
��������

'�����	

���

>����������



�����>� '������	 �
�

������������

���� !"#��$%

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

4

5

6

(

759

: ; < = ?

: @ABCDEFHIJKLMNOPAQJRSTU
VWX
7:9 YZ[\]A^_`abcdefJgh
7i9 @ABCDEFHIKLTjkl&
749 [&mnAopqrstu`afJgh
i vwxyKzsUVWX
7:9 vw{|EDEJ}~��S
7i9 ��@A���@A�kJ��
749 i��J;�����

�����

i � � � �

: �������� ¡J¢£¤UVWX
7:9 �� ¡U¥¦PA§J¨©ªe
7i9 �� ¡«k��¬J®¯r
749 mnAopqrskJ°±
7²9 ³´µ}~¶·��J¬¸¹

����º

4 »¼ »½¾¿

: ÀÁÂÃ¥K ¡JzsUVWX
7:9 ÀÁÂÃ¥KÄÅ¿k¦PÆÇJ�È
7i9 ÉÊËÌÍÎ�JÏ�
749 ÉÊÐÑÒ¹ÓJÔ�
i ÕÖÄ×ØÙÚAÀÛJqÜTKUVWX
7:9 ÝÞÛJß}

à ÝÞÛáâ`aJKL
ã ÝäqåfJqÜ

7i9 ÝÞÛæçJAÀÛJß}
à áâJèés
ã êë´�JÀìqÜ

�º��í

² î ï �

: vw�ðñ�òóXôõ¦Wö÷JøùUVWX
7:9 úûü¶ýþJÿ)

à AJ����,J����
ã ü¶���¡	
 ¡J��zs
� ÐÝÒJ����J��

7i9 #rJó���Ä�S��Pã��IF�� 
�!J"$\%
à ã��IxyJß}
7à9 ã��I&ó�ÍÎJÏ�
7ã9 ã��I'(J*+

�í�Hí



� m � k O ò

: ��IJ¢�øù ¡UVWX
7:9 ���J�E�U�ôÚ�qxy	
kôX

JøùJT�r
à ���SR���J¢£¤
ã 8´���{E�C�IDEJ�È

Hí�HH

6 9 � � �

: �&L&J��UVWX
7:9 �&¸�JÏ�

à %&����Jøù
ã %&��lJ¸����EJ�e

7i9 2 !"p#$&'ÜpJøù
i 7>(9\])*k"+,-./kJ01UVWX
7:9 A34567MN:;E<HãIfJ01U

VWXJ`aüøù
4 ,-=?��JøùU¨@AÚBCJD;UVW
X
7:9 AEJFGJ¢*×U�P,-HEC�IJ

J�*
7i9 ,-CJKLÓÄ��PME��Jzs

HH�ººº



－４５－ 
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議事日程第２号 

    平成２９年３月６日（月曜日）午前１０時 開議 

 

日程第 １ 一般質問 

      （予算特別委員長報告） 

日程第 ２ 議第 ２号 平成２８年度上山市一般会計補正予算（第７号） 

日程第 ３ 議第 ３号 平成２８年度上山市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第 ４ 議第 ４号 平成２８年度上山市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ５ 議第 ５号 平成２８年度上山市農業集落排水事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第 ６ 議第 ６号 平成２８年度上山市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

    （散  会） 

 

                                             

本日の会議に付した事件 
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出 欠 席 議 員 氏 名 

出席議員（１５人） 
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  ７番   佐  藤  光  義  議員    ８番   尾  形  み ち 子  議員 

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

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

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

 １５番   坂  本  幸  一  議員 

 

欠席議員（０人） 
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説 明 の た め 出 席 し た 者  

 

横  戸  長 兵 衛 市 長  塚  田  哲  也 副 市 長 

鈴  木  英  夫 
庶 務 課 長 
(併)選挙管理委員会 
事 務 局 長 

 鈴  木  直  美 市政戦略課長 

金  沢  直  之 財 政 課 長  舟  越  信  弘 税 務 課 長 

鏡        順 市民生活課長  尾  形  俊  幸 健康推進課長 

土  屋  光  博 福祉事務所長  冨  士  英  樹 商 工 課 長 

平  吹  義  浩 観 光 課 長  前  田  豊  孝 
農 林 課 長 
（併）農業委員会 
事 務 局 長 

藤  田  大  輔 農業夢づくり課長  近  埜  伸  二 建 設 課 長 

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

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

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

教 育 委 員 会 
学 校 教 育 課 長 

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

教 育 委 員 会 
スポーツ振興課長 

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

農 業 委 員 会 
会 長 

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

 

                                             

事 務 局 職 員 出 席 者 

 

佐  藤     毅 事 務 局 長  遠  藤  友  敬 副 主 幹 

渡  邉  高  範 主 任  後  藤  彩  夏 主 事 
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開  議 

 

○坂本幸一議長 おはようございます。 

 出席議員は定足数に達しておりますので、こ

れより直ちに会議を開きます。 

 本日の会議は、お手元に配付いたしておりま

す議事日程第２号によって進めます。 

 

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

日程第１ 一般質問 
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○坂本幸一議長 日程第１、一般質問でありま

す。 

 初めに、１３番大沢芳朋議員。 

〔１３番 大沢芳朋議員 登壇〕 

○１３番 大沢芳朋議員 皆さん、おはようご

ざいます。 

 議席番号１３番、会派蔵王、大沢芳朋でござ

います。 

 通告に従いまして、順次質問させていただき

ます。 

 まず最初に、都市マスタープランの策定から

見る市政のあり方。第７次上山市振興計画目標

達成への影響ということで質問させていただき

ます。 

 市町村マスタープラン、いわゆる都市マスタ

ープランは、市町村の区域を対象とし、より地

域に密着した見地から、その創意工夫のもとに

市町村の定める都市計画の方針を定めるもので

す。都市計画法第１８条の２第１項によると、

市町村は、議会の議決を経て定められた当該市

町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区

域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市

町村の都市計画に関する基本的な方針を定める

ものとするとされており、第１８条の２第４項

には市町村が定める都市計画は、基本方針に即

したものでなければならないと定められていま

す。 

 市町村の都市計画に関する基本的な方針であ

る市町村マスタープランは、住民に最も近い立

場にある市町村が、その創意工夫のもと住民の

意見を反映し、まちづくりの具体性ある将来ビ

ジョンを確立し、地域別のあるべきまちの姿を

定めるものです。また、市町村マスタープラン

は、当該市町村を含む都市計画区域マスタープ

ラン、議会の議決を経て定められた当該市町村

の建設に関する基本構想に即したものとなって

おります。 

 本市では、平成２８年３月に第７次上山市振

興計画を策定し、平成２８年度をその実行初年

度として平成３５年度までの８年間、計画に基

づき、さまざまな施策が実行されます。 

 日本全体が抱える少子高齢化、人口減少問題

は本市においては特に顕著であり、これを初め

としたさまざまな問題と向き合い解消していく

ためにも、第７次上山市振興計画の年次ごとの

施策の実現とその検証は不可欠と考えます。 

 第７次上山市振興計画の中でも、土地利用の

基本的配置に関しては、市の中心部、既成市街

地、市街地周辺部等、市内全域をそれぞれ区分

した上で、公共の福祉を優先させ、自然環境の

保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済

的及び文化的条件に十分配慮して、市民の健康

で文化的な生活環境の確保と市土の持続可能な

発展を図るため、総合的かつ計画的な利用を進

める旨が記載されております。 

 本市では、これまで平成８年３月の第５次上

山市振興計画に基づき、平成１０年に上山市都

市マスタープランを策定し、その１０年後の平

成２０年に第６次上山市振興計画策定を受け、

都市マスタープランが改定されております。都

市マスタープランは目標年次を平成２７年と定

めており、第７次上山市振興計画には長期的視

野に立ったまちづくりの方向性を示し、持続可

能でかみのやまの特性を生かした個性と活力あ

るまちづくりを進めるため平成２８年度に都市

マスタープランを見直すことが明記されていま

す。 

 また、平成２８年３月議会の予算委員会でも、

平成２７年度に策定のための準備をし、平成２



－４８－ 

８年度に上山市都市マスタープランを策定して

いく旨の答弁が建設課長からありましたが、平

成２８年度中、３月末日までの上山市都市マス

タープランの策定がなれさるかについては疑問

を感じざるを得ないところです。 

 都市計画法第１８条２の第２項によれば、市

町村は基本方針を定めようとするときは、あら

かじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映する

ために必要な措置を講ずるものとするとありま

す。平成１０年３月のマスタープラン策定の際

は、市民参加のまちづくりの推進のための過程

において、説明会や公聴会の開催、ヒアリング

調査やアンケート調査を実施し、プランの合意

を得、実現化のための市民による委員会や協議

会などのワークショップを開くなど、市民とと

もに基本構想の実現に向けた歩みがありました。 

 より実効的な上山市都市マスタープランの策

定を進めるには、学校教育との連携、公開討論

会、シンポジウムなど多角的な手法による積極

的な広報や啓発活動を重ねながら、市民が参入

しやすい組織づくりをしていくことが大切だと

考えています。 

 現在、市民との本市の土地の利活用について

の意見交換会や、都市計画審議会等も開催され

ておらず、上山市都市マスタープランを策定す

るに当たり、将来に向けた市土の利活用につい

て市民と意見を共有するという重要なプロセス

を考えたとき、絶対的な時間が不足していると

言わざるを得ない状況です。 

 長期的視野に立ったまちづくりの方向性を示

し、適正な土地利用を図るため、土地利用に関

するさまざまな計画の中でも上位に位置し、第

７次上山市振興計画の中でも国土利用計画など

と並び、土地利用に関して特に重要な計画であ

る上山市都市マスタープランを速やかに策定し

なければ、年次目標の達成はおろか、第７次上

山市振興計画の実施初年度から計画自体が絵に

描いた餅との印象を市民に与え、まちづくりに

対する市民の意識低下を招くことも考えられま

す。 

 第７次上山市振興計画の目標達成に当たって

は、数値目標の達成はもちろんのこと、明文化

した事項に対する責任と実行が重要であると考

えます。 

 第７次上山市振興計画が進行し始めた今、時

機を逃すことなく、速やかに上山市都市マスタ

ープランを策定し、豊かな自然・文化環境の保

全を行い、伝統ある城下町、温泉街、宿場町の

面影を残す風光明媚な市土の有効な利活用を図

り、市民とその役割を共有・明確化し、ともに

まちづくりを進めることが第７次上山市振興計

画の年次目標達成につながると考えますが、市

長の御所見を伺います。 

 また、平成２８年度現在時点での上山市都市

マスタープランの策定に当たっての取り組みと

進行状況と今後の具体的な取り組み方針、実際

の策定時期を何年にするのか、あわせてお伺い

いたします。 

 次に、次期中心市街地活性化基本計画に与え

る影響についてであります。 

 平成２４年１１月３０日に認定された上山市

中心市街地活性化基本計画は、平成２９年３月

までの期間にわたっての計画で、本市市街地中

心部の９７ヘクタールに適用されるものです。

４年４カ月の間、中心市街地活性化基本計画に

基づき、上山城に至る道路の美装化や高齢者サ

ロン設置事業による「まじゃれ」の設置、中部

地区公民館の整備等が行われてきました。 

 本市においては、これに続く次期中心市街地

活性化基本計画の策定を予定しており、そのた
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めの市民との意見交換会などに取り組んできま

した。 

 中心市街地のさらなる活性化に加え、上山二

日町ショッピングセンター協同組合の自己破産

に伴う中心市街地を初めとする本市への影響を

受け、中心市街地におけるカミンの再生整備に

向け、平成２９年度中におくれることなく次期

中心市街地活性化基本計画を策定し、一刻も早

く中心市街地のあり方と今後の方向性を市民と

共有すべきと考えています。 

 しかし、まちづくりの基盤でもある上山市都

市マスタープラン策定におくれが発生すれば、

中心市街地活性化基本計画の策定に影響を与え

ないのか、計画の重要度や優先度を取り違えて

いないのか、住民の一人として不安を感じてい

ます。 

 上山市都市マスタープラン策定がおくれた際

の次期中心市街地活性化基本計画への影響につ

いて、市長の御所見をお伺いします。 

 次に、結婚支援策強化について質問いたしま

す。 

 全国的に人口減少、少子化が問題になってい

ることは言うまでもありません。本市において

も、少子高齢化が急速に進んでおり、将来を見

据えたとき、果たして本市の産業の担い手不足、

介護、子育て、そして経済がうまく循環するの

か、不安で仕方ありません。その少子化の原因

の一つが晩婚化、非婚化、未婚率の上昇であり、

社会に及ぼす影響は大きく、早急に取り組まな

ければいけないのが現状であります。 

 本市の第７次上山市振興計画の第１章、はぐ

くむ「笑顔いっぱいのまち」に、結婚や子育て

環境を充実しますとあり、現状と課題として、

「若者の出会いの場が少なかったり、結婚を後

押しする人が減少したりしていることが婚姻数

の減少につながり、少子化の一因となっていま

す。そのため、仲人役を担う人を養成するなど

して、結婚につながる出会いの場を創出するこ

とが求められています。」と記載されています。

方針としては、結婚に関する講座や研修会を開

催するとともに、仲人を担う方の協力を得なが

ら結婚しやすい環境づくりを進めることが記さ

れております。 

 本市では、平成２７年度から仲人養成講座を

開催するなど結婚を支援するための施策が始ま

りました。平成２７年度は２回開催され、参加

延べ人数が２０名、平成２８年度も２回開催さ

れ、３０人の方が参加してくださっており、現

在５人の方がサポーター登録をしていただいて

おります。また、先月１２日には、バレンタイ

ンズパーティーと銘打って婚活イベントが開催

され、今月１１日には御両親様向け婚活講演会

＆お見合い相談会が開催される予定です。 

 この取り組みに対しましては、平成２７年度

の第７次振興計画策定後、速やかに対応してい

ただき感謝している者の一人であります。しか

しながら、仲人養成講座に参加させていただい

た者として、今回、１つ目として、組織づくり

について提案させていただきます。 

 今まで４回開催された仲人養成講座では、講

師を招いての講演会等を実施し、仲人さんの心

構え、成婚までの流れ、独身者への心配り等々

を勉強させていただき、考えることもたくさん

ありました。一歩一歩取り組んでいかれると認

識しておりますが、仲人を養成し、サポーター

になっていただいた後の取り組みが不透明で見

えてきません。 

 また、約５０名の養成講座受講者がおりまし

たが、登録をしてくださった方が５名と少なく、

今後も養成講座を開催するということですが、
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果たして今後サポーターがふえるのか疑問です。 

 婚活事業が成功している富山県南砺市では、

一般公募、自治振興会及び婦人会等の各団体か

ら推薦された会員によって組織され、各地域に

おいて独身男女の婚活指導相談などを行い、地

域を挙げた婚活支援の雰囲気を醸成させており

ます。 

 このような取り組みが進んだ背景には、市の

主導で結婚を支援する組織体制をつくることか

ら始めたのが大きな要因であります。この組織

は、商業施設内に相談窓口を設置し、気軽に相

談できる雰囲気をつくることから始め、結婚支

援を希望する人から会員として登録してもらい、

組織が希望者の情報を把握することで、結婚支

援希望者に対する有益な情報の提供や相談支援、

仲人支援などを効果的に行うことができるシス

テムを構築しております。 

 この事業により、結婚支援希望者の登録も増

加し、さきに述べたサポーターの登録者もふえ

ております。サポーターの取り組みも明確にし

ており、サポーターは、システムへの会員登録

の加入促進、イベント情報の紹介、結婚希望者

への世話焼きを行うことが主な内容となってお

り、組織との連携により、これまで７５組の成

婚につなげることに成功しております。 

 そこで、本市においても、しっかりした実効

的な組織づくりをする必要があると思われます。

本市では、福祉事務所が窓口になり事業を推進

していると把握しておりますが、地域の実情、

業務の内容、職員体制や仕事量などを考え合わ

せた場合、現在、取り組んでいる結婚支援策を

さらに進めていけるのか、不安に感じておりま

す。 

 そこで私は、庁舎以外に活動拠点を置き、結

婚活動を積極的に支援するため、市主導で「婚

活倶楽部かみのやま」を開設し、本気で結婚を

考える皆さんにさまざまな出会いの場を提供す

るために、入会費、年会費無料の倶楽部組織を

立ち上げ、支援できないかと考えております。

運営は、委託や嘱託専任者を雇用し、結婚支援

に専従する人を確保することが重要と考えます。 

 業務については、会員の情報管理、婚活イベ

ントの開催、結婚サポーターの活動拠点など結

婚支援に対する取り組みが主な内容となりま

す。会員の情報管理については、会員情報シス

テムの運用や会員向けの情報発信などをするこ

とで、希望者の意図に即した支援等が可能とな

ります。 

 婚活イベントの開催については、男女の出会

いの場を提供するとともに、例えば本市の歴史、

文化や食、産業などの地域資源を結集し、多様

なテーマを設定した事業を展開するなど可能性

が広がります。 

 結婚サポーターの取り組みとしては、結婚サ

ポーターが定期的に仲人、婚活に係るイベント

企画や情報交換、カルテ作成や打ち合わせ等を

行うことで、必ずや多くの方々を成婚に導いて

いけると確信しております。 

 人口減少社会の中、婚活支援に対する行政の

意気込みを市内外に発信し、本市全体で支援す

る機運を盛り上げ、活気ある地域社会を構築す

るためには、しっかりとした機能を持つ実効的

な結婚支援の組織づくり、活動拠点の設置は不

可欠だと考えています。結婚サポーターの組織

づくりについて、市長の御所見を伺います。 

 さらに、近隣の市町及び姉妹都市・友好都市

と連携しながら婚活に関する多様な事業を展開

することで、婚活支援活動の輪や可能性が広が

り、強化が図られると考えます。婚活支援に関

する姉妹都市・友好都市等との連携について、
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市長の御所見を伺います。 

 最後に、２５歳かみのやま大同窓会の開催に

ついてでありますが、本市では、成人式以降、

各中学校出身者で集まる同窓会などは各学校単

位で開催され、年齢からいえば厄年等、区切り

のよい年齢で同窓会等が地元で行われておりま

す。 

 そこで、私は２５歳の若者が集うかみのやま

大同窓会の開催を提案いたします。 

 成人式が終わり、５年がたち、２５歳になっ

た高校卒業生は社会人になり７年がたち、立派

な社会人となっていることと思いますし、大学

出身者は卒業３年目でさまざまな経験を積み、

日々自己研さんに努めており、立派な社会人と

して活躍している時期と感じております。２５

歳になり、結婚に対しての認識も出始めている

ときに２５歳の同窓会を開催することで、同年

代が集まり、社会での悩みや結婚や恋愛観など

さまざまな考えに共感したり、刺激を受けたり、

再会や新たな出会いができるものと考えます。 

 参加対象は、上山市内の中学、高校の卒業生

や上山市に在住、在勤している２５歳の人とす

ることで、未婚者には自然な出会いの機会とし、

将来の婚姻数の増加、既婚者には地元のよさを

再認識していただくとともに、未婚者に対する

結婚や恋愛へのアドバイスをするサポーターと

しても期待できます。 

 これは市が主催するものですが、成人式のよ

うに、主に実行委員のメンバーを募り、さまざ

まな企画提案をしていただくことで、この年代

の感覚で「住み続けたい」と思わせる上山の魅

力を再発見し、市内外に発信し、新たな出会い

を創出することにつながり、結婚や将来につな

がる貴重な出会いの場となると確信しておりま

す。 

 若い世代の結婚や未来のための２５歳かみの

やま大同窓会の開催について、市長の御所見を

伺います。 

 以上で質問を終わります。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １３番大沢芳朋議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、第７次上山市振興計画目標達成への

影響について申し上げます。 

 都市マスタープランにつきましては、現時点

で策定中であり、第７次上山市振興計画におい

て定めた時期よりおくれている状況にあります。

これは第７次上山市振興計画策定時において、

都市マスタープランの策定時期の精査が不十分

だったことが原因と捉えております。ほかの施

策につきましては、同様のことはないものと捉

えておりますが、第７次上山市振興計画は本市

の最上位計画であることから、その実効性を確

保するよう徹底してまいります。 

 次に、都市マスタープラン策定方法と時期に

ついて申し上げます。 

 進行状況につきましては、現況の解析と課題

の抽出を行っている状況にあります。今後の具

体的な取り組み方針といたしましては、市民の

方々より意見を伺いながら、都市づくりの全体

構想を計画するとともに、地域別構想を策定し

てまいります。 

 また、策定時期につきましては、平成３０年

度中を目標といたします。 

 次に、次期中心市街地活性化基本計画への影

響について申し上げます。 

 まちづくりに関する基本的な考え方は、第７

次上山市振興計画に基づく内容となりますので、

次期中心市街地活性化基本計画を先行して策定
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しても整合性は確保され、影響はないものと考

えております。 

 次に、結婚サポーターの組織づくりについて

申し上げます。現在、結婚支援事業といたしま

しては、ＮＰＯ法人に委託してのイベント開催

や仲人養成講座の実施、結婚サポーターの募集

や活動支援を行っております。まずは、これら

の事業を通して結婚支援者のつながりを広げる

とともに、今後は民間による組織体制への支援

のあり方など、結婚支援事業の充実に向けて調

査研究してまいります。 

 次に、姉妹都市・友好都市等との連携につい

て申し上げます。 

 近隣市町との連携につきましては、やまがた

出会いサポートセンターの構成団体として登録

し、情報収集を行っており、今後、交流会の開

催も視野に入れて取り組んでまいります。 

 姉妹都市・友好都市との連携は、多様な出会

いの場の一つと考えますが、まずは近隣市町と

の連携を優先して取り組んでまいります。 

 次に、２５歳の大同窓会開催について申し上

げます。 

 男女が出会う機会をふやすことは結婚支援策

の一つとして有効であると考えております。今

後につきましては、市民の結婚を応援しようと

する機運の醸成を図るとともに、出会いを求め

る方を対象とする市民主体で行う交流会等の開

催を支援してまいります。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 まず、質問の順に再

度質問させていただきます。 

 まず、７次振目標達成への影響ということで

すけれども、今、市長の御答弁ですと、策定中

ですが、おくれているという状況だと。不十分

であったということで、実質的にはおくれてい

るということだと思います。平成２７年度から

取り組んでいると思いますけれども、平成２８

年度は一体どういうことをなさったのかという

ことをまず１つお聞きいたします。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 平成２８年度につきまし

ては、課題の抽出ということでございまして、

基本的なまちづくりの主要課題の抽出と整理を

行っております。基本的には土地利用、交通施

設の整備、緑と水のまちづくり、景観形成、市

街地整備事業の方針づくりになります課題の抽

出作業をしておるところでございます。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 今回、平成２９年度

の予算にどう見ても上山市都市マスタープラン

の予算が入っていないように見受けられました

けれども、そこら辺はどうなっているんでしょ

うか。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 平成２９年度については、

今のところ、予算は計上しておりません。平成

２８年度に基本的には全部終わらせるつもりで

委託をしておりましたけれども、課題の部分が

かなり密になっておりましたので、平成２８年

度はその部分で終了という形で考えております。

平成２９年度については、地元のほうに入って

いくという部分で、協議会などを開かせていた

だきたいということで考えておりますので、そ

の中で必要が出てくるとすれば予算を措置して

いきたいと考えているところでございます。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 わかりましたけれど

も、それで、果たして、しっかり平成３０年度

にできるのかという、それでなくともおくれて

いるという状況だというお話ですので、もちろ
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ん７次振が一番上位の計画でありますけれども、

果たして、それで整合性があって、しっかりそ

れを実行していけるのかということに若干疑問

を感じるところでございます。 

 平成２７年度におきましても、国交省のホー

ムページを見ましたところ、しっかり、平成２

７年度に本市においても市民の方からも意見等

を聞きながら、平成２７年度を初年度としてや

っているというのはちゃんと国交省のホームペ

ージに載っているわけですよ。それで平成２７

年度から始まって、平成２８年３月の予算特別

委員会で平成２９年３月までに策定しますと。

これが誤りであったというか、おくれていると

いう状況の中で、平成２７年度でしっかり、ま

ず初年度やっているわけですね。平成２８年度

は、今お話では、しっかり整理等いろいろやっ

ていたという話ですけれども、まして、継続的

に平成２９年度の予算がないということはちょ

っと私は考えられないところでございますが、

同じ答弁になるか、わかりませんが、そこら辺

いかがなんでしょうか。もう一度お願い申し上

げます。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 基本的に平成２７年度に

つきましては、将来像に向けてということでア

ンケート調査などの意識調査を実施させていた

だいております。 

 今後の考え方でございますけれども、詳細な

スケジュールといたしまして、まず平成２９年

度当初に庁内で協議会、委員会、ワーキンググ

ループを立ち上げまして、その中で全体構想の

たたき台を作成していきたいと考えております。

平成２９年中期から、地区別構想を行うために

地区協議会を立ち上げ、市民との意見共有を図

りながら方針づくりを１年かけて実施していき

たいと。平成３０年度後半で総まとめを行いま

して、都市計画審議会において諮問・答申を受

けるような進め方をしていきたいということで、

平成２９年度につきましては、まず地区別の協

議会を立ち上げることが一番重要だと考えてお

りますので、今のところ、予算化していないと

いう状況でございます。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 今の開催するに当た

っても、予算等は別に必要ないという認識なん

ですか。もう一回、お聞きします。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 当然、打ち合わせ等の部

分になってきますので、都市計部分でのデータ

集積という部分は委託という形でお願いはして

おりますが、その辺の取りまとめにつきまして

は、私どもでやっていきたいというふうに考え

ております。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 先ほど、課長のほう

から都市計画審議会を開催するというようなご

答弁もありましたけれども、平成２７年度、２

８年度、一回も開催されていないというのを私

聞いておりますけれども、全く必要がなかった

んでしょうか、お聞きいたします。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 都市計画審議会につきま

しては、基本的に都市計画の決定事項に対して

の諮問答申を行う機関でございます。平成２７

年度は事業がなかった。平成２８年度につきま

しては、基本的にはマスタープランの骨子ので

きた段階で開きたいと考えておりましたけれど

も、まだそこまでも行っていなかったので開け

なかったということでございます。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 
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○１３番 大沢芳朋議員 議員の中からも２人、

選任でそちらのほうの議員になっている人もお

りますので、今の理由で開催されなかったとい

うんでしたら、しようがないのかなという気も

しますけれども、しっかり、上山市の都市像、

土地利用等を考えた場合に、これは年に１回は

開催するべきと思います。何もこういったこと

が関係なくてもですよ。しっかり方向性を再検

証するような場をしっかり持たなければいけな

いのではないのかなというふうに、今、お話を

聞いて思ったところでございます。 

 結局、おくれているということですけれども、

平成２７年度の平成２８年３月の予算特別委員

会で、平成２８年度中に策定しますという答弁

があった時点で、本当はそのとおりやってもら

わなければいけないわけですけれども、それに

関して、おくれたということで、庁舎内で建設

課が主でやっているわけですけれども、どうい

う状況なんだと。しっかりやっているんですか

とか、要するに周りの課、建設課も入れて、そ

ういった話にならなかったのかということをひ

とつお聞きしたいんですけれども。 

 こういったおくれが生じると、市民はどうし

ても不安に感じるわけですね。そこら辺、どの

ようにお考えなのか、ちょっとお話しください。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 基本的に今までの部分に

つきましては、当課のみで実施できる部分を実

施させていただいたものでございまして、周り

との打ち合わせは実際は行っておりませんでし

た。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 今後、そういったこ

とのないようにしていただいて、あくまでも

我々市民、私は市民の代表で上がって話してい

るわけですけれども、市の職員の方々に市のか

じ取りを任せているわけでありますので、ぜひ

そこら辺はしっかり酌んでいただいてやってい

ただければなというふうに思います。 

 策定の方法と時期ということで、平成３０年

度中が目標だということで、平成２９年度、ま

た動き出すということですけれども、間違いな

く、おくれることなく、これをしっかりやって

いただければなというふうに思います。 

 今後、いろいろ、平成２９年度予算がつかな

いというようなお答えでしたけれども、策定す

るに当たり、どのぐらいかかるのか、見込みで

どのぐらいかかるのかということをちょっとお

示ししていただければなというふうに思います。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 あくまで見込みでござい

ますが、あと１００万円ちょっとぐらいででき

ると思っております。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 わかりました。 

 まず、７次振ですね。まず７次振が一番の上

山市の大きな目標計画でありますので、それに

整合性をとってしっかり土地利用をできるよう

に、速やかに策定していってください。 

 あわせまして、中心市街地活性化基本計画に

対しては影響がないというような御答弁を受け

ましたけれども、これはあくまでも土地利用を

先にしないと、全てにおいてですけれども、進

んでいかないのではないかと私は思うんですが、

その辺について、もう一度御答弁をお願い申し

上げます。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 次期の、確かに中心市街

地活性化基本計画のベースになりますものは、

都市マスタープランというふうに考えておりま
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すけれども、７次振の中でも土地利用の方向性

が示されておりますし、庁内的な打ち合わせ会

も開催しながら策定に努めてまいりますので、

影響はないものと考えております。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 課長のほうから影響

はないと断言されたので、影響はないものと思

いますけれども、今までの６次振からの流れを

見ていますと、いろいろな土地利用があって、

こういう方向性でいきますよというふうに明記

になっているわけですけれども、土地利用に関

して、いろいろ物件もですけれども、道路等も

やっぱり再検討といいますか、そういったこと

をしっかりしていかないと上山市の将来像が見

えてこないのではないかなということに関しま

しては、本当に何回も繰り返して申しわけあり

ませんが、都市マスタープランを速やかに確定

して、７次振の進行がおくれないようにしてい

っていただければなというふうに思いますので、

よろしくお願い申し上げます。 

 今度は、結婚支援策について御質問させてい

ただきます。 

 先ほど、市長の答弁ですと、組織づくりも今

からやっていきますよと。今現状では、ＮＰＯ

法人等のイベントの開催、あとは仲人養成講座、

サポーターの養成等、民間による組織づくりも

こういったことでやっていますということでし

たけれども。 

 この前、本市でも初めて山形市の結婚式場に

おいて、バレンタインズパーティーと銘打って、

初の市主導ということで婚活イベントが開催さ

れたわけであります。 

 市報にまず出ておりました、その募集要項が。

たしか２月１２日ですか。その前にまずホーム

ページにも開催のことが載っておらず、紙ベー

スと言っていいのかどうか、市報での募集で、

募集したところ、募集人員、男女２０名、２０

名だったでしょうかね。それなりにしっかり集

まってくださったと。開催が終わった後、聞い

たところによると、言葉が妥当かわかりません

が、いい感じになった組が五、六組あったとい

うようなお話でした。 

 そこで、本市におきましては、福祉事務所が

担当窓口になっているということで、以前、市

民生活課に結婚相談所があったと。今回、部署

がかわったとして、福祉事務所のほうに場所が

移ったということで、市民生活課にあったとき

はなかなかうまく機能せず、いつのまにかその

相談所もなくなっていたという状況であったと。

果たして、今回、場所を変えて福祉事務所に担

当を預けたということですけれども、まずホー

ムページにも載っていないということ、これに

関してどのように思われているのか、お聞きい

たします。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○土屋光博福祉事務所長 バレンタインズパー

ティーにつきましては、ホームページというよ

りも、チラシの全戸配布でお知らせしておりま

す。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 所長の言い分はわか

りますけれども、ホームページに載せるべきだ

と思いますけれども、いかがでしょうか。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○土屋光博福祉事務所長 確かに、いろいろな

方法での広報というものは必要と考えておりま

す。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 今後、ぜひ載せるよ

うにお願い申し上げます。 
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 あわせまして、２月２３日に、今度はホーム

ページにこれは載りました、新着情報というこ

とで。まず、２３日に載ったということで、そ

の中に、要するに結婚サポーターは５名います

よと。電話番号が載っておりました。その記事

の内容を見た限り、果たして本当にこれはうま

く機能するのかなと。仲人をお願いしたい方

は、直接その仲人の方に電話をしてくださいと

いうような内容だったんですが、果たして、そ

れでうまくいくんでしょうかね。所長、どう思

われますか。うまくいくと思ってそういうふう

にしているんでしょうけれども、どう考えても

できそうには私は思えません。いかがでしょう

か。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○土屋光博福祉事務所長 サポーターに直接電

話といいますのは、個人情報のこともございま

すので、この地区でこういう方がいらっしゃる

という情報を上げまして、その方で、相談され

たいという方から選んでいただきたいという意

味でこういう形式をとらせていただいておりま

す。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 所長の言い分、まあ、

そうでしょうね。いろいろ本当にこういうこと

をやっていることを知られたくないと思ってい

らっしゃる方も、やっぱり個人情報もあります

ので、そういった方向だとは思いますけれども、

要するに福祉事務所でやるのではなくて、活動

拠点を、例えばの話ですけれども、先ほど１問

目でも言いましたけれども、嘱託職員を雇って、

例えばですが、公民館、あとは生涯学習センタ

ーとか、ましてやカミンの中とか、そういった

ところに設置するべきだと思います。 

 市民生活課で前やっていたときに、はっきり

言って、言葉は悪いですけれども、失敗したと

いうような状況で、福祉事務所だということ、

同じようなことを私は繰り返すのではないかと

非常に心配している一人です。 

 そこら辺、今後、いろいろな面で検討して考

えてまいりますという御答弁をいただきました

けれども、せっかく始めた事業です、失敗して

もらいたくもありませんし、成功するために

我々も幾らでも協力しますので、成功した市町

村の事例しか言っておりませんけれども、ぜひ

そういったＮＰＯとか、要するにネットワーク

をつなげて、公民館等、先ほど言ったところあ

たりでできないものかと思いますけれども、い

かがでしょうか。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○土屋光博福祉事務所長 やはり、結婚支援、

今現在、サポーターを中心にということで行っ

ておりますが、ただ、議員の質問の中にありま

したように、世話焼きをしていただくという方

の存在というものは大変大切になってきている

と。その中で、まずは今、サポーターの活動を

中心に行っていく中で、そのつながりを広げて

いきたいという、その活動をしていく中で例え

ば中心的にやっていただける方が出てくるとか、

探していきたいということもございますので、

まずはその活動を広げながら、イベントも行い

ながら、やっていく中で、庁外での設置という

ものも、方向性として考えられると考えており

ます。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 前向きに考えていた

だけるということですけれども、ぜひ早目にい

ろいろ調査研究を再度していただきまして、や

っていっていただければなというふうに思いま

す。 
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 次に、姉妹都市・友好都市との連携です。県

のやまがた出会いサポートセンター等々で連携

をしているということですけれども、例えば本

市が友好都市になっている高山市あたりですと、

近隣の３市１村でネットワークをつくって婚活

事業を進めているというようなところもござい

ます。岐阜県のサポートセンターもたしかある

はずでございます。やっぱり独自でやって間口

を広げて何とか成婚に結びつけるということで

あれば、ぜひ、こういったことも今後積極的に

考えていただきたいということですね。 

 近隣と言えば、今度は、山形、山辺、中山、

天童あたりになるとは思いますけれども、ぜひ、

そういった市町と話し合いを持って、ぜひ山形

県、日本全体の人口減少、晩婚化、非婚化とい

うのは問題になっているわけですので、例えば

天童の方とうまくいったら、天童のほうに１人

とられるかもしれません。いろいろなことが考

えられますけれども、ぜひ、そういったことも

やっていただければなというふうに思います。 

 最後ですけれども、２５歳の大同窓会という

ことで提案させていただきました。これに関し

ましては、市長の答弁ですと、非常に有効な手

だてではないかというような、私からすれば、

すごくいい答弁をいただいたのかなと感じてお

ります。 

 これをすることによっていろいろなメリット

があるというようなことを先ほどお話しさせて

いただきました。結婚だけではなく、要するに、

２５歳でほかの市町村に行った、就職した。改

めて２５歳になって、こちらでそういったイベ

ントを開催すると。そこに当たって上山の魅力

を十分にＰＲしながらそういった会をやってい

けば、今回は結婚ということで質問させていた

だいておりますけれども、Ｕターンとか、上山

に戻って上山にやっぱり住もうとか、そういっ

たことも考えられると私は思っております。 

 非常にこれは私的には本当にいいことだと思

いますけれども、早急に考えていただきまし

て、ぜひやっていただければなと思っておりま

すが、市長、いつごろからやっていただけます

かね。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 提案については、結婚とい

う、出会いということでございますが、今の説

明のように、上山のよさとか、そういったもの

ももろもろということでございます。 

 やはり、その一つとして成人式があるわけで

ございますが、成人式については、本当に何年

ぶりで会ったというような形の中でですから、

そこまでの話というのは多分できないと思いま

すし、また時間もないというようなことでござ

います。ただ、これをやるには２５歳という、

今回の限定といいましょうか、そういう話でご

ざいますが、そうしますと、学校関係とか、そ

ういったところの名簿をお願いするとかいろい

ろ出てくると思いますよね。ですから、いつい

つということをここで限定はできませんけれど

も、ただ、やっぱりそういった２５歳限定のみ

ならず、どういう形のほうがいいのかというこ

とも我々も検討させていただきたいという考え

方でおりますし、そういったことが、当事者と

いいましょうか、そういう方々が喜んで参加で

きるものなのかということなどもあろうし、そ

ういった点でただやればいいということじゃな

くて、やっぱりやればやるなりの成果といいま

しょうか、結果と申しましょうか、そういうこ

とも必要でございますので、ここは十分に精査

をさせていただいて、決めさせていただきたい

と考えております。 
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○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 なぜ２５歳というふ

うに私区切ったかと申しますと、これも１問目

で言っていますけれども、２５歳ぐらいになる

とそろそろ結婚もしなければいけないのかなと、

将来像を多分２５歳ぐらいになると今の若者で

すらちゃんと考えると思うんです。これは何で

２５歳かと、区切ったかといいますと、これも

ある市が２５歳で区切ってやったと。それはそ

れなりに理由があって、私が先ほど述べたよう

な理由で２５歳が一番いいんではないかと。そ

こで出会って２年ぐらい交際して、多分２８歳

ぐらいでは結婚できるというような流れで２５

歳というふうに区切ったわけですけれども。本

当にいろいろな考えがあるでしょうから、それ

は市のほうにお任せしますけれども、私は２５

歳ぐらいが一番いいのかなと思っているところ

でございます。 

 また、これは要するに既婚者と未婚者を集め

るということで、ちょっと１問目に戻るわけじ

ゃありませんけれども、自分の経験を全部教え

てくれるんですね。そういったことが一番メリ

ットだと。結婚というのはこんなにいいよとい

うようなことも、しっかり同窓会でそういった

サポーターもしてくれるということが大きなメ

リットだというふうに私が聞いてきた市ではお

っしゃっておりました。ぜひ、これはやってい

ただければと思います。 

 最後ですけれども、婚活サポーター、どうか

市長、名誉サポーターとして名前を上げていた

だけないかなというふうに思いますけれども、

お答えできるんでしたら、お答え願います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 サポーターの皆さん、今、

本当に一生懸命頑張っていただいております。

私が名誉になればいいのかどうかということも

ありますし、そこはやっぱりまず、現場で動い

ていただける方にサポーターになってもらった

ほうが一番いいことだと思いますし、我々は名

前とかそういうものに関係なしに応援していく

という立場のほうがいいのではないのかなとい

うふうに思っています。 

○坂本幸一議長 大沢芳朋議員。 

○１３番 大沢芳朋議員 市長、そう言わず、

名誉サポーター、市長の名前があるのと、名前

がないのとでは全然違うと思うんです。市長も

一生懸命、婚活支援、頑張れよという意気込み

が伝わるものと思いますので、これに関しては、

今後検討していただければなと思います。 

 以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。 

○坂本幸一議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午前１０時５４分 休 憩 

                  

    午前１１時０４分 開 議 

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、１１番枝松直樹議員。 

〔１１番 枝松直樹議員 登壇〕 

○１１番 枝松直樹議員 議席番号１１番、会

派野の花、枝松直樹でございます。 

 私は、今回は温泉健康施設建設事業の再検証

ということで、これに絞って質問をいたします。 

 最初に、建設事業に対する市民の合意形成に

ついてでございます。温泉健康施設の建設につ

いて、市民の合意形成が図られるまで、計画を

凍結すべきという観点から市長の見解を伺いま

す。 

 上山市民の間には、以前から、なぜ温泉町な
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のに日帰り入浴施設がなくて、よその町まで出

かけていかなければならないのかといった不満

の声があります。それは市民が温泉の恩恵に浴

していないと感じている不満のあらわれかと思

います。 

 今日、共同浴場の相次ぐ閉鎖が懸念される状

況下にあって、温泉町に住んでいるメリットを

享受できていないという市民の不満は、無視で

きないものがあると思います。 

 そういう中での新たな温泉健康施設建設であ

ります。市民は、当然、日帰り入浴施設を期待

していました。これに対し、市当局の狙いは日

帰り入浴施設を前提にした施設ではなくて、温

泉を活用した水中運動を重視したものでありま

した。 

 平成２７年３月に報告書を出しました温泉健

康施設検討委員会においても、日帰り入浴施設

の設置を求める意見が多くの委員から出され、

最終報告書の中では、日帰り入浴施設がある場

合とない場合の２通りの財政シミュレーション

が示されておりました。そのような経過を経て、

現在示されております基本設計案に日帰り入浴

施設が併設されるに至ったと私は理解をしてお

ります。 

 平成２９年度の新年度予算には、源泉掘削費

用として２億円強の予算計上がなされ、施設建

設に現実に踏み出そうとしている今日に至って

も、市民の大半は、新しい施設は何のためにつ

くるのか、施設建設の目的を理解していないの

が現実であります。このことは大きな問題とし

て指摘しておかなければなりません。 

 私が市民との対話の中で聞き取った内容は、

次のようなものです。「カミンの再生を優先す

べき」、「中心市街地がこれだけ疲弊しているの

に、なぜ郊外に建設するのか」といった声、そ

れから、「また借金をつくるのか」など、建設

に対する疑問の声、否定的な声が実にたくさん

あります。もちろん、天童にある同様な施設の

ようなものがあればいいという待望論もありま

した。市民の中で、施設の建設理念や目的、そ

の意義が共有されておらず、ちまたではお茶飲

み話として、プールができるとか日帰り入浴施

設ができるとか、断片的な話がささやかれてい

るのみであります。 

 ここで、アルジェリアがフランスの植民地だ

った時代にアルジェリア独立運動のために身を

呈した精神科医フランツ・ファノンが残した有

名な言葉、「橋をわがものにする思想」を御紹

介しておきます。 

 「ひとつの橋の建設がもしそこに働く人々の

意識を豊かにしないものならば、橋は建設され

ぬがよい。市民は従前どおり、泳ぐか渡し船に

乗るかして、川を渡っていればよい。橋は、空

から降って湧くものであってはならない。社会

の全景に全知全能の神によって押しつけられる

ものであってはならない。そうではなくて、市

民の筋肉と頭脳から生まれるべきものだ。市民

は、橋をわがものにせねばならない。このとき

はじめて、いっさいが可能となるのである」。 

 市長が建設しようとしている温泉健康施設は、

まだ上山市民の「わがもの」にはなっていない

のであります。 

 平成２６年９月の第２回温泉健康施設検討委

員会で講師を務めた水中運動の専門家、古賀眞

澄さんが講演の中で話された言葉を思い返して

いただきたいのです。それは次のようなもので

した。 

 「上山市の健康課題は何であるかを分析し、

その解決のためのプログラム・ソフトウエアを

開発し、それを実行するための施設はどのよう
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なものが必要かを吟味する。そして、既存の施

設を使うか、既存の施設をリノベーションして

使うか、新規に施設をつくるかを決める。施設

をつくるか、つくらないかは市民が決める。口

も出すが、汗もかく、お金も出す、市民が自分

たちの施設という感覚を持てれば赤字になるこ

ともない。市民が自分の施設として出資したく

なるような施設をつくらないとだめだ。施設を

つくってから、ソフトや人材育成のことを考え

るようでは赤字になってしまう」。 

 まとめれば、以上のようなことを古賀先生は

講演で強調されておられたのであります。私が

先ほど申し上げた「わがものにする」というこ

とと同じ意味のことをおっしゃられたと思いま

す。 

 このようなことと、今の建設直前の上山市民

の温泉健康施設に対する意識を比較すると、私

は施設建設に大いなる不安に駆られるのであり

ます。 

 今まさに温泉掘削費用の予算が２９年度当初

予算に上程されており、可決されれば実質建設

に向け始動することになります。 

 しかし、最大１４億円から１５億円という巨

額な投資事業にもかかわらず、このたびの事業

には市民の合意がなされていないどころか、認

知さえ不十分なのであります。議会の議決と市

民の思いが違うことはあってはならないことで

あります。 

 現在、建設事業に活用できる補助金は見つか

っていないと聞いております。よって、補助金

申請の締め切りがないのですから、この際、計

画を一旦凍結し、さらに話し合いをするべきだ

と考えますが、市長の見解を伺っておきます。 

 次に、建設事業費と施設運営の採算性につい

て伺います。 

 現時点では、建設に当たって活用できる補助

金は見当たらないと、先ほど申し上げました。

事業費は１４億円から１５億円と見込まれてお

り、全額市の自己財源で賄うという大きな事業

が今始まろうとしているのですが、これをこの

まま進めていいのでしょうか。 

 上山市は裕福な自治体ではありません。政策

の優先順位をつけて財源が大変なときは先延ば

しするということは普通に行われることであり

ます。 

 事業費１５億円といえば、小中学校の完全給

食無料化を１５年も行える巨額な財源です。 

 クアオルト構想のリーディングプロジェクト

とはいえ、市長は、温泉健康施設が現下の最優

先課題と認識しているのでしょうか。市長の見

解を伺います。 

 また、補助金がないため、建設事業の半分程

度について、ふるさと納税基金を活用するとの

ことですが、それも不安です。 

 所沢市では、来年度から返礼品をやめること

を表明いたしました。ふるさと納税が本来の趣

旨から逸脱しているため、今後は返礼品競争か

ら離脱することを表明したのであります。 

 東京都町田市でもふるさと納税において４億

円の赤字が生じ、市長は、国に対し制度の廃止

を含めた大胆な是正を求めるとしています。 

 この先行き不透明な財源を充てることについ

て、市長の見解を伺います。 

 次に、建設後の運営経費でありますが、収支

２４４万円の黒字を見込んでいますが、果たし

てこのシミュレーションどおりにいくのでしょ

うか。他市町の公営の温泉入浴施設はほとんど

が市町の持ち出しがあり、とても楽観視できる

ものではありません。民間の専門のノウハウを

持った会社を活用するなど、経営に当たっては
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どのような手だてを講じて採算を確保するつも

りなのか、その内容をお示しください。 

 次に、中心市街地活性化との関係でございま

す。 

 私は、平成２８年１２月定例会の一般質問の

中で、カミンへ人を呼び込む仕掛けとして温泉

健康施設をカミンの中につくることを提案した

のでしたが、公的な施設は市街地へ集中させる

べきという立場をとります。これ以上の中心市

街地の空洞化を防ぐために郊外にはつくらない

という立場に立つものですが、市長は、公共施

設の郊外建設についてどのような見解を持って

おられるのか伺います。 

 市長は、蔵王が眺望できる自然環境や敷地面

積、お湯の量などを考えれば弁天地区が最適地

だと判断したということでありますが、温泉健

康施設単品だけで建設地の是非を問うのではな

く、上山市全体の活性化の中に位置づけて建設

地の是非を判断すると弁天という選択肢はない

というのが私の意見であります。 

 これは経営戦略の分野では、部分最適と言い

ます。この部分最適に対して、全体最適という

言葉があります。経営学者であるドラッカー博

士は、「いかにすぐれた部分最適も全体最適に

は勝てない」という名言を残しています。局所

的にすぐれていても、上山市全体の振興戦略の

中に位置づけてみた場合、必ずしも最適とは限

らないのであります。 

 この全体最適の視点での温泉健康施設を本市

全体の振興策、とりわけ中心市街地活性化とい

う課題の中に位置づけた場合、建設地はやはり

弁天になるのでしょうか。市長の見解を伺いま

す。 

 ４番目、人材、組織など施設の運営体制につ

いてでございます。 

 これは施設建設後の運営をどうしていくかと

いう問題ですが、第２回温泉健康施設検討委員

会の際の古賀講師が施設建設の手順について話

されていた言葉が気にかかります。 

 繰り返しになりますが、「まず上山市の健康

課題は何であるかを分析し、その解決のための

プログラム・ソフトウエアを開発し、それを実

行するための施設はどのようなものが必要かを

吟味する。そして、既存の施設を使うか、既存

の施設をリノベーションして使うか、新規に施

設をつくるかを決める。施設をつくってから、

ソフトや人材育成のことを考えるようでは赤字

になってしまう」という内容です。 

 現時点で、古賀講師が示した施設建設の手順

と比較すれば、どういう考察を経てきたのか、

医療機関、保健との連携・役割分担も含めて現

状の到達点をお示しください。 

 以上で第１問といたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １１番枝松直樹議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、温泉健康施設建設事業に対する市民

の合意形成について申し上げます。 

 温泉健康施設の建設計画に当たりましては、

市民や団体の代表で構成された温泉健康施設検

討委員会において施設の目的や必要性について

御議論をいただき、その結果に基づき進めてい

るところであります。 

 今後につきましては、市報等を通して周知し

ながら施設の運営、機能等について御意見を頂

戴し、さらなる合意形成を図ってまいります。 

 次に、建設事業費と施設運営の採算性につい

て申し上げます。 

 温泉健康施設建設事業は、市民の健康増進と
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交流人口の拡大につながる重要事業の一つであ

ると考えております。財源につきましては、計

画的にふるさと納税の一部を基金に積み立て、

事業費の半分程度を確保し、事業を実施してい

くこととしております。 

 なお、ふるさと納税につきましては、今後の

動向を十分注視するとともに、活用できる補助

金の調査等を続けてまいります。 

 経営に当たっての採算性の確保につきまして

は、民間の経営等に関するノウハウを活用した

公設民営方式を基本に、引き続き類似施設の運

営手法等について調査研究してまいります。 

 次に、中心市街地活性化との関係について申

し上げます。温泉健康施設の建設地につきまし

ては、これまでも申し上げておりますとおり、

温泉健康施設検討委員会報告書に基づき、本市

全体の振興という観点から最適地であると総合

的に判断したものであります。 

 なお、中心市街地の活性化につきましては、

次期中心市街地活性化基本計画に基づき、中心

市街地のにぎわいを創出してまいります。 

 次に、人材、組織など施設の運営体制につい

て申し上げます。 

 温泉健康施設の整備につきましては、これま

で既存施設での事業実施による検証、各種専門

家からの意見聴取、先進地における施設の運営

状況や医療機関との連携状況の調査研究などを

行いながら、あり方について考察してきたとこ

ろであります。 

 なお、運営体制等につきましては、ソフト事

業が十分展開できるよう、引き続き精査してま

いります。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 今、市民合意につい

ては検討委員会で合意がされたような言い回し

と私は受けとめましたが、検討委員会では、場

所が、確かに最終報告書、施設をつくることに

ついて総意として決めたような表現はあるんで

すよ。 

 だけれども、現実には、議事録を全部読んで

みると、合意形成ができたとは私は思っていな

い。というのは、例えば一部御紹介しますと、

第７回の検討委員会で温泉観光関係者が次のよ

うに発言しています。業界の幹部の人たちが話

し合ったところ、今あるものを生かして、まず

はやれるものからやるのがよいのではないかと。

その後、効果を確かめて云々というふうに、ま

ず今あるものを使ってみようと、そんなふうな

ことで言っていました。 

 場所を３カ所に絞るということは、検討委員

会の最大の課題であって、ＡＢＣ評価をつけた

ところ、十日町のほうがＡが多くて、３カ所、

弁天、十日町、駅前とあって、弁天は一番、３

カ所の中ではＡの数が少なかった。市民は、そ

れをほとんど知らないんですよね。さらに、報

告書が出てから、私ども議会に案が示されるま

で１年間あるわけですが、その後でどういう検

討がされたのかについても、議員すらわからな

い、承知をしていない。何で弁天に行ってしま

ったんですかと、そんな話がある。ですから、

市民はなおさらわからない。 

 ということで、私も、別に反対者を選んで町

でインタビューしているわけじゃないんですけ

れども、話をすると、５割を多分超えるのでは

ないかという人は賛同していない、あるいはど

う判断したらいいかわからないということです。 

 ですから、とても市民の合意が図られたとは

私は思えておりませんが、再度、この点につい

て市長の見解をお示しください。 

○坂本幸一議長 市長。 
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○横戸長兵衛市長 今、経過説明いただきまし

たけれども、十日町ということでございますが、

議会にも十日町の案について示させていただき

ました。その結果、協力が得られなかったとい

う点がございます。それで、その後、また検討

して弁天に移ったという経緯は議会がはっきり

知っているとおりでございます。 

 ですから、我々が議会に対して、最初、十日

町という点について説明、あるいは事業計画等

に説明したということは我々はきちっとしてい

るわけでございますし、議会も理解していただ

いていると思っています。 

 その後でございますが、そこで合意が得られ

なかったということでございますので、検討い

たしました結果、やはりそこの十日町の件につ

いての大きな課題の一つは駐車場をどうするか

と。あるいは、いわゆる温泉の湯量を本当に確

保できるのかどうかとか、そういう議論もあっ

たものですから、まず、そういう形の中で、そ

れと同時に、日帰り温泉もという、議会のほう

からもありましたし、市民のほうからもありま

したし、それをつくるためには、やっぱり県内

の日帰り温泉を見てみると、やっぱり風光明媚

というのでしょうか、そういう形とか、あるい

は交通の利便性とか、そういったことも勘案し

ての施設でございますので、我々としては、や

はり温泉がきちっと確保できる場所ということ、

あるいは風光明媚なところ、そして、将来的に

は要するに街なかの駐車場不足とかそういうも

のが解決できるところということで、弁天地区

ということで決定させていただきました。 

 議員が５０％以上を超える市民の方が反対だ

ろうというような御意見でございますが、私の

ところ、立場はあるかどうかわかりませんけれ

ども、私のところには５０％以上を超えるとい

うような反対といいましょうか、そういう意見

は来ておりませんし、ただ、やっぱり市民の方

というのは、新しいものをつくる、あるいはあ

るものをなくすということは不安なんですよね。

ですから、そこはきちっとした説明責任はある

なということを考えておりますので、１問目で

も答えさせていただきましたように、市報とか、

あるいはもしかしたら座談会とか、いろいろな

形で説明していくことはある。そして、やっぱ

り市民に理解をいただくということは必要だろ

うなと思っております。 

 そういうことで、やはり本市の課題は、１人

当たりの医療費が非常に高いということですね。

あともう一つは、やっぱり予防じゃなくて、治

療のほうにいっているということですから、今

進めている上山型温泉クアオルト事業というの

は、治療から予防へという意識転換でございま

すし、担当課においても、地域を選定させてい

ただいて予防のための事業を展開しているわけ

でございますし、ただ健康施設をつくればいい

ということじゃなくて、やっぱりそれを生かし

た施策、あるいは考え方、そういうものを並行

してやっていくということが我々の大前提でご

ざいますので、きょうの質問はその１カ所での

議論でございますが、決して、そういう議論で

はございません。総合的な判断の中で、総合的

な政策を進めていくという中での一つの施設と

いうことで捉えているところでございます。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 ちょっと事実関係が

市長と私の認識が違うので、そこだけ、一つ、

最初にお断りしておきたいんですけれども、議

会が十日町はだめだと言って、検討委員会が開

かれたんですよね。検討委員会の前です。十日

町がだめになって、白紙になって、それでその
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後、検討委員会が設置をされたというふうに私

は認識をしております。 

 それで、検討委員会では、十日町も含めた３

カ所に絞り込んだと、こういうふうに認識して

おりますが。市長。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 あくまでも検討委員会は、

３カ所ということですよ。ですから、十日町が

だめだったから、じゃあ、弁天ということじゃ

ないんですよ。駅前、十日町、弁天、この３カ

所、最初からあったんですよ。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 ここに余り時間を割

きたくないんですけれども、議会がだめだと言

ったから、それで検討委員会が設置されたんで

しょう。検討委員会が設置されて、その中で議

会がだめだなんて言っていないですから、検討

委員会ができる前に、当局案が反対、あるいは

地元のほうもそうだったと思いますけれども、

だめになって、じゃあ、どうしようということ

で検討委員会が設置されたという認識をしてお

りました。 

 ただ、そのことは、きょう、そんなに重要な

問題ではないので、それ以上は機会があれば。 

 湯布院では、構想から施設完成まで１０年の

歳月をかけたと言われております。その間、議

論を続けてきたと。そして、設計の前段には１

００日シンポジウム、毎日、集落に出かけて１

００日間シンポジウムをやってきた。徹底した

討論をした上でつくった。それでも赤字になっ

た。クアージュゆふいんです。当初は赤字が続

いていたと。何なんだ、この施設はというまで

なって、最後は黒字になっていくわけでありま

すけれども、それだけ住民が議論を重ねてきた

と。 

 古賀先生の見解について、市長はどんなふう

に思っているかですが、施設をつくってから、

ああだこうだとプログラムを考えるのではなく

て、上山の健康課題は何か、そのことで、この

施設はどうやって必要なのかと、その手順につ

いては、そういうふうに今手順を踏んで建設に

向かっているとお考えですか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 おっしゃるとおりです。で

すから、我々は今まで、湯布院も私も何遍も行

きましたよ。そして、保健師の方が頑張って、

そして、その利用者を育てていって、最終的に

は利用者が、要するに、先ほど議員の話にもあ

りましたように、自分たちの施設なんだよとい

うような認識を得てから、いい方向にいったと

いうことです。 

 ただ、あのプールだって、保健師さんに言わ

せれば、形としてはもっと別なほうがよかった

ねということもありますし。現在、妙高市でつ

くっています。それも要するに形から入ってし

まったという部分はあるそうです。ですから、

そこも全部調査をさせていただきまして、そし

て、先進地である熊野の方とか、あるいはいろ

いろな方からもこのプログラムに入っていただ

いて、ソフト面から入ってきているということ

です。 

 ですから、決して、形、要するに、プールを

こうつくればいい、ああつくればいいという基

本的な設計はあるかもしれませんけれども、

我々はそうじゃなくて、使い勝手、あるいはこ

れからの利用形態、そういうものを勘案した中

ではこういうものがいいですよという意見、あ

るいはいろいろな形での現場検証とか、そうい

うことを十分に重ねてきているところでござい

まして、いわゆるハードから入ったという認識
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はございません。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 それだけ市長が吟味

してきたというふうにおっしゃるのであれば、

なぜ市民はそれを知らないんですか。例えば、

市民が、私たちにはこういうメリットがありま

すと、こういう利益を私たちは受け取ることが

できますということをしっかり認識しているん

であれば、「何であの施設……」なんていうこ

とも起こらない。ですから、市民が受ける利益

というものがきちっと理解をされていない以上、

もうちょっとやっぱりそこは時間をかけて、仮

に将来どんなことがあって、経営がうまくいか

なかったとしても、市民が自分たちで決めたと

いうことであれば、それは納得せざるを得ない

部分があるわけです。誰かがつくってくれた、

市長がつくったというようなことであれば、何

だという話になるわけでありますから、ぜひ、

ここは丁寧な、やっぱり市民合意が最大の、私

は今回の質問でもそうなんですけれども、一番

の肝だと思っていますが、市民に説明はするん

でしょうけれども、意見を聞いて、それを判断

に加えて、もうちょっと１年ぐらい遅くすると

かという考えはございませんか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 先ほども申し上げましたよ

うに、財源の問題もございます。ですから、温

泉は掘りますよ。温泉は掘りますけれども、こ

こ２年ぐらいは、やっぱりそういった財源の問

題もありますし、あと、やっぱり今議員のお話

ありましたように、市民に説明をする。あるい

は市民の方々がこうしたい、ああしたいという

意見も出てくると思います。ですから、それは

採用できる、できないは別問題として、やっぱ

り１年ぐらいはいろいろな形で説明をして、そ

してまた、せっかくつくる施設でございますの

で、我々の自己満足でつくるものではございま

せんので、やっぱり市民のための施設というこ

とには変わりないわけですから、そこはやっぱ

り時間をきちっと置いて、どういう形で、説明

をする、あるいは理解をいただくということを

考える時間は十分あると思います。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 今回、２億円使うわ

けですから、平成２９年度、それはやっぱり２

億円を使って、お湯が出るか出ないのかもわか

らないんですよね。泉質が違ったものが出てき

たりするかもしれません。だけれども、２億円

使うということは、実質建設に向けてスタート

するわけですから、軀体工事にいつ取りかかる

という、それだけしかないわけですね。ですか

ら、私はもうちょっと先延ばしをして、どうせ

補助金がないわけですから。 

 駅前に今度、インバウンド観光施設をつくり

ますが、１億２，０００万円の事業費の中で、

市の負担はわずか４，０００万円、３分の２が

交付金といいましょうか、補助金といいましょ

うか、そういったものになるはずです。１５億

円の財源といえば、３０億あるいはそれ以上の

ものが使える事業ができるという巨額なものな

わけであります。ですから、１５億円も、まさ

に真水というか、市の財源を一気にここで使う

ということについては、私は非常にちゅうちょ

する。もうちょっと市民が、やっぱりさっき私

が言った、「わがものにする」という、そこま

でいかないと、この段階での建設に向かうのは

時期尚早だと考えております。 

 そして、今、２年ぐらいとおっしゃったんで

すけれども、ことしじゅうに掘削をする２本の

源泉、その後の軀体工事はどういうふうに考え
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ているんですか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 温泉が出るという確実なも

のがなければできないわけですね、基本的に

は。ですから、温泉が出るということになれ

ば、設計に入っていくということになります。

そういう形で進めていくということです、手順

は。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 駅前については、温

泉観光関係者が同意をしないということがある

でしょうから、建設は無理だと思います、あそ

こで掘削は無理。単なるずぼんと入る入浴だけ

だったらオーケーでしょうけれどもね。 

 十日町もいろいろとあった。カミンについて

だって、やりようによってあるんだろうという

ふうに私は思って、前回、質問したわけであり

ますが、けんもほろろでございました。 

 この先、温泉の掘削が入れば、それはやっぱ

り、さっき言ったように、建設に向けてのゴー

サインと同じような感じでですから、この１５

億円ものお金を突っ込んで、それは市長は、こ

のまちの最重要課題は出生率の低下による人口

減、若い世代の市外への流出による人口減、こ

の辺を最重要課題と考えておられたと思うんで

すよ。そうですよね。たしか、今回の施政方針

の演説にもあったと思いますが。そういう中で、

１５億円を、大変、医療費の増嵩あるいは介護

予防に使うというのはいいんですけれども、ほ

かに最重要課題の解決に使うという選択肢もあ

るわけですから。最重要課題は何なのか、改め

て言っていただいて、そのために今回の温泉健

康施設は貢献するのかどうか、その辺はいかが

ですか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 人口減少対策、少子高齢化、

これは単品じゃないんですよね。特効薬という

のはないんですよ。ですから、いろいろな施策

を組み合わせていくというのがまず大前提です

よ。そのためには、前にも申し上げてきました

けれども、働く場所の確保とか、あるいは定住、

住んでいただく人をふやしていく。さらには、

やっぱり何といいましても、子どもが一人でも

多く生まれる施策だと思います。 

 ですから、そういう意味では、じゃあ、直接

的にどうかということになるわけでございます

が、直接的にも波及効果がある施策だって大き

いものではそんなにないですよ、はっきり言っ

て。やっぱりいろいろなものを組み合わせてい

く。例えば市民が今まで望んでおった温泉健康

施設もできるというものも一つだろうし、あと

もう一つは、やっぱりリハビリといいますか、

そういう介護関係で天童市に行っているわけで

すよ、現実問題として。そういう方々が本市の

中でそういうものができるというようなことに

なれば、これもやっぱり一つの幸せだと思うん

ですよ。ですから、そういう直接的なものだけ

じゃなくて、やっぱり間接的なものも組み合わ

せて、そして、施策というものを展開していか

ないと、単品だけの施策では絶対まちづくりな

んてできません。やっぱりそういったものも一

つの大きなファクターになるんだろうなという

認識の中での結論でございます。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 ちょっと議論が少し

かみ合っておらないようでありますが、天童の

施設、私も行きました。そして、置賜３市５町

の湯るっとという施設がありますけれども、そ

こも平日にもかかわらず大変なにぎわいであり

ました。温泉ではないですね、プールでしたけ
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れども、あそこは。それは町の中にない施設で、

清掃工場の隣にあったわけですけれども。それ

なりに認知をされてきたから何とかやっていけ

るんだとは思いますけれども、富山県に富山県

国際健康プラザというものがあるんですね。と

やま健康パークという、これはすごい規模の温

泉健康施設のようですが、厚労省の温泉利用型

健康増進施設にも指定をされています。 

 県との連携などは、市長はどのように考えて

いるのか。あるいは県営でつくってもらうとい

うこともあってもいいと思うし、あそこのエリ

ア、ヴェンテンガルテン自体が何もなくて、う

ちの温泉施設だけがぽこっとある。やっぱり融

合することによって相乗効果が出てくるわけで

すし、富山県の事例にのっとって、県に働きか

けをしてあそこに一緒につくるとか。あるいは

これはちょっとどうかわかりませんが、定住自

立圏構想というものはせっかくできて、そこの

中に位置づけてもらうとか、広域的にも少し、

あそこは本当に採算がとれるかということにな

ると、私は大変心配をしています。 

 そういうことで、県との連携についてはいか

がお考えですか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 県との連携、これは非常に

大事なことだと思います。我々があそこに決定

したということは、風光明媚とかいろいろあり

ますけれども、あの隣の土地は県の土地なんで

すよね。ですから、我々は今まで県に対しても

いろいろな提案もしましたし、またいろいろな

話し合いもさせていただきました。しかしなが

ら、県としての考え方、県としてどうするとい

う考え方は、はっきり示してもらえておりませ

ん。ですから、逆に言えば、我々が提案してい

くというか、そういう話し合いをさせていただ

いて、温泉健康施設の隣の土地を何らかの形で、

直接買うというのはなかなか難しい状況にあり

ますけれども、少なくとも貸していただくとか、

あるいは今議員がおっしゃられたように、県の

施設といいましょうか、それに融合した、ある

いは連携したような施設を県から誘致していた

だくとか、そういうことというのは大変重要で

ありますし、あの場所は、そういった伸びしろ

というのでしょうかね、そういうことが考えら

れる場所だということも一つにあります。 

 山形県は健康日本一ということを言っていま

すよね。ですから、クアオルトについても、知

事にも話もさせていただいたし、また我々もこ

れからの事業といいましょうか、考え方も話を

させていただきました。 

 ですから、きっと知事に、あるいは関係部署

というのでしょうか、そういうところに話し合

いをさせていただいて、少なくとも、現状では

非常にやぶとか、そういう状況で、大変北の玄

関口としてはみすぼらしい状況にありますので、

そこを我々がきちんとすれば、県だって理解を

してくれるものと信じておりますので、県との

連携をさらに強めさせていただきたいと思って

います。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 それは、こちらが建

設してから呼びかけるというのは、普通は別じ

ゃないですかね。先に県と話をして、きっちり

それが固まった段階でやるというのが私は一番

いいんだろうと思いますけれども、市長は、あ

えてこちら側から議論をふっかけるというか、

話題を提供してということでして、いかがなも

のかどうか。 

 さて、収支のシミュレーションについても伺

います。日帰り温泉施設は約１０万人が利用す
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るというふうになってございます。そして、１

０万人本当に来るかどうか。１回３００円、１

０万人ですから、約３，０００万円が入るわけ

でありますが、その銭湯というか、そういった

お風呂に入る収入と会費による収入、そして、

市の委託事業と、この３つが３本の柱になって

いるわけですが、会員による収入が、会員数が

３１０人程度と書いてあるんですけれども、何

でこんなに少ないんですか。算定の根拠はどう

いうことでしょうか。 

○坂本幸一議長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 まず、会員数の３０

０名程度の根拠でございますけれども、こちら

につきましては、フィットネスという言葉だと

ちょっとくくり的にはあれですけれども、同じ

ような、そういった運動とか健康のための施設

の商圏という考え方に基づいておりまして、そ

の上山の北側、上山全域と山形市の南側の部分

の人口、それに対する数値というのが、算定す

る際に出てくるという数字がございましたの

で、それの中で、割合で、大体、ほかの例えば

天童市にある施設であったり、そういったとこ

ろの人口と比較したときに、天童市にある施設

は６００名ほど、今、会員がいらっしゃるとい

うことで、人口割からいけば３００名程度とい

うのが妥当ではないかということで、今のとこ

ろ、最低でもそういった需要はあるというふう

なもとで計算をさせていただいているところで

ございます。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 天童市にある施設は

６００人、今７００人ぐらいいると思いますね。

湯るっとという置賜のここはプールとスタジオ

でそれぞれ７００人から９００人の会員がいま

す。会員が少ないということは経営に直結する

問題でありまして、３１０人では私は経営でき

ないと思うんですね。これで辛うじて２４４万

円の収益を計上しておりますが、会員は最低こ

の倍、そのためにはやっぱり市民が熟知をして、

温泉は私も好きなんですけれども、温泉に入っ

てもそのときだけというか、会員制で週に３回

あるいは４回通うことによって、この施設が生

きたものになるわけですね。それまでショッピ

ングカートにつかまっていた人がそれなしで歩

けたり、湯布院の動画なんかを見てみますと、

恐ろしいほど効果が歴然としているわけです。 

 そういう意味では、この施設自体は、私はい

いと思うんですよ。ただ、市民にやっぱり認知

されていないのではなかなか成功しないのでは

ないかと思うところでありまして、どうしても

最初の質問のところに戻ってしまうんですね。

そして、やはり１５億円という巨額なお金、こ

れについてもまだまだ私は使い道について、納

得がいかないということになっております。 

 あと、これから、医療機関との連携ですが、

あの近くの医療機関も温泉を、低温ではござい

ますが、湧出していると思いますけれども、医

療機関との連携については、まだ具体的に全く

話は進んでいないということでしょうかね。 

○坂本幸一議長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 市内の医療機関とい

うことになりますと、医師会を通じて協議を進

めるという前提でおります。内々の中で話をし

ている部分はございますけれども、実際問題と

しまして、これから源泉を掘削しませんと、あ

くまでも今、前提条件は可能性調査で出てくる

お湯の泉質、温度等、湯量等で、それに基づい

た算出をしておりますので、先ほどの会員数に

ついても、議員おっしゃるとおり、多くの方か

ら会員になっていただきたいというのは当然で
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ございますけれども、その辺も結局、前提とし

ては、かた目に見ているという形で算定をさせ

ていただいております。 

 そういったところも含めて、ある程度のもの

がはっきりした段階で、より具体的な協議を進

めていきたいというようなことで考えておると

ころでございます。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 弁天になりますと、

大変、あそこは交通が、こちらから行くと、高

齢者なんかは大変なわけでありますが、アクセ

ス、あそこに行くための市民バスとか、あるい

はシャトルバスといいましょうか、この辺につ

いても既に検討されているんですかね。それが

１点。 

 それから、観光客についてはほとんど眼中に

ないのかなというふうにも思うんですが、交流

施設としての役割も、これは捨てがたいものが

あるし、クアオルトで上山に滞在をして、３日、

４日、その中であそこに行って歩いたり、温泉

に入ったりと、これは非常にいい効果を生むと

思いますけれども、この辺についての吟味はど

うなっているんですか。 

○坂本幸一議長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 まず、バスの運行等

についてですけれども、今現在、市営バスにつ

きましては、みゆき会病院までもコースに入っ

ておりますので、その辺の延伸等について、担

当課のほうで検討を進めるということになると

思います。 

 また、施設を実際に運営していただく業者等

による、マイクロバス等による送迎というふう

なものも、当然、教室等に参加される方につい

ては高齢者が多いですので、対応を検討してい

るところでございます。 

 また、観光客の誘致という点でございますけ

れども、こちらにつきましても、クアオルトの

中で、宿泊型の保健指導といったものを試行事

業から進めて、今年度、市内の国保の加入者に

ついても拡大しようということで動きがあるわ

けですけれども、そういった外からの企業の健

康対策という中での短期宿泊のコースとして、

当然、宿泊していただいて、その施設ができた

中で、水中運動なんかもメニューに加えていた

だくというふうなところの発展性というもの

は、当然、検討しているところだと思います。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 私はやっぱりどうし

ても最初に戻ってしまいますけれども、市長に

は、この際、補助金もないことでありますから、

やはりもうちょっと、それだけすばらしい施設

であればなおさら、市民に十分理解をしていた

だいた上でないと私は建設に着手すべきではな

いと。最初は掘削だけだという話でありますが、

まだまだ市民が納得をしていくものではないと

思っております。やっぱり施設をつくるか、つ

くらないかは最終的に市民が決めるんだろうと、

それが普通だろうと思います。 

 議会で、予算特別委員会、今度、この議会で

予算が上がったと。実質、これはスタートする

わけですけれども、市民は、俺はそんなの決め

ていない、賛成じゃないよという人がぼこぼこ

出てこられたら、やっぱり議会の議決と市民の

思いに違いが生じたら一番不幸なことでありま

すし、私は責任逃れをするつもりはないんです

けれども、もうちょっと市民にも意見をやっぱ

り聞いてもらうと、そしてそこで決定をしてい

くと。議会は議会の、もちろん予算執行ですか

ら議決は必要なんですけれども、それを延ばし

ても、手順を、まず市民の側に選択の機会を与
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えると、こういうふうにしてもらいたいと思う

んですね。これが今回の私の質問の一番の肝で

ありますけれども、再度、市長、そこの辺、い

かがですか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 いろいろな政策展開してい

くということについては、行政のひとり歩き、

そういうことは決して許されるものではござい

ません。やっぱり、このまちを市民と一体とな

って、どういうまちづくりをしていくか、その

環境づくり、あるいは事務的な手続等について

は我々行政がきちっとやっていきますけれども、

基本的には市民の合意、これは大前提でござい

ます。 

 ですから、先ほど申し上げましたように、駅

前の観光施設についても、観光物産協会とか、

いろいろな方々との話し合いとか、地元にもお

話をさせていただきましたけれども、やっぱり

そういう中で、じゃあ、駅前をどうしていくん

だ、まちの中をどうしていくんだということの

合意というものをやっぱり得る必要があるわけ

でございますし、やっぱり物事というのは、ソ

フト面、非常に大事です、これは、はっきり言

って。だけれども、市民はソフト面をそんなに

わかり切っているものでもないと思います。で

すから、やっぱりある程度ハード面できちっと

形を整えて、そしてそれを示して、そしてソフ

ト面ではこうですよという説明をしていくこと

も手法の一つであるなと思っておりますし、決

してハードをつくればいいという考え方でもご

ざいません。 

 ですから、そういった面においては、繰り返

しになりますけれども、市民の合意というのは

非常に大事であることは常日ごろ思っておりま

すし、そういった形でこれまでも政策展開をさ

せていただいたと思っておりますので、これだ

けがということはございません。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 何かちょっと言葉に

誤解があったのか、わかりませんが。市民はソ

フトについてはそんなに詳しくないというよう

な意味をちょっとおっしゃられたと思うんです

けれども、市民も多種多様でありますから、非

常にこういったものに造詣の深い方も当然いる

わけでありますし、やっぱり市民目線というこ

とをおっしゃるのであれば、もうちょっと市民

の中に入り込んでいいのではないかと思いま

す。 

 駅前のものも、補助金が決まらなかったから

というものの、駅前の向かいのお土産店は全然

知らなかったわけですし、私どもが行ってか

ら、「そんな話あんのか」みたいな感じだった

んですね。ですから、やっぱり、お金のかかる

ものでもございませんから、ぜひ情報を流して

……。 

 アメリカでは、情報は自治の通貨であると。

貨幣ですね。そういうふうに、貨幣のように流

通させなければ情報はだめだというのが市民自

治の言葉としてあるそうですけれども。 

 ぜひ、市長、何回聞いても同じだから、いい

と言えばいいんですけれども、この手順、ぜひ、

もう一回市民に返していただくと。そのことに

よって大幅にずれるということもないでしょう

から、私は議会で、ここで議決してしまうこと

について非常に責任を感じるし、これでいいの

かなという思いがしておりますので。私たち議

員の中でも、恐らく、今１５人いますけれども、

もろ手を挙げて賛成という方はどれだけいらっ

しゃるのか。なかなかそこも難しいところであ

ります。 
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 再度、あとは変えないということであれば別

ですが、もう一回、市民にこれを戻すというよ

うな作業について最後に伺って終わりたいと思

います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 市民に戻すという意見はど

ういう意味なのかということも、ちょっとクエ

スチョンマークのつく部分もございます。これ

は常に我々はそういう手法で来たということは

基本的には間違いないと思っています。そうい

う手法で、そしてまた、そういう形で市民との

合意形成の中で政策展開をしてきたものと思っ

ています。 

 そうでなければ、例えば土地を買い上げると

いう部分においても協力できないということが

あるわけですから、ですから、やっぱりそうい

ったきめ細かな説明、そして、きめ細かな理解

を得るということは大前提でございますから、

これはそういう形で今後とも進めていくという

ことには変わりございません。 

○坂本幸一議長 枝松直樹議員。 

○１１番 枝松直樹議員 最後の発言にいたし

ますけれども、私は今市長がおっしゃられたき

め細かという部分、これを大事にしたいと思っ

ておりまして、どうもそういうふうに見えない

から私はあえてここで質問しているわけであり

まして、このままですと、議案に対して賛同で

きるようなものになかなかならないというふう

にちょっと今不安になりました。 

 市長、ぜひ、再度、これは要望にとどめてお

きますが、市民の目線で、市民の声を聞いて、

これから施策、さらにお願いいたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 私もそういう気持ちで今ま

で来たと思いますし、これからもそういう気持

ちで担当させていただきたいと思っています。 

○坂本幸一議長 この際、正午にもなりますの

で、昼食のため休憩いたします。午後は１時か

ら会議を開きます。 

    午前１１時５７分 休 憩 

                  

    午後 １時００分 開 議 

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、９番長澤長右衛門議員。 

〔９番 長澤長右衛門議員 登壇〕 

○９番 長澤長右衛門議員 会派創志会の長澤

長右衛門であります。通告に従い、順次質問を

させていただきます。 

 初めに、有害鳥獣対策事業の強化についてで

あります。 

 有害鳥獣による農業被害の問題については、

鳥獣の生息域が拡大し、全国的に深刻化してお

り、中山間地域を多く抱える本市にとっては重

大な問題であります。有害鳥獣による農業被害、

農産物被害は、農業者の営農意欲を低下させ、

離農・耕作放棄地の増加を招き、過疎化の進行

の大きな要因となっております。 

 本市の過去３年の鳥獣被害額は、平成２５年

度１，５４３万７，０００円、平成２６年度１，

６３７万４，０００円、平成２７年度１，５２

０万２，０００円となっており、イノシシにつ

いては、繁殖率も高く、近年被害の拡大傾向が

著しいため、農産物だけでなく、人身被害に及

ぶ危険をはらんでおり、その対策は喫緊の課題

となっております。 

 鳥獣による農産物等の被害を未然に防止する

ためには、地域主体の取り組みを推進すること

が最も効果的でありますが、近年、農業者の高

齢化や狩猟者・ハンター人口が減少しているこ
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とから、地域全体で被害防止対策に取り組むた

めの体制を早急に整備することが必要かつ重要

となっており、そのための行政の取り組みをさ

らに強化していくべきと考えます。 

 ある地域では、中山間地等直接支払制度の事

業費を用いて狩猟資格を取得させ、自分の地域

は、みずからが守ろうとしている地域の動きも

あるようであります。 

 平成１９年１２月、有害鳥獣による農林水産

業等に係る被害の防止のための特別措置に関す

る法律が制定され、また、平成２４年３月には、

対策の担い手の確保、捕獲の一層の推進等を図

るために法律が一部改正されました。 

 これらの状況を踏まえ、有害鳥獣被害防止総

合対策交付金が交付されており、市町村が単独

で、または隣接する複数の市町村が共同して作

成する被害防止計画に基づき、鳥獣の保護及び

管理並びに狩猟の適正化に関する法律の許可を

受けて行う農作物被害を及ぼす鳥獣の捕獲等ま

たは鳥類の卵の採取、被害防除、生息環境管理

等の被害防止対策を総合的かつ計画的に実施す

るとともに、県が主導して行う広域捕獲活動等

の取り組みを実施することもできるようになっ

ております。 

 本市においても、カモシカ・猿の食害対策事

業を発端にして平成６年度から始まった簡易電

気柵等の設置に対する補助については、おおむ

ね被害の未然防止対策として一定の成果を示し

ており、今後も同事業の継続を願うものであり

ます。 

 また、現在、有害鳥獣の捕獲については、全

て猟友会に委託している状況であり、近年、イ

ノシシの捕獲数は、平成２６年度３０頭、平成

２７年度３４頭、平成２８年１２月末で３８頭

となっておりますが、猟友会会員の減少と高齢

化が進行しており、今後ますます被害が危惧さ

れる状況を考えれば、さらなる行政の有害鳥獣

対策の強化が必要であり、そのためにも対策を

専門とする部署を設置すべきと考えますが、市

長の御所見を伺います。 

 なお、農業者・農業団体等の職員を捕獲の担

い手として育成するため、おり・囲いわな・く

くりわな等の技能研修や、資格を必要としない

有害小動物捕獲の技術の研修を行い、捕獲者の

捕獲技術を向上させるとともに、地域の有害鳥

獣対策のための指導者育成を図るべきと考えま

すので、あわせて伺います。 

 また、平成２０年度より有害鳥獣捕獲に積極

的な施策として、本市では、市民が新規に狩猟

免許及び銃所持許可を取得し、山形県猟友会上

山支部に登録しようとする方については、狩猟

講習会、狩猟免許試験、猟銃講習会、試験用弾

購入等の各受講・申請費に対して２分の１の金

額を補助する支援制度を実施しており、有害鳥

獣捕獲への積極的な施策に敬意を表します。 

 有害鳥獣防止対策の取り組みとして、捕獲支

援制度は効率的かつ効果的なものにつながると

考えます。 

 また、有害鳥獣による被害抑制及び推進を進

める考えであれば、本市では捕獲奨励金がない

ことから、有害鳥獣への捕獲奨励金を設け、有

害鳥獣捕獲への意欲向上を図り、被害を減少さ

せ、営農意欲をかき立て、市住民の安全・安心

を促し、将来展望を見据えた施策を取り入れる

べきと考えますが、市長の御所見を伺います。 

 次に、将来を見据えた市有林の活用方策につ

いてであります。 

 これまで我々は、森や自然の恵みに感謝し、

自然との共生の文化を醸成してきました。森は

我々の暮らしを災害から守るとともに、水源涵
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養や地球温暖化の防止といった大切な役割を果

たしております。今、森からの恩恵を受けるの

みではなく、一人一人が森とともに生きている

ことや木を生かす暮らしの大切さを改めて理解

し、森林の保持・保全を図る必要があると考え

ますので、順次質問させていただきます。 

 まず、学校林の取り組みでありますが、学校

林は、明治政府が明治２８年に出した学校林設

置の訓令に始まるものとされ、戦後の国土復興

運動として、森林資源の確保、公共福祉への寄

与など教育上重要なものとして推進されまし

た。 

 学校林は、学校、保護者、地域の方々の手に

より大切に育てられてきましたが、現在では、

管理や運営は市町村で行い、間伐等の森林の整

備は、専門的知識や技術が必要となることから、

市町村が計上した予算により森林組合等や林業

事業者が行う場合が多くなっているようであり

ます。 

 地場産業として林業が重要な役割を果たして

いる地域では、児童・生徒みずからが植栽、下

刈り、枝打ち、間伐等の作業に従事すると定め

ているところもあります。かつて、学校林から

の収益を校舎の増改築の費用に充てる例も見ら

れました。ただし、近年では木材価格の低迷も

あり、収益を校舎の増改築に活用することは少

なくなってきました。 

 その一方、環境教育の場として学校林を活用

している例が全国的に見られ、児童・生徒、教

員、地域の森林ボランティア団体等が一体とな

って森林体験活動などに取り組んでいるところ

もあります。 

 現在、本市の学校林の状況は、上山小学校・

西郷第一小学校・旧西郷第二小学校・旧本庄小

学校・旧東小学校・旧宮生小学校・旧中山小学

校・宮川中学校・南中学校・北中学校・旧山元

小・中学校、１１校、合わせて約７３．６ヘク

タールに及ぶ面積であります。樹種について

は、杉・アカマツ・カラマツであり、樹齢４０

年から６０年のものがほとんどであり、最近の

整備状況は、林業事業者・山形地方森林組合・

山元林業協同組合等により、平成１５年度から

平成１６年度には、６学校林の一部で除伐が、

また８学校林の一部で下刈り作業が施され、平

成１９年度から平成２２年度には、旧東小学校

林ほか４学校林の一部で間伐作業が実施されま

した。 

 昨年８月１８日に、管理課・農林課とともに

学校林を拝見させていただきました。その結果、

道路から学校林までは、旧西郷第二小学校以外

の学校林には管理道がなく、荒廃が著しい山林

もありました。 

 管理道がなければ、学校林を活用しての自然

体験や環境教育の実施が容易でなく、また管理

整備作業及び木材の搬出作業にも困難が伴いま

す。 

 いずれの学校林も樹齢が４０年から６０年の

ものは近年が主伐適期であり、良質の木材を搬

出する考えであれば、学校林管理計画を策定し、

有利な補助事業を計画的に活用し、管理道も含

め学校林の整備を推進すべきと考えますが、教

育長の御所見を伺います。 

 本市の学校林の学習活動への活用については、

学校から学校林まで遠距離のため、ほとんど利

用はされていないのが現状であり、生活科の一

環でヒメサユリの栽培・観察等を実施している

学校がある程度であります。 

 平成１２年、総合的な学習の時間が導入され

たことをきっかけに、学校林は再び注目される

ようになりました。近年は、地域住民や森林ボ
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ランティア団体、企業等が一体となって学校林

を保全し、学習の場として活用する取り組みの

実例も出てきております。子どもたちの人格形

成や幅広い知識の習得の場として学校林を生か

し、その活動を継続していくためには、教育現

場における地道な活動の積み重ねとともに、地

域社会やＮＰＯ、企業などとともに、行政がそ

れを支えていくことが重要になってきておりま

す。 

 そのために、やまがた緑環境税等を学校林に

活用し、自然環境学習や森林に親しみ、森林及

び木材の大切さを伝え、今後も森林を守ってい

こうとする学習に取り組む考えがないか、教育

長に伺います。 

 次に、学校林以外の市有林の取り扱いについ

てであります。 

 我が国経済は、リーマンショックに端を発す

る世界的な経済危機以降、円高が進行し景気の

低迷が続く中、木材価格の低迷等から、林業・

木材産業は深刻な状況に置かれてきたところで

あります。 

 近年、国・県の支援事業及び木質バイオマス

発電等で国産材の生産が徐々に拡大し、自給率

も上がってきているところでありますが、長期

にわたる経済低迷の影響から、林業・木材産業

の経営基盤はまだまだ脆弱であり、木材の産地

である山村は過疎化、高齢化が進み、地域コミ

ュニティの維持さえ危機的な状況であります。 

 山形県の総面積の約７割、６７万ヘクタール

が山林であり、上山市も県と同様、市の総面積

の７割が山林となっておりますが、市有林の管

理については財政課、農林課、観光課、建設課

の４つの課で行っていると聞いております。 

 国は、地域の森林整備に対し、高額な補助制

度を打ち出しており、県もやまがた森林ノミク

ス推進条例を制定し、県民総参加による森林づ

くりと人材育成の重要性を盛り込んでおりま

す。 

 今後は、荒廃林の整備を施し適正に管理する

ため、市有林の管理体制の一元化を図り、市有

林のみならず、森林組合や民有林等の有効活用

を図る上でも、（仮称）森林整備課を新設すべ

きと考えますが、市長の御所見を伺います。 

 また、さらなる国・県の補助制度を積極的に

活用し、市有林への管理道整備、間伐、主伐を

計画的に実施し、森林の活性化が必要でありま

す。 

 そのためには、市独自の森林経営計画を策定

し、有利な補助事業の補助を受け、計画的な利

用間伐等を進めていくことが重要であり、林業

の担い手不足の解消にもつながると考えます。 

 今後の地方創生、森林・林業行政を推進する

とともに、平成２９年１２月、市内に稼働予定

の木質バイオマス発電施設に向けても、民有林

のみならず、市有林の間伐材等の利用を促し、

豊かな森林資源の有効活用の推進と雇用の創出

につなげ、林業の振興と地域経済活性化に向け

て取り組むべきと考えますが、市長の御所見を

伺い、一問といたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 ９番長澤長右衛門議員の御

質問にお答えいたします。 

 初めに、有害鳥獣対策事業の強化について申

し上げます。 

 有害鳥獣対策を専門とする部署を新設する考

えは持っておりませんが、地域主体での被害防

止対策への取り組みは重要と捉えておりますの

で、今後とも地域の皆様や関係団体と連携し対

応してまいります。 
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 捕獲技術研修会につきましては、担い手育成、

捕獲技術向上につながるものを実施してまいり

ます。 

 また、捕獲奨励金制度の創設でありますが、

他市町村での捕獲意欲向上への効果を研究しつ

つ、関係団体と協議してまいります。 

 次に、学校林以外の市有林の取り組みについ

て申し上げます。 

 森林整備のための新たな課を設ける考えは持

っておりませんが、森林の適正管理と事務の効

率化を図るため、平成２９年度より財政課所管

の市有林等を農林課へ事務移管し、管理してま

いります。 

 また、間伐材等の有効活用につきましては、

平成２９年度より搬出可能な場所からの利用間

伐を進めながら、森林資源の有効活用を図って

まいります。 

 なお、森林経営計画につきましては、策定の

必要性を含め調査してまいります。 

○坂本幸一議長 教育長。 

〔古山茂満教育長 登壇〕 

○古山茂満教育長 ９番長澤長右衛門議員の御

質問にお答えいたします。 

 初めに、学校林管理計画の策定について申し

上げます。 

 学校林は、学校の基本財産や学校建設のため

の資材として整備され、学校や保護者、地域の

方々により管理されてきました。しかしながら、

木材価格の低迷、児童・生徒数の減少、学校統

廃合の影響などから、現在では管理が行き届か

ない学校林も多くなっており、学校独自で管理

していくことが困難な状況にあります。 

 そのため、改めて今後の学校林のあり方や適

正管理の方策について、学校、保護者及び地域

と協議してまいります。 

 次に、学習活動への活用について申し上げま

す。 

 学校林を学習活動に活用することは、社会科

や総合的な学習の時間など、学習指導要領にお

ける教科・領域の目標を達成するための活動の

一つと捉えております。 

 しかしながら、学校の現状により管理が行き

届かない側面もあることから、学校林の現状及

び学校の実態に応じた活用をしてまいります。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 有害鳥獣対策を専

門とする部署の設置でありますけれども、市長

は、有害鳥獣対策については専門の部署の設置

は考えていないということでございます。今後、

地域の皆さんとか関係団体と連携して対策を考

えると答弁をいただいたわけでございますが、

その関係団体というのは、どのような関係団体

なのか、ちょっと教えていただきたいと思いま

す。 

○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 関係団体につい

ては、主に猟友会を考えております。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 本市においては、

有害鳥獣対策専門の係、課がないわけでありま

す。農業夢づくり課が対応しているわけでござ

いますが、農業夢づくり課は昨年新たに設置さ

れまして、かみのやまワイン特区として、かみ

のやまワインの郷プロジェクトを民間事業者と

連携して大々的に展開しておるわけでございま

す。 

 その課でございますが、課長初め４人で業務

に携わっているわけでございます。農夢係が３

名、農産物コーディネーターが１名で構成され

ているわけでございますが、有害鳥獣対策も兼
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務していらっしゃるわけです。 

 また、平成２９年度からワインツーリズム等

の展開も模索しておりますが、今後ますます業

務が多忙になってくると思われるんですが、４

人でこの業務を遂行できるのか、お伺いいたし

ます。 

○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 現状、当課で行

っていることとして、ある地域での例えば追い

払いに当たっては、その地域からの支援の要請

を受けて、猟友会にも依頼しつつ共同して実施

しているとか、また、実施の実際の被害報告の

連絡がございましたら、行政及び猟友会が現地

に赴いてわなを仕掛けるとかいった対応をして

おります。このような対応については、地域か

らの追い払いの応援要請とか被害報告に関して

は、現在の体制で行う予定としております。 

 ただし、御指摘のとおり、今後、地域からの

応援要請などがふえることが予想されます。現

在でも鳥獣害対策というのは当課で重要施策の

一つとして、もちろんやらせていただいており

ますが、より一層注力するという形で取り組ま

せていただきたいと思っております。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 こういう質問をす

れば、課長は当然できるとしか言いようがない

と思いますので、それはそれといたしまして、

有害鳥獣災害というのは結構あるわけでござい

ます。熊、猿も有害鳥獣に該当しているわけで

ございますが、熊が出没した際は市民生活課が

担当しておるわけであります。また、農産物の

被害については、農業夢づくり課が担当してい

るわけでございますが、市民の方々が熊・猿・

イノシシ、または有害小動物、野生鳥獣として

考えて扱っているわけでございます。市民が有

害鳥獣等の問い合わせの際に、複雑な市の体制

のためにたらい回しにされたという苦情も聞い

ております。その対応はどのようにお考えなの

か、お伺いいたします。 

○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、農作物に

関する有害鳥獣捕獲については、猟友会にお願

いしているところですけれども、例えば現場の

被害、目視に参っていると申し上げましたけれ

ども、例えば現場での被害の様子から加害個体

が再来するかどうかを予測しつつ、わなを仕掛

けて捕獲している状況でございます。しかしな

がら、突発的な捕獲要請に、例えばお電話で、

「今出たからとりに来てくれ」というような捕

獲要請につきましては、仮に市役所宛てにお電

話をいただいておっても、何かしらしなければ

いけないとは思うのですが、例えば猟銃を常日

ごろ持ち歩いているわけではなく、猟銃免許者

も捕獲には複数名要るといったようなことから、

すぐさまの捕獲というものは非常に困難である

ということをお答えいただければと思っており

ます。 

 なお、地域での野生動物が嫌がる環境づくり

とか、柵の設置とか、加害個体を対象にした捕

獲というのは地域主体で取り組んでいただくと

いうことも一法ではないかと思いますし、その

捕獲に対する支援については行ってまいりたい

と思っております。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 これは地域で取り

組むというのはなかなか難しいものであるわけ

であります。今後ますます拡大し、進行する野

生鳥獣や有害鳥獣に対して、市民への要望に応

えるためにも、ぜひ専門課を設けるべきかと私

は思っているんですけれども、これはできませ
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んか、課を１つ、係でも。だから、農業夢づく

り課と市民生活課ですか、その２つに分かれて

いるわけですよ、今。だから、それを一本化に

できないかと私は申し上げているんですけれど

も、いかがですか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今、御指摘のとおり、例え

ばカモシカについては、文化財というようなこ

ともありまして、生涯学習課とか、あるいは農

業関係であれば農業夢づくり課と分かれている

というのは現実にございます。ただ、やっぱり

組織機構の中で、また新たな課を設けるという

ことについては、やはりそれなりの理由、ある

いはそれなりのニーズ、さらには全体としての

市民奉仕とか、そういうことがいろいろあるわ

けでございますが、現時点において新しい課を

設けるということは考えておりません。 

 ただ、対策として、このたびの、後で質問が

あるかどうかわかりませんけれども、猟銃に対

する、あるいは免許取得に対する補助とかそう

いうことをやらせていただいているところでご

ざいますが、やはり、ここはきちっと関係団体

との連携とか、市民との連携、あるいはたらい

回しという話がありましたけれども、そういっ

たことをきちっと、新しい課をつくらなくても

できる部分もあると思いますし、そういう形で

現時点においては対応していきたいと考えてい

るところでございます。 

 将来につきましては、これが本当に大変な状

況といいましょうか、現時点でも大変な状況に

はありますけれども、まず、現勢力で精いっぱ

い対応して、そして、対応が最大限にできない

というようなことになった時点では、また新た

な考え方が生まれてくるんだろうなと考えてい

るところでございます。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 ただ、市長、今現

在、深刻なんですよ。だから、一本化にして、

市民に対応できるような係とか担当課をつくっ

ていただきたいということを言っているんです

よ。今深刻でないわけではない。深刻なんです

よ、今。それをちょっと認識していただきたい。

これはいつ、つくるつもりなんですか、この担

当部署を。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 この対応につきましては、

現時点では、現体制でやっていくということで

ございますが、これについて、今後検討といい

ましょうか、本当にそういった部署を設けて対

応すべきなのかということもあるわけでござい

ますし、あとは人的なものもございますし、そ

ういうことを農業夢づくり課の一係でできなか

ったというと、そうじゃないと思いますよね。

例えばそこに新たな１人の職員配置とかそうい

うことも考えられるわけでございますので、そ

ういったことを含めて検討してまいりたいと考

えているところです。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 まだ、何といって

も緊急時に対応できるような体制がないわけで

す、今。それで、人身被害を生ずる前にこうい

う体制を構築して、市民の安全・安心を確保で

きるような体制を講じていただきたい。ぜひ、

お願いして、次に参ります。 

 次は、捕獲技術研修会についてでありますけ

れども、関係各位と協議の上、効果的な研修会

を実施して被害対策の意識向上につなげていた

だきたいと思います。これはぜひ、どのように

お考えなのか、もう一度お伺いいたします。 

○坂本幸一議長 農業夢づくり課長。 
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○藤田大輔農業夢づくり課長 研修会の内容に

つきましては、実際に捕獲技術が上がるもの、

具体的にはどのようにと、まだ検討段階ではあ

りますけれども、実際に捕獲するに当たってで

あるとか、実地的なもの関して、実地的な内容

を行う研修会を目指してまいりたいと思いま

す。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 よろしくお願いし

たいと思います。 

 あとは担い手ということに関しては何かあり

ますか。 

○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 担い手に関して

は、先ほど申し上げましたけれども、加害個体

に対して地域で捕獲するということも地域の取

り組みとしての一策だと思っておりますので、

そのような方が捕獲に当たって必要な免許であ

るとか、銃であるとかを取得するための支援と

いうものは行ってまいりたいと思っておりま

す。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 ぜひお願いしたい

と思います。 

 次に、捕獲奨励金制度の創設についてであり

ますけれども、捕獲奨励金制度は、関係団体と

協議してのことであるということでありますが、

本当に前向きになって検討していただきたいと

思うわけであります。 

 猟友会会員は市の委託を受けて実施隊となっ

ているわけでございますが、本市の猟友会会員

は３６名と本当に少ないと感じているところで

ございます。今から増員が必要だと思っていら

っしゃるんでしょうけれども、何人ぐらいふや

すつもりか、教えていただきたいんですが。 

○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 具体的な人数に

つきましては、現在のところ検討しておりませ

んが、人数が少なくなっているということは認

識しておりますので、一人でも多くハンターの

方がふえるように支援してまいりたいと思いま

す。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 ぜひお願いしたい

と思います。 

 市長は、昨年の予算特別委員会でもはっきり

と、有害鳥獣対策には平成２９年度については

拡充を考えていると断言していらっしゃったん

ですが、どのような拡充を考えているのか教え

ていただけますか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 新年度当初予算に、これか

ら審議に入っていただければわかっていただけ

ると思いますが、免許証に対する補助とか、あ

るいは猟銃に対する補助とか、まずそこを拡充

させていただいて、充実させていただいて、そ

れがいわゆる猟友会の会員の増加にもなるんだ

ろうなというような考え方のもとにさせていた

だいております。 

 そのほかは、今までどおりといいましょうか、

電気柵の補助とかも検討させていただいており

ますが、先般、棚田サミットの中で、大変苦労

されている上勝町とか、そういう町長さんとお

話をさせていただきましたが、やっぱり一番捕

獲できるのはわなだということでございました。

ですから、やっぱりこれからわなの取得に対す

る、あるいはわなに対する補助とか、そういっ

たことを、特にイノシシ関係でございますが、

そういうことをお聞きしておりますので、上勝

町のほうにも視察なり、あるいは連携をとって
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ということは担当課に指示しておりますので、

そういったことも、ほかの取り組み等も生かさ

せていただいて、本市にとって最もいい方法と

いうものをさらに考えてまいりたいと考えてい

ます。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 今、猟銃の購入の

補助と、市長はおっしゃったわけですが、幾ら

ぐらい補助するお考えですか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 これは予算特別委員会のこ

とでございますので、そちらのほうで議論させ

ていただきたいと思います。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 わかりました。 

 電気柵、猟銃免許の拡充と、あと猟銃購入費

の補助ということを今伺ったわけでございます

が、１問目でも申し上げたとおり、電気柵は被

害の未然防止対策に一定の成果を示しておるわ

けでございます。今後とも補助事業の継続をお

願いしたいと思います。 

 次に、防護策として、今後、被害防止の実践

的活動として、有害鳥獣の一斉捕獲、また一斉

追い払い等の実施なんかもお考えだとは思うん

ですが、やっているのであれば失礼ですけれど

も、今の実態をちょっと伺いたいと思います。 

○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 一斉追い払いに

関しては、地区である程度追い払いをしている

という情報は手に入ってございます。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 追い払いはやって

いるんだけれども、一斉捕獲はやっていないと

いうことでよろしいんですか。 

○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 一斉捕獲につい

ては、猿で平成１９年から２１年の間に一斉捕

獲を８回程度行っております。そのほか、有害

鳥獣への対策員がパトロール、実施隊、猿の出

没に対してパトロールを土日に行っておるとい

う実態がございます。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 今、課長からお聞

きしますと、最近、全然やっていないというこ

とありますよね。ぜひ、こういうものを実施計

画を立ててしていただきたいと要望しておきま

す。 

 あと、狩猟免許の取得、これ私もことしあた

り取りたいと思っているんですよ。それでいろ

いろ勉強させていただきました。そして、わな

の狩猟免許、猟銃の所持までには約８万５，０

００円ほどかかります。市で２分の１の補助を

受けたとしても４万２，５００円、これが個人

負担になるわけでございます。また、そのほか

にガンロッカー３万円、そして装弾ロッカーと

いうのは、これは弾を入れるロッカーです。こ

れが１万円、猟友会の年間会費が１万円ぐらい

かかるそうでございます。そうすると、狩猟免

許取得までにざっと１０万円ぐらいかかるんで

すよ。それで、何とか狩猟資格取得、免許等、

申請等を全額補助できませんか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 これについても予算特別委

員会できちっと答弁させていただきます。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 全額補助というこ

とで期待しておきますけれども。 

 次に、今、猟友会の方々に実施隊として捕獲

を依頼しているわけでございます。猟銃免許を

取得しても、これは３年経験を有しないと実施
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隊に入れないというのは、課長、御存じでしょ

うか。 

○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 はい、承知して

おります。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 次に、学校林計画

の策定についてであります。 

 答弁では、現在、管理が行き届かない学校林

も多いとあるわけでございます。学校独自で管

理していくことが困難な状態であると。また、

学校林のあり方、管理の方策については、学校、

保護者及び地域と協議していくということを伺

いましたけれども、どのような協議をやってい

くのか。 

○坂本幸一議長 教育長。 

○古山茂満教育長 先ほど申し上げましたけれ

ども、学校林のあり方、それから適正管理の方

策、これにつきまして、学校と保護者、それか

ら地域の方々と協議してまいるということです

けれども、その協議の内容について管理課長か

らお答えいたします。 

○坂本幸一議長 管理課長。 

○太田 宏管理課長 命によりましてお答えい

たします。 

 協議の内容につきましては、今後の管理の方

法はどうあるべきかといったこと、学校林につ

きましては、本来でありますと学校が管理をし

て運営をしていくということでございますが、

学校で管理がなかなか難しいといった状況の中

で、今後、学校林としてどういったあり方がい

いのかということを協議させていただくという

ことでございます。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 わかりました。 

 では、学校林の木材利用に対しましては、ほ

かの自治体あたりを見ましても、やっぱり実績

も少ないと聞いております。本市では、その木

材利用をどのように促進していく考えなのか。

もしも、お考えがあればお答えください。 

○坂本幸一議長 管理課長。 

○太田 宏管理課長 学校林につきましては、

議員の質問にもありましたように、４０年から

６０年が伐採に適した期間ということでござい

ます。８月に現況を見たところでは、まだちょ

っともう少しかなというところもございまして、

伐採期に入りましたら、それを伐採して現金化

するとか、そういった方向がやっぱり主ではな

いのかなと思っているところでございます。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 よろしく進めてい

ただきたいと思います。 

 あと、学習活動への活用でございますけれど

も、本市においては緑の少年団の活動について、

各少年団と交流や連携のある活動を行うため、

緑の少年団運営協議会を組織しておるわけでご

ざいますが、今後とも、これは要望でございま

すけれども、豊かな郷土の自然に親しみ、緑を

育てて環境の大切さを学習し、心豊かな児童を

育成していただきたいと思います。 

 次に、学校林以外の市有林の管理の一元化で

ありますけれども、約４８０ヘクタールの山林

を有しているわけでございます。先ほどの答弁

にもございましたとおり、平成２９年度から財

政課と農林課の市有林の管理が統一されるとい

うことは、大変有意義な判断ではないかなと私

は思っております。 

 財政課の管理面積が約４１２．２ヘクタール、

市有林のほとんどを管理しているわけでござい

ます。今後、森林整備と再生促進していく上で
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は、積極的な施策に敬意を表します。また、観

光課の約０．７ヘクタールと建設課の約８．２

ヘクタール、両課が担当しているわけでござい

ますが、これは当然、目的があってのことと思

いますけれども、その目的をちょっとお伺いい

たしたいと思います。 

○坂本幸一議長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 観光課の０．７ヘクター

ルにつきましては、西山地区の部分でございま

す。西山自然休養林の一部というようなことで、

特に近隣の方々の憩いの場といいますか、そう

いったことで現在使われているというようなこ

とで、実際、地元の方から御協力をいただきな

がら、その森林について維持しているというよ

うなことでございますので、引き続き、そのよ

うなことで進めてまいりたいと思います。 

○坂本幸一議長 建設課長。 

○近埜伸二建設課長 建設課で管理しています

のは、みはらしの丘の周辺緑地の部分でござい

ます。これはみはらしの丘の区画整理するとき

のコンセプトといたしまして、周辺に緑地を設

けるということで取得させていただいたもので

ございます。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 了解しました。 

 次に、（仮称）森林整備課の新設であります

けれども、平成２９年度から財政課と農林課の

管理が統一されるということがありまして、市

の森林経営計画を策定していただきたいと思う

わけでございます。そしてまた、県土の豊かな

森林資源を有効活用するやまがた森林ノミクス

をさらに推進するために、１億１，７２５万円

の予算案も計上しているわけでございます。 

 また、本市で１２月稼働予定の木質バイオマ

ス発電施設に、木材消費量が年間３万トンと聞

いております。また、そのほとんどが地元上山

と山形村山地区を中心に木材を購入するという

ことでございます。市有林のみならず、民有林

の間伐等が利用されるわけでございます。また

再生促進を考えれば、森林整備課が必要だと。

今していただかないと遅くなるのではないでし

ょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 バイオマス発電については

我々も大変喜んでいるところでございますし、

民間企業ですから、民間で努力をしている状況

もございます。例えば森林組合とかそういった、

あとは地元の組合とかそういうこと等の交渉も

進んでいるということでございますし、これを

つくって、じゃあ、計画的にということはなか

なか難しいと思います。 

 つまり、民間の森林を我々行政が、強制的と

は言いませんけれども、計画的にということは

難しいので、やっぱりつくるとすれば行政の持

っている森林をどうしていくかということだと

思いますし、ここはやっぱり民間の森林組合、

あるいは生産森林組合等の方々に頑張っていた

だく。そしてまた、その企業との連携をさらに

強めていただくということがより大事ではない

かなと考えているところでございます。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 企業、業者に任せ

るということであるわけでございますが、それ

はなかなか難しいんじゃないかなと私は思って

おります。農林課、林業担当の編成をちょっと

調べさせていただきました。これは平成１３年

度に林業係２名という係長、係員、そして平成

１４年度から平成１６年度まで森林係、これも

また２名おりまして、係長と係員、平成１７年

度も森林担当ということで２名、そして平成１
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８年度から平成２８年度まで農林整備グループ

になったわけでございます。そして、今現在、

従来２名いた担当職員が１．５人減っているん

ですよ。これはどういう意味なんですか、ちょ

っとお聞かせ願いたいと思います。 

○坂本幸一議長 農林課長。 

○前田豊孝農林課長 確かに御指摘のとおり、

森林係、林業係があった当時は２名体制でござ

いました。その後、フラット制が導入されまし

て、グループ制になったということで、そのグ

ループの中で事業担当という形になってきてお

ります。 

 その後、だんだん、いわゆる市有林も含めて

の森林施業関係の事業が縮小されてきた部分な

んかもありまして、現在１名が専門の担当、あ

と１名が兼務というような形になっておりま

す。 

 ただ、御指摘のとおり、今後、森林関係の事

務量がふえることは目に見えておりますので、

事務の効率化と事務分掌の見直し等によって、

平成２９年度については現有体制で森林事務の

充実を図っていきたいというふうには考えてお

ります。 

○坂本幸一議長 長澤長右衛門議員。 

○９番 長澤長右衛門議員 森林、林業は、専

門的知識が必要であります。また、今後、さま

ざまな国・県の有利な補助制度といいますか、

政策も考えられるわけでございます。経験が問

われる担当部署だと私は思っております。そう

いう意味でも、森林、林業の経験のある、知識

の豊かな、即実践力のある人材を採用すべきと

思っているわけでございます。 

 また、森林資源に恵まれた上山の森林は宝と

位置づけ、森林活性化を図り、木質バイオマス

発電施設の完成と市産材の今後ますますの消費

拡大を期待し、きょうはここで終わらせていた

だきます。 

 ありがとうございました。 

○坂本幸一議長 この際、１０分間休憩いたし

ます。 

    午後１時５９分 休 憩 

                  

    午後２時０９分 開 議 

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 次に、１番守岡等議員。 

〔１番 守岡 等議員 登壇〕 

○１番 守岡 等議員 議席番号１番、日本共

産党議員団の守岡等です。 

 私は、結婚・出産・子育てしやすい環境の整

備について質問させていただきます。 

 今、我が国では、人類の歴史上経験したこと

のない急激な人口減少が進んでいます。上山市

も例外でなく、深刻な人口減少に直面していま

す。１９６０年の４万３８３人をピークに、特

にバブル経済期を過ぎたあたりから年間数百人

の人口が減少し、ここ二、三年内には３万人を

割ろうとしています。 

 人口減少は各分野にさまざまな影響を及ぼし

ます。地域社会の労働力不足によって、市内産

業は停滞し、さまざまな分野における後継者不

足、耕作放棄地・空き家などの増加、子ども会

活動など地域コミュニティの停滞を招きます。

また、人口減少社会は社会保障制度にも大きな

影響を与え、財源を確保できないどころか、人

手不足で医療や介護の現場が維持できなくなる

事態も予想されます。 

 この間、国においても２００３年の少子化社

会対策基本法や次世代育成支援対策推進法の制

定など、さまざまな人口減少対策に向けた政策



－８３－ 

を講じてきました。こうした政策は、保育所待

機児童の解消など一定の成果を上げてきました

が、まだまだ人口減少対策の根幹をなすものと

はなっていません。むしろ、経済的問題、不安

定雇用が若者の結婚離れを進行させ、人口減少

の要因とされているにもかかわらず、政府は、

１９９０年代後半から正規雇用を減らしながら、

パート、派遣、契約、請負などの非正規雇用を

ふやすという二律背反的な政策を行ってきまし

た。 

 今、安倍内閣は「ニッポン一億総活躍プラ

ン」と称して、人口減少対策につながる政策を

打ち出しています。男性の育児参加や非正規雇

用の均衡待遇を促す働き方改革、幼児教育費無

償化、新たな奨学金制度の導入などによる希望

出生率１．８の実現など、掲げられたスローガ

ンは大変すばらしいものです。 

 私は、こうした政策が実のあるものとなるよ

うに、地方から積極的に問題提起、政策実施し

ていくべきだと考えます。 

 既に全国市長会からは、２０１５年５月に

「人口減少に立ち向かう都市自治体と国の支援

のあり方」が報告され、若者の住宅、安定した

就労、企業誘致など１４のライフステージに応

じた自治体の役割、地方単独事業による支援の

あり方が提案されています。どれも時宜にかな

った有効なものだと考えられます。こうしたさ

まざまな団体・研究機関から出されている人口

減少対策の具体的施策を吟味し、上山市に求め

られている施策を取り上げていきたいと思いま

す。 

 なお、結婚・出産というのは、個人の価値観

によるところが大きく、戦前・戦中のように、

国家がスローガン化して促進するものでないこ

とは明らかでありますし、成熟した現代社会に

おいては、多様な価値観・幸福感があり、結

婚・出産を選ばない生き方も尊重されるべきで

す。 

 しかし、さまざまな価値観がある中でも、多

くの国民が結婚・出産を希望しています。内閣

府が２０１４年に公表した「結婚・家族形成に

関する意識調査」報告書でも、未婚者の７割が

結婚したいと考え、既婚者は２人から３人は子

どもが欲しいと答えています。そうした意向を

持ちながら、なぜ結婚や出産が減っているのか、

結婚や出産を妨げている理由を一つ一つ解明し、

手だてを講じることが必要であり、以下、その

対応策について問題提起するものです。 

 最初に、経済的な不安の解消についてです。 

 現在結婚していない理由として、特に男性の

多くが生活資金、結婚資金、雇用の不安定さを

指摘しています。出産・子育ての問題では、特

に男性の非正規雇用のほうが「今は子どもがい

ないが、将来は子どもが欲しいと思う」及び

「子どもは欲しくない」の割合が全体と比べて

高くなっており、出産・子育てと雇用の問題が

大きくかかわっていることを示しています。 

 内閣府の調査では、１５歳から２４歳の半数

近くが非正規雇用、不安定雇用の状況に置かれ

ています。また、平成２２年の国勢調査による

と、上山市民である雇用者のうち３２％、約３

分の１の勤労者が非正規雇用となっています。

こうした雇用による経済的不安が、結婚できな

い、子どもを持てないことにつながっているの

だと思います。 

 人口減少対策の基本は、若者が結婚し、子ど

もを設けることですが、その前提となるのが、

全ての若者が安定した職につき、将来にわたっ

て十分な収入が得られるということではないで

しょうか。 
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 本来であれば、国が率先してそうした政策を

講じるべきですが、国は今、派遣労働の全面解

禁に続き、低賃金で解雇しやすい限定正社員制

度などの多様な働き方、残業代ゼロの脱時間給

制度、金銭解雇制度などの将来不安をさらに広

げる政策を進めようとしています。 

 このような状況のもとで、本市で何ができる

かを考え、以下の事項について提案します。 

 まず、上山市非正規職員の待遇改善を図るこ

とです。当市の職員数は２０１７年１月１日現

在で、正職員３２７人、非常勤職員７３人、

日々雇用職員７８人となっています。これらの

職員は皆それぞれの部署でそれなりの仕事を任

されており、行政執行における欠かせないスタ

ッフとなっています。この方たちの雇用不安を

取り除くために、まず賃金格差の是正を図る必

要があります。少なくとも、同じ労働に関して

は時給換算で正規職員と同様の賃金体系を整備

し、賞与についても是正する必要があります。

本来であれば、自治体労働者の平均賃金と比較

した賃金体系を整備すべきところですが、政府

の言う同一労働同一賃金制は同じ企業内での整

備が検討されているようなので、まず、当市役

所内での同一労働同一賃金制の整備を図るべき

と考えます。 

 今、仙台市の民間企業など、同一労働同一賃

金制を採用する企業がふえています。ある北欧

系企業では、正社員もパート労働者も格差のな

い労働時間に応じた給与を払う制度を導入し、

雇用期間も原則無期雇用にしています。このこ

とにより、労働者の安心感が増しただけでなく、

コワーカー（ともに働く人）という考えが浸透

し、マネジメントの改善などさまざまな効果が

上がったということです。 

 上山市役所が、自治体労働における同一労働

同一賃金制を実施することによって、世間の評

価が高まり、ますます優秀な職員が集まるだけ

でなく、職員の結束力が高まり、共同体意識が

高まることにより、市民の福祉向上につながる

より効果的・効率的な業務改善が図られるので

はないかと考えます。 

 また、賃金格差の是正と同時に、勤務条件に

ついても是正していく必要があります。現在の

勤務条件は、非常勤職員については、年次有給

休暇、忌引、結婚休暇、病気休暇等であります

が、日々雇用職員については、年次有給休暇の

みです。こうした格差のある勤務条件について

も是正を図る必要があるのではないでしょうか。

上山市非正規職員の待遇改善について、市長の

御所見をお示しください。 

 次に、市内で正社員を中心とした雇用の安定

を図るために、公的な無料職業紹介事業の機能

強化を提案します。 

 大阪府豊中市は、くらし支援課が中心となっ

て自治体としての就労支援を推進していること

で知られています。豊中市は、職業安定法に基

づく無料職業紹介事業を実施し、無料職業紹介

所を開設しています。 

 豊中市の公的就労支援は、ハローワークでは

把握し切れない求職者個々の状況や意向を把握

し、支援員が市内の企業を訪問し、求職者と企

業のつなぎ役の役目を果たしていることに特色

があります。不安定雇用からの脱却を目指す求

職者に対して有用な情報を提供できるとともに、

人手不足に悩む企業からすれば、公的な支援を

受けた求職者は信頼が厚く、就職後の定着支援

もあり、非常に喜ばれており、成果を上げてい

るということです。 

 本市においても、現在、無料職業紹介所を市

役所内に設置し、若年層への職業紹介を行って
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います。ただ、残念ながら、非正規雇用の求人

のほうが多いというのが実情のようです。この

無料職業紹介所の機能を強化し、豊中市のよう

に専任職員を配置し、求職者の状況把握に努め、

積極的に正規職員を求める企業を発掘し、求職

者と企業のマッチングを進める必要があるので

はないでしょうか。本市には、現在、雇用確保

対策事業費補助金制度があり、市内在住者を正

社員として雇用した場合には２５万円支給され

る事業ですが、こうした事業ともリンクさせな

がら正社員雇用を進めていく必要があると考え

ます。 

 こうした取り組みは、求職者、とりわけ若者

の雇用の安定化につながるだけでなく、行政と

中小企業との結びつきも深まります。そして、

将来的には交流人口拡大、定住促進にもつなが

るものだと考えます。公的な無料職業紹介事業

の機能強化について、市長の御所見をお示しく

ださい。 

 次に、奨学金の返還負担の軽減についてです。 

 経済的な環境が悪化する中、奨学金を利用す

る学生がふえ、貸与額も以前とは比べものにな

らないほど高額になっています。中央労福協

（労働者福祉中央協議会）が２０１５年に行っ

た調査では、３４歳以下の若者の２人に１人が

奨学金制度を利用し、借り入れ総額は平均３１

２万円、月の返還額の平均は１万７，０００円、

負担感については、４割の方が苦しいと答え、

生活設計への影響という点では「結婚」と答え

た方が最も高くなっています。返済を延滞した

場合には過酷な延滞金が課せられ、奨学金では

なく奨学ローンといったほうがいいのが実情で

す。 

 厳しい奨学金返還の状況で、本市においては

県と連携しながら若者定着奨学金返還支援事業

が取り組まれています。貸与月数に２万６，０

００円を乗じた額を上限に、返還が軽減される

制度として本市の若者定着にも役立っていると

思います。しかし、労福協の調査でも明らかな

ように、借り入れ平均が３００万円を超え、４

００万円、５００万円借りる学生も多いようで

す。このように何百万円もの奨学金の返還を課

せられている状況では、希望を持て、結婚しろ

と言われても、それは無理というものではない

でしょうか。 

 このような状況のもとで、村山市では、村山

市夢応援奨学金という給付型奨学金制度を創設

しました。６，０００万円の基金を造成し、高

校生２０ないし３０人を対象に１０万円、これ

は１回目のみ。大学生１学年５人程度を対象に

年間６０万円を支給するということです。 

 こうした給付型奨学金制度は、とりわけ低所

得者の教育権を保障するとともに、高等教育を

終えた者が就職し、結婚し、子どもを生み、育

てるという本来の人間らしい生活を送るための

大きな支えとなる制度でもあります。 

 また、国のほうでも、所得に応じて奨学金の

返済額を軽減する制度を検討中だと聞いており

ます。 

 本市においても、大学を卒業した後、奨学金

返済の心配なく専門知識を生かした職につき、

そして結婚し、子どもを持てるようにするため

に、給付型奨学金制度の創設、あるいは就職後

の所得に応じて返済額を軽減する制度を設ける

ことを提案します。こうした制度によって、若

者の夢と希望を後押しする奨学金制度本来の目

的を取り戻すだけでなく、優秀な未来の担い手

づくりにつながります。教育長の御所見をお示

しください。 

 次に、男性の育児参加をより高めるイクメン
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プロジェクトの立ち上げについてです。 

 安心して結婚・出産・子育てができない要因

に、両親が働きながら子育てを行う両立支援が

不十分だということが挙げられます。我が国で

は、出産後も就業を継続した女性は約４割にと

どまっており、退職した女性の４分の１が「仕

事を続けたかったが、仕事と育児の両立の難し

さでやめた」としています。働きながら出産・

子育てを可能にする両立支援制度の整備が待た

れています。 

 この面では、国の制度化が進み、育児休業は

子どもが１歳（保育所に子どもを預けられない

など一定の理由がある場合は、１歳６カ月）に

達するまでの間、取得することができるように

なり、その間は雇用保険から５０％から６７％

の育児休業給付金が支給されるようにもなりま

した。また、事業主に、３歳未満の子どもを養

育する労働者に対して、短時間勤務、フレック

スタイム、始業・終業時間の繰り上げ・繰り下

げ等のいずれかの措置を講じることが義務づけ

られ、２０１０年６月からは、３歳までの子を

養育する労働者について、短時間勤務制度（１

日６時間）を設けなければならなくなりました。 

 このように、育児休業制度については、一定

の前進が図られています。しかし、一定前進し

た両立支援の取り組みにおいても、私は３つの

問題が残されていると考えています。第１は、

大企業中心の取り組みに終わっており、中小・

零細企業の取り組みが弱いということです。第

２は、正規雇用職員が対象であるため、非正規

雇用者への対応がおくれていることです。第３

は、男性の育児参加がまだまだ弱いということ

です。 

 こうした課題に対して、とりわけ男性の育児

参加を進めるために、以下の事項を提案します。 

 まず、イクメン支援の取り組みとして、イク

メン教育・研修の実施です。 

 ２０１４年に厚生労働省が、「夫が休日の家

事・育児に参加した時間と第２子以降が生まれ

た関係」を調査したところ、「夫の家事・育児

時間なし」では、第２子以降の出生状況は９．

８％であるのに対し、参加時間が長くなればな

るほど第２子以降の出生がふえていき、６時間

以上になると８０％を超えるという調査結果が

出されました。子育てに父親が積極的にかかわ

るべきだという意識が社会に広がれば、確実に

少子化解消への道筋がつくはずです。 

 本市においても短時間勤務は可能であり、２

０１０年度からは、父親・母親がともに市役所

で働いていても同時取得できるようになったと

伺っております。しかし、せっかくの制度がな

かなか男性職員には活用されていないようです。 

 また、山形県労働条件等実態調査によると、

２０１４年の県内男性育児休業取得率は２．

１％となっており、全国平均２．３％を下回っ

ています。本市において、これまで育児休業を

取得した男性職員は２０１１年度に２人いただ

けです。しかし、山形県職員の２０１４年にお

ける男性職員育児休業取得率は９．７％であり、

２０２０年度までに２０％になることを目標に

取り組みを進めるとのことです。 

 県職員の男性育児休業取得率が高い背景には、

各部局ごとの綿密な調査とともに、ＮＰＯ法人

ファザーリング・ジャパンを初めとした講演会

やディスカッションを通した、いわゆる「イク

メン（子育てする男性）」についての理解が培

われていること、さらには、インターネット等

を通じて積極的な情報発信が行われているとこ

ろにあるのではないかと思います。 

 育児休業をとった県の職員は、「今後は、自
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分が子育てする中で、職場の皆さんから御協力

いただいた経験を忘れずに、効率的な仕事の進

め方を常に考えながら精進し、部下も自分も生

き生きと働ける職場をつくる立派なイクボスに

なることが目標です」と、感想を述べていま

す。このように子育てしやすい労働環境は、さ

まざまな派生効果をもたらすものだと考えま

す。 

 本市においても、２０１６年１２月に策定さ

れた第２次上山市男女共同参画計画で、「男性

が育児・介護休業制度を活用しやすい職場環境

づくりに向けての啓発を行う」としています。

また、上山市特定事業主行動計画において、２

０１５年度はゼロ％の男性の育児休業取得率を

２０１９年度までに１３．０％以上とする目標

を確認しています。 

 こうした取り組みの具体化を図り、本市にお

いて男性の育児休業取得率を高めるために、ま

ず市の職員がその必要性・重要性をしっかりと

学んでいくことが必要です。「育児休業が取得

できるのに休まない人」への教育研修、「取得

したいのに休めない人」には職場環境の見直し

が必要です。前述したファザーリング・ジャパ

ンの代表などを招いてイクメンに対する理解を

培い、上司を初め職場全体で男性の育児参加・

育児休業取得を勧める機運を高めることが必要

です。男性の育児参加・育児休業取得率を高め

るためのイクメン教育・研修について、市長の

御所見をお示しください。 

 次に、市内の企業・学校などでもイクメンに

関する教育・研修の場を設け、男性の育児参

加・育児休業取得の意義と実績について理解を

培っていく必要があります。こうした研修を通

してイクメンをふやすとともに、それを応援・

サポートする家庭の妻や祖父母、企業、職場の

上司、同僚などのサポーターをふやすことも重

要です。そして、先輩イクメンの奮闘や育児休

業にまつわる体験談、サポーターからの応援メ

ッセージ、イクメン企業の取り組みなどの情報

発信のほか、イベントの開催などを行うイクメ

ンプロジェクトを立ち上げることを提案します。

イクメンを応援する雰囲気をつくり上げていく

ことは、「ずっと居たい」まちづくりを進める

上でも大切なことではないでしょうか。イクメ

ンプロジェクトの立ち上げとイクメン情報の発

信について、市長の御所見をお示しください。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １番守岡等議員の御質問に

お答えいたします。 

 初めに、市の非正規職員の待遇改善について

申し上げます。 

 昨年１２月に取りまとめられました「地方公

務員の臨時・非常勤職員及び任期付職員の任用

等の在り方に関する研究会報告書」をもとに、

今国会において地方公務員法及び地方自治法の

一部を改正する法律案が提出されます。 

 本市といたしましては、法改正の趣旨に基づ

き、非常勤職員等の任用のあり方や給料、手当、

勤務条件等について、財政状況を勘案しつつ必

要な整備を図ってまいります。 

 次に、公的な無料職業紹介事業の機能強化に

ついて申し上げます。 

 若者の正社員就職の実現に向けては、ハロー

ワーク山形において、山形県正社員転換・待遇

改善実現プランに基づき、求職者のそれぞれの

状況に応じた担当者制によるきめ細かな支援や

マッチング等に取り組むこととされております

ので、本市無料職業紹介事業の機能強化は必要

がないものと考えております。 
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 なお、本市におきましては、市内企業に対す

る正社員の雇用促進を図るための支援制度を拡

充し、積極的に正社員を求める企業の発掘につ

なげてまいります。 

 次に、イクメン教育・研修の実施について申

し上げます。 

 男性の育児参加、育児休業取得率を高めるこ

とは、少子化対策の有効な施策の一つと考えて

おります。 

 上山市特定事業主行動計画の数値目標を達成

するためには、男性職員の育児参加について、

本人はもとより、上司や同僚の意識を変えてい

く必要があります。 

 そのため、育児休業等休暇制度の周知に努め

るとともに、職員研修の中に男女共同参画に関

する内容を取り入れるなど意識改革を促してま

いります。 

 次に、イクメン情報の発信について申し上げ

ます。 

 男性の育児休業取得率を高め、男性の育児参

加を進めるためには、補助事業の対象要件とし

て子育てサポート企業等であることを入れるな

ど、企業に仕事と家庭の両立支援に取り組んで

いただけるよう誘導することはプロジェクト立

ち上げよりも実効性があるものと考えておりま

す。 

 引き続き、関係機関と連携し、誘導を図ると

ともに情報提供に取り組みながら、子育てしや

すい労働環境づくりを推進してまいります。 

○坂本幸一議長 教育長。 

〔古山茂満教育長 登壇〕 

○古山茂満教育長 １番守岡等議員の御質問に

お答えいたします。 

 奨学金の返還負担の軽減について申し上げま

す。 

 給付型奨学金につきましては、国が実施する

日本学生支援機構の奨学金事業において、平成

２９年度から新たに導入が進められようとして

おりますので、本市独自での実施は考えており

ません。 

 また、所得に応じて返済額を軽減する制度に

つきましても、日本学生支援機構の奨学金事業

において導入が進められようとしているところ

でありますけれども、その動向を注視しなが

ら、返還年数の延長等も含め、負担軽減を図る

方向で本市奨学金制度について検討してまいり

ます。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 これまでにも本市にお

いてはさまざまな結婚相談所だとか、あるいは

子育て支援事業というものを展開してきて、そ

れなりの成果は上がったと思いますけれども、

それでも生まれる子どもがなかなかふえないと

いうことで、もう少し根本的なところで、今回、

問題提起させていただいた次第です。 

 まず、本市の非正規雇用職員の待遇改善とい

う点では、かなり前向きな市長の答弁があった

と思います。現状についてもう少し詳しく知り

たいんですけれども、現在の非常勤職員の給与

と常勤職員との比較した場合の水準をちょっと

知りたいんですが、お願いします。 

○坂本幸一議長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 全体としまして、いわゆ

るボーナスを除いた基本給の部分で概算で申し

上げますと、日々雇用職員につきましては、事

務の場合１日６，０００円でございます。した

がいまして、時給にしますと７７４円でありま

す。これと大卒１年目の時給換算とを比べます

と、大卒１年目が約１，１７０円ということで

あります。ですので、約６６％くらいの数字に
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なってございます。 

 それから、非常勤職員について申し上げます

と、これは職種によりまして月額報酬額が異な

っておりますけれども、例えば大卒公務員志望

の行政事務推進員という方を採用しております

が、この時給が約１，０５３円でございます。

先ほどの大卒１年目と比較いたしますと、約９

０％くらいの割合になってございます。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 日々雇用の方は、大体

日本の平均よりは若干高くて、ＥＵ諸国との中

間くらいという水準かと思いますけれども、先

ほど市長から御説明ありましたとおり、今、国

のほうでもこの法案化を図っているそうで、も

しこの法案が通れば、この格差、どれぐらいま

で是正されるとお考えでしょうか。 

○坂本幸一議長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 国でこれから審議されま

す地方公務員法及び地方自治法の一部を改正す

る法律案につきましては、いわゆる枠組みの改

正でございます。つまり、非常勤特別職という

ことで本市も含めまして採用している非常勤に

つきましては、労働者性が高いような場合の公

務員につきましては、一般職の非常勤として任

用すべきだというようなことで、その制度が変

更されることになります。したがいまして、今

まで報酬として支給していたものを給料という

ことで支給することになりますので、まずはそ

の枠組みが整えられるということでございま

す。 

 あと、同一労働同一賃金の部分につきまして

は、今、民間でも議論されておりまして、まず

すぐには地方公務員に適用になるかというと、

いわゆる公務員の場合ですと一般職ということ

になりますので、地方公務員法の職務給の原則

とか均衡の原則ということで、民間とのバラン

スも問われるわけでありますので、その点、い

ろいろこれから課題があるかと思いますけれど

も、国のその法の趣旨に沿いまして検討してい

きたいと思っております。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 １つだけ確認したいの

は、枠から外れた場合には、今までどおりの格

差があるということなんでしょうか。 

○坂本幸一議長 庶務課長。 

○鈴木英夫庶務課長 枠というのは、いわゆる

一般職の非常勤ということでの取り扱いになる

ということでありまして、賃金、同一労働同一

賃金という部分についてはまた別の議論が必要

かと思います。より適正な支給方法ができると

いうような制度に変わるわけでありますから、

賃金水準につきましてはまた別の部分で検討す

る必要があるかと思います。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 わかりました。ぜひ、

その格差が少しでも縮まるような体系整備をお

願いしたいと思います。 

 次に、公的な無料職業紹介所の機能強化の件

ですけれども、やはり今ハローワークにもそう

した事業があるということですけれども、先ほ

ど紹介した豊中市の例なんかですと、やはり一

番違うのは間を取り持つコーディネーターがき

ちんと機能するかどうかだと思うんです。そし

て、今、本市にも上山市雇用確保対策事業費補

助金制度というものがあって、正社員化を進め

てきたという経過もあると思うんですけれど

も。 

 最初に、この補助金制度を活用して、どれぐ

らいの正社員がふえたか、平成２８年度の数字

でも結構なんですけれども、教えていただけま
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すか。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 市内の企業の現在の見込

みでございますけれども、平成２８年度におき

ましては市内在住者が１９名、市外在住者が１

２名ということで、３１名市内の企業において

は新規雇用が生まれております。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 大変すばらしい数だと

思います。ぜひ、補正予算の議論でも明らかに

なったとおり、正社員をふやすということは本

市の税収入にとっても非常にアップにつながる

ことだと考えますので、ぜひ今後も正社員をふ

やす方向でお願いしたいと思います。 

 次に、奨学金の問題に移ります。 

 現在、今の制度として、上山市には国公立大

学３万５，０００円と私立大学４万６，０００

円、１０年以内に無利子で返済するという、こ

ういう制度ですけれども、これに第二種のいわ

ゆる有利子の分を借りている学生の分、この方

たちを対象に今、若者定着奨学金返還支援事業

というものがあると伺いました。これは先ほど

言ったとおり、総額でいうと１２４万８，００

０円まで支援してくれるという制度ですけれど

も、やはり市の奨学金を４年間借りた場合でも

総額２２０万円ということで、９０万円ほどや

っぱり足りなくなってしまうと。それ以外に日

本学生支援機構の奨学金を借りた場合には、さ

らに最高額５７６万円ですから、それから１２

４万円引いても４５２万円も残るという、こう

いう計算になります。やはりこういう厳しい返

済ということでは継続していくことになると思

いますけれども、今、先ほど教育長も言ったと

おり、国のほうでもようやく給付型の奨学金制

度が始まるようですけれども、これに市単独で

上乗せして、国の制度をさらにもう少しいいも

のにするということはできないものでしょう

か。 

○坂本幸一議長 管理課長。 

○太田 宏管理課長 １問目の答弁でもありま

したけれども、市独自でそれをする考えはない

ということでございます。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 そうすると、やっぱり

今の厳しい返済状況が依然として残るというふ

うになるかと思うんですけれども、やはり今の

奨学金制度、例えばもし延滞したら延滞金が年

利５％発生して、返還金というのはまずその延

滞金に充てられて、その次に利子、そして元金

の順に充当されるということで、返済してもな

かなか元金が減らないという、こういう仕組み

になっています。だから、一生この奨学金の返

済に追われて、結婚なんてとんでもないという、

こういう実情がある中で、何とか市の単独事業

としてやってもらいたいのと。 

 あと、今回やっぱり提案したのは、所得に応

じて返済額が軽減されるような仕組み、これも

国のほうでは検討された足跡はあるようなんで

すけれども、これなんかも市の単独事業ででき

ないものかどうかということで、先ほど、いろ

いろ延長期間も含めて検討するという御回答が

ありましたけれども、こうした軽減策もそれに

加えてもらうことはできないでしょうか。 

○坂本幸一議長 管理課長。 

○太田 宏管理課長 今後検討していきます内

容につきましては、返済額を減らすということ

ではなくて、今、返済期間１０年ということで

ございますが、その期間の延長をするとか、あ

とは返済額につきましても考えていきたいなと

いうふうに考えているところでございます。 
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○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 まず、今の奨学生が非

常に返済で苦労しているという、こういう認識

については共通しているということでよろしい

ですか。 

○坂本幸一議長 管理課長。 

○太田 宏管理課長 本市の奨学金の対象者と

いうことで考えてみますと、今現在、４４名の

方から返還をいただいてございます。そのうち、

返済期間１０年ということですが、２名の方が

ちょっと期間内に終わらなくて分割して返済を

していただいている状況というものがございま

すが、全体の中で考えますと、そんなに割合は

高くないのかなと思っております。 

 また、先ほど守岡議員から、国の奨学金と市

の奨学金、合わせて借りた場合ふえてくるよと

いう話がありましたが、上山市の奨学金の場合

には、他の奨学金を借りていますと借りられな

いという制度ですので、本市の奨学金分だけが

対象になってくるというようなことでございま

す。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 市の奨学金は確かにそ

うだと思います。もう一つ、先ほど言った若者

定着奨学金返還支援事業というのは、教育委員

会管轄とはまた別の奨学金ということで、先ほ

ど言った日本学生支援機構の第二種のいわゆる

利息がどんどん膨らむ奨学金、これを借りてい

る方もいらっしゃると思います。きょうは、そ

ちらのほうはちょっと置いておいて、教育委員

会管轄のものについて御質問させていただきま

した。 

 次に、イクメンの問題です。 

 これまでの男性の育児参加とその出産という

点では、かなりエビデンスというものが明確に

なっているわけですけれども、今後、やはりい

かに市内の各職場で男性の育児休業・育児参加

をふやしていくかが課題になるかと思います。 

 これまで本市には、上山市産休・育休・代替

職員雇用補助金制度というものがありまして、

これは正社員が産休や育休を取得する際に、そ

の代替職員を期間を定めて雇用する場合に１人

当たり月額２万円、最長で２年間補助するとい

うものですけれども、この利用実績がどのよう

になっているか、ちょっと教えていただけます

か。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 この制度につきましては

平成２８年度から新設したわけですけれども、

現在のところ、利用実績がないということでご

ざいます。企業からの聞き取りを行ったところ、

どちらかというとワークシェアで対応している

実例が多いということでございましたので、平

成２９年度からは別立ての事業を新しく起こし

て対応したいというふうに考えております。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 ちょっと利用しにくい

制度だったということですけれども、その要因

と新しい制度がどういうふうに変わるのか、発

展するのかというのをちょっと教えてください。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 先ほど申し上げましたと

おり、企業におきましては、代替職員を配置す

るということではなくて、ワークシェアという

ことで複数人がその人の仕事をカバーするとい

うやり方で対応している企業が多いということ

で実績がなかったものというふうに、聞き取り

の結果、考えておりますので、平成２９年度の

新しい補助事業におきましては、育児休業をと

った方が職場復帰した際に支援をするという形



－９２－ 

で、実績に応じて補助金を支出するような形で

対応したいと考えております。 

○坂本幸一議長 守岡等議員。 

○１番 守岡 等議員 ぜひ、少しでも代替職

員がいなくても、育児休業しやすい雇用環境づ

くりに今後もお願いしたいと思っています。 

 最後に、ちょっとまとめますが、今、女性が

生涯に産む子どもの数が一番多い自治体という

のは、沖縄県の多良間村、ここが３．１人とい

うことで、この多良間村を初め、全国の自治体

の上位は島や西日本の比較的温暖なところが占

めているようなんです。 

 ただ、目を世界に向けると、フランスを初め、

スウェーデン、フィンランドなどの決して温暖

でない国でも出生率が高くなっているわけです

けれども、こうした自治体や国々で何が共通し

ているのかということをちょっと勉強してみま

したけれども、やっぱり一言で言うと、共同体

意識が高いということなんですね。 

 日本の島の場合には昔ながらのゆったりとし

た地域のつながりが安全と安心の基本になって

いて、島全体が子どもを産み育てる自然な雰囲

気があるということなんです。 

 北欧の場合には、発達した福祉制度、子育て

支援制度がその背景にあるのはもちろんですけ

れども、生活のさまざまな場面に共同の目が張

りめぐらされているということで、例えば購買

生協だけでなくて、親協同組合というものもあ

って、まちぐるみ、社会全体で子育てを支援し

ようという、こういう機運に満ちあふれている

んだというふうに伺っています。 

 ぜひ、この上山市においても、都会に比べれ

ば比較にならないほど共同体意識の高い地域だ

と思いますし、ぜひ、ここに確信を持って、子

どもは社会の宝、子育ては社会全体で応援して

いくという機運をつくり上げて、少子化対策、

子どもを産み育てやすい環境づくりに努めてい

きたいと思います。 

 以上、第２問目を終わります。 

○坂本幸一議長 次に、１０番中川とみ子議

員。 

〔１０番 中川とみ子議員 登壇〕 

○１０番 中川とみ子議員 カミンの再生整備

事業について、三世代のニーズに即した生活支

援拠点としての整備の方向性ということについ

て質問させていただきます。 

 昨年４月２６日、突然の上山二日町ショッピ

ングセンター協同組合の事業の停止、翌日には

山形地裁に自己破産を申請したとのニュース、

大変ショッキングなニュースでびっくりした記

憶はまだ鮮明に残っております。 

 世の中の景気が悪くなるとともに、消費も落

ち込み、テナントの撤退などが続き、また、大

型店舗の進出に影響は大きいものがあり、客足

も減っていき、それに応じて売り上げもないと

いうのが現状でこのような結果になってしまっ

たものと思い、残念でなりません。 

 平成２８年４月２７日、破産管財人が管理す

ることになった上山二日町ショッピングセンタ

ー協同組合所有床での営業は、やめる人もいれ

ば、営業していていいのかなと不安に思いなが

ら撤退するよう言われるまで続けるという方も

いてくれました。 

 キーテナントの食品スーパーがやめた１階の

売り場はがらんとして薄暗く、昭和のポスター

を掲示して市民に足を運んでもらうことを考え、

たくさんのポスターを持っていた市民の方の御

厚意で１階と２階の空きスペースに懐かしいポ

スターを掲示していただきました。 

 市内の人はもちろん、地元紙に取り上げてい
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ただいたため、市外からもわざわざ足を運んで

くれた人もいました。そのさなかの自己破産と

いう出来事でしたが、ポスターは１０月まで半

年間、たくさんのボランティア精神の人たちの

力で実現しました。カミンに足を運んでもらい

たいという営業をしていた人の思いの結集で、

すばらしいことでした。かかわられた方にこの

場をかりて敬意を表します。ありがとうござい

ました。また、お疲れさまでした。 

 さて、平成２８年１２月２日、本市ではショ

ッピングプラザカミンの再生整備事業の方針決

定について議会に説明がありました。本市では、

昨年、第７次上山市振興計画を策定し、「はぐ

くむ」の中で、子育て環境を充実しますと上げ

ております。出生児童が少ない上山においては、

子どもたちは地域の宝です。子育て支援につい

ては、市長にも一生懸命取り組んでいただいて

いるものと確信しております。そこで、説明で

は１階に子育て支援施設の整備として、上山市

総合子どもセンター「めんごりあ」、子どもの

屋内遊び場、子育て世代交流スペース、２階に

は上山市常設高齢者サロン「まじゃれ」、ジュ

ニアリーダーあすなろ活動拠点、高校生等の勉

強・読書・交流スペース、テナントスペースと

して約１，２００平方メートル、コミュニティ

施設（会議室大・中・小）、上山二日町再開発

株式会社の事務室等とのことでありました。 

 破産と聞いてから８カ月目でした。個人的な

意見としては、とても早い対応で、危機感を感

じているがゆえの一刻も早い整備事業なんだろ

うと感じ、安堵さえも感じました。 

 事業のコンセプトは、上山市の地方創生、中

心市街地活性化を推進する街なかの拠点施設と

しての機能強化（「高齢者、現役・子育て世代、

子どもたちの三世代が暮らし続けられるまち」

としての拠点機能の強化）を図り、周辺商店街

の連携による中心市街地の活性化につなげてい

くというものですが、この点について順次質問

させていただきます。 

 まず、「めんごりあ」移設の再検証について

です。 

 総合子どもセンター「めんごりあ」の移設に

ついて、旧にし保育園が今、総合子どもセンタ

ー「めんごりあ」として機能しているわけです

が、「めんごりあ」の施設はとてもいい環境に

あり、平成２７年度は、年間延べ利用者は約１

万４，０００人、保護者同伴で利用されており

ます。また、市外からの利用者もあり、市内の

利用者は７、市外の利用者は３の割合で利用さ

れているとも聞いております。利用している人

に聞いてみました。「とても環境がよく、職員

の方も親切でほっとする場所だ」と言います。 

 移設を考えているのは、「めんごりあ」の利

用者からの不満や何か要望があるのか。あるい

は建物の老朽化などの問題でもあるのか、その

辺の説明が明確でなく、カミンの１階に移設と

のことであります。出入り口の多い１階では、

保育環境としてよくないのではないかと意見し

てくれる方も多くいました。 

 先ほども言いましたが、「めんごりあ」の利

用者の数は横ばい状態かと思います。カミンに

移設することにより拡大を目指しているのか、

縮小なのか。カミンに移設するメリットをどの

ように目算しているのでしょうか。今の場所な

ら園庭で外遊びができます。自然を体で感じる

こと、風を感じ、太陽の光を感じる、自然に触

れることもできるのです。 

 利用者が満足しているのに、コストをかけて

まで移転することに疑問を感じます。三世代が

暮らし続けられるまちの拠点づくりと考える観
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点からの「めんごりあ」移設よりも、上山市保

健センターで実施されている検診や母親学級、

子育ての相談などできる拠点施設の整備として

考えることはできないか。 

 検診のない、あいているときは、多世代、誰

もが利用する場所としての使い方を考えること

により、ひとり暮らしの人は会話や交流を求め、

また、世代が違う人との会話によりお互いの勉

強になる。もしかしたら、話をしているうちに

憂鬱な気持ちで来たのに、帰りは晴れ晴れとし

た気持ちで家に帰ることができる理想の居場所

づくりができると思います。 

 市長の御所見を伺います。 

 次に、食材等注文サービスセンターの設置に

ついてです。 

 今現在のカミンは、１階にパン屋、歯医者等、

２階に軽食喫茶店、洋服店等が運営しておりま

す。暖房が電気ストーブなどの利用のため、寒

い日々を過ごされ、３月の声を聞いて、「もう

少しで暖かくなる。夏は冷房もなく、風が来る

わけでもなく大変だった。それでも、このカミ

ンに足を運んで情報を求め、交流を求め、食を

求めて来てくれる人がいる」と話してくれまし

た。近隣の市民の人が散歩しながら、バスで病

院に来たときの休み場として、カミンに出前を

運んでもらい食事をしている光景も見られるこ

ともあるそうです。 

 最近、「孤食」という言葉をよく聞きます。

高齢者の孤食、子どもの孤食、若者の孤食など

です。ただ、孤食に関しては、一人で食事をし

ていて寂しいと感じなければ「孤食」ではない

と言われているようです。高齢化の進んでいる

日本、上山も例外ではなく、２０４０年には高

齢化率４５％と言われております。私が元気で

いられれば８６歳です。後期高齢者として元気

で暮らせるようにしたいものです。 

 今現在、カミンまでなら歩いて来られるけれ

ど、そこから先は遠くてタクシーを使うことは

できない。認定を受けていないので、介護タク

シーも使えない。精いっぱい生きようとしてい

る人たちの声です。そこで、三世代交流拠点づ

くりをしようとしているカミンですが、私は、

多世代交流拠点としての一つの役割として、食

材等の注文サービスセンターの設置を提案しま

す。食は命です。命をつなぐ拠点づくりとして

の提案です。 

 まず、上山市内で商売をしている人に声がけ

をして、カミンにいて注文したときに配達して

もらえる注文表をつくってもらいます。その注

文表をサービスセンターにおいて、カミンに来

た人が注文表で欲しいものを注文するのです。

商店の方には多大な御協力をお願いしなくては

いけませんが、注文した後は、図書館で本を読

んだり、ほかの用事を済ませているうちに、頼

んだものがサービスセンターに届き、持ち帰る

というものです。若い人たちも、屋内遊び場で

子どもと遊んでいるうちに欲しいものが届く、

利用の仕方はいろいろ考えられると思いますが、

カミンまでなら何とか歩いて来られるとか、散

歩しながらでもカミンに来た人に利用していた

だけるのです。また、先ほども申しましたが、

バスに乗って病院に来た人、学生や若い人たち

にも食材等の注文サービスを利用してもらうこ

とにより、商店街の活性化にも結びつくものと

考えますが、市長の御所見を伺います。 

○坂本幸一議長 １０番中川とみ子議員に対す

る答弁の前に、この際、１０分間休憩いたしま

す。 

    午後３時０７分 休 憩 
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    午後３時１７分 開 議 

○坂本幸一議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。 

 中川とみ子議員の質問に対する答弁を求めま

す。市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １０番中川とみ子議員の御

質問にお答えいたします。 

 初めに、「めんごりあ」移設の再検証につい

て申し上げます。 

 カミン１階には、「めんごりあ」と子どもの

遊び場等を併設することとしております。これ

により子育て世代の利便性が向上するとともに、

カミン自体の利用者の拡大が図られるものと考

えておりますので、カミン再生整備事業の方針

に基づき整備を推進してまいります。 

 次に、食材等注文サービスセンターの設置に

ついて申し上げます。 

 現在、次期中心市街地活性化基本計画の策定

に向けて、市内商店街の方々と商店街の持つべ

き機能についても意見交換をしているところで

ありますが、食材等注文サービスセンターの設

置につきましては、ニーズの有無や採算性を踏

まえた上で民間事業者が判断すべきものと考え

ております。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 「めんごりあ」は

平成２１年４月１９日、自由来館型として、学

べる、遊べる、くつろげるをコンセプトに掲げ、

８年目になろうとしています。耐震の問題とか

そういうことで移設するということではなく、

やっぱり子育て世代をまとめるという意味での

カミンに移設なんでしょうか。もう一度伺いま

す。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 議員御指摘のとおり、「め

んごりあ」は大変いい環境の中で子育てできる

施設として整備をしてきたところでございまし

た。ただ、多くの方々、利用者の方々から一つ

危惧されていることがありまして、これは小さ

いお子さんは遊べるところがあります。しかし、

年長者というのでしょうか、ある程度大きくな

った子どもたちが遊べるところがないといいま

しょうか、危ないといいましょうか、そういう

ことの危惧がございました。 

 そういうことで、今回、整備計画の中では、

ほかの市町のいわゆる屋内の遊び場、これを大

分整備して好評であるというようなこともあり

ましたので、我々は中心市街地に集える場所と

いうことでは、そういった子育て世代にとって

も非常に大事だろうなというような観点があり

まして、そうなれば、やはり今危惧されている

部分を一体的な施設として整備をしていこうと

いう考え方のもとに今回の整備に至ったところ

でございます。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 今の「めんごりあ

あ」は５４２．１平方メートル、カミンに移設

した場合は、どのくらいの面積をとる予定でい

らっしゃるのか伺います。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○土屋光博福祉事務所長 今の「めんごりあ」

よりも若干多目にとる予定でございます。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 ２月末までに基本

設計が出されるということで、いろいろあると

思うのですが、多目にとるということは、もち

ろん平成２７年度は１万４，０００人の来館者、

平成２８年度はまだ出ていないと思うんですが、

例えば１万５，０００人、１万６，０００人と
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いう来館者を求めて移設という認識でよろしい

か、伺います。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○土屋光博福祉事務所長 子どもの遊び場も含

めた施設ということになりますので、当然、利

用者の拡大を目指しているところでございま

す。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 屋内遊び場という

のは、私も以前から屋根のかかった公園という

ことを言っていましたので、大賛成なんです。

ただ、「めんごりあ」が下にあるというか、１

階に来るということが、例えば１階じゃなくて、

２階に持っていくということはできないのか伺

います。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○土屋光博福祉事務所長 １階に子どもの遊び

場をつくるということになっています。これに

つきましては、天井高等の問題もございまして、

遊び場は１階ということで設置を考えておりま

すので、それと併設したと考えれば、２階とい

うよりは１階で、子どもの施設をつくるという

考えに至っております。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 市民の方が心配し

ておられる、入り口がいっぱいあって、子ども

たちの飛び出し、そういうことを心配して言っ

てくださると思うんですけれども、これは基本

設計になってしまうんでしょうかね。もちろん、

飛び出すようなつくりは絶対しないとは思うん

ですが、屋内遊び場は遊び場で、多分、大きい

子どもさんが遊ばれますね。「めんごりあ」は

「めんごりあ」で囲ったような形になるんでし

ょうか。 

○坂本幸一議長 福祉事務所長。 

○土屋光博福祉事務所長 １階にあわせてつく

る形になりますが、小さなお子さんの遊びにつ

いてはきちんと安全性を確保した形で、基本、

「めんごりあ」のスペースと大きい子どもの遊

びのスペースというのは分けて考えるという考

えでございます。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 もちろんそうだと

思いましたが、確認の意味で聞かせてもらいま

した。 

 カミンを三世代交流拠点として考えていらっ

しゃるというのはコンセプトの中身にもありま

した。その中に、子育て世代包括支援センター

というものを何か設置すると今回の施政方針の

中でおっしゃっておりましたが、それは「めん

ごりあ」の中に部屋を独自に考えるのかどうか。 

○坂本幸一議長 健康推進課長。 

○尾形俊幸健康推進課長 子育て世代包括支援

センターにつきましては、健康推進課の中に設

置する考えでおります。その理由といたしまし

ては、まず、妊娠したときに届け出をしていた

だく。そのときに基本的な情報ですとか、アン

ケート、それからアセスメントをとって、支援

が必要な方には支援につなげていくという流れ

を考えておりますので、そのような考え方で設

置をしたいと考えております。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 ちょっと「めんご

りあ」の施設の部分とまた違ったことを今言っ

てしまいました。 

 ですが、やっぱり「めんごりあ」に進めてい

って交流拠点づくり、そしてまた一人でも多く

の方にカミンに足を運んでもらいたいという、

そういう考えだというのは十分わかりました。 

 カミンそのものの耐震というのは、今のとこ
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ろどういう状況なのか、ちょっと確認の意味で

聞かせてください。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 カミンの耐震化について

は、建設年次から判断しますと耐震化の補強の

必要のない施設ということで確認しておりま

す。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 安心しました。子

どもがいっぱい集まるという意味でも、また整

備工事に入る場合もきちんとした整備をしてい

ただけるんだろうと思いますが、ぜひ安全・安

心なところで子どもたちが遊べるように努力お

願いしたいと思います。 

 次に、食材等のサービスセンターについて伺

いますけれども、今ある、多分１階で営業して

いた店舗が使っていた厨房があると思うんです

が、それを活用して市民の命をつなぐ食につい

ての何か対策ということは全然考えておられな

いのか、ちょっと伺いたいと思います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 このカミンの果たす役割、

あるいはこれからのカミンの位置づけというも

のを考えたときには、じゃあ、ここが、どこが

やるんだということにもなるわけでございまし

て、少なくとも行政ではないなという答弁をさ

せていただくところでございますが。ここはや

っぱり、今、ひとり暮らし、高齢者世帯、いろ

いろあるわけで、既に大手の企業がそういった

ところに、配食というのでしょうか、うちでも

やっておりますけれども、配食サービスをどん

どんやっておるわけですね。ですから、そうい

ったこともあるので、やれるベースがあるもの

については、ある面での民託ということも考え

られますので、ここは先ほどはいわゆる民間事

業者ということを申し上げましたけれども、考

えられることは商工会の商業部会だってあるわ

けでございますし、商店街もあるわけでござい

ますので、そういったところに、こういった新

しい事業の創出といいましょうか、そういった

ことも含めてやっていただくということがいい

のではないかなという考え方のもとで答弁させ

ていただいたところでございます。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 センターをつくる

ことによって、地域の協力を得て中心市街地が

活性化するんじゃないかというような思いから

提案させていただいたわけなんですが、先ほど

市長がおっしゃっていた、中心市街地との意見

交換会ということもおっしゃっていましたね。

ぜひ、そういうところで地域の方の御協力をい

ただけるような、言葉は悪いですけれども、誘

導していただくような、そんなことをぜひお願

いしたいと思いますし、本当に一人で暮らして

いる方がカミンに、薄暗いカミンでもまだ足を

運んでくださって、パンを一切れ食べるとか、

そういう方がいらっしゃいます。そういう方を

見ていると、子どもさんがいっぱい集まってき

たということを想像したときに、多分、子ども

さんの姿を見たくて、また足を運んでくれると

いうこともあるんじゃないかなと思いますし、

そういうときに、何かちょっと食するものとい

うのはどうしても必要なんじゃないかなと思い

ますし、例えば配食サービスをしている、そう

いうところの協力を得ることはできるかどうか、

ちょっと伺いたいと思います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 配食サービスについては社

会福祉協議会がやっているわけで、そしてまた、

配達する方々の御協力をいただいてやっている



－９８－ 

わけでございます。これは社会福祉協議会が会

員というのでしょうか、あるいは利用者という

のでしょうか、そういう方々を募ってやってい

るわけでございますし、そういった事業は事業

で結構なわけでございますし、ただ、社会福祉

協議会としても、できる範囲内で多くの会員と

いうのでしょうか、利用者というのでしょうか、

そういう方々を募っている現状にございますの

で、そこはそこできちっとしていただいて、議

員の提案のようなことについては、また新たな

商業ベースということもあり得ると思いますし、

そういった形で事業展開をしてもらうほうがベ

ストではないかなと考えています。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 ２階に高校生のボ

ランティアサークルが入る、また高校生の交流

地点を設けるということではあります。その子

たちにもやっぱり食の提供というのが出てくる

のかなとは思うんですが、例えば自販機を置く

とか、そういうことを考えておられるのでしょ

うか。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 自販機等については、当

然、飲み物等については置かせていただく予定

でおりますけれども、食べ物等については、で

きるだけ周辺の商店街において使っていただく

ことが活性化につながることになりますので、

カミンの中だけで終結するようなことで考えて

はおりません。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 しつこいようです

が、やっぱりそういう中心市街地から買い求め

てもらうということを考えてくださっているの

であれば、やっぱりそういうセンターみたいな

ものを設けて、ちょっと配達してもらうとか、

そういうことはできないのか、ちょっともう一

度伺います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 基本的には考えておりませ

ん。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 残念です。でも、

人が集まるというところにはどうしてもそうい

うものが必要になるかと思います。これからど

のように進むかわからないんですが、ぜひ、市

民の方の声というものを大事にしていただいて、

市民の方が求めるようなことがあれば、ぜひ検

討してほしいと思います。その点についてはい

かがでしょうか、市長。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今回のカミンの再生のコン

セプトは、要するにあそこに集まっていただく

と、まず集まっていただく、にぎわいを創出し

てもらう。そして、そういう方々が周辺の商店

街、そこに出ていくといいましょうか、そうい

ったコンセプトのもとで今回の補助金もついた

ということでございます。それがなくしては、

今回のただカミンを整備するということについ

ては補助金はつきませんので、そういったコン

セプトを持って、我々もカミンはカミンで、商

業施設は終わりましたけれども、でも、それを

周りの商店街に求めていって、連携の中でにぎ

わいの創出を図るという考え方でカミンの再生

整備を行ってまいりますので、ぜひ御理解をい

ただきたいというふうに思っております。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 この補助金ありき

で進める。財政が厳しいので、そういうことは

当たり前かなとは思います。今、商売をしてい

る方で１階に残りたいという方がいらっしゃる
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と思うんですが、その望みというのはかなうの

かどうか。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 現在、破産管財人を通じ

まして、現在いらっしゃる商業者の方々に希望

を聴取しておりますけれども、ただ、いかんせ

ん、この間、基本方針で示させていただいたよ

うな内容で進める場合については、必ずしも望

みがかなうということではないかと思いますの

で、その辺を勘案して決定していきたいという

ふうに思っております。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 では、ちょっと方

向を変えさせていただきたいんですが、１２月

１５日の市報で、カミン再生に対するパブリッ

クコメントを求めたと思います。だだ、その見

出しに方針決定と書いてあったのに、パブリッ

クコメントを求めるということは、形だけにし

ようと思ったのか、それとも、本当に参考にで

きる意見があったら取り入れるのか、その辺、

ちょっと伺いたいと思います。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 まず、方針の決定案に対

してパブリックコメントを求めているものでご

ざいますので、当然ながら、採用できるような

案を示していただければ、そちらのほうを反映

して整備のほうを進めたいと考えております。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 パブリックコメン

トに関しては、５７件ほどのコメントが集まっ

たと聞いております。ただ、市民の方から、

「決定と書いてあるのに何で求めるんだ」とい

う、ちょっとそういう意見もいただいたので、

ちょっとここで挙げさせていただきました。 

 ５７件のコメントなんですが、どういう方か

らのコメントが多かったか、伺いたいと思いま

す。 

○坂本幸一議長 商工課長。 

○冨士英樹商工課長 まず、件数につきまして

は、高校生からの意見が一番多かったものでご

ざいます。これは授業等で取り組んでいただい

たということで認識をしております。 

 一般の方からといいますと１７件になります

けれども、これは市内でほかのパブリックコメ

ントに比べるとかなり多い件数ということで認

識をしております。 

○坂本幸一議長 中川とみ子議員。 

○１０番 中川とみ子議員 今まで一件もなか

ったということもよく聞いていましたので、本

当に市民の皆さんがどれだけ興味を持って、ど

れだけ心配をしているのかというもののあらわ

れかなと思います。ぜひ、やっぱり市民の意見

というものを大事にしていただいて、よくなる

ためにやろうとしているのは十分わかりますの

で、その辺をますます、もっともっとよくなる

ように、ぜひ市民の意見を取り入れて取り組ん

でいただきたいと思います。 

○坂本幸一議長 次に、１４番髙橋義明議員。 

〔１４番 髙橋義明議員 登壇〕 

○１４番 髙橋義明議員 議席番号１４番、会

派蔵王、髙橋義明であります。通告に従いまし

て順次質問させていただきます。 

 初めに、移住定住の促進についてであります

が、私が初めて田舎暮らしについて質問したの

は、２０１５年９月定例会であります。都市住

民の農村志向、それから田園回帰の潮流は今も

変わらず、２０１７年２月９日に総務省が公表

した調査では、農山漁村に移住してみたいとす

る都市住民の割合は、依然として３割を超えて

いることが明らかになっています。移住したい
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理由として、「気候や自然環境に恵まれてい

る」が４７％、「子育てに適している」とした

割合は２３％で、若い人ほど高かったというこ

とです。 

 東京都内や政令指定都市の２０歳から６４歳

までの３，１１６人に対して、１月にインター

ネット調査したもので、２０代３８％、３０代

３６％、男性のほうが移住希望の割合は高く、

また、「条件が整えばすぐにでも」というのが

２０％に上り、「自分または配偶者が退職した

ら」というのが２３％でした。 

 この現状を踏まえて、仕事やライフスタイル

等、どういう条件で現場で組み立てていくかを

考え抜くことこそが今私たちに課せられている

のではないでしょうか。 

 上山市では、平成２８年度から移住体験モニ

ターツアーを実施、平成２９年度の当初予算に

も計上しております。 

 また、４月から活動している移住コンシェル

ジュは「ゆるり、かみのやま暮らし。～山形県

上山市移住・定住サイト～」を立ち上げ、本市

で暮らしていくための不安や疑問に答えてくれ

ているばかりでなく、働くための情報や子育

て・教育、移住支援のほか、四季を通じての本

市の魅力を紹介しており、ワンストップの移住

相談窓口を担っております。ほかから来た人の

目だからこそ見えるものがあるわけで、移住者

視点で必要な情報を発信できるとともに、ほか

にはない本市の魅力をわかりやすく伝えること

ができたのだと思います。 

 逆に、ここで生まれ育った我々は、なれ過ぎ

て見過ごしていることがないか、あるいは無意

識のうちに諦めている、考えるのをやめている

ということがないかについては意識を働かせる

ことが重要であると思います。 

 人口減少に立ち向かう上で、移住定住の今後

の進め方についてただすものであります。 

 １つ目として、移住体験の実施でありますが、

初めに、短期滞在施設の整備であります。 

 平成２８年度に行われた移住体験モニターツ

アーは、まずは見て、知って、興味を持っても

らう上で、今後とも大切な入り口となる施策と

位置づけられます。 

 そして、次のステージは、一定期間、実際に

暮らしてみる。いわゆるお試し期間ということ

になります。これには大きく分けて２つのパタ

ーンがあります。 

 １つ目は、移住の意思が比較的強く、自分ら

しい生活イメージができている方に向いている

方法です。空き家バンクの活用も可能です。ま

た、各人の生活パターンや仕事の種類によって、

住みたい場所や家の志向が違います。したがっ

て、いろいろな場所の空き家を提供し、リフォ

ームしていただくのが一つの方法です。この場

合はそのまま定住につながることが多く、田舎

暮らしの王道でもあります。 

 もう一つのパターンは、シェアハウスでの共

同生活です。古い大きな家や使わなくなった公

共施設、旅館等が最適で、大人数がまとまって

生活することから、先輩に学んだり、コミュニ

ケーションの中で互いに参考にし合うことがで

きるメリットがあります。募集の段階で「共同

でリフォームしませんか」という呼びかけも人

気を集める方法となります。 

 シェアハウスは、それぞれの仕事を尊重しな

がら共同生活を楽しむ場でもありますが、独立

志望者にとっては、次のステップとなる定住に

つながる効果的な準備期間を過ごす場となりま

す。都会からの移住希望者にとっては、田舎暮

らしの練習期間にもなります。環境を実感し、
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観察を深め、自分の望む生活をイメージし、住

むところや仕事を探すベースキャンプでもあり

ます。移住コンシェルジュ等とのかかわりを持

つにも合理的な施設と言えます。短期滞在施設

の必要性について、市長の御所見をお伺いいた

します。 

 次に、短期滞在時の体験メニューの作成であ

ります。 

 本市の現状を隅々までよく知り、体感するこ

とで移住意欲を育んでほしいわけですが、その

際、最も大事なことは、接する我々の心であろ

うと思っています。 

 本市には豊かな自然があります。歴史に裏づ

けられた文化遺産もあります。農業、工業など

の物づくりの場、商業、サービス業等、こだわ

りのある人の営みがあります。それらは全てメ

ニューになります。 

 しかし、それを伝えるのは我々自身です。来

訪者に心地よいと感じてもらえる努力を惜しん

ではいけないと思っています。人の心を動かす

のは情熱です。上山人がその人のために、その

人と本当に心地よさの感覚を共有できるかどう

かにかかっていると思っています。移住者を受

け入れる社会づくりは、そういう心の醸成にほ

かなりません。 

 具体的なメニューは、職種によって多様です。

田舎暮らし志向の方々には、ワイン特区を取得

して未来が広がる果樹園地帯、春を呼び込む啓

翁桜を初めとする高品質の花の産地、新鮮な野

菜づくりに取り組む農家や施設など、農業の世

界では四季を通じて労働力が求められています。

シェアハウスからの通勤体験には一押しの一つ

です。 

 移住志望者が一定期間本市にとどまりながら、

よりよい形で定住に結びつく体験メニューの作

成が必要と考えますが、市長の見解をお伺いい

たします。 

 次に、貸与型農地つき住宅用地の整備であり

ます。 

 視察で訪れました茨城県大子町では、平成１

９年度から大子町ふるさと農園整備事業を実施

したところ、テレビや新聞で大きく報道された

ことも相まって、移住希望者から多数の問い合

わせ、申し込みが寄せられたそうです。 

 これは町が１区画３００坪前後の農園つき住

宅用地を１６区画整備し、２０年間無償で貸し

付けるもので、応募に当たっては、町外に住所

を有する６５歳以下の人、それから、定住また

は２地域居住する人で自費で住宅建築をする

人、住宅は平家とすること、住宅の建築は町内

建設業者を利用することなどの条件を付してい

ます。 

 区画内には家屋等を建築して自由に使用する

ことができ、農業だけでなく、レストランの経

営や芸術活動等、幅広い活用も可能となってい

ます。また、２０年の期間満了後は、貸し付け

更新や譲渡も可能となっています。 

 そこで、本市においても市内に散在する未利

用地を市が整備し、ゆとりある家庭菜園ができ

る住宅用地として貸し与え、移住者に住宅を建

ててもらうことによって、土地からは税は発生

しませんが、住宅からの税収を得ることができ

るのではないでしょうか。狭い分譲住宅ではな

く、３００坪、約１０アールに相当しますが、

前後のゆったりした敷地を整備し、行政はライ

フラインの整備に徹するのであれば、投資が少

額で土地利用と人口増が見込まれると考えます。

市長の見解をお伺いいたします。 

 次に、大きな２番目として、（仮称）上山イ

ンターチェンジとの農村観光資源との接続につ
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いてであります。 

 初めに、市道赤坂南線からフルーツラインへ

の接続についての計画的整備についてでありま

す。 

 （仮称）上山インターチェンジから延びる市

道赤坂南線をフルーツラインに接続されること

は、本市を訪れる交流人口を農業農村に誘導す

る第一歩として必ずや実現させなければならな

いものと認識してきたものであります。このた

び、藤吾赤坂地内のフルーツライン入り口への

アクセスを改善することになったことは、イン

ターチェンジ北側の国道４５８号への導線とと

もにフルーツラインの全線にわたる誘客に供す

る意味で評価されるべきものと考えます。 

 しかし、ワインの郷づくりが動き出した今

日、インバウンドや農業体験者の伸びとあわせ

て、市外からの誘客数はもっと積極的に見込ま

なければなりません。そのためには、市道赤坂

南線からそのまま石曽根小穴線を経て小穴の源

吾寺橋付近まで直線的に延ばすことが望まれて

います。これにより、果樹園地帯を直進し、フ

ルーツラインのほぼ中間地点に達することがで

きると考えますが、市長の見解をお伺いいたし

ます。 

 次に、大きな３番目となりますが、観光交流

施設の整備にあわせた誘客の拡大についてであ

ります。 

 初めに、市内の魅力の再発見による観光コー

ス・商品の開発であります。 

 活気あるまちづくりを進める上で、駅前を市

の玄関口としてふさわしい姿にしたい。それに

はまず駅の中にある観光案内所を外に出し、観

光物産・クアオルト・まち歩きの案内施設とし

て、誰にでも目につく情報発信基地にすること

が重要だということは、我々ばかりではなく、

ほとんどの市民が長年望んできたことであると

思います。同時に、交通のハブとなる場所でも

あるべきとも思います。その意味で、このたび

示されました観光情報・交流施設は、基本的に

待ちに待った施設と受けとめております。 

 しかし、建物だけができても、中身の準備が

伴っていないのではないかという心配は否めま

せん。一つは、観光資源の開発、そして、もう

一つは、時代に合った案内機能の強化です。 

 まずは、何を案内するかについてです。今あ

るもの、これまでやってきたことを場所を変え

てやるだけではなくて、新たな魅力の発見・創

出とそれをつなぐコースや商品化を進め、上山

を磨き込むことが必要です。 

 観光とは、光を観ることで、全ての産業を結

びつけることができるものだと思います。よく

「上山人はＰＲが下手だ」、「上山ってどんなと

ころと聞かれても、うまく答えられない」、「何

もないところだ」と言われます。これらは控え

目で真面目な市民性のあらわれとは思いますが、

ぜひ、これを機会に上山のよいところを熱く伝

えられる市民性を身につけたいものです。 

 そうした意識改革を起こし広げていくために

も、上山の魅力の再発見と商品化を職員のみな

らず、市民との協働で進めていくべきではない

でしょうか。 

 近年の来訪者の特徴として、少人数で目立た

ないものを探訪する姿をよく見かけるようにな

りました。インバウンドや体験型などを含める

と本当に多種多様であり、求めているものは多

岐にわたっていると思われます。 

 そんな中で、「歴史・地域資源を生かした健

康で歩きたくなる回遊性のあるまち」というコ

ンセプトは、街なか歩きにとどまらず、周辺地

区でも当てはまるようになってきたと見るべき
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でしょう。中山地区や楢下宿、あるいは生居地

区や北部地区でも可能性の模索が始まっていま

す。 

 例えば楢下宿は、脇本陣を含めた５つの古民

家のほか、２つの眼鏡橋と番所跡があり、農村

総合整備モデル事業による楢下農村公園や国指

定史跡羽州街道楢下宿・金山越案内図がありま

す。これに台ノ上の伊達の出城跡や縄文遺跡、

そして本陣の復元、横川堰にまつわる県令会見

の場とされる馬喰長屋敷跡の案内板などを計画

的に整備していけば、今年発刊される本庄の郷

土史からの資料も活用でき、さらに歴史的な名

所となり得るところです。 

 まちの中の史跡も磨き方、つなぎ方でより生

きた存在となります。 

 建物の完成も大事ですが、そこで何を案内す

るか、本気で考え準備する意思の有無について、

市長の見解をお示しください。 

 次に、観光客の満足度を高める案内機能の強

化であります。 

 ２０１５年の本市における訪日外国人旅行者

は推計で約５，０００人です。政府では、２０

２０年に２倍増を目指しております。オリンピ

ック・パラリンピックのホストタウンとして登

録したポーランドからの来訪者も相当数いらっ

しゃいます。これらの状況に合わせて、市とし

ても多言語表示を初め、無料Ｗｉ‐Ｆｉ等、さ

まざまなインバウンド対応機能を備えた施設と

しての整備を考えていると伺っております。 

 しかし、設備の充実もさることながら、実際

の対応においてはそれを上回る人間力が要求さ

れます。観光案内の知識・ノウハウに加え、言

語対応、あるいは高いホスピタリティーが求め

られます。情報の発信・交流機能を充実させる

ことで旅行者の回遊を促し、地域の発展につな

げることは、邦人・外国人の別を問わない問題

です。したがって、外国人への対応能力の向上

は、一般邦人へのサービス力の向上にもつなが

ります。 

 実際に外国人旅行者とフェース・ツー・フェ

ースのコミュニケーションを行い、求められる

情報サービスを適切に提供し、かみのやま温泉

駅におり立ってから見送るまで不自由を感じな

いで過ごしていただくことは簡単ではないと思

われます。特にポーランドの言語はまだまだ

我々にはなじみが薄く、しかもカバーできるほ

どの言語力も持ち合わせていないとなるとなお

さらです。 

 そんな中で、「言語では十分に伝わらなかっ

たが、熱心に案内してもらい感激した」という

声をもらえるようであればと願うばかりです。 

 まずは、建物が完成するまでに、現場に通訳

できる人を配置する等、さまざまなインバウン

ド対策が整えられ、また、さきに述べたコー

ス・商品・物語性についても多言語に翻訳され

ていることが重要だと感じます。 

 観光情報・交流施設の建築と並行して行われ

るべき準備作業及び人的配備の必要性について、

市長の見解をお伺いし、私の質問といたします。 

○坂本幸一議長 市長。 

〔横戸長兵衛市長 登壇〕 

○横戸長兵衛市長 １４番髙橋義明議員の御質

問にお答えいたします。 

 初めに、移住体験の実施について申し上げま

す。 

 短期滞在施設の整備につきましては、平成２

８年度に実施いたしました移住体験モニターツ

アーの結果からも、そのニーズは高いものと認

識しており、今後、具体的な手法等について、

民間活用も視野に入れながら調査研究してまい
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ります。 

 また、短期滞在時の体験メニューにつきまし

ては、移住希望者が移住後の生活を体感できる

メニューを造成してまいります。 

 次に、貸与型農地つき住宅用地の整備につい

て申し上げます。 

 現在、みはらしの丘保有地の宅地分譲を優先

して進めておりますので、現時点で未利用地を

整備し、無償貸し付けする考えは持っておりま

せん。 

 なお、希望者に対しては、空き家バンクの活

用等により対応してまいります。 

 次に、市道赤坂南線からフルーツラインへの

接続についての計画的整備について申し上げま

す。 

 インターチェンジからの周辺観光果樹園や観

光地等へのアクセスにつきましては、赤坂地区

周辺を経由し、フルーツラインからの優良な果

樹地帯全体の景観を楽しんでいただくルートが

地域全体の魅力を高めるものと考えております

ので、そのルートの道路整備等を進めてまいり

ます。 

 次に、市内の魅力の再発見による観光コー

ス・商品の開発について申し上げます。 

 駅前での観光情報・交流施設の整備を契機と

して、観光情報の内容と提供方法を見直しなが

ら新たな市内周遊手段の提供を進めてまいりま

す。 

 また、３市連携山形ＤＭＯの取り組みを活用

するとともに、市内商工観光関係者と連携し、

着地型旅行商品の企画、販売を進め、本市の魅

力を伝えてまいります。 

 次に、観光客の満足度を高める案内機能の強

化について申し上げます。 

 外国人旅行者へ対応するため、政府観光局の

認定基準でありますカテゴリーⅠの取得に向け

て、英語で対応可能な人材の新たな配置と観光

情報の多言語化に取り組むとともに、ホスピタ

リティーを高めたコミュニケーションを目指し

てまいります。 

 多言語化につきましては、英語による案内表

示を最優先に進め、提供する情報の充実に努め

ながら、計画的に中国語、韓国語での情報発信

に取り組んでまいります。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 それでは、質問の順

序に従いまして、再度質問を継続させていただ

きます。 

 非常にいい回答をいただいたのかと、総体的

に思っているところでございますが、移住定住

の促進については調査研究をしていくというこ

とでございます。これについてですが、私が１

年半前に田園回帰の受け皿の整備が必要ではな

いかというような質問をさせていただきました

ところ、あの１年半前の状況と今ではかなりの

隔世の感があるなというふうに思っているとこ

ろです。当時の市長からの答弁においては、農

地の貸し付けや協力や農家の受け入れ態勢の整

備が重要であり、実現可能性も含め研究してま

いりますというような答弁でありました。それ

から、農地や農家、空き家バンクの整備と情報

発信については、既存の調査データを利用する

とともに、実現に向けて農地の実態についてさ

らに必要な調査を進めてまいります。いわゆる

当時は、移住定住を進める以前の問題として空

き家対策も含めまして、計画及び調査もこれか

らの状態であったというふうに認識をしておる

ところです。 

 しかし、現状において、全く隔世の感がある

というふうに私が認識するのは、半年後には空
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き家バンクを立ち上げまして、そして移住相談

窓口を設立しておる。そして、東京都出身のか

みのやま地域おこし協力隊が上山の移住コンシ

ェルジュとして活動を始めております。その中

で、移住体験モニターツアーも実施されるなど、

移住定住に向けた取り組みが大きく踏み出した

という一年であったというふうに私は捉えてお

ります。 

 市長におかれましては、この動きについてど

う自己評価されておられるか。まとめてお聞き

したいなというふうにまずは思ったところです。

よろしくお願いします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 この移住施策等については

やはり人口減少対策の一つであるということと、

あともう一つは、上山の魅力というのでしょう

か、それをやっぱり全国に発信していくという

ことだと思います。 

 そういう中で、移住、つまり新しくよそから

住んでもらうということは非常に大変なことだ

と思います。それは、例えば子どもさんがあれ

ば教育の問題もあるだろうし、あるいは生活様

式とか気候とか、いろいろとあると思います。

その中で住んでもらうということには、やっぱ

りここに住みたい、あるいは住んでよかったと

言われるようなことを進めていくべきでござい

ますし、そのためには、まず入り口の段階で丁

寧に説明をするといいましょうか、あるいは体

験をしていただくというようなことがより大事

だと思いますし、現段階においては、まだそこ

の段階なんじゃないかなと。つまり、移住がど

んどん来てくれるという段階じゃなくて、まず

は上山を知っていただく。あるいは、これから

シェアハウスなんかも必要となれば整備をとい

うこともあり得るわけでございますが、そうい

った移住していただく方々が気軽にといいまし

ょうか、相談も含めてやっていただくというこ

とがまず最初でございますし、我々の段階とし

ては、今その段階にあるんじゃないかなと。こ

れからがやっぱり勝負といいましょうか、これ

からがやっぱり大事なのかなという認識を持っ

ているところでございます。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 今、市長がおっしゃ

られたとおりだと思いますけれども、そればか

りではなくて、これまでの経過を見てみますと、

ワインの郷づくりも２年目を迎えました。それ

につれて、いわゆる６月１７日にワイン特区の

認定を受けたと。そして７月から農業夢づくり

課が発足して、そして、一方、みはらしの丘の

住宅も順調に売れているというふうに伺ってい

るところなわけです。 

 また、工業用地の造成による雇用の拡大もも

くろんでおるところでございますし、それから、

中心市街地再生に向けた新たな展開もきょう論

じ合われたように、展開が始まっておるという

ことです。 

 そして、本市への移住定住を進める大きな要

因であると思いますが、そういった総合力で移

住定住を図っていくという市長の見解であろう

なと思っているところです。 

 そういう中で、一つは、空き家バンクができ

ましたので、そこでできるものはそこで処理と

いうか、対応できるというふうに思います。そ

して、ここまで来た、いわゆる施策を次のステ

ップに行くには何をすればいいのか。そして、

近い将来においてはどういうことが必要になる

のかということを私としては今回考え、再度提

案したいと思っているところなわけです。 

 そういう中で、短期滞在、短期の体験メニュ
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ーについても、つくってくださるということで

ありますが、いわゆる短期滞在施設の中で、シ

ェアハウスというものがいずれかの段階で、考

えなければいけない時期が来るのかなというふ

うに私も認識しているところです。 

 そのシェアハウスというものは、どこにあっ

てもいい。上山自体がコンパクトなまちなので、

まちの中にあってもいいし、また山の近くにあ

ってもいいと私は思っているんですけれども、

いわゆるシェアハウスについての認識というか、

それは私と市長の間で共有できるものがあるか

どうかをまずは探ってみたいと思いますので、

市長が考えるシェアハウスの可能性についてお

願いしたいと思います。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 基本的に上山に移住される

方というのは、多分、豊かな自然とか、おいし

い空気とか、田舎暮らしとか、そういうことで

はないのかなと。一般論です、これは。一般論

ですけれども、そういうニーズが上山市にはあ

るのではないかなというふうに想定しておりま

す。 

 ただ、私も東京に出かけて、移住関係の方と

お会いしたということはございませんので、地

域おこし協力隊の移住コンシェルジュが対応し

ていると思いますし、その中で、どういうニー

ズが出てきているか。あるいはどういう上山に

対する期待といいましょうか、そういうものが

あるか承知しておりませんので、わかりません

けれども、いずれにしても、既存の施設、例え

は空き家を活用するとか、あるいは街なかのあ

いている家屋を活用するとか、それはいろいろ

あろうと思いますが、いずれにいたしましても

シェアハウスというものは必要なのかなという

ふうには認識をしておるところでございます。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 シェアハウスについ

ての認識は、入り口のところでほぼ一致してい

るなというふうに感じたところです。 

 シェアハウスのいいところというのは、やは

り指導できるくらいの先輩が同居しているとい

うところではないかなというふうにも思うわけ

です。そういう意味では、上山には、ここ数年

来、何名かの移住者がおられますので、その

方々、今話のあった協力隊員も移住者の方では

あろうかと思いますし、そういう意味で、シェ

アハウスの中で先輩・後輩の人間関係ができ、

また上山に対する愛着も深まればいいかなとい

うふうに期待をかけているところです。 

 移住定住の促進についての一つである移住体

験の実施については、ほぼ一致したというふう

に見させていただきました。 

 次に、貸与型の農地つき住宅用地の整備につ

いてでありますけれども、これについては、み

はらしの丘優先だというふうな表現であったか

と思います。もちろん、それが第一義的なもの

だと思っております。しかしながら、その次の

段階を見据えて、次はこんなものもあるよとい

うふうな観点から提案をさせていただいておる

ところなわけです。そのときには、いわゆる平

場の地区も候補には上がると思いますし、そう

いう話も前にしたところでございますが、もう

一つ、市内に散在するいわゆる未利用地、その

中には市有地もあろうかと思います。具体的に

どういうところかというところでございますが、

市長におかれましては、どう認識しておられま

すか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 未利用地の件については、

どこを指しておるかわかりませんので答弁でき
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ませんが、市が住宅整備して、そして農地をと

いう考え方が髙橋議員の趣旨で質問されたとい

う理解で答弁させていただきました。 

 これについては、大江町か朝日町で家庭園つ

き住宅というものも、ずっと１０年ぐらい前に

発売した経緯がございますが、そういう意味の

ものを指すのか、あるいはもっと大きく、１０

アールと言ったのでしょうか、ですから、もっ

と大きいと思いますが、ただ、それを市が買い

取って、そして整備をしていくという手法につ

いては、資金もかかりますし、と同時に、やっ

ぱりそういったニーズがあればということでし

ょうかね。やっぱり、そういったものの裏づけ

がなければ、つくったところで売れないという

ことについては我々の責任にもなるわけでござ

いますし、その点についてはむしろ農村地域の

空き家バンクというのでしょうか、空き家をう

まく活用して、車で５分以内とか、何分とか、

即という部分がないかもしれませんけれども、

そういった形で楽しんでいただくというほうが、

経済効果、つまり、民間の方々の住宅も売れる、

あるいは貸すということも含めて、そちらのほ

うが私はいいのではないかなと考えているとこ

ろでございます。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 民間地を市が買い取

って、そこを造成するというようなイメージを

持っているわけではございませんで、もともと

ある市有地があれば、そこを開発するという方

法があるということを指摘させていただいたと

ころです。農用地に向いているところと向いて

いないところというのは確かにあろうかと思い

ます。 

 それから、これは例えがよくないかと思いま

すが、具体的なイメージが湧くようにというこ

とで申し上げるならば、いわゆるこの間まで公

共用地として開発を見込んだところが別のとこ

ろになったというところがございます。そうい

う場合は、当てが外れた、あるいは市有地、そ

れからほかのいろいろな絡みのある、そういう

土地も有効に利用できるというようなことにも

なろうかと思いますし、いわゆる工業団地のよ

うな考えで住宅団地をつくって田舎の住宅を提

供するという考えではなくて、いわゆるそうい

うふうな、あいている未利用地を有効に利用す

るという観点に立っている土地があった場合は

その方法がございますよということでございま

す。 

 これについては、ちょっとまだ御理解がいた

だけていないように思いますが、大丈夫でしょ

うか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 我々も、確かに未利用地が

あるといえばあるかもしれませんけれども、た

だ、その未利用地が、来られる方に魅力ある地

域であるとか、魅力ある場所とか、やっぱりそ

うでないと、市有地を有効活用という大義名分

はあったにしても、じゃあ、それがそこで満足

度が得られるかということもあるわけでござい

ますので、やはりそういった政策的にそういう

ものをやっていくとすれば、やっぱり環境のい

い、そして、来て住んでいただいて、「ああ、

よかったね」と言われる場所というのはそんな

に多くないと思いますので、市有地の未利用地

を活用ということについては、ここで「はい、

わかりました」ということはなかなか難しいん

じゃないかと思います。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 この件については、

そういう土地が見つかった時点において考える
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というようなことでお願いしたいなと思ってお

ります。 

 それから、短期滞在時の体験メニューをつく

っていただくということでございますけれども、

移住者の声を聞きますと、やはり、ここにしか

ないというか、上山が一番じゃないかなという

ふうに売り出せるのは樹氷だということが言わ

れていることですね。しかしながら、ほかにつ

いては、ほとんどそろっている上山の資源は、

世界一だと、日本一だというものはそうないか

もしれない。だけれども、平均以上のものがそ

ろっているというような表現でございます。や

はり、そういうところは売りにするというか、

そういういいところを資源化するというような

考え方が大切なのかなというふうにも思ってい

るところです。 

 次は、上山のインターチェンジと農村観光資

源との接続についてであります。市長の答弁の

中では、いわゆるフルーツラインにつなぐこと

によって、フルーツライン沿いの観光資源全体

を楽しむことのできるような、そういうふうな

イメージとして捉えましたけれども、今回はフ

ルーツラインの入り口のほうに接続するという

ことでありまして、その次の段階は、真っすぐ

行って、小穴地区まで真っすぐ進ませるという

段階を考えてはいただけませんかという私の質

問なんですが、この件について具体的にいかが

でしょうか。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 今回の整備については、で

きるだけ早くということもございますし、じゃ

あ、真っすぐ行った効果と、フルーツラインの

最初の段階につないだ効果の差というのはどの

ぐらいあるんだろうかということもやっぱり吟

味しないと。恐らく、議員御指摘の道路につい

てはかなりの投資額だと思います、はっきり申

し上げまして。ですから、やっぱりそういった

投資も大事でございますけれども、そういった

軽微なといいましょうか、そういう整備で同じ

ような満足度が得られるとしたならば、やっぱ

りそちらを選ぶのが正当というか、当たり前と

いいましょうか、そういうことではないかとい

う考え方のもとに整備をさせていただきまし

た。 

 将来的ということに関しては、本当に多くの

観光客あるいは多くの車が来られるというとき

の判断であって、そうなることが望ましいとい

うことしか、現実においては言うことができま

せん。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 その考えのとおりで

よろしいかなというふうに思います。一日も早

く、そういう状況が来るように私も願っている

ところでございます。それを前提としてという

よりも、そういうまちづくりを進めていかなけ

ればいけないのではないかなと、これがいわゆ

る夢づくりに課せられた課題でもありますし、

我々に課せられたまちづくりの課題ではないか

なというふうにも思っているところなので、先

ほど言いましたけれども、市内全域にそういっ

た、いいところというのですか、楽しむところ

をいっぱいつくって、そしてそこを回る観光客

が、あるいは交流人口がふえるという時点で考

えていけばいいことだと。まさにそのとおりで

すが、それに向かって、今後、進んでいきたい

ものだと思っているところです。 

 同時に、来訪者に心地よいと感じてもらえる

努力を惜しんではいけないと私は申し上げまし

たけれども、そうしたホスピタリティーの醸成

を広げるということの大事さについて、市長も
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触れられたように感じましたが、そのことにつ

いてだけ……、これはこの次のほうがいいのか

な。 

 ということで、市道赤坂線の接続に関しては、

以上、展望を含めまして、以上の展望を持って

進むということを了解して、次に進めたいと思

います。 

 大きな３番目の観光交流施設の整備にあわせ

た誘客の拡大についてということでございまし

て、これについて、今私が申し上げましたホス

ピタリティーの醸成について市長の考え方を求

めます。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 ホスピタリティーというの

は非常に大事なことでございまして、観光関係

者とか、あるいは商業関係者だけではなくて、

やっぱり市民全体がそういった気持ちで観光客

に接するということが非常に大事だと思ってお

ります。ですから、この件につきましては、や

はり市民の皆さんにも上山市のありようという

ものも理解していただいて、そして、観光に対

する認識といいましょうか、観光に対する興味、

関心を持っていただいて、そういった対応をし

ていただくということがより大事ではないかな

と思っています。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 さて、そういうもの

を市民に広げるに当たっては、今回、駅の前に

予定している施設の名前をどうするのかとか、

そういう中でも、一つのものに取り組む、大き

なことに取り組むときのコンセプトの一つとし

て、そういうホスピタリティーの醸成が必要な

んだという認識を土台に持った取り組みが必要

だというふうに認識をしておりますけれども、

その辺についての市長の見解をお願いします。 

○坂本幸一議長 市長。 

○横戸長兵衛市長 先ほど申したとおりでござ

います。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 ホスピタリティーの

醸成についての考え方というのはそのとおりだ

と思いますけれども、具体的に、じゃあ、どう

すれば醸成できるのかということは非常に難し

い問題だと思っておりますので、そのことにつ

いて常に心を働かせていかなければいけないの

ではないかなと、市長にその具体案があればと

思って質問したところでしたが、そのことは市

長の中で醸成していただければと思います。 

 それから、満足度を高める案内機能の強化に

ついては、英語を主体的にして、次に中国語、

韓国語というふうな情報の発信に努めるという

ようなことでございますけれども、これはすぐ

に始められるのか。つまり、建物の建設の話し

かいただいておりませんので、その辺の準備の

仕方についての答弁をお願いしたいと思いま

す。 

○坂本幸一議長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 建物の建設とあわせて検

討してまいります。具体的には、既にお示しし

ておりますけれども、多言語でさまざまな情報

を表示するといった場合に、大型のモニターパ

ネルで表示するというものを予定してございま

すけれども、どういうふうに表示していくのか

という部分について、オープンまで検討して、

一定のものをつくってオープンに備えたいと思

っています。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 それから、外国語が

わかるスタッフの養成というものを私も申し上

げましたが、これについて具体的に答弁いただ
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いたように思いますけれども、人的な配備につ

いてどのようなお考えなのか、お願いします。 

○坂本幸一議長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 養成というのでしょうか、

案内所のオープンに合わせて準備をしなければ

いけませんので、養成ではちょっと間に合わな

いということで、英語のわかる人材をどういう

ふうに採用していくかということを今考えてお

りまして、ひとえに人に尽きるなと思っている

ところでございます。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 大変いい返事をいた

だいたところです。まさにそういう人の熱意が

人に伝わるというところにこれの事業の成功か

不成功かというものがかかっているなと思って

いるところですので、まさにそういう人間力の

ある人の採用、まずはその機能を保障していき

たいものだというふうに思っているところで

す。 

 ところで、名前はどうやって決めるか、考え

はありますか。 

○坂本幸一議長 観光課長。 

○平吹義浩観光課長 名前について回答する前

に、この施設は、訪日外国人旅行者受け入れの

施設だというようなことで、気持ちとして、日

本語表記よりも英語表記の「Ｔｏｕｒｉｓｔ ｉｎｆｏ

ｒｍａｔｉｏｎ ｃｅｎｔｅｒ」と、そういうものを前面

に出さなければいけないというようなことがご

ざいますので、日本語の有無につきましては、

この話題といったものが広まった中でいろいろ

な案がもし生まれてくるのであれば検討してま

いりたいと思いますけれども、英語表記の案内

所の表記というものをまず第一義的に考えてい

きたいと思います。 

 しかも、それがわかりやすくユニバーサルデ

ザインであることが求められておりますので、

そういった制約があるということでございま

す。 

○坂本幸一議長 髙橋義明議員。 

○１４番 髙橋義明議員 補助金が、そういう

ふうなものが使われるから、当然そういう考え

もわかりますが、観光客の満足度を高める案内

機能の強化という部分で、いわゆる一つの名前

というものは、愛称というものも大事なのかな

と思ってのことですので、その気持ちだけを受

けとめていただきたいと思います。 

 郷土愛と人間愛に満ちた案内機能の実現とい

うものを切に求めまして、残り時間もございま

せんので、私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

○坂本幸一議長 以上で一般質問を終了いたし

ます。 

 

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

 日程第２ 議第２号 平成２８年度 

      上山市一般会計補正予算 

      （第７号）外４件 

      （予算特別委員長報告） 

 

○坂本幸一議長 日程第２、議第２号平成２８

年度上山市一般会計補正予算（第７号）から日

程第６、議第６号平成２８年度上山市介護保険

特別会計補正予算（第１号）までの計５件を一

括議題といたします。 

 予算特別委員長の報告を求めます。 

 予算特別委員長尾形みち子議員。 

〔尾形みち子予算特別委員長 登壇〕 

○尾形みち子予算特別委員長 今期定例会にお

いて予算特別委員会に付託されました予算関係

議案１４件のうち、補正予算５件について審査
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いたしました結果について御報告を申し上げま

す。 

 なお、全議員で構成する予算特別委員会であ

りますので、ここで再び審査の状況、経過等に

ついて詳細に述べることを省略させていただき、

後日、委員会記録により御承知いただきたいと

存じます。 

 最初に、議第２号平成２８年度上山市一般会

計補正予算（第７号）につきましては、不足が

生じる除雪経費を増額するもののほか、事業の

確定等に伴い予算措置を必要とするものなどに

ついて補正したもので、歳入歳出それぞれ１，

１００万円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ１６８億３，９００万円とする補正であ

り、採決の結果、原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

 次に、議第３号平成２８年度上山市国民健康

保険特別会計補正予算（第２号）につきまして

は、歳入歳出それぞれ８００万円を追加し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ４４億３，３００

万円とする補正であり、採決の結果、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 次に、議第４号平成２８年度上山市公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、歳入歳出それぞれ１，１００万円を減額

し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１３億６，

３００万円とする補正であり、採決の結果、原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

 次に、議第５号平成２８年度上山市農業集落

排水事業特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、歳入歳出それぞれ８００万円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億４，２００

万円とする補正であり、採決の結果、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 最後に、議第６号平成２８年度上山市介護保

険特別会計補正予算（第１号）につきましては、

歳入歳出それぞれ１億３，０００万円を減額し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ３５億９，００

０万円とする補正であり、採決の結果、原案の

とおり可決すべきものと決しました。 

 以上で報告を終わります。 

○坂本幸一議長 これより質疑に入ります。 

 質疑があれば発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一議長 質疑はないものと認めます。 

 次に、討論に入ります。 

 通告がありませんので、討論はないものと認

めます。 

 よって、採決いたします。 

 予算特別委員長報告の議案５件は原案可決で

ありますが、予算特別委員長報告のとおり決す

ることに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○坂本幸一議長 御異議なしと認めます。 

 よって、予算特別委員長報告のとおり決しま

した。 

 

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

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４１分 散 会 
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