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９月定例会
平成28年度決算

平成29年度補正予算
一般質問 ９議員登壇
９月定例会の議案結果
議会広報研修報告・観光部会報告
管内視察報告
議会クイズ・編集室より
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,380万円

前年度比 2,490万円

完歩するぞ ツーデーマーチ

地方消費税交付金
2.5％
その他歳入
10.8％

繰越金
4.3％
国庫支出金
7.5％
町債
11.1％

歳入

県支出金
11.7％

地方交付税
38.1％

町税
14.0％

一般会計から特別会計への繰入額
●国民健康保険会計
1億 3,090万円

●介護保険会計 2億 7,488万円
●後期高齢者医療保険会計


7,246万円

●公共下水道会計 3億 6,500万円
※一般会計からの繰入は、各特別会計事業を維持
するため、一般会計から補てんするもので、国
からの補助金も含まれる。
平成29年11月１日

歳入の主なもの

●町税
12億 5,626万円
（3,623万円増）

●地方交付税 34億 841万円
（6,498万円減）

●国庫支出金 6億 7,228万円
（1億1,541万円減）

●県支出金 10億 4,545万円
（2,047万円増）

●町債
9億 9,250万円
（7,640万円増）


特別会計決算 歳出

89億4,280万円



（0.3％）の増

49億7,165万円
特別会計決算歳出状況

●国民健康保険会計
18億 8,368万円（3,856万円増）
●介護保険会計
18億 3,778万円（1,093万円増）
●後期高齢者医療保険会計
1億 6,689万円（1,206万円増）
●簡易水道会計
2億 6,089万円（1億652万円増）
●公共下水道会計
7億 3,262万円（2,379万円減）
●地域集落排水事業会計
8,980万円（64万円減）
（2）

平成28年度

一般会計決算

84億2,

歳出

健康と安心に（1人あたり15.8万円）
●民生費

19億 2,899万円

●衛生費

3億 3,449万円

☆社会福祉費
☆児童福祉費

13億2,911万円
5億9,870万円

☆保険衛生費

1億1,113万円

町民サービスに（1人あたり9.6万円）
●総務費

12億 8,877万円

●議会費

8,444万円

☆総務管理費
（内 地域活動交付金
☆議員報酬

11億5,667万円
4,961万円）
3,217万円

安定したくらしに（1人あたり11.6万円）
●農林水産費 11億 1,681万円
☆農業費
☆林業費
☆水産業費

7億5,853万円
1億1,497万円
2億4,331万円

●商工費

5億 2,908万円

●労働費

1,444万円

☆観光費

1億9,367万円

議会費
衛生費 1.0％
4.0％

その他
0.3％

商工費
6.3％
教育費
8.5％

民生費
22.9％

歳出

消防費
9.3％

総務費
15.3％

土木費
9.5％
公債費
9.6％

農林水産費
13.3％

84億2,380万円
（平成29年3月末

人口14,260人）

人材育成に（1人あたり5.0万円）

安全な町づくりに（1人あたり11.1万円）

●教育費

●土木費

8億

●消防費

7億 8,350万円

☆小学校費
☆中学校費

☆社会教育費
☆保健体育費

7億 1,494万円
1億148万円
9,560万円

1億9,957万円
1億2,515万円

☆道路橋梁費
☆住宅費

☆酒田地区広域行政組合

借入金返済に（1人あたり5.6万円）

水道事業会計

●公債費

●収益的収入
●収益的支出
●純損益

☆起債償還元金
☆起債繰上償還元金
☆起債償還利子

（3）

8億 1,137万円
5億7,395万円
1億6,570万円
7,172万円

193万円

2億7,040万円
1億70万円
2億3,016万円

3億 448万円
2億 5,232万円
5,216万円
遊佐町議会だより

※この議会だよりの本文では「平成」の元号を省略しています。

決算審査とは？

決算審査は予算執行が適正であるかを
チェックすると共に、次年度の予算編成に改

善と提案を求める場です。

決算審査特別委員会質疑

平成28年度遊佐町一般会計決算並びに

特別会計決算６件・水道事業会計決算１件を

９月11日・12日に各常任委員会にて、
９月14日・15日に決算審査特別委員会
にて審査しました。



決算関係書類
武 委員

ホームページでの公開を

齋藤

問 決算書・審査意見
書・行政報告書など、法
定の決算関係文書を、ホ
ームページで公開してい
る自治体が出てきている。
この動きは今後加速し
ていくと思われるが、町
でも早急に実施すべきで
はないか。

プレミアム旅行特産品

和幸 委員

ギフト事業の成果は

菅原

問 町内の宿泊施設を利
用された方に、特産品を
プレゼントする「プレミ
アム旅行特産品ギフト事
業」が 年度新規事業と
して創設された。
本町のＰＲのほか、産
業振興にもつながったと
思うが、その実績は。

企画課長

69

348

答 協力事業所への謝礼
は、 １事業所当たり５万
円を５事業所に支払った。
全体の予算執行額は、
万３千円であり、 ・７
％の予算執行率である。
鳥海山・飛島ジオパー
ク認定を記念し、滞在型
観光の促進と町内の消費
を刺激するための事業で
あるが、１ 月、２ 月の閑 散
期に平均して宿泊してい
ただき、目的は達成でき
ていると考えている。継
続して事業を実施したい。
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平成29年11月１日

総務課長
答 各種行政資料をホー
ムページ等で公開するこ
とに特段の支障はないと
考える。
地方自治法の規定に基
づく告示形式による掲示
板への掲示や広報ゆざで
の特集記事とあわせて更
なる充実を図りたい。
また、情報発信業務担
当の地域おこし協力隊か
らも、よりよい情報発信
のあり方を検討してもら
う。

28

あれこれ

決算審査特別委員会

28年度決算の歳入から歳出を差し引 く と
５億1,900万円の黒字になるが、29年度に繰
り越される事業財源7,183万円や、27年度実質
収支、繰上償還金等を差し引いた実質28年度
収支は、１億9,698万円の黒字である。

公有財産の状況で特徴的なのは、西遊佐まち
づくりセンター・吹浦防災センターの改築ほか、
除雪ドーザ３台の増強と小型動力ポンプ２台の
更新である。
土地では、若者町営住宅用地として5,870㎡
を取得し、現在「まちなか駐車場」として利用
している。

28年度一般会計決算の概況

決算
質疑
平成28年度遊佐町決算を問う！

２.２
ha

29

プレミアム

21

産業課長

勝子 委員

旅行ギフトの工夫を

土門
問 町内のホテルや旅館
などに宿泊した人にあげ
る「プレミアム旅行特産
品ギフト事業」は、一定
の効果があるとし継続す
るとある。
費用対効果も考慮し、
特産品選定と差し上げ方
法を工夫すべきではない
か。

企画課長

問 これまでも町内では、
医師と看護師の不足が指
摘されてきた。
町では、奨学金を貸し
付けることで、看護師を
養成してきた。

答 宿泊した方に差し上
げる特産品は、ふるさと
納税Ｂコース 種類の中
から選んでいただいてい
る。
件の申し込みがあり、
看護師養成奨学金の
１番人気は、遊佐の地酒
成果は

セットであった。
商品をその場で差し上
阿部 満吉 委員
げて、送料を節約する考
えもあるが、事業の目的
が地場産品の活用を図る
ことにあるため、今後も
同じ方式で行いたい。
914

被害に即した
薬剤散布を

松くい虫防除

年度でも継続して実
残りの１人は町外転出
施しているが、これまで 中だが３年以内に町内で
の成果もあわせて報告を。 の勤務意欲があるため、
償還猶予としている。今
健康福祉課長
後も看護師確保に努めて
いく。

答
年度までに ７人が
利用し、３人が在学中、
４人が看護師資格を取得
し、この内３人が町内の
医療・福祉施設に勤務し
ている。

遊佐町議会だより
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答 現在、薬剤散布を実
施しているエリアは、高
筒井 義昭 委員
度公益機能森林など重要
問 松くい虫防除対策は、 性の高いエリアを優先し
伐倒駆除と薬剤散布で実 ているが、被害状況を考
施されているが、薬剤散 慮し、 年度においては、
を追加し実施してい
と毎年固定
布面積は
る。
化している。
引き続き散布事業によ
被害量に即した薬剤散
布の実施こそが松くい虫 る 効 果 を 高 め る た め 、
被害撲滅につながるので 国・県と連携して被害状
況を確認し、散布エリア
はないか。
の拡大等に努めたい。
57
ha

小水力発電施設
整備事業は


智則 委員

100

及び運用開始はいつか。
発電能力と電力は全て売
電なのか。また、東山地
区の計画はどうなってい
るのか。
工事を完了し、調整期間
を経て、 年６月より稼
働をする予定である。平
津地区の最大発電能力は、
／ｈで、全て売電の
予定である。
東山集落内の施設整備
事業については、 年度
に事業認可、 年度から
着工の予定である。

デマンドタクシーの

冠治 委員

（6）

平成29年11月１日

※受付時間 午前8時30分～午後4時30分

努めているが、土・日・ 以上を占めている。現在
祝日の営業をしないため まで、利用状況等を考慮
利用者が伸び悩んでいる。 し、料金や運行時間を改
今後の対応は。
正
し
てきた。
今後は、利用率の高い
総務課長
他自治体の取組み例など
も参考に、利用率の向上
に努めていきたい。

答
年度は、１日平均
約 人の利用があり、高
齢者などの交通手段を持
たない方々の利用が ％

28

46

 今後の対応は

704

髙橋

問 デマンドタクシーの
年度の年間総経費は約
２千 万円に対し、収入
は 万円である。
町は住民の足の確保に

90

28

518

29

小水力発電（平津）

産業課長
答 平津地区の小水力発
電施設整備事業について
は、 年度末までに整備
29

佐藤
問 月光川における小水
力発電施設整備事業負担
金１千 万円とあるが、
年度に繰り越された工
期で現在の工事進捗状況
29

76
kw

30

30

経常収支比率の
 上昇の原因は
治明 委員

地域生活課長

車場に
暫定的な駐
若者住宅➡

土門
問 財政構造の弾力性を
示す経常収支比率が前年
比で ％上昇しているが、
その原因は。また、計算
方式を変更したのであれ
ば、過年度の比率も違っ
てくるのか。

水道料未納者には
給水停止を


斎藤弥志夫 委員
問
年度決算で簡易水
道の過年度分の未収金額
は 万円である。
使用料の公平を保つた
めに、３ケ月連続して使
用料を払わない人への対
応として、給水停止にす
べきである。

水は大切に

答 水道使用料の未納者
に対しては、督促、催告
のほか電話連絡、自宅訪
問等の対策を講じている。
そのほか、悪質な滞納
者に対しては、これまで
も給水停止処分により、
早期納付を求めると共に、
完納が難しい場合は、計
画納付を指導するなど対
応に努めてきた。
給水停止には、職員体
制の見直しも含め検討が
必要と考えている。

5,870㎡（取得金額3,018万円）
役場東側に２階建町営アパートを計画。
中央部分が係争中のため、取得した２カ所について
「まちなか駐車場」として活用。ツーデーマーチや体
育館での大きな大会の駐車場としても。

50年契約貸付775.92㎡
構内道路など外構を整備（560万円）
若い世代に需要がある賃貸アパート。
旧遊佐中学校跡地を50年契約で土地を貸与。民間経
営にて建設。すぐに満室となった。
遊佐保育園東隣り、鳥海山の眺めも最高。

総務課長
答 一般会計から公共下
水道事業特別会計等への
繰出金のうち、臨時的経
費に計上していた償還元
金の一部２億８千 万円
を、国の指導通知により
経常的経費に該当すると
され、 年度より修正を
行うもの。
財政指数の積算につい
ては、決算統計ルールに
基づき、その都度区分変
更してきている。過年度
分の修正まで必要はない
と考える。
800

遊佐町議会だより
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あれはどうなった
28年度事業

28

943

6.8

28

若者定住施策で遊休地を

活用

４億３，
１００万円を増額し

総額83億６，
３００万円に

補正予算審査
特別委員会

繰上償還金

特産品ギフトに500万円

ニュータウン青葉台738万円

603万円

武 委員

合意形成を踏まえ
 新庁舎計画を
齋藤

問 「新庁舎建設基本計
画策定業務委託料」が計
上されている。
タイムリミットがある
国の補助制度に間に合わ
せる必要性は理解できる
が、所要の合意形成がお
ざなりにならないことを
強く望む。

れながら作業に当たると
ともに、丁寧な合意形成
に努めたい。

えん

裕美 委員

歩道縁石の
修繕・見直しを
松永

問 町道維持整備事業の
増額とある。
子どもたちの通学路の
安全確保のため、車道整
備の繰り返しで高さが低
くなっている歩道縁石の
修繕・見直しを、町とし
て考えていただきたい。

地域生活課長

通学路の安全確認を

答 今回の補正について
は、町道の安全確保に向
けた維持工事費用の不足
額について増額要求した
ものである。
道路の維持管理は、道
路法で定められた管理者
が行うため、例えば県道
であれば、県が修繕等を
行うことになる。
指摘の箇所は県道であ
るため、現地確認の上、
県に対し情報の伝達及び
要望を行いたい。

（8）

平成29年11月１日

総務課長
答
年７月、庁舎建設
庁内プロジェクト会議を
スタートさせた。厳しい
スケジュールになるが年
度内の計画策定をめざし
たい。
その策定作業に専門の
コンサルタントより支援
を受ける。改めて計画検
討委員会を立上げ、外部
有識者や町民意見を取入
29

町債  ２億2,359万円
プレミアム旅行促進事業

観光

新築住宅助成金

住宅
認定こども園整備

福祉 

ふらっと・駅等に2,587万円

2,500万円

工場新設等に7,730万円

5,000万円

公衆無線LAN整備事業

Wifi
町道維持事業 500万円増額

町道 

企業開発推進事業

産業
除雪経費の確保 3,000万円増額

除雪 

あれこれ
補正のポイント

予算
質疑
一般会計補正予算（第３号）
平成29年度

地域生活課長

29

答 落石箇所の調査を行
い、復旧方法について検
討した結果、仮設道路を
設置する場合、本復旧と

同等の工期と費用がかか
ることが判明した。
そのため、関係集落に
町の考えとして、仮設道
路を設置せずに復旧する
方法について説明し、承
諾を得たところである。
工事については、既に発
注済みであり、一日も早
い開通を目指している。

治明 委員

青葉台住宅団地の
土留工事の原因は
土門

問 青葉台住宅団地分譲
地において、新たに土留
工事が発生している。そ
の工事内容と原因は。
また、その費用を役場
で負担する必要があった
のか。

総務課長

ひさし

答 契約済みの分譲地で
住宅建設に取りかかろう
としたところ、隣地の車
庫庇 部分が契約地へはみ
出していることが判明し
た。そのため、隣地立会
いをし協議の結果、分筆
をして隣地所有者に買い

取ってもらうことで合意
した。
既設の境界土留につい
ては、分譲地整備事業の
中で町が整備したもので
あるため、土地の買取り
とは切り離し、設置者責
任で町が対応すべきと判
断した。

満吉 委員

空き家利活用は
阿部

問 空き家利活用の支援
補助金が、減額とともに
別の形で予算計上されて
いる。

企画課長

政策的な変更がなされ
たのか、実績とともに説
明を。

空き家の利活用（DIY講習会）

答 空き家再生地域おこ
し事業に変更はない。
年度の事業を行う空
き家については、下水道
が未整備のため、トイレ
や風呂場等の水回り工事、
耐震診断および耐震工事
のため、 万円をＩＪＵ
ターン促進協議会に委託
するもの。
さらに 万円で、ＤＩ
Ｙ講習や資材など、リフ
ォームを計画している。

29
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（9）

400

160

約 ％の整理が完了した。
教育課長
人員体制は十分か
整理には専門的知識も
必要であり、現在の体制 答 現在家庭の経済力に
で進めたい。台帳作成を 差があるとしても、子ど
筒井 義昭 委員
加えると 年度までかか もの勉強時間に影響する
問 埋蔵文化財調査室に る見込みである。
ような家事があるとは考
おいて縄文時代出土品の
えられない。
調査・整理が行われている。
学校教育では誰にでも
要保護及び準要保 護
年６月を目途として
平等に授業を行っており、
児童生徒就学援助は
いるが、現在の人員体制
就学援助を受ける子もそ
で、膨大な出土品の調
うでない子も勉強時間に
佐
藤
智
則
委
員
査・整理が可能であるのか。
大差はないと考えている。
問 家庭の経済力の違い
教育課長
による子どもの貧困がク
落石による通行止めの
答 第１次から第 次の ローズアップされ、特に、
早期開通を

調査で発掘された出土品 ひとり親家庭の生活実態
は、全９冊の報告書にま は厳しいと言われている。 髙橋 冠治 委員
とめられている。報告書ご 就学援助を受けている児
とに掲載された出土品の 童・生徒の学力格差が報 問 杉沢地区で 年７月
整理を行っており、現在 じられる中、その状況は。 に発生した落石により町
道が通行止めである。
住民生活に大変不便を
かけているが、片側通行
や仮設の側道等で対処で
きなかったのか。復旧工
事の速やかな着工と早期
開通を望む。
30

18

30

31

落石現場（杉沢地区）



Ｐ

Ｐ

Ｐ

Ｐ



Ｐ

Ｐ

Ｐ

（通告順）

◎＝記事掲載あり

○＝記事掲載なし

英一 議員

職員の配置と採用計画は



当町の自主防災について

裕美 議員

◎

情操教育の充実を



行政資料の簡素化と町民にも
わかりやすい資料を

冠治 議員

○

中学校生徒の部活動に対しての
町の支援は

Ｐ

遊佐町総合戦略事業の中間経過
と今後のＰＤＣＡは



〇

貨客混載の規制緩和がなされる
が遊佐町での導入は可能なのか

義昭 議員

◎

筒井

◎

髙橋

〇

松永

◎

赤塚

ここが聞きたい

治明 議員

小山崎遺跡について


エプロンサービス

Ｐ

◎

武 議員

〇

齋藤
◎


臂曲地区岩石採取事業は

満吉 議員
◎



未来につながる町に

和幸 議員

個人財産への行政の関与について

菅原

○

阿部

臂曲地区採石事業に係る
裁判の対応に死角はないか



西遊佐まちづくりセンターの
整備の不具合

斎藤弥志夫 議員

◎

土門

一般質問通告の要旨

A
◎

15
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13

14

14

11

11

12

12

13

&
町の行財政全般にわたって、問題や課題を明らかにし、
政策の改善や新規の政策の採用を求めるために行います。

【一般質問とは】

遊佐保育園

Q
はじけろ ゆざっこ
和のひびき

町の事業と
課題を問う！

一
般
質
問

一般質問

9議員登壇
９月５日・６日

10月スタート

エプロンサービス

地域の支え合い

エプロンサービスに補助金を

ゴミ出しや買い物など、ちょっとした事で困ってい
ませんか？西遊佐まちづくりの会では、地域の住民同
士がお互いに支え合い、助け合うことでその困りごと
が少しでも解消できるように日常生活の困りごとの
一部を助ける活動を始めます。

町内初となる事業の
推移を見守りたい

50



ト１枚に設定されている。
利用者を支えてくれる
サポーターは少額の利用
料金の受け取りの中から
チケット１枚で 円、 ２
枚で 円の事務費を支払
うことになる。
エプロンサービスが介

ここが聞きたい

100

護保険の隙間を埋める性
質がある。
事務費に該当する部分
を、町で補助してはどう
か。

町長 西遊佐地区で開始
するエプロンサービスは、
生活支援体制づくりの趣
旨を一早く理解いただき、
まちづくりの会を中心に
協議調整を経て 月から
事業化にいたったもので、
生活支援に大いに役立つ
ことを期待する。
生活支援体制の整備に
ついては介護保険制度に
位置付けられているが、
実際の事業実施にあたっ
ては原則ボランティアと
されている。この事業化
は町内初で、社会福祉協
議会の全面的な支援のも
とで実施にこぎつけたも
の。まずは事業の推移を
見守りたい。
今後、他の地区におい
て生活支援体制づくりを
進めていく際には、事業
立ち上げの初期費用につ
いて町の支援を検討した
い。

10
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西遊佐地区まちづくりの会 新規事業のご案内

斎藤弥志夫
議員

小山崎遺跡の活用と将来像は

200

展示の機会を増やす

15

&

A

問 エプロンサービスは
地域の住民がお互いに支
え合い、日常の困りごと
の一部を助ける活動。
買い物、話し相手、食
事作りが１時間まででチ
ケット２枚、ゴミ出し、
掃除が 分以内でチケッ
30

定に向けた取り組みを、
どう強化するのか。また、
遺跡の主要地は町有地に
なっていて、ジオサイト
と隣接している。国指定
になったら、大観光地に
なる。どのような活用を
考えているのか。
教育長 ７年の第１次か
ら第 次まで 年以上の
調査を実施し、低湿地の
貴重な遺跡であるが、水
辺の遺構と住居跡との年
代相違で遺跡全体像がイ
メージできないなど国指
定には次期尚早と言われ
ている。
年度の発掘調査は予
定されてないが、これま
で発掘した場所から採取
した土が 袋以上あり、
この一部を専門家に鑑定
依頼している。
文化庁や県庁の担当者
からは、地域の宝、みん
なの小山崎遺跡として保
存活用事業を進めるよう
指導されている。
今後も、展示の機会を
増やすなど町民に幅広く
周知する活動を行う。
29

教育長

一
般
質
問

18

Q

員会と町、そして町民が
情報を共有できたことと
思う。
出土品は、旧西遊佐小
に移転して調査を進めて
いるが、どの程度まで実
施する予定なのか。国指

生涯学習センターでの展示

土門 治明
議員
問 ７月 日から９月３
日に、生涯学習センター
３階で、小山崎遺跡出土
品等の展示が開催された。
まだまだ見学された町民
は少ないと聞いている。
協力いただいた県教育委
29

採石事業裁判の
対応は大丈夫なのか


&

※ 同 位 体 環 境 学とは、水な
どの物 質のつながりを 原
子レベルで解明する学問。

考える。

Q
※ 水 文 学とは、水の循 環を
水の分布や水収支などか
ら明らかにする学問。

ここが聞きたい

岩石の搬出・緑化の状況は

苗木の補植を申し入れ

しかし、 年８月８日
に現場を見た限りでは、
採石された岩石が大量に
残されている。
県の話では、ストック
された岩石は、事業の認
可期間が終わっても、す
でに採石された岩石の搬
出は可能とのこと。
岩石採取後の緑化も、

苗木が枯れたまま進んで
おらず、搬出も続いてい
るようだ。いつになった
ら事業が終わるのか。

町長 場内にストックさ
れた岩石は、認可期間が
過ぎた後でも場外への搬
出が可能であり、４月か
ら搬出が再開している。
８月 日の町による定期
点検の際に確認したとこ
ろ、まだストック分は残
っており、 ９月中旬頃ま
でには完了する予定であ
ると聞いている。
場内の緑化については、
５月 日に緑化推進の依
頼文書を会社側へ通知し、
枯れた苗木の補植につい
て履行するよう申し入れ
た。これに対し、 月
日に会社側から回答があ
り、 月 日から２日間
にわたり約千本の杉の苗
木の補植を行っている。
ただし、一部の植栽箇
所については、現在新た
な採石計画を巡って係争
している関係から、 年
度中に行われる予定はな
いようだ。

23
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5

29

ストックされた岩石

A
問 臂曲地内での、新た
な岩石採取計画に対し、
「遊佐町の健全な水循環
を保全するための条例」
の規制対象事業としたこ
とにより、県としても事
業を認可せず、現在のと
ころ、採石が止まったこ
とは、大きな前進と考え
ている。

26

24

15

5

更なる体制の強化も考え る

この時は専門家との連携があったが…

町長 大切な水循環を後
すい もん がく
体 環 境 学 や ※水 文 学 な ど 、 世に残すことは町の使命
自然科学分野の専門家と であるとの認識で今回の
連携している形跡がない。 裁判に臨んでいる。具体
的な内容等については、
これはなぜなのか。
この裁判は極めて公益 係争中のため控えるが、
性の高い裁判だ。役場横 訴訟代理人と協議を重ね
断のプロジェクトチーム ながら裁判に対応してい
を結成し、自然科学の専 ることを理解いただきた
門家の力も借りて、町民 い。
法廷闘争においては、
と具体的な争点を共有し
た上で、共に戦うべきと 見えにくい部分や専門性
により、町民の不安を払
拭することは、なかなか
難しいと考えているが、
その努力を惜まず、今後
も、町民に対し丁寧な説
明をし、一体となって裁
判に臨んでいきたい。
訴訟対応の職員体制に
ついては、企画課のみな
らず、関係する担当課と
の連携を強化し対応して
いる。また、裁判の状況
によっては、更なる体制
の強化も考えていきたい。

29

阿部 満吉
議員

一
般
質
問
齋藤
武
議員
問
年４月から口頭弁
論が開始された臂曲地区
における採石事業に関す
る裁判では、主な争点が
見えてきつつある。
ところが、関係書類や
口頭弁論の様子から、町
は概ね「争う」とはして
いるものの、積極的に反
論しているようには感じ
ら れ な い 。 ま た 、 ※同 位
29

今後の計画は

員は、現在 人ほどが在
籍しており、増加してい
ることが推測される。
今後もこの状況は続く
と思われるが、町民サー

健全な行財政運営と
 町民サービスを勘案
28

100

ここが聞きたい

10

ビスは、さらなる細分化
も予想され、職員の不足
は行政サービスの低下を
まねくことも心配される
のではないか。
こういったことを解消
するには、一定の人材確
保が必要と思うが、町の
考えと今後の計画は。

町長 町の置かれている
状況、政策推進のための
行政体制の持ち方、住民
サービスの内容、公共施
設の数、町民ニーズなど
を勘案して現在の職員数
としている。行政サービ
スが滞る状況にはないと
認識している。
ただし、将来的には少
子高齢化、人口減少が避
けられないため、職員の
適正配置の検討に当たっ
ては、事務事業の共同化
や広域化、民間やＮＰＯ
等との官民協働によって
行政サービスの水準を維
持していく方法を模索す
る。
今後とも、町民ニーズ
の把握に努めながら、組
織機構の見直しも含め検
討、研究していく。

遊佐町議会だより
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赤塚 英一
議員

職員の配置と採用計画は

30 151

問 町の正職員数は、
年度では 人、 年前と
比較して 人ほどが減っ
ている。
一方、正職員以外の職

A

道路に張り出した竹木の対応は

一
般
質
問

あり得る。
このような状況に対し、
道路管理者として行った
対応は。

&

道路交通の
安全確保に努める

（愛知県

日進市のＨＰから抜粋）

等が町道まで伸び、車輛
の通行に支障となってい
るものも見受けられる。
伸びた枝等を避けたこ
とによる、町道上での交
通事故も想定される。そ
のことが原因での事故の
場合は、土地所有者が賠
償責任を問われることも

道路上の張り出している樹木の管理を



問 遊佐町は自然豊かで
「緑に染まる風景」を、
社会的資産とも評する
方々も多い。その緑の風
景は、個人等が所有する
土地に植生する竹木など
による。
しかし、それらの竹木
が適正に管理されず、枝

町長 道路に張り出す木
の枝や竹については、法
的には所有者に管理責任
があり、罰則や賠償責任
を問われることもあるが、
所有者の認識はそこまで
いたっていないのが実情
である。
そのため、町はパトロ
ールや住民からの情報、
要望があった場合は、現
地調査のうえ、道路交通
に支障あると判断した場
合は、所有者に口頭での
行政指導を行い、処理を
お願いしている。
しかし、中には所有者
による対応が困難な事例
もあり、その場合は、道
路交通の安全を優先し、
所有者の承諾を得たうえ
で町が処理することもあ
る。
町は、今後も道路交通
の安全確保に向けて啓発
を行うと共に、迅速対応
に努める。

Q

菅原 和幸
議員

自主防災組織の充実を

完成度の高い「駅前二
区の防災マップ」を参考
に、遊佐地区 集落の情
報にとどめず、町内 集
落の全てに参考資料を広
めてほしい。
また、風向きや住宅の
高気密化により、聴き取
りにくい防災無線に代わ

るものとして、緊急時に
は心細い一人暮らしの高
齢世帯に、１台ずつ防災
ラジオを配置すべきでは。

ここが聞きたい

中学校の部活動を考える

保護者の協力を願いたい

謝や送迎はすべて家族が
行い、１日２回の往復な
ので約 ㌔にもなり送迎
時間や自動車の燃料代を
含め家族には大きな負担
となっている。
小学校のスポーツクラ
ブの延長だと言う人もい
るが、町はこの実態をど
の様に考えているのか。

町長 中学校の部活動は、
生徒の自主的・自発的な
参加により行われる。
スポーツや文化等に親
しみ、学習意欲の向上や
責任感、連帯感の涵養等
に資するもので、学校教
育の一環として教育課程
との連携が図られるよう
留意している。
水泳については教育課
程にないため、プールは
整備されていない。この
ため、水泳部等の町外に
練習施設がある場合は、
保護者に多大なご負担を
して頂いている状況だ。
しかし、水泳部等にだ
け練習用の送迎バスなど
を整備することはできな
いので今後とも保護者の
協力をお願いしたい。

60

&

町長
年度から、町と
地区まちづくり協会が連
携して自主防災組織の研
修会を開催している。
災害発生時における各
組織の役割や地区防災倉
庫に配備した資機材の使
用方法等について周知を
しながら、訓練に役立て
てもらおうというもの。
今後ともこうした研修機
会等を通じて「共助」の
取組みを充実させて行き
たい。
今回の駅前二区の取組
みについても、自主防災
活動の優良事例として情
報提供していく。
防災行政無線の難聴問
題への対応については、
各区長に個別受信機を配
布したり、消防団幹部へ
移動系無線を配備し、複
数の情報伝達手段の充実
を図ってきた。
防災ラジオの配布は考
えていない。

５～６日、酒田市内の ３
ヶ所のスポーツクラブ等
に通っている。
部活でありながら、７
円～ ９千 円程の月
千

600

A
問 中学校の部活動では
学校に使用する施設がな
く町外に通い部活動をし
ている生徒が少なくない。
特に水泳の部活動は週

200

共助体制の充実へ
 自主防災組織を支援

問 災害は、いつどんな
形でやってくるか分から
ない時代になったと思う。
町民の大切な命を守る
た め 「 逃 げ 遅 れ ゼ ロ 」、
「火災ゼロ」の目標を持
ち、自主防災組織を充実
させる必要があるのでは
ないか。
110
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髙橋 冠治
議員

33

防災ラジオ

Q
29

一
般
質
問
松永 裕美
議員

気になる事業

ここが聞きたい
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●平津配水池新設工事

1億4,256万円
●工期 30年1月15日まで

●鳥海山御浜トイレ改築工事

1億1,988万円
●工期 29年10月31日まで

貨客混載を検討すべき

貨客混載の
イメージ

一
般
質
問

した地域課題解決に向け
たビジネスのメニューに
組み込んでいける事業と
考える。
関係事業者やデマンド
タクシーへの貨客混載に
ついて検討すべきではな
いか。

A

民間事業者の
サービスに期待

&

の送迎
駅
病院
自宅
自宅



宅配便や日用品の配送

の救済支援策が今まで以
上に講じられる条件が整
ったのではないか。
現時点の遊佐町ではマ
ッチングしづらいが、近
い将来コミュニティービ
ジネス・地域資源を活用
町長 規制緩和により、
タクシー事業者であれば、
宅配業者の委託を受けた
物資輸送、また、配送事
業者であれば、空き席で
の乗客運搬が可能になる。
本制度は、民間事業者
が取り組むサービスとい
う認識をしている。
これまでも、買い物支
援や交通弱者支援として、
事業者が、配達サービス
や移動販売車による販売、
買い物代行等に取り組ん
でいることから、今回の
規制緩和を契機に、更な
る事業の活性化が図られ
ることを期待している。
これまで関係機関等と
の検討は特に行っていな
いが、引き続き情報収集、
内容把握に努めていきた
い。

Q

筒井 義昭
議員
問
年９月１日よりタ
クシーでの貨物運送や、
貨物車での乗客輸送が出
来るように規制が緩和さ
れた。
この規制緩和により、
買い物難民や交通弱者へ

貨物車による乗客輸送

29

タクシーによる貨物配送

９月定例会の議案結果（平成２９年度一般会計補正予算他、
１５件）
議案番号

議

案

名

内

容

審議結果

議第54号

平成29年度遊佐町一般会計補正予算
（第3号）

公衆無線LAN整備、公債費の繰上償
還等で、4億3,100万円を増額

可

決

議第55号

平成29年度遊佐町国民健康保険特別会計補正
予算
（第2号）

総務費、償還金等で、2,800万円を
増額

可

決

議第56号

平成29年度遊佐町公共下水道事業特別会計補
正予算
（第2号）

一般管理費の見直しで、600万円を
増額

可

決

議第57号

平成29年度遊佐町介護保険特別会計補正予算
（第2号）

制度改正に伴うシステム改修費、過
年度交付金精算等で、3,480万円を
増額

可

決

議第58号

平成29年度遊佐町後期高齢者医療特別会計補
正予算
（第1号）

繰越金、諸支出金等で、340万円を
増額

可

決

議第59号

平成29年度遊佐町水道事業会計補正予算
（第2
号）

収益的収入で、380万円の増額、収
益的支出で、385万円の増額

可

決

議第60号

平成28年度遊佐町各会計歳入歳出決算の認定
について

平成28年度一般会計ほか、特別会
計等７件の決算

認

定

議第61号

平成28年度遊佐町水道事業会計剰余金の処分
について

地方公営企業法の規定による剰余金
の処分のため

可

決

議第62号

遊佐町教育委員会教育長の任命について

教育長に那須栄一氏（再任）

同

意

議第63号

遊佐町教育委員会委員の任命について

委員に石川茂稔氏（再任）

同

意

議第64号

遊佐町教育委員会委員の任命について

委員に齊藤敦子氏（新任）

同

意

議第65号

人権擁護委員候補者の推せんについて

委員候補者に池田政幸氏（新任）

同

意

議第66号

人権擁護委員候補者の推せんについて

委員候補者に工藤久美子氏（再任）

同

意

発議第５号

議員報酬等に関する調査特別委員会の設置について

議員報酬等に関する調査のため

可

決

発議第６号

議会活性化等推進特別委員会の設置について

議会の活性化等に関する取り組みの
ため

可

決

発議第７号

議員派遣について

議会広報常任委員会全国研修会、
総務厚生常任委員会管外視察研修、
文教産建常任委員会管外視察研修

可

決

９月定例会の傍聴者数
（単位：人）
日

程

内

容

男

女

計

7

4

11

13

9

22

９月５日㈫

本会議・一般質問

９月６日㈬

一般質問・補正予算上程

９月８日㈮

補正予算特別委員会・決算上程

1

1

2

９月14日㈭

決算審査特別委員会

1

1

2

９月15日㈮

決算審査特別委員会・本会議

1

2

3

23

17

40

計
平成29年11月１日
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議会広報
常任委員会
議会広報

９月

日

全国研修報告
●研修日
●研修先
町村議会広報研修会
（東京都千代田区
砂防会館）


●研修目的
議会報の内容を独りよ
がりにしないため、常に
全国の水準も知る必要が
ある。この研修をその一
助とする。
●研修内容
◎株式会社ことのは本舗
代表取締役 小田順子氏
「―議会広報紙の文章―
『伝える広報』から『伝
わる広報』へ」
◎エディター吉村潔氏
「議会広報広報誌×電子
広報なにがどう変わって
きたか！」

◎議会広報サポーター
芳野政明氏
「第 回議会広報コンク
ールトップ２クリニック
優秀賞受賞紙から学ぶ」

講師からの熱いアドバイス

図表やイラストを入れ
たり、漢字を減らし空
白行を入れるなどによ
り格段に見やすく、読
みやすくなる。
◎一文を短くする。この
ため不必要な語は削る
必要がある。例えば
「について」「におい
て」「に関して」など
は不要なことが多い。
●研修を終えて
議会報が優れている自
治体は、議会活動自体も
活発であるように思われ
る。この点も意識しなが
ら、発行号ごとに改善を
積み重ねていきたい。

にかほ市・遊佐町
広域観光部会報告

月 日

あがりこ大王に会う
●実施日

松尾芭蕉は
今の象潟を知らない
約２千 年前、鳥海山
の北側斜面の山体崩壊で、
当時海であった今の象潟
町に、松島のような島々
ができあがった。
１６８９年象潟を訪れ
た松尾芭蕉は「象潟や
せい し
雨に西 施が ねぶの花」
ね む
と合 歓の花の美しさと、
雨降る中で汽水湖に島々
が浮かぶ様子を詠んでい
る。
しかし、1804年の
大震災で象潟は約２ｍ隆
起し、今の地形ができあ
がった。つまり、芭蕉は
今の象潟を知らないので

鳥海山・飛島ジオパー
ク認定ガイド 高岸康雄
氏の案内で、にかほ市内
のジオサイトを視察した。

20

ある。

30

40

九十九島・駒留島にて

奇跡の森
獅子ヶ鼻湿原
道の駅「ねむの丘」よ
り車で 分程で中島台獅
子ヶ鼻湿原に。
木道で整備されたブナ
林の中を歩くこと 分、
数ある異形ブナの中で、
日本最大級の幹周り「あ
がりこ大王」に出会った。
太い幹の地上３～４ｍ
あたりから枝分かれのよ
うに数本の新たな幹が天
に向かっている。
炭焼きの用材として根
株を枯らさないように枝
のみを伐採し続けたこと
から、この姿になったら

しい。
散策コースにもどり、
さらに進むと湧水群の
「出つぼ」や「鳥海マリ
モ」に会える。

研修では、今後にむけ
てガイドの養成と技術向
上、ジオパークの素材整
理と環境整備が課題であ
ると認識した。

遊佐町議会だより
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31

各講師からの指導の中
で、次のようなことが指
摘された。
◎議会報は定例議会ごと
に発行されることがほ
とんどだが、議会報＝
定例議会報ではない。
新聞報道などの速報
性とは異なる情報の付
加価値を付けて発行す
べき。
◎文書も見た目が大事で、

あがりこ大王

10

500

28

総務厚生
常任委員会
８月

管内視察報告
●視察実施日

総務課所管

日

めの杭打ち工事（ ｍ・
本）が進められていた。
設計図に基づいて完成
後に想定される課題につ
いて質問し、通学路に面
している工事現場である
ため安全の確保を要望す
る。
②西遊佐防災倉庫
年度に完成した西遊
佐防災倉庫施設と防災資
機材の配備状況を調査。
基本的な資機材は配備
されていたが、更なる充

実が求められることと、
飲料水・食料品に関して
は消費期限内の有効的な
活用による更新がなされ
ることを要望する。

つのサービスを組み合わ
せた介護施設である。
要支援１・２と要介護
１・２の受け皿としての
地域密着型介護の在り方
を学ぶことができた。

運営者より将来に向け
た施設構想の提示があっ
たので、どのような支援
ができるか、検討課題を
持ち帰る。

企画課所管

①NPO法人
田舎暮らし遊佐応援団
年度より従来の移住
定住推進に関する取り組
みに、海外交流事業と在
町外国人里帰り支援事業
を担うこととなった団体
であるため、定款変更後
の業務取り組み状況を調
査。

② 空き家バンク登録空き家
空き家の利活用に向け
た空き家バンク施策（賃
貸・売却）の調査として
稲川地区南福枡集落の空
き家バンク登録物件（売
却）を視察。
築 年以上の古民家で
あったが昔の農家の典型
的な間取りの物件。
リフォームや活用方法
によっては魅力的な空き
家再生につながる物件で
あった。

（18）

平成29年11月１日

議会の日程、
会議録などを
見ることができます。

本会議の映像も配信しています。
（編集のためリアルタイムではありません）

遊佐町の
ホームページから
遊佐町議会の
ボタンをクリック

29

50

28

消防署 遊佐分署建設現場

学童保育「あそぶ塾」

②学童保育「あそぶ塾」
年度に開設された民
設民営による学童保育の
現状と課題を調査。
住宅兼用の学童施設で
あるため、限られた空間
で様々な工夫と努力がな
されていた。
20

健康福祉課所管
①多機能ハウス 結い
年３月に開設した、多
機能ハウス結いを視察。
９室の居室を備え、ア
ットホームな空間での在
宅 介 護 を 支 え る、「 通 い 」
「泊まり」「訪問」の３
29

28

28

10

①消防署遊佐分署
年２月末に完成予定
の消防署遊佐分署建設現
場を視察。
現場では地盤改良のた
30

議会ホームページに訪れてみませんか

（http://www.town.yuza.yamagata.jp/）

文教産建
常任委員会

８月２日

管内視察報告
●視察実施日

教育課所管

②埋蔵文化財調査室
（旧西遊佐小学校）
公費を投じて発掘した
遺跡の出土物は公共財産
であり、適切な管理は必
須である。
整理は地道な気の遠く
なるような作業であろう
が、大切な作業である。
着実に進めて頂きたい。
③丸池様・小山崎遺跡
出土物への注目が高ま
ってきているが、一方で
現地での発掘調査はここ
しばらく行われておらず、
多くの部分が未発掘であ
る。
遺跡の主要とされるエ
リアは町有地化されてお

り、定期的な草刈により
保全措置は講じられてい
る。しかし案内看板の設
置はあるが、一般の来訪
者が縄文人の生活ぶりな
どに接することができる
ような整備にはほど遠く、
課題は大きい。

産業課所管
①吹浦漁港第２防波堤延
伸工事
（ケーソン据付）
漁港内の流砂堆積防止
を目的に、 年３月から
月末までの工期で行わ
れている。今回は漁業者
のご協力により、漁船に
乗り海上から視察した。
漁業者にとってより使

いやすい港になれば、漁
業の振興につながってい
く。工事の成果を期待し
たい。
②アワビ陸上養殖
漁村センターの一室を
改装し、実証試験が行わ
れている。
引き入れている海水の
溶存酸素濃度が一時的に
低下し、大量のへい死が
発生したことがあったため、
酸素を海水に溶け込ませ
る装置が工夫されていた。
また、酸素濃度測定機器
の整備を計画している。
これからは養殖成績を
安定させるのと同時に、
本
格事業化させるのかどう
かの見極めが焦点になる。

地域生活課所管

工事の成果を期待

31

①太陽光発電所
（蚕桑地内）
各地の生活クラブ生活
協同組合などが出資して
設立された「株式会社庄
内自然エネルギー発電」
が、 年４月から総工費
約 億円で工事を進めて
いる。
蚕桑集落と月光川の間
に位置し敷地面積は約
で、完成後は一般家庭
約５千 世帯分に相当す
る発電を行うとのこと。
遊休地の活用はさるこ
とながら、固定資産税の
面でも町へのメリットは
大きい。

700

29

50

ha

29

夏草の茂る小山崎遺跡

表紙の写真

どこの小学校にもユ

ニークな親子競技があ

ると思います。

遊佐小学校の運動会

親子種目に「仲よく走

ってあめゲット ！ 」が

あります。

どう考えても子ども

（６年生）の負担が大

きい競技ですが、普段

の親子の仲の良さが垣

間見える競技です。

お父さんが、いや、

お母さんが１番楽しみ

にしているのかも。

遊佐町議会だより

（19）

①コミュニティ・スクー
ル（ＣＳ）の推進状況
遊佐小学校のＣＳ担当
教諭から進捗状況等を聴
き取った。
第 １ 回 ※学 校 運 営 協 議
会の開催に向けて、概ね
当初の計画通りに進んで
いるとのことである。
今後は「遊佐町の地域
人材一覧表」の作成など
も予定されている。子育
てに疎遠な町民をどのよ
うに取り込んでいくかな
ど課題も多いが、中長期
的な視点で関わり、見守
っていくことが大事では
ないか。
※ 学 校 運 営 協 議 会とは、地
域の代表からの学校運営
方針に関する意見を集約
し、承認を受けると共に、
様々な 課 題について要 望
等を出し合う機関。

10

午後１時30分～（概ね２時間）

◎生涯学習センター
◎吹浦防災センター

内

容

・議会活動報告

② 遊佐町内の集落の数
は？
Ａ
集落
Ｂ
集落
Ｃ
集落
③ ９月定例会の傍聴者
総数は？
Ａ
人
Ｂ
人
Ｃ
人

211

応募方法
ハガキに答えの記号
（例①Ａ ②Ｂ ③Ｃ）
それに住所、氏名、年齢、
集落名を書いてください。
（ご応募いただいた方の
個人情報は、この議会ク
イズ以外の目的には使用
しません）
☆
ハガキの余白に答えの
ほか議会へのご要望、ご
意見をいただければ大歓
迎です。
☆
あて先／ ―８３０１
遊佐町遊佐字舞鶴
役場内 議会事務局
締め切り 月 日
発表は次号です。
27

議会クイズ
平成 年８月１日第
号の議会クイズには 名
の方の応募があり、 名
の方が正解でした。
抽選の結果次の 名の
方が当選し、あぽん入浴
券（３枚）を、お届けし
ます。
答え ①Ｂ ②Ｂ ③Ａ
（敬称略）
大谷 知也（六日町）
大谷 玲子（五日町）
梶原
司（丸 子）
土門 京子（宿町三）
石垣 綱子（湯ノ田）
伊藤 順子（平 津）
時田
貞（上大内）
仲野 キミ（和 田）
後藤 喜八（六日町）
後藤美恵子（六日町）
問題
① プレミアム旅行特産
品ギフト事業で、 年
度に申し込みのあった
数は？
Ａ
件
Ｂ
件
Ｃ
件

11

編集室より

稲刈りの終わる前に白鳥が訪れたの

は、あまり記憶にない。

鳥海山の初冠雪も、白鳥の飛来も例

年と変わらないという。人間の都合な

のか、異常気象で稲刈りが遅れている

のか。

そういえば、一部地域でカメムシが

異常発生したとのこと。今年の冬は大

雪になるのかもしれない。

堀

満弥

新たな年を迎える冬にむけて、万全

長

の準備をしなくては。

発行人

議

議会広報常任委員会

佐藤

裕美

英一

智則

斎藤弥志夫

満吉

員

赤塚

阿部

員

松永

委員長

委

員

武

委

員

齋藤

委

副委員長

委

（20）
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110 108 33

60 40 20

999

94
137
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場

遊佐町議会は、年間４回の定例議会が開催

12月定例会は、本会議と補正予算特別委員
会が議場で行われます。

一度傍聴してみませんか？

議会だより

会

10

28

・意見交換

時

29

914 714 514

12月定例議会の予定

11月11日㈯
日

されます。
町民の皆さんへ、議会活動状況を報告するととも
に、皆さんから議会に対するご意見や、町政に対す
るご提言をお聴きします。
町内２ヶ所で、同時に開催します。皆さんのお越
しをお待ちしております。

12月定例議会のご案内

町民と議会の懇談会

※変更する場合もございますので、傍聴の際はあらか
じめ議会事務局（☎72－5889）にご確認ください。

☎72－5889
議会事務局

問合せ

議会を傍聴してみませんか

そこが
聴きたい！

