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議事日程第２号
平成２８年９月４日（日曜日）午前９時３０分 開議
日程第 １ 一般質問
（散

会）

本日の会議に付した事件
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開

議

○坂本幸一議長 日程第１、一般質問でありま
す。

○坂本幸一議長 おはようございます。

初めに、７番佐藤光義議員。

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。

○７番 佐藤光義議員 おはようございます。

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。

〔７番 佐藤光義議員 登壇〕
議席番号７番、会派創志会の佐藤光義です。
通告に従いまして、順次質問いたします。
誰もがタウン情報の発信と提言ができる環境

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

日程第１

一般質問

整備について質問いたします。
初めに、上山市公式スマートフォンアプリの
開発です。

－２２－

スマートフォンは、２００７年に、近代的な

により、公共施設や道路の修繕など、街なかの

携帯型小型パソコンのような携帯電話、アイフ

課題をＧＰＳによる位置情報システムで場所を

ォンをアップル社がアメリカで発売したことで、 特定して動画や写真を送ったり、登録制の投稿
世界中から注目され、翌年の２００８年には日

場所を設けることにより、登録した市民、地域、

本でも発売され、日本国内でも発売当初から注

団体、事業者が、いつ、どこで、このようなイ

目を集め、スマートフォン市場を拡大させまし

ベントがありますといった情報発信をできるよ

た。

うにすることで、誰もが気軽にまちづくりに参

徐々に人気度や普及率も伸びていき、２０１

加できるようになります。

６年４月に内閣府が発表した消費動向調査によ

このようなものを含んだ総合情報サービスア

ると、２０１５年度のスマートフォンの世帯当

プリを開発することにより、第７次上山市振興

たりの普及率は６７．４％で、従来型携帯電話

計画の「つながる」の、みんなが主役のまちづ

等の普及率６４．３％を上回ったことから、ス

くりを推進という施策の達成にも大きく貢献で

マートフォンへの切りかえが進んでいることが

きるものと考えます。
１０代、２０代の携帯電話を持っているほと

わかります。
このように、近年のスマートフォンの急速な

んどの方はスマートフォンであり、振興計画に

普及により、全国各地でアプリを活用したさま

ある山形県立上山明新館高校の生徒の食用ほお

ざまなサービスが提供されています。アプリは

ずき普及拡大活動のツールとしても有効です。

大きく分けると、行政サービス系、観光系、エ

若い世代の情報は、インスタグラム、ツイッ

ンターテインメント系となり、私が提案するも

ター、ＬＩＮＥ、フェイスブックなどのＳＮＳ

のは、上山市に在住している市民や来訪してく

をスマートフォンで活用しており、また、発信

れる人に向けた総合情報サービスです。

もしています。市内在住の高校生や上山明新館

例えば、行政情報サービス系の中には、ごみ

高校の生徒、学生や若い世代の会社員がこのア

の分別、災害避難情報、地域コミュニティなど、 プリを活用することで、市内外に広く上山の情
観光系の中には、地域観光情報紹介、地図情報

報が拡散し、口コミでも広がるようになること

表示、ナビゲーションなどが挙げられます。

が想定されます。

ごみの分別でしたら、地域ごとの収集日やご

また、第７次上山市振興計画の「すすめる」

みの出し方、ごみを出すときの注意点、ごみの

の中では、市民の参加機会の拡大に多くの媒体

収集日をお知らせするアラーム機能などがあり、 から情報発信するとともに、市民の声やホーム
どこの地域にいてもごみを出すときに困らない、 ページからの問い合わせのほか、市役所の開庁
時間に限らずに、市民が問い合わせ、提言がで

悩まないものです。
観光系では、上山城や武家屋敷通り、春雨庵

きる環境を整備するとうたっています。

などのスポットの説明と、ガイドマップなど、

このアプリは、市民サービスの向上を図ると

誰でもアプリを活用すれば街歩きができるもの

ともに、第７次上山市振興計画の目標達成を実

です。

現させるための有効なツールになると確信して

このほかに、住民参加型の機能をつけること

います。

－２３－

さらに、県内ではまだまだ進んでいない状況
の中、上山市公式スマートフォンアプリの開発

査、研究してまいります。
○坂本幸一議長 佐藤光義議員。

についていち早く取り入れるべきと考えますが、 ○７番 佐藤光義議員 先ほど１問目でも述べ
市長の御所見を伺います。

ましたように、第７次上山市振興計画の「つな

○坂本幸一議長 市長。

がる」や「すすめる」の中で、さまざまな媒体

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

を活用してというふうなこともあったり、「つ

○横戸長兵衛市長 ７番佐藤光義議員の御質問

ながる」の中では、みんなが主役の協働のまち

にお答えいたします。

づくりというふうなこともうたっています。こ

上山市公式スマートフォンアプリの開発につ

のアプリを開発することによりまして、１問目
でも述べましたが、若い世代がまちづくりにか

いて申し上げます。
公式スマートフォンアプリによる総合情報サ

かわってくれる機会がかなりふえると思います。

ービスにつきましては、スマートフォンが普及

これからどのような調査をして、どのような見

した現在、有用なサービスの一つであると捉え

解を持たれるかはわかりませんが、みんなが参

ておりますので、情報発信の手法について調査、 加できるような、私１問目で述べました住民参
研究をしてまいります。

加型というのもひとつ大事にしていただきたい

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。

と思います。

○７番 佐藤光義議員 今、市長のほうから、

それも、そのアプリの中に取り入れることに

有効な手法であり、調査、研究を進めてまいり

よって、若い世代のスマホの普及率というのは、

ますというふうなお言葉をいただきました。そ

２０１４年３月末のデータですが、１５歳から

れにつきまして、まず、調査、研究、これはい

１９歳の中で８７．３％、２０歳から２９歳の

つごろから始める予定なのか、まずお伺いいた

中で８２％、３０歳から３９歳で６４％と、ほ

します。

ぼスマートフォンを所持しているというふうな

○坂本幸一議長 庶務課長。

データがあります。また、県教育委員会で、県

○鈴木英夫庶務課長 調査、研究につきまして

内の公立高校１年生全員に対して調査を行った

は、既に手がけてはございますけれども、直ち

ところ、約９７％がスマホを持っているという

に熱心に調査、研究を進めてまいります。

ふうな高い数字も出ています。こういったこと

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。

から、若い世代がまちづくりに参加することに

○７番 佐藤光義議員 また、これどのような

よって、より行政にも興味、関心を持ち、市の

方法で調査、研究を進めていくのか、あわせて

発展に貢献してくれる、また、市の活性化にも

伺います。

貢献してくれるものと思います。これについて、

○坂本幸一議長 庶務課長。

市長のお考えをお聞かせください。

○鈴木英夫庶務課長 さまざまな情報発信の手

○坂本幸一議長 市長。

法が考えられますので、１つは費用対効果の面

○横戸長兵衛市長 これからのまちづくりも含

とか、それから我々が望むべき情報発信の手段

めて、これからもそうでございますが、そこに

になっているかどうかという部分も含めて、調

住んでいる若い方々が将来このまちをどうした

－２４－

いとか、あるいはどういったまちづくりの中で

っている組数は少ないんですが、そういう現状

の若者の位置づけというものもどうしていくか

でありますので、しっかりと今後調査、研究を

とか、いろいろ活動していただいております。

して、スマートフォンアプリの開発に向けて頑

今回、選挙権も１８歳になったということも

張っていってほしいと思います。

ありまして、責任も生じてくるということもあ

私も、今後、他自治体の状況や、ほかに何か

りますけれども、そういった自分たちの身の回

もっと有効なものがないのかというのを調査、

りとか生活のみならず、そういったことに関心

研究して、また提言させていただきます。

を持っていただくということは非常に大事だと
思います。そういう意味での一つのツールとし

以上で終わります。
○坂本幸一議長 次に、３番髙橋恒男議員。

て、今御指摘あったようなことについても我々

〔３番 髙橋恒男議員 登壇〕

も真剣に対応していかなければならないという

○３番 髙橋恒男議員 議席番号３番、会派創

ふうに考えておりますし、そういう中で、青年

志会の髙橋恒男です。

会議所とか、あるいは商工会の青年部とか、い

通告に従い、順次質問いたします。

ろいろな方々との話し合いなんかも今現実にや

農業者の増加策について。

らせていただいておりますが、そういった方々

日本の農業人口が２００万人を割ってしまい

がもう少し頑張っていただければというふうに

ました。近年、農業者が、年間約１１万２，０

考えているところでございます。

００人ぐらいずつ減少しており、２５年前には

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。

４８０万人を超えていた農業者は、１９２万２，

○７番 佐藤光義議員 若い世代が、今後まち

０００人になったと言われております。

づくりにしっかりと参加できるような仕組みづ

農林水産省の調査によると、定年退職を迎え

くりを、このスマートフォンアプリを開発して

た団塊世代の就農が、前年より６．２％と大き

ぜひ進めていっていただけたらなと思います。

く増加したと発表しました。時間とともに経済

今、市長からも、商工会青年部、青年会議所

的に余裕があることから、食べ物に安全・安心、

に非常にまちづくりに参加して頑張っていただ

健康志向を求め、作物づくりに汗を流す自給自

いているというふうなことがありまして、ちょ

足の生活に憧れ、ふえてきていることがかかわ

っと補足なんですが、今月９月１０日に商工会

っているものと考えられます。

の青年部主催のカップリングパーティーが猿倉

農家が減少していることは上山市でも例外で

でございます。そちらのほうは毎年多くの方が

はなく、１０年前と比べると、農業従事者が４，

参加しておりますが、ことしの応募者が１００

８０７人から３，０５９人となり１，７４８人

人を超えたということで、それで大々的なカッ

減少し、農業者が２，９８１人から２，０１５

プリングパーティー３６対３６というようなイ

人と９６６人減少し、総農家数も２，０４７戸

ベントになるそうです。こうやって若い世代が、 から１，６２７戸と４２０戸も減少となってお
市長ももうちょっと頑張ってほしいというふう

ります。

な言葉もあったんですが、しっかりと頑張って

総農家数の中でも、専業農家が１０年前には

成果も出していると。ただ、まだ成功につなが

２５９戸で１２．７％だったのが、現在では農

－２５－

家数が減ってきている中でも、規模拡大や果樹

り組み、山間地の耕作不利地を生かした農業に

や花卉、畜産などの新規作物を取り入れたせい

取り組んでおります。本来、農業をする上で、

か、３５６戸で２１．９％となり、専業農家の

農地の近くに自宅があることは生活もしやすく

割合がふえてきております。

便利ですが、農業参入には多額の初期投資が必

その一方で、兼業農家が大幅に減り、また、

要となり、住宅確保まではなかなか手が回らな

販売を目的としない自給的農家がふえて、５３

いのが現状です。そこで、新たに移住就農者へ

４戸になったのが特色として見られます。

の受け入れ環境整備に係る賃貸住宅のリフォー

また、農業者の減少により、市内の耕地面積

ム補助の実施を提案するものです。

約２，３００ヘクタールのうち、耕作放棄地が

本市の現在のリフォーム補助では、所有者が

平成２７年度には約３１ヘクタールで、１０年

みずから居住する場合にのみ適用されるもので

前より１５ヘクタール増加しており、これは統

すが、市内にある空き家は所有者が県外で生活

計上の数字で復元可能な面積であり、手の施し

している者が多く、なかなか帰ってこられない

ようもない荒廃地を含めると、この数倍にもな

ため、地元に残された住宅は年を追うごとに寂

っているような現状です。

れてきます。

農業には、私たちが生きていくための食料生

市外からの就農で悩みの種になっているのが

産の役割がありますが、そのほかにも継続して

住宅の確保です。これを解消すべく、市外から

農業が行われることにより、私たちにいろいろ

の通勤就農者に、所有者が市の補助を受けてリ

な恵みをもたらしております。農業を継続して

フォームし、貸し付ける場合にも適用されるよ

行われるようにするには、若者や担い手の育成

うにするべきではないかと考えます。

が必要不可欠であり、農業を長く続けられるよ

これにより、空き家も危険空き家にならずに、

うにしていくことは、農業を主たる産業と位置

きれいに整備されるだけでなく、所有者も貸し

づけている本市にとっては大事なことだと考え

付けているために家賃収入も見込めることから、

ます。

リフォームにかかった費用もある程度は回収さ

新たに農業を始めようとすると、研修や技術

れます。移住し、農業を続けていくことで、地

の習得や農機具などへの多額の初期投資が必要

域の活性化にもなり、いずれは結婚し、家庭を

となることから、国では若者の農業参入を促す

持つようになると家族もでき、人口減少対策に

ために、年間１５０万円、最長で７年間受け取

もつながるものと考えますが、賃貸住宅へのリ

ることができる準備型と開始型の青年就農給付

フォーム補助について、市長の御所見を伺いま

金を平成２４年度より行っております。これに

して、壇上からの質問といたします。

より本市では、平成２４年度当初６名の受給者

○坂本幸一議長 市長。

でしたが、平成２７年度には１９名となってお

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

り、その受給者の中には、市外から市内の農地

○横戸長兵衛市長 ３番髙橋恒男議員の御質問

を借りて、新規参入で農業を開始している人も

にお答えいたします。
農業者の増加策について申し上げます。

おります。
農業形態も従来の農法と違い、有機農業に取

賃貸住宅のリフォームにつきましては、所有

－２６－

者が実施し、賃貸料に反映すべきものでありま

幾ら北海道と規模が違うといっても、本当に

すので、現時点において市が補助する考えは持

若者を就農させる気があるかないかであります。

っておりませんが、引き続き、移住・定住政策

このような大胆な政策を打ち出し支援するとと

や空き家の有効活用の観点から、支援のあり方

もに、さまざまな農業支援をしなければ、上山

について研究をしてまいります。

に若者の移住就農はないと思いますので、再度

なお、新規就農者は地域農業の重要な担い手

市長の御所見を伺います。

でありますので、青年就農給付金やさまざまな

○坂本幸一議長 市長。

補助事業を有効に組み合わせた支援を行ってお

○横戸長兵衛市長 農業は本市の主幹産業でご

り、今後も、関係団体とその連携を密にして、

ざいますので、これは非常に大事な産業だとい

相談業務の充実を図ってまいります。

うふうに思っております。
ただ、先ほど岩見沢の事例がありましたけれ

○坂本幸一議長 髙橋恒男議員。
○３番 髙橋恒男議員 前向きな答弁をいただ

ども、家賃補助ですよね、リフォームではなく

きましたが、市外から上山市内に来て就農する

てね。ですから、その辺はきちっと分けて考え

ということは、上山が当人から見れば魅力のあ

る必要があるし、調査、研究というのも、そう

る土地だというふうに感じているから来るんだ

いったことができるのかどうか、そういったこ

と思います。本市は気候的にも恵まれ、また、

とも含んでのことでございますし、あともう一

どんな作物栽培にも適しているところでもあり、 つは、市外から来てもらうということは非常に
自分の理想とする農業をする場所が上山にある

大事でございますけれども、同時に市内の農業

ということで頑張ってきていることだと思いま

経営者がきちっと将来的にもやっていく、継続

す。

して一つの産業としてやっていけるような環境

そして、また周りの人たちの支援があるから
こうしていられるということであります。あと

整備、補助制度、これはやっているわけでござ
いますが、そっちも大事でございます。

は住宅の確保ですが、先日、常任委員会で行政

ですから、今いわゆる荒廃農地とかそういっ

視察に行った北海道岩見沢市の新規参入支援事

たことが大きな課題になっておる中で、今回の

業のいろいろなメニューの中に、住宅取得支援

ワインの栽培等については、市外からも本市に

と家賃助成支援とがあり、まず取得支援の内容

来て栽培をしたいと、あるいは将来的には何を

は、住宅の購入や増改築への５０％以内または

つくっていきたいというような方もおるという

上限５０万円と、家賃助成支援では月々の家賃

ようにお聞きしておりますので、そういった意

の３分の２以内または上限３万円を原則２年間

欲のある方々が本市に来て、本市の農業者と一

支援して住むところを確保しております。

緒になって農業の振興に寄与できるというよう

また、あとの目立ったものは、青年就農給付

なことであれば、これ非常に大事なことであり

金とは別に、就農技術習得支援で月額１０万円

ますので、そういった需要が、どういうところ

を２年間給付、経営安定支援でも月額１０万円

がネックなのか、どういうところが今一番市外

を２年間給付して、新規就農者を呼び込んでい

から来られる方が望んでいるのかということを

るというふうなことであります。

調査、研究をして、政策をつくっていきたいと

－２７－

いう考えでございます。

的な空き家対策、移住対策は進めていくという

○坂本幸一議長 髙橋恒男議員。

中での答えでございまして、これは課連携の中

○３番 髙橋恒男議員 市内の就農者はもちろ

で今やっているところでございますし、計画も

ん住むところもありまして、そして農業してい

この１１月にできると思いますが、そういう中

るわけですが、私が申し上げているのは市外か

でいろいろ検討しながら対応してまいりたいと

ら市内に来た場合についてであります。

いうふうに考えております。

一番の課題は、さっき述べたように、農業す

○坂本幸一議長 髙橋恒男議員。

るには初期投資が大変多額な金額になるので、

○３番 髙橋恒男議員 そういうように前向き

住宅購入が難しい状況です。現在のリフォーム

な考えで、これからも臨んでもらいたいと思い

補助制度は、住む人が申請して補助を受け、リ

ます。

フォームすることは認められていますが、リフ

そして、もう一つ、農業者を守るには重要な

ォームしたものを貸すことは認められていませ

ことの一つに、今、認定農業者というものがあ

ん。それを、貸すのを認めていただいて、空き

りますけれども、上山市の専業農家３５６戸の

家の利用促進を図るようできないものでしょう

うち、認定農業者になっているのが１７６戸で

か。これは農村の空き家だけではないと思いま

半分しかなっていない。半分。山形市はたしか

す。街なかにも空き家はたくさんあります。そ

７０％以上ぐらいが認定農業者になっていると

の空き家を整備することによって、新しく入る

思います。もう認定農業者にならないとさまざ

人がいれば空き家にならずに済むんです。市長、 まな支援というか、これからのＴＰＰ問題もそ
うですが、関連対策事業も受けられないと思い

そうではないですか。
そういうふうに前向きに考えて、やはり上山

ますので、そのような支援を受けられるように

は来てよし、住んでよしとなれば、ますます移

認定農業者をふやしていくべきだと思いますが、

住就農者がふえたり、あるいは外部からの新規

どのようにふやす考えなのかお尋ねしたいと思

の人たちが集まってくれば、上山の人口問題だ

います。

って解消できると思いますが、そういうふうな

○坂本幸一議長 農林課長。

大きな未来に向かっての投資であります。もう

○前田豊孝農林課長 認定農業者につきまして

一度、市長の答弁をお願いします。

は、認定農業者の認定要件の緩和を行いまして、

○坂本幸一議長 市長。

そして認定農業者をふやすべく、例えば転作関

○横戸長兵衛市長 １問でも答弁させていただ

係の各地域での説明会におきましても、認定農

きましたけれども、この空き家問題、あるいは

業者になりませんかということで呼びかけをし

移住問題については、農業だけの問題ではない

ております。そのほか、各種農業関係の団体等

ということを１問で答弁させていただいたとお

の会議におきましても、認定農業者のメリット

りでございます。ですから、街の中の空き家、

を説明して、いろいろＰＲはしているところで

あるいは農村部の空き家、これは同じ取り扱い

すけれども、以前の制度でなかなか認定農業者

でございますし、職業が違うから補助制度が違

としての明確なメリットがないというところが

うということではなくて、そういったトータル

まだ意識としてございましたので、そちらのほ

－２８－

うをもう少しメリットを強調して、ふやしてい
くように努力していきたいというふうに考えて

という経過があります。
そこで、あれから３カ月が経過し、担当課の

おります。

作業も進んでいるようですので、今回の質問は、

○坂本幸一議長 髙橋恒男議員。

今、上山市がやるべき優先事業は、カミンの再

○３番 髙橋恒男議員 そういうような点で、

生が第一義という観点から、建設事業計画の見

真剣になって市としても、農業者を守り育てて

直しについて伺うものであります。

いくということに前向きに捉えてもらいたいと

まず、時系列的に事実関係を整理いたします。

思います。

ことし３月２日に、突然、議員研修会と称し

以上をもちまして、私の質問を終わります。

て、担当課から温泉健康施設についての説明が

どうもありがとうございました。

なされました。この説明が、弁天地内の新たな

○坂本幸一議長 次に、１１番枝松直樹議員。

温泉健康施設を建設するということについての

〔１１番 枝松直樹議員 登壇〕

最初の説明でありましたが、内容は極めて大ま

○１１番 枝松直樹議員 １１番、枝松直樹で

かな説明にとどまりました。
その後、３月議会終了後の３月２４日に、３

ございます。
今回は、温泉健康施設建設事業の見直しにつ

月３０日に開催する臨時議会に上程する補正予
算についての議員研修会が開催され、このとき

いて伺うものでございます。
新たな温泉健康施設の建設については、こと

も温泉健康施設についての質疑がなされました

しの６月議会でも取り上げました。このときの

が、まだまだ未決定事項が多く、回答は曖昧さ

私の質問の趣旨は、カミンの上山二日町ショッ

を残すものでありました。

ピングセンター協同組合が破産し、老舗旅館が

この２回の研修会を経て、３月３０日に臨時

休業に入るなど、中心市街地の空洞化が一層進

議会が開かれ、掘削申請費用及び基本設計委託

んでいる中、温泉健康施設を郊外に建設するこ

料、総額約１，６００万円の予算案が上程され、

とについては、市民の理解が得られないのでは

反対もなく可決をされました。

ないかということ。よって、中心市街地のにぎ

私自身は、郊外に建設するのは好ましくない

わい創出につながる施設を集積する観点から、

との思いもあり、採決時の退席も考えましたが、

温泉健康施設は中心市街地に建設すべき、建設

具体的な対案がない中で、そこまでの行動には

地を再考してほしいという内容でございました。 至らなかったというのが正直なところでありま
加えて、カミンの問題について、見通しがつ

す。

くまで施設建設事業の予算を凍結すべきではな

私は、温泉健康施設の建設は、ことし４月以

いかという市民の声があることも紹介いたしま

降、２８年度に入ってから事業説明がなされ、

した。これに対する市長の回答は、中心市街地

議会の中でも議論が活発に行われると思ってお

の空洞化と温泉健康施設の建設を結びつけるの

りましたから、国の交付金の前倒しの絡みで、

ではなく、それぞれ別の案件として考えるとい

不意を突かれた格好となってしまったのであり

うものと私は理解をいたしました。私の提案と

ました。

全く平行線の状態で、議論がかみ合わなかった

もし、この時点でカミンの問題や老舗旅館の

－２９－

休業問題が表面化していたら、議案の可決はな

発生するのかという不安に思う質問が、商工会

らなかったものと率直に思っております。それ

側からの質問事項として事前に提出されました。

だけ、カミンや老舗旅館の問題は大きいと認識

こういう類いの声は市長へも届いているものと

しております。

思っております。私のほうにも、金のかかる箱

上山市中心市街地活性化基本計画を策定して

物よりソフトの時代ではないかといった声が聞

も、市街地の空洞化はとまるどころか、むしろ

こえてきておりますし、ここは市長から、市民

進んでいます。その象徴がカミンの姿でありま

の不安を払拭するような説明がなされるべきで

す。

はないかと思います。

今、カミンでは、２階へのエスカレーターが

今現在、温泉健康施設の基本設計業務委託に

バリケードで塞がれ、店舗があったフロアにお

ついて、市が提示した要領書に基づき業者がプ

いては空調がとまり、ＢＧＭもとまり、まさに

ロポーザルを行い、既に点数づけも終えたと聞

廃墟のようになっております。そういうさなか、 き及んでおります。要領書は、温泉健康施設検
市長は何事もなかったように、弁天地内に新た

討委員会の報告書をベースに作成されたと聞い

な温泉健康施設を建設しようとしているのです。 ておりますが、その内容をもとに質問いたしま
カミンは、市が主導した再開発ビルであります。 す。
結果的に、この再開発計画は失敗したことにな

要領書に示されている施設の主なものは、プ

っていると私は認識をしております。市として

ール、日帰り入浴用浴槽、露天風呂、寝湯、サ

は、この失敗したビルの再生を何よりの最優先

ウナもしくは岩盤浴、ジャグジー、トレーニン

課題にすべきではないでしょうか。

グジム、ダンスなどができるスタジオ、休憩機

私も、新たな温泉健康施設の必要性は認めま
すが、今問われているのは、カミンの再生と新

能を持った多目的ホール、展示・物販スペース
などであります。

たな温泉健康施設建設のどちらを優先するのか

この内容は、天童市にある医療法人が運営し

という政策の順位づけの問題であります。最初

ている温泉利用型健康増進施設と極めて似てお

に、このことに対する市長の明確な考え方を伺

ります。この天童市の民間施設は、私も二度ほ

うものであります。

ど行きましたが、実にきれいな施設ですし、９

次に、本市財政に与える影響ということで、

６度という源泉の温度もうらやましい限りでし

まず、温泉健康施設の事業費について伺います。 た。経営面でも、赤字にならないように上手に
３月２４日の議員研修会での予算面での試算

運営しているようでありました。

は大ざっぱなものでありました。建設費も１０

さて翻って、本市の場合は、同様の施設のよ

億円から１５億円と幅のあるもので、年間の維

うでありますが、建設後の運営に係る年間の収

持経費も補助金の活用についても明確ではあり

支について、どのように見積もられているのか

ませんでした。

伺います。さらに、民間資金、民間活用の手法、

過日、８月２日に開催された上山市商工会と
議会との懇談会の席上でも、経営面で採算的に
合うかどうか、市民への後年度負担はどの程度

補助金の活用について、どのように考えておら
れるのかお示しください。
なお、建設費は、土地取得経費を除いて９億

－３０－

円程度と見ているようでございますが、今後、

つきましては、健康づくりソフトの充実を図り

実施設計に進んでいく中で、総事業費は１０億

ながら、ランニングコストを最小限に抑えるな

円を超えることでしょう。

ど、精査してまいります。なお、中期財政計画

私は、カミンの再生にも相応の負担を余儀な

では、施設の建設費を見込んでおりますが、カ

くされる時代が招来するのではないかと考えて

ミンへの対応を含め、必要に応じて計画の見直

いるところであります。本市の健全財政を維持

しを行うなど、健全な財政運営に努めてまいり

する観点から、カミンもしっかり再生し、温泉

ます。

健康施設も建設するというような財政的な余力

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

は本市にあるのでしょうか、市長の所見を伺い

○１１番 枝松直樹議員 温泉健康施設は、当

ます。

初、十日町につくるという提案がありました。

第７次上山市振興計画策定の中で、平成３１

しかし、議会を初め理解が得られず、計画は撤

年度の経常収支比率が９８％になるとの予測が

回されて検討委員会が設置をされたと認識して

試算をされておりましたけれども、大変危惧す

おります。その検討委員会が、８回の検討、議

る財政状況ゆえに伺うものであります。

論をしたわけです。そして、その後、カミンの

以上で１問とします。

建物の内部への温泉施設の検討もされたと、４

○坂本幸一議長 市長。

７０万円もの調査費をかけて検討されたという

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

ことです。それらの経過を経て、最終的には検

○横戸長兵衛市長 １１番枝松直樹議員の御質

討委員会で検討したヴェンテンガルテンではな

問にお答えいたします。

くて、今進めようとしているヴェンテンガルテ

初めに、中心市街地再生との兼ね合いについ

ンの北隣の斎藤茂吉記念館所有の土地を建設予
定地としているわけです。

て申し上げます。
カミンにつきましては、現在、破産管財人の

カミン内部への温泉健康施設設置が可能かど

管理下にあり、市が直ちに関与できる状況には

うかを調査し、調査結果が上がってきたのは昨

ありませんが、中心市街地活性化を進める上で

年の１２月と聞いております。ですから、調査

重要な課題と捉えておりますので、的確に対応

を依頼したのはその前ということになります。

してまいります。

議会に対して、建設予定地が弁天に決まったと

また、温泉健康施設建設事業につきましては、 最初に説明があったのは３月２日です。ですか
市民の健康増進等に資するものであり、上山型

ら、弁天に決めたのはその前の１月ないし２月

温泉クアオルト構想に基づく市の重要事業の一

ということになると思います。

つであることから、着実に進めてまいります。
次に、本市財政に与える影響について申し上

私は、もう議員も含めて市民がちょっと疑問
に思っているということは、昨年３月１７日に、
検討委員会８回開催したその最終報告書が市長

げます。
施設の建設に当たりましては、引き続き補助

に提出をされています。その後の１年間という

制度や民間事業者の活用について調査、研究を

のは、執行部だけで決めてしまったわけであり

進めてまいります。また、運営方法及び収支に

ますが、この１年間どういう検討をしてきたの
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か、市民には全く伝わっていないということで

なりまして、５月連休をもって老舗旅館も休業

あります。ですから、その検討経過が私たちも

に入った中で、１月か２月に決めただろうと思

よくわかりません。なぜ弁天になったのか。

われる弁天地区の決定が、そのまま今も生きて

検討委員会の中において、９つの団体が評価

いるということに対する疑問も私は持つもので

をしたんですね。その一覧、建設予定候補地を。 あります。市街地をめぐる状況が大きく変わっ
それで、一番評価が高かったのは、旧鈴美堂、

ているわけでありますから、計画そのものを再

旧石井商店の跡地であります。最初に市が考え

検討すべきではないでしょうか、市長いかがお

たところ、あそこが検討委員会の最終報告書の

考えでしょうか。

中でも点数が高かったんですね。Ａ評価が５つ、 ○坂本幸一議長 市長。
Ｂ評価が２つ、Ｃが２つ。２番目が駅前でした。 ○横戸長兵衛市長 今るる説明といいましょう
Ａが３つ、Ｂが２つ、Ｃが４つ。３番目がヴェ

か話ありました。その中で、鈴美堂の件につい

ンテンガルテンです。Ａがたったの１つ、Ｂが

ては議会にも話したところでございます。その

３つ、Ｃが５つ。３番目のヴェンテンガルテン

中で、残念なことに、あそこに居住されている

が何で一番最初に上がってきたんでしょうか。

方々の理解、協力を得られなかったというのが、

ことし６月定例会での一般質問で、私が温泉
健康施設の建設地を再考すべきではないかと聞

これが一番の課題といいましょうか、これであ
そこを諦めたという部分がございます。

いたところ、市長は温泉健康施設検討委員会の

その後、庁内で検討いたしまして、そしてカ

報告書に基づき検討した結果、クアオルトのコ

ミンの件も４７０万円かけたのも事実です。そ

ンセプトに合うことや温泉の利活用が十分に見

れはなぜかというと、カミンがなかなか厳しい

込めることなどを総合的に判断し、現在の建設

状況にあるということを我々もつかんでおりま

地が最適であると決定したものでありますと答

したので、そういうことで調査をさせていただ

えていらっしゃいますけれども、先ほど指摘し

きましたけれども、あのカミンについては２０

ましたように、検討委員会報告書に基づき検討

年が経過していると。今、雨漏りも始まってい

すると、３番手なのに何で弁天になるのかなと

ると。
そして、議員の皆さんからも提案いただきま

いうところがわかりません。

そして、検討委員会ではヴェンテンガルテン、 したけれども、いわゆるプールだけではなくて、
注釈が入っていて、市民農園として活用されて

日帰り温泉も一緒にしたらどうだという意見も

いる場所なんですね。市民農園として使われて

出されました。そういうことを考えると、それ

いる場所は非常に眺望がいいところです。ただ、 ではカミンで、プールはいいとしても、それで
今現在の土地はさほど眺望はよくございません。 は日帰り温泉として、今、各市町村にあるよう
残念ながら。斎藤茂吉記念館の立木も邪魔にな

な、いわゆる３００円、３５０円いただいて来

っていますし、蔵王が連山として連峰として見

てもらえる施設がつくれるのかと。ただ、壁と

える場所では、はっきり言って余りよくないと

向き合って日帰り温泉でいいのかということな

いうことです。

んかも検討させていただきましたし、先ほどあ

ことし４月にカミンの協同組合の破産が公に

りましたような外湯とか、そういうことだって
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なかなか難しいだろうというような判断の中で、 り新しい温泉を掘って、そしてそれに対応して
最終的には弁天ということに決定をさせていた

いこうというような考え方の中で弁天を選んだ

だきました。

ということでございます。

市民農園のあるところというのは県の土地で

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

ございまして、知事に去年もことしもお願いを

○１１番 枝松直樹議員 カミンの調査に４７

しておるところでございますが、なかなか県と

０万円も使ったのは、最初から考えたら、柱は

しての考えもまとまっていないというような状

多いし適さないと思わなかったですかね。何か

況にございます。ですから、ことしかな、市で

無駄にあの調査がされたような気がしてしよう

どうなんだ、考えたらどうだというようなこと

がないですけれども、いかがですか。

も若干いただいたような気もしますけれども、

○坂本幸一議長 市長。

でも、これだってやっぱり県から借りるとなれ

○横戸長兵衛市長 無駄だかどうかはわかりま

ば、きちっとした整備計画というものを持って

せんけれども、我々はあのカミンについても、

いかないと、ただ貸してくださいでは貸しても

どういうふうに活用していくのが一番いいのか

らえないわけですから、まず、斎藤茂吉記念館

ということの選択肢の中で、いわゆる温泉健康

所有地を買収させていただいて、そして将来的

施設というものを考えたところでございました。

には県があの土地の活用を考えていないという

しかし、最終的には全くできないということで

場合については、それに対して市がこういうこ

はないんですけれども、理想的といいましょう

とをやっていきたいというような形で、お願い

か、せっかくつくるならいいものをつくろうと

したいというようなことで今考えているところ

いうことであるならば、やっぱり難しいという

でございます。

結論でございます。

そういう方向で県のほうにも話をさせていた

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

だいているところでございますが、いずれにい

○１１番 枝松直樹議員 過去のことを余り言

たしましても、上山型温泉クアオルト事業の趣

ってもあれなんですが、県有地ですね、そこは

旨を踏まえるならば、自然とか環境とかそうい

最初に眺望がいいって選んだんですけれども、

うものを大事にしていくと。そして、そこにつ

私がさっき言ったように、ヴェンテンガルテン

くって、市民の皆さんの健康増進、交流人口の

は眺望がいいんです。その隣、私も何度か行っ

拡大、さらには日帰り温泉で来てもらえるよう

て、前のほうから、線路側から、あるいは道路

な施設をつくっていくということが望ましいと

側からいろいろと見てきましたけれども、そん

いうことの中では、あの土地を決めさせていた

なに眺望がいいとは思えないし、アクセスも非

だきました。

常によくないですよね、あそこ。

もう一つは、お湯の量ですね、現在、葉山地

そういう中で、源泉を１本に掘るのか２本に

区なんかは当然足りないわけでございますし、

掘るのかもまだ決まっていないようですが、確

あの共同浴場も現在５カ所、そして２カ所ある

かに１本は１，０００メートル掘ると毎分１５

わけでございますが、その温泉の量を考えた場

０リッターですから、かなりの量が出るという

合になかなか難しい面もございますし、やっぱ

ことについては、そうなればいいなという、こ
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れも観測なんですよね。それだけの施設をどん

の理解が市長は得られると思っていらっしゃい

とつくって採算が合うんだったら、市がリスク

ますか。

を負ってやらなくてもいいのではないかとも思

○坂本幸一議長 市長。

いますけれども、民間の使い方がひとつ私には

○横戸長兵衛市長 先ほど話の中で、カミンや

見えない。

民間の旅館について、はっきり申し上げまして

それで、補助金は今のところないんですよね。 これについて我々がどうこうってできません。
１０割市費。ふるさと納税が好調だとは言って

ということは、今、議員も知っているかどうか

も、それに頼ることは本末転倒だと思いますの

わかりませんけれども、銀行筋とかそういう筋

で、民間がつくって民間が経営すれば補助金が、 の問題でございまして、我々が直接あそこにか
あの資料、報告書によれば３分の２の建設補助

かわるというのは非常に難しいと思っています。

があると書いてあるんですが、この辺はいかが

あともう一つ、カミンにつきましても、既に

なんでしょうか。

何回も同じ答弁しておりますけれども、破産管

○坂本幸一議長 市長。

財人が今持っておりますよね。ですから、９月

○横戸長兵衛市長 ３分の２は、民間がやれば、 ８日に説明会があるということでございますが、
しかも街の中であれば出ます。ですから、あの

そのときに管財人のほうから、どういう処理方

ときも、鈴美堂のときも民間でやっていただく

法といいますか、将来あの２フロアをどうする

ということで話はついておったところでござい

かという考え方が出てくると思いますが、それ

ました。

が出てくる前に、我々が例えば買い取るとかな

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

んとかということはできないわけでございます

○１１番 枝松直樹議員 市長が、最終報告書

し、そこは我慢といいましょうか、まず見守る

に基づいて弁天を決定したというものだから、

しかない。

私はさっき点数づけのことを言ったんですけれ

しかし、その管財人の処理方法といいましょ

ども、何であそこが一番高かったのか。その後

うか、それが出てきた場合については、我々も

も８回も検討した中で、Ａランクが４つもあっ

責任の一端があるわけでございますし、どうい

たわけですから。次は駅前と、３番手が弁天な

う形であのカミンを活用していくかということ

んです。だから、その辺もちょっと私は理解で

は、これから庁内を挙げて、そしてまた市民の

きなくておりまして、この間、温泉利用組合の

皆さんや商工会等といろいろな方々と話をさせ

方ともお話をしましたが、彼らは非常に警戒を

ていただいて、それをやっていくということに

していますよね、湯量が不足するということに

ついては変わりはないわけでございます。

ついて。ですから、駅前などは本当はベストの

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

場所だと思います。上山の顔ですから。それも

○１１番 枝松直樹議員 せんだっても、カミ

随分温泉のほうに遠慮したというか配慮したと

ンの協同組合の連帯保証人になっている方から、

いう表現でもいいんですけれども、ただ、中心

議会にも７人の連帯保証人の連名の要望書を持

市街地がこの状態で、向こうに持っていくとい

ってこられました。私はこのカミンの問題、８

うのは幾らなんでもないのではないかと。市民

億５，０００万円の元金を返していくのに、県
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は全額を債権放棄するなんていうことはあり得

そこで固定化してしまって、来年は実施設計、

ないと思いますし、保証人も、そして市も応分

３０年にはオープンということでしょうから、

の負担をし合うのではないかと思っているわけ

天童のようにきちんと利益がとれるのであれば

です。そういう前提のもとに新たな施設をまた

民間に任せるという道を、今後選択する余地は

郊外にということについては、市民は納得しな

ないんですか。

いだろうなというふうに思っておりますし、カ

○坂本幸一議長 市長。

ミンの問題に道筋がつくまで、９月８日に最初

○横戸長兵衛市長 建設そのものと、あと運営

の会議がありますけれども、以後何回かあるこ

面と、いわゆる公設民営とかいろいろあるわけ

とでしょう。それまで、今の計画のスピードを

ですよね。ですから、その中でどういう形がと

落とすとかそういうことについては、市長は考

れるのかということは、我々も真剣に対応して

えておられませんか。

いくということが求められるし、今までもそう

○坂本幸一議長 市長。

いったことについては考えてきたところでござ

○横戸長兵衛市長 ９月８日説明会ありますけ

います。できるだけ、これは健康づくりと同時

れども、これは想像の域ですから余り公式の場

に、いわゆるリハビリ的なものというものも考

では言いませんけれども、大分時期がかかるだ

えていくとするならば、保健事業とかそういっ

ろうという話は仄聞しております。ですから、

たものも絡めてということもございますので。

そこまで待つということは、なかなか我々の重

あともう一つは、日帰り温泉というところも

要事業でございますので、これはやっていくと。 ございます。日帰り温泉等については、できる
それと同時に、調査した結果、カミンの中に

だけ利益を上げていくというようなことが当然

上山型温泉クアオルト事業の温泉を利用した施

求められるわけでございますし、総合的にどう

設ができるということであるならば、これまた

いう運営、あるいは経営ができるかということ

別の話でございます。これがそこに入るとなれ

がこれから重要であると。これを建設していく

ば待つという考え方も持っていいだろうと思い

上で、そこをきちっと対応していかなければと

ますけれども、調査結果ではなかなか難しいと

思っています。

いうことですから、それでは、その変わるもの

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

をこれを我々行政がやっていくものなのか、あ

○１１番 枝松直樹議員 もう時間もないので

るいは民間活用でやっていくものなのかという

最後にしますが、市民は非常に誤解をしている

議論も当然必要なわけでございますし、そうな

人が多いです。事実について全く。あそこはプ

るとかなりの時間がかかるだろうというのが今

ールだけだと、そんなもの要らないというので、

の我々の考え方でございます。

わざわざ私に電話をよこした方もいましたけれ

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

ども、市の情報提供が甚だ私は乏しいと思って

○１１番 枝松直樹議員 今、ことしの予算１， おりますので、まずは市民にもう少し今の途中
６００万円は国の交付金で、１０割国費だと理

経過の段階でも結構ですから、業者が間もなく

解しておりますけれども、今だったら修正がき

決まろうとしているという段階ですから、周知

くと。これがどんどん進んでいったら、もうあ

をしていただいて、さらに、私が申し上げまし

－３５－

たような中心市街地の活性化をまず第一義に考

にワインを楽しめる環境をつくることで、地域

えていただく。特にカミンの再生、このことを

経済の活性化と普及を進めるため、平成２６年

申し上げまして終わります。ありがとうござい

３月１７日に議会発議により、全国で２番目、

ました。

東北では初の「かみのやま産のワインによる乾

○坂本幸一議長 この際、１０分間休憩いたし

杯を推進する条例」が制定されました。
また、地域住民や観光客が、かみのやまワイ

ます。

ンを初めとするワインに触れるイベント「やま

午前１０時３４分 休 憩

がたワインバルinかみのやま温泉」を平成２６
年から３年連続で開催し、県内外からワイン愛

午前１０時４４分 開 議
○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

好者約３，０００人が楽しみ、好評を博してい

ます。

るところであります。
これらを受け、平成２７年１２月には、市や

次に、６番川崎朋巳議員。
〔６番 川崎朋巳議員 登壇〕

地元ワイナリー、醸造用ブドウ生産者、金融、

○６番 川崎朋巳議員 議席番号６番、会派蔵

観光関係者らにより、かみのやまワインによる

王、川崎朋巳であります。

地域振興を進めるため、かみのやまワインの郷

さきの通告に従いまして、順次質問を行いま

プロジェクト協議会が設立されました。そして、
今年６月１７日には、内閣府に申請していた国

す。
かみのやまワインの郷プロジェクトのさらな

のワイン特区の認定により、市内全域における

る推進へ向けたブドウ生産者と醸造者の育成の

果実酒の年間最低製造数量の基準が年間６，０

ための専門的な研修・研究施設の整備について

００リットルから年間２，０００リットルに緩

であります。

和され、小さな規模でもワイン醸造が可能にな

本市は、果樹栽培に特に適した気候により、
ブドウ、ラ・フランス、サクランボ等の果物の

ることから、既に小規模ワイナリーの開設を希
望する人がいる状況と聞いております。

産地であり、長年にわたり培われた技術と恵ま

そして、何よりもワインブドウを初めとした

れた地理的条件を生かして高品質な果実が栽培

６次産業化による農産物の高付加価値化と有害

されています。

鳥獣対策を主とした農業夢づくり課を７月１日

ワインブドウにおいては、上山産のシャルド

から新設したことに、本市産ワインを含む農産

ネ、メルローなどを使った大手ワイナリーの製

物のブランド化に対する意気込みを感じるもの

品が国内コンクールで次々と入賞し、全国から

であります。

の引き合いが相次いでいる状況であり、全国的

第７次上山市振興計画には、農産物のブラン
ド化に関し、ワインブドウの栽培面積を平成２

にも評価が非常に高いものであります。
本市議会では、上山産ブドウを使ったワイン

７年度の３９ヘクタールから平成３１年度に４

を重要な地域資源と捉え、上山で醸造されたワ

５ヘクタールへふやすことが目標値として定め

イン、上山産のブドウを原料としたワインによ

られていますが、現時点において着実に歩みを

る乾杯の習慣を広めることにより、市民が気軽

遂げておりますし、目標値を既に達成している

－３６－

醸造や栽培に今後取り組んでいくことに明確な

状況であると伺っております。
上山産のブドウを使ったワインのブランド力

意思を持っている方に対して、一定期間、一定

を生かし、ワイン用ブドウの生産量の増加と醸

回数の参加を条件に、高品質なブドウ栽培技術

造量アップを図る「かみのやまワインの郷プロ

や醸造技術の習得のため、県外の先進地や海外

ジェクト」は、着実に進捗している状況であり

から講師等を招くとともに、ほかの研究機関等

ます。

との連携によるセミナーや、卓越した技術を持

国産ワインの中でも、国産ブドウ１００％を

つ本市ブドウ農家やワイナリーとの連携による

原料に国内で製造される日本ワインが、輸入ワ

ブドウ栽培やワイン醸造の実践演習を実施すべ

インとの比較の中で、その希少価値や安全・安

きと考えます。

心の観点から支持されています。これまで幾度

それらに加え、県に働きかけ、上山明新館高

かのワインブームとも言える状況があった中で、 校食料生産科との連携をさらに進めていくこと
現状の日本ワインへの関心を通して、今後、本

で、農業に対する意思を持つ若年層へのワイン

市の地域文化の一つとして定着させ、本市の特

をきっかけとした６次産業化の周知と新規参入

徴を生かした持続的、発展的な産業となるべく

者の増加、ブドウ栽培者の高齢化による収量減

プロジェクトを進めるため、生産者と醸造者の

少の解消と、地域の農業技術の伝承につながる

育成のための専門的な研修・研究機関の整備を

と考えます。
それぞれの生産者同士の顔の見える関係がで

提案するものであります。
日本ワインの需要の増加に伴い、ブドウの需

きることで、生産知識や生産地域の意識向上、

要が高まる一方で、生産者の高齢化に伴い原料

技術を初めとした情報の共有化が進み、ブドウ

不足が生じている現状があります。ワインの生

栽培やワイン製造のさらなる質的な向上につな

産に当たり、生産者と醸造者によるネットワー

がると考えます。
また、今後、本市がワインを活用したワイン

クの構築が重要であると考えます。
かみのやまワインブドウセミナーも開催され

の郷づくりを進めていくに当たり、認定された

ており、ワインについての現状を知ってもらう

かみのやまワイン特区を活用した小規模ワイナ

ことにより、ワインへの関心を持つ人の裾野の

リーの誘致も行っていく必要があります。その

拡大と事業のＰＲにつながると同時に、ほかの

際、実験的なワイン醸造への利用、また、研修

産地のワインに携わられる方との情報交換とい

の際に実際に利用できるような最低規模の醸造

う効果も期待できます。この取り組みを持続し

タンクを備えることで、実際の小規模ワイナリ

ながら施設の整備を図ることで、周辺地域を含

ー開設の際の具体的イメージとして捉えられる

むワイン産地にかかわる人たちのネットワーク

有効な設備と施設になるものと考えます。

のハブとしての機能を生かし、利用を図ること

ワインを生かした観光であるワインツーリズ

で、情報の集約とすぐれた産物の創出につなが

ムの動きは、それぞれの産地において活発化し

ると考えます。

ており、本市においてもワイナリーは重要な観

また、研修として、現在、ワイン醸造やワイ

光資源の一つとなりつつあります。また、旅館

ンブドウの栽培に携わっている方や、これらの

や飲食店などでのワインの醸造の可能性も考え
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られることから、今後のワインの郷としての発

設整備というか研修機関の整備というふうに申

展が期待できるものであります。

し上げました。特に私申し上げたいのは、ハー

農業者を含む他業者の経営多角化、新たな特

ド整備という部分にとらわれたものではなくて、

産物及び地域ブランドの創出、農業生産拡大等

特に本市のすぐれた果樹栽培技術の伝承、ひい

の地域農業の振興が図られるとともに、地域住

てはかみのやまワインの郷プロジェクトが次世

民及び異業種の連携、ワインやワイナリーを活

代まで、後世までこのブームにとらわれない取

用した交流人口拡大により、地域活性化にも効

り組みとなることを期して今回質問させていた

果があると考えます。生産者と醸造者の育成の

だいたわけです。

ための専門的な研修・研究施設の整備について

そこで、特に施設整備に関しては、現時点で

市長の御所見を伺います。

は本市としては考えていないという話であり、

○坂本幸一議長 市長。

ちょっとお伺いしたいのですが、先月ちょうど

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

１カ月前になりますか、８月２日閣議決定され

○横戸長兵衛市長 ６番川崎朋巳議員の御質問

た後なんですけれども、未来への投資を実現す

にお答えいたします。

る経済対策の中で、拠点整備というか地方創生

専門的な研修・研究施設の整備について申し

に係るような補助金等で利用できるものがある
のかどうか、現在情報を持っておられたら教え

上げます。
新規施設の造設につきましては、整備、維持

ていただきたいと思います。また、使える状況

管理に係る費用のほか、当該施設を運営する人

にあるのかどうかについてお伺いします。

材確保等に課題があることから、市単独での実

○坂本幸一議長 農業夢づくり課長。

施は現実的ではないと考えており、実施に向け

○藤田大輔農業夢づくり課長 補助金に関して

て県や大学等に働きかけてまいります。

ですが、本市でも広く国のほうから紹介されて

また、生産者と醸造者によるネットワークの

いる状況にあります。ただし、本整備に関して

構築や講師招聘、実践演習等につきましては重

は、仮に市内に設置するとなると、現状ワイナ

要であると考えておりますので、市内のブドウ

リーが２カ所ということで、もちろんその整備

栽培やワイン醸造にたけた方から協力や助言を

費等々の問題もありますけれども、それに加え、

得ながら、かみのやまワインの郷プロジェクト

県ないしは大学といった大きな広域のところで

協議会において推進をしてまいります。

整備、その施設等を設置していただけるように

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

働きかけたほうが、広域の情報交換等にもつな

○６番 川崎朋巳議員 まず、整備に関しては、 がるものとも考えておりますので、市単独とい
「本市では」という回答であったと思います。

うことでは考えておりません。

あとは、研修する機関と申しますか、研修に対

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

しては「協議会を中心として」と、「本市ブド

○６番 川崎朋巳議員 今の部分なんですけれ

ウ栽培農家と連携して」という回答であったと

ども、広域としての対応ということかと思いま

思います。

す。私が申し上げたこととちょっと乖離がある

まず、整備に係るものですが、私、今回、施

ように思います。特にかみのやまワインの郷プ
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ロジェクトは、本市産ブドウを利用した、それ

いると。その情報が、それぞれの産地間による

で本市の文化として根づかせよう、本市のブラ

果樹栽培であるとか、ワイン醸造に広く反映さ

ンド化としてのワインを進めていこうという事

れてきているという状況であるというふうに伺

業であります。その中で広域的対応、例えば、

っています。

県であったり大学農学部等研究機関との連携、

本市の今後の展望として考えますに、まず、

広域的な対応という部分だと、本市独自の地方

特に行政として民間に働きかけていっていただ

創生という中で、それぞれの自治体が独自の魅

くような取り組み、今かみのやまワインの郷プ

力を出していくと。地方創生という観点からも、 ロジェクトの中で、先ほど壇上からも申し上げ
その広域的な対応となるとちょっと違うのでは

ましたように、ワインの園地は順調に拡大され

ないかなと思うんですが、この部分に関しての

てきております。その目標値を上回るスピード

答弁もお願いいたします。

で拡大されてきている状況であります。そのほ

○坂本幸一議長 農業夢づくり課長。

かにも、市として、ワイナリー園地拡大である

○藤田大輔農業夢づくり課長 先ほどブランド

とか、かみのやまワインの郷プロジェクトの目

化というお話がありましたけれども、本市の魅

標値の達成に向けた取り組みというのは、現時

力を発信するには、当然ながら他市であるとか

点で非常にうまくいっていると考えています。

他県であるとかの情報を仕入れつつ、その中で、

その中で、非常に行政として働きかけが重要

本市としてオリジナリティーは何が発揮できる

だと思うことは、まず、いろいろな箇所の例え

のかというのを検討していかなければいけない

ばワインを売りにしている町、町主体と県内に

という観点からも、本市の魅力を発揮するため

も数カ所本市のほかにもありますが、今後、本

にも広域の連携というのは重要なものと考えて

市がワインの郷として、上山のブランドの一つ

おります。

として、上山の誇れるものの一つとして、ワイ

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

ンを一過性のブームとして終わらせないために

○６番 川崎朋巳議員 まず、広域連携で重要

必要なことというふうに考えます。まず、今、

なのは、施設整備もそうなんですけれども、特

本市の状況として、上山で生産したブドウが、

にネットワークの構築ではないのかなと私は思

大手ワイナリーにそのブドウを提供して、上山

います。ネットワーク、特に施設整備について

のラベルが張られて売られています。

広域的な対応をしていきたいという話を伺いま

その上山のブドウを使ったワインというのは、

したけれども、特にネットワークという部分で

非常に高い評価を受けているところであります

の広域的連携、例えば上山であるとか山形であ

けれども、私はそういう取り組みを進めながら

るとか東北であるとか、そういうものにとらわ

も、今後必要なことというのは、いわゆるドメ

れない広域的な対応というものを、私は特にこ

イヌと言うらしいんですけれども、地域でとれ

の状況においてはお願いしたいなと。

たブドウをその地域で醸造すると。そうした際

ワイン生産者同士のネットワークというもの

に、非常に重要なことであるというふうに思う

も非常に強固であるというふうに伺っています

のが、日本ワインがなぜ今注目されているのか

し、情報のやりとりというのも盛んに行われて

という部分において、つくった人の顔が見える、
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そのワインとして瓶になるまでつくった人の顔

するに、彼らは非常にネットワークがあるんで

が見える。それは、これからの農業であったり

すよね。山形県内のワイナリーも当然ありまし

農業加工品の部分において非常に重要なところ

た。ですから、むしろ民間といいましょうか、

ではないかというふうに思うのです。

そういう方々のほうが情報も持っているしネッ

ただ、その後、自分たちでブドウから育てて、 トワークも持っているし、ですから、我々行政
自分たちでつくったワインを売っていく際に当

が何をするかということをきちっとわきまえて

たって、これは今後、多分農業に求められてい

やっていかないと、それで行政ということでは

くことではないかというふうに思うのですが、

なくて、ようやっと今回かみのやまワインの郷

加工品であったり生産品を売っていくルート構

プロジェクトが立ち上がったわけですから、こ

築、いわゆるマネジメントという部分ではない

れを民間にやっていただいておるわけでござい

かと思うのですけれども、そのためにも施設整

ますけれども、そういう組織、あるいはそうい

備を含めた研修機関の充実、栽培であったり醸

う形態、それをどう我々がお手伝いできるのか

造であったりに加えて、今後、生産物加工品を

ということだと思うのです。

ルートへ乗せて売っていって、将来的に安定し

ですから、１問目の答弁で申し上げましたよ

た収入とするためのマネジメント能力みたいな

うに、いわゆる研究機関の大学とか、あるいは

ものも問われるような時代ではないかと。そう

情報を持っている県とか、そういったところと

考えたときに、研修機関の整備というのはぜひ

の連携をさせていただくとか、そういうことだ

とも必要ではないかと。その協議会という部分

と思います。要は、我々も先頭に立ってやって

に加えて、さらに研修の施設の必要性というの

いきますけれども、将来はどうなんだという場

はあるのではないかと私感じるところなんです

合については、将来はそれぞれの民間にやって

が、研修機関の整備という部分に関して改めて

いただいて、上山の生産されたブドウが現在は

回答をお願いします。

大手のほうに行っておりますけれども、これが

○坂本幸一議長 市長。

まさに市内でワインとして醸造されて、かみの

○横戸長兵衛市長 現在、上山のブドウを原料

やまワインというものがずっと構築されていく、

として、大手の企業が今度７月１２日にも新た

今後とも伸びていくということが我々としても

な商品を販売しましたけれども、要は、生産者

望ましい形だと思っておりますので、そういっ

が安定収入を得るということなんですよね。で

た方向も含めてこれから検討してまいりたいと

すから、現時点においては、大手に供給するこ

いうふうに考えています。

とによって安定収入を得ているということなわ

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

けですから、これをまず基本的には曲げること

○６番 川崎朋巳議員 民間発意というか民間

はできないと思います。

による力を最大限利用して、その力を行政とし

それにかわるものをどう構築していくかとい

て伸ばしていくのが、私たち行政に携わる者の

うことだと思いますが、実は先般、北海道に行

仕事であるという認識については共通していま

ったときに、北海道ワイナリー社長さんとも会

す。

っていろいろと話をさせていただきました。要

特に、本市のワイナリーは現状２つあって、

－４０－

ほかにも何社か、生産というか本市でのワイナ

のやまワインの郷プロジェクト、あとは整備機

リー開設を希望している方がおられるという話

関及び研究における部分での、消費という部分

を聞いている中で、特に現在営業されている中

における今後の活動内容の展開、かみのやまワ

で古いほうのワイナリーは、もうその歴史たる

インの郷プロジェクトの充実についてどのよう

や間もなく１００年近くなろうという状況でも

な考えを持っておられるのかについてお伺いし

あります。その民間の力というか１００年ある

たいと思います。

歴史を、さらにかみのやまワインの郷プロジェ

○坂本幸一議長 農業夢づくり課長。

クトとして市として盛り上げていって、本市の

○藤田大輔農業夢づくり課長 消費につきまし

ブランド化、特に上山産のワイン、上山に何が

ては、現状のところ生産、醸造、まずつくらな

あるんだと言われたときに、上山にはワインが

いと売り物がないわけですから、生産、醸造に

あるんだよと。ブランド化というのは、えてし

ついて取り組みをさせていただいておりますが、

てそういうものでないかというふうに思ってい

今後消費に当たっては、協議会とも相談しなが

ます。

ら、御指摘のとおりどのように売っていくのか

地方創生の中でも、特に本市独自の、ほかの

というのを議論を深めてまいりたいと思ってお

自治体、県内にはほかに２つほど、幾つかワイ

ります。

ンに携わっている行政というかワインを売りに

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

している自治体というのがあると思うんですけ

○６番 川崎朋巳議員 まず、物がなければ何

れども、その中でもブームにとらわれないで、

にもならないということだと思いますので、現

今後、上山のワインというのを継続、発展させ

在、この目標値に合わせた、目標値を超えた取

ていくために必要なことというのが、先ほど市

り組みというのを非常に評価できるものと思い

長の答弁、特に施設の整備については施設整備

ます。

というよりも広域的な対応と、研究については

それで、私たち常任委員会においても、北海

かみのやまワインの郷プロジェクトの協議会に

道余市町のほうに行ってまいりました。改めて

お願いするという方向でありました。

本市に比べると、ワインというものに関しては

今回、私、これからの上山のブランド化とい
うか、かみのやまワインの郷プロジェクトのあ

先進地であるのかなというふうに思って見てき
たところであります。

り方についてなんですが、さきに第７次上山市

そこで特に感じたことというのが、ブランド

振興計画において意見として挙げられておった

化どうこうというよりも、ブランド化というの

と思うんですけれども、他の産地でもできるよ

は、私のこれまでの考え方だと、上山という名

うなことを本市でしなくていいというような内

を冠した商品を対外的に発信していくものが主

容であったと思います。加えて、現在、生産と

なのかなというふうに考えておったんですが、

醸造というか、特に園地拡大という部分に力を

改めて余市町に伺ったときに感じたことは、特

入れており、目標値として醸造量に関する目標

に町民挙げて、町民の方が、今後、余市は数年

も掲げられている中で、今後、生産、醸造、消

のうちに、全国的に日本の中でも有名なワイナ

費、特にこの消費につながる部分の中でのかみ

リーになるし、ワインの産地となると。そのよ

－４１－

うなことをいろいろな町民の方が言われていた

の御協力と声援というのが必要になってまいる

と。

と思いますので、こちらに関しては一気にでき

改めて考えてみますと、対外的発信に加えて、 るということはなかなかないと思いますけれど
このブランド化の取り組みを成功させるという

も、地道にワインをアピールしていく機会、な

ことは、その地域産のものに対する誇りと申し

じんでいただく機会というのを設けてやってま

ますか、地域の宝を掘り起こす、あとは地域に

いりたいと思っております。

対する誇りをみんなで共有することにもつなが

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

るのかなというふうに感じたところであります。 ○６番 川崎朋巳議員 課長から、ブランド化
農業夢づくり課長に伺いたいんですが、農業

に関するかみのやまワインの郷プロジェクトの

夢づくり課長が考えるブランド化を通したかみ

今後に関する考え方も伺いました。本当に市民

のやまワインの郷プロジェクトの今後の展望と

と上山のワインというものに関する共有した考

いうか、そのようなものを伺えたらというふう

えというか、その周知というのは今後必要と思

に思います。

います。
今後とも進めていっていただきたいと申し上

○坂本幸一議長 農業夢づくり課長。
○藤田大輔農業夢づくり課長 まず、行く行く

げまして、一般質問を終わります。ありがとう

は上山においてワインを楽しめる文化というも

ございました。

のをつくってまいりたいというふうに思ってお

○坂本幸一議長 次に、８番尾形みち子議員。

りますし、そのためには、先ほど余市のほうの

〔８番 尾形みち子議員 登壇〕

御紹介ありましたけれども、市民の方々皆さん

○８番 尾形みち子議員 議席番号８番、創志

挙げて、本市をワインの有名な産地にしていく

会、尾形みち子でございます。

という取り組みが必要になってまいろうと思い

このたびは、食品ロス削減に向けての取り組
みについて、通告に従いまして順次質問をいた

ます。
そのためには、先日８月２６日にワイン特区
の取得記念として講師の方に来ていただきまし
て、体育文化センターにおいて講演などしてま

します。
最初に、家庭でできるもったいないの推進と
普及活動についてであります。

いりましたけれども、そのように市民の方に一

食品廃棄物のうち、本来ならばまだ食べられ

つでも、少しでもワインに関してなじみを持っ

るのに、賞味期限切れ、食べ残しなどで捨てら

ていただくというような活動を、一気にはまい

れてしまうものを食品ロスと言います。日本で

らないと思いますけれども、このような活動に

は、年間約２，８００万トンの食品廃棄物が出

関しては地道に盛り上げていけたらなと思って

ております。このうち、食べられるのに捨てら

おります。

れる家庭系の食品ロスは、平成２５年度推計、

それを通してブランド化というのも、ワイン

農林水産省、環境省の推計では、年間６４２万

イコール上山というのが、ワインと言えば上山、 トンとされております。これは、１年３６５日、
上山と言えばワインというところのイメージで

国民の皆さんお一人お一人、おにぎり１個以上

ございますから、それには何よりも市民の皆様

を毎日捨てているという量に相当します。

－４２－

また、世界に目を向けてみても、先進国を中
心に年間約１３億トンの食料が廃棄されるその

平成２７年までのごみ排出量を比較したところ、
増加傾向となっておる状況でございます。

一方で、開発途上国では、この１０年間で、食

本市の人口が減少する一方、ごみの排出量は

料不足による身体の維持が困難な状況にある飢

近年５，０００トン前後で推移している状況で

餓人口が１億人以上増加しているという状況で

あるため、より減量するためには、市民の皆様

あります。

方に積極的なアプローチが必要であると感じて

このような状況を知るにつけ、食べ残しを減

おります。

らし、食品の無駄をなくすことの重要性を市民

そこで、家庭で食品ロスを削減するために、

の皆様と同時に再認識をし、日本人が伝統的に

家庭でできるもったいないの普及活動を推進す

培ってきたもったいない精神の再構築を大々的

ることについて、２つの具体的な提案をしたい

にアピールする必要があると感じております。

というふうに思います。

食品ロスが発生するところとして、食品製造
業、流通業（スーパー）、外食産業（レストラ
ン）等々、そして一番身近であるのが家庭の台

最初に、もったいないクッキングデーの制定
であります。
賞味期限、消費期限の違いを正しく理解する
こと、手つかずの未使用食品や野菜の実際に食

所であります。
家庭でできることは、第１に必要以上に買い

べられる部分、芯とか皮というものを使い調理

過ぎないこと、買った食品、食材を使い切るこ

することで、おいしく食べ切る「もったいない

と、第２に生ごみの水切りと調理くずを出さず

クッキングデー」の制定を提案いたします。

に食べ切ることです。また使った分だけの計画

これについては、先日開催されましたタニタ

的な買い足しや、在庫を適正に管理することが

調理実習セミナーを例に説明すると、市民の関

家庭においての参加となります。

心が高い健康がテーマであったため、興味が高

本市でも、燃やせる生ごみ減量対策として、

まり、効果的に市民へ情報が拡散しました。そ

全戸配布した水切り器を使った生ごみ減量化の

の結果、あのタニタなら講演を聞きに行きたい

取り組みを初め、コンポストによる堆肥化など

とエコーホールが満席になり、講演後のタニ

を進めており、これまでの対応については大変

タ・エコクッキングでは、３０人の定員に対し

敬意を表するところであります。

倍以上の申し込みがあり、抽せんが行われるな

また、平成２０年９月、皆さんも御存じのよ
うに、「ごみゼロかみのやま

市民行動宣言」

ど、関心の高さがうかがえました。
もったいないクッキングデーの制定も同様に、

をしたわけですけれども、ごみの減量・リサイ

最初の取り組みとして、食品ロス削減の効果か

クルに取り組み、循環型社会の構築に向け推進

ら学び、機会をふやしながら積極的な啓発が必

しておりますが、まだそれだけでは、市民行動

要であるということは言うまでもありません。

としてはまだまだ役割は果たせていないのが現

食品ロス削減の関心からさらに環境問題を指摘

状であります。

し、地域の水を守り、ごみ焼却やごみ運搬に出

平成２２年７月に始まったごみ有料化で、開

る二酸化炭素排出量を減少させることは、地球

始時にはごみ排出量が一旦は減少しましたが、

温暖化にも大変効果があるという学びにつなげ

－４３－

ることも大変重要だというふうに感じておりま

宴会や会食を行う旅館、飲食店の協力を得な
がら、ぜひ本市でもこの運動を推進できないも

す。
もう一つ、同様の考え方で、「冷蔵庫クリー

のか、市長に見解をお伺いして、１問目といた

ンアップデー」の制定も提案をしたいと思いま

します。

す。

○坂本幸一議長 市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

冷蔵庫の在庫食品のうち、賞味期限、消費期
限の近い食品や、野菜、肉、魚など傷みやすい

○横戸長兵衛市長 ８番尾形みち子議員の御質

食材を積極的に料理することを啓発することで、 問にお答えいたします。
環境にも市民の財布にも優しい経済効果と言え

初めに、家庭でできる「もったいない」の推
進と普及活動について申し上げます。

る活動だと考えます。
これらの提案を採用するときは、偶数月の１

食品ロス削減につきましては、国においてＮ

０日、３０日とすることもあわせて、市長に見

О－ＦООＤＬОＳＳプロジェクトを国民運動

解をお伺いいたします。

として展開し、消費者に消費行動の改善を働き

次に、宴会等で「残さず食べよう３０分・１

かけているものと承知をしております。
本市におきましては、「もったいないクッキ

０分」の運動の推進についてであります。
この活動を２０１１年から始めている先進地

ングデー」や「冷蔵庫クリーンアップデー」を

の長野県松本市では、宴会において開始後３０

制定する考えは持っておりませんが、これらは

分間と終了前の１０分間、席を立たずに料理を

消費者に消費行動の改善を促すものであります

楽しくおいしく食べる時間を設け、食品ロス削

ので、その趣旨について市民に周知をしてまい

減につなげる運動を、市、業者挙げて取り組ん

ります。

でおります。私もこの運動に大変共鳴しており
まして、ぜひ上山でも行えないものかというふ

次に、宴会等で「残さず食べよう３０分・１
０分運動」の推進について申し上げます。
宴会等での食品ロス削減に向けての取り組み

うに考えます。
飲食店から出る生ごみのうち、約６割がお客

につきましては、消費者及び旅館等の事業者双

様の食べ残した料理だということを知りました。 方の協力が不可欠であることから、どのような
会食や宴会等での食べ残しを減らすために、注

取り組みが効果的か、関係団体の協力を得て、

文の際に適量を注文することや、乾杯後３０分

消費者、事業者双方の意見等を把握してまいり

間は席を立たずに料理を楽しみ、お開きの前の

ます。

１０分間は自分の席に戻り、再度料理を楽しむ

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。

という運動を推進するということであります。

○８番 尾形みち子議員 家庭でできる「もっ

この運動は本市の市民憲章、「みんな環境を

たいない推進普及運動」については、市当局で

上山をつくりましょ

は考えていないというような御発言をいただき

う」、並びに第７次上山市振興計画の「快適に

ましたけれども、もちろんこれにはいろいろな

暮らせるかみのやま」にふさわしい取り組みと

食品流通関係もありますので、さまざまな業者

いうふうに考えます。

ありますから、それは消費拡大という意味では

ととのえ

美しいまち

－４４－

そうであろうとは思いますけれども、健康とい

○坂本幸一議長 市民生活課長。

う部分で、こういった活動はとても大事なのか

○鏡

なと。全国の中でも、これ先進地はたくさんあ

ごみの削減につきましては、議員がおっしゃっ

るわけですけれども、県を挙げてやっていると

たとおり、さまざまな手法で取り組んできたわ

いうようなところも多くあるというように、私

けではありますけれども、食品ロス削減につい

も調べさせていただきました。

て詳細な啓発活動というのはまだ行っていない

順市民生活課長 これまでの上山市の

その中で、長野県松本市は、市長がみずから、 のが現状であります。そして、また、国の流れ
６年前でしょうかこの考えに至って、大変効果

でも国際的な流れでも、食品ロスというのは非

的だというようなことを、この状況があるわけ

常に大事だということが注目されておりますの

ですけれども、私もそのことについては本当に

で、今後、食品ロスの削減に向けて啓発活動に

大賛成なんですね。それはどうしてかといいま

取り組んでまいりたいというふうに考えており

すと、私たち日本人の古来の精神文化にはもっ

ます。

たいないという言葉がありました。それから、

議員御提案のさまざまな取り組みの日を指定

２００４年にケニアのマータイさんがノーベル

するような運動につきましても、その対策の一

平和賞をいただいたわけですけれども、その翌

つとして提示というか紹介させていただいて、

年にたしか日本に来られたときに、日本のもっ

まずそういうところから、全体的な食品ロスの

たいない文化を大変すばらしいということで、

現状とか取り組む手法は、こんなことがありま

これを世界に普及しましょうというようなこと

すよという紹介から始めていきたいというつも

をおっしゃっているわけでございます。

りでございます。

その中でも、この中身が大変いい内容なので、 ○坂本幸一議長 尾形みち子議員。
私もいろいろな書籍で読ませていただきました

○８番 尾形みち子議員 大変前向きな御発言

けれども、上山市で今現在必要なことは生活系

いただきました。私も、この手法について一言

の生ごみを減量化というようなことが主だとい

提案させていただきたいんですけれども、市民

うふうに思っております。ですから、そういっ

への広報というふうなことでは、これは大変有

た中で、こういった食品ロス、これも２０３０

効であるということで、ホームページもそうで

年、国連でも採択されているんですよね。半分

しょうけれども、特集号を例えば市報等にも、

にしましょうと。そういうことが、世界の中で

食品ロスの削減がどれだけ地球温暖化にも影響

もその動きがあって、全国の中、これは各地で

するのかとか、もちろんお財布にも優しいんだ

も今そういう状況で議論されているという状況

と。そういったことも含めて、あと健康にもい

でもあります。ですから、これの方向を遮るこ

いと、こういった三拍子をそろえて、いろいろ

とというのではなくて、前向きにするべきだと

な啓発の仕方があると思うのですが、その辺の

いうふうに考えるんですけれども、市長もう一

ところも具体的に提案させていただきたいと思

度、これを制定しなくてもよいのか、それは

います。まだまだ、市民への働きかけが足りな

個々考えていただくわけですけれども、その辺

いということでございます。国の動きもそうい

のところをお伺いいたします。

う食品ロスに関しては大変重要だということを

－４５－

言っているわけで、自給率４０％というか、日

完食です。あともう一つ、議員は多分高山市に

本の中でですね、そういったところ、山形県上

行ったことがあると思いますが、高山市は宴会

山市においては１００％であっても、全国の流

が始まって、それで謡曲のようなめでたという

れはそうだというような、日本の流れはそうだ

曲が出ないと、それ以前は席を立ってはならな

というようなことでありますので、ぜひそれと

いというような風習というか伝統があります。

並行してその広報の仕方をお伺いしたいんです

ですから、そういった何か、ただ運動というこ

けれども、そんなことでできるのかどうかお伺

とではなくて、例えば高山のように歌を出すと

いいたします。

か、何かそんなことを考えていかないとなかな

○坂本幸一議長 市民生活課長。

か難しいだろうし、旅館の量が本人にとって適

○鏡

順市民生活課長 市報も市民に対する

量なのか少ないのか多いのかもありますから一

広報の有力な手段ですけれども、環境問題に関

概には言えないと思いますけれども、この運動

しては、衛連だよりという年２回発行している

を進めていくということになれば、かなり旅館

広報物がありますので、衛連の皆様とも相談さ

の協力なくしてできないと思うのです。

せていただいて、それを有効に活用して、食品

ただ、条例を出したから、条例つくったから

ロス削減に向けた啓発を行ってまいりたいと考

従ってくださいということではなかなかできな

えております。

いと思うので、そこは高山のような伝統的風習

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。

といいましょうか、それがあるところはやりや

○８番 尾形みち子議員 それでは、２番目の

すいだろうし、我々のような観光地ではなかな

宴会についての３０分・１０分の推進運動につ

か難しいだろうし、だから、その辺はどういう

いてお伺いしたいと思うんですけれども、もち

ふうにできるのかということは、今後、１問に

ろんこれは事業者があってこそのそれでもあり

も答えたような形で進めていかないとなかなか

ます。それから、個々人が適量のものを注文す

難しいと思います。

るということもありますけれども、そういった

いずれにいたしましても、旅館の料理、本市

ことを促すには、ある意味大きなやるという姿

に置きかえれば旅館の料理だと思いますが、お

勢が大事だというふうに思うんですけれども、

いしく食べていただくと、地元の料理をおいし

そういったことも協議をするというふうな前提

く食べていただくということは非常に大事なこ

であるのかどうか、お伺いいたします。

とでございますし、また、いわゆるごみの面か

○坂本幸一議長 市長。

ら見ても大切なことだと思います。ですから、

○横戸長兵衛市長 これについては、なかなか

まずは議会と執行部の会合もございますし、そ

難しい面があると。１つは、市内の方々にとい

ういったところでいろいろ試して、まずはみん

うことであればあれだと思いますけれども、本

なでおいしいものを食べましょうというような

市は観光地であるというようなこともありまし

ことをやっていくのも一つの方法ではないかな

て、なかなか徹底は難しいのではないかなと思

というふうに考えております。

っています。

○坂本幸一議長 尾形みち子議員。

私は、大分宴会ありますけれども、ほとんど

○８番 尾形みち子議員 私もそれはとても大
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事なことだと思います。私たちみずから、行政

しい事件が起きました。この事件の背景には、

もここにいる議員の皆さんも、そういう宴会

障がい者を差別する優生思想が大きく影響して

等々があるわけでございますので、そういった

いるものと考えられます。私は、今回の事件を

ときに、おいしく完食することが本当に目的で

二度と繰り返さないために、学校教育、社会教

はないんですけれども、もったいないという精

育の場でノーマライゼーション、人権教育の強

神をそこに盛り込んでいただくということに対

化を図るべきだと考えます。

して、大変今後とも必要なことだというふうに

私たちの周りには、働くことのできない、あ

考えてらっしゃっていただいているみたいなの

るいは十分な意思疎通ができない障がい者を差

で、これについてはこれから考えていくという

別する風潮があります。有名な政治家や小説家

ふうな発言で理解したところであります。

が、露骨に税金の無駄遣いを指摘する残念な場

次に、食品ロスの削減、いい御答弁いただき

面に直面することもあります。

ました。これは、市民の皆さんと、今後もそう

一方で、障がい者一人一人が豊かな感性のも

いう活動を世界それから日本も取り組むという

とで日々一生懸命生活していることは、家族や

ようなことで、本市が取り組まないわけにはい

障がい者施設で働く支援者がよく知っているこ

かないというふうに思われていらっしゃるよう

とです。どんな重度障がいを持つ子でも、生き

なので、そういう意識を持っていただけたとい

抜こうという必死の意欲を持ち、懸命に生活し

うことも大事なことなので、これを市民にこれ

ている姿から、「この子らに世の光を」ではな

から広報等々で広めていただくんですけれども、 く、「この子らを世の光に」というように世界
有効な取り組みが大事だというふうに思うので、 観も発展してきました。
その広報活動のあり方をぜひ精査していただい

私は、障がい者が差別される背景には、障が

て、もったいないをもっと出していただくこと

い者の日常を理解しないまま、ある人はかわい

が大切であると申し上げまして、質問を終わり

そうだ、またある人はいないほうがいいという

ます。ありがとうございました。

短絡的な考えで、障がい者というものを判断し

○坂本幸一議長 次に、１番守岡等議員。

てしまう傾向があるのではないかと思います。

〔１番 守岡 等議員 登壇〕

そうした誤解、偏見を取り除き、大切な命とい

○１番 守岡 等議員 議席番号１番、日本共

う価値基準に立脚して障がい者の問題を理解す

産党議員団の守岡等です。

るためには、子どもたちや大人も、もっともっ

私は、障がい者問題と子どもたちの学力低下

と障がい者との接点や交流が必要ではないかと
考えます。

克服を中心に質問させていただきます。
最初に、ノーマライゼーションの普及啓発、

第７次上山市振興計画の第２章では、「障が

共生社会づくりに向けた取り組みとして、市民

い者の社会参加と障がい者理解の促進」という

を対象にした学習講座の開催についてでありま

ことで、ノーマライゼーションの普及啓発がう

す。

たわれています。そのために私は、市民が主体

ことしの７月２６日に相模原市の障がい者支

的に学習に参加することにより、障がい者がい

援施設で、１９人が殺傷されるという大変痛ま

るのが当たり前、障がい者が人間らしく生きる

－４７－

のが当たり前という、ノーマライゼーションの

ライゼーションの普及を図ることが必要だと考

社会づくりを考える系統的な学習講座の実施を

えます。教育長の御所見をお示しください。
次に、社会環境に配慮した小中学生へのフォ

提案します。
この講座においては、１番目として障がい者
の生活実態を把握する、２つ目として必要な支

ローアップ、スクールソーシャルワーカーの増
員についてです。

援の実際を学ぶ、そして３つ目に、障がい者福

近年、経済的あるいは社会的な背景が、子ど

祉制度の進んだ国や自治体の制度や社会背景な

もの教育に少なからぬ影響をもたらしています。

どを学ぶ、そして４番目として、施設などでの

具体的には、家庭において十分な食生活が保障

フィールドワークを実施し、実際の支援につい

されず、学校給食が主要な栄養源になっている

て学ぶというもので、最終的に上山市でのノー

がために、長期休業後の子どもたちの体重が減

マライゼーションの普及啓発の具体化を問題提

少するという、こういう問題があります。
また、２番目には、学校健診で医療機関の受

起していくというものです。
企画の段階から市民や障がい者が参加し、手

診を勧められても、約１０％の子どもたちはな

づくりの事業を進めていくことは、地域住民が

かなか受診しないという、こういう状況もあり

共生し、支え合うノーマライゼーション社会を

ます。

つくり上げる上で有効な取り組みだと考えます。

第３に、生活保護や就学援助が必要であるに

ノーマライゼーションの普及啓発を図る系統的

もかかわらず、受給世帯の割合が低いといった

な学習講座について、市長の御所見をお示しく

問題があります。このほかにも、経済状況の悪

ださい。

化や不安定雇用の拡大が、子どもの教育と家庭

次に、障がい理解教育のカリキュラム化につ

の教育環境に少なからぬ影響を及ぼしていると
考えられます。

いてです。
子どもたちが障がい者との接点をふやすため

こうした状況のもとで、子どもたちの家庭環

に、障がい理解教育を各学校の教育課程に位置

境、社会的背景を把握し、子どもたちの不安を

づけることが必要です。各学年の発達段階に応

取り除き、また保護者にとっても必要なサービ

じた獲得目標を明らかにして、障がい理解を培

スや支援につなげるためには、スクールソーシ

うことが必要だと考えます。

ャルワーカーの役割が重要になってきています。

まず、小学校低学年では、障がいのある人が

現在、本市小中学校においては、２名のスク

世の中にいることに気づき、そして中学年では、 ールソーシャルワーカーが配置されていますが、
障がいのある人の生活や特性を自分と比較しな

厳しさを増す経済環境、社会環境に伴い、国の

がら感じ、考え、社会的な痛みを心で感じる段

ほうでも、スクールソーシャルワーカーが学校

階です。そして、高学年では、障がいに対する

に必要な職業として法令に明記する答申が出さ

自分の態度を形成し、それを受容し、支援行動

れ、将来的には全公立小中学校への配置を目指

などの実践につなげるというものです。こうし

すとしています。

た発達段階に応じた障がい理解教育カリキュラ

さらに、スクールソーシャルワーカーという

ムを整備し、障がい者への理解を培い、ノーマ

名称を使うには、社会福祉士や精神保健福祉士
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など専門の資格を持つ人の人材確保が必要にな

学力世界一と言われるフィンランドでは、何

ってきます。厳しい社会環境のもとで、子ども

よりも全ての子どもがわかるまでを基本に、平

たちの教育を保障するために、スクールソーシ

等の教育が徹底され、特別支援教育や学力差に

ャルワーカーの増員、全小中学校への配置が必

応じた個別指導の実施などを通じて、国全体の

要と考えますが、いかがでしょうか、教育長の

学力差を小さくすることが学力世界一の要因に

御所見をお伺いします。

なっていることが指摘されています。

３番目のテーマとして、小中学生の学力低下

学力低位層の引き上げを図ることは、学力の

克服への手だてについて、２つ提案を行いたい

ボトムアップを図るだけでなく、児童生徒が楽

と思います。

しい学校生活を送る上でも非常に重要なことだ

１つ目は、放課後、週末も利用した補習の実

と考えます。本来、学校は楽しい場であるはず
です。勉強は、子どもにとって誇りと自信を身

施を提案します。
我が国では、日本国憲法や教育基本法の崇高

につけるものです。しかし、今、どうしても授

な理念に基づいて教育環境の整備が行われ、世

業についていけない子どもたちがいることも事

界でもトップクラスの教育を実現してきました。 実です。
一方で、教育をめぐるさまざまな克服しなけ

私は、一人も見捨てない教育の実践と、学力

ればならない課題があるのも事実です。国連・

向上に向けたボトムアップのために、まず補習

子どもの権利委員会は、日本政府に対し、日本

の強化を提案します。今、各小中学校ごとに、

の競争的な教育システムが、子ども間のいじめ、 長期休業中の補習授業や、教室や図書室を開放
不登校、中退、自殺の原因となっており、早急

した補習、あるいは中学校では数学、英語、小

な是正について勧告を行っています。私は、こ

学校では漢字や計算などを重点的に、学力低位

うした国連の指摘する問題、競争的な教育シス

の子どもを指名して補習が行われているようで

テムの改善が、子どもたちの学力の低下を克服

す。現場の先生方の御奮闘に対し、心から敬意

する鍵になるのではないかという観点から問題

を表したいと思っています。
こうした各学校ごとに行われている補習につ

提起していきたいと思っています。
山形県は、２００７年から文部科学省が実施

いて、市全体の取り組みとして強化する必要が

している全国学力・学習状況調査の結果などを

あるのではないかと考えます。とりわけ学力低

分析し、山形県の小中学生の学力が低下傾向に

位層の補習については、放課後や週末も利用し、

あり、とりわけ算数、数学や国語の分野におけ

専任の教員やボランティアを配置して、個別指

る応用力で、その傾向が顕著に見られると分析

導を中心とする補習を実施し、学力向上に努め

していますが、当市の児童生徒においても同様

るべきだと考えますが、いかがでしょうか、教

の傾向があるようです。

育長の御所見をお伺いします。

私は、小中学生の学力低下傾向を克服するた

次に、学力低下克服の第２の手だてとして、

めに、何よりも一人も見捨てない教育を合い言

一斉授業から協同的な学び合いの全面実践を提

葉に、１教科平均点４０点以下の学力低位層の

案します。

引き上げを図っていく必要があると考えます。

今、日本の教育制度は、明治５年の学制公布、
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そして戦後の民主教育の転換に引き続く第３の

習、体験学習、調査学習等が含まれるが、教室

大改革を行う途上にあります。それは、少子化

内でのグループディスカッション、ディベート、

と経済のグローバル化に伴う市場と雇用の国際

グループワーク等も有効なアクティブ・ラーニ

化を展望して、グローバルな社会人に求められ

ングの方法であるとされています。

る基礎的な能力、すなわち主体性、コミュニケ

また、山形県は、探究型学習推進プロジェク

ーション能力、課題解決能力といった、これま

ト事業を今年度から開始し、主体的に学習に取

での詰め込み教育からの脱却を目指すものです。 り組む態度を養う探究型学習の実践を今進めて
今、国が行おうとしているこれまでの一斉授
業を見直し、アクティブ・ラーニングという自

います。これもアクティブ・ラーニングの一環
だと県では説明しています。

主性を高める教育手法への転換は、学力低下克

さらに、アクティブ・ラーニングの一つとし

服の観点から、あるいは競争原理とは違う協同

て、協同的な学び合いというものがあり、市内

の原理に基づいた新たな人間関係を構築するも

でも中川小学校でその実践が進んでいます。県

のとして非常に重要なものだと私は考えていま

の探究型学習が学力向上に主眼を置いているの

す。

に対し、この協同的な学び合いは、全体の協同

これまでは、多人数を対象にした一斉授業が

で全員が課題達成を目指すというもので、学力

我が国の教育手法の中心でありました。しかし、 向上だけでなく、人間関係の向上も図られると
今や、こうした一斉授業を行う国は、先進諸国

いう特徴を持っています。

ではほとんど見受けられなくなり、少人数グル

協同的な学び合いを行っているところでは、

ープのディスカッション形式の授業が一般的と

課題解決に向けグループに分かれて話し合い、

なっています。

正解にたどり着くプロセスを重視し、そしてそ

こうした学校教育の変化の背景にあるのは、

れを発表することによって、説明する力や表現

受験勉強の暗記中心の学び方では、知識や情報

力を養っています。ふだんであれば質問をため

処理能力の形成や、現実社会の問題解決を図っ

らうような子どもたちも、グループの中で気軽

たりコミュニケーションを図るという時代の求

に質問でき、理解している子どもも友達に教え

めるニーズに対応し切れないということです。

ることによって知識を深めるという効果がある

こうした２１世紀型の学校を求めて、今、国

ようです。こうした取り組みを通して、応用力

のほうからアクティブ・ラーニングが提唱され、 や活用力を身につけ、思考力や表現力の向上に
次の学習指導要領改訂で出される予定です。文

もつながっているとのことです。

部科学省によるアクティブ・ラーニングの定義

そして、協同的な学び合いの最大の特徴は、

は、「教員による一方的な講義形式の教育とは

全員の課題達成を目標にするということです。

異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り

協同的な学び合いの実践の中で、学力低位層の

入れた教授・学習法の総称で、学修者が能動的

子どもたちはもちろん、クラス全体の成績が向

に学修することによって、認知的、倫理的、社

上するそうです。そして、学力向上だけでなく、

会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能

協同の取り組みを通じて人間関係が向上し、孤

力の教育を図る」とし、発見学習、問題解決学

立やいじめ、不登校という問題の解消にもつな
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今後も、児童生徒の発達段階を踏まえて、現

がることが報告されています。
このような子ども集団の持つすばらしい力が

行のカリキュラムの中に、可能な限りノーマラ

最大限に発揮される協同的な学び合いを、教科

イゼーションの考え方を取り入れていく所存で

や学年の壁も越え全面的に実施し、実践の積み

あります。

上げと検証を行い、全ての学校、学年、教科で
実施していく必要があると考えます。教育長の

次に、スクールソーシャルワーカーの増員に
ついて申し上げます。

御所見をお示しください。

現在、市内の小中学校２校にスクールソーシ

以上で第１問とします。

ャルワーカーを配置しておりますが、現時点に
おいて、全校に拡充する考えは持っておりませ

○坂本幸一議長 市長。

ん。

〔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

しかしながら、学校で起きている諸問題が家
庭内の問題に起因していることが多くなりつつ

お答えいたします。
共生社会づくりに向けた取り組みについて申

あることから、現在のスクールソーシャルワー
カーの配置や活用方法を工夫して、各小中学校

し上げます。
本市におきましては、これまでも障がい者や
その家族の実態等の把握に努めながら、市民や
福祉関係機関等と連携を図り、中川福祉村の取
り組みを初め、各種団体による講演会やイベン
ト等を通じて、市民の障がい者に対する理解が

の課題や諸問題を解決できるように対応してま
いります。
次に、放課後、週末も利用した補習の実施に
ついて申し上げます。
学力向上は重要な課題であると捉えておりま
すが、学校内での個別指導等をさらに工夫して

図られているものと考えております。
なお、系統的な学習講座につきましては、普

いくとともに、放課後子ども教室等においても、

及啓発を図る取り組みの一つと理解しておりま

児童生徒の学習課題の解決に取り組んでまいり

すが、現時点では多くの市民が参加しやすい、

ますので、現在のところ、専任の教員やボラン

各種団体による障がい者との交流事業等への支

ティアによる週末補習の実施は考えておりませ

援を優先して行ってまいります。

ん。
なお、朝や放課後を利用した学習につきまし

○坂本幸一議長 教育長。

ては、引き続き各小中学校の実情に合わせて行

〔古山茂満教育長 登壇〕
○古山茂満教育長 １番守岡等議員の御質問に

ってまいります。
次に、一斉授業から協同的な学び合いの全面

お答えいたします。
初めに、障がい理解教育のカリキュラム化に

実践へについて申し上げます。協同的な学び合
いは、人間形成のための重要な方法の一つと考

ついて申し上げます。
障がいがある方々を理解することは、平成２

えておりますが、授業においてどのような力を

８年４月に、障害者差別解消法が施行されたこ

つけるかなど、目標によっては多様な授業形態

ともあり、ますます重要になるものと考えてお

が必要であるとも捉えております。

ります。

そのため、今後とも、協同的な学び合いを中

－５１－

心とした教育活動を推進するとともに、それぞ

で、それに向けた取り組みの一環として、こう

れの教科、領域等の目標が達成されるための効

いうアクティブ・ラーニング、探究型学習が位

果的な方法を選択し、実践できるよう指導して

置づけられているのではないかと。だから、そ

まいります。

れはそれで結構なんですが、きょうは問題提起

○坂本幸一議長 守岡等議員。

した全体の学力向上における、特に学力低位層

○１番 守岡 等議員 特に、一番最後のアク

の子どもたちがちょっと置いてきぼりになって

ティブ・ラーニング、国の言うアクティブ・ラ

しまうのではないかと危惧いたしました。

ーニング、協同的な学び合いということでさら

それと、もう一つ、今いろいろな学び合いの

にお尋ねしたいんですが、今、県のほうでは、

授業が具体的に始まっていますけれども、本当

探究型学習推進プロジェクトというのを進めて

に教育行政と学校現場の先生方が一致協力して

いて、ことしの３月にこの研究報告書が出され

できるような、そういう合意ができているかど

ています。私もばっと目を通させていただきま

うかですね。あと、今までと違う、一斉授業と

したが、探究型という、本当に本来の勉強とい

は違う学び合いということをやろうと思った場

うのはそういう自分の思っている疑問について

合に、本当に行政と現場の先生方、そして保護

とことん探究していくということが必要で、そ

者も含め、一致した体制ができていないとなか

ういう意味では本当にすばらしい教育手法だと

なかそういう教育改革は難しいのではないかと

思いました。

思っていますけれども、その辺がどうなのかと

実際、具体的な事例として述べられている、

いうことをまずお尋ねしたいと思います。

高校生がいろいろな普遍的な問題、例えば差別

○坂本幸一議長 教育長。

の問題とか教育格差の問題、エネルギー問題、

○古山茂満教育長 アクティブ・ラーニングと

環境問題など、こうした地球的な視野で問題を

いうのは、実際は大学のほうからおりてきた言

捉えて、そして自分の頭で考えて、そしてそれ

葉です。大学のほうで講義的な授業をしている

を英語でプレゼンテーションしているという、

のでというふうなことで。それに基づいて高校

非常にすばらしい取り組みだと感動したと同時

もそういうふうな講義的な授業をしているとい

に、これからの国際社会において求められる、

うことで、義務教育においては、アクティブ・

本当にそういう探究型の学習だと思っていまし

ラーニングはやられているというふうに私は理

た。

解しているんです。それも、アクティブ・ラー

ただ、今、県でやろうとしている探究型学習、 ニングと探究型学習、これは同じというふうに
理念はすばらしいんですが、幾つかの問題点も

捉えております。

あるのではないかということでお尋ねしたいの

それで、この学力向上の中ということで、学

は、１つは、余りにも学習能力の向上というこ

力という捉え方なんですけれども、点数とかそ

とに特化し過ぎて、実際の国のアクティブ・ラ

ういうことだけでなくて、いわゆる結果として

ーニングもそうですけれども、県の言う探究型

の学力というのは点数も出てくると思うんです

学習というのも、スーパーグローバル大学とい

が、その学習する過程の中で、思考力とか表現

う超エリート大学を今幾つか構想しているよう

力とかそういうものをつけていく、それから学

－５２－

ぶ意欲というその３つの考え方を学力というふ

使われていませんが、上山市の全ての小中学校

うに言っているので、必ずしも点数だけという

では、文言は違いますけれども、学び合いのこ

ことでなくて、思考力も判断力も表現力もつい

とについて授業をなされているし、研究をして

ていくのだというふうなことでの探究型、それ

いるところであります。

からアクティブ・ラーニングというように捉え

○坂本幸一議長 守岡等議員。

ております。

○１番 守岡 等議員 私も、今回質問するに

また、学校と行政の乖離があるのではないか

当たっていろいろ勉強させていただいて、特に

ということで、教育委員会では指導主事がおり

発達障がいを持つ子どもたちですね、なかなか

ますけれども、それが各学校に出向いていって、 個別指導では十分な改善が見られないという子
そして授業等を参観して、それに対してアクテ

どもたちも、その学び合いの中で非常に学力も

ィブ・ラーニング、それから探究型の学習につ

向上し、そういう集団生活の適応力も身につけ

いて指導をしているところであります。

るということで、非常に子どもたちの集団の持

○坂本幸一議長 守岡等議員。

つ力というのはすごいなと思いまして、ぜひ今

○１番 守岡 等議員 今の説明ありました単

取り組んでいらっしゃる学び合いを今後も発展

なる点数の向上ではなくて、もっと本当に裾の

させていただきたいということを最後に申し上

基礎的なところをしっかりとして、その上で生

げまして、私の質問を終わります。どうもあり

きる力を学ぶ意欲をということで非常に安心し

がとうございました。

まして、そういう方向でぜひ学力の問題も捉え

○坂本幸一議長 この際、正午にもなりますの

ていただきたいと思いました。

で、昼食のため休憩いたします。午後は１時か

そこで、ちょっと危惧するのは、県が今一生

ら会議を開きます。
午後 ０時０７分 休 憩

懸命やろうとしている探究型、どうしても高校、
大学をターゲットにしておりますけれども、そ
の部分と、今言った小中学校の義務教育、そこ

午後 １時００分 開 議

が密接にどのようにかかわってくるのか。既に

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ほかの市では中高一貫校とか始まっていますけ

ます。

れども、その辺とのかかわりでどういうふうに

次に、１３番大沢芳朋議員。

考えていったらいいのか、ちょっとお考えをお

〔１３番 大沢芳朋議員 登壇〕

聞かせください。

○１３番 大沢芳朋議員 議席番号１３番、会

○坂本幸一議長 教育長。

派蔵王、大沢芳朋です。

○古山茂満教育長 上山市の小中学校の学力、
先ほどは学力という定義づけで学力を向上させ

通告に従いまして、順次質問させていただき
ます。

るというふうなことでは、議員がおっしゃられ

まず最初に、旧勤労青少年ホーム廃止後の土

たような協同的な学び合い、それが先ほど中川

地利用について、市民プールの整備ということ

小学校で研究なされているということなんです

で質問いたします。

けれども、その協同的な学び合いという文言は

旧上山市勤労青少年ホームは、昭和４５年４

－５３－

月１日に、中小企業に働く青少年の健全な育成

ていると伺っておりますが、現実は厳しく、利

と福祉の増進を目的に、国、県から補助金を受

用者数も平成２５年度から極端に減少しており、

け設置されました。

寂しい状況であります。

利用状況は、貸し館利用で文化・スポーツ団

日陰などをつくるテントなども少なく、子ど

体など約２０団体、常時利用で南児童センター

もたちは利便性、安全性を感じていないと思わ

分室、ジュニアリーダーあすなろの活動拠点、

れますし、現更衣室では、老朽化はもちろん、

随時使用で投票所、避難所等幅広く活用されて

非常に狭く、新しい更衣室も必要と思われます。

きましたが、生涯学習センターや各地区公民館

現在は、旧勤労青少年ホーム本館及び体育館

において貸し館利用を行えることや、南児童セ

の今後の方向性が示されておりませんが、施設

ンター分室においては南小学校体育館２階への

の老朽化はますます進行するばかりであり、私

移転が決定しており、また、ジュニアリーダー

は当然解体すべきものと考えております。解体

あすなろの活動拠点は生涯学習センター内に、

後は、現プール横に大人から子どもまで楽しめ

随時使用していた投票所も南小学校柔剣道場に

るウオータースライダー及びウオータースライ

変更され、避難所なども代替施設が確保できた

ダー専用プールを整備し、駐車場を広く確保し

こと、さらには近年の青少年人口の減少や産業

て、市民が楽しめる、子どもたちが行きたくな

構造の変化、あるいは若者の余暇活動の多様化

る、子どもたちの歓声が響き渡る市民プールに

などにより、施設利用者が平成元年の１万３，

すべきと強く思いますが、廃止後の土地利用を

８１４人から平成２６年の３，０３１人まで減

どのようにお考えなのか、市長の御所見を伺い

少し、築４５年が経過した本館及び体育館の老

ます。

朽化、特に体育館は建物の耐震診断結果でＩＳ

次に、踊り山車の常設展示について伺います。

値０．１７となっており、国が示す基準０．６

今月１８日、上山市の大イベント上山秋祭り
が開催されます。これに先立ち１７日からは、

を下回る結果であります。
また、国においても、平成２７年１０月に、
勤労青少年ホーム設置の根拠法令となる「勤労

第４６回かみのやま温泉全国かかし祭も、こと
しは月岡公園で開催される予定です。

青少年福祉法」の大幅な改正が行われ、これま

上山秋祭り、三社神輿渡御行列は、古くから

で勤労青少年の福祉増進に主眼を置いてきた設

続く上山の伝統行事である、上山八幡神社、正

置目的を、若者のキャリア形成や雇用促進にシ

八幡神社、月岡神社、三神社合同の祭典で、甲

フトし、法の名称も「青少年の雇用の促進等に

冑隊、鼓笛楽隊、子どもたちよる稚児行列など、

関する法律」に変更されたことにより、同法か

さまざまな古式ゆかしい衣裳を身にまとい、時

ら勤労青少年ホームに関する規定が廃止され、

代絵巻さながらの行列となります。
また、第３８回ふるさと秋まつり「踊り山

一定の役目を終えたことから、平成２８年３月

車」は、山車に乗った踊り手が市内各地をめぐ

３１日をもって廃止されました。
また、隣には、昭和４７年７月オープンの市

って、優美な日本舞踊を披露する伝統行事です。

民プールがあり、こちらも老朽化が著しい施設

１７５２年に誕生したと言われており、町の若

であります。現在は、補修を重ねながら使用し

者が屋台を組み、大きなボタンの花飾りを担ぎ

－５４－

歩いたことが評判になったことから始まったお

また、本市は、上山城を中心としたワインバ
ルの開催、山形信用金庫上山支店駐車場などを

祭りだそうです。

地域事情などで中断した時期もありましたが、 お借りして開催されている「いろは市」など、
１９７９年、上山青年会議所が復活させ、現在

市内外より大勢の方々から来訪いただいており

運営するのは市民有志でつくる上山温泉「踊り

大盛況でありますが、特にワインバルにおいて

山車」振興会で、現在３２名の会員で運営して

は、今後、山形信用金庫上山支店駐車場なども

おり、資機材の確保、踊り手、引き手を担う人

お借りしなければならない状況になるものと思

たちへの協力要請などを行っているとのことで

われます。そこで、山形信用金庫上山支店の斜

すが、近年はレジャーの多様化など、ライフス

め向かいにある上山市土地開発公社が所有して

タイルの変化や人口減少などの影響で新しいメ

いる旧鈴美堂の土地に、踊り山車の常設展示室

ンバーがふえない状況で、会の高齢化が進んで

を整備してはいかがでしょうか。

おり、人材確保が重要な課題にもなっていると

議員研修会において、旧鈴美堂の土地には、

いうことであり、今後は子どもたちの参加も視

移住・定住者向けの施設を整備し、体験宿泊な

野に入れるとのことです。

どができる施設にしていく旨のお話がありまし

この秋まつりには、花を添える踊り山車は、

たが、それとあわせ整備できると思います。よ

正午から夜８時の千秋楽を迎えるまで、かみの

く見かける車のショールーム的な会館にすれば、

やま温泉の街なかで開催されます。私も毎年楽

市長が目指す、上山城を中心とした、歩いて散

しみにしておりますが、以前から考えていたこ

策できるまちづくりにも一役買うのではないで

とがあります。このお祭りで使用している踊り

しょうか。

山車の保管についてであります。踊り山車は、

近隣では寒河江市が、寒河江駅前交流センタ

旧勤労青少年ホーム敷地を借り、１年に一度し

ー、通称寒河江神輿会館を建設し、みこし等を

か私たちの目にとまることもなく倉庫に保管し

展示しており、観光の一翼を担っております。

てありますが、先ほど述べた旧勤労青少年ホー

第７次上山市振興計画の「にぎわう『魅力と

ムの解体やその後の跡地利用など、市の方針に

活力あふれるまち』」にある「本市内外の観光

よっては保管できなくなるおそれがあります。

資源の季節的な変化やイベント開催等による非

そこで御提案したいのが、１年に一度しか私

日常的な雰囲気をＰＲし、旅行客が訪れるたび

たちの目にとまることもなく、倉庫に保管して

に異なる姿を見せることでリピーターの増加を

ある踊り山車を、市民、観光客の目につくよう

図ります」という目標にもつながり、本市の観

に、中心市街地に常設で展示できないかという

光振興を行う上でも貴重な財産である踊り山車

ことです。この踊り山車を展示することにより、 を常設展示することで、誘客、にぎわいづくり
市民の祭りへの認知はもちろん、観光客へのＰ

に非常に貢献するものと確信いたしますが、市

Ｒにもなります。祭りにあわせ多くの人が訪れ

長の御所見をお伺いいたしまして、質問とさせ

ることはもちろん、中心市街地のにぎわい創出

ていただきます。

につながり、さらには先ほど述べた、引き手、

○坂本幸一議長 市長。

人材不足なども解消するのではないでしょうか。
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〔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

ました。こちらで五、六人しかいなかったのが、

問にお答えいたします。

山辺に行きますと、もう１００人近く子どもさ

初めに、市民プールの整備について申し上げ

んたち、大人、若干おじいちゃん、おばあちゃ
んでしょうかね、非常ににぎわっておりました。

ます。
ウオータースライダー及びウオータースライ

私は、上山のいろいろなところを回っていま

ダー専用プールの整備につきましては、市内に

しても、まず活気が余り見られない、子どもた

大規模なプールを備えたレジャー施設もありま

ちの笑い声が聞こえないと感じております。ぜ

すので、現在のところ整備する考えは持ってお

ひ旧勤労青少年ホーム、もし解体するのであれ

りません。

ば、ぜひそういったウオータースライダーとか、

なお、旧勤労青少年ホーム廃止後の土地利用

ウオータースライダーというのは一つの手だて

につきましては、公共施設等総合管理計画を定

ですが、本当はちゃんと囲って温水プールとか

めた上で解体し、民間による活用も含めて有効

そういうのがあれば一番ベストなんでしょうけ

な土地利用のあり方を考えてまいります。

れども、そういったことができないのかという

次に、旧鈴美堂への踊り山車常設展示施設整

ことでの質問でございます。しかしながら、や
らないということなので大変難しい問題だなと。

備について申し上げます。
次期中心市街地活性化基本計画策定の中で、

もちろんお金もかかりますし、維持管理も大変

街なかのにぎわい創出と観光振興の観点から、

だということはよくわかるんですが、何でもだ

踊り山車の活用を考えてまいります。

と思うのです。市長が上山市の魅力あるまちづ

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。

くりということでワイン特区も取られた。クア

○１３番 大沢芳朋議員 まず、旧勤労青少年

オルトも一生懸命なさっていて、魅力あるまち

ホームのプール整備とあわせましてということ

をつくりたいというようなことで頑張っていら

ですけれども、今、市長の答弁ですと、近隣に

っしゃると思っております。

大型レジャー施設があると。そういったものを

一プールですけれども、魅力があればそれだ

利用したらどうかというようなお答えだったと

けお客さんがしっかり来てくださるものと思っ

思いますけれども、今回質問するに当たりまし

ております。再度、そういった観点から、もう

て、８月の第１週ですか、月曜日あたりですけ

一度どのようにお考えなのか伺います。

れども、８月８日だったでしょうか、この質問

○坂本幸一議長 市長。

をするに当たりまして、まず市民プールのほう

○横戸長兵衛市長 プールについては、大分老

に行ってきました。五、六人でしょうかね、入

朽化していると。しかも、周りの柵なんかも大

っていた方が。

分さびついているので、どうにかしなければと

それとあわせて、私、前の仕事で山辺地区を
担当している仕事をしていまして、山辺地区に

いう考えを持っております。
ただ、投資を必要とするわけでございますし、

たしかすばらしいウオータースライダーがある

財政事情もございます。あと順序というのでし

町民プールがあるなと思いまして、山辺まで行

ょうか、順番というのでしょうか、重要度とい

ってきまして、今度、山辺町民プールを見てき

いましょうか、そういうことを考えると、現時

－５６－

点ではということでございます。しかしながら、 ゃっていましたけれども、宅地造成なりして、
いずれはスライダーをつけるかつけないかは別

あわせまして、それこそ市民プールも壊してし

問題といたしましても、プールの改修は必要に

まいまして、そこで上がった利益を市民プール

なってくるなということは感じておるところで

着工に回すとかそういったことも考えられます

ございます。

ので、そういったこともぜひ考えていただけれ

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。

ばなというふうに思っているところでございま

○１３番 大沢芳朋議員 今の市長の答弁を聞

す。

いてちょっと安心したところであります。担当

次に、旧鈴美堂への踊り山車の常設展示とい

課長に聞いたら、当分つくる気はないというよ

うことですけれども、市長の答弁ですと、常設

うなことで、補修しながら使っていくというこ

展示という言葉ではなく、まず活用させていた

とでした。

だくというようなお答えだったと思います。

今から私の御提案になりますけれども、三友

その前に、議員研修会におきまして我々議員

エンジニア体育文化センター脇ですね、要する

全員聞いておるんですが、移住・定住者の体験

に。今、跨線橋を挟んで市民プールというのは、 施設にしたいということがありました。また、
道を挟んで商業施設のところにあります。どう

あわせまして、そこには移住コンシェルジュを

しても跨線橋から見られるのが嫌だとか、そし

置いて、いろいろなＰＲ活動をしていきたいと

て使い勝手が嫌だと、行きたくないという方も

いうようなことがございました。まず、いつご

結構いらっしゃいます。副市長が国土交通省か

ろそれをやりたいと思っていらっしゃるのか、

ら来ていただいたということもありますが、ぜ

全く我々そこまでは聞いておりませんので、今

ひそういった土地利用ですか、要するに体文の

どういうお考えなのか伺います。

近くにそういったものを集約してやるべきだな

○坂本幸一議長 市長。

というふうに私は強く思っているところでござ

○横戸長兵衛市長 鈴美堂については、土地開

います。これは提案ですので、今後つくること

発公社で買い取りをさせていただきました。こ

になった場合、考えていただければということ

れについては、最初、街なかのいわゆる「まち

で、よろしくお願いしたいと思います。

の駅」というようなことでも進んできたところ

それと、民間活用という市長の御答弁ありま

でございましたが、カミンの件も先が見えてお

した。あそこに勤労青少年ホームを、まず壊す

ったということもありまして、一時ストップを

壊さないかも今から計画していくということで

しているところでございます。

すけれども、これも御提案になりますけれども、

我々としては、今、移住に力を入れておりま

あそこ体育館はもうＩＳ値０．１７ということ

して、先ほど髙橋恒男議員の質問がありました

で、本当に危険だということで早急に壊さなけ

けれども、そういったコンシェルジュをつくっ

ればいけないというふうに私は思っております。 て、そこで体験をしていただいて、上山市を知
あわせまして、それを取り壊しましたら、一
番ベストは、ちょっと１問目とは異なるかもし
れませんが、民間利用ということで市長おっし

っていただいて、そして移住促進につなげたい
というのが一つの考え方でございます。
そういったためにも、移住コンシェルジュを

－５７－

地域おこし協力隊で採用させていただいたとこ

はどういう形で、少なくても今のところには置

ろでございますが、今考えていることは、この

けないと思いますから、ぜひ街なかにというこ

移住コンシェルジュだけではなくて、今回出ま

とは我々も考えているところでございますので、

す建設課の、１１月に出ますけれども、その計

どういう方法で、どういう場所も含めて、これ

画も含めて庁内総合的にやっていこうと。この

から上山温泉「踊り山車」振興会の皆さんとか

移住も含めて人口減少対策もですね。ですから、 いろいろな方々とも話し合っていく必要がある
それとリンクして進めてまいりたいというふう

のではないかなというように思っています。

に考えておりますので、この秋口、この計画が

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。

出た後で、具体的に進めてまいりたいというふ

○１３番 大沢芳朋議員 今、市長、上山温泉

うに考えております。

「踊り山車」振興会とかお話し合いをしながら

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。

進めていきたいというようなお答えでしたけれ

○１３番 大沢芳朋議員 ということは、常時

ども、実際この質問をするに当たりまして、上

展示室というのも、しっかり考えていただける

山温泉「踊り山車」振興会の会長さんともお話

という認識でよろしいのでしょうか。

をさせていただきました。
先ほど来から、鈴美堂の利用に関しては、そ

○坂本幸一議長 市長。

○横戸長兵衛市長 踊り山車の山車については、 れこそ二転三転ぐらいして移住・定住体験施設
先ほど指摘ありましたように、今、裏のほうに

にするというふうになったと思われますけれど

プレハブとも言えないような形で収納されてお

も、最初の提案では中湯の脇あたりにつくりた

ります。ただ、この上山の「踊り山車」の山車

いというような、私も設計図を見せてもらいま

については、例えば高山の山車とかそういった

したが、それを見た瞬間心配になりまして、そ

ものとは違いまして、要するに、その山車の上

れはもう廃止になった案だとは思いますが、も

で踊るということが特徴のあるお祭りなわけで

うメーン通りに常設しないで、裏通りに展示室

す。芸者さんとか舞妓さんとかそういう方々に

をつくるような設計図だったわけなんですが、

踊っていただいて街なかを回るということです

それだったらまるっきり意味がないなと。それ

から、山車そのものについては、常時展示とい

も不安に思ってのこの一般質問であります。

うことが必ずしも適当なのかどうかということ

大通りに面したところに常設で展示していた
だければ、本当に１問目でもお話ししましたけ

にもあります。
展示するとなりますと、よく山車会館という

れども、まずお祭りの認知はもちろん、引き手

のが一つありますね。あともう一つは、高山の

の確保から、とにかくいいことずくめになると

ように各町内会で収納庫というのでしょうか、

思います。ショールームをつくるにはお金がか

そういうものをつくって、そして１年間に何回

かるというお話でしたけれども、上山の将来の

か御開帳というのでしょうか開放というのです

祭りとかそういったイベントを考えた場合、そ

か、そういうこともやるということもあります。 のぐらいの出資をするべきなのではないかなと
ただ、それにしてもかなりの金額がかかります。 は私は思います。
はっきり申し上げましてね。ですから、その辺

あわせまして、上山市には加勢鳥等、この前
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ちゃんとすばらしい賞をもらったお祭りもござ

○１４番 髙橋義明議員 議席番号１４番、会

います。そういったものもあわせて、あそこの

派蔵王、髙橋義明であります。

鈴美堂のところに、まず観光の拠点ということ

通告に従い、順次質問をさせていただきます。

で、全てを集約できないかというふうにも思っ

初めに、蔵王坊平アスリートヴィレッジの機

ておりますが、この件に関してはどう思われま

能強化について。
１つ目は、温泉施設の整備であります。

すでしょうか。
なお、上山市観光物産協会なんかも、要する

蔵王坊平アスリートヴィレッジは、文部科学

にあそこに全部まとめて、上山市の観光の拠点

省の指定を受けた東日本唯一のナショナルトレ

先とすべきと考えますが、市長いかがでしょう

ーニングセンター高地トレーニング強化拠点施

か。

設です。これまで、世界陸上競技選手権大会の

○坂本幸一議長 市長。

バーレーン、ポーランドを初め、箱根駅伝の東

○横戸長兵衛市長 観光の拠点といいましょう

洋大学、日本体育大学、創部５年目でことし初

か、これをつくっていくことは非常に大事なこ

出場を果たしました東京国際大学も利用してい

とだというふうに思っております。

ることは、皆様御承知のとおりであります。こ

ただ、これからの議論でございまして、要す

れらは、市長によるトップセールスが大きく功

るに、今、加勢鳥という話も出ましたけれども、 を奏したものと受けとめておるところです。
加勢鳥についても非常に頑張っていただいて、

特にポーランドとの間では、２０２０年東京

このたびサントリー地域文化賞をいただきまし

オリンピックのホストタウン認定をいち早く受

たけれども、そういった全国に誇れるお祭りだ

けておりますが、事前合宿誘致活動を初めとす

と思っておりますし、ただ、それをどういう形

るさまざまな準備活動を経て、大会中あるいは

で発信していくのか、ただ展示場をつくればい

大会後における応援・交流事業のほか、本市の

いのかということもあるわけでございますし、

魅力発信、トップアスリートによるスポーツ教

その辺は、先ほどの繰り返しになりますけれど

室、ポーランドへの青少年の派遣・招聘、ジュ

も、関係団体との話し合いもきちっとさせてい

ニア選手との競技交流の一つとして、蔵王坊平

ただいて、そして、つくる場合にはいいものを

クロスカントリー大会への参加も検討されてい

つくっていきたいというふうに考えております。 ると伺っております。
坊平での施設利用者は、２０１３年のやまが

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。
○１３番 大沢芳朋議員 市長の答弁を聞いて

た樹氷国体時をピークとして７万２，３４０人、

安心したところであります。間違いなく、展示

２０１５年の蔵王山の噴火警報時には５万５，

して損することはないと私は思いますので、今

３１５人と一時減少するも、全体的に右肩上が

後そういった方向に進めていってもらうように

りに推移をしております。今年度も陸上競技の

お願い申し上げまして、今回の一般質問とさせ

実業団チームを皮切りに、リオオリンピックに

ていただきます。ありがとうございました。

向けて近代五種競技の日本代表選手に利用され

○坂本幸一議長 次に、１４番髙橋義明議員。

るなど、スポーツ少年団から大学、実業団まで

〔１４番 髙橋義明議員 登壇〕

順調に利用をいただいているようです。
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蔵王坊平アスリートヴィレッジの評判のよさ
は、全天候型の蔵王グリーングラウンドや東日
本初の常設クロスカントリーコースばかりでは
なく、ＺＡОたいらぐら内のバスケットボール

努めていただきたいものです。市長の御所見を
お伺いいたします。
次に、ローラースキー練習コースの整備であ
ります。

コート１面、バレーボールコート２面、バドミ

昨年度の改修工事により、フィールドが盛り

ントンコート３面のほか、ウエートトレーニン

上がっていた蔵王グリーングラウンドは、見事

グ機器がそろっているトレーニング室の存在が

に段差が解消されるとともに、跳躍競技や投て

大きく、また、ライザウッディロッジに低酸素

き種目にも対応できるようになり、アスリート

室４部屋、高気圧酸素キャビンが２部屋完備し

ヴィレッジ整備構想から見ればまだ道半ばかも

ていることにも由来をしております。

しれませんが、我々には隔世の感がありました。

私は、ここで足りないものがあるとすれば、
それは温泉ではないかと考えます。アスリート

確実に使いやすく進歩していることを感じたわ
けです。

は、トレーニングの後シャワーと風呂を使うわ

さて、近年、蔵王坊平アスリートヴィレッジ

けですが、それにはぜひ温泉を使いたいもので

施設において、利用者、利用団体ともに急増し

す。温度は、水、ぬるま湯、普通の湯と３種が

ているのが、クロスカントリースキーを含むス

あるのが望ましく、泉質はかみのやま温泉と同

キー競技部門であります。夏場にも体力づくり

じ単純塩泉が最高であります。筋肉を弛緩させ、 の合宿がふえています。この場合、練習用に使
ストレッチ効果が最も大きく、傷やあせも、肌

うローラースキー用のアスファルトコースの整

荒れを修復する、まさにアスリートにとっては

備が望まれます。

願ってもない泉質と考えますが、残念ながら市

坊平においては、御清水近くで練習している

街地までおりて、また登る利用者はおりません。 のが見受けられますが、走る人がいるときはで
きません。また、近くでは、一般公道を使用し

運動直後の利用が望まれるわけです。
以前から、「坊平に温泉があれば最高なんだ

て注意をされたケースも耳にしております。と

がなあ」という声が、アスリートばかりではな

りあえず使えるところを確保するということも

くて、サポートする地元民、ペンション関係者

必要ですが、専用のコースでないと、歩く人や

からも聞かれていたことでした。温泉があれば、 走る人に危険を及ぼすおそれがあります。
夏場の避暑や秋の紅葉狩りの人も利用できます。

整備するとすれば、コースとしては最低３メ

スポーツ施設と直売所を備え、クアオルトの健

ートル幅、この場合は部分的に五、六メートル

康ウオーキングの発着点であるＺＡОたいらぐ

の追い越し部分をつくり、さらに自然との調和

らに連接していれば、スパ感覚で楽しめるのも

のため、色は緑色にするのが望ましいと思われ

魅力であります。

ます。また、体力づくりのため、登り専用のコ

２０１８年韓国冬季オリンピック、２０２０

ースも求められるところでありますが、アップ

年東京オリンピック・パラリンピック、２０２

ダウンのある３キロぐらいのクローズドコース

２年中国冬季オリンピックと続いていく今だか

がよいと伺っております。そうなりますと、蔵

らこそ、温泉を掘削し、施設のさらなる充実に

王グリーングラウンドの下のスペースを中心に

－６０－

有効利用していこうと考えるのが自然ではない

一歩となります。市役所や市内の企業に、クロ

でしょうか。

スカントリースキーの指導者を採用するなどの

北海道や秋田、長野には大会のできるコース
があるわけですが、練習のできるコース自体ま

努力が必要と考えるわけです。
最も効果的な方法は、例えば中学校や本市に

だまだ数は少ないところです。ジャンプは蔵王、 １校だけの高校にスキー部をつくり、指導者に
クロスカントリーは坊平というのが定着し、３

転勤をしていただくということです。シャトル

年に１回は全国大会を呼べるまでになった現在、 バスを使えば、坊平までの生徒の送迎は可能で
夏場の練習場の完備が望まれます。３キロほど

す。生徒数の減少等により、クラブの設定が各

のローラースキーのコースを整備することにつ

校ごとに課題となっている現在においては、ク

いて、市長の御所見をお伺いいたします。

ラブをつくることが簡単ではないことは承知し

次に、クロスカントリースキーの普及推進に

ております。しかし、全国的にクロスカントリ
ー競技の選手層が薄いこともあり、効果は大き

ついて。
指導者の確保と選手の育成であります。

いと思われます。教育長の御所見を求め、私の

蔵王坊平における冬場のクロスカントリーに

質問とさせていただきます。

ついては、毎回コースをつくってくれるありが

○坂本幸一議長 市長。

たさもあって、大変評判がよく、喜ばれている

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

ところです。大会での選手の満足度も高いと聞

○横戸長兵衛市長 １４番髙橋義明議員の御質

いております。

問にお答えいたします。

しかし、県内においては、北村山の選手層が
厚く、村山の選手層は薄いと言わざるを得ませ

初めに、温泉施設の整備について申し上げま
す。

ん。以前は、市内の小学校にもクロスカントリ

温泉施設につきましては、利用者や蔵王坊平

ー用のスキーが置いてありました。今はありま

地区からのニーズもあり、リカバリー施設とし

せん。坊平のスキー場のレンタル用品も現在は

て有効であると捉えておりますが、市単独での

ない状態です。わずかにペンションに備えられ

整備は財政負担も大きいことから、具体化に向

ているのみであります。本市のクロスカントリ

けた方策については、県と連携しながら模索を

ースキーの環境は、コースはあっても使う人が

してまいります。

少ないのが実情です。せっかく恵まれた環境が
あるにもかかわらず、その環境を生かし切れて

次に、ローラースキー練習コースの整備につ
いて申し上げます。
ローラースキー練習コースにつきましては、

いないと感じます。
私は、クロスカントリースキーの普及推進の

整備費用や維持管理費、利用者数の現状等を考

ため、まずは人的環境を整えるところから始め

慮しますと、現時点での整備は難しいものと考

なければならないと考えます。行く行くはスポ

えております。

ーツ少年団をつくり、坊平に５０台ぐらいを設

○坂本幸一議長 教育長。

置して、市民に貸し出しできるようにまでした

〔古山茂満教育長 登壇〕

いものです。それには、まず指導者の確保が第

○古山茂満教育長 １４番髙橋義明議員の御質
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ナルトレーニングセンターがあるわけでござい

問にお答えいたします。
指導者の確保と選手の育成について申し上げ

ますが、そのほかにも競技種目によって各地方
に何カ所かあると。高地トレーニング強化拠点

ます。
学校におけるクロスカントリースキー部の創

施設については、坊平と御嶽、高山市の御嶽で

設と指導者の確保につきましては、現在の学校

すね、これが特別２カ所であったものを１カ所

の実態や諸課題から難しい状況にあります。

ですね。

また、クロスカントリースキーの普及、選手

今の文部科学大臣の発言もあったということ

強化等につきましては、市スキー連盟等に働き

でございますが、実はこの間、東京の方が来ら

かけてまいります。

れまして、２０２０年に向けては、やっぱりそ

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。

ういった効果があるので、ナショナルトレーニ

○１４番 髙橋義明議員 順次質問をさせてい

ングセンターはどんどんふえてくるよという話

ただきます。

も承りました。ということはどういうことかと

初めに、蔵王坊平アスリートヴィレッジの機

いうと、今までのナショナルトレーニングセン

能強化についてでありますが、先日８月３０日

ターというものが安閑としておれないよと。い

だったと思いますけれども、朝のテレビ放映で

ろいろなところが出てくるので、いい意味での

松野文部科学大臣が、リオオリンピックのメダ

競争といいましょうか、そういうことも出てく

ル数が過去最大となったと。その陰には、そう

るということになるわけです。

いった日本勢の活躍につながったのは、これま

そうすると、何が大事なのかというと、やは

で取り組んできたナショナルトレーニングセン

り整備の状況とか、あるいは利便性がどうであ

ターの充実が実を結んだものだという発言がご

るとか、そういうことがカウントされるわけで

ざいました。

ございますが、いずれにしても坊平については、

現在はスポーツ庁管轄といいますか、それが

合宿の利用者からは、温泉があれば鬼に金棒だ

移っているのかもしれませんけれども、文部科

ということは前々から言われておるわけでござ

学省が指定した施設の効果に言及したというこ

いますし、平成８年に、実は山形県、当市と民

とは、国策としての競技力向上の上で、根幹を

間で調査した結果もあるんです。それも県のほ

なす重要な施設だというふうに位置づけられて

うにも一応お示しをさせていただいた経過もあ

いるんだなということを改めて感じたところで

るんですが、まだ何も話は聞いておりませんし、

す。

また、毎年、蔵王坊平アスリートヴィレッジの

本市坊平にこうした施設を持つ市長としての、 会議があるわけでございますが、そこには東京
まずはアスリートヴィレッジに対する考え方、

から委員の方２人、あと県からも来ますが、そ

思いについて、初めにお伺いをしたいと思いま

の中でも話はなっているんですけれども、なか

す。

なか県としての対応がまだはっきりしておらな

○坂本幸一議長 市長。

いという状況でございます。

○横戸長兵衛市長 ナショナルトレーニングセ

そういうことで、市単独での整備というのは

ンターでございますが、東京に味の素のナショ

なかなか難しいことがありますし、あと配湯の

－６２－

面がありますし、そんな調査をするとかなりの

素、それから高気圧、さまざまな機能が充実し

期間もかかると思いますし、経費もかかると思

ていると。体調を管理しながら、体力、それか

いますし、そこは県と連携ということが一番望

ら競技力を強化していくというような観点で、

ましい形ではないかなというふうに今考えてお

非常に定評があるのが我がアスリートヴィレッ

るところでございます。

ジなわけですけれども、当初の考え方として、

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。

温泉は上山の街の中の温泉を使うというような、

○１４番 髙橋義明議員 今、大変前向きな検

そういうふうな考え方もあったと思うんです。

討もなされたというような経過を聞いたわけで、 遠いけれども、二核というような表現の中で。
期待もあるなというふうに思ったところです。

そういうふうな現実にはなかなか思うようには

まずは、４年後のオリンピックに関して、今

いかなかったわけですけれども、毎朝のように

までは見るだけのオリンピックであったのが、

温泉を御利用なさっている市長としては、スポ

我々にとっては参加型といいますか、体験型と

ーツと温泉、あるいはクアオルトと温泉という

いいますか、市民にとっては新たなオリンピッ

ようなつながりの中で、特段の考えがおありで

クの体験ができるものかなというようなことも

はないかというふうに思いますが、その観点で

ございます。

ひとつ御答弁をお願いします。

そして、都合６年間の間に、６つのそういっ

○坂本幸一議長 市長。

たオリンピック規模の大会があるという中で、

○横戸長兵衛市長 アスリートヴィレッジの最

県としてもそういつまでも返答がないというよ

初のスタートは、まず競技合宿誘致とかそうい

うなことでいいのかというようなこともござい

うことのほかに、いかに市民が主体的に活用す

ます。そういうことに関して再度御答弁お願い

るかということが大きな柱だったというふうに

したいと思います。

お聞きしております。その中で、坊平と街の中

○坂本幸一議長 市長。

の連携というようなことで、温泉については上

○横戸長兵衛市長 県にはお願いをしておりま

山市内の温泉、旅館を含めて、共同浴場を含め

すし、私だけでなくて、県議会議員も通してお

てでございますが、それを活用してというのが

願いをしているところでございますし、県議会

当初の考え方であったというふうにお聞きして

議員も一般質問なんかもなされた経緯もござい

おります。

ます。しかし、県としての考え方もあるわけで

しかし、現実に先ほどお話ありましたとおり、

ございますし、必ずしも蔵王坊平だけというこ

片道３０分を要するということでは、なかなか

とでもない部分があろうかと思います。その辺

練習後の活用というのは難しい状況にあります。

は粘り強く我々のほうからもう少し要望活動、

ただ、現在は、練習の休み日等については、旅

あるいはプッシュをしていかなければというよ

館から開放していただくとか協力をしていただ

うに思っています。

いて、選手の方々がリフレッシュとしてかみの

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。

やま温泉に来たり、あるいは買い物をしたりと

○１４番 髙橋義明議員 ちょっと観点を変え

いうような時間の過ごし方をしておるところで

て、ウエートトレーニング機器、それから低酸

ございますが、練習後の温泉活用ということに

－６３－

ついては、なかなか難しい状況にあるというふ

なかなか要するに、うめる、加熱するという議

うに認識をしております。

論は成り立たないといいましょうか、現時点で

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。

は申し上げることはできません。

○１４番 髙橋義明議員 よくわかりました。

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。

それでは、上山のクアオルトの観点からすれ

○１４番 髙橋義明議員 問題は、財源にある

ば、本市にとって温泉というのは重要な要素で

というふうに言っても過言ではないのかなと。

あると思います。気候性地形療法における認定

今のところ、温泉掘削の直接的な補助金という

コースの発着点でもあるというところに温泉が

ものはちょっと見当たりません。地方創生交付

実現すれば、それなりの意義、そういうものは

金しかないのかなというふうに思いますけれど

大きなものがあるのではないかと１問目でも指

も、これにも限度がある話であります。それか

摘させていただいておりますけれども、そうい

ら、建物に関する補助金であれば、各省庁に調

う意味でも、今後、何らかの進展を見たいもの

査すればあるのでしょうが、県あるいは市の負

だというふうに思っているところです。

担が伴うというふうに認識をしているところで

そういったときに、妥協案というのは余り言

す。

いたくはありませんけれども、いわゆる１キロ

合宿や大会が今後ますますふえるという実情

メートル掘らなければいけないというと、それ

を踏まえて、また誘致活動を活発化していくと

なりのお金がかかるわけですけれども、そこま

いう上でも、補助金の検索を進めて、温泉の掘

でいかなくても、いわゆる酸性ではない、そう

削に向かっていく、そういう姿勢のありやなし

いう温泉に当たったときに、いわゆる深さによ

やについて、市長の意思をお示しいただきたい

って経費も変わると。成分が望ましいことは望

と思います。

ましいのですが、比較的低温の温泉でも、加熱

○坂本幸一議長 市長。

して上がり湯に使うことができるというふうな

○横戸長兵衛市長 活用人は大体７万人でした

経済的な考え方もできるわけでありますが、そ

かな。坊平のね。そのうち合宿で宿泊する方、

ういう考えはあるかどうかお伺いしたいと思い

日帰りの方いろいろおります。問題は、ただつ

ます。

くって喜ばれるということだけでは済まないわ

○坂本幸一議長 市長。

けですよね。収支案もありますし、また、あそ

○横戸長兵衛市長 そういう考えがあるかない

こにはヤマコーリゾートに委託をして管理もや

かの前に、果たして温泉が出るかどうかの議論

っていただくということもございますし、です

ですよね。要するに、１，０００メートルのと

から、温泉の部分で今のよりももっともっと経

ころで何度であって、８００メートルのところ

費がかさむのではないかなというように、簡単

何度ということで、具体的には調査していない

に考えて想像されるわけです。ですから、あそ

わけですから。ただ、温泉を掘れば出る可能性

こに温泉施設をつくるということになれば、冬

はあるというような調査なわけでして、ですか

の問題もありますし、その辺は本当に慎重に吟

ら、そこの議論は、もっと具体的に掘るという

味をしてつくっていかないとというようには考

ことに決定をした上で調査、研究をしないと、

えておるところでございます。
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○坂本幸一議長 髙橋義明議員。

ているわけであります。その間につくっていく

○１４番 髙橋義明議員 慎重に考えを進めて

というのが、私としてはベストかなというふう

いくというような答弁と受け取らせていただき

に思っているところです。

ます。今後もっと気が変わって、もう少し馬力

何にしても整備計画とは、整備しなければ何

を持って前に進んでいっていただきたいなとい

も意味がありません。計画だけに終わってしま

うふうに思っているところです。

うわけですから。現時点においてというよりも、

時間がありませんので次のところに参りたい

コースができれば人が来るんだと、人が呼べる

と思いますが、いわゆるローラースキーの練習

んだと、大会もできるんだと、コースをつくる

コースの整備について、現状では取り組んでい

んだと、そこからこの場合は始めるべきだと考

る人数が少ないということが原因なのか、まず

えますが、いかがでしょうか。

は難しいというふうな、そういう現時点として

○坂本幸一議長 市長。

は難しいという表現ではなかったかなというふ

○横戸長兵衛市長 これは、卵か鶏の議論にな

うに思っているところです。

るわけですよね。要するに、つくれば来るのか、

しかしながら、アスリートヴィレッジ整備構
想の中で、平成６年３月にアスリートヴィレッ

需要があるからつくるのかということだと思い
ます。

ジ構想研究会によりまして整備構想というもの

現実に、構想の中では、フラットの１，００

がつくられているわけですけれども、その設置

０メートルから３，０００メートルのコースを

配置計画の中において、クロスカントリーコー

つくろうという計画もあるんです。その中に。

スの施設の中に「測定用コース」という文言が

でも、これはやめました。というのは、なぜか

ございまして、いわく９９０メートルレベルを

というと、莫大な経費がかかるということと、

中心に配置するトレーニングコースと、直接つ

あと、あそこは国定公園かな、そういう中であ

ながる全長３ないし４キロメートルのコースを

るというようなことで、もうこのコースはやめ

形成すると。測定用コースには測定専用の車路

たわけでございます。

が敷設されるが、車の道路ですね、この車路を

ですから、計画は、当初はいろいろな計画を

利用してローラースキー、インラインローラー

つくります。しかし、現実に利用状況とか、あ

スケート、自転車ロードなどもトレーニングを

るいは位置づけとか、それによって計画ってど

行うというものであります。ローラースキーに

んどん変わることはあり得るわけですし、今回

よる練習コースの位置づけというのがここにあ

のローラースキーについても、それでは果たし

らわれているというふうに考えておりますが、

てそれだけの投資をして、その利活用分、利用

いかがでしょうか。

分が果たしてどうなるのかと。

フットボール系競技場もその中には計画とし

よそ様に喜ばれることも大事です。しかし、

て含まれているわけですけれども、いわゆる今

市民も喜んでもらうといいますか、市民に活用

のグリーングラウンドを延長整備して、フット

してもらうことも大事です。ですから、そうい

ボール系が１面、それから今のグリーングラウ

う意味において、現時点において、ローラース

ンドの下のほうにちょっと離れて２面計画され

キーのコースについては、財政的にも含めて非

－６５－

常に難しいという判断をさせていただきました。

インターネットと無線でつながるＷｉ－Ｆｉ

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。

の仕組みには、目には見えないですけれども、

○１４番 髙橋義明議員 卵論争があったわけ

重要なインフラとの認識もあり、総務省や官公

ですけれども、どちらが先かということであり

庁などでも活用法に注目しています。

ますが、これは明らかに需要があると、求めら

２０１１年３月１１日に発生した東日本大震

れているものだというふうに私は認識をしてお

災を初め、現在も復旧作業が続く熊本地震など、

るところですので、今後、前向きにこのコース

災害の際に連絡や情報収集、安否確認、災害本

の建設に向かってほしいものだと思います。

部での広報広聴活動には欠くことのできないも

そして、もう一つの命題があったわけですが、 ので、稼働しているＷｉ－Ｆｉスポットさえあ
こちらは後で徐々に教育長との話は詰めていき

れば多くの通信機器が接続でき、災害支援や防

たいと思います。

災に役立つ、通信に必要不可欠なものと言えま

以上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。

す。
Ｗｉ－Ｆｉ付自動販売機とは、この通信ネッ

○坂本幸一議長 この際、１０分間休憩いたし

トワーク機能を有した自動販売機で、平時には

ます。

来訪者の観光や街歩きの際の情報の入手はもち
午後 １時５７分 休 憩

ろん、外国人インバウンド観光客等にも役に立
つものです。アクセスポイントも多言語化に対
応しており、セキュリティーの面でも、本市が

午後 ２時０７分 開 議
○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

足湯に設置したものと同様の対策がとられてお

ます。

ります。さらに、災害時には無料で、収納して
ある多様な飲み物の提供が可能です。

次に、４番谷江正照議員。

電光掲示板を搭載している自動販売機では、

〔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

ふだんは時刻や天気情報が流れていますが、非

王、谷江正照です。

常時には災害情報を発信することができます。

通告に従いまして、災害時にも対応できるＷ

民間発意のものですが、市民や来訪者に有益な

ｉ－Ｆｉ付自動販売機設置による観光振興及び

インフラの側面を有していると言えるのではな

防災力の強化について質問いたします。

いでしょうか。

Ｗｉ－Ｆｉとは、携帯電話、パソコンやテレ
ビ、スマートフォン、タブレット、ゲーム機な

そこでまず、Ｗｉ－Ｆｉサービス網の拡充に
よる観光振興についてであります。

どのネットワーク接続に対応した機器を、無線

本市では、観光交流人口の増大に向け、平成

でインターネットに接続する技術のことです。

２７年９月、市内５カ所の足湯に、観光客や来

平成２６年度末、総務省のデータによります

訪者がスマートフォンやタブレットなどでイン

と、インターネットの普及率は世界では８５．

ターネットに無料で接続できるＷｉ－Ｆｉスポ

６％、個人では８２．８％、企業においては９

ットを整備しました。その他、かみのやま温泉

９．６％が利用しているとのことです。

駅、武家屋敷通りの旧曽我部家とあわせて７カ

－６６－

所を整備し、今後は春雨庵、武家屋敷通りの三

体は、Ｗｉ－Ｆｉスポットの増設に注力してい

輪家にはＷｉ－Ｆｉスポット新設が予定されて

ます。インバウンドも含めた観光推進の施策に

おり、本年度で１１カ所となります。このよう

おいて、来訪者の要望が強い無料のＷｉ－Ｆｉ

にＷｉ－Ｆｉスポットの必要性は、本市でもし

スポット網の拡充と整備は、観光交流都市を目

っかりと認識し、拡充の手だてをしているとこ

指す本市においても重要であると考えます。
各種イベントでにぎわう中心市街地の公共施

ろです。
多くの方の来訪を促し、観光交流人口の増加

設や、楢下地区を初めとした本市の観光資源の

を通じてリピーターをふやすことは、長期的に

ある場所、クアオルトコース周辺、人の集まる

移住・定住対策にも役立つことから、本市観光

公共性の高い場所にＷｉ－Ｆｉ付自動販売機を

資源のＰＲは、将来にわたっても持続していく

設置し、来訪者やインバウンド外国人観光客へ

べき必要不可欠な取り組みです。

の通信網の拡充を図り、来訪した方が本市のワ

これまでの観光客のスタイルは、団体行動で

インバル会場のにぎわい、かかし祭や踊り山車、

決まったルートを回る形が多くを占めていまし

ツール・ド・ラ・フランス大会、今回サントリ

たが、インターネットやスマートフォンが普及

ー地域文化賞を受賞した加勢鳥の模様や楽しさ

した現在は、自身で観光プランを立てて来訪す

をリアルタイムに世界に発信することは、間違

る方や、目的地に着いてからプランを検討する

いなく本市の生きたＰＲとなります。
ござってえＴＶの情報量の多い動画データで

ような旅行形態が顕在化しています。
本市を訪れた方が街歩きや観光をする際に、

も、通信料を気にせずに見ることができる環境

自分のいる位置の確認や目的地までのナビゲー

がたくさんあることは、本市の観光振興に必ず

ション、目的地の情報、その土地のおいしいも

や役に立つと考えますが、市長の御所見をお伺

のやお店の情報等を得るためには、スマートフ

いします。

ォンやタブレット、通信する際のＷｉ－Ｆｉは

次に、災害時の通信インフラの拡充について
であります。

有効な手段になっています。
さらに、今は、情報を受け取るだけではなく、

各地では、さまざまな災害が起こっています。

自分のブログやホームページに訪れた先の情報

本市も蔵王連峰の麓に位置していますが、おお

をアップする方がふえています。安倍総理大臣

むね災害の心配は少ない、暮らしやすい場所と

が訪れた農家レストラン等のにぎわいは、この

言えます。しかし、災害がいつ起こるかは予測

ような動きが反映されたものだと言えます。

不可能であり、不測の事態に備えなくてはいけ

本市を来訪した方自身が、自分の言葉でリア

ません。

ルタイムに観光地から発信するＳＮＳやフェイ

大規模災害発生のときは、安否確認の連絡だ

スブック等での本市観光資源の情報こそ、生き

けで既存の通信回線がパンクしてしまいますが、

た価値の高い宣伝となると思います。

そのときにインターネット回線が有効に働くケ

そこで、４年後の２０２０年、東京オリンピ

ースが実証されています。本市の方が熊本で被

ック・パラリンピック開催に向けて、より大勢

災した際には、ＬＩＮＥによる通信が連絡手段

の方に来ていただくために、観光庁含め各自治

として役立ち、ＬＩＮＥ電話で音声のやりとり

－６７－

その後の通信料や管理費などのかからないもの

もできたと聞きました。
このように、多数の方が集まる場所にＷｉ－

はないか調査した結果、自動販売機にＷｉ－Ｆ

Ｆｉスポットがあれば、災害時に大変有効な通

ｉ機能と防災用充電機能、災害時に無料で飲料

信インフラとなります。災害時に停電になり、

水を提供する機能、これら３つの機能を有した

施設の通信機器が使えないような際にも、Ｗｉ

自動販売機をさまざまなメーカーが提案してい

－Ｆｉ付自動販売機には、蓄電器を内蔵したも

ることがわかりました。

のや手回し発電機を内蔵したもの、新型ではマ

足湯を例にすれば、機材費、設置費、設定費、

グネシウム空気電池などを活用したものがあり、 管理費で合計約２７０万円、その他年間使用料
施設より電源が供給されなくとも、モバイル環

３５万円、これらの合計約３０５万円かけるこ

境に接続すれば通信を確保することができます。 となく、ゼロ円で設置しゼロ円で使用すること
また、電気の給電設備にもなり、携帯電話や
スマートフォン、タブレットやパソコンへの給

ができます。ランニングコストは、飲料水の売
り上げで賄う仕組みです。

電も可能です。このように、市内各所に災害に

「また来たくなるまち ずっと居たいまち～

強い通信網や給電スポットが拡充することは、

クアオルト かみのやま～」の実現に向け、市

市民生活にもプラスになります。さらに、災害

民の利便や安全に役立つ先進的な取り組みを模

や非常時の際には、多様な飲み物の供給の役割

索し、政策に取り入れることは大切なことです。

も兼ね備えております。

市民のためになる防災力向上の取り組みとして

公民館などの避難所には水の備蓄があります

も、Ｗｉ－Ｆｉ付自動販売機の設置導入を強く

が、熱中症の際には水だけでは助けることがで

提案いたしまして、市長の御所見をお伺いいた

きない場合があります。水分補給を水１種類で

します。

賄うよりも、熱中症に有効なアルカリイオン飲

○坂本幸一議長 市長。

料や乳飲料、清涼飲料水やお茶など多様な飲料

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

で、乳幼児から老人までさまざまな方に対応が

○横戸長兵衛市長 ４番谷江正照議員の御質問

できます。自動販売機の機種によっては、５０

にお答えいたします。

０本ぐらい収納できるものもあります。このよ

災害時にも対応できるＷｉ－Ｆｉ付自動販売

うなＷｉ－Ｆｉ付自動販売機の利活用は、本市

機設置による観光振興及び防災力の強化につい

の防災力の向上につながると考えます。

て申し上げます。

本市がＷｉ－Ｆｉを設置した際は、５カ所の

Ｗｉ－Ｆｉ設備の整備は、観光振興と防災対

足湯に約２７０万円の費用がかかっています。

策の両面において重要であることから、整備手

設置後も、１カ所、月額約６，０００円の通信

法の一つとして、Ｗｉ－Ｆｉ付自動販売機につ

料が発生し、年間につき７万円、５カ所で年間

いて調査、研究をしてまいります。

３５万円かかります。これでは、通信料や維持

○坂本幸一議長 谷江正照議員。

費は、スポットをふやせばふやすだけふえてい

○４番 谷江正照議員 観光振興、防災力強化、

きますので、なかなか頭の痛い問題です。

両面で重要だという御認識一致しており、大変

そこで、もっと安価に設置することができ、

心強く思うところであります。

－６８－

では、まず、現在、上山市の管理する自動販

○坂本幸一議長 谷江正照議員。

売機等におきまして、防災に対応している自動

○４番 谷江正照議員 Ｗｉ－Ｆｉ付自動販売

販売機があるかどうかをお聞きしたいと思いま

機のほうで、防災力について、ではもう一度御

す。

質問したいと思います。
市内のほうの足湯５カ所にＷｉ－Ｆｉをつけ

○坂本幸一議長 庶務課長。
○鈴木英夫庶務課長 現時点では、防災に対応

て、訪れる方に向けて一生懸命観光振興、利便

している自動販売機は設置していないというこ

を図っている上山市でありますが、今後も２カ

とで認識しております。

所ふやしていくということであります。ただ、

○坂本幸一議長 谷江正照議員。

設置費用がかなり高額であるところが頭を悩ま

○４番 谷江正照議員 今、庶務課長のほうか

すところではあると思うのですが、その際、今

ら、ないというようなことでございましたが、

回、私御提案したＷｉ－Ｆｉ付自動販売機とい

クアオルトの自動販売機と消防団のサポーター

うものは、設置費用もかからず、ランニングコ

自動販売機のほうは対応しているというように

ストもかからず、電気代ももちろん飲料メーカ

私のほうで聞き及んでいるんですが、そこはそ

ーが持ちますので、ほぼゼロ円で防災の飲料供

うでしょうか。

給施設、充電を行える施設、通信網のインフラ

○坂本幸一議長 庶務課長。

を補完する施設となり得るのですが、調査、研

○鈴木英夫庶務課長 大変失礼いたしました。

究をどのように今後進めていくのか、もし具体

いわゆるＷｉ－Ｆｉ機能を備えている自動販売

的なものがあればお知らせください。

機がないということで、災害のときに取り出せ

○坂本幸一議長 観光課長。

る自動販売機は、今議員からございましたよう

○平吹義浩観光課長 調査、研究についてであ

に、クアオルトの部分と消防団の部分ございま

りますけれども、まず、設置している飲料水メ

す。

ーカー、その辺の事情、あるいは既に上山市内

○坂本幸一議長 谷江正照議員。

に１カ所設置してございましたので、その通信

○４番 谷江正照議員 今ほどのクアオルト対

品質であるとか技術的な部分、さらには安定し

応、消防団サポートの自動販売機の災害時にお

てＷｉ－Ｆｉのスポットとして供給されるのか

ける飲料水の提供方法でありますが、どのよう

どうかと、そういった点を研究してまいりたい

な形になっていますでしょうか。

というふうに思います。

○坂本幸一議長 庶務課長。

○坂本幸一議長 谷江正照議員。

○鈴木英夫庶務課長 クアオルト、それから消

○４番 谷江正照議員 この上山市にある１カ

防団の自動販売機につきましては、災害時にお

所といいますのは、リナワールドの駐車場に設

いて鍵をあけることによりまして、必要な数の

置してあるものでございます。私も、この事案

飲料水を確保できるというようなことでござい

を御提案するに当たりまして現地に赴きまして、

ます。詳細につきましては、制度的にはわかり

Ｗｉ－Ｆｉがどれぐらい届くんだろうかですと

ません。申しわけございません。よろしくお願

か、つながりやすさを上山市の足湯各所と比較

いします。

してまいりましたが、大変足湯のＷｉ－Ｆｉよ

－６９－

りもいいものだと私のほうでは感じてまいりま

３カ所設置することが可能なビジネスモデルも

した。距離が遠くまで届いた分と、あと接続の

ありました。ということは、ここは自動販売機

しやすさ、そういったところがありました。そ

を置いてもなかなか売り上げが足らないなとい

のようなことは、行って機器をつないでみると

う場所であっても、そこにＷｉ－Ｆｉを飛ばす

わかるのですけれども、それよりさらに踏み込

こともできますし、自動販売機とＷｉ－Ｆｉ機

んだ調査等はなさるような予定はありますでし

器を分離して設置することも可能ですので、ぜ

ょうか。

ひそこは前向きに検討していただければなとい

○坂本幸一議長 観光課長。

うところであります。

○平吹義浩観光課長 今、議員つながりやすか

次に、来訪者やインバウンド観光の誘客につ

ったというふうな御発言でありましたけれども、 きまして、２０２０年にオリンピック・パラリ
観光課の職員が行ったときには、つながりが非

ンピックを迎えるに当たり、各自治体がたくさ

常に悪かったというような評価があって、何か

んしております。これもやはり観光のほうなん

自動販売機に相当近づかないとつながらなかっ

ですけれども、この訪れる方に対して、上山市

たという報告を受けておりまして、その辺、簡

で特に何か力を入れているところ、Ｗｉ－Ｆｉ

易な調査でありましたので、その辺を含めても

の部分も含めてですが、ございますでしょうか。

っと詳しく調べなければいけないなというふう

○坂本幸一議長 観光課長。

に思います。

○平吹義浩観光課長 まだ課題として捉えてい

それから、お金がかからないという大変魅力

るんですけれども、外国人の方から利用してい

的なものであります。しかし、飲料水メーカー

ただくためには、こういったところにＷｉ－Ｆ

の営業戦略の中で、その自動販売機というのは

ｉスポットがありますよといったことをＰＲし

設置されていくのかなというふうに考えており

ていく必要があるだろうというふうに思います。

まして、私どもの思っているところに設置が進

上山には、上山城を含めて市でシステムを運

むのかどうか、そういったところも、これは飲

営しているのは９カ所ありますけれども、そこ

料水メーカーと接触をしてお聞きをしていきた

はＮＴＴの会社が使ったものですけれども、Ｎ

いなというふうに考えているところであります。 ＴＴ傘下のアプリをスマートフォンに導入して
○坂本幸一議長 谷江正照議員。

いただきますと、多言語で上山市内のこういう

○４番 谷江正照議員 私のほうも飲料水メー

ところにＷｉ－Ｆｉがありますよといったもの

カーのほうと接触しまして調べたんですけれど

が表示になります。そういったものを宣伝して

も、自動販売機の売り上げから賄う仕組みであ

いくというのが課題かなというふうに考えてい

ります。これは課長も認識していらっしゃると

るところでございます。

思いますが、ただ、一ついいところといいます

○坂本幸一議長 谷江正照議員。

か、よかったのは、例えば市が管理している場

○４番 谷江正照議員 今、課長から、多言語

所とかで、１カ所でも非常に売れる自動販売機

化対応が大切であるというような答弁をいただ

を置けるようなところがあれば、その１カ所の

きました。観光庁のほうのデータでございます

売り上げで、売れる本数によっては２カ所とか

が、外国人観光客が旅行中で一番困ったことと

－７０－

いうのは、公衆無線ＬＡＮの環境がないという

２０１５年１０月３日の記事ですが、その最後

ことに関して一番困っております。２番目につ

のほうで、市観光担当者は、本年度内に４カ国

きましては、コミュニケーションとなっており

語のデジタルマップをつくる予定で、民間の各

ます。３番目が、目的地までの公共交通の経路

事業所とも協力してコンテンツを充実させ、外

情報の入手が上がっております。

国人も上山でより楽しく観光できるよう、環境

調べましたら、１番、本当に無線ＬＡＮの環

整備に取り組んでいくと話されておったようで

境、Ｗｉ－Ｆｉの環境なんですけれども、２番

す。この内容の具体と進行状況等ありましたら

目のコミュニケーション、これは現在スマート

お知らせください。

フォンが有しているグーグルの機能で、翻訳機

○坂本幸一議長 観光課長。

能が大変すばらしいものがございます。つまり、 ○平吹義浩観光課長 デジタルコンテンツにつ
１番のＷｉ－Ｆｉ、無線ＬＡＮ環境を整えるこ

きましては、平成２７年度いっぱいでできてお

とによってグーグルの機能が使えれば、２番目

ります。デジタル情報として納品はなっており

に困っているコミュニケーションの部分も解消

ます。

される部分があるのではないかなと強く思うと

活用なんですけれども、今現在実際に活用し
たのは、観光果樹園等に台湾あるいはタイから

ころです。
これは、外国人の方の利便も図られますが、

引き合いがありましたので、そのときにプリン

観光交流都市として上山市の受け入れる旅館で

トアウトをして外国人の方にお配りするという

すとか、いろいろなお店でも大変役立つ部分で

ことで活用しておりますけれども、今後、観光

ありますので、次の３番目の目的地までの公共

情報、特にホームページ、これにつきましては、

交通の経路情報の入手、これが３番目の困り事

観光物産協会のほうでホームページのリニュー

でありますが、この外国の方がＷｉ－Ｆｉを使

アルといったものが計画されてございまして、

える環境がある観光地ほど外国の方の利便が高

こちらのほうに集約をしてスマートフォン対応、

まり、また受け入れる際のお店の側のホスピタ

それと多言語化対応といったものを考えており

リティーも上がるというのでしょうか、そうい

ますので、そちらのほうでの活用をこれから進

ったふうに１つ解決すると残り２つ、上位３つ

めたいなというふうに考えているところでござ

の問題の解決に非常に役立つ部分であります。

います。

ただ、何度も言いますように、設置に対して

○坂本幸一議長 谷江正照議員。

は非常にお金がかかるということで、またラン

○４番 谷江正照議員 ただいまデジタル情報

ニングコストもかかるというところで、ぜひそ

としての納品は済んでいるということでありま

のところをしっかりと対応していただきたいと

すが、ならば、もう観光物産協会のホームペー

思うところです。

ジからリンクして見ることはできるのでしょう

そこで、２０１５年の山形新聞のネットの記

か。

事ではございますが、上山市の足湯にＷｉ－Ｆ

あと、あわせまして、足湯でＷｉ－Ｆｉ機器

ｉが設置されたことが記載してございました。

を開きますと、そのトップページに現在は上山

とてもいいニュースだと思います。この中で、

市のパソコンのホームページの画面が出てまい
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ります。スマートフォンとタブレットで見ます

た市町へのリンクですとか観光物産協会へのリ

と、非常に見にくくわかりづらいというもので

ンクですとか、そういった非常に使いやすいも

ありますので、このデジタルマップがもし納品

のもつくった費用まで入って、維持費、管理費

されているのであれば、足湯に行った方が観光

かからなくなっていますので、また、スタンプ

に直結する情報を即座に手に入れられるような

ラリー等も実装できるようなもの、これも維持

もの、また、ござってえＴＶというもので６０

費、管理費がかからずできている機能を有して

インチのテレビを駅の待合につけてありますけ

いますので、ぜひ前向きに検討していただきま

れども、あのござってえＴＶのコンテンツがす

して、進めていただければということで、私の

ぐ見られるようなものを実装していくことも大

一般質問といたします。

事かなと思うのですが、その辺はいかがでしょ

○坂本幸一議長 次に、９番長澤長右衛門議員。
〔９番 長澤長右衛門議員 登壇〕

うか。
○坂本幸一議長 観光課長。

○９番 長澤長右衛門議員 議席番号９番、創

○平吹義浩観光課長 今の市役所あるいは観光

志会の長澤長右衛門であります。

物産協会のホームページの構造では、スマート

通告に従い、順次質問いたします。

フォンに十分に対応していないと。それから、

利用者の視点に立った路線バスの運行につい

多言語化に対応していないというようなことで、 てであります。
具体的に観光物産協会のほうのホームページの

マイカーの普及に伴い、地域公共交通機関が

リニューアルといったものがことし計画に上が

衰退し、そうした地域公共交通が衰退すること

っておりますので、それにあわせて一気に充実

により、自分で自動車を運転できない子どもや

したものをつくってまいりたいなというふうな、 高齢者、そして障がい者など、交通弱者と呼ば
そんな考え方で進めております。

れる人々が、日常生活を営む上で必要な交通を

○坂本幸一議長 谷江正照議員。

どのように確保するかが喫緊の課題となってお

○４番 谷江正照議員 今回、私、御提案しま

ります。

したＷｉ－Ｆｉ付自動販売機でございますが、

国土交通委員会調査室によれば、地域公共交

今課長のほうからいただいた答弁の中で、なか

通衰退については、乗用車の普及等により自家

なか今のホームページに組み込んでいくのは難

用車への依存が高まる一方、公共交通輸送人員

しい現状であるという部分はあるかとも思いま

は、昭和５０年度には４７億９，５００万人で

す。

あった輸送人員が、平成１９年度には１５億９，

今回、私提案したものに関しましては、その

４００万人と６７％減少しております。

スマートフォンでつながって、一番最初に出る

バス事業者の経営状況は著しく厳しいもので

画面を独自につくっていただくことが可能なん

あり、保有車両台数３０台以上の一般乗合バス

です。例えば、お城のところでつながればお城

事業者の約７割がそれぞれ赤字と聞き及んでお

のトップページがすぐ出てくるとか、あとは楢

ります。

下の眼鏡橋周辺でつながれば楢下の情報が出て
くるとか、そういった見やすい情報、そこにま

こうした厳しい経営状況は、減便や路線廃止、
設備投資更新のおくれなどサービスの低下につ
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ながり、さらなる利用者離れを招くという悪循
環に陥っており、過疎地域における公共交通空

いて幾つか提案させていただきます。
現在の路線バスは、利用者のニーズとはかけ
離れたものではないでしょうか。今後、高齢化

白地帯の拡大が懸念されます。
こうした地域公共交通の衰退によって、日常

がますます進み、交通弱者が増加していくこと

生活に欠かすことのできない交通手段を失って

により、行政と交通業者が利用者に対し、喜ん

いく交通弱者が増加し、人口に占める交通弱者

でいただけるバス輸送サービスを提供しなけれ

の割合が高まっていく中、こうした人々の移動

ばなりません。そのためには、過疎地域の路線

手段をどう確保するかが課題であります。

バスの大胆改革が必要と考えます。

本市においても、行政と民間事業者が利用者

本市においては、小学校の統廃合等により、

のニーズに応え、円滑な利用価値のある路線バ

スクールバスを充実していただいたことは敬意

スの運行が必要であり、住民に喜んでもらえる

を表するところであります。しかしながら、通

バス輸送サービスを提供すべきであります。

学に路線バスを利用している地域では、保護者

本市には、民間の路線バス、市営バス・スク
ールバス、市営予約乗合タクシー、福祉輸送サ
ービス・タクシー等、多様なサービスがありま

の責任で公共交通機関最終地点まで送迎してい
る家庭があるのも現状であります。
上山市営バスについては、蔵王高原橋が終点
でありますが、蔵王エコー山荘から小学生１名

す。
本市も全国の地方都市と同様に、人口減少、

と中学生２名が、また、路線バス棚木線におい

高齢化及び自動車の普及を受け、公共交通の利

ては、小倉ペンションから小学生５人と中学生

用者は平成２３年度４万５，１９４名で、平成

１名が通学しており、学校まで各家庭が送迎し

２７年度４万２，８４７人と、約２，３００人

ている状況であります。送迎、通勤及び通院の

が減少しております。

負担を軽減するためにも、蔵王エコー山荘、小

今年度よりスタートした第７次上山市振興計

倉ペンションまでの路線延長が必要と考えます。

画の「うるおう」にある「快適に暮らせるま

また、バス路線の終点が、かみのやま駅前、

ち」の中でも、公共交通を確保し、利便性を高

カミン前までとなっております。市役所に用事

めるとあります。

がある人は、高松葉山温泉行きに乗りかえる必

高齢化が急速に進行し、交通弱者が増加する

要が生じており、特に高齢者の方々には大変不

ことが予想される中、公共交通の重要性は増し

便を来している状況であります。高松葉山温泉

ています。公共交通を将来にわたって維持して

までの路線延長が望まれます。これら地域住民

いくとともに、地域の特性や利用状況に応じて

の利便性を向上させて、バス運行路線延長の実

あり方を見直し、誰もが利用しやすい公共交通

現に向けた今後の施策や取り組みについて、市

の整備に取り組む必要があります。

長の御所見を伺います。

また、地域住民の足として必要不可欠な公共
交通の確保及び利便性の向上に取り組まなけれ

次に、フリー乗降制の導入についてでありま
す。

ばなりません。その施策として、私から、上山

生居、菖蒲、赤山、久保手線に関しては、市

市営バス並びに既存路線バスの利用拡大策につ

街地以外はフリー乗降制の運行であり、交通弱
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者、利用者にとっては大変ありがたい懇切丁寧

組みを進めるべきと考えます。上山市営バス及

な取り組みがされています。

び路線バス料金改定にかかわる今後の方針や取

上山市営バス及び棚木線においてもフリー乗

り組みについて、市長の御所見を伺い、私の１

降制を導入し、利用者の利便性の向上を図るべ

問といたします。

きと考えます。これらのフリー乗降制の実現に

○坂本幸一議長 市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

向けた今後の施策や取り組みについて、市長の

○横戸長兵衛市長 ９番長澤長右衛門議員の御

御所見を伺います。

質問にお答えいたします。

最後に、料金の改定であります。
上山市営バス及び路線バスの運賃は、区間最
大６１０円を大人３００円に、小中学生を１０

初めに、運行路線の延長について申し上げま
す。

０円、未就学児を全て無料とし、これらの３点

市営バス蔵王高原バス線の延長につきまして

を改善し、利用者の負担を軽減し、利用者倍増

は、通学時における小中学生の安全を確保する

を図り、市民から喜ばれるバス輸送サービスを

ため、実施に向けて調整をしてまいります。
また、棚木線につきましては、路線バス事業

実現すべきと考えます。
行政の方針が、今後、誰もが利用しやすい公

者が運行しており、要望活動を続けてきており

共交通の整備に向け進む考えであれば、バス事

ますが、運行体制上から延長することは困難と

業者に対する市の助成の抑制はもちろんであり

の回答を得ております。

ますが、助成金減額ありきでなく、利用者視点

なお、各路線バス停留所の終点をかみのやま

に立ち、利便性の向上策を考え、多くの利用者

駅前、カミン前から高松葉山温泉まで延長する

から愛用されるバスとすることです。

ことにつきましては、実現に向けて路線バス事

料金を半額にしても、１人しか乗らなかった
バスに２人乗っていただければ収支は変わらず、
３人乗っていただければ赤字の軽減につながる

業者に要望しております。
次に、フリー乗降制の導入について申し上げ
ます。

のではないでしょうか。料金改定で、より乗車

フリー乗降制を導入しております既存路線で

しやすい環境を整え、空気を運ぶのではなく、

は、乗車の際の乗り過ごしなどの問題があり、

人を運ぶバスにしていかなければなりません。

必ずしも利便性向上につながっていないことや、

さらに、運行収支でその価値を判断しないで、 実際の利用もごく少数であると認識しており、
ある程度の赤字は覚悟して、まちづくりや地域

現時点において導入する考えは持っておりませ

づくりの面でのさまざまな波及効果を大局的に

ん。

考え、多くの方々から利用していただけるよう

なお、路線バス事業者からも、同様の考えに
より、導入路線を拡大する考えはないとの回答

な施策を考えていく必要があります。
住みよいまち、住民福祉の増進からも、抜本

を得ております。

的見直しを図り、常に利用者のニーズを敏感に

次に、料金の改定について申し上げます。

把握しながら、料金の改定を行い、今後も市民

本市の市営バスは、路線バス事業者の路線バ

が利用しやすい公共交通網の確立に向けた取り

ス廃止に伴う代替交通として導入しており、国
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の通達では、現在運行している路線バスの運賃

に関してでございますけれども、これは民間の

や廃止前の運賃を目安とするよう示されている

路線バスであるということで御答弁をいただい

ことから、料金を改定する考えは持っておりま

たわけでございます。それで、これを今のダイ

せん。

ヤ全部とは言いませんけれども、通学時間帯で

また、路線バス事業者からは、他地域との整

も何とかそれを延長できないか、それをお願い

合性を考慮すると、本市のみの料金改定は難し

いたします。

いとの回答を得ております。

○坂本幸一議長 市政戦略課長。

なお、今後も利用者のニーズを把握しながら、 ○鈴木直美市政戦略課長 棚木線につきまして
利用者の増加に努めてまいります。

は、現在も通学時間帯の延長について、委託業

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。

者であるバス事業者と話をしておりますが、例

○９番 長澤長右衛門議員 より利便性の高い

えば路線延長した場合に、当然、営業所から出

身近な公共交通機関となることを願って、今回

発する時刻も早まるということから、早朝勤務

質問させていただいたわけでございます。これ

の運転手の確保であったり、労働時間の調整等

まで、いろいろなところで要望等をやってきた

必要な事項を考えると、現時点ではバス事業者

わけでございます。通勤路線延長、また市役所

としては不可能であるという回答を得ておりま

までの延長につきましては、本当にありがたい

す。

答弁をいただきました。実施に向けて、本当に

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。

調整と要望をしていただくということを本当に

○９番 長澤長右衛門議員 なるべく早く、何

ありがたく思っているところでございますが、

といっても送迎する家庭の幾らかでも軽減を図

これいつごろから実施されるのか伺います。

るようにお願いしたいと思っているところでご

○坂本幸一議長 市政戦略課長。

ざいます。

○鈴木直美市政戦略課長 市営バスの延長につ

あと、フリー乗降制の導入は、私は、この回

きましては、委託業者との折衝、また道路運送

答はいい回答をいただけるものと感じていたわ

法に基づく地域公共交通会議での協議、あと運

けでございますけれども、意外や意外、導入路

輸局の許認可等の申請の手続がございます。そ

線拡大は考えていないような回答をいただきま

ういったスケジュールを考えますと、遅くとも

した。

来年度４月１日からの実現に向けて今後調整を

１問でも申し上げたとおり、今後ますます高
齢者がふえることは皆さんも御存じのとおりだ

してまいりたいと考えております。
また、路線バスの延長につきましても、同様

と思うんです。それで、利用者をふやすために

に来年の４月１日を目指して、要望または調整

もフリー乗降制を導入していただいて、交通弱

を続けてまいりたいと考えております。

者、そういう面に力を入れていただきたいなと

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。

感じているところでございます。

○９番 長澤長右衛門議員 ぜひ実現に向けて

そしてまた、最近の乗車人員の調査表を見ま
すと、乗車人員が最近若干ふえているような路

頑張っていただきたいと思っております。
また、棚木、小倉ペンションまでの路線延長

線もあるわけでございます。それは、どっちか
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というと学生というか子どもさんが大分少なく

ないかと私は思っているんですよ。そういう業

なっているということで、その乗車人員がかな

者とのいろいろな話し合いとか検討というもの

り減っていると私も考えていたわけでございま

が必要だと思うのです。当然、これは業者にと

すけれども、その調査表を見ますと幾らか上が

ってはしたくない事業ですよ。でも、これは市

って、乗車人数が増しているという路線もある

民としては拡大すべき問題だと私は思っており

わけです。

ますので、何とか拡大策を考えるという考えは

これはなぜかというと、やはり高齢者がふえ

ないでしょうかね。

てきて、団塊世代の方々がふえているのではな

○坂本幸一議長 市政戦略課長。

いかと。あと、車を運転できない方が、免許を

○鈴木直美市政戦略課長 バス事業者とも今後

返納してバスを利用しているのではないかなと

調整、要望はしてまいりますが、加えまして、

いう見方もあると思うのですが、その考えはど

今後、市のほうでも公共交通に関するアンケー

うでしょうか、もう一度回答。

ト調査、こちらを実施いたしますので、市民の

○坂本幸一議長 市政戦略課長。

ニーズを把握した上で検討はしてまいりますが、

○鈴木直美市政戦略課長 議員御指摘のとおり、 現時点ではなかなか厳しいと考えております。
路線によっては利用者がふえている年度もござ

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。

います。例えば通学する子どもの数のいる年度

○９番 長澤長右衛門議員 検討していただき

とか、そういったものが影響しているのかなと

たいと思います。
次に、運賃改定についてでありますけれども、

いうことで分析をしております。
ただ、フリー乗降につきましては、今現在実

これは、１４年前に市営バスが、路線バス事業

施しておりますバス事業者の路線の状況を聞き

者の路線バス廃止に伴っての代替交通として導

ましても、実際フリー乗降している方はごく少

入されたわけでございますが、運賃改定は国の

数、ほとんどいないということを確認させてい

通達に従う、また、路線バス事業者からの整合

ただいております。

性を考慮するということであって、市の考えは

なお、加えまして、冬期の危険性であったり、 全然ないんですよ。どう考えているのかちょっ
実際手を挙げて乗る方を見過ごしてしまうこと

と伺います。

がクレームにもつながっているという今の状況

○坂本幸一議長 市政戦略課長。

をお聞きしておりますので、バス事業者のほう

○鈴木直美市政戦略課長 先ほどの市長の答弁

も、これ以上フリー乗降を拡大する考えはない

にもありましたとおり、公共交通の運賃につき

ということも踏まえまして、市営バスでもフリ

ましては、国の通達に基づくという原則がござ

ー乗降というものは現時点ではする考えはない

います。平成１８年９月１５日、国土交通省の

と考えております。

自動車交通局長から出された通達によりまして、

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。

配置路線につきましては、それまで運行してい

○９番 長澤長右衛門議員 それはそうなんで

る路線バス、あるいは近隣地域の運賃に基づく

すけれども、これは、バス事業者が手間がかか

という国の通達が出されておりますので、基本

る、面倒くさいという考えも幾らかあるのでは

的にはそれに基づくべきものと考えております。

－７６－

いますので、その結果を十分に活用していただ

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。

○９番 長澤長右衛門議員 私が言ったとおり、 いて、よりよいまち、住民福祉向上のために抜
まだ市の考えではなくて、これは国の通達、そ

本的な見直しを図っていただいて、利用者のニ

のとおりだと今の発言であったわけで、答弁だ

ーズを敏感に把握して、市民が使用しやすい公

ったわけでございますけれども、今後、この民

共交通網の確立に向け取り組んでいっていただ

間路線バスを市営バスに代替するという考えは

きたいと期待するところでございます。
これで私の質問を終わります。どうもありが

お持ちでないですか。
○坂本幸一議長 市政戦略課長。

とうございました。

○鈴木直美市政戦略課長 これまでの公共交通

○坂本幸一議長 この際、１０分間休憩いたし

の考え方と同様に、路線バスが現在ある区間、

ます。
午後 ３時００分 休 憩

路線につきましては、民間事業者から運営をし
ていただくということで考えております。その
路線バスが廃止になったところにつきまして、

午後 ３時１０分 開 議

市営バスあるいはデマンドタクシー等の市の手

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

段を講じていくという基本的な考えには変わり

ます。

はございません。

○坂本幸一議長 次に、１２番浦山文一議員。

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。

〔１２番 浦山文一議員 登壇〕

○９番 長澤長右衛門議員 先ほど課長おっし

○１２番 浦山文一議員 会派野の花の浦山文

ゃったんですけれども、今回アンケート調査す

一でございます。

るということでございますけれども、具体的に

通告に従って、順次質問をいたします。

内容をわかっていたら御説明をお願いしたいと

最初に、地域資源としての共同浴場の利活用

思いますが。

について申し上げます。

○坂本幸一議長 市政戦略課長。

かみのやま温泉は、ことしで５５８年を数え、

○鈴木直美市政戦略課長 アンケートにつきま

多くの方々に健康と喜びを与えてきたことは紛

しては、市民対象およそ２，０００名程度を考

れもない事実であり、私は上山の地に生まれた

えてアンケートを実施する予定です。１０月中

ことに、心からありがとうと感謝の心で満ちあ

には発送したいと考えております。内容的には、 ふれております。
現在運行しているバスにつきまして、運行の時

かみのやま温泉の変遷をたどってみると、１

間帯であったり路線であったり、そういった現

５３５年、天文４年に鶴脛の湯が現在の湯町に

行に係るニーズ、あるいは今後の要望、こうい

誕生いたし、１６２５年、寛永２年には下の大

ったものを把握するためにアンケートを実施い

湯が開設、１６８４年、貞享元年には中湯、１

たします。

８７２年、明治５年には二日町共同浴場と新丁

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。

下の湯、１９２２年、大正１１年に新湯共同浴

○９番 長澤長右衛門議員 最後になりますけ

場、１９３６年、昭和１１年に葉山の湯という

れども、アンケート調査するということでござ

ように、７つの共同浴場が誕生しております。

－７７－

１９４９年、昭和２４年に、７つの共同浴場

市にとって、観光面で大きな役割を担えると確

の名称を「公衆浴場」と呼び名を変え、町営と

信しており、また、共同浴場を地域資源として

して入浴料１円から運営されることになります

見た場合、私は、子どもの健全育成の面と市民

が、２１年後の１９７０年、昭和４５年に葉山、 の福祉向上に利活用していくこともできると思
中湯のみを市営とし、ほかの５施設を民営とし
て各地区に再移管され、現在に至っておるわけ

っております。
また、子どもの健全育成についてであります
が、「子どもは、自分の家の風呂でなく外湯に

であります。
しかしながら、時代の流れとともに、各浴場

入るべし」と言う教育者がおります。外湯に入

では入浴者の減少や耐震問題、設備の劣化など

ることで、他人への挨拶や大人との対話を通じ、

に対して設備投資ができず、存続の岐路に立た

社会的マナーを学ぶことができます。教育的な

されている状況にあるわけでありますが、この

効果抜群と言えるわけであります。

ままでいけば、間違いなく休業しなければなら

また、地域福祉の面でも、地域コミュニティ

ない浴場が数カ所出てくるのではないかと懸念

の核として、また、地域の健康づくりの核とし

されます。

ても利活用することができます。各地区公民館

歴史を刻み、町民、市民の健康と憩いの場と

でも、いきいきサロンのような種々の福祉的な

して親しまれ、かつて上山名物１０円風呂とし

催しが行われてはおりますが、浴場という特性

てマスコミにも何度も取り上げられ、観光面で

を生かしたプログラムもおもしろいと思いませ

も大いにかみのやま温泉の宣伝に貢献したこと

んか。
温泉は、人を集める力を持っております。公

は、何人も否定しがたい事実であります。
市長も議会の答弁の中で、外湯文化を大事に

民館以上に、福祉や健康づくりに利用できると

していきたいと発言されていたことをはっきり

も言えるのではないでしょうか。このような共

と記憶しております。外湯文化が残っている温

同浴場は、多面的な利活用の可能性を秘めてい

泉場は、実に風情があり、旅人を魅了します。

るのであります。

外湯に入ることで、観光客と地元の人との触れ

そこで、市長に伺います。市長は毎日のよう

合いが生まれ、それが観光客にとっては大きな

に浴場に入られておりますが、共同浴場に対し

思い出になる喜びとして残るわけであります。

てどのようなお考えをお持ちなのか、お伺いい

観光客にとって、その土地のふだんの生活に触

たします。そして、今後の利活用について、私

れること、その土地の人と触れ合うことは旅の

が提案したような内容への御所見を伺います。
次に、共同浴場を存続させるための市の対応

一番のだいご味だからであります。
私は、上山型温泉クアオルト構想を実践して

について伺います。

いる本市にとって、外湯文化のともしびを消し

上山市共同浴場組合では、先ほど申し上げた

てはならない、むしろこの浴場を地域資源とし

とおり、入浴者の減少、建物への耐震工事、配

て積極的に活用していくべきだと考えておりま

管の改修工事、上山温泉利用協同組合の温泉利

す。

用料値上げなどの経営問題が持ち上がっており

ゆかたの似合うまちづくりを目指している本

ます。

－７８－

現在いただいている補助額では運営継続はで

市民や市を訪れる方々の憩いの場や交流の場と

きないし、補助金の増額が望めないとしたら、

して、本市を特徴づける地域資源の一つである

市から運営をしていただくようにするしかない

と認識をしております。
一方、議員が提案されるような利活用方法に

のではないかとの意見が出ております。
共同浴場組合の方々は、先祖の方々が残して

つきましては、一義的には共同浴場の運営者が

くれたすばらしい資源を我々の時代になくして

取り組むことであると考えますが、市といたし

しまうことは、断じて行ってはならないと、異

ましても連携をしてまいりたいと考えておりま

口同音に話をしております。

す。

第７次上山市振興計画は、「また来たくなる
まち ずっと居たいまち～クアオルト かみの
やま～」を将来都市像に掲げております。市長

次に、共同浴場を存続させるための市の対応
について申し上げます。
既に取り組まれている共同浴場もありますが、

は、「はじめに」の挨拶で、
「本市には、蔵王の

まずは各浴場の運営者より、経営改善や利用者

山々をはじめとする美しい自然や歴史、温泉、

拡大に向けて取り組んでいただくことが必要で

そして豊かな農産物、観光のまちとして営まれ

あると考えております。そうした取り組みを踏

た人々の暮らしなど、先人たちより受け継がれ

まえ、各共同浴場の運営者と協議をしてまいり

てきた豊かな地域資源があります。本市の優れ

たいと考えております。

た地域資源や技術に更なる磨きをかけながら、

なお、共同浴場を市に運営移管する考えは、

スピードと情熱をもって各種施策を展開すれば、 現時点では持っておりません。
必ずや誰からも選ばれるまちになると確信して

○坂本幸一議長 浦山文一議員。

おります」と述べておられます。

○１２番 浦山文一議員 今の答弁の中で、市

市営、民営を合わせて７つもの浴場があるの

営としての再移管はない、このような考えを持

は、県内市町村の中で上山市だけであります。

っているということを今述べられました。今い

先人が残してくれた共同浴場を上山市発展のた

ろいろ組合のほうでも、担当課長との話し合い

めに存続できるよう、補助金を増額していただ

がされていると思います。その中で、はっきり

くか、または市営として市への再移管を実施し

申し上げまして、今のままでは市に移管しない

ていただくことが必要な策であると私は考えま

とだめだなと。

すが、市長の見解を伺い、１問目の質問といた

その前に私聞きたいのは、平成２７年度補助

します。

金をやめるというような話がありましたよね。

○坂本幸一議長 市長。

そして、平成２８年度まで、ことしまで延びた

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

経緯がございますが、あとは平成２９年度はな

○横戸長兵衛市長 １２番浦山文一議員の御質

いよと、このようなお話でございますが、平成

問にお答えいたします。

２７年度及び平成２８年度の何で補助金がもう

初めに、地域資源としての共同浴場の利活用

ないよというような話になったのか、そこら辺
の真意をお聞きしたいと思います。よろしくお

について申し上げます。
共同浴場は、健康づくりに資するとともに、

願いします。

－７９－

○坂本幸一議長 市長。

れたことに返す言葉というのは意外と投げやり

○横戸長兵衛市長 このことについてでござい

になったのかなと。

ますが、担当課のほうと協同組合の代表の方々

決してそうではなくて、経営者の方々は、さ

と何年となく話し合いをしてきた経緯がござい

っき私が述べたとおり、ここで昔から歴史ある

ます。その中で、利用者数が少なくなってきて

浴場をこのまま手放していいんですかと、なく

いるとか、あるいはもろもろの課題も出てきて

していいんですかと。そうではないだろうと。

おります。その中で、けじめといいましょうか、 こうした補助金がないから、補助金これで終わ
きちっと話し合いをして、一方的ということで

りだから、どうしても前に進めない。なぜなら

はないんですよ、これは。お互いに話し合いを

ば、いろいろな設備投資、もう本当に設備投資

して、その中で理解を得て、廃止するならば廃

しなかったらば、本当にもうお客さんに対して

止していこうというのが基本的なスタンスでご

迷惑かける。こんな共同浴場だめだぞと。だか

ざいまして、平成２７年度に話がまとまらなか

ら、きれいに直していかなくてはだめなんだろ

ったものですから、まず、まとまるまで補助金

うと。だから、補助金が欲しいんだと。そうし

を延長しようというようなことで、平成２８年

たものに補助金が凍結されるということ自体が、

度もというようなことで交付させていただくと

もう完全に廃止しなさいというようなものかと、

いうことでございます。

こういうふうな考えが浮かんできたわけでござ

○坂本幸一議長 浦山文一議員。

います。

○１２番 浦山文一議員 今、その話の中で、

ですから、決して今の経営者は、共同浴場、

利用客が少なくなってきている。その中で継続

市民から愛されている共同浴場を勝手になくし

は難しい、そこで補助金を調整したとしてみて

ましょうというような考え方は持っておりませ

も、ちょっとこれは難しいだろうから、それで

ん。ですから、どうかこれからの運営、経営策

は浴場を廃止しましょうかというような話がさ

と申しますか、今言われたとおり、いろいろな

れたということでよろしいんですか。

学校関係、生徒さんですよね、また、あとは福

○坂本幸一議長 市民生活課長。

祉の方々との連携を含みながら、やれないこと

○鏡

ではないなと。

順市民生活課長 共同浴場の運営につ

いては、各浴場の運営者の皆様の判断だという

ただ、同じ商売やっている人もわかると思い

ふうに思っております。ただ、今の状況を踏ま

ますが、ただ来るのを待つのではなくて、今度

えて、皆様がどういうふうに判断するのかとい

はお客さんを呼ぼう、このようなやり方をしま

うことで、市は対応してまいらなくてはいけな

したからどうぞ来てくださいと、こういうふう

いというふうに思っております。

な商売の方法を、やり方を変えていくことによ

○坂本幸一議長 浦山文一議員。

って、入浴者の方々は絶対戻ってくると私は思

○１２番 浦山文一議員 今、課長が、それは

っております。

経営者の意向であると、考え方であるというよ

ですから、ここで経営者が安易にそのような

うな話をされました。いろいろな話を何回かす

言葉を言ったとしてみても、それをまともにと

る中で、投げやりの話というのですかね、言わ

ってもらっては困るという私の考え方でござい

－８０－

そういった努力というのも必要だと思うんです

ます。
ということは、ほかの方々との話をしている

よね。そして、やり尽くしたと、もうどうしよ

中で、みんなやる気満々なんですよ。ただ、こ

うもないというときには、みんなで話し合いを

ういうところを直したい、ここも直したい、で

して、どういう解決策ができるかということを

もお金がない。それがないのにどうしよう、何

やっていかないと、ただ歴史と伝統あるから、

ができる、困った、もっとお願いしたいと、補

この時点ではなくしたくないという気持ちは十

助額をもう少し上げてほしい、こういうふうな

分にわかります。わかりますけれども、その辺

ことを考えておるわけなんです。ですから、こ

をもう少しお互いに精査をして、そして、より

れからもまだ話し合いをすると思いますが、で

よい共同浴場ができるのかと、あるいはできな

も、期間をあけないで、とにかくせっぱ詰まっ

いのかと、現時点の補助ではできないのか、も

た状況でございますので、早くそういうような

っとふやせばできるのかということだって、い

会議を設けていただき、そして新たな道筋、明

ろいろ議論すべきだと思いますよね。ですから、

るい道筋に向かって進んでまいりたいと思いま

本音の部分というか、そういったお互いに努力

すので、よろしくお願いしたいなと思いますが、 をしながら、そして、いい方向を見つけていく
どうでしょうか。

ということが大事だと思いますので、それは

○坂本幸一議長 市長。

我々もそういう気持ちで対応させていただいて

○横戸長兵衛市長 私も毎朝行っています。そ

いるところでございます。

の中で、いろいろな課題もあります。でも、運

○坂本幸一議長 浦山文一議員。

営者の方々は、機械が壊れたとか、あるいはシ

○１２番 浦山文一議員 そのとおりだと思い

ャワーが出ないとか、いろいろな形で御尽力を

ますね。ということは、私たちも運営者も、共

していただいている。これはもう重々わかって

同浴場を運営されている方々も意外と怠慢では

おります。

なかったのかなと。その流れに乗ってただ座っ

その中で、子どもさんなんていう話が出まし

ているだけ、動かないでただ見ているだけの経

たけれども、子どもさん来ないですよね、はっ

営をやっていたのではないのかなと、そういう

きり言って。現時点においては。間違いなく利

ふうに思います。

用者は少なくなっている。それは、社会事情、

だからこそ、こういうように補助金の問題だ

例えば内湯が昔はなかったけれども、最近は全

って何にも進展がないから、それではもうない

部内湯があるというふうなこととか、あるいは

よ、あとはないよと言ったときも、「ちょっと

熱いとかいろいろ出てきておりますよ。でも、

待て。俺たちもう少し考えるからちょっと待っ

そこを解決していく。

てくれ」と、このような言葉が出なかったとい

あともう一つは、先ほど１問で答弁させてい

うこと自体が、協同組合の方々の本当に怠慢な

ただきましたけれども、要するに、利用拡大策

気持ちが、今このような岐路に立たされている

というのでしょうか、例えば下湯さんなんかは

ということを認識しております。

子どもさん無料でしょう。あとチケット１０枚

ですから、これからのことなんです。これか

買うと１枚プラスとかやっているんですよね。

らのこと、経営者は本当に今考えているんです。

－８１－

そして、いろいろな諸経費を、とにかく無駄な

と、ここで増額する、あるいはカットするとい

お金は使うな、自分たちでやれることは自分た

う議論ではないというふうに考えております。

ちでやる、そういうようなところまで話をし、

○坂本幸一議長 浦山文一議員。

そして、今これから新しい道に向かって進もう

○１２番 浦山文一議員 市長、もっともでご

と。そのためにも助成金がなければだめなんだ

ざいますが、プロセスをきちっと踏まえながら

ということを切に訴えているわけでございます。 進んでまいりたいと思いますが、やっぱりスピ
もう一度申し上げます、今新しく計画、先ほ
ど言われたとおり、利活用、そして、お客さん

ードある展開をお願いしたい。これを申し上げ
たいと思います。

をどのようにすれば呼ぶことができるのか、こ

本当にもうせっぱ詰まっている共同浴場の経

のことをここまで真剣に今話し合っている最中

営状況、ただ入浴客が減少しているばかりでは

でございます。

なくて、やはり設備投資、とにかくいろいろな

ですから、先ほど生徒の問題が出ました。そ

ところがもう壊れ壊れ、そしてそれを直してい

ういうようなことで、学校当局のほうにも話を

かなければいけない状況下にある中で、それを

持っていきながら、とにかく協力していただき

使うお金がない。それで、お客さんの減少にも

たい。そして、子どものためにも、すばらしい

つながっているということは明らかでございま

子どもをつくっていこうではありませんか、子

す。

どもの育成をしていこうではありませんかとい

ですから、とにかく共同浴場経営者の方々は、

うようなことで、その辺も、とにかくお客さん

一生懸命このかみのやま温泉の下地となって共

の誘客を求め、いろいろなところに足を伸ばし

同浴場を守り、上山っていいところだなと、こ

てまいりたいと思っておりますので、市長、融

のように言われるように努力すると思いますの

資、助成アップをお願いしたい。市長が移管し

で、どうか先ほど言ったプロセスを早目に展開

ないと言うならば、助成額がなければ、増額し

していただき、そして早目の策を練っていって

てもらえなければなくなります。共同浴場はな

いただければありがたいと思いますので、どう

くなります。今まで、本当に上山、地味だかも

ぞよろしくお願いを申し上げ、質問といたしま

しれないけれども、上山を守ってきたのは温泉

す。

ばかりではなくて、その温泉の中にある浴場で

○坂本幸一議長 次に、５番棚井裕一議員。

はないでしょうか。私は声を大にしてそれを申

〔５番 棚井裕一議員 登壇〕

し上げたいと思います。どうか、市長、増額お

○５番 棚井裕一議員 議席番号５番、会派蔵

願いします。

王、棚井裕一です。

○坂本幸一議長 市長。

通告に従いまして質問します。

○横戸長兵衛市長 先ほどから申し上げておる

災害に強いまちづくりのために。

とおりでございます。まず、増額あるいは廃止

市民の防災意識の向上についてです。

という結論ではなくて、プロセスを大事にして、

市民の生命や財産の安全を図ることは、自治

どういうことが最終的にできるのか、どういう

体の責務です。これは公助と呼ばれ、災害発生

振興策があるのかということを詰めていかない

時、さらには災害を最小限にするための事前の

－８２－

対策も含め、積極的に関与する体制がとられて

て、市報や回覧板、ハザードマップの配布など

います。

さまざまな取り組みがされています。適宜提供

一方で、平成２６年の防災白書では、公助の

されているこれらの情報は大変有意義なものに

限界として、東日本大震災の発災を例に挙げ、

もかかわらず、多くの家庭において一括管理さ

行政が全ての被災者を迅速に支援することが難

れることなく、せっかくの情報が行方不明の状

しいこと、行政自身が被災して機能が麻痺する

態なのではないでしょうか。これでは、例えば、

ような場合があることを改めて言及していまし

先ごろの熊本地震や本市における土砂災害警戒

た。

情報の際など、災害に対して敏感になり、防災

同時に、災害発生後しばらくの間は、地域住

意識が高まったときや実際に避難が必要なとき

民が自発的に避難行動を行ったり助け合ったり

に、どの経路をたどるべきかなど正確な情報や、

と、救助活動、避難誘導、避難所運営などを行

的確な行動指針となり得るものが得られず意気

うことが重要になってくるとともに、災害に対

消沈したり、誤った対策や経路をたどり、２次

する備えの面でも、自分自身の命を守る自助や

災害を引き起こしたりする結果を招きかねませ

周りの人と助け合う共助を効果的に活用するこ

ん。

とが不可欠であると、その必要性が記されてい

それゆえ、備蓄を初めとした備えや災害時の
対応・対策、さらに知識や情報を集約した「防

ます。
そのような報告のもと、本市においては大き

災ハンドブック」を作成し、ファイルに挟んで

な災害が少ない地域性もあり、防災対策は行政

全戸に配布すれば、むらなく有効な防災対策が

がやるもので、自分は防災関連グッズを備える

実現でき、災害時にも冷静な対処が可能になり

だけという感覚を持つ市民が多いのではないで

ます。
これら防災情報の一括提供及び管理の取り組

しょうか。
これは、自主防災組織の活動状況にもあらわ

み例として、東京都が発行しベストセラーにも

れていて、蔵王ペンション村とスカイタワーを

なった「東京防災」があります。昨年７月に全

含め全地域に自主防災組織があり、全部で１０

戸配布されたものですが、まさに自助・共助の

２を数え、非常に高い組織率を誇りますが、自

力を高めることを目的として作成されていて、

主防災会単位での活動実施状況を見ると、平成

直感的に理解できるようイラストが多用され、

２６年度には６７団体、平成２７年度には６１

簡潔な文で構成されていることもあり、３００

団体にとどまっています。

ページを超える冊子にもかかわらず、実用的で

そこで、災害に強いまちづくりのために、そ
の一番の基本であり出発点でもある、自分自身

わかりやすい、税金の正しい使い方だなどの高
い評価を得ています。

を守るという意味をあらわす自助に対する意識

内容もかた過ぎず、しかもやわらか過ぎない

向上のために、行動指針や情報を一括して管理

タッチのイラストを配置して、ぱらぱらとめく

できる「防災ハンドブック」の作成を提案しま

るだけでも伝わるように構成されています。ま

す。

た、今すぐできる防災行動の紹介や、犯してし

本市において、現在、平常時の防災情報とし

まいがちな間違った行動、非常持ち出し袋に備

－８３－

えておくべき中身、簡易トイレやおむつのつく

た場合、行政が全ての被災者を迅速に支援する

り方などを初め、家族単位でもできる防災活動

ことが難しい事態に陥り、救助の手が回らなく

まで網羅されています。

なる可能性が非常に高いからこそ、共助が生存

構成や冊子の大きさ、表現のやわらかさ、検
索のしやすさ、理解などが容易なものでなけれ
ば、従来と同様に行方不明になってしまいます。

への有効な手だてとなる。それとともに、不可
欠だと言えると思います。
具体的に共助として挙げられるのは、家庭の

本市の実情に見合った内容を吟味、精査したも

ほかに自主防災組織があります。しかしながら、

のを作成すべきと考えます。

その訓練や活動の取り組みについて温度差があ

例えばファイル形式で提供することにより、

ることは否めません。要因の１つとして、現在

これから配布される火山防災マップや土砂災害

使用されている自主防災組織活動マニュアルに

ハザードマップに加え、市報発行時に定期的に

あると考えます。とはいえ、内容の不備を指摘

情報を提供すれば、常に最新の状況を一括管理

するものではありません。

でき、その都度注意喚起にもつながります。

課題は、個人や家庭での備えや対策と、自主

もちろん、配って終わり、読んで終わりだけ

防災組織としての活動や訓練が混在し、幅広く

にならない工夫も必要です。定期的に提供する

記載され過ぎているため、どちらを対象として

情報には、ハンドブックの内容に関する確認を

いるのか、何をすればいいのかが曖昧なこと。

クイズ形式で何問か記載し、防災意識を自己評

また、ほとんど文字のみで記載され、それを実

価できるランクづけをすることにより、知識の

行するにはわかりづらいため、難しいと思われ

再確認や防災に対して注意を引き、それを持続

ているのではないでしょうか。

する効果も望めます。このような環境を整える

中身がかたいからこそ簡単に、誤解を恐れず

ことで、災害に強いまちづくりの第一歩になり、 に言えば、楽しくなければ、より多くの組織や
第７次上山市振興計画の目標の一つでもある

世帯や個人が参加しようとする意識の高まりも

「防災に対する地域住民の意識の高揚」につな

期待できません。
そこで、自主防災組織の活動を活性化させる

がると考えます。
市民一人一人の防災意識を向上させ、災害に

ために、「訓練レシピ集」の作成を提案します。

強いまちづくりを実現するための「防災ハンド

従来の活動マニュアルを教科書に例えるなら、

ブック」の作成について、市長の御所見をお伺

「訓練レシピ集」は教科書の理解を助ける参考

いします。

書や図表と言えます。目的や項目、それに対応

次に、自主防災組織活動の活性化についてお

した訓練法や難易度を一覧であらわし、それぞ
れの事例を手順ごとに、写真を中心に理解しや

伺いします。
本市でも発生可能性がある、阪神・淡路大震

すいような構成にします。

災や熊本地震などの直下型地震では、犠牲者の

文字どおり、料理のレシピ本を想像してもら

死因第１位に建物の倒壊や家具の転倒による窒

うとわかりやすいと思いますが、一目でその状

息や圧死が挙げられています。すなわち、先ほ

況がわかるため、手順をすぐに理解でき、実施

ども触れましたが、このような大震災に遭遇し

しやすいよう工夫することで、できそうなもの

－８４－

だ、やってみたくなるものだと思われるのでは

「自主防災組織活動マニュアル」をもとに、写

ないでしょうか。

真やイラストを用いながら、訓練内容をわかり

現在の自主防災組織の訓練実施状況において

やすく示した冊子を作成する予定でおります。

も、消火訓練や防災講話などに偏りがあり、そ

なお、市報等による広報啓発や消防団と連携

の原因として防災意識の低迷や実施が難しいと

しながら、引き続き自主防災組織活動の活性化

捉えられていたり、活動内容のマンネリ化によ

に努めてまいります。

るものだったとしたら、活動率自体の低下や共

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

助の力の低下を招きかねません。

○５番 棚井裕一議員 調査、研究というふう

自主防災組織の活性化についても、第７次上

なお言葉をいただきましたけれども、実際にこ

山市振興計画の中で、活動の活性化や共助の意

れを配布に至るまでは、早急にとは言いたいと

識を高めることが目標として挙げられています。 ころですけれども、内容の不備なども考慮すれ
これらの目標の達成のためにも、先ほど提案し

ば、ある程度の時間というのがもちろん必要だ

た「防災ハンドブック」の内容と関連づけなが

と思います。そのための調査、研究だと思いま

ら、目的別「訓練レシピ集」を作成することに

すけれども、実際には何を研究、例えば参考に

より、さらに自助、共助の力が養われ、訓練実

したり研究したりするのか、そして、いつごろ

施やその参加率の向上に寄与するものと思いま

をめどに実現していただけるのかということを

す。市長の御所見をお伺いします。

答弁していただきたいと思います。

○坂本幸一議長 市長。

○坂本幸一議長 庶務課長。

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

○鈴木英夫庶務課長 議員から今お話があった

○横戸長兵衛市長 ５番棚井裕一議員の御質問

ように、できるだけ早く、つくるときにはでき

にお答えいたします。

るだけ早くつくるべきだとは思いますけれども、

初めに、市民の防災意識の向上について申し

内容について精査する必要もございます。その
内容につきましては、できるだけ市民の方々に

上げます。
近年、本市におきましても、自然災害による

実際に見ていただいて使っていただく、有効に

避難勧告等を発令する事態がふえてきておりま

使っていただくことが一番大事でありますし、

す。被害を最小限に抑えるためには、市民みず

それから、御提案ありましたようにファイル式

からの備えが最も重要であると考えており、

にして、すぐ捨てられないというような工夫も

「防災ハンドブック」を作成し、各家庭に配布

必要でございますし、あるいは「東京防災」の

することは、そのための有効な手法の一つでも

ようにイラストを用いて、よくわかりやすい内

ありますので、調査、研究をしてまいります。

容にしていくということも必要ですので、それ

次に、自主防災組織活動の活性化について申

らを全て調査しながら進めていこうと考えてお
りますので、時期についていつということは、

し上げます。
「訓練レシピ集」につきましても、自主防災

きょうはこの場では申し上げられませんけれど

組織の活動を活性化させるための有効な手法の

も、そのような作業を今後進めていきたいとい

一つと捉えており、平成２５年度に策定した

うふうに考えております。
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○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

したけれども、その活動自体、そして訓練とい

○５番 棚井裕一議員 できるだけ早くという

うステージについては、どのようにお考えなん

ことで、あと先ほど私のほうからも最初に申し

でしょうか。

上げたとおり、置いておくだけ、全然活用にな

○坂本幸一議長 消防長。

らないものであったら、実際に税金の無駄遣い

○佐藤浩章消防長 活動内容については、振り

だというふうな結果になってしまいがちなとこ

返りますと、以前はマニュアルに沿って重要度、

ろですので、ぜひ使っていただけるようなもの

必要度というのをお話はしていたんですが、な

を作成していただけるということを期待します。 かなかしても訓練状況、訓練につながるものが
それから、次に、自主防災会のほうの話に移

つながっていないということがありました。そ

らせていただきますけれども、１問目にも述べ

れを振り返り見直したところ、どうしても訓練

ましたが、自主防災会の活動が平成２６年度に

はどうしたらいいかわからない、時間がわから

は６７団体、平成２７年度には６１団体にとど

ない、場所いわゆるスペースがどの程度あるか

まっていると。実際に１０２団体あるうち６割

わからないというようないろいろな御意見もあ

を超えているというふうに思っているのか。と

りまして、それをいろいろ精査したところ、訓

いえば、多分、第７次上山市振興計画の中では、 練ごとのわかりやすい、いわゆる議員がおっし
最終的には７５％ぐらいの実施率を実現したい

ゃいますレシピ集のようなもの、冊子をつくり

という目標もありますので、そうでないと思っ

まして、今後展開して、普及・啓発に努めてま

ていると思います。

いりたいと考えております。

それと、それとは別に、消防年報のほうで、

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

訓練に参加している団体の数というのが、非常

○５番 棚井裕一議員 活動自体が、活動して

に低いということも統計としてあらわれていま

いない組織を活動に持ち上げる。そして、活動

す。実際には、消防本部が把握している訓練実

しているから、活動の中身が実際の訓練という

施状況なんですけれども、平成２６年度で２１

ふうな段階をどんどん上げていくような、いき

団体、平成２７年度でわずか１２団体にとどま

たくなるようなものにしていただければありが

っています。これは、市とか県の総合防災訓練

たいなと思います。

に参加している自主防災会の組織数を除いてで

あと、先日、蔵王の火山防災体制についての

すが、これについても、いわゆる活動というの

研修会もあったんですけれども、被災が予想さ

は２段階あると思うのです。普及とか啓発、あ

れる地域への説明。例えば高野地区の火山防災

と講話を聞くなどの活動、そしてそのワンステ

のほうで、被災が予想される地区に対して、も

ップ上、ワンステージ上というのですか、実際

っと積極的に関与してほしいと思うのです。

の訓練、その訓練というステージまで持ち上げ

場所は違うんですけれども、金谷地区ですか、

るためのものとして、今、市長からも御答弁あ

盲学校の寄宿舎について県から報告がありまし

ったように、写真やイラストなどもあわせてリ

た。それで、自主防災会のほうで訓練などもや

ニューアルするのか、補足するのかわかりませ

ったようです。そういった実施に関しては、間

んけれども、そういうふうな御答弁いただきま

もなく取り壊しますけれども、上山小学校の屋

－８６－

内運動場とか働く婦人の家などもあると思うん

〔１０番 中川とみ子議員 登壇〕

です。ですから、もちろんそういった施設もで

○１０番 中川とみ子議員 会派野の花、１０

すけれども、その付近、その地域に住んでいる

番、中川とみ子でございます。

方、地域の自主防災会というのも人ごとではな

食育の推進について。

いというふうな認識はしていると思うんです。

家族団らんの日の普及啓発について質問させ

そういったところに、自主防災会だから自主的

ていただきます。

なものを待っているんではなくて、もっと市が

日本人の生活スタイルは、時代とともにあら

関与して、こういうメニューをやってみたらど

ゆる面でさま変わりしてきています。中でも、

うかというふうな積極的な関与というのは今後

健康な体づくりの基本である食生活の変化がも

予定されてはいるんでしょうか。

たらす影響は大きく、食品の大量供給と大量消

○坂本幸一議長 庶務課長。

費、欧米型のメニューや外食の定着、生活リズ

○鈴木英夫庶務課長 議員から今お話ございま

ムの不規則化といった現代の暮らしの特徴が、

したように、地域地域によっても災害に対する

栄養バランスの乱れや運動不足などの健康問題

対応の方法が違う場合もございますし、今、御

を生じさせる一因となっています。

提案ありました「防災ハンドブック」、あるい

一方で、近年では、食品の安全・安心の要望

は「訓練レシピ集」の作成などに加えまして、

や全国各地の御当地グルメへの関心などから、

きめ細かな自主防災組織への啓発、あるいは働

人々の食についての学習を教育に取り入れる

きかけというのが必要になってまいると思いま

「食育」という言葉もよく耳にするようになり

すので、今後、消防本部と連携しながら、こち

ました。

らから働きかけを自主防災組織に対して強めて

平成１７年に制定された食育基本法の前文に

まいりたいというふうに考えております。

おいて、「食育とは、さまざまな経験を通じて、

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

食に関する知識と食を選択する力を身につけ、

○５番 棚井裕一議員 ぜひ実施していただけ

健全な食生活を実践できる人間を育てることで

ることを期待します。

ある」と定められています。そして、子どもた

想定外の災害、また台風も九州地方などを襲

ちに対する食育は、生涯にわたって健全な心と

っているというような想定外な自然災害が発生

体を培い、豊かな人間性を育むことだとされて

している昨今ですので、ぜひ「防災ハンドブッ

います。

ク」、そして「訓練レシピ集」については、な

食事の時間は、１日の中でも心安らぐ憩いの

るべく早くと先ほど言いましたが、しっかりし

ひとときです。おいしくて栄養バランスのとれ

たものを、そして実施しやすい、実施したくな

た食事を楽しく味わって食べることは、充実し

るものというものを期待、要望いたしまして、

た毎日を送るための心と体のエネルギー源にな

私の質問とさせていただきます。どうもありが

ります。
また、食生活には、地域の特性や伝統が色濃

とうございました。
○坂本幸一議長 最後に、１０番中川とみ子議

くあらわれており、そうした固有の食文化を後

員。

世に伝えていくことも、現代に生きる私たちが

－８７－

でき合いのものや弁当を買って、家庭、職場、

担うべき重要な役割だと思います。
ことし策定された第７次上山市振興計画の第

学校などで食べる食の外部化が進んでおり、そ

２章やすらぐ「元気であたたかいまち」の中に、 して、各自が好きな時間に食べる個食や家族で
「健康意識を高め、健康長寿を推進します」と

食卓を囲む機会の減少から、一人で食べる孤食

あります。そして、そのページの「現状と課

が問題視されております。

題」においては、「生涯を通じて、心身ともに

家族そろって食卓を囲む機会が減るというこ

健康な期間を長く保つため、乳幼児期からの健

とは、本来、家族内で伝えられてきた食に感謝

康づくりや生活習慣病の発症及び重症化の予防

する心の醸成や礼儀作法、家庭の味、規則正し

は重要な課題となっています」と記されていま

い食生活など、基本的な食習慣を伝える機会の

すが、私は、乳幼児からの望ましい食習慣を身

減少でもあります。
基本的な食習慣が身についていないことによ

につけることに着目したいと思います。
「三つ子の魂百まで」ということわざがあり

る肥満傾向や過度のダイエットによる痩身、偏

ます。味覚は３歳までに確立されるという説も

食などの問題もあり、子どもたちの健全な成長

あるようです。小さいころに正しい食習慣を身

への影響が懸念されています。
山形県では、毎月１９日を「家族団らんの

につけることの重要性をここで強調しておきた

日」とし、県内市町村でもそれに倣って食育運

いと思います。

本市では、国の食育基本法及び食育推進計画、 動として啓発に努めている自治体があります。
山形県食育推進計画の制定を受け、平成２１年

本市においても、早急に「家族団らんの日」の

３月に、上山市食育推進計画（第１次計画）と

普及啓発に取り組む必要があると思いますが、

呼びますが、策定しました。ことし３月に、第

市長の御所見を伺います。

２次計画となる「上山市食育・地産地消推進計

次に、命のつながりが実感できる教育の充実。

画」が策定されております。食の大切さ、食育

先ほど、「上山市食育・地産地消推進計画」

についての計画でありますが、周知が図られて

の「基本的な食習慣を身につけ、食に感謝する

いないようです。食育を進めるためにはとても

心を育てる」の中に、「いのちはどうやって循

重要な計画でありますので、多くの方に周知す

環しているのか、農業体験やあいさつ、伝統を

る方策を早急にとるよう、強く要請します。

学ぶことにより、食へ感謝する気持ちを育んで

さて、その計画の中の施策の柱の最初に、

いかなければなりません」と記載されています

「基本的な食習慣を身につけ、食に感謝する心

が、実践している方が市内にいらっしゃるので、

を育てる」とあり、具体的な取り組みにおいて

ぜひ「いのちの教育」の中でも、特に食育を積

は、家族団らんの日の普及啓発が挙げられてい

極的に推進していただきたいと思いますので、

ます。

教育長の御所見を伺います。

昨今の社会情勢が目まぐるしく変化する中、
核家族化や共働き等で家族の生活形態は大きく

以上で、壇上からの質問を終わります。
○坂本幸一議長 市長。

変化しました。食事時間が不規則になり、調理

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

に時間や手間をかけられない家庭では、外食や

○横戸長兵衛市長 １０番中川とみ子議員の御
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うにお考えか、伺いたいと思います。

質問にお答えいたします。
「家族団らんの日」の普及啓発について申し

○坂本幸一議長 農業夢づくり課長。
○藤田大輔農業夢づくり課長 「家族団らんの

上げます。
「家族団らんの日」につきましては、国が毎

日」は、食について家庭で語り合うということ

月１９日を食育の日と定め、県が「家族団らん

を推奨しているものでございますから、食育関

の日」と位置づけ、食について家庭で語り合う

連の既存の施策を推進する中で、できるだけ家

ことを奨励しているものであります。

族そろって食事をしていただくような啓発に努

本市といたしましても、関係団体と連携して、 めてまいりたいと思っております。
「家族団らんの日」の普及啓発も含めた食育・

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

地産地消運動を進めてまいります。

○１０番 中川とみ子議員 県のほうでは、１

○坂本幸一議長 教育長。

９日を「家族団らんの日」としているわけです
が、この日に合わせて事業を実施することまで

〔古山茂満教育長 登壇〕
○古山茂満教育長 １０番中川とみ子議員の御

は考えていらっしゃらないのでしょうか。

質問にお答えいたします。

○坂本幸一議長 農業夢づくり課長。

命のつながりが実感できる教育の充実につい

○藤田大輔農業夢づくり課長 現在のところ考
えておりません。それよりも、その趣旨を広め

て申し上げます。
現在、市内全ての小中学校において、学校給
食を中心とした食育活動を行っておりますが、

ていけるようなことを現在のところ考えており
ます。

引き続き、学校給食以外にも視野を広げながら、 ○坂本幸一議長 中川とみ子議員。
各小中学校の教育課程並びに児童生徒及び地域

○１０番 中川とみ子議員 きちっとやってい

の実態に合わせた食育活動を推進してまいりま

る御家庭に関しては、何で今さら食育なんだと

す。

思っている方もいらっしゃるかとは思います。

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

ですが、核家族だったりすると、そういう時間

○１０番 中川とみ子議員 御答弁、今いただ

がなかなかとれないというのが現状だと伺って

きした。市長がおっしゃるように、毎月１９日

もおります。せっかくですので、月１回家族団

は食育の日として「家族団らんの日」としてい

らんの日というのを決めて、それに合わせて企

るところもあります。静岡の三島市では、家族

業だったり事業者だったりの協力を得て、例え

団らんの日の条例なんていうのもつくっている

ば企業ならノー残業デーとか、早帰りデーとか、

ようです。県のほうでは、６月に食育月間です

そういうふうな取り組みをしていくということ

ね、そのようにして取り組んでいるようです。

はいかがでしょうか。

上山でも平成２１年３月からやっているとい

○坂本幸一議長 農業夢づくり課長。

うことですが、食育という言葉をなかなか聞け

○藤田大輔農業夢づくり課長 いずれにしまし

なかったなと思ったので、こういうことを提案

ても、頭ごなしに日程設定をするということを

させていただいたのですが、まず、「家族団ら

先に持っていきますと、形骸化してしまうとい

んの日」の推進というか、啓発の方法をどのよ

うのが一番残念な結果になってしまいますので、
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順を追って理解を深めつつ、必要に応じて順次

○藤田大輔農業夢づくり課長 おっしゃるとお

検討してまいりたいと思っております。

り、周知の方法に関しましては市報という手段

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

もございますし、ホームページに掲載という手

○１０番 中川とみ子議員 強制的な進め方と

段もございますので、広く伝わるように考えて

いうのはよくないとは思いますが、ただ、こう

まいりたいと思います。

いう食育を進めているという本市のやり方を、

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

市民に知らせるということが大事だと思います

○１０番 中川とみ子議員 ぜひ、食育と聞い

けれども、それはどのようにして周知されてい

たときに「何だ」と思ってもらえて、その食に

くか伺いたいと思います。

関する興味を持ってもらいたいなと、それは私

○坂本幸一議長 農業夢づくり課長。

の希望でもあるのですが、食育と考えたときに、

○藤田大輔農業夢づくり課長 市民の方々への

とにかく幅が広く奥が深いものだと思います。

周知の方法でございますが、本市に関する食育

食べることによって私たちの体ができていると

の取り組みとしては、御紹介ありました基本的

いうことを、身をもって感じてもいますので、

な食習慣を身につけ、食に感謝する心を育てる

ぜひ食育の周知に努力していただきたいと思い

などを目的に、親子料理教室とか野菜のもぎ取

ます。

り体験とか、食育出前講座などを実施している

あと、２問目のいのちの教育という部分なん
ですが、実はいのちの教育を実践している寒河

ところでございます。
地産地消に関しましても、給食における地元

江市内の幼稚園があります。ことし８月にその

農産物の提供や農作物の生産者との給食交流会

場所に「一緒に勉強させていただけませんでし

などを開催しております。実際に取り組んでい

ょうか」とお願いをしまして、保育園の年長さ

ることもございますので、こういったことも含

んだったんですが、１００人近い子どもさんと

めてさらに周知していきたいと。その中で、食

一緒に参加させていただきました。

育の考え方を広く伝えていくということで、地

その講師の先生のお話によると、子どもたち

道にやってまいりたいと思っております。

のところへ出向いて、まず事前に、二度ほどの

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

命の循環とか命のつながりという勉強会をして

○１０番 中川とみ子議員 いろいろなところ

いるそうです。

で、そういう食に関する取り組みを実施してく

当日来たときに、ヤギに餌をやり、あと牛に

ださっているのは十分承知はしているんですが、 餌をやり、それに牛の乳搾りなどを体験してい
食育という言葉はなかなか見る機会がないなと

らっしゃったんですが、とても子どもたちが元

思いますので、ぜひ市報なんかでも、本市では

気というのをまじまじと見させていただきまし

食育に対する取り組みをやっていますよという

て、その現場にいるということは風も感じます

ような広報をしていただければ、また市民の方

けれども、鼻でいろいろなにおいをかいで、耳

の興味というのが出てくるのかなと思うんです

でいろいろな音を聞いて、これがまさに食育な

が、その辺はいかがでしょうか。

のかな、食育につながるものかなと感じてきた

○坂本幸一議長 農業夢づくり課長。

ところでした。

－９０－

また、事前学習の中で、卵はどういうふうに

の学校があるわけですが、それぞれ教育をやっ

できるかというその絵も見せているそうです。

ているということで今伺ったわけですが、上山

鳥肉の料理、卵料理を必ず持ってくるようにと

の私が行っている場所に足を運んでという勉強

いうような話をしたそうですが、１００人近い

もなさっているわけでしょうか。

子どもさん全員が、お弁当の中に持ってきてい

○坂本幸一議長 教育長。

ました。

○古山茂満教育長 子どもたちが足を運んで勉

本当にすごいなと、食のつながりというのは

強に行っています。米づくりとか野菜づくりと

こういうことなんだなと、その現場にいて本当

か、そういうようなところへやっています。

に感動して帰ってきたんですが、机の上だけで

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

はなく、現場に行って風を感じ、においを感じ、 ○１０番 中川とみ子議員 田植えとか芋掘り
音を感じ、それでまた口に入れて命のつながり

とかそういうのは伺っていますのでわかるので

を感じる、そういうのがすごく大事だなと私は

すが、私が言っている教育ファームと言ってい

つくづく思ってきたのですが、そういう取り組

いのかな、計画書の中にもその言葉は載ってい

みについて教育長はどのようにお考えでしょう。 たんですが、そこをまず利用して、また食育を
○坂本幸一議長 教育長。

推進していくというお考えはあるかどうか伺い

○古山茂満教育長 上山市の学校教育指導の方

たいと思います。

針というのがありまして、その中に「まなび」、 ○坂本幸一議長 教育長。
それから「いきがい」、それから「ふるさと」

○古山茂満教育長 学校の実情いろいろありま

というのがあるんですけれども、その今２番目

すので、昨年あたりまでは、その分を活用して

の「いきがい」という部分に、「いのちを大切

実践、食と命のつながりについて勉強している

にする心と体」というのがありまして、その中

学校もありましたし、いわゆる学校の実情によ

にまた食育の推進、それから食生活の形成とい

って行っているということでございます。

う項目がございます。その中で、特に農業体験

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

とか体験学習が大変重要であるというふうに考

○１０番 中川とみ子議員 今回は、東海大学

えております。各小中学校においても、地域の

の学生も勉強に来たというふうな報告をいただ

差はありますけれども、そういう体験を学習し

いております。子どもたちは、その場その場の

ているところであります。

対応というのもありますけれども、ぜひそうい

私も、そのようなことが食育と、それから食

う現場に行く勉強というのは大事だと思います

生活の形成というところが命につながっていく

ので、時間の調整ができるのであれば、そうい

ということを当然考えていますので、これから

う教育もぜひ取り入れていただきたいなと思い

も学校のほうでは机の上の勉強だけでなくて、

ます。

理論の学習だけでなくて、体験学習を重視して

この食育、本当に先ほども申しましたけれど

まいりたいというふうに考えています。

も、幅広く奥深いものです。そうやって私たち

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。

が子どもを守っていくというのも大事な役目だ

○１０番 中川とみ子議員 上山にもたくさん

とも思っておりますので、これからまた市民の
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健康、それが地産地消ということもやっていま
すので、地域の活性化にももちろんつながるこ
とでもあります。ぜひこの食育、その計画書、
第２次計画書を一生懸命進めていただいて、食
育につなげ、そしてまた子どもたちの健康づく
り、心の健康、体の健康に努めていただきたい
と思います。
質問を終わりたいと思います。ありがとうご
ざいました。
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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２７分 散 会
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