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大きな声でしっかり返事（西会津小学校入学式）

の実現に向けた予算編成

一般会計予算 60億3,000万円

３ 月
議 会
定例会
3/8 ～ 19

平成31年度の一般会計と特別

繰入金
（基金や特別会計から入るお金）
5億1,363万円
8.5％
（6,823万円減）

その他
2億2,880万円
3.8％
（470万円増）

会計などを合わせた予算全体では、
前年度から0.2パーセントの増と
なっているが、一般会計では1.3

町税
6億124万円
自主財源
10.0％
14億2,156万円
（600万円増）
23.6％

歳入

パーセントの減となっています。

地方交付税
（国から交付されるお金）
27億3,714万円
45.4％
（1億2,820万円増）

補助費等
（町が交付する
補助金など）
9億4,537万円
15.7％
（2,459万円増）

義務的経費
20億4,091万円
33.9％
その他
30億4,551万円
50.5％

歳出

平成31年度は、新たに示された総
移住定住の促進・健康長寿に重点を置
いたものとし、人口減少対策や町民生
活に力点を置いた予算となっています。

会

物件費
（消費的性質を持つお金）
11億3,208万円
18.8％
（3,154万円増）

扶助費
2億7,494万円
4.6％
（135万円減）

投資的経費
9億4,358万円
15.6％

災害復旧事業費
2,522万円
0.4％
（2万円減）

公債費
8億692万円
13.4％
（4,223万円増）

普通建設事業費
（道路改良や施設整備
などに要するお金）
9億1,836万円
15.2％
（1億9,845万円減）

名

平成31年度予算額

平成30年度予算額

計

60億3,000万円

61億700万円

△7,700万円

工業団地造成事業

8,868万円

8,868万円

増減なし

住宅団地造成事業

667万円

667万円

増減なし

下水道施設事業

2億1,181万円

1億6,403万円

4,778万円

農業集落排水処理事業

1億3,968万円

1億3,674万円

294万円

4,999万円

5,896万円

△897万円

1億177万円

1億338万円

△161万円

7億9,742万円

7億9,054万円

688万円

一

計

人件費
9億5,905万円
15.9％
（309万円減）

繰出金
（特別会計に繰出すお金）
6億4,292万円
10.7％
（955万円増）

合計画の初年度に当たり、人材育成・

般

会

特
別
会

後期高齢者医療

計

個別排水処理事業
国民健康保険

保険関係
診療所関係

合

較

3億1,910万円

3億2,900万円

△990万円

11億2,455万円

6,471万円

9,878万円

8,935万円

943万円

収益的収支

1億6,274万円

1億6,599万円

△325万円

資本的収支

1億5,350万円

1億6,391万円

△1,041万円

93億4,940万円

93億2,880万円

2,060万円

簡易水道等事業
水道事業会計

比

11億8,926万円

介護保険

計

31
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31

その他
3億2,514万円
5.3％
（1,800万円増）

国庫支出金
依存財源
3億8,893万円
46億844万円
6.4％
76.4％
（2,645万円増）
県支出金
5億1,627万円
8.6％
町債
（3,844万円増）（借り入れするお金）
7億3,730万円
12.2％
（2億1,050万円減）

町から平成 年度当初予算案のほか、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。また、
議会からは、平成 年度一般会計予算に関する附帯決議を議会案として提出し、全ての議案を原案のとおり可決・同意しました。
一般質問では 人が登壇し、町の考えや対応を問いただしました。

その他
1億5,430万円
2.6％
（187万円減）

使用料及び手数料
1億5,239万円
2.5％
（19万円減）
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「笑顔つながり 夢ふくらむまち
～ずーっと、西会津～」
議会が注目！新年度の重要政策
新年度予算に計上された事業の中から、以下の４事業について説明を求めました。

若者向け住宅整備事業
◆事業の内容
旧野沢保育所解体工事を新年度に繰越実施
する。今年度の予算は住宅の具体的な設計・
施工一括発注。（公募型プロポーザル）
◆今後の進め方（予定）
４月以降 周 辺住民との意見交換会の実施
（必要に応じ随時）
５月以降 公募型プロポーザル実施要項の公
表
６月頃
旧野沢保育所解体工事完了
７月頃
事業者の選定、請負契約の締結
令和２年10月頃 竣工

小規模多機能型
居宅介護施設整備事業
◆事業の内容
デイサービスを中心に、ホームヘルプサー
ビスや必要なときは、泊まりのショートステ
イサービスを同一の介護施設内で利用できる
施設を整備。
◆今後の進め方（予定）
９月頃 実施設計委託
令和２年６月頃 建設工事開始
令和３年３月頃 施設完成・事業開始

３５０万円（実施設計）

１億９，６４３万８千円

3

健康づくり推進事業

有害鳥獣対策事業

◆事業の内容
①自治区や地域での座談会などの開催、鎌田
實先生の講演・指導のほか、諏訪中央病院
の奥知久先生などから指導を受け、食事・
運動・社会参加などをテーマに、座談会や
ワークショップを開催し、地域課題の掘り
起こしや課題解決の方策を検討。（座談会
年12回予定）
②保健師や栄養士等専門職のスキルアップ。
③第２期健康増進計画の策定支援。

◆事業の内容
①ニホンザル、イノシシの捕獲報償金を１頭
当たり８千円から１万円に増額。
②捕獲わなについても増設。
③空気銃を試験的に導入し捕獲実績と安全性
の向上を図る。
④鳥獣被害対策実施隊員２名によるパトロー
ル継続など。
⑤電気柵等のモデル地区などを設定し、集落
ぐるみの取り組みを支援。

１，０７９万円

４９２万３千円
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一般会計当初予算の推移
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委託料が増加している

三留満議員

総務課長

いるのか。

ドの考え方が反映されて

スクラップアンドビル

秦貞継議員

を伺う。

ついて取り組みと考え方

と考えるが、職員定員に

「マンパワー」が大切だ

新しい事業の推進には

多賀剛議員

新年度予算質疑

が総額はいくらか。また

平成 年度予算で廃止

総括質疑

委託する事業の基準はあ

（スクラップ）した事業

町職員定数条例では、

町長

るのか。

は各種あるが、金額の大

いるが、国の動向などか

総務課長

る。

名となっている。

１２５名で計画している

余裕のある体制・環境づ

職員定員管理計画では

②会津
 デジタルＤＭＯ推
進協議会負担金

ところではあるが、「良

約２９０万円

ら現在の職員数は１２３

１６４名が定数となって

万５千円の

約１６９万７千円

約１０８万６千円

くりが大切だと考えてい

した。

て言えば、１名多く採用

今回の職員採用につい

る。

い仕事」をするには少し

今後は本格的に事務事

４パーセントが指定管理
委託料となったところで
ある。

③交流体験ツアー

①専門的知識がないとで
きない業務

業の見直しをする。

委託料のうち、約 ・

定管理など）

③住民福祉向上が図られ
る業務（公の施設の指

業務

②町職員が行うよりも時
間や経費が縮減できる

業務委託の考え方は、

①農事連絡員

きなものは次の３点であ

31
委託料総額は、 億６
年度につ
億６２８０万

30
増加となった。

円であり、

10

27

いては、

また、平成

３０７万５千円を計上。

10
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地方債年度末残高の推移
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予算質疑

一般会計予算に議会決議が附される！
議案第17号

平成31年度一般会計予算については、議会案として附帯決議を提出し、全会一致で可

決しました。その内容については下記のとおりです。

議案第１７号 平成31年度西会津町一般会計に関する附帯決議
議案第17号 平成31年度西会津町一般会計予算に計上されている、若者向
け住宅整備事業については、当初の目的に沿った効果的な事業となるよう地域
住民説明会で提起された問題点について十分な説明と意見交換を行い、理解を
得たうえで事業を進められるとともに、概要が明らかになった際には、速やか
に議会や住民に対して説明するよう要望するものである。
以上決議する。
平成31年３月18日
福島県西会津町議会

・・・自 由 討 議 を 実 施・・・
一般会計予算採決の前に、本会議を休会して開催した全員協議会において、自由討議を導入しました。
自由討議は、議員相互で討議することにより、議案に対する理解を深めるとともに合意形成を図るこ
とができます。また、町民の意見を反映させることにもつながります。
今回は、平成31年度一般会計予算について討議を行い、結果、附帯決議を議会案として提出し、全
会一致で可決しました。
今後も必要に応じ実施し、自由討議の運用がより活性化するよう努めていきます。

5
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猪俣常三議員

地方交付税の中で過疎

総務課長

債などの償還金が減額さ

償 却 資 産 な どが 増 額に

過 疎 債・辺 地 債 な どの

伊藤一男議員

なった要因は。

償還金は地方交付税に確

れることはないか。

町民税務課長

実に算入される。

町 税 で、固 定 資 産 税の

総務大臣配分の大規模

多賀剛議員

償 却 資 産に該 当 する、電

力 通 信 会 社 、鉄 道 会 社 な

料の減額要因は。

町 営 住 宅 使 用 料・手 数

に ま た がる 資 産 のう ち 、

建設水道課長

ど 、２つ以 上の都 道 府 県

電力会社と鉄道会社の資

町営住宅使用料の算定

月調定

11

産増が主なものである。
30

年度

97

は、平 成

パーセントとしたところ

12

カ 月 分 、収 納 率

町 民 税 の 個 人・法 人 の

１９６万３千円程減額と

額の

いず れ も 減 額 と なってい

なった。

小柴敬議員

る要因は。

町民税務課長

三留満議員

ふるさと応援寄附金の

年 度 デ ー タを

ベースに積算をするが、個

３千万円の算定根拠はな

平成

人については、農業所得の

町民税務課長

にか。

勘案し約３００万円程度

委託料などの経費を鑑

減や給与所得者数の減を

を減額した。

年度同様に３千

万円を目標として計上し

み平成

資 を 積 極 的に行っている

た。

法人については、設備投

企 業 な ど も あ り、減 額 と

見込んだものである。

30

30

農事連絡員 が 廃 止 と な る !
条例改正

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例）

平成30年度からの米の生産調整の廃止など国の農業政策の改革により、農事連絡員については、文
書などの集配が主な役割となった。

現農事連絡員を対象としたアンケート結果から、業務を負担に感じ、廃止もやむを得ないと考えてい

る方が多く、農協の農事実行組合と町の広報手段を組み合わせることにより代替体制が確保できる。営

農計画書は面談方式で受け付けるなど、本制度廃止による農家経営への影響は極めて少ないと考えられ、
平成３０年度をもって廃止とする。去る平成30年12月５日、農協西会津支店長へ内容は確認済み。
▷３０年度予算額２，９００，０００円）
▷人数９８名
（これまでの農事連絡員の現状

本文は全員協議会資料より抜粋

３００万円減額

工事請負契約変更

■西会
 津小学校プール新
築工事請負契約の変更

■西会津町農業集落排水
処理事業特別会計補正
予算（第３次）

サブプールへの日よけ

選挙管理委員補充員の選挙

■伊藤尊榮さん

（尾野本地区）

■佐藤健一さん

■地方
 公営企業会計シス
テム

財産の取得

の主旨に基づいて、地

■全国知事会の「米軍基
地負担に関する提言」

審査した陳情

（新郷・奥川地区）

下水道・農業集落排

日米地位協定の見直し

方自治の根幹を脅かす

計が企業会計へ移行する

【継続審査】

■旧野沢保育所跡地利用
に関する陳情書

【継続審査】

める陳情書

天然林に戻すことを求

次計画的に皆伐を進め、

境譲与税（仮称）で順

■奥山等のスギ・ヒノキ
放置人工林を、森林環

【継続審査】

提出することを求める

を国に求める意見書を

終点の変更

■町道瀬頭２号線

町道の路線変更

ため

水・個別排水の３特別会

設置などによる増額

２１０万円減額
■西会津町個別排水処理
事業特別会計補正予算
（第３次）
万円減額

■西会
 津町後期高齢者医
療特別会計補正予算
（第２次）
５４１万６千円減額
■西会津町国民健康保険
特別会計補正予算（第
４次）
○保険関係
３５５８万４千円増額

人権擁護委員推薦

■長谷川成博さん

（梨平・再任）

訂正とおわび
議会だより１４４号５ページの条例
名で「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」とありま
したが正し くは「議 会 議 員の議 員 報 酬
及び費用弁償条例の一部を改正する条
例」
でした。訂正しておわびいたします。
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上位の法律の変更や各
種通達などで、次の条例
についても一部改正しま
した。
■職員の勤務時間、休暇
等に関する条例
■職員の自己啓発等休業
に関する条例
■西会津町税条例
■西会津町ひとり親家庭
医療費の助成に関する
条例
■災害弔慰金の支給等に
関する条例
■西会津町国民健康保険
条例

補正予算

２１５２万１千円減額

○診療所関係
て事業費の確定や、事業

■西会
 津町過疎地域自立
促進計画の変更

計画の変更
費精査などによる補正。

■西会
 津町介護保険特別
会計補正予算（第２次）

（第３次）
７６４万８千円減額
■西会津町一般会計補正
予算（第６次）※除雪
費など
６０７万２千円増額

（新郷・奥川辺地）

１００９万２千円増額

■西会津町一般会計補正
予算（第５次）
４０６２万６千円減額
■西会津町住宅団地造成
事業特別会計補正予算
（第１次）
６２５万７千円増額
■西会津町下水道施設事
業特別会計補正予算
（第３次）

■西会津町簡易水道等事
業特別会計補正予算

■辺地
 に係る公共的施設
の総合計画の変更

年度末の整理予算とし

80

一般質問

町政を問う
ここが聞きたい

11名が登壇
○小柴敬議員（８ページ）
①平 成31年度当初予算における重
点施策について
②健康長寿への取り組みについて
③医療体制等の整備について
○青木照夫議員（９ページ）
①薄町政の取り組みについて
②レ ナウンのアンケート調査につ
いて
○清野佐一議員（10ページ）
①農業振興について
②安全安心のまちづくりについて
③学校教育について
○伊藤一男議員（11ページ）
①ふるさと応援寄附金について
②児童のフッ化物洗口について

日までの２日間で行

名が登壇して、

11

一般質問は３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

貞継 議員

満 議員

・秦

幸一 議員

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。

議会だよりにしあいづ／平成31年4月／145号

・三留

・薄

・猪俣常三 議員

・伊藤一男 議員

憲 議員

敬 議員

・渡部

・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

7

12

11

○長谷川義雄議員（12ページ）
①新年度事業について
②健康に関する施策について
③西会津町総合計画について
○渡部憲議員（13ページ）
①若者向け住宅の整備について
②黒沢自治区の上水道について
③一 人ぐらしの老人の健康管理に
ついて
○秦貞継議員（14ページ）
①介護保険事業・老人福祉について
②西 会津高校活性化の取り組み状
況について
○多賀剛議員（15ページ）
①総合計画の評価・検証について
②職 員の定数計画と非正規職員の
対応について
○猪俣常三議員（16ページ）
①児童虐待への対応策について
②旧尾野本小学校の講堂について
③小 規模多機能型居宅介護施設の
整備について
○三留満議員（17ページ）
①奥会津地方との連携について
②町 内における外国人技能実習生
の現状と行政の対応について
○薄幸一議員（18ページ）
①道路整備について
②健 康増進に向けての取り組みに
ついて
※掲載ページは抽選による。
※掲載記事は２項目まで。

問

医療体制整備について
答

人材確保に努める

医療体制

一般質問

新年度予算重点施策について

小規模多機能型居宅介護施設整備を計画

による採用試験において

必要だったが、県町村会

名、看護師３名の確保が

デイサービスを利用し

福祉介護課長

施設整備計画は。

小規模多機能型居宅介護

問

し「集落支援」「企業

採用状況は

置事業の各分野における

問

６分野９名の募集に対

町独自の採用試験を実施

商工観光課長

地域おこし協力隊配

は看護師１名のみの採用

ながら、ホームヘルプ

コーディネーター」２名

新年度予算における

だったことから、 月に

サービスや必要なときに

した。

であり、来年度から健康

構築に必要不可欠な人材

地域の保健・医療体制の

がら生活するには有効な

で介護サービスを受けな

とから、住み慣れた地域

サービスを利用できるこ

た。保健師及び看護師は、 同一の介護事業所で各種

グラム研修終了者１名を

会津大学の助成教育プロ

隊員の採用は無かったが、

ＩＣＴ教育分野では、

教育課長

めていく。

テイも利用できる施設で、 も、有能な人材確保に努

長寿の町づくりをスター

施設である。

看護師２名の確保ができ

トする意味からも人材確

画の中では、 年度中の

西高活性化についても

委託職員として採用でき
介護職員についても初

開所を予定しており、新

生徒のよき相談相手とな

第７期介護保険事業計

任者研修事業により一人

年度予算に実施設計委託

るような人材確保に努め

保に努めていく。

でも多くの修了者を輩出

料を計上している。
ともに、今までの修了者

に開所を予定しており、

現段階では、奥川地区

ていく。

た。

し、就労に繋げていくと
に声をかけるなど人材確

今後検討していく。

32
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議員

敬

保健師や看護師・介

小柴
問
護人材の確保は。
町長
平成 年度は保健師２

問
答

の採用を内定した。今後

新年度重点施策

その結果、保健師２名、 は泊りなどのショートス

12

保に積極的に取り組む。

町内にある小規模多機能型居宅介護施設
（西会津しょうぶ苑）

31

薄町政の取り組みは

機能型介護施設である。
学校教育課長

真摯に取り組んでいる

薄町政となり１年７
内産のミネラルコシヒカ

本町の学校給食には町
問

リを使用しているが、町

などのアンケート調査を

関する項目のほかに、町

問

その結果、回答を得た

いての項目を設けた。

の観光や特産品などにつ

アンケートでは米に

問

行った。

員を対象に、西会津産米

１４８件のうち パーセ

町は、株式会社レナ

ウン本社で３００名の社
の試食などのＰＲを実施
その際、議会は社員を

あり、販路拡大が期待さ

おいしかったとのことで

ント以上が西会津産米は

みたいとの回答が多かっ

農家民宿などを体験して

その結果、そば打ちや

した。
対象に西会津産米の食味

上げることにより、交流

情報を発信し、知名度を

農林課長

人口の拡大が期待される

開催してもらいたい」と

レナウン側から「来年も

いしいとの意見が多く、

「炊き立てのご飯」がお

町の魅力を発信すること

イドブックなどを配布し、

ていくことから、観光ガ

来年度も事業を継承し

商工観光課長

がどうか。

の意向であることから、

により、交流人口拡大に

催できるよう、取り組ん

繋げる。

平成 年度も引き続き開

社員の皆さんからは、

西会津産米を試食した

をどうする。

たことから、今後、町の

90

れるが、今後の取り組み

積極的に進める

問
カ月だが、今までの取り
でなく、年金で利用でき

単独の補助で、保護者の

年金で入所できるの

年金で施設に入所でき
る在宅介護施設ではない

負担軽減を図っている。

組みなどを問う。
ると公約にある。現在進
のか。
福祉介護課長

近隣町村では柳津町、

めている小規模多機能型
施設を年金で入れる施設
問

三島町、湯川村、桧枝岐

ショートステイ、デイ
サービス、ホームヘルプ

村などが半額負担である
が、検討できないか。

サービスを備えた介護施

と、町長が説明している
が、間違いないか。
福祉介護課長
設である。

31

でいく。

貴重なアンケート結果を活用すべき

ショートステイ（短期

学校教育課長
問

財源を要することから、

間滞在）、デイサービス
（曜日選択サービス）、

町長の検討課題だが、町

慎重に検討する。

受益者負担を基本とし、

ホームヘルプサービス

村自治体は、少子化が進

学校給食無料化は、

（在宅介護）を受けるこ

答
農業所得向上

農業所得向上をどうする

問
答

み、会津管内の下郷村、
金山町などは完全無料化
である。町の考えは。

議員

青木照夫

議会だよりにしあいづ／平成31年4月／145号

9

問

町長の公約
とができるのが小規模多

一般質問

問

組織づくりの促進を
答

自治区長会議で説明

自主 防 災 組 織

一般質問

議員

今後

年以内に福島

清野佐一
問
県沖でマグニチュード７

段からの備えと、お互い
の助け合いが大きな役割
を果たしている。

担い手不足への対策は

ン」の策定を支援し、現

業」の活用や、町独自の

「農業次世代人材投資事

新規就農への対策とし

「新規就農者あんしんサ

在

地区となっている。

各種事業で支援

主防災組織（女性消防隊、 問

から７・５の地震発生率
の自

２１０８ヘクタールであ

現在、本町には

た。本町は比較的、自然
消防支援隊、役場消防隊

り、これを守ってきた農

本町の農地面積は

災害による被害は少ない
を含む）が結成されてい

ら防災用資器材の購入費

町長

何か。

を行ってきた。

ポート事業」による支援

及び活動に要する経費へ

本町の農家人口は、

をするとともに、国の

て、さまざまな情報提供

町としては、自主防災

今後担い手不足が懸念

業従事者の高齢化が進ん

自主防災組織を自治区ご

組織の結成を強力に推進

されるが、現状と対策は

しかし、万が一に備え、 る。
とに結成してはと提案し

するため、平成 年度か

の補助などを新たに創設

でいる。

てきた。その後もあまり
進んでいないのが現状で
ある。
結成促進に向けた町の

く、担い手の確保が喫緊

歳未満の減少率が特に高
今後、自主防災組織の

の課題となっている。

する。

が町の考えは。

必要性について、自治区

めるため「人・農地プラ

農の組織化・法人化を進

業者への誘導や、集落営

また、担い手の認定農

んできた。

柱として産地化に取り組

きのこを主要品目の３本

米・ミネラル野菜・菌床

所得の向上を図るため、

これまで農業の魅力と

町民税務課長

く。

長会議などで説明してい

本大震災など大規模な災
害の被災地において、避
難誘導や安否確認、炊き
出しなどの活動が多くの
自主防災組織により行わ
れている。
大規模な災害時には公
助の機能が制限されるこ
とから、地域の人々の普

基幹産業（農業）の担い手づくりを

が高くなったと報道され

問
答

方だと言われている。

農業後継者

自主防災組織は、東日

積極的な取り組みを望む

60

31
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援寄附金は３０００万円

問
は２４２件、寄附金額は

２月末現在で寄附件数

町民税務課長

③

継続してきた。

Ｒを行うなど取り組みを

心身の成長に大変大きな

われている。本町の小学

物洗口が最も効果的と言

園において４、５歳児を

定を受け、こゆりこども

年に県のモデル事業の指

このことから、平成

影響を及ぼすものと考え

生においても、虫歯有病

対象としたフッ化物洗口

子どもの歯の健康は、 る大事な時期に、フッ化

られる。特に虫歯の有病

者を減らすために、フッ

問

者を減らすには、未就学

を平成

年より実施し虫

化物洗口を早急に実施す

べきと思うが、町の考え

児から小学六年までの乳
歯から永久歯に生え変わ

歯予防に取り組んできた。

の虫歯有病率の高い県と

福島県は全国でも児童

福祉介護課長

制が整い次第取り組んで

化物の管理など、実施体

るが、実施の時期やフッ

に向けて協議を進めてい

現在、小学校での実施

なっており、本町はその

いく。

病率であった。

中にあってさらに高い有

を伺う。

29

３０００万円の目標達成は

２月末で３８２万円、今後も努力する

を目標に、ポータルサイ
３８２万３５００円と

ついて、評価・検証を行

体制が整い次第実施する

今年度のふるさと応

トへの掲載や随時返礼品
なっている。

今年度の取り組みに

の見直し、月一回の関係

どのように生かしていく

い次年度の取り組みに、
②

か検討したのか伺う。

者による定例会を開催す
るなど、自主財源確保や
見込みはどのようになる

今年度の事業収支の

地域活性化を推進するた
のか。

町民税務課長

めに懸命に努力されてき

度の反省を踏まえ、町の

来年度においては今年

現在の支出額は、約３

認知度の向上を図るため、

町民税務課長
割の返礼品代、配送手数

インターネットのポータ

11 議会だよりにしあいづ／平成31年4月／145号

25

すでに「こゆりこども園」では
フッ化物洗口に取り組んでいる

たようだが、次の点につ

料、ポータルサイト運用

ルサイト数を増やし、さ

いて伺う。
①

業務委託料、サイト利用

らなるＷＥＢ広告の掲載、

現在までの寄附件数

と寄附金額は。

等で約１０２０万円の支

報発信を行うなどの窓口

答

歯の健康

小学校のフッ化物洗口は実施するのか

問
答

各種イベントなどでの情
町としても寄附金を増

の拡大を図りながら、寄
附者の獲得に努めいく。

やすために、 月に東京
12

都内の企業を訪問し、Ｐ

議員

伊藤一男

問

ふるさと応援寄附金

出となっている。

一般質問

問

透析患者支援は
答

対応している

生活習慣病

一般質問

議員

本町では、脳卒中、

長谷川義雄
問
肺がん、糖尿病、心筋梗
塞等の生活習慣病による

策定時期は

前期基本計画で

なる方もいるが、透析患

の悪化により人工透析に

も含めて検討されるが、

は、旧役場庁舎跡地利用

問

をまちなかの一つの社会

整備を行う若者向け住宅

検討の中では、先行して

用を図っていく。

資源として位置付け、活

年度から 年度の

中心エリア整備構想

者数は何名で、患者への

平成

死亡率が高く、糖尿病等

問
答

通院補助費は適正か。ま

中心エリア整備構想
進め方は。また、若者向

野沢駅前通りや中央通

企画情報課長

性は。

た、支援策の拡充は考え
福祉介護課長
把握している透析患者
名で、血液透析患者

津町人工透析患者通院費

通院費の補助は「西会

遊休地の利活用などがあ

庁舎や旧尾野本小学校の

の利便性の向上、旧役場

りの活性化、野沢駅周辺

補助事業実施要綱」に基

り、課題の洗い出しや策

名である。

づき３万円を上限に支給

定の手法など基本的事項
の整理から始める。
年度から 年度

付事業」の対象となって

中心エリア整備の方向性

の前期基本計画期間では、

平成
おり、医療費の全額を支

を打ち出し、後期基本計

「重度心身障害医療費給

給しているので、これ以

画以降に具体的な取り組
みに着手する。

上の支援は考えていない。

34

また、医療費は全員が

している。

は

は

け住宅整備事業との関連

34

ているか。

31

31

中心エリア整備構想の

早めの利活用を望む

13 14
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住宅整備の進め方は

周辺住民に向けて丁寧な説明を行う

野沢保育所跡地の若

飲料水の安定した供給に努めていく

問
者向け住宅の整備につい
て問う。
企画情報課長
若者向け住宅整備につ

問 黒沢自治区の上水道

の要望に今後どのように

対処していくのか。
町長

水道整備には多額の事

業費を要し、一部地元の

負担を伴うことから、町

としても生活に欠かすこ

とのできない飲料水の安

定供給に向けて取り組ん
でいく。

早く飲料水の安定供給に取り組んでほしい（黒沢水源地調査）

いては、今まで周辺住民
の皆さんからいただいた

答
黒沢地区上水道

13 議会だよりにしあいづ／平成31年4月／145号

意見を踏まえ、また今後

憲

今後どのように対処していくのか

問
答

も適宜意見交換の場を設

議員

渡部

問

若者向け住宅
定しながら進めていく。

一般質問

今後も意見交換の場を設けてほしい

問

その後の取り組み状況と今後は
答

現支援策の検証と新支援の協議検討を行った

西高活性化

一般質問

議員

つくり、生徒一人ひとり

秦 貞継
問
の相談を受け、地域の支

前回の答弁ではプロ

ジェクトチームを立ち上

町が目指す考え方は

情報を共有し連携強化を目指す

社会問題となり、本町に

認知症になったとしても、 サービスの充実」「住宅

必要になっても、また、

な考え方として、介護が

高齢者を支える基本的

予防対策の充実」「介護

推進」「生活支援・介護

特に、「認知症対策の

援体制等とつなげていく

普段の先生と生徒とい

おいても高齢化率・後期

医療と介護との連携」を

げ、方向性と具体的な支

う縦のつながりの中に、

高齢化率は増加傾向にあ

できるだけ住み慣れた地

重点的に取り組んでおり、

コーディネーターが必要

学校教育課長

生徒の良き相談相手とな

る。

域で暮らし続けられるよ

今後も関係機関と情報を

援の在り方について考え

西会津中学校や西会津

る斜めの存在、年齢の近

また、同居世帯が減少

う、医療や介護、生活支

共有し、連携を強化して

近年、少子高齢化が

高校の生徒へのアンケー

い外部の人材として、新

し、高齢者のみの世帯・

援を一体的に提供する

問

トを行った。

たに地域おこし協力隊の

高齢者ひとり世帯も増加

ではないかと考えた。

また、新たに設置した

配置を支援策として考え

な結果になったのか。

プロジェクトチームの会

いく。

ム」を推進していく。

「地域包括ケアシステ
題に対し、先を見据えた

傾向にあり、直面する問

り添った教育や、多様性
問

町が目指す介護保険事
え方はどのようなものか。

対応が必要と思われる。

のある学校生活を送れる

にするため、さらなる施

業・老人福祉に対する考

魅力ある西会津高校

ような環境づくりを地域

策を町は考えているか。
学校教育課長

全体で支援する」という
方向性が出された。

町は、進む高齢化や独

福祉介護課長
り西会津高校は、「地域

居や高齢者のみ世帯の増

先日、県教育委員会よ
問

協働推進校」に位置付け

地域おこし協力隊に

よる西会津高校支援はど

による介護力の低下や、

加、集落機能の低下など
町として、引き続き魅

高齢者を支える人材不足

された。
力推進施策の協議・検討

うなったか。
学校教育課長
地域おこし協力隊によ

など、今後も多くの課題
に対応していく必要があ

を進めていく。
校の中に「カフェ」のよ

る。

る西高支援について、学
うな「生徒の居場所」を

利用者ができるだけ住み慣れた地域で暮らし
ていけるよう支援する地域包括支援センター

た。

るとあったが、どのよう

問
答

議では、「生徒個々に寄

介護･老人福祉

議会だよりにしあいづ／平成31年4月／145号 14

現計画の評価検証は

問
現計画の評価・検証の

企画情報課長
組みの方向性」は、評

「現状と課題」や「取り

況や課題、今後の取り組

み」の項目ごとに実施状

な取組」を定めている。

れらを踏まえて「具体的

作成したものであり、こ

名で合計

名の予定であ

新年度の職員計画、不

が喫緊の課題である。

を含め多くの職員が退職

足している専門職の対応、

基づき行政需要に的確に

新年度は、定年退職

すると聞く。ベテラン職

採用状況はどうなってい

問

員の退職は役所にとって

対応した組織体制の推進

れたが、役所内の非正規

同一賃金」の原則が示さ

力開発と資質向上に努め

し、職員一人ひとりの能

体との人事交流などを通

法案が成立し「同一労働、 を図り、職員研修や他団

今後も定員管理計画に

る。

戦力ダウンが心配される。 るのか。働き方改革関連
若手・中堅職員のレベ
ルアップ、スキルアップ

職員への対応はどうなる

る。

非正規職員への対応は、

のか伺う。

総務課長

年度から「会計年

名で、新年度の新規採用

遇や身分が大きく変わる

度任用職員」となり、待

平成

は一般事務７名、保健

こととなる。

今年度の退職者は計

師・看護師の専門職が３

32

評価検討調書を作成し対応した

政策の根幹となる町の最
手法については、「課題

価・検証の結果をもとに

今般の新総合計画は、
み、数値目標の達成状況

11

次期総合計画における

上位計画と位置付けられ
を解決するための取り組

現計画終了の年を待たず
などについて、それぞれ

待遇や身分が大きく変わる

総合計画は、全ての

ている大変重要な計画で

に一年前倒しでの計画策
の担当課が評価、検証を

ある。

定を進め、平成 年度を
行った。

12

職員のレベルアップ、スキルアップを
（新規採用職員等スタートアップ研修）

初年度とする新計画が完

その後、総合計画策定
プロジェクトチームが確

15 議会だよりにしあいづ／平成31年4月／145号

成したところである。
新総合計画を策定する

認・見直し作業を行い、

答

働き方改革

非正規職員の対応はどうする

問
答
31

に当たり現計画をどのよ

書」としてまとめ、次期
総合計画の前期計画を検
討する際の基礎資料とし

剛

て活用した。

議員

多賀

問

総合計画
うに反映されたのか伺う。 最 終 的 に 「 評 価 検 証 調

一般質問

問

小規模多機能型居宅介護施設の整備は
答

奥川地区に建設を想定している

介護施設

一般質問

議員

西会津町総合計画の

猪俣常三
問
中で奥川地区に施設整備
を計画されているが、具

具体的な内容について
は、「西会津町地域ケア
推進会議」の中で検討し

児童虐待への対応策は

子育て支援センターを拠点に対応

ディサービスを利用しな

給額の範囲内の料金で、

護施設は、国民年金の受

る小規模多機能型居宅介

今回整備を計画してい

町長

対応と対策は。

まったが、児童虐待への

ましい事件が発生してし

の虐待により死亡する痛

学四年生の少女が、父親

千葉県野田市において小

問

年１月 日、

がら、ホームヘルプサー

福祉介護課長

ことから住み慣れた地域

種サービスを利用できる

同一の介護事業所内で各

スも利用することができ、

所や警察等関係機関との

検討会の開催、児童相談

児童の安否確認やケース

通報があった場合には、

て支援係となっており、

建設することを想定して

いるとおり、奥川地区に

も重点事業に位置付けて

総合計画の中において

く。

先に迅速な対応をしてい

子どもの安全確保を最優

事案が発生した場合は、

向け取り組みを継続し、

児童虐待の発生防止に

いる。

いる。

で生活を続けるのには、

24

連絡調整など行っている。

31

大変有効な施設と考えて

平成

ビスや必要な時には泊り

児童虐待の窓口は子育

体的な内容について伺う。 ていく。

問
答

のショートスティサービ

児童虐待

こゆりこども園に設置されている子育て支援センター窓口
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増加に備えた対応は

今後の動向を見て

奥会津地方との連携は

答

関係団体と広域的に

資源の広域的活用の必要

問 インバウンドや地域

これまで関係３町村で

性を強く訴えていくべき

なっている。

「杉峠改良促進期成同盟

では。

地理的に近く、自然

会」を組織し、通年通行

町長

問

の早期実現と、中止に

新しい視点で取り組む

条件が似ている奥会津地

連携の検討は。

なっているトンネル化事

方 と の イ ン バ ウ ン ド 訪(
日 外 国 人 観 光 客 対 策 の)
商工観光課長

ことも必要と考える。

業の再開の要望活動を展

り組みの検討が必要と考

開してきた。

奥会津地方や新潟県阿
問

えている。

賀町を含めた広域的な取
問
機関などにニーズ調査を

町内企業や福祉関係

よる労働力減が進行する
行った経緯は。

人口減少や高齢化に

本町においても、外国人

本町のインバウンド

商工観光課長

奥会津地方との連携

能の難所であり、沿線自

ラックや冬期間は通行不

杉峠の現状は、大型ト

町長

活動の現状は。

が条件と考えるが、要望

通行（杉峠トンネル化）

には国道４００号の通年

問

を検討中である。

ホームページの多言語化

画している。また町公式

公衆トイレの洋式化を計

ており、来年度は大久保

看板の多言語化を進め

商工観光課長

対策は

問

技能実習生の増加が予想
出入国管理法改正に伴
う外国人受け入れは、現

されるが町内の現状は。
商工観光課長
在、技能実習制度で受け

うち３社は受け入れ業種

受け入れている４社の

入れている。

外国人技能実習制度に
より受け入れている人数
は４社・ 名、国籍は中
国、ミャンマー、ベトナ

から外れているため、調

外国人技能実習生が

査はしていない。

ム、タイとなっている。
住居については、それ
ぞれの企業で手配した借
問

問

インバウンド

治体の重要政策課題と

17 議会だよりにしあいづ／平成31年4月／145号

問
答
34

家、アパートに居住して

増えた場合に、企業など
への支援の検討は。
商工観光課長
企業の動向・意向を踏

満

まえて検討する。

議員

三留

通年通行の早期実現で連携強化を（国道400号杉峠の急カーブ）

外国人技能実習生
いる。

一般質問

問

道路整備について
答

積極的に要望活動行う

道路整備

一般質問

議員

県道上郷・下野尻線

薄 幸一
問

樟山集落地内の道路

を行っていく。
問
整備はいつごろになるか、
伺う。

健康増進に向けて

生活習慣を変えていく

地域住民の皆さんの切

建設水道課長

めていくか伺う。

ような要望を積極的に進

立された。町では、どの

整備促進期成同盟会が設

内の道路整備を行ってい

況を見ながら樟山集落地

地内の改良工事の進捗状

れる予定である。天王前

を行ってから町に移管さ

合わせ、県が必要な修繕

樟山バイパスの完成に

別講演が行われる。

長の鎌田實先生による特

して諏訪中央病院名誉院

の挑戦のその先へ」と題

らの健康づくり、百歳へ

問

定である。

なかった方に周知する予

要旨を掲載し、聴講でき

から、広報紙などへ講演

レビで放送できないこと

講演内容はケーブルテ

を実施してきた。

て、さまざまな保健指導

組める環境づくりに向け

り世代から継続して取り

理意識の高揚と、働き盛

ことから、健康の自己管

建設水道課長

なる願いと、県道の整備

く。施工時期は未定であ

「どうする、これか

促進を町全体の課題とし

昨年 月に「西会津町

一層推進するため、去る

伸に向け、町民にどのよ

スを受け、健康寿命の延

ると思われるが、健康増

問

会」を組織し、働き世代

事業所等健康づくり連絡

健康づくりのアドバイ

日に「県道上郷・

の健康づくりを支援する

２月

進に向けた指導の在り方

多くの町民の皆さんに

健康増進課長

まで健康づ

町がこれ

健康増進課長

下野尻線及び

ご聴講いただけるように

くりの三本

伺う。

全世帯にチラシを配布し

組んできた

柱として取
また、町内商店などへ

食生活の改

た。
のポスター掲示、ケーブ
広報紙によるお知らせの

（検）診の

習慣化、健

ルテレビやホームページ、 善、運動の
ほか、町内の各種団体に

定期受診が

重要である

も聴講のご案内をしてい
る。

ある。

うな方法で周知するか、

11

体制を整備したところで

健康寿命が延びてい

る。

及び新郷・荻野停車場線

問
答

て捉え、要望活動などを

健康寿命延伸

について伺う。
早期の改良が望まれる樟山地内の道路

新郷・荻野停
車場線整備促
進期成同盟
会」を設立し
た。
今後は、本
期成同盟会が
一丸となり、
当該路線の整
備促進を図る
ため、関係機
関に対し積極
的に要望活動

健康増進に向けた棒体操

28
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議」と職員

総合計画の基本計画の

農林振興課長

現在のところは音楽活動、

体するという計画もなく、

５月８日(水)

午後７時～

保健センター、熊沢集会所、原集会所

５月９日(木)

午後７時～

滝坂集会所、奥川みらい交流館、極入集会所

工事請負契約の
締結

６３１８万円
海老名建設

【契約相手方】
株式会社

交流物産館よりっせ、森野集会所、西林集会所

第１回議会臨時会
化計画に基づき、計画的

「総合計画策定プロジェ

中に目標値を設定してい

コンサートなどで使用さ

主 な 報 告 ３月議会定例会（新年度予算、重点事業など）・第11回報告会～その後
懇談テーマ 「空き家対策について」

町道野沢中央線の新町

伊藤一男議員

に橋梁の補修工事を行う。

クトチーム」が連携して

る。例としては菌床シイ

れており、計画上は地域
老朽化した新町橋

午後７時～

西会津町総合計画の策定と工事請負契約の締結を可決
づくり基本条例に基づき、
教育長の学校のクラブ

検討作業を進めてきた。

タケの年間生産量につい

資源としてとらえている。

５月７日(火)

橋について、町の長寿命
意見公募や町内５地区で
活動に対する考え方、認

日に議会臨時会

が招集されました。町側
の町民懇談会を実施し、
識は。

月

から西会津町総合計画の
広く町民の皆さんからも

すクラブなど、学校側と

尾野本小学校の講堂に
ついて、地域資源として
活用するのか。
企画情報課長

これにより取りまとめ

ては１００トン、ミネラ

【契約金額】

策定と工事請負契約締結
教育長

最終的な調整を行い「西

もよく協議をしていきた

クラブ数のあり方、残

会津町総合計画」を策定

ミネラル野菜や菌床キ

長谷川義男議員

い。

主な質疑

した。

これらの意見を踏まえ、

の２件の議案が提出され、 ご意見をいただいた。
両議案とも原案のとおり
可決しました。

西会津町
総合計画の策定
付けされる総合計画につ
ノコの産地化は、どの程

三留満議員

いて、町民の皆さん 名

度を目標としているのか。

町の最上位計画に位置

による「総合計画検討会

た「総合計画・公表案」

ル野菜については総額で

尾野本小学校講堂を解

について全員協議会で町

の目標は達成しているが、
標を目指す。

側より説明を受け、議員
その後、西会津町まち

１品目で１億円という目

名による

30

議会臨時会
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からも意見を出した。

25

開催場所

間

時

開催日

1

町民と議会との懇談会（第１2回議会報告会）を開催します！

議会では、町民の声を反映した健全な議会運営を維持するためにも、町民の皆さんのより積極
的な議会への参画を必要としています。５月に町民と議会との懇談会を開催しますので、ぜひ、
皆さんの声をお聞かせいただき、一緒に意見交換させてください。

政策提言調査特別委員会報告

地方自治において、議会の果たすべき役割と責任はこれまで以上に大きくなってきており、政策提言・政策立
案力の強化、向上が求められています。
人口減少、過疎化の進行など地方の課題は多様化しており、当町議会はこれまでの議会改革をさらに進め、町
長に政策提言のできる議会力・議員力の向上に努め地域の今日的課題に取り組むため、「政策提言調査特別委員
会」を設置し、平成29年12月から１年４カ月にわたり調査を実施し、３月定例会に報告書を提出しました。

月から、町民と議会

本町議会では、平成

政策提言に関する取り組みの経緯
本町議会では、議会運
年
との懇談会（議会報告

営に関する最高規範とし
て「西会津町議会基本条
会）を開催してきたほか、
町内で活動する団体など
との一般会議を開催し、

定しました。
町議会基本条例では、

意見交換を行ってきまし
頂いた意見などについ

「町民の福祉向上と持続
実現のために政策提言お

ては、一般質問や町への

た。

よび政策立案の強化に取

申し入れ等に反映させて

的で豊かなまちづくりの

り組む」ことを規定して
また、「議会報告及び

言により町民福祉の向上

今回、さらなる政策提

きました。

一般会議を通じて町民と

に努める必要性から平成

います。

議員との意見等の交換の

月議会において、

任を果たすとともに、町

提言調査特別委員会」設

議長を除く 名で「政策

年

民の意見を議会の政策提

置し、委員長に青木照夫

場を設け、議会の説明責

言に反映させなければな

委員、副委員長に長谷川
す。

らない」と規定していま

12
加）

（議長はオブザーバー参

義雄委員を選任しました。

13

②
①

25

例」を平成 年３月に制

11

29

①1 4回にわたる特別委
員会で調査・研究を進
めてきました
②農業者との懇談会を開
催し、現状と課題の把
握に努めました
③新潟県立大学・田口一
博 准 教 授にご 指 導 い
ただきました
④政 策 提 言に積 極 的に
取り組んでいる他議会
などを調査しました

④

③

25
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これまでの主な取り組み
平成29年12月14日

第１回特別委員会を開催。委員長、副委員長を互選で選出。

平成30年 2月15日

第２回特別委員会・研修会を開催。「政策提言の調査の関する基本方針」決定するととも
に、福島大学行政政策学類教授の功刀俊洋氏を講師に招き、「地方議会における政策提言
及び政策提言について」の研修を実施。

5月15日

新潟県阿賀町議会議員研修会に参加し、新潟県立大学准教授の田口一博氏の講話を聴講
（本町議会より８名参加）。同日、田口准教授に指導を依頼し了承を得る。

9月 4日

第５回特別委員会として課題解決のための研修会を実施。田口准教授を講師に招き、「西
会津町の将来政策を考える」（農家所得向上とふるさと納税）について研修。

10月10日

第７回特別委員会を開催。講演会や農業関係者との懇談会の開催、ふるさと納税推進、管
外調査を実施することを決定。

10月29日

第８回特別委員会を開催。農業者との懇談会（農業現状調査）の開催を決定するととも
に、都市部に所在する企業（町内関係企業）訪問を決定。

11月 9日

都市部における西会津産米認知度調査及びＰＲ活動について、町に対して説明、意見交換
を実施。

11月13日
～19日

農家所得向上について、作物別・団体別、個人農家などの農業者との懇談会を開催。
13日 野菜・加工関係団体（８名）
14日 米・特用林産関係団体（14名）
15日 奥川地区個人農家（６名）
15日 群岡地区個人農家（３名）
16日 新郷地区個人農家（９名）
16日 野沢地区個人農家（３名）
19日 尾野本地区個人農家（３名）

11月20日

都市部における西会津産米認知度調査、ＰＲ活動について町と協議。

12月12日

第10回特別委員会を開催。農業関係者との懇談会結果について協議。課題解決に向けた
提言書取りまとめを決定。都市部における西会津産米認知度調査及び米の市場価格調査に
ついて協議。

12月17日
～18日

特別委員会管外調査として、都市部における米の市場価格調査及び西会津産米認知度調査
を実施。（詳細は22ページ）

平成31年 1月16日
1月31日
～2月 1日

第11回特別委員会を開催。管外調査の結果とアンケートの回収結果報告・検討。
管外調査として、政策定方法について、大学との連携・政策提言を積極的に行っている町
村議会の調査を実施。
公立大学法人 会津大学 「産学連携・人材育成・地域貢献等について」
岩手県紫波町議会 「政策提言・政策提案の手法について」

2月19日

第12回特別委員会を開催。田口准教授による調査報告書・提言書作成指導。

2月22日

町内米集荷業者を対象に、西津産米の流通調査を実施。

2月27日

第14回特別委員会を開催。報告書・提言書のまとめを実施。

3月 8日

３月議会定例会に特別委員会調査結果報告書・提言書を提出。特別委員会終結。

3月15日

議会から町に「西会津町の農業振興」について政策提言。（詳細は23ページ）

調査結果

１ 政策提言研修の開催

地方行政、地方議会を

取り巻く環境の変化と新

たな対応として、町長に

提言できる議会力・議員

力が求められていること

から、今後も持続的に研

修等を行う必要がある。

２ 政策サポーター制度

次期改選後は定数が２

名減となり、議会の機能

低下は避けられないこと

から、政策サポーター制

度の導入について検討す

る必要がある。

３ マニュアル作成

次期改選後も、円滑な

政策提言ができるようマ

ニュアルを作成した。

今後はこれを活用し町

民福祉の向上と持続的な

豊かなまちづくりの実現

に取り組む必要がある。
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知度調査

場価格・西会津産米認

都市部における米の市
クールで入賞している米

（ブランド米）、米コン

・特別栽培米や産地米

調査を行った。

行し、試食やアンケート

町の産米ＰＲ活動に同

◆西会津産米認知度調査

販売単価や西会津産米の
８００円とばらつきがあ

ム当たり７００円から３

調査票を３００名に配

【調査結果】

株式会社レナウン

【調査先】

が多かった。

認知度を調査し、政策提
るものの卸売業者との取

・販売価格は１キログラ

言の参考とするために実
引価格の３～８倍で販売
得られた。

袋詰めや真空パック、注

のが多く、２キログラム
おいしかった

大変おいしかった

・９％

②食味値について
知らない
③西会津産米を今後も
・３％

食べてみたいか
食べたい

④西会津産米の安全性に

は、全国の米主産地や有

都内百貨店での調査で

て食味値 以上の米を返

附金ではプレミアムとし

また、ふるさと応援寄

市場調査・認知度調査を実施して

名産地は販売されていた

礼品として使用している

られていないのが現状で

が、福島県産米はほとん

福島県産米の半数以上

あり、今後の対応が求め

ついて
・２％

が業務用（国内産米）と

が、食味値そのものが知
・５％
１・４％

㈱レナウンでの調査で

た反面、安全性に不安を

都市部ではほとんど流通

原発事故から８年が経

持っている方が一割以上

は、西会津産米はおいし

過し、風評被害は徐々に

いることも事実として認

していない実態の一部を

られる。

ど見当たらなかった。

安

少し不安
不

西会津産米流通調査

減ってきていると言われ

識できた。

いと高い評価をいただい

【調査結果】

ているが、いまだ払拭し

【調査先】

・業務用が約半数以上を

きれていないことも分

・業務用米の要望がある

が、価格は元に戻らない

米として需要が出てきた

・名前を出さない業務用

は他県から比べれば低い

所得向上につながるもの

それが販売単価アップや

スタイルが必要であり、

好まれる栽培方法や販売

に当たっては、消費者に

今後、産地化を進める

じられた。

る政策の必要があると感

行い、町の知名度を上げ

どの情報発信を多角的に

歴史、食べ物、特産品な

米だけでなく町の自然や

れていない現状があり、

が、数量の確保が課題で

と思われる。

的にも回復していない。

故の影響が大きく、数量

・特別栽培米は、原発事

の検討も必要。

コシヒカリ以外の作付け

町内米集荷業者２社

占めており、品質は高く

かった。

また、西会津町が知ら
評価されているが、価格

確認できた。

して取り扱われており、

不安は全くない

85

93
95

11 87

都市部における実際の

施。
・販売形態は販売店と農

布し、１４８件の回答が

◆市場価格調査
家との直接取引によるも

されている。
【調査先】

①西会津産米を食べた
感想

【調査結果】
文時精米販売、生鮮食料

都内百貨店２店舗
・店頭販売とギフト販売

合計

・０％

品取り扱いなど多岐にわ
たっている。

が中心で、福県県産の米
はほとんど見当たらな
かった。
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町へ政策提言
今回の政策提言調査特
別委員会の報告を受け、
町議会では、３月 日に

産米のブランド化及び畑
作推奨作物の３件につい
てで、武藤道廣議長が薄
友喜町長に提言書を手渡
しました。

町に対して「西会津町の
肥化研究」といった課題

「もみ殻及び廃菌床の堆

また、提言書と併せて、

農業振興」について、政
提言の内容は、①後継
る課題・要望なども提出

関係者との懇談会におけ

検討（研究）事項や農業

者対策・新規就農者確保
しました。

策提言しました。

②有害鳥獣対策③西会津
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この人に
インタビュー
齢：70歳（與志朗さん）
69歳（月恵さん）

首都圏で造園業に携わ
い食器を生かしたい思い

や、自宅に残っていた古

生き甲斐が見つかった

―取り組んでの感想は。

趣味で焼いていたパン

り、自然が好きなので定

ので、毎日が楽しく充実

もありました。

家に入り、越後街道車峠

６年前、月恵さんの実
手作り１００パーセント

こぢんまりと家庭的な

―メニューがないのは。

たので、地方の雇用や経

首都圏で仕事をしてい

―町や議会に望むことは。

しています。

の整備などに多くの仲間

料理が基本なので、地元

ようと考えていました。

と取り組んでいます。

をつくってほしいと強く

若い人が残れる仕事場

済が気になります。

ながら提供しています。

の食材を使い注文を伺い
―食堂を始めた動機は。
月恵さん
時間ができたことや、地

ているので急な対応は難

２人だけで全てこなし
―ご協力ありがとうござ

―予約制にしているのは。 感じます。

元の方や高齢の方が歩い

編集

発行

議会広報特別委員会

福島県西会津町議会

を期待しています。

いました。今後もご活躍
最近は、４～５人の女

No.
145

議会の動き
全国町村議会議長会
から３人の議員が表彰
年２月６日に開

て７年以上在職した功労

（写真右）と荒海清隆議

によ り、議 会 事 務 局 長 が

４月１日付け人事異動

議会事務局人事

員（写真左）が議会議員

替わりました。（敬称略）

により、青木照夫副議長

として 年以上在職した

功労により、自治功労者

▼新議会事務局長

３月８日の議会定例会

（旧任

表彰を受賞しました。

催された全国町村議会議

開会日に議場において３

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

（新任 町民税務課長）

渡部 峰明

▼前議会事務局長

会計管理者

長谷川 浩一
回定期総会にお

長会第

（兼）出納室長）

いて、武藤道廣議長（写

〒 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。

人に表彰状が伝達されま

平成

15

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、下野尻「お台処

年

９月にオープンしました。 子会が多くなっています。 真中央）が議会議長とし

所：下野尻（群岡）

しいためです。

３年前に母が亡くなり

31

70

味：マタタビ細工
趣

富 士 や」の宮 﨑 與 志 朗 さ
ん・月恵さんご夫妻です。
―田舎暮らしの感想は。

住

年を機に田舎暮らしをし

與志朗さん

プロフィール

て気軽に集まれる場所に
なればと考え、平成 年

にしあいづ議 会 だ よ り

29
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