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平成２９年１２月１０日（日曜日）

午前９時３０分 開議
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議事日程第２号
平成２９年１２月１０日（日曜日）午前９時３０分 開議
日程第 １ 一般質問
（散

会）

本日の会議に付した事件
議事日程第２号に同じ
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開

議
○髙橋義明議長 日程第１、一般質問でありま
す。

○髙橋義明議長 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

初めに、２番井上学議員。
〔２番 井上 学議員 登壇〕

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。

○２番 井上 学議員 おはようございます。
日本共産党議員団、井上学です。
クアオルトの拠点となる温泉健康施設にする

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

日程第１

一般質問

ために、これから重要となってくる事項につい
て質問します。

－１４－

初めに、今、温泉掘削が進められている温泉
健康施設事業は、上山型温泉クアオルト構想の

次に、温泉健康施設の中で行われる水中運動
での健康増進について質問します。

中で、リーディング・プロジェクトの一つとし

現在、他市まで行って実施している水中運動

て提起されており、クアオルトの拠点となる施

がこの施設で行うことができるようになること

設ということが市民全体の共通理解としてある

は、大変に有意義と考えます。水中運動の実施

べき中で進められなくてはいけないと考えます。 者がより健康になり、元気な市民がふえること
構想の中で、目指すべき方向として、現在、

を期待しておりますが、現在実施されている方

クアオルトは、市民の健康増進と地域活性化の

以外でも、水中運動により健康になりたいと考

取り組みの核として、健康ウオーキングが実施

える市民は相当数いると考えられます。

されており、健康分野から観光、農業、商業な

水中運動の効果などを広め、実施する人をふ

どさまざまな産業分野にまで拡大し、さらに上

やしていくためには、行政だけではなく、水中

山を超えた取り組みになることを目指すと示さ

運動を行う市民も中心となり広めていくことが

れております。

重要と考えます。

市民は、クアオルトイコールただの健康ウオ

産業厚生常任委員会で視察に行った倉吉市で

ーキングと認識している現状です。温泉健康施

は、湯中運動という健康の取り組みを行政と市

設をただの日帰り入浴施設と誤解せず、クアオ

民が連携しながら「ひとはな会」という健康市

ルトの拠点として共通理解のもとで建設してい

民団体が実施、普及していると視察してきまし

くために、次の段階、さきに述べたことを含め、 た。市民が大きくかかわっていることは、市民
「また来たくなるまち ずっと居たいまち ～

の健康の取り組みという意識づけに非常にいい

クアオルト かみのやま～」という市民理解を

ことと感じてきました。
本市でも、クアオルト健康ウオーキングにお

推進していくことが重要です。

現在、市民の理解を培っていく手だてとして、 いて専任ガイド「蔵王テラポイト」の市民参加
シンポジウムの開催や市報にクアオルトの記事

により、市民と協働の取り組みに近づいていま

の連載などを行っていますが、その効果を知る

す。水中運動でも市民の取り組みというところ

上でも、第７次上山市振興計画の将来指標、ク

を強め、普及や発展していくために、まずリー

アオルトの認知度の調査の現在の問い「あなた

ダー的な人材の育成が必要と考えますが、市長

はクアオルトを知っていますか」の後に、「ク

の見解を伺い、質問とします。

アオルトでは、健康ウオーキングのほかにまち

○髙橋義明議長 市長。

づくりの理念が入っていることを知っています

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

か」などの理解の深度をはかる設問の工夫や、

○横戸長兵衛市長 ２番井上学議員の御質問に

多くの住民が参加する地区総会などで、クアオ

お答えいたします。

ルト構想の説明や、少なくとも今温泉掘削が進
められている温泉健康施設はただの日帰り入浴
ではないということを伝えることなど必要と考
えますが、市長の見解を伺います。

初めに、上山型温泉クアオルト構想の市民理
解の推進について申し上げます。
市民自身がウオーキングを初め多方面にわた
るクアオルト事業の魅力を実感し、主体的にか

－１５－

かわっていくことで、活力あるまちづくりにつ

査の設問についてでございますが、平成２７年

ながるものと考えております。

度の最初の設問としまして、「市の重要な取り

今後とも、温泉健康施設建設事業を含め、市

組みとして認知しているか」という言葉で設問

民に対するクアオルト事業の正しい理解と浸透

をしております。その意味では、ウオーキング

をさらに図るとともに、市民が主体的にかかわ

のみではなく、市の重要な取り組みとして認知

る取り組みを一層推進しながら、将来都市像の

をされているという率であるということで一応

実現に努めてまいります。

捉えているものでございます。

次に、水中運動での健康増進に向けてについ

○髙橋義明議長 井上学議員。
○２番 井上 学議員 それが本当であり、重

て申し上げます。
水中運動の普及には、温泉健康施設で実施す

要な政策だと、もうまちづくりの理念なども含

る教室のほか、自主的なサークルによる活発な

んでいる人の認知が７６％ということであれば、

活動が重要であります。

私は大変誇らしいことだと思うんですが、実際

市民リーダーの育成につきましては、現在実

のところ、私の認識としては、まだ歩くことが

施しております教室経験者による仲間づくりな

クアオルトだというふうな域を出ないと考えて

ど、自主的なサークルが活動しやすい環境づく

いますので、ぜひ、先ほど１問目で言ったよう

りを行いながら、リーダーとして活躍していた

なまちづくりの観点の具体的なところ、重要な

だける方の育成につながるような機運の醸成に

施策というふうな設問であれば、歩くことが重

努めてまいります。

要な施策だと考えてしまえば、その回答率もや

○髙橋義明議長 井上学議員。

はり７６％ということになっているのかもしれ

○２番 井上 学議員 まず、クアオルトの理

ないので、ぜひその点の設問の工夫をまずはお

解を進めていくというところでは、私と共通し

願いしたいと思います。

ていると思います。やはり、その本当の意味で

あと、温泉健康施設ですが、本当に３月の予

のクアオルト、ただの健康ウオーキングでない

算の中でも市民の理解について市長と議論させ

というところをこれから進めていこうというふ

ていただきました。その中では、市長は、市民

うなところですが、クアオルト自体を知ってい

にきちんとした情報を提供しながら理解を進め

るという設問に関しては、７次振で大体７６％

ていくというようなことです。そういった意味

の方が言葉は知っているというふうな認識は共

では、市報にも設計図というか、そういう図面

通だと思いますが、やはり本来の意味でのこの

というか、絵づらもやって、一度説明はしてい

まちづくりという観点を含めたクアオルトとい

るんですが、そういった意味でのこの市民の理

う理解がどれぐらいなのかという部分、具体的

解として私が一番気にしている、ただの日帰り

な数字はないですけれども、示せなければ、ま

入浴施設ではなくクアオルトの拠点、そういっ

だまだなのか、それともある程度浸透してきて

た温泉健康施設なんだという理解がどの程度進

いるのか、その辺のところをお聞かせください。 んでいるのか、お聞かせください。
○髙橋義明議長 市政戦略課長。

○髙橋義明議長 市長。

○鈴木直美市政戦略課長 ７次振の市民意識調

○横戸長兵衛市長 今、車座ミーティングをや

－１６－

っているところでございますが、車座ミーティ

部分も強化していくんだというふうな方針の修

ングでも大分質問あるいは御意見が出ておりま

正というか、そういうものが今後考えられるの

す。その中で、いわゆるプールの部分と、あと

かどうか、その２点についてお聞かせください。

日帰り温泉の部分、これはしっかりと分けて説

○髙橋義明議長 市長。

明をさせていただいておるところでございます

○横戸長兵衛市長 今回の温泉健康施設、これ

が、しかし、その中でやはり、例えば日帰り温

はあくまでも市民の健康増進、交流人口の拡大

泉の部分については、結構な方々が市外のそう

というものに沿ったものでございまして、ただ、

いった日帰り温泉に行っているというようなこ

現在、上山には日帰り温泉がないということで

とで、大分細かいところまでといいましょうか、 ございまして、それに対する市民の声も大分高
かったものですから、併設をするという考え方

そういった意見が出てきております。
ですから、やはりそういう意見を聞く場、そ

での位置づけです。ですから、あくまでもこれ

してまた、それに答えていくという場というも

は温水プールをつくって、そしていわゆるウオ

のをやはりつくってですね。せっかく温泉健康

ーキングができない方については水中運動、さ

施設をつくるわけですから、つくったところで

らには病気で後遺症が残っている方については

不平不満が出るようでは何もならないわけでご

リハビリということが主体的であって、そこは

ざいますので、そういったものをきちっとして

十分に説明をしているし、また、市民の方から

いくということで、平成３３年のオープンとい

もそれについての質問も大分出てきております

うことも考えているところでございます。

ので、そこは方針を変更するとか、そういうこ

○髙橋義明議長 井上学議員。

とは一切ございません。

○２番 井上 学議員 わかりました。

○髙橋義明議長 井上学議員。

私も東地区での車座ミーティングに参加させ

○２番 井上 学議員 わかりました。

てもらって、そういった部分は感じ取れたんで

そういったことを確認した上で何度も言うん

すが、やはり私が何度も言うように、気にして

ですが、まず、市民にいろいろ理解を進めてい

いるのは、ただの日帰り入浴施設じゃないんだ

く部分は、３月の予算の段階では温泉が出てか

というところをもっと市長に示していただきた

らというふうなことでありましたが、やはりそ

いなと、説明を聞いて感じたところです。

れはしっかりした段階でやっていただくことは

やはり、市長からもありましたけれども、市

私は必要だと思いますが、何度も重ねて申しま

民の中ではそういった日帰り入浴施設というも

すが、ただの日帰り入浴施設ではないと、温泉

のを非常に望む声というのは、私感じておりま

健康施設、クアオルトの拠点というところを再

す。なので、ぜひその点、今回の温泉健康施設

度進めていくような、それに関しては温泉が出

に関しては健康に資するものだ、クアオルトの

る前からでもできるかとは思いますので、ぜひ

拠点なのだというところを再度示していってい

取り組んでいっていただきたいと考えます。

ただきたいのと、もし、車座ミーティングなど

次に、市民の水中運動というところで、やは

で市民の意見を聞いて、やはり健康施設も重要

りこれもこの施設の大きな核として水中運動と

だが、日帰り入浴施設も重要だと、そういった

いうことが示されております。現在は他市に行

－１７－

ってやっているということですが、そういった

段階でちょっと考えているところがありますけ

中で、リーダーを育成していくという点は了解

れども、そういった中では年間大体８，０００

しました。ただ、そのリーダーがやっていくべ

人から９，０００人ぐらいの方をまず、延べで

きことは、技術的なこともあるんですけれども、 すけれども、教室に参加していただいて、そう
口コミよりさらに進んだ部分で市民同士でその

いった体力向上とか健康増進を図りたいという

水中運動が有効だというところを示していかな

ことを進めてまいりたいと考えているところで

ければいけないのかなというところで、先ほど

ございます。

市長はクアオルトに参加できないような方とい

○髙橋義明議長 井上学議員。

うふうなことを示されましたが、具体的にそう

○２番 井上 学議員 年間延べで８，０００

いった方、どういうふうな方が対象となってく

人と非常に多くの方が見込まれるということな

るのか、お聞かせください。

ので、ぜひそういったことで市民の健康がはか

○髙橋義明議長 健康推進課長。

られるように、そういったことが示されれば、

○尾形俊幸健康推進課長 水中運動の対象とい

ただの日帰り入浴施設ではなく、本当の意味で

うような方ですけれども、基本的にウオーキン

のクアオルトの拠点という部分も含めた施設と

グができる方を排除するということではござい

なるかと思いますので、そういったことで進め

ません。当然、ウオーキングできる方も含めて、 ていただくようお願いいたしまして、質問を終
例えば歩くのにちょっと膝とか腰等の痛みがあ

わります。ありがとうございました。

ってちょっと困難だという方に対しても、水中

○髙橋義明議長 次に、３番中川とみ子議員。

であれば痛みを感じずに筋力をつけたりするこ

〔３番 中川とみ子議員 登壇〕

とが可能だということで、主にそういった方を

○３番 中川とみ子議員 ３番、会派野の花、

中心に考えているところでございます。

中川とみ子でございます。

○髙橋義明議長 井上学議員。

通告に従い、質問をいたします。

○２番 井上 学議員 了解しました。

喫煙については、最近規制が厳しくなり、受

やはりそういう点は、実際実施した方が市民
の中で伝えていくということが一番であり、広

動喫煙対策も進んできていて、同時に非喫煙者
への気遣いの風潮も高まっております。

まっていくことかと思います。やっていくとい

しかし、街中で歩きたばこをする人をよく見

うことだったので、ぜひその点お願いします。

かけます。特に、歩行者の多い場所では、たば

あと、大体現時点でどのくらいの方がそうい

この吸い殻のポイ捨てがとても目立ちます。朝

った対象者として市内にいらっしゃるのか、わ

拾ったのに、その日の午後に通るとまた落ちて

かりましたらお示しください。

いるといった状況です。また、車の走行中でも、

○髙橋義明議長 健康推進課長。

窓から吸い殻をポイと捨てる人がいます。

○尾形俊幸健康推進課長 対象者は広く申せば

かみのやま温泉駅の交番の隣に自転車置き場

市民の方全員というようなことになりますが、

があります。そこから南に向かう道路がありま

うちのほうでいわゆる介護予防から子どもの体

すが、歩行者の中には歩きたばこをする人がお

力アップということで幾つかのメニューを今現

り、その後ろを受動喫煙を強いられながら通

－１８－

勤・通学を余儀なくされるという実例もありま

２６年度は４２件、平成２７年度は３５件、平

した。吸い終わったら、吸い殻はポイ捨てされ

成２８年度は９件にまで減っているのです。こ

るのでしょうか。

の結果は、たばこに関する被害を防ぐため条例

環境美化及び路上喫煙禁止に関する条例があ

化し、市民等に認知されることにより、町全体

る自治体は数多くありますが、東京都千代田区

のモラルやマナーとして定着させ、また、違反

では、平成１４年６月に、全国初の路上喫煙へ

者には罰金を科することにより、件数が激減し

の適用条例として注目された「安全で快適な千

たものと考えます。

代田区の生活環境の整備に関する条例」を制定

私は、たばこポイ捨ては、環境破壊、受動喫

しております。この条例では、「生活環境を守

煙、歩きたばこにつながるものと考えておりま

り向上させていくことは、先人からこのまちを

す。

受け継いだ千代田区に住み、働き、集うすべて

「吸い殻なんかそんなに落ちていない」と思

の人々の責務である」とした上で、「生活環境

う方もいるかもしれません。しかし、それは気

の悪化は、そこに住み、働き、集う人々の日常

にならないため見えないのです。また、毎日の

生活を荒廃させ、ひいては犯罪の多発、地域社

ように拾って歩いてくれる人がいるおかげなの

会の衰退といった深刻な事態につながりかねな

です。その方は、「自分が暮らしている町をき

い」という危惧を表明しております。

れいにしたいからね」と話しておられました。

また、某調査会社が平成１７年に実施した

善意でしてくれていますが、拾った吸い殻は自

「不快に感じる迷惑行為は」というアンケート

宅に持ち帰りごみとして捨てるそうです。歩い

調査によると、第１位は歩きながらのたばこ、

ているときのにおいもするでしょうから、大変

２位は公共の場所での喫煙マナー、４位はたば

です。

こ吸い殻のポイ捨てという結果になっておりま

私は、毎朝のように自宅から駅に向かいます

す。たばこによる迷惑行為が全体の５１％を占

が、駅前の大きな通りにはポイ捨てされたたば

め、割合が大きくなっているのです。

この吸い殻の多さが目立ちます。駅まで歩きた

宇都宮市では、平成２０年６月に、「宇都宮
市路上喫煙等による被害の防止に関する条例」
を制定し、路上喫煙等禁止区域を指定すること

ばこをして、そこでポイ捨てしてしまうのでし
ょう。
市民が快適な生活を送れるようにするために、

ができるようになりました。これにより、平成

また、開催まで１，０００日を切った東京オリ

２１年４月から、禁止区域では指定喫煙所を除

ンピック・パラリンピックが始まるときは、城

き路上喫煙等が禁止になり、違反者には２，０

下町・宿場町・温泉町の観光地として、たばこ

００円の過料が科せられます。路上喫煙等防止

の吸い殻が落ちていないきれいな環境を整え、

指導員が徴収するのですが、条例制定の効果が

ホストタウンとしてポーランドの方々に快適に

あらわれたのか、過料件数は年々減っておりま

過ごしてもらうために、たばこポイ捨て禁止条

す。平成２１年度は６７６件、平成２２年度は

例の制定は必要と考えます。この条例を制定す

４７４件、平成２３年度は１３８件、平成２４

ることで、たばこポイ捨てがなくなるのはもち

年度は１０９件、平成２５年度は９７件、平成

ろん、受動喫煙防止、歩きたばこの防止にもつ

－１９－

毎年、美化活動の参加者は増加しており、引

ながると考えます。
また、私は、平成２８年６月に、たばこ及び

き続きこうした活動を拡充するとともに、身近

空き缶等のポイ捨て禁止条例の制定について質

な環境をきれいにする取り組みや活動の紹介を

問しておりますが、そのときの答弁は、「平成

行うなど、市民一人一人の意識の醸成を図って

２８年３月に策定した第２期上山市快適環境基

まいりますので、現時点では条例を制定する考

本計画では、本市の美しい環境をみんなで守り

えは持っておりません。

育て、次世代に引き継ぐための市及び市民の役

○髙橋義明議長 中川とみ子議員。

割を定めており、計画を実施する上では、計画

○３番 中川とみ子議員 第２期で計画したも

の趣旨をきめ細かく広報し、市民一人一人の自

のもあります。それにまた、本市で策定した第

主的な環境美化活動やマナーの向上を促してい

７次上山市振興計画の中に、第４章「うるおう

くことがより重要でありますので、現時点では

『快適に暮らせるまち』の中で、目標に「市

条例を制定する考えは持っておりません」とい

民・事業者からの公害苦情、環境問題に適切に

うものでした。しかし、質問してから１年が経

対応し、特に法規制対象外の事例に対しては対

過しましたが、ポイ捨ての状況が改善している

応指針を策定し、問題等の早期解決を図りま

とは実感できません。

す」とあります。

たばこのポイ捨ては、環境を悪化させるばか

市民の方からいろいろ今回話を聞いたところ、

りでなく、住宅火災や山林火災にもつながりか

犬の散歩をしている人は「吸い殻は随分落ちて

ねないと危惧されますし、それを禁止すること

いる」と言います。また、毎日歩いている人は、

は住民の財産を守ることにもつながるのです。

愛煙家ではありますが、「散歩をしているとマ

本来、住民のマナーに期待することが大前提

ナーが悪い。たくさんの吸い殻が落ちている」

ではありますが、先ほどの宇都宮市の事例のよ

とおっしゃいました。また、ごみを拾ってくれ

うに、条例に罰則規定を含むことで規制をする

る別の方は、「フィルターが道路の白線の上に

こともあわせて必要かと思いますので、市長の

へばりついていて、なかなか拾うのが大変だ」

御所見を伺います。

と、また、「信号待ちをしていると、車から吸
い殻をポイと捨てる人が多くて困っている」と

１問目とさせていただきます。

いう話も伺いました。

○髙橋義明議長 市長。

環境問題という意味で、愛煙家がポイと捨て

〔横戸長兵衛市長 登壇〕
○横戸長兵衛市長 ３番中川とみ子議員の御質

てしまうようなその行動に対して、もうちょっ

問にお答えいたします。

ときつい縛りをしてもいいのではないかなとい

たばこポイ捨て禁止条例の制定について申し

う私の思いがあるのですが、環境問題でごみを
拾ってくださる団体の方、たくさんいるのはわ

上げます。
第２期上山市快適環境基本計画に基づき、各

かります。その割には随分落ちているなと思い

地域での美化活動を実践することで、散乱ごみ

ますが、その辺の減らすための対策というのは

の事後対策だけではなく、マナーの向上も図っ

今からどのように考えられているでしょうか。

ているところであります。

○髙橋義明議長 市民生活課長。

－２０－

○土屋光博市民生活課長 確かに私どもも町を

ては考えていきたいというように思っておりま

歩いていますと、たばこの吸い殻が落ちている

す。

という現状は認識しているところでございます。 ○髙橋義明議長 中川とみ子議員。
それは今まで回答でもございますように、美化

○３番 中川とみ子議員 条例は制定しないと

活動につきましては、罰則によるものではなく、 いう答弁をいただいたわけですが、とにかく観
市民のマナー、モラルを柱として行うのが望ま

光地である上山でありますので、きれいな町と

しいと考えておりますので、引き続きその活動

いう意味で、１，０００日を切ったホストタウ

を拡充していくとともに、その美化活動につき

ンとしてポーランドの方が今から来るわけです。

まして、今までＰＲも少し十分ではなかったと

前もってきれいにするという観点から、やはり

いうことも感じておりますので、たばこが落ち

条例というのをつくって、きれいな町で迎えた

ているという状況を皆様にお知らせしたり、そ

いという気持ちが私はあるのですが、もう一度

れからその活動をしている方、個人団体を含め、 市長に同じ質問をしたいと思いますが、市長、
活動の紹介等を積極的に行いまして、モラルの

いかがでしょうか。

向上を図っていくことで対応していきたいとい

○髙橋義明議長 市長。

うように考えております。

○横戸長兵衛市長 私も毎年１回、ロータリー

○髙橋義明議長 中川とみ子議員。

クラブの方々とごみ拾いします。ことし拾った

○３番 中川とみ子議員 本当にごみ拾いをし

んですが、みんな異口同音に言ったのは、「大

てくださる団体、個人、たくさんいます。です

分きれいになったね」ということでございまし

が、拾う前に、捨てるということをやはりやめ

た。これはやはり、あともう一つ、私、毎朝、

るように、やめるようにというか、そういうマ

個人的にではございますけれどもごみ拾いをし

ナーの問題というのが一番大事だと思うんです

ている方を何人か知っております。そういう方

ね。拾う方がいっぱいいるから、では捨ててい

には私もいつも朝御礼を申し上げるのでござい

いのかという問題ではございませんので、捨て

ますが、やはりそういったことだと思うんです。

るという行為に対してもうちょっと厳しい取り

ですから、ほかから来たときに、同じきれいさ

組みをするのが大事なのかなと私は思っていま

であっても、「条例が制定してあるからきれい

した。

なんだね」と言われるのと、「市民が一生懸命

啓発活動として、街頭運動とか、例えば携帯

頑張ってこうした活動をやっているからきれい

用の灰皿なんかもありますが、そんなに高い物

なんだね」と言われたら、どちらが感動しまし

じゃありませんので、その灰皿の配布などはい

ょう。
やはり私はこういった３万人ぐらいの町、い

かがでしょうか。
○髙橋義明議長 市民生活課長。

や、東京の千代田区は私も知っていますよ。

○土屋光博市民生活課長 実はその灰皿の配布

時々行きますから。そうすると、何かの巡視員

ということにつきまして、今この場で実施する

というのでしょうか、その方々が回っておりま

かということはちょっとお答えできませんけれ

すけれどもね。やはり東京は大都会ですから、

ども、よりマナーを向上させる取り組みについ

そういうことがやむを得ないかもしれません。

－２１－

しかし、３万人ぐらいの町が必ずしも条例を制
定してということではなくて、やはり市民が一

市民に向けた英会話講座の実施について質問
いたします。

生懸命自分たちの町をいい町にしていこうとい

２０２０年の東京オリンピック・パラリンピ

うことを醸成していくということは、ただ単に

ックに向け、観光先進国へ向けた新たな国づく

条例をつくればいいということじゃなくて、や

りが進められています。受け入れ体制に関する

はりもう少し頑張っていただくと。そのために、 施策について、訪日外国人がストレスなく快適
では我々行政がどういった形でお手伝いできる

に観光を満喫できる環境整備に向け、一丸とな

のかということをもう一度考えてみたいと思っ

って対応を加速するとあり、実現に向け多言語

ています。

対応の改善や強化も盛り込まれ、今後さらに多

○髙橋義明議長 中川とみ子議員。

くの外国人旅行者が各地で増加することが予想

○３番 中川とみ子議員 ありがとうございま

されます。
本市においても、ホストタウンとして２０２

した。
愛煙家の皆さんには、平成２８年度でたばこ

０年を待たずに事前合宿などで選手団や関係者

税が１億８，０００万円という貴重な財源にな

など多くの外国人が来訪されることが予想され

っているわけです。愛煙者の方に吸わないでく

ます。また、駅前には観光情報・交流施設の整

れというわけではございません。ただ、上山を

備が進められ、観光目的などの訪日外国人に安

きれいにしたいというその思いからであります

心して利用できる観光と交流の拠点として、英

し、条例があればいいんだという、市長の考え

語対応可能なスタッフの配置や、公共交通や観

と私は同じではあるのですが、本当に上山をき

光情報などを複数の言語で知らせるサービスを

れいにして観光地として自慢できるようなとこ

目指しており、それらの質的確保が求められて

ろにしたいというそういう気持ちが大きいわけ

います。
このような国際交流の機会が増加することは、

です。
第２期上山市快適環境基本計画は、平成３６

宿泊施設を初めとする観光物産関係者のみなら

年３月までの計画であります。先ほども言いま

ず、私たち市民一人一人が外国人を理解すると

したけれども、上山は観光地であります。快適

ともに、日本の文化や歴史・習慣を理解しても

に暮らせる上山、自慢できる上山になることを

らう好機として捉え、ここ上山市でも積極的に

要望して、質問を終わりたいと思います。あり

意思や感情、思考の表現が要求される機会がふ

がとうございました。

えることを意味しています。

○髙橋義明議長 次に、１２番棚井裕一議員。

そこで、国際コミュニケーションの手段とし

〔１２番 棚井裕一議員 登壇〕

て、英会話講座の実施を提案します。英語と聞

○１２番 棚井裕一議員 議席番号１２番、会

いた段階で、外国人との交流を尻込みあるいは

派孝山会、棚井裕一です。

断念してしまう人が多いと言われています。し

通告に従い、順次質問いたします。

かし、身近な話題や簡単な情報交換、表現に絞

初めに、国際交流に対応したコミュニケーシ

ることにより、楽しみながら習得し、外国人に

ョン能力向上の支援について。

対し臆することなく交流が図れることになると

－２２－

思われます。また、講師は市内在住の外国人や、 る」と、生徒や学生が受験しやすい環境への配
英会話に堪能な人材の活用により、外国人にと
って「また来たいまち」と思われるような受け
入れ環境の向上だけでなく、生涯学習指導者の
発掘や幅広い層にわたる積極的な学習参加を図

慮を求めています。
そこで、小学生・中学生に対する検定試験の
検定料助成を提案します。
先進事例として挙げられる熊本県小国町では、

る生涯学習事業にもなり得るものと思われます。 中学生に英検受験を推奨し、昨年度までは中学
第７次上山市振興計画の基本施策では、国内

１年生と中学３年生を対象に、年１回の受験料

外交流を推進するには、市民レベルの国際交流

は町が全額負担しており、制度を導入当初は中

を進めるとあります。市民に向けた英会話講座

学３年生の約６割が４級を受験していましたが、

の実施と英語による市民のコミュニケーション

現在では半数以上が３級以上を受験しているそ

能力の向上は、ホストファミリー世帯数の拡大

うです。生徒たちの「次の級に合格したい」と

や学生訪問団派遣人数の確保にも役立つものと

いう思いは、英語学習のモチベーションにもつ

思われます。教育長の所見を伺います。

ながっているそうです。

次に、小学生・中学生への検定料助成につい

また、大阪府寝屋川市では、英検受験料の一
部を補助しており、中学在学中に１，０００円

て質問します。
文部科学省では、児童生徒の着実な英語力向

の補助を２回するもので、３５．３％だった受

上を図るため、「生徒の英語力向上推進プラ

験率は５６．６％に上昇し、英検３級以上の合

ン」を策定しています。小・中・高を通じて一

格率も４１．４％から５９．０％へ大きく伸び

貫した学習到達目標を設定することにより、英

たそうです。子どもたちの「また受けてみた

語によるコミュニケーション能力を確実に養う

い」というチャレンジ精神も育っているそうで

ことや、日本人としてのアイデンティティーに

す。この取り組みは、さきに述べた国内外交流

関する伝統文化・歴史を重視する教育の充実を

の推進、市民レベルの国際交流推進の一助にも

柱としています。また、小・中・高・大学での

なるものと確信できます。

英語教育の充実や向上を目指し、英語力評価及

本市においては一部助成とし、検定に対し真

び入学者選抜における英語の４技能を測定する

摯に取り組む機会を無駄にしない姿勢で子ども

民間の資格・検定試験の活用を引き続き促進す

たちの育成を目指していただきたいと願います。

るという考えも示しています。

教育長の所見を伺います。

具体的には、大学入試においても、４技能を
測定可能な英検、ＴＯＥＦＬなどの資格・検定
試験などの活用の普及・拡大を明記しており、

次に、障がい者と共生する社会に向けて。
ヘルプマーク・ヘルプカードの導入と活用に
ついて質問します。

学校関係者に対しては、今後英検などの民間検

平成２８年４月に障害者差別解消法が施行さ

定試験について、「学校などのニーズや生徒・

れ、地方公共団体には不当な差別的取り扱いの

学生の受験機会などの状況を踏まえつつ、公平

禁止や合理的配慮の提供が法的に義務づけられ

性、公正性を保った上で、受験しやすいよう学

ました。地方公共団体においては、障がい者差

校施設等を提供して実施することが期待され

別の解消に向けた条例の制定が進められるなど、

－２３－

機運の高まりが見られています。障がい者にと

通行や歩きスマホによる明らかな前方不注意の

っては、より身近な地域においても、条例の制

歩行者などにより、障がい者を初め高齢者や子

定も含めた障がい者差別を解消する取り組みの

どもたちなどにとって安全な通行帯とは言えな

推進が望まれるところであります。また、地方

い状況にあります。そして、事故に遭遇した際

公共団体などにおける対応要領の作成について

に多大な被害を負ってしまうのも障がい者など

は、地方分権の趣旨から法においては努力義務

であるという皮肉な結果を招きます。

とされており、本市においても対応が期待され

そのようなことから、安全機能と快適性を高
めるための第一歩として、車道に歩行スペース

ます。
さて、障がい者と共生するために必要となる

を確保し、いわゆる思いやりゾーンを整備して、

配慮がどのようなものかがわからない場合が少

安心して通行できるスペースを確保していただ

なくありません。例えば義足や人工関節を使用

くことを提案します。現に、障がい者の方々か

している方、内部障がいや難病の方、妊娠初期

らもそれらを望む声が聞こえてくる状況です。
これらが整備されることで、それらの方々が

の方などです。
援助や配慮を必要としているかが外見からわ

これまで以上に安心して通行できる状態に整備

からない方々が、行政窓口や周囲の方に配慮を

することは、障がい者の方と共生する社会の実

必要としていることを明示するマークやカード

現に向けた取り組みと考えます。市長の所見を

を使い知らせることで、援助が迅速に得やすく

伺います。

なります。

○髙橋義明議長 市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

そのような観点から作成されたマークは数種
類存在しますが、２０１２年以降広がりを見せ

○横戸長兵衛市長 １２番棚井裕一議員の御質

ているのが、ヘルプマーク及びヘルプカードで

問にお答えいたします。

す。これは、障がいのある方が携帯し、日常生
活や災害時、緊急時など、周囲の人に手助けを
求めたいときにヘルプカードを提示し、裏面の

初めに、ヘルプカード・ヘルプマークの導入
と活用について申し上げます。
ヘルプマークやヘルプカードにつきましては、

あらかじめ記入した手助けしてほしい内容を明

障がい者に対する周囲の理解や協力を得やすく

示することで手助けを求めるものです。ヘルプ

するための有効な手段の一つと考えております。

カードで想定している支援は、誰でも行えるも

一方で、全国的な認知度が低く、県においても

ので、生活の中で障がいの特性と初歩的な対応

導入や活用について検討している段階でありま

を広く理解してもらうことを通じて、つながり

すので、今後、県の動きと連携しながら対応し

のある地域づくりを目指すものといえます。こ

てまいります。

れらヘルプカード・ヘルプマークの導入と活用

次に、歩道への思いやりゾーン整備について
申し上げます。

を提案します。市長の所見を伺います。
最後に、歩道への思いやりゾーン整備につい

道路に歩行空間を確保するための路肩のカラ
ー標示等につきましては、道路利用者に対し注

てです。
現在、道路においては、自動車及び自転車の

意喚起を促し、障がい者や子どもなど交通弱者

－２４－

を事故から守るための有効な手法の一つと捉え

から順に質問させていただきます。
英会話の必要性は十分認識していらっしゃる

ております。
市といたしましては、通学路など歩行者が多

ということで理解していただいて、非常にあり

く通る歩道未整備箇所において、警察署や小学

がたいと思います。しかしながら、今の答弁で

校など、関係機関と協議を行い、試行的に実施

は、各地区公民館、各団体に働きかけて実施す

してまいります。

るようにというようなこと、働きかけていくと

○髙橋義明議長 教育長。

いうような答弁だったと思いますけれども、こ

〔古山茂満教育長 登壇〕

れはいわゆる行政として働きかけるというので

○古山茂満教育長 １２番棚井裕一議員の御質

すか、それとも実施する方向でというように捉

問にお答えいたします。

えてよろしいんでしょうか。

初めに、市民に向けた英会話講座の実施につ

まず一つお伺いしたいということと、あとは
先ほどのもう一つのほうの検定料についてなん

いて申し上げます。
本市におきましても、今後ますます訪日外国

ですけれども、さまざまな今検定など、もちろ

人が増加し、市民も外国人に接する機会が増し

ん英検のみならずあるわけです。私、今回英検

ていくということが予想されますので、英語対

をなぜ質問したかというのは、先ほどの１問目

応の必要性は高まってくるものと認識しており

にもあったように、いわゆるセンター試験にか

ます。

わる大学入試について、英検ほか、ほかの資格

市といたしましては、現在進めております生

試験もありますけれども、そういったものがほ

涯学習指導者登録制度の英会話部門の充実を図

ぼ確実ではないですけれども、ほぼ採用される

るとともに、各地区公民館における英会話講座

ことが予想されています。そういった中におい

の開催や、商工会、観光物産協会、旅館組合な

て、やはり教育という観点において、英語に対

どの市内各団体に対し、講座開催の働きかけを

する興味、そして苦手意識を植えつけないため

行いながら、市民の国際交流に向けたコミュニ

にも、興味を持っていただいて、しかも苦手意

ケーション能力の向上に努めてまいります。

識を後々持たないためにも必要ではないかと思

次に、小学生・中学生への検定料助成につい

うんですけれども、その点のお考えなどお聞か
せ願えればと思います。

て申し上げます。
現在、各学校では、児童生徒のさまざまな分

○髙橋義明議長 教育長。

野に興味や関心を持たせるため、各種検定に関

○古山茂満教育長 １つ目の働きかけというこ

する情報を提供しております。

とでございますけれども、これは公民館等々へ

今後、学校教育における検定の位置づけ等に
ついて研究してまいりますけれども、現在のと
ころ、検定料に対する助成の考えは持っており

の働きかけ、それは実施していくというふうに
理解していただいていいと思います。
それから、２番目の検定のことにつきまして

ません。

ですけれども、これにつきましては、まずは学

○髙橋義明議長 棚井裕一議員。

校教育の英語の授業の充実、それで子どもたち

○１２番 棚井裕一議員 １番の英会話のほう

が英語を好きになるということがまず第一です。

－２５－

それから、もう一歩進んで、それではより好き

わけでもないんですけれども、そういうものも

にするためにどうするかということですけれど

子どもたちのみならず、そういった大人の生涯

も、その大学等々の入試のところにそういう教

学習においても有効なものだと思うんです。私

育とか英語の検定とか、そういうものが書いて

はそう思うんですけれども、教育長はどう思い

あることがいいことだということはありますけ

ますか、お伺いします。

れども、まずは学校教育の英語の充実というこ

○髙橋義明議長 教育長。

とを考えておるところでございます。

○古山茂満教育長 実施していくという時期の

○髙橋義明議長 棚井裕一議員。

ことについてでありますけれども、例えば各地

○１２番 棚井裕一議員 公民館ないし各団体

区の公民館等で実施するという場合には、各地

に働きかける、実施していくということで、大

区の公民館の実情がやはりあるわけです。その

変ありがたいと思います。

ことを捉えながら、いつしたらいいのかという

それについてもう少しお伺いしたいんですけ

ようなことも含めて、公民館のほうで考えてい

れども、英会話講座もまだ開催していないうち

ただくというようなことで実施していくという

から言うのもなんですけれども、やはり訪日外

ことです。

国人というのはもちろん英語が、いろいろな国

それから、もう一つは、目的意識ということ

からいらっしゃる場合も英語がまずメーンにな

なんですけれども、普通の会話と同時に、外国

ると思いますけれども、順次ほかの言語につい

人が上山市に訪れるということから、それも含

ても考慮に入れていただきたいなというのも視

めて上山市がどういうところで本当にいい町な

野には入っているんでしょうかということとか、 んだということをまず市民が理解するというこ
あと第１問目にもありましたように、実施する

とも大事なことで、それに基づいて英語の話せ

際には検討することになるかと思いますけれど

るようなことをしていくというようなことでご

も、具体的にそういった今実施していくという

ざいます。

方向性をいただいた上でお伺いしますけれども、

そういうようなことも考えますと、日常の会

実施する予定の時期とかなどは想定されている

話、それについては英語の、学校で言いますと

のでしょうかということ。そして、やはりやっ

休み時間とか、それから各行事とか、それから

た限りは、例えば料理教室に行く人は実際つく

寺子屋、それから市の行事など、そういうとこ

って、家族から「おいしいね」と笑顔で言われ

ろで日常的に使いながら推進していくというよ

ることで達成感を満たすわけですよね。同じよ

うなことを考えています。

うに、やはり会話して実際に外国人となり会話

○髙橋義明議長 棚井裕一議員。

できるという達成感もですけれども、そういっ

○１２番 棚井裕一議員 わかりました。

た点で、自分の力を試したいというふうな意味

最後に、小中学生の検定料のほうですけれど

で、目的というのですか、もう一つの小学生・

も、やはり先ほど１問目でも出しました小国町、

中学生の検定料の件の話になるんですけれども、 熊本なんですけれども、住民の理解と協力を得
そういった英検というものに、英検を目的にす

て、英語教育の進んだ町として小国町を盛り上

るわけじゃないんですけれども、特化している

げようとしている教育委員会や現場の先生方の

－２６－

ひたむきな努力と向上心というのが非常に印象

ク・ヘルプカードについてですけれども、これ

的だったという、取材した方の所感ですが、そ

はことし平成２９年の７月に経済産業省におい

ういった報告とか、あと大阪の寝屋川市でも、

て、実はＪＩＳマークのほうにも認定されまし

「市から将来大学とか就職で出ていっても、ま

た。追加されました。このヘルプマークなんで

た戻ってきて住み続けたいと思えるようなまち

すけれども、これはＪＩＳマークということで、

づくりを進めたいと思っているのです。それが

国でのお墨つきもいただいたというふうになる

人材の育成にもつながると思うのです」という

わけです。ですから、今後、必然的に使わなけ

ふうに、寝屋川市の教育長は語ってくれました。 ればならないというほどでないにしても、広が
御存じのとおり、２０１５年から２０３５年、 りを見せることがほぼ確実になったわけなんで
非常に本市でも人口の減少が予想されています

すけれども、確かに県での対応というのがまだ

けれども、いわゆる大都市の都市部のベッドタ

だということ、そして全国的な広がりもまだま

ウンでも５％程度の減少が予想されているとい

だだということがあります。しかしながら、障

うことは御存じだと思います。都市部でさえ、

がい者差別解消という点からもそれを推進する

やはり今後いわゆる住民争奪戦のような様相を

意味でも、必要ではないかと思います。

呈することが予想される中で、私たち地方が生

その中で触れました障害者差別解消法につい

き残るには、教育の充実だというふうに主張す

てなんですけれども、いわゆる条例もしくは行

る学者もいるほどです。

政のほうの対応要領などについては、これは本

ですから、検定料ありきじゃないんですけれ

市では検討されているのでしょうか、お伺いし

ども、そういった検定料を通して興味を持って

ます。

もらうこと、そして先ほどの市民にちょっとか

○髙橋義明議長 福祉事務所長。

かわってもくるんですが、やはり市民も含めて

○武田 浩福祉事務所長 本市では、まだ条例

英検を受験する機会とか目的を持っていただい

及び対応要領については実施していないという

て、より充実した生涯学習もですけれども、こ

ところでありますが、現在、法律や県の条例の

の子どもたちの英語に触れる機会というものを

ほうに従い、障がい者に対する各種施策、啓発

つくっていただきたいと思うわけです。そうい

活動を実施しているところであります。

った点でやはり検定料の助成とかというのは研

条例ということにつきまして、必要になった

究ということで、将来的にもないと考えてよろ

段階でこちらについては検討してまいりたいな

しいんでしょうか、お伺いします。

ということで考えているところでございます。

○髙橋義明議長 教育長。

○髙橋義明議長 棚井裕一議員。

○古山茂満教育長 将来的に考えていかないと

○１２番 棚井裕一議員 この法律、いろいろ

いうようなことではなくて、先ほど申し上げま

問題点も指摘されている向きもありますけれど

した学校教育における検定の位置づけ等につい

も、障がい者の自覚というものも促している、

て研究して考えていくということでございます。 もちろん健常者に対しても促しているという意
○髙橋義明議長 棚井裕一議員。

味で、非常に前向きに進めていかなければなら

○１２番

ないのではないかと思いますので、ぜひ御検討

棚井裕一議員

次に、ヘルプマー

－２７－

いただきたいと思います。

を経過し、温泉掘削の作業も開始されましたの

最後に、思いやりゾーン整備についてですけ
れども、これは積極的に早い時期から車座ミー

で、私なりに現時点での課題を整理し、質問を
させていただきます。

ティングでも地区の方々からも指摘があると思

最初に、施設の開設時期、オープンの時期を

います。ですから、通学路もですし、中心市街

平成３３年度に先延ばしする理由は何かについ

地の車通りの多いところも含めて検討していた

てであります。

だきたいと思いますけれども、実施時期という

当初、平成３１年度着工としていましたから、

ものは、これは明確にお答えはいただけるので

オープンは平成３２年度になるのかと考えてお

しょうか。

りましたが、ことし９月議会の同僚議員の質問

○髙橋義明議長 建設課長。

に対し、市長は「最短で平成３３年度オープ

○近埜伸二建設課長 平成３０年から部分的に

ン」という発言をされておられます。

実施していきたいと考えております。

ＰＦＩを含めて事業手法をどうするかなど幅

○髙橋義明議長 棚井裕一議員。

広く検討するために時間をかけるということの

○１２番 棚井裕一議員 小学校とか警察とか

ようでありますが、１年先延ばししなくとも検

の方からもアドバイスをいただきながら実施し

討は十分可能かと思いますが、先延ばしする理

て、可能な限り安全な道路の実現に向けて早急

由について伺います。

な対策をお願いしたいと思います。

２つ目、運動の効果を科学的に分析し、健康

以上で質問を終わります。ありがとうござい
ました。

づくりに生かすための大学等専門機関との連携
についてであります。

○髙橋義明議長 この際１０分間休憩いたしま
す。

水中運動の効果をきちんと分析、解析して、
事実としてエビデンスとして市内外に発信して

午前１０時３８分 休 憩

いくことが大事なことだと考えますが、水中運
動に取り組んでいる全国各地の施設でそれがな
かなかできていないのが実情のようであります。

午前１０時４８分 開 議
○髙橋義明議長 休憩前に引き続き会議を開き

そのために、本市の温泉健康施設においては、

ます。

医療機関との連携はもとより、大学など専門機
関との連携も必要と思います。クアオルト構想

次に、７番枝松直樹議員。

のレベルを高めるために必要なことと思います

〔７番 枝松直樹議員 登壇〕
○７番 枝松直樹議員 ７番、会派野の花、枝

が、市長の見解を伺います。
３つ目です。

松直樹でございます。
今回は、温泉健康施設の諸課題について質問

乗用車以外の交通手段の確保について伺いま
す。

をさせていただきます。
ことしの６月定例会の一般質問において、私

多くの市民に利用してもらうためには、自動

は、収益性の上がる温泉健康施設の経営につい

車を運転しない利用者が容易に施設に来られる

て質問をいたしました。今回は、質問から半年

ような配慮が必要であります。市営バスのコー

－２８－

スに入れるとか、シャトルバスを走らせるとか、 塩化物泉のため、高血圧症の方は飲まないほう
観光果樹園へのワンウェイタクシーのようなシ

がいいとも言われております。しかし、本市の

ステムの導入など、どのような手だてを考えて

温泉の塩分濃度は、温泉１リットル当たり約５

おられますか、伺います。

グラム程度だと言われておりますので、１回に

４つ目ですが、県道から施設への安全な進入

飲む飲泉の量は多くて１合程度でありますから、
１回の飲泉で摂取する食塩換算量は１グラム弱

路の確保についてであります。
私は、現在地へ立地を決定してからこの問題

ということになります。もちろん、今回掘削し

は課題の一つとして捉えておりました。上山市

ている源泉の質が違う可能性もありますが、そ

街地から山形市方面に北進する車両は、どこで

こは成分調査をして判断すべきものであります。
飲泉所は、温泉法の規定により衛生的に維持

右折をすることになるのでしょうか。
また、現在のおいわけ商店前の交差点付近の

管理することが求められており、市街地へ設置

斎藤茂吉記念館への進入路は右折も大変ですが、 するにはクリアしなければならない課題があり
施設からの帰りの際も混雑して混乱を来すでし

ますが、弁天の施設においては、設置は容易と

ょうから、拡幅するなどの改良が必要と思われ

思います。弁天の施設では、源泉からくみ上げ

ます。どのような対策が最も合理的に利便性が

られたばかりの酸化していない新鮮な温泉を飲

高まるのか、検討してきた内容を伺います。

めるわけであります。せっかく源泉を掘るわけ

５点目ですが、飲泉所の設置について伺いま

ですから、温泉の有効活用の観点から飲泉所の
設置について市長の見解を伺います。

す。
私は、平成１７年３月定例会、今から１２年

○髙橋義明議長 市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

も前のことでありますが、その一般質問の中で、
飲泉所の設置について質問をしたことがありま

○横戸長兵衛市長 ７番枝松直樹議員の御質問

す。

にお答えいたします。

従来のただ温泉に入浴するだけでなく、この

初めに、温泉健康施設の開設時期を平成３３

たびは水中運動に取り組むのですから、これに

年度に先延ばしする理由は何かについて申し上

加えて温泉を飲む飲泉による健康づくりも取り

げます。
当該施設の開設時期につきましては、今後、

入れてはどうか、再度提案をいたします。
温泉の効能をとことん享受しようと、こうい

専門事業者による民間のノウハウを活用した事

うわけでございます。ドイツでは、「飲泉は、

業手法等の調査・研究に半年程度を要すること

新鮮な野菜を食べるのと同じだ」と言われてい

から、平成３３年度とするものであります。

るとのことであります。温泉にはカルシウムや

次に、運動の効果を科学的に分析し、健康づ

鉄分などミネラルが豊富なため、そのように言

くりに生かすための大学など専門機関との連携

われるわけであります。

について申し上げます。

飲泉は、慢性消化器病、便秘症、糖尿病、痛

水中運動の効果を検証し発信していくことは、

風、肥満症、胆石症などに効果があるとされて

施設利用者の拡大に資する重要な取り組みの一

おります。上山市の温泉は、ナトリウムを含む

つとして認識をしております。医師会や大学な

－２９－

ど専門機関との連携を図りながら、可能な限り

年はかかるだろう」とも発言をされているわけ

運動効果の科学的な分析を行ってまいります。

ですね。ですから、まず平成３１年度着工であ

次に、乗用車以外の交通手段の確保について

れば、２年かかれば平成３３年になるんですけ
れども、最短でという意味と、その着工から２

申し上げます。
温泉健康施設を多くの方に利用していただけ

年というところについて、改めて市長の考え方

るよう、運営事業者によるシャトルバスの運行

を伺っておきます。

や市営バスの運行など、交通手段の確保を進め

○髙橋義明議長 市長。

てまいります。

○横戸長兵衛市長 最短でという意味は、でき

次に、県道から施設への安全な進入路の確保

るだけ早くオープンをして市民の方に利活用し
ていただきたいということでございます。

について申し上げます。
市街地から北進する車両につきましては、現

あと、平成３３年というのは、要するに我々

在の交差点を右折するルートを計画しておりま

が今答弁しましたけれども、こういうことを含

す。交差点付近の進入路につきましては、ゼブ

めて平成３３年度にはできるだろうというよう

ラ標示等により停車禁止とし、スムーズに右折

な考え方でございます。

進入できる方法を、施設からの帰路につきまし

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

ては、側道中央部の既存開口部を拡幅し、マイ

○７番 枝松直樹議員 わかりました。

クロバス等が左折できる方法などについて、現

私がとった最短でという意味、最も早くても

在、道路管理者及び警察署と事前協議を進めて

平成３３年という意味で捉えたんですが、それ

いる段階にあります。今後も、スムーズな運行

は結構ですね。言葉遊びになってもしようがあ

が可能となるよう協議を重ねてまいります。

りませんので、まずできるだけ早くオープンと

次に、飲泉所の設置について申し上げます。

いうことで頑張っていただければと思いますが、

飲泉所の設置につきましては、今後湧出する

私はことし６月の定例会の一般質問では、岩手

温泉の泉質や飲泉所の衛生、維持管理等を考慮

県紫波町のオガール・プロジェクトを例にとっ

しながら調査・研究を進め、総合的に判断をし

て、ＰＰＰという公民連携の手法を取り入れる

てまいります。

ことを提案したわけでありますが、市長の答弁

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

はその際も「民間のノウハウを活用した公民連

○７番 枝松直樹議員 まず、最初の先延ばし

携手法も含め、引き続き調査・研究をしてまい

の話でしたが、市長からすると、先延ばしでも

ります」とこういった答弁であります。

何でもないんだと思いますけれども、９月の回

先ほどの第１問、私の質問に対しても、事業

答の中では「最短で」という言葉を使われてい

手法に６カ月ほど検討期間が必要だというよう

るんですね。最短ということは一番早くてとい

なことをおっしゃられたと思いますが、私の６

う意味ですから、平成３３年度じゃなくて平成

月の質問の回答の中で、市長は、「産学官金連

３４年になるかもしれないというそういう意味

携をきちんとやっていくことが大事である」と、

でおっしゃったのかなという気もしております。 そして「もろもろの力をおかりしながらいい施
そして、一方で９月議会では、「着工から２

設、そしてまた、財政負担がないような経営と

－３０－

いうものをどうやってできるか、少し時間をか

さらにストレッチやマッサージルームを設ける

けてやっていきたい」とこう述べられておられ

というふうになってございます。これで事業は

るわけでありますが、私が聞いたのは、一般財

掘削費用も含めて３億５，０００万円と発表さ

源を投入しない施設にしてくれというのが単刀

れているわけですね。

直入な質問の意味だったわけですが、今現在、

弁天の施設は１４億円か１５億円と。施設の

その事業手法を検討するということでございま

規模も違うし、確かに中身の施設も違うとはい

すが、市長のこの認識について変更はないのか

え、余りにも違い過ぎる事業費だと私は認識を

どうか、伺いたいと思います。

しております。そして、向こうはアスリート、

○髙橋義明議長 市長。

坊平は。こちらは介護予防、あと虚弱体質の人

○横戸長兵衛市長 紫波町の話がありましたけ

の体力増進とか、そういった健康づくりという

れども、あれはもうまちづくりですからね。で

のがメーンでありますから、施設の性格は違う

すから、ストレートにそれが今回の施設に運用

とはいえ、この金額差、ここは完全民間でリス

できるかということは、やはり調査しなければ

クもとりながらやる。こちらは十四、五億円か

ならないというように思っております。

けて、市費の投入があるかどうかという先ほど

そういう中で、一般財源ゼロということにつ

の私の質問に対しても、断定はできない、なる

いては、なかなか難しい部分があると思います。 だけそういうふうにしていきたいとこういう話
例えば、いろいろな補助事業等もあるわけでご

であります。

ざいますけれども、必ず一般財源というのはつ

市長は、１４億円から１５億円という建設費

いてくるものでございまして、この件について

に対して、こんなことを言っていますね。「私

もそういうゼロということはなかなか難しいと

の心の中では、これについてもクエスチョンマ

思いますけれども、ただ、市民のファンドとか、 ークだ」と、要するにやってみないとどこまで
あるいはＰＦＩとか、いろいろあるわけでござ

かかるかわからないと。できるだけ圧縮する方

いますし、そういったものを調査するようにと

向ではあるんですけれども、わからないという

いうことは現場のほうには話をしております。

ふうにおっしゃっておるわけですが、この十四、

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

五億円ということに対して疑問も一方で持ちな

○７番 枝松直樹議員 ことし９月に坊平に米

がら、坊平の３億５，０００万円という施設に

沢の民間業者が「（仮称）蔵王坊平の湯」とい

対し、市長はどのように感想をお持ちでござい

う温泉温浴施設をつくることを発表いたしまし

ますか。

た。オープンは平成３２年、すなわち東京オリ

○髙橋義明議長 市長。

ンピックの年、２０２０年４月と言われており

○横戸長兵衛市長 坊平の件につきましては、

ます。ここはアスリートのみならず、一般客も

私もかかわってきました。そういうことで、民

入れるということでありまして、日帰り入浴風

間がつくっていただく。最初は、実は平成８年

呂もあると。あとはアスリートが運動後のケア

に県と上山市と民間企業、ここで調査したデー

に使う１５メートルの温水プールを３コース、

タがあるんです。それを知事に持っていきまし

そして疲労をとるために体を冷やすアイスバス、 た。しかし、やはり行政でやるということはな

－３１－

かなか難しいねということがありましたので、

運営は民間がやると、こういうＤＢＯ方式とい

半分諦めているところもありました。正直言っ

うもの、いわゆる公設民営というスタイルなわ

て。しかしながら、このたび民間がやってくれ

けでありますが、ＰＦＩになってきますと、民

る。これは拍手喝采を送りました。

間資金の活用ですから、所有権を行政が保ち続

というのは、やはり民間というのは行政と違

けるのかどうかは別にして、民間から資金を調

うところがあります。議員もわかっていると思

達してもらうわけですけれども、この先ほど言

いますが、例えば解体についても行政でやるの

った、それから私が最初に申し上げた民間にま

は設計図をつくらないとか、そういうところが

るっきり頼んでしまうというやり方もあるわけ

あるんですよね。はっきり言って。ですから、

でありまして、検討といっても選択肢が広過ぎ

必ずしも民間が安いから行政がやれるかという

て、どういう検討をされるのかが私には全く理

ことではないと思います。

解ができないんですけれども、どういう絞り込

ただ、クエスチョンマークというのは、私は

みをしていくのか、市長の考え方を伺いたいと

疑問ということでなくて、できるだけ安くとい

思います。

いましょうか、そういうことができないかとい

○髙橋義明議長 市長。

うのがクエスチョンマークという意味でござい

○横戸長兵衛市長 ＰＦＩについては、もう給

ます。

食センターでも実証済みですから、そういうノ

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

ウハウを持っています。ですから、あとは全く

○７番 枝松直樹議員 そうですね。坊平が民

の民間に、先ほど議員がおっしゃられたような

間でやるわけでありますから、仮に弁天の土地

土地と温泉は提供しますからやってください。

を民間に貸与すると、源泉つきの土地を貸与し

ただ、我々は安く上げるということではなくて、

て、どこかの事業者に公募をしてやらせると。

きちんとした目的があるわけですから、その目

こんなことまで考えておられますか。

的を提示したときに、では我々の数値とどれぐ

○髙橋義明議長 市長。

らい違うのかということで出てくるわけですよ

○横戸長兵衛市長 現時点では、今言われまし

ね。ですから、その検討する時間が欲しいとい

たけれども、そこまでは考えておりません。そ

うことでございます。

れもこういう方法があるかどうか、これは前に

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

街なかにつくりたいということで議会からいろ

○７番 枝松直樹議員 それでは伺いますが、

いろ御意見いただきましたが、そのときはそう

その検討はどういう組織で検討されるんでしょ

いう手法でございました。

うか。

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

○髙橋義明議長 市長。

○７番 枝松直樹議員 経営手法ってさまざま

○横戸長兵衛市長 これはこれからの話でござ

あって、今回、今川口に建設をしております山

いますが、少なくとも役所だけの会議ではない

形広域環境事務組合の清掃工場、エネルギー回

と思います。

収施設は、ＤＢＯということで、立谷川も同じ

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

ですが、資金は行政が調達をし、建設・設計・

○７番 枝松直樹議員 平成３３年度というの

－３２－

は、やはりそういったことにすごく時間を要し

のでどれぐらいそのお金が少なく上がるかとい

て、役所の体質でもあるんですけれども、坊平

う、業界用語ではＶＦＭ、バリュー・フォー・

につくるのは平成３２年４月オープンですから、 マネーと言っておりますけれども、こういった
まだ掘ってもいないのにもうできちゃう。うち

こととか、確かに仕組みは複雑でありますが、

は１年後になるわけですね。実際そういう発表

それをわかりやすく市民にやっていただくとい

ですからね。

うことについては、全く問題ないですよね。途

それで、きのう、おとといだったでしょうか。 中経過も含めて丁寧にそこをやっていただくと
山形新聞に、蔵王駅近くにできる新しい子ども

いうことについては、御異存はないですね。

向け施設、「べにっこひろば」と同じような規

○髙橋義明議長 市長。

模、これについてはＢＴＯ方式ということで、

○横戸長兵衛市長 それはおっしゃるとおりで

新聞にたしか載っておりました。これはＰＦＩ

ございます。

のＢＴＯ方式であって、今回の弁天の施設もそ

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

うだと思うんですが、全部民間にやってしまう

○７番 枝松直樹議員 では、そのように丁寧

と、所期の目的が達成されないという危惧があ

にお願いしたいのと、最後に、今から６年前で

る。ですから、所有権はこちらであって、一定

しょうか。ＰＦＩ法の改正があって、コンセッ

程度コントロールをする必要があるということ

ション方式というのも新たに認められて、まだ

で、そうなるとどうしてもＢＴＯ、あるいはＰ

事例は少ないようでありますけれども、それら

ＦＩから外れて清掃工場のようなＤＢＯ、大体

を含めてぜひ、丁寧でスピード感がある検討を

検討課題というのは絞られてくるような気がす

お願いをいたします。

るんですけれども、その辺でもうちょっと検討、
丁寧にしてもらうのは結構なことですが、なぜ
そのように時間がかかるのか、私もちょっとも
う少し市民にもわかりやすく説明する上で、御
披露いただきたいんですけれども、いかがでし

それでは、いろいろ項目質問をしておりまし
たので、次に、エビデンスはわかりました。
それから、交通手段の確保についてもわかり
ました。
それから、県道から施設への安全な進入路の

ょうか。

確保については、開口部を広げるとかというこ

○髙橋義明議長 市長。

とで、今警察、関係団体と事前協議をしている

○横戸長兵衛市長 そういうことを含めて今検

ということでありますから、それに期待をさせ

討しているということでございます。

ていただきたいと思います。
それと、飲泉所でありますが、これはぜひ、

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。
○７番 枝松直樹議員 何か議論にならない議

飲むことによって健康、体を動かすことによっ

論をしているようですからいいですが、とにか

て健康、あとは癒やし効果もあるんでしょうけ

くなるべく早くそういった手法、そしてその経

れども、とことん温泉の効能を使い切るという

過を市民に知らせることが私は大事だと思いま

意味で、ぜひお願いしたいと思いますが、市長

すね。

の頭では可能性は半分以上ありますかね。

ＰＦＩでいくと、民間がやるのと行政がやる

○髙橋義明議長 市長。

－３３－

○横戸長兵衛市長 やりたい気持ちは丸ごとあ

いては、ある程度その利用する数を想定した上

ると思います。

で積算をさせていただいております。ただ、万

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

が一、例えばすごく連休とかで混雑するような

○７番 枝松直樹議員 山形県温泉協会という

場合につきましては、隣接する茂吉記念館の駐

ところがあって、そこから前に飲泉カップをお

車場等もありますので、その辺、向こうの利用

借りをしてきたことがあります。ビアジョッキ

者のほうとの協議も必要になるかと思いますが、

よりももうちょっと小さいんですが、そこにふ

その辺の活用についても検討させていただきた

たがしてあって、それ議場に持ち込めないとい

いと考えております。

うことですからきょうはお見せすることはでき

○髙橋義明議長 枝松直樹議員。

ませんが、ヨーロッパ、ドイツなどでは非常に

○７番 枝松直樹議員 私は、５０台ではもう

おしゃれなマイカップをみんな持っていて、そ

足らないときが結構あるだろうなと思っており

れでちびちび、ちびちびと飲むわけですね。１

ますから、ぜひここは記念館とお話をいただい

合ぐらいのお湯を。

て、確保をもうちょっと倍ぐらいにしてもらう

これはドクターの処方に基づくわけでありま

とか、いろいろ考えていただきたいと思います。

すが、ですから例えば一つの案ですが、飲泉所

私は、３月議会では、この施設は自分たちの

をあの施設の中につくったとすれば、そのカッ

これから人口減少していく上山にとっては経営

プもスナックのボトルキープじゃないですけれ

的に難しいのではないかという意味で反対の姿

ども、自分のカップを棚にだっと置いて、きれ

勢をとらせていただいたわけでありますけれど

いな平清水焼でも秋篠焼でもいいですが、三春

も、やるということに決まった以上、それは充

焼とか、市内の焼き物もありますからね。そう

実した施設にしなきゃいけないし、市費を投入

いったところでつくって、それを壁にだっと並

しないような気構え、駐車場も５０台じゃ足り

べるというようなことも、一つやるという手も

ないよというようなやはり施設づくりというこ

あるのかなと思っておりますし、ぜひ御検討い

とを期待しておりますので、市長についてはぜ

ただきたいと思います。これについてはもう回

ひその辺をしっかり御検討いただいて、速やか

答は要りません。

な検討、スピード感のある検討をお願いしたい

それから、ちょっと心配しているのが、ほか

と思います。
どうもありがとうございました。

に駐車場の件がございます。
年間１１万人、入場者、来訪者を期待してい

○髙橋義明議長 次に、１番守岡等議員。

るわけでありますが、たった駐車場５０台。と

〔１番 守岡 等議員 登壇〕

いいますと、ちょっと足らないときが、休みの

○１番 守岡 等議員 議席番号１番、日本共

ときとかあると思うんですけれども、駐車場の

産党議員団の守岡等です。
私は、一人でも安心して生活できる社会づく

台数について、いかがお考えでしょうか。

りについて、御質問させていただきます。

○髙橋義明議長 健康推進課長。
○尾形俊幸健康推進課長 駐車場の確保につい

本市における６５歳以上の高齢者人口は１万

てですけれども、当然、５０台というものにつ

１，２３８人で、高齢化率は３６．０８％（平

－３４－

成２８年度末）となっており、６５歳以上のう

合」と定義し、その数を明らかにしました。

ち、ひとり暮らしは１，２６９人、１１．２

孤独死は、平成１２年１５７人、平成１３年

９％、高齢者世帯は２，６６７世帯、２３．６

１４９人、平成１４年１６７人、平成１５年１

６％となっています。

８２人、平成１６年２０３人と、５年間で８５

全国的にもひとり暮らしの方がふえる傾向に

８人となっており、その数は増加傾向にあると

あり、総務省の国勢調査でも、この３０年間に

指摘しています。男女比は、男性が６４．８％、

５倍以上ふえていることが報告されています。

女性が３５．２％ですが、６４歳以下では男性

ひとり暮らしがふえるのは、高齢化及び核家

が８４．２％と圧倒的多数を占めています。人

族化の進行による必然的な現象と言えますが、

口１０万人当たりでは年間１７．５人であり、

結婚しない人の増加、熟年離婚、シングル介護、 上山市に換算すると年間５．２人が孤独死して
仕事をやめて介護に専念する娘や息子の増加な
ども、ひとり暮らしの方がふえる要因となって

いる計算になります。
読売新聞のことしの調査では、死亡者数全体
に占める孤独死の割合は、約３０人に１人に当

いるようです。
ひとり暮らしでも、地縁・血縁などさまざま
なネットワークによって安心して生活を営むこ
とは可能であり、また、在宅介護や在宅医療に
よって人生の最期をみとることも可能です。

たる３．５％で、この数字を上山市に当てはめ
ると年間孤独死は１５人になります。
こうした状況に加え、最近の孤独死研究の成
果として、男性のほうが孤独死しやすいことが

しかし、私はこの間、誰にもみとられること

明らかになっています。その要因としては、近

なく死亡し、死亡した後発見されるという孤独

所づき合いが希薄で地域での存在感が小さいこ

死の事例を立て続けに経験しました。社会的に

と、定年後に地域のコミュニティに参画できる

完全に孤立していたわけではないので、死後間

人が少ないこと、遠く離れた娘や息子に安否を

もなく発見されましたが、こうした事例に大き

気遣ってもらうことに遠慮しがちであることな

な不安を抱えている市民もたくさんいると思わ

どが挙げられています。

れ、あるいは社会的に孤立したままひとりで死

高齢者以外の青壮年層でも、問題は深刻です。

亡し、数日後、数カ月後に発見されたという事

リストラ等で仕事を失った人がセルフネグレク

例もあるかもしれません。

トに陥り、アルコール依存症になって肝硬変な

孤独死の定義が明確でないため、関係機関に

どの慢性的な疾患を患ったまま引きこもってい

も統計がない状態ですが、山形県内における孤

る問題や、高齢の両親と未婚の子どもが同居し

独死の実態について、山形大学医学部環境病態

ている場合、子どもは働いていなくても親の年

統御学講座の大澤資樹先生の研究論文が出され

金などで暮らしていたものの、親が８０代、子

ています。大澤先生は、２０００年（平成１２

が５０代になり、親の介護がのしかかれば双方

年）から２００４年（平成１６年）の５年間の

の生活が破綻しかねない、いわゆる８０５０問

山形県警の検視記録について統計解析を行い、

題、あるいは障がいを持つ子の親が死亡した後

孤独死を「ひとり暮らしや家族がいてもその不

の子どもの孤立の問題など、青壮年層が社会的

在時に誰にもみとられることなく死を迎えた場

に孤立している問題も見過ごせません。

－３５－

そうした状況のもと、社会的孤立を防ぐため
の行政の役割について提案させていただきます。
こうしたひとり死や社会的孤立を伴った孤独

します。
第１に、社会的孤立を防ぐためには、ひきこ
もり者の実態を把握するために、医療機関、介

死という問題は、これまでの老人福祉、児童福

護事業所、行政のソーシャルワーカーや保健師、

祉、障がい者福祉といったカテゴリーでは対応

さらには税務課、上下水道課の職員、地域包括

し切れない制度の狭間に位置する課題であり、

支援センターなどの社会福祉士、そして民生委

行政の対応も十分だったとは言い切れない面が

員や福祉協力員、教育関係者などの持つ情報を

あります。

一元化し、孤独死・社会的孤立のリスクの高い

国のほうでも、孤独死・孤立死については、

住民の実態把握と対応を図ることが必要です。

従来の縦割り行政・福祉では解決できないこと

また、ニッセイ基礎研究所の分析では、孤独

から、横断的な課題として取り扱う地域福祉の

死の８割が自己放任で、必要な食事をとらなか

考え方を打ち出しています。

ったり、医療・介護の介入を拒むなど、セルフ

また、国では、ひきこもりやニートの就労を

ネグレクトの状態にあり、５割に医療や福祉の

後押しするために、地域若者サポートステーシ

拒否が見られたとのことです。こうした社会的

ョンの整備を進め、現在は全国で全都道府県に

孤立に陥っている方たちに対しては、カウンセ

１７０カ所のサポートステーションがあり、Ｎ

リング、福祉サービスの活用、医学的治療など

ＰＯ法人などに運営を委託しています。これま

さまざまな専門的なアプローチが必要です。

では３９歳までを対象にしていた支援制度です

こうしたことから、本市においても、孤独

が、ひきこもり者が高齢化する傾向にあること

死・社会的孤立を防ぐために、包括的な支援機

から、来年度から４４歳まで対象を広げるとの

関を設置し、情報の一元化を図るとともに、医

ことです。

療・保健・福祉の専門的な支援を行っていくこ

本市としても、孤独死・社会的孤立を防ぐに
当たっては、地域福祉という理念を基軸に置い

とを提案します。
第２に、在宅医療・介護の整備を図ることで

て、包括的な支援を行う必要があると考えます。 す。
高齢者の部分については、民生委員などの訪

今、病院や施設の病床が減らされ、在宅医

問行動等で一定の状況把握が可能ですが、制度

療・在宅介護へとシフトする動きが加速してい

の狭間に陥っている青壮年のひきこもり・社会

ます。在宅で最期を過ごす人がふえることから、

的孤立の状況把握は十分でありません。今、孤

必要な対策をとらないと、今以上にひとり死・

独死の３割は青壮年のひきこもりが要因になっ

孤独死がふえることになります。

ている中、これまで以上の取り組みが必要にな

なれ親しんだ地域、自分の家で最期を迎えた
いというのは、多くの市民の願いでもあります

っています。
また、地域包括ケアシステムという病院・施

が、核家族化が進み、共働き世帯が多い本市に

設から在宅・地域へという流れの中で、市の新

おいて、医療機関や介護事業所の支援なしでは、

たな対応も必要になっています。

最期のみとりを行うことは困難です。そのため

こうした観点から、以下の事項について提案

に、本市において看護小規模多機能型居宅介護

－３６－

業とともに、緊急通報システムが見守りの中心

事業所の整備を図ることを提案します。

この看護小規模多機能型居宅介護というのは、 事業として平成７年度から取り組まれています。
２４時間３６５日の訪問看護と訪問介護、デイ

これは、おおむね６５歳以上の病弱なひとり暮

サービス、ショートステイを同一事業所で提供

らし高齢者や重度身体障がい者、家庭内での急

する介護保険のサービスです。略して「看多

病や事故に遭った場合の不安を和らげ、また、

機」と呼ばれています。看多機には常勤の保健

速やかな対応を行うため、電話回線を利用して

師または看護師、そしてケアマネジャーの配置

警備会社の受信センターに通報し、近隣の協力

が義務づけられており、ひとり暮らしでもこう

員が状況を確認するというものです。

した事業所の支援で安心して人間らしい生活が

大変すばらしい事業ではありますが、ペンダ
ントと据え置き型ということで、いざというと

できます。
本市においては、こうした訪問看護を伴った

きにボタンがどこにあるかわからなくなったり、

複合型施設はまだ存在せず、今後の充実が求め

協力員にお願いする際に人選が難しいという問

られます。包括的な支援機関の設置及び看多機

題があるようです。また、駆けつけてくれる協

などの設置など、孤独死・社会的孤立を防ぐ上

力員に気兼ねしてボタンを押しづらいという問

での行政の役割について、市長の御所見をお示

題もあるようです。
このようなことから、緊急通報システムとし

しください。
次に、見守りの強化についてです。

ては腕時計型の端末に切りかえて、常時身につ

ひとり死・孤独死を予防する上で一番大切な

けていられる形態の物にすること、そして親類

ことは、地縁・血縁・職縁といった人間の結び

や近隣の住民を頼る協力員制度ではなく、前述

つきをつくることです。こうした縁がたくさん

した２４時間対応の診療所や訪問看護ステーシ

ある人ほど、ひとり死・孤独死のリスクが低く

ョンなどの活用によって、医療・介護などの専

なり、安心して暮らすことができると言われて

門職が間に入り、そこで救急車を呼ぶかどうか

います。

の判断を行うようにするなど、システムの整備

しかし、地域の中には縁をつくることが困難
な人もいます。そのような市民のために、縁づ
くりの援助を行い、見守り活動を強化すること
が求められていることから、以下の事項につい

を図り、より利用しやすい緊急通報システムに
していくように提案します。
第２に、情報通信技術（ＩＣＴ）を活用した
見守りの強化です。
近年は、ＩＣＴを活用した見守りサービスが

て提案します。
まず、第１に、緊急通報システムの整備につ

展開されています。その代表的なものが見守り
センサーカメラです。これは、人が転倒したり

いてです。
現在、各地区の民生委員が大変な努力で訪問

脳梗塞を起こしたりしているなど、危険な状態

活動に取り組んでいるほか、全国各地で新聞販

に陥ったことをカメラが自動で検知して、スマ

売所、水道・ガス会社との連携、ごみ収集サー

ートフォンなどに通知するシステムです。ライ

ビスなどが取り組まれています。本市でも、高

ブ映像を見ることもでき、子どもが遠く離れて

齢者安心見守りサービス事業や愛の一声運動事

いるところに住んでいても、一定の安心感を得

－３７－

族の方や近隣の方に協力員をお願いしておりま

ることができます。
その他にも、日本郵便が開発した安否や体調

すが、緊急時の対応としては実効性のある制度

確認をタブレット端末を利用して行うサービス、 と認識しております。
これは神奈川県の愛川町で行われています。あ

なお、機器の導入、更新につきましては、利

るいは、診療所の登録患者にパソコンから定期

用者の利便性等を考慮し、必要に応じて対応を

的に自動電話して患者状況を確認する安心電話

考えております。

（千葉県松戸市）、ほかにも電気ポットや電球
の利用状況を利用した見守りサービスなど、多

次に、ＩＣＴを活用した見守り機器導入への
助成について申し上げます。
ＩＣＴ機器による見守りにつきましては、多

彩なサービスが行われています。
こうしたＩＣＴ機器を活用した見守りについ

くの種類があり、機能や価格についてもさまざ

て、市の助成制度を設けることを提案します。

まであることから、ニーズや有用性を含めて調

見守り強化のための助成について、市長の御所

査・研究をしてまいります。

見をお示しください。

○髙橋義明議長 守岡等議員。
○１番 守岡 等議員 まず、そもそも本市に

以上で第１問とします。

おける孤独死の状況がどうなっているかという

○髙橋義明議長 市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

ことで、私も山形県警まで行って調査してきま

○横戸長兵衛市長 １番守岡等議員の御質問に

した。県警のほうでもちょっと詳しいことはわ

お答えいたします。

からないということなんですけれども、まず変

初めに、支援機関の設置による専門的な支援

死扱いになり警察で監察医が検視したもののう
ち、ひとり暮らし、あるいは死亡時に一人だっ

について申し上げます。
現在、国におきましても包括的な支援体制の

た場合ということで、その数について事例につ

整備を目指しているところでありますので、国、 いて調べたのが、先ほど言った山形大学の先生
県の動向等を注視しながら関係機関との連携を

の研究論文です。
人は誰でも死ぬときは一人で死ぬわけですけ

図り、対応してまいります。
次に、看護小規模多機能型居宅介護サービス

れども、みとられずに死亡して、そしてその死
亡した後、やはり誰にも数時間、数週間発見さ

の整備について申し上げます。
必要なサービス確保につきましては、３年ご

れなかった、時間がかかるということが、やは

とに策定する介護保険事業計画において、住民

り孤独死だというふうに定義したいと思います。

ニーズの把握や現状等を踏まえ、総合的に判断

そういう意味では、この一人で死んだこと自
体に問題があるのではなくて、やはり社会的に

をしてまいります。
次に、緊急通報システムの改善について申し

孤立していないか、その生活状態、社会的な背
景がどうなっているかが問題にされなければな

上げます。
ひとり暮らしの高齢者等を見守る体制であり

らないと考えています。

ますが、第一義的には、良好な血縁関係が重要

私が今回この孤独死という問題を一般質問で

であると考えております。その上で、市内の親

取り上げた理由には、私自身がこの間立て続け

－３８－

にこの孤独死というものを身近で経験したとい

応に当たるというのが必要ではないかと思うん

うことがあります。そのうちの１人はまだ５０

ですけれども、これについていかがでしょうか。

代の男性で、糖尿病を患って視力なんかももう

○髙橋義明議長 健康推進課長。

目が見えなくなりつつあるというふうなちょっ

○尾形俊幸健康推進課長 今の地域包括支援セ

とひどい状況だったんですけれども、それでも

ンターにそういった専門的な機能を持たせては

やはり病院に行こうとせずに毎日お酒を飲んで

どうかというふうな御提案だったと思いますけ

いるという、いわゆるセルフネグレクトの状況

れども、まず現行の制度上は、地域包括支援セ

に陥っている方でした。何でもっと自分自身が

ンターにつきましては高齢者の総合相談窓口と

積極的にかかわって病院に一緒に行かなかった

いう側面がありまして、例えば高齢者の方とそ

かと反省していますけれども、恐らくこういう

ういった５０代の方が同居なされているという

方、ほかにも何人かいるかと思います。やはり

ふうなことであれば、一定程度のかかわり、支

その状況にある人の状況把握をきちんと行い、

援等も可能かと思います。現実的に、専門的に

少しでも救える方を救っていくということが必

アプローチできる機能というのは、仮に包括支

要になってきていると思います。

援センターにそういったものを置いたとしても、

特に、きょうは高齢者の孤独死と高齢者じゃ
ない部分の孤独死をちょっと区別して問題提起

一つの機関だけで対応するというのは極めて困
難なことではないかと考えております。

しましたが、特に若い世代というか、高齢者じ

今現状を申し上げますと、やはり関係する役

ゃない孤独死のそういうリスクのある人たちと

所の関係部署だけではなくて、時には警察だっ

いうのは、急性アルコール性中毒依存症ですね。 たり、それから保健所のほうの協力等々を得な
あと、いろいろな鬱病、あるいは統合失調症と

がら、そういった機関との連携をしながら対応

いった精神疾患を患っている方もかなり見受け

しているというのが現状でございますので、今

られまして、きちんとした医学的な診断と治療

のところではそういった連携、連絡体制を密に

を行えば普通の社会生活を送れる方もかなりい

して対応していくことが一番有効なのではない

ると私自身が実感しています。

かなというふうに考えているところでございま

だから、大切なことは、そういう人たちにど

す。

ういうアプローチをするかということで、やは

また、１問目の回答のほうにも入れさせてい

り素人がただ単に立ち入るのではなくて、専門

ただきましたが、国のほうが今、地域共生社会

的な専門職の方々がきちんとしたアプローチ、

という地域ぐるみでの社会づくりを進めたいと

カウンセリングだとか、あるいは治療だとか、

いうふうな意向を出しておりますので、そうい

やはりそういうことをしていく必要があると思

った動向等についても引き続き注視しながら対

いまして、今回そういう包括的な支援機関の設

応を検討していきたいというように考えており

置を提案したわけですけれども、少なくとも今、 ます。
地域包括支援センターというものがあるわけで

○髙橋義明議長 守岡等議員。

すけれども、そこにそういった専門的なアプロ

○１番 守岡 等議員 国のほうでもそういう

ーチができるようなものを加味してこういう対

ふうにやはり変わってきたということもありま

－３９－

すので、先ほど言った青壮年層のひきこもりと

○尾形俊幸健康推進課長 看護多機能型居宅介

いう本当に制度の狭間で苦しんでいる方々がい

護サービスにつきましては、県内で山形と米沢

るということで、早急にそういう対応を図って

のほうに数カ所あるというふうに聞いておりま

いただきたいと思います。

すが、そちらにつきましては、高齢者の集合住

次に、このひとり暮らしでも十分なそういう

宅に併設した形ということで、なかなか専門に

医療や介護事業所の協力で地域で生活できるよ

分離してやっているというところはまだまだ少

うにということで、この看多機という、看護多

ないというふうな状況を把握しております。

機能型居宅介護という今度新しく出てきた２４

また、冬期間等でなかなか夜間の緊急時なん

時間体制、３６５日ということで、やはりこれ

かのサービス提供が困難だというようなことで、

から今病院の病床数がどんどん減らされていま

２４時間体制もなかなか厳しいというふうな状

すね。地域医療計画の中で。そして、今度介護

況も現状もお聞きしているところでございます。

施設もこれからもふやさずに施設から在宅へと

また、特に看護師、保健師等の慢性的な不足の

いうような流れで、どんどん在宅の、結局は家

状況もあるという課題があるというふうに考え

族等、あるいはボランティアとか、そういうと

ております。

ころで対応しなくちゃいけないような制度にな

ただ、先ほど議員おっしゃったとおり、地域

りつつあるようなんですけれども、そうした中

医療計画の中ではどんどん病床数も減らされる

で、やはりきちんと訪問看護というのが一つの

と、介護のほうも施設から在宅というふうにシ

キーワードになってくると思うんです。

フトされている状況もこれからどんどんますま

市内でも訪問看護しているところは幾つかあ

すふえてくるということが予想されますので、

ると思いますけれども、この２４時間対応、３

そういったサービスにつきましても、やはり現

６５日対応というところできちんと見守りまで、 状とかニーズを踏まえながら総合的に検討して
みとりまでしてくれるということですね。こう

いく必要があるということで考えているところ

した看多機というのが非常に存在意義が大きい

でございます。

のではないかと思います。

○髙橋義明議長 守岡等議員。

特に、病院から退院してきた人がそのまま寝

○１番 守岡 等議員 ぜひそういうひとり暮

たきりになってしまうという、本市は寝たきり

らしでも地域の中で安心して生きていられると

の方が非常に多いという数字も出されています

いうことで、ひとり暮らし自身が決して異常な

けれども、そうした寝たきり予防の点からも、

ことではなくて、やはりこの社会的に孤立した

この看多機に利用者が入院していた病院などと

りとか、そういう必要な医療・介護サービスが

の連携が非常に密に図られるというこういう事

受けられないこと自体がやはり異常なんだとい

業所ですので、非常に今有効なものとして、次

うこと、そうした認識に立って今後の医療・福

期介護保険事業計画の目玉となるのではないか

祉行政を進めていただきたいということを最後

と思うんですけれども、その辺の見通しについ

に申し上げまして、質問を終わります。

て御答弁いただけますか。
○髙橋義明議長 健康推進課長。

どうもありがとうございました。
○髙橋義明議長 この際、正午にもなりますの

－４０－

市立小・中学校将来構想検討委員会の設置後、

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。

計６回の検討委員会が開催されたことを皮切り

午前１１時４６分 休 憩

に、平成２０年の３月から平成２１年の１０月
に至る短い期間の中で実に４４回にもわたり、
児童生徒の保護者と地区民に対し、さまざまな

午後 １時００分 開 議
○髙橋義明議長 休憩前に引き続き会議を開き

機会の中で話し合いや意見の聴取が丁寧に行わ

ます。

れ、説明や懇談、会議の機会が設けられました。
第７次上山市振興計画には、複式学級の解消

次に、１１番川崎朋巳議員。
〔１１番 川崎朋巳議員 登壇〕

として、「一定規模の集団生活の中で、多様な

○１１番 川崎朋巳議員 議席番号１１番、会

考え方にふれ、社会性を養うとともに確かな学

派孝山会、川崎朋巳であります。

力を獲得するため、上山市立小・中学校統廃合

今後の西郷第一小学校のあり方について質問

実施計画（案）に基づき、複式学級の解消に努
め、学校規模の適正化を図ります」と明記され

いたします。
西郷第一小学校の児童数は、平成２９年４月

ています。また、複式学級が複数ある学校数を、

時点で、１年生５人、２年生６人、３年生８人、 前期計画実施中はゼロ校とする目標を掲げてい
４年生１１人、５年生１４人、６年生７人の合

ます。

計５１人で、平成２８年度は５・６年生が、ま

しかし、地域が抱える問題として複式学級が

た、平成２９年度は２・３年生が複式学級とな

複数となることが喫緊の課題として迫っている

っている状況にあります。また、平成３０年度

中で、教育環境の整備のために掲げた目標が未

には、１学年と２学年、３学年と４学年で複式

達成となる可能性が非常に高い状況であります。

学級となり、複式学級が複数になると予想され

この目標値を実現するために、教育委員会に
よる平成２８年度の主要施策の成果説明書の中

ております。
これらの状況を受け、複式学級が複数ある学

では、「小・中学校の統廃合については、今後

校をゼロ校にすることを目標として掲げる本市

の児童生徒の推移を見きわめながら、地区、保

において、平成２９年度決算特別委員会で、平

護者等の意向を踏まえ慎重に対応していく」と

成３０年度に西郷第一小学校で複式学級が複数

の方向性が示されていますが、統廃合実施計画

になることが想定される旨、教育委員会からの

（案）の策定経緯から見ても、西郷第一小学校

答弁がありました。

学区の方々にこれから丁寧な懇談や意見聴取を

上山市小・中学校将来構想検討委員会の答申

行うに当たっては、十分な時間が必要となりま

に基づき、平成２１年１１月に「上山市立小・

す。また、統廃合実施計画（案）の策定から８

中学校統廃合実施計画（案）」が策定されまし

年が経過しており、現在地域にかかわられてい

た。この実施計画は、これからの上山の小中学

る方々や児童、未就学児の保護者の方々の思い

校のあり方について、特に当時統廃合が喫緊の

も重視し、反映させていく必要があると考えま

課題となっていた現宮川小学校学区や旧西郷第

す。

二小学校学区に関して、平成１９年８月の上山

教育環境を整備するための場を提供するため、

－４１－

小学校の今後のあり方を議題としてテーブルに

見られない目標値を定めて計画を検証していく

上げ、話し合いの場を設けることは、教育委員

ことについても評価するとの発言があったと伺

会のみがなすことができる仕事でありますし、

っております。目標値達成の可否により計画の

現状と今後の教育環境についての問題を提起し

推進が具体性を持って可視化でき、いわばハー

真剣に向き合うことが、何よりも本市の子ども

ドルを上げての事業実施、ひいては構想に沿っ

たちのことを一番に考えるということなのでは

た本市の将来実現に対しての取り組みが力強く

ないかと考えます。

行われているとも言えます。

小学校の今後に関しては、本市が抱える人口

一方で、８年間にわたる第７次上山市振興計

減少と少子化の問題と切り離すことができない

画の運用からわずか１年半ばかりの期間が経過

ものであって、本市の魅力を高めながら総合的

した現状で、目標値の達成が難しい状況となっ

な施策の充実を進め、市民ニーズに応えていか

ている事案も散見されます。

なければならない中で、話し合いを丁寧にして

基本構想の「施策実現のための行政運営」の

いかないことは本市にとって大きな損失になる

目標では、基本計画に掲げた目標値を達成した

とも考えます。

施策数の割合を平成３１年度で７０％、最終的

市民の意識と意向をこれからの小学校のあり

には平成３５年度で９０％を目指すとしていま

方に反映させていくためにも、早急に教育委員

す。入場者数などを数値目標とした場合、施設

会が中心となり意見交換の場を設けることによ

の整備や更新に伴い、加速度的に目標数値が増

り、教育環境のさらなる向上と、何よりも本市

加していくような事業もありますが、人口が減

の宝である児童生徒の健全育成につながると考

少していく中で市民意識に訴え、ともにじっく

えますが、教育長の御所見をお伺いします。

りとよい方向を目指していくような継続的、発

次に、第７次上山市振興計画の推進に向けて。 展的な事業もたくさん見られます。
めざそう値達成の考え方と基本計画の目標達

今年度、新湯地区の旅館の長期休館に伴い、

成に向けた着実な事業の実施についてでありま

仙台や新潟、首都圏からの宿泊数の目標が下方

す。

修正されました。ほかの事業等で対応し工夫を

第７次上山市振興計画は、策定・運用から１

凝らすことで、目標値を下方修正せず取り組ん

年半が経過し、基本構想と基本計画に基づき市

でいくことも考えられますが、本市の宿泊客数

政発展のため諸施策が展開されております。

の１割程度が見込まれていたこともあり、物理

また、およそ１年が経過したことし７月には

的に難しいとも考えられる中で、下方修正によ

上山市振興計画推進会議が開かれ、副市長、事

り基本計画の実効性を少しでも高めようという

業説明担当課長が出席し、振興計画とまち・ひ

部分においては理解もできるところであります。

と・しごと創生総合戦略について検証が行われ

社会情勢等によって必ずしも実現が簡単では

ております。外部からの委員を交えての会議と

ないケースも今後想定されるところですが、平

なりましたが、振興計画をつくって終わりでは

成３１年度のめざそう値目標は７０％と設定さ

なく、委員会での検証を含め進捗状況を管理し

れています。実効性のある計画の目標値として

ていることへの評価に加え、ほかの自治体には

年度ごとに設定されているのであれば、各年度

－４２－

は１００％の実行率を目指して事業を進めてい

○横戸長兵衛市長 １１番川崎朋巳議員の御質

るのではないかと思います。そうならば、目標

問にお答えいたします。

値を同程度の９０％に設定し直すべきと考えま

めざそう値達成の考え方と基本計画の目標達
成に向けた着実な事業の実施について申し上げ

す。
全ての事業について目標値の達成を目指し、

ます。

その上で社会情勢の変化等の外的要因のため未

基本計画の目標値につきましては、それぞれ

達成の割合が１割という意気込みを持って、実

が目指すべき成果指標であることから、７０％

効性のある計画の推進に努めるべきと考えます。 の達成率についても決して低いものではないと
また、計画が下方修正または廃止となった場
合、基本構想のめざそう値の算定にどう反映さ

認識しておりますが、より高い達成率を目指し
各施策に取り組んでまいります。
また、各担当課におきましては、上山市振興

れるのかについてもお示しください。
基本計画の目標値を定め、これを達成してい

計画推進会議を踏まえ、基本計画の目標達成へ

くことの積み重ねが、大きな目的の実現のため

向け事業のブラッシュアップを図り、平成３０

には不可欠であり、重要な指標であるからこそ、 年度の施策に生かしてまいります。
さまざまな工夫を加えながら努力をしていくこ

めざそう値につきましては、市民全体の目標

とが肝要と考えます。目的の未達成により、と

値であるため、市役所の計画である基本計画の

もに目標の達成を目指す市民の意識に対しての

目標値を下方修正、廃止とした場合でも変更せ

影響がありますし、着実な計画の運用と推進は、 ず、市民の皆様とともに目標達成を目指してま
市が掲げる大きな目標の達成につながると同時

いります。

に、市民サービスの充実に直結すると考えます

○髙橋義明議長 教育長。
〔古山茂満教育長 登壇〕

が、市長の御所見を伺います。
また、目標達成に向け諸事業を展開している
ところでありますが、中には計画どおり進んで
いない事業があることも事実であります。平成
２９年３月定例会でも、都市マスタープランの

○古山茂満教育長 １１番川崎朋巳議員の御質
問にお答えいたします。
今後の西郷第一小学校のあり方について市民
との話し合いについて申し上げます。

策定についての質疑の中で、「このようなこと

小中学校の統廃合につきましては、これまで

がないよう徹底する」との回答がありました。

も保護者や地区等の意向を踏まえ、慎重に対応

しかし、さきの小中学校の統廃合しかり、目標

してまいりました。今後も、話し合いの機会と

達成に向けた取り組みが進んでいないものがい

場を設け、丁寧な説明を行いながら、豊かな人

まだ存在しております。計画の達成に向け、こ

間性と確かな学力の向上が実現できる魅力ある

の数カ月でどのような改善が行われたのか、今

学校づくりに努めてまいります。

後どのように取り組んでいくのかをお示しくだ

○髙橋義明議長 川崎朋巳議員。

さい。

○１１番 川崎朋巳議員 初めに、西郷第一小

○髙橋義明議長 市長。

学校の今後についてですが、教育長答弁により

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

ますと、具体的内容がほぼなかったような状況

－４３－

です。今後のあり方について、保護者であった

複式学級が複数化するデメリットを重視したと

り、その意向を踏まえながらと丁寧な対応を図

ころで、この統廃合実施計画に基づいた施策が、

っていきたいという回答であったと思いますが、 取り組みが行われてきていたというふうに考え
今後具体的にどのように取り組んでいくかにつ

ますが、そのような状況が近い将来発生すると

いて、まずお示しください。

想定された時期からの取り組みというのがなぜ

○髙橋義明議長 教育長。

行われなかったのかについて、もう一度お示し

○古山茂満教育長 統合に際しましては、小・

ください。

中学校統廃合実施計画（案）を受け、南中学校

○髙橋義明議長 教育長。

区において統合検討委員会が設置されまして、

○古山茂満教育長 まず初めに、平成３０年度

そのもとに小学校区ごとの検討委員会を設置し、 に複式学級が複数になるということがわかった
統合に向けた検討を行ってきております。西郷

のがいつごろかということになるわけですけれ

第一小学校においても同様の形で進めていきた

ども、平成２９年度の初めに児童生徒の推移見

いというように考えております。あわせて、保

込み調査の中で、平成３０年度での１年生が１

護者、地区会への説明を改めて行いたいという

名転出し３名となるため、１・２年についても

ように考えております。

複式学級となって、そして複式学級が複数とな

検討委員会をつくるわけですけれども、検討

るというふうに想定されたわけでございます。

委員会のメンバーにつきましては、さきに実施

複式学級が複数になるとわかった時点で、学

された小学校区ごとの検討委員会のメンバーを

校や地域との話し合いを始めるべきではなかっ

見ますと、地区会長、学校後援会会長、保護者、 たのかというようなことについてですけれども、
未就学児の保護者、民生児童委員、学校評議員

統合に向けた合意形成は、意見の対立も考えら

等があります。

れ容易ではないということがよく想定されます。

○髙橋義明議長 川崎朋巳議員。

学校とも今後の進め方について意見を交換し、

○１１番 川崎朋巳議員 検討委員会をつくっ

慎重に対応する必要があるということから、将

て、まず今後のあり方について話し合いをして

来の構想の実現に向け実施された西郷第一小学

いくということだと思います。そこには保護者

校区の拡大研究委員会というのがあったんです

の方等も含まれるというふうに思っておるとこ

ね、前に。その中で、複式学級になったとき、

ろですが、ここでまた複式学級が複数になった

改めて考えるという西郷第一小学校の方針があ

場合のときの話をさせていただきたいんですが、 りました。改めて考えるということから、その
平成３０年度そのような状況が想定されると。

ようになったものでございます。

想定されるということは、恐らく数年ほど前か

○髙橋義明議長 川崎朋巳議員。

らその具体的時期については確定できなかった

○１１番 川崎朋巳議員 その西郷第一小学校

と思われるものの、恐らくこのぐらいの年度あ

のまず統廃合もかかわる話で、そんな非常にデ

たりにはそういう状況が生まれるのではないか

リケートな話だということはもちろん理解して

と。

おります。その上で、第７次上山市振興計画の

小・中学校の統廃合実施計画によれば、その

目標値に、では何で複式学級が複数になったと

－４４－

きをゼロという目標を掲げたのか。もしも統廃

○１１番 川崎朋巳議員 それでは、統廃合あ

合ありきでないと、それとも統廃合実施計画に

るなしは別に、地域の皆様の声を検討委員会で

基づいたのであれば、早急なる対応をしなけれ

もって反映させて、平成３２年度をめどに小学

ばならなかったというふうに考えます。

校のあり方についての方向性を示すということ

複式学級ゼロを目指すために何か打ち出す必

でしょうか。平成３２年度に検討委員会の検討

要がなかったのかと。そうでなければ、あの目

結果が出るということでしょうか。どちらでし

標値というのは掲げるべきでなかったのではな

ょうか。

いかというふうに思いますけれども、その部分

○髙橋義明議長 教育長。

に関してもう一度お示しください。

○古山茂満教育長 少なくとも平成３２年度と

○髙橋義明議長 教育長。

考えているということですので、平成３１年度

○古山茂満教育長 今議員がおっしゃられたよ

終了の時点で検討委員会の結論を得たいという

うなことがもっともなわけですけれども、統廃

ように思っています。

合が前提なのか、それとも地域や保護者の意向

○髙橋義明議長 川崎朋巳議員。

を統一できない場合、そういう場合は統合しな

○１１番 川崎朋巳議員 特に、この統廃合実

いこともあるということを含めますと、ゼロを

施計画（案）については、まずこの案というの

目指すのは当然ですけれども、想定されること

がついている時点で、この計画の実効性という

がデリケートだと今話が出ましたけれども、そ

か、有効性というものがどのようにあるのか、

ういうことからゼロにすべきではないのではな

もちろんいろいろな人の検討によってこの計画

いかということ、統廃合実施計画（案）は、複

が出されたというふうに理解しております。そ

式学級が複数になったら統合しますという案で

の中で、まず私は西郷第一小学校学区の、特に

すので、一応ゼロにするということです。

同じような親の世代の方の話を多く聞くことが

○髙橋義明議長 川崎朋巳議員。

できたんですけれども、状況によってやはりそ

○１１番 川崎朋巳議員 それでは、検討委員

の考え方はさまざまです。例えば高学年と低学

会を立ち上げて今後検討するという話でありま

年の生徒がいる方、また、未就学児の児童がい

した。その検討委員会でもまれた最終の報告と

らっしゃる方、高学年だけいる人、また、低学

いうか、そういうのが上がるタイミングという

年だけいる人、それぞれが全く異なった見解を

か、どのぐらいの期間検討委員会を開催して、

小学校の今後のあり方について持っているわけ

検討委員会の検討内容がどのように反映される

です。その意見を集約して一つの結果を出すと

のかについて、改めてお示しください。

いうのは、非常に難しい問題だと思いますし、

○髙橋義明議長 教育長。

かなりの時間がかかるのではないかなというふ

○古山茂満教育長 検討委員会で十分に検討い

うに思っています。

ただき、統合への合意を得た後になるわけです

なので、今回検討委員会を持ってその後のあ

けれども、早くても平成３２年度と考えており

り方について考え方を打ち出していくという、

ます。

みんなで検討していくということだと思います

○髙橋義明議長 川崎朋巳議員。

けれども、特に前回、未就学児の親御さんの参

－４５－

加なんですけれども、上のお兄ちゃん・お姉ち

れて結論を出してもらっていけばいいのではな

ゃんが小学校で未就学児だったという親御さん

いかなというように思います。

は参加されておったようなんですが、未就学児

そしてまた、アンケートについても、まず複

だけの親御さんというのは参加されていなかっ

数になったという時点で、未就学児も含めた保

たようなんです。直接的に小学校の今後のあり

護者のアンケート、それから加えて地区民の

方にかかわる世代とも考えますので、まずこの

方々のアンケート等々も実施していきたいとい

世代の参加というのを現在想定しているのか。

うように思っています。

想定していないのであれば、ぜひ参加を促して

○髙橋義明議長 川崎朋巳議員。

いただきたいというふうに思いますし、あとも

○１１番 川崎朋巳議員 やはりたくさんの方

う１点は、例えば地区であり方を考えたときに、 の意見を聞いていただいて、検討委員会として
いろいろな世代の方がいらっしゃいます。昔か

のまず方向性を打ち出していただきたいと。た

ら西郷第一小学校は百何十年の歴史がある由緒

だ、時間は物すごく要すると思いますし、手間

ある学校でありますし、そこに長い間かかわら

もたくさんかかると思いますが、そこはぜひ教

れた方もいらっしゃれば、新たに今度そこに通

育委員会としてやっていただきたいというふう

わせるという親御さんもいるわけです。特に、

に思います。

その学校に通わせるような親御さんからは、そ

あと、この実施計画については、まず策定か

の話し合いの場で自分の意見、思いというのを

ら８年が経過しています。今回、西郷第一小学

表明するのが懸念されるというような意見もあ

校に関しては、平成３２年度以降という回答で

りますので、例えば西郷第一小学校の保護者、

あったと思いますが、恐らくそうこうしている

父兄に対してアンケート等を実施するなんてい

間に、この時点での実施計画（案）と現実の問

う考えもあるのかと思いますが、以上２点につ

題、または乖離してくる場合があると考えます。

いて、現状考えられる方向性をお示しください。 この計画策定時にはまだ大丈夫だと思っていた
○髙橋義明議長 教育長。

小学校、中学校、今後ではどうするんだという

○古山茂満教育長 学校は地域の中の学校です

のをもう一回再検討しなければならない時期と

ので、学校が例えばなくなるということは大き

いうのは、もしかしたら間もなく来るのかなと。

な問題なわけですね。そういう意味からすると、

そう考えたときに、じっくりやはり取り組む

学校がなくなるのは大変つらいというのもあり

べきところに関しては、先んじてその話し合い

ますけれども、実際に子どもを持っている保護

の場というのを設けていくべきとも考えますし、

者、それからこれから小学校に入ろうとする未

西郷第一小学校以外のこれからの上山市の小中

就学児の保護者、この考え方がやはり物すごく

学校のあり方について、今後展望をお聞かせく

大事になってくるのではないかなというように

ださい。

思います。そういう意味で、ただ、そこで話し

○髙橋義明議長 教育長。

合いも当然なるわけですけれども、そこは将来

○古山茂満教育長 この案につきましても、必

この地区の子どもたちがどうなっていけばいい

ずしもそうなっているわけではないんですよね。

のかというようなことを検討委員会で話し合わ

例えば宮川中学校区については、最初は小中一

－４６－

貫校というようなことですけれども、その地区

のかということを諦めずにやっていきたいと思

の方々、保護者の方々の話し合いの中で、小中

っています。

一貫はなされなかったということなわけですね。 ○髙橋義明議長 川崎朋巳議員。
それから、もう一つは、そういう意味からも、 ○１１番 川崎朋巳議員 私たち議会としても、
今後上山市の小中学校がどうなっていくのかと

例えばこの目標値このように設定されているけ

いうようなことも考えられるわけです。そうし

れども、どういう知恵を出したらそれにつなが

ますと、これはすぐの話ではないと思いますけ

るのか、こうやれば目標値達成につながるので

れども、そのようなことも考えた会議というか、 はないかというふうな政策提言をさせていただ
そういうものをやっていかなければならないと

くケースもあります。なので、この目標値、そ

いうように思っています。

んなに意味があるものでないんだよという話で

○髙橋義明議長 川崎朋巳議員。

はなかったというふうに理解しておりますけれ

○１１番 川崎朋巳議員 非常に大きな問題で

ども、ぜひ目標値達成のために、こちら議会側

ありますので、先んじてぜひ丁寧に取り組んで

からとしても政策の提言を引き続き続けてまい

いっていただきたいと。よろしくお願いします。 りたいと思っております。
次に、第７次上山市振興計画のほうなんです

以上です。

けれども、先ほど答弁がありました。恐らく複

○髙橋義明議長 次に、１０番大沢芳朋議員。

式学級が複数になる可能性が高いと。それで、

〔１０番 大沢芳朋議員 登壇〕

都市マスタープランの件もありまして、現実問

○１０番 大沢芳朋議員 議席番号１０番、会

題として数値目標が達成できないようなケース

派孝山会、大沢芳朋です。

がもはや１年半で何件か見受けられるような状

通告に従いまして質問させていただきます。

況です。このような状況に関して、市長、どの

最初に、産業を特定した誘致策で質問いたし

ような感想を持っていらっしゃるか、ぜひお聞

ます。
東北自動車道、相馬・横手間２６８キロの福

かせください。
○髙橋義明議長 市長。

島大笹生から米沢北インターチェンジ間が１１

○横戸長兵衛市長 当初策定したときは、そう

月４日に開通いたしました。また、１１月２１

いう願望もありますよ。ですから、そういう形

日には、本市が予定している（仮称）上山イン

でできるだけ高い目標を持って数値目標を設定

ターチェンジ産業団地に、南陽高畠から山形上

したわけでございますが、やはり世の中の変化

山インターチェンジ間の舗装工事を担う上山舗

とか、あるいは経済情勢とかいろいろあった中

装工事プラントの火入れ式も行われ、今後は舗

でできていないということがございます。ただ、 装工事が本格化することで整備の最終段階に入
それはできていないから下方修正ということで
はなくて、やはりいろいろな知恵を出し合って、

ります。
来年度中に南陽高畠から山形上山インターチ

市民の皆さんからも御理解と御協力をいただい

ェンジ間が開通すれば、東北自動車道、山形自

て、その目標値達成のためにでは何ができるの

動車道、東北中央自動車道を結ぶ南東北３県の

か、現時点ではどうなのか、将来的にはどうな

ひし形のループが形成された高速交通網が整備

－４７－

され、ものづくりや物流、企業立地の分野で大

ト かみのやま～」を提唱しており、第２章施

きなインパクトを与え、さらなる周遊観光促進

策２－１－３に上山型温泉クアオルト事業を活

及び企業誘致促進に多大なるメリットが生まれ

用した健康づくりの推進を掲げております。そ

ることと思います。

の目標には、「自然環境を生かしながら、医学

さらに、サクランボ、ブドウ、ラ・フランス

的根拠に基づく健康ウオーキングを中心に『い

などの生産が盛んな本県の各産地にとっては、

つでも・誰でも・一人でも』楽しく健康づくり

首都圏方面への輸送時間の短縮がなされ、救急

に取り組める環境を整備します。温泉や食など

医療において冬場の降雪時には安静に搬送され

の地域資源を活用した予防に重点を置いた総合

るようになり、災害時には代がえの路線がふえ

的な健康づくりを推進します」とあり、市民の

ることで、安心・安全な暮らしを支える新たな

健康づくりに重点を置いた施策を展開している

インフラとなります。

ことは市民の方も承知していただいているもの

本市においては、（仮称）上山インターチェ

と思います。そういったことを踏まえ、企業誘

ンジ産業団地が面積約９ヘクタール造成される

致においても健康をキーワードに、健康関係の

ことが決まり、平成３０年４月に農業振興地域

会社に絞り企業誘致を進めるべきと考えます。

整備計画を見直し、同じく用地取得を平成３０

本市クアオルト事業で使用している血圧計メ

年７月、工事着手を平成３０年８月、企業への

ーカーや、それに類似するメーカー、特に本市

用地引き渡しを平成３２年度末から平成３３年

で食の部分でお世話になった企業などは交流が

度中としており、また、大型投資予定の企業が

あり、誘致すべき企業であります。また、健康

あれば、その都度造成面積を拡大していく方針

食品などでは、クアオルト事業で連携している

と伺っております。

企業があるわけですが、酒類製造販売をメーン

企業誘致に対しましては、市長を先頭に副市

にヘルスケア部門にも力を入れているメーカー

長、担当課の積極的な取り組みで東和薬品、コ

ですので、ぜひ誘致を進めていただきたいもの

ストコ等を誘致し、産業、雇用促進、本市のに

です。

ぎわい創出に成果を上げていただいていること

本市蔵王フロンティア工業団地には先ほど述

に感謝申し上げます。特に東和薬品においては、 べたジェネリック医薬品大手の東和薬品が、上
増設した工場に新規雇用として今後数百名の採

山工業団地には外資系のジェネリック医薬品メ

用が予想されると伺っているところであります。 ーカーのサンドが工場を稼働させており、多く
しかし、本年予定していた（仮称）上山イン

の社員が働いております。山形市においても、

ターチェンジ産業団地への大型企業の誘致がか

山形大学医学部に重粒子線治療装置の設置に伴

なわなかったことは非常に残念なことであり、

う産業の誘致を図っており、隣接している本市

現在においても誘致が確定している企業がない

でも医療系の会社を誘致できれば、健康づくり

状況でありますし、今後の誘致活動に支障がな

が見える一体的なまちづくりにつながるものと

いか心配しているところであります。

確信いたします。

本市は、第７次上山市振興計画で、「また来

また、第７次上山市振興計画第２章基本施策

たくなるまち ずっと居たいまち ～クアオル

２－２には、「本市は高齢化が進行しており、

－４８－

年齢構造が変化していく中で、介護や医療を必

そこで、民間資本を活用することで、この産

要とする人が増加している。生涯をとおして多

業団地造成事業における本市の財政負担を軽減

様な生活の問題や健康問題に対応できるよう、

することができないか、考えてみました。

保健・医療・介護・福祉などの関係機関が今後

具体的には、まず本市が測量・設計・用地買

さらに連携を強化することが重要だ」と明記さ

収などを行った後、造成工事と誘致企業への土

れております。その保健・医療・介護・福祉な

地分譲を担う企業を事業協力者として公募しま

どの関係機関連携に社会、すなわち会社ですけ

す。次に、公募で選ばれた事業協力者が、市が

れども、これも含めれば、多方面にわたる連携

所有する土地に対して造成工事を行います。造

強化も可能になり、健康推進都市かみのやまの

成工事完了後は、市は測量・設計・用地買収・

理想のまちづくりができるのではないでしょう

造成工事に相当する金額で事業協力者に造成済

か。

みの土地を売り渡し、事業協力者はみずから企

高速道路及び国道へのアクセスの優位性を生
かし、（仮称）上山インターチェンジ産業団地
に健康・医療関係に特定した会社を誘致するべ
きと考えますが、市長の御所見を伺います。
次に、業務代行方式等による企業立地策につ

業誘致活動を行い、誘致企業に対してその土地
を分譲するというものであります。
この方法であれば、万が一、工事完了時点で
誘致企業が決定していなかったとしても、本市
の費用支払いは完了しているため、未分譲地を
長期保有することによる借入金利息の負担増加

いて質問させていただきます。
産業団地造成に当たっては、産業団地整備事

や資産価値の減少といったリスクを回避するこ

業特別会計で８，１００万円、うち起債７，０

とができます。加えて、本市の担当課と事業協

００万円、公共下水道事業特別会計では３，７

力者が連携して企業誘致活動を行うことができ

００万円全て起債になり、合計で１億１，８０

るようになり、より多くの企業にアプローチす

０万円、うち１億７００万円が起債での財源で、 ることが可能となります。
約９ヘクタールを造成するための測量と実施設

産業団地整備事業における財政負担の軽減と、
今後の効率的な企業誘致活動の実施のため、今

計の予算であると伺いました。
本市では、今後カミンの再生整備事業、駅前

申し上げたような業務代行方式等の手法を導入

観光情報・交流施設整備事業、温泉健康施設整

し、民間資本を活用していくことについて、市

備事業など、ハード面での多額の財政負担が生

長の御所見を伺います。

じます。

○髙橋義明議長 市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

また、先月の市報にも記載されておりますが、

本年度９月末日現在で、一般会計で１６６億８， ○横戸長兵衛市長 １０番大沢芳朋議員の御質
４８８万円、特別会計を合わせると２５３億９， 問にお答えいたします。
１００万円の借入金があります。市民１人当た
りの一般会計借入金額が５３万８，６７４円と
なっており、不安に思っている市民の方もいら
っしゃいます。

初めに、産業を特定した誘致策について申し
上げます。
健康・医療関係に特定した企業の誘致につき
ましては、上山型温泉クアオルト構想による地

－４９－

域づくりを実施していく上で、一定の効果があ

ころですけれども、今現在、どういったところ

るものと考えております。

に働きかけているのか。産業、会社名は言えな

しかしながら、産業団地の整備目的は、既存

いと思いますけれども、もしお話しできれば伺

産業との連携可能性の創出及び市外に流出した

いたいと思います。

人材を受け入れる雇用の場の確保であるため、

○髙橋義明議長 商工課長。

産業を特定せずに企業誘致を図っていく考えで

○冨士英樹商工課長 現在は答弁で申し上げた

あります。

ように産業を特定しているわけではなく、地域

次に、業務代行方式等による企業立地策につ

的なエリアということで、東北地方や関東地方
を中心に働きかけを行っているところでござい

いて申し上げます。
産業団地の整備・分譲における業務代行方式

ます。

等の民間活力の導入につきましては、先進地視

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

察などを踏まえますと、将来の財政負担軽減及

○１０番 大沢芳朋議員 今回の質問をするに

び効率的な企業誘致活動実施の観点から効果が

当たって、いろいろ全国的にどういった産業団

あるものと認識をしております。

地を造成しているのかというような誘致策です

一方で、本市で導入する際には、土地利用規

ね。そういったことも調べさせていただきまし

制解除の手法など、課題となる点もあることか

た。本市にとっては平成３０年度にインターチ

ら、今後さらに調査・研究を進めてまいります。 ェンジ、東北中央道が開通するということであ
○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

りますが、全国的に見ますと、ものづくり産業

○１０番 大沢芳朋議員 最初に、特定した誘

ですね。あと、要するにＩＴ産業系の企業を、

致策ということで再度質問をさせていただきま

言葉がいいのか悪いのかわかりませんが、それ

す。

を攻めてばかりいたということで、なかなかか

まず、地域づくりをいろいろ勘案して効果が

なわなかったというような件も多々ありました。

ありというふうなお答えをいただいたところで

逆に言えば、産業をまるきり本当にまず特定

あります。本市に中川福祉村とか、クアオルト

してみて、それに向かっていろいろな働きかけ

もしかりですけれども、そういった特徴がある

をかけて誘致をするべきではないかというよう

町といいますか、東北でもかなり有名になって

な研究結果も最近出ております。ぜひ、そうい

いる中川福祉村とか、そういうところがあるわ

ったことも踏まえまして、そういった医療関係、

けでございます。ぜひ、私的に言えば、既存の

先ほど１問目でも言いましたが、東北初といい

企業とのかかわり合いとかいろいろなことがあ

ますか、隣の山形市には重粒子線治療装置もで

ると思いますけれども、１問目でも言っている

きると。そういった関連会社もいろいろ呼べる

とおり、健康づくりということで市長が一番力

と私は思います。ぜひ、そういったまずやるべ

を入れているクアオルト事業でございますので、 きだということで、チャレンジしていただきた
そういったコラボした企業とかもいろいろある

いんです。

と思いますので、ぜひそういった企業に働きか

本当に企業誘致というのは大変なことであっ

けていただければなというふうに思っていると

て、それこそ宝くじにでも当たるような確率ぐ

－５０－

らいでしか、なかなか持ってこられないと。担

○髙橋義明議長 商工課長。

当課も一生懸命働いてもらっている、誘致活動

○冨士英樹商工課長 そういったワインづくり

もしてもらっているというのは十分私も承知し

のところにつきましても、ワインの里づくりを

ております。いかに難しいかというのもわかり

目指す本市にとって有益でありますので、そう

ます。担当課に話を聞いたところ、昔は先ほど

いった会社も含めて働きかけを行っているとこ

申し上げた医薬品会社が上山にあるということ

ろでございます。

で、医薬品製造業に関しては誘致を働きかけた

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

経過があるということも伺っております。ただ、 ○１０番 大沢芳朋議員 私、２年前も一般質
山形にその重粒子線、山形大学にできますけれ

問で産業団地の面積はどのぐらいかと、あとど

ども、ＣＴとかＭＲ関係、そういったメーカー

のような企業を誘致するんですかというふうに

も日本に多数、多数とまではいきませんが、ご

お聞きしております。そのときの市長の答弁が、

ざいます。まして、いろいろなその分野、内視

やはりものづくりと、あとは物流関係が来れば

鏡をつくっている会社もあれば、いろいろな会

最高ですねというような答弁を頂戴しておりま

社がございます。そういったところを何回も繰

すが、山形の中央インターチェンジ付近に、文

り返すようでありますが、ぜひ一度誘致活動を

具メーカーと物流会社の誘致だったですかね。

行ってもらいたいと思いますが、もう一度いか

ちょうどそのとき市長がおっしゃったような形

がでしょうか。

態の産業団地ができました。
２年前に質問いたしまして、そういった企業

○髙橋義明議長 商工課長。

○冨士英樹商工課長 そういった分野も含めて、 を誘致したいと市長がお話ししておりまして、
完全に特定という形ではなく、やはり当初目的

２年がたってまだ決まっていないということで

であるところをしっかり踏まえた上で誘致活動

不安なわけです。まして、今回、用地取得に対

に努めてまいりたいというふうに思っておりま

しまして用地面積を大きくするというようなお

す。

話で、そういった大型企業が来なくなってしま

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

ったというようなことがございます。

○１０番 大沢芳朋議員 医療関係ということ

これ何回も繰り返すようで、答えはもう変わ

で、先ほど１問目にもお話ししました。本市、

らないとは思いますけれども、そういったこと

きょうも山形新聞にワインづくりということで

がすごく不安でありますので、まず上山に医薬

いろいろ担当記者の方が記事にしていただきま

品会社もあるということで、ぜひ取り組んでい

して、そういった大手のワインメーカーあたり

ただければなというふうに思うところでありま

も系列会社になりますが、ヘルスケア部門の商

す。では、そこはよろしくお願い申し上げます。

品等も扱っているということでございます。

次に、業務代行方式等による企業立地策とい

そういったことを踏まえて、ワインでまた新

うことで、効果があるのではないかということ

たにまちづくりを推進している本市ですので、

でお話は伺っておりますが、これ全国的に見ま

そういったところに働きかけをしているのかと

して、このやり方をしているところというのは

いうことで、お聞きしたいと思います。

そうそうないとは思うんですが、調査・研究と

－５１－

いうことですが、そういったことはもうなされ

○髙橋義明議長 市長。

ているんでしょうか。市長、お願いします。

○横戸長兵衛市長 この方式は、県内でやって

○髙橋義明議長 市長。

おりません。ですから、やりたいという気持ち

○横戸長兵衛市長 これについては、実は静岡

はありますが、問題は相手企業が乗ってくるか

県の小山町との関係で災害協定を結びました。

こないかですよ。そこが一番の課題でございま

そのときに私も行きまして災害協定を結んだん

して、そこをではどこの企業に絞るかというこ

ですが、そのとき小山町は県の方針もありまし

ともありますので、ですからそういう意味で調

て、現在３００ヘクタールの工業団地をつくっ

査・研究ということで答弁させていただきまし

ております。８カ所に。その８カ所の何カ所か

た。

を見てきましたが、その中に議員提案のものが

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

ありました。

○１０番 大沢芳朋議員 先ほど市長は小山町

それで、固有名詞は避けますけれども、大手

のほうで勉強なさってきたということで、大型

でございます。早速職員を２名派遣し、勉強さ

企業ですか、そちらでやるということが決まっ

せていただきましたし、また、その後もいろい

ておるということで、そういったところにも今

ろな取り組みをさせていただいているところで

から働きかけるのか、もうやっていらっしゃる

ございますが、若干の課題はあるということで

のか、それをお聞きします。

ございますが、既にやっております。

○髙橋義明議長 市長。

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

○横戸長兵衛市長 過去にはそういう取り組み

○１０番 大沢芳朋議員 今、最後に市長が若

をした経験がございますので、現在は白紙の状

干の課題があるというようなお話でしたけれど

態でございますけれども、金融関係とか、そう

も、どういったことでしょうか。

いう筋と勉強しながら模索してまいりたいと考

○髙橋義明議長 市長。

えております。

○横戸長兵衛市長 １番の答弁で最後のほうに

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

答弁したとおりでございます。

○１０番 大沢芳朋議員 とすると、その小山

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

町でなさった会社に対しては、本市から直接と

○１０番 大沢芳朋議員 はい、わかりました。 いいますか、そういったアプローチというのは
これをすることに、するかしないかは今から

かけたのかということですね。もう一度お願い

なんでしょうけれども、要するに企業立地、誘

します。

致ですけれども、民間と行政が一緒に企業誘致

○髙橋義明議長 市長。

に携われるというふうになるということで、非

○横戸長兵衛市長 現時点においてはしており

常にメリットがあるというふうに私は思います。 ませんけれども、これから模索をしてまいりた
市長の今現在の考えですと、調査・研究をし

いと考えております。

ているということですが、２名も派遣して勉強

○髙橋義明議長 大沢芳朋議員。

させているということですけれども、一番地に

○１０番 大沢芳朋議員 これは本当に財政負

これをやるというお考えでしょうか。

担軽減と、先ほど申し上げたとおりその企業、

－５２－

本当に公募して手を挙げてくれる会社がなけれ

同報系防災行政無線が配備された市町村では、

ば話にならないやり方だとは思います、もちろ

緊急の際、自動的に屋外スピーカーから危険を

ん。そういったことも山形県、多分東北でもや

知らせる情報が流れ、住民に情報を一斉に伝達

っていないのかな。山形初ということでやって

することが可能です。

いただければ、逆に言えば今度まねされるのか

災害を引き起こす可能性がある気象予報や避

なと、見本になるのかなというようなこともあ

難勧告等の伝達に極めて有効で、大きな役割を

りますし、その地域、地域の問題とか、いろい

果たします。同報系防災行政無線は、全国瞬時

ろな課題があるとは思いますが、ぜひこういっ

警報システム、いわゆるＪアラートと連動して

た財政負担を軽減できるやり方を模索しながら、 特別警報、噴火警報、緊急地震速報等、２４種
上山市のために今後とも企業誘致頑張っていた

類の情報を自動的に屋外スピーカーから放送し、

だければなというふうに思います。

市民に一斉に報知します。

以上で質問を終わります。

Ｊアラートで伝達される情報は、内閣官房が

○髙橋義明議長 この際、１０分間休憩いたし

作成する有事関連情報と気象庁が作成する気象

ます。

関連情報とに大別され、市民の安全・安心のた
午後 １時５６分 休 憩

めの情報がスマートフォンや携帯電話に緊急速
報メールとしても配信されます。Ｊアラートは、
先ほど説明した同報系防災行政無線を活用する

午後 ２時０６分 開 議
○髙橋義明議長 休憩前に引き続き会議を開き

構成となっているため、その効果を最大限発揮

ます。

するには当該無線の整備が重要です。平成２９
年３月３１日現在、全国の自治体における同報

次に、５番谷江正照議員。

系防災行政無線の整備率は７８．９％でありま

〔５番 谷江正照議員 登壇〕
○５番 谷江正照議員 議席番号５番、会派蔵

すが、本市は現在未整備の状態であります。
本市は、平成２５年、平成２６年と２年続き

王、谷江正照です。
通告に従いまして、災害に強いまちを目指す

の豪雨による災害に見舞われました。被災され
た市民の方々は、心細い気持ちや不安の中で、

取り組みについて質問いたします。
屋外緊急放送網の整備についてであります。

大変御心配、御苦労されたことと存じます。市

災害の被害を最小限に抑え、２次災害の発生

民がこのような豪雨やその後の河川の増水や氾

を防ぐには、正確な情報の収集と市民への迅速

濫、台風や突風等、地震や噴火など、さまざま

な情報伝達が大切です。屋外における緊急放送

な災害に備える際において、自治体からの正確

網の一つに、同報系防災行政無線があります。

な情報の伝達や、いち早く大勢の市民に伝える

同報系防災行政無線とは、屋外に設置したスピ

ことなど、災害対応における情報の取り扱いは

ーカー等で市民へ向けて一斉に通報を行う通信

第一義的であると私は考えます。

システムです。同時に複数の相手方に通報する

同報系防災行政無線のない本市では、緊急速

システムで、災害時の住民への情報伝達手段と

報メールや、スピーカーつきの広報車が状況に

して大変有効なものです。

応じて巡回し対応しておりますが、災害時には

－５３－

道路が水没、陥没等で交通網が寸断される懸念、 蔵王山の噴火の際に危険が想定される地域に配
その際に報知を担当する職員の安全確保など、
広報車による報知活動には危険や限界があると

備する取り組みを進めています。
このＦＭ局との災害時の緊急放送における協
定で、消防庁や気象庁から来るＪアラートのほ

考えます。
また、本市には、蔵王山の噴火による噴石や

かにも、本市が独自に市民に知らせたい緊急の

火砕流、積雪の時期には融雪型火山泥流などや、 告知や、災害時の避難における必要な情報等を
地震の際に危険な活断層帯も存在しており、噴

現在放送中のＦＭラジオ番組よりも優先し放送

火や地震など災害が重なった際の被災の大規模

することも可能となり、災害時の避難情報等を

化も懸念されます。

可能な限り速やかに市民に素早く知らせること

本年の８月２９日午前６時ごろ、北朝鮮から
ミサイルが発射され、Ｊアラートの通報があり

ができます。
しかし、スマートフォンや携帯電話を持たず、

ました。この時間帯はちょうど朝の出勤や通学、 防災ラジオを持たない方々、例えば登下校中の
その準備に慌ただしくなる時間でもあり、急に

小学生・中学生の児童や生徒、高齢者の方々、

鳴り出したスマートフォンや携帯電話に本市で

幼稚園・保育園等の幼児や、屋外におられる農

も多くの方が驚いたのではないでしょうか。本

作業や外仕事の方など、多くの市民や来訪者に

市で早朝クアオルト葉山コースに参加中の方も

報知する体制はできておりません。
そこで、私は、同報系防災行政無線や緊急放

大変驚いたとのことでした。
私が特に心配いたしますのは、もしも弾道ミ
サイルの発射された時間帯が、小学生や中学生

送受信拡声器等を屋外に設置し、緊急放送網を
構築するべきと考えます。

の登下校中、校外での活動中、休日の屋外活動

平成２３年の東日本大震災の際に、古いタイ

の時間帯だった場合を考えますと、一斉に広範

プの同報系防災行政無線子局には、長時間の停

囲で危険を知らせる同報系防災行政無線がない

電に対応していないものもあり、一部には長時

本市において、市民の安全に対する大きな懸念

間運用できなかった事例が報告されています。
このようなことがないよう、機器やシステム

であると考えます。
そして、このような緊急放送網は、何も弾道

の導入について調査したところ、先ほど説明し

ミサイルばかりに備えるものではありません。

たＦＭ電波を利用した緊急告知放送ができるも

日ごろ私たちが親しんでいる蔵王山や本市の自

のや、ソーラーパネルとリチウムイオン蓄電池

然環境や気象の変異から大きな被災を受ける場

などで稼働し、電源工事ができない箇所でも使

合にも、緊急放送網は大変有効で、総務省も配

用できるもの、従来型より格段に停電対応がよ

備に力を入れています。

いもの、ハンドマイクでの拡声機として使用で

本市では、現在、噴火による噴石や火砕流、
積雪時期の融雪型火山泥流などの報知のため、

き、避難所運営に役立つ機能があるなど、さま
ざまな機械がありました。

山形市内のＦＭ局と災害時の緊急放送における

以前の機器と比べ、機材のコストも低廉で、

協定に向け準備をしています。そして、ＦＭ電

施設の外壁、屋上及び屋根等に設置することが

波を利用した緊急告知ができる防災ラジオを、

可能なものもあり、ポールや土台を新たに敷設

－５４－

して設置するよりも大幅にコストを下げること

○５番 谷江正照議員 防災ラジオの配備を進

も可能なようです。

めるということ、あと屋外拡声設置を進めると

このように新たな機能を有しながら、従来型

いうような御答弁だったかと思いますが、屋外

のものよりも大きく経費が削減できる機器やシ

拡声機につきましては、設置は何カ所でどのよ

ステム等をしっかりと検討し、多くの児童生徒

うなあたりを検討しておりますでしょうか、お

が利用する通学路や、多くの市民や来訪者が訪

示しいただけるようお願いします。

れる施設付近に計画的に配備を進めることで、

○髙橋義明議長 庶務課長。

屋外の市民に向けＪアラートや危険の警報を報

○鈴木英夫庶務課長 平成３０年度につきまし

知する緊急放送網の整備を進めることが必要だ

ては、浸水の想定区域、平成３１年度は土砂災

と考えます。一刻を争う大切な情報を多くの市

害警戒区域を主軸に防災ラジオを設置する考え

民に一斉に報知することができる、災害に強い

であります。

町を目指した取り組みが必要だと考えますが、

その屋外拡声設備につきましては、その周辺

市長の御所見をお伺いし、私の質問といたしま

の複数箇所、公民館あるいは公共施設、警鐘台

す。

等に設置をする考えでございますが、具体的に

○髙橋義明議長 市長。

何台ということはまだ決定してございませんの

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

で、よろしくお願いいたします。

○横戸長兵衛市長 ５番谷江正照議員の御質問

○髙橋義明議長 谷江正照議員。

にお答えいたします。

○５番 谷江正照議員 ありがとうございます。

屋外緊急放送網の整備について申し上げます。

今現在、本市の緊急放送網のない現状の中で、

緊急情報伝達手段の中で最も有効な手段は、

広報車での活動をしていただいているんですけ

スマートフォンを初めとした携帯端末であると

れども、先般の大雨災害のとき、「広報車が巡

認識しており、無線による屋外放送設備は、そ

回していることもわからなかった」、あとは、

うした機器を所持していない方への手だてとし

「何を言っているのかわからなかった」等の市

て考えております。平成２８年度の携帯端末の

民の声がありましたが、広報車の活動は配備さ

所持率は、全国では８０％を超え、今後も上昇

れるまで十分できるでしょうかというところを

することが見込まれます。

聞きます。

所持しない方への対策といたしましては、現

○髙橋義明議長 庶務課長。

時点では防災ラジオの配備や、平成３０年度か

○鈴木英夫庶務課長 平成２５・２６年の水害

ら計画している災害想定地域における防災ラジ

の際に、広報車を使っての広報活動を行ってお

オと連動した屋外拡声設備の設置を進める考え

りますが、議員おっしゃるように、中にはやは

であります。

り速く通ったというようなことで聞き取りにく

なお、小中学生の通学時の情報伝達につきま

かったというふうなところもございまして、ゆ

しては、ＰＴＡや自主防災活動による地域での

っくりとまってというようなことで対応してき

見守りに取り組んでまいります。

たところでございます。

○髙橋義明議長 谷江正照議員。

ただ、大雨の災害の場合には、同報系の防災

－５５－

行政無線につきましても同じような状況に陥る

いと思うところであります。

ことが近隣の導入自治体からは伺っておりまし

また、この緊急放送網でございますが、自主

て、そういった面では今後はまずうちのほうで

防災会や地区会の会長が非常にこの情報伝達に

はありませんので、広報車による広報というこ

関して大きな役割を担っていただいております。

とも行ってまいりますが、そうした課題もある

ただ、現在、地区会長、役員初め、御自身の高

なということで考えているところでございます。 齢化を懸念しているところもございまして、そ
○髙橋義明議長 谷江正照議員。

ういった中でこの屋外放送網というのは、役員

○５番 谷江正照議員 広報車、そのようなと

たちの情報網の一助になるのではないか、また、

ころがあるところで、広報車が市役所を出てか

混乱を防ぐために正確な情報が屋外に流れるこ

ら報知活動をするまで、例えば本市が抱えてい

とが非常に有効ではないかと思うのですが、そ

る噴火に対する懸念、土砂災害特別警戒区域で

の部分に関してはいかがでしょうか。

の地すべり等などに対することに対しての報知

○髙橋義明議長 庶務課長。

ですね。どのような、スピーディーに動けるよ

○鈴木英夫庶務課長 議員がおっしゃるように、

うな対策というものは、その水害の後、対策を

やはりできるだけ正確な情報を混乱なく伝える

何か立てたところはありますでしょうか。

ということが重要でございますので、屋外の放

○髙橋義明議長 庶務課長。

送設備を使うか、あるいは緊急速報メールを使

○鈴木英夫庶務課長 先ほどの第１問の答弁で

うかということは別にいたしましても、やはり

も申し上げましたが、いち早く情報を伝達する

きちんとした情報を正確に随時、適時に伝えて

仕組みというのは、Ｊアラートあるいは上山市

いくということが大事かと思っております。

から発信する緊急速報メール等で行うようなこ

○髙橋義明議長 谷江正照議員。

とで考えております。それを補完する意味で広

○５番 谷江正照議員 この市の災害対応に対

報車で回るわけでありますけれども、土砂災害

する活動の中で、情報収集という部分が非常に

警戒区域等、確かに遠距離につきましてはいろ

大きな要素を占めていると感じております。

いろな課題はございますけれども、できるだけ

現在は広報車を使いましての広報をしながら

早い広報に努めるというようなことで対応した

の情報収集である可能性もありますので、この

いというように思っております。

広報の活動の部分のウエートが少し軽くなるこ

○髙橋義明議長 谷江正照議員。

とで、より市民の方に向けた対応が職員の方が

○５番 谷江正照議員 広報活動の目的という

できることにつながるというふうに強く感じて

中で、本市の防災計画の中で災害発生時におけ

おります。そういったところで、現在の報知と

る広報活動の中に、流言飛語などによる社会的

災害調査を同時にしているところで何か懸念す

混乱を防止するということが大変大きなところ

るところはないでしょうか。

でございます。その際に、やはり広報車による

○髙橋義明議長 庶務課長。

聞き取りにくい広報だったり、行き届かない報

○鈴木英夫庶務課長 やはり災害が起きた場合

知である場合は、大変な懸念がありますので、

には、情報の収集というのは大事な要素でござ

ぜひ緊急放送網の構築に力を入れていただきた

いますけれども、まずは災害が発生する段階の

－５６－

前に広報活動というのが取り組む必要がありま

の屋外放送網に任せることにより、より職員の

して、その後の段階で情報の収集ということに

方が市民対応への配備に力を入れられるという

なりますので、基本的には重なりませんという

ところもありますので、屋内での報知はスマホ

ように思っておりますが、順序としてはそうい

と携帯、個人的にはスマホと携帯の有効性も大

う順序で入りたいというようなことで思ってお

変強く感じておりますが、やはりその部分と両

ります。

輪で屋外での緊急放送網、やはり昨今、つい最

○髙橋義明議長 谷江正照議員。

近も北朝鮮がミサイルを発射いたしました。ま

○５番 谷江正照議員 これから進めていく屋

た、京都ではイノシシがあのように暴れている

外放送網でありますが、現在有利な補助制度が

ような事案、これは決してよそのことの事例と

あるというふうに聞いておりますが、どのよう

は思えません。私どもの地域におきましてもイ

な制度を考えておられますでしょうか。

ノシシの問題等、ちょっと前には猿が街なかに

○髙橋義明議長 庶務課長。

出た事例もあります。こういったときに、やは

○鈴木英夫庶務課長 有利な補助制度、いろい

り小中学生、情報を入手できないような方に早

ろ同報系の防災行政無線に対してはございます。 く一斉に報知できる放送網でありますので、ぜ
県の補助とか、あるいは緊急防災・減災事業債

ひ進めていただければと思います。非常に有利

ということで７割、１００％充当の７０％を後

な条件であるうちに、ぜひ進めていただければ

ほど交付税措置があるというような財源がある

と思います。
このような形で私の質問を終わりたいと思い

ようなものもございます。
○髙橋義明議長 谷江正照議員。

ます。

○５番 谷江正照議員 私も同報系につきまし

○髙橋義明議長 次に、１４番長澤長右衛門議

ていろいろ調べましたが、やはりかつての同報

員。

系というのは大変コストがかかって、億単位の

〔１４番 長澤長右衛門議員 登壇〕

お金がかかるというようなところでありました

○１４番 長澤長右衛門議員 会派蔵王、長澤

が、近年、よくなったものに関しては、非常に

長右衛門であります。
通告に従い、森林資源の適正管理と有効活用

コストも下がっております。
また、今、庶務課長おっしゃった大変有利な
補助制度がある。これは県が２分の１を出して、
残りの半分の７割も交付税措置となるもので、
例えば２，０００万円の費用がかかるものであ

について御質問させていただきます。
初めに、森林経営計画作成の促進についてで
あります。
本市におきましては、上山市森林整備計画の

れば、１，０００万円を県が出すと。残りの１， 基本方針のもとに、市有林の搬出・間伐等の森
０００万円のうち７００万円が交付税措置とな

林資源を有効に活用する取り組みが徐々に進行

り、２，０００万円の事業が３００万円ででき

されておりますことに対し、敬意を表します。

るという、こういった有利な事業でございます。 しかしながら、森林経営計画となりますと、ま
やはり小中学生通学路の安全・安心、非常に
懸念しておりますし、広報車での報知活動をこ

だまだおくれているように見えるわけでありま
す。

－５７－

森林経営計画とは、森林所有者または森林の

大部分を占めております。

経営の委託を受けている者がみずから森林の経

公図とは、明治時代の地租改正時に作成され

営を行い、一体的なまとまりのある森林を対象

た地図がもととなっているものであり、現状と

として森林の施業及び保護について作成し、５

は必ずしも一致しない場合があります。こうし

年を１期とする計画です。一体的なまとまりを

た地域では、土地が登記されているからといっ

持った森林において、計画に基づいた効率的な

て土地の境界や位置が明らかではなく、その土

森林の施業と適切な森林の保護を通じて、森林

地がどこにあるのか、正確な情報が法務局で記

の持つ多様な機能を十分に発揮することを目的

録されているとは限りません。
地籍調査を実施することで、土地の面積や位

としております。
本市では、私有林が約１万２，０００ヘクタ

置が正しく把握され、土地不動産登記の正確性

ールある中で、森林経営計画に認定されている

が高まり、その後の土地取引や行政の災害復旧、

山林は、山元地区の１，５１７ヘクタール、市

区画整理事業の円滑化、効率化をもたらすこと

有林１１６ヘクタールを含め、約２，２９０ヘ

が期待されます。

クタールであり、全体の１９．４％であります。

地籍調査は、市町村等の地方公共団体が中心

全国平均の３０％と比べますと低い認定率とな

となって実施し、本市の地籍調査対象面積は約

っており、今後民有林及び生産森林組合等へ森

１８０平方キロメートルであり、国有林や湖沼、

林経営計画の推進を促し作成されれば、税制上

区画整理事業を行った地域を除いた地域を調査

の特例措置、森林整備補助事業、森林整備地域

することとなっています。市町村が実施する場

活動支援交付金、再生可能エネルギーの固定価

合、その調査に必要な経費の２分の１は国が補

格買収制度が適用されることから、この森林経

助しており、また、残りの経費の２分の１、全

営計画の作成を図るべきと考えますが、市長の

体の４分の１は都道府県が負担し、さらに市が

御所見を伺います。

負担する経費については８０％が特別交付税措

次に、山間地の地籍調査の推進についてであ

置の対象となっていることから、実質的には市
町村は５％の負担で地籍調査事業を実施するこ

ります。
我が国では、基本的に全ての土地が登記簿に

とが可能です。このように、事業に要する経費

登録されており、土地の所有者、面積等に関す

は、市町村、都道府県、国が負担しており、地

る情報が記録されています。そのため、多くの

元住民の方に費用負担を求めることはありませ

人は、自分の土地はその境界や位置が明らかで

ん。
第二次世界大戦により疲弊した日本を再生す

あり、安全・安心であると考えています。
しかしながら、法務局に備えられている土地

るためには、国土資源の高度利用が不可欠でし

の位置を示す地図は必ずしも正確なものではな

た。しかし、その前提となる国土に関する基礎

く、全国の法務局に備えられている地図のうち、 資料が整備されていなかったことから、まず国
地籍調査等による測量に基づき作成されたもの

土の実態を正確に把握することが強く求められ

は全体の半分程度であり、残りは明治時代に作

ました。現在の地籍調査は、このような背景の

成された旧土地台帳付属地図、いわゆる公図が

もとで昭和２６年に作成された国土調査法に基

－５８－

づいて行われており、昭和３２年からは、地籍

ます。

調査の成果を用いて登記簿情報の修正が行われ

今、全国的に誤伐や盗伐が相次いで発生して

るようになっています。法務局の地図の精度の

おり、大きな問題となっております。本市でも、

低い山間地については、法務局に備えられてい

７年前になりますが、中川地区と宮生地区にお

る地図がそもそも精度上問題のあるような昔の

いて、誤伐・盗伐の事件が発生しております。

地図をもとにしている場合が多く、現状と大き

さきに申したとおり、平成３０年度から木質バ

く異なっているなど、土地の所在や境界を確定

イオマス発電施設が稼働することに伴い、急激

するための基礎資料として使用することが難し

に間伐・伐採が進むことが考えられ、その際に

い場合が多くあります。

発生するトラブル防止のためにも、今後は土地

本市では、平成２９年度において、旧宮生小
学校学校林の面積約３ヘクタールの間伐を山形

所有者の立ち会いのもと境界を確認することが
必要になってくると私は考えます。

地方森林組合が実施いたしましたが、その際、

また、平成２４年度から開始されている本市

境界の目印となる石を探すのには大変な苦労が

の地籍調査は、全体の５％の進捗状況でありま

あり、１カ所は確認されたものの、ほかの境界

す。山間地の地籍調査が始まるのは、これから

については確認することが不可能であったと伺

２０年先になると見込まれております。
全国的なことですが、山林の土地所有者等の

っております。
また、平成３０年度も学校林等の間伐整備の

高齢化や不在村化が著しく進行している状況で

実施が予定されているようであり、当然境界を

あり、また、それに合わせて山林の荒廃も進ん

確定するために大変な苦労が強いられることが

でいることから、土地の境界の確認に必要な人

懸念されます。今後、学校林・市有林等の間伐

証や物証が失われつつあります。それを考えれ

整備及び伐採を実施していく上で、境界が確定

ば、山間地の地籍調査を円滑に実施することが

できないことは避けて通れない課題であります。 困難になるのではないでしょうか。そうならな
平成３０年１２月より、本市においてもいよ

いためにも、山間地の地籍調査を前倒しして実

いよバイオマス発電施設の稼働が開始される予

施すべきと考えますが、市長の御所見を伺い、

定です。それに伴い、木質バイオマス発電に使

１問といたします。

用する年間木材量は、重量として２万４，００

○髙橋義明議長 市長。
〔横戸長兵衛市長 登壇〕

０トン、体積として３万立方メートルが必要に

○横戸長兵衛市長 １４番長澤長右衛門議員の

なると伺っております。
このようなことから、木材の需要が高まるこ
とで値段の高騰が見込まれ、急激に間伐・伐採

御質問にお答えいたします。
初めに、森林経営計画作成の促進について申
し上げます。

が進むことが予想されます。
現在の山林の伐採時の届け出は、市町村長へ

森林経営計画の作成につきましては、山形地

事前に届け出る制度となっておりますが、届け

方森林組合が主体となって進められており、平

出だけでは、隣接の山林との境界が不明確のま

成２９年度は、上生居地区の森林を対象に、１

ま伐採されることとなり、トラブルが懸念され

０ヘクタール規模の計画が新たに策定される予

－５９－

進する上でも、私は森の整備を強調しているわ

定であります。
今後も、森林資源の有効活用を図るため、森

けでございます。

林経営計画の制度周知に努めるとともに、計画

本市では、今年度から利用間伐のかさ上げ及

策定が図られるよう、働きかけを強化してまい

び作業道の開設補助が受けられるようになりま

ります。

した。この制度は、国、県の補助が６８％と市

次に、山間地の地籍調査の推進について申し

の補助が１２％、合わせて最大で８０％補助さ
れるという重要な制度と捉えております。この

上げます。
本市における地籍調査事業につきましては、
当初の実施計画において、調査区域を中心市街

助成制度は、そもそも森林経営計画に認定され
ていなければ、この制度は活用できません。

地、市街地周辺地区、中山間地区、山間地区の

それで、ことし、この平成２９年度、この制

順序で計画しており、道路整備等の政策的な課

度を活用した団体数と面積をお示しください。

題があった地域を除き、その計画に沿って調査

○髙橋義明議長 農林課長。

を推進しているところであります。

○前田豊孝農林課長 森林経営計画につきまし

山間地の境界確認等の課題については認識し

ては、今年度、市の独自の計画を立てておりま

ておりますが、基本的には、宅地開発、公共事

すが、新たに今年度森林経営計画につきまして

業などの土地利用が想定され、土地取引の円滑

は、先ほど市長の答弁にもございました上生居

化、まちづくりへの寄与等に資する中心市街地

地区が山形地方森林組合のほうで計画を策定し

から優先的に進めてまいります。

ているというところでございます。

○髙橋義明議長 長澤長右衛門議員。

○髙橋義明議長 長澤長右衛門議員。

○１４番 長澤長右衛門議員 森林経営計画を

○１４番 長澤長右衛門議員 ということは、

促進していっていただけるということで認識し

今年度、平成２９年度においては、境界の調査

たわけでございます。本当にありがとうござい

しかやっていないということでよろしいんです

ます。ぜひ進めていただきたいと感じていると

か。

ころでございます。

○髙橋義明議長 農林課長。

この森林経営計画は、経済的な価値はもちろ

○前田豊孝農林課長 今年度、山形地方森林組

んでございますけれども、生態系を支える自然

合で策定したものにつきましては、森林境界の

資源、また、災害防備にも大きく役立っている

明確化事業をして、それをもとに森林経営計画

わけでございます。

を策定しているということでございます。

また、木材供給だけでなく、本市では観光資

○髙橋義明議長 長澤長右衛門議員。

源としても、森林は重要な役割を示しており、

○１４番 長澤長右衛門議員 それで、本市の

里山というすぐれた仕組み、さまざまな美しい

森林経営計画の認定率は、先ほど申したとおり

環境を保つためにも、本市の人工林を手入れし、 １９．４％であるわけでございます。それで、
森林を活用することが重要であると考えており

国の森林経営計画の認定率が３０％、そこまで

ます。そのためにも、森林経営計画の作成が必

上げるとすると、本市では１，８００ヘクター

要であり、森林資源を活用し、地域活性化を促

ルの面積が必要になるわけであります。それで、

－６０－

生産森林組合９組合あるわけでございますが、

計画を進めていかないと、何の補助もつかない

その面積が１，２６０ヘクタールと市有林約３

わけでございますので、今後とも頑張っていた

４０ヘクタール、合わせても１，６００ヘクタ

だきたいと思うわけであります。

ールしかないんですよ。それで、その１，８０

それで、新聞報道によりますと、森林の間伐

０ヘクタールまで達するには２００ヘクタール

費用などを賄う森林環境税を２０２４年度導入

まだ足りない状況にあるわけです。それだけ上

する方針を政府のほうで固めているようであり

山市のこの森林経営計画というのはおくれてい

ます。そしてまた、全国約６，０００万人が負

るのではないかと思うんですが、いかがですか。 担している個人住民税に、１人当たり年間１，
○髙橋義明議長 農林課長。

０００円を上乗せして徴収し、森林面積などに

○前田豊孝農林課長 確かに森林経営計画につ

応じて自治体に配分する方針のようであると報

きましては、全国的に見ると３０％程度の策定

道がありました。

率となっておりまして、西日本のほうが非常に

また、県では、再造林推進機構を設立して、

策定率が高く、東日本のほうが低いという状況

現在の伐採面積に対して植林する面積が小さく、

がございます。上山市におきましても、やはり

再造林率は今のところ３３％にとどまっている

森林経営計画への取り組みについては、スター

わけであります。それで、県は、森資源を持続

トがおくれたというふうなことは認識しており

的に活用する緑の循環を進めるため、「切った

ます。

ら植える」を合い言葉に、２０２０年までに伐

ただ、先ほど議員の御質問の中にもありまし
たとおり、バイオマス発電で今まで切り捨てし

採と植栽の面積を等しくし、再造林１００％達
成を目指すとありました。

てきた木材なんかも利用できるというようなこ

本市においては今後、木質バイオマス発電施

とがきっかけになりまして、生産森林組合等の

設が稼働を予定されているわけでございます。

研修等でもいろいろその辺のところは情報提供

木質バイオマス発電施設に使用される年間木材

いたしましたところ、徐々に機運のほうは高ま

量なんですが、重量として２万４，０００トン

ってきているというように感じております。

と申しますと、１日に約６６トンで、１０トン

今後、平成３０年度にも森林経営計画を１５

ダンプで６．６台となるわけでございます。こ

ヘクタールほど民間のほうでの予定ございます

れは上山市だけの木材ではないかとは思うんで

けれども、そういったことも含めまして、森林

すが、これを考えれば、今後の再造林は重要な

所有者を含めて情報提供しながら、森林経営計

課題になるのではないでしょうか。

画を立てていきたいというふうに考えておりま

○髙橋義明議長 市長。

す。

○横戸長兵衛市長 今の御質問でございますが、

○髙橋義明議長 長澤長右衛門議員。

要するにバイオマス発電所については、例えば

○１４番 長澤長右衛門議員 確かにこの制度

人工造林については間伐材ということがあるわ

というのは本当に私から考えても難しいような

けでございますし、また、いわゆる雑木林と申

制度であります。大変でしょうけれども、進め

しましょうか。そういった林については皆伐と

ていただかないと前に進まない。この森林経営

いうことがあるかもしれません。雑木林につき

－６１－

ましてのいわゆる人工造林化ということだと思

本当に何回も言うとおりバイオマス発電が稼働

いますが、これにつきましては現在、なかなか

するわけでございます。今後、木材の需要が増

木材価格が上がらないと、伸びないということ

し、間伐・伐採の誤伐・盗伐が発生することが

があって、なかなかいわゆる杉とかカラマツと

考えられます。７年前の平成２２年、農林課の

か、そういう植林をする方が非常に減ってきて

盗伐事件報告によりますと、中川地区小倉大字

おります。

大森地区の間伐面積４ヘクタールでありまして、

ですから、将来、こういったいろいろなバイ

金額は書かれていなかったんですけれども金額

オマスとかいろいろな森林の活用が出てきて、

調べてみました。その山林の所有者９人が７６

そして山の価値といいましょうか、森林の価値

０万円相当の被害をこうむったわけであります。

が上がっていければ、そういった機運になるん

最後に申し上げますけれども、このような事

だろうというように考えておりますので、そう

件がないように、二度と事件がないようにお願

いったいわゆる今回のバイオマス発電所がどう

いしたいということを申し上げまして、森林資

いった効果とか、あるいは影響を与えるか、注

源の適正管理と有効活用の推進を願い、質問を

目してまいりたいというように考えております。 終わります。ありがとうございました。
○髙橋義明議長 次に、１３番尾形みち子議員。

○髙橋義明議長 長澤長右衛門議員。

〔１３番 尾形みち子議員 登壇〕

○１４番 長澤長右衛門議員 それでは、次に、

○１３番 尾形みち子議員 議席番号１３番、

森林の地籍調査について伺います。
森林の保全・維持のためには、権利関係の明

会派創志会、尾形みち子でございます。

確化が必要不可欠であると思っております。そ

このたびの質問は、東京オリンピック・パラ

ういう意味では、森林を管理する上で重要なこ

リンピックホストタウン事業について、そして

とは、境界を知ることが第一歩と私は考えてい

障がい者スポーツの理解を深めることについて、

ますが、市長、どのように考えていますか。

順次質問をいたします。

○髙橋義明議長 市長。

最初に、ポーランドとの早期締結です。

○横戸長兵衛市長 そのとおりだと思います。

いよいよ間近に迫った２０２０年開催の東京

○髙橋義明議長 長澤長右衛門議員。

オリンピック・パラリンピック競技大会ですが、

○１４番 長澤長右衛門議員 私もそう思って

内閣官房東京オリンピック・パラリンピックの

いるわけであります。

両競技大会推進本部では、この東京オリンピッ

それで、山林の地籍調査の優先度が高くなら

ク・パラリンピック大会を契機とした取り組み

ない理由としては、山林はほかの地域と比べれ

の一つとして、ホストタウン登録制度を設けま

ば土地取引などが少ないにもかかわらず、地籍

した。

調査を実施するためには一定の費用と手間がか

このホストタウンの公式サイトによると、ス

かることから、山林を優先的に調査を実施する

ポーツ立国、グローバル化の推進、地域の活性

とする市の機運が高まりづらい状況は私もわか

化、観光振興等に資する観点から、参加国・地

ります。

域との人的、経済的、文化的な総合交流を図る

けれども、１問にも申したとおり、来年から

地方公共団体を「ホストタウン」として全国各
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理解を深める必要があると思います。

地に広げていくことが示されております。
既に第４次登録が完了しており、平成２９年

また、スポーツにおいて、一流選手との交流

７月末では全国の登録は１７９件、山形県にお

はさまざまな競技の選手にとって有意義な取り

いても本市を初め、お隣の山形市、村山市、そ

組みの一つだと思います。蔵王坊平クロスカン

して鶴岡市、南陽市など、１１市が事前合宿と

トリー大会へのポーランド選手の招待を初め、

して登録をされております。登録した各地の取

本市の駅伝で今後活躍するような陸上選手への

り組みは、大会前、大会中、大会後の期間にお

指導交流などの今後の計画等も含め、ホストタ

けるスポーツ振興だけの交流に限らず、互いの

ウンに１次登録しましたポーランド共和国との

教育の交流事業や異文化講演の開催、受け入れ

事前合宿の覚書など早期締結に向けた取り組み

国の食文化についての食のフェア、料理教室、

について、市長にお伺いをいたします。

国際交流員の配置など、各自治体それぞれの趣
向を凝らした事業も計画されているようです。

次に、ポーランド文化に触れる機会の提供で
す。

一方、本市は昨年、ポーランド共和国を相手

市民や内外に発信するため、ポーランド大使

国として、県内では最初になる第１次登録を受

館の協力も必要だとは思うのですが、「ポーラ

けました。しかし、上山市民にとって認知度や

ンド ｉｎ フェスティバル」や「ポーランド

盛り上がりに欠けるのではないかと思っており

フェア」、その開催なども相手国を知るために

ます。

大変有効な手だてと思われます。

県内において、登録後の自治体の中では、村

昨年、モルドバ共和国を相手国としたホスト

山市は昨年１１月に事前合宿の覚書の締結を交

タウンに登録された鶴岡市では、ことしの５月、

わし、ことし６月にはブルガリア共和国の新体

モルドバ共和国フェアを実施して、市民向けに

操チームが来日し、選手・スタッフ等２６名が

「モルドバワインとモルドバの料理を楽しむ

約２週間の事前合宿をしております。その間、

会」を開催、引き続き８月には、鶴岡産の地元

選手・スタッフ等に対し、日本文化の体験（浴

食材を使った「親子モルドバ料理教室」、そし

衣の着つけや茶道、華道）を初め、日本食とブ

て市民向けの料理教室を開催し、親子や市民に

ルガリア料理の交流、小中学校への訪問、中学

大変好評だったと聞いております。また、市内

校新体操部との合同練習、そして村山市民体育

スーパーの協力で、一定期間ではありますが、

館での華麗な新体操の公開演技を実施し、市民

モルドバ共和国のワインを求めることができる

への認知度を高めております。また、２０２０

ようになったということも、鶴岡市民に大変ア

年開催までに４回の事前合宿を行うことが決ま

ピールするよい機会となったようでございます。

っており、村山市の取り組みをうらやましく思

本市も同様、上山産の農産物でポーランドの
郷土料理を市民や親子の料理教室を開くことや、

った次第であります。
本市もホストタウンとしてポーランド共和国

ポーランド食の食フェアなどを開催して、ポー

を知るために、相互の訪問を初め、市民や市内

ランド料理を見て、飲んで、食べるなどの食の

小中学校の子どもたちにポーランド語、歴史や

交流を通し市民がポーランドを知る機会が生ま

文化の学習、生活習慣や食文化の交流を通して

れ、食文化で理解と交流が深まると考えますが、
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病気で足を切断するという困難にもめげず、東

教育長の見解を伺います。
次に、ポーランドと言えば、作曲家でピアニ

京パラリンピック大会を目標に前向きに生活さ

ストのショパンが誕生されております。そこで、 れているという記事で、大変私は感動いたしま
ショパンをたたえ、ポーランドのワルシャワで

した。また、事故で両足を切断された方が陸上

行われている、世界的に有名なピアノ奏者を輩

競技用の車椅子で競技に参加するなど、各種競

出する「フレデリック・ショパン国際ピアノコ

技の用途に合わせた車椅子があることも知りま

ンクール」があります。第１回が１９２７年で、 した。
５年ごとの開催であるため、ことしが１８回と

障がい者のスポーツについては、新聞・テレ

いうことになるそうですけれども、ことしも日

ビ等のマスコミによる報道や広報等で知るのみ

本人がコンクールに挑戦していますが、超難関

でありますけれども、まだまだ理解が深まって

なコンクールと聞いております。

いないような状況ではないかと思われます。

ポーランドの首都ワルシャワで開催するその

日本財団では、東京パラリンピック競技大会

コンクールの入賞者の演奏を上山市民が鑑賞し、 に向け、障がい者スポーツの理解を深めるため、
そしてその音楽を共有することは、ポーランド

「あすチャレ！スクール」という体験型授業を

との芸術文化の交流の一つとなると考えます。

全国１，０００校５０万人の規模で小・中・高

大きなホールでの演奏会にとどまらず、各学校

の応募校を募集しております。このようなもの

や公民館などで開催することについて、教育長

を利用して、話を聞くだけの講演だけでなく、

にお伺いをいたします。

実際に障がい者のスポーツ選手のプレーを見た

次に、障がい者スポーツの理解を深めること

り、観賞したり、質問したりすることで、体験
をすることで、障がい者スポーツの理解を深め

についてであります。
日本において、１９６４年の東京パラリンピ
ック大会がきっかけとなり、その後、障がいの

る上で重要であると思います。
教育長の所見をお伺いして、壇上からの質問

ある方のスポーツ振興の基盤ができました。障

といたします。

がい者スポーツは、障がいの特性や程度に応じ

○髙橋義明議長 市長。

た配慮がなされたもので、障がい者自身が親し

〔横戸長兵衛市長 登壇〕

むだけでなく、障がい者を理解する上でも有益

○横戸長兵衛市長 １３番尾形みち子議員の御

なものと言えます。日本で障がいがある方は約

質問にお答えいたします。

７８８万人と言われ、競技の種目によっては、
微量ではありますが増加しているという状況で

初めに、ポーランドとの早期締結について申
し上げます。
東京オリンピック・パラリンピックホストタ

あると聞いております。
平成２７年の市報で紹介された本市在住のア

ウン事業につきましては、平成２８年１１月に、

ジアパラリンピック大会シッティングバレーの

駐日ポーランド共和国大使館を表敬訪問し、事

銅メダリストの方がおりますが、シッティング

前合宿の利用依頼を行ったほか、１２月にはオ

バレーというのは、コートに座ってプレーをす

リンピック・パラリンピック等経済界協議会の

るというバレーボールでありますが、その方は、 協力による市商工会、観光関係者向けのポーラ
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ンド異文化教室を開催し、事前合宿受け入れに

図ってまいります。

向けた取り組みを進めてまいりました。

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

ポーランド陸上競技連盟との連絡調整に時間

○１３番 尾形みち子議員 ポーランドとの締

を要し、事前合宿受け入れの契約締結がおくれ

結については、早々に準備をしていってくださ

てはおりますが、平成３０年４月までには、ポ

るという状況を理解いたしました。しかし、今

ーランド陸上競技連盟が本市を訪問し視察する

年度の当初予算、教育費１０款ということで、

予定であり、契約締結に向け引き続きさまざま

東京オリンピック・パラリンピックホストタウ

な取り組みを進めてまいります。

ン推進事業というその金額が６１９万８，００

○髙橋義明議長 教育長。

０円が計上されております。特に、４０７万４，

〔古山茂満教育長 登壇〕

０００円の旅費が予算措置されているわけです

○古山茂満教育長 １３番尾形みち子議員の御

けれども、その具体的な計画、そして予算の今

質問にお答えいたします。

後の執行計画も含めて、４月にはという市長の

ポーランド文化に触れる機会の提供について

答弁をいただいたわけですけれども、執行計画
についてもお願いいたします。

申し上げます。
東京オリンピック・パラリンピックホストタ

○髙橋義明議長 市長。

ウン事業におけるポーランドとの交流計画につ

○横戸長兵衛市長 当初の計画では、私も含め

きましては、本市の特色を生かし、蔵王坊平ア

てポーランドを訪問して契約をという計画をし

スリートビレッジで事前合宿を行う代表選手と

ておったところでございましたが、先ほど１問

の交流事業等により、青少年の健全育成を目指

で答えたように、ポーランドとの連携といいま

した取り組みを行ってまいります。

しょうか、連絡といいましょうか、そういうこ

食文化フェアの開催、フレデリック・ショパ

とがなかなかうまくいかなかったということも

ン国際ピアノコンクール入賞者演奏会の開催に

ございますので、当初の予算はそういう意味で

つきましては、現時点では計画しておりません

ございます。

が、駐日ポーランド大使館と連携をしながら、

その後については担当課長から説明いたしま

市民がポーランドの文化芸術について理解する

す。

きっかけづくりとなるような、広い視野に立っ

○髙橋義明議長 スポーツ振興課長。

た交流事業を実施してまいります。

○鏡 裕一スポーツ振興課長 今年度の東京オ

次に、障がい者スポーツの理解を深めること

リンピック・パラリンピックホストタウン事業
の予算の執行につきましては、今後、ポーラン

について申し上げます。
障がい者スポーツの理解を深めるための体験

ド陸上連盟から当市に訪問視察に来られる経費

型学習の取り組みにつきましては、学校におけ

として執行を予定しているところでございます。

る特色を生かした取り組み、「あすチャレ！ス

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

クール」の開催、日本人パラリンピアンを招い

○１３番 尾形みち子議員 今の市長の答弁に

た交流イベントや障がい者スポーツ競技の体験

は理解しましたけれども、課長、やはり今年度

会等を行い、障がい者スポーツの理解と普及を

の予算でまたがるというようなことも含めて、

－６５－

これ、交付金入っておりますので、その辺のと

事前合宿の締結に向けた渡航していただく方々

ころもお伺いいたします。

につきましては、まず陸上関係の方々、あと商

○髙橋義明議長 スポーツ振興課長。

工関係の方々を想定しておりました。

○鏡 裕一スポーツ振興課長 平成２９年度と

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

平成３０年度の予算がまたがってということの

○１３番 尾形みち子議員 できるだけ早い時

御質問かと思いますけれども、平成３０年の４

期にやはりポーランドにというふうなことで、

月までに契約締結に向けた取り組みを進めてい

締結もしたいというようなことでありますけれ

きますが、平成２９年度予算について、これか

ども、本市、観光都市でもあります。そしてま

ら平成３０年３月末までポーランド陸上連盟と

た、グローバル化というこのオリンピック・パ

の交渉に使う経費として執行予定であります。

ラリンピックの趣旨でもありますので、そうい

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。

ったところで産業も農業振興などもそういった

○１３番 尾形みち子議員 市長、これから駐

ものも含めてぜひしていただきたいなと。その

日ポーランドの大使館に出向いたけれども、そ

編成で行っていただきたいなというようなこと

の前にポーランドに出かける用意もあったとい

もあるんですけれども、もう一つ、市長にお伺

うようなことでありますけれども、人員の編成

いするのは、これはまだ締結もしていないのに

があると思うんですけれども、もちろんポーラ

こんなこともあれでしょうけれども、やはりそ

ンドってすごく寒い国でもあります。農産物な

ういうことの友好というようなものの考え方、

んかも大変不足しているというようなこともち

その後の発展というか、隣の山形市をちょっと

ょっと伺ったり、さまざまなことを伺っており

タイや台湾とかそういったところを見ての話な

ますので、そういったことでやはり財界、そう

んですけれども、そういったことの考え方がこ

いったことも含めてどういう編成で行かれるよ

れが今後あるのかどうか、そういったこともち

うな予定をしていたのかということも含めて、

ょっと展望としてお聞きいたします。

そのポーランドのほうの伺う時期もありますで

○髙橋義明議長 市長。

しょうけれども、そういったこともお答えいた

○横戸長兵衛市長 今、ドナウエッシンゲンと

だきたいと思います。

やっておりますけれども、この今回の事前合宿

○髙橋義明議長 市長。

を契機といたしましてポーランドとやるかにつ

○横戸長兵衛市長 時期については、北欧でご

いては、未知数でございます。ということは、

ざいますのでできるだけ早くという考え方は持

それ前にバーレーン王国が二度来た経緯がござ

っておりました。

いますけれども、そこにつきましては、バーレ

班編成と言いましょうか、その編成について

ーン大使館のいわゆる行事等については、私も

は、私が具体的に誰々に行ってもらうというこ

御招待いただいた経緯が何度もございますけれ

とじゃなくて、事務局で計画したものでござい

ども、ただ、ドイツ・ドナウエッシンゲン、そ

ますので、担当課長から説明します。

れと同じような締結をするかとなりますと、や

○髙橋義明議長 スポーツ振興課長。

はり３万都市でございます。財政負担もござい

○鏡 裕一スポーツ振興課長 ポーランドへの

ますし、また、お互いに交流するということに

－６６－

ついても、ただオリンピック・パラリンピック

うなことが、ゆとりというのがとても大事な部

だけということではないわけでございまして、

分だというふうに思うんです。私、やはり今言

ですから今後オリンピック・パラリンピックを

ったように優勝者のショパンを聞くというのは

通して、今農業関係というお話も出ましたけれ

本当に実演というか、演奏を聞くというのはす

ども、そういうことで意義があるということに

ごく私たち市民にとっても豊かなことでありま

なった場合については、また考え直したいとい

すけれども、それをこのポーランド大使館を通

うように考えております。

してぜひ実現していただきたいと。
昨年というか、前回５年前の入賞者、日本人

○髙橋義明議長 尾形みち子議員。
○１３番 尾形みち子議員 ありがとうござい

がいるんですけれども、この方ももう大変頑張

ます。

っていらっしゃる方でしょうけれども、そうい

やはり、私も未知数なんですよ。ポーランド
という国が。だから、そういったところでも市

う方の演奏をじかに聞くというのは全然違うと
思うんですね。

長にもそういったところの市民へのこれからの

ただ、先ほど言ったように小中学校にポーラ

広報的なものもあるでしょうけれども、その部

ンドコーナーを設けていただいたり、事前にい

分においてぜひ友好というよりも、オリンピッ

ろいろ協力していただけるというようなことな

ク・パラリンピックホストタウンというふうな

んですけれども、ちょっと私の一つ提案なんで

事業を一つの契機といたしまして、今後、ポー

す。これは給食の時間に今多分音楽をかけてい

ランドに対しての友好になるのかどうかわかり

ると思うんです。その音楽を「ポーランドデ

ませんけれども、ぜひ進めていっていただきた

ー」ということを称してショパンの音楽をかけ

いなというふうな考えを持って質問させていた

るなんていうことはどうなのかということを一

だきました。

つちょっとお尋ねしたいのと、それから図書館

次に、教育長に質問をさせていただきます。

にポーランドのそのコーナーというようなもの

ショパンの音楽というと、ノクターンを初め

も設けられるというようなことはこれからでし

子犬のワルツとか、皆さんがもう本当に知って

ょうけれども、そういったことも私ちょっと提

いる音楽が多いんですけれども、この音楽に関

案させていただきたいんですけれども、いかが

しては、もう３年前から上山市にも「上山音楽

でしょうか。

祭」と称して、チェリストの中木さん、そして

○髙橋義明議長 教育長。

ピアニストの永田さんを初め、御夫婦の尽力で

○古山茂満教育長 先ほど第１問の答弁で話を

ありますけれども、聞く機会に恵まれたという

しましたけれども、フレデリック・ショパン国

ことで大変ありがたく思って、情操教育という

際ピアノコンクール入賞者演奏会、これについ

言い方もおかしいですけれども、大変必要な部

ては今のところ計画がありません。

分で補ってもらっているなというふうに思いま

それで、いろいろな機会があるわけですけれ
ども、例えば上山で活動している文団協の中の

す。
私は、やはり心と体の健康ももちろん大事な

定期演奏会なんかあるわけですけれども、そう

んですけれども、やはり音楽を楽しむというよ

いうふうな中でショパンの曲を演奏したり、そ
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れから合唱してもらったりするということは可
能だと考えております。
また、学校の給食の時間ということなんです
けれども、これ毎日ショパンの曲を流すことは
できないと思いますけれども、あるときはこれ
は可能であると。あと、図書館についても可能
であるというように思います。
○髙橋義明議長 尾形みち子議員。
○１３番 尾形みち子議員 ポーランドを知る
機会というのは、本当に少ないというふうに思
っています。ただ、これから６月に行われるサ
ッカー世界大会もありますので、そういったと
ころでポーランドと対戦するなんていうことも
大変興味のあるこれはことなのかなというふう
に思ったところなので、そういうたびたび機会
があることに、やはり市民に向かってもそうで
しょうけれども、やはり小中学校の場面でもぜ
ひそういったことも含めてこの機会にお願いし
たいというふうに思います。
障がい者のほうは大変いい答弁をいただきま
して、ありがとうございます。
これで終わります。

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

散

会

○髙橋義明議長 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 ３時４２分 散 会

－６８－

