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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卓也さん・郁子さん

10
5

令和元年９月より新体制９人の
議員活動が始まりました︒
私たち広報委員会は︑村全体の
事をこの広報誌を通じて︑多くの
村民に伝えていきます︒そして︑
より多く理解していただけるよう
に︑わかりやすく読みやすい﹁議
会だより﹂を編集してまいります︒
ご意見︑ご感想など伝えていた
だけますよう宜しくお願いします︒
議会広報常任委員長
阿部 光樹

議会広報常任委員会

TEL 0233-72-2113／FAX 0233-72-3381

編集
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〔趣

身〕新庄市
味〕ZUNBA
（ズンバとはダンス）
〔出会い〕友人の紹介

表紙の言葉

藤

3p 9月定例会 令和1年度補正予算原案通り可決!! 総額42億3560万円に
4p 一般会計決算審査 特別会計決算審査 監査意見
6p〜13p 村政を問い正す！ 村営バス新庄への延伸は……７議員登壇
14p〜15p 新人議員の決意 議会日誌 常任委員会報告
16p〜17p 戸沢中3年生 村への提言！
18p 花嫁さんに乾杯 荒川卓也さん&郁子さん夫婦（名高）

ご縁があって新庄市から
お嫁に来ました。地域の
皆さん、どうぞよろしくお願い致
します。

月 日︑戸沢村中央公民
館において︑戸沢保育所の大
運動会が開催されました︒
くやしくて泣いてしまう園
児もいましたが︑みなさん最
後まで元気にがんばっていま
した︒

発行 戸沢村議会／責任者 加

〒999-6401 山形県最上郡戸沢村古口270

2p 9月初議会 議長就任のごあいさつ 議会構成が新しくなりました。

花嫁さんの
ひとこと

編集
後記

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。

12月4日㈬〜6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。

̶

％

議長就任のごあいさつ

③農業集落排水事業

9月1日初議会

％

村民の声を大切に

小野 宏
荒川 健一
̶

公平・公正な村づくり

戸沢村産業振興
公 社 役 員
②公共下水道事業

議長就任にあたり一言ごあいさつ申し上げます�

一

加藤 文明
柿﨑 英矢

（議席順）

宏
最 上 地 区
広域連合議員

員

加藤 文明
伊藤 一

私は�村民のかたがたの声を大切に�公平�公正な地域づくり�

注）
実質赤字額又は連結実績赤字額がない場合及び実施公債費比率又は将来負担比率が算定されない場合は
「ー」
と記載される。

村づくりをモ�ト�に開かれた議会�政策の提言や立案を行いたい

97.30％

と考えております�

350.00％

昨夏の豪雨を経験し�まずは復旧�復興を最重要課題とし�自然

91.7％

災害への備えの重要性を痛感しました�防災力強化は喫緊の課題と

④将来負担比率

年度健全化判断比率及び資金不足比率

7.0％

捉えているところであり�議会として�国�県に対し積極的に要望

柿﨑 英矢

25.00％

活動を行いたいと考えています�

伊藤

8.3％

人口減少が進むなか問題の解決策として�若者向けの住宅整備な

加藤 政一

③実質公債費率

ど子育て世代を手厚く支援していく必要があると考えます�議論を

阿部 光樹

̶

加 藤 文 明

荒川 健一

20.00％

戸沢村議会議長

平成

富樫 義人

̶

日までの５日間の

小野

②連結実質比率

９月定例会は９月９日から

柿﨑 英矢

加藤 政一

̶

会期で開催し︑報告事項４件︑令和元年度補正予

委

監査委員

議会広報
常任委員会
15.00％

年度各会計決算の認定７議案︑

加藤 政一

小野

産業建設
常任委員会
̶

算７議案︑平成

荒川 健一
％

条例改正４件︑工事請負契約１件︑人事案件１件

岡田 孝一
̶

が提案され︑全議案を可決した︒

加藤 政一
考

一般質問には７名の議員が登壇し︑新庄までの

副委員長
備

村営バス延伸や人口減少対策等について議論され

阿部 光樹

○資金不足比率

ました︒

阿部 光樹

①簡易水道事業

助費︵ 歳以上高齢者のみ
世帯等１８９世帯見込︶９
千４万５千円増額補正︶

柿﨑 英矢

最上広域圏
事務組合議員

注）
資金不足額がない場合は
「ー」
と記載される。

・児童福祉費
保育料の無償化に６７２
万５千円を増額補正
・土木費
除雪対策費用として︑１
８００万円の増額補正
・教育費
村読書月刊における活動
として 万円増額補正
・災害復旧費
Ｈ 年災害箇所復旧工事
分１２００万円増額補正

一

平成30年度

議案の主な内容
◎一般会計補正予算
令和元年度一般会計予算
に歳入︑歳出それぞれ７９
００万円を増額し︑一般会
計の総額を 億３５６０万
円とした︒

・民生費
１ 神田地区除雪機購入に
対する補助金１８０万円を
増額補正︒
２ 高齢者等暖房費助成扶

伊藤
宏
副 議 長

総務文教
常任委員会
議会運営
委 員 会
分
区
加藤 文明
長
議
①実質赤字比率

30

・総務費
野口温泉における温泉付
随ガスの有効利用調査業務
９１５万円増額補正︒

42

３０

備考（昨年度）

深め政策につながるように提言していきたいと思�ております�

総額42億3560万円に

委 員 長

公営企業会計

65

15

早期健全化基準
平成30年度

むすびに�村民皆さまからの議員活動に特段のご理解�ご協力を

定例会

議会構成が新しくなりました。よろしくお願いいたします。
○健全化判断比率

お願い申し上げ�就任のごあいさつと致します�

令和1年度補正予算

9月

13
30

原案通り可決!!

令和1年

②
9月定例会
令和元年
③ とざわむら議会だより 第133号

10,509

10,466

43
後期高齢者医療

51,239

49,584

1,655

48,648

47,946

702
簡易水道事業

238,958

235,112

3,846

233,924

226,661

7,263
公共下水道事業

92,421

95,872

▲ 3,451

87,207

91,549

▲ 4,342
農業集落排水事業

132,661

129,383

3,278

126,111

125,240

871
介 護 保 険

728,309

685,492

42,817

708,463

675,945

32,518
5,473,428

5,648,081

▲ 174,653

5,232,081

5,368,854

▲ 136,773

らっている︒設備も最新の
ものに更新をして行く︒
Ｑ メガ団地の取組み状況
は︒
Ａ 現在︑ハウス団地は
棟ミニトマトとパプリカが
栽培されており︑露地もの
は︑エゴマ︑ネギ︑ニラが
栽培されています︒
Ｑ 小学生︑中学生の教育
水準は県︑全国と比較して
どうなのか︒
Ａ 小学校は６年生が対象
で国語は県︑全国より上回
っており︑算数は全国より
少し下回っています︒中学
校は︑３年生が対象で県︑
全国よりも下回っています︒

96.5
固定資産税

180,573

91.5
軽自動車税

16,555

96.4
たばこ税

26,499

100.0
税

3,468

100.0
計

359,875

94.2
平成29年度

94.4
平成28年度

94.7
平成27年度

94.5
平成26年度

94.8

27

※斜め矢印（記号）は、前年度から見た収納率の増減。

Q

Ａ

Q

132,780

合

率
納
収

湯
入

民
村

決算額（千円） 収納率（％）
分
区

※歳入歳出とも千円未満は、四捨五入

平成30年度村税の決算額と収納率

Ａ

税

う考えているのか︒
Ａ 医師の派遣については
いつからかは未定ですが戸
沢村を最優先にと言っても

1,196

に乗るまで期間限定で︑
万円上乗せをしている︒
Ｑ 医師の２名体制に向け
た見通しと設備の整備をど

12,470

計

13,666

会

国民健康保険
別

▲ 173,828
特

4,191,047

合計（一般・特会）

質疑の主な内容

も応募が少ない状況です︒
他の事例を参考にしながら
考えていきます︒
Ｑ 防犯灯のＬＥＤの設置
状況は︒
Ａ
年度より進めてきて
いますが︑総数で４７８箇
所︑２４３箇所で約 ％が
ＬＥＤ化されています︒
Ｑ 村営バスの運行と高齢
者タクシー券の未使用分の
扱いは︒
Ａ 村営バスは︑予約のあ
った所まで運行し︑年度末
まで未使用のタクシー券は
民生委員を通じて返却して
もらいます︒
Ｑ 田舎体験塾推進事業費
が増額されているのはなぜ
か︒
Ａ 昨年︑農泊推進協議会
を組織したので活動が軌道
28

収入未済額は一般会計と
特別会計の合計で５００６

監査意見︵抜粋︶

者死亡しており︑財産もな
万７千円︑不納欠損処分が
いため不能処理としました︒
合計で１１５万５千円計上
され︑村税等の収入が年々
農業集落排水
減少傾向にある中︑自主財
源の根幹をなす村税等の収
比率﹂は８・３％で︑これ
本村の決算状況は︑各会
Ｑ 収納未済の対策を水道
入確保が最優先課題であり︑
までのハード事業の借金の
計の総計で前年度と比較す
係だけで大丈夫なのか︒
収入確保については関係各
ると歳入が３・１％の減額︑ 返済が開始して２・３年目
Ａ 税金も含めて係わって
課で連携を図り︑引き続き
以降の﹁実質公債費比率﹂
歳出が２・５％の減額とな
きているので早め︑早めに
収納対策に鋭意総力を結集
が特に懸念されます︒今後
り︑主な要因は︑国庫補助
村全体で考えていく必要が
し︑公金収納対策委員会に
の起債はこれまで以上に慎
事業及び単独事業による保
あると思います︒
よる対策と︑きめ細かな納
重さを要するものと考えま
育所建設事業の完了による
税相談などにより︑収入未
す︒
ものと考えられます︒
介護保険事業
済額と不納欠損処分額の減
戸沢村の財政構造は︑村
少を目指した収納対策のよ
税をはじめとする自主財源
１．予算執行と事務事業
Ｑ 施設入所者と在宅介護
り一層の強化とその成果に
が ％程度で︑それ以外は
の比率と在宅介護者への支
期待します︒
厳しい財政事情を考えま
地方交付税等の依存財源と
援をどう考えているのか︒
すと予算編成や補正措置︑
なっており︑例年と同様で
Ａ 訪問介護やヘルパーの
執行見積に当たっては綿密
あります︒
３．財産の管理運用等
派遣を介護度によって時間
に分析し精査のうえ︑計画
財政分析指標の中で収入
数が定められています︒
公有財産については処分
的な予算の計上と的確で効
に対する借金返済額が占め
Ｑ 地域の支えあいは大事
率的な執行を望むものです︒ も含めて財産の適正な管理
る割合を表す﹁実質公債費
ですが︑老々介護が今後増
と有効かつ有利な運用に努
多額の不用額の発生や予算
加していくと思われる︒村
めることを望み︑今後避け
の流用の処理は適切に予算
としての支援は︒
られない課題となる本村の
の計上と早期の補正措置に
Ａ 各世帯によって︑老々
事業施設や大規模設備の経
努め充分に予算の検討を行
の体系が違うので一律に策
年劣化による更新あるいは
い︑執行されるよう留意願
定できない状況です︒個別
修繕費用等の巨額出費のリ
います︒
に対応する必要があり︑健
スクが懸念され︑今後のあ
康福祉課に相談をして頂き
り方や具体的な対処︑措置
２．収納対策
たい︒
等についてさらに議論︑検
討を深める必要があろうと
考えます︒
25

Ｑ 収納対策委員会の開催
状況と収納方針は︒
Ａ
年度は︑開催されて
いません︒
Ｑ 収納対策委員会を開催
しなかった理由は︒
Ａ ルールに従って開催す
べきで︑開催しなかった事
は︑申し訳ありませんでし
た︒
Ｑ 地域おこし協力隊が配
置されていませんが︑どう
手立てをしていくのか︒ま
た︑集落支援員を中部・北
部地区にも配置するのか︒
Ａ 協力隊の募集をしてい
ますが︑以前より応募が少
なく︑集落支援員について

質疑の主な内容

後期高齢者医療保険

4,017,219

青柳孝一代表監査委員

Ｑ 保険料の負担は最上郡
で何番目か︒また︑一人平
均の保険料は
Ａ 郡内で一番低い負担で
あり︑一人当たり２万４千
９３０円となります︒
簡易水道
Ｑ 不能欠損処理の経緯と
収納未済の対策はどう取組
んできたのか︒
Ａ 給水停止を繰り返しな
がら︑訪問し︑話し合いを
行い︑納付してもらってい
ます︒不能欠損処理は使用

▲ 223,994

Ａ

4,440,168

30

4,216,174
一般会計

委 員 長／小野 宏 議員
（右）
副委員長／阿部 光樹 議員
（左）

50

増減額
30年度決算額 29年度決算額
増減額
30年度決算額 29年度決算額

出
歳
入
歳
分
区

Q

決算（単位：千円）
一般会計・特別会計
平成30年度

Q

Ａ

Q

Ａ

Q

一般会計
決算審査

特別会計
決算審査

30

平成30年度

Ａ

Q

Ａ

Q

Ａ

Q

Ａ

平成30年度
Q

Ａ

Q

Ａ

Q

Ａ

Q

Ａ

Q

Ａ

④
9月定例会
令和元年
⑤ とざわむら議会だより 第133号

⑦ とざわむら議会だより 第133号

令和元年

9月定例会

村営バス新庄への延伸は

一般質問

村政を問い正す！
岡田孝一

7名の議員が一般質問

議員
大蔵村路線バスおおくらくん2号（肘折←→県立新庄病院）

Ⅰ 岡田 孝一議員 ………………………………………………………………………………………… 7p

問 六月議会後の新庄最上
定住自立圏構想の地域公共
交通︑コミュニティーバス
運行事業について進捗状況
を伺います︒

村長 六月議会に於いて︑
今後増加する交通弱者とい
われる車の運転ができない
高齢世帯に対する交通手段
としては︑村営バスを新庄
まで延伸させる方策を今後
検討していかなければなら
ないことから︑現在取り組
んでいる新庄最上定住自立
圏構想の共生ビジョンにあ
る地域公共交通︑コミュニ
ティーバス運行事業に村も
加わる形で進めていければ
とお答えさせていただきま
した︒
現段階で︑新庄最上定住
自立圏構想への協議は進ん
でいない状況にあります︒
村営バスの新庄延伸に向
けては︑現在実施されてい
る新庄市と鮭川村︑大蔵村
での現状を聞き取りし︑村
として区域や路線などにつ
いて方向性を検討しながら︑
多くの住民に利用していた
だけるよう進めてまいりた
いと考えています︒
停

留

所

乗車人数
（人）

4,683人）

降車人数
（人）

計

（人）

停

古口駅前

1,511

713

2,224

23.7%

古口駅前

役場ー保健センター

1,117

1,101

2,218

23.7%

中蔵岡

508

431

939

10.0%

下蔵岡

307

350

657

ぽんぽ館

260

108

上蔵岡

212

真柄

留

所

乗車人数
（人）

◆昨年の大雨災害での農地、道路、農業施設の被害の復旧は住民要望に応えられたのか
◆雪国である村内の除雪、排雪はスムーズにできているのか

国土強靭化対策のなかで、消雪・融雪のできる道路や水路整備はできないのか

Ⅲ 柿﨑 英矢議員 ………………………………………………………………………………………… 9p
●戸沢村人口ビジョン及び「まち・ひと・しごと創生総合戦略」について
●戸沢村教育振興プラン１０カ年計画について

Ⅳ 阿部 光樹議員…………………………………………………………………………………………10p

やまなみ線（年間利用者総数

合

Ⅱ 荒川 健一議員 ………………………………………………………………………………………… 8p

●子育て支援について

平成30年度村営バス各停留所利用状況
いきいき線（年間利用者総数

★村営バスの新庄への延伸について

▲戸沢村の除雪体制について

6,693人）

降車人数
（人）

合

計

（人）

3,200

2,385

5,585

41.7%

役場ー保健センター

533

396

929

6.9%

沢内公民館

476

425

901

6.7%

7.0%

本郷

425

752

1,177

8.8%

368

3.9%

三ッ沢

286

286

572

4.3%

306

518

5.5%

上台

280

157

437

3.3%

132

256

388

4.1%

勝地上

271

259

530

4.0%

岩花口

94

78

172

1.8%

沢内

242

201

443

3.3%

農協前

87

151

238

2.5%

十二沢

193

321

514

3.8%

津谷（スタンド付近）

83

105

188

2.0%

下滝ノ下

185

168

353

2.6%

旧古小前

39

181

220

2.3%

勝地前

100

280

380

2.8%

名高

47

136

183

2.0%

上野

23

204

227

1.7%

▲旧古口小学校は解体すると聞きましたが、跡地とグランドの活用をどのようにするのか

Ⅴ 加藤 政一議員…………………………………………………………………………………………11p
■建築後だいぶ年数が経過し、将来多額の財政措置が必要になると予想される村所有施設が
見受けられるが、人口減少のなか財政の硬直化が予想され今後どう維持管理していくか

Ⅵ 富樫 義人議員…………………………………………………………………………………………12p
▼戸沢村にとって一番の懸案事項である人口減少対策や少子高齢化対策について
①対策チーム（プロジェクトチーム）発足状況について
②集合住宅建設の進捗状況について
③子育て支援体制について

Ⅶ 伊藤

一 議員…………………………………………………………………………………………13p

○防災対策で防災倉庫の整備計画は

○今年４月１日付で実施の機構の見直し現状を、特に防災時における視点でどのように認識
しているか

※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。

⑥

村長

除雪について現在円

村長 平成 年度より実施
している﹃共育の村戸沢﹄
教育振興プランは︑５年が
経過し︑現在教育委員会で
見直し作業をしているとこ
ろです︒生涯学習センター
については︑健康づくりや
子供の遊ぶ場所として活用
され今後文化財展示も検討
しています︒

５年が過ぎ保小中一貫教育
体制が完成しました︒今後
５年間の課題として建物が
完成した今︑内部のソフト
面の改革をして行かなけれ
ばと考えます︒たとえば︑
生涯学習センターの有効活
用などを伺います︒

予定を含め 件で６５８万
８千円の補助金を交付し︑
自力復旧にも支援をしてい
ます︒村道については︑補
助災害箇所に於いては︑被
災箇所のうち 箇所が完成
しており︑残り４箇所につ
滑な作業ができていると考
いて︑年内には完了する予
えますが︑住民の日常の生
定です︒
活行動も多様化しており︑
高度な冬季交通確保のニー
問 村内の除雪︑排雪はス
ズが求められています︒各
ムーズにできているのか︒
国土強靭化対策事業の中で︑ 除雪車輛の受持ち路線の見
直しや︑一部路線の業者委
消雪︑融雪のできる道路︑
託などにより︑効率化︑円
水路整備はできないか︒
滑化に努めます︒
また排雪については︑集

昨年の豪雨災害被害の復旧は
問 去年の大雨災害での農
地︑道路︑農業施設の被害
の復旧は住民の要望に応え
られたか︒
村長 本村の農地︑農業用
地施設災害は︑平成 年度
中に 地区のうち７地区︑
本年８月末現在では 地区
が完成しており︑発注率は
１００％︑完了率も９０・
５％となっています︒小規
模災害の補助金については︑
農業用施設︑農業用機械の
修繕︑更新なども含めて︑
平成 年度は１６２件で２
９１９万４千円︑今年度は

画が令和２年度までの計画
にある事から次の第五次総
合計画と会わせ総合戦略も
策定する予定としています︒
問 今後の人口は 年 年
後は想像以上の減少になり
ます︒総務課長の考えを伺
います︒
荒川総務課長 この問題は
中々歯止の効かない減少で
す︒今後課長会議を進めて
第五次計画で考えて行きた
いと思います︒
戸沢村教育振興プラン
十ヵ年計画に付いて計画も

落内の排雪場所確保が困難
になっており︑除雪会議時
に理解と協力をお願いした
いと考えています︒国土強
靭化対策事業での基本法に
基づいた国土強靭化地域計
画の策定が必要となります︒
本件では計画策定市町村は
今のところなく︑事業メニ
ューにも消流雪に該当する

長い目で考えていきます︒
教育長 他町村では予算処
置をして新庄の塾から来て
頂き開催していますが︑教
員は出来ないと思います︒
問 子育て支援について戸
沢村では年間 人ほどしか
誕生していません︒３人目
の子供に︑子育て支援金と
して金額を増せないか考え
を伺います︒
村長 現在村では出生時に
祝い金として第一子に３万
円︑第２子に７万円︑第３
子には 万円贈呈していま
す︒国として 月から幼児

項目がないことから︑本事
業での取り組みは困難です︒
また︑事業の実施に当たっ
ては水源の確保︑予算の確
保等村単独では困難なこと
から県道等を含め︑県と一
体的な整備ができる事業を
模索していく必要があるか
と思います︒

排雪状況

村長
す︒

今後検討していきま

問 年間３人目の誕生はご
くわずかです︒他町村より
も良い支援をし︑戸沢で子
育て移住するような環境づ
くりを考えてはいかがか伺
います︒

教育の無償化を図るなど少
子化対策に取組んでいるこ
とから︑村としても何らか
の対策を講じる必要がある
とは認識していますが︑高
齢者までの全般にわたる支
援が必要で︑新たな支援に
ついては財政的に厳しいと
考えています︒

生涯学習センター

40

13

戸沢村人口ビジョンについて
問 戸沢村人口ビジョン創
生総合戦略について伺いま
す︒
村長 本村の﹃人口ビジョ
ン︑まち︑ひと︑しごと創
生総合戦略﹄は平成 年３
月策定されこれまで戦略を
生かした様々な施策に取組
んで来ましたが︑なかなか
人口減少を抑えることがで
きていない現状にあります︒
創生総合戦略の実施期間
は今年度までの５ヵ年で今
年度が最終年度となる事か
ら新たな戦略を策定するこ
ととなっています︒
村としては第四次総合計

問 子育てで大学卒業迄２
４００万円から３０００万
円掛かると言われています
が︑今新庄の塾に通わせて
いる家庭も少なく有りませ
ん︒生涯学習センターがオ
ープンしたのですから︑色
々な教科の塾を出来ないか
伺います︒
村長 予算的な事も有り現
在考えていませんが︑今後

20

10

議員
荒川健一
10

議員
柿﨑英矢

27

30

19

28

昨年の豪雨災害

10

20

一般質問
21

30

一般質問

⑧
9月定例会
令和元年
⑨ とざわむら議会だより 第133号

村有施設の維持管理は

除雪状況

村の除雪の体制は？
問 村の除雪の体制はどう
を考えています︒
なっているか伺います︒
問 旧古口小学校校舎跡地
村長 本村が管理する村道
とグラウンドの活用をどの
は︑その他村道合わせて約
ようにするか考えを伺いま
１１０㎞あり︑そのうち約
す︒
㎞については︑生活道路
を中心に冬期交通の必要性
を考慮し除雪作業を計画し
ております︒
除雪に当たっては︑村が
保有する 台の除雪車及び
名の除雪オペレーターの
季節雇用により直営による
作業を行っているが︑昨今
の豪雪時には非常に困難を
きたしている状況にありま
す︒一部区間については︑
一日に二回除雪作業を行っ
ているが︑オペレーターも
朝早くから作業に従事する
ため安全性を確保するため
にも 時以降の出動は困難
となっております︒
今年度は︑オペレーター
２名の欠員もあることから︑
除雪車４台分の人員確保も
容易な業者委託とする計画
17

村長 役場庁舎の耐震化を
来年度と２年間で終えると
村の活用されている施設の
インフラ整備はほぼ終わり︑
古口小学校の廃校舎は︑解
体します︒
活用されていない空き校
舎や保育所の借用の問い合
わせもあり︑活用について

平成 年３月に公共施設
問 建築後の経過年数によ
等総合管理計画を策定して
り︑将来多額の財政措置が
おり︑今年度と来年度にか
必要になる村所有の施設が
けて︑公共︑個別施設計画
見受けられ︑人口減少のな
策定に向け業者に委託して
か財政の硬直化が︑懸念さ
います︒現在︑各施設のひ
れますが︑今後の維持管理
に対する考え方を伺います︒ び割れなど︑劣化の状態を
調査しており︑各施設の状
態をリスト化して計画を策
村長 個別施設計画の策定
定し︑修繕︑更新など維持
にあたっては︑公共施設等
管理に努めていきます︒ま
総合管理計画と整合を図る
た︑施設の周辺整備は︑シ
必要があり︑中長期的な維
ルバー人材センターや地区
持管理・更新等の経費の見
会等に依頼し︑草刈などの
込みも調査し︑地方債︑基
問 昭和 年代建築の施設
周辺整備に努めていきます︒ が相当数ありますが︑将来
金等の充当額の見込み︑充
当の考え方等も提示する事
の財政負担を考え︑施設の
になっています︒
統合・解体も含めて︑検討
すべきでないか伺います︒
29

問 若者センターやぽんぽ
館もありますが︑若者セン
ターについては︑早急に方
向性を出すべきと思います︒
また︑ぽんぽ館は大規模改
修にむけ検討されており︑
その際の従業員の処遇や︑

早急に検討していかなけれ
ばなりません︒
角川地区に大きな２つの
施設があり︑将来整理を図
るため︑議会や地域の住民
の皆様と協議をしていきま
す︒

農村環境改善センター

村長 今年度︑古口小学校
校舎・体育館・調理室・プ
ールの解体工事が間もなく
行われることになります︒
村としては︑高規格道路
のインターも近いことから︑
定住対策を含めた集合住宅
等の計画について︑今後︑
職員・議員を含めたプロジ
ェクトチームを立ち上げ検
討していく考えであります︒

村長 若者センター周辺の
整備は︑﹁ｔｏｔｏ事業﹂
の活用も一つの方法で具体
的に動くことが大事です︒
ぽんぽ館については︑設備
が劣化しており︑特にパイ
プが錆びて本格的な工事が
必要で相当な出費になると
思われます︒その際は︑ご
理解とご協力をお願いしま
す︒しっかり考えながら維
持管理をしていきます︒

事業展開に影響が懸念され
ます︒今から︑議論してお
く必要があるのではないか︑
伺います︒

解体中の旧古口小校舎

84

18

議員
阿部光樹
議員
加藤政一

若者センター

14

50

一般質問
一般質問

⑩
9月定例会
令和元年
⑪ とざわむら議会だより 第133号

防災対策と防災倉庫の整備計画

村長 現在あるものを活用
していく︒指定避難所への
配備を考えているのが現状
です︒
備蓄品は毎年１００万円
の予算で今年で４年目とな
り 年計画で進めていきま
す︒

問 資機材はそれぞれの地
区においておく必要はない
のか︒何処にどのような物
があるのか︒

集合住宅の視察（出雲崎町）

問 平成 年４月１日から
実施された機構改革の見直
しにおいて︑特に防災時に

設場所としたイメージ図等
の作成を昨年度業者に依頼
しており︑これらのイメー
ジ図を参考としながら︑プ
ロジェクトチームの中で検
討し︑人口減少︑少子化対
策へと繋げていきたいと考
えております︒
問 村には幼児が安心して
遊べる場所がありません︒

危機管理室の職員を中心
に地震や豪雨災害等の自然
災害の際には村の防災計画
に基づき配備計画を作成し
職員への周知と一斉メール
配信により登庁の有無の確
認も取れるような体制もと
っております︒

各指定避難所の備蓄品の
数量は︑避難エリアの人数
により︑備蓄しています︒
また︑非常用保存食と飲料
水も配備し随時消費期限等
の点検をして備蓄していま
す︒ＬＥＤランタン︑サー
ジカルマスク︑軍手等の資
材その他の機材等も備庫さ
れています︒

⑪緊急畳

⑩災害用ワンタッチテント

⑨お肌に優しいぬれタオル

⑧備蓄用毛布
︵超コンパクト毛布︶

⑦アルミ折りたたみ式
マット

⑥ベルテック丸竹
︵生理用品︶

⑤災害用紙おむつ︵Ｌ︶

④災害用紙おむつ︵Ｍ︶

③ベンリートイレ

②ベンリー袋︵トイレ袋︶

①安心トイレ

指定避難所の備蓄品

村長 安心安全の面では一
番適した場所なので︑現場
の先生方とも相談して︑良
い案なので検討します︒

元の保育所４施設は現在草
が伸び︑遊具も壊れていま
す︒現保育所の園庭を土・
日に開放する事はできない
のか？

戸沢保育所園庭

問 戸沢村にとって一番の
懸案事項である人口減少対
策や少子高齢化対策につい
て対策チーム発足状況につ
いて伺います︒
村長 昨年 月に︑議会よ
り人口減少対策として︑職
員と議員によるプロジェク
トチームの発足の政策提言
をいただいたところですが︑
４月の機構改革の見直しや
８月に議会議員の選挙も控
えていたことから︑議員の
新体制が決まった後にプロ
ジェクトチームを立ち上げ
ることとしておりましたの
で︑今議会終了後に職員並
びに議員のメンバーを選考
し進めていく計画としてい
ます︒
問 少子高齢化の一環とし
た︑集合住宅の建設につい
ても︑議会政策提言をさせ
ていただきましたが︑進捗
状況を伺いたい︒
村長 村としては︑遊休施
設を活用すべく︑旧古口小
学校跡地︑旧戸沢小学校グ
ラウンド跡地を集合住宅建

おける視点で現状をどのよ
うに認識しているのか伺い
ます︒
村長 危機対策課を廃止し
危機管理室を総務課内に設
置し︑専門的に取り扱う部
署とした機構の見直しを実
施しました︒

防災倉庫

問 防災対策で防災倉庫の
整備計画を伺います︒
村長 防災倉庫と位置付け
ているのは︑生涯学習セン
ター︑戸沢中学校内防災倉
庫と８月まで古口小学校の
３カ所です︒
レス
衣食住の視点から ※
キューシートなどの防災用
品や医療介護用品等は指定
避難所と役場の４カ所に分
散して配備されており︑資
機材は商工会前の車庫に保
管してます︒
新たな整備計画は現在の
ところ無いという現状です︒
31

10

12

議員
富樫義人
議員
一
伊藤

災害時に体温低下を防ぐためのシート
※レスキューシートとは

一般質問
人口減少対策と少子高齢化対策

一般質問

⑫
9月定例会
令和元年
⑬ とざわむら議会だより 第133号

☆阿部

新人議員の決意
議員

光樹

議員

議 長 杯
グランドゴルフ大会
月６日︑第８回議長杯
グランドゴルフ交流大会が
開催されました︒
笑いが絶えないチームや
ホールインワンの歓声など︑
いつまでも元気な秘訣は︑
この場所にも有る事を実感
しました︒
今回の優勝者は︑古口地
区の田口勝也さん 歳です︒
来年も皆様お誘い合わせ
の上︑ご参加くださるよう
宜しくお願いします︒

７月５日 村老人クラブ輪投げ大会
日 スポレク祭

７日 戸沢村消防操法大会

〜

８月

議 会 日 誌 （７月〜９月）

日 最上地域重要事業の県へ要望

日 臨時議会︵補正予算︶

舟形大蔵戸沢間道路整備促進期成同盟会総会

日 例月出納検査

日

日 清流園・まごころ荘夏祭り

日 決算審査

日 県後期高齢者医療広域連合全協・定例会

日 決算審査

日 県監査委員協議会臨時総会・研修

日 中央要望会
当選議員全員協議会

日 戸沢村成人式

日

日 例月出納検査

日 ３県合同議長・局長研修
戸沢村防災訓練︵中部地区︶

日 議員全員協議会

日 戸中第３学年村への提言発表会

日 ９月定例会・決算特別委員会

日 広域連合議会議長会・町村議会議長会

日 例月出納検査

日 村戦没者遺族会追悼式

日 全国町村議会広報研修会

教育委員会委員の任命

人事案件

継続審査の理由
調査︑研究を要するため︒

提出者 一般社団法人日本
沖縄政策研究フォーラム
理事長 中村
覚

◇日本政府に対して︑国連
の﹁沖縄県民は先住民族﹂
勧告の撤回を求める意見書
の採択を求める陳情書

継続審査

みなさんの
請願・陳情

日 最上市町村議長局長合同会議

る﹂︑﹁議会広報コンクー
ル上位入賞団体の評価﹂の
３つの講演をいただきまし
た︒
これからも︑皆様が読み
やすく理解しやすい内容を
お伝えしていきます︒
委員長 阿部 光樹

〜

〜

９月１日 臨時会︵初議会︶・議会運営委員会

〜

28 22 20 15 10 ８ ６ ２ 31 27 23 19 17 16 14
26 25 20 19 17 13 ６ ４

英矢

今回の議員選挙で初当選
させて頂き︑９月１日に初
議会を終えて︑産業建設常
任委員会委員長として︑地
域の皆様が不便︑危険と感
じている箇所などの確認を
始めていきます︒ 又︑議
会広報常任委員会委員長と
しては︑全国町村議会広報
研修会に参加して他町村の
事を学びました︒
こうして︑村民の皆様の
おかげで一歩づつ進みはじ
めました︒
問題は数多くあると思い
ますが︑村民の皆様と共に︑
夢や希望を持てる︑活力あ
ふれる村づくりを目指し頑
張りますので宜しくお願い
します︒
９
27
９
24

☆柿﨑

８月の議会選挙において
皆様方の支援を頂き︑当選
する事が出来ました︒
９月の定例議会で一般質
問を体験致しましたが︑私
の最大の任務は一村民の立
場から村民生活の改善と向
上を見守る事だと信じ︑非
才無経験をもかえりみず︑
立候補した次第です︒この
信念に共鳴下さった皆様の
期待に沿う様に頑張って行
く所存です︒
全国的に少子高齢化問題
が取り上げられていますが
戸沢村も他町村より減少率
が進んでいます︒皆様と行
政︑議会が心一つにし減少
を止めて行きたいと考えま
すので︑宜しく御願い致し
ます︒

常任委員会報告
人数が４０６０人です︒
今後も多くの方々に利用
して頂き︑皆さんの憩いの
場になる様に企画いただき
たいものです︒
委員長 柿﨑 英矢

産業建設常任委員会

の緩和などを目的として︑
工事を進めていました︒
委員長 阿部 光樹

95

議会広報常任委員会

任期満了となる齋藤光矢氏
の再任が︑議員全員の同意
を受け︑決定しました︒
住 所 大字角川
氏 名 齋藤 光矢
昭和 年生まれ
26

10

９月 日に東京都のシェ
ーンバッハ・サボーにおい
て︑全国町村議会広報研修
会が開催され︑議長・副議
長と広報委員会４名で参加
しました︒
﹁手に取られ︑読まれ︑
行動に結び付けるには﹂︑
﹁情報をわかりやすく伝え
24

総務文教常任委員会
４月に開始した︵旧神田
小学校︶生涯学習センター
を視察致しました︒幼児の
遊具や︑体力づくりの機具
等様々な年齢層に対応し︑
会議・研修室等村民の健康
づくりの一助として︑これ
からも大勢の皆さんに利用
頂きたく感じた所です︒
４月より８月末迄の利用
９月 日に産業建設常任
委員会を開催し︑岩清水ト
ンネル工事の視察をさせて
いただきました︒
①機械掘削・ずり搬出
②鋼製アーチ支保工
③吹付けコンクリート
④ロックボルト固定
を繰り返し作業して︑トン
ネル施工を行っていました︒
昼夜作業のため︑近隣住民
に迷惑がかからぬように︑
トンネル入口付近に防音カ
ーテンを設置︑配慮してい
ました︒
令和２年９月⒒日完了で︑
国道の通行止め発生時にお
ける迂回路確保や交通混雑
12

⑭
9月定例会
令和元年
⑮ とざわむら議会だより 第133号

⑰ とざわむら議会だより 第133号

令和元年

戸沢中3年生 村への
戸沢中学校３年生30名による『村への提言』
の意見発表会が９月６日に開催されました。
小学生から合わせ９年間、地域の人たちから
学ぶ地域学習の集大成として、学んできた事を
基に、生まれ育った戸沢村がどのような村に
なってほしいのか一人ひとりがテーマを設定し
て追求し、調査研究した成果と具体的なゴール
を思い描き発表されました。この会は今年で６
回目になります。
自分の思い描く戸沢村を、パワーポイントを
活用し発表しました。村の特産品のエゴマの活
用や、戸沢村の魅力をインスタグラムや動画な
どを活用してＰＲを考えた生徒、基幹産業の農
業の今後の在り方を鋭い視点で調べた生徒など
多岐に亘った内容でした。発表の内容は以下の
ように地域の課題に向き合い、聞き応えがあり
ました。紙面の関係で、一例を紹介します。

発表者名

9月定例会

提言！
荒井 瞭太 さん

新規就農者をサポートし、農業を盛んに
戸沢村の主な産業といえば農業である。しか
し、少子高齢化に悩まされており、年老いてい
る農家がたくさんいる。そこで、将来的に土地
がたくさん空くと思い、新規就農者になりたい
人を呼び込み、その人達をサポートする案を考
えた。戸沢村の農業が盛んになり、他市町村に
負けない村になってほしい。

荒川 将大郎 さん

山菜の好感度ＵＰ！
戸沢では近年、山菜取りが高齢化している。
このままでは、伝承野菜が無くなってしまいま
す。しかし、アンケートをとったところ40人中
35人が「都会にはない季節を感じる事ができる」
等の理由で好きという事でした。オリジナルの
レシピを考えたり、総合的な学習の時間で、山
菜取りが出来ないか考えました。

テ

ー

マ

野澤 七美 さん

安

食

愛

梨

戸沢村の農作物を有名にする

安

食

来

夢

戸沢村にはどんな観光場所があるか

安

食

李一朗

戸沢村帰郷者を増やすには

会を開催する事で、広い世代の人が参加出来る

阿

部

泰

雅

角川サマーパーティーを盛り上げる

のではないかと考えた。部門も年齢制限も無く

荒

井

瞭

太

「使われていない休耕地や農業をリタイヤした人の土地をどうするか

村の自然を一番感じられるようにした。マラソ

荒

川

将大朗

山菜の好感度ＵＰ！

荒

木

晟

エゴマの産地にする

荒

木

ひよこ

戸沢村の絶景を伝える

冨

樫

岡

田

音

羽

戸沢村の絶景を広める

野

澤

柿

崎

沙

羅

戸沢村のパンフレットを作成する

野

柿

崎

ほのか

戸沢村のインスタグラムを作る

加

藤

彩

翔

甲

州

斗

齊

藤

斉

文

⑯

マラソン大会を開催し、村を活性化
小さい子供からお年寄りまで参加できる戸沢
村の行事は数少ない。自分の好きなマラソン大

し、国道沿い以外の所をコースにする事で戸沢
ンは、村民の健康維持にもつながり、村の活性
化も期待できると思う。

鈴

「戸沢村花火大会」を開催する

七

美

戸沢村主催のマラソン大会を実施する

澤

琉

斗

戸沢村をアピールするピザを作る

早

坂

海

都

国内外からの観光客を増やす方法

エゴマを有名にする！

星

川

太

良

戸沢村をアピールするピザを作る

馬

エゴマでクッキー作り

星

川

朋

也

エゴマ油の最強の力！

敬

也

戸沢のエゴマを使った美味しい豚を！

星

川

凛

戸沢村フォトブック

藤

亮

太

ポスターを使って観光客を呼び込む

星

川

菜々美

戸沢村の農作物を有名にする

清

水

爽

来

養豚場の臭いのもとである糞尿を使い、豚のえさとなる米を作る

水

口

小

戸沢村の魅力を紹介する動画をつくる

髙

橋

聖

名

ポスターを使った宣伝で観光客を呼び込む

山

﨑

菜々虹

冨

樫

雅

戸沢村の絶景を拡散

山

崎

凜

春

〜戸沢村の絶景を広める〜

戸沢村の農作物を有名にする
戸沢村のインスタグラムを作る

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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卓也さん、
郁子さん、ご結婚
おめでとう！いつ
までもお幸せに！

令和元年10月31日発行

文
明
印刷 新光印刷株式会社

2019年9月定例会

名 高

荒川

たくや

いくこ

卓也さん・郁子さん

10
5

令和元年９月より新体制９人の
議員活動が始まりました︒
私たち広報委員会は︑村全体の
事をこの広報誌を通じて︑多くの
村民に伝えていきます︒そして︑
より多く理解していただけるよう
に︑わかりやすく読みやすい﹁議
会だより﹂を編集してまいります︒
ご意見︑ご感想など伝えていた
だけますよう宜しくお願いします︒
議会広報常任委員長
阿部 光樹

議会広報常任委員会

TEL 0233-72-2113／FAX 0233-72-3381

編集

133

2019 №

〔出
〔趣

身〕新庄市
味〕ZUNBA
（ズンバとはダンス）
〔出会い〕友人の紹介

表紙の言葉

藤

3p 9月定例会 令和1年度補正予算原案通り可決!! 総額42億3560万円に
4p 一般会計決算審査 特別会計決算審査 監査意見
6p〜13p 村政を問い正す！ 村営バス新庄への延伸は……７議員登壇
14p〜15p 新人議員の決意 議会日誌 常任委員会報告
16p〜17p 戸沢中3年生 村への提言！
18p 花嫁さんに乾杯 荒川卓也さん&郁子さん夫婦（名高）

ご縁があって新庄市から
お嫁に来ました。地域の
皆さん、どうぞよろしくお願い致
します。

月 日︑戸沢村中央公民
館において︑戸沢保育所の大
運動会が開催されました︒
くやしくて泣いてしまう園
児もいましたが︑みなさん最
後まで元気にがんばっていま
した︒

発行 戸沢村議会／責任者 加

〒999-6401 山形県最上郡戸沢村古口270

2p 9月初議会 議長就任のごあいさつ 議会構成が新しくなりました。

花嫁さんの
ひとこと

編集
後記

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。

12月4日㈬〜6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。

