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平成28年度補正予算
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一般会計 76億9,200万円
前年度比

歳入歳出の
あらまし

5億5,400万円
（6.7%）
の減

平成29年度予算の歳入は、法人税や固定資産税の増収を見込むものの、地方交付税や国県か
らの交付金の減額が見込まれるため、5億5,400万円減の76億9,200万円となりました。
歳出では、移住・定住促進のための若者定住住宅建設や、持家住宅支援の継続、消防遊佐分
署、御浜山岳トイレの整備などが計画されています。

公債費

議会費

公債証書

○内、議員報酬

3,217万円

○起債償還元金 6億6,500万円
○利子
6,750万円

民生費

その他
0.5％
公債費
9.5％

教育費

○小中学校費

2億269万円
○社会教育費

1億6,106万円

7億3,250万円

教育費
9.4％

8,746万円

民生費
25.1％

19億2,713万円

7億2,108万円

消防費
8.2％

歳

6億2,634万円

総務費

出

76億9,200万円

土木費
12.6％

消防費

○酒田地区
広域組合分賦金

4億5,244万円
（内、遊佐分署建設費

2億7,400万円）

○医療給付・介護支援

12億9,677万円
○児童手当等

6億2,893万円

議会費 1.1％

9億7,175万円

商工費
6.1％

4億6,721万円

○総務管理費

9億6,914万円
○地域活動交付金

5,000万円

総務費
14.2％

10億9,592万円

衛生費
5.0％

3億8,604万円

衛生費
農林水産業費 8.3％
6億3,979万円

土木費

○道路や橋に

2億2,771万円
○若者向け住宅等に

2億9,183万円

商工費

○産業支援等

1億7,659万円
○御浜トイレ・観光費

1億7,534万円

○各種検診や斎場に

2億7,631万円
○ゴミ処理等

9,305万円

農林水産業費

○農業費
5億7,194万円
○水産業費
2,486万円
○松くい虫対策等
4,299万円

水道事業会計に簡易水道会計が統合
簡易水道はそれぞれ小規模で、経営基盤が小さい
ことから、利用者に水道水を安定的に供給するため、
水道事業会計に統合されます。なお、統合とは会計
水道事業収益
管理を一本化することで、水源や管路まで一本化す
水道事業費用
ることではありません。
平成29年５月１日

水道事業会計
5億

23万円

1億9,744万円増

4億8,145万円

1億3,815万円増
（2）

新年度 予算 可決
歳入の
財源は…

町税・繰入金・その他自主財源を合わせた自前の財源の比率は29.5％です。
一方、町債・地方交付税・国県支出金・その他を合わせた依存財源は70.5％となり
ます。

町税

町民税や固定資産税
前年度比

＋6,705万円

その他依存財源

地方譲与税や地方消費税交付金
前年度比
＋961万円

自主財源
29.5％

その他依存財源
4.4％

国・県支出金

国や県からの補助金
前年度比
 −4億2,973万円

町税 16.0％

国県支出金
13.7％

12億2,873万円

10億5,374万円

繰入金 6.9％
5億3,383万円

歳

入

地方交付税
40.0％

5億601万円

町債 12.4％

9億5,100万円

30億7,473万円

その他自主財源

寄付金やふるさと納税
前年度比

＋7,707万円

地方交付税

行政格差をなくすために国が交付
前年度比
−2,227万円

特別会計や基金
からの繰入
前年度比
 −6,743万円

その他自主財源 6.6％

76億9,200万円

依存財源
70.5％

繰入金

町債

国や銀行からの借入金
前年度比
 −1億8,830万円

特別会計
会計区分

国民健康保険

介護保険

後期高齢者

簡易水道

公共下水道

地域集落排水

予算額

19億円

19億1,800万円

1億6,400万円

7億8,700万円

8,960万円

前年度比

200万円減

3,100万円増

150万円増

水道事業
会計に統合

2,900万円増

440万円減
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遊佐町議会だより

免許証自主返納者
への支援は

総務課長

民生委員の調査表の

 回収に配慮を
松永 裕美 委員

武 委員

スクール制度に望む

コミュニティ・
齋藤

※
問
コミュニティ・ス
クール制度の導入が計画
されている。この制度に
よる利点が期待できるが、
そのためには当然、ＰＴ
Ａや地域との共通理解が
不可欠である。
充分な説明に基づく推
進を望む。

教育課長

問 介護保険事業の計画
策定にあたり、事業計画
の見直しを行うため、そ
の基礎となる介護ニーズ
調査表の回収を民生委員
の方々にお願いしている。
回収時期について気候
の厳しい冬期間を回避す
るよう配慮すべきではな
いか。

健康福祉課長

満吉 委員

国民健康保険は
どう変わる


阿部

問 平成 年度国民健康
保険特別会計を最後に、
年度からは、県による
広域会計に移行する。
個人が支払う保険税の
値上げや、国民健康保険
基金の取り扱い等の移行
事務は。

健康福祉課長

コミュニティ・スクール制度

答 平成 年度からの県
一本化では、町の体制は
変わらない。ただし、県
の全体医療費を各市町村
に分配し負担金が求めら
れる。
負担金は保険税として
徴収するので、これまで
同様、基金を繰り入れな
がら保険税の抑制を図る
ことになる。

30



29
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平成29年５月１日

勝子 委員

答 介護保険制度は、３
年毎に事業計画の見直し
を行っている。平成 年
度は第６期の ３年目であ
り、 年度からの第７期
計画を策定するための委
託料を計上している。
今回ニーズ調査を実施
したが、時期と方法は総
合的に判断し今後改善に
向け検討する。

※コミュニティ・スクール制 度とは、
学校運営の目標を地域住民・保
護者と共有し、地域と一体となっ
て子どもたちを育む制度のこと。

答 地域と共にある学校
づくりを主旨としている。
町内の小学校は、すでに
実質的には制度以上のも
のを実施している。
導入にあたっては国の
補助や教員の増員などの
メリットがあることから、
それらを有効に活用して
いきたい。
学校を核として、大人
も子どもと一緒に育とう
との思いを持っている。
30

予算審査特別委員会
20

答 高齢者の交通事故防
止対策の一環として、
「運転免許証自主返納促
進事業」に取組んでおり、
返納により 枚綴りのタ
クシー券を交付している。
また、福祉タクシー事
業による交通弱者支援も
行っており、タクシー券
併用促進や老人クラブ活
動を通じた周知などで、
事業連携を図りたい。

29

土門
問 町の高齢者の運転免
許証自主返納者は昨年
人である。移動手段の少
ない町において免許証の
返納がつらい決断になる
ことは必至である。
代替手段として、どん
な支援・取り組みがある
のか。

30

予算審査
特別委員会質疑
63

平成29年度

給食の民間委託は
斎藤弥志夫 委員
問 学校給食管理システ
ムソフトを利用して、中
学校の給食業務は民間に
委託されている。
同様の方法で小学校と
保育園の給食業務も、理
論的に民間委託は可能で
はないのか。

教育課長

デマンド交通の
義昭 委員

料金半額制度導入を

筒井
問 免許証返納者や福祉
タクシー券利用者にとっ
て、デマンド交通はまさ
に生活の足とも言える公
共交通機関である。
利用者の利便性と外出
機会の創出にむけ、料金
半額制度の導入を。

産業課長
答 デマンド交通利用者
の大多数が高齢であるた
め、これまでも料金の見
直しや、近隣市町への運
行について意見をいただ
いてきた経過がある。
民間タクシー業との料
金格差や業務維持管理費
を考慮して現状料金にし
ている。
料金半額の件は、地域
公共交通会議等で検討し
たい。


冠治 委員

庄内延伸を

フル規格新幹線より

髙橋

問 県は山形新幹線・羽
越本線のフル規格の新幹
線を望んでいるが、費用
対効果や実現性を考えれ
ば無理がある。
新幹線の通らない地域
の人口減少は早い。山形
新幹線の庄内延伸に比重
を置くべきだ。

新幹線延伸に期待

27

企画課長
産業課長
マンガリッツア豚
答 山形新幹線の庄内延
導入の見通しは
伸は、県内が一体感を持
答 マンガリッツア豚の
って関係市町村で推進し
導入については、平成
委
員
土
門
治
明
ている。
年度のハンガリー訪問の
フル規格も支持するが、 問 マンガリッツア豚導 際に、ハンガリーより引
庄内延伸は短期間、低予 入研究協議会負担につい き続き交渉を続けるよう
算ででき、県全体の鉄道 ては、長年続いているが、 に話があったが、生体輸
利用者を増やすことが、 なかなか見通しがない状 入の協議は進展していな
フル規格化を実現する力 況と思う。
い。大使館で協議の予定
になると考える。
ハンガリーでなく米国 があるので、意向を伝え
陸羽西線高速化促進市 から輸入して飼育する所 たい。
町村連絡協議会を中心に、 もあるので、そろそろ結
原種の輸入及び輸入目
山形新幹線庄内延伸実現 論を出さなければならな 的について見直しも必要
に向けて取り組む。
いのでは。
と考えており、早期に結
論を出すようにしていき
たい。

遊佐町議会だより
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答 学校給食管理システ
ムは、献立作成ソフトで
あり、遊佐小と遊佐中で
その業務を行っている。
担当者は、安心安全、地
産地消に配慮した献立作
成を行っている。
中学校の給食調理に業
務委託を導入する際に、
小学校については大規模
災害時の対応などを考慮
して、直営を維持すると
した経緯がある。

より使いやすい料金に

菅原
◎
○

和幸 議員

告

順）



Ｐ７

農業施策の転換期への対応について

新たな振興計画と財政見通しについて

筒井

義昭 議員



Ｐ７

○

一次生活圏の維持可能な町の施策が求められ
ているのではないか

◎

遊佐高校支援策の充実と、先を見据えた取り
組みを

阿部

満吉 議員



○

町の都市計画、グランドデザインは

◎

庭・ガーデンコンテストを

松永
◎

○

○

社会科授業の一環で見学に訪れました

A

遊佐高校への全面バックアップとＰＲ等のサ
ポート案について

智則 議員



Ｐ９

遊佐小学校 ６年１組

学校適正整備に関する現状認識と今後の計画
推考にタイムラグはないのか



Ｐ９



Ｐ10

ジオパークの活用
施政方針

髙橋

冠治 議員

○

国定公園エリアの見直しは

◎

学校給食費無料化の一考は

齋藤

武 議員



遊佐小学校 ６年２組

Ｐ10

○

小中学校給食費等の今後のあり方について

◎

役場職員の受験資格は見直すべきではないか

平成29年５月１日

Q
&

Ｐ８

マスメディアを上手に活用した町のＰＲ推進
の提案

斎藤弥志夫 議員
◎

20

無電柱化と町の観光と町外への有効的な発信
について

佐藤
◎



17

一
般
質
問

ここが聞きたい

○

裕美 議員

Ｐ８

2 8

一般質問

（通

○＝記事掲載なし

議員登壇
月 日・ 日

◎＝記事掲載あり

町の事業と
課題を問う！

一般質問通告の要旨

【一般質問とは】
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。
（6）

一
般
質
問

遊佐高校・県外志願者
受け入れ体制を

高校生活を、自然豊かな遊佐町で

ここが聞きたい

は、①県内で唯一の学科
であること、② １学級規
模の学校で学校と地域と
の連携が確立している学
校であることの、２つの
要件の一方または双方に
該当することである。
遊佐高校は該当すると

志願したくなる
受入れ体制を構築したい

筒井 義昭
議員
12

考えるが、県外からの生
徒を受け入れる環境づく
り、住・食・生活指導と
いった面で、町が何をで
きるのか検討すべき時期
ではないか。

町長 遊佐高校への県外
からの志願者受入れにつ
いては、町として山形県
及び県教育委員会に要望
してきた。遊佐高校につ
いては、受入要件の②に
該当すると認識している。
今後の生徒数減を視野
に入れ、遊佐高校の存続
発展のためにも、町とし
ては県外からの志願者を
受け入れる方向で、その
体制づくりを検討してい
く。
中学校を卒業した生徒
が親元を離れて生活する
ことを考えると、特に日
常生活面での支援体制が
極めて重要である。
多感な時代を自然豊か
な遊佐町で過ごして良か
ったと言っていただける
ような、志願したくなる
受入れ体制を構築してい
きたい。

遊佐町議会だより

（7）



28

問 平成 年 月の山形
県公立高校入学者選抜方
法改善検討委員会の報告
書によれば、県外からの
志願者受入れに関しても、
条件を緩和する方向性が
示された。
県外からの受入れ条件

A

農業政策の大転換への対応は

29

申告が条件となる。本町
青色申告者率の現状に照
らし、国が方針を決定し
てからの４年間に、今後
の本町農業の在り方につ
いてどう議論されたのか。

30

&

更に議論を進める
町長 国が示す「農業競
争力強化プログラム」は、
農家所得の向上に向けた
生産資材事業の再編、規
制緩和や農地集積など多
岐にわたった内容となっ
ている。
プログラムの一つであ
る「収入保険制度」は、
現行の農業災害補償法に
よる共済対象品目以外も
対象となり、農家の収入
減少を補うことにつなが
る制度と考える。
本町の農業については、
農業振興協議会及び同プ
ロジェクト会議で議論を
進めてきた。県農業再生
協議会でも平成 年産以
降の推進方法や対応を今
夏に決定する。国の方針
を見極めながら、引き続
き農業振興協議会等で課
題を整理し、更に議論を
進めていきたい。

Q

経営判断や販売戦略を立
て需要に応じた生産へと
シフトする一方で、農業
に関して新たな収入保険
制度の導入が予定されて
いる。
新収入保険制度に加入
するには、青色による税

「ゆざ」の地域力を活かした農業政策を

菅原 和幸
議員
問 平成 年からの数年
は、水田農業にとって大
転換期となる。
国主導で行なわれてき
た生産調整やコメの直接
支払交付金が 年産米を
もって廃止される。
今後は、農業者自らが
30

「まちなかガーデン」
コンテストを

美化活動や景観づくりへ の

 関心が高まるように
遊佐町は自然が多いと
言われるが、町の中心部
にあっても手入れの行き
届かない民間の土地も多
く見かける。
一方、集落や子どもた
ちで管理するプランター
や花壇など、町内美化に

西遊佐地区「花壇コンクール」

&

取り組んでいる団体・個
人もおり、ほほ笑ましい。
和風庭園、洋風ガーデ
ン、花壇等部門別の「ま
ちなかガーデン」コンテ
ストを実施してみては。

Q
町長 ガーデンコンテス
トの取組については、
「美しいまちづくり推進
事業」において、県道沿
いの交通島や公共的スペ
ースに花を植栽してもら
い、景観の美化に努めて
いる。
また、西遊佐地区では、
西遊佐まちづくりの会で
各集落の花壇コンクール
を実施している。それぞ
れの地区の特性もあり、
すべての地区において花
壇コンクールを行うのは
難しいが、今後も各地区
のまちづくり活動へ支援
しながら町内の景観の美
化に努めていきたい。
さらに、町の玄関とな
るＪＲ駅敷地や遊休地を
活用しながら、町民一人
ひとりの美化活動や景観
づくりへの関心が高まる
よう啓発していきたい。

ここが聞きたい

冬期でもサッカー・テニス等
練習ができる施設を


屋外スポーツが制限され
る当町において、屋根だ
けでも頑丈な運動練習場
を、町内に早い時期に整
備することが必要ではな
いか。

今後の人口減少を
考えるとかなり難しい

屋根付きの運動練習場

A
問 町がスポーツに力を
入れることは、町民の健
康づくりや仲間づくりに
おいて、良い効果が期待
できる。
特に冬期間にあっては

冬期間もサッカー・テ
ニス・野球・フットサ
ル・ソフトボール等の練
習が可能な施設があれば、
町民の方々に喜んで利用
してもらえるのではない
か。

町長 サッカーやテニス、
野球などの球技のための
屋根がある施設となると、
必要な高さなどを考慮す
ると相当大規模な施設に
なるのではないか。イメ
ージできる施設としては、
西浜にある「マルチドー
ムふれんどりぃ」がある
が、同様な施設整備とな
ると振興審議会などでの
議論が不可欠である。
冬期間の体育施設利用
については、一般的に屋
外球技の場合はその利用
において若干の制限があ
ることはやむを得ないが、
施設が極めて不足してい
るとまでは考えていない。
今後の人口減少を考え
た時に、現時点では町と
してそうした施設の整備
はかなり難しいと思って
いる。

（8）

平成29年５月１日

松永 裕美
議員

一
般
質
問
阿部 満吉
議員
問
年代には、町内の
日本庭園をめぐるバスツ
アーがあった。
最近ではツーデーマー
チだけでなく、ＪＲ駅を
起点に湧水めぐりや歴史
探訪で訪れる観光客も増
えてきている。
'80

学校適正整備の計画に
タイムラグはないのか


ける２カ年の児童数 人
未満の推計や、その後の
蕨岡小学校で同様な推計
を想定するに、小学校の
適正整備が急務ではない
か。

24

ジオパークの活用方針は

先進地に学び

新たな活動にもチャレンジ

ジオサイト情報が旅を楽しくする

の強化、地質遺産の保全、
観光拠点づくりによる経
済の活性化とジオパーク
の認知度の上昇に、それ
ぞれどのように取り組む
のか。
歓迎看板、案内標識の

ここが聞きたい

整備を早急に行う必要が
あるし、パンフレットや
ガイドブック、お土産品
も用意すべきであるが、
今後の方針は。

町長 ジオパーク活動に
は決まりはなく、ジオパ
ークの理念を実現するた
めには、地域の課題に対
し、その地域に合った方
法で取り組んでいくこと
が重要だ。また、推進に
は人材育成が重要と考え、
教育や地域の宝を再認識
する取り組みに力を入れ
たい。
ネットワークを活用し、
お互いの交流と情報交換
により、先駆的な取り組
みを参考とし、様々な課
題解決の共有化を図りな
がら、みんなでジオパー
クの持つ価値を高め合う
仕組みにしたい。
案内看板等については、
ジオサイトの見どころや
ツアーコースなどを示し
た総合看板を設置し、新
たなパンフレット、ガイ
ドブック等については、
推進協議会を通じて制作
する予定である。

遊佐町議会だより
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斎藤弥志夫
議員

問 ジオパークは世界遺
産に比べれば知名度が低
く、地域を活性化させる
ためには努力が欠かせな
い。
ジオパークの目的であ
る交流人口の増加、教育

A

懇談会での意見を参考に
次のステップへ

34

&

33

公開学習研究会「算数の授業」から



32

16

町長・教育長 今後の小
学校入学予定者数につい
て、住民基本台帳をもと
に単純に子どもの出生数
でみると、平成 年の児
童数は 人が見込まれる。
これは、 年３月の適正
整備審議会の答申時の推
計を上回るペースで児童
数が減少している。
年４月に策定した適
正整備に関する基本方針
で、 １小学校への統合の
時期等については、適正
整備審議会を設置して審
議するとしている。現時
点で審議会設置時期につ
いての具体的な検討には
着手していない。
現在設置している「小
中学校の今後を考える懇
談会」を来年度も引き続
き開催し、出された意見
を参考にして次のステッ
プに進んでいきたい。

Q

年には蕨岡小学校の
統合か、複式学級とする
かの、地域議論がなされ
たことは記憶に新しい。
平成 年と 年の吹浦
小学校、高瀬小学校にお
27

一
般
質
問

474

24

佐藤 智則
議員
問 人口推計によれば少
子化は確実に進行してい
る。
平成 年には西遊佐小
学校と稲川小学校が統合
し藤崎小学校となった。
26

ここが聞きたい

今後の対応に注目

&

はあるが、全国では 自
治体で実施しており、そ
の数は年々増えている。
「子育てのまち・遊佐」
を推進するためにも無料
化は必要ではないか。

齋藤 武
議員

A
55

500

学校給食の無料化を

ってきた。
全国的には平成 年度
の統計だが ・４％の児
童・生徒が給食費を免除
されており、今後も増え
る傾向にあり都市部では
％を超える所も珍しく
はない。
給食費無料化には賛否
26

役場には適切な試験を
突破した多様な人材が必
要だ。住所要件は改め、
時代に即した採用をすべ
きではないか。

町長 役場を就職志望先
とする町民は少なくない。
そうした機会を確保する
こと、町内の優秀な人材
の流出を防ぐことなどを
理由に住所要件を設け、
期待に応えてきた。
これまでも住所要件の
見直しを検討しているが、
他自治体における採用試
験での欠席者や、合格通
知後の辞退者・欠席者に
は町外出身者が多いなど
の実態も認められている。
そのため今のところ住所
要件をなくする判断には
至っていない。
今後は、年齢条件の緩
和を含めた、一定の職務
経験のある方を対象に
「社会人」の試験区分な
ども検討していきたい。
町内在住者はもとよりＵ
ターンや移住希望者にも
応募の機会を広げること
になると考える。

（10）

平成29年５月１日

15

おいしい学校給食

19

11

現時点では保護者の
 負担を継続していく

問 町はこれまで近隣自
治体に先んじて 歳まで
の医療費等の無料化を進
めてきた。
また、条件付きである
が 、「 保 育 園 ・ 幼 稚 園 等
の保育料の無料化」や
「ひとり親家庭等家賃助
成」など手厚い支援を行
20

Q

町長 給食費の免除は、
学校教育法第 条の規定
に基づき、経済的理由で
就学困難と認められる児
童生徒の保護者に対して
給食費相当額を援助して
いる制度があり、給食費
会計の収入には当該児童
生徒分の給食費も含まれ
ている。
職員採用試験の
給食費については、学
受験資格は見直すべき

校給食法第 条第 ２項の
規定に基づき、食材実費
分を保護者に負担いただ
いている。年間の児童生
町民の期待に応え
徒分の総給食費は約４千
検討したい

万円である。財政的な
観点において、一般会計 問 役場職員の採用試験 いる。
から公共下水道特別会計 に際し、受験資格は年齢
かつては交通事情など
への繰出金が３億７千
と 学 歴 に 加 え 「 住 所 要 の理由で住所要件を課し
万円であることなどから、 件 」を 設 け て 、
「 町 に 住 所 ている自治体もあり、一
現時点では給食費につい を有する者、または、就 定の合理性があったが、
ては引き続き保護者から 学等のため町外に居住し 現在この要件を設けてい
負担いただきたいと考え ている場合には父母等が る自治体はかなり少数で
ている。
町内に住所を有する者」 あり、近隣では見かけな
に限って、受験を認めて い。
900

一
般
質
問
髙橋 冠治
議員
18

平成29年度
お はま

御浜

気になる事業

山岳トイレ整備

工事費 1億1,988万円

酒田地区広域行政組合
消防署 遊佐分署改築

工期：平成29年10月31日まで

工期：平成29年度中

●下記の意見書が議会において可決され、地方自治法第99条の規定により関係機関に提出されました。

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書
地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高まりが求められ
る中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が格段に重くなっています。
また、地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求められています。
しかしながら、前回の統一地方選挙において、町村では議員への立候補者が減少し、無投票当選が増
加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が大きな問題となっています。
こうした中、地方議会議員の年金制度を時代に相応しいものとすることが、議員を志す新たな人材確
保につながっていくものと考えます。
よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の厚生年金制
度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望します。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
平成29年２月27日

衆議院議長
財務大臣
（11）

殿
殿

山形県飽海郡遊佐町議会議長
参議院議長
総務大臣

殿
殿

内閣総理大臣 殿
厚生労働大臣 殿

内閣官房長官

堀

満

弥

殿
遊佐町議会だより

一般会計補正予算（第6号）8,300万円減額し

総額

88億300万円に

28年度末にあたり、事業の終了見込みや、年度をまたいで29年度に繰り
越すなど減額補正された。
緊急性のある臨時福祉給付金や松くい虫防除などが追加補正されている。
水道会計ほか、５件の特別会計の補正予算も審議された。

和幸 委員

雇用促進へ
期待する


菅原

問 鳥海南工業団地に進
出している企業が、工場
増設及び設備投資をする
際、町が補助金を交付す
る。
交付を受けた企業は、
企業奨励条例により、町
内からの雇用に努めると
あるが状況は。

武 委員

より総合的な
松くい虫の対策を
齋藤

問 これまでの松くい虫
の対策は、伐倒駆除と薬
剤散布が主だった。
今後はそれと共に、抵
抗性品種の導入や防除対
象外地区の樹種の転換、
伐倒木の有効活用等、よ
り総合的な対策をすべき
ではないか。

産業課長

（12）

平成29年５月１日

産業課長
答 今回の案件は、鳥海
南工業団地内の既存企業
が、工場を増設すること
に伴うものであり、３年
間で ９人の雇用が見込ま
れている。
補助金を交付するにあ
たり、企業には町内雇用
をお願いしているが、町
内の方だけでは充足しな
い現状のようである。
引き続き企業支援によ
る雇用促進に努めていき
たい。

答 松くい虫被害の総合
的な対策が必要と考えて
いるが、抵抗苗について
は、県で平成 年度から
取り組みを始め、 年度
から種苗供給をめざして
いる。
対象外地区の樹種の転
換については、所有者の
意向をもとにナラ枯れに
も配慮した樹種の選定を
検討したい。また、伐倒
木の木質バイオマスへの
利用を強化したい。

26

松くい虫防除委託料
 2,687万円
臨時福祉給付金

4,425万円

鳥海南工業団地

30

カミキリ虫
羽化前の対策に
低所得の高齢者支援に

補正予算審査
特別委員会

平成28年度 補正予算

空き家
活用事業の展開は

企画課長

2月末に完成した空き家リフォーム事業による住宅
（野沢中集落）

治明 委員

新規生産者のために
改善の努力を


土門
問 戦略的園芸産地拡大
支援事業補助金が減額さ
れている。
これはパプリカ部会の
ハウス助成が県から採択
されなかったことだが、
新規生産希望者が参加で
きずに生産者の減少にな
っているので改善の努力
を。

子どもを守る
冠治 委員

防犯カメラの設置は

髙橋

問 介護福祉施設等に防
犯カメラ設置の予定だが、
前に私が指摘した町民体
育館や子どもセンター地
内を見渡せる防犯カメラ
は、子どもたちの安全を
確保するためには欠かせ
ないものである。
設置予定はあるのか。

義昭 委員

高校生への
一定の通学支援を
筒井

問 遊佐高校生通学支援
事業の増額が計上されて
いる。
ところで、ＪＲで通学
している遊佐高校生や遊
佐から酒田・鶴岡の高校
に通学している高校生へ
の一定の通学支援を講ず
るべきではないか。

教育課長

子どもたちの安全を確保するために

答 遊佐高校生の通学支
援については、公共交通
機関が無い地域を対象に
導入した経緯がある。
現在、高校生へのＪＲ
通学定期券に対する支援
は行っていないが、他市
町村の事例も参考にして
慎重に検討していきたい。

遊佐町議会だより
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総務課長
答 平成 年度事業に中
央公園防犯カメラ設置工
事を予定している。トイ
レを含む園内全体の監視
や隣接する子どもセンタ
ーの見守り用として、２
台設置する。
設置により犯罪抑止効
果を発揮し、子どもたち
やその家族、地域住民の
憩いの場となるよう安全
管理に努めたい。
29

産業課長

29

答 戦略的園芸産地拡大
支援事業補助金は、平成
年度で終了予定だった
が、後継事業が 年度か
ら施行されることとなっ
た。
今回は、県へ採択申請
の手続きを進めていたが、
県審査会で不採択になっ
たものであり、採択基準
の緩和を県に要望し、新
規生産者と採択に向けた
事業の取組みについて検
討していきたい。
28

答 当初予算で空き家リ
フォーム事業を ３棟分計
松永 裕美 委員
画していたが、 １棟分の
問 定住施策の一つであ 対象空き家が確保できな
る空き家活用事業補助金 かったための減額である。
で整備する空き家は、移
２棟については、 １棟
住者目線で、山側・海側 は 月に完成し入居済み
とバリエーションに富ん であり、もう１棟は、２
だ様々な地区に展開して 月末に完成予定である。
いく必要があると考える。 整備する箇所について
今回の減額の理由は。 は、遊佐町の魅力が発信
できる空き家活用を図り
たい。
12

２月定例会の審議結果（平成29年度一般会計予算ほか、20件）
議案番号

議

案

名

内

容

審議結果

議第１号

２８年度補正予算（第５号）の専決処分の承認について

０００万円を追加
ふるさと納税寄付金の増から、返礼品や基金積立に ８，

承

認

議第２号

２８年度一般会計補正予算
（第６号）

３００万円を減額
年度末にむけて予算を精査し、８，

可

決

議第３号

６００万円を減額
２８年度国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 後期高齢者支援金の減などで、２，

可

決

議第４号

２８年度簡易水道特別会計補正予算
（第２号） 排水管布設工事費の減で、６５６万円を減額

可

決

議第５号

２８年度公共下水道事業特別会計補正予算（第３号） ２８年度事業完了を見込み、８０万円を減額

可

決

議第６号

０００万円を減額
２８年度介護保険特別会計補正予算
（第３号） 介護サービス給付費の確定で、２，

可

決

議第７号

２８年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 後期高齢者広域連合会納付の確定など、２２０万円を追加

可

決

議第８号

２８年度水道事業会計補正予算
（第４号）

特定収入に係る消費税の増で、１７４万円を追加

可

決

議第９号

２９年度一般会計予算

76億9,200万円

可

決

議第10号

２９年度国民健康保険特別会計予算

19億円

可

決

議第11号

２９年度公共下水道事業特別会計予算

7億 8,700万円

可

決

議第12号

２９年度地域集落排水事業特別会計予算

		8,960万円

可

決

議第13号

２９年度介護保険特別会計予算

19億 1,800万円

可

決

議第14号

２９年度後期高齢者医療特別会計予算

1億 6,400万円

可

決

議第15号

２９年度水道事業会計予算

収益的
（収入4億7,891万円・支出5億23万円）
資本的
（収入2億5,937万円・支出4億8,145万円）

可

決

議第16号

遊佐町税条例等の一部改正

地方税法の改正に伴い一部改正（軽自動車税等）

可

決

議第17号

特別会計の設置に関する条例等の一部改正

上水道事業に簡易水道事業を統合するため

可

決

議第18号

遊佐町体育施設の指定管理者の指定

指定管理者を従来の遊佐町体育協会に

可

決

議第19号

山形県市町村職員退職手当組合規約の変更

構成団体の名称変更による規約の変更

可

決

議第20号

遊佐町固定資産評価審査委員会委員の選任

委員に佐藤克昭氏
（中山）

同

意

発議第1号

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書の提出

P11に意見書を掲載

可

決

P2~5に関連記事

臨時会の審議結果（平成28年度一般会計補正予算ほか、９件）3月17日
議第21号

28年度一般会計補正予算
（第7号）

議第22号

可

決

28年度簡易水道特別会計補正予算
（第3号） 消火栓工事等修繕費の減で、
１２０万円を減額

可

決

議第23号

28年度公共下水道事業特別会計補正予算（第4号） 修繕の必要から、
５０万円を追加

可

決

議第24号

28年度地域集落排水事業特別会計補正予算（第2号） 日沿道工事に伴う管路の移転で、
２４０万円を追加

可

決

議第25号

特別職の職員の給与に関する条例等の一部改正

特別職の給与月額の減額及び報酬額の規定

可

決

議第26号

遊佐町ゆざっ子誕生祝金支給条例の一部改正

本町への1年以上の定住の意思を支給要件に規定

可

決

議第27号

遊佐町過疎地域自立促進計画の一部変更

計画の一部変更

可

決

議第28号

副町長の選任

副町長に本宮茂樹氏
（再任）

同

意

議第29号

遊佐町監査委員の選任

監査委員に金野周悦氏
（再任）

同

意

議第30号

鳥海山御浜公衆トイレ改築工事請負契約の締結

契約金額 1億1,988万円、請負業者 ㈱髙橋工業所

可

決

平成29年５月１日

各事業の確定から、
１億３，
５００万円を減額
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文教産建常任委員会
視察報告
◆視察実施日
３月６日㈪
平成 年度、水産業に
おいて２つのプロジェク
トが進行している。

枡川ふ化場
『議会だより』第 号
でも紹介したふ化施設が
完成。元気なサケの稚魚
が育っている。
ばっ き そう

近年上昇傾向にあるもの
の最高で ％にとどまっ
ており、北海道の３％か
らみれば、低い数値であ
る。健康な稚魚の育成に
より、当面１％の回帰率
する際、曝気槽を設置し、 を目指していた。
稚魚の成育に欠かせない
あわび陸上養殖
溶存酸素濃度を上げる工
（遊佐町漁村センター）
夫をしていた。
あわび放流事業と並行
２．深くなった飼育池
して、 年度から始まっ
飼育池は１千㎡として た陸上養殖事業。当初
１千万尾以上を飼育可能 個から 年度には漁村セ
なものとし、有効水深を ンター内に大型水槽 基
深くすることで、鳥など を設置し、 １万１千個を
の外敵から身を守る危険 養殖している。
回避習性が養える構造と
していた。
１．沈殿槽を２系列新設
当初、養殖用海水を海
３．生産数と目指す回帰 水井戸から取水しようと
率
したが、適合する水質が
生産尾数は、これまで 得られなかったため、直
の 万尾から１千万尾以 に海中から取水する方式
上としていた。回帰率は、 とした。
直接取水は、海況によ
り濁度の上昇や不純物混
入があるため、取水用沈
殿池と循環水用沈殿池を
設置し対応していた。
２．採算性を予測
実証試験のデータから

人件費、光熱水費、飼料
代などを考慮し試算した。
採算が取れるのは、年間
２万個出荷が最低限必要
であり、常時出荷のため
には、年間出荷個数の約
倍を飼育する必要があ
る。
2.5

３．実証試験から見えた
課題
海水のろ過方式が課題
であり、現在の方式では、
飼育個数が多くなった場
合、人手による負担が大
きくなり作業効率が落ち
る。一方、急速ろ過装置
の導入は、維持管理費が
かさみ採算性に乏しい。
また、飼育について専
門的な知識を持つ人材の
確保も今後の課題である。

髙

員

900

表紙の写真

翔ばたくとき

下級生たちでつくる

アーチをくぐって、学

び舎を後にした子ども

たち。

真新しい紺のブレザ

ーを着た彼らは、急に

大きくなった気がする。

さあ、いよいよ中学

生だ。ほんの少しの不

安と、大きな期待に満

ちて。将来を決める大

切な３年間。夢は大き

く、そして確実に。

地域のみんなで応援

するぞ。

遊佐町議会だより
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議

治

遊佐町議会

冠

土

橋

副議長

明

遊佐町議会

治

堀

門

長

弥

議

議員在職15年以上

0.7

27

28

満

遊佐町議会

特別表彰

全国町村議会議長会
自治功労者表彰

133

１．曝気槽
従来、地下水や湧水を
多く取り入れてきたが、
自然河川に近い状態で飼
育した方がより健康な稚
魚が育つという
北海道増殖協会
の指導のもと、
河川水も多く取
り込めるように
した。同時に、
従来使用してい
た地下水を取水

遊佐町漁村センター

600
12

28

曝気槽

●平成28年度の自治功労者として下記の議員が表彰されました。

６月定例議会は、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？

6月定例議会の予定

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

※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。
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）

② 年間の児童生徒分の
総給食費は。
Ａ ４千 万円
Ｂ ６千 万円
Ｃ ８千 万円
③ 空き家リフォーム事
業で２月末に完成した
住宅の場所は。
Ａ 野沢中集落
Ｂ 藤井集落
Ｃ 小野曽集落
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５月 日
発表は次号です。
25

211

議会クイズ
平成 年２月１日第
号の議会クイズには 名
の方の応募があり、全員
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 ②Ｃ ③Ａ
（敬称略）
土門 いく（田地下）
藤原 和子（白 木）
伊藤 ツエ（六日町）
佐藤
正（下当下）
池田せつ子（広 野）
佐藤 勝雄（下当上）
大谷 泰子（六日町）
土門 幸雄（上小松）
佐藤
秀（野沢下）
小野寺妙子（十日町）
問題
① 新年度予算の歳入で
自主財源比率は。
Ａ
・５％
Ｂ
・５％
Ｃ
・５％

900 900 900

999

92
135

90

10

平成29年₅月₁日 第136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

議会の日程、
会議録などを
見ることができます。

編集室より

も う す ぐ 田 植 え が 始 ま る 。「 逆 さ 鳥

海」が田んぼに映る特別の時。鳥海山

が豊作を約束する米づくりの春だ。

新年度を迎え、新人の加入と人事異

動で、身の回りも改編している。

議会でも２年を節目に常任委員会や

役職を交代する。色々な事を経験し、

町政に寄与せよとの先輩の配慮。

そんなことで、『 議会だより』編集委

員もこの号をもって交代になる。２年

間ありがとうございました。

髙橋

英一

冠治

武

満吉

広報委員長

阿部

副委員長

齋藤

赤塚

義昭

員

筒井

和幸

委

菅原

（16）

平成29年５月１日

遊佐町議会は、年間４回の定例議会が開催
されます。

議会だより

議会広報常任委員会

6月定例議会のご案内
（http://www.town.yuza.yamagata.jp/）

29

29 49 70

議会を傍聴してみませんか

議会ホームページに
訪れてみませんか

