山形県 戸沢村
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2019年12月定例会

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

2p 12月定例会 補正予算4,460万円を可決 みなさんの請願・陳情
3p 議会中央要望会 戸沢村チャリティー物産市（東京・赤羽）
4p〜10p 一般質問 村政を問い正す！6議員が登壇
11p 常任委員会報告 総務文教常任委員会・産業建設常任委員会
12p 花嫁さんに乾杯 表紙の言葉・編集後記
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歳出の主なもの
・総務費
１ ﹁道の駅とざわ﹂ト
イレ改修工事
︻補助事業︼７５０万円
増額
２ ぽんぽ館ヒートポン
プ修繕１１６万円増額

・民生費
心身障がい者福祉事業費
追加された補正予算の
３００万円を増額
内訳は︑村債２８９０万
円︑地方譲与税４００万
・農林水産事業費
円︑繰入金８７０万円な
どが増額補正されました︒ 角間沢ため池防災減災事
業外１１７０万円増額

歳入の主なもの

令和元年 月定例会は 月４日から６日までの
３日間の会期で行われ︑一般会計補正予算４件︑
条例制定が１件︑一部改正４件など 議案を審議
し全員賛成で可決しました︒
また︑戸沢村に副村長を置かない条例を廃止す
ることは︑賛成多数により可決されました︒この
事により前総務課長の荒川知也氏が副村長に選任
されました︒

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４４６０万円が追加
され︑歳入歳出の総額は
億２２００万円となり
ました︒
・土木費
村持家住宅整備促進事業
費として︑２３０万円の
増額
・災害復旧費
台風 号災害対策総務費
とＨ 年災害に伴う残土
置き場補償の１４７万円
増額

・一般職員の給与に関す
る条例の一部を改正
・会計年度任用職員の給
与及び費用弁償に関す
る条例の設定

条例改正の概要
・印鑑条例の一部を改正
・職員の勤務時間︑休暇
等に関する条例の一部
を改正
・特別職の給与に関する
条例の一部を改正

みなさんの請願・陳情

採択の理由
国産農畜産物の安定供給
により︑食料安全保障の
確立を目指すため︒

採択 されました
◇次期食料・農業・農村
基本計画に関する請願
提出者
もがみ中央農業協同組合
代表理事組合長
安食 賢一
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・予備費
１２２４万円の増額

戸 沢村チャリティー物産市

12

月 日︑県選出国会議員︵加藤
衆議院議員︑舟山・芳賀両参議院議
員︶へ議会による要望会を行ってお
ります︒

「道の駅とざわ」
トイレ

角間沢ため池
議会議員改選の年
は︑全議員で物産市
に参加することにし
ていて︑戸沢会の皆
さんへのご挨拶と交
流のほか︑当村より
出店している方への
お手伝い等を念頭に
参加しました︒
月 日は朝から
天候に恵まれ赤羽公
園内には大勢の方が
訪れ︑村から持参し
た米や野菜果物・芋
煮・川ガニなど加工
品の品々を購入され
ました︒
来場者の方々は︑
故郷の味を楽しまれ
たのではないでしょ
うか︒
戸沢会の皆さんは
餅の販売を中心に︑
子ども餅つき体験や
﹁なめこ﹂のつかみ
取り等を開催し︑会
場には長い列ができ︑
例年同様賑わってお
りました︒
11

30 19

加藤鮎子衆議院議員を訪問
芳賀道也参議院議員を訪問

29

要望内容
①国有林の造林等による森林機能保
全対策について
◎森林の保全管理の徹底
◎里山の整備
②小学校への専科教員の配置と教育
環境整備への財政措置について
◎小学校英語の専科教師の配置
◎中学校への機器類及び無線ＬＡ
Ｎの整備への財源措置
③村道西沢線道路改良事業の予算確
保について

舟山康江参議院議員を訪問

12月
定例会
10

43

令和元年

補正予算
4,460万円を可決
議 会 中 央 要 望 会

②
12月定例会
令和元年
③ とざわむら議会だより 第134号

⑤ とざわむら議会だより 第134号

令和元年

て︑様々な塾が出来ないか
と質問しましたが︑教員は

柿﨑英矢

議員
戸沢小学校授業の様子

村政を問い正す！
6名の議員が一般質問

難しいとの事でした︒
一般村民にも優秀な人材
がおられますので︑その人
達にお願い出来ないのか︑
もう一度伺います︒

教育長 文部科学省が進め
ている地域学校協同活動の
中に︑未来塾という地域の
方々が子供の学習支援を行
う事業が有ります︒
村内にも優秀な人材はお
られますので可能かと思い
ますが︑受験生に教えると
なるとハードルが高いので
対象を小学３︑４年生の算
数に絞って十一月に開校で
きました︒
次年度より少しずつ広げ
て行ければと考えます︒

空家対策について

34

問 空き家を有効活用し他
町村からの永住募集を︑全
国に発信してはどうか伺い
ます︒

村長 現在︑村内の空き家
が 件あり︑活用可能の空
き家が 件であります︒
他町村では空き家バンク
を創生し情報提供をしなが
82

学力向上について

問 ９月定例議会で生涯学
習センター有効活用に向け

一般質問

12月定例会

最上地域市町村議会議員研修会（10月23日新庄市民プラザに於いて）

Ⅰ 柿﨑 英矢議員 ………………………………………………………………………………………… 5p
★学力向上について

★空き家対策について
★村民所得は

Ⅱ 岡田 孝一議員 ………………………………………………………………………………………… 6p
◆村への寄贈品「絵画・書籍・図書・民芸品」等々の

整理状況や保管と評価状況並びに今後の展示計画について

◆地域公共交通コミュニティーバス運行について

ら︑利活用を図っていると
ころや︑施策を講じている
ところも有ります︑今後他
町村を参考に改修費用につ
いても助成して行けるよう
に検討してまいります︒

市町村民経済計算より
所得金額

村民所得
1,675千円
（村民1人当たり）

村民所得
と の 差
ー

県民所得
（県民1人当たり） 2,677千円 1,002千円

増加している村内の空き家

国民所得
（国民1人当たり） 3,190千円 1,515千円

値の有る農業政策を展開し︑
取得の向上に繋げていく必
要があると考えられます︒

県・国との
比
較

村民所得は

問 総務省と県の統計年鑑
によると︑戸沢村の個人年
間所得が全国の約半分しか
有りません︑収入が少ない
のも高齢化問題や︑若者の
雇用が無いのも原因の一つ
と考えますが︑このデータ
をどの様に見てい
るか︑今後の対応
を伺います︒

村長 前年度比は
プラスになってい
るものの︑市町村
別一人当たりの所
得にすると１７８
万円で県内最下位
となっています︒
今後の対応とし
ては︑企業誘致や
若者向け定住対策
と︑稲作を中心と
した農業から園芸
作物など︑付加価

平成27年度

Ⅲ 小野

宏議員 ………………………………………………………………………………………… 7p

●災害に対する備えについて

①避難場所の非常用発電機整備計画と避難生活環境整備について
②要援護者の避難誘導体制と孤立集落時の対応について
③河川災害復旧状況（平成30年豪雨災）

Ⅳ 加藤 政一議員 ………………………………………………………………………………………… 8p
▲機構改革によって住民サービスはどうなった
▲中央診療所の医師２名体制について

Ⅴ 富樫 義人議員 ………………………………………………………………………………………… 9p
■ＪＡ施設整備マスタープランによる古口支店等廃止の影響は
■ＪＡ古口支店あと地利用について

Ⅵ 阿部 光樹議員 ……………………………………………………………………………………… 10p
▼新学習指導要領による村教育方針は

①タブレット型ＰＣの整備状況について

②検索だけでなく、調べる（図書）授業の両立はどうか
※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。

④

員会と総務課で行っていま
す︒
教育委員会は︑庄司剛氏
からＨ 年に絵画 点を寄

村への寄贈品の管理状況は
問 今日まで村に贈られた
様々な寄贈品﹁絵画・書籍・
図書・民芸品等︑歴史や生
活に根差した道具﹂に関係
する事柄ついて伺います︒
①村への様々な思いで寄贈
された方々がおられ︑その
思いに感謝しながら受領し
たものと思います︒寄贈品
の整理状況について
②仕分けや保管状況
③評価状況
④今後の展示計画

贈され︑６点が展示されて
おり︑富樫哲雄氏の遺族よ
り写真とネガ約四千点を頂
いております︒以前からあ
った化石や土器・石器も含
め︑それぞれ中央公民館に
保管しています︒また︑旧
学校に寄贈された絵画は旧
学校と生涯学習センターに
保管しています︒
総務課では︑武田敏雄氏
寄贈の 点の絵画と写真︑
楠本雅弘氏寄贈の書籍は角
川里山文庫として整理して
います︒
③については寄贈品である
ことを踏まえ︑鑑定評価は
していません︒
④は︑教育課で保管してい
る絵画や写真︑石器や土器
等は︑来年度生涯学習セン
ターの３階を改修し展示し
たいと考えています︒
問 今答弁を頂いた他にも
村には︑真下画伯の絵画や
学校新築記念に新庄在住の
伊藤先生の﹁ひまわり﹂の
絵や加藤先生の馬の絵︑又
野口出身の加藤卯兵さんか
らの図書があるはずですが︑
それらの展示や渡部村長以
前の歴代で寄贈を受けたも
のはないのか再度答弁を求
めます︒また︑寄贈品の評
価を考えないと展示に必要
な費用対効果を知る術がな
いと思うが如何か伺います︒

村長 寄贈品は善意であり
評価をすべきではないと思
います︒歴代で寄贈を受け
た品々は再度整理したいと
思います︒
問 展示を予定している絵
画等については︑キャスタ
ー付きの展示用具を作り中
央公民館や学校などの方が
来場する場所に定期的に展
示したほうが︑費用の節減
になると思いますが如何で
しょうか︒
共育課長 来年度当初予算
に生涯学習センター改修費
用を計上したいと考えてい
ます︒

問 Ｈ 年豪雨災害で︑各
河川が決壊しました︒その
復旧状況と二次災害防止対
策を伺います︒

簿化が義務図けられました︒ ップ化を図ります︒
今後随時更新し支援者との
マッチングを計画的に進め
ていきます︒
問 孤立する恐れのある集
落はどのように把握してい
るか︒
村長 現在の﹁戸沢村地域
防災計画﹂では︑すでに想
定されている現状になく︑
想定ごとに孤立集落をリス
トアップし︑その備えの必
要性が生じてきます︒指摘
のとおり積極的にリストア

村長 県管理河川の７河川
において︑ カ所中２カ所
が完了︑施行中が８カ所入
札手続き中が カ所︑入札
準備中が４カ所となってい
る︒農地内堆積土砂や︑流
木の撤去︑河川敷地内支障
木の伐採等︑推進されてい
ます︒
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村長 ①②寄贈品の整理状
況と仕分けや保管状況です
が︑寄贈品は管理を教育委

たほうが良いのではと︑多
くの声が寄せられました︒
プライバシー保護の為にも
整備してはどうか︒また一
区画分の単価はいくらなの
か︒
村長 間仕切りがあればプ
ライバシーが守られます︒
整備をしなくてはと考えて
います︒間仕切り一区画の
価格は約９０００円です︒
問 万全に非難する為に︑
災害時要支援者の避難誘導
体制を伺います︒
村長 ﹁災害発生時の避難
等に支援を要する方﹂の名

寄贈された絵画
避難所用パーテーション

28

14

災害に対する備えは万全か

30

絵画の保管状況
野口川の土砂堆積の現状

24

村長 非常用電源にもなる
問 各避難場所の非常用発
電機の整備計画を伺います︒ と聞いておりますので︑更
新時に検討いたします︒
村長 指定避難場所の非常
問 男女の違いによる︑避
用発電機の整備計画は︑本
難生活環境整備状況は
年度南部地区地域振興セン
ターの実施設計委託料を予
村長 戸沢村地域防災計画
算措置し︑次年度に設置工
に基づき︑女性の視点から
事を予定している︒
避難場所運営に配慮し︑衛
設計に１年︑工事１年と
生面︑保安面︵妊産婦・更
しながら順次︑戸沢小中学
衣室・授乳室・母子スペー
校及び中央公民館と整備す
ス︶に配慮した生活環境等
る計画です︒
を確保し努めます︒
問 現在公用車は︑ガソリ
問 Ｈ 年豪雨災害時に避
ン車ですが更新時に︑非常
難された方々から間仕切り
用電源にも使用できる電気
自動車を購入してはどうか︒ ︵パーテーション︶があっ

議員
宏
小野

13

議員
岡田孝一
56

一般質問
一般質問

⑥
12月定例会
令和元年
⑦ とざわむら議会だより 第134号

機構改革による住民へのサービス

問 こんにちの社会問題に
なっている﹁子供の虐待﹂

問 機構改革によって︑村
業務の見直しと人員の配
民へのサービスが保たれて
置のバランスについては︑
いるのか検証し︑業務の見
詳細の業務の中で従前の課
直しと︑人員の配置のバラ
と現行の課とでやり取りは
ンスが適正なのか伺います︒ ありましたが︑現在は落ち
着いています︒また︑職員
のバランスについては︑現
在の人員での対応でやるし
かありませんが︑例年２月
に実施している人事ヒアリ
ング及び課長会議の中で業
務の見直しや︑人員配置に
ついて検討していきたいと
考えています︒
村長 ４月から新しい行政
機構により︑業務がスター
トし８ヶ月が経過しました︒
村民に︑広報等で周知して
きましたが︑４月から５月
くらいまで︑村民に一部戸
惑いも見受けられましたが︑
現在は来客者の方々に戸惑
いなど︑見受けられず住民
サービスは十分保たれてい
ます︒
村長 専門的知識を持った
職員の採用も必要という思
いも持っています︒昨年の
状況をみた場合︑技術職も
必要かと思いますが︑今後
採用すべきかどうか含めて
時間をかけて検討していき
ます︒

等に迅速・的確に対応する
ため専門的知識を有してい
る社会福祉士等の有資格者
も採用すべきでないか伺い
ます︒

役場１階庁舎内

村長 年度当初にＪＡ側か
ら支店機能の見直し等につ
いて話は伺っておりました
が︑９月にＪＡの施設整備
マスタープランが示され︑
戸沢支店の取壊し︑移転と
営農センターの移転︑古口
支店︑倉庫の取壊し︑角川
給油所の廃止︑取壊しとい
った説明を受けました︒
月には村とＪＡとの農
業振興に係る意見交換会を
させていただき︑住民に対
して十分な説明をしていた
だくようお願いしたところ
です︒

住民への説明責任はＪＡ
古口地区
側にあると思いますが︑行
角川地区
政とＪＡは︑どのような協
議を行ってきたのか伺いま
入出金や︑振込など角川︑ す︒
古口の住民は戸沢支店まで
行く事になります︒

金融機関窓口はどうなる
問 ＪＡ古口支店が３月い
っぱいで廃止になることか
ら質問します︒

JA古口支店

古口︑角川地区の住

問 とりわけ年金受給者の
方々は︑支店窓口に依存さ
れる人が多く︑説明会やキ
ャッシュカード等の講習を
行うべきかと思いますが︑
どのように進めていくのか
伺います︒
村長

医師のふたり体制は
問 戸沢村中央診療所の医
師二人体制の進捗状況につ
いて伺います︒
村長 渡邊先生が︑今年度
をもって︑定年退職される
にあたり︑医師の確保が課
題となっており︑一昨年よ
り県に医師の派遣をお願い
してきました︒今年度から
週一回︑午前中という限定
で派遣の予定でしたが︑諸
事情により派遣が出来ない

民にとっては︑古口支店を
利用した現金の取扱いなど
多くの住民が利用しており︑
支店廃止に伴い役場に設置
してあるＡＴＭの利用者が
増えると予想されることか
ら︑今までＡＴＭを利用し
たことのない方への対応に
ついて︑ＪＡ側にお願いし
たところです︒
問 何年か前に︑駅前開発
計画があり︑古口駅前の土
地を村が購入した経緯があ
ります︒古口の住民にとっ
ては駅前が一番の避難場所

と県から連絡がありました︒
村職員として医師の確保や︑
医療体制の充実︑在宅医療
の推進に︑渡邊先生と二人
体制で診療所を運営する方
針を決定し︑退職後におか
れましては︑嘱託により勤
務していただきます︒
併せて県に対して︑県庁
へ出向いて医師の派遣をお
願いした結果︑次年度より
何らかの形で医師の派遣を
いただく方向で︑県と協議
を進めていきます︒

村長 まだ具体的にＪＡ側
から村に対して要請がない
ことから︑現時点での利活
用については考えておりま
せん︒ＪＡ側でそのままで
の売却なのか︑解体し更地
の状態での売却なのか示さ
れておりませんので︑今後
ＪＡ側からの要請を受けて
検討してまいりたいと考え
ております︒

と考えているので︑村とし
てＪＡ古口支店のあと地利
用をどのように考えている
のか伺います︒

渡邊先生と診療所職員
JA角川給油所

議員
加藤政一
議員
富樫義人
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一般質問
一般質問

⑧
12月定例会
令和元年
⑨ とざわむら議会だより 第134号

村の教育方針は？
問 来年度からの新学習指
導要領全面実施を控えた村
の教育方針を伺います︒

英矢

ざし︑﹁地域全体で子ども
と大人の社会力を育む﹂﹁保
小中一貫教育で戸沢村の未
来を創る子どもを育む﹂﹁村
民の豊かな生活を支える生
涯学習のススメ﹂そして﹁健
康・元気！生涯スポーツの
ススメ﹂の４つの柱で施策
を展開しています︒

月５日︑Ｈ 年の自然
災害箇所︵個人所有の民家
周辺など︶の再確認をしま
した︒
その中で︑当時の状況︑
その後の対策︑現在の状況
などを聞いて今後 皆様が
一日も早く︑安心安全に生
活できるように︑皆様と一
緒に解決策を考えていき︑
実現に結び付けていきたい
と思います︒

産業建設常任委員会

教育長 今年度４月現在で
タブレットの台数は 台な
ので︑小学校で使うと中学

問 以前戸沢村では︑タブ
レットが不足しているとお
聞きしましたが︑現在の整
備状況を伺います︒

教育長 村教育委員会とし
ては︑まず校舎建築と並行
してＩＣＴ機器の整備を計
画的に進めてきました︒
村長 村の教育方針は︑教
国はＩＣＴ教育を推し進
育目標﹁ふるさとを愛する︑ めていく考えにあります︒
心豊かな村民の育成﹂をめ
教育委員会としては︑スマ
ート社会を生きる子どもた
ちのために︑ＩＣＴ教育を
進めていきたいと考えてい
ます︒特にタブレットを使
っての学習を積極的に進め
ていきます︒

総務文教常任委員会

柿崎

校で使えない状況にありま
ではないでしょうか︑考え
す︒
や実施状況を伺います︒
これからの構想としては︑
４年生以上の子供たちに１
人１台持たせたい︒予算措
置の兼ね合いを見て︑是非
１人１台という方向で進め
ていきます︒

中央公民館内の図書室

教育長 そのことはすごく
大事なことであります︒
学校ではタブレットやパ
ソコンでの調べ学習と同時
に表現力の活動として︑新
聞づくりをしています︒
図書室も整備して頂いた
ので︑子どもたちはそれを
利用して学習を進めている
状況にあると思います︒

戸沢保育所運動会

問 タブレット等を利用し
た調べ授業と並行して︑図
書室や図書館を利用した授
業や取り組みも両立すべき

月５日

６日 議長杯グラウンドゴルフ大会
７日 第８回地域連携フォーラム

日

日

日

最上市町村議会議員研修︵新庄︶

最上広域市町村圏事務組合議会

県町村議会議員研修︵山形︶

議員全員協議会

９日 議会広報常任委員会

日

最上地区広域連合

月定例会

日

日

全協・臨時議会・例月出納検査
日・ 日 中央要望会

日

日

例月出納検査

舟形大蔵戸沢道路整備同盟会

戸沢会チャリティー物産市赤羽

旬の市︵秋︶・芸術文化祭

日

議員全員協議会

執行部との行政懇談会
〃

専門職大学設置の知事要望

最上の地域医療を考えるつどい
日

議会運営委員会
高規格道路建設促進合同大会
議員全員協議会
月定例会
周年記念シンポジウム

日

日

日

日

最上地区広域連合

市町村圏事務組合

全員協議会

例月出納検査

７日 新幹線新庄延伸

月4日〜6日

日

〃

日

〃

日

月３日

日・1日 町村監査委員全国研修会

30

議員
月５日に鉄道防風林伐
採及びＪ Ｒ用地並び学校周
辺の排水︵雨水︶対策につ
いて話し合いをいたしまし
た︒
冬場に入り戸沢村中央診
療所自動ドア︵寒さ対策︶
についての視察と︑絵画等
の寄贈品の保管管理を見て︑
今後の保管体制の在り方を
検討した所です︒
委員長

10

月臨時会

20

月定例会

12 12

12
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30

阿部

議 会 日 誌 （10月〜12月）

戸沢中学校授業の様子

12

委員長

10

11

12

37

三ツ沢地内
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阿部光樹
玄関
中央診療所
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花嫁さんの
ひとこと

発行 戸沢村議会／責任者

加

文

次の定例会の予定は下記のとおりです。
藤

議会傍聴のお知らせ

〒999-6401 山形県最上郡戸沢村古口270

鶴岡市からお嫁に来ました。
まだまだ分からない事だらけな
ので、地域の皆さん、よろしく
お願いします。

令和2年1月31日発行

大輝さん、
美穂さん、ご結婚
おめでとうございます!
たくさんの幸せを
みつけてね!
2019.12月定例会 No.134

ほ

み

向名高

3月3日㈫から6日㈮
明

表 紙の言 葉

戸沢保育所で 月 日園児と古口
乙夜塾の皆さんで︑だんご木飾りが
行われました︒小正月行事で︑農作
物の豊作を祈り各家庭で飾られてい
ましたが︑今は少なくなりました︒
大きなミズキの枝に︑餅をついて千
切って丸めた団子や︑短冊を楽しそ
うに付けていました︒

12

25

TEL 0233-72-2113／FAX 0233-72-3381

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。

編集 議会広報常任委員会

加藤

政一

印刷 新光印刷株式会社

広報副委員長

元号が令和になり初めての新
年を雪も少なく穏かに迎えられ
たことと思います︒
昨年は︑山形県沖地震を始め
台風による記録的な豪雨により︑
大規模な自然災害が全国各地で
ありました︒被災された方々に︑
お見舞い申し上げ︑早期の復興
をお祈りいたします︒
この時期にして︑雪の少ない
のも︑異常ではないのか︒豪雨
災害も暖冬も地球温暖化による
ものか︒農作物への影響や災害
のない平穏な一年であることを
願わずにいられません︒

編集
後記

鶴岡市
カラオケ
高校の先輩
〔出 身〕
〔趣 味〕
〔出会い〕

輝 さん
穂 さん
藤

大
美

き

だい

加

第35回
結婚記念日／2018年3月3日

