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
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同じ戸沢村にいたために、
結婚前からよく会っていまし
た。地区は違いますが、息子と散歩
に出かけると皆さん親切に話しかけ
てくれて、楽しく散歩しています。
11月に2人目が出産予定で、仕事・
子育てに頑張りたいと思います。

津 谷

進藤

コウジ

マ

キ

宏嗣さん・麻紀さん
麻宏くん
マヒロ

〔出 身〕村内（向名高）
〔趣 味〕ショッピング
〔出会い〕同級生の妹

議会傍聴のお知らせ

次の定例会の予定は下記のとおりです。

9月9日㈪〜13日㈮
本議会は、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。
戸沢村連合老人クラブ主催の輪投げ大会

表紙の言葉

編集
後記

戸沢村連合老人クラブ主催
の輪投げ大会が７月６日に開
催されました︒パーフェクト
を出す方もおり︑高齢者パワ
ーを十分に発揮され︑楽しく
交流が図られた１日だったと
思います︒県大会に出場する
チームの皆さんのご健闘をお
祈りしています︒

3p 人事案件 戸沢村広報常任委員会研修会報告
4p〜6p 村政を問い正す！保育所児童の安全対策は……２議員登壇
7p 常任委員会報告 総務文教常任委員会報告・産業建設常任委員会報告
8p 議会要望活動が実を結ぶ 最上峡さくら回廊づくり 議会日誌（4月〜6月）
9p TOZAWAツーリズム協議会ボランティア下刈り作業
10p 花嫁さんに乾杯 進藤 宏嗣さん&麻紀さん夫婦（津谷）

宏嗣さん
麻紀さん、笑顔
あふれる明るい家庭を
築いて、いつまでも
末永くお幸せに！
花嫁さんの
ひとこと

天候不順が続き︑作物への影
響が心配されます︒この号が発
行される頃は︑梅雨が明け夏ら
しい気候になっている事を願い
つつ原稿を書いています︒
議会だよりを伝える広報から
伝わる広報へと研修を重ね︑取
り組んできました︒
現在のスタッフでこの号を編
集し︑次号から新スタッフによ
り︑更に伝わる広報に努力され
ることを願っています︒
議会広報常任委員会
委員長 加藤 政一

補正予算 1,500万円を可決 総額41億500万円に

印刷 新光印刷株式会社

2019年６月定例会

6月定例会

TEL 0233-72-2113／FAX 0233-72-3381

編集 議会広報常任委員会
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６月定例会は５日から７日までの３日間の会期で行われた︒

橋梁維持事業費
１２２万円
高屋橋撤去に伴う電力柱の
移設補償

△33万円

今定例会では︑補正予算︑条例改正３件︑監査委員並びに固定資産評

費

価審査委員の人事案件等︑全６議案を可決した︒

備

一般質問には２議員が登壇し︑高齢ドライバーにより園児が犠牲とな

予

小学校教育振興事業費
１５０万円
社会科副読本制作委託

156万6,000円

る痛ましい事故が発生した中で︑保育所入所児童の幼児送迎や屋外活動

費

における安全対策と︑高齢化対策の視点より︑地域支え合いボランティ

育

ア︑運転免許証返納状況︑現状の村営バス事業を含めた交通弱者対策に

教

主な歳出

273万3,000円

20万6,000円

社会保障・税番号制度シス
テム整備業務委託
１１５万１千円

費

農 林 水 産 費

ついて今後の考え方を問い︑議論を展開した︒

農林水産業県補助金
△ 万２千円
県交付金事業の確定
商工業振興事業費
９０７万円
観光振興事業費
万円
道路建設事業費
１５１万３千円
津谷停車場線道路改良工事
の光ケーブル移設補償

木

イントを︑熱心に講演いただき︑
大変︑勉強になりました︒
私達︑広報委員も︑議会だより
の内容の充実︑レイアウトや写真
の活用等︑読者の目線で編集に取
り組んでいきたいと思います︒
広報副委員長 田 中
奨

計

土
会

962万円

般

費

一

工

115万1,000円

戸沢村広報常任委員会研修会報告

商工費県補助金
９００万円
プレミアム付商品券事業
費・事務費

日

令和元年５月 日︑国際交流プ
ラザにおいて︑町村議会広報研修
会が行われ︑広報委員全員が参加
しました︒
講師に議会広報サポーターの芳
野政明氏を迎え︑効果ある議会だ
よりの編集や︑住民に広く愛され
読まれる﹁議会だより﹂作りのポ

前年度繰越金
６１６万７千円
補正予算財源へ充当

人 事 案 件

孝一 氏
蔵岡
令和５年６月

監査委員の
選任に同意
青柳
住所
任期

安雄 氏
向名高
令和４年８月９日

固定資産評価審査
委員の選任に同意
富澤
住所
任期

津谷チーム
角川Ｂチーム
角川Ａチーム

戸沢村一般会計補正予算（第１号）
★令和元年度

1,500万円
計

広報常任委員会研修会

議長杯ゲートボール大会

６月 日︵火︶議長杯
ゲートボール大会が︑ぽ
んぽ館ゲートボール場に
て開催されました︒
村内各地区から出場し
た選手と議会議員が︑な
ごやかな中で試合が繰り
広げられました︒
大会の結果は以下のと
おりです︒
１位
２位
３位

商

費

考
備
額
正
補

農業費 115万1,000円/林業費 △52万6,000円

総

務

55

59

一般会計補正予算︵第１号︶概要

正
改

主な補正内容（歳出）

今回の補正は︑消費税引
上げに伴うプレミアム商品
券発行等に係る経費と道路
改良及び橋梁維持に伴う補
償費さらに︑小学校社会科
副読本制作に対する予算計
上が行われた︒

戸沢村介護保険条例の一
部を改正する条例

令和元年１０月１日に予定されている消費税
及び地方消費税率の引き上げへの対応として
低所得者の介護保険料をより一層軽減する措
置を講ずるため。

議第 設定・改正

30

主な歳入

可決

36号

議長杯ゲートボール大会

観光費国庫補助金
万円
最上・庄内広域周遊ルート
滞在コンテンツ事業

地方税法の一部を改正する法律が公布された
ことに伴い、税条例の一部を改正する。
35号

18

可決

正

戸沢村税条例の一部を改
正する条例
改

可決

6/5〜6/7

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する
法律及び公職選挙法の一部改正に伴い、特別
職の職員の報酬を改正するため。

総額41億500万円に

正

戸沢村特別職の職員の給与
に関する条例の一部を改正
する条例

定例会

採決
改

提案理由
34号

31

40

6月
条例内容

補正予算
1,500万円を可決
今定例会における条例の制定及び改正について

②
6月定例会
令和元年
③ とざわむら議会だより 第132号

保育所児童の安全対策は
問 保育所入所児童のバス
送迎や︑屋外活動での安全
対策について伺います︒

シートベルトの調節に時間
を要し︑通所時間が多くな
ってしまいます︒更に座席
幅が狭く︑座席から大きく
動くことはないとされてい
るからです︒
衝突の際の安全対策がな
されている訳ではありませ
んので︑座席背面に衝撃吸
収クッションなど設置し︑
少しでも安全を確保したい
と考えています︒
また︑散歩など屋外活動
については︑園児同士と保
育士が手をつなぎ︑前・中・
後それぞれに保育士が付き
添い移動しています︒

改選前 最後の定例会に臨む

（5ページ）

人口減少と相まって高齢化率が非常に高く、今後益々増え
ていくことが想定されます。更に、独り暮らしや高齢者世帯
が目立つようになり、日常生活品の買い物等にも支障をきた
している方が、私の周りにもいる実態を看過できない状況か
ら以下の内容を伺います。

岡田孝一 議員

★高齢化に伴う村としての対策について
（6ページ）

いる状況下では︑まったく
発生しないとは言い切れな
いものと思います︒そのた
め保育所施設内外の出入り
口はもちろんですが︑外に

◎保育所入所児童のバス送迎や、屋外活動での安全
対策は。

送迎用園児バス

滋賀県では、保育園児の散歩中に大変痛ましい交通事故が
発生し、千葉県でも公園で遊んでいたところに車が突っ込む
等の事故や、川崎市の殺傷事件など発生していることから伺
います。（ご冥福とお見舞い申し上げます）

加藤政一 議員

★保育所児童の安全対策はどのように

村道の歩道にガードレー
ルが設置されていませんが︑
通行車両も少なく︑当面の
設置は必要ないと思います
が︑保育所の存在に気付か
ずスピードを落とさない車
両も見受けられるので︑自
主規制の看板や支持線︑横
断歩道等の自主規制看板の
設置を行うなど検討します︒
また︑５月 日に発生し
た通り魔的な犯行は︑なか
なか防ぐことができず︑こ
れといった対策が見当たら
ないが︑人口の少ない地域
で発生する確率は低く︑広
域的に交通網が整備されて

①地域支え合いボランティア組織の立ち上げの進捗
状況は。
②運転免許証の返納状況は。
③デマンドバスの運行状況と実績は。
④日常的な買い物等、新庄市へのアクセスについて
村の考えは。
出た際は周囲の動きに注意
し安全確認を行いながら︑
保育所運営をしていきたい
と考えています︒

※一般質問とは、議員個人が村の事務執行状況や将来に対する考え方などの報告や説明を
村長に求め、村が村民のために適切な村政運営を進めているかをチェックするもの。
天気のいい日は散歩します

2名の議員が一般質問

村長 戸沢保育所の安全対
策で︑以前から指摘されて
いる園児バスのシートベル
トについては︑道路運送車
両法で義務化されていない
ため装着していません︒理
由の一つに︑いざ車外に逃
げなければならない時に︑
３歳程度の力ではシートベ
ルトを外すことが出来ない
可能性があることです︒
二点目として園児に体格
差があり︑乗り降りのたび

議員
加藤政一
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村政を問い正す！
一般質問

④
6月定例会
令和元年
⑤ とざわむら議会だより 第132号

支援体制整備の進捗はどう
か︒
村長 昨年︑戸沢村社会福
祉フォーラムを開催し︑高
齢化のピークを迎える２０
２５年に向け︑住み慣れた
地域で住み続けるには地域
の支え合いが必要とのこと
から︑北部・中部・南部に
支え合い拠点を置き地域支
援員を配置し︑行政として
関係各課の連携のもと地域
づくりに努めます︒

生している状況下︑戸沢村
の運転免許証の返納状況を
伺います︒
村長 市町村単位は把握し
ていませんが︑新庄警察署
管内で平成 年度１９８件
あります︒
公共交通網が都市部より
発達していないため︑村で
は返納が進んでいない状況
です︒
問 ３ デマンドバスの運行
状況と実績を伺います︒
村長 全体として︑昨年の
豪雨により︑運行本数は減
少したものの利用者数は３
００人ほど増加しました︒

早急に検討します︒

問 ４ 日常的な買い物等︑
新庄市へのアクセスは現在
陸羽西線しかなく︑今後︑
高齢化が進む中︑交通弱者
といわれる運転できない高
齢世帯に対する交通手段と
して︑村営バスを新庄まで
延伸させる方策を伺います︒
村長

産業建設常任委員会

義人

進作物が作付けされていま
した︒
同地区は事業完了の令和
４年度までに１億７千万円
の生産額を目標としており︑
水稲から高収益作物への転
換により農業収益の増加と
足腰の強い農業のモデル地
区として先導していってほ
しいと思います︒

北部・中部を走る
「ぽんぽ号」

高齢化対策を急げ！
村は人口減少と高齢化率
が非常に高く今後︑益々増
加します︒
本年４月現在︑高齢者等
の施設を除き︑村の世帯数
１４３５世帯のうち︑独居
老人が１４８世帯︑高齢者
のみの世帯が１２２世帯︑
計２９８世帯で全体の ％
です︒
日常生活や買い物等にも
支障がある状況は看過でき
ません︒
以下４点を伺います︒
問２ 全国的に高齢者の運
問 １ 地域支え合いボラン
ティア組織の立ちあげなど︑ 転が起因する事故が多く発

総務文教常任委員会
理解できるまで計算できます︒
現在︑台数が限られており︑
小学校か中学校の一方でしか使
用できないため︑今後において
全国的な動きとなるよう要望し
ていただきたいとの現場の声が
ありました︒
現代社会における最新情報化
を取り入れたＩＣＴ授業は︑こ
れからの教育に必要なものと感
じてきました︒

産業建設常任委員会
委員長 富樫

鞭打野メガハウス団地視察

宏

ha

議員
岡田孝一
電子黒板による中学生の授業

30

総務文教常任委員会
委員長 小野

６月６日︑鞭打野地区の
畑地化団地を視察しました︒
県営の経営体育成基盤整備
事業の面整備終了後の昨年
秋から︑村が農地耕作条件
改善事業を活用し︑約
の圃場にパイプハウス 棟︑
井戸・耕土などを整備した
もので︑約１億円の事業費
となっています︒
鞭打野園芸団地組合によ
って︑ハウス内にはミニト
マトやパプリカ︑露地野菜
としてはニラ︑ネギ︑エゴ
マ︑キュウリなどの重点推
22 12

21

６月６日に戸沢小・中学校の
ＩＣＴ授業を参観しました︒
︻ＩＣＴ教育とはパソコンやタ
ブレット端末︑インターネット
などの情報通信技術を活用した
教育手法のことです︒︼
中学校社会科の授業では電子
黒板を活用し︑最重要部分を拡
大でき︑生徒にわかりやすい説
明を行っていました︒
小学校３年生の授業では算数
でタブレットを使用し︑わり算
の問題を手際よく行っており︑
回答の正解と不正解が表示され︑

タブレットを使用した小学生の授業

一般質問

常 任 委 員 会 報 告

⑥
6月定例会
令和元年
⑦ とざわむら議会だより 第132号

︵４月〜６月︶

生涯学習センター開所式
戸沢保育所入所式
戸沢小・中学校入学式
戸沢村観光物産協会理事会
最上川舟下り安全祈願祭
殉難者慰霊祭︵ 回忌︶
春季消防演習

議会日誌
月

２日
５日
８日
日
日
日
日

月

８日
日
日
日
日
日
日
日

日

教育懇話会︵中公︶
臨時会︵議員全員協議会︶
第 回東京戸沢会総会
農業振興協議会総会
農業再生協議会総会
第 回観光物産協会総会
小・中学校運動会
交通安全旗波作戦街頭啓発指導
戸沢村青少年育成村民会議評議委
員会
新庄酒田間地域高規格道路整備
促進期成同盟会総会
最上市町村議会議長会
議会運営委員会
とざわ旬の市
町村議長会議長・副議長研修会
議員全員協議会

50

最上峡さくら回廊づくり
直接の原因になるのか不明である
ものの︑引き水の際に柳が妨げに
起因した点も国へ話をしてきま
した︒
その中で︑国は豪雨や台風・地
震災害の発生により︑防災・減 災・
国土強靭化のための３ヶ年緊急対
策に取り組む事となり︑最上川中
流域の当村も箇所付けされ︑実際
に角川合流点最上川左岸において
樹木の伐採や土砂の除去などが始
まっています︒
今後︑河川が整備されたのちに
桜の植栽を継続し︑美しい戸沢村
への取り組みを少しずつ行ってま
いります︒

〜

日
日
日
日

日

月

３日
５日
６日
７日
日

日

日

日

日
日
日
日

日
日
日

日
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岩清水トンネル安全祈願祭
６月定例会
各常任委員会
本会議︵最終日︶
第２回戸沢村環境審議会
最上地方町村議会議長会
町村議会議長会臨時総会
最上広域身体障害者スポーツ大会
山形県勢懇話会令和元年度定期総
会・合同例会
新庄・湯沢地域間高規格幹線道路
建設促進同盟会要望 ︵湯沢河川
国道︶
同︵山形河川国道︶・︵東北地方整
備局︶
同 中央要望
議長杯ゲートボール大会
とざわグリーンツーリズム下刈
最上地域奥羽新幹線整備実現同盟
会総会
最上栴檀会評議員会
最上地区広域連合 議運・全協
山形県﹁森林・林業・林産業活性
化促進議員連盟・連絡協議会﹂定
期総会並びに研修会
最上地区広域連合６月定例会
防犯協会総会 夕方

町村議会広報研修会
共育推進研究所総会
戸沢村自衛隊家族会総会

54

４
15 12 10

21 20 18 16
23
30 29 26 24
31

美しい最上峡を守るために︑こ
れまで川に沿って桜の植栽や︑支
障木の伐採・下刈り作業等︑ゴミ
バスターズの河川清掃へ議会とし
て景観を守る取り組みに参加し実
施してきました︒
最近では︑最上峡沿いに柳が繁
茂し桜の木を覆い︑眺望が悪いこ
との話を聞いており︑３年前より
関係機関へ戸沢村議会として要望
書を提出してきました︒
また︑昨年の豪雨水害による蔵
岡地区の角間沢川排水対策が不十
分である要望のほかに︑古口地区
の上台・猪ノ鼻地内で河川隣接の
農地に流木や土砂の流入があり︑

去る６月 日︑最上峡景
観向上のため︑昨年に続き
桜植栽後の下刈り作業を実
施しました︒
渡部健協議会長のあいさ
つに始まり︑村内の一般協
力者の方や議会議員︑芭蕉
ライン観光㈱従業員と村職
員によって小雨の中︑上台
の対岸となる２箇所で作業
を行いました︒
住民との共同作業を当村
に国家公務員初任行政研修
期間で来村の３名も研修の
一環のとして体験しました︒
今後も同様の作業が計画
されておりますので︑皆さ
んのご協力をお願いします︒
19

５ 29 24 23 22
28

６
10
11
12
13
20 19 18 14
25 24 21
26

支障木伐採後
船で対岸に向かうボランティア参加者
刈り払い機の使い方を指導中

支障木伐採前（角川・最上川合流付近）
下刈り作業の様子

議会要望活動が実を結ぶ
TOZAWAツーリズム協議会
ボランティア下刈り作業

⑧
6月定例会
令和元年
⑨ とざわむら議会だより 第132号

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

山形県 戸沢村

2019.6月定例会 No.132
発行 戸沢村議会／責任者 早
坂

〒999-6401 山形県最上郡戸沢村古口270

文
也

同じ戸沢村にいたために、
結婚前からよく会っていまし
た。地区は違いますが、息子と散歩
に出かけると皆さん親切に話しかけ
てくれて、楽しく散歩しています。
11月に2人目が出産予定で、仕事・
子育てに頑張りたいと思います。

津 谷

進藤

コウジ

マ

キ

宏嗣さん・麻紀さん
麻宏くん
マヒロ

〔出 身〕村内（向名高）
〔趣 味〕ショッピング
〔出会い〕同級生の妹

議会傍聴のお知らせ

次の定例会の予定は下記のとおりです。

9月9日㈪〜13日㈮
本議会は、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。
戸沢村連合老人クラブ主催の輪投げ大会

表紙の言葉

編集
後記

戸沢村連合老人クラブ主催
の輪投げ大会が７月６日に開
催されました︒パーフェクト
を出す方もおり︑高齢者パワ
ーを十分に発揮され︑楽しく
交流が図られた１日だったと
思います︒県大会に出場する
チームの皆さんのご健闘をお
祈りしています︒

3p 人事案件 戸沢村広報常任委員会研修会報告
4p〜6p 村政を問い正す！保育所児童の安全対策は……２議員登壇
7p 常任委員会報告 総務文教常任委員会報告・産業建設常任委員会報告
8p 議会要望活動が実を結ぶ 最上峡さくら回廊づくり 議会日誌（4月〜6月）
9p TOZAWAツーリズム協議会ボランティア下刈り作業
10p 花嫁さんに乾杯 進藤 宏嗣さん&麻紀さん夫婦（津谷）

宏嗣さん
麻紀さん、笑顔
あふれる明るい家庭を
築いて、いつまでも
末永くお幸せに！
花嫁さんの
ひとこと

天候不順が続き︑作物への影
響が心配されます︒この号が発
行される頃は︑梅雨が明け夏ら
しい気候になっている事を願い
つつ原稿を書いています︒
議会だよりを伝える広報から
伝わる広報へと研修を重ね︑取
り組んできました︒
現在のスタッフでこの号を編
集し︑次号から新スタッフによ
り︑更に伝わる広報に努力され
ることを願っています︒
議会広報常任委員会
委員長 加藤 政一

補正予算 1,500万円を可決 総額41億500万円に

印刷 新光印刷株式会社

2019年６月定例会

6月定例会

TEL 0233-72-2113／FAX 0233-72-3381

編集 議会広報常任委員会
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