
議会報告会結果報告書    （１班） 

開催日時 平成２５年４月２３日（火）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  落衣分館 

出席議員 

代表者 

 川越 孝男 

報告者 

 荒木 春吉 

記録者 

 太田 芳彦 

木村 寿太郎  登代子 後藤 健一郎 

   

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、３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２５年度各会計の予算について、②一般質問でとりあげられた全市的な

課題についても報告しました。 

 

２報告に対する主な質疑 

 

３議会に対する意見・要望 

参加者：多くの議員が出席しての報告会、大変ありがたい。市立病院前の道路整備の

進捗はどうなっているのか。 

議員：市道の中で一番交通量が多く通学路にもなっているので平成２３年から２９年

までの７年間の予定で工事を進めている状況です。又、予算も徐々にではあります

が増額して早期完成を目指しているところであります。 

参加者：屋内多目的運動場の場所の計画変更は議員からの要望で変更になったのか。 

議員：当初、冬季間の運動場所として計画されましたが、３．１１の大地震に鑑み、

大きい災害時に緊急支援物資配送センターの役割を兼ねた建屋にすると国からの有

利な起債が受けられると言うことと、高速道のＩＣが近いこと、そして敷地が広い

ことなどから現在の場所に決まった。 

参加者：街灯が電球からＬＥＤに変更するとの話があったがその場合、電気料金は下

がるのか。 

議員：現在、寒河江市には街灯が３０００基ぐらいありますが、６年間で全てＬＥＤ

に変更する計画で進んでいますが、交換については無料で対応するとのことです。

しかし電気料金については半分ぐらいとのことであります。 

参加者：街路樹について植える際は議員に相談があるのか又、根のはびこりにより歩

道が凸凹になっており弊害ばかりで田舎には街路樹は必要ないのでは。 

議員：この問題は当地域だけでなく寒河江市全域で発生している課題です。行政でも



パトロールをおこなって随時対応するとのことですが、今後も、引き続き状況を見

て議会でも提言していきたい。 

参加者：関連で、文化センターの裏通りの街路樹に桜が植えてあるが剪定で丸坊主に

なっており美観に劣るのではないか。 

参加者：県道の歩道に花を植えているが勝手に植えつけて良いのだろうか。 

議員：町会で話し合いをして町会長から行政に要望していただきたい。 

参加者：市債は現在どのくらいあるのか、議会でも減らす努力しているのか。 

議員：水道、下水も含めれば約２８０億円で一般会計では１８０億円位で、３年計画

で減らすよう努力しておりますし議会でも提案して現状は右肩下がりに減ってきて

います。 

参加者：長岡山が整備なっていないが計画性がないのではないのか。 

議員：最近になってさくらの丘公園もシルバー等で手入れをしています。又１０年計

画ではありますが長岡山全体を整備する計画が示されました。 

議員：今回のように市民の皆様にご意見を頂戴し議会も一緒になって良い寒河江市を

つくることこそ議会報告会の趣旨でありますのでご理解いただきたい。 

参加者：ものづくりはこれから必要ないのでは、現在の地の利を活かしてこそ寒河江

の将来があるのではないか、それには道路が整備されなければならないのではない

のか、それが市立病院前の道路であり長生園から北への道路です。 

議員：一般質問での長生園から北への道路整備については将来の計画にはあるが今手

がけている道路が終わってから整備したいとの当局の答えでした。 

議員：やはり予算には限りがあるものです。市民の皆様にもこれもあれもでなくて今

ここが重要だからこれを無くしてでも進めていきたい等の考えがないとこれからも

道路整備は時間がかかるのではないかと思われます。 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：花咲かフェア会場手前の高速道の下の側道に、以前街灯が設置なっていたが

現在なくなっており、散歩する人等を考えると常設していただきたい。 

議員：議会で取りまとめて当局に伝えます。 

参加者：花いっぱい運動で街路樹の周りに花を植えつけているが、根がはびこって移

植べらが入らず苦慮しているが、土を盛るとかプランターを設置するとか又は花の

種を渡したほうが良いのでは。 

  



議会報告会結果報告書    （２班） 

開催日時 平成 25 年４月２３日（金）午後７時００分～８時２５分 

開催場所  中河原集落センター 

出席議員 

代表者 

鴨田  

報告者 

那須 稔 

記録者 

國井 輝明 

沖津 一博 杉沼 孝司  

   

欠席議員  佐藤 良一 

参加者数 １８ 名 

１議会からの報告事項 

 報告者から、３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２５年度各予算について、②予算の仕組みについて、③予算特別委員会等

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：市の予算・決算の繰越金というのはあるのか。 

年度末には、お金が余ることがあり色んな工事が発注されると伺ったことがあるが

不必要な予算配分は行っていないのか。 

議員：事業的には繰り越さなければならない事業もあるため繰越金はあります。 

予算配分については寒河江市ではそのようなことはありません。 

参加者：市の監査委員の役割は。 

議員：以前は計数監査が主なものでしたが、現在は行政監査と計数監査を併せて行っ

ており市長の政策等についてその方向性について意見を述べることも行っている。

こうしたことは９月議会（決算議会）に間に合うように行っている。寒河江市では

人口規模で代表監査委員１名と議会選出の監査委員１名がおります。 

参加者：市では埋蔵金はあるのか? 

議員：埋蔵金はありません。 

参加者：つや姫ヴィラージュとは。 

議員：生産者だけでなく市外からもサポーターも募り、田植えや稲刈り体験を通しつ

や姫の良さを発信しようと言う取り組みです。 

 

３議会に対する意見・要望 

参加者：市立病院について、今後も一般会計からの繰り入れが今後増えていくのでは

ないかと経営に不安を感じるのでしっかりと考えて頂きたい。 

議員：大変厳しい状況にありますが公的な病院の使命があり、なくす訳にはいかない。



議会のほうでもきちんとチェックしていきたい。 

参加者：長岡山についてお金のかからない管理をしやすいようにすべき。お金をかけ

ても何にもならなかったというようなことにしないで欲しい。 

議員：２５年度〜３７年度まで段階的に整備を進める。観光客も呼び込めるよう整備

を進める。寒河江市のランドマーク的な位置づけをしており、寒河江市がより魅力

的になるように計画を立てており、今後はアクセス道路を優先的に進める予定です。 

参加者：議員の定数削減についてどのように議論されているのか。 

議員：現在、議会改革検討委員会で議論している状況であり、これから勉強を重ねて

検討していく。特に定数と報酬については重要視している。これらについては議員

だけでなく検討しなければならない。来年の３月を目途に結論を出すよう進めてい

る。 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：寒河江市は街路樹の根で歩行が大変な場所が多い。寒河江市は中心部に１５

分程度で到着できるような魅力ある街づくりを進めて欲しい。 

議員：桜の木は成長も早いということもある。街路樹も選定して植えるように進めて

おります。 

  



議会報告会結果報告書    （３班） 

開催日時 平成２５年４月２３日（火）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  栄町公民館 

出席議員 

代表者 

新宮 征一 

報告者 

工藤 吉雄 

記録者 

遠藤 智与子 

内藤 明 髙橋 勝文 阿部 清 

   

欠席議員  なし 

参加者数 ９ 名 

１議会からの報告事項 

 報告者から、３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２５年度各会計の予算について、②一般質問等でとりあげられた全市的

な課題についても報告しました。 

 

２報告に対する主な質疑 

参加者：現在市内の学校に設置されているエアコンの台数は少ないのではないか。 

議員：設置は一部であり、特別支援学級と校長室、職員室、保健室、給食室にありま

す。 

参加者：小中学校の防災備蓄倉庫には何を置くのか？周りの住民も使えるのか。 

議員：自主防災組織とは違い、あくまで市の事業です。２日分の飲料水の備蓄を見積

もっていますが、市内 4 万 3 千人の備蓄にはならないと思います。 

参加者：駅前駐車場の有料化について、通勤のための駐車場ではない、ということで

すね。 

議員：市民みんなが使える、という公平性を保つために利用者は多少お金はかかるが

有料化に踏み切った、ということです。 

参加者：３月定例市議会は全議案全会一致で可決になっているがならない時もあるの

か。 

議員：あります。そのときは、誰が何に反対したのかわかるように議会だよりに賛否

表を載せています。 

参加者：カヌー場は何のためにつくったのか。市民４万３千人いるがカヌー人口はど

れくらいいるか。距離が中途半端だと思うがどうか。 

議員：県のカヌー協会の理事長からは静面として日本屈指だとお褒め頂いております。 

参加者：多目的運動広場についてお聞きしたい。 

議員：１８００㎡、５４０坪でフットサル２面分の広さがあり、緊急時の救援物資配

送センターとしても利用する予定です。 



参加者：利用料はとるのか。 

議員：とる予定になっています。 

参加者：「せせらぎ」という言葉をよく聞くがどこからとったのか。 

議員：「花と緑とせせらぎと」というキャッチフレーズを前市長が作ったことからきて

いると思います。 

参加者：寒河江市に借金はあるのか。又、一般会計と特別会計は一緒にしたほうが分

かりやすいと思うがどうか。 

議員：借金はありますが毎年４億円程度ずつ減っています。会計を一緒にという考え

方もありますが、制度上、会計ごとに分けています。 

参加者：企業誘致だが売れる状況をみて造成しているのか。 

議員：土地の確保は「公拡法」にもとづいて取得しています。造成はオーダーメイド

でしております。 

参加者：市庁舎は工事後どのくらいもつのか。 

議員：免震装置は約３０年もつ、といわれています。 

参加者：寒河江市に活断層はあるのか。 

議員：市役所の東側に山形盆地断層帯があります。 

 

３議会に対する意見・要望 

参加者：議員の仕事が見えるように議会事務局にそれぞれの議員の活動日報を置いて

ほしい。 

議員：議員は非常勤であり、市民のプライバシーにかかわる仕事もしているので日報

を置く、というのは難しいと思います。 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：LED の防犯街路灯は１０年もつ、と聞いているが、１０年経った後の交換な

ど維持管理を町会でやるとすれば大変な金額になる。ルール作りを考えて欲しい。

又、町内会を夜回って街路灯の数を数えてみたが、数が合わない。市からの説明が

一回くらいあっても良かった。 

議員：精査して後ほどご報告します。 

特記事項：市民生活課に直接問い合わせてください。 

参加者：住所の表示記名について、甲、乙、丙など飛び飛びで分かりづらい。分かり

やすく整理して欲しい。 

議員：一般質問でも取り上げていますが、行政に報告します。なお、町会長さん等に

も要望として声を上げて欲しいと思います。 

参加者：さくらんぼ観光について。今までの勢いがなくなったように感じる。もっと

活性化して欲しい。東根市のほうが仙台から来てる人が多くにぎわっている。寒河

江市は高速道路の降り口もあるのだから活用して欲しい。 

議員：行政に伝えておきます。 

参加者：３月議会で田代小学校の今後の活用について取り上げた質問があったが、市



内の企業の研修等に使うといいのではないか。 

議員：活用については今後検討していく、としています。 

参加者：私道の除雪をお願いしたい。 

議員：市道が優先されますが、要望すれば私道も行ってくれます。 

参加者：側溝について要望があるのですが。 

議員：要望書を市建設管理課に提出すると良いと思います。 

参加者：横道 23 の 1 の登記について。公衆用道路なのか、私道なのかお聞きしたい。 

議員：精査してのちほどご報告します。 

特記事項：登記上は市の所有地で、地目が公衆用道路ですが、市道認定基準に合致し

ないために、市道には認定されていません。 

 

  



議会報告会結果報告書    （１班） 

開催日時 平成２５年４月２４日（火）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  舟橋分館 

出席議員 

代表者 

 川越 孝男 

報告者 

 荒木 春吉 

記録者 

 太田 芳彦 

木村 寿太郎  登代子 後藤 健一郎 

   

欠席議員  なし 

参加者数  １０名 

１議会からの報告事項 

 報告者から、３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２５年度各会計の予算について、②一般質問でとりあげられた全市的な

課題についても報告しました。 

 

２報告に対する主な質疑 

 

３議会に対する意見・要望 

参加者：側溝に蓋掛けをしたいがどうすれば良いのか。 

議員：基本的には町会長に相談をして市民生活課に要望してほしい。 

参加者：過去にグラウンドワークで側溝整備をしたが参加する住民を募るとか手続き

が大変だ。現在も道路に関して市に要望しているが、人集めの心配がある。 

参加者：市債の減らし方どう考えているのか。又、返済方法はどうか。 

議員：市債は政府系資金と市内の金融機関に買ってもらっており、３年ごとの財政計

画を作って執行されている。公債費で支払しています。 

議員：議会でも５年、１０年先の計画も必要との提案もしている。市民の皆さんにも

何を減らせば市債を減らせるか、箱物、管理費等々も考えてご意見をいただきたい。 

参加者：現在、市庁舎の耐震工事を行っているが、学校なり県の庁舎が余ってきてい

る状況ですので市庁舎などに余り金をかけずに職員が出向すれば良いのでは。 

議員：議員も当然その辺のところにチェック機能を働かせて議会活動を行っていると

ころでありますのでご理解をいただきたい。 

参加者：観光についてお伺いしたい。私は寒河江生まれでないので特に感じるのかも

知れませんが、他の県にない売り込む材料が恵まれている（観光農園、神輿の祭典）

割には他市町村に遅れをとっているように思うがどうか。 

議員：観光に関しては議会も全体として将来の施策はこうあるべきと言った議論には

いたっていないのが現状です。今後についてはおっしゃる通り議会でも力をいれて



いかなければならない課題であろうと思います。 

議員：慈恩寺の国史跡指定を受けられるよう努力しています。 

参加者：金を使わずに客を誘致するようなことを議員に考えてほしい。 

参加者：各自治体において成功している事例、例えば東根のようなところがあれば教

えていただきたい。 

議員：18名の議員がおりそれぞれ個々の考えはあると思いますが、議会としてどこを

参考にすべきと議論されたことはありません。 

参加者：合併問題についてお尋ねします。先日、各市町村の人口の推移のシュミレー

ションがなされたが本市の２０４０年の人口が３２０００人を切るとの報道がされ

ました。西村山の合併問題は今後どうなっていくのか。 

議員：平成の大合併を実際行った市町村は役場が遠くなった等弊害は聞いているが、

それも個人的な受け止め方で議会で議論まではいっていない。 

参加者：町会、公民館の役員のなり手がいない、高齢化率が高くなっているからだろ

うとは思いますが良い解決策はないのか。 

議員：先に行われた町会長連合会との話し合いでも役員のなり手がいないとの話があ

りました。どの地域も同じような問題を抱えているようです。 

参加者：多目的屋内運動場とは何をするところなのか、又、以前にあったホテル街に

する計画はなくなったのか。 

議員：目的としては、冬季運動不足の解消と大規模な災害時における救援物資の配送

センターとして兼用できるものとして建設されます。 

議員：ホテル街の計画はバブルがはじけて断念した経過があり現在にいたっています。

文化センターから最上川ふるさとに移った理由は運動と緊急時の 2 面性を持たせる

為に今のところになりました。 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：除雪の問題、毎年同じ場所に雪を置かれるが、最後には雪を片付けるのが常

識と思う。指摘されないと片付けないのはおかしいのでは。 

議員：パトロールの強化をお願いしているが合理化により人員が減り対応仕切れない

状況です。議会でもそういうことがないようチェックしていきます。 

参加者：弔辞について、忙しい昨今赤十字の代読は廃止したほうが良いと思います。 

議員：議会で取りまとめて当局に伝えます。 

 

  



議会報告会結果報告書    （３班） 

開催日時 平成２５年４月２４日（水）午後７時００分～８時１０分 

開催場所  下河原集落センター 

出席議員 

代表者 

新宮 征一 

報告者 

工藤 吉雄 

記録者 

遠藤 智与子 

内藤 明 髙橋 勝文 阿部 清 

   

欠席議員  なし 

参加者数 ９ 名 

１議会からの報告事項 

 報告者から、３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２５年度各会計の予算について、②一般質問等でとりあげられた全市的

な課題についても報告しました。 

 

２報告に対する主な質疑 

参加者：多目的屋内運動場は指定管理か。 

議員：そのようになる予定です。 

参加者：フローラ・ＳＡＧＡＥの天井裏にはアスベストがいっぱいある。早く解体し

たほうがいいのではないか。市で買ったのは失敗だったのではないか。 

議員：フローラ・ＳＡＧＡＥに１０ないし１１月に現在４２名ほどいるきらきらクラ

ブの学童が移転する予定です。設計段階に入っているので用途があることを理解し

て欲しいと思います。 

参加者：駅前駐車場について。駐車料は安くしたほうが良いと思う。また、故障のク

レームが多く２４時間対応になるのでないか。 

議員：駅前駐車場は営利目的ではなく、公共性・公平性を保つために実行するようで

す。また、３時間は無料にして市民の利用に重きを置く、とのことです。JR 左沢線

の利用客が減っているのでその存続もトータル的に考えていく事項と思っています。 

 

３議会に対する意見・要望 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：ほなみ団地入り口の変形五叉路は朝の交通量が多く危険性が高い。道路の改

良を要望しているが２１年間待っても実現しない。 

議員：要望していますが、市立病院前の道路改良工事が終わる予定の平成２９年以降

から検討したい、とのことです。 



参加者：バイパス１１２号線から下河原に入る２市道の改良をお願いしたい。 

議員：要望書を市建設管理課に提出してください。 

参加者：町会長の仕事が多すぎると思う。連合会のなかでの協会・協議会を作りすぎ

るのではないか。 

議員：行政にも伝えておきます。 

  



議会報告会結果報告書    （２班） 

開催日時 平成２５年４月２５日（木）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  嶋公民館 

出席議員 

代表者 

鴨田  

報告者 

那須 稔 

記録者 

國井 輝明 

沖津 一博 杉沼 孝司  

   

欠席議員  佐藤 良一 

参加者数 １６ 名 

１議会からの報告事項 

 報告者から、３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２５年度各予算について、②予算の仕組みについて、③予算特別委員会等

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：病院の会計について、数年前から一般会計からの繰り出しが増えている。診

療科目を増やす事はできないのか。 

議員：収入収益が上がらない、改革プランを進めてきたが周囲に県立中央病院等大き

な病院があることも要因。アクションプランの中で、西村山地域を含めて、小児救

急に重点を置いて進めていく。休日夜間の初期診療体制の充実等掲げており、医師

会や市とも連携をとり進めております。 

参加者：犯人逮捕にとても有効であるようである防犯カメラの設置は考えていないの

か。 

議員：３月議会で２名質問しており、あらたな施設にも設置を考えております。 

参加者：寒河江市では人件費はどのくらいで他の市町村と比べ適正なのか。 

議員：２５億７０００万円ほどです。他の市町村と比べ適正なのかにつきましては手

持ちの資料がないためお答えできません。 

参加者：４７議案が提案なっている。全会一致で可決されているが、反対意見などは

なかったのか。 

議員：各委員会や分科会で詳しく審査しておりますが、各政党色もあり賛否が別れ    

ることがある。上程される議案は市民の立場に立った議案になっており、結果とし

て今回は全会一致となりました。 

参加者：全会一致でない場合もあったのか。 

議員：賛否表も議会だよりで示しております。 

 



３議会に対する意見・要望 

参加者：２０４０年には、県全体で人口が２８％減る。人口が増えなければ産業も衰

退する。将来のビジョンをもって進めていただきたい。又、経費等掛からないよう

にするだけでなく、２０年３０年後の市の姿が、市民に分かる計画を立てて進めて

もらいたい（要望）。 

参加者：近くの公園に放射性汚泥の仮置き場がある。寒河江市ではよそからのものは

持ってこれないですよとしっかり発信して頂きたい。子供たちも安心して遊べるよ

うに、住宅地には置けないように議会で協議してもらいたい。 

議員：国の法律で８０００ベクレルを超えるものは移動できないので、法に従って対

応している。皆様が不安に思っていることは理解しているので行政にも話をします。 

参加者：議員の質問の背景に触れて説明してくれたのが良かった。議会だよりも紙面

を増やして議員の質問の背景にふれて説明することにより市民はもっと理解できる

のではないか。 

議員：寒河江市議会として政策を作り議案として提案していく、こうした議会をめざ

している。議会だよりの議員の質疑の背景については詳しい内容に変えなければな

らないと感じている。又、１２ページ内で作成しているのでご理解頂きたい。今後

はページ数等増やすなど考えていきたい。 

参加者：市民の福祉の立場からしっかりしてほしい。寒河江市立病院がしっかりして

ないから他の地区にとられると思う。議員もしっかり勉強していただきチェックし

ていただきたい。島地区は活断層が走っていることや最上川があることで自然災害

の危険性が高い。特にカヌー場の場所は雨が多い日には洪水になるため、議会とし

ても対応していただきたい。 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：島の踏切の危険性をもっと知って頂きたい。 

議員：JR へ要望している。少しずつではあるが着実に進んでおります。 

参加者：駅や看板にさくらんぼを用いることはできないようだが、寒河江市もやり方

次第でうまくやれると思いますのでご要望いたします。 

 

  



議会報告会結果報告書    （３班） 

開催日時 平成２5 年４月２５日（木）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  留場公民館 

出席議員 

代表者 

新宮 征一 

報告者 

工藤 吉雄 

記録者 

遠藤 智与子 

内藤 明 髙橋 勝文 阿部 清 

   

欠席議員  なし 

参加者数 １１ 名 

１議会からの報告事項 

 報告者から、３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２５年度各会計の予算について、②一般質問等でとりあげられた全市的

な課題についても報告しました。 

 

２報告に対する主な質疑 

参加者：静岡の浜松で地すべりがあったが留場地区も地すべりの心配がある。昨年マ

ップによる説明を受けたが実際にボーリング調査をした結果を受けてのものなのか。 

議員：後日調べて報告します。 

参加者：太陽光発電を推進した場合個人に補助はおりるのか。 

議員：住宅リフォーム助成制度で工事費の１０%の補助があります。上限は２００万

円までの工事です。今年度予算で住宅リフォーム助成制度の５０００万円の予算が

計上されましたが４月現在８００万円使われています。好評ですので皆さんもぜひ

利用して欲しいと思います。 

 

３議会に対する意見・要望 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：空き家について。シロアリが発生したり大変な状況にあるが市で対応できな

いか。 

議員：３月議会で空き家条例が制定され、２５年７月１日から施行されます。今後は

管理不十分な空き家の所有者に対して行政も働きかけができるようになります。 

参加者：LED について。田代は人通りも少なく、財政難のためなかなか街路灯を設置

することができないが、たぬきが犠牲になっている。もう少し増やしたいのだが。 

議員：LED の街路灯の交換は平成３０年までに市と町会連合会と相談しながら行いま

すのでそのときに言っていただくと良いと思います。 



参加者：バイパスや県道の除雪は結構だが雪とともに砂利も置いていく。市の担当者

に言ったところ業者に伝えてくれたが県と市の境界がわからないところは困ってい

る。 

議員：いずれにしても市の担当者に対応するよう伝えます。 

参加者：歩道のガードレールはみな曲がっている。現場を見てもらうのが一番いいの

でぜひお願いしたい。 

議員：当局に伝えておきます。 

参加者：市町村設置型合併浄化槽について。古いものは基準に合わない、といわれた

がなんとかならないか。 

議員：処理基準数値が厳しくなっているので難しいと思います。 

参加者：田代と幸生の市道を除雪して欲しい。なだれが発生したときの迂回道路が欲

しい。 

議員：伝えておきます。 

参加者：花咲かフェアの暑いとき公園の中に木陰が欲しい。 

議員：県の公園なので市を通して伝えておきます。 

参加者：バイパスへの連絡道路や農道兼非常用道路の危険なところを整備して欲しい。

かなり前から要望しているが実現しない。 

議員：地元の統一見解をまとめて要望書として市に提出していただくとよいと思いま

す。平成２５年７月ころから建設管理課では文書（陳情 or 要望書等）で受けた３０

万円以上の工事については、要望者に回答をだすようになります。 

  



議会報告会結果報告書    （１班） 

開催日時 平成２５年４月３０日（火）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  慈恩寺分館 

出席議員 

代表者 

 川越 孝男 

報告者 

 荒木 春吉 

記録者 

 太田 芳彦 

木村 寿太郎  登代子 後藤 健一郎 

   

欠席議員  なし 

参加者数  １５名 

 

１議会からの報告事項 

 報告者から、３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２５年度各会計の予算について、②一般質問でとりあげられた全市的な

課題についても報告しました。 

 

２報告に対する主な質疑 

 

３議会に対する意見・要望 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：街灯を６年間でＬＥＤに交換予定とのことで、当地区への割り当てが 6 基と

のことであったが、それ以外は交換ならないのか。 

議員：今年度の交換予定が４００基で優先順位をつけて６年間で終了予定とのことで、

当初は学校及び通学路周辺が優先とのことから６基になったと思う。残りについて

も随時無料で交換になります。 

参加者：関連で、街灯が壊れかけているものについてはどうなるのか。 

議員：その点については市民生活課に相談してください。 

参加者：慈恩寺国史跡指定に関して議員としてどう考えているのか。 

議員：観光といえば「さくらんぼ」な訳ですけど他県の旅行業者にいわせるとさくら

んぼプラスアルファーとよく言われるが、そこに慈恩寺、国の史跡指定になれば大

いに観光としては期待できるのではないか。 

議員：観光的に考えると売店等も必要なのではないか。 

議員：慈恩寺の役員ばかりでなく慈恩寺一山の役員も一体となった地域での話し合い

が必要だし、活動が大切なのではないのか。そしてそこに議員も巻き込んで慈恩寺

の将来を形作ることが今後の課題ではないのか。 



参加者：これまでは行政ががんばってくれたと思うが、今は地域も本気を出して何と

かしようと言う気持ちになってきた。駅にマップを置くのに２万部で６０万円との

ことであったが市の観光課でなんとかならないものか。 

議員：今回、慈恩寺秘仏展のポスターを作成し各方面に貼ってもらっているが、残念

ながら地元に貼られていないのが気になるし熱意が伝わらないところがあるのでは

ないのか。 

参加者：市役所の部署が分散しているが統一するような計画はないのか。 

議員：統一することが良いのか分散することが良いのか検討しているところです。 

参加者：元気づくり事業は、今後も継続されるのか。 

議員：３年間やってみて１００人評価委員会等で検討し続けるべきとなれば引き続き

行っていくことになると思います。 

参加者：合併浄化槽について浄化槽から出る排水を流す配水管は整備してくれるのか。 

議員：その通りです。 

参加者：冬季間、凍結時に玉突き事故があり４台が被害にあった。町会に融雪剤を渡

されて管理しているが大変だ。 

議員：地域で町会長を交えて相談をしていただき行政にあげてはどうか。 

参加者：女性の立場から慈恩寺について述べてみたい、どちらかというと当地域は農

業を生業とした観光には閉鎖的な地域であったが、最近になって鉢とか蓮で数珠を

作って販売したり地域の方の意識も変わってきたように思える。それから、デマン

ドタクシーに関しては大変良いことをしていただいたが、地域全体を見渡すと利用

者が少ないのが現状かと思われる。 

議員：デマンドタクシーは、エリアが決まっているために使いたくても使えない地域

がほとんどで私は市立病院の近くに住んでいるが６７０円程度かかるので慈恩寺の

方は幸せだと思うのでどんどんＰＲしていただきたい。 

議員：お年寄り、障害者だけでなく健常者も利用できる訳で私自身宴会が有る時など

はデマンドタクシーを利用させていただいているので非常に便利と思っている。乗

降場も拡大し利用幅も広がったので大いに宣伝し利用していただきたい。 

 

 

  



議会報告会結果報告書    （２班） 

開催日時 平成２５年４月３０日（火）午後７時００分～８時２０分 

開催場所  高松公民館 

出席議員 

代表者 

鴨田  

報告者 

那須 稔 

記録者 

國井 輝明 

沖津 一博 杉沼 孝司  

   

欠席議員  佐藤 良一 

参加者数 １４ 名 

１議会からの報告事項 

 報告者から、３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２５年度各予算について、②予算の仕組みについて、③予算特別委員会等

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： 

議員： 

参加者：慈恩寺国指定史跡の認定はいつ頃か。県内では指定になっているのは何カ所

か。 

議員：２６年の１月をメドに文化庁に申請します。資料がないためお答えできません。 

参加者：特別支援学級についてどの場所なのか。 

議員：小学部は高松小学校の一部を利用し、中学部と高等部は大江町に計画されてい

ます。 

参加者：工業団地に新たに企業が来る予定はないのか。 

議員：現在の所はありませんが、市の職員を県の東京事務所に派遣し企業誘致に力を

入れている。 

 

３議会に対する意見・要望 

 

４行政に対する要望、提言等 

参加者：この地は高松駅近くでもあり利便性も高いことから駅裏を土地開発公社等か

ら整備して頂くことはできないのか要望したい。 

議員：おつなぎさせていただきます。 

参加者：高松地区も高齢化が進んでいるため、空き地等に施設整備（団地造成、福祉

施設）を要望したい。こうした施設がないのは高松だけであり、我々にしてみれば



置き去りにされている感じがする。施設整備にかたよりがあるのではないのか。 

議員：高齢化率は年々高くなっており、２０２５年がピークとなる。これから議員と

しても議論し、併せて当局におつなぎしたい。 

参加者：病院等診療所が少ないので心配。どのように考えているのか。 

議員：高松に限ったものでないが、子供の休日夜間の診療について考えている。     

寒河江西村山では山形市に患者が流れる状況をなんとかしなければならないと感じ

ており対策案がまもなくまとまります。診療所の設置についてはおつなぎいたしま

す。 

参加者：急病で電話をした場合断られたことがあると聞くがこうした事実があるのか。 

議員：確かにありますが、これは当直のドクターの専門外であり受け入れられないと

いうことであります。市民の要望を聞かせて頂きながら、議会と致しましても継続

して議論してまいります。 

参加者：道路の補修について、市道に格上げなった場所を早く舗装をしていただきた

い。できるだけ早く舗装をお願いすると建設管理課に要望している。除雪について、

日東ベストの前の道路に水たまりができ建設管理課にお願いし補修していただいた

が、しっかりした舗装をお願いしたい。議会のお力もお借りしたい。 

議員：道路そのものの寿命もあるのか調べて対応しなければならないと考える。     

こうしたことも考え対応しなければならない。おつなぎいたします。 

参加者：米沢の公民館前の道路がひどい状況でありしっかり舗装をしていただきたい。

要望させていただきます。 

議員：舗装をして頂けるようおつなぎさせて頂きます。 

参加者：八鍬団地線国道路２８７号線の橋の下を舗装していただきたい。要望いたし

ます。 

議員：おつなぎいたします。 

参加者：郵便局から慈恩寺にいくところを３回ほどなおして頂いたが舗装をして頂け

ないのか。 

議員：きちんと対応して頂くようおつなぎさせていただきます。 

参加者：市長と語る会で側溝整備について高松で要望しているがまったく動きがない

どういうことか。 

議員：市に要望をして頂きたい。おつなぎさせていただきます。 

参加者：高松小学校の道路保育所のところ農業校舎につなぐよう作っているが将来的

には真っすぐ繋ぐと利便性が上がると思います。 

議員：おつなぎさせていただきます。 

参加者：防犯街路灯について電柱の番号等を市に報告しているがどんな流れでどのよ

うな計画でいくのか。 

議員：通学路等危険箇所を優先し進めていく。 


