協定に基づく
相互連携

農産物のブランド化・
ロットの拡大

五十嵐健康福祉課長
現在施設としては︑
４ 施 設 あ り ︑ 現在 人
が利用しており︑金山
町からは一人の方が利
用している︒町として
は︑月１２０００円を
負担している︒

図書の相互貸出
事業を

来ないかという件につ
いては︑今後スケージ
ュール等検討されてい
く協議の中で︑景観部
門で言えば景観審議会
の先生方との意見交換︑
或いは新庄最上建設総
合組合金山支部の皆さ
んとの意見の摺り合わ
せなどを経ながら︑実
際可能なのかという事
を含めての検討︑とい
うものを行なっていけ
ればと考えている︒
一方で︑住宅局再度
の事業になるが︑需要
の高い事業として︑リ
フォーム総合支援事業
が あ る ︒ 町 で も ︑ 毎年
件前後の申請があり︑
高い需要が続く住宅リ
フォーム総合支援事業
等について︑町内の大
工職人向けの研修会や
情報交換会なども︑開
催しながら︑金山大工
職人との連携をより深
めたいと考えている︒
いずれにしても︑質問
の主旨については︑理
解させていただいた︒
仕組みとして実現可能
なのかどうか︑含めて
検討させていただきた
い︒

寒河江議員 図書の相
互貸出事業で︑充実し
ている新庄市の図書館
からお借りして︑中央
公民館に戻す事が出来
る事を︑検討できない
のか︒
政策財政監 図書の貸
し出しの利便性につい
て︑新庄図書館利用す
る際の利便性について︑
需要等も見極めながら︑
教育委員会と共に検討
する︒

３８

付された︒

看護師養成機関
設置は
寒河江議員 看護
師養成機関の設置
ついて現段階で町
の考えを伺う︒
町長 ８市町村と
も︑新庄最上の看
護師が不足を認識
しており一緒に取
り組む一つの方法
として︑定住自立
圏を十分に考慮し
て可能なのかを考
え判断していく︒

認可外保育所の
利用状況は
寒河江議員 新庄
に勤める方も多い
中で︑認可外保育
施設の利用状況に
ついて伺う︒

ミニ削ろう会

一般質問

一般診療所

・中心市として近接し､経済､社会､文化又は住民生活等において密接な関係を有する市町村
・環境、地域コミュニティ、食料生産、歴史・文化等の観点からの重要な役割を期待

回答 懇談会で毎年度検証し新たな策定や変更をする

新庄最上定住自立圏事業の状況は

空き家が廃屋となる
前に︑利活用を促す
情報提供が必要では
高橋浩樹議員
年度
国土交通省住宅局新規
制度では︑空き家対策
と︑高齢者・子育て世
代の住宅施策を統合し
た取り組みを支援する
とし︑また︑急激な大
工技能者の減少・高齢
化に対し︑技能者育成
のため研修活動の支援
にも取り組むとした予
算概要を打ち出した︒
これに対しての要件を
町でも整えておく必要
があると考えるが︑空
き家バンクの創設に町
の考えを伺う︒
佐藤政策財政監 ﹁空
き家﹂については町民
税務課で﹁空き家台帳

定住自立圏

登録リスト﹂で情報を ンクのあり方について 慎重に考えていかなけ
管理している︑そのう も併せて検討させて頂 ればならないと考えて
いる︒
ち生活ができると思わ きたい︒
れる物件については︑
総務課総合政策係で情 空き施設を情報公開 大工等建築事業者と︑
報を管理している︑町 し ︑ 公 募 を 図 り 民 間 町 の 連 携 ︑ 果 た す 役
としては︑対象となる 企業誘致に取り組ん 割について考える
﹁空き家﹂を売り物件︑ でみては
高橋議員 街並み景観
貸し物件等として公開 高橋議員 国が進める︑ づくり百年運動を進め
はしておらず︑﹁空き家﹂ ふるさとテレワーク事 る金山町では︑予定さ
に入居したいという問 業︑ 年度の公募につ れる定住促進住宅事業
い合わせがあった場合 いてはまだ報道されて を通して︑研修視察地
に︑その﹁空き家﹂物件 はいないが︑公募対象 になりうることも想定
を管理している方を紹 者が地方公共団体と民 される︑定住促進住宅
介している︒舟形町の 間企業等からなる︑コ 事業を通し︑町内︑町
事例等についても参考 ンソーシアムの代表機 外業者を問わず対象に
にさせて頂き︑今後も 関となっている事から︑ した︑職人育成研修を
﹁空き家﹂の利活用に 空き家︑空き施設バン 企画し︑研修視察地と
ついて︑町として︑ど クを創設し︑公募を図 して︑人材育成に貢献
のような対策を講じる り︑民間企業誘致に取 は出来ないか︒
のが最良なのか︑
﹁ 空 り組んでみるのも一つ
き家﹂需要の動向など の地方創生の取り組み
も注視し︑継続調査︑ になるのではないか︒
検討し︑町の空き家バ 政策財政監 ﹁空き家﹂
﹁空き施設﹂を公開し
﹁ふるさとテレワーク﹂
事業の導入に結び付け
るには︑町としてのし
っかりとした構想を確
立しなければならない
ことや︑企業との合意
形成も見出していかな
ければならないことが 丹産業課長 予定され
肝要であり︑その必要 る定住促進住宅事業を︑
性の見極めなども含め 研修現場として活用出

８０

商店･農場
注文･配送

例えば…
ショッピングセンター

最上
７町村
民間機能

総合医
医師の派遣

例えば…
県立病院
行政機能
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２９

議員

高橋浩樹

定住自立圏のイメージ

議員
２８

寒河江 宏 一
寒河江宏一議員 新庄 村職員の合同研修で︑
最上定住自立圏は︑新 今後の最上圏域のあり
庄市と最上７町村が協 方を共通認識できた︒
定を結んで中心市に商 また︑最上広域婚活実
業や医療︑教育などの 行委員会によるイベン
機能を集積させ︑地域 ト等の開催など︑順調
全体で有効に活用する に取り組みが出来た︒
目的で昨年から５年間 新たに水道事業の広域
の事業が動き出した︒ 連携を加え︑山交バス
この一年間振り返り︑ 新庄肘折線廃止に伴う
また来年度に向けての コミュニティバス運行
取り組みを伺う︒
を行う︒
佐藤政策財政監 各市
町村が︑独自に行って 国からの補助金は
来た事務事業を連携し 寒河江議員 この事業
て取り組む﹁生活機能 に対して︑国からの特
の強化﹂︑
﹁結 び つ き や 別 交 付 税 が︑ 年 度 は
ネットワークの強化﹂ いくら交付されたのか︒
﹁圏域マネジメント能 政策財政監 各事務事
力の強化﹂の３政策分 業に振り分けているが︑
野を︑ 項目に分類し︑ 新庄市に８５００万円
具体的な取り組みをし ７町村に１５００万円
ている︒最上管内市町 が特別交付税として交

一般質問

回答 必要性を見極めて行く

新庄市
２９

１０

国の新規施策に
町の対応策を伺う

