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最新鋭車両による消火訓練（町総合防災訓練）

一般会計3,198万円を増額

１,４０３万円
自治区などのコミュニティ活動に必要な
備品や集会施設の整備などへの助成事業。

この事業は、本町に住みながら起業・継
業に挑戦する場を提供することにより、移
住・定住に繋げることを目的としており、
地域課題を解決するための事業（仕事）の
開発と人材の育成、本町に滞在する場所の
整備を行います。

年度補正予算、財産の取得、

国民健康保険特別会計

多賀剛議員

新郷診療所から西会津

疑

一般会計補正

診療所までの送迎バスに

質

三留満議員

苦情や不都合はないか。

健康増進課長

コミュニティ助成事業

３７０万円の内容は。

４月 日から６回送迎

野沢第８町内において

在まで利用者はなく、苦

バスを運行しているが現

企画情報課長

は祭りの備品購入で太鼓

の防災備品の購入で発電

（中野・大久保自治区）

また、中野区自主防災会

西会津診療に行っている

方はデマンドバスで直接

遠いところに住んでいる

新郷診療所から比較的

購入、太鼓の張替えなど、 情などはない。

機・チェンソー・消火器

ことも要因と考えられる。

○○・イン・レジデン
スとは

本町では国際芸術村での

「アート・イン・レジデン

ス」などが挙げられます。

一般に○○を行う人を滞

在（広く移住・定住を含め

る場合もある）させると理

解されている用語です。

2

町から提出された議案は、条例の一部改正や平成

４４２万円
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30

件で、すべての議案を原案のとおり可決しました。

更新される超音波（エコー）
画像診断装置

町道の廃止及び認定、人事案件など

調査委託料
設計監理委託料
お試し住宅改修工事

医療用機械器具費（国保特別会計）

26

などである。

多賀剛議員

庁舎整備基金の現在残

高並びに今後の推移は。

総務課長

今次補正現在で、約１

２００万円の残となって

いるが、平成 年度繰越

込みである。

０万円以上の残となる見

とから、最終的に２００

分でも差額が発生するこ

29

４００万円
２０８万円
７９５万円

14

人が登壇し、町の考えや対応を問いただしました。

３７０万円

一般質問では

ワークインレジデンス関連（一般会計）

２５０万円
１２０万円

6/8 ～ 14

主な補正事業

11

コミュニティ助成事業（一般会計）

野沢第８町内
中野区自主防災会

６ 月
議 会
定例会

補正予算3,649万円 総額936,529万円となる

課税
限度額
58万円

平成29年度 (6.09%) (23,000円) (16,800円) (55,595円) (94,195円) (54万円)
平成30年度

2.60%

9,100円

平成29年度 (2.34%)

(8,600円)

平成30年度

10,600円

2.34%

平成29年度 (2.10%) (10,000円)

税額＝①＋②＋③

7,000円

22,156円

35,734円

19万円

(6,500円) (21,100円) (35,173円) (19万円)
5,600円

25,633円

30,347円

16万円

(5,000円) (24,254円) (29,381円) (16万円)

※③の介護分は40歳から64歳まで

国保支払準備基金年度末残高の推移

県に制度移行後初となる税率算定

国民健康保険税条例の一部改正

87,013円

課税限度額を見直し

52,879円
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地方税法の一部改正、

1人あたり 1世帯あたり
平均税額
平均税額

及び平成 年度分に係る

税率改正により、基礎課

17,000円

58

税額の限度額が、現行の

21,400円

万円から 万円へ４万

6.13%

円引き上げられ、高所得

平等割

者により多くの負担を求

均等割

める反面、中間所得者層

所得割

に配慮したものとなりま

した。

税額は減額

償還金４００万円を見

込み、減税財源として繰

越金の１８０万円を充当

③ 介護分

することにより、一人当

② 支援分

平成30年度

たり２８１円・一世帯当

① 医療分

分

たりでは５６５５円の減

額となりました。

区

54

町役場の位置を変更する
条例の一部改正
町役場庁舎移転に伴い役場の地番が
「３,２６１番地」から「３３０８番地」
に変わります。

専決処分の承認

今年３月 日付けで地

方税法の一部を改正する

法律が公布され、４月１

日付けで施行されたこと

日付け

に基づき、改正法令の公

布日である３月

で、町税条例の一部を改

正する必要があったこと

から、専決処分により条

例を改正したことを承認

しました。

財産の取得

今年度中に導入する、

定時定路線バスに使用す

る小型バス１台の取得。

疑
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（１１５５・６万円）

質

秦貞継議員

高齢者の利用に配慮し

たものか。

町民税務課長

電動オートステップや

手すりなど高齢者等に配

慮した仕様としている。

3

31

31

教育委員会委員を
全会一致で任命

陳

情

「大田ため池」の改修に

懲罰特別委員会報告

るものである

懲罰委員会報告

までの経緯

渡部議員「では町長、駄目
で す か 、振 興 公 社の従

業員のことで・
・
・」

議長 「 暫 時 休 議 し ま
す。」

4
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町道の廃止・認定・
路線変更

理由の要旨としては、

会津振興公社の直接的な

ついてを採択

欠員となっている委員１
老朽化とアメリカザリガ

経営に関することであり、 治法第１３４条に該当す

現職委員の辞職により
名に長谷川正さんが任命
ニの巣穴によって堤体法

町の一般事務ではなかっ

道目川口線廃止
道目下松線・川口発電所
されました。
面の浸食が進んでいる。

た。

⇩

線認定
※棄権１名（猪俣常三議
その対策についての陳情。

は明らかであり、地方自

町道を通行する人がい
員）・出席停止１名（渡

西会津町議会会議規則

ない、崩落した路肩の復
旧が困難なことなどから、 部憲議員）

第 条では、一般質問は

〇平成 年６月 日

の一部要約

通告制とし、町の一般事

得て質問することができ

人権擁護委員候補者

ると規定されているが、

渡部議員「議長にお願い
があります、通告外の

渡部憲議員の一般質問

件 名

これを無視し許可を得よ

質問を許可してほし

務について議長の許可を

議員渡部憲君に対する懲

うとしたこと、及び議長

言を中止しないため、本

また、懲罰動議に対し、

弁明の機会を与えられた

が、自分の言動を正当化

し懲罰動議の理由を理解

このことは、議会の権

議長「 通 告 外 は 駄 目 で
す。」

罰の件
調査報告

こまでが懲罰動議の主文

い。」
①議員渡部憲君に懲罰を
科する

と同じ）
１日間（平成 年６月
日）の出席停止

会議を休議させた。（こ
②懲罰の種類

が制止しようとしても発

を全会一致で推薦
本年９月 日で任期満

12

一旦廃止し２路線に分け
認定。
山口村中線認定
山口自治区の集落内道
志さんと嶋田純子さんの
２名を推薦しました。

全会一致とは
欠席・棄権者を除いた
者の一致とされており、
これが準用されます。
簡単に整理すると「意

理由
議における一般質問時に

能を著しく失墜させ、議

「国の『被災児童生徒就
被災児童生徒の十分な就

通告外の質問をしようと

していない。
「異議なし」採決や

学支援を求める陳情書を

議員渡部憲君は、本会
「起立総員」も全会一致

な議事運営を妨げたこと

会の品位を損ない、円滑
とした。その内容も㈱西

し、議長の許可を得よう

思表示しない者」は除か

30

59

採択

学支援等事業』の継続と、

30

として扱われます。

れることになります。

14

30

路の改良工事に伴う認定。 了になる現職の長谷川孝

尾登北線路線変更
点が変更。

道路改良工事に伴い起

念願の山口村中線いよいよ実現へ

議会 ってどうなっているの？

④発言は簡明にし、議題
外にわたったり、その

え・自論・演説等）を述

の④と、自己の意見（考

ルールとしては、前問

範囲を超えてはならな

条

べてはならない。
（町議会会議規則第
第３項）
☞「質問」とは、「一般
質問」がそれに当たりま

６月2９日（金）に、交流物産館「よりっせ」と阿賀町役場で開催され、両町の議会議員と事務局職
員合わせて３１人が出席し両町の事務事業の現状などについて、意見交換を行いました。

〇平成 年６月 日
懲罰動議 清野佐一議員
提出、賛同者３名。

ら説明します。

▼議会での「発言」
自由じゃないの？
議会は、『言論の府』
と言われるように議員活

条

い。

〇同日
「議会について教えて」との声がありましたので
渡部議員 一身上の弁明。
質問形式で次の２点について、議員に当選後配布
〇同日
される学陽書房発行の『議員必携』を参照しなが
議長 懲罰特別委員会を
設置し調査を付託。
〇同日
懲罰特別委員会開会。
荒海清隆委員長 報告。
懲罰宣告。

許されません。

これらに関する発言は

第１項）

動の基本は言論であって、 （町議会会議規則第
問題はすべて言論によっ
て決定される建前です。
このため、議会におい

ルールとしては、

す。
に抵触しない上で、節度

要するにこれらの制限
ある自由な発言が保障さ

①町の一般事務（行財政
全般）について議長の
れているといえます。

許可の下で、質問する
ことができます。

③「 質
 問 」は、あ く ま でも
質問であるので「要望」
「お願い」「お礼」の言葉
は厳に慎まなければな

阿賀町役場で担当者から説明を受ける両町議員

この交流会は、両町議会議員の情報交換を通じて、町
の活性化や町民福祉の向上と併せて、議員としての資質
向上を目的として、平成27年度から開催しており、４回
目の開催となりました。
今回のテーマは、次のとおりです。
①西会津町の観光資源の活用について
②広域ゴミ処理によるゴミの分別と生ゴミ処理について
③阿賀町ふるさと納税の取り組みについて
④新渡～徳沢間国道４５９号整備促進について
⑤議会広報紙面づくりについて

〇同日
議長

委員会の動き
猪俣常三議員が、
ては「発言自由の原則」
しかし、その発言の自

一身上の都合により、
員長と議会運営委員

由とは、どのような内容

を保障しています。

会委員を辞任したこ

もすべて許されるもので

総務常任委員会副委

とに伴い、次のとお

▼「質疑」と「質問」

②議長に文書で通告しな
ければならない。

はありません。

☞「質疑」とは、本会議

（町議会会議規則第

同じじゃないの？
①議場の秩序を乱す。

の議題（議案審議）に対

条）

②会議の品位を落とす。

な点を提出者に聞く】こ

して疑義をただす【不明

③個人のプライバシーに
関すること。

とです。

例えば、

52

（地方自治法第１２９条

り選任されました。
◆総務常任委員会
副委員長
長谷川義雄
◆議会運営委員会
委員

～１３２条）

西会津町・阿賀町議会交流会で活発に意見交換

13

長谷川義雄

らないとされている。
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52
59

30

特集

インターネットポータルサイト
「ふるさとチョイス」掲載

ふるさと応援寄附金 拡充

平成 年度から始まっ
ルサイト「ふるさとチョ
日）などが行われ、新し

イス」への掲載（６月

（ふるさと納税）は、自
い取り組みが始まりまし

たふるさと応援寄附金
主財源の確保や地域活性
た。

当町もこれまで取り組
に、地域の特産品をでき

コ・ミネラル野菜を基本

返礼品は、米・キノ

んできましたが、十分な
るだけ多くそろえること

を目標に、本年度予算

幅増額（３０００万円）

このため、寄附金の大

会としてこれまで一般質

いくには課題も多く、議

しかし、成果を上げて

いえない状況にあります。 を目指すとしています。

成果が得られているとは

治体が取り組んでいます。

化の手段として多くの自

11

議論が行われてきました。

（２４６３・５万円）で、 問や全員協議会で活発な
返礼品の見直し、ポータ

としているが、人員の配

振興公社に業務委託する

センターについては、町

問

とになった。

り、ＪＡを窓口とするこ

ジデザイン等の課題があ

が、品質管理・パッケー

き米）に個別にあたった

当初米栽培農家（げん

町民税務課長

り組む。

十分打ち合わせをして取

表示についても、ＪＡと

り組んでいく。食味値の

合いを進め、積極的に取

用についてはさらに話し

が、食味計の導入後、活
集荷・配送・コール

の質疑内容

置と対応は十分できるの
か。

で対応できるとの返答が
あった。

どのように消費者に分か

ような恩恵はあるのか。

げんき米の需要が増え

町民税務課長

につながるのか。

米の単価アップや収入増

町民税務課長

るように伝えるのか。
問

ＪＡとはこれまで何度

か打ち合わせをしてきた

窓口として取りまとめる

米についてはＪＡを

しているのか。食味値は、 口になって生産者にどの

問 米が返礼品の中心に

寄附金の使い道は上記の５つの中から指定できます

問 食味計の活用につい

(5)活用方法を特に指定しない

町民税務課長

(4)自然環境保全応援事業

なるようだが、ＪＡが窓

(3)健康づくり応援事業

ては、ＪＡと打ち合わせ

(2)地域活性化応援事業

振興公社の既存の人員

６月議会全員協議会で

(1)子育て応援事業

ことになった理由は。

6
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20

れば、生産量の増加が見
向を伺いながら見直しを

込めるため収入が上がる。 図っていく。
委託した。

績の上がっている業者に
り替える。

新しいパンフレットに切

希望を伺いながら小分

け対応する。

問 野菜を一度にたくさ

げんき米以外の一般米に
問

ミネラル野菜は返礼

問

ん送られても使い切れな

西会津一うまい米コ

問

品に対して品不足になら

町長自ら寄附の御礼

ついても今後取り組んで
ンテスト出品者の協力を

いのでは。

電話はできないか。
ないか。

いく。
得て、ネット掲載するこ

町民税務課長

町長

町民税務課長

とはできないか。

後発自治体としてど

量的に多くしないで、

手紙や電話もあるが、

問

ミネラル野菜普及会に

町民税務課長

食べきれる量で対応する。

毎年協力いただいた方に

説明会を開催したが、協

う差別化を図っていくの

力いただける状態に至っ

できるだけ多くの方の
協力を得ながら、おいし

ていないので、個別に働

町民税務課長

は干支を贈ることなども
検討したい。

い米を出していただける

きかけて量の確保を図っ

町民税務課長

合に再検討する。

今後需要が見込まれる場

今回は取り上げなかった。

たが人気がなかったので、

問 体験・観光の対応は。

ように取り組む。

か。
町長
総務省から返礼品は、
問

委託業者を、頼まな

３割とするよう通達が

これまで取り上げてい
米の返礼品大口寄附

ていきたい。
問

いとできないのか。
町長

の作成は進んでいるのか。 問

あった。どのようにして
量・質ともにお得感を出
ふるさと応援寄附金に

町民税務課長

新しいパンフレット

せるのか検討中だが、
ついて専門的ノウハウを

ネット掲載に合わせて、

への対応は。

ネット掲載が始まったば
持っている、これまで実

ポータルサイトへの掲

載は、広く、多くの方に

協力いただくためには大

変有効ですが、方針や手

段を明確にして取り組ま

ないと、自治体間の返礼

品競争になってしまう可

能性があります。

返礼品の差別化をどの

ように図り、地域の活性

化につなげていくか試さ

れているのではないで

しょうか。

当面、試行錯誤が続く

ことになると思われます

が、地域の生産者、出荷

者の協力なしには大きく

伸びてはいきません。

行政と生産者間の意思

疎通を十分図りながら、

共に利益を分かちあえる

よう発展することを期待

します。

議会としても、今後と

も継続して注視していき

ます。

議会だよりにしあいづ／平成30年7月／142号

7

かりなので、寄附者の意

返礼品は、町の特産品である米やキクラゲ、ミネラ
ル野菜、加工品、民芸品、地酒など36件から選択で
きます。（７月13日現在）

一般質問

町政を問う
ここが聞きたい

11名が登壇
○渡部憲議員（９ページ）
①西会津高校存続の対応は
②在京西会津会の参加制限は
③ロ ータスインのリニューアル後
の入場者は
○伊藤一男議員（10ページ）
①ベトナムとの今後の交流の見通しは
②在京西会津会との連携は
③地滑り地帯の点検は
○猪俣常三議員（11ページ）
①教育改革の内容は
②ＩＣＴを活用した鳥獣害対策を
○清野佐一議員（12ページ）
①福祉政策の充実を
②水稲作付面積と水田の維持管理は
③写真コンクールで交流人口の拡大を

日までの３日間で行

名が登壇して、

11

一般質問は６月 日か

ら

い、議員

町政の課題などを問いた

だしました。

質問順序

満 議員

貞継 議員

・三留

・秦

幸一 議員

敬 議員

・薄

・小柴

憲 議員

・猪俣常三 議員

・渡部

・伊藤一男 議員

剛 議員

・長谷川義雄 議員

・多賀

・青木照夫 議員

・清野佐一 議員

13

11

○多賀剛議員（13ページ）
①教育長の所信を伺う
②早急な新教育大綱の策定を
③ベトナムとの交流の将来性は
○長谷川義雄議員（14ページ）
①介護人材確保の取り組みは
②ふ るさと応援寄付金返礼品のブ
ランド化を
○三留満議員（15ページ）
①若者定住住宅の取り組みは
②燃料チップ生産施設整備の対対応は

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。

○薄幸一議員（16ページ）
①旧新郷保育所施設の活用は
②自然災害への対応は
○秦貞継議員（17ページ）
①国保診療所の方向性は
②町が目指す町民バスの運行は
○小柴敬議員（18ページ）
①森 林資源の利活用に向けた取り
組みは
②定時定路線バスの早期運行を
○青木照夫議員（19ページ）
①活 気あるまちづくりに向けた取
り組みは
※掲載ページは抽選による。
※掲載記事は２項目まで。
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リニューアル後の評価は

好評をいただいている
問
しており、今後も町民福

や外壁の修繕工事を予定

露天風呂の周りや外

問
壁など、温泉施設の今後

リニューアルオープ

ン後の入場者の増減や入

適に利用できる環境整備

祉の向上と安全安心、快

商工観光課長
を進めていく。

の改修予定はあるか。
温泉施設の屋根の補修

場者の評価などは調査し
たか。
商工観光課長
リニューアルオープン
今後も利用者の目線に立ったサービスを

後の入場者数は、４月は
日帰り温泉の利用者が前
パーセントの増、

憲

いては、県教育委員会や

西会津高校の存続につ

学校教育課長

導を行ってきたか。

中に対してどのような指

徒の進路指導について西

問

るか。

導を行っていく。

町の教育委員会は生

西高との調整、活性化対

学校教育課長

西会津高校の入学者

策協議会での協議を行い、

教育委員会としては、

問

同窓会・ＰＴＡなどと連

今後も生徒が自己実現に

名でその内、

西中からは３名の入学者

携を図りながら魅力ある

向け進路選択ができるよ

年度は

であった。町長は今後の

学校づくりへの支援を

うに中学校と共に進路指

が

基本的な対策をどう考え

行っていく。

14

西高存続

魅力ある高校として存続を

年比
５月は前年比 パーセン
トの増となっており、お
客様から大変好評をいた

議員

渡部

議会だよりにしあいづ／平成30年7月／142号

9

魅力ある学校づくりへ支援
答

西会津高校存続の対策は

問
答
12

30

問

ロータスイン
33

だいている。

一般質問

問

地滑り地帯の点検は
答

県と町で合同点検を実施

災害対策

一般質問

議員

伊藤一男

るなどして地滑り地帯の
点検等を実施しているか。
建設水道課長
本町で地滑りが予想さ
れる危険箇所は、国土交

喜多方市高郷町揚津

問
通省や林野庁、農林水産
ある。

省所管を合わせて カ所

の県道で５月末から地滑
りが発生し、現場の県道
の一部が通行止めになっ
地滑り危険箇所の点検

ベトナムとの今後の交流は

町の活性化のために交流を継続

人口減少が進む本町の

町長

産業振興、活性化に向け

３月にベトナムの首

問

これまでの交流を継

については、県単独及び

都ハノイで開催された

また、地区の住民に避

関係を活用できないか調

査・検討を進めていく。

める。

て外国人の受け入れの可
年記念・ハノイ日本文化

ベトナムや日本の政府関
万人と、

係者も出席され、２日間
の来場者数は約

大規模なイベントであっ
た。日本文化を紹介する
ブースはどこも大盛況で

本町とベトナムとの、

あった。
問

今後の経済交流や人的交
流等の可能性や見通しに
ついて、どのように考え

題の解決にベトナムとの

続・発展させながら、本

県と町による合同の点検

交流」とは、どのような

「日越外交関係樹立 周

大変な事態となっている。 を定期的に実施している

難勧告が発令されるなど

ところであり、今後も関

能性についても調査を進

本町においても、地滑

内容であったか。

45
オープニング式典には

町長

係機関との連携を密に、
心を確保していく。

させられるところである。 町民の皆さんの安全・安

り地帯もあり非常に心配

ている。

問

町が抱えるさまざまな課

交流拡大
ているか。

今後のベトナムとの交流に期待する

27

答

10

このことを受けて町と
して、関係機関と連携す

地滑りが心配される銚子の口

議会だよりにしあいづ／平成30年7月／142号 10

町長の教育方針は

子どもの教育が最も重要

町長

と町長の教育方針は。

迎えられたが、その理由

も取り組み、全国から注

践し、教育の質の向上に

による先進的な教育を実

連携や産官学民との連携

立場で活躍されていた。

て校長先生方を指導する

校経営アドバイザーとし

学校経営力にも優れ、学

情報化が進む厳しい社会

急速なグローバル化や

教育長

は。

会津教育事務所との連携

てきたのが江添教育長で、 れる具体的な内容と県、

教育改革に取り組ま

本町が継続、発展する
目されている埼玉県戸田

本町にない教育を取り

で、生き抜く力を身につ

問

ためには、人材育成、子
市とのつながりができた。

入れ、外の風、新しい風

け、学力や体力はもとよ

この中心的役割を担っ

どもたちへの教育が最も
私も戸田市に伺い、戸

として教育長をお願いし

り、自制心や「やり抜く

学校、家庭、地域との

重要であり、学力の向上
田市の教育長から教育に

た。

他県から、教育長を

と産官学民の連携した、
ついて話を伺い、先進的

問

新しい教育の機会を与え

力」などの教育が望まれ

な取り組みを本町に取り

Ｔ学力調査の実施と結果

る。
教育長

の分析活用、ＩＣＴを積

教育改革サポート事

特に戸田市では、ＡＩ

町の教育改革をサポー

極的に活用したプログラ

県全体と会津地域の教

問

（人工知能）の発展が予

トする手段として、総務

ミング教育の試行と放課

育長会議のほか、耶麻地

入れていきたい。

たいと考えている。
このため、昨年 月か
ら教育改革サポート事業

測される中、児童生徒に

省の地域力アドバイザー

後の家庭学習の充実、主

区市町村教育委員会の連

教育委員会では、ＩＲ

を実施し、国が目指す方

今後求められるプログラ

事業の地域人材ネットに

体的・対話的で深い学び

携会議、会津教育事務所

業の具体的な内容は。

向や他地域の先行事例を

ミング的思考を育むため

登録されている外部専門

合いを目指すアクティ

長の来町訪問を通じて、

調査してきた。

教育を進めている。

家と事業委託契約を締結

ブ・ラーニングの推進な

12

して進めている。

議員

育の方向性を確立したい。 を図ってきた。

11 議会だよりにしあいづ／平成30年7月／142号

問
答

積極的に情報交換や共有

猪俣常三

埼玉県戸田市とのつながりに期待する

教育行政

どを中心とした新しい教

一般質問

問

介護を担う人材育成を
答

初任者研修を継続

福祉政策

一般質問

議員

町では、介護を担う

清野佐一
問
人材育成のため、平成

町長
介護職員については、
全国的にも不足しており、

農地の適正管理を

制度を活用し維持管理する

善加算」の充実や「再就

作が廃止され、目安とし

問

として明確にし積極的に

ては、今後とも優良農地

現在、自治区等におい

農林振興課長

年度からは転

職支援」等と併せて、職

て多面的機能支払交付金

平成

員初任者研修事業として

農業施策の振興を図る」

制度の活用により、将来

ての作付面積が配分され

今まで、転作をしてき

守っていくべき農地を選

員の負担軽減に取り組む

た水田には、木が生えて

継続し、平成 年度まで

町としても、国の支援

ているか。

定し適正な維持管理に努

を求めるべきでは。

いるものも見受けられる

や中山間地域等直接支払

４３３名となっている。

策がスムーズに受けられ

農林振興課長
年産米について
は、５９６ヘクタールの

西会津町農業振興地

めている。

としている。

名が終了して合計

だが、この努力にもか

るよう、各事業者に情報

込みはどのくらいになっ

かわらず第６期介護保険

平成

また、今後も「介護職員

生産面積が目安として配
５月末現在の作付見込

初任者研修」を継続的に

第７期介護保険事業計画

みは、６２３ヘクタール

分された。

の完全実施に向け、人材

となっているが、町とし

開催していく。

の確保・増員を図る対策

問

推進している。

米以外の作物への転換を

ばやミネラル野菜など、

産地交付金を活用し、そ

ては目安達成に向けて、

的な支援策は。

が必要と考えるが、具体

４月からスタートした

影響が出ている。

等により、事業の実施に

の提供や指導をしている。

30

域整備計画の中で、「圃

が、町として適切な管理

た。５月末現在の作付見

国では「介護職員処遇改

問
答

としている。

平成 年度から介護職

業を実施してきた。

年度から訪問介護養成事

10

事業計画では、職員不足

に

28

25

農業政策
30

場整備済みの農地につい

適正管理で美しい田園を後世に

37
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早急に策定すべき

性を鑑み、総合教育会議

度からの教育大綱を定め

31

ろうとも変えてはならな

くことが重要である。本

昨今の教育を取り巻

問

本町には他にない歴史

町には「研幾堂」の歴史

や文化が数多くある。地

この不易をしっかりと

いもの、守っていかなけ

域の特性や環境にあった

学校教育において育んで

く環境は、変化の激しい
の時代だからこそ未来を

教育改革の進め方も必要

いく。また、児童生徒が

ればならないものもある。 や優れた精神文化等は本

拓くチャンスととらえる

と考える。教育長が目指

将来にわたって幸福を感

時代となっている。変化

こともできるし、また、

す本町の児童生徒像、教

じ、社会で必要となる

ものと言える。

町の誇れる多くの不易の

いくら時代や環境が変わ

育に対する理念、所信を

あり、それを理解したう

教育には不易と流行が

教育長

改革を進めていく。

の力が重要と考え、教育

につけていく新しい学び

キル、汎用的スキルを身

世紀型スキル、非認知ス

えで教育改革を進めてい

伺う。

21

まずは部分変更から
らなければ整合性が問わ
において十分協議・調整

のや変更されているもの

教育は子どもの幸福にある

現教育大綱は、町総

問
れかねない事態も想定さ

計画策定のための検討作
もあるが、来月開催予定

計画期間に達成されたも

現教育大綱については、

町長

の策定が必要ではないか。 ていく。

うえで早急な新教育大綱

を図りながら、平成 年

合計画・後期計画に基づ
年度から平成 年

き策定されたものであり、 れる。教育改革を進める
平成
度までの期間となってい
る。
総合計画においては平
年度を初年度とする

業が進められているが、

の総合教育会議において

13 議会だよりにしあいづ／平成30年7月／142号

成

教育大綱においては策定

教育大綱の策定にあ

部分的に変更する。

町長・教育長とも教育

たっては、町総合計画の

計画はなされていない。
改革の必要性、重要性を

骨子が定まり次第、町が

答

教育行政

所信を述べる江添信城教育長

31

うたっている中、その基

剛

教育長の所信を伺う

問
答

目指す教育に対する方向

議員

多賀

問

新教育大綱
27

31

本となる教育大綱が変わ

一般質問

一般質問

寄附金の返礼品は
答

寄附者のニーズに合わせ

ふるさと応援寄附金

問

議員

制度拡充の内容は。

長谷川義雄
問
町民税務課長
６月 日から、ふるさ

確保に向けた取り組みは

計画的な確保に向け取り組む

問

る「ふるさとチョイス」

介護人材の状況は把握し

問

制を維持するため、国の

介護サービスの提供体

福祉介護課長

度から訪問看護事業所の

要と認識しており、今年

きる介護人材確保に向け

おり、計画的な人材確保

ど、体制の充実を図って

に努める。

た取り組みを進める。

医療と介護の連携は重

に内容を公開し、寄附さ

ているのか。事業所への

町内の一部の事業所に

福祉介護課長

町内事業所における

れる方が寄附をしやすく、

返礼品の米のブラン

は。

看護師を１名増員するな

問

集に苦慮していることか

おいては、介護人材の募

町民税務課長

ら、連絡・連携を密にし

ド化は。
食味計を導入予定であ

て人材確保の支援をして
今後も「介護職員初任

り、米生産者に幅広く利
産米への評価を高めると

者研修」の修了生に声を

いる。

ともに、翌年以降の作付

かけるなど人材確保の支

用していただき、西会津

けへ活用し、西会津産米

援を積極的に行う。
２０２５年問題はど

のブランド力の向上を図
る。

問

のように考えているか。
医療と介護をつなぐ訪問
看護師の人材確保は。

サービス維持のため人材の確保は重要である

した。

支援制度と併せて町がで

答

人材確保に対する支援策

介護人材確保

好みの品を選べる形態と

と納税の大手サイトであ

11
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広域的取り組みの可能性は

燃料チップ生産施設に
チップを「調達」から

本町における木質バイ

査」を実施した。

また、町内アパート

棟の調査を実施したが、

若者定住住宅のアン

「若者向け住宅ニーズ調

ほぼ空きがなく、町営住

問
ケート調査の内容と結果

名

宅もほとんど空きがない

査」では、従業員が

社に勤める「町

外居住者」「持ち家を持

以上の

本年に入り「若者向け

たない町内居住者」を対

名、そのう

名がアパート

極めて不足していること

が確認された。

このことから、緊急に

集合住宅の整備が必要と

判断し、整備場所や入居

住宅の所在地について

備方法、財源等について

に整備していきたい。

検討を進めており、早期

名、他地区の

回答はなかった。

本地区が

は、野沢地区 名、尾野

への入居を希望している。 対象者、住宅の規模、整

ち７割の

パーセント

居希望者は回答者の

住宅を整備した場合の入

回答結果として、町が

１７９名から回答を得た。 数あるが、住宅の供給が

調査結果から、賃貸住

状況である。

住宅ニーズ調査」と「町

象にアンケートを実施し、 宅等への入居希望は相当

町長

の反映は。

16

内民間アパート実態調

早期に整備を進める

今後の進捗を注視
農林振興課長
年度に

会津地域森林資源活用事

「生産」に切り替えると

ついては、平成

産施設を会津地域内に４
業推進協議会総会におい

いう説明にとどまり、詳

サテライトについては、

オマス燃料製造施設整備

答

木材コンビナート構

問
日に開催された

５月

カ所程度設け、平成 年
て、今後の事業行程が説

細な計画は明らかにされ

候補地をそれぞれ３カ所

については、時期尚早と

見込まれていることから、
今後の進捗状況を十分注

20

45

想の中で、燃料チップ生

度の完成を目指すとある
明された。

これまで木質バイオマ
程度に絞り込んだとの報

答弁しているが、会津地

ていない。

ス燃料製造施設は需要面

告があり、平成 年度末

木材コンビナート及び

が、条件や候補地等につ
いて具体的に示されてい

で課題があり、時期尚早

には最終的に決定される

るのか。

との答弁があったが、広
見込みである。

域で広域的な取り組みが

域的取り組みであればこ
の問題は解消されると思

視していく。

アンケート結果の反映は

若者定住住宅

15 議会だよりにしあいづ／平成30年7月／142号

79

54

32

19

55

17

満

問

問
答

われるが町の今後の対応

議員

三留

若者が定住できる住宅の整備を
写真提供：磐梯町

30

15

32

燃料チップ
は。

一般質問

問

自然災害への対策は
答

危険箇所の周知を図る

自然災害

一般質問

議員

隣接する喜多方市高

薄 幸一
問

建設水道課長
早期に改善を図り、安
全・安心な交通を確保す
る必要があると認識して
いる。

旧新郷保育所施設の活用は

地域コミュニティ活性化で活用

発生しているが、本町で
等の機会に課題提起し、

対して、地域課題検討会

して数年が経っているが、 作業で雪を押す場所がな

問

か、検討させていただき、

縁石の撤去が可能なの

総務課長

県喜多方建設事務所に

も地滑りが予想される地
早急に対策を講じるよう

い。縁石を撤去すれば除

可能であれば撤去し、駐
るが。

駐車場も狭く、除雪

区はあるか。
強く要望しているが、今

施設の活用は。

雪作業もしやすいと考え

保育所施設としての用途

詰所として、また、集団

じめとした地域コミュニ

問

建設水道課長
後も引き続き、早期事業

企画情報課長

旧新郷保育所が閉鎖

地滑り危険箇所として

化を目指し要望活動を

問

を廃止し、現在、普通財

年３月には

今冬の豪雪で傷んだ道路

産として維持管理してい

に伴い平成

また、ハザードマップ

や河川、吹雪で走行困難
建設水道課長

健診の会場や投票所、老

また、吹雪によりホワ

ティの活性化など、多様

と考えている。

車スペースを確保したい

カ所が指定を受けてお

り、県単独及び県と町に
よる合同の点検を定期的

を作成し全戸配布しなが

な場所を確認しているか。 る。冬期間は除雪作業員

に実施している。

ら、危険地区の周知を

損傷や支障をきたして

人クラブ活動などで使用

図っている。

いる箇所があれば対策を

されている。

県道新郷・荻野停車

問

講じ、維持・修繕を行っ

イトアウト現象を引き起

な利活用を図っていく。

今後もサロン活動をは

こし、支障をきたしてい

ている。

場線で、明神橋付近の落
石防護ネットを越えて

何時石が落下するか分

る箇所は、地域住民から

落下している。
からない状況であるが、

センチメートル程の石が

10

県への要望活動の状況は。 の情報により状況確認を
行っており、対策につい
ても検討している。

有効活用により地域コミュニティの活性化が期待される

自然災害ともいえる

旧群岡保育所への統合

施設の活用

行っていく。

郷町揚津地区で地滑りが

問
答

26

27
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導入に向けた今後の取り組みは

状況を考慮しながら進める
町民税務課長
集約だけでなく「民生委

問

自治区長を通じての

問
現在のデマンドバス利

員」の意見や「サロン」

要望と、これから迎える

町民の方々からの強い
や運行便数について調整

川の４方面の運行ルート

下谷・群岡・新郷・奥

民生委員に意見を伺うな

サロンでの意見収集や

町民税務課長

てみてはどうか。

町長

在の取り組み状況は。

問

全国自治体病院協議会

により募集を行ってきた

載など、さまざまな方法

ンターネット広告への掲

の登録、医師専門誌やイ

か、県ドクターバンクへ

ては、医師と同様に、今

きている。専門職につい

体制で概ね順調に運営で

往診も含め現在の人員

健康増進課長

医師確保にむけた現

や、町長を先頭に県地域

きたい。

が採用には至っていない。 後も計画的に採用してい

なっているのか。

対する人員体制はどう

問 看護師などの医療に

医療支援センターへ訪問
して募集活動を行ったほ

医師採用に至っていない

定時定路線バスの必

要性を町はどのように考
用者の状況を考慮しなが

等に出向き、意見を聞い

えるか。
ら進めている。

超高齢化社会に向けて定
を重ねており、通勤・通

どしながら調整していき

医療の充実のためには医師と看護師の確保は急務である

町民税務課長

時定路線バスの運行は必
学・通院など、さまざま

要である。

たい。

な運行方法を検討する。
町民バス運行のさら

な利用に対応した効率的
定時定路線バス導入

問

17 議会だよりにしあいづ／平成30年7月／142号

問

今後、関係する自治区

町民税務課長

答

医師確保

現在の取り組みの状況は

問
答

に向けた現在の進捗状況

ご意見を伺うとともに、

利用者から意見等を伺

なる向上策の考えは。

委託先との調整を経て、

いながら随時改善を図る

長等に検討案を提示し、

定時定路線バスの運行に

など、さらなる利便性の
向上に努めたい。

向けた手続きを進める。

議員

秦 貞継

問

定時定路線バス
は。

一般質問

問

効率的な森林施策とは
答

森林組合と関係強化を図る

森林 資 源 活 用

一般質問

議員

林環境税の創設など森林

方針も転換期にあり、森

へと国が示す森林経営の

木材需要はリフォーム等

新築は減少傾向にあり、

県によれば個人住宅の

農林振興課長

敬

整備に向けた取り組みも

に移行し、公共施設の活

小柴
林業の担い手についてど

注目され、今後人員不足

林業専用道の整備と

町長

のように考えているか。

問

杉山地内の林業専用道

用についても需要の開拓
と位置付けしている。

も懸念される。

が完成すれば、伐採・搬
町としてもこれまで以

こゆりこども園等の公共

出コストが１８００万円

化を図り、会津地区の他

施設への地元産材の活用

町としても西中や西小、

で販売できなかった木材

町村とも連携しながら、

を積極的に進めた。今後

上に森林組合との関係強

を販売することで、山主

林業における雇用創出と

も引き続き地元産材の活

削減可能である。これま

へ還元が可能になる。

担い手育成に取り組んで

林業専用道の整備によ

用に取り組むことで、民
がるよう取り組んでいく。

間事業者の育成にもつな

いく。

り、針葉樹はもとより、
近年高値で取引されてい

木質燃料等の製造施

問

問

農林振興課長

増額の考えはないか。

る広葉樹を含め、伐採か
事業計画が立てられるた

工場建設については、

企画情報課長

設に対する町の考えは。

め、雇用の創出、若者定

会津地域全体の構想が進

現在、町・県を合わせ

ら再造林までの中長期の

住の施策と組み合わせる

んでいるので、進捗状況

万円の購入補
助を受けることが可能。

ると最大

ストーブ購入補助金

ことにより、林業に従事

を注視しながら対応して
いく。

する人材の増加に寄与す
ると期待している。

問

踏まえ検討していく。

内や先進自治体の動向を

見直しについては、県
は森林組合において「緑

業者の育成に対する町の

担い手の育成について
の雇用制度」を活用し、

考えは。
る。間伐から皆伐再造林

人材育成に取り組んでい

木材の利用と民間事

15
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まちを活性化するには

総合計画の中で検討

問

問

「総合計画検討会

問

議」の中に、観光の振興

町内の空き家や独り

企画情報課長
暮らし、高齢者世帯がす

政府は、「まち・ひ

問
分岐点の人口という捉

各集落の情報を適切に

企画情報課長

るよう、今後の基本計画

て新たな価値を生み出せ

切にし、それらを生かし

問

に有利な西会津インター

人口減少の歯止めは、 問 当町には、企業誘致

高い菌床キノコのハウス

間仮眠状態だ。生産性の

問 工業団地が、数十年

に取り組む。
問

結婚し子どもを産み育て

がある。周辺地を開発す

首都圏では、退職し
た人が地方に移り住む

ることにあるが、後継者

町長

ニーズがある。人口増が

企業誘致や菌床キノコ

等で活用できないか。
べきだ。

ハウスの拡大を視野に入

ることで人口増になる。

町長

れながらも、当面、現在

事業のその後の実績と今

当該地は、農業振興地

ある企業を元気になるよ

期待されることから、民

域であり、労働力確保の

う支援する。

思い切った職場を確保す

今後、首都圏在住の女性

課題もあり、西会津イン

商工観光課長
交流人口の拡大と今後

よう努力する。

率が

パーセントであり、

昨年度のカップリング

商工観光課長

の町の方策で、定住移住

独身者を対象とした「西

ター周辺の開発は考えて

ができないか。

者に選ばれる地域になる

会津ツアー」等を考えて

いない。

後の対策は。

まちの活性化につながる総合計画になることを期待する

間とは別に町の取り組み

いく。

収集して今後取り組んで

町にある歴史文化を大

企画情報課長

と交流人口の拡大とある

年後の予測人口３４４０

後でなく３年～５年後が

でに全世帯の半分以上を

圏に集中することに歯止
人を、総合戦略に基づく
分からない。

え方はしていないが、

めをかける努力をしてい
取り組みにより、３８０

タートさせ、人口が首都

るが、地方にはその成果
０人を確保することを目

が、その内容は何か。

が出ていない。当町とし
標としている。

占めている現状だ。 年

ての課題の解決には何が
必要か。
年後には現人口６５

００人が半分の３５００
人になると予測されてい

20

いる。

47

20

と・しごと創生法」をス

答

る。町が存続できる分岐

議員

青木照夫
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まちの活性化
20
点の人口とその対策は。

一般質問

町民と議会との懇談会（第１０回議会報告会）
開催報告
第10回目となる町民と議会との懇談会（議会報告会）を開催し、
「ふるさと納税と町の活性化」について、意見を交換しました。

テーブルを作成してほし

余裕があるようなタイム

問

設置を要望する。

生する。早期の防雪柵の

期間雪の吹き溜まりが発

問 なぎの平地区は、冬

しています。
また、議会活性化の取

現在デマンドバスが

乗り合わせや時間に

い。

答 一般質問でも要望し

町議会では、公正で透

問
答

ている。どの箇所に設置

主な質問・回答

運行されているが、定時

スとの協議中であり、要

が必要か検討していくと

明な開かれた議会を推進

り組みも進めており、そ
定路線バスとの需給バラ

望事項を町側に申し入れ

バス交通

の一つとして議員が各地
ンスは。次世代の財政負
担にならないか。

問 滑沢自治区内の除雪

現在、町側と会津バ

区に伺い、議会活動の報
告と町民の皆さんとの意
答
問

が遅い。

問 カタカナ用語の意味

奥川地区の定時定路

月頃に村外に

の解答であった。

見交換を行い、今後の議
あり、財政的にも大丈夫

線バスの運行はどうなる

ていく。

会活動に反映させること
である。

出るのに２時間待ったこ

がよくわからない。

町長の選挙公約でも

を目的に町民と議会との

ともあった。

答 今後はカタカナ用語

のか。
答

答 町側に対応を申し入

懇談会（議会報告会）を
問

用で、幹線のみの運行と

デマンドバスとの併

期導入を要望する。

れる。

定時定路線バスの早

今回の懇談会は、５月

思われる。地元の意見を

に注釈を入れる。

答

デマンドバスとの併

日から 日にかけて町

集約して対応することが

問 樟山バイパスはいつ

通行できるのか。

教育長が目指す教育

問

教育改革

用であり、双方の良い点
確保のため導入する。開

答 喜多方建設事務所に

雪対策

要望に行ってきたが、地

改革とは。
始時期は町側から連絡さ

答

権者との協議が進んでい

滑沢自治区

始めに、議会から３月

問

市にいたが、戸田市は教

教育長は今まで戸田
れる。

んだ。「豪雪対策本部」

育改革に力を入れている。 ない箇所があり、もう少

学力的にも優秀な市で

あり、今後の改革が期待

今年度から「豪雪対

答

される。
ば助成金が出るように

その他

答

議会から担当課へ要

内がよくわからなかった。

芸術村の駐車場の案

問
金額も一万円に引き上

なった。

ても、要件に当てはまれ

策本部」が設置されなく

今冬は雪処理に苦し

結果など、議会活動につ

ができなくても助成金が

議会定例会の議案審議の
いて報告し、参加した皆

出るようだが詳細は。

した。
その後、今回のテーマ
である、「ふるさと納税
と町の活性化について」
参加した皆さんと意見交
換をしました。

げられた。

望する。

があった。

し待ってほしいとの回答

さんの質問にお答えしま

した。

人に参加をいただきま

カ所で開催し、延べ

21

開催しています。

内

宝川自治区

重要である。

11

を活用して、町民の足の

14
10

75

議会だよりにしあいづ／平成30年7月／142号 20

それを活用した町の活性

る「ふるさと納税」と、

町が見直しを進めてい

と思う。

ていかなければならない

援など、町がサポートし

②ふるさと納税で企業支

し、わかりやすいカタロ

必要では。文字も大きく

カタログもインパクトが

④ふるさと応援寄附金の

懇談テーマ「ふるさと納税と町の活性化について」

化について、懇談会の中
③ふるさと応援寄附金の
⑤米だけでなく、ふるさ

グを作ってほしい。

ざまなアイデアをいただ
返礼品として米以外にも
と応援寄附金の返礼品の

で町民の皆さんからさま
きましたので、その内容
「柿」「手打ちそば」は
また、寄附者に満足し

を紹介します。
①返礼品と同時に町長が
ていただけるよう、ツ

⑥ふるさと応援寄附金の

メインとなるものを考え

会津弁でふるさと応援寄
アー等で西会津町に来て

請負業者の成果チェック

喜ばれると思う。

附金のお礼をしてはどう
もらうことも考えてはど

てはどうか。

か。

をしっかりして欲しい。
⑦ふるさと応援寄附金を
利用する方々へのニーズ
調査も必要ではないか。

ば、町民は理解しやすい

費用対効果の説明があれ

てない。まず、米が基本

ば、他町村との競争に勝

を取り扱っていかなけれ

⑧町の方策を打ち出す際、 ⑩町としても独自のもの

のではないか。

レベルに特化したやり方

⑨食味計を利用してハイ

精米を売るだけでなく、

キノコだったり。玄米や

ネラル野菜であったり、

である。それに加えてミ

で買っていただけるよう

パック詰めなど、加工し
て販売してもいいと思う。

に農協・役場と協力して
進めてほしい。

21 議会だよりにしあいづ／平成30年7月／142号

総務省・ふるさと納税ポータルサイト（総務省ＨＰより）

この他にも、「返礼品が
米になった場合の対応につ
いて」「町の進める政策の
方向性について」の質問も
ありました。また、「ふる
さと応援寄附金の返礼品の
対 応 に 『 地 域 おこし協力
隊 』 の 隊 員 に 協力しても
らってはどうか」と言った
提案もいただきました。
今後、ふるさと応援寄付
金が充実していくよう、議
会も一般質問などで提案や
チェックを行っていきます。

うか。

今までのふるさと応援寄付金の返礼品

この人に
インタビュー
このコーナーでは、町
内各方面で活躍されてい
る方々を紹介します。
今回は西会津高校生徒
会長・放送部で活躍され
ている平野絵梨さんです。

議会の動き
福島県議長会
自治功労者表彰を受賞
武藤道廣議長が、平成

政策提言調査

特別委員会

政策提言のできる議会へ

年６月４日、県町村議

長会定期総会において、

５月 日に阿賀町議会

両親もいるので、仕事

議会議長として６年以上

研修会が開催され、本町

の議会議員も参加させて

いただきました。

編集後記

７月になってもまと

まった雨はあまりなく、

空梅雨気味な当地に対し

て、西日本は数十年に一

度の豪雨に見舞われてい

ます。

想像を絶する惨状を見

ると、被災された方々の

心中はいかばかりかと心

よりお見舞い申し上げま

す。

当町は毎年のように雪

在籍し、その功績が認め

講師の新潟県立大学の

の場があれば西会津に戻

に苦しんでいますが、雪

去年の冬から取材や編

田口一博准教授は、議会

は予測可能であり対処次

づいてくれて、適切なア

改革や議会活性化等に積

第で被害を防ぐことがで

られたものです。
６月８日の町議会定例

極的に取り組んでおられ

れればと思っています。

会開会日に議場でその伝

集をしてきたので、県大

―町議会や町に望むこと

決まったときはとてもう

下級生のためにも、西

ご協力をお願いしたとこ

ろ、ご快諾いただきまし
た。

今後は、田口准教授か

ら指導・助言をいただき

ながら、政策提言のでき

る議会を目指して、研修

会や勉強会などを継続的

に進めていきます。

〒 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 ３ ０ ８ ☎０２４１（４５）４５３７
e-mail gikai@town.nishiaizu.fukushima.jp

です。

編集委員

委

委

委

員 青木照夫

員 薄 幸一

員 三留正義

副委員長 秦 貞継

委 員 長 三留 満

三留 満

になれると感じるこの頃

ればもっと住みやすい町

町では、雪さえ克服でき

比較的災害の少ない当

きます。

全国大会では、西会津

会津高校への支援をこれ

しても政策提言に関して

ることから、本町議会と

ドバイスをしてくれると

このたびの受賞は、町

ました。

自治功労者表彰を受賞し

新潟県立大学
田口一博 准教授

達が行われました。

人数が少ないので、生

を広く全国に知っていた

までどおりしていただく

は。

徒会活動や行事を一人で

だけるよう頑張ってきま

れしかった。

何役もこなさなければな

福島県西会津町議会

ことをお願いします。

発行

議会広報特別委員会

す。

編集

らないことです。

―大変と感じたことは。

会審査で全国大会出場が

ますが抱負は。

30

ころです。

で、自分の変化に早く気

将来役立てていきたいと

得意科目：英語

―全国高校放送コンテス

家族構成：５人家族

―西会津高校の良さは。

年：３年

考えています。

学

トで、全国大会に出場し

所：西林（尾野本）

―将来の目標は。
経済を通して海外との違

15

住

先生との距離が近いの

プロフィール

―生徒会長として努力し
一人一人が生徒会行事

いや、東京一極集中の問

進学して経済学を学び

を楽しめるよう考えて取

題などの知識を深めて、

てきたことは。

り組みました。
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