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平成２７年１２月定例会会議録（第１号） 

 

 

平成２７年１２月４日 金曜日 午前１０時００分開会 

議 長 清 水 清 秋     副議長 石 川 正 志 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   叶  内  恵  子  議員 

  ３番   星  川     豊  議員     ４番   小  関     淳  議員 

  ５番   山  科  正  仁  議員     ６番   佐  藤  卓  也  議員 

  ７番   今  田  浩  徳  議員     ８番   清  水  清  秋  議員 

  ９番   遠  藤  敏  信  議員    １０番   奥  山  省  三  議員 

 １１番   小  野  周  一  議員    １２番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １３番   下  山  准  一  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   森     儀  一  議員    １６番   石  川  正  志  議員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  議員    １８番   佐  藤  義  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 小 野 茂 雄 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 田 宮 真 人 

市 民 課 長 加 藤 美喜子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 佐 藤 信 行 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 井 上   章 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 荒 川 正 一  都 市 整 備 課 長 土 田 政 治 

上 下 水 道 課 長 松 坂 聡 士  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 髙 橋   弘 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  監 査 委 員 
監 査 主 査 髙 山   学 
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選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦  選挙管理委員会 

事 務 局 長 小 松   孝 

農 業 委 員 会 
会 長 星 川   豊  農 業 委 員 会 

事 務 局 長 眞 見 治 之 

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 東海林   智  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 沼 澤 和 也  主 査 早 坂 和 弥 

 

議 事 日 程 （第１号） 

平成２７年１２月４日 金曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 会議録署名議員指名 

日程第 ２ 会期決定 

日程第 ３ 市長の行政報告 

日程第 ４ 報告第１７号損害賠償の額の決定についての専決処分の報告について 

日程第 ５ 諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第 ６ 議案第６７号新庄市体育館耐震補強工事の内建築工事請負契約の締結について 

      （平成２７年度議案第４５号）の一部変更について 

日程第 ７ 議案第６８号新庄市公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の締結について 

      （平成２６年度議案第４４号）の一部変更について 

 

   （一括上程、提案説明、総括質疑） 

日程第 ８ 議案第６９号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改 

      正する条例の設定について 

日程第 ９ 議案第７０号新庄市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の設定について 

日程第１０ 議案第７１号新庄市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正 

      する条例の制定について 

日程第１１ 議案第７２号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第７３号義務教育学校の設置に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について 

日程第１３ 議案第７４号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１４ 議案第７５号新庄市立図書館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１５ 議案第７６号新庄市民プラザの管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１６ 議案第７７号新庄市体育館等の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１７ 議案第７８号新庄・最上さくらが丘斎苑の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１８ 議案第７９号新庄市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１９ 議案第８０号財産の無償譲渡について 
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日程第２０ 議案第８１号新庄市萩野児童センターの管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第２１ 議案第８２号新庄市升形児童館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第２２ 議案第８３号新庄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２３ 議案第８４号新庄市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第２４ 議案、請願の各常任委員会付託 

 

   （一括上程、提案説明） 

日程第２５ 議案第８５号平成２７年度新庄市一般会計補正予算（第３号） 

日程第２６ 議案第８６号平成２７年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２７ 議案第８７号平成２７年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２８ 議案第８８号平成２７年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２９ 議案第８９号平成２７年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第１号）に同じ 
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開      会 

 

 

清水清秋議長 皆さん、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  欠席通告者はございません。 

  なお、代表監査委員髙山孝治君より欠席届が

出ております。また監査委員事務局長佐藤正寿

君が12月15日まで欠席のため監査主査の髙山 

学君が出席しますので、御了承願います。 

  これより平成27年12月新庄市議会定例会を開

会いたします。 

  直ちに本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付してあります議

事日程第１号によって進めます。 

 

 

日程第１会議録署名議員指名 

 

 

清水清秋議長 日程第１会議録署名議員の指名を

行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第88条の規定に

より、議長において小関 淳君、森 儀一君の

両名を指名いたします。 

 

 

日程第２会 期 決 定 

 

 

清水清秋議長 日程第２会期決定を議題といたし

ます。 

  議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長森 儀一君。 

   （森 儀一議会運営委員長登壇） 

森 儀一議会運営委員長 おはようございます。 

  それでは、議会運営委員会における協議の経

過と結果について報告いたします。 

  去る11月27日午前10時から、議員協議会室に

おいて議会運営委員６名出席のもと、執行部か

ら副市長、関係課長並びに議会事務局職員の出

席を求め議会運営委員会を開催し、本日招集さ

れました平成27年12月定例会の運営について協

議をいたしたところであります。 

  初めに、執行部から招集日を含めて提出議案

等についての説明を受け、協議を行った結果、

会期につきましてはお手元に配付してあります

平成27年12月定例会日程表のとおり、本日から

12月15日までの12日間に決定いたしました。ま

た、会期中の日程につきましても日程表のとお

りに決定いたしましたので、よろしくお願い申

し上げます。 

  なお、このたび提出されました議案は、報告

１件、諮問１件、議案18件、補正予算５件、請

願２件の計27件であります。 

  案件の取り扱いにつきましては、本日報告１

件の後、諮問１件、議案第67号及び議案第68号

の２件につきましては提案説明をいただき、委

員会への付託を省略して本日の本会議において

審議をお願いいたします。 

  議案第69号から議案第84号の議案16件につき

ましては、本日の本会議で提案説明の後、各常

任委員会に付託し、審査をお願いいたします。 

  補正予算５件につきましては、本日は提案説

明のみにとどめ、委員会への付託を省略して、

12月15日、最終日の本会議において審議をお願

いいたします。 

  次に、一般質問についてでありますが、今期

定例会の一般質問通告者は10名であります。よ

って、１日目５名、２日目５名に行っていただ

きます。なお、質問時間は、質問、答弁を含め

て１人50分以内といたします。質問者並びに答

弁者の御協力を特にお願いいたします。 

  以上、よろしくお取り計らいいただきますよ

うお願い申し上げ、議会運営委員会における協
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議の経過と結果についての報告といたします。 

清水清秋議長 お諮りいたします。 

  今期定例会の会期は、ただいま議会運営委員

長から報告のありましたとおり、本日から12月

15日までの12日間にいたしたいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

会期は12月４日から12月15日までの12日間と決

しました。 

 

平成２７年１２月定例会日程表 

 

会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第１日 12月４日 金 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

開会。行政報告。報告（１件）の説

明。諮問（１件）の上程、提案説

明、採決。議案（２件）の上程、提

案説明、質疑、討論、採決。議案

（16件）の一括上程、提案説明、総

括質疑。議案、請願の常任委員会付

託。補正予算（５件）の一括上程、

提案説明。 

第２日 12月５日 土 
休      会  

第３日 12月６日 日 

第４日 12月７日 月 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 奥山省三、佐藤義一、山科正仁、 

 叶内恵子、小関 淳の各議員 

第５日 12月８日 火 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

一般質問 

 石川正志、今田浩徳、佐藤悦子、 

 小嶋冨弥、遠藤敏信の各議員 

第６日 12月９日 水 

常任委員会 

総 務 文 教 

（議員協議

会 室 ） 

午前 1 0時 付託議案の審査 

第７日 12月10日 木 

産 業 厚 生 

（議員協議

会 室 ） 

午前 1 0時 付託議案、請願の審査 

第８日 12月11日 金 休      会 （本会議準備のため） 

第９日 12月12日 土 
休      会  

第10日 12月13日 日 

第11日 12月14日 月 休      会 （本会議準備のため） 
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会 期 月 日 曜 会 議 別 場 所 開議時間 摘      要 

第12日 12月15日 火 本 会 議 議 場 午前 1 0時 

常任委員長報告、質疑、討論、採

決。補正予算（５件）の質疑、討

論、採決。 

 

 

日程第３市長の行政報告 

 

 

清水清秋議長 日程第３市長の行政報告をお願い

いたします。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 おはようございます。 

  12月議会、雪も降るというような状況の中、

12月定例会、よろしくお願いいたします。 

  それでは、初めに行政報告でありますが、地

方創生の推進について御報告申し上げます。 

  新庄市人口ビジョン及び新庄市総合戦略につ

いては、10月８日の全員協議会で協議いただい

た後に、パブリックコメントの結果と新庄市振

興計画審議会での協議を踏まえ一部修正を行い、

10月29日に策定を完了し、国へ報告をしました。 

  完成したビジョン及び戦略については既に皆

様に配付いたしておりますが、今後５カ年の人

口減少対策の指針として活用してまいります。

この場をかりて市議会議員の皆様を含め、策定

に御協力いただいた皆様に感謝申し上げます。 

  今年度の地方創生の取り組みについては、国

の地域活性化・地域住民等緊急支援交付金を活

用し、地域消費喚起・生活支援型と地方創生先

行型の２区分の計24事業を実施しております。

さらに総合戦略を10月末まで策定したことによ

り、国から新たな事業の実施が認められました。 

  プレミアム商品券発行事業や子育て世帯への

お米を支給した子育て支援米の地産地消促進事

業など、御好評いただき既に完了した事業もあ

りますが、現在実施中または今後実施予定の事

業については、国の交付金を有効活用し地域の

活性化を促し、今後の地方創生の基盤となるよ

う着実に事業を実施しています。 

  以上、行政報告であります。 

 

 

日程第４報告第１７号損害賠償の

額の決定についての専決処分の報

告について 

 

 

清水清秋議長 日程第４報告第17号損害賠償の額

の決定についての専決処分の報告についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 続きまして、報告第17号損害賠償

の決定についての専決処分について御報告申し

上げます。 

  処分第11号でございますが、平成27年７月23

日、午前９時35分ごろ、新庄市五日町1323番地

付近交差点において公用車を運転中、前方の車

両に接触し、破損させたものであります。 

  平成27年10月６日に示談が成立し、損害賠償

の額は人身損害補償、修繕費用、車両賃貸費用

合わせまして46万6,977円であります。全て保

険の適用となっております。 

  この件につきましては、地方自治法第180条

第１項の規定に基づき、10月６日に専決処分を

行いましたので、同条第２項の規定により報告

するものであります。 

  今後とも公用車の運転につきましては安全に
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十分留意し、注意を怠ることのないよう努めて

まいります。よろしくお願いいたします。 

清水清秋議長 本件は地方自治法第180条第２項

の規定による議会の委任による専決処分の報告

でありますので、御了承願います。 

 

 

日程第５諮問第１号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることに

ついて 

 

 

清水清秋議長 日程第５諮問第１号人権擁護委員

の推薦につき意見を求めることについてを議題

といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、諮問第１号人権擁護委

員の推薦につき意見を求めることについて御説

明申し上げます。 

  御提案申し上げますのは、平成28年３月31日

をもって任期満了となります本市の人権擁護委

員２名の方につきまして、山形地方法務局長よ

り候補者の推薦依頼がありましたので、その推

薦に当たり人権擁護委員法第６条第３項の規定

により議会の意見を求めるものであります。 

  推薦する方々は、引き続き推薦する方として

長沢淳子さん、そして今回新たに推薦する方と

して沼澤洋子さんであります。 

  参考といたしまして経歴を添付しております

が、人権擁護委員として、人格、識見から適任

の方であると存じますので、御審議いただき、

御意見を賜りますようお願い申し上げます。 

清水清秋議長 ただいま説明ありました諮問第１

号は、会議規則第37条第３項の規定により委員

会への付託を省略したいと思います。これに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

本件は委員会への付託を省略することに決しま

した。 

  お諮りいたします。 

  本件は人事案件でありますので、質疑、討論

を省略し、直ちに採決したいと思います。これ

に御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第１号は直ちに採決することに決しました。 

  これより採決いたします。 

  諮問第１号人権擁護委員の推薦につき意見を

求めることについては、これに同意することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

諮問第１号はこれに同意することに決しました。 

 

 

日程第６議案第６７号新庄市体育

館耐震補強工事の内建築工事請負

契約の締結について（平成２７年

議案第４５号）の一部変更につい

て 

 

 

清水清秋議長 日程第６議案第67号新庄市体育館

耐震補強工事の内建築工事請負契約の締結につ

いて（平成27年議案第45号）の一部変更につい

てを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第67号新庄市体育

館耐震補強工事の内建築工事請負契約の締結に

ついての一部変更について御説明申し上げます。 

  本年６月定例会において御可決いただき、工
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事に着手しております新庄市体育館耐震補強工

事のうち建築工事につきましては、契約内容を

変更する必要が生じましたので、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により御提案申し上げるもの

でございます。 

  変更する内容でございますが、請負契約金額

を1,333万1,520円増額し、３億493万1,520円と

するものでございます。 

  主な変更内容といたしましては、体育館アリ

ーナ東面の壁を耐震壁に変更するほか、既存の

外壁等に亀裂や剥離など、経年劣化による危険

箇所が見受けられましたので、追加して補修工

事を実施するものでございます。 

  以上、よろしく御審議の上、御可決賜ります

ようお願い申し上げます。 

清水清秋議長 ただいま説明のありました議案第

67号は、会議規則第37条第３項の規定により委

員会への付託を省略したいと思います。これに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

委員会への付託を省略し、これより質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第67号新庄市体育館耐震補強工事の内建

築工事請負契約の締結について（平成27年議案

第45号）の一部変更については、原案のとおり

に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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第67号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第７議案第６８号新庄市公共

下水道根幹的施設の建設工事委託

に関する協定の締結について（平

成２６年議案第４４号）の一部変

更について 

 

 

清水清秋議長 日程第７議案第68号新庄市公共下

水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定の

締結について（平成26年議案第44号）の一部変

更についてを議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第68号新庄市公共

下水道根幹的施設の建設工事委託に関する協定

の締結についての一部変更について御説明申し

上げます。 

  本案は、新庄市公共下水道根幹的施設の建設

工事委託に関する協定の締結についての一部変

更について、議会の議決に付すべき契約及び財

産の取得又は処分に関する条例第２条の規定に

より提案するものであります。 

  現協定は、日本下水道事業団理事長と締結し

たもので、平成28年３月31日を完成期限とした

新庄市浄化センターの管理施設、沈砂池ポンプ

施設、水処理施設の改築及び沈砂池ポンプ施設

に係る電気設備の監視制御施設と受変電施設を

更新する内容となっております。 

  この協定の内容につきまして、事業精査の結

果、設計の一部を変更して実施する必要が生じ
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たため、委託金額を480万円減額して２億4,920

万円に変更するものであります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださるよう

お願い申し上げます。 

清水清秋議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第68号新庄市

公共下水道根幹的施設の建設工事委託に関する

協定の締結について（平成26年議案第44号）の

一部変更については、会議規則第37条第２項の

規定により委員会への付託を省略したいと思い

ます。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第68号は委員会への付託を省略することに

決しました。 

  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第68号新庄市公共下水道根幹的施設の建

設工事委託に関する協定の締結について（平成

26年議案第44号）の一部変更については、原案

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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第68号は原案のとおり可決されました。 

 

 

議案１６件一括上程 

 

 

清水清秋議長 日程第８議案第69号議会の議員そ

の他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例等の一部を改正する条例の設定についてから、

日程第23議案第84号新庄市法定外公共物管理条

例の一部を改正する条例の制定についてまでの

16件を会議規則第35条の規定により一括議題に

したいと思います。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第69号議会の議員その他非常勤の職員の公

務災害補償等に関する条例等の一部を改正する

条例の設定についてから、議案第84号新庄市法

定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制

定についてまでの16件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第69号議会の議員

その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する

条例等の一部を改正する条例の設定について御

説明申し上げます。 

  改正の理由といたしましては、被用者年金制

度の一元化を図るために厚生年金保険法及び地

方公務員等共済組合法が改正され、公務員が従

来の共済年金制度から厚生年金制度に加入する

こととされました。このことに伴いまして、当

該条例の規定の改正その他所要の改正を行うも

のであります。 

  この条例は、議会の議員その他非常勤の職員

が公務上または通勤上の災害に遭った際に補償

するためのものであり、このたびの改正につい

ては公務上の災害を理由とする障害補償年金な

ど、年金に関する改正であります。 

  主な改正の内容につきましては、当該条例に

より支給される年金と併給される厚生年金保険

法による年金が、地方公務員等共済組合法の改
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正に伴って従来の名称から変わるなどの読みか

え規定が大半であります。 

  この条例の施行日につきましては公布の日か

らとし、平成27年10月１日に遡及して適用する

こととしております。 

  次に、議案第70号新庄市個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の制定につい

て御説明申し上げます。 

  行政手続における特定の個人を識別するため

の番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法

による個人番号、マイナンバーにひもづいた特

定個人情報の利用が始まることに伴い、本市に

おいて社会保障・税・防災分野で独自にマイナ

ンバーを利用する事務及び市の同一機関内にお

ける事務において、番号法で定める利用事務に

ついて特定個人情報の授受を行う場合、番号法

第９条第２項の規定に基づき条例を制定するこ

ととされています。加えて、番号法第19条第９

号の規定により、市の他機関へ特定個人情報を

提供する場合の各機関へ提供する事務について

も同様に条例で定める必要があることから提案

するものであります。 

  次に、議案第71号新庄市長期継続契約を締結

することができる契約を定める条例の一部を改

正する条例の制定について御説明申し上げます。 

  平成16年の地方自治法改正により、特例的に

複数年にわたり締結できる長期継続契約制度が

導入されております。 

  地方自治法では電気・ガス・水道の供給等の

契約が対象とされるほか、同法施行令によりＯ

Ａ機器のリース契約など条例で定めるものが対

象となりますが、本市では電子計算機などの物

品賃貸借及び保守点検に関する契約のほか、役

務の提供を受ける契約のうち施設の警備業務及

び一般廃棄物の収集、運搬業務の委託に関する

契約に限定して運用してまいりました。 

  このたびの改正内容としましては、学校給食

の調理・運搬業務や近年導入した軽自動車税の

コンビニエンスストアにおける収納代行業務な

ど、複数年にわたり契約することが合理的な業

務がふえてきていることから、これら経常的か

つ安定的にサービス提供をしていく必要がある

業務について、長期継続契約を締結できるよう

必要な改正を行うものであります。 

  なお、施行日については公布の日としており

ます。 

  次に、議案第72号新庄市市税条例の一部を改

正する条例の制定について御説明申し上げます。 

  地方税法等の一部を改正する法律が平成27年

３月31日に公布されたことに伴い、新庄市市税

条例の改正のうち施行日が平成27年４月１日と

なっているものにつきましては３月31日に専決

処分を行い、５月臨時会で御承認いただきまし

たが、平成28年１月１日以降に施行されるもの

について必要な改正を行うために提案するもの

であります。 

  改正の内容についてでありますが、市税の徴

収猶予、換価の猶予について、地方分権を推進

する観点から、各地域の実情がさまざまである

ことを踏まえ、実情に応じて条例で定めること

ができる仕組みが創設されましたので、これに

基づいて分割納付の方法や必要とする書類等に

ついて規定しております。 

  また、納税者の負担軽減を図り、早期かつ的

確な納付のために、納税者の申請に基づく換価

の猶予制度が新設されましたので、申請手続等

について規定しております。 

  次に、行政手続における特定の個人を識別す

るための番号の利用等に関する法律が平成27年

10月５日に施行され、平成28年１月１日から、

社会保障・税・災害対策分野の行政手続で個人

番号や法人番号のマイナンバーが使用されるこ

とになりますので、各税目において申告や減免

等の各種申請書類にマイナンバーを明記するた

めに必要な改正を行うものであります。 

  市たばこ税に関しましては、旧３級品の紙巻
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きたばこに係る税率の特例が平成28年４月１日

から廃止されますが、激変緩和のために税率を

段階的に引き上げることとされました。具体的

には、旧３級品の紙巻きたばこ1,000本に対す

る税率を現在の2,495円から、平成28年度には

2,925円に、平成29年度は3,355円に、平成30年

度は4,000円に、平成31年度からは旧３級品以

外の紙巻きたばこと同じ税率の5,262円になる

ものであります。 

  また、同時に、卸売販売業者や小売販売業者

等に対して、旧税率で仕入れた旧３級品の紙巻

きたばこは新税率引き上げ後の価格で販売する

ことになるため、その均衡を図るために手持品

課税が行われますので、これについても規定し

ています。 

  ほかに、地方税法等の一部改正に伴う条項ず

れによる条文の整理等もあわせて行うものであ

ります。 

  ただいま御説明申し上げました改正につきま

しては、施行日が一様でないことから、附則に

おいてその期日を定めております。 

  次に、議案第73号義務教育学校の設置に伴う

関係条例の整備に関する条例の設定について御

説明申し上げます。 

  このたび学校教育法の一部が改正され、小中

一貫教育を実施することを目的とする新たな学

校の種類として義務教育学校が創設されました。 

  本年４月に開校しました県内初の施設一体型

小中一貫教育校、萩野学園につきましては、現

在、学校設置条例において従前の学校教育法に

基づき萩野小学校・萩野中学校と規定し、総称

として萩野学園と呼んでおります。 

  そこで、このたびの法改正を受け、萩野学園

を新たな学校種の義務教育学校と規定すること

により、義務教育９年間のかかわりの中で特色

ある小中一貫教育をより一層推進することがで

きると考え、本議案を提案するものであります。 

  また、新たに義務教育学校を設置することに

伴い、新庄市市税条例、新庄市放課後児童クラ

ブ施設設置条例及び新庄市いじめ防止等対策推

進条例の関係条例につきましてもあわせて改正

するものであります。 

  次に、議案第74号新庄市都市公園条例の一部

を改正する条例の制定について御説明申し上げ

ます。 

  本案は、新庄市都市公園内の市民プール、新

庄市民球場、福田運動広場及び福田テニスコー

トの指定管理者による管理について、利用料金

制を導入できるようにすること及び文言の整備

のために必要な改正を行うものであります。 

  改正の内容といたしましては、施設の使用料

を利用料金として指定管理者の収入とすること

ができるようにするものであり、利用料金の設

定につきましては、教育委員会の承認を受けて

指定管理者が定めるようにするものであります。

これにより指定管理者の自主的な経営努力が発

揮されやすくなるとともに、市及び指定管理者

の会計事務の効率化が図られるものであります。 

  また、あわせて条例における文言の整備のた

めに必要な改正を行うものであります。 

  続きまして、議案第75号から議案第78号まで

の指定管理者の指定について一括して御説明申

し上げます。 

  いずれの議案も市の施設の管理を行わせる指

定管理者を指定するため、議会の議決を求める

ものでございます。 

  初めに、議案第75号新庄市立図書館につきま

しては一般社団法人とらいあを、議案第76号新

庄市民プラザにつきましては特定非営利活動法

人芸術文化振興市民ネット新庄を、議案第77号

新庄市体育館等11の体育施設につきましては一

般財団法人新庄市体育協会を、議案第78号新

庄・最上さくらが丘斎苑につきましては株式会

社セロン東北を指定管理者として指定するもの

でございます。いずれの施設においても公募を

行った結果、現在の指定管理者が引き続き指定
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されたものでございます。 

  指定期間につきましては、全ての施設が平成

28年４月１日から５年間とするものでございま

す。 

  次に、議案第79号新庄市保育所設置条例の一

部を改正する条例の制定について御説明申し上

げます。 

  本年９月定例会の行政報告で御報告いたしま

したが、学校法人金沢学園による南部保育所の

民営化を平成28年４月から開始することとして

おり、より円滑に民間移管が進むよう、現在も

金沢学園と協議を重ね、その準備を進めている

ところであります。 

  本案は、南部保育所の民間移管に伴い、市立

南部保育所を廃止するため、新庄市保育所設置

条例の一部を改正するものであります。 

  議案第80号財産の無償譲渡について御説明申

し上げます。 

  平成28年４月から南部保育所の民間移管に当

たり、移管後の保育所運営の安定化と継続性を

確保する観点から、南部保育所の建物を移管先

である学校法人金沢学園へ無償譲渡いたしたく、

地方自治法第96条第１項の規定により議会の議

決を求めるものであります。 

  議案第81号新庄市萩野児童センターの管理を

行わせる指定管理者の指定について及び議案第

82号新庄市升形児童館の管理を行わせる指定管

理者の指定について御説明いたします。 

  この２議案は、市の施設の管理を行わせる指

定管理者を指定するため議会の議決を求めるも

のであります。 

  萩野児童センター並びに升形児童館の両施設

とも、現在、地元で組織した管理委員会が指定

管理者として地域に根差した特色ある施設運営

を行っており、保護者からも高い評価をいただ

いているところであります。このたびの指定管

理者の候補選定に当たっては、この点を踏まえ

るとともに、地域に育つ児童の健全育成にはそ

の地域の関係者による協力が必要不可欠である

という観点から、新庄市公の施設の指定管理者

の指定手続等に関する条例第２条ただし書きの

規定を適用し、公募による候補選定とせず、地

元で組織した管理委員会を引き続き指定管理者

として指定するものであります。 

  なお、指定管理者となる団体は萩野児童セン

ター管理委員会、委員長星川裕樹氏、升形児童

館管理委員会、委員長安彦 剛氏であり、指定

期間はいずれも平成28年４月１日から５年間と

するものでございます。 

  次に、議案第83号新庄市道路占用料徴収条例

の一部を改正する条例の制定について及び議案

第84号新庄市法定外公共物管理条例の一部を改

正する条例の制定について御説明申し上げます。 

  道路法施行令の一部を改正する政令が平成25

年11月20日に公布され、国が平成26年４月１日

から、山形県が平成27年４月１日から、それぞ

れ道路占用料の改正を行っております。 

  本市において徴収する道路占用料につきまし

ては、従来から国や県に準拠して定めているこ

とから、国と県と同様の改正を行うものであり

ます。 

  改正の内容といたしましては、電柱及び電話

柱で44％、その他の項目においてもおおよそ

40％から50％占用料の引き下げを行うものであ

ります。このことにより45％の収入の減が見込

まれます。 

  また、本市が所有する法定外公共物における

占用料につきましては、道路占用料に準じて制

定していることから、新庄市法定外公共物管理

条例につきましても同様の改正を行うものであ

ります。 

  施行日につきましては、いずれも平成28年４

月１日であります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださります

ようお願い申し上げます。 

清水清秋議長 これより、ただいま説明のありま
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した議案16件について総括質疑を行います。質

疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第71号について、

市長のほうから、現行で掲げていた契約以外で

何点か今後利用可能かなと思われるところを挙

げておられましたが、そのことについて詳しく、

どのようなものを適用させる予定なのかお願い

します。 

  議案第72号についてもいいでしょうか、すぐ

お聞きして。 

  72号について、これから税関係で個人番号を

記載させるという内容になっています。これに

ついてですが、本人確認として通知カードの提

出が求められるのか。 

  それから、２つ目は、番号の記載が必要ない

のにカードを不必要に持っていけば、市民とし

ては紛失や盗難のリスクが高まると思われます

が、そのことについてはどう思われるのか。 

  ３つ目として、市の窓口で番号が必要なもの

と不必要なものの区別が市民にとってなかなか

難しいわけですが、不必要な個人通知カードを

持ち歩かなくてもいいようにするためにも、や

はり区別を明確にして市民にお知らせしなけれ

ばいけないと思われますが、どうなのか。 

  まず３点お聞きします。 

清水清秋議長 佐藤悦子君、72号について、これ

は案件以外の質問であります。そのほかについ

ての質問は答弁させます。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

清水清秋議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 おはようございます。 

  議案第71号長期継続契約についての対象範囲

の拡大業務ということで御質問いただいており

ますが、先ほど市長が御説明申し上げました学

校給食の調理・運搬業務、それからコンビニエ

ンスストアにおける収納代行業務がございまし

て、さらに施設の清掃業務、それから設備・機

器の保守業務、これらを想定しているという状

況でございます。以上でございます。 

清水清秋議長 ほかに質問ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 72号についてお聞きし

ます。 

  個人番号を市民に記載させるということが出

ております。これについて本人確認として通知

カードの提出が求められるのかということを１

点。 

  次に、番号の記載が必要ないのに、市民とし

てはカードを不必要に持っていけば紛失や盗難

というリスクが高まると思われますが、そうい

うことを考えておられるか。 

  それから、３つ目は、市の窓口で個人番号を

書かせるということが必要だということと不必

要な場合があると思うんです。そのときの区別

を市民に明確にしなければならないと思います。

でないと、不必要に持ってきてもらうことにな

りますし、持たせることは、やっぱりなくなっ

たり盗難ということもあるわけで、そうならな

いようにするためなんですが、その３点につい

てまずお聞きします。 

清水清秋議長 佐藤悦子君、72号の個人番号の件

に関しては質問外であります、内容が。もっと

ちゃんと精査して質問してください。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） これは市税の申告とそ

れから減免などをお願いする場合に個人番号を

書いてもらうというふうに書いてあるわけです、

この案には。それでお聞きするわけですが、個

人番号の記載を拒否できるのではないかという

ことをどう考えておられるかお聞きします。 

田宮真人税務課長 議長、田宮真人。 

清水清秋議長 税務課長田宮真人君。 
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田宮真人税務課長 今回の条例改正の内容でござ

いますが、税務関係の書類のほうに個人番号、

法人番号の記載を求める内容となっております

が、それについては必ず個人番号、法人番号を

記載していただくという形になっておりますの

で、その申請の際は、御本人の通知カード等で

確認しまして、申告書、減免申請書のほうを提

出していただくような形で考えておるところで

ございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいまのお答えでわ

かりますように、議長は私の質問に対して関係

ない質問でないかと判断されたようですが、は

っきり言って今お答えのように先ほどの質問は

関係のある質問だったと思います。そういう意

味でもう一度お聞きさせていただきます。 

  番号の記載は必ずさせるという今のお答えで

ありましたが、忘れたとか、カードを紛失して

しまったとか、番号を持っていないとか、ある

いは個人情報の管理に疑いがあると思われる場

合などもあって、個人が記載したくないといっ

た場合、これは認められると聞いております。

それはなぜかといいますと、自治体の場合はこ

の税をつけたり発送してくれたりしている機関

がありますが、そちらに問い合わせをすれば番

号はわかるわけですよね。ですから本人から、

いろいろな立場から、考えから、あるいはなく

したということから書けないといった場合はそ

れはそれでいいというふうになっていると聞い

ております。税務署のほうでも、それは個人の

記載のできない理由など書いていればいいとい

うふうになっていると聞いていますが、どうで

すか。 

田宮真人税務課長 議長、田宮真人。 

清水清秋議長 税務課長田宮真人君。 

田宮真人税務課長 今、議員から指摘がありまし

たいろいろなケースの場合の対応については、

詳細についてまだ検討しておりませんので、今

後関係機関に照会いたしまして対応していきた

いと考えております。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君、３回質問されており

ますので、御了承願いたいと思います。 

  そのほかに質問ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

総括質疑を終結いたします。 

 

 

日程第２４議案、請願の常任委員

会付託 

 

 

清水清秋議長 日程第24議案、請願の各常任委員

会付託を行います。 

  議案、請願の委員会付託につきましては、お

手元に配付してあります付託案件表のとおり、

それぞれ所管の委員会に付託いたしますので、

よろしくお願いいたします。 

 

平成２７年１２月定例会付託案件表 

 

付 託 委 員 会 名 件                名 

総 務 文 教 常 任 委 員 会 

   議案（９件） 

○議案第６９号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に

関する条例等の一部を改正する条例の設定について 

○議案第７０号新庄市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関
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付 託 委 員 会 名 件                名 

する条例の設定について 

○議案第７１号新庄市長期継続契約を締結することができる契約を

定める条例の一部を改正する条例の制定について 

○議案第７２号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

○議案第７３号義務教育学校の設置に伴う関係条例の整備に関する

条例の設定について 

○議案第７４号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

○議案第７５号新庄市立図書館の管理を行わせる指定管理者の指定

について 

○議案第７６号新庄市民プラザの管理を行わせる指定管理者の指定

について 

○議案第７７号新庄市体育館等の管理を行わせる指定管理者の指定

について 

産 業 厚 生 常 任 委 員 会 

議案（７件） 

請願（２件） 

○議案第７８号新庄・最上さくらが丘斎苑の管理を行わせる指定管

理者の指定について 

○議案第７９号新庄市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定

について 

○議案第８０号財産の無償譲渡について 

○議案第８１号新庄市萩野児童センターの管理を行わせる指定管理

者の指定について 

○議案第８２号新庄市升形児童館の管理を行わせる指定管理者の指

定について 

○議案第８３号新庄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の

制定について 

○議案第８４号新庄市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例

の制定について 

○請願第７号米価暴落対策を求める請願 

○請願第８号ＴＰＰ交渉「大筋合意」は撤回し、調印・批准しない

ことを求める請願 

 

 

議案５件一括上程 

 

 

清水清秋議長 日程第25議案第85号平成27年度新

庄市一般会計補正予算（第３号）から日程第29

議案第89号平成27年度新庄市後期高齢者医療事

業特別会計補正予算（第１号）までの補正予算

５件につきまして、会議規則第35条の規定によ

り一括議題にいたしたいと思います。これに御
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異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第85号平成27年度新庄市一般会計補正予算

（第３号）から議案第89号平成27年度新庄市後

期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

までの補正予算５件を一括議題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第85号から議案第

89号までの平成27年度新庄市一般会計及び特別

会計の補正予算について御説明申し上げます。 

  予算書１ページ、議案第85号一般会計補正予

算は、歳入歳出それぞれ４億4,395万7,000円を

追加し、補正後の総額を161億2,457万3,000円

とするものであります。 

  ８ページからの歳入についてでありますが、

平成27年４月よりスタートしました子ども・子

育て支援新制度に基づき変更されました国庫支

出金及び県支出金の補正を計上しております。

また、道路整備事業等に係る国庫支出金の社会

資本整備総合交付金及び市債の補正を、16款に

は中核工業団地の土地売払収入を計上しており

ます。 

  次に、歳出予算の主な補正内容について御説

明申し上げます。 

  13ページの２款総務費において、地域活性

化・地域住民生活等緊急支援交付金の上乗せ交

付に係る事業費を計上しております。 

  次に、16ページからの３款民生費では、障害

者自立支援給付事業費や生活保護事業費におい

て、対象者の増加などによる扶助費の増額補正

を、また、子ども・子育て支援新制度に基づく

事業費の組み替えの補正を計上しております。 

  20ページからの８款土木費では、雪とくらし

を考える連絡協議会からの答申に基づいた雪対

策に特化したわかりやすい情報提供を図るため

のホームページ開設経費及び除排雪経費などの

増額補正を計上しております。 

  また、24ページの10款教育費におきましては、

市体育館の耐震改修工事の12月完成に伴い、２

月からの使用開始に向けた指定管理委託料の増

額補正を計上しております。 

  続きまして、25ページからの特別会計であり

ますが、議案第86号国民健康保険事業特別会計

補正予算から議案第89号後期高齢者医療事業特

別会計補正予算までの４特別会計につきまして

は、それぞれの事業の執行に必要な補正を行う

ものであります。 

  私からの説明は以上でありますが、各会計の

詳細につきましては財政課長から説明させます

ので、御審議いただき、御決定賜りますようお

願い申し上げます。 

清水清秋議長 財政課長小野 享君。 

   （小野 享財政課長登壇） 

小野 享財政課長 議案第85号一般会計補正予算

（第３号）について御説明申し上げます。 

  補正予算書の１ページをお開きください。 

  一般会計補正予算につきましては、歳入歳出

それぞれ４億4,395万7,000円を追加しまして、

補正後の総額は161億2,457万3,000円となりま

す。 

  ２ページからの第１表歳入歳出予算補正にお

きまして各款各項の補正予算額並びに補正後の

額を計上しております。 

  ５ページをお開きください。 

  第２表地方債補正でございますが、各事業の

進捗及び財源調整によります増減を行っており

ますが、最後の臨時財政対策債につきましては、

このたびの補正財源としての増額補正としてお

ります。 

  ８ページからの歳入について御説明いたしま

す。 

  初めに、中段の13款使用料及び手数料に、市

体育館の耐震化改修工事の12月完成に伴います
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２月からの体育館使用再開に伴う使用料とテニ

スコートの大幅な利用者増加がございますので、

この使用料の増額を計上しております。 

  続く14款国庫支出金につきましては、１項１

目民生費国庫負担金におきまして、障害福祉、

児童福祉、生活保護のそれぞれの給付費等の増

額に伴う補正をしております。児童福祉費につ

きましては８ページから10ページにかけまして、

12款の分担金及び負担金、14款の国庫支出金、

９ページ下段からの15款県支出金におきまして

補正項目が多数ございますが、これは今年度か

らの子ども・子育て支援新制度の開始に伴いま

す財源の組み替えと支出増に対応した補正をあ

わせて行ったことによるものでございます。 

  ９ページ上段になりますが、２項１目総務費

国庫補助金につきまして、平成26年度繰越事業

となります地域活性化・地域住民生活等緊急支

援交付金の地方創生先行型事業の上乗せ交付分

の832万円を計上しております。 

  10ページに移りますが、16款財産収入におき

まして、中核工業団地２区画の土地売払収入を

盛り込んでおりまして、ふるさと納税寄附金の

増額を見込みまして、17款寄附金で納税寄附金

の増額、18款繰入金につきましては、お礼品に

係る経費に充てるまちづくり応援基金繰入金を

増額しております。 

  11ページ中段の20款諸収入につきましては、

最上広域事務組合からの平成26年度分担金の精

算による返戻金など2,244万8,000円を盛り込ん

でおります。 

  続きまして、13ページからの歳出を御説明い

たします。 

  ２款総務費でございますが、１項総務管理者

の４目財産管理費におきまして、中核工業団地

用地売払収入の財政調整基金への積立金6,350

万円を計上しております。 

  ７目企画費におきましては、ふるさと納税に

係る報奨金等の増額、また看護師養成機関研究

調査に係る経費として委託料162万円を計上し

ております。 

  下段になりますが、16目地域活性化・地域住

民生活等緊急支援費におきましては、事業の上

乗せ分として、14ページにかけまして５つの事

業、総額832万円の事業費を盛り込んでおりま

す。 

  16ページからの３款民生費に移りますが、16

ページ、17ページ、18ページにかけまして、１

項の社会福祉費から18ページの３項の生活保護

費までそれぞれの扶助費の伸びに対応する増額

補正を行っておりますが、特に17ページの２項

児童福祉費におきましては、子ども・子育て支

援新制度事業の開始に伴います事業費の増額、

それから組み替え等の整理を行っておりますの

で補正項目がふえているという状況でございま

す。 

  18ページに移りますが、４款衛生費１項保健

衛生費におきまして予防接種業務委託料としま

して高齢者インフルエンザ予防接種費用の個人

負担軽減の費用を計上しております。 

  続きまして、20ページに移ります。 

  ８款土木費でございます。このたびの雪とく

らしを考える連絡協議会からの答申を受けまし

て、まず道路橋りょう総務費におきまして、雪

対策のわかりやすい情報提供に向けましたホー

ムページ制作費を計上しております。 

  21ページ下段になりますが、除排雪経費にお

きまして相談窓口対応の人件費を計上しており

まして、除排雪業務委託料と車借上料につきま

しては、効果的な除雪に向けましてこの12月補

正で増額対応したところでございます。 

  このほかは国の社会保険資本整備総合交付金

の内示などを踏まえた事業補正を中心としてお

ります。 

  22ページからの10款教育費につきまして御説

明いたしますが、１項３目教育指導費におきま

して、図書購入費として教科書改訂に伴う教師
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用指導書購入経費を盛り込んでおりまして、23

ページ中段の２項小学校費３目学校保健費にお

きましては、備品購入費として沼田小学校と北

辰小学校の親子給食実施に向けた備品購入費を

計上しております。 

  最後に24ページ、４項社会教育費12目体育施

設費でございますが、市体育館の２月からの使

用開始に向けました指定管理委託料の増額補正

を盛り込んでおります。 

  続きまして、特別会計補正予算案について御

説明いたします。 

  25ページ、議案第86号国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号）となりますが、歳入歳

出それぞれ4,133万円を追加しまして、補正後

の予算総額を46億2,645万6,000円とするもので

ございます。 

  補正内容につきましては、29ページをごらん

ください。 

  歳入におきまして、前期高齢者交付金の確定

がございましたので、30ページにおきまして療

養給付費等を中心に調整を図っているというと

ころでございます。 

  続きまして、31ページ、議案第87号公共下水

道事業特別会計補正予算（第２号）でございま

すが、歳入歳出おのおの9,675万3,000円を減額

いたしまして、補正後の予算総額を14億3,849

万4,000円とするものでございます。補正内容

につきましては、社会資本整備総合交付金の内

示に伴います管渠建設事業費の減額を行うもの

でございまして、33ページにございます第２表

地方債補正から、続く歳入歳出の各款項目で減

額補正を行っているところでございます。 

  続きまして、37ページ、議案第88号介護保険

事業特別会計補正予算（第２号）でございます

が、歳入歳出おのおの172万6,000円を追加いた

しまして、補正後の予算総額を36億2,816万

5,000円とするものです。 

  42ページをごらんいただきたいと思いますが、

42ページから44ページにかけまして歳出の各項

目におきましてサービス給付費の今後の増減を

見積もっておりまして、歳入につきましてはそ

れに合わせた財源の整理を行っているところで

ございます。 

  最後に45ページ、議案第89号後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第１号）でございます。

歳入歳出おのおの387万8,000円を追加し、補正

後の予算総額を３億9,255万9,000円とするもの

でございます。 

  補正内容につきましては48ページをごらんく

ださい。 

  歳出におけます後期高齢者医療広域連合の納

付金の増額に対応しまして、前年度繰越金を財

源として補正する内容となっております。 

  以上で一般会計及び特別会計の補正予算案の

説明を終わります。 

  御審議いただき、御可決賜りますようよろし

くお願い申し上げます。 

清水清秋議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました補正予算５件につ

きましては、会議規則第37条第３項の規定によ

り委員会への付託を省略したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第85号から議案第89号までの補正予算５件

については委員会への付託を省略し、12月15日、

定例会最終日の本会議において審議をいたしま

す。 

 

 

散      会 

 

 

清水清秋議長 以上で本日の日程を終了いたしま

した。 

  ５日、６日は休会であります。12月７日月曜
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日午前10時より本会議を開きますので、御参集

願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午前１１時０２分 散会 
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平成２７年１２月定例会会議録（第２号） 

 

 

平成２７年１２月７日 月曜日 午前１０時００分開議 

議 長 清 水 清 秋      副議長 石 川 正 志 
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  ３番   星  川     豊  議員     ４番   小  関     淳  議員 

  ５番   山  科  正  仁  議員     ６番   佐  藤  卓  也  議員 

  ７番   今  田  浩  徳  議員     ８番   清  水  清  秋  議員 

  ９番   遠  藤  敏  信  議員    １０番   奥  山  省  三  議員 

 １１番   小  野  周  一  議員    １２番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １３番   下  山  准  一  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   森     儀  一  議員    １６番   石  川  正  志  議員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  議員    １８番   佐  藤  義  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 小 野 茂 雄 
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市 民 課 長 加 藤 美喜子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 佐 藤 信 行 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 井 上   章 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 荒 川 正 一  都 市 整 備 課 長 土 田 政 治 

上 下 水 道 課 長 松 坂 聡 士  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 髙 橋   弘 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  監 査 委 員 髙 山 孝 治 

監 査 委 員 
監 査 主 査 髙 山   学  

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 小 松   孝  農 業 委 員 会 

会 長 星 川   豊 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 眞 見 治 之    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 東海林   智  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 沼 澤 和 也  主 査 早 坂 和 弥 

 

議 事 日 程 （第２号） 

平成２７年１２月７日 月曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 奥 山 省 三  議員 

２番 佐 藤 義 一  議員 

３番 山 科 正 仁  議員 

４番 叶 内 恵 子  議員 

５番 小 関   淳  議員 

 

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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平成２７年１２月定例会一般質問通告表（１日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 奥 山 省 三 

１．奥羽金沢温泉について 

２．旧泉田橋の撤去について 

３．人口減少社会における市政運営について 

市 長 

２ 佐 藤 義 一 
１．教育体制の今後について 

２．移住者（希望者も含む）対策について 

市 長 

教育委員長 

３ 山 科 正 仁 

１．県立新庄病院移転改築について 

２．看護師養成機関の設置について 

３．小中一貫校萩野学園の開校後及び萩野学区内の諸問題

について 

４．住民の要望・意見事項への対応について 

５．定住自立圏構想の中心市としてのモラル向上について 

市 長 

教育委員長 

４ 叶 内 恵 子 

１．新庄サイクルスポーツセンターについて 

２．スポーツイベントを通しての地域活性化について 

３．まちなか活性化策について 

市 長 

教育委員長 

５ 小 関   淳 

１．安心して暮らせる防犯灯の増設について 

２．命を守る医療体制づくりについて 

３．利用者の立場に立った図書館の実現について 

市 長 

教育委員長 
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開      議 

 

 

清水清秋議長 皆さんおはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第２号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

清水清秋議長 日程第１一般質問。 

  これより一般質問を行います。 

  今期定例会の一般質問者は10名であります。

質問の順序は、配付してあります一般質問通告

表のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、答弁を含めて１人50分以

内といたします。 

  本日の質問者は５名であります。 

 

 

奥山省三議員の質問 

 

 

清水清秋議長 それでは、最初に奥山省三君。 

   （１０番奥山省三議員登壇）（拍手） 

１０番（奥山省三議員） おはようございます。 

  トップバッターの穆清会の奥山です。通告に

したがいまして一般質問一括方式でさせていた

だきますので、よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、奥羽金沢温泉についてですけれ

ども、６月の議会のときにもお聞きしましたけ

れども、確認のため再度お尋ねしたいと思いま

す。 

  温泉側との話し合いはその後どうなったのか。

とりあえず再開するということで、市でも幾ら

か支援するとの話があったと聞いておりますが、

そのようなことはなかったのでしょうか。 

  市民の健康促進の一助として再開を待ち望ん

でいる人が多くいることも御存じだと思います。

今どのような話し合いを行っているのかお聞き

したいと思います。 

  温泉側では署名運動も行っていたようですけ

れども、これについては市ではどのように考え

ているのかもあわせてお聞きしたいと思います。 

  なお、リニューアルしなければ営業はできな

いと温泉側が強く主張している声もあるようで

す。今後の見通しなど市としてどのような対応

を考えているのかお聞きしたいと思います。 

  それから、次の２番目の旧泉田橋の撤去につ

いてです。 

  築81年になるこの老朽の橋について何回も質

問していますが、明快な答弁はいただいていま

せんので再度お聞きします。 

  今、ネットで瓦れきが落ちるのを防いでいる

状況です。そのネットも瓦れきがたくさんたま

って少し穴も開いているようなところもありま

すけれども、これからもこのままの状態でずっ

と維持していくのか。 

  それから、国では地域住民の命と暮らしを守

る総合的な老朽化対策や事前防災、減災対策の

取り組み、地域における総合的な生活空間の安

全確保の取り組みを集中的に支援するために防

災・安全交付金を平成24年に創設したというふ

うに聞いておりますけれども、これらを使って

橋の撤去は無理なのかお聞きしたいと思います。 

  ３番目ですけれども、人口減少社会における

市政運営についてです。 

  規模が小さくなれば当然それに合わせた事業

の考え方が必要になってくると思われます。人

口については、ここ10年以上減少し続けている

と思います。それに合わせて市の税収も減り続

けています。その不足分を税率をアップしてや
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っていくやり方はもう限界に来ていると思いま

す。 

  市民は国保税や水道料金などの値上げで市民

の懐は大変な状態だと思います。このままずっ

と不足分を市民の懐に押しつけてやっていくつ

もりなのでしょうか。これでは人口減少に拍車

をかけることになると思われますが、どのよう

にお考えなのかお聞きします。 

  交流人口で人を呼び込むというふうに言って

いますけれども、目玉は新庄まつりの３日間だ

けです。つい先日、台湾からチャーター便で山

形県へ観光客が来ているようですが、これらに

ついても当市ではアプローチなどはされたので

しょうか。 

  前回の議会で人口減少対策として国のほうか

ら求められている総合戦略を策定し、人口ビジ

ョンを示されましたが、これによりますと当市

の人口は2040年には２万7,018人と予測されて

います。市のシミュレーションでは、３万

2,926人としておりますが、現状では到底考え

られる数値だとは思われません。人口減少に合

わせた市政運営を行うべきだと思います。考え

をお聞かせください。 

  素案の末尾に「人口減少対策を強く推進す

る」という文言がありますが、今後どのような

取り組みをして対応していくのか、できれば具

体的にお聞かせください。 

  以上です。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、奥山市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  初めに、奥羽金沢温泉についてでありますが、

温泉の活用による健康づくり推進のため、奥羽

金沢温泉に対し運営費の補助を行ってまいりま

した。 

  ６月議会において奥山議員より奥羽金沢温泉

の休業について御質問をいただきました。当初

事業者の設備修繕による温泉の早期営業再開に

向け、市民の健康増進の一助となる修繕の補助

に関する協議を行いましたが、７月の奥羽金沢

温泉取締役会において、事業者にリニューアル

を含めた支援の要請を受け、市としては事業者

における整備計画や経営計画の提出をいただい

た上での協議を提案させていただきました。 

  その後、事業者からの整備・経営計画の提案

がない状態での営業休止が続いており、再開を

望む市民の声もあり、温泉を所有する事業者と

協議を行い市の施設である山屋セミナーハウス

において温泉を活用した入浴設備の機能強化の

検討を提案いたしました。 

  具体的には、源泉からの供給ルートや入浴施

設の設置場所、施設のあり方などの検討をする

必要があり、12月議会においてそれら基本調査

委託を補正予算に計上することを御提案いたす

予定でございます。 

  次に、泉田橋の撤去についてでありますが、

平成25年本市の橋梁長寿命化修繕計画を定め、

橋梁の修繕及びかけかえ等に係る費用の縮減に

ついて検討を行っております。 

  その中で、旧泉田橋の取り扱いについてはこ

れまでにも御説明を申し上げているとおり撤去

の方向で検討してきたところであります。しか

しながら、高額な撤去費の負担によりいまだ撤

去に至らない状況となっております。その間に

橋げたや高欄からのコンクリート劣化により、

破片などが落下して危険であることから平成23

年に防止ネット設置をされております。しかし

ながら、多くの堆積が見受けられるため本年の

冬に撤去を行う計画となっております。 

  なお、橋本体の撤去につきましては、これま

で全国市長会に働きかけ国土交通省への申し入

れをした結果、道路事業における防災・安全交

付金の効果促進事業として橋の撤去のみでも事

業採択が可能となりました。このことから、今
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後撤去のあり方について河川管理者である山形

県と協議を進め、着手年次及び事業期間、撤去

方法などについて検討してまいりたいと考えて

おります。 

  次に、人口減少社会における市政運営にとい

うことでありますが、人口減少という現状の中

で本市の市政運営の考え方についての御質問で

すが、本市の総人口は1990年以降減少傾向にあ

りますが、新庄中核工業団地への企業進出が進

んだことによる固定資産税の増収があったこと

で税収面では平成24年度から増収傾向となって

おり、現状では人口減少が即座に市の税収減に

つながっているということではありません。 

  しかしながら、現状以上の急速な人口減少や

経済的な要因などにより税収減につながるおそ

れも考えられますので、今後も限られた財源の

中で効率的、効果的な市政運営が求められます。 

  先日、市議会議員の皆様を初め多くの方の御

協力のもとで策定いたしました「新庄市総合戦

略」においては、本市が今後も市民のふるさと

としてあり続け、暮らす人々の笑顔が輝くまち

となることを目指し、人口減少の抑制と人口減

少社会の対応を２本の柱として集中的に取り組

んでいくこととしております。 

  人口減少の抑制を目的とした取り組みの中に

は、雇用の創出、ふるさと回帰の促進、子育て

支援の３つの大きな項目として取り上げており

ますが、特に雇用の創出に関しては本市におけ

る有効求人倍率が10月末現在で1.30となってい

ることからもわかるように、働き手が確保でき

ていないことも課題となってきております。 

  その解決のためにも、若年層の転出抑制及び

転入促進につながる取り組みや、子育て世代へ

の支援を重点的に行い、定住人口の維持、地域

を支える働き手の確保を目指してまいります。 

  なお、御質問にありました台湾からのチャー

ター便の発着については、今回に関しては本市

からの強いアプローチ等はしておりませんが、

これまで実施してきました台湾へのセールスや

市民号での訪問などで取り組みの人気度も高ま

ってきております。 

  さらには、インバウンド誘致キャンペーン協

議会の取り組みによる新庄東高生、あす出発に

なりますが観光大使として出発し交流活動をす

るという報告を受けております。交流人口拡大

に関しては、国内外にかかわらない交流人口の

拡大による本市への人の流れの創出や、新庄ま

つりを初め本市にあるさまざまな地域資源の活

用や魅力の発信による郷土愛の育成につながる

ものとして、今後も総合戦略やまちづくり総合

計画の中で継続してまいります。 

  また、総合戦略と同時に策定いたしました新

庄市人口ビジョンでは、いかに効率的・効果的

な事業を行ったとしても本市総人口の減少は避

けられないという将来人口の推計を示しており、

議員のおっしゃるとおり今以上の人口の減少を

想定した市政運営が求められます。 

  それを踏まえ、総合戦略のもう一つの柱であ

る人口減少社会の対応についての取り組みの中

で、今本市に暮らしている子供から高齢者まで

全ての市民に今後もずっとこの町で暮らし続け

ていただけるよう雪への対応、健康維持活動の

推進、安心して暮らし続けられる地域づくりへ

の支援の３つに取り組んでまいります。 

  本市の人口減少については、第４次新庄市振

興計画、新庄市まちづくり総合計画の策定以前

から大きな問題として取り上げられ、取り組ん

でまいりました。 

  今後は総合戦略において国の地方創生のため

の制度や新型交付金を十分活用しつつ、特に本

市に暮らす若年層の進学や就職を契機とした転

出を抑制し、また雇用の創出や子育て支援を重

点化することで転入の促進につながるような事

業について検討し、積極的に取り組んでまいり

たいと考えています。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 
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１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  それでは、再質問をさせていただきます。 

  まず、先月の11月21日ですけれども、山形新

聞紙上で奥羽金沢温泉の源泉利用近隣施設の浴

室拡充の見出しで新聞紙上に出ましたけれども、

ちょっとこれらについてお聞きしたいと思いま

す。 

  新聞紙上に載る前に議会のほうに説明はなか

ったのはなぜか。それから、19日の会派代表者

会議を行っただけですぐ新聞の取材というか、

我々議員のほうには説明がないというか、そう

いうふうにしたその理由をちょっとお聞きした

いと思います。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

清水清秋議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 ただいま奥山議員から、議会に

説明する前に新聞報道されたというのはいかが

なものかというふうなお話でしたが、新聞記事

はたしか11月21日の山形新聞に掲載されていた

と思います。実は、19日各会派の代表者の皆さ

んに、新庄市が設置して指定管理者にお願いし

ています山屋セミナーハウス、そこに現在浴槽

が１つしかないという状況で、特に男女混合の

団体等が入った場合は入浴に非常に不便を来し

ているという状況が昔から大きい課題の一つと

してあったわけですが、それらを解消するため

に浴槽を新たにもう一つ設けたいと。その中で、

ＪＡ新庄市が使用している温泉、源泉の権利を

持っているわけですが、そこから温泉を取り入

れて山屋セミナーハウスのほうに何とか持って

来れないだろうかという構想のもとに、今議会

12月定例会の最終日にそれらをいろいろ基本調

査を行うための調査委託料をぜひ予算計上させ

ていただきたいという旨で、11月19日各会派の

代表者の皆さんに御説明を申し上げたところで

ございます。それらを受けて、山新のほうでは

その情報を確認しながら記事にされたというこ

とだとは思います。そういう中で、今回最終日

になるわけですが、先ほど私が申し上げた中で

予算として調査委託を提案したいというふうに

考えているところでございます。 

１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） 代表者会ですけれども、

市民との供用施設としてのあり方についての最

適な方法、場所を検討するためというふうに載

っていましたけれども、具体的にはこの供用と

か最適な方法、場所というのは、具体的にはど

のようなことを言うのかお聞きします。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 機能強化の基本調査の内

容ということでございますが、現在源泉につき

ましては今の奥羽金沢温泉のもっと上のほうに

ございます。山屋セミナーハウスまでは道路上

で計測したところ900メーターほどございまし

たので、そこからの供用する埋設のルートです

とか管の種類、また管の口径などをお願いする

予定でございます。また、浴室に関しましては

浴室の大きさ、洗い場の数等、あと設置の場所

ということでも予定しております。また、設置

する場所にしても中にするか外にするか、これ

が大きな問題になるわけですが、それによって

も改修費違ってまいりますので、そうした概算

工事費の算出についてお願いする予定でござい

ます。 

１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） ちょっと聞くのは順序

逆になるかもしれませんけれども、今回の議会

に基本調査委託の補正予算を考えているという

お話でしたけれども、どのような機関に委託す

るのかちょっとお聞きします。 
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伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 現在のところ、コンサル

のほうに委託する予定で考えております。 

１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） 済みません、コンサル

タントの名前は知らないんですか。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 随意契約とは思っており

ませんので、見積もりなり、まだ業者を決めて

いるわけではございません。 

１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） わかりました。まだ決

まっていないということで。 

  それから、山屋セミナーハウスの宿泊者以外

の利用時間帯以外には市民にも開放することも

考えていると新聞には載っていましたけれども、

一般の方の利用時間帯とかその料金とか、それ

から最初は山屋セミナーハウスだけの源泉使用

だと思いますけれども、後から温泉施設を再稼

働させるようなことにはならないのか、その場

合の源泉の湯量などは十分なのか。このような

ケースについての対応はどのように考えている

のかお聞きします。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

清水清秋議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 先ほども私申し上げましたが、

まず今議会最終日に追加提案をさせていただき

たいということでございます。 

  その中で、調査の内容としては先ほど社会教

育課長がるる御説明した内容を委託したいと考

えております。したがいまして、どの業者にな

るかというのはまだまだこれから議会の皆さん

から承認をいただいてからという話になります。

それであわせて、せっかくの源泉を引いてくる

わけですから、そういう意味で基本的には山屋

セミナーハウスの附帯施設の浴場という形にな

りますが、ぜひあいている時間等については市

民の皆さんからも使っていただければというふ

うな基本的な考え方を持っております。 

  いずれにいたしましても、それらを基本構想

という形で種々基本調査をさせていただきなが

ら、ランニングコスト等も考え合わせながら、

いわゆる入浴料というんですか、その辺につい

ても今後の検討課題というふうな形で現在考え

ているところでございます。 

１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） ただいまの話ですと、

まだ決まっていないというか、決まっていない

部分がほとんどだと思いますけれども、もう少

しお聞きしたいと思います。 

  山屋セミナーハウスで、この会派代表者会で

もセミナーハウスで加温するという話ありまし

たけれども、その設備や維持管理についても相

当かかるというふうに考えられます。それで今

例えば山屋セミナーハウスは指定管理者制度に

なっているわけですけれども、山屋セミナーハ

ウスでも加温するとかとなれば設備から、それ

から前ＪＡ新庄市では温泉をやっているときは

重油を使っていたんですけれども、そのまた油

代金とかそういうのいろいろ経費かかると思い

ますけれども、それによって山屋セミナーハウ

スの委託料もアップしてくるというふうに考え

られますけれども、その点についてちょっとど

ういう見解を持っているのかお聞きします。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

清水清秋議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 先ほどもお答えさせていただき

ましたが、基本調査を委託するということで、

その結果を種々検討しながら基本的にランニン

グコストがどのくらいかかるとか、そういうの

を種々検討しながら行っていきたいということ



- 29 - 

でございます。したがって、源泉をそのままシ

ャワー等に使えるのか、あるいは当然シャワー

等水でするとすればそれに対するいわゆるボイ

ラー等の施設も必要になってくるわけですが、

それらを種々検討するということが基本調査の

委託の内容になっております。それらを踏まえ

て今後経営ということで考えていきたいという

ふうに考えているところでございます。 

１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） ということは、基本  

調査委託をして、それからでないと契約も結ば

ないというか、そういうふうなことに受けとめ

られますけれども、一応温泉と源泉の使用につ

いて契約書を交わすことになると思いますけれ

ども、その点についてもこの基本調査が決まら

ないうちはやらないというふうに考えていいの

でしょうか。ちょっとお聞きしたいと思います。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 今回の補正予算につきま

しては、本当の基本中の基本ということでござ

いますので、これからその後実施設計をやって

行っていくものでございますが、源泉につきま

してもこれからＪＡ新庄市のほうでも改修をす

るということでも連絡が入っております。ただ

その結果によって、湯量ですとか源泉の温度と

かいろいろ変わってくる要素もございますので、

そうしたものを検討した上で契約ということに

なろうかと思っております。 

１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） 一応契約することにな

った場合ですけれども、温泉の未払い金がこと

しの決算では何千万とかってあると聞いていま

すけれども、これに合わせて設定というか契約

の内容がされると思いますけれども、そういう

点について、契約はこれからですけれども、そ

の点を考えて一般市民としては今の温泉のまま

でやってほしいという一般の方の意見が多いよ

うですけれども、これらについてどのように考

えているのか再度お聞きします。 

伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

清水清秋議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 現在、株式会社奥羽金沢温泉と

いう株式会社が奥羽金沢温泉を管理運営してい

るわけですが、残念ながら休業という状態が長

く続いているわけです。そういう中で、会社が

どういうふうな方針でいるのかというのは我々

としては承知しかねているところでございます。

そのようなことで、これからせっかくの源泉を

山屋セミナーハウスという、先ほど申し上げま

したように浴槽が足りないという状況の中で源

泉を何とか引っ張ってこれる、使用させていた

だけることが可能だとすればというふうな基本

構想を持っておりまして、それらを具体化する

ための基本調査を今12月定例会に提案をさせて

いただきたいということでございます。 

１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） わかりました。源泉に

ついてですけれども、これは別に答弁は要りま

せんけれども、以前に地震で枯渇したこともあ

ります。このような場合の応急措置とかそうい

うことも考えて契約を結んで、一般市民の方の

できれば希望に沿うように進めていっていただ

きたいと思います。 

  次に移ります。 

  ２番目の泉田橋ですけれども、以前に市長答

弁ではこの件については効果促進事業により国

の交付金として取り扱えることになったけれど

もとありましたが、平成28年度まで策定する国

から求められている公共施設等総合管理計画の

中に取り組み、確実性があり効果的な財源確保

を模索してまいりたいというふうに考えている

との答弁でした。その公共施設等総合管理計画
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の中に取り込みというふうになっているのか、

その点について防災・安全交付金のほうに取り

込んでいくのか、その点のところをちょっとお

聞きしたいと思います。 

土田政治都市整備課長 議長、土田政治。 

清水清秋議長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 泉田橋の取り壊しにつき

ましては、先ほどからお話出ておりますその補

助事業としての取り組みが可能となったという

ことがまず１つございます。総合管理計画の中

に橋の部分、長寿命化に関するその計画が施設

の一つとして含まれております。したがいまし

て、都市整備課としてはその長寿命化計画の中

でその橋の取り壊しについても計画をしていく

ということになっております。 

  それで橋のその長寿命化計画につきましては、

１つはその修繕をしたりもしくは新しくかけか

えをするというふうなものと、それからここに

ありますその泉田橋のように取り壊しをすると

いうものの２つに分かれておりまして、今回そ

の取り壊しをするほうの補助事業、交付金事業

で対応してまいりたいというふうに考えており

ます。 

１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） 今の答弁ですと、防

災・安全交付金を使うということでないという

ことでしょうか。再度お尋ねします。 

土田政治都市整備課長 議長、土田政治。 

清水清秋議長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 おっしゃるとおり、その

防災・安全交付金を使うという形で進めてまい

りたいというふうに考えております。 

１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） わかりました。防災・

安全交付金ですけれども、これは国が３分の１、

県が３分の１、地元が３分の１の持ち出しで可

能であるというふうに聞いていますので、あと

は市長の判断一つだと思いますのでどうかよろ

しくお願いしたいと思います。 

  ３番の人口減少社会における市政運営につい

てですけれども、当市でも今まで交流人口を拡

大するためにいろいろな施策を実施してきてい

ますけれども、人口減少に歯どめをかけるまで

の成果はあらわれていません。これは全国的な

ものだと言ってしまえばそれまでですけれども、

今後の対応策として具体的にもう少しどのよう

に考えているのか再度お尋ねします。 

小野茂雄総合政策課長 議長、小野茂雄。 

清水清秋議長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 人口抑制策を強く推進す

る総合政策上の推進プランとしましては、先ほ

ど市長が申し上げましたように大きく分けて２

つのプランというふうなことで、ふるさと定住

プランにおける仕事の創出でありますとか、ふ

るさとへの回帰、それから結婚・出産・育児・

教育を応援するという３つの基本目標での取り

組みとなります。具体的には平成28年度の当初

予算編成においてその具現化を図るというふう

になりますけれども、今回の補正予算において

も総務費の地域活性化・地域住民生活等緊急支

援事業、いわゆる地方創生先行型において国か

らの上乗せ交付が認められております。そうい

ったもので企業、子供たちにしていただく事業

でありますとか、いわゆる交流ＰＲ事業で先行

投資が可能なものについて計上しているところ

でございます。平成28年度の当初予算につきま

しては、新型交付金というふうなところでの国

の交付金事業がありますけれども、その具体的

な中身についてまだ明確化されていないという

ふうなところがあります。いわゆる100％国か

ら交付金が来るかというふうなところを期待し

ていたところがございますけれども、一部負担

があるのではないかというふうなところであり

ますので、そういった動きも見きわめながらや
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っていきたいというふうに考えてございます。

なお、各担当課からはこういう事業をやりたい

というふうなことで事業のアイデアは出してい

ただいておりますけれども、今後継続的な、持

続的ないわゆる財政運営ということでございま

すので、そういったところも含めながら組み立

てていきたいというふうに考えてございます。 

１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） 人口減少ですけれども、

ほかの市町村というか他自治体では例えば人口

減少の対策について委員会とかいろんなことを

やっているところもあるようですけれども、当

市では今のところそういうのは立ち上げていま

せんけれども、その考え等についてはどうなの

かお聞きします。 

小野茂雄総合政策課長 議長、小野茂雄。 

清水清秋議長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 今回、人口ビジョン及び

総合戦略というふうなことで、基本的には総合

戦略の策定を進める上で振興計画推進審議会、

そちらのほうで協議をしてまいりました。それ

で３月から７回ほどの会合を持ちましてやって

いるというふうなところで、当然奥山議員がお

っしゃるように今後の人口の見通し、それから

あるべき姿について熱心な討論をしていただい

たというふうなところでございます。 

１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） 今後人口減少が続いて

いった場合ですけれども、税収の減少によりま

す公共サービスの質や量の低下、年齢構成のア

ンバランスによる社会保障分野におけます現役

世代の負担の増大など、いろいろ問題が起きる

と思いますけれども、このような将来に向かっ

て起きるいろいろな問題について今後どのよう

に対応される考えなのかもお聞きしたいと思い

ます。 

小野茂雄総合政策課長 議長、小野茂雄。 

清水清秋議長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 当然今の人口構成につき

ましては、高齢者が多くて若い、いわゆる子供

たちが少ないというふうな人口ピラミッドで言

えば逆三角形というふうなところになってくる

と思います。将来的には団塊の世代、具体的に

申し上げますけれども、団塊の世代の方が人生

には寿命がございますので20年後、30年後とい

うふうなところでだんだんと、いわゆる逆三角

形からいわゆる棒状の人口構成になっていくの

かなというふうには考えてございます。今後の

人口ビジョン、それから総合戦略につきまして

は、直接的にはやっぱり出生率の向上でありま

すとか、転出抑制、転入といったことはキーワ

ードになってくるかなというふうに思います。

それらについては、当然家庭で何人子供を持つ

かとか、それから新庄にＵターンしてくるかと

いうふうな個人的な動機が大きく作用するわけ

でございます。行政といたしましては、そうい

ったことに対して強制力というのは当然ござい

ませんけれども、そうした動機づけを支援する

事業、そういったものを行いながら高い目標で

はありますけれども臨んでいきたいというふう

に考えてございます。 

１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） 自治体の主な財源は市

税収入なわけですけれども、人口が減少してい

く時代において財政支出は増大し、市税収入は

減少するわけですから、財政支出の運用をどう

行うか、これは特に新庄市は大企業もなくて厳

しい財政状況であるわけです。人口規模の変動

について効率的な財政運営は困難になっていく

ものと予想されます。現在の行政サービスを続

けていくには不可能になると思われますので、

少しでも市民の負担を軽くするというふうに考

えると将来的にどのように持っていくのか、も
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う１回お聞きいたしたいと思います。 

小野茂雄総合政策課長 議長、小野茂雄。 

清水清秋議長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 議員おっしゃるように当

然人口が減っていけば税収が減っていくという

ふうな、それは当然考えられるわけでございま

す。国のほうでもまち・ひと・しごと創生とい

うふうなことで、具体的には新型交付金という

ふうなところをことしも含めて５年間続けてま

いりましょうというふうなことで応援するとい

うふうなことになってございます。そういった

機会を十二分に活用しながら、なるべく人口減

少、これは避けて通れないんですけれども、な

るべく急激な人口減少というものを避けていこ

うというふうなことで今回総合戦略でさまざま

な事業を展開するというふうなことになります

ので、そこら辺のところは御理解いただきたい

なというふうに思っている次第でございます。 

１０番（奥山省三議員） 議長、奥山省三。 

清水清秋議長 奥山省三君。 

１０番（奥山省三議員） いずれにしても現状の

ままで市民の公共サービスが続けられていくと

いうことは不可能にはなると私は考えられます。

それでさっき市長、即座に今減少していくわけ

ではないというふうに答弁ありましたけれども、

これも今後人口が減っていけば、今交付金とか

いろいろ来ていますけれどもそれも減っていく

ことは間違いないと思います。その点を考えて

これから転換するというか、今のままで例えば

足りない分は税率をアップしてやっていくとい

う方向だけではなくて、今後の市民のことも考

えてやっぱりある程度転換の時期に今来ている

と思いますので、その点をよく考えてこれから

の市政運営に携わっていただきたいと思います。 

  以上で終わります。どうもありがとうござい

ました。 

清水清秋議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時３９分 休憩 

     午前１０時４９分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤義一議員の質問 

 

 

清水清秋議長 次に、佐藤義一君。 

   （１８番佐藤義一議員登壇）（拍手） 

１８番（佐藤義一議員） おはようございます。 

  起新の会の佐藤義一であります。今回、短く

２点のみについてお尋ねいたします。 

  それでは、通告に従って質問をさせていただ

きます。 

  最初に、私は小中一体型、一貫校制度に反対

するものではなく、むしろ自然にその方向に進

まざるを得ない状況であろうと、またそのほう

が自然なんだろうと考えるものであります。だ

からこそ歩みを着実に進めるべきところであり、

教育行政機関より知らされるべきところを新聞

報道により知らされた形になりました地域住民

の戸惑いを、歯がゆさを思うものであります。 

  このことは、行政の地域住民軽視と誤解を招

くおそれもあり、大いに注意しなければならな

いものと考えます。まずこのことを先に述べさ

せていただき、その上で反対するものではない

としながら、その上であえて以下の質問をさせ

ていただきます。 

  10月８日の全員協議会での発言と重なること

もあるかと思いますが、もう一度お答えをいた

だきたく質問をさせていただきます。 

  さきの全員協議会において、今後の学校教育

については小中一体型の小中一貫校体制に基づ

いての教育体制を目指すとありますが、地域住

民、保護者への十分な説明がなされているとは
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思えず、当然十分な理解と納得が得られている

とは思えないが今後どのように説明を行い、同

意・理解・納得を得ていくつもりなのかをお伺

いいたします。 

  また、十分な理解・同意・納得を得るために

は、先進事例の検証と好結果が不可欠でありま

すが、萩野学園の検証と課題の分析については

どの程度の時間と事例の検出が必要とお考えか

もお伺いいたします。 

  また、学校校舎は地域コミュニティーの中心

をなしていますが、統廃合により空き校舎の再

活用も重要と考えます。地域住民の不安もこの

ことにあると考えます。地域住民に対しては再

活用、利活用、再利用まで説明し理解を得るべ

きと考えますが、どのようにお考えかお伺いい

たします。 

  また、そのようなことはないとは思いますが、

10月８日の全員協議会での新庄市立小中学校施

設整備の基本的考え方についてという説明は、

10月２日に報道された山形新聞の記事への応急

的な対応という感が否めず、私個人も不自然さ

と戸惑いを覚えております。そこのところをお

答えいただきたいと思います。 

  次に、２点目でありますが、本市における転

入者、移住者対策についてお尋ねいたします。 

  昨今、人口減少の中、若い世代の転出を減少

させる施策が各行政でとられておりますが、転

出を防止させる施策だけでなく移住者支援策の

実践を模索されている自治体がふえております

が、本市においてはどのような施策がとられて

いるのか。また、どのような施策が必要と考え

ておられるのかお尋ねします。 

  また、移住者であるＩターン、Ｕターン者の

実態をどのように把握されているのか。ここ数

年で転勤による一時的な転入者を除き、何人の

移住者、転入者がおられたのかを把握していれ

ば教えてください。 

  また、移住者、移住希望者により新庄での暮

らすことへの相談はどのように対応されたのか

お尋ねいたします。 

  以上、２点よろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  教育関係につきましては、教育長より答弁さ

せますので、あらかじめよろしくお願いいたし

ます。 

  それでは、移住者対策についての御質問にお

答えさせていただきます。 

  内閣官房が実施しました東京在住者の今後の

移住に関する意向調査によれば、東京在住者の

約４割が地方への移住を検討している、または

検討したいと考えているとの結果が出ておりま

す。これを受けて国は地方創生推進のため、地

方への移住を促進させる方向性を示しておりま

す。 

  移住希望者が実際に移住に至るまでは移住に

関心を持ち、情報を集めるなど準備を進め、移

住を実現するための行動をし、最後は地域に定

着するという４つの行動のステージがあると言

われています。移住促進の施策は、ステージご

とに求められる支援を実施し移住希望者の目的

やニーズに応えていくことが重要です。 

  本市の移住促進の政策については、今年度設

置された県と最上地域８市町村で構成する「最

上地域移住交流推進協議会」において、地域の

特性やニーズなどを踏まえた取り組みの企画、

実践を行っております。今年度東京都有楽町の

地方への移住を支援する「ふるさと回帰支援セ

ンター」内に山形ハッピーライフ情報センター

がオープンしたため、10月18日に移住希望者向

けのセミナーを実施し、地域や先輩移住者体験

談の紹介と新庄市のＰＲなどをしてまいりまし

た。 
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  参加者は17名で年齢は30代から70代と幅広く、

仕事や就農、空き家などの住居についてお聞き

したいとの声がありましたので、当地域におけ

る状況などを説明し、今後についても気軽に御

相談してほしいと御案内してまいりました。次

回のセミナーは、来年の２月28日に予定してお

ります。セミナーを通じて首都圏の移住希望者

へ適切な情報を届け、移住希望者の要望などを

把握し施策につなげてまいりたいと考えていま

す。 

  また、市が事務局をしている最上地域雇用創

造推進協議会では、最上地域へ首都圏等からＵ

ＪＩターンし就農や起業を支援することを目的

としたポータルサイトを今年度中に立ち上げる

準備を進めております。さらに市では、住居に

関する情報提供の手段として空き家バンクにつ

いても関係団体の協議を進め年度内の開始を目

指しております。 

  これまでさまざまな交流事業を通じて新庄市

のファンをふやしてきました。今後の取り組み

としては、県や周辺町村とも連携し雇用や住ま

いなどの受け皿に関する総合的な環境整備を進

め、移住者の希望の実現を目指してまいります。

さらに移住後のフォローアップについても研究

してまいります。 

  移住者の把握についての御質問ですが、明確

には把握しておりません。毎年1,000人程度以

上の転入者がいるため、窓口で一人一人確認す

ることが難しい状況にあります。他町村の把握

方法としては、支援制度を受けて転入した人を

移住者カウントしているところや、地区の代表

者などからの聞き取りを実施しているところも

ありますが、それぞれの考え方で実施している

のが実情であります。県でも統一的な基準を持

って移住者数の把握をしたいとのことですので、

本市としてもまたその手法を研究してまいりま

す。 

  移住者からの相談内容及びその対応について

の御質問ですが、それぞれの相談内容やニーズ

が異なることから、その内容に応じ担当部署に

て対応をしてきました。移住希望者は仕事や住

居、就農などについて関心が高く今後はポータ

ルサイトなども見て相談する人がふえると予想

されることから、サイトの管理者に情報を集約

しワンストップで必要な情報が提供できるよう

体制の整備を進めていきたいと考えております。 

  首都圏から新庄市に移り住んだ人たちの活躍

は耳にしております。都会で身につけたスキル

を生かして新庄で開業した人や、就農しながら

地域のさまざまな活動をしている人もいらっし

ゃいます。新庄を選んで移住してくれた方々が

地域に定着し、そういった人々の取り組みが地

域の活力となることを大いに期待しているとこ

ろでございます。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

清水清秋議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、教育体制の今後につ

いて私のほうからお答えいたしたいと思います。 

  教育体制の今後について、中でも明倫中学校

区における小中一貫教育にかかわっての御質問

について答弁申し上げます。 

  初めに、新庄市における小中一貫教育につき

ましては、平成17年に「長期教育プラン（もみ

の木教育プラン21）」を策定し、小中一貫教育

の導入について本格的な検討に入って以来、基

本方針や基本計画の策定、また各中学校区にお

ける実践研究などを経ながら現在のような小中

一貫教育を推進することに至ったところであり

ます。 

  ９月定例会における一般質問並びに10月８日

に開催されました全員協議会におきまして、沼

田小学校の改築については明倫中学校区におけ

る小中一貫教育校として整備することを基本に

進めていきたい旨の説明を行ったところであり

ますが、保護者や地域住民に対する説明につい
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てはまだ行っていない状況であります。ただ、

今後の学校整備に関し小中一貫教育校として整

備することを基本として進めることについては、

市の内部で考え方を確認し先日議会にお示しし

たばかりであり、今まさにスタート地点に立っ

た段階であることを御理解いただきたいと思い

ます。 

  いずれにいたしましても、今後は議員御指摘

のとおり保護者や地域住民に対する説明を十分

行い、理解を得ながら進めてまいりたいと思い

ますのでどうぞよろしくお願いいたします。 

  次に、小中一貫教育に対する理解、同意を得

るための萩野学園の検証と課題の分析について

の御質問でありますが、萩野学園は市で行って

いる小中一貫教育を推進するために最も適した

学校としてのモデルであり、５年間かけて全国

の実践事例などを参考にして本市の教育に適合

できるように研究して実現したものであります。 

  また、文科省が行った調査によりますと全国

の小中一貫教育を行っている学校において大き

な成果がある、また成果があるという評価が全

体の90％を超えており、そのうち施設一体型の

学校については97％が成果があるという結果で

ありました。その結果が参考の一つとなり、こ

とし学校教育法が改正され義務教育学校が法的

に認められるという結果につながっていますが、

そのことが最高のお墨つきであると思っており

ます。 

  萩野学園の開校後８カ月の成果でありますが、

発達段階に応じた４・３・２ブロック制や、５、

６年生からの教科担任制、異学年交流の推進な

ど施設一体型小中一貫教育校ならではの特色あ

る学校運営により、特に８、９年生が優しくな

ったとか、１、２年生が８、９年生の生徒を見

て憧れや尊敬の気持ちを抱くようになったなど

の成果が報告されています。そのためか現在県

内外から多くの視察が訪れておりますが、その

方々からも学園の子供たちの表情がとてもいい

といった評価を多くいただいております。 

  このように萩野学園については、現段階にお

いても着実に小中一貫教育の成果が出ているも

のと感じているところですが、今後もその成果

や課題について検証、分析してさらによい学校

にしてまいりたいと考えております。 

  次に、校舎の再活用について地域住民に説明

し理解を得るべきとの御質問でありますが、確

かに学校は地域コミュニティーの中心をなして

いることは十分承知しているところであります。

そのためにも閉校した学校の再活用については、

保護者や地域の方々と十分協議を重ねながら進

めていかなければならないと考えております。 

  本市におきましては、これまで統合等により

閉校となりました旧角沢小学校や山屋小学校な

ど、閉校後の跡地利用につきましても地域の

方々と十分協議をしながら整備を行ってきた経

緯があります。 

  いずれにいたしましても、今後小中一貫教育

校の建設を進めるに当たっては、閉校する学校

の利活用はもとより、今文科省が推奨している

保護者や地域住民が学校運営に参加するコミュ

ニティ・スクール制度の導入等につきましても

建設計画と並行しながら保護者や地域の方々と

十分に協議してまいりたいと思いますので御理

解いただきたいと思います。 

  また、新庄市立小中学校施設整備の基本的な

考え方についての説明が応急的な対応という感

が否めないというような御質問でございました

けれども、沼田小学校の改築というようなこと

があるために、早くこの辺については市の内部

で意思決定をしなければならないというふうに

考えていたところですけれども、９月に市長選

があるというようなことでその市長選が終わっ

てからの対応というようなことを考えておりま

した。それで10月の27日に教育委員会を開催し

教育委員会の考え方というのをその日に取りま

とめをして、10月の２日に総合教育会議を開い
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て市長等と意見の整合性というか、それのすり

合わせをやっていきたいというふうに考えてい

たところでありますけれども、10月１日に一般

質問があってああいうふうな新聞報道に至った

というようなことでございます。ただ、新聞報

道の内容と、それから10月８日に全員協議会で

お話しした内容とは若干違いがありまして、そ

の辺については我々のスケジュールに基づいて

行った全員協議会であって、途中に一般質問が

入ったのだというようなことを御理解いただけ

ればというふうに思います。 

  以上でございます。 

１８番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

清水清秋議長 佐藤義一君。 

１８番（佐藤義一議員） 最初に申し上げました

とおり、私は小中一貫校、一体型校舎教育制度

に反対するものではありません。当然そうなら

ざるを得ない状況であろうというふうには理解

しています。それでもあえて質問させていただ

いたのは、今教育長がお答えになったとおり地

域住民に対して説明がなされる前に、今教育長

がお答えになったとおり市長選があり、あるい

は教育委員会の会議がそういう形でおくれてい

ってスケジュール的に遅くなった。それは理解

しますけれども、地域住民としては先ほども質

問の中で述べましたけれども、教育行政機関か

ら知らされて、あるいは説明を受けてしかるべ

きところを新聞報道で読まされたという事実に

対しては、これはやっぱりあくまでも地域住民

にとってはショックだと思います。ある明倫学

区の評議委員さんが私にこう言いました。「そ

んなことは明倫、沼田、北辰の評議委員会で何

回も話をされているんだ、そんな知らない地域

住民が悪いんだ」みたいな言い方だったです。

私は腹の中でこの人は何を考えているんだと思

いました。私はよく言いましたけれども、個人

が知っているものはそれは知識です。その知識

を皆さんに広めることによって、その知識は情

報になるわけです。その情報が地域住民まで浸

透していなかったと。これは非常に恥ずかしい

発言でありますけれども、やっぱり情報は共有

しなければ情報としての価値がないということ

です。 

  教育長は大変苦労されているというのは、私

中学、高校後輩ですのでよく理解するんですけ

れども、ただあえてもう一度質問をさせていた

だきます。 

  萩野学園が小中一貫校の構想からことしの４

月開校するまでどのぐらいの時間が必要だった

のでしょうか。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

清水清秋議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 萩野学園の構

想から完成までというふうな御質問でございま

すけれども、ハード面からいきますと平成23年

に基本設計を発注してから実施設計、あと工事

今年度最終の外構工事を行っております。平成

23年からかかって平成27年で完成ということで、

５カ年を要しております。また、基本構想的な

いわゆる基本計画、これが平成22年から進めて

おりますので、その基本計画からいけば６年を

要しているということでございます。 

１８番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

清水清秋議長 佐藤義一君。 

１８番（佐藤義一議員） 今、森次長がお答えに

なったとおり基本設計でなくて、その地域住民

に対する説明等についてもやっぱり７年ぐらい

かかるということだったんですね。それで、９

月の佐藤卓也議員の質問に対して答えられた議

事録を再度読ませていただきました。議事録の

中にも新聞報道されたように平成20年以降の建

設などとは教育長も次長もお答えになっていま

せん。にもかかわらずどうして、早くてもとた

だし書きはなされていますが、あと５年後に統
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廃合がなされるような記事になったと思われま

すか。そのとき財政課長も答弁したんですね、

財政課長。「このたびの中期財政計画の中にお

ける学校施設取り扱いにつきましては、まず萩

野学園の建築及びそれに伴う附帯工事、これが

５年間の中の初期に生じる。次には日新中学校

の大規模改築がございますので、いろいろそれ

を財源的に張りつけした結果この５年間の中で

は金額としては明倫学区のいわゆる小中一貫校

に関する経費は盛られなかったという状況でご

ざいます」と課長答えたんです。これを聞きま

すと、明倫学区の小中一貫、一体型施設対応は

この５年間では予算的にも困難であると聞き取

れますが、私の聞き間違いですか。どちらでも

結構です。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

清水清秋議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 ９月の一般質

問において教育長が答弁申し上げた内容につき

ましては、先ほど教育長が申し上げたとおり、

今後の学校施設については各中学校区における

小中一貫教育校を基本として進めていきたいと

答弁申し上げたところでございます。その後、

山形新聞のほうの取材におきまして、仮の話で

ございますけれども、仮に平成28年度から基本

設計行ったとしても萩野学園の例から言って５

年間はかかるということで、最短でも平成32年

度いわゆる2020年の完成になるというふうなこ

とが、早くても2020年度完成というふうな報道

になったのではないかと感じているところでご

ざいます。 

  また、あと中期財政計画にかかわっての御質

問でございますけれども、これも財政課長が９

月議会で答弁申し上げましたように平成31年度

までの財政計画には盛り込まれておりません。

ただ、沼田小学校の改築については築50年を超

えているということで老朽化が激しくなってお

ります。その点で今後早い時期に建設に着手で

きればというふうなことで、今後も財政課と協

議してまいりたいと思いますので御理解いただ

きたいと思います。 

１８番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

清水清秋議長 佐藤義一君。 

１８番（佐藤義一議員） 揚げ足をとるようで大

変申しわけないんですけれども、基本設計が先

なんですか、地域住民に対する説明が先だと思

うんですけれども、その点はいかがですか。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

清水清秋議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 確かに先ほど

教育長が申し上げましたように、沼田小学校の

改築、明倫中学校区における小中一貫教育校の

建設につきましては、内部で考え方を決めたと、

整理したという段階でございますので、今スタ

ート地点に立ったということで当然のことなが

ら保護者、地域住民と協議をしながら進めてい

くということになりますのでよろしくお願いい

たしたいと思います。 

１８番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

清水清秋議長 佐藤義一君。 

１８番（佐藤義一議員） 学校関係の再質問最後

にしたいと思いますが、さきの全員協議会で知

らせていただきました統一テストの結果、全国

平均と比較したものを見させていただきまして、

余り芳しくないという数字に少し驚きというか、

かなり驚きを持ちました。このようなことも統

廃合一貫教育において改善されるべき課題と考

えますが、地域住民、保護者の理解を得るには

このような情報も必要だと思うんです。いわゆ

る私も人の親ですけれども、やっぱり小学校、

中学校、高校、大学まで子供の成績は気になり

ましたが。ですから、ただ余りちょっと、ええ
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っ、こんな現実なんですかって私はあれを見て

思ったんです。でもほとんどの学校がそうであ

ったというふうに私は思っていません。全国県

平均を、名前はいいです、どこの小学校なんて

言わなくて結構です。ですけれども、そういう

学校はなかったんでしょうか、教えてください。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

清水清秋議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 全国学力・学習状況調

査の結果につきましては今年度、市としまして

は先ほどの全員協議会で申し上げたとおりの結

果ということで、教育委員会でも大変重く受け

とめまして各学校については授業改善について

校長会を通じて行っているところでございます。 

  ただ、今議員おっしゃったとおり学校間につ

いての状況もありますので、全ての学校が全国

県平均を下回っているということではなくて、

学校によりましては全ての教科で上回っている

学校もございます。それについては学校間の格

差が縮まりまして、そのことで市の結果が上回

るような努力を今後してまいります。 

  また、保護者、地域住民の方への説明につき

ましては、各学校におかれましては学校便り等

で結果については数値でなく状況で説明をして

おります。市としましても何らかの形でこれか

らも理解を得るような形で取り組んでまいりた

いと思いますので、御理解よろしくお願いいた

します。 

１８番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

清水清秋議長 佐藤義一君。 

１８番（佐藤義一議員） 大変ありがとうござい

ました。 

  皆さん苦労されると思います。今、課長のお

っしゃったように頑張っていただいて優秀な子

供が新庄に残るように、お互いに頑張っていき

たいと思います。 

  それでは、２点目にありました移住者対策に

ついて短くお尋ねさせていただきます。 

  先ほども申し上げましたけれども、転出者防

止策、転出を減らそうということで一生懸命努

力されている姿はわかります。ただ、移住者を

受け入れる、移住者を呼び込むという施策も絶

対これから必要なんだろうと思っています。 

  例えば、寒河江市においては県外から市に移

り住む世帯に住宅建築購入費などの補助がござ

います。また、ここには中学３年生以下の子供

がいて移住される方にはプラスという形の中で、

金額は100万ないしは200万程度ですけれども、

これらの移住者に対してという呼びかけ、さっ

き市長の答弁の中に東京のほうに移住者セミナ

ーをやって新庄の魅力を発信していますよと、

非常にいいことだと私は思っています。 

  それでまた隣の舟形町も縄文の女神、これを

活用した形の中で移住対策をやっていると。移

住者は新庄いますよね、いわゆる Iターンの人

方が。そのような人方から、先ほど把握はしづ

らいと、移住なのかあるいはどこから来たのか、

なかなかＵターンなのか把握しづらいと言いま

したけれども、Ｉターンで来た人方に対して相

談業務、相談というのはどちらに行かれるかわ

かりませんけれどもさまざまな考えありますけ

れども、相談というのはなかったんでしょうか。

どなたでも結構です。 

小野茂雄総合政策課長 議長、小野茂雄。 

清水清秋議長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 Ｉターンを含めまして移

住というふうなところの定義がまだ定まってい

ないのかなというふうに思っております。学校、

高等機関におきまして若いうちに入ってくれば

Ｕターン。これが40、50歳になってもＵターン

なのかというふうなところもございます。そう

いったところで、移住交流関係のいわゆる人数

把握につきましては、当方で報告しているもの

については県外からの移り住んできた方という

ふうなことで、昨年度については372名という

ふうなことで報告しております。これにつきま
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しては、いわゆるＵターンも入っているという

ふうなことでありますので、ほかの町村におき

ましてはそういった移住施策をしている人の利

用人数というふうなところでの結果が出ていた

りして、なかなかばらばらになっているという

ふうなところで今後は統一した規格にしていき

たいなというふうに考えてございます。 

  直接的に移住の相談というふうなところでは、

ぽつぽつというか各課に来ているかというふう

に思います。今回、先ほど市長が申し上げまし

たようにふるさと回帰センターの中に山形ハッ

ピーライフ情報センターというふうなところが

できまして、そこでできましたので山形暮らし

セミナーというのをやってみましょうというふ

うなことで、当市を含めて最上郡の関係者で10

月に移住の相談会というふうなことで17名来所

者がいたというふうなことでいろいろ説明して

相談も受けてきたというふうなところです。 

  今後、２月28日にもう１回ございます。そう

いったところの中で新庄に移住してきた人も含

めて、こういう人がこういう実例というふうな

ことで、その中で一緒に話していきたいなとい

うふうに考えているところでございます。 

１８番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

清水清秋議長 佐藤義一君。 

１８番（佐藤義一議員） 確かに把握は非常にし

づらいなと思います。例えば、松本に団地がご

ざいます。松本に新しくうちを建てられる方の

郡内からの移住者は、大蔵村、戸沢村が多いで

す。それで横根山等に建てるのは、真室川町、

金山町からの移住が多いという。これはやっぱ

り帰巣本能に近いっていうやつですね。自分の

ふるさとに近いところに住みたいという。それ

で新庄に帰りたいと思う帰巣本能を私も持って

新庄に帰ってきましたから。私の場合はたまた

ま父親と母親がいてうちがあったからいいんで

すけれども、新庄に住みたいという人がいたと

きに、何らいわゆる応援しようという、応援し

てもらいたいということです。恐らく相談があ

ったと思うんです、何人かからは。新庄に住み

たい、子供もいるんだけれども、その中でやっ

ぱり一番困るのは住居ですよね。その中で私前

にも申し上げましたけれども、空き家の再活用。

これらの解消にも一助になるんじゃないかと思

って、そういう相談業務を掲げたらいかがです

かという話をしています。 

  それから、残念なことですけれども、これも

山形新聞の記事なんですけれども、いわゆるＩ

ターンでゆめりあにカフェをオープンした彼女

は、東京にいたときに自分でカフェをやってい

たので、そのノウハウでカフェをオープンした

のですが、私新庄市が手助けしてくれたんだな

と思って原課に問い合わせしたら県だったと。

非常に残念だなと思ったんですよ。こういう手

助けをしてもらいたいという要望の、課長の話

では各課にいって把握がなかなか難しいという

ことなんですけれども。これからはこういう施

策をどこで受けるのか、総合政策なのか商工観

光課なのか、あるいは農林課なのか。農林課の

中でも農林業務をやりたいと新庄に来る人がい

るわけですよ。それで実際やっていますよね。

そういう人方の受け皿をどこかで、東京でやる

のもいいんですけれども新庄でもやれるという

方法はないんでしょうか。どなたでも結構です。 

小野茂雄総合政策課長 議長、小野茂雄。 

清水清秋議長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 今、ポータルサイトとい

うふうなことで就職、起業を支援するというふ

うなことで今年度中に立ち上げることになるも

のにつきましては、最上地域雇用創造推進協議

会のほうで立ち上げるというふうな準備を進め

ているところでございます。 

  空き家バンクにつきましても、商工観光課を

中心として雇用創造推進協議会のほうで空き家

バンクを立ち上げましょうというふうなことで

都市整備課であったり、私たちのほうでもいろ
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いろ打ち合わせをしながら今年度中に立ち上げ

たいというふうなことです。ですから、窓口は

やはり１つであったほうがいいというふうなこ

とで、具体的なワンストップについてはここと

いうふうなことは決めてございませんけれども、

そういった組織の中を活用してワンストップで

まずは相談を受けて、例えば高齢者であれば空

き家というふうなセレクトもあるかと思います

けれども、有料老人ホームであったりというふ

うなところもあるかと思います。その中で相談

あったものについて、例えば福祉でありますと

かの中でつなげていけるようなワンストップの

システムというものを考えていきたいなという

ふうに思っております。 

１８番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

清水清秋議長 佐藤義一君。 

１８番（佐藤義一議員） 大変だろうと思います

けれども、お互いに頑張りたいと思いますので

よろしくお願いします。 

  以上で終わります。ありがとうございました。 

清水清秋議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時２６分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

山科正仁議員の質問 

 

 

清水清秋議長 次に、山科正仁君。 

   （５番山科正仁議員登壇）（拍手） 

５番（山科正仁議員） 市民・公明クラブの山科

です。限られた時間でございますので、早速一

般質問を通告に従いまして一問一答形式で行わ

せていただきます。よろしくお願いします。 

  まず、第１番目ですけれども、県立新庄病院

移転、それから改築についての問題です。 

  先月の16日に最上の地域医療を考える住民の

集いというのに参加させていただきました。そ

この講師の長瀬部長が基調として講演なさった

内容が医師不足による県立新庄病院のこの内部

環境は非常に過酷であるという点と、あとは安

易に受診する住民の方々の意識の持ち方をどう

にかしたいということでした。今後早急に医師

の補充、これは育成も含むんでしょうけれども、

それをなくしては病院の存続自体がもう危うい

んじゃないかということでありましたが、日本

版のＣＣＲＣ構想などと言われている中であり

ますけれども、県立新庄病院の移転改築の現時

点での構想と、その緊急課題であります医師の

確保、これを県側にどのように協議、提案して

いくのかお伺いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、山科市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  ただいま先日の最上の医療を考える会の感想

も述べられた意見でございます。県立新庄病院

移転改築について、大変地域の要望がかない今

年７月より県立新庄病院改築整備検討委員会が

開催され、委員による多方面での検討が始まり

ました。 

  県立新庄病院は、最上２次医療圏の唯一の基

幹病院、分娩取り扱い機関であり、救急医療や

地域医療連携、がん、脳卒中、心疾患などの治

療拠点として多くの役割が求められています。 

  検討委員会につきましては、開催半ばであり

ますので基本設計や用地候補の選定などについ

ては今後検討されるというところでございます。 

  医療従事者の確保については、最上地域保健

医療対策協議会の医療従事者確保対策事業とし

て医学生研修会を行っております。これは夏季
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休暇中に行われる山形県地域医療実習の医学生

研修に加え、春季休暇中に合わせた医学生研修

会です。平成26年度は平成27年３月県立新庄病

院、最上町立最上病院を会場に実施し、山形大

学医学生を初め３名の参加があり、今年度も３

月に開催予定しております。 

  また同協議会において、最上総合支庁では中

学生や高校生を対象とした医療従事者が講演す

る動機づけ講習会を行っております。 

  今後も医療従事者の確保に向け関係機関と連

携した対策を継続して実施してまいりたいと考

えています。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

５番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

清水清秋議長 山科正仁君。 

５番（山科正仁議員） ありがとうございます。

まだまだこれからということでしょうけれども、

いろんな検討委員会があるということを承知い

たしました。なお、喫緊には医師の外部からの

補充というのが一番手っ取り早い方法であろう

かと思いますけれども、将来的には医師を養成

していくといった方向づけでこれから対応検討

をお願いしたいと思います。 

  続きまして、２番の看護師の養成機関の設置

についてというものであります。 

  せんだって、ある町村議会議員の方と会談す

る機会がありました。そのときに定住自立圏に

関しましていろんな協議をしたところでした。

この機関に対して財政支援の措置、特別交付税

でしょうけれどもこれを充当することに関して、

我々の考え方でその町村の議員の方々とちょっ

と温度差が感じられた次第でした。各町村の首

長たちと、あと各議員の理解の同調というかビ

ジョンの共有化というのはどういうふうに図ら

れているのか。 

  また、この構想については最上地域の医療分

野のまず充実が第１点であろうかと思いますが、

あと医療機関のその雇用される方々、特に女性

の地元の定着というのを考えておるかと思いま

す。 

  あとまたそこから発生してきます少子化の抑

制ということが主眼であろうかと思っておりま

す。それにこの養成機関がもしできたところで、

そこに希望する方々の内情といいますか気持ち

を考えますと、動機づけは恐らく地元の公共機

関の医療機関への就職、そして公務員、もしく

はみなし公務員としての身分、これを狙っての

ことだと思います。この養成されてくる看護師

のその身分的な確立というのは今後県とどのよ

うに協議していく予定でしょうかということで、

またこの現職看護師、今ある現職看護師の方と

この前お話しする機会がありました。最上郡外

に今現在勤務している方ですけれども、それは

一応主婦という立場もあるということで単身赴

任は不可能だということで長距離な車通勤での

過酷な非常に激務な仕事をなさっているという

ことでした。地元勤務願いを出しているんです

けれども、退職者の補充という形でしか今後可

能性がないよというふうな返事をもらったとい

うことです。このことは、本当にこの最上地域

内での看護師さんの不足を解消する気持ちがあ

るのかどうかという疑問点が起こるわけでござ

います。 

  今後養成されて看護師がふえるとしても、そ

の供給とのバランスがどのように図られている

のか。これが問題提起になるのかなと考えてい

るところです。その点を網羅したこの養成施設

とその実効性、あとその費用対効果を検証、今

の現時点での検証をお聞かせください。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 それでは、次に看護師養成機関の

設置についての御質問ですが、私今回の選挙公

約として看護師養成機関の設置を掲げさせてい

ただきました。その背景には、就職、進学によ

る若者の他地域への流出と回帰者率の低さが人
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口減少に大きな影響をもたらしていくという。

地域を担う年代層の減少は将来持続可能な社会

の維持を図る上で大きな障害となること、さら

に現在も看護師不足が顕在化しており、今後も

高齢化の進展により老年人口が増加し医療福祉

分野での人材が必要とされることなどが挙げら

れます。 

  このような状況を総合的に勘案し看護師養成

機関の設置のタイミングとしては今が好機であ

るとの判断に至ったものであります。 

  看護師養成機関の設置につきましては、近隣

７町村と連携し推進する考えで、各町村の首長

との協議においてはこの方向性を確認しており

ます。事務の推進体制、諸課題の整理、施設整

備並びに改革に向けた計画策定、予算措置など

に関しては今回補正予算に、看護師養成機関設

置に関する研究調査のための委託料を計上し、

この調査結果を踏まえて県、７町村等関係機関

と詳細を詰めてまいりたいと考えています。 

  現職看護師の就労環境について聞き取りした

結果についてのお尋ねですが、このことに関し

ましては各医療機関の個別の問題であると考え

られます。しかしその原因が看護師不足による

ものであれば、その地域での看護師養成と定着

は全体的な看護職場の環境改善につながると思

われます。 

  また、卒業生の就職先としては最上管内の医

療機関、福祉関係施設を想定しております。就

職先の確保につきましては、関係機関へ協力に

要請していく一方、いかに地元に定着していた

だけるよう仕組みを構築することが重要である

と考えています。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

５番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

清水清秋議長 山科正仁君。 

５番（山科正仁議員） ありがとうございます。 

  やはり、まだまだこれからだということでか

なり実効性を伴った今後の対応が期待されると

思います。 

  あと今、補正予算の計上とあと山形新聞に掲

載されたという内容で調査、委託などがありま

すけれども、これも今質問の内容とか答弁の内

容をしっかり踏まえた、それを包含したちゃん

とした報告書をいただきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

  それでは、３番に入りますが、小中一貫校萩

野学園の開校後及び萩野学区内の諸問題につい

てという問題です。これちょっと長くなります

ので、よろしくお願いします。 

  先ほどですけれども、午前中ですけれども佐

藤議員のほうから北辰、明倫学区のほうのいろ

いろなこれからのことがありましたけれども、

今現在萩野学園においては専門員の方を配置し

ていただきまして、その都度の対応、それは関

係者みんなが感謝している次第であります。 

  まずは、今期の夏の現状について報告を私も

らっておりますので、その報告をします。 

  まず、夏季対策としましては教室内に２台の

扇風機、これ壁づけでありますけれども、それ

と廊下からの大型の扇風機による送風を行いま

した。しかし室内温度がもはや30度を超える、

31度も超えていたというふうな危険な状態で継

続して授業を行ったという報告です。期間中に

頭痛発熱を訴えまして保健室に来室した児童生

徒は、連日ですけれども10人から14人に上って

おります。中には医療機関で点滴治療を受けた

児童生徒も存在します。また、７月１日から17

日までの３週間で１年生から９年生、９年生と

萩野学園では呼びますけれども、延べ85名が不

調を訴えまして保健室を訪れた。その現実と、

連日10名近い児童生徒が不調を訴え欠席したと

いう、そういうような実態がありました。これ

は、きちんとした報告としてその数字は間違い

ないということです。 

  当然に保護者からは、この猛暑に対する対策

の不備、それから生徒が次々ともう倒れるよう
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な異常事態、これを黙認するのかと非常に強い

苦情があったわけです。恐らく教育委員会のほ

うにも直接抗議もあったかと思いますけれども、

この寒暖差の適応能力の向上を図りたい、あと

他校とのバランスだというふうな理由によって

エアコンの不設置、エアコンがついていないと

いうことは今回のような猛暑日がほとんどであ

った夏がまた来年もくるかもしれません。そう

いうふうな授業は、いわばもう児童生徒の虐待

に近いんじゃないかと、そういうような状況で

ないかと思っております。幾ら適応教育だとい

いましても限度があります。とても容認できる

状態ではないということでございます。 

  また来期の夏に向けたそのエアコンの導入と

かの検討、その念頭に置いた市の考えをお願い

したいと思います。 

  また、あわせて施設面の諸問題についてであ

りますけれども、これも専門員の方や担当職員

による都度の対応がありまして、改善されなが

ら進行しておりますけれども、今後は泉田小学

校の跡地にテニスコートができまして、それか

ら萩野学園のほうでも施設面、その両方のカバ

ーした技労作業というのが始まります。 

  そこで使用している軽トラックです。これに

特化していきますけれども、軽トラックについ

ては個人所有で今やっております。それをその

賄って個人所有に任せている現状はどうであろ

うかということです。これをもし慣行的に技労

員の仕事だから自分の車を使いなさいというの

であれば、それはもう市役所の中にある各課で

も全て個人所有車を使わせるというので平等で

はないかということです。 

  また旧小学校、今昭和のほうは有効利用され

ておりますけれども、基本的にまだ泉田と萩野

に関してはその跡地利用について住民の方々と

現時点で要望されているその市の考え、それと

他の協議内容をお伺いしたいと思いますが、論

点として今泉田小学校に関しては照明器具とか

これからの有効利用についてまだ議論がなされ

ていないのではないかという点と、今後萩野小

学校の校舎と体育館についてはもう解体すると

いうような方向性が一つの選択肢としてあると

聞いております。もっと住民の方々との協議、

旧萩野小学校跡地利用の検討委員会というのが

あるものですから、そことの十分な協議による

決定、それから代替的ないろんな案の検討が必

要かと思いますがいかがでしょうか。 

  また、これも小中一貫の建設協議会、設立当

時よりあった話ですが、柏木原と黒沢地区、そ

の学校間それと学校間のつなぐ道路、それの歩

道整備と今現行の桜通りの歩道の改善です。こ

れについて市の考えを伺いたいと思いますが、

この論点事項としましては現時点では児童生徒

の通学路、これは今着色、道路に色をつけまし

て視覚的に道路の車幅を狭めているというふう

な現状で対応しておりますが、今後ずっとこの

ままでいくのか、それともきちんとした歩道整

備を検討していくのかという話です。 

  論点２としまして、今桜通りの通学路という

のが、今県の総合支庁と話をしておりまして学

校関係者や地元区長、皆が協議を行っている現

状ではありますが、もうことしの冬に入りまし

て除雪の問題どうするかというふうな毎年同じ

ような話が持ち上がってきます。桜並木もあり

まして非常に障害物が多い歩道なものですから、

その辺で協力してくださる近所の住民の方々と

の話し合いも今つきそうでありまして、県のほ

うでもある程度の燃料費の補助をするというふ

うな話になっておりますが、非常にその補助費

が安いというかもうほとんど小遣い程度という

ふうな感じになっております。その辺で市とし

ても県道だから、県の歩道だからだめだという

ふうなそういう短絡的な考えではなくて、ある

程度市でもその補充できない分の補塡とか、あ

と燃料費の補塡、それから機械の無償貸与とか

できないものかということで、いろんな質問を
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住民の方々からはいただいております。 

  またこのことは確かにもう県との兼ね合いが

あるのは承知しております。もう県道ですから

管轄権の問題あると思いますけれども、その辺

は児童生徒の命の安全だという点を踏まえまし

て、今後そういうような垣根を取り払ったよう

な対応をできないものかということをお伺いし

たいと思います。お願いします。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

清水清秋議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、萩野学園開校後の諸

問題等について私のほうからお答え申し上げま

す。 

  萩野学園の夏季対策でございますが、ことし

の夏も暑い日が続き子供たちの健康、体調管理

に十分に目配りをして対応したところでござい

ますが、ことしの萩野学園につきましては周辺

外構工事の騒音やほこりなどの影響もあり窓を

開くことが制限され暑い思いをしたと聞いてお

ります。今後は湿度並びに体感温度を下げるた

め窓を開放し換気対策を行うとともに、普通教

室などに設置しております扇風機を回すなど暑

さ対策を施し、また脱水症状を防ぐため子供た

ちに水筒を持たせ小まめに水分補給をさせるな

ど、子供たちみずからが考え行動するよう指導

をしていきたいと思います。 

  また、優先すべき特別室の保健室、図書室な

どに空調設備を設置しており、普通教室につき

ましては文部科学省の平成26年度調査結果によ

るところですが、山形県内の普通教室への設置

率は9.1％で原発関連で設置が進んでいる福島

県の19.7％に次いで、これでも東北では高い率

になっているということもあり、今後の気象条

件の変化や環境状況などを見ながら実施するの

であれば市内小中学校の全体事業として検討し

てまいりたいと考えております。 

  続きまして、施設の維持管理でございますが、

現在萩野学園に配置しております技労員１名で

維持管理を行っており、状況に応じて複数人で

作業する場合はシルバー人材センターなどから

人材を派遣していただき対応しております。 

  また、作業車両については市内小中学校用と

して校務車両を２台配備しており、各校で融通

し合いながら使用しております。今後は作業効

率の向上を図るために台数をふやすよう検討し

てまいりたいと考えておりますので、御理解の

ほどよろしくお願いいたします。 

  萩野学園の開校に伴い廃校となりました旧泉

田小学校のグラウンド施設の活用方法につきま

しては、昨年度測量設計業務を発注し土地の利

用形態について調査を行い、スポーツ広場的な

施設を計画しているところであります。この結

果をもとに今後は学校づくり協議会や泉田まち

づくり協議会などに提示し、地域の皆様から御

意見をいただきながら管理手法や整備時期も含

めましてよりよい施設整備を進めてまいりたい

と考えております。 

  続きまして、旧萩野小学校の活用方法につき

ましては、地元の皆様から体育館を地域の活動

場所として利活用したい旨や、市道萩野鉱山線

の道路改良などの要望をいただいております。

建物につきましては、教室棟は昭和50年度、体

育館は昭和55年度に建設され、ともに耐震基準

以前の建築であり耐震性が確保されていないこ

とや電気機械設備の老朽化などからいずれ建物

の解体を考えております。グラウンド施設にお

きましては、地域の活動場所として活用できる

よう地域の皆様と調整を図ってまいりたいと思

います。いずれにしましても、跡地利用につき

ましては以上のことを踏まえ協議を重ねながら

進めてまいりたいと思っておりますので、御理

解のほどよろしくお願いいたします。 

  続きまして、通学路の安全対策につきまして

は、毎年春に教育委員会、道路管理者、新庄警

察署及び各学校ＰＴＡの通学路安全担当者で合

同点検を実施しております。その点検実施箇所
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の中で山科議員が懸念する危険箇所についても

点検を実施いたしました。 

  柏木原地区から学校間の市道の通学路につい

ては、歩道、ガードレールもなく路側帯につい

ても非常に狭くなっている状況であり、萩野学

園開校によりこれまで以上に児童生徒の往来が

多くなることも想定されていましたので、平成

27年度に市道管理者が県道交差点から柏木原南

の交差点までの車道部分を狭めて外側線を引き

直し、両側路肩部分のカラー舗装を行いました。

また、警察により市が改良した部分を30キロメ

ートル規制とし標識を設置したことにより通学

路の危険改善対策が講じられたと考えておりま

す。 

  また、黒沢地区の通学路についても危険箇所

として以前より歩道の設置要望が出されていた

ところであります。そこで市としては、県道管

理者へ歩道設置の要望を行っておりますが、県

においても道路敷に余裕がある道路部の路肩拡

幅及び道路部に合わせて３カ所の橋梁部幅員拡

幅を検討していると伺っております。 

  桜通りの歩道の改善については、県道管理者

が平成28年度に徒歩通学の児童生徒の安全を守

るガードパイプの設置と自転車通学の生徒の安

全を守るカラー舗装をした自転車優先帯の設置

を行うという情報を得ております。 

  また、冬期間の歩道の除雪対策については、

確実な歩道除雪を県道管理者へ要望しており、

平成27年の冬期間より国道泉田十字路から萩野

学園までの歩道について搭乗用除雪車での除雪

の可能性を含め検討していると伺っております。

また、市のほうも十分に県のほうに協力をして

まいりたいというふうに思っております。 

  以上でございます。 

５番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

清水清秋議長 山科正仁君。 

５番（山科正仁議員） ありがとうございます。 

  いろんな面でまだまだ萩野学園に関しては諸

問題起こると思いますが、先ほど佐藤議員がお

っしゃったようにいろんな面でこれから明倫中

学校区の統合とかと鑑みまして、いろんな萩野

としてもいい指標になりたいなと思っておりま

す。その指標が決してマイナスな面ではなくプ

ラスな面でいきたいと思っておりますし、今後

またほかの学区でもいろんな集約が行われる可

能性あると思いますので、その辺も踏まえてし

っかりとした対応をお願いしたいと思います。 

  今、１点だけグラウンドに関しての話をいた

だきましたけれども、喫緊の課題としまして今

これからちょっと出てくる話だと思うんですが、

萩野学園のほうのグラウンドと並行して使うと

いうことで、その辺の問題がこれから出てくる

と思います。いろんな面で一応専門員の方と話

をしながら、こちらのほうもＰＴＡそれから学

校関係者との連携とりましてやっていきたいと

思いますので、その辺はよろしくお願いしたい

と思います。 

  それでは、４番の住民の要望・意見事項につ

いての対応についてという話に入りますが、こ

れもせんだって区長と市長のまちづくり会議等

の住民の方々の要望とか意見を吸い上げる機会

で発言された、それから提示された案件に対す

る回答というのが非常に曖昧な言い回しがあっ

たなというふうな印象を私は受けました。一例

を言いますと、善処しますとか、それから慎重

に検討させていただきます、それから持ち帰っ

て討議させていただきますとか、そういうよう

な答弁、回答には基本的には同時にいつまでど

ういう方法でというふうなことが明確にすべき

ではないかなと思っております。仮にできない

のであれば、明確にこういうわけでできません

よというふうな返答が、それがなかなか伝わら

ないという意味で大変住民の方々は不信感を抱

くような状況になっていると感じております。 

  したがって、行政手続法の中で申請というの

があるわけですけれども、その項目で回答まで
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の標準処理期間、努力義務なんでしょうけれど

もそれに準ずるような回答方法を用意をして、

地元の方にすぐ返事を返せる、理解をしてもら

えるという、確かに優先順位という問題がある

んでしょうけれども、優先順位があるのであれ

ば大体いつまでだ、今何番目なんだというぐら

いの回答をしていただける、それが先ほども言

いましたけれども住民の不信感、それとコミュ

ニケーションをとれると重要な問題ではないか

と思いますがいかがでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 区長と市長のまちづくり会議につ

いてでありますが、新庄市区長協議会と共催で

実施しております。各地区の住民の市政に対す

る意見や考えをそれぞれ区長に取りまとめてい

ただき、市政への意見として事前に提出してい

ただくものであり、地区の代表としての区長と

市長とがそれぞれの立場から意見交換を行う場

と位置づけております。 

  また会議の進行上、地域の課題として各地区

から要望や事前に提出されなかった意見を取り

扱う場合もあり、その場で明確に回答できない

ときは後日個別に回答しております。 

  行政手続法における申請と区長と市長のまち

づくり会議で取り扱う市政への意見等とでは性

質が異なりますが、御指摘のとおり市民からの

信頼を得ていくためにより明確で具体的な回答

を行うことの重要性は認識しております。 

  いただいた意見や要望についてはいずれも市

民の皆様の声であり、可能な限り実現したいと

いう思いはありますが、限られた財源の中で事

業を実施していかなければならないため市全体

に寄せられる要望の中で相対的な優先順位をつ

けなければならないことも御理解いただきたい

と思います。 

  具体的な回答ができない場合でも地域の状況

を把握した上でこれまで以上に丁寧な回答に努

めてまいりたいと思います。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

５番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

清水清秋議長 山科正仁君。 

５番（山科正仁議員） やはりこれが一番住民の

方々と、我々の議員もそうなんですけれども、

住民の方と語り合うときに約束の問題になって

しまいまして、うそつき呼ばわりされるという

ふうな現状もあるわけです。いつまでたっても

やってくれない、言っても無駄だというと非常

に人間というのは不信感を通り越してどうでも

いいやという形になってしまいますので、その

辺はっきりした対応がこれから求められると思

います。その辺はきっちりお願いしたいと思い

ます。 

  それでは、最後になりますけれども５番の定

住自立圏構想の中心市としてのモラル向上につ

いてというふうな話に入らせていただきます。 

  我々議員側のほうでも大変注意すべき点では

あろうかと思います。ある住民の方から市役所

来所したときに、その市役所内部での対応の問

題、それからイベントとか行事がありましたけ

れども、それにおける担当職員のその現場とい

うかその会場での態度の苦情とかをちょっと私

受けたことがありました。これは個別にそれを

指摘するつもりはありませんし、そういうふう

なことは今後直していかなきゃならんとは思い

ますが、今後定住自立圏の構想の中心地として

名乗りを挙げている新庄市としましては、今後

新庄まつりとかいろんなイベント、そのときに

ほかの自治体の方々とか、それからその関係構

築、それから人的な交流がかなり深まってくる

と思います。今よりもずっと重要なポジション

になると思いますので、この一層のモラルと自

覚が要求されてくると思います。その辺、今後

市の対応はどう考えておられるか取り組みを伺

いたいと思います。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 
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清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 議員最後の御質問に当たりますが、

定住自立圏の構想の中心市としてのモラルの向

上について市としてどのように取り組んでいく

かという御質問でありますが、施政方針の中に

もございますが「新庄まつり」や「食」を素材

にした魅力を全国に向け発信し、交流人口の拡

大を図っていくことで地域経済の活力を高めて

いく。そのためには職員一人一人がその目標を

共有し、新庄市を訪れる方にまた来たいと思っ

ていただけるように、また市役所に来られる方

に対しましては本来市役所に用事がなければ来

たいとは思わない方がほとんどであります。本

当にたまに来る市民の皆さんにいつも丁寧で親

切な対応をしなければならないということを機

会あるごとにお話をさせていただいております。

最近は職員の対応がよくなったというお褒めの

言葉をいただくこともございますが、議員が言

われましたように苦情があったということにつ

いては大変残念に感じているところでございま

す。 

  現在、市職員に対する取り組みといたしまし

ては、新規採用職員には接遇能力及びコンプラ

イアンス意識向上のための基礎的研修を行うと

ともに、それ以外の職員につきましても各種研

修機関に毎年一定の職員を派遣し市職員として

の資質の向上を図っているところでありますが、

今後につきましては日常の業務の中において市

民の方に対する丁寧で親切な接遇対応を行って

いくことをさらに徹底し、定住自立圏の中心市

の名に恥じない新庄市役所をつくり上げてまい

りたいと考えておりますので、御理解賜ります

ようお願いいたします。 

  以上、答弁とさせていただきます。 

５番（山科正仁議員） 議長、山科正仁。 

清水清秋議長 山科正仁君。 

５番（山科正仁議員） ありがとうございました。 

  質問の１番、２番に関しては今後の検討が大

変これから注目される点でありますので、今後

も私のほうも見ていきたいと思います。あとは

３番の学校に関することに対しても今後ともよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  今、これで私の質問を終わりとしますけれど

も、いただいた回答に対するしっかりしたこの

政策をもって今後従っていただきたいと思いま

すので、これを強く祈念して私の質問といたし

ます。ありがとうございました。 

清水清秋議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時３１分 休憩 

     午後１時４１分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

叶内恵子議員の質問 

 

 

清水清秋議長 次に、叶内恵子君。 

   （２番叶内恵子議員登壇）（拍手） 

２番（叶内恵子議員） 通告に従いまして質問さ

せていただきます。 

  最初に、新庄サイクルスポーツセンターが有

効活用されることが新庄市の活性化につながる

一つの大きな可能性を持っているツールだなと

思っておりますので、最初の質問とさせていた

だきます。 

  市内にあるスポーツ施設がテニスコート、市

体育館、来年は陸上競技場と一つ一つ改修され

ていく中で改修の順番を今か今かと待っている

スポーツ施設があります。二ツ屋の山合いにあ

るので市民の目には触れにくいのですが、それ

は新庄サイクルスポーツセンターです。東日本

大震災の際に被害を受けてしまいました。昭和

50年９月に完成し、その後多くの優秀な成績を
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輩出してきました。市体育館や陸上競技場同様

歴史と伝統があり数々のドラマを生んできまし

た。国民体育大会では、自転車競技のトラック

レース種目が実施されることから、原則として

一都道府県につき１回１個以上は必ず設置しな

ければならないということに起因して、47都道

府県に競技場もしくは自転車競技場が設置され

ています。新庄にある自転車競技場は山形県に

１つしかない自転車競技場なのです。 

  岩手県を例にしますと、岩手県の自転車競技

場は紫波町に町営の自転車競技場があります。

これは岩手県唯一の競技場です。そして町内に

自転車競技部を持つ高校があり、その高校の在

籍選手は現在13名です。紫波町にとって競技人

口の数が自転車競技場維持運営する上での根拠

にはなっていません。自転車競技場は町民にと

って郷土の誇りなのです。紫波町では町内に強

豪校があるということと、岩手県内唯一の自転

車競技場を町のシンボルとして自転車ロードレ

ースを想定したサイクルパークを保有していま

す。全国有数のトラックとロードの両競技を町

内で完結させることができる自治体であること

から、自転車の町として積極的なシティプロモ

ーションを行っていました。そして、土曜日曜

は一般に開放し、子供から大人までバンクで走

れる環境を提供しています。これは自転車競技

の人材確保と人材育成、自転車競技の普及につ

ながっているという担当者の声を聞くことがで

きました。 

  新庄サイクルスポーツセンターの開始を望む

声が東北ブロックのあちらこちらから多く聞こ

えてくることに私は大変驚きました。そして、

逆に他県の関係する方々から新庄市の自転車競

技の歴史と伝統を教えられました。山形県から

はオリンピックも狙える選手を輩出していると

いうことでした。これらの選手は皆新庄サイク

ルスポーツセンターで練習してきました。そし

て市内にある自転車部を有する高校は現在でも

その業界においてはその名をとどろかせている

ということです。 

  山形県に１つしかないものが新庄市にあると

いう時点で、自転車と言えば新庄市と連想させ

ることができ、新庄市のイメージ戦略にも活用

できますし、ほかの自治体との差別化ができる

はずの施設です。ですが、この新庄サイクルス

ポーツセンターが震災で壊れたまま本来の機能

を果たせない状態にあるのです。この被害を受

け平成23年５月には修繕のお願いを市に対して

行っております。その後、平成26年10月には改

修を求める要望書を9,165名の署名を集めて提

出していますが、その要望書への十分な返答が

なされていないまま現在に至っています。新庄

市として自転車競技場に対する考えと機能回復

に向けた対応についてどのようにお考えである

かをお聞かせ願いたいと思います。 

  次に、自転車に関連しまして自転車イベント

による地域活性化という点からクリテリウム新

庄大会について質問させていただきます。 

  新庄市にはことしで23回も回を重ねるクリテ

リウム新庄大会があります。現在は新庄中核工

業団地内で開催されています。せっかくアスリ

ート性の格好よさと華やかさを備えている大会

なのに観客も少なく盛り上がりに欠けていて、

なんともったいないことをしているのだろうと

残念でなりませんでした。ロード系の自転車イ

ベントは、昨今のサイクリング人気も後押しを

しているため県内外で開催されていますが、ク

リテリウム新庄大会は全国的に見ても希少価値

の高いスポーツイベントなのです。 

  私は自転車競技の持つ地域活性化の可能性を

体感したいと考え、さいたま市で開催されてい

る自転車イベントに足を運んでみました。さい

たま市で開催されている自転車イベントは、世

界３大スポーツイベントの一つとも言われてい

るあの有名なツール・ド・フランスの名を冠に

持つクリテリウム大会でした。新庄市の規模と
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さいたま市の規模では比較検討にならないと思

われる方も多いとは思いますが、自治体の規模

はどうであれ競技性のあるクリテリウムという

サイクルイベントがどのようにまちに効果をも

たらしているのかを体感するには格好の事例地

だと思いました。 

  さいたま新都心の市街地に１周3.1キロの周

回コースを設定し、それを何週も非日常のスピ

ードで疾走する選手たちの迫力と熱気で会場は

老若男女、外国人の観客で埋め尽くされていま

した。どれほどの観客数かといいますと、これ

は昨年のデータですが会場周辺だけで約10万

3,000人、その他市内の３カ所に設置したパブ

リックビューイング会場で約４万人という数字

がたたき出されています。経済効果については、

直接効果、間接、１次、２次効果の合計で約28

億5,600万円を計上しています。さいたま市の

担当者は、ことしは去年の数字を上回っている

と言っていました。スポーツツーリズムには都

市や地域を活性化する極めて成長率の高い領域

として巨大マーケットが存在するという言葉を

実感する大会でした。 

  先ほどの質問でも申し上げましたが、山形県

の唯一の自転車競技場をきちっと整備して、新

庄クリテリウム大会にもきちっと予算をつけて

街なかで開催し、街なかに溶け込んだ自転車イ

ベントに進化させ発展させていくことができれ

ばいいのではないかと思いました。そして、そ

のことによって交流人口をふやし地域活性化に

貢献するイベントとして発展していくと考えま

すが、市としての考えを伺いたいと思います。 

  次に、スポーツイベントに関連しまして、ロ

ードレース大会、いものこマラソン大会につい

て質問させていただきます。 

  市民や愛好者が参加しやすいスポーツイベン

トとしてマラソン大会があります。ことしで19

回も開催を重ねてきたマラソン大会なのですが、

ことしは246人の参加ということなのですが、

市民の健康づくりの一助ともなるはずのマラソ

ン大会に参加者が少なく、見学している人も少

なく盛り上がりに欠けているということで、も

う少し見直してみる必要があるのではないかと

考え、山形県内の新庄市以外の13市でマラソン

大会を開催しているのか。開催しているとすれ

ば、どのような規模で開催しているのかを調べ

ました。 

  開催回数がまだ新しいものから、歴史のある

ものまで山形県内の13市ではいずれもマラソン

大会を開催していることがわかりました。県内

13市の中の山形市では、ことしで第３回目とな

るまだ日の浅い山形まるごとマラソンを開催し

ていましたので、開催することになった趣旨に

ついて山形市に伺いましたところ、小学生から

シニアまで幅広い年齢層の健康増進及び体力の

向上を図るということ、市中を走ることによっ

て山形市の魅力を伝え、市内外からの集客を図

り、ひいては地域経済への波及に貢献するとい

うこと、市民がスポーツボランティアや運営ス

タッフなどでかかわることにより市民にスポー

ツ大会を支える楽しみや参加する機会を提供す

るという返答が返ってきました。 

  山形まるごとマラソンは競技性と娯楽性を兼

ね備えた大会になっています。ことしの参加者

は各種目の合計で5,000人の募集を行ったので

すが、募集を上回り合計で5,701名であったと

いうことです。今後、試行錯誤のもとにさらに

大きな大会にしていくということでした。 

  また、お隣尾花沢市では第39回の伝統を持つ

全国花笠マラソン大会を開催していました。３

年前からマラソンコースを徳良湖を周回するコ

ースに変更し、エイドステーションを設け参加

者に尾花沢市の特産品を提供し、遊びの中で健

康増進という趣旨のもとに観光ＰＲを全面的に

押し出した大会としている旨を伺うことができ

ました。尾花沢市のマラソン大会は昨年、こと

しと1,000人を超える参加者になってきたとい
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う喜びの声を聞くことができました。 

  南陽さわやかマラソンでは、ことしは山形市

の大会と米沢市の大会に挟まれ参加人数が激減

するのではないかと危惧したそうですが、平成

26年の約2,000人から約400人を減らす程度にと

どめることができたので安心したという担当者

の声を聞くことができました。 

  13市いずれもマラソン大会をスポーツイベン

ト×観光、スポーツイベント×食、スポーツイ

ベント×感動・共感というように地域活性化に

つながる付加価値をもたらすイベントであると

理解し、積極的に取り組んでいることがわかり

ました。マラソン人気はデータを見ても衰えは

見えませんので、取り組み方によって地域を活

性化する大きな可能性を持ち合わせていると考

えます。全国至るところで開催されているため

に人を呼び込むのが難しいのではないかという

方があるかもと思いますが、開催される地域地

域の特色が違いますから他市の例を見てもわか

るように参加者を呼び込みやすいのです。 

  新庄市では競技性を追求するロードレース大

会、これは私も小学生のころにチャレンジしま

した。そして健康増進を重視した、いものこマ

ラソン大会が開催されていますので、この両競

技のそれぞれの特色を生かし同時開催をすると

か、コースを変更して街なかに持ってきて城下

町新庄の史跡をめぐるものにするとか、スポー

ツツーリズムとして他地域からの参加者を促し

街のにぎわいにつながり、市民がランナーとし

ても観客としてもボランティアとしてもたくさ

ん参加でき、市民が盛り上がることによって新

庄が１つになる日というようなキャッチコピー

を掲げられるような市民に末永く愛される新庄

市のイベントにすることはできないでしょうか。 

  折しも来年度は陸上競技場が生まれ変わりま

す。陸上競技場のリニューアルを祝って東山を

起点として市内を回るような新しい形のマラソ

ン大会を開催することもよいのではないかと考

えます。市としてのお考えを伺います。 

  次に、まちなか活性化についてとして新庄味

覚まつりについて質問させていただきます。 

  まちなか活性策の一つとして新庄味覚まつり

があると考えております。ことしで第８回を迎

えた新庄味覚まつりですが、昨年同様の予算で

昨年よりも約4,000人もの来場者をふやしてい

ます。新庄味覚まつりの認知度が年々定着し広

がっていることがうかがえます。ことしはメー

ン会場随所にテーブルと椅子が設けられていて、

来場者からは買ったものを座ってゆっくり味わ

えた、楽しかったと喜びの声を多く聞くことが

できました。この来場者の増加を見ると、新庄

味覚まつりの知名度を高め広げるための取り組

みがなされているかと思いますが、どのような

取り組みをなされていますでしょうか。 

  喜びの声も多い反面、味覚まつりという割に

はどこにでもあるようなものしかないというよ

うな苦言を言ってくれるお客さんもありました。

私自身はこの苦言こそ宝だなと思いました。そ

の後、会う人会う人に新庄の特産物または名物

料理といえば何でしょうと聞いているのですが、

８割方が言葉に詰まり考え込んで何だべなとい

う返答が返ってきます。新庄の特産品を市民が

再認識すること、物産振興と交流人口拡大を目

的としているよいイベントですが、肝心の新庄

市民が認識すべき特産品に曖昧さを感じます。 

  私は地方消滅リストを重く捉えています。新

庄市の存続を危惧するのは私ばかりではないと

思います。イベント一つが生き残りをかけた地

域活性化を促すための真剣勝負であると考えて

います。市として今後の味覚まつりについて、

どのように発展させていく考えなのかお伺いし

ます。 

  そして、最後になりますが、あけぼの町飲食

店街について質問させていただきます。 

  私たち新庄市の終戦直後の物資不足の混乱の

中、当時の新庄市の人々のあすを生き抜くエネ
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ルギーとともに、自然発生した闇市が軒を連ね

ていた時代はその日の生活に必要な食料品や衣

料品などの必需品を求めて遠くは湯沢からも買

い物客が来るほど多くの買い物客で混雑し、縁

日のようににぎわっていたといいます。闇市の

露天商から始まったあけぼの町は、時代の移り

変わりとともに現在の場所に定着し、その時代

その時代の新庄市民のニーズに呼応して自然と

飲食店街に変わっていったことを思うと、あけ

ぼの町飲食店街は新庄市の戦後の復興を代表す

る歴史あるにぎわいの発祥地であると言っても

過言ではありません。 

  このあけぼの町飲食店街のネオンサインが本

年４月24日将来の維持管理の観点から解体され

ました。実はあのユニークなネオンサインには

結構多くのファンがいて、写真を撮りに来る人

たちがいたということを御存じでしたでしょう

か。新庄市以外の人たちからすれば、あのネオ

ンサインは一つの名物と見られていました。そ

の名物がまた一つ姿を消してしまったと思うと

とても残念でなりません。 

  働く市民の、そして最上地域全体のあすの活

力を担ってきた歴史と文化のあるあけぼの町飲

食店街ですが、街区全体の建物も老朽化し空き

店舗もふえてきました。それぞれの建物は個人

所有のため、当局ができることに限りがあると

考えてしまうのですが、この状態を見るにつけ

どうしたら活性化できるのかイノベーションで

きるのかと考えるのは、私ばかりではありませ

ん。 

  地域活性化を促すためにはソフトとハードの

両面を整える必要があると考えます。その課題

への取り組みの一例として、中心市街地活性化

基本計画の策定があるのではないかと考えます。

現在国は地方創生の政策のもとに戦略的中心市

街地商業等活性化支援事業補助金や、中心市街

地再生事業費補助金など地方の活性化を推進す

るために利用できる補助金をさまざま用意して

います。これらの補助金を活用するためには、

中心市街地活性化基本計画の策定が必要となり

ます。この基本計画の策定を基盤にして、行政

と民間が一体となって地域力の向上を目指し地

域課題の解決に取り組むことができるのではな

いかと考えます。 

  例えば、山形市では衰退する中心市街地を何

とか活性化できないだろうかと中心市街地活性

化基本計画をもとに七日町の地権の入り組んだ

問題を解決して、御殿堰という歴史と文化を生

かしたまちづくりによって商店街の活性化に取

り組んでいます。そしてこの事業をさらに拡大

していく予定です。 

  中心市街地は人が来て楽しめる街でなくては

なりません。街に行くというだけで人の心をわ

くわくさせなければ中心市街地としての意味を

成しません。来街者をふやさなければ中心市街

地である意味がないと考えます。あけぼの町は

やわらかい都市文化によって形成されてきまし

た。やわらかい都市文化は刺激を加えることに

よって社会の変化をリードしやすい側面を持っ

ていると考えます。あけぼの町は街のにぎわい

をリードすることができる可能性を持っている

と考えます。あけぼの町の飲食店街活性化のた

めの対策について、どのようにお考えであるの

かお伺いいたします。 

  以上、５点につきまして少々長くなりました

が質問いたしました。どうぞ御答弁をお願いし

て、私の質問とさせていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、叶内市議の御質問にお

答えいたします。 

  多岐にわたるソフト、ハードのその両面の提

案、大変ありがとうございます。 

  私からは、まちなかの活性化味覚まつり、そ
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してあけぼの町飲食店街について述べさせてい

ただきます。またそのほか施設関係に関しては

教育長のほうから答弁させますので、よろしく

お願いいたします。 

  御指摘のとおり味覚まつりについて大変さま

ざまな方から御意見をいただいたと、まさしく

辛口こそが大変なことだろうというようなこと、

まさしくそんなふうに思っております。 

  今回の味覚まつりにつきましては、規模を、

場所を２点に絞りまして50店舗に出店していた

だいたということで、非常に駅前通りと南本町

商店街というふうな両方の流れの中でスムーズ

に流れたというふうなことが好評につながった

のではないかなというふうに思っております。 

  このことを通しながら、皆さんに新庄の名物

は何だというようなことを思ったときに、新庄

の方がなかなか自信を持って言えない。これが

新庄の特徴だと思っております。これを探し出

すためにこの味覚まつりを始めたという思いで

あります。この中から一つ一つが新庄のものと

いうものが選別されてくる。あそこに行ったら

これが食べられるというものが出てくるのかな

と。この回数を重ねることによって、新庄の名

物というものがそれぞれを共有することが可能

になるだろうという思いをしているところでい

ます。 

  今後のＰＲにつきましては、これまで新庄、

湯沢、大崎とのつき合いを大変強めてまいりま

した。大崎、それから湯沢の関係団体と新庄市

の場合、ｉｋｉｋｉというフリーペーパーが今

出ております。年３回ほどですが、それぞれの

地域のよさをラーメンマップであったり、スイ

ーツであったり、お酒のつまみであったりとい

うようなことの関係が非常に強化されてきてお

りますので、それぞれのイベントをそれぞれの

市町の広報に交互に交代でそれぞれを掲載する

ことはできないかというふうなことを今後考え

ているところであります。湯沢市の広報に新庄

のお祭りを、また新庄の広報に湯沢のお祭りを

と、そういうふうなことで交互に地域の幅を広

げていきたいというようなことができないか今

担当のほうで一生懸命そういうことを探ってい

る状況にあります。こうした歴史を積み重ねる

ことによって、さらに洗練された味覚まつりに

なっていくのではないかというふうに思ってお

ります。 

  次に、あけぼの町飲食店街でありますが、昨

年県内初めての新庄バル街を開催いたしました。

この事業は参加者同士の交流や今までに入った

ことのないお店への入店を促して、あけぼの町

飲食商店街も含めた市内飲食店を活性化させる

ことを目的としております。あけぼの町商店街

の参加を得ながら市内多くの飲食店を対象に実

施しましたが、ことし２回目となった開催とな

りプレミアム付チケットを販売し、参加者から

は大変好評を得たところです。 

  また平成19年度には、あけぼの町飲食店を利

用するお客様が少しでも快適に過ごせるように

というふうなことで、２カ所のトイレを改修を

行って環境整備の支援とイメージの向上を図っ

たつもりではありますが、利用者の方々からも

っと近代的な、あるいはきれいな男女別のとい

うふうな年々要望が高まっていることも承知し

ております。そんな意味で、今後より快適で利

用しやすいトイレの整備なども検討してまいり

たいというふうに思っております。 

  また、これまで商業地域空き店舗等出展支援

事業費補助金などによってさまざまな支援を行

ってきておりますが、これまでは飲食をサービ

スで出す目的のものは支援してきませんでした

が、今後はある一定のゾーンで、例えばあけぼ

の町商店街においてさらに開店したいというよ

うな場合の補助金の枠を広げるというようなこ

とも一つの考え方として今検討しているところ

であります。大事な税金を投入いたしますので、

つくりました、すぐなくなりましたというふう
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なことではいけないということで、これまでは

慎重に支援する対象を絞ってきましたが、その

こともある程度開放的にしていきたいというふ

うなことで出店を促していきたいと、改造費等

にする場合にはそのところで開店したいという

飲食業の方にも枠を広げていきたいというふう

に考えております。 

  そうした意味で、山形の御殿堰の話もありま

したが、これは行政だけで決してできるもので

はなく、地域のそのリーダーといいますか、そ

この地域のリーダーがやはり何といっても取り

まとめ役にならないと、行政が入り過ぎますと

大変複雑な、利権が絡んでくるということで非

常に複雑化になってきてしまうということで、

商工会議所あるいは地域の皆さん、それから同

じくそういう不動産関係者とかの皆さんとの話

し合いの中からと思っております。 

  私の願いとしては、あけぼの町を何とか文化

財にしたいという思いでおります。あの伝統と

歴史のレトロな雰囲気というのは、消してしま

っては二度と復活できないという思いもありま

す。そのために、バル街あるいはあけぼの町の

皆さんのやっているはしご酒、たしかはしご酒

というか今ネーミングが変わったかわかりませ

んが、非常に懐かしがって来られる方も多くお

店の中でお会いしている状況もあります。大変

貴重な、私はポジションだというふうに思って

おります。そんなことを意味合いしながら、一

つ一つ着実に進めてまいりたいというふうに思

っています。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

清水清秋議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私のほうから新庄サ

イクルスポーツセンターについてお答えいたし

ます。 

  新庄サイクルスポーツセンターは、新庄市体

育協会の所有する県内唯一の自転車競技施設と

して、議員のおっしゃるように国体やインター

ハイなどで活躍する選手たちの競技力向上に貢

献してまいりました。が、東日本大震災によっ

て走路が崩壊したことにより、施設の使用を現

在は中止しております。 

  走路の改修費につきましては、２億円を超す

ものと見込まれており、県や日本スポーツ振興

センターの助成を活用するとしても新庄市体育

協会への財政支援はかなり大きなものとなりま

す。現在市では耐震補強工事を実施している体

育館を初め、来年度には陸上競技場の大規模改

修を計画しており、市が所有する施設の改修計

画の中にあってはサイクルスポーツセンターへ

の改修費の負担順位はどうしても低くなってし

まいます。 

  また、走路だけでなく管理棟の改修や維持管

理費などのことを考えた場合、サイクルスポー

ツセンターの運営を市のみで助成していくこと

は難しいと考えており、今後とも県などと協議

を重ねてまいりたいと考えております。 

  続きまして、クリテリウム新庄大会について

であります。 

  23回を数えるクリテリウム新庄大会は、平成

４年のべにばな国体自転車競技の実施を契機に

開催されております。クリテリウムとは他の交

通を遮断して街なかにつくられた短いコースを

何度も周回する自転車競技の総称であり、コー

スの選定についてはでこぼこやカーブ等の道路

状況や周辺コースへの影響も考慮する必要があ

ります。本市において市街地で大会を行う際に

は、相当な人員の確保が見込まれ安全確保に必

要な諸条件がクリアされなければ道路使用許可

もおりないことから、運営方法の検討にもかな

りの準備期間が必要になります。経費について

も相当な財政負担を伴うことから、市としても

全面的な財政支援を行うことは難しい状況であ

ります。 

  議員がおっしゃいました全国的には埼玉のツ
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ール・ド・フランスさいたまクリテリウムのよ

うに市街地コースを設定し10万人を超す来場者

を数える大規模な大会も開催されておりますが、

本市においては現在の大会運営を充実させるこ

とでサイクルスポーツの機運を広げていきたい

と考えております。 

  続きまして、ロードレース大会、いものこマ

ラソン大会についてであります。 

  新庄ロードレース大会については、陸上競技

場周辺を会場とし、新庄地区陸上競技協会の協

力を得て最上管内の小中高校生の走力向上を目

的に開催され、現在で53回を数える歴史ある大

会であります。 

  また、いものこマラソンについては、山屋地

区を会場とし参加者の体力向上を目的に開催さ

れ、現在は市スポーツ推進委員協議会が主催し、

ことしで19回目となります。 

  現在はそれぞれの開催趣旨から、競技性の強

いスポーツとレクリエーション的要素の強い生

涯スポーツとして区分し開催している現状であ

ります。 

  現在県内では年間を通し約40のマラソン大会

があり、昨今の健康、マラソンブームの流れに

よりウォーキングを組み合わせた競技種目設定

や、議員がおっしゃるように食、観光を組み合

わせるなど内容に工夫を凝らした大会もふえて

おり、比較的規模の大きい大会には１万人を超

す参加がある状況です。 

  本市においては、２つの大会の開催時期が近

いという課題はありますが、趣旨が異なること

を踏まえそれぞれの大会の内容充実に努め、叶

内市議がおっしゃるような提案も入れながら参

加者及び交流人口の拡大に努めてまいりたいと

考えております。 

  以上でございます。 

２番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

清水清秋議長 叶内恵子君。 

２番（叶内恵子議員） 御答弁ありがとうござい

ました。 

  最初にサイクルスポーツセンターについて再

度質問させていただきたいのですが、市だけで

修繕するのに２億5,000万円からかかってくる

というのは聞いているものですから、市だけで

は大変だなと私もそれは思います。ですが、山

形県との協議はされていらっしゃるのでしょう

か。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 サイクルスポーツセンタ

ー、県との協議ということでございますが、県

のスポーツ保健課等と随時連絡をとりながら話

し合いを進めているところでございます。 

２番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

清水清秋議長 叶内恵子君。 

２番（叶内恵子議員） 今現在どのような状況で、

状況といいますか話し合いの中でサイクルスポ

ーツセンターのこの方向性というか、どのよう

になっているのかお話しできるところまでで構

わないので教えていただければと思うんですが。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 先ほど市議もおっしゃっ

たように、改修には２億5,000万円と言われる

改修費がかかるわけでございます。県のほうで

県内に１カ所といった競技施設については３分

の１の補助を出しましょうということで、そう

いった制度をつくっておりますが、残りを財政

負担、新庄市にもかなりの負担が必要だという

ことであります。また、こちらのほうでは雪が

降りますので、サイクルスポーツセンターは常

に毎年雪にさらされるといった状況になります

ので、そうしたことを踏まえましてこちらのほ

うでは別の場所にということでお願いをしてい

る状況でございます。しかしながら県において

も、新たな施設をほかにつくるといったことに

はいろんな心配もありますので、そういったと
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ころでなかなか話し合いが進んでいないという

状況でございます。 

２番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

清水清秋議長 叶内恵子君。 

２番（叶内恵子議員） 確認させていただきます

が、ほかの場所というのは新庄市からほかの雪

の少ないところにでもつくってもらったらいい

かというそういうような話をされていらっしゃ

るということなんでしょうか。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 はい、そういった趣旨で

話し合いをさせていただいております。 

２番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

清水清秋議長 叶内恵子君。 

２番（叶内恵子議員） 今後の市と県との話し合

いの中で、できれば新庄市からなくならないこ

とを私は願っているんですけれども、またどの

ように進んでいくのか状況を教えていただけた

らいいと思います。今、その間自転車競技を、

バンクを使って練習をしたいという方たちが実

際高校の競技部にしても練習できない状態にあ

ることは御存じだと思うんですが、その練習す

る代替地じゃないですけれども、そういったこ

とってお考えにはなっていらっしゃらないでし

ょうか。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 県外のほうで練習してい

るという状況は伺っております。ただ、新庄市

の中でここがいいんじゃないかということでは

こちらのほうからは提案はしておりません。 

２番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

清水清秋議長 叶内恵子君。 

２番（叶内恵子議員） これはこの先も提案はさ

れないということでしょうか。結構ロードで練

習をせざるを得ないので、普通に走っている状

態であれば、危ないと言ったら危ないと思うん

ですが、ただ体をつくる段階に入ったときにど

うしても疾走して体をつくっていくということ

が考えられるので、その練習地含めてもう少し

考えてあげてほしいなと願っていますがいかが

でしょう。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 自転車の競技大会に向け

てどういった練習のスケジュールがあって、ど

ういったことを順番にやっていくというのは私

のほうで今現在把握しておりませんが、ロード

レースも非常に車の通るところですと危険だと

いうこともございます。またそうしたことにつ

いては、私どもが提案するよりももう既に練習

場をここが適地であるということでは、そちら

のほうで練習しているものと考えております。 

２番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

清水清秋議長 叶内恵子君。 

２番（叶内恵子議員） ありがとうございました。

余り納得していないのですが、済みません。練

習地、使えない、もう４年前から使えないとい

うことで、震災の後から使えないということで

もう既に練習は自分たちでカリキュラムを組ん

で安全に事故とかないように練習をしていると

いうことはわかっているんですが、その練習場

所として提供できないということに対して何か

そのままでいいのかなと思ったものですから質

問させていただきました。 

  次にクリテリウム大会なんですが、こちらの

ほう現在やっぱり市の財政難ということで予算

のほうを、いものこマラソン大会にしてもクリ

テリウム大会にしても予算のほうがちょっとか

けられない状態なのかなと思うんですが、今後

市のほうで多少なりとも予算をかけていくとい

うようなお考えがあるかどうかお伺いしたいと

思います。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 
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伊藤洋一社会教育課長 いものこマラソンにつき

ましては、小中高生１人500円ずつの御負担を

いただいております。そうした中で、こちらか

らの補助なしに現在運営できている状況でござ

います。また、昨年度については600名を超え

る参加者ございました。また同じように参加者

の御負担をいただいて、おいしいものを提供し

て、こちらからの補助なしで運営している状況

にございます。現在はそうした、例えば非常に

参加者がふえているような場合には検討してい

きたいと思いますが、現在のところ補助金を出

すという予定はございません。 

２番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

清水清秋議長 叶内恵子君。 

２番（叶内恵子議員） 参加者がふえたから予算

をかけるのでしょうか。参加者をふやすために

予算をかけていくというのも一つのあり方なん

じゃないかなと思うのですが、いかがでしょう

か。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 社会教育課としては、議

員も御存じのように昨年度テニスコート、今年

度体育館、来年度については陸上競技場を予定

しております。参加者をふやすために予算をか

けるという御意見でございますが、そうした予

算につきましても限度が、限りがございますの

で、どちらが先かという議論にはなりますが、

現在のところスポーツ推進協議会と一緒になっ

て参加者をふやしていくように努めてはまいり

ますが予算的な増額は難しいものと考えており

ます。 

２番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

清水清秋議長 叶内恵子君。 

２番（叶内恵子議員） スポーツイベント、いろ

んなスポーツイベントがありますが、マラソン

大会は特に参加者を他地域から人をすごく集め

やすいイベントだなと、どこを見に行っても思

っております。交流人口拡大、地域活性化と言

っているときにとても使いやすいものなのじゃ

ないかなと思っているんですが、いかがでしょ

うか。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 交流人口拡大という話で

ございますが、現在社会教育課のほうで今年度

の12月の補正予算にも計上しておりますが、ユ

ネスコ無形文化遺産登録に向けたシンポジウム

の予算ということでお願いしております。ユネ

スコに、新庄まつりにつきましては東北で５つ

しかユネスコの無形文化遺産の候補に申請して

いるところがございません。そういう意味で言

えば、交流人口拡大については最も現在のとこ

ろ社会教育的には有効な手段なのではないかな

ということで、今回補正予算にシンポジウム開

催の経費を提案させていただいたところであり

ます。確かにスポーツイベント、それぞれイベ

ントについては開催をすればほかから観光客が

参ってくるということもございますが、現在の

ところ一番効率的なのは新庄まつりによる交流

人口の拡大ではないのかなと考えているところ

でございます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 クリテリウムの大会の会長という

ようなこともございますので、今後の考え方、

連盟の皆さんなどの話、今のやっている会場は

大変危険な状況にあります。大蔵に道路が開通

するようになりましてから通行もできないとい

うようなことで、連盟に対して会場の移転をし

てはどうかと。適地をぜひ探していただきたい

というようなことを申し入れしています。 

  １つに、休場から山を越えて萩野から来るコ

ースがあるんですが、人がいないという、見る

人がいないというような課題がございまして、

非常に難儀をしているんですが、連盟にはぜひ



- 57 - 

適地を探してもらいたいというようなことをお

願いしております。 

  それから先ほど提案のありました、スポーツ

による人口交流拡大の中でマラソン、どこでや

ってもふえてきているというようなことは承知

しております。今回、教育長との内部の話にな

るわけですけれども、陸上競技場の完成に向け

て実施をするというような方向で検討を指示し

ているところであります。ただし警察との協議

の中で問題になっておりますのが、やっぱり線

路であります。線路が新庄市の中心部を走って

いるものですから、そうしますと線路をしない

でやるということだと国道の13号、これは平行

で走っているということですので、どこを起点

としてどこを終着するかということが新庄市の

大きなこのイベントする以前から調査をさせて

いるんですが、13号線はとめられない、そうし

ますと東側のルートでしかできないという。そ

れでまた西側の例えば新庄中学校を会場にした

ときに線路を越えなければいけないというよう

な、この２点をどうクリアするかということを

警察と協議をしながら、アドバイスをしながら

進めなければならないというふうに思っている

ところであります。何にしましても、何とか陸

上競技場が完成した折にはぜひそういうふうな

大会を実施していきたいという思いのこともぜ

ひ御理解いただきたいというふうに思います。 

２番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

清水清秋議長 叶内恵子君。 

２番（叶内恵子議員） 市長どうもありがとうご

ざいました。 

  ぜひ、にぎやかなイベントにして地域活性化

のやっぱりどこを調べても経済波及効果という

ところを言ってしまったら市民が怒るかもしれ

ませんけれども、やっぱり経済波及効果があっ

てまちがよくにぎわっていくかなと私はどうし

ても仕事柄も思うものですから、イベントをぜ

ひ利用して、使えるイベントは宝の持ち腐れに

していないでどんどん使っていただきたいなと

願っております。 

  あと、あけぼの町の飲食店街なんですが、文

化財保護という形で取り組んでいくとするとど

ういったことができるという、質問の仕方ちょ

っと下手ですが、どのようなことが。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 答弁の中にない言葉を発言したの

で大変失礼ですが、文化財的な形として保存で

きればなという思いなんです。どうやったら文

化財にできるかということは非常に難しいこと

であります。しかし、それにふさわしいような

形の整備方法はないかということで、今商工観

光課のほうでこんな方法が、あるいはトイレに

ついては環境課のほうでこんな方法がと、今模

索している最中ですので、いずれ提案できるの

ではないかなというふうに思っています。 

２番（叶内恵子議員） 議長、叶内恵子。 

清水清秋議長 叶内恵子君。 

２番（叶内恵子議員） ありがとうございます。 

  商店街の方からもし例えば埼玉に行くとする

ならば川越に行って見てきたらと言われて、川

越のまちに行って駅前からは結構距離があるん

ですけれども、小江戸ですかね、の街区が明治

の前半、江戸の後半か何かに大火があって紛失

したというんですが、やっぱりまちの人たちの

商人の意気込みか何かですか、今でも保存され

ている姿を見るともう、平日だったのですが修

学旅行に限らず年配の方から若いカップルまで

まちを往来している姿を見ると、おおっとやっ

ぱり思いましたので、市長がおっしゃるような

方法も非常にいいのではないかなと私も思って

おります。 

  やっぱり、先ほど中心市街地活性化基本計画

のことを持ち出したのはイノベーションをやっ

ぱりしたいと考えたときに、どうしてもそこに

いる人の意識改革がなければイノベーションに
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つながっていかないとやっぱり思っておりまし

て、自分も含めてです。行政の側の方たちの意

識改革とまちの人たちの意識改革と、今本当に

どういう現状にあるのかということを本当に分

析しながら、どうやったら人が来るのかという

のを本当に考えながら、お互いによく話し合っ

ていかないとまちは活性しないなということを、

いろんなイノベーションスクールなんかにも行

きながら実感したりしておりましたのでちょっ

と持ち出させていただきました。皆さん活性化

したいという思いは同じだと思いますので、今

後ともよろしくお願いしたいと思います。 

  以上で私の一般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。 

清水清秋議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時２９分 休憩 

     午後２時３８分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小関 淳議員の質問 

 

 

清水清秋議長 次に、小関 淳君。 

   （４番小関 淳議員登壇）（拍手） 

４番（小関 淳議員） 穆清会の小関です。きょ

うも一問一答方式で質問していきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

  先日、市内の書店でシリーズ田園回帰という

本を見つけました。もう既に読まれていらっし

ゃる方もいると思いますが、人口減少著しい全

国の地方の中には、本来地域住民や集落が持つ

ポテンシャルを引き出し、都会から多くのＩタ

ーン、Ｕターンを迎えている市町村があり、ど

のようにしてそのような成果を上げることがで

きたのかを詳細に取材した本でした。その事例

に共通しているのは、どの市町村でも危機感を

持って冷静に地域課題を捉え、その課題解決に

向けて集落やその地域に暮らす住民みずからが

動き出し、それを自治体が強力に後押しをする

という構図でした。 

  まだ斜め読みしかしていませんが、まえがき

にはこのようなことが書いてありました。ま

ち・ひと・しごと創生法が成立し2015年度中に

全自治体で人口維持を目指す人口ビジョンと、

人口減少を克服する総合戦略を取りまとめるこ

とになりました。中略。人口等は人生の数にほ

かなりません。中略。数さえ多ければよいとい

うことではありません。幸せで美しい人生を一

人一人が具体的に享受することが一番大切なの

です。人口の問題を考えるに当たっては、断じ

て抽象的で小手先で拙速なものであってはなり

ませんと。新庄市でも同じようにかたい意志を

持って総合戦略を作成したと思っています。私

もきょうは単なる人が減り続ける問題を解決す

るための確認ではなく、市民一人一人の人生が

減少し続けないための確認作業をしていこうと

思っています。 

  それでは、質問に入ります。 

  まずは、安心して暮らせる防犯灯の増設につ

いてです。 

  新聞やテレビでは、毎日のように全国各地で

発生しているさまざまな事件や犯罪が報道され

ています。新庄警察署管内でも窃盗、暴行、詐

欺などの刑法犯罪が2013年には352件、そのう

ち新庄市では241件。2014年には373件、そのう

ち新庄市は235件。ことし2015年は10月末現在

で202件、うち141件が新庄。それぐらいの事件

が確認されています。このように毎年およそ

400件弱の犯罪が最上郡内で発生しており、こ

の数字からも大都市、地方都市を問わず、いつ

何が起きるかわからない状況にあるわけです。 

  市民が安心して暮らすためには、警察などの
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関係機関と市民がともに防犯活動を徹底してい

くことは当然ですが、まずは比較的犯行の多い

夜間の犯罪防止、さらに夜間の交通事故防止の

ための対策として防犯灯設備を充実させ犯罪や

事故を誘発する暗い場所をなくしていく必要が

あると考えます。 

  市内全域には約3,500灯の防犯灯があり、現

在ＬＥＤ化事業が進められています。しかし、

道路によっては防犯灯がありながら点灯してい

ない場所や、もともと設置されていない暗い場

所も方々に見受けられます。 

  そこで、現在の設置状況をどういう基準でど

のように調査し増設などの検討をしてきたのか、

そして今後どのようにして市民が安心して通行

できる夜の道を確保し、まちづくり総合計画に

もある安全で快適なまちにしていこうとしてい

るのかを聞かせてください。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小関市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  御質問いただきました防犯灯の設置について

ですが、現在市が費用負担して新設を実施して

いる防犯灯につきましては、各区長から要望を

いただいた後、現地を確認の上、必要性の高い

箇所から設置しております。 

  今年度は本日までに11灯を新設しましたが、

維持費の増加を理由に新設の要望をちゅうちょ

する町内会もあると聞いております。現在年間

使用しております電気料３割の助成を行ってお

りますが、助成分を差し引いても年間１灯当た

り2,400円程度の負担となります。さらに灯具

の老朽化による更新費用や維持費の増加が課題

に挙げられております。 

  この問題を踏まえ、議員の述べられたように

平成26年度より通学路を中心に既設防犯灯のＬ

ＥＤ灯への更新事業を実施しており、今年度は

３町内に合計で106灯の更新を行いました。そ

の効果を検証した結果、電気料金が４割程度減

少し、また地域住民の意見としましては夜間通

行時の見通しの向上、街並みの景観の向上など

の成果が挙げられております。 

  ＬＥＤ灯への更新や費用の補助制度に関して、

まちづくり会議等で多数問い合わせ、要望をい

ただいておりますが、全体で3,800灯弱のうち

従来式の防犯灯は3,400灯弱となっており、現

行のペースでの更新では要望に追いつかない状

況となっています。 

  このような現状を踏まえ、既設防犯灯の更新

と危険箇所への新設を速やかに実施するために、

まちづくり会議等で述べてまいりましたがＬＥ

Ｄ灯への更新、新設に対する補助制度を導入し

てまいりたいと考えております。 

  議員の述べられております、まちの中でどう

安心して暮らせるか、暗いまちにしないように

というようなことの御提案ですが、いかにもそ

ういうふうに考えております。今後こうしたこ

とでまちの中の安心・安全にできるところから

増設しながらも明るいまちづくりに努めてまい

りたいというふうに考えております。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） いろいろ優先順位を考え

ながら通学路周辺を明るくしていく方向性はわ

かりました。 

  何か暗い場所というのを闇だまりと言うんだ

そうですね。御存じでしたか。何かいろいろ調

べていると、その闇だまりという言葉が出てき

て、ああこういう言葉あったんだ、日本人って

すごいなと思ったんですけれども。やっぱり先

ほども申し上げましたように、犯罪が起きる可

能性のあるところというのは、やっぱり暗い場

所だと思います。私も夜歩いていると、やっぱ

りここは暗過ぎるべというふうなところがやっ

ぱり何カ所かあります。市ではそういうふうな
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暗い場所のチェックというか、それはどういう

ふうにふだんやっているのかということをちょ

っと聞かせてください。 

井上 章環境課長 議長、井上 章。 

清水清秋議長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 定期的にパトロールをしてい

るということはございません。ただ、まちづく

り会議の中で各区長から御要望を受けておりま

すので、個人的にも夜散歩をしてみたりとか、

また職員においても夜のパトロールがございま

すので、ついでと言っては申しわけないのです

が危ない箇所については見ているつもりでござ

います。特に新しくできた宅地などについて、

道路と道路の接続ばかりではなくて暗闇があり

ますので、設置できるものを優先してつけてい

るつもりでございます。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） パトロールみたいなこと

はしていないと。やっぱり月に１度ぐらいはパ

トロールをする、パトロールというかチェック

をする必要はあるんじゃないかと思います。今

後そういうことは考えていますか。市の担当課

がパトロールをするとか、パトロールというか

巡回をして必要なところとかそういうふうなこ

とをする、チェックをするというふうなことは

今後考えていますか。 

井上 章環境課長 議長、井上 章。 

清水清秋議長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 防犯ばかりではなくて交通事

故も多発しておりますので、計画的なパトロー

ルを行っていきたいと思っていますし、議員の

今おっしゃりましたとおりその観点でも検討さ

せていただきたいと思います。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） 夜間になると思いますけ

れども、その業務がやっぱり一度その職員の目

で確認をしていく、区長のほうからここはつい

てないよとかという情報を得ることができる、

そのパイプがあるということは認識しています

が、職員のほうで確認をするという作業は大切

だと思いますので、ぜひ市民の夜の安全・安心

のために頑張っていただきたいと思います。 

  それでは、次に入りたいと思います。 

  命を守る医療体制づくりについての質問をし

たいと思います。 

  新庄市の人口減少を抑制するためには、定住

したい、住み続けたいという明確な理由が必要

だと考えます。そのためには、新庄市まちづく

り総合計画を基本にして新庄市総合戦略を合わ

せ、さまざまな施策を充実させて誰もが安心し

て暮らせる環境を整える必要があると思います。 

  中でも、直接市民の生命にかかわる医療環境

の充実は、これから地方移住を考える人たちに

とって子育て支援の充実などとともに重要な選

定要素となってきます。もちろん、既に生活し

ている市民にとっても、市民の命を守る医療従

事者にとっても、最も重要な課題の一つではな

いかと思います。 

  先日、前に山科議員も内容に触れていました

けれども、最上の地域医療を考える住民の集い

に参加してまいりました。二次救急医療を担う

県立新庄病院の医師から、最上の地域医療の現

状と新庄病院の医師、看護師の過酷な現状を聞

くことができました。 

  人口10万人当たりの医師数は、山形県平均で

193人なのに対して、最上地区は132人と県内で

最も医師数が不足しているそうです。さらに、

看護師などの医療従事者も不足しており、最上

地域の医療環境はますます厳しい状況となって

いるそうです。それに追い打ちをかけているの

が、安易な受診をする住民。特に、県立病院に

駆け込む夜間救急の８割の患者が救急の必要も

ない軽症のケースだということでした。 

  住民の健康と生命を守ろうと懸命に働く医療
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従事者が、その住民によって過酷な状況に追い

込まれている現状は早急に改善し医療従事者の

負担を軽減すべきです。 

  そこで新庄市としてこの現状をどう捉え、今

後地域医療にどうかかわり、どのように改善し

ていこうとしているのか聞かせてください。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 議員からは、地域医療を考える最

上の会のお話をいただきました。10万人当たり

のお医者さんの数が一番少ないという過酷な重

労働になっているということです。地域医療に

つきましては、住民の安心・安全な生活の確保

のため本当に重要なものだと考えております。 

  当市では平成19年３月より新庄市夜間休日診

療所を開設し、救急初期治療の定点化を図り二

次医療機関である県立新庄病院への時間外診療

も含め適正受診を推進してまいりました。 

  広報への掲載などによる市民への周知が進み、

新庄市夜間休日診療所の利用患者数は平成26年

度4,475人となっています。中でも乳幼児健診

や保育所幼稚園などを通じて周知を図り、15歳

までの小児の利用割合が全体の61.7％であり、

小児初期救急医療の大きな役割を担っています。

しかし最上地域の夜間休日診療患者の半数以上

が県立新庄病院を受診しており、診察の結果８

割が軽度患者であるという状況になっています。 

  成人に関する適正受診を推進するため、平成

26年度山形県大人の医療適正受診啓発促進事業

として、私たちとお医者さんを守る最上の会が

パンフレットを作成し全戸配布しました。 

  市でも作成時より協力連携いたしました。私

たちとお医者さんを守る最上の会は平成23年に

発足し、時間外受診の適正化、勤務医の負担軽

減化及び定着を目指し市民活動を行っています。

今後さらに高齢化が進む中、地域医療の基盤で

あるかかりつけ医の推進、健康診断を受けるな

どの健康管理の推進、緊急電話相談の周知など

情報提供を行います。市民とともに状況を共有

し、より適切な地域医療が構築できるよう取り

組んでまいりたいと考えております。 

  以上であります。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） 市でも一生懸命頑張って

地域医療に貢献しているという話だったかと思

います。 

  では、先ほど市長の答弁にもありました、夜

間休日診療所の件について伺いたいと思います。 

  四千数百人も利用しているということで、非

常に貢献度が高いように思いますが、そもそも

その夜間休日診療所の、もう一度聞きたいと思

いますけれども、開所された動機というか目的

というか、そこをもう一度確認したいと思いま

す。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

清水清秋議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 平成19年３月開設しました新

庄市夜間休日診療所のできた理由というんでし

ょうか、今持っている役割等について再度とい

うことで、市長答弁にもありましたように地域

住民の安心・安全な生活を確保するため、そし

て救急医療体制の一助となるためということで

開設されたわけでございます。 

  その役割といたしましては、今現在の場所に

定点化して設置することによって利用をしやす

くするということが１点ございます。それから

圏域における軽度の軽症の救急患者の適正受診

を促して二次医療機関であります県立新庄病院

への時間外診療も含め適正受診を推進すること、

こういうことで地域医療の体制をきちんとやっ

て圏域の住民の安心・安全に貢献するというこ

とが診療所の開設した大きな役割です。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） その役割、大体わかりま
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した。今、休日診療所はどういうローテーショ

ンで医者、あとは看護師などは回しているんで

しょうか。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

清水清秋議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 先日の地域医療を考える住民

の集いの中で、県立新庄病院の先生も話してお

られました。基本的にはこの地域の先生方、内

科、小児科等の先生が多いわけですが、そうい

った先生方に御協力をいただいてローテーショ

ンを組んでいるというような状況でございます。

看護師につきましては、市の嘱託看護師とそれ

から開業されている病院から来ていただいてい

る看護師などで回しているというんでしょうか、

当番制にして対応しているような状況でござい

ます。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） わかりました。 

  その最上の地域医療を考えるというのに参加

させていただいて、その県立新庄病院の先生が

おっしゃっていた、たしかおっしゃっていたと

思うんですけれども、その夜間休日診療所に私

たちも出なければならない今の現状なんだって

言っていたように思うのですが、それはどうで

すか。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

清水清秋議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 県立新庄病院の先生にも協力

をいただいて、そのローテーションの中に入っ

ていただいている先生もおります。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） 要するに、開所の趣旨で

は夜間休日診療所が一次救急医療を担うという。

ですよね。それで県立新庄病院のほうでは二次

救急は任せてくれという体制にしたいというこ

とで、市が協力してそういうふうな体制にした

わけですよね。にもかかわらず、県立新庄病院

の先生がこの一次診療の救急診療の部分に参加

しなくてはいけないというのはどういうことな

んでしょうか。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

清水清秋議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 この地域医療について非常に

心配をしていただいている先生方、県立新庄病

院の先生も一次診療部分については県立新庄病

院で診るよりもまずは夜間休日診療所というと

ころで医療分担というんでしょうか、そういっ

たことをやっていくべきではないかということ

で協力していただける先生に協力してもらって

いる状況です。ただ、小関議員がおっしゃる趣

旨というんでしょうか、本来二次医療機関で少

し程度の重いところを診ていただく先生にまで

手伝わせるのはどうかというところもあるかと

思いますが、申しわけないのですがやはり医師

不足の関係でローテーション上協力していただ

いているというのが現状です。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） 夜間休日診療所の意義と

いうのは私もわかりますが、要するに二次救急

医療を担わなくてはいけない県立新庄病院とい

うところの負担を軽減しようという趣旨で夜間

休日診療所というものを開設して、最初からそ

ういうふうな現実はなかったと思うんですけれ

ども、恐らく開業医の先生方が休業なさったと

か高齢化になったとかという要因はあるとは思

うんですけれども、やっぱり二次救急医療の部

分を担う先生方の負担を軽減させていくという

ことは、新庄市の行政の方々だけじゃないんで

すよ、やっぱり住民もあわせて何とかしていか

なくちゃいけないと思うわけです。負担を軽減

していかなくては最上の全体の地域医療がもう

崩壊してしまうんじゃないかと、それぐらいの

危機感があるというふうな中身でしたよね。新
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庄市でも啓蒙活動もしていらっしゃるというこ

となんですけれども、その私たちとお医者さん

を守る最上の会というＮＰＯ、市民の団体があ

りますよね、とにかく一生懸命その啓発をして

いらっしゃるという団体もありますので、そち

らの話も聞いていただいて、協力もしていらっ

しゃると思うんですけれども、それと県立新庄

病院の先生方といろんな協議の場を持っていた

だいて、もう最上の医療を真剣に改善していく

というかそういうふうな方向を持っていただけ

ればと思います。とにかく寝る暇もないってそ

の県立新庄病院の先生おっしゃっていましたよ

ね。そういうふうな状態は市役所の担当課だけ

でなくて、住民それこそみんなでいろんなこと

を試しながら先進事例もありますよね、兵庫県

の柏原十字病院とかそういうところのこともい

ろいろみんなで勉強しながら、いい状況をつく

っていただけないかと思うわけですけれどもど

うでしょうか。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

清水清秋議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 今お話になられたように、こ

の前の地域医療を考える住民の集いの中で、先

生方の忙しさの中の要因の一つに医者にかかる

かかり方ももう少し考えられないだろうかとい

うことで、そういったことを考えるということ

で今小関議員からあった兵庫県丹波市柏原病院

の小児科が消滅しそうになったというようなこ

と、それが地域住民が医者にかかるかかり方と

いうのをもっと気をつけようと、きちんとしよ

うということで、住民団体、市民団体が盛り上

がって小児科の存続が決まって、以前よりも先

生方は働きやすくなったと、快くというんでし

ょうか仕事がしやすくなったという評価も得て

いるというような、そういう先進の事例もあり

ますので、お医者さんを守る最上の会の皆さん

ももちろん一生懸命動いていただいております

し、また今回やったような地域医療を考える住

民の集いにつきましても今後継続しながら私た

ち住民がどういうふうにして医療機関とかかわ

っていけばいいのかということを、その都度そ

の都度見直すような機会も得ながらお医者さん

と私たち住民とのいい関係が保てるような、そ

ういう地域医療のあり方を目指していきたいな

というふうに思っています。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） そのようにお願いしたい

と思います。ありがとうございます。 

  平成27年度のまちづくり市民アンケートの中

の項目別満足度というのがありますよね。それ

で見ると、新庄まつりなどの観光振興に約65％

の市民が満足しているという。すごい数字です

よね。しかし、救急医療体制に満足しているか

という質問になると、どちらかといえば満足し

ているという回答を含めても25％にしかならな

いんですよね。つまり、75％の市民は何らかの

不安を抱えながら日々暮らしているということ

になると思うんです。新庄まつりの振興も非常

に大切だと思います。けれども、日々の暮らし

の中の市民の命にかかわる救急医療体制の充実

こそが、恐らく最優先されるべきことではない

のかなと思いますので、よろしくお願いいたし

ます。 

  最後に、利用者の立場に立った図書館の実現

についての質問をしたいと思います。 

  図書館についての質問は、前の一般質問でも

させてもらいました。現在の図書館が狭い駐車

スペースのために利用者や近隣のほかの施設の

悩みの種となっており、市民が安心して気軽に

利用するには限界があるのでは、という内容だ

ったかと思います。 

  あの後、何度か見に行きましたが、時間帯に

よって付近を通行する車や歩行者にも迷惑にな

っている場面を見ました。その後、教育委員会

ではどのように調査、検討し、今後どのように



- 64 - 

改善していこうとしているのか聞かせてくださ

い。 

  また、最上の中心市である新庄市の図書館は

本当に現在の場所のままでいいのかということ

も含め、それらの検討の経過と現時点での教育

委員会の見解を聞かせてください。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

清水清秋議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、図書館の御質問にお

答えいたします。 

  前回の一般質問では、駐車場については近隣

の生涯学習施設の空きスペースが利用できるよ

う調整を図っていると御答弁いたしました。 

  議会後に実施しております施設長会議では、

御質問の内容と答弁について報告し協力を求め

たところでございます。 

  また、施設内に駐車場を広げることはできな

い状況ですので、近隣の土地について図書館の

駐車場用地として利用させていただける場所が

あるのかを調査しているところでございます。 

  現在の図書館の場所につきましては、広い駐

車場が確保できない場所にございます。しかし、

司書も多く配置されており利用者のニーズに対

応した事業への取り組み等が評価されて、年間

10万人近い入館者数になっているものと思って

おります。 

  また、前回議員に御指摘いただきました、わ

らすこ広場の空きスペースにつきましては、現

在の図書館のフロア面積より狭く、図書館とし

て広く使用すれば子供たちが走り回るスペース

がなくなることとなりますので併設は難しいと

考えてございます。 

  以上でございます。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） わかりました。要するに、

今の図書館の状態でいたし方ないというふうに

聞こえましたけれども、そういう捉え方でよろ

しいのでしょうか。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 図書館については、現在

の場所で進めたいと考えているところでござい

ます。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） 今、質問の最初にも言い

ましたけれども、こちらにいらっしゃる方々で

もあそこで車がバックしてきたり、歩行者が通

りにくかったりしている場面を見られた方は何

人もいらっしゃると思うんですけれども。近隣

のほかの施設で、どうしようかな、困ったなと

言っている状況もいたし方ないという認識です

か。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 現在のところ、隣が郵便

局でございます。そうしたところにはとめない

ようにということで、利用者には指導をしてい

るところでございます。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） とめないように、図書館

に本を借りにとか用事があって、図書館に10台

の駐車スペースがなくてしかも狭い。とめない

ようにと言っても、近くの駐車場のある施設に

とめてしまうのは人の流れというか、当然の感

じなんじゃないでしょうか。それでも私たちは

そういうふうに言っているからということでい

いんでしょうか、そういう認識だけで。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 議会のあるたびに施設長

会議も開いております。そこで前回につきまし

ても、小関議員の質問の趣旨、ポイント、こち

らでの回答も施設長には伝えております。協力
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もいただくように話もしております。それで近

隣の生涯学習施設での駐車場の利用についてお

願いしているところでございます。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） 近隣の施設長に協力を求

めたと教育長もおっしゃっていました、課長も

今同じようなことをおっしゃっていましたけれ

ども、協力を求めてその施設長の方々はどのよ

うなことを言っていましたか。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 空きスペースがなければ

駐車するスペースがございませんのであれです

が、空きスペースがあれば駐車しても構わない

ということでは伺っております。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） あそこから予算的なこと

も考えて、今まであそこでやってきたというこ

とも考えれば、あそこからどこかに移るつもり

はないということだと思います。駐車場周辺で

事故が起こらないことを希望したいと思います。 

  私は前回わらすこ広場のところの一部を図書

館にしてはみたいなことを言ったと思いますけ

れども、やっぱりスペース的に無理があるとい

うことですけれども、どれぐらいのスペースが

図書館としては必要だと考えているんでしょう

か、今の時点で。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 わらすこ広場として借り

ている契約の状況を見ますと、ショッピングビ

ルの４階部分については2,530平方メートル、

大体議員おっしゃったように80坪あるかと思い

ます。それで階段、エレベーター、エスカレー

ター等ございますので、その部分の面積が730

平方メートルぐらいございます。そうすると残

りが1,800平方メートルということでありまし

て、わらすこが今契約している面積が1,155平

方メートルでございますので、残りは650平方

メートル弱ということになるかと思います。現

在の図書館の面積につきましては、アプローチ

の部分であったりトイレ、バルコニーの面積を

引いて１階から３階まで集計したところ1,050

平方メートルということでございました。

1,050平方メートルが必要であり、650平方メー

トルが残りということでございますので、その

1,050平方メートルにしても狭いという御指摘

をいただきましたところでありますので、必要

とすればもう少し広いスペースが必要であると

思いますが、わらすこ広場の残りの面積につい

ては650平方メートルしかないという認識でお

ります。 

４番（小関 淳議員） 議長、小関 淳。 

清水清秋議長 小関 淳君。 

４番（小関 淳議員） ２階、３階も図書館には

あるんですけれども、１階、２階と書籍、雑誌

等、資料等はあるんですが、不可能なあれでは

ないと私は思うんですけれども、わらすこの部

分を少し狭めていくとか、あとは児童書という

のがありますので、その児童書の部分をわらす

ことリンクというか重ねていくとかということ

もできる。余り頭から無理だというふうなこと

をおっしゃらないで、独創的なアイデアと柔軟

な頭脳でいろいろ考えてみていただきたいと思

います。事故が起こる前に。 

  あと８分ですね。これで一応私の質問は終わ

りたいと思いますが、前にもらった資料で若年

世代定住志向及び意向調査という18歳から21歳

までの若い市民を対象にしたアンケートがあり

ます。その中で新庄に愛着を感じているかとい

う設問があり、何と約80％の若い市民が愛着が

あると答えているわけです。しかし、将来の居

住希望地、つまり新庄に住みたいかという設問

では約35％に減っているわけです。この数字の
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差をできる限り狭めていくためには、やはりさ

まざまな地域の課題を少しでも解決して、ただ

人口減少を食いとめようという小手先の施策で

はなく、我が人生この地で悔いなしと市民一人

一人が思えるような誇りを持てる地域に整えて

いく必要があるのではないでしょうか。という

ことで終わります。ありがとうございました。 

 

 

散      会 

 

 

清水清秋議長 以上で本日の日程を終了いたしま

したので、散会いたします。 

  明日８日午前10時より本会議を開きますので、

御参集願います。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時２２分 散会 
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議 長 清 水 清 秋      副議長 石 川 正 志 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   叶  内  恵  子  議員 

  ３番   星  川     豊  議員     ４番   小  関     淳  議員 

  ５番   山  科  正  仁  議員     ６番   佐  藤  卓  也  議員 

  ７番   今  田  浩  徳  議員     ８番   清  水  清  秋  議員 

  ９番   遠  藤  敏  信  議員    １０番   奥  山  省  三  議員 

 １１番   小  野  周  一  議員    １２番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １３番   下  山  准  一  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   森     儀  一  議員    １６番   石  川  正  志  議員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  議員    １８番   佐  藤  義  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 小 野 茂 雄 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 田 宮 真 人 

市 民 課 長 加 藤 美喜子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 佐 藤 信 行 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 井 上   章 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 荒 川 正 一  都 市 整 備 課 長 土 田 政 治 

上 下 水 道 課 長 松 坂 聡 士  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 髙 橋   弘 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  監 査 委 員 髙 山 孝 治 

監 査 委 員 
監 査 主 査 髙 山   学  

選挙管理委員会 
委 員 長 矢 作 勝 彦 



- 68 - 

選挙管理委員会 
事 務 局 長 小 松   孝  農 業 委 員 会 

会 長 星 川   豊 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 眞 見 治 之    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 東海林   智  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 沼 澤 和 也  主 査 早 坂 和 弥 

 

議 事 日 程 （第３号） 

平成２７年１２月８日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

日程第 １ 一 般 質 問 

１番 石 川 正 志  議員 

２番 今 田 浩 徳  議員 

３番 佐 藤 悦 子  議員 

４番 小 嶋 冨 弥  議員 

５番 遠 藤 敏 信  議員 

 

本日の会議に付した事件  

 

議事日程（第３号）に同じ 



- 69 - 

 

平成２７年１２月定例会一般質問通告表（２日目） 

 

発言 
順序 質問者氏名 質 問 事 項 答 弁 者 

１ 石 川 正 志 

１．雪総合対策費の財政出動を行う時期について 

２．地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金について 

３．市民の暮らし方について 

４．嘱託職員の待遇改善について 

市 長 

２ 今 田 浩 徳 １．新庄最上定住自立圏構想の推進について 市 長 

３ 佐 藤 悦 子 

１．交通事故防止のために 

２．安心して介護を受けられるようにするために 

３．福祉灯油の制度化について 

４．新庄最上圏域の医療の在り方について 

５．野球場について 

市 長 

教育委員長 

４ 小 嶋 冨 弥 
１．学校教育について 

２．防災対策について 

市 長 

教育委員長 

５ 遠 藤 敏 信 

１．山屋セミナーハウスは利用しやすい施設となっている

か 

２．情報通信技術機器の教育分野での活用状況について 

教育委員長 

 



- 70 - 

 

開      議 

 

 

清水清秋議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第３号）によって進めます。 

 

 

日程第１一般質問 

 

 

清水清秋議長 日程第１一般質問。 

  これより２日目の一般質問を行います。 

  本日の質問者は５名であります。質問の順序

については、配付してあります一般質問通告表

のとおり決定しております。 

  なお、質問時間は、質問、答弁を含めて１人

50分以内といたします。 

 

 

石川正志議員の質問 

 

 

清水清秋議長 それでは、最初に石川正志君。 

   （１６番石川正志議員登壇）（拍手） 

１６番（石川正志議員） おはようございます。

起新の会の石川でございます。 

  昨日の一般質問におきまして、同僚議員、私

も含め小中一貫教育校を何とかいい学校にして

いただきたいなという思いからの質問があった

かと思います。若干私なりの感想はございます

が、幸いきのうの質疑の中では重篤なケースに

至らなかったということではほっとしていると

ころがございますが、危機管理上の情報の共有

というところで、市の教育行政と学校管理者で

ある校長先生の連絡など、もう少し密にしてい

ただければ市議会18名の同僚議員がいる中で大

半の議員は何とかいい学校をつくっていただき

たいなという思いでおりますので、その辺のと

ころをもう一度今までの決まり、約束事の確認

等をしていただければ幸いであるなというふう

に思います。 

  それでは、通告書に従いまして質問をいたし

ます。 

  残念ながら平成26年度も大雪に見舞われ、平

成22年度から５カ年連続となってしまいました。

積雪に関しては、80年間観測してきた経緯があ

りますが、５年連続は行政も市民も初めての経

験です。これは平成22年からの大雪でいずれも

１月後半に豪雪対策本部が設置されており、市

民にとっては５年連続の災害に見舞われたと捉

えることができます。 

  このたびの質問の趣旨は、例えば３年連続の

災害に見舞われた場合、特別な措置として生活

道路の排雪に係る補助や、流雪溝への県管理の

河川からの水のくみ上げなど、行政の支援を早

めることにより市民の雪に対する不安の解消や

負担軽減が図れないかということです。 

  新庄市では１月、２月の厳冬期、県管理河川

の渇水対策として最上川からの取水を行ってお

りますが、この件に関しましては流雪溝整備あ

るいは５カ年計画で進んでおります金沢新松本

地区への導水事業の進捗を見ながら検討してい

くという執行部の明確な意思表示がありますの

で、このたびは伺いません。 

  それでは、まず初めに雪総合対策費に係る事

業の現状確認になりますが、新庄市においては

積雪深120センチで雪害対策連絡会議が設置さ

れ、150センチで豪雪対策本部が設置されてい

ます。県管理の河川からの水のくみ上げは、原

則12月１日から３月末までと伺いました。また、

新庄市生活道路排雪事業補助金交付要綱によれ

ば、雪害対策連絡協議会の設置による適用とあ
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りますが、現状はどうであったのかお尋ねいた

します。 

  雪問題に関し、ことし３月の市議会からの施

策提言を踏まえ、高齢者になっても安心して住

み続けられる新庄市の雪対策をテーマとした新

庄市雪と暮らしを考える連絡協議会があり、そ

こからの答申と今後の対策ということで説明が

ありました。改めて協議会の委員の皆様の御苦

労に敬意と感謝を申し上げたいというふうに思

います。また、連絡協議会において事業効果の

検証を踏まえ、雪問題に対しさらに前進させて

いくということですので、市民の雪に対する不

安を解消していくものと認識しております。 

  このように市の行政が大きく歩み寄りを見せ

ている中、若干間の悪い質問になりますが、市

長も認識されているとおり超高齢化を背景に自

力での除排雪が困難な方も増加しており、大雪

が予想される場合は事業の前倒し、あるいは積

雪深が１メートル、100センチを超えたら準備

に取りかかるなど早目の対応が必要と思われま

すが、市長の考えをお伺いいたします。 

  次に、地域活性化・地域住民生活等緊急支援

交付金にかかわる質問です。 

  生活支援型の高齢者向け融雪装置支給事業で

すが、予算で約400万円、対象は90世帯となっ

ております。また、地域創生先行型として克雪

備品モニター事業は予算約230万円、対象数は

合わせて30件を想定しておりますが、市民から

の応募状況など事業の進捗状況をお伺いいたし

ます。 

  都市整備所管の克雪備品モニター事業に関し

ては、昨年度東山体育館玄関等に電熱マットを

設置し検証したところ、雪による転倒事故防止

に効果があったと伺いました。高齢者にとりま

しては、転倒による骨折は寝たきりの状況を招

くこともあることなどから、冬期間の高齢者の

健康増進といった観点から、また福祉の分野に

なりますが障害者及び高齢者など除雪困難者の

除排雪に係る経費補助も年々増加している傾向

にあることなどから判断しても非常に有効な施

策であると思います。 

  そこで、今年度の状況を踏まえ、次年度以降

どのような取り組みをしていかれるのかあわせ

てお伺いいたします。 

  次に、３世代同居を進めてはという質問です

が、65歳以上ひとり暮らしの世帯は平成23年と

平成27年を比較しますと、平成27年は1,090世

帯で194世帯の増、75歳以上のひとり暮らしの

世帯は677世帯で92世帯の増加となっておりま

す。 

  また、平成27年、今年度になりますが３月に

出された新庄市子ども・子育て支援事業計画に

よれば、世帯構成で平成２年と平成22年の比較

になりますが、核家族世代は47％で変わらず、

一方で３世代同居世帯27.6％から21.8％に減少

していることがわかります。 

  新庄市において子育て世代では就労形態で共

稼ぎがふえ、同時に保育のニーズも高まってい

ると認識しております。最近では子供は社会全

体で育てるという風潮が一般化してきています

が、私は子供は親や家庭が責任を持って育てる

という原則は忘れてならないと思っております。 

  私ごとで恐縮ですが、３人の息子は今や皆経

済的に独立していますが、彼らが幼少のころ３

歳までは家庭で面倒を見て、以降は地元の保育

所でお世話になりました。専業農家ということ

もあり家族全員で仕事をしていましたが、比較

的手のあきやすい母が孫の面倒を見ておりまし

た。子供の世話は大変だろうなと思いつつ、孫

やひ孫を世話をする両親や祖父母の顔にはどこ

となく笑顔があったというふうに今記憶してご

ざいます。そこが人が人を思いやる原点ではな

いでしょうか。 

  さて、多様化する保育のニーズに対応するた

め、認可外保育施設を含めた民間事業者の担っ

てきた役割は非常に大きいものと承知しており
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ますが、行政の支援に関しては新制度移行への

過渡期にあり、戸惑っていらっしゃる事業者も

多いと伺いました。通告書にも記載しましたが、

３歳未満児はおろかゼロ歳児保育の要望が増加

していることを踏まえると、現行の制度だけで

満足のいく保育の実現には限界があると思われ

ます。 

  そこで、お互いに思いやりの心を育むという

観点から、家庭内保育への支援などを通じて３

世代同居を進める政策が必要であると思います

が、市長の考えを伺います。 

  最後の質問になります。 

  財政状況を示す経常収支比率は依然90％を超

え、弾力性のない厳しい財政運営が続いており

ます。しかしながら、昨年度は行政一般職の給

与、そして今年度は特別職の給与が以前の水準

に回復しています。 

  これまで議会においても非正規雇用の職員や

指定管理制度に基づく職員の待遇改善を求める

議論がされてきた経緯があります。 

  ９月定例会の決算審査に当たり、平成26年度

の各課成果表を拝見しても嘱託職員の果たして

きた役割は大きいものと推察されます。 

  さらに安心感を持って業務に励んでいただく

ためにも、賃金向上など待遇改善が求められる

と思いますが、市長の考えをお伺いいたします。 

  以上、通告書に基づく質問を終わりますが、

一般質問であるにもかかわらず原課に足を運べ

ば解決できる内容もあり心苦しいとは思います。

しかし、せっかく執行部が市民生活向上のため

血税を注いでいる事業が市民の皆様に浸透して

いないという事実を踏まえ、本会議での発言に

よって広く市民の皆様に周知できればという思

いで質問をさせていただきました。前向きな答

弁をよろしくお願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、石川市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  きょうは傍聴席に萩野学園の生徒たちが来て、

先輩として本当にすばらしい活躍をなさってい

ることを間近に見て大いなる期待を持っている

んではないかなというふうに思います。 

  初めに、雪総合対策の財政出動を行う時期に

ついての御質問でありますが、生活道路の排雪

事業費補助金につきましては、豪雪年度におい

て生活道路の除雪に係る雪捨て場の機能維持を

目的に平成24年度に制度を発足させました。 

  毎年100万円の予算措置をとっております。

周知の手法につきましては、生活道路の申請を

受ける際、補助制度の説明やチラシの配布など

により利用増進を努めております。 

  実績といたしましては、発足以降３年連続で

雪害対策連絡会議が設置されたことから、申請

件数で各年10件程度あり、毎年約30万円の補助

金を交付しております。 

  今後は生活道路における除排雪の現状把握に

努め、沿線戸数の減少や降雪量の増大により地

区負担が増大する場合などは制度の変更を含め

たみなしを実施してまいりたいと考えておりま

す。 

  また、県管理河川からの取水・導水につきま

しては、これまで市街地を流れております指首

野川、中の川、升形川から合わせて11カ所の流

雪溝取水施設により水利許可条件に基づき受益

地へ流雪溝用水を供給しております。 

  取水期間につきましては、11カ所のうち９カ

所は12月から翌年３月までの４カ月間となって

おり、残りの２カ所は最上川からの取水を水源

とした１月、２月の２カ月間となっております。 

  冬期間の県管理河川の状況は、12月までは各

取水施設から取水する数量をおおむね賄うこと

ができますが、１月、２月の厳寒期になります

と河川の流量は大きく減少するため、最上川か

ら不足分を補うことで流雪溝用水を確保し供給
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しております。 

  現在進めております常葉町地区の流雪溝整備

と、今年度から着手しております金沢・新松本

地区の流雪溝用水導入事業など流雪溝用水の需

要は今後も増大していくことから、最上川から

の取水時期及び取水量を的確に把握しながら対

応してまいりたいというふうに思っております。 

  また、状況によっては早目に連絡をしている

状況でありますが、東北電力のほうの対応に約

２週間かかるというようなことで、その時期を

見きわめるのが非常に厳しいということも御理

解いただければありがたいと思います。 

  次に、地域活性化・地域住民生活等緊急支援

交付金の内容についてでありますが、高齢者向

け融雪装置支援事業、克雪備品モニター事業に

つきましては、地域活性化・地域住民生活等緊

急支援交付金の対象事業として豪雪地である新

庄市に住む高齢者が転落や転倒による事故を回

避し安心して暮らす手段の一つとなり得る融雪

装置の提供とその使用感などの情報を広く市民

に提供していただく事業であります。 

  初めに高齢者向け融雪装置支援事業の進捗状

況につきましては、10月のお知らせ版に募集広

告を掲載しましたところ10件程度の問い合わせ

がございました。その後、11月のお知らせ版に

も回覧し広報いたしました。11月末までの申し

込み件数は29件でございます。なお、問い合わ

せいただいた中で融雪マットの効果が未知数で

あること、電気代は各自負担しなければならな

いなどの問題から事業利用に至らない状況があ

ったことも事実であります。申し込みの締め切

りを設けておりましたが、民生委員、児童委員

の協力を得ながら申込期間を12月18日まで延長

し事業の拡大を図ってまいります。 

  また、克雪備品モニター事業につきましても

同様に、10月のお知らせ版に募集広告を掲載し、

11月上旬に実施いたしました第１回目の募集に

おきましては申込件数は５件となっております。

初回の応募件数の低迷を受け、制度内容の再検

討を行い、長期モニターの煩わしさを補うため

補助率を90％に上げる見直しを行い、11月のお

知らせ版により周知を行った上で12月18日まで

の約３週間の期間で再度追加募集を行っている

ところであります。 

  両事業の次年度以降の取り組みといたしまし

ては、今年度の利用状況や効果、問題点などを

検証し事業継続に取り組んでいきたいと考えて

おります。 

  次に、市民の暮らし方についての御質問であ

りますが、御質問のありました３世代同居の促

進については、増加する高齢者単独世帯や共働

き世帯のゼロ歳児からの保育需要の高まりなど、

少子高齢化対策の観点からも大変意義のあるこ

とと考えております。そのため、本市では新庄

市住宅リフォーム総合支援事業費補助金におい

て、３世代同居世帯のほか移住世帯、新婚世帯

及び子育て世帯が行うリフォーム等工事の場合

の補助率と補助限度額を引き上げ、また新庄市

地域子育て支援センターで実施している「めご

めご子育て講座」では親子での参加のみならず

祖父母と孫との参加も積極的に受け入れを行っ

ております。さらに山形県でも県内の３世代同

居率が全国１位となっていることから、山形県

の総合戦略である「やまがた創生総合戦略」に

おいても、その特色を生かして日本一の３世代

同居で子育て支援に特に力を注ぐこととしてい

ることから、本市といたしましても県の各担当

部局との連携を密にし、「やまがた創生総合戦

略」に掲げられた重点施策の効果的活用を検討

してまいります。また一方で、さまざまな要因

により３世代同居が難しい状況にある子育て世

代が存在していることも事実であり、その世帯

に対しては昨年度策定いたしました「新庄市子

ども・子育て支援事業計画」に従い、各施設に

おける教育、保育の提供の確保、加えて一時預

かり保育などの地域子ども・子育て支援事業の
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充実によりその支援を強化してまいりたいと考

えております。 

  現在の高度情報化社会の進展、住民の価値観

やライフスタイルの多様化など目まぐるしく変

化する近年の社会情勢を背景に、核家族化が進

み地域のきずな、つながりの希薄化が懸念され

ている中で、人が生活を営む一番小さなコミュ

ニティーは家族・家庭であり、同時に家族・家

庭のつながりが基本であり、最も大切なもので

あると考えております。 

  特に、３世代同居世帯については、家族間の

支え合い、知恵や経験の継承など世代間での共

助が期待されるとともに、乳幼児期の家庭教育

においてきずな、つながりの大切さを親のみな

らず身近に接する祖父母からも教えを受けて、

より一層身につくことも考えられます。 

  このように家族・家庭の力というべききずな

やつながりを最も大切なものとして子育て支援

の根幹に据え、施策の研究・検討を図ってまい

りたいと考えております。 

  なお、進行する少子高齢化問題、中でも人口

減少問題への対応は国全体での喫緊の課題であ

ることは申すまでもありませんが、本市におい

ても新庄市まちづくり総合計画を基本に据え、

昨年度の定住促進強化プロジェクト、このたび

の新庄市総合戦略により、これら課題解決のた

めの取り組みを強化してまいります。 

  次に、嘱託職員の待遇改善についての御質問

でございますが、嘱託職員並びに日々雇用職員

につきましては、今年度からの定員管理計画に

おきましても嘱託職員や日々雇用職員の雇用を

進め、より効率的な行政サービスの提供につな

げていくこととしており、行政サービス提供主

体の多様化の考え方をもとに各事業に振り向け

てきたものであります。 

  議員御指摘のとおり、財政状況につきまして

は依然として厳しい状況にある中で、国の人事

院勧告、県の人事委員会におきましては、民間

における賃金の引き上げを図る動きを反映して

２年連続で給与の引き上げ勧告がなされており

ます。昨年度本市一般職、特別職についても県

の人員勧告に準拠し所要の改定を行ったところ

であります。 

  御質問の嘱託職員並びに日々雇用職員の報

酬・賃金につきましては、県内の自治体との均

衡を図りながら改定しており、現在のところ県

内13市と比較しても低い状況ではないと認識し

ておりますが、一般職の給与の動向を勘案し、

その待遇を改善する方向で現在検討を進めてお

りますので御理解くださいますようよろしくお

願いいたし、壇上からの答弁を以上とさせてい

ただきます。 

１６番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

清水清秋議長 石川正志君。 

１６番（石川正志議員） 非常に丁寧な説明いた

だけたものと思っております。 

  再質問しようかなと思っているところは市長

答弁でカバーされているので、若干困っており

ますが、最初に雪問題に関しましてこれまで今

の市長答弁によりますと、雪対策総合費の中の

部分の制度見直し等を含めた非常に細部まで踏

み込んだ答弁になっていたと存じますが、９月

定例会における決算委員会における雪害対策連

絡協議会、所管しているのが環境課であるとい

うことで課長のほうからも状況を踏まえ適切に

時期という問題ですが、適切に把握していくと

いうような明確な答弁いただいておりますが、

このたびこのまま天気、エルニーニョというと

ころで気象庁の予想は50％以上の信頼性がある

ことを信じながら、日本海側はつまり我々が住

む山形県新庄市も雪が少なければいいなと思い

つつの再質問になりますが、残念ながら予想に

反して大雪が想定された場合、これまでは120

センチというおおむねの数値が設定されており

ますが、その辺の捉え方もう一度確認できれば

と思いますので、お答えのほどよろしくお願い
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いたします。 

井上 章環境課長 議長、井上 章。 

清水清秋議長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 おはようございます。 

  豪雪対策本部の御質問でございましたので、

私のほうからお答えさせていただきます。 

  豪雪対策本部につきましては、そもそも防災

基本計画の中で位置づけさせてもらっておりま

すので、120センチ程度になると予測された場

合には連絡会議を、150センチで対策本部を設

置させてもらっております。ただ、９月議会で

も申し上げましたとおり120にならないと絶対

につくらないのかということではございません

ので、昨今の雪ですと一晩に30センチも降ると

きがございますので、そこは状況を見ながら、

昨年は連絡会議と対策本部が同時でございまし

たので市民生活に害の及ぼす前にぜひ設置をさ

せていただきたいと思っておりますので、御理

解をお願いいたします。 

１６番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

清水清秋議長 石川正志君。 

１６番（石川正志議員） 明確な答弁いただいた

ものと思っております。 

  続きまして、３世代同居ということで今も市

長も非常に総合的な政策の分野までお答えいた

だいたのですが、この３月に出された「新庄市

子ども・子育て支援事業計画」というところで、

直接３世代同居というところにはかかわりのな

い部分ではありますが、中ほどに新庄市の課題

というところがありまして、認可外保育施設に

対する支援というのが平成26年度で242名の子

供がお世話になっている施設でございますが、

制度の移行によってこれまで出ておりました県

の補助金が出ないのではないのかなと、県の認

可ということに対しては非常にハードルが高く

て、今本当に事業者の方々が非常に困惑されて

いる部分ではあろうかと思いますが、喫緊の課

題としてその部分どうやって解消していくんだ

というような疑問があります。今のところ答弁

できる範囲で差し支えございませんが、そうい

った行政からの支援、認可外保育の支援をどの

ように考えておられるのか、お伺いいたします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

清水清秋議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 認可外

保育施設のこれからのいわゆる援助というふう

な形の御質問だと思います。 

  議員おっしゃるとおり認可外保育施設につき

ましては、これまでもいわゆる公的サービスで

のはざまを埋めるような形で保育に御協力をい

ただいたというようなことで、行政としても非

常に感謝をしているところでございます。 

  先日、12月の３日になるんですけれども、市

長とそれから地元選出の県議会議員によりまし

て、県の子育て推進部長のほうに要望活動をし

てまいりました。やはり市としましても新制度

に移行するに当たって今混乱期にございますの

で、やはりこれまで認可外保育施設が果たして

きた役割、そういったものが非常に重要だと考

えまして新制度に移った後についてもやはりニ

ーズ的なものはある程度はあるんじゃないかと

いうふうなことからの要望活動になったわけな

んですけれども、その中では子育て推進部長か

ら前向きな御答弁をいただいたところでござい

ます。 

  やはり非常に事業者さんも混乱してございま

して、さまざまこちらのほうにも御相談あるん

ですけれども、新制度に乗って経営を安定させ

たいというふうなことがある、なおかつ新制度

に基づく保育をすることで子供たちにも安全な

保育を提供できるというようなことがあるにも

かかわらず、やはりその制度に乗った形では保

護者のニーズを捉え切れない部分もあるという

ような２つの観点から非常に悩んでおります。 
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  今お話ししたようなことを含めまして、市と

しましても認可外保育施設としての今後の継続

についても行政として補助、援助をしていきた

いというふうに考えてございます。 

  以上です。 

１６番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

清水清秋議長 石川正志君。 

１６番（石川正志議員） ちょっと同じ資料にな

ります。教育、保育の見込み量と供給体制の確

保という項目のところです。ニーズ調査による

利用意向割合というところで、ここに在宅子育

て希望数というところがあります。イコール３

世代同居という数字ではないと把握してござい

ますが、196件、率で30％強の方が在宅子育て

を希望されているということで、この計画は今

年度から始まりまして平成31年までのうちの５

カ年のうちに恐らく平成29年度、中間見直しと

いうところが予定されてございますが、その中

間見直しの際に例えば、在宅での保育の場合、

これまで行政との明らかな支援がないという、

それをしろというわけじゃないんですが、そう

いったところで在宅保育への行政ってどういっ

た形で手を差し伸べていかれるのかということ

で、平成29年に予定されている中間の見直しと

いうところをどういうふうに捉えておられるの

かお伺いいたします。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議長、

板垣秀男。 

清水清秋議長 子育て推進課長兼福祉事務所長板

垣秀男君。 

板垣秀男子育て推進課長兼福祉事務所長 議員お

っしゃるとおり、その家庭内での子育てといい

ますのは、やはり自分に対する愛情の形成です

とか家族に対する愛情の形成、非常に重要なフ

ァクターだと思います。 

  新庄市子ども・子育て事業計画におきまして

は、いわゆる施設面での支援、それから地域子

育て支援事業というふうなくくりの中で家庭内

での保育に関するさまざまな施策、例えば一時

預かり保育でございますとか、ファミリーサポ

ートセンター、そういったところの拡充をうた

ってございます。ただ、山形県でその新たに総

合戦略をお出しになりましたが、その中でも３

世代同居のよさですとかそういったものを積極

的に発信していくというような施策もございま

す。そういったところ、県の施策と協調できる

ところは協調しまして、そういった発信ですと

か、それから先ほど市長も申しましたが子育て

支援センターを活用したさまざまな講座、特に

祖父母に対する講座の拡充ですとか、相談支援、

さらにはサークル、今ちょうど祖父母のサーク

ルが１件あるんですけれども、そういったとこ

ろからその祖父母子育てのつながりを広めてい

くというような形での施策を展開していければ

というふうに考えてございます。 

  以上です。 

１６番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

清水清秋議長 石川正志君。 

１６番（石川正志議員） 繰り返しになりますが、

先ほど市長答弁においては、今回は私の一般質

問は３世代同居という非常に守備範囲の広い問

題の中で、市長は総合政策の分野まで答弁して

いただいたものと思いますが、先ほど市長の答

弁の中にもありました総合戦略というところで、

ことしの10月末に新庄市のほうでも策定いたし

まして議会のほうにも情報を出していただいた

と。その席で私も質問すればよかったんでしょ

うけれども、そのもととなるやつがこのピンク

色の若年世代定住志向意向調査というところで、

18歳から21歳まででしたっけか、若い世代です

ね。若干データの信憑性ということで回答率が

３割強という31.2％の回答率であると、もう若

干引き上げていただければもう少し信用性のあ

るデータなのかなと思いますが。 

  17ページに新庄市に住み続ける理由、戻って

くる理由というところの中で、両親や家族と一
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緒にまた近くで生活をしたいという部分が一番

大きい割合で28.6％、大体３割の方が新庄市に

いつかは戻ってきたい、そのまま地元の高校を

卒業して両親と一緒に住み続けられる方もおら

れますが、例えばだからきのうは同僚の佐藤義

一議員が移住という観点からの質問、これはＩ

ターンになろうかと思いますが、Ｕターンの希

望されている方が本当にもう３割近くいるとい

う、非常に行政にとっても議会にとってもあり

がたい数字がある中で、残念ながら新庄市の総

合戦略の中には盛り込まれていなかったと。そ

の辺ですね、市長先ほどの答弁の中では県の総

合戦略の中には３世代同居という大きな項目が

あるんですが、それと連携して事を運ぶという

ような説明ありましたが、できれば私は３世代

同居という部分も新庄市の総合戦略の中に組み

込むべきではなかったのかなという思いでおり

ますが、その辺いかがですか。 

小野茂雄総合政策課長 議長、小野茂雄。 

清水清秋議長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 総合戦略のかかわりです

ので、私のほうから答弁させていただきます。 

  本市においても振興計画審議会、総合戦略の

プランを審議する会におきまして３世代同居が

子育てを支える力、議員がおっしゃる中身と同

じだと思いますけれども、という意見もござい

ました。県の総合戦略の取り組みの中で３世代

同居というふうなのが大きく載っているわけで

ありまして、その取り組みの中で祖父母が交流

しながら孫を含めて地域で子育てを行う拠点創

設の支援というふうなことで、県内に35カ所設

けたいというふうなことで言ってございます。

これにつきましては、具体的にどういうふうな

中身になるかということはまだ明示されてござ

いませんけれども、そういった中で県と連携し

ながらやっていきたいというふうに考えてござ

います。 

  また、ことしの４月からもう始まってござい

ますけれども、３世代同居の子育て世代が新築

とかリフォーム等の支援というふうなことでや

ってございますので、その部分についても強化

してくるのかなというふうに考えてございます。 

  総合戦略の中で記載がないというふうなこと

ではありますが、総合戦略の中で安心して子供

を産み育むことができる環境の整備というふう

なことで、言葉としては出してございませんけ

れども含まれているものというふうに解釈して

いただきたいというふうに考えております。そ

れに基づきまして、今後の３世代の施策という

ふうなことになると、市単独の事業というふう

なことはなかなか難しいかと思いますけれども、

やはり３世代のメリットの周知というふうなと

ころが大きくなってくるのかなというふうに思

います。 

  それから、国の流れとして一億総活躍という

ふうなところで、その中でも３世代同居という

ふうなところが大きくクローズアップされてご

ざいます。国のほうでもそのプランにつきまし

ては、今後明確化していくというふうなことで

すけれども、そういった部分についても国との

連携も出てくるのかなというふうに考えている

ところでございます。 

１６番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

清水清秋議長 石川正志君。 

１６番（石川正志議員） 今、具体的な施策とし

ては市長答弁にもありましたような、３世代同

居するための住宅リフォームというところ、そ

こも県のほうにもたしかあったような気がいた

します。住宅リフォームに関しては、これまで

も新庄市で都市整備課所管だったかと思うんで

すがやってきた経緯があって非常に使い勝手の

いい制度であると。３世代同居というところで、

きのうの総合政策課長の答弁にもあったように

暮らし方の部分で、行政が強制的に指導するわ

けにはいかない、そこはもう重々、つまり個人

のライフスタイルに関しては行政は踏み込めな
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いんだと。だから今、じゃあ３世代同居するこ

とによって得られるいい点、広報していくとい

うことですが、例えば総務課になると思うんで

すが市報、非常に今市民の皆様から高評価得ら

れております。市の流れが大体わかると。最後

のページあたりにですね、３世代同居、おじい

ちゃんおばあちゃん、我々現役世代で子供が写

っているような、笑顔で３世代同居というよう

な部分をできれば啓蒙という形で市報なんか活

用できないかなというふうに今思っています。

３世代同居というところで、直接じゃあ財政の

支援ということで、住宅にかかわる固定資産税

の減免とか安易に考えられますが、やはりその

分の財源をどうするんだという問題になってく

ると、やはりその３世代同居でみんな本当に幸

せに新庄市で生きていくんだというところで市

報なんか使ってみてはいかがかとは思いますが、

いかがですか。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

清水清秋議長 総務課長野崎 勉。 

野崎 勉総務課長 ただいまの総合政策課長、子

育て推進課長のほうからも３世代同居に関する

考え方、答弁させていただきました。もちろん

その大切さについては十分我々も承知している

ところでございます。なお、そういった取り組

みは具体的に出てまいりましたならば、関係課

と協議させていただきながら進めてまいりたい

というふうに思います。 

  以上です。 

１６番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

清水清秋議長 石川正志君。 

１６番（石川正志議員） 最後の再質問になろう

かと思いますが、前向きに今嘱託職員及び日々

雇用の職員の待遇改善に関しては検討中である

と。市長答弁の中でも出てきた人事院による勧

告、山形県の場合は山形県の人事委員会による

勧告で、このたびも河北新報かどこかのネット

上の記事になりますが、1.数％上昇しなさいと

いうような勧告がありました。勧告に従う義務

はないかとは存じますが、その県の人事委員会

勧告の中では私細部まで見たことがないもので

すからお伺いするんですが、今言われている嘱

託職員であるとか、日々雇用の職員の給与まで

言われているのかどうかそこを教えていただき

たい。 

野崎 勉総務課長 議長、野崎 勉。 

清水清秋議長 総務課長野崎 勉。 

野崎 勉総務課長 山形県の人事委員会勧告の内

容でございますが、一般職の職員についての給

与の勧告でございまして、嘱託職員、臨時職員

についての勧告内容はございません。ただ、市

長の答弁のほうからもさせていただきましたが、

昨年、ことしと勧告自体0.2％、0.3％の引き上

げ勧告でございます。国のほうの給与法が今の

ところまだ成立してございませんので、県内各

市町村の対応がまだ出そろっておらないところ

ではございますが、当然そういったところを尊

重しながらどういった対応をするのか、もちろ

んそういったところを見定めながらの一般職の

対応になることになりますし、また嘱託職員、

臨時職員につきましても市長のほうから答弁申

し上げましたとおり、そういった状況を勘案し

ながらの改定になろうかというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

１６番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

清水清秋議長 石川正志君。 

１６番（石川正志議員） わかりました。総括い

たしまして、再質問する際に申し上げましたが、

非常に今回は内容の濃い答弁をいただいたもの

と思っております。 

  ３世代同居２割弱で経過するのかな、もしく

はできれば昔の４分の１程度25％までいってほ

しいなという思いです。最近のニュース、非常

に悲惨な報道が出ております。つまり我が最愛

の子供を手にかけるような事案、あるいは最近
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ないんですがこれまで頑張って仕事をしてこら

れたひとり暮らしの高齢者の孤独死、それらを

避ける観点でやはり世代間の共助をつくるとい

う観点から、ぜひ３世代同居を新庄市の中でも

強力に進めていただきますことをお願い申し上

げまして一般質問を終わります。ありがとうご

ざいました。 

清水清秋議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午前１０時４５分 休憩 

     午前１０時５５分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

今田浩徳議員の質問 

 

 

清水清秋議長 次に、今田浩徳君。 

   （７番今田浩徳議員登壇）（拍手） 

７番（今田浩徳議員） 議席番号７番、絆の会所

属今田浩徳です。どうぞよろしくお願いします。 

  新庄最上定住自立圏構想の推進について、一

括方式にて質問をさせていただきます。 

  少子高齢化が進み人口減少が地域住民の生活

に影響を及ぼし、地域の将来像が描きにくくな

る中、暮らしを守るため近隣町村と連携し安

心・安全な暮らしを提供するために定住自立圏

構想が推進されました。 

  折しも地方創生がうたわれ、まち・ひと・し

ごと創生本部が設置され、長期ビジョンと総合

戦略が提示されました。魅力ある地方創生を受

け、山形県は自然と文明が調和した理想郷山形

を目指した「やまがた創生総合戦略」を提案し、

特に力を注ぐ取り組みとしてやまがた創生をけ

ん引する挑みの八策を掲げました。 

  新庄市は平成27年２月13日に定住自立圏構想

を締結に向けて中心市宣言を行いました。圏域

形成に努力する決意のあらわれと思います。本

市市長にはしっかりとしたリーダーシップをお

願いします。 

  ６月25日に４町３村と新庄最上定住自立圏構

想の締結をしました。締結に至るまでの内容検

討は多岐にわたるものと思います。平成28年４

月の実施に向けての進捗度合いはどうなってい

ますか。市民、圏域民への広報、ＰＲもあわせ

て検討経過をお知らせください。 

  会派視察で研修しましたちちぶ定住自立圏構

想の事例を見ますと、締結する項目の中で必要

事項、重要事項が優先順位を明確にして事業が

採択、執行し、圏域民の理解を得るビジョンと

して定義されて、将来にわたり協定項目の核と

なる取り組みと位置づけて締結していました。 

  当圏域も今すぐにでも取り組まなければなら

ない分野、項目があると思います。が、優先し

て取り組む事業の推進は考えていますか。また、

その際、順位はどのようにしてつけていきます

か。考えをお聞かせください。 

  当圏域の課題は、人口動向に見る自然現象、

社会現象が要因の人口急減社会に向かっており、

さまざまな方面への影響が懸念されます。特に、

高校卒業時から20代前半の減少が目立ちます。

企業誘致が推進され雇用の創造ができ、産業振

興が図られています。しかし、新卒者の就職希

望者数と企業の募集定員数には隔たりがあり、

また地元企業をよく理解しないまま就職活動を

している学生がいたり、採用、就職しても数カ

月、一、二年で退職、離職してしまうケースが

後を絶たず、地元定着率低下の要因になってい

ます。 

  10代後半から20代が誇りを持って定着できる

環境づくりが大切です。さらに、女性の動向を

見れば働きたい職種が少なく、希望する仕事に

つける割合が低く、パート、アルバイトと消極

的地元定着が現状で、就職できず専門学校等へ
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の進学となればさらに地元定着率は下がります。 

  人口減少を抑え、持続可能な圏域の形成には

若い女性の定着もまた必要不可欠です。人材確

保に向け企業との連携、育成について取り組む

施策の方向性を伺います。 

  よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、今田市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  新庄最上定住自立圏構想の推進について、４

項目について御質問をいただきました。 

  定住自立圏を形成する前段といたしまして、

新庄市における合併という問題がございました。

地域のさまざまな課題を合併をしながら８市町

村一つの方向へ向かおうというようなことを平

成16年から取り組んでまいりましたが、２度の

協議が不成立であったというようなことであり

ます。 

  その後にさまざまな市の職員におきましても

非常に先行きに対する不安というものがござい

ました。職員に対しては、どんな状況にあって

も郡内共存共栄の関係を築いていくこと、この

ことが新庄最上全体の利益につながるというよ

うなことを再三にわたって申してきました。 

  その中で、３年前に最上総合支庁長と会談を

させていただき、ぜひ総合支庁のリードのもと

に８市町村の定住自立圏を提案していただきた

いというお願いをし、一昨年から協議を進めて

きました。 

  昨年協議がまとまり、そしてことしの平成27

年９月がこの要件の最終年度であるというよう

なことで議会の皆さんにお話ししてきたところ

であります。 

  定住自立圏を形成する新庄最上地域について

は、古くから戸沢藩としての一体感のある地域

として、またこれまでも最上広域市町村圏事務

組合を通し消防やごみ処理などの事務を共同で

行ってきた経過がございます。全国的な問題と

なっております人口減少社会の対応をしていく

ためにも、新たな連携を模索する必要がありま

した。そのような中、定住自立圏構想の制度の

活用、先ほど申し上げましたが最上総合支庁の

協力を得ながら検討を進めてきたところであり

ます。 

  この定住自立圏構想に取り組むことができま

したのも、新庄市が中心市としての要件を持っ

ていたからであります。このたびの平成27年の

国勢調査、その前の平成22年の国勢調査におい

て４万人という一つのラインがございました。

これが切れますと要件を満たさないということ

で、そういう意味で平成27年の国勢調査前９月

30日が一つの目安であるということを指定され

ていたわけであります。それに向かって今回定

住自立圏を進めてきたことであります。 

  中心市としての圏域の活性化を図るという意

味では、新庄市の責務は大変大きいものと感じ

ているところであります。 

  昨年896の自治体が消滅するかもしれないと

の衝撃的な発表がございました。これは人口推

計を行った上で、人口特殊数で若い女性がどれ

だけその地域に住んでいるか、今後住むであろ

うかという人口推計のもと、それから想定され

る人口がどのように出産が影響するかというよ

うなことで896の自治体が消滅するというよう

な発表があったわけです。 

  それを受けまして国といたしましては、ま

ち・ひと・しごと法案創生法を成立し、全国で

地方創生に向けた取り組みが今まさに進められ

ようとしております。 

  このような中、ちょうどタイミングよく定住

自立圏構想に取り組むことができることは、ふ

るさと創生元年と言われる年にふさわしいスタ

ートができたものと思っております。 

  これまでの協議の進め方といたしましては、
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担当者協議による連携事業の具体化、企画課長

会議による調整、８市町村長会議における合意

形成を図りながら進めてまいりました。圏域住

民の皆様には２月の中心市宣言に向けた検討状

況、６月に定住自立圏形成協定を締結したこと

などについて、広報紙やホームページを通じて

お知らせしてまいりました。広報につきまして

は、新庄市だけでなく各町村においても同様の

内容で周知を行っております。また、各町村と

の協定を締結するまでは、住民の方から御意見

をいただく場面はありませんでしたが、協定締

結後は圏域の目指す将来像や具体的取り組みを

定める定住自立圏共生ビジョンの策定に向けた

協議を進めており、その策定作業において圏域

住民20名を委員とした共生ビジョン懇談会を開

催し意見をいただいているところであります。 

  今後のスケジュールといたしましては、圏域

住民から広く意見をいただくためパブリックコ

メントを実施しながら、共生ビジョンの策定を

来年３月に予定しており、４月からは定住自立

圏構想に基づく連携事業が開始できるよう協議

を進めているところであります。 

  優先して行う事業の考え方についてですが、

各町村と協定を締結する際には特に優先度を設

けることなく、国の要綱で示す政策分野におい

て連携できるところから始めていく考えで合意

の得られたものを連携する取り組みとして確認

してきたところであります。 

  具体的な連携事業として実施するに当たりま

しては、総花的ではなく重点的に実施していく

べきとの考え方もありますが、共生ビジョン懇

談会での意見では雇用や医療、人材育成、交通

など幅広く意見をいただいており、いずれも重

要な課題であると捉えております。 

  連携に当たっては、各町村での考え方もあり

ますし連携の効果、効率性を十分に検討する必

要もあります。単独の市町村で解決すべき課題

もあり、全てが連携できるものとも限りません

ので特に優先順位としては考えず、住民サービ

スの向上に効果が高いと期待されるものから取

り組んでいきたいと考えております。 

  また、圏域の将来を考えますと人口は急速に

減少し、現在の行政サービスを維持するのも困

難になるのではないかと危惧されます。そのた

めにもそれぞれの市町村では、まち・ひと・し

ごと創生総合戦略を策定し、定住対策に向けた

取り組みを進めようとしております。 

  定住自立圏構想の主たる目的は、人口定住の

ための生活機能の確保でありますので、各市町

村での取り組みを結びあわせ、さらなる効果が

得られるものにしていく必要があります。また、

単独の市町村では実施できない事業への取り組

みも期待されているものと思います。 

  共生ビジョン懇談会におきましても若者の定

着、人材育成についての意見が出されたところ

であり、その必要性は強く認識しているところ

であります。 

  この課題に対し８市町村が連携して何ができ

るか、その方向性についてはこれからの議論と

なりますので、各方面からも御意見をいただき

ながら市町村間での合意の得られる有効策につ

いて取り組んでいきたいと考えております。 

  また、これまでの協議の中では特に女性の定

着に焦点を絞った議論はしてきませんでしたが、

進学就職において地元への定着が進まず県外へ

の転出が多いことは圏域でも共通した課題であ

り、男女問わず考えていかなければならないも

のと思います。 

  その一つの方策として、看護師養成機関の設

置検討に向けた議論もスタートしたところであ

り、地元高校生の進学先として、また圏域にお

ける看護師不足の解消もあわせて期待できるも

のと考えております。 

  さまざまな課題はございますが、定住自立圏

構想への取り組みがよりよいものになるよう来

年度以降も協議を継続し、新庄最上地域に住ん
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でいてよかったと思われる圏域づくりを進めて

まいりたいと考えております。 

  以上、壇上からの答弁とさせていただきます。 

７番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

清水清秋議長 今田浩徳君。 

７番（今田浩徳議員） ありがとうございました。 

  ただいまの回答を受けますと、私の伺った内

容に十分な回答をしていただいたと思います。

今後の新庄市のスタンスを確認しながら再度質

問をさせていただきます。 

  協定締結により中心市への依存度が高くなり

流動人口も昼夜や平日、休日に流れの変化があ

らわれ、安全・安心な移動の確保、緊急時、救

急対策、通勤通学の時間短縮対策など地域の実

情を踏まえればアクセス向上に踏み込んで考え

るべきと思います。さらに掘り下げて検討する

事業内容などニーズに即して進めていくことを

考えているのかお聞かせください。 

  形成協定の内容が明確化されてくれば、取り

組みがより細分化され事業推進もしやすくなる

と思いますが、人口定着や人材育成は圏域だけ

で処理できる課題では到底無理なことで、独自

性、独創性を持って取り組む姿勢は理解できま

すが、国の支援策の活用を踏まえ県との協議、

連携を推進すべきと思います。新規就労と Iタ

ーン、Ｕターンを考える若者が安心して働ける

環境の創生についてのお考えを伺います。 

小野茂雄総合政策課長 議長、小野茂雄。 

清水清秋議長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 最初に交通アクセスの向

上についてというふうな点でございますけれど

も、道路整備というふうな面とバス等の地域交

通、二次交通あわせた質問かと思いますけれど

も、道路整備については基本的に違う行政機関

をまたぐものについては国県道との整備分野と

なりますので、定住自立圏構想での範囲外では

ないかというふうに認識しております。当然、

町村間での会合の中で必要と議論があった場合

には県等に要望していくというふうになるかと

思います。バス等の地域交通、二次交通につい

ては、現状では舟形町と鮭川村との協定になっ

ておりますけれども、最上管内全域での交通ア

クセスも検討していかなければならないと思い

ますので、今後研究していく予定でございます。

その結果、協定を結んでいない他の町村との協

定が必要な場合につきましては、新たな協定を

充実していくというふうなことになるかという

ふうに思われます。 

  あと、国の支援策の活用とか県の連携等につ

いてでございますけれども、定住自立圏協定に

おきましては国の特別交付税というふうな形が

予定されてございます。新庄市にあっては

8,500万、町村におきましては1,500万というふ

うな上限でのものになってございますけれども、

その活用については一般的な補助金と違いまし

て交付金については自由に使ってよろしいとい

うふうなことになりますので、この使途につき

ましては今後さまざまな面で検討していきたい

というふうに考えてございます。 

  県との連携というふうな面でございますけれ

ども、特に地域医療体制の充実でありますとか、

企業誘致、それから広域観光等において県と管

内市町村の既存の協議会がございますので、さ

まざまな面で連携していかなければならないと

思いますし、事業の中に看護師養成機関の設置

準備についても盛り込んでいく予定でございま

すけれども、これにつきましても当然実習機関

の例えば県立新庄病院とのかかわりであります

とか、専任講師、兼任講師なんかにつきまして

も県と連携していかなければなかなかできない

のかなというふうに思っております。 

  また、新規就労とＩターン、Ｕターンという

ふうなことで若者が安心して働ける環境の整備

というふうなことでありましたけれども、定住

自立圏協定につきましては中身として総合戦略

の中身とかなりダブっているところがございま
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す。ただ、定住自立圏協定につきましては、共

同してやったほうが効率的であるというふうな

ところがメーンになっておりますし、町村も含

めて住民ニーズというふうなものに沿ったもの

でなければなりませんので、そういったところ

で各自治体が折しも総合戦略を策定している中

で就労とかＵＩＪターンについて取り組みを開

始するものと思われます。その中で単独で行う

べきものと、それから共同でやったほうがいい

ものというふうなところは色分けされてくるの

かなというふうに思いますので、今後とも検討

を重ねながらよい方向に向かってまいりたいと

考えております。 

７番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

清水清秋議長 今田浩徳君。 

７番（今田浩徳議員） ありがとうございました。 

  それでは、さらにお聞きしたいところが２点

ほどあるんですけれども、先ほど懇談会のメン

バーが圏域内に20名にお願いして、その会を設

けているというふうにあります。あと、今まで

協定を結ぶためのビジョンの内容がそれぞれ出

されていると思います。そのビジョン内容とあ

と懇談員とのその話し合いでの意見であったり、

その整合性であったり、そういうところでの話

し合いの内容がどういうふうにして出されてい

るのか。また、その懇談会で出された内容、意

見がどのように今後反映されていくのか、いき

たいのかということをお聞かせください。お願

いします。 

  あともう一つは、さらに今度パブリックコメ

ントをいただくようになります。パブリックコ

メントをいただいたその内容についての同じよ

うな精査であったり、どこまで開示するかとい

うそういう手法とあとそのどこまでやるかとい

う限度の部分を教えてください。お願いします。 

小野茂雄総合政策課長 議長、小野茂雄。 

清水清秋議長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 新庄最上定住自立圏共生

ビジョン懇談会につきましては、20名の委員で

構成されております。各町村が２名ずつという

ふうなことで14名、新庄市は６名でございます。

中心市ということで最初から人数は多くさせて

いただいているところがございます。各政策分

野のところから代表を選定しております。 

  その定住自立圏の共生ビジョン懇談会での御

意見を聞く中身につきましては、この間全員協

議会の中で素案というものをちょっとお示しし

たかと思います。その中で圏域の将来像と、圏

域がどういうふうな姿であったほうがよろしい

かというふうなところを中心にお聞きしている

ところでございます。その中では、特に医療で

あったり、それから子育てというふうなところ

での、こういうふうな姿があったほうがいいと

いうふうなところを主に聞いてございます。そ

の中身を圏域の将来像というふうなところでま

とめて記載する予定になってございます。今ま

で３回懇談会やってございまして、その中で出

されたことをメーンとして今回素案として出し

ておりますけれども、12月下旬から１月にパブ

リックコメントを行います。これは各町村も行

いまして、それで集められたものにつきまして

再度ビジョン懇談会の中でお示しして、委員の

方の意見だけでなくて住民の方の意見も検討し

た上で、その将来像の文章を定めていくという

ふうな作業になってくるかというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

７番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

清水清秋議長 今田浩徳君。 

７番（今田浩徳議員） ありがとうございました。 

  定住自立圏構想につきましては、いろいろな

言葉であったり各市町村の思惑があると思いま

す。その中でしっかりリーダーシップをとって

いってくださることをまずはお願いしたいと思

います。 

  市町村合併が正確な情報の伝達のないまま住

民の勘違いを招き、地域の存亡や地域離れによ



- 84 - 

る弱体化を憂慮したために合意に至らなかった

という市長のお言葉がありました。今回、新庄

最上定住自立圏構想が締結され協議しています。

市町村間において丁寧な議論がされ、開示され

ることを望みます。８市町村が同じ考えのもと、

中心市である当市がリーダーシップをとり、全

体的な戦略を持ってリードしていかなければな

りません。 

  定住自立圏構想は将来への投資と考えます。

より深い合意形成を進め、圏域民が安心して誇

りを持って暮らせる社会の確立を強力に推し進

めるには市長の決断が必要です。自身の公約が

圏域の将来像に大きなかかわりを及ぼすことを

念頭に、その決意、思いを伝えてほしいと思い

ます。いかがでしょうか。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

山尾順紀市長 今回の定住自立圏構想につきまし

ては、さきに申し上げましたとおり共存、共栄

を図っていくということが、この地域にとって

非常に大切であるというような思いでおります。

今回、その一つの前段として看護師養成校につ

きましても７町村の協力を得て一緒にやってい

くという、この地域の課題を共有し合うという

ことを一つ進んでいるのかというふうに思って

おります。 

  今後この定住自立圏構想の中でビジョンがつ

くられていくわけですけれども、もっと掘り下

げた課題もあることも承知しております。その

前段としては今、郡内の皆さんのお話をまず聞

いていくということで、その後こちらからの提

案もさせていただくというようなことがあろう

かというふうに思っております。そういう意味

では、本市における役割は大変重いものだとい

うことで、この定住自立圏をきちっと推進して

いくことによって地域の活力を取り戻していき

たいというふうに考えております。 

  以上であります。 

７番（今田浩徳議員） 議長、今田浩徳。 

清水清秋議長 今田浩徳君。 

７番（今田浩徳議員） ありがとうございました。 

  私としては、もっともっとリーダーシップを

発揮して、やる気ある、もっともっと意欲のあ

る姿勢の言葉をいただきたいところではありま

すが、今は市長のその思いを酌んで今後ともそ

の定住自立圏構想についての検証を進めてまい

りたいと思います。 

  拙い質問でありますけれども、今後は市長の

思いを回答いただいた内容とあわせて検証し、

よい方向に導いていけますよう二元代表制のも

としっかりと意思決定をしていきたいと思いま

す。定住自立圏構想が圏域民に受け入れられる

よう繰り返し検討していくことを約束し、私の

質問を終わらせていただきます。どうもありが

とうございました。 

清水清秋議長 ただいまから１時まで休憩いたし

ます。 

 

     午前１１時２４分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

佐藤悦子議員の質問 

 

 

清水清秋議長 次に、佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇）（拍手） 

１番（佐藤悦子議員） 日本共産党が実施してき

ました市民アンケートなどで寄せられました市

民の要望に基づいて一般質問を行いたいと思い

ます。 

  最初に、交通事故防止のために。質問します。 

  交通死亡事故が多発していると報道されてお

ります。市でも事故防止のために努めていると



- 85 - 

思いますが、市民からの声として２つありまし

て、これを提案し市長の見解を伺います。 

  １つは、市道などでセンターラインや右折レ

ーンの白線の薄れている箇所が見受けられます。

交通事故防止のために点検し、改善すべきでは

ないでしょうか。これから雪になりますので、

雪の消えた来年の春から特にと思いますが、お

考えをお聞きいたします。 

  ２つ目は、右折レーンが必要な南本町と大町

の間の交差点が、最上公園のほうから行ったと

ころですが、狭いために右折レーンがつくれず

車が混雑し危険な状態が続いています。安全な

通行を確保し車の混雑、渋滞を解決する根本的

な解決策は道路を拡張して右折レーンをつくり、

右折専用の矢印信号を設置することだと思いま

すが、現状をどのように認識し、どのような対

策を講じる必要があるとお考えか伺います。 

  大きな２つ目の質問は、安心して介護を受け

られるようにするためにということで質問しま

す。 

  市内で夫婦で子育てしながら介護職について

おられる若い方からこう言われました。「自分

の仕事は大事な仕事だと思うが、収入が少なく

て子供たちに介護職を勧めることができない、

待遇改善を進めてほしい」と言われました。全

労連の介護ヘルパーネットによるアンケートの

中間報告によりますと、介護現場で働く一般労

働者（正職員プラスフルタイムで働く非正規の

方）の７月の平均賃金は、全産業労働者の平均

と比べて月額８万1,000円も低いのです。別の

新聞、赤旗の報道には10万円も低いとも報道さ

れています。介護労働者は全労働者の約７割ぐ

らいしか収入を得ていないことになり、深刻な

格差と言えます。 

  ことし６月、厚生労働省は2025年には253万

人の介護人材が必要とされるが、37.7万人の不

足が見込まれると発表しました。介護現場の人

材不足は深刻です。介護を担う若者の生活が不

安定では安心して介護を受けることのできる社

会にはなれません。ここ新庄市でも特別養護老

人ホームの待機者は173名と言われました。新

しい特別養護老人ホームは80人の定員で建設さ

れました。ところが、人手不足によって40人し

か入所できないということでした。介護の担い

手不足は大変深刻です。原因は介護報酬が下げ

られ、きつい仕事にもかかわらず人件費は低く、

不安定雇用で若者が続けられないといって離職

する割合が高いからとのことです。介護報酬の

引き上げと介護保険への国庫負担を抜本的に引

き上げるよう働きかけることが必要ではないか

と思いますが、見解をお聞きします。 

  また、県にも介護職員への待遇改善の手だて

を求めるとともに、新庄市でも独自に待遇改善

そして定着への手だてをとるべきではないかと

思いますが、その点についてのお考えもお聞き

します。 

  また、認知症の方を介護する家族の会のカフ

ェが補助を受けて４回ほど開かれたようです。

参加した方は、「専門家の助言を聞いたり、経

験者の話を聞いたりしてとてもためになった、

閉じこもりがちでいらいらから虐待という事態

にも陥りかねない、自分たち介護者を励ます場

として続けてほしい、もっと広報を強めて参加

者を募るべきだ」という感想や意見を述べてお

られました。広報の強化と継続についての市の

考えを伺いたいと思います。 

  大きな３つ目の質問は、福祉灯油の制度化に

ついてです。 

  年金の引き下げ、介護保険料や医療保険料の

大幅な引き上げ、働く人たちの実質賃金の低下、

物価の値上がりなどで低所得世帯にとって冬の

暖房費は大きな負担となっています。福祉灯油

を続けて、厳しい生活を強いられている低所得

世帯を温める施策として、市として制度化して

いくべきだと考えますがいかがでしょうか。 

  大きな４つ目の質問です。 
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  新庄最上地域の医療のあり方についてお聞き

します。 

  県内どこに住んでいても平等によい医療を受

けられるというのは、市民の当然の権利ではな

いでしょうか。ところが、県立新庄病院では医

師が不足しているために、市民が山形市や酒田

市まで行かないと治療できないというのが現実

です。遠いところに行くための交通費などの負

担は大変な重いものです。県立新庄病院の建て

かえを機に、ほかの地域に行かなくても新庄で

治療が受けられるようにすべきではないでしょ

うか。市民の要望を今聞いている最中とお聞き

しておりますが、その要望を受けてどのような

充実策を検討し、県に要望していくのかお聞き

したいと思います。 

  ５つ目の質問ですが、野球場についてです。 

  建設直後から雨漏りが指摘されていました。

市では今までどんな対策をとってきたのでしょ

うか。また、野球場のあるほかの市の状況はど

うなっているのかなど、あわせて調べておれば

お願いいたします。 

  また、屋内練習場、室内運動器具の設置場所、

廊下ほか雨漏りが大変ひどくて施設の傷みにつ

ながっております。これは利用者にとって、と

っても残念な状態だと思います。雨漏りをなく

し長寿命化するためには、対策費は幾らぐらい

必要と見積もっておられるのかお聞きしたいと

思います。 

  よろしくお願いします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、佐藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  交通事故防止のための区画線についてご説明

させていただきます。 

  区画線で規制をする停止線や横断歩道は公安

委員会の管理になっており、その他のセンター

ライン及び外側線については市の管理となって

おります。区画線の設置に当たっては、関係機

関と合同点検を行うとともに、道路パトロール

を通し危険箇所の把握に努めておりますが、市

道の管理延長約300キロメートルに対し毎年20

キロメートルほどの区画線の設置を行っている

状況にあります。今後も危険性の早期把握に努

め、安全施設の整備促進に努めてまいります。 

  ２点目の南本町と大町の交差点部の県道部の

改良整備についてでありますが、事故防止の観

点から道路管理者である県と協議してまいりた

いと考えております。 

  次に、安心して介護が受けられるようにする

ための御質問でございます。 

  介護職の人材不足は全国的な問題として取り

上げられるようになっております。介護職員の

処遇改善には、これまで介護職員処遇改善交付

金の投入や介護報酬における新たな加算による

賃金改善など国も力を入れてきました。 

  御存じのとおり介護保険事業は公費と保険料

を財源として賄っております。介護サービスの

提供には、利用者負担１割を除く９割が介護保

険から給付されており、それが介護職員の給料

の財源となっております。今年度新たな改正が

行われ、サービス提供事業者が介護職員に対し

て処遇改善を行う内容となっておりますが、今

後の介護職員に対する具体的な処遇改善の方法

につきましては、サービス提供事業者が判断す

るものであり、全ての介護職員の賃金が一律に

引き上げられる仕組みにはなっておりません。 

  介護保険事業は国の制度で実施されておりま

す。現在の制度下において介護職員に安定した

給料を支給できるように介護報酬の引き上げを

行うためには、公費いわゆる税金か保険料の増

額をしなければならない状況となっております

ので、制度の趣旨を御理解願いたいと思います。 

  次に、認知症カフェの広報についての御質問

でありますが、今年度から認知症の人と家族の
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会山形支部が、山形県からの委託を受け山形市

内にやまがたオレンジカフェを開設しておりま

す。新庄市では出張交流会が今年度４回開催さ

れておりますが、開催間近に開催の案内が届く

といった状況でしたので、残念ながら広報等の

お手伝いができませんでしたが、可能な限り支

援してまいりたいと考えております。 

  認知症関連の取り組みといたしましては、今

年度地域包括支援センターに配置しております

認知症地域支援員を活用し、認知症サポーター

養成講座の定期開催を実施しております。昨年

までは申し込みのあった団体等に対しての講座

開催でございましたが、今年度からはどなたで

も受講できるようにして認知症への理解を広め

ておりますので、来年度も引き続き取り組んで

まいりたいと考えております。 

  次に、福祉灯油についてでありますが、一昨

年、昨年と住民税非課税の高齢者世帯や障害者

世帯、ひとり親世帯など低所得の世帯を対象に

家計負担の軽減を図るため、緊急対策として灯

油購入費助成事業を実施いたしました。一昨年

594世帯、昨年779世帯に助成券を交付し、所得

が低い世帯の経済的支援が図られたものと考え

ております。本年度は12月から地域活性化・地

域住民生活等緊急支援交付金を活用し、福祉灯

油購入費助成事業を実施しております。 

  福祉灯油の制度化につきましては、県内13市

の中では米沢市が独自の制度化を図っており１

世帯3,000円の支給となっております。そのほ

かの市では制度化までには至っておりません。

今後、経済状況や灯油価格の動向、気象状況等

を見きわめて対応してまいりたいと考えており

ます。 

  次に、新庄最上圏域の医療のあり方について

であります。 

  山形県医療統計における最上二次医療圏での

住民の受診状況は、脳卒中、心臓病、胃がん、

大腸がんの治療では９割を超えておりますが、

がんの治療での肺がん、乳がんなど部位や化学

療法、放射線療法において１割以上が村山地域

で治療を受けている状況にあります。 

  当市といたしましては、今後もさまざまな機

会を通し最上地域で対応可能な医療体制の確保

と、三次医療など治療の精度や専門性の面から

他地域での治療との連携について要望してまい

ります。さらに限られた医療資源の中、適正受

診、かかりつけ医を推進するとともに健康寿命

の延伸を目指し、国保特定健診やがん検診の受

診向上対策など市民の健康づくりを推進してま

いりたいと考えております。 

  野球場については、教育長より答弁させます

ので、私からは壇上からは以上の答弁とさせて

いただきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

清水清秋議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、私のほうからは市民

球場の御質問にお答えいたします。 

  市民球場におきましては、御指摘のとおり建

設当初から雨漏りが発生しております。対策と

いたしましては、雨漏りの原因と考えられる箇

所を中心に部分的な補修等を行ってまいりまし

たが、解消までには至っていない状況でござい

ます。 

  また、他市の状況を確認しましたところ、建

設年度の違い等による程度の差はありますが、

雨漏りが発生しているといった点では同じであ

りました。 

  抜本的な解消を図るには、観覧席スタンド全

体に防水工事を施すなどの大規模な改修が必要

になると考えております。今後につきましては、

大規模改修の検討を重ねながら、急を要する箇

所などについては引き続き部分的な補修になり

ますが対処してまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

１番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 
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１番（佐藤悦子議員） まず、市道のことに。市

道のセンターラインや右折レーンの白線の薄れ

ている部分についての対処として、今後とも安

全のため頑張っていくというような答えだった

と思います。 

  いろいろ死亡事故の話を聞くたびに胸が痛み、

特に知っている人が亡くなったなどというとも

う自分の人生もかなり厳しい気持ちになる方も

少なくありません。そういうことを防ぐために

も、今まで20キロ程度だったということであり

ますが、市民からの要望なども受けながらこれ

を薄れて見えなくなった、そのために事故に遭

ったなどということのないようにしていただき

たいということで、力を入れていただくようお

願いいたします。 

  次に、１の②で南本町と大町の間の交差点の

こと、県道なので県と協議というあっさりした

答えをいただきました。 

  しかし、県道ということで市が直接やるもの

ではないとは思いますが、それでも利用するの

はほとんどが市民です。右折車両が少なくあり

ません。そしてその右折レーンができないため

に、ぎちぎちに車が並んでいる状態で、曲がれ

るところがない、右折レーンがないんです。道

路の拡幅の可能性を追求してベストな対策を追

求すべきではないかと思います。そのために、

さまざまな可能性を市としても県に提案し追求

するよう求めていただきたいと思いますが、再

度答えていただきたいと思います。 

土田政治都市整備課長 議長、土田政治。 

清水清秋議長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 現状報告とあわせまして、

右折レーン設置の可能性について検討いただけ

るよう県のほうに伝えてまいりたいと考えてお

ります。 

１番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１番（佐藤悦子議員） どうか交通事故にならな

いようにと願って提案している市民の立場に立

ってやっていただきたいと思います。 

  次に、安心して介護を受けられるようにする

ためにということで、市長のほうからは介護保

険というのは税金かそれとも保険料ということ

で、これらで賄っているので趣旨を理解してい

ただきたいということで、国に対しての要望の

気持ちは示されなかったように思います。 

  そこで再質問をします。ことし４月の介護報

酬の改定のことも市長から出ていました。

2.27％の引き下げでした。このマイナス改定は

介護職員の処遇改善にプラス1.65％、認知症及

び中重度のケアにプラス0.56％などの加算を含

めた引き下げです。加算を除いた介護報酬全体

を見ると、実質的に4.48％もの大幅な引き下げ

となりました。介護職員の処遇改善というのが

一応数字として挙がっていたので、本当に改善

がなっているのかという視点から先ほど言った

全労連が3,353人からアンケートをとったよう

です。その結果、４月から収入がふえたという

労働者は６人に１人にとどまっておりました。

短時間パートや登録ヘルパーにはほとんど処遇

改善が進んでいません。８割の労働者が処遇改

善が実感できていないし、４割の方が不満を感

じており、５割がやめたいとも思っております。

そして、平均するとほぼ５年で退職するという

実態になっています。 

  介護報酬の大幅な引き下げによって、介護労

働者の処遇改善につながっていないということ

が明らかではないでしょうか。そういう意味で、

10万人を超えた介護離職者をゼロにと政府が、

総理大臣が言っているわけですから、それであ

れば介護報酬を引き上げて、それと同時に介護

保険に国庫負担の割合を大幅にふやす、そうす

ることで介護保険の中で働く職員の手当に、処

遇改善に充てられるわけなんです。そういうこ

とを強く求めるべきでないかなと私は思うので

すが、見解をお聞きします。 
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佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、佐

藤信行。 

清水清秋議長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐藤

信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 ことしの

11月に全国市長会が、持続可能で安定的な社会

保障制度の構築に関する決議というものを採択

してございます。この中で、今議員おっしゃら

れたような趣旨の内容を国に要請したというふ

うに聞いてございます。 

  それから、同時に介護保険制度に関する重要

提言というものも採択してございまして、その

中では介護従事者の確保、育成、定着と処遇改

善のため財政措置の拡大を求めているというふ

うに聞いております。 

１番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１番（佐藤悦子議員） どうもありがとうござい

ます。そういう意味で、この場でさらに強めて

国に対して要望を強めていただきたいと思いま

す。 

  それから、そのところの次に、県にも介護職

員への待遇改善の手だてを求めるとともに市で

も独自に待遇改善、定着の手だてをとるべきで

ないかという質問に対して、聞き漏らしたよう

にも思いますが、再度見解を伺います。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、佐

藤信行。 

清水清秋議長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐藤

信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 県では昨

年の３月でございますけれども、山形県介護職

員サポートプログラムというのを策定してござ

います。この中には、５つの柱がございまして、

第１が理解促進、これは介護職員の崇高な仕事

であるということを中学生や高校生に理解させ

るというふうな内容です。それから、２つ目と

して育成確保、それから３つ目が定着離職防止、

４つ目が介護技術知識の向上、それから５つ目

ですが雇用環境の改善。これを施策の５本柱と

いうふうに位置づけておりまして、例えば介護

福祉士の就学資金制度や、あるいは介護職員の

キャリアアップなどに取り組んでいるというふ

うに聞いております。これについて本市として

も、こうした県の施策を連携を図っていきたい

というふうに考えております。 

  以上です。 

１番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１番（佐藤悦子議員） どうもありがとうござい

ます。 

  県では、おっしゃるとおり介護士のサポート

として、大卒で５年定着すれば返済不要の奨学

金制度を検討中と言っているということで、こ

ういったことをぜひ推し進めていただくことが

必要だと思います。 

  さらに、新庄市として独自に待遇改善、定着

への手だてをどう考えておられるのか、お願い

します。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、佐

藤信行。 

清水清秋議長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐藤

信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 市独自の

手だてというふうなことでございますけれども、

直接的な財政投入というふうなことは今のとこ

ろは考えてございませんけれども、平成29年４

月に予定してございます新しい総合事業、これ

が始まりますと市に移行する各種サービスがご

ざいまして、これの単価設定が来年度の大きな

課題となってございます。そこで事業所にとっ

て不利となるような従来の単価を引き下げるよ

うな行為、こういったことは非常に意欲を落と

すといいますか、そういうことになりかねない

ので、その辺できるだけ維持するということ。

それから、重点化が必要な部分については一定
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の加算も含めた単価設定、そういったものも全

国的にはやっているところがあるようでござい

ますので、そういったことも視野に入れまして

サービス事業所やそこで働く介護職員の意欲を

引き出すインセンティブといいますか、それを

考えていきたいと思っております。 

  以上です。 

１番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。

今、意欲を引き出すようなやり方でやっていき

たいということですが、私は財政投入も考える

べきではないかと思うんです。というのは、介

護で働く方々が全産業と比べて８万から10万円

も少ない。子育てをやる夫婦の方がこれでは子

供たちにとても安心して、お前たちもやれって

言えるような仕事じゃないというような現状な

んです。そういう意味で、若い人たちが安心し

てこの仕事はいいから子供たちもやれるよと、

これで食べられるし、子供も育てられるよと言

えるようなそういう介護職にするためにも、私

は市で応援して介護職の定着そして子供たちが

やってくれるような、やりたいと言える仕事に

なるような、そういう職場になるようにしてい

くことが高齢者たくさんふえる中で安心して介

護を受けられる新庄市になる大事な施策だと思

うんですが、もう一度市独自で待遇改善、定着

の手だてをとれないか、とるべきでないか、も

う一度お聞きします。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、佐

藤信行。 

清水清秋議長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐藤

信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 介護職員

の処遇改善といいますと、やはりこの制度の根

幹をなすものであろうかと思います。今後、

2025年問題を見据えて維持していくという点で

言えば、まさに根幹をなすものだというふうに

考えております。そういう点では、やはり市だ

けではなく県も国も力を合わせてこれに対処し

ていくというのが基本であろうと思いますので、

今のところ市独自の財政投入ということは考え

てございません。 

  以上です。 

１番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１番（佐藤悦子議員） 残念な今の答えでした。

国に対しては、やはり考え方は多分同じだと思

います。国が一番このあり方に対して、市長会

として要望しているように財政的な支援を強め

るべきだと思います。しかし、それが進まない

中で市民に、若者に、この地域に定着してもら

いたい、そして結婚もして子育てもしてもらい

たいって願っている市が、国がなかなか進まな

い中でいるときに何ができるかと言ったら、や

っぱり若者が働く場にまともに働けるように、

続けられるように、市が応援する姿があれば新

庄市に住み続ける、仕事があるということで頑

張ってくださるのではないかなと思うんです。

そういう施策も市として私は考えるべきだと思

います。多分ここで聞いても同じだと思います

ので、その要望に終わってしまいますがお願い

したいと思います。 

  次に、家族の会のカフェについてですが、可

能な限り広報で支援したいという、そして認知

症のサポーター講座などを開いて誰でも受講で

きるように来年度も取り組むという、大変前向

きなお答えに大変励まされました。ぜひこれを

広げて続けていただきたい。続けるにもお金が

なくなって続けられないということにならない

ように、応援していただきたいと思いますが、

その点についてお聞きします。お金の問題など

大丈夫かということで。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、佐

藤信行。 

清水清秋議長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐藤
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信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 お金の問

題ということでございますけれども、認知症カ

フェにつきましてはこれ県の事業ということで、

県のほうから要請があればこちらのほうとして

も大いに周知を図っていきたいというふうに思

っております。 

  それから、認知症サポーター養成講座でござ

いますけれども、これについては平成21年度か

ら実施してございまして、昨年までは出前講座

だけだったわけですが今年度初めて地域住民を

対象にした５回の定期開催というものを独自に

やってございます。うち４回目まで実施済みで

ございまして、93名の参加、それからこれにつ

いては参加した方の感想を聞きますと、認知症

地域支援員から最先端の知見、あるいは適切な

対処法が聞けるということで大変好評を博して

いるという状況です。 

  それとはまた別に、従来型の出前講座も開催

してございまして、今年度だけで見ますと225

名の参加となっております。平成21年度からの

通算でいきますと1,068名になります。この数

は非常に重要な数だというふうに私ども考えて

ございまして、全国では660万人をことしの８

月に突破したというふうな話でございます。即

効性があるかどうかという点では、またいろい

ろ検討が必要だとは思うのですが、認知症に対

して理解を深めている方々が地域にふえるとい

うことは非常に将来のことを設計する上でも効

果があるというふうに考えてございますので、

これについてはそう大きなお金もかかるという

ことではございませんので、何としても維持し

ていきたいというふうに考えております。 

  以上です。 

１番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１番（佐藤悦子議員） ありがとうございます。 

  次に、福祉灯油の制度化については、13市中

制度化しているのは米沢市だけで、ほかはなし

といって灯油価格の動きや気象を見て対応する

というお話でありました。確かに灯油価格は若

干下がってきているようにも聞いておりますし、

また上がったかもしれませんが、気象を見れば

温暖的な冬かなという感じで見ております。で

も、夏と冬と考えてみますと低所得者の方は冬

だからといって収入がふえるわけではないんで

す。灯油券をこのたびいただいてきている方々

は夏冬問わずほとんど同じ収入のようなんです。

そこにやはり私たち感じているように冬灯油を

たかないではいられない、そうなるとやっぱり

冬のほうが食べるものを削って灯油に回してい

るというのは低所得者の実態だと思います。中

には、灯油が買えないために布団にもぐって出

ないようにして閉じこもりの生活になっている

という方も出ております。そういうことを考え

ると、やはり福祉灯油があるということでちょ

っと励まされる。市行政もちょっといいところ

があるなって少し感じさせられる。そういうい

いものだと思うので、私はぜひ続けていただき

たいと思うのですが、再度お願いします。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 議長、佐

藤信行。 

清水清秋議長 成人福祉課長兼福祉事務所長佐藤

信行君。 

佐藤信行成人福祉課長兼福祉事務所長 福祉灯油

でございますけれども、これはあくまでも灯油

価格高騰対策として臨時的に実施するものとい

うふうに私ども理解してございます。したがっ

て、その時々の経済状況や灯油価格の動向、そ

れから場合によってはその年の気象状況等を見

て判断するということになるというふうなお答

えをしたところでございます。 

  今回の場合は、国の交付金がございまして、

これを活用するほうが有利だということで活用

することにいたしました。 

  県の補助制度もございますけれども、この県
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の補助制度自体も灯油価格高騰対策というふう

に銘打ってございまして、今後も補助事業を継

続するかどうかというのは全く不透明な状態に

なってございます。そういう点で、私どもとし

て今現在できることをやるということでお答え

したところでございます。 

１番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１番（佐藤悦子議員） わかりましたというか、

はい。 

  次に、４つ目に県立新庄病院の考え方につい

てなんですが、救命救急センターの設置につい

てはどのように考えておられるのかお聞きしま

す。 

  夜間急患で行っても脳神経外科の先生に診て

もらえなかったために間に合わなかった、助か

っても後遺症が残った、専門医に診てもらえな

くて寝たきりになったという例が少なくないと

いうことを耳にしています。救命救急センター

の設置については、どのように考えておられる

のかお聞きします。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

清水清秋議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 ただいまの質問、県立新庄病

院の改築に向けてということでの救命救急セン

ター的なものの設置についてどう考えているか

という御質問かと思います。 

  まず、今現在県立新庄病院の改築に向けてと

いうことで、ことしの１月中ごろですか県知事

のほうから改築に向けた検討委員会を設置しま

すよという、私たち住民の声が届いたのかなと

いうようなことでの検討委員会が７月に設置さ

れたわけですけれども、その構成委員としまし

て学識経験者として山形大学の先生とか、ある

いは地元医療機関の先生方、それから福祉関係

の方々、それから行政機関とか住民代表とかで

その検討委員会が開催され、まずはどういった

この地域医療に持っていけるようにするための

県立新庄病院について、どういった果たすべき

役割、それからこういった機能も必要ではない

かというような、いろいろな意見が出されてお

るようです。その中で佐藤議員がおっしゃられ

ました救命救急医療センター的なものの設置と

いうことも当然その委員会の委員の方々から意

見としてもちろん出ておりますし、またこの前

11月に今の県立新庄病院の先生ですけれども、

救命救急担当の先生のほうから通常医療業務を

やって、さらに急患の対応を夜中やっておられ

るというような状況の中で、いろいろ医療につ

いての課題というんでしょうか、私たち地域住

民にもできること、あるいは先生方のほうでい

ろいろ頑張っていただくようなこと、さまざま

な形で意見をもらったりしております。そうい

ったことも含めまして、まずはその検討委員会

の中では救命救急センター的なものの設置とい

うことでは声が出ているという状況です。 

  そして私たちもできることとしまして、救急

にかかるということももちろん必要な部分もあ

りますけれども、適正受診とかあるいはかかり

つけのお医者さんを持つとか、そういったこと

での医療とのかかわり、そういったところも私

たちもいろいろ考えていかなければならないな

ということもまた思っているところであります。 

  以上です。 

１番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１番（佐藤悦子議員） 救急救命センター、ぜひ

設置ということで市民の声が高いですので、お

願いします。 

  さらに質問します。 

  総合病院として口腔外科を含めた歯科、精神

科、精神神経科、それから心臓の手術ができる

心臓外科、血管外科、また甲状腺がんの手術な

どができるように呼吸器科、それから産科の充

実。産科は市内で産めるのはここだけになって

いますので、充実が必要だと思います。さらに、
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がん患者のための緩和病棟も必要だという声が

あるのですが、これについてどう考えているか

お願いします。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

清水清秋議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 先ほどもお話ししましたよう

に、県立新庄病院の改築に向けてどういった

機能が必要なのか、あるいはこういう機能も

欲しいというようなことでの委員からの意見、

特に医療関係の先生方からはさまざまなこの

地域の住民のことをおもんぱかって、いろい

ろな機能も欲しいということも言っておられ

るようです。また、二次医療機関ということ

でもありますので、より高度な医療技術を必

要とする方につきましては、やはり三次医療

関係そういった専門的な部分で、この地域で

対応できない場合にはその三次医療機関など

のある他地域、ほかの地域との連携というこ

とも視野に入れて考えていかなければならな

いなというふうに思っております。 

１番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１番（佐藤悦子議員） さらに、もう一つですけ

れども、整形外科、外科、皮膚科、この３つだ

と思いますが、初診のとき診察してもらえずに

予約のみで帰らざるを得ないということになっ

ています。予約日まで痛いのを我慢しなければ

なりません。これでは患者が減るのは当然では

ないかと市民は言っています。高齢者になれば

酒田や山形まで行くのは大変です。なぜこのよ

うなことが起こっているのでしょうか。初診か

ら診てもらえる県立新庄病院でなければ、安心

して新庄市に暮らすことはできないのではない

でしょうか。これについてお答えお願いします。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

清水清秋議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 私の認識の中では、痛くて我

慢できないというか、もう治療しなければなら

ないような患者に対しまして治療しないという

ことはちょっと考えられないかなというふうに

も思いますし、また県立新庄病院のほうにちょ

っと聞いてみましたところ、そういった救急を

要する患者さんについては救急病棟での対応も

できますよというふうな、していますよという

んでしょうか、そういう対応だということで聞

いております。また、その外科とかということ

で、例えばですけれどもちょっとした切り傷と

かそういったことで県立新庄病院に行かれたと

きなんかの対応かなというような気もしないで

もないんですけれども、全く皆痛くて痛くてし

ようがないような患者さんについて、全く診な

いというようなことはないんじゃないかなと思

っております。 

１番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１番（佐藤悦子議員） 私もそう願ってはいるの

ですが、市民の中では、せっかく痛くて頼むと

言ったのに予約だけで終わらせられているとい

うことで、その怒りというかすごいものがあり

まして、それを聞いた中で、ある一人だけはど

うしても我慢できないってがんがんとお願いを

してようやく、私が聞いた範囲で一人だけ無理

無理診てもらったんだという人がいらっしゃい

ましたが、大体は初診では診てもらえない。初

めて行ったときには予約だけで帰らせられると

いうことになっています。 

  なぜこんなことになるかといいますと、実は

整形外科今４人ですけれども足りないんです。

それから外科も６人ですが足りない。皮膚科は

常勤がいません。山大から週３回それぞれ来た

りして常勤がいないという。つまり、医師が確

保されていないためにこうなっているというこ

とで、これでは県立新庄病院は診ない病院と市

民がうわさしていますが、そんなことになって

いるようなんです。そうではなくて、行ったら

ちゃんと診てもらえるように、やはり医師を必
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要な数ちゃんと確保するという立場で言ってい

ただきたいと思いますが、どうですか。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

清水清秋議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 この地域の医療体制の確保、

充実ということでは常々医師不足ということで

の話は申し上げておりますし、同じことの繰り

返しになりますが、この前11月に行われました

地域医療を考える住民の集いでもあったように、

私たちもその救急医療のかかわりとか、医療機

関とのかかわり、そういったところで地域の医

療体制の整備とあわせまして、お医者さんへの

きちんとしたかかり方というようなところも住

民ともども考えていかなければならないことか

なと思っております。 

１番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１番（佐藤悦子議員） ぜひ、どんな地域に、県

内どこに住んでいても平等によい医療を受けら

れるという、そういう市民の当然の権利の立場

に立って最上地域、特に県立新庄病院を充実し

ていただきたいという市民の切実な願いをぜひ

言っていただきたいと思います。 

  野球場については、利用者が平成26年度で３

万2,384人と聞いています。屋内練習場でも一

日１カ所30人も利用しているようなんです。そ

この雨漏りを一日も早く解消できるように頑張

っていただきたいと思いますが、その点につい

てもう一度お聞きします。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 雨漏りについては、これ

まで当初からあったわけでございますが、教育

長の答弁にもございましたように抜本的な改修

には至っていないという状況でございます。今

後につきましても、その検討を重ねながら急を

要する箇所については対処してまいりたいと考

えております。 

１番（佐藤悦子議員） 終わります。 

清水清秋議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後１時４９分 休憩 

     午後１時５９分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

小嶋冨弥議員の質問 

 

 

清水清秋議長 次に、小嶋冨弥君。 

   （１７番小嶋冨弥議員登壇）（拍手） 

１７番（小嶋冨弥議員） 御苦労さまです。 

  議席番号17番起新の会の小嶋冨弥であります。

午後の眠気が襲う時間帯でありますが、ひとつ

よろしくお願い申し上げます。 

  私が今定例会でお伺い申し上げます質問事項

は、学校教育、防災対策の２件でございますの

で、項目の順に従いまして質問をいたしますの

で、よろしく御答弁のほどお願い申し上げます。 

  まず、最初に学校教育についての①について

であります。 

  私が９月の定例議会で2015年度の当市におけ

る全国学力・学習状況について、市の結果とそ

の検証についてをお伺いいたしました。このテ

ストの結果が学力の全てではないと思いますし、

点数優先主義であってはいけないと感じていま

すが、この調査の目的は全国的な義務教育の機

会均等とその水準の維持向上の観点から各地域

における児童生徒の学力や学習状況をきめ細か

く把握分析し、その結果を検証して学習指導の

改善を図ることと思います。 

  当市における結果は、理科は小学校、中学校

とも全国平均より上回っているが、小学校では

県平均と同じ。中学校は、県平均より低い。小
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学校の国語Ａ、Ｂは、国、県の平均より若干低

く、中学校の国語は全国、県の平均を上回った。

しかしながら、小学校の算数Ａ、Ｂ、中学の数

学Ａ、Ｂは、全国及び県の平均よりも低い課題

があると答弁をいただきました。 

  新庄市の調査の結果は、決して満足し手放し

で結果を受け入れられる事態でないと思うのは、

私一人ではないと思います。 

  私は、話の例えといたしまして、１年先を思

う人は花を植え、10年先を思う人は木を植え、

100年先を考える人は人を育てるという言葉を

思い出します。人材教育は長いスパンの中で育

む道でありますし、地域の活性化、これは人を

育む教育力が大切であることは申すに及ばず、

これらの地域に暮らす我々大人の責務でもあり

ますし、行政教育委員会としての役割が大いに

問われるのではないでしょうか。 

  県では、2015年度のこの学力・学習調査の結

果を受けて、県総合教育会議で吉村知事が児童

生徒の学力向上策に県全体で立ち向かわなけれ

ばならない深刻な問題であると檄を飛ばしてお

ります。 

  新庄市では、市における多面的に課題を整理

し、児童生徒の学力向上と先生方が児童生徒に

効果的指導ができる施策をどのように図られる

のかお尋ねするものであります。 

  次に、②のいじめの問題についてであります。 

  学校でのいじめについてでありますが、昨年

１月天童市の女子中学生がいじめを苦にして自

殺がありました。文科省が昨年度の小中高等学

校特別支援学校のいじめに関する調査結果を発

表いたしました。18万8,057件ですが、これは

今回岩手県矢巾町で中学生がアンケートによる

いじめ訴えを学校に認知を怠ったとして文科省

が再調査を求めた結果、３万件ふえ昨年度を約

2,000件を上回り、小学校では12万2,721件過去

最多と報道。山形県の調査結果は、いじめ認知

件数は4,538件、調査を始めた2006年度以降最

多となったとあります。 

  県では統一のアンケートを２回実施するなど、

聞き取りなど機会が多いこともあり、1,000人

当たりの件数は36.5件、調査方法が各県で違う

そうですが全国平均13.7件を上回り、東北では

宮城県に次ぐ件数であるとあります。 

  新庄市では、命の尊厳を根底に捉えた心の教

育を推進し、平成26年には新庄市いじめ防止法

対策推進条例を策定し健全な教育を行っている

と思います。が、いじめに対して学校において

の現状、そして問題、課題があるのかないのか

をお聞きするものであります。 

  次に、教育問題の③についてであります。 

  小学生の暴力問題についてであります。感情

を抑え切れず、突然壁を蹴る、また友達をいき

なり殴りかける小学生の暴力行為が2014年度は

前年比572件増の１万1,468件と４年連続でふえ、

過去最多を更新したことが９月16日文科省の問

題行動調査でわかりました。 

  中学校、高校では前年度より減少しておりま

すが、小学校の低学年の増加が顕著であり、児

童同士の暴力7,113件、教師への暴力2,151件、

器物破損1,997件で、驚くことには各地の教育

委員会のアンケートによりますと小学１年生か

ら何度も蹴られ病院で受診した例や、登校中に

忠告した人から注意を受け、その人に暴力を振

るったなどの事例もあり、学年別の統計をとり

始めた2006年度より小学１年生は６倍の621件、

２年生は107件の４倍にふえ、低学年の増加が

目立つとされております。 

  新庄市においては、これらの問題はどうなの

でしょうか、現状をお聞きするものでございま

す。また、病気や経済的理由以外で年間30日以

上欠席した不登校の小中学校生が全国で12万

2,902人の状況を調べたそうであります。新庄

市においてもこのような不登校の現状がどのよ

うになっておるのかお尋ねをいたすものでござ

います。 
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  次に、発言事項の防災対策について質問をい

たします。 

  最近の異常気象は想像を超えるものがあり、

地震、豪雨、豪風雨、豪雪と市民生活を脅かす

恐怖となっております。万が一、それらに遭遇

したときの対策は喫緊の課題と申しても過言で

ありません。その一つとして、適切な情報をい

ち早く生活者に知らしめること、そして命を守

ることがとても重要であります。これらの一つ

として、新庄市では今年度主要事業の一つ、防

災対策推進事業についてであります。 

  目的を見ますと、災害発生時に迅速かつ的確

に市民に情報を伝達するため同報系防災行政無

線を整備を行い、平成27年度はそのための実施

設計を行うとあります。予算547万円計上して

おりますが、それらの進捗状況について詳しい

説明をお伺いするものでございます。 

  その②であります。 

  新庄市の防災組織率は決して他市町村より高

くありません。今年度の当初予算で自主防災組

織育成補助金として230万円を計上しておるわ

けですが、町内集落の理解と協力の進捗状況を

お聞きいたしますとともに、今まで立ち上げた

防災組織の訓練活動、地域における防災啓蒙が

なされておりますが、それらの検証はどのよう

にしておるのでしょうか。組織率を高めるため、

ただつくればよいというわけではありませんか。

それらについてお尋ねいたします。 

  最後に、③についての質問であります。 

  今まで立ち上げた防災組織のネットワークの

構築を図り、互いに市民として防災意識の向上

に結びつけ組織のノウハウを共有し合える連絡

協議会等を構築し、２組織地域の組織化推進を

図ってはいかがでしょうか。それらの考えにつ

いてお伺いをお尋ねするものであります。 

  以上で、通告いたしました私の質問でありま

すので、よろしく御答弁のほどお願い申し上げ

ます。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、小嶋市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  学校教育関係につきましては、教育委員会教

育長より答弁させますので、防災関係の点につ

いて答弁させていただきたいと思います。 

  まず初めに、同報系防災行政無線の整備の進

捗状況についての御質問でありますが、本市で

は東日本大震災や広島の土砂災害等を踏まえ平

成28年度の設置を目指し、今年度はそのための

実施設計業務の委託を行っております。 

  設置場所につきましては、土砂災害の警戒区

域を対象とし、10地区13カ所を考えており、区

域に該当する地区の住民全員に連絡できるよう

子局を設置いたします。11月中に工事費概算額

を提示、詳細の設計については２月末の予定と

なっております。今年度の設計委託及び整備に

ついては、緊急防災・減災事業債を活用します

ので、市の負担額は15％となります。設置後の

使用については、第一義には土砂災害を含めた

災害時の緊急連絡用と考えておりますが、他の

市町村同様、災害時以外の活用も図ってまいり

ます。 

  次に、自主防災組織についてですが、今年度

に入り２団体が設立され11月末現在で約40％の

組織率となっております。今年春から関係課と

協力し、自主防災に関する研修会や地域担当制

による区長への説明などを行い、次年度ではあ

りますが10の町内会が設立に関心を示しており

ます。また、これまで設立された組織について

は、それぞれ防災会ごとに訓練や研修会を開催

しています。また、今年度初めて県主催の防災

士養成講座が開催され、自主防災組織からの４

名を含め６名が参加しました。しかし、現実的

には継続した取り組みが行われている組織ばか

りではありません。市としては、組織の求めに
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応じて各種訓練、講習会の開催や出前講座を行

っております。今後も新規の設立を推進し、あ

わせて既存の団体には継続した活動ができるよ

う支援してまいりたいと考えております。 

  次に、自主防災組織のネットワーク化につい

てですが、組織化の推進ばかりでなく、災害に

備え組織間の連携が必要であることは御承知の

とおりであります。本市の場合、市内の組織率

がもともと低かったため現段階では組織の新規

の立ち上げを先行して推進してきたところであ

ります。今後は新規の組織の設立を推進しなが

ら、組織率が50％に届く見込みになってきまし

たので、連絡協議会の設立に向け既存の組織の

皆様と協議してまいりたいと考えております。 

  私からは以上、壇上からの答弁とさせていた

だきます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

清水清秋議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 私のほうから、学校教育につい

てお答えをいたします。 

  まず最初に、学力向上に向けての効果的な施

策をどう図るかというふうな質問でございます

けれども、学力とは「知識や技能はもちろんの

こと、学ぶ意欲や自分で課題を見つけみずから

学び、主体的に判断し行動し、よりよく問題を

解決する資質や能力等までを含めたもの」と定

義されており、多岐にわたっての総合的な力が

学力として求められています。このような力を

培っていくためには、学校教育全体で意図的、

計画的な取り組みを行う必要があります。 

  今年度の全国学力・学習状況調査の結果を踏

まえ、本市においては基礎的、基本的な学習内

容の理解を土台としながら、活用力の向上を図

ることが必要であると考えております。そのた

めには、子供たちが学ぶ意欲や必要感を持って

学習に取り組み、仲間とともに知恵を出し合い

ながら夢中になって考えたり、難しい問題にも

挑戦したりする授業づくりを行うことが大切で

あり、学力向上対策の最重点事項として捉えて

おります。 

  そのような授業づくりを進めていくためにも、

まず各学校において全国学力・学習状況調査の

結果を分析してもらい、各教科のよさと課題を

整理し授業づくりに生かす具体的な手だてを講

じてもらいました。教育委員会では学校訪問の

際に授業づくりへのアドバイスを行っていると

ころです。 

  また、本市の子供たちの課題である算数、数

学については、市の教育研究所の授業づくり委

員会において、算数、数学に特化した研修の機

会を設定したり、市が進める小中一貫教育の取

り組みとして系統性に配慮した９年間を見通し

た学習指導を行ったりしながら、課題の解決に

取り組んでまいります。 

  さらに、算数、数学のスーパーバイザーを最

上広域教育研究センターに配置していただくよ

う最上広域に働きかけており、そのことにより

算数、数学の授業改善を図って学力向上に結び

つけていければと考えているところです。 

  このほか、県教育委員会の指定を受けて思考

力や活用力を高めるための授業づくりに取り組

んでいる新庄小学校及び新庄中学校を支援しな

がら、成果の上がる取り組みを共有化し、本市

が目指す授業スタイルを明らかにしていきたい

と思います。 

  また、全国学力・学習状況調査の児童生徒に

対する質問からは、本市の子供たちが県や全国

に比べてテレビやゲーム、携帯電話等をする時

間が長いという課題も見られます。生活リズム

の確立や家庭学習の奨励等、家庭の協力も得ら

れるよう啓発を図っていきたいと考えています。 

  これらの施策を通して、未来を担う子供たち

の学ぶ意欲を高め、知識活用力や課題解決力の

育成を図ってまいります。 

  ２点目のいじめについてであります。新庄市

の小中学校におけるいじめの認知件数は、４月
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から７月までの調査において、小学校で14件、

中学校で13件報告されています。文部科学省の

平成26年度分の再調査の結果、本市では小学校

１件、中学校１件の報告がありました。 

  いじめの認知件数については、いじめの定義

に従い、教師間の温度差がないように学校に指

導しています。また、市独自で毎月行っている

生徒指導調べからも把握し、各学校に確認して

います。 

  いじめについては、どの学校でも起こり得る

ものであり、認知件数の多さよりも早期発見と

早期対応を重視しており、しっかりと解消する

ことと再発しないことを徹底するように指導し

ています。 

  本市のいじめの特徴としては、小学校では低

学年の認知件数が多く、日常的なトラブルのほ

かに自分の感情を抑えられないことから暴言や

暴力等のいじめ行為を行う児童が報告されてい

ます。 

  また、中学校では１年生の認知件数が多く、

新しい環境や部活動などにおける人間関係に起

因するいじめが報告されています。さらに、イ

ンターネットやＳＮＳによるいじめについても

報告されており、新たないじめの態様であると

危惧しています。 

  いじめの防止等については、全ての学校、教

職員がみずからの問題として切実に受けとめ、

徹底して取り組むべき重要な教育課題です。現

在、各小中学校では、いじめの早期発見、早期

対応のための体制整備や部活動指導のあり方な

ど、教師側の対応のほかに小中一貫教育の視点

から、児童会と生徒会が連携した児童生徒の主

体的ないじめ防止に向けた取り組みも行われて

います。 

  このような取り組みを踏まえ、本市ではいじ

めをなくすために日ごろから一人一人を大切に

したわかりやすい授業を行うとともに、深い児

童生徒理解に対し児童生徒が楽しく学びつつ、

生き生きとした学校生活を送ることができるよ

うに取り組んでまいります。 

  ３点目の暴力行為についてであります。 

  本市における今年度の暴力行為件数は、10月

末現在、小学校ではありませんが中学校におい

て５件報告されています。中学校の５件につい

ては、いずれも些細な言い争いや勘違いから感

情を抑え切れずにけんかになる事案でした。 

  各中学校では、事案に対して丁寧に事実確認

を行い、被害、加害の両家庭への報告や謝罪も

含めて、心に響く指導を行っているところです。 

  また、暴力行為とまではいかないものの暴言

やわがままな振る舞い、離席など授業や集団生

活に適応できない発達障害の疑いや家庭生活に

課題のある児童生徒も各学校には在籍していま

す。 

  これらの児童生徒については、原因や背景を

探りながら職員共通理解のもと組織的な対応を

行ったり、山形大学の三浦教授による巡回訪問

指導により配慮を要する児童生徒への対応につ

いて指導をいただいております。 

  しかし、子供たちのこのような行為の原因は

多岐に及んでおり、関係機関と連携を図ったり、

保護者へ生活習慣の確立をお願いしたりしてい

ます。 

  また、教職員の特別支援教育の力量を高める

必要がありますので、最上地区１市２町２村合

同による研修会を開催して配慮児童への対応力

を養っているところです。 

  次に、本市における欠席30日を超える不登校

児童生徒は10月現在で、小学校４人、中学校18

人となっています。原因についてはさまざまな

要因が複雑に絡み合って不登校に陥っているこ

とが多くあります。不登校児童生徒の在籍する

学校では、家庭訪問を行ったり、別室や放課後

に登校を促したりするなど、一人一人の状況に

応じた対応を行っています。 

  また、不登校児童生徒の未然防止として、教
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育相談活動や居心地のよい学級、学校づくり、

生活リズムの確立にも取り組んだり、小中一貫

教育の視点から小中学校で情報を共有したりし

ながら早期対応に努めています。 

  不登校児童生徒への市の対応としましては、

教育委員会内に適応教室（シャイニングクラ

ス）を設置し、教育相談員による相談活動及び

学習指導や社会体験活動などを行いながら、学

校復帰や高校進学への支援等を行っています。

さらに、スクールカウンセラーの配置されてい

ない２つの中学校には、市で予算化したスクー

ルカウンセラーを配置し、市内全中学校におい

て子供たちの多様な悩みに応えられる教育環境

整備を図っております。 

  以上でございます。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

清水清秋議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） ありがとうございまし

た。 

  順序は逆になりますけれども、まず最初、防

災からお聞きします。 

  13カ所ですか設置、その場所はどこですか。 

井上 章環境課長 議長、井上 章。 

清水清秋議長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 箇所については、土砂災害警

戒区域でございますので、10地区13カ所という

先ほど市長から答弁させていただいたとおりで

ございます。（「場所です」の声あり） 

井上 章環境課長 議長、井上 章。 

清水清秋議長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 土内から本合海まで10地区ご

ざいますが、現在防災計画で決めている10地区

でございますので、今全てが私の口から出てき

ませんので後日でよろしいですか、後ほどでよ

ろしいでしょうか。10地区今全部ちょっと頭の

中に、申しわけございませんが出てきませんの

で。（「それを聞かないとうまくない」の声あ

り）そうですか、しばらくお待ちいただきたい

と思います。 

清水清秋議長 暫時休憩します。 

 

     午後２時２６分 休憩 

     午後２時３０分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

井上 章環境課長 議長、井上 章。 

清水清秋議長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 大変申しわけございませんで

した。 

  北のほうから萩野地区となっておりますが土

内でございます。萩野の２として水上地区、３

番目小泉地区、４番目山屋地区、５番目休場地

区、６番目市野々地区、７番目鳥越の１、２と

ありますが鳥越地区と二ツ屋地区でございます。

９番目滝ノ倉地区、10番目升形１、２とござい

まして10番目として升形地区、11番目として前

波でございます。12番目が本合海地区、13番目

が畑でございます。 

  以上、13カ所でございます。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

清水清秋議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） 新庄市は山形県でも一

番未設置で、県のほうからも多分強い要請があ

って今回なったと思うんですけれども。今後は

ほかの地区にも展開があるんでしょうか、ない

のでしょうか。 

井上 章環境課長 議長、井上 章。 

清水清秋議長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 今回の計画を入れました地区、

全て市のエッジ部分になりますので、電波とし

ては全市内全部で受信できるように整備をした

いと思っております。ただ、優先順位としては

今回の土砂災害地域でございますので、順次予

算をあわせながら計画をさせていただきたいと

思っております。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 
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清水清秋議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） やはり、これいろんな

面で今、使途答弁いただきましたけれども、災

害のときだけでなくていろんな場面で情報伝達

するというふうなことも考えているというよう

なことで、活用によっては非常にいい情報伝達

であろうかと思います。 

  私、金山町のあるところに行ったんですけれ

ども、この金山町すごいんですね。例えば、国

政の選挙とかいろんな選挙のときに、この情報

を無線を使って、どこそこの地区が選挙の投票

率何％とか、いろんな情報を流すんです。そう

流しますと、やはり自分の地区も投票に行かな

ければならないとかっていうのはやっぱりね、

だからやっぱり郡部あたりはそういった意味で

投票率が高いみたいな気がします。それがいい

かわかりませんけれども、多目的にやはり使う

ということは、非常に一つのツールとして私は

いいんではないかなと思います。 

  また、瀬見温泉あたりに泊まりますと、よく

チャイムが鳴っていろんな伝えますね。やはり

そういった意味で、防災だけでなくてひとつそ

ういった意味で活用できるようなことでお願い

します。 

  ただ、最初から完全ということはないでしょ

うけれども、台風とかいろんななるとき、この

情報無線が聞こえないというようなこともある

んです。二、三日前低気圧来たときに、恐らく

市のほうで広報で回っていただいたんですけれ

ども、なかなかうちの中にいると聞こえないと

いうようなことで、米沢市の場合はこの災害情

報ラジオを高齢者世帯に無料で配付した。それ

入れとけば、そのラジオから来るというような、

いろんな情報の伝達があると思うんですけれど

も、そういうようなものはひとついろんな考え

とかいいんではないかなと。米沢では、約１万

ぐらいするっていうんだけれども、希望者には

配付するような新聞報道がございました。いろ

んな情報伝達を考えていただいて、市民の安

全・安心を守っていただくことと思いますので、

ひとつ大いに活用のほどお願いしたいと思いま

す。 

  もう一つ、先月25日総務省の消防庁から各自

治体に防災行政無線を使ってＪアラートを発信

したと。その中で、36町村が作動しなかったと

いうようなことが報道なされました。新庄市で

はいかがだったんですか、そういうことは。 

井上 章環境課長 議長、井上 章。 

清水清秋議長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 Ｊアラートでございますが、

先月の25日に全国47都道府県と1,739の市区町

村で試験が行われました。新庄市は大丈夫でご

ざいましたので、御安心いただきたいと思いま

す。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

清水清秋議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） わかりました。安全・

安心が一番ですから、機械が壊れて出なかった

というようなことのないように、ひとつお願い

したいと思います。 

  あと、自主防災です。約40％というようなこ

とで、件数としてはどのぐらいですか。 

井上 章環境課長 議長、井上 章。 

清水清秋議長 環境課長井上 章君。 

井上 章環境課長 自主防災でございますが、昨

年度までは40％を切っているわけですけれども、

今回２町内が参加していただきまして500世帯

が加わっております。それで約40％をちょっと

超える程度でございます。ただ、今町内の中で

区長さんにアンケートを行っておりまして、そ

の中から10町内ほどつくりたいという希望が出

ておりますので、何とか組織化に向けてお願い

をしていきたいと思っておりますし、私どもの

ほうも御支援をしていって、いち早く県の平均

になります80％に近づけていければと思ってお

ります。（「現在何町内ですか」の声あり）現在
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ですか、現在56組織でございます。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

清水清秋議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） 56町内で40％になるん

ですか、これは。やはりこの組織化を、やはり

つくったほうがいいんじゃないですか、連絡協

議とか。やっぱりそういうものを、やはり急い

でそしてさらにふやすというようなことが大事

ではないかなと思いますので、ぜひ市長も方向

だというようなことですので、よろしくひとつ

普及をしてもらって、そのためのツールとして

やっていってもらいたいなと思いますのでよろ

しくお願い申し上げます。 

  それでは、最初した教育問題に入りたいと思

います。 

  2001年５月７日、時の小泉純一郎が小泉内閣

発足直後の所信表明演説で、米百俵の精神をい

たしました。この言葉は、当時2001年の流行語

大賞になったので思い出すこともあろうかと思

います。これは申すまでもなく、幕末戦争で新

潟の長岡藩が敗れまして、７万4,000石から

4,000石に減らされて大変藩が困窮し、食べる

ものがなくなったと。それを見かねて同じ長岡

藩の宗藩の三根山藩から米百俵が送られたと。

これは喜んで食事にというようなことだったん

ですけれども、あえてこの長岡藩の大参事の小

林虎三郎というのが、百俵の米も食べればすぐ

なくなる、教育に充てればあすの１万俵、100

万俵になると諭し、この米を売って学校を建て

て、そして教育に力を入れて国を興す教育をい

たしました。 

  まさに、今も私どもは新庄市の行政において

も子供の学力を上げることは、いろんな競争と

かいろんな序列ということも大事でしょうけれ

ども、国の方針に従っていけば残念ながら新庄

市の場合は決して、きのう佐藤議員も結果につ

いて満足するものではないというようなことを

おっしゃいました。教育委員会では、このよう

な今の新庄の数字の結果がこれでいいのか、ま

たやり方によっては伸びしろがあるというよう

な考えがあるのか、ないのか、まず１つお願い

したいと思います。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

清水清秋議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 教育委員会としても、

きのう佐藤市議にお答えしたように、大変この

結果については重く受けとめ反省しているとこ

ろでございます。まだまだ授業づくりについて

は改善の点がございまして、新庄市でも各学校

でも今回の成果と課題を踏まえて、どのような

授業を行うことが子供に力がつくのかというこ

とについて分析、実践をしておりますので、ぜ

ひ結果にあらわれるように努力してまいりたい

と思っております。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

清水清秋議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） 実は、私ども総務文教

委員会で秋田の由利本荘市のほうに行ってまい

りました。あそこは、秋田県は全国に誇れるレ

ベルの高くて、大変な歓迎を受けて非常にいい

総務文教委員会の行政視察になったなと思いま

す。その中で、由利本荘市の教育委員会の委員

長の佐々田さんという方が、非常に皆さん有名、

知っていると思うんですけれども、その方がみ

ずからお出迎えになって我々に接していただき

ました。いろいろノウハウも教えていただきま

した。 

  その中でいっぱいお話ししたいんですけれど

も、一律に、学校の大きい規模に関係なくて、

100万円を学校にやって、学校独自にそのお金

を使っていろんなものをしなさいというような

政策がある。要するに、竹下 登のふるさと創

生のような感じであります。実は私も、100万

各学校にってなったらびっくりする、単年度で

１回こっきりだったそうですけれども、それで

かなり学校独自の出せるなと。種銭というか、
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種火というか、大変よかったなというようなお

話が出ました。これはまねするとかしないとか

でなくて、新庄市ではつばさ支援をやっている

というようなことで、非常に学校のほうからこ

れも助かるというようなことで、新庄市では独

自にやっていい制度になっていると私も評価し

ますけれども、そういったいろんな取り組みが

ありました。 

  １つ、これは今いじめの問題も暴力の問題も

なったんですけれども、統計的には秋田と福井

が件数が少ないんです。アンケートによってい

じめとかなんていうのは、きめ細かくアンケー

トをとればとるほど出てくるというようなこと

で、何もしないと何もありませんというような

ことらしいんですけれども、そうでなくて、１

つ参考になったのが、やはり学校だけでなくて

生まれてくる赤ちゃんからずっと経て学校に入

るわけですけれども、この教育委員会でなくて、

由利本荘市の場合は健康福祉部の健康管理課と

子育て支援課、教育委員会、この３つがスクラ

ムを組んで生後４カ月から３歳、３歳から５歳、

今度６歳、６歳から７歳の間いろんなあるんで

すけれども、そういった総合戦略がやはり功を

奏しているのではないですかね。もちろんふる

さと教育も含めてです。 

  そこで、総合政策課長、そういった総合戦略

的なものを構築してトータルビジョンなんかつ

くるお考えはないんですか、いかがですか。急

に振って申しわけないけれども。 

小野茂雄総合政策課長 議長、小野茂雄。 

清水清秋議長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 ちゃんとした答えになる

かわかりませんけれども……（「ちゃんとした

答えしてください」の声あり）はい。まちづく

り総合計画については、全体の教育も含めた市

の計画となります。総合戦略については、ま

ち・ひと・しごと総合戦略の中で、いわゆる人

口減少問題に対応する取り組み、施策について

が中心となりますので、全くそれに直接効果が

ないというふうなことではございませんけれど

も、それに特化したプランというふうなことで

御理解いただきたいというふうに思います。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

清水清秋議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） 私聞いたのは、そうい

うお考えがあるかないかというようなことをお

聞きしたんですけれども。 

小野茂雄総合政策課長 議長、小野茂雄。 

清水清秋議長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 ふるさと定住促進プラン

と、大きく分けましてふるさと定住プランと幸

せと元気のまちづくり推進プランというふうな

大きなプランに分かれております。その中で、

基本目標が３つございますけれども、その基本

目標３の中で社会全体で結婚、出産、子育て、

教育を応援して未来の「しんじょう人」を生み

育むというふうなところがございますので、そ

ういった意味では教育的なところも配慮してい

るというふうなところです。ただ、今回10月29

日に総合戦略策定いたしまして、今後具体的な

施策に入ってまいりますけれども、実際の施策

運営の中で検討したいというふうに考えてござ

います。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

清水清秋議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） 教育委員会だけでやれ

と言っても中で結構限度があると思うんです。

やはりそういった新庄に生まれてからトータル

的にやはりそういう子供の、私は学力アップに

つなげた観点から申し上げたんですけれども、

そうやっていただかないとなかなか動けないと。

先ほども病院の医者の話も出ました、医師不足

で困ったって、いろんな問題があるんですけれ

ども、全部じゃないですけれども医者が新庄に

来て、結婚してお子さんを産んだと。果たして

この地元で子供の教育ができて、やはり将来自
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分の跡を継ぐ医者になるとかということに対し

て、非常に不安があるという。それでやはり嫌

だと、奥さんが嫌だと、都会のほうに行って自

分の子供たちをやっぱりそういう厳しい、厳し

いというかいろんな専門的な学校に行って勉強

してというようなことも根底には一部にはある

と思うんです。やはりこの地の学力が高ければ

やはりここに来て医者だって、やはりここで骨

を埋めて子供に教育して、そして高等教育を受

けさせるというようなこともやはりできると思

うんです。やっぱりいろんな問題でやはりこの

地域の学力をやはり高めることが大事ではない

ですかなと思うんです。 

  学校によっては、聞くところによると公表し

ませんけれども、うちの学校は新庄市の、いや

県や国のレベルより高いというような学校もあ

るやなしと聞いていますので、やはりそういっ

た学校もあるわけで、決してここの地域は総体

的では低いわけではないし、いかにその教育環

境を整えて頑張っていけばいいのではないかな

と思うんです。一つ理科が全国よりいいという

ようなことの一つで、実は私たちの総務文教委

員会で萩野学園と新しくなった教育センターに

委員長の肝いりで行ってまいりました。あそこ

はやはり広域市町村の事務組合の教育センター

ですけれども、山尾市長の英断であそこの昭和

小学校を開放、そこを提供してやって、やはり

大変いい環境になりましたので、ぜひそういう

今特別のあれを呼んで教育長が専門的なことを

やるというような取り組みがお示しになりまし

たので、教育センターあたりをよく活用して、

そういった教育的な学力の向上の場に活用した

ら私はいいんではないかなと思うんですけれど

も、その辺はいかがなんでしょうか。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

清水清秋議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 教育研究センターにつ

きましては、理科教科に特化した事業を進めて

いただいておりまして、そのことで各学校にお

もしろ科学実験教室という形で出向いていきま

して、児童生徒の興味関心を高めるような実験

を行ってもらったりとか、あと年３回ほど土曜

日に科学教室を開催していまして、市内はもと

より他地区の子供たちが来てさまざまな科学に

触れるような経験をしていただいています。そ

のことが子供たちの知的好奇心を高めて科学に

対する興味関心を高めていることは、ひいては

学力につながっているのかなと思っております

ので、先ほど教育長が答弁しましたとおり算数、

数学のスーパーバイザーのような教員を配置し

ていただきまして、授業改善、やっぱり何とい

っても授業でございますので、授業に直結する

ようなアドバイスを行ってもらうようなことを

今お願いをしているところです。 

  あと、先ほど教育委員会以外の関連というこ

ともございましたが、例えば今年度子育て推進

課に配置されました養護主事の方に来ていただ

きまして、適正就学の相談活動を行っていただ

いたりとか、あと社会教育関連の家庭教育等も

総合的に行っていきまして子供たちの学力、家

庭の教育力を高めていきたいというふうに思っ

ております。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

清水清秋議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） 最後に、山形県でも学

力で１月16日ですか、16校だか選んで県の独自

の学力テストを行うというようなことですけれ

ども、これ新庄市は選ばれているんですか。 

長谷部 薫学校教育課長 議長、長谷部 薫。 

清水清秋議長 学校教育課長長谷部 薫君。 

長谷部 薫学校教育課長 学力テストにつきまし

ては県の16校というものにつきましては、今年

度県の短期型学習推進事業の指定校ということ

で、県８地区小中２校ずつの16校でございます。

新庄最上地区には、新庄小学校と新庄中学校が

指定を受けておりまして、その２校がまずこの
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テストをするという形で実施の予定でございま

す。 

１７番（小嶋冨弥議員） 議長、小嶋冨弥。 

清水清秋議長 小嶋冨弥君。 

１７番（小嶋冨弥議員） ありがとうございまし

た。 

清水清秋議長 ただいまから10分間休憩いたしま

す。 

 

     午後２時５２分 休憩 

     午後３時０２分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

遠藤敏信議員の質問 

 

 

清水清秋議長 次に、遠藤敏信君。 

   （９番遠藤敏信議員登壇）（拍手） 

９番（遠藤敏信議員） 今定例会一般質問最後の

質問者となりました。しばらくの間よろしくお

つき合いください。 

  私は２つの事項について、確認のための質問

を行います。 

  まず初めに、山屋セミナーハウスは利用しや

すい施設となっているが、ということでありま

す。 

  私は本施設を開設以来、毎年四、五回ぐらい

ずつ利用する機会がありました。ですから、本

施設について私は宿泊もできる研修施設として

東山スポーツハウスなき後、新庄市においては

極めて貴重な存在だと思っております。 

  旧山屋小学校、学校施設の跡地利用として研

修施設に模様がえしたものでありますが、この

ことは初めから研修施設として計画されたもの

ではなく、その分細部を検討した場合、使い勝

手が必ずしも利用者に満足をもたらすものでな

いことは重々承知しているつもりであります。 

  その上での質問であることを御理解ください。 

  きのう、奥山議員の奥羽金沢温泉に絡む質問

の際に、副市長から今後の方向性について触れ

られた部分がありましたが、そのこと以前の問

題として提起するものであります。 

  まず、宿泊を伴う施設として開設に当たり旅

館法に基づいて浴槽が設置されました。大き目

の浴槽ですけれども、１つしかないために男女

共用となっております。それでも上に温泉が営

業しているうちは、補完的にそれを利用するこ

とができたために不便さはあってもそれほど、

そんなに不便さはなかったというふうなことを

私自身思いましたし、そういうふうに聞いてお

ります。 

  しかし、温泉は今年度４月末以来、営業を休

止しているため少なからず影響があると伺って

おります。男女それぞれ独立した浴槽の必要性

があると思いますけれども、その点どう考えて

いるのか伺います。 

  加えて、現在本施設は市体育館が耐震補強工

事を行っているということから、体育館の代替

施設の一つとしての機能を担っております。体

育館の改修工事が完了してからの役割、方向づ

け、これは現在どおりその機能を果たしていく

のだと思いますけれども、体育館改修完了後は

機能の集中化を図るのか、それとも分散化もや

むを得ないというふうなことを考えておられる

のか伺います。 

  続いて、次の質問ですけれども、先ほど小嶋

議員が米百俵の例に例えて崇高な教育理念、人

の育て方、人をどうやって導くかというふうな

ことについて触れられておりましたけれども、

その一環として学校教育における情報通信機器

ＩＣＴと言うんでしょうか、ＩＴと言うんでし

ょうか、そういうふうなことでの活用状況につ

いてお伺いいたします。 

  情報通信技術機器ＩＣＴあるいはＩＴの教育
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分野への導入が速いスピードで進められてきま

した。特に、平成21年あるいは平成22年ころに

かけて、国では学校のＩＣＴ環境整備事業とし

て国庫補助を行い全国の小中学校に電子黒板や

デジタルテレビやパソコン、校内ＬＡＮなどの

設備機器の導入が図られました。 

  これにあわせ新庄市でもそのための環境整備

がなされましたが、その後の本市の小中学校の

教育現場でのありようを伺いたいと思います。 

  まとめて項目的に申します。 

  新庄市での活用状況と教育的効果はいかがな

ものか。 

  また、機器の増設やあるいは補充、あるいは

設備のあり方はどうなっているのか。 

  一人１台のパソコンの貸与で私物用との区別

はできておられるのか。 

  それから、ウイルス対策やセキュリティー対

策はどうなされているのか。 

  これらを伺いたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

山尾順紀市長 議長、山尾順紀。 

清水清秋議長 市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、遠藤市議の御質問にお

答えさせていただきます。 

  山屋セミナーハウスにつきましては、教育委

員会管理の施設、指定管理者でありますが、全

体的なこともかかわりますので、この件につい

ては私のほうから答弁させていただきたいと思

います。 

  山屋セミナーハウスは老朽化した東山スポー

ツハウスの後継施設としてスポーツの合宿など

宿泊機能を備えた社会教育や学校教育にも活用

できる施設として、平成23年10月にオープンい

たしました。その後もエアコンや再生可能エネ

ルギーの発電設備を設置するなど施設の改修を

行い、施設の機能強化と利用者の利便性や快適

性の向上に努めてまいりました。 

  浴室につきましては、東山スポーツハウスと

同様に男女共用の浴室１つを設けてオープンい

たしました。いわゆる東山スポーツハウスが男

女共用であったということ、２つを設けるのは

いずれその先にするということで、温泉施設と

の併用をまずもって考えるというようなことで、

あの中の具体的な部屋の改造には財政的な余裕

もないというような状況の中で男女共用の浴室

１つを設けてオープンしたということでありま

す。 

  市内で研修会を行う大学生やスポ少や部活動

の合宿など、男女が一緒に利用する団体に不便

を感じさせていることは大変申しわけなく思っ

ております。 

  現在そうした利用者の声に応えるため、入浴

設備の機能強化を検討しております。現在休業

している近隣温泉施設の温泉を活用した浴室の

整備について検討を進めているものであります。

当時は温泉があるというようなことでありまし

たが、現在は閉鎖されている状況だというよう

なこともありますので、ぜひ山屋セミナーハウ

スにそれぞれの温泉を活用した浴室を設け、市

民開放型を進めていきたいというふうに考えて

いるところであります。 

  壇上からの答弁を以上とさせていただきます。

残りにつきましては、教育長より答弁させます。 

武田一夫教育長 議長、武田一夫。 

清水清秋議長 教育長武田一夫君。 

武田一夫教育長 それでは、山屋セミナーハウス

の２点目の御質問にお答えいたします。 

  今年度は、市体育館が耐震補強工事を実施し

ており、使用者の皆様には大変御不便をおかけ

いたしております。 

  体育館が使用できない期間において、山屋セ

ミナーハウスに移って運動される皆様にはでき

るだけ御不便をかけることのないよう、運動用

器具も移動して御使用いただいております。移

動した運動用器具につきましては、体育館の耐
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震補強工事が年内に完成する予定であり、来年

２月から使用を再開したいと考えておりますの

で、使用再開に合わせて体育館に戻すこととな

ります。 

  山屋セミナーハウスにつきましては、これま

で主にハード面の整備を行ってまいりましたが、

今後は施設の改修とともに運動用器具の充実に

ついても検討してまいりたいと思っております。 

  続きまして、情報通信機器の活用というふう

な御質問でございます。 

  現在、学校に配備している情報通信機器の活

用状況ですが、教育用ノートパソコンと電子黒

板などを使い教科書と連動した教材を用いて授

業を行っています。教科書と連動しているため、

挿絵や動画を活用することや重要なところを強

調して表示することができるため、より理解度

の深まる授業をすることができています。 

  各学校の情報通信機器の導入状況については、

今年度の夏休みの期間にパソコンの入れかえを

行いました。教員用のパソコン254台と、パソ

コン教室に配備している教育用パソコン312台

を新しく入れかえ、教育用パソコンについては

タブレットタイプの機器を導入することでパソ

コン教室に限らず普通教室へ持ち運んでのグル

ープ学習などにも対応できるものとしました。

また、本年10月には学校内のネットワーク機器

及び校内のデータを保存しているファイルサー

バについても増強を行い、より安定して使用で

きる校内ネットワーク環境の整備を図ることが

できました。 

  次に、教員に一人１台のパソコン配備につい

てですが、これまでは県費負担教職員のみの配

備となっておりましたが、本年９月より非常勤

職員等にも教員用パソコン65台を配備したとこ

ろです。本市での教員用のパソコンの使用は、

学校に配備しているパソコンのみと制限してお

り、私物のパソコンについては使用できないこ

ととなっています。 

  パソコンのウイルス対策については、学校に

配備しているパソコンにウイルス対策ソフトを

導入し最新の状態となるよう設定しております

が、ウイルスに感染した場合にも機器メンテナ

ンス委託業者が対応できる体制をとっています。 

  セキュリティー対策については、各学校に管

理責任者及び取扱責任者を配置するとともに、

学校ごとに定期的に研修を実施し情報管理の徹

底を行っています。 

  以上でございます。 

９番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

清水清秋議長 遠藤敏信君。 

９番（遠藤敏信議員） 山屋セミナーハウスの件

ですけれども、ちょっと質問するタイミングが

遅かったというか、これもっと早くすれば非常

に有効なあれだったなというふうにちょっと改

めて思っております。タイミングが最低１シー

ズンおくれたというふうな形でとっております。 

  山屋セミナーハウスの使用状況というふうな

ものを見てみますと、例えば昨年ですけれども、

550団体１万4,259人が利用されている。宿泊さ

れている団体、人というのが去年の場合で33団

体、1,243人。新庄市で大きなそういうふうな

収容施設がないというふうなことがあるかもし

れませんけれども、多いというふうなことであ

ります。それで、ことしの場合どうだというと、

11月末の段階で利用者１万3,365人、宿泊が663

人、若干減っていると。若干じゃない、半分、

11月までの段階で宿泊が半分。ということは、

温泉との絡みがあるんではないかなというふう

なことを感じないわけにはいきません。これは

上の温泉、源泉を利用しての風呂場増設という

ふうなことを計画しているというふうなことで

すけれども、そのめどというか、大体どういう

ふうな、協議も調っているかわかりませんけれ

どもどういうふうな段取り、何ていうか、いつ

ころまでを目指すかというふうなことについて

伺いたいと思います。 
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伊藤元昭副市長 議長、伊藤元昭。 

清水清秋議長 副市長伊藤元昭君。 

伊藤元昭副市長 昨日の一般質問、奥山議員から

も同じような質問ございまして私回答しており

ますが、今議会15日最終日でございますが、今

議会に浴室が１つということで、今遠藤議員か

らいろいろお話があったとおり、何とか機能強

化を図りたいということで、そのための基本調

査の委託の予算を計上させていただきたいと考

えております。 

  その中身につきましては、きのう社会教育課

長るる申し上げましたが、例えばどういう経路

がいいのかとか、どのぐらいの浴槽がいいのか、

それに従ってランニングコストがどのぐらいか

かるのかなど種々検討をさせていただきたいと

いうふうな状況でございます。 

９番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

清水清秋議長 遠藤敏信君。 

９番（遠藤敏信議員） わかりました。まだ提案

されていないことを先走ってしまいまして、申

しわけございません。 

  いずれにしましても、山屋セミナーハウス、

市長が利用してもらいたいというふうな肝いり

でもあったと思いますので、使い勝手のいい施

設というふうなものにしていっていただきたい

なというふうに思います。よろしくお願いしま

す。 

  あと教育現場におけるＩＣＴの導入というふ

うなことについて、なぜ私がそんな質問をする

に至ったかといいますと、新聞などを見るとそ

ういうふうなものを使っての不祥事というふう

なことが、いやが上でも目に入るというふうな

ことです。 

  ちょっと耳ざわりかと思いますけれども、例

えばことしの５月の末なんですけれども、米沢

市教育委員会は30日市立中学校の40代の男性教

諭が１年の社会科の授業中わいせつな映像を教

室の大型テレビ画面に誤って映し出したと。自

宅の私用パソコンで迷惑メールに添付されたア

ダルトサイトを閲覧し、パソコンに保存したま

まだったというと。同校では私用パソコンを授

業で使うことを許可していたという。それで、

次10月16日、東根市教育委員会は市内中学校の

50代の男性教諭が授業中私物のタブレット端末

を使って教室の電子黒板に誤ってわいせつな画

像を映した。これもアダルトサイトの画面だっ

たという。10月19日、千葉市立の中学校の教諭

が前任校と現任校の生徒の個人情報が保存され

たＵＳＢメモリを紛失した。所在不明となった

ＵＳＢメモリには３年生188人の分の氏名、住

所、数学の成績及び全校生徒570人分の給食会

計簿一式などに加え、前任校の生徒の個人情報

延べ1,690人分が保存されていたという。つい

先日、10月30日、山口県下関市教育委員会は市

内市立小学校50代男性教頭が授業中、女性の裸

が写ったわいせつ画像を誤って児童に見せてい

たと発表した。私物のタブレット端末を使って

インターネットの動画を教室の大型モニターに

映し出そうとしたという。その際、操作を誤り

過去に閲覧した６枚のわいせつ画像が映し出さ

れたとありました。 

  これは、私物と学校用というふうなことでの

共用というか、そういうふうなことが招いたも

のです。やっぱり学校の先生なんかも忙しくて、

学校でできないことをうちに持っていったりと

いうふうなことがあるかもしれないし、あるか

もしれないというか、あるのかもしれない。や

っぱり忙し過ぎて。でも、そういうふうな自分

のひそやかな楽しみとが、それが混同して生徒

に悪影響を及ぼすなんていうふうな混乱を引き

起こすというふうなことは、これはあってはな

らないことだというふうに思います。その辺、

新庄市では何もないというふうな、今のところ

というか、ないとは思いますけれども。だから、

あってはならないそういうふうなことに対する

情報、状況。先ほど教育長がセキュリティー対
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策はもちろんウイルス対策も行っているという

ふうなことですけれども、その辺の個人のモラ

ルの問題もあるかもしれませんが、どのような

対策をとられているかというふうなことをお伺

いしたいと思います。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

清水清秋議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 県内の米沢市、

それから東根市の例はこちらも承知しておりま

す。先ほど教育長からも答弁ありましたように、

新庄市におきましては今年度校務用のパソコン、

それから教育用パソコン全て入れかえしており

ます。校務用につきましては、一人１台の体制

に今年度整えておりますので、持ち出し持ち込

みも禁止しておりますので、そういった心配は

ないというふうに考えております。 

９番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

清水清秋議長 遠藤敏信君。 

９番（遠藤敏信議員） 持ち出しを禁止している

というふうなことで、よくわかりました。私た

ちも、私たちもというか私も、例えば議会の中

で議会報の編集というふうなことにタッチして

おる関係上、写真とか文書とかというふうなも

ののデータのやりとりを事務局とやるというふ

うなことをやっておりますけれども、ここすご

く安全性というかそういうふうなことに絡んで

厳しくなりました。だから、フィルターをかけ

てもらってそれで安全かというふうなことの中

で、データ更新をやっているという状況があり

ます。それも情報漏えいというふうなこととか

を考えれば当然のことでありまして、そういう

チェックというのはやらなければならないもの

だなというふうなことをつくづく感じておりま

す。 

  ことしの夏に、ファイルサーバの増設とかい

うふうなことで、教育環境整備をやられていた

というふうなことですけれども、それが今最新

のあれなんですか。つまり、学校の教職員のほ

かに非常勤の方にも65台のあれをしたというふ

うなことでありますけれども、全体的に生徒が

扱うというふうなこと、教員が扱うというふう

なこと、それからそういうふうな、今どういう

状況になっているかというのだけもう１回だけ

確認したいと思いますので、お願いします。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

清水清秋議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 今年度、夏休

みを利用しまして、まず校務用パソコンそれか

ら教育用コンピューター室にあります教育用の

パソコン、この全てを入れかえしてございます。

昨年の平成26年度から機種を選ぶに当たって検

討委員会を立ち上げまして、先進地の視察とか、

それから校内ＬＡＮの環境の拡充といいますか、

その辺も含めていろいろ検討を行ってきた経緯

がございます。その結果をもとにし、検討委員

会の結果をもとにしまして今でき得る一番よい

環境というふうなことで整備したところでござ

いますので、御理解いただきたいと思います。 

９番（遠藤敏信議員） 議長、遠藤敏信。 

清水清秋議長 遠藤敏信君。 

９番（遠藤敏信議員） わかりました。以上で終

わります。 

 

 

散      会 

 

 

清水清秋議長 以上で今期定例会の一般質問を終

了いたします。 

  お諮りいたします。 

  今期定例会の本会議を明日12月９日から12月

14日まで休会したいと思います。これに御異議
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ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

今期定例会の本会議を明日12月９日から12月14

日まで休会し、12月15日午前10時から本会議を

開会いたしますので、御参集願います。 

  本日は以上で散会いたします。 

  御苦労さまでした。 

 

     午後３時３０分 散会 
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平成２７年１２月定例会会議録（第４号） 

 

 

平成２７年１２月１５日 火曜日 午前１０時００分開議 

議 長 清 水 清 秋     副議長 石 川 正 志 

 

 出 席 議 員（１８名） 

 

  １番   佐  藤  悦  子  議員     ２番   叶  内  恵  子  議員 

  ３番   星  川     豊  議員     ４番   小  関     淳  議員 

  ５番   山  科  正  仁  議員     ６番   佐  藤  卓  也  議員 

  ７番   今  田  浩  徳  議員     ８番   清  水  清  秋  議員 

  ９番   遠  藤  敏  信  議員    １０番   奥  山  省  三  議員 

 １１番   小  野  周  一  議員    １２番   髙  橋  富 美 子  議員 

 １３番   下  山  准  一  議員    １４番   新  田  道  尋  議員 

 １５番   森     儀  一  議員    １６番   石  川  正  志  議員 

 １７番   小  嶋  冨  弥  議員    １８番   佐  藤  義  一  議員 

 

 欠 席 議 員（０名） 

 

出席要求による出席者職氏名 

 

市 長 山 尾 順 紀  副 市 長 伊 藤 元 昭 

総 務 課 長 野 崎   勉  総 合 政 策 課 長 小 野 茂 雄 

財 政 課 長 小 野   享  税 務 課 長 田 宮 真 人 

市 民 課 長 加 藤 美喜子  成 人 福 祉 課 長 
兼福祉事務所長 佐 藤 信 行 

子育て推進課長 
兼福祉事務所長 板 垣 秀 男  環 境 課 長 井 上   章 

健 康 課 長 荒 澤 宏 二  農 林 課 長 齋 藤 彰 淑 

商 工 観 光 課 長 荒 川 正 一  都 市 整 備 課 長 土 田 政 治 

上 下 水 道 課 長 松 坂 聡 士  会 計 管 理 者   
兼 会 計 課 長 髙 橋   弘 

教 育 委 員 長 山 村 明 德  教 育 長 武 田 一 夫 

教 育 次 長 
兼教育総務課長 森   隆 志  学 校 教 育 課 長 長谷部   薫 

社 会 教 育 課 長 伊 藤 洋 一  監 査 委 員 髙 山 孝 治 

監 査 委 員 
監 査 主 査 髙 山   学  選挙管理委員会 

委 員 長 矢 作 勝 彦 
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選挙管理委員会 
事 務 局 長 小 松   孝  農 業 委 員 会 

会 長 星 川   豊 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 眞 見 治 之    

 

事 務 局 出 席 者 職 氏 名 

 

局 長 東海林   智  総 務 主 査 三 原   恵 

主 査 沼 澤 和 也  主 査 早 坂 和 弥 

 

議 事 日 程 （第４号） 

平成２７年１２月１５日 火曜日 午前１０時００分開議 

 

   （総務文教常任委員会報告） 

日程第 １ 議案第６９号議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部を改 

      正する条例の設定ついて 

日程第 ２ 議案第７０号新庄市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の設定について 

日程第 ３ 議案第７１号新庄市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部を改正 

      する条例の制定について 

日程第 ４ 議案第７２号新庄市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ５ 議案第７３号義務教育学校の設置に伴う関係条例の整備に関する条例の設定について 

日程第 ６ 議案第７４号新庄市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ７ 議案第７５号新庄市立図書館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ８ 議案第７６号新庄市民プラザの管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第 ９ 議案第７７号新庄市体育館等の管理を行わせる指定管理者の指定について 

 

   （産業厚生常任委員長報告） 

日程第１０ 議案第７８号新庄・最上さくらが丘斎苑の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１１ 議案第７９号新庄市保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１２ 議案第８０号財産の無償譲渡について 

日程第１３ 議案第８１号新庄市萩野児童センターの管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１４ 議案第８２号新庄市升形児童館の管理を行わせる指定管理者の指定について 

日程第１５ 議案第８３号新庄市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１６ 議案第８４号新庄市法定外公共物管理条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第１７ 請願第７号米価暴落対策を求める請願 

日程第１８ 請願第８号ＴＰＰ交渉「大筋合意」は撤回し、調印・批准しないことを求める請願 

 

日程第１９ 議案第８５号平成２７年度新庄市一般会計補正予算（第３号） 
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日程第２０ 議案第８６号平成２７年度新庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２１ 議案第８７号平成２７年度新庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２２ 議案第８８号平成２７年度新庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第２３ 議案第８９号平成２７年度新庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号） 

 

本日の会議に付した事件 

 

議事日程（第４号）のほか 

日程第２４ 議案第９０号財産の処分について 

日程第２５ 議案第９１号平成２７年度新庄市一般会計補正予算（第４号） 
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開      議 

 

 

清水清秋議長 おはようございます。 

  ただいまの出席議員は18名でございます。 

  それでは、これより本日の会議を開きます。 

  本日の会議は、お手元に配付しております議

事日程（第４号）によって進めます。 

 

 

総務文教常任委員長報告 

 

 

清水清秋議長 日程第１議案第69号議会の議員そ

の他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条

例等の一部を改正する条例の設定についてから、

日程第９議案第77号新庄市体育館等の管理を行

わせる指定管理者の指定についてまでの９件を

一括議題といたします。 

  本件に関し、総務文教常任委員長の報告を求

めます。 

  総務文教常任委員長髙橋富美子君。 

   （髙橋富美子総務文教常任委員長登壇） 

髙橋富美子総務文教常任委員長 おはようござい

ます。 

  私から、総務文教常任委員会の審査の経過と

結果について御報告を申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案９件

であります。審査のため、12月９日午前10時よ

り、議員協議会室において委員８名全員出席の

もと、担当課の職員の出席を求め審査を行いま

した。 

  初めに、議案第69号議会の議員その他非常勤

の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部

を改正する条例の設定については、総務課から

補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  総務課からは、補償額の併給調整の関係にお

いて、上位法である厚生年金保険法等の改定に

よる改正との説明がありました。 

  審査に入り、委員から掛け率についての質疑

はありましたが、採決の結果、議案第69号につ

いては全員異議なく原案のとおり可決すべきも

のと決しました。 

  次に、議案第70号新庄市個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の設定につい

ては、総合政策課から補足説明を受けた後、審

査を行いました。 

  総合政策課からは、番号法が来年１月１日か

ら施行されることに伴って条例の新設を行い、

市役所内の市長部局内での利用、そして市長部

局と教育委員会での情報の提供に関して規定す

るとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、今回の条例の設定に

ついては必要な事項の利用と提供ということだ

が、誰が必要と判断するのかといった質問があ

り、担当課からは、利用に関しては法律に基づ

いて行うということで事務が限定されていると

の説明がありました。 

  その他、質疑等がありましたが、採決の結果、

議案第70号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第71号新庄市長期継続契約を締結

することができる契約を定める条例の一部を改

正する条例の制定については、財政課から補足

説明を受けた後、審査に入りました。 

  財政課からは、従前に比べ、複数年にわたり

契約することで安価でかつ安定的な供給を受け

る業務が増加している現状にあるため、長期継

続契約を締結できる対象を広げるよう条例を改

正するとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、範囲が広がっていく

可能性がある。物品や役務の提供というものは

どういうふうに規定しているのかといった質問

があり、財政課からは、契約する対象や契約期

間を事務取扱要領を定めて一定の制約を設けて
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いくとの説明がありました。 

  その他、質疑等がありましたが、採決の結果、

議案第71号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第72号新庄市市税条例の一部を改

正する条例の制定については、税務課から補足

説明を受けた後、審査に入りました。 

  税務課からは、地方税法等の一部改正によっ

て徴収の猶予制度や換価の猶予制度の整備につ

いて市税条例で定めることになったこと、番号

法の施行に伴う税務分野での個人番号・法人番

号の使用、また市たばこ税における旧３級品紙

巻きたばこの税率の特例措置の廃止と経過措置、

それに伴う手持品課税の規定についての説明が

ありました。 

  審査に入り、委員から、今回新たに申請によ

る換価の猶予制度を設けたが、納税者にとって

はよくなるということなのかといった質問があ

り、税務課からは、国の今回の申請による換価

の猶予制度を設けた目的は、納税者の負担の軽

減と確実な納付の確保のため制度を創設したと

の説明がありました。 

  その他、徴収猶予期間においての延滞金の取

り扱いなどの質疑がありましたが、採決の結果、

議案第72号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第73号義務教育学校の設置に伴う

関係条例の整備に関する条例の設定については、

教育総務課から補足説明を受けた後、審査に入

りました。 

  教育総務課からは、学校教育法の一部が改正

され、小中一貫教育を目的とする新たな学校の

種類として義務教育学校が創設されたこと、今

回はその創設に伴い学校設置条例に新たに義務

教育学校として萩野学園を規定、また義務教育

学校を設置することに伴って市税条例など関係

条例を改正するとの説明がありました。 

  審査に入り、委員から、義務教育学校は小学

校でもなくて中学校でもない新しい学校の種類

になるのであれば、義務教育学校に通う子供た

ちはどのような扱いになるのかといった質問が

あり、担当課からは、義務教育学校は小学校に

相当する前期課程６年と中学校に相当する後期

課程３年に区分されているため、前期課程の１

年生から６年生までは児童、後期課程の７年生

から９年生までは生徒としての扱いになるとい

った説明がありました。 

  また、萩野学園においては「小学校」「中学

校」という呼称はなくなるのかといった質問が

あり、担当課からは、そのようになるとの説明

がありました。 

  その他、質疑等がありましたが、採決の結果、

議案第73号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  次に、議案第74号新庄市都市公園条例の一部

を改正する条例の制定については、社会教育課

から補足説明を受けた後、審査に入りました。 

  社会教育課からは、市民プール、市民球場、

福田運動広場、福田テニスコートにおいて施設

の使用料を指定管理者の収入とする利用料金制

を導入することができるように改正するとの説

明がありました。 

  審査に入り、委員から、指定管理者に使用料

の徴収も任せるということだが、入金の管理や

確認は市はどうしているのかといった質問があ

り、社会教育課からは、施設については毎月、

月報という形で報告を受けている。また、監査

があるため、その中で確認できているとの説明

がありました。 

  その他、使用料や利用料金の減免の取り扱い

などの質疑がありましたが、採決の結果、議案

第74号については全員異議なく原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  次に、議案第75号新庄市立図書館の管理を行

わせる指定管理者の指定について、議案第76号

新庄市民プラザの管理を行わせる指定管理者の
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指定について、議案第77号新庄市体育館等の管

理を行わせる指定管理者の指定についての議案

３件については、市の施設の管理を行わせる指

定管理者の指定を行うもので、社会教育課から

補足説明を受けた後、審査を行いました。 

  議案第75号新庄市立図書館の管理を行わせる

指定管理者の指定について、委員から、運営か

ら図書の購入まで任せることによって問題が発

生してくるようなことはないのかという質問が

あり、担当課からは、このたびの団体は指定管

理者になる前にも市で業務委託をお願いしてい

た経緯があるため問題はないとの説明がありま

した。 

  その他、質疑等がありましたが、採決の結果、

議案第75号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第76号新庄市民プラザの管理を

行わせる指定管理者の指定について、委員から、

プラザに限らず利用者と管理者がお互いいい方

向に向かっていくような仕組みなどはあるのか

という質問があり、担当課から、通年通して利

用者に対してアンケートを実施し、その結果を

踏まえた所感を報告していただき検証を行って

いるとの説明がありました。また、市民プラザ

に限らず、このたびの指定管理者の結果を見る

と応募者が少なく余りいい姿ではない。応募者

が出るような状態にしていかないとうまくない

のではないかといった意見が出されました。 

  その他、質疑等がありましたが、採決の結果、

議案第76号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第77号新庄市体育館等の管理を

行わせる指定管理者の指定については、委員か

ら質疑はなく、採決の結果、議案第77号につい

ては全員異議なく原案のとおり可決すべきもの

と決しました。 

  以上で総務文教常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。よろしくお願いを申し上げます。 

清水清秋議長 ただいまの委員長報告に対して質

疑に入ります。 

  まず初めに、議案第69号議会の議員その他非

常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の

一部を改正する条例の設定について質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第69号議会の議員その他非常勤の職員の

公務災害補償等に関する条例等の一部を改正す

る条例の設定については、委員長の報告のとお

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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第69号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  次に、議案第70号新庄市個人番号の利用及び

特定個人情報の提供に関する条例の設定につい

て質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） この第70号の中で、学

校保健安全法による医療に関して、この際に個

人番号を書かねばならないというふうに書いて

あるように思うんですが、この内容についての

質疑はあったでしょうか。 

  それから、これらについて、個人番号の利用
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及び特定個人情報の提供ということで個人番号

を書かねばならないということになると思うん

ですが、書かないということも個人の判断で認

めるべきではないのかということを前回の本会

議で私が質問しておりますが、そういった点に

ついてお話があったのか、どのような話し合い

になったのか、お願いします。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 議長、髙橋富美

子。 

清水清秋議長 髙橋富美子君。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 今おっしゃった

ような質疑はありませんでした。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） この条例の中で、情報

提供ネットワークというのがあって、そこから

当該個人情報の提供を受けることができると、

自治体としてはある、そういうふうに個人から

個人番号を書いてもらわなくても、自治体など

は個人情報の提供を受けることができるという

こともこの中で書いているわけです。そうしま

すと、個人としては書きたくないという方がお

られても、自治体としては何も問題はなく個人

番号を使うことはできるという内容になってい

るように思います。 

  そういうこともしっかり受けとめていただき

たいなということで、そういう話はなかったの

か、お願いします。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 議長、髙橋富美

子。 

清水清秋議長 髙橋富美子君。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 通知カードとか

個人カードの件についてさまざま議論はされま

した。しかし、これは国の法に基づいてのこと

でありますので、今後いろいろな課題は出てく

ると思います。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 国のほうで番号法を制

定したということで、これに基づいたやり方な

んだということであります。 

  個人番号で個人情報の名寄せをする対象を政

府は広げようとしています。個人にとってのメ

リットというのは何もなくて、情報漏えいの危

険が大きいということも言われております。個

人番号通知というスタートから問題が今起こっ

ているとも報道されております。そういったこ

とについての審議はなかったのか、お願いしま

す。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 議長、髙橋富美

子。 

清水清秋議長 髙橋富美子君。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 混乱は予想され

るとは思いますが、前回の委員会の中ではそう

いった議論はありませんでした。以上です。 

清水清秋議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君、反対討論ですか、賛

成討論ですか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 反対ということで。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） このたびの議案第70号、

個人番号の利用及び特定個人情報の提供にかか

わる条例のことですが、これに反対の立場で討

論を行います。 

  私は、番号法、番号制は廃止の立場でありま

す。個人番号によって個人情報を名寄せする対

象を政府は広げようとしています。個人にさま

ざま個人番号を書かせるということになってま

いりますが、個々人にとってメリットはほとん
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どありません。むしろ情報漏えいの危険が大き

いものです。今、個人番号通知を行っておりま

すが、このスタートの時点からいろいろな問題

が起こってきております。委員長のほうからも、

こういう混乱は予想されるという認識が表明さ

れましたが、そういう意味でも問題の多い法律

だと思います。 

  個人としてはそういったことを考えると番号

を書かないという判断も税務署のほうではする

というふうに言っております。そういう意味で

書かないということも個人の判断で認められて

おりますので、そのことも市のほうでは認識し

ていただきながらやるべきだと思います。現に

書かなくても情報提供ネットワークなどから個

人情報の提供を受けることができるということ

もこの条例で書いてありますので、書かないと

いう人がいたとしてもそれは認めるのだという

ことはできることだし、あるということを認識

していただきたいと思います。 

  番号法は既に韓国などで実施しておりますが、

5,000万人の人口に対して個人情報が売られて

いる量が２億5,000万人分と言われております。

そのことで全ての個人の情報を１つの番号によ

って集めるというこのやり方は犯罪など個人情

報の漏えいをしてしまう大変な問題だというこ

とで廃止をすべきだという立場から、私は番号

のことに関する問題については反対をいたしま

す。 

清水清秋議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。 

  議案第70号新庄市個人番号の利用及び特定個

人情報の提供に関する条例の設定については反

対討論がありましたので、電子表決システムに

より採決を行います。 

  議案第70号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対

の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

清水清秋議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票。賛成多

数であります。よって、議案第70号は委員長の

報告のとおり可決されました。 

  議案第71号新庄市長期継続契約を締結するこ

とができる契約を定める条例の一部を改正する

条例の制定について質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） この第71号の長期契約

を締結するという条例なんですが、今まで長期

契約していなかったものの中で、これから行お

うと思っている内容について、どういう内容だ

というふうにお聞き取りになったのか、お願い

します。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 議長、髙橋富美

子。 

清水清秋議長 髙橋富美子君。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 今回の条例改正

に伴って広がる業務として、施設の清掃業務、

機器の保守管理の業務委託等になります。以上

です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 市長の説明の中で学校

給食の長期契約ということもあったように思わ

れますが、そのことについて出ていなかったの

かということと、もう一つは、することによる

メリット・デメリットはどのように、新しくす

る相手、そのやることについてメリット・デメ

リットは何々あったというふうにお話しになっ
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たのか、お願いします。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 議長、髙橋富美

子。 

清水清秋議長 総務文教常任委員長髙橋富美子君。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 平成21年から学

校給食が始まり、学校給食の調理・運輸業務が

導入されており、こちらも入ります。以上です。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 学校給食も長期の契約

に入るということですが、いい点・悪い点、そ

れぞれあるんだと思います。その心配な点をど

のように解決なさるというか、どういう手だて

をとるというふうになっているのか、デメリッ

トについてなど審議なさったのか、なさってい

ないのか、お願いします。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 議長、髙橋富美

子。 

清水清秋議長 総務文教委員長髙橋富美子君。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 メリット・デメ

リットという点については質疑はなかったよう

に思います。 

清水清秋議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第71号新庄市長期継続契約を締結するこ

とができる契約を定める条例の一部を改正する

条例の制定については、委員長報告のとおりに

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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第71号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  議案第72号新庄市市税条例の一部を改正する

条例の制定について質疑に入ります。質疑あり

ませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 委員長の報告の中で税

の徴収猶予などについて、納める方にとって少

しでも有利になるようにについて賛成、それに

ついてはいいことだと思って聞いておりました。 

  しかし、後段の税の申告、減免等の際に個人

番号の記載を求めるものになっていることにつ

いてはいかがなものかと思って聞いております

が、個人の判断で番号は書かないということも

認められるというような審議はされたのか。お

願いします。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 議長、髙橋富美

子。 

清水清秋議長 総務文教常任委員長髙橋富美子君。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 そのような議論

はしておりません。以上です。 

清水清秋議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 
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  議案第72号新庄市市税条例の一部を改正する

条例の制定については、委員長報告のとおりに

決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第72号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対

の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

清水清秋議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票。賛成多

数であります。よって、議案第72号は委員長報

告のとおり可決されました。 

  議案第73号義務教育学校の設置に伴う関係条

例の整備に関する条例の設定について質疑に入

ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第73号義務教育学校の設置に伴う関係条

例の整備に関する条例の設定については、委員

長報告のとおりに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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第73号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  議案第74号新庄市都市公園条例の一部を改正

する条例の制定について質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 質疑なしと認めます。よって、質

疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第74号新庄市都市公園条例の一部を改正

する条例の制定については、委員長報告のとお

りに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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第74号は委員長報告のとおり可決されまし

た。 

  議案第75号新庄市立図書館の管理を行わせる

指定管理者の指定について質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 職員９人おられまして、

そのうち７人の専門職の司書を配置していると

お聞きしました。市民にとって大変ありがたく、

使いやすく、頑張っていただいているという市

民の評判です。 

  しかし、正式採用が難しいのではないかと思

います。低賃金、不安定雇用では本人も結婚や

子育てができにくく、定着も難しいのではない

か、それらは指定管理制度ということから来る
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限界ではないのか、そのことについて話し合い

はありましたか、お聞きしたいと思います。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 議長、髙橋富美

子。 

清水清秋議長 総務文教常任委員長髙橋富美子君。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 そのような話し

合いはされませんでした。以上です。 

清水清秋議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君、反対討論か、賛成討

論か。 

１ 番（佐藤悦子議員） 反対討論です。 

清水清秋議長 発言を許します。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第75号、市立図書

館の指定管理者の指定のことについて反対討論

を行います。 

  職員９人おられまして、そのうち７人が専門

職の司書を配置しておられるとお聞きしました。

このように図書館にとって必要な専門職、司書

を配置して頑張っていただいているということ

は市民にとって本当にありがたいことだと感謝

しております。 

  しかし、正式採用は難しいのではないかと思

います。低賃金、不安定雇用では本人も結婚や

子育てができにくく、定着も難しいのではない

かと思うのです。それらは指定管理制度という

ことから来る限界ではないかと思います。指定

管理ではなく、市の大切な図書館なのですから

直営にして専門の司書を配置してやる、そうす

ることによって安定した仕事として専門の司書

の皆さんが図書館の運営に当たることができる、

経験も積み上げていくことができると思うので

す。 

  例えば20代のひとり暮らしの生活費として必

要な金額というのは20万円以上と言われていま

す。25万円とも聞いております。大都市も、こ

こ田舎の新庄市も同じくらいの月の生活費が必

要だと言われております。そういう給料を若い

人たちには保障すべきだし、さらに子育てして

いく方にはそれなりの必要経費を生活費として

保障できてこそ安定して働ける、定着できる、

そして市民のために専門を生かすことができる、

経験を積み上げることができる、そういう仕事

を私は市として保障すべきだと思います。そう

いう意味で、指定管理ではなく直営にすべきで

はないかと思うのです。 

  以上、反対討論を終わります。 

清水清秋議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第75号新庄市立図書館の管理を行わせる

指定管理者の指定については反対討論がありま

したので、電子表決システムにより採決を行い

ます。 

  議案第75号について、委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反

対の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

清水清秋議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票。賛成多

数であります。よって、議案第75号は委員長の

報告のとおり可決されました。 
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  議案第76号新庄市民プラザの管理を行わせる

指定管理者の指定について質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 市民プラザで働く人た

ちの状況でありますが、フルタイムで４人、パ

ートタイムで３人の合計７人で働いておられま

す。市民のほうからは、使用申し込みがしやす

くなって大変使いやすくなったなということで

評判になっています。 

  しかし一方で、働く人の人件費を見ますと、

１人当たり年183万円ぐらいです。これは社会

保険などの本人が受け取る以外のいろいろなお

金を込みでこういう状況です。これでは結婚や

子育てなどの世代にとって厳しいものではない

かと思われます。そういったことについて話し

合いはあったかなかったか、お願いいたします。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 議長、髙橋富美

子。 

清水清秋議長 総務文教常任委員長髙橋富美子君。 

髙橋富美子総務文教常任委員長 そのような中身

の濃い、そこまでの議論はありませんでした。 

清水清秋議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第76号新庄市民プラザの管理を行わせる

指定管理者の指定については、委員長報告のと

おりに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第76号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対

の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

清水清秋議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票。賛成多

数であります。よって、議案第76号は委員長の

報告のとおり可決されました。 

  議案第77号新庄市体育館等の管理を行わせる

指定管理者の指定について質疑に入ります。質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第77号新庄市体育館等の管理を行わせる

指定管理者の指定については、委員長報告のと

おりに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第77号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対
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の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

清水清秋議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票。賛成多

数であります。よって、議案第77号は委員長報

告のとおり可決されました。 

 

 

産業厚生常任委員長報告 

 

 

清水清秋議長 日程第10議案第78号新庄・最上さ

くらが丘斎苑の管理を行わせる指定管理者の指

定についてから、日程第18請願第８号ＴＰＰ交

渉「大筋合意」は撤回し、調印・批准しないこ

とを求める請願までの９件を一括議題といたし

ます。 

  本件に関し、産業厚生常任委員長の報告を求

めます。 

  産業厚生常任委員長佐藤義一君。 

   （佐藤義一産業厚生常任委員長登壇） 

佐藤義一産業厚生常任委員長 おはようございま

す。 

  それでは、私から産業厚生常任委員会の審査

の経過と結果について御報告を申し上げます。 

  当委員会に付託されました案件は、議案７件、

請願２件です。審査のため、12月10日午前10時

より、議員協議会室において委員９名全員出席

のもと審査を行いました。 

  初めに、議案第78号新庄・最上さくらが丘斎

苑の管理を行わせる指定管理者の指定について

は、環境課から補足説明を受けた後、審査を行

いました。 

  審査に入り、委員から、市に提出している決

算の状況や何人働いているのか、また年間の火

葬件数などについての質疑がありましたが、異

議の有無を諮りましたところ異議ありの発言が

あり、挙手採決の結果、議案第78号については

賛成多数で原案のとおり可決すべきものと決し

ました。 

  続いて、議案第79号新庄市保育所設置条例の

一部を改正する条例の改正については、子育て

推進課から補足説明を受けた後、審査を行いま

した。 

  審査に入り、委員から、保護者が送迎を行う

際の駐車場スペースの今後の対応などについて

質疑がありましたが、異議の有無を諮ったとこ

ろ異議ありの発言があり、挙手採決の結果、議

案第79号については賛成多数で原案のとおり可

決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第80号財産の無償譲渡につ

いては、同じく子育て推進課から補足説明を受

けた後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員から、南部保育所付近の道

路の状況とその対応などについての質疑があり

ましたが、採決の結果、議案第80号については

全員異議なく原案のとおり可決すべきものと決

しました。 

  続きまして、議案第81号新庄市萩野児童セン

ターの管理を行わせる指定管理者の指定につい

ては、同じく子育て推進課から補足説明を受け

た後、審査を行いました。 

  審査に入り、委員から、職員数や人件費など

についての質疑がありましたが、採決の結果、

議案第81号については全員異議なく原案のとお

り可決すべきものと決しました。 

  続きまして、議案第82号新庄市升形児童館の

管理を行わせる指定管理者の指定についても子

育て推進課から補足説明を受けた後、審査を行

いました。 

  審査に入り、委員から、選定委員会審査評価

表の中で、人材確保、採用計画に対する考え方

の内容などについての質疑がありましたが、採
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決の結果、議案第82号については全員異議なく

原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第83号新庄市道路占用料徴収条

例の一部を改正する条例の制定については、都

市整備課から補足説明を受けた後、審査を行い

ました。 

  審査に入り、委員から、占用料の算出根拠な

どについての質疑がありましたが、異議の有無

を諮ったところ異議ありの発言があり、挙手採

決の結果、議案第83号については賛成多数で原

案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、議案第84号新庄市法定外公共物管理

条例の一部を改正する条例の制定については、

同じく都市整備課から補足説明を受けた後、審

査を行いました。 

  審査に入り、委員からの質疑はなく、異議の

有無を諮ったところ異議ありの発言があり、挙

手採決の結果、議案第84号については賛成多数

で原案のとおり可決すべきものと決しました。 

  続いて、請願第７号米価暴落対策を求める請

願については、請願の紹介議員の出席を求め、

審査を行いました。また、現況説明員として農

林課の職員の出席を求め、米価対策についての

現状を伺いました。 

  審査において、委員から、ミニマムアクセス

米の輸入は国と国との約束事なので守らざるを

得ないのではないかなど、さまざまな活発な意

見が出ましたが、異議の有無を諮ったところ異

議ありの発言があり、挙手採決の結果、請願第

７号については賛成少数で不採択すべきものと

決しました。 

  続いて、請願第８号ＴＰＰ交渉「大筋合意」

は撤回し、調印・批准しないことを求める請願

については、請願の紹介議員の出席を求め審査

を行いました。また、現況の説明員として農林

課の職員の出席を求め、現状を伺いました。 

  審査において、委員から、今、国がどんな対

応をとれるのか協議している中で今の段階では

採択すべきでないや、ある程度検証した上でそ

の動向を見きわめていくのが筋だや、９月に新

庄市議会として意見書を出しているが、その意

見書に合致するところもあるが、整合性がとれ

ていないところがあるなどさまざまな意見があ

りました。 

  異議の有無を諮りましたところ異議ありの発

言があり、挙手採決の結果、請願第８号につい

ては賛成少数で不採択すべきものと決しました。 

  以上で産業厚生常任委員会に付託されました

案件の審査の経過と結果についての報告を終わ

ります。ありがとうございます。 

清水清秋議長 ただいまから10分間休憩します。 

 

     午前１０時５２分 休憩 

     午前１１時０２分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

  ただいまの委員長報告に対して質疑に入りま

す。 

  初めに、議案第78号新庄・最上さくらが丘斎

苑の管理を行わせる指定管理者の指定について

質疑に入ります。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第78号新庄・最上さくらが丘斎苑の管理

を行わせる指定管理者の指定については、委員

長報告のとおりに決することに御異議ありませ
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んか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第78号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対

の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

清水清秋議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票。賛成多

数であります。よって、議案第78号は委員長報

告のとおり可決されました。 

  次に、議案第79号新庄市保育所設置条例の一

部を改正する条例の制定について質疑に入りま

す。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第79号新庄市保育所設置条例の一部を改

正する条例の制定については、委員長報告のと

おりに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第79号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対

の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

清水清秋議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票。賛成多

数であります。よって、議案第79号は委員長報

告のとおり可決されました。 

  議案第80号財産の無償譲渡について質疑あり

ませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第80号財産の無償譲渡については、委員

長報告のとおりに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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第80号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  議案第81号新庄市萩野児童センターの管理を

行わせる指定管理者の指定について質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 
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清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第81号新庄市萩野児童センターの管理を

行わせる指定管理者の指定については、委員長

報告のとおりに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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第81号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  議案第82号新庄市升形児童館の管理を行わせ

る指定管理者の指定について質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第82号新庄市升形児童館の管理を行わせ

る指定管理者の指定については、委員長の報告

のとおりに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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第82号は委員長の報告のとおり可決されま

した。 

  議案第83号新庄市道路占用料徴収条例の一部

を改正する条例の制定について質疑ありません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君、賛成か反対どっちか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 反対です。 

清水清秋議長 討論の発言を許します。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 議案第83号新庄市道路

占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定に

ついて、反対討論を行います。 

  さきの常任委員会に私も出席いたしまして、

詳しい資料をいただきました。それによります

と、ＮＴＴ及び東北電力が全体のほとんど９割

ぐらい使っているようでありますが、ここで電

柱などの使用料がマイナス45％ということで、

約半分ぐらいの使用料に下がるということです。

市の減収は400万円にもなってまいります。 

  ここでほかの議員からも出た意見など総合し

てみますと、市民の固定資産税はそんなに、

45％も下がっているわけではない。その一方で

優良企業であるＮＴＴと東北電力、そこに対す

る優遇ではないかという御意見もありました。

それは私も全くそのとおりだと思います。 

  私は前から占用料については上げるべきだと

いうことを言ってまいりました。確かに国では

このように下げろといろいろ通達を出してきた

ようでありますが、地方自治の本旨というのが

あります。地方自治の本旨というのは、国とは

独立して地方自治として自分たちで考えてやる

ことができるという自治体の権利というか自治

体運営の権利が保障されている内容です。そう

いう意味で私は、新庄市でこのような減収にな

るような占用料の大幅な引き下げはやめて、財

政難、財政難ということがいまだに言われてい

るわけですから、少しでも税収というか収入増
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を図るために、国は下げろと言っているが下げ

ないと、むしろ上げていくということもできる

んではないかと思います。 

  道路の一本の電柱使用料を見ても非常に安い。

何と比べているかというと、個人の家に電柱を

つけた場合はその何倍もの大幅な占用料を個人

宅には電力会社やＮＴＴは払われているようで

す。そのぐらい払ってもいいわけですから、私

は新庄市の税収減になるようなこのたびの引き

下げは反対だという立場であります。 

清水清秋議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。 

  議案第83号新庄市道路占用料徴収条例の一部

を改正する条例の制定については、反対討論が

ありましたので、電子表決システムにより採決

を行います。 

  議案第83号について、委員長の報告のとおり

決することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反

対の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

清水清秋議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成15票、反対２票。賛成多

数であります。よって、議案第83号は委員長の

報告のとおり可決されました。 

  議案第84号新庄市法定外公共物管理条例の一

部を改正する条例の制定について質疑ありませ

んか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第84号新庄市法定外公共物管理条例の一

部を改正する条例の制定については、委員長報

告のとおりに決することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第84号について、委員長報告のとおり決

することに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対

の諸君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

清水清秋議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成16票、反対１票。賛成多

数であります。よって、議案第84号は委員長報

告のとおり可決されました。 

  次に、請願第７号米価暴落対策を求める請願

を議題といたします。質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論はありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 反対ですか。賛成ですか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 請願に賛成です。 

清水清秋議長 原案に賛成討論として、佐藤悦子

君。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 請願第７号米価暴落対
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策を求める請願に賛成の討論を行います。 

  常任委員会の中で紹介議員の星川議員は、米

価暴落で生産コストを下回り、農家は危機的状

況にあると。ＴＰＰ合意も追い打ちになってし

まっている。１万5,000円の交付金も半減され

た。政府が認めた生産費より下回っている状況

だ。一人でも多くの農家の声を政府に伝えねば

ならない。農家は全て把握して請願をというと、

請願は出せなくなる。願意を酌んでいただきた

い。生産米価を安定させるのは国の務めである

と述べてくださいました。私は全くそのとおり

だと思いました。 

  ここ数年の生産者米価が暴落しており、政府

の規模拡大政策に従ってきた大規模経営生産組

織までが離農に追い込まれています。請願者も

大規模生産者の一人ですが、米暴落で再生産は

できない生産者価格に苦しんでいます。 

  米価暴落の理由は、国内で米が余っているか

らです。背景には人口減少や食生活の変化によ

って毎年８万トンも米の消費が減っていること

があります。それなのに、かつての消費量に合

わせて77万トンものミニマムアクセス米として

輸入している。これは自由貿易にも反する話で、

米の過剰の状態が国の外交政策でつくられてい

るのです。 

  ミニマムアクセス米は、ガット・ウルグア

イ・ラウンドで決まったものですが、これは正

確には輸入機会の提供ということであり、義務

づけられているものではありません。輸出との

関係で無理して買っているものなのです。 

  ミニマムアクセス米は国同士の約束だからや

めることはできないと言う議員がおられました

が、政権がかわったり、政権内で意見が変われ

ば外交の約束は変えることは簡単です。ＴＰＰ

や安保条約も含めて政権がかわれば、あるいは

意見が変われば、外交約束は変えることができ

るのです。ミニマムアクセス米をやめればたち

まち国内で米は不足してしまうのです。さらに

備蓄米の枠をふやし国産の買い上げをふやすよ

うにすることで、米の過剰は解消に向かうこと

になります。 

  新庄市の重要な産業である米生産に携わる農

民の切実な声を要望として採択するのは、住民

こそ主人公、住民が主役という議会として務め

ではないでしょうか。請願は採択し、意見書提

出に当たって議会の総意として米直接支払いの

支給額をもとに戻すことを求めることもつけ加

えて意見書を出すことができるのです。 

  請願の採択を願って賛成討論を終わります。 

清水清秋議長 ほかに討論はありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  暫時休憩いたします。 

 

     午前１１時２１分 休憩 

     午前１１時２２分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

  請願第７号米価暴落対策を求める請願につい

て、委員長報告は不採択でありますが、請願第

７号については原案のとおり採択することに賛

成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対

のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

清水清秋議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成６票、反対11票。賛成者

少数であります。よって、請願第７号は不採択

とすることに決しました。 
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  請願第８号ＴＰＰ交渉「大筋合意」は撤回し、

調印・批准しないことを求める請願について質

疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君、反対討論、賛成討論、

どっち。 

１ 番（佐藤悦子議員） 賛成討論です。 

清水清秋議長 原案に賛成討論として発言を許し

ます。 

   （１番佐藤悦子議員登壇） 

１ 番（佐藤悦子議員） 常任委員会、私も参加

いたしました。常任委員会で紹介議員になって

くださった小関議員は、ＩＳＤＳ条項は厳しい

ことに追い込まれる可能性がある。敗戦により

日本は占領され、サンフランシスコ講和条約や

安保条約を結び、その一つの項目が日米地位協

定。日本全土を自由に使える。アメリカ優位に

されている。独立国なのかと思える内容だ。そ

の中でＴＰＰ締結をすればアメリカルールの中

でいいようにされる、労働も公共事業も農業も。

新庄の農業が安定することが市内の商売が成り

立つことにつながる。市民の請願権、願意を酌

み取って地方の声として届けてほしい。政府の

母体はほぼ自民党である。こういうふうに述べ

ておりました。私は全くその内容のとおりだと

思っております。 

  大筋合意によって、日本の政府もマスコミも

ＴＰＰ交渉は決着がついたかのように言ってお

りますが、今は秘密交渉の結果である協定案が

ようやく発表された段階です。関係国での国民

的な議論も国会での承認・批准もこれからです。

国会で承認・批准されなければＴＰＰは発効さ

れません。 

  アメリカでは貿易交渉の権限は議会にあり、

政府が議会にＴＰＰ協定締結の意思の通知を行

ってから90日後に正式署名が可能になります。

協定案ができたのが11月５日ですから、アメリ

カ大統領が署名できるのは２月以降です。それ

からアメリカは議会との調整に入り、議会の審

議が始まります。アメリカ国内では、薬の特許

期間で譲り過ぎたとか国民の仕事が奪われるな

どの批判が製薬業界や労働組合、市民団体、複

数の大統領候補を含む国会議員から出されてお

り、予断を許さない状況だと言われています。 

  日本では、署名は閣議決定でできますが、批

准、関連法制の改定は国会の議決が必要です。

審議入りできるのは２月以降であり、来年度予

算の審議が先行されますので、早くても７月の

参議院選挙の直前だろうと言われています。政

府自民党は、ＴＰＰの打撃が避けられない農林

水産品について早期に対策を決め予算化をして、

参議院選挙への影響を避けたいと動いています

が、思惑どおりにはいかなくなっています。 

  そもそもＴＰＰは、関税の撤廃が原則とされ

てきました。 

  2011年の参議院選挙で自民党は「ＴＰＰ断固

反対。ブレない。ウソつかない。自民党」とポ

スターを張りめぐらして議席をとり、政権につ

きました。 

  2013年２月に一方的に、全ての関税の撤廃を

あらかじめ求められるものではないことが約束

されたと言って安倍政権は交渉に参加を強行し

ました。 

  2013年４月に、重要農産物の関税撤廃・削減

は対象外か再協議の対象にすること、それが認

められない場合は脱退も辞さないなどの国会決

議を上げました。 

  このたびのＴＰＰ大筋合意は、2011年の選挙

のポスターを張りめぐらしたことがいかにでた

らめであったか、国会決議にも自民党の公約に

も反することであるということは明らかです。 
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  米は、既にミニマムアクセス米77万トンの輸

入で過剰となっています。それなのにＴＰＰで

さらに約８万トンも輸入拡大ということになり、

生産者価格の暴落で生産者のいない地域が広が

ることになるでしょう。 

  日本農業新聞、10月18日付の意識調査により

ますと、大筋合意でみずからの経営が「悪化す

る」ということや「やや悪化する」と考えてい

る人が70％に上り、中でも特に専業農家で「悪

化する」との回答が多かったということです。

このことは、担い手の将来展望を奪う内容であ

ったことを示しています。 

  鈴木宣弘東京大学教授のまとめでは、大筋合

意の農業分野での被害額は１兆1,000億円を超

えるとされております。2013年の比較では13％

もの減少となります。既に日本の農林水産業は、

大部分の生産分野で生産者価格が生産コストを

償わない事態にあります。多くの生産物の価格

が輸入圧力やスーパーなどの価格破壊と家計収

入の減少などもあって低下しているからです。

しかも、円安による飼料・肥料などの経費増大

も深刻で、規模拡大、コスト低減の努力が間に

合わない状況にあります。 

  このたびの請願は、さきに議会意見書や２つ

の農協の農業を守る対策を求める内容と農家の

願いとしては一緒です。農家を守ってほしいと

いう点で一緒です。さらに、住民の命や暮らし

を守るルールを多国籍企業の利益最優先に譲る

わけにいきません。採択すべきだと考えます。 

  それで賛成討論を終わります。 

清水清秋議長 ほかに討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 ほかに討論なしと認めます。よっ

て、討論を終結し、直ちに採決したいと思いま

す。これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  暫時休憩します。 

 

     午前１１時３２分 休憩 

     午前１１時３３分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開します。 

  請願第８号ＴＰＰ交渉「大筋合意」は撤回し、

調印・批准しないことを求める請願について、

委員長報告は不採択でありますが、請願第８号

について原案のとおり採択することに賛成の諸

君は賛成のボタンを、反対の諸君は反対のボタ

ンを押してください。 

   （電子表決） 

清水清秋議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 投票を締め切ります。 

  投票の結果は、賛成４票、反対13票。賛成少

数であります。よって、請願第８号は不採択と

することに決しました。 

 

 

日程第１９議案第８５号平成２７

年度新庄市一般会計補正予算（第

３号） 

 

 

清水清秋議長 日程第19議案第85号平成27年度新

庄市一般会計補正予算（第３号）を議題といた

します。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

６ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

清水清秋議長 佐藤卓也君。 

６ 番（佐藤卓也議員） それでは、私のほうか

ら質問させていただきます。 

  まず、13ページ下段になります。地域活性
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化・地域住民生活等緊急支援事業、５つ、今回

は上乗せ事業にはなっていますけれども、その

一個一個、具体的にどういう内容か説明してい

ただきたいと思います。そしてまた、これはど

ういう形でこういう選考の基準になったのか。

この２点についてお聞かせ願いたいと思います。 

小野茂雄総合政策課長 議長、小野茂雄。 

清水清秋議長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 ５つの事業につきまして

は、各担当課の範疇となりますけれども、総合

戦略絡みということで私のほうから御説明申し

上げます。 

  この交付金事業、歳入につきましては９ペー

ジの14・２・１総務費の地域活性化・地域住民

生活等緊急支援交付金832万円でございます。

御質問の歳出の部分につきましては、13ページ

の款項目で言いますと２・１・16というふうな

ことでございます。 

  この交付金事業につきましては、総合戦略を

10月末まで策定した市町村が活用できる事業で、

５つの事業、健康づくりＰＲ強化事業、地元定

着型キャリア教育推進事業、ご当地キャラクタ

ーによるまちづくり事業、スクールバス等の利

用者の負担軽減措置に係る事業、ユネスコ無形

文化遺産を生かした地域活性化事業の計５事業

となっております。いずれも本市の総合戦略に

のっとった事業として国の地方創生先行型（上

乗せ分）としての交付決定を受けたものであり

ます。 

  これらの事業選定に当たりましては、今年度

で補正予算計上いたしまして、今年度中に予算

執行することが求められているものであります

ので、３月まで事業執行できるものであること、

それからまた、先行投資し、平成28年度からの

事業運営が円滑に進む事業として申請し、交付

決定を受けたものであります。 

  なお、これら事業につきましては、歳入歳出

額が同じ832万円というふうなことからおわか

りのとおり、財源として100％充てられる事業

となってございます。以上でございます。 

荒澤宏二健康課長 議長、荒澤宏二。 

清水清秋議長 健康課長荒澤宏二君。 

荒澤宏二健康課長 それでは、この事業の内容と

しまして、まず最初に出ております健康づくり

ＰＲ強化事業についての内訳を御説明いたしま

す。 

  地域医療の充実を図るとともに、市民の健康

維持に対する意識を高めることで医療費の削減

にもつなげ、全ての市民が医療に関して安心感

を持ち、特に高齢者が健康に住み続けることが

できる地域をつくることで定住につなげる事業

としております。 

  健康づくりに関しまして、ボールペン、それ

からタオル、ステッカー等の消耗品を製作しま

して、市内の至るところで市民の皆様方に健康

づくりについてのＰＲをしていく予定でござい

ます。また、現在、健康課のほうで実施してい

る健康増進事業への参加も促すような事業とし

て進めてまいりたいと思っております。 

  また、委託料としまして看板製作業務委託料、

これにつきましては昨年、ことしもそうなんで

すけれども、食育についていろいろ取り組みを

行っております。その食育に関する標語の看板

を設置しようとするものでございます。以上で

す。 

荒川正一商工観光課長 議長、荒川正一。 

清水清秋議長 商工観光課長荒川正一君。 

荒川正一商工観光課長 私のほうからは事業が２

つございます。１つ目は、地元定着型キャリア

教育推進事業費というものでございまして、こ

れまでもこの事業につきましては鋭意進めてま

いりました。地元に定着・定住を図るための人

材づくりということで、教育面との連携の事業

でございます。これまでは中高生向けの企業見

学ツアー等々やってきましたが、これまでそれ

を進めるに当たってやってこなかった部分を今
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回措置したいというものでございまして、地元

就職を促進するためのポスター製作、これを小

中高生向けにつくってまいりたいということが

１点。 

  もう１点が、インターンを受け入れる企業を

広げていきたいということで受け入れ先の希望

をとりまして、その企業の紹介データをつくっ

て、これを発信機会の効果的な形として流して

まいりいというような部分でございます。 

  ２つ目のご当地キャラクターによるまちづく

り事業費でございますが、これにつきましては、

ご当地キャラクター「かむてん」でございます。

本市の広報部長、あるいは観光大使というよう

な位置づけで活躍しているわけでございますけ

れども、全国的なゆるキャラブームに乗りまし

て、あるいはかむてんの長年の蓄積、事業の成

果ということで浸透が図られてまいりました。

それで着ぐるみを中心とした形の貸出出動回数

がもう昨年度１年間分の実績をはるかにしのい

でおりまして、その部分の補塡と申しますか、

かむてんをもう一体つくってまいりたいという

ようなことが１つ。それが最後の備品購入にな

ってございまして、そのための発信のさまざま

な形を13節の委託料で持ってございます。１つ

は、かむてんを３Ｄ化することによってさまざ

まな無数のイラストの作成のほうまで持ってい

って利用の幅を広げてまいりたいと。２つ目の

動画制作、これもＰＲ用ということで、さまざ

まな形に活用できるものをつくってまいりたい。

この辺は上のほうの消耗品、40万円ございます

が、かむてんのグッズも含めて「こてんぐ隊」、

かむてんの部下という位置づけになりますが、

市内高校生の方々20名で構成されておりますけ

れども、その方々の案なんかも取り入れながら

ご当地キャラクターを生かしたまちづくりに資

するようなものの発信を行いたいということで

ございます。 

  最後に130万円、看板製作でございますが、

単に街なかを観光客が歩くだけでなくて、もう

ちょっと観光資源あるいは施設、そういうふう

なものを紹介しやすいようにかむてんを街なか

に取り入れた形の看板をセッティングしていき

たいというようなことで検討している事業でご

ざいます。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 議長、森 隆

志。 

清水清秋議長 教育次長兼教育総務課長森 隆志

君。 

森 隆志教育次長兼教育総務課長 スクールバス

等の利用の負担軽減措置費についてでございま

すけれども、これにつきましては、平成26年、

昨年度までスクールバス利用者について月額

1,250円負担いただいておりました。今年度、

大幅な全体的な見直しを行いまして、通年利用

の児童については無料、それから冬季通学バス

の児童生徒については月額1,000円の負担に緩

和してございます。 

  それに伴いまして、山交バスを利用しており

ます鳥越地区とか横根山地区、こちらの児童生

徒につきまして定期券の1,000円を超える部分、

この部分を補助してまいりたいということでの

80万円でございます。よろしくお願いします。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 ユネスコ無形文化遺産を

生かした地域活性化事業ということでございま

す。新庄まつり山車行事保存会の補助金として

102万円計上しております。これにつきまして

はことし３月、ほかの全国32の団体と一緒にユ

ネスコの無形文化遺産に対して文化庁のほうで

申請しております。その審査が来年11月に行わ

れる予定でございます。その審査に向けまして、

新庄まつりユネスコ登録については地域活性化

の起爆剤になるものとこちらのほうでは思って

おりまして、その意義について広く市民にお知

らせしたいということでシンポジウムを計画し
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たところでございます。 

  この102万円の予算については、著名な方に

よる基調講演、また新庄まつり関係者によりま

してパネルディスカッションを行う予定にして

おります。また、市民に広く周知するというこ

とで、現在クリアファイルを作成して意義、ま

た新庄まつりのこうした関係について周知して

まいりたいということで予算を計上したところ

でございます。よろしくお願いします。 

６ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

清水清秋議長 佐藤卓也君。 

６ 番（佐藤卓也議員） わかりました。 

  具体的に今いろいろ聞かせていただきました。

まさに地方が創生するための先行型の100％補

助のお金ですので、しっかりと市民の方にも使

っていただきたいですし活用していただきたい

と思います。 

  そしてまた、今年度中使い切りとありますけ

れども、こういうものをして健康づくりで物を

お配りするんでしたら、しっかり健康づくりで

やっていただくようなものとか、それから今回

もユネスコの登録に向けてはシンポジウム、ク

リアファイルはお渡しするんですけれども、ユ

ネスコというものはどういうものであるかをし

っかり発信していただいて、市民の方が納得し

ていただかねばいけませんので、そしてまたキ

ャラクターについても着ぐるみがかなり利用さ

れているのはいいことですので、そういうこと

が市民の方にわかるようなＰＲをしっかりこれ

からしていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  私からは以上です。 

清水清秋議長 ほかにございませんか。 

１６番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

清水清秋議長 石川正志君。 

１６番（石川正志議員） 私は、補正予算書20ペ

ージ、８款２項３目、道路新設改良費、減額補

正となってございますが、歳入の部分の補正予

算書９ページ、14の２の５、社会資本整備総合

交付金の減額に伴う補正と捉えておりますが、

ここの部分の社会資本整備総合交付金、雪寒の

部分で何％削減されたのか教えていただきたい。 

土田政治都市整備課長 議長、土田政治。 

清水清秋議長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 御指摘の部分につきまし

ては88％となっております。 

１６番（石川正志議員） 議長、石川正志。 

清水清秋議長 石川正志君。 

１６番（石川正志議員） 昨年度もこの補正の場

で聞きました。昨年度はたしか30％近い削減と

いうことで今回12％ですね。残念ながらそうす

ると、当初予算で組んでおりました、これは近

所の話になって非常に申しわけなく思うんです

が、泉田二枚橋線の整備ということは防雪柵の

工事と捉えておりますが、その部分だけ進捗が

おくれるということでございます。 

  執行部のほうは重々承知されていると思いま

すけれども、泉田二枚橋線に関しましては特に

１月、２月の厳冬期、地吹雪の常襲地帯という

ことで、これまで整備されている部分は交通障

害はそれほどなくて、非常に地元の方も喜んで

いらっしゃると。残念ながら昨年度に引き続き

ことしも事業費減額補正ということで、その分、

進捗がおくれるわけですが、非常に交通障害が

想定されると。 

  今年度、萩野学園の開校に伴ってスクールバ

スの例えば土内、仁田山、二枚橋の子供が恐ら

くそのバスのコースになっているということで

ございますので、ここは教育委員会と都市整備

課で何とか連絡をとり合って、スクールバスを

初め車両の交通に支障を来す場合、原則１日１

回の除雪ですが、それを何とか、下校のバスは

夕方になりますので、その辺、交通障害等発生

しないような体制をとっていただきたいと思い

ますが、いかがですか。 

土田政治都市整備課長 議長、土田政治。 
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清水清秋議長 都市整備課長土田政治君。 

土田政治都市整備課長 議員御指摘のように、こ

れまで以上にスクールバス等に考慮しながら除

排雪体制を整えてまいりたいというふうに思い

ます。 

清水清秋議長 ほかに質疑ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第85号平成27年度新庄市一般会計補正予

算（第３号）は、原案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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第85号は原案のとおり可決されました。 

  ただいまから１時まで休憩いたします。 

 

     午前１１時５１分 休憩 

     午後 １時００分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２０議案第８６号平成２７

年度新庄市国民健康保険事業特別

会計補正予算（第２号） 

 

 

清水清秋議長 日程第20議案第86号平成27年度新

庄市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第86号平成27年度新庄市国民健康保険事

業特別会計補正予算（第２号）は、原案のとお

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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第86号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２１議案第８７号平成２７

年度新庄市公共下水道事業特別会

計補正予算（第２号） 

 

 

清水清秋議長 日程第21議案第87号平成27年度新

庄市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 
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１ 番（佐藤悦子議員） 36ページの２款の２目

で施設建設費というのがあって、そこでマイナ

ス9,949万3,000円となっております。この主な

理由はどういう内容になっているんでしょうか、

お願いします。 

松坂聡士上下水道課長 議長、松坂聡士。 

清水清秋議長 上下水道課長松坂聡士君。 

松坂聡士上下水道課長 補正の主な理由といたし

ましては、処理場建設の補助でございます。補

助事業の内容でございます。それから、管渠布

設工事によるもので、いずれも精算というふう

な形でございます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 内容は、必要なものは

やったけれども、安くできたということなので

しょうか。 

松坂聡士上下水道課長 議長、松坂聡士。 

清水清秋議長 上下水道課長松坂聡士君。 

松坂聡士上下水道課長 管渠工事につきましては

請負工事ですので、その請負差金分というふう

な形になります。 

  処理場建設につきましては、下水道事業団の

ほうに委託してございまして、その分の精算で

ございます。以上でございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） 今までのいろいろな予

算とか議場での建設関係の議案を見ると、工事

費がかかる、上がっているということがよく言

われて、いろいろな施設を直すときにお金が上

がってしまうということが何度かこのごろあっ

たように思いますが、同じ仕事をしながら安く

なったというのは、工事費などが下水道のほう

は単価が安くなっているのか、何か原因がある

のか、それとも内容が変わったのか、お願いし

たいと思います。 

松坂聡士上下水道課長 議長、松坂聡士。 

清水清秋議長 上下水道課長松坂聡士君。 

松坂聡士上下水道課長 下水道事業につきまして

は、ほかの公共事業も同じなんですけれども、

やはり国のほうの補助金がございます。それに

基づきましてこちらのほうで事業計画とかつく

るわけですけれども、その分の補助金の内示そ

のものが少なくなったという形になれば、それ

に見合った分の事業の進捗というふうなことで

考えてございます。 

  なお、工事そのものにつきまして、品質その

ものが劣っているというふうなことは一切ござ

いません。以上でございます。 

清水清秋議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第87号平成27年度新庄市公共下水道事業

特別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり

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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第87号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２２議案第８８号平成２７

年度新庄市介護保険事業特別会計

補正予算（第２号） 
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清水清秋議長 日程第22議案第88号平成27年度新

庄市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）

を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第88号平成27年度新庄市介護保険事業特

別会計補正予算（第２号）は、原案のとおり決

することに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第88号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２３議案第８９号平成２７

年度新庄市後期高齢者医療事業特

別会計補正予算（第１号） 

 

 

清水清秋議長 日程第23議案第89号平成27年度新

庄市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

  本件に関しましては既に説明が終わっており

ますので、直ちに質疑に入ります。質疑ありま

せんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 別に質疑なしと認めます。よって、

質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第89号平成27年度新庄市後期高齢者医療

事業特別会計補正予算（第１号）は、原案のと

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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第89号は原案のとおり可決されました。 

  ここで暫時休憩します。 

 

     午後１時０７分 休憩 

     午後２時５２分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程の追加 

 

 

清水清秋議長 追加案件が出ておりますので、こ

こで議会運営委員長の報告を求めます。 

  議会運営委員長森 儀一君。 

   （森 儀一議会運営委員長登壇） 

森 儀一議会運営委員長 それでは、議会運営委

員会における協議の経過と結果について報告い

たします。 

  本日午後２時44分から、議員協議会室におい

て議会運営委員６名出席のもと、執行部から副

市長、関係課長並びに議会事務局職員の出席を
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求めて議会運営委員会を開催し、本日の本会議

における議事日程の追加について協議をいたし

たところであります。 

  協議の結果、議案第90号財産の処分について

及び議案第91号平成27年度新庄市一般会計補正

予算（第４号）の議案２件を本日の議事日程に

追加していただくことにいたしました。 

  以上、議会運営委員会における協議の経過と

結果についての報告といたします。 

清水清秋議長 お諮りいたします。 

  ただいま議会運営委員長から報告がありまし

た議案２件を本日の議事日程に追加することに

御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案２件を本日の議事日程に追加することに決

しました。 

  ここで、追加日程を配付するため暫時休憩い

たします。 

 

     午後２時５４分 休憩 

     午後２時５６分 開議 

 

清水清秋議長 休憩を解いて再開いたします。 

 

 

日程第２４議案第９０号財産の処

分について 

 

 

清水清秋議長 それでは、追加日程に入ります。 

  日程第24議案第90号財産の処分についてを議

題といたします。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第90号財産の処分

について御説明申し上げます。 

  本案は、新庄中核工業団地の土地を売却する

ため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第３条の規定により議

決を求めるものであります。 

  このたび、東京都に本社のある協和木材株式

会社より、新庄中核工業団地の土地譲り受け申

し込みがございました。同社は製材業を営んで

おり、森林資源の豊富な山形県における集成材

加工を新庄中核工業団地で行うこととしたもの

であります。 

  売却する土地は、新庄中核工業団地Ｍ区画の

５万610.23平方メートル、売却価格は２億円で

ございます。 

  売却の相手先は、協和木材株式会社代表取締

役佐川広興さんであります。 

  以上、御審議いただき、御決定くださるよう

お願い申し上げます。 

清水清秋議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第90号財産の

処分については、会議規則第37条第３項の規定

により委員会への付託を省略したいと思います。

これに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第90号について委員会への付託を省略する

ことに決しました。 

  それでは、ただいま説明のありました議案第

90号財産の処分について質疑に入ります。質疑

ありませんか。 

６ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

清水清秋議長 佐藤卓也君。 

６ 番（佐藤卓也議員） 私のほうから質問させ

ていただきます。 

  まず、この議決を得てからだと思うんですけ

れども、この契約日がいつになるのかをお伺い

いたします。 

  また、産業の委員会に所属していまして質問

するのも失礼かと思うんですけれども、一応確
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認のためなんですけれども、購入目的といたし

ましては、県内産の林業かつ活性化に寄与して

いく、そして県内産の木を使っていくというお

話をいただきまして、またそのときに私も言っ

たんですけれども、県外産の木材を使う場合は

市のほうにしっかりと報告していただくような

協定を結んでいただきたい。そして課長のほう

からは、結ぶ契約だとおっしゃっていましたけ

れども、その確認をここでさせていただきたい

と思います。 

  その２点、よろしくお願いします。 

荒川正一商工観光課長 議長、荒川正一。 

清水清秋議長 商工観光課長荒川正一君。 

荒川正一商工観光課長 契約日のほうは、きょう

議決いただきましたならば速やかにというよう

な形で向こうの意向等もありますので、確認し

てございますが、予定は予定でございますので、

そのような形で進めてまいるということで御理

解いただきたい。 

  あと、後段のほうでございますが、計画書の

中でいきますと、やはり県産木材12万立方メー

トルを使って地域活性化にひいては資するとい

うような形で伺っておりますけれども、最初の

開業時とか、あるいは緊急の場合は県産木材で

足りない場合もあり得るだろうと。そういうふ

うな場合には他県からのほうもあり得る話だと。 

  しかしながら、今、佐藤議員おっしゃる中身

は、例えば放射能汚染とかそういうふうな場合

のところの部分ではないんですね。その辺はこ

ちらのほうへの持ち込みはないということを確

認してございますが、県産木材だけで済まない

場合も少しはあり得るだろうと。 

  こちらのほうで調達の計画は聞いてございま

す。４ルートというふうなことで聞いておりま

すが、山形県の森林組合連合会、こちらのほう

とは締結済みということで、９万立方メートル

の年間の数量と。あとは山形県の木材産業協同

組合、そちらのほうにはもう既に取り扱いを行

っているというようなことでございます。あと

国有林、あるいは立木購入というところで補塡

したいというような計画でございますが、そろ

わない場合もあり得るんだということになった

場合は隣県のほうからというようなことも考え

てございますが、その辺は協定にあえて結ぶ内

容でもないというふうなことで、大手でもあり

ますので、信頼関係の中で考えていただきたい

というようなことで交渉しておるところでござ

います。 

６ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

清水清秋議長 佐藤卓也君。 

６ 番（佐藤卓也議員） いろいろなことを課長

おっしゃいましたけれども、やはり県内産を使

うべきでしょうし、県外からも少しは入ってく

るという話なんですけれども、やっぱり何が起

きるかわかりませんので、そこら辺を要は紳士

協定ではなくてしっかりしたものを結んでいか

なければ非常にここら辺は大事だと思います。 

  確かに県外産、来てだめだとは言いませんけ

れども、やっぱりどこから来たものだかわから

なければ、ここは新庄の安全・安心を守るため

にも非常に必要だと思います。それは「あのと

きに結んでいなかったから持ってきましたよ」

とかは言えないと思います。そこら辺をしっか

り結んでいただいて、しっかりしたものにして、

だからこそ協定書を結ばないと私はかなりこれ

は危険だと思ったので言わせていただきました。

そこら辺をもう少し業者の方としっかり結んで

いただかなければいけないと思うんですけれど

も、でも、委員会のときは結ぶというお話はさ

れていたと思うんですけれども、そこら辺はど

ういうふうに言ったのかの確認をもう一回お願

いします。 

荒川正一商工観光課長 議長、荒川正一。 

清水清秋議長 商工観光課長荒川正一君。 

荒川正一商工観光課長 協定のほうは前向きに進

めたいという形でお答えしたと記憶しているん
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ですけれども、相手方があることでもございま

すので、調達計画がしっかりしておるというふ

うに私たちのほうでも受けとめておりますし、

県とも協調した中で進めているお話でもありま

すので、その辺の信用性は高いのかなと。企業

としてもその辺の努力は当然怠りなくやるわけ

でございますから、その辺の信頼関係を持って

というようなことで企業のほうが方針としてお

持ちであり、進めたいということであるとすれ

ば、そこはそこで私たちのほうでも歩み寄りが

必要なのかなと。企業に対する理解も必要なの

かなというふうに思ってございます。 

清水清秋議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第90号財産の処分については、原案のと

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） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第90号は原案のとおり可決されました。 

 

 

日程第２５議案第９１号平成２７

年度新庄市一般会計補正予算（第

４号） 

 

 

清水清秋議長 日程第25議案第91号平成27年度新

庄市一般会計補正予算（第４号）を議題といた

します。 

  提出者の説明を求めます。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 それでは、議案第91号平成27年度

新庄市一般会計補正予算について御説明申し上

げます。 

  予算書１ページ、一般会計補正予算は、歳入

歳出それぞれ8,389万9,000円を追加し、補正後

の総額を162億847万2,000円とするものであり

ます。 

  ５ページからの歳入についてでありますが、

17款寄附金において、一般会計補正予算（第３

号）にてふるさと納税寄附金の増額補正を可決

いただきましたが、11月及び12月の実績に基づ

きましてさらに4,800万円を増額するものでご

ざいます。 

  また、18款繰入金では、ふるさと納税返礼経

費に充てるまちづくり応援基金繰入金3,200万

円を計上しております。 

  次に、歳出予算の補正内容について御説明申

し上げます。 

  ６ページの２款総務費において、ふるさと納

税寄附金の伸びに対応した経費を増額しており

ます。 

  次に、10款教育費では、山屋セミナーハウス

の入浴設備の機能強化を検討するため、機能強

化基本調査業務委託料を計上しております。現

在は施設の入浴設備は男女兼用で１カ所となっ

ており、利用者の利便性及び快適性を向上する

ため入浴設備の機能強化を検討するための基本

調査であります。 

  調査の内容といたしましては、ＪＡ新庄市の

所有する温泉源泉の活用を含めまして、その送

湯管布設ルートや浴室設備の整備方法などを調

査項目として想定しております。 

  私からの説明は以上でありますが、御審議い
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ただき、御決定賜りますようお願い申し上げま

す。 

清水清秋議長 お諮りいたします。 

  ただいま説明のありました議案第91号平成27

年度新庄市一般会計補正予算（第４号）は、会

議規則第37条第３項の規定により委員会への付

託を省略したいと思います。これに御異議あり

ませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。よって、

議案第91号について委員会への付託を省略する

ことに決しました。 

  それでは、ただいま説明のありました議案第

91号平成27年度新庄市一般会計補正予算（第４

号）の質疑に入ります。質疑ありませんか。 

１８番（佐藤義一議員） 議長、佐藤義一。 

清水清秋議長 佐藤義一君。 

１８番（佐藤義一議員） ふるさと納税について

お尋ねします。 

  ふるさと納税にもっと力を注ぐべきだと常々

ずっと言ってきましたけれども、今回、報償費

は予算化したわけですけれども、どのぐらいの

返礼金があるのか、それがどういうふうにして

公開されているのか、ネットではまだ私は把握

し切れていないんですけれども、どのぐらいの

品数があるのかが１つ。 

  それからもう一つ、皆さんの努力があってふ

るさと納税がかなりふえていますけれども、ク

レジット決済が始まりまして、それが各市町村

における増加の原因の一つでもあると言われて

います。私ども新庄市において、申し込みとク

レジット決済とどのぐらいの比率があるのか。 

  この２点だけお尋ねいたします。 

小野茂雄総合政策課長 議長、小野茂雄。 

清水清秋議長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 ふるさと納税の報償費と

いうことはありがとう品ですか。返礼品ですか。 

  これにつきましては、新庄市のホームページ、

それからふるさとチョイスというふるさと納税

の大手サイトがございますけれども、それに詳

しく載っているところでございます。 

  なお、「広報しんじょう」の１月号にある程

度詳しく掲載する予定になってございます。 

  それから、いわゆるクレジット決済の比率と

いうふうなことですけれども、大体８割方、ク

レジット決済というふうな結果となってござい

ます。以上でございます。 

清水清秋議長 ほかにありませんか。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） ただいまの佐藤義一議

員と同じ項目ですけれども、ふるさと納税に対

して4,800万円がふえるということですが、こ

れに対して、そのすぐ下に3,200万円というこ

とで返礼に使いたい旨のように予算を出してき

たみたいなんですが、4,800万円入るけれども、

返礼品のお金に3,200万そのまま使うというこ

となんでしょうか。 

小野茂雄総合政策課長 議長、小野茂雄。 

清水清秋議長 総合政策課長小野茂雄君。 

小野茂雄総合政策課長 予算上は、4,800万につ

きましては、歳出の積立金というところがござ

いますけれども、そちらのほうに一旦入れると

いう形になります。それで形としては基金から

繰り入れをします。それは歳入のほうの18款に

なりますけれども、繰り入れたものを、今年度

予算で一般財源として子育て関係の南部保育所

の修繕でありますとか地域づくり、それからふ

るさと応援隊のほうに計1,000万使ってござい

ます。その1,000万と、それからありがとう品

の報償費のほうにそのほかの分は充当するとい

うふうなことになってございます。 

１ 番（佐藤悦子議員） 議長、佐藤悦子。 

清水清秋議長 佐藤悦子君。 

１ 番（佐藤悦子議員） そうしますと4,800万

ぐらいのふるさと納税金が市に入り、それに



- 141 - 

「ありがとう」として2,200万ぐらいのお金を

使って返礼をするという内容になっているんだ

とわかりました。 

  もう少しお聞きしますが、ふるさと納税とい

う形で4,800万、市に税が入ったとなりますと、

国からの交付金などがそのぐらい減るというこ

とはあるのかないのか。その点についてはどう

でしょうか。 

小野 享財政課長 議長、小野 享。 

清水清秋議長 財政課長小野 享君。 

小野 享財政課長 寄附金と交付金の関係でござ

いますが、現在のところは全く関係ございませ

ん。 

清水清秋議長 ほかにありませんか。 

６ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

清水清秋議長 佐藤卓也君。 

６ 番（佐藤卓也議員） 済みません、先ほど１

個聞き忘れたので、６ページ、10款４項13目山

屋セミナーハウスなんですけれども、調査する

ときの温泉源泉となっていますけれども、どこ

の場所からの調査費なのか教えていただけます

でしょうか。温泉を出たところからを調査する

のか、それともポンプの中というんですか、中

まで入るのか、要はその場所を教えていただき

たいと思います。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 先ほどの資料でお示しし

ておりましたが、源泉は上のほうにあります。

それで送湯管の調査につきましては、そこから

どういうルートで引くか、また地下埋設物との

関係もございますので、どのくらいの深さを掘

って送湯管を埋めるかということでも検討して

いきたいと思っております。 

６ 番（佐藤卓也議員） 議長、佐藤卓也。 

清水清秋議長 佐藤卓也君。 

６ 番（佐藤卓也議員） ということは、出てき

たお湯のところから調査するということでいい

と考えてよかったんですかね。そこら辺がちょ

っとわからなかったものですから、もう一回お

願いします。 

伊藤洋一社会教育課長 議長、伊藤洋一。 

清水清秋議長 社会教育課長伊藤洋一君。 

伊藤洋一社会教育課長 源泉はあくまでもＪＡ新

庄市のものですので、源泉の管の中にはこちら

のほうでは手出しをするつもりはございません

ので、そこから出たお湯についてどういったル

ートで引くかということで検討してまいりたい

と思います。 

清水清秋議長 ほかにありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 ほかに質疑なしと認めます。よっ

て、質疑を終結いたします。 

  これより討論に入ります。ただいまのところ

討論の通告はありません。討論ありませんか。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 討論なしと認めます。よって、討

論を終結し、直ちに採決したいと思います。こ

れに御異議ありませんか。 

   （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議なしと認めます。 

  これより採決いたします。 

  議案第91号平成27年度新庄市一般会計補正予

算（第４号）は、原案のとおり決することに御

異議ありませんか。 

   （「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 御異議がありますので、電子表決

システムにより採決を行います。 

  議案第91号については、原案のとおり決する

ことに賛成の諸君は賛成のボタンを、反対の諸

君は反対のボタンを押してください。 

   （電子表決） 

清水清秋議長 ボタンの押し忘れはございません

か。 

   （「なし」と呼ぶ者あり） 

清水清秋議長 投票を締め切ります。 
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  投票の結果は、賛成15票、反対２票。賛成多

数であります。よって、議案第91号は原案のと

おり可決されました。 

 

 

閉      会 

 

 

清水清秋議長 ここで市長より御挨拶があります。 

  市長山尾順紀君。 

   （山尾順紀市長登壇） 

山尾順紀市長 12月定例会、慎重審議まことにあ

りがとうございました。 

  思い出しますと、昨年の今ごろは大変な大雪

というような状況でございました。ことしは打

って変わって大変天候のよい師走になっていま

す。あさってあたりから雪マークも出てきてお

りますが、来るものが来ないと困る業界の人も

いるということで、それぞれの思いを思いやり

ながら今後の行政も務めていかなければならな

いというふうに思っています。 

  きょうは山屋セミナーハウスの機能強化につ

いて全員協議会で多くの皆さんから御意見いた

だいたこと、大変ありがたく思っております。 

  ９月に私も選挙がございましたが、多くの皆

さんから再開の声を多く聞かせていただきまし

た。その中で、今後どのような方法で再開して

いくのがいいのかということを内部で検討させ

ていただきました。その中で、山屋セミナーハ

ウスが男子一つしかないと。特にことしは高萩

からお子さんたちが全部で70名ほど来られたわ

けですけれども、最上町の保養センターまで行

かれたというような状況もございました。そん

な中で何とか男女共用できるような形ができれ

ばいいなと。これまでは奥羽金沢温泉があれば

何とかしのげるだろうというようなことを考え

てきた施設ではあった、いずれは機能強化しな

くてはいけないと、そういうタイミングが今な

のかなというふうな思いもしているところであ

ります。 

  今後、調査に基づきまして、さまざまな基本

設計、実施設計など、多岐にわたる分野が出て

くるかと思いますが、それにつきましてはＪＡ

新庄市との契約もしっかり一つ一つ確認しなが

ら進めさせていただきたいというふうに思って

おります。 

  ことしは新庄まつり260年、さらに来年はユ

ネスコへの期待が高まるという年でございまし

た。 

  最近、風邪も大いにはやっているというよう

な状況も聞いております。師走です。健康には

十二分に留意いたしまして、また１月４日、新

年新春の集いで、皆さんと元気な顔を合わせら

れることをお祈りしまして御礼の挨拶とさせて

いただきます。 

  どうもありがとうございました。 

清水清秋議長 以上をもちまして、平成27年12月

定例会の日程を全て終了しましたので、閉会い

たします。 

  大変御苦労さまでした。 

 

     午後３時１９分 閉会 

 

 

   新庄市議会議長  清 水 清 秋 

 

   会議録署名議員  小 関   淳 

 

    〃    〃   森   儀 一 

 




