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平成３０年度 町政座談会 概要 

 

（■質問等、□町側の答弁） 

 ５月２１日 高瀬地区  

■地区からの事前要望 

①平成 30年度の空き家対策の取組みについて 

・転入者が集落会費等の徴収で問題が生じないようにしてもらいたい。 

 ②通学路について 

・下当･山崎間の水路･法面がある区間にガードレールを設置いただきたい。 

・菅里橋の歩道除雪をお願いしたい。 

・西鳥海橋の歩道除雪時間を通学前に実施願いたい。 

□①移住者が移住する前に定住促進係と集落支援員より集落費や地域の合同作業等を説明し、

誓約書の提出をお願いしている。また、区長や隣組長への挨拶を行う際は、集落支援員が

日程調整したうえで同行しているが、転入後のトラブルが発生しているケースもある。平

成 24年度から 29年度までに 71組（166人）が移住し、そのうち 7組（17人）が転出して

いる。引き続き定住している方の多くは、集落と協力し合いながら生活している。今後も、

移住後にトラブルとならないように更なる取組みをおこなっていきたい。 

□②ガードレール設置については、山崎踏切から下当までの区間を現地確認した結果、延長

約 290ｍのうち下当側 200ｍは設置基準に満たない法面勾配であった。残りの 90ｍについ

ても設置基準に満たない法面勾配であったが、路肩すぐ脇に水路があり、強風による通学

児童の落下の危険性があるため設置に向け検討したい。設置個所については、区長等と立

会確認のうえ決定したいため、ご協力を願いたい。歩道除雪については、菅里橋は県道で

あり、また幅員が狭く歩道除雪機の進入が不可。昨年までは集落（谷地上）より自主除雪

によりご協力いただいており、引き続きお願いしたい。西鳥海橋～丸子(国道 345 号)通学

路の歩道除雪については、現行では午前 7時に完了する旨の指示と午前 4時で積雪 10cmと

なった際に始動（降雪状況によっては始動基準に満たなくとも対応するケースもあり）す

ることとなっている。しかし、降雪状況によっては時間に間に合わない場合がある。除雪

時期前の業者ヒアリング時に、通学時間前の除雪完了についての指示を引続き行っていき

たい。 

 

■国道 7号沿い白木集落の桜並木、桜の管理体制はどこか。 

□当該箇所の桜は国道開通時に地元で植樹したと聞いている。植樹箇所は国道敷地内、木自

体は国で管理しているが、桜の手入れは行っていない。地元に「桜クラブ」があり、年 1

回手入れを行っているようだが、今年の活動はまだ行っていないと聞いている。 

 

■菅里体育館(避難場所)の修繕について。隙間風や入口の戸車およびトイレの改修（洋式・

バリアフリー化）について検討願いたい。 

□築約 60年となっており、かなり劣化が激しく解体する方向で考えているため、現行の管理

体制については以前より説明しているとおりである。しかし、現在も利用している団体が
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あるため、簡易なものについては修繕等対応する。解体時期については、予算が付き次第、

地区住民と相談しながら対応していきたい。 

□鳥海山での火山噴火災害時(避難者自らが菅里体育館を避難所として選択し得る災害)に対

しては、現在、県で避難計画策定作業を行っており、年度内の完成予定となっている。一

定の方針が示され次第、町の地域防災計画の見直しを行う。また、出前講座等でも随時お

知らせしていきたい。 

 

■旧菅里保育園の今後の利用計画について。集落への貸出しは可能か。 

□現在、主に防災資機材の格納庫として利用している。今後の利用計画方針については明確

には定まっていない。集落への貸出しについては、現状を確認したうえで検討したい。 

□町有地等有効活用検討委員会を設置し、検討を行っている。普通財産の利用については、

地元住民との話合いにも応じるつもりでいるので、現状を確認しながら相談させていただ

きたい。 

 

■大型車両等の往来によって丸子橋に穴が開き、鉄板で一部補修した経緯があるが、補修の

際に使用したビスが緩んでいる。今後の補修計画は。 

□丸子橋は木橋のかなり古いものである。平成 28 年度の橋梁点検により、丸子橋、出戸橋、

尻引橋について要修繕との結果が出た。次期修繕は丸子橋を予定しており、まずは状態調

査を実施し、その結果を踏まえ修繕する箇所を決定する。 

 

■移住者による移住後の問題について。「集落と協力し合いながら」との説明があったが、実

際は区長に対しては役場の定住促進係からの電話連絡(集落費等の確認)しかなかった。個

人情報に関わる事などもあるため、町からの情報提供は無く、移住後に集落と移住者との

間で話をしていただきたいと説明された。しかし、町からの説明どおりに集落費等の話を

しに行ったが応じてもらえず、「もう区長とは話をしたくない」とまで言われた。現在の状

況のままではトラブルに発展しかねないため、今後は、移住前に移住者と区長と町の担当

者と三者での話し合いの場を必ず設けてもらうようお願いしたい。  

□本件については内容を確認しており、大変ご迷惑をおかけしたが、町で事前に移住相談を

受ける際に、移住者の詳細な情報についてまでは、個人情報であるため把握することがで

きない状況である。現在は、集落支援員を通して伺う体制をとっているが、ご要望のとお

り、本人と担当者を交えてということは必ず守るようにしていきたい。 

 

■岩石採取に関する今回の再申請に対しては、60日目に県が何らかの判断をするということ

だが、これは 6月 9日が 60日目であるという理解で良いか。 

□6月 9日は当初の期限（申請を行った次の日から 60日）である。しかし、県は申請書類に

対しての補正命令を出しているとのことなので、再度書類が整うまでの期間、通常 2～3週

間は延期される形になると思われる。よって、6月 12日の知事への要請行動は、県の判断

が下される前であり、十分に間に合うと思われる。県に対しては、採石所管の商工労働部

のみで判断するのではなく、環境保全や林務所管の判断も踏まえ、総合的な判断を行うよ
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う申し入れをし理解をいただいている。町としての姿勢もそうだが、町民の思いを改めて

県に伝えるうえで今回の署名活動が行われているものと考えている。 

 

■①消防車両（小型積載）の納車に際し、現在の車庫では新しい車両が入らないため解体お

よび新設の必要がある。これに合わせ、待機場所および会議室としての設備を併設する旨

の設計を要望する。 

 ②県道菅里・直世・下野沢線の谷地手前の工事中断部分、今後の整備計画は。 

③議員報酬改定に関する経緯について説明いただきたい。 

□①山崎防災資機材庫整備事業に関しては、予算額 1,760万円(工事費 1,600万円、設計監理

費 160万円)、平屋建て、7～8月の建築予定での計画としたところである。2階建てとの要

望を受けたので、当初予算額の範囲内で可能かどうか検討を行いたい。 

□②当該箇所の実状については、当初平成 2年度に着工、平成 13年度以降休止、升川～谷地

区間約 2,140ｍうち、完成約 1,580ｍ、未着工約 560ｍである。管轄する県に確認したとこ

ろ、休止理由として、ＪＲ横断および橋梁工事によって掛かる経費の問題および費用対効

果に関する内容によるものであった。町としてはルート変更も視野に入れ、丸子のパーキ

ングエリアタウンに直結するような内容のもの、さらには周辺の観光のための主要道路と

しての利用も期待できることから、県に対し要望を行っている。また、当該路線の工事着

工翌年から「県道菅里直世下野沢線(谷地升川間)整備促進期成同盟会」を立上げており、

平成 13年度休止となるまで活動していた経緯があったようである。期成同盟会に関する資

料を確認したい。 

□③昨年特別委員会が設置され、全 8回開催し検討してきた経緯がある。検討内容は、現在、

県内最低額である当町議員報酬額の適正性についてであった。町民および議員による議論

の中で出されたさまざまな意見を取りまとめた結果として、概ね 25千円増額が適当ではな

いかとの結論に至った。今後は、報酬等審議会より、昨年の特別委員会による検討結果を

基に、額の据置・増額等について最終的な判断が下される。 

 

■①町広報に、パブリックコメントの紹介で、小学校児童数減少により統廃合となった際の

廃校舎を役場新庁舎に利用してはどうかという意見が出ていた。これに対し町は、将来的

な統廃合はあるかもしれないが、現在はそのような利用計画はないとのことであった。将

来的なこと踏まえ政策を組む町として、統廃合となった場合の廃校舎の利用について、ど

のような考えでいるか。 

 ②新庁舎検討委員会構成員（地域代表者及び有識者 14名）とは具体的にはどういったメン

バーか。また、予定事業費 16億 5､000万円の内訳については。 

 ③町長始め幹部職員および町議会議員に不祥事があった場合の処罰規程等はどうなってい

るのか。 

□①町立小学校適正整備に関する基本方針に基づき、将来的に統合する方向性は示している

が、具体的な時期や場所については示されていない。現在は審議会を開催している最中で

あり、審議結果を踏まえたうえで、町としての課題としていく。また、新庁舎建設につい

ては現在、迅速に取組んでいる最中であり、小学校統廃合の詳細な状況が示されていない
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現時点では、新庁舎建設と小学校統廃合を絡めた考えを持つことはできないということに

ついて、パブリックコメントへの回答としたところである。 

 ②構成員については、委員長に商工会長を、副委員長に区長会を代表し遊佐地区区長会長

を、防災拠点としての観点から消防団長を、また、まちづくり協議会連合会からは吹浦の

事務局員を、地域福祉の観点から社会福祉協議会常務を、都市計画審議委員会から 1 名、

一般より 1名、男女共同参画の観点から 1名、町議会より 2名、町より 2名の計 12名とな

っている。また、これに加えアドバイザーとして、山形県建設技術センターより 2 名参加

していただいている。事業費については、現庁舎の機能をそのまま移す場合の額 16億 5､000

万円を最低額として示している。最高額は現庁舎機能に加え、防災センターの機能も含め

た場合で 22億円強との試算結果であった。これらも含め、他にも何案かある中で検討を進

めて行く。事業費については補助でなく起債により対応するが、うち約 22.5％が国から交

付税措置される。実質的には補助事業と同等のものであるとご理解いただきたい。 

□②財源については、庁舎等に関する基金に昨年まで 6 億円積み上げており、今年度も 1 億

円積み上げ予定である。さらに、財政調整基金より 3億円取り崩すことで、計約 10億円の

手持ち資金を持つこととなり、今後の世代への負担が少なくなるよう、22.5％の補助があ

るうちにと考えているところである。また、どのようなものをどのような規模で作るかと

いうことに関しては、町民の皆さまからさまざまな議論をしていただければと考えている。 

 ③不祥事については、執行部であれ議会であれ、自発的に責任をとるべきであると思って

いる。議会の場合、議会運営委員会委員長を委員長とした「懲罰委員会」が開かれ、行政

の場合は「懲戒審査会」により当町の規定に基づき処罰の決定がなされる。 

■この度の町議会議員の起こした問題について、何らかの処罰はされたのか。 

□懲罰委員会については、議会の品位を貶（けな）した場合等、議会に関した不祥事につい

て対象となるものであり、個人で起こした問題に対して処罰を行う権限はない。この度の

問題については、議会としてではなく個人としての対応となるので、ご理解いただきたい。 
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 ５月２２日 稲川地区  

■地区からの事前要望 

西谷地集落の選挙投票所変更について 

・西遊佐まちづくりセンターから稲川まちづくりセンターへ変更できないか。 

□選挙人の地理的な利便性等を考慮して、前西遊佐まちづくりセンターを投票所とする第 5

投票区に設定していたが、平成 28年度に西遊佐まちづくりセンターが現在の場所に移転し

たことに伴い、現状では稲川まちづくりセンターが最寄りの投票所となっている。こうい

った状況を踏まえて、平成 29 年 12 月の区長会役員会において、投票区変更の手続につい

て話させていただいた。基本的には、集落からご要望をいただき、それが選挙人の利便性

の向上につながるものであれば、対応させていただきたい。今後、選挙管理委員会で必要

な手続きをした上で、平成 31年 4月に予定されている県議会議員選挙から変更されること

になる。その際には、集落への周知等ご協力いただきたい。 

 

■①江地の旧河川の埋め立て作業について、今年度の予定をお聞きしたい。 

②遊佐町は男性の平均寿命が県内最低とのことであるが、健診の受診率の低さに原因があ

るのでは。健診受診率の向上対策についてお聞きしたい。 

③ある国会議員の集会で、ある県議が岩石採取について、非常にまぎらわしい発言をして

いたが、どうなのか。 

□①平成 29 年度に江地橋両岸に矢板を打ち込む作業を行った。平成 30 年度に予定している

工事は、29 年度繰越事業（予算 6,000 万円）で、江地橋から上流部分の両岸約 60m に矢

板打ち込み作業を行う。業者も決まり、工事も発注済み。10 月 30 日までに完成予定。6

月中旬に県で地元への説明会を予定している。また、平成 30 年度事業（予算 2,000 万円）

で、盛土工事も行う予定。地盤が軟らかいので、20cm 盛っては 3 日養生の繰り返しとな

るので、水路天端の高さまで完了するのは平成 31 年度の見込み。その後、町として町道の

築造を行うので、町道の供用開始は順調に工事が進んだとしても平成 32 年度中か。 

□②ご指摘のとおり本町は三大成人病の死亡率が高い。平成 28、29 年度に健診未受診者への

受診勧奨事業を行ったが、目立った成果はなかった。平成 30 年度は健診申込書の内容の見

直しを考えている。全国的に見ると社会的活動が熱心な地域は、健診の受診率も高いよう

である。「はつらつ貯筋講座」の推進や「健康マイレージ制度」の活用も含めＰＲに努めて

いく。 

□③採石については、町に事業の許認可権はなく、水循環保全条例でも地表から 2m までの

掘削を含め全てを規制しているわけではない。先日、県に対し、単に採石法における商工

的な観点だけでなく、森林法や環境保全の観点も含め、各担当部署で十分な協議を重ねた

うえで総合的な判断をしていただきたいと要望したところ、県からも了解をいただいた。 

 

■①松くい虫に強い苗を開発していると聞く。そういった苗を植林してみてはいかがか。 

②防除対策に莫大な予算を使っていると思うが、その一部でもいいので下刈りを行うこと

も検討してみては。 
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□①「抵抗苗」ということで、県の森林センターで松くい虫に対し強い遺伝子を持った苗の

開発に着手している。試験的には完成しているが、現在株数を増やしているところ。来年

度植樹を計画している。 

②松林が荒れる直接的な原因としては、強風、ドカ雪、高温障害などが挙げられるが、下

刈りがされていない、あるいは間伐が行われておらず荒れていることが根本原因である。

防除以外にも、県と協議しながらさまざまな事業を活用し、下刈りや間伐、除伐を進めて

いきたい。 

 

■①十里塚の海水浴場は、現在集落で維持、管理しているが、担い手が減ってきている。今

後町として、海水浴場の開設をどう考えているのかお聞きしたい。 

②福祉タクシー券について、高齢者に対し 24 枚配布しているが、30 枚に拡大できないか。 

□①海水浴場の集落運営には深く感謝している。身近で利便性の高い海水浴場として、今後

も継続していきたいと考えている。今後、前向きに協議していきたい。 

□②年間約 800 名の方が申請をされ、うち 3 割の方が使い切っているようである。あるいは、

使い切らざるを得ない状況なのか、この場で即答はできないが、町単独の事業であるので

前向きに検討していきたい。 

 

■役場庁舎の改築が進められているが、社会福祉協議会の建物について、今後役場との一体

化、または同一敷地内への建設などの方向性はあるのか。 

□現在建設候補地が決定し、庁舎の機能について配置計画も含め検討しているところである。

特に町民の利便性の観点について、丁寧に検討するようにしている。福祉部門（福祉、介

護、国保等＋窓口）のワンストップ化も検討に挙がっている。全て一ヵ所に集中できれば

理想的ではあるが、防災センターなどの既存施設の利活用も課題となってくる。今後の検

討次第では、社会福祉協議会と協議の場を持つ必要があると考える。 

 

■「佐藤政養伝記編さん事業」とあるが、何か予定しているのか。 

□現在広報に連載しているものをまとめて、冊子化したいと考えている。 

 

■県道十里塚遊佐線については、通学路であるので地元の有志で草刈りをしている。通学路

として歩道の設置を要望したい。 

□各地区より通学路の歩道設置について要望をいただいている。県としては、学校から 1km

以内で往復 40 人以上が通行すること、が整備基準となっている。 

□十里塚 IC の整備に合わせ、近隣県道等の在り方も含め期成同盟会をつくって取り組んでみ

てはどうかと、県議、町議に提案したことがある。高瀬地区では、東回り県道の整備に向

けて、町議も間に入り動き始めている。以前、遊佐、蕨岡地区共同で宮平県道（文殊橋～

宮間坂～岩野）の整備を実現させた取り組みもある。区長会としても動いていただきたい。 
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 ５月２３日 吹浦地区  

■①湯ノ田〜鳥崎間に設置された風車（小型風力発電）について。異音がすると地域から声

が上がっている。協定を結んだ際に説明された数値以上の音が出ているようだ。条例等を

整備し、規制する必要があるのではないか。 

 ②漁村センターの近隣の松林に、ゴミが散乱している。松林の伐採を検討するなど、環境

整備についてお願いしたい。 

 ③日沿道の建設について、吹浦地区に設置されるインターチェンジ周辺は、水源地にあた

るのではないか。また、説明会の参集範囲が主に地権者、隣接者に限定されているが、よ

り広く情報を周知していただきたい。 

□①町では、風力発電施設の建設に関するガイドラインを策定している。本件は小規模なも

のであり、このガイドラインに該当するものではなかった。稼働後にご意見を頂戴したこ

とから、意見者、区長、業者、町の四者で協議を行った。その際、消音装置の設置確認を

行っており、現在は落ち着いているようだ。より精度の高い装置についての情報など、町

としても関連情報の収集に努める。 

③説明会の参集範囲は限られている。国に対して、関係者だけでなく地域の方々への説明

会を要望しているが、なかなか実現していない状況である。引続き、要望していきたい。 

□②町としても、衛生面に配慮し事業を進めている。また、松林を含めた草刈りを実施して

いる。ゴミについては、観光客が捨てていくことが多いようだ。見回りの実施や看板の設

置も含めて、管理団体と検討していきたい。 

 

■総合教育会議について、傍聴人が少ないのではないか。会議の開催場所についても、各地

区のまちづくりセンターを利用するなど、一考をお願いしたい。町立学校の統廃合につい

ても、総合教育会議において議論し、決定してはどうか。 

□会議の日時、場所等については、情報公開を行っている。開催場所についても、頂戴した

ご意見を参考に検討していく。統廃合に関しては、条例に基づき、学校適正整備審議会に

おいて議論し、最終的には教育委員会で決定することになる。 

■審議会の委員は、どのように決定しているのか。また、会議情報は積極的に情報発信して

いただきたい。 

□委員の委嘱については、条例に基づき、各地区やＰＴＡなどに、それぞれ推薦をお願いし

ている。詳細については現在審議中であり、申し上げる段階ではないと考えるが、できる

範囲で公開していく。 

 

■吹浦児童公園の草刈り等の環境整備をお願いしたい。 

□早急に現状を確認し、対応させていただきたい。児童公園の改修工事については、検討委

員会において地域のご意見を頂戴しながら進めてきた。昨年度は、構造物の撤去や東屋の

設置を中心に工事を実施した。今年度は、遊具やフェンス等を設置し、年内に工事を完了

させる見込みである。工事期間中は利用が制限されるが、ご協力をお願いしたい。 

 

■町立学校の統廃合について。いつ、どうなる予定なのか。現在の状況をお知らせいただき

たい。 
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□第 1 回目の審議会を、今年 2 月に開催した。今後、第 2 回目の審議会を開催し、その中で

承認をいただいた上で、会議録を公開したい。現在は、統合するかどうか、またその時期

についても決定していない状況である。月に一回程度、審議会を開催し、年度内を目途に

方針を決定したい。 

■保護者の意見は、どのように反映しているのか。 

□ＰＴＡの代表に出席していただいており、その意見を尊重する形で反映させていただいて

いる。すべての意見を反映させることはできないが、中間時期に各地区で説明会を開催し、

意見交換を行う予定となっており、ご理解いただけるよう努めたい。 

□代表者が、どのような意見集約、情報周知を行っているかは、それぞれの対応があると思

われる。また、各地区やＰＴＡとしても、代表者に任せるのではなく、それぞれ意見交換

を行っていただきたい。 

□稲川、西遊佐小学校の統合においても、各地区において説明会を実施し、ご理解をいただ

いた結果、藤崎小学校の開校を早めた経過がある。ご意見は真摯に受け止め、取り組んで

まいりたい。 

 

■国道 345号（吹浦郵便局の踏切の先）に、横断歩道を設置することはできないか。 

□横断歩道の代わりに、歩道橋がある。管轄は公安委員会となるが、横断歩道を設置するの

は難しいと思われる。 

 

■地域担当職員制度とは、どのような制度なのか。 

□各地区に数名の地域担当職員が配置されており、その職務は主に、まちづくり協議会との

協働をはじめとする、地域の課題解決への支援である。地域の情報収集等に積極的に活用

していただきたい。 

 

■①新庁舎の建設にあたって、議会の傍聴席は見やすくなるようご配慮いただきたい。 

 ②上水道料金については、基本水量を 5㎥から設定していただきたい。 

□①現在、規模や構造についての検討を行っている。議会からも事務局を通して要望をいた

だいており、町民の利便性という観点から、今後中身の検討を進めさせていただきたい。 

□②以前、集落公民館は使用量が少なかったことから、下水道については 5 ㎥から設定した

経緯がある。上水道についても、次回の審議会において検討させていただきたい。 
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 ５月２８日 西遊佐地区  

■地区からの事前要望 

①青葉台住宅団地の公園整備について 

・公園用地内への車両進入防止用ガードレールの設置と段差の転落防止柵の設置をお願

いしたい。 

・遊具設置をお願いしたい。 

 ②比子下モ山地内の歩道橋撤去について 

  ・集落から出る際に見通しが悪く、通学路としても使用しなくなり、スポーツ広場の閉

鎖により利用者がいなくなったため。 

  ・撤去後は、国道 7号線に横断歩道を設置願いたい。 

□①町道に隣接する部分について、車両が誤って進入する可能性がある部分があると思われ

るので、まずは区長さんらと現地確認を行い、その結果誤進入等が考えられる場合にはガ

ードレール等の設置を検討する。 

 遊具の設置については、町の事業の中に事業費の 3/4(上限 100 万円)を補助する事業があ

るので、その事業を活用していただきたい。今年度も町では当該事業について 300 万円の

予算を組んでおり、既に 2集落から申し込みをいただいている状況である。 

 ②撤去については、今年の 2 月に酒田河川国道事務所から必要の可否について照会があっ

た。町としては 3 月に撤去を要請している。集落からは、撤去予定箇所に横断歩道の設置

を求める声があることは承知しているが、横断歩道の設置については県警の公安委員会の

管轄となるので、そちらの方と協議しているとのこと。5月 10日に酒田河川国道事務所と

酒田警察署で現状確認を行い、歩道橋については撤去する方向で話が進んでいるとのこと。

その他横断歩道の設置等については、随時進捗があり次第、町から報告したい。 

 

■①まちづくりの会での日常業務および事業実施の際に、職員の自家用車を使用しているが、

年間を通すとかなりの頻度で使用している。まちづくりの会に車の配備をいただけるよう

な予算措置をお願いしたい。特に地域おこし協力隊が使用しているようなバンを配備して

もらえると、日常業務を行う上で非常に助かる。 

②議会開催時には、議会中継を LIVE配信してほしい。議場まで足を運ぶのは敷居が高いの

で、まちづくりセンターや自宅から遊佐町のホームページ等で視聴できるようにしていた

だきたい。LIVE配信が難しいようであれば、議会終了後 DVDの配布等を検討してほしい。 

□①まち協の日常業務において、職員の自家用車を使用していることについてはこちらでも

認識している。今回このような意見があったことを踏まえて、西遊佐まち協だけでなく、

他のまち協にも自動車の配備等に関する実態調査を行い、最終的には費用対効果での判断

となるが使用頻度等を調査した上で役員会でも協議し、まちづくり協議会への自動車の配

備について検討を行いたい。 

□②現在は、議会終了から 2～3週間後にインターネットにて議会の模様を配信している。ま

た、庁舎内では、各職員端末と 1 階ロビーおよび防災センター2 階で有線により配信して

いる。3 年ほど前にも高瀬まちづくりの会から要望があった際に、各まちづくりセンター

等への LIVE配信を行うための見積りを取ったところ、6か所すべてに配信する場合の合計

で数百万円かかることがわかり断念した経緯がある。今の 6 月にシステムが更新されるこ
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とに伴い、酒田市、鶴岡市、庄内町と同じように、技術的にはスマートフォンやタブレッ

ト端末などのネット環境で見ることができるようになるが、現状では町民に開会中の議案

の公開等もしていない状況であるため、LIVE配信を行う際には議案の公開等検討が必要と

考える。議会内部でも十分話し合いながら検討していきたい。 

 

■①2025 年問題に関わる介護保険料の上昇について伺う。団塊の世代が 65 歳以上となると

更に介護保険料が上昇すると考えられる。介護保険料を抑制するためには要介護認定者を

増やさないことが重要だと考える。現在町で実施している各集落での百歳体操等をもっと

面白味のある体力アップ教室やゲーム等を絡めた事業にし、まちづくりセンター単位で実

施できるように検討してほしい。 

②えーこや八福神跡地の活用について。いつまでたっても空地では西遊佐地区全体のイメ

ージダウンにつながる。一日も早い利活用を望む。 

□①介護保険料の抑制については、おっしゃるとおり要介護認定者を増やさないことが重要

だと考えている。百歳体操については、なるべく参加しやすいように集落単位等での実施

を推進している。百歳体操の他に健康支援係が実施している健康教室事業がある。その事

業の修了者から講師になっていただくような形の健康教室事業が実施できないか検討した

い。 

□②昨年より商工会、農協等関係機関と協議を行っている。施設面積が広すぎるため、町が

当初考えていた加工所のみの利用では広すぎて、使い勝手が悪いとの意見がある。また、

酒田の福祉施設からはフィットネスクラブとして利用できないかといった問い合わせもあ

ったが、最終的には見送られた経緯がある。町としては加工所としての利用のみならず、

コンビニやコインランドリー、福祉施設としての利用も検討している。加工所として利用

した場合、加工から梱包、出荷まで一体化した事業所でないと営業許可が取れない。現在、

遊佐町の特産品等の開発を行っている遊佐ブランド推進協議会を法人化して加工所を開設

できる体制を取る案も出ている。さまざまな利用方法があると思われるが、年度内に道筋

をつけたいと考えている。 

 

■エプロンサービスの補助金について。新聞等に取り上げられ、良い反響をいただいている。

今年度、町から 50万円の予算をつけてもらった。事業の利用者からは、特に調理、草刈等

の要望が多くなっている。今後は、地域住民全員がサポーターとなれるような事業実施を

めざしている。そのためには継続した事業実施のための資金が重要となる。利用者からい

ただく 150 円（30 分利用）のうち 100 円がサポーターに入り、残り 50 円が事務費となっ

ている。今後さらにエプロンサービスが継続した事業となるように、補助金の自由度を上

げて予算体制を整えていただきたい。 

□生活支援体制整備事業の立ち上げおよび運営について必要と思われる金額について予算化

した。現在の要綱では 3年間の期限付である。継続した事業実施のために必要であれば、3

年間の期限についても検討する必要がある。いずれにしても、事業を実施するうえで使い

勝手が良い予算であることが重要であると考えているので、今後も関係者の皆さんと十分

協議していく。 
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■①海岸線の侵食について。国有林まで海岸から 50ｍしかない。砂草地がえぐられている。

60 年前は 100ｍ近くあった。酒田北港ができてから海流の向きが変わり侵食されて、砂が

吹浦に流れて磯が埋まっている。海上風車も解決策の一つと考えるが、漁業者との調整が

必要であると思われるが。 

 ②岩石採取に対する 5 月 25 日の町議の議決について伺う。前回は 4 名が反対していたが、

今回はどうだったのか。 

□①比子海岸は北港が 1km ほど出っ張った関係で浸食が進んでおり、吹浦海岸に砂が運ばれ

てしまっている。海岸沖に洋上風力が設置されれば、漁礁も作られ海流を弱めてくれるの

で一定の効果があると考えられる。町民の利益を損なわないで侵食を止める手段があれば、

漁協としても反対しない意向であると聞いている。リスク管理がしっかりとできる地元と

の協定書を結べるのであれば、町としても相談には応じたいと伝えてある。 

□①県からの情報によれば、今年度予算で、ヘッドランドの海岸浸食対策事業費 1 億円がつ

いているとのこと。工事は既に発注済みで、これから資材搬入のための説明会が十里塚集

落で行われる予定である。 

□②県知事に議会として採石の認可申請に対して不認可とする要望書については、今回は全

会一致で採決している。 

 

■見守り隊の活動について。小学生の通学路に産業廃棄物が廃棄されており危険と思われる

箇所がある。以前、西通川の左岸に冷蔵庫が投棄されていた際は、地域生活課に連絡し撤

去してもらった経緯がある。現在は西通橋の近くに不法投棄されたビニールがあり野積み

されている。今回のビニールも撤去できないか。基本的には投棄した者の責任になるとは

思うが。 

□現地確認をさせていただく。その後、対応させていただく。 

 

■遊ぽっとの遊具について。町外からも来訪者がいてうれしい。ただし、花や植物等が無く、

寂しく感じる。どうにか遊具以外にも整備できないか。また、同地にあるグラウンドゴル

フ場の整備を進めてもらいたい。グラウンドゴルフ利用者と一般利用者との間で使用中に

トラブルになることが度々あるため、遊びにきた親子連れが安心して遊べるようにしてほ

しい。 

□グラウンドゴルフのコースと家族連れが利用している遊具の交錯する場面については、小

さい子供たちに対してこっち来るなとは言えない。グラウンドゴルフのコース取りをグラ

ウンドゴルフ協会と協議したい。 

 

■旧西遊佐公民館の跡地利用については、何か進捗があるのか。集合住宅等の案は出ている

のか。 

□旧西遊佐公民館跡地は、まちづくりの会および中藤崎集落から利用しないとの回答がある

ため、町としては解体する方向性である。跡地利用が確定し次第、解体予定となっている。

現在水道は止まっているが、電気および警備会社との契約は継続されている。集合住宅地

としての利用も候補の一つと考えている。民間の不動産会社に問い合わせをし、跡地で集

合住宅等の利用価値があるかどうか調査したい。 
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 ５月２９日 蕨岡地区  

■空き家利活用促進事業の中で、住宅内のリフォームの補助はあるようだが、空き家の周り

の立木の伐採など住宅周りの環境整備に補助はないのか。空き家の敷地内の樹木が道路や

隣の家にかかっているところもあり、危機管理係に相談したが、補助制度は無いようだっ

た。 

□空き家利活用促進事業（借上げ空き家リフォーム制度）は、中古の空き家を町が 10年間借

り受け、きれいにリフォームし住めるようにして移住者などに貸す事業である。その予算

が 1 軒当たり 400 万円であるが、古い家だと水回り、内装の汚れている箇所や畳の表替え

等々に 400 万円以上かかり、住宅の外までお金が回っていないのが実情である。生活に支

障がある庭木等々がある場合については、予算の範囲で臨機応変に対応していく。町内に

は約 500 軒の空き家があり、管理されていない住宅を町がすべて対応する事は難しい。危

険な場所については何とかしないとならないと考えており総務課の危機管理係、産業課の

水産林業係などと協議し対応を検討していきたい。 

□これまで解決してきた蕨岡地区での事例が 2 つほどある。1 つ目は、町道にかかったご神

木を町で処理してほしい、と集落から要望があった。地域全体の問題としてまち協、集落

と町が話し合い、お互いやれることをしていくことになった。町が税金でご神木を切る訳

にはいかないが、町道管理上の問題もあり町も若干支援させてもらった。最近の空き家対

策の問題は、個人の所有権の問題から地域の問題、行政の問題まで広がり、町を挙げて協

働事業として取り組まないと解決しないという状況にある。2 つ目は空き家の敷地に生え

る欅の木が隣の田んぼに垂れ下がっていた。所有者に連絡を取り、空き家本体はまだ解決

していないが、敷地内の欅は近くの親戚の方に支障のある最低限度の分を切ってもらった。

これらの事例のようにケースバイケースで対応していくしかないが、すべて税金を使い全

額町で負担し伐採する状況は考えられない。ただし、周辺住民の住宅や人命に影響を及ぼ

すような危険な状態は見過ごすことはできないので、最低限の対応をしてきたところであ

る。 

 

■議員の報酬を現在の 21 万 5,000 円から 24 万円に引き上げる要望が 3 月議会であったと聞

く。これからどういった過程を経て議員報酬が決まるのか。 

□3 月定例議会の際に議長から文書で要望書が出されている。町としては、特別職の報酬等

審議会を間もなく開催し、町民の皆様からあるべき議員報酬について議論してもらう。そ

の議論を踏まえた形で現状維持なのか、要望額に引き上げるのか、の方針を決定し、引き

上げの決定となった場合は条例の改正の提案を議会に行う。来年 6 月には町議会選挙が控

えており、年内、年度内の早いうちに決めなければならないため、報酬等審議会を 3～4回

開催する予定。なるべく早く結論を導き出したいと考えている。 

□報酬等審議会の答申を得る前に、広範に町民から集まってもらい、どうあるべきかについ

て議論を賜りたい。できれば地区も特定の所に固まらず、広く全町内のいろいろな世代か

ら集まって議論してもらいたい。そこで方向が出たら、町としてあるべき金額を審議会に

諮り、それがよろしいとなれば議会へ議案を提出し議会が承認する形になる。その手順は

しっかりとやっていく。町民の皆さんも審議会で決めたからと言って、それだけで納得す
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る話ではないと思う。広く町民の意見を聞いてから、いつから引き上げるかについても審

議会へ諮り決めていきたい。 

 

■①小学校の統廃合や中学校、遊佐高校の今後についてどのような方針か。 

 ②20 年前に野球スポーツ少年団を作った時、酒田飽海地区で 33 チームあったが現在は 12

チームまで減っている。3、4校が合同で 1チームを作っているところもある。子どもの数

が減り、団体競技のスポ少、部活動は厳しい状況にある。人数が少ないとはいえ、その競

技をしたいという子どもたちのため、競技の楽しさを伝えて欲しい。 

□①副町長の説明にあった 10年後の人口目標 12，000人に向けて政策を展開している。町全

体の人口減少に比例し、あるいはそれ以上に子どもの数は減っていく流れはありうる。将

来を見据えて行動していかなくてはならない。人口 1万人ほどのにかほ市の旧象潟町では、

今年度から小学校が 1 つになっている。今議論しなくてはならないのは、この流れを見な

がら 10年、またはそれ以上先を見据えて、どのタイミングで子どもたちの教育環境を整備

しないとならないのか、真摯に議論しなくてはならないところに来ている。これは適正整

備審議会で議論してもらう中身だが、ＰＴＡのみなさんからは、統合するにしても準備の

期間が無いのが一番困る、との声がある。統合するのであれば、そのタイミングを決めて

もらって、じっくり時間を取って環境整備等に遺漏が無いようにしなくてはならない。メ

リット、デメリットそれぞれあるが、それでもやってよかったと思えるような、子どもた

ちの教育環境を整えるという共通理解はできている。しかし、いつのタイミングか、場所

はどこかの付帯条件については審議会で審議してもらっている。審議会ではある程度結論

を出してもらう。中間答申の時、あるいはその前などに幅広く町民の方に意見を聞きたい。

最終的には審議会等の答申を待って、教育委員会で判断する。遊佐町と人口が似ている旧

象潟町のように小学校が 1 つになれば、小学校から中学校までギャップをなくし、義務教

育の 9 年間をつながりの中で子どもたちを育んでいく。そこに高校も入ってくるのではな

いか。遊佐高校はコミュニティスクールといえる。遊佐高校を、県立高校ではなく町立高

校だ、と冗談を言う酒田市の方もいる。小、中、高も含めて一貫して、命輝く子どもたち

を育てるためには、今の人たちが議論しなくてはならない。 

②小学校の適正整備が話題になっているが、中学校も大きな課題を抱えている。小学校が

減ると中学校の子どもの数も減る。現在 1学年 7クラスの 3学年、計 21クラスの教室うち

半分以上が空いている。中学校の部活動に限らず、どんどん学級が減っていくと音楽、美

術、技術、体育などの科目に正規の教師が配置にならない可能性が広がる。近い将来、「遊

佐町学園」になる時期が来るかもしれない。ＰＴＡの懇談会でも、中学校の部活動につい

て話題になっている。1学年男女各 35人の 70人では、団体競技の種目は子どもの取り合い

になる。町や市を超えた部活の合併も物理的、法的には可能だが、課題は大きい。部活動

のあり方については、文部科学省でも動いている。学校対抗で行うことが大きなネックと

なっている。小さな学校が出てくることを想定すれば、クラブスポーツや遊’ｓなど地域

スポーツクラブを活性化するなどさまざまな方法が考えられる。 

□①遊佐高校の定員が 80 人から 40 人に減った時、県教育長、県高等教育課と遊佐町で大変

な激論をした。県に対して拳を振り上げたと記憶している。その結果、「周辺校のあり方を

県としても考える」との返答を得た。酒田市、鶴岡市にだけ高校があれば良い訳ではない。
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実は、山形県で 1 学年 1 クラスで総合学科があり、校長がいる学校は遊佐高校だけ。その

他の高校は分校になっている。そういう意味では、高校のあり方、地域から高校が無くな

っていいのかは大きな課題だと認識している。去年の町の予算編成会議で、「将来的には、

どれほど予算がかかるか分からないが、町立高校化も視野に入れないとならない人口減少

社会が来る」と職員に話した。実際に北海道では、既に広大な面積の中で高校を残す手段

として、道立ではなく町立高等学校が出現している。青森県の糸柳町でもめざしたが財政

的な負担があまりにも大きく、分校、閉校の道を選んだ。遊佐高校が今、この地域で光輝

き、少年議会も主導して頑張ってくれている中、この地区から高校をなくして大丈夫なの

か町民のみなさんとしっかり議論しながらサポートしていかなければならない。高校と力

を合わせて、高校の同窓会、支援の会などとも一緒に頑張っていきたい。 

 

■①役場新庁舎建設候補地が決定したことは良かったが、出入口が狭いように思う。 

 ②新聞に遊佐町の男性の平均寿命が県でワーストの 79.2歳との記事が掲載されていた。町

はこれについてどう考えているか。また、どう対応していくか。 

□①候補地の決定にあたっては、関係者の皆さん、この情報を知った町民からは賛同の声が

多く寄せられている。町としても 3 つの案ともにメリット、デメリットそれぞれにあるも

のの、一番良いものを選定していただいたと考えている。今の駐車場と東側の水田を譲り

受けてとなるが、道路計画が次なる大きな課題である。ご指摘の点については協議をして

いるが、交番と民家の間の間口は狭く、県道から入るためには、県道並みの道路幅員が必

要だと考えている。現在計画を立て、関係各所にあたっている。建設候補地の南側には若

者定住住宅の建設用地があり、そこに隣接する形になるため、そことの関係性にも配慮し

なくてはならない。大型車が頻繁に通るような若者住宅地では課題がある。そういった課

題を整理しつつ進めている。 

□②大変大きな課題だと考えている。1 つには、健診受診率の向上が課題。遊佐町において

は三大生活習慣病での死亡率が高く、県、全国と比較しても高い。その他に、健診の結果

から糖尿病関係の病気の方が多いことが分かった。健康寿命の延伸のためには、健診を受

けてもらうことが重要。健診受診率向上のため、一昨年、昨年と 2 か年にわたり、民間の

事業所に協力してもらいながら、健診を受けていない方に土日、祝日の夜などに電話をか

けて勧誘を行ったが、結果は思わしくなかった。これを受け、健診を受けようと思う気持

ちを高めることが必要だと思っている。全国的には、社会的な活動を行っている方は健診

受診率が高いという結果が出ている。集落の役員、サークル活動など、家にこもらず地域

の方と交流がある人は、健診受診率が高い。町では百歳体操や地域での通いの場の拡大を

進めている。これらは、健診受診率の向上、早期受診の向上につながると思う。健診の受

診率が低い年代は 40、50代の男性で現役の方が多い。この課題の特効薬はなく、取り組め

ることからしっかりと取り組んでいきたい。 

 

■①今年度の主要施策の説明の中で、町道杉沢本線落石防止事業について、今年は設計を行

うとあったが、主要施策の冊子には予算が 3,900 万円とある。これは設計のみでこの金額

なのか。内訳について説明をいただきたい。 
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 ②町史下巻編さん発行事業について、平成 20 年頃に遊佐町史の上巻が発行され 10 年ほど

経過している。飽海郡部の旧平田町、旧松山町など近隣のほとんどの町では、合併前に既

に町史などが完成している。それと比べると遊佐町は遅いのではないかと思う。今年の主

要施策の冊子には町史編さんの予算として 113 万円とある。これは、今年度に下巻が発行

されるという認識で良いか。 

 ③稲川地区にある総合運動公園はとても評判が良い。景観や芝の管理、水はけ、オスメイ

ト付のトイレなどはとてもすばらしい。しかし、遊具もあり幼児、子どもたちも多く利用

しているのに、子どもたちの水飲み場が無い。炊事場に 4 つの蛇口があるが、大人用の高

さになっており、子どもが使用できない。同じ町内にある中央公園はしっかりと整備され

ているので、それを参考にしてもらいたい。 

 ④庄内町では役場新庁舎建設が進んでおり、設計も終わり今年度内に着工すると聞く。規

模が違うため単純比較はできないが、庄内町が 27～32 億円、遊佐町が 16 億 5,000 万円と

かなり絞った事業費だとの感想を持った。今時はこうしたパターンの方が良いと思が、遊

佐町はこれから設計、着工となり、2020 年の完成には工期がタイトでシビアだと感じる。

聞くところによると、庄内町は発注方式を一般ではなく設計と施工を一括で行うＤＢ方式

（デザイン・ビルド方式）で行っている。一番分かりやすい例は、3 社ＪＶで行っている

新国立競技場。遊佐町はこれから具体的な話になっていくが、発注方式等も色々なものを

参考にして進めていってもらいたい。 

□①町道杉沢本線落石防止事業の予算3,900万円の内訳は、設計委託料600万円、工事費3,300

万円。今年度、設計に入った後に一部工事に入りたいと考え工事費の予算も見ていたが、

国の交付金が付かなかったため、今年度は設計だけを行うことになった。ロックネットを

付けるか道路際にフェンスを立てるか工法も含めて検討していきたい。 

□②主要施策の冊子に掲載された事業費は、発行段階に行く前の編さんにかかるもの。計画

としては、3年後の発行に向けて事業を進めていきたいと考えている。 

③ご指摘の水飲み場の件については、昨年度もお話を受けていた件でもあり、今年度、炊

事場の蛇口の南北に子ども用の水飲み場を付けることができないか業者に見てもらってい

る。東西に高い蛇口が付いているため、南北の空いているスペースに設置できないか検討

している。 

□④激励の言葉をいただきまして、ありがとうございます。 
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 ５月３０日 遊佐地区  

■駅前一区の避難場所は生涯学習センターと防災センターとなっているが、防災センターの

駐車場は狭いため、新庁舎建設後、現庁舎跡地を緑や水のある公園や広場にするのはどう

だろうか。 

□庁舎の規模、構造の本格的な議論はこれからである。しかし、用地の関係上、新庁舎側に

駐車場が潤沢に取れないため、現庁舎を更地にして駐車場にすることが必須になると思わ

れる。他にもさまざまな検討課題があり、優先順位を決めて取捨選択していく予定である。

ただ今の要望についても、検討委員会で検討させていただく。 

■新庁舎検討委員会の位置づけを教えていただきたい。委員会の意見は決定事項なのか、そ

れとも参考意見なのか。 

□検討委員会の役割は基本計画案の策定と基本設計であり、全体のスキームとしては、庁舎

内部のプロジェクト会議、検討委員会、課長会議を繰り返してフィードバックをしていく

形である。検討委員会の決定＝町の決定ではないが、大変重きを置いており、十分尊重し

ながら決定していくというスタンスである。 

■①庁舎内部のプロジェクト会議での議論はきちんとなされているのか。 

②検討を行う上で、まず初めに現庁舎の現状を見た上で判断するのが基本だと思うが、現

状確認をしているか。 

③現在、町の機能は生涯学習センター、防災センター、本庁舎に分かれている。利便性を

考えると、まず初めに新庁舎に全ての機能を集約させることを検討すべきだと思うが、検

討しているのか。 

□①②案については庁舎内各課にヒアリングを行いながら検討委員会に提示しているが、本

格的な議論はこれからである。現庁舎の確認についても必要に応じてやっていきたいと思

っている。 

③機能集約の案もあり、さまざまなシミュレーションをしているが、仮に集約した場合だ

と予算規模が当初の 2 倍ほどに膨らむ可能性がある。計画の中では、「使いやすくコンパク

トな建物」という方針を示しており、必ずしも全てを集約する訳ではなく、将来の人口変

動、職員規模を考慮して過大にならないよう議論を進めている。今後の推移を見守ってい

ただくとともに、さまざまな会合の場で議論いただきご意見のとりまとめをしていきたい。 

 

■①駅前一区の緑地公園の利用方針がはっきりしていない。現在は花壇や駐車場、排雪場所

など中途半端にしか使われておらず、もったいない。遊具を整備するにしても、子供の数

が減っていることに加え、メンテナンスや事故対策があるため難しい。有効な利用方法は

ないか。 

②自主防災について。生涯学習センター、防災センターが避難所になっているが、深夜、

早朝は鍵がかかっていて入れない。酒田市では、役員に鍵を渡して夜間、早朝でも避難所

に入れるようになっており、遊佐町でも同じようなことができないか。 

□①例えば酒田市のように都市公園に指定して管理する方法があるが、町ではそこまで行う

のは難しい。そのため、3 年前に町民協働公園づくり補助事業を立ち上げた。こちらは、

従来のきらきら遊佐マイタウン事業よりも補助率の高い事業である。こういった事業の活
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用も検討していただき、今後どういった管理をしていくかについては、各集落と合意形成

を図りながらケースバイケースで対応させていただきたい。 

②町の方針として、夜間、早朝の避難対応を定め、集落ごとに対応方法を詰めていくべき

だと思っている。今後、対応方法をご相談させていただきたい。 

 

■組合総会でもご相談した話だが、八ツ面川の保全池の脇にある水車がかなり老朽化してお

り、原状回復していただきたい。 

□現地の状況は確認しており、過去に何回か修繕があったようだが、現在は老朽化のため修

繕が難しく撤去する方向で検討している。新しい水車の設置については、設置費用、維持

管理費が高額となるため、これまでと同じ水車が必要なのか等、組合と意見交換した上で

慎重に進めていきたい。 

□現在の水車は、水流ではなくポンプを使って回しているので、本来は水車とは言えない。

現状の構造、管理方法が理に適っているかどうかも含めて組合の皆さんと議論したうえで

検討する必要がある。 

 

■中学生のカバンに教科書がたくさん入っており、すごく重い。健康的にも良くないため、

子供たちが必要最低限のものを持って帰るような方法はないか。 

□確かに教科書は年々厚くなってきており、昔と比べ参考書もかなり多いのだと思う。子供

に過重負担にならないよう、中学校に状況確認して対応したいと思う。 

 

■グループホームの介護職員が足りず、利用者の受け入れを他施設にお願いしたり、他県か

ら職員を確保する事態が発生している。介護職員の人材確保のため、実態を確認して対応

を検討していただきたい。 

□介護施設での慢性的な人員不足については認識している。人材育成として、社会福祉協議

会でも研修会や講座を実施しているが、参加者が少ないため参加しやすい日程に見直すと

いう工夫をしている。今後も、現場の意見を聞きながら参加しやすい研修体制を作ってい

きたい。 

 

■運転免許証自主返納促進制度では、免許証を自主返納した高齢者に年間 20 枚のタクシー利

用券を、福祉タクシー事業では、運転免許証を所有しない高齢者に年間 24 枚のタクシー券

をそれぞれ配布している。しかし、利用率は半分以下と聞いており、使い勝手が非常に悪

いのではないかと思っている。他の市町村の事例や課間の連携をとおして、利用率を向上

する方法を検討していただきたい。 

□2 事業においてタクシー券の併用はできる状態だが、前者は後者ほど利用率が上がってい

ないというのが現状である。まずは、自主返納が進むように交通安全専門指導員の講座の

中で奨励を図っている。また、免許証返納時に発行できる運転経歴書の発行費用の援助を

検討するなど、少しでも返納が進むように制度の充実を図っていきたい。 

□福祉タクシー事業でのタクシー券の利用率は、全体で 60％程度であり、一部自己負担もあ

るため、本当に必要なときだけ使っているというのが現状だと認識している。実態を分析

しながら事業を進めていきたい。 


