台湾 に５万㌧出荷 へ
げで、国内の需給バラン

リンゴ輸出産業現場を視察
スを保っている結果とな

４億円ですから、生産額

年間通して販売可能に

優秀なリンゴ貯蔵能力

っています。

ます。一方、青森県が輸

生産額は８００億円であ

ベースで５倍以上の規模

出に力を入れているおか

、 て輸出産業を担っており
ＴＰＰ大筋合意のなか、 万 ㌧（ 輸 出 は ３ 万 ㌧）

ります。山形県は５万２

特に農林水産業の輸出に

があります。加えて輸出

天童市の農産物
輸出状況は

伸ばすのか、見極めが必
要です。
今年度は、ＴＰＰ関連
予算が組まれますので注

く、移出商の方々が相場

フランスとシャインマス

通り、これまで以上に生

果樹王国天童の名称の

天童市では台湾にラ・ 視すべきです。

カ月木の上で、８カ月冷

をつくっている状況です。 カットを輸出しておりま

産拡大、消費宣伝に力を

の相場などはＪＡではな

対策が講じられています。 年は５万㌧を目指してお
蔵庫の中である」の言葉

すが、内容は市場調査を

「青森県のリンゴは

り、青森県の輸出量は山
通り、１年通して販売す

兼ねたもので、量的にも

産量１位を誇る青森県の

２月、日本のリンゴ生

株式会社モンテディオ

んどが台湾で、１年通し

あります。輸出先はほと

から１２６年続く歴史が

力を入れているのは明治

青森県がリンゴ輸出に

化を進めると同時に、ス

定着を前提にチームの強

の整備については「Ｊ１

ります。その為、リンゴ

冷蔵貯蔵庫を保有してお

力を持っており、巨大な

を扱う「移出商」の方が

青森県では昔からリンゴ

と相乗効果でアップさせ

ームの魅力をスタジアム

が、森谷社長の考えはチ

待 す る「 新 ス タ ジ ア ム 」 る」と説明がありました

ました。一方で県民が期

ることにあるようです。

です。地元県会議員と

出ていますが私も同感

も最適地」と強く申し

アなどの観点から見て

援隊や市民ボランティ

域で結成されている応

駐車場が最適、市内全

伸ばすのか、国内消費で

伸びております。輸出で

品」として国内の供給が

方で「ふるさと納税返礼

まだまだの状況です。一

換をさせていただきまし
た。

な観点から新スタジ

じます。これに続き同

整備に１４０億円を投

会」を設置し、様々 「山形駅西口拠点施設」

アムの検討を重ねて

地区への新スタジアム

移設要望が集まったと

いくということでし

しても困難な計画と言

の建設は容易ではなく、
これまで同社の新

た。

スタジアムの建設に

わざるを得ません。
天童市は県に対して

ついては一貫して県
執行部は「Ｊ１定着

が先で、新スタジア 「
（現在の場所が）交通、
ムの建設はその先にあ

いります。

山形県の役割は？

やまがた雪フェスティバル視察

最上川ふるさと総合公

員会を組織して催されま

１市４町で広域の実行委

ま つ り 」 が あ り ま す。

内で催す「さくらんぼ

ェスティバル」を訪れま

催された「やまがた雪フ

０発から１０００発へと

代わり花火を予定の５０

て実施されました。その

くイベント内容を縮小し

したが、今冬は雪が少な

常任委員会でも同様の

あ る べ き と 思 い ま す。

で市町村の後方支援で

トに県が前面に出ない

私はこのようなイベン

園（寒河江市）で 月

した。県の事業として異

議論があり、 年度予

日から同 日まで、初開

常ともいえるテレビコマ

増やし、雪が少ないなか

万人と発表されました。

には頭が下がります。し

たスタッフの方々の運営

そのものは２５００万

ルは行うものの、事業

算には雪フェスティバ

事業予算は総額７００

円、各市町村の雪まつ

００万円を計上してお

りに交付金として１０

ました。大勢の方から苦

りました。県が目立つ

かし、道路は大渋滞、駐

情が殺到するなど課題も

す。

至市役所

応援する体制が重要で

のではなく、市町村を

至寒河江

至 号線

ントはこのほかに山形市

県が携わっているイベ

多くあったようです。

車場は満杯の状態であり

地方創生、
地域を守る観点から、
高齢者・交通弱者の「移動支援」
は最重要課題です。県も「農村集落部（郡部）においては深刻
な問題」と位置づけ、対策に取り組んでおります。
天童市ではデマンド型（予約制・乗り合い）タクシー「ドモス」
が運用されております。ある利用者は毎日または週に２、３回、
病院や買い物に利用しているとお聞きしました。しかし、
「電話予約が面倒」
「
（全体の）利用者が少ない」な
どの課題もあります。さらなる利用拡大、利便性を良くする改善策はないのだろうか。先進地である茨城県
桜川市（人口約４万４千人）を訪れ、同市の乗り合いタクシーの運行現状を視察しました。
デマンド型乗り合いタクシーは利用者にとって安価で利便性が高い移動手段ではあるものの、タクシー提
供事業者への委託料が高く、市の財政負担が大きい点や、一部の利用者だけが利用する点に、多額の財源が
投入されるため不公平性が指摘されております。一方で、さらなるサービスの向上や利用拡大を図ると、民
間タクシー会社の経営を圧迫する恐れも考えられることから、棲み分けが必要と考えられています。
利用者数をみてみると、天童市の年間５,６６４人に対して、桜川市はなんと約４倍の２０,０００人が利用していま
した。
なぜ、それほど利用率が高いのか。桜川市ではタクシーを利用する１時間前（天童市は前日まで予約）ま
で予約が可能なこと、１時間単位で細かく運行していること、玄関先まで迎えに来てくれること―などが挙
げられます。
しかし、この事業に対して桜川市の財政から支払われる委託金は年間３０００万円にのぼり、天童市の２倍
（１５００万円）にあたります。利便性が向上するものの財政に大きな負担を残している形です。
近い将来、高齢者が増えることから乗り合いタクシーに高い需要が見込まれます。民間タクシー、公共交
通機関の差別化で利用拡大を図りながら、運営を考えていかなければなりません。同市では今後、それらの
観点から地域の公共交通を思い切って再編する実施計画を策定しました。計画では民間タクシー、デマンド
タクシーに、新たにコミュニティバスを加え、公共交通ネットワークを再編し、委託金を減らしながら利便
性を追求する方針です。我が天童市でも交通弱者を守ると同時に、将来に向けた新たな地域交通のあり方を
考えていかなければなりません。

０万円で、寒河江西村山

綺麗な雪像などをつくっ

ーシャルが功を奏したの

1

か主催者発表で来場者

３１

２９

１６

「攻めの農業で輸出アッ
プ」を図る政策をよく目

ついては全国で１兆円を

にするようになりました。 ０００㌧で生産額は１１

目指し、農林水産省、Ｊ

山形県でもコメや果物な
形県全体の生産量に達し
る 貯 蔵 技 術 が 優 秀 で す。

Ａ、自治体などが連携し、 量を現在の３万㌧から今

どを中心に施策を図って
ようとしております。

輸出状況を単独視察して

山形の森谷敏雄新社長と

タジアムの建設も両輪で

スタジアムの新設は１

の費用がかかると言われ

乗合タクシー先進地を訪問

注いでまいります。

おります。

きました。

１月 日、同社で意見交

進めていきたい」との考

しても、強く訴えてま

リンゴの生産量は約

就任の抱負やチームの

え を 明 ら か に し ま し た。 ５０億円から２００億円

ています。県はことし、

今後の展開など、社長の

これにより、
同社内に
「新

野川びっくり
市さん

友達登録をお願い致します。 QR コードでアクセス

スタジアム整備委員

生の考えを聞くことがで

交通弱者の足を守れ！

２８

ストー電機さん

中部
公民館

http://www.10016.jp/

中部
小学校

☎023-651-5539 FAX023-651-5549

こうして欲しい！ ココが問題！ 改善して欲しい…など 頂けると幸いです。

もりや事務所
2Fになります

検索
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ご意見を募集しております。FAX・メール・ブログで

福祉
センター

〒994-0013 天童市老野森 3 丁目 4-17

もりや仙一郎

４６

森谷敏雄新社長と会談

県内イベント

リンゴにかける思いは
半端でない

き、有意義な会談となり

新スタジアム整備委 設立へ

県政報告
Vol.60
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青 森 県
モンテディオ山形

もりや仙一郎事務所

5

今回の視察で強く感じたことは、
青森県がリンゴをつくること、リ
ンゴの消費宣伝、品種改良などす
べてにおいて半端でない取り組み
を行っておりました。リンゴを扱
う団体が行政の枠を超え、数の多
いことに驚いた次第です。行政か
ら専門の外部所管に移行する職員
もいらっしゃいました。リンゴ一
本の専門職は必要だと特に感じま
した。

単独視察

●
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