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議会報告会結果報告書（１班） 

開催日時 平成２９年１１月６日（月）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 高松公民館 

出席議員 

代表者 

 石山 忠 

報告者 

伊藤 正彦 

記録者 

 太田 芳彦 

内藤 明 杉沼 孝司  

欠席議員 なし 

参加者数 ７名 

 

１ 議会からの報告事項 

   報告者が、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２８年度各会計の決算について、②他に取り上げられた全市

的な課題についてを報告しました。 

 

２ 主な質疑 

【市立病院関係について】 

参加者：市立病院は赤字と聞いている。そんな中、医師を増やすような話を聞くが、

赤字が増えるのではと思うがいかがか。 

議 員：赤字を少なくするためには、山大附属病院から良い医師を派遣していた

だき、赤字を減らしたいとの考えですので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

 

参加者：市立病院へ救急で搬送されても他の病院へ回されることが多いと聞くが、

どういうことかお尋ねしたい。 

議 員：市立病院は、宿直医師１名で対応しています。そのため担当医がいない

場合は、やむなく他の病院に搬送せざるを得ないことになるからです。 

 

参加者：市内に開業医が幾つあるのか分からないが、市立病院との意思疎通みたいな

ものはあるのかお聞きしたい。 

議 員：市立病院の医師も全員医師会に入っておりますので、その会議の中で

開業医の医師とも意見交換されています。 

 

 

 



 

 

－2－ 

【本市への移住優遇措置について】 

参加者：人口減少が続いているが、他の市町村では移住することによる優遇措置を

受けられるようだ。市では、どうなっているのかお聞きしたい。 

議 員：例えば子育て支援の事業では、県外市外からの転入者、市内居住者に

分かれますが、５０万円から２００万円の補助金を支給しており、他市

町村に負けない事業を展開しています。また、行政としても高松地区の

南側に住宅を建築する都市計画マスタープランも構築されましたので、

今後に期待しているところです。 

 

３ 意見・要望 

なし 
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議会報告会結果報告書（１班） 

開催日時 平成２９年１１月９日（木）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 中町公民館（白岩） 

出席議員 

代表者 

 石山 忠 

報告者 

伊藤 正彦 

記録者 

 太田 芳彦 

内藤 明 杉沼 孝司  

欠席議員 なし 

参加者数 ９名 

  

１ 議会からの報告事項 

   報告者が、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２８年度各会計の決算について、②他に取り上げられた全市

的な課題についてを報告しました。 

 

２ 主な質疑 

【田代地区多目的交流館への視察状況について】 

参加者：田代地区多目的交流館にいろんな所から見学に来ているとの話があるが、

どんな状況かお聞きしたい。 

議 員：県外の自治体から、２件の行政視察が来ています。 

 

【陵西中学校関係について】 

参加者：陵西中学校のトイレが洋式になると聞いているが、完成はいつになるのか

お聞きしたい。 

議 員：平成２８年～平成３１年までの事業計画で進んでいます。 

 

参加者：市内には３つの中学校があるが、陵東中学校、陵南中学校からみると陵西

中学校は人数が少ない。教育環境の点で取り残されているような気が

するが、いかがかお聞きしたい。 

議 員：高松地区に都市計画マスタープランに基づいて、住宅を建てようとの

計画があります。また、一般質問でも西部地区の人口減少についていろ

んな提案も出されておりますので、今後に期待していただきたいと思い

ます。 
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【陣ケ峯での工事状況について】 

参加者：陣ケ峯に上る坂（土砂崩れがあった所）の工事は、いつ完成の予定か

お聞きしたい。 

議 員：今年の春に完成しています。 

 

【市議会議員数減による影響について】 

参加者：議員の数が１８名から１６名に減って、議会はどう変わったのかお聞き

したい。 

議 員：以前から見ますと、議員数が減ったことにより常任委員会の数が３つから

２つになったこともあり、１議員あたり審議する項目は増えています。 

 

【老人福祉センターのレジオネラ菌問題について】 

参加者：老人福祉センターのレジオネラ菌問題について、議会はどう考えているか

お聞きしたい。 

議 員：問題が発覚してからの報告が遅いと指摘はしました。指定管理者制に

なってサービスが低下したのでは本末転倒でありますので、サービスが

向上するよう議会としてもチェックしていきたいと思います。 

 

【西川町営バスの運行について】 

参加者：西川町営バスが運行になり、有料だった小学生が無料になり喜んでいる。

これを議会では、どう捉えているのかお聞きしたい。 

議 員：市でも運行経費を負担して運行しています。どんどん利用していただき

たいと思います。 

 

３ 意見・要望 

なし 
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議会報告会結果報告書（１班） 

開催日時 平成２９年１１月１０日（金）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 

 石山 忠 

報告者 

伊藤 正彦 

記録者 

 太田 芳彦 

内藤 明 杉沼 孝司  

欠席議員 なし 

参加者数 ３名 

 

１ 議会からの報告事項 

   報告者が、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２８年度各会計の決算について、②他に取り上げられた全市

的な課題についてを報告しました。 

 

２ 主な質疑 

【長岡山の開発状況について】 

参加者：長岡山の開発は、どうなっているのかお聞きしたい。 

議 員：県道２６号線からつつじ公園までのアクセス道が、まもなく完成予定です。

また、さくらの丘公園の整備を地区の公民館が主体となり、実施して

いただいたところです。 

 

【道路の整備状況について】 

参加者：ヤマザワ寒河江プラザ店前の通りで、五一ラーメンから南に入る通称

鯉屋道路の拡張整備はどうなっているのかお聞きしたい。 

議 員：都市計画の中での動きはありますので、進行中であります。 

 

参加者：ほなみ団地の道路、落衣島線が北に真っすぐ整備されると聞いたが、

事実かお聞きしたい。 

議 員：真っすぐにはならないようですが、西根小学校前の道路を陵東中学校前の

道路に繋がるような整備計画となっています。 

 

【やまがた雪フェスティバルの交通渋滞について】 

参加者：やまがた雪フェスティバルを来年も開催するが、車の渋滞を何とかでき

ないのかお聞きしたい。 

議 員：実行委員会で審議しているところです。 
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【子どもの減少問題について】 

参加者：子どもが減って大きな問題となっているが、この状況をどう感じている

のかお聞きしたい。 

議 員：本市だけでなく、どの市町村も抱えている問題です。西部地区の醍醐

小学校は各学級が１クラスという状況ですが、先ほど報告があったように、

特認校に指定したこともあり、増加傾向に向かってほしいとの思いです。 

 

３ 意見・要望 

【パークゴルフ場近くのトイレ使用期間について】 

参加者：最上川ふるさと総合公園のパークゴルフ場があるところのトイレは冬季

閉鎖されるが、利用面で不便だ。冬季閉鎖となるまでの期間を延長でき

ないか要望したい。 

議 員：管轄が県ですので、調査して報告します。 

⇒トイレの冬季閉鎖は１１月２４日～３月中旬までとのことです。使用

期間の延長の要望ですが、最上川ふるさと総合公園を管理するセンター

ハウスに問い合わせたところ、「センターハウスのトイレは休日以外

解放しているので、こちらをご利用ください」との回答でありました。 
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議会報告会結果報告書（２班） 

開催日時 平成２９年１１月６日（月）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 八鍬公民館 

出席議員 

代表者 

 柏倉 信一 

報告者 

辻󠄀 登代子 

記録者 

 渡邉 賢一 

工藤 吉雄 遠藤 智与子 古沢 清志 

欠席議員 なし 

参加者数 ９名 

 

１ 議会からの報告事項 

報告者が、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２８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を報告しました。 

 

２ 主な質疑 

【土木事業要望箇所に対する市の回答について】 

参加者：要望箇所に対する市からの回答がない。市民から見ると一方通行のようで、

よく分からない。市民にフィードバックされる仕組みを教えてほしい。 

議 員：建設管理課で担当しておりますが、災害等の緊急性の高いものを除いて

優先順位があります。町会長さんからの要望が出されたものは、継続分も

含め１０月に優先順位の審議が行われています。フィードバックされる

仕組み作りについては、建設管理課に伝え検討いただくよう要請します。 

 

【空き家問題対策について】 

参加者：人口減少が進み、空き家が増えている。市内には、どれぐらい空き家が

あるのか。また、地域の若者が親と同居せず別の場所に家を建てるケースが

増えているが、定住対策は進んでいるのか。 

議 員：市内には、空き家が約２２０軒あります。一方で、住宅団地が造成されて

いますが、残念ながら核家族化により人口が移動しているだけで、人口

増にはつながっていないのが現状です。 
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３ 意見・要望 

【土木事業要望箇所に対する市の優先順位ついて】 

参加者：平成２１年度以降の要望箇所が多々あり、平成２３年度に全体を整理して

きた経過がある。残念ながら毎年「再検討」との回答となっており、

不信感がある。「再検討」の中でも、優先順位が付けられないのか。町会

役員や市の担当者も交代し、先送りされているような心配がある。 

議 員：市民の皆さんに分かり易い説明が必要ですが、市の単独事業予算にも

限度があり、また、国からの地方交付税などの予算が伴うものもあり、

ご理解願いたいと思います。例えば、八鍬区の中で優先順位を付けて要望

するなど、スピーディーに進めていくことも必要ではないでしょうか。

要望につきましては、建設管理課にお伝えいたします。 

 

【指定避難所での伝染病対策について】 

参加者：学校や公民館など指定避難所の運営マニュアルを、いざという時に活用

できるかが問題である。伝染病も災害のひとつなので、その対策も必要

なのではないか。 

議 員：担当の危機管理室にお伝えいたします。 

 

【３世代同居、若者のふるさと回帰対策について】 

参加者：３世代同居のメリットをもっと取り上げ、また、若者のふるさと回帰の

教育も重要だ。例えば、モデル世帯として表彰してはどうか。市役所内で

独身職員の提言やプロジェクトを立ち上げて、雇用問題、結婚、出産、

子育て支援について、もっと検討すべきでないか。 

議 員：各担当課にお伝えいたします。 
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議会報告会結果報告書（２班） 

開催日時 平成２９年１１月７日（火）午後７時００分～８時４０分 

開催場所 宝集落センター 

出席議員 

代表者 

 柏倉 信一 

報告者 

辻󠄀 登代子 

記録者 

 渡邉 賢一 

工藤 吉雄 遠藤 智与子 古沢 清志 

欠席議員 なし 

参加者数 ６名 

 

１ 議会からの報告事項 

報告者が、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２８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を報告しました。 

 

２ 主な質疑 

【土木事業要望箇所の工事実施について】 

参加者：町会として７年前に出した要望箇所に対し、市から予算がないからという

理由で実現されていない。市民から見ると不透明でよく分からないし、

理解できないがどうか。 

議 員：建設管理課が担当で、道路維持や側溝整備には交付金事業と単独事業が

あり、それぞれ予算の枠があります。これらは優先順位を決めて、順に

整備が行われています。町会から要望が出されたものは、継続分も含め

１０月に優先順位の審議が行われていますが、もっと市民に分かり易い

説明がなされるよう建設管理課に要請いたします。 

 

参加者：町会役員は２年ぐらいで交代するが、市の担当者も交代し、要望事項が

先送りされているような心配がある。新規の要望は現地に来ていただいたり

するが、継続分のいわゆる「塩漬け」の要望の順位がどうなっているのか

よく分からない。毎年要望しなければならないのか。 

議 員：市民の皆さんに分かり易い説明が必要であり、その点については建設

管理課に要請してまいりますが、市の単独事業予算にも限度があり、

また国からの地方交付税などの予算が伴うものもあり、ご理解願いたいと

思います。例えば、宝地区の中で優先順位を付けて要望するなど、スピー

ディーに進めていくことも必要ではないでしょうか。 
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【道路側溝の維持管理等について】 

参加者：農業用水路として利用されていたものが、道路側溝になったことによる

維持管理はどうしていくべきか。また、清掃するにも深さがあり、スコ

ップが届かない所がある。 

議 員：道路側溝であれば農林課ではなく、市道管理者の建設管理課にご相談

ください。 

 

３ 意見・要望 

【土木事業要望箇所の優先順位について】 

参加者：冬季間、児童の通学路になっている要望箇所については、優先順位を

上げてもらいたい。先日、市長の市政懇談会があったが、市長は、市長

自身の予算枠がないと話され残念に思う。 

議 員：先日行われた議会報告会でも、同様に出された意見です。担当の建設

管理課にお伝えいたします。 

 

【桜の街路樹について】 

参加者：市道街路樹の枝切りや消毒、草取りを地元で行っているが、木が枯れて

いるところもあり伐採できないのか。 

議 員：市道管理者の建設管理課にご相談ください。 

 

【議会報告会の参加者増について】 

参加者：町会役員だけでなく一般の参加者を増やすために、もっと魅力あるものに

していくべきでないか。 

議 員：同様に議会改革・活性化検討委員会でも検討させていただきます。 
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議会報告会結果報告書（２班） 

開催日時 平成２９年１１月９日（木）午後７時００分～８時４０分 

開催場所 道生集落センター 

出席議員 

代表者 

 柏倉 信一 

報告者 

辻󠄀 登代子 

記録者 

 渡邉 賢一 

工藤 吉雄 遠藤 智与子 古沢 清志 

欠席議員 なし 

参加者数 １３名 

 

１ 議会からの報告事項 

報告者が、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２８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を報告しました。 

 

２ 主な質疑 

【特認校制度について】 

参加者：特認校制度について、これまでの幸生小学校に加え新たに醍醐小学校も

指定されることになる。三泉小学校も同規模のため、その内容について

詳しく教えてほしい。 

議 員：平成３０年４月から現在の通学区域の規定を残したまま特定の学校に

ついて、通学区域に関係なく、就学を認める制度です。対象児童は、

来年度入学予定者および現在就学している５年生以下の児童です。就学

期間は、基本的に入学（転入学）から卒業までです。通学方法は保護者の

送迎が原則ですが、ＪＲ羽前高松駅から対象校までの区間について、

市が配車するタクシー等の利用が可能です。なお、平成１５年から幸生

小学校と田代小学校で始まった制度で、これまで３人が田代小学校で

学んだ実績があります。 

 

 

 

 

 



 

 

－12－ 

【待機児童について】 

参加者：市内の待機児童は、解消されているのか。 

議 員：待機児童は、解消されています。地域の保育ニーズに対応するため、

にしね保育所の定員を平成２９年度から３０名増としました。さらに、

年々増加する低年齢児の入所希望に応えるため、民間立の認可保育所の

施設整備が行われています。保育所への入所は第一希望に入所できる

よう整備しているところですが、まだ第２希望に入所せざるを得ない

児童もいます。しかし、その数は、かなり少なくなったと聞いています。 

 

【人工透析について】 

参加者：災害時などの状況で、人工透析患者が人工透析できるのか大変心配される

が、市立病院で人工透析は受けられるのか。 

議 員：市立病院に人工透析の外来部門はありません。西村山管内で人工透析を

受けられる医療機関は、県立河北病院と市内の民間クリニックの２つが

あると聞いています。特に災害時の人工透析は、非常に困難になることが

想定されますので、対応できる医療機関の整備が必要と考えています。 

 

【病児保育について】 

参加者：なか保育所と同時に整備する小児科医院について、詳しく教えてほしい。 

議 員：旧寒河江服装専門学校跡地に平成３１年４月の開所を目指して移転新築

するなか保育所の整備と連動し、敷地内に小児科クリニックを誘致する

ものです。建物を市が建設し、テナントとしてクリニックが入り一般

診療のほか、市内初の病児保育も行います。小児科医として寒河江市

出身の医師を招く予定で、小児医療と幼児保育の両面から子育て支援を

充実させます。 

 

【市議会議員がいない地区の市民の声の反映について】 

参加者：以前、三泉出身の市議会議員がいたが現在はいない。このため地域の

課題は、反映されにくい状態となっているのではないか。 

議 員：市議会議員は市民全体の代表で、出身地域の代表ではありません。議会の

中では、市民生活全体に関わる政策課題について議論しています。地域の

課題については、議員自ら拝聴することができるように今回のような

議会報告会を開催しています。今後とも、地域の皆様と我々議員は、情報

交換を密にしてまいります。 
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【都市計画道路柴橋日田線の元町陸橋との交差点の移転対象家屋について】 

参加者：道路整備が行われたものの１軒の建物が移転拒否しているようだが、どの

ような状況か。隣接するなか保育所の移転や小児科クリニックの開設に

よって、さらに交通渋滞が発生しては困るがいかがか。 

議 員：県と市の担当課で、建物の移転と用地買収のため努力している状況ですが、

進んでいないのが現状です。ご指摘の交通渋滞も予想されることから、

十分な対応が必要と考えています。 

 

【議員のなり手について】 

参加者：無投票で再選されるのはもってのほかで、有権者にとって市政が身近に

なるよう議員の資質向上が必要だ。議員のなり手がいないことは困った

問題だが、この状況をどのように考えているのか。 

議 員：各議員は、日々努力しています。これらの問題については、議会改革・

活性化検討委員会でも議論させていただいております。 

 

【タブレットの使用状況について】 

参加者：議員のタブレット使用は、どれぐらい進んでいるのか。 

議 員：タブレットなしでは仕事ができなくなるぐらい、駆使して活動している

のが現状です。予算書・決算書などの資料を除いて、大部分において

ペーパーレス化が図られています。これまで行っていたＦＡＸ送信がなく

なり、電子メールによって情報の送受信を行っており、飛躍的に効率化が

図られています。 

 

【議会活動の政務活動費について】 

参加者：政務活動費はいくらか。 

議 員：議員１人当たり月額１２，５００円が支給されています。なお、今年４月

から、前年度の政務活動費の決算書・領収書等が市議会ホームページで

全面公開されています。 

 

【市道山西米沢線の道路拡幅工事について】 

参加者：市立病院前の道路拡幅工事完成の見込みはどうか。 

議 員：今年度の完成予定となっていますが、国からの交付金の関係で遅れて

います。これまでも、大規模店舗の用地買収の問題でかなりの遅れが

ありましたが、平成３０年の完成の見込みです。 
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３ 意見・要望 

【寒河江川堤防の桜並木について】 

参加者：植樹してからかなりの期間が経過し、堤防の桜並木の枝が道路に大きく

はみ出し肥大化している。地区で枝払いや年２回の除草、ゴミ拾いなどを、

また、任意団体の「桜を育てる会」が管理しているが、大木の剪定は

困難であるため市役所で高所作業車を導入するなどし管理してほしい。 

議 員：河川堤防の桜堤は建設管理課が担当していますが、維持管理について

市民の皆様にご苦労をおかけしています。しなった枝により道幅が狭く

なり、車がすれ違えなくなっているところもあることから、市に要望して

まいります。 

参加者：桜堤は、さらに上流に延長する計画で、現地で用地測量が行われたようだ。

下流の河北町では町が管理しているが、これからも地元や団体が管理

しなければならないのか。 

議 員：管理を地元任せにしては良くないので建設管理課と連携し、この素晴らしい

桜を育てていくべきです。内容を建設管理課にお伝えしてまいります。 

 

【学童保育施設について】 

参加者：三泉小学校内の学童保育施設は窮屈で狭いため、拡張し改善してほしい。 

議 員：子育て推進課にお伝えします。 

 

【県道寒河江村山線から寒河江学園前までの寒河江川堤防の道路拡幅について】 

参加者：児童生徒の通学路としては冬季間特に狭くなるので、拡幅を要望して

ほしい。 

議 員：建設管理課にお伝えします。 
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議会報告会結果報告書（３班） 

開催日時 平成２９年１１月７日（火）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 舟橋公民館 

出席議員 

代表者 

 阿部 清 

報告者 

國井 輝明 

記録者 

 佐藤 耕治 

沖津 一博 木村 寿太郎  

欠席議員 なし 

参加者数 １７名 

 

１ 議会からの報告事項 

報告者が、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２８年度各会計の決算について、②平成２８年度における主な

事業について、③決算特別委員会の主な質疑について、④予算特別委員会の主な

質疑についてを報告しました。 

 

２ 主な質疑 

【市議会議員数減による影響ついて】 

参加者：議員定数が削減された理由は何か。議員数が減っても、行政のチェック

体制は万全か。 

議 員：全国的に議員定数削減の傾向にあることから、本市議会でも議会改革検討

委員会で議論が行われました。定数削減については、賛否両論があり

ましたが、最終的には削減することになりました。行政のチェック体制に

ついては、各委員会で議論を重ねていることと、また、議員の一般質問も

活発に行われています。 

 

【市立病院周辺の土地利用ついて】 

参加者：市立病院周辺の遊休地はどうするのか。 

議 員：市営住宅地として用途変更いたします。 

 

【市立病院の夜間当番医ついて】 

参加者：市立病院の夜間当番医は、常にいるのか。救急車に乗車してから搬送まで、

３０分も時間を要したことがあったがなぜか。 

議 員：夜間当直医はいます。しかし、診療科目の担当医がいない際は、受け入れ

られない場合があります。 
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３ 意見・要望 

【市道関係ついて】 

参加者：陵南中学校東側の歩道にき裂が入っているので、修繕工事をお願い

したい。 

議 員：要望として建設管理課に伝えます。 

参加者：地区内の市道街路樹の根が上がって歩きにくいため、伐採してほしい。 

議 員：要望として建設管理課に伝えます。 

 

【除雪ついて】 

参加者：陵南中学校前の通学路歩道の除雪を通学前に実施してほしい。 

議 員：要望として建設管理課に伝えます。 

 

【側溝について】 

参加者：通学路でもある船橋公園通りの側溝に蓋をしてほしい。 

議 員：要望として建設管理課に伝えます。 

 

【公民館改修について】 

参加者：公民館の耐震工事と水回り工事は高額になるため、地元負担比率を少なく

できないか。 

議 員：要望として生涯学習課に伝えます。 
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議会報告会結果報告書（３班） 

開催日時 平成２９年１１月８日（水）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 慈恩寺活性化センター 

出席議員 

代表者 

 阿部 清 

報告者 

國井 輝明 

記録者 

 佐藤 耕治 

沖津 一博 木村 寿太郎  

欠席議員 なし 

参加者数 ９名 

 

１ 議会からの報告事項 

報告者が、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２８年度各会計の決算について、②平成２８年度における主な

事業について、③決算特別委員会の主な質疑について、④予算特別委員会の主な

質疑についてを報告しました。 

 

２ 主な質疑 

【婚活支援について】 

参加者：結婚できない若者がいるが、市では支援しているのか。 

議  員：市では現在、婚活コーディネーターを２０名配属し、見合い・出会い等の

お世話をしております。平成２５年からスタートしたこの事業で結婚に

結びついたのは１７件あり、結婚に結びついた場合、婚活コーディネー

ターに謝礼として、１０万円を支給しています。 

 

参加者：市内における結婚適齢期の人数把握と名簿作成が必要ではないか。 

議  員：個人情報保護法により、難しい状況です。 

 

 

【空き家対策について】 

参加者：空き家が増えているが、空き家紹介をやっているのか。 

議  員：市で空き家バンクを運営しており、市のホームページ等で公開しています。

今後も登録の推進を図っていくとのことです。 
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３ 意見・要望 

【交通改善について】 

参加者：慈恩寺地区内を大型バスが通るとすれ違いができない状況となるため、

何とかしてほしい。  

議  員：要望として各担当課にお伝えします。 

 

【側溝について】 

参加者：慈恩寺地区内の道路側溝に蓋をしてほしい。 

議  員：要望として建設管理課にお伝えします。 

 

【慈恩寺について】 

参加者：国史跡慈恩寺の保存・活用・観光に力を入れてほしい。 

議  員：常に議会としても、当局と議論しております。皆様のお気持ちを受け止め、

各担当課へお伝えしていきます。 

 

  



 

 

－19－ 

議会報告会結果報告書（３班） 

開催日時 平成２９年１１月９日（木）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 落衣公民館 

出席議員 

代表者 

 阿部 清 

報告者 

國井 輝明 

記録者 

 佐藤 耕治 

沖津 一博 木村 寿太郎  

欠席議員 なし 

参加者数 ９名 

 

１ 議会からの報告事項 

報告者が、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２８年度各会計の決算について、②平成２８年度における主な

事業について、③決算特別委員会の主な質疑について、④予算特別委員会の主な

質疑についてを報告しました。 

 

２ 主な質疑 

【固定資産税と都市計画税について】 

参加者：固定資産税と都市計画税は、いつまで払えばよいのか。 

議 員：都市計画税は、都市計画区域内であれば払わなくてはなりません。固定

資産税と都市計画税は、不動産を所有していれば納税の義務があると

法律で定められています。 

 

【山形県成人病検査センターについて】 

参加者：山形県成人病検査センターは、いつ完成するのか。 

議 員：来年４月完成予定です。 

 

【山西米沢線について】 

参加者：市立病院前の山西米沢線は、いつ完成するのか。 

議 員：平成３０年に完成予定です。 

 

【農業後継者不足対策について】 

参加者：農業後継者不足と言われているが、何か対策をしているのか。 

議 員：新規就農者支援協議会が中心となって、新農業人フェアに参加し担い手

確保に取り組んでいます。 
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【山形県若者定着奨学金返還支援事業について】 

参加者：山形県若者定着奨学金返還支援事業を詳しく教えてほしい。 

議 員：県内の高校等を卒業し県内外の大学等に在学する方で、日本学生支援

機構の第一種または第二種奨学金の貸与を受けている方が対象です。

さらに大学等を卒業後６カ月以内に寒河江市内に居住かつ山形県内に就業し、

その後３年間継続する見込みの方が対象となります。支援額は、奨学金の

貸与を受けた月数に２万６千円を乗じた額を上限に支援します。募集

人数は５名程度です。 

 

３ 意見・要望 

【議会報告会について】 

参加者：議会報告会は平日でなく、土曜日または日曜日にできないか。 

議 員：検討させていただきます。 

 

【一人暮らし世帯について】 

参加者：一人暮らし世帯に目印などをしたらどうか。 

議 員：一人暮らし世帯と分かってしまうと、その事により心配されるケースも

憂慮されますが、高齢者支援課にお伝えします。 

 

参加者：一人暮らし世帯の見守りを強化してほしい。 

議 員：要望として高齢者支援課にお伝えします。 

 

【耕作放棄地について】 

参加者：耕作放棄地の隣接園からの病害虫飛散が心配されるので、草刈りを実施

してほしい。 

議 員：農業委員会が担当でありますので、お伝えします。 

 

【除雪について】 

参加者：県道の北側は日が差さないため消雪が進まず、除雪車による雪が壁の

ように高くなっているので排雪してほしい。 

議 員：建設管理課に伝え、県に要望します。 

参加者：市道の排雪をしてほしい。 

議 員：町会長を通して、建設管理課へ要望してください。 
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【街路樹について】 

参加者：街路樹が大きくなり電線や根の盛り上がりがあるので、伐採してほしい。 

議 員：建設管理課へお伝えします。 

参加者：果樹園にある爆音機の音に困っているので、何とかしてほしい。 

議 員：各担当課へお伝えします。 

 

【信号機の設置について】 

参加者：陵南中学校交差点の信号機に、右折信号機を設置してほしい。 

議 員：市を通して公安委員会に要望します。 

 

【歩道の整備について】 

参加者：市立病院前の歩道整備をお願いしたい。 

議 員：建設管理課へお伝えします。 

 

【害獣捕獲用オリについて】 

参加者：イノシシ捕獲用オリに、補助金を出してほしい。 

議 員：電気柵の補助金がありますが、要望として農林課にお伝えし 

ます。 


