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議長

富樫

透

新年明けましておめでとうございます。
昨年は、東日本大震災をはじめ多くの災害に見
舞われた年となりました。本年は、平穏で健やか
にそして活気あふれる年になってほしいと願わず
にはいられません。
さて、議会でも災害時の危機管理として、避難
訓練を実施するとともに、災害時における議員の
行動指針の策定を予定しています。
また、活性化にむけて、要約筆記の拡大や反問
権、自由討議の導入をしました。基本条例に続く
倫理条例についても検討をしているところです。
さらに、開かれた議会づくりでは、３回目とな
った議会報告会の内容を精査しながら、各種懇談
会の拡充や広報・ホームページの充実も含め、よ
り身近で見える議会づくりに取り組んでいきたい
と考えています。
自然災害のみならず、経済動向や世界情勢の変
化により地方自治体においても、迅速で適切な判
断を求められる時代になっています。合併８年目
を迎える本町にとっても教育と福祉の向上、産業
振興を基本とする総合計画は、町益を第一に考え
優先順位を定めなければなりません。
町民の幸福づくりを念頭におきながら、みなさ

要約筆記
﹁ばんけの会﹂
のご協力
﹁やまびこ﹂
12

要約筆記による議会を
月 日に実施しました。
この当日は、栄寿大学の
皆さん 人と、余目、立川
両身体障がい者協会の皆さ
ん 人が傍聴に来場しまし
た。
スクリーンには、発言・
答弁が素早く表され「わか
りやすかった」と好評でし
た。皆さんもぜひ議場に足
を運んでください。
○要約筆記ばんけの会
齋藤 志保子︵代表︶
菅原 千佳
菊池 みつ子
阿部 恵理
○要約筆記の会やまびこ
日下部 惠子︵代表︶
柿崎 明子
16

12

28

代こそ成熟の機会であ

考ではなく、下山の時

▼これは、マイナス思

まりであるとした。

弾けた以降は下山の始

歴史であり、バブルが

頂上を目指した登山の

国に至るまでの日本は

氏は、戦後から経済大

読んだ。この本で五木

新書「下山の思想」を

▼正月に五木寛之氏の

フトする感性を持つべ

とも成長から成熟へシ

れであろうが、少なく

下山と見るのかそれぞ

の今を登山と見るのか

に動き出している。町

を迎え総合計画の実現

▼庄内町も合併８年目

もあると結んでいた。

しい登山のチ�レンジ

見事に終えてこそ、新

ながら実りある下山を

一晴︶

きだと思う。

委 員 長
副委員長
委
員
委
員
委
員
委
員

発 行 人
議
長 富樫
透
議会広報調査
特別委員会
小野 一晴
石川 武利
工藤 範子
上野 幸美
五十嵐啓一
榎本 秀将

うか。︵小野

り、細心の注意を払い

▼昨年、アジアの小国
ブータンのＧＮＨ︵国
民総幸福量︶が話題と
なり、何を豊かさとし、
何を幸福とするのか考
えさせられた一年であ
った。
▼本町としても、持続
可能な発展をしていく
ためには、町民満足度
を測るための、これま
でとは違った物差しが
必要なのではないだろ
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んと共にまちづくりを推進してまいりますので、
本年もよろしくお願いいたします。

ややまつり
千河原

→

庄内町議会 です

No.30
12月議会号
24.1.20

一般会計補正予算

うな事態は遺憾であり
早急に対応し返還すべ
きとの意見が出されま
した。

再利用可能？
○温泉調査業務委託
万９千円
町が計画する温泉事
業の源泉として、再利
用できるかを調査する
ものです。
これは、旧余目温泉
︵梵天︶の源泉調査で
湯量や泉温、メタンガ
スなど源泉の状態につ
いて調査します。

一人分 万円を計上し
ました。
なお、一人分のみの
計上としたのは、すで
に実施している市町村
の現状を見ると、年間
の適用を受けている人
が約一人、多くて二人
という状況になってい
るからです。

勇気を出して運転免許取得
を後押し
○運転免許取得費助成
事業
万円
障がい者に対する社
会参画の促進を目的と
するものであり、運転
免許取得を促すもので
す。現在タクシー券等
で運行手段への支援は
行っていますが、免許
取得に対する支援を、

橋脚補修
○中島橋橋脚保護工事
万円
たび重なる豪雨によ
り、橋の基礎部分がむ
き出し状態で不安定に
なっているため、橋脚
部分の安定をはかるた
めの工事です。
今後も安心して利用
することができます。

約
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誤って徴収するも
責任もって返還
○固定資産税等返還金
万５千円
○個人町民税等返還金
万３千円
合計 万８千円
５年以上も前から、
通常額より多く税の徴
収を行っていたという
ものです。︵一福祉事業
所と一個人︶
従来、５年以上経過
した事例については時
効となり返還義務はな
いものの、町のミスか
ら発生したことであり
誤って徴収した額に、
これまでの利息分も含
めた額 万８千円は責
任もって返還すること
にしました。
議会からは︑このよ

契

怠ったの？現場調査
○町道廻館前田野目線
改良舗装工事
請負契約の一部変更
万 千円の増
町道の交差点付近に
おける、道路照明灯の
設置︵一ケ所︶と歩道
への蓋板設置︵ 枚︶
と用水配管、暗渠排水
の設置にかかる費用と
して 万５千円を計上
しました。
道路照明灯の設置は
当初、隣接地権者より
同意が得られなかった
が、今回了承されたこ
とによる変更です。
しかし、他の２�所
の変更については、議
会から発注前の現場調
査を十分に行い精査し
設計をすれば︑このよ
うな変更にはならなか
ったのではないかと指
摘されました。

▲中島橋
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増

以上の事業を含む一般
会計補正予算
千 万 千円の追加
を賛成全員で可決

委員の選任

250

157

賛成全員で可決

5

▲旧余目温泉（梵天‘）
欠員の出た議会運営
委員会委員の後任に、
小野一晴議員を選任し
ました。

341

341

10

158万円
50万円
400万円
100万円
43万円
○火葬場
（３号炉）
修繕費
○河川支障木対策支援事業委託料
○持家住宅建設祝金の追加
○若者定住促進事業助成金の追加
○清川安在所修繕料
6

耕作面積
○庄内町元気な農業
応援補助金の追加
万９千円
これまでの継続事業
ですが転作面積が
増加したことで、各農
協へ補助する事業であ
り、 アール一千 円
を基準として面積に応
じて配分するものです。
なお、その補助金の
具体的な使い道は、各
農協の裁量にまかせて
います。

リフォームへ応援

195

○住宅リフォーム祝金
の追加
万円
県の補助事業で、昨
年４月から実施したも
のです。当初一千 万
円の予算措置をしたが
今回 万円を追加した
ものです。
このリフ�ーム祝金
を利用できるのは、県
内の業者を利用、耐震
化などの内一つ以上の
要件を満たした方で、
最高額 万円を限度と
します。

こんな事業も

127

151
ha
300

500

2

10

151
ha
200

こんにちは庄内町議会です
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10

200

20

◎除雪作業の内容
・人力による除雪作業
・小型除雪機械、トラ
クター等による除雪
◎補助金の額
除雪作業を行う路線
の延長一メートルにつ
き 円に除雪日数を乗
じた額とし、日数の限
度は 日とします。
なお、この事業は集
落からの申請方式です。
30

60

集落みんなの力で除雪
180

144

593

○庄内町生活道路
除雪事業補助金
万円
住民の生活活動の支
援と生活環境の改善を
図るため、自主的に生
活道路の除雪を行う住
民自治組織に対し、補
助金を交付するもので
す。
◎補助対象団体
主に部落会等
◎補助対象路線
町が行う除雪路線以
外の居住地の近辺道路
で、その沿線に２戸以
上ある路線

▲今年からは、だいじょうぶ
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地域の生活道路に支援

611 18

定例会

12月定例会は、12月13日から21日まで９日間の日
程で開催され、一般会計、各特別会計の補正予算、契約
の締結などを原案どおり可決しました。
一般質問では14人の議員が、町政全般について当局
の考えをただしました。

除雪

611

12月
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

第3回

議会に対する意見・要望

質 問
﹁新産業創造館﹂ に
ついて、議会としての
意見や温泉アンケート
のとり方も、町に提案
すべきではないか。
回 答
提言しながら、取り
組んでいきたい。
質 問
市街地の 排水対策 に
有効な手立てはないか。
回 答
議会からは表面貯留
などの方法を提案して
いる。また、国は平成
年から排水機場、排
水路の改修事業を計画

第四公民館
月 日開催
８人参加

質 問
共同調理場について
議会ではどのように話
し合われたのか。
回 答
町当局は場所選定を
白紙に戻している。
質 問
同じ内容の質問を何
人もの議員がしている。
内部で調整できないの
か。
回 答
同じ問題への質問で
も、同じ内容にはして
おらず、違う角度でし
ている。問題の掘り下
げにもつながることか
ら調整は考えていない。

狩川公民館
月 日開催
８人参加

月 日開催
９人参加

第二公民館

している。
質 問
議員の発言で、特定
の企業名、個人名がで
ている。取り扱いはど
うなっているのか。
回 答
相手の不利益になる
ことは厳に慎むように
申し合わせているが、
町の不利益、解決に近
づくことであれば、議
員個人の覚悟の話であ
り、個人判断としてい
る。

1

質 問
つや姫の不正栽培問
題の今後の対応と処罰

いのではないか。クラ
ブとしても新しい体制
で出発すべきと思う。
回 答
議会広報には町長、
副町長の減額が載って
いるが、その他にも教
育長、職員も給与の減
額や停職などの対応と
なった。クラブも 年
２月から正式なスポー
ツクラブとして新体制
の下、発足している。
なお、議会としても再
発防止を求める意味か
ら、決議文を可決した。
質 問
議会広報の一般質問
のなかの写真で、報酬
明細が載っている。個
人が特定できるのでは
ないか。
回 答
議会広報委員会のな
かで話していきたい。

清川公民館
日開催
人参加

はどうなるのか。また
同様のケースが他にあ
るのか。
回 答
町からの最終報告を
受けて議会として対応
していく。
︵ Ｐ 参照︶
質 問
地元が入選できない
﹁米コンテスト﹂の実
施方法でいいのか。
回 答
地元からも多くが出
品しているが上位入賞
にはいたっていない。
しかし、庄内農業高
校や地元者も最終審査
まで残るようになって
きた。今後に期待した
い。

昨年 月 日から︑ 月 日にかけ︑各学区等で議会報告会を開
催しました︒ 班に分かれ議会活動について報告するとともに︑町
民から議会活動︑町政に対する意見︑提言等が出され有意義な意見
交換ができました︒参加人数は少ないものの︑議会︑町政への具体
的な意見をいただきました︒

月 日開催
人参加

第一公民館

26

3

第三公民館
月１日開催
人参加

質 問
﹁新産業創造館﹂に
ついて、議会広報の
「町長の申し入れ」の
ページで、議員の声を
最優先して 次産業化
へ舵をきったとある。
それなのに、なぜ議会
は反対するのか。
回 答
月の予算委員会で
名の議員が 次産業
化推進の発言をしてい
ることと、産業建設常
任委員会から 次産業

月定例会から説明のた
め議場に出席したもの
は、議長の許可を得て
議員の質問、または質
疑に対し反問できるよ
うになる。

立谷沢公民館
月 日開催
３人参加

質 問
行政区長会で﹁新産
業創造館﹂について話
題になった。町長の実
現に向けて強い意志を
感じたが、議員は成功
すると思うか。
回 答
月の予算委員会で
は厳しい意見が多く否

▲第三公民館
化の推進を提言してい
るが、これは「新産業
創造館」を対象にした
ものではない。これを
もって議員の声を最優
先したとされるのは正
確ではない。
質 問
﹁新産業創造館﹂に
ついて、議会の多数が
次産業化の方向性に
理解したのであれば、
まずは始めるすべきで
はないか。
回 答
より具体的な計画が
示されれば、平成 年
度予算委員会で、結論
を出すことになる。
6

決された。高付加価値
の農業や地元特産品の
開発の必要性から６次
産業化の方向性は理解
しながらも、慎重意見
として 億 千万円の
事業費や維持管理費が
町財政を圧迫する。参
加組織や必要とされる
設備が不明なままでは
実施設計に移るべきで
はない。管理運営の見
通しに具体性がない。
既存の貸しオフィスで
思い通り雇用が発生し
ていないことを検証し
ないで、さらなる事業
展開は理解できないな
どの意見がある。
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月

ても、学校と対立する
形になり、意見を申し
上げる立場にないと思
うが。
回 答
当初予定していた場
所は、議会からも再考
するようにとの意見も
多く、まだ決定には至
っていない。この経緯
を踏まえ、関係する団
体の皆さんからの意見
要望を頂くための話し
合いと認識している。
質 問
議会基本条例制度は
不具合があったから制
定されたのか。
回 答
議会、議員の活動原
則及び責務等を定め、
議会としての役割を明
らかにし、町民に信頼
され、より存在感ある
議会を築くため制定し
た。
質 問
議会では町長や町当
局から議員に対して質
問することができるの
か。
回 答
条例改正により、

3

11

6

10

16

11

質 問
学校給食共同調理場
建設で、場所選定にＰ
ＴＡの意見を求められ

4

3

3

3

24
▲清川公民館

23

29

質 問
総合型地域スポーツ
クラブの不適切な会計
処理で、給与の減額が
議会広報に載っている
が、それだけで済まな

12

26

18 31

36 26

28

31

10
10

10

10
10
10

議 会
報告会

議会報告会
質問︵第三公民館︶
猿田町周辺︵武道館
北側等︶の最上川土地
改良区管理の水路の除
草が不十分である。し
っかり管理してもらい
たい。
回答︵町長部局︶
指摘箇所は都市下水
路に関する法定外公共
物と思われますので、
現場を確認して対応し
ます。
質問︵第四公民館︶
東日本大震災の時に
電話が不通となった。
対応について早急に考
える必要がある。また
エリアメールなども考
えてほしい。
回答︵町長部局︶
各家庭に配布する防
災マニュアルの作成を
計画しております。エ
リアメールは、 月
日から運用開始の予定
になっています。

質問︵狩川公民館︶
立川中前の道路の拡
幅を要望しているが、
実現されていない。早
急にしてもらいたい。
回答︵町長部局︶
地域要望の優先順位
では、 番目ですが平
成 年に計画が作成さ
れました。ただ、用地
取得の合意を得られな
い箇所があり、未着工
になっています。順番
をまって、新たに取り
組みたいと思います。
質問︵清川公民館︶
除雪後の排雪対応に
ついて昨年同様実施し
てほしい。
回答︵町長部局︶
昨年は豪雪対策本部
を設置し、民家の一斉
雪下ろしにも対応しま
したが、本部設置は降
雪量によります。通常
の排雪には、現場を見
ながら対応していきま
す。

質問︵立谷沢公民館︶
地域消防団は定員不
足から班の統廃合する
必要があると思う。
回答︵町長部局︶
新入団員の確保が困
難な状況にあり、幹部
会等で議論し、合意が
得られたところから組
織の見直しを行ってい
ます。

の活用も図り︑特色あ
る健康増進の拠点施設
として医療費の削減を
図ってはどうか︒
幸せに老いるために
町長の任期中に決断す
べき時期にあると思う
が︑いかがか︒
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町長部局に対する意見・要望
質問 ︵第一公民館︶
市街地の浸水対策 に
ついて、プロジェクト
チームを作り、早急な
対策をすべきではない
か。国、改良区の構想
は平成 年度までとな
っており、それまで待
てない。強力な陳情活
動をすべきではないか。
回答 ︵町長部局︶
平成 年度に市街地
排水対策の基本計画を
策定しました。計画概
算では 億円を超える
経費となるが、全て実
施することはきわめて
困難な状況にあります。
しかし、計画を受け、
個別箇所について対策
を推進し、浸水時間の
減少を図る対策を行っ
ています。
国・県には最上川土
地改良区と一体になっ
て要望活動を行なって
いきます。

質問︵第二公民館︶
吉岡から第二小学校
までは、歩道の除雪が
間に合わず、アイスバ
ーンの車道を歩いて通
学している。また、常
万地区は、国道 号線
の跨線橋の法面の雪崩
の危険性のある所が通
学路になっている。子
どもたちの安全を確保
するため、冬期間のス
クールバス利用を２㎞
以内にも摘用すべきで
はないか。
回答︵町長部局︶
吉岡地区については
今年度より冬期間スク
ールバスで対応するこ
ととしました。
常万地区については
跨線橋の雪崩の危険性
を教育委員会及び学校
で検証しながら総合的
に判断し、スクールバ
スでの対応が妥当かど
うかを検討していきま
す。

温泉
医療費削減へ
活用

4

賛成者の割合が多いよ
うである︒
高齢化は加速傾向に
あり︑行政でも対策を
実施しているが︑健康
づくりへの参加者は固
定化している︒
人が多く集まる温泉
施設に運動施設や相談
室を併設し温泉プール

12

18

メリ�ト�デメリ�トで判断

まちなか温泉の町民
満足度アンケートの調
査結果は︑若い世代の

▲第二公民館
メリットとデ
メリットをしっ
かり把握し、総合的に
判断した結果として、
年度中にも実施設計
あるいは工事にかかる
ことも可能と思う。
条件整備のため、
月補正予算で現在の温
泉の湯量・湯温等の調
査をすることとなって
いる。
議員から出されたア
イディアも、当然、視
野に入れながらやって
いくべきと思うし、十
分に尊重しながら今後
のまちづくりに向けて
検討を加えていきたい。
▲汗かいた後の温泉

12

&

15

押 のり子 議員

ることにより︑農
業所得向上につな
がるのではないか︒

おいしく
しっかりと
食べてもらう米づ
くりを幅広く全国
に普及していくこ
とが、米コンテス
トの大きな役割と
思っている。米コ
ンテストは、かな
りのレベルに達し
ているし、その価
値は十分あると認
識している。
米コンテストを通し
た栽培技術の情報収集
等は十分とは言えない
現状であるが、科学的
なデータ分析の情報は
入手している。農業試
験場とも相談しながら
おいしい米づくり推進
委員会で検討していき
たい。

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

第 回

﹁日本一おいしい米
コンテスト﹂には︑本
町に全国から︑おいし
い米が集まるが︑その
米をメタボローム解析
すれば科学的根拠に基
づいたおいしさのデー
タが取れる︒それを栽
培マニュアルに活用し
おいしさを追求した技
術で高付加価値をつけ

町長

24

町長

47

ここがききたい

町長

37

20

22

人の熱弁

秀紀 議員
齋藤

データ分析の検討
町長

こんにちは庄内町議会です

その他の質問 ・新産業創造館、６次産業化の里づくりについて

（7）

▲皆んなでお手伝い

&

3

14
データ
解析 活用せよ！

ＴＰＰで揺れ動く情
勢のなか︑安定的な農
業経営を強固に確立し
なければならない︒

その他の質問 ・温泉事業と新エネルギーについて
・「日本一品質の高い花づくり」について

人の熱弁

つや姫

栽培マニ�アル
見直しを

﹁つや姫﹂の祖先﹁亀
ノ尾﹂発祥の地である︒
品質・食味・安全の
栽培法を重視したブラ
ンド米の︑栽培マニュ
アルと出荷基準を県が
設定している︒ 年産
は著しい品質の低下と
大幅な減収になってい
る︒何が要因なのか徹

底した分析と総括をす
べきである︒栽培マニ
ュアルが県内一律であ
り︑地域条件に合わせ
た栽培仕様の見直しと
適正な種子量の確保を
県に強く要望すべきで
はないか︒
県農業技術普
及課によると、
庄内地域の平成 年産
「つや姫」は、９月初
旬のフェーン現象によ
り品質低下の影響が出
たと分析されている。
米づくりでは、気象や
圃場等、さまざまな条
件がからみあって地区
ごとに特質がある。こ
れまでも庄内では、そ
の土地に合った作り方
をしてきた。他町と連
携し、栽培マニュアル
の見直しを県に要望し
種子量に関しても、い
ろいろな機会を捉え話
をしていきたい。

組むべきではない
か︒
「六次産
業化法」の
施行に伴う、農畜
産物の高付加価値
化と雇用創出所得
拡大には、「新産業
創造館」での取り
組みが一つの切り
口となる。特産品
開発等に意欲のあ
る方々が参入しや
すい環境を整え、
幅広いネットワー
クを作り、６次産
業化の里づくりを進め
たい。
また、「第２次新エ
ネルギー総合利用計
画」を策定したが、原
発事故もあり、新エネ
に関しては国や県とよ
り連携し、推進を図ら
なければならない状況
である。検討会を設け
早急に計画の見直しを
図っていく。

権力を持つこととなり
思い通りに事が運ぶの
が当然のこととして身
に付いて︑意のままに
ならないと﹁新産業創
造館実施設計に係る対
応についての申し入
れ﹂のような手法とな
ったと思われる︒その
なかに町民本意の考え
方は感じられない︒
今こそ︑町長は初心

公園を﹁表面貯留施
設﹂として浸水被害対
策すべきではないか︒
議会から町に提案さ
れた﹁表面貯留施設﹂
とは︑公共施設等の広
いエリアに高さ ㎝ほ
どの堤を取り付けるこ
とで︑一時的に雨水を
溜めて急激な排水を緩

総合的に判断したい

浸水
公園を生かせ
対策

普通の人生において
思い通りに物事が運ぶ
ことなどはまれである︒
町長としてトップの
座が長くなると強大な

&

近年︑市街地での浸
水被害が頻発している︒
そこで︑八幡スポーツ

に返り︑町民と向
き合った姿に立ち
返り︑行政運営を
行うべきではない
か︒

いろんな
意見がある
なかで、本当に住
民のためになるも
のは何かというこ
とを選択するのが
我々の役目である。
常に町民の方々が
どんな考え方を持
っているかを捉え
町の課題解決に向
かってやっていくこと
は、これまでと変わり
ない。
手法としては色々あ
るかも知れないが、町
民と対話をしながら、
その課題をしっかりと
捉えて、その解決に向
かってやっていくこと
が、我々の仕事だろう
と思っている。

人工芝は土の
流入を嫌うこと
もあり、スポーツ公園
における一時貯留の検
討はしていない。
排水対策は、土地改
良区とも協議し、浸透
性の高い舗装や保水性
の高い土を埋め戻すな
ど、排水路への急激な
流出を抑制する対策を
講じている。
これからの排水をど
う考えていくかは国・
県も含めて全体的な見
直しをしなければなら
ない。全区域の浸水対
策等を含め、総合的に
判断していきたい。

和し︑水路の能力不足
を補うものである︒毒
蛇排水路は雨水の流入
が厳しく︑出来る限り
排水路の負担を減らす
ことが必要であると思
うが︑いかがか︒

町長

（8）
その他の質問 ・職員の心構えの育成について
平成24年1月20日号 第30号

町民と対話をしながら
町長

県に要望したい

﹁つや姫﹂は県が
年の歳月をかけて開
発した品種で︑本町が

23

関連補助事業プランナ
ーの紹介など総合的な
サポートを行っている︒
町では︑農畜産物の
高付加価値化を実現し
雇用創出と所得拡大を
どう図るのか︒また地
域ビジネスの展開︑新
たな産業創出のための
風力発電︑小水力発電
木質バイオマスエネル
ギー事業の導入に取り

▲今後のゆくえ（新産業創造館）

町長

行政
運営 町民と向き合って
町長

町長

地域
資源 高付加価値を

今年３月に﹁六次産
業化法﹂が施行され︑
県ではサポートセンタ
ーでプランナーを中心
に準備や計画づくり︑

▲複合活用で浸水対策は

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

23

ここがききたい

10

等 議員
清野
秀将 議員
榎本

こんにちは庄内町議会です

その他の質問 ・中心市街地活性化について

（9）

町長

順一 議員
村上
10

茂 議員
吉宮

▲絶品の炊きあがり

14
幅広い検討したい
町長

町長

▲これからのエネルギー

&

その他の質問 ・６次産業化の里づくりについて
・合併特例債について
その他の質問 ・簡易水道の上水道事業への統合について

人の熱弁
あるなど︑幼児の食生
活も豊かになると考え
る︒この実態をふまえ
町として︑新規作物等
も考慮した地産地消を
どう進めようとしてい
るのか︒
地産地消は、
産直市場である
「風車市場」に加え、
「新産業創造館のなん
でもバザール」を複合
的に確保することによ
り、相乗的な推進を図
っていくことができる
と思う。また、学校給
食にしっかりと供給で
きる体制にも取り組ん
でいきたい。
県の「農林水産業元
気再生プロジェクト」
は、地域の実情に即し
た農業産出額の増加、
地域特産物の拡大、土
地基盤の整備等を総合
的に支援する事業であ
り、水田畑地化対策事
業の取り組みを支援し
ていきたい。

うが︑いかがか︒
高齢者世帯等除
雪支援事業
は、町が実
施主体となり実施
要綱に基づき、除
雪の依頼を引き受
けている。具体的
な除雪作業は、シ
ルバー人材センタ
ーや６集落と委託
契約を結んでいる。
受け手が受けやす
い単価設定に改善
もしている。
この事業以外で
も、全集落の半数
近くで、高齢者に対す
る何かしらの除雪等の
支援が行なわれている。
屋根の雪下ろし支援
事業は、建設業者の標
準的な作業単価に併せ
て設定していたが、今
年度からは、一冬あた
り３千 円を利用者負
担として実施したいと
考えている。

国民健康保険料は︑
年度に前年度比 ％
代の値上げをしたが︑
町民からの意見や苦情
はなかったのか︒

ワクチン
新検査法

来年度に向けての国
保運営協議会の話し合
いでは﹁農家の農業所
得も 年度は回復する
見込みもあるので︑
年度の引き上げはしな
いで様子をみる方がい
い﹂と言う意見もあっ
たが︑これに対しどう
考えているのか︒
また︑ 年度は保険
料の値上げを︑押さえ

導入急げ

24

される予定であるが︑
接種を考えているのか︒
新生児の先天性代謝
異常︑ 種以上の病気
を調べられる﹁タンデ
ムマス法﹂を導入する
よう厚労省は通知して
いる︒導入を考えてい
るのか︒
歳では２人に１人
が発症するという帯状

今後�検討する

乳幼児に下痢や嘔吐
を起こすロタウイルス
胃腸炎︑年 万人が発
症し︑ワクチンも発売

ることに対してど
う考えているのか︒
町民から
の苦情は、
特に無いがなぜ値
上げさせられたの
かと言った質問は
あった。 年度ま
で国保基金が相当
額あったが、底を
ついたことも考え
対処し、 年度は
１億円を超える金
額が一般会計から
国保会計に投入さ
れている。
このような状況は、
適正とは言えず、本来
の姿ではない。そのた
め、国保運営協議会に
対し見直しを含め、引
き上げの諮問をさせて
いただいている。
知恵を絞って調整を図
っていかなければなら
ないし、ギリギリの選
択をこれからもしてい
かなければならない。

疱疹︑原因は水ぼうそ
うと同じウイルスであ
り︑老化やストレスで
発症する︒ワクチン接
種を推奨すべきである
が︑どうか︒

（10）
その他の質問 ・秋まつりについて
・障がい者施策について
・予防検診（ピロリ菌除菌）について

新規
産地化をどうする
作物
水田畑地化対策事業への支援
の新産業創造館での農
産物や加工品の販売︒
これまで小中学校の
学校給食への地場産野
菜の提供をしてきた︒
また︑今年度からは︑
幼稚園でのおかず給食
も始まり︑家庭では味
わえない地元食材を使
った郷土料理の献立が

思う︒近年各集落にお
ける高齢者の一人ある
いは二人暮らしが増え
ているのが現状である︒
冬期間の除雪に対し
家の前の除雪あるいは
屋根の雪おろし等︑自
力ではできない要援護
高齢者が増えている︒
高齢者に対する除雪体
制︑支援︑助成制度の
見直しを図るべきと思

町長

ロタウィルス
胃腸炎に対する
ワクチンは、まだ国の
方向性が定まっていな
いが、乳幼児の任意ワ
クチンとの同時接種な
ども含めたワクチンス
ケジュールを検討し対
応したい。
先天性代謝異常の検
査である「タンデムマ
ス法」を用いた検査に
ついて、県では平成
年度に課題を整理し、
早ければ平成 年度か
らの導入を考えている。
帯状疱疹ワクチンは
まだ日本では、認可さ
れておらず、水痘ワク
チンは、現在、任意接
種のワクチンとなって
おり、もう少し推移を
見なければならない。

24

平成24年1月20日号 第30号

22

23

25

地場産農作物を販売
する風車市場︑６次産
業化の里づくりとして

大雪による教訓は︑
過去に多くあったが︑
昨年の大雪ほど私達に
多くの改善点を要求し
た年はなかったように

▲値上げキツイ

町長

&

ここがききたい

▲ワクチン、守られる命

範子 議員
工藤
彰 議員

24

20

国民
健康保険 値上げにマッタ
23

町長

町長

除雪
体制 見直しを

知恵を絞って調整
町長
80

23

85

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

16

佐藤

こんにちは庄内町議会です

その他の質問 ・モデル住宅建設について
・担い手の確保・支援について
・産地資金について

（11）

町長

500

14
支援策を講じている
町長

町長

▲雪との戦い

&

▲地場産野菜は安全ヨ…

石川惠美子 議員
武利 議員
石川

その他の質問 ・社会教育の再構築について
その他の質問 ・医療費の削減対策について

人の熱弁

給食共同

供用開始いつか

多く︑保健所からの改
善指導を受けている︒
早期の整備が望まれ
るが︑予定の平成 年
度供用開始はできるの
か︒

５％の減額を科す前
に︑廃止するべき事業
が無かったのか︒町長
の政治的判断が必要だ
ったのではないか︒
限られた財源で町民
満足度を上げるために
は︑新しい事業を立ち
上げる以上に︑一定の
目的を果たした事業を
廃止する決断こそが町
長の重要な仕事ではな

分の執行停止に関する
基準をつくっている︒
﹁差押さえ処分が︑生
なりわい
活の維持や生業に著し
く影響を与えるような
ことがあってはならな
い﹂とあるが︑そのこ
とは施行停止する基準
と理解して良いのか︒
町の基準は︑差押さ

最低基準を保障し対応

滞納
生活をこわすな
処分

平成 年度の予算編
成方針において︑各課
の予算枠を今年度の予
算要求額の ％とする
指示があった︒

&

地方税法第 条の７
の規定に基づいて︑町
は町税等滞納整理と処

いのか︒
合併して
年の平成
年以降に交付税
の算定替えが行な
われる。その後５
年間で合併前の交
付税がしだいに減
ることから、行財
政改革を進めてい
かなければならな
い。
これからは、発
想を常に変え、選
択と集中、「入る
を量りて出ずるを
制す」といった考え方
なども指示している。
また、これまでの住
民サービスに過剰な部
分はないのか、いつま
で継続してやっていけ
るのかを精査し、スク
ラップが必要なときは
町長として政治判断し
ていく。

町長

えの実施を﹁給与等の
差押さえ﹂とし積極的
に進め︑滞納処分の強
化を図るとあるが︑国
税徴収法第 条で給与
の差押さえ禁止を定め
た基準もある︒
今後の対応はどう考
えているのか︒
差し押さえを
するといった強
制徴収手続きである滞
納処分は、個人の生活
等に非常に大きく関わ
ることであり、慎重に
その処分を行うよう指
示している。
具体的には、督促状
の送付や財産等の調査
を行うとともに、並行
して本人に呼びかけな
がら、対応している。
滞納者の気持ちを受
け止め、いかに納入に
結びつけていくかが課
題でもあり、給与の差
し押さえは、生活の最
低基準を保障しながら
算定する制度になって
いる。

27

調理場

まちづくりの視点から検討
調理場を建設する計画
で︑建設候補地の﹁庄
内臨空工業団地あまる
め﹂を白紙に戻し再検
討するということであ
るが︑今後どのように
整備をはかっていくの
か︒調理場も老朽化し
学校給食衛生管理の基
準に適合しない事項が

一晴 議員
小野
日下部勇一 議員

10

76

24

政治判断していく
町長
95

15

▲高度な政治判断（町長室）

町長

予算
編成 スクラップする決断を
町長

学校給食共同
調理場整備は、
町全体の大規模事業の
なかで優先順位も含め
て検討することになっ
ており、教育委員会と
してはその結果を待っ
て対応したい。
建設地は、白紙に戻
し、全町にわたって再
度見直すことになる。
その際、関係者や議会
から出た意見も反映さ
せていきたい。
教育課程における考
え方だけでなく、まち
づくりの視点も考慮し
十分検討し、進め方、
手順及び法的な面につ
いて、総合的に慎重を
期し検討していきたい。

1

本町の学校給食を共
同調理方式に統一し︑
新たに︑学校給食共同

また︑秋田県では︑
既存の水田暗渠に簡単
に後付けできる地下か
んがい施設の導入で︑
大豆収量が平均 アー
ル当たり キロになり
山形県平均の キロを
大幅に上回る結果がで
たようだ︒エダマメ︑
ネギの増収効果も確認
されている︒
県の水田畑地化対策

128

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
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のメニューに該当
なるよう働きかけ
町でも取り組んで
はどうか︒
今年の大
豆の品質・
収量は、共に落ち
込みが激しく、余
目町農協管内の平
均単収で、前年比
㎏減の ㎏、た
がわ農協管内は、
未確定ではあるが
それ以下の見込み
である。
畑作物の戸別所
得補償の数量払い
は、肥培管理いかんに
よって契約数量の ／
を下回ると交付金の
返還が生じる場合と、
自然災害等で減収して
もそれが生じない場合
がある。
地下かんがい施設と
籾殻の補助暗渠のセッ
トは本県でも、水田畑
地化対策の事業対象に
なるとの回答を得てい
る。

町長

その他の質問 ・新産業創造館に対する町長の申し入れ文の内容について
・新産業創造館（倉庫）の３分の１貸オフィスについて （12）
・温泉施設について
平成24年1月20日号 第30号
こんにちは庄内町議会です

その他の質問 ・2012年予算編成方針について
・野菜等価格安定対策事業費の拡大について
・転作振興作物について

（13）

本県でも事業対象となるようだ
町長

教委長

20

ここがききたい

▲できればしたくない。差し押さえ

▲老朽化が進む共同調理場（立川）

14
教委長

増収
効果 大豆等の検討せよ
23

年度から︑戸別所
得補償が大豆にも適応
された︒収量とも関わ
っているが︑町の状況
はどうなっているのか︒

300

健一 議員
齋藤
保 議員
石川

▲目ざせ収量倍増

2

&

10

130

・余目・立川両消防分署の整備の検討は
・水質汚濁の対策について
その他の質問
その他の質問 ・国民健康保険について
・大型事業の進展状況について

Ｑ
23

東京都世田谷区

●印は視察に来ていただいた
市町村の所在地です

ぎ の ざ

（14）
平成24年1月20日号 第30号

端な例ですが、任期四
年間で一般質問を一回
もしなかった議員がい
るようです。
Ｑ 本町議会が他に先
んじて行なったことは
なに？
Ａ 議会改革、活性化
を図るため議会基本条
例を制定したことも視
察の対象となっていま

まれた町
国立公園に囲
春」の故郷
歌手「松山千

議会活動の一つとして︑先進地に出向
き調査︑研究し町当局に提言を行なって
います︒
逆に本町議会にも多くの議会が視察の
ため訪れています︒
その内容について特集してみました︒

65

す。
Ｑ 議会基本条例って
なに？
Ａ 町民福祉の向上と
町政の発展に寄与する
ため、議会、議員の活
動と責務等を定め、議
会としての役割を明ら
かにしたものです。
他の条例や規則等の
最高規範として平成
年４月１日から施行し
ています。
Ｑ 議会広報について
も視察があるようです
が︑なにが参考になる
の？
Ａ これまでも、全国
や県町村議会広報コン
クールで多くの賞を受
けるなど、高い評価を
得ています。特に、解
りやすさ、紙面のイン
パクト、企画力が評価
されているようです。

団体

Ａ 市議会は提言を会
派ごとに行なっていま
す。町村議会での一般
質問は多くて議員の半
数位だと思います。極

チャタン

65

Ｑ 本町議会が他から
注目を受けているのは
なぜ？
Ａ 研究機関が実施し
ている議会改革度調査
において、全国的にも
総合ランキングが上位
に評価されているから
だと思われます。
Ｑ 本町議会のどこが
スゴイの？
Ａ 一番多いのは、議
会活性化についてです
が、そのなかでも定例
会で毎回ほとんどの議
員が当局に質問や提言
を行なっていることに
関心があるようです。
Ｑ 他の議会ではどう
しているの？

660

沖縄県北谷町

全国
庄内町

全国ってどこ？

アショロ

Ａ 平成 年から 年まで全国より 団体︵下記日本地図参照︶ 名
の議員の皆さんが本町を訪れ︑議会活性化と開かれた議会の取り組み
について︑意見交換をおこないました︒
そのなかで︑いくつかの市町村について︑紹介します︒
20

岡山県笠岡市

こんにちは庄内町議会です

（15）

北海道足寄町
千葉県白子町

▲沖縄県宜野座村議会の皆さんをお迎えし

面積の54％が
米
マリンリゾー 軍基地
トで誘客

どうして庄内町議会に全国から
視察に来るの？に答えてみました
熊本県西原村

しょ

しん

たい

わかり

Vol.4

農業を中核と
する村づくり
企業誘致で人
口が増え続け
る村
な地域
瀬戸内の温暖
電
発 事業計画
大規模太陽光

議会解体親書
ズ
ー
リ
シ

20
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本会議で陳謝
議運辞任
上野幸美議員は︑家族による﹁つや姫﹂の不適
切な種子の取り扱いにより︑新聞︑マスコミ等を
騒がせ︑つや姫関係者・町当局に多大な迷惑をか
けたとして︑道義的責任から本会議で陳謝し︑議
会運営委員を辞任しました︒
９月定例会で同僚議
の不正な作付けはされ
員の一般質問で「つや
ておらず、販売した事
姫」の不適切な種子の
実も確認できなかった。
入手、認定を受けない
また、一連の行為に
不正作付けと、収穫し
対する上野議員の主体
た「つや姫」の注文を
的な関与は認められな
取って回った農家がい
かった。
るとの指摘がされた。
種子生産組合として
その後の県の聞き取
の再発防止策
り調査や、町の調査の
１ チェック機能の働
結果、「つや姫種子及
く体制整備。
び米穀販売についての
２ 種苗法や法令順守
最終報告」が報告され
の意識を高める研
た。それによると上野
修の実施。
議員の家族による ・
３ 種子残籾・下物取
６�の不正作付けを確
り扱い要領の作成
認し、９月 日に県の
と厳守。
指導で町立会いのもと
以上の対応を受け県
圃場の稲を刈り取りし
では、「つや姫」の種
ソフトグレーンサイレ
子育成権の権利が回復
ージ︵牛用飼料︶とし
されたとして、一連の
て粉砕処理された。
問題に終止符が打たれ
販売については、平
た。
年度に「つや姫」
成

向

隆

子 さん

ボランティアグループ スカット余目

息の長〜い支援を

23

代表 日

庄内町議会議員の
モラルの確立に関する決議

ンティアの一人として
自分ができる支援を続

今回の﹁つや姫問題﹂を受け議会全体として信頼回復と
日議会議員であるとの自覚を持ち︑責任ある言動と識見を養
うべきであるとして次の決議を可決しました︒

また、皆さんと話を
してみて、元通りの生
活に戻るまでは、まだ
まだ時間がかかること
これからも多くの支援
を必要としていること
を感じました。
これまでの集中した
支援とは違った息の長
い支援が必要とされる
のではないでし�うか
私たちも、今後、ボラ

けていきたいと思いま
す。

どう、似合いますか？

]]]]

（16）
平成24年1月20日号 第30号
こんにちは庄内町議会です

（17）

お詫びと訂正
23

きさを感じ、思わず緊
張しましたが、笑顔で
衣類を選ぶ人達を見て
震災以来、被災者のた
めにと町に寄せられた
衣類をようや
く届けること
ができたと安
堵しました。

▲準備するボランティアの皆さん

365

平成 年９月号に誤りがありましたので訂正
しお詫びいたします。
]]]]
Ｐ 「町長の申し入れ」縦見出しの実施
計画は
正しくは実施設計です。
24

26

月５日に宮城県、
登米市の仮設住宅で暮
らす南三陸町の皆さん
に冬物衣類を届けてき
ました。
ボランティア仲間や
町職員有志の皆さんと
共に到着した集会所に
は長蛇の列。期待の大

まだかな～

22
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