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時間 参加者

1 午後7時 20

2 午後7時 30

3 午後7時 25

4 午後7時 27

102合　　　　　　　　計

八手改善センター

西越改善センター

会　　　場

川西公会堂

海岸公民館

10月 6日

10月 7日

10月 8日

10月 9日

開催日

会場担当

開催日時　参加人数

三輪　正、田中政孝、中野勝正
諸橋和史、加藤修三

山﨑信義、中川正弘、宮下孝幸
仙海直樹、髙桑佳子

会場 議員編成

八手改善センター

西越改善センター

海岸公民館

川西公会堂



№ 質 問 ・ 意見 ・ 要望 当日回答

1
町議会の議事録の公開をしてほしい。
                             (八手)

議会事務局、役場ロビー、中央公民館、海岸公
民館、ふれあいの里で公開している。

2
議員はもう少し夢のある話をしてほし
い。洋上発電などの計画を。 （八手）

村上市、粟島浦村もある。

3

子育て中の親に子どもが出雲崎に残っ
て親子２代、３代と続くように議会と
しての雰囲気作りというか、何か方策
は考えられないものか。    （八手）

各家庭の考え方に任せるべきで個人の家庭に対
して議会は介入できない。

4
人口減が進んでいるが、議会として対
策がされているのか。       （海公）

議会として取り組みはしているが名案が出な
い。研修、研究もやっている。また、町各課が
縦割になっている。各課の連絡会議に取り組め
ないか研究していく。

5

観光について、以前の出まえ議会で赤
坂山公園について話をしたが現在はど
うなっているのか。議員も観光マップ
等を見て現地に出かけて、どこに何が
あるかくらいは理解してほしい。昔か
らある所を整備していくべきでは。
                           （西越）

赤坂山の現地調査は行っている。お金には限り
があり、費用対効果を見ながら行っていく。今
後、全体の中で検討していく。

議会関係について

1 



№ 質 問 ・ 意見 ・ 要望 議会当日回答・町からの回答

町内でやると住所氏名がわかり問題と思う。男
性はセミナーを受けている。外部の婚活はわか
らないが、女性は冷やかしでないと思う。ま
た、婚活はイベント会社が仲介をしている。

当日回答のとおり。

税の問題は土地の価格などにもよる。また、地
籍にもよって違う。空家バンク等も考え、今後
の課題である。利用方法を行政と考えていきた
い。

当日回答のとおり。法律に従うため、更地にす
ると税が重くなる。

まだ、新しいホームページを見ていないが貴重
な意見として行政に伝える。

個人のメールアドレスを公開するのは難しい
が、各課のアドレスの公開等を検討する。

現在、本町が行っているクラウドは、関川村、
弥彦村と住基台帳などをお互いで管理して万が
一の消失等に備えている。

庁内でも注意している。整理をしっかり行って
いく。

総務課関係について

1

3

婚活（まち恋）はいつも長岡でやって
いるが、なぜ出雲崎でできないのか。
男は事情聴取されている。また、女性
は冷やかしではないのか。   （川西）

役場職員の机の上や足元に書類が山積
みになっているが電子データを活用し
整理できないか。また、セキュリ
ティー関係はどうなっているのか。
　　　                    （八手）

役場職員のメールアドレスの公開をし
てほしい。ホームページに施設等(体育

館など)の空き状況などを載せて、それ
を確認した上で申し込みを行い、さら
に、ホームページから申し込み用紙を
メールで添付して使用できるように改
善するべきでは。　　　　　（八手）

4

空家が多くなっているが、更地にする
と税は重くなるのか。また、どう考え
て行くのか。 　　　　　　　（川西）

2

議会当日回答 

町からの回答 

町からの回答 

議会当日回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 
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№ 質 問 ・ 意見 ・ 要望 議会当日回答・町からの回答

総務課関係について

議会当日回答 

旧書店の跡地はインフォメーション的な施設と
して案が示されているが、旧酒店の跡地は未
定。

当日回答のとおり。教員住宅も住環境が悪いた
め、旧中山酒店と一体にして検討する。

６５集落あるので大変だが、今後、議会で検討
していきたい。

非常に難しい。集落を再編して、集落の存続が
危ぶまれるようなことは避けるべきだと思われ
る。集落からの要望があれば行う。

来年の４月以降にリニューアルしたものをみて
いただいて、また声を聞かせてほしい。

当日回答のとおり。

駅前の旧書店の跡地と旧酒店の跡地は
今後どうなるのか。　       （西越）

大字の運営・コミュニティーの運営を
住民の意見をよく聞いて研究していた
だきたい。 　　　  　　　　（西越）

5

6

7

町ホームページについて。検索で早く
出てきたり、ふるさと納税のお返しを
載せる、リンク先の研究など情報発
信・ＰＲに力を入れてほしい。より良
いものにしてほしい。        (西越)

議会当日回答 

議会当日回答 

議会当日回答 

町からの回答 

町からの回答 

町からの回答 
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№ 質 問 ・ 意見 ・ 要望 当日回答・町からの回答

川東44％ 深町35％ てまり64％ 山谷33％ほどで
ある。

当日回答のとおり。

１２世帯を予定している。

当日回答のとおり。

定年後の方に空き家などを検討していきたい。
また試しに住むという方法もある。建設課だけ
ではなく、行政と相談していきたい。

当日回答のとおり。

今年度内に入居募集をする。また、５月にしか
完成しない。行政と相談していきたい。

当日回答のとおり。

行政に聞きながら議会も対応していく。

農業である程度の所得を得られるようにする一
方で、それまでの間を町で手助けする方法を考
えていく。

定住促進について

4

子育て支援住宅は５月完成予定だが、
年度始め前の募集、入居はできない
か。４月以後では町外からの移住は難
しいのではないか。 　　　　（川西）

2
子育て支援住宅にはどのくらい家族が
入るのか。　　　　　　　　 （川西）

5

出雲崎町では若者農業者が定着をしな
い。生活が成り立たないのでは、これ
では人口増につながらないのでは。
                           （川西）

1
団地造成による町外からの転入はどの
くらいか。　  　　　　　 　（川西）

3

町外から若者移住を求めているが、実
現しないのではないか。出雲崎は住み
やすいので、定年後の移住を求めては
どうか。　                 （川西）

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 
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№ 質 問 ・ 意見 ・ 要望 当日回答・町からの回答

定住促進について

議会当日回答 

困難な問題もたくさんあるが、解決に向けて知
恵を絞りたい。

地方へ工場が来ることは少なくなってきてい
る。小規模企業を誘致する等方法を検討する。
また、雇用の場を確保しながら近隣市町村への
アクセスを良くするような対策も必要である。

はっきりとした答えは持っていないが、今後、
参考にして取組んで行きたい。

生活拠点として住環境を改善しながら、近隣市
町村へのアクセスを良くしていく。

6

7

勤め先と生活のインフラ整備をしない
と人は住まないと思う。学校は遠い、
店は無いではダメ。 　　　　（八手）

新しい団地で(山谷を除く)さえも一世帯
当たりの人口が減少しているが、近く
に就職口が無いことが原因ではない
か。どのような対策をとっているの
か。それをどういうふうにするのか考
えていってほしい。町外から来た人、
町外に出て行った人の意見・話を聞い
ているのか。　　　 　　　　（西越）

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 
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№ 質 問 ・ 意見 ・ 要望 当日回答・町からの回答

今後「きずな」をやるか町に聞いていく。やる
なら改修を求めていく。

創意工夫をし、安全を確保しながら進める。

面積は２０ａくらいで、ふるさと納税者の方々
に送らせてもらっている。汐風米は商標登録で
潮風の問題は担当に聞いてみる。

当日回答のとおり。「汐風米」は潮風が通ると
ころで作っている。

国の税制改正によるもの。

当日回答のとおり。

そのように伝える。

 東北電力と協議しながら行っていく。

民間企業が行うもので町が行うものではない。
町にオファーがあって今後、決定になる見込
み。

当日回答のとおり。

4
町の外灯にシール表示する約束になっ
ているが未だ実施していないが。
                        　 （八手）

5
旧尼瀬グラウンドの風力・太陽光発電
は町の収益につながるのか。また、決
定なのか。　　　　　       （八手）

3
軽自動車税の値上げについて。どのよ
うな過程で値上げになったのか。
                        　 （八手）

その他のことについて

1

きずな（イベント）を日本海夕日公園
で行っているが今後も「きずな」を続
けるのか。
事故が起こらないうちに改修を進めて
は。あまりにも段差が多い。 （川西）

2
汐風米は潮風に当てていないが、偽装
ではないか。また面積が少ないがどの
ように使っているのか。　 　（川西）

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 
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№ 質 問 ・ 意見 ・ 要望 当日回答・町からの回答

その他のことについて

議会当日回答 

総務文教常任委員会と話合いのあと、要望して
いく。

昔と違い今は車社会で、地域とコミュニケー
ションが取りづらい状況である。

行政を含め研究していく。また、尼瀬地区で県
の会合があるので要望を直接してもらいたい。

県に要望済である。

行政と相談する。

連休の前にも行っているが、波の状況による。
要望に応えながら進める。

行政に話をする。

今後工夫しながら改善していく。

特化の勉強を議会としてやっていく。地方創生
大臣も誕生した。そのようなところを利用して
いきたい。

当日回答のとおり。

出雲崎町は全体的に少しずつ取り組ん
でいるが、何か特別なものに特化して
いくべきではないか。　　 　（海公）

10

7

尼瀬１区２区の荒谷川の河口から柏崎
側の波消ブロックのかさ上げをしても
らえないか。西風で潮の流れ、大風に
よる高波があり浜の浸食が激しい。建
設省、農水省の管轄と分けないで地域
を守ってもらいたい。　　　 （海公）

8

海岸の清掃を５月連休前にやってもら
えないか。連休に観光客が多数来町す
るため、きれいな出雲崎を見てもらい
たい。　　                 （海公）

敬老会は12時に終了し、1時にバスが出
発する。1時間も体育館で待たされる。
もう少し早くバスの待ち時間を何とか
できないか。　   　　　　　（海公）

9

6
昔は学校の先生は地元に住んでいたも
のだが、今も地元住民とコミュニケー
ションを持つべきではないか。（海公)

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 
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№ 質 問 ・ 意見 ・ 要望 当日回答・町からの回答

その他のことについて

議会当日回答 

現在測量中である。
議会としても住民意見に基づいて要望していき
たい。

当日回答のとおり。

私達もそう思うので今後取組んでいきたい。

 当日回答のとおり。

町から情報発信するように要望して行きたい。

町外にPRすると町内の方が使えなくなるという
懸念もある。検討する。

国の緊急雇用対策で一昨年は行っていたが今年
は行っていない。持ち帰り検討する。

補助金を出している。区長会議で説明するの
で、利用してもらいたい。

町の予算には計上されているので、今後、順次
行うと思うが区長を通して行政に働きかけてほ
しい。

区長と相談していく。

立派なゲートボール場があるので町の
パンフレットに掲載すべきでは。
                       　　（西越）

13

町道の管理について、町道の法面の草
がひどく職を探している人等を利用し
て草刈りができないか。　 　（西越）

14

町道の管理について、草刈りを集落の
経費でやっているところもあるが土建
業者を頼む等してやってほしい。
                   　　　　（西越）

15

国道352号線石井町展望坂拡幅工事はど
うなったのか。住民の意見を聞いても
らいたい。また、早く説明会を開いて
住民の意見意思を入れた道路づくりを
してもらいたい。 　　　　　（海公）

サザエの炊き込みご飯が予約しないと
食べられない。これではお客が来ない
のではないか。　　　   　　（西越）

11

12

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 
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№ 質 問 ・ 意見 ・ 要望 当日回答・町からの回答

その他のことについて

議会当日回答 

倒産により税金の滞納が生じ、インターネット
等で競売にかけるも買い手がつかず、現在は町
の所有になっている。

早急に対応する。

撤去する方向で行政に話をする。

現場を確認し、早急に対応する。

今後の利用計画を含め担当課と相談していく。

地元と協議して進めていく。

17
沢田の谷内橋の所に以前の看板の鉄骨
がむき出しになっていて撤去を願いた
い。                   　　（西越）

18

護国神社の前に公園があるが、ほ場整
備のときの条件でつくられたもので、
現在、集落の方の高齢化により草刈が
大変である。担当課には話してあるが
町有地なのでなんとかしてほしい。
             　　　　　　　（西越）

東條ニット跡地について、危険だがど
のような管理になっているのか。解体
して町営住宅にしてはどうか。(西越）

16

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 

議会当日回答 

町からの回答 
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