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平成２８年１２月５日（月曜日）

午前１０時

開議
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議事日程第２号
平成２８年１２月５日（月曜日）午前１０時

開議

日程第 １ 一般質問
（散

会）

本日の会議に付した事件
議事日程第２号に同じ
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開

議
○坂本幸一議長 日程第１、一般質問でありま

○坂本幸一議長 おはようございます。

す。

出席議員は定足数に達しておりますので、こ

初めに、５番棚井裕一議員。

れより直ちに会議を開きます。

〔５番 棚井裕一議員 登壇〕

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。

○５番 棚井裕一議員 おはようございます。
議席番号５番、会派蔵王、棚井裕一、通告に
従い質問いたします。

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

日程第１

一般質問

初めに、高齢者の交通事故防止に向けて。
連日のように、高齢者ドライバーの交通事故

－１２－

が報じられ、それに伴う通学途中の子どもたち

引き起こしたり悪化させたりする原因になると

を初めとした被害者も後を絶たない状況です。

いう報告もあります。

警察庁によると、全国で約１，７００万人いる

また、周りの人たちは、尊厳を傷つけまいと

６５歳以上の免許保有者のうち、昨年の自主返

トラブルを避けるため、返納を迫れないという

納者は約２７万人で、全体の２％にも届きませ

話も多いと伺います。かわいがっている孫に勧

ん。また、昨年は７５歳以上の約１６３万人が

められ、ようやく返納に応じたり、孫に運転卒

免許更新時に認知機能検査を受け、約５万４，

業証書をもらい、区切りがついたという方もい

０００人が記憶力、判断力が低いと判断されて

るそうです。

います。改正道路交通法が施行される来年３月

さて、本市における高齢者の運転免許証自主

からは、記憶力、判断力に乏しいとされた７５

返納者の状況は、平成２６年度に５１件、平成

歳以上の人は、医師の診断を受けるよう義務づ

２７年度には５７件、さらに今年度１０月まで

けられるようになるということです。これらの

で４４件と年を追うごとに増加する傾向にあり

法改正もさらに強化を待たれるところです。

ます。しかしながら、運転免許証自主返納者に

自動車の運転は、言うまでもなく危険が伴い

対する本市の支援策の利用者数は伸び悩んでい

ます。自分自身に限らず、同乗者、ほかの自動

ます。自主的に免許証返納に結びつける魅力を

車や歩行者にまで大きな被害をもたらす危険性

兼ね備えたものにしないと、その後の展望が見

を持っている凶器とも言えます。このような危

えない不安が募り、返納や利用に二の足を踏む

険性が他人ごとでなく身近にあるものだと認識

ことになりかねません。

し、運転免許証を所持しているプライドを持っ

そこで、本市における運転免許証自主返納者

て、自主的に運転免許証を返納する社会を実現

に対する支援事業の充実を提案いたします。も

するのも今後の課題と言えます。家族も、利便

ちろん、返納前の生活と返納後の生活が同等に

性にのみとらわれず、返納後の生活をともに支

なるまで行政が支援するというところまでは、

えながら送るスタイルが当たり前だという考え

自助・公助の側面からも求めるべきものではあ

も必要かと思われます。

りません。自動車を所有し維持することと同等

一方で、地方都市においては利便性の高さか

の負担を負いながらも、自主返納した高齢者の

ら、自動車は生活の必需品とも言え、その所有

利便性の確保と、より安全な地域の実現、そし

率の高さが物語っています。高齢者にとっても、 て加害者や被害者を生まないための施策を実現
通院や介護、買い物など、何をするにも自動車

すべきです。

での移動が基本という生活をこれまでしてきて

現在、本市が行っている支援策、即ち市営バ

いる中で、生活パターンを変えるという不便さ

ス、市営予約制乗合タクシー回数券５，５００

を選択する余地はないような状況です。また、

円分の交付については、支援額としてはごくわ

運転できているという自分自身の尊厳自体を否

ずかな期間に使い切ってしまうものであると言

定されたように感じ、かたくなに返納を拒む方

わざるを得ません。この支援額を２倍程度に引

も多いと聞いております。さらに、運転すると

き上げたり、１回のみの支援を２年や３年の複

いう緊張から解放されると、かえって認知症を

数年度にしたりといった内容の充実をすべきと

－１３－

時にお手伝いいただくなどのボランティア活動

考えます。
さらに、利用する際の公平性を期すため、適
用する交通機関を民間のバス会社やタクシー会

を、高齢者の自主返納者に積極的にお願いする
などです。

社にも拡大すべきと考えています。これらの交

現在も、交通安全協会を初め各種団体では、

通機関は、自主返納者には料金を一律１割引き

交通安全の実現に向け通学時の安全や歩行者の

にする支援を行っています。それらを行政の支

安全など協議され、さまざまな取り組みがなさ

援として、さらに割引額を上乗せするなどを行

れています。地区会の方を初めとした協力のお

えば、利便性が確保され、交通事故の防止も見

かげで、子どもたちの安全に寄与しているもの

込めると考えます。高齢者一人一人の置かれて

と思われます。こうした取り組みに、運転経験

いる状況の違いもあり一概には言えませんが、

を持った意欲ある高齢者が参加してくだされば、

積極的に利用しようと思えるような支援策を実

より安全性が増すものと思います。

現すべきと考えます。市長の御所見を伺います。

以上のような施策を含め、さまざまな支援を

次に、高齢者の事故防止に向けて対策や支援

実現し、高齢者の自主返納を促し、安全な社会

策を協議する組織づくりについて質問します。

を実現するためにも、交通安全協会や交通安全

行政として取り組むべきことは、今、申し上

推進協議会で、これらについて早急に話し合う

げた支援策を含め、免許証返納という本人にと

場を設けるべきと考えます。また、必要があれ

っての一大決心を少しでも乗り越えやすくし、

ば、警察、商店街、道路旅客運送業など、関係

またその後の生活を快適にできるように環境を

団体を交えた協議会の設置を要望いたします。

整備することも重要です。新たな支援策を模索

それこそが、ひいては第７次上山市振興計画

するのみでなく、支援する、あるいはさせるこ

に方針づけられているように、元気な高齢者が、

とが意欲の低下や能力の否定ではなく、新たな

みずからの運転者としての経歴やドライバー目

意欲をかきたて、能力を発揮していただきなが

線での安全確保という知識や技術を生かしなが

ら、移動する足を奪われることによる不便さを

ら、生きがいを持って活動、交流できる場の充

少しでも軽減したりする社会の実現も必要不可

実にも寄与するものと考えます。市長の御所見

欠です。

を伺います。

その一つの方法として、これまで安全に運転
し、社会に貢献してくださり、現在の上山市を

次に、沢庵禅師を活用した産業振興について
質問します。

支えてくださったことに対し、また自主返納い

上山藩藩主土岐頼行に大きな影響を与えたと

ただいたことへの敬意をあらわすとともに、そ

される沢庵禅師。茶道千家に大きな影響を与え、

の豊かな経験を運転者目線で安全な社会づくり

織田家や徳川将軍家からも帰依を受けながらも、

へとお手伝いしていただく方法もあるかと思い

名利を求めず、清廉潔白な生き方に土岐氏が心

ます。

を打たれたとも言われています。

現在、学校や交通安全協会などが主体となっ

また、本市のほか京都、大阪、兵庫県豊岡市

て行われている通学路での児童・生徒への見守

（旧出石町）や東京にもゆかりの土地があり、

り運動への参加や、園児への交通安全教室開催

その人柄がうかがえます。

－１４－

本市では、春雨庵においてたくあん漬けを考

や優位性を持ち合わせた商品などです。

案したとされる、この沢庵禅師をしのぶ香の物

特産品の開発としては、地元上山明新館高校

祭が毎年行われています。山形県漬物協同組合

との取り組みで食用ホオズキが実績としてあり

が実施していて、第３５回目が先日行われまし

ます。たくあん漬けについても、試みはしてこ

た。松山地区会や子ども会、女将会の協力のも

られたと聞いております。また、温泉旅館では、

と、供養祭を初めたくあん漬けの漬け込み式、

たくあん漬けを活用したレシピ開発なども積極

湯漬けの試食や輪投げ大会、即売会など、ふだ

的になされているようです。

んは静寂のたたずまいを見せる春雨庵が、その

しかしながら、たくあん漬けのホームタウン

日は子どもたちのにぎやかな声に包まれていま

とも言える本市において、本市オリジナルとし

した。

て、またお土産品として人気のある商品があり

そこで、この地域資源をさらに生かし地方創

ません。新たな商品開発には、地元や学生を含

生に役立てるため、この供養祭並びに香の物祭

め、アイデアを広く募りイベント化することに

に対し、さらなる支援の拡大を図るとともに、

よって、それが宣伝効果を生み、ひいては本市

たくあん漬け発祥の地とも言える本市にとって、 のＰＲになるものと思われます。
イベントとなる「たくあん漬けサミット」の開

また、広く募ったアイデアをたくあん漬けサ
ミットで紹介したり、商品化可能なものについ

催を提案します。
全国各地のたくあん漬けが一堂に会し、沢庵

ては表彰したりすることにより、話題性を呼び、

禅師が考案した古式ゆかしいたくあん漬けを初

さらなる本市のＰＲになるものと思われます。

め、各地のさまざまなたくあん漬けを食するこ

優良な農産物や観光特産品の販売促進を図る

とができる機会を設けることにより、本市をＰ

ことも本市において課題となっています。上山

Ｒするのと同時に観光資源の振興にも寄与する

の風土力を生かし、活用し、さらに高めるため、

ものと思われます。

そして山形の漬物のブランド力を高めるために、

また、沢庵禅師にゆかりのある東京品川区や

ぜひ新たな商品開発を試みてみるべきと考えま

大阪堺市、兵庫県豊岡市などにも参加を呼びか

す。市長の御所見を伺います。

けることにより、交流人口の拡大や地域の活性

○坂本幸一議長 市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

化にもつながるものと思います。市長の御所見

○横戸長兵衛市長 ５番棚井裕一議員の御質問

を伺います。
最後に、沢庵禅師を活用した産業振興の２つ
目として、また、たくあん漬けサミットをさら

にお答えいたします。
初めに、免許自主返納者への支援策について

に広げるために、新たな商品開発を提案します。 申し上げます。
例えば、お土産として利用しやすいような個

運転免許証を自主的に返納される高齢者の利

別包装で手軽に食べられる商品、本市産ワイン

便性がより向上するよう、平成２９年度から支

に合うような商品、たくあん漬けが苦手な人で

援内容を充実してまいります。

も食べたくなるような商品、さらにはたくあん
漬けが発酵食品ゆえに前面に押し出せる機能性

次に、対策や支援策などを協議する組織づく
りについて申し上げます。

－１５－

自主返納の推進に向けた対策等につきまして

市長が、「まず交通の便がよくない地域を対象

は、対象となる方々の実態把握も含めて、交通

にしましょう。今回はそういう対応とさせてい

安全推進協議会を構成する各機関、団体等から

ただきます」という形で答弁しておりました。

の御意見を伺いながら進めてまいりますので、

平成２９年度からということで、迫っているわ

新たな組織づくりを行う必要はないものと考え

けですけれども、時期としては決して遠くない

ております。

時期だと思いますけれども、どのような形で実

次に、たくあん漬けサミットの開催について

現するのかということをお伺いします。
○坂本幸一議長 市政戦略課長。

申し上げます。
サミットを開催するには、本県の漬物業界が

○鈴木直美市政戦略課長 現在の支援額の増額、

各地の漬物業界から賛同を得るとともに、観光

またその対象を民間のバス事業者等にも広げた

関係者との連携を図りながら、相当な規模の準

いと考えております。

備体制を整える必要があります。また、実現へ

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

向けた機運が漬物業界と観光関係者により醸成

○５番 棚井裕一議員 支援額の増額というこ

されることが何よりも重要でありますので、市

とで、私、支援額の増額とともに支援する回数、

の支援につきましては、こうした前提が整った

複数年度にわたってという回数の面でも提案し

段階で判断するべきものと考えております。

たわけですけれども、その辺はどうでしょうか

次に、新たな商品開発について申し上げます。 ということ。
土産品などの新商品の開発につきましては、

あと、自主返納者といいますと高齢者をイメ

民間事業者が主体となり地元の地域資源を活用

ージしているわけですけれども、中にはそうで

し、売れる商品づくりやブランドの構築を目指

ない方で、いろいろな事情で自主的に返納する

して、日ごろから研究を重ね、試行錯誤しなが

方も多いと思うんです。そういった、高齢者に

ら取り組まれているところであります。また、

限るのか、それとも自主返納者に対しては、全

市内製造業者向けの試作に対する支援制度もあ

て支援を行うのかということをお伺いします。

りますので、必要とされる事業者の方に活用を

○坂本幸一議長 市政戦略課長。

促してまいります。

○鈴木直美市政戦略課長 まず、回数につきま

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

しては、現段階では、まず額を倍相当にしたい

○５番 棚井裕一議員 ただいまの答弁に対し

と考えておりまして、回数は従来どおり１回と

て質問します。

考えております。

本日の朝刊にも「免許返納したいけど」とい

また、対象者につきましても、あくまでも６

うタイトルで新聞にも載っていまして、県内の

５歳以上の高齢者を対象にしたいと考えており

高齢運転者の事故がふえつつあるという報告も

ます。

ありました。

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

平成２９年度から内容を充実という答弁をい
ただきましたけれども、これについては、平成
２５年３月議会で尾形議員の一般質問に対して

○５番 棚井裕一議員 了解しました。
次に、２番目に質問した協議会についてお伺
いします。

－１６－

現在、冬の交通安全県民運動などが本市にお
いても行われていると思いますが、さまざまな
行事も含めて協議会なども開催されているよう

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。
○５番 棚井裕一議員 わかりました。
協議会など、いろいろな団体があるわけです
けれども、どのような組織からのメンバーで構

です。
さまざまな実施団体、交通安全協会とか安全

成されているのでしょうか。それぞれの協議会、

運転管理者協会などで話し合われている内容、

協会で構成するメンバーは違うと思うんですけ

協議されている現在の内容などについてお伺い

れども、どのような方たちによって構成されて

します。

いるのかお伺いします。

○坂本幸一議長 市民生活課長。

○坂本幸一議長 市民生活課長。

○鏡

○鏡

順市民生活課長 現在、交通安全推進

順市民生活課長 交通安全推進協議会

協議会で話し合われている内容は、交通安全と

の構成するメンバーは、小中学校の校長会とか、

事故防止に向けて、どのような啓発事業を行っ

あるいは老人クラブ連合会の代表、バスの運行

ていくかということを話し合っているのがメー

者、タクシー業界の代表の方とか農業関係では

ンであります。

土地改良区の方、安全運転管理者協議会、もち

それから、強化月間、強化期間について具体

ろん安協なども含まれた中で、非常に多様な団

的に各組織がどのような活動を行うかというよ

体を網羅しているものと認識しております。

うなことを協議したり報告したりしていること

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

がメーンとなっております。

○５番 棚井裕一議員 多様なメンバーという

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

ふうに、今、お伺いしました。

○５番 棚井裕一議員 ということは、今、社

ただ、その中で、今回の高齢者ドライバーの

会的な問題になっている高齢者ドライバーの安

事故防止という観点で考えた場合、こういった

全運転や事故防止といったことに対する協議と

メンバーのみで果たして間に合うのかどうかと

か対策とかという内容は含まれてはいないんで

いう疑問点を申し上げたいと思います。
というのは、やはり、もちろん警察などの取

しょうか。
○坂本幸一議長 市民生活課長。

り締まる側、そういった人たちももちろん含ま

○鏡

順市民生活課長 全般的な交通事故の

れると思いますけれども、もっと裾野というん

状況、上山市内における交通事故の状況などは

ですか、高齢者に特化した、例えば医療関係者

報告を受けておりますし、その中で、特徴的な

とかも含めての会合にしないと、今回の私が提

部分は気をつけなくてはいけないということを

案させていただいている目的を達成することが

各組織内で確認しておりますけれども、特に上

できるのかどうか不安に思うんですけれども、

山市においては、交通事故がほかの自治体より

その点はどうお考えでしょうか。

も高齢者の割合が特に高いというような状況で

○坂本幸一議長 市民生活課長。

はなかったので、これまでのところは、高齢者

○鏡

に限ったことを重点的に話し合ってきたという

とおり、これまで交通安全推進協議会は、全般

ことはないと認識しております。

的な交通安全あるいは事故防止にかかわって話

－１７－

順市民生活課長 先ほども申し上げた

し合ってきたということで、今後、高齢社会も

な内容はわかりますけれども、さらに突っ込ん

もう到来してきているわけですけれども、そう

だ内容というのは、今のところは把握しており

したものについて、この中の分科会をつくった

ません。

りすれば、かなりの部分、話し合いができるの

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

ではないかと思っております。

○５番 棚井裕一議員 私も、先日、警察にお

また、一番大事なのは、高齢者で免許返納を

邪魔して話をいろいろ伺ってきました。その際、

必要としている方がどういう方々なのかという

市の担当者の方も、それ以前にいろいろな調査

実態が、あるいはどういう身体状況とか判断の

というんですか、来て伺っていったというよう

レベルがどのぐらいの方なのか、あるいはそう

にお聞きしていますので、今、伺ったわけです。

いう方がどういうお気持ちでいらっしゃるのか

そのようなことも含めて、実態把握、返納を

ということを、まだ十分把握されていない部分

既にした人、まだしていない人、ためらってい

があるので、そういうところは、これから解明

る人も含めて、そういった実態把握も含めて幅

していかなければならないことだなと思ってお

広い協議会にしていただきたいと思います。
あともう一つ、返納した理由にもよるんです

ります。
○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

けれども、ボランティア活動など返納後の提案

○５番 棚井裕一議員 いわゆる自主返納され

というのも必要ではないかということを申し上

た高齢者が、どんな理由で、例えば家族の説得

げました。

でとか、もう運転なんかするの嫌だとか、どん

警察においては、返納時に支援策についての

な理由なのか把握なされているんでしょうかと

案内はしていると伺いました。そういったもの

いうこと。

も含めて、利便性とか支援、保護のみに限らず、

あと、先ほど申し上げたとおり、医療関係者

どういったことで、これまでの能力というか運

とか、例えば損害保険業界でも、交通事故によ

転の経歴というものを生かせるかということの

るけがや代償は自分だけでないという啓発とい

案内などもしていただきたいという提案もした

うセミナーなども行っているわけですけれども、 んですけれども、その点はどのようにお考えで
そういった業界にも参加を呼びかけてはいかが

しょうか。

かなという思いも含めて提案させていただいた

○坂本幸一議長 市民生活課長。

んですけれども、まずは自主返納の理由などは

○鏡

把握なさっているんでしょうか。

年齢構成を見ますと、大体７５歳以上の方が半

○坂本幸一議長 市民生活課長。

分以上を占めておられます。そういう方々は、

○鏡

順市民生活課長 自主返納される方の

さまざまな理由で返納されると思うんですけれ

窓口は警察でありますので、警察からの情報提

ども、気持ちが沈んでいる方に社会活動をして

供という形では把握しております。高齢になっ

みませんかと言うのも何か場にそぐわない感じ

たから返納する、あるいは病気になったから返

がしたり、逆に、ますます気持ちが落ち込んだ

納する、それから免許を使わなくなったから返

りするようなことも考えられますし、非常にデ

納するという、３項目から４項目程度の大まか

リケートな問題かなと思います。

－１８－

順市民生活課長 自主返納された方の

そうした中で、やはり多様な、病気の人は治

間性だというふうに言えるのだと思います。そ

療に専念してくださいとか、あと地域のいきい

れを誇りとして、教育のみならず観光に生かせ

きサロンに参加してみるのもいかがでしょうか

るのではないでしょうか。

とか、多様な働きかけをしていくということを

確かに、相当な規模の労力、人的、財政的に

研究していくことは、これからの課題だと思っ

も負担を強いるかもしれません。でも、私がサ

ております。

ミットというふうに申し上げたのは、規模的に

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

いえば大き過ぎるようなものをイメージしてし

○５番 棚井裕一議員 ぜひ多様な働きかけ、

まいがちな言葉ですけれども、例えば、ほかの

その方その方に合った、何が合うかというのも

イベント、秋の産業まつりにしろ、ツール・

なかなか難しいと思いますけれども、明らかに

ド・ラ・フランスにしろ、あると思いますので、

病気で、今後、治療に専念しなければならない

そういったものと一緒に実施しながら、どんど

という方ではない人については、沈んでいるか

んと、まさに醸成する、産業界も含めてタイア

らこそ、いろいろな提案、こういう活躍の場が

ップしながらという形で考えています。

あるんですよというふうに提案していただきた

そういった意味で、初めから大きなサミット

い。沈んでいるからこそ、必要以上に神経を使

という形では考えていないんですが、何か答弁

って支援一辺倒の考えにならないように、ぜひ

を伺っていますと、取り組む姿勢が受動的で、

ぜひ、運転のみでない活躍の場というのはたく

漬物組合とか温泉旅館のほうがもっと盛り上が

さんあるんだという提案をなさっていただきた

ってくれないと市では乗っからないよという表

いと思います。

現に聞こえるんですけれども、その辺はいかが

次に、２番目の質問に入りますけれども、沢

なんでしょうか。

庵禅師について市側の基本的な考え、スタンス

○坂本幸一議長 観光課長。

についてお聞かせください。

○平吹義浩観光課長 大変な観光資源になり得

○坂本幸一議長 観光課長。

るという、こういう前提でお答えさせていただ

○平吹義浩観光課長 沢庵禅師、たくあん漬け、 きますけれども、ただし非常に悩み事もありま
質問の中にございましたけれども、それとあわ

して、漬物、例えばたくあん漬けを宣伝するに

せて歴史的な人物だというようなことで、大変

は、たくあん漬けだけではなくて、たくあんの

な観光資源になり得るものと考えてございます。 歴史的な背景といったものを付加して初めてそ
○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

れが通用していくのかなと思っておりますので、

○５番 棚井裕一議員 観光資源になり得ると

歴史的な背景といったものをどういうふうに付

いう答弁をいただきましたけれども、そういっ

加するかというところで非常に悩んでおりまし

た意味から、学校教育においても、生涯学習に

て、ある意味、確かに高校の教科書などにも出

おいても、さらに観光資源においても、即ち市

るような全国的な話題ではあるんですけれども、

民が一体となって理解すべきであるし、その生

いま一つ一般受けしていないという、広がりが

き方、考え方に影響を受けた藩主によっておさ

まだないと。そこをどういうふうに広げていく

められた土地である。それによって培われた人

かということで、いろいろな方から何とかなら

－１９－

ないのかというお話は以前からいただいてはお

ことを認識していますけれども、いわゆるたく

るんですけれども、それを具体的なものにする

あん漬けについての支援というのはこれまでは

というところで非常に悩んでおります。旅館組

あったのでしょうか。お伺いします。

合青年部などでは、２年前のＪＲのＤＣのとき

○坂本幸一議長 商工課長。

にたくあんの湯漬け、あるいは元祖たくあんと

○冨士英樹商工課長 たくあん漬けの開発等は、

いったものを開発して売り出しているという具

今までは支援してきた経過はございません。

体的なものがあるわけですが、そういったアイ

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

デアがどんどん出てきて初めて通用するのだろ

○５番 棚井裕一議員 まさにその辺を、向こ

うと。それは市のほうが主導してということは

うから要請がないのに、こちらから言うのも何

なかなかないということで、担い手となる方々

か変な話ではあるかもしれませんけれども、積

のアイデアといったものに期待しているという

極的に声をかけて「もっと頑張ってくれ」とい

ところでございます。

うふうに言ったり、そういう、ひいてはサミッ

○坂本幸一議長 棚井裕一議員。

トのような形をとりたいということで、前提と

○５番 棚井裕一議員 結局は、そういった産

して漬物協同組合なり旅館等にお願いしていた

業界からの押し上げがないと難しいという答弁

だきたいと思います。
最後になりますけれども、こんな逸話があり

だったのではないかなとは思います。
確かに、沢庵禅師が高校の教科書なり中学生

ます。品川にある、品川、東京ですね、東海寺

の教科書なりで大きく取り上げられることはあ

にいる沢庵禅師に徳川家光公が訪れ、家光公が

りません。しかしながら、だからといって全国

「近くにあるのに東海寺と呼ぶのはこれいか

区ではないということではなくて、例えば吉川

に」と問われたときに、すかさず沢庵禅師が

英治の小説宮本武蔵で、創作であれ取り上げた

「大勢を率いているのに将軍というのと同じこ

くなるほどの人物、宮本武蔵をより魅力的にす

とですよ」と返したそうです。

るために必ず必要だと思うからこそ、取り上げ

これは、機転がきき、ユーモアを持ち合わせ

ざるを得なかったほどの人物だったと思うんで

ているという逸話として紹介されているわけで

す。

すけれども、私は、市長の市政への思いという

ですから、そういった意味で、先ほど申し上

ものをあらわす言葉を思い出しました。それは、

げたとおり市民としての、学校なり生涯学習な

小さくてもキラリと光る夢と誇りの持てる元気

りでもっともっと理解を深めることも含めて、

な上山の実現を目指しているということです。

漬物協同組合にお任せするとか、旅館のほうに

春雨庵や沢庵禅師は、もしかしたら小さいかも

お任せするのではなくて、もっともっと市でで

しれません、観光資源としては。しかし、それ

きることというのはあるのではなかろうかと思

をキラリと光るように、そして上山市民一人一

います。

人が夢と誇りが持てるよう、歴史そして観光の

そういう点で、２番の（２）に移りますけれ

資源として光を当て、積極的に光を当てていた

ども、先ほど民間のそういった取り組みに対し

だくことを望んで、私の質問といたします。

ての支援制度があると伺いました。あるという

○坂本幸一議長 次に、６番川崎朋巳議員。

－２０－

このまちに住んでくださるような施策を総合的、

〔６番 川崎朋巳議員 登壇〕
○６番 川崎朋巳議員 議席番号６番、会派蔵

継続的に展開しながら、本市の将来の宝となる

王、川崎朋巳であります。

子どもたちをふやしていく施策をさらに充実さ

初めに、第２子の保育料等無料化による子育

せるべきと考えます。
第７次上山市振興計画策定に当たり行った市

て支援策の充実について質問いたします。
本市の人口を見ると、昭和３５年の４万３８

民意識調査では、「上山市のまちづくりを進め

３人をピークに人口は減少の一途をたどってお

る上で何を重点的に整備していくことが望まれ

り、若干の減少を見ながら横ばいで推移してま

ますか」という質問項目の中の「子どもを育て

いりましたが、昭和６０年ごろから、ゼロ歳か

やすいまちづくり」の項目についての市民から

ら１４歳までの年少人口と１５歳から６４歳ま

の回答では、医療福祉等子育て支援の充実を望

での生産年齢人口が減少し始め、その後、総人

む声が圧倒的多数を占めています。特に、子ど

口の減少が始まっています。国立社会保障・人

もが多くなれば、子育てにかかる費用が大きく

口問題研究所の推計によれば、平成３５年の本

なり、子育て支援策として多子世帯に対する支

市の人口は２万８，０５５人となることが予想

援を積極的に進めていく必要があると感じます。

されます。また、最新である平成２６年の山形

そこで、現在第１子を持つ世帯が第２子を安

県人口動態統計によれば、本市における合計特

心して産み、育てられる環境を整備するため、

殊出生率は１．２３であり、県内全１３市の中

第２子の保育料等を無料化することを提案いた

で最も低い数値となっています。

します。

本市においては、平成２８年度より向こう８

保育料を含む子育て世帯の負担をどう求めて

年間にわたる第７次上山市振興計画に基づき施

いくかは、基本的には国の制度設計と方向性に

策を展開しています。これまで本市としての少

よって影響を受けるものではありますが、子ど

子化対策、中でも子育て支援については中学生

もを地域や社会全体で支えていくという理念や

までの医療費、入院費の無料化などを初め、条

考え方が重要と考えます。子どもの声が響きわ

件つきで第２子の保育料等の減免や、平成２８

たり、「また来たくなるまち

年度からは第１子が１８歳未満の場合、第３子

ち～クアオルト かみのやま～」の実現、そし

以降の保育料等が無料となりました。

て第７次上山市振興計画の目標値である平成３

ずっと居たいま

人口減少問題を抱える多くの地方自治体にお

１年度の子どもがいる世帯のうち子どもが２人

いては、また本市にとっては特に県都が隣市で

以上いる世帯の割合５７％実現のため、さらな

ある影響もあってか、転出者の人口が転入者の

る子育て支援の充実が必要です。

人口を超える社会減少と、死亡者数が出生者数

先日、国立社会保障・人口問題研究所の夫婦

を上回る自然減少の問題に直面しています。市

の理想子ども数、予定子ども数のデータによれ

民が本市に魅力を感じ、引き続き住み続けられ

ば、理想の子ども数は２．３２人、予定の子ど

るよう、また就学のため本市を離れた学生たち

も数は２．０１人であり、予定の数値が理想の

が、将来郷土に魅力を感じ戻ってくることがで

数値を下回っております。その要因は、３人以

きるよう、そして市外の方が本市に魅力を感じ、 上を希望する夫婦と、特に若い層で経済的な理

－２１－

０００人の規模となるなど、一定の成果を上げ

由によるものが特に顕著であります。
本市の若い層の夫婦が子どもを希望し、そし

ていると感じます。

て経済的な理由が理想の子どもの数を実現でき

その一方で、遠方からの参加者は必ずしも多

ない要因となるならば、行政が子育て支援の一

いとは言えず、宿泊を伴うイベントによる交流

環として第２子の保育料を無料とし後押しをす

人口のさらなる増加策が必要です。第７次上山

ることで、子育て世帯の経済的な負担を軽減す

市振興計画においても、競技力の向上に向けた

るだけでなく、第２子が欲しいけれど踏みとど

人材の養成やスポーツ環境の整備、スポーツ環

まっている世帯が第２子を持つことの希望とな

境を通じた地域活性化の推進のための目標と、

ると考えますが、市長の御所見をお伺いします。 その達成度の検証のための目標値が示されてお
次に、蔵王坊平アスリートヴィレッジの今後

り、その達成のための個別計画の一つとしてア
スリートヴィレッジ整備構想がありますが、そ

の展望について。
初めに、蔵王坊平アスリートヴィレッジ将来

のアスリートヴィレッジ整備構想の見直しを提
案いたします。

構想の見直しについてであります。
本市では、平成１４年に「スポーツ健康都市

平成６年３月にアスリートヴィレッジ研究会

宣言」をし、「市民一人１スポーツ」を掲げ、

によって編集、発行されたこの整備構想は、基

生涯スポーツと健康づくりに取り組み、また平

本理念や新しいスポーツ科学トレーニング、施

成２７年７月には、国のスポーツ基本法に基づ

設設備の概念などから構成された１２８ページ

く上山市スポーツ推進計画を策定し、市民がス

にわたる冊子でありますが、その基本理念等に

ポーツに親しむ土壌づくりを継続するとともに、 ついては、現在にも通ずる部分は見られるもの
スポーツを通じた青少年の健全育成やスポーツ

の、計画の依拠するところである参考資料の数

による交流を通じた地域活性化を図ることを目

値やデータなどにおいて、２０年超の時間の経

指しています。

過を感じさせるものであると感じます。

本市が平成２６年に行ったスポーツに関する

本市の蔵王坊平アスリートヴィレッジは、全

市民の意識調査では、１年間で運動・スポーツ

国に２カ所のみの文部科学省指定のナショナル

をした人は４１％と半数に満たない結果であり、 トレーニングセンター高地トレーニング強化拠
スポーツに触れるきっかけづくりと市民のスポ

点施設であり、また２０１５年の世界陸上開催

ーツ実施率を上げていくためにも、スポーツ環

の際、蔵王坊平アスリートヴィレッジにおいて

境の整備が重要と考えます。

事前合宿を行った縁から、平成２８年１月２６

また、最近では、マラソンや自転車等による

日には、東京オリンピック・パラリンピックポ

スポーツを活用した交流人口を拡大するさまざ

ーランドチームのホストタウンとして登録され

まな事業が世界中で盛んに開催されています。

ました。

本市でも、かみのやまツール・ド・ラ・フラン

交流人口の拡大とオリンピック・パラリンピ

ス大会は１，０００人の参加者枠に申し込み者

ック開催によるスポーツに触れるきっかけとし

が殺到し、また蔵王坊平アスリートヴィレッジ

て、本市の価値ある施設を将来にわたり有効に

を利用した蔵王坊平クロスカントリー大会は２， 活用していくためにも、蔵王坊平アスリートヴ

－２２－

ィレッジ整備構想を見直すべきと考えますが、

○横戸長兵衛市長 ６番川崎朋巳議員の御質問

市長の御所見をお伺いします。

にお答えいたします。

最後に、水を利用した運動後の筋肉冷却設備
の整備についてであります。

初めに、第２子の保育料等無料化による子育
て支援の充実について申し上げます。

現在、投てきや幅跳びなど、いわゆるフィー

現在、第２子の保育料等の無料化につきまし

ルド競技の設備が整備されたことで、陸上競技

ては、国の補助制度の中で年収約３６０万円未

種目を初め、年代や種目を問わず本市アスリー

満相当のひとり親世帯等に対し実施しておりま

トヴィレッジが利用されています。スポーツは

すが、完全無料化につきましては、総合的な子

全身を使うものではありますが、種目を問わず

育て支援制度の中で考えてまいります。

走ることが多いため、足の筋肉疲労が大きいも
のです。

なお、補助制度の拡充については、引き続き
県・国に要望してまいります。

先日、本市との友好都市である高山市を訪れ
たとき、御嶽の麓の全天候型グラウンドを拝見

次に、蔵王坊平アスリートヴィレッジ将来構
想の見直しについて申し上げます。

した際は、近くに流れる川をクーリングの設備

アスリートヴィレッジ整備構想は、施設とそ

として利用しており、山の冷水のため、足を初

の役割や整備手法について提案するという形で

め全身に至るまで川の水を利用し、非常に好評

まとめられたものであります。その提案に沿い

であるそうであります。

ながら、社会状況や利用者のニーズ等を考慮し、

本市においても、アスリートヴィレッジ利用

専門家等の意見を取り入れながら整備を進めて

者からの要望は多いと伺っております。また、

まいります。

トレーニング後のコミュニケーションの場とし

○坂本幸一議長 教育長。

ても非常に有効であると考えます。

〔古山茂満教育長 登壇〕

トレーニング効率のアップと利用者ニーズに
即した施設整備による交流人口の拡大にもつな
がると考えますが、教育長の御所見をお伺いし
ます。

○古山茂満教育長 ６番川崎朋巳議員の御質問
にお答えいたします。
水を利用した運動後の筋肉冷却設備の整備に
ついて申し上げます。

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員に対する答弁の
前に、この際１０分間休憩いたします。

アイシングは、蔵王グリーングラウンド、猿
倉イベントパーク、ＺＡＯたいらぐらの各施設

午前１０時５６分 休 憩

で行うことができます。今後、さらにアイシン
グの環境整備について充実を図ってまいります。
○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

午前１１時０６分 開 議
○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

○６番 川崎朋巳議員 初めに、第２子保育料

ます。

等無料化についてお伺いします。

川崎朋巳議員の質問に対する答弁を求めます。

現在、先ほど１問目でも申し上げましたよう
に、第３子以降の無料化または中学生までの入

市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

院費、医療費の無料化という施策に取り組んで

－２３－

は、該当している人数は９０人。それから第２

おります。
私は、その取り組みというのは、ほかの周辺

子無料化に該当するお子さんは３４８人いる見

自治体に比べても遜色なく充実している、むし

込みの状況でございます。

ろ進んでいる施策ではないのかと思いますが、

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

まずこの現状の施策、周辺市と比較した場合、

○６番 川崎朋巳議員 それでは、今回一般質

どのような状況であるのか。あとは、年収３６

問するに当たりまして、国であり県の方向性と

０万円以下のひとり親世帯の第２子保育料につ

いうものは、今はわからないという状況にあろ

いては減免になっているという状況ではありま

うかと思います。現在、年収３６０万円以下の

す。恐らく国の方針を受けたものであります。

ひとり親の条件に該当しない第２子を完全無料

現在、第３子以降無料化とあわせて、恩恵を受

化した場合の試算というのをされているのかど

けている保育園に通っているお子さん、幼稚園

うか、改めてお伺いします。

に通っているお子さん、または児童センターに

○坂本幸一議長 福祉事務所長。

通っているお子さんは、大体何割ぐらいおられ

○土屋光博福祉事務所長 先ほど３４８名とお

るのか。

答えしましたが、試算いたしましたところ、完

もう１点お伺いしたいことが、第３子以降無

全に無料化にする場合、市単独では７，８００

料化によって、事前の説明を頂戴したときには

万円ほどかかる見込みでございます。

６６名のお子さんが対象になっているというこ

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

とですが、現状、何名のお子さんが対象になっ

○６番 川崎朋巳議員 まずこの７，８００万

ているのか、以上３点について現状をお知らせ

円、本市の自治体としての単独での負担という

ください。

ことになろうかと思います。この額が高いか安

○坂本幸一議長 福祉事務所長。

いか。その後、例えば本市の出生率の向上につ

○土屋光博福祉事務所長 無料化につきまして、 ながるかどうかという議論は、また後ほどさせ
近隣市の状況について、まずお答えいたします。 ていただくとしまして、先ほど第３子以降の人
現在、第２子の無料化につきましては、県内

数、無料化の対象になっている子どもの数が９

で行っている自治体はございません。第３子に

０名という話と所長から説明いただきました。

つきましては、山形市、それから天童市、米沢

議会として、事前に説明を受けた、一番最初の

市、尾花沢市等で行っている状況でございます。 状況でありますけれども、６６人であったと記
それから、ひとり親世帯の割合でございます

憶しております。現状は９０名のお子様が該当

が、割合というのはちょっとあれなんですけれ

になっているということで、増加していると思

ども、ひとり親世帯で第２子保育料等が減免に

うんですが、そこの増加している要件を福祉事

なっておりますのは、現在２４人いらっしゃい

務所で把握しておられたらお答えいただきたい

ます。児童数全体でいいますと８８０人いらっ

と思います。

しゃいますので、そのうち該当している人数は

○坂本幸一議長 福祉事務所長。

２４人という状況でございます。

○土屋光博福祉事務所長 当初、保育園、認定

それから、第３子以降の無料化につきまして

こども園の対象児童につきましては７７名でご

－２４－

ざいまして、そのほかに幼稚園、児童センター

税によらない部分で本市が手厚く金銭を負担し

を含めると８４名、当初ございました。その後、 ていると。例えば保育園であり、認定こども園
現在は９０名ということで、残り６名が途中入

であり、１人当たりの保育料の額、それ以上の

所ということになります。

額を行政として例えば運営であったり、子育て

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

支援に係る費用負担というのは非常に大きいも

○６番 川崎朋巳議員 本市第３子以降無料化

のである。そう考えたときに、保育料を負担す

ということで、その部分に関しては手厚い部分

るということは、総合的な子育て施策のうちの

ではあると思うんですが、それを知って市外か

ほんの一つであるかもしれない。

ら転入した事例があるのかないのか、把握して

ただ現状、この何名かの該当するお子さんに

いるのかどうかについて改めてお伺いします。

よらず、将来的な本市の人口動態、人口形態を

○坂本幸一議長 福祉事務所長。

考えたときに、この子育て施策というのは、よ

○土屋光博福祉事務所長 第３子無料化を知っ

りダイレクトに本市の人口減少、政策によって、

てということの把握はしておりません。

この人口の減少に歯どめをかけていかなくては

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

いけないというところは、もうどの自治体にお

○６番 川崎朋巳議員 把握していないと。な

いても当然の論理であると。そのために、それ

ので、もしも転入してきた方がいらっしゃった

ぞれの自治体が施策を展開しているという状況

として、それが第３子以降の無料化によるもの

であります。

と要因づけることはできないと、そのような回

恐らく７，８００万円という額、これを考え
たときに、現状、例えばほかの事業を打ち切っ

答ではないかと思います。
まず、私が申し上げたいことは、例えば第３

て、市長はよく選択と集中というお言葉を使わ

子以降無料化、ほかの自治体に比べて、とても

れるわけですけれども、ほかの事業を中断して、

進んだ制度であると。例えば、それをメリット

それで子育てに市の予算を集中させるという施

として、魅力として考えた場合に、第３子以降

策をとらなくてはいけないかもしれないと考え

無料化を上山でやっている。じゃあ上山は子育

てはいますが、そうしたとしても、非常に効果

てに手厚いから上山に引っ越してみようという

があるのではないか。それが例えば本市の人口

ようなことを考えた場合に、第３子以降が無料

の増加、または転入等の増加につながるのであ

化なので、少なくとも４人以上の上山市の社会

れば、重要な施策であるのではないかと考える

増加が見込めるという、そのような計算になろ

次第であります。
回答は変わらない。国・県からの補助、また

うかと思います。
もう１点なんですが、本市の子育て施策は、

は段階的に、前回の議会における市長の答弁で

壇上でも申し上げましたとおり、ほかの自治体

も、まず無料化を進めると。今、保育料の無料

に比べて充実していると言って差し支えないの

化、第３子以降無料化に手をつけているという

ではないかと思っています。ということは、

ところで、段階的に進めるという部分では進ん

国・県の補助、交付税等に上乗せした形で自治

でいると考えますが、この７，８００万円とい

体が負担をしていると。つまり、国からの交付

う額をどのように考えているのか、答弁は変わ

－２５－

ることはないかと思いますけれども、改めて市

いわけですよね。ですから、それぞれの自治体

長のお考えをお伺いします。

の創意工夫を、財政が豊かなところはやれる、

○坂本幸一議長 市長。

財政が豊かでないところはやれないということ

○横戸長兵衛市長 少子化の問題については、

ではなくて、やはり、山形県どこに住んでも医

大変重要なことでございます。

療費、例えば中学３年の義務教育までは無料化

その中で、我々も大変悩ましい判断を迫られ

とか、保育料についても、今、議員がおっしゃ

ているというのは事実でございまして、例えば、 られているように第２子まで無料化とか、やは
今の上山市は山形市への若者の流出が非常に多

りそういったことをしていかないと。ただし、

いんです。では、子育ての制度といいましょう

県内だけの移動に終始してしまうという懸念も

か、そこで山形市に格別劣っているかというと、 ございますので、ですからそこは、本当に悩ま
決してそうではないと思うんですね。ですから、 しい状況でございます。いずれにしても、やは
そこに何があるかといえば、例えば住みやすい

り我々としては総合的な子育て支援制度といい

とか、まちが好きだとか、そういうほかの部分

ましょうか、やはりそこに力を入れていかなけ

の要素があるわけですし、我々が一番今心配し

ればならないのではないかなと、現時点では考

ているのは、子育て以前の問題、つまり結婚で

えております。

すね。上山市は、結婚が１３市で一番少ないん

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

です。ですからそこを何とかしたいというよう

○６番 川崎朋巳議員 今、子育て支援以前に

なことで、ことしから、出会い、結婚、出産、

結婚に対する自治体としての支援を含めた総合

そこにもっと力を入れていこうということでや

的な施策の展開が本市の人口減少に対しての歯

っているわけでございますが、そういったこと

どめをかけるのではないかという市長のお答え

を考えたときに、やはり１つは直接的なもの、

をいただきました。

あるいは間接的なものがあるわけですよね。直

私も、まさにそれについてはそのとおりだと

接的ものは、先ほどの御質問だと思いますが、

思っています。ただやはり、例えば県の医療費

間接的なものについては、いわゆる働く場所、

無料化でありますと、例えば小学生までである

住む場所、あるいはまちの魅力とか、そういっ

とか、その部分に基礎自治体としての上山市が

たもの。

上乗せをして中学３年生までの入院費、医療費

ですから、やはり前にも話しておりますとお

の無料化というふうに取り組んでいると思いま

り、特効薬はないと思うんですよ。ですからや

す。それは、県がここまでやっているから、上

はり、総合的にこの組み立てをどうしていくか

山市もここまでだよという話ではなくて、上山

ということが我々にとっても非常に課題であり

市として、ほかの自治体と比べたときに、うち

ますし、もう一つは、鳥取県は中学３年生まで

はここまでするんだと。うちは子育て施策はこ

医療費無料化をやっています、県全体でです。

こまで充実させるんだという、ここは市長の考

ですからやはり、今、人口減少という対策でそ

え、思いがあっての自治体としての予算の投入

れぞれの自治体が頑張っておるわけでございま

ではないかと考えます。

すが、県内の自治体の移動ではどうにもならな

このように考えたときに、以前の回答であり

－２６－

ますと、保育料等の無料化については段階的に

うようなものがあれば、ぜひお聞かせいただき

考えていきたいという回答であったと思います。 たいなと思います。
とすれば、国・県の交付金が非常に重要な要素

○坂本幸一議長 市長。

となってくるというのは、もちろん私としても

○横戸長兵衛市長 要するに、重要度合いだと

理解しておるところなのですが、一基礎自治体

思うんです、私は。ですから、先ほど申し上げ

としてうちはここまでできるんだと。だから、

ましたように、結婚していただかないことには、

ほかの自治体もそれに追従するというか、あそ

子どもも生まれないわけですから、まずそこに

こがここまでやっているんなら、うちもここま

も力を入れていかないと、２子、１子の問題で

でやらなくてはいけない。そうすることで、県

はなくなる部分もございます。

内の子育て施策が充実されるのではないかと思

ですから、この第２子の無料化の部分がどう

います。ただ、それはサービス合戦だというふ

いうポジションに今あるかということだと思う

うに懸念されるということはもちろんあると思

んですよね。ですから、今、施策も悩ましいと

いますけれども、特に、人口の自然減の割合と

いう表現をさせていただいたのはそういうこと

いうのが、東北で秋田、山形が特に低いという

もあって、７，０００万円、８，０００万円の

ような現状の中で、広域的に考えたときに、ま

議論もありますけれども、それよりもまず、も

ず本市が、うちの市は将来の地域の郷土の宝で

う少し総合的に子育て、あるいは出生者が一人

ある子どもに対して、これぐらい施策を展開し

でもふえていくような施策をどう展開していく

ているんだと。先ほど、結婚支援の話もありま

かということが、今、問われるわけでございま

したけれども、同様に重要なことではないかと。 して、それはまさに、繰り返しになりますけれ
第２子を産んでいただくためには、まず第１

ども総合的だということでございまして、です

子を産んでいただかなくてはいけない。そのた

からこの第２子の問題が大事ではないという意

めには婚活に対する自治体の支援というのも非

味で話しているのではなくて、これも大事だと

常に重要であるかと思いますが、それと同様に、 思います。
どのレベルまで本市の子育て施策を展開してい

しかしまた、これだけで、じゃあ子どもがふ

くかというのも、非常に重要な課題ではないの

えてくるかねということになったら、やらない

かなと思っております。

よりはやったほうがいいという考え方はありま

まず、財政的な面から考えたときに、現状を

すけれども、誰もわからないことです。ですか

国・県に要望して、その方向性と申しますか、

ら、その辺はもう少し総合的に考えさせてくだ

その成果、結果を待つというような形になるの

さいという意味合いでございます。

かなと思いますが、段階的に、例えば国であっ

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

たり県であったりの施策の展開の方向性という

○６番 川崎朋巳議員 今回、第２子の無料化

ものに左右されるものなのか。それとも本市と

という話ではありましたけれども、これを含め

しては、最終的にここまで保育料の無料化等を

て総合的な子育て支援といいますか、婚活を含

含めた子育て施策を展開していきたいんだと、

めた本市の人口減少、その後につながるような

この現状で、例えばここまでは考えているとい

施策というものを総合的に考えていかなくては

－２７－

ならないという答弁であったかと思います。
ちょっとさっきの話に戻るかもしれないんで
すけれども、もしもなんですが、子育て支援施

それは、サービス合戦を懸念しながらも必要な
ことだと感じておられることのあらわれだと考
えてよろしいのかという点。

策の充実度を見て移住、転入等が図られる可能

あとは、特に子育て支援策についてはほかの

性もあったとします。それで、本市は地方の小

事業と違って、一度やってしまったらやめるわ

さな自治体ではありますけれども、本市の魅力、 けにはいかないという、非常に重要な決断を迫
第７次上山市振興計画にもありましたが、例え

られるような取り組みではないかと。状況が変

ば大規模な首都圏等の自治体と違うなと思うと

わったからと、自治体の財政状況が悪化したか

ころは、近隣の人々との日常的なつき合いとい

らこれはやめますと、そういうわけにはいかな

うものに煩わしさを感じていらっしゃる住民の

いような支援策ではないかと思います。

方よりも、充実したつき合いを求めていらっし

以上２点について、改めて市長の考えをお聞
かせください。

ゃる方のほうが圧倒的に多いと。
例えば、施策に魅力を感じて転入された方が

○坂本幸一議長 市長。

いらっしゃったとして、上山市における地域コ

○横戸長兵衛市長 今の子育て支援制度でござ

ミュニティを考えたときに、例えば施策の金銭

いますが、例えば医療費が中学３年生まで無料

的な優遇に魅力を感じて本市に移住してくださ

化したということについては、ＰＴＡの会合と

ったとしても、コミュニティ形成をする過程で

か保育園の会合とか、いろいろな会合にも出席

本市の魅力を感じてくれるのではないかと。

をさせていただきましたし、また何が子育ての

つまり、社会的増加に本市の地域性というか
郷土のあり方というものが有効に作用してくる

中で大変なのかという話もお聞きしました。
その中でやはり出てきたのが、病気、けが、
これが一番大変だという話でございましたので、

のではないかと思います。
総合的な子育て支援策というようなものを今

義務教育の中学３年生までは先駆けてやろうと

後充実させていくんだというような前向きな答

いうのが私の考えでございましたし、そういう

弁ではなかったのかなと考えます。引き続き、

ことをやらせていただきました。

国・県に対する要望、国・県の方向性というも

ですから、その必要性というものは、やはり

のが改めて重要ではないかということに関して

我々の政策展開の中にありますけれども、現実

は、私も完全に同じ考えを持っておりますので、 にはやはり現場の声といいましょうか、現実に
要望活動を引き続きお願い申し上げたいと思い

子育てしている方々がどういう思いで子育てを

ます。

しているのか、どういう状況で子育てをしてい

もう１点、先ほど市長から、サービス合戦を

るのか、その中で全てということをやることは

懸念するんだというお話がありました。ただ市

できませんので、優先順位をつけさせていただ

長は、サービス合戦になることを懸念するんだ

いて、今対応させていただいているということ

というお話はありましたけれども、その中でも、 でございます。
上山市は、国や県からの額以上の予算投入をし

施策は、首長が変われば、これは当然変わり

て上乗せをして子育て支援策をやっております。 ます。ですから、その当事者といいましょうか、

－２８－

やっている間については、そういったものの制

ですから合わないのが普通だと思います。それ

度というものは、なかなか変わる部分は少ない

だけ何十年も向こうのことを、構想はするわけ

と思います。

ですけれども、社会変化もありますし、あるい

ただ、施策の中では、常に選択と集中がござ

はオリンピックが、２０２０年に東京オリンピ

いますし、前例踏襲主義については改めなけれ

ック・パラリンピックが開かれるということだ

ばならないということもありますから、その社

って、その時点では想像していないわけですか

会ニーズあるいは時代の変遷によっては、当然

ら、変わるのが当たり前だと思います。

施策は変わっていくものだと思います。

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

ただ、こういった子育て制度とか、こういう

○６番 川崎朋巳議員 私が今回一般質問とし

ものについては、よほどのことがないと変わら

てこのテーマについて申し上げるのは、第７次

ないのではないかなというように思っておりま

上山市振興計画との兼ね合いという部分です。
第７次上山市振興計画は、１年ごとに事業と

す。
○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

効果の検証というのが審議会等によって行われ

○６番 川崎朋巳議員 ありがとうございまし

ております。特に、アスリートヴィレッジの整

た。

備構想については、例えば資金の調達であると

特に子育て支援策については、議会としても、 か、将来的な展望であるとか、アスリートヴィ
今、市民の方の声を聞いて何が必要なのか、何

レッジのあり方、基本理念等は非常に賛同する

をするのが本市の現在と将来のためにつながる

ものであると私は考えます。

のかということを検討しながら、引き続き提言

ただ、現実問題として本市のスポーツ振興、

させていただきたいなと思いますし、国・県に

スポーツを通じた交流人口の拡大といったとき

対する要望も引き続き継続して行っていただけ

に、アスリートヴィレッジの将来というか、例

ることをお願い申し上げます。

えば具体的に年次計画的なものとしての要素が、

次に、アスリートヴィレッジの整備構想につ

この整備構想には不足しているのではないかと。

いての質問になりますが、意見を取り入れなが

今回は見直しは行わないけれども、意見を取り

ら今後も展開していきたいという回答だとは思

入れながら反映させていくというような回答で

います。伺いたいんですけれども、アスリート

あったと思いますけれども、この整備構想の見

ヴィレッジ整備構想という冊子があります。こ

直しをされないのであれば、例えば年次計画等

の冊子、市長も教育長も、もちろん御存じでは

の策定等についてはどのように考えているのか。

ないかと思いますが、これを読んだときに、例

私はするべきではないかと考えるんですが、御

えば現状と合っているのかどうか等についての、 答弁をお願いいたします。
今、思っている感想をお伺いしたいんですが、

○坂本幸一議長 市長。

ぜひお願いいたします。

○横戸長兵衛市長 毎年、この委員会を開いて

○坂本幸一議長 市長。

おりまして、民間といいましょうか、専門家等

○横戸長兵衛市長 合っているか合ってないか

にも参加していただいておりますし、常に提言

ということは、これは何年か前につくったもの

というものをしていただいております。

－２９－

その中で、ここには載っておりませんけれど

スリートヴィレッジのあり方ということについ

も、例えば１，０００メートルの走路をつくる

ても、今後議論してまいりたいと考えておりま

というような、多分あったと思いますけれども、 す。
これについては森林管理署との話し合いとか、

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

あるいはこれからの利用形態、地形を考えたと

○６番 川崎朋巳議員 今の市長の回答を伺い

きになかなか難しいような状況に入ってきてい

ますと、今時点では、現状、委員会等で意見交

るねとか、そういう話し合いをさせていただい

換もされている中で、将来はそういうこともあ

ております。

るのかもしれないというふうな回答と受け取り

ですから、そういう形で、例えば今回もグリ

ました。

ーングラウンドをリニューアルさせていただき

もう１点お伺いしたいことがあるんですけれ

ましたけれども、投てき、そういったものを入

ども、第７次上山市振興計画は８年後終了の見

れていこうとか、随時やっているわけでござい

込みであります。アスリートヴィレッジの整備

ます。ただ、構想の見直しといいましょうか、

構想は、現状、引き続き２０年超にわたって利

そこには多分テニスコートなんかもあると思い

用されているものでありますが、第７次上山市

ますが、そういったことを改めて見直しといい

振興計画と整備構想との、例えば終了年度とい

ましょうか、そういうことが書類上といいまし

うか、これは主に構想であるとか理念というも

ょうか、そういうことには必要だと思いますが、 のが書いてある冊子でありますので、第７次上
ただ、それにはやはり、１年ではできるもので

山市振興計画の終了年度と、この冊子の基本構

はなくて、これからの将来構想といいましょう

想、基本理念というようなものは、今の話から

か、アスリートヴィレッジをどう利活用してい

すると特に整合性がないということなのか。そ

くかという中での議論でございますし、それは

れとも、個別計画として位置づけられているも

専門家の意見を聞くと答弁しておりますけれど

のであるので、それは関連性はあるということ

も、そこはそのとおりだと思います。

なのかについても、改めてお伺いします。

ただ、やはりこれから、今までの構想になか
ったものというものも、また入れていかなけれ

○坂本幸一議長 市長。
○横戸長兵衛市長 この構想については、いろ

ばならないと思っているんですよね。ですから、 いろな方々からの提言をまとめたものだという
それをどう議論していくかということは、毎年

ことでございます。ですから、今まで、今回は

の委員会では議論しておりますけれども、改め

第７次上山市振興計画でございますけれども、

て、この構想の見直しという、今回提議があっ

５次、６次もあったわけですから、その中で、

たわけですけれども、それも必要なのかなと思

この整合性というよりは、むしろあのアスリー

っております。

トヴィレッジというものを独自といいましょう

いずれにいたしましても、構想に入ってきて

か、スポーツ振興とか、あるいは交流人口の拡

いるものについては、やれるものはやってきて

大とか、そういった形で進めていこうという考

おりますし、またこれからの新しい時代に向け

え方できたと理解をしております。

た、新しいこれからの競技スポーツに向けたア

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

－３０－

○６番 川崎朋巳議員 そうですね。第６次上

りますし、また現時点において、いろいろな競

山市振興計画当時からもちろんあったわけなの

技団体あるいは大学とか高校とか来ております

で、やはり改めてそれを考えたときに、第７次

けれども、そうした方々にも満足といいましょ

上山市振興計画の８年間分ぐらいでも、例えば

うか、それなりの使い方でうまく蔵王坊平も使

具体的施策の展開の、例えばロードマップであ

っていただいているという認識をしております

るとかタイムテーブルであるとか、そういった

ので、そういった形で自然体で進めていくもの

ものについて改めて今、市長の回答を聞いたと

だというように考えています。

きに必要なのではないかと。余りにも長期にわ

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

たっているもので、短いスパンを考えたときの

○６番 川崎朋巳議員 例えとすれば、委員会

目標値との整合性であったり、計画を実行する、 は検討内容でありますとか、多分１年ごとに行
目標値を達成するための具体的施策というもの

われているようなものではないかと推察される

を考えるときに、やはり改めて年次計画のよう

わけですけれども、ことしはこういうことをし

なものが必要ではないかと考えたんですが、そ

ていきたい、来年はこういうことをしていきた

れについて改めて回答をお願いします。

いというような部分については、第７次上山市

○坂本幸一議長 市長。

振興計画との整合性という部分もありますので、

○横戸長兵衛市長 アスリートヴィレッジにつ

ぜひ、周知のほどをお願いしたいなと思います

いては、言ってみれば独自の部分もございます。 し、それについては、方向性というか目標達成
ですから、例えばその中で、クロスカントリー

については、私たちも検証をしていくという立

大会を開いておりますが、これは、例えば今、

場でもございますので、その内容と申しますか、

２，０００人とかそういう規模ですが、これを

その方向性について具体的な計画というか、そ

じゃあ２年後に何千人にしようというようなこ

の提示があったときには、ぜひ周知のほどをお

とは、委員会だとかそういう形でできるわけで

願いしたいなと申し上げます。

すよね。この構想の中では、そういうことでは

最後に、クーリングのための施設なんですけ

なくて、主に施設整備とかそういうことだと思

れども、充実を図ってまいりますという答弁で

うんですね。

ありましたが、現状を受けてどのように充実を

ですから、現実においては、整備等について
はきちっと対応できると思いますし、じゃあこ

図っていくのか、具体的にどういうことなのか
について、答弁をお願いいたします。

れからどうつくるかということになれば、当然、 ○坂本幸一議長 教育長。
御嶽のような標高１，８００メートルなんてで

○古山茂満教育長 環境整備の充実ということ

きないわけですから、標高１，０００メートル

をお話ししましたけれども、その環境整備とい

の中でどうしていくかということでございます

うのは、１つはハード面の環境整備、それから

が、先ほど申し上げましたように、森林管理署

もう一つは情報という、ソフト面での環境整備

との兼ね合いもございますし、または地形的に

ということを考えております。

も、なかなか新たなコースとか新たなものとい

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

うのは難しいのだろうなということを考えてお

○６番 川崎朋巳議員 さっきの回答だと、例
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えばアイシングの製氷機のようなものだと現状

グができるというようなことで、そのようなこ

整備されていると。そのほかの水を利用した冷

との活用というふうに、そのことも周知をして

却施設についても、ある程度あるんですよとい

いかなければならないと思っています。

うような回答でなかったのかなと思います。

○坂本幸一議長 川崎朋巳議員。

そう考えたときに、私が現状を知る部分では、 ○６番 川崎朋巳議員 主に周知を図るという
少なくとも蔵王坊平の宿泊施設の方からの要望

ことなのかなと思いました。

があると伺っています。そのように考えたとき

先ほど市長からのほかの項目での御答弁は、

に、宿泊施設の方に対する現状の環境の周知と

やはり現場の声が大事なんだというような話を

いうものがなっていないのではないかという部

伺いました。特に、アスリートヴィレッジを利

分について危惧するところが一つ。

用されるアスリートの方であったり、アスリー

あとは、宿泊された方の利用というのは、も

トヴィレッジ周辺で宿泊の業を営まれている方

ちろん見込めるわけですけれども、例えば、ジ

からの声というのも、私自身伺っている。その

ュニアクロスカントリー大会とかを考えた場合

中で、このような話を聞くということは、ひと

は、日帰りで利用される方というのもいるのか

えに現状ある施設に関しての周知が足りないと

なと思います。

いうことの裏返しなのかなと思います。

この周知という部分と、宿泊される方以外の

以前、アスリートヴィレッジに対しての一般

アスリートの筋肉を冷却する施設の今後の利用

質問をさせていただいたときに、教育長から、

の方法というか、そのようなものについて現状

２０２０年のオリンピックというのは、非常に

考えておられることがあれば御答弁ください。

重要ではありながら、通過点であると。もちろ

○坂本幸一議長 教育長。

ん、本市のこれまでとこれからの歴史というも

○古山茂満教育長 最初の御質問は情報の、要

のを考えていったときに、一つの通過点である

するにソフトの面の整備と捉えていますけれど

かもしれないですけれども、世界的にとても大

も、例えば、足を冷やすため氷を入れて冷やす

きくて重要な事業であるということも、また否

風呂というんですか、それがどこにあるのか、

定できないことではないのかなと思います。

どこで活用できるのか、それからそういう指導

現状、アスリートヴィレッジというものの価

できる人がどこにいるのかというようなところ

値、全国的にも少ないものでありますし、東北

で周知をもっともっとしていかなければならな

にはもうないというような状況を考えたときに、

いというように捉えています。

今、地域の魅力を掘り起こすというようなこと、

もう一つは、日帰り利用者のことについてで

本市の魅力って何だろうと考えたときに、それ

すけれども、先ほど３つの施設でアイシングが

はもう既に本市の魅力としてあるものだという

できるというようなことを申し上げました。そ

ふうに思っています。

の３つの施設の中では、主にシャワー、冷水で

オリンピックを契機とは言わないんですけれ

のシャワーでアイシングができるということが

ども、本市のアスリートヴィレッジが、引き続

あります。もう一つは、流れている川ですか、

き市内外のたくさんの方に利用してもらえるよ

そういうものでも冷たい水を利用したアイシン

うに、そして今年度ですか、フィールド整備が
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なされたわけですけれども、陸上競技者以外の

今後の進め方は、来年２月までに基本設計を

さまざまなスポーツに従事される方、本市の児

つくり、６月に財産の取得をし、７月から整備

童生徒も含めて利用されるようなアスリートヴ

工事を始めると説明がなされました。

ィレッジのあり方というものを、引き続き要望

今回のカミンの再整備案の提示は、実に唐突

していきたいと思っております。

でした。既にプレス発表もしましたし、来年２

以上で一般質問を終わります。

月までに基本設計をつくるというのですから、

○坂本幸一議長 この際、正午にもなりますの

この案で一気に進めるという勢いであります。
１１月２４日に議会に説明のあった十日町の

で、昼食のため休憩いたします。
午後は１時から会議を開きます。

優良賃貸住宅も突然のことであり、１２月中に

午前１１時５３分 休 憩

補助金を申請しないと、平成２９年度の補助金
は使えないとの説明でありましたが、議員から
は異論が続出しました。賛成とも反対とも態度

午後 １時００分 開 議
○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

を決めかねる議員も多かったものと思われます。
どういう経過、検討を経て優良賃貸住宅建設

ます。

という結論に至ったのかという説明が不十分で、

次に、１１番枝松直樹議員。
〔１１番 枝松直樹議員 登壇〕

結論のみが突然示されたため、議員の中には、

○１１番 枝松直樹議員 議席番号１１番、会

戸惑いと困惑が残ったということであります。
カミンの再整備案も同様に、各議員の中では

派野の花、枝松直樹でございます。
最初に、カミンの再整備の方向性について御

消化不良だと思います。
さて、大事なことは、その事業の中身に対し、

質問いたします。
最初に、市民及び関係者の合意形成をどう図

大方の市民が納得する、言葉を変えれば市民の
合意が得られるかどうかだと思います。議会が

るかについて伺います。
カミンの再生に向け執行部でいろいろ検討さ
れてきたわけですが、その概要が、先週の１２
月２日に議会に説明があり、同日夕方、プレス

予算案を通過させたけど、市民は納得しないと
いう状況は避けなければなりません。
議員は、市民の代表ですから、執行部から最
初に計画の説明を受けることは当然かと思いま

発表されました。
それによると、１階部分には総合子どもセン

すが、重要事業であれば、市民へも説明し、意

ター「めんごりあ」を移転し、子どもの屋内遊

見を聞いて合意を得るような努力をすることが

び場と子育て世代の交流スペースを整備すると

大事なことだと思います。本来なら、広く市内

いうものでした。２階には、高齢者サロン「ま

外に再生案を公募しながら、市民合意を得るべ

じゃれ」、ジュニアリーダーあすなろの活動拠

きと考えます。

点、高校生などの勉強、読書、交流スペース、

カミンは、２０年前に多額の投資をして再開

そして１，２００平米の商業テナントスペース、 発ビルとしてスタートしたのに、結果的に失敗
加えて現行の会議室という整備内容でありまし

してしまったわけですから、再度の失敗は許さ

た。

れません。再整備に当たっては、時間的な制約
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があるにしても、十分な市民及び関係者の合意
を取りつけることが大事だと思っておりますが、

思うのであります。
１２月２日に、執行部が議会に説明した再整
備案も、民間のシンクタンクの報告書をベース

市長の御見解を伺います。
次に、市民が行き交い観光客も立ち寄る施設

にしているということでしたが、以下の点で、
私とは大きく違いがあります。

へ整備することについて伺います。
どのように再整備するのかを考えたときに、

１つ目は、温泉健康施設をカミン内に整備す

平成２７年４月に上山二日町再開発株式会社が

るということです。市民が集まる拠点としての

出した「ショッピングプラザカミン」再生整備

再整備という方向性はいいのですが、市民が集

事業に向けた調査報告書を改めてこのたび読み

まる、人が行き交う場とするには、人を引きつ

直してみました。

けるだけのインパクトのある大きな磁力が必要

この報告書では、カミンは将来的に商業施設

であります。その磁力となる仕掛けが、私は温

ではなく、公共、公益的な施設として機能転換

泉だと思います。弁天に現在つくろうとしてい

して再整備することを提案しています。大きく

る温泉健康施設を中止し、それをカミン内に入

は２つの面から構成されております。

れるのであります。面積の関係で、ジムスタジ

１つは、高齢者福祉や子育て支援機能、学び

オなどはつくれないでしょうが、最低限の歩行

の拠点など市民が集まる拠点としての再整備、

浴ができる小型のプール、あるいは銭湯のよう

そして観光客も立ち寄る拠点として再整備する

に入浴できる施設をつくれるわけであります。
カミン内に温泉健康施設を設置する経費は、

というものです。
私は、昨年９月定例議会とことしの６月定例

上山二日町再開発株式会社が行った調査では、

議会の一般質問で、この報告書について触れて

１階部分に設置した場合、事業費は５億３，０

います。この報告書は、民間のシンクタンクに

００万円との試算が出ております。カミン内に

委託をしてつくられた報告書でありますが、私

温泉健康施設を設置した場合のインパクトはか

は、この報告書の再整備の提案は、現実に沿っ

なりのものがあり、多世代の市民や観光客でに

た妥当なものと考えております。そして、公益

ぎわうと考えております。

的機能としたときに、人口減少対策としての子

２つ目は、クアオルトの拠点施設として整備

育て支援機能はもちろん大事なことですが、高

するものであります。クアオルトの情報発信、

齢者への支援機能も、今以上に必要になってく

ウオーキングの発着点、ウオーキング後の温泉

るものと思います。

療法など拠点としてできることはたくさんある

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれ

と考えております。

ば、２０４０年の本市の高齢化率は４４．４％

３つ目は、カミン美術館と愛称をつけて、空

と予測されております。１００人のうち４４．

きスペースを利用して絵画や書なども展示する

４人が６５歳以上という社会が間もなく到来す

ことを提案いたします。

るのであります。このことからも、今後のカミ

以上の温泉健康施設、クアオルトの拠点施設、

ンの姿は、より高齢者に優しく、生活を支援す

カミン美術館を整備するという私の提案に対す

る機能を持つことが求められるのではないかと

る市長の見解を伺います。
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大きな２つ目として、保育所の機能充実につ

子育て支援新制度」のもとでは、市町村計画に
おける障がい児保育受け入れ体制の明確化がう

いて伺います。
最初に、年間を通じた待機児童ゼロの実現で

たわれているのですが、平成２７年３月に策定
された上山市子ども・子育て支援事業計画の中

あります。
せんだって、京都市の３年連続待機児童ゼロ

には、どこに記載があるのか、私は確認できま

のＰＲ動画が市民から「うそつき、今すぐやめ

せんでした。このことから、本市の障がい児保

ろ」と苦情が相次いだとの報道がありました。

育に対するスタンスにかかわることですから、

動画では「一人も待機していないよ」と言って

御説明をお願いいたします。

いるのですが、実際は４９２名の潜在的な待機

３点目は、病児保育の実施方法です。平成２
７年３月に策定された上山市子ども・子育て支

児童がいたというのであります。

先月、１１月８日付の山形新聞報道によれば、 援事業計画によれば、平成２９年度から病児保
山形県でも３年連続の待機児童ゼロと言ってい

育を実施するという計画になっていますが、ど

ますが、潜在的待機児童はことし４月時点で３

こでどのような形で実施するのか、今後の実施

６２人と報道されております。

計画を伺います。

本市においては、４月１日時点で待機児童が

４点目。第２子の保育料等の無料化実現であ

いないということですが、潜在的待機児童はど

ります。これは、議会からの市長への政策提言

のようになっているのでしょうか。また、年度

にも盛り込んでいる項目ですが、近年、全国の

中途の入所希望、特に３歳未満児においては十

地方自治体において、第２子の保育料無料化を

分に対応できていないと思われますが、年度中

実現している先進事例が見られます。県内でも

途における待機児童の状況はどのようになって

出生率が低い本市でありますから、他に先駆け

いるのか、実情を伺います。

て実施することが肝要かと思います。市長が今

２つ目は、障がい児の受け入れ体制の充実に

行っている子育て支援をさらにパワーアップす
るものと考えますが、見解を伺います。

ついてです。
障がい児保育については、以前は市立あさひ
保育園で施設を指定して実施していましたが、

最後に、一斉フッ素洗口の中止について伺い
ます。

今は施設を指定しないで受け入れる方針である

フッ素を虫歯予防に使うことについては、そ

と理解していいのかどうか伺うとともに、あさ

の効果と安全性を主張する陣営と、ノーベル賞

ひ保育園廃止後の障がい児の受け入れ状況につ

を受賞した１０人を超える研究者が危険性を指

いて、どのように対応されているのか伺います。 摘している状況にあって、科学的に決着がつい
障がい児を受け入れるには、保育士の加配が
欠かせません。障がいの認定を受けている児童、

ていないようであります。
日本弁護士連合会及び日本消費者連盟が集団

受けていない児童、グレーゾーンの児童を受け

フッ素洗口の中止を求める意見書、要請文を発

入れる際の本市の加配に対する考え方、基準な

出しているという事実もあります。
私は、素人ですし、生産性のない議論をこの

どがどのようになっているのか伺います。
平成２７年４月に施行された国の「子ども・

場でしようとは思いません。しかし、子育ての
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現場に、教育の現場に疑わしいものを持ち込む

これまで、カミン再生を図る上で、方向性に

こと、それも半ば強制となりかねないような一

ついて関係者を含めた協議を重ねてまいりまし

斉洗口となると話は違ってまいります。

た。市民の関心も高く、心配されている方も多

保育園は子育ちの現場、学校は教育の現場で

いことから、１２月２日にプレスリリースを行

す。フッ素洗口は医薬品を使った行為であり、

い、カミン再生整備の方向性について広く周知

子どもの健康を損なうかもしれないと思いなが

を図ったところであります。

らフッ素洗口する保育士や教員は、なぜ保育園

さらに、次期中心市街地活性化基本計画策定

や学校でしなければならないのかと疑問を持ち

を進める中で、中心市街地活性化協議会等での

ながらやっているのではないでしょうか。副作

合意形成も図ってまいります。

用や誤飲を心配しながら手間暇かけてやる時間

次に、市民が行き交い観光客も立ち寄る施設
について申し上げます。

も負担になっていると思います。
ここで、山形県教職員組合養護教員部の事例

カミン再生整備事業の方針及び概要につきま
しては、このたび基本的な考え方を示させてい

報告を引用します。
「唾が大量に出て服がびしょびしょになる」

ただいたところであります。内容につきまして

「洗口すると、気持ちが悪く吐きそうになる」

は、本市の地方創生実現のため、高齢者、現

「洗口すると、いつも頭が痛くなる」「たびた

役・子育て世代、子どもたちの３世代が暮らし

びじんま疹が出ることがあった」。次の事例は

続けられるまちとしての拠点機能強化を図り、

教員ですが、「児童と一緒に洗口していたら、

周辺商店街との連携による中心市街地の活性化

半年を過ぎたころに背中いっぱいのじんま疹が

につなげていくものであります。

数日続けて発症した」。いずれの事例も洗口を

次に、年間を通じた待機児童ゼロの実現につ
いて申し上げます。

やめてから症状は消失しています。
子どもたちの事例に共通するのは、教員が

特定の保育所を希望して入所を待っている潜

「洗口は希望制だからやめてもいいよ」と言っ

在的な待機児童は、４月１日時点で３名であり

ても、みんなと一緒でないと嫌だと言って我慢

ましたが、１１月時点では、こうした潜在的な

する傾向があることです。

待機児童を含め、待機児童はゼロの状況にあり

以上のような実態を踏まえ、本市の公立保育

ます。

所及び小学校において一斉洗口を中止すること

年度途中の入所を希望する児童数もふえてき

について、市長及び教育長の見解を伺います。

ておりますが、入所調整を図りながら、年間を
通じた待機児童ゼロの実現に向け取り組んでま

以上、質問といたします。

いります。

○坂本幸一議長 市長。

次に、障がい児の受け入れ態勢の充実につい

〔横戸長兵衛市長 登壇〕
○横戸長兵衛市長 １１番枝松直樹議員の御質

現在、みなみ保育園としらさぎ保育園の両園

問にお答えいたします。
初めに、市民及び関係者の合意形成をどう図
るかについて申し上げます。

て申し上げます。
で障がい児保育を実施しております。障がい児
保育の職員加配につきましては、障がい児３名

－３６－

につき職員１名の配置を原則としておりますが、 ○坂本幸一議長 教育長。
障がいの認定の有無にかかわらず、疑いのある

〔古山茂満教育長 登壇〕

児童も含め、関係機関や保育現場と連携を密に

○古山茂満教育長 １１枝松直樹議員の御質問

しながら児童の状況に応じた職員の加配を行っ

にお答えいたします。
小学校における一斉フッ素洗口の中止につい

ております。
また、本市の子ども・子育て支援事業計画の

て申し上げます。

基本目標には、社会的養護や支援を必要とする

現在、児童のフッ素洗口につきましては、保

子どもと家庭への支援体制の充実を明記してお

護者の希望をとった上で市内２校において行っ

り、計画に基づき、障がい児保育等のさらなる

ております。今後も保護者の意見や児童の健康

充実に努めてまいります。

状態に十分留意し、任意で実施してまいります。

次に、病児保育の実施方法について申し上げ

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。
○１１番 枝松直樹議員 答弁どうもありがと

ます。
病児保育の具体的な実施方法等は、今後精査

うございます。

してまいりますが、平成２９年度の重要事業と

まずカミンの問題から最初入りますが、この

して位置づけ、医師会等関係機関との調整を進

間、示されました再整備案ですが、納得しても

めながら、平成３１年度から開所を計画してお

ろ手を挙げて賛成している議員がどの程度いる

ります。

か私もちょっとわかりませんが、市長の話の中

次に、第２子の保育料等無料化実現について

では、次期中心市街地活性化基本計画をつくる
中で、関係者の理解も深めていくように努める

申し上げます。
第２子の保育料等無料化につきましては、現

というようなニュアンスにとったんですけれど

在、国の補助制度の中で所得制限を設けたひと

も、現在、このプランでは示したばかりですか

り親世帯等に対して実施しておりますが、完全

ら、市民の合意を得られているとは私は思って

無料化につきましては、国・県の保育料軽減に

いないわけですが、市民の合意をどうつくるか

係る補助制度が充実される中で進めるべきもの

について、再度もうちょっと踏み込んで発言を

と考えております。

お願いしたいというのが１点。

次に、保育園におけるフッ素洗口の中止につ

それから、再整備のコンセプトにかかわる問
題ですが、先ほどの回答の中では、３世代が住

いて申し上げます。
保育園におけるフッ素洗口につきましては、

み続けられるまちづくりに資する施設をという

初めて対象となる園児の保護者に説明会を開催

ふうに、ちょっと私は理解をしたんですけれど

するとともに、保護者に希望をとった上で実施

も、そのコンセプトは大事なところですから、

しております。さらに、途中での中止や開始な

私は市民が行き交い、観光客の立ち寄る施設と

どについても、随時対応しているところであり

いうふうに一言で言っているわけですけれども、

ます。

市長の言う３世代が住み続けられるまちづくり、

今後も、保護者の意見や園児の健康状態に十
分配慮し、実施してまいります。

それに資する施設ということなんでしょうが、
ちょっといま一つよくわからないので、市民合

－３７－

意とコンセプトについて、まず最初に伺います。 オーケーといえば、これは予算として通ります
○坂本幸一議長 市長。

から、事業が実施をされていくということにな

○横戸長兵衛市長 今回示した案でございます

るわけですね。

が、これにつきましては、一つは前回の議会だ

そうすると、果たしてこの計画に何人の人の

と思いますが、議会の中で大分提言をいただき

意見が反映されているのかということについて、

ました。そういうことも踏まえさせていただき

もうちょっと私は、広く市民の知恵をかりると

ましたし、また周辺の商店街とかそういう方々

か、市民だけでなくて、もちろん広くアイデア

との話し合いもさせていただきました。

を募りながらやるべきではないかということで、

さらには、民間のシンクタンクが作成した報

第１問では質問をさせていただいたつもりであ

告書についての提言があったわけですから、こ

りますが、今現在、これで完全に固まったもの

れを重視したというのが基本的な考え方で進め

ではないというような市長のニュアンスに私は

た理由でございます。

とりましたけれども、もうちょっと、どこか市

市民合意を図っていくということは、これか

民に説明をして、そこで意見を聴取する場とい

ら説明をさせていただきます。市民がどういう

うものを改めてつくると考えてよろしいんです

ふうに考えるかということになるわけでござい

か。

ますが、しかしやはり、市民といっても一人一

○坂本幸一議長 市長。

人それぞれおりますから、やはりある程度の組

○横戸長兵衛市長 これについては、やはり先

織といいましょうか、例えば周辺の地区会の

ほど議員がおっしゃっているように、議会は市

方々とか、商店街の方々とか、当然議会もそう

民の代表だということもあります。ですから、

でございますが、いい意見がありましたら話を

私は前回の一般質問等での議員の質問も、重要

していただくということで調整といいましょう

視させていただいたという点は自負していると

か、変更といいましょうか、それが図られる部

ころでございます。ただ、議会の皆さんが、大

分があるとするならば、それは当然していかな

多数が理解していないというお話でございます

ければと思っています。

が、そこは議会でやはりまとめていただいて、

あと３世代という意味は、あそこに要するに、 どこがだめなのか、どういう方法がいいのかと
子どもたち、現役、そして高齢者、この３つが

いうことも、また提議してもらえば、我々も耳

集える場所という意味合いでございまして、３

を傾けないということではございません。

世代同居とかそういうことではないわけですよ

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

ね。ですから、そういった方々がそこに集って、 ○１１番 枝松直樹議員 議会は市民の代表で
いろいろな交流も図れる場所という意味合いで

はありますけれども、市民に直接問うという姿

ございます。

勢について、私は、市長からそのことを読み取

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

ることは今ちょっとできなかったんですよ。や

○１１番 枝松直樹議員 今現在、素案が示さ

はり、市民の知恵、情報をいろいろ市民からい

れまして、これがそのままずっといきますと、

ただく。そして、多くの市民が、このプランに

来年２月に基本設計に入ると。議会の過半数が

かかわることによって、応援したくなるカミン

－３８－

そのことで、議会が市長に今提案をしている上

と、こうなると思うんですね。
どこかで誰かが決めた案で、十分な議論もな

山のこちらの南側のインターの近くにも道の駅

く決まったというような印象を市民が持つとす

ということがあったわけですが、これが非常に

れば、この計画はまた危うくなるのではないか

実現性が乏しくなったと私はちょっと見ており

と思いますから、議員に提示をした、だけどそ

ます。やはり、カミン、まちのど真ん中ですか

のことだけでは私は足らないのではないかと。

ら、かわってまちの駅というような発想の中で

もうちょっと広く市民の意見を求めるべきでは

市民も集う、これは結構です。そして観光客が、

ないかと思いますが、いかがですか。

どうもここが見えてこないんですけれども、観

○坂本幸一議長 市長。

光客を入れながら、まちの駅として観光客も立

○横戸長兵衛市長 先ほど申し上げましたよう

ち寄る、そういう性格には修正するおつもりは

に、決して市民の方々の意見を現時点までで聞

ないですか。

いていないということはないんですよ。今まで

○坂本幸一議長 市長。

も聞いておりまして、それを参考にさせてもら

○横戸長兵衛市長 まちの駅とは、多分十日町

う部分については参考にさせていただいてまと

のこともありましたけれども、数年たちます。

めたということですから、これをさらに、また

まずそこについては、まちの駅ということも考

市民にどうですかというような議論の場を設け

えて土地を取得した経緯がございます。

ていくということについては、今までの考え方

ただ、現状を見てみますと、なかなか観光客
が街の中に来ていないという現状がございます。

でいいのではないかと。
そういう声が大きいといいましょうか、そう

ですから、それを起爆剤にして来ていただくと

いう形が出てきた場合については、考え直すと

いうことも一つの施策でございますが、ただそ

いうこともあり得るでしょうけれども、ただ先

ういう経済状況といいますか、経済に対する、

ほど申し上げましたように、それぞれの省庁の

我々が第三セクターというものをやっていった

補助金もいただかないと単独ではできないわけ

ときに、果たしてそれだけのものができるかと

ですから、それのタイムリミットもありますの

いう長期的な計画、調査、これをやっていかな

で、そこまでどういう形で我々ができるか、担

いと、ただ単にできないと思いますし、ですか

当課にも指示をしてまいりたいと思います。

ら、前から言っているとおり、民間にやってい

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

ただけばという話がありました。その中で、有

○１１番 枝松直樹議員 先週の金曜日ですか、 力な民間の方々とお話ししましたけれども、上
２日ですから。私らも、十分これは消化不良で、 山の欠点は、要するに野菜栽培が少ないと。で
まだいろいろ聞きたいことがたくさんあるわけ

すから、勝負は我々はできませんということで、

です。ですから、カジノ法案のように委員会で

一応言われたケースがございました。これはこ

６時間の審議でどんと決まったというような感

としでございます。

じにはしてほしくないわけでありますが、ちな

ですから、そういった、今、農業夢づくり課

みに、けさの新聞によりますと、半郷に道の駅

もつくっておりますけれども、そこの中で、６

を山形市が整備するということがございました。 次産業化で、あるいはそういった道の駅とか直

－３９－

接的な消費につながる部分について、どう対応

ます。

していくかということをやはりきちっとやって

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

いかないと、ただつくればいいということでは

○１１番 枝松直樹議員 私は、風呂に入ると

ございませんし、国交省の補助金だって、そん

き、気持ちいいと目をつぶって入っていますか

なに潤沢なものではございません。

ら景色は余り関係ないほうなんですけれども、

ですから、その辺は慎重に対応してまいりた

カミンに風呂を入れることについて、これはか

いと思っています。ただ、カミンについては、

なりインパクトがあると思いますし、弁天に今

商業施設も中に入るわけでございますし、これ

のところ補助金が見つかっていない中で、約１

から金融機関の力もおかりしながら、商業部分

５億円ぐらいのお金を突っ込むということにつ

をどうやっていくかということは、これからの

いての懸念のほうが、はるかに私にとっては大

議論でございますし、今提議があったようなこ

きい。

とが、どういう形であの中に設けることができ

カミンに、４７０万円ほどかけて調査をした

るかということは、検討すべきものだと思って

というのも、可能性調査ですからやったわけで

います。

ございますが、それが景色だけでバッと切られ

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

るということについて、私はいま一つ納得いっ

○１１番 枝松直樹議員 それでは、私の第１

ていませんし、それほど風景というか、中から

問の質問の中で、温泉施設を設置をするという

見える、中から見えるということは外からも見

ことについて、回答がどういうものだったのか

えるということですからね、それがそれほど重

わかりませんでしたので、再度お尋ねします。

要視されるのかということです。

そして、クアオルトの拠点施設というような
ことについてもあわせてやるべきだということ

○坂本幸一議長 市長。
○横戸長兵衛市長 目をつぶって風呂に入る方

についての回答を、もう一度お願いいたします。 もおるでしょう。しかし、やはり日帰り温泉施
○坂本幸一議長 市長。

設は、どこも見てください。天童にしてもそう

○横戸長兵衛市長 その調査もしたということ

です。やはり風景といいましょうか、そういう

は、前議会でお話ししましたが、問題は、いわ

ところが、あともう一つは雰囲気といいましょ

ゆる風呂の部分、これであるならばカミンでも

うか、そういうことだと思いますし、もう一つ、

という考えも持ちました。ただ、議会からも提

カミンというと２０年を経過していると、ビル

案がありましたように、日帰り温泉施設を一緒

がですね。今回、大幅なリフォームといいます

にしてくれということがありました。やはり、

か、それをしなければだめなんですよね。

日帰り温泉施設というのは、自然とか風景とか、

ですから、あと問題はやはり温泉ですよ。温

そういうものが求められるわけですし、カミン

泉の量。今現在、やはり葉山も足りないんです。

につくった場合、壁に向かって日帰り温泉とい

ですから、新湯は若干出る気がしないでもない

ったときにどうなるのか、果たして来てくれる

ですけれども、でも総体的には足りないと思い

のかということを考えた場合、あのカミンでは

ます。ですから、総合的に判断をしたというこ

難しいだろうという決断をしたところでござい

とで、御理解をいただきたいと思います。

－４０－

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

成り立ちにくいというような表現があったと思

○１１番 枝松直樹議員 ちょっと私が幾ら言

いますね。その報告書を踏まえれば、これだけ

っても、この場ではらちが明かないようでござ

広大な面積を２階に確保するということについ

います。改めて、別の議論の場を設定していた

ては、どうなんですか、少しリスクが高過ぎる

だく中で、この問題については打開をしていき

と思いませんでしょうか。

たいなと思っております。

○坂本幸一議長 市長。

それから、２階に１，２００平方メートルと

○横戸長兵衛市長 失礼しました。現時点にお

いいますから３６３．６坪の商業スペースを設

いて、２社が入るというようなそういう方向性

けるとしておりますね。３００坪を超える面積

をいただいています。

といえばかなりの面積になるわけでありますが、 ○坂本幸一議長 枝松直樹議員。
１階ではなくて２階にそれをつくるということ

○１１番 枝松直樹議員 ２社というのは、面

について、まずテナントが埋まるのかどうか、

積にしてどの程度なんですか。

そのために金融機関の力をかりるということも

○坂本幸一議長 市長。

書いてありますけれども、現実的に家賃をそこ

○横戸長兵衛市長 数字は、まだ現時点では決

からとって、うまく回るということについての

まっておりませんけれども、そんなに小さい面

目算、めどについてはどのようにお考えですか。 積ではないと思います。
○坂本幸一議長 市長。

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

○横戸長兵衛市長 これについては、やはり家

○１１番 枝松直樹議員 いろいろと聞いてお

賃収入を上げていかないと、基本的には回らな

きたいと思いますが、以前、たいらぐらで、あ

いということですよ。ですから、やはりそこに

そこで月に何度か直売をやっていたことがござ

ある程度といいましょうか、きちっとした料金

いました。その際は、カミン内のテナント入居

がいただける商業施設を持ってこようというよ

者に遠慮もあったんでしょう、同じ野菜がダブ

うなことでございます。ですから、これについ

るということもあって、ただ市民の中から、も

ては確実なものがあってということではなくて、 うちょっとふやしてほしいという、新鮮な野菜
これからやはりいろいろな形でいろいろな人の

を、量的には確かに、市長が言ったように上山

力をかりて、あるいは人脈を通して、そしてで

の野菜の量は決して多くはないんだと思います

きるだけ持ってきていただくということでござ

が、市民が直接行って農家のものを買う、それ

いまして、現時点において、確実にここが決ま

もスーパーに並んでいるようなものではなくて、

ったということではなくて、ここをきちんとし

少し規格外でも結構ですと、そういうことで入

ていかないと、この商業施設、１階、２階の部

ったわけですが、そういったものだって、当然、

分は回りにくいということでの位置づけという

あそこでは商売として成り立つと思いますけれ

ことで御理解をいただきたいと思います。

ども、そういう可能性も、ぜひ追求しておいて

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

いただきたいというようなこと。

○１１番 枝松直樹議員 民間シンクタンクの

それから、先ほど観光客について、昔、物産

報告書の中では、このビルは商業施設としては

がありましたから、あそこに行くと上山のある

－４１－

程度のお土産物も買えたと。観光客だけでなく

あるのではないかなと思っておりますし、これ

て、私らもメリットがあったと思っていますが、 について、これからさらに議論を深めてまいり
そういったことについては、改めて観光客に対

たいと思っています。

する、観光物産協会も、この先どう動くかわか

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

りませんし、その辺、入るというようなことに

○１１番 枝松直樹議員 今のところについて

ついても含めて、観光客に対する対応を伺いま

は、まだ今後協議の余地がありと理解をしまし

す。

た。
それから、ちょっと解せないと思ったのは、

○坂本幸一議長 市長。
○横戸長兵衛市長 観光客については、はっき

２階に高校生のための勉強とか読書とか、あと

り言って、まず一つにはインバウンドがいまい

大人もいいということでしたけれども、交流ス

ちといいましょうか、山形県全体、特に東北全

ペースをつくるということですが、高校生は、

体と言っても過言ではございませんけれども、

長期休みを除いて日中は学校へ行っているわけ

一人負けという状況にございます。

ですし、商業のシンボルとしてできたビルに、

それから、御存じのとおり観光形態も、要す

高校生の読書スペースをつくるということにつ

るに大型化から小型化といいましょうか、家族

いて、どういう理解をしたらいいのか、もった

あるいは友人関係といった、そういった形態に

いなくないのでしょうか、図書館もあるわけで

変わってきているということでございます。

すから。高校生ということの発想について、ど

ただ、言えることは、そういった方々は、物

ういうことですか。

見遊山でなくて、やはり地域に入って体験する

○坂本幸一議長 商工課長。

とか、あるいは地域の方との交流を図るとか、

○冨士英樹商工課長 先ほど市長が申し上げた

そういった体験型の観光になってきているとい

ように、この施設については３世代が集える施

うことも事実でございます。

設ということで考えておりますので、できるだ

そうしたときに、上山の土産というんでしょ

けそういった機会を多く捉えて、要は商業施設

うか、特産物というんでしょうか、これを１カ

は難しいというのは民間シンクタンクの報告書

所で買えるということを、ぜひ我々行政の中で

の中でも明らかでございますので、そちらにつ

も考えていかなければならないねということは

いては、周辺の商店街に商売については頑張っ

話をしているところでございますし、ただそれ

ていただくという方向性、ここの施設について

が今回のカミンの２階という活用の中では、ど

は、できるだけ人が集まるような施設にしてい

れだけのスペースがとれるかということもある

きたいという考え方から、このような考え方が

わけでございますし、ここは観光物産協会とか

出されております。

商工会とか、そういった方々との話し合いの中

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

で進めていかなければならないのではないかな

○１１番 枝松直樹議員 ちょっと理解がまだ

と。個人の経営者といいましょうか、そういう

できません。納得ができません。

ことではなくて、もっと広い意味での上山の観

それから、エレベーターを２つしか残さない

光あるいは物産というものを考えていく必要が

と、あとは廃止、エスカレーターについては全

－４２－

廃をするという方針がありましたけれども、そ

○１１番 枝松直樹議員 エレベーター２基残

れでいいのですかと。それは、前回の説明では

ると言われましたけれども、１基は区分所有し

階段があるんだから歩いて行けという、歩けな

ている金融機関用ですよね。だから実質１基と

い人はエレベーターを使えと、こういう話です

いうことですね。ですから、これで十分だとは

けれども、より高齢者に優しい施設というふう

私は到底思えないので、再考をお願いしたいと

に私、第１問で申し上げたつもりですが、エス

いうことをまず申し上げておきたいと思います。

カレーターを全部取っ払うということについて

そして、私の提案についてはほぼゼロ回答と

も、私は誰がどういうふうに考えたのかなと思

いうことで、しかし多くの市民にもし問いかけ

っているんですけれども、市長もそれで了解し

をすれば、これはもっと多様な意見が出てくる

ているわけですか。

と思いますし、プレス発表されたことで、これ

○坂本幸一議長 市長。

で決まったんだなと思っている市民もいるかも

○横戸長兵衛市長 あそこは、商業施設ではな

しれません。

くなるわけですから、そんなに多くの方が一気

しかし、まだまだこれから練り上げていく余

に何十人も乗るということはないと、エレベー

地があるよというようなことについて、やはり

ターにしてもですね。ですから、それでいいん

市長から市民に対してもメッセージを発信して

だろうなと思っているんです。

ほしいと思いますけれども、この辺について、

ただ問題は、やはりあそこのビルに対しての

私は、だからプレス発表はまだ早かったのかな

投資とランニングコストというものは、やはり

と思っているんですよ。ああいうふうにテレビ

今までのように商業施設として収入があるべき

や新聞に出てしまうと、それでもう決まりとい

体制がなくなるわけですから、やはりどこかを

うふうに受けとめる市民の方も少なくないと思

削っていかなければならないわけですよね。今

いますから、「いや、まだ皆さんの考え方をぜ

までどおりのような形態の中で、いわゆる収益

ひお知恵を拝借したい」ということについて、

が上がらない施設となれば、当然、市からの持

再度お伺いしておきたいと思います。

ち出しがふえるわけですから、やはりそこは削

○坂本幸一議長 市長。

るところは削る。しかし、利用者の方々からも、 ○横戸長兵衛市長 プレス発表が早いという御
そこの部分は言えないにしても理解をしていた

意見でございますが、私も風呂にも行きますし、

だくということで、最低限の足の利用というん

いろいろなところにも行きます。その中での不

でしょうか、そういう形でエレベーターについ

安というのは、非常に大きいんですよね、市民。

ては２基残させていただいて、エスカレーター

何をするんだと、一体どうなるんだと。これ、

については、歩ける人は上山市はクアオルトを

ど真ん中にあれだけあってどうするんだという

やっておるわけでございますから、歩ける人に

意見が非常に強かったんですよ。

は歩いていただいて、どうしても歩けない人に

ですから、担当課にも指示をして、できるだ

はエレベーターで図書館にも行ってもらうとい

け早く、まず方向性だけ示そうというようなこ

うようなことでございます。

とで今回示させていただいたので、このプレス

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

発表は、私は間違いでないと思っています。

－４３－

ただ、議論の中で出てきている市民合意とい

五億を真水で投入していくということについて、

うものについては、やはり我々が独占して行政

やはりきっちり、ここも議論をぜひさせていた

が何でもやるというものでもございません。や

だきたいなというふうに思います。

はり市民とか議会の意見を尊重させていただい

十日町の件についても同様でございます。十

て、行政運営というものはやるべきものでござ

日町の優良賃貸住宅、これについても、まだま

いますし、そういった面では、限られた期間と

だ議員の中では議論が尽くされているとは思っ

いうこともあります、これは。先ほどの明示し

ておりませんので、お願いをいたします。

た部分については、それでないといろいろな制
度の援助を得ることができないということにな

残りの時間で、保育所問題も触れさせていた
だきます。

りますので、ですから、その期間内でどういう

待機児童ゼロについては、引き続きこれは努

形で、そういった合意形成ができるか、担当課

力していただきたいんですが、今の保育士の配

に指示をします。

置基準は、昭和４４年以降、ゼロ歳児を除いて

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

全く変わっていないという状況です。ですから、

○１１番 枝松直樹議員 このカミンは、永田

もう四十数年前の配置基準が今も踏襲されてい

市長時代にできたものと思っておりますが、そ

るわけでありますが、子どもの手のかかり方は、

の後、市長が阿部市長、そして横戸市長とかわ

過去とは比べものにならないぐらい、手のかか

ってきたわけでございます。

る子、気になる子というふうに業界では呼ばれ

テナント入居者に聞きますと、市がやるんだ

ているようですが、そういう子がふえています。

から心配するなと言われて入った方々があった

特に、低年齢化しているからなおさらなんです

と認識しております。事ここに及んで、私の代

けれども、このことについて、ぜひ配慮をした

のものではないからということで済むわけでは

保育士の配置をお願いしたいと。

ございませんし、市長はやはり長として十分な

具体的には、ことしも採用はないようですけ

市の責任問題、これは継承しているわけですか

れども、去年はあったんですね。ここをぜひ、

ら、ぜひ市民合意をとにかく尽くすようなこと

採用について抑制をするのではなくて、ぜひと

を最大限頑張ってほしいと要請をしておきます。 っていただきたいと思います。今回、民間の２
そして、あわせて温泉施設について、カミン

施設、公立の２施設、４施設を私なりに回って

ではだめだという話だったんですけれども、５

まいりましたけれども、現場は極めて大変な状

億３，０００万円で整備ができるという試算、

況でございました。ですからまず、来年の保育

そして弁天にすれば十四、五億円かかるという

士の採用、再来年の保育士の採用について、市

こと、場合によってはもっと上がるかもしれま

長の見解を伺っておきます。

せんね。それだけの投資をするということにつ

○坂本幸一議長 市長。

いて、先ほどエスカレーターをとめる、節約す

○横戸長兵衛市長 保育士の採用については、

るということ、その辺でやはりちょっと、まだ

計画的に採用しております。特に、年次ごとに

議論の余地があると思うんですよ。削りながら、 やめられる方もきちっとわかっているわけでご
徹底して削減をする。しかし、あそこには十四、 ざいますので、一時的にやめられる時期があっ
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たときには、先取りといいましょうか、前もっ

んですか。最低２人に１人だと思いますけれど

て採用させていただいた時期もございました。

も、この交付基準はこのようになっているんで

そういうことで、現場の声を聞きながら採用

すか。算定基準が下がっているということです

させていただいておりますし、現時点において

か。

は、パートさんもおりますけれども、パートさ

○坂本幸一議長 福祉事務所長。

んもあわせた中で対応はし切れるというのが担

○土屋光博福祉事務所長 特に、補助等の交付

当課の話でございました。ですから、これにつ

基準ということではありませんで、あさひ保育

いては子どもたちの保育という点については非

園でやっているときから３人に１人ということ

常に大事な件でございますので、採用してまい

です。特に要綱等はなく、自治体独自で決めて

ります。

いるようでございまして、３人に１人の自治体

ただ、先ほどのことにも鑑みますけれども、

が多い状況でございます。

子どもが少なくなってくるというような状況が

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

現実にあります。そういう中で、民間の方々に

○１１番 枝松直樹議員 そうですか。それは、

対しては、やはり優先的にとかそんな配慮もし

すぐ直していただきたいということを、まず強

ながら、総合的にやっておるところでございま

く求めておきたいと思います。

すが、いずれにしても、現場が大変だと、現場

クラスについては、３歳未満では６人に１人

が苦しいというようなことがないように、採用

ですが、３月３１日に６人に１人だったのが、

も含めて対応も含めてやってまいります。

４月１日には２０人に１人に変わるという、そ

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

んな現象もあるようですから、３歳児は手薄に

○１１番 枝松直樹議員 それでは、先ほど障

なっています。そして、ゼロ歳から１歳、ここ

がい児保育について回答があったわけですが、

も大変になっているということですから、厚労

私もちょっとよくわからなかったんですけれど

省の基準は基準として、これちょっと、３人に

も、障がい児３人に１人の保育士というような

１人はちょっとショックですね。ぜひ早急な見

ことだったんですけれども、私は、障がい児の

直しを、これも求めておきたいと思います。

場合は２人に１人というふうに認識しておりま

そして、あさひ保育園でやっていたわけです

すが、これは私の認識の誤りでしょうか。

から、今現在は公立保育所でやっているようで

○坂本幸一議長 福祉事務所長。

すけれども、障がい児保育は。新規の希望者に

○土屋光博福祉事務所長 当市におきましては、 対して、ぜひ前向きにやってほしいと思ってお
あさひ保育園で障がい児保育をやっているとき

ります。受け入れるということで、引き続き受

から、３人に１人という基準を踏襲してきてお

け入れると、そういうことでよろしいんですね、

ります。

これは。

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

○坂本幸一議長 福祉事務所長。

○１１番 枝松直樹議員 ３人に１人では、ち

○土屋光博福祉事務所長 集団保育が可能な児

ょっと厳し過ぎるのではないですか。これはや

童につきましては、こちらのほうも加配等含め、

はり、１人で３人の障がい児をどうやって見る

障がい児の保護者の方と障がい児の方、それか

－４５－

ら園等の見学もしていただきながら、その園で

そして最後に、フッ素についてですが、保育

の加配が必要な状況等も勘案しながら、引き続

所では全園で公立でやっていると。１つの民間

きやっていくという考えでございます。

保育園は、方針としてフッ素洗口をやりません

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

ということを明確にしているようです。小学校

○１１番 枝松直樹議員 それも集団保育に適

については、さっき２校でということで、あと

合する人だけがというところが、若干危ないと

の学校ではやらないということですから、同じ

ころというかグレーゾーンなんですね。加配を

公立の小学校において、やる学校とやらない学

すれば間に合うのに、加配が嫌だから集団保育

校があるのは、ちょっと奇異な感じを受けるわ

になじめないからだめですという切り方を私は

けですね。学校長の判断だと言えばそれきりで

とても心配しているので、集団保育といっても

しょうけれども、何でやる学校とやらない学校

みんなと一緒にやれるわけはないわけですから、 があるんでしょうか、教育長。
障がい児保育については、さらなる加配をつけ

○坂本幸一議長 教育長。

ながら、受け入れということをぜひ実施をお願

○古山茂満教育長 まず、任意という意味なん

いします。

ですけれども、２つあります。

そして、病児保育ですが、平成２９年度から

１つは、各学校の教育課程上でできるという

やるというものが平成３１年度からということ

ものについては選択という、できるかできない

で２年間延びるわけですが、この病児保育の実

かという選択。もう一つは、その学校でできる

施計画については全くまだ白紙ということです

となった場合に、保護者が選択するという意味

か。要するに、保育園に部屋を設けて看護師を

の２つの意味です。

つけて実施をするのか、医療機関の一室を借り

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

てやるのかといった、そういった大筋のことに

○１１番 枝松直樹議員 ちょっと教育長、今

ついても、まだ計画が未定ということでしょう

のわからなかったんですけれども、上山小がや

か。

っていて南小がやらないと。できる、できない

○坂本幸一議長 市長。

って、何で同じ規模の学校でそんな差が出るの

○横戸長兵衛市長 この件でございますが、当

か。

初、数年前に医院から提案があったわけでござ

要は、保護者にもう一度、選択制、希望制だ

いますが、そのとき、市が断った経緯がござい

ということをまず周知をして、文書で出してほ

ます。そういうことで、今、改めて保育園でや

しいんですよ。親は、学校で勧めるものは、も

るか病院でやるかということについて、医師会

う当然、丸となるわけですよね、大方の人は。

と今、話し合いをさせていただいております。

よほどアレルギーとか毒物について造詣の深い

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

人は別にして。

○１１番 枝松直樹議員 それでは、平成３１

ですから、改めて養護教諭の事例を私、第１

年度からということですから、ぜひこれはおく

問で読みましたけれども、そのようなことが現

れないように実施をすることを要請しておきま

実にあると。我慢している子どもがいるという

す。

現実を踏まえていただいて、これについては即
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座に中止してもらえば一番ありがたいですが、

午後２時１０分 開 議

それができないとすれば、まずは再度文書をと

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

って、委員会から指導をお願いしたいと思いま

ます。

すが、いかがでしょうか。

次に、７番佐藤光義議員。

○坂本幸一議長 教育長。

〔７番 佐藤光義議員 登壇〕

○古山茂満教育長 先ほどあった養護教諭部会

○７番 佐藤光義議員 議席番号７番、会派創

がありますね、県のほうの、組合の。それの報

志会、佐藤光義です。

告書にはあるんですけれども、私たちも県に問

通告に従いまして質問いたします。

い合わせをしてみました。そうしたら、そうい

ワイン特区取得による今後の展開について質

うのは届いていないということが１つ。

問いたします。

それから、仲間がやっているから私もやりた

日本のワイン生産は、明治維新後の１８７０

いという子どもがいるということなんですが、

年代に始まり、１９６４年の東京オリンピック

最終的にはやはり親御さんが希望する、希望し

のころから消費に動きが出てきており、１９７

ないというのが選択ですので、そこを学校でも

２年を始まりとする第１次ワインブームから大

丁寧に説明をして、そして希望するかしないか

きく変化し、１９９７年から１９９８年の第６

を決めるというようなことで、なお文書では説

次赤ワインブームの影響で消費量が急速に増大

明をするということは大事なことだと思います

し、消費量は年間約２５万キロリットルにもな

ので、やっていこうというように思います。

ったと言われています。

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。

その後、ブームが落ち着き、消費量は一旦減

○１１番 枝松直樹議員 ここで県教育委員会

少したものの、約２５万キロリットルの消費量

の回答をちょっと読み上げます。

は維持しており、２０１０年は約２７万キロリ

学校では、保護者に効果と副作用をきちんと
説明した上で実施していると聞いている。学校
が適正に説明を行わずに、子どもが副作用で症

ットル、２０１１年は約２９万キロリットルと
近年でまた増加傾向にあるようです。
日本ワインは、白ワイン用品種の「甲州」や、

状を起こすような事例があれば、文書でなく直

赤ワイン用品種の「マスカット・ベーリーＡ」

接教育事務所を通して指導する体制を整えたい

等の日本固有種に加え、カベルネソーヴィニヨ

と考えている。また、両論併記に管理職がスト

ン、アメリカ原産ラブラスカ種との交配種ナイ

ップをかけるようなときも同様であるといって

アガラ、デラウェア、さらに近年ではシャルド

指導しておりますので、ぜひ改善に向けて努力

ネ、メルローといったワイン専用種も導入され、

をお願いしたいと思います。

幅広い品種から多様な味わいのワインがつくら

では、これで終わります。

れているのが特徴だそうです。

○坂本幸一議長 この際１０分間休憩いたしま
す。

これらのワイン用ブドウ生産量は、国税庁の
調査によると２０１４年度で２万１９２トン、

午後２時００分 休 憩

２０１５年度で２万５，２５４トン、前年対比
約１２５％となっており、２０２０年の東京オ

－４７－

リンピック・パラリンピックに向けて、さらに

盛り上がり、かみのやま産ワイン、ワイン用ブ

増加している傾向にあるそうです。

ドウの知名度向上に大きく貢献し、観光資源と

ワイン用ブドウの生産量は、第１位が山梨県、 してのワイン産業が、まちおこしの起爆剤的存
２位が長野県、３位が北海道、次いで４位が山
形県となっており、総生産量の２万５，２５４
トンのうち２，４２８トンとなっています。

在になろうとしている現状であります。
こうしたにぎわいが、年々増加傾向にある中、
現在、市内のワイナリーは２軒と少ない状況で

上山市においても、ブドウ生産者、酒造業、

あります。ワインバルにおいても、市内だけで

農業協同組合、その他関連産業の消費拡大を図

はなく県内外のワイナリーの協力を得ながらに

るため、２０１４年上山市議会３月定例会にお

ぎわいをもたらしています。

いて、「かみのやま産のワインによる乾杯を推

こういった取り組みを機に、近隣市町との広

進する条例」が可決されたことを皮切りに、２

域連携に取り組むべきと考えます。南陽市や高

０１５年１２月には、ワインを活用して地域振

畠町といったワイナリーを有している市町と連

興を図ろうと、上山市や地元ワイナリー、醸造

携し、広域協議会の設置をする考えがあるか、

用ブドウ生産者、金融、観光関係者らが集まり

市長の御所見をお伺いします。

「かみのやまワインの郷プロジェクト協議会」

広域連携に取り組むことで、現在本市では、

を発足し、ワイン用ブドウの栽培面積とワイン

２軒と少ないワイナリー数でも、西は南陽市、

醸造量、消費量の拡大に向け、オリジナルワイ

南は高畠町と接していることから、あわせると

ンの開発やＰＲ活動など各種事業計画に取り組

７軒のワイナリー数となり、宿泊を伴うような

むこととし、２０１６年６月には、地域の特産

ワインツーリズム旅行商品を開発することは、

物を原料とした果実酒またはリキュールを製造

本市にとって大きな経済効果や交流人口の拡大

しようとする者が製造免許を申請した場合には、 につながることは間違いないと言っても過言で
一定の要件のもと、最低製造数量基準（現行６

はないと思います。

キロリットル）を、果実酒については２キロリ

本市単独では、現状、ワインツーリズム商品

ットルに、リキュールについては１キロリット

の開発に取り組むことは難しいと考えますが、

ルに引き下げるワイン特区の認定を受けました。 広域連携することで、さまざまな可能性が見え
このほかにも、県内外の方たちに上山市に来

てくると考えられますが、ワインツーリズム商

てもらい、かみのやま産のワインを知ってもら

品の開発について、市長の御所見をお伺いしま

う機会として、２０１４年７月に「やまがたワ

す。

インバル２０１４ｉｎかみのやま温泉」が上山
城付近一帯を歩行者天国にして開催され、県内

次に、ワイン用ブドウの生産拡大策について
であります。

のワイナリーとかみのやま産ワイン用ブドウを

原料が国産ブドウだけで製造されている日本

使っている県外のワイナリー１０社が集まり、

ワインは、現在、日本国内で製造されているワ

約２，０００人の来客でにぎわいました。

イン１０万９２１キロリットルのうち約２０％

２０１５年の第２回では約２，８００人、２

しかなく、ほとんどが国産ブドウと輸入濃縮果

０１６年の第３回では約３，０００人の来客で

汁をあわせて製造され、国産ワインとして出荷

－４８－

差でブドウの凝縮感、香成分が蓄積されていき

されているのが現状です。
世界のワイン生産国は、品質維持や表示基準

ます。また、地形的に傾斜がある上、礫が多い

等を定めたワイン法を有しますが、長年にわた

ため水はけがよく、県内でも全国的にも、ブド

って甘味果実酒がワインとして流通しており、

ウ栽培に適していると高い評価を得ております。

その後の輸入自由化で輸入果汁や輸入ワインを

よいワインはよいブドウからという考えのも

原料にしてきた日本においては、全国的に一律

と、全国的には垣根栽培が主流の中、本市は、

の法制度は整っておらず、原料産地やブドウ品

気候や地形、風土を生かした棚栽培が多く、さ

種に関係なく、国内で醸造を行うことで「国内

まざまな努力や多くの失敗を重ねてきたことで、

産」を表示することが可能となっています。

ほかの産地にはまねができない高糖度で品質の

日本のワイン産業の発展、ブドウ農業の活性

いいブドウ生産を実現させ、２０１３年に行わ

化、税収の増加などの観点から、日本での法制

れた国産ワインコンクール（現日本ワインコン

定は緊急な課題であるとされていました。２０

クール）において、見事金賞を受賞しました。

１０年代に入り、日本で栽培されたブドウ１０

２０１５年のコンクールでも、大手ワインメ

０％を使ったワインを「日本ワイン」と表示す

ーカーが出品したかみのやま産のワイン用ブド

る流れも広まっており、国内法の制定に向けた

ウで醸造されたワインが金賞を受賞しておりま

動きが出てきました。

す。

これに引き続き、政府による産地の表示に係

高い評価を得ているワイン用ブドウの生産は、

るルールが整備されました。ワインの表示に関

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピッ

しては、２０１５年１０月３０日、国税庁が

クに向けても、さらなる拡大を図り、上山を日

「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第

本全国に、また世界中にＰＲするすばらしいタ

８６条の６」に基づき、果実酒等の製法品質表

イミングだと考えます。

示基準を制定しました。基準の適用は２０１８

本市の生産者の年齢構成は、２０代から７０
代までと幅広く、平均年齢は６０代後半と言わ

年１０月３０日となっています。
背景として、国内における酒類消費が横ばい

れております。ワイン用ブドウだけではなく、

の中、ワインは近年消費が拡大している成長産

米農家や果樹農家においても、高齢化や後継者

業であること、特に国産ブドウ１００％を原料

不足となっておりますが、新規就農者や新規参

とする日本ワインの中には、海外で高い評価を

入者を募り、新たな担い手を育成する必要があ

受ける高品質なものが出てきていることから、

ると考えます。

日本ワインとそのほかのワインを明確に区別し、

そこで、これまでさまざまな努力と苦労をな

日本ワインに限り、一定の条件を満たせば地名、 されている知識と経験を、新たな担い手に伝承
ブドウ品種名、ブドウ収穫年の表示ができるよ

する指導者の確保は、今後、ワイン用ブドウの

うにするものとなっております。

生産拡大を図るためには絶対条件だと考えます

本市の年間降水量は約７００ミリで、夏は３

が、市長の御所見をお伺いします。

５度を超え、かなり暑くなりますが、９月以降

次に、生産拡大を図る上でもう一つ欠かすこ

の夜は一気に冷え込むため、昼夜の大きな寒暖

とができないものが、生産者にとって効率的に

－４９－

ワイン用ブドウが生産できる環境を整備するこ

る上で不可欠であると考えております。そうし

とと考えます。これを実現するためには、一刻

た指導者を確保するため、市といたしましても、

も早く農地の集約に力を注ぎ、また遊休農地の

関係団体等と協力しながら、知識や経験の伝承

活用もあわせて行いながら、生産面積をさらに

を支援してまいります。

拡大させ、将来ワイナリーをしたい方にも広く

また、農地の集約化及び遊休農地の活用につ

園地を紹介でき、これからの本市のワイン産業

きましては、個々のワイン用ブドウ栽培希望者

の活性化にもつながるものと考えます。

に対し、農地中間管理機構等と連携しながら、

このようなことが、ワイン用ブドウの生産拡

栽培用地等の確保及び集約に努めており、今後

大策として必要になるのではないかと考えます

もこうした体制の中で、集約化、遊休農地の活

が、市長の御所見をお伺いし、１問目といたし

用に対応してまいります。

ます。

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。

○坂本幸一議長 市長。

○７番 佐藤光義議員 まず、近隣市町との広

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

域連携で、広域協議会の設置をするかという考

○横戸長兵衛市長 ７番佐藤光義議員の御質問

えなんですが、これは、今現在村山、置賜地域

にお答えいたします。

に、それぞれ観光協議会と、あと花回廊キャン

初めに、近隣市町との広域連携について申し

ペーン実行委員会があるということで、ワイン
に特化した広域協議会の設置というものは考え

上げます。
近隣の村山、置賜地域におきましては、本市

がないかという質問に対してそういった答弁だ

の２軒を含む１０軒のワイナリーが立地してお

ったのですが、ワインに特化した協議会の設置

り、各ワイナリーが連携しながら地域全体で活

をする考えはないのか、もう一度お伺いします。

性化策に取り組むことが重要であると考えてお

○坂本幸一議長 観光課長。

ります。

○平吹義浩観光課長 ワインに特化ということ

現在、広域組織として村山地域では、やまが

は考えてございませんけれども、この２つの団

た広域観光協議会、置賜地域ではやまがた花回

体ともワインによる振興といったものを大きな

廊キャンペーン実行委員会が存在しており、２

課題と捉えておりますので、この組織を使って

つの組織が連携してワインツーリズムを含むワ

ワインの観光振興というのを図るのが最も効率

イナリーを活用した地域活性化事業を検討して

的だし、組織自体も求めているということが言

おります。

えることでございます。

市といたしましては、両団体の構成市として

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。

連携事業に積極的に参画しながら、ワインによ

○７番 佐藤光義議員 それでは、今実際に村

る地域振興を図ってまいります。

山地域、置賜地域において、２つの協議会にお

次に、ワイン用ブドウの生産拡大策について

いてどのような連携を今後展開していくという
か、どのような話し合いが行われているのか、

申し上げます。
熟練した栽培技術を持った方からの指導は、
新規就農者が高品質なワイン用ブドウを栽培す

現状をお伺いします。
○坂本幸一議長 観光課長。

－５０－

○平吹義浩観光課長 やまがた広域観光協議会、 ではなくて、全国的にＰＲするとか、そういっ
これは村山総合支庁が事務局になって、村山７

た将来の展望というか、そういったものをどの

市７町の自治体と観光協会等が入っている組織

ようにお考えになるのか、お伺いします。

でありますけれども、来年度の事業として、今

○坂本幸一議長 観光課長。

検討しております。来年度の予算事業というこ

○平吹義浩観光課長 全国展開といいますと、

とでありますので、未定の部分が多いんですけ

まだ非常に道のりは遠いのかなと思います。ま

れども、概略を申し上げますと、域内のワイナ

ずは、近隣の、そして既存の組織で行っていこ

リー、それとワインが飲める、ワインだけでは

うという、そういう段階でありますので、ワイ

なくて日本酒も含むんですけれども、そういっ

ンの消費拡大というのは、観光面から考えます

たお酒が飲めるところに共通券を出して、大い

と、県内、東北以外にも首都圏へというような、

に利用してもらおうという企画を考えています。 そういった考えがありますけれども、まずは今
あわせてＰＲ部分が必要なんですけれども、既

申し上げたような事業をやっていこうという段

存の出版物等を利用して宣伝できないかという

階でございます。

ようなことを考えております。

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。

なお、これを置賜にも話をかけて、村山、置

○７番 佐藤光義議員 第１次ワインブームか

賜、この２つの地域でやれないかということを

ら始まりまして、また２０２０年の東京オリン

検討してございます。

ピック・パラリンピックで、またワインブーム

それからもう一つ、市外、県外からお客さん
を呼ぶといった場合に、最大の市場といいます

が来るのではないかと予想されております。
そうしたことによって、海外からのお客様も

のは、これは仙台圏ということになりますので、 たくさんいらっしゃると思います。そういった
仙台圏での村山、置賜あるいは県産のワインを

ことで、今、全国ではなくて、まずは近隣から

ＰＲ、試飲する機会といったものを仙台の中心

というのですが、２０２０年までにはもう時間

部において行えないかといったことを検討して

もないと思います。まずはというか、近隣にＰ

おります。

Ｒするのと同時進行で、全国的にも世界的にも

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。

ＰＲしていく、そういった宣伝をしていくとい

○７番 佐藤光義議員 広域の協議会を設置す

う必要があると思いますが、これについてお伺

るのではなくて、この２つの協議会、実行委員

いします。

会の中において、来年度、まずは予算の編成か

○坂本幸一議長 観光課長。

らというようなことでお伺いしました。

○平吹義浩観光課長 今のお話というのは、ワ

これにおいて、まずは今後、仙台圏が一番の

インにかかわらず、上山の観光といったものを

ポイントになることで、中心部においてＰＲ活

考えたときに、確かにオリンピックということ

動を行っていくという考えなんですが、これを

で、今インバウンドということが大きな話題に

今現在は、村山地域、置賜地域共同で連携して

なっておりますけれども、その施策の中で、ワ

行うと捉えましたが、今後の展開としまして、

インというものを有力な資源ということで、宣

県全域で連携をして、近隣である東北６県だけ

伝をしていきたいと思いますけれども、そこま

－５１－

で煮詰まったものというのは、まだないのが現

その中で、実際に現場において指導者の確保

状でございます。

というのが、本市でワイン用ブドウづくりを学

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。

びたいという研修生を受け入れたときに、そこ

○７番 佐藤光義議員 そこまでまだ考えては

まで労力をかけることができないと。今現在、

いないということなんですが、やはり今までの

自分の畑で精いっぱいだという生産者の方が多

ワインブームがあって、一時ちょっと停滞した

いというお話を聞いております。実際に、新規

り減少したりと。またワインブームが来たりと

就農者向けの講習会というものは、南果連で、

なって、東京オリンピック・パラリンピックが

今、数名ですが受け入れていると伺っておりま

またブームの到来となり、その後、またちょっ

す。
この指導者の確保というものが、今までかみ

と停滞するのではないかと思います。
そこまで時間がないので、なるべくそういっ

のやま産ブドウのブランド化について、品質の

た近い将来の展望をもう少し見据えながら、同

向上や品質の保持はもとより、新規就農者、新

時にいろいろと各地域と協議を進めながらＰＲ

規参入者において後継者がいない高齢生産者の

を行っていかなければいけないのではないかと。 もとに研修生として来ることによって、かみの
最近では、本市としてクオアルトと、あとワイ

やま産のブドウづくりが継承され、その後、農

ン振興というのが施策として非常に力を入れて

地を引き継ぐということは、作付不足の解消に

推進していることなのかなと、私は感じている

もつながってきます。これによって、かみのや

ところです。

ま産のブドウというものをもっともっと長きに

それにおいて、やはりかみのやま産のブドウ
によるワインというものを、もっともっとＰＲ
するいい機会であると捉えておりますので、ワ

わたってＰＲするというか、品質を保持できる
と考えます。
そこでの今後の指導者の確保策として、高齢

インツーリズムの商品の開発と一緒に、全国的、 化している生産者のもとに研修生として招き入
世界的にＰＲをするための、そういった将来の

れまして、実際に農地を引き継いでもらうとい

展望についても今後協議されることが必要にな

うことが必要と考えますが、これについてお伺

ってくると思いますので、その辺も話題に取り

いいたします。

入れながら協議を進めていってほしいと思いま

○坂本幸一議長 農業夢づくり課長。

す。

○藤田大輔農業夢づくり課長 ただいまの指導

次に、ワイン用ブドウの生産拡大策について

者の確保等に対してどのように考えているかと

でありますが、指導者の確保ということは必ず

いう御質問に対してお答えいたしますけれども、

必要となってくると感じます。今現在、本市に

かみのやまワインの郷プロジェクト協議会にお

おいての状況としまして、１問目でも申し上げ

いては、ワンストップ窓口と申しまして、新規

ましたが、生産者の平均年齢というものが６０

就農者もしくは新規参入者がワイン用ブドウの

歳代後半ということで、後継者がいないという

栽培を行う新規就農者の募集並びに希望者に対

ところも高齢者の生産者の中で数多いと聞いて

して農地探し等々、面談を通して丁寧に農地探

おります。

し等を行っております。

－５２－

その中で、議員御指摘の指導者の確保という

となっておりますので、議員御指摘のようなビ

ことも非常に大事なところでございますので、

ニールがけ等々についても補助してまいります。

例えば、当該の希望就農地域内の経験豊かな農

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。

家がいらっしゃれば、そちらを紹介するである

○７番 佐藤光義議員 それと、もう一つ確認

とか、あるいは関係団体の紹介というのを行っ

というか、聞いておきたいことがあるんですが、

て、指導者の確保というのを各関係団体でやっ

ワイン用のブドウ、例えば河北新報のニュース

ていらっしゃると思いますが、そちらに対して

からなんですが、ワイン用ブドウ苗木の全国有

市としても支援してまいりたいと思っておりま

数の産地である山形県の苗木業者に全国から注

す。

文が殺到しているというようなニュースが、こ

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。

としの９月にありました。

○７番 佐藤光義議員 またそのように、ワン

そこで、上山市は、７月、効率的な苗木の育

ストップ窓口でしっかりと情報というか、農業

成方法の研究推進を農林水産省に要望したと。

夢づくり課に来れば、しっかりと支援をしてい

市農業夢づくり課の担当者は、安定的にブドウ

く、新規就農者、新規参入者に対してしっかり

栽培の成長を図るために、育成技術の進捗はも

と支援していくという答弁でした。

はや欠かせない状況だというふうに載っている

この、ワイン用ブドウの生産拡大策として、

んですが、これについて詳しくお伺いしたいと

産地形成パワーアップ事業とかでさまざまな支

思います。

援をしていると思いますが、この品質の向上と

○坂本幸一議長 農業夢づくり課長。

生産の収穫量の安定を図るのに、ワイン用ブド

○藤田大輔農業夢づくり課長 報道の関係につ

ウにおいて、今現在、雨よけのビニールがけと

いてお答えいたしますと、７月において国、即

いうものが余り行われていないみたいな状況な

ち農林水産省に対して、ワイン用ブドウ苗木の

んですが、雨が降ったときに収穫とかすると、

育成に係る支援をすることということで要望を

やはり水分を多く含んでブドウ自体の糖度が下

行ったところでございます。

がってしまうという問題もあったり、病気でや

こちらを受けてなのかどうか、ちょっとわか

られてしまうという問題があると。それによっ

らないんですけれども、１０月に東北農政局か

て、生産量も減少してしまうということを聞い

ら本件に係る情報提供依頼というのがありまし

ています。

て、現在、出先機関の東北農政局と連携を図っ

これに対して、今後生産者に対しての補助と

ているところでございます。

して、雨よけのビニール等にも補助というもの

少し書きぶりは、報道に関しては先進的な話

がなされるのかということについてお伺いしま

になっておりますけれども、考えとしましては、

す。

まさに安定的なブドウの成長を図るためには、

○坂本幸一議長 農業夢づくり課長。

育成技術の進歩というのも必要ではないかなと

○藤田大輔農業夢づくり課長 本ワイン事業の

思っているところでございます。

ワインブドウの栽培拡大に関する補助に関して

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。

は、３分の２の補助率のオーダーメード型支援

○７番 佐藤光義議員 こういった、新しい育

－５３－

成技術を今後のブドウの生産に取り入れていき

メリットがございますので、そちらのほうを勧

ながら、しっかりと指導者の確保をして、この

めているところでございまして、今後とも、こ

上山のブドウ生産技術のノウハウを新規就農者、 ういった制度を使って農地集積に努めてまいり
新規参入者にしっかりと身につけていただき、

たいと考えております。

またそこで研修された研修生が、ほかの地域に

○坂本幸一議長 佐藤光義議員。

持ち出すことのないように、研修後もしっかり

○７番 佐藤光義議員 実際に、今現状、収穫

と上山市でブドウ生産、かみのやま産ワイン用

量が追いつかないという状況が、去年の「やま

ブドウ生産にしっかり取り組んでいけるように

がたワインバル２０１５ｉｎかみのやま温泉」

働きかけてほしいと思います。

の後に、参加したワイナリーの方が、ほとんど

それにおいて、今後の収穫量のアップとしま

の方が南果連を訪問して、ワイン用ブドウの供

して、今現状の遊休農地というものが点在して

給量の増量というものを依頼に来たという話を

いる状況にあると思われます。こういった遊休

お伺いしています。

農地、地権者等もいると思いますが、農地中間

南果連だけではなくて、品質の高いかみのや

管理機構等を使いながら、早急に話し合いを進

ま産のワイン用ブドウ全体の収穫量というもの

めていって、より生産者が利用しやすい、生産

を上げるには、園地をさらにもっともっと拡大

しやすいという状況をつくらなければいけない

していくという必要性があります。

と考えます。これについて、今、現状を、農地

今現在、遊休農地になっているという場所は、

集約についてどうなっているのかお伺いいたし

なかなかやはり使い勝手がよくないから、次の

ます。

担い手の人たちが活用できなくて困っていると

○坂本幸一議長 農林課長。

いうような実情でもあると思うんですが、そう

○前田豊孝農林課長 農地中間管理機構関係に

いったことも、市で利用者、今現在の生産者や、

ついてお答えいたします。

これからの新規就農者、新規参入者等の現場の

農地中間管理機構につきましては、導入当時、 方ともっともっと話をして、どういった方向性
水田がほとんどの取り扱いとなっておりました

にもっていったほうがいいのかというものをし

けれども、特に昨年度から、樹園地の貸し借り

っかりと確認しながら、またその農地の集約と

の申し込みがふえてきております。

いうものにつなげていってほしいと思います｡

現段階で、農地中間管理機構を通しての樹園

今後のワイン用ブドウの生産拡大策は、新規

地については、マッチングが決まったもので約

就農者、新規参入者の受け入れ体制、面積拡大

４．２ヘクタールございますが、そのうち３．

によって、あとそのほかのいろいろな補助の活

３ヘクタールほどがワイン用ブドウを栽培する

用があって、安定した生産基盤による安定した

樹園地となっております。

ワイン用ブドウの収穫というものがなされてく

なお、そのほかにも農地の貸し借りにつきま
しては、農地法等ございますけれども、農地中
間管理機構を通して貸し借りをしたほうが、貸

ると思います。
今後におきましても、産学官金と連携をして、
ワイン振興を図っていって、生産拡大に向けて

すほう、借りるほうとも法的な規制の緩和等々、 勉強して意見交換をし、地域の、上山市のブラ

－５４－

ンド力の向上と活性化につなげていってもらい

第２に、施設に入所しようと思っても施設が

たいものと思います。

全く足りない一方で、在宅サービスを利用しよ

以上で終わります。

うにも介護従事者が不足しているという問題が
あります。

○坂本幸一議長 次に、１番守岡等議員。

本市においては、特別養護老人ホームの入所

〔１番 守岡 等議員 登壇〕
○１番 守岡 等議員 議席番号１番、日本共

待機者が１６６人、うち在宅待機者が５７人も

産党議員団の守岡等です。

いて、そう簡単には入所できない状況が続いて

私は、安心できる介護サービスのあり方につ

おります。要介護１、２の方を入所対象者から
外したため待機者は減ったように感じますが、

いて御質問します。
まず最初に、空き家等を活用した介護事業所

要介護１、２の入所希望者も２３５人もいて、
合わせて４００人以上の方々が特別養護老人ホ

への支援についてであります。
日本は世界に先駆けて超高齢化社会を迎えて

ームの入所を待ち望んでいます。

います。その日本の中でも、上山市は６５歳以

第６期介護保険事業計画では、１カ所の老人

上人口比率、高齢化率が３５％を超え、特段の

保健施設の整備が進められていますが、まだま

対応によって安心できる医療、介護を整備して

だ足りない状況になっています。

いく必要があります。こうした立場で介護サー

国では、特別養護老人ホーム建設への国庫補

ビスのあり方について考えてみたいと思います。 助金を廃止し、利用料の高いサービス付高齢者
高齢化が進む中、家族に介護問題が集中して

住宅の建設を促進しています。これでは、ます

いた問題を解消し、介護の社会化を実現するた

ます介護施設入所格差が広がってしまうのでは

めに、介護保険制度が導入され１７年目を迎え

ないでしょうか。

ています。しかし、介護の社会化とは裏腹に、

この間、私は独居老人の孤独死を立て続けに

いまだに介護問題が市民の肩に重くのしかかっ

経験しました。全て健康問題、介護問題を抱え

ています。

ている方たちで、医療、介護の力で何とか救済

第１に、全国で毎年１０万人以上が介護のた

できなかったかと悔やまれます。

めに仕事をやめなければならないという問題で

私は、こうした状況のもと、安心できる介護

す。その８割は女性であります。介護サービス

サービスを提供するために、市が積極的に関与

供給体制が不十分なために、まだまだ家族にし

していくべきだと考えます。そのために、以前、

わ寄せが及んでいる実態があります。

６月定例会で私が提案したカミンへの高齢者施

それに対し、この間、国では連続３カ月の介

設の設置のほかに、空き家等を活用して介護保

護休業制度を義務づけ、給料の４割の介護休業

険サービス提供体制を充実させることを提案し

給付を定めましたが、介護の社会化とは真逆の

ます。

ミスマッチした政策ではないでしょうか。やは

空き家等を活用して、高齢者の社会参加や介

り、きちんとした施設サービス、在宅サービス

護予防等を推進する活動拠点を立ち上げる場合、

の充実を図り、家族の負担を軽減していく必要

これまでは県から年間１５０万円から２００万

があります。

円の補助金があり、こうした事業を支えてきま

－５５－

した。県の事業が今年度終了するということで、 という３つのやり方で事業の効率化を図るよう
自治体に指導しています。

市の対応が求められています。
市内には、既に県の補助金を受けながら空き

このガイドラインの１つ目の低廉な単価サー

家を利用し高齢者の共同生活や健康教室など、

ビスの利用普及とは、ヘルパーなど介護職によ

介護予防、生きがいづくりを進めている団体が

るサービスを非正規やボランティアなどの人件

ありますが、こうした介護予防を実施する場所

費の安い非専門職のサービスに置きかえるとい

を中学校区ごとに整備するというのが、地域包

うことです。

括ケアシステムの課題の一つだと思います。

新総合事業においては、訪問型もしくは通所

また、認知症高齢者がふえる中で、認知症予

型サービスに、サービスＡ（緩和基準によるサ

防改善に当たっては、少人数対応の宅老所等が

ービス）とサービスＢ（住民主体による支援）

すぐれた成果を上げていることが専門家から指

という種別が導入されます。

摘されています。大人数の施設ではできない

まず、このサービスＡですが、これまでの有

個々の症状に応じたきめ細かいケアが、こうし

資格者という人員基準を緩和し、サービス提供

た小規模の宅老所等では可能となり、すぐれた

者は一定の研修を受ければ無資格者でもいい、

成果を上げています。

事業責任者も無資格者でいいというものです。

こうした空き家等の活用を通して、介護サー

また、サービスＢというのは、無資格者のボラ

ビス充実を図るために、本市としても積極的に

ンティアにより生活援助を行おうというもので

支援していく必要があると考えますが、市長の

す。
このような新総合事業の導入は、ホームヘル

御所見をお示しください。
次に、要支援者への介護予防、日常生活支援

プ、デイサービス全体に混乱を与え、その専門
性と社会的評価を低め、サービスの質を低下さ

事業のサービス水準維持についてです。
政府は、２０１３年１２月に「持続可能な社

せる可能性があります。また、ヘルパーなど介

会保障制度の確立を図るための改革の推進に関

護従事者が無資格者や住民ボランティアと同列

する法律」（プログラム法）を成立させた後、

に置かれることによって、ますます賃金、労働

２０１４年６月には「医療・介護総合確保法」

条件の低下につながる事態も予想されます。

を成立させ、これまでの医療、介護を大きく改

ガイドラインの２つ目の認定に至らない高齢
者の増加とは、要介護認定を受けさせないとい

革する内容を打ち出しました。
改正介護保険法では、まず要支援１、２の訪

うことで、要介護認定を申請する際に、窓口で

問介護と通所介護を介護保険給付から外し、介

明らかに要介護認定が必要な場合以外は、基本

護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新総

チェックリストを用いて新総合事業に誘導する

合事業に移行されます。

仕組みが導入され、介護保険サービスを利用さ

厚生労働省が示した新総合事業を実施する際

せない水際作戦を実施しようとするものです。

のガイドラインでは、まず１番目に低廉な単価

この基本チェックリストとは、２５項目の文

のサービスの利用普及、２つ目として認定に至

字どおり基本的なもので、医師の意見書など専

らない高齢者の増加、３つ目として自立の促進

門的知見も要しないことから、担当職員の主観

－５６－

市の窓口では、基本チェックリストでの選別は

で左右される危険性もあります。
そして、３つ目の自立の促進とは、新総合事

行わず、基本チェックリストは地域包括支援セ

業の適用となった方は「かがめるようになる」

ンターの専門職が活用することを原則にすべき

「１人で買い物に行けるようになる」などの目

です。

標、課題を持たされ、行政側から目標達成、状

第４に、財政面では新総合事業の事業費上限

態改善と見なされると、単価のさらに安いサー

設定をしないよう国に求めるとともに、必要な

ビスへの転換やサービスの終了を行政から求め

国庫負担を要求していくことが必要です。
以上、４点について市長の御所見をお示しく

られることとなります。
既に、この新総合事業に移行している市町村
では、これまでデイサービスセンターで入浴し
ていた９５歳の男性が、老人センターの風呂に
行くようケアマネジャーから指導されたという

ださい。
次に２番目として、地域の支え合いによるひ
きこもり対策の強化についてです。
最初に、交流センターの設置及び運営に対す

事例、あるいはデイケアを半年で卒業させられ、 る行政支援についてです。
掃除ができない利用者のためにケアマネジャー

ひきこもりの定義は諸説ありますが、ひきこ

がヘルパーを入れようとしたら、市のほうから

もりの研究で著名な筑波大学教授の斎藤環医師

ボランティアか民生委員でと指導され、結局誰

によれば、１つには６カ月以上社会参加してい

も支援に入らず、ごみ屋敷になってしまったと

ない。２つ目には、非精神病性の現象である。

いう事例などが報告されています。

３つ目として、外出していても対人関係がない

このままでは、要支援１、２の方たちは現行

という３点を上げています。

サービス水準が引き下げられ、必要な介護サー

厚生労働省のガイドラインでは、ひきこもり

ビス、予防サービスが受けられず、ますます重

の約８０％は何らかの精神障がいの診断が可能

症化し、結局は介護保険財政の圧迫につながる

だとしており、そうした面でのアプローチが重

ことが危惧されます。

要だとされています。

そうした事態を防ぐために、第１に介護保険

２０１０年に内閣府が発表した調査研究「若

給付から市の事業である地域支援事業に移行し

者の意識に関する調査（ひきこもりに関する実

た場合でも、ガイドラインで示す現行相当サー

態調査）」では、当時、日本国内には約７０万

ビス並びに多様なサービスＡからＤの５つのサ

人のひきこもり者がいるということです。上山

ービス類型のうち、現行相当サービスを中心と

市におけるひきこもり、長期不就労者の実数は

し、これまでと同様のサービス水準を維持して

わからないということですが、私の周りを調べ

いくべきだと考えます。

ただけでも、相当数のひきこもり者がいること

第２に、そのためには、事業所に支払う報酬
についてもこれまでと同様とし、事業の継続性

が予想されます。
ひきこもりになった理由は多種多様ですが、
親の介護、自分の病気、リストラなど、さまざ

を保障する単価にしていくべきです。
第３に、要介護認定の申請権を保障するため

まな理由で仕事をやめざるを得なかったが、再

に、本人の意向を尊重することは当然として、

雇用、社会復帰が難しいといった問題、そして

－５７－

いじめ、担任の先生との関係、集団生活になじ

ことです。ひきこもり者が望んでいるのは、同

めないなどの理由で不登校になった子どもたち

情ではなく社会的な役割が欲しいということで

がそのまま成人し、ひきこもりになるといった

す。働いて社会に貢献したいということです。

事例が目立つようです。そして、社会復帰を望

藤里町では、こうした願いに応えるために、先

みながらも、具体的な方策を見出せないまま途

ほどの居場所を就労支援施設に発展させ、ひき

方に暮れているのが実情です。

こもり者が集うだけでなく、就労に向けた準備

私は、ひきこもりの方たちを、社会復帰に向

を行い、実際にレストランを経営する中で雇用

け何らかの社会支援を必要としている人たちで

を図る取り組みを進め、成果を上げています。

あるという認識に立って、行政としての支援を

ある方は「ここには自分の役割がある。だか
ら居心地がいい。互いに支え合いながら、人は

強化すべきだと考えます。
私たち日本共産党議員団は、昨年１１月にひ
きこもり対策ですぐれた実践を行っている秋田

一人では生きていけないことにもようやく気づ
くことができた」と感想を述べています。
県内では、鶴岡市にひきこもりの若者の就労

県藤里町を視察してきました。
藤里町では、１８歳から５５歳までの対象年

移行を支援しようと、精神保健福祉士の資格を

齢人口の８．７％、実に人口４，０００人の町

持ったスタッフが利用者の自宅に出向くアウト

で１００人以上のひきこもり者がいるという状

リーチ（訪問支援）に取り組む事業所がありま

態で、特に長期ひきこもりによる精神疾患の発

す。現在、１３人が利用し、落ち着いたカフェ

症も見られることから、社会福祉協議会を中心

のような雰囲気の事務所に集い、コミュニケー

に対策を講じてきました。

ションや就職活動に関する講座など、自由に受

その中心施策の１つは、ひきこもり者の居場

講できるプログラムが用意されているそうです。

所づくりを進めるということです。ひきこもり

上山市にも、大きな不安を抱えながらひきこ

者には、鬱病や発達障がいなど障がいを抱えた

もりになっている方々がいらっしゃいます。鬱

方が多くいます。また、長期間ひきこもること

病など精神疾患、障がいを抱えながら生活して

によって障がいを抱えるようになる方もいるよ

いる方や、年金生活者の親と同居している方で、

うです。こうしたことから、ひきこもり者が気

親がいなくなった後の将来不安を抱えながら生

軽に集い交流し合える居場所づくりを始めるこ

活している方々がいます。
私は「みんな健康でよく働き

とにしました。
ひきこもり者とは、ある意味、さまざまな矛

ち」「みんな互いにたすけあい

ゆたかなま
しあわせのま

盾、事象を感じやすい方たちであり、その結果、 ち」という市民憲章の精神にのっとって、ひき
競争社会から疎外され、人間関係、社会関係が

こもり者の支援を進める必要があると考えます。

切断せざるを得なかった人たちであるわけです

そこで、第１に、ひきこもり者が気軽に集い

が、そういう人たちが集い、きずなを取り戻そ

交流できるセンターの設置に向けた活動に対し、

うとする取り組みが必要だということで、居場

市が積極的に支援していくことを提案します。
今、ひきこもり者はもちろんのこと、その家

所づくりを始めました。
中心施策の２番目は、雇用を保障するという

族も孤立している事例が見受けられます。行き

－５８－

場もなく、将来展望がないまま途方に暮れてい

午後３時２２分 開 議

る人たちが精神保健福祉士や臨床心理士などの

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

専門職及び精神保健福祉ボランティアらの協力

ます。

を得ながら、さまざまな悩みを話し合い、交流
を深めるとともに、ひきこもりを改善、克服し

守岡等議員の質問に対する答弁を求めます。
市長。

た全国あるいは県内の事例を学び、さまざまな
支援につなげていくことが必要です。

〔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

具体的には、対人関係にある程度の自信をつ
けさせる集団適応支援や、共同生活型自立支援、
訪問支援活動、心理カウンセリングなど、さま

お答えいたします。
初めに、空き家等を活用した介護事業所への
支援について申し上げます。

ざまな支援によって成果が上がっています。こ

地域包括ケアシステムの構築に向け、高齢者

れらの中から、自分に合った支援とは何かを見

の居場所づくりや通いの場づくりの必要性が増

つける手助けをする必要があるのではないでし

してきております。

ょうか。

市といたしましては、地区や団体などがこう

今、「まじゃれ」など高齢者のサロンが展開

した活動に取り組めるよう啓発するとともに、

されていますが、ひきこもり者の居場所づくり

空き家等の活用を含め、活動への支援を行って

の動きも芽生えています。

まいります。

第２に、そうした交流センターでの居場所づ

次に、要支援者への介護予防・日常生活支援

くりを行った後に、ひきこもり者の就労、自立

事業のサービス水準維持について申し上げます。

支援に結びつく事業展開が求められます。そこ

介護予防・日常生活支援総合事業におきまし

では、就労に向けたトレーニングを行うととも

ては、平成２８年４月より介護予防通所介護や

に、実際の雇用をつくり出す事業所展開も考え

介護予防訪問介護が給付費から市町村の実施す

られます。藤里町では、地元産のそばを生かし

るサービスに移行しておりますが、現行相当サ

たレストランを経営し、マイタケを利用した菓

ービスにつきましては、報酬も含め、これまで

子づくりにも取り組むなど、まちづくりと連動

と同じ基準で実施しております。

した取り組みも行われており、町全体でこの事
業を支える機運に満ちあふれています。

また、基本チェックリストは、市町村が実施
するサービスを、簡単な手続で利用いただける

このような支援の輪を広げるためにも、市と

よう導入されたものであり、これまでどおり、

して事業に取り組もうとしている団体に対し、

介護認定を必要とする方につきましては、介護

運営補助など実施すべきと考えます。市長の御

認定の手続を経てサービスを受けていただいて

所見をお示しください。

おります。

○坂本幸一議長 守岡等議員に対する答弁の前
に、この際、１０分間休憩いたします。
午後３時１２分 休 憩

総合事業の事業費額の上限設定につきまして
は、サービス維持の観点から、機会を捉え、
国・県に要望してまいります。
次に、交流センターの設置及び運営に対する
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度まで対象にしております事業の内容等を精査

行政支援について申し上げます。
現在、ひきこもり対策として上山市生活自立

しまして、同じような一致するようなものにつ

支援センターに相談支援員を配置し、本人、家

きましては、支援についても検討してまいりた

族からの相談、居宅訪問やハローワークへの同

いと考えております。

行等、対象者に応じた個別の支援を行っている

○坂本幸一議長 守岡等議員。

ほか、山形市内で居場所づくり等に取り組んで

○１番 守岡 等議員 今まで既にやっている

いる団体の紹介も行っております。

事業所については、まず今までと同じような補

交流センターの設置や就労支援に取り組もう

助が出ると理解しましたけれども、やはり地域

とする団体に対しましては、障がい福祉サービ

包括ケアシステムというのは、中学校区ごとに

ス事業等の活用を含め取り組みへの支援を行っ

そうした介護予防できるような事業所があれば

てまいります。

よく効果が上がるということで、そういうこれ

○坂本幸一議長 守岡等議員。

からの、いわゆる面展開といいますか、ほかの

○１番 守岡 等議員 空き家等の活用を通し

事業所への助成については、どのようにお考え

て介護サービスの充実を図るということで、そ

でしょうか。

うした地区や団体に御支援いただけるというこ

○坂本幸一議長 健康推進課長。

とで、ありがとうございます。

○尾形俊幸健康推進課長 これからまた、新た

そこでちょっと細かいことをお聞きしたいん

にそういったことで居場所づくりなりを整備し

ですけれども、現在、こうした空き家を活用し

たいという団体、地区等が出た場合につきまし

て、県の事業として１５０万円から２００万円、 ても、同様に要件として合致するものであれば、
今までいろいろな介護予防事業に補助していた

それに対する支援については考えていきたいと

制度がありまして、これが今度市のほうに移管

考えております。

されるということで、県が今までやってきた事

○坂本幸一議長 守岡等議員。

業を、今後市としてそれを引き継いでやる御意

○１番 守岡 等議員 大変積極的な答弁であ

思があるかどうか、まずお尋ねします。

りがたいと思いますが、ただ介護保険給付から、

○坂本幸一議長 健康推進課長。

それから外れて市の事業になったというのは実

○尾形俊幸健康推進課長 今年度まで、県で２

は非常に大きな意味がありまして、これまでの

カ年にわたりまして、そういった高齢者の生き

介護保険給付の場合には必要とあらば際限なく

がいの場、居場所づくりということで、その立

サービスを利用できるわけですが、市の事業に

ち上げ等の運営助成という制度がございました。 なると、やはり予算の枠が発生するわけですよ
それにつきまして、市に引き継ぐということで

ね。そういう市民からの要望があるのに対して、

はなくて、基本的には市で実施する地域支援事

市の事業ということで、予算の枠が設けられる

業の中で取り組めるものがあるのではないかと

のではないかということを危惧する声があるん

いうことで県では整理しているようでございま

ですが、それについてはいかがでしょうか。

す。

○坂本幸一議長 健康推進課長。

ですから、そういった総合事業の中で、今年

○尾形俊幸健康推進課長 守岡議員の一般質問

－６０－

の中で、総合事業の事業費の上限額というお話

また、議員がおっしゃるような小規模の施設

にもつながってくるかと思いますけれども、確

ということで、宅老所というようなことでお話

かに移行したということで、国では、財源とし

がありましたけれども、そういった部分につき

ては同じように、国もこれまでの負担割合を保

ましても、例えば介護事業所と同じようなサー

証しますということを言ってはおりますけれど

ビスを提供するという事業所であれば、それな

も、事業そのものについては、移行し始めた年

りの要件として満たしていることが前提になる

度の前年度の実績を超えてはいけないというよ

のかなと思っておりますので、そういったもの

うな上限を設定されているということでござい

ではなく、あくまでも例えば介護予防の一環と

まして、先ほどの回答にありますように、これ

して居場所を提供して、その中でやっていくん

からいろいろなそういった市町村独自のサービ

だということであれば、先ほど申し上げたよう

スを続けていく中でも、そういった上限がある

な支援をしてまいりたいと考えているところで

ということにつきましては、機会を捉えまして

ございます。

国・県等に要望していく必要があると考えてい

○坂本幸一議長 守岡等議員。

るところでございます。

○１番 守岡 等議員 そこでさらにお尋ねし

○坂本幸一議長 守岡等議員。

たいのは、本市では今、空家等対策計画を策定

○１番 守岡 等議員 ぜひそういう方向でお

中だと思いますけれども、その計画の中で、空

願いしたいと思います。

き家を活用したそういう介護予防事業というよ

それともう一つ、介護サービスの問題では､

うなもの、そうした計画があるのかどうかお聞

やはり特別養護老人ホームの入所待機者が非常

きします。

にたくさんいるということで、できればそうい

○坂本幸一議長 建設課長。

う施設体制を充実させてほしいというのは一番

○近埜伸二建設課長 今現在、上山市空家等対

の願いですけれども、緊急の課題として、小規

策計画を策定中でございます。その中で、議員

模のグループホームとか、あるいは宅老所とか、 おっしゃるような形で、空き家の活用という形
これはその気になればすぐできるのではないか

で、それを検討してまいるという部分がござい

と思いまして今回問題提起したんですけれども、 ます。基本的には、計画に沿った形で、そうい
こうした小規模な介護施設といいますか、事業

う要望等があるとすれば、施策、支援等につい

所についての、どういうお考えを持って、今後

ても検討してまいりたいと考えております。

どんな可能性を持っているかということを、ち

○坂本幸一議長 守岡等議員。

ょっとお聞かせください。

○１番 守岡 等議員 ぜひ、そういう方向で

○坂本幸一議長 健康推進課長。

お願いします。

○尾形俊幸健康推進課長 施設サービスについ

前の一般質問でもお話ししたんですけれども、

ては、毎回、３年ごとの事業計画に基づきまし

そういう小規模のマンツーマン対応のいわゆる

てその需要のバランスを見ながら、必要であれ

宅老所、そういう予防施設というのは、とても

ば整備を進めていくというような形で対応をと

認知症対策として大変な効果を上げていると。

らせていただいております。

本来の介護の基本といいますか、そういうもの

－６１－

が、そういったグループホームとか宅老所には

く要介護認定を受けさせないような、こういう

あるのではないかと思っていますので、空き家

仕組みの導入かなと思って見ていましたが、本

を活用した、そうした宅老所とかグループホー

市では、そうではなくて、あくまでも選択権が

ムの設置を、ぜひ前向きに考えていただきたい

あって、早くそういうサービスを受けたいとい

と思います。

う場合には、この基本チェックリストを活用す

次に、今回の事業で、現行サービスが非常に
下回るのではないかという、これは私の問題提

るという、こういう答弁があったので、ぜひそ
ういう方向でお願いしたいと思っています。

起でしたが、まず今のサービス水準を維持する

いずれにしろ、この要支援１、２という方た

という、同じ基準で報酬も含めて維持するとい

ちは、何か軽度者とか、すごく軽い症状の人の

う答えがありまして、大変ありがとうございま

ような印象を受けるんですけれども、もともと

す。

要支援２というのは、要介護１に含まれていた

そこで、さらにお尋ねしたいんですけれども、 人たちであって、やはりいろいろな支援を受け
今回の地域総合支援事業の計画の資料を、以前、 れば入浴とかトイレができるという、こういう
見せていただきましたけれども、基本的には現

方たちでありまして、決して軽度という枠づけ

行サービス水準ということだったんですけれど

にはならない人たちでありますので、そうした

も、一部、いわゆる通所サービスＡの緩和した

問題意識を持って、この要支援の方のサービス

基準、いわゆる無資格者を導入した類型の計画

に当たってほしいと思います。

があると伺ったんですけれども、これはどうい

次に、ひきこもり者の問題です。これについ

うことなのか、ちょっと詳しくお尋ねします。

ても、今、生活自立支援センターの相談員のと

○坂本幸一議長 健康推進課長。

ころで対応を図っているというお答えでしたけ

○尾形俊幸健康推進課長 規制を緩和したサー

れども、やはりひきこもり者が、今、求めてい

ビスということでございますけれども、通所型

るのは、横のつながりといいますか、同じ境遇

のサービスＡといたしまして、無資格者という

にある者同士が連帯して、そういうコミュニケ

ことではなくて、こちら市内のあるデイサービ

ーションを図るという、こういうことが必要だ

ス事業所では、そこの中で時間を短く設定した

と思います。

デイサービスということで、そういった意味で

そういった意味では、やはりそういう相談員

の基準を緩和した中でのサービスの提供を、こ

の個別的な支援だけでなくて、そういう方々が

としの６月から実施するということで届け出を

集えるような、センターというように今回表現

出されているところでございます。

していましたが、そういうものが必要だと思う

○坂本幸一議長 守岡等議員。

んですけれども、この辺、いかがでしょうか。

○１番 守岡 等議員 わかりました。そうい

○坂本幸一議長 福祉事務所長。

う、決して無資格者によるサービスではないと

○土屋光博福祉事務所長 議員がおっしゃる集

いうことを伺いまして、大変安心しました。

いの場所ということでございますが、ひきこも

また、要介護認定についても、国ではこうい

りにつきましては、議員がおっしゃるように、

った基本チェックリストということで、なるべ

なかなかその原因、内容についてはさまざま、

－６２－

それぞれの方によって異なっておりまして、相

○坂本幸一議長 守岡等議員。

談があったとしても、主に家族の方からの相談

○１番 守岡 等議員 細かなそういう調査と

でございますが、家族の方からの相談があった

いうのではなくて、やはり大体の傾向を知るた

としても、今度、家族の方自体が家に入ってほ

めの調査というか、概略を知る取り組みという

しくないと。訪問しても、なかなか本人に会え

ふうなイメージでいるんですけれども、ぜひ、

ないという現状がございますので、まずは、当

私の身近な地区を調べるというか、民生委員さ

面、支援センターの個別訪問、それから相談で、 んの協力も得て聞き取っただけでもかなりいる
個別で、その方に応じた支援をしていきたいと

ということが明らかになっていまして、そうし

いう考えでございます。

た基本的なところを把握するだけでも、一つ意

○坂本幸一議長 守岡等議員。

味があるのではないかと思っています。

○１番 守岡 等議員 ちょっと順番を間違え

そして、やはりこれも私の周りの経験でしか

ましたが、そもそも、本市にひきこもり者と言

物を言えないんですけれども、ひきこもってい

われる方がどれぐらいいらっしゃるかというこ

る方たち、かなり何らかの精神的な障がいとい

とを、やはり調査する必要があると思います。

うか、そういうものを抱えていらっしゃるよう

先ほど出した秋田県の藤里町では、社会福祉協

に見受けられます。厚生労働省の調査でも、８

議会の職員を中心に、ほとんど全戸訪問のよう

割ぐらいの方が何らかの障がいを抱えていると

な形で調査をしましたけれども、そこまでいか

いう報告もありますけれども、やはり、そうし

なくても、例えば地区会長だとか民生委員さん

た面での対応が非常に重要になってくると思い

の協力を得て、自分の住んでいる地区で、どう

ます。

いう方々かという概略は把握していると思いま

その上で、本市の職員あるいは社会福祉協議

す。そうした方々の協力を得て、本市のひきこ

会の職員でも結構ですけれども、精神保健福祉

もり状況の、まず実態を明らかにする必要があ

士や臨床心理士という資格を持っている方がど

るのではないかと思いますが、いかがでしょう

れぐらいいらっしゃるか教えていただけますか。

か。

○坂本幸一議長 福祉事務所長。

○坂本幸一議長 福祉事務所長。

○土屋光博福祉事務所長 精神保健福祉士でご

○土屋光博福祉事務所長 実態調査につきまし

ざいますけれども、上山市生活自立支援センタ

ては、平成２５年に、山形県の民生協議会を通

ーの支援相談員２人が資格を持っております。

じまして、アンケートという形で県内全体の民

あと臨床心理士の資格を持っている職員は、ご

生委員を通じたアンケート調査を実施したこと

ざいません。

がございますが、実態調査となりますと、先ほ

○坂本幸一議長 守岡等議員。

ど申し上げましたように、個別に家に入ってい

○１番 守岡 等議員 ぜひそうした資格を持

かなければならないという問題もございますの

っている方がいらっしゃると思うので、その専

で、ただ現状で民生委員さんとかにお願いして

門能力を遺憾なく発揮してもらって、ひきこも

実態把握に努めるというようなことは、まず難

り対策を少しでも向上させていただきたいと思

しいのではないかと思っております。

います。

－６３－

最後に、私、ひきこもりの方の自立支援とい

子育て応援宣言については、２０１３年３月

うことでイメージしていることを二、三申し上

議会の一般質問でも取り上げました。市長から

げたいんですけれども、参考になるのは、イタ

は、宣言を行わなくても子育て支援を進めると

リアのボローニャというところなんですね。井

の答弁をいただき、その後、私の提案でもあっ

上ひさしさんの本でお読みになった方もいらっ

た合計特殊出生率の目標設定が「まち・ひと・

しゃるかと思いますけれども、ここでは、特に

しごと創生総合戦略」の中で数値目標と示され

知的障がい者の方々が、自分たちで農作物を栽

るとともに、第３子以降の保育料無料化が実施

培して、それを利用したレストランを運営する

されるなど、子育て支援が進められてきました。

んですね。しかも、レジというところにはレジ

これから、こういった子育て支援をどれだけ

スターという機械がなくて、障がい者が一瞬に

少子化の緩和や未来を担う子どもたちの成長に

してパッと暗算で計算するという、そういう場

つなげられるか。また、支援のさらなる充実や

面がありました。これは、藤里町でも実際にや

子育て世代のニーズにも応えていくということ

られているそうなんです。

が重要となってきます。

こういうふうに、その人がいろいろな障がい

そのためには、市民が一丸となって子育てを

を持ちながらも、持っている能力を生かして自

応援していこうということを示す子育て応援宣

尊心を培うような、こうした取り組みがやはり

言をして、子育て世代を応援する意識を向上さ

必要ではないかと。

せることや、少子化による本市の将来の危機回

あと、私の義理の母親が盲学校の教師をして
いたんですけれども、今回の温泉健康施設とい

避について、市民一人一人が取り組んでいくこ
とが必要と考えます。

う話を聞いて、ぜひお風呂から上がったら、盲

ことしの日本共産党議員団の行政視察で、兵

学校の生徒や、あるいは卒業生のマッサージな

庫県相生市の「子育て応援都市宣言～定住・子

んかもそういうところで活用してもらって、さ

育て支援事業について～」を調査研究してきま

まざまな、今、カミンの問題とか温泉健康施設

した。相生市は、人口３万１，０００人、今年

の建設の問題がありますけれども、ここにおい

度一般会計当初予算は約１３０億円、人口規模

ても、そういったひきこもり者とか障がい者の

は本市と同じ自治体です。

自立支援につなげるという観点をぜひ持ちなが

相生市では、２０１１年４月から「子育て応

ら検討していただきたいということを、最後に

援都市宣言」を行い、子育て世代をターゲット

お願いして、質問を終わります。どうもありが

に定住促進を図っています。子育て支援事業と

とうございました。

して、新婚世帯家賃補助、出産祝金支給、給食

○坂本幸一議長 次に、２番井上学議員。

費無料化などの主な施策１１を「１１の鍵」と
して市内外へのＰＲを展開しています。

〔２番 井上 学議員 登壇〕
○２番 井上 学議員 日本共産党議員団、井
上学です。子育て支援について質問します。
まず初めに、市民が一丸となる子育て応援宣
言について質問します。

この１１の事業費は、約３億１，５００万円
です。「子育て応援都市宣言」と、こうした子
育て支援策により、年間出生数は２００人以上
を維持しています。相生市での各種施策に対す

－６４－

る反響として、なぜ子育て世代だけの支援なの
か、高齢者福祉サービスが後退するのではない
か、短期で終わってしまうのではないかなどの
意見がありましたが、子育て応援を家庭、地域、

だと考えますが、市長の見解を伺います。
次に、高校卒業までの医療費無料化について
質問します。
市長、行政の尽力で中学卒業までの医療費が

学校、行政、みんなで支えることが活力のある

無料となり、本当に市民が喜んでいます。そし

元気な相生市へとつながるのだと、「コスモス

て、高校卒業まで無料化を望む声も多く寄せら

トーク」と名づけた市民対話集会などを通じて

れています。

説明し、議会、市民等からの理解を得ています。

市長は以前、同僚議員の一般質問の答弁で、

また、施策実施後、子育て世代からは「子育

まずは県内どの自治体でも同じ基準で実施され

てに精神的な余裕ができ、子どもに向き合える

ることが望ましく、県に市長会で働きかけを行

ようになった」「子育てするにはとてもよく、

っているところだとありました。私も医療費の

住みやすい」「子育ての助成だけでなく、妊婦

無料化については、県や国が責任を持って行う

への助成も手厚い」「これから妊娠、出産を考

べきと考え、市長の努力に感謝します。

えるなら、ぜひ移住すべき」などの声があり、

これまでも、医療費無料化の拡充では、県と
の兼ね合いや国からの制限を考慮し、現在に至

大変好評のようです。
子育て応援都市として、子育て世代への周知

っています。高校卒業までの医療費無料化につ

割合は８割を超えています。つまり、市民が相

いても、同じように、県への働きかけを行いな

生市で子育てをしていこうと考える基盤となっ

がら、市民の声に応えていくことが重要と考え

ているのではないでしょうか。

ます。

本市で「子育て応援宣言」を行う際は、少子

高校生の子を持つ保護者の方の話では、高校

化、人口減少という問題意識のもと、それを解

生はけがでの医療費負担が多く、大変だという

決するための大きな手だてとして、子育てを市

ことを聞きます。高校卒業まで完全に医療費無

民みんなが一丸となり応援していくということ、 料化がなされることが望ましいですが、中学卒
子どもたちは未来の上山を担う大切な宝として、 業までの拡充のときのように、初めは入院費無
より一層支援を強めていくこと、この２点を示

料などの制限つきで実施し、さらに経済的に大

すことが重要と考えます。

変な世帯を対象にするなど、段階的な無料化を

そのために、市民が子どもと楽しみながら触
れ合えるイベント、例えば昔遊び、おもちゃづ

検討することが拡充への道となると考えます。
市長の見解を伺います。

くり、作物栽培など、自分の経験などを生かし

次に、学校給食の無料化について質問します。

た子育て応援ができるイベントを企画すること

学校給食を無料にし、保護者の負担軽減を図

や、子育て世代と市民が話し合いながら、子育

ることは、子育て世代に有益な施策であり、イ

てをどのように応援してもらいたいか、応援し

ンパクトも強く、子育て世代を呼び込むことに

ていきたいかを考える場を設けるなど、子育て

つながると考えます。また、子どもの貧困が広

応援宣言により、明確に本市の子育て支援策を

がる中、子どもに給食を保障することになり、

示し、応援していく姿勢を打ち出すことが必要

保護者も子どもも安心して教育を受けられる心

－６５－

が整備されているものと考えておりますので、

のよりどころともなり得ると考えます。
子育て応援宣言の質問の際に紹介した兵庫県

これも現時点では、さらなる対象者の拡大の考

相生市でも、学校給食の無料化を実施しており、 えは持っておりません。
それだけの影響ではないと考えますが、年間出

○坂本幸一議長 教育長。

生数２００人以上となっています。施策だけで

〔古山茂満教育長 登壇〕

比べれば、本市でも学校給食無料化を行えば、

○古山茂満教育長 ２番井上学議員の御質問に

出生数の増加が見込めると考えます。

お答えいたします。

また、給食費の滞納や未納の問題も解決され

学校給食の無料化について申し上げます。

ると考えます。相生市では、市立幼稚園６園、

学校給食の無料化につきましては、子育て世

小学校７校、中学校３校で栄養のとれた給食を

代の経済的負担の軽減を図ることで、定住人口

無料化にするため、約１億８００万円の予算を

の増加につながるとの期待もありますけれども、

投じています。本市で実施する際にも、大きな

子育て支援として、かみのやま寺子屋事業にお

事業費になるかと思いますが、消滅の可能性が

ける対象児童の拡充、また、学校教育支援員の

ある自治体から脱却するためにも、また本市の

配置などの施策を実施し、総合的に教育環境の

未来を担う子どもたちの幸せのためにも、学校

充実に努めておりますので、現時点での実施の

給食の無料化を実施すべきと考えますが、教育

考えは持っておりません。

長の見解を伺います。

○坂本幸一議長 井上学議員。

○坂本幸一議長 市長。

○２番 井上 学議員 子育て応援宣言、第７

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

次上山市振興計画の「はぐくむ」の部分に含ま

○横戸長兵衛市長 ２番井上学議員の質問にお

れているので、宣言は行わないというような答

答えいたします。

弁でした。

初めに、市民が一丸となる「子育て応援宣

私も、ここに載っていることを、やはり宣言
として掲げることが、市民のより一層の子育て

言」について申し上げます。
子育て支援に関する方針は、第７次上山市振

支援意識の向上という部分につながるのかなと

興計画基本構想における施策の大綱の一つ、

いうふうなことで、ここの部分を特化して宣言

「はぐくむ」の中で、市民と一体となり総合的

にという趣旨での質問です。

な子育て支援策として進める考えを示しており

ここにもあるように、めざそう値として子育

ますので、改めて子育て応援宣言を行う考えは

て環境が充実していると思う市民の割合、全体

現時点では持っておりません。

１６％、それを平成３５年までに３５％という

次に、高校卒業までの医療費無料化について

ようなところですが、この目標を達成するため
にも、やはり宣言という形で明確に子育て支援

申し上げます。
現在、病気にかかりやすい乳幼児から中学３

を応援していくんだということを示したほうが、

年生までの医療費無料化を実施していることで、 私はよりいいと思うんですが、市長、再度お願
医療費負担が大きい子育て世帯への一定の支援

いいたします。

が図られ、安心して医療機関を受診できる環境

○坂本幸一議長 市長。

－６６－

○横戸長兵衛市長 先ほどの質問の中で、相生

は、子育て支援ではないかというところであり

市のことが話されておりましたけれども、相生

ます。

市の１１項目、私も見せていただきました。あ

それから、市民からもやはり子育て支援を充

れはやはり相生市の総合的な子育て支援策だと

実しているという声を聞く半面、なかなかそれ

思うんですよね。ですから、決してそれが宣言

が、子育て世代はわかっていても市民全体に伝

したからということではなくて、例えば、日本

わっていっていない、支援が充実しているとい

一健康都市づくりなんてよくありますけれども、 うことが市民に伝わっていない。また市外の人
それも結構だと思います。結構だと思いますけ

も、これはちょっとどうかなと私も考えるとこ

れども、やはり、そういった第７次上山市振興

ろなんですが「上山市出身なの」というふうな

計画、最上位の計画の中で示している施策でも

中で、なかなか上山市の支援って、そこの方が

ございますので、それは逆に言えば、それを

住んでいるところと比べたらどうだよねという

粛々と実行させていただいて、市民の皆さんが

部分があります。

「上山市子育て頑張っているんだね」という意

私はそうとは思いません。そうした部分を市

識といいましょうか、あるいはそういった思い

外にも示していくためにも、でもやはりまずは

というものを持っていただくということが、よ

市民が、子育て応援をしていくんだということ

り大事だと思いますので、余りいろいろな宣言

を一丸としてしていくためにも、宣言という形

とか条例をつくりますと、戸惑うところもござ

ですることが最も、この第７次上山市振興計画

いますので、今回はあえて、そういう形で答弁

の一番最初にあるので、もう宣言したと同等だ

をさせていただきました。

と私なりには受けとめるところなんですが、対

○坂本幸一議長 井上学議員。

外的にもなかなか振興計画を市民のものにして

○２番 井上 学議員 余りいっぱいそういう

いかなくてはいけないという中での、明確には

宣言をすると、という部分はよくわかるんです

どうなのかなと、宣言という形で子育て応援を

が、やはりそういった中でも、私の考えなんで

ピックアップしたほうがいいと思うんですけれ

すけれども、人口減少対策に一番寄与する部分

ども、そういった点で、もう一回、お聞きいた

というのは、私は少子化の対策だと思います。

します。

移住に関しては、午前中にも一般質問答弁にあ

○坂本幸一議長 市長。

ったと思うんですけれども、県内から県内の移

○横戸長兵衛市長 今、井上議員がおっしゃる

住では、やはり社会全体はよくならないと。解

ことはもっともだと思います。それは我々行政

決していくためには、根本となる子どもが、合

と共有している部分だと思います、内容的には。

計特殊出生率というのも目標で示されましたけ

ですから、それを表に出すか出さないかという

れども、生涯に女性が大体２．０８人ぐらい産

ような部分もないわけではないわけでございま

めば世の中うまく回っていくんだという指数で

すが、しかし我々としては、もう少し総合的な

すが、やはりそこが本市だけでなく全体を考え

子育て支援というものを、あるいは先ほどの繰

た場合でも重要な部分で、そこを一番に考えて

り返しになりますけれども、出会いからという

いくとすれば、やはり一番早く効果が上がるの

ようなことも含めて、もっときっちりしたもの

－６７－

をつくっていくということで、まず第一義的に

よろしくお願いします。

は対応させていただきたいということでござい

○坂本幸一議長 市長。

ます。

○横戸長兵衛市長 井上議員も、子どもさんを

○坂本幸一議長 井上学議員。

持っておられるという立場からの質問で、大変

○２番 井上 学議員 わかりました。前回質

説得力があるなと常に感じているところでござ

問したときも触れたんですが、日銀総裁の話で

いますが、今回は意外と直接的な部分が来たの

す。総裁がデフレ脱却にどういう手だてもする

で私も戸惑っておるところでございますが、医

と言ったら株価が上がったという話、金融経済

療費につきましては、やはりある一定の線を引

用語では口先介入と言うらしいんですが、前回

くということが大事だと思いますので、中学３

も言いましたが、本当に市民のために尽くして

年生というのは義務教育だということの線だと

いる市長が、本当に子育て応援をすると宣言す

思っています。

れば、そんな単純な問題ではないですけれども、

これが高校、大学となりますと、またこれ、

そういったことで、じゃあ頑張るかという方が

自由というとおかしいんですけれども、入って

ふえると期待していますので、ぜひそういった

も入らなくてもいいということも考えられるわ

ことを宣言していただきたいのは本当にあるん

けですから、その辺についての線引きというこ

ですが、そういった第７次上山市振興計画の中

とで、中学３年生までということにさせていた

でも示されてありますので、常々発信していっ

だいたところでございます。
ただ、この件につきましても、前に答弁させ

ていただきたいと思います。
次に、高校生までの医療費無料化についてで

ていただきましたように、ある程度直接的なも

す。中学生までになって充実しているから、現

の、間接的なものというものを、もう少しすみ

在のところは考えていないということですが、

分けをして、間接的な部分において将来につな

やはり、私もいろいろお話を聞いている中で、

がるものとか、そういうこともあわせてやって

やはり高校生までの医療費無料化をしてほしい

いかなければというようなことでございます。

と、「早くしてくれないと、俺の子ども高校卒

ですから、そういう意味におきましては、こ

業する」なんていうことも聞かれるくらい、子

の部分については、やはり中学３年生までとい

育て世代からは望まれることです。

うような考え方で、現時点では考えています。

なので、１問目でも申しましたが、いきなり

○坂本幸一議長 井上学議員。

完全無料化というのはやはり難しいと思うんで

○２番 井上 学議員 わかりました。線引き

すけれども、段階を経てそういったことに向か

という部分で、中学卒業、義務教育までという

うんだと。もちろん１問目で言ったとおり、基

市長の線はよくわかったんですけれども、考え

本は国や県がそういったところまで拡充すると

方によっては１８歳、大人になる前までという

いう考えで、私、市長と同じですが、やはりそ

線の引き方もあると思いますので、ぜひその辺

れにしても、市民の声に応えるという部分に関

は御検討いただいて、またいろいろな側面から

しては取り組んでいかなければいけない課題だ

という部分もありますので、まずは、少しでも

と思いますので、その点を踏まえて、もう一度

１８歳、高校卒業までと言いましたけれども、

－６８－

１８歳というところでの前進が見られるような

ったような、子育て支援についての直接的な支

ことを示していただければ、まず市民の方も、

援をするということでなくて、先ほど申し上げ

子育て世代も少しは安心できる部分がなると思

ましたような、かみのやま寺子屋事業における

いますので、ぜひそういったことの検討のほう

対象児童を拡充していく、それから学校教育支

も、よろしくお願いいたします。

援員の配置で、間接的な地道な取り組みで効果

次に、学校給食の無料化について、現時点で

を上げていきたいと考えているので、先ほど申

は考えていないというようなことですが、本当

し上げましたように、現時点では実施の予定は

に私は相生市に行って、学校給食の無料化、行

ありませんということをお答えしました。

政としては大変な部分、財政的な部分やさまざ

○坂本幸一議長 井上学議員。

まあるということも勉強しながら、でも子育て

○２番 井上 学議員 地道な活動も、私も本

世代には有益なものだと。

当に重要だと感じていますので、そういったと

その一端としまして、夕食時に同僚議員と食

ころで支援を深めていっていただきたいのと、

事に行ったときに、愛媛からちょうど来た方と

やはり現時点ではというところでありますので、

同席する機会がありまして、私たち山形から子

いつかの時点でという部分で考えられるのかな

育て支援について相生市に勉強しに来たんだと

というふうに言ったので、これは本当に、市長

いうようなことを話ししたら、開口一番に「あ

が言ったようなサービス競争になってはいけな

あ、相生は学校給食無料だもんね」というよう

い、サービス競争という観点から持ち込んでは

な話が出てきました。

いけない学校給食無料化だとは思いますが、山

やはり、そのくらい近隣にもだし、市民の方

形県内の他自治体でもこういった取り組みが広

とその件について話す機会はなかったのですが、 がっていると思います。それについて、何か感
やはりさまざまな施策を鑑みた場合でも、予算

じるところがありましたら、お知らせ願います。

の部分に関しても、大体子育て支援の３分の１

○坂本幸一議長 教育長。

ぐらいが学校給食無料化というものに充てられ

○古山茂満教育長 山形県内で行われているの

ているという部分で、ぜひとももう一度検討し

は、尾花沢市とか南陽市とか、それから村山市

ていただきたいと、これも率直にお聞きしたい

とか、そういうようなことで行われているわけ

んですが、どうでしょうか。

ですけれども、具体的にその取り組みがどうい

○坂本幸一議長 教育長。

う効果をあらわしているかということについて

○古山茂満教育長 議員もおっしゃるとおり、

は、私自身はちょっと認識していませんので、

この中で、先ほどありました「それだけの影響

管理課長から答えていただきます。

ではないと思うんですが」という言葉があった

○坂本幸一議長 管理課長。

わけですけれども、年間２００人出生人口があ

○太田 宏管理課長 県内での実施の状況とい

るというようなことで、無料化のことについて

うことですけれども、今、教育長がお話ししま

だけ、それだけではないと思いますがという、

したように、尾花沢市、村山市、南陽市で第３

そういうことで、検証してみないとなかなかわ

子以降の給食費の無料化ということで、多子世

からないんですけれども、先ほど市長からもあ

帯への経済的援助というような観点から行われ

－６９－

ていると聞いてございます。
○坂本幸一議長 井上学議員。
○２番 井上 学議員 わかりました。私が目
指すのは完全というか、全ての子どもというふ
うな部分なので、そういった部分では、県内で
も取り組まれているところはないということは
わかりました。
しかし、そういった中でも、少しずつでも進
んでいるのではないかというようなことで、本
市においても、ぜひ考えていただきたいと。本
当に私も小学校時代、給食、本当に大変楽しみ
で思い出深いものでありました。それが、もし
無料化になったとすれば、やはり子どもたちも、
「うちらの市では給食無料だったんだぜ」とい
うふうな愛着とか、そういったところにもつな
がるのではないか。そういった部分も含めて、
今後、検討していっていただきたいと申し上げ、
私の質問を終わります。

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

散

会

○坂本幸一議長 以上で本日の日程の全部を終
了いたしました。
これをもって散会いたします。
御苦労さまでした。
午後 ４時１３分 散 会

－７０－

