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平成29年度

1億200万円増額し

総額84億7，
800万円に
歳出
○29年度途中入園児のために

町内保育 966万円（内 国582万円）
町外保育1,049万円（内 国210万円）
○技能・経験に応じた保育士の処遇改善に446万円

補正の
ポイント

歳入

○被害木伐倒駆除

3,000万円（町単独予算）
○被害木伐倒駆除720万円
（内 県672万円）
青葉台団地売り払い収入

1,983万円追加

元町湧水群は
武 委員

全体的に再整備すべき

齋藤

問 遊佐地区元町には数
多くの湧水（自噴井戸）
があり、その一部は散策
しながら楽しめるように
整備されている。
しかし整備後に湧出量
が減少した箇所もあり、
全体的に再整備が必要で
はないか。

義昭 委員

適正審議会の
設置目的は


筒井

問 遊佐町立学校適正整
備審議会が 年に続き設
置されるが、審議委員の
人数と設置期間、今回の
設置による審議の主な課
題は。

議会設置条例第 ２条によ
り 名以内となっており、
設置期間は諮問事項の審
議終了までと考えている。
年度から５回の「今
後の小中学校を考える懇
談会」を実施し意見の集
約を図った結果、小学校
の統合時期を明示してほ
しいというものが大部分
であり、審議主題は小学
校の統合時期となる見込
みである。
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28

企画課長
答 今回の補正について
は、元町湧水群の六日町
の水（忠魂碑前）が漏水
したための修繕料である。
まちめぐりパークにつ
いては、 年に整備され
全部で カ所あるが、手
頃な散策コースとして人
気がある。整備後 年が
経過しており、所々破損
したり水量が減少したり
している箇所があるよう
なので、水質調査も含め
再点検をしたい。

審議委員の人数は審

教育課長
答
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平成30年２月１日

一般会計補正予算（第5号）

補正予算審査
特別委員会

※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。

除雪車格納庫
建設計画は
地域生活課長
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勝子 委員

乳がん術後のケアも

土門

青年就農給付金
斎藤弥志夫 委員
問 青年就農給付金事業
（１人 万円、夫婦 万
円の給付）と、チャレン
ジファームとの違いは。
農業の内容が全体的に
わかるような学習項目は、
どのように整備されて教
えられているのか。
225

10

青年農業者に支援を

答 新規就農をめざす若
手支援のための国の支援
制度が青年就農給付金事
業であり、チャレンジフ
ァーム事業は、青年就農
教育課長
遊佐高校
給付金対象者に町単独で、
就a学支援のあり方は
生活支援や住宅支援を行
答
年度、遊佐高県外
う制度である。
志願者支援コーディネー
松
永
裕
美
委
員
この事業対象者には、
ターを公益大の中原浩子
県農林大学校及び先進的 問 遊佐高校就学支援事 先生に依頼しており、こ
農家において、農業の基 業負担金のコーディネー の旅費は、豊島区で７月
礎技術や基礎知識、実習 ター旅費 万円はどのよ と 月に行った周知活動
などを受講できる研修の
う
な
も
の
か
。
の
も
のである。
場が整備されている。
支援の輪を様々な分野
今後、豊島区に限らず
からもサポートしていた 仙台市などでも行い、魅
だけるように、広げてい 力ある遊佐高校にするた
く時期にきているのでは。 めの活動は、様々な角度
から取り組んでいく。

産業課長

150

智則 委員
問 がん患者医療用ウィ
ッグ購入助成金が計上さ
れている。心のケアとし
て大切である。また、乳
がんのため乳房を切除し
た女性の気持ちに寄り添
い、乳房再建補正シリコ
ンパッド購入にも助成す
べきである。

健康福祉課長
答 医療用ウィッグ購入
助成金の補正は、 年度
３人に助成したことから
予算残額とあわせて２人
分の助成枠を確保し、今
後の申請に備えるもの。
乳房再建術に対する助
成については、新たな助
成制度の提案と受け止め
る。近隣自治体や国・県
の動向をみながら検討し
たい。
29

佐藤
問 除雪車格納庫の建設
にあたり、設計委託料の
増加とある。
建設予定地の詳細や格
納庫の規模、供用開始時
期は。

除雪車の格納庫は

遊佐町議会だより
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答 除雪車の格納庫は、
町の振興計画に基づき、
年度の建設と供用開始
を予定している。
建設予定地は、大楯浄
水場西側の遊佐中学校敷
地の一部を利用し建設す
る計画である。
格納できる台数は、除
雪ドーザ、小型ロータリ
ー合わせて 台を予定し
ている。
30

子育て移住奨励 金

※



年度からの蕨岡小学校の
複式学級の課題は

土門

治明 委員

人事評価制度の
成果は



冠治 委員
30

も っ と 増 え る の では

髙橋

30

問 蕨岡小学校では、
問 人事評価制度構築・
年度から一部複式学級に 導入支援業務委託料が増
なると聞いている。保護 額になっている理由は何
者等への説明は。
か。
また、児童には教育環
また、この制度の成果
境の変化に対応できるき はあがっているのか。
め細やかな指導をするべ
総務課長
きと思うが、町の考えは。
答 能力と実績による人
教育課長
事管理を行うための評価
答 一つの学年で年度末 制度を導入した。 年度
に１名減となる見込みで、 で２年目、運用システム
このまま３月まで異動が を活用して事務の円滑化
なければ複式学級となる を図っている。
予定である。このため、
本予算は、最終評価に
保護者会や地区区長会で 向け、制度構築や職員研
話をし、状況を説明して 修の充実を図るため、コ
いる。
ンサルによる支援業務委
児童には、良好な教育 託料の不足額を追加する
環境を維持できるよう配 もの。
慮していく。
１年を通じ、上司の面
談を随時行いながら職員
各人の年間目標の実現を
めざす。もって、町民サ
ービスの向上に努める。
29

※子育て移住奨励金は、
０歳から中学生の子ど
もをもつ移住世帯に、
子ども１人月１万円が
３年間支給される。

「遊佐定住支援ガイド」より

満吉 委員

28

健康福祉課長
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答 予算案を作成する
年 月時点での想定を上
回る子育て世帯の転入が
あったことによる補正で
ある。 年度の予算案作
成にあたっては、今年度
の実績を踏まえて積算す
る。
12

阿部
問
年度当初予算に対
し、大幅な補正予算が提
案されている。
庄内の有効求人倍率も
高いこともあり、今後も
ＩＪＵターンや移住が増
加するものと思われる。
予算を立てるにあたっ
ては、十分考慮を。
29

議会ホームページに訪れてみませんか

（http://www.town.yuza.yamagata.jp/）

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

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）

町の事業と課題を問う！
社会科授業の一環で見学に訪れました。

一
般
質
問

一般質問



Ｐ

一般質問通告の要旨
裕美 議員

遊佐町の教育環境の充実について

松永
◎

義昭 議員



Ｐ

○ 地方と中央・世界をつなぐローカル
ブランディングの推進について

筒井
◎

Ｐ

地区・集落における公助・共
助・自助による持続的社会構築
に向けた取り組みについて



○

和幸 議員

木 育 の 推 進 に 向 け 、 県 は 「『 や
まがた木育』推進方針」素案を
示したが、これを受けた町の対
応方針は

菅原
◎



Ｐ

仮称・遊佐鳥海ＩＣを核とする
「つながり」について

英一 議員



Ｐ

（通告順）

◎＝記事掲載あり

武 議員

○＝記事掲載なし

齋藤



Ｐ

◎ 中学校の部活動等の課外活動につ
いて、
コミュニティ・スクール制 度の
導入も機に、今日的に必要な見直
しをすべきではないか

冠治 議員

入札制度での社会貢献は

髙橋

○

遊佐高等学校の県外入学者の受
け入れ態勢は

Ｐ

◎



インバウンドと免税店の設置

斎藤弥志夫 議員

◎

Ｐ

Ｐ

津波対策



○

治明 議員

米の減反廃止について

土門

◎



松くい虫防除における実効性あ
る態勢構築を（地上散布）

智則 議員

◎

吹浦漁港及び漁業の展望は

佐藤

○

ここが聞きたい

小学校でのプログラミング教育
の実施における指導者の確保は

8

8

遊佐町議会だより
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赤塚
◎

A

7

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】

&

６年生
吹浦小学校
６年生
高瀬小学校

Q

9議員登壇
12月５日・６日

英語指導に特化した
公営塾開講を


中学３年生への
学習支援塾を開講
バル社会に向けて英語力
をアップさせることは、
子どもたちの生きる力に
つながっていくと思う。
学習機会を広げるため
にも公営塾を開塾しては
どうか。財源は町の負担
を軽減するため、国の進
※
める「地 域未来塾」の導

入や「ふるさと納税」を
活用してみてはいかがか。
※地域未来塾とは、経済
的な理由や家庭の事情
により、学習習慣が十
分に身についていない
児童・生徒に、地域住
民の協力により学習支
援を実施する文部科学
省の事業のこと。

ここが聞きたい

地区・集落体制づくり支援を



会内に、自主防災会連絡
協議会等の組織立ち上げ
が必要ではないか。
安心・安全な町づくり
のための自助・共助の強
化と、それに向けた町に
よる公助の役割は。

町長
年度から、災害
時に １人で避難すること
が困難な「避難要支援
者」の名簿を作成して、
警察、消防、社会福祉協
議会、民生児童委員、各
自主防災組織に提供して
きた。
また 年度は、町と各
地区まちづくり協会と連
携し、自主防災の意義や
役割に関する学習や各地
区の防災倉庫に配備した
資機材を使った訓練等を
行ってきた。
吹浦地区では現在、自
主防災会連絡会の結成に
関する議論がされている。
町は、こうした地域の
自主防災の主体的な取り
組みを支持・尊重しなが
ら、いつでも支援要請に
応えていけるよう、地域
との緊密な連携と情報共
有を図っていく。

28

29

A
問 少子高齢化による人
口減少により、地区や集
落における自助・共助体
制の強化は急務の課題で
ある。
特に各集落における自
主防災会は結成して約

年が経過し、１集落で完
結できる組織の維持が困
難な集落も発生している
のではないか。近隣集落
での連携の枠づくりを検
討すべきと考える。
また地区まちづくり協

地域防災力の強化へ
町が機動的に支援

吹浦地区防災訓練（11月12日）

&

教育長 新学習指導要領
の完全実施に向け、小学
校における外国語の教科
化を 年度先行実施する
予定である。このため、
子どもたちが楽しく学習
し英語が好きになるよう、
教育課程の内容やＡＬＴ
（英語指導助手）配置に
ついて検討している。
中学３年生には部活動
を引退した後の ９月から
翌年 ２月頃まで、スクー
ルバスの運行している土
曜日の午前中、数学や英
語の学習支援塾を生涯学
習センターで開講する予
定である。
講師には中学３年生の
数学や英語を指導できる、
元教員や大学生を考えて
いるが、人材確保のため
にも広く情報提供に協力
願いたい。

20



問 家庭の事情によらず
全ての子どもたちが将来
への夢や希望が持てるよ
うに、地域の未来を担う
人材を育成し持続可能な
町を創っていくためにも、
学習支援の更なる拡充が
必要であると思う。
特にこれからのグロー

学習支援塾の開講

（6）

平成30年２月１日

筒井 義昭
議員

教育長

Q
30

一
般
質
問
松永 裕美
議員

地域振興につながる
インターチェンジに

小学校でのプログラミング教育
指導者の確保は

プログラミング教育は（写真はイメージ）



習指導要領では、２０２
０年度からは小学校にお
いてもプログラミング教
育が必修となる。
中学校で教科担任が指
導するのとは違い、小学
校では指導者となる教師

ここが聞きたい

はすべての教科を指導す
る状況にあるため、プロ
グラミングに対して必要
な知識と指導力を十分取
得できるのかが課題とな
ると思う。現状とその対
応は。

教育長 小学校の新学習
指導要領では、総則、算
数、理科、総合的学習の
時間に、プログラミング
的思考の育成が明記され、
ＩＴを活用した学習活動
に取り組むことで論理的
思考を育むことになった。
プログラムを学ぶわけ
ではなく、教師にプログ
ラミングの専門的知識は
不要であり、代わりに子
どもたちの学ぶ環境とし
て、どこでもインターネ
ットに接続できる無料公
衆無線ＬＡＮ（Wi
Fi）の設置やタブレッ
ト型パソコンの整備が必
要である。
今後は、全ての教室に
電子黒板を整備したり、
全ての児童にパソコンを
配備したりするなど、Ｉ
Ｔ環境の整備が重要であ
る。

-

教育長

Wi–Fiを含む
ＩＴ環境の整備が重要

赤塚 英一
議員

遊佐町議会だより

（7）



29

問 中学校では ２０１２
年度より「プログラムに
よる計測・制御」という
内容が必修になり、中学
生全員がプログラムを学
ぶようになった。
年３月に出された学

A

菅原 和幸
議員

一
般
質
問

ことも選択肢であり、協
力体制を強化し要望した
いとの答弁があった。そ
の後の経過は。

&

地域に豊かさをもたらす
施設整備を目指す

「新たな玄関」につながる道路の整備を



町長 町内の日沿道整備
区間で唯一のフル規格イ
ンターチェンジが「（仮
称）遊佐鳥海インターチ
ェンジ」である。
町は、このインターチ
ェンジを活用し、遊佐町
の魅力を情報発信するた
めに、拠点施設となる
「遊佐パーキングエリア
タウン」を隣接地に整備
計画し、準備を進めてい
る。
アクセス向上を図るた
め周辺道路の整備は重要
であることから、県道菅
里直世下野沢線について
は、様々な機会に早期整
備を要望してきたが、費
用対効果の面から事業採
択には至っていない。
町は引き続き県に対し
要望していく考えである。
日沿道を「町に豊かさ
をもたらす道」とするた
めに、国や県、関係機関
との連携を密にし、各事
業に取り組んでいきたい。

Q

山周辺には、遊楽里やふ
らっとなどの観光施設が
建設され、現在の賑わい
になっている。
県道菅里直世下野沢線
は、 年ほど経過した現
在も未着工区間がある。
以前の議会でも、同区間
を同インターへ接続する
20



345

問 日沿道の当町区間は、
年度に入り、鋭意工事
を進められている。同区
間 に は「（ 仮 称 ）遊 佐 鳥 海
インターチェンジ」が、丸
子地内に計画されている。
その西には、３年開通
の国道 号線「西鳥海
橋」がある。架橋後の西
29

中学校の部活動は改善をすべき

部活動指導員の
活用を検討中

Q

&

は選択肢が限られている。
年度から導入予定の
コミュニティ・スクール
や「部活動指導員」制度
も活用し、広く問題点を
共有しながら改善を図る
べきではないか。

ここが聞きたい

月現在、まだ問い合
わせは無いようだが県外
入学者確保に対して、町、
遊佐高等学校、東北公益
文科大学との連携が大事
だと思われるが、今後の
町の受け入れ準備は整っ
ているのか。

12

教育長 県教育委員会が
遊佐高校の県外志願者を
認めたのが 年５月。そ
の後、遊佐高校支援の会
総会で承認を受け、「県
外志願者支援コーディネ
ーター」を公益大の中原
浩子先生に依頼し、友好
都市の東京都豊島区を中
心に広報活動を行ってい
ただいた。
豊島区内の中学校で、
興味のある生徒がいると
いう情報もいただいてお
り今後も継続したい。
県外志願者が 歳で親
元を離れるには相当の覚
悟が必要であり、我々も
その熱意には十分応えて
いきたい。下宿先などの
課題はあるが支援の会を
中心に町民の理解と協力
を願いたい。

29



徒数が減少し、教職員の
過重労働が改めて問題に
なるなど、取り巻く環境
は大きく変化している。
一方、運動部の対外試
合や練習への交通手段は
十分確保されているとは
言い難い。また、文化部

県外入学者の受け入れ
準備は整っているのか


等学校では入学者確保に
躍起となっている。
遊佐高等学校就学支援
事業は我が町の地域活性
化の１つでもあり、県外
入学者の受け入れに対し
て町は責任がある。

下宿先を
どう確保するかが課題

学校紹介パンフレット

A
問 県立遊佐高等学校は
年度から県外入学者の
受け入れが可能になった。
それによって入学者の
減少に歯止めがかかった
わけでもなく、少子化の
続くなか、私立含め各高

15

教育長

（8）

平成30年２月１日

髙橋 冠治
議員

教育長

問 中学校生活において
部活動は大きな存在であ
り、生徒や保護者にとっ
て重大な関心事である。
これまで教職員やコー
チ、保護者の熱意によっ
て支えられてきたが、家
庭環境が多様化しつつ生

光ヶ丘球場での対外試合

30

教育長 部活動の意義は、
生徒の自主的・自発的な
参加により責任感や連帯
かんよう
感の涵 養等、学校教育が
目指す資質・能力を育成
するものとして地域や保
護者誰もが認めるところ
である。
このため、教師の勤務
状況や保護者負担の現状
を踏まえ、スポーツ庁で
まとめた「運動部活動の
あり方に関する総合的な
ガイドライン」に沿って、
部活動指導員の配置を検
討している。
部活動指導員は、実技
指導だけでなく学校外で
の大会や練習への引率、
顧問としての活動が可能
である。
コミュニティ・スクー
ルも活用し、地域の人材
情報について提供を求め
ていく。

30

一
般
質
問
齋藤
武
議員

観光業の発展のためには、
移した道の駅を免税店に
する必要がある。

50

土門 治明
議員

10

ここが聞きたい

で生産数量を配分する。
米作が基幹産業である
本町においては、どう対
応を考えているのか。ま
た、収入保険制度が導入
されるが、ナラシ対策と
の関連はどうなるのか。

町長 県内市町村におい
ては、国の生産数量目標
に変わり、山形県農業再
生協議会が示す目安に基
づいて生産調整を進める
予定だが、全国の農業者
の足並みが揃うのか予断
を許さない状況である。
また、産地交付金につ
いては、生産数量目標を
達成しない場合において
も減額されることはない
が、加算措置を受けるこ
とができない部分が生じ
るようである。
収入保険制度と他の制
度は、選択制となってい
て、収入保険制度とナラ
シ対策については、稲作
専業であればナラシ対策
が有利と思われるが、野
菜や花き等との複合経営
においては、個別で判断
することになると考えて
いる。

遊佐町議会だより

（9）

旅行者を誘客すること。

A

免税店の設置を

一
般
質
問

※インバウンドとは、外国人

&

買い物をしやすい環境を
作ること、すなわち町内
に免税店を設置すべきで
ある。ふらっとと遊楽里
を免税店にするのが戦略
的方法である。
パーキングエリアタウ
ンに道の駅を移す計画が
あるようだが、外国人観
光客の利便性向上と町の

Q

500

生活クラブ生協との提携で生まれた「遊YOU米」

町長 本町は、韓国から
鳥海山へのトレッキング
客を誘致しインバウンド
観光に取り組んでおり、
町独自の補助制度を設け
誘客に努めている。また、
Wi Fi環境の整備と
交付金を活用し、鳥海山
の登山道の案内標識の多
言語表示や台湾、タイ国
などのツアー造成等魅力
の発信に努めている。
減反廃止による本町の対応は
外国人観光客の消費活
動を促すには、免税店の
導入も有効な手立てと考
えており、大型ショッピ
ングセンターを中心に山
県農業再生協議会の
形県内でも増加している。
目安による生産調整を
本町においても、訪日
外国人の動向を見ながら、 問
年近く続いた国に ａ当たり７千 円の直接
ふらっとや遊楽里への免 よる米の生産調整が今年 支払い交付金も廃止され
税店の導入、多言語表示 度を最後に廃止され、産 て、農家の収入は減少す
やＩＣカード決済の対応 地間競争の激化や供給過 ることになる。
なども含めて、外国人の 剰による値崩れが懸念さ
他県では配分しないと
受け入れ態勢整備を総合 れている。
ころもあるというが、本
的に図っていきたい。
また、生産調整に協力 県ではこれまで通りに各
した農家に支払われる
市町村に配分し、個人ま
-

外国人の受け入れ
 態勢整備を総合的に

問 成 功 す る ※イ ン バ ウ
ンド戦略として、魅力あ
る観光地であること、安
心して過ごせて行ってみ
たくなる観光地であるこ
とが挙げられる。
町のインバウンド戦略
では観光スポットの整備
と宣伝を十分行うのはも
ちろん、外国人観光客が

免税店

斎藤弥志夫
議員

松くい虫防除の
実効性ある地上散布を


松林の間伐や
下刈で環境整備

市民利用の多い窓口
スペースを１、２階に
配し、１階は子育て支
援や介護支援等の福祉
課、市民課。２階には
農林水産課や税務課が
あり、各
階に交流
スペース
となる小
部屋も配
置されて
いる。

ここが聞きたい

町役場庁舎の改築計
画が検討されることか
ら、 年７月に ２期工
事を終え、庁舎部分の
竣工をみた酒田市役所
新庁舎を案内いただい
た。
地 上 ８ 階 、 地 下１ 階
鉄筋コンクリート造、
高さ約 ｍ。周辺環境
と調和した建物をコン
セプトに建設された。

３階は議会関連施設
となり、４階～７階は
行政執務室。３階の議
場は、机、イスとも可
動式で、災害時は対策
本部になるとのこと。
庁舎前や地下にも駐
車場を設け、酒田の
「街歩き」の拠点とな
るよう計画されている。
皆さんも暖かくなっ
たら訪れてはいかがで
しょう。

交流スペース

&

ミキリと、１㍉程しかな
いマツノザイセンチュウ
が、松を枯らしてしまう
メカニズムに人類が負け
てよいはずがない。
町の考えを問う。

29年11月16日
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平成30年２月１日

酒田市
新庁舎を視察
29

40

Q
町長 地上散布事業にお
いては、クロマツ林内の
広葉樹等の繁茂などによ
り、先端部へ薬剤が届き
にくい状況になっている
ものと認識している。
対策としては、空中散
布への移行が考えられる
が、経費が現在の約 倍
になることや、ヘリポー
トのための林道整備が必
要であること、また、散
布期間の長期化による農
作物への影響等が課題に
なっている。
現在までの松くい虫被
害の状況をみると、手入
れの行き届いてない風通
しや日光の入りが悪い箇
所で多発する傾向がある
ので、今後、こうした松
林の除間伐や下刈等を実
施し、松林の環境整備を
図りながら防除事業に取
り組む方向を検討してい
きたい。

議場（机、イスとも可動式）

手法が求められているの
ではないか。
ＮＰＯ法人「庄内海岸
のクロマツ林をたたえる
会」が、松くい虫対策は
いわば『絶対に引くこと
のできない闘いなのだ』
と表現している。たかが
８㍉から ㍉のマダラカ

松くい虫防除の地上散布



問 地上散布を実施して
いる映像を見たが、薬剤
が松の木の先端まで達し
ない状況が見てとれる。
せっかく散布しても、そ
の箇所が効果のない状況
だったとしたら、作業そ
のものが水泡に帰するこ
とであり、より効果的な
18

A
1.7

一
般
質
問
佐藤 智則
議員

１２月定例会の議案結果（平成２９年度一般会計補正予算他、
１３件）
議案番号

議

案

名

内

容

審議結果

議第67号

平成29年度遊佐町一般会計補正予算
（第４号）
の
専決処分の承認について

衆議院議員総選挙に対応したため

承

認

議第68号

平成29年度遊佐町一般会計補正予算
（第５号）

松くい虫防除、森林景観整備、子どもの
ための教育・保育給付等で、1億200万
円を増額

可

決

議第69号

平成29年度遊佐町国民健康保険特別会計補正
予算
（第３号）

繰越金、保険給付費等で、600万円を増額

可

決

議第70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３号）

一般管理費、下水道建設費、起債償還
利子の見直しで、210万円を増額

可

決

議第71号

平成29年度遊佐町地域集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 一般管理費の見直しで、80万円を増額

可

決

議第72号

平成29年度遊佐町介護保険特別会計補正予算（第３号） 総務費の見直しで、40万円を増額

可

決

議第73号

平成29年度遊佐町水道事業会計補正予算
（第３号）

収益的支出で、373万円の増額、
資本的支出で、215万円の増額

可

決

議第74号

遊佐町税条例等の一部を改正する条例の設定について

わがまち特例に係る固定資産税の課税
標準の特例割合を定め、控除対象配偶
者の定義を変更

可

決

議第75号

鳥海南工業団地への企業立地の促進
遊佐町企業立地促進条例の一部を改正する条例
を図り、雇用機会の拡大に資するため、
の制定について
用地取得の際の助成内容を拡充

可

決

議第76号

遊佐町立学校適正整備審議会設置条例の一部を 審議会の委員構成の見直しを行う必要
改正する条例の制定について
があるため

可

決

発議第８号

まちづくり政策提言の提出について

可

決

発議第９号

庁舎建設費用の地方財政措置の延長を求めるよう
P12に意見書を掲載
国に対し要請する意見書の提出について

可

決

発議第10号

議員派遣について

遊佐町議会会議規則第129条の規定による

可

決

発議第11号

庁舎建設に関する調査特別委員会の設置について

役場庁舎建設に関する調査のため

可

決

P12に提言を掲載

１２月定例会の傍聴者数
（単位：人）
日

程

内

容

19

16

35

12月６日㈬

一般質問・補正予算上程

14

11

25

12月８日㈮

補正予算特別委員会・本会議

1

1

2

34

28

62

員

員

目

的

役場庁舎建設にあたり、基本設計や実施設
計等を調査・研究

町では、庁舎建設プロジェクト会議を
土
門
治
明 設置し、基本計画の素案づくりに着手。
議 長 を 除 く 全 議 員 議会でも調査・研究を進め提言します。

長 土

副 委 員 長

（11）

計

本会議・一般質問

庁舎建設調査
特別委員会を設置

委

女

12月５日㈫

計

委

男

門

勝

子

遊佐町議会だより

●下記の提言の提出が議会において可決され、遊佐町長に提出しました。

まちづくり政策提言
遊佐町において人口減少は大きな課題であり、この課題にあらゆる分野の施策を行うべきである。
本町では、第８次遊佐町振興計画が策定され、まちづくりの柱となる６つの基本目標が設定された。その計画に沿っ
て、町民、議会、行政が一体となり、具現化に向かって進む努力が必要である。遊佐町議会は、住みたいと思えるまち
づくりに向けた政策を下記の通り提案する。
記
１．稲作に係る収入減は、農家及び農業法人等の経営に甚
大な影響が懸念される一方で、税収にも影響する。今
後も、国及び県に対し、施策継続等の要望を強く求め
られたい。また、農業経営に係る施策の選択が自由に
なる反面、自己責任を伴う時代に移行している。農業
団体等と連携し、生産者への指導・助言及び情報提供
も図られたい。

５．日沿道の早期全線開通を目指し、更なる事業推進を要
望されたい。
６．町民が安心・安全に暮らせるために、地域・集落自主
防災組織に対する支援の更なる充実を図られたい。
７．各町立学校単位に、学校運営協議会が設置される。平
成29年度より活動がスタートしている遊佐小学校のコ
ミュニティ・スクール構想を先例に、各校の特色を活
かした運営となるよう、教育委員会と連携のもと指導、
助言にあたられたい。

２．若い世代が結婚し、安心して子どもを生み育てられる
ように、経済的安定はもとより、結婚から子育てまで
切れ目のない支援の充実を図られたい。

８．新庁舎建設に係る基本計画策定及び基本設計にあたっ
ては、町民及び議会に対し、十分な説明とコンセンサ
スを図られたい。

３．団塊の世代が後期高齢者となる2025年には、医療、介
護、福祉サービスの需要が高まり、社会福祉財政のバ
ランスが崩れると指摘されている。介護支援と、地域
で介護を支える体制づくりの早期実現を要望する。

９．新庁舎建設にあたって
は、災害発生時におけ
る災害対策本部機能は
もとより、福祉関係施
策等の将来をも見据え
て進められたい。

４．条例施策である「水循環保全事業」については、町民
及び議会に対して十分な説明を行い、施策の推進を図
るべきである。また、係争中の臂曲地区岩石採取申請
に係る訴訟については、町民に対し、情報の開示と報
告を適時実施されるよう要望する。
平成29年12月８日
遊佐町長

時

田

博

機

遊佐町議会議長

殿

堀

満

弥
町長に提言書を提出

●下記の意見書の提出が議会において可決され、地方自治法第99条の規定により山形県知事に提出しました。

庁舎建設費用の地方財政措置の延長を求めるよう国に対し要請する意見書
熊本地震での市町村役所・役場庁舎損壊を契機として、今年度から平成32年度までの４か年間限定で、市町村役場機
能緊急保全事業により庁舎建て替え費用の一部が交付税措置される。
この地方財政措置は、これまでなかったことから大きな前進ではあるが、地域で必要な合意を形成し実際に建設が完
了するまでの期間として、４年間では決して十分とは言えない。
役所・役場はそれぞれの自治体の事務的な中心機能であるのみならず、人や文化の交流の要でもあり、まさに地方創
生の拠点となるインフラである。この拠点の形成が財政措置の時的限界のために必要以上に急かされて行われた場合、
地域社会に深刻な禍根を残すことが危惧される。
そもそも、自治体の財政状況などに関わらず、役所・役場の庁舎が災害時でも安心できる空間であることは、命に関
することであり、憲法第14条が定める法の下の平等の要請でもある。
山形県内では遊佐町を含む９自治体で、この事業を利用して庁舎建て替えの計画があるとされる。そのため、事業の
時的制限が、広い地域に影響を及ぼすことが懸念される。
よって、
山形県においては、
現在実施されている地方財政措置を次のように改めることを国に求めるよう、
強く要請する。
記
１．平成32年度までとされている庁舎建設費用の地方財政措置の延長を、国に対し要請すること。
以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。
平成29年12月８日
山形県知事

吉

平成30年２月１日

村

美栄子

殿

山形県飽海郡遊佐町議会議長

堀

満

弥

（12）

そこが聴きたい！

役場庁舎建て替え
問 議会だよりに役場庁
舎建設に関する補正予算
についての質疑が掲載さ
れていたが、その中で
「タイムリミット」とあ
るが、これはどういう意
味か。
答 熊本地震をきっかけ
に、国から役場庁舎改築
の財政措置がされること

になりましたが、その措
置は 年度までに建設が
完了したものに限られて
いる、という意味です。
問 庁舎建設計画が急に
進んでいる気がするが、
建設場所は決まっていな
いのか。

32

答 町は今年度中に基本
計画を策定するとしてい
ます。場所については決
まっていません。

四

大

祭

問 年度内の計画策定は
防災無線・防災ラジオ
急ぎ過ぎだと言うべきで
はないか。議会として町
問 私の集落では一人暮
へ申し入れしているのか。
らしや高齢者のみの世帯
町の施設全部のこれか
が２割を占め災害時の不
らも含めて、基本計画の
安は大きい。
段階で町民の意見が十分
防災行政無線が聞き取
入るようにすべきだ。
れないことがあるので、
防災ラジオの導入を考え
答 町民の合意を得なが
るべきではないか。
らの建設であるべきです。
議会として検討して申し 答 町では防災行政無線
入れたいと考えます。
でカバーしきれないこと
を想定し、区長宅に個別
問 庁舎建設で吹浦財産 受信機を配備して対応し
区の木材を使ってもらえ ているのが現状です。
ないか。使うなら３年間
酒田市では有料で個別
乾燥しなければならない。 の防災ラジオを設置して
いる例があります。今後
も必要な提言をしていき
ます。

答 木材を多用した庁舎
建設先進事例で高知県四
万十町の庁舎を視察しま
したが、伐採から使用ま
で２年３か月を要したと
のことです。
木材使用については、
吹浦財産区から町へ要望
書を提出することなどが
考えられます。

問 四大祭の展示室を具
体的にどうするのか。観
光バスが立寄れるような
場所に設置すべきだ。現
在、町で計画はどのよう
に進んでいるのか。

答 具体的計画はないよ
うです。

遊佐町議会だより
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役場庁舎
昭和36年竣工

第7回目

町民と議会の懇談会

11月11日、生涯学習センター・吹浦防災センターにおいて開催

学校に関わることが想定
されています。

岩石採取裁判
問 岩石採取裁判の「情
報公開」とはどういうこ
とか。
情報開示（説明会）は
町民が知れるようにすべ
きではないか。

小山崎遺跡・丸池様
問 小山崎遺跡や丸池様
には各地より大型バスで
訪れる人が増えている。
対策をすべきではないか。
答 大型バスの駐車スペ
ース確保のため、箕輪ふ
化場近隣に 年度に駐車
場整備をする予定です。

答 道の駅をインターへ
移して小山崎遺跡の出土
品を含め情報発信・展示
を進めるよう、提言して
いきたいと思います。

答 住宅地開発造成段階
で町道認定できなかった
ことにより、現状は私道
です。私道であるため、
原則的に町が主体となる
舗装工事は難しいと考え
られます。

問 西浜地区住宅地には
いまだに未舗装区間が存
在する。改善願いたい。

問 小山崎遺跡の国史跡
指定を目指すためにも、
情報発信や出土品を展示
出来るスペースをＰＡＴ
西浜地区未舗装道路
に設けるべきと考えるが。

30

で閲覧できます。
町は積極的に説明会等
で情報を開示すべきだし、
その際は誰でも聞けるの
が基本だと考えます。口
頭弁論の度の積極的な情
報開示を求めていきます。

年度からの稲作経営

30

答 直接支払（ ７千 円
／ ａ）がなくなります。
また、生産調整の実施主
体が国から県に変わりま
す。飼料用米の制度は基
本的に変更ありません。
収入保険等、まだはっき
り決まっていない事項も
あります。
500

問 稲作経営は 年度か
らどう変わるのか。

30

10

地域教育力も授業へ

答 今までの情報の開示
（説明会）は水循環保全
審議会委員と環境保全審
議会委員のみが対象で、
議員も傍聴のみ可能でし
た。なお、地裁に提出さ
れた答弁書等は、企画課

裁判のゆくえは

コミュニティ・スクール

答
年度は既に遊佐小
学校で導入しています。
これまで教育方針を校長
が決めていましたが、学
校運営協議会を設置する
ことで、地域の方々が一
定の事項について意見を
言えるようになりました。
年度からは全ての町
立小中学校で実施される
予定です。
様々な場面において、
ＰＴＡ以外の地域の人が
30

問 月光川の河口が土砂
堆積で川底が上がってい
る。自然災害の発生防止
上、大きな問題である。

月光川の河口整備

砂が堆積した出羽二見

答 月光川は県の管理で、
すが、土砂が河口に堆積
していることは認識して
います。
毎年「県議と語る会」
などでも要望しています
が、引き続き粘り強く浚
渫工事の実施を要望して
いきます。
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平成30年２月１日

29

問 コミュニティ・スク
ールはいつから実施され
るのか。

町 民 の 声 を 議 会 へ

空き家対策

保育の充実

問 住める状態の空き家 問 一時保育については
は新たな入居者がいるが、 通常の保育料が下がった
住めない空き家は集落と にも関わらず以前のまま
しても実害を被ることが の水準である。見直しす
ある。
べきではないか。今の料
他の自治体では強制撤 金は 年前の設定。せめ
去もしている。対応願い て半額ではどうか。
たい。
答 今後の課題と考えま
答 強制撤去の前提とな す。
る特定空き家の認定には
一定の要件がありますが、 問 保育園で臨時職員が
空き家の対策は重要だと 担任をしている状況はど
うなのか。本来正規職員
考えます。
がすべきではないか。
酒田市では、臨時保育
医師の確保
士が一定の年数を経た場
合の正職員への選抜制度
があるという。町でもす
べきではないか。

問 町内の医師の実質の
平均年齢が 歳近いとさ
れる。跡継ぎのいないと
ころもある。町が医師会
と連携をとって後継者の
確保に取り組むべき。

70

答 医師確保は難しい問
題だと考えますが、町と
相談していきたいと思い
ます。

20

答 一般論として、臨時
職員が担任を持つことに
ついて問題はあります。
ただし現実問題として保
育士の確保が難しい状況
です。
子育て後の保育士の復
帰や報酬面で対応しなけ
ればいけないと考えます。

日沿道・ＰＡＴ
問 藤蔵祭では松林の保
護をうたっているが、日
沿道の工事現場を見れば
砂防林が無残に伐られた
形で工事が進められてい
る。整合性はあるのか。
答 計画段階より住民説
明会や環境影響調査をし
た上での工事であり、必
要な準備や手続きは実施
したものであると考えま
す。
また、住民の要望によ
りボックスカルバート工
法も導入されています。

問 日沿道開通によって
従来の国道 ７号線沿線は
賑わいを喪失する危機に
陥るのではないか。

インターチェンジ付近を視察

答 ７号線沿線のみなら
ず町全体の課題であると
認識しています。
そのためにインターチ
ェンジにパーキングエリ
アタウン（ＰＡＴ）を建
設し、町の大きな玄関に
すべきと考えます。
また町内にはハーフイ
ンターチェンジが４カ所
出来るので、より柔軟な
対応が可能であると考え
ます。

特別委員会の設置

問 議員報酬等に関する
調査特別委員会と議会活
性化等推進特別委員会は、
選挙により議員が替わっ
たから設置されるのか。

答 かつて定数と報酬を
審議しましたが、報酬は
決まらないままとなって
います。
議会活性化等推進特別
委員会は、前回は中間報
告だけであったので、改
めて設置しました。
議会活性化等推進特別
委員会では地方創生の施
策についても取り扱い、
町政に住民の声を反映さ
せていきたいと考えてい
ます。

議会活動全般

問 議員の団体での県外
視察が行われているが、
それぞれの議員の得意分
野もあるはずだ。各議員
が主体的に視察すべきだ。

答 県外視察は各議員が
事前に調査したうえで現
地に赴いています。

その他意見等

・若者定住町営住宅は、
実際に建てられるよう
になってから予算化す
べきだ。年に数回しか
利用しないまちなか駐
車場のために予算を通
すのはどうかと思う。 
議員が予算組み替え
動議を出せるように勉
強すべき。

・各地区のまちづくり協
議会の勤務体制などが
バラバラのままスター
トした。 

発足から７年経った
状況について、検証す
べきだ。

・病児保育の体制整備も
必要だ。

・町の〝ストーリー〟作
りは役場の職員と協力
しなければならないが、
広告会社などプロの手
も借りるべきではない
か。必要な予算要求を
すべきである。

遊佐町議会だより
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町 民 の 声 を 議 会 へ

総務厚生常任委員会
管外視察報告 年 月 日～
日

地元木材を多用した
新庁舎建設


とのこと。

高知県 四万十町
四万十町では、合併後
の本庁舎機能充実のため
に新庁舎建設が取り組ま
れた。
年３月に完成した新
※
庁舎は、地 元産木材を多
用した施工による建設が
なされた。
土佐黒潮鉄道を挟んだ
形で東西庁舎を自由通路
で結ぶツインタワー形式
の建物で、基本はＲＣ工
法でありながら、内部・

外部に地元産木材を多く
用いた温かみのある庁舎
であった。
※木材は町有林のヒノキ
の伐採から使用まで２年
３カ月要したとのこと。
～視察を終えて～
遊佐町でも新庁舎建設
計画が進められているが、
四万十町のように合併特
例債を活用できないこと
から地域産木材を多用す
ることによる有利な財源
の導入が求められる。
また ６カ年に渡って取
り組まれた庁舎建設であ
ったことを考えれば、遊
佐町においても、拙速に
なり過ぎず、町民のコン
センサスを得ながら進め
なくてはいけない事業で
あると感じた。

囲を ｍに設定し、半径
ｍ内に想定津波高より
高い避難場所が無い地域
には津波避難タワー建設
を進め、６基が完成した。
視察した佐賀地区津波
避難タワーは標高 ・４
ｍ地点に高さ ｍを誇り、
タワー内に 名を収容で
きる日本でも最大級の施
設であった。
津波避難タワーの視察
後、黒潮町庁舎において
「犠牲者ゼロ」を目指す
地震対策の取り組みにつ
いて説明を頂く。

22

308

308

25




～視察を終えて～
黒潮町では、国からの
津波想定が示された際、
諦め感が生じたが、いか
なる災害時にも犠牲者を

230

出さない町づくり施策が
立ち上げられた。
特に①町職員の地域担
当制の導入、②全家庭を
対象とした戸別津波避難
カルテの作成、③地域性
を反映した手づくり防災
計画の策定等、防災施策
のきめ細やかさと本気度
を感じた。
遊佐町においても不安
をあおること無く、公
助・共助・自助・近助の
防災対策を検討すべきと
考える。

高さ22mの津波避難タワー

～その他の視察先～
空き校舎を活用した
体験型宿泊施設
「四万十楽舎」
高知県 四万十市

（16）

平成30年２月１日

犠牲者ゼロを目指し
津波避難タワー
高知県 黒潮町
黒潮町では東日本大震
災以降に国が示した津波
想定 ｍを受け、犠牲者
ゼロを目指した防災対策
に取り組んでいる。
その中でも避難可能範
34

10

25

27

～視察を終えて～
公有遊休施設でのシェ
アオフィスという形での
利活用方法は、遊佐町で
も導入可能な取組である。
取組むにあたり、県の
支援が欠かせぬことと、
町や地域と参入企業のマ
ッチングが重要であると
感じた。

地元産木材のヒノキを用いた議場（四万十町）

遊休施設を
シェアオフィス活用
高知県 本山町
高知県では「高知家で
暮らそう」というコンセ
プトのもと、移住定住や
企業立地・創業支援策を
推進している。
本山町では県の支援を
受け、廃園となった保育
園 を 改 修 し、
「シェアオ
フィス 本山」を開設。
開設以来３社がサテラ
イトオフィスとして開業
したが、現在はＩＴ企業
１社が利用している。３
年間の助成制度（創業経
費・賃借料・通信費等）
終了と共に撤退するケー
スがあるのが現状とのこ
とである。
現在利用のＩＴ企業は
４名が従事しており、開
業後雇用が ３名創出され
ている。
同社により今後空きブ
ース部分も拡張利用予定
26

29





文教産建常任委員会
管外視察報告 年 月 日～
29

11

7

日

方創生の戦略を策定する
ためのワーキンググルー
プが役場若手職員と町民
をメンバーとして設置さ
れた。その議論の過程で
神山の農業の現状が再認
識され、状況打開の具体
策として立ち上がったプ
ロジェクトである。
このプロジェクトは、

町が３割、東京のｗｅｂ
制作会社が約７割を出資
して設立された「株式会
社フードハブ・プロジェ
クト」が運営している。
「地産地食」を合言葉に
「農業の担い手を育てる
ための農業の会社」であ
る。また「神山にあった
昔ながらの農業を現代に
合わせる形」で作物を生
産していくことを基本と
している。
これまでは農産物の多
くが農協と市場を経由し
て不特定の都会の消費者
に届けられていたが、こ
れをプロジェクトが運営
する食堂や売店を通し、
町民に直接届けている。


～視察を終えて～
プロジェクトの基本的
な考え方のように、昔か
ら伝わる郷土食を見直し、
遊佐食として発信するこ
とは、パーキングエリア
（新たな道の駅）の目玉
になるのではないだろう
か。
また、高齢者の世帯な
ど個食への支援にもつな
がるものと考える。

陸上養殖技術の最前線

49



香川県 高松市
遊佐町漁村センターの
隣接地に、産学官連携に
よりサクラマスの陸上養
殖施設が建設された。
その養殖技術の開発に
携わった研究機関が、高
松市屋島にある「国立研
究開発法人 水産研究・
教育機構 瀬戸内海区水
「うちぬき」を活かした
産研究所」である。
まちづくり
現在は循環式陸上養殖
技術の開発とサワラやト 愛媛県 西条市
ラフグの育種を主な業務
西条市は、背後にそび
にしている。
える石鎚山などを水源と
欧米では陸上養殖事業 し地下水が豊富である。
に関するコンサルティン この地下水は古くから生
グが発達しており、今後、 活と産業に不可欠であり、
海区研究所でその役割を 鉄パイプなどを地面に突
担うことができないか、 き刺すと、そこから噴き
模索しているとのことで 出すことから、自噴井戸
あった。
を「うちぬき」と呼んで
いる。
特筆すべきは、市内の
水道の普及率は約 ％に
過ぎず、それ以外の各家
庭や事業所ではうちぬき
を利用して、生活や事業
の水を確保していること
である。
水道管の敷設と維持に
～視察を終えて～
欧米では、天然物が養
殖物に勝るという意識は
薄い、という説明は印象
的だった。遊佐陸上産の
サクラマスが食卓に上が
り、名産品になる日が楽
しみである。

は多額の経費がかかるた
め、今後も基本的に新規
の水道の整備はしないと
のこと。
一方、うちぬきが当た
り前過ぎたため、市民の
中に水を大切にする意識
が乏しい傾向があるとさ
れる。節水はもちろんの
こ と、「 育 水 思 考 の 醸 成 」
を掲げ、市民への啓発に
努めることとしている。

うちぬきにある看板
水質基準に適合

～視察を終えて～
西条市と遊佐町は共に
「 水 の 郷 百 選 」（ 旧 国 土
庁認定）のまちであり、
それぞれ水を生活や産業、
観光に活かしている。
水のまちの先進地とし
て西条市に学ぶところは
多い。

遊佐町議会だより

（17）

9
フードハブ・プロジェクトが運営する
食堂「かま屋」の店内 厨房が中心にある

「地産地食」
の
フードハブ・プロジェクト
徳島県 神山町
神山町は山地が多く、
農業従事者の高齢化や耕
作放棄地の増加といった、
各地で共通の課題に悩ま
されていた。
そうした中、 年に地
27

議会を傍聴してみませんか

3月定例議会の予定

議会だより

新春恒例の消防出初式。今年も杉の子
幼 稚 園の子どもたちが先 導してくれまし
た。
そんな子どもたちの祈りもあってか、
遊佐地区と蕨岡地区（２年連続）に 年
無火災表彰が贈られました。蕨岡地区と
高瀬地区では「千日無火災」も達成して
います。住民の意識だけでなく消防団の
防火活動の成果でもあると思います。

29

３月12日㈪ 常任委員会

３月15日㈭ 予算審査特別委員会・本会議

※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。

答え ①Ｃ ②Ｃ ③Ｂ
（敬称略）
髙橋 恒子（田地下）
真嶋 慎一（大 井）
髙橋ちや子（駅前一）
斎藤ふさ子（出 戸）
後藤 喜八（六日町）
梶原千賀子（丸 子）
髙橋アヤ子（松 山）
菅原ふみ子（旭ケ丘）
三浦 頼子（谷地下）
髙橋 万治（十日町）

10

② 外国人旅行者を誘客
することは？
Ａ インバウンド
Ｂ アウトバウンド
Ｃ リバウンド

③ 庁舎改築の国からの財
政措置は何年度までか。
Ａ
年度
Ｂ
年度
Ｃ
年度

平成30年₂月₁日 第139号 発行／遊佐町議会 編集／議会広報常任委員会
〒999-8301 山形県飽海郡遊佐町遊佐字舞鶴211 ☎（0234）72-5889
印刷／JA印刷山形

編集室より

年、海の幸の水揚げはあ

鮭の遡上も

年をさらに下

ことがなかった。

ハタハタもあまり店頭に並ぶ

まり、秋のサンマや冬の使者

岩ガキや夏イカの不漁に始

う。

まり芳しくなかったように思

29

発行人

議

堀

満弥

松永

赤塚

佐藤

裕美

英一

智則

斎藤弥志夫

武

員

満吉

委

員

阿部

委

員

齋藤

委

員

委員長

委

副委員長

議会広報常任委員会

長

豊饒の海であってほしい。

ほうじょう

日本の食文化を守るためにも、

今年の水揚げに期待したい。

さて２月、寒ダラの季節。

嶺の花、まさに赤いダイヤだ。

回る不漁になり、イクラは高

28

51 57

138

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。

211

95

議会クイズ
11

平成 年 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。
29

問題
① 今回の補正予算で松
くい虫被害木伐倒駆除
の町単独予算額は？
Ａ ２千万円
Ｂ ３千万円
Ｃ ４千万円

26

常任委員会

火災だけでなく、東日本
大震災以降、災害に見舞わ
れた時の消防団活動の重要
性が高まっています。
しかし、全国的な傾向に
あるように、遊佐町でも消
防団員が定員に満たない状
況にあります。
女性消防団員の防災活動
はしご
や梯子隊など色々な関わり
合いもできると思います。
「自分が暮らす地域の安
心と安全を守るため」消防
団に入団しませんか。
●問／危機管理係
☎ －５８９５


３月14日㈬ 予算審査特別委員会
72

一般質問・予算上程
３月９日㈮

一般質問
３月８日㈭

施政方針
３月７日㈬

補正予算審査特別委員会・

３月６日㈫

本会議・常任委員会
３月５日㈪

（18）

平成30年２月１日

議会を傍聴してみませんか

戸締まり用心

火の用心

34 32 30

999

2

3月定例議会は
30年度予算が
審議されます
表紙の写真

