
議会報告会結果報告書    （１班） 
 

開催日時 平成２８年１０月２４日（月）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 柴橋多目的研修センター 

出席議員 

代表者 

 工藤 吉雄 

報告者 

 佐藤 耕治 

記録者 

 遠藤 智与子 

國井 輝明 内藤 明  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、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２７年度各会計の決算について、②財政の健全化比率について、

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、

⑤政務活動費の現状と情報公開についてなどでした。  

 

２ 主な質疑 

  参加者：天童市営バスについて、寒河江市の負担額割合はどうなっているか。 

議 員：距離の割合で天童７０％、寒河江３０％となっております。 

 

参加者：人口減少に歯止めをかけるため、魅力あるまちづくりにがんばってほしい。 

議 員：第６次寒河江市振興計画等で、人口減少をくいとめるための施策が掲げら

れていますので、それを実行できるようにがんばっていきたいと考えてい

ます。 

 

参加者：議員の皆さんには、市民と一緒にやるんだという気持ちで活動してほしい。

また、議会傍聴に来てもらえるような努力をしてほしい。 

議 員：議会報告会も開かれた議会を目指した事業のひとつとして実施しています。

市民の皆さんにも議会傍聴をして頂けるよう努力してまいりたいと思いま

す。 

 

参加者：ふるさと納税について、日本全国で話題になっているが、寒河江市はどの

ような状況か。 

議 員：ふるさと納税は全国誰でも申し込めるもので、平成２７年度、寒河江市に

は１３億７千万円のふるさと納税寄付金が入っているという状況です。ま

た、市のホームページに寄付額に合った返礼品の品々を載せております。 

 

参加者：ドクターヘリのランデブーポイントは市内に何カ所あるのか。 

議 員：市有施設の駐車場や市内小中学校のグラウンド、その他施設で２２か所あ

ります。 

 

参加者：人口減少を食い止めるために、都市部の人達に、田舎暮らしなどの呼びか



けをして、人を呼んでくる企画を行っているところもあるようだが、寒河

江市も，テレビを使うなど思いきった企画が必要ではないか。  

議 員：市でもＵターン、Ｉターン、Ｊターン希望者等に向けて誘いかけのイベン

トを実施しており、定住につながればと思っているところです。 

 

参加者：高齢者だけでなく、青年も大切にしてほしい。寒河江の人が寒河江に就職

できるように望むし、夢をもって子育てできる環境づくりが大切と思う。 

議 員：市では、若者世代の定住を促進すべく住宅支援、子育て支援、子育て環境

の整備、企業誘致等々の施策を実施しているところです。 

 

参加者：左沢線が無くなると困る。無くならないように力を尽くしてほしい。 

議 員：左沢線については、市でも乗り継ぎの問題等、利便性を高めることで利用

拡大につながるようＪＲと協議をしております。 

 

参加者：雪まつりの評判がよいが、駐車場の問題を解決してほしい。 

議 員：問題解消に向け、実行委員会でも協議しているとのことです。 

 

参加者：さくらんぼの収穫作業者に、５，０００円相当のプレゼントをした市のや

り方（さくらんボーナス事業）はとてもよかった。今後も続けてほしい。 

議 員：さくらんぼ労力確保対策事業のひとつとして、今後も続けていくものと思

います。 

 

３ その他意見・要望など 

  なし 

 

 

 

  



議会報告会結果報告書    （１班） 
 

開催日時 平成２８年１０月２６日（水）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 

 工藤 吉雄 

報告者 

 佐藤 耕治 

記録者 

 遠藤 智与子 

國井 輝明 内藤 明  阿部 清 

欠席議員  なし 

参加者数  ５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２７年度各会計の決算について、②財政の健全化比率について、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、⑤

政務活動費の現状と情報公開についてなどでした。  

 

２ 主な質疑 

参加者：今年の神輿の祭典では市役所の方から出発してくれたおかげで近くまで行

って見られて良かった。あわせて中央通りの活性化を求めたい。 

議 員：議会でも中央通りのみならず、中心市街地の活性化を目指し、努力してま

いります。   

 

参加者：町内にある舟着観音について、個人の所有だったものだが事情により所有

を継続できなくなり、町内で何とかできないかとの相談を受けた。どのよ

うにしていくのが良いか相談に乗ってほしい。 

議 員：歴史研究家に相談するのもひとつですが、「舟着観音保存会」のようなもの

を立ち上げるのもいいと思います。 

 

参加者：防災無線の活用方法のレクチャーが必要ではないか。 

議 員：使用方法の訓練を実施できないか市の担当課にお伝えします。 

  

 

 

  



議会報告会結果報告書    （１班） 
 

開催日時 平成２８年１０月２８日（金）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 さくらんぼ共生園 

出席議員 

代表者 

 工藤 吉雄 

報告者 

 佐藤 耕治 

記録者 

 遠藤 智与子 

國井 輝明 内藤 明  阿部 清 

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２７年度各会計の決算について、②財政の健全化比率について、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、⑤

政務活動費の現状と情報公開についてなどでした。  

 

２ 主な質疑 

参加者：防災について、自主防災組織にばかり任せず、町内会で出来る事はないの

か。 

議 員：市では、自主防災組織の代表の方とあわせて、町会長さん宅にも防災無線

の受信機を設置してご協力いただいているようです。また、よりわかりや

すい防災マップを作製し、配布したいと考えているようです。それらを活

用し、町会での防災に役立てていってほしいと思います。 

 

参加者：寒河江市立病院に管理者が来たが、どのような仕事をしているのか。また、

どのような方向に向いていくのか。 

議 員：病院全体の運営及び経営改善のために来ていただきました。今後、新改革

プランを策定しながら市民の方が利用しやすい病院になることを目指して

います。 

 

３ その他意見・要望など 

  なし 

  



議会報告会結果報告書    （２班） 
 

開催日時 平成２８年１０月２５日（火）午後７時００分～８時１０分 

開催場所 六供町公民館 

 

出席議員 

 

代表者 

 沖津 一博 

報告者 

 石山 忠 

記録者 

 渡邉 賢一 

 木村 寿太郎  伊藤 正彦  

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、議会だよりと市報（写）を基に、９月定例会で審議された議案の内容

について報告を行いました。具体的には、①平成２７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⑤政務活動費の現状と情報公開についてなどでした。 

 

２ 主な質疑 

参加者：今日の議会報告会は参加者が少ない。他の会場ではどんな状況か。 

議 員：天候にも左右され、地域性もあるようです。勤めている方の参加は、平日

の午後７時では厳しいようですが、農村集落地域での参加は、比較的多い

状況です。報告会は今回から２巡目に入りますが、工夫しながら今後も継

続していく予定です。 

 

参加者：市道山西米沢線の道路整備に時間がかかっているが、予定どおり完成する

のか。 

議 員：年末までに、うろこやさんまで完成予定のようです。その後、平成２９年

度工事完了予定で進めていくようです。 

 

3 その他意見・要望など 

  なし 

  



議会報告会結果報告書    （２班） 
 

開催日時 平成２８年１０月２６日（水）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 

 沖津 一博 

報告者 

 石山 忠 

記録者 

 渡邉 賢一 

 木村 寿太郎  伊藤 正彦  

欠席議員  なし 

参加者数  ９人 

                   

１ 議会からの報告事項 

報告者から、議会だよりと市報（写）を基に、９月定例会で審議された議案の内容

について報告を行いました。具体的には、①平成２７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⑤政務活動費の現状と情報公開についてなどでした。 

 

２ 主な質疑 

参加者：議会報告会は、報告だけでなくもっと議論ができる場にしていただきたい

です。 

議 員：議会報告会は、今後も継続していく予定ですが、その内容については、検

討を続けております。議会で議論されたものを深めていくことは可能です

が、市の執行部にきちんと皆さんの声をお伝えすることも重要な役割であ

ると思っています。 

 

参加者：学童保育「泉っこクラブ」開設まで、準備委員、運営委員として活動して

きたが、指導者を探すのに非常に苦労した。報酬は、比較的高いと言われ

たが、人材確保は大変。子育ては、地域の大きな課題であることは承知し

ているが、指導者の確保は、学童保育の運営委員会におまかせではなく、

市の責任としてやっていただけないか。 

議 員：ご承知のように、学童保育は、保護者の皆さんが独自に運営し、不足分を

市が補助金で支給するシステムをとっておりますが、指導者の確保が困難

であることについては、市の担当課にもお伝えしてまいります。 

参加者：学童保育の経理は非常に大変なので、地域の専門家にお願いしている。大

金を預けること、間違いは許されないことなどから専門家の手助けが必要

となる。その人件費は全て市にお願いできないか。 

議 員：ご意見につきましては、市の担当課にお伝えします。 

 

参加者：一般会計から病院の特別会計への繰出金について、決算ではどのように改

善されたのか。 

議 員：今年度から地方公営企業法の全部適用を行い、病院事業管理者が経営責任

者となっております。医師の人材確保や様々な地域医療の課題について、

努力されていることが今後反映されるものと思っています。 



参加者：現在、家族が要介護状態になり、特別養護老人ホームを希望しているが、

なかなか入所できずにいる。紙おむつ代の補助についても、申請しても支

給対象外という通知が来た。個人負担をできるだけ少なくするために、何

とかご配慮いただきたい。 

議 員：同居する世帯の総所得等が基準となっているため、残念ながら支給されな

い方もいらっしゃるようです。 

 

参加者：三泉地区にも循環バスを走らせていただけないか。醍醐地区などと連携し

て、何とか実現してもらいたい。 

議 員：当初、走行路線を決定する際に、市の地域公共交通会議で、陸運局や路線

バス会社などと調整してきた経過があり、循環バスが運行できる地域は限

定されているようです。 

 

 

３．その他意見・要望など 

なし 

 

  



議会報告会結果報告書    （２班） 
 

開催日時 平成２８年１０月２７日（木）午後７時００分～８時２０分 

開催場所 米沢公民館 

 

出席議員 

 

代表者 

 沖津 一博 

報告者 

 石山 忠 

記録者 

 渡邉 賢一 

 木村 寿太郎  伊藤 正彦  

欠席議員  なし 

参加者数  ２３人 

                   

１ 議会からの報告事項 

報告者から、議会だよりと市報（写）を基に、９月定例会で審議された議案の内

容について報告を行いました。具体的には、①平成２７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⑤政務活動費の現状と情報公開についてなどでした。 

 

２ 主な質疑・要望等 

参加者：賛否表にある４つの決算の議案に対する賛否について、反対した理由が聞

きたい。 

議 員：議員が熟慮した結果の採決です。反対理由については、当事者本人でない

のでお答えできません。 

 

参加者：政務活動費について、市のホームページでどのような内容が公表されるの

か。 

議 員：前年度分を一括して公表いたします。その際、会派ごとの領収書や収支報

告書が公開の対象となります。 

参加者：会派に属さない議員について、取り扱いはどうなるのか。また、政務活動

費の支給額については、他の市と比較して違うのか。 

議 員：政務活動費は、条例により１人の場合でも会派とみなして支給しておりま

す。支給額は１人あたり月額１２，５００円で、他の市とも均衡が取れて

いると思っております。 

 

参加者：米沢踏切は通勤時間帯に渋滞がひどく、危険であることから改善を求めて

きた。ぜひ、解消に向けた対策を急いでいただきたい。 

議 員：踏切の遮断機が降りる時間を短くできないか、これまでも JRに対し要望し

てきております。 

参加者：米沢踏切の幅が狭すぎるため、歩道も確保されていない。寒河江工業高校

の生徒などは車道にはみ出さなければならず、通行は非常に危険。この踏

切を利用するのは西川町民が特に多いことから、西川町とも連携して対策

を講じてほしい。 

議 員：地域と市が一丸となって、JR東日本旅客会社に強く要望していかなければ

なりません。通勤通学の現状について、しっかりお伝えしてまいります。 



参加者：市立病院の当直の派遣医師が、自分が担当外だからという理由で受け入れ

ず、たらい回しされた話を聞いた。今年度、急性期の患者を受け入れる体

制は、どのように改善されたのか。 

議 員：もっと患者さんの立場に立って配慮されるべきだったと思います。病院事

業管理者にしっかりお伝えします。今後も医師確保に向けて努力されるも

のと思っています。 

 

３ その他意見・要望等 

参加者：議会での議論の状況が、インターネットで公開されているので、非常に身

近に感じている。一般質問の内容など、とても研究されていて、大変良い

ことだと感心している。これからも、市民がわかりやすい議会活動にご努

力をお願いしたい。 

 

 

 

  



議会報告会結果報告書    （３班） 
 

開催日時 平成２８年１０月２４日（月）午後７時００分～８時１０分 

開催場所 末広公民館 

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  ７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２７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 主な質疑 

参加者：市民浴場について、他市町村の施設と比べても老朽化がひどく他所から来

た人を連れていけない。議員の方の考えをお聞きしたい。 

議 員：議会では施設が悪いという話は出ていませんが、施設が古くなっているこ   

とは認識しております。すぐどうするというわけにはいきませんが、市の

担当課にお伝えします。 

 

参加者：寒河江駅前の活性化について、単発行事で一時的ににぎわうことよりも常

日頃にぎわえるような方向で活性化してはどうか。 

議 員：駅前というものは市の顔でもあり、良いところだと思ってもらうのが大事

です。今寒河江にあるものを最大限に活用してどう人を集めるか、我々も勉

強しながら市当局に訴えていかなければと感じております。 

 

参加者：先程表彰の報告がありましたが、毎朝ごみ拾いをしてくれている人がおり

ます。そういう人にも市民の目に見える形で表彰してはどうか。 

議 員：そういう方も該当するような様々な表彰があるようです。 

 

３ その他意見・要望など 

  なし 

  



議会報告会結果報告書    （３班） 
 

開催日時 平成２８年１０月２５日（火）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 

 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  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２７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 主な質疑 

  参加者：政務活動費について年間１５万円は適正な金額であり、インターネットで政

務活動費を公開していくというのは、寒河江市議会は他の議会に比べて進ん

でいるのではないか。 

議 員：政務活動費は月額１２，５００円の１２か月分、年間で１人あたり１５万

円が会派に支給されております。その使い道は厳密に決められており、決

算確定後に収支報告書に記載して報告し、残額は返還をしています。新年

度からのインターネット公開もできるだけ他の模範となるようなものにし

たいと考えております。 

 

参加者：一般会計歳出の中で民生費は約５１億円になっている。今後高齢化が進み

民生費は増えていきそうだが、議員の皆さんはどう考えているのか。 

議 員：高齢化により、今後も民生費は増えていくと思われますが、健康増進や認

知症予防などの対策もやっていかなければならないと考えています。 

 

参加者：南部地区の道路の除雪について、道路が狭くブルではいて両脇に置いてい

くだけでは、今の交通量に対して対応ができない状態だ。どのような対策

があるのか。 

議 員：除雪に関しては、市内各地で課題がある事は承知しております。道が狭い   

箇所、雪捨て場が無い所などの改善について、一般質問等を通して住みよ

い環境にしていけるよう努力してまいります。 

 

参加者：寒河江と天童にかかる橋をもっと広く架ければ、寒河江はベッドタウンと

して、また勤務先として人口も増えるのではないか。市政発展のため頑張

ってもらいたい。 

議 員：橋の工事は莫大な経費がかかることから、市長を先頭に県などに要望活動



を行ってきた経過があります。現在、蔵増バイパスが建設中であり、完成

後の状況を見ながら、引き続き要望等を行っていきたいと思っております。 

 

３ その他意見・要望など 

  なし 

  



議会報告会結果報告書    （３班） 
 

開催日時 平成２８年１０月２６日（水）午後７時００分～８時２０分 

開催場所 白岩新町公民館 

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２７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 主な質疑 

参加者：１０月２日に防災訓練がありましたが、町内会にどういう人が住んでいる

か把握できていない。避難困難者名簿については町会長に届くが、その他

の住民についてもいただくことはできないか。 

議 員：個人情報保護により地区住民氏名等の情報の提供は難しいのが現状であり  

ます。まずは町内会の中で非常時に向けた対策を相談していただきたい。 

 

参加者：山交の路線バスが来年３月で廃止になり西川町営バスが代行運行されるよ

うですが、なぜ町営バスに頼らざるを得ないのか。また、上野の生徒が路

線バスを利用し、幸生地区の中学生がスクールバスを利用しているが、ス

クールバスに一緒に乗せることはできないのか。 

議 員：山交路線バスについては、現在のルートでは採算がとれないというのが現

状であり、経費削減のため考えられたのが西川町営バスを利用した当該路

線の代替運行です。本市でも経費を負担して運行することになりますので、

ご理解のうえ利用いただきたいと思います。スクールバスの件は運行時間

の調整などの問題があるようですが、市の担当課に伝えたいと思います。 

 

参加者：子育て定住促進事業として、住宅資金やリフォームに関して補助金が充実

してきて大変良い事だが、若い人の定住のために、他市に負けないようさ

らに支援を拡大していく必要があるのではないか。 

議 員：子育て支援としての補助金も大切ですが、婚活コーディネーターや地域の

方からご協力をいただいて、結婚する方を増やしていきたいと考えていま

す。私達議員も皆様からご意見をいただきながら積極的に子育て支援策を

提案してまいります。 

 

参加者：老人福祉センターを抜本的に改革してほしい。 



議 員：老人福祉センターをよりよくするため、地元の方とのワークショップ等を

活用してよいものにしていけるよう、我々も頑張ってまいりたいと思いま

す。 

 

 

３ その他意見・要望など 

  なし 


