間滞在できる公園にして

レや水屋を整備し︑長時

意見 風の丘公園にトイ
意

得ない︒

見極めながら考えざるを

泊施設はニーズを慎重に

コテージなどの新たな宿

今後の費用等も考慮し︑

る利用促進を図りたい︒

る余裕があるため︑更な

高いもののまだ宿泊でき

同時期の利用率は同様に

ハイム金山﹂が隣接し︑

にはホテル﹁シェーネス

ンバレー神室キャンプ場

の利用率が高い︒グリー

８月の夏休みやお盆時期

ることから︑パンフレッ

てを表示すると複雑とな

議論していく︒現状︑全

議会の専門委員を中心に

統一化について︑景観審

ン︵案内板等を含む︶の

りやすさに配慮したサイ

も含め︑来年度からわか

回答 インバウンド対応

欲しい︒

とわかりやすく表示して

くい︒多様な情報をもっ

トイレの場所もわかりに

くの方が訪れているが︑

意見 町なか散策等で多

願いたい︒

計画はないので︑ご理解

こうした設備を整備する

ることから︑当該公園に

ンバレー神室が近場にあ

様の設備を有するグリー

から課題が多く︑また同

利用者の安全確保の観点

ことは︑維持管理や公園

トイレ等の設備を設ける

がら整備を進めてきた︒

回答 今後の観光交流は

ではどうか︒

のロケ地として売り込ん

意
意見 魅力的な町を映画

ていく︒

境整備作業として対応し

の周期で計画的に町の環

けしながらも︑ある程度

ご厚意はありがたくお受

るところが大きかった︒

区の皆さんのご厚意によ

る農地の所有者など︑地

町で対応したが︑隣接す

な行事や団体視察の前に

回答 これまでも大規模

きではないか︒

く︑町としても対応すべ

区関係者の厚意だけでな

がる通路の草刈りは︑地

﹁大美輪の大杉﹂につな

意見
意
観光地となった

ーアルも予定している︒

位置表示含む︶のリニュ

にある案内板︵トイレの

末をめどに︑町内３か所

内に努めている︒今年度

わせて︑わかりやすい案

が︑新南高金山校の存続

通学支援等を行っている

に対しては︑これまでも

とも考えられる︒高校生

や議会の議決を要するこ

ると︑その使い方の問題

る︒一定額を委ねるとな

に予算化されたものもあ

回答
答 模擬議会から実際
回

はないか︒

い立たせることが大事で

を与え︑彼らの能力を奮

一定額の議決権と執行権

てくる︒

ことなども現実味を帯び

地として名乗りを上げる

く︒その延長上に︑ロケ

的な情報発信に努めてい

ィ︶の活用も含めた魅力

︵バーチャルリアリテ

に取り組んでいるＶＲ

地域おこし協力隊が制作

発信が大事になる︒町の

に立った﹁魅せる﹂情報

用し︑若者や女性の視点

ーキングサービス︶を活

Ｓ︵ソーシャルネットワ

えている︒いずれもＳＮ

致﹂の２つの方向性を考

と﹁国内個人旅行者の誘

全ての対策箇所で実施す

いるが︑限られた予算で

る社会勉強から一歩進め︑ 課に対して常に要望して

意見 模擬議会を参加す
意

ることは極めて困難であ

県最上総合支庁河川砂防

去や支障木伐採は︑山形

回
回答
答 河川の堆積土砂撤

策を進めて欲しい︒

災害にならないうちに対

部まで水が来る︒大きな

くとも護岸ブロックの上

悪くなり︑大した雨でな

に砂利が堆積して流れが

意見
見 葦や柳の繁茂で川
意

たい︒

したことを優先的に考え

しており︑現状ではこう

行けるような支援も検討

が︑新１年生から台湾に

現在沖縄が修学旅行先だ

策も考えられる︒例えば︑

問題もあり︑新たな支援

議会報告会での意見は︑どうなった？

欲しい︒
トやスマホ︑インターネ
﹁インバウンドの推進﹂

日から

日まで町内７ヶ所で開催した議

回
回答
答 これまでも町産業

多くの方に活用いただい

の一部を補助する制度を

会報告会については︑議会だより前号︵ 月２日
発行第 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主な結
果と参加者アンケートの集計結果は次のとおり︒

月

議会活性化特別委員会報告

回答 計画段階から地域
ット等での情報提供と合

や仕事に役立つ資格又は

の皆さんと協議を重ねな

あり︑更に対策を進めて

集落営農組織があり︑平

振興条例により︑立地や

ている︒今後も制度の拡

免許の取得に要する経費

雇用の促進のための奨励

充を図り︑関係機関と連

万円の補助を行っている︒ 欲しい︒

万円︑法人化に対し

町がリードして欲しい︒
成
れた︒法人化することで︑ を把握し︑農協と連携し

措置を講じてきた他︑平

携して雇用の場の創出に

年 度 に １ 組 織 ︑ 平成

回答 町と町観光協会で

て具体的な要望への対応

年末から実施の資格

町としても各組織の考え

に︑
経理や雇用面︑販路の拡
を図りたい︒

成

年度に２組織が設立さ

ル コ の 蔵 前 で の 夜 空 市や
大︑経営継承︑節税など

意
意見 農業者については

は︑にぎわい創出のため

日の青空音楽祭などを
メリットがある他︑国は

日の宵まつりにマ

開催している︒来年度は

葦などが繁茂する金山川

意見 グリーンバレー神
室キャンプ場も天候等に
よりキャンプができずに
帰ったとの話を聞く︒天
候に左右されないコテー
ジのようなものが必要で
はないか︒
回答 管内にはコテージ
が３か所あり︑いずれも

る︒撤去した土砂にも苦
慮しており︑ストックヤ
ードを確保しながら︑継
続して強く要望する︒一
方︑河川内の支障木を民
間事業所等が伐採し︑利
活用できるという﹁公募

つながるよう支援する︒

○視 聴

議 会 中 継

○ 必要性

取得支援事業では︑就職

あまり良くない（1%）

冬場の雇用対策が課題で

議 会 だ よ り

○内 容

集 落 営 農 の 組 織 化 に 対し

２６

更に盛り上げるため︑仙

２６

評価しない（0%）

型による支障木伐採事

４０

○ 政策提言検証の評価

台市の﹁すず
め踊り﹂を招
待することも
検討している︒

○ 議会活動

議会報告会・活動

○ 参加回数

業﹂など︑民間の力をい
ただきながら河川の維持
管理を進めていく方策も
打ち出されているので︑

行委員会及び

金山まつり実

ついて︑町と

体の在り方に

日数を含む全

まつりの開催

その拡充にも期待したい︒ 今後は︑金山
意見 金山まつりを盛り
上げるためには︑町全体
が応援する機運が求めら
れる︒まつり実行委員会
日と

や山車連盟の考えもある
だろうが︑８月
山車連盟との
協議や情報交
換をしながら︑
検討を進めた

○年 代

基 本 情 報

未回答
見ないと思う（19%）
（7%）
わからない（29%）
見ると思う（44%）

未回答
（10%）
必要でない（15%）
わからない（33%）
必要である（42%）

未回答
（6%）
ふつう（57%）
良い（37%）

い︒
意見 後継者
意
や担い手対策
として︑集落
営農の法人化
を町が支援し
てはどうか︒
回答 現在︑

○ 読むか

未回答
（4%）
ほとんど変わりなし（48%）
以前より読むようになった（48%）

日の２日間のまつりとす
ることも含めて検討し︑

２０

未回答（17%）

１４

町には３つの

○性 別

１６

２７

アンケートには、参加された１３８名のうち１２６名（９１.３％）の方から回答があった。昨年同様、議会活動
や議会だよりに高い評価があるが、より見やすく伝わる紙面づくりが求められていることが分かる。
また、新たな項目となった「政策提言の検証」についても、１１０人（８８％）の方から一定の評価があった。
更に、各会場で説明した「議会中継の構想」についても、必要性や視聴の可能性について、半数近い方の
理解と期待があったが、導入にはまだ課題も残されていることから、議会としては「継続検討」とした。今
後も、情報を収集しながら「開かれた議会・存在感のある議会」の実現のため、議員一丸となって取り組む
ことを誓い、アンケート結果の報告とする。

１８

１
１
１

14
金山町議会だより 第１１２号
金山町議会だより 第１１２号

15

未回答（2%）

○変 化

ほとんど
読まない
（5%）
大まかに読む（47%）
毎回よく読む（46%）

未回答（13%）
ある程度評価する（59%）
評価する（29%）

変化は 未回答
ない（8%）（6%）
以前より活動が見える（51%）
活動が見える（35%）

未回答
6回目
3回目（17%） 4回目
（12%） 5回目（11%）
7回目
（13%）
（4%）
（4%）
2回目（18%）
1回目（21%）

女（13%）
男（87%）

７ヶ所で開催された議会報告会

１５
盛り上がりを見せた 「 青 空 音 楽 祭」

70代〜
（7%）
60代（47%）
50代（15%）
30代 40代
（5%） （9%）

議会中継構想は現時点で「継続検討」

２７

１４

１
１

議会報告会 アンケート結果（126名が回答）
議会活動や議会だよりに高い評価

１０

