10月14日
（金） 最上地方町村議長会議員研修

大蔵村
10月17日
（月） 県町村議長会議員研修

山形市
議会報告会

西郷地域

谷口公民館

10月18日（火） 議会報告会

有屋地域

入有屋公民館

10月19日
（水） 最上総合支庁長へ上台川河床整正など

役場

10月28日
（金） 議会広報常任委員会

役場

改善センター
11月 9日（水）〜12日（土）

全国議長大会、最上地方町村議長研修

都内、兵庫県

11月15日
（火） 常任委員会合同研修

岩手県山田町

11月16日（水） 常任委員会合同研修

岩手県雫石町

11月29日（火） 政策提言提出、議会運営員会、

政策顧問大石先生政策講演会

１６

12月 7日（水）〜 12日（月）

町内

12月 4日（日）家庭の日運動推進大会

町内

12月26日
（月） 髙橋 善廣 氏叙勲受章祝賀会

改善センター
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町内

参加者からの意見（旧中田小学校）

12月 1日（木）区長と議員の語る会

学校の児童が稲沢の空き
家に入って問題となった︒
解体できないものか︒火
災等が起きたら大変であ
る︒
回
回答
答 所有者は︑解体・
除去する意向はあるが資
金的に難しいとの回答で
あった︒
現状は︑痛みが相当進
んでおり歩行者や近隣に
損害を与えた場合は所有
者の管理責任になること
や︑町の助成金を活用し
た解体・除去について助
言を行っている︒
意
意見
見 街なか公営住宅は
棟ある︒住んでいる人
は他から来た人か︒それ
とも︑町内の人が住んで
いるのか︒
回
回答
答 町外からの転入世
帯数は４世帯となってい
る︒
意
意見
見 地区で町道路沿い
の草刈をしているが︑杉
沢地区は世帯数が少なく
大きな負担となっている
ため環境整備員の協力を
お願いしたい︒
回答 地区の協力なくし
てきめ細かな対応ができ
ない︒負担の大きい地区
は︑町に相談いただきた
い︒町では 年度から環

役場
１２月議会定例会・各種委員会

役場

際に支障となるため︑重
い枝を根本から伐採して
支柱を撤去した︒
・街並みライトアップは︑
当初役場にも設置する予
定であったが︑民家に設
置して予定数を超えたた
め設置できなかった︒来
年度は︑七日町通り︑内
町お寺通りに範囲を広げ︑
役場正面玄関にも設置す
る予定である︒
・役場の看板は︑正面玄
関わきの壁面に小ぶりの
看板が１枚設置されてい
るが︑屋外に出ている看
板がないため︑町外から
の方には分かりにくいと
思わる︒設置する場所︑
看板の大きさ︑材質など
を検討し︑今年度内に結
論を出していきたい︒
意見 夏休み中に有屋小

教育現場調査
12月16日
（金） 総務文教常任委員会

町内
11月25日
（金） 第２貸工場竣工式

役場
三宅総務部長からの議員研修

町と園が協力して受け入
れ態勢を築いていくこと
は可能であると思うが︑
そのためには事前の協議
や準備など準備機関の設
立が必要となる︒
意
意見
見 荒屋地内の道路が
水路に崩れたりしている︒
めごたま園でもその水路
からの水が必要なので︑
道路拡張に伴い水路整備
を是非お願いしたい︒
回答 道路改良工事によ
り︑岩蛇橋及び下堰橋の
改修も予定されている︒
その前後の水路について
も橋梁の改修に伴い影響
が生じるため︑改良工事
の時期に併せて適宜改修
を行いたい︒
意
意見
見 病院通りの桜一本
を杭で支えているが︑台
風がきた時などその状態
で良いのか︒街並みの商
店等をライトアップして
いるが役場はしていない︒
役場の看板等がないので
何の建物か聞かれる︒金
山町役場とわかるような
表示をしていただきたい︒
回答 ・歩道除雪を行う

11月21日
（月） 全国町村議会議長会

議会報告会での意見は︑どうなった

山崎公民館

５°

10月24日
（月） 議会広報常任委員会

議会活性化特別委員会報告

山崎・上台

った場合︑参加対象者が
少なく開催できなくなる
地区が発生することも懸
念される︒多くの方に参
加して楽しみにしていた
だける福寿会の開催を目
指す︒
意見 認定子ども園から
簡単な病気でも連絡があ
り迎えにいかなければな
らない︒両親が共働きで
祖父母もいなく大変であ
る︒今後︑認定子ども園
の体制づくりなど充実し
ていただきたい︒
回答 現在 ・ を超え
る熱を発する園児に関し
て保護者に連絡して医療
機関への診察や自宅での
療養をお願いしている︒
病児・病後児を受け入れ
る場合は︑そのための施
設と看護師・保育者等の
有資格者の常駐といった
基準を満たす必要があり︑
現状では受け入れは難し
い︒しかし︑今後︑町立
金山診療所や中央公民館
等に新たに病児・病後児
を受け入れるための基準
を満たす場所を確保して︑

岸宏一氏に感謝する会
11月 6日（日）前参議院議員

中央公民館
11月 3日（木）公民館大会

役場
議会運営員会・１０月議会臨時会

病気しか受け入れないの
ではないかと思う︒
回答 救急指定を取り下
げたため︑医師が不在と
なる夜間は患者を診療す
ることができない︒この
ため近隣の医療機関を紹
介させていただいている︒
土曜日の朝から日曜日の
夕方や祝日の日中等は︑
山形大学から当直医師を
派遣していただき︑急患
の診療ができるようにし
ている︒
意
意見
見 福寿会の出席者が
少ない︒年々参加者が減
少しているが︑対象者は
多くなり配付も大変であ
る︒マンネリ化もしてい
る︒福寿会の開催方法の
見直しをしてはどうか︒
回答 地区での開催とな

10月13日（木） 議会報告会
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旧中田小学校
中田地域
10月21日（金） 議会報告会

片貝公民館
東郷地域
10月20日
（木） 議会報告会

新庄市
意見書提出

／ 〜 まで開催した議会報告会について
は︑議会だより前号︵ ／４発行１０７号︶で
掲載したが︑報告会での意見等について持ち帰
り︑行政と確認や協議をした結果と︑参加者か
らのアンケート集計については次のとおり︒

新庄市

回答 除草剤の散布は︑
草の根を枯らすため路肩
や法面が弱くなり崩れる
場合もあり︑極力使用し
ていない︒
意
意見
見 情報放送が聞こえ
にくい︒災害時に聞こえ
ないと情報が伝わらない︒
回答 改善する方策の一
つとして︑携帯電話やス
マートフォンで行政情報
放送の内容をメールで配
信している︒また︑地区
からの要望を聞いたうえ
で︑現在の設備で可能な
限り︑スピーカーの向き
の調整やボリュームの調
整をしていく︒

羽場公民館

意見 雪処理は大きな負
担であり流雪溝は欠かせ
ない整備である︒県でも
﹁健康長寿やまがた推進
本部﹂で雪対策も入って
いる︒県と連携して進め
てほしい︒
回答 ﹁健康長寿安心や
まがた推進本部﹂は︑年
１回知事が座長となり開
催されている︒県の高齢
者福祉の方向性は︑各市
町村の施策にも大きく影
響を与え︑当町において
も町独自の高齢者福祉支
援と連携を取りながら施
策を展開している︒
意見 救急指定を一時休
止しているが︑時間外に
診療所にいった人が別の
医療機関へ行ってもらい
たいと言われた︒簡単な

10月 6日（木）最上を拓く高規格道路建設促進同盟会

境整備員の増員も予定し
ている︒
意見 町道路沿いの草丈
の伸びる場所へは除草剤
使用も検討いただきたい︒

金山地域

２１

役場
10月 4日（火）北海道斜里町議会視察来町

12
金山町議会だより 第１０８号
金山町議会だより 第１０８号
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10月11日
（火） 議会報告会

参加者からの意見（片貝公民館）

１１

（１０月〜１２月まで）

１１

町内
10月 9日（日）町産業まつり

１０

議会の主な動き

