議 事
平成２８年９月１５日（木曜日）
日程第

１

日

程

午前１０時

（第

５

号）

開議（決算審査特別委員会）

※決算審査特別委員会
議第７２号

平成２７年度遊佐町各会計歳入歳出決算の認定について

認第

１号

平成２７年度遊佐町一般会計歳入歳出決算

認第

２号

平成２７年度遊佐町国民健康保険特別会計歳入歳出決算

認第

３号

平成２７年度遊佐町簡易水道特別会計歳入歳出決算

認第

４号

平成２７年度遊佐町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

認第

５号

平成２７年度遊佐町地域集落排水事業特別会計歳入歳出決算

認第

６号

平成２７年度遊佐町介護保険特別会計歳入歳出決算

認第

７号

平成２７年度遊佐町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認第

８号

平成２７年度遊佐町水道事業会計決算
☆
本日の会議に付した事件

（議事日程第５号に同じ）
☆
出
応招委員

１１名

出席委員

１１名

欠席委員

１番

齋

藤

３番

菅

原

５番

土

７番

欠

席

委

員

氏

名

武

君

２番

松

永

裕

美

君

和

幸

君

４番

筒

井

義

昭

君

門

勝

子

君

６番

赤

塚

英

一

君

阿

部

満

吉

君

８番

佐

藤

智

則

君

９番

髙

橋

冠

治

君

１０番

土

門

治

明

君

１１番

斎

藤

弥 志 夫

君

なし
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☆
説明のため出席した者職氏名
町

長

時

長

堀

地域生活課長

川

俣

町

長

中

教 育 委 員 長
教 育 委 員 会
教
育 課 長
選挙管理委員会
委
員
長

企

画
民

課
課

田

博

機

君

総

務

課

長

池

田

与 四 也

君

修

君

産

業

課

長

佐

藤

廉

造

君

雄

二

君

健康福祉課長

佐

藤

啓

之

君

川

三

彦

君

会 計 管 理 者

髙

橋

晃

弘

君

渡

邉

宗

谷

君

教

長

那

須

栄

一

君

髙
佐

橋
藤

正

務
喜

君
君

農業委員会会長
代表監査委員

髙
金

橋
野

正
周

樹
悦

君
君

育

☆
出 席 し た 事 務 局 職 員
局

長

富

樫

博

樹

議事係長

鳥

海

広

行

書

記

髙

橋

和

則

☆
決 算 審 査 特 別 委 員 会
委員長（土門勝子君）

おはようございます。ただいまより決算審査特別委員会を開会いたします。

（午前１０時）
委員長（土門勝子君）

９月７日の本会議において決算審査特別委員会委員長に指名されましたが、何分

ふなれでありますので、よろしくご協力お願いいたします。
本日の委員の出席状況は、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、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。
定例会から本特別委員会に審査を付託された事件は、認第１号
算、認第２号

平成27年度遊佐町国民健康保険特別会計歳入歳出決算、認第３号

水道特別会計歳入歳出決算、認第４号
号

平成27年度遊佐町一般会計歳入歳出決

平成27年度遊佐町公共下水道事業特別会計歳入歳出決算、認第５

平成27年度遊佐町地域集落排水事業特別会計歳入歳出決算、認第６号

別会計歳入歳出決算、認第７号

平成27年度遊佐町簡易

平成27年度遊佐町介護保険特

平成27年度遊佐町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、認第８号

成27年度遊佐町水道事業会計決算の８件であります。
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平

お諮りいたします。８件を一括して審査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）
委員長（土門勝子君）

ご異議ないようですので、一括して審査することにいたします。

質疑に際しては、簡明にお願いいたします。また、当局の答弁も同様、審査の進行にご協力をお願いし
ます。
直ちに審査に入ります。
１番、齋藤武委員。
１

番（齋藤

武君）

おはようございます。早速中身に入ります。事項別明細書の61ページです。最初

に、産業課関係のことについてお尋ねいたします。61ページの19節負担金補助及び交付金の中の真ん中よ
りやや下、遊佐鳥海岩がき安心協議会助成金50万円につきましてお尋ねいたします。まず、この補助金の
使途ですけれども、担当としてどのように把握しているのかお聞かせください。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えいたします。

この協議会への負担金50万円の中身については、今安全、安心協議会のほうで行っている実施事業の中
で、岩ガキのマイクロバブル洗浄といういわゆる細菌の滅菌に係る措置でございますけれども、それが全
国的にも岩ガキの流通の際はそういったことが一般化しているということでございまして、その滅菌をす
ることによって付加価値をつけて特産品化を目指すという事業でありますけれども、それに対する機械の
設備導入、洗浄装置のバブル、泡の発生装置でありますとか、ノズルでありますとか、そうしたものに対
する支援でございます。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

了解しました。

番（齋藤

武君）

どちらかといえばそのお話というのは、岩ガキをとってきた後の話だと思います。実は、ここで改めて
申すまでもなく、かねてよりその岩ガキがかなり少なくなっているという話がされております。そうした
中、特にことし、今シーズンにおいては、劇的と言っていいのかどうかちょっとそれはあれですけれども、
相当岩ガキが少なくなった。いわゆるその出荷量、流通量が少なくなったというふうに認識しております。
その漁期の間であっても、食べたくても手に入らない。頼まれてもどうにもならないという話をあちこち
で聞きました。岩ガキに関しては、アワビだとかほかの貝類のようにいわゆる養殖技術がなくはないとい
うふうには聞いておるのですけれども、遊佐町の地形だとか冬の気象条件を考えればなかなか現実的では
ないというふうにも聞いております。そうした中で、今の安心協議会の補助金に関しては、収穫後の話と
いうことなのですけれども、収穫前の話、要するに海の中で岩ガキをよりふえるような状況を整備すべき
だというふうには、これは今に始まったことではなくて、岩ガキがある程度の大きさになるまで年数かか
るはずですので、前もってしておいてしかるべきだと思うのですが、海の中に関する対策というのは何か
なされているのでしょうか。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えいたします。

今委員のおっしゃられたとおり、岩ガキの養殖というのはなかなか厳しい課題がたくさんあります。全
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国的には成功している例もあるのですけれども、遊佐町の場合は地形で遠浅であるということと、冬の波
浪をまともに受けやすいという、外洋に面しているということで内湾がないということで、なかなか養殖
は困難という結果が出ております。このことは、パーキングエリアタウン事業の中でもいろいろ調査事業
を行って、何とか養殖ができないかということではいろいろ調査をしたのですが、やはり地形的な問題で
なかなかそこはそういった従来のいかだでありますとか、ロープにつるす方式では難しいであろうという
結論が出ております。それに対して、何もしないでというわけにはいきませんので、岩ガキの漁礁設置に
ついては従来からやっておりましたけれども、なかなか流砂のほうが堆積が厳しくて難しいとか、埋没す
るということもあったものですから、県のほうでやっている事業で測量調査を行って、なるべく砂の堆積
がないところへ漁礁を設置するというような形で今までやってきました。平成26年度については、湯ノ田
沖に漁礁を103個でしたか、ブロック礁を沈めたのですけれども、今その結果を、経過を見ているところ
でございます。ここも、やっぱり砂の堆積はあるというような情報が寄せられておりますので、さらに測
量調査事業を行って、県のほうにさらなる増殖礁の設置を箇所をふやしていただけないかという要望をし
ております。その回答として、これから測量調査を何とかしてその事業に要望を国のほうにも上げてとい
うような動きになっておりますので、その結果、様子を今見ているところでございます。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

ぜひその人工岩礁という漁礁ですか、設置に関しては積極的にかつ速やかにお願

番（齋藤

武君）

いしたい。それは、県との兼ね合いもあるのでしょうけれども、と思います。
それともう一方で、とり方に関しても工夫が必要ではないかなと思います。例えばですけれども、その
エリアを明確に区切って、ことしはここをとりましょう、あるいは来年ここをとりましょうというふうな
禁漁域を設けて数年置きに回していくとか、そういう工夫もあってしかるべきだと思うのですけれども、
そういうことはその安心協議会の中で検討というのはされているものでしょうか。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えいたします。

まさしく漁場再生は最優先の課題ですけれども、次に挙がってくるのが資源管理という問題だと思いま
す。全国の漁場、いろいろ漁業資源は減っているわけですけれども、どこの漁港、漁場見渡してもとりっ
放しで数がそのまま保っているというところはないという現状がありますので、やっぱり資源管理という
形では例えば禁漁区域を設けますとか、個人の操業できるエリアを指定するとか、そういった取り組みを
している地域もたくさんございますので、ぜひそういうところを参考にしまして、そういった資源管理を
していかなければいけないというふうには考えております。ただ、これは一漁業者とか、一市町村とかと
いう考え方ではとてもできる形ではありませんので、やはり県、町、それから漁協、そういったところが
一丸となってそういった資源管理をどうするかということを決めていかないとなかなかそれはできていか
ないと思いますので、そういった方向に行くようにこれからも働きかけて取り組んでいきたいというふう
に思っております。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

岩ガキは、例えば極端な話ですけれども、トキのように絶滅するということはそ

番（齋藤

武君）

うそうないとは思います。ただ、一方で実は社会的な問題もあるように思います。何かというと、かつて
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大昔は具体的に言うとなんですけれども、例えば一部のメロンであったり、一部の毛ガニだったりにあっ
たと思うのですけれども、どこの産地かはっきりわからないものをある有名なところに持ってきて、これ
はどこどこのメロンですよというような言い方をして売っているということがあったというふうに聞いて
います。これは、本当は幸いなことなのですけれども、遊佐の湧水に恵まれた場所で育った岩ガキという
のは、私はブランドにかなり育ってきているのだと思います。実際町も、あらゆる手段を通してＰＲして
きている。それが功を奏して認知度高まってきているというふうに思います。ましてや、何回も申し上げ
ますけれども、ジオパークもありますし、今後ますますその認知度は高まることはあっても低くなること
はないだろうというふうに思います。そうした中で、やっぱり一番危惧するのが、はっきり申し上げてい
わゆる産地偽装なのです。私もはっきりつかんでいないので、あれですけれども、どうも今現在既に海の
中なのでわかりにくいということもあるのでしょうけれども、女鹿産の岩ガキだけだけれども、ひょっと
したら違うところが入っているのではないかとか、そういう話は現実に申しわけないけれども、聞きます。
それがうわさのレベルであればいいのでしょうけれども、はっきりとしたものになってしまうと、相当ダ
メージを受けると思うのです。そういう意味において、資源の回復とか安定化というのは、相当覚悟を持
ってやらないと思わぬところに問題、町全体の問題になりかねないというふうに思いますので、そこは一
般論ではなくてより危機感を持って対処すべきだと思うのですけれども、そこら辺はどう思いますか。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
今おっしゃられたことについては、吹浦漁港に水揚げされる分につきましては、

従来の鳥海岩ガキという部分の吹浦以北、三崎までですけれども、そういったものをとっているというこ
とではございますけれども、なかなかそこでは資源量が間に合わないという現実があります。吹浦漁港の
かいわい、それから白木河口までの砂防堤の周辺、北港のへり、そういったところでも水揚げがされたも
のが吹浦漁港に入ってきているという状況がございます。
ただ、そこは前々からの遊佐町の鳥海岩ガキというふうなことではこの安全、安心協議会のほうでは区
分しているのですが、漁協のほうでの取り組みとしては、吹浦漁港に揚がったものは吹浦産ということに
なっている現状がございますので、そこのところはいかに資源量が逼迫しているかということは把握はし
ておりますので、そういうことも含めて危機感を持って対応してまいりたいと思います。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

ぜひともそれはよろしくお願いしたいと思います。

番（齋藤

武君）

次の項目に参ります。事項別明細書が、戻りますけれども、29ページの下のほう、下から３番目の項目
ですけれども、ポストパッケージ事業委託料及び31ページの上から８つ目あたりに載っています遊佐ブラ
ンド推進協議会負担金につきまして、あわせてお伺いいたします。この事業に関しては、事務事業の決算
評価報告書、事務事業の外部評価報告書というのも拝見をしたところです。27年度決算ではあるのですけ
れども、その同じ事業に関して26年度の書き方なのですが、その当時の担当課の年度評価は、遊佐ブラン
ドの確立に向けて町独自事業の役割は大きいと思われるが、各事業の内容、実施方法等については再度精
査する必要があるという話がまずありました。それを受けて27年度の事業が取り組まれたのだというふう
に思います。27年度の事務事業の決算評価報告書には、では何て書いてあったのかと申し上げますと、こ
れは外部評価の話ですけれども、安定した体制整備を早期に確立してほしいというふうに外部評価の改善
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という方向で意見がついております。事務事業の決算評価報告書を見ると、その改善という意見がついて
いないという中において、２年続けて具体的な改善あるいはそれに類する意見がついていたということで、
ここに関してはやっぱり注目をしたいと思います。
ただ、全体として27年から29年にかけて、３カ年で新たな事業が始まったということもありますので、
26年度とは単純に比較はできないのですけれども、ただやはり27年度の早期の体制整備をその外部評価と
して求めているのですが、そもそも任期が３年だったりすれば、早期と言っても10年ぐらい一定の人が、
同じ人が勤めることができれば一、二年は試運転ということもあるのでしょうけれども、３年しかない中
で早期も、中期もなかなかないのではないかというふうに考えます。私も、最初のころから見ておりまし
た、その前身のころから。その当時は荒削りだったのですが、非常に熱気のようなものがあったような気
がします。ワークショップのように、遊佐町のいいところをみんなで書き出して貼ったり、そういうふう
にして遊佐町何があるかというようなことをやったりしました、盛んに。今の段階はそれ終わったので、
具体的に事業に入っているのだと思うのですけれども、ただどうしても計画どおりやっているのだろうけ
れども、まずその計画をこなすことにいっぱいいっぱいになっているということもあるし、その計画の中
身が果たして実効性があるのかという部分については、多々疑問がある気がいたします。そこら辺につい
て、担当部署として27年の反省は当然あると思うのですけれども、どのように考えていらっしゃるでしょ
うか。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えします。

まず、この事業につきましては、遊佐ブランド推進協議会からの国からの委託事業として実践型の地域
雇用創造事業という枠があるわけですけれども、そのほかの部分の産直、遊佐ノ市でありますとか、まる
っと鳥海の東京プレゼン、町の特産品部会事業など、たくさんそういったことの単独事業についてそこは
区別して創業支援センター事業としているところではあります。ブランド推進協議会の職員について、５
名につきましては国の委託事業で雇用されているという関係もあって、３年でかわっていくということも
ありまして、なかなかそういったところでは大変な部分もあります。雇用対策のセミナーでありますとか、
観光ブランド開発、特産品開発、雇用拡大、そういったものに今取り組んでいただいているということで
ございますが、今回国の委託事業の４回目の受託となって、27年度ですけれども、３カ年ごろということ
で職員もかわってしまうという現状がありまして、特に27年度は全て新しい職員であったということもあ
って、なかなかその事業のほうに追われたということは反省点としては挙げられるというふうに思います。
スタート時は、所管が変わったということもありまして、結構大変な状況のスタートだったのかなという
ふうに思っております。ただ、今年度は、今年度の話になってしまいますけれども、２年目ということで
いろいろ充実した本来の遊佐ブランドの推進ということで、さまざまな特産の加工品の開発でありますと
か、そういったものについて今充実をしてきているところでございますので、27年度については今申し上
げたとおり少し体制も全員かわったということで、その事業についてそれを推進するという側面が大変だ
ったということは反省点として挙げられます。
以上です。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。
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１

番（齋藤

武君）

３カ年の事業ということで、早くも来年度、29年度は最終年度になってしまうわ

けなのです。それで、そうなるとさらにその次、30年度以降はどうなるのかということも当然考えなけれ
ばいけないと思うのですけれども、今27年度のことについてお伺いしたのですけれども、さらにそれを踏
まえて当然来年度の予算編成にも反映させるということでこの決算審査終わっているはずですので、29年
度は30年度以降を見据えてどのように取り組まれるおつもりなのか。それとも、あるいは場合によっては
一旦これで区切りということもあるのかもしれませんけれども、そういうことも含めて今現在どういうふ
うに考えているのかをお聞かせください。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えします。

この国の委託事業が今後さらに続くというかどうかという点は、まだちょっとはっきりはしないわけで
すけれども、これから遊佐ブランドを強化していく上で、この創業支援センターの事業というのは中心と
ならなければならない、核とならなければならないところでございますので、これは委託事業を存続も見
据えてさらに進めてまいりたいというふうに思います。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

今存続を見据えてというお話がありました。存続するのであれば、これはもちろ

番（齋藤

武君）

ん国とのかかわりの中で最終的に決まるのでしょうけれども、存続ということであるのであれば、やはり
より一層町民の人が農協の２階で何をやっているかわからないではなくて、あそこからこういうものを発
信しているのだな、されているのだなということが、もちろん春成果報告会やったりということは承知し
ていますけれども、最初のころ私の記憶からすれば熱気というのはどうしても冷めて、きれいにまとまっ
ているけれども、熱気という部分がやっぱりなくなっているというふうに思いますので、その辺は常に初
心に立ち返る形でぜひ進めていただきたいなというふうに思います。
次に移ります。67ページなのですが、67ページの19節負担金補助及び交付金の中の真ん中ら辺、遊佐町
ビジネスネットワーク協議会交付金に関係してお伺いいたします。この事業に関しては、そのビジネスネ
ットワーク協議会の運営だとか、あとビジネス大使の制度だとか、幾つかのことが含まれているというふ
うに考えています。注目をしたのは、またその先ほどの話ではないですけれども、事務事業の決算報告書
の中の記載です。27年度の、62ページに載っているのですけれども、担当課の年度評価として、ちょっと
真ん中読みますけれども、遊佐ブランド推進協議会事業との関連から、担当としてまたビジネス大使と連
携しての企業訪問活動がほぼできなかったというふうに記載がありました。この企業訪問活動がほぼでき
なかったというのは、やっぱりちょっと気になったものですから、今お聞きしているわけなのですけれど
も、これはもうちょっとかみ砕いて説明いただくとすれば、どのような中身であると理解すればよろしい
でしょうか。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えいたします。

まず、ビジネス大使と町事務局との関係という点で申し上げますと、基本的にはビジネス大使の方々か
らの情報をもとにしまして、町の担当者が企業訪問を行うという形をとっております。平成27年度につき
ましては、これまで継続してお世話になっておりましたビジネス大使の方々へ町長、担当者も含めていろ
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いろご訪問はさせていただいて、情報交換、雇用の関係ですとか、雇用の創出でありますとか、そういっ
た情報交換やお願いというような形は続けてまいりました。ただ、新たな企業への訪問という点で、新し
い紹介等がビジネス大使さんのほうから27年度についてはございませんでしたので、新規の訪問はなかっ
たという内容でございます。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

私も、ビジネス大使の会合等に出ているわけでないので、その雰囲気等はわから

番（齋藤

武君）

ないのですけれども、多分新規のところがなかったというお話だったのですけれども、それというのはど
んな感じなのですか。例えばビジネス大使の人がこういうところがあるのですけれども、遊佐町さんどう
ですかという話を持ってくる形なのか、それともあらかじめ役場のほうで形をつくった上での話を持って
いくのか、そこら辺は実際のところどういうふうにやっているのでしょうか。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えします。

基本的には遊佐町のご出身の方で、東京の企業での事業主さんでありますとか、役員を務めている方で
ありますとか、そういった方でございますので、そういったビジネス大使さんの人脈でありますとか、情
報量をもとにして基本的にはいろんな企業誘致関係についてご紹介をいただくという点で、それは町の担
当職員だけでそこをなかなか見つけ出すことは不可能でございますので、そういったパイプ役をしていた
だくという内容になっております。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

そうしますと、確認なのですけれども、その新規の案件がなかった、企業訪問が

番（齋藤

武君）

なかったということは、新規の紹介のようなこともなかったという感じで捉えていいわけでしょうか。ビ
ジネス大使から遊佐町に対して新規の紹介がなかったという感じですか。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えします。

27年度につきましては、その新規の企業を訪問してはどうかといったそういった情報が大使の皆さんか
らはちょっと寄せられていなかったという状況でございます。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

わかりました。

番（齋藤

武君）

27年はそういうこと、結果でしょうけれども、ちなみにその制度自体は前からあるわけですので、参考
までにお聞きしたいのですけれども、ここ数年内にそのビジネス大使の方から紹介を受けて、実際その企
業誘致等に結びついた事例というのは、具体的にどういうのがあるものでしょうか。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えします。

ここ数年においては、直接その紹介を受けて企業が誘致をされたということはないわけですけれども、
関連でそういった雇用でありますとか、そういったものに結びついたという事例はございます。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

わかりました。

番（齋藤

武君）
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もっともその企業訪問、企業誘致というのは、ビジネス大使だけがやるべきものではないと思うのです。
あくまでもその一翼を担うというのがビジネス大使であると思いますので、ビジネス大使だけにその責任
をおっかぶせるということではないと思います。これに関しては、町全体として取り組んでいかなくては
いけないというと同時に、ただビジネス大使という制度がせっかくあるものですから、それに関しては常
日ごろ十二分に活用していただきたいなというふうにお願い申し上げます。
産業課関係は終わりまして、次に70ページに参ります。地域生活課関係なのですけれども、70ページの
一番上のところの15節工事請負費の中の町道維持工事費につきましてお尋ねいたします。町の2016年の統
計というのがあるのですけれども、それを見たところ町道の延長が247.8キロあるそうです。その内訳とし
て１級、２級、その他というのがあるようなのですけれども、１級、２級、その他というのは、端から見
てその１級道路という表示があったりするわけでないでしょうから、なかなかわからないというところな
のですが、１つ、町道あるいは町道と思われる場所を通っていて不思議だなというふうに思っていること
がありまして、それはセンターラインだとかサイドラインの整備というか、補修の状況なのです。ところ
によっては、真ん中だけセンターラインがあったり、そういうところはサイドの線がなくて、道幅が狭い
ところはサイドの線だけというのはあるのでしょうけれども、あるいは場合によってはその痕跡はあるの
だけれども、線の痕跡あるのだけれども、もう長く線を引き直していないなというところもあったりして、
そこの基準が端で見ていて客観的にわからないという状況です。当然しかるべき金額をかけて補修、引き
直しはしていると思うのですけれども、そこら辺実際どのような基準でどの程度線を引いているのか、そ
こら辺をお尋ねいたします。
委員長（土門勝子君）

川俣地域生活課長。

地域生活課長（川俣雄二君）

お答えします。

区画線の設置についてのお尋ねですけれども、区画線というのは、一応道路の交通安全施設の一つとい
うことでありまして、道路というのは道路構造令がありまして、それによって１車線道路、２車線道路そ
れぞれあるわけでございますけれども、２車線道路につきましては、交通の区画をするためにセンターラ
イン引いて、一般的には両サイドに外側線というものを引きます。そういった形で交通の安全、特に外側
線については、視線の誘導をするような形が主なところかなというふうに考えておりますけれども、こう
いった形で道路法、それから道路構造令等によって設置をしているわけですけれども、町としてはまず優
先的に設置をするという箇所についてはやはり例えば通学路、こういったところにつきましては優先して
その設置、そして維持管理をしていきたいというふうに考えております。中にはやはり予算の都合もあり
まして、今言われたように消えかかっているところもあります。そこも順次整備をしていくような形には
しておりますけれども、今言いましたように優先的には予算の範囲内でやろうとしたときには、やはり子
供たちの安全等を考えれば通学路、この辺が優先的になるのかなというふうに考えております。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

ちなみに、もしわかればで結構なのですけれども、27年の実績として何メートル

番（齋藤

武君）

ぐらい、あるいはそのセンターなのかサイドなのかによってもあれでしょうけれども、あるいは何キロメ
ートルの道路について舗装をやり直したというのは、もしわかればで結構なので、教えてください。
委員長（土門勝子君）

川俣地域生活課長。
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地域生活課長（川俣雄二君）

ちょっとメーター数今はっきりわかりませんけれども、行政報告のところ

に一部書いてあります。遊佐町の中の町道鶴田― 舞鶴線ほか安全施設塗装工事とありますけれども、これ
については鶴田地内の交通事故が多発している場所、そこについてはカラー舗装と、それからドットライ
ン等を設置させていただきました。そして、もう一カ所実施した箇所としては、山崎集落内の舗装補修を
行いました。舗装補修を行うことによって、もともとあった外側線が消えてしまうものですから、それに
伴って区画線を設置をしております。主に昨年度区画線が関係すると、ことしはこの２カ所であります。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

限られた予算の中でこの取捨選択が大変だと思うのですけれども、町民からやっ

番（齋藤

武君）

ているかやっていないかというのは丸わかりの場所ですので、ここはぜひ、特に消えかかっているならま
だしも、痕跡しかないというところも相当あるものですから、やっぱりそれは明らかにどうなのかなとい
うふうに思いますので、ちょっとそこは修理をいただけたらなと思います。
あと、観光客の誘導ということもあるかと思います。当然ふなれな人がふなれな道に来て、胴腹の滝は
どこかだとか、丸池様どこかというふうに走り回っているわけです、最近特に多く。そういうときに、道
路が見えにくければやっぱり何かしら起きる可能性もありますし、あとこれはちょっと検討課題で、この
場で結論ということではないのでしょうけれども、その案内表示、ポールを立てて案内表示をしたりとか
いうのはあるのですが、冬はこれ意味なさないでしょうけれども、道路に例えばこっち行くと丸池様とか、
そういうものは果たして書けないのかどうかというのもちらっと思ったりします。それは、もちろん別な
ところと調整しなくてはいけないのでしょうけれども、そういうことを含めていろんな意味で道路の表示
というのは考えるべきところだなと思いますので、よろしくお願いしたいというふうに思います。
以上で地域生活課終わりまして、次に教育課関係につきましてお伺いいたします。ページは90ページで
す。90ページの６目文化財保護費の中に散りばめられているというふうにお聞きしたのですけれども、町
史編さんにつきましてお聞きしたいと思います。ことし実は総務厚生常任委員会で奈良県の十津川村に視
察に行ってきました。そのとき、時間もあったということもありまして、十津川村議会の議場を見せてい
ただくことができました。そこの議会は、村という自治体の規模なのでしょうけれども、専用の議場でし
て、多目的ではありませんでした。ちゃんとひな壇が固定されて設置されておったのですけれども、その
中で非常にこれおもしろいなと思ったのが、そのひな壇に当然名札があって、何とか課長、何とか、その
座る人の肩書が書いてあるのですけれども、その中に村史編さん委員という札があったのです。私も、議
会の場を見たわけではないので、わかりませんけれども、札があったということは、恐らくこういう議会
のたびにそこの十津川村では村史編さん委員の人が座るのだというふうに思われます。何を言いたいかと
いうと、それはそこ、そこの市町村の考え方でしょうけれども、特に十津川村というのは水害に遭って数
奇な運命をたどってきている村ですので、なおさらかもしれませんけれども、その町や村の歴史というの
は、やっぱり重要なのかなというふうに改めてそのとき思いました。その遊佐町の話に戻るわけなのです
が、遊佐町でもその町史編さん事業というのは営々と続けられているというふうに考えております。なか
なかこれは、いわゆる正史というのですか、その正当な歴史として本に残すというのが一番普通考えられ
ることですので、なかなか厳格な格式張った事業なのかなというふうにどうしても思ってしまうわけなの
ですが、ただ最終的に本にするにしても、その途中でさまざまな資料を集めたりをするのが当然だと思い
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ます。その資料の集め方につきましてどのようにしているのかということにつきまして、まずそれをお聞
きしたいと思います。
委員長（土門勝子君）
教育委員会教育課長（髙橋

髙橋教育課長。
務君）

お答えをいたします。

町史編さんにかかわる資料の収集につきましては、編さん委員の皆さんが担っておりますけれども、酒
田市の光丘文庫に行って、かつて発行されておりました酒田新聞のコピーをとったり、そういったことを
中心に現在行っているところでございます。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

光丘文庫そのものも文化的価値があるというところで、当然そこに行って新聞を

番（齋藤

武君）

集めるというのは大変大事だというふうに思います。一方で、ぜひとも注目していただいたらどうかなと
いうことがありまして、ちょっとこの場でこういうことはされているのかどうかということも含めてお聞
きをしたいと思います。歴史ですので、それこそ有史以前から始まってきのうのことまで歴史でしょうけ
れども、遊佐町らしい歴史というのがその中に特にあると思います。その一部は、いまだにいわゆる文化
財として残っていたりするわけですけれども、そういう部分の記録ですか、一般的な通史はそうなのです
けれども、遊佐町だからある産業だとか文化、それが特に今とのかかわりにおいてどうなのかという部分
においての記録というのは、その光丘文庫に行っての新聞調査、古典籍の調査に加えてされているのかど
うか、そこもちょっと済みません、確認でお聞かせください。
委員長（土門勝子君）
教育委員会教育課長（髙橋

髙橋教育課長。
務君）

町史編さんにかかわってそういった資料収集に努めているというこ

とでございます。現在は、先ほど申しました酒田新聞のコピー等をとっているということでございますけ
れども、その中にかなり詳しく記載があります。そのことは、酒田だけでなくて遊佐町内のことについて
もかなり詳しく、個人名も含めて掲載になっているということですから、そこにつきましては大変参考に
なると思っております。あとは、その編さん委員の皆さんの個人的なつながりの中でさまざま資料収集を
行っているということでございます。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

了解いたしました。

番（齋藤

武君）

資料収集というのは、ある意味物によるのでしょうけれども、時間との闘いというのもあるかと思いま
す。はっきり申し上げまして、その高度成長以前に活躍した人が今80歳、90歳になっております。例えば
そういう人たちの話をいわゆる聞き書きとして残す、あるいはその証言の様子を映像で記録するとか、そ
ういうこともなさっていいのかなというふうに感じています。例えば橇曳き法被というのがあります。こ
れはこれで遊佐刺し子ということで、いろいろ発展したものも含めて利活用されているわけですけれども、
ところが実際にそのはっぴを着てそりを引いてきて薪炭材おろしたという人の記録、証言というのは、私
はほとんど見聞きしたことがないのです。そういうものをやっぱり残すべきだろうし、あと富岡部落の人
が田植えの型を発明したと言われていますけれども、そのでは型を発明しても、遊佐町の建具技術があっ
たので、その型がしっかりつくれたということもあるのですが、その建具技術の伝承もなかなかされてい
ないというふうに思います。あと、その具体例もちょっと挙げますと、基盤整備前の水利慣行です。どう
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いうふうに月光川から水を引いてきたのかというような記録も、なかなかこれも一部あるのでしょうけれ
ども、十分あるのかなと思います。あとさらに言うならば、そのいわゆるディープな庄内弁です。もうほ
とんどこれ死語なっているのではないかというような庄内弁をしゃべる人が昔はいたと思うのですけれど
も、そういうような生の記録というのもないでしょうし、やはりそういう部分、先ほど申し上げましたと
おり時間との闘いですので、ぜひそういうところ、大変だと思うのですが、その町史編さん委員を例えば
ボランティアを募ってもうちょっと執筆をしなければいけないという形だけではなくて、幅広く資料を集
めるということも含めて人を募ったりしてその編さん事業をもうちょっと幅を広げて進めることができな
いかなというふうに思うのですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
委員長（土門勝子君）
教育委員会教育課長（髙橋

髙橋教育課長。
務君）

そういった資料収集につきましては、現在それぞれ執筆の分担を決

めながら担当していただいているということでございます。今お話ありましたように、幅広くというふう
なところでいけば、本当はそういったところもできればというふうには思うわけですけれども、余りに広
げ過ぎるとやっぱり時間だけがかかってというふうなことでもありますので、編さん委員の皆さんの意見
も伺いながら、どういった項目を絞って載せていくかということが重要になってくると思いますので、十
分相談をしながら進めてまいりたいというふうに考えております。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

今課長からありましたとおり、そのあったげさんめ、その悉皆調査は大変ですの

番（齋藤

武君）

で、やはり遊佐町らしいものに限ってでも結構ですけれども、数項目はあると思いますので、そこはぜひ
とも今だから、今しかできないものだと思いますので、取り組んでいただきたいなというふうに思います。
次に、最後の項目なのですけれども、94ページに移ります。94ページの社会体育振興費の中の負担金補
助及び交付金の中のツーデーマーチ大会関連のことにつきましてお伺いをいたします。参加者数の推移と
いうのをちょっと調べてみたのですけれども、実は過去のことは、最初のころのことはちょっと調べつき
ませんでした。手っ取り早くわかったのが25年については延べ1,588人、26年が2,591人、27年が2,577名、
そしてことしが2,816名ということで、これは早瀬あやさんの効果かわかりませんけれども、ことしについ
ては若干ふえているというふうな数字です。ただ、過去には4,000人以上の参加があったというふうに、カ
ウントのほう違うかもしれませんけれども、聞いております。そうした中で、私も最近になってですけれ
ども、自分の子供の、あるいはＰＴＡ行事に絡めてあることがあるのですけれども、歩いて見て、あるい
は周りの人と話しながらの印象なのですが、24回ですかを重ねているということもあって、その大会運営、
例えば看板の設置だとか矢印の引き方だとかに関しては、非常にこなれてきているなという感じがします。
ほかの市町村のツーデーマーチ、スリーデーマーチ行ったわけではないので、その比較はできませんけれ
ども、相対比較ではなくて絶対比較としては、遊佐町歩いて安心して歩けるなと。ことしはちょっと熊と
いう話もありましたけれども、それ別にすれば基本的には安心して歩けるな、自信を持ってほかの人に、
よその人にお勧めできるなという気がしました。
ただ一方で、これはその裏返しなのかもしれませんけれども、マンネリ化していないかという危惧があ
ります。具体的にどこかといいますと、そのコースの設定なのです。１日目は海方面、２日目は山方面と
いうふうになっていますけれども、例えば何で１日目は海でずっと固定されているのかという思いもあり
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ます。そこを１日目は山、２日目は海というのも、それはできなくないはずなのです、当然準備のことに
関してもう一回打ち合わせをし直さなければいけないでしょうけれども、場所そのものは変わりませんの
で。何でそんなことを言ったかというと、ことしのツーデーマーチの参加状況を見て改めて思ったのです
が、例えばＰＴＡ関係、子供、保育園、小学校の参加というのは圧倒的に土曜日が多いのです。そうなる
と、どうしても毎年海コースになってしまう。もちろん子供自身は１年、１年変わっていきますので、同
じ子供が毎年その海コース、決まったところ歩くということではないのですけれども、複数の子供を持っ
ている保護者にしてみれば、ひょっとすれば数年置きに同じ海コースを歩くということは十分あり得ます、
私も実はそうですので。そういうときに、そこのところで海と山を交換するだけで、遊佐の人にとっても
ああ、こういうところがあるのだなという発見ができたりするのではないかというふうに思うのですけれ
ども、そこら辺はどうお考えでしょうか。
委員長（土門勝子君）
教育委員会教育課長（髙橋

髙橋教育課長。
務君）

お答えをいたします。

今ご質問にあったとおり、最近のその開催の中では小中学生、ＰＴＡ事業で取り組んでいただいている
わけですけれども、土曜日の参加が多いということで、コース毎回海コースばかりだというふうなことで
の声も、若干の声あるということも承知をしているところでございます。今年度も、当初は事務局段階で
もそういった内容につきまして検討したのですけれども、ことしはこれで行きましょうというふうなこと
で考えたところです。来年度、25回大会ということで、記念大会というふうな意味合いも少し持たせたい
というふうなことで、事務局としては考えておりますので、そういったことも含めて関係者の皆さんとも
十分協議をしながら検討をしていきたいというふうに思っております。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

あと、その曜日の入れかえと、海と山との入れかえという話もありますし、あと

番（齋藤

武君）

海の中あるいは山コースの中でのそのルートの設定というのもあると思うのです。例えばもちろん休憩所
だとかチェックポイントの関係上、どこでもかしこでもということにはならないと思うのですけれども、
例えば自分の集落を通ってくれればその関心が高まるということもあるかもしれません。当然マンネリ化
防ぐということもあるのでしょうけれども、それに加えて。地図をざっと見たところ、素人考えでもひょ
っとしたらこういうところをもっとコース設定できるのではないかというのがやっぱりあります。全国的
な基準があってできないということもあるかもしれませんけれども、例えばこれは可能性の話で議論する
わけですけれども、三崎山あたりは入っていないわけです。もちろん入れてしまうと、往復コースみたい
になってしまっておもしろくないという話もあるかもしれませんけれども、でも入っていないのは確かで
すから、そういうところも考えられなくないだろうし、あと例えば月光川ダムのところも入っていないで
すし、いろいろ検討の余地はあるのではないかなと思いまして、そこは楽しくコース検討ができればと思
うので、ぜひともよろしくお願いしたいと思います。
最後に、これに関連してちょっと現実的な話でもあるのですけれども、産業課長に１点お聞きしたいと
思います。ツーデーマーチで28年、ことしの話ですけれども、８月８日現在で県外の参加者が410名、遊
佐町以外の県内の参加者が318名ということで、この割合どう見るか別ですけれども、町の外からの人が
来ています。よくイベントがあると経済効果何ぼ、何ぼという話が出るわけなのですけれども、ツーデー
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マーチに関して、参考までにお聞きしたいのですが、産業課としてその経済規模のようなものを把握して
いるのかどうかお聞かせください。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えします。

費用対効果の再分析というところまでは詰めていないわけでございますけれども、実数として捉えてい
る部分をちょっとお話をさせていただきたいと思います。まず、ツーデーマーチに伴う町内の宿泊施設へ
宿泊された方が140人ほどいらっしゃいます。その中には遊楽里が40人、それからしらい自然館が58人と
いうような、28年度は結果になってございました。あと、そのほか町内の旅館のほうに42人ほどいらっし
ゃるというようなことでございました。宿泊については、142人の宿泊費が伴っているという計算になる
と思います。あと、会場の出店ブース、各コーナーあるわけですけれども、今年度は13店舗ほど出たと思
っていますけれども、そこの売り上げはまだちょっと集計がはっきり出ていないので、今年度の分は申し
上げられませんが、昨年度までの売り上げの実績を見ますと150万円から200万円の間ぐらいで来ていると
いうような実態があります。農林水産まつり共催でやらせていただいておるわけですけれども、その中で
の売り上げが60万円前後あるというような内容でございます。そのほか飲食にかかわる町の小売業であり
ますとか、そういったものもあるわけですけれども、そういった詳細の部分はちょっとつかめていないと
いう状況になります。
以上です。
委員長（土門勝子君）

１番、齋藤武委員。

１

お金何百万円入ったとか、町に落ちたみたいな話は余りどうかなという部分ある

番（齋藤

武君）

反面、ただ町のお金を使ってやるので、一石二鳥、三鳥ですか、交流もあるし、健康増進もあるし、町の
産業振興もあるし、そういうところを多分これはゴールがない話ですので、毎年、毎年ぜひ磨きをかけ直
して、これからも25回以降ツーデーマーチを楽しく、末永く続けていただきたいというふうに思いまして、
私の質問を終わります。
委員長（土門勝子君）

これで１番、齋藤委員の質疑は終了いたします。

３番、菅原和幸委員。
３

番（菅原和幸君）

それでは、３番、菅原です。質問させていただきます。

資料的には事項別明細書の19ページになります。それから、行政報告書では32ページのほうになります
が、きのう総務厚生常任委員会等ありまして、いろいろ説明を受けました。その中で、月光川水害予防組
合の事業に関します内容についてこれからちょっと質問させていただきますが、32ページのほうにいろい
ろな税金等の徴収状況等記載されておりまして、そんな中でその中に月光川水害予防組合費もございます。
それで、質問は19ページのほうにありますちょうどとじ込みの付近に、19款雑収のずっと進んでいって２
節の雑入がありまして、組合費徴収交付金で月光川水害予防組合徴収交付金ということでございます。基
本的には、これきのう町民課長のほうに質問しましたところ所管は別だということでありましたので、き
ょう改めてここで質問をさせていただいておりますので、ご了承お願いします。それで、具体的には組合
費の徴収交付金44万1,756円ということで、交付がどこから入ってきているのか、第１点質問させていた
だきます。
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委員長（土門勝子君）

川俣地域生活課長。

地域生活課長（川俣雄二君）

徴収交付金に関しては、水害予防組合のほうからは交付されていますけれ

ども、所管としては地域生活課ではないと考えています。こちらで関係する部分としては、月光川水害予
防組合事務所の貸付料、これは地域生活課のほうで受けていますので、そこの部分か。徴収交付金につい
ては、月光川水害予防組合が町民課のほうにそれと同じような形で徴収委託しておりますので、それに伴
うものだというふうに考えます。
委員長（土門勝子君）

３番、菅原和幸委員。

３

実は、今課長のほうから説明あった貸付料のことは次の段階で聞こうと思ってい

番（菅原和幸君）

まして、ではその件については理解をさせていただきます。
それで、月光川水系につきましては、鳥海山系の単独河川ということで、最上川と違って距離が短くて
急勾配でもあるということから、かなり前は河川の氾濫があって、大水害を受けたという時期も自分なり
には認識しております。そんな背景から、月光川水害予防組合というのが組織化されまして、水害の防除
等に当たってきていると理解をしております。先ほど１番委員のほうから話ありましたとおり、７月に総
務厚生常任委員会のほうでかんがい視察として奈良県の十津川のほうに視察に行かさせていただきまし
た。平成23年の９月の12号台風で、深層崩壊ということでかなり山腹が崩壊しまして、村の96％が山林と
いうことですが、ちょうど遊佐町でいきますと二ノ滝の上の付近のああいう山の中での災害でもございま
した。そんな中で、当初というか、前は地域的に見ますと遊佐の直世の物見峠の付近、ちょうど牛渡、滝
渕川との合流点、それから月光川と西通川の合流点のあの付近、それがかなりの水系が合流しまして、冠
水被害があって非常に収量減につながったということも記憶しております。そんな中、たしか昭和53年の
完了だったと思ったのですが、金俣の上流に月光川ダムができまして、これは自然調節型でコンクリート
とロックフィルが一緒になっていますダムで、俗に言う治水ダムができました。それ以降、自分なりに理
解しておりますのは水害が減ってきたと、そのように考えております。そんな事務をつかさどっていたの
がこの月光川水害予防組合。非常に前置き長くなりましたが、それで先ほど課長からあった月光川水害予
防組合事務所の貸付料50万円ほど入っておりますが、具体的な事務所の場所とこの50万円の根拠について
お伺いしたいと思います。
委員長（土門勝子君）

川俣地域生活課長。

地域生活課長（川俣雄二君）

お答えします。

月光川水害予防組合、水害予防組合法に基づいて組織されている組合でございますけれども、この事務
所としましては、地域生活課のほうに設置をされております。その関係があって、事務所経費という形で
年25万円ほどの徴収をしているというところでございます。
委員長（土門勝子君）

３番、菅原和幸委員。

３

では、地域生活課のフロアの中の一部分を借りている。今25万円ということでし

番（菅原和幸君）

たが、50万円という決算の内容になっているのですが、ほかに何かあるということになりますでしょうか。
委員長（土門勝子君）

川俣地域生活課長。

地域生活課長（川俣雄二君）

実は昨年度徴収漏れありまして、昨年度分といいますか、26年分ですけれ

ども、その分が判明したものですから、２カ年分の徴収をさせていただいたということです。
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委員長（土門勝子君）

３番、菅原和幸委員。

３

決してそのこと、事実を知って質問をしておりませんので、かなり大きな額だっ

番（菅原和幸君）

たものですから、これはちょっと聞いておこうかなと思って質問させていただきました。
それで、遊佐のホームページ見ますと、月光川水害予防組合費という項目があって、それで水害予防の
防除等を目的として水害予防組合法に基づいて法人格を組織して、組合の規約をもって組合を運営してる
と。その目的は、河川の環境整備と水害の防除ということでやっております。それで、この報告書にもあ
りますとおり組合費を納める方、納税義務者という表現がされていいのかわかりませんが、いろいろ見ま
すと１月１日現在で賦課区域内に土地を所有している方に賦課をするということのようです。それで、ず
っと寄ってきますと、
これ所管に触れるようですが、業務報告見ますと賦課対象者が3,598人ほどいまして、
賦課額ありが2,600人ほどいらっしゃって、調定額では1,119万5,100円ほどになっているようでございま
す。それで、実は月光川水害予防組合は、はっきり言いまして私議員なったときにどこ見たらこのことが
出てくるのかなと思っていろいろ探したのだが、どこにも出てこないというのが非常に去年から感じてい
まして、それは当然別の組織だということで理解をしておりますが、基本的に６月ころにいろいろ納税通
知書が各町民に送られてきます。その中に、月光川水害予防組合管理者遊佐町長という名目の中でこの納
付通知書が入って送られてきます。そんな中で、やっぱり町民から見れば税金と同じように受けるものだ
と認識をしておりますが、先ほど来いろいろ説明を受けていますが、はっきり言えばそういう事業という
か組織外、町の組織ではないということで、簡単な言葉で言えばどこに、決算には出てこないという認識
でよろしいのかどうか、ちょっと確認をさせていただきます。
委員長（土門勝子君）

時田町長。

町

実は、独立した月光川水害予防組合議会というのが町として持っていますので、

長（時田博機君）

これは遊佐町の議会とはまた別の組織であります法人格、それについてそのあり方自体、予算自体につい
ては組合議会で予算の承認をいただいて、そして議会を年３回、それで決算についても承認をいただくと
いうことになっていますので、遊佐町議会にそれを全部報告しなければならないと。それは機関として、
議会として独立した機関であるということをご了解をお願いしたいと思っています。
委員長（土門勝子君）

３番、菅原和幸委員。

３

いろいろ町長から答弁いただいてありがとうございます。

番（菅原和幸君）

それで、基本的には私もそれは了解しておりましたが、25万円の事務所もいただいて、事務を役場のほ
うで担当されているという部分もあるようですので、これは議会もあるということは承知をしておりまし
たが、あえてここで要望させていただきますが、やはりいろいろ見ますと、例えば広報とかそれには載ら
ないということでわかりますが、その内容というか事業内容、ある程度の河川の維持作業かとは想像つき
ますが、もし今後事務局を担当します地域生活課のほうで一つの議会のときの話題としてお願いをしたの
ですが、できればそういう開示が可能であればその事業内容等について検討いただければなという意見を
申し上げます。
それで、なぜこういうことを申し上げますかというと、実は洗沢川にこの間テング巣病でいろいろ話あ
りました桜並木があって、あそこからちょうど私の集落、樽川のほう直世橋の間、あそこで本来であれば
最近は業者に委託して川の草刈りをやっているようです、水害予防組合のほうで。ただ、基本的に前から

- 188 -

の水害予防ということで集落のほうでずっとやってきた経過があって、やってきて、それなりの対価はい
ただいているようですが、やはり高齢化があっていろいろできなくなったものですから、業者に委託して
いただきたいという動きがあって、はっきり言えば役場の地域生活のほうに行ったところ、いろいろあっ
て、庄内支庁の担当の課のほうに行って調整をしてくださいという部分もあって、その後は私も聞いてい
ないのですが、基本的にそういう要望もありますので、今後月光川水害予防組合等の会議等であれば、今
別の組織であることは重々承知しながら発言をさせていただいておりますが、よろしくお願いをしたいと
思います。
それでは次に、ちょっともう一点だけ地域生活課長に確認をしたいのですが、ページ数からいきますと
73ページ、ここに住宅費ということで住宅管理費がのってございますが、ちょっと確認的なもので質問さ
せていただきますが、はっきり言えば決算書にはこの数字はのっておりませんが、平成27年度予算につい
て私がこの議員に就任する前に３月定例会において予算の審議がありまして、事業別明細書見ますと、当
初予算で１億6,919万4,000円ほどなって、補正減として１億6,220万円ということでなっておりますが、
この内容についてちょっと詳細に確認しますと、この内容は本年３月２日、28年の３月２日に平成27年度
遊佐町一般会計補正予算（第６号）において決議をされた８款土木費、住宅費、住宅管理費の中の13節の
委託料1,750万円と15節工事請負費１億1,370万円ですか、それから17節として公有財産購入費3,000万円、
22節補償補填及び賠償金、償還金決済金等でこれが約100万円ですか、合わせまして１億6,220万円という
ことでなっているようですが、そういう内容でちょっと確認だけさせていただきたいのですが、ここに決
算ではないのですが、補正になったのはそういう内容でよかったかという確認をさせていただきたいので
すが。
委員長（土門勝子君）

川俣地域生活課長。

地域生活課長（川俣雄二君）

ただいま質問あった内容については、昨年度のという、昨年、26年度とい

うことですか。
（「27年度ということ」の声あり）
地域生活課長（川俣雄二君）

１億6,220万円の減、これについては今委員のほうからお話ありましたよう

に、若者の定住町営住宅の建設が計画どおり進まなかったということに伴う、施行できないわけですので、
その不用額については事前に落とさせてもらったということでございます。
委員長（土門勝子君）

３番、菅原和幸委員。

３

ちょっと確認だけをさせてもらいましたので、これ以上質問はいたしません。

番（菅原和幸君）

簡明に質問するので、もう少し質問させていただきますが、次に農林水産業費に関しまして、全般的な
内容について質問させていただきます。ページ数は、事項別明細書の52から60ページになると思います。
６款に農林水産事業費が予算現額、支出済額、繰越明許ということで並ぶ中で、不用額が２億 2,651万
6,155円、これが予算現額に対して約16％ぐらいの割合の不用額でございます。それで、はっきり言えば
個々の内容については当然見ればわかるものですから全体的なことを質問させていただきますが、決算書
の予算を見ますと、平成27年の歳出合計で総額で93億3,707万3,000円ほどの平成27年度の決算総額予算に
なっております。その中で、農林水産業費が占める割合がほぼ15.2％ほどの14億1,935万8,000円ほどにな
っておりますので、かなり大きい面を占めているということは当然わかります。それで、どうしても町民
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の方が生活する上で必要とします民生費、衛生費、消防費、教育費等除いた、例えば商工費、土木費と比
較しますと、突出をしてその割合が大きくなっているということは、これから見てもわかるところでござ
います。そういうことで、遊佐町はやはり農林水産業が中心の町であるということは、改めてこの辺から
証明できることと思います。そんな中で、非常に質問が幼稚なのですが、不用額ということを見ますと、
１項の農業費が約3,745万円ほど、それで２項の林業費が369万円ほどでございまして、予算現額に対して
２％か３％くらいのほぼ完全に使い切っているような状況の中で、水産業費が突出をして不用額があった
ものですから、ちょっと自分なりに言いますが、不用額が78.52％、これはびっくりしたものですからいろ
いろ見ましたら、実はこの間の補正でも私ちょっと質問したかもしれませんが、サケのふ化の事業の関係
の更新事業の関係で減額して、繰越明許等の決済は、決議はこれ511回議会等でやってきたわけなのです
が、当然このことを見ればいいのですが、改めて確認すればこの件がこの不用額としての決算となったの
でしょうか。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えいたします。

水産業振興費のほうで１億8,200万円ほど減額になっているということでございますが、これが主に農林
水産業費の主立った減額理由でございまして、中身については、升川ふ化場の整備工事費、当初27年度の
繰越予算によって28年度施行になる予定だということで農林水産省のほうから連絡が入った部分ですが、
年度末におきまして国の予算が当初予算に移行するという連絡をいただいたもので、県と町も予算を28年
度に計上させていただいたということでありまして、国庫補助のほうが１億5,215万円、それから県の補助
のほうが3,000万円のその１億8,221万5,000円の部分が減額になったということが大きな理由でございま
す。
委員長（土門勝子君）

３番、菅原和幸委員。

３

見ればわかるようなことを質問して申しわけなかったのですが、ちょっと次の質

番（菅原和幸君）

問のために質問させていただきました。
それで、27年度決算の農林水産業費の状況を見ますと、１項の農業費が約72％ほどの割合を示していま
す、実質的には。それで、水産業費、３項ですが、16％くらい、この２つ合わせますと87％くらいの予算
内容になっている状況でございます。その中で、２項にあります林業関係予算割合が約11％ということで
なってございます。それで、決算内容をいろいろ見ますと、松くい虫防除が多く占めておりまして、約１
億379万円ほどですか、この林業費の約65％ぐらいの割合がほぼこの内容になっているようです。それで、
この間の補正予算の審議でもいろいろ補正等の中で意見を述べさせていただきましたが、やはりあの現状
を見ますと、松くい虫防除非常に大切な事業ということでは理解をしております。それで、当然あの決算
においてはそういう内容ですが、例えば決算のこの審査特別委員会は、次年度につなげていただくという
部分もあるのかなという意味合いでちょっと発言をさせていただきますが、町長初め執行部の方に要望な
のですが、できれば今後やはり東山のというか、東山のほうに位置します林業施策の強化も推進をしてい
ったらどうかという提案でございます。それは、あくまでも鳥海山・飛島ジオパークが先日認定された中
で、やはり鳥海山がもたらす恵みというのは、誰しもが異口同音におっしゃることがほぼ同様でございま
した。自然の恵みということで、水とかそれから景観とか、そういうものを示していると思います。それ
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で、ジオというのは当然地球、大地、それからパークは公園ですが、それだけでは当然恵みにはつながら
なくて、やはりその大地に根づいています木々というか植物とか、そういうものがあってこそだと思って
おります。最近ではいろいろ林業の不振等でそこまで手が回らないようですが、基本的にはこの地域を管
轄します森林組合あるわけですが、その昨年度の決算等を拝見しますと、やはり非常に苦しい経営にもな
っているようですので、その総代会に出席した際に一つの要因が余りにも松くいのほうに力をとられてし
まって、東山のほうに行ける時間が不足したというような答弁もございました。
それで、できれば今後林業施策の強化について一つの要望として申し上げたいと思います。はっきり言
えば、予算をアップしてくれということではなくて、県の事業の中でいろいろやっている部分もあります
ので、当然モリノミクスとかという今やっておる部分もあります。それは、緑環境税を使った間伐とかや
っている方もいらっしゃいます。また一方、庄内、それから最上のほうに全国で展開します大手の林業関
係の会社が３つほど現実的に張りついておりますので、場合によっては山形県の条例等もありますが、そ
れが会社の方がその山を購入することによって、乱伐ということも将来考えられることであろうかなと思
っております。そんな中、きのう総務厚生常任委員会、最後の報告の中で改めて岩石採取の申請が出され
たという報告が担当の課長から委員会のほうにありました。山形県森林保全条例に基づけば、町内には３
つのたしか森林保全地域が存在するわけですので、先ほど言った緑環境税でそこをある程度間伐していく
ことによって、そこたしか20年は皆伐できないというか、全部切り倒すことができないと認識をしており
ますので、そういうことも含めて今後の来年以降の林業施策にいろいろ対応していただきたい、そういう
ことで要望でございます。もし町長からご回答とか所見が伺えれば、お伺いしたいと思います。
委員長（土門勝子君）

時田町長。

町

今松くい虫の予算が非常に事業として大きいものですから、遊佐町として事業と

長（時田博機君）

いうと西山、砂丘地、クロマツの保全という形でまだまだ実は収束というのでしょうか、史上最高の被害
が出ているという状況、そしてこの議場で松くい虫被害対策強化プロジェクトというのは、県から開催を
していただいていまして、鶴岡市、酒田市さん、そして遊佐町と環境の団体もそれぞれ４団体ほど、そし
て森林組合とか県とか、いろんな形で会議させていただいていますこと大変ありがたく思います。まさに
予算を足りないと言っていられないような状況でしたので、27年度は本当に大きな予算を出動したという
ことでありますけれども、私はこれから秋にかけて調査と伐倒等、やっぱり町で、県がやってくれないか
らただ黙って見るというわけいかないものだと思っています。それについても、やっぱり町としても応分
の負担はしながら進めていくというつもりでおります。
そして、東山に関しては、実は森林法の改正が29年４月１日からなる予定です。主たる目的としては、
いわゆる林地、林の地目等の確定、なかなかなされていないということが大きな課題だそうです、全国的
に。遊佐町は、意外に国土調査も進んでいますけれども、置賜地方はほとんどゼロ％とか、10％というよ
うな林地の境界がはっきりしているところがないと。最上は、林業やってきたエリアでありますから、
100％もう国土調査は済んでいる。そんな中で、町でもまだ八十何ぼだっけ、八十数％の林地が確定して
いると思いますけれども、それら等について森林法の改正もありますので、そして切ったれば植えなけれ
ばならないという、逆に言うと乱開発を防ぐのだという、そんな林野庁の方向も示されておりますので、
それら等しっかり県と相談をしながら、東山についてもそれは手を差し伸べていくということは当然です。
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ただ、一番困るのが民地で、うちの山どごさあるかわからない、行ったことない、そういうのが出て放置
されてしまっているというのが非常に今全国でも課題だと伺っています。それら等やっぱりボランティア
だけでなるものではないのでしょうし、ましてやその個人の財産権の問題等もあるわけですから、それら
等しっかり行政としては把握をしながら、できるところから、特に県の緑環境税非常にありがたい制度で
ありますので、それら等の導入等も図りながら進めてまいりたいと、このように思っています。
以上であります。
委員長（土門勝子君）

３番、菅原和幸委員。

３

どうもありがとうございました。

番（菅原和幸君）

それで、実は県の森林組合の連合会、山形にあります。そこの参事している方が私が中学校同級生でし
て、いろいろ勉強しに行きましたら、たしか町長おっしゃるとおり置賜がかなりおくれていると。それで、
今馬力かけてやっているということで、当初私も国土調査事業全然知識がないままに行ったら、ある資料
見せられまして、遊佐町はたしか80から90前半くらいのかなり国土調査は完了しているということで、こ
こさ来んなさそんなことも勉強しないで来たかということで怒られましたが、そのぐらいなっているよう
です。実は、前もこの場でも質問したと思いますが、やはりこれから高齢化になって相続が発生するとき
に山林も含めて相続を受けるわけですが、基本的に受けたものはいいのですが、どこに自分の山があると
か、財産があるとかというのは当然本来知って受けるべきなのですけれども、ほとんど知らないまま受け
る若い人が今後ふえていくと思います。それで、実は先日、関係ないことなのですが、直世山のほうで今
北庄内森林組合のほうでやっています大型の切るやつ持ってきたり、そこを見せていただく機会がありま
して、その際この境界がはっきりしないというのが当然あったものですから、森林組合でそれなりの何か
ＧＰＳの機械があるということで、その実践もしていただくということで、かなり10人くらい町民の方が
集まりましたが、そういうのがあるのだかと当然感嘆したところですが、森林組合でもただでは受けない
のですが、もしそういうものの問い合わせがあれば、そういうものを対応していきますという現場での話
でしたが、そういう動きもありますので、できればお金だけ出す東の振興ではなくて、そういうものをい
ろいろ支援していくのも役場のほうの一つの業務かなと考えます。先ほど申しましたが、森林保全地域で
緑環境税やっていけば20年以上あそこ絶対木が切れないという枠がはまっていますので、できれば森林保
全という面から見ても、そういう緑環境税を使った管理というのですか、そういうものをぜひとも町のほ
うで推進していただきたいなと、そのように考えております。この件については以上で終わります。
それで次に、教育課のほうに質問させていただきますが、教育費全般で10款の77ページから95ページに
ついて質問させていただきます。予算現額、支出済額といって、先ほどからずっと不用額ばかり申し上げ
て申しわけないのですが、5,216万円ほど教育費の中で不用額が出ているようです。そんな中で、１項の教
育総務費から５項の保健体育費まで、いろいろ構成とか列記してみますと、やはり当然多いのは予算面か
らいくと１項の教育総務費、続きまして社会教育費が約25％、４分の１ぐらいの予算を占めております。
そんな中で、不用額が約1,680万円ほど、約９％弱ですか、そんな状況でございます。その中でまた見ます
と、２目の生涯学習推進費がありまして、その中で11節に需用費がありますが、その予算の中で15％ぐら
いが不用になっている状況です。最初に、この不用額の概要についてお伺いしたいと思います。
委員長（土門勝子君）

髙橋教育課長。
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教育委員会教育課長（髙橋

務君）

お答えをいたします。

２目生涯学習推進費の11節需用費でございますけれども、この中で一番大きなのが燃料費の減少になり
ます。燃料費の単価下落によりまして、約90万円ほど不用額が発生しているということでございます。
委員長（土門勝子君）
３

番（菅原和幸君）

３番、菅原和幸委員。
多分その答えが出てくるということは承知して質問しているのですが、それで13節

のほうに委託料として、これまた14％ぐらいが不用になっている状況でございます。それで、いろいろ内
容見ますと、いろんな日常の業務に関連します管理部分が多いようでありますが、年度当初に見積もり合
わせ等を行って、大体限られた予算で組んでいくというのが自分なりに理解をしておるのですが、額的に
若干多く感じた部分もあるものですから、これも含めてちょっと質問させていただきます。
委員長（土門勝子君）
教育委員会教育課長（髙橋

髙橋教育課長。
務君）

お答えをいたします。

委託料の不用額137万6,000円ほど掲載になっております。その中で一番大きなものは、設計管理委託料
になります。設計管理委託料につきましては、工事の関係でございますけれども、今年度現在実施してお
ります生涯学習センターの冷暖房設備の更新工事に関しまして、昨年度実施設計をいたしました。実施設
計費の算定の際に、概算工事費を積算しながらその中で設計委託料も概算で積算をしたわけですけれども、
それが入札によりまして86万円ほどの減額になっているということでございます。
委員長（土門勝子君）

３番、菅原和幸委員。

３

今の件については了解というか、わかりました。

番（菅原和幸君）

基本的に自分なりに時間配分間違いまして、ほぼ自分で準備した質問はこれで終了しますが、先ほど冒
頭の月光川水害予防組合、重々所管外というか、拠出外ということはわかっておきながらいろいろ質問さ
せていただいたことは、この場をかりましておわびをして私の質問は終わりたいと思います。
以上です。
委員長（土門勝子君）

これで３番、菅原和幸委員の質疑は終了いたします。

４番、筒井義昭委員。
４

番（筒井義昭君）

順番的には１、２、３か、１、３、２の後に私に回ってくるのかと思って安心し

ていたのでありますが、ちょっと待ってください、靴履かせていただきます。すると、では私のほうから
これはお昼またぎになるかと思いますけれども、質問させていただきます。教育課に３問、産業課に３問、
質問項目も渡しておりますので、１時間内におさまるようにお願いいたします。
それでは、教育課に関して、図書館の利用実績についてであります。入り口としては、決算書89ページ、
款教育費、項社会教育費、目図書館費、節備品購入費296万6,009円が決算として報告されております。図
書館における図書、視聴覚機器備品費とありますが、図書の購入する際に当たりどのようなニーズの把握
により図書種類が選ばれ、図書冊数に至ったのかお伺いさせていただきます。
委員長（土門勝子君）
教育委員会教育課長（髙橋

髙橋教育課長。
務君）

お答えをいたします。

購入図書のいわゆる選定、選書につきましてですけれども、図書館流通センターが毎週発刊をしており
ます「週刊新刊全点案内」、これはその特定の週に発行された本が全て網羅されているという資料でござ
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いますけれども、それを参考にいたしまして、社会的課題、時代のニーズ、こういったものを反映した図
書を選定をしているということが１点、それからもう一つは、利用者からの書籍等のリクエスト、こうい
ったものにもお応えをしているところでございます。これが大体およそでありますけれども、購入した金
額のうち10％程度がこういった利用者の希望に沿った内容で購入しているということでございます。全て
希望購入しているということではなくて、図書館総合協力推進事業ということでの図書館の間での貸し借
りというふうなことでもありますので、そういった調達もできますので、そういったものから外れたもの
ということでリクエストにもお応えをしているということでございます。
あともう一つは、遊佐町でその分担収集をしているというものがありまして、鳥海山、それからサケ、
サケは川を上ってくるサケでございます。佐藤政養、シェイクスピア、こういったものについては重点的
に収集をしているといったことで、こういった大きく３つのポイントにおいて選定をしているということ
でございます。
委員長（土門勝子君）

４番、筒井義昭委員。

４

これ蔵書要望書、課長の答弁で言うところのリクエスト、利用者における蔵書に

番（筒井義昭君）

対するリクエストのシステムが確立されているし、そのリクエストに関しては、ある程度利用者が満足い
けるような形で配備され、かなえられているということも承知しております。しかし、行政報告書92ペー
ジにある図書館の利用状況を年次別に見てまいりますと、残念ながら図書館の利用者と貸し出し冊数とい
うのは減少傾向にあるのは事実であります。ちなみに、平成25年来館者数４万8,432、貸し出し冊数４万
8,952冊、平成26年度においては来館者数というのは前年度４万8,000いたのに３万1,301、貸し出し冊数
においてもほぼ3,000冊ほど減少しまして４万5,171冊。昨年の平成27年度は、来館者数は前年度の３万
1,301に対して２万9,899、貸し出し冊数においても、前年度の４万五千幾何冊かに対して４万2,887冊と
減少化傾向にあります。同じように、教育委員会事務点検評価報告書、こちら68ページになるわけですけ
れども、こちらのほうにゼロ歳から18歳の図書館利用状況も掲載されております。これも、平成25年度か
ら平成27年度のそのデータを見ますと、似たような比率で減少しております。要因としては人口減少、少
子化もあるのでしょうけれども、何よりも活字離れ、本離れもあるのだと思います。教育の推進を目指し、
読書の読育の推進を目指し、遊佐町子供読書活動推進計画を策定し、行政の効率化と利用者の利便性を図
るため、図書館の指定管理を進めた現状において、遊佐町立図書館の利用者アップに向けた施策をお伺い
すると同時に、指定管理後の本年４月から８月までの来館者数、貸し出し冊数の経過を説明、報告願いま
す。
委員長（土門勝子君）
教育委員会教育課長（髙橋

髙橋教育課長。
務君）

お答えをいたします。

図書館のいわゆる来館者数につきましてですけれども、来館者数のカウントにつきましては、玄関に設
置しておりますセンサーによって実施をしているところでございます。その数字によって報告はさせてい
ただいているということでありますけれども、平成26年度において、どうもやっぱり少し多いのではない
かというふうな考えのもとに、より精度の高い機械に交換をさせていただきました。そういった関係で人
数的には減ったのだろうというふうな推測をしているところでございます。
それから、利用の貸し出し冊数の減少というようなお話でございました。数字だけを見ればそのように
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なっているということでございますけれども、人口で割り返した数字というふうなことで申しますと、ゼ
ロ歳から19歳、いわゆる若年者、未成年の皆さんの人口割る貸し出し冊数ということで計算をしてみます
と、例えばですが、平成17年度においては１人当たり5.38冊、平成22年度でいきますと１人当たり5.7冊、
平成27年でいきますと8.06冊というふうに、１人当たりで見ますとふえているということでございます。
そうしたことから見ますと、これまで図書館でやっぱり努力をしてきた内容、あるいは策定をしました子
供読書活動推進計画、こういったものが功を奏しているのだろうというふうには考えているところでござ
います。
それから、平成28年度、今年度になってからの貸し出し冊数ですけれども、４月から８月までの合計で
１万9,845冊となっております。昨年度、平成27年度の同時期につきましては、１万9,652冊となっており
まして、差し引きでいきますと、今年度のほうが193冊大きく上回っているということでございます。た
だ、実は今年度の８月だけを見ますと、前年同期と比べまして423冊減少しているということでございま
す。これにつきましては、まだ正確な分析はこれからというふうになりますけれども、お天気がよくて暑
かったということもあって、屋外でいっぱい遊んだのかなというふうなことも含めて、実態としては400冊
減っているというふうなことでございます。
以上です。
委員長（土門勝子君）

４番、筒井義昭委員。

４

そうなのです。図書館のほうからも、今年度に入った来館者数と貸し出し冊数、

番（筒井義昭君）

データとして出させていただいたら、微増傾向にあることは確かです。ですけれども、やっぱり利用者の
利便性というのは大きく図られたことも確かです。大きく改善されていたのにもかかわらず113冊ですか、
113冊の増としかなっていない。そして、来館者数においても、来館者数から見るとやっぱり月別に見れ
ば結構伸びているわけです。８月なども200人ほど伸びていますし、７月に関しても300人ほど伸びている
というふうな、私はこれは評価に値することだとは思うのですけれども、先ほど課長がことしの夏は暑か
ったから外に出て遊ばれたのではないかというよりも、私は暑いときだからこそ極めて環境が整った図書
館で勉強なり本を読むなりしていただきたかったなという感じはするわけです。きょう暑いから図書館に
でも行くかというのが方向、人間の動向なのではないかなと思いますけれども、８月について落ちたとい
うことはちょっと残念か。これ、私はやっぱり今の時代を席巻しているデジタル化というものを非常に否
定するつもりではないのですけれども、否定するつもりは毛頭ありませんが、非常に危惧しています。ア
ナログな世界に思考力というのが生まれるものだと思いますし、物をつくり出す創造力というのがアナロ
グの世界にこそ生まれるのではないかと私は信じております。知識と創造力を養うアナログのツールであ
る本、その本の遊佐町の本の読書を支える城とも言える町立図書館の利便性の拡充と読書環境の充実を切
に願ってこの項は終わります。
続きまして、決算書事項別明細書89ページ、款は教育費、項は小学校費、目は学校管理費、節は委託料、
内容は遊具点検業務委託料４万円についてであります。小学校施設内の遊具点検委託料４万円が歳出とし
て報告されておりますが、遊具の点検は、定期的にどのぐらいの頻度で行われ、誰に点検を委託している
のか報告願います。
委員長（土門勝子君）

４番、筒井義昭委員への答弁を保留し、午後１時まで休憩いたします。
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（午前１１時４９分）
休
委員長（土門勝子君）

憩

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後１時０１分）
委員長（土門勝子君）

４番、筒井義昭委員への答弁を保留しておりましたので、答弁のほうお願いしま

す。
髙橋教育課長。
教育委員会教育課長（髙橋

務君）

お答えいたします。

小学校費の遊具の点検につきましては、小学校５校の施設内に設置しております遊具について、年１回
春休みに点検をお願いをしているところでございます。町内の鉄工関係の事業者に委託をしているところ
でございます。事業者が作成をしました点検表によりまして、外観、金具の摩耗等について全て点検をい
ただいて、補修、修繕等が必要であれば別途見積もりをいただき、対応をしてきたというふうなところで
ございます。あとは、日常的な点検は学校の職員が行っているということでありますけれども、それにつ
きましては特段統計的なものを持ってございません。随時点検をしているということでございます。
委員長（土門勝子君）

４番、筒井義昭委員。

４

この小学校５校あるわけです。５校のグラウンドに設置されている遊具の点検と

番（筒井義昭君）

いうのが年間４万円で１度実施されている。それは、専門業者に定期的な年に１度の定期検査という形で
依頼しているということは理解いたしました。通常点検とも、定期点検はその年に１回の専門業者によっ
て行われるのだと思います。しかし、学校管理者としてやっぱり定期点検的なものという、通常点検的な
ものというのは実施されなければいけないのだとは思うのですけれども、その点検マニュアル的なものと
いうのは、今の答弁から見てもマニュアル的なものというのは設定されていないのだろうなという、いわ
ゆるチェックシートみたいな点検シートというのはあって、それによって実施されているものなのだろう
なと理解もできますし、想像もできます。これ、本定例会の補正予算にも計上されたように、小学校のブ
ランコの金属部が腐食したことにより、ブランコの鎖がちぎれたというか、外れたというような事案に対
する修繕費が補正予算で生じておりました。子供たちが使用する遊具でありますので、遊び方もさまざま
です。私やっぱり放課後子ども教室のスタッフで子供たちのブランコの遊び方などを見ておりますと、立
ち乗り、２人乗りなどというのはもちろんのこと、天を仰ぐほどブランコをこぐ仰ぎ乗り、そしてチェー
ンをぐるぐる、ぐるぐると座りながら回して逆回転を生み出してぐるぐる回る、ブランコの遊び方として
は不適切なのかなとは思いながらも、ぐるぐる回るあのヘリコプター乗りなどがあります。ああいう姿を
見ますと、子供の想像力と体力と身軽さというものに非常に感心させられる子ども教室での体験でありま
す。
そこで、子供たちが自由奔放に遊具で遊ぶ。そして、それを常に教師や大人が見守ることはできない。
それは、物理的に不可能かと思います。そこで、学校や町や大人に求められるのは、徹底した安全確保へ
の配慮であるかと考えます。それを踏まえ、遊具点検充実をいかに図っていくのかご所見を伺うと同時に、
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町内５小学校遊具等点検委託料というのが年間４万円で十分であるのかも含めお尋ねしたいと思います。
委員長（土門勝子君）
教育委員会教育課長（髙橋

髙橋教育課長。
務君）

お答えをいたします。

今般吹浦小学校で起きた事例につきましては、ブランコのチェーンがビニールで被覆されているタイプ
のものだったというふうなことでございます。設置から８年を経過したということで、小学校整備の際に
設置したものでございますけれども、設置当時はチェーンに指を挟んでけがをするというふうな事例が全
国的にあったというふうなことで、こういったタイプのものにしたというふうに聞いておりますけれども、
結果的にはそのことがかえってその目視による点検のやっぱり盲点になってしまったというふうなことで
ございます。今般取りかえたものにつきましては、ほかの小学校にも設置しているようなチェーンがきち
んと見えるタイプというふうなことでございます。
今後の対応ですけれども、専門業者にお願いをすると健康福祉課の事例で見ますと１施設３万円くらい
というふうなことですから、１回の点検で。それも、数年に１回というような点検のようでしたけれども、
毎年各小学校にやればそれなりの費用もかかるというふうなことでありますので、今後来年度以降のその
予算編成において、予算確保について財政当局とも相談をしながら検討をしていきたいというふうに考え
ております。
委員長（土門勝子君）

那須教育長。

教育長（那須栄一君）

私からも一言。業者によるというのは、専門的な点検ということで、年１回とい

う予算計上でございましたが、小学校に限らず中学校も含め、中学校は遊具はないわけですけれども、学
校での児童生徒の安全管理ということは遊具に限らないわけで、学校の体育館も廊下も教室も子供たちに
とってはある意味で格好の、遊び場も含めて活動の場でありますので、各教職員の自分の管理担当区域と
いうのは決まっておりますので、その中に多分遊具も入っているはずでございますが、毎月１回は点検費
用によってふぐあいはないか、あるいは今子供たちの想像力がすばらしいということありましたけれども、
大人の目線ではなくて子供たちの発想でいけば、これは格好のそういう遊び材料になって、我々が想像も
しないような行動、動きをする可能性もあるだろうなという目線で学校の施設なり設備なり設置状況等を
見ていただいて、チェックして管理職に報告すると。そして、やっぱりここがちょっと心配だなとか、問
題あるなということになれば、こちらに予算必要なものは要望来ます。そういうことで、点検管理はやっ
ているはずでございますが、なお先般の校長会でもお話ししましたけれども、来月も月早々に校長会があ
りますので、重ねて定期のチェックも毎日日常化しているものですから、案外なれで大丈夫だろうという
ことでオーケーしてしまう可能性もありますので、やっぱり子供たちの動線、目線でチェックするという
ことが大事だと思います。安全、安心に関しては、重ねて注意喚起をお願いしていきたいと思っています。
委員長（土門勝子君）

４番、筒井義昭委員。

４

それでは、いわゆる安全確保というのは十分配慮された形での点検がなされるこ

番（筒井義昭君）

とを強く望みまして、次の項に移らせていただきます。
ページ的には78ページ、教育費、教育総務費、目がこれは事務局費になるのですか、遊佐高校支援に関
する決算報告についてであります。４項目にわたって、その負担金補助及び交付金として遊佐高校支援に
関する決算内容が記されております。行政報告書の88ページを見ていただいたほうが内容は明確にわかる
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のだと思います。昨年は、遊佐高校支援策として支援制度、支援の内容も拡充され、メニューもふえ、そ
して見事28年度の遊佐高校の入学生というのが定員を達したということは喜ばしいことだと思います。し
かし、遊佐高校に対する支援というのがいわゆる現状のままでいいわけではないと私は考えます。時代の
ニーズに合った、生徒のニーズに合った支援策というのをやはり私どもも模索していかなければいけない
のだと思います。そこで、いわゆる就職に際する人気資格ランキングというのがホームページで検索する
ことができました。調剤薬局事務というのがランキングとしては１位、保育士、医療事務、ここまでとい
うのはある程度高校を卒業して専門課程の大学や専門学校に入らないと修得できない資格だと思います。
その次に、マイクロソフトオフィススペシャリスト、つまりワードやエクセルを十分使いこなせる。そし
て、使いこなせるだけでなくて試験を受けて資格として認定するという、認定されたものを資格と言うの
だと思うのですけれども、遊佐高校の総合学科の授業のカリキュラムにも、昔からこのコンピューターの
データ処理などは情報処理という科目で取り組まれております。遊佐高校でも、総合学科になった時点で
この情報処理という科目が設けられております。多分そこでワードとかエクセルを学ぶのだと思います。
その延長線上で、このマイクロソフトオフィススペシャリストという資格を取りたいというふうな希望者
も、ニーズとしては出てくるのではないかなと思います。ワードの認定を受ける際、エクセルを受ける際
に、試験料というのがどちらも8,000円程度という形で試験料が発生します。このスキルアップとかキャリ
アアップのそのメニューの中に、ワードやエクセルの資格認定を得るための試験料みたいなものをこのメ
ニューの中に盛り込むことができるかできないか、そういうふうな形で盛り込むべきというスタンスで質
問させていただきますけれども、教育課の答弁を願いたいと思います。
委員長（土門勝子君）

髙橋教育課長。

教育委員会教育課長（髙橋

務君）

お答えをいたします。

今ご質問にありました資格については、学割で受検料が8,000円程度というふうなことでございました。
こういった内容につきまして、これまで遊佐高校のほうと情報交換しておりませんでしたので、生徒のい
わゆる需要といいますか、やっぱり要望があれば検討に値するというふうに思っているところでございま
す。遊佐高校の生徒の皆さんの就職に資するということで、キャリアアップに資するということであれば、
十分対応可能というふうに考えておりますので、遊佐高校の学校と十分相談をさせていただいて検討した
いというふうに思っております。
委員長（土門勝子君）

４番、筒井義昭委員。

４

ぜひそのようにお願いいたしたいと思います。就職する際に、特に事務系に就職

番（筒井義昭君）

したいと思う場合、このワードとエクセルの技術を修得しているということは、もう必ずや求められると
いうような資格なのだと思います。遊佐町の臨時職員採用の事務系の臨時職員の採用に関しては、ワード
とエクセルが使いこなせることみたいなことが明記されておりますので、時代はやっぱりこの資格を必要、
求めているのだ。ニーズとしては十分あるのだということも踏まえた上で、前向きに検討していただけれ
ばありがたいと思います。
次移らせていただきます。今度は、産業課のほうに３問ということになるかと思います。産業課に関し
て、これ入り口探すの大変だったわけですけれども、一応54ページの款農林水産業費、項農業費、目農業
振興費、節負担金補助及び交付金、山形大学農学部地域産学官連携協議会負担金、こちらが10万円ほど計
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上されております。農と食による地域の魅力創造事業補助金、こちらが30万円ほど計上されて報告されて
います。本事業の説明を願います。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えいたします。

まず、１点目の山大農学部地域産学官連携協議会負担金でございますが、この協議会の目的としまして
は、山大農学部のまずは高度な研究開発並びに地域の産官学の連携ということで、農業を核とする産業の
活性化のためにいろんな研究も含めた機関として協議会を設立するということでございましたが、農業に
特化してはおらず、幅広く地域産業の活性化を促進していくための協議会ということで、そこに対する負
担金でございます。
もう一点の農と食による地域の魅力創造事業補助金でございますが、これは地域の新しい産業となる農
産物、加工品を生み出すという目的で産地づくりに向けた商品開発や販路拡大を目的とするために支出さ
れる補助金で、県が２分の１、町が２分の１の補助金を出しております。この内容については、具体的に
申し上げますと、杉沢地区環境美化推進協議会への啓翁桜栽培の取り組みへの補助になってございます。
以上です。
委員長（土門勝子君）

４番、筒井義昭委員。

４

この事業の戒名が戒名なものですから、ここら辺から入っていけるのかなと思っ

番（筒井義昭君）

てこの２負担金、補助金を説明願ったわけですけれども、農と食による地域の魅力を創造する上で産学、
学民、官学、産学官といった連携のコラボの仕方というのがあるわけですが、好事例が、いい例がありま
したので、ご紹介いたします。これは８月23日、山形新聞で報道されたものであります。新食感、庄内米
でグラノーラ、山形農学部学生２人が開発ということで、庄内米の消費を拡大するために、いわゆる第３
の朝食と言われているグラノーラ、庄内米を使ったグラノーラを山形大学の農学部に在籍するお二人の学
生が取り組んでおります。お米をグラノーラ化させるために試行錯誤してたどり着いたのが遊佐町にある
おこし工房、奥山裕美子代表が取り組んでいるおこし工房だったわけです。あのおこしというか、俗にポ
ン菓子状態のお米を軽く焼いて、それにはちみつをコーティングするとあのさくさく感が失われないとい
うことで、やっとこの商品開発ができ、そしてこれ昨年10月から取り組んで開発してやっとできたという
ことですので、最も苦労したのは米の加工だった。ポン菓子をつくっているおこし工房の話を聞いて、そ
れを参考にして開発が進められた。そして、その後色合いや栄養バランスを考慮し、具材を検討した。そ
こには、地元でつくられているカボチャとかニンジンのいわゆる乾燥させたものを入れて、そして商品が
できたものですから、その商品をつくる商品化のレシピをおこし工房さんのほうに持ってこられて、今一
生懸命おこし工房さんで商品を製造しているところです。８月10日から道の駅ふらっとで商品が販売され
ているみたいですけれども、商品自体が入荷するともう１時間で即完売という状況が続いていると聞いて
おります。けさも伺ったのですけれども、そういう話でありました。
どのぐらいの数量が毎日、毎日生産されているかは、まだ調査段階でありますので、どのぐらい生産さ
れているかはわかりません。しかし、このようないわゆる学民連携によって、こういうふうに庄内米の消
費拡大をするための商品開発みたいなもの、グラノーラといった今の時代のニーズと女性のニーズに合っ
たような商品開発がなされ、まさやヒットするのではというふうな予感のする商品開発がなされているこ
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とについて、いかが産業課長はお考えでしょうか。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えいたします。

今グラノーラの取り組みについて議員からご紹介をいただきました。今そういう流れで進んでいるとい
うことはそのとおりでございまして、この件は事業の経過を少し申し上げますと、山大で米を使ったグラ
ノーラを何とか商品化できないか、開発できないかということで研究していたときに、なかなか途中で行
き詰まったところがあって先に進まなかったということがずっと抱えていたとあったのですけれども、直
接のきっかけは、遊佐ブランド推進協でしております実践型地域雇用創造事業の中の農林水産業活性化セ
ミナーというものをブランドのほうで主催しておりましたけれども、そのセミナーのほうに昨年の12月か
らことしの１月にかけまして、この取り組みをしていた山大の教授の先生が講師として加工品のセミナー
に参りまして、そのときにおこし工房の方々がそのセミナーに参加していて、実はそういうお話をいろい
ろやりとりする中で、そのポン菓子のところに行き着いて、それが発展していったというのが直接のこの
事業が前に進んだきっかけになったということでございました。そういった意味からも、まさしくそうい
った地域で加工品として開発したものがセミナーというそういった地域のセミナー、この場合は官になり
ますけれども、そういった学習会を通してそういった学校で開発、研究しているものと結びついたという、
そういった事例であると思いますので、こういった活動についてはその典型としてこれからもいろいろ支
援をしてまいりたいという考えでおります。
委員長（土門勝子君）
４

番（筒井義昭君）

４番、筒井義昭委員。
このような実践的な連携によって、古きものと新しきものの融合がなされている。

世代を超えた連携がなされている。このようなコラボ連携がなされることにより、時代ニーズに即した商
品開発がなされると私は考えます。そのような連携による商品化へ向けた事業を行政がバックアップし、
ジョイント機能を果たすべきと考えますが、今産業課長からもそういうふうな役割を果たしていきたいと
いうようなお話も伺えたので、ぜひそういうふうな行政、官がやれることということを非常に考えながら
この産学官、産学民というふうな連携のコラボのジョイント役として、そしてそういうふうな進み始めた
事業に対してしっかりとサポートするというような施策の展開を強く望みたいと思います。
次移らせていただきます。これは、決算事項別明細書の63ページになるかと思います。款は商工費、項
は商工費、目は商工振興費、節は負担金補助及び交付金、プレミアム商品券発行事業負担金2,400万円につ
いてであります。これは、地方創生総合事業先行型消費喚起事業として実施された事業と理解しておりま
すが、このプレミアム商品券発行事業の事業経過と大型店、大型量販店と地域密着型小売店との利用比率
をお伺いいたします。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えいたします。

この事業につきましては、27年度のプレミアム商品券発行事業として取り組んだわけでございますけれ
ども、経過を申し上げますと、27年度の事業においては、登録事業所数が124事業所ございまして、換金
をした事業所が85事業所数となりました。この換金した事業所の業種の内訳でありますけれども、食品等
小売のほうで14事業所で換金率56％、その他の小売で35事業所で35.2％、外食は12カ所で1.5％、サービ
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スが22事業所で7.2％というようなことになっております。これは、前回の22年度のときの比率と比較し
ますと、食品小売に使用した割合は少し減少して、外食サービスのほうの使用した分が若干増加したかな
という傾向にあります。大型量販店と地元の小売店との比率ということでございましたけれども、大型量
販店として町のほうで捉えている事業所が６店舗計上しておりますけれども、その中で６店舗での換金率
の割合が76.2％ということで、したがいまして地元小売店のほうが23.8％の換金率ということになってご
ざいます。
委員長（土門勝子君）

４番、筒井義昭委員。

４

地元の密着型小売店で利用された利用枚数、利用比率というのは、これ過去３回

番（筒井義昭君）

実施されて、今回で４度目なのかと認識しておりますけれども、前回よりは地域密着型小売店で実施され
た、利用された比率というのは若干ながら改善されているのかなというふうに認識いたします。しかしな
がら、この事業の目的である消費喚起という目的は果たされたのだと思うのですけれども、実態はプレミ
アム商品券を容易に求めることのできる富裕、豊かであるという方にそのプレミアム商品券というのは買
い求められ、そのプレミアム分はこの豊かと思えるような人に還元されやすい。また、出口では日常購買
活動になれた大型量販店に集中しやすいといった課題というのは生じていて、前回のプレミアム商品券の
ときも、その課題というのは解決されないままに進められたのではないかと私は思います。
例えばことしは、このプレミアム商品券というのを山形県内では20自治体が昨年に引き続き実施してお
ります。やっていない自治体というのは15ぐらいあるのではないかなという、私なりの調べではそのよう
な結果です。しかし、これ再度実施するときに、やはりこの豊かな人だけが手に入れることのできるプレ
ミアム商品券、そして大量量販店に集中しやすいプレミアム商品券というその課題を幾らかでも改善する
その仕掛けづくりというのが、次やるときというのは求められているのだと思います。近隣の市町村で取
り組んでいるところの子育て世代に絞り込んだ、子育て世代に特化したところのプレミアム商品券とか、
大型店で利用されるものと地域密着型小売店で利用されるものを券としてセットにしてプレミアム商品券
づくりをするとか、そういう課題解決に向けた、何度やっても同じ課題が生じるこのプレミアム商品券事
業において、そういう課題解決策のいわゆる仕組みづくりというか、その取り組み方に若干手を加えると
いうようなことというのがやっぱり今後は求められているのだと思うのですけれども、いかがでしょうか。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えいたします。

地元の商店街の活性化というためにも、やはりそういった小売店でもたくさん使えるような商品券とい
うことは、今後こういった事業が取り組む際は必要であるという考えは全くそのとおりだと思います。近
隣の実例を挙げますと、28年度は鶴岡市の出羽商工会さんのほうでは子育てに特化した応援プレミアムの
商品券ということの取り組みをなさっているようでございますので、そういった例も参考にしながら、そ
ういう地元の活性化と、それから使う方の消費ニーズに合わせたようなことをやっぱり考えていかなけれ
ばいけないというふうには思っております。しかし、ここはこの事業、何といっても商工会さんのほうで
事業の推進のほうも重要なかなめとなってございますので、そういったところでその商工会さんなんかと
もいろいろ検討しながら進めていく必要があるかというふうに思っております。
委員長（土門勝子君）

４番、筒井義昭委員。
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４

番（筒井義昭君）

行政が目指さなければいけないことは、町民の福祉の向上であると考えます。福

祉の向上とは、生活の向上であると考えます。物理的にも、精神的にもであります。幸福と感じることの
できる町民をいかに多くするかも大切でありますが、不幸と感じている方々をいかに少なくするかという
ことも、行政が求められているものだと私は考えます。私は、後者に重きを置き議員活動をしているつも
りですが、当プレミアム事業を検証するときに、前者に重きの置かれた施策であるとしか思えないのも事
実です。５度目の取り組みがなされることがあるとすれば、後者に配慮した実施内容であることを強く望
みます。
次、移らせていただきます。ちょうど１問10分という形で、いい調子で進めることができました。次は、
産業課最後の質問になります。決算書事項別明細書62ページです。款商工費、項商工費、目商工振興費、
節工事費、街路灯ＬＥＤ化交換工事347万7,600円ほどが決算として報告されております。この事業に関し
ては、その必要性を平成26年６月議会にて私も提言させていただき、翌年平成27年度より遊佐元町、吹浦
元町の街路灯ＬＥＤ化交換事業が３カ年計画で実施されていることに感謝申し上げます。そこで、街路灯
数におけるＬＥＤ化率を近々の数値でお知らせ願いたいと思います。
委員長（土門勝子君）

佐藤産業課長。

産業課長（佐藤廉造君）

お答えいたします。

産業課の管轄している街路灯でございますけれども、遊佐町の元町地区については昨年度から取り組み
を行っておりまして、交換工事を進めておりまして、平成27年度が81基完了、28年度についても10日ほど
前84基を全て交換を終了したところでございまして、遊佐の元町地区に関して管理している部分について
は、100％の交換を終えたというところでございます。
委員長（土門勝子君）

４番、筒井義昭委員。

４

では、遊佐町のいわゆる元町を明るくする会が最初にその開設、設置したところ

番（筒井義昭君）

の元町街路灯という部分の165灯は、全てＬＥＤ化工事が終了したと理解いたしました。このＬＥＤ化事
業は、各課で進められております。総務課危機管理係で所管する集落防犯灯ＬＥＤ化率は、平成27年度末
で2,093灯中1,009灯、47％の更新率であります。本年度ＬＥＤ化申請数、集落からの申請申込数は265灯、
これを加えると2,093灯の中で1,274灯が今年度中にＬＥＤ化更新される予定です。それを踏まえて引きず
り出したＬＥＤ化更新率なるものは、危機管理係における集落の防犯灯においては60.9％に至るのではな
いかと認識しております。そこで、同じくＬＥＤ化更新を進めている道路照明灯を管理している地域生活
課長にお尋ねいたします。道路照明灯のＬＥＤ化更新率と事業効果、ＬＥＤ化なされた後のいわゆるＬＥ
Ｄ化交換事業における事業効果というのをどのように捉まえていらっしゃるか、説明と報告を願います。
委員長（土門勝子君）

川俣地域生活課長。

地域生活課長（川俣雄二君）

お答えします。

地域生活課で所管している道路照明灯振興計画のほうにお願いさせていただいて、107基の更新を行う
という、ＬＥＤ化を行いたいということで事業を始めましたけれども、結果的には４灯ほどその必要がな
かった箇所があったものですから、全てで103基ですけれども、平成24年度に14基、25年度に30基、26年
度24基、そして27年度、昨年度で35基設置をしております。これで103基、100％更新を終わったという
ふうに考えております。環境への配慮、そして省エネによる維持費の軽減、これらを目指して目的として
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一応今回やらせていただいておりますけれども、その効果ですけれども、平成24年度、この照明灯の切り
かえを始めた年ですけれども、この年の電気料が、照明灯の電気料ですけれども、200万7,000円ほどかか
っております。25、26と整備を進めてきたわけですけれども、平成27年度におきましては101万8,000円、
まず半減しているという状況でございます。この27年度につきましても、35基の照明がまだ完全に完成す
る前の電気料でございますけれども、もう少し期待、もう少し下がるのかなというふうに今期待をしてい
るところでございます。このような形で電力料がかなり軽減されているということで、当初の目的だった
この維持費の軽減、これにはつながっているというふうに考えます。
委員長（土門勝子君）
４

番（筒井義昭君）

４番、筒井義昭委員。
これやっぱり事業効果性というのは非常に高いわけです、ＬＥＤ化というものは。

事業経費にかかわるものの事業の初期投資には若干のお金はかかるものの、その後の効果性は極めて高い。
推進すべき施策と考えます。
最後になりますが、産業課に戻ります。今進められている遊佐元町街路灯ＬＥＤ化交換事業というのも、
一応終了したような説明でありました。この遊佐元町のＬＥＤ化工事終了後の今年度における計画のあり
やなしやについて報告願います。
委員長（土門勝子君）
産業課長（佐藤廉造君）

佐藤産業課長。
お答えいたします。

遊佐は今終了したということをお話し申し上げましたけれども、今年度の予定としまして、吹浦元町地
区のほうのＬＥＤ化を少し進めたいと思っています。というのは、やはり今年度の予算に請け差などによ
る予算残が出ましたので、今の試算で７基ほど吹浦の元町地区のＬＥＤ化ができるという見込みになって
おりますので、設置箇所なんかにつきましては、これから吹浦まちづくり協議会さんのほうにも協議等さ
せていただいて、場所決めをして今年度設置。来年度、29年度において吹浦元町地区の残りの、今年度７
灯をするとすると残りあと70基、全体で77なのですけれども、残りの70基を29年度にＬＥＤ化工事を実施
したいというふうな予定を持っております。
委員長（土門勝子君）

４番、筒井義昭委員。

４

この事業効果性が極めて高い事業であるということを考えれば、電気料のことで

番（筒井義昭君）

すので、１月でも早くその吹浦地区の避難誘導灯と言われる吹浦地区元町街路灯の一日も早い完成を願い
まして、私の決算質問は終了させていただきます。ありがとうございます。
委員長（土門勝子君）

これで４番、筒井義昭委員の質疑は終了いたします。

２番、松永裕美委員。
２

番（松永裕美君）

けさ遊佐駅のほうを見回りしましたら、私は初めてポストを掃除する職人の方を

見かけました。ここにも美しい遊佐町をつくる仕掛人がいるのだなと感動いたしました。
それでは、質問させていただきます。最初に、企画課のほうにお願いいたします。目観光費、ページ数
で言います。66ページ下段のほうで、プレミアム旅行促進事業負担金899万1,213円、これの内訳のほうお
願いいたします。
委員長（土門勝子君）
企画課長（堀

修君）

堀企画課長。
お答えします。
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プレミアム旅行促進事業負担金899万1,213円でございます。これは、町内宿泊施設に宿泊した場合に宿
泊費の30％に相当する分を500円の商品券を進呈すると。あと、さらに準町民には料金の２割を割り引き
するといった事業内容でございます。商工会のほうに委託をしておりまして、事業のその内容を申し上げ
ますと、商品券の発行件数が1,724件、発行枚数にしますと9,952枚、換金総額といたしましては485万
6,000円、あと町民割り引きのほう、これは20％でございますけれども、登録件数が1,510件、あと割り引
き件数が1,476件ということで、金額にしますと322万233円、あと印刷費、それから事務費、その他経費
を合わせまして総額899万1,213円という金額になっております。
委員長（土門勝子君）

２番、松永裕美委員。

２

では、それとあわせて続きまして、インバウンド観光育成補助金というのもちょ

番（松永裕美君）

うど上の段にございまして、650万円と記載されておりますが、こちらのほうはいかがなものなのか、内
容を教えてください。
委員長（土門勝子君）
企画課長（堀

修君）

堀企画課長。
お答えします。

インバウンド観光育成補助金650万円であります。これ、観光協会さんのほうに委託、補助しておりま
して、目的といたしましては遊佐町、それから鳥海山への着地型観光を促進して交流人口の増加や経済活
性化を図るために観光協会さんが行うツアーイベント、それから観光情報発信、観光素材の顕在化とか、
旅行業の充実などの活動に資するための補助金ということで負担しているものでございます。
委員長（土門勝子君）

２番、松永裕美委員。

２

先日遊佐町は、ジオパークのほうもめでたく認定いただきまして、私としてはこ

番（松永裕美君）

れからの遊佐町の観光に対する大きな飛躍になったのではないかと実感しております。また、報道ではき
ちんとした形で発表されたものとしましては、７月の日本に来たお客様、海外からのお客様が最多で229万
人を達成しましたということで、中国から、台湾からのクルーズ船の大幅な寄港増や航空路の新規就航に
加え、夏の旅行シーズンに合わせた官民による海外プロモーションの強化が功を奏したとなっております。
遊佐町にも、これからはどのような形に影響してくるのかということが東京五輪、パラリンピックが開か
れる20年に訪日客を4,000万にふやす目標に国は動いておりまして、政府の観光ビジョンで掲げた施策を
官民協力して取り組めば達成不可能な数字ではないと強く改めて強調しております。
私が思うに、ちっちゃな町ではございますけれども、国がこのように地方の観光案内充実を観光庁が後
押ししまして、例えば外国人旅行者を年間4,000万人とする目標達成に向け、訪日客に対応できる観光案内
所の増設や設備の充実を後押しするなど、地方での受け入れの環境の整備を加速させているという現実が
ございまして、結局は案内スタッフをふやしたりとか、情報拠点をふやしたり、複数の外国語のパンフレ
ットや地図を提供したり、またことし３月時点で２年前の倍以上となる759カ所にふえた外国語を話せる
スタッフの常駐や無料ワイファイの設置などは、そちらのほうはちょっと不十分だとなっております。し
かし、今お聞きした内容を見ますと、遊佐町の取り組み方もこの状況にとてもリンクしていると思います。
今回のこの２本の大きな多額の補助金でございますが、課長としてはこれからもこの金額の使い方で進ん
でいきたいとお考えか、お聞かせ願ってよろしいでしょうか。
委員長（土門勝子君）

堀企画課長。
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企画課長（堀

修君）

お答えをいたします。

まず、インバウンド観光の部分でございますけれども、昨年観光協会さんのほうから行っていただいた
事業で、平成27年度については韓国の２社から延べ267名の送客が実現しているという状況でございます。
あと、昨日の委員から一般質問でもエアビーアンドビーの提案もいただきました。まさに我が町でも、そ
のインバウンド観光に向けて手を加えていくということで充実させていきたいという思いで進めていると
ころであります。先ほど委員の質問の中にもありましたとおり、国の観光戦略ではオリンピックを見据え
て2020年に外国観光客を4,000万人にふやしたいと。その中でも特に東北地方、要するにこれは東日本の
大震災の復興にもつながるわけでございますけれども、東北６県の観光客の外国人については、2015年の
３倍の150万人に2020年にはしたいというふうな目標を掲げているところであります。そういった面も含
めて、やっぱり町としてもインバウンド観光には力を入れていきたいというふうに考えておりますので、
こういった観光協会さんへの取り組み、それから委員から提案していただいたことをしっかり勉強させて
いただいて、これから取り組んでいきたいというふうに考えております。
あともう一つ、プレミアム旅行促進事業の件でございます。これも、宿泊費の30％部分を商品券を発行
させていただいて行ったということで、先ほども説明しましたけれども、485万3,000円ほどの金額が、要
するにこれは町外の方々から町内で消費をしていただいたということで、非常に有効性のある事業だと考
えております。また、ふるさと町民においても、20％割り引きさせていただきましたけれども、今年度に
おきましても町ではこういった方々に町の情報を郵送させていただいて発信をしておりますし、この
1,510名の方々から町の情報をそれぞれの地域で発信していただいていると思います。そういった効果も含
めて、ぜひ今年度もこの事業をやりたいということで今計画を進めているところであります。年末にかけ
て、それから年を越えた１月、２月、３月の少し旅行の観光シーズンが寂しくなる時期に合わせて、これ
を町単独でやりたいというふうに考えております。これと全く同じふうにやるかどうかは、ちょっと今検
討中でありますので、割引率については今検討して、どういった形で進めたいか、進めていくかというこ
とを検討しておりますので、それが固まりましたら近い議会のほうに補正として提案をさせていただきた
いというふうに考えているところであります。
委員長（土門勝子君）

２番、松永裕美委員。

２

企画課というのは、企業で言えばプランを練るところといって花形の課でござい

番（松永裕美君）

ますので、今の答弁にもございましたように、これからもぜひそのようなスタンスで続けていっていただ
ければと思います。
なお、実はこのような訪日、インバウンドの話なのですが、遊佐町の子供たちにも関係ございます。教
育長、聞いてもらっていますでしょうか。やはり遊佐町の子供たちが観光客の例えば海外の方来たときに、
ハローと一言交わすだけで、この町は何とエデュケーション的な面で進んでいるのだろうと驚かれると思
います。要は、やはり今回もそうですけれども、ジオパークのＴシャツ、あのブルーがとてもいい色だと
いうことで、各町民の方に言われまして、特に女性議員が着ているとまた華やかだなと言われます。それ
で、これからもそうなのですけれども、ユニフォームという点でも遊佐町はちょっとみんなで団結してい
くべきではないかなと思って今回切り込ませていただくのですけれども、先ほど筒井委員がおっしゃった
ようなおこしのあのようなすばらしい提案の中にもあったのですが、あれ売るにはどうするか。そうした
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ら、ふらっとでのスタッフの方たちの衣裳はどうするかとか、あの頑張っている女性の方たちにちょっと
ベレー帽をかぶせてみたらどうなのかとか、そして例えばこれから山登りのシーズンに来年なったときに
も、ベースキャンプとして案内所を設置するという形があるとしましたら、そこできちんと、スイスのほ
うなんかそうです。山登りするところにはベースキャンプがあって、案内所があって、天候をきちんとそ
こでわかる。もしかして、前もまた筒井委員が質問なさったグッズを貸し出す場所があってもいい。その
ときに、まず衣裳なのです。こういうスタッフの方がきちんとした衣裳をみんながまとっているとか、そ
ういうところに私は今回着眼点として持っていきたいと思います。なぜならば、それもプランの一つだか
らです。そして、その衣裳つくるのも、実はこの前稲川まちづくりセンターで町民の方たちの討論会、デ
ィスカッションの会があったので、そこへ伺いましたら、何と鶴岡シルクの最初の第１期生は遊佐町の女
性だったのです。今はウエディングプランナーとして大活躍なさっているということで講演していただき
まして、私もその講演を聞いて自分が知らないことはこんなにあるのだなと思いました。例えばその方に
デザインをちょっと頼むとか、皆さん遊佐のことを思っていますので、本当にすれ違いのようなちょっと
した縁で話が二転三転、いいほうに進むこともございます。お金をかけるところはかける、節約できると
ころは節約する、そのやり方がいいのかなと思っております。
それで、この今の質問が続くのですけれども、同じく企画課長にご質問です。27ページ、宣伝広告費の
委託料の13番のところで、ふるさとＣＭ大賞の撮影料ございますが、私の記憶違いだったら申しわけござ
いません。去年よりもかなりコストが安くなって設定されております。こちらのほうご説明お願いできま
すでしょうか。もし去年の数字もわかれば、恐れ入ります、教えてください。
委員長（土門勝子君）
企画課長（堀

修君）

堀企画課長。
お答えします。

ふるさとＣＭ撮影編集委託料16万2,000円であります。ことしのふるさとＣＭ、ゼロメートルから
2,236メートルまでということで、ふるさとＣＭをつくらせていただいた委託料でございます。昨年の金額
は、平成26年度は21万6,000円ということで、５万円ほどですか安くできております。これは、平成27年
度のその撮影編集等が大変地域おこし協力隊から協力をしていただいたという部分もありまして、安くで
きたということでございます。
委員長（土門勝子君）

２番、松永裕美委員。

２

やはり５万円なのですが、とても大きいと思います。それで、今回私ふるさとＣ

番（松永裕美君）

Ｍ大賞の進みぐあいどうかちょっと調べさせていただいたのですが、今回もすばらしいできです。去年よ
りももしかしたらいい線行くかもしれません。それで、課長申しわけありません。ＣＭ大賞のどのような
効果があるのかとか、特賞になったらどのようなメリットがあるのかわかればお願いいたします。
委員長（土門勝子君）
企画課長（堀

修君）

堀企画課長。
お答えします。

このふるさとＣＭ大賞ということで募集しているわけでありますけれども、15秒ほどのＣＭということ
で、全体の放送といたしましてはスーパーチャンネル、ＹＴＳの「ゴジタス」でこれが紹介をされると。
あとは、年末12月にゴールデンタイムで全体が放送されるということとあわせて、これ賞をいただいた場
合におきましては、大賞になればこれが年間365回スポットとして放送されると。あと、優秀賞になれば
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180回放送していただけると。特別賞、これ今回遊佐町が特別賞をいただいたわけでございますけれども、
これにつきましては90回ほどスポット放送していただけるということで、15秒間のＣＭが流れるというこ
とで、これお金換算して計算したことはございませんけれども、かなりの宣伝効果があるのではないかと
いうふうに考えております。
委員長（土門勝子君）

２番、松永裕美委員。

２

先ほどインバウンドで、国もこれからは東北のほうにも力を入れてくださる。そ

番（松永裕美君）

して、遊佐町もジオパーク認定できた。ブランド化できつつあります。そして、こういうふうにして広告
も、実は賞に入れば何と多額の広告費が節約できるかもしれない。全部つながっているのです。それで、
今回私ふるさとＣＭ大賞のスタッフのメーンの方は役場の企画課の職員の方なのですが、すばらしいなと
思ったことは、役場の職員の方をボスとして、地域おこし協力隊の方を絡めまして、プラス、エージェン
トのほうは実はよく見ると職員の方が社長が隣の菅原委員のほうの地域の方だったり、あとはスタッフの
方が齋藤議員の藤井のほうのご実家だったりとか、とにかくオール遊佐の英知を集めて、それも若い方た
ちです、全て年代のほうが。その方たちの感性で、本当にたった15秒の中にどれだけのものを、遊佐を入
れるかということで、会議ちょっと入ったのですけれども、まあ煮詰まっています。本当に15秒の中にど
れだけのものを入れるかというのを、工夫して入れるかということで頑張っています。しかしながら、も
うそれもゴールが見えてきていますし、ぜひでき上がりを皆様にも楽しみにしていただきたいと思います。
そして、つけ加えたいのは、去年は確かに町長がナレーションしまして賞をとりましたが、その前の年
は同じく企画課の女性のスタッフ、職員の方と集落支援員２名、たった３名で山形のほうに行って、その
イベントに参戦しました。しかし、惨敗でした。まず、人数が少ない。バス１台で皆さん来るのです、Ｃ
Ｍ大賞の賞が発表になるときには。それ内陸から、もうそれこそいろんな地区から、山形県中から集まっ
て、みんな必死でその賞をとりたくてやってきます。私はそれを見て、ああ、これではだめだなと。とれ
ないなと思ったのですが、翌年それを申し送り事項いたしました。それを役場の職員の方は懇切丁寧に聞
いてくださいました。ぜひ若い人たちを入れて、次は賞をとりましょうと。そして、去年があり、そして
去年のそのまたそこで結果が出たからうれしいのです、人というのは。子育てしていて思いました。子供
は、賞をとったり褒められると、教育長もよくおっしゃいますが、本当に褒めて育てるというのがすごく
大事なことで、決して職員の方たちが褒めてどうとかではないのですが、実績、賞をとったので、私はこ
れはことしもいいぞと思って、今楽しみにしています。そして、もしとれなくても、そのときに出た、で
きたＣＭというものが一生残るわけですので、地域おこし協力隊で遊佐に来た方たちもそれが宝物となっ
て、自分たちがどの場所で活用しようが、遊佐ということは頭に入るわけです。これが私の今の質問だっ
たのですが、お願いいたします。
委員長（土門勝子君）
企画課長（堀

修君）

堀企画課長。
ふるさとＣＭにつきましては、委員初め多くの皆様からご協力をいただきまし

て、本当に大変ありがとうございます。担当のほうにも話を聞いたところ、ことしのそのふるさとＣＭの
テーマは、「山形のでこ」というテーマでつくっているそうでございます。内容はまだ見ていませんけれ
ども、きっとすばらしい作品、大賞を狙っているということですので、ひとつご協力をお願いしたいと思
います。
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委員長（土門勝子君）

２番、松永裕美委員。

２

確かにこのふるさとＣＭ料金の十何万円という数字見れば、それしか１行ぴっと

番（松永裕美君）

あるだけですけれども、この１行にはいろんな人の思いが、いろんな人の汗と努力が入っているのだなと
いうことを認識しております。
では、次に移らせていただきます。次は、ちょっと額が余りにも違うのですけれども、健康福祉課のほ
うの所管で、137ページの款地域支援事業費、項介護予防事業費、目介護予防事業費、これの８節、11節、
報償費、需用費についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
委員長（土門勝子君）

佐藤健康福祉課長。

健康福祉課長（佐藤啓之君）

お答えをいたします。

介護保険事業特別会計の地域支援事業費の中身についてでありますけれども、もちろん介護保険制度始
まってから要介護の認定を受けた方については、介護給付費の介護サービスということでサービス提供行
っているわけでありますけれども、いつまでも健康で自立した生活ができることを目的としまして、まだ
予防事業という形でこの介護予防事業費が地域支援事業の中に入ってございます。その介護予防の事業の
中には、ゆったり健康サロンでありますとか、転倒予防事業でありますとか、いきいき百歳体操やあと地
域包括支援センターを通して行っております、要支援１、２の方が行っておりますいきいき教室というも
のもございまして、そういったものの経費として報償費でありますとか、事務用消耗品を買っている需用
費の支払いに充てているところであります。
委員長（土門勝子君）

２番、松永裕美委員。

２

補助金が入っておりますので、先ほどのプレミアム旅行費とか899万円とか、そ

番（松永裕美君）

の額とは全く違う金額で、31万円とか28万円とかなってしまっていますが、実は確かにインバウンドで観
光客もとても大事です、町のためには。でも、実はやはり先ほどの、とてもすばらしい命題だと思う、い
きいき百歳体操、こういうふうにして町をつくってくださったリスペクトすべき大先輩たちのためのお金
もとても大事かと私は日ごろ活動していて思っております。
それで、今回地元町民の方にお伺いしたのですが、やはりＣＤや保健婦さんが来てこういうふうに体操
するといいのだよとか、そうやって言ってもらうと、その場に集まる機会があると。家にひきこもりがち
だけれども、この日は体操だから行かなければとか、それがまず一歩となって、とても自分も日々にめり
張りがついたと。しかしながら、ちょっと脆弱なところがございまして、最初のところはやはり導入はで
きるのですが、決してこれは行政がどうとかではなくて、それをコンティニューする力がどうしてもない
のです、私たちの町は。というのは、今ちょっと教えてもらいたかったのは、地区によってそのばらつき
はございますか。そのいきいき百歳体操を導入して、それが110集落あるわけですけれども、どのような
現状かわかれば教えていただきたいのですけれども、お願いします。
委員長（土門勝子君）

佐藤健康福祉課長。

健康福祉課長（佐藤啓之君）

お答えをいたします。

実はこの事業、26年度から県の最初モデル事業という形で取り組みを行ったわけでございまして、26年
度に２カ所ほど説明をしながら、保健師が出向きまして事業説明をして、継続して現在も行っているとい
う箇所については、26年度に２カ所できておりまして、27年度には12カ所、今年度既に２カ所ほど立ち上
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がって、継続してそのいきいき百歳体操に取り組み行っております。地区別にですけれども、14カ所のう
ち稲川地区が６集落でやっておりまして、一番多くなっております。それから、遊佐と高瀬が３集落、蕨
岡、西遊佐で２集落ずつ取り組みしている現状であります。
委員長（土門勝子君）

２番、松永裕美委員。

２

やはりそこの地区のプチリーダー的な方がいないと、なかなかいい取り組みも続

番（松永裕美君）

かないということがございますが、これが現状でございます。それで、例えば地区によってはお椅子が足
りないとか、そういう声もございますでしょうか。体操する上で、椅子が設備でちょっと足りないなとい
うところもございますでしょうか。
委員長（土門勝子君）

佐藤健康福祉課長。

健康福祉課長（佐藤啓之君）

お答えをいたします。

実は、このいきいき百歳体操は簡易的なパイプ椅子みたいなものを使ってやる事業でございまして、当
初立ち上げするときは、保健師がＣＤラジカセやパイプ椅子等を持参しながらこういった体操であるとい
うことで普及しておりますが、実際取り組みを始めますと、中には集落で備えつけのパイプ椅子がないと
いうことで、近くのまちづくりセンターでありますとか、社会福祉協議会でありますとか、そういったと
ころから椅子を借りながらやっているというところもございますので、中にはそういうふうに椅子を何と
か補助をしてほしいという要望のあるところもございます。
委員長（土門勝子君）

２番、松永裕美委員。

２

やはりそのようにして、せっかくいい活動でも不足するものがあるとか、あと例

番（松永裕美君）

えばＣＤも最初は貸し出しするのですが、それを焼いてまたそういう集まったときには最初ＣＤ流して体
操するのですよといっても、保健師さんが最初いたころはそのとおりできますけれども、では保健師さん
今度いなくなったときに自分たちでやっていくというのは、本当に高齢の方たちにとってはどうしたらい
いのというところがあると思います。しかしながら、そこのところは例えば地域おこし協力隊の方をちょ
っと導入部で来ていただくとか、やはり知恵を使ってこれからはいきいき百歳体操というすばらしいもの
も遊佐町では続けていっていただきたいなと日々思っております。
そして、やはり観光客の方たちが来ても、町民の方たちが明るく笑顔であれば、この町何でこんなにみ
んな生き生きしているのだろうということで、本当に高いビルディングも、メジャーな何か博物館も、観
光施設もなくても、きちんと整備されている町並みであったり、歩く人たちが声かけ合ったり、子供たち
が声を出して挨拶したり、それだけでも町の売りになると思いますので、私は今回インバウンドとかプレ
ミアム旅行促進事業基金とかのいう足して1,400万円、1,500万円のところも見つつ、あえてこちらの地味
というか、報償費31万円、24万4,200円しか使っていないとか、需用費14万4,302円使っているとか、こう
いうところも見落とさず見させてもらいたいと思いました。私からの意見、質問はこれで終わり、もし何
かございましたらお願いいたします。
委員長（土門勝子君）

佐藤健康福祉課長。

健康福祉課長（佐藤啓之君）

どうもありがとうございました。

実は、先ほどＣＤと申し上げましたけれども、いきいき百歳体操はＤＶＤでお見せするもので、保健師
がそのときに行って、一応こういうものだよそういう説明はいたしますけれども、ＤＶＤをテレビで映し
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てそれを見ながらやる体操でございまして、そういった形でテレビがないとちょっと容易でないのですけ
れども、まずはＤＶＤを持参しながらそういう普及に努めておりますが、やはりこういういきいき百歳体
操もそうですけれども、今介護費用とか医療費が多くなってきているという現状でありますので、何とか
健康に長生きしてもらいたいというのが我々の願いでありますので、住民主体でやっていただかないとな
かなか継続できないということもございますので、町では最初に導入の段階では保健師が行って活動の促
進に努めますけれども、その後はあと住民主体という形で行っていただいておりますので、そういう形で
今後も実施できるように必要な椅子の関係でありますとか、要望あったときは、たまたま小学校の椅子余
っているやつあればそれ使ってもどうだという話もしたのですけれども、旧西遊佐小学校の部分でありま
すが、ちょっと集落の公民館にその椅子置くと置き場がなくなると。やはりパイプ椅子のようにちゃんと
折り畳みになるほうがスペースもとらないのでというお話もございますので、どういう方法がいいのかこ
れから考えまして、何とか継続できるように行政としては支援をしていきたいと思っております。
委員長（土門勝子君）

２番、松永裕美委員。

２

補足ありがとうございました。実は、私もその健康に長生きするということは町

番（松永裕美君）

の国民健康保険のほうも重圧かけないということではないかと思います。アメリカであれだけジャンクフ
ードが出回って、体に悪いものを低階層の人たちが食べて、そして健康保険、病院にも行けないという方
たちが多くなっているのと引き違え、遊佐町はいいものを食べて、地元のものを食べて、そしていきいき
百歳体操のＤＶＤを見て、そして長生きできる町であってほしいと思います。
そしてあともう一つだけ、私が最近気づいたことは、やはり一般質問にもありましたが、自主防災とか
自主的にとか、とにかく人が減っているということは役をする人も減っていますので、自主的に町民の方
たちが気持ちを自分たちも何とかせねばいかんなと。そして、ジオパークは何なのだいと聞いてくれたり、
これからどうやってやっていこうかとみんなで話し合うのはことが大事で、先日小学校の運動会でも遊佐
小学校のあたりは雨が降ったのに、やっぱり自主的に父兄の方たちがどんどん砂を、子供たちのためにグ
ラウンド整備に走る。それも、誰が指示したわけでもないと。自主的にできる人が、できる、要はお弁当
つくりにまた戻らなければいけない人はできないでしょうし、仕事がある人は、夜勤がある人はできない
でしょうし、でも本当にできる人ができることを自分たちの得意分野を無理なくやっていけば、すごくこ
の町はまだまだ、まだまだゴールドラインとして東京からのお客様も来る、町民の方もそれで下世話な話
潤う。そして、すばらしい本が図書館にも入り、トレーニングジムの機器も古くなったら交換でき、みん
なのためにいいことが起きるのかなと思います。
以上で私からの質問は終わりにさせていただきます。
委員長（土門勝子君）

これで２番、松永裕美委員の質疑は終了いたします。

７番、阿部満吉委員。
７

番（阿部満吉君）

片仮名の用語がぼんぼん出てくると、町の活性化のバロメーターのようですので、

頑張って使っていきたいと思います。ただ、ページに沿って質問してまいりますので、話があっちへ行っ
たり、こっちへ行ったりするかもしれませんので、その辺はよろしくお願いをいたします。
まず最初に、一般会計の事項別明細29ページになります。企画費の中に８の報償費、その中で上から１
つ、講師謝礼というものがございます。その辺の内容についてお願いいたします。
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委員長（土門勝子君）
企画課長（堀

修君）

堀企画課長。
お答えします。

講師謝礼43万円でございます。内訳でございますけれども、１つは政養祭の講師謝礼、これが４万円、
あと協働の町づくり事業ということで、事務局員の研修会講師謝礼、これが２回分で15万円、あと男女共
同参画の社会推進事業ということで計画策定協力謝礼、これアドバイザーの方に10万円、計29万円、あと
もう一つが共同宣言事業の講演料、これが４万円、あと遊佐のパーキングエリアタウン計画の検討したと
きの講演会、これが10万円、合計合わせて43万円であります。
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員。

７

了解をいたしました。いわゆる町づくりのための講演なり、担当事務局への講演

番（阿部満吉君）

というような内容でございました。
その下に事業協力謝礼ということで、ほとんどは地域おこし協力隊のいわゆる謝礼という形になってい
るかと思います。行政報告書の12ページには４名の隊員のお話が掲載されております。それを含めまして、
先ほど１番委員からも事業の継続性というようなこともございましたので、地域おこし協力隊のいわゆる
この事業についてのまず27年度の総括についてと、あと28年度のこれから、28年度は人数ふやしているわ
けですけれども、その辺の考え方についてお願いいたします。
委員長（土門勝子君）
企画課長（堀

修君）

堀企画課長。
お答えします。

事業協力謝礼842万3,626円、これのうち委員からご指摘ありました地域おこし協力隊の推進事業という
ことで、金額といたしましては769万6,000円ということで、月額16万6,000円の４名分ということで決算
額であります。４名の方の総括という部分に、１名はことしの３月で退任をされまして、現在遊佐町にそ
のまま残っていただきまして、農家の研修といたしますか、農業を目指したいということで頑張っていた
だいております。あともう２人につきましては、情報発信業務ということを担っていただきまして、この
方につきましては今年度で、３年目でございますので、終わりでございます。情報発信の１名の方からは、
町のホームページ等々のそういう発信、その全般について手直しをしていただいております。町の唯一の
弱点が情報発信ということでこれまで来たわけでございますけれども、大分改善されてきたのかなという
ふうには考えております。あともう一名の方につきましても、いろいろ情報発信ということで、ことしに
おきましても遊佐中学校１年生の総合学習の中でジオパークの講師として活動していただいて、町のその
ジオサイトの情報発信を中学生にしていただいたという部分も含めて、この方につきましても非常によく
情報発信をしていただいたというふうに考えております。あともう一名につきましては、ジオパークの推
進委員といいますか、専門にジオパークのほう担っていただきまして、この間認定なりましたけれども、
それに力を添えてくれたというふうに考えております。
先ほど言いましたとおり、情報発信の２名がことしで任期満了となります。情報発信につきましては、
町としてももう引き続きやっていきたいというふうに考えておりまして、先日引き継ぎを含めて早目に募
集をさせていただいて、１名の方は内定をしているという状況でございます。次の方、もう一名について
も、できれば情報発信としてやっていきたいという考えもありますので、そこは今後検討して募集してい
きたいというふうに思っているところであります。
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委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員。

７

いわゆる情報発信ということで、ホームページのリニューアル大分頑張っていた

番（阿部満吉君）

だいたようです。議会のホームページもやってよといってお願いしたのですけれども、それはやわらかく
断られました。ぜひ退任前に私のほうの議会のほうへも少し意見もいただきたいかなというふうに思って
いました。ぜひその辺は、課長からもそっと促していただければありがたいと思います。
それで、ことしの春１人退任されて、運よくと言ったほうがいいかもしれませんけれども、１人遊佐町
にとどまっていただいております。今後もいろいろな面で彼からは、そして奥様の彼女からは遊佐町のほ
うにもいろんな力添えをいただきたいなというふうに思っているところですけれども、今の答弁では情報
発信の２名も遊佐にとどまってくれるというようなニュアンスに聞こえたのですけれども、それで間違い
ないですか、できれば地域おこし協力隊というのは、そのまんま町に残って継続できるのが最初の趣旨で
あったかというふうに思いますけれども。
委員長（土門勝子君）
企画課長（堀

堀企画課長。

修君）

お答えします。

このことし、今年度いっぱいで退任されます２名の方については、今後も身の振り方といいますか、そ
こは正式に確認したわけではございませんけれども、１名は間違いなくそのまま残るであろうというふう
に思っているところです。
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員。

７

なかなか３年というような一つの縛りがあるものですから、いろんな夢を持つ若

番（阿部満吉君）

い人たちですので、遊佐という枠にとどまらず世界に飛び出していくのが今までの常でしたが、継続性を
持っての事業ということですので、ぜひそのような遊佐に残っていろんな遊佐町のいわゆる町づくりに関
してお力添えをいただければいいかと思いますので、その辺の支援のほうもよろしくお願いしたいと思い
ます。この項はこれで終わりたいと思います。
次のページ、30ページに工事請負費がございまして、施設整備工事費２億8,127万円の記載がございま
す。その内容についてお願いいたします。
委員長（土門勝子君）
企画課長（堀

修君）

堀企画課長。
お答えいたします。

施設整備工事費２億8,127万1,936円であります。内訳でございますけれども、まちづくりセンター整備
事業といたしまして、高瀬外壁補修、高瀬まちづくりセンターです。外壁補修、これが27万円、高瀬の第
２会議室のカーテン設置、これが20万8,980円、あと稲川の駐車場の照明灯設置、これが15万1,200円、あ
と蕨岡の事務室の給湯器取りかえ、これが２万4,516円、あと都市再生まちづくりセンター整備事業といた
しまして、要するに稲川のまちづくりセンター分でありますけれども、これが完成払いということで１億
4,639万7,000円、あと稲川の解体分であります。これが966万6,000円、あと稲川の外構分、これが2,160万
円、あと西遊佐のまちづくりセンター、これが前払いということで１億152万円、総額でまちづくりセン
ター建設分が２億7,918万3,000円、合わせてこの金額ということでございます。
委員長（土門勝子君）
７

番（阿部満吉君）

７番、阿部満吉委員。
なかなか大変な事業であって、大変ご苦労さまでしたと申し上げたいと思います。
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それで、稲川まちづくりセンターもあのようにきれいに仕上がりました。西遊佐まちづくりセンターも、
竣工式を終えて来月にはそのお祝いをするということです。残された西遊佐の旧公民館跡地はどのような
ことで使っていくのか、管理していくのか、その辺はどう考えていますか。
委員長（土門勝子君）
企画課長（堀

修君）

堀企画課長。
お答えします。

西遊佐のまちづくりセンター、旧まちセンにつきましては、今現在は解体という方向で考えているとこ
ろであります。
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員。

７

今解体にするにしても、恐らくいろいろなものが、いろんな書類であるとか、い

番（阿部満吉君）

ろんな用品が入っているかと思います。西遊佐竣工式の前に一度西遊佐にお邪魔したときに、まだ体育館
のあの目隠しがなかったときに見たものですから、あれを収納するという一つの手もあるのかなというよ
うな気持ちもあったのですけれども、あの土地は町有地なわけですか。その隣には竹林というか、かなり
人の手が入らないとすぐに荒廃してしまうような気がいたしますので、その辺の管理について、いわゆる
解体だけでなく更地にしたとしてもどういう管理になっていくのか、所有者はというその心配についての
お答えをいただきたいと思います。
委員長（土門勝子君）
企画課長（堀

修君）

堀企画課長。
お答えします。

解体につきましても、最終的にはまちづくり協議会の皆さんと協議をして最終決定をしたいというふう
には考えております。跡地利用についても、まだ具体的な計画は立てておりませんけれども、そこもまち
づくり協議会と一緒になって考えていきたいなというふうに思っているところであります。
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員。

７

やはりまだ今までちょっと前まで使っていたわけですから、人の手を加えればあ

番（阿部満吉君）

る程度の使用にたえ得るというようなところもあるし、人が入らなければどんどん荒れていくというよう
なこともございますので、その辺考えながらいわゆる管理のほうをお願いしたいと思います。民家も近い
わけですので、その辺はすぐに影響が出るかと思いますので、よろしくお願いいたします。
この項はこれで終わりまして、31ページのいわゆる19節の多くの項目の中で一番下のほうになります。
遊佐パーキングエリアタウン計画策定事業費負担金600万円がございます。その件に関しましては、いわ
ゆる行政報告書の11ページから12ページにかけていろんな経過がございます。たまにあのパーキングエリ
アタウンに関しましても、情報を私らもいただきながら、そして議会報でもいろいろ町民の皆さんに流し
ながら、よき、すばらしい施設になるようにいろんな知恵の集積を図りたいと思います。27年度のこの事
業の中での総括的な部分と、現在のいわゆる構想の進捗度合い、その辺についてお願いをいたします。
委員長（土門勝子君）
企画課長（堀

修君）

堀企画課長。
お答えします。

この650万円を使わせていただきまして、平成28年の３月に遊佐パーキングエリアタウンの基本計画が
でき上がったわけでございます。町といたしましては、これを基本に据えまして、今国のほうと協議を進
めているということでございます。整備手法は、ご存じのとおり国と道の駅の一体型整備を基本に置いて、
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仮称でありますけれども、遊佐鳥海インターチェンジの東側に建設をするということで今国交省のほうと
進めているところであります。ことしにおきましても、その国のほうから勉強会ということで要望されて
おりまして、勉強会を開きながら国と県と町と一体になって進め方についていろいろ意見交換をしながら
進めているところであります。町といたしましても、コンサルのほうに委託をしまして、国のほうに国か
ら要望される資料等を提出しながら今年度は進めているという状況でございます。今年度はその勉強会、
それからコンサルの委託のほかに用地調査等々を行っております。埋蔵文化財の試掘についても、今年度
というふうに検討はしているわけでございますけれども、そこはまた国と要するに用買等々の絡みもござ
いますので、その後にやるのか、今やるのかということで現在検討中でございます。
あと、来年度以降については、国の事業の進捗状況によりますけれども、一部用地買収にかかってくる
のかなというふうには考えておりますけれども、そこもまだ今現在では流動的でございます。いずれにし
ましても、この基本計画では平成31年ですか、そこの供用開始ということで計画を組んでいたわけでござ
いますけれども、そこは国の予算のつき方、要するに遊佐鳥海インターまでの開通に合わせての開通とい
うことになりますので、そこは国の事業の進捗度合いを見ながら町としても一緒になって進めていきたい
というふうに考えているところであります。
委員長（土門勝子君）
７

番（阿部満吉君）

７番、阿部満吉委員。
この27年度視察だけで、ワーキング部会だけでも５回、計画検討委員会でも４回、

それから視察が３回プラスあとは講演会、意見交換会です。ということで、いろいろ先進地も見てきたと
思います。実際これにかかわったのは今の総務課長のほうでしょうけれども、いわゆる引き継ぎの中で遊
佐のパーキングエリアタウン、何か目新しい核となるようなアイデアがあったのかどうなのかお聞きした
いなというふうに思います。
委員長（土門勝子君）
企画課長（堀

修君）

堀企画課長。
お答えします。

現実私は視察には行っていないわけでありますけれども、この行政報告にもありますけれども、田園プ
ラザ川場の社長さんにも講演をいただきました。そのお話の中でいろいろなアイデア等々の講演をいただ
いたわけでありますけれども、具体的にはまだそういった案はございませんけれども、非常に参考になっ
た講演だというふうに記憶してございます。そういったことを参考に、ここは非常に成功している事例で
ございますので、そういったところを参考にさせていただいて、ぱっと計画が最終的にできる道の駅につ
なげていきたいなというふうに考えているところであります。
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員。

７

今の質問に関しまして、町長一番現状を見ているかと思います。あそこはよかっ

番（阿部満吉君）

たなというような、何かちょっと夢のあるお話を聞かせてもらいたいなというふうに思うのですけれども。
委員長（土門勝子君）

時田町長。

町

27年度決算書に出たいろんな事業については、本当に将来的なもの、視察も含め

長（時田博機君）

ていろんな計画、そしていろんないいところも私は見てきていただいたと思っています。
ただ、実は私自身としては、どうも国と県がなかなか相談に乗ってくれない。27年度１年間かかっても、
ほぼネクスト、ではどうしようかということに全く乗ってくれませんでした。町としては、一生懸命次の
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計画づくりという形で先進地見たり、それから町民の皆さんとかいろんな専門家の意見聞きながらきたの
ですけれども、ことしの実は４月にこのままならちょっと乗りおくれるという心配をしましたので、私は
国土交通省の前の酒田の所長、髙橋所長が仙台の地域づくり協議会というところに天下り、言い方なので
しょうけれども、天下りしていましたので、どうも国に相談してもなかなか進まないので、コンサル頼め
ませんかというお願いをしたところでありました。なぜなら、インターチェンジと一体型にやるというこ
とは、それだけやっぱり今までの制度にないものを新たにつくるということですから、それを何とか髙橋
前所長にお願いをしたら、今まで地域づくり協会では一遍もそのコンサルは受けたことないのだけれども、
遊佐町のことならでは私全部わかるから、引き受けていいですよという答えをいただきました。それ以来、
国では非常に設計図づくりが今進んでいるのだそうです。ということは、インターチェンジからどうやっ
たらそのパーキングエリアタウンにつながるかのもう図面を早くつくって、国に了解をもらってほしいと
いうような話も言われて、今そこが国交省の酒田の事務所と山形県も非常に協力的です。今までは、幾ら
お願いしても、なかなか国のことだから難しい。ただ難しいだったのですけれども、ところが仙台直行で
上がつながつているものですから、そのコンサルのおかげで非常に順調に進んでいると思っています。
一番今進んでいるというか、三陸道の登米市に私たちが望んでいるようなインターチェンジの一体型の
道の駅が今この秋にオープンの予定です。道の駅の東北大会でも、登米の市長さんともお話をさせていた
だきました。いよいよスーパー道の駅候補が加盟してくる。それと、それがまさに無料の高速道路とイン
ターチェンジと国道をつなぐような形のものがいよいよ三陸ではもうスタートします。登米の道の駅をぜ
ひとも役場の職員、担当者、企画と地域生活課絶対見て、そしてその手法を逆に言うと今まで仙台いた第
２調査課長がちょうど今酒田に来ているわけですから、そのやり方を教えてもらいたいなと思っています。
今スタートしようとしている道の駅ですけれども、私たちが望んでいた、そして提案していた道の駅とま
さに先取りしたものが今宮城県の登米市の無料の高速道路にできるという現状でありますので、秋10月だ
と思います。できるので、それらをぜひとも研修してきてほしいなと、私はそれが一番参考になるのでは
ないかと思います。コンサルという手法がこれまで余り想定をしていませんでしたけれども、新しいもの
をつくり出すときは、その国交省の中に通じたいろんなルート、そういったいろんな意見を通せる会社を
やっぱりコンサルにお願いするという形をしていったほうが物事がスムーズに、そして早く進むのではな
いかと思っています。
以上です。
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員。

７

この情報が欲しかったので、わざわざ振らせていただきました。この議会でやり

番（阿部満吉君）

とりがないと議会報に書けませんので、町長ありがとうございました。実際登米のほうに先に新しいスー
パー道の駅が先行して出るということであれば、大物は後からということで、本家本元の遊佐の登場にな
るかと思いますので、ぜひこの計画は遅滞なくすばらしいものができるよう進めていただきたいというふ
うに思います。この項は、これで終わらせていただきます。
それでは、32ページにいろいろ電子計算費が載っておりました。一番気になったのが、いわゆる27年度
はマイナンバーが施行されたものですから、その辺の経費がかかってきたのかというふうに思います。そ
の辺の内容について特徴的なものあればお願いしたいと思います。一番は負担金及び、19節のあたりかと
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いうふうに思うのですけれども、お願いいたします。
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員の答弁を保留して、３時まで休憩いたします。

（午後２時４５分）
休
委員長（土門勝子君）

憩

休憩前に引き続き会議を開きます。

（午後３時）
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員への答弁を保留しておりましたので、池田総務課長。

総務課長（池田与四也君）

それでは、お答えをいたします。

決算書事項別明細の32ページになりますが、番号制度にかかわる経費につきましては、主にこの委託料、
13節の中で２個目のシステム改修委託料2,648万7,000円、同じ委託料の中の下のほうにありますが、中間
サーバーネットワーク接続業務委託料20万5,200円、それからその下の番号制度研修委託料37万8,000円、
そして次のページに参りまして、中間サーバー負担金、これらの経費がかかわってくるわけでありますが、
この最初のシステム改修委託料2,600万円につきましては、国に２つのサーバーがありまして、これは非公
開になっておりますが、そこにデータを送るための中間サーバーという国のサーバーあるわけであります
が、そこにデータを送るために町にもサーバーが必要だというようなことでのその新設にかかわるもの、
それからデータを送るためのシステム変更、それから全般、制度にかかわる研修委託という内容となって
おります。職員研修の部分でございます。
以上です。
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員。

７

前ウインドウズ2000が使えなくなるときとかいろいろあって、そのときにいわゆ

番（阿部満吉君）

るパソコン本体も入れかえたという時期があったと私も記憶しております。今回も、いろいろ庁舎内関連
施設の光ファイバーの専用回線からいろんな学校等々のいわゆる回線の切り離しとかいろいろあったと思
うのですけれども、そういう意味でパソコン本体の入れかえ等々と、それからセキュリティーの問題、そ
の辺に関しての報告がいただければありがたいと思います。
委員長（土門勝子君）
総務課長（池田与四也君）

池田総務課長。
委員おっしゃいましたとおり、ハードの整備、それからネットワーク、それ

からそれに係るセキュリティー対策が必要になってくるというようなことで、今その準備を進めているわ
けでございますが、このマイナンバー制度の本格実施に向けて、まずはネットワークの構築が、そして整
備の運用という部分が今年度の最重要課題となっております。
具体的には、春先情報セキュリティー専門委員会を立ち上げましてというか開催いたしまして、スター
トさせておるのですが、現在の番号利用系、業務系と言っておりますけれども、それとＬＧＷＡＮ、情報
系のセキュリティーのレベルを上げた上で、個人情報を取り扱わないインターネット系を新設するという
ものでございます。今まで２系統の部分を完全切り離し、３系統という形にするというものです。それで、
セキュリティーを上げようというものです。事務局案を示したわけでありますが、これは無線ＬＡＮで構
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築する方向で進めております。防災センターにおけるその災害時のシステムの事業継続という取り組みと
もかかわってくるわけでありますが、いわゆるネットワークの強靱化対策、セキュリティー強化対策をと
りながら、災害時を想定した町ならではの危機管理対策をとるというものでございます。幸い町のサーバ
ーシステムは非常に防災センター、耐震性の高い施設に移転しておりますので、住民記録情報だとか福祉
に関する情報などのデータベースはしっかりと保全されているという状況にございます。庁舎内の端末系
機器が損壊したときも、防災センターにそのネットワーク配線は備わっているわけでありますので、災害
時の被害を極力回避するというようなことで、有事の際は臨時的にでも今回マイナンバー制度に伴う、導
入に伴うネットワークの再構築をした形でその有事の際の事務継続が、窓口サービスの継続がなるように
というというふうな想定のもとで運営体制づくりを今進めているという状況にございます。強靱化対策方
針というようなことで進めておるところでございます。
以上です。
委員長（土門勝子君）
７

番（阿部満吉君）

７番、阿部満吉委員。
なかなかこのＩＴ関係、私もよくわからないで質問しているところですけれども、

マイナンバーになってからいろんないわゆる攻撃とかというようなニュースもないようですので、今のと
ころまだ大丈夫に運用しているのかと思いますが、無線ＬＡＮを使ったり、これからいろいろなリスクが
ふえてくるかと思います。その辺有事だけでなく、攻撃があった場合の対策等々も万全にしていただきた
いと思います。この項はこれで終わりたいと思います。
次、34ページに戸籍住民基本台帳の中で、報償費、出生時誕生記念品がございます。少額ながら10万
3,539円と一緒に、出産の場合は健康福祉サイドでもいわゆるゆざっ子誕生祝金が390万円ほどございま
す。その辺の内容について両サイドからの決算の報告をお願いしたいと思います。
委員長（土門勝子君）

中川町民課長。

町民課長（中川三彦君）

お答えいたします。

私のほうからは、報償費10万3,539円、出生時誕生記念品ということについて申し上げます。このうち、
報償費のうち３万7,640円は出生時の誕生記念品ということで、現在はこの９月から株式会社花王のほうで
メリーズを出生した方に漏れなくお上げをするという取り組みをしておりまして、それ以前、平成27年度
においてはパンパースとそれからタオル、それからフォトスタンド、この３つの記念品のうちから自由に
選んでいただくという形で記念品としてお上げをしております。それで、27年度の実績としましては、パ
ンパースが４万2,336円、それからタオルが４万6,656円、フォトスタンドのほうはこれ２通りありまして、
合計で１万4,547円という内訳になってございます。
委員長（土門勝子君）

佐藤健康福祉課長。

健康福祉課長（佐藤啓之君）

それでは、ゆざっ子誕生祝金の関係について説明をさせていただきますが、

平成24年度までは第３子以降生まれた場合に10万円ということで支給をしてまいりましたけれども、25年
から第１子、第２子についても出生した場合は５万円ということで支給しております。27年度の実績は第
１子、第２子が64名ということで320万円、第３子以降は７人ということで70万円ということで、合わせ
て390万円ほどを支給している状況であります。
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員。
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７

番（阿部満吉君）

時間もないので、単刀直入に申し上げたいと思います。この前小学校の運動会の

とき、若いお父様から３人目だと軽乗用車に乗せられないやのと。お父さん、お母さんと子供２人までは
軽さ乗せて歩かれると。３人目になると、普通乗用車さ乗せねまねなやの。町民課長は、10万円ぐらいの
支出しかないものですから、国の制度ですので、それはなかなか難しいわけですけれども、３人目以降、
いわゆる多産系の町として伸ばすために何かもっと、その人はいわゆる重量税何とか安くならないかとか、
車買うと高いなやのというような話でしたので、その辺の手当てについて何かお願いできないかという、
それだけの質問でした。よろしくお願いいたします。
私も、まだこの問題についてはこなれておりませんので、そんな話もありましたよということでお話し
しておきたいと思います。もし何か可能性あれば、町民課あたりから聞きたいのですけれども。
委員長（土門勝子君）

時田町長。

町

非常に景気のいい町の話で大変うらやましく思っています。全国的に見れば、大

長（時田博機君）

阪府の池田市は、ダイハツの工場あるものですから、ダイハツの車を１台プレゼントするというような、
そんな市町村もあるやに伺いますけれども、我が町の現状で道路は非常にすいていますから、２回も３回
も来てもらってもそんな時間かからないわけですから、どこまでが天井でサービスしていいのかという点
は、持てる予算の中でしっかり皆さんからの提案と向き合いたいと思いますので、よろしくお願いします。
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員。

７

私も、考えがこなれてからまた提案したいというふうに思います。

番（阿部満吉君）

39ページになります。これは、社会福祉総務費の中で13節委託料、食の自立支援事業ということで99万
7,000円ほどございます。その内容についてお伺いいたします。
委員長（土門勝子君）

佐藤健康福祉課長。

健康福祉課長（佐藤啓之君）

お答えをいたします。

高齢者のひとり暮らしでありまして、調理等が困難な場合になりますけれども、週１回木曜日でありま
すが、弁当をボランティアの方から配送していただきまして、見守りを兼ねまして配食サービスという形
で実施している事業であります。
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員。

７

似たような話で、きのうまでの常任委員会の中で街かどサロンにいわゆるひとり

番（阿部満吉君）

暮らしだったり、老人のみ世帯の方々が常連さんとして見えていると。27年度までは、産業課サイドから
50万円の、ここにものっていましたけれども、その街かどサロン関係の支出がございました。ところが、
28年度、それは全部国の手当てもなくなったし、町単の２年も終わったので、なくしましたというお話で
した。今の食の自立支援事業にしても、街かどサロンにしても、いわゆるこれは福祉サイドの問題ではな
いのかなというふうに私らもきのうお話ししたところでした。実際来られる方も高齢者も多いですし、そ
れを主催なさっている代表者の方も、食費はそんなに高くしたくないのだと。大体ワンコイン以下の400円
程度で１食提供しているのだ。それは崩したくないのだという話でしたので、その辺の部分町単になりま
すけれども、何とか今後考えてもらえないものかなというようなことできのう常任委員会の中でお話しし
たところでした。福祉課長、いかがでしょうか。
委員長（土門勝子君）

佐藤健康福祉課長。
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健康福祉課長（佐藤啓之君）

お答えをいたします。

町で行っております配食サービスについては、一応町内の例えばグリーンストアさんでありますとか、
Ａコープさんでありますとか、そういった弁当を実際つくっているところの高齢者向けにいろいろ中身も
変えていただきながらその弁当を配食サービスとして提供しておるものですから、一応そういった通常の
お店屋さんでまずつくっている弁当を配達しているという感じになっておりますので、そこは営業の一環
としてまず弁当つくっているわけでありまして、街かどサロンさんが400円という安い価格で提供してい
ただいているのは非常にありがたいところでありますけれども、まずはこちらで配食サービスに伴うその
弁当と同じような同等の中身を伴って配食できるのであれば、そういう事業者の一員として一緒に参加し
ていただいても構わないところでありますけれども、ある程度の基準もある弁当ではありますので、400円
がそれに相当するかどうかわかりませんけれども、まずは同等の品物で提供していただけるのであれば、
そういう形で参加してもらうのが一番いいかなと思っておりますが、ただし営業しているということであ
れば、年間を通してやっているということになりますので、街かどサロンさんが途中休んだりしていただ
くという状況であれば、ちょっとそれも難しいかなというふうに思っているところであります。
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員。

７

いわゆる今までは固定のお客様もついて、来られる方も生きがいを持って来てい

番（阿部満吉君）

るというような状況にございます。曜日によっては満室になったり、特にお餅の日であるとか、カレーの
日あたりは、提供するものがなくなったりするようなこともあるようですので、そういう意味においては
継続的に残していく事業であろうかというふうに思いますので、継続させるためにもいろいろな手当てを
考えていただきたいというふうに思います。
この辺は、これでお願いを申し上げてということで、この委託料の中の一番上のほうに福祉のまちづく
り事業委託金、それから一番下のほうに在宅医療推進事業委託料という、この２つがちょっと目にとまり
ました。その内容についてご報告願います。
委員長（土門勝子君）

佐藤健康福祉課長。

健康福祉課長（佐藤啓之君）

お答えをいたします。

福祉のまちづくり事業委託金という名称ではありますけれども、これについては社会福祉協議会で行っ
ております金婚祝賀記念のおしどり金婚さんという事業がございますので、それの事業費といたしまして
委託をしているものでございます。
それから、在宅医療連携推進事業委託料につきましては、平成27年度の単年度事業で県の在宅医療連携
推進事業というものがございました。その中身として、昨年の12月20日に生涯学習センターで「ペコロス
の母に会いに行く」という認知症関係の映画を上映したわけなのでありますけれども、これらも含めて上
映会とあとは在宅医療連携という形で、町内のお医者さん関係でありますとか、介護の施設関係あるいは
町の担当者を含めて連携をするという形で介護しておりますので、そういった形の費用に向けたものであ
りまして、そのうちの映写料がここに計上をしているところであります。
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員。

７

そのいわゆる町内の老人のみ世帯、それからひとり暮らし老人の世帯というのが

番（阿部満吉君）

行政報告書の中の35ページのほうにもその統計が出ているわけです。この中で、空き家というふうになる
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とうちの所管のほうになってしまうわけですけれども、空き家を発生させないという意味でも、それから
そのひとり暮らしとか老々世帯のバックアップをするためにも、本当は成年後見人というような法律で認
められている制度があるのですけれども、どのくらい数この統計に挙がっている方々がその成年後見人を
持っているかというのは、恐らく統計的には出ていないと思うのです。しかしながら、この老人たちもや
っぱり自分の行く末というのは心配しているわけなので、いわゆる町のほうで、町の機関、例えば社会福
祉協議会等々でいわゆる成年後見人としての性格を持つというような形になれないものかどうかなのか、
その辺の話というのは出たことないのか、その辺いかがでしょうか。
委員長（土門勝子君）

佐藤健康福祉課長。

健康福祉課長（佐藤啓之君）

お答えをいたします。

まず、成年後見制度そのものが例えば認知症でありますとか、知的障害を伴う方が自分で自己判断でき
ないという場合等につきまして成年後見制度があるわけであります。ひとり暮らしで例えば介護保険の特
別養護老人ホームに入所する場合は、全て契約行為が伴いますので、その契約を行えないという形になれ
ば、どうしても成年後見人をつけるとか、成年後見人まで行かなくても、家族の了承が必要なのですけれ
ども、実際今住んでいる方がいらっしゃらない、身寄りがなくても４親等以内の親族まで探さないといけ
ないということになっていまして、そういったちょっと手続が難しいところがあるものですから、なかな
か実施までは行っていないという状況もございますが、24年のときに１度松濤荘に入っている方がそうい
った形で誰も身寄りがないということで、自分も判断できないということがございましたので、成年後見
制度を町のほうで一応申請をしまして、家庭裁判所で認めたという感じでなってはございますが、それ以
降は今のところは手続も難しいところもございまして、なかなかそこまで行っていないという状況であり
ます。
委員長（土門勝子君）

７番、阿部満吉委員。

７

成年後見人という制度に乗らずとも、やはり公証役場ではいわゆる遺言的な形で

番（阿部満吉君）

自分の財産はこのようにするというような宣言的なものができるというようなこともございます。今後や
っぱり高齢者がふえていく中で、そういった制度も確立しながらやっていかないと、なかなか暮らしにく
いのかな、暮らしにくさが出てくるのかなというふうに思いますし、行政のいわゆる手間、経費がかかっ
てくることもございますので、その辺の整理の仕方も考えながらこの制度も活用していただきたいなとい
うふうに思いまして、提案を申し上げて私の質問は終わらせていただきます。
委員長（土門勝子君）

佐藤健康福祉課長。

健康福祉課長（佐藤啓之君）

ご提案いただきありがとうございます。

先ほどもお話ありました配食サービスについても、一応ひとり暮らしの方の見守りも含めてやっており
ますし、27年度については冷蔵庫のほうに救急情報カードというものを、もし病気、持病なんか持ってい
る方で急に救急車呼んだ場合について、そのかかりつけのお医者さんとか家族の連絡先がわからないとい
った場合がないように、そういったことを救急情報カードに書いて冷蔵庫に張りつける、そういうカード
も配布しておりますので、あるいは認知症の徘回者については、高齢者等見守り登録制度という形で警察
にもそういう顔写真を添付しながら、それも家族の同意が必要でありますけれども、そういった形で高齢
者が危険な方というか心配な方については、地域みんなで支え合っていきながらやっていくということに
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しておりますので、今後もまず例えば町のほうでさらに地域支え体制づくり事業でありますとか、そうい
うものを行って、地区での支え体制を少し確立してほしいということも進めておりますし、それに伴って
老人クラブをいっぱいつくって、またいきいき体操もそれで進めていただければ、なお地域のつながりが
一層進むのではないかと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。
委員長（土門勝子君）

これで７番、阿部満吉委員の質疑は終了いたします。

本日の会議はこれにて終了いたします。
あす９月16日午前10時まで延会いたします。
ご苦労さんです。
（午後３時２６分）
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