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■９月定例会報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２～７
○決算を問う 全会計を認定するも慎重な執行を求め決議
全会計の歳出総額は104億98万円（２～４ページ）
○地方創生拠点施設の工事請負契約の締結を可決
菌床きのこ生産倍増と雇用創出を目指す（５ページ）
○問題浮上で小学校プール建設の進め方を町と協議（７ページ）
■ここが聞きたい！ 一般質問 10人が登壇・・・・・・・・８～18
■農業の明るい未来に向けて若手農家と意見交換 ・・・・・・・・19
■議会報告会で出た要望を中心に常任委員会が調査 ・・・・・20～21
■この人にインタビュー・議会の動き・・・・・・・・・・・・・22

往時の宿場を新たなにぎわいの場に（にぎわいまつり）

平成28年度決算を認定

認定こども園整備、町道野沢柴崎線改良、地方創生、役場新庁舎改修などの大型事業で

 104億98万円

全会計の歳出総額は

９ 月
議 会
定例会
9/8 ～ 15

（前年度比9億8,357万円増）

名

水道事業（収益的収支）
全

会

計

の

総

額

決
算
額
総収益
総費用
1億4,495万円 1億3,485万円
107億5,162万円

104億98万円

28

決算の認定
採決の結果
認定
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
〃
認定

決算の認定
採決の結果
1,010万円 認定可決

差し引き

3億5,064万円
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年度決算の認定、一般会計及び特別会計補正予算、財産の取得、工事請負契約の締結

計

町から提出された議案は、平成

計

会

2億1,498万円
2万円
945万円
322万円
348万円
105万円
8万円
2,665万円
2,449万円
5,383万円
297万円
3億4,022万円
32万円

人が登壇し、町の考えや対応を問いただしました。

会

業

差し引き

監査意見

別

企

決
算
額
歳入（収入） 歳出（支出）
76億7,359万円 74億5,861万円
2万円
0万円
1,743万円
798万円
1億6,876万円 1億6,554万円
1億1,274万円
1億926万円
5,140万円
5,035万円
9,455万円
9,447万円
10億1,124万円 9億8,459万円
2億7,877万円 2億5,428万円
11億2,992万円 10億7,609万円
6,788万円
6,491万円
106億630万円 102億6,608万円
37万円
5万円

財政健全化と町民福祉の向上に向けて
引き続き努力を

特

般
会
計
業 団 地 造 成 事 業
宅 団 地 造 成 事 業
水 道 施 設 事 業
業 集 落 排 水 処 理 事 業
別 排 水 処 理 事 業
期 高 齢 者 医 療
事 業 勘 定
国民健康保険
診療施設勘定
介
護
保
険
簡 易 水 道 等 事 業
合
計
本 町 財 産 区 特 別 会 計
工
住
下
農
個
後

決算審査に付された書類は適正に作成されており、
数値に誤りはなく、予算の執行もおおむね適正と認
めました。
税等徴収対策本部会議で未納対策に力を入れて、
収入未済額は平成 年度に１億円を下回ってから毎
年減少しており、不納欠損額も減少していることは
評価できます。
特別会計では、未分譲となっている工業団地につ
いて、まち・ひと。しごと創生総合戦略に対応した
対策が必要と思われます。水道事業では、今年度か
ら老朽管の更新事業に着手しており、計画的に進捗
するよう望みます。

名

一般会計歳入歳出決算に関する決議

一

計

数字に見えない慎重な行政執行を求める

清野佐一議員、多賀剛議員の２名から、ハワイへ
の西会津産米販路開拓事業の一連の経過を踏まえ、
緊張感を持って協働のまちづくりを進めるよう求め
る決議案が提出され、全員賛成で可決しました。
ハワイへの販路開拓を巡っては、輸入規制という
販路開拓の大前提に重大な障壁があったにもかかわ
らず、議会への説明もなく、「協働の町づくり」を
進めるうえでも充分に注意され、緊張感をもって行
政執行にあたるよう強く要望するものです。
会

件で、すべての議案を原案のとおり可決しました。

30

10

24

など

〇一般会計、各特別会計、水道事業会計を合わせた歳入総額は107億5,162万円（前年度比9.5％
増）、歳出総額104億98万円（前年度比10.4％増）となり、全会計が黒字決算となった。
〇平成27年度からの繰越事業、補正予算（地方創生採択事業、役場新庁舎改修工事）などで、
歳出総額は当初予算を８億8,028万円上回る大型決算となった。
〇財 政調整基金から7億3,768万円を繰り入れる一方、前年度繰越金などで生じた余剰財源6億
9,550万円を基金に積み立て、実質取崩額は4,218万円であった。

一般質問では、議員

平成28年度決算のポイント

平成28年度の主な事業

町民バス

決算を問う！議員の目
総括質疑

横町館跡発掘調査事業

2,251万円

企画情報課長

家庭での環境は民間事

業者と同等の環境である。

動画の高速送受信対応な

どは、町民ニーズと費用

対効果を考えながら対応

町民バスの利用状況は。 していきたい。

三留満議員

①事業の評価はできてい

町民税務課長

多賀剛議員
るか。

よる影響と考える。野

秦貞継議員

後継者対策（婚活）
担当課で評価を行い、

沢・坂下線は西会津高校

事業の検証は。

利用者の減は人口減に
副町長の確認を経て、今

の通学者数が減っている

総務課長

後の方針を立てている。

いる。締め切り後も提出

対象者全員に通知して

健康福祉課長

たか。

対象者全員に給付でき

多賀剛議員

臨時福祉給付金

９組がカップルとなった。

回の婚活イベントを行い

専門業者を選定して３

商工観光課長

ケーブルテレビ

ことが要因と考える。
②不納欠損が大幅に減っ
た要因は。
町民税務課長

ダビングサービスなど

多賀剛議員
響から抜けたことが大き

の手数料は受託者の収入

リーマンショックの影
いが、徴収努力もある。

企画情報課長

とすべきでは。
③財政調整基金に対する

将来的にどうするのか

は検討していきたい。

町長の考えは。
町長
貯めるのが目的ではな
いと考える。地方創生で

のない方には声掛け働き

かけを行うが、すべての

インターネット事業

秦貞継議員

様々な取り組みを行って
おり、必要な事業には財

人に支給できるわけでは

ない。

民間と比べてサービス

環境の差はあるか。今後

政調整基金を取り崩して
でも取り組みたい。

のサービス向上に対する
考えは。
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２億6,661万円
（防球ネット、屋内・屋外プールろ過装置等）

役場新庁舎改修等工事
8,297万円
さゆり公園施設改修工事

７億3,468万円
認定こども園整備事業
２億1,037万円
町道野沢柴崎線改良事業

（外構工事・備品等を含む）

一般会計歳入歳出決算の状況
※（

）内は前年度との増減、％は総額に占める割合

使用料・手数料
１億５，
５４６万円
（79万円増）
２．
１%
繰越金
２億８，
３６６万円
（△1,712万円）
４．
５%

歳出決算の推移

その他
１億２，
１４９万円
（1,871万円増）
１．
６%

町税
６億８２１万円
（1,147万円増）
７．
９%
町債
（借金）
９億３，
２９０万円
（1億8,700万円増）
１２．
２%
その他
８，
５７０万円（△977万円）
１．
４%

扶助費
（福祉関係費）
４億３，
５４６万円
（2,461万円増）
５．
８%
補助費等
６億９，
７７５万円
（5,049万円増）
９．
４%
他会計等への繰出金
６億８，
８２４万円
（△765万円）
９．
２%

繰入金
１０億３，
２４６万円
（5億1,594万円増）
１３．
５%

普通建設事業費
１８億４，
４７６万円
（7億499万円増）
２４．
７%

歳出総額

７４億５，
８６１万円
公債費
（借金返済額）
（11億349万円増）
物件費・維持補修費
７億１，
１１７万円

１１億７，
７３８万円
（1億1,886万円増）
１５．
８%

（△3,705万円）
９．
５%

積立金
８億９，
５７２万円
人件費
（2億1,723万円増） ９億２，
２４３万円
１２．
０%
（4,178万円増）
１２．
４%

地方交付税の額

平成24年度

歳入総額

地方交付税・交付金

２４７万円
７６億７，
３５９万円 ３２億４，
（8,196万円増）
（10億3,481万円増） ４２．
１%

国県支出金
１２億９，
６９４万円
（2億3,606万円増）
１６．
９%

財政指標
実質赤字比率



なし （15％未満）

連結赤字比率



なし （20％未満）

実質公債費比率



11.2％（25％未満）

将来負担比率



89.1％（350％未満）

資金不足比率



なし （20％未満）

※（

）内であれば財政健全化と判断される

平成25年度

平成26年度

平成27年度

平成28年度

普通交付税

26億34万円

25億9,408万円

25億5,598万円

26億3,327万円

26億1,900万円

特別交付税

4億2,279万円

4億2,924万円

5億813万円

2億9,197万円

4億1,008万円

30億4,313万円

30億2,332万円

30億6,411万円

29億2,524万円

30億2,908万円

1,711万円

△1,981万円

4,079万円 △1億3,887万円

1億384万円

合

計

前年度との比較

財政調整基金年度末保有額

地方債年度末残高の推移
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一般会計ほか７特別会計

３億４４７６万４千円
を増額


大会開催に

万円を

福島ホープス杯野球

１億２１５２万４千円を
財政調整基金へ

一般会計は繰越金の確
定、普通交付税の決定、

づくり事業、道路及び橋

林資源を活用した新産業
てロータスイン温泉施設

大会の規模は。関連し

多賀剛議員

補助

梁修繕、７月に発生した
の改修時期は。

市町村で取組む森

豪雨による農地等の災害
生涯学習課長

会津

復旧など、特別会計は、
さゆり公園と西会津高

秦貞継議員

討している。

月から３月の間で検

商工観光課長

定。

年野球６チームで行う予

校を会場に県外を含む少

繰越金の確定が主な内容
です。

主な質疑
議会報告会で要望の
あった藤棚に屋根を
多賀剛議員

補助要件は。野球以外

商工観光課長

体育振興につながるこ

生涯学習課長

の団体も該当するのか。

屋外トイレの浄化槽、

主な質疑

菌床培養施設整備工事

地方創生の拠点化に向けて

１億２９５４万６千円の
工事請負契約の締結を可決

菌床きのこ生産倍増と雇用創出
を目指す

西林にある旧葉たばこ

２億１２８７万６千円の

ボイラー設置などで

建物以外にバイオマス

育苗施設を菌床培養施設

予算となっています。

遊休施設を有効活用

に改修して活用するもの

で、国の地方創生拠点整

拡大に期待

備交付金事業に採択され、 菌床きのこ生産規模

今年２月の臨時会で予算

これまでは生産者が自

想定できたことでは。

のほか、培養と発生を分

を議決した繰越事業です。

らのハウスで培養管理を

行ってきたが、今回整備

する施設を利用すること

で規模拡大が期待されて

います。

雇用創出にも期待
床下を補修する必要があ

建設水道課長

けることで、新規参入者

長谷川義雄議員
るほか、防火対策を追加

耐震改修の際にフロー

施設運営のための雇用
したことによるもの。

の増加が期待されます。
工期は来年１月 日ま

土足になるため、床を剥

リングを敷いた。役場は

工事に着手したところ、

分からない部分

現場で作業しないと

役場新庁舎改修等工事

屋根設置を予定している。 ば野球以外でも該当する。 でで変更ありません。

とが要件で、目的に沿え

は。

さゆり公園の修繕箇所

設置する予算を計上

12

体育館誘導灯、藤棚への

来年１月末完成、お盆前移転に向け工事が進んでいる。

がしたところ判明した。
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床下修繕、防火対策工事の追加などで
1,563万円を増額
30

30

補正予算
13

議員提出条例

雪室貯蔵施設条例の一部を改正する条例は否決
先の６月議会定例会で三留正義議員、荒海清隆議員の２名から提出された西会津町雪室貯蔵条

例の一部を改正する条例について、付託された経済常任委員会では町の雪室施設の現状と近隣の
施設の現地調査を行うなどして審査を行いました。

その結果、否決と決定し、本定例会に審査報告しました。

なお、報告のなかで、施設の適正管理と利用促進に向けた取組みを求める意見を出しました。
経済常任委員会の決定を受けて議案を採決し、賛成少数で否決となりました。

武
清
荒
青
多

藤
野
海
木
賀

三留正
部
藤
俣

提出理由

現行の規定で運用が

審査報告

個人情報保護条例及び

条例改正

せて条例を改正するもの

根拠法令の改正に合わ

します。

大切な個人情報を保護

利用者保護と適正な

現行条例のなかに町長

情報公開条例

雪室貯蔵施設の空調に

の裁量権で減免できる規

可能

不具合があり、利用者の

定があり、改正の必要性

維持管理を求める

利益を損なっているにも

は認められない。

で、個人情報保護条例で

は、マイナンバーのほか

町の雪室貯蔵施設は有

利用促進に向けて改善

関わらず、規定どおりの
利用料を課すのは不適当
である。

効に活用されているとは

さらに、人種、信条、

指紋などの身体的特徴を
瑕疵がある場合を減免規

言い難く、利用者からも

社会的身分、病歴などで

を求める
定に加えて、利用者の利

湿度対策を求める声があ

不当な差別や偏見が生じ

このため、施設設備に

益保護と適正な維持管理

ることから改善に向けた

ないよう、要配慮情報と

義が明確化されました。

いことができる情報の定

容を踏まえて、公開しな

人情報保護条例の改正内

情報公開条例では、個

ました。

して新たに定義に加わり

ました。

加え、定義が明確化され

を図る必要がある。

取組みが必要である。

喜多方市山都町の雪室を視察

渡
伊
猪

柴

長谷川
小
秦
薄
三留満

町の雪室の現況を調査

―
×
○
×
×
○
×
×
×
×
×
×
×
×

反対11）
否決（賛成２
【採決結果】

○は賛成、×は反対。武藤議員は議長のため採決に加わっていません。
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財産の取得

医療機械、消防ポンプ
消防ポンプ自動車に新

清野佐一議員

決定に同意

町特別功労表彰者の

町の発展に功労された

次の方を町特別功労者と

して表彰することに同意

は。

町民税務課長

しました。

五十嵐幸一さん
（５町内）

消防団活動で町民の安

他の分団に新しく配備

自動車を購入するもので、 しく取り入れる装備など

すべて可決しました。

多賀剛議員

医療機器の耐用年数は。 してきたものと同じ。

健康福祉課長

整備に必要な予算を可決した。

９月８日の全員協議会で、町から西会津小学校にプールを整備するうえで
の課題の説明と屋根なしプールに変更する提案がありました。
その後、９月15日に再度の協議を行い、今後の進め方を確認しました。

（15ページに関連）

⬇

問 小学校にプールをつく
らないということですか。

②浮上した問題
実施設計の段階で、雪処理

答 プールをつくる方針に
変 わ り あ り ま せ ん。 ど の
ようなプールが望ましい
か町で再検討することに
なりました。

の問題、資材費の高騰、定期
的なメンテナンスなどの課題
が浮上した。

⬇
③町からの提案

④議会の意見

⑤協議の結果

を不安視する質問に大丈夫だ
と答えている。
理由があって屋根付きにし
たのではないか。

議会だよりにしあいづ／平成29年10月／139号

屋根なしプールにするとい

⬇

町は雪処理やメンテナンス

⬇

町から屋根付き、屋根なし
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全・安心に功労

することとし、議会はプール

受ける。

システムは４年、検査

ム隣に屋根付きプールを設置

標準的なプールとする提案を

伊藤豊さん（１町内）

町は基本設計でランチルー

から使えるよう、屋根なしの

伝統民芸品の保護・技

術継承で功労

請願・陳情の審査

■「全国森林環境税の創

設に関する意見書採択」

に関する陳情

板垣一徳

陳情者 全国森林環境税
創設促進議員連盟

会長

【結果】採択

提出した意見書

■「全国森林環境税」の

創設に関する意見書

森林整備に必要な財源

とするための税の創設を

国に求めるもの。

【結果】採択

小学校プール建設の進め方を町と協議

①これまでの経過

を比較検討した結果、来年夏

装置は６年となっている。

使用状況にもよる。

【取得する財産及び取得価格】
○臨床検査システム 一式 2,862万円
 血液検査や尿検査などの検査数値をデータ管理するシ
ステムで、老朽化により更新するもの。
○医用画像情報システム 一式 2,214万円
 レントゲンなどの画像をデジタル処理するシステムで、
老朽化により更新するもの。
○生化学自動分析装置 一式 2,106万円
 血液や尿の各種成分を測定する機械で、老朽化により
更新するもの。
○内視鏡検査装置 一式 1,296万円
 老朽化により更新するもので、新たに鼻から入れるス
コープを導入して患者の負担軽減を図る。
○消防ポンプ自動車 １台 1,998万円
老朽化による更新で、第３分団上野尻班に配備する。

う提案を白紙にして、屋根付
き、屋根なし、設置場所を含め、
問題解決に向けた検討を進め
ることとする。

一般質問

町政を問う
ここが聞きたい

10名が登壇
○猪俣常三議員（９ページ）
①新規就農者に一貫した支援を
②町道野沢柴崎線に防風柵の設置を
③地域で利用できる施設で福祉向上を
→介護保険事業計画のなかで検討
○多賀剛議員（10ページ）
①町民の負託にどう応えるか
○三留満議員（11ページ）
①農林業の危機的状況の打開策は
○清野佐一議員（12ページ）
①町政運営の基本姿勢は
○薄幸一議員（13ページ）
①子育て、老人福祉、人口減少への対応は
②道路の安全性を確保できているか

一般質問は９月
11

日と

名が登壇して、新し

12

日の二日間で行い、議

員

く就任した薄町長が進め

る今後の町政運営の方向

性などを中心に問いただ

しました。

日）

11

質問順序

（９月

貞継 議員

満 議員

・秦

幸一 議員

・三留

・薄

敬 議員

日）

憲 議員

・猪俣常三 議員

・小柴

（９月

・渡部

・伊藤一男 議員

剛 議員

・長谷川義雄 議員

・多賀

・清野佐一 議員

12

10

○渡部憲議員（14ページ）
①保育料無料化などの見通しは
②国民年金額の範囲内で入所できる施設とは
③役場庁舎移転への考えは
→来年度の早期移転に向け作業中
○秦貞継議員（15ページ）
①ビオトープの水源は確保できたか
②小学校プールの進捗状況は
③町の目指す教育は
→知・徳・体の調和

一般質問とは

一般質問とは、議員が町の事務の執行状況

や将来の方向性について報告や説明を求め、

町民のための適切な行政運営が進められてい

るかをチェックするものです。

事前の通告に基づき質問

質問者は、議長の許可を得て事前に執行者

に通告した内容に沿って質問することができ

ます。

１時間以内なら何度も質問可能

論点及び争点を明確にし、議論が深まるよ

う一問一答方式を採用しており、答弁を含め

て１時間の時間内であれば何回でも質問する

ことができます。

○長谷川義雄議員（16ページ）
①町民の健康増進に向けた取組みは
②制度移行による国保税の影響は
③障がい者福祉計画への対応は
→平成30年２月を目途に策定
○伊藤一男議員（17ページ）
①町政運営の考え方と見通しは
○小柴敬議員（18ページ）
①今後の道路整備の進め方は
②雪処理支援隊の効率的運用を
③雪対策基本計画の進行管理は
→委員会を組織して進行管理
※掲載ページは抽選による。
※掲載記事は２項目まで。
（→は掲載のない質問の主な答弁）
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一貫した支援が必要では

の打ち合わせの中で、
る相談から独立した後の

させながら、就農に関す

年後も町

保全、担い手確保、パイ

これらの計画の進捗状

安全に通行できるよう

られたりする危険がある。

れたり、吹雪で視界が遮

さらしでハンドルが取ら

称なぎの平区間は、吹き

国の交付金を充てる必要

の建設費を要するため、

防風柵の設置には多額

違うため、風向きなどの

況を踏まえ、今後も農林

防風柵の設置など対策が

もあることから、風速や

確保を目標に掲げている。 問 町道野沢柴崎線の通

業振興策のための施策を

必要と思われるが。

風向を調査し、必要性を

除雪で対応している。

吹きだまりに対しては

調査が必要である。

推進する。

建設水道課長

含め検討する。

いるが、県道とは方向が

所で、県道に設置されて

なぎの平は風の強い場

風向きや雪の状況をみて検討
交通安全

答

関係機関と連携しながら支援

問
個々の計画に沿った支援

新規就農者が安心し

て定着できるよう、就農

５年後、

と後期それぞれ５年間の

総合計画に基づき、前期

年間を期間とする町

農林振興課長

と考えるが。

めに、早めの対策が必要

の農業を維持していくた

問

に支援していく。

営農指導まで、きめ細か

栽培技術面では町栽培

をしている。

独立後の営農指導までの
指導専門員が主に作物管

の相談から、栽培研修、
一貫した支援体制が必要
理のアドバイスを行って
いる。

と考えるが、町の支援は
十分といえるか。
農林振興課長
町栽培指導専門員の

増員や、新規就農者など

問

援策として、国の給付金

を育成する組織を立ち上

新規就農者の確保・支
制度と町単独事業により
農林振興課長

資金面の支援をしている。 げる考えはないか。
その際、受給者と面談

支援が十分に行き届かな

プハウス整備、有害鳥獣

新規就農者が増加して、 基本計画を策定し、農地

方農業普及所、ＪＡなど

いようであれば体制強化

ている。
また、まち・ひと・し
ごと創生総合戦略のなか
でも、町の農林業資源を
活かした仕事の創出と、

安全に通行できるよう対策を

10

と連携した毎月一回程度

を行うとともに、県喜多

10

法人化等による担い手の

なぎの平に防風柵設置を

問
答

対策などの施策を実施し
当面は関係機関との連
携を密にし、支援を充実

議員

猪俣常三

議会だよりにしあいづ／平成29年10月／139号

9

問

新規就農

を検討する。

一般質問

問

町民の負託にどう応える
答

町民の声を聴き施策に反映

町政運営

一般質問

議員

多賀

剛

問

たって何が重要と考える

問

に努め、今まで培った人

よくなるための情報収集

脈も活かしながら、みん

広範囲にわたって町が

問
具体的にどのようなこと

か。
町長

なで力を合わせて活気あ

後の町政運営にあ

「町民が主役」のまちづ
を指すのか。何を期待す

町民・議会・行政が将

る町づくりに取り組む。

職員の意識改革とは

くりを推進するためには
るか。

来の目標に向かって一つ

町民の参画を促し、

どのような仕組みづくり

役場は文字どおり町民

になることが重要と考え

ぞれがしっかり守ること

選挙結果をどう捉えるか。 行政の三者の役割をそれ

を提供するためには、広

に対応した行政サービス

多様化する町民ニーズ

町長

町長

の役に立つ場所でなけれ

る。

町長
が最も重要と考える。

が必要と考えるか。

つ巴の大変厳しい選挙で
まちづくり基本条例の

ばならないと考える。

今回の町長選挙は三

あったが、選挙戦を通し
基本である町民・議会・

問

て感じたことは。また、

前回の選挙戦後から町

上から目線ではなく、

い視野と高い観点から創

いて、様々な意見を施策

町民よりも少し低い目線

町民が主役のまちづく

老後の福祉、経済や雇用

に反映させていくことが

での態度、言動、行動に

内をくまなく歩き、町民

情勢、農業情勢、集落の

必要であり、町民の皆さ

努めるとともに、各種の

意、工夫し、町民の視点

維持、除雪といった様々

んが議論出来る体制の整

研修を通した自己研鑚を

りには、もっと町民との

な課題に対する町民の切

備や機会を設けるととも

図り、今まで以上の意識

の声に耳を傾けてきた。

特に人口減少が進む中、 に、次世代を担う若者や

実な思いを強く感じた。

感性豊かな女性の視点か

改革を期待している。

で行動する職員の育成が

このままでは町が大変な

らまちづくりに提言でき

その中で、少子高齢化、 距離を縮め、生の声を聞

ことになってしまうとの

るような場を設けること

また、できる限り職員

必要と考える。

思いを強くした。
活気ある町にしてほしい

思いきって仕事ができる

風通しを良くして職員が

との対話の機会を設け、

という町民の負託に対し、

ような環境づくりに取組

も検討する。

課せられた使命と責任の

んでいく。

流れを変えて、元気で

重大さを痛感している。

積極的な町民参画で本物のまちづくりを
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危機的状況にどう対応する

頑張る農家をしっかり育成する

きりした基準が必要と考

していくためには、はっ

町内産米を全国に販売

資源の有効活用が進んで

所有者の関心低下により

材価格の低迷による森林

採期を迎えているが、木

町内の多くの森林は伐

えるので、具体的な可能

いない。

町長

性を検討する。
これまで進めてきた

森林資源を活用した菌床

問
により、効率的で合理的

用オガ粉・ペレット等の

認識している。
な生産体制を確立するこ

生産施設整備計画につい

町の農林業は危機的
公社の設立については

とが急務と考え、複数の

て、今後の進め方は。

問
にきているとの声がある。 選択肢の一つとして、町

集落等で話し合いを進め

状況で個人の力では限界
内各地区へのライスセン

するためには公社を含む
農業関係各団体等と意見
問

ター整備構想と合わせて、 ているところである。

大規模産地化推進事業を

生総合戦略で、きのこの

まち・ひと・しごと創

農林振興課長

この危機的状況を打開
新しい組織やシステムの
交換を進めながら検討し

めるために食味計を導入

設立については担い手の
頑張っている法人や集落

その前段階として、今

食味計は機械本体が高

農林振興課長

とを目標としている。

量を５年間で倍増するこ

米のブランド化を進

構築が必要と考える。
ていく。

進め、生しいたけの出荷

意見を聞きながら検討す

営農組織・若手農業者を

町はこれまで、公社の

する考えは。

るとしてきたが、町長の

その中で方向性を定める

理の方法を検討する必要

しっかりと支援、育成し、 額で、設置場所や維持管

交付金事業で、森林資源

目標達成に向け、国の

考えは。
町長

の調査を行うとともに、
町森林資源活用型産業化

があることから、ライス
センター整備構想の中で

必要がある。
そのため、集落単位で

計画策定委員会を組織し、

農家を取り巻く環境は
より厳しい状況にあり、

検討していく。

生産施設の整備に向けた
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問
答

の農業機械の共同利用化
や集落営農の組織化・法

今年度は、オガ粉生産

検討を行い、基本的な整

米のブランド化や、
めにも、消費者に理解し

施設の規模や整備時期等

問

てもらえる基準が求めら

の具体的な検討を進める

人化・認定農業者への農

れる。そのためにも食味

こととしている。

備方針を策定した。

計は必要と思うが。

ふるさと納税を進めるた

満

地集積等経営の規模拡大

議員

三留

若手農家も町の将来を真剣に考えている

農業振興
その対策は喫緊の課題と

一般質問

問

力点を置くところは
答

人口減少に歯止めをかける

町政運営

一般質問

策が町のカラーとなる。

時代の流れに沿った施

的な取組みを学ぼうと、

全国的に注目を集める

全国に先駆けた先進

かつて年間２５０余りの

ということは、町の情報

⑤

視察があったが、現在は

が全国に発信されること

議員

ほとんどない。この状況

町長就任にあたり、

清野佐一
④

町長の仕事は外交が

②

薄町政としてどこに

問

ることから、常に注目を

であり、町の活気に繋が

どのようなカラーを出

集めるような特色あるま

をどう受け止めるか。

が、町民の声に耳を傾け

したて特色のあるまちづ

大切だと力説されている

町長

ることも大切と考える。

力点を置くのか。
最大の課題は人口減少

と認識している。

持って努力してきた結果

きたい。

少に歯止めをかけるため

ちづくりを進め、人口減

は、気楽に町長室に来て

町長

くりを進めるか。

町民の声を聴き意見を

いただける環境も必要で

のカラーを鮮明にしてい

外交と内政をどのように
町長

取組んでいくのか。

きた行政経験と人脈を最

町民が何を望んでいる

そのため、長年培って
大限に活用し、まち・ひ

かをはっきりしないと、

で活気ある町、安心して

施策に反映させ、町民・

あり、ケーブルテレビで

他の自治体が目標を

に歯止めをかけること。

今後の町政運営の基本姿

前回の町長選挙から

勢について次の点を伺う。
①
四年間暖めてきた町政へ
町長

と・しごと創生総合戦略

外交の目的が見えなく

の基本的な考えは。
前回の選挙後から町内

の実現を図り、将来に夢

そのため、対話の機会

なってしまう。

をくまなく歩き、町民の

声に耳を傾け、その中で、 と希望の持てるまちづく
少子高齢化や老後の福祉、 りに全力で取り組む。

や要望を聴きながら町民

をできるだけ設け、意見
③

の声を正確に把握し、そ

経済や雇用情勢、集落維
持など、町の現状と将来

の基本理念である協働の

れを外交に反映させるこ

まちづくり基本条例

に焦燥感を覚え、解決の

まちづくりをどのように

とが大切と考える。

ための方策として５つの

基本政策を公約に掲げた。 して進めるのか。

暮らせる町にしてほしい

議会・行政の三者による

町長日程をお知らせして

町民の声を聴くために

という町民の切実な願い

協働のまちづくりを推進

いる。

町長

に応えることが課せられ

していく。

公約を実現させ、元気

た使命と認識している。

ふたたび全国から注目されるまちへ
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安全性は確保できているか

は、法令で５年に１度の

捗状況などを知らされて

は、地域住民に計画や進

問

おり、特に地域から通報

機会あるごとに要望して

地域づくり懇談会など、

建設水道課長

を要請している。

育て支援や老人福祉にど

る町づくりに向けて、子

るなか、安心して暮らせ

問 人口減少が問題とな

んでいく。

から実施できるよう取組

保育料の無料化を来年度

負担を軽減するために、

経済的支援だけでなく、

各種支援を充実させ、安

のように取組むのか。

健康福祉課長

心して子育てができる環

人口減少によって集

これに対する施策は。

な自治区が増加している。

落機能の維持管理が困難

問

づくりを進めていく。

元気で長生きできる環境

地域全体で高齢者を支え、

社会参加の促進を図り、

やボランティアといった

の拡充のほか、スポーツ

老人福祉では、サロン

境づくりを進めていく。

子育て世代の経済的な

安心して子育てできる環境づくり

財源を確保し計画的に修繕

狭く通行に危険な箇所も
点検が義務付けられてい

いないため、いつ対応し

があった場合は、直ちに

国道や県道について

多くあることから、道路
るため、現在、町が管理

てもらえるか不安を抱え

道路管理者である国や県

特に、橋梁やトンネル

の維持管理に対する町の
するすべての橋の点検を
ている。

町内の道路は幅員が

考えを伺う。
行っており、今後は点検

問

建設水道課長

どのように対応するか。

に連絡して、早期の対応

結果に基づき修繕を進め
舗装については、路面

いつ復旧するか住民は不安を抱えている

このことについて町は

町道の多くは昭和 年
したもので、老朽化が進
状況の点検を実施して、

ることとしている。

んでいるため、調査や点

点検結果と交通の状況を

年代にかけて整備

検の結果に基づき、財源

考慮し、修繕に力を入れ

から

を確保しながら計画的に

企画情報課長

集落支援を担当する地

域おこし協力隊員１名を

配置し、集落支援員と連

携して集落支援活動に取

組んでいる。

農道、水路の維持管理

については、新たな仕組

みづくりを検討する。
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40
ることとしている。

答

安心な暮らし

子育て支援策は

問
答

改良や修繕を行い、適正

議員

薄 幸一

問

道路管理
50

な維持管理に努めている。

一般質問

問

国民年金で入所できる施設とは
答

空き家を活用した施設を想定

老後の安心

一般質問

議員

渡部

憲
問

特別養護老人ホーム、

問
ショートステイ施設の増

老後のために安心し

て暮らせるまちづくりに
設についての見通しは。
町長

ついて、国民年金の範囲
内で入所できる施設とは

実現の見通しは

来年度から実施する

問 小中一貫教育をどの

保育料無料化に必要

問

町長

次世代の人材を育成

介護保険事業計画の中で、 する施策として、保育料

町長

問

無料化、学校給食の無料

学校、保護者、地域の

ように考えているか。

が利用できるようになる
町の実態を把握し、将来

一人目半額による軽減

な金額は。

のか。

化、小中学校の学力向上

問

か。また見通しはどうか。 が必要となる。

うにして取組んでいくの

を掲げているが、どのよ

無料化には２４００万円

額が１２００万円なので、 合意形成ができていない

国民年金のみで暮らす
世帯にとっては、介護が

を増設すれば町民負担は

た場合、町の負担が年間

であり、一般会計のなか

ことが課題と考える。

必要になったときの不安

年度から実施する考え

保育料の無料化は平成

町長

どのくらい増えるか。
健康福祉課長

が大きいため、空き家や
空き施設を利用した介護

床増設すると仮定し

多機能型居宅介護施設な

方向性を共有しながら実

教育委員会と教育政策の

学力向上については、

るよう取組んでいく。

いては任期中に実施でき

学校給食の無料化につ

活用を検討する。

として、ふるさと納税の

今後、財源確保の一つ

から財源を調整する。
料が月額２百円程度の増

１千万円程度、介護保険

準を設ける必要がある。

や世帯の状況によって基

利用にあたっては収入

目指す。

国にも働きかけ、実現を

るので、知恵を出し合い、 加が見込まれる。

前例のない取組みにな

どを想定している。

付きの共同住宅や小規模

特別養護老人ホーム

に向けて検討していく。

施設の増設については

問
答

町長

どのようなものか。誰も

保育料無料化
30

現に向けて努力していく。

こどもは町の宝

20
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生物が棲める環境になったか

現状はどうであるか。 ③
年間を通して生物が

施設としてＰＲすべきと
学校教育課長
できるだけ早く本来の

そのため、今年度から

ぶ児童の姿を学校のホー

いの場となり、そこで学

小学校に整備するこ

① 現在の進捗状況は。

学校教育課長

問
とになっているプールに

基本設計の配置場所、

問

今回の問題について

町はどう考えるか。

町長

進め方が甘く、お詫び

しなければならない。

様々な検討をした結果、

やむを得ないと判断した。

この問題を整理するた

め、後日全員協議会を開

況であることから、来年

年度内の完成が難しい状

といった問題が浮上し、

雪処理や建設資材の高騰

関係者を交え検討してい

を含めて一度白紙に戻し、

所・屋根付き・屋根なし

堅持しながら、設置場

 【７ページに詳細】

くこととなりました。

なプールに変更したい。

よう、屋根のない標準的

の夏からプールが使える

する計画で進めてきたが、 催し、建設する方向性は

屋根付きプールを設置

学校教育課長

正点は出てないか。

② 現段階で問題点や修

策定作業を進めている。

工事費を基に実施設計の

ついて、次の点を問う。

問題浮上で計画を変更したい

水源の確保ができていない
②
生息できる環境を整え、

西会津小学校に設置
学校教育課長

町のホームページで自然

問
されているビオトープに
年間を通じて安定した

夏の時期に水量が激減し

内を流れる水路の流水は、 考えるが。

当初計画していた敷地

水量が確保できていない。 に囲まれた西会津の教育

関して、これまでの問題
点と今後の利活用につい

ビオトープを設置し

て次の点を問う。
①
ようとした当初の目的は。 て生物が生息できる環境

尾野本水利組合の協力を

ムページで発信できるよ

設置目的である学習や憩

子どもたちが自然と触れ

得て、畑などを灌漑する

う、引き続き水源の確保

になっていない。

合う場・地域の憩いの場

用水の利用を試みたが、

や施設の改修なども視野
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学校教育課長

として利用することを目

水の供給が一時停止する

に、調査・検討を進めて

プール建設予定地だった校舎裏

小学校を新築する際に、

的に整備した。

など、計画どおりの分水

答
小学校プール

どこまで進んでいるか

問
答

いく。

議員

秦 貞継

問

ビオトープ

ができなかった。

一般質問

問

健康づくりへの取組みは
答

健康寿命の延伸を進める

健康増進

一般質問

議員

長谷川義雄
健康増進への更なる

③

厚生労働省から全国

問
取組みは。
健康福祉課

都道府県別の死亡率が発
表され、福島県は男性が
年に策定した西

平成

制度移行で負担はどうなる

影響は少ない見通し

③ 保険料を抑えるため

町の一人あたり医療

②

来年度から国民健康

問

会津町健康増進計画の中

の健康づくりも重要と考

高く、心筋梗塞の死亡率

費水準は。

で、減塩や禁煙、野菜の

平成 年度速報値で一

なっており、県内で低い

取組んでいく考え。

先生に指導をお願いして

現状を把握し、専門の

方から５番目である。

人あたり 万３２３円と

町長

保険の財政運営主体が市

は全国一であったことか

することとなっており、

えるが、町の取組みは。

健診の未受診者に対する

将来的に保険料を統一す

町長

摂取や適度な運動の推進、 町村から都道府県に移行
受診勧奨などを進め、生

る方向で検討されている

本町の心筋梗塞によ

①

活習慣病のリスクを減ら

すように指導すると共に、 とのことから、次の点に

る死亡者数は。
健康福祉課

ついて伺う。

③市町村から集
めた納付金や国
の財政支援を財
源にして、保険給
付に必要な費用
の全額を市町村
に支払う

健康寿命の延伸を目標に

制度移行後の保険料

②加入者が納める保険料
を県に納付

男性６名、女性２名の

健康づくりを進める。
①

はどれくらいになるのか。
町長
万２２８７円と

試算では、一人あたり
平均で

平成30年4月から国民健康保険制度が変わります

計８名であり、県と比べ
て男性は死亡率が高く、
女性は低く、全体として

要因は据えているか。

いう金額が示され、今年
度の減税財源投入後の税
額と同程度である。
しかし、今後行われる
県と市町村の協議の結果
が出ないと判断できない
ところがある。

28

33

５番目、女性が２番目と

問
答

ら、次の点を伺う。

国民健康保険
10

高い傾向にある。
②

健康福祉課
運動不足、不適切な食
生活、過度の飲酒、喫煙
などの不健康な生活習慣
による、脂質異状症、肥
満症、高血圧症、糖尿病
などがあげられる。

①県が市町村ごとに納付金の額を決定

27
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内向きからの脱却とは

５つの基本政策につ

外交による情報の先取り
す。

所信表明で述べているが、 ②

町内をくまなく歩き、 まちづくりに取り組むと

町民の声を聴き各種施策
具体的な取組みは。

を制した町長には、人口
町長
町長

今の町の状況は、全国
に発信できる特色あるま
ちづくりがなされていな
いと思っている。
が直接入ってこなくなり、

その要因は、国の情報

ぐできるもの、少し時間

事業内容によって今す

重要なことは外交である

町長の仕事の中で最も

諸課題に対し、どのよう

新たなまちづくりの目標
が明確になっていないと

活気ある町には経済

任期の中で結果を出すた

の必要なものとあるが、

国や県、関係機関など

問

ころにあると考える。

と考える。

の町民が注視し、期待し
に足を運び、様々な情報
をいち早く収集し、その

ている。
そこで、町政運営の基

活気あるまちづくり

情報を活かして全国に先

の活性化が欠かせないが、 問 雇用確保と企業誘致

人材確保も重要な課題
町長

企業誘致は難しい課題

町長

域に貢献できる人材を育

た人が地元に定着し、地

であり、町に生まれ育っ
町長

公共土木事業が効果的

どのように取組む考えか。 の考え方は。
町全体が一つの目標に

くりを目指すのか。

③

本的な取組み方として次

駆けたまちづくりを進め、 とは、どのようなまちづ
それを外に向かって積極
これによって、以前の

的に発信していく。

町政運営から外に向かっ

標を掲げ、国の情報を先

そのために、明確な目

地元にお金が回る仕組み

の活性化などによって、

イベントの開催、農林業

このほか、人の集まる

にも力を入れていきたい

また、既存企業の支援

源の活用が考えられる。

の選択肢であり、森林資

誘致以外に起業も一つ

である。

教えることも大切なこと

なかで町の素晴らしさを

成するためには、教育の

向かって進む特色のある
どのような全国から注目

取りして、町が輝いて賑

をつくり、町を活気ある

と認識している。

百歳への挑戦やミネラル

されるまちづくりを目指

わいが生まれるようなる

議員

と考えている。
いく。

ものにしていきたい。

と考える。

ての大胆な発想により、

これまでの内向きの

の点を問う。

めに最大限努力する。

な舵取りをするか、多く

減少問題をはじめとする

いて事業実施の目途は。

を公約に掲げ、見事激戦

問

問
答

まちづくりを目指す。

①

活気あるまちづくりに注目

まちづくりに取り組んで

伊藤一男
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町政運営

栽培、ケーブルテレビな

一般質問

増員と機械化で効率化を目指せ
答

運用状況をみながら検討

議員

小柴

敬
今年度の隊員募集は

③

雪処理支援隊事業が

問
いつ頃を予定しているか。
健康福祉課長

始まって３年目を迎える
にあたり、より充実した
昨年同様、

月中に隊

ものとするため、次の点
を問う。

今後の進め方は

修繕にも力を入れ安全確保

問

問

装の修繕と道路整備をど

問 経年劣化の著しい舗

現在、橋立３号橋付近

建設水道課長

の点検を専門業者に委託

町が管理する１６６橋

建設水道課長

後、損傷度や交通状況を

路面状況を調査し、今

橋梁点検の進捗状況

問

と今後の改修計画は。

問

の路面を嵩上げする工事

し、今年度中に点検が完

町道野沢柴崎線の完

員募集を実施し、降雪前

成はいつごろになるか。

６名とし、３名ずつ２班

ナーやルール、相談窓口

のため全面通行止めとし

前向きに検討する。

るので、状況をみながら

囲が増えること考えられ

今後、事業対象者や範

健康福祉課長

イスや雪対策基本計画推

り、専門家によるアドバ

を進めているところであ

なり、作成及び編成作業

ある雪対策部会が中心と

役場の庁内検討組織で

企画情報課長

工事を進めていく。

全線供用開始を目指し、

を密にして、今年度中の

を含め、福島県との連絡

橋屋橋の架け替え工事

いる。

い時期の完了を予定して

ながら降雪前までには町

問

建設水道課長

完成時に慶事を行う

健康福祉課長

計画はあるか。
としている。

完成後には、「橋渡
り」等の慶事を予定して

安全確保に努める。

から計画的に修繕を行い

用し、緊急性の高いもの

を確保しながら進める。

施計画に計上して、財源

道路整備については実

ることとしている。

建設水道課長

のように進めていくか。

に分け、それぞれに小型

をまとめた冬のくらしガ

除雪機を配備することで

ているが、

して計画的な修繕を進め

イドの作成はどの程度ま

片側交通とし、

了するよう進めている。

効率が上がり、充実強化

で進んでいるか。

月上旬には

につながると考えるが。

②

進委員会での意見を伺い

昨年度の実績はどう

であったか。

10

内全世帯へ配布する予定
主に独居高齢者である。
隊員５名の実働日数は
月から３月にかけて、

いる。

開通が待たれる野沢柴崎線

12

雪処理に関するマ

に、体制を整える。

答

今後は国の交付金を活

隊員を１名増員して

道路整備
月の早

①

10

支援対象者は 人で、
13

日間であった。

37 12

問

雪処理支援隊

一般質問
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新潟県湯沢町『 湯沢学園 』

成果と課題を明らか
にしながら慎重に
一体型の施設環境を活
かし、小中学校合同の体
育祭や部活動、学校支援
ボランティア活動、こど
も園の園児との交流など、
様々な形で連携が進めら
れ、成果が見え始めてい
るが、義務教育学校への

平成 29 年８月 25 日（金）

■場

ロータスイン

校の隣に高校跡地があり、 を参考にするだけでなく、 しました。

安心して就農できる
仕組みが必要

一般会議とは？

町内で活動する団体

等と議員が意見交換す

る 場 で、 出 さ れ た 意 見

や要望を政策提言や一

若手農家からは、自ら

の経験に基づいて、新た

般質問を通して町に提

くりにつなげることが

言 し、 よ り よ い ま ち づ

に農業を志す若者が定着

できるよう研修中や独立

して経営が安定するまで、

会合や行事に合わせ

目的です。

た開催もできますの

安心して取組める環境を

求める声がありました。

で、 お 気 軽 に 申 し 込 み

町の農家の平均年齢は

な意見が出されるなど、

もなれるといった意欲的

建設の各分野を検討して

動き出し、教育、保育、

育委員会・学校とも同じ

おり、地域・保護者・教

討が必要と考えます。

視点で、引き続き調査検

提に対策が必要という厳

激減するということを前

見を交わしました。

時間を延長して活発に意
しい現状が語られました。
目線で進められました。

ください。

また、山間部の実情に

詳しい農家から、後継者

対策として、地域おこし

協力隊を募集してはとい

う提案がありました。

販路開拓とブランド
化のための支援を

歳を超え、５年内には

守っていこうという気に

規模を拡大して農地を

も頑張りがいがあるし、

してもらえると、生産者

中堅農家からは、販路

町の地域性や町民の考え

「未来へつなぐ！西会

で小学校統合を断念した

認定こども園と小学校を

を大切にし、慎重に検討

開拓やブランド化に向け

経過があり、少子化の進

併設し、保小中が一体化

することが望まれ、議会

津の農業を考える」を

行や耐震化の問題から、

した教育施設とするべき

としても子どもの成長に

て町の旗印を掲げて支援

保護者が統合を望む声が

との結論に至ると、議会

とって何が大切かという

テーマに意見交換を実施

町 の 若 手・中 堅 農 家
名と意見交換

所

移行にはメリットをしっ
かり確認してからという
ことで、まだ先のようで
す。

地域の理解が不可欠
一貫教育の導入には、
何よりも保護者と地域の
理解が必要です。

■ 実施日

５年先を見据えて
対策を

出てきたのを機会に保小

も同じ方針を打ち出して

そのためにも成功事例

ＪＡ会津よつば青年連盟北部地区
西会津支部と町の農業を語る

中連携教育導入に向けて

関係者が同じ目線で
中学校に隣接する
高校跡地を活用して
一体型の施設を整備

■ 調査先

保護者からの小学校
統合を求める要望を
機 会 に 保・小・中 連 携
教育導入に向け着手

平成 29 年８月２日（水）

整備構想の中で、中学

■ 実施日

湯沢町は保護者の反発

施設一体型保小中一貫教育の導入
事例を調査

方向性が出されました。
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西会津町議会一般会議
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70

農業は個人の所得としてだけでな
く、山・水などの住環境の保全や再循
環など多面的な機能を担っています。
町の農業を絶やすことのないよう、
今後も認識の共有化や課題解決に向け
て意見交換していきたいと思います。
機会をいただきありがとうございま
した。

上野博章支部長に感想を
伺いました。

小中一貫教育調査特別委員会管外行政調査

役場窓口対応

定の情報は視聴できる仕
組みになっている。

まれる。

町全域を対象とするた

力が費やされており、人

理には集落等の相当の労

また、文化財の維持管

め、園児の送迎に最長で

口減少が進む中、今後は

園児の送迎に課題

分かかっており、保護

困難な状況も出てくると

こゆりこども園

者の要望を聞きながら効

るために、現在要請中の

観光案内ガイドの活躍が

が異なる。

行っている。

れ目なくワンストップで

かれておらず、よりよい

現在（調査時点）まで開

わせて観光資源としても

今後の保存伝承方法を合

いているものの、福祉会、 期待される。

直営ならではの利便性
新たな停留所の設置や

いの場を持つことが望ま

関係者間の連絡、話し合

すべきと考える。
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総務常任委員会事務調査
総務常任委員会は、所

印象は変わる

管する事務・事業のうち、 笑 顔 で 爽 や か な 対 応 で
町民と議会との懇談会

妊娠期から子育て期

昼休み中の窓口対応に

デマンドバス

（議会報告会）で出され

当日予約は配車の組み

予想される。

ついては、労働時間等の

直しが発生

こゆりこども園は、町

構築に向けて話し合い

率的な対応をとるとのこ

た要望等の状況調査と、
制約があって、休息時間
当日予約も料金を前日

の子育て支援の拠点とし

の機会を

まで切れ目なくワン

本年４月に開園した西会
中の拘束はできないこと
までの予約と統一してほ

て①認定こども園、②放

観光案内ガイドの活躍

津町こゆりこども園の運
は理解できるが、笑顔で

しいとの要望について、

課後児童クラブ、③子育

とである。

営状況、町内にある指定
爽やかな対応は、それだ

当日予約は配車計画を組

て支援センターを備え、

また、現在作成中の歴

ストップで支援

文化財の保存状況等につ
けでも与える印象は相当

み直し、予約者に時間変

妊娠期から子育て期まで、 町、現場の職員など、関

史文化基本構想の中で、

に期待

いて、実状を把握すると
変わってくることから、

更の連絡を入れる必要も

係者が集まっての会議は

文化財の認知度を高め

ともに課題と対応策等を
今以上に町民に寄り添っ

子育てに関する支援を切

月一回の職員会議を開

検討するため、次のとお

出てくるため、料金設定

当番制で昼休み時間帯の

向上を
無予約での途中乗車に関

指定文化財

しい。
や運行上の制約から難し

する要望について、法令

保育環境の構築に向けて、 有効な利活用計画を検討

ほか、毎週火・木曜日は
提供している。

午後７時までサービスを

なお、町民税務課では

た窓口対応が望まれる。

危険家屋には適切かつ
臨機応変な対処を
平成 年度に行った調

認知度向上と今後の

いところがある。費用対
効果と利便性の向上を両

ケーブルテレビ

家が存在し、現在はさら

町内には数多くの指定

維持管理が課題
町民の足を確保するため

文化財が点在しているが、

町内外を問わずあまり知

に運行できるのは町直営
見たいとの要望について、 だからこそのサービスあ

ある。

られていないのが現状で

項目のデータを放送で

沿った利便性の向上が望

り、今後も町民の意向に

過去のお知らせ放送が

向上を

データ放送を有効に

開放的なこゆりこども園

立させることは難しいが、

倒壊して事故につなが
りかねない危険な家屋に
対しては、適切かつ臨機
応変な対処が求められる。

54

き、内容を登録すれば一

個人が保管する貴重な文化財を調査

空き家対策

り視察・調査を行った。

よりよい保育環境の

45

7/11
7/26
8/21

に増えていると思われる。 活 用 し て サ ー ビ ス の

査では、７４５棟の空き

26

経済常任委員会は、所

景観に配慮しながら
外周路の安全確保を

西会津国際芸術村
道案内表示の充実が

た要望等の状況調査とし

（議会報告会）で出され

町民と議会との懇談会

に転倒する危険があり、

上がり、ランニングの際

の根によって所々が盛り

の外周路は成長した樹木

とも予想され、しっかり

簡易なもので見過ごすこ

看板が設置されているが、

ポイントとなる場所に

野球場及び多目的広場

て、さゆり公園の管理状
景観と利用者の安全性を
した分かりやすい表示板

管する事務・事業のうち、

況、西会津国際芸術村の
考慮した良好な環境の維
の設置が望まれる。

望まれる

運営、集落環境維持と地
持が望まれる。

に期待する。

不足する労力確保に

集落環境維持

入れ可能区域を明確に表

支援の手を

しているが、今後は乗り

が舗装され、大幅に改善

芸術村への進入路部分

乗り入れ管理徹底を

グラウンドへの車の

域活性化、集落内の町道
及び河川の現況、除雪体
制について、実状を把握
するとともに課題と対応
策等を検討するため、次
のとおり現地を調査した。

示して、使用後の地なら

雪車１台あたりの除雪延

除雪を直営で行っている

長が長く、公共施設内の

自治区の合意形成と

ため、結果として差がつ

町道管理

町の丁寧な対応を

れるものと思われる。

いているように見受けら

あった、自治区内の道路

出動基準改善で対応が

議会報告会で要望の

や河川などの危険箇所を

迅速に

「積雪 ㎝に達したとき」

昨年度から出動基準を

調査した。

程度の大小はあるが、

以前から要望をしている

㎝を超えると

区内で合意を形成して、

ろは共通しており、自治

の降り方を見て迅速に出

できるよう改善され、雪

見込まれる場合」に出動

か ら、
「

自治区長から町に要望す

動できるようになってい

のに進まないというとこ

るという流れの確立が必

る。
過疎・高齢化が進み、

いった町の対応も必要と

を親切丁寧に説明すると

県道が入り混じるような

町縦貫道のように町道と

規則な降雪への対応や、

今後も通勤通学前や不

出ないよう望む

道路管理の違いで差が

要と思われる。

集落環境を維持する人手

考える。

また、陳情の方法など
が望まれる。

が不足するなか、機械化

しを徹底するなどの配慮

町内からの来館者も

による省力化が求められ

除雪体制
現地の状況によって出来

直営と委託で出動に差

じないよう、万全の除雪

路線において、管理の違
通して町内の来館者が増

る場所とできない場所が

体制が維持されることを

いで除雪に極端な差が生
えており、町民の意識が

があるとの声について、
浸透しているのを確認し

とであった。

しかし、直営の方が除

と大きな違いはなかった。

あり、検討が必要とのこ

はほぼ同じ

町も検討してはいるが、 直 営 ・ 委 託 で 出 動 状 況

ている。

15

15

望む。

展示やワークショップを

町内の団体が主催する

増加

芸術村は町民の利用も増えている

昨年度の出動実績をみる
た。
より親しまれる施設と
なるよう、今後の取組み
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さゆり公園
日陰のできない藤棚の
対策を望む
藤棚に屋根を設置して
ほしいといった要望に対
して、５棟あるうちの２
棟で藤の蔓が枯れて日陰
にならない状況で、何ら
かの対策が必要である。
（補正予算で修繕費が計
上されました。）

経済常任委員会事務調査

7/24
7/25
8/22

木の根で外周路が盛り上がる
棚に藤がまったく張っていない

まつりの賑わいを大切に守る加藤さん

プロフィール

住

所：野沢原町

年

齢：６８歳

趣

味：ゴルフ・スキー

漬物づくり

発行

議会広報特別委員会

福島県西会津町議会

―ご協力ありがとうござ
いました。今後もご活躍
を期待しています。

編集

議会の動き

用は本町議会でも活用で
きる方法であります。

全国の優良広報紙から
紙面づくりを学ぶ

昨年度の議会広報コン
クールで優秀賞を受賞し
た岩手県金ヶ崎町、宮城
県利府町議会の議会広報
の優れた点や編集体制に
ついて審査員に解説して
いただきました。
両議会とも本委員会で
視察に訪れたことがあり、
今回の研修を通して、限
られた人員のなかでも努
力を惜しまず、町民との
パイプ役としての使命を
改めて感じさせられたと
ころです。

〒 ９ ６ ９ ―４ ４ ９ ５ 福 島 県 耶 麻 郡 西 会 津 町 野 沢
字 下 小 屋 上 乙 ３ ２ ６ １ ☎０２４１（４５）４５３７
e-mail gikai@town.nishiaizu.fukushima.jp

最近は紙面とインター
ネットとかけあわせた広
報が登場しています。
紙面のコードをスマー
トフォンなどの電子機器
で読み取ってインター
ネットにつながることで、
情報をより深く知ること
ができます。
こうした情報技術の活

28

この人に
インタビュー

―今年は第二地区の祭礼
委員長もされていますが
山車の修繕等はどのよう
にして行われましたか。
平成 年度の祭礼委員
会の方々をはじめ野沢自
治区長連絡協議会の方々
の尽力により、今年度、
自治総合センターのコ
ミュニティ育成事業（宝
27

このコーナーでは、各
全国町村議会広報研修
方面で活躍されている町
会に参加
民の方々をインタビュー
議会広報特別委員会で
を通して紹介します。
は、９月 日に東京都で
今回は、野沢のまつり
行われた全国町村議会広
伝承に活躍されている
報研修会に参加してきま
四五六会（すごろくか
した。
い）会長の加藤豊彦さん
くじ事業）に該当し、山
難しさを改めて知り、そ
（６町内）です。
「伝える広報」から
「伝わる広報」へ
車の前輪付近やブレーキ
の頃が一番大変でした。
部、そして明治から受け
―四五六会結成の背景は。
文章の書き方では、
継ぐ太鼓の革の張替えな
―今後の課題は。
山車と神輿の揃った賑
「結論を先に」「短く」
どの修繕ができました。
やはり「ひと」の問題
やかなお祭りを目指し、
「見た目よく」の３点を
関係各位にはこの場を借
ですね。山車の乗組員や
故山本宣夫前会長と大堀
心がけることの重要性を
りして御礼申し上げます。 学びました。
神輿の担ぎ手が少なく
一衛さん方が中心になっ
なってきています。何と
て昭和 年に実現を果た
か維持していきたいです。 ―議会や町に望むことは。 紙 と イ ン タ ー ネ ッ ト の
し、現在の四五六会に至
「賑わい」の創出です。 融合でより詳しく
りました。
第一次・第二次産業に充
実した政策をお願いした
いです。それが全体の
「賑わい」に結びつくと
信じています。
―会長としての苦労話な
どをお聞かせください。
山車と神輿にはそれぞ
れ責任者を置きますが、
仕事などの都合で適任の
責任者を擁立できなくて、
山車と神輿両方と全体を
一人で統括した時期があ
り、大勢の人をまとめる

にしあいづ議 会 だ よ り

No.
139

56

編集後記

新人議員として２年が

経過したところで副委員

長を仰せつかりました。

まだ若輩者ではありま

すが、委員長を補佐し、

より町民の皆様に親しま

れる議会だよりの作成を

目指したいと思います。

議会だよりは、議会や

町政側からの目線だけで

はなく、読んでいただく

町民の皆さんの目線に立

ち、興味を持って頂く議

会だよりを作成すること

が大切だと思います。

議会だよりが町民の皆

さんの身近なものになる

よう頑張りますので、ぜ

ひ手に取って読んでいた

だき、率直な意見や感想

貞継

をお寄せください。

秦

委 員 長 三留 満

編集委員

〃

青木照夫

薄 幸一

員 三留正義

副委員長 秦 貞継

委

〃
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