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凛として整った行進（消防出初式）

町民と議会との懇談会開催報告
（第１１回議会報告会）

11月7日から11月8日にかけて町内5会場で町民と議会との懇談会を開催しました。
延べ40人に参加をいただき、活発な意見交換が行われました。

は今後検討していく。

雪対策について
意見交換

質問・意見

質問・意見

除雪の際、畑・田など

にポールが設置してあり、

多くの町民が高齢化に

なっており、除雪機械を

雪を押す場所がない。

質問・意見

流雪溝

町民の皆さんから頂いた質問・意見に
議会からお答えしました。
空き家対策
質問・意見

購入してやっているが、

奥川地区のボランティ

水路に雪が詰まる。何

回答

人口を増やせる対策を考
アの宿泊施設や交流事業

農業用水としての水路

質問・意見

集落で協力し、民生委員

えてほしい。全国に広報
の拠点として借り上げて

のため、流雪溝だけのた

空き家が増えており、

十年も改善策がない。

の方々に相談しながら

して都会から来ていただ
いる集落支援者の拠点施

回答

行って欲しい。

ところに、雪をもってき

雪して欲しいが、自分の

自分のところの雪は除

回答

く工夫が必要では。

話し合いが必要である。

町から除雪機を借りて、 て欲しくない持ち主との

皆でお金を出し合ってオ

めに改修は難しい。取水
口（山口堰）は水量確保

ペレーターに除雪して頂

設を、移住定住につなが
るよう改修してほしい。

のため石積みをした。

い賃金ではない。地区ご

く人の確保が難しく、安

奥川区長会を通じて要望

とに雪処理支援隊が必要

になると思う。

を上げてほしい。

全体利用計画を策定し、

回答

回答
人口対策と空き家対策
は、町・議員も取り組ん
でいる。
空き家対策を地域おこ
し協力隊が取り組んでお
り、本町の魅力をもっと

町民バス

らの運行のため、今後の

群岡地区（保健センター）

発信すべきと考える。

定時定路線バスの路線

町内に若者定住住宅の

推移を見守りたい。無駄

野沢地区（町公民館）

質問・意見

移住定住

についてもデマンドバス

毎年運行の見直しを

回答

を運行できないか。

質問・意見
西会津に家を建てたい
と希望する人を増やして
ほしい。

行っており、 月１日か
建設を進めている。今回

なところは見直し、検討

回答

は主に単身者用住宅を建

を進めていく。
呼びたい。世帯向け住宅

設して、町外から若者を
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経済常任委員会で
調査

その他の意見・
要望等

県道整備
新郷地区内の県道には
質問・意見

○福島
 ホープス戦の観戦
に行ける交通を確保し

西会津産米ＰＲ
ふるさとまつりで、米
狭い箇所があり、これま

呼賀地区町道の補修を

てみてはどうか。

質問・意見

や野菜の品評会がなかっ
で何度も要望してきたが

要望しても進まないので、

質問・意見

バス停除雪
たが、美味しい米のＰＲ
振り出しに戻って進んで

質問・意見への
対応
質問・意見
をもっとすべきではない

道の駅の停留所の歩道

美土里事業で実施してい
る。そのため本来やりた

野菜等の品評会実施に関

応について整理し、地域

経過・現状と今後の対

査して報告する。

入はあり得ないので、調

町道に美土里事業費投

○枝線は幹線除雪後にな
るので遅くなってしま

うところがある。業者

の配置も再検討すべき

ではないか。

○除雪オペレーター不足
が心配される。今から

考えておくべきではな

○医療
 と福祉の対策は絶
対に後退させて欲しく

ア活動をしてもらえな

〇中学生・高校生・公務
員に除雪のボランティ

いか。

ない。議会もしっかり

いか。

〇屋根の雪下ろしの料金
を決めてほしい。

質問に反映させるなど、議会活性化に生かして

ら頂いたご意見は町に申し入れするほか、一般

次回は、本年５月に開催予定です。皆さんか

ざいました。

ご意見を頂いた町民の皆さん、ありがとうご

助をしてはどうか。

人たちへ、燃料費の補

ティアで除雪している

○町道
 で、除雪車が入れ
ないところをボラン

チェックしてほしい。

ほしい。

○サル
 対策を強化してほ
しい。頭数を減らして

いない。
地域住民はどうなって

い農道等の修理が後回し

か。
いるのか分からない。経

になっている。

に雪があり、車道でバス

過を報告してほしい。

回答

回答・対応
ンテスト」を行い、ごは
回答・対応

しては、口頭により申し

住民に説明するよう申し

「西会津一うまい米コ
ん食堂も好評であった。

を待っているが危険であ
る。
回答・対応
除雪の際、留意するよ

入れする。

入れする。

道路幅が狭く、すれ違いも難しい（新郷平明地内）

うに申し入れする。

定時定路線バス
質問・意見
定時定路線バス設置に
おいて、実際にバスを使
う方々への事前の住民説
明が不足していたのでは
ないか。もっとじっくり
住民の話を聞いたほうが
よかったのではないか。
回答・対応
実際に利用する方々の
意見を吸い上げる対応が
不足していた。今回の説
明方法を反省し、次回の

いきます。

町民と議会との懇談会（議会報告会）にぜひ

ご参加ください。
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対応に生かすよう担当課
に申し入れする。

好評だった「ごはん食堂」

町から条例の一部改正、平成

年度補正予算、人事案件など

件の議案が提出されました。

伊藤一男議員
管理委託料の当初予算と

温泉施設・さゆり公園
一般会計補正予算の主

商工観光課長

今回の委託料の合計は。

センター・さゆり公園管

温泉施設が３９６４万

生で、講演をいただく内

容については、健康寿命

延伸や健康づくりの意識

高揚を図る内容になると

考えている。

こうのとりサポート事

業の効果はどのようなも

多賀剛議員

これまで述べ 人 回

福祉介護課長

８万円となっている。
秦貞継議員

運転免許自主返納者へ

のか。
学校教育費での光熱費

町民税務課

の３万円支給割合は。

水道事業会計補正予算を

学校教育課長

名おり、今

後増加が見込まれる。

月末で
調整単価による電気料金

交付状況は商品券が

電気料金の中で、燃料
の値引きの幅が小さく

シー券が各

三留満議員

られる。

パーセント

て以来、経年劣化により

安座のオトメユリ群生

どのような専門で講演の

健康講演会の講師は、

校、給食センター、こど

頼したところ、小・中学

のないようにしたい。

れる町民の皆さんに影響

の施設でもあり、利用さ

算化し対応してきた。町

定である。

花時期までに終了する予

雪解け後に着工し、開

商工観光課

プの長寿命県にされた先

先生は長野県を全国トッ

諏訪中央病院の鎌田實

健康増進課長

今後検討したい。

りであった。町としても

と数百万安くなる見積も

施設の電気料を合計する

も園、診療所、上下水道

地の階 段工 事はいつごろ

民間業者に見積りを依

総務課長

できないのか。

新電力の見積・検討は

あったものと考える。

１人おり、大変効果が

６人、現在妊娠中の方が

の利用があった。出産は

37

大きく経費が掛かる修繕

となっている。

21
始まり、
いつ終わる予定か。 内容は。

長谷川義雄議員

70
については、その都度予

平成４年にオープンし

商工観光課長

繕はあるか。

パーセント、バス、タク

主な質疑

ました。

が増額となった要因は。

オトメユリ群生地の階段

全て原案のとおり可決し

このほか、７特別会計、

補助金の追加など。

こうのとりサポート事業

転免許自主返納者報奨金、 円、さゆり公園が５２５

理業務委託料の増額や運

な内容は、温泉健康保養

補正予算

人が登壇し、町の考えや対応を問いただしました。

12

4

17

なったことが要因と考え

20

15

議会だよりにしあいづ／平成31年1月／144号

30

さゆり公園の今後の修

10

12/7 ～ 13

一般会計総額 64億4,471万円へ

また、議会からは議員定数条例の一部改正など３件の議案を提出し、全ての議案を原案のとおり可決しました。
一般質問では

大規模改修が終了した温泉健康保養センター

12 月
議 会
定例会

3,085万円増額

条例改正
■町長等の給与及び旅費
に関する条例の一部改

議会議員の給与及び旅費に関する条例の
一部を改正する条例を討論可決

対＞

無作為に抽出した１８５
の事業所について調査を
し、その平均と公務員の

主な質疑
多賀剛議員
格差を比較したものであ

その他可決した
議案

る。

職員給与のラスパイレ
ス指数はどのようになる
のか。人事院勧告の内容
は、若年層や管理職など
への配慮はなされている
■公社造林の契約の一部
変更

武

清

荒

青

多

藤

野

海

木

賀

俣

藤

部

三留正

渡

伊

猪

柴

長谷川

小

秦

薄

三留満

○は賛成、×は反対、退は退席。武藤議員は議長のため採決に加わっていません。

正
■議会議員の給与及び旅
費に関する条例の一部
改正
のか。
総務課長
ラスパイレス指数は平
年４月で９７・９と
■福島県市町村総合事務
組合規約の変更

となっている農業委員会

人以上の県内８４

－

○

○

○

○

■職員の給与に関する条
例の一部改正
成
人事院勧告は、ここ数

県の人事委員会勧告の

委員に岩原稔さんの選任
規模

果

国の人事院勧告、県の
人事委員会勧告に準じ、
員の期末手当の支給月数
年若年層に配慮した引き

なっている。

を０・０５月分引き上げ
上げとなっており、今回

町長など特別職と議会議

るなどの改正。

教育委員会教育
長任命の同意

員の給料が上がるが、

の勧告では 歳未満の職

も勧告に準じ、俸給を平

歳以上の職員については、

また、町職員について
均０・１２パーセント引

ベースアップゼロである。 に江添信城さんの任命を
同意。（再任）

任期満了となる教育長

き上げるとともに、勤勉
荒海清隆議員

手当の支給月数を０・０
５月分引き上げるなどの

民間との給料の格差の

農業委員会委員
選任の同意

基となる根拠は、企業規

を同意。（７町内・新任）

委員の辞任により欠員

人以上かつ、事業所

総務課長

か。

根拠となるものはあるの

改正。
■西会津町税条例の一部
改正
正により、地方税法が一

模

国の平成 年度税制改
部改正されたことに伴う
改正。

０の民間事業所のうち、
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三留正義議員
ふるさと納税において町は大苦戦をしており、
その努力に寄り添うためにも、金額的には大き
くないが、町の財政に寄り添う姿勢を議会側が
示す意味で反対する。

青木照夫議員
これまでも、人事院勧告に準じた改定がなさ
れてきた。今、全国の地方議会では報酬の低さ
や４年後の保障がないことから、二元代表制の
一翼を担う議員の確保のため。また、次期改選
期より議員定数を２人削減し、約480万円の財
政負担軽減を図るため、議会議員定数条例の一
部を改正する条例を議会案として提出する。
よって本条例については賛成するものである。

×

×

×

×

○

○

○

○

×

40

結

決

採

40

＜反

討論
成＞
＜賛

30
50

50

30

議員定数を減とする条例を可決！
12月議会で議会から議員定数条例の一部改正を提出し、可決しました。
これにより、次期改選期から議員定数が現行の14人から12人になります。

年７月１日である。
■西会津町議会会議規則

議員定数減決定までの経緯

的に起こし、町民の声に

から人口が約１８００人

目的とした議員定数削減

は

会においては、会議の際

ころ、議員定数 人の議

活動について調査したと

人とすることに決定しま

削減し次期改選期から

なっているなど、二元代

や、委員会活動が困難と

表制の一翼を担うべき議

会の機能維持や活動の弱

した。

体化が課題となっていま

す。

しかし本町は、約３０

の自治区が

０キロ平方メートルの広

大な面積に

他市町村に比べて行政効

定数削減はできないと判

るためには、これ以上の

議会の監視能力を維持す

町民の意見を反映させ、

率が低く、町民の声を直

点在していることから、

接聞く機会も少ないもの

断し 人としました。

6
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■西会津町議会議員定数
条例の一部改正
現在の人口減少や少子
の一部改正

そのため、選出された

議会議員それぞれが町民

高齢化などの社会情勢の

年９

月に議会活性化特別委員

の声を直接聞くための町

町議会では平成

会を設置し、２年間にわ

政治分野における男女
共同参画の推進に関する

変化や財政状況を考慮し、
議会自らが議員定数を削

回の委員会の中で、 民本位の議会活動を積極

法律が施行され、議会に

裏づけされた行政の監視

いくことも必要であるこ

機能を強化・充実させて

その結果、議員定数を

とから、単に経費削減を

減少していること、県内

県内の類似団体の議員

から削減の声が出されて

の議論が深まらないこと

定数と議会の機能維持や

であってはなりません。

人また

いることなどを考慮し、

人であること、町民

現行の議員定数から２人

会議員の定員が

の同じ人口規模の町村議

人から

人とした当時

きました。

議会改革と議会活性化に

24

ついて調査検討を重ねて

たり

減し、議会の本来的な権

り扱いに関して、出産の

おける欠席の届け出の取

で機能的な議会運営を図

なお、施行日は平成

改正。

て新たに規定するなどの

場合の欠席届け出につい

年１月１日であるが、本
年６月に予定されている

年７月１日である。

年７月から
人

31

なお、施行日は平成

るための改正。

能を失うことなく効率的

27

12

町議会議員一般選挙から

人

年７月から

【議員定数の沿革】
・昭和

年）
年）

人

年７月から

４期（
・昭和

５期（

・平成３年７月から
人

人

年７月から

２期（８年）
・平成

２期（８年）
・平成

現在（８年）

10

適用となる。
■西会津町議会委員会条
例の一部改正
議員定数の減に伴い、
議会に設置されている経
済・総務の各常任委員会
の定数を減とする。
また、新たに広報公聴
委員会を設置し、議会だ
より発行だけでなく、一
般会議や議会報告会を常
任委員会の活動として、
体制の充実・強化と議会

18

10

と思われます。

12

活動の活性化を図るため
の改正。
なお、施行日は平成

12

26
22
20
18
14

14

89

30

16

46

20

11

19

31
31

第６回議会臨時会
工事請負契約締結と財産の取得を可決
雪については、耐雪型
ハウスであることや、暖

日に議会臨時会

が招集されました。町か
房機で加温するので大丈

月

ら工事請負契約の締結及
夫と考えている。

べての議案を原案のとお

１棟あたりの建設費と

長谷川義雄議員
今後増設の余地は。
農林振興課長

程度の増加になると試算

などについて検討する。

の上、簡易テントの設置

新たな電源工事は必要

三留正義議員

健康増進課長

ないのか。

利用して別の場所に移設

清野佐一議員

対応できる。

これまでと同じ電源で

■全身用ＣＴ撮影装置

財産の取得

する。

畑はこれまでの表土を

している。
■西会津小学校プール新
築工事請負契約の締結
【契約金額】
１億８２３０万円
【契約相手方】

影装置が耐用年数の６年

よって違うのか。

耐用年数はメーカーに

これまでの使用回数と、

を経過し、８年となり老

健康増進課長

西会津診療所のＣＴ撮

朽化が進んでいることか

年間５００回程度で、

武田土建工業株式会社

秦貞継議員

ら更新する。

８年間で４５００回程度

主な質疑
サブプールの日よけ

【取得金額】

【取得相手方】
今後、認定こども園と

なっている。

耐用年数は一律６年と

の使用である。

シェルターはどうするの
た畑の代替地は。

株式会社三陽

３４０２万円

７００万円、通年型（周年

学校教育課長

通常型（秋冬栽培用）
は、 か。また、建設地にあっ
は、町内の農業生産法人

栽培用）
は１２２０万円。
菌床生産能力に限界が

利用方法等について協議

主な質疑

に貸し出す予定である。

あるため、大幅に増やす

【契約金額】
４９９１万円

多賀剛議員

床栽培用パイプハウス

機種選定方法は。

ことは難しいが、５棟程
度の増設は可能と考える。

【契約相手方】
会津よつば農業協同組

健康増進課長

これまでより精度の高

被曝線量の軽減などを考

合
小柴敬議員
量、出荷額は。

慮して、診療所医師の検

いもの、患者負担の軽減
渡部憲議員

農林振興課長

年間使用料と予定出荷

年栽培用・２棟は秋冬栽

停電対策、雪対策は。

主な質疑

培用）の菌床栽培用パイ

年間使用量は

れる機種とした。

るが、診療所で必要とさ

より高性能な機械はあ

討により決定した。
農林振興課長

出荷額は３万菌床が増

万円程

プハウスを西林の培養施

床は耐えられるので予備

えるので、２４００万円

65
電源は設置していない。

度になる。
短時間の停電には、菌

整備したパイプハウス

地化を図る。

設の向かい側に整備し団

活用し、５棟（３棟は周

興施設整備事業交付金を

県の林業・木材産業振

締結

等整備工事請負契約の

施設整備事業交付金菌

■林業・木材産業等振興

工事請負契約の
締結

り可決しました。

件の議案が提出され、す

び財産の取得合わせて３

10
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7

10

一般質問

町政を問う
ここが聞きたい

12名が登壇
○秦貞継議員（９ページ）
①公共の遊休施設について
○長谷川義雄議員（10ページ）
①町民の健康について
②交流事業について
③雪対策について
○多賀剛議員（11ページ）
①新産業創出事業について
②野 球場スコアボード・温泉健康
保養センター改修工事と今後の
事業運営について
③プログラミング教育について
○青木照夫議員（12ページ）
①町の将来像と人口ビジョンについて
②健康寿命延伸の推進について
○三留満議員（13ページ）
①若者向け住宅について

12

月 日か

日までの３日間で行

名が登壇して、

12

一般質問は

ら

い、議員

町政の課題などを問いた

だしました。

質問順序

貞継 議員

満 議員

・秦

幸一 議員

・三留

・薄

・三留正義 議員

憲 議員

・猪俣常三 議員

・渡部

敬 議員

・伊藤一男 議員

・小柴

剛 議員

・長谷川義雄 議員

・多賀

・青木照夫 議員

・清野佐一 議員

12

10

○猪俣常三議員（14ページ）
①農業の振興について
②公 共施設の管理及び利活用と整
備について
○薄幸一議員（15ページ）
①農業振興対策について
○小柴敬議員（16ページ）
①安全・安心な町づくりについて

一般質問とは

一般質問とは、議員が町の事務事業の執行

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時間以内なら何度でも質問可能

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。

○清野佐一議員（17ページ）
①新年度の予算編成について
②福祉政策について
③農林業について
○三留正義議員（18ページ）
①本町の財政について
②若者向け住宅整備事業について
○渡部憲議員（19ページ）
①旧野沢保育所跡地の利活用について
②ふるさと納税について
③水道事業についての町の展望は
○伊藤一男議員（20ページ）
①農林業の活性化について
②ため池の維持、管理について
③ふ るさと応援寄附金（ふるさと
納税）の進捗状況について
※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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今後の利活用はどのように進めるか

設が点在している。その

本町には多数の遊休施
になる恐れのある施設に

朽化が進み、危険な状態
いては平成 年度に「廃

旧小・中学校施設につ

ついては、計画的に解体

校施設等利活用計画」を、 す方向で検討していくと

設はあるのか。

問

向性に沿って、取り組み

それぞれの施設ごとの方

者の意見も踏まえながら

ところは見直しし、利用

の計画の見直しが必要な

尾野本小学校や黒沢小

総務課長
現在のところ遊休とな

問

学校、群岡小学校および
芝草保育所など、いまだ

えない遊休施設を区分け

る見込みの施設はない。

に活用されていない施設

し、使える遊休施設は維

進めたい。

を進めている。

設の利活用方針」を定め、 ている方もおり、今後こ

なっていたが、現在使っ

遊休施設の利活用をどの

年度に「保育所施

平成

管理している遊休施

町の考えを伺う。
問
設の現状はどのようなも
のか。
総務課長
問

については、町民の意見

適宜行っており、適正な

町としては、当初の役

企画情報課長

に検討を進めていく。

を聞きながら、今後さら

に使ってもらえる工夫を

持管理を充実させ、さら

使える遊休施設、使

ては施設内の草刈りや、

画はどうなっているか。

維持管理に努めている。

な利活用の方法について

の資源として捉え、有効

しいという意見が多かっ

廃校となる前も残して欲

る尾野本小学校講堂は、

問

らに使っていただけるよ

極力利活用していく。さ

用できるものに関しては

町民福祉の向上に利活

企画情報課長

するべきでは。

検討してきた。

た。利用できるなら今後

う町として維持管理に努

議員

も利用してもらった方が

遊休施設となってい

割を終えた普通財産を町

遊休施設の利活用計

雨漏りに対する修繕など

遊休施設の管理につい

今後、遊休となる施

を進めていく。

当初の計画では取り壊

企画情報課長

町民の声を聞きながら検討を進める

問
答

ように進めていくのか、

24

めていきたい。
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9

28

いいのでは。

秦 貞継

旧尾野本小学校講堂で行われたコンサートの模様

遊休施設
また、今後において老

一般質問

問

今後の交流は
答

有意義な交流を

交流 協 定 締 結

一般質問

議員

西会津町と沖縄県大

長谷川義雄
問
宜味村との間で「結」交
流協定が締結された。大
宜味村との交流は、本年
年を迎えたが、今後

雪の処理は

排雪場所を設置

はどのような交流を進め

苦慮している。町民から

ている地域では除排雪に

町内の家屋が密集し

るのか。

排雪場所が欲しいとの声

の発展を願い締結した。

での交流として、両町村

スポーツなどの広い分野

老人クラブ、食生活改善、

れまでの交流を発展させ、

を踏まえるとともに、こ

に運用する。今後は利用

育館脇を指定し、試行的

役場新庁舎に付属する体

ら公設の排雪場所として

査・検討を行い、今冬か

町では、排雪場所の調

建設水道課長

は認識していると思うが、

協定の名称に使用した

状況を踏まえ、次期の雪

流協定は、西会津町・大

「結」は、相互扶助を意

対策に反映させたいと考

排雪場所の設置の考えは。

味する言葉であり、今後

えている。
今後とも冬期間におけ
大宜味村との関係をさ

よう、雪対策に取り組む

保し、快適に生活できる

る町民の安全・安心を確
らに発展、進化させて活

こととしている。
けていきたい。

気ある町づくりに結び付

願っている。

流を継続できるように

とも、心と心が通った交

宜味村両議会の共同声明

町長

問

問
答

があり、町として必要性

で

雪 対 策

今回締結した「結」交

25

マナーを守って利用してほしい
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新産業創出事業の進捗状況は

多方面に調査をしながら進めている
具体的にどのような産業
きたところであり、本町

分析し経済の活性化を図

地域資源や優位性を調査

けるため、本町の有する

人口減少に歯止めをか

なっているのか。

現在の進捗状況はどう

本調査を進める中で着

を調査する事業である。

続的発展につながるのか

な産業が町に活性化や持

を踏まえ、今後どのよう

本事業については現状

町長

推移、動向を注視しなが

国の入管法改正などの

能か現在精査している。

り、本町での事業化が可

について検討を重ねてお

など、いくつかの方向性

輸出、外国人観光客対策

確保事業や西会津産品の

拡大に向けた一つの拠点

スイン周辺は、交流人口

問

るとの話があるが、本町

者への売却、譲渡を進め

設においては、民間事業

① 周辺自治体の温泉施

イベントが必要ではない

ら落としなどの試合誘致

完成後、お披露目、こけ

②

町長

春のＢＣリーグ公式戦

商工観光課長

野球場スコアボード

である。現在、野球場、

においてはどう考えるか。 か。

改修中であるが、改修後

現在、大規模改修を

に合わせてお披露目、こ

さゆり公園やロータ

温泉健康保養センターが
の事業運営について伺う。

行ったところであり、今

けら落としをしたい。

持管理していく。町民の

③ 野球場に有料広告の

商工観光課長

募集をしてはどうか。

して民間事業者への売却、

現在一件の広告掲載の

めていく。

今後も広く告知し鋭意進

提案をいただいている。

譲渡は全く考えていない。

思いが込められた施設と

される温泉施設として維

後とも町民に親しまれ愛

売却譲渡等は考えていない

本事業は、調査委託

問
への解決に、この関係を

の抱えるさまざまな課題

この事業によって、ど

活用できないか、その可

を想定しているのか。

んでいる事業である。一
れだけの産業を創出し雇

能性について調査を行っ

を含め昨年度から取り組
年が経過しようとしてい
用が期待できるか、目指

る産業の導入を目指すと

目したのが、ベトナムと

ら対応していく必要があ

11 議会だよりにしあいづ／平成31年1月／144号

る中、未だに何を目指し

しているが、あまりにも

の交流を通じた新産業の

完成した野球場スコアボード

ているのか見えてこない。 す期待値、方向性を伺う。 てきた。これまで、人材

抽象的な表現で大枠、概

り、現段階では具体的数

答
野球場・温泉

温泉施設の今後の事業運営は

問
答

創出である。

ベトナムとは経済交流、 値等は示せない。
人的交流について意見を

剛

交わすなど関係を深めて

議員

多賀

問

新産業創出
要さえ良くつかめない。

一般質問

問

町の将来の人口ビジョンは
答

総合計画最終目標5,300人

人口問題

議員

青木照夫

問 若い世代とシルバー
世代の合計で、年間 人
の移住者増加を目指して
に就労し、定年を迎えた

いるが、町を離れ首都圏
問
元気なシニアのＵターン

本町は過疎地といわ

れ、人口減少対策が喫緊
希望がある。

健康寿命延伸の推進は

家庭血圧測定で健康管理

試し住宅」に準じた施設

０歳時代といわれる一方、 に、気軽でどこでも体を

問

動かせるラジオ体操を導

減額につながるのではな

ば、町全体の医療保険の

き、健康増進につながれ

いる。健康を維持するた

健康増進課長

くりに対する、さらなる

健康寿命延伸のため

は６５８２人であるが、
を設けることで、移住定

要介護者や施設利用者が

商工観光課長

め、医療、健診、食事や

ラジオ体操は毎日続け

高揚を図り健康寿命の延

問

総合計画の素案では、平
住につながり、人口減の

お試し住宅は、旧群岡

運動などに取り組んでい

ることにより、体内年齢

現在「西会津町健康増

町長

があり、またラジ

高くなる調査結果

くなり、骨密度も

基準人口として推計した

ティーや絆づくり

にもつながること

月からは「家庭
血圧測定による血圧管

から推進する。

本年
の同様の施設設置の考え

理」を推進しており、そ

現在のところ他地域へ
はないが、今後の利用状

町民や関係者の健康づ

町長

人口減少とする予測であ

診療所医師住宅を改修し

るが、健康寿命延伸に力

在期間中、町内でのさま

進計画」に基づき、食

操」を推進してはどうか。

るが、出生人口、死亡人

た移住希望者に対しての

伸に向け、鋭意取り組む。

年で、１３００人の

口、移住人口の予測はど

短期間の滞在施設である。 を入れていることは何か。 や筋肉量、血管年齢も若

人口予測については、

ざまな体験や情報提供を

オ体操は健康づく

１週間から１カ月の滞

年国勢調査人口を

事・運動・健診を柱に取

りだけでなく、地

平成

行っており、これまでの

り組み、介護予防事業な

死亡数は１４５８人と推
また、転入・転出の社

問

ラジオ体操
入補助事業を創設し取り

こでも、気軽にで

ず、いつでも、ど

は、お金がかから

の普及のために血圧計購
減少に抑制することとし、 る。
年の目標人口を５３

総合計画最終年である平
成

組んでいる。

況の動向によって検討す

計した。

どと連携し実施している。 域 の コ ミ ニ ュ

利用者は７組 人で、２

結果、平成 年までの

12

年間で出生数は３０９人、 組４人が移住した。

10

会増減を１５０人程度の

10

37

００人とした。

仮称「町民皆ラジオ体操」

企画振興課長

う捉えているか。

日本人の寿命が１０

年の目標を５３００

いか。

成

入し、「町民皆ラジオ体

健康増進
増加し介護費も膨らんで

野沢の中心地に、「お

の課題である。
平成 年国勢調査人口

問
答

10

歯止めになるがどうか。

27

人としている。

37
10
27

37

一般質問

議会だよりにしあいづ／平成31年1月／144号 12

周辺住民の理解は

説明を尽くして進める

町長
新総合計画の重点プロ
ジェクトの一つに位置づ
けている、野沢・尾野本
エリアの町づくりを検討
する「中心エリア整備構
想」の中で、若者から子
で、将来にわたって町内

育て世代、シニア世代ま
企画情報課長

事業計画策定のプロ

問

周辺住民への説明会

問

に住める環境づくりを検

意が得られなければ、入

周辺住民の理解、同

問

居する人も地域に溶け込

町長

期すことが求められるが。

また、雪対策は万全を

辺部との段差）はどのよ

問

討していく。

現段階では考えていな
いが、設計時にどのよう

セスに問題はなかったか。
企画情報課長

にできるか検討したい。

たことは適切と考える。

中で、議会に先に説明し

５町内住民を対象に説明
今後、事業を進めるに

雪対策（除排雪、周

議会制民主主義制度の

で、十分な理解は得られ
たのか。
企画情報課長
月から 月に、４、

会を２回、隣接住民と１

企画情報課長

むことはできないのでは。

づくりの精神に則り、説

現在排雪場所として使

うに考えているのか。

心配や不安な点につい
明の時期や方法は改善を

回意見交換会を開催した。 当たっては、協働のまち
ては一つひとつ説明をし

用している旧保育所の園

周辺住民の皆さんの理

図っていく。

庭部分はそのまま残し、

解を得られるよう最善を

13 議会だよりにしあいづ／平成31年1月／144号

問
答
11

て、理解いただいたと考

周辺部道路の除雪はこれ

町づくりの視点が足

雪対策は町づくりの最

問

アパートの駐車場の除

重要課題と考えているの

までと変わらず実施する。 尽くす。
排雪や、進入路の段差に

で、十分な対策をとる。

若者定住住宅や子育
のように進めるのか。

て定住住宅についてはど

問

併せて検討する。

ついては、建物の設計と

りないのではないか。
旧保育所側の道路拡張

満

の検討は。

議員

三留

雪対策は十分か

若者向け住宅
10
えている。

一般質問

一般質問

設置場所は
答

稼働施設のない地区に整備

ライスセンター

問

議員

ライスセンターの設

猪俣常三
問
置について。
町長

利活用は

総合的に検討

問

際して、関係法令の手続

問

のない地区において、農

老朽化が著しく、活用は

旧尾野本小学校校舎は

年度か

けた勉強会や視察研修の

農の組織化と法人化に向

画するとともに、集落営

地区の話し合いの場に参

れており、利活用の可能

の音楽イベントに利用さ

年１～２回任意団体主催

年近く経過しているが、

講堂については、築

たところ、年１回程度の

消防署の見解を確認し

た。

届け出は行っていなかっ

ら継続的に行われてきた

ベントは、平成

講堂を利用した音楽イ

副町長

きを踏んでいるのか。

旧講堂を利用するに

本・新郷・奥川の４地区
及び、校庭、講堂の利活

旧尾野本小学校校舎

に１カ所ずつライスセン

業者が自ら施設の整備に

困難である。

企画情報課長

取り組めるよう、職員が

実施などの取り組みを

性について検討していく。 使用であっても、開催届

体の組織化、費用負担な

受益範囲の選定や運営主

ついては、施設の規模、

具体的な整備の内容に

本小学校エリアの活用を

保育所跡を含めた旧尾野

目指しており、旧尾野本

リア整備構想」の策定を

りの指針となる「中心エ

区など町中心部の町づく

今後、野沢・尾野本地

ながら、安全に利用され

建設事務所の指導を仰ぎ

器具の設置等を消防署や

届出を行い、必要な消防

出す際には、消防署への

今後、イベントで貸し

るよう対処していく。

れた。

出が必要との認識が示さ

ど検討していく。

総合的に検討していく。

が、これまで消防署への

行っている。

80

26

町としては、稼働施設

用は。

本町では、野沢・尾野

問
答

ターが運営されている。

旧尾野本小

法令順守が求められる講堂利用

議会だよりにしあいづ／平成31年1月／144号 14

後継者不足について

後継者の育成と経営基盤の安定化に努める

荷に係る農家負担の軽減

販売ルートの確立と出
５０万円を最長５年間交

間、就農後は年間最大１

農地法の規定では、農

農林振興課長

農家の後継者不足は

喫緊の課題であると考え

査し、再生可能な農地と

業委員会が利用状況を調

付している。
国の事業に該当しない

を図る補助事業も実施し
ている。

歳未満の方に対しては、 再生困難な農地と分類す
ることとされており、本
行っている。

町独自の「新規就農者あ

本町で就農したい方

より、住宅費の補助も含

再生可能な農地につい

問
農林振興課長

めて年間最大１２０万円

ては、利用意向調査を実

向上を図るため、米・ミ
の産地化に取り組む中で、
県との連携を図りなが

を最長３年間交付支援し

施し、農地中間管理機構

町でも毎年その作業を

耐雪型パイプハウスの
ら、新規就農希望者が抱

ている。

んしんサポート事業」に

リース事業を積極的に進

える不安や問題などを相

への対策について伺う。

め、初期投資の軽減負担

へ貸し付けの誘導などを

談できる体制を整え、相

ネラル野菜・菌床きのこ

これまで農林業の魅力

農林振興課長

るが町の対策を伺う。

問

問
答

と生産者の所得向上に努

今後も各種交付金制度

地の判断をする。

行い、再生困難な農地に

問

基盤整備の水田でも

談者の実情に合わせた情

耕作放棄地が増えており、 ついては、速やかに非農
今後どのような対策が必
要と考えるか伺う。

などを活用し、新たな耕
作放棄地の発生防止に努
めていく。

15 議会だよりにしあいづ／平成31年1月／144号

55
報提供を行っている。
歳未満で就農する方

議員

間１５０万円を最長２年

活用し、研修期間には年

次世代人材投資事業」を

に対しては、国の「農業

45

薄 幸一

管理できない水田は荒れ放題

農業振興対策
めてきた。

一般質問

問

安全・安心な町づくりを
答

計画的に推進していく

安全・安心

一般質問

議員

敬

警察官が町内に不在

小柴
問
となる場合があるが、町
の対応について伺う。
町長

森野地区周辺道路が時速
キロメートルの速度制

限区間となった。

問

もっと早急な対応が

必要ではないか。
町民税務課長
さゆり公園に設置した
万円と高額であ

る。今後も予算確保に努

看板が

明がなく、冬期間に入り

め順次設置していきたい。

小学校出口道路で照

生時、確かに警察官が不
暗い。街路灯などの検討

問

在となる。一一〇番通報
は考えるのか。

問

喜多方署管内で事案発

によって所管の警察署へ
学校教育課長

が遅れているが今後の対

後、「避難場所」の明記

問

降雪などにより安全上支

敷地などに設置したが、

配慮しながら公道の道路

治区長と協議し、安全に

停留所標識は、設置自

町民税務課長

町民バス停留所の除

の連絡体制が確保されて

排雪について伺う。

いるが、交番に警察官が
常駐するように喜多方警
察署に対応を検討するよ

問

応について伺う。

障のある場合は状況を見

ハザードマップ完成

辺は、丁字路や十字路で

町民税務課長

ながら対処していきたい。

生しており、安全のため

を設置した。

棟前に指定避難場所看板

図るため、道路標識の必

より確実な注意喚起を

も計画的に進め、町民の

を果たすことから、今後

大規模災害で重要な役割

看板設置については、

要な場所を関係機関と協

安全・安心に務めていく。
今年度から小学校前の

確保に努めていく。

議しながら、交通安全の

町民税務課長

早急な整備を求める。

いる。交通事故が数件発

尾野本地区の学校周

の交通標識整備が遅れて

昨年度さゆり公園管理

う要望していく。

応するよう検討する。

予算を確保し早急に対

50

30

さゆり公園に設置された看板
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バリアフリー化要望は

より安価な整備案を要望

問

は特に配慮すべきと考え

から、安全性や利便性に

付けてはと思うが、考え

代わりになるものを取り

よけ雪よけになるフード

町の診療所は、町民

のケガや病気を治すこと

る。

健康福祉課長

年が経

左右にベンチが置いてあ

年度に整備し

西会津診療所は、昭和

つ場所となっている。

り、バスやタクシーを待

西会津診療所入口には、 を伺う。

はもちろんのこと、健康
づくりにおいても大きな
役割を果たしている。
そのため、日々多くの
町民が利用していること

過しており、施設全体の

ものの状況は外と同じで、 見 直 し が 必 要 な 時 期 に

について検討していく。

易的な雨よけなどの設置

当面は風除室などの簡

なっている。

査をしているが、高額な

そこで、この場所に雨

と思われる。

いで待てる状態ではない

望活動の、現状と見通し
Ｒにより安価な整備案の

問
町民税務課長

提示を要望してきた。

寒さの中、雨や雪をしの

野沢駅跨線橋のバリア

Ｒ東日本新潟支社に対し、 において工事費の精査や

その結果、平成 年

日には改善３案が提

の全額負担となっている。

示されたが、いずれも町

月

10

その中で会津若松方面

風除室等の設置を検討

負担となることから、Ｊ

から町民からの強い要望
がある。

経費負担などについても

現在、ＪＲ新潟支社内

るのに跨線橋の階段を昇
福島県鉄道活性化協会を

協議いただいている。

フリー化については、Ｊ

り降りしなくともいいよ
通じて、要望書を提出し

これは、列車を利用す

うに、改善を求めている
ている。

リアフリー化の実現に向

継続しながら野沢駅のバ

今後も引き続き協議を

ものである。
年からは、町単

独での要望活動も実施し

け努力していく。

平成

が幾度となくＪＲに足を
てきた。

今までも、歴代の町長
運び要望してきたが、未
だに見通しは立たず現在
に至っている。

27

側からの通路を整備する

答

を問う。

玄関先の屋根こそある

31

診療所の利便性向上に期待したい

27

案について、工事費の精

議員

診療所入口の改善を

西会津診療所

問

リー化については、以前

野沢駅のバリアフ

63

問
答

町民の悲願でもあるバ

26

清野佐一
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野 沢 駅
リアフリー化に向けた要

一般質問

問

指数が上昇傾向であり対策は
答

起債借入限度額設定なども検討

財政指数

一般質問

議員

三留正義
小学校やこども園の整備

ない事業などは取り崩し

してもやらなければなら

年度決算の状
など、近年実施した大規

平成

況と財政指数から、今後

模事業の起債借入に伴い、 て事業に充てていく。

問
の財政運営における課題
上昇傾向にあるので、起

年度分の地方

についても検討していか

公開されたが、この公会

公会計による財務諸表が

平成

なければならないと考え

計による財政分析をどの

問

ている。

債借入限度額の設定など

点について伺う。
総務課長
平成 年度決算におけ
・

る財政健全化法に規定す
る実質公債比率は

総務課長

ように捉えているか伺う。
問

来年度に向け、自主

１１・４％と、共に法に

体に対し、平成

国が全国の地方公共団

総務課長

の作成を要請したもので

年度中

自主財源確保の取り組

あり、本町においては要

財源の考え方を伺う。

である パーセント、３
５０パーセントの範囲内
であった。

年３月に

占める普通交付税の今年

で抑制なども検討してい

で事務事業の見直しなど

収率のアップ、また歳出

ある。

で公表しているところで

作成し、町ホームページ

ては、他の自治体との比

財務諸表の分析につい

度の決定額は３年前と比
千円の減額となったとこ

問

についても、積算基礎と

経常収支比率の財政指数

また、実質公債比率、

の減額にあっても、どう

もので、仮に普通交付税

言えば「貯金」に当たる

財政調整基金は家庭で

総務課長

率化などに活用していく。

成や行政運営、事業の効

多用な会計情報を予算編

較など難しい部分もある

ろであり、自主財源確保

性等が高まったのか伺う。 が、制度導入目的に即し、

なる普通交付税の減額、

ばならないと考えている。

についても努力しなけれ

財政調整基金の有用

く。

請どおり平成

29

30

較して１億５３８４万６

歳入の約 パーセントを

今後の課題点としては、 納税や町税・利用料の徴

みについては、ふるさと

規定する早期健全化基準

９％、将来負担比率が１

11

28

29

29

25

35

良い町づくりは健康的な財政で

議会だよりにしあいづ／平成31年1月／144号 18

いて、周辺住民の理解は

の若者向け住宅建設につ

問 旧野沢保育所跡地へ

早期の工事発注に向け事

設計業務が完了次第、

企画情報課長

町として町民アン

務を進める。

問

得られているか。

企画情報課長

月から 月にかけて

ケートを取る考えはある

はない。

アンケートを取る考え

企画情報課長

説明会と意見交換会を開

か。

工事はいつから始まるの

問 旧野沢保育所の解体

ものと考える。

か。

11

催し、理解をいただけた

10

今後の取り組みは

寄附者の拡大に努める
問

業者に依頼した結果、

問
どのような効果が得られ

出始めてきており、返礼

理解いただけたものと考える

ふるさと応援寄附金

の現在の寄附金額は予算
たのか。

０３万３千円となってお
品についても季節商品な

により、少しずつ効果が

ポータルサイトの開設

町民税務課長

額の何パーセントになっ
ているか。
町民税務課長
月現在で１４４件２

り、今年度の予算額に対

19 議会だよりにしあいづ／平成31年1月／144号

どの入れ替えを行い、魅

答
野沢保育所跡地

周辺住民の理解は

問
答

しては６・８パーセント

憲

住民が納得する利活用を

寄附者の拡大に努めてい
きたい。

議員

渡部

問

ふるさと納税
11
の収入状況になっている。 力ある返礼品を開発し、

一般質問

廃菌床の堆肥化は
答

農業生産への有効活用を検討

農林 業 活 性 化

問

議員

伊藤一男
現状の２倍以上の需要が

町では今後、菌床キ

問
必要である。
また、オガ粉生産施設

ノコの大規模化を核に、
菌床の原料となるオガ粉
と併せて燃料用ペレット、 については、現在 万個

３０００万円の目標達成は

達成できるよう努力する

問

京都内の企業を訪問し、

日の両日東

の菌床が生産されており、 問

委託業者、振興公社、事

町内産米の試食会を開催

廃菌床を堆肥化し、農地

また、大量に発生する

産法人が、会津若松市の

ては、現在町内の農業生

廃菌床の堆肥化につい

自主財源確保や地域活性

しと開発に取り組むなど、

の登録や、返礼品の見直

ネットポータルサイトへ

ねている。

例会を開催して検討を重

のＰＲを行う予定である。

し、ふるさと応援寄附金

月 日と

援寄附金は、３０００万

業者をメンバーとして定

への還元などの有効利用

企業に成分分析を依頼し

化を推進するために努力

９月から毎月１回、町、

チップなどの木質バイオ
この３倍以上の需要が必

円を目標に、インター

を図り、新たな雇用創出

ているほか、大学に廃菌

しているが、現在までの

今後の取り組みとして

や移住・定住の促進を目

床を提供し、福島市の農

18

返礼品の充実を図り達成を目指す

指すべきと考えるが、町

17
寄附金額と今後の見通し

12

家で実証試験をしている

町民税務課長

について問う。
現時点で明確な活用方

寄附金額は、

とのことである。

オガ粉及び木質燃料の

法は出ていないが、今後

在で１４４件２０３万円

農林振興課長
製造施設については、町

廃菌床が増加することか

となっている。

月末現

の森林資源を利活用する

ら、堆肥化などの方法も

品目を掲載し、季

品目を掲載し返礼
品の充実を図っている。

在は

か随時検討しながら、現

返礼品が魅力的であるの

される方々にどのような

節ごとの入れ替えや寄附

品は

サイト開設当初、返礼

ために重要な施設と認識

活用を検討していく。

含めて農業生産への有効

採算ベースに乗せるには、

しているが、燃料製造を

マスボイラー５基を運用

定こども園などでバイオ

役場庁舎や学校施設、認

木質燃料の需要を見ると

しかしながら、町内の

している。

11

の取り組みを問う。

今年度のふるさと応

マス生産施設を整備して
要と見込んでいる。

答

はどうか。

12

ふるさと納税
34
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一般質問
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政策提言調査特別委員会活動報告

この特別委員会は、一昨年の12月に設置し、政策提言ができる議会力・議員力を身に付けるための活動を
行ってきました。
これまで、政策提言に必要な基礎知識を学ぶための研修会を２回開催したほか、昨年の９月には、これまでの
研修を踏まえ、具体的な実行・実現方法等について研修をしてきました。
また、町の諸課題の中から「農業振興について」を政策提言課題として取り上げ、作業を進めてきました。
会を開催しました。

ら、農業関係者との懇談

把握が必要であることか

には、初めに課題などの

本町の農業を振興する

農業に対する課題把握

言の参考とするため、米

認知度を調査し、政策提

売価格や、西会津産米の

都市部における実際の販

上が必要であることから、 あると考えています。

ためには、農家所得の向

「魅力ある農業」とする

農業振興策として、
いても調査を行う必要が

であり、今後は流通につ

要であると感じたところ

フレットなどの配布を行

係の調査票と町観光パン

津産米の認知度、風評関

議会は、米の味や西会

併せて行いました。

ントし、物産品のＰＲも

る物産品を抽選でプレゼ

礼品として使用されてい

食や、ふるさと納税の返

西会津産米のおいしさが

今回の調査を通じて、

良い企画と感じました。

けを評価していただける

の出店とは違い、本町だ

活動は、イベントなどで

今回の企業内でのＰＲ

ができました。

を待たずに終了すること

日（火）から

日（月）まで、７会場に
の市場価格調査と、西会

月

おいて農業団体や個人農

「もちもちしている」

いしい」「香りがよい」

した皆さんからは、「お

炊き立てのご飯を試食

票の集計を待って委員会

状況であり、今後は調査

西会津の認知度も低い

うに感じたところです。

り、産地化には程遠いよ

知られていない現状であ

西会津産米の認知度調査

「今後は西会津の米を食

の中で「農業振興につい

いました。

日には、町と

べたい」などのご意見を

て」議論と調査を重ね、

米の市場価格調査

店頭販売やカタログギ

津産米のおいしさを知っ

江東区）を訪問し、西会

用した物産品などにも興

また、ご飯のお供に使

日、東京都内の

地化などが出されました。

フトで取り扱われている

ていただくための試食と、 味を示すなど、予定時間

月

今後は、本町の農業振

生産地は、新潟県や山形

味の評価や西会津産米の

と廃菌床の処分と併せた

課題としては、もみ殻

ました。

題、意見などをお聞きし

一緒に大手アパレルの㈱

頂きました。

都市部における

百貨店など２店舗の販売

レナウン（本社・東京都

興に向け、これらの課題

県が多く、そのほとんど

翌日の

堆肥化、有害鳥獣被害、

価格を調査しました。

について調査検討を行っ

認知度調査を行いました。

福島県の復興支援など、

が特別栽培米で、価格も

また、店頭で注文を受

地域貢献を積極的に行っ

ていきたいと思います。

け、その場で精米をして

ている企業であったこと

㈱レナウンは、町内に

消費者に新鮮な米を販売

から企業内でのＰＲ活動

１キログラム当たり７０

している店舗もありまし

が企画されました。

ある㈱アズールの関連会

た。消費者に好まれる米

０円から３８００円で販

17

社で、東日本大震災後、

18

町は、西会津産米の試

きます。

政策提言書をまとめてい

後継者不足、農産物の産

いました。

人の参加をいただき、 津産米の認知度調査を行

19

農業を取り巻く現状や課

家

13

売されています。

12

作りや販売スタイルが必
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～

しや運営方針の検討を必

本町におけるこれから

③プログラミング教育を

「交流拡大と友好関係の
要とし、大宜味村側から

～埼玉県戸田市～

携した教育活動や教員研

ミング的思考を伸ばすに

のプログラミング教育の

末の利用補助として授業

は、それを生かす非認知

修などの実施

は自分のような教師に教

に入り、調査研究を行っ

能力の育成が大変重要で

戸田市の教育の特色

ど、全７項目の委託事業

継続」について共同声明
は「人数を縮小する方法

推進は、タブレット端末

実施したことによるエビ

を発表し、さらには昨年
も考えられるが、一案と

実際に戸田市の産官学

等機器を利用する教員・

に取り組んでいる。

の「西会津ふるさとまつ
して対象学年を６年生に

管理職にあっては、

民プランに多くの民間企

戸田市の
「教育」

り」で、両町村長による
絞り、学校全体で交流す

「この学校ならぜひ自分

児童へのサポート体制を

デンス（※）の確立

「結」交流協定が締結さ
る方法もある」などの提

業が参加している。戸田

構築させることも大変重

■産官学民と積極的に連

れた。

の子を入れたい」という

第二小学校ではＩＣＴな

総務常任委員会管外行政調査報告
大宜味村・西会津町
「体験の翼」交流事業
～沖縄県大宜味村～
本町と大宜味村の経緯
昭和 年ごろから琉球
案もあった。

ような学校経営、また教

今年度の交流事業の内容

要である。またプログラ

教授が、当時長寿日本一

どの開発企業の方が、端

大宜味村も「交流事業

えてもらいたい」という

ていた。

交流事業の今後は
は不可欠」と位置付けて

ような、自信と誇りを

年７月 日（金）
から

いるところであるが、双

持った教育の実践をして

日（日）
の２泊３日で実

施された。 日のウミガメ

方ともに児童生徒の減少

「恵まれた自然環境以外
に食事内容が大きく関
の 放 流 な ど について は 、

もらうことを目指してい

■戸田市教育委員会の公

など。

時間におけるプログラミ

教育における今後の課題

戸田市のプログラミング

視点からの学習・指導方

アクティブラーニング

の開発

教材・ツールの活用方法

②新たなプログラミング

※エビ デ ン ス ＝ 事 実 ・ 真 実 を 明
らかにする根拠となるもの

必要がある。

の実践から検証していく

との連携など、これから

る資質向上や、産官学民

ポートと教職員のさらな

あり、教育現場へのサ

わっている」と指摘され

と財政的な負担は共通し

た。

■ガラス張りではなく網
委員自ら議題提案する

戸張りの教育委員会
り良い交流のあり方を検

ことで、事務局も実現に

の開設など
式 Facebook
積極的な情報発信

ング教育の実績

法も改善に関する研究な

①中学校の総合的な学習
■文部科学省委託事業

向け前向きな姿勢になる

討していく必要がある。

明確にし、多くの人とよ

そうした問題共有化を

「琉球新聞」等に掲載され

成

本 町 か らの派 遣 は、平

諭においては「自分の子

10/18

る。

日には、 童生徒が減少しているこ

実際に授業参観した際の様子

いて疫学調査を行い、

10/15

た問題でもある。
前日にふ化した子ガメ放流

本町・大宜味村共に児

今後の交流の在り方

そのような背景の中で、 るなど注目された。
平成４年に本町より当時
の山口町長他が、食文化
等に長寿に関する調査の

月

15

低学年のプログラミング授業
（思考と行動によるもの）

ため訪問する。

町への派遣から、交流事

平成６年２月に西会津

童生徒交流の合意に至る。

ターを訪問した際に、児

宜味村中学校給食セン

平成５年１月 日に大
22

業がスタートした。
平成 年

10

両議会が包括的協議の末、 とから、派遣人数の見直

村長のあいさつから研修へ

27

27

29

30

の大宜味村の高齢者につ

大学教育学部の平良一彦

62
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六次産業化・特産
品のブランド化と
販売戦略の取組み
～沖縄県大宜味村～
大宜味村の取り組み
沖縄県北西部に位置す
る大宜味村は、農家の高
齢化・後継者対策に取り
組み、耕作放棄地対策協

行っている。

生産企業組合の概要

～沖縄県名護市～

菌 床キノコの生 産
大宜味中学校の生徒が、
販売、菌床生産・廃
コープやＪＡ、民間業者
菌床活用の状況等
と連携開発したシー
クヮーサーの酢飲料は、
販売開始以来好評を得て
いる。
名護市は、大宜味村に
隣接する沖縄県では農業

でも暖房を必要としない

単価であることや冬期間

ないが、年間を通じて高

０グラムと収量は若干少

化には時間が必要と感じ

が行われているが、実用

の絞りかす）の使用試験

にキビカス（サトウキビ

現在、オガ粉の代わり

ている。

ないため調達には苦労し

いるが、地元の森林が少

や一般家庭から調達して

木材は地元の森林組合

オガ粉生産の状況

ため、生産費を削減でき

られた。

ケ栽培の問題はオガ粉調

は厳しいと感じられた。

村の支援がなければ経営

内外に販売しているが、

製造されたオガ粉は村

るメリットは大きいと思
われる。

生産の課題

オガ粉生産の
状況等

ＮＡ―ＢＡ企業組合

達の難しさにある。南方

オガ粉製造施設の概要

沖縄県におけるシイタ

（組合員４名）は、名護

系の広葉樹から製造され

宜野座村は沖縄県中部

が盛んな地域である。

市郊外の台風の影響を受

たオガ粉には、シイタケ

に位置し、総面積の半分

～沖縄県宜野座村～

けにくい沢筋に位置して

栽培に不適な樹種が含ま

を米軍基地が占めている。

おり、平成 年度林業構

造改善事業で整備された。 れていることもあり、発

有機農業を軸とした農

作物の生産や特産品作り

による農業を基幹産業と

している。

製造施設 は
) 沖縄振興公
共投資交付金・村づくり

て成り立っている面もあ

国の手厚い支援策によっ

堆肥センター オ
( ガ粉

交付金事業約６億４千万

り組みには参考になる点

化や企業誘致の大胆な取

較できないが、六次産業

り、本町とは単純には比

パ ー セ ン ト・

パーセント）で整備
された。

村

ン ト・ 県

円（負担割合国 パーセ

沖縄県の各種事業は、

生産されたオガ粉を確認

議会が主体となり、耕作
放棄地解消・農地集積に
成果を上げている。
再生後の農地にはサト
ウキビやソバを作付けし、

生量にばらつきがあり課
題となっている。

ＮＡ－ＢＡ生産企業組合の発生舎

県内唯一の菌床シイタ
ケ一貫生産施設として、
菌床製造、発生・出荷、
菌床販売を行っている。

10/18

ソバは「大宜味産和そ

賃貸工場
平成 年度に、沖縄北

沖縄の気候に合わせて

10/15

ば」として商標登録され、 大宜味村企業支援
新たな特産品として販路
拡大と耕作放棄地の解消

部活性化特別振興事業の
（村負担約２割）で整備

高温期はキクラゲ、秋か

に取り組んでいる。

大宜味村特産品加工所

され現在２社が入居し豆

ら冬にかけてはシイタケ

菌床キノコの生産

特産品加工所は、村内

苗とイチゴを生産出荷し

を生産出荷している。廃

億円

誘致企業として、指定管

て地元雇用に貢献してい

採択を受け、約

理者制度によって運営さ

菌床は近隣の農家が引き
る。

取り有効活用している。

も多い。
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１菌床あたり平均６０

70

シークヮーサーのジュース加工

れており、村内で収穫さ
れる、シークヮーサーや
パイナップルの加工を

～

12

13

経済常任委員会管外行政調査報告

18

23

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、株式会社イナ

議会の動き
大宜味村議会との
意見交換会開催・
共同声明発表

月

日、沖縄県大

西会津町議会は、平成
年

本町との交流事業につ

いては、大宜味村でも大

編集後記

静かな新年をお迎えの

変重視しており、友好関

係の継続と経済や町民・

こととお慶び申し上げま

私も議会広報特別委員

村民相互の交流拡大につ

議会と大宜味村議会は、

会に携わり８年目になり

す。

交流に関する共同声明を

ましたが、未だに記事の

いて意見が一致し、本町

発表しました。

「分かりやすさ」が拮抗

性質で「見やすさ」と

の「西会津ふるさとまつ

とが多々あります。

新しい年もこの「見や

三留

正義

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

編集委員

くお願い申し上げます。

てまいりますのでよろし

う、委員会で議論を深め

読みやすいものになるよ

などに十分配慮し、より

交流拡大が期待されます。 すさ」「分かりやすさ」

〒 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

した。

委員の方々と相談するこ

年から行っている児童生

なツールを使い問題を分

福島県西会津町議会

今後の両町村の活発な

―農業に対する考え方は。 れる農業生産法人を目指

また、高齢化による耕

析し、新しい取り組みに

発行

議会広報特別委員会

と意見交換会を開催しま

するようなものもあり、

その後、昨年 月開催

11

り」において両町村長に

宜味村を訪問し、平成６

15

カ農産・代表取締役の仲
川久人さん（呼賀）です。
―現在の仕事の内容は。

10

徒交流事業の現状と課題

今後は、生産するだけ
までの総合型農業に取り

です。

宮城県と岩手県で合わせ
組みます。その一つが観

今までと同じ議会運営

産法人イナカ農産のほか、 の農業から生産から販売
て５社を役員として運営
光農業と考えています。

―議会に望むことは。

しています。

では対応できなくなるで
対して、インターネット

ている農業文化や風習を、 あろう過疎化対策などに

西会津町で受け継がれ

昨年から、農業生産法
人を軌道に乗せるため西
会津町を拠点とし、現在、 積極的に農業経営に取り
作業受託２ヘクタール、

作放棄地への取り組みも

チャレンジしていただき

をはじめとするさまざま

ソバ栽培 ヘクタール、

課題のひとつであり、集

たいと思います。

入れていきたいです。

牧草栽培 ヘクタール、

落と協力して進めること

編集

を期待しています。

いました。今後もご活躍

―ご協力ありがとうござ

ハウス栽培２棟で農業に

水稲栽培 ヘクタール、

30

味：ゴルフ
趣

してがんばっていきたい

家族構成：両親、妻、子供２人

が重要だと考えています。
―今後の目標は。
地域に根付いた信頼さ

にしあいづ議 会 だ よ り

No.
144

共同声明を発表した大宜味村議会・平良嗣男
議長（右）と西会津町議会・武藤道廣議長

西会津町新郷で農業生

齢：５１歳

よる結交流協定が締結さ

年

を検証し、今後の取り組

所：呼賀（新郷）

れました。

住

みについて大宜味村議会

プロフィール

取り組んでいます。
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議会だよりにしあいづ／平成31年1月／144号 24

