
 

1 

 

令和元年度 町政座談会 概要 

 

（■質問等、□町側の答弁、△町の対応方針と対応経過等） 

 ５月２８日 吹浦地区  

■洋上風力発電について、漁業関係者へ話はしているようだが、地元住民の意見を聞く機会

はないのか。法的に必要ないからという理由で地元住民の意見・要望を聞くことなくこの

まま進められていっては大変だと思っている。住民からの要望が通せないのか伺いたい。 

□昨年度町民説明会を実施したところ参加人数が少なかった。それが課題と捉えているので、

町民説明会を更に醸成した上で開催し、皆さんの意見を集約して検討会議の場に反映させ

ていく考え方で向かう予定である。 

■自分で調べたところ、畑の気温にも影響があるという情報もあるようだ。町には気温・風

の変化も調べて海岸線に住んでいる人の関心を引くような情報提供をお願いしたい。 

 

■中学校は今年度 11 月から冬期間バス通学をさせるということだが、小学校はどうなるのか。 

□今年度 11 月から冬期間に限って中学校は距離の近い生徒もバス通学の対象となるが、小学

校への対応についてはまだ考えていない。地区によって登校距離が長い児童もいるので、

もしやるならばそのような所から対応することになると思う。 

■冬期間子どもが 2 人で歩いている時に、自分の子どもは車に乗せて、他の子どもは安全上

車に乗せないというルールから置いて来たという話もあったようだ。子どもたちのことを

考えてそのような状況があることにも配慮していただければありがたい。 

□バスが足りないというのが現状であるが、4 年後の小学校が 1 つになるという段階では、

ほとんどの子どもたちがバスに乗るという状況も出てくると思う。予算との兼ね合いを見

て順次バスを整えて、登校距離が長い子がいる学区を早めにバスに乗せる等、PTA・地区

の皆さんの要望を聞きながらこれからの検討材料に加えていきたいと考えている。 

 

■①5/20 宿町地内での火災の際、消火栓の転倒や、ホースの途中から噴水のように水が漏れ

てしまったという事例があった。ホースや消火栓の点検はどこで行われるべきなのか。 

②その時防災センターに避難してきた方もいたが、職員は避難所開設のノウハウをもってい

なくどうすれば良いか分からなかった。役場の方から避難所開設の訓練・研修を実施して

いただきたい。 

□①点検作業については、基本的には分団で行われることになるが、役場との連携がうまく

いってない部分もあると思う。どのような体制をとれば良いのか等を分団と協議したい。 

②避難所開設訓練については、危機管理係に話をし、是非一緒に実施していきたい。 

□①消火栓は地域生活課の上水道係で維持管理を行っている。不具合があれば上水道係で直

すことになるで、消防団の日頃の点検等で不具合があればすぐに連絡をいただきたい。 

 

■ホースの格納箱等を修理する場合、地元集落の資金だけで修理することになるのか。 

□ホース格納箱等の管理に関しては、町で一定の補助金を出しているので是非相談していた

だきたい。 
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■ホースの値段はいくらぐらいするのか。 

□値段に関しては今情報を持ってないので、危機管理係に相談していただきたい。 

△ホース 1 本当たり 25,000 円～30,000 円程度で販売されている。 

 

■消防団・消防車はまだ来ないが消火栓とホースはあるという時、地域の住民が操作を覚え

ていれば使えると思う。しかし今のホース先の構造では素人には難しい。もっと簡単に消

火栓を使用できるようにこれから検討していただきたい。 

□非常に難しい問題だと思われるので、検討させていただきたい。 

□わからないことがあったら直ちに危機管理係に申し入れをしていただきたい。そして是非

訓練していただきたい。 

 

■①若者定住のためにも企業誘致を頑張っていただきたい。 

 ②新庁舎の備品について、今の古い物を使うのかそれとも新しい物を買うのか。 

□①企業誘致についてはこれまでもビジネスネットワーク協議会等を通じて進めてきたが、

少しずつ企業が入って来ている。今、睦特殊金属工業が入ったが、今年度か来年度には酒

田の丸勝鉄工が工業団地に入ってくる予定である。引き続き企業誘致の努力をしていく。 

□②現在使っている備品について基本的に使える物は使うという考えである。しかし、今回

ユニバーサルデザインで高齢者・障がい者に対して優しい設計をするということで、ある

程度は新しい物を購入する予定である。その計画は今の実施計画の中で詰めているところ

である。 

 

■企業誘致と並行して高速道路等の環境整備も頑張っていただきたい。 

□確かに高速道路も高速鉄道もない遊佐町だったが、マルハニチロからは遊佐町は近いと言

われた。マルハニチロはサクラマスの実証設備をもっと拡張したいとのことで、成功すれ

ば子会社も作りたいとも言われた。今実証中のものが成功することによって大企業が遊佐

町に入り、遊佐町に新たな発信の芽を頂けることに非常に期待している。 

□睦特殊金属工業については、すでに 13 名程が地元から採用していただき、全体では 30 名

を超える予定であると話があった。鳥海南工業団地の企業誘致については、県・町・酒田

市と協議会を作りながら企業訪問等の取り組みを行っているが、働き手の確保という厳し

い側面もある。町では町内企業の取り組みを高校生に紹介するという取り組みも去年から

始めた。企業誘致と共に、地元企業にしっかりとした人材が就職してもらえるような取り

組みを行っている。 

 

■遊佐町の水道事業民営化の可否と現況の水道事業会計について伺いたい。 

□遊佐町の状況から見れば、管路に集中的に家屋がある状況ではなく、民営事業者にとって

は採算が取れない形態の市場だと思っており、恐らく民営化に参入してくるところはない

と思っている。遊佐町は過年度分の資本費の比率が県内でも高い市町村の 1 つで、現況の

水道会計はギリギリの状況である。遊佐町の 3 割近くの面積、特に下水道が入ってない所

は水道管の更新が未だに整っていなく、これから水道の更新計画を作っていかなければな

らない。そうすると事業費が発生してくる。そのことを想定すれば料金等の再検討をしな
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ければならないという状況にあることを議会（全員協議会）にも説明をした。これからそ

の 3 割の水道管入替えの予算を想定した時、今の事業で賄えるかについては、恐らく 2・3

年後に値上げをしなければ間に合わないという状況が想定される。その時は料金等の審議

会を開催して検討するという形になると思う。 

 

■①遊佐町は太陽光・風力発電などが他の市町村より多いようだが、現在どのくらいの固定

資産税が入っているのか。 

 ②洋上風力が出来た場合、町にどのくらいの固定資産税が入ってくるのか。 

□①今現在遊佐町の固定資産税はおおよそ 7 億円である。その中で太陽光・風力発電の償却

資産から入ってくる税金がおおよそ 7,000 万円である。 

□②洋上風力 40 基で換算した場合、初年度は 1 億 5,000 万円になる。そして耐用年数 20 年

で換算した場合は 14 億円になる。 

 

■①遊楽里について、中学生・高校生の大会等を受け入れないと聞いたがどうなのか。 

 ②西浜キャンプ場について、テントがたくさん立つ場所ほど地面が固くなり、水分や栄養

が届かず松の木が枯れていると心配しているがこのままで良いのか。 

□①今はすべて受け入れている。入湯税も免除している。 

②キャンプ場の松枯れ対策としては、毎年樹幹注入を行っている。利用者数が増えたこと 

が、松枯れにどう影響しているかを確認していきたい。 

 

■①今の遊佐高校の生徒は何人いるのか。 

②遊佐町の子どもが酒田の高校を選ぶのは遊佐高校に魅力がないからか。 

□①町外から来る生徒を含め 87 人である。 

②今の遊佐高校は総合学科で、昔とは中身が全く変わっている。就職も最初に決まる高校

となっており、遊佐高校の生徒が就職難で行き先が決まらないという話はここ数年ないと

聞いている。進学する生徒も毎年おり、遊佐高校は昔と変わってきている。 
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 ５月２９日 遊佐地区  

■新庁舎の建設について、新庁舎計画地南側の道路が西側の県道遊佐停車場・藤崎線に接し

ないように思うが、この地域の都市計画、住宅地開発に関する道路法線はどのようになっ

ているのか。 

□新庁舎南側の道路について、県道から将来的には東側の町道につながる予定で計画をして

いる。西側は一部遊佐交番もかかる予定。5 月 11 日に山形県警本部に交番の移転の要望と

協議を行った。 

□今年度については、測量設計・用地取得を計画し、来年度は新庁舎の開庁にあわせて開通

するよう工事を計画している。道路の幅員は、車道 5.5ｍ車道全幅で 7.0ｍ両脇に歩道 2.5

ｍで全幅 12.0ｍの計画となっている。 

 

■交番の移転は当初から計画の範囲内だったのか。また駅前一区の公民館が昨年にできたが、

建設に対して交渉はしなかったのか。 

□総務課長：駅前一区の建設に対して移転の交渉はしていない。遊佐町交番については役場

庁舎の開庁が令和３年度と計画しているので、それに合わせて移転していただけるよう交

渉を進めている。 

 

■①西鳥海橋（国道 345 号）から国道 7 号線に向かっていく道中、ゴミが散乱しているので

対策をお願いしたい。 

②三崎公園の駐車場にもごみが散乱している。象潟の人がゴミ拾いをしていたが、遊佐町

ではゴミ拾いしないのか。 

□①不法投棄については地区の環境推進委員や不法投棄監視人と連携して処理等をしている。

ゴミ・不法投棄があったときは環境係まで連絡いただきたい。 

□②三崎公園については遊歩道の草刈はお願いしているが、ゴミの対策は行っていないので

検討したい。 

 

■①新庁舎の説明では、軟弱地盤に建築し地層には液状化も含まれるとある。延床面積約

2,600 ㎡は酒田市の国体記念体育館の大アリーナと同等の大きさである。新庁舎の屋根は

雪止めを設置し、冬場の積雪重量は柱と基礎杭で受け持つとなっている。体育館はかまぼ

こ型の屋根になっていて雪止めは付いていないため、雪荷重は屋根では受けていない。新

庁舎の屋根では全て屋根で受けるとなっている。米沢市においても新庁舎建設を行ってい

るが、液状化対策として追加工事を行っている。遊佐町の新庁舎も液状化も考えられるた

め、米沢市のようにならないか懸念される。 

 ②遊佐町の人口が年間 240 人程度減少しており、30 年後には約 6,000 人減ることが想定さ

れ、約 8,000 人の人口になると予想されるが、新庁舎の借金返済は大丈夫なのか。 

 ③町議会だよりの阿部委員に対する総務課長の回答に、実質 12 億 5,000 万円を 30 年かけ

て償還するとあるが、30 年後に遊佐町があるのか不安である。 

□①詳細な点については、定例の実施設計の会議で検討したい。雪については雪止めを設置

する計画ではあるが、全てを屋根で受けるわけではなく、滑り落ちる雪もある。屋根の形

状によっては北側の住民にご迷惑をかける可能性もあるため、北側の屋根の一部を平坦に



 

5 

 

するなど検討している。 

②財政計画については、総事業費約 21 億 8,000 万円と見込んでいる。財源としては基金の 

約 6 億円と市町村役場機能緊急保全事業（地方債）を活用するが、地方債に関しては一定 

交付税措置があり約 22.5％が国から補填される。長期の返済となるが、町としては基金等 

も積み立てて準備してきた。将来負担も考えて計画していきたい。 

□③30 年後遊佐町のあるなしはわからない。以前は約 3 億 3 百万円しかなかった財政調整基

金だったが、平成 29、30 年度末では 22 億 6,000 万円まで積み増してきた。町民の皆さん

に大きな負担はかけたくないが、世代間負担はあってしかるべきだと考えている。公共下

水道の借金返済に年間 3 億 6,000 万円。農業集落排水の借金返済に 6,000 万円で、総額約

4 億 2,000 万円ある。新庁舎の約 12 億円を 30 年で返済するには年間 4,160 万円で済む計

画である。少ない負担になるよう努力してきた。次の世代に対する負担の軽減策を検討す

るなど、今できる最大の努力をしていくのが、我々の責務だと感じている。 

 

■小学校の基本方針で、遊佐町立小学校が 2023 年に新小学校を開校とあるが、吹浦、高瀬、

藤崎、蕨岡の各小学校が廃校になることをなぜ明記しないのか。 

□資料にあるとおり 1 校に統合すると記載されているため、自動的に残りの小学校について

は廃校になるということ。説明で足りない部分があれば、これから説明の機会があるとき

には詳細に答えていきたい。 

 

■①旧産直施設えーこや八福神の利活用について、2019 年度に予算が 3,300 万円計上されて

いるが、現状としてどの程度進んでいるのか。 

 ②5 月 24 日付のコミュニティ新聞にて、遊佐から酒田までの路線バス等がないため、デマ

ンドタクシー等で 1 便だけでも酒田に走らせてほしいとの要望があるが、酒田市の協力が

無いとできないとあった。記事の根拠と状況について教えてほしい。 

 ③福祉タクシーにいて、約 3 割の人が使い切っているとある。使い切った 3 割の方が使用

した詳細について把握しているか。 

④まちづくり協議会に移行し 8 年がたった。この 8 年間の実態について、町に精査しても

らい、まちづくり協会と協議の場を設けてほしい。 

□①進捗状況として、加工施設の活用で募集したところ、遊佐カレーを販売している「遊佐

カレー遊佐駅本店」から申し込みがあった。今年度に面積の 5 分の 2 程度となる 1 階部分

北側を改修し、「遊佐カレー遊佐駅本店」と一般の方も利用できる部屋を 3 カ所程度とす

る予定。一般の方も利用できるよう要綱等を整備し、多くの方に利用できるよう検討して

いきたい。 

②地域公共交通の遊佐～酒田市内までの路線関係については、酒田市も含めて定住自立圏 

の中で検討しなければいけない。酒田市と協議をしながら対応を検討して行きたい。 

□③福祉タクシーについては今年度から発行の枚数を増やして対応している。対象人数は人

口減少と同様に減少傾向にある。申請率についてはあまり変動がない現状である。使い切

った詳細についてはまだ分析していないが、今年度から枚数を増やしたこともあり、来年

の今頃になると使用実績が出るので、状況を分析しながらより良い設定を検討して行きた

い。 
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□④まちづくり協議会が 8 年を経過し検証が必要だとの事だが、導入当初に比べると、地域

の中で相談をいただきながら、地域の課題の解決のために努力していただいていると思う。

企画課としても、成果の検証は必要と認識している。連合会との協議の場もあるので意見

交換させていただきたい。 

 

■①集落にあるホース格納箱の中にある消火栓の筒口、ホースなどについて、管理は町なの

か集落なのか確認したい。 

 ②地域の防災組織の中で消火栓の使い方がわからない。防災訓練を実施しようとしても、

消火栓を使ってはいけないと言われている。消火栓を使えないため、ホースが使える状態

なのかもチェックできないでいる。 

 ③側溝の泥上げを春先行っている。側溝の蓋を上げて掃除しているが、戻す際に閉まらな

くなってしまう箇所がある。どのように対応したらよいのか。 

□①ポンプ車庫内のホースについては消防団の管理となっており、集落内の格納箱内のホー

ス等は各集落の管理となる。 

②消火栓が使えない中で、ホースが確認できない課題はある。遊佐地区のみならず他地区 

からも意見が出ている。消防団と協議して検討したい。 

□②消火栓の使用は、基本的には火災の時か消防演習の際となっている。別途、消火栓の使

用届を地域生活課に申請いただければ、各集落にある防火水槽の水が減った際は水を注入

することもできる。ホースの点検にあたり、使用届に基づいて消火栓の使用が可能か検討

したい。消火栓の開閉は配水池の水位の関係もあるので、使用する際は危機管理係と上水

道係の立会いのもと行っていただきたい。 

□5月 20日吹浦の火災の際に、消防団でないと消火栓の使い方がわからないとのことだった。

緊急の際は、自主防災組織が消火栓やホース等使えるよう、防災訓練を行うようお願いし

たい。 

□③側溝の蓋について、老朽化が進んでいると思われるため、現場を確認させていただきた

い。 

■②ホースについては、消防分署に消防団を通して相談するとホースに水を通して確認して

もらえる。 

 

■5 月に八ツ面川沿いの水車を更新してもらった。八ツ面川管理組合として、水車を長く使

用していくために今後の管理について、町の担当と協議していきたい。 

□費用がかかるようであれば予算化するなど、地域生活課と協力しながら管理していただき

たい。 

 

■小学校の通学路について 

①遊佐保育園前の町道杉沢本線について草刈をお願いしたい。 

②積雪時、中吉出から下吉出までの町道中吉出・和田線について、危ないので安全確保を 

行ってほしい。他の通学路についても安全確保をお願いしたい。 

□①町道など通学路の草刈については、例年、土木係でシルバー人材センターに業務委託を

行っている。今年は 5 月 15 日に契約を締結した。幹線道路、通学路を中心に 5 月下旬から
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6 月上旬と 9 月上旬の年 2 回実施している。また、道路作業員もパトロールをしながら、

穴埋めなど危険箇所等の作業を実施している。危険な箇所等、気付いた所があればご連絡

いただきたい。 

②対象の箇所は地吹雪が発生し、吹溜まりも多く発生する所である。毎年注意して確認し

ている箇所でもある。通学路については重点的にパトロールし、できる限りロータリーで

路肩部の雪を飛ばすなどして、車幅を確保し安全を確保したい。 
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 ５月３１日 稲川地区  

■議会事務局は議員に対して議員の倫理について指導してほしい。 

□議会は町民の声を届ける係だと思っている。議会事務局より議員必携を配布し、熟読して

いただくようにお願いしている。 

 

■まちづくり活動支援事業に予算を割いていただいているが、新たな事業を行うには既存事

業費の削減を依頼される。予算の増額措置をできないか。 

□地区によって各戸が負担する、まちづくり協議会への協力金に違いがあり、稲川、蕨岡、

高瀬の 3 地区は他地区の 2 倍近くの額になっている。また、事業費が高額になると、法人

税・消費税の納税義務も発生するため、その点にもご留意いただきたい。 

□既存事業の削減依頼をしているわけではないので、事業計画、予算案を含めてご相談いた

だきたい。 

 

■町政座談会は、法的に行わなければならないのか。また、行うのであれば、せっかくの機

会なので、もう少し人が集まる工夫をしなければもったいなく感じる。 

□時間帯については、農作業や仕事の事も考えると夜の時間帯が望ましいと考えている。な

お、開催については、まちづくり基本条例の趣旨に基づいて開催しているが、集落ごとに

開催希望があれば、ご相談いただきたい。また、生涯学習まちづくり出前講座では様々な

メニューを用意しているので、そちらも併せてご活用いただきたい。 

 

■高齢者向けの事業が少なく感じる。健康で元気な方が参加できるような事業を拡充してい

ただきたい。 

□高齢者の方が外に出て、集まる場として集落公民館の整備等支援を行っている。また、事

業費が小さく主要施策事業には掲載されていないが、高齢者向けの健康教室等を各種実施

している。 

□平成 23 年度から、老人クラブの発足を条件に 1 集落あたり 100 万円の地域支え合い体制

づくり事業を行っている。そのほかには、健康マイレージ事業や 100 歳体操を行っている。

また、福祉タクシー券については、今年度において事業拡充し支援を進めている。 

なお、生涯学習まちづくり出前講座もぜひご活用いただきたい。 

 

■①酒田に移動する際に利用できる道路の幅員が狭く、通勤や冬期の積雪時には渋滞等が引

き起こされ支障をきたしている。新たな道路を整備する予定はあるのか。 

 ②空き家について、どのような対策を行っているのか。 

□①現在、遊佐町と酒田市を繋ぐ道路は４本あるが、新たな幹線道路の整備は難しいと思っ

ている。県からは、吹浦酒田線について、家屋が多いため道路拡幅はできないが、今年度

も継続して、側溝整備を実施するとの情報が入っている。 

□②使える空き家については、集落支援員より各区長さんを回ってもらい、情報収集、利活

用できる空き家を空き家バンクに登録するように努めている。IJU ターン者に対し、リフ

ォーム空き家の紹介を行っている。危険空き家については、総務課で対応しているが、空

き家であったとしても個人の財産のため、町が所有者の許可なく対応できない。まずは、
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所有者への働きかけを行った上で、特定空き家を出さないように努めている。ただし、空

き家の適正管理に対する条例を整備し、最終的に行政対応できるように準備はしている。 

 

■①高速道路の進捗状況について。 

②道の駅鳥海ふらっとの将来について町の考えを伺いたい。 

□①酒田みなと IC から（仮）遊佐鳥海 IC までは平成 21 年に事業化し、10 年ほど経過した

が、今現在、完成に至っていない状況である。先日、酒田みなと IC から（仮）遊佐比子

IC までが 2020 年度中に供用開始と発表された。進捗状況としては、2019 年 3 月末時点で

用地買収進捗率約 97％、事業進捗率約 60％となっている。また予算額については、今年度

50 億 3,000 万円となっている。また、平成 25 年に事業化された（仮）遊佐鳥海 IC～象潟

区間については、2019 年 3 月末時点で用地買収進捗率約 63％、事業進捗率約 16％となっ

ている。予算額については、今年度 10 億 7,500 万と発表されている。今年度は、丸子～物

見峠の盛土の工事発注をしている状況である。 

□②（仮）遊佐鳥海 IC の付近への移転を計画している。開通の目途はたっていないが、町で

も勉強会、視察研修、道の駅利用者へのアンケート等を実施している。今年度末までには、

アンケート調査の結果をまとめて皆さんに報告する予定。高校生などの若い考えも取り入

れながら事業の進捗状況に併せて検討していきたい。 

 

■空き家の維持管理について、町ではどのような空き家対策補助事業を行っているのか。 

□シルバー人材センターが実施する空き家の維持管理事業の事務局費を町が負担している。

シルバー人材センターは所有者と契約し、空き家の草刈り等の維持管理を行っている。た

だし、所有者が判明していない空き家に対しては実施できないものである。 

□危険になった特定空き家は、公費を使わせていただき対応している。所在者不明の特定空

き家があれば、危機管理係へご連絡いただきたい。 

 

■小学校統合後、現在ある小学校はどのように活用する予定なのか。 

□町内の小学校は全て建設から 10 年以上経過しているため、学校施設以外の利用であっても

補助金返還の影響を受けず、転用が可能となっている。現在、開校準備委員会の立ち上げ

を予定しており、その協議の場においてどう代替利用できるか検討しながら、統合後すぐ

に転用できるようにしていきたい。ご意見等があればお寄せいただきたい。 

 

■新庁舎に副町長室はないのか。 

□現在と同様、町長室に副町長席も設ける形で考えている。図案上の表記について検討する。 

 

■①江地旧河川の細い道路を生活道路として利用しており、その道路が通学路として指定さ

れている。この道路付近には風化して危険な建物があるため、早く生活道路を整備してほ

しい。 

 ②遊佐町立小学校適正整備審議会の最終答申について、もっと時間をかけて学校と地域の

結びつきを重く考えた答申の出し方をしてほしかった。 
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□①月光川の埋戻しで、県から地元に説明を行った。2020 年 1 年では完成しない予定だが、

埋戻し終了次第、道路は整えていきたいと思っている。危険個所については、担当部署に

おいて後日確認させていただく。 

□②審議会は 1 年前に設立したが、その前から小学校 PTA 会長が集まり、2 年間にわたりご

協議をいただいており、計 3 年間におよぶ協議を実施した。また、中間答申、説明会だけ

でなく、審議会へ参加できない関係者の方にはアンケート等を実施し、周知と意見集約を

行った。なお、アンケートでは「統合が必要」と回答された方が 8 割近くにも及んでいた。

これらのことから行政としては、しっかり手順を踏んだうえでの答申ということで結果を

受け止めており、行政のあり方としては間違っていないと考えている。 
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 ６月４日 蕨岡地区  

■遊佐町の主要施策にも載っている「安心してくらせる地域づくり」の拠点であるまちづく  

りセンターの中では、蕨岡以外は新しい。当初は蕨岡のまちセンが一番早く新しくなると

認識していた。地域住民にアンケートを取ったところ、新しく建て直すよりも統合後の旧

蕨岡小を使用したほうがいいのではないかという意見が約 4 割であった。蕨岡まちセンの

今後について、町としての対応は何か考えているのか。また、仮に蕨岡小をまちセンとし

て使用するとして、どこを改修すればまちセンとして使用できるかなど、何でもいいので

考えがあれば教えてほしい。 

□以前、蕨岡まちづくり協会より、住民アンケートの結果新しいまちセンについては必要な

いのではないかとの意見があったため、当面の間建設については先送りで良いという申し

入れを役場でもらっている。高瀬地区からは既に、小学校統合後はまちセンとして使わせ

てほしいと要望が来ている。蕨岡についてもまずは地区内で会議を開き、意見を集約し、

どのようにしたいのか町の方へ申し入れをしてほしい。 

 

■ソーラーパネルの設置など、町内でも環境エネルギーの普及が進んでいるが、洋上風力発

電について、メリット・デメリットは何か。 

□町ではエネルギー計画を平成 26 年 3 月に 10 ヶ年計画で策定している。内容としては太陽

光や風力などの再生エネルギー導入を推進していくもの。町の全エネルギー消費量の導入

目標を平成 35 年まで約 45%相当としている。洋上風力発電については県の計画となる。

平成 29 年度から県で可能性調査に入っている。平成 30 年度に部会を立ち上げ、その中の

地域部会等で「町の景観を損なわないでほしい」「漁業への影響や風車の騒音・電波障害

等はないのか」「比子海岸の浸食がどうなるのか」等の声が寄せられている。今年度も部

会を継続していき、意見をまとめていく予定である。メリットとしては、雇用創出や、固

定資産税の税収、地域振興への活用、風車による漁礁効果や観光スポットになることなど

が考えられる。今後、国から設置が認められれば、民間企業に募集をかけ事業主体を決定

することとなる。 

 

■会計年度任用職員について、庄内町では導入について進んでいるようだが、当町としても

来年度から取り入れる考えなのか。 

□地方公務員法、地方自治法の一部改正に伴い会計年度任用職員制度が創設された。町とし

ては身分の保証や手当支給といった部分について内容を精査中である。町の条例で行うも

のであるため、今の段階では 9 月議会への条例案の提出を行い、年明けには説明会を開催

し募集を開始する予定としている。 

 □近隣ではすでに酒田地区広域行政組合が条例を制定し、来年度より導入予定となっている。

そういった先行しているところをしっかり参考にしていかなければならないと考えている。 

 

■庁舎について、最初の設計では木造一部二階建てと記憶していたが、変更があったのか。 

 他市町村の庁舎を実際に見てみたが、木造、鉄骨造それぞれ特徴がある。様々なところを

参考にして、良いところを取り入れて良い庁舎にしてほしい。 

□基本計画の中では案の一つとして一部二階建ても検討していた。さまざまな意見があり、
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内容を検討した結果、平屋建てとなった。 

□担当で視察を重ね、良いところを取り入れるようにしている。素材については、木造にす

ると柱を多く設置しなければならなくなり、フロアの見通しが悪くなってしまうため鉄骨

造とした。コンセプトは木をふんだんに使用したものとなるようにしている。 

 

■昨年、西遊佐青葉台の公園にガードレールと転落防止柵を設置したが、転落防止柵につい

て、高さが不十分である。80 ㎝では低すぎる。1.5m の高さで転落したとの話も聞く。も

う一度真剣に検討する必要があるのではないか。 

□現地の確認を含め、改めて検討させていただく。 

 

■県道 377 号線上の道路使用について、毎日 10ｔダンプが土を満載して生活道路（上寺から

町道へ入る幅 4.5m ほどの生活道路）を通行している。生活道路を大型のダンプが毎日走

るのはいかがなものか。町の方で規制ができないのか。できないとすれば県道を走るよう

に指導、協力を求めるべきではないか。以前も蕨岡地区内で同じようなことがあり、その

際は集落内を通らないように協力するよう話をしたはず。今回も同様の対応をお願いした

い。 

□通常、一般の土木工事であれば、車両の経路について区長を通じて回覧板で周知をしてい

るが、今回はそれがなかったようだ。係でどのように作業車両が通行しているのか現場の

確認をし、周知をさせていただく。 

 

■放置空き家が害獣や害虫の棲家になり、雑草も伸び放題で、環境や景観悪化の原因となっ

ている。これから更に増えていくなかで、村では所有者がわからない等の理由で対策が取

れていないのが現状。シルバー人材センターの空き家対策補助事業を行うとのことであっ

たが、これも含めた町でのこれからの対策、対応は。 

□基本的に害獣・害虫については事案に応じてそれぞれの担当係へ相談してほしい。空き家

については企画課で定住促進も含めた利活用を考えている。周囲に危険を及ぼす状態の空

き家については総務課危機管理係で担当しているので相談してほしい。 

□シルバー人材センターの空き家対策補助事業については、シルバー人材センターの機能を

活用し、相談、見回り、除草等を行うという管理事業。活用していただきたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 ６月５日 高瀬地区  

■①空き家にごみの不法投棄が多く見られるが、町では空き家の管理者に注意文書等は送付 

しているのか。 

 ②①について、空き缶や空き瓶、生ごみ等が多く捨てられている。集落内で処分する際、

分別が難しい場合は埋め立てごみとして処分して良いか。 

☐①今現在、空き家の管理者に対する文書等の送付は行っていない。しかし、こういった状

況が頻繁にみられる中では必要と考えられるので、検討していきたい。 

☐②不法投棄については、各地区に 2 名の不法投棄監視員を設置し、毎月パトロールと報告

をお願いしている。不法投棄が多い場所については、のぼり旗の設置等による注意喚起を

行っている。集落内での不法投棄されたごみの処理については、可能な限り分別をお願い

したいが、難しい場合は埋め立てごみとして処理していただきたい。 

 

■①県道 345号線（京田付近）の補修をお願いしたい。 

 ②町として人口減少に対する取組みを行っているが、人口減少のデメリットを教えていた

だきたい。 

☐①状況の悪さは認識している。県管理のため、現地を改めて確認させていただき、全体的

な補修あるいは部分的な補修ができないか町から県へ要望していきたい。 

☐②人口減少は、経済活動の停滞につながっていく。年間一人あたり 120 万円を消費すると

考えると、100人の人口減少で 1億 2,000万円の減少となる。町では平成 24年 2月より定

住促進懇談会を開催、平成 24 年度には定住促進計画の策定や集落支援員の設置を行う等、

定住促進政策に取り組み、将来的な経済活動や活力の維持に力を入れている。 

☐②若い世代の減少により、集落や地区のまつり等の持続が難しくなってきている。持続可

能な社会づくりにとっても重要な事であるので、町として議論を行っていきたい。 

 

■①遊佐町は東北初の津波警戒区域に指定されたが、なぜ遊佐町が東北で 1番目なのか。 

 ②津波警戒区域のイエローゾーン（258ha）の範囲はどこか。 

 ③ハザードマップの作成や避難経路の策定はどうなっているか。 

 ④年 1回以上の避難訓練が義務付けられているが、今後どのように行っていくのか。 

 ⑤津波は河川を遡上してくる。そうした場合の避難先はどうなるのか。 

☐①遊佐町は警戒区域の範囲が小さく、区域面積の広い酒田や鶴岡と比べて迅速に地区説明

会等を開催し、速やかに申請手続を行う事ができたため。 

④吹浦や白木等の沿岸地域で年 1回、県の訓練に合わせ実施している。 

☐②遊佐町の海岸沿い約 20㎞、月光川の河口周辺が範囲となっている。 

③ハザードマップの作成はこれからであり、津波の基準水位を表示したものを今後作成し

ていく。避難経路の策定はハザードマップ作成後となる。 

④警戒区域内では吹浦保育園が避難確保計画及び避難訓練の対象であり、危機管理係と計

画の調整中である。 

☐⑤県の専門家による調査により、遊佐町で想定される津波は、西浜周辺の松林を超えるこ

とはないという見解が示されている。河川から入った津波についても、水量の分散により、

石渕付近では津波が河川から上に到達する事は無いとのことである。 
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■丸子橋の補修計画について伺いたい。 

☐昨年度に工事を行うための調査・設計を行い、今年度より補修工事を行う。現在空いてい

る部分的な穴については、工事までの応急処置を担当者に指示している。 

本橋工事の時期については、県の河川管理者と協議し、冬季間の非出水期とし、年度内に

行うこととしている。詳細については、工事発注後に集落説明会を開催させていただく。 

 

■下当～東山間の町道（下当・東山線）について、下当側の道路が狭く、さらに傾斜地であ

るため、冬期間の通行には苦労している。現在土地改良区で行っている基盤整備事業と調

整の上、幅員の確保をすることはできないか。 

☐下当・東山線は幅員 4ｍ60 ㎝を確保しており、交通量も少なく、車両同士の交差頻度もほ

とんど無い路線である。スピードを落とせば車両同士の交差も問題無いと道路管理者側と

して判断している。これまでどおり利用していただきたい。 

 

■土地改良区の基盤整備等、町の協力が必要となる事業がたくさんある。これからも協力を

お願いしたい。 

☐地権者の皆さんの農業環境を整備していけるよう進めていきたい。 

 

■①今月から高速道路の工事が始まるが、工事区画に通学路が含まれているため、事業者に

町から注意を呼びかけてほしい。 

 ②松山の空き家対策物件に 1 件入居があったが、入居前より庭の松が松くい虫により枯れ

ていた。入居後に町から対応してもらったが、できれば入居前に対応してほしかった。 

☐①工事内容を確認の上で小学校と調整させていただく予定である。 

☐②対応が遅れお詫び申し上げる。 

 

■①新庁舎について、植物の設置等一般町民が入りやすい雰囲気作りを。 

 ②町民が不満を打ち明ける窓口を設置できないか。また、不満に対する回答を広報等へ折

り込みすることで、同じような不満を持っている人の不満解消につながるのではないか。 

 ③再生可能エネルギーについて、民間では土地代が高いというデメリットがある。高速道

路の法面等、国の遊休地を利用した再生可能エネルギー施設の建設促進を町から働きかけ

てほしい。 

☐①植物等の設置やオープンスペースの活用等、町民に喜ばれる庁舎づくりに努めていきた

い。 

☐②年に 2～3回、広報に町民の方からご意見を記載頂くハガキを折り込んでいる。また、直

接来庁してご意見を言っていただいてもかまわない。 

☐③町ではエネルギーの地産地消をめざし、エネルギー基本計画を平成 26年 3月に策定して

いる。平成 29年度からは県主導により洋上風力の検討を進めており、各地区での説明会や

意見聴取を行っている。しかし、説明会等への参加人数は少なく、洋上風力が町民に浸透

していない状況であるため、今年度も引き続き町から県に要望し、説明会や座談会の開催

等を行っていきたい。 
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■①下水道の接続について、接続しない場合は罰則等が存在するのか。 

 ②接続していない家に対しては、町から接続のお願い等、普及活動は行っているのか。 

☐①下水道法では、雑排水（家庭内の排水）については 1 年以内に接続することとなってい

る。また、水洗化は 3 年以内となっている。罰則については存在しているが、適用事例は

ない。 

 ②下水道への接続については、広報や出前講座、町工事指定店よりご協力をいただきＰＲ

のお願いをしていただくなど、普及活動に取り組んでいる。 

☐②補助金等、下水道接続への支援は行っているが、接続率は県内でも低い状況である。町

としても接続率向上に向け取り組んでいきたい。 
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 ６月７日 西遊佐地区  

■①松くい虫対策の要望のため、県庁に行ってきた。無駄な消毒はしてほしくない。ドロー

ンによるピンポイント散布を検討してほしい。マツノマダラカミキリが新芽を食べるので

そこに薬剤がかからないと意味がない。 

②災害が多発している。遊佐もいつ来るかわからない。災害避難所の指定、整備をしてほし

い。指定を受けて予算をつけてもらえば住民が整備していけるのではないか。エプロンサ

ービスなど世のため頑張ることをしている。校舎を活用して生活ができるのではないか。

人的な支援も大切である。 

□避難場所の指定について課題はあるが、検討していきたい。 

 

■①塩出尻に行くところの町道で、道路端の雑木が覆いかぶさる形になっている。 

酒田市の方の土地なのでお願いに行ったが、連絡がつかないようだ。あまりに大きくなら

ないうちに解決をお願いしたい。 

②高速道路関連で国交省がカルバートを作った。けもの道で不法投棄の場所になっている。 

対策を考えてもらいたい。 

□①道路の支障木は基本的に地権者が管理する。町で行う場合もあるが、本人が対応できな

いなど、例外の場合である。酒田市の方ということなので地権者の方に町の方で連絡して

対応したい。 

②ボックスカルバートについては、一昨日説明会でも話があった旨報告を受けている。国

でも把握しているが、改めて国へ報告したい。 

 

■①佐藤藤蔵の遺品、特に図面などの紙類は切れそうになっていてあのままだと無くなって

しまう。空き家を利用して保存する施設を作ってもらえないか。空き家の所有者からは町

がそのような施設を作るのであれば土地は提供してもいいと言われている。保存する方法

を考えてほしい。 

②工業団地の太陽光発電所について雑草が相当周囲に生えている。県道もそうだが、ネッ

ト内も生えている。草刈が大変なら防草シートもあるので草刈も軽減できる。美化に努め

てもらいたい。 

□①遺品等は写真をとって記録保存をしているが、現物は長期的な展示箇所がない。学校の

適正配置に伴って、空き校舎の利活用について地域の皆さんの意見を聞いて行いたい。今

しばらく保管をお願いしたい。 

□②現地を確認し施設管理者にお伝えしたい。県道の方はスケジュールを組んで計画的に草

刈をすると聞いているので行うものと思われる。町としてはシルバー人材センターにお願

いしている。年２回実施する予定。県道についても県に確認すれば、実施日の確認ができ

る。防草シートについても施設管理者にお伝えさせていただく。 

 

■①旧西遊佐公民館は今後解体するのか利用するのか、具体的な考え方をお聞きしたい。 

②人が住めないような空き家があるので、ハクビシンが増えている。その対策として何か

あるのか。 

□①基本的には解体する考えである。地域で利用という話もあったが、経年劣化もしている
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ので解体で考えている。財政状況から予算がついていないが、なるべく早く解体したい。

解体時期については今のところ未定だが、来年度要求はしたい。 

□②町内には 500 近くの空き家がある。空き家の半数は活用が難しい。基本的には所有者が

わかっている空き家はその方から処理、処分、管理していただくこととなる。所有者がわ

からない、危ないものについては、総務課危機管理係にご相談願いたい。 

 

■服部興野集落の雨水管理について、集水区域が拡大しているため、土砂の堆積により排水

の能力低下や環境の悪化が予想される。対策をお願いしたい。津波のとき逆流して流入も

考えられる。流入防止ゲートの設置。マンホールを浮上防止のものにしてほしい。 

□担当に確認し、対策を相談したい。 

△後日確認した結果、排水口は南側を向いており、津波が西側からきても直接排水口にはあ

たらないため、大量に逆流することは考えられない。このため、マンホールの浮上も理論上

は考えられないが、万が一のために少しずつ改良できるか検討したい。 

 

■①旧西遊佐小敷地内の雲梯、高鉄棒が劣化している。管理はまちセンではないと言われて

いたためある方に相談したが、１年間ほったらかしになっている。点検をお願いしたい。 

②旧小学校敷地内の松の木を数年前に切ってほしいとお願いしたが、そのままになってい

る。検討願いたい。 

□①②企画課で現地を確認して、後日調整し報告させていただきたい。 

△現地を確認した結果、①専門業者による点検を実施することとした。②近隣への倒木等の

危険性等を考慮し伐採を行った。 

 

■①工業団地が近いため、いろいろな企業が知らないうちに入っている場合がある。知らな

い間に太陽光パネルが住宅地内に小規模ながらできている。あまりにも近いので、隣接す

る住宅の住民から夏場外気温が上がると室温が５℃ほど違うと相談を受けた。目に直接光

が入って、目もおかしくなったと苦情を受けている。後から問題が出てくるため、新しい

事業が白木地内に入ってくるのであれば、事前に住民に知らせてほしい。 

②白木道路整備の件、一向に進展がない。どうなっているのか説明願いたい。 

□①町としては、設置基準として一定面積 1,000 ㎡以上の敷地に設置した場合は届出をいた

だいている。また条件等をつけて回答している。小規模なものは届出義務がないため町で

把握できない。 

■産業課でも把握していないのか。問題が発生したらどこに相談したらいいのか。個人と企

業と話し合いを持っても事が進展しない。今環境係に入ってもらっているが、いくら些細

なパネルでも問題が生じるので、地域生活課なり産業課なり事前に把握してほしい。 

□①どのような対策をとればいいのか、地域生活課、産業課で協議して検討したい。 

②公園前は完了した。集落内については、底地の問題もあって整備できないところもある

が、砂利等の材料支給は対応したい。 

 

■①結いの先から酒田市までの間の側溝に土砂が詰まる。県の管理と聞いているがもう一度

要望する。 
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②大谷地の前、上藤崎側の側溝があふれる。事故が起きると思う。 

③空き家の管理を環境の担当が一人でやっている。町で管理するものか部落で管理するも

のかお聞きしたい。 

□①②県道吹浦酒田線については、県で継続的に側溝整備を行っており、町から毎年継続的

に要望している。状態の悪いところから整備を行っているので、今後も継続して要望した

い。 

□③後ほど詳しい内容をお聞きして対応を考えたい。 

 

■①大谷地と同じで雨になると佐藤藤蔵翁宅の前あたりが川のようになってしまう。水はけ

をよくしてほしい。353 号線、交通事故が起きる前に対応してほしい。 

②ツーデーマーチ前に草刈と道路の土砂の清掃をしているが、前は町から処理してもらっ

ていたが、今は予算が無くてできないと言われた。なんとか処理をお願いしたい。 

□①担当で立会をさせていただいて状況を確認の上、県の方に要望したい。 

②町道は町で片付けている。県道は県で処理している。事前に土木係に日程を教えていた 

だければ県の方に連絡したい。 

 

■①青塚遊園地から浜までの間に不法投棄がある。看板は地元が用意するものなのか。 

②青塚遊園地のフェンスがへこんでいることを役場に連絡したが、何の返答もないのでお

聞きしたい。 

□①②現地確認したい。看板は用意したい。 

△①７月２日に看板設置を行った。 

②現場確認した結果、修繕すると決定し、その旨を区長に伝えている。 

 

■町は観光資源として旧青山本邸をとらえているのか。積極的な観光価値を感じていないの

か。あそこはバスが入れない。住民も困っているときもある。拡幅は無理だと思うが、旧

八福神の駐車場を利用して歩くことも現実的ではないと考えている。 

□教育課としては文化財としてより多くの方から来ていただく工夫をしている。観光施設と

いうより文化施設として位置づけている。 

□県道のため、県に継続的に要望を出している。全部を改良するのは難しいが、信号機の移

設や交差点の部分的な改良を優先的に要望しているのでご理解いただきたい。 

 

■①旧公民館下のバス停の表示板がまだ西遊佐まちづくりセンターのままになっている。書

き換えをお願いしたい。 

②生活支援事業（エプロンサービス）の活動資金を援助してもらってありがたいが、サポ

ーターのモチベーション維持のため、これから研修会等を行っていく予定である。もう少 

し予算の上乗せをしてほしい。 

□①冬季への時刻表の切り替えに合わせて直したい。 

□②地域の方々と協議しながら、予算要求につなげていきたい。 

 

■海岸浸食がすごい。大変危険な状況。洋上風力の設置によって海流が変わって、浸食が無
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くなればと思っているが、逆のことになると大変なことである。専門家からお墨付きがあ

れば賛成したいと思っている。砂草地もかなりやられている。塩害で真っ赤になった。ぜ

ひとも侵食を止める方法を県に訴えてもらいたい。逆に砂が吹浦側に行ってそちらでは逆

に砂を掘っている。岩ガキもつかない、海藻も生えていない最悪の環境になっている。海

岸浸食は止めないといけない。よろしくお願いしたい。 

□地域生活課長：洋上風力については、県主導で行っております。また、遊佐沿岸地域部会

でも検討を行っています。浜地の侵食はしっかりと訴えていきたい。海流の調査も県で実

施するとお聞きしています。その結果についても後日報告があると思われます。 


