
町内 3カ所で開催した「町民と議会の懇談会」でいただきましたご質問や 

ご意見・ご要望について、回答をまとめましたので、ご報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

令和２年度 遊佐町議会 

「町民と議会の懇談会」 

報 告 書 
 

   

 

    

 

 

 

 

【日 時】 令和２年１１月２１日（土）午後１時３０分～ 

 

 

【開催場所・参加者数】 

・遊佐町役場 議事所   （A班）    18人   【P1～】 

・稲川まちづくりセンター （B班）    16人   【P6～】 

・高瀬まちづくりセンター  （C班）    24人   【P10～】 

                    計  58人 

 

 

 

 

                               



町民と議会の懇談会 

【会場及び班体制】 
 

 

 
令和 2年 

11月 21日（土） 

１3：3０～ 遊佐町役場 議事所 Ａ 班 

１3：3０～ 稲川まちづくりセンター Ｂ 班 

１3：3０～ 高瀬まちづくりセンター Ｃ 班 

           
          

Ａ班 ｛役場 議事所｝ Ｂ班 ｛稲川まちづくりセンター｝ Ⅽ班{高瀬まちづくりセンター} 

役 割 氏   名 役 割 氏   名 役 割 氏   名 
 

班 長 阿部  満吉 班 長 斎藤弥志夫 班 長 松永  裕美 
 

進 行 赤塚  英一 進 行 斎藤    武 進 行 那須  正幸 
 

報 告 赤塚  英一 報 告 髙橋  冠治 報 告 佐藤 俊太郎 
  

記 録 本間  知広 記 録 佐藤  光保 記 録 菅原  和幸 
 

受 付 全 員 受 付 全  員 受 付 全 員 

協 力 佐藤 局長 協 力 東海林 係長 協 力 ―  
 

※ 土門議長・・・議長挨拶のため各班を訪問。 

 

【議会報告と意見交換】 

・新庁舎建設について 

・小学校統合について 

・遊佐パーキングエリアタウン整備 

・臂曲地区岩石採取 

・その他 
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令和２年度 町民と議会の懇談会報告書 

第 A班 

開 催 日 時 令和２年１１月２１日（土）午後１時３０分～３時３０分  

開 催 場 所 役場 議事所 

主な出席者と 

参 加 人 数 

遊佐地域づくり協議会 会長 佐藤 憲三氏  

ほか １７名   

 

 

議 会 側 

班 長  阿部 満吉 

進 行  赤塚 英一 

報 告  赤塚 英一 

記 録  本間 知広 

話し合い内容（要点筆記） 

テーマに関する質疑・意見 

 

＝新庁舎建設について＝ 

質問／ 新庁舎建設にかかる総経費の件、だいたい１７億５千万円くらいになって

いるが、これに例えば解体費や備品費など追加になる費用を含めた金額がわ

かれば教えて欲しい（後日でも結構です）。 

（回答） 

（経費については事前に準備した「新庁舎建設関連事業額」より説明）備品

費、解体費については、まだ正確な金額が出ていませんが、これらにかかる

費用は庁舎建設の基金より拠出する予定です。 

 

質問／ 庁舎建設の進捗率は。 

（回答） 

 進捗率は現在、若干遅れているようで１０月３１日現在、予定進捗率４９％

に対し４５．９％となっております。 

 

意見／ 解体にあたりアスベストが絡むと予算が膨らむので、見積もりの際、正確

に見て欲しい。 

 

質問／ 新庁舎入札にあたり、地域Ａクラス＋地元Ｂクラスではなく、地元Ｂクラ

スの一括発注になった。去年の議会で「なぜそのようになったか」という質

問があり、副町長から「技術センターからＢでも大丈夫」との説明があった

との答弁があったが記憶にあるか。 

（回答） 

資格ある管理者を前提とした発言は議事録に残っています。 

 

質問／ 技術センターにどれほどの権限があるかわからないが、本来であれば審査

会できちんと審査して決めるべきではないのか。 

（回答） 

そこまで踏み込めなかったのは、私たちの限界と考えます。指摘は十分受

け止めたいと思います。 
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質問／ ２０４０年の町の人口は、どのくらいになるか把握しているか。 

（回答）  

想定（目標）では８，０００人としている。人口減少対策は、難しい課

題ですが、目標を達成できるように努めていきます。 

 

質問／ その時の町民一人当たりの借金は、資料の金額とは変わってくるのでは。 

（回答） 

 新庁舎建設事業が完成するまでには、どのくらいの額になるかわからな

いので、金額で一喜一憂するのはちょっと早いと思う。 

 

質問／ 新庁舎建設にともなう町民一人当たりの借金は今後どうなる。 

（回答）  

（事前準備した資料より説明を行った。） 

 

質問／ 新庁舎建設工事請負契約に係る議会の審議結果、賛成６・反対５の僅差で

あった。それぞれに理由があるのだろうが、できる限り説明してもらいたい。 

（回答） 

議会だより１４７号に反対の理由を３人ほど討論の形で載せています。

反対するにあたり、およそ２０億を超える当初予算であったので、いわゆ

るＡクラスとの共同で建設すべきであり、町内業者もＡクラスと共同で施

工することによってレベルアップが図れるということが前提にあります。

Ｂクラス１社のみの入札は、こうしたことが担保できなくなるおそれがあ

るということが反対の一番の理由になりました。 

 

意見／ １１月１４日の新庁舎見学会に行き思ったが、完成予定の時期（令和３年

３月）にぜひ内覧会を実施してほしい。 

 

＝小学校統合について＝ 

要望／ 新小学校開校準備委員会の総務部会として校歌、校章の制定に向けて取り

組んでいる。また代表者が集まっての委員会において、統合することについ

ても議論を重ねてきているが、その中で常に忘れていないことは遊佐の良さ

を１つの学校になっても守ろうということ、給食については自校給食を守ろ

う、費用対効果も考えなければならないということも含めて議論してきてい

る。令和５年４月の開校に向けて汗を流し取り組んでいるので、ぜひ議会に

おいても忘れずに議論していただきたい。 

（回答）  

町の中では検討を重ね、各対応案があるように聞いています。議会の場で

も皆さんの意見をなるべく反映しながら議論していく予定です。 

 

意見／ 将来のことを考えて既存の校舎を建てたのか。以前の校舎を使っていれば

お金がかからなかったはずである。小学校統合後の廃校利用はどうするのか。 

（回答） 

子どもの状況や環境などを踏まえて令和５年度の統合になったわけです

が、統合後の校舎について蕨岡小と高瀬小は、それぞれまちづくりセンター

に使いたいという住民からの意見があります。その他の学校については、現

在のところ具体的な案は出されていないものと認識しています。議会でも視
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察等を行い意見は出していますが、廃校となる小学校の有効利活用は、様々

な方策が考えられると思いますので、今後の課題とさせていただきたいと思

います。 

 

＝鳥海山麓臂曲地区岩石採取について＝ 

質問／ 岩石採取裁判をどう考えているのか。 

（回答） 

  １２月１５日に仙台高等裁判所の判決が出る予定だが、町の主張が認めら

れるように議会としても特別委員会等で検討していきます。 

 

＝遊佐パーキングエリアタウン整備について＝ 

質問／ 全線開通へ向けて鋭意工事中とのことであり、丸子付近にパーキングエリ

アを建設するということで動いているようだが、具体的な話はあるのか。例

えば無料ということでいえば、尾花沢の道の駅があるが、利用するには一旦、

道路を降りなければならない。そうなるのか、または高速道路のようにすん

なり入れるのか、そういった話はしているのか。 

（回答） 

現在、在来道路からの引込（ランプ）について国と町との計画に違いがあ

り、具体的な計画は進んでいない状況にあります。町としては、従来の高速

道路のパーキングエリア・サービスエリアのような感覚で利用できるような

環境を目指し、各方面に鋭意要望活動を行っています。今の時点で、どこに

どのようなものができるといった詳細の部分については、まだ不明な部分が

あるが、本町にとっては大きな事業になるので、議会としても情報収集しな

がら特別委員会等でも議論していきたい。 

 

政策提言に関する意見 

＝産業振興＝ 

質問／ プレミアム商品券（夏）の効果（結果）はどうだったのか。 

（回答） 

プレミアム付き商品券（夏）については１４，０００円分の商品券が 

９，０００セットで、総額で１億２，６００万円の予算に対して、結果とし

て合計で１２３事業所より１億２，５７５万１，５００円の換金がありまし

た。お店からは、かなり好評だという声をいただいており、それを受けて現

在、プレミアム付き商品券（冬）を販売中である。経済効果を期待している

ところです。 

 

質問／ 今後、経済的なコロナ対策（５次・６次）はあるのか。 

（回答） 

国の財源が今のところはないので、現在、予定は何も示されていませんが、

引き続き要望は行っていきます。 

 

質問／ プレミアム商品券の販売に関し、購入が困難な方（高齢者）に対する注意

書きがあるが、何件の問い合わせがあったのか。 

（回答） 

 確認して報告します。 

  ※後日回答・・・問い合わせ受付件数・・・役場 約１０件、商工会 １件 
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       (購入可能な方の問い合わせも含みます) 

 

その他の課題・意見 

質問／ 杉沢地区のほ場整備の発掘調査のため小野曽から杉沢まで通っていた。１０

月を過ぎると早く暗くなるが、熊野神社に向かう川沿いの道はカーブも多く

見通しが悪い。また、センターライン、サイドライン全部消えていて、白線

が無いので危ない。何かあってからでは遅いので何とか提案できないか。 

（回答） 

   所管である地域生活課に提案していきます。 

 

質問／ １０年ほど前の話で恐縮だが環境推進員をしていたとき、ある交流会の席

で「遊佐（駅前周辺）はゴミひとつ落ちていない町だ。」と訪れた人が話して

いたことを聞いた。当時は元町の何名かの人がゴミ拾いをやっていた。その

ことを頭にいれておいていただきたい。前の副町長が役場前のごみを拾って

いた。これを見習ってぜひ新庁舎ができたらそういった人を置いてもらいた

い。喫煙所もつくってもらいたい。シンボルタワーに花壇があり農協の職員

が世話をしていたが、今は何もない。ふらっと前のあたりに花を植えては。

花壇の整備やゴミ拾いをもっと徹底して取り組めないか。あとエルパの前の

花壇はなぜなくなったのか。 

（参加者から声） 

エルパの駐車場を出入りするにあたり、見通しが悪く危ないので撤去した

経緯がある。 

（回答） 

美化に関して管理するのは大変なことなので、この場でとりあえず承って

おきます。 

（吹浦の部分）確かに奇麗にすることは大切なことです。吹浦の場合は国道

７号線沿いで黄色の花が咲いているが、あれは一部外来種で手をかけられな

い部分があり、外来種が入ると在来種がダメになるので困っています。役場

担当課と対応を話しており、今後、個別に対応していきたいと思っています。

喫煙に関しては公共施設に喫煙所の設置は、そぐわないとの考えもあります

ので、検討していきたいと思います。 

 

質問／ 各地域づくり協議会職員の報酬について検討するとあるが、どうなってい

るのか。１２月議会で提言しないのか。 

（回答） 

国の働き方改革で臨時職員にもボーナスを出さなければならず、予算が上

がっています。各地域づくり協議会でもそれに準じた形で給料を出さなけれ

ばならず大変だと感じています。その辺の上乗せをお願いしているが、予算

的に固定してしまっているのが今後の課題だと認識しています。提言は行っ

ているが（一般質問等）、引き続き取り組んでいきます。 

要望／ 強く要望してほしい。 

 

要望／ 元町の街灯が切れているものがあり、早急に直してもらいたい。臨時の議

会を開いてでもお願いしたい。 

（回答） 

 元町の街灯で切れている個所は町では確認しています。（総務課危機管理係
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に確認して後日報告。） 

 

質問／ 消防団のなり手不足や会計にかかる問題はどうなったのか。 

    議会では話題にならないのか。 

（回答） 

議会（公式な場）では話題に上がっていないが、議員同士で話はしていま

す。若い人がいないわけではないが、共働きなど家庭の事情もあり、集落の

行事にも出られない若い人もいるようです。議会としても、これから話をま

とめていきたいので時間をいただきたいと思います。 

意見／ 地域から消防団がなくならないよう、しっかり取り組んでもらいたい。 

 

質問／ 鳥海山をどう発信（活用）していくか。 

（回答） 

 現在、鳥海山飛島ジオパーク再認定に向けて努力しているところです。 

    今後高速道路がつながれば交流人口は増えるので、ジオパーク・パーキン

グエリアタウン等活用を考えながら発信していく予定です。鳥海山は「宝の

山」との思いで、発信に努めていきます。 

     

質問／ 令和２年度分の政策提言に対して実際にどのような事業が行われたのか、

いくらの予算がついているのか、説明してほしい。 

（回答） 

昨年提出した政策提言については、第８次振興計画に基づいた令和２年度

版遊佐町の主要施策に載っている項目に準じて、より良いものになるように

提案しました。数字（予算）的なものについては９月に令和元年度の決算を

見たばかりであり、持ち合わせておりません。また、令和２年度の事業の成

果については、半年しかたってない状況なのであえて結論はまだ出していな

い状況です。まだ、もう半年あるので、ご意見があれば町に伝えていきたい

と思います。 

 

質問／ 議会の活性化について、議員報酬等を含めて今がベストとは思わないが、

議員のなり手不足の問題についてどう取り組んできたのか。庄内町の取り組

みと比べると動きが見えないと思うが。 

（回答） 

庄内町議会とは議員報酬増も含めて意見交換をしていますが、具体的な解

決策は見えてこない状況にあります。議会の活性化に向けて今後も、なり手

不足に関する調査研修活動を続けていきたいと思います。 

（回答） 

報酬アップは環境整備の１つであり、議員になるには家族等の理解が必要

と考えています。議員をやりやすい環境とは何かを考えていく必要があると

思うので、これから議論していきますので皆さんからも、ご意見いただけれ

ばと思います。 
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令和２年度 町民と議会の懇談会報告書 

第Ｂ班 

開 催 日 時 令和２年１１月２１日（土）午後１時３０分～３時３０分  

開 催 場 所  稲川まちづくりセンター       

主な出席者と 

参 加 人 数 

稲川まちづくり協会 会長 土門 勝子氏  

ほか １５名 

 

 

（議会側） 

班 長  斎藤弥志夫 

進 行  齋藤 武 

報 告  髙橋 冠治 

記 録  佐藤 光保 

話し合い内容（要点筆記） 

テーマに関する質疑・意見 

 

＝新庁舎建設について＝ 

質問／ 現庁舎とは道路を挟んで反対側になるが、入口はどうなるのか。 

（回答） 

遊佐交番の一部を買収して道路を取り付けるが交番の駐車場は狭くなる予

定です。 

また、新庁舎へはスーパー農道からの利用が便利になると思われます。 

 

＝小学校統合について＝ 

質問／ 地域の学童保育等はどうなるのか。 

（回答） 

今のところ具体的には何も決まってない状況です。 

 

質問／ 空き校舎の再利用の計画はないようだが起債の償還残はないのか。 

（回答） 

手元に資料はありませんが、償還中だと原則として目的外使用はできない

ので、その処理、管理費支払いが必要になると思います。 

肝心なのは有効活用、地域が元気になる利活用になるよう、配慮すること

だと思います。 

 

意見／ 空き校舎が再利用されないことはもったいないし、管理費がかかり続ける

ことを心配する声が地域には多い。 

（回答） 

再利用まで管理費支払いが必要になります。最近、コロナ禍の中、地方回

帰の動きもあり、校舎増築等に３億５千万円、さらに数億とかかるのはどう

なのかという町民の方々の声があるのは承知しております。 

統合するのは決まったことですが、空き校舎の活用など決まっていないこ

ともたくさんあるという状況です。 

 

意見／ 校章・体操着などまで決まってくるなか、空き校舎利用についても統合の

検討に併せて進めるべきである。 
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（回答） 

コロナ禍で統合検討の部会連携が十分には取れないなどの事情もあり、少

し時期を見たいと考えています。空き校舎の利活用では、しらい自然館のよ

うな好事例もあります。皆さんもアイデアは様々あると思うので、是非、意

見としてお聞かせ願います。 

 

質問／ 空き校舎利用では、各地域の意見が最重要となると思うがどうか。 

（回答） 

各地域での意見に沿った利用が、ベストと考えていますが、この地域では

どのような意見があるのかも伺いたいと思います。 

 

意見／ 区長会でもその都度、話をしている。遊佐町総合福祉センターにはどうだ

ろうという意見が出ているが、社会福祉協議会だけでは広すぎるということ

がある。藤崎小の閉校セレモニーとの兼合いもあり、話を進める必要がある。 

 

＝遊佐パーキングエリアタウン整備について＝ 

質問／ 重点「道の駅」を目指す必要があるということだが、なぜ「重点」なのか。 

（回答） 

重点「道の駅」に選考されると、有利な補助制度の活用が図られるようです。 

しかし、「重点」でないと道の駅ではないということではありません。 

 

質問／ 重点「道の駅」に指定されなくてもパーキングエリアタウンは造る方針か。 

（回答） 

事業規模は大きくなるが生産性のある事業である。重点「道の駅」でない

と町の基本計画の規模として財政的に無理があると思います。 

 

意見／ 米沢の道の駅では、道路が近すぎて高速から降りられない事例があるので

参考にされたい。 

（回答） 

重点「道の駅」に求められる防災機能を果たすために駐車スペースを広く

持つことを要すると考えています。ご意見を参考にして取り組んでいきます。 

 

意見／ 斎藤弥志夫議員の一般質問で比子のスポーツ広場を花公園にというのがあ

ったが、賛成するものである。 

 

＝鳥海山麓臂曲地区岩石採取について＝ 

質問／ 仙台高裁における和解協議の状況はどうだったのか。 

（回答） 

川越工業が示した金額と町の想定した金額の隔たりが大きく、和解にはい

たりませんでした。 

 

質問／ 町が高裁の心証を損ねなかったかと案ずる。 

（回答） 

当事者間の考え方の開きが大きく、止むを得ないケースと思われます。 
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質問／ 上告の可能性はどうか。 

（回答） 

    １２月１５日に判決ですが、今後の展開としては地裁判断の維持か、審理

不十分として地裁へ差戻しのいずれかが考えられますが、当事者間の開きが

大きく、将来的には上告審でという可能性はあると思います。 

 

意見／ 仙台高裁は和解の可能性を探ったもので、和解案を提示したのはあくまで

も川越工業なので、それを蹴ったからといって高裁の心証を害することには

ならないと考える。 

 

質問／ 裁判については裁判所の事柄であり、ここで議論しても詮無いことである。 

（回答） 

裁判所は町の提出する資料に基づいて判断するものであり、町の訴訟活動

の妥当性について議会が関わる必要があること、さらには遊佐町の湧水をど

うするのかという問題であることから懇談会のテーマとしたことをご理解願

いたいと思います。 

 

（その他全般） 

質問／ 洋上風力について、町が了解したのか、大方の町民の賛成を取り入れて動

いているのか。西遊佐から吹浦の砂丘地帯における湧水への影響を心配する。 

   また、高さ２６０ｍの物が５０～６０基、日中はぐるぐる回り、夜間は点滅

するとなると、ストレスが強く、町全体が安心して住めないことになるので

はないか。 

（回答） 

    最終的な事業者の決定は国が行いますが、町・町民は環境影響評価の段階

で意見を述べることができるので、手放しでやってくれという状況ではあり

ません。 

    事業者によれば、湧水については分からないことだらけで、その他につい

ても設計をしながら考えていかなければならない状態であると聞いています。 

    議会として、町民の不安に寄り添う形で知事にあて意見書を出すことで調

整していますし、今後、力を入れていかなければならない分野であると考え

ています。 

 

質問／ 仮にこれができた場合、将来の子供たちにどう説明するのか。 

   酒田北港を掘ったとき高砂地区の井戸が皆、涸れたということもある。 

（回答） 

    住み続ける生活者の視点に立つことが必要と考えます。 

 

意見／ フォトモンタージュは動画にして、より分かりやすいものにするなど町民

に周知すべきである。 

 （回答） 

    そのとおりと理解します。 

 

意見／ 沖合１㎞と近すぎることが問題である。 

 （回答） 

    業者の都合によるものであります。 
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意見／ 以前は３㎞との話もあった。 

（回答） 

     説明会のたびに距離・本数・大きさなど変わってきています。希望事業者

も出揃っていない状況にあることから、今後、さらに変更の可能性も予想さ

れます。 

 

質問／ 共同火力の煙突でさえ１８０ｍであるし、圧迫感を与えないように沖合に

設置する浮体式など、もっともっと町民への周知を図って欲しい。 

（回答） 

    県は、事業実施は計画より小さくなる傾向があるなど、小さめに言ってい

るところがあると思います。町民の皆さまの理解が得られるような説明がな

されるよう、働きかけをしていきたいと思います。 

 

意見／ 岩石採取も洋上風力も湧水に関わっている。町民も家の井戸の水位に関心

を持つとかの必要がある。 

 

意見／ 町民の意見を県に伝えてもらいたい。 

（回答） 

    町民の声を集めて議会は、洋上風力に関する特別委員会の設置などが必要

となってくると思われます。 

 

質問／ 岩石採取も町民の当初の無関心が問題となった。 

遊佐町が反対して止められるのかという問題もある。 

（回答） 

    県がどのような姿勢をとるかによるところの影響が大きいと思います。事

業者の決定は国が行うが、いずれにしろ町が町民の声を届ける必要があります。 

新規開発事業は環境への負荷がかかります。過去の例でいうと、北港開発

の結果、遊佐の砂場に砂が堆積したという推測もされていることなどがあり

ます。 

 

質問／ SDGsに取り組んでいただきたい。 

（回答） 

     議会の一般質問でも取り上げましたが、町は取り組むことを表明しています。 
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令和２年度 町民と議会の懇談会報告書 

第Ｃ班 

開 催 日 時 令和２年１１月２１日（土）午後１時３０分～４時００分  

開 催 場 所  高瀬まちづくりセンター       

主な出席者と 

参 加 人 数 

高瀬まちづくり協議会 会長 佐藤源市 氏  

吹浦まちづくり協議会 会長 佐藤勇司 氏 
ほか ２２名   

 

 

議 会 側 

班 長  松永 裕美 

進 行  那須 正幸 

報 告  佐藤俊太郎 

記 録  菅原 和幸 

話し合い内容（要点筆記） 

テーマに関する質疑・意見 

 

＝新庁舎建設について＝ 

質問／ １５億７，３００万円で契約したとある。以前、町の庁舎建設検討委員会

に携わっていたときに１７億円ほど掛かると聞いた。 

本当に１５億７，３００万円でできるのか。 

 （回答） 

 本年２月発行の議会だよりに載せた額は、総額１７億４，５８０万円であ

りますが、来年以降に外構工事などがあるため１７億円ほどを想定しています。 

 

質問／ 借入金返済で、事業費の２２．５％相当が２０年間交付税措置され、最終 

   的に３０年間で償還するとのことだが、人口が約１３，０００人から減少す

ることは確かである。どの程度の償還額になるのか。 

 （回答） 

    ３年間の事業期間となれば、３３年間で償還することになり２０５１年度

までに償還することになります。来年度時点で、現在の町民一人あたり９万

８千円ほどと試算しているようです。 

 

質問／ 先の議会だよりには「経常経費の削減と財政の硬直化が進行」とある。 

前問者の質問に対し、遊佐町の財政状況は健全であると説明された。ある新

聞に遊佐町の財政状況は、黄色信号であるとの記事が載った。これに役場の

経費は入っていない。これを加えれば町の財政状況は、多分赤信号になると

思う。説明の内容は、この記事に反しているのではないか。議会ではどのよ

うに対応するのか、我々に明解に具体的に説明してもらいたい。 

（回答） 

   報道は、要注意と記載されていたが、町の説明は、留意すべき状況にある

との評価を受けたとのことでありました。町の監査委員による財政健全化法

に基づく審査では、「良好な状態」「適性は範囲内」にあることを答弁したも

のです。 

 

質問／ 新庁舎建設に係る議会の動きは理解できた。しかし、契約について６対５ 

で採決、決定されたとのこと。議会が特別委員会まで設置して、どのような
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特色ある庁舎建設になったのかを伺う。 

（回答） 

    高齢者への配慮、エレベーター設置の場合のメンテナンス費用等の維持費

等も考慮し、１階の庁舎としたと理解しています。建設位置については、い

くつかの案の中から、町民の動線なども考慮し、現在の位置に計画すべきと

議長に報告をしました。 

   発注に係る契約については、地方自治法第９６条に基づき、昨年の１２月

議会に提案され１２月６日に審議されたものですが、表決は質問の通りであ

り、同年１０月２５日に入札公告、１１月２５日に入札されました。審議で

は、ひとつの工区で発注していいのか、分けて発注すべきとの意見もあり、

その意見を持つ議員が反対したと考えています。建設することに反対でなく、

発注、入札のあり方を問題視され、表決の結果になったと理解しています。 

 

＝小学校統合について＝ 

質問／ 小学校の統合により、現遊佐小学校以外では、子どもたちの声が聞こえな

くなり淋しくなるとの思いをしている。統合後でも、子どもたちの声が地域

に届くような工夫を、是非考えていただきたい。 

    新小学校は、新しい教育方針の下に運営されると思う。現在の５学区で取

り組んでいることが、すべてできるわけではないと承知をしている。しかし、 

地域の活性化を維持するには、子どもたちの声が必要不可欠であると思うの

で、工夫をしていただきたい。 

（回答） 

    子どもたちの声を残す方法をみんなで考えるべきで、時代にあった施策の

提言を議会として行っていきたいと思います。地区の祭りなどは、まち協単

位で、子どもたちに繋がるよう提言すべきと思いますが、まちづくり協議会

の負担にならないよう配慮も必要と思います。声を聴く場を多く設けるよう

な形で、議会の意見を取りまとめていきたいと考えています。 

  

質問／ 各学校で行っている野外活動などは、今後も存続していけるのか。 

   また、統合後の校舎の活用のあり方について、議会内で話しあったことがあ

ったのか。 

（回答） 

   答弁は、議会で議論したうえで回答させていただきます。現在、３つの部

会で協議中であり、各部会ごとの説明会も求めていきたいと思います。 

 

質問／ 統合後の校舎の利活用については、各まちづくり協議会で協議していると

思うが、最終的には町側が決めるんだと聞こえてくる。事柄が決まってから

苦情や意見が出るより、その前に町民の意見を聞いて議会の施策に反映して

いただきたい。 

    各まちづくり協議会で協議したことを、町側に提示することになろうかと

思うが、最終的に町が決めることになり、私たちの意見が反映されないこと

にならないよう、議会でも配慮をお願いしたい。 

 （回答） 

    統合後の校舎の扱いについては、議会としても大きな課題の一つと認識し

ています。統合後は、企画課に所管が移ることになりますが、今後、協議す

ると聞いているので了承いただきたいと思います。 
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質問／ 総合教育会議は重要な会議であり、運営要綱の第５条で公開することとな

っている。しかし、町民に場所とか日時を知らせていない。会議が設置され

たのは２０１５年であり６年も経つが、町民の傍聴はゼロである。それでい

いのか。 

 （回答） 

    担当に、意見として伝えさせていただきます。 

 

＝遊佐パーキングエリアタウン（PAT）整備について＝ 

質問／ 高瀬小学校には「高瀬の未来図」というものがある、石原莞爾が京都の画

家に依頼し、昭和４５年頃を想定したとされ、電車も走り飛行物体もある。

そのなかで実現されていないのが、高瀬駅である。遊佐ＰＡＴ整備の時期に

あわせ、高瀬にも駅を作ってほしいとの要望である。子どもの声が聞こえな

いと先ほどあったが、新小学校に高瀬駅から通わせたらと考える。 

    遊佐ＰＡＴについては、建物の外観が大事であると考える。菅里中学校が

できた当時、蒲鉾型の屋根がモダンであり、電車から見た人がホテルがある

のかと言ったと聞いたことがある。外観はイメージに影響すると考える。高

瀬には菅野城があったとも聞く。その城をモチーフにした個性のある建物を

要望したい。 

 （回答）  

    昭和３０年代に複線化になった記憶しています。ほ場整備事業で踏切の移 

   設を行ったが、その協議は大変であったことなどから高瀬駅の実現はゼロで

あると考えます。遊佐ＰＡＴについては、山形県の景観条例の協議対象にな

ると考えます。 

 

質問／ 遊佐ＰＡＴの機能について話がでていない。将来に向けた自動車の機能、

防災の拠点やヘリポート、鳥海山のゲートウェイとしての役割。東日本大震

災では、道の駅が支援物資の集積場になったとのこと。遊佐ＰＡＴの予定面

積は３ｈａほどと聞いている。どのような機能があり、その面積になるのか。 

    また、インターチェンジ設置後のアクセスであるが、東回り県道について

は吹浦地区との関連もあり、３４５号線との繋がりも大切である。現在、行

き止まりの状態にあるが、インターチェンジができるまで、継続し県に要望

を行い、見通しをつけてほしい。県は、町はどう考えているのか必ず聞く。

遊佐鳥海インターチェンジからのアクセスをどうするのか、議会も町を含め

た今から対応をお願いしたい。 

（回答） 

遊佐ＰＡＴ基本計画には４つの機能が盛り込まれています。遊佐ＰＡＴ調 

査特別委員会で調査を行い、機会を捉えて報告をしていきたいと思います。 

    遊佐ＰＡＴの面積は、説明では地域には一度説明をしているが、最終的な

決定までには行ってないとのことです。先ほどからの意見のように、決まっ

てからの対応にならないよう、議会でも対応していきたいと思います。 

小山崎遺跡も国指定になり、活用計画を策定する委員会を設置しています。  

遊佐ＰＡＴと小山崎遺跡、ブームの丸池様を一体化する形で、整備促進期成

同盟会として庄内総合支庁への要請活動を行い、知事へも現状説明を行った

経過があります。 
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質問／ 遊佐ＰＡＴに関する町の説明は、雲をつかむような感じで分からない。 

３ｈａでできる内容は何か。買収価格は、農業委員会の示す価格くらいでし

かできないのか。また、高速道路並みの価格なのか。 

 （回答） 

    具体的な事業計画が示されていないため、回答を控えさせていただきます。 

 

質問／ 遊佐ＰＡＴの基本計画を、このような場で示すべきである。町の関連施設

では、指定管理者を指定としている施設がある。税金から指定管理料が継続

して支出される。遊佐ＰＡＴは独立して、町以外の方からやってもらうこと

も考えられる。そして利益を上げてもらい、町に還元していただくこともあ

るのではないか。 

指定管理料を継続して支出することは、人口が減るなか多額の費用がかか

る。そのような施設は反対である。採算が取れるような道の駅にしていただ

きたい。 

（回答） 

現在、はっきりした答弁はできません。これから調査特別委員会として要

望していくことになると考えています。 

 

＝鳥海山麓臂曲地区岩石採取について＝ 

質問／ 一審では、遊佐町に有利な形で判決が出たが、訴訟費用はどのくらいか。 

また、仙台高裁の和解案について議会に説明があったと思うが、内容につい

て説明できる範囲内で報告いただきたい。 

（回答） 

  訴訟費用額は、手元に資料がなく答弁できません。山形地裁での裁判につ

いては、平成２９年の３月３１日に、提訴に対し２週間以内に対応する必要

があるため、町長側から議会へ弁護士費用等について説明がありました。そ

の際の説明は結審までとのことであったが、 仙台高裁への控訴分は別とのこ

とでありました。現在、２名の弁護士で対応しています。 

  和解案が仙台高裁から示されたが、町としても和解案を準備、議会でも説

明を受けました。和解協議は、原告の川越工業から示された内容で行われた

との報告がありました。 

  最終的に、町として受け入れできないとし、仙台高裁に回答、仙台高裁が

和解協議を打ち切りました。１２月１５日に判決が出る予定であります。 

裁判は争点を争うものであり、採石法、森林法、林地開発等の規定につい

ては争っていません。それらは、国や県に制度改正等を、議会として要望を

あげている状況にあります。 

 

意見／ 原告の川越工業から代替地を求められていると聞いている。また、周辺の

土地も、町から買い取ってほしいとも聞こえる。町は勝訴し、ほっとしてい

るようであるが、町民としてはああそうですかとは理解できない。今後も、

課題を話し合っていかないと解決できないと考える。 
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その他全般 

 

＝くらし・防災・環境保全＝ 

質問／ 洗沢川沿いの升川、中山、樽川が隣接しており、増水すると溢れる位の状 

況になる。升川地区では河川にヤナギが成長し処理できない状況にあり、下 

流の樽川地区は堤防の強化が課題となっている。 

土砂が堆積しているところがあり、浚渫し流れをよくしていけば災害防止 

にもなるので、庄内総合支庁へ要望をしている。議会からもバックアップし 

ていただけないか。 

  （回答） 

    地域生活課と連携し、県へ要請活動を行っています。 

 

質問／ 町の消防団員数は以前７００人ほどであった。それが６００人台まで減っ

た。その分、地方交付税が削減される。今後の町財源を心配しているが。 

  （回答） 

    消防庁でも令和２年中にアンケートをする情報があります。町でも１１月

のはじめに、消防団員へアンケートを実施しました。資料の提言には載って

いませんが、総務厚生常任委員会の提言事項の検討には含めています。 

 

要望／ 丸子集落のなかに高瀬川が流れている。下流で月光川と合流するため、月

光川の水位が上昇すると、高瀬川の水位が上がる。防災面から高瀬川の浚渫

を、議会からも要望していただきたい。 

   ※後日回答・・・丸子集落のこれまでの要望活動もあり、令和２年度に県が

実施する予定です。 

 

要望／ 丸子橋は木造橋である。今年直していただいたが音がするところもある。 

せめて１０トン級でもいいので、今後永久橋に架け替えていただきたくこと

を要望したい。 

  （回答） 

    地域生活課に話をしていきます。 

 

＝産業振興＝ 

質問／ 洋上風力の説明会が進めれているが、風車が立ったシミュレーション図を

出してほしいとの声がある。風車の高さが２６０m位。火力発電所の煙突は

１８０ｍほどである。洋上に関する景観の規制はないようであるが、イメー

ジができないので、この事業を推進している県に対し、議会として要望でき

ないものか。 

（回答） 

   説明会は、町が県に要望して行っていることを理解いただきたいと思いま

す。フォトモンタージュは、担当課長からも県に要望していることを確認し

ています。 

 

要望／ 提言書には、企業誘致の言葉がどこにも出てこない。守りの町政のように

見える。地道な企業誘致活動を行うことを要望したい。 
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要望／ 来年の１月から３月に、もう一度プレミアム商品券の販売をしていただき

たい。 

  （回答） 

    産業課と相談させていただきます。 

 

＝移住・定住促進＝ 

質問／ 県立遊佐高校への手厚い支援は、遊佐高校を活性化させることで素晴らし

い事だとは思うが、その支援に反対の意見を持つ方も多いと感じる。遊佐高

校に在籍する遊佐町民の子弟はどのくらいいるのか。 

    遊佐高校支援に投入する支援金を、町民１００％である小中学校の教育に

投入していただき、情操豊かな、語学力が堪能な子どもたちが育成されてい

くような使い方に変えていくことができないものか。現在の遊佐高校支援は

よく分からないので、アンケート調査してみてはどうか。 

遊佐高校は県立なのに、なぜそんなに遊佐町が支援しなければならないの

か。遊佐高校がなくなった場合、どのような弊害があるのか自分は分からな

い。 

このような意見の町民も少なからずいるということを、知っていただきたい。 

 

 （回答） 

    議会全員協議会でも、遊佐高校生だけに交通費を出していいのかとの意見

もあります。教育面に関することは、費用対効果だけで判断していいのかと

考えもあります。 

また、支援の財源はふるさと納税となっています。 

 

議会に望むこと 

意見／ 新庁舎の件をはじめ、すべてが終わってから議会で質問などをしても、意

味がない。決定する前に十分な議論を行うよう取り組んでいただきたい。 

 

 

 

 

 

「町民と議会の懇談会」において、町民の皆様からいただいた議会や行政に 

対してのご質問及びご要望につきましては、今後の議会活動に反映し、 

明るい町づくりに努めてまいります。 

 

問い合わせ 

【遊佐町議会事務局】 

電話 ： ０２３４－７２－５８８９（直通）／ FAX ： ０２３４－７２－３３１２ 

Eメール： gikai@town.yuza.lg.jp 


