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改正学校教育基本法によ
り︑学校教育制度の多様
化及び弾力化を推進する
ため︑現行の小・中学校
に加え︑小中一貫教育が
制度としてできる義務教
育学校が制度化されるこ
とになりました︒
このことから︑町及び
町教育委員会では︑西会
津小学校と西会津中学校
を小中一貫教育のできる
義務教育学校とし︑連携
教育から一貫教育へ移行
する方針を示し︑その導
入に係る調査・審議を行
うため︑附属機関の設置
に関する条例を一部改正
し︑教育委員会の付属機
関として︑町小中一貫教
育導入推進審議会を設置
しました︒
︻質疑︼

秦貞継議員
審議会のメンバー構成
は教育委員の方々か︒ま
た︑導入前提で審議会を
進めるのか︒導入を急ぐ

あまり︑現場の混乱を招
くことはないか︒
学校教育課長
審議会委員として想定
しているのは︑学校教育
関係者︑児童福祉関係者︑
教育委員会の委員︑識見
を有する 人以内の組織
を予定している︒現場の
教職員にも十分に説明し︑
導入を前提とした審議会
ではなく︑小中連携・一
貫の部分も反省を込め︑
本来あるべき︑町が導入
すべき学校の形というも
のを見極めていきたい︒

渡部憲議員
審議会の答申に沿って︑
問題を審議していくのか︒
学校教育課長
教育委員会の諮問に応
じて審議会に答申をいた
だき︑これからの学校づ
くりについて十分に検討
を進めていきたい︒
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荒海清隆議員
小中連携教育と 小中一
貫教育の違いはどのよう
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議会は調査特別委員会設置

27

小中連携から小中一貫へ
西会津中学校は︑平成
年４ 月 に 旧 西 会 津 中 学
校︑群岡中学校︑新郷中
学 校 ︑ 奥 川 中 学 校 の４ つ
の 中 学 校 を１ つ に 統 合 し
て開校し︑現在に至って
います︒
西会津小学校は︑平成
年４ 月 に 野 沢 小 学 校 ︑
尾野本小学校︑群岡小学
校︑新郷小学校︑奥川小
学校の５ つの小学校を１
つに統合し︑野沢小学校
の校舎で西会津小学校と
して開校しました︒その
後 ︑ 平 成 年４ 月 に ︑ 現
在の中学校と隣接する新
校舎に移転し︑現在に
至っています︒
隣接校舎となる前から
も︑小学校と中学校では
連携を深めてきましたが︑
隣接校舎となった平成
年４ 月 か ら は ︑ 各 種 行 事
の合同開催や小中学校教
職員の交流など︑小中連
携教育をより一層推進し
てきました︒
こうした中︑平成 年
４ 月１ 日 か ら 施 行 さ れ る
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12 月
議 会
定例会
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の期間をできるだけ短く
するため︑教職員と色々
な話し合いをし︑理解を
得られるようにしていき
たい︒

本特別委員会は︑議長
を除く 名の議員で構成
︵議長はオブザーバーと
して参加︶し︑保護者や
教職員︑町民との意見交
換会や先進地調査などを
実施するとともに小中一
貫教育のメリットやデメ
リット︑導入のあり方な
どを調査します︒
な お ︑ 設 置 当 日 に 第１
回目の特別委員会を開催
し︑正副委員長の互選を
行い︑委員長に多賀剛議
員︑副委員長に猪俣常三
議員を選任しました︒
今後︑議会は正副委員
長を中心に本課題につい
て︑議会一丸で十分な調
査と検討を進めていきま
す︒
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議議会も独自に調査
議

なことか︒
現場の声に配慮して進
教育長
めることは︑絶対に必要
小 中 連 携 教 育 は ︑２ つ
だと思っている︒小学校
の独立した小学校と中学
と中学校が互いに理解で
校が︑児童生徒の教育の
きるようになるのには︑
充実のために︑一緒にや
２ 年程度必要であり︑そ
れることは連携して一緒
に取り組むものである︒
︻質質
質疑︼
小中一貫教育は︑小学
校 と 中 学 校 が１ つ の 組 織
と な り ︑ 校 長 も１ 人 と な
る ︒ 職 員 も１ つ の 学 校 職
小中一貫教育について
員となる︒また教育課程
は︑これまでも総務常任
も︑小学校入学から中学
委員会の行政調査で︑新
校 卒 業 ま で ︑１ つ の 教 育
潟県阿賀町や長野県塩尻
課程の下で指導が行われ
市などの小中一貫教育の
ていくので︑指導の一貫
取り組みを研修し︑その
性も保たれるようになる︒ 導入のあり方などを調査
してきました︒
今回︑町と教育委員会
が小中一貫教育導入推進
の方針を示したことから︑
議会として﹁小中一貫教
育は次代を担う人材の育
成の根幹を成す重要な事
項であり︑町と教育委員
会の一方的な考えで進め
ることではなく︑広く町
民の声を聞くとともに︑
その声を反映させること
が重要である﹂と判断し︑
定例会会期中の 月９日
に小中一貫教育調査特別
委員会を設置し︑独自に
調査を進めることとしま
した︒
多賀剛議員
現在の小中学校の校歌・
校章はどうするのか︒
また︑教職員や保護者
から︑これから一貫で
やっていってほしいと の
声があったのか︒現場の
声に配慮して進めていっ
てほしいが︑いかがか︒
教育長
校歌・校章など今まで
親しんできたものは︑で
きるだけそのまま残した
い︒しかし︑どうしても
校歌が必要と多くの意見
が出たときは︑その時点
で考えたい︒
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豪 雨 災 害の復 旧 経 費 な ど を 計 上
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常任委員会に付託し︑継
続審査としていた﹁所得
税法第 条の廃止を求め
る意見書採択に関する陳
情﹂は︑審議未了となり
ました︒
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正しました︒

教育長の任命に同意

１ 件の陳情を総務常任
委員会に付託し︑審査し
ました︒

56

○清野佐一議員（６ページ）
①役場新庁舎整備事業について
②西会津町まち・ひと・しごと創生総合
戦略について
③町政の取り組みについて

審議した陳情

○青木照夫議員（12ページ）
①プレミアム付商品券について
②森林育成専門学校について

︵敬称略︶
■公立小中学校の教職員
数の充実・確保のため
の意見書の提出を求め
る陳情書
陳情者 福島県教職員組
合中央執行委員長 角田
政志︑福島県教職員組合
耶麻支部支部長 小林克
也
︻審議結果︼継続審査

○荒海清隆議員（７ページ）
①最近の町政停滞について

歳入歳出額をそれぞれ調
整した結果︑７８００万
９千円を減額しました︒

○長谷川義雄議員（14ページ）
①町民の健康について
②町の環境について

︻質疑︼

○渡部憲議員（８ページ）
①プレミアム商品券の検証結果について
②町道の改良工事の考えはないか
③ふるさと自慢館について

新井田 大さん
（小杉山）

国による教育委員会の
制度改革により︑教育委
に変更するため︑排煙・
員会の組織などに関する
避難経路・防火戸等の消
防設備の設計を委託する︒ 法律の一部改正が昨年４
月１ 日 か ら 施 行 さ れ た こ
とに伴い︑教育委員会を
代表する新教育長は町長
が任命し︑議会の同意を
得ることになったことか
ら︑その任命に同意しま
した︒

○小柴敬議員（15ページ）
①「横町館跡」試掘後及び役場庁舎移転
計画について
②西会津町まち・ひと・しごと創生総合
戦略について
③野沢町内の雪処理対策について

９月 議 会 定 例 会で総務

○多賀剛議員（９ページ）
①「まち・ひと・しごと創生総合戦略」
について
②マイナンバーカード導入にあたっての
取り組みについて
③新しい教育委員会制度と「教育大綱」
について

15

青木照夫議員
障がい者福祉費の人工
透析患者通院費補助金
万９千円増額の内容は︒
健康福祉課長
人工透析患者が 人か
ら 人に増えたために増
額になった︒

○猪俣常三議員（13ページ）
①まち・ひと･しごと創生総合戦略につ
いて
②財政調整基金について

この他︑人件費の調整
や事業費の精査などによ
り︑６つの特別会計予算
と水道事業会計予算を補

○伊藤一男議員（16ページ）
①農業政策について
②ふるさと応援寄付金について

15

12

一般 会 計︵ 第６次 ︶７８００万 円 を 減 額

○秦貞継議員（10ページ）
①町内の教育施設の維持管理について
②スポーツを通した健康増進について

多賀剛議員
ふるさと 振興費の設計
監理委託料２６５ 万円の
内容は︒
商工観光課長
国際芸術村の施設改修
にかかる設計監理委託料
であるが︑芸術村は近年
来訪者が増えたことによ
り︑建築基準法上の用途
を学校施設から集会所等

○三留正義議員（５ページ）
①生活用水に不安な地区の解消について
②新しい西会津町農業振興地域整備計画
について

10

９ 月に発生した関東・
東北豪雨災害で被災した
農業施設復旧にかかる測
量設計委託料４２０万円
を増額し︑ 月５ 日付け
で専決処分された一般会
計補正予算︵第５ 次︶を
承認しました︒
また︑第６次の同会計
補正予算は︑関東・東北
豪雨災害の農業施設災害
復旧費８３０５ 万円など
を増額計上したものの︑
社会資本整備総合交付金
事業の配分額確定による
町道舗装工事の減額９６
８９万８千円などがあり︑

一般質問

○薄幸一議員（11ページ）
①西会津町まち・ひと・しごと創生総合
戦略（素案）について
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３月に示したい

26

不安地区の解消に努めたか

高目の水道施設の水源

問

本年度は︑水源の候補地
を多数調査したが︑確保
ができなかった︒
今後は︑井戸の水質を
浄化する施設整備も視野
に入れ︑本年度中に整備
方針を決定する︒

問

計画はいつ示されるか

農業振興地域整備計画

問 新しい町農業振興
地域整備計画の策定につ
いて︑平成 年第３回定
例会で︑町から﹁将来に
わたる農地の利用を見極
めた計画と して検討した
い﹂と いう答弁を得てい
るが︑見極めと はどのよ
うな基準で判断されるの
か︒
農林振興課長
﹁農業振興地域整備計
画﹂の内容は︑主に町の
農業振興施策計画と農地
利用計画から構成されて
いる︒
今後とも農地として利
用すべき農用地区域の設
定の基本は︑第一に基盤
整備地であること︑次に
未整備地であっても集団
的に存在する農地や基盤
整備とともに集団的土地
利用がされている農地で
ある︒また中山間地域直

接支払事業や多面的機能
支払事業の対象農用地等
も︑補助要件により農用
地区域に位置付けられる︒
このほか︑農家のみなさ
んへのアンケート結果な
どを踏まえ︑将来にわた
り確保すべき農地を判断
し︑農用地利用計画を策
定していくことになる︒

問 この計画が示され
るのは︑いつごろになる
のか︒
農林振興課長
３月の町議会定例会の
際に全員協議会で示した
い︒
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橋屋は︑町からの補助に
より水道施設が完成した︒
また︑高目は平成 年
度の完成を目指し︑水道
組合が整備を進めている︒
屋敷は︑井戸による地
下水で対応しようとした
が︑水質に問題があった︒
28

答 ２地区の解消を図った

問 生活用水に不安な
地区の解消について︑平
成 年第６回定例会で︑
町から﹁本年度は４つの
水道組合等と 整備等に向
けた協議や作業を行う﹂
と答弁を得ているが︑町
はその４つの水道組合と
具体的な協議や作業を
行ったのか︒また︑今後
の取り組みは︒
建設水道課長
昨年度から協議や作業
を進めてきた水道組合は︑
下安座︑橋屋︑高目︑屋
敷 の４ 地 区 で ︑ 下 安 座 と

一般質問

議員

三留 正義

生活用水
26

答

27

11

問 町では交通体系の
整備の中で︑ＪＲ野沢駅
のバリアフリー化に取り
組むこと が計画されてい
る︒
今日までの取り組みと
進捗状況は︒
町長
野沢駅のバ リアフリー
化は︑平成 年９月１日
にＪ Ｒ東日本株式会社新
潟支社に出向き︑現状を
強く伝えるとともに︑要
望書を手渡した︒
月 日には︑同支社
から要望書の回答として
３ 案 が 示 さ れ ︑ 月４ 日
にその内容を協議した︒
その中で︑実現性のある
改善策として︑改札口か
ら右手方向への通路を活
用し︑線路を横断する箇
所 に 警 報 機２ 基 を 設 置 す
るなど︑安全性に配慮し
た施設改修を行うもので

あり︑概算工事費として
約１億円が示された︒
町では︑他のモデルと
なるような改善策を十分
検討していただくよう︑
改めて申し入れを行った︒
現在︑同支社では改修
内容や工事費等を精査す
るとともに︑費用負担も
検討するとしている︒
今後も引き続き︑利便
性向上に向けた交渉を
行っていく︒

問 生産施設の整備構想は

問 町長は︑木質バイ
オマス生産施設の整備を
言及しているが︑取り組
むにあたり︑施設の規模
や整備費用等も含め︑ど
のような構想であるのか︒
企画情報課長
木質バ イオマス生産施
設の構想は︑現時点では︑
施設の規模や整備費用等
の具体的な内容までは策
定していない︒
事業の具現化に向け︑
来年度以降︑検討会議を
立ち上げ︑生産施設の内
容や運営体制︑国の補助
事業の状況や財源などの
調査検討を行っていきた
い︒

答 具体的内容までは未策定

小学校の木質バイオマスボイラーも地産地消で

議員
26

清野 佐一
10

一般質問

問

引き続き交渉していく

ＪＲ野 沢 駅

バリアフリー化は

木質バイオマス

議会だよりにしあいづ／平成28年１月／132号 6

答

問 役場庁舎移転整備
計画に遅れが生じた原因
と経過及びその対応︑さ
らに責任の所在を問う︒
総務課長
役場庁舎の移転が遅れ
ることになった原因は︑
敷地内が埋蔵文化財の指
定を受けていることの認
識 が ︑ 昨 年４ 月 に 判 明 す
るまで無かったことによ
る︒
町では︑早期移転に向
け︑関係課及び発掘調査

埋蔵文化財の指定により役場庁舎への改修に遅れ

7 議会だよりにしあいづ／平成28年１月／132号

17

28

31

の専門家︑設計業者等と
遺跡の本調査や改修工事
の実施方法︑スケジュー
ル等の協議や現地確認を
重ねてきた︒
現在のところ︑改修工
事は平成 年度から着手
し︑平成 年度の早い時
期の完了を予定している
が︑今後も引き続き早期
移転に向けた作業を鋭意
進めていく︒

30 29

問 整備工事の遅れは

28

事で一部の支持基盤が当
計画どおり平成 年秋ご
初設計よりも深いことが
ろを予定している︒
判明し︑７ 月 日の議会
臨時会において︑その状
況を説明し︑工事請負契
約の変更契約締結の議決
をいただいたところであ
る︒この変更契約に伴い︑
工 期 は 当 初 か ら２ ヶ 月 間
延長し︑平成 年３月
日までとした︒
現在︑工事はほぼ工程
どおりに進んでおり︑平
成 年３月 日までに竣
工する予定であり︑施設
のオープン時期は︑当初

問

当初計画より遅れる
役場庁舎移転

移転計画の遅れは

答 ほぼ工程どおりである

27

問 地域連携販売力強
化施設整備工事に遅れが
生じた原因と 経過及びそ
の対応︑さらに責任の所
在を問う︒
商工観光課長
地域連携販売力強化施
設は︑町の情報発信機能
の強化︑交流人口の増加︑
６ 次産業化・ブランド化
を推進する拠点施設とし
て整備を進めている︒
本施設は平成 年５ 月
日に工事請負契約の議
決をいただき︑整備工事
を進めていたが︑基礎工

一般質問

28

議員

荒海 清隆

地域連携販売力強化施設
18

31

一般質問

問

答

確認されていない
プレミアム付商品券

問 １ 世帯につき 万
円と いうプレミアム付商
品券の購入上限は守られ
たのか︒
過去の商取引の決済に
使用した形跡はなかった
か︒
換金目的の使用はな
かったか︒
商工観光課長
事業主体である商工会
に確認したが︑いずれも
そのような事実は確認し
ていないとのことであっ
た︒

問 町と して落札価格
の検証はされたか︒
企画情報課長
商工会が主体となり入
札を行なっており︑町と
しての検証は行っていな
い︒

問 現在工事が行われ
ているふるさと 自慢館の
工事落札価格はいくらか︒
企画情報課長
事業主体である商工会
に確認したところ︑４７
１３万１千円とのことで
ある︒

問 工事の落札価格は

答 ４７１３万１千円

自慢館の施設拡張で交流人口も拡大

議員

憲
渡部

換金目的はなかったか

50

ふるさと自慢館

議会だよりにしあいづ／平成28年１月／132号 8

問 効果的に遂行するには

保されない限り︑実行す
るのは不可能である︒

適正な数と能力ある人材が必要
あっても︑元気な町・魅
力的な町づくりは可能と
考えるが︑町の見解は︒
企画情報課長
年ごとに計画の見直
しを図り︑その社会状況
や人口規模などに応じた
まちづくりや町の振興策
を計画し︑活力ある地域
づくりを進めていく︒
問 効果的に計画を遂
行するにはどうするのか︒
町長
計画を実行するのは人
である︒優秀な人材が確

様々な方々に意見を求め︑
人との関係を深めたい︒

町民会議の杉本会長とアドバイザーの小川先生から
総合戦略素案を町長に手渡し

答

問 ﹁まち・ひと ・し
ごと 創生総合戦略﹂の策
定は︑人口の現状分析を
行い︑将来展望を示す
﹁人口ビジョン﹂を策定
するとされている︒
今回示された﹁人口ビ
ジョン﹂では︑現状分析
や将来展望は示されてい
るものの︑２０４０年に
人口が３５００人程度に
なった時点での町の状況
やコミュニティのあり方︑
持続可能な基礎自治体の
在りようなどが示されて
いない︒少ない人口で

一般質問

答

問 新しい教育委員会
制度では︑新教育長と 首
長の関係は変わるのか︒
学校教育課長
首長が議会の同意を得
て新教育長を任命するこ
ととなり︑首長の任命責
任が明確化された︒

問 首長が﹁総合教育
会議﹂を招集し﹁教育大
綱﹂を定めること になっ
たが︑基本的な教育方針
は︑誰が策定するのか︒
学校教育課長
町長と教育委員会が構
成員となる総合教育会議
で十分に協議・調整を図
り︑町長が策定する︒

問 教育長は︑今まで
町三役のように対応され
てきたが︑今後どうなる
のか︒
学校教育課長
議会の同意を得て町長
が任命するため︑特別職
となる︒

問 新教育長の具体的
な仕事は︒
学校教育課長
教育委員会の権限に属
する全ての事務を司る︒
教育委員会事務局の事務
を統括し︑所属職員を指
揮監督する︒教育委員会
の会議を主宰する︒

問

総合教育会議で町長が策定

教育委員会新制度

教育方針の策定は

問 新教育長の権限は︒
学校教育課長
教育委員会の会務を総
理し︑委員会を代表する︒

9 議会だよりにしあいづ／平成28年１月／132号

10

議員

剛
多賀

創生総合戦略

答

議員

貞継
秦
問 本年４月から新校
舎での授業が始まった西
会津小学校の敷地にはビ
オトープが設置されてい
るが︑移転前の保護者説
明会では水生生物等の生
態観察を行うと の説明 で
あった︒現在の使用状況
と今後の活動計画は︒
学校教育課長
小学校のビオトープは︑
本年度に設置されたばか
りで︑教育活動にどのよ
うに生かせるのか︑また︑
水量の変化やビオトープ
施設そのものの状況など
を確認したところである︒
その結果︑夏の時期に
水量が激減することがわ
かったことから︑年間を
通じて安定した水量を確
保できる方法を調査し︑
早急に具体的な対応を進
めていきたい︒
問 中学校校舎裏にも
ビオトープはあるが︑今
後の利活用はどうするの
か︒
学校教育課長
中学校のビオトープは︑
ポンプの故障や池の漏水
などにより︑現在は活用
していない︒今後は小学
校にビオトープがあるこ
とから︑中学校のビオ
トープは︑ビオトープ以
外の活用等も含め︑中学
校と協議を進め︑対応し
たい︒

問 スポーツでの取り組みは

夏場に干上がった小学校ビオトープ

問 今後は計画の目標
達成のために︑どのよう
な取り組みを行っていく
のか︒
生涯学習課長
町民のみなさんが主体

であり︑追跡のアンケー
ト調査等は実施していな
いので︑現在の状況は把
握していない︒

的にスポーツや運動に親
しむことができるよう︑
スポーツ活動の一層の普
及拡大を図り︑目標達成
に向け努力したい︒

拡大を図る
答 一層の普及︑

50

健康増進

問 町総合計画の基本
計画後期では︑ 歳以上
の運動習慣週１時間以上
の割合を平成 年度で
パーセントと いう目標値
をかかげているが︑現在
の状況は数値的にはどう
か︒
生涯学習課長
本年度は総合計画・基
本計画︵後期︶の初年度
30

30

一般質問

問

水量確保策を調査中

小 学 校 ビオ ト ー プ

使用状況は

議会だよりにしあいづ／平成28年１月／132号 10

ボランティアによる高齢者世帯の除雪作業

11 議会だよりにしあいづ／平成28年１月／132号

人口増を目標としないのか

42

問

47

国の推計方法などを参考に
25

答

問 今後︑本町の人口
に掲げたしごとづくりや
る２０４０年までは︑
地域での支え合いも困難
減少による労働力の低下
交流人口の拡大︑若い世
年間と いう時間もある︒
になってきている地域も
代が希望を持って暮らせ
人口増を目標と しないの
あることから︑除排雪支
に伴い︑地域経済の縮小
る取り組み等を着実に実
はなぜか︒
援の新たな体制を構築す
や地域活動の担い手の減
施し︑人口減少を抑制し
町長
ることが急務であると考
少による様々な影響が考
目標人口を高く設定し︑ ていきたい︒
え︑本年度より﹁雪処理
えられる︒
努力するという考え方も
支援隊﹂︵仮称︶を配置
今回示された﹁まち・
問 ２０４０年の目標
あるが︑今回の町の目標
することとした︒
ひと ・しごと 創生総合戦
値である３８００人とい
この支援隊は︑降雪期
略﹂の人口ビジョンでは︑ 人口は︑国の推計方法な
う人口での︑高齢者人口
ど参考に︑出生数や社会
間に家族や地域での支援
平成 年国勢調査を基に
と就労者人口の割合は︑
動態の改善による数値を
が困難な高齢者世帯や一
２０４０年の本町の人口
いかほどになるか︒
根拠に︑さらに総合戦略
人暮らし世帯等を巡回し︑
は ・４パーセント減と
町長
の取り組みによる人口増
除排雪などを行うことで︑
推測されており︑人口目
３８００ 人という人口
加を見込んで設定したも
高齢者等のみなさんが︑
標が３８００人と設定さ
での︑高齢者人口の割合
のである︒
自分が住み慣れた地域で
れている︒
は ・２ パ ー セ ン ト ︑ 生
今回策定した総合戦略
安全に安心して暮らして
目標値が設定されてい
産年齢の人口割合は ・
いけるよう支援するもの
４ パーセントで推計して
である︒
いる︒
現在︑関係機関と調整
しているところで︑でき
問 人口減少と 高齢化
るだけ早い時期に配置し
社会に伴い︑地域の除雪
ていきたい︒
対策は十分になされるか︒
町長
地域全体が高齢化し︑

一般質問

薄

幸一

議員

創生総合戦略
22

48

答

議員
50

記したチラシを新聞折込
みにより周知したとのこ
とである︒

問 町は︑今回のプレ
ミアム付商品券事業をど
のように評価されるのか︒
商工観光課長
事業目的である地域内
の消費が喚起され︑地域
経済の活性化に大きな効
果があったと考えている︒

問 購入者が集中する
こと の想定はしなかった
のか︒
商工観光課長
想定はしていないとの
ことである︒
問 プレミアム付商品
券の事業計画の立案や︑
問 経済的弱者や身体
購入限度額 万円を決め
的弱者等への配慮はされ
たのは誰か︒
たか︒
商工観光課長
商工観光課長
事業実施主体である商
多くの方々に購入して
工会の理事会で十分に協
いただけるよう低額商品
議し決定されたもので︑
券綴り︑障がい者等の代
町へは事業実施前に説明
理購入も対応できるよう
があった︒
準備をしていたとのこと
問 事業実施にあたり︑ である︒
契約書のようなものはあ
るのか︒
商工観光課長
補助事業として実施し
たもので︑契約書のよう
なものは無い︒

青木 照夫

問 地域住民や町外者
へのＰＲは︑どのように
したのか︒
商工観光課長
商工会で販売所︑購入
限度額及び使用期限を明

問

森林育成専門学校の創設は

問 森林の保全や伐採
等は︑従事者が高齢と な
り受け継ぐ人がいない︒
人材確保と 育成のため︑
他の自治体に先んじて森
林育成専門学校を創設す
る考えはないか︒
農林振興課長
林業への新規就業者支
援には︑国の制度を積極
的に活用している︒専門
学校の設置は︑文部科学
省が定めた専修学校設置
基準があり︑町単独の設
置は困難である︒

答 町単独の設置は困難

後継者の確保に努め森林環境の保全を

一般質問

問

地域経済の活性化に効果

プレミアム付商品券

事業の町の評価は

森林環境

議会だよりにしあいづ／平成28年１月／132号 12

決まりはあるのか︒
総務課長
特に無い︒

問 財政調整基金が︑
標準財政規模の パーセ
ント以下の積立てで財政
運営をした場合︑どのよ
うな影響があるか︒
総務課長
大規模な災害等がなけ
れば︑財政運営にさほど
影響は無い︒

13 議会だよりにしあいづ／平成28年１月／132号

立てておくこと が必要と
思うが︑町の考えは︒
総務課長
今後︑認定子ども園整
備事業や防災行政無線の
デジタル化などの大規模
事業が予定されており︑
それらの財源としてある
程度の積立ては必要であ
る︒

問 積立てた基金を取
り崩す際に︑その使途に

10

問 全事業実施できるか

答

造成工事が進む認定子ども園用地

問 財政調整基金は︑
標準財政規模の概ね
パーセントの積立てが必
要と 言われている︒本町
の事業規模などを考慮す
れば︑その額では少ない
と感じるが︑超過して積

問

財政調整基金

今後の大規模事業のため必要

答 全事業の完了は難しい

86

ある︒その具現化に向け
画と調整を図りながら︑
問 創生総合戦略に掲
た取り組みは︒
優先度を見極め︑ハード
げた事業は︑計画期間の
事業は５ 年間の間に調査
５ 年間で着手すると のこ
企画情報課長
や計画策定業務などの準
とだが︑国からの補助が
本戦略では︑﹁資源を
備作業に着手し︑事業実
認められない部分があっ
活かし︑仕事をつくるま
施に向けて取り組む︒財
た場合に︑計画に掲げた
ち﹂を掲げていることか
源は︑交付金や補助金の
事業全てを実施できるの
ら︑町の面積の パーセ
ほか︑有利な起債や一般
か︒
ントを占める森林資源を
財源などを充当しながら︑ 活用した木質バイオマス
企画情報課長
総合戦略の推進に取り組
総合戦略に計上した事
生産施設等の整備により︑
んでいきたい︒
業は︑数も多く︑多額の
新たな雇用を創出するた
事業費を要するハード事
め︑調査検討を進めてい
問 人口減少の歯止め
業もあり︑全ての事業を
きたい︒
５年間で完了することは︑ 対策として︑企業誘致に
今後︑町では︑このよ
業務的・財政的に難しい︒ よる雇用の場の確保など︑ うな様々な施策を一元的
若者の流出抑制が重要で
事業の推進は︑実施計
に実施することで若者の
流出に歯止めをかけるた
めの施策を進めていきた
い︒

一般質問

議員

猪俣 常三

10

基準超過の積立てが必要では

創生総合戦略

一般質問

問

答
国民健康保険

現時点では判断できない

問 本町の国民健康保
険税の算定方式は︑所得
割・資産割・均等割・平
等割の４方式で算定され
ているが︑平成 年度か
ら広域化され︑国民健康
保険の財政運営の責任主
体を県が担う予定である︒
そうなった場合の本町の
保険料は︑どのようにな
るのか︒
健康福祉課長
広域化された際の国民
健康保険税は︑県から示
される国保事業費納付金
額を基に町が決定するこ
とになるが︑各市町村が
納めなければならない納
付金の配分方法や標準的
な保険料の算定方法など
が︑国や県からまだ示さ
れていないので︑現時点
では判断しかねる︒

問

有効な手段であると考える

ゴミの無い町づくりの日を

問 ﹁快適環境づくり
条例﹂施行後も︑道路各
所に空き缶等が見られる︒
快適環境を守るためにも
﹁ゴミの無い町づくりの
日﹂等を設ける考えは︒
町民税務課長
快適な環境づくり条例
を推進する上で︑﹁町内
一斉清掃の日﹂︑﹁マイ
はし・マイ水筒﹂や﹁マ
イバ ッグの日﹂を推奨す
るなど︑実践活動を通し
ながらゴ ミの投げ捨て禁
止やゴ ミの減量化に向け
た取り組みが大切である
と認識しており︑﹁ゴミ
の無い町づくりの日﹂を
設けることは︑大変有効
な手段であると考える︒
これらの取り組みは︑
十分検討しながら︑ゴミ
の無い快適な環境整備を
進めていく︒

答

重点地域に設置された啓発看板

長谷川 義雄 議員

広域化で保険料は

30

快適環境づくり条例
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平成 年度の早期完了を
予定している︒今後も引
き続き︑早期移転に向け
た作業を鋭意進めていく︒

問 野沢町内で実施さ
れた町政懇談会で︑今後
の雪処理対策の進め方の
説明 を受けたが︑新たな
雪総合対策計画は︑いつ
頃策定され︑示される予
定か︒

答

町長
本年度中に雪処理支援
隊の配置など︑地域の実
情に合った除排雪体制や
利雪を含めた冬の快適な
生活環境づくりなどを盛
り込んだ総合的な雪対策
基本計画を策定する︒

問 町民の代表や除雪
に関わる方たちに参加を

いただき︑新たな委員会
を設置するとの説明も
あったが︑いつ頃設置予
定か︒
町長
区長さんや住民のみな
さんに実施したアンケー
トを集約するとともに︑
アドバ イザーや委員等の
選任も進め︑今冬には委
員会を設置したい︒

15 議会だよりにしあいづ／平成28年１月／132号

問 本発掘の開始時期は

29

30

問 今後の計画は︑町
民にどのように説明 する
のか︒
総務課長
今後︑ある程度の見通
しが立った段階で︑議会
に説明するとともに︑広
報紙などを通して町民の
みなさんにお知らせして
いく︒

問

本年度中に策定する
野沢町内雪処理

雪詰まりの解消が望まれる流雪溝

問 発掘の予算は︒
生涯学習課長
新年度の予算編成に合
わせて立案を進めている
が︑発掘にかかる経費は
全額町の負担となる︒
問 役場庁舎移転計画
の遅れと今後の見通しは︒
総務課長
本年度は改修工事に着
手できず︑当初の計画よ
り移転時期が遅れること
になった︒
現在のところ︑改修工
事は平成 年度に着手し︑

議員

敬
小柴

雪総合対策計画の策定は

答 春以降に開始する

問 横町館跡の試掘結
果は報告されたが︑その
後の経過や計画変更事項
の説明 を求める︒本発掘
の開始時期など︑県と の
協議内容は︒
生涯学習課長
横町館跡の本発掘は︑
春以降になり︑期間は平
成 年 度 と 年 度 の２ カ
年の予定である︒
県からは︑可能な限り
館跡を保護することが望
ましいとのアドバ イスが
あった︒

一般質問

29

横町館跡
28

答

52

問 本町の農業経営は
基幹作物である稲作を中
心と しており︑従事者の
高齢化や担い手不足など
に加え︑近年の米価の下
落やＴＰＰの大筋合意な
どにより︑大変厳しく不
安定な農業経営を強いら
れている︒そのようなこ
と から︑町と して将来を
見据えた農業の構築︑農
地の保全を考えた具体的
な取り組みを問う︒
本年度の﹁人・農地プ
ラン﹂の作成状況と 認定
農業者及び集落営の経営
体数は︒
農林振興課長
本年度︑新たに下野尻
と小清水が認定となり︑
本町の人・農地プランは
プランとなる︒また︑
認定農業者数は 経営体︑
集落営農組織は６経営体
となっている︒

問 農地集約化による
農業規模の拡大︑耕作放
棄地の再生利用などによ
る農地保全や農業者の育
成などを含めた農業公社
の設立の考えは︒
農林振興課長
町では︑米︑ミネラル
野菜︑きのこを農業振興
施策の３本柱に据え︑重
点的に取り組んでいる︒
農地集約等による経営
規模の拡大には︑人・農
地プラン経営体を中心に
推進しており︑個人の株
式会社設立や組織の法人
化も進みつつある︒
耕作放棄地の再生利用
は︑地域の担い手や認定
農業者により︑平成 年
度２ 件 ︑ 本 年 度１ 件 の 農
地再生の事例も始まって
いる︒
町としては︑民間の役
割分担︑連携できる形で
の農業公社のあり方は︑
今後の農業情勢を見極め
ながら検討していく︒

万円

問 見直し後の実績は

月末で約

ふるさと応援寄附金で町の魅力を全国に

答

32

日現在で︑合計で 件︑
万５４０６円のご寄附
をいただいている︒

92

ふるさと応援寄附金

る体験プログラム等も
問 ふるさと 応援寄附
組み入れた︒
金は︑本町の特色ある町
ふるさと応援寄附金の
づくりを推進する上で貴
本年度の実績は︑ 月
重な財源と なり︑また寄
附金をいただいた方々に
返礼品と して農林産物や
特産品などを贈り︑町の
魅力を全国に情報発信で
きる大変有効な制度であ
る︒本年度に町では︑ふ
るさと 応援寄付金の返礼
品の見直しを実施したが︑
その内容や実績は︒
町民税務課長
こ れ ま で１ 万 円 以 上 の
寄附金に一律３千円相当
のミネラル野菜等を贈っ
ていたが︑さらなる取り
組みの強化が必要と判断
し︑見直しを図ってきた︒
今回の見直しでは︑寄
附金額に対して５ 割程度
の返礼品とし︑町の特産
品や伝統工芸品のほか︑
交流人口の拡大につなが

30

93

11

11

議員

伊藤 一男
11

一般質問

問

農業情勢を見極めながら検討

農業政策

農業公社設立の考えは

25
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総務常任委員会

平成27年10月19日〜21日

宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮宮
宮
古島市では︑地域
資源を生かした地
産地消による循環型社会
の形成︑持続可能なエネ
ルギーの確保︑観光も含
めた産業の活性化による
雇用の創出など︑計画に
沿って各種事業を展開し
ています︒
特に環境保護に関連す
る事業が多く見受けられ︑
成果を上げています︒資
源リサイクルセンターは
市の所有ですが︑指定管
理者制度を導入し︑民間
が運営するまでに軌道に
乗っており︑本町でも施
設整備を検討してはどう
かと考えます︒
宮古島市の事業成功に
は︑事業実施に先立ち︑
各種政策を策定する段階
で︑全て具体的な目標数
値や達成時期が明確にさ
れています︒本町でも
﹁まち・ひと・しごと創
生総合戦略﹂も含め︑各
種政策を策定する際︑明
確な目標設定︑具体的な
達成時期︑そこまでのプ
ロセスが大変重要と感じ
ました︒
また︑今年は市政 周
年の節目を迎えるととも
10

18

上上上上
上
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27

28

野村では︑過疎化
脱却のため︑雇用
の創出︑村営住宅の整備︑
生活支援等を強力に進め
ており︑きのこセンター
は︑豊富な資源と自然環

経済常任委員会

平成27年10月27日〜29日

○農畜産物加工施設の取り組み
〜群馬県邑楽町
○きのこセンターの取り組み
〜群馬県上野村
○アンテナショップ「Kura-cafe」
〜神奈川県横浜市
（現地視察）

邑邑邑邑邑邑邑邑邑邑邑邑邑
邑

に︑本町との友好交流都
楽町あいあいセン
境を活用し︑村の基幹産
市協定締結 周年ともな
ターは平成８年に︑ 業として確立させ︑定住
る記念の年です︒旧平良
町で生産される農産物等
人口の増加を目的に平成
市との交流を含めれば
を加工し︑付加価値を高
年設立されました︒現
年間にも及ぶ長きに渡る
めた地域特産品を開発す
在パートを含め 人以上
の雇用の創出につながっ
交流の中で︑長寿県沖縄
るとともに︑加工技術と
ており︑当初の目的は果
の食生活を学び︑また︑
所得の向上︑地域産業の
たされつつあります︒
冬期間なかなか身体を動
活性化を目的に開所しま
きのこセンターは︑資
かせない高齢者に︑温暖
した︒
源︑エネルギーの地産地
な気候の宮古島で冬期間
麺類部︑加工部︑直売
消にも積極的に取り組み︑
を過ごす長期滞在型リ
部の３部門が組織され︑
地元の山林資源から作ら
ゾート構想など︑多岐に
女性 人の組合員で構成
れた木質ペレットや廃菌
わたる交流がなされてき
されており︑地産地消に
床の再利用のためのバイ
ました︒近年では健康福
こだわり︑地域の伝統食
オマスボ イラーを導入し
祉分野での食生活改善推
を生かした商品開発を進
有効利用を図っています︒
進員や︑健康運動推進員
めています︒
自治体自らが事業の創
の交流を深め︑両市町の
本町においても平成
出︑運営に関わり︑雇用
発展に寄与してきました︒ 年度に地域連携販売力強
の確保を図っていること
総務常任委員会として︑ 化施設の完成を予定して
や︑人口の パーセント
宮古島市の実情を肌で感
おり︑ミネラル野菜を含
の２４０人のＩターン者
じ︑実際に見ることがで
めた６次化の商品が︑年
の定着は︑本町でも参考
き︑友好都市とのつなが
間を通じて販売されるよ
にすべきと考えます︒
りをさらに深め︑今後も
うになります︒地元の消
菌床栽培は︑地域資源
様々な分野でより良い交
費者に喜ばれ︑お土産と
の活用や雇用の創出に十
流を望みます︒
して愛される商品開発も
分に可能性を持っており︑
必要となるのではないか
農業の位置づけとしてで
と考えます︒
はなく二次産業としてと
らえることも必要かと考
えます︒また︑地域資源
の有効活用の観点から︑
その可能性や採算性につ
いて検討されることを望
みます︒
10

12

18
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○環境モデル都市への取り組み
〜沖縄県宮古島市

60

計 68人
合
９会場
５日間

11月９日（月） 上野尻会館

参加者 ４人
11月10日（火） 町公民館

参加者 ６人
11月10日（火） 奥川みらい交流館

参加者 ８人
11月11日（水） 黒沢公民館

参加者 12人

11月11日（水） 新郷連絡所

参加者 ３人

11月16日（月） 安座集会所

参加者 11人

11月16日（月） 端村集会所

参加者 11人

11月19日（木） 極入集会所

参加者 ６人

新郷連絡所では︑集会
や検診などが行われてお
り︑その際に駐車場が狭
く路上駐車の車両が多く
通行に支障があるため︑
新郷保育所の園庭敷地を
駐車場にしてほしい︒
︻議会の考え︼
施設利用者の利便性向
上と通行人及び通行車両

を検討するよう︑
６月に町
へ申入れをしました︒町か
らは﹁ 路 線の利 用 度や 防
災 面などを 勘 案しながら
維 持 管 理を進める︒﹂との
方針が示されました︒
地域住民による町道及
び林道の維持管理の負担
増は︑過疎化及び高齢化
等の進行により町全域の
課題となってくると思わ
れるため︑将来を見極め
た対応策が必要と判断し︑
申し入れしました︒

ထᧈ⎞ဎ⎊λ⎿⎱⎊⎒

新庁舎移転時期や横町
館跡本発掘など︑町が行
う事業の情報提供が遅い
ため︑町民に対して迅速
に情報提供をして欲しい︒
︻議会の考え︼
月議会定例会で一般
質問した議員もおり︑事
業に対する町民の理解を
得るためにも︑町民に迅
速な情報提供が必要と判
断し申し入れしました︒
高齢化等により︑町道
や林道の草刈等の維持管
理が困難になっているた
め︑町に維持管理をお願
いしたい︒
︻議会の考え︼
以前にも睦合地区から
同様の要望をいただき︑
町道及び林道の維持管理

12

林業研修センター

上野尻会館

町公民館

奥川みらい交流館

ᙲஓ⎢ཎКۀՃ˟⎚౨᚛

参加者 ７人

今回の議会報告会でも︑ や担当課に申し入れるこ
参加された町民のみなさ
ととしました︒
んから︑町や議会に対す
るご要望を多数いただき
ました︒
みなさんからいただい
たご要望は︑議会活性化
次の要望事項は︑町長
特別委員会で検討し︑個
に申し入れしました︒
別の案件ではなく︑町全
体に関わるものは︑町長

11月９日（月） 林業研修センター
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議会報告会開催実績
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議会報告会
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議会報告会

ထൟỉỚễẰỮ
の安全確保のために検討
を申し入れました︒
のため︑申し入れをしま
した︒
猿が人家の近くに出没
し農作物等への被害があ
り︑見回り強化や捕獲時
の報償金をアップするな

た取り組み等の検討を申
し入れました︒

ど︑取り締まりを強化し
てほしい︒
︻議会の考え︼
地域住民による防衛策の
指導も含め検討を申し入
れました︒

ਃ࢘ᛢ⎞ဎ⎊λ⎿⎱⎊⎒
次の要望事項は︑担当課
に申し入れしました︒

徒も多くいます︒さゆり
公園内の各所に自転車が
駐輪されている現状も踏
まえ︑駐輪スペースの指
定等も含め︑駐輪所設置
の検討を商工観光課に申
し入れました︒

ふれあい広場の和式ト
イレを高齢者にやさしい
洋式トイレに改修してほ
しい︒
︻議会の考え︼
さゆり公園施設のトイ
レ改修は予定されていま
すが︑ふれあい広場内に
あるトイレの改修は計画
されていません︒ゲート
ボールやグラウンドゴル
フ等で高齢者の利用も多
いことから︑改修につい
ての検討を商工観光課に
申し入れました︒

19 議会だよりにしあいづ／平成28年１月／132号

福島縦断駅伝の成績が
伸びないため︑指導のた
めの予算を増額するなど︑
選手の育成に力を入れて
ほしい︒
︻議会の考え︼
スポーツの振興と町民
の健康づくり推進のため︑
指導強化及び年間を通し

野沢中央線︵野沢郵便
局から本町区間︶及び県
道大久保野沢停車場線
︵同気食堂から国道 号
間︶の白線が消えている
状況であり︑白線を引い
てほしい︒
︻議会の考え︼
町民及びまちなかを訪
れる方々の安全確保と魅
力ある町づくりのための
対応を建設水道課に申し
入れました︒

さゆり公園内に自転
車・バイク置き場︵屋根
付︶の設置を希望する︒
︻議会の考え︼
さゆり公園の利用者は︑
自転車を使用した児童生

49

黒沢公民館

新郷連絡所

安座集会所

端村集会所

極入集会所

県道奥川新郷線を改良
してほしい︒
︻議会の考え︼
本区間は︑以前に自治
区長連絡協議会や奥川及
び新郷出身議員による改
良の要望をしている箇所
でもありますが︑改良工
事が進行していない状況

申し入れ事項は直接町長に手渡しで

プロフィール

住
所：井谷（新郷）
年
齢：２６歳
家族構成：祖父母、父、母、妹、
弟、妻、子２人
趣
味：体を動かすこと

発行

議会広報特別委員会

福島県西会津町議会

宮城県川崎町の
広報づくりを学ぶ
議会広報特別委員会は︑
平成 年 月 日から
日に宮城県川崎町の視察
研修を行いました︒
川崎町議会は︑平成
年度全国町村議会広報コ
ンクールで優秀賞︵第３
位︶を受賞した議会です︒
川崎町議会では︑﹁町
民のみなさんに見ていた
だける広報紙﹂をテーマ
に編集に取り組み︑全国
町村議会広報コンクール
で入選した他の議会への
視察研修や全国研修会に
積極的に参加し︑レベル
アップを図っています︒
昨年度より︑町民の写
真提供協力者制度を設け︑
写真の表現力を最大限有
効に活用し︑住民目線と
住民参加を重視した紙面
17
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︵秦

三留正義
三留 満
薄 幸一
秦 貞継
青木照夫

貞継︶

皆様︑新年あけまして
おめでとうございます︒
寒い季節の折︑いかがお
過ごしですか？
今冬は暖冬と言われ︑
西会津も 月末になって
も雪が少なく︑前年の豪
雪が信じられない程の暖
かさです︒西会津も毎年
こんな天気であれば︑屋
根の雪下ろし︑自宅の除
排雪︑冬道運転の危険性
等︑冬の苦労が少なくな
るのではと毎年の暖冬を
期待してしまいます︒
しかし︑冬の除雪を仕
事にしている方々にはあ
まり有難くない天気なの
かも知れません ︒
…
どんなことでも全ての
方々が良くなるというの
は簡単ではないと感じた
冬でした︒

༎ਬ
ਬ
₉༎
₉ ࢃ
ࢃܱ
ܱ
₉
₉

構成を心掛けていました︒
また︑専門用語や行政
用語をなるべく避け︑わ
かりやすい表現方法を心
がけており︑簡潔な文章
と相まって非常に読みや
すい広報紙でした︒
本町の議会広報紙に対
し︑大変参考になるアド
バイスもいただき︑今後
反映できる点は積極的に
取り入れ︑本町議会広報
紙も︑より一層読みやす
く読んでいただける紙面
づくりに取り組んでいき
ます︒

〒９ ６ ９ ４ ４９５ 福 島 県 耶 麻 郡 西 会 津 町 野 沢
字下小屋上乙３２６１
０２４１︵４５︶４５３７
e-mail gikai@town.nishiaizu.fukushima.jp
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人という大家族です

何ごともエネルギッシュな上野さん

このコーナーでは︑各
方面で活躍されている町
民の方々をインタビュー
を通して紹介します︒
今回は︑喜多方地方広
域市町村圏組合消防本部
で︑昨年８月に神戸市で
開催された全国救助技術
大会に︑東北地区代表と
して出場された上野康史
分自身がスキルアップで
さん︵井谷︶です︒
が︑子育てで苦労されて
きるようにがんばりたい
いること などはあります
と思います︒
か︒
全国大会に出場されて
―
子育ては大変ですが︑
の感想は︒
家族の協力を得ながら︑
全国大会では７ 位に入
町や議会に望むことは︒
―
賞することができました︒ 慌 し く も 楽 し い 毎 日 を
保 育 所 同 時 入 所 児 童２
毎日厳しい訓練でしたが︑ 送っています︒日に日に
人目以降の保育料無料な
成長していく子どもたち
その成果を発揮できて︑
どのように︑これからも
の姿を見ると︑とてもう
７ 位入賞という結果を聞
子育てしやすい環境づく
れしいです︒大きなケガ
いたときは︑とてもうれ
りをお願いします︒
や病気をすることなく︑
しかったです︒
元気に育ってほしいです︒
また︑大会が終わるま
ご協力ありがと うござ
―
で私たちをサポートして
いました︒今後もご活躍
いただいた多くの方に感
を期待しています︒
今後の目標は︒
―
謝したいと思います︒
仕事はもちろんですが︑
プライベートでもいろい
ろなことに挑戦して︑自
―

にしあいづ議会 だ よ り
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