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「なぜ西会津町には“まちづくり”に積極的な人が多いのか」もっと知りたくて移住しました。
（写真中央：地域おこし協力隊の小林拓也さん）

町民と議会との懇談会開催報告
（第１３回議会報告会）

11月18日から11月22日にかけて町内９会場で町民と議会の懇談会を開催しました。
延べ75人に参加をいただき、活発な意見交換が行われました。

空き家対策の問題。

空き家対策
問

懇談テーマ「今後の西会津町の
災害対応について」

そのほか
議会への要望

要望 議会報告会での意

更地にすると固定資産税

意見

見を行政につなげてほし

内容については、議会だ

低下につながる。

心配があり、耕作意欲の

においては、今後、水の

いて、奥川地区の住民は

機能型居宅介護施設につ

計画されている小規模多

意見 奥川地区に整備が

テレビを見るように、町

えないときは、ケーブル

た。防災行政無線が聞こ

の具体的な指示はなかっ

役場から自治区に対して

台風第

意見

端村地区が今回の

号で一時孤立し

取れていない。

いため、ダム間の連携が

賀川のダムは貯水用でな

に要望書を出したが、阿

水した。

た。下野尻端村線のかさ
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議会だよりにしあいづ／令和2年1月／148号

議会報告における
主な質問・意見など

場所だが、道路が崩れた

い。また、町民からの質

旧上谷分校が避難

よる大きな被害があった

場合のため、程窪から旧

問や町政への提案などに

号に

取り壊し費用も高額であ

こともあり、「今後の西

上谷分校までの避難道路

は、必ず回答してほしい。

今回は、台風第

問
る。

会津町の災害対応につい

を整備してほしい。

今回の予算は調査費

が最大で６倍にもなり、

を活用して、森林の私有
答

て」をテーマとして、町

しい。

森林管理

財産の管理をどのように
の所在不明などの問題が

民の皆さんのご意見を伺
意見

答 質問や提案を頂いた

森林環境譲与税基金

お願いできるのか。
山積みしている。更地後

いました。皆さんからは

時避難場所になっている

相続放棄や、所有者

答
の利用価値があれば進ん

多くのご意見などが寄せ

が、雨漏りやトイレが使

よりなどの活用を含め、

回答の手段も検討してほ

用であり、具体的な運営
でいくのだろうが、対応

えないなどで利用できな

公表方法を検討していく。

答

自宅でのサービスを希望

民に周知する必要がある。 上げをしたがそれでも冠

号発生時、 であるが、議会としても

答 現在、町も見直し中

してほしい。

い。現状を調査し再検討

旧黒沢小学校が一

方法に関してはこれから

られました。
号のとき

には町も苦慮している。
しっかりした枠組みづく

台風第

の町の対応は早かった。

りが必要であり、現在町
が検討中である。

意見

果は聞いている。億を超

する人が多い。在宅生活

答 ダムの連携による事
いいのか。

確認する。

える経費がかかるため断

を希望する人のために、
意見

前放水について東北電力

大沼ため池の調査結

念したようだ。水路がな

できるだけ早急に建設し

などの避難はどうすれば
めに議会としても対応が
必要と思う。

一人暮らしの老人

ければ農業の維持は不可

てほしい。

台風第

高齢者福祉

意見

である。

ため池の底に溜まっ

農業ため池
問
た土砂さらいなどの補助

19

能であり、農業継続のた

金は出せないのか。水田

19

19

意見 町長との懇談会の
答

きないか。
災への意識が低い。

配布されたが、住民の防

本的対策とはなっていな

運行にできないか。また、 捕獲は行っているが、抜

多い。また、雪崩も発生

カーブが多く危険箇所が

■林道泥浮山線は、狭く

しました。

委員会で調査することと

次の要望は、経済常任

常任委員会で調査

め、申し入れする。

防災意識の向上を含

意見 ハザードマップは

内容が議会に伝わってい
び利用料の見直しについ

町に申し入れ
るのか。議会への報告の
答

要望 有害鳥獣（特にイ

有害鳥獣対策

町民バスの運行およ

必要があるのではないか。 て申し入れする。

次の要望や意見は、町
に申し入れすることとし
答
れする。

報告するよう申し入

ました。

町からの回答など
町民バス
ている。早急な対応をし

ノシシ）の被害が拡大し

要望
要望
答

災害発生時など、

町が現況確認はするが、
てほしい。

運行となるが、回送にし

防止対策や、わなによる

黒沢まで回送で行

その後の連絡がないので、 き「まちなか行き」での
回答・説明するよう促し
ないで「黒沢行き」での

答
町外者のデマンドバス利

いため、申し入れする。

電気柵などでの被害

てほしい。
れていることを申し入れ
用料に子供料金を設定で

回答・説明が求めら

する。

ハザードマップ

小規模な工事はしている

しているが、進まない。

する。改良工事の陳情を
意見 ハザードマップが

た、防災のしおりやハン

を加えるのはどうか。ま

見直しが必要。避難経路

意見 ハザードマップの

活用されていない。

時には濁る。水の確保だ

渇水になる。また、降雨

が少なく降雨が少ないと

地区の水道施設は、水量

■楢木平地区および屋敷

てほしい。

いました。

皆さん、ありがとうござ

ご意見を頂いた町民の

各家庭に配られていたが、 が、安心できる工事をし

ドブックを作成し、その

けでも町でやってもらえ

など、議会活性化に生か

していきます。

次回の町民と議会との

懇談会（議会報告会）は、

地域の災害の歴史なども

皆さんから頂いたご意

本年５月に開催予定です。

ないか。

見は町に申し入れするほ

ぜひご参加ください。

入れ、防災意識向上に努
めてはどうか。

か、常任委員会での調査

や一般質問に反映させる、

議会だよりにしあいづ／令和2年1月／148号

3

町から提出された議案は、条例の制定・一部改正、令和元年度補正予算、人事案件、
件で、全ての議案を原案のとおり可決・同意しました。

秦貞継議員

のは、工事の年内の確定

人が登壇し、町の考えや対応を問いただしました。

11

た台風第 号により被災

退職者があり３名体制と

した農地・農業用施設の
若者向け住宅整備工事費

なった。小・中学校連携

るが、その内容と規模は。

健康増進課長

なった。

■介護保険特別会計

メートルである。

歳以上の介護認定を

福祉介護課長

査の内容は。

日常生活圏域ニーズ調

伊藤一男議員

■下水道施設事業

特別会計

小柴敬議員

浄化センターの管理委

２カ所の施設の管理に

受けていない高齢者の日

常調査を行う。

小柴敬議員

保険給付費が増額に

なった要因は。

4

議会だよりにしあいづ／令和2年1月／148号

指定管理者の指定など
一般質問では

補正予算

を見込んでのことか。

建設水道課長

よび医師の休憩室を増築

中学校の用務員業務委
託料が１９０万円減額と

工事は、計画どおり社

するための設計委託料で

医師と患者の相談室お

なっているが要因は。

会資本整備総合交付金を

ある。

一般会計補正予算の主

学校教育課長

活用して進めたが、全体

な内容は、 月に発生し

用務員の業務は、４名

に制限がかかり、減額と

の減額などで、原案のと

により、環境整備など支

増築の規模は、 平方

災害復旧工事費の計上や、 体制で対応してきたが、

おり可決しました。

号による災害

託料減額の要因は。
被害の内容は。

ついて入札を行い、その

建設水道課長
建設水道課長

金額で契約できた。

結果、予算額に対し低い
カ所であった。主に

りまとめたところ、全体

自治区長から被害を取

００万円となっているが

復旧工事費が、１億１３

台風第

伊藤一男議員

このほか、６特別会計、 障のないように行う。
水道事業会計補正予算を
原案のとおり可決しまし
た。

主な質疑
■一般会計
上野恵美子議員
小規模多機能型居宅介

で

■国民健康保険事業

員を満たしており、町外

農地や農業施設、農道な

福祉介護課長

秦貞継議員

施設の利用者が増加した

特別会計
小柴敬議員

診療施設勘定に実施設

ことによる増額である。

町内施設の利用者が定
道路新設改良費が３０

計 委 託 料 が 計 上 されてい

が２００万円の増額と
福祉介護課長
実施設計委託料の見積
もりを取ったところ、増
額となった。

19
１２万円の減額となった

どの災害である。

護施設の実施設計委託料

19

12/6 ～ 12

一般会計総額 64億6,067万円へ

34
なっているが要因は。

15

65

10
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12 月
議 会
定例会

719万円減額

○

×

×

○

欠

○

○

－

○

議案第34号

○

×

×

○

×

×

○

欠

○

○

－

○

○は賛成、×は反対、欠は欠席。清野議員は議長のため採決に加わっていません。

【取得金額】

×

１１６６万円

藤

野

木

藤

賀

柴

留

俣

×

【取得相手方】

武

清

青

伊

多

小

三

猪

秦

林

野

海

○

株式会社三陽

悦子さん

小

上

荒

議案第33号

条例の一部改正
■職員の給与に関する条
例の一部改正
■特別職の職員で非常勤
のものの報酬及び費用

固定資産評価審
査委員会委員の
任命同意
任期満了による固定資

和則さん

（塩・再任）

重人さん

産評価審査委員会委員の
任命。
■伊藤

■高濱

（原町・再任）

陳情の審査
■水路のＵ字溝と溜枡の
改良に関する陳情書
【提出者】
勘一

熊沢自治区長
佐藤

【審査結果】
採択
（ 注 ） 会 計 年 度 任 用 職 員 は、
第１号がパートタイム、第２
号がフルタイムとなる。

令和元年度西会津町一般会計補正予算（第８次）

議案第34号

条例の制定
■第１号会計年度任用職
員の報酬、期末手当及
国の人事院勧告、県人

■税条例の一部改正

財産の取得
■消防ポンプ自動車
消防団第１分団第１部

朽化が進んでいることか

（上野尻・再任）

に配備されている車両が、 ■齋藤

支給率を０・０５月分引

ら更新する。

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
議案第33号

■水道事業の設置等に関
する条例の一部改正

び費用弁償に関する条
弁償に関する条例の一

０・１１パーセント引き
上げるとともに、勤勉手

正。
■消防団設置等に関する
条例の一部改正

部改正

事委員会勧告に準じ、若

■第２号会計年度任用職
員の給与に関する条例
当の支給月数を０・０５

例（注）

■会計年度任用職員制度
の導入に伴う関係条例
月分引き上げるなどの改

年層を中心に給与を平均

の整理に関する条例
地方公務員法等の改正
による、特別職非常勤職
員および臨時的任用職員
の厳格化に合わせ、令和

購入後 年が経過し、老
朽化による性能低下や、

消防団員の確保に向け
た入団資格の緩和を図る

２年４月から、一般職の
非常勤職員として「会計

故障時の部品の供給に支

【取得相手方】

２１９４万５千円

【取得金額】

ら更新する。

障を来たしていることか

ための改正。

正

■町長等の給与及び旅費
に関する条例の一部改

年度任用職員制度」が導
入されることに伴い、会
計年度任用職員に係る条
例の制定および関係条例
を改正するための条例を
制定。

県の特別職や県議会議

西会津診療所で使用さ

会津消防用品株式会社

■成年被後見人等の権利
の制限に係る措置の適

員の期末手当引き上げに

れているＸ線検査装置が、

■議会議員の議員報酬及
び費用弁償条例の一部

正化等を図るための関

伴い、町長などの特別職

導入後 年が経過し、老

条例の整理に関する条

き上げるための改正。

改正

係法律の整備に関する

や議会議員の期末手当の

■Ｘ線検査装置

法律の施行に伴う関係
例

議会だよりにしあいづ／令和2年1月／148号

5

賛成多数により可決

起立採決

21

18

指定管理者の指定
■温泉健康保養センター
（ロータスイン）
【指定先】
社会福祉法人

【指定先】
株式会社
にしあいづ福祉会
【指定期間】

西会津町振興公社
【指定期間】

武藤道廣議員

ミネラル野菜の家にテ

小柴敬議員

ない課題である。

指定管理者に係る指定

ナントとして入居してい

主な質疑

期間５年間のチェック体

る方の手数料の見直しを

する考えは。

制と委託料の基準は。
副町長

商工観光課長

手数料の見直しは、今

西会津町振興公社と、

にしあいづ福祉会に対し

令和２年４月１日から
５年間
【対象施設】

後、町と振興公社で協議

令和２年４月１日から
５年間
【対象施設】

て、町担当課と随時打合

していく。

チェックを行っていく。

せを行い、指導および
■高齢者グループホーム

選定委員会では、ロー

伊藤一男議員

を行うのに必要な経費を

タスインの５年間の経営

委託料は毎年度、業務

積算し、予算計上してい

状況をどのように判断し

（グループホームのぞみ）

る。

■都市公園

（憩の森）

■介護老人保健施設

（高齢者生活支援ハウス）

■地域ふれあいセンター

これまで、振興公社の

町長

考えは。

公社の役員構成を変える

将来に向かって、振興

三留正義議員

てんする。

いものについては町が補

宿泊料、入浴料で賄えな

設としては見ていない。

ロータスインは収益施

副町長

たか。

（さゆり公園）

■介護センター

以下４施設
■森林活用交流促進施設
（さゆりオートパーク）

以下５施設
■地域資源活用総合交流
物産館（よりっせ）

■ 地域連携販売力強化施設
（ミネラル野菜の家）

業務に対して、指導を

行ってきた。

現時点では組織構成を

変える考えはないが、こ

れから先、人口減少が進

む中、振興公社の健全な

経営をするためには、検

討していかなければなら

6

議会だよりにしあいづ／令和2年1月／148号

議会活性化特別委員会を設置

委員長に伊藤一男議員、副委員長に猪俣常三議員を選出

第８回議会臨時会

さらなる議会活性化を
目指して
町議会では、地方分権

号による復旧経費を可決

キャンプ施設のサニタ

商工観光課長

る場合も激甚災害に該当

に浸水するが、移設をす

日に議会臨時会

が招集されました。町側

リーを修繕し、ふるさと

商工観光課長

月

から一般会計補正予算に

まつりに来場する方の宿

サニタリーの機械設備

伊藤一男議員

万円を超えるものについ

修繕費については、

サニタリー施設の災害

激甚災害とは別である。

の移設を考えているが、

以下については、振興公

業債で対応する。

については、一般単独事
ている。

■令和
 元年度西会津町一
般会計補正予算（第６
次）

毎回、銚子ノ口が被害

を受ける。抜本的な対策

が必要では。

商工観光課長

銚子ノ口は、県立自然

号により被害

を受けた施設などの復旧

進めていきたい。

元の方々と協議のうえで、

公園であるため、県や地

キャンプ施設のサニタ

秦貞継議員

主な質疑

円を増額。

費として２４４３万２千

台風第

多賀剛議員

社が修繕することになっ

ては町が修繕し、

万円

するか。

係る２件の議案が提出さ

泊に間に合わせたい。

号により被害

長はオブザーバーとして

特に緊急を要するとの

万１

参加）し、研修などを通

ことだが、その内容は。

主な質疑

千円を増額。

復旧の経費として

を受けた施設などの応急

台風第

次）の専決処分の承認

■令和元年度西会津町一
般会計補正予算（第５

一般会計補正

ました。

れ、原案のとおり可決し

台風第

自治の時代にふさわしい、
町民に信頼され、身近な
開かれた議会を構築する
ため、平成 年３月に議
会の最高規範である「西
会津町議会基本条例」を
制定し、議会改革と議会
活動の活性化に向けた取
り組みを進めてきました。
これまでも、議会活性
化特別委員会や政策提言
調査特別委員会などを設
置し、議会改革や活性化
などを進めてきましたが、
今回、さらなる議会活性
化を推進するため、改め
て議会活性化特別委員会
を設置しました。
本委員会は、議長を除
名の議員で構成（議

して議会基本条例の検証

また、振興公社に修繕費

10

リーは、大雨になるたび

議会臨時会

や見直し、議会サポー

く

19

はないのか。

86

10

10

ター・モニター制度の導
入、政策提言・立案に関
する事項などを調査する

19

30

19

25

ことにしています。
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11

一般質問

町政を問う
ここが聞きたい

11名が登壇
○武藤道廣議員
（９ページ）
①町の農林業の課題について
②新産業創出事業について
③道路の改良整備と維持管理について
○猪俣常三議員
（10ページ）
①防災体制の取り組みについて
②ふるさと応援寄附金について
③小 規模多機能型居宅介護施設に
ついて
○小柴敬議員
（11ページ）
①西会津町総合計画（第４次）について

12

月９日か

日までの２日間で行

名が登壇して、

11

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。

雅弘 議員

質問順序

・小林

貞継 議員

・上野恵美子 議員

・秦

正義 議員

正人 議員

・三留

常三 議員

・荒海

・猪俣

敬 議員

一男 議員

・小柴

・伊藤

照夫 議員

剛 議員

・青木

道廣 議員

・多賀

・武藤

10

○小林雅弘議員
（12ページ）
①学 校給食費の無料化及び負担軽
減について
②厳しい冬の生活支援のため「福祉
灯油」の実施について
③「 歴 史 の 道 百 選 」に追 加 選 定と
なった、会津街道の鳥井峠－束松
間の整備について
○青木照夫議員
（13ページ）
①人口減少対策について
○多賀剛議員
（14ページ）
①新年度予算編成方針と各種事業推
進方針について
②少子化対策・婚活支援について
③ベトナムとの交流(事業)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

論点および争点を明確にし、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。

○秦貞継議員（15ページ）
①交流人口拡大について
②商工業の振興について
○伊藤一男議員
（16ページ）
①県立自然公園銚子ノ口について
②ため池の整備について
③埋蔵文化財や民俗資料について
○三留正義議員
（17ページ）
①農業政策について
○荒海正人議員
（18ページ）
①今 後の西会津町における防災・被
災時の対応について
○上野恵美子議員
（19ページ）
①高齢者を地域で支える体制について
②新産業創出事業について
※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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人的経済交流、イベント

新産業創出事業について

現在委託調査中
企画情報課長
などを行っており、随意
契約である。
委託料は 年度３７８

について調査している。

物加工品等輸出調査事業

関設置調査事業と農林産

国人介護人材育成教育機

護人材の育成教育機関の

業の一つとして外国人介

強みを生かした新たな産

調査結果として、町の

令和元年度５５０万円。

不足対応への考えは。
機関設置事業は、町

な手段。町の介護職員初

④

国県の交付金（１２４

農林振興課長

町長

費助成・リーダー育成事

ロール経費・猟友会活動

補助要件の緩和と補

問

助率アップの考えは。

鳥獣被害（イノシ

シ）対策は。

町内全域の被害状況の

業などに。町単独事業

２万３千円）は、パト

被害の影響は。

確認や調査を実施してい

（５０９万８千円）とし

現状把握と取り組み

②

被害防止の財源と増

る。わななど捕獲技術の

て個人の電気柵設置支

①

③

指導・銃器での捕獲、集

援・わなの購入などに予

状況は。

額の考えは。

落（松峯、上谷、小屋）

算化している。

稲作経営に深刻な影響

と猟友会や集落の意向に

しは、近隣市町村の動向

予算や補助の増額見直

を及ぼしている。経営意

より考慮する。

に最大限の努力をする。

画に位置付け、被害防止

拡大につながる。総合計

欲の減少や耕作放棄地の

た。

での電気柵設置を実施し

最大限の努力をする

外国人介護人材育成

問
平成
して調査を実施した。

に「新産業創出事業」と

年度から 年度

教育機関設置事業につい
委託事業者選定のプ

て。
①

年度５４０万円、

②

人口減少、少子高齢化

設置の有効性が示され現

万円、

委託内容は。

の課題解決のために必要

在詳細を調査中である。

その結果を踏まえ、外

結果と報告、委託料は。

③
町の介護人材確保と

な産業創出を目指し、コ

介護人材確保としての

３カ年の期間の調査

⑤

ンサルティング会社「株

④

単独事業として推進する

外国人介護人材の養成は

実績として、ベトナム

任者研修や就学資金貸与、

人材不足を解決する有効

との関係が深く、全国の

各事業所独自の人材確保

調査を委託した。

式会社アイエスシー」に

のか。
町への経済効果は。

自治体やさまざまな産業

対策と一体的に推進する。
調査結果により町単独事
業にするか判断する。

答
鳥獣被害対策

イノシシ被害対策を強化すべき

問
答

ロセスと理由は。

30

分野における人材確保や

議員

町への経済効果は、調

問

外国人介護人材
業者の過去の実績と

29

査中である。

町内全域にわたって出没するイノシシ（松峯地区）

30

29

武藤道廣

議会だよりにしあいづ／令和2年1月／148号
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⑥

一般質問

問

避難勧告などの発令は
答

特に必要と認められるときに発令

防災体制

一般質問

議員

猪俣常三
自主防災組織の取り

問

災害の発生が予想さ

問
組みは。
町民税務課長

れる場合、避難勧告など
は、どの時点で発令する

３千万円の目標の進捗状況は

サイトを増やしたことで寄附金が増額

災時の初期消火や、消防、 問

自主防災組織には、火
在２７９件・寄附金額４

０万３千円で、全体の

・９パーセントがイン

特別警報や土砂災害警戒

内の自主防災組織に対し、 と比較して、件数で５０

止や軽減を図るため、町

し、災害による被害の防

１千円となり、昨年同期

０件、寄附金額９６６万

千円、ＡＮＡが

が１０５件、１５５万９

２４万８千円、さとふる

と連携を密に取りながら

は、返礼品の提供事業者

返礼品の確保について

情報などの気象情報を参

６件の増、寄附金額で７

円、楽天が２０２件、３

サイトからの寄附状況

いる。

万７千円、その他口座振

防災に係る啓発活動をし

１８万３千円で、昨年同
件、寄

たことから寄附件数、寄

町民税務課長
ていただいており、町民

ターネットサイトからと

月８日現

避難勧告などの発令基

の生命、財産を守る上で、 期と比べ、件数

は、ふるさとチョイスが

実績は、

準については、災害対策

附金１０８万５千円増え

なっている。

り込みなどが 件、１０

基本法ならびに町地域防

大変重要な組織であると

２５１件、３２９万４千

附金額とも大幅に伸びて

災計画の定めの下、内閣

ているが、その後は。
町民税務課長

考として、浸水、洪水、

防災用資機材の購入費お

６２万８千円の増となっ

町では、自主防災組織

土砂災害などの災害が発

よび活動に要する経費を

た。

勧告等に関するガイドラ

生し、また発生する恐れ

補助するため「西会津町

確保している。

がある場合において、特

自主防災組織運営補助
問

件、

に必要があると認められ

金」制度を令和元年４月

り多く止まる機会が増え

により寄附者の目に、よ

サイトを増やしたこと

町民税務課長

確保に問題はないか。

な掲載の効果と返礼品の

楽天、さとふる、Ａ

るときに、町長が発令す

ＮＡの３サイトでの新た

月末日現在で、６５

41

から創設した。

の結成および活動を支援

89

10

98

る。

イン」と照らし合わせ、

認識している。

のか。

問
答

府が策定している「避難

ふるさと納税

51

55

返礼品のさらなる充実が望まれる

11
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小規模多機能型居宅介護施設整備は

奥川保育所を改築して整備する
可能であり、地域での在
実施設計が終了しない

福祉介護課長

25

活性化、観光振興など、

町並み整備や商店街の

に入る。

あり、今後本格的な検討

などを行っている段階で

有識者会議などの実

さらに専門的見地から有

問
企画情報課長

識者の参画も必要と考え、

問

施は検討しているか。
総合計画の推進組織と

令和２年度以降に人選し

期について。

具体的な構想策定時

して、「協働のまちづく

ていく考えである。

企画情報課長

基本計画の後期の具体

め、令和４年度までの策

的な構想に反映させるた

企画情報課長

定を予定している。

備および課題の洗い出し

推進組織立ち上げの準

は。

問 現在までの進捗状況

り推進委員会」の年度内
の設置を目指している。

推進組織の年度内立ち上げを計画

サテライト型（特別

問
宅での生活を支えるため

全員協議会で説明が

に反映させたい。

低減も、施設整備完了後

定しない。利用者負担の

と建築費用の削減額が決

養護老人ホーム）との比

奥川保育所を改築利

有効である。
問

較検討は実施したか。
福祉介護課長
特養のサテライト型は
福祉介護課長
問

あったが、保育所改築後
の施設利用者数は何人ぐ

将来中心エリアとして整備を計画している野沢・尾野本地区

「施設サービス」であり、 用する理由は。
小規模多機能型居宅介護
遊休公共施設の利活用
保育所の改築により、

になる。

施設は「在宅サービス」
である。二つのサービス
は性質が異なるため比較

福祉介護課長

建設費用の削減が可能で、 らいを予定しているか。
建築費の抑制により、運

説明図面ではショート

11 議会だよりにしあいづ／令和2年1月／148号

検討は行っていない。
小規模多機能型居宅介

用開始後の利用者負担の

ステイ４部屋だが、決定

護施設は一つの事業所で

ディサービス、訪問介護、 低減にもつながる。

人を上限に考えている。

ではない。施設利用者は、
どの程度の削減が可

答

計画策定

中心エリア整備構想策定について

問
答

ショートステイの三つの
問

能なのか。

議員

小柴 敬

問

介護施設
サービスを複合的に利用

一般質問

問

公約に「無償化を進める」とある
答

選挙ビラは「検討する」である

学校給食費

一般質問

議員

小林雅弘

非課税世帯に灯油の援助は

どのように考えているの

す。」とあるが、町長は

費の無料化を進めま

学民との連携教育など、

ＩＣＴ教育の推進や産官

童生徒の将来につながる

る教育改革では、特に児

ひと冬１００リットルの

のため、非課税世帯に、

問

援助は考えていないが、

いることから、現時点で

時と比較すると安定して

現在の灯油価格は、当

適切に対応する。

事業などの情報があれば、

どにより、県による助成

今後、急激な値上がりな

町長

か。
県内にも先んじた特色あ

灯油の援助をする考えは

先の町長選挙の折、

町長

る教育を先進的に進めて

ないか。

問

現時点での援助は考えていない

確かに私の後援会にお

おり、他市町村と比較し

福祉介護課長

現在、本町が行ってい

ける検討過程では、この

ても教育予算は充実して

厳しい冬の生活支援

ような表現もあったが、

町では過去に平成 年

年度の２カ年にわ

減については、経済的に

響を踏まえ、高齢低所得

騰による町民生活への影

たり原油価格の急激な高

度、

ビラの中には、「無料化

負担が困難な世帯に対し

世帯などが冬期間安心し

また、給食費の負担軽

のでご理解いただきたい。 て、就学援助制度により

を検討する」としてある

これまでも無償対応を

て生活ができるよう、経

みが拡大している中、本

校給食への補助の取り組

注視し、教育委員会とと

は、国・県などの動向を

子育ての支援について

業を実施した。

め、福祉灯油緊急補助事

済的負担の軽減を図るた

周辺の市町村で、学

町での学校給食への補助

歳以

どを対象として５千円の

者世帯、ひとり親世帯な

上の高齢者世帯や障がい

課税世帯のうち、

この事業は、住民税非

もに検討していく。
変わらないのか。

についての考えは従来と

問

行っている。

会に承認を受けた選挙用

19
65

灯油給付券を配布した。

寒い冬、誰もが暖かく暮らせる町に！

いる。

町長の公約に「学校給食

問
答

最終的に町選挙管理委員

福祉灯油
20
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に住む人を繋ぐ婚活企画

消滅集落も出始めてお

す子ども３人目に１００

ており、子育て世代の経

また、保育料の無償化

今まで、業者などに

していたが、業者でなく、 うか。

や乳幼児家庭子育て応援

問

町長

金、こうのとりサポート

済的負担へ支援している。

ボランテイア（仲人）の

町では、３人目以降の

事業など、子育てに関す

万円の贈呈を考えてはど

サポートで成果を上げて

誕生時に 万円、２歳到

依頼し、婚活事業を実施

いるところもあるが、参

問

多様化するニーズへの

町長

い」などの声が聞かれ、

に、プロジェクトチーム

そういう人たちのため

従来の施策の充実と強化

合戦略」が示された後に、

に向け、国の第２期「総

学時に 万円の合計 万

達時に 万円、小学校入

とから、１００万円の贈

る支援策を講じているこ

平成 年４月からは、第

１子、第２子の誕生時に

も 万円の祝金を支給し

する。

町村の動向を踏まえ検討

円を支給している。また、 呈は考えていないが、他

50

考にしてはどうか。
商工観光課長
近隣町村の動向を見な
がら判断する。

商工観光課長

という方もいるが、結婚

対応や安心して子どもを

参加者数の伸び悩みの課

をつくり、未婚者にアン

20

人口減少対策は

データでは、男性７２４
である。

新施策で必要な強化を図る

昭和の合併時は、人口
人、女性６１１名となっ

月末から２月中旬までと

と・しごと総合戦略」の

日記の交換期間は、

想定しており、お互いに

中で、「結婚・出産・子

ており、未婚の男性３８

約２万人であったが、現
在の人口は約６千人とな
６人、女性１７８名であ

相手と会うことを希望し

育てしやすい環境整備」

第２期「まち・ひ

る。

た場合、本町において初

問

問 「結日記」は東北で

めて対面する企画である。 があるが、どのような取

り、７割の人口減少と

り、人口対策は、「住
は初めての婚活の企画の

なった。

民・議会・行政」３者が

婚活イベントは、「知

したいが、できない環境

り組みを考えるのか。

ようだが内容は。

人に会うリスクや気恥ず

にいる人もいる。

題があった。

産み育てられる環境整備

かしさから参加しにく

結婚しなくてもいい

取り組むべき緊急事態で
ある。

年国勢調査の

商工観光課長
平成

かつて、１００歳の
い金として贈呈した。こ

方に１００万円を長寿祝

問

の推進を検討する。

や、新たな視点での施策
か。
商工観光課長
過去に、アンケート調
査したこともあったが、
今後、検討する。

れからは、将来に夢を託

気になる子どもの減少

11

ケート調査をしてはどう

「結日記」は、手書き
で綴られる日記で本町に
暮らす方と、町外・県外

議員

青木照夫

13 議会だよりにしあいづ／令和2年1月／148号

本町の 代から 代
40

の男女の人数と未婚の男

問
20

20 10

問
答

27

28

20

人口減少
女は何人か。

一般質問

問

今後の子育て支援をどうするか
答

子どもを産み育てやすい町にする

子育て支援

一般質問

議員

剛

少子高齢化、人口減

多賀
問

を行うなど、子どもや、
その家族との距離を縮め、
密接に関わりを持ちなが
らサポートに努めている。
今後も安心して子ども
りに努めていく。

を産み育てられる町づく

も許されない喫緊の課題
商工観光課長

少対策は一刻一秒の予断
である。この大問題に立

新年度予算編成方針は

数料の見直しである。

二つ目は、使用料・手

ている。

総合計画に沿って進める

これらの状況を踏まえ

効率的、効果的な行政運

薄町長が就任されて

はや２年５カ月、令和２

営に努める。

問

年度は３度目の予算編成

現在までの婚活事業の
が誕生し、うち５組が成

ち向かうには多岐にわ
るが、子育て支援対策と

毎年この時期になれば

しである。費用対効果や

一つ目は事務事業の見直

に対応した業務効率の向

の向上や働き方改革など

善である。町民サービス

三つ目として、業務改

今後とも町内における

新年度予算編成に向けて

達成度、町民の満足度な

行財政改革については、
となる。

子育て支援対策として、 ニーズ社会情勢などを踏

の方針を策定し、各事務

どを見極め、廃止、縮小、 上に努める。

まえ、事業を推進してい

事業の見積もり作業が進

統合拡充について検討し

行政需要が増大している。

ており、あらゆる分野で

行政ニーズは多様化し

することとした。

要な施策に重点的に配分

画の実現に向け、真に必

タートした第４次総合計

今年度から新たにス

総務課長

について伺う。

料・使用料などの考え方

め方と各種補助金、手数

見、行財政組織改革の進

予算編成に当たっての所

められていると思うが、

地域の実情に合ったネウ
が、見解を伺う。また、
現在までの婚活支援事業
の実績と効果について伺
う。
町長
ネウボラのような妊活
から子育てまでを一括し
て支援する拠点として、
「こゆりこども園」に
「子育て支援センター」
を設置し事業を実施して
いる。
妊娠・出産・育児期に
おける保健師による「育
児相談」や「訪問指導」

第４次総合計画に沿って推進される行財政改革

く。

う。

婚している。

実績は、 組のカップル

問
答

婚活支援対策について伺

たっての対策が必要であ

行財政改革

ボラ制度が必要と考える

56

「こゆりこども園」でのびのび遊ぶ子どもたち
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交流人口拡大に向けての課題は

商工観光課長

問 町内企業への支援は

町長

どのように行っているか。

にコミュニケーションを

人材育成のための研修

地域の理解を得るため
取ることが必要と考える。

新規学卒者の雇用への補

費や資格費用への補助、
問

助のほか、制度資金の借

地域おこし協力隊に

地元企業の職場体験など

本町の課題としては、

報発信してきた。

町の特色や立地環境を情

情報収集を図りながら

商工観光課長

か。

誘致活動の反省点はある

るか。また、これまでの

けた取り組みは行ってい

問 新たな企業誘致に向

などの支援を行っている。

り入れに対する利子補給
商工観光課長

を促してみてはどうか。
どう地域と関わっていく

課題解決の一つとして

仕組みづくりが課題
対応していきたい。

商工観光課長

補助金を含めこれからも支援する

人口減少問題への対策
かが課題である。

域おこし協力隊が望む仕

はさまざまだと思うが、
問
問

事のマッチングも含め、

問
反省を踏まえ、自治区

考えられる。企業側と地

今後の交流人口拡大に向
安を与えないよう対応す

定住してもらえるポイン

今後、調査していきたい。

今後、地域住民に不

けた町の考えについて、
る必要があると思うがど
トは。

試し体験住宅「Ｏｔａｍ
長をはじめ周辺住民に周

移住定住には地域とのコミュニケーションが重要となる

地域おこし協力隊に

以下の点を問う。
うか。

ｅ」の利用について、地
知を徹底していきたい。

上野尻地区にあるお

域住民への周知は十分で
あるか。
問

従業員・技術者の人材確

保や、事業環境において

評価が低い点である。

15 議会だよりにしあいづ／令和2年1月／148号

地域おこし協力隊に

商工観光課長

よる活動の成果は。課題
や反省点はあるのか。

内覧会などを開催し、
目的などを説明したが、

商工観光課長
年度から昨年度

最近は周辺住民に周知し

議員

答

商工業振興

企業を守る取り組みは

問
答

平成

までの移住者数は 組
名であった。

19

地域の理解を得ながら、

30

27

秦 貞継

問

交流人口拡大
ておらず、今後、十分に

一般質問

問

本町の防災重点ため池は
答

23カ所が選定される

ため池整備

一般質問

議員

伊藤一男

ため池の改修工事に要
する受益者負担金が相当
高額になることから、町
十分確認した上で対応し

としては自治区の意向を
問
ていく考えである。

昨今の異常気象によ

り、全国各地で台風や大
雨による災害が多発して

県立自然公園銚子ノ口の災害復旧は

施工方法や設置場所を検討する

②

商工観光課長

このようなことから、次

あり、人的被害の恐れの

の浸水区域に家屋などが

使用できない状態となっ

また、トイレも浸水し

ため池の中に、緊急

いる。このような中、本
に改修しなければならな

については、増水のたび

只見柳津県立自然公園

の点について伺う。

あるため池を「防災重点

ていることから、災害復

や対応は。

いると思うが、その結果

町と県との協議がされて

緊急に改修が必要な箇所

行ったところ、現時点で

改良区が合同で調査を

にかけて、県・町・土地

紅葉シーズン前に作業を

などの復旧作業を進め、

去やその他がれきの撤去

場に堆積した泥・砂の撤

町では、これまで駐車

工方法や設置場所を検討

とから、環境省や県と協

への編入の計画もあるこ

議したうえで進める。

する。

問 今後の整備活用は。

いような箇所はあるのか。 雨により、町の景勝地で

に被害を受けることから

の越後三山只見国定公園

①

ため池」に位置付けてい

旧の見通し、今後、観光

農林振興課長

は確認されていない。今

完了したところである。
来年度、雪解けを待って
木柵の設置などの安全対
策を実施したい。

また、浸水したトイレ

町においても例外ではな

ある銚子ノ口の遊歩道の

増水しても影響のない施

号の大

く、大雨などにより河川
農林振興課長

木道がほとんど流されて

町や議会に大田ため池の

る。本年度、防災重点た

資源として銚子ノ口をど
かを伺う。

しまった。

老朽化とアメリカザリガ

め池の再選定を行ったと

のように利活用する考え

昨年、尾登地区から

ニの巣穴による堤体法面

ころ、町では全部で カ

から、ため池改修の陳情

町では、ため池の管理

後、住民の安全・安心を

商工観光課長

者である土地改良区と県

確保するため、防災重点

月

会津農林事務所とともに

ため池のハザードマップ

今後の整備については、
昨年度現地調査を行い、

本年９月下旬から

所選定された。

の浸食が懸念されること

19

の作成を検討する。
討している。

早い復旧が待たれる（銚子ノ口）

先の台風第

の氾濫やため池の決壊が

国では、決壊した場合

問

問
答

心配されるところである。

観光振興

対応について継続して検

書が提出された。その後、

23
10
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ライスセンター計画の現況は

２地区ともに検討中である
備について検討している
形態については、事業主

終的にその種類や規模、

な状況なのか。
既存の機械の利用、黒字

いて、補助事業の活用、
ていく。

の育成と新規就農の確保、 働き掛けているところで

向上、地産地消、担い手

町長

農政に新たな課題が増え

ある。また県にも訴えて

鳥獣被害の拡大など、 画に基づき、農家所得の

つつある中で、本町の新

有害鳥獣の被害の防止に

きたところでもある。

問

年度に向けた、農業振

努めている。

国の制度化についても

興・農業行政の指針はど

集などを進め真剣に取り

今後、さらに情報の収

問 イノシシの被害が本

組んでいく。

のように考えているのか。
農林振興課長

町の広域に及ぶように

む考えはあるのか。

にイノシシ対策に取り組

なった。新年度、今以上

第４次西会津町総合計

国・県・広域と連携して検討していく

実施計画ではライス

問
ところである。

農林振興課長
化できる組織体制などに

体の意向に沿って選定し

センターに関する計画が

これまで２地区におい
ついて、一定の方向性が

町としては、地区にお

て、県喜多方農業普及所
見えたところで具体的な

あったが、現在どのよう

などの協力を得て、地区

今後の方向性はどの

支援を検討していく。
問
農林振興課長

「西会津町総合計画プロジェクトⅩ」
イノシシ被害！期待される来年度の対策

農業者との意見交換会や
勉強会などを行ってきた
ところである。
区において、人・農地プ

町の方向性としては、

ように捉えているか。

ランの実質化と合わせて

運営主体となる担い手の

17 議会だよりにしあいづ／令和2年1月／148号

現在は、それぞれの地

集落営農組織の立ち上げ

答

農業振興

新年度更なるイノシシ対策をするのか

問
答

組織化がしやすく受益者
負担も少ない「集落型ラ
イスセンター」を中心に
検討を行っているが、最

議員

三留正義

問

実施計画
や、ライスセンターの整

一般質問

住民の防災意識を高めるには
答

意見交換をしながら対応する
災

問

防

一般質問

議員

荒海正人
今年 月に発生した台

し、町ホームページにも

要な資料として全戸配布
組織の活躍が期待される

どで結成される自主防災

ていく。

がら早め早めの対応をし

町では、「災害時応援

町民税務課長

団体と締結し

が、町としては、どのよ
問

ており、防災時、災害初

協定」を

掲載している。これまで

うな取り組みを行なって

災害時のライフライ

も地域の要望に基づき出

段階において対応できる

動時、復旧時それぞれの

ど）の確保やインフラ復

体制を整えている。

ン（電気・水道・ガスな

町民税務課長

旧についてどのような対

いるか。

してきた。引き続き地域

町では、本年４月に

前講座や図上訓練を実施
からの要望があれば実施

毎年のように大規模災害

水などが発生した。

石・倒木・土砂崩れ・冠

ものの、各地で大雨・落

リが利用されるように

クサービス）や携帯アプ

（ソーシャルネットワー

発信手段としてＳＮＳ

問

談や自治区役員会などで

ていることから、各種相

組織結成の機運が高まっ

また、各地で自主防災

助を行なっている。

び活動に要する経費の補

防災用資機材の購入およ

を高める取り組みについ

問

報手段が開発されている

る。近年、さまざまな情

に情報発信を行なってい

やケーブルテレビを中心

町では、防災行政無線

町民税務課長

に照らし合わせ、特別警

町民税務課長

るか。

基準はどのようにしてい

える避難勧告などの発令

問

国が示すガイドライン

「自助」の防災意識

応をされているのか。

を中心に大きな被害を及

「西会津町自主防災組織

が続く昨今、今後の防災

なってきた。情報化の中

の説明を実施している。

運営補助金」を創設し、

考えることが必要である。 であらゆる手段で情報発

や災害時の対応を改めて

信することが求められる

害・建物被害はなかった

「自助」「共助」「公

が、今後の町の対応は。

近年、災害時の情報

助」の役割を確認し、そ

て、地域内の危険箇所や

中で、各種サービスの比

報や気象情報を参考にし

町民へ危機意識を伝

避難所が記されているハ

較や導入自治体の調査を

ながら災害の発生、また

れぞれの対応について伺

ザードマップの周知が必

行い検討していきたい。

う。

要と考えるが、どのよう

発生する恐れがある場合
問

今後、地域住民の意見

に取り組んでいるか。
町民税務課長

を高めるに当たり、地域

を伺い、実情を踏まえな

に町長が発令する。
ハザードマップは、災

の消防支援隊や自治区な

「共助」の防災意識
害から身を守るために重

台風第19号における冠水状況（オートキャンプ場）

していきたい。

号が、関東・東北

16

ぼした。町内では人的被

風第

10

19
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高齢者を地域で支える体制づくりは
定した段階で、職員の配

内容により利用定員を決

今後、施設改築の設計

て「外国人介護人材育成

よる新産業創出事業とし

問 ベトナムとの交流に

と「農林産物加工品等輸

教育機関設置調査事業」

人材の確保としては、

出事業」を平成 年度か

置人数を定める。
町独自の人材確保対策と

援助などによる生活支援、

ラブ活動やサロン、家事

させた在宅支援、老人ク

ほか、医療と介護を連携

て整備し、管理運営は社

福祉介護課長

過は。

介護施設の整備計画の経

問

旧奥川保育所を改築し

きるよう準備を進める。

度には施設整備に着手で

物の実施設計、令和２年

業」を実施している。

タルケア就学資金貸与事

人材確保に向けた「トー

研修事業」と、将来的な

して、「介護職員初任者

実施しているが、事業の

料１４６８万円を計上し

ら３カ年の計画で、委託

地域包括ケアシステムの構築に努める

見守りネットワーク、認

会福祉法人などへの指定

るか。
町長

答

調査結果を踏まえて判断する

小規模多機能型居宅

高齢者のみの世帯・要介

知症サポーターによる地

管理とする予定である。

今後の事業展開は

高齢者一人暮らし・

護者の増加に対して、ど

問

介護が必要になっても、 域の見守り体制の構築、

のような対策を考えてい

冬期間の生活に不安を抱

問

新産業創出

方法を判断する。

踏まえて、具体的な展開

いて調査し、その結果を

ては、事業の進め方につ

今後の事業展開につい

めてきた。

活用を図るべく調査を進

用資源としての柿の有効

いことから、本町の未使

の柿の加工品の評価が高

おいて干し柿など日本産

出事業」は、ベトナムに

「農林産物加工品等輸

る。

置に向けた調査事業であ

を育成する教育機関の設

主にベトナム人介護人材

教育機関設置事業」は、

「外国人介護人材育成

企画情報課長

果、今後の事業展開は。

調査内容の詳細と調査結

認知症になっても、でき
える方へ生活支援ハウス

高齢者の笑顔あふれるまちづくりを期待する

今後は、本年度中に建

るだけ住み慣れた地域で
の提供などを行っている。
問

介護や医療、生活支援を
一体的に提供する地域包

る支援体制の課題は。
日常生活が多様化する

福祉介護課長

現在町では、健康寿命

求められている。

括ケアシステムの構築が

高齢者を地域で見守

暮らし続けられるよう、

29

問
答

中で、異変をいかに迅速
に察知し、その対応を関
係者が連携してできるか
が課題である。

議員

上野恵美子
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高齢者対策
延伸のための取り組みの

一般質問

西会津町議会一般会議

『若手農業者と語る』

家」利用を含めた若者が

会全体を通じて「空き

国の「農の雇用事業」

主な補助金としては、

町議会一般会議とは
町議会では、町政全般

柔軟に対応するとともに、 すること、また国が土地

交付される）があるが、

就農しやすい環境を整備

利用型農業の「米の直接

制度活用に当たっては課

にわたる諸課題について
町民の積極的な議会参加

支払交付金」を打ち切っ

（最長２年間 年
･ 間最大
１２０万円が研修費とし

を目指すため、「西会津

題もあるため活用されに

ほかにも農協、県、農

た中で、所得が少なくな

ど）へ農業を薦めること

林金融公庫などの取り組

町議会一般会議」を開催
自治区や企業、各種団

ができない現状であるこ

みがあるが活用するまで

くい。

体などからの申し出によ

とから、引き続き議会と

には至っていない。

り、次世代（後継者な

り、町民と議員が自由に

しても力強い農業政策を

しています。

情報や意見などを交換す

今後、個人経営におけ

求めてほしいなどのご意

月

法人化などに向けた補助

る事業拡大のみならず、
北地区西会津支部と一般

の検討もしていく必要が

名

ついて、水土里事業など

火用水としても活用）に

地域の農業用水路（防

水路の維持管理が難しい

■ 地域の高齢化が進む中、

ある。

会議を開催しました。
■テーマ
未来へつなぐ！西会津
町の農業を考える
■参加者
ＪＡ青年連盟

の助成も行っているが、

地域の高齢化や参加者の

減少により作業負担が大
一般会議では、若手農

になると考える。有能な

は農作業員の雇用が必須

業委託や水路へ蓋をする

今後、議会としても作

きくなっている。
業者の皆さんから多くの

していく必要がある。

などの対策について議論

一つひとつ議論しました。 求められている。

人材の育成や人材確保が

生産規模拡大のために

名

農業を通じて若者が

町議会議員

12 10
ご意見・ご要望を頂き、

暮らしやすい町へ

■農業
 政策による補助金
の活用について

見を頂きました。

日は、

るもので、

29

ＪＡ会津よつば青年連盟

11
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■若者の住宅整備の充実
を図ってほしい
春夏用冷房施設を備え
は一定数の農家が必要で

ライスセンター整備に
対しての対策が追いつい

ただしているが、被害に

や法人化を推進するため

今後は、農地の団地化

■土地利用型農業（コメ・
ソバ）の後継者が減少。

業政策が不足している

た菌床ハウスの助成が必

代が頑張れる農

討する必要がある。また

大きい枠組みでの施策

代

町でも専門員を増員し生

も必要であるが、機械や

の仕組みづくりなども検

今後、町のみならず県

産拡大に努めていること

水路管理など、一つひと

ていないのが現状。
などへの要望も含めて取

から引き続き、議会でも

つの対策を行っていくこ

あることから農協と町と

り組んでいきたい。

政策的な議論をしていき

とで糸口を探していく必

■台風第 号被害を通じ
て農地向けのハザード

たい。

要と考える。
共同の取り組みも検討し

結婚や出産を機に若者
が町内に定住するきっか
ていく必要がある。
■鳥獣被害対策について
どのような対応がされ

けができているが、現在、 ■着色米除去の受託が負
担になっている
農協の対応として奥川

仏壇があることや相続が
行われていないなどの問
ライスセンターにある色
ているのか

要があると考える。
現在のハザードマップ

■町職員が数年で異動し
てしまうことで、職員

マップ整備も必要では

しかしながら、生産者

では農地などが把握する

の専門性が確保されて

週間延長して稼働してい

ては、今後の行財政改革
の減少によって年々、稼

ことができないため、冠

いないのではないか

ないか

の中でも議論していく。
働率が減少している。そ

水被害などへの対策を取

スセンターを整備してい

町内では数カ所のライ

整備の現状について

■カン ト リ ー エ レ ベ ー
ターやライスセンター

れる。町全体での取り組

辺の集落への影響も見ら

策が取られているが、周

電柵を設置するなどの対

妨げている。集落単位で

被害が農家の生産意欲を

イノシシ、クマ、サル

ているが、高齢化により

町もブランド化を目指し

きな課題になっている。

いことや後継者不足が大

面積の拡大が進んでいな

み込まれているが、栽培

本柱にミネラル野菜も組

現在、町農業政策の３

ある。

用されていないハウスも

また、年間を通して活

が課題である。

り未活用ハウスの再利用

生産規模の拡大に当た

■ハウ
 スリース事業につ
いて

議論していきたい。

―４５３７

連絡先

でご連絡ください。

津町議会事務局ま

い合わせは、西会

※町議
 会一般会議開
催についてのお問

と考える。

であることも事実である

専門的な職員配置も必要

しかしながら、今後は

を行なってきた。

ながら、適材適所の配置

まざまな部署を経験させ

のため長期間の使用は不

行っていきたい。

今後、町側への要望も

人材を生かすため、さ

■シイタケ農家が増加し
ている中で、菌床製造
が追いつかなくなって
協などで共同使用できる
色彩選別センターの整備
ができないか検討してほ

る。中でも奥川地区のラ

みも必要になってくる。

生産量が伸びていない状

■ミネラル野菜について
今後の発展に向けて

現在の菌床栽培は、秋

イスセンターは離農者が

議会としても毎回のよ

しい。

冬発生が主であり、春夏

多く稼働率が下がってい

いる

今後は、生産者間や農

ることが難しい。

る。

彩選別機の使用期間を２

題によって空き家バンク
登録が進んでいない。
若者の住環境整備に関

20

可能になっている。

わる制度や補助金につい

30

45

今後、活用についても

発生のハウスが求められ

況である。

る。

うに一般質問などで問い

ている。
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19

●市が事務局を担い連絡
体制を維持している。

となって災害へ備えるこ

オアシスの導入が、来館

ら入館できるハイウェイ

り、市全体をミュージア

ていこうという事業であ

査した。

式代執行した自治体を調

～

とが重要である。

ムと見立てている。

今後は、自主防災組織

者増の要因の一つとなっ

総務常任委員会管外行政調査報告
自主防災組織
～埼玉県三郷市～

相続放棄により管理す

略式代執行による解体

本町において出土した

る人がいなくなった特定

ている。

縄文土器は、國學院大學

空家を略式代執行した。

の設立の推進と、各地域

の小林達雄名誉教授から

財源には、国県補助金

連絡協議会の取り組み

「信濃川流域に点在する

のほか、町の自主財源を

での共助体制の構築が望

縄文遺跡群のルーツの可

伴うことから、空家対策

●リーダー育成事業

能性がある」と評価され

災活動に取り組んでいる

連絡協議会を結成して防
●広報事業

成講座（年３回）

自治体を調査した。

文化財の保存・ 活用

まれる。

本町の文化財の保存・
～山梨県南アルプス市～

協議会および空家判定委

自主防災訓練指導者養

広 報 紙「自 主 防 災 報」の

活用に生かすため、展示

た。現在、国・県の重要

主防災会の組織率が高く、

発 行（ 年 １ 回 全 戸 配 布 ）

ふるさと文化伝承館

員会を開催し、慎重な協

今後は、展示の方法と、

特定空家にならないよ

どのように発信していく

かを検討し、歴史資源を

うに、空き家バンクへの

設置、チラシを作成して

活用した町づくりを推進

空き家対策

指定文化財としての指定

施設を有する自治体を調

年、観光施設で

源を発信する施設として

年６月に地域の歴史資

承館」が移管され、平成

あった「ふるさと文化伝

平成

ホームページでの情報発信

～山梨県笛吹市～
釈迦堂遺跡博物館
釈迦堂遺跡の発掘調査

再利用した。

議を重ね実施されている。

自主防災組織連絡
講演会、視察研修の開
催（隔年）
●交流事業
ブロック情報交流会

は、昭和 年２月から翌

物師屋遺跡」をはじめ、

登録強化や専用の窓口の
旧石器時代、縄文時代、

していく必要がある。

ら、平成９年に自主防災

納税通知書に同封して送

特定空家にならないよう、

家の増加が懸念される。

本町では、今後特定空

市内の遺跡から出土した

れた。

歴史資源を地域住民と

ふるさと○○博物館

偶・石器などが出土した。 展示している。

織の活動活性化や、地域

の重要文化財に指定され

会は、個々の自主防災組
での協力や連携の体制づ

た。

１１１６個の土偶は国

連絡協議会の概要

くりに有効であり、共助

延べ 万人を超える来館

ふるさとに誇りをもち、

民自らが発信することで、

本町の空き家対策に生

～群馬県下仁田町～

の整備や実態調査などの

導を行うとともに、制度

早い段階から所有者に指
本町では、自主防災組

者がある。中央自動車釈

かすため、特定空家を略

ともに再発見し、地域住
織はまだ少数だが、共助

より魅力ある地域を築い

開館から 年が経過し
５千円

迦堂パーキングエリアか

強化が必要である。
の重要性から地域が一体

の意識が強くなっている。

●市内の１２８団体の自
主防災組織が加入
●予算

30
万円

各自主防災組織負担金
市補助金

70

空き家対策

古墳時代、奈良・平安時

国指定重要文化財「鋳

を目指している。

査した。

今後における本町の防

10/９

●研修事業

災活動に生かすため、自

10/７

協議会
平成８年までに、市内
の半数を超える 団体の
自主防災組織が設立され
た。しかし、自主防災組
織間での情報交換や協力

19

組織連絡協議会が設立さ

年 月まで実施され、

21

付している。

の必要性が生じたことか

55

土器や石器、民具などを

11

代の住居・墓・土器・土

自主防災組織連絡協議

56

72
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エネルギーの活用

豪雪地での再生可能

づくりや地域資源の考え

ることから、その仕組み

がる取り組みが進んでい

くり

定住に向けた仕組みづ

観光・交流から移住・

町中再生に取り組んでい
山形県最上町は、広大

方、また活用の仕方につ

森林資源の利活用
～山形県最上町～

な森林資源があることや

り組みを始めた森林資源

町と類似している箇所が

豪雪地であることから本

空き家・空き店舗・

いて調査を実施した。

宅Ｏｔａｍｅ、テレワー

際芸術村、お試し体験住

る。
ミライズでは、空き家・
平成 年から本町が取

稼 げる 仕 組 み づく り を
活用型新産業づくりの参

多くあるため参考となる

廃校は地域資源である

空き家利活用
～新潟県新発田市～
空き店舗を活用し地域で

商店街の空き店舗化が課
行っている。観 光 協 会は、
考とするため、調査を実

べき点が多い。

本町でも空き家・空き

本町でも町中における
題となる中、利活用に向
石 畳の整 備 や ポケットス
施した。

店舗を活用した施設運営

けた組織づくりや各種団
ポット、アート施設の整備

間伐材を活用した

指した調査事業を実施し

用し、地域の活性化を目

本町は、森林資源を活

資源と捉え、地域で事業

や空き店舗、廃校を地域

五城目町では、空き家

定住に向けた仕組みづく

観光・交流から移住・

本町でもミライズのよ

するボイラーは、チッ

に給湯・暖房の熱供給を

隣市町村との共同の取り

トの使用量は少なく、近

におけるチップやペレッ

ているが、公共施設など

活用されている。

を始める際の拠点として

事業の役割分担を明確に

りが行われている中で、

クセンターなど）。

手がけている。行 政は、対

木質バイオマス施設

がされている（西会津国

体との役割分担について
など町 中の空 間 づくりを
外的に町並みを宣伝する

経 営 者 が 集 まり、合 同 会
うに若い人の意欲をどの

プ・ペレット・薪の３種

モデルタウン内 世帯

社ミライズを設立。「歩き
ように引き出し、支援し

類を並列運転させており、 組みが求められる。

などの役割を担う。

た くなる 温 泉 街 」を 目 指
ていくか。また、空き

各戸に熱供給配管を通し、

２０１４年に若手旅館

して 空 き 家・空 き 店 舗の
家・空き店舗の利活用に

地域のファンをつくる

得ることなど町全体が一

用することで経費を抑え

て取り組んでいける仕組

含め、地域が一体となっ

交換させることで給湯や

温水と住宅内の水道を

から村がある」という考

るのではなく村民がいる

「村があるから村民がい

～秋田県五城目町～

なった方全員によって支

い建物の維持費を会員と

できる。１世帯では難し
交流人口・関係人口が

うことが必要と思われる。

体となった取り組みを行

まちむら

活用した農家民宿「シェ

茅葺き屋根の古民家を

仕組みづくり

することや地域の理解を

改修事業が行われている。

約

℃の温水が供給され

ついて制度づくりなども

ながら経営として成り立

みづくりが必要であると

暖房として利用しており、

えにもとづき「年貢」

アビレッジ町村」では、

たせている。
考える。

年間の熱供給システムの

（年会費）を支払うこと

る。

よる町歩きツアーが組ま

使用料は約 万５千円で

用料は約 万円程度。

※一般住宅の年間灯油使

16

近年では、旅行会社に
れるなど観光客増加の一

ある。

地域ぐるみの連携
観光協会や行政との役

える仕組みとしている。

10/18

増え、移住・定住につな

～

10/16

割分担を明確にしながら

で地域につながることが

因にもなっている。

地域資源の活用

空き家・空き店舗を活

23

歩きたくなる温泉街

調査を実施した。

28

15

経済常任委員会管外行政調査報告
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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

け入れも行っています。
―町民の方との関わりで

議会の動き
浜・中・会津友好交流協

日、広野町・平

定締結記念植樹を開催

月

編集後記

議会議員改選後、２回

目となる議会定例会が開

かれ、今回は議長を除く

全ての議員 人が一般質

さまざまな事務事業な

問に立ちました。

による友好交流協定締結

どについて、町側と意見

ぶ」をテーマにしたイベ

第一弾として「雪で遊

おり、本町での植樹が最

平田村で植樹が行われて

これまでに、広野町と

後を左右する重要案件で

については、町農業の今

獣被害（特にイノシシ）

が交わされましたが、鳥

ントを企画しています。

日

視察の受け入れ

雪による事故など無く過

冬といわれていますが、

湯川村議会改革

特別委員会

「議会改革について」

月 日

小柴 敬

分科会長 伊藤 一男

編集委員（広報分科会）

宮城県色麻町議会

委

委

員 上野恵美子

員 小林

員 小柴

雅弘

敬

常三

副分科会長

委

員 荒海

正人

委

猪俣

議会運営委員会

○

ごしたいものです。

○９月 日

を迎えました。今年は暖

令和に入り初めての冬

できました。

の高さを伺い知ることが

あり、町民や議員の関心
それぞれの議会議員が

後となります。

取り組みを始めています。 れました。

を記念した植樹が開催さ

田村・西会津町の３町村

11

る方々を紹介します。
今回は、地域おこし協
力隊で集落支援活動をし
ている小林拓也さんです。
―西会津町に移住した
きっかけは。
学生の頃、大学の授業
集落の方たちと関わる

で西会津町に関わった際、 感じることは。
「西会津町の人は、まち

―議会に望むことは。
者」が元気な町だと思い

と、地域への思いを感じ
自分たちが活動を続け

ます。若者とこれからの

研修会への参加

見守る中、町長、村長と

域の方と関わりたいと思
ることで、皆さんの思い

町づくりについて語れる

活気のある町は「若

い、地域おこし協力隊に

をくみ取れる機会になれ

月

月６日

月８日

「議会運営について」

〒 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

阿賀町議会との交流会

○

喜多方広域３市町村議
会議員研修会

○

会津耶麻町村議会議長
会議員研修会

11

議長が植樹を行いました。

応募し、移住しました。

○

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

―ご協力ありがとうござ

す。

機会をつくってほしいで

づくりに積極的だな」と

26

ばと活動しています。
―地域おこし協力隊とし

さらなる交流人口、関

―活動における今後の展

奥川みらい交流館を拠

係人口を増していきたい

てどのような活動をして

点に、高齢化率が高い地

と考える中で、参加者自

望について。

域の見回りや集落での人

らイベント企画に関わる
発行

広報広聴常任委員会

30

12

ることができます。

プロフィール
編集

11

感じました。引き続き地

所：西林東（尾野本）
齢：25歳
味：ドライブ
（毎日の通勤がドラ
イブです）

住
年
趣

10
10
11

11

いますか。
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