県民目線で強く主張
月閉会中、決算特別委員会が 月 日

に行われ、質問する機会を頂きました。観
光・スポーツ・福祉・農業など多岐にわた
る分野で質問し、皆様から寄せられたご意
見・ご要望もしっかり県政に訴えました。
今号では、
質問項目の中から一部を抜粋し、
答弁内容をご紹介いたします。
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公民館
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の拡大が見込めない問題

どのようになるのか。

部などを中心とした「織
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もりや事務所
2Fになります

検索

▽森谷
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が あ る。
「 ブ ラ ン ド 米 」 巻く販売環境は厳しい状

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
２週続けて市内で行われ
た背景には、天童市内の
商店街が、来春オープン
のイオンモール天童に危
機感を抱いているからで
あります。中心市街地の
空洞化を阻止すべく、大

ら田（おらだ）の天童

路を歩行者天国にして物

への支援は急務でありま

画なども備えました。
同所の年間発電量は約２０７万kwhで、
一般家庭換算で６２０世帯分の年間消費
電力に相当します。
環境に優しいメガソーラー事業は
ますます伸びていく分野です。今後
に注目しましょう。

野川びっくり
市さん

友達登録をお願い致します。

福祉
センター

ャンペーン（ＤＣ）が始

２５

早急に出して欲しい。

☎023-651-5539

型商業施設との差別化を
図ろう、商店街の魅力を
知ってもらおうとイベン
ト の 開 催 に 至 り ま し た。

新イベントが２つ開催さ

楽市楽座」と、北本町商

販・イベントなどを開催、 の人出で賑わいました。

このような商店街活性化

れました。

店街が主催した「軽トラ

す。今回のイベントが恒

ことし 月、天童市で

ニューてんどう商店

このようなイベントが

る活性化の一助になるこ

例となり、天童のさらな

来場客を楽しませまし

中心市街地の空洞化を懸念

FAX023-651-5549

〒994-0013 天童市老野森 3 丁目 4-17

もりや仙一郎

山形浄化センター内に設置

中部
小学校

２４

商店街で歩行者天国
市 天童」です。どちら

「大型商業施設に負けるな」

２６

頂けると幸いです。

こうして欲しい！ ココが問題！ 改善して欲しい…など

２３

織ら田の天童楽市楽座

13

ご意見を募集しております。FAX・メール・ブログで

２４

１０

街・天童商工会議所青年

１０

２１

山形県は来年、６回目

２４

とを願います。

もりや仙一郎事務所

２４

メガソーラー誕生

再生可能エネルギーの普及・促進
を進める県は、民間企業と連携を図
りながら、県内各地でメガソーラー
を設置する取り組みを行っています。
天童市では今町地区にある山形浄化
センター内に県内最大規模のメガ
ソーラーが設置され、ことし９月２０
日頃から試験運用、１０月７日に竣功、
本格運用開始となりました。運営会
社 は 天 童 市 中 里 の ㈱ パ ワ ー・ イ ー・
ネクスト。事業費は約７億５千万円。
同ソーラーには国内メーカーを含
む３社のパネルが合計８１７２枚使われ
ています。パネルにはそれぞれ特色
があり「使い分けることでパネル毎
の分析ができる」と言います。果樹
園に近いエリアには作物への影響を
考慮し、反射の少ないパネルを使用、
冬季の耐雪・積雪に強いパネルの区

軽トラ市in天童

●
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決算特別委員会で質問した項目
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①知事一期目の自己評価につい
て
②モンテディオ山形に対する支
援について
③県内の観光の現状と今後の振
興策について
④第一回「さくらんぼ」祭りの
成果について
⑤「つや姫」の販売状況と今後
のブランド化戦略について
⑥県内建設業者の受注しやすい
環境の整備について
⑦知的障がい特別支援学校にお
ける就労支援について
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