早

戸沢保育所（9/24）

表 紙の言 葉
９月 日︑秋田市で
第 回全国女性消防操
法大会が開催され︑山
形県代表として︑本村
女性消防隊が参加し︑
２年間の厳しい訓練を
経て︑見事に準優勝を
果たしました︒
30

文

也

次の定例会の予定は下記のとおりです。

23

議会傍聴のお知らせ
坂

グランドゴルフ大会結果
９月３日に開催した第６回議長杯グラ
ンドゴルフ大会の結果は次の通りです︒
総合優勝
庄司初江さん︵向名高︶
男子の部
１位 児玉金之助さん
２位 庄司寿信さん
３位 大友安弘さん
女子の部
１位 庄司初江さん
２位 早坂トミ子さん
３位 門脇ヒロ子さん

政一

手に取りお読みいただく頃には︑
山々も紅葉していることと思います︒
台風等による大きな被害もなく安堵
していましたが︑収穫期の天候不順
による農作業の遅れが心配されます︒
村内４保育所が︑来年４月に統合
され︑それぞれの保育所︑最後の運
動会で良い思い出ができたことと思
います︒
皆様に読んでいただける﹁議会だ
より﹂発行に向け︑議会広報委員一
同努力して参ります︒
加藤

印刷 新光印刷株式会社

議会広報常任委員長

TEL 0233-72-2113／FAX 0233-72-3381

編集 議会広報常任委員会

3p

古口保育所（10/7）
発行 戸沢村議会／責任者

平成28年度歳出総額58億4,005万円を認定
9月定例会

2017年９月定例会

神田保育所（9/17)

〒999-6401 山形県最上郡戸沢村古口270

12月６日㈬から8日㈮

125
2017 №

角川保育所（9/23）
平成29年10月31日発行

編集
後記

2p

2017.9月定例会 No.125

議会構成が変わりました みなさんの請願・陳情
4・5p 平成28年度一般会計決算審査・特別会計決算審査
6〜11p 一般質問 6議員が登壇し、村政を問う！
12p 各保育所で最後の運動会 議長杯グランドゴルフ大会の結果

本会議は、インターネットでもご覧
いただけます。詳しくは議会事務局
72-2113にお問い合せください。

全国大会で活躍した
戸沢村女性消防隊！

各保育所で最後の運動会
山形県 戸沢村

豊かな自然に四季のかおりと舟唄のこだまする村をつくろう

９月定例会は８日から
年度補正予算

日までの７日間の会期

で行われた︒報告事項３件︑平成
年度各会計歳入歳出決算の認定８件︑

早坂 信一

田中

早坂 信一

小野

宏

議員全員
岡田 孝一

議長を除く
田中

奨

奨

採択

◎民生費
・草薙地区に予定して
いた介護施設整備が︑
事業者側から取りやめ
の申し出があり︑３８
９３万円を減額︒
◎農林水産業費
・ＪＡ山形もがみが事
業主体となり︑ぽんぽ
館の温泉熱を利用した
バナナハウス栽培整備
事業に対する補助金と
して７００万円を新規
計上︒
◎土木費
・県住宅リホーム総合
支援事業費補助金︑村
持家住宅整備促進事業
費補助金とも申請件数
が伸びており︑実績を
踏まえ今後の申請見込
みに対応するため︑８
００万円を増額︒

加すること︒
２︑それまでの間は︑オ
ブザーバーとして締約国
の会合及び再検討会に参
加すること︒
提出先 内閣総理大臣他
◎﹁全国森林環境税﹂の
創設にかかる意見書

◎特別会計
各特別会計では︑平
成 年度の決算を受け
繰越金の増に伴い︑一
般会計への繰出し分や
予備費等に予算計上す
るものです︒

議 案 の 主 な 内 容

されました
◆核兵器禁止条約への参
加を求める意見書送付の
請願

◎核兵器禁止条約への参
加を求める意見書

意見書の提出︵抜粋︶

・提出者
戸沢村大字古口２９３９
ー２
戸沢村労農協議会
議長 影沢 智志
・採択理由
唯一の被爆国として︑核
兵器を世界から無くすた
め︒

みなさんの
請願・陳情

◎総務費
・ぽんぽ館の冷温水器
修繕とヒートポンプ冷
媒漏れ修繕及びグラン
ドゴルフ場のトイレ屋
根の修繕を行うため︑
５００万円を増額︒
・地域高規格道路新庄・
酒田線の工事に伴う県
道新庄戸沢線の光ケー
ブルの地下埋設移設工
事を行うため５２５万
円を増額︒

歳出の主なもの

◎平成 年度一般会計
補正予算の概要
一般会計補正予算は︑
下半期の執行時期を迎
えることから︑当初予
算に計上した事業の動
向等を精査し︑９月以
降の予算執行に万全を
期すため編成したもの
で︑歳入歳出予算の総
額から︑それぞれ１０
００万円を減額し︑歳
入歳出の総額をそれぞ
れ 億９０９０万円と
する補正予算を可決︒
39

核兵器の非人道性を身
をもって体験した日本は︑
核の傘の下で条約に背を
向けるのではなく︑核兵
器禁止条約の立場に立っ
て粘り強く核兵器保有国
を説得する役割を果たす
べきであり︑本議会は次
の事項を実現するよう強
く要望する︒

平成 年度税制改正大
綱において︑市町村が主
体となって実施する森林
整備等に必要な財源に充

◎平成 年度各会計歳
入歳出決算の認定
決算特別委員会に付
託した平成 年度の一
般会計他７会計につい
て︑歳出総額 億４０
０５万円を承認した︒
︵決算特別委員会の概
要は︑別掲︶
28

７件︑平成

加藤 政一
奨

てるため︑個人住民税均
等割りの枠組みの活用を
含め︑都市・地方を通じ
て国民に等しく負担を求
めることを基本とする森
林環境税の創設に関し︑
平成 年度税制改正にお
いて結論を得ると明記さ
れたことから︑森林・林
業・山村対策の抜本的強
化を図るための全国森林
環境税の早期導入を強く
求める︒
提出先 内閣総理大臣他

◆﹁全国森林環境税の創
設に関する意見書採択﹂
に関する陳情
・提出者
新潟県村上市三之町１ー
１
全国森林環境税創設推進
議員連盟
会長 板垣 一徳
・採択理由
市町村が主体となって実
施する森林整備等に必要
な財源に充て︑森林・林
業・山村対策の強化を図
るため︒

◎人事案件
・岸昌子教育委員の辞
職に伴い︑新たに加藤
久和氏︵野口︶を戸沢
村教育委員に任命する
ため提案され︑全会一
致で同意された︒

58

人事案件１件が提案され︑全議案を可決した︒

田中
最 上 広 域 早坂 文也
事務組合議員 加藤 文明

28

一般質問には６議員が登壇し︑鳥獣被害の対策︑

副委員長
奨

29

29

今後の村政の進め方︑国民健康保険︑ぽんぽ館の

岡田 孝一

歳出総額58億4,005万円を認定

14

活性化︑ふるさと納税等について︑議論が交わさ

加藤 政一

28

30

富樫 義人

バナナ栽培施設

１︑核兵器禁止条約に参

29

宏
田中

岡田 孝一
加藤 臣一
加藤 文明

小野
監査委員

加藤 文明
戸沢村産業振興
公 社 役 員

加藤 文明
加藤 臣一

加藤 臣一

早坂 文也
田中 奨

委 員 長
副 議 長

委
員 富樫 義人
（議席順） 小野 宏
最上広域
連合議員

総 務 文 教 産 業 建 設 議 会 広 報 地方創生調査
常任委員会 常任委員会 常任委員会 研究特別委員会

れた︒

9月1日開催の第4回臨時議会において、議会構成が新しくなりました。

9月
定例会

議会構成が変わりました

28

議会運営
委 員 会
分
早坂 文也

区
長
議

平成29年

平成28年度各種会計

②
平成29年 ９月定例会
③ とざわむら議会だより 第125号

へき地診療所
Ｑ 診療所の医療体制は
Ａ 渡邊先生︑荒川先生
︵大蔵村診療所︶とお話
しをし︑今後︑具体的に
どのようにするか︑事務
方を交えて進めていきま
す︒

15

65

日︵一般会計︶︑
億

億４０

日︵特別会計︶

年度一般会計︑歳入歳出それぞれ

決算特別委員会は９月
に開催し︑平成
億８９６６万円︑歳出

1,315,409千円

1,262,308千円

歳

出

青柳代表監査委員

Q

Ａ

Q

Ａ

※歳入・歳出とも千円未満四捨五入しています。

億４５６６万円︑

Ｑ プレミアム商品券︑今年
度から子育て支援として３万
円で発売しているが︑現在の
状況は︒
Ａ 対象者３１２世帯に予約
券を配布し︑８月６日から１
月 日までの期間で行ってい
ます︒現在の状況としては︑
３割程度と聞いています︒期
間も長いので︑今後見守って
いきたい︒
Ｑ 村道除草の考え方は︒
Ａ 集落内や農地のあるとこ
ろは︑付近の方に除草してい
ただき︑村は︑地区と地区を
結ぶ箇所を委託して実施して
いる︒
Ｑ 中学生が自転車で県道を
通学しているが︑接続する高
規格道路が完成に向かってい
ます︒その安全対策は︒
Ａ 津谷インターチェンジの
高規格道路から県道への侵入
部分は︑﹁止まれ﹂の表示や
わかりやすいように色分けし︑
完全に止まって通行する対策
をとることにしています︒
Ｑ 予備費の充用があるが︑
本来︑補正予算を組んでから
行うべきと認識しているが︑
なぜこうなったのか︒
Ａ 監査委員から指摘があっ
たように︑今後こういうこと
がないようしっかりやってい
きます︒
Q

Ａ

０１万円に対し︑決算額で歳入

特別会計合計

31

７７７４万円を認定すべきものと承認された︒

654,001千円

Ａ Q

年度末の基金残高は︑総額で 億６４４３万円︒ま

675,704千円

Q

81

３︑財産の管理運用
施設や設備の経年劣化
による更新や修繕費用の
巨額出資のリスクに対す
る懸念があります︒これ
らの今後のあり方︑方針︑
対処等について︑議論検
討を開始する必要がある
と考えます︒
最後に︑今後の事業計
画について再度検討しな
がら︑人口減少と少子高
齢化に立ち向かうととも
に︑村政の更なる進展と
住民福祉の向上に寄与さ
れるよう︑より一層のご
尽力を期待します︒

２︑収納対策
収入確保については︑
公金収納対策委員会を開
催し︑収納率の向上に努
力していることは︑充分
に評価されます︒引き続
き収納対策に総力を結集
し︑より一層の強化と成
果を期待します︒

監査意見︵抜粋︶
本村の財政構造は︑村
税をはじめとする自主財
源が ％程度で︑地方交
付税等への依存財源とな
っております︒
財政運営を普通会計の
主な財政分析指標でみる
と︑いずれの数値も財政
健全化基準上の問題はな
いが︑財政の硬直化が懸
念され︑厳しい財政事情
を示しているものと思わ
れます︒今後も経常経費
の一層の抑制に努め︑財
政基盤の強化を図ること
が求められます︒
１︑予算執行と事務事業
財政事情を考えますと
予算編成や補正措置に当
たっては綿密な精査を行
い︑計画的で適正な予算
措置と効率的な執行を望
みます︒平成 年度も多
額な不用額のほか︑予算
の流用が１１９件︑予備
費の充用が３件あり︑適
切な予算計上と早期の補
正措置に努め︑執行され
るよう望みます︒

19

平成

険
保
護

Ａ

た︑村の借金である村債残高︑一般会計が

介

Q

12

47

15

２人で︑税額が 万８６２５
円となっています︒

93,057千円

130,842千円

Ｑ 職員のストレスチェック
の結果を見て︑解消に向けた
具体的な対策は︒
Ａ ストレス度合いの高い方
がいれば︑産業医も担ってい
る渡邊先生との面談等があり
ますが︑昨年は該当者がいま
せんでした︒
Ｑ 地域おこし協力隊が３名
おり︑来年１名は活動が終了
します︒その後も村内に留め︑
活動してもらう考えはないか︒
Ａ １名は来年７月で３年に
なり終了しますが︑本人は本
村に残りたいという意向であ
ります︒総務省に地域おこし
協力隊と同じような集落支援
員という制度もあり︑これを
活用し残れないか︑県及び国
と協議を進めています︒

96,462千円

136,726千円
水

Ａ

48

道

農業集落排水
下

Q

Ａ

48

11

億８８７９万円となっています︒

229,946千円

※歳入・歳出とも千円未満四捨五入しています。

計

合
出
歳

特別会計が

238,630千円
道
水
易

44,261千円

の

そ

質疑の主な内容

44,795千円

他

費

債

公

入

45,856千円

1,029,227千円

歳

後期高齢者医療

Ｑ 予算の執行にあたり︑不
用額がずいぶん増えているが︑
執行するとき精査しているか︒
Ａ 当初予算︑補正予算を組
む段階で︑ヒヤリングを行い
予算を組み執行しています︒
不用額が多かったことについ
ては︑補正予算にあげられな
かったものが︑かなりあった
と思われます︒今後は︑精査
しながら予算の執行を行って
いきます︒
Ｑ 入湯税は２件しかないの
で︑その内訳をお知らせいた
だきたい︒
Ａ ぽんぽ館については︑日
帰りのみで 円︑実績として
は︑３万２９９３人で２４７
万４４７５円︒﹁紅﹂さんは︑
宿泊︑日帰り合わせて５６２

33,345千円

費

28

76,322千円
34,162千円

育

31

87,869千円
国民健康保険

教

費

28
75

へき地診療所

簡

歳 出
入

307,534千円

費
防

Q

337,899千円

154,316千円

委 員 長／早坂 信一 議員
（右）
副委員長／加藤 臣一 議員
（左）
※歳出のうち議会費には、
議員年金給付費負担
10,184千円を含む。

4,577,741千円

4,889,666千円

合
歳

入
そ

458,615千円

木

簡易水道事業
Ｑ 水道料の未収金の収
納対策は︒
Ａ 収納対策として︑納
入督促︑給水停止予告を
行い︑その後︑催告書を
持って伺い︑納付されな
い場合は︑給水停止とな
りますが︑最低限︑現年
度分を完納してもらい︑
滞納額をため込まない対
応を行っております︒
Ｑ 水道水の放射能検査
は十分に行われているか︒
Ａ 村では︑２ヶ月に１
回検査を行っています︒
結果については︑放射能
の検出はありません︒

Q

Ａ

Ａ

特別会計歳入・歳出

398,604千円

費

生

衛

計

365,512千円

金

越

農 林 水 産 費

生

272,004千円

民

の

繰

県

土

消

508,166千円
村

994,484千円

費
務

他

934,600千円

債

208,239千円
国 庫 支 出 金

2,184,874千円
金

出

費

支

村

税

350,376千円
地 方 交 付 税

61,789千円

856,907千円

会
総

介護保険
国民健康保険
Ｑ 普通徴収と︑特別徴
Ｑ 国民健康保険税の未
収とありますが︑手続き
収金の状況は︒
Ａ 未収金は︑ 世帯で︑ について︑住民にわかり
やすく説明しているのか︒
平成 年の広域連合が発
Ａ 保険料の納入は︑普
足する以前の︑平成 年
から 年までのものです︒ 通徴収と特別徴収があり
ますが︑ 歳になられる
これらについては︑分納
方には︑役場において︑
のかたちで納めていただ
詳しく説明を行っていき
いております︒
ます︒
12

45
28

19

18

Q

Ａ

歳
会計別／区分

決算審査

費

議

Q

Ａ

Q

Ａ

衛生費
5.9％
農林水産費
8.7％

一般会計
地方交付税44.7％
村債19.1％

決算審査
県支出金
4.3％
国庫支出金
10.4％
土木費
10.0％

歳入
民生費21.7％

歳出
消防費
3.4％

特別会計

村税
7.2％
その他
6.8％
繰越金
7.5％
総務費18.7％
公債費
6.7％

28年度
Ａ Q

教育費22.5％

28年度
議会費1.4％
その他1.0％
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境界となる緩衝帯づくり
﹁里山﹂の在り方が改め
て問われていると感じて
います︒森林行政におい
て関わりが薄くなってき
ており里山整備もおろそ
かになってきています︒
﹁山形緑環境税﹂も活用
しながら整備を続けてい
くことで鳥獣の出没リス
クを減らすことやもっと
問 住民の方々からは︑
住民が﹁里山﹂に関われ
﹁困ったもんだ﹂﹁根こ
る仕組みづくりを検討し
そぎだ﹂﹁住んでいられ
ていきたいと思います︒
なくなる︑なんとかしろ﹂
というお叱りの声を連日
いただいております︒鳥
獣被害対策におきまして
は駆除を中心とした直接
的︑攻撃的対策と森林環
境等を見直していく間接
的対応と両輪による対策
が必要と考えます︒かつ
て身近だった里山を見直
し︑住民や観光客が安心
して森林に入れるよう里
山を強制的に造っていく
﹁里山づくり推進事業﹂
は鳥獣被害が頻繁に確認
されている現状の対策の
一つとしても即急に行う
べきと考えます︒村とし
ての考え方を伺います︒
村長 鳥獣被害が深刻さ
を増すなか人間と鳥獣の

問 村長が目指してきた
教育拠点︑防災拠点が若
者総合施設周辺に集約し︑
まもなく終わろうとして
いるが︑今後の村づくり
をどのように考えている
か︒
村長 大型プロジェクト
がほぼ完了しますので︑
今後は︑ソフト事業を中
心に村づくりを展開して
いきます︒保・小・中連

か︒
村長 サルに対する有害
駆除の許可は県に権限が
あり︑なかなか許可がお
りない現況にあります︒
期間も長くて一ケ月間と
いう制限もあり︑村単独
で雇用し常駐させても現
時点では制約がありすぎ
て難しいと考えます︒猟
銃維持助成等も含め広域
的な連携の検討が必要と
考えます︒
問 オオカミの尿やドロ
ンを活用した撃退方法
―
があります︒特にドロー
ンについては様々な用途
があり行政の必需品と考
えます︒即急に役場とし
て装備すべきと思います
がいかがか︒
村長 ドローンにつきま
しては︑私も興味があり
必要と考えます︒役場内
部で協議致します︒
問 日本の宝ともいうべ
き巨木を有する森を樹木
医による診断や調査また
は木道設置による森林環
境整備の考えはないか
村長 村が独自にやれな
い部分もあり関係機関と
の調整を進めていきたい
と思います︒

携による教育の充実や地
区会活動への支援︑基幹
産業である農業への支援
地域活性化策を展開する
各種団体への支援︑定住
対策等に取り組んでいく
必要があります︒さらに
これらの施策を展開する
には︑人材の確保が重要
であることから︑人材育
成に向けた取り組みをし
てまいります︒

大型プロジェクト
終了後の村づくりは

猟友会によるパトロール

だいておりますが︑単発
的な監視では難しい状況
にあります︒そこで﹁鳥
獣ハンター﹂を雇用し常
駐してもらう必要性を感
じます︒また猟銃許可の
維持費等に対する助成措
置も今後村として対応す
べきと考えますがいかが

鳥獣被害対策
直接的、攻撃的対策は？
問 鳥獣被害が深刻さを
増しています︒特に南部
地区におきましては︑収
穫期になった野菜が︑サ
ルの軍団によって多くの
世帯でほぼ全滅に近い形
で被害に遭っています︒
現在︑村の猟友会による
有害駆除を実施していた

皿島地区堤防の未完成箇所

てまいります︒
なにかあった場合の責
任は︑直轄でございます
ので︑国だと思っていま
す︒

統合保育所
戸沢学園

問 平成 年に事業着手
された︑出舟・皿島地区
の築堤工事が︑いまだ完
成に至っていません︒進
捗状況と完成の目途につ
いて伺います︒
村長 出舟︑皿島地区の
堤防は︑総延長１２０６
ｍが計画され︑現在︑１
０２６ｍが完成していま
す︒残す ｍは︑地盤改
良を含む工法等について︑
国とＪＲが協議を行って
おり︑平成 年度を完成
の目途と聞いております︒
問 完成前に洪水に見舞
われた時の対策は万全か︒
建設水道課長 平成 年
７月の豪雨の際の洪水を
基にしまして︑未施工区
間からの外水の侵入を防
ぐために︑現地に大型土
のうを常備し︑迅速に対
応できる状態にしており
ます︒
問 万が一︑民家や農業
ハウスなどに浸水した場
合︑その保障と責任の所
在は︒
村長 平成 年度完成を
目指し進めていますので︑
そこは︑しっかりと守っ
ていただくよう村長の立
場で︑国交省等に要望し
31

議員

信一

早坂

25

議員
義人
富樫

19

80

31

一般質問

「里山」環境整備
政策の考え方は？
出舟・皿島地区の
堤防の完成目途は！
一般質問
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許可を受けました︒その
間見回りが実施され︑３
頭が駆除され︑ある程度
の成果はあったと思いま
す︒
問 見回りは継続してこ
そ成果があると思います︒
今後の対策と猟友会への
報酬を含む支援策も考え
ていくべきと思うがその
考えは︒
村長 有害鳥獣を駆除し
やすくなる﹁鳥獣被害対
策実施隊﹂を組織化する
ための計画︑﹁戸沢村鳥
獣被害防止計画﹂を早急
に策定し︑来年４月１日
施行を目指すとともに︑
猟友会への報酬等の予算
措置を講じながら対処す
る方向で協議しています︒
問 全国的に人口減少問
題が大きく取り上げられ︑
本村でも最重要課題と思
います︒本村では︑﹁小
さな拠点﹂づくりに取り
組むとあるが︑どの地域
を指しているのか︒
村長 本村の人口の最大
値は合併前の昭和 年の
１万１１５５人で︑それ
以降減少し︑２０４０年
には２８１１人と推計さ
れています︒平成 年に

どう取り組む
人口減少問題

りますが︑今後検討して
参りたいと思います︒
問 生涯学習センターに
ついては︑早めに施設を
開放できるよう進めて戴
きたい︒
村長 そのように︑検討
します︒

戸沢村人口ビジョン︑ま
ち・ひと・しごと総合戦
略を作成し︑様々な施策
に取組んでいますが︑小
規模集落もあり︑維持が
困難と思われる地域もあ
ります︒
問 具体的にはどのよう
な施策なのか︒
村長 国では集落ネット
ワーク圏を形成した﹁小
さな拠点﹂づくりを進め
ています︒これらは中山
間地域において︑生活に
必要な医療︑福祉︑買い
物等やコミュニティ機能
を維持確保するため︑旧
町村単位や小学校区等の
生活圏における生活サー
ビス機能等の拠点施設が︑
一定程度確保されている
エリアとされています︒
本村では︑南部地区が旧
村単位の地域として︑公
共施設︑商店等が本郷地
区に集約されているほか︑
南部地域活性化協議会を
組織し︑コミュニティ機
能も確保されているなど︑
まさしく﹁小さな拠点﹂
に当てはまると思います︒
村として︑交通弱者対策︑
買い物対策などの支援を
してまいります︒

ふるさと納税
返礼品の検討は
増額させております︒
本年度は７月現在１５
７２件１６６８万円と昨
年同時期の 倍と順調に
伸びております︒
しかし︑返礼品競争の
過熱問題が取りざたされ︑
その見直しが迫られてお
り︑今後も住民に返礼品
を募集しながら進めてま
いります︒
問 現在の返礼品に加え︑
戸沢村を感じられる﹁四
季のふるさと便﹂を検討
してはどうか︒例えば米
にプラスして︑山菜や山
野草︑野菜・きのこ︑漬
物など様々な組み合わせ
により︑戸沢村をアピー
ルできると思いますがい
かがか︒
村長 提案について︑検
討させていただきながら
出来ることから取り組み
たいと思います︒
1.2

問 南部地区では︑鳥獣
による作物の被害が︑深
刻な事態となっているが︑
これまでの被害状況はど
うなのか︒
村長 春以降︑南部地区
を中心にサルによる被害
が増えています︒３年前
から個体数も増加してお
り︑﹁じゃがいも﹂﹁か
ぼちゃ﹂をはじめ︑ほと
んどの作物が被害にあっ
ていますが︑出荷作物で
はないため︑農作物の被
害額としては︑計上され
ておりません︒
問 ３月に要望した猟友
会への見回りの委託を速
やかに実施されましたが
その成果は︒
村長 ７月下旬に県に対
し︑有害駆除の申請を行
い８月５日から９月３日
まで︑サル 頭の駆除の

空き施設となり︑小学校
より規模が小さく改修費
用が抑えられると思うが︑
宿泊を兼ねた交流施設と
して検討してはどうか︒
村長 保育施設に現段階
で福祉施設に利用したい
との問い合わせが一件あ

片倉集落

28

30

問 旧神田小学校の校舎
部分の再利活用について
﹁宿泊施設を含む生涯学
習センター﹂の実施に向
けた進捗状況を伺います︒
村長 昨年度︑行政とN
PO団体︑民間コンサル
タントの三者により検討
しました︒その結果︑宿
泊施設など不特定多数の
方が利用する際には︑建
築基準法︑消防法などの
観点から大幅な改修が必
要となり︑三億強の工事
費が示され︑現段階では
宿泊施設を備えた施設改
修には予算的にも困難と
判断し︑まずは村民が活
動しやすい︻生涯学習セ
ンター︼として整備を行
う予定としております︒
問 村内保育所が統合す
ることにより︑隣接する
神田保育所が来年４月で

25

28

問 今年度のふるさと納
税額の状況と総務省から
返礼品は三割程度との指
導があったが︑本村の対
応について伺いたい︒
村長 本村の実績として
は︑平成 年度が６９６
件７２５万円︑平成 年
度が５１４１件５５８３
万円と約８倍の納税額と
なっています︒要因とし
ては︑ふるさと納税サイ
ト﹁ふるさとチョイス﹂
を活用したことにより︑
ユーザーの目に留まりや
すくなったことが一番大
きな要因になっています︒
また︑担当者が試行錯誤
し︑三種類のお米﹁つや
姫・はえぬき・ひとめぼ
れ﹂の食べ比べセットを
発案したところ︑一番の
人気商品となっています︒
ほかにも戸沢村産に関わ
らず事業所等で取り扱っ
ている肉または加工品を
新たに取り入れ︑更に全
国的に人気の高い果樹も
取り扱い今年の納税額を
27

サルによる作物被害
旧神田小学校と神田保育所

議員
奨
田中
議員
岡田 孝一

一般質問

深刻な作物の鳥獣被害！
その被害の実態は？
空き施設の利活用は？
一般質問
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問 国民健康保険改革法
案が成立し︑国民健康保
険の運営が︑市町村から
都道府県に移管されるが︑
山形県の実施時期と実施
に向けた進捗状況は︒
村長 平成 年度から山
形県が市町村とともに財
政運営の責任主体となり︑
市町村ごとの国保事業費
納付金の決定や安定的な
財政運営︑効率的な事業
運営など中心的な役割を
担い︑国民健康保険制度
の安定化を目指すとされ
ており︑市町村は︑山形
県が市町村ごとに決定し
た納付金額を県に納付す
ることになります︒
財政運営の責任主体が︑
山形県になっても︑最上
地区広域連合が︑保険者
として取り組む内容は変
わりなく︑健全な事業運
営に向け︑構成４町村が
連携を密にし︑全力で取
り組んでまいります︒
問 最上地区広域連合を
存続し︑国民健康保険の
運営にあたることになっ
ていますが︑村民の保険
料の負担は︑軽減されて
いるのか︒また︑村とし
ての財政負担は軽減され
ているのか︒

の考えは︒
村長 水田畑地化計画で
は︑鞭打野地区に農業ハ
ウス三十数棟
︑土地
利用型作物で
を計画
しています︒推進品目は︑
施設栽培でミニトマト︑
トマト︑パプリカ︒露地
栽培でアスパラ︑ニラ︑
ネギ︑エゴマ︑キュウリ︑
ワラビの６品目を選定し
ています︒完熟の豚糞た
い肥の実証は昨年より実
施しております︒

村長 村民の国民健康保
険料の負担は︑平成 年
度における新庄︑最上地
域市町村国民健康保険料
調べでは︑低い方から二
番目であります︒
構成町村の保険基盤安
定負担金︑財政支援負担
金等により︑加入者の保
険料を抑えることができ
ています︒

月

月

︵７月〜９月︶

舟形大蔵戸沢間道路整備促進
期成同盟会総会
県後期高齢者広域連合議会
新庄・湯沢高規格道路要望会
３世代ゲートボール大会

もがみ北部商工会行政懇談会
新庄湯沢︑新庄酒田高規格道路２同
盟会要望活動
バナナ栽培施設建設工事安全祈願祭
広域連合議会全員協議会
村道津谷停車場線整備要望会
戸沢村成人式
畜産クラスター事業地区協議会設立
総会
広域連合議会︑議運︑全協
第３回議会臨時会
例月出納検査
議会運営委員会
議員全員協議会
３県合同議長︑局長研修

第４回議会臨時会
議員全員協議会
戸沢村防災訓練
議長杯グランドゴルフ大会
老人クラブ輪投げ大会
女性消防全国大会壮行会
日 第３回議会定例会
戸沢村戦没者追悼式
最上地域奥羽新幹線整備実現同盟会
設立総会
例月出納検査
日 荘内・最上町村議長合同会議
老人クラブグランドゴルフ大会
最上広域議会︑議運
日 町村議会広報全国研修会
女性消防隊全国操法大会

月

戸沢村消防団操法大会
最上地方町村議会議長会
新最上ＪＡ合併推進協議会設立総会
祝賀会
議長︑副議長中央要望
県町村議会議長会理事会
第２回議会臨時会
県自治会館管理組合議会
陸羽西線高速化協議会総会
戸沢村・庄内町連携フォーラム
東北中央道新庄湯沢間建設ビジョン
フォーラム
山大生と町村議会議員意見交換会
例月出納検査
広報常任委員研修
地方創生調査研究特別委員会
県町村議会議長会実行運動
決算審査
決算審査

議会日誌

７
２日
３日

日

５〜６日
７日
日

日
日
日

日

日
日
〜
日
日

８
２日
３日
４日

日

８〜９日
９日
日

日
日

日

日

日
日
〜

９

１日
２日
３日
６日
７日
８〜
日
日

日
〜
日
日
〜
日

31
14

26

29

国産バナナ栽培による観
光農業ビジネスを推進し︑
誘客を図りたいと考えて
います︒
２点目の施設の改修等
については︑直売所など
ある程度の設備投資は必
要と考えています︒公社
と協議し︑最大限の費用
対効果が出るよう検討し
ていきます︒
問 基盤整備事業の水田
畑地化に向けた計画は︒
また︑重点作物の選定︑
完熟たい肥の実証と検証
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みんなですっぺ健康づくり

29

ぽんぽ館

30

問 ぽんぽ館を核とした
活性化事業について︑養
豚事業の開始やＪＡのバ
ナナ栽培の計画を踏まえ︑
ぽんぽ館を含めた北部地
区の活性化計画は︒また︑
これによりぽんぽ館の入
込客数の増大を期待した
場合︑大幅な改修等が必
要と思うがその考えは︒
村長 養豚事業の完熟た
い肥によるアスパラガス
栽培などの園芸振興をは
じめとし︑地域農業︑経
済の活性化に向け養豚事
業が起爆剤になるよう期
待しています︒また︑ぽ
んぽ館を拠点とした振興
策は︑レストランでブラ
ンド豚を使用したメニュ
ーの採用やバーベキュー
ハウスでの焼肉︑加工品
等の直売などを考えてい
ます︒温泉熱を利用した
10 2.5

議員
政一
加藤
議員
文明
加藤

一般質問

国民健康保険の運営
県へ移管 進捗状況は
ぽんぽ館を核とした
北部地域の活性化策は？
一般質問

⑩
平成29年 ９月定例会
⑪ とざわむら議会だより 第125号

早

戸沢保育所（9/24）

表 紙の言 葉
９月 日︑秋田市で
第 回全国女性消防操
法大会が開催され︑山
形県代表として︑本村
女性消防隊が参加し︑
２年間の厳しい訓練を
経て︑見事に準優勝を
果たしました︒
30

文

也

次の定例会の予定は下記のとおりです。

23

議会傍聴のお知らせ
坂

グランドゴルフ大会結果
９月３日に開催した第６回議長杯グラ
ンドゴルフ大会の結果は次の通りです︒
総合優勝
庄司初江さん︵向名高︶
男子の部
１位 児玉金之助さん
２位 庄司寿信さん
３位 大友安弘さん
女子の部
１位 庄司初江さん
２位 早坂トミ子さん
３位 門脇ヒロ子さん

政一

手に取りお読みいただく頃には︑
山々も紅葉していることと思います︒
台風等による大きな被害もなく安堵
していましたが︑収穫期の天候不順
による農作業の遅れが心配されます︒
村内４保育所が︑来年４月に統合
され︑それぞれの保育所︑最後の運
動会で良い思い出ができたことと思
います︒
皆様に読んでいただける﹁議会だ
より﹂発行に向け︑議会広報委員一
同努力して参ります︒
加藤

印刷 新光印刷株式会社

議会広報常任委員長

TEL 0233-72-2113／FAX 0233-72-3381

編集 議会広報常任委員会

3p

古口保育所（10/7）
発行 戸沢村議会／責任者

平成28年度歳出総額58億4,005万円を認定
9月定例会

2017年９月定例会

神田保育所（9/17)

〒999-6401 山形県最上郡戸沢村古口270

12月６日㈬から8日㈮

125
2017 №

角川保育所（9/23）
平成29年10月31日発行

編集
後記

2p

2017.9月定例会 No.125

議会構成が変わりました みなさんの請願・陳情
4・5p 平成28年度一般会計決算審査・特別会計決算審査
6〜11p 一般質問 6議員が登壇し、村政を問う！
12p 各保育所で最後の運動会 議長杯グランドゴルフ大会の結果

本会議は、インターネットでもご覧
いただけます。詳しくは議会事務局
72-2113にお問い合せください。

全国大会で活躍した
戸沢村女性消防隊！

各保育所で最後の運動会
山形県 戸沢村

豊かな自然に四季のかおりと舟唄のこだまする村をつくろう

