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私、幸せなんです♬
西会津暮らしで「幸せだな」と思うこと。毎朝、窓の外から見る風景が違うこと。夜空を見上げれば満天の天
の川が広がっていること。笑顔あふれる素敵な方がたくさんいること。西会津に暮らせて良かった。
（写真：地域おこし協力隊の成田尚美さん）

平成30年度決算を全会一致で認定！
菌床栽培ハウス整備・小学校プール建設整備・
防災行政無線デジタル化整備・保育料無償化など

全会計の歳出総額は

一

計

決
算
歳入（収入）
63億5,966万円
6万円
1,293万円
1億6,044万円
1億3,209万円
5,869万円
9,764万円
8億4,300万円
3億1,295万円
11億9,849万円
8,170万円
92億5,765万円
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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

別
会 計
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個
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水道事業（収益的収支）

総収益
1億5,604万円

全

94億1,369万円

会

計

の

総

額

額
歳出（支出）
61億4,183万円
0万円
354万円
1億5,538万円
1億2,870万円
5,543万円
9,762万円
8億2,946万円
2億9,030万円
11億6,772万円
7,756万円
89億4,754万円
額

差し引き
2億1,783万円
6万円
939万円
506万円
339万円
326万円
2万円
1,354万円
2,265万円
3,077万円
414万円
3億1,011万円
差し引き

総費用
1億5,173万円

431万円

90億9,927万円

3億1,442万円

<< 一般会計決算の状況 >>
使用料・手数料
1億5,374万円
（298万円増）
2.4%

その他
8,650万円
（1億972万円減）
1.4%

繰越金
3億4,819万円
（1億3,321万円増）
5.5%

町税
6億1,661万円
（282万円減）
9.7%
繰入金
6億1,959万円
（4億8,215万円減）
9.7%
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歳入総額

地方交付税・交付金
30億5,590万円
63億5,966万円 （1億3,842万円減）
48.0%
（9億4,200万円減）

町債
（借金）
6億6,110万円
（9,020万円減）
10.4%

㻴㻞㻡

㻴㻞㻢

㻴㻞㻣

扶助費
（福祉関係費）
3億9,534万円
（676万円減）
6.4%

補助費等
6億3,678万円
（4,904万円減）
10.4%

㻴㻞㻥

㻴㻟㻜

その他
5,459万円
（852万円増）
0.9%

積立金
3億9,797万円
（1億3,070万円減）
6.5%

国県支出金
8億1,803万円
（2億5,488万円減）
12.9%

㻴㻞㻤
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町から提出された議案は、平成 年度決算の認定や条例の一部改正、令和元年度補正予算、
人事案件、工事請負契約の締結など 件で、全ての議案を原案のとおり可決しました。
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。

会

90億9,927万円

９ 月
議 会
定例会
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物件費・維持補修費
12億2,015万円
（935万円減）
19.9%

歳出総額

61億4,183万円
（8億1,164万円減）
他会計等への繰出金
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普通建設事業費
10億680万円
（6億8,647万円減）
16.3%

7億2,366万円
（1,758万円増）
11.8%

公債費
（借金返済額）
7億5,987万円
（725万円増）
12.4%

人件費
9億4,667万円
（3,733万円増）
15.4%
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平成30年度の主な事業

■菌床栽培ハウス整備（８棟）
７，２０４万円
■小学校プール建設整備
８，６８０万円
■防災行政無線デジタル化整備
６，
１２３万円

財政指標の経常収支比

多賀剛議員

があった場合、差し押さ

徴収も行っている。残高

収している。また、一斉

作業を進めており、事業

行財政改革の中で検討

副町長

決算総括質疑

・６パーセントと

率が

効果を検証している。
パーセ

直す。

見直すべきところは見

えなども進めている。

なっているが、

猪俣常三議員

ントを超えた要因と、自
主財源の確保や収入未済

小柴敬議員

全国的に災害が起きて

いるが、本町に災害が起

一般会計から国民健康

と不能欠損の考え方は。
総務課長

きた場合、財政調整基金

保険と介護保険特別会計

経常収支比率が ・６

残高で対応は可能か。

への繰り出しが増えてい

の主なものとその要因は。

総務課長

合、かなりの応急対応費

人件費の事務的経費が増

は、交付税の減額により
自主財源の確保は、事

必要となるが、補助や起

えているが他への影響は。

るが内容は。繰越明許費
務事業の見直しを図り、

債で対応できると思われ

大規模災害が起きた場

使用手数料の見直しと、

総務課長

る。

起債の状況については、 は、本町の財政調整基金

主なものは、医療費と介

いて繰り出ししている。

繰出金は、基準に基づ

約８億円で十分対応が可

また、応急措置の場合
今までの大規模事業が

護給付費であり、会計の

全ての事業や政策、ま

た新しい事業を始めると

財政が苦しくなる。

スクラップアンドビル

ドをどのように行ってき
たか。

の給与である。

副町長と教育長の一年分

人件費の増の要因は、

壊し経費などである。

け住宅整備事業に係る取

繰越明許費は、若者向

要因ごとに増減する。

能であると思われる。
ピークに毎年減少傾向に
なっていく。
町民税務課長
収入未済が減となった
要因は、収納率が上がり
未済額が減少した。
不能欠損は、納付のな

秦貞継議員

あったため、令和４年を

化を図っていく。

ふるさと応援寄附金の強

割合が上がってきている。

パーセントになった要因

93

い方に督促状を送り、徴
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90

93

条例の制定

条例の改正

小柴敬議員

旧群岡保育所解体工事

秦貞継議員

加や普通交付税の額の決

と旧縄沢消防屯所解体工

建設水道課長

算確定による繰越金の追
定による追加のほか、新

事の工程と文化財試掘調

くらいか。

橋の修繕箇所は、どの

たに森林環境譲与税を計

区分による早期措置段階

4

議会だよりにしあいづ／令和元年10月／147号

委託した場合、森林を伐
採した収益の分配とその
間の植林経費はどのよう

■印鑑の登録及び証明に
関する条例の一部改正

橋りょうの健全性判定

総務課長

のレベル３が８橋ある。

になるのか。また、人材

■森林環境譲与税基金条

査の規模は。

主な歳出は、旧群岡保

旧群岡保育所と旧縄沢

計画的に修繕を進める。

例
上。

ドなどへの「旧氏」の記

育所の解体撤去工事や移

消防屯所は、年内に撤去

住民票や個人番号カー

農林振興課長
載に伴い、「旧氏」によ

住者および町内の若者を

育成とはどういうものか。

止など、森林の有する広
町に管理を委託した場
る印鑑登録をできるよう

工事を完了したい考えで

かん養や土砂災害の防
域的機能の重要性を踏ま
合、財源は譲与税を充て

対象とした定住住宅整備

え、森林の整備や、その
にするための改正。

生涯学習課長

決算に伴う繰越金や、

る。森林を伐採した場合

ある。
は、本町への移住をより

文化財試掘調査は県道

それぞれの事業実施に要

促進を目的とする事業の

費補助金の追加、さらに
促進するための、にしあ

上郷下野尻線の天王前地

は、所有者と町が収益を
■税条例の一部改正
たばこ税に係る加熱式

いづ移住支援事業補助金

する経費を計上。

■特別
 会計等補正予算
（５会計）

森林プランナーの育成と

たばこの税率、軽自動車

内、約２５０平方メート

分収する。人材育成は、
新規の就農者の育成など

を新たに予算計上。

財源として基金を創設。

主な質疑

の車体課税の見直しのた

ルである。

を行う。
めの改正。

多くの子どもを育んだ旧群岡保育所も老朽化が進んでいる

主な質疑
森林環境譲与税基金を

多賀剛議員
国民健康保険運営協議

どのように進めるのか。

■国民健康保険条例の一
部改正
会委員の定数を見直しす

また庁舎整備基金は、今

財源に充てる。

ることから、修繕などの

施設の老朽化が進んでい

庁舎整備基金は、町の

総務課長

を計上している。

業の意向調査に係る経費

森林環境譲与税基金事

農林振興課長

後どのようにするのか。

るための改正。

補正予算
■一般会計補正予算
（第４次）
２億７０３０万４千円
を増額し、予算総額を

歳入の主な内容は、決

る。

億４２５６万６千円とす

64

武藤道廣議員
所有者が、町に管理を

基金を活用し森林整備を進めてほしい

町内に不足する単身者向

請負契約の締結
■小杉山地区地すべり対
策応急工事請負契約
けの賃貸集合住宅を整備

■若者向け住宅整備工事
請負契約

町政の向上発展に功績
融雪時に地すべりの可
する。

ズ共同グループ

ダイワ・秋山・アクー

【契約相手方】

２億３６５０万円

旧野沢保育所跡地に、

のあった５名の方を特別
能性があるため、降雪前

特別功労表彰者
決定の同意

功労者として表彰するこ
【契約金額】

国土防災技術株式会社

【契約相手方】

５３３５万円

【契約金額】

う。

に地すべり抑止工事を行
（小綱木）

清隆さん

とに同意。
■荒海
町議会議員（４期
年）として議会の伸展と
正市さん（呼賀）

町政の向上発展に貢献。
■伊藤
消防団員（ 年うち団
長２年）として消防団活
一さん（牛尾）

動に尽力。
■目黒
消防団員（ 年６月う
ち第２分団長４年）とし
悟さん（小綱木）

て消防団活動に尽力。
■宮沢
消防団員（ 年３月う
ち第５分団長５年）とし
正男さん

て消防団活動に尽力。
■故 石川
（白坂）
消防団員（ 年４月う
ち第３分団長２年６月）

まちなかの活性化に期待したい（旧野沢保育所跡地）

16

として消防団活動に尽力。

財産の取得

■ケー
 ブルテレビデータ
放送システム

■映像機器高度化更新工
事請負契約
設備の更新、およびＢ

平成 年度に導入した

【取得相手方】

株式会社データブロード

■ケーブルテレビ加入者
管理システム

既存の加入者管理シス

テムは、導入から５年が

経過し老朽化が進んでい

ることから更新する。

【取得金額】

１２８７万円

【取得相手方】

有限会社ビットユニオン

教育委員会委員
任命の同意

任期満了による教育委

員会委員の任命。

■齋藤 彰子さん

（１町内・再任）

設置する。

Ｋ放送に対応する設備を

役立つ情報や緊急・災害

ムの更新。新たに生活に

既存のデータ放送システ

■町道の舗装工事に関す
る陳情書

陳情の審査

【契約金額】

芝草自治区から陳情書

採択とした。

情報などの提供が可能な
１億３２００万円

【取得金額】

入する。

が提出され、審査の結果

ケーブルテレビの放送
Ｓ・ＣＳ放送の４Ｋ、８

ケーブルテレビでも４Ｋ・８Ｋが視聴可能となる

データ放送システムを導
【契約相手方】
株式会社ユアテック会
津営業所

１０１２万円
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一般質問

町政を問う
ここが聞きたい

10名が登壇
○秦貞継議員（７ページ）
①地域で支える教育の在り方について
②こゆりこども園について
○小柴敬議員
（８ページ）
①鳥獣被害に強い地域づくりについて
②ふるさと納税について
○伊藤一男議員
（９ページ）
①農山漁村振興交付金事業について
②集落支援員の増員について
③地域おこし協力隊について

日までの２日間で行

名が登壇して、

10

一般質問は９月９日か

ら

い、議員

町政の課題などを問いた

だしました。

正人議員

質問順序

・荒海

雅弘議員

貞継議員

正義議員

敬議員

一男議員

常三議員

剛議員

照夫議員

・上野恵美子議員

・小林

・秦

・三留

・小柴

・伊藤

・猪俣

・多賀

・青木

10

○小林雅弘議員
（10ページ）
①2017年7月に国連加盟国の約2/3
にあたる122カ国が賛成して採択
された｢核兵器禁止条約｣について
町長の考えを問う
②学校給食費の無料化を求める
③高 速道路と町中をつなぐシステム
実現のためのタスクフォースを組
織する提案
○多賀剛議員
（11ページ）
①空き家等の適正管理について
②消費税増税への対応について
③「ふくしま学力調査」について
○荒海正人議員
（12ページ）
①人口減少における課題認識について

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。

○上野恵美子議員
（13ページ）
①小 規模多機能型居宅介護施設整
備事業について
②若者向け住宅整備事業について
○猪俣常三議員
（14ページ）
①新産業創出事業について
②農業振興の取り組みについて
○青木照夫議員
（15ページ）
①健康寿命延伸について
○三留正義議員
（16ページ）
①本町の財政について
②鳥獣害対策について
③水 道組合で運営をしているところ
の状況と将来について
※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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6

地域の力を今後はどう生かすか

子どものより良い成長につなげたい
②

地域の力や町の環境

学校教育課長

育の他に朝・夕の延長保

がら確保したいと考える。

も教育機関に働きかけな

多様化する保育への

問

育や、保護者の病気、出

問

ニーズに、町はどのよう

で一時的に保育が必要に

境を目指すため、今後は

産、介護や冠婚葬祭など

福祉介護課長

なった場合の一時保育、

どのような取り組みを行

に対応しているか。
家庭や生活環境の変化

さらに土曜保育も行って

うのか。

より充実した保育環

により保育へのニーズは

いる。

福祉介護課長

人を出すなど、こゆりこ

保育士を育てる学校に求

地域が一体となり保育環

実に努めている。家庭・

場を設け、保育環境の充

地域社会との関わりの

ども園の魅力を発信して

く。

境の充実に取り組んでい

保育士の確保について

福祉介護課長

はどうか。

問 保育士の確保に向け、

多様化している。通常保

保育士確保も含め保育環境の充実に努める

町の将来を担う子ど

問
本部事業を実施しており、 の教育を発展させ、町の

を生かした、幼少期から
魅力につなげる考えはあ

町では、地域学校協働

要と考える。また、生ま
地域の大人や民間企業、

もたちへの教育は大変重
れ育った郷土を愛する町
学校教育課長

るか。

の参画により、地域と学

地域の力や産官学民と

団体など幅広い地域住民
校が連携・協働しながら、

独自の教育も必要と考え
る。
変化の激しい現代を生
地域全体で子どもたちの

町の魅力につなげる。

連携した教育の推進を図

き抜く力を子どもたちに

学びや成長を支えている。 り、広く情報を発信し、
今後も多岐にわたる活

地域・家庭が一体となり支え合う教育が望まれる

身に付けてもらえる教育
を目指すために、今後必

動に地域の方々に参画い
ただき、皆さんが持って

要な点について次の点を
問う。

験を生かして子どもたち

おられる知識や技能、経
①

のより良い成長につなげ

今後、地域の力を教

育にどういう形で生かし

答

こども園

今後の取り組みはどのようなものか

問
答

ていきたい。

議員

秦 貞継

議会だよりにしあいづ／令和元年10月／147号

7

問

地域教育
ていく考えか。

一般質問

鳥獣被害防止の対応は
答

個体数の削減に取り組む

どのように魅力発信するか

地場産品の振興に取り組む

問

検討を進めていきたい。

しながら特産品としての

ト掲載用の町の観光デー

産者との情報連携、サイ

8
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議員

小柴 敬
箱ワナ、くくりワナ

問

イノシシ対策として

問
の捕獲実績は。
農林振興課長

取り組んでいる電気柵広
域設置の効果は。
上がっていないが、ワナ

載しているサイト数と委

現時点では捕獲実績が

松峯自治区及び上谷自
の設置数を増やして効果

と納税の推進に必要なサ

インターネットに掲

治区に集落の共同作業で

問

イト構築や返礼品開発な

タや画像の提供、ふるさ

託料について。
町民税務課長

関係課との今後の連携に

どで、企画、農林、商工

担当課だけでなく、
「ふるさとチョイス」

ついての検討はどのよう

などの各課と連携してい

果、被害をゼロに抑えた。

「さとふる」「楽天市

に考えていくのか。

今後の有害鳥獣に対

する町の考えは。

場」「ＡＮＡ」の４社で

ＩＣＴ（情報通信技

農林振興課長

問
術）を活用した「監視シ

ある。

農産物の生産状況や生

る。

被害の大きいイノシシ

サイトに６９３万円で業

町民税務課長

ステム」や「けもの検知

重点的に個体数の削減に

務委託。

委託料は株式会社イン

農林振興課長

取り組んでいく。

センサー」の取り組みは。 やニホンザルについては、
現在、奥川の向原地区
においてイノシシの捕獲
問

返礼品として新規に

対策として、カメ

く」「シャインマスカッ

新たに「あずましず

町民税務課長

て伺う。

掲載した果樹製品につい
イノシシの進入を防ぐ電柵

ラ 機 能 とセ ン
サー機能、通信機
能を合わせた捕獲
システムの実証事
業を進めている。

ト」のブドウ２品種を返
件１０６万円

礼品として追加した。２
品種で約

の寄附予約があった。今
後は、農林振興課と調整

新たな特産品として期待されるブドウ

問

を検証していく。

ふるさと納税

設置し、管理を行った結

農林振興課長

問
答
90

問

鳥獣被害

一般質問

用すべく事業提案を行っ

町では、本交付金を活
本年度の実証事業につ

み、事業を実施していく。

交付金を財源に予算を組

域活性化協議会を設立し、 所のモデル地区の一つと

の教育連携による児童の

いては、埼玉県戸田市と

会が事業主体になり事業
８１０万１千円の割当て

に本年度事業費として

どの見守りサービス、農

シシ被害対策、高齢者な

学習支援をはじめ、イノ

町長

が連携する地域協議会で

市町村及び民間団体など

ジェクトの実証事業に取

康づくりの５つのプロ

物支援、さらに町民の健

する本年度からの農林水

津地域活性化協議会を設

に町が中心となり、西会

じめ、東北農政局などか

事業には会津大学をは

問

心に活動し大変成果が上

当２名が奥川、新郷を中

本町においては、高

齢化が著しく進行してお

がっているようである。

年度より集落支援

このようなことから、

平成

員を配置し、支援に取組

員と協力隊の集落支援担

現在、町では１名の支援

こうした状況を踏まえ、

と思うが、支援員を増員

を必要とする集落がある

群岡地区においても支援

おこし協力隊も配置し、

らは集落支援担当の地域

さらに、平成 年度か

が顕著になってきている。 その他にも野沢、尾野本、 んできたところである。

り集落機能や活力の低下

23

持が困難になっている。

の伝承などの集落機能維

維持管理、祭礼伝統行事

集落では、農道や水路の

子高齢化が進み、一部の

町では、人口減少、少

企画情報課長

ついて検討していく。

の集落支援員の必要性に

を参考とし、来年度以降

査を再度行い、その結果

に町内全域の集落実態調

増員については、今年中

ところである。支援員の

し対応する考えはないか。 取り組みを強化している

29

農山漁村振興事業の目的は

ＩＣＴを活用した定住環境の強化

所のモデル地区の一つと
ていたところ、全国 カ
して採択され、６月 日

を実施するようだが、こ
内示を受けたところであ

今年度から３年間同協議

の事業予算や取り組み内

農村環境の整備を目的

あることが補助の要件で

り組む計画である。

る。事業主体については、 林産物等集荷および買い

に、ＩＣＴを活用した定

あることから、５月 日

容について伺う。

住条件の取り組みを支援
産省所管の補助事業であ

集落実態調査を行い検討

本事業は、全国 カ

して採択され、西会津地

問
13

ら助言をいただき事業を
進める予定である。

答

問
答

立したところである。
同協議会が本年度から
３年間、事業主体となっ

集落支援員の増員の考えは

集落支援

集落のために活躍する支援員

13

20

30

て国から直接交付される

議員

伊藤一男

議会だよりにしあいづ／令和元年10月／147号

9

問

地域活性化
る。

一般質問

問

核兵器禁止条約について町長の考えを伺う
答

国の専決事項であり回答は差し控える

核兵器廃絶

一般質問

議員

小林雅弘

学校給食費の無料化を求める

当たる、１２２カ国が賛

先の大戦においては、多

控えさせていただくが、

考えを述べることは差し

１自治体の首長としての

は、国の専権事項であり、

法律の趣旨としては、

学校教育課長

釈は。

問

解を伺う。

じ負担軽減を求める。見

または、近隣市町村と同

問

援等を鑑みながら、慎重

ちの学習環境の充実・支

町としては、子どもた

学校教育課長

町長

２０１７年７月に、

同して採択された、核兵

くの尊い命が犠牲になっ

設置者の判断で保護者の

問

慎重に検討していく

器禁止条約は、国際協定

た。あの戦禍を二度と繰

負担を軽減することは可

本条約の参加について

として歴史上はじめて、

り返さないよう、平和の

能であり、その方法につ

カ国が署名し、 カ国が
批准している。

学校給食費の無料化

核兵器を明示的に違法化

尊さ、戦争の悲惨さを次

いても制約はないとの文

条の解

し禁止した。

の世代を担う若者に継承

部科学省の見解が示され

学校給食法

しかし、核保有国は

していくことが、私たち

ている。
学校給食では、町単
独の補助金を交付し、保
護者の負担軽減に努めて
いるとあるが、何パーセ
ントの負担軽減で、町の
年間負担額はいくらか。

に検討していく。

「核抑止力は自衛に必

が果たすべき責務である

この条約は、すでに

要」と主張し、相手を威
でも使用できる態勢をと
り続けている。
日本の政府は核保有国
に追随し、署名も批准も
しないと断言している。
この西会津からも政府

年度は、年間

学校教育課長
平成

パーセント程度の軽減措
置を行った。

給食が子どもたちの健康な体をつくっている

11

万１千円を交付し、約５

79

に対し、この条約を批准
するよう声を上げていく
ことが必要ではないか。

問

と考えている。

国連加盟の約３分の２に

問
答

嚇するため核兵器をいつ

学校給食費
30

70

このことについて町長の
考えを伺う。

二度と核兵器を使わせない決意を

23
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うち４棟が自費で解体

問
が

本年

月より消費税

パーセントへ増額と

なる。それに合わせて、

いるか。今後、町民生活

来月より負担増となる。

使用料などについては、

当初予算については、

への影響はどのようにな
るのか。

月からの消費税増税分

などの見直しを検討して

作業を進めている。今後

料・手数料などの見直し

や業務改善と併せ、使用

現在事務事業の見直し

事業の増税分の財源措置

ている。

でおよそ２千万円と考え

増税による影響額は半年

を考慮して編成したが、

総務課長

いるようであるが、作業

さらに検討作業を進め、

は国・県の補助事業につ

町では、使用料・手数料

の進捗状況はどうなって

年内には町の方針を決定

いては、補助対象経費に

月以降の各種

していきたい。

10

決定していないので示せ

いては、最終的な方針が

町民生活への影響につ

ているかは不明である。

などは増税分が加算され

め問題は無い。単価費用

消費税が含まれているた

いる水道使用料や下水道

ない。現在外税となって

10

危険空き家等の解体は進んでいるか

今後は国、県補助金も

国・県の補助も活用しながら進める
解体時における助
利用しながら、特定空家

12

向け指導を行っている。

11 28

され、補助金の交付実績
は無い。

議員

大きな影響のないよう検討する
消費増税

答

③
成・補助金の在り方を再

などの早期解体が行われ

町では、平成 年

月から生活環境の保全と
検討する必要があると考

るよう取り組んでいく。

問
町民の安全で安心な暮ら
えるが見解を伺う。
町民税務課長

しを確保し、快適な環境
づくりを推進するため
空き家の調査状況は、
月時点で、住

宅が４９０棟、その他が

平成 年

「空き家等の適正管理す
る条例」を制定した。５
年が経過したが、実績と
であった。平成 年

２５５棟で合計７４５棟

①

には、危険家屋 棟を特

月

理が行き届いていない空

定空家に認定し、解体へ

課題について伺う。

27

き家・危険家屋などの解
条例施行後、空き家

などの調査状況、現状は

②

体は進んでいるか。

この条例によって管

10

剛
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10

多賀

軽減税率に対応した「よりっせ」のレジスター

26

10

消費増税にどう対応するか

問
答

10

問

空き家対策
どうなっているのか。

一般質問

問

人口減少における町の認識は
答

人口減少は続く。多分野にわたり対策を行う

人口 減 少 対 策

一般質問

議員

問

町民の皆さんが、まち

企画情報課長

文化し共有することは協

町民の役割について明

企画情報課長

割も定めていることから

り組むこと」と町民の役

分野ごとに「みんなで取

荒海正人
題として地方暮らしの劣

づくりを自らのこととし

働のまちづくりにおいて

西会津町総合計画でも

等感などの「心の問題」

て捉え積極的に関わって

目に見えていない課

布された西会津町総合計
があげられるが、町の認

引き続きの周知を図って

先日、町内全戸に配

画（第４次）において、

問

年に町内人口が

重要な手段である。

令和

いただくために、「主役

まな問題が表面化してい

人口減少によってさまざ

よる地方暮らしの劣等感

都市部への一極集中に

企画情報課長

とや、町民参加による西

例」の考え方を広めるこ

会津町まちづくり基本条

どを基本原則とする「西

は地方暮らしの価値観を

今後も、現状に満足す

および小・中学校の小規

「共助」の考えがまちづ

問

他自治体では町民がわ

れた実施計画である。

町民参加によって策定さ

いく。

識としてどのように考え

３４００人台まで減少す

く中で町はどのような認

があることは認識してい

会津町総合計画の策定な

は町民」「町民参加」な

識で町政運営に取り組ん
る。

ることが示された。今後、 ているのか伺う。

でいるか伺う。
現状では、このまま人

変換していくとともに、

ることなく町民参加に対

ど実際に町民参加の取り

口減少が続くことと認識

子どもへの教育や人材育

する環境づくりや町民意

今後の取り組みとして

している。表面化してい

成に取り組む中で古里を

企画情報課長

る課題として少子高齢化

識の醸成を図っていく。

組みを進めている。

の進行、集落機能の低下、 誇りに思う気持ちを醸成
産業を支える担い手不足、 していきたい。

模化、一人暮らしや高齢

くりの中でも重要となる

が町をジブンゴトとする

西会津町総合計画は

者のみの世帯の増加、空

中で、地域住民が地域を

ために「町民版総合計

問

き家の増加など、さまざ

ジブンゴトとすることが

画」なども併せて作成す

遊休農地の増加、保育所

まあり、引き続き有効な

必要になると考えるが、

これからは「自助」

対策を実施していく。

る事例がある。町でも参
考にしてみてはどうか。

町の認識としてどのよう
に考えているのか伺う。

住民の呼びかけによってはじまった中町自治区の人足ボランティア

20
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住宅整備の緊急性は

ニーズ調査により早期に実施すべき

を募集しているが、住宅

や民間アパートの入居者

活用できなかったのか。

は、国・県の補助事業は

の若者向け住宅整備事業

問

また、現在も町営住宅

策事業債を財源とした。

助事業がないため過疎対

ものである。該当する補

賃貸集合住宅を整備する

足している単身者向けの

活性化に向け、町内に不

力確保、野沢まちなかの

企業などの安定した労働

ムーズに住宅整備に着手

判断した。今年度からス

実施すべき事業であると

査などを踏まえ、早期に

住宅に対するニーズ調

企画情報課長

施としたのか。

なぜ昨年度途中からの実

まず魅 力ある町づくりの
問 公募型プロポーザル

問

現在の本町の高齢化

は満床だが、デイサービ

・８パーセントで、 スや小規模多機能型居宅

問 施設整備の進捗状況

介護施設は定員に達して

現在までに町内にある

福祉介護課長

と今後の予定は。

高齢者のみの世帯が全世

いない。

率は
帯に占める割合は ・１
本町の介護サービスは、

ている小規模多機能型居

奥川地区に整備を計画し

この現状をふまえて、

い、運営面での検討や奥

課題などの情報交換を行

事業所と開設に向けた諸

パーセントである。また、
長期に入所が可能な施設

川地区での整備候補地の

ショートステイも利用で

ホームヘルプサービスや

サービスを利用しながら

見交換を行い、本年度中

や関係各所への説明・意

ケア推進会議」での協議

今後は「西会津町地域

施設を利活用するかなど

きる施設であり、奥川地

に建物の実施計画、令和

福祉介護課長

区では、在宅で生活しな

２年度には施設整備に着

を検討している。

がら各種サービスを利用

く。

手できるよう準備してい

名いる。

組みを積極的に実施し

人材確保に向けた取り

金貸与事業」を実施し、

「トータルケア就学資

任者研修事業」と

策として「介護職員初

町独自の人材確保対

福祉介護課長

うに考えているか。

問 職員確保はどのよ

現在

している方は、８月１日

本施設は、在宅でデイ

のように把握しているか。 調査、また、新築か既存

宅介護施設のニーズをど

令和２年度の着工を検討している

旧野沢保育所跡地へ

は足りているのではない

野沢保育所の解体撤去工

できるよう、昨年度、旧
問 「若年層の移住・定住」

事を補正予算に計上し実

か。地域経済の活性化を
図ることが、行政の本来

「野沢のまちなか活性化」

企画情報課長

コンセ プ ト を 掲 げ て 、町

方式で行う理由は。雪対

答

老人福祉

35

ている。

高齢者が生き生き集う小規模多機能型
居宅介護事業所「西会津しょうぶ苑」

の目的だと考えるが、民

若者向け住宅整備事業

民 との 協 働 によ り、具 体

営の圧迫にならないのか。 などが目的であるならば、 施した。

については、若年層の移

企画情報課長

策は十分提案されたのか。
住宅が必要ならば整備し

民間の柔軟な発想と経

化していく中で若者向け
ていく。
というように進め

験に基づく技術力やノウ

討していく。

雪対策の詳細は今後検

めこの方式を採用した。

ハウを最大限に生かすた

ていくべきだと考えるが、

議員

上野恵美子

13 議会だよりにしあいづ／令和元年10月／147号

42

小規模多機能型居宅介護施設整備は

問
答

45

問

若者向け住宅
住・定住の促進と、町内

一般質問

問

ベトナムとの交流事業の進捗は
答

関係機関と調整・調査中

新産業創出

一般質問

議員

猪俣常三

問
年

新産業創出事業とし

て平成 年度、平成
度に委託料を計上したが
企画情報課長

その成果は。
問
本事業は、現在の社会

中山間地域等直接支払の取り組みは

直接支払制度の５期対策を確認中

療・福祉の連携による

本事業は、保健・医

町長

交流を新たな産業の創出

ら始まったベトナムとの

踏まえ、平成 年２月か

子高齢化といった現状を

内容には。

から始まる第５期対策の

払制度について、来年度

関係機関との調整、法的

や日本・ベトナム両国の

内関係機関をはじめ、県

クトチームを設置し、町

ては、役場内にプロジェ

現在の進捗状況につい

育成機関の設置に向け調

にベトナム人介護人材の

え、それらを活用し、主

きな強み・資源として捉

施設、設備などを町の大

おける人材やノウハウ、

年度から外国人介護人材

この調査を踏まえ、今

発の提案などもあった。

柿を活用した他の産品開

質は概ね高評価を頂き、

ナムに送り、干し柿の品

正月の時期に合わせベト

た。町内産の干し柿を旧

育機関の設置が提案され

の外国人介護人材育成教

の情勢を踏まえ、本町へ

向けた法改正など、現下

国人労働力の受け入れに

介護人材の確保や、外

示されれば、速やかに協

内容は明らかになってい

が、現時点では新制度の

認しているところである

期対策の変更点などを確

るに当り、県に対して次

ら第５期対策が開始され

町では、令和２年度か

ている。

協定の取り組みが行われ

で

県から具体的な内容が

現在、本町では集落協定

この制度については、
協定、個別協定で

手続きや、財源の確認、

育成教育機関設置調査事

定組織へ説明会を開催す

査を行っている。

設置場所や学校の規模、

業と農林産物加工品等輸
な調査を進めている。

運営方法など教育機関の

農林振興課長

中山間地域等直接支

トータルケアの町づくり

につなげる可能性につい

農業振興

のもと、これまで 年近

教育機関設置調査事業は。 情勢や町の人口減少・少

ける外国人介護人材育成

新産業創出事業にお

30
る考えである。

て調査を委託した。

30

出調査事業として、詳細
を行っている。

44

ない。

中山間地域等直接支払制度を活用して農地を守り続けられるよう
第５期対策の継続を期待したい

問

問
答

29

設置に向けた詳細な調査

く培ってきた介護分野に

30

18
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健康寿命延伸の取り組みは

い。

る。市町村の比較は難し
主体の健康づくりを開催。

病院名誉院長を迎え住民

住民主体の健康づくりをする

百歳の時代、健康で長
生きが「医療費削減」に

健康延伸は重要な課題で
ある。町民みんなで楽し

つながる。
問

い健康づくりに取り組ん

国保加入者の１人当

問
たりの医療費は。また、

本町の男女の平均寿

命、健康寿命は県内の市

でおり、具体的な予算額
や期間は、現在実施して

県平均との比較は。

万５１３２円である。

県内比較では、 市町村
位である。

鎌田先生の「かかと

を伺い検討していく。
問

落とし」「おでこ体操」

中

行い、鎌田先生にご意見

１人当たりの医療費は、 いる事業の評価、検討を

健康増進課長

町村と比べ、どの位置に
なるのか。
健康増進課長
平成 年の調査で本町
の平均寿命は男性 ・１
歳、女性 ・６歳で、高
い方から男性が 位、女
問

で効果のある指導を頂い

鎌田實先生を講師に

招き、健康延伸事業に取

位である。

健康寿命は、「お達者

ており、町民の間にも浸

健康長寿の町づくりを

町長

人以上の方々が

個人で運動することよ

上げている。

マルコ体操をして成果を

まって

女性部では、毎週１回集

その中で、老人クラブ

指導頂く期間と予算額は。 透している。

り組んでいるが、今後ご

性が

59

推進するため、諏訪中央

議員

50

り、団体・グループで楽

82

ことが重要と考えるがど

しみながら体操ができる

鎌田先生の指導を頂い

町長

て、保健師、介護師と共

に集落で懇談会を開き健

うか。また、当町では

数年前、百歳に挑戦で、

康寿命延伸に努める。

康寿命

歳を目標に日本

果を上げた。今度は、健

町民が目標に向かって成

30

一を目指してはどうか。
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80

34

度」として男性が ・１
84

80

問
答
86

33
15

青木照夫

多くの町民の参加を得て開催された「ラジオ体操講習会」

健康寿命
27

26

歳、女性が ・５歳であ

一般質問

問

公債費比率など増加。今後は
答

健全財政を一層推進する

財政指数

一般質問

議員

平成

年度決算の状

三留正義
問
などの財政指数は令和４
年度をピークに減少する
予定である。

町への移管が可能か

検討していく

万７千円の黒字で、特別

実質収支は２億１５０

総務課長

展開のため、自主財源の

の活性化に資する事業の

に、住民福祉の向上や町

政を維持していくととも

来的にわが町の「水道事

どのように受け止め、将

があるが、実態を町では

合を運営しているところ

問

担の軽減や持続的な運営

がら、できる限り地元負

んから意見をお聞きしな

定期的に水道組合の皆さ

いて、鋭意検討していく。

なども含めた対応策につ

なった場合、町への移管

継続ができない状況に

響を及ぼす公債費比率が

水道組合は現在 組織

町長

５パーセント、将来負担

しては、多くの場合、施

組合運営のメリットと

（導入までの経費）・ラ

このため、町としては、 とともに、将来的に事業

会計も全て黒字で決算し

確保や事務事業の見直し

自治区などで水道組

たところである。

６・３パーセント、準公

が独自の規約に基づき、

しているのか伺う。

債費比率６・４パーセン

管理・運営を行っている。

起債の償還額が指数に影

ト、実質公債費比率 ・

比率１１５・６パーセン

上昇した主な要因は、

ンニングコストともに安

こと、イニシャルコスト

普通交付税の減額により

町内の水道組合を見る

く抑えられることが挙げ
や認定こども園整備事業

と、それぞれ状況が異な

標準財政規模が減となっ

など、近年の大規模事業

り、統合などによる解決

られる。

に伴う起債償還額の増に

が難しいところもある。

たこと、小学校整備事業

率が上昇した。

設整備が短期間で可能な

15

トで前年と比較して若干

12

よるもので、交際費比率

安定した運営を持続させるには…

財政指数については、

ができるような支援する

今後も引き続き健全財

問
答

業」のあるべき姿を検討

水道組合

などを一層推進する。

点について伺う。

の財政運営における課題

況と財政指数から、今後

30
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第６回議会臨時会
実施する。

小杉山地区地すべり対策事業に係る補正予算を可決
を計上。

また、事前調査や今回
の工事実施に当たり、自
治区長・副区長へ工事概
要の説明、立会いによる

町道野沢

中央線の新

て、町の長

現地確認を実施した。
武藤道廣議員

寿命化計画

町橋につい
安全性基準は何を基に

※日程や懇談テーマなど、詳細が決まり次第チラシでお知らせします

８月 日に議会臨時会
て５千万円を増額し、一

計画的に橋

●主な報告 ９月議会定例会（平成30年度決算ほか）

に基づき、
建設水道課長

梁の補修工

ださい。

算定しているのか。
福島県土木部の土木設

事を行う。

すので、意見交換を通して、皆さんの声をお聞かせく

災害復旧工事費用とし

すぐに地すべりが拡大す
般会計予算総額を、 億

計マニュアル目標安全率

【 契 約 金

ています。町民の皆さんと議会との懇談会を開催しま

現地調査をしたところ、

一般会計補正予算１件の
る可能性は極めて低いも
７千万円とした。

を用いて算定している。

６３１８万円

への関心を持ち、参画していただくことが必要と考え

が招集された。町側から
議案が提出され、原案の
のの融雪期に拡大する可

秦貞継議員

主な質疑

とおり可決した。
能性が否定できないとい
う結果となった。
このことから、多くの

の安全確保を図るもの

【契約相手方】

額】

どは実施したか。

（規模が広大で人家公共

「応急対策として当面

れていることから安全確

建設水道課長

地域住民への説明会な

今次の補正予算は、小
保のための応急措置とし

層で地下水なども確認さ

杉山地区地すべり対策事

施設に影響の少ないも

指しています。そのためには町民の皆さんがより議会

海老名建設
当該自治区集会所にお

株式会社

て集水井と横ボーリング

の）」とされている。

業について、今後の地す

一般会計補正
予算（第３次）

町民と議会の懇談会（第１３回議会報告会）を開催します
いて説明会を実施した。

三留正義議員
工事工程における県と
の分担はどのようにされ
ているのか。
副町長
今回実施する安全確保
のための応急措置工事は
町が実施する。さらに対
策が必要になれば、県が
実施することで確認して
いる。
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61

による地下水排水工事を

議会臨時会

降雪前の工事完了が望まれる

べり抑止工事に係る経費

議会では、町民の声を反映した健全な議会運営を目

20

の緩和により利用希望者

保育料無料化や入所要件

体制の構築を推進してい

的な支援・サービス提供

する。

能性を広げることを期待

代を担う子どもたちの可

後は、保育士の増員と育

進む中で、在宅医療・訪

る。

教育・保育を必要とす
成により、さらなる保育

地域学校協働
活動事業

が増加した。そのため今

総務常任委員会事務調査報告
総務常任委員会は、所

西会津町こゆり
管する事務・事業のうち、
こども園
業、こゆりこども園委託
る乳幼児を保育し、養護

今後ますます高齢化が

事業、訪問介護事業及び

問看護・訪問介護などの

若者向け住宅
整備事業

三島町は、町内に民間

賃貸住宅がないため、町

が町営住宅や若者向けに

住環境を整備し、移住・

の質の向上を期待する。

地域と学校が連携・協

定住に結びつけることを

と教育の一体化を図りな

働して、地域全体で子ど

目的に建設を進めている。

在宅医療、地域学校協働

今後は、医師・看護師

もたちの学びや成長を支

平成 年に町民との協

果たす役割は大きい。
の確保、他施設との連携

える地域学校協働活動を

働により基本計画を策定

がら豊かな人間性を持っ

強化により現存する体制

推進し、子どもたちの生

し、「若者とお年寄りが

活動事業、西会津こども

乳幼児期は、発達段階

の拡充を図り、さらなる

き抜く力と学力を育むこ

生き生き集う桃源郷をめ

た子どもを育成すること

把握するとともに、課題
に配慮した教育・保育を

サービス向上を目指して

とを目的に取り組んでき

研幾塾、若者向け住宅整

と対応を検討するため、
行う。満３歳以上の子ど

いくことが求められる。

を目的としている。

次のとおり調査及び視察
もには、学校教育法に掲
げる５領域「健康・人間
関係・環境・言葉・表
現」の目標が達成できる

た。

ざして」を基本理念とし

て平成 年より事業を開

として新たに取り組まれ

人材育成事業の小学生版

この事業は、産官学民

で、学習意欲が高まった。

ら直接指導を受けること

子どもたちが地域住民か

担軽減を図るとともに、

員の活用により教員の負

意して建設している。

間の除雪作業の軽減に留

住まいづくりや特に冬期

始した。快適で魅力ある

学習支援では、退職教

たカリキュラムで、小学

西会津こども
研幾塾

を行った。

にしあいづ福祉会
にしあいづ福祉会は、
小学校が隣接している

ように努めている。

方が安心して、尊厳ある

メリットを生かし、合同

高齢者や障がいを持った
生活が営めるよう事業所

活動や学校活動の見学な

シス」を開設し、子ども

家庭教育支援では、小
歳以上になる２０２５年

子どもたちが、西会津

や保護者の支援を行って

ごとに基本方針・重点目

25

28
５・６年生の自主的参加

な人間性と社会性を育ん

を目途に、高齢者の尊厳

町の歴史や文化、自然、

きた。

国は、団塊の世代が

でいる。また、町行事へ

の保持と自立生活の支援

産業などを学び、ふるさ

どの交流を通して、豊か

それぞれの事業所が利

の参加や老人ホームへの

の目的のもとで、可能な

とを誇りに思うとともに、

組みが高く評価され、平

標を掲げて事業を展開し

用者に充実したサービス

訪問等を通して地域住民

限り住み慣れた地域で、

西会津町の未来を考える

成

年 月に文部科学大

こうした町独自の取り

学校内に「こころのオア

を提供し、福祉の増進を

との交流も図っている。

自分らしい暮らしを人生

ことを目的としている。
郷土愛の醸成が、次世

臣表彰を受賞した。

11

のもと開塾した。

図っている。

基準に基づいた適正な

の最期まで続けることが
保育業務を行っているが、 できるように地域の包括

30

ている。

在宅医療・
訪問看護

備事業について、現状を

にしあいづ福祉会委託事

７/31
８/５
８/９

人数の保育士を配置し、

75
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経済常任委員会は、所

大久保浄化センター

今後に向け検討を

況であるため、町事業と

これまで呼賀地区が

しての工事を要望された。

区にある一部町道に関わ

水・土・里事業として実

呼賀地区の
水・土・里事業

処理区域は大久保、中野
議会報告会において、

る部分の補修を水・土・

施した事業及び予定され

屋敷地区だけでなく、

上下水道施設の状況や課
地区である。オキシデー
「屋敷地区の水道の管理

屋敷地区は、「今すぐ

里事業によって行いたい

ている箇所については、

管する事務・事業のうち、
題の調査と、「町民と議
ションディッチ法（微生
を屋敷地区簡易水道組合

に町管理を」といった要

との提案があった。水・

同様の水道を利用してい

会との懇談会（議会報告
物を含んだ汚泥を攪拌）
で行っているが、町管理

望ではないが、今から、

事業目的に反しないこと

屋敷地区の
大久保浄化センターは、
水道管理

会）」で屋敷地区及び呼
により処理し、最終沈殿
にしてもらえないか」と

土・里事業においては原

調査を行った。

現状を把握するため現地

を始める必要がある。

ようにしていくのか検討

の管理を含め、今後どの

は例外もあるため、現地

に使用されている場合に

できないが、主に農業用

に関連する箇所の補修は

則として、町道及び町道

難になると考えられる。

事業などの事業が実施困

化が進む中、水・土・里

自治区の人口減少と高齢

今後の課題として、各

を確認した。

ある。

①

調査を行い状況を確認し

今後の課題

賀地区から出された要望
設備、消毒設備などを経

の要望があったことから、 本町に点在する水道施設

題としてあげられる経年

担当者に大きな負担がか

た。

議会報告会で、呼賀地

について、状況を調査し
て中野川へ放流される。

る地区に共通する課題で

課題と対応策などを検討

劣化などによる施設、配

かっていると思われる。

するため、次のとおり視

管などの更新や長寿命化
②

副区長、水・土・里事

上下水道施設
（大久保浄水場・
大久保浄化センター）

継続的・安定的な

町民の豊かな暮らしを
については、計画的に実

単独で水道設備を維持・

業自治区担当者を交えて

察・調査を行った。

考える上で、町内施設の
施するとともに、先に策

管理するとすれば、各戸

自治区の状況、事業内容

視察の結果、今後の課

サービス提供を

内容や役割を把握するこ

定した西会津上下水道事

の負担が、町内の他の地

及び実施場所の詳細につ

大久保浄水場

③

現在

費用の面でも、地区

設備の維持・管理は、

課題として

とが重要と考え、両施設

業経営戦略に基づき、引

区と比較してもかなり多

いて聞き取り調査を実施

持続可能な事業運営が望

19 議会だよりにしあいづ／令和元年10月／147号

調査の内容

の視察を行った。

的なサービス提供に努め、 額になると考えられる。

き続き継続的かつ、安定

戸が水道組合

大久保浄水場は、水源

した。

次いで、今年度実施予

に加入しているが、高齢
化などにより加入戸数が

定の水・土・里事業につ

まれる。

り取水し、緩速ろ過方式

減少し、負担増が予想さ

め一部が崩落している状

ここでは、土側溝のた

いて現地調査を実施した。

による処理をしており、

経済常任委員会事務調査報告

メートルである。

り約２５０～３００立方

れる。

７/23
７/31

現在の配水量は１日当た

を中野川からポンプによ

10

議会の動き
大宜味村議会が行政
視察研修で来町

町村議会広報研修会
への参加

９月 日・ 日に東京

編集後記

都で開催された町村議会

イベントで新そばなどに

れが感じられます。秋の

会津の山々に、秋の訪

広報研修会に広報分科会

舌鼓みを打ちながら、鮮

わく、「セトモノとセト

わかりやすく伝える」の

紙を作るには」「情報を

「読者目線で親切な広報

今回のプログラムは

はないかと思います。

山、出回っているころで

あり、おいしい果実が沢

しょうか。味覚の秋でも

むのもいいのではないで

やかな紅葉の風情を楽し

モノぶつかりっこすると、 の取り組みや児童生徒の

２題で講義があり、最後

―食堂を始めた動機は。
和さん

本町議会の議会改革へ

で来町しました。

ようになれば、との思い

交流、ミネラル栽培の取

んご夫妻です。
で始めたのがよかった。

こわれっちゃう。どちら

には「町村議会広報コン

この議会だよりが皆さ

り組みなどを研修・調査

んに届くころは、黄金色

かが、柔らかければ、だ

クール入賞団体の評価ポ

に実った稲も刈り取られ、

の参加であり、今後の議

気温も下り、冬支度の準

います。日を追うごとに、

株だけが残っていると思

会広報紙作成に向け、真

分科会長 伊藤 一男

編集委員（広報分科会）

しょう。

副分科会長

敬

常三

備を迎えていくことで
た。

「議会だより１４７号」

り ま す が 、読 者である 町

員 小柴

雅弘

からの本 格 的な執 筆にな

民 の皆 さ んに、議 会 の動

委

員 小林

正人

常三

きなどがよりよく伝わる

委

員 上野恵美子

猪俣

ように努力していきます。

委

員 荒海

〒 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

委

猪俣

剣に講義を受けていまし

広報委員４名は初めて

イント」についても講演

―食堂のおもてなしは。

年前、商店をしてい

ほしいです。
―ご協力ありがとうござ
いました。今後もご活躍

福島県西会津町議会

を期待しています。

発行

広報広聴常任委員会

見渡す限りの水田は、稲

しました。

町長と議会は、車の両

編集

がありました。

いじょうぶ」のごとく、

方々が、インターネット

輪。活発な自由討議を行

最良のまちづくりをして

一期一会の心で、精

た。

の委員６名で参加しまし

25

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。

名

月２日・３日に沖縄

県大宜味村議会議員

24

ました。その時、多くの

の一行が、行政視察研修

10

10

張り合わず知恵を絞って

趣

今回は、奥川地区で
「さかや食堂」を営んで
たか

プロフィール
いっぱい努めています。

いる矢部哲夫さん・和さ

所：中町（奥川）
齢：80歳（哲夫さん）
78歳（和さん）
味：料理・読書・
スポーツ観戦

住
年

お客さんが、「カップ
―町に望むことは。
町の隅々まで日の当た
る施策に期待します。

に配信し、その情報を見

い、議論をして政策を導

―議会に望むことは。

て遠方から食べに来てく

詩人の相田みつを氏い

ほしい。

き、町民の付託に応えて

この食堂が、サロンの

にしあいづ議 会 だ よ り

No.
147

哲夫さん

れます。

今では、食べに来た

した。

かと、思い付きで始めま

なら食堂をやってみよう

い。」と来られて、それ

ヌードルにお湯をくださ

30
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