
議会報告会結果報告書    （１班） 
 

開催日時 平成２９年４月２５日（火）午後７時００分～８時４０分 

開催場所 陵南町公民館 

出席議員 

代表者 

 工藤 吉雄 

報告者 

 佐藤 耕治 

記録者 

 阿部 清 

内藤 明 國井 輝明  遠藤 智与子 

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下記事項の報告を行い

ました。 

①平成２９年度各会計予算について 

②平成２９年度主な事業等について 

また、今回初めて、認知症を正しく理解してもらうためパンフレットを配るとと

もに、報告会が始まるまで認知症はいかい声かけソング「どさいぐなやっす」を会

場に流し皆さんに聞いていただきました。 

 

２ 主な質疑 

  参加者：防犯灯の電気料について、将来的には無料化になるのかお聞きしたい。 

議 員：防犯灯の維持管理は各町会が行ってきた経緯があり、また、市が多くの期

間や費用を費やして LED 化したばかりです。電気料金も約半分になったと

いう現状を鑑みれば、現段階で全て市が負担するということは次期尚早で

あると考えております。ただし、当局には通学路等の共通部分について、

将来的に補助等を検討していくことも必要ではないかと伝えたところです。 

 

参加者：給食補助事業について、現在は半額補助事業だが、今後どのようにしてい

くのか。 

議 員：小学校給食については、平成３１年度の無料化に向けて取り組んでおりま

す。中学校給食については、今後の状況を見ながら取り組む予定のようで

す。 

 

参加者：陵南地区に市営住宅建設予定と聞いているが、今後の取り組みについて聞

きたい。 

議 員：今ある市営住宅をまとめ、市立病院北東に 10戸×3棟を建設する予定です。

平成 29 年度に地質調査・用地購入、平成 31 年度に建設予定となっていま

す。 

 

参加者：結婚しない若者が多いが、現状について伺いたい。 

議 員：結婚の件数について把握しておりませんが、婚活コーディネーターも毎月

情報交換を行い活動しており、年間４組から５組程度成婚に至っているよ



うです。また、今年度消防団が５０名、女性５０名の婚活イベントを行い、

何組かのカップルが出来たと聞いております。 

 

参加者：山西・米沢線の完成時期について伺いたい。 

議 員：平成２９年度に完成を予定しています。 

 

３ その他意見・要望など 

参加者：信号機の設置について、市立病院から陵南中学校まで横断歩道はあるが信
号機が無い。通学時は親と一緒に道路を横断していくが、帰りは一人での
横断になり危険度が増している。市に要望書も提出しているので、議員の
皆様からも協力をお願いしたい。 

⇒ 後日、当局に伝えました。 

 

参加者：ヨークベニマル近くの緑地道路の歩道が樹木に陽がさえぎられ、日中も暗
い通りになっているため管理をして欲しい。 

⇒ 後日、当局に伝えました。 

 

参加者：市立病院前の歩道が広くなったために、歩行者と自転車が通るところの線
引きをして欲しい。 

⇒ 後日、当局に伝えました。 

 

  



議会報告会結果報告書    （１班） 
 

開催日時 平成２９年４月２６日（水）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 上高屋公民館 

出席議員 

代表者 

工藤 吉雄 

報告者 

佐藤 耕治 

記録者 

阿部 清 

内藤 明 國井 輝明 遠藤 智与子 

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下記事項の報告を行い

ました。 

①平成２９年度各会計予算について 

②平成２９年度主な事業等について 

また、今回初めて、認知症を正しく理解してもらうためパンフレットを配るとと

もに、報告会が始まるまで認知症はいかい声かけソング「どさいぐなやっす」を会

場に流し皆さんに聞いていただきました。  

 

２ 主な質疑 

参加者：以前、市内循環バスの停留所を増やせないか要望したがどうなったのか。 

議 員：実証運行時の結果を踏まえ、各町会長さんから要望を伺い本格運行の路線

を決定しましたが、今後も利用状況等を確認し停留所の追加など、利用し

やすく整備されるよう当局に要望しているところです。 

 

参加者：①公民館裏の道路が狭く、除雪するにも大変なので道路整備の要望書を出

しているが進んでいない状況にある。何とかならないのか。 

参加者：②こいや道路について、高速道までは広いが、高屋に入ると車がすれ違え

ないので、長年道路の拡幅をお願いしているが、何とかならないのか。 

議 員：①・②について、道路整備については要望が多く、審査会において優先順

位をつけて整備を行っているとのことです。 

 

参加者：一人親世帯への支援もお願いしたい。 

議 員：一人親家庭への支援として、高校入学準備応援支給事業として、入学時に

要する費用の一部（一人 20,000円）を助成しています。 

  

３  その他意見・要望など 
参加者：市民浴場を移動するのであれば、使い勝手の良い駐車場を作ってほしい。 

⇒ 後日、当局に伝えました。 

 
参加者：今までにない温泉を活用した新たな発想により、市外から人を呼べるよう

な取り組みはできないか。 



⇒ 後日、当局に伝えました。 

 

参加者：市立病院の小児科について、小児科を市立病院に置いてもらいたい。 

⇒ 後日、当局に伝えました。 

  



議会報告会結果報告書    （１班） 
 

開催日時 平成２９年４月２７日（木）午後７時００分～８時２０分 

開催場所 鹿島公民館 

出席議員 

代表者 

 工藤 吉雄 

報告者 

 佐藤 耕治 

記録者 

 阿部 清 

内藤 明 國井 輝明  遠藤 智与子 

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下記事項の報告を行い

ました。 

①平成２９年度各会計予算について 

②平成２９年度主な事業等について 

また、今回初めて、認知症を正しく理解してもらうためパンフレットを配るとと

もに、報告会が始まるまで認知症はいかい声かけソング「どさいぐなやっす」を会

場に流し皆さんに聞いていただきました。  

 

２ 主な質疑 

参加者：「たしろ亭」は、田代地区からの要望があって作ったのか。 

議 員：田代小学校が閉校するときに、小学校跡の利活用について地元の声を聞い
て取り組んだものです。 

 

参加者：支配人は地域おこし協力隊を活用して運営しているが、地域との関わりは
あるのか。 

議 員：地域ＮＰО法人を立ち上げて運営しています。 

 

３ その他意見・要望など 

参加者：八鍬公園の樹木が大きくなり大変な状況になっている。市で管理をしても
らいたい。 

⇒ 後日、当局に伝えました。 

 

参加者：寒河江のさくらんぼを、地名を入れてブランド化できないか。 

（地理的表示保護制度について） 

⇒ 後日、当局に伝えました。  



議会報告会結果報告書    （２班） 
 

開催日時 平成２９年４月２４日（月）午後７時００分～８時１０分 

開催場所 上町公民館（白岩） 

 

出席議員 

 

代表者 

 沖津 一博 

報告者 

 渡邉 賢一 

記録者 

 伊藤 正彦 

木村 寿太郎 石山  忠   

欠席議員  なし 

参加者数  ２８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下記事項の報告を行いま

した。 

①平成２８年度補正予算について 

②平成２９年度一般会計・特別会計予算について 

その他、認知症サポーター養成講座及び西川町営バスの運行開始について説明しま

した。 

 

２ 主な質疑 

参加者：農業も厳しい現状にある。減反政策の１反歩当たり７，５００円の補助制

度も今年度で終了し、白岩の営農組合も３つあったものを白岩中央営農組

合として一本化した。農産物に対する議員の危機感は。 

議 員：我々としても危機意識を持っています。寒河江市においては、農業は基幹

産業であり、守らなければなりません。中山間地直接支払制度等の農業予

算を守り、農業を守り発展させる制度の要望を続けていきます。 

 

参加者：白岩を経由する寒河江－西川の路線バスが西川町営バスに切り替わったが、

これもいずれはなくなるのではないかと心配である。 

議 員：市の循環バスと同様に、当該路線の運行については、利用者が少ないとそ

ういう問題も出てくると思われます。西川町から寒河江駅間を３００円（子

供無料）で乗れるので、是非活用していただきたい。 

 

参加者：上町は、４５軒しかないところであるが、今日の参加状況はどうか。 

議 員：大勢の方にお越しいただき、大変関心の高い地域だと思っております。 

 

参加者：慈恩寺に多くの観光客を呼び込むために、もっと大胆な発想が必要ではな

いか。チェリーランドを訪れる人の 1割でもいいから慈恩寺に来てもらえ

るようにする方策はないのか。 

議 員：４月から生涯学習課に、慈恩寺歴史文化振興室が設置なりました。また、

ガイダンス施設については早期実現に向け進めており、多くの観光客誘客

につなげていきたいと考えています。 

 



参加者：ふるさと納税の状況は。 

議 員：本市の平成２８年度納税額は約２３億円です。 

 

参加者：老人福祉センターの温泉は、利用者が少なくもったいない。指定管理者に

預けて終わりではなく、利用時間の再検討など使い勝手の良い施設になる

よう工夫すべきではないか。 

議 員：指定管理の営業努力も必要だと思いますが、地域の要望に応えていないと

いうことは当局に伝えます。 

     ⇒ 後日、当局に伝えました。 

      

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２９年４月２５日（火）午後７時００分～８時１５分 

開催場所 中央地区公民館 

 

出席議員 

 

代表者 

 沖津 一博 

報告者 

 渡邉 賢一 

記録者 

 伊藤 正彦 

木村 寿太郎 石山  忠  

欠席議員  なし 

参加者数  ３人 

                   

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下記事項の報告を行いま

した。 

①平成２８年度補正予算について 

②平成２９年度一般会計・特別会計予算について 

その他、認知症サポーター養成講座及び西川町営バスの運行開始について説明しま

した。  

 

２ 主な質疑 

参加者：市民浴場が活断層の上にあることについて問題になっているが、だからこ

そ温泉が出ると思うがどうなのか。 

議 員：活断層上に建物があるのが問題になっているのであり、新しく温泉を掘る

ということではありません。 

 

参加者：寒河江駅のギャラリーや周辺の活用について、こういう建物があればこう

いったことができる等のアイディアを出して欲しい。 

議 員：更に提言の仕方等を考えていきます。 

 

参加者：各種施設の整備活用を考え、子どもの育つ環境の充実を図ってほしい。例

えば、長岡山に親子で学べる施設の整備や、野球場の再整備など。 

議 員：長岡山は、寒河江公園整備計画に沿って整備していくことになりますが、

まず手始めに道路整備を行っているところです。 

 

３．その他意見・要望など 

参加者：山岸から二の堰の脇の道路の整備について、早く実現するよう議員も協力

して欲しい。 

議 員：山岸から石持までの都市計画道路（１２ｍ）は見直しが必要と考えていま

す。早急に判断するよう当局に伝えます。 ⇒ 後日、当局に伝えました。 

 

 

 



議会報告会結果報告書    （２班） 
 

開催日時 平成２９年４月２７日（木）午後７時００分～８時１５分 

開催場所 泉町公民館 

 

出席議員 

 

代表者 

 沖津 一博 

報告者 

 渡邉 賢一 

記録者 

 伊藤 正彦 

木村 寿太郎 石山  忠  

欠席議員  なし 

参加者数  １０人 

                   

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下記事項の報告を行い

ました。 

①平成２８年度補正予算について 

②平成２９年度一般会計・特別会計予算について 

その他、認知症サポーター養成講座及び西川町営バスの運行開始について説明し

ました。  

 

２ 主な質疑・要望等 

参加者：南部地区の道路整備計画はどうなっているのか。 

議 員：市内の道路整備については、山西米沢線の次は、ほなみ団地から陵東中学

校までの道路を整備することが決まっています。南部地区は都市計画道路

が１本もできていないことは承知していますが、優先順位もあり整備には

時間がかかると思われます。 

 

参加者：他では私道の除雪を実施している所があるようだが、以前お願いしたら断

られたのはなぜか。 

議 員：私道の除雪については、町会長から建設管理課に申請していただくことに

なります。その際、排雪場所等の調整が必要になる場合があります。 

 

参加者：私道を市道にして欲しいと要望したが断られたのはなぜか。他では市道に

なったところもあるようだが。 

議 員：まちづくり指針が策定され袋小路は市道として認めないことになりました。

その関係で市道になった所とならなかった所が生じたのだと思います。そ

ういう経緯があったため、私道については申請に基づき対応することとし

ているとのことです。 

 

参加者：当公民館前の道路は、う回路として使う車がスピードを出して通過する。

危険なので自主規制の看板を設置したいがどうしたらいいか。 

議 員：市民生活課交通安全担当に手続等について相談してくださればと思います。 

 

参加者：慈恩寺には平安時代からの価値のある仏像があるが、防犯上の対策はどう



しているのか。 

議 員：一昨年、慈恩寺の御堂等に油をかけられた事案があり、その際募ったふる

さと納税を利用して監視カメラを８台増設し、計１２台体制となりました。

このモニターの映像は警備会社と寺務所で監視しており、それ以降警備上

の問題は発生しておりません。 

 

参加者：３月１３日に南部地区公民館で都市計画マスタープランの説明会があった

が、手広くではなくコンパクトな都市づくりを目指していったらどうか。 

議 員：提案のあったコンパクトな都市づくりについては当局に伝えます。 

     ⇒ 後日、当局に伝えました。 

   

 

３ その他意見・要望等 

なし 

 

 

 

  



議会報告会結果報告書    （３班） 
 

開催日時 平成２９年４月２５日（火）午後７時００分～８時３０分 

開催場所 上河原公民館 

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３月定例会において、審議された内容について下記事項の報告を行い

ました。 

①平成２９年度各会計の予算について 

②予算編成上の重点テーマについて 

③平成２９年度の主な事業について 

④３月定例会の提出議案について 

 

２ 主な質疑 

参加者：議第２１号（寒河江市長及び一般職の職員の給与の特例に関する条例及び

寒河江市立病院事業の管理者の給与等に関する条例の一部改正について）

の採決時に退席した議員がいたのはどういうことか。 

議  員：退席した３名の議員は賛否の意思表示をしなかったものです。 

 

参加者：市民浴場はどこに移転するのか。 

議  員：まだ決定はしておりませんが、これから調査して源泉からあまり遠くない

所に移すものと思います。 

 

３ その他意見・要望など 

参加者：市営住宅を建てるとなると、かなりの費用がかかる。現在、空き家がたくさ
んあるが、市でそれを借り上げて、貸し出してもいいのではないか。空き家
対策にもなるのでは。 

議  員：現在、老朽化等により市営住宅の建替えを計画しているものです。空き家

を利用するのもいい案ではありますが、家賃を考えると所得制限などがあ

り、今の家賃と一戸建ての家賃では開きが出てくるなど利用者への影響が

考えられます。 

 
 
 
 
 

 



議会報告会結果報告書    （３班） 
 

開催日時 平成２９年４月２６日（水）午後７時００分～８時２０分 

開催場所 木ノ沢公民館 

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  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下記事項の報告を行い

ました。 

①平成２９年度各会計の予算について 

②予算編成上の重点テーマについて 

③平成２９年度の主な事業について 

④３月定例会の提出議案について 

 

２ 主な質疑 

  参加者：木ノ沢地区はデマンドタクシーや循環バスも通っていない。免許証の返納等

により、交通弱者の人数が多くなった場合、交通手段が整備されるのか。 

議 員：市内循環バスの停留所をもう少し増やしたいと考えていますが、木ノ沢地区

は鉄道も通っており、また、山交のバスルートにもなっております。そのよ

うな兼ね合いもあり、現在のような路線が設定されているため、現状では難

しいと思います。 

 

 

３ その他意見・要望など 

  参加者：木ノ沢公民館を下ったところの信号機の設置や、国道２８７号の側道の側溝

のふたの設置など対応していただきありがとうございました。 

参加者：通学路になっている市道の法面が崩れて、通るのに危険である。何年も前か

ら要望書を出しているし、生活道路でもあるのに直してくれない、何故なの

か早く直してほしい。 

議 員：市内全域から要望書が出されているので、点数評価による優先順位の高い方

から対応しているからと考えられますが、担当部署に伝えておきます。 

     ⇒ 後日、当局に伝えました。 

 

 

 

 

 

 



 

議会報告会結果報告書    （３班） 
 

開催日時 平成２９年４月２７日（木）午後７時００分～８時１０分 

開催場所 上野公民館 

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  ２５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下記事項の報告を行い

ました。 

①平成２９年度各会計の予算について 

②予算編成上の重点テーマについて 

③平成２９年度の主な事業について 

④３月定例会の提出議案について 

 

２ 主な質疑 

参加者：中学校給食に関してはどうして小学校と同様の助成とならないのか。 

議  員：今後中学校も全額補助できるよう、提案してまいりたいと思います。 

 

参加者：平成２５年７月２８日に集中豪雨があり、白岩地区の中心部を流れる湯沢

川が氾濫した際、水路の土砂の撤去、崩壊箇所の手入れ、また住宅地の水

路改修事業に関して、工事をしていただいた。今後の水路の改修計画、平

成２９年度の予算措置を聞きたい。 

議  員：平成２９年度の予算としては１，０００万円であり、２００ｍの改修を予

定しています。改修は何年か継続して改修を進めていく予定です。 

 

 

３ その他意見・要望など 

  参加者：まずは御礼ですが、平成２６年度から平成２８年度の３年間で公民館の耐

震化を行い３分の２の補助をいただき、ありがとうございました。また３

月まで従来の山交バスに代わりまして、４月から寒河江市と西川町を結ぶ

西川町営バスの運行がスタートされたわけですが、１日８往復、料金も安

くなり小中学生の保護者にとっては非常に助かっている事に感謝申し上げ

ます。 

 

参加者：第６次振興計画が平成２８年度から始まり、今年で２年目になるわけです

が都市計画マスタープランの中身を教えてほしい。 

議  員：人口減少に対応したまちづくりを進めていく計画となっています。定住人



口の確保や交流人口の増加、安全・安心に生活できる街作りというものを

進めていきます。 

 

参加者：市の空き家対策はどうなっているのか。 

議  員：空き家対策は全国的な問題で、実態調査のため各町会長からもご協力をい

ただき、現在市内で約 200 軒の空き家が確認されています。それぞれの建

物の状態に応じて、対策について考えていきたいとのことです。 

 

 

参加者：白岩地区に下水道を通す予定はあるのか。 

議 員：現在、公共下水道計画区域外のため、合併浄化槽の設置をお願いしている

とのことです。 

 


