
議会報告会結果報告書    （３班） 

開催日時 平成２７年１１月２日（月）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  本楯公民館 

出席議員 

代表者 

 杉沼 孝司 

報告者 

 辻 登代子 

記録者 

 古沢 清志 

柏倉 信一 太田 芳彦  

   

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２６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：ふるさと納税に関して、どの位納税があったか、またその使途についてはど

うなのか。 

議員：約４億超の納税申し込みがあり、前年の約１７倍の納税申し込みがありました。  

また、その使途については色んなものに使われていますが、慈恩寺の防犯対策など

にも使われます。 

特記事項：市外からだけでなく、寒河江市民の方もおおいに参加していただき、寒河

江市の財政にも貢献していただきたいとのコメントもあった。 

参加者：地方創生で寒河江はどの位の予算がくるのか。 

議員：1市 4町に対して、約１億 5千万円位のお金が入るらしいですが、冬のイベント

がないので、そこに 1 つの使途が決定しています。その他はこれから決めていくよ

うです。 

参加者：本楯地区は高速道路のインターからも近いし、土地もあるし工業団地として

は市内では 1 番適していると思うが、なぜ高速道路のインターから離れた所に工業

団地をもって行くのか。もっと当地を活性化して欲しい。 

議員：本楯地区はどんどん住宅も増え発展している、よその地区はこんなに発展して

いないと思いますが、いろんな点から応援して行きたいと思います。 

参加者：ＴＰＰについて寒河江市はどの様に対処しているのか。 

議員：ＴＰＰも含めてでありますが、新規就農希望者に対し農家へ研修に行く事や受

け入れ先を探したりしてバックアップしています。農業に関しては早く覚えるため、

実地研修を優先して行っています。また、ＴＰＰに関しては反対の運動をしながら、



さくらんぼの収穫作業にも補助しておりますが、具体的な対策はまだ難しいと思い

ます。 

 

３行政に対する要望、提言等 

参加者：町会長より市内循環バスが走るようになるとの連絡と、路線の案内がきたの

で、町内会の役員にも説明会を行うが、土日は運行しない旨が書いてありましたの

で、土日はスーパーに行く機会もあると思うので、できれば土日も運行して欲しい。 

議員：利用者が多ければ、自然と運行も変更するでしょう。まだ試験運行なので皆さ

んに多く利用して頂ける様周知して頂きたいと思います。 

参加者：朝の通勤時間と子供達の通学時間が重なり危険なので、満福寺より、    

日東ベスト入口までの通学路にグリーンベルトを要望して、１年以上になるがまだ

実現していない。子供達の安全のため、早く実施して欲しい。 

議員：担当部署に確認し、早期にできるよう要請してまいりたいと思います。 

特記事項：今年の４月に要望書が提出されましたので、ただ今審査中でありますとの

ことでした。 

参加者：日東ベスト工場付近とさがえせんべい屋の近くの橋がたいこ橋になっており

先方が見えにくいので、交通事故防止のため中央部に防犯灯を設置して欲しい。 

議員：分かりました、担当部署に伝えてまいります。 

特記事項：町内会より要望書を提出して下さるよう、お願い致しますとのことでした。 

参加者：フラワーロードの植栽にもっと背の高い花を用いてはどうか。今植えている

のは背が低い花なので雑草に隠れて見えなくなっている。  

議員：今後改善されるよう、担当部署に申し入れてまいります。 

特記事項：各地区より要望などをふまえ、今後検討してまいりますとのことでした。 

参加者：交差点（信号）を避けるため、本楯地区を他地区の車が猛スピードで走行し 

ており、道路事情が悪くなっている。本楯公民館前の交通安全対策を考えて欲しい。 

議員：安全対策が講じられるよう、努力してまいりたいと思います。 

 

 

  



議会報告会結果報告書    （３班） 

開催日時 平成２7 年１１月４日（水）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  清助新田集落センター 

出席議員 

代表者 

 杉沼 孝司 

報告者 

 辻 登代子 

記録者 

 古沢 清志 

柏倉 信一 太田 芳彦  

   

欠席議員  なし 

参加者数  ２３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２６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：寒河江市の公債はどの位なのか 

議員：約１７５億円の借金です。 

参加者：なぜ負債が少なくなったのか。 

議員：行政改革による努力の結果である。単年度では黒字であったが、まだ１７５億

の負債が残っています。 

参加者：観光面ではどういう実態か。 

議員：農業については周年農業観光を軸に、雪中いちご狩りやさくらんぼ狩り、また

りんごまで、春から秋まで誘客をしている。また観光物産協会による観光事業や交

流人口の拡大にも力を入れています。昨年大型バスの事故により運行に変化があり、

観光客が減少しました。 

参加者：日本一のさくらんぼと東根市も言っているがどういうふうに違うのか 

議員：生産量は東根市が１番で寒河江市は３番目になっています。ただし、生産量は

東根市であるが、品質は寒河江市が１番だと思っています。 

参加者：人口減少に対して市ではどういう対策をとっているのか。 

議員：経済産業省より、さがえみらい創成課長への出向者を迎え、企業の誘致、若者

の就業、子育て支援など、さがえ未来創成戦略及び人口ビジョンを策定しておりま

す。 

参加者：つつじ公園は無料であるが、きちんと整備してお金を徴収してはどうか。長

井のあやめ公園とか川西のダリア園などシーズンになるとどこでも徴収している。 

議員：お金を徴収するとなると、それだけ整備を伴うし人件費も発生してきます、来



園者の減少も考えられ採算が取れなくなる事もあるので、市としては自由に来て市

内でものを買っていただきたいと思っており、経済波及効果に期待しております。 

 

３行政に対する要望、提言等 

参加者：長井のあやめ公園や川西のダリア園などの公園に負けない位の寒河江のつつ

じ園を作って頂きたい。 

議員：長岡山公園整備に伴って、皆さんからいいご意見をいただいて、共々に    

良い公園を造っていきたいと思います。 

参加者：市民浴場をもっと見晴らしがいい所に建て替えてはどうか。 

議員：非常に難しい問題ですけども、伝えておきます。 

特記事項：長期的視点に立って検討してまいりますとのことでした。 

参加者：長岡山の桜の丘公園をもっとＰＲしてはどうか。 

議員：公園整備に合わせて、ＰＲに力をいれて行きます。 

参加者：やぶさめ通りの整備が終わってないようだがいつまでかかるか。 

議員：県道なので、はっきり申し上げられません。 

参加者：ＴＰ工業の東側で、水路をまたぐ道路があるが、ジャンプして積荷がこわれ

たというトラックもある。平塩橋を通って工業団地へ通勤している車が多いので危

険である。段差をなくせないのか。 

議員：要望に添えるように頑張っていきたいと思います。 

特記事項：現地を確認し検討してまいりますとのことでした。 

参加者：できれば市民浴場の温泉の熱を利用し、チェリークアパークに大型の市民プ

ールを作り他市町からもどんどん来るようにできないか、そうすれば冬場に毎回天

童までいかなくてもすむ。 

議員：非常に難しい問題ではありますが、伝えておきます。 

特記事項：チェリークアパークは山形県の施設でありますが、長期的視点に立って検

討してまいりますとのことでした。 

 

 

  



議会報告会結果報告書    （第２班） 

開催日時 平成２７年１１月４日（水）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 麓公民館 

出席議員 

代表者 

 沖津 一博 

報告者 

 石山  忠 

記録者 

 伊藤 正彦 

木村 寿太郎 渡邉 賢一  

   

欠席議員  なし 

参加者数  ３５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２６年度各会計の決算、②補正予算、③条例改正について報告しました。

併せて市議会だより掲載の賛否表についてお詫び訂正（柏倉議員の請願第１０号の×を

○に）しました。 

 

２ 議会に対する意見・要望 

参加者：議第６１号市道路線の認定、長岡山道路の計画はどうなっているのか。 

議員：次期振興計画に長岡山（寒河江公園）の計画が入る予定です。大型バスが長岡

山まで入れるよう工事前に市道として認定したものです。 

参加者：一般質問で人口減少について質問している。移住の助成金についても承知し

ているが、具体的にはどうなっているのか。 

議員：県外からの移住者に対しては住宅推進補助金として１５０万円から２００万円

に増額して助成しています。人口の推移について、何も対策を講じなければ２０４

０年には推定３万１千人という数字が出ていますが市は３万５千人で検討していま

す。消滅可能性都市（２０４０年に２０歳～３９歳女性の減少率５０％以上）に入

っていないのは本市を含め５市２町で、寒河江市は頑張っている方です。南部地区

は行き止まり等不便なところが多く、これまで大型プロジェクト対応がなかったた

め何とかしたいと考えています。 

参加者：西部地区公民館に洋式トイレはないが、学校にはあるのか。 

議員：洗浄式を含め数か所設置されています。平成２９年度までに進める計画です。 

 

３ 行政に対する要望、提言等 

参加者：除雪について、広い道路と狭い道路の交差点付近は前に出ないと見えないた

め危険だ。除雪の際、上部をカットして交通に支障なく視界が確保できるようにし



てもらいた。国・県・市連絡会議の場で伝えてもらいたい。 

議員：市当局に伝えます。昨年度除雪費は１億６千万円かかっており、住民の皆さん

としても除雪のモラルを考えていただきたい。 

特記事項：当局でもパトロールしながら危険個所を把握して、危険と判断した所は排

雪等をするように努めているところですが、範囲が広いためすべてに対応できてい

ないのが実情です。住民の方からも、お気づきがございましたら「雪の総合窓口」（８

７－７０００）にご一報いただきたいとのことでした。 

参加者：寒河江市は他市町村と比べて除雪はきれいに掃かれていると感じる。ただし、

高齢化社会の実情を考えた場合、除雪後玄関先に残された雪の除雪が大変だ。尾花

沢は除雪後升を作って捨てられるようにしている。市でも今後何とかして流雪溝を

整備してもらいたい。 

議員：流雪溝は大石田が一番進んでいます。流雪溝は特別区（西村山郡では西川町、

大江町、朝日町が該当）があり国の予算が多くつく有利性がありますが本市は該当

していません。本市としても除雪対策はやっていないのではなく、市民皆さんの要

望に応えられるよう努力していることをご理解いただきたい。 

参加者：市立病院の待ち時間が長いが何とかならないのか。 

議員：市立病院には一般会計より６億円を超える繰入れをしており、次年度からは公

営企業法全部適用の方向に着々と準備が進んでいます。その際、医者の人事をしっ

かりとできるような企業管理者を選定することが非常に難しい課題です。市立病院

は今年度上半期は微増ですが、入院患者も外来患者も増えています。療養病床も３

１床あります。議会としてもチェック機能を果たしていきます。待ち時間について

は検討中です。 

参加者：野球場、サッカー場を平場に作ってもらいたい。 

議員：要望が多いことは承知しています。屋内運動場は整備されましたが屋外は逆に

照明がなくなっています。野球場は整備予定ですが照明は付きません。縦断駅伝選

手は真っ暗な中で競技場を使用しています。以前陸上競技場は第３種公認でしたが、

寒河江高校グランドが第４種公認でそれに代わっています。それをベースに今後取

組んでいく必要がありますが、費用がかかります。ただ、要望していくのは我々で

あることも承知しています。 

  



議会報告会結果報告書    （１班） 

開催日時 平成２7 年１１月５日（木）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  西根北部分館 

出席議員 

代表者 

 工藤 吉雄 

報告者 

 阿部 清 

記録者 

 佐藤 耕治 

内藤 明 遠藤智与子  國井 輝明 

   

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、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２６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と要望 

参加者：議会報告会の資料があれば、もっと解りやすいのではないか。 

議員：次回より資料を準備させていただきます。 

 

3.  行政に対する要望、提言等 

参加者：ほなみ団地から陵東中学校までの道路延長は、いつごろ完成か。 

議員：市の説明では、平成２６年度より調査開始し、平成３５年度に完成の予定であ

ります。 

参加者：市立病院の赤字が続いているが、原因は何か。 

議員：医師の不足と医師の異動により患者数が少なくなったり、加えて設備・医療機

器等の課題、勤務医師の開業による患者の異動等があるようです。 

参加者：アメダスを寒河江市に設置できないか。 

議員：要望として市当局へお伝えします。 

特記事項：アメダスの設置について、山形地方気象台にお話ししたところ、現在設置

されている箇所で全国を網羅できており、新たに寒河江市に設置するには、現在他

自治体に設置されているアメダスを撤去して設置することになることから、寒河江

市の設置は大変困難な状況にあるところです。なお、山形県の雨量計が田代に設置

されており、その雨量については、山形県のホームページの山形県河川砂防情報シ

ステムで確認することができますので、活用していただきたいとのことでした。 

参加者：水道管を民有地に埋設している箇所が、市内に２００カ所あると聞いている

が、世代が代わり不安なため市道認定はできないか。 



議員：要望として市当局へお伝えします。 

特記事項：市道認定には、様々な基準がありますので、建設管理課にご相談ください

とのことでした。 

参加者：袋小路の道路に水道管が埋設されており、市道にして頂きたい。 

議員：要望として市当局へお伝えします。 

特記事項：市道認定には、様々な基準がありますので、建設管理課にご相談ください

とのことでした。 

参加者：ふるさと納税の活用を伺いたい。 

議員：納税額１０，０００円であれば、返礼品として５，０００円ぐらいの特産品を

お送りしております。残額につきましては様々な自治体を参考にし、アイデアを出

して交流人口増加に向けて取組みをしているようです。 

参加者：宝地区の集落北側より、県道２８２号線までの道路幅を拡幅はできないか。 

議員：本年度の予算で、道路側溝のＵ字溝に蓋を設置することになっており、少しで

ありますが拡幅になると思います。 

参加者：西根地区の国道１１２号から県道２８２号線まで、直線道路として結べない

か。 

議員：地元の方々との話し合いをして頂き、市に要望書を提出して頂きたいと思いま

す。 

参加者：さくらんぼ雨よけハウスのビニール被覆作業補助金を出してもらえないか。 

議員：要望として市当局へお伝えします。 

特記事項：現在、さくらんぼの農作業従事者の高齢化による労働力不足について、大

きな課題となっており、ビニール被覆作業についても困難になっていると認識して

おります。市としては、このような問題に対し、低労力モデル園地の整備や高所作

業車の導入、低木栽培や Y 字仕立てへの補助など省力化の推進により支援している

ところであります。市全体で約３７０ha あるさくらんぼの樹園地すべてに対し被覆

作業の補助を行うとなると予算規模が莫大になること、農家自身による被覆が大半

であり外部委託している農家は一部に限られることなどから、経常的な作業である

ビニール被覆に特化した支援は難しいと考えておりますが、労力不足対策としては

今後とも省力化に向けた総合的な支援を行ってまいりたいとのことでした。 

参加者：さくらんぼ支援の高所作業車は、高齢者のみだけでなくみんなを対象にでき

ないか。 

議員：当初は、年齢が満６０歳以上の者で、さくらんぼ園地を所有し１０a 以上のさく

らんぼを栽培する農業者であったが、本年度より年齢が満６０歳未満の者で、さく

らんぼ園地を所有し１０a 以上のさくらんぼを栽培する農業者へ拡大しました。 

  



議会報告会結果報告書    （第２班） 

開催日時 平成２７年１１月５日（木）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 中郷構造改善センター 

出席議員 

代表者 

 沖津 一博 

報告者 

 石山  忠 

記録者 

 伊藤 正彦 

木村 寿太郎 渡邉 賢一  

   

欠席議員  なし 

参加者数  １８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２６年度各会計の決算、②補正予算、③条例改正について報告しました。

併せて市議会だより掲載の賛否表についてお詫び訂正（柏倉議員の請願第１０号の×を

○に）しました。 

 

２ 議会に対する意見・要望 

参加者：今実施している水道工事は、水道管と古い箇所のみか。今実施していない個

所は今後順次実施するのか。 

議員：第４次拡張計画最終年度で耐震処置を実施しています。今後順次実施していく

予定です。 

参加者：工業団地で残っている部分はどうなっているのか。 

議員：寒河江の中央工業団地は、昭和４０年代から開発が始まり、現在は第４次拡張

であり、第３次までの１５４ｈａは概ね８０％位は売約済みです。進出企業は８２

社、従業員は約４千名位で、その内４割強が寒河江市の住民です。固定資産税・住

民税・雇用の拡大には大きな恩恵があります。市単独の工業団地としては東北で３

本指に入るくらいです。 

参加者：寒河江市のこれからの発展の目玉は何か。 

議員：次期振興計画で示されます。１００人評価委員会や振興審議会などを通して意

見等も聞くようになっています。ちなみに、新第５次振興計画の達成度はかなり高

いです。 

参加者：観光客につつじ公園への行き方が分からないと聞かれても説明できない。駅

前に案内板を設置する等したらどうか。 

議員：公園に行き易くなるように成人病検査センター北側よりバスが通れる新市道を

作る予定です。 



参加者：陸上競技場を駐車場として活用できないか。せめてイベント開催中だけでも。 

議員：駐車場としての常時の活用はヘリポートになっているためできません。イベン

ト開催中は開放しています。将来的には石持に抜ける道路を造る計画があり、長岡

山を中心とした長岡山（寒河江公園）も新第５次振興計画の７つの重点プロジェク

トに入っています。しかし、年間１億円と言われる維持管理費や市民のステータス

シンボルとしての効果も考えて実行する必要があります。 

参加者：花咲かフェアの入りが悪いのではないか。また、お金を徴収してはどうか。 

議員：ゆめタネ寒河江として今年は３０万人の来場者がありました。冬のイベントも

計画されています。山寺や若松観音、出羽三山と関連付けて今後は地域交流観光を

目指すことも検討が必要かと思います。 

参加者：祝日に国旗を揚げる人が減っている。市で無料で配布したらどうか。 

議員：減ったのは確かですが、無料だとかえって揚げないのではないでしょうか。 

 

３ 行政に対する要望、提言等 

参加者：病院会計について、赤字だが今後病院の態勢をどうもっていこうと考えてい

るのか。市立病院を経て県立河北病院、県立中央病院へという話があるが。 

議員：病院会計については、一般会計からの繰り入れや医師１０名で運営をしており、

その他に山大から派遣医師が来ています。しかし、課題が多くあり、公営企業法の

全部適用による運営を目指しています。それには企業管理者が医師の人事管理がで

きる方でないと大変です。市としては平成２８年４月から実施したいと考えていま

す。診療科目で県立河北病院と区別する案もありますが県との話し合いが必要であ

り、困難が予想されます。市立病院は現在療養病床が３１床あり、入院患者も今年

度の前期（４月～９月まで）は３００人以上増えている状況です。 

参加者：土木行政について、市道の補修・修理が十分でない。特に国道２８７号から

の農道を兼ねる部分は３年間放置されていた。応急処置はされたが。国井クリニッ

ク脇市道（中郷６号線）の揚水機場からの配水管の水漏れ修理は市道を掘ってやる

必要があり大変費用がかかるものと思う。 

議員：建設管理課に確認したところ、追いついていないと市も認識し、また、河川の

入口は業者にやっていただくと言っています。穴については盆過ぎに応急処置を実

施、水漏れも何とかしなければと言っており、土地改良区も問題視しています。市

に中郷地区から市への要望事項を確認したところ、４点あり、洞光寺裏から西側の

側溝整備は終了、最上堰下流ガードレールは修理済み、扇沼の崩れは農林課と相談

して今後早急に対応していきたいとのことです。 

参加者：平塩橋は見込みがあるのか。 

議員：要望は強いが日の目を見ていません。長者屋敷跡活用と一緒にできないか考え

るのも一案です。しかし、問題は市道であることであり、県道に格上げするのが得

策ですが、寒河江市には最上川に４本橋が架かっており、なかなか要望としては難

しいのが実情です。現在次期振興計画を作成中であり、１０年後の姿がしっかり示

されることを期待しているところです。 



参加者：慈恩寺等観光客のルート作りをしっかりやってもらいたい。グローバル化の

動きをとらえ、おしんの郷等も活用してはどうか。 

議員：慈恩寺については、市長もスピード感を持って対応すると言っています。市に

とどまらず西川町等とタイアップして実施していく必要があると考えています。年

間を通した誘客のため冬のイベントも計画しています。 

  



議会報告会結果報告書    （第２班） 

開催日時 平成２７年１１月６日（金）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 みずき公民館 

出席議員 

代表者 

 沖津 一博 

報告者 

 石山  忠 

記録者 

 伊藤 正彦 

木村 寿太郎 渡邉 賢一  

   

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、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２６年度各会計の決算、②補正予算、③条例改正について報告しました。

併せて市議会だより掲載の賛否表についてお詫び訂正（柏倉議員の請願第１０号の×を

○に）しました。 

 

２ 議会に対する意見・要望 

参加者：慈恩寺について、振興計画で整備すればまだまだいいものになると思う。大

型バスが入れないような状況だが、将来はどのような対策を考えているのか。 

議員：道路拡張の具体的な計画はありません。また、国史跡に指定されたことで文化

庁にお伺いを立てることが必要になりました。慈恩寺は新第５次振興計画の７つの

重点プロジェクトに入っており、冬の祭典も計画されています。今後の次期振興計

画でも十分対応する予定です。 

参加者：島－落衣線の高速道路から南側の延伸予定はあるのか。 

議員：待機場所として３か所作を整備しましたが、それ以上の整備計画は今のところ

具体的になっていません。 

参加者：防災訓練を市で実施できないのか。市で防災の日を決めて意識付けをする必

要があると思う。 

議員：市でも地区を廻って実施しています。また、市の防災訓練は消防団が８分団あ

り、毎年各地区単位で実施しています。自主防災訓練体制はまだ十分ではありませ

ん。自主防災組織ができると、防災設備が設置されますが、装備も動かさないと動

かなくなってしまいます。 

参加者：空き家対策はどうなっているのか。何軒くらいあるか。東根市では困ってい

るようだが。 

議員：空き家防止条例を制定して対応しています。また、空き家の利活用も検討して



います。不動産業者にも協力依頼していますがなかなか難しいのが実情です。２百

何軒と記憶しています。 

 

３ 行政に対する要望、提言等 

参加者：除雪について、年によってオペレーターの違いで苦情がくる。 

議員：要望は市当局にしっかり伝えます。除雪費は年１億６千万円程かかっていいま

すが。市内は１０回前後、田代・幸生は３０回前後と回数が多い分上手です。 

特記事項：毎年降雪前に実施される除雪協力会総会の場で、きめ細かな除雪に向けて

指示するとともに、苦情をいただいた場合、受託事業主に指導をしておりますとの

ことでした。 

参加者：除雪の上手、下手がある。流雪溝を作れば自分で捨てられ一石二鳥ではない

か。また、轍も多い状況だ。 

議員：流雪溝については何年も前から話はあります。特別区（西川町、大江町、朝日

町）には金が出ますが本市は該当していません。雪の多い所に誰が住むかと言われ

るのが一番辛いです。特別区を超えて流雪溝を作りたいという意欲はありますが水

利権等の課題があります。市当局には伝えます。 

特記事項：流雪溝の整備については、整備費用の問題及び水（水利権）確保の問題も

あり、これまで検討はしてきましたが実現には至っていない状況ですとのことでし

た。 

参加者：長岡山（寒河江公園）について、石持から長岡山を見れば果樹園、旧道から

洲崎を見ても同じような風景だ。長岡山は町に近い憩いの場所であり、まだまだア

ピールできる場所と考える。また、野球場、陸上競技場はどうなるのか。 

議員：同公園には平成２５年に野生つつじを人口と同じ４万２千本植えました。計画

が市民に知られていないため、いるものいらないものの意見が出ない状況にありま

す。平成３７年度までに２３億円投入して完成する予定です。 

  



議会報告会結果報告書    （３班） 

開催日時 平成２7 年１１月６日（金）午後７時００分～８時３０分 

開催場所  入倉公民館 

出席議員 

代表者 

 杉沼 孝司 

報告者 

 辻 登代子 

記録者 

 古沢 清志 

柏倉 信一 太田 芳彦  

   

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の報告を行いました。具体 

的には、①平成２６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：実質公債比率とはどういうものか。 

議員：一般会計が負担する公債費等の標準財政規模（市税や普通交付税などの合計額）

に対する比率で当市では１２．１％で、１８％を下回ると市独自で事業に対する借

入ができます、一応財政的には健全な方といえます。 

 参加者：負債はどの位減っているのか。 

議員：平成２５年度に比べ２６年度は約５億円減っています。 

参加者：私は農家であるが売上は上がっているが、手元に残る金が少なくなっている。 

なぜなのか。 

議員：農業の生産性向上に向けて努力していきます。 

参加者：農業がしめる納税の割合は上昇しているのか。 

議員：下がりぎみだと思われるが、専業農家の減少や兼業農家の実態を詳細に分析し

て検討してまいりたいと思います。 

参加者：寒河江市でふるさと納税の金額はどの位か。 

議員：１１月４日現在で４億円を超しています。 

参加者：下水道の普及率はどの位か。また今後の見通しは。 

議員：全人口に占める普及率は７５.８％で実際本管に接続しているのは人口比で８５.

７％位である。見通しとしては普及に向けて努力してまいります。 

参加者：下水道も高齢者が増えると設置してお金をかけても、無駄になるのでは。 

議員：今後の検討課題として当局とも話し合って行きます。 

 



参加者：軽自動車税が上がったが市としてはどの位、税収が増えたか。 

議員：今年度から始まったため、直近の数字は把握できていません。 

 

３行政に対する要望、提言等 

参加者：病院問題であるが、河北町を除く１市２町それぞれに病院を抱えているが、 

経営状態はよくないようである。病院も広域で考えた方が良いのではないか。そし

て有効な先行投資が必要ではないか。 

議員：各市町とも、財政事情もあり、広域で考えるのが理想であるが、各々の住民感 

情もあり非常に難しい問題ですが、我々としても意見、提言してまいりたいと思い

ます。 

  



議会報告会結果報告書    （１班） 

開催日時 平成２７年１１月６日（金）午後７時００分～８時 0０分 

開催場所  陣ケ峰分館 

出席議員 

代表者 

 工藤 吉雄 

報告者 

 阿部 清 

記録者 

 佐藤 耕治 

内藤 明  遠藤 智与子  國井 輝明 

   

欠席議員  なし 

参加者数  １名 

 

１. 議会からの報告事項 

 報告者から参加者１名でありますので座談会のようになごやかにし、市に関すること

などなんでも発言して頂きたい。また、配布しました資料についてもお答えします。 

 

２. 議会に対する意見・要望 

参加者：議会報告会は、いつ頃何回ぐらい行われているのか。 

議員 ：３月、９月の定例会終了後、年２回行い全地区６１分館を４年間で回る予定で

す。 

 

３. 行政に対する要望、提言等 

参加者：防犯街路灯の LED 設置は、いつ頃になるのか。 

議員 ：平成２８年度までに、市内全地域設置予定であります。尚、電気料金について

は通常の半分以下になると聞いています。 

参加者：マイナンバーの申請書類は、いつ頃に届くのか。  

議員 ：企業には 11 月５日頃に届いております。個人には随時郵送しております。不

明な点は、市民生活課にお問い合わせください。 

参加者：世帯数の少ない町会では、町会長手当が少なく財政面で苦労しているのでど

うにかならないか。 

議員 ：要望として市当局へお伝えします。 

特記事項 : 町会長手当は、１世帯当たり１，９５０円となっております。市条例での

特別職報酬はこのようになっておりますのでご了解いただきたいとのことでした。 

 

  



議会報告会結果報告書    （１班） 

開催日時 平成２7 年１１月１４日（土）午後７時００分～８時 3０分 

開催場所  美原町公民館 

出席議員 

代表者 

 工藤 吉雄 

報告者 

 阿部 清 

記録者 

 佐藤 耕治 

内藤 明  遠藤 智与子  國井 輝明 

   

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、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２６年度各会計の決算について、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. 行政に対する要望、提言等 

参加者：災害時における、断水対策はどうなっているか。  

議員：新たに自己水源確保の為、試掘の実施をしております。広域水道においても対

策が講じられております。 

参加者：国民健康保険料が年々増加し、どの位まで上がるのか心配です。 

議員：国庫負担金も減額され、どこの自治体も厳しい状況下にあります。 市では、国

庫負担金の増額を国に対し要望しています。 

参加者：ふるさと納税について伺いたい。  

議員：９月末の入金額は２億７，０００万円位になっており、３億円程度を見込んで

います。返礼品につきましては特産品を届けています。返礼品の協力事業者は、市

内に本社又は主たる事業所を有する法人その他の団体又は個人事業者等です。 

参加者：最上川ふるさと総合公園で行われる「雪祭り」を他にないようなものにして

ほしい。 

 議員：臨時会では活発な議論なされましたが、要望として市当局へお伝えします。 

  特記事項 : 雪祭りにつきましては、雪像の制作・花火の打ち上げ・有機ＥＬ等による

イルミネーション・屋台村・雪遊び体験等を計画しているとのことでした。 

参加者 : 市立病院へ一般会計より繰り入れをしているが今後はどうするのか。 

議員：病院のアクションプランの中で療養病棟３１床を開設し、空き病床の解消に努

めています。また、経営形態のあり方についても検討しています。    

参加者：県立河北病院では、利用率を上げるために説明会を地区ごとに実施している



が、市立病院も行ってはどうか。 

議員：要望として市当局へお伝えします。 

特記事項 : 市立病院でも、地域における講演会などを開催するよう検討してまいりま

すとのことでした。 

参加者：美原町に遊歩道があり、草が伸び困っている。行政で対応をお願いしたい。 

議員：要望として市当局へお伝えします。 

特記事項 : 除草につきましては、基本的に市で支障箇所を確認し、適宜行っていると

ころでありますが、そのような箇所が見受けられた場合、市へ連絡いただきたいと

のことでした。 

参加者：除雪作業を丁寧にしてほしい。雪押し場の確保をどうすればよいか。 

議員：要望として市当局へお伝えします。 

特記事項 :雪押し場につきましては、市と除雪路線の担当業者、地元町内会長等と調

整を行っているとのことでした。 

参加者：陵南中学校のところの十字路交差点に交通渋滞を緩和するため右折信号を付

けられないか 。 

議員：公安委員会が管轄でありますので、要望として市当局へお伝えしますが、町内

会からも要望書の提出をお願いします。 

特記事項 : 市として県の公安委員会に要望書を提出しているとのことでした。 

 


