本庁舎、公民館など各公共施設が誰にでも利用

されやすい環境整備が整っている現状ではあり

ません。駐車場からたいらぐらまでの移動、た

いらぐらからグラウンドまでの移動などの経路

は、急な勾配、手すりなどが整備されておらず、

旅館等の宿泊施設の周辺道路においては、点字

ブロックのある歩道も整備されていないのが現

状であります。 

 このたび本市がホストタウンに選ばれたこと

を、日本全国だけでなく、世界にアピールする

格好の機会と捉え、全ての人が何不自由なく利

用できるよう、蔵王坊平アスリートヴィレッジ

や旅館等の宿泊施設の周辺道路における環境整

備が早急に必要と考えますが、市長の御所見を

伺います。 

 あわせて、観光地における民間企業のバリア

フリー化も非常に重要なポイントになることは

言うまでもありません。観光庁では、平成２５

年度に「地域の受入体制強化マニュアル」を作

成し、平成２６年度には当マニュアルに基づき

ながら、５地域で実証的な取り組みを行いまし

た。この事例集では、５地域で行った取り組み
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や課題等をまとめ、さらに先進的に取り組んで

いる地域の事例を紹介しています。 

 資料の事例では、先進地における取り組みの

１つが、地域における一元的な相談窓口である

バリアフリーツアーセンター等の設置であり、

日本では三重県伊勢志摩地域に初めて伊勢志摩

バリアフリーツアーセンターが設置されました。 

 伊勢志摩バリアフリーツアーセンターは、２

年の準備期間を経て平成１５年からＮＰＯ法人

が運営を開始、事務所にスタッフが常駐し、さ

まざまな支援を行っています。当時このような

相談センターは日本にはなく、パイオニアとし

て現在に至っています。その後、日本各地につ

くられたバリアフリーツアーセンターもこのセ

ンターを手本にしています。今では、伊勢志摩

はバリアフリー化の進んだ観光地としても有名

になりました。 

 「バリアフリー新法」施行以来、国土交通省

はバリアフリー化推進に貢献した団体や個人を

表彰し、国民のバリアフリー化意識の醸成を図

っています。伊勢志摩バリアフリーツアーセン

ターはこの第１回大臣表彰を受賞し、「開設以

来しっかりとした組織体制のもと着実に取り組

まれ、障がい者、高齢者等の誘致を劇的に伸ば

すとともに、観光・交通・福祉・教育などの各

分野に横断的に発展、また、積極的な情報発信

などにより他地域にまで影響を与えていること

を高く評価し、表彰する」とされています。 

 事務所の拠点は鳥羽市ですが、活動対象は鳥

羽市・伊勢市・志摩市の広域に及びます。この

３市の行政との連携・協働がこの活動を可能に

しています。観光客は伊勢神宮（伊勢市）でお

参りした後、鳥羽市や志摩市で観光、宿泊とい

うコースルートをたどる人も多いのが実態です。

１市の行政との連携だけでは、広域的に移動す

る観光客にとって不都合を招くこともあります

が、伊勢志摩バリアフリーツアーセンターが３

市をカバーすることで、伊勢志摩という観光地

を一体的に移動、観光できる体制をつくってい

ます。 

 当初、伊勢志摩地域で始まったこの活動は、

多くの実績が市や県にも評価され、現在は三重

県との協働にも拡大、県全域に広がりつつあり

ます。現在は伊勢志摩地域以外の三重県内各地

での調査事業や相談システムづくりが進んでい

ます。 

 平成２５年には、三重県知事による「日本一

のバリアフリー観光県推進宣言」が行われ、観

光地のバリアフリー化、相談センターシステム

が観光促進に重要であることが表明されました。 

 平成２６年には、三重県下の観光施設・スポ

ットを「パーソナルバリアフリー基準」に基づ

き取材した冊子「三重県バリアフリー刊行ガイ

ド」が編集され、三重県より発行されました。 

 パーソナルバリアフリー基準とは、身体に障

がいのある人や高齢によって身体が不自由にな

った人を初めとするさまざまな方に旅行を楽し

んでいただけるように考え出された基準です。

障がいの状況は人によってさまざまであること

を前提として、旅行者それぞれを基準として安

心な旅行を提供するために、バリアフリーとな

っている施設や場所を紹介するだけでなく、ど

のようなバリアがあるのかを詳しく調査し、そ

の情報を提供するとともに、それぞれの方がそ

のバリアをどのように乗り越えるのかを一緒に

考えます。 

 パーソナルバリアフリー基準は、３つの基本

に基づいています。 

 １つ目、パーソナルバリアフリー基準による

バリア・バリアフリー調査は、地元の障がい者
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やその介助者等が行っているので、障がい当事

者の視点で詳しく調査することができます。 

 ２つ目、パーソナルバリアフリー基準を導入

しているバリアフリーツアーセンターでは、ホ

ームページ等で情報を提供するだけでなく、利

用者一人一人の相談に応じ、それぞれの状況に

合った提案を行っています。 

 ３つ目、「旅のカルテ」システムは、障がい

のタイプや程度、あるいは利用者の要望等を聞

き取り、管理するシステムです。一度登録して

いただくと、その後このシステムを導入してい

る別の観光地に出かける場合にも利用していた

だくことができます。 

 伊勢神宮のある伊勢市には、高齢者の方も多

く訪れます。平成２５年の式年遷宮を前に、平

成２３、２４年度に伊勢市では市内宿泊施設を

対象にしたバリアフリー観光向上事業を行いま

した。この事業は、バリアフリー化したい宿泊

施設への改修費補助として、バリアフリー工事

費用の２分の１、上限４００万円を行うもので

すが、注目すべき点は、伊勢志摩バリアフリー

ツアーセンターによるヒアリングとバリアフリ

ーアドバイスを受けることが条件となっている

こと、改修の基準や評価に、行政の条例などに

基づくものでなくパーソナルバリアフリー基準

が採用されている点です。まさに伊勢志摩バリ

アフリーツアーセンターのこれまでの実績が行

政との連携で実を結んだバリアフリー観光地づ

くりの形です。 

 また、この事業では、改修だけでは終わらず、

その後、伊勢志摩バリアフリーツアーセンター

によるＰＲが行われたこともポイントです。た

だ、改修しただけでは集客にはつながりません。

観光地の情報として積極的にＰＲしていくこと

も重要です。 

 バリアフリー化の重要性に気がついて、施設

の大幅な改修を行った旅館もあります。その中

の１つは、改修後、常に満室状態になるほどの

人気で集客が大幅にアップしました。しばらく

温泉を訪れていなかった利用者からは、「また

温泉に入浴できてよかった」と感激の余り涙を

流して喜ばれたそうです。 

 こうした先進的に取り組んでいる事例を参考

にしながら、本市においても行政と民間が協力

し、幅広い観光客の増加につなげるためにも、

バリアフリーにおける工事費の助成制度の創設

をすべきと考えますが、市長の御所見を伺いま

す。 

 次に、福祉教育の推進についてです。 

 本市にある中川福祉村は、１９７５年４月、

福祉の自治推進地区として上山市より指定を受

け発足しました。１９７６年に福祉村村議会を

つくり、村民の手で自主的な活動を行ってきま

した。「福祉の原点は、地域社会の連帯意識の

中で、ともに生きる喜びを共感できるような心

が醸成される地域をつくっていこう」というこ

とで、開村当時から施設利用者と地域住民が協

力し合い事業を継続しています。そして、事業

は次第に福祉施設、企業、集落の垣根を取り払

った積極的な交流に発展し、地元の中川小学校

や山形県立山形盲学校、福祉施設、地域の方々

と学芸会や運動会などで交流を深め、明るく開

かれた自主的な生きがいのある福祉村として、

活動も定着しています。 

 なお、これまでに、１９８０年１０月、山新

放送愛の事業団より「愛の鳩賞」、１９８１年

１月、読売光と愛の事業団より「社会福祉奨励

賞」、１９８１年１月、河北新報社より「河北

文化賞」などを受賞しています。平成２３年度

には、山形県精神保健福祉協会長賞という大変
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名誉ある賞もいただいています。 

 共生社会の実現は、さまざまな人が生き生き

と活躍できる社会の実現であり、教育分野にお

いても一人一人に応じた指導や支援に加え、障

がいの有無にかかわらず、可能な限りともに学

ぶ仕組みを構築すること、基礎的教育環境が整

備されること、また、ほかの子どもと平等に教

育を受ける権利を行使するため、個々に必要と

なる合理的配慮が提供されることが重要である

とされています。 

 本市においても、市内の小・中学校が地域の

福祉施設や特別支援学校と交流を深めることに

より、より一層の福祉教育の充実を図るべきと

考えますが、教育長の御所見をお伺いします。 

 高齢者や障がい者を初め、旅行をする上で何

らかの不安や支障がある人たちは多くいます。

このような人たちが観光地を訪れる際に最初に

求めるものは、情報です。この情報は、施設や

地域内のバリアフリーに関する情報だけではあ

りません。むしろ、バリアに関する情報が重要

となります。 

 観光地には無数のバリアがありますが、中に

は神社仏閣の玉砂利のように意味のあるバリア

も多く存在します。大切なのは、バリアフリー

となっている施設や情報を求めるばかりではな

く、旅行者本人が何を楽しみたいのかであり、

そのためにさまざまな方法でバリアを乗り越え

る工夫をすることです。また、同じバリアでも

その人の心身の状態によってバリアの程度の感

じ方が違います。さらに、介助者の年齢や性別

によっても、越えられるバリアには差がありま

す。そのため、地域においては、旅行者一人一

人の要望や状態に合わせた対応をしていくこと

が求められます。 

 地域のバリアに関する情報を調べ、発信し、

それをもとにした一元的な相談窓口が存在する

ことで、高齢者や障がい者等の旅行者も安心し

て旅行を楽しめるようになります。伊勢志摩地

域での取り組みがきっかけとなり、各地にバリ

アフリーツアーセンター等の相談窓口が設置さ

れてきましたが、全国的に見ればまだまだ少な

い状況です。こうした取り組みが全国各地に広

がり、ユニバーサルツーリズムに対応した観光

地づくりが進むことが期待されます。 

 上山市内が障がい者に優しいまちとして整備

されバリアフリー化されたことを、観光客や合

宿利用者または修学旅行を行う学校などに観光

地の情報として積極的にＰＲすることは、今後

の上山にとって非常に重要なポイントとなると

感じておりますが、まずは現在バリアフリー化

されている観光施設等の情報発信を行うべきと

考えますが、市長の御所見をお伺いします。 

 障害者差別解消法が施行されるのに伴い、障

がい者の身近な相談窓口として、国から全国約

１，８００の自治体に「障がい者差別解消支援

地域協議会」の設置が進められています。しか

し、２０の自治体程度と、約１％が準備を進め

ているのが現状です。この現状を、国に法律の

制定を働きかけてきた１３の障がい者団体で形

成されている「日本障がいフォーラム」は、

「法律が施行されても、障がい者の生活が何も

変わらない事態になりかねない。政府は自治体

に強く働きかけてほしい」と懸念しているよう

です。 

 こうしたことから、全国的にまだまだ専門の

相談窓口の設置が進んでいない現状を踏まえ、

本市において率先して設置に取り組み、アピー

ルすることは重要だと捉えます。 

 さらに、市内道路の段差や民間企業等におけ

る合理的配慮がなされていない場合の苦情、障
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がい者のニーズに沿った相談など、総合的な要

望に対応できる専門相談員のいる窓口の設置が

必要と考えます。また、相談員には、コミュニ

ケーションの円滑化を図るため手話などをでき

る方を配置し、相談窓口のサービス体制を整備

していかなければならないと考えますが、市長

の御所見をお伺いし、１問目といたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ７番佐藤光義議員の御質問

にお答えいたします。 

 初めに、公共施設等の整備について申し上げ

ます。 

 蔵王坊平アスリートヴィレッジにつきまして

は、障がい者に対して個別にサポートする体制

を継続しながら、今後、施設改修をする中で環

境整備について配慮してまいります。また、旅

館街の周辺道路の整備につきましては、用地の

確保や家屋の移転などの課題があり、現時点で

は難しいものと考えております。 

 次に、バリアフリーにおける助成制度の創設

と、観光客や合宿利用者の受け入れ強化につい

て申し上げます。 

 宿泊施設の改修費助成といたしましては、既

に上山市宿泊施設整備奨励金がありますが、本

市の旅館の規模、軒数を考慮した場合、本市単

独の負担による助成額の拡大や、新たな制度創

設を図ることは、現時点では難しいものと考え

ております。 

 一方、本市の観光施設のバリアフリーに関す

る情報発信と受け入れ体制の強化につきまして

は、障がい者や高齢者に対して必要な情報を一

元的に発信する仕組みづくりが望まれていると

ころであります。現在、観光関係者による伊勢

志摩バリアフリーツアーセンターをモデルとし

た組織設立への取り組みがなされていると伺っ

ておりますので、今後の盛り上がりに期待をし

ているところであります。 

 次に、専門の相談窓口の設置について申し上

げます。 

 障がい者の福祉サービス利用に関する相談は、

現在も実施しており、平成２１年からは、市内

の障がい者施設、障がい者団体、関係機関等で

構成する地域総合支援協議会を設置し、協議会

で出された意見・要望につきましては、関係す

る部署や企業に働きかけを行っております。そ

のため、現時点では、障がい者専門の相談窓口

を新たに設置することは考えておりません。 

○坂本幸一議長 教育長。 

〔古山茂満教育長 登壇〕 

○古山茂満教育長 福祉教育の推進について申

し上げます。 

 福祉教育の充実には、「福祉の心を育むこと」、

「福祉についての理解を深めること」、「福祉に

かかわる実践力を育むこと」の３つのバランス

のとれた指導が肝要であると考えております。

これまでも各校の実情や計画に合わせ、交流な

どさまざまなことに取り組んでおりますが、今

後とも全ての教育活動を通して、福祉について

の「心情」、「理解」、「実践力」の育成を図るよ

う指導してまいります。 

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。 

○７番 佐藤光義議員 まず、１番目の公共施

設等の整備ということでありますが、２０２０

年東京オリンピック・パラリンピックが開催さ

れるに当たり、１問目で申し上げましたが、本

市はホストタウンに選ばれたということであり

ます。これは、本当に各関係者等の働き、受け

入れ体制が非常によかったことによるものと思

われますので、これに対しては賞賛いたします。 
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 当然これに合わせて、事前合宿等も受け入れ

るという体制が必要となってくると思われます

が、２０２０年開催の事前合宿ということは、

恐らく２０１９年あたりには事前合宿として受

け入れ体制を整備していかなければならないと

思いますが、それまでの今後の計画的な取り組

みとして、具体的にどんなことをするのか、考

えがあるかどうか、お伺いいたします。 

○坂本幸一議長 スポーツ振興課長。 

○舟越信弘スポーツ振興課長 今回、ホストタ

ウンに登録させていただいたわけですが、ポー

ランドの陸上についてホストタウンの受け入れ

と交流をするということで計画をしているもの

です。 

 こちらにつきましては、主に交流の計画にな

りますので、大会前には市民のオリンピックム

ーブメントの盛り上がりですとか、日本人のオ

リンピアン、オリンピック選手から来ていただ

いて講演をしていただくとか、あとはポーラン

ドの事前合宿について実施できるように取り組

んでいくというような内容になっております。 

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。 

○７番 佐藤光義議員 ポーランドの陸上チー

ムの受け入れということで、昨年２７年に蔵王

坊平アスリートヴィレッジのグラウンドの整備

がなされまして、今後の利用者がふえるものと

考えられます。 

 その中で、東京オリンピック・パラリンピッ

クで今回私の質問の中での障がい者に優しいま

ちづくりという大きな題目でございますが、こ

の障がい者に優しいまちづくりを進めることは、

当然健常者の方に対しても、もっともっと優し

いまちづくりというふうな感じが受けられると

思います。 

 それで、この東京オリンピック・パラリンピ

ックが開催されるに当たりまして、外国人観光

客であったり、そのほか障がいを持った方など

が本市に訪れるという可能性も非常に大きいと

考えられます。その中でもう一度お伺いするの

ですが、そういった障がい者を対象とした、１

問目の中では旅館等の宿泊施設周辺道路におい

ての整備とうたっておりますが、私も現状なか

なか厳しいというのは把握しております。ただ、

現状が厳しいからできないというふうなことで

はなく、それを打開していく施策を考え、環境

整備を行うことは、今後の観光地上山として非

常に重要な課題と考えますが、これについても

う一度答弁をお願いいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 議員御指摘のとおり、障が

い者に優しい、そういうまちづくりというのは

大変重要なことであると、我々も認識をしてお

ります。ただ、具体的に先ほどの質問では、旅

館とかそういったところだったので、現時点で

はということは、要するにこれから道路の整備

も当然長期的には入ってきますが、そういった

ときにあわせてという意味も含まれておるわけ

でございまして、そういった面におきまして、

やはり中期的、長期的な観点に立ったバリアフ

リーと言いましょうか、そういったまちづくり

というものを模索しておるところでございます

し、当然それはやるべきだというふうに考えて

おります。 

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。 

○７番 佐藤光義議員 今後のその中期、長期

的な計画において、本当にどんな方が訪れても、

「上山市に来てよかった」というふうなまちづ

くりにおいて、公共施設等の整備などが図られ

ることをお願いしたいと思います。 

 それにおきまして、その中期的、長期的に計
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画していくということなんですが、２０２０年

までに、東京オリンピック・パラリンピックの

開催に当たって、本市を訪れる方が利用される

であろうという、一番はやはり宿泊施設やスポ

ーツ施設ですかね。あと３年、４年ぐらいなん

ですが、その周辺の環境整備が早急に必要とさ

れますが、その辺についてはいかがでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 スポーツ施設については、

例えば体育文化センターのトイレについてはバ

リアフリーにさせていただきましたし、また、

今回、蔵王坊平アスリートヴィレッジのグラウ

ンドも段差があったわけですけれども、それも

解消もさせていただいたということでございま

す。 

 そういうことで、できるものとできないもの

がありますけれども、できるものはできるだけ

やっていこうというような考え方の中で整備を

させていただいて、多くのアスリートに来てい

ただけるような環境づくりをしているところで

ございます。 

 あと、旅館等につきましては、先ほど申し上

げましたように、旅館がみずから計画をしてや

っていただくということが原則でございますし、

基本でございますので、そこは観光物産協会と

旅館組合ございますが、そういった方々の話し

合いの中で、どうこれからやっていくかという

ことだと思いますし、当事者といいますか、い

わゆる観光関係者の方もきちっとそういう考え

を持っておられるということは間違いないわけ

でございますし、そういった方々の努力に期待

をするという面と、あと一体となって我々がど

うしていくか、これは必ずしもお金の問題だけ

じゃなくて、規制緩和とかそういうこともあろ

うかと思いますが、そういった点でお互いに頑

張っていくということになろうかと思います。 

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。 

○７番 佐藤光義議員 今後の行政側としての

十分な対応をよろしくお願いしたいと思います。

行政だけではなくて、民間企業においての自助

努力というのも大変重要なことだと思いますの

で、十分に連携がとれるような体制をとってい

ただけたらなと思います。 

 次に、バリアフリーにおける助成制度の創設

としまして質問いたしました。それについて、

今現在も行っており、以前にも宿泊施設の改修

補助としてやっていたというふうにお伺いいた

しました。なかなか民間企業のバリアフリー化

というのは、進んでいるとは感じません。創設

として考えてはいないということですが、今現

在のその奨励金制度でしたか、それの拡充や、

各民間企業において、制度の周知といいますか、

そういったことも今後さらに必要になってくる

のではないかなと思いますが、それについてお

伺いします。 

○坂本幸一議長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 今現在の奨励金の制度に

つきましては、これまでの経緯でずっと旅館の

ほうは御利用されているというようなことで、

観光物産協会あるいは旅館組合の方々は十分も

う御承知だというふうに理解しております。 

 行政の補助という部分では、議員の御質問の

中で伊勢市の例、４００万円ということを挙げ

られましたけれども、出す側にとっては非常に

大きなお金ではありますけれども、上山の旅館

の規模を考えますと、大規模旅館から４００万

円と見た場合に、家庭のリフォームプラスアル

ファぐらいの金額なのかなということで、施策

の有効性というふうなことを考えた場合に、４

００万円程度の交付金ということであれば、施
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策として有効性というのは不十分なのかなとい

うことを考えておりまして、これを上山市で積

極的に展開するという考えには至らないという

ことでございますので、どうぞ御理解いただき

たいと思います。 

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。 

○７番 佐藤光義議員 今、課長からありまし

た旅館においてのその制度ということで、私が

この中で言っているのは、旅館だけではなくて、

お土産屋さんであったりとか、飲食店であった

りとか、そういった民間企業のほうのバリアフ

リー化も非常に重要になってくるというふうな

ことです。それに対してのその助成制度という

のはどのようにお考えか、お伺いします。 

○坂本幸一議長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 旅館だけではなくて、そ

ういった民間の施設という部分も含めてでござ

いますけれども、ハードウエアの整備につきま

しては、これは多額の経費がかかると思います。

それが進むような一定の額の行政側からの補助

というのは、なかなか難しいと思いますし、時

間もかかる問題だというふうに思っております。

ただ、今話題になっておりますのは、どうやっ

てそのバリアフリー化を進めていくのかという

部分で、まさに議員の質問の中にありました伊

勢志摩のバリアフリーツアーセンター、そうい

ったものの展開が最も求められているというふ

うに思いますので、それは多分にソフトでの展

開だということで、しかも幸いなことに、上山

市の観光関係者の中で、伊勢志摩をモデルにし

たバリアフリーツアーセンターの設立の動きが

あるということでございますので、それに対し

て行政として支援をしてまいりたいという考え

でございます。 

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。 

○７番 佐藤光義議員 市長からの答弁の中で

もありまして、私が今回質問させていただいた

伊勢志摩バリアフリーツアーセンターをモデル

とした組織づくりが今進行中であるということ

は、非常にうれしいものであります。今現在そ

の組織づくりを進行中というふうにお伺いしま

したが、どういったメンバーでその組織づくり

というのが行われているのか、１点お伺いしま

す。 

○坂本幸一議長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 先日、２月１５日に、三

友エンジニア体育文化センターにおきまして、

バリアフリー観光の推進山形大会が開催された

わけですけれども、それにかかわった方から情

報提供いただいた情報の範囲でありますけれど

も、上山にも旅館を経営されている方で設立に

大変関心を持っておられる方がいると。それか

ら、この大会は、グラッティテュードという、

南陽にある団体主催で開催されたのですけれど

も、ここを中心に展開されつつあるというよう

なことで、この細目はわかりませんけれども、

このグラッティテュードに上山を含めていろい

ろな観光関係者が参加をして進んでいくのでは

ないかというふうに想定をしております。 

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。 

○７番 佐藤光義議員 私も先日行われました

バリアフリー観光推進大会はちょっと参加でき

なかったのですが、そのグラッティテュードの

代表である加藤さんという方と連絡をとりまし

て、ちょっとお話をさせていただいた経過とし

ては、やはりことし４月から障害者差別解消法

が施行されるのに当たりまして、山形県内にお

いて、そのバリアフリー化というのがまだまだ

進んでいない現状であるというお話をお伺いし

まして、自分たちがそういった活動を展開しな
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がら、山形県自体を日本一のバリアフリー観光

都市にしたいという思いがあって、今活動をし

ているとお伺いをいたしました。 

 その中で、上山市においても、そういった方

の意見、実際に障がいを持った方の意見をいろ

いろと聞きながら、今後、名称はどうなるかわ

かりませんが、バリアフリーツアーセンターの

ようなものが、本当によりよいもの、充実した

ものができるように十分検討していただけたら

なというふうに思います。 

 次に、福祉教育の推進についてですが、国の

ほうでなんですが、人口減少・少子化が進んで

いる中で、障がい者の数というのは変わってい

ないというのが現状であります。ということは、

割合としては高くなっているのかなと感じます。

本市におきましても、特別支援学級と判定を受

けた児童生徒の数は、ふえてもいないし、減少

もしていないというのが現状であります。しか

しながら、子どもの数は減っているということ

は、やはり割合としては高くなっているのかな

というふうに感じられます。 

 その中で、教育長がおっしゃられました、福

祉の心情、理解、実践を今後より一層充実させ

ていくというふうな回答だったと思いますが、

その各小・中学校において、どのように充実を

図っていくのかという考えをお伺いできればな

と思います。 

○坂本幸一議長 教育長。 

○古山茂満教育長 障がいにおける教育という

ことだけでなくて、先ほど私が申し上げました

のは、全ての教育活動でということですので、

その限られた子どもたちということだけでなく

て答弁いたします。 

 学校教育では、自律と共生を目指すというこ

とで、子どもたちが、一人一人個性を生かして

学び合う授業ということを重視をしております。

そういうことから、子どもたちの中にはいろい

ろな子どもがいるわけですので、その子どもた

ちが全て生かせるような教育が福祉教育にも当

然つながってくるということであります。目的

には、先ほど３つ申し上げましたけれども、心

情、それから理解、実践力ということでありま

すが、小学校のやり方とまた中学校のやり方は

発達段階によって違うと考えておりますので、

小学校の場合は体験的なものから理解を深めて

いくとか、それから中学校の場合は、理解とか

そういうものから入って、そして実践力を高め

ていくとか、そういうようなことで進めている

ところであります。 

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。 

○７番 佐藤光義議員 その各小・中学校にお

いて本市が取り組んでいる教育の実態というこ

とを、事前にちょっと調査しました。その中身

をちょっと拝見しますと、南中学校においては、

福祉教育という面では、ちょっと弱いのかなと

感じます。私が何で弱いかなと感じるのは、さ

まざまな交流であったり、体験であったりとい

うのは、小学校においては全ての小学校で行わ

れております。ただ、中学校においては、北中

学校、宮川中学校では福祉体験や３年生による

交流というものが行われておりますが、南中学

校だけが、今現在そのキャリアスタートウイー

クの中で各福祉施設等に行った子どもしか実践

的なところがないというふうな実態とお伺いを

しておりますが、それについて今後どのように

行っていくのか、お伺いします。 

○坂本幸一議長 教育長。 

○古山茂満教育長 今の議員の話にありました

南中学校の件が出ていますけれども、私はその

ように捉えてはいないのです。というのは、先
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ほど申し上げましたように、福祉教育というの

は全ての教育活動ということで、いわゆる授業、

それから学校行事、それから道徳、そういうふ

うなあらゆる教育の場で、活動の中でやってい

くということですので、外に出ている、例えば

キャリアスタートウイークで、現象としては外

に出ているのはそのようですけれども、各学校

ではそれ以外にいわゆる全教育活動の中でやっ

ているということで、弱いとは考えてはおりま

せん。 

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。 

○７番 佐藤光義議員 私が言いたいのは、実

際に実践的な体験をするというのが、一部の生

徒だけではなくて、在学中に必ずできるような

ことで、より一層の充実を図っていくべきとい

うふうに考えています。福祉施設、イメージさ

れるのが高齢者等との交流なんですが、そうい

ったことも大切だと思うんですけれども、私的

にはもっと大切なのは、同世代で障がいを持っ

た子たちと交流を持つことが非常に重要だと思

います。なかなか言葉は悪いんですけれども、

子どもというのは残酷なものだと思います。今

現在でも、全国において、世界においても少年

犯罪といったものはすごく命を大事にしないと

いうふうなことは、ニュースでさまざま取り上

げられています。その中で、やはり同世代と障

がいを持った子と交流をすることによって、ど

れほど大変なのかというのが、ただ単に座学で

の理解だけではなくて、やはり実践というとこ

ろでの充実がもっと必要になってくるのではな

いかなということですが、それについてお伺い

します。 

○坂本幸一議長 教育長。 

○古山茂満教育長 実践力をつけるというのは、

先ほど申し上げましたように、３つあったうち

の１つですね。それはやり方ということで、い

わゆる先ほど低学年ではそういう実践や体験を

通して理解していくという、逆の方法もあるわ

けです。あと心情を理解していくという、あと

はもう一つは、大人になってくると理解をして、

そして実践を深めていくという、そういう循環

があるんですけれども、そんなことで実践力を

高めていくというのは、これは物すごく大事な

ことだと思いますので、その点が少ないという

ようになれば、教育委員会としても学校のほう

に指導してまいりたいと思います。 

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。 

○７番 佐藤光義議員 先日、山形県議会の一

般質問を傍聴させていただきました。その中で、

県の教育長の答弁の中に、「今後その差別のな

い社会づくりのためには、全ての幼児、児童、

生徒の特別支援教育に対する理解を進めていく

必要がある」というふうにうたっております。

そのほかにも、今県内の実態ということで、県

内の小・中学校において、何らかの特別支援学

級が設置されている割合は８６％を超えていて、

ほぼ特別支援学級が設けられているという状況

でありました。 

 そのほかにも、通常の学校でその特別な教育

的支援が行われている学校、学級で学んでいる

状況において、担任力というのがすごく重要に

なってくると言っておりました。今現在、行っ

ていると言ったんですが、小・中学校の担任力

の１つとして特別支援教育力というものを取り

上げまして、ニーズに応じた支援を大切にしな

がら、みんながわかるユニバーサルデザインの

視点を取り入れた授業づくりを今現在も推進し

てきていると。 

 これだけではなくて、山形県においても、そ

の障害者差別解消法が施行されるに伴いまして、
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今３月定例会の中で条例案として出されている

ものが、障がいのある人もない人もともに生き

る社会づくりというものが条例として上げられ

ています。この中で、福祉に関する教育という

ものももちろん入っています。それに伴いまし

て、障がいに応じて個別に提供する合理的配慮

などは、本人、保護者との合意形成の仕方など

について理解を深めてきていると。今後として

も、全県の教員を対象にした研修会の実施とい

うものも行っていきますと答弁がありました。 

 こういったところに、もちろん本市の教員の

方も参加しているというふうに思います。その

参加した教員の方が、その方だけが担任力の向

上を図るのではなくて、上山市全体の教員の担

任力を向上させるというふうなことも、その研

修を受けに行った方から実際に何らかの発表の

場を設けて、全体の担任力の向上というものも

図るべきと感じますが、それについてお伺いい

たします。 

○坂本幸一議長 教育長。 

○古山茂満教育長 特別に支援を要する子ども

さんについては２つありまして、１つは特別支

援学級で勉強するということと、通常学級、そ

の中で特別な支援を要する子どもも勉強すると

いうことがあるわけですけれども、それらの人

的配置、それから研修については学校教育課長

がお答えいたします。 

○坂本幸一議長 学校教育課長。 

○丹野芳弘学校教育課長 議員おっしゃるとお

り、本市教員全てが担任力の１つの要素である

特別支援教育力を向上させることは、本市の学

校教育全体の課題でもあります。本市では、毎

年、県に頼るだけではなくて本市独自の職員研

修として年１回、全職員を対象とした特別支援

教育力向上のために、中央から著名な講師を招

いて研修を深めているところであります。また、

これにつきましては、来年度以降も継続してい

く予定であります。 

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。 

○７番 佐藤光義議員 今、教育長や学校教育

課長から答弁がありまして、今後も県であった

り、他市町村の教育委員会とはしっかり連携を

とっていただいて、合理的配慮を踏まえた中で

障がいのない子どもたちの意識といいますか、

そういったものを高めていって、共生社会の実

現に取り組んでいっていただけたらなと思いま

す。 

 次に、観光客や合宿利用者の受け入れ強化と

いうふうに質問しまして、情報の発信という面

では、今後強化していくということでありまし

た。その中で、東京オリンピック・パラリンピ

ックのパラリンピックのほうの競技種目にもな

っている車椅子バスケットボールなど、そうい

った大会の誘致等を踏まえてその合宿誘致とか

を図る考えが今後あるのかどうかというものを

お伺いいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 東京オリンピック・パラリ

ンピック、大臣の話によると、東京だけじゃな

くて全国的にということでございます。我々の

自治体規模で２つができるかということはなか

なか難しいと思います。当面はポーランドの事

前合宿誘致、これに力を注いでまいりたいと考

えております。 

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。 

○７番 佐藤光義議員 東京オリンピック・パ

ラリンピックにおいて、もう一つ種目という形

ではなくて、障がい者も安心してスポーツに取

り組めるんだよというふうな、最初に環境整備

が必要だというふうなこともお話ししたのです



－４０－ 

が、そういったことの環境整備が進んでいく中

で、陸上に関しては東京オリンピック・パラリ

ンピック後もすばらしいものが利用されるとい

うふうに感じます。そのほかにも、パラリンピ

ックの競技種目として２２種目がことし１月に

決まったんですけれども、その中で本市におい

てバスケットボールというものは非常に上位の

成績、全国にも行っているということもありま

して、その中で競技種目の１つである車椅子バ

スケットボールなどの合宿誘致等を含めた交流

人口の拡大に向けた取り組みというのが、今後

どういうふうに考えておられるのかなという質

問です。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 合宿誘致ということになれ

ば、当然バスケットボール協会の考え方もあり

ますし、我々が主導的ということではなくて、

そういった競技団体、そういった方々の理解も

必要でございますので、むしろそちら側のほう

から競技力の向上とか、あるいは底辺の拡大と

いうようなことで、そういった合宿誘致という

ことがあるとすれば、それはまた考えていく必

要がありますけれども、我々のほうから陸上の

ほかにバスケット、あるいはバレーボールとか、

そういった誘致については、先ほど申し上げま

したように、行政規模からいっても、あるいは

いろいろな面からしても、難しいというふうに

考えています。 

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。 

○７番 佐藤光義議員 現状では難しいという

ふうな考えですが、本当に全国だけではなくて

世界にもアピールする絶好の機会と考えます。

その中で、今後、体育協会等からいろいろな要

望等がありましたら、積極的に合宿誘致などの

受け入れ強化を図っていっていただけたらなと

いうふうに思います。 

 最後に、その専門相談員の窓口としまして、

なかなか現在では専門の相談窓口というのは難

しいと考えているということだったのですが、

１点だけ、専門員がいる相談窓口というものを

設置する考えがあるのかなということです。１

問目の中で、手話などというふうな表現をしま

したが、手話であったり、点字であったり、一

つ一つは職員の中でも手話できますよ、点字で

きますよ、あとそのほか英語ができます、中国

語ができます、ドイツ語ができますよと、そう

いった方はいらっしゃると伺っております。そ

の外国語が堪能な方、そして専門、あとは手話

や点字などを使ったそういったコミュニケーシ

ョン能力の専門員という考えでの配置というも

のは難しいのかどうかというのも、一つ最後に

お伺いします。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○鏡  順福祉事務所長 相談機能を充実する

ことは考えていますけれども、議員がおっしゃ

られるような、何でもできるような方を置くと

いうふうなことはなかなか困難だというふうに

思っております。 

○坂本幸一議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午前１１時０２分 休 憩 

                  

    午前１１時１２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、６番川崎朋巳議員。 

〔６番 川崎朋巳議員 登壇〕 

○６番 川崎朋巳議員 議席番号６番、会派蔵

王、川崎朋巳であります。 

 移住・回帰につなげる定住促進策について。 
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 初めに、空き家等対策計画の早期策定につい

て質問いたします。 

 空き家の増加は全国的な課題となっており、

本市においても、平成２６年度初めに各地区会

長の協力のもと実施した空き家調査では、実に

６９４戸となりました。人口減少問題に呼応す

るように目にすることが多い本市の空き家に対

する市民の関心も高く、空き家の増加は冬季の

積雪による倒壊、周辺に与える治安の問題を初

め、何よりも空き家を見たときに周辺住民が感

じる寂しさを解消し、空き家の撤去や利活用を

含めた今後の市の方向性を提示し共有する取り

組みを早急に行うべきと考えます。 

 空き家等について適切な維持管理を進めるた

め、「空家等対策の推進に関する特別措置法」

が公布されたのは平成２６年１１月２７日で、

平成２７年５月２６日に完全施行となりました。

この法律が公布される以前、平成２４年度から、

本市では危険な空き家の撤去を進める取り組み

として、老朽化し倒壊のおそれ等がある市内の

空き家の解体の際、解体費用の一部を補助する

上山市危険空家解体事業補助金制度を実施して

います。平成２７年度は、６０万円を上限に補

助することにより、危険な空き家の解体を進め

てきた結果、市内の危険な空き家の増加を抑制

することができていると考えます。 

 しかしながら、今後も引き続き増加し続ける

ことが予想される市内の空き家について、自治

体としての指針である空き家等対策計画がない

ため、市民に対する今後の空き家対策に関する

自治体としての方向性の提示がなされていない

こと、加えて市の空き家に対する対応の一貫性

の欠如といったことが懸念されます。 

 また、危険な空き家のみならず、いまだ状態

がよく居住の用に耐え得る空き家に対しては、

全国各地の自治体同様、Ｕ・Ｉ・Ｊターンの対

象として、本市の魅力を発信しながら移住を進

めていく必要があるため、これらさまざまな種

類の状態にある本市空き家の今後の利活用につ

いても考え進めていくとき、空き家等対策計画

の策定は急務であると考えます。危険な空き家

の解体を進めていくことと同時に、いまだ有効

に活用でき、本市の定住人口の増加につながり

Ｕ・Ｉ・Ｊターンの受け皿ともなる空き家の有

効な利用を進めるための指針ともなるべき空き

家等対策計画の策定を早急に行うことで、市民

不安の解消と移住・定住促進策の推進、また、

市の今後における空き家に対する方針を市民と

共有できると考えますが、市長の御所見を伺い

ます。 

 次に、上山市奨学金の返還支援による若者の

Ｕターン促進についてであります。 

 山形県内においては、大学やその他学校に進

学を希望する学生に対し、行政・民間を問わず

さまざまな奨学金事業が行われております。 

 本市においては、平成２５年３月に、それま

で財団法人上山市育英会により運営されてきた

奨学金事業が、新たに上山市奨学金として上山

市奨学金貸付基金が設置され、上山市奨学金は、

公立の大学に進学する学生については月３万５，

０００円、私立大学に進学する学生には月４万

６，０００円が貸与されます。毎年５名から８

名程度の学生に利用されている上山市奨学金は、

上山出身の学生たちがその学業を研さんするた

めに利用されています。 

 上山市奨学金は、県内のさまざまな数ある奨

学金事業の中でも、その貸与月額や採用人数等

を比べたとき、学生に対して手厚い事業である

と認識しております。 

 このたび、県においては、新年度、産業団体
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や市町村と連携して、県内の高校卒業者のうち

日本学生支援機構の一種貸与者と市町村の奨学

金貸与者に対して、卒業後６カ月以内に居住か

つ県内に就業し、引き続き３年経過した者に対

して、貸与を受けた奨学金の総額または２万６，

０００円に奨学金の貸与を受けた月数を乗じた

額のいずれか低い額を上限として奨学金返還を

支援し、将来のリーダー的人材となる若者の県

内回帰・定着を促進し、地域の人材確保を図る

山形県若者定着支援奨学金返還支援事業が発表

されました。 

 そこで、手厚い対応のもと長く学生に利用さ

れている上山市奨学金の優位性を生かし、県事

業に加え、さらに学生の本市への回帰を進める

ため、山形県若者定着支援奨学金返還支援事業

の対象とならなかった上山市奨学金貸与者に対

し、上山へ戻った際、本市独自で貸与額の４分

の１程度の返還支援を行い、学生のＵターンを

促進させることを提案いたします。 

 上山市奨学金を貸与され、卒業後返還が行わ

れる際、県事業と同様の条件のもとで本市への

居住の意思を確認し、継続的に居住した貸与者

に対して返還の支援を行うことで本市への若者

の回帰につながると考えます。 

 本市では、これからの本市を支える年少人

口・生産年齢人口とも減少を続け、高齢化率は

実に３４％を超えており、県内でも高い水準に

あります。本市のすぐれた奨学金制度を利用し、

他市において勉学を進めた学生たちが、その知

識、見識を持って本市に戻ってきたときに上山

市へもたらされる若者の力は何物にもかえがた

く、本市及び地域のこれからの発展に必要不可

欠な力となると考えますが、市長の御所見を伺

います。 

 次に、市民後見人制度の推進について質問い

たします。 

 市民後見人とは、弁護士や司法書士などの専

門資格は持たないものの、社会貢献への意欲や

倫理観の高い一般市民による後見人のことであ

り、前述の専門職後見人と同様に家庭裁判所が

選任し、認知症や精神障がいなどで判断能力が

十分でない方の金銭管理や日常生活における契

約などについて、本人を代理して行います。 

 全国の認知症の人の数は、平成２４年で約４

６２万人、６５歳以上高齢者の約７人に１人と

推計されています。また、この数字は高齢化の

進展に伴いさらに増加が見込まれており、平成

３７年には約７００万人になり、６５歳以上高

齢者に対する割合は、約５人に１人に上昇する

見込みとなっています。 

 このような状況を受けて、国において今般、

認知症施策推進総合戦略案、いわゆる新オレン

ジプランが示されました。本市においても、平

成２７年４月１日現在、認知症を有する認知症

高齢者自立度Ⅱ以上の要介護認定者は１，５４

９人となっており、６５歳以上高齢者の約１

４％を占めています。また、最近では、認知症

高齢者の徘回による行方不明事案が起こって捜

索活動が行われたケースも散見されています。 

 認知症高齢者のみならず、精神、知的な障が

いのある方、ひとり暮らしの高齢者の方の財産

管理や生活支援をどのようにしていくかという

ことが、今、社会的に大きな問題となっていま

す。 

 平成１２年に介護保険が始まりましたが、介

護を受ける方に判断能力がない場合どうするか

ということを背景に、成年後見制度が同時に制

定されました。これまでは親族後見、あるいは

弁護士、司法書士などのいわゆる専門職後見人

がその役割を担ってきましたが、高齢化の進展
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に伴い需要が増大するとともに、身上監護や生

活の支援などが求められるようになり、専門職

以外の第三者による後見、いわゆる市民後見の

必要性が言われてきています。 

 したがって、市民後見人による支援体制の構

築がぜひとも必要となりました。さらに、平成

２４年４月１日には老人福祉法が改正され、市

町村は市民後見制度運用の人材育成、後見等に

係る体制整備のために必要な措置を講じること

が急務と考えます。 

 認知症高齢者やひとり暮らし高齢者の増加に

伴い、成年後見制度利用者が増加する状況の中、

後見人のなり手不足が問題化していることから、

新たな後見人の担い手である市民後見人候補者

の養成に取り組むべきと考えます。 

 市民後見制度を進めるため、日常生活自立支

援事業の生活支援員として活動されている方や、

見守り支援事業において見守り支援員として活

動されている方などを対象にして市民後見人養

成研修を実施し、市民後見人としての基礎的な

知識の習得、成年後見人制度に関する理解を深

めることを目的とする基礎講座や実務講座の開

催に加え、社会福祉協議会がフォローアップ研

修、市民後見人バンク等を設置し登録すること

で、市民後見人候補者の登録業務、受任調整、

市民後見人の法人後見監督を行い、市民後見人

及び候補者が充実し、利用者にとって適切な環

境が整備されると考えます。 

 本市の高齢化率が３４％を超え県内でも高い

水準にあり、高齢者の増加に伴い認知症の方も

ふえてくることが予想されます。改正された老

人福祉法では、市民後見人の確保が市町村の努

力義務となっております。成年後見制度の利用

者の増加、後見人のなり手不足が問題化するこ

とが予想されることから、社会福祉協議会との

連携の上、市民後見人及び候補者育成の支援を

図る取り組みを実施し、市民後見人を養成すべ

きと考えますが、市長の御所見をお伺いします。 

 次に、災害発生時に行政が優先的に実施すべ

き業務を定める業務継続計画の策定について質

問いたします。 

 業務継続計画とは、災害時に行政みずからも

被災し、人、物、情報など利用できる資源に制

約がある状況下において、非常時に優先して行

う業務を特定するとともに、業務の執行体制や

対応手順、継続に必要な資源の確保等をあらか

じめ定める計画です。 

 大規模災害が発生した際、市町村は災害対応

の主体として重要な役割を担います。過去の災

害を振り返ると、首長の不在、庁舎や電気・通

信機器の使用不能等により、災害対応に支障を

来した事例もあります。 

 災害発生時には、業務量が急激に増加し、極

めて膨大なものとなりますが、業務継続計画を

策定することにより、非常時優先業務を適切か

つ迅速に実施することが可能となります。具体

的には、地域防災計画や災害対応マニュアルで

は必ずしも明らかでなかった「行政も被災する

深刻な事態」も考慮した非常時優先業務の執行

体制や対応手順が明確となり、非常時優先業務

の執行に必要な資源の確保が図られることで、

災害発生直後の混乱で行政が機能不全になるこ

とを避け、早期により多くの業務を実施できる

ようになるほか、みずからも被災者である職員

の睡眠や休憩、帰宅など安全衛生面の配慮の向

上も期待できます。 

 また、行政自身も被災者になることで、人員

や物資、ライフライン、情報や通信などが制約

されます。こうした非常事態の中で、直ちに応

急復旧業務に取り組まなければなりませんし、
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中断が許されない優先度の高い通常業務にも対

応しなければなりません。そのために、日ごろ

から必要な資源の準備やそれぞれの業務に対応

する方針や手段を定めた業務継続計画策定が非

常に重要であると考えます。 

 これまで自然災害が少ないと言われた本市で

ありますが、豪雨による水害が発生しているこ

とや、蔵王山の噴火活動の高まりが観測されて

いることから、いつ大規模災害に見舞われない

とも限りません。民間企業においては、本社の

データやその機能の一部を他所に移転するなど

の対策が行われているようです。特に、災害に

見舞われた際には、災害応急対策業務が最優先

となるものの、優先度の高い通常業務も継続し

て行う必要があります。そのためには、限られ

た必要資源をもとに、優先業務を目標とする時

間・時期までに実施できる実効性のある業務継

続性の確保が必要となります。また、職員、庁

舎、電力、情報システム、通信等利用できる必

要資源の被災を評価し、それを前提とする計画

を策定することが重要と考えます。 

 災害発生時に行う応急業務と、市役所の機能

低下を最小限にとどめるための非常時優先業務

を定め、大規模災害発生時にあっても適切な業

務執行を行うことを目的とした業務継続計画を

早急に策定すべきと考えますが、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 ６番川崎朋巳議員の御質問

にお答えいたします。 

 初めに、空き家等対策計画の早期策定につい

て申し上げます。 

 本市の総合的な空き家対策を推進するに当た

り、空き家等対策計画を策定し、危険な空き家

の解体補助や適正な空き家管理の促進に努める

ほか、移住コンシェルジュによる空き家の情報

発信など、空き家対策及び移住・定住対策に取

り組んでまいります。 

 次に、上山市奨学金の返還支援による若者の

Ｕターン促進について申し上げます。 

 「上山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」

における人口減少対策の具体的な施策の１つと

して、大学等卒業者に対する奨学金返還支援制

度について検討を重ねた結果、山形県と連携し

た事業を実施いたしますので、現時点では市独

自の支援は考えておりません。 

 次に、市民後見人制度の推進について申し上

げます。 

 後見人受任者が不足することが予測される中、

上山市社会福祉協議会が平成２８年度より法人

後見を受任する手続を進める考えでありますの

で、体制整備に向け連携してまいります。 

 市民後見人制度につきましても、法人受任の

状況を見ながら、候補者の養成や登録方法など、

対応を協議してまいります。 

 次に、災害発生時に行政が優先的に実施すべ

き業務を定める「業務継続計画」の策定につい

て申し上げます。 

 大規模災害が発生した際には、初動対応と応

急対応に追われ、その中でも非常時優先業務を

適切かつ迅速に実施することが重要であります

ので、業務継続計画を策定する意義は大きいも

のと認識をしております。本市においても、行

政が機能不全に陥る大規模災害といたしまして

は地震が想定されますので、順次取り組んでま

いります。 

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。 

○６番 川崎朋巳議員 それでは、順次、また

質問させていただきます。 
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 初めに、空き家等対策計画の早期策定につい

てであります。 

 空き家に対するいわゆる特措法が制定される

かされないかのころから、議会においても一般

質問であったりとか、予算特別委員会であった

りとか、その場において空き家についての計画

の策定の必要性が順次言われてきたと私として

も考えております。 

 その中で、特に平成２７年度、市長による施

政方針の中でも、「平成２７年度策定いたしま

す」というふうに明記してあったように思いま

す。その中で、間もなく平成２８年度になろう

としている今般、加えて第７次振興計画であり

ますとか、まち・ひと・しごと創生総合戦略等、

その上位の計画が策定される中で、いまだこの

空き家等対策計画が作成されていないことを非

常に危惧しておるわけです。 

 まず、１つ目としてお伺いしたいことは、空

き家等対策計画が策定されていないことで、本

市の空き家であったり、移住対策の進捗に滞り

がないのか。 

 もう１点は、今現在、本市の空き家対策であ

ったり、移住促進対策の他の自治体と比較して

どういう状況にあると市長が考えておられるの

か、２点について回答をお願いします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 確かに２７年度ということ

で話をしましたが、今年度でつくるということ

にいたしております。いわゆる３月いっぱいと

いうことになります。 

 あと、空き家対策でございますが、我々も決

して進んでいるとは思っておりません。むしろ

おくれている可能性があります。これにはやは

り計画をきちっとして、使えるもの、使えない

もの、危険空き家、きょうもテレビでは危険空

き家の解体が報道されておりましたけれども、

そういう分別がおくれているということについ

ての進捗度がおくれているということでござい

ます。 

 しかし、先ほど１問目でお答えいたしました

とおり、移住コンシェルジュを協力隊の中で雇

い上げるとか、あるいはシェアハウスをつくっ

ていこうとか、そういう内容のものを織り込ん

でおるところでございますし、これからスピー

ドアップをしながら対応してまいりたいという

ように考えております。 

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。 

○６番 川崎朋巳議員 これからスピードアッ

プしながら、空き家に対する対応を市としても

取り組んでいきたいというような回答であった

と思います。特に、この空き家等対策計画に基

づいたそのそれぞれの、例えばコンシェルジュ

の問題であるとか、そのようなもので対応して

いきたいという話があったと思います。 

 私たちとしては、まず空き家等対策計画を提

示していただいて、まずその計画の是非につい

て議会として判断させていただいて、その上で

その計画が実現するのかどうかについての政策

の提案をさせていただきたいと思っている中で、

いまだこの空き家等対策計画が策定されていな

いことの危惧というものを感じておったわけで

ございます。 

 本市にある空き家、危険空き家については解

体に関する補助ということは行われております

が、また、中古空き家を取得する際の補助なん

かも行われていて、ある程度の空き家に対する

対応の進捗というのは現状見られている状況な

のかなというふうに思います。ただ、特に県内

の市町村においては、その本市にある空き家、

それぞれの自治体が抱える空き家をさらに移
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住・定住につなげていくための施策として、平

成２６年度の県データであったと思うんですけ

れども、空き家バンクの策定ですね。空き家バ

ンクを策定して、幅広く全国に周知する。それ

で、上山の空き家の状況を知っていただいた中

で、選択肢の１つに加えていただくという取り

組みが、平成２６年の県調査段階では１８市町

村で空き家バンクの設定が確認されているとい

うような資料を拝見いたしました。 

 まず、本当に本市の空き家を有効に利活用し

てもらう。そして、市内外の人に幅広く有効に

使える空き家の利用を促進して今後取り組んで

いかなければならないと思います。 

 移住コンシェルジュももちろん必要な施策で

あるとは考えるんですが、それ以前に、本市の

状況、また、本市の情報発信という点で、空き

家バンクがその基軸となって本市の空き家状況

を周知させていく必要があるのではないかと思

うんですが、空き家バンクに関しての今の考え

をお聞かせください。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○秋葉和浩建設課長 空き家バンクについての

御質問でございましたが、空き家バンクにつき

ましては、議員の御指摘のとおり、情報発信を

していくという上では大変重要な制度であるの

ではないかなと捉えております。今後、空き家

バンクを設置いたしまして、上山市からの情報

発信に努めるほか、不動産関係者とも協議など

をしながら、そういった面からも情報発信を進

めて、市の情報を全国的に発信していくように

努めてまいりたいと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。 

○６番 川崎朋巳議員 設置をしていくという

方向性だというふうに受けとめております。 

 この空き家の取り扱いについても、私たちも

さまざまな移住・定住の先進地を伺いまして、

さまざまな取り組みを拝見してまいりました。

例えば、空き家バンクをつくっているところ、

または市内にある空き家の中でもいまだ有効に

利活用ができそうな空き家に対しては、市に寄

附をしていただいて、その維持管理に当たって

はＮＰＯを設置して維持管理を行い、すぐにで

も居住できるような態勢を整えると。さまざま

なこの空き家を利活用した移住・定住策という

のが行われております。 

 まず、何にしても、空き家等対策計画を示し

ていただかないことには、私たちとしてもその

方向性に合致するものであるのかどうか、また、

それがどのくらい効果があるものなのかについ

て判断をすることができないと考えております。

改めて、具体的にいつまでに空き家等対策計画

を策定するのかについて、もう一度答弁をお願

いします。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○秋葉和浩建設課長 空き家等対策計画につき

ましては、年度内というようなことでございま

すので、計画の骨子について作成をいたしまし

て、新年度、具体的に進めていくということで

支障がないように計画を策定しながら実施して

いきたいというように考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。 

○６番 川崎朋巳議員 空き家等対策計画につ

いては了解したところです。 

 次に、上山市奨学金の返還支援による若者の

Ｕターン促進についてであります。 

 市長から答弁いただいたところでは、県と連

携して進める奨学金返還支援事業をもって本市

の対応としていきたいという答弁を頂戴いたし



－４７－ 

ました。その中で、私がぜひ本市として独自に

取り組むべきというふうに考える根拠がござい

ます。 

 それは、まず第１に、本市の上山市奨学金制

度が非常にすぐれた奨学金制度であるというこ

とであります。貸与額、その基金の額、あとは

採用人数等々考慮しても、県内の民間事業者が

行っている奨学金事業、そして県内のそれぞれ

の自治体が行っている奨学金事業に比べて、全

く引けをとっていないものであるというふうに

考えます。ここでお伺いしたいんですけれども、

もしも上山市奨学金制度を利用されて、現段階

で本市に戻ってこられる方であるとか、どのぐ

らいの予算がかかるというふうに試算されてお

られるのか。また、この回帰率のデータ、県外

に出ていった学生の回帰率のデータというのは

なかなか探しても見つからないものだと思うん

ですけれども、例えば奨学金貸与者の中でどの

くらいの方が本市に戻ってこられるのかなど、

持ち得るデータがありましたら、御提示いただ

きたいと思うんですが。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 前段の面で私が、後段につ

いては担当課長から。 

 この制度は、市といたしましても単独でやろ

うというようなことで、新年度予算に向かって

おったところでございました。そうしたら、急

に県のほうからそういう話が出まして、各市町

村も県の制度に乗るというようなことがありま

したので、我々も横並びと言うとちょっとおか

しいかもしれませんけれども、県内の他自治体

と一緒にやっていこうといった形で、こういう

県の制度に乗るということになりました。 

 具体的なことについては、担当課長から説明

します。 

○坂本幸一議長 管理課長。 

○太田 宏管理課長 回帰率の件について、私

のほうからお答えさせていただきます。 

 現在、奨学金について返済対象となっている

方については４１名いらっしゃいます。その方

のうち、１８名の方が上山市に住所があるとい

うようなことでありますので、約４０％ぐらい

の方がこちらに戻ってきていただいているのか

な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 予算等の試算については

私のほうからお答えいたします。 

 まず、平成２８年度予算のほうに６００万強

の予算を計上させていただいておりますけれど

も、こちらについては県のほうから７名の枠、

地方創生枠として日本学生支援機構の方３名、

上山市奨学金のほうは４名ということで、枠を

配分されておりますので、それに対応すべく予

算を計上させていただいております。 

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。 

○６番 川崎朋巳議員 質問が悪かったもので、

改めて、独自で本市が、私は４分の１程度の額

が適当ではないかということで質問させていた

だいたのですが、その独自でやった場合の予算

額等を試算したものがあれば、お答えをお願い

します。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 独自でやった場合という

ことで、今現在こちらの県のほうの連携で考え

ております対象になる方が、上山市奨学金の場

合ですと２４名の方がいらっしゃると思います

ので、そこから学年平均しますと６名というこ

とになりますので、４名が今回の県の連携で対

応されますと、残り２名の方ということになり

ますので、想定されるのはどちらの、国公立な
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のか私立なのかによって金額が変わりますが、

その金額掛ける４年間分の４分の１というよう

な数字になろうかと思いますので、その辺は大

体計算していただくとわかるのかなと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。 

○６番 川崎朋巳議員 無理な質問をいたした

かもしれないんですけれども、改めて先ほど人

数割とか、市長から本当は独自でやろうといっ

た考えもあったというような回答を頂戴したわ

けですけれども、私、それでも独自として本市

でやるべきだと考えるのは、そのそれぞれの自

治体ごとに割り振りの人数等あるわけですが、

この他の自治体と、同規模自治体と、今回の県

との連携する奨学金返還支援事業での採用者が

余り変わりがないという印象を受けました。デ

ータ拝見すると、本市７名でありますけれども、

他の自治体と関係ない、他の自治体との平準化、

県と同様な連携の中での返還支援事業を使った

場合は、本市に戻ってくる人数は余り変わりが

ないというふうに考えました。 

 改めて、山形新聞の記事なんですけれども、

酒田市においては、東北公益文科大学の卒業生

に対して、引き続きの酒田市内への居住を継続

してもらうために、酒田市独自で返還金の支援

制度が行われるというような記事を拝見しまし

た。私は、酒田市には酒田の大学がある、だか

らできるというふうに考えるのではなくて、本

市の上山市奨学金も、これまでさまざまな方か

ら本市奨学金を維持するための取り組み、努力

がなされてきたと考えますし、酒田に公益文科

大学があるのと同様に、本市の上山市奨学金と

いうものも、本市にとっての非常に魅力ある地

域の宝というふうに言えるのではないかと思い

ます。 

 先ほど大体２名が該当になる。県と連携して

支援する返還金事業以外に、２名の方が対象に

なると。その２名のうち、貸与された、私立で

あるか、公立であるか、その額の４分の１を掛

け算して金額を算定してほしいと言われました

が、私はもしもこの２名がさらに本市に、今回

の奨学金返還支援を独自に本市がすることで、

本市に帰ってきてくれるのであれば、この金額

は決して高くはないと考えるんですが、改めて

もう一度御見解をお願いいたします。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 まず、大学等に行かれた

方の市内への回帰につきましては、奨学金制度

だけで回帰が促されるものではないというふう

に考えておりますので、平成２８年度の予算の

ほうにあわせて例えばインターンシップの誘導

であったり、上山市の企業の魅力を伝える手だ

てなどについても計上しているところでござい

ますし、市内の企業に対しても、できるだけ多

くの方を採用していただきたいということを呼

びかけるなどしておりますので、そういった中

で対応していきたいと考えておりますので、単

独での奨学金だけの補助というのは今のところ

考えてございません。 

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。 

○６番 川崎朋巳議員 改めて、例えば第７次

振興計画でありますとか、まち・ひと・しごと

創生総合戦略、本市と本市に対する転入者と転

出者のその差異を少しでも減らしていこうと。

平成３１年度が３０名、平成３５年度が１５名

でしたか。その数字を達成するためにも、本市

独自で私は行うことを引き続き検討していただ

きたいと考えておりますが、今回は県との連携

をもって本市への回帰を促す方策を選ぶという

ことをまずは了承したいと思います。 
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 次に、市民後見人制度の推進についてであり

ます。 

 私、頂戴した回答では、非常に前向きな回答

を頂戴したのではないかと思います。その中で、

法人後見という回答を頂戴したと思うんですけ

れども、具体的なその後見活動をする母体とし

ては、社会福祉協議会を考えておられるのかに

ついて、回答のほうをお願いします。 

○坂本幸一議長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 法人後見につきまし

ては、法人になることによって体制的に強化さ

れて、個別ですと、個別の方が亡くなったりや

めてしまったとなったときに、新たな選任等が

必要になりますけれども、法人でやるという部

分については、ほぼ恒久的に続けていくことが

できるというメリットがあるということです。

それを社会福祉協議会が２８年度中にその手続

を進めますというお話を聞いておりますので、

そこをまず基本として、その中で市民後見人制

度というのがなかなか家庭裁判所によって考え

方がまちまちでありまして、山形の家庭裁判所

におきましては、なかなか市民後見人について

は認められていないと。現状ゼロだという状況

になっておりますので、そういった法人の中で

そういった活動をしていくということができる

ようになれば、制度的にも有効になってくるの

ではないかということで、その部分で考えてい

るところでございます。 

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。 

○６番 川崎朋巳議員 それでは、重ねて質問

をさせていただきます。 

 法人後見ということで、法人後見業務につい

て現在取り扱っている県内他自治体の情報をお

持ちであったら、御提示いただきたいのと、あ

と社会福祉協議会のほうで法人後見をするに当

たっては、この法人後見の支援員というか、そ

のような方が必要と考えますけれども、現状、

社会福祉協議会でそのような対応をされる方が

おられるのか、または今回の制度によって、そ

の非常勤の方であったりとか、社会福祉協議会

で法人後見をしてくださる方を新たに雇うよう

な予定があるのかどうか、２点についてお伺い

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 まず、法人後見の部

分で、社会福祉協議会の支援員等の体制につい

ては、いつになるかというところも状況を踏ま

えながらやるということですので、今のところ

その詳細については把握してございません。 

 それから、他の自治体等の取り組みというこ

とですけれども、山形県内におきまして法人後

見を実施しておりますのは、山形市、酒田市、

鶴岡市、村山市、米沢市の５つの社会福祉協議

会ということでございます。実績等については、

法人取り扱いが何件というふうなことでのデー

タがございませんのでお答えできませんが、よ

ろしくお願いいたします。 

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。 

○６番 川崎朋巳議員 まず、法人後見という

対応をしていただけると、非常に前向きな回答

だと考えております。その中で、まず、これは

ぜひ行っていただきたいと思うことは、まず、

私が市民後見制度を進めるに当たって非常に有

益であると考えたことは、その養成講座等を通

じて市民後見人または市民後見人候補者を募集

する過程で、その認知症高齢者を初めとする後

見制度を必要とされている方、またはそのよう

な人に対する市民意識の向上であるとか、その

制度の周知が図られるのではないかというふう

に考えた点が、まず私の市民後見制度を今回御
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提案した点であります。 

 法人後見制度を今後進めるという中で、その

ような周知であったりとか、その啓発であった

り、そのような取り組みについて現状どのよう

な考えを持っておられるのか。 

 あと、平成２８年度に取り組むということで

ありますが、現在第６期高齢者福祉計画が３カ

年のうちの現在２カ年目、２８年度ですと２カ

年目ということになりますけれども、この第７

期の高齢者福祉計画の中に、この法人後見、内

容等が明記されるのか、または継続して事業と

して行われていくのか。この２点について改め

てお伺いします。 

○坂本幸一議長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 まず、計画に対する

位置づけでございますけれども、そこまで具体

的な表記はされておりませんが、当然、議員お

っしゃるような高齢者の状況でございますので、

そういった後見人制度の活用については当然や

るべきものというふうなことで整理はされてお

ります。 

 もう一つ、周知方法ですけれども、法人にな

るというのは、社会福祉協議会とかＮＰＯ法人

とか、そういう社会福祉法人とかそういった特

定の団体しかできないことでございますので、

市としては当然そういったものを進めていくと

いうことに対して、連携をしていくというよう

なことでございますけれども、当然それに向け

て社会福祉協議会でも広報等については実施さ

れるものというふうに理解しております。 

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。 

○６番 川崎朋巳議員 ２８年度から取り組ん

でいただけるというような回答でありましたの

で、特に本市においては、山形県においては、

３世代同居というのが全国でもトップクラスで

あると。なので、恐らく誰しもがこの高齢者と

のつき合いの中での生活を行っていると考えま

す。だからこそ、例えば認知症になられた方、

あとは単身で住まわれている高齢者の方、また

は高齢者のみの世帯等の増加も今後間違いなく

増加していくだろうということが考えられます

ので、特にこの法人後見という方向性で進めて

いくということでありますので、引き続きの取

り組みをよろしくお願いしたいと申し上げます。 

 最後に、業務継続計画についてです。 

 策定するというお話を頂戴いたしました。特

に、蔵王山の噴火の騒ぎであったりとか、本市

における災害状況、その中でも危機管理室にお

いてはさまざまな対応をこの期間中していただ

いておったというふうに考えますが、この業務

継続計画の策定のめど、どのぐらいまでに策定

しようと考えておられるのかについて御回答を

お願いします。 

○坂本幸一議長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 策定のめどという御質問

でございますけれども、今お話にありましたよ

うに、現に活発化しております蔵王山の火山対

策なんかもございますので、その状況の対応を

見ながら進めてまいりたいと思っておりまして、

平成２８年度から着手には取りかかりたいと思

いますが、２８年度から２９年度にかけてとい

うような感じになるのかなというように今のと

ころ思っているところでございます。 

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。 

○６番 川崎朋巳議員 特に行政が、特にこの

上山市役所も重要な災害対策に対する拠点とい

うこともありますので、２８年度から２９年度

という答弁を頂戴しましたけれども、早急なる

策定をお願いしたいというふうに申し上げます。 

 最後になるんですけれども、今週の山形新聞



－５１－ 

の記事で、横戸市長が２市２町の首長と将来の

本市人口減少について、地域の人口減少につい

てお話しされた記事が載っておりましたけれど

も、横戸市長はその人口減少対策に特効薬はな

いと、その上で、さまざまな政策を組み合わせ、

町の魅力を加味しながら対策を進めていくとお

話しされておりました。人口減少については特

効薬がないというのは、私も同感でございます。

その中でも、本市が進めているさまざまな人口

減少対策は移住・定住対策のみならず、さまざ

まな事業が行われていますけれども、その中で

も特に抜けや落ちがないように、あとは今行っ

ているその事業の徹底というものを引き続きお

願い申し上げまして、一般質問を終わらせてい

ただきます。 

○坂本幸一議長 この際、正午にもなりました

ので、昼食のため休憩いたします。午後は１時

から会議を開きます。 

    午後 ０時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、１４番髙橋義明委員。 

〔１４番 髙橋義明議員 登壇〕 

○１４番 髙橋義明議員 議席番号１４番、会

派蔵王、髙橋義明であります。 

 通告に従い、順次質問をいたします。 

 初めに、副市長人事についてであります。 

 本市では、少子高齢化が進む中、人口減少問

題を初めとする諸課題に対処するため、さまざ

まな施策を講じ、魅力ある地域かみのやまづく

りを推進しているところであります。その過程

においては、調査・分析・考察・計画・実施・

反省を繰り返し積み重ねながら、知恵を出し合

い進めてこられたものと推察しております。そ

して、その中心にあって、副市長の果たしてき

た役割は、相当に大きいものがあったと思って

いるところです。 

 このたび、平成２８年３月３１日をもって、

現木村英雄副市長は任期を終えることになって

おりますが、その後任はいまだ決まっていない

と聞いております。市長は、この件をどう受け

とめ、どうなさるおつもりなのか、お伺いする

ものです。 

 木村副市長は、平成２４年４月１日をもって

就任され、中心市街地活性化事業、クアオルト

事業、企業誘致推進室長、第７次振興計画の策

定等に取り組んでこられました。特に、クアオ

ルト事業や観光事業の推進においては、産官学

金の連携を強め、まち歩きコースの創設を初め、

企画事業の推進に尽力されました。企業誘致に

おいても、インターチェンジ付近の開発を初め、

第７次振興計画の具現化の中で、これから次々

と成果があらわれるものを準備していただいた

ところです。 

 新年度からは、それらを含め、空き家対策、

移住・定住支援、雇用推進と住環境の整備等、

総合的な少子化・人口減少対策を本格化してい

かなければなりません。 

 そのような時期に副市長不在は、市長の負担

が相当に増大するものと懸念するものでありま

す。ぜひ適切なる人材の適用をお考えいただき、

早期に副市長をお迎えすることが肝心と考えま

すが、市長の御所見と今後の見通しについて、

お示しいただきたいと存じます。 

 次に、ワインの郷づくりについてであります。 

 １つ目として、月１回のワインデーの創設に

ついて申し上げます。 

 上山でブドウ栽培が始まったのは、大正３年、
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後の初代上山市長となる高橋熊次郎氏が５ヘク

タールのブドウ園をつくったことによると伝え

られているところです。氏がアメリカに留学し、

経営経済学を修めた後、アメリカ各地を初め、

イギリス、ベルギー、オランダ、フランス、ド

イツ、イタリア等を歴訪し、帰ってから、ブド

ウを主力としてサクランボ、リンゴ、桃、ネク

タリンを試作、同時に畜産と酪農も導入してお

ります。 

 高橋農園でつくられていたブドウの品種は、

アメリカ直輸入を含め記録にあるもので４１品

種であり、戦中戦後にかけてネオ・マスカット、

マスカットベリーＡ、ブラック・クイーン等が

植えられ、その後、土地に合ったものが選抜さ

れていきます。 

 タケダワイナリーは、その中からブドウ酒に

適した品種を選抜して醸造を始め、また、ブド

ウ液と称する４合瓶のジュースやリンゴジュー

スも生産し、生産者・消費者ともに喜ぶ、上山

を代表するブランド商品になっていました。 

 昭和３５年にジベレリンによる種なしデラウ

エアの技術が確立されると、ブドウ園の大増殖

がなされ、水田の減反政策と相まって、ブドウ

は米に次ぐ生産品目になっていきました。その

中で生まれたデラウエアの１升瓶ワインは一世

を風靡し、ヌーボーを初めさまざまなワインが

世に出るようになり、ワインのファンがふえて

いく時代を迎えたところです。 

 昭和５１年をピークにデラウエアの販売価格

の低迷とともに、大粒種ブドウが導入されるよ

うになり、ワイン用品種も欧州種の面積が増大

してきました。現在では、ラ・フランスを初め

西洋梨の果実酒であるポワレまで登場しており

ます。 

 このように、本市におけるワインの歴史は、

ブドウ生産の歴史とともに、この土地の風土と

人間によって愛され育まれてきたわけです。 

 そして、平成２６年３月定例会において、議

員発議により、本市は「かみのやま産のワイン

による乾杯を推進する条例」を制定しました。

上山で醸造されたワイン、上山産のブドウを原

料としたワインによる乾杯の習慣を広めること

により、市民が気軽にワインを楽しめる環境を

つくるとともに、地域経済の活性化を図るもの

です。 

 市やワイン産業にかかわる事業者、生産者等

が連携して進めることになっており、大変印象

的なポスターも作成されております。愛好者の

中ではかなりの愛着を持って実行されておりま

すが、これをもっと広げる必要性も感じている

ところです。この地を訪れる人たちに、旅館や

料理を提供するお店やイベントで、「最初の一

杯はここのワインで」と、器などにこだわらず

に気軽に勧めていただくようになればと思って

いるところです。 

 ワインやワイナリーは、最低でも１００年の

歴史の中でつくられていくものだということを

聞いたことがあります。それは、その土地の気

候、土質、そして人間の気質に恵まれなければ

育たないからだということです。この点で、本

市は十分にその資格を持ち得たと言ってよいの

ではないでしょうか。特に、近年、上山産のワ

イン用ブドウの品質がよいと評されていること

が、そのことを裏づけていると思います。 

 今後、ワインの郷として成長していくために、

私は、まず市民みずからがもっとワインに親し

める環境をつくること、ワインを愛飲する機会

を多くすることを考えました。近年行われてい

るワインバルの盛況を見るとき、ワインに親し

む機会をふやすことは、交流人口をふやすこと
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にもつながると思います。 

 長野県塩尻市においては、夏のワイナリーフ

ェスタと、冬のワインと語る夕べ、そして毎月

２０日は持ち込みオーケーの日としていました。

いわゆるＢＹＯシステム、ブリング・ユア・オ

ウン・システムということになりますが、持ち

込み料が有料の場合と無料の場合があります。

本市で実施するには、持ち込みを無料とし、毎

月最後の日曜日というように、できるだけわか

りやすくしたいところです。ほかの市町村から

参加してもらうには、土曜日がよいのかもしれ

ません。 

 ＢＹＯのよさは、お店にとってワインセラー

やボトルキープの必要がないこと、そして客が

自分の好きなワインを持ち込めることです。持

ち込み料は無料ですが、料理や場の提供代は当

然発生します。ワイン以外の飲食はその限りで

はなく、いつもどおりとなります。 

 初めから全てのお店で実施できるとは思えな

いので、実施するお店の扉には、ワインで乾杯

マークのステッカーを張ってもらうのも１つの

方法で、ＰＲにもなると思います。料理はワイ

ンに合うものと考えがちですが、逆に料理に合

うワインという考え方もあり、白菜漬けや青菜

漬けでもよいとされております。 

 いずれにしても、月１回のＢＹＯによるワイ

ンデーの創設は、本市のワインの郷づくりにと

って大変有効に働くものと思います。市長の御

所見をお伺いいたします。 

 ２つ目として、ワイナリーの誘致について申

し上げます。 

 本市のワイン用ブドウの品質は、高い評価を

受けていると申しました。しかし、ほかの地に

醸造を依頼すれば、そこのワインということに

なります。それでも、上山産のブドウでつくっ

たワインというプライドは守られており、感謝

しているところです。できれば運搬等の経費を

かけずに、見えるところで、この地でできれば

ありがたいし、蔵王山麓のロケーションと風土

で地場産ワインをつくりたいものです。 

 その中で、市内２つ目のワイナリーができた

ことはうれしいことです。ワイナリーはワイン

用ブドウ園のそばにあってこそのものであり、

ワイナリーの誘致あるいは起業によって付近の

ブドウ生産意欲も活性化され、耕作放棄地の活

用や土地の有効利用が図られるものと期待され

ます。 

 この点においては、大手のワイナリー誘致も

さることながら、ほかからの移住によるブドウ

生産や、ワイナリーへの取り組みも期待されて

いるところです。老齢化した生産者は指導力も

持っています。 

 そして、忘れてならないのは、市域北東部の

蔵王山麓帯です。ここはやや標高が高いため、

爽快な風味の白ワインと濃厚な赤ワインが期待

できます。棚よりも垣根仕立てが地形に合って

おり、畜産とワイナリーと農家レストランが実

現する可能性があります。雇用も生まれます。

ぜひ土地利用計画とともに推進したいところで

す。規模の大小にかかわらず、ワイナリーの誘

致を中心に据えた積極的な取り組みを推進する

必要があると考えますが、市長の御所見をお伺

いいたします。 

 次に、獣検知センサーと捕獲検知センサーの

設置による有害鳥獣対策のさらなる推進につい

てであります。 

 私は、平成２７年９月の一般質問で、有害鳥

獣対策を進めるため、さまざまな角度から提案

を試み、また、新たな取り組みの研究をお願い

したところです。 
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 今回は、熱感知センサーと赤外線カメラ等を

使って獣の動きをキャッチし、効果的に捕獲に

結びつけることができるシステムの導入をお願

いするものです。 

 まず、獣検知センサーが動物を捉え、写真３

枚と位置情報をスマートフォンやパソコンにメ

ールで通知します。カメラは赤外線対応で、夜

間も撮影できます。この動物感知装置は、可搬

型でＧＰＳを内蔵しています。電源はソーラー

バッテリーです。これにより獣の動きが見える

化され、関係者に通報されるとともに、クラウ

ドシステムで出没データを地元農家や猟友会等

が共有できます。 

 捕獲検知センサーは、おりわなに捕獲された

ことを検知するだけでなく、わなにかかった頭

数も把握することができ、１回の捕獲頭数をふ

やすことができます。 

 この２つのセンサーを駆使することにより、

獣の行動パターンが把握でき、効率的な捕獲が

可能になるばかりでなく、イノシシ等の一斉駆

除の実施においても力を発揮することが期待で

きます。 

 本市においては、おりわながサル用７台、イ

ノシシ用５台を持っており、このシステム導入

による効果は大きいものと思います。なお、費

用は、親機１台４２万円、子機１台４０万円と

なっております。 

 今後、イノシシ等の急増が予想される中で、

本市もこのようなセンサーシステムの導入をす

べきと考えますが、市長の御所見をお伺いし、

私の質問とさせていただきます。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １４番髙橋義明議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、副市長人事について申し上げます。 

 市勢発展に大きく貢献いただきました木村副

市長は、今月末をもって任期満了により退任い

たします。 

 後任の副市長の選任についてでありますが、

山積する諸課題の解決に向けて果敢に取り組み、

「かみのやま創生」をともに実現するにふさわ

しい方を各方面にわたり人選しており、早期に

任命いたしたいと考えております。 

 次に、月１回のワインデーの創設について申

し上げます。 

 月１回のＢＹＯによるワインデーの創設につ

きましては、本市飲食店組合や個々の飲食店が

連携しながら主体的に取り組むべきものと考え

ておりますので、飲食店組合に、関係者と協力

をして創設に向けた取り組みを実施されるよう、

働きかけてまいります。 

 次に、ワイナリーの誘致について申し上げま

す。 

 現在、本市で進めております「かみのやまワ

インの郷プロジェクト事業」につきましては、

ワイン用ブドウの生産、ワインの醸造・消費を

拡大するとともに、それぞれの分野が連携する

ことで地域振興を図るものであります。 

 プロジェクトにおいて、市内のワイナリーを

ふやすことを目標の１つにしておりますので、

ワイナリーの誘致を進めていくとともに、意欲

ある農家や起業家が小規模でもワイナリーを開

設できるよう、「ワイン特区」の取得を目指し

てまいります。 

 次に、獣検知センサーと捕獲検知センサーの

設置による有害鳥獣対策のさらなる推進につい

て申し上げます。 

 本市におきましては、簡易電気柵や赤外線セ

ンサーカメラを初め、これまでもさまざまな対
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策を講じてまいりましたが、近年、新たにイノ

シシの被害が拡大しており、平成２８年度から

はイノシシの捕獲をより一層強化するとともに、

侵入防止柵や忌避用資材を試験導入し、新たな

対策を実施してまいります。獣検知センサーや

捕獲検知センサーにつきましては、今後、関係

団体等と調査、研究をしてまいります。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 初めに、副市長人事

についてでありますが、副市長、企業誘致室長

として、コストコの誘致などもしてくださりま

して、本当に大きな功績があったものと私も思

っております。市長におかれましても、これま

で同様、果敢に取り組んでいく人材を今模索し

ているところだというふうな表現だったという

ふうに思っておるところですが、早期にという

言葉にとどまっております。いつごろまでに実

現するのか、お伺いいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 まだ正式には決まっており

ませんので、正確にはどこまでということはな

かなか、相手もおることでございますが、少な

くとも次の議会あたりをめどに進めてまいりた

いというように考えております。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 今、次の議会という

ような言葉がございました。ということは、６

月議会には明確になると考えたいところです。

７月１日就任を目指して６月議会に期待をかけ

ているというふうに、今のところ理解してよろ

しいのでございましょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 この点については、流動的

な部分もございますので、７月１日という点に

ついての確認については返答を控えさせていた

だきたいと思います。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 市長におかれまして、

これまで国の機関から連続して招聘しておられ

ます。今回もそのような考え方で進んでおられ

るものと思っておりますが、それでよろしいの

でしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 ２人の副市長につきまして

は、そういう形で招聘をしたという経緯がござ

いますが、現時点においてはいろいろな角度と

いいましょうか、いろいろな方々という中で選

ばせていただきたいと考えております。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 国の機関にかかわら

ずもっと幅広いところから選出をすることにな

るんだなと、そのように理解するところでござ

います。 

 このたび、結果として副市長が不在の期間が

生じることになったわけですが、これは市長の

負担が増大することだけでなくて、市民にとっ

ても心配なことでもあり、不安感を抱かせるも

のだと思います。この点についてはいかがでし

ょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 まず、不在ということにつ

いては、まさしく今議員の指摘のとおりだと思

います。ただ、やはりいい人を選ぶといいまし

ょうか、いい人に副市長についていただくとい

う点からすれば、期間的なものもございますし、

また、いろいろな角度からの検討もございます

ので、そういった意味ではできるだけ損失とい

いましょうか、市民に迷惑のかからぬような形

でその期間は対応させていただきたいというふ

うに思っています。 
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○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 副市長の人事につい

ての考え方と今後の見通しについての質問であ

ったわけですが、本市が東京オリンピック・パ

ラリンピックのホストタウンとしていち早く選

定されたこともあり、今後の施策を進めていく

上において、これまで以上に中央との結びつき

が期待されるところでもあります。できるだけ

早い時期にお迎えできることを願っているもの

であります。 

 これ以上の回答は多分得られないんだろうな

と思いますので、我々も一日も早い副市長が誕

生することを心待ちにしたいと思っているとこ

ろです。 

 次に、ワインの郷づくりについて、月１回の

ワインデーの創設については、市のほうも実施

主体になるところはあくまでも飲食店組合であ

るとか、そういった民間でありますけれども、

そういうところに働きかけていくという返事を

いただいたところでございます。それで十分だ

と私も思っているところです。 

 そういう中で、今後このＢＹＯについて、私

の考えとしては、１つはわかりやすい日にち、

あるいは回数、いろいろ考えましたが、やはり

取り組むべき主体となるところが主体的に考え

るのが本当だろうなということから、日曜日で

あり、土曜日であり、私は個人的にはわかりや

すく日曜日とこう言ったわけですが、しかしな

がら、交流人口の拡大を考えたときは土曜日と

いう表現を使わせていただきました。というこ

とは、これは実施主体が実施する上において、

主体的に決めていただきたいなという気持ちを

持ってのことであります。 

 今後実施主体に対して働きかける上において、

ＢＹＯ、私は持ち込み料をゼロというふうに考

えておりますけれども、今後働きかける上にお

いて、どのような考え方を持って考えておられ

るか、お聞きしたいと思います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 働きかけの部分でございま

すが、具体的に曜日とか回数とか、そういうこ

とではなくて、やはり本市がワインによるまち

づくりということをやっているわけでございま

すし、どういう方々がそれにかかわった施策や

事業をやっていくということがより大事なわけ

でして、まず、今議員からも提案あったわけで

ございますが、そういった取り組みをしている

先例事例もあるということでございますので、

そういったところの研修とか、あるいは視察と

か、まずは自分たちがそういうことができるの

かどうかも含めて、まずその辺の意思確認から

始まっていかないと、具体的なものは進まない

わけでございますので、意識づけといいましょ

うか、そういう形での取り組みということにな

ろうかと思います。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 今、市長から御指摘

あったとおりでございまして、私も実はこの提

案をするに当たって、五、六軒ほど回らせてい

ただきました。いろいろな反応がありまして、

大きく分けて３種類あったかなと。１つは、飲

食店のほうですけれども、「うちの店には日本

酒党はいるけれども、ワイン党はいないな」と、

「ワインを求めて来るお客さんとは会ったこと

がない」というようなお店もございました。こ

れは当然なのかなとも思います。それから、も

う一つのほうは、すぐにでもやってほしいと、

「今月からやりましょう」というお店もござい

ました。それから、もう一つは、「これは組織

的に進めなければいけないから、慎重にそれぞ
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れの考え方もまとめていかなければいけないじ

ゃないか」というような、当然でありますけれ

ども、この３つのパターンに分かれたところで

ございます。と同時に、私も農家でやっており

まして、昔から果樹農家あるいはワインの友達

がいます。そういう中で話し合いをしておると

ころですが、まずはとりあえず今月あたり、い

つとは申しませんが、とあるところでワインを

飲んで語り合おうじゃないかと。ワインという

のは、口を軽くする効果がございまして、非常

に自分を開放的にさせると同時に、相手の言葉

を聞きやすくなるというか、そういう意味での

効用があると思います。そんな中で、ワインを

愛する者が集まって、今後の展開を、特にＢＹ

Ｏについて話し合おうじゃないかというふうな

ことも取り組みの一つとしてあるわけでありま

す。 

 そんなことで、市長からもありました、上山

ワイン・ブドウセミナー２０１６ですか、そち

らのほうでも今研修が進んでおりますし、仲間

も勉強中であります。今後進められていく過程

の中で、徐々に機運が広まっていけばいいなと

私も思っているところでございます。市長にお

かれましても、見守っていただきたいなと思っ

ているところです。感想をひとつお願いします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 感想と言われても大変難し

い面がありますが、要するにワインバルやりま

したよね、２年間ね。３，０００人の方々が来

られたということです。これは大盛況だと思い

ます。そういったワインバル、お祭り、そうい

うことをやって、「１年待てないね」とか、「も

っとやはり毎月やってほしいね」とか、そうい

った雰囲気を醸成していくと、あるいはそれが

自然発生的に醸成がなっていくというような環

境になれば、いろいろなところから声が出てく

ると思いますし、そういった声の中でこういう

ことが実現していけばいいなと感じておるとこ

ろでございます。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 ワインバルが非常に

成功していると、評判がいいということでござ

いまして、この回数をもう１回できないかとい

うことになりますと、非常に今の負担が大きい

という声もございます。そんなことで、やはり

ワインバルのような、あるいはそれに次ぐよう

な催しの回数をふやすことよりは、ＢＹＯの習

慣をつくっていくほうが、市民ぐるみのワイン

の郷づくりというのにふさわしいのかなと考え

たところでございますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 次に、獣検知センサーと捕獲検知センサーの

ほうに移りますけれども、市長のほうからは、

イノシシについて２８年度からいろいろな試験

を含めながら取り組みを強化していくというよ

うな話がございました。そこの中で、私の今回

提案している２つのセンサーについては、今後

研究課題としていきたいと、一言で言えばそう

いうことになるのかなと。「調査・研究をして

まいります」というような表現であります。そ

ういうことであると承りましたが、そのとおり

でよろしいんですか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 そのとおりでございます。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 ただ、前回もセンサ

ーについてはいろいろなことを申し上げました。

いわゆるサルに関する追い払いとか何とかは、

時代も変わってきていて、今のままの状態で改

善するのは非常に困難を伴うというようなとこ
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ろまでの話がなったわけでございます。そうい

う中で、例えばイノシシに関して、ことしは上

山の実績は非常にいいものがありまして、３０

頭でしたか、実績がほかの市町村よりは結構い

い実績を出したと思っているところです。まず

は、その事実の確認をさせていただきます。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 ２７年度につきましては、

イノシシの捕獲数でありますが、有害捕獲で４

頭、そして狩猟で現在確認しているのが３０頭

でございます。ただ、狩猟につきましては、他

市町村の猟友会等も上山市内に入っております

ので、４月以降に県のほうに報告された部分で

実数については明らかになるということでござ

います。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 イノシシの狩猟、つ

まり冬場について、ことしは雪がなかったわけ

ですけれども、来年においては多分雪はあるだ

ろうと想定するしかございませんけれども、そ

うなった場合に、一斉駆除ということもイノシ

シについては取り組みが計画なされると思いま

すけれども、その点についてはいかがでしょう

か。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 現在、一斉駆除について

は実施する予定はございません。まず、先日、

山形市でもやっておりますけれども、一斉駆除

についての実績というものについては、まだ効

果的にどうなのかというところがはっきりして

いない部分ございます。以前、上山市におきま

しても、イノシシではございませんが、サルに

ついて一斉駆除ということで８回ほど実施いた

しましたが、８回やって１頭の捕獲というよう

なこともございまして、今後猟友会と話の中で、

それぞれグループを組んで捕獲を強化していく

というような形になっておりますので、現段階

で一斉駆除ということは、現在計画の中にはご

ざいません。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 一斉駆除、ことしは

雪がなかったものですから、近隣の市町村では

効果が確認できていないというふうに認識をし

ておるところです。しかしながら、イノシシに

対して積極的な取り組みを２８年度から行うと

いうようになってまいりますと、その過程にお

いてそれが行われる可能性もあると踏んでいる

ところですが、全く考えないという意味なのか、

それとも今のところ考えていないということな

のか。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 現在の計画では、一斉駆

除を予定はしておりませんが、捕獲を強化して

いく中で、選択肢の１つと考えております。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 こういうものは順序

があるとも思いますけれども、いわゆる取り組

みを進めていく中で、今回主張しておりますと

ころの２つのセンサー、いわゆる獣を検知する

センサーと、それから捕獲を検知するセンサー、

この２つを駆使することによって、特に獣検知

センサーのほうでイノシシの行動パターンとい

うものをより正確につかむことができるという

ことによって、一斉駆除の計画が立てやすくな

ると。それから、わなを仕掛ける場所であると

か、そういう実際的な進め方の上にとって、非

常に有益であるという研究データがあるわけで

ありますから、そういう意味でこのセンサーの

設置を考えていただきたいということでござい

ます。 
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 「今後、調査・研究してまいります」という

この文言の中に全て包含されておりますので、

これ以上の答えはないと。今すぐにやるつもり

はないということでありますから、もうこれし

かないなというふうに私も思いますが、現在の

ところ２８年度からやろうとしておられる、試

験的にもやろうとしておられることを、まずは

市長も最初におっしゃられましたけれども、確

認したいと思いますので、羅列をしていただき

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 新たな対策としまして、

先ほど市長の答弁にもございましたけれども、

侵入防止柵、いわゆる簡易に設置し、園地・圃

場への侵入を防ぐための侵入防止柵の設置、主

に西日本で普及しているものでございますが、

それの試験導入、あと例えばサクランボ等の短

期間に収穫等が集中するものに関して、忌避剤

ということでヒトデの粉を使った忌避剤という

ものを、これは農家の方と一緒に連携して試験

導入して効果を検証するということになってお

ります。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 この２つだったんで

すかね。この２つだけだとすれば、ちょっとま

だまだ足りないのかなというふうな気がします

けれども、この２つ以外にでも、もうできるこ

とがあればやっていただきたい。「今後、調

査・研究をしてまいります」の今後というもの

はことしからも含まれるわけですので、ぜひ調

査・研究をすぐにでもしていただきたいという

ふうに考えますが、この点についてはいかがで

しょうか。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 議員のおっしゃるとおり、

２８年度から調査・研究ということで考えてお

りまして、例えば議員御提案のセンサー関係に

つきましても、専門家の方なり、実際に捕獲等

を担当する猟友会関係者、そのほかいわゆるセ

ンサー関係の例えば業者等にお聞きしましても、

その地域、地域に合った機材の提案というよう

な形になりますので、その地域特性というもの

を踏まえた上でないと、導入について検討する

ことができない部分ございますので、そういっ

たことを含めての調査・研究でございます。 

 なお、それ以外の有害鳥獣防止策につきまし

ても、これまでも超音波を使ったものとか、ヤ

シの油をつけた動物ロープとか、あとオオカミ

の尿による忌避剤とか、予算の範囲内でもでき

る新しい忌避剤をこれまでも幾つか検証してお

りますけれども、なかなか特効的に効く防止策

が見つからない状況でございますので、そうい

った新しい資材の試験も含めて調査・研究をや

っていきたいと考えております。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 今、ニームもその中

に入るのかなと思います。今の答弁の中で、こ

としから早速地域特性を踏まえた調査・研究を

始めるというような回答があったというふうに

受けとめます。 

 そういうことで、センサーについては、関西

のほうでたくさんの資料がございますけれども、

やはりここにはここの、あるいは雪国には雪国

の、そして山形には山形の特性によって、シス

テムを変えるなり、あるいは合ったシステムを

選ぶなりということが必要だというふうに思っ

てございますので、早速ことしから研究をなさ

れるということが確認できました。 

 ワイン特区については、いわゆるワイナリー、

このワイン・ブドウに対する取り組みの中で、
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ワイナリー特区も考えるということでございま

す。これはほかからの移住者、それから自分た

ちの地域の地元の人、それぞれが取り組みやす

いようになることでもあります。 

 そして、特区になれば、当然それが全国発信

されるわけですから、移住も促進されると。い

わゆるワインの郷づくりにとっては、非常に重

要なポイントであると受けとめておりましたの

で、市長におかれましてはそのように進めてい

くというふうなことでありますのでね。そうい

うふうに受けとめさせていただいたところです。

期待しております。 

○坂本幸一議長 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 １１番、会派野の花

の枝松直樹でございます。 

 通告に従い、順次質問させていただきます。 

 最初に、市民サービス向上につながる職場環

境づくりについてということで、ことし４月か

ら導入予定の人事評価制度のあり方について、

お伺いをいたします。 

 本市では、平成１８年から人材育成のために、

グループリーダーの主査級以上の行政職の職員

を対象にした目標管理制度と、保育・消防・技

能労務職を除く全職員を対象にした職務行動評

価を行ってきましたが、平成２６年５月１４日

に公布された「地方公務員法及び地方独立行政

法人法の一部を改正する法律」により、全職員

に対し人事評価を実施することが法的に義務づ

けられ、遅くとも本年４月から実施しなければ

ならなくなりました。 

 この法律の運用通知が平成２６年８月１５日

付で総務省から発出されておりますが、この中

で、人事評価の評価手法について次のように述

べております。「評価手法には、評価の分布制

限を設けず、評価基準の達成度を客観的に評価

する絶対評価と、あらかじめ評価の分布率を定

め、分布率に沿って相対的に評価する相対評価

があるが、国においては、「能力評価」「業績評

価」とも、他の職員との比較ではなく、評価項

目や設定された目標に照らして、職員一人一人

の職務遂行能力や勤務実績をできる限り客観的

に把握し、適切に評価する趣旨から、絶対評価

による評価を行っているところ。各地方公共団

体においては、それぞれの実情に応じた評価手

法により評価を実施すること」としております。 

 わざわざ国でやっている例を挙げております

が、国家公務員は、既に平成２１年度から人事

評価制度を実施しております。評価手法は絶対

評価を用いております。その理由は、さきの通

知によれば、「他の職員との比較ではなく、評

価項目や設定された目標に照らして、職員一人

一人の職務遂行能力や勤務実績をできる限り客

観的に把握し、適切に評価する趣旨から、絶対

評価による評価を行っているところ」となって

おります。 

 ここで、平成２６年２月７日に公表されまし

た、総務省の「人事評価に関する検討会」の内

容を引用して、国の人事評価の実態の一端を御

紹介いたします。 

 総務省では、全府省を対象として、人事評価

結果の分布、人事当局や職員向けアンケート、

人事当局に対する個別ヒアリングにより、人事

評価がどのように運用されているか、実態調査

を行いました。 

 人事評価は、能力評価と業績評価の２つから

なります。能力評価とは、求められる行動に対

し能力が発揮されているか、発揮した能力の程

度を評価することであり、業績評価とは、求め

られた役割を果たしたか、業績を評価するもの
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とされており、それぞれ５段階で評価すること

になっております。 

 Ｓは特に優秀、Ａは通常より優秀、Ｂは通常、

Ｃは通常より物足りない、Ｄははるかに及ばな

いとなっておりますが、この分布結果は次のよ

うになっていました。この評価期間は、平成２

３年１０月から２４年９月、業績評価の評価期

間は、平成２４年４月から同年９月となってお

りますが、一般職員は、能力評価がＳ、一番い

いＳでありますが５．８％、次、Ａが５３．

８％、Ｂが３９．８％、ここまでが通常以上と

いうことになります。Ｃが０．５％、Ｄが０．

１％。業績評価に至っては、Ｓが６．０％、Ａ

が５１．９％、Ｂが４１．５％、Ｃが０．５％、

Ｄが０．１％という結果でございました。幹部

職員については、能力評価Ａが８５．７％、Ｂ

が１４．３％、Ｃはゼロ％、業績評価について

は、Ａが７８．８％、Ｂが２１．２％、Ｃはゼ

ロ％という結果でございました。正直、私は驚

いてしまいました。 

 次に、昨年３月に発表された、大阪府の平成

２６年度市町村課研修生卒業研究報告書「地方

公務員法の改正に伴う人事評価制度のあり方に

ついて」という論文を引用いたします。 

 その中では、「人事評価は、評価することに

より差をつけることが目的ではなく、人材育成

のための重要なツールにほかなりません。被評

価者の能力や仕事ぶりを評価して本人にフィー

ドバックすることにより、職員の能力開発、人

材育成につながり、被評価者を成長させ、組織

の業績・成果を向上させていくために行うもの

です」、「評価者の中には、評価を行うことを目

的としてしまう方も少なからずあらわれる可能

性がありますが、人事評価を行う最大の目的は、

評価した結果を今後の職員の能力開発、人材育

成につなげていくことにあります。そのために

必要となってくるのは、評価結果を踏まえた的

確なフォローアップだと考えます。面談時には、

どのような点をどう改善すれば今後の業務に役

立つか、そして職員のレベルアップに役立つか

を評価者と被評価者で話し合うことが重要にな

ります」と記載されております。 

 不公平な人事評価ほど、職員の意欲をそぐも

のはありません。 

 私が職員時代は、人事評価制度はありません

でした。しかし、昔の職員は働かなかったのか

といえば、そんなことはなく、住民のために働

くという高い志を持って働いておりました。そ

れでは、今の職員は、評価されないと職員は能

力を発揮しないのか、自分で自分を律して仕事

をする能力が足りないのかといえば、そうでは

ないと思います。 

 自分の能力を高め、各組織で高いパフォーマ

ンスを発揮するには、今回のような人事評価制

度の創設はなくともいいというのが私の意見で

ありますが、本市の人事評価の制度設計はどの

ようなものか、伺います。 

 第１には、評価の目的と評価結果の活用はど

のように考えておられるか、基本的な方針をお

伺いいたします。 

 第２に、評価手法と開示方法です。 

 相対評価は、日本で真っ先に成果主義を導入

した大手ＩＴ企業の例のように、職場に混乱と

分断をもたらすことが懸念されます。ましてや、

市役所という公務職場に導入すべきでないと考

えますが、国と同様に絶対評価とするのか、見

解を伺います。 

 また、評価結果を開示し、本人にフィードバ

ックすることによって本人の気づきが得られ、

職員の能力開発、人材育成、ひいては組織の活
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性化に役立つと考えますが、評価結果の開示と

本人へのフィードバックを行うかどうか、さら

には評価結果や評価者に対する苦情を処理する

窓口あるいは苦情解決委員会のような組織を設

置することの考えがあるのかないのか、お伺い

いたします。 

 第３に、制度発足に当たっては、労働組合と

の合意が必要と考えますが、どのような話し合

いを行っているのか、また、制度発足後も随時

労働組合の関与を確保し、職員から信頼される

制度にしていくことが大事だと思いますが、見

解を伺います。 

 第４に、１次評価者についてです。 

 この制度では、評価者・被評価者の双方に仕

事量的にも精神的にも負担が大きいのですが、

１次評価者について、労働組合員が評価者にな

るべきかどうかという問題があります。この点

を緩和するために、被評価者と仕事上近い人、

例えば係員に対して係長の意見を聞き、また、

情報の提供を受けながら、管理職が１次評価者

として評価する自治体も現存しております。仮

に労働組合員が１次評価者になる場合であって

も、最終的な評価結果に組合員が大きな責任を

負うような制度は望ましくないと思いますが、

見解を伺います。 

 最後に、評価の対象についてですが、正職員

以外の臨時・非常勤職員までを対象とするので

しょうか。 

 以上、市長の見解を伺います。 

 次に、臨時・非常勤職員の待遇改善について

伺います。 

 上山市役所には多くの正規職員以外の方が勤

めておられ、その方々の存在がなければ、市役

所は成り立っていかないと断言できます。理想

は全員が正職員ですが、現状ではかないません。

ならば、少しでも臨時・非常勤の方々の待遇改

善をすべきであろうという趣旨で質問を行いま

す。 

 仕事はチームワークで行うものであり、職場

の中に年収が倍以上違う人々がいては、チーム

ワークをいい状態で維持していくには非常な困

難が伴います。内心は自分の待遇に納得できな

い部分を持ちつつ、働いているという実態があ

ると思うからです。市長も低賃金にある実態を

御存じで改善を考えておられると思いますが、

大胆に見直しをしてはいかがでしょうか。 

 第１にすべきことは、この職が正規職員でな

くていいのかを改めて精査することであります。

正規職員になじまない、あるいは仕事量が１人

分ないなど、やむを得ない場合は非正規という

選択もありますが、その際は、非正規で任用す

る法的な根拠を明確にしなければなりません。 

 本市では、非常勤職員と日々雇用職員取扱要

綱が設定されておりますが、余りにも報酬及び

賃金が低いと言わざるを得ません。国レベルに

おいては、安倍総理が年内をめどに、同一労働

同一賃金に向けての指針をつくるとの動きがあ

るようであります。デフレからの脱却が課題と

なっている昨今でもあり、大幅な報酬と賃金の

改善をすべきと思いますが、市長の見解を伺い

ます。 

 次に、雇用期間であります。 

 それぞれの取扱要綱では、雇用期間は５年間

を超えないものとするとしていますが、経験を

積み、人材として有能な方も多くおられること

から、５年で切るのは本市にとって大きな損失

ではないでしょうか。労働契約法の適用がなく、

５年で期間のない雇用に移行するという法的根

拠がないとすれば、本人の希望によって５年を

超えて雇用することを積極的に進めてはいかが
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でしょうか。この際は、昇給制度も当然ながら

整備する必要があると思われます。 

 官製ワーキングプアという言葉がありますが、

非常勤職員と日々雇用職員の中には、何とか待

遇を上げてほしいという悲痛な声がありますの

で、市長の見解を伺います。 

 次に、事務事業の外部評価導入について伺い

ます。 

 平成１７年３月議会の一般質問において、

「行政の透明性の確保について」という質問の

中で、行政評価システムの確立について及び行

政の説明責任についての２点を質問しておりま

すので、今回の質問は私自身２回目ということ

になります。 

 山形市ほか２町との合併が破談となって開催

をいたしました、各地区の住民説明会での市民

の発言を振り返ると、相手の立場を尊重してい

るなら到底出てこないような辛辣な、聞くにた

えない言葉の数々がありました。私は、その声

を聞いて、この先、上山市民と行政、そして議

会が一体となったまちづくりができるのだろう

かと暗い気持ちになったことを記憶しておりま

す。 

 これは、行政の意思決定のプロセス、経過と

結果が市民に理解されていないことに起因して

いると考えられます。つまり、「市民一人一人

がみずから考え行動して、自分たちのまちのこ

とを自分たちで決めた」という自治の感覚を市

民が持てないでいるからにほかなりません。 

 限られた財源の中で効率的な行政を行ってい

くには、選択と集中が必要です。住民の要求を

調整しながら、客観的で公正な優先順位をつけ

て事業を行うことになるのですが、それを有効

に行うツールとして、行政評価は位置づけるべ

きであります。 

 行政評価は、成果主義に基づいて、事業の必

要性、コスト面からの効率性、有効性、公平性、

そして優先性などを客観的に数値化し、市民に

公表していくとともに、次年度の市政運営に反

映させていこうとする、行政の透明性を確保す

る取り組みでもあります。一方で削減し、片方

で垂れ流しでは、行政としての一体性、整合性

がないということになりますし、市民への説明

責任を果たす意味からも、事務事業評価は必要

不可欠なことと思います。 

 本市でも、私の平成１７年３月の一般質問以

降、内部的な評価は行っておりますが、まだ外

部評価は行っていません。職員だけの評価では

甘くなりがちでありますので、外部の目で客観

的な評価、納税者の視点に立った評価は有益と

思います。市民の納得、信頼を得る行政を築く

ためにも導入すべきと思いますが、市長の見解

を伺います。 

 山形県遊佐町では、平成２２年度から町民の

評価委員による外部評価制度を導入しており、

毎年夏の定例行事になっております。それによ

りますと、２６年度事業評価については、１０

８の事業について評価したところ、「継続」と

評価したのが、担当課では８４．３％、外部評

価では同じ１０８事業に対して６４．８％であ

り、「改善」と評価したものが、担当課の１２．

０％に対して外部評価が３１．５％でありまし

た。つまり、外部評価で「継続」が減り、「改

善」がふえたのでした。全体的に担当課より外

部評価のほうが厳しい評価になっているのであ

ります。この傾向はずっと続いているようであ

りますが、最近、一致率は向上していると伺っ

ております。 

 このように、市民の行政への参加が促進され

るという面でも意義のあることですから、本市



－６４－ 

でもぜひ導入していただきたいと考えますが、

市長の見解を伺って、第１問といたします。 

○坂本幸一議長 １１番枝松直樹議員の質問に

対する答弁の前に、この際、１０分間休憩いた

します。 

    午後 ２時０３分 休 憩 

                  

    午後 ２時１３分 開 議 

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 １１番枝松直樹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 １１番枝松直樹議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、人事評価制度の導入のあり方につい

て申し上げます。 

 人事評価につきましては、公務能率の向上と

人材の育成が大きな目的であり、公平で客観的

かつ透明性を持った制度にすることが重要であ

ります。 

 そのため、評価者訓練の実施や評価基準の公

表、評価結果の開示と面談による育成、苦情処

理体制の整備などを図ってまいります。 

 評価手法につきましては、原則、絶対評価を

考えております。 

 また、職員団体とは話し合いを進めており、

引き続き職員への十分な周知と相互の理解を深

めながら、よりよい制度にしてまいります。 

 １次評価者につきましては、係員を育成する

立場となる係長を充てる考えでありますが、評

価結果に対する責任につきましては、管理職が

負うものであります。 

 なお、臨時・非常勤職員につきましても、正

職員に準じた手法を取り入れる考えであります。 

 次に、臨時・非常勤職員の待遇改善について

申し上げます。 

 報酬と賃金の改善につきましては、非常勤職

員の大部分及び日々雇用職員については、平成

２８年度から額の改定を予定しております。 

 報酬・賃金額につきましては、今後とも、近

隣市の状況や市内経済情勢等を勘案しながら見

直してまいります。 

 雇用期間につきましては、専門的な資格を要

するなどの理由のほか、その職員が退職したこ

とで欠員を容易に補充できないと判断する場合

には、５年に限らないとしており、実情に応じ

て対処しているところであります。 

 次に、事務事業の外部評価導入について申し

上げます。 

 事務事業の外部評価導入につきましては、経

営的かつ客観的視点に立った行政運営を実施す

る上で重要であることを認識しております。 

 平成２８年度からは、外部検証機関を立ち上

げ、「上山市まち・ひと・しごと創生総合戦

略」及び「第７次上山市振興計画」の進捗管理

と一体的に外部評価を導入してまいります。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 まず、最初に伺って

おきたいのは、今まで、平成１８年度から本市

では目標管理制度、職務行動評価等を行ってお

りますが、その今までやってきたものに対する

評価というのはどういうようなものだったのか

なと。成果と課題を整理されておれば、ぜひ教

えていただきたいと思いますし、今回の人事評

価制度、新たにやるものとの一番の違いという

のは何なのか、伺っておきたいと思います。 

○坂本幸一議長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 まず、これまで行ってき

ました人材育成制度の成果と課題ということで
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申し上げますが、成果につきましては、いわゆ

る期首、期末、それから中間面談ということで、

年間三度の面談を実施しております。期首には

目標の設定、中間でその目標の見直し・確認、

期末でその振り返りをしまして、目標達成がも

しできなかった場合には、なぜそうなったのか

ということを反省あるいは振り返りをしまして、

上司が部下に対しましてアドバイスをするとい

うような形で人材育成を図ってきたというとこ

ろでございます。そういった面では、一定の成

果が上げられてきたのかなというふうなことで

考えてございます。 

 それから、課題につきましては、４点ほどご

ざいまして、議員の御質問の中にもございまし

たが、一部の職員の実施にとどまったというこ

とで、全体化されていなかったということでご

ざいます。これにつきましては、特に最近若手

職員が入ってきてございまして、今までですと

一般行政職の場合ですと、４０代半ばくらい以

上の方しか対象になっておりませんので、その

辺大きな課題かなというように考えてございま

す。 

 それから、もう１点が、いわゆる大きな部署、

課の人数が多い部署では、課長が面談をする時

間を持てないということでございます。それが

２点目でございます。 

 それから、３点目につきましては、評価結果

につきましては、基本的には給与等には全然反

映しないというような中身でありますので、実

質的になあなあといいましょうか、緊張感がな

いようなことも中にはあったのかなというふう

に考えられるところでございます。 

 ４点目でございますが、部署によっては、振

興計画あるいは各課で定めております個別計画

に基づかないで目標を設定しているというよう

な状況もございまして、いわゆる同じベクトル

を向いていないようなこともあったのかなとい

うようなことで、４点ほど課題があるかと思い

ます。 

 それから、これから新たにする制度とどこが

一番違うかというところでございますが、今申

し上げた４点が、その裏返しでよくなるという

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 今まで一部の職員に

とどまっていたものを全職員にやると。そして、

目標設定もそれぞれ各課によって食い違ってい

たものが一体化なるというように、今認識をし

たところでありますが、実は先ほど第１問でも

申し上げたんですが、ある大手ＩＴメーカーで

すね。日本のリーディング・カンパニーと言わ

れた会社は、１９９３年に成果主義を導入いた

しました。相対評価でありますが、結果、社員

の士気が上がると思ったのが下がって、業績は

業界でもがた落ちになりました。社内が大混乱

をいたしまして、当時人事部に所属していてそ

の評価を担当していた城繁幸という方が、「成

果主義の崩壊」という本を出しました。私も手

にとってそれを読んでみたのですが、こんなこ

とが書いてありました。 

 「成果主義を入れると、会社全社員のモチベ

ーションの総量は確実に下がります。成果主義

のもとでは、高い評価と低い評価にそれぞれ集

中してしまいます。ですから、低い評価の人の

モチベーションはがくっと下がるんですよね」

と。「仕事はチームでやるものですから、もし

彼らのやる気がなくなったら、優秀な人にも負

荷がかかってきますね。優秀な人、いまいちな

人がいて、優秀な人が成果を出すためには、い

まいちな人が縁の下の力持ちになっていたとい
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う事例が結構あります」と。仕事はチームワー

クですから、いろいろな能力の人がいて、一番

下の、一番下と言うと言い方悪いですね。いま

いちな人でもしっかりそれなりの組織の中では

力があって、そういう優秀な人が活躍できたと、

こういう話でありまして、私も自分の経験上も

「あ、なるほどな」と思ったところであります。 

 このほか、成果主義、相対評価のマイナス面

としては、職員が市民よりも評価者の目を気に

して仕事をするようになるということも、私ど

もは危惧をしているところでありますし、そう

いう指摘もございます。つまり、市民サービス

の向上より、評価項目を上げるということに気

持ちが行ってしまうんじゃないかという懸念が

あります。 

 それから、心配なこととしては、評価者の習

熟度、いわゆるなれるというか、テクニック、

スキルが向上するまでには相当な期間が要する

と思われます。そして、評価のばらつきという

ことも懸念されます。ですから、評価者の評価

に信頼が置けるようになるまでには、先ほど市

長からも公平、公正、客観性というようなこと

がございましたけれども、この制度が信頼され

るような制度になるまでには、やはり雇用、給

与あるいは昇格、昇級への反映というのは、か

えって職員のモチベーションの減になるのでは

ないかと、こんなことが心配されまして、本来

の目的であるはずの人材育成、あるいは能力開

発に逆行しないかということが心配されるわけ

であります。この絶対評価ということが第１問

で回答で示されたわけでありますが、安易な評

価結果の反映というのはすべきではないと思い

ますけれども、私が以上述べたようなこの４月

からの新人事評価システムの導入に当たっての

懸念について、市長としてお考えがあれば、お

持ちでしたらぜひ開陳をし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 改革をしていくとか、新た

な事業を展開していくというときには、必ず心

配とか課題はつきものでございます。これをど

うやってやっていくかということが、我々に課

せられているわけでございますし、また、これ

は法的にもやっていかなければならないという

ことですから、課長が答弁したような課題、あ

るいは議員が危惧した点、そういったものをや

はり洗いざらいしながら、評価が評価でなくな

るようなことはすべきでないと思いますし、た

だ、先ほどの例に挙げた企業が必ずしもそうで

はないと。本を書いたからそれが絶対的だとい

うものではないわけで、民間企業と行政との違

いもございます。そういうことをやはりきちっ

と精査して、この制度を導入していきたいとい

うふうに考えております。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 それでは、ここで市

長の人材育成に対する姿勢というか、基本的な

方針にかかわることだと思うんですが、ちょっ

と紹介をさせていただいて、それにどうお考え

なのか、お伺いしたいと思うんですけれども、

堀場製作所というところがありまして、企業。

堀場雅夫という人が創業者なんですけれども、

そこの社是は「おもしろおかしく仕事をする」

ということのようであります。彼は次のように

言っております。 

 「不公平な人事評価ほど、社員の意欲をそぐ

ものはない」と、「評価の納得感を高めるには、

失敗や欠点を見ないのが一番だ。そうすれば、

社員はみるみる成長し、会社ももうかる。中小

企業は大企業に比べて給与水準は低いが、金額
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は問題にならない。「何であいつのほうが能力

が劣るのに、俺より給料が高いんや」と、評価

に不満を持つと、仕事はとたんにつまらなくな

る。この不公平感をもたらす原因は、マイナス

評価にある」と。そんなことで、堀場製作所で

は、仕事上のミスや能力上の欠点など、社員の

マイナス面を記入する欄を評価シートから全て

なくして、新しいアイデアを出したとか、どれ

だけ積極的に行動したか、プラス面だけを評価

するようにしたということです。 

 「ポジティブな面をしっかり見て、思う存分

伸ばしてやったほうが、本人は元気が出るし、

会社ももうかる」と。堀場製作所も評価の仕組

みを変えてから、社内の雰囲気が一層明るくな

って前向きになったということであります。 

 「ほめて育てる」という言葉がありますけれ

ども、このような堀場式と申しましょうか、考

え方については、市長の人材育成の観点ではど

のようになりますでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 多分、これはものづくり産

業だと思います。ですから、直接的に項目は当

てはまらないと、行政には。ただ、私が言いた

いのは、枝松議員の考え方を私に聞いてほしい。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 いや、私はこの人に

共感しているから言っているのでありまして、

ですからその職員のそれぞれ持っているいいと

ころ、これは民間と公務職場でも若干違いはあ

ると思いますけれども、やはりほめて育てると

いうこのやり方に対して私は共感をしているか

ら、市長に聞いているんですが。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 それは私も同感でございま

す。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 さて、労働組合とも

お話し合いをしているというようなことであり

まして、市長もうまくやってくれるとは思いま

すが、国会でも新藤総務大臣、これは２０１４

年ですから、去年、おととしですかね。第８６

回の通常国会の参議院総務委員会で、次のよう

に発言しております。 

 「人事評価の制度の導入に当たっては、各地

方公共団体において、評価の透明性、それから

客観性、そして納得性を確保するための枠組み

を、これを適切に構築されたいと、このように

考えております」と。そして途中飛ばしまして、

「その際に、職員を初めとして十分な周知と相

互の理解、こういったものをぜひ進めていただ

きたい」と、このように述べているわけであり

まして、第１問に対する市長の回答からすると、

十分この点は懸念しなくてもいいのかなと思っ

ておりますが、この新藤総務大臣の答弁のよう

な中身で、理解で市長も進めるということでよ

ろしいでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 先ほどの外部評価のところ

で、職員は甘くなるという枝松議員の表現があ

りますけれども、私は職員を信じています。そ

して、やはり職員というのは、上山市役所に入

って頑張ろうというように入ってきている人た

ちなんですよ。誰もほかから「職員になれ」な

んて言われて入ってきた人は一人もおりません。

ですから、そういうものはやはりきちっと信頼

をして、そして職員が働きやすい環境づくりを

するというのが、私の仕事ですから。ですから、

そういったえこひいきとか何とか、あるいは評

価が曲がっているとか、そういうことは私も大

嫌いでございますから、そういうことは一切ご
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ざいません。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 私が諭されているよ

うな中身の答弁でありましたが、ぜひそのよう

にしっかりそこはやっていただけるとよろしい

かというふうに思います。 

 昨今の状況なんですが、人事評価というもの

に対して、廃止をする企業なども出てきている

と聞いております。理由は、莫大な時間と人件

費をかけるだけの価値がそこにあるのかという

ことが１つと、やはり社員の不安をあおったり

して、チームワークが崩れるというようなこと、

そんなことから廃止するかわりに、人事評価に

かえて定期的なコーチングといいまして、上司

が部下を、先ほど庶務課長からもお話がありま

したけれども、上司と部下の対話の機会を設け

るという取り組みで、人事評価をやめてそちら

にかえる。そして、一定の手応えを感じている

という企業もあるということでありますが、ま

ずは法律的にはやらなければいけないというこ

とでなっておりますので、先ほど市長からあっ

たような趣旨で、ぜひここは労働組合とも十分

話をしていただきながら、信頼できるシステム

にしていただきたいなと、これはお願いいたし

ます。 

 それで、次に、日々雇用・非常勤職員の待遇

改善でありますが、改定をするというようなお

話が先ほどあったんですけれども、２８年度か

ら、どの程度の水準というようなことは、今こ

の場で申し上げることはできるんでしょうか。 

○坂本幸一議長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 基本的には平成２８年度

の当初予算に入っておりますが、その細かいと

ころについてここで申し上げたいと思います。 

 まず、日々雇用職員の事務につきましては、

今まで１日５，７００円だったものが、３００

円改定しまして１日６，０００円、あと保育士

につきましては、６，８００円だったのが２０

０円改定しまして７，０００円に予算計上して

いるところでございます。それから、非常勤職

員につきましては、報酬の額に応じまして、１

３万円までは月額２，０００円の改定、１５万

円までは月額１，０００円の改定、１５万円以

上は改定なしというような内容になってござい

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。 

 それでも私はまだ少ないかなと思っているん

ですが、賃金の水準の低さとあわせて、やはり

いつまで勤めていられるのかなという不安感が

常にありまして、先ほど市長から、５年という

のは原則であるんだけれども、それを超えても

その人でないとなかなか後任がいないとその職

責が全うできないようなポストと限定されてお

りましたが、これをもうちょっと期間を外して

やるということについては、どうですかね。 

 例えば、一つには、１階にもカウンターに結

構相談員という名のつく方がいらして、職員よ

りもやはりひょっとすると法律の知識もあって、

なかなかいい仕事をしているという方がいらっ

しゃる。それから、公民館についても推進員で

直営の公民館についても１０年以上いる人がい

る。ただ、１０年間給料は一緒。昇給しません。

１年生で入ってきた人と同額と。 

 そんなこともあって、それなりのこの仕事に

対する意欲、インセンティブを与えるような意

味でも、５年を超えても彼女たちは希望をして

いるでしょうから、一定の割合で上がるとか、

そういった仕組みがあったほうが、より能率が

上がる仕事をしてくれると思うんですけれども、



－６９－ 

その辺はいかがでしょうかね。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 ５年を過ぎても、優秀な方

もおられますし、また、そうでない方もおられ

るかもしれません。ですから、そういう方につ

いては新しい方が入れるようなことも大事であ

るわけでございますので、その辺は今回は５年

を過ぎてもというようなことで、一般論的な形

で答弁をさせていただきましたけれども、先ほ

ど例に挙げられたような部署もあるわけでござ

いますし、やはり今後改めて検討していかなけ

ればならないというように考えております。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 本来、全員が正職員

であれば、何らそういったことはないわけであ

りますが、やはり勤務実態が職員と余り違わな

いと。差をつけるために時間数をちょっと減じ

たりしているけれども、やっている職務内容は

違わないものもあると私は思っております。 

 ですから、その常勤性とか、恒常性があるの

だとすれば、ぜひ本当は正職員に置きかえてい

ただきたいというのが希望でありますけれども、

ぜひそこもなかなか定数繰り入れが難しいとす

れば、やはり期間について配慮をしていただき

たいし、年数に応じて上がっていくような給与

システム、これは報酬というんでしょうけれど

も、仕組みにしてほしいなと思いますけれども、

そこまでも現時点では何とも言えないですか。

何か少し展望みたいなものを持っていただけれ

ばありがたいんですけれどもね。 

○坂本幸一議長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 基本的な考え方は市長か

らお示しさせていただいたとおりでございます

けれども、ただ、原則もございまして、総務省

の考え方でありますけれども、いわゆる非常勤

あるいは臨時の職員につきましては、基本的に

は１年という総務省の考え方でございます。法

律にはございませんけれども、そうした中で、

今申し上げたように５年まで延長できるという

ような考え方で説明している自治体が半数以上

ありますけれども、そういった中で１年ごとに

リセットするというような方針でもございます

ので、年々上がっていくということは、これは

今の地方公務員法上難しいのかなと思います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 そういう頑張っている職員

には、年齢制限もありますけれども、ぜひ市役

所の職員に応募していただいて、そして正職員

になって頑張っていただきたい。臨時職員とか、

パートで来ておる方で、職員採用試験に応募し

た方も何人かおられますので、そういった道も

一つあるということだけは御承知願いたいと思

います。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 １年ごとのリセット

ということでありますから、そこは制度的な問

題という、法的な問題もあるでしょうが、日々

雇用職員の任用の根拠は、上山市においては地

方公務員法第３条第３項第３号というようにな

っているはずなんですね。取扱要綱にはそう書

いてあります。 

 ところが、ここは読んでいきますと、法の趣

旨はどうも実態と違うのかなというふうに思う

ところはありまして、この今雇用している非常

勤職員は、地方公務員法第３条第３項第３号に

よって採用されているにもかかわらず、地方公

務員法の適用除外という項に当てはまるという

摩訶不思議な法体系のはざまにある存在なんで

すね。これはここで法律論争するつもりはござ

いませんけれども、極めて制度的に曖昧なもの
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でありますし、そこはぜひ勘案をしていただい

て、今後の人事、本人の仕事がやりやすく、さ

らにそれが市民サービスの向上につながるとい

う方向に検討を加えていただいて、２８年度以

降も改善を加えていただければありがたいと思

っておりますが、まずそこは答弁はなしという

ことで。 

 最後の項目になりますが、外部評価でありま

すが、私も遊佐町のものを見させていただいて、

やはり職員と町民の目、そこには差があったと。

だんだんそれがでも一致率が近くなってきたと

いうことでありまして、本市においては、新年

度からやると。その組織は、先ほどの説明では、

まち・ひと・しごと創生総合戦略と第７次振興

計画、その進捗をあわせ持って本市の事務事業

の評価という、もうみんな一緒くたにやると、

こういう考え方でよろしいんですかね。そのメ

ンバー構成はそうするとどうなるんでしょうか

ね。 

○坂本幸一議長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 外部の検証機関のメ

ンバーにつきましては、２７年度に策定いたし

ました、まち・ひと・しごと創生総合戦略と第

７次上山市振興計画を策定したメンバー、つま

り振興審議会と総合戦略の推進会議のメンバー

の方々から選びたいと考えております。 

 評価方法につきましては、総合戦略と第７次

振興計画の進捗管理のほかに、事務事業評価は

別に評価をいたしますが、評価をする組織とし

ては同じ組織でし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 私が最初に質問した

のが平成１７年の３月ですから、以来、１１年

なんですね。あのときは新年度においてワーキ

ングチームを立ち上げて、外部評価とは言わな

かったんですけれども、手始めには内部の事務

事業評価をやりたいという、当時の阿部市長の

答弁があって、１１年間の中でやはりいろいろ

な世の中の変化もあって、そういった外部評価

もやるということになって、これについては喜

ばしいことだと思いますが、遊佐町でさえ１０

８事業を評価している。班に分けてですね。う

ちの場合ですと、もっともっと評価も多岐にわ

たるし、７次振、そしてまち・ひと・しごとと

なると、何かボリューム的にやり切れるのかな

という、これだけでもう腹いっぱいになって、

日ごろの通常の業務がおろそかになりはしない

かと。そのほかに人事評価もやらなければいけ

ないといったら、もう管理職なんか大変じゃな

いかなと思って見ているんですが、その辺で私

の心配は杞憂に終わるものでしょうか。 

○坂本幸一議長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 事務事業評価につき

ましては、今の手法として始めたのが２６年度、

２７年度でございますが、２８年度の事務事業

評価のやり方につきましては、これまでとまた

やり方を見直しまして、現在、予算の要求であ

ったり、事業査定、こういったものと一体的な

作業ができるようなトータルシステムの構築を

今進めておりますので、これまで同様の負担と

いうよりも、さらに効率化していくことを今進

めております。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 効率化ということで、

今話がありました。それ以上私は言いませんが、

私が職員時代に比べると、職員の今の数は１０

０人ぐらい減っているんでしょうかね。でも、

事務量はどうかというと、減っているどころか、

同じか、もっとひょっとしたらふえているんじ

ゃないかと思って、この間いろいろこの質問を
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する上で、いろいろな部署の話などもちょっと

調べてみたんですけれども、本当に職員の負荷

が大変だというふうに、私は印象を持ったとこ

ろであります。 

 ですから、市長も、これ以上職員を減らすと

いう考えは多分ないんだと思いますけれども、

何とか計画とか次々に出てきて、本当に今の管

理職初め一線の職員も、双方が大変な思いをし

ているというふうなことについては、最後の質

問になりますけれども、市長は今の職場実態を

どんなふうに捉えておられますか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今、各自治体もいろいろな

政策を展開しておりますし、特に人口減少問題

とか、少子高齢化、大変な時代でございます。 

 ただ、先ほど枝松議員も質問の中でありまし

た選択と集中ということもありましたし、スク

ラップ・アンド・ビルドもありましょうし、や

はり時代の流れの中で、今何が求められている

かということに集中する、重点を置く。そして、

やはり事業展開でも、例えば補助制度にしても、

例えば５年間やったものについては、あとは自

助努力してもらうとか、やはりそういった見き

わめというものをしていかないと、どんどん、

どんどん抱えてくるわけですから、幾ら人がお

っても足りないということになるわけですから、

これはやはりそういったことをまず一つには心

がけていくということが大事だと思いますね。 

 あと、やはり職員一人一人の能力と同時に、

各課、各係が、あるいはそれぞれの方々が協調

性を持って、お互いに情報の提供とか、あるい

はコミュニケーションをしっかり持つとか、や

はりそういった職場改革といいましょうか、そ

ういうこともあわせてやっていかなければなら

ないのではないかなと思っています。 

 ただ、よく言われます人口１００人当たり職

員１人とよく言われますが、そのあたりは大体

そんなに外れてはないかなというように思って

おりますけれども、ただ、先ほど申し上げまし

たように、一人一人の職員のスキルアップ、能

力アップ、そのためにはやはり人材育成だと思

いますし、そういったことも踏まえながら、ま

ず職員に頑張っていただくと同時に、職場環境

もしっかりと整えていくということがより大事

だなと思っています。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 それでは、ぜひ職員

を大事にして信頼していただいて、これからも

事務事業をやっていただきたいと思います。 

○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 議席番号１番、日本共

産党議員団の守岡等です。 

 私は、ＴＰＰと生活困窮者への支援強化につ

いて、質問させていただきます。 

 最初に、ＴＰＰ（環太平洋パートナーシップ

協定）に対する評価について質問いたします。 

 昨年１０月５日にＴＰＰが大筋合意に達し、

ことしの２月２日には、内閣官房ＴＰＰ対策本

部よりＴＰＰ協定（仮訳文）が公表され、部分

的とはいえ、ようやくＴＰＰの概要が見えてき

ました。 

 この内容は、農業にとどまらず、国民生活全

体に影響を及ぼすものであり、上山市民の生活

にも大きな影響を与える看過できない問題だと

考え、市長のＴＰＰに対する評価、所見につい

て質問をさせていただきます。 

 これまで私が調査した、各分野を横断するＴ

ＰＰの主な特徴や影響について、指摘したいと

思います。 
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 第１に、ＴＰＰには、サービス市場のネガテ

ィブリストの特徴がございます。開放しない分

野だけを指定する条項で、特定の分野を指摘す

るポジティブリスト方式と違い、事実上全ての

サービス市場を開放するものです。協定書で取

り上げられないさまざまなサービス、農産物、

公的サービスなどの際限のない自由化、市場化

につながります。 

 例えば、これまでのＷＴＯあるいは４カ国Ｔ

ＰＰの条文では、自国の農業保護のための補助

金は認めるものの、輸出補助金は禁止するとい

うことになっています。 

 今回のＴＰＰでこの補助金がネガティブリス

トに入っていなければ、輸出補助金に限らず、

国内農業保護の全ての補助金がその対象になる

可能性もあります。実際、今回の協定書のネガ

ティブリストに、「現行の我が国の漁業補助金

は、禁止補助金に該当せず、政策決定権を維

持」とあり、農業補助金については触れられて

いないことから、当市で実施している補助金も

禁止補助金となる危険性があります。 

 また、ラチェット条項という特徴があります。

ラチェットとは、逆回転を防止する爪歯車のこ

とですが、一度開放された水準は、いかなる場

合も逆に戻せないという条項です。日本は、社

会事業サービス（保健、社会保障、社会保険

等）や初等・中等教育などについては「将来留

保」を行い、ラチェット条項は適用されないと

政府は説明していますが、しかし、例えば後で

述べる医療については、ＴＰＰの対象ではない

とされていたものが、公的機関や金融機関と競

争する場合は例外的に対象に含まれるなど、流

動的な要素が含まれています。 

 次に、投資家と国家間紛争解決（ＩＳＤＳ）

手続の問題です。これは、例えば日本に投資し

ている外国の企業が、日本の法律、裁判、行政

によって被害を受けたと判断するときに、国際

仲裁裁判所に訴えることができるという制度で

す。ＩＳＤ条項を利用した大国の巨大企業の振

る舞いが各地で問題になっており、そのことが

日本にも大きな影響をもたらすのではないかと

いうことです。たばこの健康被害を指摘する広

告がたばこ会社に損害を与えたと、その国を訴

えたたばこ企業もあるほどです。 

 また、ＴＰＰには「内国民待遇」の要素があ

ります。協定書でも冒頭第２章でまず出てきた

後、かなりの頻度でこの言葉が出てきますが、

これは日本と同様に相手国の人や企業を扱うと

いうことです。例えば、豚肉の生産者が赤字経

営に陥った場合に、その赤字を国と農家でつく

る積立金から補塡する制度を法制化して恒久的

な措置にすることは、えこひいきに当たり、も

しも積立金から補塡するのなら、アメリカやオ

ーストラリアなどその他の国の農家にも補塡し

ないと協定違反になるというものです。 

 さらに、ＴＰＰは「秘密性」の特徴がありま

す。ＴＰＰは、参加を決めた後にしか全容がわ

からないシステムです。２月２日に内閣官房Ｔ

ＰＰ対策本部からようやく出された仮訳文は、

協定全文のほんの一部にすぎません。いずれは

協定文の全文が示されると思いますが、その条

文の背景説明を求めた場合でも、交渉経過は４

年間秘密なので、本質的な部分はぼかされる危

険性があります。国民が真実を知らされないま

まに国会で批准し、後で見るような国民生活破

壊の政策が進行していく危険性があります。 

 加えて、営利化の特性があり、国民生活のあ

らゆる分野が市場化、営利主義の影響を受けま

す。そして、それらを保護しようとする政策を

抑制し、多国籍企業の利益確保がＴＰＰの目的
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だといえます。 

 ＴＰＰの範囲は３０セクションにも及び、当

市の農業や各分野に多大なる影響を与えること

が予想され、農業従事者を初め、多くの市民が

ＴＰＰに対する言い知れぬ不安を抱えています。

ＴＰＰの概要が見えてきた現在、ＴＰＰに対す

る市長の評価、所見についてお伺いします。 

 次に、ＴＰＰの影響が大きい本市農産物への

影響試算について質問します。 

 農林水産物で「重要品目は除外」と国会決議

しながら、重要５品目に含まれる関税分類上の

細目５８６品目のうち１７４品目、約３０％の

関税を撤廃し、残りは関税削減してしまい、上

山市の農業にも大きな影響を及ぼします。 

 米については、アメリカ、オーストラリアに

アメリカ産コシヒカリなど選択の自由のあるＳ

ＢＳ方式の国別輸入枠が新たに設定されました。

政府は、「政府備蓄米の運営を見直し、国別枠

の輸入量に相当する国産米を備蓄米として買い

入れる」としていますが、それでも価格低下は

避けられず、国産主食用米の需給と価格に打撃

的な影響を及ぼすことは必至です。 

 秘密主義で進行していたＴＰＰ交渉ですが、

大筋合意で突然、サクランボ、リンゴ、ブドウ

などの関税撤廃も出され、上山市の農業に大変

な影響を及ぼします。ＴＰＰの実害が発生する

のは先のことですが、現在も農業をめぐっては

厳しい状況にあります。２０１５年農林業セン

サスの概要が公表されましたが、２０％に迫る

農家減少率となっており、期を追うごとにその

数値が高まっています。また、７０歳代前半の

農業就業人口の落ち込みが激しくなっており、

前世代からの人口繰り込み（農業継続）が減り、

リタイアが増大しています。 

 今回のＴＰＰは、中高年農業者に離農を決意

させ、青年農業者の将来展望を失わせるものに

なるのは必至であり、上山市の農業、関連産業、

雇用など多方面に影響が及びます。食の安全性

についても、米国は「日本が科学的根拠に基づ

かない国際基準以上の厳しい措置を採用してい

るのを国際基準に合わせる」と主張しています。

例えば、ＢＳＥ（牛海綿状脳症）に伴う牛肉の

輸入基準は、既に２０カ月齢から３０カ月齢ま

で緩めていますが、国際基準では、ＢＳＥ清浄

国に対しては月齢制限そのものが必要ないこと

になっているので、間もなく月齢制限の撤廃を

米国は要求してくるでしょう。 

 また、遺伝子組み換えについても、「ＴＰＰ

協定の概要」では、遺伝子組み換えの承認促進

や違法な遺伝子組み換え種の混入についての規

制緩和、バイオ企業が作業部会に参加すること

などを規定しました。このままいけば、遺伝子

組み換え食品が当然のように入ってきます。そ

して、日本政府が安全性のために行ってきた食

品表示は、「表示義務のないアメリカの商品に

対する差別的扱いである」として、米国企業に

訴えられる可能性があり、表示を中止しなけれ

ばなりません。私たちは、遺伝子組み換え食品

だけでなく、どんな添加物が入っているのかわ

からない食品を買わされてしまいます。 

 とりわけ、学校給食の食材選びで影響が出て

きます。安全な食材を提供しようとしても、表

示することができない、あるいは地産地消で賄

おうとしたら、差別的待遇だと外国企業から訴

えられる可能性も出てくるのです。 

 このように、ＴＰＰによって本市の農産物や

食の安全を取り巻く状況が厳しさを増していく

中、本市の農産物生産への影響額がどれぐらい

になるのか、試算している数値があれば、お伺

いします。 
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 次に、対策本部の設置について質問いたしま

す。 

 各分野に多様な影響を及ぼすＴＰＰですが、

最も国民生活に影響してくるのが医療の分野で

す。現在出されている協定文では、医薬品、医

療機器で日本の基準変更を要求しています。具

体的には、「医薬品及び医療機器に対する承認

手続の透明性確保を明確に規定せよ」というこ

とで、特許期間の延長や薬価を決める中央社会

保険医療審議会に、米国製薬業界の人に意見提

出をする機会を与えるとしています。当然のこ

とながら、米国の製薬業界代表は、特許権をも

とに独占価格の設定を迫り、それが認められな

ければＩＳＤ条項による損害賠償を日本政府に

求めてきます。今、当市の医療機関においても、

なるべく安いジェネリック医薬品の使用を進め

ていますが、ＴＰＰはこうした医療努力を無に

帰すものであります。 

 恐らく今後は、外国の高い薬や医療機器がど

んどん日本の医療市場に出回り、その結果、我

が国の医療費を圧迫し、全ての医療を保険でカ

バーすることはできなくなるでしょう。その結

果、高度な医療は自費でお願いしますというこ

とになり、混合診療の解禁と民間医療保険が進

出してきます。既に保険外併用療養費というこ

とで混合診療の部分的解禁が進んでいます。外

国人の健診を目的とした医療ツーリズムも県外

で広がっています。お隣の仙台市でも、樹状細

胞ワクチン療法という一種の免疫療法が自由診

療として行われており、治療費はセット料金で

１９０万円であることがホームページで堂々と

紹介されています。今後こうした方向が進めば、

高度な先進的医療はお金のある人だけが受けら

れ、お金のない人はますます医療から遠ざけら

れる医療格差が進行してしまいます。また、高

度機能医療は都市部に集中し、地方との格差は

ますます拡大し、当市の地域医療にも少なから

ぬ影響を与えるでしょう。 

 また、現在でも、国が公共事業を発注したり

物品を購入する際に外国の企業参入は可能です

が、ＴＰＰでは、入札における内国民待遇や地

方も含む適用範囲の拡大、そして情報の公表を

規定しています。現在公表されている資料では、

政令市までが対象となっていますが、今後対象

が拡大される可能性は残っており、対象が拡大

されれば上山市にとっても次のような影響が予

想されます。 

 ＷＴＯ基準では、国際入札の下限額は、建設

サービスで国６億９，０００万円、地方２３億

円で、設計など技術サービスの場合はそれぞれ

１０分の１の金額になっています。これが２０

０６年の４カ国ＴＰＰでは、国、地方にかかわ

らず、下限額は建設サービス７億６，５００万

円、技術サービス７５０万円となっており、市

町村が設計、規格、調査などの作業を外部に委

託する例がふえており、国際入札の対象になる

場合がふえてきます。国際入札に当たっては、

英語などで対象国に通知することが義務づけら

れ、膨大な事務作業が発生します。外国企業の

参入により、地元の中小企業や自営業者の経営

が圧迫されます。これまで地域経済の循環、地

域振興を図るために地元業者への優先発注や、

産業振興に向けたさまざまな対策がとられてき

ましたが、ＴＰＰによってそれらが基本原則に

反するとして排除される可能性が生まれます。 

 また、外国企業の参入に伴い、人件費の安い

外国人労働者が流入し、地元労働者の賃金低下

にもつながります。 

 このように各分野に大きな影響を及ぼすＴＰ

Ｐですが、このＴＰＰの先行モデルといわれる
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米韓ＦＴＡによって、韓国がいかに深刻な打撃

を受けているかを見ておく必要があると考えて

います。 

 昨年１１月に、韓国のソン・キホ弁護士が来

日し、米韓ＦＴＡの惨状を明らかにしました。

ＦＴＡ発効から１年で、畜産業の７割が廃業し

ました。２０１４年の米国からの農畜産物輸入

額、これは穀物を除いたものですが、ＦＴＡ発

効前と比べて７２．３％も増加しましたが、関

税の撤廃された米国産輸入品の流通価格はほと

んど変動していないそうです。消費者にとって

も恩恵はないということです。 

 医療分野では、「独立医薬検討体制」が構築

され、医薬会社の意見を酌み取るようになり、

医薬品の価格が上昇しています。さらに、医療

特区においては、株式会社の大規模病院が建設

され、自由診療が行われています。 

 ＩＳＤ条項についても、外国投資家の圧力に

より電力や鉄道料金が値上げされただけでなく、

韓国内の土地や建物、銀行の売買で巨額の利益

を出した米国の投資ヘッジファンドに課税を課

そうとしたところ、逆にＩＳＤ条項で訴えられ

るという出来事がありました。この出来事は韓

国政府の政策に萎縮効果をもたらし、これまで

７５の法律が制定、改定されているそうです。

それは地方行政にも影響を与え、ソウル市は学

校給食に遺伝子組み換え食品を使ってはならな

いとする条例が、米韓ＦＴＡ違反に当たるとい

うことを発表し、変更を余儀なくされていると

のことです。 

 このように、ＴＰＰはあらゆる分野に市場原

理を持ち込み、国民の生活や経済活動に大きな

影響をもたらすものです。政府は、昨年１０月

９日に「ＴＰＰ総合対策本部」を設置し、ＴＰ

Ｐを活用した新たな市場開拓とともに、農林水

産業を初めＴＰＰの影響に関する国民の不安の

払拭を図るとしていますが、合意内容の詳細や

その影響等についての情報開示はいまだ十分と

はいえず、対策も見えないことから、市民の間

に不安が高まっています。 

 こうした状況の中、上山市独自の対策強化と

して、総合的に各課を横断し、農協、医師会な

ど関係分野の有識者も交えたＴＰＰ対策本部を

設置し、県とも足並みをそろえながら対策をよ

り強化していく必要があると考えます。市長の

御所見をお伺いします。 

 次に、生活困窮者への支援強化についてです。 

 まず、緊急避難所、フードバンクの整備につ

いて質問いたします。 

 日々の議員活動、生活相談の中で、格差、貧

困が進行していることを実感しています。高齢

者、障がい者、病人などに特に顕著にあらわれ

ています。当市におかれましては、福祉事務所

や地域包括支援センター、社会福祉協議会など

の職員の献身的な奮闘で最低限度の生活が送れ

るよう御支援いただき、心から感謝申し上げま

す。 

 しかし、当市においても、まだまだ生活保護

の保護率、捕捉率が低い状態にあります。本来

であれば生活保護の対象でありながら、さまざ

まな理由で制度を利用していない方が数多くい

ます。地域や親族の支援があればいいのですが、

そうした支援も受けられず、孤立している方々

も多いように見受けられます。これまでの事例

を経験し、改善すべきと感じた事項についてお

伺いします。 

 失業者やシングルマザーなど生活困窮者を対

象にした緊急避難所の設置、フードバンクなど

の食糧支援を行う必要があります。市内の業者

や団体とも協力しながら、市の責任でこうした
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緊急対応のシステムを整備していく必要がある

のではないでしょうか。生活困窮者を対象にし

た緊急避難所、フードバンクの整備について、

市長の御所見をお伺いします。 

 次に、生活保護に至る前の段階の方への緊急

的な支援です。 

 現在、当市においても、生活保護に至る前の

段階の方が見受けられ、最も困難な状況にあり

ます。本市としても、生活困窮者自立支援法に

基づいて相談支援事業等を行っていますが、今

後、さらに居住確保支援、就労支援、緊急的な

支援などを整備すべきだと考えます。特に、緊

急的な支援として、手持ちの生活費のない緊急

性のある人に対しては、手続を簡素化して、そ

の日の生活費を貸し付ける制度の創設を提案し

ます。市長の御所見をお伺いいたして、第１問

とします。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １番守岡等議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、ＴＰＰの評価について申し上げます。 

 ＴＰＰにつきましては、農林業分野を初め、

商工業分野や医療分野など影響が多岐にわたり、

各分野においてメリットとデメリットがあるこ

とから、一概に悪影響だけではないと考えてお

りますが、今後とも国の動向を注視してまいり

ます。 

 次に、本市農産物への影響試算について申し

上げます。 

 ＴＰＰによる本市農産物への影響試算につき

ましては、大筋合意の内容が全て明らかにされ

ておらず、影響範囲や試算するための数値が不

確定でありますので、本市独自の影響試算はで

きない状況にあります。 

 なお、本市農産物への影響が明らかになった

場合には、国や県との連携を密にして、迅速に

対応してまいります。 

 次に、対策本部の設置について申し上げます。 

 ＴＰＰ対策につきましては、本市の産業を強

靱で競争力のあるものにしていくことが重要で

あると考えており、そのための各施策を着実に

実施してまいります。 

 引き続き、山形県のＴＰＰ総合対策本部と情

報交換を密にするとともに、各分野における既

存の体制で対策を検討してまいりますので、対

策本部の設置については現時点では考えており

ません。 

 次に、緊急避難所及びフードバンクの整備に

ついて申し上げます。 

 緊急避難所につきましては、施設の設置を希

望する事業者や団体があれば、県や近隣自治体

とともに支援することが考えられますが、本市

単独で施設を整備しなければならないほど利用

者がいる状況にはないと捉えております。 

 フードバンクにつきましては、本市で食糧に

不自由している方の潜在的な需要を把握した上

で、整備の要否を判断してまいります。 

 次に、生活保護に至る前の段階の方への緊急

的な支援について申し上げます。 

 簡素な手続で生活費の貸し付けが受けられる

制度につきましては、社会福祉協議会で実施し

ております善意銀行事業がありますが、返済率

が悪いなどの問題点が多く、この制度以上に簡

易な貸付制度を実施することは困難であると考

えております。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 まず、ＴＰＰに対する

市長の評価ということで、メリット、デメリッ

トいろいろあるということでしたが、例えば自



－７７－ 

動車産業、今回のＴＰＰで農業はちょっと厳し

いけれども、自動車産業ぐらい、輸出産業ぐら

いはメリットがあるんじゃないかと言われてき

たのが、ふたをあけたら２．５％、それも２５

年間でしたか。アメリカはゼロパーセントに対

して、実質ＴＰＰによるメリットはなかったと

いうのが、自動車産業の業界の代表の方も言っ

ているぐらいで、私は本当にこのＴＰＰのメリ

ットというのは、探すとしたら本当にちょっと

した一握りの業界の、それも一分野に限られる

のではないかと思うんです。 

 今、この上山市民の立場として、非常にやは

りＴＰＰによって本市の農業が厳しいものにな

るということは、皆さんも共通理解であると思

うんです。しかも、この日本の農業そのものが

今大きな岐路に立たされているという中で、む

しろそうした中でこれまでこの上山市、日本の

農業が築いてきたものをいま一度それを再確認

して、その意義を高くむしろ訴えていく必要が

あるんじゃないかと思うんです。 

 その一つが、国連の委員会の場で、日本の小

規模経営の土地生産性の高さ、あるいは兼業農

家の果たしている役割、そしてコミュニティの

持つ意義、こうした日本型の農業というものが

非常に国連では高く評価されているんですね。

こうした私たちがこれまで築き上げてきた日本

型の農業というものを、もっともっとＴＰＰに

負けないで世界に打ち出していく。国連はそれ

を支持しているという立場で、強く主張してい

く必要があると思うんです。 

 実際にやはりこの市民の不安を払拭するため

にも、たとえ諸外国の圧力があろうとも、この

上山の農業、文化、あるいは地域医療を守って

いくんだという市長の決意を表明してほしいと

思うんですけれども、いかがでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 国連のことについては、ち

ょっと私、存じ上げておりませんので、大変申

しわけございません。 

 ただ、今おっしゃられた上山の農業あるいは

兼業農家というお話がありました。確かに今ま

ではこういった農業形態の中でいわゆる農村を

守っていくとか、あるいは農村地域のコミュニ

ティを守っていくとか、そういう役割を果たし

てきたということは間違いないと思います。た

だ、現実に今、振り返ってみると、農業者の平

均年齢が６７歳ぐらいになってきているという

ことになりますと、果たして５年後にどうなる

んだという危惧もしなければならないわけです。

そうすると、今までのような形態が維持できる

のか。いわゆる農業経営をやっていかないと、

まず中山間地域からなくなってくると思います

けれども、そういった危惧をまず考えて、どう

いうことができるのかといったことも含めて、

本市の農業のこれからの５年後、１０年後とい

うものを考えていく必要があるというように思

っています。 

 ただ、農村文化のよさというものは間違いな

くあったわけでございますし、そういったもの

を側面的に訴えていくと。あるいは、それを理

解していただくという方策、あるいはそういっ

た行動というものは評価すべきものだというふ

うに思っています。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 ぜひ、農業がこのまま

でいいとは私も思っていませんので、改めてそ

のＴＰＰに対抗できるような農業をどうやって

構築していくかということについては、また後

日提案していきたいと思っています。 

 次に、農産物への影響試算についてですけれ
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ども、確かに大筋合意前にも一度県のほうでも

６６８億円減少するという数値を、試算を出し

ているようですけれども、今回のこの大筋合意

では、全然判断できる数値が足りないし、その

国で出されている指標も少し当てにならないと

いうことで、県のほうでも今回は試算は出さず

に、そのかわりに各分野、各項目、細かくプラ

スの影響、マイナスの影響を分析して、その対

応策を練っているようです。 

 本市でもぜひ、試算額はともかく、いろいろ

な分野にどういう影響があらわれるのかという

ことを、やはり今から準備して対応をする必要

があると思うんですけれども、いかがでしょう

か。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 確かに県のＴＰＰ総合対

策本部のほうで、影響についての中間取りまと

め案を出しております。その中で、各農産物に

ついて、さまざまな考えられる影響が取り上げ

られておりますが、県のほうにもその点につい

てはいろいろと協議させていただいております

けれども、やはり不確定要素が多くて試算額は

出せないと。以前出したものは完全に撤廃され

て何もしなかった場合というような前提条件で

出しているというようなことでもあります。今

後、上山市におきましては、やはり上山市のみ

でつくっている作物というもので影響を受ける

ものということで考えますと、確かに上山市独

自で取り組むべきものとは思いますが、やはり

県とか連携した中で影響というものを考え、そ

してそれが悪影響であるというふうに判断した

場合は、やはり迅速に対応策というものを考え

ていかなければならな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 農業の問題では、何と

いっても第１問でもちょっと触れましたけれど

も、国あるいは本市で行っている各種補助事業

がＴＰＰに引っかからないかどうかという問題

です。そのネガティブリストというものに農業

補助金がやはり入っていないということは、十

分引っかかるおそれがあるんじゃないかという

ように私は思っているんですけれども、市のほ

うではどのようにお考えでしょうか。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 確かに今回のＴＰＰ交渉

におきましては、ネガティブリスト方式で交渉

されておりますけれども、その中で守岡議員の

御質問の中にもありましたように、漁業補助金

のみが協定書の中に明記されているというよう

なことで、農業補助金についてはネガティブリ

ストに入らないでフリーに禁止されるような御

懸念があるというふうな認識でただいまの御質

問をお聞きしましたけれども、これにつきまし

ては、私どものほうでも国のほうに実は問い合

わせをしておりまして、ＴＰＰの大筋合意にお

いては、禁止対象となる国内の農業補助金はな

いという回答をいただいております。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 国のそういう対応につ

いてはちょっと私も疑問があるところなんです

けれども、ただ、仮にこの農業補助金がＴＰＰ

に引っかかるようなことがあっても、やはりこ

の日本の農業を守るため、農業を再生するため

には、こうした補助制度は絶対必要だと思いま

すし、事実アメリカやオーストラリアは、それ

こそ日本以上のそういう補助制度をとっている

わけでありまして、逆にこちらから訴えるぐら

いの気概を持って、この補助制度の充実を市と

しても図っていくという立場を貫いてほしいと

思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。 
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○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 当然のことながら、上山

市の農業は守っていかなければならないもので

ございますので、その辺のところは確かに上山

市の農業を守っていくという立場で迅速な対応

と、そしてもし禁止事項に触れるような補助制

度であれば、禁止事項に触れないような制度改

革をして、そして上山の農業を守っていくとい

う立場で進めていくべきというように考えてお

ります。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 次に、対策本部の設置

についてであります。 

 県のほうには既に対策本部はありますので、

そこと歩調を合わせながら、当市においてはそ

れぞれのセクションでということだったと思い

ます。ここでやはり一つ言っておかなくちゃい

けないのは、医療について、今すぐに公的医療

保険制度がなくなるということはならないと思

いますけれども、先ほど第１問で示したとおり、

保険外併用療養費に加え、この４月からは患者

申し出療養という新たな混合診療が始まるよう

です。山形大学で今準備が進められている重粒

子線がん治療もこれに含まれると思いますけれ

ども、この治療費は３００万円以上だそうです。

こういう医療分野だけでなくて、例えば農協も

今１４０兆円に及ぶ農協の資産が外国資本に流

れたりだとか、あるいは教育の分野でも、株式

会社による学校経営、既に一部始まっています

が、このＴＰＰと歩調を合わせた動きが既に始

まっているようです。 

 こうした動きから見るように、影響が出てか

ら対策ではもう遅いと思うんですね。だから、

米韓ＦＴＡの状況をつぶさに分析して、こうい

う影響が予想されるとしたら、すぐさま対応し

ないと、もうあっという間にやられてしまうと

いうのが、このＴＰＰ、ＦＴＡですので、ぜひ

そうしたさまざまな情報を集積して分析すると

いう点ではいかがでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今御指摘の点でございます

が、情報の先取りといいましょうか、そういう

ことは非常に大事だと思います。ただ、やはり

こういった国際的な政策でございますので、必

ずしも末端の自治体が先取りということはなか

なか難しいと思いますし、また、対応も難しい

と思います。ですから、あくまでも国、県また

は自治体ということの連携ということが大事で

ありますし、また、国が交渉しているわけです

から、先ほど申し上げましたように、悪影響が

圧倒的に多いということに対する国の対応はし

ないと思いますし、できないんじゃないかなと。

現実には、そういった指摘されたような予測は

されますけれども、これから今度は批准すると

いうことにもなるわけでございます。アメリカ

では大統領選挙がありますけれども、一候補は

批准はしないというようなことも言っておりま

すけれどもね。ですから、そういったこともい

ろいろ国によってはあるわけでございますので、

やはりそこはきちんと詰めていかなければなら

ないと思いますし、まずはそういった情報等に

ついては国が一元化をして、そして国で持つべ

き情報、あるいは地方の自治体が持つべき情報

というものをきちっとすみ分けをして流してい

ただいて、そしてこの部分については地方で対

応しろとか、あるいは心構えをしっかりしてお

けとか、そういった流れをつくっていただくの

がまず一番大事ではないかなと思っています。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 きょうは第１問、第２
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問で非常に抽象的な部分でお話しさせていただ

きましたけれども、例えばこの医薬品の分野で

いえば、当市にある製薬会社でジェネリック医

薬品をかなり取り扱われていると思いますけれ

ども、例えば７次振のこのジェネリック医薬品

利用率というところでも明確な目標を掲げてい

ますけれども、それに対するＴＰＰの影響がど

うなのかとか、あるいはいろいろな保健活動、

予防活動ですね。これらが今行われている医療

機関でできるという保障がなくなる中、そうし

た健康をどのように守っていくかとか、あるい

は今年度予算でもこの庁舎の耐震工事とか、あ

るいは学校の屋内施設の建設とか、かなり大規

模な事業ありますけれども、もしこれがその外

国資本の対象になるのかどうか、そうしたらど

ういう影響が出るのかということは、今でも十

分試算できると思うんです。ぜひ、国待ちにな

らない対応をお願いしたいと思います。これは

要望です。 

 最後に、生活困窮者の問題で、まずこの緊急

避難所あるいはフードバンクの支援ということ

で、緊急避難所はそういう希望する事業者があ

れば支援するということでしたけれども、これ

については私、そういうハードウエアをつくっ

てほしいというよりも、本当に緊急的な、もう

きょう住むところがない、どこにも行くところ

がないという人を、例えばどこかあいているよ

うなスペースを使って、文字どおり緊急的に保

護できないかと。フードバンクについても、も

うこれはかなり潜在的な需要というのはあるん

ですけれども、そういうすぐさま対応できるよ

うなそういうシステムを市の制度に組み入れて、

もし、いつ何時そういう人が来ても、対応でき

るようなシステムを整備してほしいという意味

なんですけれども、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 緊急避難所につきま

しては、すぐスムーズに右から左というわけに

はいきませんけれども、その方の状況を判断し

て、必要があれば県で行っている一時保護所に

保護したり、あるいは救護施設の短期利用、あ

るいは低廉な宿泊施設などを利用するなどとい

うことが、その需要に応じた対応というのが必

要かなというふうに思っております。 

 フードバンクにつきましては、過去少なくと

も５年間に福祉事務所で、フードバンク山形と

いう米沢のフードバンクを利用した事例が１件

だけございますけれども、そのほかにも潜在的

なものがある可能性があると。その需要と供給

のバランスが一致していないと、非常に負担の

多いものになるというふうに聞いておりますの

で、潜在的な需要をしっかり見きわめた上で、

整備する場合は関係団体に呼びかけて設置して

いくような方向を考えたいなと思っているとこ

ろです。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 ぜひ、お願いします。

実はもう、私のところにもそういう食うものが

ないという、そういういろいろな電話やら何や

らがかなり来ていまして、私も別にそういう余

裕がないもので、そういう人には本当に対応で

きる制度があればいいなと思った次第です。 

 それで、国のほうではこの生活困窮者自立支

援法を整備して、その中でいろいろな支援制度

を準備していまして、本市でも就労準備支援事

業、家計相談支援事業、子どもの学習支援事業

をやっていると伺いました。この生活困窮者自

立支援法の１つの事業にあるこの一時生活支援

事業という、緊急に衣食住の確保が必要な者に

行う制度だと伺っていますけれども、これをや
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る予定があるのかどうか、お伺いします。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○鏡  順福祉事務所長 まず、議員の先ほど

の御発言で、学習支援とか就労支援という部分

がありましたけれども、本市で行っているのは

自立相談支援の必須事業のみで、任意事業はま

だ取り組んでおりません。 

 一時生活支援事業もその任意事業の１つであ

りますけれども、山形県内で実施している自治

体はありません。そのような状況であります。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 ぜひこれを実施してい

ただくと、先ほど私が問題提起したような問題

も解決するのではないかと思いますので、御検

討よろしくお願いしたいと思います。 

 それで、最後に、手続の簡素化による生活資

金の貸し付けということで、今、社協でやって

いる善意銀行がありますけれども、これにして

も、非常に手続が複雑で時間がかかって、もう

今今大変な人に対応できないという問題がある

んです。そんな高額な何万円もそういう支援を

しろと言うんじゃなくて、当座のその日の暮ら

しをまず保障して、ワンクッション置いてそう

した生活保護や何やらで救済できるようなもの

が必要ではないかという問題提起ですけれども、

いかがでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 現在、善意銀行で６万円限

度ですかな、そういう形でやらせていただいて

おりますが、先ほど申し上げましたように、な

かなか返済率がままならないということがあり

ます。 

 今、議員の指摘でございますが、今今という

御意見がありましたけれども、やはりそういっ

た方々も必ずしもきょうなくなったということ

ではなくて、二、三日の余裕といいましょうか、

それはわかるんだと思うんですよね。ですから、

やはりもう少し我々も頑張りますけれども、そ

ういった方々も前もってやはり申し込むとか、

そういうふうなことをしていただければ、大分

その辺は緩和されるといいましょうか、解決で

きることもあろうかと思いますので、ここはお

互いさまの世界でございますので、ぜひそうい

ったことも含めましてやっていただければと思

っています。 

 あと、やはり善意銀行でございますが、これ

も皆さんの善意によって培われた原資をお貸し

しているわけでございますから、その人だけの

ものではなくて、いろいろな方々に活用してい

ただきたいという基本的な趣旨がございますの

で、ぜひそういったことも理解をしていただい

て、返還率というんでしょうか、そういうこと

もお願いできればいいなというふうに考えてい

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 その辺は私も本当に理

解できる面、多々あります。しかも、当市の生

活保護行政初め、そうした善意銀行のいろいろ

な取り組みとか、非常に私、心から感謝してい

ます。実際、この間、こうした制度によって生

活を立て直して、希望を取り戻した事例がたく

さんあります。最近の事例で言うと、本当に反

社会勢力から囲まれて、今話題になっている覚

醒剤問題なんかでも苦労して、本当に絶望的な

人生を送っていた人が、こうした制度によって

救済されて、たまたまこの間市役所の入り口で

ぱったり会ったら、もう本当に人が変わるよう

に明るい笑顔で爽やかな挨拶を送ってくれたん

ですけれども、こういうふうにこういう制度に

よって本当に救済され、希望を取り戻した人が



いるんだということを最後に申し上げて、私の

質問を終わります。

O坂本幸―議長 以上で一般質問を終了いたし

ます。

二 82-      .


