
議会報告会結果報告書    （２班） 

開催日時 平成２４年１１月９日（金）午後７時００分～８時４０分 

開催場所  柴橋多目的研修施設 

出席議員 

代表者 

鴨田 俊廣 

報告者 

那須 稔 

記録者 

國井 輝明 

沖津 一博 杉沼 孝司 佐藤 良一 

欠席議員  なし 

参加者数 １２ 名 

１議会からの報告事項 

 報告者から、９月定例会において審議された内容について報告を行いました。具体的

には、①平成２３年度各会計の決算について、②財政の健全化判断比率について、③予

算特別委員会での主な質疑について、④決算特別委員会での主な質疑についてでした。 

 

２報告に対する主な質疑 

参加者：収納率が９６％で納税相談員を配置して対応しているようだが、滞納者の状

態などはどのように把握しているのか。 

議員：個人のプライバシーもあるのでご理解頂きたい。 

参加者：市立病院改革アクションプランの詳しい内容を伺いたい。 

議員：アクションプランにつきましては、平成２４年４月から平成２７年まで４年間

にわたり実施される。２３年６月に西村山地域の医療提供体制将来ビジョンを考え

県と市等が一体となって作りあげた内容となっている。 

基本的な方向性として５つを網羅している。市民ニーズ、病態に応じた三次医療機

関の連携、高齢者の増加に対応した医療体制の整備、在宅医療の支援と地域連携の

構築、休日夜間の初期救急医療体制の充実の５点がプランに掲載されている。今年

の４月からすでに進めており具体的にはこれから取り組まれます。 

参加者：１００人評価委員はどのような方法で選出されているのか。柴橋区の中でも

選ばれている方がいると思うが解らない。もし解ればその方に評価項目等について

意見を伝えることが出来る。誰が選任されたのか分かれば、その方に地区の意見な

ども伝えられる。 

議員：我々に手持ちのデータがないため後日連絡させてもらいたい。 

※ 確認したところ、「市民１００人評価委員会」の委員については、各地域や関係団

体等からのご協力により、推薦いただいている状況であるものの、個別のお名前に

ついては、個人情報の関係もあり、お答えできないこととされております。なお、

例年、上記の推薦された委員に加え、公募による委員も募集しておりますので、ご

応募いただきたい旨の話を担当課より受けております。 



参加者：市民が寒河江市を誇りに思えるようにしなければならない。慈恩寺も誇りだ

と言っているが一般市民は思っていない、誇りに思っているのは関係者だけである。

一般市民が誇りに思えるような取り組みをして頂きたい。そのためには若い人たち

が働ける環境を整備すべきでないか。寒河江市独自に工業団地に勤める社員の率を

高める取り組みはしていないのか。働くことに補助しなければ定住につながらない。

農業者に対し特別に補助していることはないのか。寒河江市に移住して農業をしよ

うかなと思えるような取り組みはしていないのか。教育でも同じように寒河江市独

自の取り組みはしているのか。 

議員：工業団地への企業の新規進出については補助しているが個人には行っていない。 

雇用に対しては、市長が企業を訪問してお願いはしている。数については把握して

いないため後日ご連絡させていただく。さくらんぼについては、東根から PR 面で

も負けていると言われている。寒河江市独自で行っている補助としては紅秀峰等に

対する苗木の補助や低木 Y 字仕立てに対しても補助している、この他では雨よけハ

ウス、無加温ハウスへの補助を行っている。学校教育については学びあう教えあう

教育を進めている。これは生徒同志がグループで学ぶやり方である。 

※ 確認したところ、寒河江中央工業団地に立地する企業の就労者における寒河江市

民の割合については、近年調査を行っておらず、把握しておりません。参考までに

平成１７年３月時点では本市出身の割合は４２．４％となっております。 

参加者：下水道に関連して、工事が終わってから何年でつながなければいけないとい

う決まりで、つながない人が悪いと市から言われる。 

議員：３年という期間があります。 

参加者：アパートに住民票を移さないで住んでいたり、出て行ったというのが解らな

い。危機管理の面でも把握したいが何か手立てはないか。 

議員：これはプライバシーでありなんともならない。大変だろうが隣組長さんと連携

をとりながらしていただく他にはない。 

 

３議会に対する主な意見・要望 

参加者：一般の方々には話の内容が難しいため、理解しやすい説明をお願いしたい。 

議員：数字の羅列で解りづらいということなので、もっと解りやすい方法というもの

を勉強させて頂きながら報告させていただく。 

参加者：議会報告会への案内方法について、町内会長には案内が来ているが、公民館

長には案内がなかった。この報告会が大事なものであれば、全員が出席できるよう

なきちんとした案内や広報をお願いしたい。 

議員：初めての取り組みであったので、市民に負担のかからない広報というものを考

えた。従って負担のかからない方法として HP や山新による方法でご案内した。 

地区によっては全戸に案内でき体制が取れるということであれば、今後はご協力い

ただき案内漏れのないようにさせてもらいたい。 

参加者：寒河江市の議員の報酬や定数が他市と比較してどうなのかわかる資料などが

あったほうが良かった。 



議員：ただいまの話についてはご意見として伺います。 

参加者：こうした報告会は会派として行うのが普通ではないのか。市長や課長が答え

るようなものと一緒ではおかしい。 

議員：主義主張をここで述べる会ではなく、議会の中身とか議会がどのような活動を

しているかについてお答えしていくことで始めたものなのでご理解頂きたい。 

参加者：議会報告会はよいが考えが古い。一方的に説明して自分の責任を果たすのは

古臭い。一般市民は寒河江を良くしたい、自分の生活を良くしたいと思っており、

もっと市民の意見を聞く会という性格を持った会にして頂きたい。 

議員：この会で出た声というものは議会で共有させて頂きます。議会として政策作り

に生かしていきます。 

参加者：議員から説明があって市民の皆さんはどう考えているのか意見交換すべきで

ないか。 

議員：会の持ち方としてのご意見として伺います。 

参加者：今日説明して頂いた事は、既に議会だよりで知っていることばかりなので、

改めて説明するのはもったいない。市民としては生活を良くするための意見をたく

さん言いたいし、こうした意見を吸い上げる会にしてもらいたい。 

議員：ご意見として伺います。 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：工業団地からの直接のアクセスとして２８７号線から高速道路の IC をつくる

とか考えていないか。 

議員：市民から意見を受け取って、市でどのように考えているか引き出すのが議員の

役目。要望としては市のほうにお伝えさせて頂きます。 

参加者：教室の暑さ対策について、大江町ではエアコン完備であるが寒河江市では全

然ない。寒河江市でもエアコンを取り付けていただけるように要望して頂きたい。

今後どのような計画をしているのか、これに限らず市から議員へフィードバックを

してもらいたい。 

議員：ただいまの話については要望として伺います。 

  



議会報告会結果報告書     （３班） 

開催日時 平成２４年１１月９日（金）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  三泉下河原高齢者若者センター 

出席議員 

代表者 

 新宮 征一 

報告者 

 阿部 清 

記録者 

 遠藤 智与子 

 高橋 勝文  工藤 吉雄  内藤 明 

欠席議員  なし 

参加者数 ２５名 

１議会からの報告事項 

 報告者から議会の役割についてと９月定例議会において審議された内容についての報

告を行いました。 

具体的には 

①平成２３年度各会計の決算について 

②財政の健全化判断比率について 

③予算特別委員会での主な質疑について 

④決算特別委員会での主な質疑について 

についてでした。 

 

２報告に対する主な質疑 

参加者：収益的収入とは何か。 

議員：病院でいうと、患者さんから医療費として受け取るお金及び市の一般会計から

の繰入等の合計額です。 

参加者：市税の滞納額はこんなにあるのか。 

議員：市当局からは、公平性の観点からさらに収納率アップに向けて取り組みたい、

と答弁がありました。 

参加者：市立病院の経営が大変なようだが、今後の医療体制をどうして行くのか。 

議員：Ｈ２４～２７年の４年間アクションプランを立てて経営の健全化を図ろうとし

ています。 

 

３議会に対する意見・要望 

参加者：分かりやすい資料を準備してほしい。 

議員：検討します。 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：寒河江・尾花沢線の道路拡張の話はどうなっているのか。 



議員：県に要望は出しています。 

参加者：寒河江市はさくらんぼの名産地だが、集客は東根に劣っているようだ。市を

活性化するためにも今後どのような対応をしていくのか。 

議員：やはり中途半端ではだめなので機会あるごとに市長に申し入れていますが、見

直しをしていきたい、という答弁を得ています。 

参加者：市の開発について、大型商業施設の誘致や中心地域の活性化が必要と思う。 

議員：空地率３０％減ったというときに開発許可が得られます。国営灌排事業との関

係で、今後２～３年間はこのままかもしれません。 

参加者：国道１１２号線へのアクセス道路のスムーズな運用を望んでいる。 

議員：左折レーンの設置を申し入れています。 

参加者：音楽祭で８月にクアパークに行ったとき、５月に子供達が植栽した花が枯れ

ていた。管理をきちんとしてほしい。 

議員：花咲かフェアの期間だけ借りており、それ以外は県の管理になっているが、そ

ういう意見があったことを伝えておきます。 

参加者：固定資産税物件調査は周知を徹底してから調査に入ってほしい。 

議員：伝えておきます。 

参加者：毎年花咲かフェアが行われているが、きちんとした方向性や姿勢が見られな

いためマラソン大会などの集客も少ないのではないか。去年より良くなった、とい

うものがほしい。はっきりとしたテーマや狙いがあるとよい。 

議員：市長も根本的に見直しを図ると言っているが、議会としてもチェックを強めて

いきます。 

参加者：Ｈ２２年度に五カ年計画が出されたが、高齢化が進み、各組織が弱体化して

いる。対応を考えてほしい。 

議員：１０年先を見て進めていく必要があるかも知れません。 

  



議会報告会結果報告書     （２班） 

開催日時 平成２４年１１月１０日（金）午後７時００分～８時００分 

開催場所  白岩中町公民館 

出席議員 

代表者 

鴨田 俊廣 

報告者 

那須 稔 

記録者 

國井 輝明 

沖津 一博 杉沼 孝司 佐藤 良一 

欠席議員  なし 

参加者数 １ 名 

１議会からの報告事項 

  報告者から、９月定例会において審議された内容について報告を行いました。具体

的には、①平成２３年度各会計の決算について、②財政の健全化判断比率について、③

予算特別委員会での主な質疑について、④決算特別委員会での主な質疑についてでした。 

 

２報告に対する主な質疑 

なし 

 

３議会に対する意見・要望 

なし 

 

４行政に対する要望、提言等 

なし 

  



議会報告会結果報告書     （１班） 

開催日時 平成２４年１１月１２日（月）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  西根南部公民館 

出席議員 

代表者 

 川越 孝男 

報告者 

 木村 寿太郎 

記録者 

 後藤 健一郎 

太田 芳彦 辻 登代子 荒木 春吉 

欠席議員  なし 

参加者数  １４ 名 

１議会からの報告事項 

 報告者から、９月定例会において審議された内容についての報告を行いました。具体

的には、①平成２３年度各会計の決算について、②財政の健全化判断比率について、③

予算特別委員会での主な質疑について、④決算特別委員会での主な質疑についてでした。 

 

２報告に対する主な質疑 

参加者：工業団地の面積と勤労者に占める市内従業員の割合について。 

議員：１５０ha で、今回２２ha が造成。４０００人中約４割が寒河江・西村山郡在

住です。 

 

３議会に対する意見・要望 

特になし。 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：以前は「さくらんぼの日」にさくらんぼの旗を掲げるよう指導していたが、

先日電話に出た市役所職員は、その存在を知らなかった。以前はさくらんぼの日を

PR するハガキも配布していたはず。今までに作ったものをフルに活用して、先人が

作ってくれた寒河江＝さくらんぼのイメージを大事にし、市役所、議員、市民を巻

き込んでもっと盛り上げてもらいたい。寒河江市は品質で間違いないものを作って

いるので、とにかく宣伝をうまくやってほしい。 

議員：さくらんぼを収穫する人員不足などもあり、さくらんぼ果樹園が荒れている実

情も把握しているので、その点もあわせて提言していきます。ハガキについては、

出席議員の記憶にないため、持ち帰って確認します。 

※ 確認したところ、平成１８年まで、さくらんぼの絵入りエコーハガキを１年あた

り１０万枚製作しておりました。これは郵便局で製作したものであり、斡旋販売等

があったかと思いますが、市民の皆さんに無料で配った物ではありませんでした。 

 



 参加者：市長の給与が高いのではないか。 

議員：市長の給与も議員の報酬も自治体によって異なっています。報酬審議会があり

ますが、私達は議会改革検討委員会で、報酬と定数について話し合っています。 

参加者：下水道の普及について。未設置世帯は市で把握しているはずなので、下水道

課で回って声がけしているのか。もっと PR が必要ではないか。 

議員：三泉などは重点的にやっておりましたが、市内は現状がわからないので確認し

ます。 

参加者：散水などのために、水路から勝手に水を汲み上げている市民がいる。農業従

事者がお金を払って買っていることを知らないのではないか。車で来て汲み上げる

人もいるようだ。見回りと共に、水は有料であると言うことをもっと知らせてほし

い。 

議員：土地改良区の管轄になると思いますので、農林課を通じて土地改良区へ報告し

ます。 

参加者：街路樹の状態や道路脇の花の植栽が悪い。整備費や管理費を町内会に払って

管理してもらったら良いのではないか。見まわりをもっと行った方がいいのではな

いか。 

議員：行革により、パトロールの専門員がいなくなった影響が出ていると思われます。

今年は 3 回行ったと、議会へ報告を受けております。 

参加者：専門員を置く必要はない。ただ、例えば不慣れなパートの人でもパトロール

ができるように、どういったルートで回るのか MAP を作成し、誰でも回れる工夫

をすべき。 

  



議会報告会結果報告書     （１班） 

開催日時 平成２４年１１月１３日（火）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  六供町分館 

出席議員 

代表者 

 川越 孝男 

報告者 

 木村 寿太郎 

記録者 

 後藤 健一郎 

太田 芳彦 辻 登代子 荒木 春吉 

欠席議員  なし 

参加者数  ８ 名 

１議会からの報告事項 

 報告者から、９月定例会において審議された内容についての報告を行いました。具体

的には、①平成２３年度各会計の決算について、②財政の健全化判断比率について、③

予算特別委員会での主な質疑について、④決算特別委員会での主な質疑についてでした。 

 

２報告に対する主な質疑 

参加者：水道料金の値下げにあわせて、下水道料金も値下げされないのか。 

議員：水道を使用した量と下水道で処理すべき量は関係あるものの、それぞれ別会計

であり、水道料金の値下げは下水道料金とは連動しません。 

参加者：寒河江中央工業団地は生産性が高いとの評価を聞くが、企業誘致の状況は。 

議員：現在寒河江市では東京に市職員を派遣してまで、企業誘致に取り組んでいます。

寒河江中央工業団地ではこのところ流通系の企業の誘致が見られますが、広さの割

に労働者の数が少ないので、雇用拡大につながるような企業をと、私達からも要望

しております。 

参加者：市立病院の療養病床はすぐ満床になるのか。人員配置はどうなるのか。採算

がとれるのか。これによって職員が増えたら意味がないのではないか。 

議員：スタートしてすぐに埋まるとは考えにくいが、PR をしていくので順次埋まると

思います。また赤字解消と病床稼働率向上及び退院後の行き先（中間施設）不足に

対応するための施策でもあり、人件費を含めこれによりこれ以上経費がかかると本

末転倒になる心配もありますので、そうならないよう総合的に注視していきます。 

 

３議会に対する意見・要望 

特になし。 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：山西米沢線は早期に拡幅して貰いたい。 

議員：他の路線の工事もあるので、山西米沢線は 7 年間の予定で整備をしています。 



参加者：全てを平行ではなく、予算にメリハリをつけて、ある路線を集中的に工事を

行っても良いのではないか。 

参加者：西寒河江駅から小和田への太い道路があるが、中途半端でよくわからない。

もっと計画的に道路の拡幅を行ったらいいのではないか。 

議員：市内内回り外回りなど道路について市で全て計画を立て、それに基づいて路線

の整備を限られた予算の中で行っています。 

参加者：死亡を含めて事故が多い元町の道路を安全にするために、家屋内への電柱の

移設をするなど、もっと見通しが良くなるような事を行ってみてはどうか。 

議員：寒河江警察署と議員で実際に歩いてみて確認したり、交通安全モデル地区に指

定したりと、いろんな対策を行っておりますが、思うようには効果が上がっており

ません。公安委員会や市民生活課等も含めて、みんなで取り組んで行かなくてはな

らない問題だと認識しております。 

参加者：秋田県では独居老人対策として、その近くに住んでいる人がその存在を把握

できるようになっているが、寒河江市は行わないのか。民生委員は把握しているよ

うだが、町会長さんや隣の人など、いざというときに助けてくれる（それを補助す

る）人達が個人情報を把握していることが命を守るために必要なのではないか。 

議員：現状を確認します。 

参加者：奥村酒店前の十字路はいつ拡幅するのか。 

議員：県道なので管轄は県となり、私達も状況は把握できておりません。 

 

  



議会報告会結果報告書     （３班） 

開催日時 平成２４年１１月１３日（火）午後７時００分～９時００分 

開催場所  米沢公民館 

出席議員 

代表者 

 新宮 征一 

報告者 

 阿部 清 

記録者 

 遠藤 智与子 

 高橋 勝文  工藤 吉雄  内藤 明 

欠席議員  なし 

参加者数 ２７名 

１議会からの報告事項 

 報告者から議会の役割についてと９月定例議会において審議された内容についての報

告を行いました。 

具体的には 

①平成２３年度各会計の決算について 

②財政の健全化判断比率について 

③予算特別委員会での主な質疑について 

④決算特別委員会での主な質疑について 

についてでした。 

 

２報告に対する主な質疑 

参加者：市立病院の経営状況だが、一般会計からの繰入が多いのではないか。 

議員：詳細に説明しました。 

参加者：空き室が多く高齢者が増え、医師の入れ替わりが激しいのではないか。 

議員：いい医師が来ても、開業すると患者を連れて行ってしまうということもあり難

しいところです。 

参加者：ベッド数・患者数に対して医師の数は決まっているのか。 

議員：決まっていません。 

参加者：ドクターヘリが近く運行するが寒河江市では体制が整っているのか。 

議員：後日お知らせします。 

特記事項：ドクターヘリについて市立病院ではヘリポートはありませんが、緊急事態

の場合は陵南中のグラウンドを使用する、ということです。 

参加者：特別養護老人ホームになかなか入れない状況を改善する方法は考えていない

のか。 

議員：現在、国は老人介護は在宅でという方向なので、白岩の介護施設の方は、増設

したものの利用者が減ったりしないのか心配しているようです。 

参加者：少子化が進み、陵西学区の児童数が減っている。小学校に入る子がしばらく



いない。統合の話はないのか。教育委員会の考えは。 

議員：教育委員会では幸生小と白岩小との統合は考えているが、地域との合意はされ

ていない。陵西中の統合の話はありません。 

参加者：市道脇の除草に予算がついているのか。市民がボランティアで除草して運悪

く通行人や車を傷つけた場合はどうなるのか。また、５月のクリーン作戦のときの

事故の保険はどうなっているのか。国道は除外すべきでないか。 

議員：除草についての予算はついておりません。ボランティアをする場合は、事前に

市の総務課に届けてから行っていただきたいと思います。 

 

３議会に対する意見・要望 

参加者：寄せられた意見・要望について、難しいとか言わず議員も工夫して実現のた

め知恵を絞ってほしい。 

参加者：中心部の予算が多く、郡部の予算が少ないように感じる。議員が市民の声を

汲み取って反映するためにも予算要望をしてほしい。 

議員：議員が地域の声を汲み取って反映するためにも、今回のような議会報告会を開

催したわけです。みなさんの意見は尊重したいと思います。 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：寝たきりにしない、介護状態にしない、健康寿命を長くするような対策に予

算を使ってほしい。紅葉狩りのような企画は大変良かった。 

議員：健康教室の窓口を利用して要望や意見を上げていくことも大切と思います。 

参加者：去年・おととしと要望している県道間沢線の信号設置を市長を通して警察に

も伝えているが実現してほしい。 

議員：伝えておきます。 

参加者：西回りバイパスが西根小のところで切れているが、未着工のところの施工を

お願いしたい。 

議員：市立病院前の通りのところが終わってから２９年度以降に考えている、という

ことです。 

参加者：街路樹が成長し根元の盛り上がりとともに、舗装が隆起している箇所がある。

見た目にも悪いし改善してほしい。 

議員：伝えておきます。 

参加者：地元の公民館ででもできる健康教室を開催してほしい。 

議員：出前講座などしている、ということです。 

参加者：高松小に４月から学童保育ができるので嬉しいが、夏の利用が最も多いので

クーラーの設置をしてほしい。（関連して、指導員の数や内容についての質問あり） 

議員：小学校にも設置されていないので難しいと思います。 

参加者：冬期間の歩道の除雪と通学路の確保に善処されたい。教育委員会と建設管理

課との連携を密にしてほしい。 

議員：通学路は優先されていると思いますが、さらに伝えておきます。  



議会報告会結果報告書     （１班） 

開催日時 平成２４年１１月１４日（水）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  白岩新町分館 

出席議員 

代表者 

 川越 孝男 

報告者 

 木村 寿太郎 

記録者 

 後藤 健一郎 

太田 芳彦 辻 登代子 荒木 春吉 

欠席議員  なし 

参加者数  １６ 名 

１議会からの報告事項 

 報告者から、９月定例会において審議された内容についての報告を行いました。具体

的には、①平成２３年度各会計の決算について、②財政の健全化判断比率について、③

予算特別委員会での主な質疑について、④決算特別委員会での主な質疑についてでした。 

 

２報告に対する主な質疑 

特になし。 

 

３議会に対する意見・要望 

参加者：議会を傍聴したいので、休日（土・日・祝日）に開催してほしい。 

議員：議会改革検討委員会で議題にしています。 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：市北部には排雪場が無く、現時点で一番近いところでも遠いし不便。近くに

新設できないか。 

議員：毎年場所の選定を行っていますが、なかなか実現が難しい状況です。 

参加者：せっかく施設があるので、スケートパークやカヌー場を利用した大会の誘致

を行ってほしい。 

議員：多目的水面広場を利用した大会の招致については、鋭意取り組んでいくと説明

を受けています。 

参加者：河川の雑木や雑草などをもっときれいにできないか。 

議員：現在野焼きができないことと、鳥の巣がある樹木に対しては野鳥愛護団体等か

らの意見などもありなかなか難しい状況です。 

参加者：消防団の演習という形だとできるのではないか。なんとかやれる方法を考え

てほしい。 

参加者：さくら団地の公園の池に水が流れ込まないために悪臭を放つ。今回埋め立て

てもらうことになったが、作る前にわからなかったのか。もっと無駄をなくしてほ



しい。 

議員：公園を含め施設を作る際には、一番状況を知っている地元の方から充分に意見

を聞くように、議会として今後も提言してきます。 

参加者：市役所の窓口業務を、勤めている人でも使いやすい時間にしてほしい。 

議員：現在月曜日の夕方など対応している業務もあるが、知られていないという部分

もあるので、周知について検討が必要だと考えております。 

参加者：配布が大変なので、市報を１ヶ月１回にしてくれないか。 

議員：１ヶ月１回だと市の行事などタイムリーな情報を伝えられないので、厳しいと

思われます。市報以外の配布物を、５日と２０日の市報と一緒に配布できるよう、

２回に集中させるようにしています。 

参加者：種まき桜をみにくる県外観光客が多い。もっとわかりやすい看板の設置や駐

車場の整備、ライトアップ（現在は公民館の発電機や、個人宅からの通電）をして

ほしい。 

参加者：大型店舗の進出が見受けられるが、地元小売店を保護することはできないの

か。コミュニティー放送などで広告などをすることはできないのか。 

参加者：田代・幸生地区など、これから高齢化が進み、買い物難民が出てくる。要望

があってからではなく、そうなることがわかっているので先回りした政策、例えば

移動販売車などを検討してみてはどうか。 

 議員：提案として受け止めさせて頂きます。 

  



議会報告会結果報告書     （２班） 

開催日時 平成２４年１１月１５日（木）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  末広町公民館 

出席議員 

代表者 

鴨田 俊廣 

報告者 

那須 稔 

記録者 

國井 輝明 

沖津 一博 杉沼 孝司 佐藤 良一 

欠席議員  なし 

参加者数 １６ 名 

１議会からの報告事項 

 報告者から、９月定例会において審議された内容について報告を行いました。具体的

には、①平成２３年度各会計の決算について、②財政の健全化判断比率について、③予

算特別委員会での主な質疑について、④決算特別委員会での主な質疑についてでした。 

 

２報告に対する主な質疑 

参加者：水道給水条例について、上水道と下水道があるが値下げは下水道は該当しな

いのか。 

議員：下水道料金も水道料金と連結しているので、そうした部分では安くなります。 

※ 水道料金と下水道料金は別会計であり、下水道料金の値下げはありません。 

参加者：高齢者が生きていくうえで市のほうではどのような支援をしていくのか。こ

れからの市の考え方はどうなのか。 

議員：寒河江市の高齢化率については現在２４～２５％であるが、２０２５年あたり

には３０％を越してくる。市としては介護予防に対して力を入れており、筋トレや

公民館等でサロンを行っている。 

参加者：市立病院の経営について、５億８千万円を出しているようだが将来はどう考

えているのか。 

議員：アクションプランについては、平成２４年４月から平成２７年まで４年間にわ

たり実施される。２３年６月に西村山地域の医療提供体制将来ビジョンを考え、県

と市等が一体となって作りあげた内容となっている。基本的な方向性として５つを

網羅している。市民ニーズ、病態に応じた三次医療機関の連携、高齢者の増加に対

応した医療体制の整備、在宅医療の支援と地域連携の構築、休日夜間の初期救急医

療体制の充実の５点がプランに掲載されている。今年の４月からすでに進めており

具体的にはこれから取り組まれる。今後議会でも議論されていく。 

参加者：骨折した場合、ギブスが取れるまで病院で診ることが義務でないのか。 

議員：慢性期医療の提供の整備としてこれから議論される。市のほうでは、療養病床

を導入する方向であり、慢性期と急性期両方を診る考えです。 



参加者：生活保護についてはどのような対策をしているのか。 

議員：生活保護にならないように、どのような生活状態であるかしっかり見極めてい

る。 

参加者：ハートフルセンター、フローラ等の使用料が無料ではおかしい。せめて公民

館の料金体制と同じにすべきできではないか。 

議員：減免申請が通れば別ですが、無料ではありません。 

参加者：市の職員でも病気で長期の休養をとっている方がいるが、給与は市で負担し     

ているのか。 

議員：病気によって違います、医師の証明書も必要になりますが、たとえば重い病気

であれば１年間給与が支払われる。その期間が過ぎた場合、職場に復帰できなけれ

ば休職させるが、その場合は１年間。又、これを超えた場合は、共済組合からの給

付金として日額の約８割を１年６ヶ月まで支給することになっている。 

 

３議会に対する意見・要望 

参加者：議会報告を頂いたが数字も多く解りづらい。解りやすい説明に努めてほしい。 

議員：今回はじめての報告会ということもあり貴重なご意見として承ります。 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：寒河江市民浴場について改築、増築、移転とか考えてないのか。県外から来

た方を恥ずかしくて連れて行けない。今後の方向性を伺いたい。 

議員：ご意見として伺います。 

参加者：村広水の場合では、夏は温かく冬は冷たい。三泉の場合は夏冷たく冬は温か

い。水道業者として市民から聞かれた場合は、なんと答えたらよいかわからない。 

議員：寒河江の場合は井戸水と村広水を両方使用している。地域によっては質問であ

ったようなことがあるようだ。この件に関しましては要望として伺います。 

参加者：市民浴場の手前の公園の草がひどいが、どこで管理しているのか。     

高瀬山の裏等もしっかり管理してほしい。 

議員：民地もあるのできちんと把握していきたい。この件に関しましては要望として

承ります。 

参加者：税金のことについて、６ヶ月分二重取りされた。なぜこんなことが起きるの

か。２０年前もよその土地の税金を取られていた。返金する旨連絡がきたがもらい

に来いというのはどういうことか。 

議員：そのようなことが無いように要望させて頂きます。 

参加者：にしね保育所の保育士が交通事故を起こしたが市では関係しないのか。 

議員：指定管理者の職員でありますが、まったく関係ないとは言えません。 

参加者：ほなみ団地に新しい道路が出来たことにより山銀のところの交差点が込み合

っている。右折の信号をつけることは出来ないのか。 

議員：市民生活課を通じて要望をしております。 

参加者：通学路が問題になっている。ほなみ団地の道路を陵東中学校までまっすぐ早



く通してほしい。街中の道路を整備するよりこっちを早く整備してほしい。 

議員：ご要望として承ります。 

参加者：高速の IC を降りてから工業団地に行くのにドライバーも迷っている。長生園

から柴橋を抜けて工業団地にいく道路は拡幅とか考えをもっていないのか。 

議員：いまのところ計画はありません。 

  



議会報告会結果報告書     （３班） 

開催日時 平成２４年１１月１５日（木）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  高屋公民館 

出席議員 

代表者 

 新宮 征一 

報告者 

 阿部 清 

記録者 

 遠藤 智与子 

 高橋 勝文  工藤 吉雄  内藤 明 

欠席議員  なし 

参加者数 １９名 

１議会からの報告事項 

 報告者から議会の役割についてと９月定例議会において審議された内容についての報

告を行いました。 

具体的には 

①平成２３年度各会計の決算について 

②財政の健全化判断比率について 

③予算特別委員会での主な質疑について 

④決算特別委員会での主な質疑について 

についてでした。 

 

２報告に対する主な質疑 

参加者：固定資産税の滞納額は新規なのか累積なのか。回収している額はあるのか。

滞納額が多くなるのは困る、きちんと対応してほしい。 

議員：累積の金額です。また、回収はしております。納税相談員を配置して、積極的

に取り組んでいるようです。悪質な滞納者に対しては財産差し押さえなどの強制執

行もしているようです。 

参加者：公民館の耐震診断が入っているようだが、古い公民館は問題が出た場合補助

制度等の検討願えるのか。 

議員：耐震調査は行っており、検討中でありますがまだ定まっておりません。 

参加者：クリーンセンターの建設費をめぐって談合があったとして１０年前裁判があ

ったがその後どうなったか。 

議員：和解しています。 

参加者：多目的水面広場を含む最上川寒河江緑地公園は今どのような状況か。また、

年間維持経費はどのくらいか。 

議員：平成２５年４月にグランドオープンする予定で、年間維持費は２,５００万円く

らいと聞いております。 

 



３議会に対する主な意見・要望 

参加者：議会だよりの一般質問を見ても議員の気持ちが見えない。もっと書き込むこ

とはできないか。 

議員：紙面の制約があるので厳しいと思います。インターネット中継や直接の傍聴で

汲み取って頂ければ幸いです。 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：市から町会長に郵送されてくるペーパーや封筒が多すぎる。工夫して少なく

してはどうか。 

議員：伝えておきます。 

参加者：市民の要望についての審査会を最低年 3 回くらいに増やしてもらえないか。

前に要望した側溝整備などの回答がないので途中経過でもきちんと報告してほしい。 

議員：伝えておきます。 

参加者：防火貯水槽の件だが５～１０年かかって出来るところと、新しいマンション

のそばなどすぐ出来るところもある。きちんとした説明がほしい。 

議員：伝えておきます。 

参加者：募金など町会費から出しているところにも個人宛の領収書と納入通知書が送

られてくる。無駄だと思うが改善できないか。 

議員：町会によって取り扱いがちがうので難しいと思います。 

参加者：高速道路の側道がゴミだらけ、高速道路会社で街灯を付けてもらえないか。 

議員：当局を通して伝えておきます。 

参加者：小学校のビオトープの敷地を市で買ってもらえないか。 

議員：伝えておきます。 

特記事項：今日の資料と説明はわかりやすくて良かった。議会だよりの配布も市民の

ための良い資料と思い感謝したい。 


