
�����>� '�����	
 ���

�������������

���� !"#��$%

&( 8) 2*+, 2*-. G/0
13

4

5

67

(

H9:

; < = ?

; @ABCDEFIJKLMNOPEQJRSTU

V;W XYZE[\K]^_`abcdefgEhi

VjW klmnopqrsdthEhi

j uvDOPEQJRSTU

V;W wxDROydz{|}~����i

VjW gx�q��}wxDROyd����E��

� �q�OPEQJRSTU

V;W ������R�d�������E��

VjW �q����E�l ¡�¢E£¤

V�W ¥¦§��E¨�©ª�¢E£¤

«¬®¬

j ¯° ±²n

; LMN³´�EOzRSTU

V;W XYZEµ²}¶·¸¹ºUEF»

VjW nop¼²q½µdklr¾¿EÀÁ

j ÂF��EÃÄÅÆÇRSTU

V;W ÈÂÉbÊEhi

VjW ÂF��_`ËÌÍÄÎEÏh

� ÐK@Ñ´ROydx�ZÒÓRSTU

V;W ÔÕRÖydÑ×EØÙ

VjW ÚÛEx�ZaÓUdÜÝÞßEàt

®¬áâ

� ã ä å æ
; §çÅÆÇè[\éêRëÇìcdíBîïEÀÁR

STU 

V;W ðñòºóN�aôõc¹º¼§çröEhi

áâ÷¬

ø ù ú Ñ

; û`üýRSTU 

V;W û`þÑRÿ3dû�EÑ×K��E¼ 

cEëÇì± 

VjW ��N�o���R�dû`üý 

	 r4ûDEF»Z�E�� 

� �
��Z�E��

÷¬÷H



> @ � ¹ ± n

; XYZE�9OPRSTU 

V;W B�Kw���ROzº¼�f���ÄÎE£¤ 

VjW [\�¦a�	UT}TXYZ�E
����

ÄÎE£¤ 

j ¼ò��¾uv�?E���U����EÄ¦RST
U

÷HH�

4 þ � � �

; BlE�3TÏ´abcd¼cEthÀÁRSTU
V;W  �§çthEÀÁ

	 @ABCD�E�ha �R¤!¼�hDE
"#�$

VjW V%&Wú'�N
���N(�)�E*E+
ÀÁ

V�W V%&Wú'�N
���N(¶,-.�/0
�N�¾@ABCD�1£yd*2?EÀÁ

H«H«

3 4 5 6 7

; @ABCDEFIJRSTU
V;W 8(:³;<=.³´E?@I

	 BEAB|}ÖC
� îDKîE|FGE�I

VjW @JDKîwLaF»º¼�3TÅÆÇ
	 @ABCDMDRNO3ºTPµ²ÅÆÇE
Q¶,EFGE�I

V�W  �§çthE�hDE³R

H«S¬®



��������

'�>����	

����



－３９－ 

  平成２８年６月２０日（月曜日）  午前１０時 開議 

 

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

議事日程第２号 

    平成２８年６月２０日（月曜日）午前１０時 開議 

 

日程第 １ 一般質問 

    （散  会） 

 

                                             

本日の会議に付した事件 

 議事日程第２号に同じ 

 

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

出 欠 席 議 員 氏 名 

出席議員（１５人） 

  １番   守  岡     等  議員    ２番   井  上     学  議員 

  ３番   髙  橋  恒  男  議員    ４番   谷  江  正  照  議員 

  ５番   棚  井  裕  一  議員    ６番   川  崎  朋  巳  議員 

  ７番   佐  藤  光  義  議員    ８番   尾  形  み ち 子  議員 

  ９番   長  澤  長右衛門  議員   １０番   中  川  と み 子  議員 

 １１番   枝  松  直  樹  議員   １２番   浦  山  文  一  議員 

 １３番   大  沢  芳  朋  議員   １４番   髙  橋  義  明  議員 

 １５番   坂  本  幸  一  議員 

 

欠席議員（０人） 

 

                                             

説 明 の た め 出 席 し た 者 

 

横  戸  長 兵 衛 市 長  鈴  木  英  夫 
庶 務 課 長 
(併)選挙管理委員会 
事 務 局 長 

鈴  木  直  美 市政戦略課長  金  沢  直  之 財 政 課 長 



－４０－ 

舟  越  信  弘 税 務 課 長  鏡        順 市民生活課長 

尾  形  俊  幸 健康推進課長  土  屋  光  博 福祉事務所長 

冨  士  英  樹 商 工 課 長  平  吹  義  浩 観 光 課 長 

前  田  豊  孝 
農 林 課 長 
（併）農業委員会 
事 務 局 長 

 近  埜  伸  二 建 設 課 長 

秋  葉  和  浩 上下水道課長  齋  藤  智  子 
会 計 管 理 者 
( 兼 ) 会 計 課 長 

佐  藤  浩  章 消 防 長  古  山  茂  満 
教 育 委 員 会 
教 育 長 

太  田     宏 
教 育 委 員 会 
管 理 課 長  加  藤  洋  一 

教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長 

井  上  咲  子 
教 育 委 員 会 
生 涯 学 習 課 長  鏡     裕  一 

教 育 委 員 会 
スポーツ振興課長 

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

農 業 委 員 会 
会 長 

大  和     啓 監 査 委 員  渡  辺  る  み 
監 査 委 員 
事 務 局 長 

 

                                             

事 務 局 職 員 出 席 者 

 

佐  藤     毅 事 務 局 長  遠  藤  友  敬 副 主 幹 

渡  邉  高  範 主 任  後  藤  彩  夏 主 事 

 

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

 

開  議 

 

○坂本幸一議長 おはようございます。 

 出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより直ちに会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付いたしておりま

す議事日程第２号によって進めます。 

 

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

日程第１ 一般質問 

 

○坂本幸一議長 日程第１、一般質問でありま

す。 

 初めに、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

党議員団守岡等です。 

 私はまず、中心市街地の活性化・カミン対策

の強化について質問させていただきます。 

 中心市街地の活性化に対する市民の関心は大

変大きなものがあります。とりわけショッピン

グプラザ・カミンでショッピングセンター運営

事業を展開してきた上山二日町ショッピングセ

ンター協同組合の自己破産に対して、市民は大
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きなショックを受けています。買い物客、商店

の従業員、地域住民が泣きながら助けを求めて

います。 

 私は、何よりも行政が責任を持ってこの問題

に対処し、買い物に困っている市民の声に耳を

傾け、そしてショッピングセンターの経営者、

従業員に展望を与えられるような施策の構築が

求められていると思います。 

 ショッピングセンター協同組合は１９９３年

に設立され、約９億５，６００万円を借り入れ

て、１階・２階の商業スペースを取得し、運営

されてきましたが、２０年間で返済したのは１

億円程度で、負債総額が８億９，０００万円に

も上っています。 

 この間、市としても空きスペースへの新たな

出店の推進や広場を利用したイベント・発表会

の企画、高齢者サロン事業の展開など、にぎわ

いづくりに努めてきた経過がありますが、残念

ながら自己破産という結果になってしまいまし

た。 

 今後、破産管財人のもとで破産者の財産の換

価処分が行われ、債権者、そのほとんどは県で

すけれども、この債権者に弁済が行われますが、

財産状況報告集会等が９月８日と伺っています。

破産処理についてはその推移を見守る必要があ

りますが、一方で、本市としての対応策を今か

ら十分に検討していく必要があります。 

 以下、カミン再生に向けた問題提起を行いた

いと思います。 

 まず、カミン再生の事業を誰が責任を持って

行い、事業推進の担い手をどうつくるかという

問題です。 

 この問題で、まだ破産前ではありましたが、

民間のシンクタンクが報告書を作成し、カミン

を地方創生に向けた拠点としての役割を担う公

共・公益的な施設として運営するため、市の参

画を強化すると明記しています。 

 また、施設再整備に当たっては、上山二日町

再開発株式会社が組合所有部分について固定資

産評価額等に基づき買い取ることも含めて検討

する必要があると明記しています。 

 さらに、組合店舗を初め、新たな機能展開に

向けた担い手確保と育成を行い、そのために中

心市街地内の市民・事業者・各種団体を巻き込

んだ検討を進めるとしています。 

 今、中心市街地活性化の次期基本計画の策定

に向けた準備が進められていると伺っています

が、その中でカミンの問題をどう位置づけるの

か、カミンも中心市街地活性化の主要課題とな

るのかどうか、まず市長の見解をお伺いします。 

 私は、市が積極的にカミン再生に取り組み、

そして中心市街地活性化の中心課題としてカミ

ンを位置づけ、店舗の方々や地域住民の要望に

応えていく必要があると考えています。そして、

カミンが中心市街地活性化の核として大きな役

割を果たし、より人々が集まりやすい場として

いくために、以下のような具体的な提案を行う

ものです。 

 その１つが、高齢者の介護・福祉事業を進め

る宅老所の設置です。 

 今、市民が一番行政に求めていることは、健

康で長生きできる施策の構築です。上山市の象

徴とも言えるカミンで高齢者の介護・福祉事業

を進めていくことは、多くの市民が望むもので

はないでしょうか。 

 さらに、少子高齢化が進行し人口減少が急ピ

ッチで進む当市において、健康・福祉を前面に

出したまちづくりを進める必要があります。安

心して子どもを産み育てられるまち、安心して

医療や介護が受けられ子どもからお年寄りまで
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一番暮らしやすいまちとしてアピールしていく

必要があるのではないでしょうか。 

 また、高齢者の利用割合が高い現状から見て、

高齢者の集客を一層広げる上でも、高齢者を対

象にした事業を拡大していく必要があるのでは

ないでしょうか。 

 そうした健康・福祉のまちづくりの一環とし

てカミンが大きな役割を担うために、カミンの

内部に宅老所を設置することをまず提案します。 

 宅老所とは、介護保険サービスなどの既存制

度の範囲では手が届かない部分にもきめ細かく

対応した独自の福祉サービスを提供する地域に

密着した施設です。元気なお年寄りから要介護

度の高い方も対象に、マンツーマンに近い形で

高齢者に寄り添ったサービスを提供するのが特

徴で、特に認知症ケアの面ですぐれた効果を上

げています。 

 宅老所の多くは独自のサービスとあわせて介

護保険法に基づく指定を受け、居宅介護サービ

スを提供しているところもあります。住みなれ

た地域で家庭的な雰囲気の中でサービスが提供

され、運営スタッフも地元ボランティアの方々

が参加されることも多く、まさに地域によって

高齢者等を支えているところと言えるものです。 

 ユマニチュードという認知症ケアについては、

以前ＮＨＫの「クローズアップ現代」でも取り

上げられ、御存じの方も多いと思います。それ

は、目の高さを同じにして真っすぐに見つめ、

優しく話しかけ、スキンシップを図り、自立を

援助するという極めてシンプルな、まるで赤ち

ゃんに対する母親の対応そのものですが、この

ユマニチュードの導入で薬の使用を減らしたり、

職員の負担が減った、職員に対して声を荒げて

いた人が感謝の言葉を口にするようになったな

ど、すぐれた効果が報告されています。 

 このユマニチュードこそが、実はフランスか

ら導入される以前から既に日本の宅老所で実践

が積み上げられてきたすぐれた認知症ケアの方

法なのです。 

 私も県内の宅老所とかかわりを持った経験が

あるのですが、常に寄り添い、これまで過ごし

てきたのと同じような環境で家庭的なサービス

が行われることによって、認知症の高齢者が劇

的に改善した事例も目の当たりにしました。高

齢者が笑顔を取り戻したり、おむつが取れたり、

心が安定し穏やかな老後を過ごす上で非常に有

効な施設であることを実感しました。 

 今後、宅老所はグループホームと並んで２１

世紀の高齢者福祉の切り札になるとも言われて

います。ＮＰＯ法人でボランティアの参加が積

極的に図られる形態は、今後、国も強く推奨す

るものですが、上山市での典型をつくり上げる

ため、市としても積極的に支援していく必要が

ある分野であると考えます。 

 また、カミンのスーパーがあったところに有

志の方が懐かしい映画のポスターを多数展示し

てくれています。例えばこの空間を昭和のまち

としてよみがえらせて、高齢者の懐かしい思い

出があふれる空間をつくることによって、高齢

者の憩いの場、心の安定を養う場としていくこ

とも重要ではないかと思います。 

 こうした宅老所の設置について市長の御所見

をお示しください。 

 カミン対策の２番目として、屋内で子どもが

遊べる施設の設置を提案します。 

 冬期間や夏の暑い時期、雨天のときなどに自

由に子どもが遊べる場が欲しいというのは、保

護者、子どもたちの長年の願いです。 

 今回のカミン再生の機会を絶好の機会として

捉え、こうした子どもたちの遊べる環境を整え
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ることは、これまで市で実施してきた子どもの

医療費無料化や第三子保育料無料化と相まって、

少子化対策の更なる前進につながるのではない

でしょうか。 

 子どもからお年寄りまで安心して暮らせるま

ちづくりの中心施策として、カミンの内部に子

どもが遊べる屋内施設の設置を提案します。 

 このほかにも観光客用のお土産や特産品を扱

うコーナーの設置や、鶴岡市が中心市街地活性

化の一環として取り組まれ、織物工場跡地を利

用して新作のほかに名画の上映も行われる「鶴

岡まちなかキネマ」のような映画館構想なども

必要だと考えます。 

 今後のカミン再生に向けた市のかかわりと具

体的な提案に対する市長の御所見をお示しくだ

さい。 

 次に、２番目の大きな柱として、空き地対策

の強化についてです。 

 国のほうでも空き家対策特別措置法が全面施

行され、本市における計画の整備が待たれると

ころです。私も先日、廃墟になっているカラオ

ケ店の跡地を見学してきましたが、近隣住民は

大きな不安を抱え、早急な対策が必要だと痛感

してきました。 

 こうした空き家対策では、まず所有者を明ら

かにすることが大事ですが、これまでは登記簿

を確認するしか方法がなく、登記簿記載の住所

から変更されていたり電話番号がわからないと

いう不便がありました。 

 しかし、今後、空き家所有者を特定するため

に、空き家対策特別措置法に基づき固定資産税

データを活用して、所有者、納税義務者、納税

管理人の住所・氏名がわかるようになったとの

ことで、これまで以上に所有者の特定、連絡が

進むことが期待されます。 

 さらに、市町村によっては、所有者への勧告

や命令なしに市が最小限度で対処できる「即時

執行」の項目を設けたり、建物が崩れるなど近

隣住民の生命や財産に危険が迫っていると市が

判断した場合には必要最小限の「応急措置」を

とれるようにしているところがあります。 

 今回は、こうした空き家問題と同様に所有者

と連絡がとれない、いわゆる「空き地」の問題

を取り上げたいと思います。 

 その第１に、民有地に対する応急的な危険回

避措置をとることです。 

 本市においても所有者との連絡がとれない危

険な空き地が見受けられます。実際、倒木や落

石が起こり、子どもたちの通学の障害になった

り、物的・人的被害も危惧される箇所がありま

す。近隣住民の生命や財産に危険が迫っている

と市が判断した場合には、倒木の伐採処理や落

石の防止、防護ネットの設置など必要最小限の

「応急措置」を行えるようにすべきではないで

しょうか。 

 ２つ目には、所有権が不明な民有地に対する

権利移転の支援です。 

 これまでにも地区会として解決に向けた努力

を行ってきましたが、既に所有権が放棄され、

権利移転の手続を進めるためには全国に散らば

る所有者の親戚など全てに所有権放棄の同意書

を集めなければならないという、地区会では到

底扱い切れない事務作業と経費がかかり、地元

での対策が頓挫している状態にあります。 

 所有権が不明な民有地の所有権移転の手続に

対し地区等が対応する場合は手続等にかかる費

用の助成を行うなど、今後年々増加すると考え

られる空き地の解消に向け、市としても対策を

講ずる必要があると考えますが、いかがでしょ

うか。市長の御所見をお示しください。 
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 さて、大きな３つ目の柱として、胃がん対策

の強化についてであります。 

 本市における死亡原因の第１位は悪性新生物、

いわゆるがんになっていますが、その中でもと

りわけ肺がんと胃がんの割合が高いのが特徴と

なっています。今回は、その中でも胃がんの問

題を取り上げたいと思います。 

 胃がんは早期発見・早期治療によって完治す

るものであり、生活習慣の改善と検診の充実が

求められる分野でもあります。その１つとして、

ウロペーパーによる尿塩分チェックの普及を提

案します。 

 欧米諸国では胃がんは非常に少ないそうで、

塩分摂取量が高い日本などアジア諸国で胃がん

が多くなっています。その日本の中でも山形県

は食塩の一日摂取量が１１．８グラムと、全国

平均の１０．２グラムを上回っています。 

 高塩分濃度の食品の習慣的な摂取は、胃の粘

膜を保護している粘液を破壊して炎症を引き起

こすものです。このような状態ではピロリ菌と

いう細菌の持続感染を招き、さらに胃の慢性炎

症により胃がんになりやすい状態を招くという

のが学界の通説です。 

 近年、食生活の改善で塩分摂取量が減ってき

ている中、胃がんの死亡率も減ってきていると

いう統計もあることから、食生活改善運動を進

め、塩分摂取量を減らすことが胃がんを減らす

ことにも直結すると専門家は指摘します。 

 また、減塩対策は脳卒中や高血圧を予防する

効果もあり、相乗的に医療費抑制を図る効果も

あると考えられます。 

 現在、本市においても食生活改善運動や出前

講座などが取り組まれていますが、そうした活

動をさらに強化するとともに、新たに尿塩分チ

ェック活動を取り入れて、ウロペーパーという

試験紙を使って学校や企業、家庭で一日の塩分

摂取量をはかる取り組みを広げてみることを提

案します。 

 その手始めとして、市において健康講座など

諸企画の参加者などを対象にウロペーパーを配

付する取り組みを行ってみてはいかがでしょう

か。 

 ウロペーパーとは、簡単な試験紙を尿につけ

るだけで一日の塩分摂取量がわかるというもの

です。試験紙の単価は１枚７５円ほどです。私

たちがいかにたくさん塩分を摂取しているかを

知り、食生活の改善、減塩対策の強化につなげ

ることで、胃がんの発生抑制も期待できると考

えます。市長の御所見をお示しください。 

 胃がん対策の大きな２番目として、胃がん検

診への胃内視鏡検査の導入を提案します。 

 本市においても各種がん検診が取り組まれて

いますが、胃がん検診は３３．５％とほかのが

ん検診に比べて低い受診率になっているのが特

徴です。最も早期発見・早期治療が求められる

にもかかわらず、なぜ低い受診率になっている

のか調査してみました。 

 現在、国が推奨している検査は胃エックス線

造影検査、いわゆるバリウム検査は、本市でも

この方法によって検診が実施されていますが、

この胃エックス線検査は身体への負荷が大きい

検査でもあります。バリウム飲用による副作用

として排便遅延、いわゆる便秘、あるいはかた

いふん便の排せつの訴え、さらには誤嚥やバリ

ウム腹膜炎、大腸穿孔など安全性の問題もあり

ます。さらに、胃エックス線検査は多量の放射

線被曝の問題をはらんでおり、がんのリスクが

増加することを指摘する論文も出されています。 

 胃エックス線検診は胃がん死亡率の減少に有

効な検診方法とされてきましたが、内視鏡検診
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との比較でがんの発見成績が劣ることや検診以

外の臨床現場で消化管エックス線造影検査の役

割が縮小していることなどから、これまでの運

用方法を再考する岐路にあることが専門家から

も指摘されています。 

 全国で胃がん検診が進んでいる自治体の一つ

に新潟市があります。新潟県立がんセンターの

調査研究によると、２００３年から２０１２年

の１０年間で内視鏡検診によるがん発見数は２，

４２４例で、がん発見率は０．８８％。これに

対して直接エックス線検診によるがん発見数は

５７１例、がん発見率０．３２％ということで、

エックス線検診よりも内視鏡検診のほうが３倍

近い発見率になっていることが示されています。 

 日本消化器がん検診学会でも、胃エックス線

造影検査による胃がん発見率は０．０７８％、

内視鏡検査による胃がん発見率は０．２６％と、

内視鏡検査による胃がん発見率はエックス線造

影検査よりも３倍以上高くなっていることが報

告されています。 

 こうしたことから、これまでなかなか国のほ

うで推奨されなかった内視鏡検査が、「有効性

評価に基づく胃がん検診ガイドライン２０１４

年版」で認められ、今後、対策型検診、いわゆ

る住民検診に組み込まれるようになります。 

 現時点で対策型胃がん検診として内視鏡検査

を行っている自治体は、県・市町村として、鳥

取県、新潟市、福岡市、金沢市、前橋市、越谷

市、静岡市など十数地域が知られており、政令

指定都市や中核市、特例市などの公式ホームペ

ージによれば、これら１０４自治体中２９地域

が内視鏡検診を導入しており、鳥取県及び富山

県黒部市を加えると３１の自治体が内視鏡検診

を行っていることが報告されています。今後、

ますます内視鏡検診がふえることが予想されま

す。 

 こうした状況のもとで、胃がん検診の充実の

ために胃内視鏡検査を取り入れることを提案し

ます。 

 現在、本市の胃がん検診は胃のバリウム検査

が主体となっていますが、選択肢に胃の内視鏡

検査も取り入れることによって胃がん検診受診

率が向上し、胃がんの早期発見・早期治療もこ

れまで以上に飛躍するものと考えられます。 

 そのためには、新たに医療機器や人材の導

入・育成も必要となりますが、むしろ市内外の

医療機関と提携し、現行の胃エックス線造影検

査を基本としつつも、オプションとして胃内視

鏡検査が受けられるような制度にすることで、

医療機関との連携や地域包括ケアの理念・取り

組みの進展といった相乗効果も図られるのでは

ないでしょうか。市長の御所見をお示しくださ

い。 

 胃がん対策の３つ目として、特定健診へのピ

ロリ菌検査の導入を提案します。 

 最近の研究では、ヘリコバクターピロリ、い

わゆるピロリ菌の持続感染が胃がんの主な要因

と認知されており、血液を採取しピロリ菌の有

無とペプシノーゲン（胃の粘膜の萎縮）を検査

することで胃がんになりやすい状態かどうかを

判定するＡＢＣ検診の有効性が示されており、

受検者が自分の胃がん危険度を自覚できるすぐ

れた方法だと言われています。 

 我が国では２０１３年２月からピロリ菌感染

胃炎に対する除菌治療に保険適用が拡大され、

内視鏡検査とピロリ菌感染検査を受けてピロリ

菌感染胃炎と診断されれば、誰でも保険診療で

除菌治療が受けられるようになりました。 

 ２０１４年に公表されたＩＡＲＣという国際

組織のワーキンググループ報告では、ピロリ菌
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除菌により胃がん発症を３０％から４０％減少

できる可能性があり、胃がん死亡率の高い地域

では状況に応じて除菌治療を胃がん予防対策と

して考慮するように提言しています。 

 ピロリ菌感染率は、上下水道などの衛生環境

が十分に整っていない時代に生まれ育った５０

歳代以上の方は感染率が８０％であり、１０歳

から２０歳代では２０％以下となっています。

こうした状況のもと、４０歳以上の方を対象に

してピロリ菌検査を実施して、保菌者の除菌を

行うことが胃がんの撲滅の近道となると考えら

れます。 

 そこで、現在、市で実施している特定健診時

に血液検査であるピロリ菌検査を実施し、その

費用について助成することを提案します。ピロ

リ菌検査を行うことは胃がん予防に効果的であ

り、胃がんに要する医療費負担の軽減にもつな

がると考えますが、市長の御所見をお示しくだ

さい。 

○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、中心市街地の活性化・カミン対策の

強化について申し上げます。 

 上山二日町ショッピングセンター協同組合の

自己破産につきましては、これまで支援を行っ

てまいりました本市にとりましても非常に残念

なことであり、多くの市民の方が御心配されて

いることも認識をしております。 

 今後のカミン対策は、中心市街地活性化の重

要な課題と捉えておりますので、カミンがどの

ような機能を担うことが最適なのか、次期中心

市街地活性化基本計画の策定の中で、関係団体

等と協議をしてまいります。 

 次に、民有地に対する応急的な危険回避措置

について申し上げます。 

 所有者不明の空き地に隣接する民有地の危険

防止策につきましては、一般的に財産権の不可

侵の原則により市が対策を講じることは困難で

ありますが、災害などにより人命に危険が及ぶ

場合におきましては、個別の状況を判断し対応

してまいります。 

 次に、所有権が不明な民有地に対する権利移

転の支援について申し上げます。 

 所有者が不明とされる土地につきましても、

個人の財産として所有権移転を行うべきもので

ありますので、市が支援していく考えは持って

おりません。 

 次に、ウロペーパーによる尿塩分チェックの

普及について申し上げます。 

 ウロペーパーの使用につきましては、測定結

果の個人判断により治療等に支障を来す場合も

あることから、医師と相談の上、使用していた

だくものと考えております。 

 なお、減塩の取り組みにつきましては、さま

ざまな健康教室での料理教室や食生活改善推進

協議会の事業等を通じて、今後とも普及啓発に

努めてまいります。 

 次に、胃がん検診への胃内視鏡検査の導入に

ついて申し上げます。 

 胃がん検診につきましては、厚生労働省の

「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のた

めの指針」の一部改正により、平成２８年度か

ら胃部エックス線検査または胃内視鏡検査のい

ずれかを実施することとなりましたが、胃内視

鏡検査の実施に当たりましては、検査を行う医

師や医療機関の確保、検診体制の整備や拡充等

が必要となるため、今後、医師会と協議をして

まいります。 
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 次に、特定健診へのピロリ菌検査の導入につ

いて申し上げます。 

 ピロリ菌検査につきましては、現在、人間ド

ック等の胃がん検診とあわせて希望者に対して

実施しております。胃がんの早期発見にはがん

検診の受診が最も有効でありますので、特定健

診時に単独でピロリ菌検査を実施する考えは持

っておりません。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 まず、カミンの問題に

ついて再度お尋ねします。 

 今後の中心市街地活性化の核としてカミンの

問題も位置づけるということで、ありがたく思

います。その際、これからカミン再生の方向性

というのが非常に議論の中心課題になってくる

と思うんですけれども、先ほどちょっと紹介し

た民間のシンクタンクの報告書では、地方創生

に向けた拠点として公共・公益的な施設として

市の参画を強化するということがうたわれてい

ますけれども、この点についてはどうでしょう

か。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 現時点におきましては、破

産管財人のところにあるということでございま

す。破産管財人がどういうような形で処理をし

ていくのかということが第一義的でございまし

て、現時点においてまだそこが決まっていない

わけでございますので、市がどうすると、そう

いうことになれば市が買い取るということにな

るわけでございますが、その点についてはまだ

はっきりしたことが言えないわけでございまし

て、そういう提案はありがたい提案でございま

すが、現時点でそれを行っていくとかそういう

方向性で考えていくとか、そういうことを申し

上げる時期ではないというふうに考えておりま

す。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 具体的な買い取りとい

うことも出てきましたけれども、この報告書の

中では上山二日町再開発株式会社がその組合部

分を買い取ることもということを言っています

けれども、今、市としても買い取ることもあり

得るかどうかもこれからの検討になりますが、

そういったこともやっぱり方向性の一つとして

考えられるというふうに受けとってよろしいで

しょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 これについては、再開発ビ

ルになるか市になるのかということはこれから

の交渉、あるいはどういう状況の中で行政ある

いは上山二日町再開発株式会社が買えるように

なるのか、その辺はまだ未知数でございますの

で、具体的には買い取るとかそういうことは言

えないわけでございますけれども、最終的に今

そういうことの選択肢もあり得るということだ

と思います。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 このシンクタンクの報

告書では、固定資産税等の評価額で買い取るこ

とを具体的に言っていますけれども、固定資産

税の評価額はどのくらいと今見積もっているの

か、教えてください。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 固定資産税の評価額等と

いうことで、ショッピングセンター協同組合の

財産の価値等の総会の資料等から拝見しますと、

５億円程度なのかなというふうに思っておりま

すけれども、いかんせん破産管財人の方が設定

する金額、裁判所が認める金額ということにな

りますので、これはあくまでも参考ということ
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でございます。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 今、次期中心市街地活

性化基本計画の協議が進められていると伺って

いますけれども、この破産処理管財人の報告集

会が９月８日ということで、実際どれぐらいの

テンポで次期計画が策定されるのか、お答えく

ださい。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 今年度中に素案を策定い

たしまして、国のほうと協議をしてまいりたい

というふうに思っております。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 それで、具体的なカミ

ンでの事業内容なんですけれども、今回、私は

健康福祉のまちづくりということで宅老所の設

置を提案しましたが、この間にもさまざまな市

民の声、要望が寄せられております。温泉健康

施設の設置とかあるいは飲食店街、観光物産店

の設置などさまざまな要望が寄せられています

けれども、やっぱり一番基本にしなければいけ

ないのは、特に高齢者の方々が買い物できない、

買い物難民になりつつあるということです。高

齢者の方々の食生活、スーパーをまた設置する

というのは難しいかもしれませんけれども、お

総菜屋さんだとか日用雑貨品の提供をできるよ

うなコーナーを、地元の商店街とも協力しなが

ら設置することが非常に一番求められることだ

と思うんですけれども、この点いかがでしょう

か。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 この民間シンクタンクの

報告書の中で、商業的にはなりわいになりづら

いというような報告もございますので、その点

も踏まえて皆さんと協議をしてまいりたいと思

っております。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 あと、もう一つぜひお

願いしたいのは、屋内で子どもが遊べる施設の

設置ということで、有名なのは東根市のタント

クルセンターというのがありますけれども、私

も何回かお邪魔したことがあって、市外の方々

も含めて非常に連日にぎわっていると。東根市

の子どもを重視する政策のシンボル的な存在だ

というふうに見てますけれども、ぜひこうした

取り組みも学んでいく必要があるんじゃないか

と思います。 

 次に、空き地対策について再度お伺いします。 

 この必要最小限の「応急措置」という提案で

すけれども、名古屋市や岡山市など実施する市

町村がふえているようです。市長がおっしゃっ

たとおり、これまでは私有財産ということでな

かなか行政としても手が出せない場面が多かっ

たと思うんですけれども、今度の空き家対策特

別措置法の施行によってかなり踏み込んだ措置

もできるようになったのではないかと思います。 

 特に、特別措置法の第１４条では、市町村長

は、特定空き家等の所有者に対し、除去、修繕、

木の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るた

めに必要な措置をとるよう助言、指導、勧告、

命令をすることができ、その措置を命ぜられた

者がその措置を履行しないときは行政代執行が

できるという、非常に積極的な中身になってい

ます。 

 現に市内においても、こうした民有地である

がために今まで手が出せないで木が倒れてもそ

れを除去することができない、あるいはとうと

う落石まで発生して非常に危険な箇所がありま

す。今までは私有地ということでなかなか市と

しては関与もできなかったんですが、特別措置
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法の適用をこうした空き地問題にも適用して、

所有権が今ちょっとわからないような土地であ

っても、そういう危険性があると判断して市長

の判断で倒れた木をどけるぐらい、あるいは落

石の危険性を除去する防護ネットを張るという

ことはできるのではないかと思うんですが、い

かがでしょうか。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 今の空き家の特別措置法

につきましては、あくまで空き家に対しての部

分でございますので、空き地に対しては市のほ

うで例えば条例等をつくれば可能にはなると思

いますけれども、今現在の中ではなかなか難し

い部分があるというふ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 確かに空き家と空き地

の違いはあるんですけれども、現にそういう危

険性が生じているということで、やはり黙って

その危険な状況を見てていいものかどうか。や

っぱりそういう特別措置法、弁護士とか法律の

専門家は、この空き家と空き地というものを同

じ系列において論じておりますけれども、そう

いった条例を空き地に適用させるということも

可能ではないかと思うんですが、どうでしょう

か。 

○坂本幸一議長 市民生活課長。 

○鏡  順市民生活課長 現時点では、災害等

で本当に危険が迫っているような場合は応急的

な措置をとるということで、予防的にどこが危

険だというところの判断というのはなかなかま

だ把握もできていない状況なので、条例制定と

いうのは今すぐというふうなことは考えており

ません。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 ぜひ危険な箇所という

ことで、確かにまだ条例はできていなくても、

現に木が倒れて道路を塞いでいるという場合に

は、それでもやっぱり手出しできないんでしょ

うか。 

○坂本幸一議長 市民生活課長。 

○鏡  順市民生活課長 その状況にもよりま

すけれども、市民の方に危険が迫っているとか

重大な不便が生じているような場合は、対応し

なければならないというふ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 ぜひそういう方向性で

よろしくお願いします。 

 あと、もう一つ提案したもので、さまざまな

権利移転する際の手続の問題ですね。例えば遺

言だとかそういうものが残っていて所有権の移

転がはっきりしている場合には余り問題はない

んですけれども、それがなくて一体所有権がど

うなっているのかさっぱりわからないというこ

とで、一人一人の親戚も含めて意思を確認しな

ければならないということで、大変な手間暇が

かかります。 

 その中で、今回の特別措置法によって固定資

産税等の活用というのが出されていて、一歩前

進かとは思うんですけれども、この法律という

ものの精神というものをよくよく読み解いてみ

ると、やっぱり市がきちんと責任を持ってそう

いった固定資産税も含めて調査して、そういう

所有権の問題についても携わるべきだというふ

うに読み取れるんですけれども、その辺いかが

でしょうか。 

○坂本幸一議長 市民生活課長。 

○鏡  順市民生活課長 議員がおっしゃるよ

うな場合は空き家のことでありまして、空き地

に対してはなかなかその権限というのは及ばな

いところがあるというふうに認識しております。 
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 ただし、先ほど申しましたように、民対民の

売買というか、そういう場合はなかなか困難で

ございますけれども、危険回避のために公共事

業として対策を講じなければならない場合は、

やはり公費を使って所有権の移転を進めるよう

な事例もあるのではないかと思いますけれども、

具体的なものにつきましてははっきりそのケー

スがどういうものかを精査してでないとお答え

しかねると思います。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 ぜひそういう方向でお

願いしたいと思います。 

 次に、胃がん対策の問題で、特に胃の内視鏡

検査の導入ということで、非常に私自身も経験

的に、このバリウムよりは内視鏡のほうが特段

危険性もないし、危険性ゼロとは言いませんけ

れども、しかも発見率が３倍も高いというふう

に言われていまして、やはり今後はこの胃の内

視鏡検査のほうが普及が進む分野だと思ってい

ます。 

 その際に、今、市立病院を持たない本市とし

て、じゃ誰が行うのかというのは非常に困難な

面があるわけですけれども、ぜひいろんな市内

にある病院とかあるいは市外の病院とかそこと

委託契約を結んで、オプションとして胃の内視

鏡検査をやっているような検診機関もあるよう

ですので、そういったことを見習って、まずオ

プションでできるようにならないかということ

なんですが、いかがでしょうか。 

○坂本幸一議長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 胃の内視鏡検査につ

きましては、基本的に１問目の答弁のとおり、

国としては併用することができるというふうに

変わってまいりました。 

 ただ、いかんせん県内の検診の状況を見ます

と、やはり医師の確保でありますとか医療機関

の関係もありまして、必ずしもそこが併用でき

るような体制がどこの市町村でもまだまだ整っ

ていないというのが現状でございます。そこを

含めて市内の医療機関でも当然そういう機器を

持っている診療所とかありますので、そこと協

議を進めていってオプションでもできるように

はしていきたいというふうなことで考えてはお

ります。 

 ただ、市外の医療機関というふうな部分です

けれども、なかなかどこの市町村も病院等を抱

えているとはいえやはり市民を優先するという

ふうなところがあって、なかなか他市までの受

け入れというのは今の時点では困難なのかなと

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 ぜひまず一歩ずつ進め

ていただきたいと思います。 

 特に、この胃がん撲滅というのはもう決して

不可能ではない、ゼロの可能性が見えてきたと

いうことで、やっぱり今後市政として力を入れ

る分野だと思いますので、よろしくお願い申し

上げまして私の質問を終わります。どうもあり

がとうございました。 

○坂本幸一議長 次に、８番尾形みち子議員。 

〔８番 尾形みち子議員 登壇〕 

○８番 尾形みち子議員 ８番、創志会尾形み

ち子でございます。 

 今回の一般質問は、カミン再生の対応、そし

て大きく婚活支援の体制づくり、そして最後に、

今回１８歳選挙権というようなことで小・中学

生に対する有権者教育について、順次質問をさ

せていただきます。 

 最初に、カミンの再生の対応についてです。 

 高齢者のまちなか拠点としての活用というよ
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うなことで、私はカミン再生を図りたいという

ふうに考えております。 

 本市において中心市街地の活性化は市民の第

一の関心の一つであります。このたびの上山二

日町ショッピングセンター協同組合の自己破産

申請は、寝耳に水、市民や日ごろカミンを利用

する買い物客、従業員、地域住民、観光客の

方々に驚きと不安が広がっております。 

 通称カミンは、上山市の主導で整備され、１

階から２階は商業スペース、３階から４階は駐

車場、そして５階は市立図書館となっており、

会議室や銀行もある複合施設で、平成８年２月

に開業いたしました。今回自己破産をしたのは

１階から２階の商業スペースであり、スーパー

を初め、衣料品や食料品などの生活必需品を求

める地域住民や高齢者に利用されておりました。 

 上山二日町ショッピングセンター協同組合は

平成５年に設立され、平成８年６月に９億５，

６００万円の借り入れ、そしてカミンの１・２

階の商業スペースを取得し運営してきました。

今回の報道、負債額８億９，０００万円という

新聞報道ですが、正確な数字はこれから精査さ

れるというふうに思っております。 

 また、自己破産した上山二日町ショッピング

センター協同組合の今後については、財産状況

報告会集会などが９月８日に予定されており、

一般的なスケジュールとしては、その後破産管

財人のもと換価処分になり、債権者への配当が

なされるということになります。 

 これからの処理は今後の推移を見守る必要が

ありますが、本市の中心市街地の拠点として整

備された経緯があるカミンであり、重要な施設

であることから、対応策は早急に検討すべきと

考えます。 

 もう既に現状はどうなっているかというと、

５月末までには、衣料品店、それからスーパー

はもろちん、スポーツ用品店やお土産のブース

ももう既に閉店をしている状況でございまして、

ますます空洞化が進んでおります。 

 一方、現在も営業している店舗もあり、大変

不安視をしていることから、このことも早急な

対応策が求められております。 

 市が主導的立場で整備されたカミンです。今

後の対応についてどうするのか市長にお伺いい

たします。 

 カミン再生には市民からの声を反映すること

が望ましいというふうには思いますが、私から

具体的に２つの提案をいたします。 

 まず１つは、高齢者のまちなか拠点づくりと

してのカミン再生です。 

 今年度の横戸市政の主要事業の一つに健康推

進施策があります。市民の多くは健康志向であ

り、高齢者の関心の一つに健康長寿を上げてお

ります。このことから、健康づくりに介護予

防・日常生活支援総合事業としての特化した予

防運動や、足腰の弱っている要支援の方にリハ

ビリ用のマシンを活用する方法ですが、県内の

自治体でも民間の企業力とノウハウを利用して、

介護保険認定の要支援者の方を対象に、運動特

化型の介護予防デイサービスをしているフィッ

トネスクラブ、パワーリハビリフィットネスを

誘致して健康づくりの場を提供しているという

現状です。 

 先日、私もフィットネスクラブを視察してま

いりました。大変環境がよく、高齢者に適した

負担のかかりにくい種々のマシン、一人一人に

合ったトレーニングを行うというもので、ケア

マネジャーや機能回復運動員などが配置され、

１回のデイサービスはおよそ２時間、マシンの

一つは特定の部位だけでなくて総合的に鍛える
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ことができ、要介護１・２の利用者から筋力低

下を防いだり、手足の麻痺がある方にも改善が

見られ大変喜ばれていると聞いております。既

に県内では、この事業を山形市、酒田市など要

支援認定施策として民間委託をし事業化されて

おります。 

 それだけではなく、ある企業のフィットネス

クラブでは、このマシンを利用して一般向けに

夜間や休日のフィットネスジムを並行して、幅

広い年代にダイエットや筋力アップということ

で利用され、会員も日増しにふえているという

ような状況だというふうに聞いております。 

 市民の介護予防と健康長寿づくりに資するも

のと考えますが、市長の見解をお伺いいたしま

す。 

 次に、子どもたちが集まる屋内遊び場の整備

であります。 

 子どもの屋内遊び場は、現在、めんごりあ、

これは乳幼児以下というようなことでございま

すが、整備拡大ということを私はこのたび提言

させていただきます。 

 カミンの２階にある遊び場は、多くの子ども

たちが利用するには窮屈な空間であります。ま

た、市民の多くは遊び場の存在さえ知らないの

が現状で、中途半端な遊び場というような声が

しばしば聞かれております。 

 昨今の屋内児童遊戯施設の状況は、東根のタ

ントクルセンターを初め、天童市のわらべ館、

山形市嶋地区にできましたべにっこひろばなど、

大型の屋内遊び場がそれぞれ完成しております。 

 子育て中のお母さんからは、年間を通し雨や

雪の日、気温の高い日など天候不順な休日には

タントクルセンターのある東根市や山形市に親

子で出かけているというようなこともお聞きし

ております。 

 大型の屋内遊び場の整備を望む声というのが

大きくなっております。カミンの施設内に遊び

場の拡張と遊具の充実を図ることについて、市

長の見解をお伺いいたします。 

 次に、大きく婚活支援の体制づくりについて

であります。 

 昨年の１０月と１１月に２回ほど上山市で仲

人養成講座が開講され、私もその養成講座に参

加しております。本市の結婚を支援していく方

向というのが示されたというふうに思っており

ます。 

 しかし、仲人養成講座を受講した私は肩すか

しというような状況であります。この事業に大

変期待していました。行政の支援体制づくりは

推進するべきだというふうに思っておりました

し、推進する方向だと勝手に思い込んでもおり

ました。 

 ほかの市町村は、事前に仲人養成講座の修了

後、仲人になるか否か内諾をとり、仲人協議会

の一員として既に活動できる環境が提供されて

いるのが現状です。 

 もちろんさまざまな協議会等々も必要だとい

うふうには思いますが、実現のためには地区会

長の協力、広範囲的な体制づくりも必要である

というふうに考えています。既に６月も過ぎて

おります。市が打ち出す婚活支援体制づくりに

ついて早急に進捗を図るべきと考えます。 

 結婚はプライベートな個々の問題である上、

デリケートな問題であり、結婚観、価値観にど

こまで行政として関与できるか。これまでは本

市は問題意識が特に低く感じ、消極的というふ

うに思われました。 

 ところが、若者の非婚化・晩婚化は市民の中

でもよく見受けられるような状況であります。

社会全体が人口減少対策に乗り出し、結婚を推
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進する立場にならなければならない切実な問題

だというふうに変化しています。結婚対応につ

いては市民・地域・行政が共通認識を持ち、全

市を挙げた取り組みにする仕掛けづくりが必要

であるため、市民にわかりやすくまた関心を高

めるために行政の窓口が必要ではないでしょう

か。 

 まして、結婚する当事者により家族、両親の

相談、仲人グループの団体等の相談など、公共

性が担保され、安全安心が確保されるためには、

庁舎内に結婚推進室を設置するべきと考えます

が、この点について市長の見解をお伺いいたし

ます。 

 次に、婚活支援事業補助金制度の創設であり

ます。 

 「婚活」は結婚相手を見つけるための活動で、

もう既にこの名はすっかり定着しております。

本市の少子化は急速に進んでおり、昨年の出生

数は約１５０人。この数字は大変憂慮する事態

になっております。人口減少は社会保障やまち

づくり、地域の活力の低下、地域崩壊にもつな

がりかねない極めて大きな問題です。その対策

の一つが婚活支援です。 

 これまでも本市の補助金活用で、商工会青年

部がお見合いイベントを企画していることは承

知しておりますが、成立したカップルから結婚

に至った数は極めて少数と聞いております。ま

た、市内花咲山には恋人の聖地などカップル誕

生を後押ししている人気スポットもありますが、

それだけでは成婚に結びつくのは甚だ難しいの

も現状であります。婚活イベントでカップルが

誕生しても結婚が成立しないのは、本人任せに

なりフォローアップする体制が十分ではないと

いうふうに考えます。 

 このことからも婚活支援については社会全体

で支援する体制づくりが大切であり、仲人養成

講座修了生の仲人グループ、小規模な団体もし

くはＮＰＯ、民間というのも巻き込み、マンパ

ワーで支援する体制づくりが必要と考えます。

体制が整った上で、若者に結婚を促す婚活イベ

ントやスキルアップなどを実施するに当たって

も、行政からの応援は公共性があるとともに安

全性があるため、より婚活支援に弾みがつくと

いうふうに思います。 

 このことから、市民への婚活支援に対し活性

化を促すためにも、婚活支援事業補助金制度を

創設すべきと考えますが、市長の見解をお伺い

いたします。 

 次に、小・中学生に対する有権者意識の教育

についてであります。 

 昨年６月、国会で７０年ぶりに選挙権が満２

０歳以上から満１８歳に引き下げる改正公選法

が、参議院・衆議院の両議院において全会一致

で可決成立されました。 

 昭和２０年に２５歳以上から２０歳以上に引

き下げられて以来の改革です。この改革の中身

は、１８歳、１９歳の有権者数は２４０万人と

言われ、日本の有権者数の２％相当が有権者に

加わるとしております。政府は、若者の政治参

加の意識を高めることや主権者教育の充実を急

ぐことを都道府県に指示しております。 

 来月の７月１０日は参議院選挙が実施されま

す。報道等によると、文部科学省では高校生向

けに選挙副読本を作成・配布、そして、県の教

育委員会などは、連携して出前講座を初め、模

擬投票の実施などが随時計画されていますが、

なかなか小・中学生の対応は把握されておりま

せん。 

 ただ、全国的にも若者の選挙離れが叫ばれて

久しく、選挙の大切さと一票を投じることで社
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会参画を身近にする今回の改正は大変有意義な

ことから、本市においての対応を順次質問いた

します。 

 １つは、選挙に関する学習の拡充についてで

す。 

 若者に対して選挙権年齢の引き下げは、選挙

の大切さを知ってほしいと各マスコミ報道でも

取り上げる機会が多くなっています。とりわけ

来月には選挙があり、関心が高まっていると思

います。しかし、これまでも若者の投票率が低

いということが取り上げられており、今後の対

策が大変必要だと思っております。 

 対策の一つに、小・中学生の折から主権者教

育を学び、政治的関心、投票の意義、国民の選

挙権など充実を図ること、そして、年齢に合わ

せた出前講座、子ども議会の開催など常習化す

ることで、子どもたちに政治を身近なものとし

て実感させることが大切であると考えます。 

 重要なのは、主権者は生まれて０歳から亡く

なるまでが国民であるということを自覚し、国

民の意義とあわせて国民として判断し投票する

までの教育など、意識向上もあわせて小・中学

校でどのように取り組むのか、教育長にお伺い

いたします。 

 ２つ目に、未来の有権者を育てる模擬投票の

実施についてであります。 

 未来の有権者を育てるには、小学校では児童

会会長選挙、中学校では生徒会会長選挙などを

経験することから、学校内での選挙をリアルな

方法で体験させることも一つであります。 

 同時に、児童・生徒への主権者教育を、年間

のスケジュールとして外部講師などを依頼して

の職業人講話、それから議員との交流、出前講

座、体験型としては一日市長などの学校から飛

び出す授業なども有効になるのではないかと考

えます。 

 本市独自に小学校・中学校にも啓発活動や広

報活動をすることが、大切な選挙への意識向上

に結びつくとも考えます。 

 このたび、選挙権年齢が満１８歳以上に下が

るということで、選挙の意義と問題意識を持ち、

自覚を促し、みずから考えて判断することで社

会参画のきっかけとなるよう、模擬投票等の実

施について、選挙管理委員会委員長にお伺いし

て、壇上からの１問目の質問といたします。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員に対する答弁

の前に、この際、１０分間休憩いたします。 

    午前１１時０５分 休 憩 

                  

    午前１１時１５分 開 議 

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ８番尾形みち子議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、カミン再生への対応について申し上

げます。 

 上山二日町ショッピングセンター協同組合が

所有しております１・２階の商業スペースにつ

きましては、破産管財人の管理下にあり、現在

営業している店舗が今後も継続できるか否かに

ついては、破産管財人の処分方針によるところ

であります。 

 カミン再生の対応につきましては、中心市街

地活性化の重要な課題と捉えておりますので、

カミンがどのような機能を担うことが最適なの

か、次期中心市街地活性化基本計画の策定を進

める中で、関係団体等と協議をしてまいります。 

 次に、結婚推進室の設置について申し上げま
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す。 

 結婚支援事業につきましては、結婚サポータ

ーの養成や組織づくり、各種講座を開催すると

ともに、関係団体との連携や情報共有を図りな

がら事業を展開してまいります。 

 また、組織につきましては、福祉事務所の現

体制で進める考えであります。 

 次に、婚活支援事業補助金制度の創設につい

て申し上げます。 

 関係団体等が実施している婚活イベント事業

につきましては、元気なかみのやま創造支援事

業の補助対象となっておりますので、婚活事業

に特化した補助金制度を創設する考えは持って

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 ８番尾形みち子議員の御質

問にお答えいたします。 

 選挙に関する学習の拡充について申し上げま

す。 

 小・中学生に対する有権者教育は、これから

重要性が増してくるものと考えております。現

在、各小・中学校の社会科及び特別活動等にお

いて、選挙の意義や政治の仕組みを理解させ、

社会の一員として身近な問題を解決する知識等

を身につけるための学習を行っております。 

 今後も、学習指導要領に基づき政治的教養を

尊重するとともに、選挙に関する実践的で主体

的な学習を一層充実するよう指導してまいりま

す。 

○坂本幸一議長 選挙管理委員会委員長。 

〔板垣郁子選挙管理委員会委員長 登壇〕 

○板垣郁子選挙管理委員会委員長 ８番尾形み

ち子議員の御質問にお答えいたします。 

 未来の有権者を育てる模擬投票の実施につい

て申し上げます。 

 現在、選挙で使用している投票箱や記載台を

小・中学校等に貸し出しするとともに、小学校

６年生向けに選挙啓発パンフレットを配布する

など、選挙に関する意識の啓発に努めていると

ころであります。 

 昨日、改正公職選挙法が施行され、選挙権年

齢が満１８歳以上に引き下げられましたので、

教育委員会と連携しながら選挙講座等の実施要

請に応えてまいりたいと考えております。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。 

○８番 尾形みち子議員 それでは、カミン対

策について、カミンの中のことはもう既に守岡

議員の質問の中で申し上げておりますので、私

のほうからはちょっと違う観点から申し上げた

いというふうに考えております。 

 鉄筋コンクリートのショッピングビルカミン

というようなことで、この耐用年数も含めて整

備等々が今までなされてきたということもある

んですけれども、実際の耐用年数なんかももち

ろんこの中に入っているんだと思うんですけれ

ども、その辺のところも詳しく聞きたいという

ことと、それから、それにも増してカミンの中

には市立図書館があるわけですけれども、図書

館でも昨年あたりから雨漏りがしてきたみたい

なことも言っていましたので、その辺のところ

の完了した状況もあるんだと思うんですけれど

も、そのところもちょっとお伺いいたします。 

 要は、つながっているわけですよね、エレベ

ーターもあるわけですし、屋根の状況もあるわ

けですから、そういった意味では同じフロアと

いうような考え方でお答えいただきたいと思い

ます。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 まず、耐用年数について
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は４０年程度というふうに考えてございます。 

 あと、図書館の雨漏りにつきましては、昨年

民間のシンクタンクのほうで調査した際に、建

物、軀体等についても調査をしていただいてお

りまして、屋根の屋上の部分の防水シートがや

はり２０年経過しておりますので劣化している

ということで、防水シートのほうから雨漏りし

ているというふうに考えております。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。 

○８番 尾形みち子議員 それでは、今お話し

になったように鉄筋コンクリートの耐用年数合

計で４０年ということだったので、今２０周年

を迎えて、図書館でも２０周年記念イベントと

いうようなことが開催されております。 

 そんな中で、やはり屋根等も大変年数がたっ

ていてこれも直された状況だというようなこと、

それから、以前上山城でエレベーターに閉じ込

められた観光客の方といったこともあって、今

カミンの中には、一般の方が乗るものとそれか

ら従業員が乗るものと駐車場に行くものの３つ

のエレベーターがあるわけですけれども、この

辺のところの整備もこれからこの状況だと当然

どうなっていくのかなというような、もちろん

しなきゃいけないことではあるということも思

いますが、その辺のところはどうなっているの

かお尋ねいたします。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 カミンのビル全体につき

ましては、区分所有者４者で管理組合を設置し

ておりまして、カミン管理組合の中で外部のほ

うに委託をして管理しているところでございま

す。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。 

○８番 尾形みち子議員 これからそうやって

対応するというような、区分してやるというよ

うなことであります。 

 そういう整備のことからカミンのビル自体の

こともそうでしょうけれども、いろんな面で大

変不安視されている状況でありますけれども、

そういった状況で１つトイレが、１階にあるト

イレですけれどもそちらのほうも閉鎖されたと

いう状況です。 

 大分客数も減っているというような状況では

ありますけれども、その辺のところからトイレ

のほうも閉鎖されたというようなことでよろし

いでしょうか。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 まず、１階・２階の管理

をしております破産管財人のほうが、１つのそ

のショッピングセンター協同組合にかわって管

理費のほうの負担をしていただく必要があるん

ですけれども、そちらの面のほうから管理費の

軽減を図るための一つの策ということで、買い

物客などが一番使いにくいところのトイレにつ

いて１カ所閉鎖をさせていただいているという

ことでございまして、そのほかの軽減策につき

ましては現在破産管財人のほうと協議をしてい

るところでございます。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。 

○８番 尾形みち子議員 これからますます、

営業している方たち、それから裏口から入って

くる方たち、横口ですか、そういった方たちに

も御不便をかけていく、もちろんこれは管理費

の軽減対策というようなことでありますけれど

も、破産管財人の意向もございますということ

なので、その辺のところは心してお示しいただ

かないといけないことなのかなというふうなこ

となんですけれども、今いる営業店舗の皆さん

には随時そういった軽減策のことなんかも話し

合いという場が当然設けられていると思うんで
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すけれども、その中には、商工課長、上山市か

らも入っているやに聞いておるんですけれども、

確認ですけれども、よろしいのかどうか。今後

もこのような形になっていくというような、も

う既にスケジュール等があるかのどうか、お尋

ねいたします。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 そちらのほうの軽減策等

についても、先ほど申し上げた管理組合の中で

お話をしているものですから、当然上山市も管

理組合の中に入っておりますので、その中で話

をしております。 

 ただし、１階・２階のフロアに残っていらっ

しゃる方への対応につきましては、これは破産

管財人からお伝えいただく内容になりますので、

そちらはそのようにお願いをしているところで

ございます。 

 また、軽減策もどのように実施していくとか

ということのスケジュールというのはまだ全て

未対応ということでございますので、どのよう

なことが軽減策としてされていくのかというこ

とを今から話し合う予定でございます。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。 

○８番 尾形みち子議員 ９月８日に報告会と

いうようなものがあるというようなことであり

ます。ただやはりカミンは、そういった中心市

街地活性化の中の一つの対応のビルというよう

なこともありますので、この辺のところを市民

も関心を持っているわけでありますので、ぜひ

この対応については間違いない方向でお願いし

たいというふうに考えております。 

 その中で、私は２つ提案させていただいたん

ですが、これからなんですね、それもね。だか

らお答えいただけないというようなことなんで

しょうけれども、やはり遊び場については大変

重要視しております。２階の遊び場は市長もご

らんになったと思うんですけれども、大変窮屈

な場所であります。本当に申しわけなさそうな

程度であるわけですけれども、そういったこと

も含めて、このたび山形広域環境事務組合が建

設する川口地区のエネルギー回収施設のほうに

も大きな遊び場を考えているというようなこと

で、大変環境的には恵まれている上山市ではあ

りますけれども、屋内に関してはそういった点

が不足しているというようなこともあるんです

けれども、そんな考えはないのかあるのか、市

長にお尋ねいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 先ほど申し上げましたとお

りでございまして、破産管財人の処理方法とい

うものを受けて我々がどういうかかわりを持つ

のか、持てるのか、そういうことでないと現時

点においては申し上げることはできません。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。 

○８番 尾形みち子議員 市長もそれなりに考

えていらっしゃるというふうには私も感じては

いるんですけれども、やはり１問目にも申し上

げましたように、市民の関心である中心市街地

活性化の中のカミンというようなことと、それ

から、これから健康志向であるという健康長寿

に向かっての取り組み、要するに高齢者の拠点

づくりというようなことも含めて、この辺のと

ころは費用対効果もありますからいろんな推進

策があるでしょうけれども、ぜひ重要なものと

考えていただたきたいというのが私のお願いで

ございます。 

 次に、婚活支援の体制づくりで、結婚推進室

の設置をぜひしていただきたいなと。これは以

前、どういう経緯だったのか私もちょっとあれ

なんですけれども、結婚相談所というのが上山
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市で設けられたというようなことを聞いており

ます。これは少子高齢化対策ではないかと、も

う以前なので、どういう対策だったのか、ちょ

っとお尋ねいたします。 

○坂本幸一議長 市民生活課長。 

○鏡  順市民生活課長 上山市の結婚相談所

につきましては、市民生活課で対応しておりま

したけれども、なかなか実績が上がらないとい

う、市民の方に結婚相談員を委嘱してマッチン

グしていこうという考え方で進めておりました

けれども、なかなか実績が上がらない。あと、

近隣の自治体でも取りやめているという状況で、

平成１９年か２０年あたりに廃止したというふ

うな経過を聞いております。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。 

○８番 尾形みち子議員 平成１９年ごろには

廃止されたというような状況だということでは

ありますけれども、私、１１月の仲人養成講座

において、髙橋南陽市結婚推進室事務局長から

御講義をいただいたわけであります。やっぱり

そのことを聞くに当たっても、私たち市民の目

線からも、それから人数的にも、仲人養成講座

に１回目があれば２回目、３回目と、要するに

数をすればいいわけではないんですけれども、

その養成講座の仲人数、サポーター数、そうい

ったものもどういう計画なのかということも私

たち知らされてなかったようなことであります

ので、これからどういうスケジュールでこの婚

活支援を進めていくかというお考えがあれば市

当局の、先ほど市長からは聞いているわけです

けれども、実践的な部分でちょっとお尋ねいた

します。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○土屋光博福祉事務所長 結婚支援事業につき

ましては、現在、先進的な取り組みをしており

ます自治体等の事例、成功例、失敗例も含めま

して事例等の情報収集をしながら、そのサポー

ター養成も含めて、どのような事業体制づくり

がいいのかということで今検討しておりまして、

それから、各種団体からも御協力いただけると

いう話をいただいておりますので、その御協力

いただける団体等の方からの御意見も含めまし

て体制づくり、それから上山市に合ったメニュ

ーづくりを考えていきたいというふうに考えて

おります。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。 

○８番 尾形みち子議員 なかなかまだ提示が

なされていないというような、昨年１０月、１

２月に市長もこの人口減少問題には大変心を痛

めているというふうに思いますし、今後、これ

まで以上の婚活支援というようなことも含めて、

大変これは価値観とかいろんな相手もいること

なのでこの辺のところも開かれたものというよ

うなわけにはいかないんですけれども、このサ

ポート体制も含めてフォローアップということ

も重要だというふうに思ってきたわけですけれ

ども、そのように私も１問目で申し上げており

ます。 

 そういった中で、ちょっとまだ示されていな

いというのが不満であるということを申し上げ

ているので、このスケジュールがこれからだと

いうのはいつごろ体制ができるのか。来年の１

月あたりからできるというようなことで捉えて

いいんでしょうかね。これだけおくれて市長の

推進策ということにはならないというふうに思

うんですけれども、その実情はどういうふうに

考えていらっしゃいますか。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○土屋光博福祉事務所長 先ほど申し上げまし

たとおり、各団体から御協力いただけるという
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お話をいただいておりますので、早急にそのフ

ォローアップ体制も含めまして、本市にとって

どんな体制が結婚支援活動にとって実効性があ

るものかということを検討してまいりたいと思

っております。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。 

○８番 尾形みち子議員 平成１９年に結婚相

談所なるものの閉鎖をしたと。それでは、結婚

推進室の設置はできないのかというようなこと

でありますけれども、市長、やっぱりこれだけ

問題提起があるわけでありまして、ただ福祉事

務所だけのものではなく、全庁で取り組むべき

というふうに思っているんですけれども、この

辺からも結婚推進室の設置はやはりいろんな意

味で必要ではないかというふうに思っているん

ですよね。ですから、この辺のところはもう一

度検討していただけないものか、ちょっとお尋

ねいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 結婚でございますが、これ

は本当に重要な課題だと我々も受けとめており

ます。ただ今までも決して手をこまねいていた

わけでございませんし、青年会議所あるいは商

工会青年部が婚活、私も去年、商工会青年部の

婚活パーティーを見せていただきました。 

 やはりその中でなかなか結婚まで行き着く組

が少ないということでございますが、裏を返せ

ばやっぱり結婚というのは本当に難しい。相性

もあるだろうし価値観もあるだろうし、結婚ま

で行くには非常に難しいんだろうなということ

を改めて感じたところでございました。 

 実は、きのう、コラボウオーキングがありま

した。その中でいろんな方々と話し合いをさせ

ていただきましたが、あるお母さんがやっぱり

結婚問題を大変心配しておりました。「実は私

の息子も結婚しておりません」と。しかし、な

かなか結婚しようという意思が感じられないと

いいましょうか、親としてもなかなか言えない

部分もあるし、また本人も結婚についてそんな

に深刻に思っていないというようなお話も承り

ました。 

 従来ですと、やっぱり家庭で少し年をとった

場合には、早く結婚してほしいと、そういうこ

とを多分言ってきたと思いますし、そういう環

境だったと思いますが、そういう意味では若干

家庭的にも希薄というんでしょうかね、そうい

う状況にもなってきているということもありま

す。 

 ですから、やっぱりここはただ行政が頑張っ

ていくということ、これは大事です。大事です

けれども、やっぱり原点は本人であり家庭であ

るということだと思いますので、その辺の関係

を促していくこと、どうするとそういう環境に

なるかということも改めて考えていかないと、

ただ行政が婚活パーティーをしたとかそういう

数を重ねたというだけの問題じゃなくなってき

ているなということを強く感じておるので、そ

こは今福祉事務所長が言ったような、若干おく

れてはおりますけれども、そういうことも含め

て考えていかないとなかなか難しいという面が

ありますので、推進室をつくればいいのかとい

うことも含めて今後の対応も考えていきたいと

思います。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。 

○８番 尾形みち子議員 今、市長からお答え

いただきました、きのうの市長と歩こうウオー

キングですか、そちらのほうは大変御盛況だっ

たというふうなことだったで、やっぱりそうい

うふうなところでも、ぜひ対象者ももちろんで

すけれども、そうでない御両親、そういう年代
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の方を持つ御家族の方には、市長のアドバイス

というんですか、そういったものもぜひお願い

したいものだというふうに思っております。 

 ただ先日、婚姻届数というのを見させていた

だきましたけれども、結構総数としては３００

件とか３６０件とか３４０件とか、年々総数的

には上がっているんだなというようなことを表

としてはいただいているんですけれども、本籍

が上山市であるがために上山市に出したという

ようなことで、実在数、上山で婚姻届を出して

上山に残っているというそういった婚姻届の実

数なんかわかれば今後ぜひ生かしていきたいと

いうふうに思うんですけれども、そんなところ

がないのかどうか、ちょっとお尋ねいたします。 

○坂本幸一議長 市民生活課長。 

○鏡  順市民生活課長 昨年、第７次振興計

画を策定するときの指標として婚姻数というふ

うなものを挙げたんですけれども、婚姻数には、

先ほど尾形議員がおっしゃったように、実際上

山市に住んでおられない方も、ほかの市で婚姻

届を出した方が本籍が上山にあるために通知さ

れたものも含んでおるので、実際に住んでいる

方はどれぐらいいるかということを詳しく調べ

ようとしたんですけれども、なかなか実態が把

握できなかったということがありまして、上山

市に直接婚姻届を出した方を一つの指標とした

という経過がございます。それを第７次振興計

画の指標としたということで御理解いただきた

いというふうに思っているところであります。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。 

○８番 尾形みち子議員 今、市民生活課長か

ら、この婚姻届に関しては、中身がもちろん本

籍であるというようなことがために、住所がこ

ちらでない方でも婚姻届を出されるわけですか

ら、当然この人数になるのかなというふうには

思うんですけれども、やはり詳しいことを知っ

ての対応策というようなことも必要なのかとい

うように思うんですけれども、今後第７次振興

計画の中にこの総数が、ここに住んでいなくて

もこの数で当然出されるわけだというふうに認

識していいんでしょうけれども、その辺のとこ

ろをもうちょっと実際に住んで、要するに定住

促進の立場、それから少子化対策とかに結びつ

くという考えがあると思うんですけれども、そ

ういったことでどういうふうに対応されるかと

いうふうにもう一度お尋ねいたします。 

○坂本幸一議長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 ただいま市民生活課

長から答弁の中であったとおり、第７次振興計

画の指標としましては婚姻届出数以外にはなか

なか指標として使える数値はございませんでし

た。 

 ただ、尾形議員からありましたとおり、定住

につながる施策としましては、婚姻のみならず

定住につながる施策をいろいろと講じておりま

すので、定住につながる一つの施策として婚姻

が当然ありますが、まず指標としては婚姻届出

数以外では現時点では把握するものがございま

せん。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。 

○８番 尾形みち子議員 大変難しいんですね、

やはりね、これはまずそういうことだというこ

とで理解いたしました。 

 ただ、次の婚活の支援事業補助金制度の創設

なんですけれども、これは私もいろいろ勉強さ

せていただきました。多くの自治体でこの制度

を使っていろんなスキルアップをやったりフォ

ローアップをしたり、もちろんイベントにも使

えるというようなことでありまして、実績を上

げているのが酒田市とか、１年目はいろんな事
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業体、ＮＰＯから市でお願いしている結婚サポ

ーターの方やらそういった方も含めてだったよ

うな気がしますけれども、１年目はゼロだった

ような気がします。２年目から１０組以上結婚

なさった方がいるというこの現実も踏まえて、

やはり上山市もせっかくこの仲人養成講座もし

くは婚活制度に大変重視をするというような市

長の強い答弁があったわけですから、この制度

は特に必要だと私は思うんです。 

 そして、今後のスケジュールでぜひ成婚の予

定数といったこともやはり掲げないと、市長、

これは、「養成講座だけつくりました。皆さん

より大変たくさんの御協力をいただいてま

す。」それだけでいいのかどうかということも

含めて、やはり婚活支援事業補助金制度という

のを多くの自治体がやっているということも踏

まえて、こういった創設をすることにやっぱり

意義があるというふうに思うわけです。そうい

ったことをお聞きいたします。 

○坂本幸一議長 市政戦略課長。 

○鈴木直美市政戦略課長 婚活に係る補助金と

しまして、元気なかみのやま創造支援事業とい

うものを既存の制度で実施しております。 

 まずこちらの実績から報告させていただきま

すが、２０１５年につきましては、商工会青年

部が開催しました婚活イベントに６４名の方々

が参加されております。そのうちカップルとし

て成立された方々が９組いらっしゃいました。

その前の年２０１４年につきましては、５０名

の参加がございまして、カップル成立が６組と

いう形で実績がございます。 

 ただ、この方々がなかなか最終的に成婚まで

したかどうかというところは現時点では把握し

ておりませんが、既存の制度としましては、特

に婚活イベントに関してはこういった制度を今

後も活用してまいりたいと考えております。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今、課長から話がありまし

たように、この元気なかみのやま創造支援事業

でございますが、これは幅広く使えるというこ

とでございます。ですから、婚活といいまして

も、必ずしも婚活イベントだけではなくていろ

んなことが創造されるわけでございますし、そ

ういった意味では、逆に特化しないでいろんな

ものに使えるという制度のほうが私は今後いい

のではないかなというふうに考えているところ

でございます。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。 

○８番 尾形みち子議員 市政戦略課で出して

いる制度を利活用するというようなことであり

ましたけれども、この中に、私、花咲山も申し

上げましたようにやっぱり恋人の聖地というこ

とで結婚情報誌で取り上げていただいたりして、

大変上山市のカップルを後押しするようなもの

を出されたというふうに記憶しております。 

 そんなこともあってもなお成婚に結びつかな

いというものも含めて、やはりさっき言ったよ

うに目標の設置を、商工会青年部がしていただ

くのはもちろん、後押ししていただくのはそれ

なりの成果をこれから検討するんでしょうから、

その成果もやはりある程度示していただかない

と、せっかく補助金はやったけれども成婚も全

く、ゼロではないというふうには思いますけれ

ども、さっき話されたように目標を例えば毎年

１０組ずつというようなことも含めて、そんな

ことも当然あっていいのかなというふうに思う

んですね。 

 そうすると、やっぱり上山はやったじゃない

かと、そういうふうに市民の皆さんも対外的に

もそういうことになるのではないかというふう
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に私も思うので、その辺のところをもう一回支

援のあり方について、婚活に特化するものでは

ないんだというようなことを何かぼやかしてし

まっては、せっかくのこの事業が生きてこない

のではないかというようなことを感じておりま

す。 

 ぜひ一例やっぱり事業というものを展開して

いただかないと、市民は見ているわけですから、

その辺のところも含めて、この目標値も含めて

ですけれども、ぜひお答え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 結婚というのはお互いの問

題でして、例えば１０組と決めて果たしていい

ものかどうかという部分もあると思うんですよ

ね。やっぱりそれは出会いの中で結婚しようと

いう組が出てきた場合にはそれが成り立つわけ

で、それを無理やりとは言いませんけれども、

１０組を結婚に導くということとなれば、じゃ、

どういうことをやればいいんだと。今までの実

績では少なくても上山市だけじゃなくて、いわ

ゆる婚活パーティーというんでしょうか、それ

ではなかなか結婚にゴールする方が１組とか２

組とか少ないということですから、それを１０

組にすると。ただ１０組にすればいいというこ

とではなくて、やっぱりそこにはさっき申し上

げましたようにいろんな出会いの場とか、そう

いった幅広くやっていくということが大事で、

そこにやっぱりさっきの制度を使っていくとい

うのが私はベターだと思いますし、目標と言わ

れてもちょっと私もお答えしかねます。 

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。 

○８番 尾形みち子議員 やはり事業の見える

化というのはとても大事だというふうに市長も

思っているわけですから、そういったことも含

めて婚活を進めていくには大変ありがたいので、

これをやっぱり特化してもつくるべきだという

ふうに私は思ったのですが、市長がそういうふ

うに御答弁されたので、ぜひ今後もこの事業に

関しては継続的にやっていただきたい事業だと

いうふうに思っておりますので、お願いしたい

と思います。 

 ちょっと選挙のことに関して時間がないとい

うようなことでありますけれども、私はやはり

１８歳が、このたび公選法が改正されたという

ようなことが新聞、テレビ、メディア等でいろ

んな意味で出てきている状況をやっぱり目にす

るわけでございますので、ぜひ、これは１８歳

になったからといって高校生にするというだけ

ではなくて、やっぱり小学校、中学校から必要

だというようなことも答弁いただきましたので、

これからは充実するというよりも、やはり家族

で話すとかお父さんお母さんと話す、おじいち

ゃんおばあちゃんと話す、そういうことも含め

て、これから対応策をぜひ充実していっていた

だきたいなというふうに考えを持ちましたので、

この件を質問にさせていただきました。 

 以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○坂本幸一議長 この際、正午にもなりますの

で、昼食のため休憩いたします。午後は１時か

ら会議を開きます。 

    午前１１時５６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、４番谷江正照議員。 

〔４番 谷江正照議員 登壇〕 

○４番 谷江正照議員 議席番号４番、会派蔵
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王、谷江正照です。 

 通告に従いまして順次質問させていただきま

す。 

 本市では、上山型温泉クアオルト事業を初め、

健康マイレージ事業、健康づくり講座や介護予

防教室など、さまざまな健康づくりや介護予防

への取り組みを行っています。 

 中でも、上山型温泉クアオルト事業は、平成

２０年以来、市民や来訪者の健康増進の特徴的

施策であり、幅広い年齢の方に親しまれ、平成

２７年度は１万４，０００人の参加を得ていま

す。市民や来訪者が里山やまちを歩く姿も本市

では見なれた風景となり、無理なく続けられる

本市の健康増進の大切な取り組みとなっており

ます。 

 この取り組みが評価され、平成２７年度「や

まがた健康づくり大賞」のほか、厚生労働省が

展開している「スマート・ライフ・プロジェク

ト」の一環の「健康寿命をのばそう！アワー

ド」にて、上山市が展開している上山型温泉ク

アオルト事業で実施の「健康ウオーキングを中

心とした市民の健康づくり」が山形県内自治体

として初めて受賞しました。 

 これら本市の取り組みは、着実に健康づくり

と介護予防の役に立っていると考えます。 

 けれども、その一方で、全国で１年間に６５

歳以上の３分の１が転倒を経験しているという

データもあり、このことが医療費の増大につな

がっているとの報告もあります。そして、転倒

後は生活全般への意欲の低下につながるそうで

す。 

 それらを予防するため、本市においても、６

５歳以上を対象の三友エンジニア体育文化セン

ターでの転倒予防講座「たっしゃだなっス教

室」、公民館を利用した「ころばねず体操教室」、

天童市のラ・フォーレ天童のぞみでの水中運動

などを開催し、バランス感覚や柔軟性、筋力な

どの衰えをできるだけ防ぐべく市民に利用を勧

め、健康づくりや介護予防に努めています。 

 三友エンジニア体育文化センターや公民館な

どの施設を利用した健康への取り組みの講座や

教室には、時には５０名の募集に７０名以上の

参加申し込みなどあるようです。 

 しかし、いずれの事業も申し込み制で定員や

参加時間が決まっていること、介護予防対象者

が主な利用者であることなど、受講できる方の

資格や数に限りがあります。 

 今後も高齢化が進む中、自分自身の介護予防

策や健康づくりに対する興味が進展していく際

に、現状の各種健康づくり事業が定員を超えて

運用することが難しいことや、仕事や家庭の都

合で教室や講座の開催日や開催時間には参加し

たくても参加できないなどの方々もいらっしゃ

るようです。 

 このような市民の多様なニーズに対応してい

く場合、既存の施設や仕組みでできることは限

られていると思います。施設や会場、教室の開

催数やスタッフをふやすなどの取り組みで対処

することなど、費用をかければ解決できる分野

ではありますが、それも現状は難しいと思いま

す。 

 そして、本市は山形県内１３市の中でも高齢

化が進んでいることも大きな課題としています。

このことも勘案し、定年直後や定年前の方々、

働き盛り世代の方、子育てや仕事、忙しくて時

間に追われ自身の健康づくりが後回しになる世

代の方々にも取り組める事業を推進することが

健康維持施策や介護予防施策にとっては大変重

要であります。 

 なぜならば、これらの世代の方々は子育てや
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孫育て、介護を実際に行う世代であるからです。

そして、私を含むその世代の方々も、皆いつか

は自分自身が順送りで高齢者、後期高齢者とな

ることが確定しているからです。 

 今後は、６５歳以上の方はもちろんですが、

それ以前の幅広い世代の方々も、早くから健康

づくりや介護予防に親しむことができる健康づ

くりの場所が必要です。 

 そこで、一度導入すれば利用する際に申し込

みも要らず、参加費も無料で自分の都合のいい

時間を使い、曜日や時間を気にせずに、室内で

の取り組みでは得ることのないすばらしい上山

の自然の中や清冽な外気、降り注ぐ太陽などの

健康成分を取り入れた、市民に親しまれている

公園に健康遊具を設置した誰でも健康づくりや

介護予防に親しむことのできる公園づくりを提

案いたします。 

 具体的には、上山市公園施設長寿命化計画等

を勘案し、改修や遊具の交換を控えた公園に背

伸ばしベンチやツイストベンチ等を初めとした

健康遊具の設置を順次行い、この公園を幅広い

世代の方々の健康づくりや介護予防の場所とす

るものです。 

 これにより、申し込み方式で定員設定のある

屋内施設利用での健康づくり事業での決まった

時間、決まった場所で、決まった人数にしか対

応できないという課題への一つの対応となり、

さらには、６５歳以前の方々の早い時期からの

自身の健康づくりや介護予防への取り組みを、

いつでも誰でも１人でも、子ども連れでも孫連

れでもできる健康づくりを実践できる場となり

ます。 

 市内には早朝から夜などにも散歩やウオーキ

ングなどを行う方も大勢おり、歩いて公園に通

うことで少なくとも３０分弱の有酸素運動が確

保できるそうです。ここに健康遊具があれば、

新たな利用者の獲得や公園来訪の動機づけや定

期的な利用に結びつき、より身近になった健康

推進のきっかけとなります。 

 クアオルト事業の出発点となる公園では、参

加者もこの健康遊具を使い、開始前や終了して

からの体ほぐしやストレッチ、筋力トレーニン

グなどにも有効です。 

 公園やまちで話を聞いた方の中には、クアオ

ルト事業のウオーキングのコースに、足や腰、

膝などが弱い、痛めている、身体的に自信がな

いなどで参加を見合わせている方も少なからず

見受けられました。 

 この方たちに健康遊具の利用を通じて健康に

なっていただき、クアオルト事業の各種ウオー

キングにいつか参加していただくことができた

らすばらしいことだと思います。それは上山市

第７次振興計画の目指す一つの形だと思います。 

 それでは、健康遊具について説明をしたいと

思います。 

 健康遊具とは、身近な都市公園などで気軽に

健康維持や体力づくり、介護予防の健康運動な

どに利用される器具です。自身の体力に合わせ

て無理なく使用することで、加齢に伴い落ちて

しまう筋力や柔軟性、バランス感覚など日常生

活に必要な身体機能の低下予防に役立ちます。

ストレッチ系、筋力アップ系、バランスアップ

系の３タイプあり、もちろんベンチと名のつく

ものは従来のベンチとしての利用もできます。 

 具体的には、まず、胸部の柔軟性、心肺機能

の低下を予防する機能を有する「背伸ばしベン

チ」。 

 ２つ目は、体幹の柔軟性の低下を防ぐ機能を

有したもので、体幹の回旋運動を行う「ツイス

トベンチ」。 



－６５－ 

 ３つ目は、肩関節の可動域の低下を予防し、

負荷のかからない腕と肩の回転運動を行う

「肩・腕の運動器肩まわし盤」。 

 ４つ目は、筋力アップ系で体幹筋力の低下と

腰痛を予防する「腹筋ベンチ」。 

 ５つ目は、上肢全体の筋力低下を起こしやす

い部分を強化する斜め腕立て伏せと、高齢者や

体幹の弱い方が安心してスクワットができる

「鉄棒」。 

 ６つ目は、バランスアップ系の「タンデムウ

オーク」で、歩道にラインを引きライン上にて

継ぎ足や横歩きなどを行い、バランス能力を高

める運動ができます。 

 私は、これらの健康遊具をまず月岡公園から

着手することを提案いたします。月岡公園は上

山城と月岡神社に隣接し、上山城かかし茶屋、

足湯やワインの郷づくりのシンボルとなるブド

ウ棚、イザベラバード賞賛の石碑や亀戸小学校

寄贈の藤棚、鯉の泳ぐ池、美しい植栽、子ども

に親しまれる遊具などを有し、新築になった上

山小学校や整備の進んだ武家屋敷通りや西内堀、

新湯温泉街にもほど近い、本市では位置的にも

景観的にも歴史的にもシンボルとなる公園です。 

 具体的には、月岡公園の最上段部広場に健康

遊具を機能的に配置し、効果的にサーキットト

レーニングができるような配慮をした設置や、

最上段広場の歩道の直線部分を利用するバラン

スアップ系のタンデムウオークなどの設置が可

能です。 

 この本市公園の中でもシンボル的な月岡公園

を皮切りに市民公園などに順次整備を進め、公

園に来ている方々が健康遊具を使用して気軽に

健康づくりと介護予防に取り組み、その後体力

に自信がついた暁には上山型温泉クアオルト事

業への参加にも結びつけることができれば、さ

らに健康保養地としてのステージが上がるので

はないでしょうか。 

 健康づくりや介護予防に取り組むための都市

公園への健康遊具の整備の意義として、公園は

誰もが利用できること、身近にあって利便性の

よいこと、安全であること、運動できること、

地域の人々の連携を促すさまざまな社会的活動

の場と機会を提供すること、美しい自然環境を

享受できることなどの特徴を有しています。 

 日の光、おいしい空気、清冽な外気、さわや

かな風、心地よい五感の刺激を有した、他の空

間では実現することのできない、人々の健やか

な健康づくりに大きく貢献するものと考えられ

ます。 

 このような公園空間と健康遊具を利用した体

の健康づくり、本市のすばらしい風景や景色、

五感に働きかける心の健康づくり、利用者誰で

も無料でいつでも取り組むことができるお財布

に優しい健康づくりで、これからも人々が生き

生きとずっと暮らすことのできる上山市の未来

づくりに役立つことが期待されます。 

 導入に当たり既存の広場や歩道、鉄棒等の運

動施設の活用も十分可能であることから、全面

改修などの必要もないもので、対象公園の特性

を見きわめ、部分改修で費用などを考慮した上、

現実的な事業展開を行うことができます。 

 上山市第７次振興計画実現に向けて、「心と

体がうるおうまちかみのやま」の推進と達成を

進めるために、公園を整備する際は健康遊具を

導入し、いつでも誰でも１人でも子連れでも孫

連れでも、訪れた方に健康づくりと介護予防に

役立つ機能を有した公園にする必要を強く提案

し、以上、市長の御所見をお伺いいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 
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○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。 

 背伸ばしベンチを初めとした健康遊具の設置

について申し上げます。 

 健康遊具は主に大人を利用対象とするもので、

子どもが遊びに用いるには危険な場合がありま

す。そのため、子どもの遊具との混在を避け、

遊び場と明確に区分するなどの配慮が必要とな

ることから、今後整備を図る際には、クアオル

ト健康ウオーキング認定コースや温泉健康施設

への設置を優先すべきものと考えております。 

○坂本幸一議長 谷江正照議員。 

○４番 谷江正照議員 まず認定コースに設置

していくことを考えているというふうにお答え

をいただきました。具体的にその認定コースの

どのあたりに設置を考えていらっしゃるか、も

しあればお答えいただければと思います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 ただいまの答弁は具体的な

ものではなくて、考え方の方向性として述べさ

せていただきました。 

○坂本幸一議長 谷江正照議員。 

○４番 谷江正照議員 私は、この健康遊具を

公園に設置することを強く提案したところでご

ざいますが、なぜかといいますと、この部分に

関しましてはやはり公園を利用する方の年齢が

大分変わってきております。やはりこの健康遊

具の利用に適した方の公園利用も大分多く見受

けられると、私自身感じております。 

 そこで、まず月岡公園というふうにお話しし

ましたところですが、月岡公園のほうですと、

お化け滑り台のほうを中心に子どもが遊んでい

るところをよく見ることができました。しかし、

その上の最上段の広場の部分に関しましては子

ども等は遊んでおらず、そこの部分であれば例

えばそういった遊具を設置しても特に支障はな

いのではないか。 

 特に子どもの利用に危ない部分があるという

ことも御答弁いただきましたが、大分この部分

に関しては、健康遊具の企画というんでしょう

か、子どもの首が挟まったり指が挟まったりフ

ードのひもが挟まったりというようなことがな

いように対処されているように私のほうでは勉

強しております。 

 ですので、きちっとした用法を守り適切に設

置すれば、子どもが使うことによる危険性はな

いのではないか。子どもが使うということに関

しての危険性を述べるのであれば、通常の遊具

も同様ではないかということに関しまして御答

弁いただきたいと思います。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 まず、基本的に、月岡公

園につきましては観光と文化の拠点という形で

私どもは公園の位置づけを捉えております。市

民公園につきましては市民のスポーツ及び憩い

の場という形で捉えておりますので、もしもで

すけれども、設置するとすれば市民公園のほう

が先だというふうに考えますけれども、先ほど

市長が答弁したような形で、まずはクアオルト

健康ウオーキング認定コースや温泉健康施設へ

の設置を優先的に考えたいと思っているところ

でございます。 

○坂本幸一議長 谷江正照議員。 

○４番 谷江正照議員 ただいま建設課長から

月岡公園は観光と文化の拠点であるというよう

なお答えをいただきました。 

 この部分に関してなんですが、私、議員にな

りましてからいろんなところを、市の観光資源

について見て回ってきたところでございます。

今の建設課長のお答えであるのであれば、私が
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見てきた現実、現状は大分かけ離れているなと

いうふうな認識を持たざるを得ません。建設課

長のほうには、私は課のほうに行きましてお話

も差し上げたんですけれども、本当に観光と文

化の拠点として月岡公園をお扱いになっていら

っしゃいましたでしょうか。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 議員がおっしゃるのは公

園の施設等の部分のお話をなさっているんだと

思いますけれども、当然、今現在公園の施設等

につきましてはかなり老朽化が激しくなってお

ります。それに基づきまして、長寿命化計画の

もと、一歩ずつ前の公園によみがえらせる取り

組みをしているところでございます。 

○坂本幸一議長 谷江正照議員。 

○４番 谷江正照議員 前の公園というふうに

おっしゃいましたが、ちょっと前の公園のベン

チとテーブルの状態、あとはいろんな路面の状

態ですか、とても観光と文化の拠点というふう

に胸を張って言えるような状態ではないと私は

見てまいりました。 

 私は大変あの場面を見まして、上山市は運が

よかったなというふうに思ったぐらいでござい

ます。なぜかといいますと、もうテーブルの板

は角が腐れかけて土台の鉄板がむき出しになっ

ておりました。このような鉄板に子どもがもし

遊んだりしてけがなどをした場合、遊具でのけ

がよりも、とてもひどい状態になり得るような

ものでございました。 

 ベンチに至りましては、木製がやはり朽ちて

おりまして、手で持ち上げるともうベンチが上

がってしまうんですね。９台中８台のベンチが

このような状態です。全部ずぼっと台座から抜

けてしまうんですね。もしここに子どもが跳び

はねたり何かいたずらをして、その木製の部分

が外れ、その台座にはコンクリートの部分にこ

れぐらいのこのような赤さびを有したような非

常に危険な鉄製のものが飛び出す状態になるわ

けでございます。 

 このようなことで９台中８台のベンチがこの

ようです。テーブルに至りますと４台中３台が

このような状態であります。このような状態を

多分もう３年、４年は放置なっているやに私は

感じてまいりました。話を聞きましたら、もう

それ以上長い期間放置になっているというふう

なこともお話しいただいた方がいらっしゃいま

す。 

 本当にこのような状態で観光と文化の拠点と

言えるのかと。私、質問の中でも入れさせてい

ただきましたが、あそこは上山市民のとてもシ

ンボル的な公園でございます。訪れた方、例え

ば観光の部分ということでもございましたが、

観光ということに関しまして、ほとんど上山市

民の方が外から来た方に「どこに行ったらいい

ベ」と聞かれたら「上山城さ、お城さ、いらっ

しゃい」というふうに多分８割９割ほとんどの

方が御案内する場所だと思います。 

 そして、質問の中でも述べさせていただいた

ように、由緒正しいものもたくさんあり、すば

らしい公園なんです。そこが市のほうでも観光

と文化の拠点と言っている割には、ちょっと扱

い的に問題はないのかなというふうに思うとこ

ろであります。 

 同僚議員がかつて菊の植栽なども提案し実現

していただきましたが、もしかしたらあのあた

りからあのベンチとテーブルはかわってないの

かなというふうに感じてもいますが、テーブル

とベンチはいつからあのような状態だったか、

課長のほうにお問いかけしたいと思います。 

○坂本幸一議長 建設課長。 
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○近埜伸二建設課長 いつからと言われますと、

ちょっとここに今現在資料ございませんので、

正確にいつというふうなことは申し上げられな

いと思いますけれども、月岡公園につきまして

は供用開始が昭和４７年でございます。多分そ

の当時に作成して、その後結果的に修繕等をし

ているか、その辺もちょっとここには資料がご

ざいませんので正確にはお答えできませんけれ

ども、まず供用開始が昭和４７年でございます。 

○坂本幸一議長 谷江正照議員。 

○４番 谷江正照議員 公園のほうに私もいろ

んな時間帯にお伺いしていろんな方ともお話を

するんですけれども、現状、時計はおくれてい

る。「時計がおくれていることに関して市のほ

うに言っても直らない、そのときだけだ」とい

うようなことをおっしゃる方もいらっしゃいま

した。 

 観光と文化の拠点である、ほかから来訪され

ることが多い公園において時計がおくれている

ということは、電車の時間に間に合わない可能

性とかいろいろな場合もあるわけですね。そう

いったことも含めまして、私は月岡公園に関し

てもっと大切にしてほしいというふうに思うと

ころでございます。 

 では、月岡公園に関しましてはこんなところ

で、しっかりと目をかけて、全ての公園もそう

ですが、しっかりと目を配っていただきまして

保全をしていただくことをお願いしまして、そ

の部分に関してはここで終わりにさせていただ

きます。 

 それでは、これからその健康遊具に関しまし

ての質問をさせていただきます。 

 現在、質問でもお話ししたとおりなんですけ

れども、やはり健康推進の取り組みに参加した

くても、なかなか忙しい時間であったり参加で

きない方がたくさんいらっしゃるというような

こともあるのではと思っております。「なかな

か朝とか夜は行けるんですけれども」という、

自分自身もそうですが、自分の周りの方の声も

そのようなことが多いです。 

 というのは、体育文化センターですとかいろ

んなところでやっているのは、やはり年齢対象

も大分絞られている部分もあったり、あと、こ

れはその方の捉え方もいろいろあるんでしょう

けれども、体育文化センターのような空間です

とどうも人の目が気になって行きづらいという

ような女性の方の声もございました。 

 そういったときに、やはり朝歩いている方も

たくさんいる上山市のいろんな公園のところに

遊具を更新する際には、その人口の部分でも若

い方と高齢者の方の人口の逆転ももう起こって

おりますので、そういった現実に即して、やは

り集まりやすい場所といったところに遊具をぜ

ひ設置するような考えがないか、いま一度お聞

きしたいと思います。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 先ほどと同じような形に

なりますけれども、まず整備を図るにはクアオ

ルト健康ウオーキング認定コースや温泉健康施

設から先に設置してまいりたい、もし設置する

とすればそちらのほうから優先的にしていきた

いというふうに考えているところであります。 

○坂本幸一議長 谷江正照議員。 

○４番 谷江正照議員 クアオルトのコースに

関しましては了解いたしました。 

 温泉健康施設に設置していくということです

が、やはり施設の稼働時間とか休業日もござい

ます。あとは行ける時間帯に行けない仕事の方

もたくさんいらっしゃると思いますが、そのよ

うに行けない人は行けないなりに何とか自分で
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すればいいんだということであればしようがな

いのでありますが、なるたけそういう受け皿に

なるような場所が、費用対効果で例えばどこか

の施設の中に健康器具を入れて人を配置してと

いうようなことを私は言っているのではなくて、

もう、一度設置してしまえば、訪れた方が御自

身の体力づくりに役立てるような場所が市内に

幾つでもできるということは、費用対効果さえ

合えばいいのではないかなというふうに強く思

うところであります。 

 弁天の温泉健康施設でそれができるというと

ころでも理解はするのですが、やはりそこで取

り切れなかった者がいるのではないかと。そう

いった方に関してはどういうふうに考えていら

っしゃいますでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今のニーズというのはいろ

いろ個人差があるわけでございますし、また議

員のおっしゃるとおり多くの方々がという考え

方もあると思います。 

 ただ先ほど申し上げましたように、やはりど

こへでもあるいはどの公園でもというのはなか

なか難しいと思います。ですから、やはりその

人その人のニーズに合って、例えば体育文化セ

ンターのトレーニングルームがありますし、ま

た坊平にもございますし、そういった方々が使

っていただく分には十分な整備がなされている

と思います。 

 ただ、人目を嫌って行きにくいという御意見

もおっしゃられましたけれども、それはそこま

で全ての方々のニーズをとなれば、じゃどこま

で整備すればいいんだということにもなりかね

ないので、そこはやっぱりそれぞれの市民の

方々が一歩譲っていただくとかそういうことも

していただけないと、なかなかいわゆる多くの

市民から理解をいただくようなことの整備とい

うのは、この問題に限らず全てのことでそうい

う状況になるので、そこは御理解をいただきた

いと思います。 

○坂本幸一議長 谷江正照議員。 

○４番 谷江正照議員 今、御紹介いただいた

分に関しては、全く私のほうも理解していかな

ければいけないなと思うところであります。た

だ本市は、これから孫守というようなところで、

孫育てといったところを一生懸命やっていくと

いうことを提唱しております。 

 第７次振興計画のほうにございますものでも、

この中には「みずからの意思で健康づくりを進

めるとともに、また身近な地域資源を生かす取

り組みなど」というふうな文章がございますが、

この「身近な地域資源」という場所に非常に私

は１問目で言いました、美しい景色を見ながら

太陽のもとで健康遊具を使うことがとても合致

するのではないかなと思って、何とか公園のほ

うでというふうなところを思うところでありま

す。 

 体育文化センターですとかトレーニングセン

ターの場合ですと、そういった私ぐらいの年代

からちょっと上の方がもう孫がいらっしゃる方

もいらっしゃいます。そのときに孫守をしなが

ら体育文化センターでトレーニングをするとい

うのは不可能かと思います。 

 ところが、公園ですと、自分のそばに孫さん

を置きながら健康遊具を使って自分の目の届く

ところでできるんですけれども、やはり多くの

方、集団活動での健康づくりのようなところに

孫を連れていくことというのはちょっと難しい

のかなと思うときに、孫守の部分、子守の部分

でもありますが、また、その方たちというのは

本当に子どもを育て孫育て、あとは介護の現場
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に直面している方であります。 

 その方たちが気軽にできる健康づくりの取り

組みとして行きやすい場所、使いやすい場所と

いうのは、公園本来のそのものの存在価値のよ

うなところもございますので、そういった点で

公園というところに強く思うところであります。 

 その孫守をしながらの健康づくりとか子育て

をしながらといった健康づくりに関しては、そ

の孫守とかそういったもので何とか頑張ってい

きたい、健康づくりも頑張っていきたいという

ときに両方兼ねられるようなものを、逆にもし

市のほうでお持ちであればちょっとお聞かせい

ただきたいんですけれども、そういったことは

お持ちでありますでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 格別ございません。 

 ただやはり孫守についても自分のうちで孫守

する人もいるだろうし、あるいはそういうふう

に公園に連れていって孫守をする人もいる。千

差万別だと思いますね。ですから、そこに限定

してしまうということについては大変危険だと

思いますし、それは自分自身の孫守の時間の過

ごし方というものを尊重すべきだと思います。 

○坂本幸一議長 谷江正照議員。 

○４番 谷江正照議員 孫守のほうをおうちの

ほうでということで今答えがありましたが、お

うちの中でするということももちろんわかるん

でございますが、やはりほかの方もおっしゃい

ましたが、上山市の中で子どもと一緒に気軽に

行って身体を動かせる場所、これは屋内も屋外

もでございますが、そういった場所も幾つあっ

ても、私はいいと思っております。費用対効果

の面はもちろん大事でございますが、やはり手

近な公園にそういった役立つものがあれば、屋

外での孫守をすることによって親御さんもしく

はおじいさんおばあさん、孫さんも含めて屋外

での健康活動ということにもなる場所であると

思いますので、ぜひ公園のほうにも設置の検討

を進めて、今は市長は考えていないということ

ではございましたが、私のほうは強く考えたい

とは思っております。 

 やっぱり私は、今こそ、この時期だからこそ、

月岡公園と上山城周辺を観光拠点としてはもち

ろんですが、市民や来訪者の健康づくりや介護

予防の場としてお城周辺や市民公園を磨き上げ

ていくことは、上山市第７次振興計画遂行にお

いて私はやるべき大切なことだと強く思います。 

 このようなことで市民の介護予防につながれ

ば、健康遊具という小さな一手ではございます

が、上山市は高齢化の問題ですとか介護の問題、

こういったなかなか特効薬のない問題を抱えて

おりますときに、この小さな一手も行く行くは

大きな一手につながるものと信じて質問した次

第です。 

 市長からの答弁でいただきましたこともさら

に私も勉強を深めていくことにしまして、これ

で私の質問を終わらせていただきます。ありが

とうございました。 

○坂本幸一議長 次に、２番井上学議員。 

〔２番 井上 学議員 登壇〕 

○２番 井上 学議員 日本共産党議員団、井

上学です。 

 農業振興について質問します。 

 初めに、農業大学にかわる農家の学習・交流

のための取り組みについて質問します。 

 農業大学が休止になるという話を聞きました。

驚いたと同時に、農業大学に関係していた農家

の方の落胆した姿にさみしさを感じました。 

 昨年の６月議会一般質問で、農業大学のより

積極的な活用ということで市長へ評価について
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質問した際には、市長から「新規就農者の増加

や新技術への取り組みに一定の役割を果たして

いる」、「農家が企画運営することは大きな強み

であり、新たな情報入手や新たな取り組みなど

個人的にはなかなかできないことを網羅し、発

信してきたことは、非常に存在価値の大きい取

り組みである」と答弁いただきました。 

 また、展望については、「農業経営に反映で

きる内容で開催すべきもので考えている」。 

 それから、さらに質問を進めた中で、「実行

委員と話し合いをさせていただき、行政の役割

をしっかりしながら、連携して農業大学をやっ

ていきたいと考えている」と示していただき、

今後も農業大学が農家の学習・交流の場として

行政がかかわりながら発展・継続していくもの

と考えておりました。 

 また、農家の方の話で、農業大学での取り組

みの中からデラウエア、干し柿、サクランボ、

ラ・フランスなど特産品の産地形成がなされて

きたことを教えていただきました。 

 また、昨年の講座「世なおしは食なおし」が

きっかけとなり、若手農家と「東北食べる通

信」とのつながりも生まれています。 

 私も、農業大学のこれまでの講座で、ワイン

ブドウの可能性や明新館高校の夏秋イチゴの取

り組みなど、これからの農業に希望を持てる話

を聞くことができ、私自身が本格的に農業を行

おうかと考えるほど熱い思いにさせてもらうと

ともに、農業大学は本市の基幹産業である農業

を元気にしていくために必要と感じてきました。 

 今回、休止となりますが、このままでは新た

な特産となる作物の栽培の可能性を減らしてし

まいます。農業大学が休止になった経緯、理由

をお尋ねします。 

 また、農家同士の交流や講師など先進的な識

者とのつながりも減少してしまうことから、本

市の基幹産業である農業の未来を考えた場合、

農家の学習・交流のための取り組みについては

継続していく必要があると考えます。市長の見

解を伺います。 

 次に、ワインブドウ増産による農業振興につ

いて質問します。 

 本市では「かみのやまワインの郷プロジェク

ト」を支援していくなど、ワインで上山を元気

にしようと取り組みを進めています。議会でも

「かみのやま産ワインによる乾杯を推進する条

例」を制定し、ワインの郷となるよう議論して

います。 

 ワインは、産業、商業として、また観光、宿

泊業のツールとして、さらには上山の環境、風

土、文化を示すものなど、さまざまな面を持ち

合わせていると思います。 

 今回、私は、農作物として農家が豊かになり

農村が活気づくようにするという観点から質問

します。 

 上山のワインブドウ生産の歴史は古いと、ワ

インミーティングの際にタケダワイナリーの話

を聞き、知りました。農村部でも３０年以上前

から「北醇」という品種を栽培し、市外のワイ

ナリーで醸造製品化され、今も販売されていま

す。また、南果連を経由して大手ワイナリーに

出荷されているワインブドウは高品質で、上山

産ブドウだけを使ったワインがつくられるなど

大変評価が高いものです。この歴史と品質が、

ワインブドウづくりで農家が元気になっていく

土台になっていると考えます。 

 また、ワインブドウの需要も、国内消費や日

本ワインの国際的評価の高まりからふえてきて

います。今が生産拡大の機会と考えます。 

 本市では、第７次振興計画の中で、ワインブ
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ドウの栽培面積を平成２７年度の３９ヘクター

ルから平成３１年度までに４５ヘクタールと、

目標値を設けて取り組んでいます。具体的にワ

インブドウ生産拡大事業で、総額１，０００万

の予算をとり進めています。現在、４１．４２

ヘクタールと順調に栽培面積がふえていること

に敬意を表します。 

 さらに、栽培面積の拡大を進め、目標値を大

きく超える取り組みになるように、あわせて農

業振興が図られ、農家や農村が元気になるよう

に、２点提案いたします。 

 １点目は、遊休農地の活用者への支援です。 

 遊休農地に作物を再び栽培するためには、農

地の整備が必要となってきます。その費用をワ

インブドウ生産拡大事業に上乗せすることで、

栽培面積の拡大を図ることができます。 

 また、遊休農地を耕作しようとした場合は、

借用にて耕作することもあります。その際、ワ

インブドウはおよそ３年で出荷可能となること

や、比較的栽培がしやすい作物だと聞いており

ます。そのため、採算をとるまでのリスクが小

さいと考え、遊休農地にはワインブドウ栽培が

適していると思います。 

 遊休農地にはワインブドウということを推し

進めていくために、また、ワインブドウ生産に

力を入れていることをより示すために、ワイン

ブドウを遊休農地に栽培する農家に対して、特

段の支援が必要と考えますが、市長の見解を伺

います。 

 ２点目は、新規作付者への支援です。 

 日本経済新聞の６月１１日の電子版の記事で

は、「評価高まる日本ワイン、ブドウ不足の落

とし穴」という見出しで報じています。 

 ブドウ農家に限らず、農業は高齢化、後継者

不足の問題を抱えています。ただ、ワインブド

ウに関しては展望が持てるものと考えます。 

 その理由は、農業大学の講座「ワイナリーを

中心とした新しい地域づくり」講師の玉村豊男

氏から聞いた話で、都会の若者がワインづくり

に憧れ、玉村氏のもとで就農している若者がい

ることや問い合わせが非常に多いなど、ワイン

ブドウ栽培に興味がある若者が多くいることを

知ったからです。 

 実際、私が知っている新規就農者も、ワイン

ブドウ栽培に興味があり、取り組みたいと先輩

農家に指導を受けています。新規作付者、新規

就農者がワインブドウを栽培したいと思ったと

きに後押しする施策が必要と考えます。 

 本市では、ワインブドウ栽培セミナーを行い

ましたが、常時、栽培方法や農地の取得など多

様な相談に応じられる窓口の設置、新規作付奨

励金の創設が、ワインブドウ栽培の担い手、本

市農業の担い手確保・育成につながると考えま

す。市長の見解を伺います。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ２番井上学議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、農業大学にかわる農家の学習・交流

のための取り組みについて申し上げます。 

 農業大学につきましては、本市農業の振興と

すぐれた農業経営者及び農業後継者の育成を図

る上で一定の成果を上げてきたものと認識して

おりますが、農業を取り巻く情勢は厳しさを増

しております。 

 そのため、他産地との競争や多様化する消費

者ニーズなどへの対応が求められていることか

ら、農家の声を反映し、テーマを絞ってより専

門性の高い研修内容とするため、形式を見直し

て開催してまいります。 
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 次に、ワインブドウ増産による農業振興につ

いて申し上げます。 

 ワインブドウの増産につきましては、「かみ

のやまワインの郷プロジェクト」の生産振興支

援事業において栽培面積の拡大を図っており、

その支援メニューに遊休農地の再生利用も含め

た支援を行っております。 

 また、新規作付者への支援につきましては、

ワインブドウ栽培及びワイナリー創設に向けた

研修会の開催に加え、新規参入希望者向けの相

談窓口を設置し、きめ細かな対応を行っており

ます。 

 これらの支援制度につきましては、他の制度

に比べ有利な内容となっておりますので、遊休

農地活用者や新規作付者へのさらなる支援の考

えは持っておりません。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 農業大学については形

を変えて実施していくというような答弁で、あ

る程度、私はわかった部分もあるんですが、実

際、１問目でも申しましたが、農家の方が落胆

しているというふうなところに関して、やはり

もっと説明が必要でなかったのかなと私は考え

ます。その点も含めて、市長は学長としてこれ

からどう伝えていくかとか、今の農家の方がど

う思っているかをどう捉えているのか、お聞か

せ願います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 私も農業大学校には前半の

部分ですけれども、参加をさせていただいてお

ります。その中で感じることでございますが、

２月ごろですよね、やるのが。そうすると、い

わゆる農閑期というような状況に入るわけでご

ざいますが、参加人数も見ていただければわか

ったと思いますけれども、最近は明新館高校の

プロジェクトの発表がありますから高校生が大

分参加していただいて人数はふえておりますけ

れども、実際の農家の方というのは本当に少な

いんですよね。 

 ということは、やはり我々が今までやってき

たことに対して多くの方々が期待していないと

いいましょうか、あるいはテーマとかいろいろ

あると思いますが、そういうことではないかな

ということで、何年か前からこのことは話をし

てきたところでございました。 

 そういうことで、私の意見だけではなくて、

いろんな実行委員の方もそうだと思いますが、

その中から出てきたのが今回の決定事項でござ

います。 

 ですから、大学校という名前をつけるかどう

かこれはまだわかりませんけれども、いずれに

いたしましても、もう少し専門的な、果樹なら

果樹、あるいは米なら米とかそういった形で、

専門的なものをやっていこうというのが参加者

からのニーズでもあろうと思いますし、そうい

うことで変更したということでございます。 

 したがいまして、その周知等については大学

の実施事項、要項もありますし、また今までも

大学校の議事の決定内容等にも周知してきたわ

けですから、そこの部分で十分対応できるもの

というふうに考えております。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 参加者の話が出ました

けれども、参加する農家がいるということはそ

れだけ意欲があるというふうなことで開催され

てきて、私も１問目で言ったとおり大変勉強に

なって、本当に私は聞いただけで本市の農業に

ついても希望を持てるというふうな部分で大変

有意義だったと思います。 

 今後は専門的な部分を中心にというお話です
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が、やはりそこはもちろん行政側としてやって

いく、そういったものを提示していくことも必

要かと思いますが、農家のほうのやはりそうい

った専門的な部分ではなく希望を持てるような

話を聞きたいとかといったところも組み入れな

がら、実行委員形式ではなくなるのかとは思う

んですが、そういった取り組みにしていってい

ただきたいと思いますが、その点について答弁

よろしくお願いします。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 今回、農業大学という形

式を変えるということで、農業大学を休校して

運営委員会については活動休止というような形

でおりますが、今年度につきましては、まず農

業者の方のニーズというものを聞いて、そして

そのテーマを持っている方たちと一緒に行政が

協力して開催していこうという形式で考えてお

ります。 

 現在、ニーズの掘り起こし等に入っておりま

すけれども、現段階でテーマの候補として出て

いるのが幾つかございまして、１つが地理的表

示保護制度、昨年の６月からスタートしました

地理的表示保護制度に関することについて聞き

たいというニーズもございますし、あと、もう

一つ、若い農業者の方の切実な問題として、い

わゆる農作業、農業を経営していく上で組織化、

グループ化、法人化というものを目指した取り

組みについて勉強したいというふうなお話もご

ざいますので、そういったところのニーズをい

ろいろお聞きしながら、生産者の皆さんと形を

考えて開催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 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 ぜひそういったことで

参加者もふえてますます農業振興に寄与してい

くことが望まれますが、ぜひ参加者だけでなく、

やっぱり農業振興のためにはこういった農家の

学習・交流の場というものが必要だということ、

そこを中心として考えていっていただきたいと

思います。 

 また、ここで取り扱う担当の部分になるかと

思うんですが、今まで農業大学、総合農政とい

う部分でやられてきたと思います。その関係者

の方から、「農業大学がなくなれば総合農政に

おいて何を行うのか」というようなことも聞か

れました。今回、新しいそういった学習・交流

のための場というふうなことは、総合農政の中

でまた継続されるということでよろしいんでし

ょうか。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 総合農政推進協議会の上

山農業大学運営部会につきましては活動休止と

いうような形をとりますが、先ほど申し上げた

ようないわゆる研修事業、交流事業につきまし

ては、総合農政推進協議会のブランド部会のほ

うの予算で組んでおりますし、そのほか、若手

農業者の交流会等につきましては、担い手推進

部会のほうの予算で実施しているようなことも

ございますので、そのようなことを総合的に組

み合わせながら実施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 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 次に、ワインの部分に

移らせていただきたいと思います。 

 まず、市長の答弁では、私の提案した２点は

もう既に網羅されてあるので、特段これからは

考えていないというふうなことでしたが、また

さらに重ねて質問していきたいと思います。 

 まず、私が提起している部分で、遊休農地に

私は本当にブドウ栽培が向くと考えていまして、
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１問目で言ったとおり「遊休農地にはワインブ

ドウ」というようなキャッチフレーズ的なこと

で進めていってはいかがかと思うんですが、市

長のまずそういった認識をお聞かせ願いたいと

思います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 まず、その前にいい話を１

つさせていただきます。ワイン特区をとりたい

というようなことで申請しておりましたが、６

月１７日に認定されましたので、まず御報告を

させていただきたいと思います。 

 遊休農地といいましても千差万別でございま

す。中山間地にも遊休農地がありますし、また、

平場にもあります。ですから、やっぱり効率性

ということが非常に経営には大事な要素になり

ますので、全ての遊休農地ということについて

はなかなか難しい面があると思いますが、ただ

遊休農地の活用の一策としては極めて有望なの

がこのワインブドウだというふうには認識して

おります。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 本当に認識が一緒だと

わかりました。 

 それで、市長からもありましたが、遊休農地

全てにワインブドウというわけにはいかないと、

また遊休農地を全て農地に戻すということも私

は今現実的ではないと考えております。 

 たしか私の記憶だと本市には３５ヘクタール

ほど遊休農地があったかと思いますが、その１

割やっただけでも３．５ヘクタールと、もう７

次振興計画の目標をクリアする勢いの面積がカ

バーされるかということもあわせて、遊休農地

にワインが適しているということを示させてい

ただくとともに、やはり話を聞いたところ、遊

休農地の中でも田んぼにワインブドウというふ

うな場合では、やはり水はけの関係があるので

非常に土盛りとか造成の部分で費用がかかると。 

 あと、またいろいろ譲歩しても、本当に本市

の過去の産業だった養蚕の桑畑の跡であれば何

例か国内でも事例があるというふうなことを聞

いているんですが、それにしてももう過去のも

のでその畑がどうなっているかわからないとい

うふうなところで費用がかかるという部分を私

は感じております。 

 あわせて今回、ワインブドウ生産拡大事業、

こちらのほうで１，０００万円予算をとってい

ただき、その中でも新規、あと遊休農地の解消

にも使えるというふうなことで進んではいると

思うんですが、やはり普通にやるよりもかかる

という部分と、あとこの事業も５月２０日に締

め切られたと思うんですが、ちょっとこれから

認定ということで現状詳細はわからないんです

が、この予算で足りないよとかというふうな部

分が出てくるかもしれません。その部分を遊休

農地に関しては別枠だよというふうになれば、

その遊休農地を活用される方にも有益ですし、

またその事業の参加者もそこの部分を省いた部

分でふえると考えるんですが、そういった部分

での支援の拡充というふうなことは考えられな

いかどうか、お聞きいたします。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 今回の「かみのやまワイ

ンの郷プロジェクト」におきます生産振興事業

につきましては、遊休農地を畑に解消して、そ

してワインブドウを植える。もしくはもともと

ブドウを植えてあったものとかほかの果樹を植

えてあったものを改植する。そのスタート地点

がどちらであっても全てワインブドウを植える

というところまでをゴールとしまして、全てを

網羅した形で３分の２の補助事業というふうに
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しております。 

 通常の遊休農地の解消事業につきましては、

国の事業においても２分の１というのが補助率

でございますけれども、今回につきましてはワ

インブドウの栽培を拡大させるという目的であ

れば３分の２の補助ということで、非常に有利

な補助制度になっておりまして、遊休農地の解

消も含んでおるということでございます。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 いや、その点は私も十

分理解はしているんですが、やはりその中でも

私はこの遊休農地の活用をさらに進めていくと

いう上で、その活用者を別枠にすればさらにこ

の事業でワインブドウの栽培面積が広がるので

はないかというふうな部分でお聞きしたんです

が、その点についてここは課長でわかりました

と言えるかどうかわからないんですけれども、

市長、そういった考えはどうでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今回も遊休農地も含めてで

ございますが、ワインブドウの栽培をやりたい

という希望者が非常に多いというようなお話は

承っております。今、財政当局と話し合いをし

ているところでございます。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 大変前向きなところで

答弁いただいたと思います。この答弁として、

もう一つ質問として考えていたんですけれども、

やはりこの事業は多分いっぱい、結構申し込み

があったという話を聞いているので、ぜひ足り

ない部分に関しては補正という部分も考えてい

ただきたいと思います。市長からそこの部分じ

ゃなく検討していくということなので、私の思

いとして述べさせてもらいます。 

 あと、新規作付者への支援でもう既に相談窓

口があるということで、ちょっと私も認識して

いなかったのは大変申しわけないところですが、

実際今の相談状況とか、特段こういったことが

新規作付者に対して興味が持たれている部分な

どありましたらお示しください。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 「ワインの郷プロジェク

ト」を立ち上げた際に、ワインブドウ栽培につ

いては農林課のほうで相談窓口を設けるという

ことで、プロジェクトを立ち上げた際に市政戦

略課、商工課、観光課、あとうちの農林課、そ

して山形銀行の成長戦略本部ということで、５

組織で事務局を組んでおりますけれども、ワイ

ンブドウ栽培の窓口は農林課ということで周知

を図っている部分でございます。 

 それで、現在、いわゆる既存の上山市内の生

産者の方もしくはワイナリーとか法人の方以外

で、今年度から新たに１法人が参入しまして、

そのほかワイナリーを指向しながら個人的にワ

インブドウを栽培したいというふうなことで相

談に見えられている方が四、五名ございます。

そのうちお二方ほどが、ここ数年の間にワイナ

リー開設を目指したいというふうなことで、あ

る程度の具体的な計画を持って相談に来られて

いる方もいらっしゃいますので、今後ともきめ

細やかな支援というものをしていきたいと思い

ます。 

 なお、この「ワインの郷プロジェクト」以外

にも、いわゆる新規就農者、新規参入者に対し

て、農地を借りた場合のその賃借料の補助です

とか機械を購入する際の補助というものを別途

設けておりますので、そちらのほうもあわせて

支援策ということで考えております。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 よくわかりました。本
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当にワイナリーにつながるような相談も受けて

いるということで、課長からもありましたが、

もっと周知のほうを図っていただきたいと思い

ます。 

 あと、同時に、相談を受ける際にもなんです

けれども、具体的なところはやはり栽培農家が

栽培の面に関しては詳しいのかなというところ

で、ぜひやはりその辺は現場の農家の方とも相

談してやっていただきたいと思います。 

 あと、本当に新規作付者、特に新規就農者に

関しては、市内だけでなく県外から呼び込むと

いうことになれば本市の人口減少という問題も

解決していく、本当にワインブドウというツー

ルにはすばらしい可能性があると思います。そ

の呼び水とするためには、考えていないという

ふうなことですけれども、新規作付奨励金、こ

れは多分ワインブドウに関してどこでもやって

いないと思うんですけれども、そういったもの

を創設して、ワインブドウを上山で頑張ってい

るんだということを示していただきたいと思う

んですが、再度、市長、どうでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 具体的なものは農林課長か

ら説明させますけれども、先ほど３分の２、２

分の１の話がありましたけれども、この新規作

付者についても３分の２が該当するということ

だと思います。具体的には農林課長から説明し

ます。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 ただいま市長が申し上げ

ましたとおり、生産振興事業の３分の２補助と

いうのは新規作付者についても全て同じように、

園地開設等につきましては全て３分の２の補助

ということにしておりまして、他の事業等に比

べて非常に有利な制度となっておりますし、先

ほど申し上げましたとおり、そのほかにいわゆ

る新規就農者、新規参入される方につきまして

はまた別途支援策がございますので、非常に有

利な制度構成になっているというふうに考えて

おるところでありますので、新規作付奨励金の

創設については考えておりません。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 いたし方ないのかなと

いうところですが、私はやっぱり奨励金とあっ

たほうがわかりやすく新規就農者や新規作付者

に響くのかなというところですが、そういった

３分の２の部分も適用なるということもさらに

新規作付者、新規就農者に周知を図りながら、

またこれがふえた場合は、先ほどの質問に戻る

んですが、網羅するような形の予算措置を願い

たいと思います。 

 それでワインブドウ栽培推進員について、こ

れは農家の方に行って話を聞いたところで、市

がどう考えているのかお聞きしたいところなん

ですが、今後、ワインブドウを栽培するという

ことに関して、買い手が持続して受け入れてく

れるのかやワインブームが終われば採算がとれ

なくなるのではといった不安をお聞きしました。

そういったワインブドウ栽培を推進するのであ

れば、市が責任を持つという構えが必要と指摘

されました。 

 私は全てにおいて市が責任を持って進めると

いうことは難しいと考えていますが、今回の私

が提案したことは現在網羅されているというこ

とですが、それによって責任の一端は担ってい

るというようなことを市長から示していただけ

れば、今後ワインブドウ栽培について農家も力

強く進んでいけるのかと考えるのですが、その

点についてお聞きいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 
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○横戸長兵衛市長 どんな操業でもノーリスク

ということはあり得ないと思います。ですから、

ある程度のリスクも考えて、事業展開する方々

もそこは十分に認識をした上で取り組んでいた

だいているものというふうに思っています。 

 ただ我々といたしましては、やはりこの「ワ

インの郷プロジェクト」については、いわゆる

造り酒屋もないということの環境の中で、しか

も２つのワイナリーがあるという環境の中で、

やっぱりここは農業の振興策の一つとしてワイ

ナリーをつくっていただく、あるいはいいブド

ウを生産していただくということが一つの政策

として大事なのであるというようなことの認識

のもとに、我々も踏み切ったところでございま

す。 

 ですから、全く責任がないということではあ

りませんけれども、じゃ全部責任とれとなると

これまた大変な話になるわけでございますけれ

ども、いずれにしてもいろいろ研究をしながら

進めているところでございますので、そこはや

っぱりお互いに理解をしながら協力をしながら

進めていきたいというふうに考えております。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 よくわかりました。こ

れで多分農家の方は力強く思えるのではないか

というふうに私は受けとめました。 

 また、その責任を果たしていく上で、栽培の

部分とはちょっと離れるんですが、市長からワ

イン特区に認定されたというふうな部分力強く

感じまして、やはり農家の方は、最終的にワイ

ナリーができるのが目的ではなく、ワインブド

ウを生産してそれで農業経営が豊かになってい

くことが目標でありますので、それの一つとし

てワイン特区ということは非常にいいことと思

いますが、あわせて不安視している部分を払拭

するためには、ワイナリーの創設であったり、

あと上山市自体が市民自体がワインを飲む文化

というような醸成も必要になってくるかと思う

んですが、ちょっと栽培からは離れるんですが、

その辺のこともあわせてワインブドウの栽培を

進めていくというふうなことについてありまし

たらお聞かせください。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 これについては環境もある

と思います。上山も温泉町でもございますし、

多くの方々に観光客として来ていただいている。

さらには、クアオルト事業につきましても市民

の健康増進と交流人口の拡大というようなこと

もうたっております。 

 そういう中で、上山に来たときにこういうこ

とで楽しめるということも、食であったり遊び

であったりいろいろあるわけでございますが、

そういった面での食の部分で、上山のブドウで

つくったワインが楽しめるということについて

は大きな観光資源にもなるだろうと思いますし、

そういった面でこの事業については大変重要視

しているところでございます。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 それでなんですけれど

も、やはりワインの郷になるならば、日本一の

何々のワインの郷などということが枕言葉にあ

ると栽培にも意欲が出ると思うんですが、そう

いった部分で何か、日本一や何とかのワインの

郷というふうな目立つ部分がありましたら、お

示し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 現時点においては頭に浮か

んでこない状況でございますが、そういったこ

とがもし必要だというならば、例えば市民の

方々に公募するとか、そういったことがこれか
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らの事業の一つになるかもしれません。 

○坂本幸一議長 井上学議員。 

○２番 井上 学議員 私も本当は日本一何々

の郷ということを提案したいと思ったんですが、

市長と同じで浮かばなかったもので提起させて

もらいましたが、ぜひやはり市民もそういった

ことであれば、先ほど言ったようなワイン文化

の醸成につながるものと考えますので、その点

のことも進めていただきたいと思います。 

 最後になりますが、やはりいろんな文献・書

物を見ましても、私自身も感じているところで

すが、ワインは農作物だということであります。

そういったことで、まずワインの郷を目指すの

ならば、ワインブドウ栽培を第一というか、大

きな部分と考えて進めていただきたいとともに、

ワインだけでなく農産物、農業の支援を強くし

ていくことをお願いしたいと思います。 

 また、お酒というところに関連しては、本市

ではもう３軒だけとなってしまいましたが、ホ

ップ生産農家も忘れないでと、そういった農家

の気持ちを聞いておりますので、その点もよろ

しくお願いしたいと思います。 

 その点、答弁ありましたらお聞きいたしまし

て、なければこれで私の質問を終わりたいと思

います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 何年物のワインがいいとか

高いとかよく言われますが、もとをただせばそ

の年のブドウのできなんですよ。ですから、や

っぱり今おっしゃられたように、いいブドウを、

農業というのは自然に左右される産業ですから

大変でございますけれども、それに打ちかつよ

うな技術力とかといったことを構築しながら、

まず、いいブドウをつくっていくと。そして、

何戸かのワイナリーがあって、物語性ができて、

そして上山の旅館にも宿泊をしていただくとい

うことにつながればいいなというふうに思って

いるところでございます。 

○坂本幸一議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午後 ２時１６分 休 憩 

                  

    午後 ２時２６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、１０番中川とみ子議員。 

〔１０番 中川とみ子議員 登壇〕 

○１０番 中川とみ子議員 議席番号１０番、

会派野の花、中川とみ子でございます。 

 高齢者の交通対策について。 

 初めに、市営・民間バスに対応した敬老乗車

券制度の導入について伺います。 

 本市の高齢化率は平成２８年４月現在３５％

を超えております。高齢者とはいえ元気で余暇

を楽しんでいる人、技術を持っているためまだ

まだ仕事を頑張っている人、残念なことに体調

を崩され入院している人などさまざまな方がお

ります。 

 以前、体調を壊し、御主人が山形の病院に入

院された方が話してくれたことがありました。

子どもさんとは同居ではなく少し離れたところ

で暮らしているとのことで、病院に見舞いに行

くのがとても大変とのことだったのです。 

 話を聞いてみると、「車の運転はしないし、

病院が不便なところにあり、電車・バスと乗り

継ぎやっと見舞うことができる」というのです。

「料金についても安くはなく、時間・費用を考

えたとき、病気の人は心配だし、自分の体のこ

とまでも考えなくてはいけないし、不安に不安

が重なってどうしようもなくなる」というので
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す。 

 私は、高齢者にとって生活の利便性の向上や

社会参加の促進を図り、生活範囲を狭めること

なく元気に過ごしてもらえることが理想だと思

っております。 

 そこで、高齢者の交通対策として、市営・民

間バスに対応した敬老乗車券と言われている制

度の導入を提案させていただきます。 

 近くで実施しているのは仙台市ですが、満７

０歳以上の方に、１枚で５，０００円まで利用

でき、本人負担は５００円。また、介護保険料

所得段階に応じて２５０円負担の方もいます。

年間利用は１２万円までで、カード１枚５，０

００円分なので、２４枚まで利用できるという

ものです。 

 この制度が導入されることにより、先ほど述

べた方の場合、制度を利用することで乗り継ぎ

や時間のかかることは避けられませんが、見舞

いに行くことの回数を減らすことなく病院に足

を運び、入院している人の不安解消、見舞う人

の安心感、また、仕事でなかなか手伝いのでき

ない子どもさんの安心感も出てくるものと考え

ます。 

 あわせて、元気な高齢者は、敬老乗車券を利

用して買い物に行ったり友達を訪ねたり、豊か

で充実した生活を送るための支援の一つとして、

満７０歳以上の希望される方に交付することに

ついて、市長の御所見を伺います。 

 次に、介護認定を受けていない高齢者へのタ

クシー割引制度の導入について伺います。 

 介護認定を受けていない高齢者へのタクシー

割引制度の導入について。 

 障がい者の方には障がい者割引があり、また、

寝たきりの人や車椅子に乗った人が移動すると

きには移送サービスがあります。介護認定を受

けている人は福祉有償運送サービスを受けるこ

とができます。 

 一方で、元気な高齢者の方にはこのような制

度はありません。元気とはいっても、距離があ

ると歩いて病院や買い物に行けるわけではあり

ません。ここ数カ月はカミンで買い物もできな

いため、暮らしに困っているのだそうです。カ

ミンまで歩くのがやっとだからです。 

 買い物難民などというと失礼かもしれません

が、元気な高齢者に対してタクシーの割引制度

を導入することにより、買い物はでき地域の活

性化にもつながるものと考えますが、市長の御

所見を伺います。 

 次に、たばこ及び空き缶等のポイ捨て禁止条

例の制定について伺います。 

 本市では、このたび第２期上山市快適環境基

本計画を策定いたしました。表紙の裏には市民

憲章が載っております。５番目に「みんな環境

をととのえ 美しいまち 上山をつくりましょ

う」とうたっています。昭和３９年１０月に制

定されております。 

 上山市内ではいろいろな団体のごみ拾い活動

をよく見かけます。先日は、公益社団法人日本

青年会議所東北地区山形ブロック協議会の「ふ

るさとＯＭＯＩＹＡＲＩプロジェクト 次世代

へ美しいやまがたを継承しよう！」と県内一斉

に開催されました。２００８年から続いている、

ことしで９回目を迎える環境美化運動です。 

 昨年は約２，７００名の参加があったと聞い

ております。私も参加しました。昨年は上山城

広場に集まり、お城近辺のごみを拾いました。

空き缶、ペットボトル、ナイロン袋、たばこの

フィルターなど、想像できないものまで落ちて

いることがあります。草の伸びた空き地などに

は、空き瓶、空き缶などびっくりするほど投げ
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込まれています。 

 市内のある会社では、上山のサクランボ狩り

が近づくと、駅前近辺のごみ拾い、草刈りをし

ていると新聞に記事が載っていました。本当に

ありがたいことです。昨年も実施していただき

ました。 

 捨てる人がいるから拾わなければいけない。

朝、空き缶を拾ったと思えば、夕方にはまた落

ちているといった場合がよくあります。マナー

の悪さがとても目につきます。 

 以前に、市外から来た若い山歩きが好きだと

いう人に会いました。「上山はクアオルトに力

を入れていますが、山歩きのマナーがなってな

い」と言われ、ちょっと腹立たしく思って「ど

うしてだ」と聞いたら、「あめを食べた袋が随

分落ちている」との御指摘だったのです。また、

車からのたばこの投げ捨てもごみ拾いをしてい

るとよくわかりますが、フィルターがたくさん

落ちていて、小さいものなので拾うのがなかな

か大変です。 

 これらのことから、市民に再認識してもらう

ためにも、たばこ及び空き缶等のポイ捨て禁止

条例の制定について、市長の御所見を伺います。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １０番中川とみ子議員の御

質問にお答えいたします。 

 初めに、市営・民間バスに対応した敬老乗車

券制度の導入について申し上げます。 

 バス利用の助成につきましては、高齢者の外

出支援の一つではありますが、自助と公助がそ

れぞれ担うべき役割、さらにはバス路線のない

地域との公平性の観点から、敬老乗車券制度を

導入する考えは現時点では持っておりません。 

 次に、介護認定を受けていない高齢者へのタ

クシー割引制度の導入について申し上げます。 

 タクシーの割引制度につきましては、移動介

助等の支援が必要な方を対象にしており、対象

とならない方まで拡大する考えは持っておりま

せん。 

 次に、たばこ及び空き缶等のポイ捨て禁止条

例の制定について申し上げます。 

 このたび策定いたしました第２期上山市快適

環境基本計画では、本市の美しい環境をみんな

で守り育て、次世代に引き継ぐための市及び市

民の役割を定めております。計画を実践する上

では、計画の趣旨をきめ細かく広報し、市民一

人一人の自主的な環境美化活動や、マナーの向

上を促していくことがより重要でありますので、

現時点では条例を制定する考えは持っておりま

せん。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 敬老乗車券につい

てでありますが、仙台あたりですとやっぱり人

口が多いということもあるんでしょうかね。か

なり多くの方が交付を受けておりまして、使用

している人も７割くらい使っているようであり

ます。 

 公平性ということを今、市長がおっしゃいま

したけれども、敬老乗車券についてはバスの部

分ですね。あと、介護認定を受けていない高齢

者に対するタクシー運賃の割引制度というのは

タクシーの部分ではありますが、その公平性と

いった場合に、バスの通っていないところはこ

のタクシーの割引券というのを考えることはで

きないでしょうか。それ１つ、伺います。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○土屋光博福祉事務所長 バスの利用もタクシ

ーの利用についてもなんですけれども、それぞ

れ障害者手帳をお持ちの方であったりとか、福
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祉有償運送につきましても介護認定を受けてい

る方の中で全て該当しているわけではございま

せんで、介助が必要な方ということで一定の基

準が設けられております。 

 当然バスの利用とかタクシーの利用につきま

しても一定の基準は必要と考えておりますので、

支援の必要な方に対しての助成ということを考

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 支援という部分な

んですが、体が不自由で手を貸さなくてはいけ

ないという支援と、生活が大変でそちらのほう

に支援をしなくちゃいけないという支援という

のがあるのかなと思うんです。 

 実は、御主人が山形市に入院していらっしゃ

る方で、このたび病院を変わられた方がおりま

した。その方が行くには、バスはちょっと不便

なのでタクシーを使うそうです。そのタクシー

代というのが１万幾らかかるというふうな、領

収書を見せてもらったわけではないんですけれ

ども、そういうような場所なんだそうです。車

を運転するわけでもなく、そういった場合にや

っぱり毎日はもちろん行けない。お父さんに

「１週間に１回しか来ないからね」と言ってき

たと寂しそうな顔でおっしゃっていたのがどう

もちょっと気になりまして、そういうところで

バスの割引券なんか交付していただけると、そ

の方は週２回とか行けるのかなと思うんですが、

そういうところを、市長、どうお考えでしょう

か。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○土屋光博福祉事務所長 繰り返しになります

けれども、７０歳以上全ての方に対して助成と

いう形では大変難しいと考えておりますので、

やっぱり一定の移動の介助が必要とかという基

準は必要と考えております。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 高齢者に優しい上

山であってほしいなと思います。これから多分

私も１５年くらいはまだ車に乗れるかなと。多

分市長も車の免許証を返上するということがい

ずれはあるかと思うんですが、そのときはどう

いうふうにお考えでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 努めて健康に留意をいたし

まして、できる限り健康な生活をしたいという

ふうに思っております。 

 ただ生ものですから、あすにどうなるかもわ

からない身でございますが、どう考えるかと言

われれば、やっぱりできるだけ健康で長生きを

したいということだと思います。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 ありがとうござい

ます。 

 自助、公助というのも十分わかるのではあり

ますが、ますます今３５％の高齢化率でありま

すよね。もうあすあすは４０％、４５％となっ

ていくのかなと。今、私は６０歳ですが、２０

年もすれば８０歳ということでありますので、

これからもうちょっと高齢者に対する優しい対

応というのを希望して、こちらについては終わ

りたいと思います。 

 あと、たばこ及び空き缶等ポイ捨て禁止条例

の制定についての質問なんですが、きのうも参

加してごみ拾いをしてきました。最近のごみは

ちょっと珍しく、きのうは使い捨てのマスク、

あとホイルキャップなんかも落ちていました。

とにかくたばこが多くて、たばこのフィルター

というのが何年たっても多分そのままだと思う

んです。やっぱり吸う人のマナーというか、そ
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ういう人に啓発するためにも、ぜひ上山で禁止

条例というのをつくってみてはいかがかなと思

うんですが、もう一度お願いします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 議員も参加されたというこ

とでございますが、朝歩く方でごみばさみとビ

ニール袋を持ちながら歩いている方もたくさん

おります。きのうもコラボウオーキングしまし

たけれども、全部ごみを集めてくれてやってい

ただきました。 

 ただこの条例をつくればいいということじゃ

なくて、やっぱりつくったならば徹底せざるを

得ないと思っています。例えば千代田区のたば

こポイ捨て禁止、あれですと全部監視員がつい

ていますよね。ですから、そこまでやらないと

やっぱり条例を設けた意味合いがないと思いま

すので、じゃ、そういうことをできるためには

どうすればいいかということは現時点ではまだ

考えておりませんので、現時点では導入する考

えはないという答弁をさせていただきました。 

 やるとすればやっぱりそういった監視員とい

いましょうかね、あるいは罰則もあるかどうか

わかりませんけれども、徹底してやらなければ

ならない。ただ条例をつくった、何をつくった

だけでは済まないわけでございますので、そこ

はやっぱりこれからやるとすれば本当にきちっ

としたものを整備していきたいというのが基本

的な考え方でございます。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 市長がおっしゃる

ように、本当に買い物に行くたびに袋を持って

割り箸を持ってごみを拾いながら歩くという方

もいらっしゃいましたし、用足しに行くのにト

ングとナイロンの袋を持って歩いてくださって

いる方も確かにいらっしゃいます。あと、朝早

く起きて掃除をしてくれる方たくさんの方を知

ってはいるのですが、特に東回りバイパスの辺

がとてもごみがいっぱい落ちています。 

 あの辺の対策というのはどのようにすればい

いのかななんて私もちょっと頭を痛めていると

ころでありますが、市内の方に限らず、道路を

使う方にはやっぱり啓発をしていくという必要

があるのかなと思うのですが、その辺のところ

を何か、例えば看板を立てるとかそういうこと

は考えておられますでしょうか。 

○坂本幸一議長 市民生活課長。 

○鏡  順市民生活課長 ３月に策定した快適

環境基本計画の中で、市民の役割ということで

自主的な活動をしていただくということはある

んですけれども、市の役割としてその自主的な

活動を促していく、あるいはマナーの向上を訴

えていくというのも市の大きな役割ですので、

いろんな手だて、議員御提案の看板のことなど

も含めて、あといろんな地区の自主的な活動な

んかを推奨していくような手だても含めて、条

例を制定する前にできることというのがいろい

ろあるのではないかというふうに考えておりま

すので、そういうことを実践していきたいなと

いうふうに思っております。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 確かに条例をつく

ればいいと思っているわけではありませんが、

市長がよくおっしゃる「小さくてもキラリと光

るかみのやま」というのを、ぜひきれいなごみ

が落ちていないまちをつくるという観点からち

ょっと提案させていただいたところでありまし

た。 

 市民に啓発するという意味で看板、チラシの

配布なんていうのもあるんでしょうけれども、

私も一生懸命ごみを拾ってきれいな上山にして
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いきたいとは思っております。 

 看板なんかをちょっと回らせていただいて写

真を撮ってきました。７種類ほどありました。

県の看板なんかもありまして、河川法に基づい

た不法投棄のものなどですと、５年以下の懲役

とか１，０００万円の罰金のどちらかという、

そんなちょっとおっかないような看板もありま

したが、さすがにそこら辺はごみが落ちていな

くてとてもきれいでした。だから、看板の効果

なんていうのも確かにあるのかなと思ったとこ

ろです。 

 まず、市民に啓発をしていただいて、きれい

なまちにしたいと私が思っているところの質問

でしたが、考えてくださるというふうな答弁だ

ったと思いますので、ここで終わりたいと思い

ます。ありがとうございます。 

○坂本幸一議長 次に、１３番大沢芳朋議員。 

〔１３番 大沢芳朋議員 登壇〕 

○１３番 大沢芳朋議員 議席番号１３番、会

派蔵王、大沢芳朋です。 

 通告に従いまして順次質問いたします。 

 まず最初に、市内のにぎわい創生を進めるた

めの施設整備について。 

 温泉健康施設の整備、中心市街地への建設を

視野に入れた建設地の比較検討ということで、

質問させていただきます。 

 平成２８年３月臨時会において、地方創生の

補助金を活用した温泉健康施設の基本設計及び

温泉掘削申請業務委託に係る費用に対する議会

の議決をもって、温泉健康施設の建設は事実上

弁天地区へと進められる運びとなりました。 

 水圧により歩行の負荷を軽減する歩行用プー

ルや日帰り入浴の機能も備えたこの温泉健康施

設は、健康寿命の延伸と利用者へのリラックス

効果を初め、市内外を問わずさまざまな人の利

用が期待され、健康増進や交流人口の拡大など

まちづくりの指針でもある上山型温泉クアオル

ト構想の推進のためにも大変重要な、また、本

市の将来を左右するべき施設であると考えてお

ります。 

 しかしながら、４月以降の本市の状況、特に

中心市街地においての大きな動きがあり、カミ

ンの二日町ショッピングセンター協同組合の破

産や新湯地区旅館の長期休館が発表されるなど、

まちの中心部に端を発したネガティブなニュー

スにより、中心市街地を初めとして市民の不安

は日々広がり深まりつつあることは、議会終了

後に議員全員で行った議会報告会でも容易に感

じ取れるものでありました。 

 このような状況変化の中、中心市街地への人

の流れを確保するため、弁天地区への建設が予

定されている温泉健康施設について改めて中心

市街地への建設可能性を考慮した上で、弁天地

区へ建設した場合と丁寧に比較検討する時間を

設け、慎重に調査、検証すべきではないかと考

えています。 

 現時点で、新湯地区の長期休館を発表した旅

館について民間による利用が図られるめどが立

っておらず、当面現在の状態が続くようであれ

ば、現在の計画予定地である弁天地区に建設を

進めた場合と、新湯地区で休業中の旅館を活用

した場合の取得、解体、建設及び温泉掘削にか

かる費用等とその後の波及効果について、両者

の比較検討を行うべきと考えます。 

 加えて、弁天地区に建設を進めるに当たり議

会より改善を提案した点でもある県道からのア

クセスに関する問題や温泉の掘削に関する許可

の問題、ちびっこ農場の代替地の問題の解決の

可能性も含めた建設予定地の具体的詳細、民間

活用の可否を含む施設の経営体制と維持、管理



－８５－ 

に要する費用の試算等についての現在の対応状

況と解決策をお示しいただいた上で、それぞれ

に建設した場合についてより総合的に比較検討

と検証を重ね、状況を見きわめる期間を設ける

ことが必要ではないかと考えます。 

 担当課が市政戦略課から健康推進課へ移管と

なったことは、まちづくりの中核的施設として

よりも健康増進に資する施設としての意味合い

がより強く感じられるものでありますが、中心

市街地への温泉健康施設建設の可能性を調査し

ながら、東北中央自動車道利用者の市街地への

誘導を考え合わせることが必要だと思います。 

 現在、調査が進められ、来年度に策定予定で

ある次期中心市街地活性化基本計画に基づく中

心市街地の活性化にも大きく寄与し、また、昨

年度に策定した上山市まち・ひと・しごと創生

総合戦略のかみのやま「住んでよし」プロジェ

クト、市内のにぎわいづくりの項目に掲げられ

た目標である中心市街地の歩行者数、平成３１

年度に２，６００人の数値目標を目指すべきだ

と考えます。 

 この数値目標の達成、そして、将来の本市中

心市街地の発展を考え、より効果的で持続的な

施設建設をしていくためにも、弁天地区建設と

中心市街地建設について多角的に比較検討と調

査を行い、丁寧に課題を整理しながら、発展的

に検証作業を行うことが市民の理解にもつなが

るものと考えますが、市長の御所見をお伺いい

たします。 

 次に、（仮称）上山インターチェンジ付近へ

の道の駅整備について質問いたします。 

 山形県によると、平成２８年３月に、山形創

生総合戦略の対象期間（２０１５年から２０１

９年度）も踏まえ、２０２０年代初頭までに県

内の道の駅を計画的かつ積極的に整備し、既存

道の駅も含めた機能強化を図るための方針やそ

の実現の考え方を示すものとして、「やまがた

道の駅ビジョン２０２０」を策定するとともに、

その実現のため県による市町村への新たな支援

制度を創設するとしています。 

 道の駅は、平成５年度の制度発足以来２０年

間で１，０００駅を超え、平成２７年１１月５

日現在、１，０７９駅が登録されている中、山

形県の道の駅登録数は１８であり、宮城県を除

く近隣他県が３０前後であることに比べ少ない

状況であります。 

 また、高速道路整備率を見ると、山形県は約

６０％であり、全国の８４％、東北の８３％と

比較してかなりおくれている現状であります。 

 しかし、その整備は無料高速道路を中心に現

在急ピッチで進められており、東京オリンピッ

ク・パラリンピックが開催され、多くの外国人

旅行者が訪日する２０２０年ごろまでに、整備

率が８０％に達する見込みのようです。 

 また、国土交通省は今まで無料の高速道路に

は休憩施設を設置しない方針でしたが、その延

長が全国的に増加し、休憩サービスの必要性が

高まっていることから、平成２６年６月に休憩

施設を設置する方針に改め、道の駅として整備

することも可能といたしました。 

 さらに、近年の地方創生の動きの中、政府で

は道の駅を地域活性化の拠点として位置づけ、

特にすぐれた取り組みを行う道の駅を重点道の

駅として選定し、重点的に応援する制度を平成

２７年１月に創設しました。制度創設と同時に

選定された重点道の駅３５駅の一つとして、山

形県では「道の駅よねざわ（仮称）」が選ばれ

ました。これらの状況は、道の駅、高速道路両

方の整備がおくれてきた山形県にとって、弱み

を強みに変える絶好のチャンスだと考えていま
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す。 

 山形県では、「やまがた道の駅ビジョン２０

２０」策定の目的について、各道の駅が独自性

を磨くことはもとより、県全体の道の駅が連携

して「やまがた道の駅」という統一的なブラン

ドイメージを確立し、本県の強みである食や観

光を最大限に生かして、観光客の県内周遊につ

なげ、「やまがた創生」に資することを目標と

する。そのため、道の駅の設置者である市町村

と県、道路管理者等の役割を明確化するととも

に、互いに緊密な連携を図ると明言しておりま

す。 

 山形県において道の駅の将来像が５つあり、

これを実現することにより、「まず寄ってもら

い、次にめぐってもらう」ための地域に根づい

た道の駅を目指すということです。それは、

「山形らしい」基本機能を有する道の駅、おの

おのが独自性を持つ道の駅、互いに連携する道

の駅、誰もが行きやすい道の駅、誰もが参加で

きる道の駅という将来像です。 

 また、やまがた道の駅の配置の考え方は、地

域バランスをとること。平成２７年１０月１日

現在、最上地方の道の駅は１駅しかないなど、

地域間にアンバランスが見られます。 

 高速道路からアクセスがいいこと。山形県の

道の駅は幹線国道に集中しているのが特徴で、

今後、山形の高速道路網は急速に整備が進み、

来県する観光客の利用も急増することが見込ま

れるため、無料の高速道路の休憩施設を兼ねた

道の駅等、できる限り高速道路や地域高規格道

路近傍に配置される道の駅が望ましいとされて

います。 

 ほかの道の駅や類似の施設から一定の間隔を

保つこと。できれば同等施設の間隔を１０キロ

以上保つことという考えであります。 

 また、近年多様化している道の駅は防災機能

を有しており、山形県強靱化計画においても道

の駅の防災拠点化を推進していくこととしてお

り、地域防災計画に位置づけられた道の駅につ

いては、その役割を確実に発揮できるよう必要

な防災設備等を整備するとあり、避難所の例を

挙げれば、災害用トイレ、自家発電装置の整備、

毛布・食料等の備蓄。防災拠点の例として、耐

震貯水槽、ヘリポート（防災対策離着陸場）等

の整備をすることとし、今回、熊本県熊本地方

で発生した地震災害時、また東日本大震災のと

きもですが、地震発生後、被災地隣接の道の駅

では緊急避難者の受け入れや被災地の救援など

のためさまざまな支援を実施いたしました。 

 特に、熊本地震の震源地から一番近い道の駅

「あそ望の郷くぎの」では、自衛隊の前線基地

や被災地へ向かう支援車両や緊急車両の中継基

地として活用。また、余震が続くため自宅で過

ごせない方が道の駅の駐車場を車中泊の場所と

して活用し、無料炊き出しや食料の配給、倒壊

した住宅の応急処置のブルーシート配給などを

実施し、被災した方々を応援しました。 

 本来、道の駅機能は、道路利用者に快適な休

憩と多様で質の高いサービスの提供を図るため、

休憩機能、情報発信機能、地域連携機能を備え、

休憩施設と地域振興施設が一体となった道路施

設でありますが、近年は防災拠点としての機能

も持ち合わせています。 

 さらに、情報発信機能では、海外客らの利便

性を図るトイレの洋式化や無料公衆無線ＬＡＮ

（Ｗｉ－Ｆｉ）の設置、道路交通情報提供装置

（大型モニター）の設置。 

 また、地域連携機能で、新たな仕事を生む伝

統野菜、地元食材をそろえての販売、独自商品

の開発、６次産業化による地域おこしを推奨し



－８７－ 

ております。 

 昨年６月にも提案しましたが、上山明新館高

等学校食料生産科と地元農家とが連携し新たな

食品開発など、地域活性化と地元農家の元気発

信拠点にもなりますし、県でも支援している６

次産業化を推し進め、かみのやま産ワインを初

め、米、ワインなどを原材料とした菓子やアイ

スクリーム、ジュースなど、野菜、果樹等がな

い期間でも商品が不足することなく販売できる

加工食品を開発し対策をとれば、商品力アップ

にもつながり、今後は学生やＵＩＪターン者の

就職先、さらなる雇用も生み出せることは間違

いありません。 

 さらに、本市で進めているワインの郷プロジ

ェクトとあわせ、地方創生、６次産業化の拠点

先として活用できるのではないでしょうか。 

 山形県のほかの道の駅を見てみますと、各道

の駅ではさまざまな特徴を持ち、本年１０月オ

ープン予定の庄内町の「道の駅しょうない」で

は、国道４７号線沿いに面積８，８８１平米、

駐車場６７台、トイレ１７基（２４時間使用可

能）、農産物直売所、農村レストラン、休憩室、

道路・災害情報コーナー、地域情報コーナーを

設け、特徴として産直、農村レストランによる

産業振興、雇用の場確保、庄内地域のゲートウ

エイとしての地域全体の観光案内と物産物の販

売、町内着地型観光推進のためのガイド事業で

交流人口拡大、そして、休憩施設であるととも

に、県道４７号ではこの１０年間で災害により

１７回の全面通行どめがあり、緊急時の防災拠

点にも位置づけられ、地域振興や観光の拠点先

だけでなく、防災拠点としても活用できる施設

になっております。 

 道の駅の設置者は自治体が最も多く、管理、

運営は指定管理者等が多い。次いで第三セクタ

ー、自治体の順であり、建設する側からすれば、

赤字になったらというプレッシャーや、逆に地

域にマイナスになる、地域振興を阻害するので

はという不安もあると思いますが、ぜひチャレ

ンジしていただきたいと考えております。 

 立地条件等を考えた場合でも、東北中央自動

車道福島米沢北間が２０１７年度開通して結ば

れることから、高速道路を利用し、首都圏から

本県及び北東北に向かう観光客が飛躍的に増加

することが見込まれ、いかに本市に取り込み経

済活性化を促すかが重要です。本市北の入り口

には外資系大型倉庫店があり来訪客が見込まれ

ますが、南からの来訪者をいかに市内に誘導す

る手段を最大の課題と捉えた場合、私は（仮

称）上山インターチェンジ付近に道の駅を整備

するのが最善と確信いたします。 

 平成２８年５月２６日現在の道の駅の数は１，

０９３カ所となっております。私は昨年６月の

一般質問においても道の駅設置を提案させてい

ただきました。市長の答弁は「設置する考えは

ない」というものでした。その当時、「やまが

た道の駅ビジョン２０２０」のような県全体の

指針が策定されておりませんでした。 

 今、政府が唱える地方創生の流れの中、県全

体の方針に鑑み、道の駅を地域活性化の拠点と

して整備し、将来を見据えた本市の可能性を拡

大すべきと考えますが、市長の御所見をお伺い

いたします。 

 最後に、（仮称）上山インターチェンジから

フルーツライン及び中心市街地へ誘導する道路

等の整備について質問いたします。 

 市内にいかにして観光客を入れ込むかが大切

です。中心市街地や果樹園等に客を送れるかを

考えた場合、市内への道路や誘導策、果樹園や

市街地に便利に行ける道路の整備が必要と考え
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ます。特に、観光果樹園等に大型バスでも行け

る市道を整備することは重要と捉えています。 

 現在、工業団地造成にあわせた市道もできま

したが、その延長としてフルーツラインまでの

市道拡幅が今後の本市果樹農家の発展に大きく

貢献するでしょうし、昨年度の一般質問でも伺

いましたが、（仮称）上山インターチェンジで

いかに市内に人を呼び込むかを考えれば、道の

駅を整備し、地域活性化及び観光、農業、防災

拠点施設として、市内、観光果樹園等に流れる

仕組みづくりが最大の課題と考えています。 

 上山インターチェンジからフルーツライン、

そして中心市街地へ誘導する道路等の整備や誘

導策について市長の御所見を伺います。 

 このように市全体を考えた場合、開発が進み

多くの来訪者が訪れるようになった北部地区と

ともに、中心市街地に人を呼び込むには、南の

玄関口に道の駅を整備することで多くの人々が

訪れ、市全体が活気に満ちあふれるまちになる

ものと確信しております。ぜひまち全体の人の

流れを考えた施策を展開していただくことが重

要であることを申し上げ、質問といたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １３番大沢芳朋議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、温泉健康施設の整備について申し上

げます。 

 温泉健康施設の建設地につきましては、上山

型温泉クアオルト事業のコンセプトに合うこと

や温泉の利活用が十分に見込めることなどを総

合的に判断し、現在の建設地が最適であるとし

て決定したものであります。 

 なお、議員御提案の旅館につきましては、民

間施設でありますので、今後の利用方針が定ま

っていない中、市が踏み込んで申し上げるべき

ものではないと考えております。 

 次に、（仮称）上山インターチェンジ付近へ

の道の駅整備について申し上げます。 

 道の駅につきましては、産業の振興や防災機

能などさまざまな機能を持ち地域活性化につな

がる施設であると認識しておりますが、施設建

設費や維持管理コスト等を考慮すると、現時点

において市が主体となって整備することは考え

ておりません。 

 なお、設置主体者を民間事業者にも広げる国

の動きもありますので、その動向を注視してま

いります。 

 次に、（仮称）上山インターチェンジからフ

ルーツライン及び中心市街地へ誘導する道路等

の整備について申し上げます。 

 インターチェンジからフルーツラインまでの

道路整備につきましては、供用開始後のインタ

ーチェンジや周辺土地の利用状況等を踏まえ判

断してまいります。 

 また、中心市街地へ誘導する道路等の整備に

つきましては、アクセス道路といたしまして既

に国道４５８号等が確保されているものと捉え

ております。 

 なお、来訪者に対する誘導案内看板等の必要

性については、関係団体等と調整を図り対応し

てまいります。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 まず最初に、温泉健

康施設の整備ということで、今のところ総合的

に場所も考え、湯量とかもいろいろ考えた場合、

弁天地区に建設するというふうに答弁を頂戴い

たしたところでございます。 

 議会のほうで一度そういった説明を受けまし

て、要するに予定地に入るに当たりましてアク
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セスの関係ですけれども、きのうも私、ちょう

ど夕方ごろ、予定地である茂吉記念館の駐車場

まで入って確認してきました。 

 こちらから行きましてニュートラックのほう

に曲がる金瓶の信号のところを右に曲がってラ

ーメン店の裏を通っていくというアクセス道路

しか今現在ないわけですね。非常に危惧して見

てきたのが、要するにこちらから行って右折し

てまた右折しなきゃいけませんけれども、龍王

橋から来る車が１５台ぐらい並ぶ状況が続いて

おりました。 

 例えば大型バスでも中型バスでもいいですし、

クアオルトと絡めて里山とか歩いてもらった後

そこに寄ってもらうというような考え方も持っ

ていれば、やっぱりアクセスをしっかりしない

とあそこに建設してもどうなのかなというのが

１点、不安な面がございます。 

 そこら辺はどのようにお考えになっているの

か、お聞きいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今の議員御指摘のとおり、

あの場所のネックは、やっぱり上山の南のほう

から向かう場合のアクセスだと思います。大き

な予算を投入してということも余り考えたくな

いなという気もいたしますし、今庁内で検討し

て、そしてできるだけいい方法を考えていきた

いなというふうに思っているところでございま

す。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 考えていかなきゃい

けないということでの答弁だと思いますけれど

も、そういったことも考えた場合、先ほど民間

旅館の考え方なんだよというお話でしたけれど

も、この前、全員協議会でカミンの図書館に温

泉施設をつくった場合ということで、まず図書

館のあそこのところをなくしてつくったら１０

億円以上かかる。１階につくったら３億円以上、

２階につくったら５億円以上ということで調査

をしましたということで、四百何万の費用を使

って調査をしたというようなことがございまし

た。 

 絡むかどうかわかりませんけれども、それは

あくまでも市が関与している施設だからという

ことでしたのかもしれませんが、私から言わせ

ればこちらから聞く分には幾らでも聞けるんで

はないかというふうに思います。民間の旅館で

あるからだめだということはないと思うんです

ね。 

 民間でできると思うんですよ。こちらから言

って。「どのようにお考えなんですか。お話、

ほかにあるんですか」と。我々が知っている状

況では何社かその民間の旅館に話は来たと。こ

れは私、確認とっていませんけれども、本当に

うわさで申しわけないんですが。 

 そういった中で、先ほど１問目でも言いまし

た議会報告会の中では、もう本当にいろんな

方々から、場所的にもその民間旅館近辺がいい

のではないかと。まして足の便、交通の便とか

も考えた場合、最低でもどのぐらいかかるのか

ということを調べるべきではないかという提案

もいただいております。いかがでしょうね。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 向こうの方もしっかりした

事業者です。我々が、向こうがいいと言ったと

きにあそこを買い取るというきっちりとした決

断がないと、「ちょっと調べさせてください。

余り多くかかるんでやめました」ということは

できないわけですよね。 

 あともう一つは、あの民間会社が今いろんな

ことを模索しております。金融機関も含めてで
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すね。ですから、そういう時期に我々がそこに

行って、設計させてくださいとか調べさせてく

ださいというときには、やっぱりかなりの覚悟

を持って行かないと私はできないというふうに

思っています。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 今、市長がかなり覚

悟を持ってというお話ですけれども、覚悟を持

って行かれてもいいんじゃないかと。温泉健康

施設が１０億円以上かかるような試算も出てお

ります。そのぐらいの金額をかけてやる事業で

あれば、あっちを話によって買いますよという

わけではないですけれども、幾らぐらいですか

とか聞けると思うんですよね。いかがですか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 さっき申し上げましたとお

りです。そんなに相手に対して「幾らですか。

調べさせてください。あっ、高くて買えませ

ん」。そんなことできますか。行政ですよ、

我々は。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 私はできるものと思

ってお伺いしたところでございますが、市長は

そういう答弁ですので、これ以上はお聞きはし

ません。わかりました。 

 市民の方々は間違いなく、場所的にもあの民

間旅館、お城近辺、場所もいい、駐車場もある

ということで考えている方も本当にたくさんい

らっしゃいますので、もう一回検討していただ

ければなというふうに思ったところでございま

すが、じゃ、市長にお聞きしますけれども、ぶ

れずに弁天地区へ建設を進めるというお考えで

承知してよろしいんでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 現時点ではそういう考えで

進んでおります。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 わかりました。まず、

よろしくお願いしたいなというふうに思います。 

 次に、道の駅の整備について御質問いたしま

す。 

 先ほど市長がお話ししましたとおり、ことし

の３月から民間事業者においても道の駅を設置

することができる。今、特区で東京都と大阪、

兵庫、京都ですか、先行してやっているという

ことです。 

 市長、私の考えは、インターチェンジ付近に

道の駅をつくればいいんじゃないかという考え

ですけれども、ちなみに市長がもしつくるんで

あればという考えがあればお示しいただきたい

なというふうに思いますが、お願いします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 現時点では持っておりませ

ん。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 非常に残念なお答え

でしたけれども。 

 １問目でも言いました、北からの来訪者が間

違いなくふえるというふうになっておりますし、

道の駅を今設置している１８カ所を見てみます

と、特に１３号線沿いにある道の駅が非常に、

言葉がいいのかわかりませんが、潤っていると

いうことで、１３号線沿い、そしてあわせて

（仮称）上山インターチェンジ付近につくれば

経済効果もさらに見込まれると思います。 

 市長は、昨年６月に一般質問でも私お聞きし

ましたけれども、南の玄関口というところをど

ういうふうに捉えていらっしゃるのか。私は人

を南の玄関口として上山インターチェンジから

入れるというふうに、あそこが最大の課題なん
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だというふうに認識しております。 

 市長は、工業団地も造成するというふうにあ

りましたけれども、あそこでいかに上山市内の

ほうに人を呼ぶことができるかということを考

えた場合、何か考えていることがあるのかどう

か、お示し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 道の駅でございますが、道

路１本が切れると車の流れがまるっきり変わり

ますよね。過去にも、どことは言いませんけれ

ども、高速道路ができて今までの道の駅が大分

大変な状況になっているところもございます。 

 ですから、県の担当者も来ました、私のとこ

ろに。それで、１８カ所から３０カ所にしたい

んだということでございますし、県としても５

００万円を出すよというような話でございまし

た。 

 ただやっぱりつくればいいということではな

くて、やはり上山の場合ですと、では一番近い

ところはどこなんだと。では、そことの時間的

な部分あるいはそれよりもまさる道の駅をつく

っていくにはどうすればいいかという、非常に

悩ましいところがございます。 

 ですから、高速からまちの中に人を引っ張る

と言いましょうか、おりていただく、誘導する

ということについて、ただ道の駅をつくったか

ら、じゃ来るのかということだと思いますね。

やっぱり基本的には町の歴史や文化とかあるい

は町の魅力とか、やっぱりそういうものをもっ

と磨いていく必要があるというふうに考えてお

ります。 

 そういう面におきましては、これからも中心

市街地活性化基本計画、第２次、これを何とか

入れて町の魅力をつくっていこうというような

考えを持っているところでございますが、いず

れにしても単品では勝負できないと思っていま

す。総合的な町の魅力を含めた、道の駅も含め

たそういった総合的な戦略、戦術というものを

きちっと整備していくことによって、南の仮称

でございますけれども赤坂インター、上山イン

ターからおりていただけるお客さんがふえてく

るのではないかなというふうに認識をしている

ところでございます。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 市長の考えはわかり

ました。 

 次の質問にもつながっていくわけですので、

つなげて質問させていただきますけれども、上

山にいかに人をおろすか。フルーツラインのほ

う、今新しく工業団地造成のために市道をつく

られたと。その先にフルーツラインまで石曽根

小穴線がありますよということで、私は大型バ

スでも行けるようにフルーツラインまで拡幅す

るべきではないかという質問でしたんですけれ

ども、実は私、行ってきまして、あそこの延長

線は普通乗用車が交差できないというような道

路であります。 

 せっかく工業団地用の市道整備ということだ

ったかもしれませんが、やっぱり果樹園等に流

れるように行きやすいように、看板なども立て

て誘導してあげるのがベストではないのかなと

いうふうに捉えております。 

 道路等看板、看板等の設置に関してはいかが

に思っているのか。フルーツラインのほう、あ

わせて市内のほうということでどのようにお考

えになっているのか、お聞かせください。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 先ほどの答弁でもござい

ましたように、来訪者に対する誘導案内看板等

の必要性につきましては、関係団体・機関と調
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整を図りながら対応していきたいというふうに

思っておるところであります。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 きのういろんなこと

がありまして、私の知り合いの果樹園から、私

のところに道に迷って来たと、観光客がですね。

これはそのインターチェンジのところの道路の

アクセス関係とか一切関係なくて、多分デジタ

ル世代ではなくてアナログ世代の方が来られて、

要するに今インターネットとかカーナビもあっ

て非常に皆さん来やすい状況になっております

が、そういったものを持っていない方だと思う

んです。どこに行けばいいのかわからなくてた

またまここに寄ってみたんですと。市内を見る

とどこに行ったらいいか全くわからなかったと

いうような御指摘もありました。 

 果樹園等に行くにしても表示がいろんなとこ

ろになっていないということを考えた場合、間

違いなくそのインターチェンジのところには設

置してくださいということで、これはお願いに

なりますけれども、建設課長お願い申し上げま

す。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 私どもとして今考えてい

ますのは、一番フルーツラインに近いのは、逆

にインターチェンジから１３号線のほう、横断

して赤坂のほうに下って、そこから川口方面に

行けば一番先にフルーツラインに着くと。フル

ーツラインまでの道を整備するとすれば、そち

らのほうを一部拡幅等必要な部分があると思い

ますので、その辺をしていきたいというふうに

考えております。 

 それで、当然インターチェンジができるとす

れば、そのフルーツライン等の案内板につきま

しても、うちのほうとしては検討してまいりた

いというふうに考えております。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 わかりました。 

 本当にいかにして果樹園及び市内のほうに人

を流すかということが、今後、本市におきまし

ても最大の課題ということだと思います。 

 ちょっと繰り返しになりますけれども、道の

駅を整備することによって６次産業化もできる。

拠点先にもできる。防災拠点先にもできる。町

の中には活断層も走っているわけですから、そ

ういったものを考慮すれば、私はインターチェ

ンジ付近が最適だと。 

 県のほうでも示している、道の駅の必要性が

この地区ですよというところに明示なっている、

ちょうど地区にもあそこはなっております。今

後ぜひ、つくらないとは言わず考えていってい

ただければなというふうに思います。山形県の

２０２０策定ビジョンの中にしっかりとその場

所が明記されておりますので、ぜひ考えていた

だきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 この間、県の担当者が来た

ときに、多分そこが明示になっているとは私に

は言わなかったと思うんでございますが、調べ

てみます。 

 ただ、やっぱりやり方については公設民営と

かいろいろあるわけですよね。ですから、例え

ば農協が入るとか、全国にはそういう形態もご

ざいます。ですから、要するにやっぱり行政が

商売してもうかっているところはなかなかない

んです、はっきり申し上げまして。これは大変

申しわけないわけでございますが。やっぱり経

済等については経済人、財界、経済界、そうい

う方々にお願いするというのが私はベストだと

思いますし、そういった官民一体となったこと
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を、この道の駅のみならずいろんな形でやって

いかなければならないんじゃないかなと感じて

いるところでございます。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 私が道の駅について

の質問を去年にしました。その前も同僚議員が

一般質問で道の駅設置ということで、場所もあ

そこら辺がいいんじゃないかという質問をさせ

ていただいておりますけれども、要するに２０

２０年度までに道の駅をふやしたいという県・

国の施策があり、また、駐車場、トイレ、休憩

施設、情報提供施設などはまず国土交通省で補

助金が出る。ＥＶ充電器などは経済産業省かも

出ますと。農産物加工販売は農林水産省からも

ちゃんと補助金が出ますというような補助体制

がしっかりしているときに、これは３年後にな

くなるかもしれませんし、５年後になくなるか

もしれませんし、そうしたしっかりした補助制

度があるうちに私は整備するべきだというふう

に考えての質問なわけです。 

 まして６次産業化、あとは防災拠点というこ

とで今回、もっとありますけれども、御提案さ

せていただきました。 

 上山市、先ほど来から農業施策もありまして

６次産業化ということで、本市には拠点という

ものがないと思います。ワインなどいろんな加

工品をつくるのはあるとは思いますけれども、

やっぱり拠点というのは必要だと思うんです。

それで、道の駅がそれに合致している、最適で

はないか、防災拠点も合致しているんじゃない

か。 

 あと、今の交通事故とかいろいろ見ていまし

ても、須川の防災ヘリポート、いろんなところ

にありますけれども、一番本当におりやすくて

ベストな場所というふうに私も認識しておりま

す。そのことに関してはどのようにお考えにな

っていますか。６次産業化のほうから伺いたい

と思いますけれども、お願い申し上げます。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 ６次産業化、上山市大変お

くれております。この件については、農協関係

との連携のうまくいっていない部分もございま

すし、あとはやっぱり上山はどちらかというと

果物が大分主流になっていますよね。ですから、

野菜関係とかそういった面の栽培が非常に少な

いというようなことで、６次産業化もおくれて

いるというのも事実でございます。 

 やはり今議員御指摘のとおり、上山の道の駅

となりますと、秋から春までの間の個々の商品

ぞろえをどうするかというのがやっぱり一番の

ネックだと思います。 

 そういう面におきましては、今回新たに課を

つくるわけでございますが、そういった６次産

業化を進めていきたいという狙いもあってつく

るわけでございますが、いずれにいたしまして

も、つくったから６次産業化が進むということ

もあるだろうし、６次産業化が進んでいるから、

じゃ、道の駅だって大丈夫だね、つくろうねと

いうことだってあるだろうし、そこはなかなか

難しい判断もあるかと思いますが、いずれにし

ても６次産業化を進めていくということは、本

市の農業あるいは観光も含めて非常に大事なこ

とだということは受けとめておるところでござ

います。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 私の考えは道の駅が

最適だということでのお話でしたですけれども、

県のほうでも６次産業化の拠点をつくるという

ふうに今回発表になりました。ひとつこれは聞

いていいのかどうかわかりませんけれども、そ



－９４－ 

ことのタイアップとかというのは考えていらっ

しゃるのか、１点お聞きいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 拠点づくりとなると道の駅

ではないわけですよね、つくるわけですから。

あそこは販売ですから。そうしますと、前にあ

りました農協の加工所とか、あるいはグループ

ごとに農家のお母さん方につくっていただくと

かそういうことだと思います。 

 それにはやっぱりそういった補助制度がある

からということではなくて、やっぱり自分たち

の生きる道も含めて、上山の産業の振興も含め

て、そういうことをどうやっていくかというこ

とがまず先にあって、そうしたら我々つくるた

めには、あっ、こういう補助制度があるんだね、

じゃ、大いにこの補助制度を活用して頑張って

いこうということだと思うんですよね。 

 ですから、補助制度はないよりはあったほう

がいいというのが基本的な考え方でございます

けれども、そういった物事の考え方といいまし

ょうかね、そこをやっぱりはき違えないでやっ

ていかないと、やって最後に残ったのは何だと

なっては困るわけでございますので、そこはそ

れぞれの農家の皆さんも含め産業界の方々の考

え方も含め、いかにやる気を道の駅につなげて

いこうというような向上心、考え方が出てくれ

ばいいのではないかなというふうに思っていま

す。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 市長の言うこともわ

かります。道の駅をつくったときに産直とか加

工施設、６次産業化の加工施設をつくった場合

に対しても国の補助金は出るということですけ

れども、今市長がおっしゃったとおり、地元の

方々の集まる場所、そして開発する場所として

も、これが市長と私の考え方の違いかもしれま

せんけれども、まずそういう場所があれば人が

来てくださると思うんですね。そういった考え

方も捉えられると思いますけれども、先ほど来

市長が言っている、それが道の駅なのかといっ

たらどうなのかなと思いますけれども、ぜひ道

の駅にかかわらず６次産業化を市のほうで推し

進めていっていただければなというふうに思っ

たところでございます。 

 最後ですけれども、今回、私の一般質問とい

うことで、北の玄関口、南の玄関口、いかにし

て市内へ人を呼び込めるかということで、本当

に今大変な上山市でございます。何が一番大切

かというと、人が来てもらうということがまず

大前提でございます。あとは人口減少に対して

定住していただくということで、よりよい上山

を全国に発信していかなければいけないなとい

うふうに強く思っている１人として質問をさせ

ていただきました。ぜひ人の流れがしっかり市

内に入っていくような施策をしていただければ

と思います。 

 以上で質問を終わります。 

○坂本幸一議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午後 ３時３６分 休 憩 

                  

    午後 ３時４６分 開 議 

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、１１番枝松直樹議員。 

〔１１番 枝松直樹議員 登壇〕 

○１１番 枝松直樹議員 議席番号１１番、会

派野の花の枝松直樹でございます。 

 今回は中心市街地の活性化について御質問を

いたします。 
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 最初に、二日町再開発ビル再生の方向性につ

いて伺うものであります。 

 私たちがカミンと呼んでいる建物は、市が主

導した再開発ビルとして、かつ「ショッピング

プラザ」として２０年前に誕生いたしました。 

 平成２４年１２月に策定された上山市中心市

街地活性化基本計画は、平成２９年３月までの

４年４カ月に及ぶ計画であり、同計画には基本

方針が３つ掲げられております。 

 その第１は「歴史・地域資源を生かした健康

で歩きたくなるまち」、第２は「生活者と旅行

者が集まる活気あるまち」、第３は「人と人が

結びつく居心地よいまち」となっており、この

基本方針２の最初の項目に次のような表現があ

ります。「まちの駅としてのカミンの集客力強

化」がうたわれているのであります。まさにカ

ミンの役割は中心市街地活性化の核に位置づけ

られていたと言えるわけであります。 

 また、同計画の方針に基づく目標１には、次

のような記載があります。「カミン１階には物

産コーナーがあり、市民が贈答用を購入したり、

観光客がお土産として購入している。今後、商

品販売取り扱い事業者数を現在の１４店舗から

７店舗ふやすとともに、市内の観光情報、イベ

ント、物産情報の発信も充実させることで集客

力を上げる」と記載されているのであります。 

 これらの方針と目標は、今の現状を見れば頓

挫してしまったと表現するべきなのでしょうか。

それとも、頓挫ではなく、方針と目標の実現に

向け再度挑戦していくと理解してよろしいので

しょうか。私は混乱をしてしまいます。 

 多くの市民が期待と不安を交錯させながら見

守っているこの状況下、今後、上山市ではこの

再開発ビルをどのような形で生かし、中心市街

地の活性化を実現するつもりなのでしょうか。 

 来年以降、新たな中心市街地活性化基本計画

を策定する予定と伺っておりますが、その中で

のカミンの位置づけはどうなるのか。現行計画

は大幅に考え方を変えなければならなくなるも

のと思います。 

 カミンに関する質問は昨年９月議会でも私が

取り上げており、２回目になるのですが、その

時点ではボールは協同組合の手にあったと私は

例えています。その意味は、市にどのように支

援してほしいか、改善計画を作成することを市

がカミンの協同組合に求めていたということで

あります。 

 しかし、ボールは思わぬ形で返されてきまし

た。先般４月２６日の自己破産の申請という段

階に至り、ボールは市長のもとに「私たちは改

善計画をつくるのではなく、自己破産すること

にしました」という形で投げ返されたとは言え

ないでしょうか。 

 ゆえに、今後の再生に当たっては、市が前面

に出て主導すべきと考えますが、カミン問題に

対する市長の基本的な向き合い方を伺います。 

 次に、公共・公益的機能をカミンに付加する

ことについて伺います。 

 昨年９月議会の質問の中で、民間シンクタン

クが行った「ショッピングプラザカミン再生整

備事業に向けた調査事業」の調査報告書につい

て伺いました。 

 この調査は、経営に危機感を持っていた上山

二日町再開発株式会社が、いわゆる社長が市長

ということになりますが、この会社が国の補助

金を使って実施したもので、市ではかなり以前

から今日的な状況になることを予見していたの

ではないかとも思うところであります。 

 さて、この報告書では、カミンは将来的に商

業施設ではなく、公共・公益的な施設として高



－９６－ 

齢者福祉や子育て支援機能、学びの拠点、観光

客への発信の拠点へと機能を転換することを推

奨しています。加えて、「カミンを地方創生に

向けた拠点としての役割を担う公共・公益的な

施設として運営するため、市の参画を強化す

る」としており、その実施に当たっては交付金

と補助金を活用するため、「中心市街地活性化

基本計画の改定と地方創生総合戦略への盛り込

みを行うことが必要となる」と記載しているの

であります。 

 このカミンの施設機能の転換についての私の

質問に対し、市長は「カミンの具体的な機能等

の見直しにつきましては、関係機関を含め、議

論を深めてまいります」と述べるにとどまりま

した。カミンの再生は、現在に至るまでどのよ

うな議論がなされてきたのか、伺います。 

 図書館の来館者はことしで２２０万人になる

ようでありますから、単純に２０年で割ります

と年間１１万人となります。これは最近入館者

がふえているという上山城よりはるかに多いわ

けであります。もちろん来館者の実人数と延べ

人数の違いはあるのですが、想像以上の市民が

カミンに出入りしているということに着目する

必要があります。 

 高齢者が集う「まじゃれ」の利用者数も好調

で、銀行や会議室の利用者も相当数あることか

ら、カミンにはまだまだ大きな可能性が内在し

ていると私は見ております。 

 カミンにおいては、今現在も残って商売をさ

れておられる店があります。幾ら公共・公益的

な施設として運営するといっても、商業施設の

部分は必要です。９月に債権者集会が開催され

ますが、それまで全く手をつけられませんとい

うのでは、今商売をしている方も不安でならな

いでしょう。 

 カミンの将来に早く一条の光が見えるように、

市長の渾身の御努力をお願いする次第であり、

公共・公益的機能をカミンに付加することにつ

いての市長の見解を伺います。 

 次に、中部地区公民館を活用したにぎわいづ

くりについて伺います。 

 本年４月に新しい中部地区公民館がオープン

しましたが、その外観が醸し出す雰囲気、中に

入っての豪華なつくりには、訪れる人は「すば

らしい施設だね」と感嘆の声を発します。それ

だけのすばらしい施設で、かつ中心市街地に立

地している特性を最大限発揮し、空洞化する中

心市街地のにぎわいづくりに貢献する施設にし

なければ、もったいないと私は思っているので

あります。 

 中部地区公民館の果たすべき役割は、他の多

くの公民館とは違い、中心市街地活性化基本計

画に基づいたまちづくりの面からの事業が展開

されなければならないと考えております。 

 現在の名称は「中部地区公民館」となってお

り、所管は教育委員会生涯学習課になっていま

す。法律の後ろ盾は社会教育法であります。私

はこれを「コミュニティセンター」に改組し、

所管を市長部局に移して事業を展開することを

提案いたします。 

 また、人的配置も図書館同様に、夜間・土

日・祝祭日も対応できるようにすることで利用

の幅も出てくるものと思いますが、市長の見解

を伺います。 

 ３点目ですが、温泉健康施設の建設地の再考

について伺います。 

 市街地の空洞化が進んでいる最中、市長は弁

天地内に新たな温泉健康施設を建設することを

決めました。しかし、決めた時点では、カミン

の問題や格式ある老舗旅館の休業はまだ表面化
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していない状況でした。 

 そういう中での３月３０日での臨時議会での

議案提案でしたから、温泉健康施設に係る議案

が可決されたわけですが、今ならどうなるかわ

かりません。 

 中心市街地の空洞化が進み、カミンがあのよ

うな状態になった中で、それを尻目に温泉健康

施設を郊外に建設することについて、市民の理

解が得られるでしょうか。私の感触では市民の

理解は得られないと感じております。 

 このようなことから、中心市街地ににぎわい

創出につながる施設を集積する観点から、温泉

健康施設は中心市街地に建設すべきと思います

が、市長の見解を伺います。 

 以上で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 １１番枝松直樹議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、二日町再開発ビル再生の方向性につ

いて申し上げます。 

 カミンの再生につきましては、上山二日町シ

ョッピングセンター協同組合の存続を前提とし

ていたため、組合の抜本的な経営改善が必要不

可欠であり、そのための議論を重ねてきたとこ

ろであります。 

 現在、上山二日町ショッピングセンター協同

組合が所有していた部分につきましては破産管

財人の管理下にあるため、直ちに市が積極的に

関与できるものではありません。 

 しかしながら、カミン再生の方向性について

は中心市街地活性化の重要な課題と捉えており

ますので、カミンがどのような機能を担うこと

が最適なのか、次期中心市街地活性化基本計画

の策定を進める中で関係団体等と協議をしてま

いります。 

 次に、中部地区公民館を活用したにぎわいづ

くりについて申し上げます 

 中部地区公民館の利用状況は増加傾向にあり、

また、他の公民館の機能と整合性を図ることも

重要なことから、今後とも街なかの公民館とし

ての特色を生かしながら、地域づくりや交流の

拡大を図ってまいります。 

 また、夜間、土日・祝祭日の利用も、現状で

の人的配置で十分対応可能と考えております。 

 次に、温泉健康施設の建設地の再考について

申し上げます。 

 温泉健康施設の建設地につきましては、平成

２６年度に取りまとめられた温泉健康施設検討

委員会報告書に基づき検討した結果、上山型温

泉クアオルト事業のコンセプトに合うことや温

泉の利活用が十分に見込めることなどを総合的

に判断し、現在の建設地が最適であると決定し

たものであります。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 御答弁いただきまし

たが、なかなか回答が私の意図するようなとこ

ろではございませんでしたので、第２問させて

いただきます。 

 ９月８日に債権者集会が開催されるまでは、

管財人の手元に管理されているから、全くそれ

まではさわることができないようなお話でござ

いました。これは本日同じような質問をされた

方にも同様な回答だったわけですが、ただ、今

内部的に検討はされているというふうに、それ

は公式ではないかもしれませんが、９月８日ま

で何もしないということではないですよね。市

長は、庁内的に将来どういうふうなものにすべ

きかという検討は今されているんでしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 
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○横戸長兵衛市長 基本的にはやはり管財人の

意向によって、先ほどの質問にもお答えしまし

たけれども、今入っている店もどうなるかわか

らないという現状は間違いないと思います。 

 ただその中でいわゆる負債、県の高度化資金

の返済もございます。そういう形で、どういう

形でそれを処理していくかというのは、もう管

財人のさじかげんというとおかしいですけれど

も、そういった考え方で我々も従わざるを得な

いということでございます。 

 ですから、そこに現時点においてこうします

ああしますということについて、議員の皆さん

から提案いただいたわけですが、これも一つの

案だと思いますが、そういうことをどの時点か

ら本当に始められるのかということだと思いま

すし、前の民間シンクタンクの報告書の中でも

触れられておったこともありますし、そういっ

たことを総合的に判断して、今後のカミンにつ

いて検討していくということになると思います。 

 現時点において、こうするああするという考

えといいましょうか、その作業は進めておりま

せん。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 これは先ほど第１問

で言いましたように、２０年前に市が主導して

つくってオープンさせたビルでありますし、小

国でも同様な事例が今発生しているようであり

ますけれども、これはやっぱり町、小国の場合

は町、上山市の場合は市がまさに説得をして、

ある意味では入ってもらったというところもあ

るでしょうし、この先あそこのビルを管財人の

意向によってと言いますが、民間が使うなんて

いうことについては、私はあり得ないだろうと

思っているんですね。 

 だから、市がこれはやっぱり責任を持って、

そこを新しい中活基本計画のまさに核として使

っていきますと市長が明言をしていただくこと

が本当は一番望ましいというふうに思うんです

けれども、今はまだそこまでも言えないという

ことですが、区分所有している協同組合の分に

ついても、評価額がもう全然前とは違いますか

らどうなるかわかりませんが、やっぱり市が買

い取ってやるというような方針ぐらいを前提に

して内々に検討を進めているのかなと思ってい

たんですけれども、それは対県があって保証人

がいてというこれは難しい中ですが、市長、や

っぱりこれは最後は市が全部何とかするという

覚悟でやるというのが本筋だと思うんですが、

やっぱり市長としては検討はまだしないという

ことですかね。方向性が見えるまではしないと。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 何度も繰り返しになると思

いますけれども、やはり現時点において市が買

い取るとかそういうことを言うべきではないと

思います。 

 それはなぜかというと、先ほど議員も触れら

れましたけれども、県とのいわゆる高度化資金

の返済がございます。保証人のこともございま

す。あと、あの１階・２階の価値がどういうふ

うになるのかと、どのくらいになるのかと。じ

ゃ、最終的にどこにどういう形で買ってもらう

ということになると思いますし、我々が今「買

いますよ」と言ったときに、じゃどういう動き

になっていくのかというのは見えません、はっ

きり言って。 

 ですから、やっぱり形が決まったときに市が

買い取らせていただくということであればそう

いうふうになると思いますけれども、現時点で

言ったならばいろんなことが起こり得ることが

ありますので、現時点ではそういうことは避け
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させていただきたいというふうに思っています。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 わかりました。 

 こういう議場でそういったことを表明するこ

と自体が問題をはらんでいるというふうにも思

いますのでそこはいいですが、民間シンクタン

クに調査を依頼したという時点で、市長は今日

的な、将来これはまずいなというふうな予見を

していたからこそ、調査を依頼したのではない

ですか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 ショッピングセンター協同

組合のいわゆる高度化資金の返済状況とか、そ

れは我々二日町再開発ビルではわかっておるこ

とでございます。 

 あと、そのほかいわゆる店の出入りとか、あ

るいはいわゆるあそこの売り場の買い取りとか

テナントとかいろんなことをやられておるわけ

でございまして、なかなか厳しい状況にあると

いうことは我々も察知しておったわけでござい

ますし、そういった面において、経産省の１０

０％の補助だったと思いますけれども、まず現

状を見た場合にどういうことが危惧されて、将

来的にどういうことをしていかなければ難しい

んだろうなということは、我々管理組合として

知っておく必要があるということで調査をさせ

ていただきました。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 その結果はもう繰り

返しませんが、公共・公益的な機能をそこに強

める、市の関与も強めたほうがいいんじゃない

かという調査書が上がってきたわけですね。こ

れについてはやっぱり市長は当然尊重するべき

だと私は思いますが、この調査書に対しては市

長はどういう見解を持っているんですか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 このことについてはショッ

ピングセンター協同組合の動向もございます。

あの時点で市が買い取るとかあるいは市の関与

を強めるとか、そういうことは言う時期ではな

いというふうに判断したところでございまして、

やっぱりことしで２０年ということになります

ので、高度化資金も今回がタイムリミットとい

うそういう時期でございます。そういうときに、

じゃどういう形でなるのかという時期の問題も

ありまして、まず調査をしようという考え方で

やらせていただきました。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 調査については、あ

そこに書いてあるように商業施設としてはなか

なか向かないような記載がございましたけれど

も、今後、あの調査書を十分参考にしていただ

いて、市がやっぱり率先してこれはもう前面に

出ながら再生をするということに方向性として

はしていってほしいというふうに思っておりま

す。 

 いずれにしても協同組合の高度化資金の返済

が滞っているという事実が誰しもがわかってい

て、かつて議会でも特別委員会を設置しながら、

それでも打つ手がなくて今日を迎えているわけ

であって、でも、これは早い段階から、将来こ

れは競馬があってカミンがあってと言われてい

た、私も最初のころかかわっているわけですけ

れども、ですから議会にも責任はあると思いま

すが、それがわかっていた中で今日来ていると

いう必然性を私はそこに見出してしまいます。 

 ですから、やはり市が積極的にここはやって

いただきたいということを申し上げて、市長の

答弁は要りません。もう同じ答弁ですから。 

 それで、中部地区公民館なんですけれども、
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私が提案をしているのは、社会教育施設の範囲

を超えて市長部局に管理を移してもっと使った

らいいんじゃないかなと、こういう提案なんで

すね。 

 もう余りにも、私も夜間使ったことあります

し、この間も土日に行ったら、４つも５つも事

業が重なっていて会議室が使われておりました

けれども、事務室は誰もいないわけですよ。だ

から、いろいろ聞きたいと思って行っても聞け

ないと。 

 また、市長はさっきの答弁で、現状で対応可

と言うんですけれど、どこまでするとオーケー

というふうに、その水準が私に言わせると低過

ぎるというか、まちのにぎわいをつくるという

大きな目標に向かっていけば、無人ではちょっ

と私は不満なんですね。 

 それは別に必ずしも市の職員を置かなければ

ならないということはございませんから、いろ

いろ工夫はあってもいいと思いますが、せっか

くのあれほどの施設をつくったのであれば、あ

れが１００％機能を発揮できるような、あの立

地条件、まさに羽州街道の宿があった跡地であ

りますから、そこの活用についてはちょっと私

は現状ではコスト比較でコストパフォーマンス

が低いというふうに言わざるを得ないんですけ

れども、もうちょっとこれを活用することにつ

いて市長はどうお考えですか。 

○坂本幸一議長 生涯学習課長。 

○井上咲子生涯学習課長 中部地区公民館の活

用につきましては、中心市街地活性化基本計画

上の目的であります地域住民の相互交流やコミ

ュニティ活動の活性化という面から見ました場

合、今現在の利用につきましても各地区の会議

あるいは市民活動の拠点あるいは文化団体や芸

術団体の活動の場ということでも広く利用され

ているところです。 

 休日につきましても、先日のいろは市などに

つきましては、職員がいない中ではありますが、

十分に地域住民の相互交流の場として利用され

ているというふうに理解しておりますので、現

状の利用をさらに拡充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 今、生涯学習課長が

答弁されましたので、ちょっとそちらに質問し

てもいいですか。本当は市長だったんですけれ

ども、答弁がそっちだったものですから。 

 じゃ、課長に伺いますが、今、無人でいろは

市のときも何とかなったという話ですけれども、

人を配置したらもっと充実するというふうには

ならないんですか。サービスがもっと充実する

と、そういうふうには結びつかないですか。 

○坂本幸一議長 生涯学習課長。 

○井上咲子生涯学習課長 活用につきましては

必ずしも行政の職員、公民館の職員がかかわる

ものだけではなくて、民間の活用が行われるこ

とによってさらに活発な利用が図られるという

ふうに理解をしております。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 私は、職員を置けと

言っているわけでもないんですよね。無人だと

いうことが問題だと。だから、もうちょっとや

っぱり利用を高く高度化していくためには、日

中・夜間、休みのときも人がいることによって

いろんな機能が追加できるだろうと思うんです

けれども、それには同意していただけないんで

すかね。 

○坂本幸一議長 生涯学習課長。 

○井上咲子生涯学習課長 夜間や休日も全て職

員を張りつけた場合に、果たして費用対効果と
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いった面で議員がおっしゃっているような成果

が認められるということが必ずしも言えるもの

ではないというふうに考えております。 

 また、中部地区公民館といたしましても、今

後、年間の事業の中で休日等の事業なども計画

しているところです。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 ちょっと議論がかみ

合わないので、これ以上はやめておきますが、

今現在、カミンの会議室の利用率が若干下がっ

ているんです。それは中部に流れているんです

ね。新しいし使いやすいしというようなことも

あって。 

 ですから、もう発想を切りかえていただきた

いんですよ。別に市の正職員をあそこにばしっ

と置けと言ったら、これは費用対効果が大変で

しょうけれども、考え方はいろいろあるじゃな

いですか。外郭団体を入れるなんていうのもあ

るかもしれないし、とにかくいろんな発想を柔

軟にしていただいて、今のあそこをコミュニテ

ィセンターに改組することによって管理も教育

委員会から離れるんです。そして、市政戦略課

でやっているようなまちづくりとくっつくんで

す。整合性が出てくるんですよ。そういう意味

で私は申し上げているんであって、単なる人を

配置しろというだけではないんですよ。発想を

変えてほしいと。 

 それで、あそこに行くと中部地区公民館と書

いてあって、下に英語でコミュニティセンター

と書いてある。私も英語のほうをとるわけじゃ

ないんですけれども、コミュニティセンターと

いうとより柔軟に運営しやすい形になりますか

ら、その辺もお願いしたい。 

 そして、各地区の自治公民館でやっているよ

うな高齢者サロン、各地区でやっていますよね、

そういったものもあそこでやってもらって全然

問題ないわけです。そういうコミュニティ活動

もしつつ、まちづくりの面のにぎわい創出に利

用できないかという提案ですから、ぜひ機会を

捉えて御検討いただきたいし、市長もぜひ頭に

インプットをお願いしたいなと思います。 

 最後に、温泉健康施設ですが、先週の全員協

議会で私もちょっとびっくりしてしまったんで

すが、カミンに温泉施設をつくるということに

ついて内部で検討されていたと、それも調査を

依頼していたということが初めてわかりました。

１階に建設すると５億３，０００万円、２階は

８億２，０００万円、一番上の図書館は１０億

何がしという金額だったと思いますが、それの

調査の報告書は去年の１２月に上がっているん

ですね。 

 私らが議会で温泉健康施設の説明を受けたの

は３月です。駅前、十日町、弁天と３カ所を検

討した結果、弁天になりましたという話です。

実は４カ所あったんじゃないんですか。それを

私らに内緒で３カ所として、その調査費用も４

７０万円ほどたしか計上してあったようですが、

それだけのお金をかけて結果的に何もなかった

ということではちょっと私も違うんじゃないか

なと。 

 そして、３月に弁天に決めたというときには、

カミンにつくれることももうわかっていたわけ

ですから、今現在、状況はまた全然違っている

わけですから、これは再検討すべきだと思うん

ですが、条件が違う、バックグラウンドが違う

んですから、それについてはいかがですか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 調査した経緯については、

上山二日町再開発株式会社が調査しております。

それはやっぱり今までの流れの中で、ショッピ
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ングセンター協同組合が大変厳しいという状況

は把握しておりましたので、もしそういう状況

が来たときに、いわゆる再利用というんでしょ

うか、いろんな模索をしたわけですが、その中

の一つに温泉健康施設というものを考えたとこ

ろでございました。 

 ただ、しかしながら、１階、２階、５階とい

うふうに説明いたしましたけれども、やはり今

温泉健康施設の中には、議会のほうからも要望

がありまして日帰り温泉が必要だと。あと、も

う一つは、いわゆる外湯というんでしょうかね、

それも必要だというような御提案もございまし

た。 

 そういうことでいろいろ検討したわけでござ

いますが、プールについては水着を着ているか

らいいとしても、やっぱり温泉健康施設になれ

ば、あの中で何も景色も見えないということも

あったし、じゃ外湯がつくれるかというとなか

なか難しい。そうするとやっぱり５階に行かざ

るを得ないだろうということになりますと、先

ほど答弁させていただきましたが、エレベータ

ーの問題とかエスカレーターの問題とかいろい

ろ出てくるというようなことで、やっぱりここ

は温泉健康施設として理想的な、中心市街地の

にぎわい創出もあります。ありますけれども、

やはりここは理想的と言いましょうか、コンセ

プトに合ったことでやらざるを得ないというの

が最終決断でございます。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 弁天は隣にある県有

地と一体的に開発されることによって相乗効果

が上がると私は思っているんですね。単品で市

の施設だけがぽこっとできるというんじゃなく

て、やっぱり県と一体的に歩調を合わせながら

開発をしていくとすごいものになるんだなと、

そういう可能性を秘めている土地だとは認識し

ています。 

 しかし、それは新しくつくるものです。カミ

ンはもう新しくつくるのではなくて今まであっ

たものです。今まであったものがぼろぼろにな

っていて、ないものをつくる。どっちを優先す

るかというのは、まさに市長の政策の優先順位

づけですよね。もう一度言いますが、今まであ

ったものを、高齢者の一つのよすがとなってい

るものを、ぼろぼろになったものをそのままに

しておいて、新しいものをつくるということで

市長は新しいものをつくることに軍配を上げた、

優先順位をつけたというそういう理解でよろし

いですか。 

 そうなると、前段、私の同僚議員が議会報告

会の内情などもちょっと報告しておりましたけ

れども、そもそも一番最初の発想は、十日町に

つくるというふうな発想から出発しているわけ

です。それが頓挫をして、検討委員会を開いて

３カ所から１カ所になったんですね。ですから、

中心市街地の活性化ということの出た話が何で

郊外なんだということのプロセスは、市民には

理解はされていないと思います。 

 それで、いろんな会場で言われるのは、この

予算ちょっと凍結してくれと、カミンの問題に

道をつけるまで予算の執行は控えるべきではな

いかと、それが正論じゃないかというふうに言

われたわけです、複数の人から。この意見につ

いては市長はどうお答えになられますか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 その意見を言われた方とい

うのはどういう方かわかりませんけれども、も

う少し精査をしますと、カミンは２０年たって

います。先ほど言いましたように雨漏りもして

おりますし、やっぱりこれからも冷暖房とか水
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回りとかかなり寿命が来る施設でございます。 

 だから、そこにやっぱり投資してこの施設を

つくるべきかということがありますと同時に、

お湯の問題があります、はっきり言って。旅館

という話も出ましたけれども、やっぱり地域全

体的にお湯が足りないということでございまし

た。 

 最初の十日町については、再利用じゃなくて

新しいものをあそこにつくるということでした

から、いわゆる日帰り温泉等についてもかなり

吟味したといいましょうか、風景が見えるとか

そういうところもありました。そういうことで

決断をさせていただいたわけでございますが。 

 要するに街なかにつくるということは、私も

根本的には反対ではございませんけれども、た

だあの施設を今回のクアオルトの温泉健康施設

につくった場合に、先ほどの日帰り温泉の点と

かそういったものが果たして満足していただい

て、あそこに来る方が本当に多く来ていただい

て車が渋滞するというぐらいの施設もつくれる

のかどうかということが１点あったわけでござ

いまして、そういうことで弁天となったわけで

ございます。 

 先般、知事のほうにも要望いたしましたとこ

ろ、その計画も全部一応説明をさせていただき

まして、県の土地についてもぜひ御理解をいた

だきたいということではお願いをしたところで

ございましたし、市としてどういうふうな考え

方を持っているんだというようなお話も承りま

した。そういうことで、あそこだけでは私も当

然機能を十分に発揮する施設ができるというこ

とは認識しておりませんで、やっぱりあの県有

地をどういうリンクした形で活用させていただ

くかということがこれから大きな一つの課題で

もございますが、いずれにいたしましても、そ

ういう考え方のもとに知事のほうにもお願いを

したり県当局にもお願いをしたりしながら、つ

くってまいりたいというふうに考えております。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 市長から今お湯の量

の話もあったんですけれども、公衆浴場も、市

長は外湯文化ということで銭湯を残すことに一

生懸命だったと思うんですけれども、経営的な

危機の問題から２つないし３つの公衆浴場がも

うバンザイをするという状況を聞いているんで

すよ。 

 そうなると、その程度でお湯が間に合うかど

うかというのはちょっと心もとない量ではあり

ますけれども、温泉施設全体を見ていかなくち

ゃならないような状況にも今はなっているのか

なと。 

 ましてや老舗旅館だってあれだけの量のお湯

を使っていたわけですが、この先どうなるかわ

からないとこういう状況で、ひょっとしたらあ

のお湯を使って、別にあそこにつくるかどうか

は別にして、お湯の量なんかは解決できなくも

ないのではないかという、これは不透明な話で

すけれども、新たに掘削するより今現在の中で

やれないかということもあると思うんですが、

公衆浴場はきょうの本題ではないのでちょっと

これ以上申し上げませんが、ちょっと検討材料

が、今条件が時々刻々と変わっていくような中

で、まだここでコンプリートでもう弁天と言わ

れると、こっちも非常にこの先ちょっとつらい

ものがあるなと。 

 まずはカミンにめどをつけてほしいと、これ

が先だというふうに思いますけれども。弁天の

ことしの予算は掘削申請の費用３００万円、そ

れから基本設計料１，３００万円だと思いまし

たけれども、これの執行の時期というのはいつ
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ぐらいを考えておられるんですか。 

○坂本幸一議長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 まず、温泉掘削の申

請の部分でございますが、こちらについては既

に業者が決まって契約しております。 

 また、基本設計の部分でございますが、こち

らにつきましては、現在業者のほうをプロポー

ザル方式でいろんな提案を出していただくとい

う方向性で進めておりまして、一応８月の上旬

にはその業者を決定するような形で進めている

ところでございます。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 いや、実は３月３０

日の臨時議会において議案が出されたときに、

私も非常に困ったんですね。やっぱりまちの中

につくってほしいという思いはずっとありまし

たから。ただカミンもまだ店が撤退という状況

ではなかったので、退席しようかどうかなんて

ちょっと非常に悩んだ時期だったんです。 

 今度は条件がもう全然変わってきましたから、

せめてその予算の執行の時期をまずずらしても

らえないかと、最低限。どこかと言えばそれは

９月８日の債権者集会ということになると思い

ますが、カミンの問題を放置しておいて新しい

ものをつくるということについては市民の大き

な反発が予想されると思いますが、市民に対し

てどのように理解を求めていくつもりで市長は

おられますか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 カミンについては、現時点

ではどうするこうするとは言えません。 

 しかしながら、我々もこれから中心市街地活

性化基本計画の第２次でやっていくということ

で説明しているわけですから、その基本計画の

中でどういうふうな設計図を描くかということ

だと思います。 

 ですから、決して民間といいましょうか、シ

ョッピングセンター協同組合だからということ

ではなくて、やっぱりあそこ全体、そしてまた

街なかのカミンの位置づけというものは、当然

我々行政としてもきちっと市民に説明できるよ

うな対応はしていかなければならないと思って

います。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 だんだん水かけ論み

たいになってきましたので切り上げたいと思い

ますけれども、市民の感覚からすると私が申し

上げたような感覚が多いというふうに思ってお

りますので、まずそれを申し上げておきます。 

 そして、弁天も県の開発と一体的になればそ

れは最高なわけでして、県のほうはまだ動きが

ないですよね。内々的にはあるのかもしれませ

んが、私らには伝わってこない。カミンの問題

も債権者集会を開いた後、今度はあそこをどう

再生していくかという問題が出てきます。 

 ということは、もうちょっと先延ばしという

選択肢もあるのかなと思うんですね。少し契約

も進んでいるところもあるようですけれども、

思い切って来年度にやるとか、事業の先延ばし

も含めて御検討する余地はないのか、市長に伺

います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 カミンの再利用について温

泉健康施設だけがということはありません。い

ろんな活用方法があります。ですから、ここで

温泉健康施設ができなかったら、あそこにつく

らなければだめだという議論は成り立たないと

思います。いろんな選択肢があると思います。

その選択肢の中でいい選択肢を我々は選択して

いきたいと考えております。 



－１０５－ 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 じゃ、答弁なしで私

から要望をさせていただきますが、温泉健康施

設そのものを、要するにカミンと両方やれとい

う意味ではないですね。カミンはカミンで最低

限まずやっていただきたい。温泉健康施設は別

にカミンに入れろとも私はまだ言っておりませ

んので、そういう調査をしたというから言って

いるだけであって、つくらなきゃつくらないで

も済むというふうに私はもう実際思っているん

です。 

 ただ市長はつくるという頭だから、もうそこ

から離れないから議論はもう平行なんですけれ

ども、今の上山市にとって、弁天につくるとし

ても最低１０億円ですね。それが１５億円とい

う非常に幅のある数字が提示されているわけで

すが、オリンピックの東京のあのスタジアムじ

ゃないですけれども、ぱあっと行って２０億円

にもなったらどうするんですかと。ですから、

もうちょっと精査をして、いろんな状況を見て

から慎重に御検討いただきたいということを申

し述べて終わりたいと思います。ありがとうご

ざいます。 

 

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

散  会 

 

○坂本幸一議長 以上で本日の日程の全部を終

了いたしました。 

 これをもって散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

    午後 ４時３５分 散 会 

 



－１０６－ 

 


