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                議 事 日 程 （第 ２ 号） 

 

令和２年９月９日（水曜日）  午前１０時 開議（本会議） 

 

 日程第 １ ※一般質問                                     

       ※一般議案                                     

 日程第 ２ 議第５５号 令和２年度遊佐町一般会計補正予算（第４号）               

 日程第 ３ 議第５６号 令和２年度遊佐町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）         

 日程第 ４ 議第５７号 令和２年度遊佐町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）        

 日程第 ５ 議第５８号 令和２年度遊佐町介護保険特別会計補正予算（第２号）           

 日程第 ６ 議第５９号 令和２年度遊佐町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）        

       ※事件案件                                     

 日程第 ７ 議第６８号 令和元年度遊佐町水道事業会計剰余金の処分について            

 日程第 ８ ※補正予算審査特別委員会の設置について                       

 

                       ☆ 

 

                  本日の会議に付した事件 

 

（議事日程第２号に同じ） 

 

                       ☆ 

 

                 出 欠 席 議 員 氏 名 

 

応招議員  １２名 

 

出席議員  １１名 

     １番   本  間  知  広  君      ２番   那  須  正  幸  君 

     ３番   佐  藤  俊 太 郎  君      ４番   佐  藤  光  保  君 

     ５番   齋  藤     武  君      ６番   松  永  裕  美  君 

     ７番   菅  原  和  幸  君      ８番   赤  塚  英  一  君 

    １０番   髙  橋  冠  治  君     １１番   斎  藤  弥 志 夫  君 

    １２番   土  門  治  明  君 

 

欠席議員   １名 
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     ９番   阿  部  満  吉  君 

 

                       ☆ 

 

                 説明のため出席した者職氏名 

 

 町     長  時  田  博  機  君   総 務 課 長  堀        修  君 

 企 画 課 長  髙  橋     務  君   産 業 課 長  佐  藤  啓  之  君 

 地域生活課長  畠  中  良  一  君   健康福祉課長  中  川  三  彦  君 

 町 民 課 長  高  橋  晃  弘  君   会 計 管 理 者  佐  藤  光  弥  君 
                          教 育 委 員 会                 教 育 長  那  須  栄  一  君            髙  橋  善  之  君 
                          教 育 課 長                
                          選挙管理委員会                 農業委員会会長  佐  藤     充  君            土  田     宏  君 
                          委員長職務代理者                

 代表監査委員  金  野  周  悦  君 

 

                       ☆ 
 
                 出 席 し た 事 務 局 職 員 

 

  局  長  佐 藤 廉 造   議事係長  東海林 エ リ   書  記  瀧 口 めぐみ 

 

                       ☆ 

 

              本        会        議 

 

議 長（土門治明君）  おはようございます。ただいまより本会議を開きます。 

  （午前１０時） 

議 長（土門治明君）  本日の議員の出席状況は、９番、阿部満吉議員が病気療養中のため欠席、その他

全員出席しております。 

  なお、説明員としては、本宮副町長が公務のため欠席、石垣ヒロ子選挙管理委員会委員長が所用により

欠席のため土田宏委員が出席、その他全員出席しておりますので、ご報告いたします。 

  上衣は、自由にしてください。 

  また、発言する際、マスクは自由に外してください。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。 

  日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

  ６番、松永裕美議員。 
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６ 番（松永裕美君）  おはようございます。通告に従い、壇上からの一般質問をさせていただきます。

第539回定例議会におきまして、私からは福祉と町の環境において質問させていただきます。 

  第５期障がい福祉計画及び第１期障がい児福祉計画における日中一時支援事業の現在の運営状況はどう

なっておりますでしょうか。また、障がい児支援の提供体制の整備などに関わる目標４項目の達成状況も

お伺いいたします。 

  療育手帳、精神手帳をお持ちの町民の方のご家族の皆様が共に気軽に笑顔で語り合える居場所づくりと

サポートできる人材の育成も必要ではないでしょうか。 

  また、令和５年に小学校統合時の特別支援学級のさらなる充実に向けての体制をどう強化なさっていく

とお考えでしょうか、ご所見を伺います。 

  次に、遊佐町元町地区を流れる八ツ面川の事業が、県営八ツ面川地区水環境整備事業として協議会発足

６年目の1993年、平成５年に採択していただいたことで、同年４月、長年待望した事業が着工されており

ます。総事業費は４億4,000万円で、負担は国50％、県25％、町25％で、水路の総延長が1,347メートルと

いうふうに、まれに町内を流れる自然も共に共生できるというただいまの当町においてはとても重要な八

ツ面川の流域となっております。この平成10年度事業完了の八ツ面川とその流域の維持管理は、八ツ面川

朝日堰流域水路管理組合の組合員の皆様とボランティアの皆様が日々協力して行ってくださっているわけ

でございますが、整備後の八ツ面川に架けてある現在の橋の数とその橋の今後の修復や修繕計画をお伺い

いたします。 

  先日、美しい紅色の太鼓橋が経年劣化のため撤去されてしまいましたが、桜並木と太鼓橋の小京都を思

わせる景観が日常で見られなくなってしまった残念さと、老朽化した橋の放置は町民の皆様の安心、安全

な暮らしを守るためには、関係各位の皆様できちんと話し合った結果であるという決定に共感する気持ち

が交錯しているのも事実でございます。住みよいふるさとをつくっていきたいという理念は、どの世代の

どの町民の方々も同じであると考えます。限られた原資の中で、何を残して何を危なくないように撤去し

ていくかこれからも計画的に議論を重ねていくべきであり、小さな橋ではございますが、建設から撤去ま

での流れを身近で拝見させていただき、私も大変勉強になりました。身の丈に合った足元の課題として議

題に上げさせていただきたいと思いました。 

  京橋上流の古木となってしまい、幹も大分弱り、手当てをしながらも植え替えも考えないといけない時

期に来ているようでございます。町の考えをお伺いいたします。 

  なお、住む私たちのこの遊佐町ででき得る自然教室、子供たちが野外活動として八ツ面川を利用し、継

続して、小学校統合後もこれから生かして学習していくべきと考えますが、今はＩＴの時代、パソコンや

スマホに向かう時代ではございますが、昔ながらの自然とともに触れ合う、そして情操教育もこれからの

子供たちには必ずや必要になってくると思いますので、ご所見を伺います。 

  最後に、遊佐町の水環境をこのように整えた際に、ほかの自治体からの視察も受けたと伺っております。

これに関連しまして、移住、定住施策の視察がぬきんでて多い当町ではございますが、それらの視察のた

めにご来町なさった市町村議会の数はここ７年ほどでどのくらいの数であるか、お伺いいたします。なお、

市町村名もお伺いしまして、私の壇上からの質問は終わらせていただきます。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 
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町 長（時田博機君）  おはようございます。それでは、６番、松永議員に答弁をさせていただきます。 

  第１点目、障がい福祉及び障がい児福祉と教育についてという非常にあまり表立って議題にしてこなか

った点を質問いただきました。障がい福祉施策に関する基本的な事項や成果目標等を定める障がい福祉計

画及び障がい児福祉計画は、厚生労働大臣が告知する基本指針に即し、都道府県、市町村が策定する３か

年の計画となっております。我が町における現在の計画は、2018年度、平成30年度から2020年度、令和

２年度までの３年間の計画期間とする遊佐町障がい福祉計画（第５期障がい福祉計画及び第１期障がい児

福祉計画）を平成30年３月に策定し、今年度が最終年度となっております。次期計画のための新たな基本

指針が今年５月に告示され、遊佐町障がい者自立支援協議会に計画策定委員会を置き、現計画の評価、分

析を行いながら現在策定を進めているところであります。全国一律で行われる障がい福祉サービス等の自

立支援給付に対し、障害者総合支援法に基づく地域生活支援事業は、地域の特性や状況に応じて柔軟な事

業形態で行うものであり、そのうち日中一時支援事業は、在宅の障がい者、障がい児について、介護や看

護する親御さんが仕事などで日中不在になるときに、一時的に預かって見守り等の支援を行う事業であり

ます。今年度は、町内が２事業所、町外が３事業所、合わせて５事業所と委託契約を結んでおり、８名の

方が利用しておられます。 

  次に、第１期障がい児福祉計画における障がい児支援の提供体制の整備等に係る目標については、４項

目を定められております。このうち、１つ目は児童発達支援センターを１か所設置すること、２つ目とし

て保育所等訪問支援を利用できる体制の構築をすること、３つ目として主に重症心身障がい児を支援する

児童発達支援事業所及び放課後デイサービス事業所を各１か所設置することとなっておりましたが、それ

ぞれの進捗状況につきましては、各市町村において設置するという国の指針の実現には至っていない状況

であります。また、単独設置が困難な場合は圏域での設置も挙げられておりますが、協議の場が成立して

いない状況にあります。４つ目の医療的ケア児支援の協議の場１か所の設置につきましては、庄内地域全

体で医療、福祉、教育、行政で構成される連絡会議が設置されております。以上のことから、体制の整備

までには至っていない状況でありますが、それぞれのお子さんのケースに応じ、保健、福祉、教育等、そ

れぞれの関係する部署において一次的にその役割を果たしており、その内容により、関係機関、各事業所

とも連携を取りながら支援の提供体制を図っているところであります。なお、提供体制の整備に係る目標

につきましては、次期計画への継続課題として盛り込んでまいりたいと考えております。 

  議員から提案がありました精神などの障がいのある方のご家族が気軽に語り合ったり、情報交換ができ

る居場所づくりやサポート体制につきましては、精神や知的障がいのある方の家族会的なものは各障がい

者施設ごとの会はあると伺っております。ただ、昨年度で遊佐町での障がい児等を持つ保護者で組織され

ておりまして、社会福祉協議会で主に活動されておりました手をつなぐ育成会が解散されたということも

ありまして、それ以外は本町では現在ないという状況であります。町としては、遊佐町障がい者相談員に

３名をお願いしているほか、心の病気のこと、ご本人との関わり方について家族が学び合い、語り合う場

としての庄内総合支庁が主催する精神障がい者家族教室や各相談支援事業所も相談や情報交換を担える場

であります。このような支援の場の周知を行っていくとともに、健康福祉課の相談窓口も含め、引き続き

複合的な悩みを抱える方やそのご家族に対し、状況に応じた問題解決につながるような支援を行っていき

たいと考えております。 
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  続いて、特別支援学級の担任である県費負担教職員の配置基準について申し上げますと、国においては

児童生徒８人につき教員１名、山形県は児童生徒６人につき教員１名と配置人数が決まっております。一

方、町負担の特別支援教育支援員は、学校の実態に即しながら支援体制に不備が生じないよう、手厚く配

置をしております。現在、小中学校合わせて14人を配置しております。小学校の統合後においては、１学

級の特別支援学級に在籍する児童の人数は増加しますが、それに合わせて特別支援教育支援員の配置も集

約されますので、より充実した支援体制を整えることができると考えております。また、特別支援教育の

専門家として臨床心理士である特別支援教育アドバイザーを各校へ派遣しており、各校の特別支援学級の

状況を詳細に把握しておりますので、事前に統合後の支援体制を検討し、不備が生じないよう計画的に進

めていけるものと考えております。 

  ２番目の質問でありました八ツ面川と周辺環境整備についての質問でありました。八ツ面川の整備につ

きましては、県営八ツ面川地域水環境整備事業として、月光川左岸地区内の10集落代表で昭和63年２月、

八ツ面川流域環境整備促進協議会が設立されてから６年目の平成５年度に採択され、長年待望した事業が

平成10年度に完成を見ております。水路総延長は1,347メートルとなっており、全長にわたり洗沢川河川

改修及び洗沢川頭首工の工事に伴い発生した不要の自然石や玉石を使用、全般的に自然と生態系に配慮し

た工法で親水護岸として施工されております。さらに、イバラトミヨなど魚類の避難及び営巣場所として、

木柵、よどみ、置き石などが併せてところどころ配置されております。ただ、現在木造の橋等においては

老朽化が進んでおり、対応は地域の皆様としっかり議論を重ねて進めてまいりたいと、このように思いま

す。現在は名称を「八ツ面川朝日堰流域水路管理組合」と改め、これまでどおり八ツ面川沿川にある10集

落の代表者にて管理を行っていただいており、年間を通しての維持管理や毎年５月には共同作業として保

全池と八ツ面川の草刈りや泥上げなどの維持管理作業、また遊佐小学校４年生との八ツ面川学習の協力な

どもいただいているところであります。 

  次に、教育活動での活用についてですが、八ツ面川はもちろん、遊佐町には自然、文化、歴史等に関す

るとても多くの教育資源があります。各小中学校では、このような教育資源を活用しながら教育活動を進

めております。小学校統合の後の教育資源等の活用については、新校開校準備委員会の学校部会において

かなりの時間を割きながら議論していただいております。現段階では、特定地域の特定した内容を必ず取

り入れるという形ではなく、自然、文化、歴史等地域の様々な教育資源のリストを準備して、それを学校

側で選択できるようにし、どの内容を取り扱うのかについては子供の実態等に合わせて学校に委ねること

がよいのではないかという方向性と伺っております。ただし、取り扱う内容は固定しないほうがいいこと

や毎年子供の実態等に合わせて取り扱う内容を選択していくこと、子供たちが楽しく学べるようにするこ

となどが留意事項として挙げられていると伺います。 

  続いて、移住、定住施策の視察で来町された自治体等記録が残っている年度からではありますが、平成

26年度が福島県三春町議会の１件、平成27年度が福島県大玉村議会の１件、平成28年度、岩手県陸前高田

市、青森県平川市議会の２件、平成29年度、千葉県勝浦市議会、宮城県丸森町議会の２件、平成30年度、

熊本県多良木町議会、北海道共和町議会、徳島県石井町議会の３件、令和元年度は栃木県茂木町、長野県

飯田市議会の２件に加え、山形県議会の建設常任委員会でも本町の空き家再生事業について現地視察を行

っております。 
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  視察の背景としては、本町は若者定住と移住の促進を町の重点施策に掲げ、平成25年度に遊佐町定住促

進計画を策定し、移住相談体制の充実をはじめ、若者の住宅取得の支援や子育てしやすい環境整備などを

総合的に進めてきたことがあると考えております。また、空き家バンクによる空き家の利用促進や町が空

き家を借り上げてリフォームを行い、空き家再生地域おこし活用店舗や移住者の居住用、移住体験用とし

ての活用など、多岐にわたりチャレンジをしてきました。こうした当時としてはの先駆的な取組が、他自

治体や議会、商工会等の団体、町づくりに取り組む学生などから視察につながったものと考えております。

近年は、各市町村がそれぞれ特徴ある移住施策を打ち出してきておりますので、本町においても情報収集

を図りながらさらなる移住、定住の推進についてつなげていければと考えております。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  ６番、松永裕美議員。 

６ 番（松永裕美君）  町長の答弁で、福祉の件については表立って議題にしてこなかったというお言葉

をいただき、今回は私のほうからはやはり障がいのある方たちもしくは精神障がいのある方たち、そして

そのご家族の方たちの相談を受けながら、何が当町で必要なのかということで議論をさせていただきたい

と思い、この議題にいたしました。何か問題があったときにはすぐ保健師さんの方が対応してくださり、

きちんと行政のほうでも健康福祉課、そして全部連動して対応してくださっている現状を理解しておりま

す。ただ、先ほどの回答にございましたように、障がい児支援の提供体制の整備などに係る目標におかれ

ましては、児童発達支援センターの設置数、また保育所など訪問支援を利用できる体制の構築、そして主

に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業及び放課後デイサービス事業所の設置、医療的ケア児支

援の協議の場におきましては、2020年の平成30年度末の目標にまではなかなか到達できていないとおっし

ゃっている答弁もいただきました。私が思うに、できていないからどうしてできないのですかではなく、

日頃感じていることを少し話させていただきたいと思います。 

  遊佐町には、民間の方もしくは例えば看護師さん、そして会社を定年なさったマンパワーの方たちが、

何か町のためにできることはないかなと日々活動をしてくださっております。その方たちの力を借り、場

所はつくらなくともそういう障がいのある方たちの親御さんが集える相談会とか相談の場をつくっていた

だくようなシステムに移行してはどうかなといつも考えております。そのビジョンはちょっと大胆なので

すけれども、少し頭を柔らかくしていただいて、これから令和５年に遊佐小学校が１つになるわけでござ

いますけれども、例えば廃校になった学校を使ってこれからどういうふうな町づくりをしていこうかなと

考えたときに私が考えたのは、吹浦小学校、藤崎小学校、蕨岡小学校、そして高瀬小学校というどの建物

も立派で、文化があり、歴史がある小学校が残るわけです。そのときに、例えば吹浦小学校だったら鳥海

山の麓ですので、観光のメインのブースエリア。そして、高瀬小学校だったらこれから歴史、埋蔵物もこ

れから国からも脚光浴びる時代来ると思うのですが、そういう歴史の小学校の館。そして、藤崎小学校は

防災です。蕨岡は、障がいのある方、高齢者、そして独り暮らしの方たちが悶々と暮らしている中、移動

の手段はまた考えなければいけませんけれども、そういうビジョンで廃校になった小学校を、遊佐小学校

は教育です。子供たちの教育です。そういう遊佐小学校もどの小学校も大事で活用していくのだよという

考え方が、実は人口減少する、8,000人まで来てしまうという当町にとってはダイナミックな考え方が大事

なのではないかなと思いました。 
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  そして、そこに投入するのは行政の方だけでは本当に大変です。本当によくやってくださっています。

近くに住んでいるので分かります。やはり今からは、手がある人、お時間がある人、少しお貸しできる人

が、能力のある人たくさんいらっしゃるので、そういう方たちに、リストアップというとまた大変なので

すが、お声をかけて、例えば今の障がい児のご家族の日中一時預かり事業ということなのですが、建物を

造ったり、人を配置したり、いろんな規約をつくると実行までに時間がかかるので、ちょっとお声を、お

休みできますよとか、ちょっとお話伺いますよという、そういう考え方で当町はやっていける町ではない

のかなと考えております。もちろん私の意見は荒唐無稽で、現実にならないかもしれませんが、大きく考

えたときにだんだんそういうふうに転換していくべきかなと思います。やはり原資がございませんし、マ

ンパワーもございません。では、何を考えるかというと、やはり工夫してそういう小学校も活用しながら、

そして小学校も実は町民のための学校、子供たちだけのものではないのだという概念を少しずつ分かって

いくような活動をしていけたら、そしてそこに議員も投入して、例えば議員手分けして、得意分野のある

方たちたくさんいらっしゃいますので、そういうやり方も、もしかしたらこれからは必要になってくるの

かなと考えております。ご所見伺います。 

議 長（土門治明君）  中川健康福祉課長。 

健康福祉課長（中川三彦君）  お答えをいたします。 

  ただいま議員のほうから様々ご提案等もいただきました。町長答弁の中にもございましたとおり、第１

期障がい児福祉計画における障がい児支援の提供体制の整備に係る４項目ということで、なかなか不十分

な状態にありますよというふうなことで回答をさせていただいたところです。それにつきまして、町のほ

うでも引き続き不十分な部分につきましては、次期計画のほうに継続課題として盛り込んでまいりたいと

いうふうなことでお答えをさせていただきました。 

  ただいま議員のほうから、廃校になった学校等を利用してはいかがかというふうなご提案でございまし

た。町のほうでは、今学校統合後の施設の活用については企画を中心に利活用の検討ということで進めて

いるところでございます。具体的な利活用については、そういった場での今後の議論というふうになろう

かと思いますが、先ほどもおっしゃっておりましたそういった施設への活用ということも１つ出てくるの

かなということで賜っておきたいと思います。 

  やはり現在、議員のほうからお話がありました療育手帳や精神手帳をお持ちの方々のご家族が共に気軽

に語り合える居場所づくり、またサポートできる人材の育成というものが必要ではないかということであ

りまして、まさにその必要性については我々も十分に理解をしながら日々業務に当たっておるところでご

ざいます。居場所の提供もさることながら、議員ご指摘のサポートできる人材の育成というところが本当

に大きな課題となっておりまして、引き続き様々な業務の場面でアプローチをしながら、そのチャンスを

捉えて努力してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  ６番、松永裕美議員。 

６ 番（松永裕美君）  療育とは、障がいのあるお子さんの発達を促して、自立して生活できるように援

助する取組を養育とおっしゃるそうです。この言葉はもともと東京大学名誉教授の高木氏が提唱した概念

で、肢体不自由児の社会的な自立を目標に医療と教育を並行して進めることとして療育という言葉がござ
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います。 

  たまたまデータなのですけれども、療育手帳の交付状況を令和２年８月で調べさせていただきましたと

ころ、当町におきまして、平成26年２名、18歳未満でございますが、平成28年１名、平成29年２名、平成

30年度３名、令和元年度４名と、人口が減り、お子様の数が減っている現状の中、若干増えているという

事実がございます。やはり少しの取組、そして人数も少しだからということではなく、きっちりとこれか

らは療育手帳を持った方もしくは障がいの方たち、そしてそういう方たちが遊佐町で安心して住めるよう

に、またその保護者の家族の方たちもどういう思いで日々暮らしていらっしゃるかということを考えなが

ら、相談できる遊佐町、福祉のことに対しては一生懸命な遊佐町というふうにこれからも取り組んでいっ

ていただければと思います。なかなか目標を設定するとそこをこなさなくてはいけないというプレッシャ

ーもございますが、私は全力でやっていただいているというのを認識しておりますので、私なりにも何か

お手伝いできることがあれば、ぜひこれからもいろんな方たちのパイプ役として自分の知っている方たち

をおつなぎして、こういう町民の方はこういうことが特にございますよ、こういう方たちはこういうライ

センス持っていますよ、この方は退職してから今通信講座でそういう医療児ケアや精神障がいのある方た

ちのケアワーカーの資格を取ろうとしていますよとか、そういう、今は個人情報というくくりがあって何

でもべらべらしゃべれない時代ではございますが、お話ししてもいい情報は信用できる方にきっちりとし

た情報をこれからも流していきたいと思います。 

  次に移らせていただきます。環境問題についてでございますが、今回橋が撤去ということだったのです

が、あとそれと桜並木の件と２点地域生活課長にお伺いしたいと思います。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  まず、八ツ面川に架かる橋の数と管理についてということでございます。八ツ面川につきましては、上

流部に位置します保全池を始めまして、年間を通して流域全体の維持管理を行っていただいております管

理組合の皆さんへ感謝いたしたいと思います。いつもありがとうございます。八ツ面川につきましては、

全長1,347メートルでございます。その川に架かる橋の数でございますけれども、全数で17橋、17つの橋

がございます。その内訳でございますけれども、町道橋が４橋、県道橋が２橋、農道橋が２橋、そして人

道橋として利用している橋が９橋、合計17橋となってございます。先ほどご質問にございましたけれども、

今年度まで存しておりました十日町地内に架かる舞鶴橋につきましては、経年劣化によりまして昨年度よ

り通行止めをさせていただいてございました。舞鶴橋につきましては、昨年度より管理組合と橋の必要性

について協議を重ねてきたところでございます。舞鶴橋は町道橋と接続した位置にございまして、町道橋

を利用して八ツ面川の横断や上下流の景観も見通せること、また舞鶴橋のすぐ下流には海岸へ移動できる

別途橋もございますので、今後の維持管理経費等も考慮いたしまして撤去をさせていただくことで調整を

させていただいたところでございます。この橋につきましては、今年度の予算をもちまして既に工事を発

注し、撤去をさせていただいてございます。その他人道橋として利用している橋につきましては現在９橋

ございますけれども、管理組合では橋を含めまして定期的に施設の維持管理や点検を行っていただいてお

りますので、橋を含め修繕が必要な支援につきましては、施設の必要性を含めまして今後も管理組合の皆

さんと協議をしてまいりたいというふうに思ってございます。 
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  なお、橋とは別の施設になりますけれども、保全池の脇に設置しておりました水車につきましては、管

理組合の皆様より経年劣化により更新要望があったということで、昨年度新しい水車に更新をさせていた

だいております。 

  すみません。もう一つございました。桜の件につきましても併せてご答弁させていただきたいと思いま

す。京橋右岸上流の桜の木につきましては、古木18本、若木７本、合計25本が植栽された桜並木になって

ございます。古木の件でございますけれども、２年前に樹皮が白くなるコケが発生いたしまして、専門業

者よりご指導いただきながら管理組合のほうにて木酢液散布していただいた経過がございます。散布後に

つきましては少し状態がよくなりましたけれども、その後２年経過いたしましてまた再発の状況にある状

態になってございます。改めて先般専門業者のほうに対処方法確認しましたところ、コケの一種であるこ

とから、木を弱らせたり、枯れたりするものではないということで、湿気の多い箇所に発生するものだと

いうことでお聞きしてございます。対処方法としましては、木酢液の散布か高圧洗浄で洗い落とすという

ことでございますけれども、高圧洗浄機の場合、樹皮を傷めるということもございますので、木酢液の散

布が適切ではないかということでご指導をいただいてございます。なお、対応につきましては、今後管理

組合のほうと協議をさせて対応をしてまいりたいというふうに思ってございます。 

  また、古木の植え替えの時期等につきましても、専門業者、そして管理組合、皆さんとご相談、協議さ

せていただきながら、必要とする時期に対応してまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  ６番、松永裕美議員。 

６ 番（松永裕美君）  ご答弁ありがとうございます。元町で暮らしておりますと、いろんな生き物と会

いながら生活ができるという暮らしがございます。例えば八ツ面川では、故鈴木氏が文書に残しておりま

すように、八ツ面川の尽力してくださった小田原氏もおっしゃっていますように、イバラトミヨ、ヤリタ

ナゴ、ドジョウ、シマドジョウ、メダカ、ナマズ、コイ、アカヒレタビラ、ギンブナ、こんなにたくさん

の魚類がいる。そして、ハグロトンボというトンボご存ですか。ハグロトンボが実は八ツ面川のところに

最近とても多くて、これは実は屋久島や、そして四万十川などきれいな水のところにしかすまなく、通称

神様トンボと言われているという。やはりこういう自然豊かなまちであるからこそ、子供たちもこれから

情操教育、そして町の発展につながる大事なものが残っているからこそ、コンクリートで固めたり、また

はどうしても防災のために撤去しなければならないものもございますが、先ほど答弁ございましたように

関係各位と話し合い、どうすれば一番この町にふさわしいのか、議論をしながら進めていく。やはり環境

も守りたいけれども、発展もしなければいけないという我々の課題だと思います。 

  例えば車社会もそうですが、車は便利ですが、交通事故が増えたとか、とにかくこれからはなおますま

す様々な議論が、多様性という言葉を借りていろんな考えをお持ちの方が、そしてどの方もインターネッ

トでよく勉強していらっしゃって、本当にすばらしい知識の方たちがたくさんいらっしゃるので、やはり

私たちも負けずにきちんとどういうふうな方向が当町にいいのか学ばせていただき、また私が感じたのは

過去の昔の方たちが尽力なさったことで自分の住環境がよくなっているのだということを認識させられま

した。今後の課題としてきちんと文書に残していらっしゃるのですが、生態系の保護や環境に配慮した結

果、再び見られるようになった蛍を育てるため、餌になるカワニナを増やす必要があるというふうに記述
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もございます。適正な維持管理を長期間継続するために、後継者の確保が重要であるということ。今後も

後継者の育成を図りながら、管理組合及び遊佐町ふるさと保全協力員など各組織の充実化も図ることと、

そして地域住民一人一人の協力が必要であるということ。そして、３つ目には、遊佐町公共下水道事業に

全世帯加入の促進も大事だと記載されております。やはり公共下水道の大事さが実は八ツ面川の保全につ

ながるのだなということもなお確認させていただきました。 

  そして、今回最後の質問でどうして視察に来てくださった市町村が何件ございますかという質問をした

かということについてなのですけれども、ただいまほかの議員の皆様もおっしゃっていたように、コロナ

の状況で当町の観光がダメージを受けている。それはどこの自治体でもそうなのですけれども、私なりに

考えてきましたことがありまして、多分前向きに考えればコロナが収束したときにきちんとまた観光や、

そして人の流れが動き出すときが来てほしい、来るであろう、来ないと困るという考え方なのですが、そ

のときにやみくもに観光に特化してＰＲしてもなかなかそこは難しい。ならばどうするかといったときに、

1,788ある地方自治体の議員の皆様の研修の場として当町をＰＲする考えはどうかなということを考えま

した。当町には鳥海観光協会という組織もございますので、チケットの発券から、ＪＲにするのか、航空

会社にするのか、お宿は遊楽里を使っていただくとかというスキームをつくり、そして町村議会の皆様、

県議会の皆様、どこ向けというちゃんとビジョンを決めて当町の得意とするところがございますし、また

今町長から答弁でございましたように、毎年定住に関してだけでも必ず来てくださっている市町村がある

わけです。徳島、北海道、長野、やはりお金をかけて来てくださっているわけが当町にはございます。観

光に関してはどこの市町村も一生懸命今考えていらっしゃると思うので、町村議会をターゲットにした観

光施策という、そしてそこに特化したもの、または当町の売りを集約してやってみるのも、コロナが終わ

った後に動き出した流れに乗るには必要な政策ではないかなと考えました。 

  そして、何が肝かと申しますと、市町村議会もそうですが、県議会もそうですが、年に１度必ずどこか

の市町村を視察するための会議をしたり、どこを視察するかとどこでも考えていらっしゃると思います。

だけれども、今はできない。私たち遊佐町の議会もどこにも行けませんが、これがアフターコロナになっ

たときに、動き出したときにＰＲをする。そして、そこには活躍している少年町長、少年議会の力も借り

たり、また我々何しているか分からないよと言われないように、私たち議員もそこにはきっちりと仕事を

させてもらうとか、やはり新しいアフターコロナの観光戦略も必要ではないかなと考えました。ターゲッ

トを決め、目標を決め、そしてこれからの遊佐町のためになり得る。そして、何とお土産も当町はちゃん

といろいろあります。そして、何を持って帰っても皆さん喜んでくれるのです。多分市町村議会の方たち

も、視察でいらっしゃったらどこかで何かしらお土産を買って帰られるという、それはもうセットでなっ

ていると思うので、ぜひこちらの観光に関しては、将来的にコロナが収まるという希望的観測の下での私

の発案でございますが、荒唐無稽かもしれませんが、いかがでございますでしょうか。 

議 長（土門治明君）  髙橋企画課長。 

企画課長（髙橋 務君）  お答えをいたします。 

  視察に来ていただいた議会の自治体名、それから件数については、先ほど町長答弁のとおりであります。

昨年度の場合でしたか、この視察いただいたうち、１件が町内、遊楽里に泊まっていただいたというふう

にお聞きをしております。自治体によっては視察を受け入れるに当たって印刷費の実費というふうな意味
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合いでの負担金ですとか資料代、あるいは中にはそこの自治体の宿泊施設に泊まっていただかない限りは

受け入れないというふうなところもあるようでございますけれども、遊佐町についてはそういった言って

みれば条件、制限はつけていないというふうなことでございます。視察の目的についてはそれぞれいろい

ろありまして、少年議会であったり、子育て支援策であったり、あるいは遊佐高校支援であったりという

ふうなことで、それぞれの議会の目的に沿ってされているということでありますけれども、これだけ視察

を受け入れる、視察に来ていただけるということは、それだけインパクトのある施策をやっているという

ことでもありますので、それぞれの所管において町民の幸せにつながるそういった施策を頑張っていくと、

こういうことがこの視察につながる一番なのかなというふうに思っているところでございます。決して視

察を受け入れる目的で町のいろんな事業をやっているということでもございませんので、そういった意味

ではそれぞれ職員各課の頑張りがこういった視察につながっているのだろうというふうに思っております

ので、そういった日頃の業務について今後とも努力をしていくということが一番かなというふうに思って

いるところでございます。 

議 長（土門治明君）  ６番、松永裕美議員。 

６ 番（松永裕美君）  これからも視察がどんどん増えるような当町であってほしいと思います。 

  それでは、最後になりますが、教育長のほうに、令和５年４月、当町小学校統合になるのですが、何日

統合でございましたでしょうか。 

  （何事か声あり） 

６ 番（松永裕美君）  日にちでございます。 

議 長（土門治明君）  那須教育長。 

教育長（那須栄一君）  お答えします。 

  令和５年４月１日開校の予定となっています。 

議 長（土門治明君）  ６番、松永裕美議員。 

６ 番（松永裕美君）  私の資料によりますと、令和５年４月３日となっていると。これは保留にしてお

きます。なぜかと申しますと、令和５年４月３日であったとするならば、確かに遊佐小学校の統合はいろ

んな議論がされております。コロナ禍において、学校が少人数で、そして安全に勉強できるようにしてい

ただきたいという親御さんのご意見、逆にうちの子はできれば人見知りなので、たくさんの人数で、そし

てたくさんの友達に囲まれて成長させたいというご意見、いろんなご意見ございます。しかしながら、今

まで議論を重ね、様々のディスカッションもされ、令和５年４月に統合になるということが当町の方針と

して決まっております。令和５年４月３日でございましたら、２時１分に開校式を始めたらいかがでしょ

うか。令和５年４月３日２時１分、５、４、３、２、１、０。そして、なぜこういう発案かというと、子

供たちは素直です。とっても素直で無邪気です。学校まとまってたくさん友達ができるのだよという、そ

ういう声かけを、せっかくたくさんの方が苦労して、書類を作って、アンケートを取って、回収して、デ

ータを出して、会議をして統合と決めた今、では我々大人が何をすべきか。少しでもストレスがないよう

に、統合してよかったねと言えるような小学校をつくっていただければと思っております。もし４月１日

であれば、これは全く問題にならないナンセンスな提案でございましたが、一応子供たちの前向きなこれ

からの、そして自然環境も豊かな当町における教育においてはやはり様々な議論をしていく必要があると
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思いましたし、私ができる私のレベルでの提案でございましたが、お聞きくださってありがとうございま

した。 

  私からは以上です。 

議 長（土門治明君）  那須教育長。 

教育長（那須栄一君）  お答えいたします。 

  町長が気づいたのですが、実は遊佐中学校の統合が平成５年、小学校が５年、そして明治の学制発布が

明治５年ということで、ああ、５年に縁があるのだなということを炉辺談話で、なるほど、そういうこと

今私も言われて気づいたのですけれども、そして今開校は４月１日ですけれども、開校式はまだいつやる

かはこれからいろいろ、例えば今のようなご提案で４月３日がなるほど、そういう意味でも子供たちにイ

ンパクトがあるのであればそれは当然考えることができるでしょうし、そんなことで考えていきたいと思

っております。 

  あと前段ありましたね、特別支援が。これ今の質問ではないのですが、質問でないの答えていいですか、

答え。 

議 長（土門治明君）  いや、終わってください。 

教育長（那須栄一君）  駄目ですか。はい、分かりました。終わります。 

議 長（土門治明君）  これにて６番、松永裕美議員の一般質問を終わります。 

  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  個人的な話から入りますが、去年の９月議会、初めてここに立って一般質問いた

しました。あのときも緊張はしていたのですけれども、何回やってもこういった緊張感というのは取れな

いものだなと感じております。何分緊張しておりますので、何かあったときはご容赦いただきたいなとい

うふうに思っております。 

  それでは、通告に従いまして質問いたします。よろしくお願いします。コロナウイルスの感染拡大によ

る影響というのが世界的な規模で広がっておりまして、そしていまだその収束の気配というのは見えてお

りません。その支援、対策に、本当に世界各国とも多大な予算をつぎ込んでおります。今後世界的な経済

の逼迫というものが懸念をされている状況であります。もちろん我が国においてもこれ例外ではございま

せんで、感染防止の対策ですとか経済循環のために、本当に多大な予算が現在も投入されております。 

  そんな社会状況の中でありますが、当町においては現在新庁舎が建設中でありまして、また令和５年度

には何回か話が出ておりますが、令和５年度には小学校が統合と。そして、いよいよ高速道路といいます

か、高規格道路といいますかが、令和８年度に秋田県境も含めた全線開通の見込みが出されたことにより

まして、遊佐パーキングエリアタウンの整備へ向けた動きというのも現在活発化してきております。いず

れもこれは大型の事業でありまして、今後のやはり当町の財政が心配されるところであるのではないかと

いうふうに個人的には感じているところです。しかしながらです。これらの事業というのは、庁舎に関し

ましては建物の老朽化ですとか、学校においてはやはり児童生徒が減少をしてきておりますし、パーキン

グエリアにつきましては道路がつながることは、これは便利になるということで、要は流出をしていく人

口が増えるのではないかと。これいわゆるストロー現象というのですけれども、そういう現象が起きて、

要は通過をされる人が出ていくということにならないようということで、それぞれにいわゆる大きな理由
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があって行政としてもこれ何らかの手を打たなければならないということであるのかなということで理解

はしているつもりです。しかしながら、当然これだけの事業を自前の予算で賄えるはずはないということ

でありまして、それぞれに何らかの補助制度を活用していかなければできないことでございます。そして、

それでも足りないということになりますと、これは起債をして、借金をして賄っていくのかなというふう

に個人的には思っているところでございます。仮にもしそうなったら、全体の起債の額というものが当然

増えることになります。これ借りたものは返していかなければなりませんので、今後その財源をどういう

ふうに確保をしていくかということが大きな問題になってくると思います。 

  そういった今るるこういったこれから予想される事業費ちょっとお話をしましたが、これとは別に現在

一般会計において、いわゆる繰り出しをしている、そういった部分がございます。自分たちの中ではその

こと持ち出しという言葉をよく使うのですけれども、その一つに下水道事業があります。平成30年度の決

算においては、公共下水道事業特別会計に３億7,800万円、地域集落排水事業特別会計には6,800万円、合

わせてこれ毎年のことなのですが、約４億5,000万円の予算が一般会計よりこれ繰り出しをしているわけで

あります。単純にこれは整理された施設に係る償還も当然含むわけでありますが、この経費がいわゆる収

入、使用料、これより多いということでありまして、要は足りない分を一般会計から特別会計のほうに繰

り出しをしているというわけであります。これから先経費と収入のギャップをできるだけ少なくして、一

般会計からの繰り出しというものが少なく圧縮できれば、これは起債償還をしていく上での財源の一つの

要因になるというふうに考えるわけであります。 

  令和元年度に公共下水道の事業というのは終了をしておりまして、それに伴って大きな起債というもの

は令和２年度で終わります。事業会計における償還のピークについては、令和３年度大体４億5,000万円と

いう予定になっているようでございまして、その公示の事業の事業が終わって起債の残高というのは今後

減っていくことにはなりますけれども、今度はその整備した施設の維持管理をしていかなければなりませ

ん。 

  現在ストックマネジメント事業として地域集落排水ですか、大きなくくりで言いますけれども、これは

令和元年度から始まっておりました。公共下水道に関しましては令和２年度よりそれぞれつくったものの、

どれだけ傷んでいるかということの調査を行っている段階であります。今の段階で調査中であるというこ

とですので、どれだけの修繕が必要なのかということは分からない状況であるなというふうに認識はして

おります。このことにつきましては後ほど改めて伺うことにしたいと思うのですが、まず今取り組むべき

は、せっかく整備した下水道施設にやはりつないでもらうことです。接続率のアップ、これを図っていか

なければならないというふうに思っています。今月の広報にも接続への呼びかけ、これ載っておりました。

これまでもやってこられたことなのだろうなと思いますが、かかる経費と収入のギャップをできるだけ少

なくするために、まずはやはり収入を増やす方策をしっかりと行っていくべきだなというふうに思ってい

ます。この辺の所見をまずはお伺いをして壇上からは終わりたいと思います。よろしくお願いいたします。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  それでは、１番、本間知広議員に私から答弁をさせていただきます。 

  財政的な問題と繰出金の問題、下水道の問題等が述べられておりました。我が町の一番弱いところとい

うのですか、一番経費的には平成の時代に新たな事業として始まった下水道、大変高い金利の時代に続け
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て、やっと令和元年度で完了したのですけれども、それらの下水道の将来負担等についての心配をしてい

ただきましたこと、まずもって御礼を申し上げたいと思います。 

  遊佐町全体の汚水処理は、おおよそ公共下水道で人口比でいけば８割、そして農業集落排水事業で１割、

そして簡易排水や合併浄化槽エリアの人口区分としては１割のような生活排水の処理を行っているところ

であります。 

  公共下水道事業につきましては、平成２年度から遊佐、吹浦の市街地を中心に事業着手し、平成７年度

には遊佐浄化センターの供用開始を行い、処理区域の拡大を図りながら事業を進め、令和元年度において

未復旧整備事業の達成となったところであります。今年度より公共下水道の全集落での供用開始をしてお

り、令和元年３月末現在で公共下水道の接続率は73.7％となっております。ちょうど令和元年度の水道料

金の使用料ですか、公共、農集を含めて１億6,000万ちょっと超えているという現状であります。7,000万

円近くまでいこうとしている中で、私が就任した平成20年度末では使用料が1.1億円、１億1,000万円でし

たので、ちょうど6,000万円近く接続は向上したのかなという思いと、当時は50％ぐらいの接続でしたの

で、接続率にしてはかなり頑張ってくれたなという思いをしています。 

  農業集落排水事業については、平成４年度から整備事業を開始し、平成21年度で既に事業が完了してお

り、現在は豊岡、杉沢、藤井、直世の４処理場において汚水処理を行っており、接続率は85.5％となって

おります。 

  また、比子、下モ山集落については、簡易排水事業により平成４年度から６年度で簡易排水施設が整備

され、汚水処理されておりますが、接続率は100％となっております。 

  公共下水道、農業集落排水、簡易排水区域以外の区域については、合併処理浄化槽により汚水処理を行

っており、平成３年度よりその設置費用に対して補助金等の交付事業を行いながら整備促進を図ってまい

りました。対象集落は褄坂集落ほか19の集落が対象区域となっており、設置率は41.1％となっております。 

  これまでの公共下水道事業に費やした事業費について、総額でおよそ170億円、そのうち借入金である

起債の総額は90億円となっております。平成20年度の末で私が就任した当時、実は元利合計の残額が

79.77億円、およそ80億円ありました、起債残高、元利合計。ところが、令和元年度末の起債残高は49.72億

円、およそ50億円で、確実に30億円ほど減少、償還をしております。償還額のピークが令和３年度で、年

間で４億5,000万円を償還しなければならないわけですが、一般会計からの繰出金については総務省からの

通達の基準により算出し、4.5億円を見込んでおります。ただ、全て生金かと申せば、かつての財政担当課

長補佐によりますと、起債に係る分に対する国の借り入れるときの負担金としておよそ50％ぐらいが国の

地方交付税として認められているということで、およそ50％国から地方交付税としてその年度に交付され

るということの仕組みであります。今後も老朽した施設の改築、更新事業を行うに当たり、起債の借入れ

が必要となってくると思います。 

  また、農業集落排水事業に費やした事業につきましては、総額でおよそ30億円、そのうち起債額の総額

は12.3億円、12億3,000万円となっており、令和元年の末の起債残高は４億5,000万円で、償還時のピーク

が平成24年度で6,850万円、その年度の一般会計の繰出額が6,500万円となっているところであります。今

後は、整備事業の計画がなく、借入れを行わないため、起債残高は減少していくこととなり、令和21年度

において完済する見込みであります。本当に大変な額の借入れ、そして高金利の時代に進めてきたという
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ことで、一時私は下水道事業に町の財政が押し潰されるのではないかという危惧を抱いたときがありまし

た。今後も事業を、事業は確定したわけですけれども、計画的な償還を行うこととなりますが、人口減少

等による使用料の減収に対して、施設の維持管理経費が増加傾向にあることなどから、一般会計からの繰

出金に頼らざるを得ない財政事情となっており、一般会計の健全化はやっぱり極めて重要と、このように

考えております。 

  将来的な下水道のビジョンについての質問等でありましたが、公共下水道事業が平成７年度、農集、農

業集落排水事業の供用開始が平成７年度、いずれも平成７年度でありますことで、既に25年ほど、四半世

紀を経過している中で、これからは長寿命化を目指して、公共下水道事業についてはストックマネジメン

ト計画を策定すること、そして農業集落排水事業については最適整備計画を策定することがいわゆるメン

テナンスをするときに計画はないということは補助金がないということになりますので、それら等の計画

を令和元年度から３年と２年をかけてつくり上げていく予定であります。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  ただいま町長からは、これまで行ってきた下水道事業全般も含めまして答弁をい

ただきました。町長からもお話ありましたけれども、私が遊佐町に戻ってきたのが平成３年でありまして、

その頃から下水道の事業というのが始まったのかなというふうに思いました。その当時はショッピングセ

ンターの絡みもありましたので、その金利、これは高いというのは理解しておりまして、よくこれだけ、

これ自分が平成29年になりますけれども、振興審議委員をやっていたときに頂いた下水道事業債の現状と

今後の推移という資料なのでございます。これやっぱり金額がやはり大きいということ、単純に大きいと

いうふうに思いますし、それでも計画どおりしっかりと償還も含めて行ってきたのかなというふうに資料

を見ますと確認はできるところであります。本当にありがとうございます。 

  それで、先ほど壇上でも申し上げましたのですが、現在の接続率、その答弁もありました。公共下水道

のほうで73.7％、農業集落排水で85.5％ということでありまして、今の町長の答弁の中にはその接続率を

上げるということの具体的な方策といいますか、お話というのがなかったように思いましたので、今より

も収入を上げるために現在行っている、これから行っていくということについて、改めてその接続率を上

げる方策というのをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  実は平成７年の７月に、私の住んでいる豊岡地区は下水道、農業集落排水事業が

供用開始という時代でありましたが、その当時は判子ついたのだからみんなで下水道つながなければとい

う形で、まさに補助金も全くない状況で１等賞争いをしたというのでしょうか、特に豊岡地区はほぼ、今

98％ぐらいですか、ちょうど今下大内が後から加入したおかげで95％ぐらいになっていると思いますけれ

ども、ああ、あの補助金なしで本当に、判子ついたのだからつなごうやという形で、地域挙げてその接続

に力を入れたということ、当時の集落の役員の皆さんと、それから実は集落全体で借金をして、みんなで

返していったという記憶があります。集落の借金を、農集の借金を完済したときには管理組合でみんなで

万歳をしたというような記憶がありますので。その当時はどっちかというとバブルの時代の名残があった

時代だからあのようなことができたのかなと思いますけれども、私は就任以来やっぱり農集とか公共につ
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ないでもらうには、それなりの町としての補助制度を整えていないと駄目だなということで、住宅リフォ

ームの施策と併せて当初10％だったか、詳細は後ほど課長に答弁いたさせますけれども、今は特に下水道

につないでいただければ20％まで支援しましょうという形を取り組ませていただいておりますので、それ

らと事業費と、それから住宅リフォームの支援制度を町単独で上限当時は100万円ぐらいまでつくらせて

いただきました。公共下水道が町単独でやる事業で７億円ぐらい一遍で町の総事業費減らしたものですか

ら、何で減らしたかというと借金を返せない状況が近づいてきたものですから、事業を減らしながら住宅

リフォームのいわゆる支援金を増やすことによって、5,000万円、6,000万円使うとその10倍以上の波及経

済効果を生み出すということの策に切り替えてきましたので、何とか事業全体として私から見れば５年ぐ

らい遅れたのだと思います、いわゆる公共下水道の完成までは。だけれども、あの状態で年間15億円ぐら

いの公共下水道の事業をやっていたのでは町が借金返せないという判断をしましたので、私は就任２年目

で公共下水道の予算を半分にさせてもらいました。これについては、あそこで決断していなければ、毎年

毎年自転車操業で、年度末になるとお金一時借入れを多額にしなければならないという状況が多分続いた

のだと思いますけれども、それらをしっかり避けたいという思いで、事業費を削りながら、事業を先延ば

ししながら整えて、やっと令和元年で完了したという記憶がございます。 

  事業のスキームの詳細については、担当の課長より答弁いたさせます。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  接続率を上げる方策についてというご質問でございました。先ほど町長答弁ございましたけれども、平

成２年度に着手いたしました公共下水道事業につきましては、令和元年度、昨年度で事業を完了してござ

います。今年度よりからは下水道区域内の全集落で供用開始しているという状況にございます。下水道経

営の健全化におきましては、接続率の向上が不可欠でございます。接続率向上を図るため、これまでも工

事説明会などの機会を活用させていただきまして、下水道の重要性について説明するとともに、早期接続

のお願いをしてきたところでございます。さらには、町指定店、工事指定店ございますけれども、工事指

定店の皆様より普及啓蒙にご協力いただきまして、また町広報で下水道の重要性について掲載を行ってき

たところでございます。 

  また、接続率の向上のための支援策につきましては、これまで持家住宅リフォーム支援金制度、そして

住宅リフォーム資金利子補給制度を創設してございます。持家住宅リフォーム支援金制度につきましては、

平成28年度から支援金の率を10％から20％に倍増いたしまして、また令和２年度からは、昨年度になりま

すけれども、消費税増税に伴いまして22％に引上げをしてございます。ほかの市町村と比較しても引けを

取らない支援金体制整えまして、接続率の向上に努めているところでございます。支援体制を見ても、接

続率アップ図るためにこれ以上接続に特化した制度を設けることは、これまで厳しい経済状況の中で接続

に協力していただいた町民からしてみれば大きな不公平感を覚える施策となれないということも思います

ので、引き続き実態調査をしながら支援策を講じていければいいのかなというふうに思ってございます。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  町長からも集落を挙げて取り組んだお話ですとか、やっぱりその当時下水が来た
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ということで、それぞれ集落ごとに頑張って取り組んでこられたのだなというふうに思った次第でござい

ますけれども、それに重ねて今の課長答弁を聞いておりますと、要するに既に接続をつないでいますよと

いう方々のこともやはり考慮しなければならない。その不公平感というものを、同じものを使うわけです

から、不公平感を出さないように施策を講じていかなければならないのだなということ、そういう苦しい

何か胸のうちのようなものを感じた次第であります。なるほどと思いました。それでも少しでも接続率は

上げていかなければいけない、収益を上げなければいけない、そういった努力を続けていかなければなら

ないということであると思いますので、ぜひやはりこれは引き続きのご努力というものをお願いをしてお

きたいなというふうに思っているところです。よろしくお願いいたします。 

  次に、年間の経費についてお聞きをしたいと思います。平成30年度の決算事項別明細書の公共下水道事

業特別会計、地域集落排水事業特別会計、それぞれの款１総務費、項１総務管理費の目１一般管理費の部

分ですね、こちらがそれぞれの施設に係る経費の額だと思います。これ内訳について少し詳しく使用料と

いいますか、収入ですね。そういった収入支出、その兼ね合いも含めて説明お願いできればというふうに

思います。もし仮に接続率がこれ100％になった場合の会計的な所見もあれば併せて答弁お願いしたいと

思いますが、よろしくお願いいたします。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  年間のおよその支出内訳というご質問でございました。それぞれの会計の歳入、そして維持管理にかか

る歳出の主な内容でございます。まず初めに、歳入でございますけれども、公共下水道の使用につきまし

ては年間約１億5,000万円くらいの収入が入ってきます。また、これに見合います歳出の大きなものといた

しましては、浄化槽センター、そしてマンホールポンプの電気料、そして処理場から発生します汚泥処理、

そして浄化センターの管理委託料が維持管理費の主な支出のウエートを占めてございます。起債と建設費

を除きますと約１億円の支出になってございます。 

  また、地域集落排水事業の特別会計のほうでございますけれども、歳入のほうにつきましての使用料で

ございますけれども、約2,000万円の収入がございます。また、歳出につきましては、施設の維持管理や汚

泥処理が主な支出となっておりまして、起債と建設費を除きます約2,600万円ぐらいの支出となってござい

ます。使用料収入では賄えない状況となっているようでございます。仮に接続率が100％になった場合と

いうことでございますけれども、公共下水道につきましては現在約74％の接続率でございます。今後数年

間は供用開始から年数の浅い集落の接続が見込まれることから、接続人口の増加に伴いまして使用料収入

も増加していくこと、また現時点で維持管理費の約１億円に対しまして使用料収入が約１億5,000万円と使

用料収入のほうが多いことから、今後のストックマネジメント計画の調査結果等によりますけれども、地

方債元利償還金を除けば使用料収入で賄っている可能性が高いのかなというふうに見てございます。 

  一方、地域集落排水事業でございますけれども、整備工事完了から10年経過しておりまして、接続率は

85％を超えている状況にございます。ただ、処理区内人口が年々減少しておりますので、今後の増収は難

しいということが推測されます。現状でも使用料収入が約2,000万円に対しまして、維持管理費が約2,600万

円ということで使用料収入を超えてございますので、今後の施設の老朽化等考えますと、仮に接続率が

100％になったとしても自主財源で運営していくのは難しいのかなというふうに考えてございます。 
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  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  答弁の中で、経費のかかる部分のマンホールポンプ、これの電力ということがあ

りましたけれども、マンホールポンプ自体何基といいますか、何個現在あるのでしょうか。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  基本的に下水道は自然流下式ということで自然勾配つけて流すわけですけ

れども、一定深さになりますと、５メーターぐらいになりますと１度ポンプアップしてまた自然流下図る

という仕組みになってございます。町内には、現在82か所のマンホールポンプございます。主に吹浦方面

が遊佐よりも約10メーターくらい標高低いわけですけれども、処理場が岡田尻引にございますので、低い

ところから高いところへ全て汚水を持ってくるという仕組みでございます。全町で82か所のマンホールポ

ンプございます。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  ありがとうございます。82か所。これ何か例えば、ここはマンホールポンプあり

ますよみたいな、分かるようなあれってあるのですか。そのものってあるのですか。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  下水道管設置するときに、基本的にマンホールポンプなければ、約50メー

ター間隔で丸い鉄蓋、鉄板の鋳物のマンホールポンプございます。直径が通常でありますと600ミリでご

ざいますけれども、マンホールポンプですと中にポンプ入りますので、２基入ります、交互運転しますの

で。１メーター20くらいでしょうか、一かさ大きい鋳物のマンホールポンプありますね。その部分につい

て設置されているという状況になりますので、一目で一回り、二回り大きい蓋もありますので、それで一

目確認できるかと思います。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  すみません。ちょっと聞きたかったものですので、ついでにと言ったらあれなの

ですけれども、聞かせていただきました。これ気をつけて道路を見ながら歩きたいなというふうに思いま

す。82か所ですね。ありがとうございます。 

  それで、ちょっと話戻りますけれども、答弁の中に公共下水道と地域集落排水、それぞれ単純に使用料

に対しての経費の部分賄えるかというお話がございました。もちろん償還、これを除くという条件がつい

ておりまして、それでも公共下水道については収入が１億5,000万円に対して経費が１億円で、これはでき

る可能性が、賄える可能性が高い。農業集落排水についてはちょっと趣旨的に難しいということで、それ

ぞれ所見が分かれたわけでありまして、これちょっと話聞いていて思ったのですが、やはり今後この事業

の特別会計を見ていく上で大きなこれは一つの材料といいますか、ヒントになるのではないかなというふ

うに少し思います。これについては、私ももう少し詳しく数字的なものを調べていきたいなというふうに

思った次第です。 

  次に行きます。次、今後、先ほど来お話ございました、町長からもお話ございました計画を立てる段階
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で今調査をしていますよということでございました。今後かかっていくであろう経費についてお尋ねをし

たいと思います。現在、先ほど来話出ておりますが、ストックマネジメント事業ということで調査を行っ

ている段階でありますが、公共下水道については令和２年度から３年、農業集落排水については令和元年

から令和２年度までということ、そこまではお話伺っておりますけれども、今後その後のスケジュールが

もしあればお伺いをしたいなというふうに思います。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  ストックマネジメント事業の今後のスケジュールというご質問でございました。ストックマネジメント

事業につきましては、老朽化した施設の延命化を図るべく、計画的かつ効率的に施設の改築、更新を進め

ていくための長寿命化の計画の策定でございます。公共下水道につきましては昨年度で整備工事が完了し

たということもございまして、今年度より令和４年度まで３か年の計画で、管路、処理場、マンホールポ

ンプの各施設のストックマネジメント計画の策定に着手してございます。また、農業集落排水の４施設に

つきましては、令和元年度から令和２年度、今年度になりますけれども、２か年の計画で最適整備構想の

策定にかかってございます。いずれも計画策定後につきましては、その計画に基づきまして国庫補助事業

を活用し、施設の改築、更新を行うこととなるため、優先順位の見極めと財政規模に見合った改築計画を

進めてまいりたいというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  やはり調査中ということを考慮すれば、今後何年かけてどういうふうにというと

ころまではまだいっていないという認識をしたところでございます。 

  それで、優先順位の見極めと財政規模に見合った計画の策定というお話がございました。もちろんまさ

にこれはこのとおりである思いますし、そうしていかないとやはり将来的に今ある起債の償還も含めまし

て、この先やっぱり苦しくなっていくのかなという懸念がどうしてもあるということでありまして、ここ

の辺もしっかりとした計画をぜひ組んでいただきたいなというふうに思っているところです。よろしくお

願いします。 

  さてといいますか、現在整備した施設の調査中であるということでありまして、壇上でも申し上げたと

おり、今の段階では果たしてどれだけの修繕が必要なのかなというのは分からない、どれだけかかるのか

調べるために、またどういうふうに直していくか計画を立てるために今現在調査を行っているわけであり

ますけれども、これやはり町長の答弁にも少しございましたけれども、調査の結果次第によっては事業を

行うに当たりやはり足りないとなれば、やはり起債、借金をしながらその修繕を行っていくということに

なるのかというところをお伺いをしたいと思います。よろしくお願いします。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  今後の起債の見込みということでございますけれども、令和元年度で整備工事が完了したことによりま

して、今年度は起債の発行額も大幅に減少する見込みとなってございます。ストックマネジメント計画の

策定後、どの程度の修繕、改築になるのかを、必要になるのか見極めた上で、財政状況に応じまして借入
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れを今後行っていきたいというふうに考えてございます。よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  財政状況、これに応じて借入れを行っていくという答弁でございました。やはり

これからの世代といいますか、これからの子供たちにやはり借金を残していかないようにしていかないと

いけないわけでありまして、これもやはりぜひ将来を見据えた計画というものを重ねて立てていただきた

いなというふうによろしくお願いしたいと思います。 

  経費の部分も含めてこれまで質問に対して答弁をいただいたわけでありますけれども、またざっと総合

的に考えますと、本当にこれは厳しい状況でありまして、なかなかいい材料を探すのが難しいなと思わざ

るを得ないわけでありますが、それでもやはりこれ何か今後策を講じていかないと、このままの状況が続

いていってしまいそうな気がするわけであります。当たり前の話ですが、少しでも収入を上げて経費を減

らすと、これに尽きるというふうに思うわけでありますけれども、収入は使用料ということである程度決

まっているわけでありますけれども、経費の部分、こちらの部分で今後その維持管理費、毎年これかかっ

ているわけでありますけれども、これを削減していくことについての将来的なビジョンといいますか、そ

ういうものがあるのでしょうかということをお伺いしたいと思います。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  昨年度の年度末に高瀬の通学路、下水道の本管が、マンホールポンプのいわゆる

想定外の劣化による破損で、通学路が高瀬の小学校の近くで破損したということで緊急の工事をやらせて

いただきましたが、結局計画がないということになる国からの補助制度も使えないということになります

ので、やっぱり今は国土強靱化、いろんな形での制度を使うにはまずは計画持っていなさいよということ

が前提のようでありますので、しっかりと町としてはやっぱり国土強靭化法に合わせて計画を整えていく

ことが重要だと思っています。 

  それから、豊岡の地域集落排水事業、いわゆる公営企業会計、水道みたいに公営企業会計ではないわけ

ですから、その費用を全部料金で賄いなさいよという縛りは、今のところ公共下水道も地域集落排水もな

いわけで、それらと要は遊佐の浄化センターが想定人口減少よりかなり当初より減ってきております。と

いうことは、そこの稼働の余裕がどのぐらいあるかも含めれば、豊岡とか直世をかつては整備するときは

農業集落排水でつくりましたが、逆に言うと農業集落排水事業の償還の一定の時期過ぎることによって逆

に農集を公共につなげることによって経費の削減が１か所でやれれば、いわゆるそこら辺がこれからの検

討のしどころではないかなと持っています。 

  何せ繰出金、先ほど繰出金のお話ししました。平成２年度遊佐町の一般会計からの繰出金は２億円であ

りました、２億円。私が遊佐町議会に初当選した当時の一般会計からの繰出金は４億円でありました。現

在、10億円を超える繰出金を出さないと、農集とか公共でおよそ５億円ほど、そして民生費、いわゆる国

保、介護、後期高齢者等の持ち出しを、一般会計の繰り出しを含めれば、それもおおよそ５億円、4.9億円

ぐらいになっている状況で、これから特に民生費の繰り出しが、戦後のベビーブーマーが75歳を迎えます

と、やっぱり医療機関にかかる回数、介護等への費用がかなり増加するということがここ、次の３期では

ほとんど出ないのでしょうけれども、次の次の計画では出てくるということが想定されておりますので、
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この繰出金、そして今のうちにできれば下水道の起債をやっぱり早めに返しておくということが非常に重

要なことではないかと思っています。 

  建設事業が度重なるという最初の質問でありましたが、庁舎については30年間の年度の平準化的な負債

でいけば、６億円の基金プラス15億円でいけば、30年で割れば5,000万円プラス金利という形でいくと、

そんな負担にはならない。何せ公共下水道は１年４億円以上の持ち出しという形から見れば、庁舎につい

ては5,000万円ぐらいと見ればそんな大きいわけではないと思います。要は遊佐のパーキングエリアタウン

計画についても、土地を買ったらある程度計画づくりする間に、３年ぐらいの間にやっぱりしっかりと町

として基金を整えるということがこれから重要だと思っています。その計画の中でどの補助制度をやっぱ

り使うのか、また民間とのＰＦＩ、ＰＰＰとかの連携を含めてどのような制度設計をするかによって予算

の持ち出し分というのはかなり違ってくると思っています。 

  私自身は、将来負担率がどのぐらいになるのかなと。今、令和元年度の決算で今議会に認定を求めるわ

けですけれども、かつての48とか49とか38という時代はなかなか難しいであろうなと。だけれども、今将

来負担率64.9ですから、１年分もないという町の財政から見れば、私は庄内の他の町村と比べても非常に

健全であると思っていますし、経常経費比率でいけば遊佐町は87.9ですか。実は近くの町村では99近くい

くところも出てきているという想定していますので、それら等から見れば99なんていうとあと残り１％ど

うしようかという課題しかないわけで、年度内任用職員の給料をアップするともうほとんど100いってし

まうという形から見れば、まだまだ87.9、非常に財政的にはしぶとい財政運営ができると思っていますの

で、ちょうどよく監査報告を、また今年ももらうわけですけれども、収入未済額と接続率の向上に鋭意努

力すべしというのは多分毎年毎年これ課題として監査からはいただいているわけですから、それら等をし

っかり行政としては努力をしたいと思っています。町だけではできないのです。役場の職員が幾ら接続率

向上のために営業して回っても、多分できないのだと思います。逆に言うと水道の管理の協力事業者から、

こういういい制度があるから下水道に接続しませんかというアピールをいただきながら、やっぱり町だけ

でできないわけですから、町のいろんな団体の力をやっぱりお借りしながらそれらに向けて邁進していく

ということだと思います。 

  残余の答弁は担当課長よりいたさせます。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  維持管理経費を削減する方策ということでございました。町のほうでは、公共下水道事業、農業集落排

水事業、合併浄化槽という形でそれぞれ３事業導入して整備しております。それぞれ国の所管が違ってご

ざいまして、公共下水につきましては国土交通省所管、そして農業集落排水につきまして農林水産省所管、

それから合併浄化につきましては環境省所管、それぞれ国の所管が異なってございまして、これまで事業

実施に当たりましてはそれぞれの担当所管のほうが補助金をいただきながら事業を整備、進めてきたとこ

ろでございます。公共下水道、農業集落排水、それぞれ全処理につきまして供用開始をしてございますけ

れども、近年につきましては施設の維持管理等にかかる費用が増しまして、財政的に厳しくなっているこ

と、また将来的には人口減少に伴う使用料の減収が見込まれることなどから、将来的には公共下水道整備

エリアに近い農業集落排水施設の例えば豊岡地区、直世につきまして、今後国の所管は違いますけれども、
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公共下水道へ接続統合をするなどを視野に入れまして、事業計画の見直しを検討していく必要もあるので

はないかなというふうに考えてございます。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  １番、本間知広議員。 

１ 番（本間知広君）  町長からは、公共下水道に限らず、大きいくくりの中で今後どうしていくかとい

うようなお話もいただきました。課長のほうからもありましたけれども、公共下水道、農業集落排水、合

併浄化槽、それぞれ国の所管が違う中で、その垣根を越えて接続統合も視野にというお話がございました。

これ口で言うほど何か易しくないのかな、ハードル高いのかなというふうには思うわけでありますが、そ

ういうことをやっぱりやることによって経費が減るということであれば、実現できるようにぜひ頑張って

いただきたいなというふうに思った次第です。 

  あと、先ほども申し上げましたが、町長、本当にこれいろいろな事業の中で、やはり今までどおりとい

うことではなくて、少しでもそういったいい方向に向かっていくのだと、いこうよという気持ち、思いが

そうやって必ずいい将来につながっていくものであるというふうに私自身信じまして質問を終わりたいと

思います。ありがとうございました。 

議 長（土門治明君）  これにて１番、本間知広議員の一般質問を終わります。 

  午後１時まで休憩いたします。 

  （午前１１時５１分） 

 

              休                 憩 

 

議 長（土門治明君）  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  （午後１時） 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  大変暑い日が続きます。いよいよ稲刈りが始まりました。普通であれば秋晴れの

下というふうになるわけなのですが、もう残暑の中の稲刈りということであります。まずは、豊穣の秋を

迎えることをお祈りしながら一般質問をさせていただきます。 

  まず初めに、新庁舎の建設に関わる地元業者への仕事の量はということでお伺いいたします。昨年12月

議会で大変物議を交わした新庁舎の入札でありますが、この入札では事業規模に対して町内Ｂランク１社

による単独一括発注であり、国内でも極めてまれな、特異な条件の下に行われた入札でありました。私と

しては、庄内地区のＡランクと町内企業とのＪＶを行い、かつ分離発注など地元業者に仕事が回りやすい

環境をつくりながらということを必要と考えておりました。町の12月議会での答弁では、地元企業への一

括発注は町内業者に仕事が行き渡るようにするためだと町長も明言しております。工事現場入り口に記載

してある遊佐町役場新庁舎建設工事作業所・災害防止協議会兼施工体系図を見てみますと、私の見違いが

あるかもしれませんが、１次下請には当町関係業者は１社にとどまり、あとほとんどが町外事業所への下

請となっております。これでは、町長以下執行部が町民、議会からかなりの批判を受けながらあえて行っ

たＢランク１社の一括入札が町民の思いを反映しているのか、大変疑問に思います。町民からは、町の業
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者にあまり仕事が回っていないとの切実な声が上がっています。本来、町の庁舎建設に当たっては、町内

業者への経済対策の一つでもあり、できる限り町内関係業者に仕事をしていただくのは自然であり、常識

であり、町の務めでもあります。そのため、庁内の建設、建築業界の期待は非常に大きかったと思います。

この状況下で今回行われた入札結果が、本来の町の考え方が落札業者に伝わっているのか、また地元業者

の思いがかなえられているのかを伺います。 

  次に、本町の駐在所の統合計画について伺います。県は、2018年から３か年にわたり、県警本部が推進

している交番・駐在所整備計画の一環として駐在所の統合を行っています。酒田警察署管内でも、本年４

月に川南地区の４か所の駐在所が統合され、１つの交番として整備されました。つい最近になって正副議

長に酒田警察署から説明があり、随時地域関係者に地元の駐在署員が説明に回っている状況であります。

それによれば、高瀬駐在所が吹浦駐在所に統合され、蕨岡、西遊佐駐在所が遊佐交番へ統合するとの説明

でありました。統合される地域では、小学校もなくなり、駐在所までなくなるのは、地域のにぎわいや安

心、安全が失われてしまうのではと危惧しております。地域の防犯の拠点となる駐在所がなくなることに

は、地域住民は非常に不安であり、大変心配しております。町は役場庁舎建設に当たって、取付け道路の

用地買収に関して以前から県や警察本部との情報交換を行っていました。今回、交番・駐在所整備計画の

内容はある程度把握していたと思いますが、今後の対応を町はどのように考えているのかを伺い、壇上か

らの質問とさせていただきます。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  それでは、一般質問、本日３人目であります10番の髙橋議員に答弁をさせていた

だきます。 

  新庁舎建設に係る地元業者への事業量はという質問でありましたけれども、新庁舎の建設工事は昨年の

12月６日に着工し、８月末現在の工事進捗率29.8％となっております。質問の地元業者の事業量につきま

しては、現在７社の町内業者が下請として入っているということですが、そもそも元請と下請の契約は業

者同士の民間契約となることから、発注者である町が元請に対して下請を指定することはできないものと

しております。民主主義国家においては、日本ではこういうことはできないわけですし、例えば一党独裁

の国ではそういうことはあるかもしれませんが、日本ではそういうこと、民々の元請と下請契約に町が下

請を指定するということは可能ではないというふうに理解をしております。 

  しかしながら、町民の拠点となる新庁舎を建設するに当たり、契約当初からオール遊佐での観点でなる

べく下請に町の業者を使ってほしいとのお願いはしてきたところであります。どのような状況かは分かり

ませんが、資格要件、技術管理の問題等の課題がそこにはあるのではないかと思っています。元請からは

町内業者へ声をかけ、発注にできる限り配慮をしていただいていると伺っております。経済効果につきま

しては、元請が町外でなく、町内業者であることが大きいと認識をしております。なぜならＪＶで酒田の

事業者がＡランクで入った場合は、売上げの７割が酒田市に行くわけであります。そうしますと、町内に

は残りの３割しか入らない。事業所の売上げ自体が３割しか入らないのと７割よそに持っていかれるとい

うことを考えれば、100％町内業者の発注事業ということになれば、税務申告等の問題では全て町内事業

者の売上げというふうに合算されると思いますので、経済効果は非常に大きいものと考えております。町

としては、引き続き元請の町内業者の下請発注等の配慮をお願いして、完成までの残りの工期、安全第一、
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実は熱中症になったとかという事態もありますので、それ等の公務災害等が発生しないようにお願いして

いきたいと考えております。 

  ２番目の質問でありました本町の駐在所の山形県警による統合計画についての質問だと思っています。

山形県警では、交番や駐在所の適正配置を行い、限られた警察力で各種事業に的確に対応していくために、

県内全ての交番、駐在所を視野に入れた交番・駐在所整備計画を策定しております。酒田市でも、この計

画に基づき、緑ケ丘、新堀、黒森、広野の４つの駐在所が統合し、今年４月から南部交番が開所されたと

伺っております。 

  本町の駐在所につきましては、８月７日に酒田警察署の担当課長が見えて説明を受けたところでありま

すが、本町の駐在所も交番・駐在所整備計画の次期３か年計画の中に位置づけられており、蕨岡駐在所、

西遊佐駐在所の遊佐交番への統合、高瀬駐在所の吹浦駐在所への統合に向け、今年度に説明会や必要な手

続を実施し、令和４年に必要な工事を行って、令和５年度から開所というスケジュールで現在準備が進め

られている模様であります。説明の中では、機能強化に資するためというお話でありましたので、機能の

強化をしていただけるのであればと思っております。 

  地域の防犯拠点となる駐在所がなくなることに対して住民の皆様が不安に感じるのはもっともでありま

すが、駐在所での勤務は原則平日の日中１名体制であり、夜間や休日対応、巡回行動や現場対応などを行

う際も複数勤務で対応したほうが様々な事案に対応できること、現人員を減らすことは考えておらず、統

合後は遊佐交番の人員だけでも24時間体制がつくれるようになることから、警戒態勢としてはより強化さ

れる部分も多いと伺っております。 

  駐在所の方々は、地域住民の一人として地域に密着した形でこれまで様々な地域行事に参加していただ

くなど、顔の見える関係を築いていただいた経過もあることから、そういった関係性がなくなってしまう

のではないかという心配もあると思います。統合後も地区の受け持ち担当を決めた上で配置されるという

ことですので、引き続きそういったつながりを大事にしていただくことで地域の安心につながっていくの

ではないかと考えております。 

  県警としては、統合に関する不安を払拭するために、住民の皆様に対して丁寧な説明を今後も行い、地

域住民の皆様に不便をおかけすることがないように、これまで以上に地域の皆さんと力を合わせ、安全、

安心の確保に努めたいということでありましたので、町としても今後の状況を見守ってまいりたいと考え

ております。 

  なお、全国的な視点から見れば、社会状況の変化により、駐在所の警察官が地区内の巡回等留守にした

ときは、実は奥さんが留守番をする体制になるということで、都会等では非常に危うい状態になるという

こと等も考えられての対応をするためと伺っております。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  今、町長は、この民主主義国家でこちらから入札で決まったものをああせいこう

せいとは言えないということで説明ありましたが、それはそれそうでありますが、12月議会の中では議事

録を見ますとやはり町長オール遊佐で庁舎を造ってもらいたいと言って、事業決定したときにはなるべく

町内業者に入れてもらえませんかとお願いすると言っておりました。できればオール遊佐で造っていただ



 - 93 - 

くように重ねて申し上げるということでありましたが、町長、業者決まったわけなので、どういうお願い

をしたのか、お聞きいたします。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  私は、できれば町内の事業者の皆さんを主体にして造っていただけばありがたい

ですと、そういうお話は申し上げましたが、それはお願いですから、それについては指定することはでき

ないということは分かっていましたので、民々のことに行政と公が立ち入ることはできなかったというこ

とでございます。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  12月議会の入札に関しては、やはり地元Ｂ１社ということで、一括ということで

説明を皆さん覚えておると思いますが、とにかく地元業者への仕事量を増やしたい、地元業者のその業種

の活性化につなげたいという一貫した説明でありました。それは皆さんご承知のとおりで、あのときは僅

差で決まったわけなのですが、反対、賛成もおりましたが、賛成した人も町内の業者に仕事が多く発注さ

れるのであれば、ふだん行われない入札制度致し方ないというようなことを思った人も多かったなと私は

思っております。町長今、ここ入り口に行くと、下請の施工図が載っています。私も見たのですが、町長

としては何社下請入っているとお考えでしょうか。 

議 長（土門治明君）  堀総務課長。 

総務課長（堀  修君）  そこにつきましては、私のほうからお答えをさせていただきます。 

  下請業者の一覧ということで看板に載っているわけでありますけれども、総数としては97社でございま

す。そのうち、遊佐町の業者が７社入っているという状況でございます。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  もう元請で97社です。それを町内７社割ると全体の7.3％、これは町内の業者です。

この遊佐町の新庁舎を造る、オール遊佐で造ってほしいという切なる思いが7.3％。そして、工事量もお聞

きしました。15億7,300万円のうち、下請業者に回っているのが１億7,138万円ということで10.9％であり

ます。これをオール遊佐で造っていただきたいというような思いが果たして通じているのか。Ｂランクを

１社にするときに、皆さんは町内への仕事を回したい、業者に回してオール遊佐でこの庁舎を造っていく

んだということであったのです。実際今のところ、下請だけで96社のうち、７社ですよ、７社。そのうち、

ここに系統図があるのですが、元請というのがそもそも管理体制をしっかりしていて、それで下請等を束

ねていくというのがこういう建設のノウハウなのですが、まずは基礎工事があって、機械設備あって電気

設備、これいろいろありますが、その元請業者が今この庁舎でどういう仕事をしているのかをちょっと見

てみますと、この施工体系図を見るとほとんど元請業者は仕事をしていないように思われます。まずは、

本体工事は鶴岡のＡ。それから、その鶴岡の１次下請、それが鶴岡のＡ。そのＡの下の２次が、それも鶴

岡のＡであります。そして、入札制度の一つの条件としては、１級技能者、資格者ということであります

が、当町の資格者であります元請は、建設部分は２名ということでありました。その鶴岡の第１下請は、

１級技能者17名。その下の２次下請には、１級建築士が６名ということであります。ほぼほぼ本体工事は

この２社が束ねて行っているということであります。基礎工事は地元の大手の会社がしていただいて、鉄

筋加工は酒田の業者ということであります。１次下請は町のＢが１社入っていて、あと残りは建具屋さん



 - 94 - 

が３つほど入っているということであります。なので、最初の思いのＢ１社の一括発注というのは、果た

してこの数字で、この施工体系見て反映しているのか。本体工事の１次、２次が鶴岡のＡ、それもかなり

大きいＡなのです。なので、２次下請、３次下請はやはりその会社のグループで受け持つというのは、そ

れはその業種の中では自然かなと。その中でもお願いして、とにかく遊佐の業者が元請になったのだから、

とにかくもっと使ってほしいというお願いをしたと言いますが、現実にこのような数字が出ております。

これがオール遊佐で庁舎を建てましょうという町長の思いが通じているとは私は思いません。町長は入札

したから我々の挟む口はないというのであれば、その建設に当たってもう指定するときに条件をつけて指

定すればよかったのではないかと私は思います。条件指定できるはずです。まずは、町の業者は何％、事

業量は何割というようなやはりしっかりした数字を出して地元業者への一括入札というのはあり得るので

す。なので、先ほどＪＶ組んだら酒田へ７割行くと言いましたが、ほぼほぼ鶴岡ですよ、これ見てみます

と下請がその関連の企業ですから。なので、要は元請は元請として下請に下ろすときにある程度マージン

を取るというのは、それは当たり前の話であります。それが、１次、２次、３次、４次、５次までありま

すよ、５次まで。下請が多くなれば多くなるほどその率は多くなるのです。多くなるということはどうい

うふうな庁舎ができるか。いい庁舎を造りたい、そういう思いが今の体系に反映しているのか、私は非常

に疑問だと思っております。この辺どのようにお考えか伺います。 

議 長（土門治明君）  堀総務課長。 

総務課長（堀  修君）  お答えをいたします。 

  まず、答弁する前に、先ほど答弁しました下請業者の総数でありますけれども、97社ではなくて94社で

ありますので、訂正のほうよろしくお願いいたしたいと思います。 

  それで、下請工事の関係でございますけれども、元請業者のほうには広く声をかけて、なるべく町内業

者発注に配慮したということではありますけれども、日程、それから手持ち工事等の関係で若干断られた

ケースもあるということでもありますので、町内業者で対応できる工事については声をかけていただいた

という理解をしておりますので、そこの部分については一定の評価をさせていただいております。 

  業者のほうに確認をしましたところ、町内業者でどういった工事ができるのかという部分につきまして

は、これまで発注した下請の部分については、１つはくい工事、それから基礎工事、鉄骨工事がこれまで

発注した中心であります。その中で、町内業者のほうには声をかけてはいますけれども、大規模建設工事

の施工実績がある業者でまとまった作業員を配置できる業者が町内にはやはり少ないということ、あとそ

れから専門業者が少ないということ、それから特殊な技術、資格が必要とされる工事があると。あと、そ

れ以外でも小規模の事業所を複数集めて施工するのは作業効率が悪くて、工期もかかってしまうと。安全

性も低下して現場管理が困難になるといったような様々な理由の下で、なかなか下請の発注が難しいとい

う面が出ているようであります。 

  あと、先ほど契約書の中に町内の下請の割合を指定したらどうかというお話もございましたけれども、

特記仕様書の中になるべく町内業者を使ってほしいというお願いはできると思います。ただ、この請負工

事この金額に対して何％町内業者に出せとか、そういった指定は恐らくできない。ここは後で建設技術協

会のほうにも確認をしてみたいと思いますけれども、恐らくできないと思います。そういう中で、元請の

ほうからはできる範囲の中で下請を町内業者に発注していただいているという理解をしているところであ
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ります。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  町長から答弁していただきたかったのですが、まずは。昨年の11月に議会と町民

との懇談会の席でも町民から入札の話が出ておりました。これによれば、こういう工事というのが一括入

札もしかり、Ａがいない、それから普通は分離発注するのになぜかなという話をされました。答えとして

は、この議会報では、町内の業者の活性化の方針に加え、新庁舎は平屋であることからＢ１社でも大丈夫

だという判断したという話を答えております。これは執行部からそういう話をされておりましたので、そ

のような話をさせていただきました。 

  そしてまた、１月の頭に町民説明会もありまして、その中でやはりこういう町民から話があります。請

負金額が15億円を超え、残り工期が15か月ということは、月１億円ずつの作業をしなければいけない、大

丈夫かというお話であります。これに工期内の完成に向けて進めていくという答えをしております。また、

下請業者の割合はどのぐらいになるのかという町民への説明に、１次下請には町内業者が入りますと。そ

の他２次下請となりますが、なるべく町内業者でと１次下請にお願いしていますということであります。

これを見る、先ほどの答弁、ひたすらお願いですよ、ひたすらお願い。そして、ひたすらお願いした結果

が今の結果であります。今、総務課長から人数の少ない業者にやって、いろんな把握するのも大変だとい

う話でありますが、先ほど私もらったのが96社でしたが、今訂正、94社でもいいのですが、ほぼほぼその

パーセントは変わりません。7.8％もいかないのですね、町内業者が。その中でまず私は、仮設工とか土木

工とかは、本来元請できるはずです。これもまずはやられていない。ほかの業者が４業者が入っていて、

その指導たるものはやはり鶴岡のＡの技術者が指導をしているのではないかと。元請１級技能者２人しか

おりませんので、15億幾らの工事を２人で管理するというのはそれは無理な話でありまして、その元請業

者はこれ以外に庁舎の前の道路布設替えも行っておりますし、今六十何号ですか、今回出ますよ、畑線の

橋梁工事六千九百何十万円でしたか。それもその元請業者で、いろんな土木工事はやっております。あと

は、話によれば酒田の土地改良区の仕事もして、本来の土木の仕事をせっせとやっております。なので、

こんな言い方は失礼かもしれないですけれども、この施工体系図見るとほぼほぼ元請が１次、２次に丸投

げみたいなような雰囲気です。なので、本来の土木工事をやれているのかなというふうに思っております。

なので、そうでないと言われればそうかもしれませんが、この体系図見ると何かそういうふうな感じがし

ます。これに対して町長が、先ほどからお願いをしたと。だけれども、民主主義国家でやれとは言えない

という。ただ、町民の皆さんは、町民のための庁舎をつくる、町民の力で庁舎をつくるというのが頭の中

にあるのです。そういう話を、町長もオール遊佐で造るのだと、これは明言しております、明言。やはり

その期待をどのように感じてこのような入札制度にして今の現状があるのか、お答え願います。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  かつての遊佐町で木造の建物でいけば、遊佐地区でいけば遊佐小学校がかなり古

い時代ですけれども、遊佐の大工さんたちが力を合わせてあの遊佐小学校、今はもう校舎新しくなったの

ですけれども、かつての遊佐小は造り上げられたという記憶があります。ただ、現代の技術的な資格要件

と、そして建設工事等の資格要件等のことを考えたときに、資格要件をクリアしないで、その人たちから

安全管理等も含めてではそこに発注できるかというと、やっぱり元請はそこの選択はしなければならない
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のだと思っています。特に私は、入札執行に際して県の建設技術センターに、ちょうど当時は廣瀬渉さん

がその理事長でありましたけれども、しっかりご相談申し上げて、そして実は建物を造るとき、設計監理

という資格はやっぱり設計者が担うわけですから、それら等の調整の中で今の建物を技術力、そして資格

要件等を含めた形で発注していただいたと思っています。それ民間については議会議員としても、やっぱ

り議会としてもそれ指定しなさいよということは、それは法律的に不可能なわけですから、その辺を理解

していただかないと、感情論で言っても特定の事業者を悪者にするというのは、私は大体それは資格者が

一生懸命今工期に合わせて技術的にクリアするその努力を行っているということ。それから、もう一つは

資金的な問題で、やっぱり発注すれば必ず資金の支払いが発生するわけですから、それだと前渡金だけで

全部できるわけでないということは、一定の起債も、借金もしながら事業者への支払いも発生するのだと

いうことを理解すれば、元請というのは全部外注したからいいのだではなくて、やっぱり全ての技術力を

注いでもらって、結集してもらっていい建物を造っていってもらうというのは、それは当然大変ご苦労か

けて、ありがたいものだと思っています。 

  一番近い例でいくと、酒田の駅前に今マンションの、大分できましたという広告出ていますけれども、

あれ130億円ですけれども、酒田市内の業者は２社で11億円ずつしか入っておりません。全てあと東京の

西松建設という大手がやっていますけれども、それら等やり方がいいのか。我が町でも、小学校はできれ

ば町内の事業者で造りたいよねとは、当時かつての町長はおっしゃっていましたが、結局技術的な要件等

で、Ａに酒田を、そしてＢに、Ｃに町内をと入れた経緯がございましたので、私はやっぱり一つの応募企

業であってもやろうとする力が、周りが応援してくれる、そして周りを準備できる企業であればやっぱり

頑張っていただきたいなと思っていますし、先日建具屋さんで足踏み式の非常にいい考案したプレゼント

を福増建具さんから町にいただいたときに、いや、我々ちょうど新庁舎の建具全部入ることできました、

よかったですという言葉を伺ったときに、ああ、そうだな、あれだけ地下何十メーターまでパイル打ち込

む事業に遊佐の業者ってそんな事業者いないよねと。そして、その鉄造るといってもそんな大きいやつ町

内でやれるかというと、多分町内の事業者でやれる事業者ないよねということを考えれば、やっぱり周辺

の英知を結集して造っていただけるというのはすばらしいことだと思っています。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  堀総務課長。 

総務課長（堀  修君）  私のほうから、先ほど町内業者になかなか発注が進まないという部分について

若干補足をさせていただきたいと思います。 

  町内業者では施工が特に難しいと想定される工種、これについても問合せをしてみました。１つはくい

工事、これも専門業者がいないと。あと、先ほど議員からありました仮設工事、これにつきましても町内

業者では専門業者がいないと。あと、鉄筋工事、これも同じく専門業者がいないと。あと、鉄骨工事につ

きましては、グレード指定の業者がいないと。ウエルポイントの工事についても、専門業者がいないと。

型枠についても同様であります。金属製建具につきましては、これは町内業者に声をおかけしましたけれ

ども、断られたということでございます。あと、防水工事、それから残土中間処理も専門業者がいない。

または、特殊な技術資格が必要だということでなかなか町内の業者には発注ができないということで、こ

れまで発注されました工種の中ではなかなか進んでいないという状況のようであります。 
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  町内業者７社既に発注した部分の工事内容につきましては、内装工事、これは町内業者が１次でありま

す。あと、金属工事、これも町内業者が１次であります。あと、塗装も、これも１次であります。あと、

木製建具工事、これは２次で町内業者が３社受けております。あと、機械設備工事、これも２次で町内業

者が受けております。先ほどの１億七千幾らの金額については、こういった工種を町内業者が受けている

ということであります。 

  さらに、今後も当然発注が見込めるわけでありますけれども、これから大工、それからとび工事、あと

左官工事、電気設備工事、これらが今後発注予定であります。それらについても、できるだけ多く町民の

業者に発注できるように、さらにお願いをしていきたいというふうに考えているところであります。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  今、内装だとか、左官工事だとか、総務課長言っておりましたが、もう全てこの

施工体系図見ると決まっております。そして、小規模事業者だと大変だと言いつつも、総務課長言ってい

る下請の94社の中に一人下請というのが８社ほどここにあります、一人下請。そうなれば、お願いすれば

町内の一人下請業者だって仕事ができるはずなのです。それができていない。それから、簡単に言えばサ

ッシ、それから外壁の工事だとか、一人親方でもその下になって働くこと、仕事を受けることができるの

です。ところが、やはりそもそも本体工事の１次下請が鶴岡のＡでありますので、ほぼほぼその関連の企

業が遊佐に来て仕事をしていると。なので、オール遊佐で庁舎を造るという思いは、それを今はかなって

いないのだと私は思います。それは、町長が感情論で話すなとか、そんなことを言っているわけではなく

て、私は現実を見て、果たしてＢ１社の一括入札が、町は思っていました。町長も言っていました。オー

ル遊佐で造るためには、それがベストなのだと言っていましたよね、町長。今ベストですか。 

  （「ベストですよ」の声あり） 

１０番（髙橋冠治君）  これがベストですか。 

  （「ベストですよ」の声あり） 

１０番（髙橋冠治君）  町民は、これをベストとは思いません。 

  （「ベストです」の声あり） 

１０番（髙橋冠治君）  これをベストだと言う町長と、私はベストでないと思います。これがベストだと

町民に理解できるほどのやはり説明は必要だと。やはり一人親方が８社も入っているのですよ、これ。で

きるはずですよ、もう少しお願いをすれば。だって、いつも町長室に元請業者の社長さん来ているでしょ

う。どういうお話をしているのか私は知りませんが、そういう話をするのかしないのか知りませんが、ど

ういう情報交換をしているのでしょうか。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  私は、工事の安全をお願いしたいということをいつも申し上げています。発注は

ルールに基づいて、そして契約書元請と下請については、それは民々ですから、民々について私がああし

ろこうしろ、特定するということは、私もできませんけれども、遊佐町議会にもそれは不可能なはずです。

法律に基づいた行為について、それについて異議があるのならば、それは異議申立てをするということは、

これは民事ではできるのでしょうけれども、不可能なことをやれと言われてそれは無理だと思っています。

今の事業で見ると、例えば町内に声かけたけれども、断られたということもあるようですので。私は、熱
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中症でこの間１人ちょっと具合悪くなったということが非常に心配しておりました。事業をやってやっぱ

り人がけがする、それから熱中症で倒れるということ、健康的なもので、特に今暑い時期の外工事であり

ますので、そういう公務災害だけはなくしてほしいというお願いをしていますけれども、特別それ以外の

お願いは、最初に民間を入れてくださいよと、町内を入れてくださいよというお願いはもう既にしていま

すので、それらと契約書に基づいてしっかり進めていただいて工事の安全をお願いしたいということを申

し上げております。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  法律的にできないという話でありますが、最初の思いが、だって町長がそう言っ

たのですから。オール遊佐で造りたいと、町民頑張りましょうや、議会も応援して頑張りましょうやとい

う話であります。 

  （何事か声あり） 

１０番（髙橋冠治君）  私は感情で話しているのではなくて、現在の状況が果たしてオール遊佐の庁舎造

りなのかという話であります。 

  ここに要望書あります、要望書が。 

  （何事か声あり） 

１０番（髙橋冠治君）  議長、聞いてください。ここに要望書があります。これは、酒田飽海建設業組合

からの要望書。「遊佐町新庁舎建設に向けて」、地元職人の活用を図ってくださいという要望書。これは、

議会にも来ております。町にも来ております。これは11月。これに先立って、５月に遊佐支部連合でも同

じような要望書を出しているのです。それに対して町長は、なるべくそういうふうに地元の人方を使うの

だということで、そもそも言ったのは町長なのですから、私が言ったわけではないです。町長がオール遊

佐で造りたいと。だから、要望書は、はい、頑張りますと言ったのです。それで今の数字です。町長はこ

れはベストだと言いますが、果たして、ある業者は入札決まってから元請の人にお願い行ったら、もう決

まっているから駄目だと、地元の業者の人がそんな話をしておりました。なので、いや、違うだろうと。

何か町長は地元を使ってくれとお願いをしているので、そのためのＢクラス１社の一括入札だったのでし

ょうと。私は答えました。町長は常々、分離発注のほうが地元に、いろんな人に仕事が回るのだと、ずっ

とそれで来ました。よく町長が、私が就任以来と、必ず言うわけです。私が就任以来、分離発注が一番い

いと、そういうふうに我々にも言ってきたし、議会でも話していたのです。それは仕事をみんなに回すた

めの最大のいいことなのだから俺分離発注したいよと言っていました。これは、急にそういう入札に変わ

ったというのが非常に我々から見れば不自然だと。何のためのではＢランク一括入札だったのかというふ

うになります。だから、ここは総務課長ではなくて、やはりそういう全権の、そういう庁舎を造る全ての

責任は町長が担っておりますよ、入札したのも町長の名前でしているのですから。それから、町民にも議

会にもオール遊佐で新庁舎を造るのだと、だからＢ１社でも大丈夫なのだと。現実見てください。全て鶴

岡のＡに本体工事、ほぼほぼです。だから、最初から先ほどから、総務課長、これも町内いない、これも

町内にいない、そんなの入札前から分かっていたのだ。だから、ＪＶ組んでしっかりしたＡ社とＢ社でや

れば、そこから直接仕事が回るということで中間マージンも少なくなるのです。なので、そこは町民の思

いが届いていないです。では、町長はそれに不満なら、町民の皆さん、どうぞ裁判でも何でも起こしてく
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ださいよという話になってしまうではないですか。そんなものではないでしょう。そんなものではない。

町長だってそんな思いでやっているわけではない。そんな思いでやっていないので、町長は町民に納得で

きるような説明をしなければいけないのです。ところが、この間の４月１日に蕨岡まちづくりセンターで

行われた町政座談会のときにも、Ｂが鶴岡のＡランクでもかなり上のＡランクに、これ下請ではなくて上

請ではないかと、そういうような上請みたいな状況を私は初めて知ったという話をしていました。町長は

そのとき何もお話ししなかったのですが、改めてその話を町長、伺います。いや、町長に伺います。 

議 長（土門治明君）  堀総務課長。 

総務課長（堀  修君）  私のほうから説明をさせていただきます。 

  先ほど１次下請で鶴岡のＡ業者に発注した場合に町内業者に回らないというお話がございますけれど

も、これはＪＶを組んで発注になった場合、町内業者単独で発注になった場合に、それは先ほど前回の答

弁でもお話ししたとおり、町の業者ではできない工種が当然あるわけでありますので、そこはＪＶだろう

が、単独発注だろうが、下請に出さざるを得ないという形になりますので、そこの議論は少し違っている

のかなというふうに感じております。 

  あと、分離発注につきましても、これは恐らく前回12月議会で説明になったかと思いますけれども、電

気工事、それから機械設備工事等を分離で発注した場合のデメリット、メリット、そういったことをご説

明したと思います。当然そういうふうに発注した場合には、町の業者が取れない、全く取れなくなる可能

性があるというところと、設計額が高くなってしまうと。そういったことを挙げて町としては一体型を選

択したという判断をしたわけでありますので、そこはご理解をいただきたいというふうに思います。 

議 長（土門治明君）  10番、髙橋冠治議員。 

１０番（髙橋冠治君）  ご理解をいただきたいということでありますが、理解できないというふうにお答

えしておきますが、もともと基礎工事はできないのは当たり前で、それは仕方ないのです。それは仕方が

ない。それは分かっています。だから、小さい仕事も一人親方が８人もここの施工体系図に載っているの

です。それがみんな町外の人なのです。せめてこの辺に、２次、３次にもう少し町の業者が入っておれば、

ああ、町長も頑張ってくれたのだと、ああ、我々の思いも通じたのだと、そう思うではないですか。これ

を見ると、過程はいろいろ今総務課長お話ししました。町長も、民主主義国家でそんなことはできないと。

できないなら最初からそんな入札しなかったほうがよかったのではないですか、できないなら。その入札

をすることでできると判断したのでしょう。だから、町民にオール遊佐で庁舎を造ると言ったのでしょう。

それが要は今の現状がその言葉に合っていないのではないかなということです。それをいかに町民に納得

してもらえるのか。町内業者が仕事が欲しくて、欲しくてたまらないのです。それが回ってこないのです。

これが現実なので、私は感情論ではなくて、今の現実をどうするのですかというふうにお聞きしているだ

けであります。なので、町長の答えはこれがベストだと。では、ベストであればこれがベストだというふ

うに町民に説明していただければ、それしか私は言うことはありません。これ以上言ってもそれは致し方

ないと、そうであります。だから、この数字はうそをつかないと。なので、この数字でオール遊佐という

ようなこの数字が出ているのか、いないのか、それは皆さんが考えるのです。町長はこれがベストだとい

うふうなことであります。もう５分しかないので、駐在所のお話もしておかないと私も２問一般質問した

かいがございませんから、もう５分ぐらいでやります。町長の結果はベストだということが出ましたので、
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いいのです、もう。 

  川南地区の駐在所が一本になったということで、私もそちらの住民等へ電話して聞きました。やっぱり

心配だということは間違いない。そして、地域の行事はまだ半年なので、よくどのような今の交番が対応

していることはっきり分からないと。では、ちゃんと統合する前にその要望書とか出したのですかと。い

や、そんなものは出さなかったはずだと。あの辺は今、公益文科大学があって、若い人かなりアパートも

あって、過去に殺人事件も起きているのです。そういうところです。守備範囲広いのです。なので、住民

は４つが１つで大丈夫なのかと言うのです。説明なら、体制を強化しますと、24時間体制でいきます、あ

ったらすぐ行くのですよ、いや、それは分かります。歌ではないけれども、都会では凶悪犯が本当に多発

しています。拳銃を狙った凶悪犯が、それはもう１人体制より２人体制、３人体制はそれはいいです。た

だ、それが果たして田舎のここに当てはまるかというと、そんな当てはまらないと私は思います。なので、

県警の流れとしてはもうそういくのだという決めてからの説明なので、まして、いや、駄目だというふう

にはなかなかそこをちょっと、土地をちょっと利用していただかなければまずい、町としては。そんな大

きいことは言えないというような、そんな感じもしますけれども、でも住民としては最低限度の要望等は

書面で交わすべきですよ、しっかり。いわゆる地区行事には、口頭で言ったそうですよ、川南のほうは。

地域行事は今までどおり出ますだとか、パトロールは強化しますとか、では書面で交わしたのですか、そ

うしたら。いや、別に書面では交わしていないと。やはり口約束は駄目なのかなと私は思っています。ま

ずは統合される３つの駐在所の地域がどのように思っているのか、そして何を要望するのかは、これはや

っぱり町はひとつ絡んでいっていただかないとまとまりがつきません。蕨岡がこう言った、西遊佐はこう

言った、高瀬がこう言った、そういうものではないと私は思っております。３地区の思いをやはりしっか

り警察のほうへ、酒田警察署、それこそ県警本部へしっかり伝えるべきと私は思っております。なので、

まずは総務課長音頭取って、まちづくりセンターへみんな説明したという話なので、消防団を含めてちゃ

んと情報を得て、しっかりした対応をしていただきたいと、そんなふうに思って私の質問は終わります。 

議 長（土門治明君）  堀総務課長。 

総務課長（堀  修君）  お答えをしたいと思います。 

  髙橋議員の思いは十分受け止めながらこの件については対応をしたいと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

議 長（土門治明君）  これにて10番、髙橋冠治議員の一般質問を終わります。 

  11番、斎藤弥志夫議員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  私からも一般質問をさせていただきます。 

  まず初めに、買物支援サービス事業でありますけれども、人口減少や高齢化社会の進行によって、自宅

近くで買物ができない買物難民が増えております。以前から問題化していた過疎地にとどまらず、地方都

市や大都市圏でも買物に苦労する人が見受けられるようになってきました。店舗までの距離の長短だけで

なく、住民間の相互扶助の有無も買物難民の発生に影響しているようです。自治体には公設民営店舗の開

設や移動販売の展開で急場をしのごうとするところもあるようですが、移動販売業者は零細が多くて、高

齢化が進んでいます。過疎地での販売は手間がかかって利益が薄く、車両は改造費の負担が大きく、継続

が困難な場合もあります。買物支援サービス事業の具体的な内容は、日常的な買物に不便を感じている方
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を支援するため、福祉施設、地域住民、民生委員や町内自治会等、地元スーパーと連携し、週１回ほど高

齢者の自宅からスーパーまでをデイサービスの送迎車で往復する無料送迎を実施するものとなっているよ

うです。 

  仕組みとしては、デイサービスで使用しているワンボックスカーが自宅へ迎えに行き、近所の方々と乗

り合い、そしてスーパーへ送ると。次に、スーパーで買物。約30分くらいです。次、買物後、自宅へ送り

届ける。利用対象者としては、ある市では買物に不便を感じる要介護者を除く70歳以上の方となっている

が、遊佐町社会福祉協議会の遊佐地区では65歳以上の高齢者夫婦世帯が独り暮らし世帯かつ免許のない方

となっていて、多少の違いがあります。 

  買物支援サービス事業の特徴としては、地域の社会資源であるデイサービス送迎の空き時間を活用して

いること。社会福祉法人や地区のまちづくりセンターの地域貢献活動をサポートしていると。それから、

利用者負担はなし。無料です。それから、千葉市の社会福祉協議会では、利用対象者を要介護者を除く70歳

以上の方と幅広く設定しております。買物代行や宅配と違って、実際に商品を見て、触って、選ぶ楽しみ

を利用者に提供しています。福祉施設の車両を使用して、社協が行事用保険に加入することで地域住民の

負担を軽減しています。高齢者の運転免許の自主返納をアシストしている面もあります。明確な役割分担

と費用分担などがあります。事業費の内訳では、利用者の保険代、それから消耗品等で少額の場合が多く、

業務量は事業を立ち上げ時には多いが、軌道に乗ってからは少ないようです。 

  事業の効果、住民、関係者からの評価としては、住民から非常に感謝されていて、満足度が高いようで

す。関係者からもおおむね好評であります。まだ実施していない地域でも、社協に協力の意向を示す福祉

団体が複数あることから、拡充を模索している場合が多いようです。利用者からは、行き場がスーパーだ

けでなく、ドラッグストア、ホームセンター、銀行、クリーニング店にも立ち寄ってほしい等の意見をい

ただいているという場合もあるようですが、立ち寄る場所が多くなって時間がかかることから、実現する

のは困難なように見受けられます。 

  遊佐町社会福祉協議会の買物支援事業会社の根拠としては、ほかの社協と同様に高齢化により一部地域

で買物難民が顕在化しており、モデル的に実施して買物代行や宅配と違い、実際に商品を見て、触って、

選ぶ楽しみを提供し、町内の福祉施設と連携することで地域に貢献したいというものであります。 

  これまで西遊佐地区では、２回買物支援サービスを試験的に実施する予定でしたが、１回は雨が強くて

中止になりまして、もう一回は希望者３人で買物に行ったところ喜ばれ、感謝されたということでした。

遊佐地区でも令和２年９月から開始の予定のようですが、計画と進捗状況はどのようになっているでしょ

うか。 

  買物支援サービスは高齢者対策として必要なもので、私は大いに前に進めるものであろうと考えますし、

高齢者がますます増える現状においてはなおさら必要不可欠です。遊佐町の買物支援サービス事業の現状

と展望について伺います。 

  次に、昨年12月の一般質問で、県管理の２級河川である西通川の草刈りについて質問しましたが、川に

生えているマコモ（ガツギ）を処理するのにかなりの労力がかかることと、川に堆積した土上げを重機を

使ってやれないかという内容だったのですが、答弁としては県に川関係の予算が残っているので、今年の

前半には重機を使った川の土上げができるようだというものでした。しかし、今年も９月になりましたが



 - 102 - 

重機で川の土上げをやった形跡はどこにもなく、実態はどうだったのでしょうか。来年になると川の土上

げをやるのでしょうか。 

  西通川の草刈りでは、農家の皆さんが年３回草刈りをやって、１回は土上げをやって、計４回対応して

おります。川のそばをトラクターで草刈りをしているところもあって、以前より具合がよくなっている面

もありますが、草刈りに出る人は以前より少なくなっています。マコモは川の中の土や砂が盛り上がって

いるところに生えていて、成長が早く、２メーターくらいになる場合もあります。以前に重機で土や砂を

上げてもらったことが、そのときはマコモもなくなって一時的にきれいになったものの、２年くらいでま

たマコモが生えるようになりました。 

  草刈りの労力軽減と労働時間、何よりも西通川の環境美化を図るためにマコモの処理対策と重機を使っ

た土砂上げを実践してもらいたいものです。マコモの全面的な処理と盛り上がった土や砂を川の上に上げ

るのは人力では無理であるし、通常の草刈りの範囲を超えています。このことは西通川の草刈りに関わる

皆さんに共通の認識です。この話は、昨年12月の一般質問と同じですので、県の対応を再度確認していた

だきたいものです。 

  次に、現在日本ジオパークは43地域があって、そのうち洞爺湖、有珠山、アポイ岳、糸魚川、隠岐、山

陰海岸、伊豆半島、室戸、島原半島、阿蘇の９地域は、世界ジオパークにも認定されています。ジオパー

クを目指す地域は現在14地域あって、近くでは蔵王が日本ジオパークを目指しております。 

  日本ジオパーク認定のメリットとしては、知名度、認定されることにより、国内的、国際的な知名度が

高まると。次、経済面、観光への積極的な活用などを通じて地域の持続可能な社会、経済発展を促進する

ことが期待できると。次に、教育面、活動を通じて地域の自然、歴史文化について一層理解が深まり、地

域の愛着や誇り、環境等への関心を高めることができると。地域振興面としては、地質、歴史、文化など

の学術分野や行政範囲を超えた連携や地域振興が図られ、広域的な町づくりが構築できると。 

  地層や地形を守り、地域振興や教育に生かすジオパークではありますが、市民ガイドらが活躍してにぎ

わいを見せる地域がある一方で、地域の足並みが乱れ、運営の不備から認定を取り消されるケースもある

ようです。専門家によれば、数は増えたが、質を確保するのが難しく、ジオパークは今岐路に立っている

と指摘する方もおります。 

  一方で、ジオパークを疑問視する向きもあって、デメリットもある程度存在しているようであります。

ジオパークは公園であって、人々が自由に出入りし、散歩してその景色を楽しむものであろうと思われま

す。実際にはジオパークは広過ぎて、散歩というよりはトレッキングあるいは登山と言うべきであります。

その上一番の問題は、ジオパークを造る目的が不明瞭なことで関係する人々によって活動目的が違い過ぎ

ることがあります。 

  まずは、地質学者は、地質学の宣伝と普及を念頭に置いて、そしてついでに研究費の増加を願っていま

す。火山学者は、火山学の宣伝と普及を目的にしています。地方自治体は県庁や中央省庁からの補助金の

獲得の目的を持っていて、地質学などは念頭にありません。地方自治体は地区経済の活性化のために、ジ

オパークを利用して観光客を呼び込もうとしています。活発な火山や温泉は宣伝するが、地質学には興味

はありません。官僚は、ジオパーク認定組織や関連博物館などの天下り先を考えているかもしれないし、

地質学などにはあまり興味がありません。学者が日本の専門分野の活性化のために始めたジオパーク構想
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が、中央官僚の補助金支給システムや地方の補助金獲得運動に利用されています。これでは、一般人は愛

想を尽かしてジオパークに興味を持ちません。 

  日本ジオパークに認定されている熊本県の天草ジオパークは、今年の３月に認定を返上しました。天草

地域は大小約120の島々が点在し、風化や浸食による崖や斜面が現れるケスタ地形が特徴です。天草の協

議会によると、条件つき再認定となったそうでありますが、解説板の設置などの費用対効果が薄く、市長

は10年間で計１億1,000万円を投じたが、交流人口の増加などのメリットがなかったと説明しました。 

  日本ジオパークに認定になって指名度が上がり、観光客が増えて経済効果が見込まれ、教育面でも環境

や自然への関心が高まり、行政範囲を超えた地域振興が図られれば理想的でありますが、近年はジオパー

クについて否定的な見解やさほどの効果はないというような批評もちらついています。10月には鳥海山・

飛島ジオパークの再認定の時期が来ますが。これまでの４年間で遊佐町はジオパークにどれほどの予算を

投じたのか、交流人口が増加するメリットがあったのか、地質について町民の皆さんの理解は深まったの

か、投じた予算に応じた費用対効果が実現できたのかどうかについて伺います。 

  これで壇上の質問を終わります。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  それでは、私から11番、斎藤弥志夫議員に答弁をさせていただきます。３点の質

問でありました。買物支援サービス事業についてと西通川について、そしてジオパークの展望という形で

あります。 

  まず、最初の買物支援サービス事業についてのお尋ねにお答えをいたします。買物支援サービス事業は、

遊佐町社会福祉協議会において試験的に実施されると伺っておりますが、町としてはこの事業を実施する

ことでどのような可能性があるかなど、大変興味を持って見守っている状況であります。西遊佐地区の実

施状況ですが、６月に１回の実施（３名利用）、７月にも１回の実施（１名）利用されており、利用者か

ら大変好評との声をいただいているようであります。３回目は９月15日の予定で、４名の方が利用される

予定とのことです。 

  ほかの地区の動きでありますが、遊佐地区では買物支援と話し相手のサービスを10月に利用者を募集

し、11月から実施したいとの構想があるようです。８月15日に遊佐地区の区長と民生児童委員の皆さんに

対し、まち協と社会福祉協議会との共催で買物支援と話し相手のサービスを始めるので、高齢者の皆様に

ＰＲをしてほしいと説明会を実施したとのことです。 

  また、高瀬地区においても買物支援サービス事業を考えており、８月４日にまち協と社会福祉協議会の

共催で民生児童委員に説明会が実施されております。今年度中には実施は難しいかもしれないとのことで

すが、高瀬地区においても買物支援サービス事業を展開する動きが起こっております。 

  このように各地区において買物支援サービス事業を展開する動きがあり、行く行くは全地区において展

開されるものかなと思っておりますし、買物弱者と言われる高齢者のみの世帯と、まちづくり協議会、社

会福祉協議会、町が一つの輪の中に入って、精神的にも物理的にも充実したものになるのではないかと期

待をしているところです。そのような理想を持ちながらどこまで展開できるのか、町としても持っていき

たいと考えております。 

  現在、町として、買物支援サービスとしては、福祉タクシー利用助成事業があります。この事業は、高
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齢者及び障がい者がタクシーを利用し、積極的な社会参加と生活圏の拡大を進め、経済的負担の軽減や社

会福祉の増進に寄与することを目的としておりますが、平成31年に行った利用者アンケートによります

と、その使い道は通院が第１位で、買物が第２位となっております。また、利用者の要望にお応えする形

で令和元年度から１人当たりの交付枚数を高齢者は24枚から36枚に、障がい者は28枚から42枚に増やし、

一度に使える枚数も２枚から３枚としてきました。今後もこの事業がより使いやすくなるよう検討を重ね、

施策に反映させてまいります。 

  ２つ目の西通川のマコモの処理対策という形で質問いただきました。西通川の上流の河川管理について

は、地元の西部地区整備委員会の皆様より毎年草刈りや泥上げなど維持管理作業を実施していただいてお

ります。御礼を申し上げたいと思っています。今年度も既に実施され、４月、６月、９月の３回にわたり

多くの皆様よりご参加をいただいた作業を実施していただいております。西通川のしゅんせつ工事につき

ましては、かねてより山形県に対して要望しているところでございますので、今後要望を重ねてまいりた

いと、このように思っております。 

  ３つ目として、ジオパークの展望についてという質問でありました。鳥海山・飛島ジオパークは、日本

ジオパークネットワークに加盟してから４年目となり、今年度再認定審査を迎える予定であります。現在、

鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会事務局で再認定審査報告書等の作成を進めつつ、秋に予定されている

審査員による現地調査に向けて準備を進めているところであります。 

  推進協議会では、鳥海山を囲む秋田、山形の県境を越えた３市１町で連携しながら、鳥海山の魅力、情

報の発信に努めるとともに、鳥海国定公園のみならず、鳥海山・飛島エリア全体の保護、保全の責務を負

うものとして活動しております。 

  また、本町の特色としては、地域の宝を未来につなげるため、教育活動事業に力を入れていることが挙

げられております。小中学生を対象とした出前講座、町民を対象としたジオ学習講座等、地元のよさを再

認識いただくことを目標に取組を進めています。 

  議員からありました中央官僚の補助金支給システムや地方の補助金獲得運動に利用されているというこ

とについては、推進協議会事務局にも確認をしましたが、そのような情報や事実は持ち合わせておりませ

ん。 

  予算面につきましては、町はこれまで毎年推進協議会の負担金として601万8,000円を支出してきてお

り、産業振興、教育、調査研究、環境保全等の事業に利用されています。 

  ジオパーク認定におけるメリットについては、議員がおっしゃるとおり、知名度、経済面、教育面、地

域振興面における活用が図られることが挙げられます。ジオパークに構成自治体が連携して取り組むこと

でのスケールメリットが期待できることはもちろんのこと、観光、交流人口の拡大については旅行会社に

よるツアーや住民講座としてのツアーなど、様々な事業形態があります。 

  各市町で実施しているこうしたツアー全ての詳細は把握しておりませんが、推進協議会の事業であるエ

リア内の見どころを巡るツアー造成を支援するモニターツアー補助金において、４年間で19件、411名に

参加いただいております。また、推進協議会よりガイド派遣された講座、ツアーへの参加実績は、４年間

で309件、6,390人となっております。加えて、丸池様、牛渡川及び胴腹滝のジオサイトに平成31年３月に

設置したカウンターにより、数多くの観光客が足を運んでいただいているところと確認をしております。
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地域ならではの食の魅力を発信し、地域振興を支援する認定商品事業については、推進協議会によって現

在46商品が認定され、商品のＰＲを含め、販路拡大に向けた取組を推進しております。鳥海山・飛島を有

する私たちが居住するこの地域がどのようにして形成され、これが私たちの生活や文化にどのように影響

しているのかを知り、地域に住む一人一人が主役となって地域の魅力を発信していくことが大事であると

思っています。 

  週末の土曜日には、ＴＢＳのテレビの番組で、水の山鳥海山として、また火山として大きく取り上げら

れ、放映されました。水の恵み、丸池様、釜磯の湧水、にかほ市の元滝伏流水、女鹿の神子の水と岩ガキ

等、翌日の日曜日のジオポイントには来訪者が物すごく多かったと伺っておりますことなど、ジオポイン

トを見つけ出し、光を与えて情報発信という基本的にこれまで取り組んできたこと、いわゆるないものね

だりはしないで、まさにこの地にあるものを発信するということ、これからも鳥海山・飛島ジオパークの

活動により地域が元気になるよう、今後も観光、防災、教育など各分野で積極的な取組を図っていきたい

と考えております。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  11番、斎藤弥志夫議員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  ただいま町長から丁寧な答弁いただきました。 

  買物支援サービスというのは今始まったばっかりで、試験的な段階のようなことでございます、実際。

ただ、老人の皆さんをいたわって、買物の便宜を図るということで比較的住民の皆さんからは感謝される

ことが多いそうです。そういうことも多々あるようですので、やはりこれからはこの制度を利用する人は

全町的に仮に考えたとしてもどのくらい増えるかちょっと正確なところ分かりませんけれども、この制度

を私は拡充していってほしいものだなと、このように考えるところであります。今のところ西遊佐とか遊

佐地区の一部のようですけれども、将来的には町民の皆さんから買物が便利になったというふうになるよ

うにやっていただきたいというふうに考えます。 

  その場合、あまり細いこと言うつもりはありませんけれども、通常であればデマンドタクシーを例えば

利用してどこかに行くというふうなことがあるわけですけれども、この場合、町内どこからどこまででも

まず今500円ですよね、たしか。そこのうちからデマンドを利用した場合、スーパーならスーパーに行く

という場合、それでまず行くとき500円、それからもし帰りも逆にスーパーからそのうちまで戻るという

ことになるとそのときもまず500円ではないかと。ということになると、1,000円かかるのだろうと。通常

デマンド使って行った場合です。タクシー使えばちょっと分かりませんけれども、デマンド使えばそうな

るだろうと。しかし、１週間に１回とか１か月に１回やってもらえるであろうという買物支援サービスの

社協の車を使えばただで行ってこれるのだというふうなことにもなるようでございますので、この辺の料

金の問題といいますか、そういうことで不釣合いはないのか、この辺についてどのようにお考えなのか、

伺いたいと思います。 

議 長（土門治明君）  中川健康福祉課長。 

健康福祉課長（中川三彦君）  お答えをしたいと思います。 

  まず、現在社会福祉協議会が行っているこの買物支援サービスの事業につきましては、先ほど斎藤議員

のほうから詳しく壇上で説明がございましたので、またさきの６月の定例会においても６番議員から「Ｙ
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ｕｚａ Ｃａｒ」の提案があったのですけれども、その際に若干答弁をさせていただいたところでありま

す。まず、モデル的に実施をしてみて課題を探るということにしておりましたので、先ほどの町長の答弁

のとおり、いざ実施をしてみますと西遊佐地区においては利用者の方が大変喜ばれたというふうなことも

聞いてございます。 

  ただいまの質問の中で、料金の問題のことがございました。これ公平性が保たれるのかというふうなこ

とだと思います。まず、この事業については、社会福祉協議会のほうから伺った話でありますと、対象と

なるのはやはり町民の方々全てということではなくて、生活困窮に加えて障がいを抱えたり、認知症を発

症したり、加齢により体力、気力が低下をしたり、そういった理由で外出をためらう高齢の方が多くいら

っしゃるという現実がございます。この制度は一定の年齢になれば誰でも利用できるという性質のもので

はなくて、その対象を通常の交通機関を利用して外出することができないという方に限定をするというこ

とが言うまでもないことでございます。社会福祉協議会では、職員がハイエースを運転をして、店舗に着

いてからも利用者に同行をして、商品選びとか代金の支払いについてもアドバイスをしているというふう

なことも伺ってございます。町側の実施している福祉タクシー券の利用ではカバーできないという方の願

いをかなえるというふうな意味ではすばらしい取組でありますので、今後の展開に期待をしているという

ことでございます。 

議 長（土門治明君）  11番、斎藤弥志夫議員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  今の課長のお話ですと、デマンドを使ったときのような料金のことは問題にな

らないというふうに私はちょっと今受け止めたのですけれども、勝手ながらも。なぜかというと、普通の

利用ではないのだと。要するに福祉的に容易でない立場の人をそういうふうに送迎して、買物に連れてい

って、買物の途中でも誰か人がついて一緒に回るというような形が多いみたいなので、そういう容易でな

い人を本当に面倒見ているのだというようなタイプの話なので、では料金とかなんとかというのはこの場

合は問題にならないのかなと思いました。そんなことでどこまでこれが拡大的に普及していくか分かりま

せんけれども、ぜひこういうシステムを使って買物が不便な皆さんにも利用をしていただきたいものだな

と思います。私はこういうシステムはひとつ前向きに対応していただきたいと、このように思っていると

ころです。 

  次、西通川のガツギ、マコモの話なのですけれども、参考までに皆さんにちょっと写真配らせてもらい

ました。これは、こんな状況になっているのだということをちょっと見ていただきたくて配ってもらった

ものですけれども、上のほうの写真は出戸橋から北のほうを写したところです、出戸橋から北のほう。そ

れから、下のほうは、中谷地橋から南のほうを写したところです、中谷地橋から南のほう。下のほうはこ

の前９月６日また草刈りやりましたので、今現在はこれより大分きれいになっています。これその直前に

写した写真なので、でも直近の写真です、これは。こんな状況になっているわけなので、農家の皆さん結

構ある程度集まってきてやっているわけなのですけれども、こんなことまでを我々が、草刈りやらなけれ

ばならないのかという話がよく出るのです。特に中のほうが大変なのです。結構ゴム長の長いやつ、一体

となっているようなの履いてあの草刈り機でずっと刈って歩くというか、こういう作業が伴うもので、結

構大変なので、土上げというふうなものも年１回、これ軽くですけれども、やっているのですけれども、

こんなのも我々がやる仕事ではないということで簡単に終わってしまうというか、逆にそんなことになっ
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ているのです。 

  （何事か声あり） 

１１番（斎藤弥志夫君）  うん。その辺なかなか、もう評判悪くてひどいのですよ、その作業について。

川の状況についてもそうですけれども。だから、これを何とかならないものかなとつくづく思うのです。

上藤崎のあの四つ角のところから降りてきたところが、分水嶺というか、なっていまして、あそこ酒田市

側は結構きれいなのです。今は草刈りやって同じような格好になっているけれども、ふだんかなりきれい

なので、何でこんなに違うのかなという話にもなったりするのです。だから、この辺皆さん一生懸命やっ

ているので、もう少し面倒見てもらえないかなということなのですけれども、よろしくお願いいたします

けれども。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  西通川のマコモの処理というご質問でございました。ご案内のとおり、西通川につきましては山形県の

管理となっている河川でございます。現在山形県では、県管理の河川の流下能力向上させるため、堆積土

砂、そして支障木の撤去等の対策ということで河川流下能力緊急対策計画というものを策定してございま

す。計画年度は、令和元年度から３年までの３か年の計画となっているようでございます。県内の実施候

補箇所につきましては、56河川72か所ということでこの計画のほうに盛り込まれているようでございま

す。その中で、遊佐町管内の河川について確認してみたところ、西通川、月光川、牛渡川、滝渕川の４河

川がこの計画に位置づけられているということでございました。 

  それで、遊佐町の今年度の工事予定箇所になりますけれども、西通川がしゅんせつ工事箇所づけなって

ございます。それで、西通川のしゅんせつ工事の実施時期、庄内総合支庁河川砂防課担当課になってござ

いますけれども、確認してみました。それ今年度予定ですけれども、11月後半から12月に着手したいとい

うことでご回答をいただいたところでございます。なお、しゅんせつ工事につきましてはかなりのボリュ

ームありますので、もし単年度で工事が難しいということであれば、町のほうでも今後も継続して県のほ

うにしゅんせつ工事実行していただくようにご要望をさせていただきたいというふうに考えてございま

す。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  11番、斎藤弥志夫議員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  今年の11月から12月頃にかけて工事やれるかもしれないということのようです

けれども、ぜひよろしくお願いいたします。 

  その次ですけれども、ジオパークについてですけれども、ジオパークはジオパークになる以前は、実際

にジオパークになってみてあまり交流人口がもう増えないというふうにみなすところが結構多いようで

す。だから、ジオパークになってみたけれども、こんなはずではなかったというところも結構あるのでは

ないかなと。こっち、ここは、遊佐町は違うとしても、ほかではそんなところもあるようです。私も遊佐

町の状況を見ていますと、鳥海山の知名度が前より大分上がってきたなと思っています。これは私もちょ

っと個人的に驚いているようなことなので、大分状況が違ってきていると思っています。前は遊佐の場合

は、何かもともとそんなに大したジオサイトみたいなのないわけです。どっちかというと、胴腹滝くらい
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しかあまりぱっとしたのがなくて、あそこに水くみに行くとか、そんなくらいしかまずあまりないという

ふうな印象がすごく強かったのですけれども、最近はこの丸池様が物すごく人気あるのです。最近私パソ

コンであまり見ていませんけれども、前見たときなんかはもう遊佐町は丸池だなと思ったくらい丸池が本

当にいっぱい出ていました。今も駐車場の整備とかこれからやるというか、大型バス５台も止まれるくら

いのそれ非常によかったと思いますけれども、できればもっと早くやってほしかったのです。どんなに早

くやってもらってもよかったのですけれども、ちょっと遅まきながらもやらないよりは当然いいわけで、

そういう形で進めてもらいたいとは思います。 

  なかなか順調にいっているところが比較的少ないという気がしています。ジオパーク今天草がやめて、

43くらいあるわけですけれども、順調にいっているところはかなり少ないのではないかなと思っていま

す。日本ジオパークの認定の後知名度が上がって、観光客が増えて、経済効果が見込まれて、教育面、環

境面でもいいというふうなことが普通並べられているのですけれども、これですね。このようなことがこ

のとおりばら色にまとまっている日本ジオパークってどこかあるのか、伺いたいと思います。 

議 長（土門治明君）  髙橋企画課長。 

企画課長（髙橋 務君）  お答えをいたします。 

  なかなか個別のジオパークにつきまして、現在どういう状況にあるかというようなことにつきましては、

私のところではなかなか詳細には把握をしていないというところでございます。推進協議会では一定把握

している部分もあるのかなと思いますし、東北管内でいけばそれぞれ連携もしているということでありま

すので、把握しているのかなと思いますけれども、私のところでは今のところまず自分たちのところで精

いっぱいというふうなことであります。 

  少し最近の状況を紹介をしますと、これは今日午前中で連絡入ったものでありますけれども、山形県が

現在山の日の啓発イベント、山形県で実施するのは１年延期になったわけですけれども、今年度県内７か

所の１泊２日の登山各20名を募集をしたわけですけれども、鳥海山が１番人気で５倍の100人を超える応

募があったというふうなことでありました。９月21日、22日に催行をするというふうな予定になってござ

います。 

  あとは、例えば牛渡川、丸池様の関係ですけれども、町長答弁にあったとおり、カウンターを設置をし

ました。去年の４月からの統計取り始めというふうになりますけれども、さすがに今年度の４月、５月に

つきましては昨年度の約半分というふうなことでありますけれども、実は６月が昨年度3,052に対して今年

6,228。７月は大体同じということで、昨年6,700に対して今年6,300と。先日、テレビ放映でも本当に次の

日もう車列ができたというふうに伺っておりますので、今年度はまだ増えるのかなというふうに思ってい

るところでございます。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  11番、斎藤弥志夫議員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  ほかのジオパークのことですけれども、天草ジオパークというのは今年の３月

にジオパークを返上して、現在はジオパークではないわけですけれども、そこの市長は10年間で１億

1,000万円を投じたけれども、交流人口の増加もなかったし、メリットはなかったと言っているわけです。

こんなところもあるわけでして、結構ジオパークになって当てが外れたところですよね、こういうところ
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は。こういうところもあるし、結構何かなっただけではどうしようもないのです、はっきり言ってジオパ

ークの場合は。 

  それで、このジオという言葉ですけれども、ジオというのは大地とか地質学とかというふうな意味なわ

けです。それとパークを足してジオパークという言葉になっているのですけれども、一般的に考えまして、

パークとか観光客を集めるというふうなことを考えた場合は、正直なこと言いますとジオと関係づける必

要はないのです。ほとんどないです。ただ、遊佐町の場合は、これだけ今知名度が上がってきた鳥海山と

いう山がありますので、これはある意味かなり幸いしています。幸いにもジオパークというイメージがあ

る地域なのです、どっちかというと。だけれども、ジオパークと言ってみたって実際はただのパークだと。

ジオパークというのは自己満足の言葉のようなものであって、実際はただのパークなのだと、これがジオ

パークの正確な姿です、私に言わせると。ですので、この言葉にだまされてはいけないですよ、絶対に。

ジオパークはただのパークです、どっちかといえば。ただ、ジオをつけただけで、ジオ以外のものだって

つけることはできるわけです、本当からいえば。ですので、パークでなくてもいいのですけれども、その

パークそのものに魅力がないとどっちみち人は来ないのです。どんなに宣伝しても来ないです。というこ

とになりますので、釈迦に説法ですけれども、その辺は町長あるいは課長の皆さんからも注意していただ

きたいなと思うわけです。本当にここをちょっと踏み違えると、ちょっととんでもない穴に落ちる可能性

あるので、ぜひ気をつけていただきたいというふうに思います。観光開発の原点を再度点検すべきである

し、遊佐の場合は私は比較的点検も円滑にいっているほうだと思いますが、ただ単にジオパークなどとそ

んなのは、空言言っても本当は始まらないです。その辺町長に特に認識していただきたいなと思うわけで

す。一言あればお願いします。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  鳥海山・飛島ジオパークを申請する前に、実はやっぱり民間の株式会社モンベル

のフレンドエリアに登録したということが実は大きかったのだなと認識しています。当時30万人しかモン

ベルの一般会員いませんでしたが、今100万人近くいるのだそうです、1,500円の会費を払う大人の方が

100万人。ということは、やっぱりそれだけ山岳愛好者、アウトドア愛好者等には鳥海山・飛島の、それ

にジオパークも含めた情報が発信できるということになれば、何せ大人が100万人ですから、山形県はゼ

ロ歳から最高齢者まで合わせて107万人ですから、そのぐらいのターゲットがあるということに発信でき

たということは非常に大きかったなと思っています。ただ、ジオパークに認定されて一番心に留めている

ことは、やっぱり環境保全、そのエリアの保全にも自治体がやっぱり責任、保全する責務を負うというこ

とは、ジオパークの運動の中で規定されています。これまでは鳥海国定公園内であれば、あと以外は開発

行為だから自由にいいですよというのではなくて、やっぱり鳥海山そのものを保全する責務を町が負った

ということで今裁判被告という立場ではありますが、逆に言えばそういう山全体がやっぱり貴重な資源な

のだと。行き過ぎた開発行為からはやっぱり保全を強調していかなければならない。 

  特にこの間のスタートアップフォーラムで温井先生がかつての法律、そして近代法では公共の福祉、公

共のほうが優先されるような時代になったのだという新しい発想をあの場で紹介していただきましたけれ

ども、それら等については非常に心強く思っています。ただ、山形県で鳥海山と一緒に目標をしていた月

山がもう完全に手を下ろしてしまいました。いわゆる出羽三山日本遺産になっているから、そこまではお
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金使ってまでやらなくていいという形で、そして観光庁のたしか補助事業でインバウンドで1,000人を呼び

ましょうという地域に指定されて、ジオパーク運動と絡めて外国から1,000人連れてきましょうというよう

な形の旅行者とのタイアップ補助金、まさに補助事業でそういうジオパークの準備をしたわけですけれど

も、自らお金を使ってまではやらなくていいという形で手を下ろしてしまいました。私としては、秋田県

は鳥海山含めて４つが県内で協議会という形で連携をして、活動をしているというのがすごいうらやまし

いなと。地域の自慢を、地域のジオをみんなで県民挙げてそれぞれの場所が力を合わせてという形があり

ますが、先ほど答弁申し上げたように山形市、いわゆる蔵王をやっぱりジオパークにしようという動きが

あると伺います。やっぱり内陸でも山形、蔵王がやっぱりジオパークと認められたときには、鳥海と県内

での協議会等横の連携が１つつながることができれば、やっぱり単体でやるよりも県内での認識度もます

ます違ってくると思われますので、同じような連携の事業等も検討しながらいければすばらしいことだと

思っています。あるものをよくぞここまで本当に、私は遊佐町としていい方向でこれ発信できているとい

うこと、これ町民の皆さんのお力と、それからガイド協会の皆さんがやっぱりかなり頑張ってくれていま

すので、それら等の活動には感謝を申し上げたいと思っています。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  11番、斎藤弥志夫議員。 

１１番（斎藤弥志夫君）  終わりです。すみません。 

議 長（土門治明君）  これにて11番、斎藤弥志夫議員の一般質問を終わります。 

  午後３時10分まで休憩いたします。 

  （午後２時５０分） 

 

              休                 憩 

 

議 長（土門治明君）  休憩前に引き続き一般質問を行います。 

  （午後３時１０分） 

議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  昨年、第532回９月定例会の冒頭、台風19号の千葉県における被害について申

し述べさせていただきました。今回は、豪雨による最上川等の氾濫、浸水被害、また台風10号による九州

地方の被害と自然災害が発生しております。被害に遭われた方々にお見舞いを申し上げ、一刻も早い復旧

を願うものであります。 

  それでは、通告に従いまして質問を実施させていただきます。昨年、第532回定例会におきまして、高

齢者の交通事故防止対策について質問を実施させていただきました。アクセルとブレーキの踏み間違いに

よる交通事故被害の軽減を図る通称サポートカーに買い換えたときの補助についてでありました。今回は、

買換え補助と限定せずに、全般的な交通事故防止施策についてお伺いいたします。 

  皆様ご承知のとおり、交通事故は車や道路に潜む危険性が運転者、歩行者等の危険な行動により発生す

ると言われます。町では、道路交通法はもとより、遊佐町交通安全条例にのっとり、各種施策を実施、実

行していることは承知しております。施策については、内容の継続、改善、修復等を加えながら実施、実
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行しているものと考えます。そこで、当町の交通安全意識高揚のための具体的施策、道路交通環境整備の

実施状況、交通安全専門指導員の活動状況についてお伺いをいたします。 

  次に、熱中症対策についてお伺いいたします。消防庁のホームページに「熱中症は正しい知識を身につ

けることで、適切に予防することが可能です」と明記されております。しかし、残念ながら新聞報道によ

りますと、先月８月21日、「熱中症か、82歳死亡 遊佐」と最悪の事態が発生しております。体調管理に

ついては自己責任であることは当然ではありますが、町として熱中症予防対策の具体的な施策、学校にお

ける施策、高齢者に対する施策についてお伺いいたします。 

  以上、よろしくご答弁をお願いいたします。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  第539回遊佐町９月定例会最後の一般質問者であります佐藤俊太郎議員に答弁を

させていただきます。１点目は交通安全防止施策の現状についてと、熱中症対策、２点目でありました。 

  まずもって遊佐町の交通事故の現状でありますが、今年１月から８月末までの統計では事故件数が17件

で、昨年同期の25件と比較すると８件の減少ということになっております。新型コロナウイルスの影響に

よる外出自粛等の影響もあったのではないかと考えられますが、なおそのうち65歳以上の高齢者が第１当

事者となっている割合は、およそ３割程度となっております。 

  １点目の交通安全意識の高揚のための施策についてでありますが、町ホームページに交通事故の注意喚

起を行う上で役立つ事故が多発している場所の情報を掲載したり、広報ゆざへ交通安全運動や啓発運動の

掲載、昨年度改正された県のいわゆる自転車条例に関して呼びかけを図るほか、酒田警察署をはじめ酒田

市交通安全協会、交通安全母の会、学校、幼稚園、保育園、各まちづくり協議会等々の関連団体と連携を

図りながら活動を実施しております。幼児、児童、子育て世代からお年寄りまで、幅広い年齢層を対象に、

安全な横断歩道、道路横断の仕方、自転車の安全な乗り方、チャイルドシートの着用指導、高齢者向けの

安全教室、家庭訪問、免許返納者への支援など、各年代に合わせた啓発活動を継続して行っていくことが

重要であると考えております。また、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、各季節に行う

交通安全運動期間中の活動も例年とは異なり、ソーシャルディスタンスを確保し、マスクや手袋等を着用

しながら、先日も夏の運動期間中に関係団体の皆様と一緒に街頭での啓発活動を行ったところであります。

大変地道な活動ではありますが、こうした取組を継続していくことが交通事故の減少や交通死亡事故ゼロ

の更新につながっていくものと考えております。 

  ２点目の道路交通環境整備についてでありますが、昨年度は視線誘導標を23本、センターライン、ドッ

トライン等の道路標示について742メートル、カーブミラーについては老朽化や自然災害等で倒壊したも

のの修繕、更新を14か所実施しております。引き続き交通事故防止の視点で環境整備に努めてまいりたい

と考えております。 

  第３点目であります。交通安全専門指導員の活動状況でありますが、先ほどお話しさせていただいた各

啓発活動において、中心になって活動をいただいている状況であります。交通安全教室に関して言えば、

昨年度は保育園、幼稚園、学校、老人クラブなどで年間延べ65回の交通安全教室を開催しております。幼

児や児童については、保育園や学校を通じ、実際に道路での歩行練習を交えながら定期的に交通安全教室

を開催しておりますし、高齢者を対象とした交通安全教室ではシミュレーターを活用した講習や寸劇を行
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ったり、昨年度はサポカー試乗体験を同時開催するなど、内容を工夫しながら実施し、反射材等の物品も

必ず配布するように心がけております。それ以外にもスマートドライバー・スマート歩行者宣言運動の広

報、街頭指導等、警察署と連携した交通安全啓発活動を定期的に実施しております。 

  交通安全施策に関連し、昨年度の議会定例会でご要望いただいておりました安全運転サポートカーの購

入や後づけの急発進防止装置の取付けに関する補助制度についても、今定例会の補正予算に提案させてい

ただいているところで、高齢者ドライバーが安心して運転できる環境整備に町としても併せて取り組んで

まいりたいと、このように考えております。 

  熱中症対策についてであります。残念ながら我が町でも、８月に82歳の方とありました。熱中症により

救急搬送され、命を失う事件が発生しましたこと、大変心苦しく思っているところであります。熱中症と

は、高温多湿な環境に長くいることで徐々に体内の水分や塩分のバランスが崩れ、体温調節機能がうまく

働かなくなり、体内に熱がこもった状況を指します。屋外だけでなく、屋内で何もしないでいるときでも

発症し、場合によっては救急搬送を必要としたり、死亡することもあり得るものと理解をしております。

熱中症を防ぐためには、暑さを避けることと小まめに水分補給することが大切であると厚生労働省からも

示されており、そのためにふだんからどのように対処をすべきか、重要であると考えております。 

  遊佐町の小中学校における熱中症予防対策の具体的な施策としては、まず平成30年度に文部科学省の補

助金を受け、令和元年度に繰越予算で設置された普通教室のエアコンが挙げられます。これは昨年の７月

１日の完成により、全小中学校に整備されましたが、暑くなる夏に入る前に設置することができ、熱中症

対策としても夏を乗り切る上で、児童生徒だけでなく、保護者の皆様からも大変好評でありました。 

  そのエアコンは、今年もコロナウイルスの影響による夏休みを短縮し、その授業の実施において熱中症

対策として大変役立っております。さらに、今後の策としては、音楽室や理科室などの特別教室へのエア

コン設置についても検討しているところであります。当初今年度中の設置がなかなか難しい、夏までにと

いう形で見送ったところでありますが、これから設置すれば来年にはしっかりと準備ができるところを検

討しているところであります。 

  また、日常的な施策としては、各学校で熱中症指数計を導入し、それに基づいて外での運動での対応を

取っていることが挙げられます。熱中症指数計とは、暑さ指数であるＷＢＧＴ値、つまり気温、湿度、輻

射熱の３つを取り入れた湿度を測った値で、熱中症の危険度を判断する数値として有効であると認められ、

国際的にも規格化されているものであります。日本スポーツ協会や日本気象学会では、その温度に基づい

た熱中症予防のための湿度を公表しており、学校でもその指数を基に、１つ目として運動は原則中止、２

つ目として厳重警戒、３つ目として警戒、４つ目として注意、５つ目としてほぼ安全などという対応を取

っております。 

  次に、小まめに水分を補給することについては、各学校で水筒等を持参させるなどしており、定期的に

水分補給する時間を設けて対応していることが挙げられます。また、学校では経口補水液、つまり水に食

塩とブドウ糖を適切な濃度で溶かした飲料水も常備しており、校外学習のときなど、必要に応じて児童生

徒に補給させております。そのほかにも、学校によっては氷を作るための製氷機や部分的に冷やすための

冷風機を備えたり、塩分のあるあめやクールタオルなどを用意しておくなど、昨今の様々な熱中症対策用

品として対応しているところでもあります。 
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  外での遊びは日陰でさせ、スクールバスを待っている間はエアコンのある部屋に待機させたり、昇降口

に外遊びは禁止、注意、安全などと毎日表示したりするなど、熱中症対策の施策の運用的なところでの対

応を細かく決めているところもあります。また、今年は新型コロナウイルスの対策としてマスクをしてい

ることが多いのですが、暑いときは周りの人との一定の間隔を保ちながら、マスクを外させることにも配

慮をしております。今後も、コロナ禍が続く中で、熱中症対策との兼ね合いが課題となりますが、各学校

で熱中症予防対策がきちんと行えるよう、町としても予算的な配慮をしていきたいと考えております。 

  続いて、高齢者に対する施策でありますが、町では高齢者を対象にした健康教室、通いの場等において、

熱中症予防に関する講話やパンフレット配布等を行っております。また、地区の民生児童委員より、独り

暮らしの高齢者世帯への訪問時にパンフレットを一緒に渡すなど、熱中症の予防や対策について個別に普

及、啓発を行っております。 

  小まめな水分、塩分補給やエアコンや扇風機の活用、日頃の体調管理など、今後も機会を捉えながら予

防活動を行ってまいりたいと考えております。 

  以上であります。 

議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  大変丁寧なご答弁ありがとうございます。私も、令和元年度遊佐町交通安全推

進協議会総会資料を係から頂きました。これを読むと大体町がどのような行動を取って町民の皆さんに安

全意識の高揚もしくは動作等を実施しているか、おおよそ分かったつもりでおります。その中で、この交

通安全運動等というところで、道の駅ふらっとにおいて８月19日、これはバイクの日というのだそうです

が、この道の駅ふらっとにおいてバイクの啓発活動を実施した。大変もちろんよろしいことでございます。

それで、この道の駅ふらっと、ここは日本で１番の場所でございます。当然前のやつにも出てきましたか

ら、9998531、日本一大きなところなのです。この一番大きな場所で、日本で一番交通安全に心を込めた

指導を行うというふれ込み、また可能であれば白バイを派遣していただいて大々的に安全をアピールする、

こういう方法も１つあるのではないかと思いますけれども、これについて、総務課長、いかがお感じでご

ざいますか。 

議 長（土門治明君）  堀総務課長。 

総務課長（堀  修君）  お答えをいたします。 

  ８月19日に道の駅鳥海ふらっとにおいてバイクの日の啓発活動をやっているということで、１年間のう

ちでもそのバイクに限った啓発というのはここ１日のみかなということで、非常に珍しい活動かなという

ふうにも考えております。鳥海道の駅ふらっとにおきましては、東北で一、二を争う駐車を誇りますので、

そういった中でそういった活動を行うというのが非常に有効な手段であるというふうにも考えますので、

ぜひふらっとを活用して今後も交通安全活動を広めていっていただければなというふうに感じているとこ

ろであります。 

議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  前向きなご答弁ありがとうございます。ちまたには、バイク神社なる神社もあ

るようでございます。このふらっとに日本一神社なる名称をつけたものを造って、そこでそのバイクに対

する安全意識高揚のためのイベントをそのバイクの日に実施する、こういう提案もあろうかなというふう
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に思っております。やはり他と違うことをやることによって交流人口とかいろいろな面で安全に寄与しな

がら交流人口にも寄与できるということでもあるのかなというふうに思っております。 

  さらに、３歳児健診時にチャイルドシートの着用指導を６回実施されたというふうに記載されておりま

す。今ちまたでＮＩＥ、ニュースペーパー・イン・エデュケーション、新聞報道を使った教育ということ

がございます。私ちょっと調べたというか、報道ベースから引き取ったやつですけれども、北海道での出

来事です。今年の８月19日、道路から車が飛び出してけが人がいるようだと消防に通報があった。道路か

ら飛び出したのはＡさん運転の乗用車で、Ａさんと助手席に乗っていた妻がけがをしたほか、生後８か月

のＢちゃんが意識不明の重体です。警察によりますと現場は片側１車線の直線道路で、Ａさんは小動物を

避けようとしたと話しているということです。Ａさんの車にはチャイルドシートが備え付けられてはおり

ましたが、Ｂちゃんは当時母親である妻の膝の上にいたという事実の報道だと思います。こういう事実を

チャイルドシートの着用指導の際に見せて、やはり気持ちは分かるのです。私が子育てしていたときには

チャイルドシートまだそんなにはやっていませんでしたので、いつも私の娘、息子は膝の上でした。しか

し、何らかの状態でそういう事故になった場合には、これはもう当然ながら人の手では子供は支え切れな

いのです。こういう事実の状況を話をしながら指導を実際に行うと。これは私自動車関係の仕事をしてい

た関係上、実際に私も新聞報道の切り抜きを利用しながら教習をした経験があります。非常に受け入れら

れていたという経験がありますので、次にこのチャイルドシートの指導に当たる際にはぜひこういう事例

を参考にして実施されることを望みます。 

  さらには、遊佐町立図書館未就学児対象読み聞かせの会開催時において、やはりチャイルドシートの指

導及びいろんな指導、実際これ私立ち会わせていただきました。非常にいい行動だと思います。しかし、

このような行動はこの推進協議会の総会に出た方及び関係者以外はなかなか知ることができないのではな

いのかなと。やはりこういう町職員が実際にやっていることを、先ほど町長広報とおっしゃいましたけれ

ども、さらに進んで常にインターネット上で配信をする、できればその実施状況を録画で配信するという

方法も１つあろうかと思います。町職員の仕事が町の外になかなか知り得ていただけない状態にあるので

はないのかなと。これは専門指導員の行動でございますが、やはり町の人に知っていただいて、交通安全

意識を高めていただくという目的、その現場に居合わせない人に対する波及効果とでも申しましょうか、

それが必要なのではないのかなというふうに思ってお話ししたところ、係の方、専門指導員も大変興味を

示されておりました。仕事を見える化するとでも申しましょうか、やはり積極的な広報が必要ではないの

かというふうに思っております。 

  次に、道路交通法関連法令は大変変化というか、新設の法律ができたりする法体系であるというふうに

思っております。先ほど町長もご説明ありましたけれども、山形県の条例、自転車の安全で適正な利用の

促進に関する条例、これ令和元年12月24日施行なのですけれども、これに自転車の保険の加入義務、令和

２年７月１日施行でございます。これについて当町の遊佐中学校等々学校での加入状況、これについても

し把握できていらっしゃいましたらご説明をお願いいたします。 

議 長（土門治明君）  髙橋教育課長。 

教育委員会教育課長（髙橋善之君）  中学校の自転車の保険に関してお答えいたします。 

  中学校では、学校管理下において自転車を利用している、つまり登下校で自転車に乗っている、自転車
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通学を許可している子供に対して保険の加入状況を調査しております。加入していない家庭については加

入を進めておりまして、現在は自転車通学者100％が加入しているという状況でございます。来年度につ

きましては、自転車通学生徒以外にも調査を行いたいということでございます。 

  なお、学校安全保険につきましては学校管理下での保険ではありますけれども、賠償責任の部分が入っ

てございません。ですから、その部分につきましてはその自転車保険の分も含めまして、各家庭のほうで

対応していただくしかないという現状でございます。 

議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  この条例ができた理由とでも申しましょうか、自転車での加害事故例、これも

実際にあった事故例でございます。これは神戸地方裁判所で裁判になり、判決が出た事案でございますが、

11歳の男児が夜自転車で走行していたところ、歩道と車道の区別のない道路において、歩行していた62歳

の女性と正面衝突しました。その女性は、頭の骨を折るなど意識が戻らない状況となったのです。この判

決が裁判所から出たとき、高額な賠償額、9,521万円であること以外に、子供が起こした事故について母親

に出された支払い命令であることが大きく報じられ、話題になりましたというふうなことでございます。

こういう状況が少なからず発生をしたことを受けて、山形県でも条例制定に至ったと考えております。ま

だ未加入であるご家庭についても、このような事案があるのだということをご説明しながら加入を勧める

というのも一つの方法ではないのかというふうに思っておりますので、今後の参考にしていただきたいと

思います。 

  次に、先ほど高齢者の事故について、町長よりご説明がございました。高齢者に関する免許制度の改正、

つまりは高齢者講習等々が新設されまして、これを受けなければ免許の更新ができないということでござ

います。それで、高齢者の方がこの講習を受けるときに、やはりどんなことをするのだろうか、自分は果

たして講習に合格、講習に合格、不合格というのはないのです。しかし、当事者としては心配だ、心配だ

という声が非常に多く聞こえてきます。私もそのうち受けなければならない状態ではありますけれども、

私は内容を知っているので、安心というか、私は多分大丈夫だと思いますけれども。 

  （何事か声あり） 

３ 番（佐藤俊太郎君）  そうですね、慢心はしないようにしたいと思いますけれども、やはり町内の高

齢者の方に私のような若干知識のある人間結構いらっしゃいます。そういう人のやはり力をお借りして、

先ほど松永議員もおっしゃいましたけれども、オール遊佐、遊佐の英知を集めれば免許更新も怖くないと

私は考えているのです。ですから、高齢者予備講習的な講習を町でやれば、老人というか、高齢者には感

謝されるのではないのかなと考えております。微力ではありますけれども、その件に関しましてはお力と

いうか、力を出してみようかなという気持ちは非常に大きくあります。また、知り合いの中でもそういう

知識、私より多く知識を持った方知っていますので、声をかければ多分協力していただけると思っており

ます。参考まで申し上げました。やはり不安を取り除いてあげるということも安全意識の高揚と同時に重

要なことではないのかなと考えておりますので、ご一考をいただければ幸いと存じます。 

  次に、熱中症対策でございます。先ほど丁寧なご説明ございました。82歳の方がお亡くなりになったと

いう残念なことがございました。これが８月の21日でございます。さらに、もう毎日みたいにこの熱中症

か、熱中症か、何人搬送、何人搬送という新聞報道がございます。８月の26日、これもやはり熱中症か、
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７人搬送。重症と見られるのは遊佐町の女性86歳で、午前11時頃、畑で農作業中に発熱や脱力などの症状

を訴えた。つまりは先ほど申しました自己管理、健康管理は自分で管理する、当然でございますが、やは

りどうしても注意がそちらのほうに行かなかったのだと思います。では、どうすればいいか。私は交通安

全推進協議会の総会の街頭啓発活動、町広報車、防災無線による広報、これを熱中症予防に対しても活用

できないものかと。今日多分34度という予報でございました。この34度は、先ほどご説明ありましたけれ

ども、危険な状態でございます。こういう温度が上がるという予報が出た際には、やはり防災無線によっ

て水分補給、畑に出るのもちょっとは我慢して、控えてもらいましょうと防災無線を使えば、これは畑に

いる人だって聞こえますから、十分周知徹底いけるのではないのかなと思います。広報の件についてはど

のようにお考えか、お願いします。 

議 長（土門治明君）  中川健康福祉課長。 

健康福祉課長（中川三彦君）  それでは、健康福祉課のほうからお答えをいたしたいと思います。 

  熱中症の対策と全般のことだと思います。本当に今年の夏は、もうお盆過ぎてから急激に温度が上がっ

て、９月に入っても連日30度を超えるという状況が今日も続いているという状況であります。先ほど議員

のほうがおっしゃいました新聞報道につきましては、当方でも把握はしておるところでございます。そう

いった意味では、町内から熱中症の疑いで死亡された方が出たということは非常に大変なことでございま

した。防災行政無線あるいは町の広報車を使って熱中症予防の注意喚起をしてはどうかというふうなご提

案だったと思います。在宅の特に高齢者または在宅ではなくても近くの庭とか畑で作業をされている方に

は非常に効果的な方法なのかなというふうに考えております。防災行政無線につきましては早速総務課の

ほうと相談をさせていただきたいと思いますし、町の広報車についても健康福祉課のほうで対応できるか

どうか、検討してまいりたいと思います。 

  以上です。 

議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  やはり町民の皆様の健康を守るという点で是が非でもという感じでやっていた

だきたいと思います。 

  さらに、熱中症の記事で、これは岐阜県の小学校の対策でありますが、「ノーランドセル、置き勉、心

軽々」という記事でございました。ランドセルは背中に熱気が籠もりやすい上、荷物を入れると重さは４

から６キロになり、小学生が猛暑の中で歩いて登校するには負担が大きいということで、軽いショルダー

バッグやリュックサックで通学をして、教科書もなるべく持ち歩かないようにしており、児童からは楽に

なったと好評だという記事がございます。この記事を読んで私も小学校の頃を思い起こしましたところ、

私小学校のときには土曜日が休みではなくて、半ドンで通学でございました。教科書が少ない土曜日に風

呂敷に教科書を包んで、腰に巻いて走って学校に行った記憶がございます。それをとある方に聞いたら、

いや、そんなことは知らないと。年が違い過ぎると。しかし、記憶としては、ああ、身軽だなと。身軽で

非常にあんばいがいいから、母親に風呂敷に包んでもらって腰に巻いて通学したという経験がございます。

やはり熱中症予防にはこういう方法も１つあろうかなと。参考まで新聞報道を読まさせていただきました

が、教育委員会でこの「ノーランドセル、置き勉、心軽々」、これについてもしご所見がございましたら

よろしくお願いいたします。 
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議 長（土門治明君）  那須教育長。 

教育長（那須栄一君）  ただいま熱中症への対応ということでご質問いただきましたが、それ以前にやは

り教科書が大型化、そして重くなっているという現状があります。そして、教科書以外のいろんな教具も

ということで、何番議員だったでしょうか、置き勉、極力必要最小限の教科書はうちに持ち帰ることとし

て勉強することにして、学校に教材、教科書等をできるだけ置いて、軽い状態で登下校できるような配慮

ができないものかということで、各小中学校ではそれぞれできる範囲内で工夫している状況でございます。

ただ、今熱中症への対応ということ、私もその記事読ませていただきましたけれども、なるほどなと思っ

ております。ただ、ランドセル業界から苦情が来ない程度に、夏できるのだったら春だって冬だってリュ

ックサックでいいのではないかという話にもなりかねないわけで、その辺は学校の校長等もそういった記

事は耳にしていると思いますので、次の校長会あたりでこういう提言もありましたということを話題にし

て可能性を探って、できるものであれば対応しているような話題も探っていきたいと思っております。 

議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  前向きなご答弁ありがとうございます。 

  さらにこの記事には、全教室に電子黒板がこの岐阜県はあると。全教室にある電子黒板にデジタル教科

書を大きく表示させるなどして、ふだんどおりの学習ができるようにしてあると、このような記載もござ

いました。さらには、どうすれば暑さから身を守れるか、そのために何が必要かを自分で考える力をつけ

てほしいというようなことも書かれております。やはり自分で考えて行動をする力をこんなことからでも

学んでほしいという気持ちであるのかなということも感じております。 

  さらに、先ほど町長にクーラーのことをご説明いただきました。小学校の現場では非常にありがたく、

そしてまた網戸を迅速につけていただいて、本当に感謝をしているというお答えがございます。やはり物

事をやるにはやっぱりスピード感というか、それも大事であろう。いいことというか、スピード感を持っ

て何事にも当たられたらよろしいかなと考えて私も行動したいと思っております。 

  また、少し順不同してしまいましたが、また交通安全のほうに戻らせていただきたいと思います。交通

安全施設としてデリネーター、視線誘導標、カーブミラー等々のご回答ございましたけれども、当町国道

が36.8キロ、県道が66.6キロ、町道248.1キロ、この合計351.5キロあるわけですけれども、これをやはり

町民の皆さんが安全に走行できるための配慮が町の職員等々によって行われていると思います。そのデリ

ネーター、これの１個幾らくらいするのか。町の財産です。１本幾らぐらいするのか、もし把握されてい

ましたらよろしくお願いしたいと思います。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  お答えいたします。 

  視線誘導標、デリネーターということでございますけれども、１本当たり材料費、設置手間、諸経費含

めまして、約でございますけれども、１本当たり約１万5,000円くらいとなってございます。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  １万5,000円の財産なわけです。私も地域住民の一人として、菅野谷地にある白

鳥公園の草刈りに参加しなさいということで草刈りをやります。そうすると、あそこは町道ですから、こ
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のデリネーターが草を刈る場所にあって、もちろん草がそっちのほうに多分行ったのですけれども、刈る

場合に非常にはっきり言えば邪魔になる。邪魔になるのではなくて、気をつけて刈らないといけない状態

なのです。そこで、私思うにあの機具、設置面に直立しているわけですけれども、設置面から数十センチ

メートルを金属製のカバーをつけておけば、刈られたり、倒れたり、防止になるのではないのかなと。以

前私勤めていた会社というか、仕事場においては、資機材開発部署、資機材開発コンクールなるものがあ

りまして、自分たちが作っている資機材のこういうところを改善したらもっとよくなるのではないのかと

いう部門というか、そういうことがございました。やはり草刈るほうも、設置するほうも、お金はかかる

と思います。しかし、切られて倒れるよりはいいのかなと。一つの提案として今発言させていただきまし

たけれども、この件につきましてどのようにお考えですか。 

議 長（土門治明君）  畠中地域生活課長。 

地域生活課長（畠中良一君）  ご提案ありがとうございます。デリネーター倒れる、破損するという原因

が、今議員おっしゃったとおり、草刈り時の機械で傷つけられてしまうというような場合と、あと一番大

きいのが冬期除雪によりまして、除雪ドーザー等によります除雪の雪で寄せられて倒壊して折れるという

場合がかなり多うございます。それを含めまして、ただいまご提案いただきました金属のカバーですか、

それも検討はしてまいりたいと思いますけれども、ただ本数が本数、ご質問いただいてから１路線、スー

パー農道でございますけれども、スーパー農道6.1キロございます。6.1キロ区間に410本、かなりの本数立

ってございました。先ほど議員おっしゃったとおり、町道延長248キロ、全て全線にデリネーター立てる

わけでございませんけれども、かなりの本数、数千本または１万本ぐらいの本数が立ってございますので、

なかなかいいご提案いただきましたけれども、その辺りちょっと難しいのかなというふうに思ってお聞き

したところでございます。 

  以上でございます。 

議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  カーブミラーもデリネーターも、町の財産であることには間違いないと思いま

す。難しいといえばそれは難しいのだろうと思いますけれども、やはり今後新設した物件につきましては、

設置年度と設置場所、これを把握、更新したやつも更新のときに、更新時、更新場所、これを積み重ねて

いけば何年か後には全て把握可能ではないのかと。今あるやつを全部把握するのではなくて、新設、更新

の積み重ね、これによって把握は可能だというふうに考えます。やはり町の財産として何本あるか分から

ないとおっしゃるのは、残念ながら今までそれでずっと来たというふうに思いますけれども、やはりある

時期にその財産管理を一歩足を踏み出すことも必要ではないかなと思います。町長、いかがですか。 

議 長（土門治明君）  時田町長。 

町 長（時田博機君）  今、佐藤議員から財産管理に関する提案ですけれども、やっぱり１個ずつしっか

りと整えていくということが、実は遊佐町も水道が濁ったときに、濁った水道、それ基準満たさない水道

でも、石を集めてそれから流せばいいのではないかという、その当時の発想から。水源１個ずつ直してい

きましょうという形で取り決めました。今提案ありましたので、しっかり原課のほうで検討させていただ

ければと思っています。とにかく更新するもの、新設するものから順次しっかりマークしていけば、何年

かすればそれはきちっと行き届くものだと思っています。 
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議 長（土門治明君）  ３番、佐藤俊太郎議員。 

３ 番（佐藤俊太郎君）  前向きなご回答ありがとうございます。るる申し上げましたが、町の皆さんの

行動がやはり町民の皆さんになかなか届かないというか、明らかになっていない。それはやはり打破する

には、いろいろな方策を講じる。特に今はインターネット時代ですので、そのインターネットの町のホー

ムページを最大限有効利用するということをご提言申し上げまして私の質問を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。 

議 長（土門治明君）  これにて３番、佐藤俊太郎議員の一般質問を終わります。 

  これにて一般質問は全員終了いたしました。 

  会議時間の延長についてお諮りいたします。本日の会議時間を本日の日程が終了するまで延長したいと

思いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声多数） 

議 長（土門治明君）  ご異議なしと認めます。 

  よって、本日の会議時間は本日の日程が終了するまで延長することに決しました。 

  次に、日程第２から日程第７まで、議第55号 令和２年度遊佐町一般会計補正予算（第４号）ほか特別

会計補正予算４件、事件案件１件を一括議題といたします。 

  事務局長をして朗読いたさせます。 

  佐藤議会事務局長。 

局 長（佐藤廉造君）  上記議案を朗読。 

議 長（土門治明君）  提出者より提案理由の説明を求めます。 

  時田町長。 

町 長（時田博機君）  それでは、私から提案理由を申し述べさせていただきます。 

  議第55号 令和２年度遊佐町一般会計補正予算（第４号）。本案につきましては、令和元年度の一般会

計決算において、繰越金額が確定したことから、当初予算編成後の各事業の進捗状況を勘案しながら、当

面する事務事業の緊急性や実効性に照らし、優先順位を整理するとともに、さらには新型コロナウイルス

関連予算を増額計上した結果、歳入歳出予算の総額にそれぞれ８億6,900円を増額し、歳入歳出予算の総額

を116億1,800万円とするものであります。 

  歳入について主な内容を申し上げますと、地方交付金で6,460万2,000円を増額、国庫支出金では新型コ

ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金などで１億6,070万1,000円を増額、県支出金では36万

5,000円を増額、寄附金ではふるさと納税寄附金で１億円を増額、繰入金では介護保険特別会計繰入金など

で1,430万6,000円を増額、繰越金では前年度繰越金で４億3,319万3,000円を増額、町債では町道整備事業

債などの追加により9,540万円を増額、そのほか貸付金回収金を増額するなど、歳入補正総額で８億6,900万

円を増額計上するものであります。 

  一方、これに対する歳出の主な内容を申し上げますと、議会費では議会ＩＣＴ化推進事業費などで484万

3,000円を増額、総務費では財政調整基金積立金で２億5,331万8,000円を増額、そのほか遊佐パーキングエ

リアタウン整備事業、舞鶴地区若者定住促進事業などで総額５億252万9,000円を増額、民生費では介護保

険事務費繰出金で690万4,000円を増額するなど総額752万円を増額、農林水産業費では新型コロナウイル
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ス関連農業打撃克服対策事業補助金で300万円を増額するなど総額971万1,000円を増額、商工費では新型

コロナウイルス感染症対策第三次緊急経済支援事業で2,512万8,000円を増額するなど総額5,704万円を増

額、土木費では町道新設改良事業費で6,920万円を増額するなど総額１億1,660万2,000円を増額、教育費で

は小中学校教育用コンピューター整備事業で6,009万4,000円を増額するなど総額１億6,605万円を増額、そ

のほか事業費の精査等により、歳出補正総額で８億6,900万円を増額計上するものであります。 

  議第56号 令和２年度遊佐町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）。本案につきましては、繰入金

と総務費の増額によるものであり、歳入歳出予算の総額にそれぞれ221万6,000円を増額し、歳入歳出予算

の総額を14億8,496万6,000円とするものであります。 

  歳入は、繰入金を221万6,000円増額しております。 

  一方、歳出としましては、総務費を221万6,000円増額しております。 

  議第57号 令和２年度遊佐町公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）。本案につきましては、遊佐

町公共下水道事業に係る一般管理費の見直しにより、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,527万8,000円を増

額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ６億3,827万8,000円とするものであります。 

  歳入について申し上げますと、負担金で60万円、繰越金で1,467万8,000円を増額するものであります。 

  一方、これに対応する歳出につきましては、総務管理費で1,527万8,000円を増額するものであります。 

  議第58号 令和２年度遊佐町介護保険特別会計補正予算（第２号）。本案につきましては、会計年度任

用職員制度による人件費、事務費繰入金等のほか、介護給付費及び地域支援事業による国庫、支払基金及

び一般会計の過年度精算に伴う交付金等の返還が主なものであり、歳入歳出予算の総額にそれぞれ2,500万

円を増額し、歳入歳出予算の総額を19億5,850万円とするものであります。 

  歳入について申し上げますと、職員給与、事務費繰入金で690万4,000円、前年度繰越金では1,809万

6,000円をそれぞれ増額するものであります。 

  一方、これに対応する歳出につきましては、総務費で690万4,000円、諸支出金で1,809万6,000円をそれ

ぞれ増額するものであります。 

  議第59号 令和２年度遊佐町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）。本案につきましては、繰越

金、諸支出金の増額が主なものであり、歳入歳出の総額にそれぞれ60万円を増額し、歳入歳出予算の総額

を１億9,480万円とするものであります。 

  歳入について申し上げますと、繰越金で60万円を増額するものであります。 

  一方、歳出につきましては、諸支出金で60万円を増額するものであります。 

  議第68号 令和元年度遊佐町水道事業会計剰余金の処分について。本案につきましては、地方公営企業

法第32条第２項及び第３項の規定により、水道事業会計における剰余金の処分を行うため、提案するもの

であります。 

  以上、補正予算案件５件、事件案件１件についてご説明申し上げました。詳細につきましては所管の課

長をして審議の過程で説明いたさせますので、よろしくご審議の上、議決くださいますようお願い申し上

げます。 

議 長（土門治明君）  次に、日程第８、補正予算審査特別委員会の設置についてを議題といたします。 

  議第55号 令和２年度遊佐町一般会計補正予算（第４号）ほか特別会計補正予算４件については、恒例
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により小職を除く議員11名による補正予算審査特別委員会を構成し、審査を行うことにいたしたいと思い

ますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声多数） 

議 長（土門治明君）  ご異議なしと認めます。 

  よって、会議規則第39条の規定に基づき、補正予算審査特別委員会に付託し、審査することに決しまし

た。 

  お諮りいたします。それでは、補正予算審査特別委員会委員長に文教産建常任委員会委員長の齋藤武議

員、同副委員長に本間知広議員を指名いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

  （「異議なし」の声多数） 

議 長（土門治明君）  ご異議なしと認めます。 

  よって、補正予算審査特別委員会委員長に齋藤武議員、同副委員長には本間知広議員と決しました。 

  補正予算審査特別委員会が終了するまで本会議を延会いたします。 

  （午後４時１９分） 


