
議会報告会結果報告書    （１班） 

開催日時 平成２８年４月２６日（火）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 ひがし公民館 

出席議員 

代表者 

工藤 吉雄 

報告者 

國井 輝明 

記録者 

阿部 清 

内藤 明 遠藤 智与子 佐藤 耕治 

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、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２８年度各会計の予算について ②第６次寒河江市

振興計画について ③平成２８年度の主な事業等について報告しました。 

 

２ 主な質疑 

参加者：寒河江市のまちづくりの３つの目標について伺いたい。 

①観光への対応について 

②県外からの就農者支援について 

③お土産について 

議 員：①観光については、チェリンやメディアを使いながら、寒河江のさく

らんぼや国史跡慈恩寺等を全国にＰＲし、交流人口の拡大に努めてい

ます。 

    ②県外からの就農者に対する支援につきましては、就農者支援事業や

５年間の家賃補助等を行っています。 

    ③お土産については、「チェリーパイ」のレシピやアイデアを募集した

り、地元の特産、観光名所をイメージしたお土産、地元料理など３

種類が商品化されています。 

参加者：西村山地区１市４町の人口が減少している。天童市や東根市などに行

かないで寒河江市に転入してもらえるような対策をお願いしたい。 

議 員：寒河江中央工業団地の拡大や企業誘致を進めている所であり、若者が

寒河江市で働くための拠点づくりをし、人口減少を食い止めることが

出来るように取り組んでいるところです。 

参加者：結婚相談所があると聞くが、宣伝はしないのか。 

議 員：宣伝につきましては、市報などに掲載しております。現在、婚活コー



ディネーターは２６名で活動しており、昨年７組の方が結婚していま

す。他には商工会青年部等も取り組んでおり、１人でも多く結婚でき

るよう取り組んでいるところです。 

参加者：西村山広域のごみ処理はどうなっているのか。 

議 員：河北町は広域消防にのみ参加しており、ごみ処理は１市３町で行って

おります。 

参加者：寒河江市立病院の医師が足りないといわれるがどうなのか。 

議 員：市立病院の外来患者を診察する医師は現在１０名体制で、不足してい

る状況にあります。病院は、市民ニーズに応えられるようにしなけれ

ばなりません。そのためにも、公営企業法の全部適用を取り入れ、管

理者を置いて運営し、医師の確保や健全経営につながるよう努力して

いる所です。 

参加者：高屋の高速道路下にある道路の十字路が直角になっており脱輪しやす

い。余裕を持った隅切りをして曲がりやすく出来ないか。 

議 員：通常車両は通行可能な幅員をもって設計されており、隅切りも道路の

幅員に合わせた設計となっております。 

参加者：高速道路下の道路脇にごみが多く捨てられているがなんとかならない

か。 

議 員：個人のモラルが問題ですが、看板等による啓発は出来るものと思いま

す。 

 

 

３ その他意見・要望など 

なし 

  



議会報告会結果報告書    （２班） 

開催日時 平成２８年４月２６日（火）午後７時００分～８時３５分 

開催場所 曙町公民館 

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 １２名 

 

１ 議会からの報告事項 

  報告者から、３月定例会とあわせて、第１回及び第２回臨時会において審

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２８年度予

算及び主な事業 ②平成２７年度補正予算 ③条例改正・制定、第６次寒河

江市振興計画等について報告しました。 

 

２ 主な質疑 

参加者：議案の発議は、議会と市当局とどちらが多いのか。 

議 員：市当局発議が多くなっています。請願や議会関係条例等は、議会発議

となります。 

参加者：給与改正等の議案が多いようだが。 

議 員：今回は、市立病院の公営企業法全部適用に伴う条例改正が多くありま

した。 

参加者：市立病院は、別会計になるのか。 

議 員：市立病院事業会計となります。 

参加者：救急車の出動において、西村山郡には河北病院や市立病院があるのだ

から、あまり山形に回さないでほしいとの話もあるようだが。 

議 員：県立中央病院や済生館にも１５分から２０分で行けるということもあ

るようです。今年度から市立病院に事業管理者を置くようになったこ

とから、事業管理者の指導により改善されるものと期待しています。 

参加者：市内循環バスについて、もう少しコースを細分化してはどうか。 

議 員：１１月まで実証運行中ですので、その間できるだけ多くの方に利用し

ていただき、ご意見をいただきたいと思います。 

 

 



３ その他意見・要望など 

参加者：自主防災組織の備品（ジャッキ等）が足りない。 

参加者：雪フェスティバルについて、交通渋滞などの課題を整理し、今後の対

応を検討してほしい。 

参加者：議会だよりについて、議員としてどう考えるかを掲載すべきと提案し

たことがあるが、その方向になって良くなってきている。 

参加者：請願について、ＴＰＰや安保関連法案等は大変重要なものであり否決

したのは疑問である。継続審議とすべきだと思う。 

参加者：現在医療バランスが崩れており、西村山郡に小児科を整備するのは今

がチャンスと頑張ってほしい。 

  



議会報告会結果報告書    （３班） 

開催日時 平成２８年 ４月２６日（日）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 寿町公民館 

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  ８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２８年度各会計の予算について ②第６次寒河江市

振興計画の概略について ③平成２８年度の主な事業について報告しました。 

 

２ 主な質疑 

参加者：０才児の入所先が少ないと思うが、寒河江市ではどういう取り組みを

行っているのか伺いたい。 

議 員：０歳児受け入れのため、認可保育所を拡充しました。また、一般質問

でも取り上げ、今年度、西根保育所に３歳児から５歳児用の保育室を

増設することになりました。 

参加者：最上川ふるさと総合公園にドッグランもできて大変結構なことではあ

りますが、大きい犬が強くて、小さい犬は思うように遊べません。寒

河江市にあっても市民はなかなか使えないようであるが、どのように

思うか。 

議 員：最上川ふるさと総合公園は、山形県の持ち物なので寒河江市ではなか

なか思うようにやれないのが現状ですが、より良く使用できるよう要

望していきたい。 

参加者：南部地区の環状道路は、どうなったのか。 

議 員：道路の青写真は前からできていますが、地域の現状を見ていると、な

かなか実現するのは難しい状況と感じております。 

参加者：通称鯉屋道路の利便性がよいので道路を拡幅してほしい。 

議 員：鯉屋道路の脇の水路については、農業用水路となっており、管理上の

問題から全部にふたをできない状況もあり、拡幅できないでおります。

土地改良区とも関係してくると思われますので、市当局に伝えておき



ます。 

参加者：産業道路に山交バスが通るため、市内循環バスは寿町には止まらない。

高屋の方には循環バスも通るので、せめて１回でもいいから、寿町に

も循環バスを通してほしい。 

議 員：現在は試行期間なので、再検討する余地はあります。どんどん要望し

てほしいと思います。 

 

３ その他意見・要望など 

参加者：企業にも声がけして保育所を設置していただいたらいいのでは。細や

かな調査をして補助金を出すのも一つの策ではないか。高齢者もどん

どん増え、施設をつくるのも大変だと思うので、老人と幼児を一緒の

施設で見るとか、いろいろ考えた方がよいのではないか。 

  



議会報告会結果報告書    （１班） 

開催日時 平成２８年４月２７日（水）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 皿沼公民館 

 

出席議員 

代表者 

工藤 吉雄 

報告者 

國井 輝明 

記録者 

阿部 清 

内藤 明 遠藤 智与子 佐藤 耕治 

欠席議員 なし 

参加者数 ６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２８年度各会計の予算について ②第６次寒河江市

振興計画について ③平成２８年度の主な事業等について報告しました。 

 

２ 主な質疑 

参加者：１０年後、財政が減少していく中で市民サービスの低下になると思う

が、未来像をどう考えるか。 

議 員：第６次振興計画を確実に実行するとともに、議員も先進事例を参考に

しながら積極的に提言し、将来的にも市民が安心安全に暮らせるまち

づくりをしていくことが重要だと思います。 

参加者：家の前の側溝に水が流れていないが、水利権などによるものなのか。 

議 員：田畑を耕作するための水であり、生活雑排水を流すための水は目的外

であるため、流せないようであります。 

参加者：落衣島線は高速道路の下まで道路拡幅がされています。高屋まで拡幅

をお願いしたい。 

議 員：本市の道路網構想図では、内回り環状道路で計画に入っている路線で

す。議会でも話題として出ている場所でもあります。 

参加者：島踏切整備は前からの案件ですが、交通量も多く子どもたちが危険に

さらされているため、早めの整備をお願いしたい。 

議 員：ＪＲと協議を行っており、踏切工事を行うのにどれくらいの金額が必

要か調査委託をお願いしているところです。 

参加者：市民浴場のところに坂道とカーブがあるが、事故が多発している。拡

幅して安全な道路の整備をお願いしたい。 

議 員：過去に通学時の事故もあった事から、ご指摘の箇所については、２８



年度中に歩道整備の計画をしております。 

参加者：市民浴場近くにあるカーブのところに街灯がないので、取り付けてい

ただきたい。 

議 員：電柱があれば取り付け可能ですので、町会から要望書の提出をお願い

致します。 

参加者：人口が減少していくと、生活も苦しくなっていくと思っている人が多

い。社会保障や行政サービスを頑張ってほしい。 

議 員：行政サービスの向上の必要性と、地域コミュニティ活動を積極的に取

り入れながら、地域に根差した取り組みとなるよう議会でも支援して

まいります。 

 

３ その他意見・要望など 

参加者：まちづくりは人づくりから始まると思いますので、若者を活用したま

ちづくりをお願いしたい。 

 

  



議会報告会結果報告書    （２班） 

開催日時 平成２８年４月２７日（水）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 平塩公民館 

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  ５名 

 

１ 議会からの報告事項 

  報告者から、３月定例会とあわせて、第１回及び第２回臨時会において審

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２８年度予

算及び主な事業 ②平成２７年度補正予算 ③条例改正・制定、第６次寒河

江市振興計画等について報告しました。 

 

２ 主な質疑 

参加者：薬用植物の栽培について、製薬会社との話はついているのか。 

議 員：今後、製薬会社とタイアップしていけるようにしていきたいと考えて

いるようです。 

参加者：葉山村塾とはどういったものか。 

議 員：田代地区にあり、早稲田大学との交流で１７年前から実施しているも

のです。毎年男女各１０名程度が参加しています。 

参加者：一般質問は、議員同士共通認識、課題共有はしているのか。 

議 員：一般質問の責任は議員個人にあるので、会派での調整はしますが、会

派をまたいでの調整はできにくいのが実態です。 

参加者：除雪費の余った分はどうするのか。 

議 員：除雪費は、当初から３億も４億も計上はしておらず、平成２８年度予

算でも１億２千５百万円です。不足分は、補正予算で対応します。 

参加者：環境整備等各地区からの要望事項に対する優先順位の決め方は、どう

なっているのか。 

議 員：公共事業等整備優先基準に基づき、審議会で決めます。道路関係だけ

で３６０件程あります。要望があれば、ぜひ声を上げていただきたい。 

参加者：街路樹について、以前、地区内のイチョウの木が大きくなり交通安全

上危険だということで市に相談し、剪定してもらった。秋には大量の



落葉で滑って危ないし、落ち葉の処理が大変。街路樹の本数や樹種の

選定などの点から考える必要もあるのではないか。 

議 員：街路樹の管理をもっと徹底してほしいという要望は、他にもいただい

ています。整備面も含め、市当局に要望を伝えます。 

 

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 ４月２７日（水）午後７時００分～８時００分 

開催場所 箕輪公民館 

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  １７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２８年度各会計の予算について ②第６次寒河江市

振興計画の概略について ③平成２８年度の主な事業について報告しました。 

 

２ 主な質疑 

参加者：初めて参加させていただいたが、３班に分けるのはどういう意味か。

また地元議員が入っていないのはなぜか。 

議 員：各常任委員会を基に分けております。また地元議員が来ないようにと

か、来るようにとかの配慮は一切しておりません。地元での個人的な

演説会、報告会をしている人もおりますので、ご理解いただきたいと

思います。 

参加者：市庁舎の免震工事を実施したが、当分建て替えはないか。 

議 員：寒河江市役所は免震工事をやり終えたばかりで、すぐ建て替えをやる

かといえば、なかなか難しいのではないでしょうか。 

参加者：近年感じている事ですが、寒河江市は文化的な香りがしなくなった。   

文化センター、地区公民館、分館等を通じて文化的な行事がたくさん

あった。地域活性化のためにそれぞれ公民館事業として充実していた。

もう少し地域活性化のために文化的行事を増やしていただけないか。 

議 員：今までのやり方とは少し変えて、さくらんぼ大学などを通して、文化

的なものや体育的なものを生涯学習でやってきております。 

 

３ その他意見・要望など 

参加者：熊本県宇土市で、市役所がつぶれて機能しないような状態であったが、

庁舎は市内中心部より離したほうがよいのではないか。 



議会報告会報告書     （１班） 

開催日時 平成２８年４月２８日（木）午後７時００分～８時４０分 

開催場所 楯公民館 

出席議員 

代表者 

工藤 吉雄 

報告者 

國井 輝明 

記録者 

阿部 清 

内藤 明 遠藤 智与子 佐藤 耕治 

欠席議員 なし 

参加者数 ２１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２８年度各会計の予算について ②第６次寒河江

市振興計画について ③平成２８年度の主な事業等について報告しました。 

 

２ 主な質疑 

参加者：病院改革の話は、だいぶ前からあった。一般会計から４～５億円位病

院経営に出していると思うが、１０年で５０億円になる。議会として

の考え方はないか。 

議 員：一般質問や審議の中で取り上げており、今年度から公営企業法を全部

適用し、病院事業管理者を置いて、経営改善に努めております。 

参加者：療養病床と一般病床は、どういう状況なのか。 

議 員：療養病床は３１床あり、利用率は８０パーセントくらいです。一般病

床は９４床あり、６０パーセントくらいの入院率になります。 

参加者：市立病院に行くと患者数は多くいるように見えるが、それでも赤字か

と不思議に思う。 

議 員：病院に行くときは市立病院にお願いしたい。入院患者が少なく、医業

収益につながらないことも要因の一つになっています。 

参加者：開業医の場合は、午後からも診察をしてくれるが、病院は午前中で診

察が終わる。午後からも診れば収益は上がると思うがどうか。 

議 員：市立病院の外来患者を診察する医師は現在１０名体制で、午前中は外

来の診察をし、午後からは入院患者の診察と手術対応になります。 

参加者：ふるさと納税の県内外の割合を教えてほしい。 

議 員：関東在住が５割を占めており、県内は１割に満たない状況です。 

参加者：終末処理場に太陽光発電が設置になった。山間農地などの土地有効利



用のために市民が出資して市民参加型の再生可能なエネルギー事業は

出来ないか。 

議 員：制度的には可能ですが、実際には、事業主体企業を見つけることが大

きな課題だと思います。 

参加者：楯公民館でも今後水洗便所にしたいと思うが、助成はあるのか。 

議 員：申請すれば公民館に対しての補助制度があります。 

参加者：排水路、排水管が無いために合併浄化槽を作ることが出来ない。それ

に対応できるように市の方で環境を整えてほしい。 

議 員：排水管がない地域でも、浄化槽設置の申請をしたことにより市で排水

管を埋設して、合併浄化槽を設置した地域がありますので、申請をお

願いします。 

参加者：種まき桜の先のところ、３年前大雨の時にがけ崩れにあいブルーシー

トがかぶせられている。いつごろ直してもらえるのか。 

議 員：担当部署に確認し、町会長に報告させていただきます。 

特記事項：土砂崩れ対策工事進行中です。 

 

３ その他意見・要望など 

参加者：市民が議会を知るには議会だよりしかない。短い文章の中で受け答え

するのは難しいと思うが、要点を捉えていない所が見られるので、読

者目線での紙面づくりをしてほしい。 

 

  



議会報告会結果報告書    （２班） 

開催日時 平成２８年４月２８日（木）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 工業団地会館（緑町） 

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 １６名 

 

１ 議会からの報告事項 

 報告者から、３月定例会とあわせて、第１回及び第２回臨時会において審議

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２８年度予算及

び主な事業 ②平成２７年度補正予算 ③条例改正・制定、第６次寒河江市振

興計画等について報告しました。 

 

２ 主な質疑 

参加者：公民館がないので要望してはどうかとの話もある。 

議 員：市からの助成は上限６００万円、宝くじの助成は上限１,５００万円で

す。公民館のない地域が最優先と聞いております。地域の方で検討し

て早めに動いたほうがいいと思います。 

参加者：公園の木が大きくなり、スズメバチも巣を作ったりしている。ベニカ

ナメも一部ある。見通しも悪くなった。ゆりかご保育所もあり危険で

ある。 

議 員：建設管理課と話をして対応するよう要望します。 

参加者：緑町せせらぎ団地の交差点部分がブロックであるが、２０年も経過す

るとデコボコになる。２カ所アスファルトにしてもらって感謝してい

るが、ブロックが家に飛んできたとの話もあり危険である。 

議 員：建設管理課から町内会長に確認をするように伝えます。 

参加者：緑町せせらぎ団地と工業高校との間の小川にかかっていた木の橋が壊

れている。今年処置するとのことであるがどうなのか。 

議 員：建設管理課から町内会長に説明をするように伝えます。 

 

３ その他意見・要望など 

参加者：町会の公園の両脇に建物があるため、子供が遊べない。以前ネットが



破れているため、ボール遊びをしていたボールが飛んでいってガラス

が割れたことがあった。ネットの設置は市が実施するが、以後のメン

テナンスは町会でと言われた。しかし、２０万円かかるため金額的に

町会費では賄えない。 

参加者：子供の病気は平日とは限らず、また休日でも小児医が当番医とは限ら

ない。できれば夜間の対応についても考えてほしい。 

参加者：団地会館横の公園整備をしてほしい。 

  



議会報告会結果報告書    （３班） 

開催日時 平成２８年 ４月２８日（木）午後７時００分～８時１０分 

開催場所 高田コミュニティーセンター 

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  ８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２８年度各会計の予算について ②第６次寒河江市

振興計画の概略について ③平成２８年度の主な事業について報告しました。 

 

２ 主な質疑 

参加者：自主防災組織を作らなくともよいのではと思うことがありましたが、

そのあたりをお聞きしたい。 

議 員：不測の事態に備えて何かしら訓練したり、防災備品を備えるなど、い

ざという時に組織が機能するようにとの意味で組織化をお願いしてお

りますので、ご理解頂きたいと思います。 

参加者：自主防災組織を昨年立ち上げたが、いざ災害が起きた時の本部との連

携や指定避難場所への避難訓練など、具体的な訓練が必要ではないか。

また、防災無線を使った訓練もやってほしい。 

議 員：地域単位のことは進んでいますが、全体のことはどうなのかという面

があります。先頃、蔵王が噴火したことを想定して携帯に流していま

したが、この地域でも実際にそういう形で訓練をしていかないといけ

ないのではないかと感じています。 

参加者：市内循環バスを利用してみたが、もう少しコースを細分化してバスを

回してはいかがでしょうか。 

議 員：市内循環バスには、いろんな意見が出ております。実証運行期間中な

のでいろいろ要望や意見をいただいて、より良い運行となるよう考え

てまいります。 

参加者：長岡山のさくらの丘の駐車場は狭いし、ごみが散らばっていて汚いの

で、もう少しきちんと整備してほしい。 



議 員：長岡山は今年度中のアクセス道路の整備をはじめ、駐車場や景観など

の複合的な整備が段階的に進められます。今後、さくらの丘周辺も整

備されていく予定です。 

 

３ その他意見・要望など 

参加者：福祉バスに乗れる基準をもう少し下げてほしい。 


