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            平成２７年第１回柳津町議会定例会会議録 

 

  平成２７年３月４日第１回柳津町議会定例会は柳津町議会議場に招集された。 

 

１．応招議員は次のとおりである。 

  １番 田 﨑 信 二   ６番 鈴 木 吉 信   ９番 磯 部 静 雄 

  ２番 齋 藤 正 志   ７番 田 﨑 為 浩  １０番 小 林   功 

  ３番 菊 地   正   ８番 伊 藤   毅  １１番 伊 藤 昭 一 

  ５番 横 田 善 郎 

 

２．不応招議員は次のとおりである。 

  な し 

 

３．会議事件は次のとおりである。 

  会議録署名議員の指名について 

  会期の決定について 

  諸般の報告について 

  町長の説明について 

  一般質問（通告順） 

  議案第２７号 平成２６年度柳津町一般会計補正予算 

  議案第２８号 平成２６年度柳津町土地取得事業特別会計補正予算 

  議案第２９号 平成２６年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算 

  議案第３０号 平成２６年度柳津町後期高齢者医療特別会計補正予算 

  議案第３１号 平成２６年度柳津町介護保険特別会計補正予算 

  議案第３２号 平成２６年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算 

  議案第３３号 平成２６年度柳津町下水道事業特別会計補正予算 

  議案第３４号 平成２６年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算 

  議案第３５号 平成２７年度柳津町一般会計予算 

  議案第３６号 平成２７年度柳津町土地取得事業特別会計予算 

  議案第３７号 平成２７年度柳津町国民健康保険特別会計予算 
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  議案第３８号 平成２７年度柳津町後期高齢者医療特別会計予算 

  議案第３９号 平成２７年度柳津町介護保険特別会計予算 

  議案第４０号 平成２７年度柳津町簡易水道事業特別会計予算 

  議案第４１号 平成２７年度柳津町町営スキー場事業特別会計予算 

  議案第４２号 平成２７年度柳津町農業集落排水事業特別会計予算 

  議案第４３号 平成２７年度柳津町下水道事業特別会計予算 

  議案第４４号 平成２７年度柳津町簡易排水事業特別会計予算 

  議案第４５号 平成２７年度柳津町林業集落排水事業特別会計予算 

  報告第 １ 号 予算特別委員会付託案件審査結果報告 

  議案第 １ 号 柳津町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の

制定について 

  議案第 ２ 号 柳津町地域包括支援センターの職員等に係る基準に関する条例の制定につい

て 

  議案第 ３ 号 柳津町まちなか多目的公園設置条例の制定について 

  議案第 ４ 号 柳津町只見線にみんなで手をふろう条例の制定について 

  議案第 ５ 号 教育長の勤務時間、休日、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条

例の制定について 

  議案第 ６ 号 柳津町いじめ問題対策連絡協議会等設置条例の制定について 

  議案第 ７ 号 柳津町行政手続条例の一部を改正する条例について 

  議案第 ８ 号 柳津町特別職報酬等審議会条例の一部を改正する条例について 

  議案第 ９ 号 柳津町議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例について 

  議案第１０号 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

する条例について 

  議案第１１号 町長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 

  議案第１２号 柳津町教育長の給与、勤務時間その他勤務条件に関する条例の一部を改正す

る条例について 

  議案第１３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

  議案第１４号 柳津町只見川流域豪雨災害復興基金条例の一部を改正する条例について 
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  議案第１５号 柳津町税条例の一部を改正する条例について 

  議案第１６号 柳津町重度心身障害者医療費の給付に関する条例の一部を改正する条例につ

いて 

  議案第１７号 柳津町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

  議案第１８号 柳津町介護保険条例の一部を改正する条例について 

  議案第１９号 柳津町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例について 

  議案第２０号 柳津町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

  議案第２１号 柳津町道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

  議案第２２号 柳津町下水道条例の一部を改正する条例について 

  議案第２３号 柳津町過疎地域自立促進計画の変更について 

  議案第２４号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の変更について 

  議案第２５号 町道路線の廃止について 

  議案第２６号 町道路線の認定について 

  議員提出議案第 １ 号 柳津町議会委員会条例の一部を改正する条例について 

  議案第４６号 副町長の選任同意について 



 

４ 

            平成２７年第１回柳津町議会定例会会議録 

            第１日 平成２７年３月４日（水曜日） 

 

１．出席議員は次のとおりである。 

  １番 田 﨑 信 二   ６番 鈴 木 吉 信   ９番 磯 部  雄 

  ２番 齋 藤 正 志   ７番 田 﨑 為 浩  １０番 小 林   功 

  ３番 菊 地   正   ８番 伊 藤   毅  １１番 伊 藤 昭 一 

  ５番 横 田 善 郎 

 

２．欠席議員は次のとおりである。 

  な し 

 

３．地方自治法第121条の規定により出席を求められ、出席した者は次のとおりである。 

町 長 井 関 庄 一  建 設 課 長 天 野   高 

副 町 長 星   正 敏  教 育 委 員 長 二 瓶 裕 美 

総 務 課 長 鈴 木 一 義  教 育 長 目 黒 健一郎 

出 納 室 長 角 田   弘  教 育 課 長 横 田 勝 則 

町 民 課 長 矢 部 良 一  公 民 館 長 鈴 木 晴 美 

地域振興課長 金 子 佳 弘  代表監査委員 目 黒 忠 威 

 

４．会議に職務のため出席した者の職氏名。 

議会事務局長 鈴 木 春 継  主 任 主 査 田 﨑 好 章 

 

５．会議事件は次のとおりである。 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

  日程第２ 会期の決定について 

  日程第３ 諸般の報告について 

  日程第４ 町長の説明について 

  日程第６ 一般質問（通告順） 
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          ◎開会及び開議の宣告 

○議長 

   ただいまから平成27年第１回柳津町議会定例会を開会いたします。 

   会議に先立ちまして、表彰伝達を行います。 

   去る２月６日、全国町村議会議長会第66回定期総会において、磯部雄君が自治功労者表

彰されましたので、伝達を行います。 

   ９番、磯部雄君。 

   表彰状。福島県柳津町 磯部雄殿。あなたは、町村議会議員として多年にわたり地域の

振興発展に寄与せられたその功績はまことに顕著であります。よって、ここにこれを表彰し

ます。平成27年２月６日。全国町村議会議長会会長蓬清二 代読でございます。（拍手） 

   これより本日の会議を開きます。（午前１０時００分） 

   本日の議事日程はお手元にお配りのとおりであります。 

   これより議事に入ります。 

         ◎会議録署名議員の指名について 

○議長 

   日程第１、会議録署名議員の指名について。 

   本定例会の会議録署名議員は会議規則第127条の規定により指名をいたします。 

   ３番、菊地 正君、５番、横田善郎君、６番、鈴木吉信君、以上３名を指名いたします。 

         ◎会期の決定について 

○議長 

   日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   本定例会の会期については、さきの議会運営委員会において、本日から３月12日までの９

日間と協議願ったところでありますが、ご異議ございませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本定例会の会期を本日から９日間とすることに決定いたしました。 

         ◎諸般の報告について 

○議長 
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   日程第３、諸般の報告について。 

   これより平成26年12月10日開会の第４回定例会以降、本日までの諸般の報告をいたします。 

   まず、議会の諸般の報告については、お手元にお配りのとおりでありますので報告にかえ

ます。 

   次に、柳津町監査委員より、平成26年11月から平成27年１月までに関する例月出納検査結

果の報告がありましたので、その写しをお手元にお配りのとおりでありますので報告にかえ

ます。 

   次に、会津若松地方広域市町村圏整備組合議会の報告を求めます。 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番（登壇） 

   平成26年12月、会津若松地方広域市町村圏整備組合議会臨時会の報告をいたします。 

   去る平成26年12月25日、組合庁舎４階講堂において臨時議会が開催されました。 

   提出案件は、管理者側提出案件の条例案件１件、予算案件２件、単行案件１件であります。

全案件、特に異論なく原案のとおり可決されたことを報告いたします。 

   次に、平成27年２月、会津若松地方広域市町村圏整備組合議会定例会の報告をいたします。 

   去る２月19日より２月24日までを会期とし、組合庁舎４階講堂において定例会が開催され

ました。 

   提出案件は、管理者側提出案件の条例案件２件、予算案件５件、議会側提出案件の単行案

件１件、報告案件２件であります。全案件、特に異論はなく原案のとおり可決されたことを

報告いたします。 

   なお、詳細につきましては、事務局に資料がございますのでごらんください。 

○議長 

   次に、平成26年第４回定例会において採択の上、執行部に送付しました陳情書の処理経過

及び結果報告について、執行部から報告を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長（登壇） 

   議会から結果報告を求められております陳情第５号麻生地区水源の水確保についての陳情

であります。この陳情については、麻生区長より出されているものであります。 

   町としての経過及び結果報告であります。 

   麻生地区給水施設については、地区管理で行っていた施設を県営事業により平成12年度ま
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でに新たな水源池を確保して整備し、平成13年度からは町の水道施設として供用を開始して

おり、地区で使用していた水源池については第二水源としたものです。しかし、新たに整備

した水源池については、数年後に枯渇し使用できない状態となりましたので、第二水源を利

用し現在に至っております。現在は、地区で節水に努めていることもあり、水不足等は発生

しておりませんが、水源水が豊富であるとは言えない状況にあります。 

   町では、全体の施設管理の中で老朽化した施設、水源水が少ない施設、管理に支障を来し

ている施設等について改善に向け整備を進めております。麻生地区の水道施設についても、

全体の計画の中で改善を図ってまいりたいと考えております。改善策としては、新たな水源

の確保は水の安定供給が担保できないため困難であることから、柳津簡易水道の管路を麻生

地区まで延長し供給することを検討しております。 

   以上のとおり報告いたします。 

○議長 

   以上をもって諸般の報告を終わります。 

         ◎町長の説明について 

○議長 

   日程第４、町長の説明について。 

   平成27年度の施政方針と提出議案の説明を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   皆さん、おはようございます。 

   ただいまは、磯部雄議員、長年にわたる議員活動により表彰を受けましたことを心から

お祝いを申し上げます。おめでとうございます。 

   本日、平成27年第１回柳津町議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様におかれ

ましては、年度末の何かとお忙しい中ご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

   本定例会におきましては、条例の制定や改正、平成26年度の補正予算案及び一般会計を初

めとした平成27年度の各会計当初予算案、また、辺地総合計画の策定など重要案件をご審議

いただくところでありますが、開会に当たりまして、町政運営の基本的な考え方など施政方

針について所信の一端を申し上げたいと存じます。 

   東日本大震災から４年、新潟・福島豪雨災害から３年７カ月が経過いたしましたが、私は、

町長としてのこの４年間、震災で失われた尊い命を悼み、また、水害による被害とその教訓
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を忘れることなく心に刻んで、防災対策、風評被害対策、復興対策に取り組んでまいりまし

た。 

   また、「健やかな町・安全安心な町・協働の町」、豊かな自然、歴史、伝統と文化に包ま

れた「情熱と活力ある元気な柳津」を築くために、町振興計画等に掲げました施策に基づき、

各分野における重点事業を定め、それぞれ取り組んでまいったところであります。 

   さらに、多くの町民の皆様からいただきましたさまざまなご意見等を大切に生かしながら、

公正・公平を肝に銘じて誠心誠意、全力を注いでまいりました。 

   また、町政運営に当たりましては、議員の皆様方、関係者の皆様方並びに町民の皆様方の

ご理解とご協力を賜りまして、町民の福祉の向上のために各種施策に取り組んできたところ

であります。 

   さきに私の進退についてご質問をいただいておりました。再度、町民の皆様からのご支持

がいただけるのであれば、初心に帰り、町政運営方針のもと、柳津町発展のために全身全霊

を傾け、町民の皆様からの負託に応えていく決意でありますので、ご理解くださいますよう

にお願いをいたします。 

   さて、皆様ご承知のとおり、第５次柳津町振興計画を策定以来、平成27年度は５年目を迎

え、第５次柳津町振興計画の前期最終年度であります。 

   「みんなが主役！笑顔広がる絆のまち」を将来像として、基本政策の１つ目として、誰も

が安全で安心して生活できるまちづくり、２つ目として、未来に希望の持てる活力あるまち

づくり、３つ目として、豊かな自然と共生する美しいまちづくり、４つ目として、連携と交

流によるにぎわいのあるまちづくり、５つ目として、一人ひとりの個性が輝くまちづくり、

６つ目としては、町民との協働でつくる個性のあるまちづくり、以上６つの基本政策、そし

て政策を構成する28の施策について、それぞれの目的を実現するため、町民の皆様や各種団

体などに役割を担っていただく協働などにより、より効果的・効率的に取り組んでいかなけ

ればならないと考えているところであります。 

   ４年前の東日本大震災に端を発する原子力発電所事故に伴う風評被害と、新潟・福島豪雨

による災害復旧と復興への対応により、町民が安心して生活できる体制をしっかりと構築し

てまいります。 

   特に、重点施策に掲げております、１つとして子育て支援の充実、２つ目、健康づくりの

推進、３つ目、火災・災害対策の推進、４つ目、農林業の振興、５つ目、観光の振興、６つ

目、商工業の振興、７つ目として学校教育の充実の７つの施策については、町民が生き生き
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と日々の喜びを感じ、安全に安心して生活できる基盤づくりと、柳津町の地域資源を生かし

た活力あるまちを創造していくため、また、次代を担う子供たちが賢く、たくましく、そし

て優しく育つよう、重点的に取り組んでまいりたいと考えておりますので、なお一層のご理

解とご協力をお願い申し上げるものであります。 

   なお、本年は合併60周年を迎える節目の年でもあります。 

   さて、国会では、地方創生の理念等を定めた、まち・ひと・しごと創生法が昨年11月に可

決・成立し、地方創生へ向けた総合戦略の幕開けとなりました。地方にとって人口減少、少

子高齢化は喫緊の課題でありますが、この創生法の成立は、地方にとりましてはピンチをチ

ャンスに変える絶好の機会であると考えております。今後、少子高齢化の課題解決に向けた

対策、そして人口減少はどうすれば歯どめをかけられるのか、試行錯誤し、まち・ひと・し

ごと創生に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための実情に応じた自主的な計画を検

討してまいりたいと考えております。 

   柳津町の平成27年度当初予算案についてでありますが、さきに説明させていただきました

本町が目指す将来像を実現するため、基本政策を軸として、総合的、計画的に各施策に取り

組み、さまざまな分野において直面する課題や複雑多用化する住民ニーズに的確に応えてい

くことを基本とし、限られた財源を最大限に生かして予算編成を行ったところであります。 

   一般会計予算では、35億2,000万円と、対前年度比８億円の減、率にして18.53％の減とな

りました。また、10の特別会計を含めた予算合計では、52億154万円で、対前年度比６億

3,210万円の減、率にして10.8％の減となったところであります。 

   なお、各会計の概要については、予算説明書のとおりであります。よろしくお願いします。 

   主要施策の概要としまして申し上げます。 

   誰もが安全で安心して生活できるまちづくりでは、「子育て・高齢者支援対策」としまし

て、急速な少子化の進行と家庭、地域を取り巻く社会・生活環境が変化する中、子育て支援

の充実を図るべく、子ども・子育て支援法が制定され、４月より新制度がスタートいたしま

す。本町においても、健やかに安心して子供を産み、楽しく育てるための子育て支援策とし

て、現在実施している出産時、小中学校入学時に祝い金を支給する頑張れ子育て応援金事業、

子どもの疾病の早期発見及び予防のための乳幼児発達支援事業、乳幼児健診事業、乳幼児健

康相談事業、子ども医療費助成事業、第三子以降の保育料の無料化、そして学童保育事業を

継続して実施してまいります。 

   これらに加え、新たに子育て世帯の経済的負担を軽減する施策として、チャイルドシート
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の購入費助成事業、学校給食費の負担軽減、家庭での育児の一助とすることを目的とした絵

本配布事業を実施してまいります。 

   さらに、妊婦さんに安心して子供を産めるよう、健診時の自己負担について、これまでは

産前の費用の助成でありましたが、今年度からは産後の１カ月健診についても助成してまい

りたいと思っております。 

   保育の実施に関する分野では、子育て支援の充実のため保護者のニーズに応えながら、安

心で安全な環境での保育を行い、子供たちへのかかわりの大切さや育児の楽しさを保護者に

伝えていきたいと考えております。４月からは、子ども・子育て支援新制度が施行され、一

人一人の子供が健やかに成長することができる社会を目指し、保育料軽減事業として第三子

以降の保育料無料化とともに、保育料の軽減措置も引き続き行うことにより、子育て世帯へ

の経済的支援を実施してまいります。 

   「保護者応援事業」としましては、心理士による育児相談を引き続き行い、子育てサポー

ト事業として、乳児・妊婦さんを対象に講演会など５月から毎月活動を行ってまいります。 

   保育環境の充実では、西山保育所の床の塗装、玄関のドア改修、トイレの改修を行い、食

育推進事業では、栄養士による子供たちへよりよい食事の提供ができるよう、栄養管理、ア

レルギーを持つ園児への対策、離乳食、食育指導の充実に努めてまいります。 

   保育所給食検査体制では、引き続き食材の安全管理を徹底し、安全な給食の提供に努めて

まいります。 

   放課後児童保育支援事業としましては、学童保育で、わくわくクラブは柳津小学校空き教

室を利用して、また、なかよしクラブは西山保育所を利用して実施しておりますが、４月か

らは６年生までを対象として実施いたします。 

   介護、高齢者に関しては、高齢者世帯が増加する中、可能な限り住みなれた地域で安全に

安心して暮らしていくため、介護予防の推進や介護サービス基盤の充実とともに、ひとり暮

らし高齢者の見守り施策や家族介護支援が重要な課題となってきております。 

   このような中、ひとり暮らし高齢者への緊急通報システムの貸与や配食サービス事業の実

施、寝たきりの高齢者や障害を持たれる方への日常生活用具の給付などの生活支援に引き続

き取り組んでまいります。 

   また、いつまでも生き生きと暮らすための生きがいづくりや、介護予防のため住宅の改修

費用の助成を初め、健幸クラブやお達者クラブ等の介護予防事業を実施するとともに、在宅

での生活が困難な高齢者に対する支援策として、現在、特別養護老人ホームの増床整備を実
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施しているところであります。 

   さらに、介護保険法の改正により、要支援認定を受けている方の通所介護サービス及び訪

問介護サービスについて、地域支援事業に移行されることとなっており、本町においては、

平成29年４月の完全移行に伴う新たなサービスの実施に向けた検討を進めてまいります。 

   「保健、医療対策」としてでありますが、住民の健康づくりを推進するため、基本検診、

特定健診、各種がん検診を実施するとともに、検診後は、その結果に基づき管理栄養士や保

健師等により重点的に各個人に合わせた保健指導を実施し、生活習慣病発症予防や疾病の重

症化予防に取り組んでいきたいと考えております。 

   また、未受診者対策としては、個別に受診勧奨を実施し、特定健診及びがん検診等の受診

率向上に努めてまいりたいと思っております。 

   さらに、各種定期予防接種やインフルエンザ予防接種等の予防事業の実施、疾病の予防及

び重症化防止に努めてまいりたいと思います。 

   医療費の適正化対策では、医療の実態把握や分析を行い、適正受診の指導、頻回・重複受

診世帯の訪問指導等を実施し、医療費の抑制に努めてまいりたいと思っております。 

   「放射性物質の対策」としましては、町内78地点の空間線量の測定や小中学校への通学路

等における空間線量の測定を実施し、その結果について町広報等を利用しながら公表をして

まいります。また、食糧用の放射線量測定器を新たに導入し、安全の確保に努めてまいりた

いと思っております。 

   「安全安心な水の供給」としましては、水道水の放射線モニタリング検査を継続して実施

し、安全な水の供給を行ってまいります。また、簡易水道整備については、冑中地区の濁水

解消のため、大成沢簡易水道との統合工事を進めてまいりたいと思います。 

   「防犯対策」としましては、行政区が行う防犯灯の設置、更新、修繕について、地区防犯

灯整備費助成事業を継続して実施してまいります。 

   「火災、災害対策」としましては、消防施設では耐震性防火水槽４基の新設と小型動力ポ

ンプ３台を更新する計画で、各種災害に対応した住民の安全を確保しながらまちづくりを推

進してまいります。 

   ２つ目の未来に希望の持てる活力あるまちづくりでは、「農業の振興」としまして、国の

農政改革において、農地の有効利用、農業経営の効率化を進めていく担い手への農地の集

積・集約化を加速させるために設立した農地中間管理機構が始動したところでありますが、

「経営所得安定対策」では、平成27年度から畑作物の直接支払交付金が認定農業者や集落営
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農に限られるようになり、米政策についても米の直接支払交付金が平成30年度をめどに廃止

される、生産調整を含めこれまでとは制度が変わり、行政による生産数量目標の配分に頼ら

ず、意欲ある農業者がみずからの経営判断で作物を選択する生産活動を後押しすることとし

ております。 

   一方、農業・農村の持つ多面的機能の発揮については、日本型直接支払制度が創設され、

集落の共同管理等により多面的機能を十分に発揮することとしております。 

   また、米をめぐる状況については、原発事故による風評被害の影響に加え、需給をめぐる

厳しい環境のもと全国的に価格が下落し、農家経営に大きく影響を与えていることから、農

業者の生産意欲を維持するための方策が求められております。 

   このような改革を踏まえて、町、会津みどり農業協同組合を初め関係団体が一体となって

次の対策を講じてまいります。 

   経営所得安定対策については、生産調整達成農家に5,000円を上積みして交付し、転作扱

いとなる備蓄米作付者には2,000円を追加交付することで、農家の所得向上へつなげていき

たいと考えております。 

   また、米価下落に対する支援としては、種子購入費用の３分の１相当となる700円を上乗

せ交付し、水稲作付者の負担を軽減することにより、作付意欲の維持を図ってまいりたいと

思っております。 

   そして、農地の有効利用、農業経営の効率化については、地域の中心となる経営体である

認定農業者等に農地の集積化を図るために、地域農業マスタープラン「人・農地プラン」の

見直しを行い、その後の集約化に当たっては、農地中間管理機構制度を活用し、耕作放棄地

の防止を推進し、解消を図ってまいりたいと思っております。あわせて、担い手が十分に確

保できない地域については、集落営農の組織化についても将来に向かって取り組んでまいり

たいと思っております。 

   後継者対策としましては、新規就農のための経営準備支援として国の青年就農給付金に町

独自で年間120万円を上乗せ給付することで、新たな担い手の発掘と育成を図ってまいりた

いと思います。 

   日本型直接支払制度につきましては、中山間地域等直接支払制度が第４期対策として新た

に実施されることから、集落等と連携し、対象農用地の見直し、制度の有効活用を図ってま

いります。 

   また、米の品質向上の施策としては、一等米比率が向上したカメムシ等防除事業を継続し
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て実施をする計画であります。 

   その他、放射性物質の吸収抑制対策として、福島県営農再開支援事業を活用し、米の全量

全袋検査結果を考慮し、全栽培農家を対象に加里肥料の施肥を実施し、基準値内の生産を目

指してまいりたいと思っております。 

   「林業の振興」としましては、依然として低迷が続く林業において、平成25年度からの継

続事業であるふくしま森林再生事業を主軸に、境界の明確化、路網整備及び森林整備を一体

的に実施してまいります。 

   森林環境交付金事業については、森林環境学習及び森林景観整備として、道路沿いの間伐

事業及び学校等の公共施設内の木質化の推進をしてまいりたいと思います。 

   「観光の振興」としましては、東日本大震災後の風評被害と只見川を襲った豪雨災害の影

響から、当町の観光商工業は依然として厳しい環境の中にあります。平成26年の観光客入込

数はほぼ前年並みであり、震災前の数値まで回復していない状況であります。 

   柳津町をロケ地として制作されました映画「ジヌよさらば、かむろば村へ」の４月４日公

開により、柳津町を全国に発信するこのＰＲのチャンスを最大限に生かし、歴史と文化に育

まれた寺町として、また美しい原風景が残る田舎町として映画による地域振興を図ってまい

りたいと思っております。 

   加えて、４月から６月までの３カ月間、福島県とＪＲ各社が総力を挙げて観光振興に取り

組むデスティネーションキャンペーンが展開され、県内全体で取り組む町歩き事業や只見線

を活用した誘客事業への参画が予定されております。 

   これに乗じた観光施設としては、「赤べこ発祥の町」を前面に打ち出した赤べこブランド

イメージ定着のための事業の継続や柳津温泉、西山温泉への誘客促進のための滞在型観光地

づくりに努めてまいります。 

   具体的には、年々利用者がふえている十三講まいり児童や宿泊者を対象とした赤べこ絵づ

け体験の提供に加え、首都圏の交流都市を拠点にした積極的なＰＲ活動、また象徴イベント

「赤べこまつり」の実施による町内での盛り上がりを目指し、宿泊客増加のために冬場の閑

散期に町内各商店で利用できる商品券を補助しながら、町内宿泊施設と商店街の活性化に努

めてまいりたいと思っております。 

   広域観光の取り組みとしましては、只見川流域電源振興協議会や奥会津五町村活性化協議

会、または霊地観光連絡協議会等と連携し、奥会津の玄関口という重要なポイントを意識し

た誘客活動に努め、只見線存続へ向けて利用促進を図っていきたいと思っております。 
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   商工振興では、長引く景気縮小による消費の低迷や後継者不足による廃業者が続く中、町

商工会が行う商工振興事業や福満商品券発行事業に対しまして補助金を交付し、消費拡大を

図ってまいります。 

   また、中小企業融資利子補助の上乗せや住宅の新築、増改築の借入金に対する利子助成制

度を引き続き実施しながら、観光業や農林業と連携した商工業の活性化を促進してまいりた

いと思います。 

   大きな３の豊かな自然と共生する美しいまちづくりでは、「生活環境の整備」としまして、

町が推進している特定環境保全公共下水道事業及び農業集落排水事業により、下水道を整備

する町民に対しまして、接続・住宅改修等の費用の一部を助成する住環境整備助成事業を継

続して実施し、加入率の向上に努めるとともに、生活環境の改善を図ってまいりたいと思っ

ております。 

   また、一般廃棄物のごみ処理事業については、分別収集を徹底し適正な廃棄物の処理を図

ってまいります。さらに、資源物のリサイクルを一層推進し、良好な生活環境の保全に引き

続き努めてまいりたいと思っております。 

   「新エネルギー導入事業」としましては、災害時に備え、西山小学校に太陽光発電システ

ム10キロワット／アワーと蓄電池11キロワット／アワーを整備する計画であります。 

   また、平成21年度から実施している新エネルギー導入助成事業についても引き続き実施し、

地球温暖化防止に努め、環境保全推進をしてまいりたいと思っております。 

   ４つ目の連携と交流によるにぎわいのあるまちづくりでは、「道路ネットワークの充実」

としまして、安全で円滑な交通環境を確保することが重要であり、地域格差の是正や冬期間

の交通障害の解消を図り、引き続き町道八坂野大野線、五畳敷大成沢線等の整備を進めると

ともに、国・県道の整備促進を積極的に促進してまいりたいと思っております。 

   「住まいづくり支援事業」としましては、町内業者施工による個人住宅等の改築・改修に

対する住まいづくり支援事業について、さらに１年事業を延長し支援をしてまいります。 

   「情報通信ネットワークの充実・活用」としましては、平成26年度中に町ホームページを

リニューアルいたします。わかりやすく、利用しやすい内容になりますので、さらに行政情

報と観光情報の発信を強化してまいりたいと思っております。 

   「交流・移住・定住の促進」としましては、今年度は危険空き家解体除去経費の一部補助

と県外・町外からの転入者に対して空き家改修等の支援として経費の一部補助を実施する計

画であります。 
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   また、平成25年度に整備しました空き家データベースについては、継続して調査をし、デ

ータの追加や更新を行い、移住定住政策や安全で安心な生活環境の整備のための基礎資料と

して整備を図っていきたいと考えております。 

   「ふるさと納税事業」としましては、柳津町に来て宿泊していただき、町を知り、町を満

喫してもらうために、町内で使用できる宿泊助成券と商品券のセットを記念品として贈呈し、

地域経済の活性化支援を行ってまいりたいと思っております。 

   ５つ目であります。一人ひとりの個性が輝くまちづくりでは、「教育環境等の整備」とし

まして、かしこく、たくましく、心やさしい柳津っこを育てたいというのが町の願いであり、

そのために生きる力を育むことができる学校教育の充実を図ることが最も重要であります。

子供たちが意欲を持って学習に取り組み、基礎的な学力を身につけるとともに、学び続ける

態度や意思力、協働する姿勢など、将来を生き抜く基礎を育成することを目指してまいりた

いと思っております。 

   そのために、まず児童の実態に応じたきめ細かな指導体制の充実を図ってまいります。具

体的には、特別な支援の必要な児童の指導支援に当たる支援員の配置を実施いたします。 

   次に、学校図書館は、児童生徒の知的活動を増進し性格形成や情操を養う上で、学校教育

に欠くことのできない重要な役割を担っていますので、図書館司書を引き続き配置すること

によって、小中学校図書館のより一層の整備充実を進めてまいります。 

   また、国際化の進展に伴い国際理解を含めた小中学校の英語教育の充実を図るために、英

語指導助手を配置し、児童・生徒の国際感覚、コミュニケーション能力の向上を図ってまい

ります。 

   さらに、絶え間なく変化する環境の中で、対応力の基礎を養うためにＩＣＴを活用した学

習指導ができる教育環境の整備に努めてまいります。 

   さらに、保護者の経済的な負担軽減を図り、子育てを支援するため、学校給食費の減額措

置を実施いたします。 

   これらの施策を通して、地域に根差した学校教育を推進し、地域・家庭・学校が連携をし

て、心豊かで幅広い社会性を身につけた児童生徒の健全育成を図っていきたいと考えている

ところであります。 

   「生涯学習の推進」としまして、次代を担う青少年の健全育成と若者の定住化や高齢者に

優しい文化の薫り高い生涯学習の推進、並びに健康の維持、体力の向上を目指し、気軽に参

加できる教室を開催し、親しめる環境整備に努めてまいります。 
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   また、生涯学習の拠点である、やないづふれあい館の安全で使いやすい居場所づくりとさ

まざまな体験交流事業の実施、各種団体活動の場の提供、趣味や教養活動への支援、図書室

の充実、読書活動の推進など、仲間づくりや生きがいづくりを今後も推進してまいります。 

   さらに、健康で活力ある生活を送っていただくために、総合型地域スポーツクラブへの支

援や体育施設の改修、修繕や指導者の育成、技術講習会などを計画的に実施し、ひとり一ス

ポーツを掲げ、健康な身体の維持を目指してまいりたいと思います。 

   また、歴史ある柳津町の伝統文化や伝説、伝統工芸などの継承は最も重要な課題の１つで

あり、今後は、教室や講座を開催し、ふるさと「柳津」の伝統技術の継承と文化財の保存、

後継者の育成に努めてまいります。 

   「地域の伝統文化と文化財の保存・継承」としまして、やないづ町立斎藤清美術館は、斎

藤清作品という国際的評価の高い地域文化資源によって町民が美術に親しむ機会を提供して

まいりました。美術は人間の感性を育み、豊かな人間形成にとって必要不可欠なものであり

ますので、住民の豊かな感性の育成と教養の向上のため、さらに郷土意識を涵養し、地域に

活力を与え得ることのできる、ほかにかえることのできない重要な施設として今後も貢献し

てまいる所存であります。 

   また、当館は、町内外のさまざまな人を引きつけ、観光客や新たな交流人口を伸ばすため

の観光インフラとしての位置づけも重要であり、地元への経済波及効果まで含めて、その存

在意義は大きなものがあると思っております。 

   当館は、平成９年の開館当初来館者をふやしてきましたが、その後、斎藤清作品のファン

の高齢化等の影響を受け来館者の減少傾向が続いております。今後、「斎藤清の作品が好

き」「斎藤清美術館が必要」という風潮を積極的につくっていくことが求められております。 

   また、震災による風評被害の影響による来館者の減少も当面少なからず続くことが懸念さ

れることからも、中長期的な視点に立った施策を早期に実施することが求められていると考

えております。 

   特に、昨年10月に東京、渋谷ヒカリエで開催した斎藤清展では、７日間で3,300名が来館

をいたしました。このような都内での市場開拓は、中長期的な団体客層の来館減少に対して

その対応策となり得るもので、今後も継続的に取り組むことで効果が期待できるものと考え

ております。 

   あわせて、近年都内でよく見かける屋外での展示を効果的に構成したストリートミュージ

アムなどの手法による宣伝の企画も、従前の企画展開催や新聞雑誌等の紙面公告と効果や費
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用の面から検討すべき課題でもあるとの考えをしているところであります。 

   館内展示及び館外整備については、美術館としての基本に立ち返り、展示方法の魅力向上

や特設資料コーナーの設置など、斎藤清自身の認知度、話題性について充足・向上させるこ

とはもとより、園庭の植栽整備も進め、従前とは異なる観点から戦略的かつ継続的な取り組

みに努め、中長期的に入館者数をふやし、収支バランスのより一層の改善を目指す所存であ

ります。 

   ６つ目の町民との協働でつくる個性のあるまちづくりでは、「効果的・効率的な行政運営

の確立」としまして、行財政改革については、住民の立場に立った行政運営を図るため、町

民皆様の声を集め、決算及び次年度予算への施策優先度評価を実施し、事業の検討をしてま

いります。 

   最後に、最重点事項としましては、「人口減少・定住対策」であります。 

   各施策方針について申し上げたところでありますが、特に、公営住宅建設事業、子ども・

子育て支援事業、保育料軽減事業、学校給食軽減事業、新規就農者助成事業、緊急雇用対策

事業、この６事業につきましては、総合的かつ計画的にすすめてまいりたいと思っておりま

す。これにより、結婚から就業までの循環作用が生まれ、人口減少に歯どめがかかり、定住

促進が図られることに大きな期待をするところであり、その効果が確実に得られるよう努め

てまいります。 

   なお、本議会に提案いたします案件は、条例の制定に関する案件６件、条例の改正に関す

る案件16件、柳津町過疎地域自立促進計画の変更について１件、辺地総合整備計画の変更に

関する案件１件、町道路線の廃止及び認定に関する案件２件、平成26年度補正予算に関する

案件８件、平成27年度予算に関する案件11件、以上の45件であります。 

   議員の皆様には、慎重審議の上、全議案議決賜りますようにお願いを申し上げまして、私

の挨拶といたします。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   では、一般質問に入る前にここで暫時休議いたします。 

   再開を11時といたします。（午前１０時５２分） 

○議長 

   議事を再開します。（午前１１時００分） 

         ◇          ◇          ◇ 
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         ◎一般質問 

○議長 

   日程第５、これより一般質問を行います。 

   質問の前に、執行部の答弁は、質問の趣旨を十分そんたくし簡潔明瞭にされるよう申し添

えます。 

   それでは、通告順により横田善郎君の登壇を許します。 

   ５番、横田善郎君。 

○５番（登壇） 

   それでは、通告しておりました２点について質問いたします。 

   １つ、介護保険・国民健康保険の負担増、及び制度について。 

   後期高齢者医療保険も含めた保険制度については、毎年制度改正が行われ、その趣旨は地

元自治体により一層の負担を強いるような気がしてなりません。軽度要支援者に対する介護

保険よりの削除など、到底受け入れがたいものです。介護保険の使用状況と町の対応方針、

また国民健康保険についても15％程度の税負担について滞納増が危惧されます。各保険の負

担増が確実視される状況について、町はどのように考えておられるのかお伺いいたします。 

   ２つ目、特産品の開発について。 

   新たな特産品の開発は、長年の町の課題であり悲願でもありました。今でも粟焼酎、ニン

ニク、菜種ドレッシング、筒納豆などの加工品のほか、各種の野菜、穀物等についても努力

されてきましたが、いま一つ消費拡大に結びつかないのが現状ではないでしょうか。６次化

産業に直結する観光振興や地域経済の核として、今後とも模索、検討していくべきだと考え

ますが、町はどのように考えておられるのか。現状、国県の支援、関係団体との関係、食べ

物だけでなく工業的製品の開発も含め、今後の対応についてお伺いいたします。 

   以上、２点についてお伺いいたします。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   それでは、５番、横田議員にお答えをいたします。 

   まず、１点目でありますが、介護保険・国民健康保険の負担増、及び制度についてであり

ます。 
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   介護保険制度につきましては、３年ごとの改正ということで、平成27年度から平成29年度

までの３カ年の計画期間として、第６次介護保険事業計画を今年度末までに作成するため、

事業計画等検討委員会のご意見を聞きながら、現在担当課において策定作業を進めていると

ころであります。 

   計画の策定に伴い、介護保険料についても改定がなされることとなり、第６次保険料額に

ついては、第５次計画期間内のサービス利用量の実績をベースに、特別養護老人ホーム等の

施設整備及び第１号被保険者の保険料負担割合が現行の21％から22％に変更となることを増

額要因として、標準段階の月額5,700円と算定をされているところであります。 

   ただし、この額につきましては、会津管内13市町村の保険料額について予定額を調査した

結果、平均額としては5,800円の半ばとなる予定であることから、少しでも被保険者の負担

を軽減すべく基金繰り入れを行い、月額5,400円とすることで検討委員会の具申を受けてい

るところであります。 

   さらに、現行の保険料段階の設定が６段階となっておりますが、より所得水準に応じた段

階設定とするために、９段階にいたしました。保険料額の改定とあわせて、介護保険条例の

一部改正案を今定例会において提案をさせていただいているところであります。 

   また、平成27年４月からは、介護保険法の改正によって、要支援認定を受けている方につ

いて通所介護及び訪問介護の介護給付でのサービスが利用できなくなることとなり、地域支

援事業や町独自の事業等に順次移行することとされているところであります。ただし、経過

措置として、平成29年４月まで現行のサービス利用が可能となっておりますので、それまで

に受け皿としての新たなサービスの構築を検討しなくてはならない、そのように思っており

ます。 

   滞納額の増加が危惧される件につきましては、国民健康保険税については毎年医療費の状

況を見ながら税率を決定しているところでありますが、原発事故による風評被害や豪雨災害

の復旧・復興に至っていないことや、消費税の増税などで被保険者の負担が大きくなると推

測されることから、平成23年度から税率については据え置いている状況であります。今後も

できる限り負担が大きくならないように医療費の抑制に努めるとともに、税の徴収を強化し

ていきたいと、そのように考えをしているところであります。 

   そして、後期高齢者の保険料については、医療給付費の状況により各都道府県に設置され

ている後期高齢者医療広域連合によって決定されているところであります。年々医療費も増

加傾向にありますことから、保険料の負担についてもふえることが予想されますが、若いと
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きからの健診受診や健康づくりを実践していくことなどによって医療費の抑制につながり、

保険料についてもある程度抑えることができると考えているところであります。 

   ２つ目に移ります。 

   特産品の開発でありますが、現在、やないづ振興公社が地元農産物を加工したドレッシン

グや米粉パン、名物のあわまんじゅうに由来したあわ焼酎等を製造販売しているところであ

りますが、製造については町外の加工場での委託製造であります。販路についても、そのほ

とんどが町内の観光施設での販売であるため、売り上げが伸びない状況にあるところであり

ます。 

   一方、地元農家と商店が連携して雪下キャベツを加工したロールキャベツが開発され、２

月26日・27日の限定でありますが、東京日本橋の福島館（ミデッテ）で雪割野菜とロールキ

ャベツの販売が行われる等、そしてまた民間レベルでの動きがあらわれ始めているところで

ありますので、これらについても推進をしていきたいと思っております。 

   平成26年度より国の補助事業の採択を受けて実施している地熱の二次利用計画と並行して、

国県の支援では、今年度奥会津五町村六次化推進事業助成金事業において、募集団体枠が３

から５団体の中に、やないづ振興公社が新たな商品開発として、柳津町産の米粉、農産物、

そして三島町産の会津地鶏を利用した奥会津地域だけの中華まんじゅう及び具材の開発を行

う事業が採択を受けたところであります。平成27年度より関連団体機関等で構成する六次化

検討委員会を組織して、やる気のある人を集め、国県の補助事業を活用して、人づくり、ま

た商品づくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

   また、間伐材を利用した木製の製品についても、付加価値があるものを調査していきたい、

そのように思っております。 

   以上であります。 

○議長 

   これより、一問一答方式により再質問を許します。 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   町で勧奨している保険、いわゆる後期高齢者保険、介護保険、それから国民健康保険、こ

の３つのうち、後期高齢者保険については他の社会保険、あるいは共済保険からの支援があ

って余りそう心配、今は当分心配する必要はないのかなと。一番心配されますのは、介護保

険だと思うんです。これは、やはり国のほうの今の状況を見ますと、国民健康保険について
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は平成30年度には県のほうに移管を計画しておりますし、これは閣議決定もされたというふ

うなことも聞いております。その一方、介護保険については、地元のほう、町のほうにこの

責任といいますか、これをしっかり地域でやってくれというような言い方をしているような

気がします。それで、介護保険等について、とりあえずこの保険の改正については今議会の

中で最終日にされると思うんですが、改正がもう出ておりますので詳しい話はそのときに条

例改正案の中で説明があると思うんですが、あえて何点か質問させていただきます。 

   まず、料金改定については３年に１回、介護保険についてですが、制度改正については５

年に１回と。そして、ことしは料金改定の年に当たると町長の答弁にありましたが、その中

でいろんな国のほうの基本料金改定の基準が示されて、その内容等について、聞きますと検

討されて、答弁内容を聞きますと基準の標準段階の月額が5,700円だと。ただし、会津方部

全体では5,800円なので、安くするために基金からの繰り入れで5,400円にすると。この条例

改正案が出されていると思うんですが、5,700円が標準なのに5,400円、基金を繰り入れして

5,400円に抑えたと。基金の額は幾らくらい残っておりますのか。基金がなくなった段階で

の対応が、これはいつごろまでになくなるのか。この３年間は一応基準の料金改定が行われ

ると思うんですが、この３年間もつのかどうなのか。まず、この２点についてお伺いいたし

ます。 

○議長 

   それでは、町民課長。 

○町民課長 

   それでは、介護保険関係等であります。 

   これらについても、基金でありますが、今現在、まだ平成26年度締めてはいないんですけ

れども、約3,400万円あるわけであります。今回、議員のおただしのように、標準段階、今

回９段階にしまして５段階の部分で5,700円ということで基金を入れたいというようなこと

で、今回基金の入れ額といたしましては約1,500万円ほど入れたいと思っております。今回

の改正の分でありますが、次の改正の部分、３年ごとになるわけですが、これについては約

1,900万円ほど残しながら進めていきたいというふうに考えております。第７次についてに

は、やはり1,900万円ほど残しておきたいと思いますが、やはりどうしても先ほど町長から

答弁したとおり、いろいろな内容等で金額が上がっているということが１つ懸念されるとこ

ろであります。これらについても、今回の３年間については1,500万円の中で進めていきた

いというふうに考えております。 
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○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   そうしますと、この３年間は十分間に合いますと。さらに、基金、この標準の税が5,400

円で３カ年間は抑えていかれるというふうに捉えていいのでしょうか。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   先ほどからお話ししておりますが、やはり今回も今までの使用関係の割合関係等も含めて、

何とかこの３カ年はこの5,400円で進めていきたいというふうに考えております。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   月額、標準が5,400円になると。現行は3,900円程度で、1,500円程度毎月高くなる予定で

す。これは所得の階層によってはかなり高くなる人もいるのではないかと思うんですが、多

分最高額については、ちょっと条例案を見ましたら11万円程度になるような改正案も出され

ているようで、かなりとりやすいようにとるのかなと。一方で公平だと言いますが、私が考

えるには、６段階を９段階、階層に分けてということは、最高はもう11万円にもなるような。

とりあえず、標準であっても3,900円程度が5,400円になると。1,500円も多くなる。40％も

高くなると。これらについての、税も二千何百万、予算を見ますと2,300万円程度の、二千

万円以上の税額増になっていると。これらについての滞納といいますか、これらについては

どのように。今でさえも相当な滞納額があるわけです。今の現状を見ますと、低所得といい

ますか、失礼なんですが、そういった層からしますと、毎月1,500円の増、もう滞納するな

と言っても滞納するようになってしまうのではないかと。町長は、かねて年金プラスアルフ

ァというような言い方をしたんですが、このアルファの部分についても十分検討していく必

要があると思うんですが、滞納の状況、滞納を改善していくにはどのように考えておられる

のかお伺いします。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 
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   これらの介護関係の滞納でありますが、やはり現年度ベースでいきますと、今のところ30

万円ぐらいの滞納となっております。それらについても、滞納関係等についてはほかの税と

同じように同じような方なんですけれども、今介護関係では13名ほどが滞納というようなこ

とになっております。議員のお話ししたとおり、金額が1,500円ほど上がるというようなこ

とで、かなりの金額が上がってくるというようなことで、滞納も危惧されるところでありま

すが、町でなるべくそういうことのないように進めていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   それでは、要支援者１・２が介護保険から外れて介護予防給付、これは平成29年までです

か、先ほど町長の答弁ですと移行期間があるんだというようなことなんですが、最終的には

どうしてももう町が要支援者、軽い支援者については、町が責任を持って介護に当たらなけ

ればならないということはもう確実視されるわけであります。国が言っているのは、地域支

援事業をやれば、今までもやってはいると思うんですが、介護予防給付が受けられる町の対

応状況について、国からの予防給付、いわゆる予防についての対応をすれば国も支援をしま

すよというような言い方をしているわけですが、これらについての町の対応についてお伺い

します。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   これらについても新制度の移行というようなことであります。延ばせても平成29年の４月

というようなことになっております。これらについても介護予防事業というような１つの内

容等の中においては、やはり要支援１・２が対象になっておりまして、今、町での支援のサ

ービス関係等については、訪問サービスというのはヘルパー関係、それから通所型ですとデ

イサービス関係となってくるわけでありますが、これについてもこの２年間に町としては対

応を考えていかなければならないというようなことで、地域の実情に即した、町に即した中

での効果的・効率的なサービスをいかにしていったらいいかというようなことで今後考えて、

議員の皆さんもあわせて住民の皆さんと話し合いをしながら進めていきたいと考えておりま

す。 
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○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   現在のいわゆる要支援者、要介護者、結局施設に入れる人ばかりではないと思うんです。

これは居宅介護、在宅介護、訪問介護が当然これは必要になってくる、これが重視されると

いうことは明らかだと思うんですが、その施設介護についてもこれから今後、今でもなかな

かデイサービスもちょっと要望どおりに利用できない状況も時折出てくるというようなこと

も聞いております。 

   私たちの団塊の世代、窓口から年齢集計表をもらってきたわけなんですが、今62歳から67

歳までが一番多い年齢構造なんです。あと10年後、例えば後期高齢者になれば、当然やはり

どうしても介護を必要とする、支援を必要とする人がふえてくるのは明らかだと思うんです。

これは確率の問題ですが。そういった場合に、今の状態であっても、施設なり今の介護に携

わる人も非常に確保できない。これは、議会のほうからも再三にわたって、今までもそうい

う介護の職員の確保、養成、そういったものについては十分考えていく必要があるのではな

いかというようなことは要望していたと思うんです。それらについて、団塊の世代が65歳を

全て超えて原則介護保険の適用になる時期になったわけですが、これから10年後以内にはさ

らにその介護を必要とするのがふえてくるのは、これは先ほども言いましたが、そういった

ことについて町の対応といいますか、これらについてはどのように考えておられるのか。危

機感を持って対応していただきたいものですが、どのように考えておられるのかお伺いしま

す。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   議員のおただしのとおり、60歳から大体70歳前まで、人口の比率からするとかなり多くの

方が町民としていらっしゃいます。今、議員のおただしのとおり、やはり町の人口比からい

たしましても65歳以上の方、この３カ年の中では40％になってしまうのではないかと。今現

在も39％をちょっと超えているような状況であります。2.5人に１人は高齢者ということに

なりますので、これらについても介護のほうに移行する方がかなり多くなりますので、これ

らも含めて町としては早急にやはり対応していかなければならないと思っております。 

   また、施設の関係等でありますが、これらについてもなかなか今人材がいないというのが
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議員のおただしのとおりでありまして、いろいろ施設等の中でオープンしようとしてもでき

ないような、職員が足りなくてできないというようなことで、町としても今積極的にそれら

に対応しておりますが、なかなか今現在もいないというような状況であります。今後、これ

らについても各施設の皆さんと十分にお話をしながら進めていきたいと思っております。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   私たち議会の何名かの議員もそうなんですが、この制度、例えば特老の増設工事が出てと

きに、あるいはいろいろな介護の関係の中で、地域密着型の制度ができたんだから地域密着

型の介護の体制も十分検討していくべきではないかと。そして要望したわけなんですが、こ

の地域密着型について、特に要支援１・２が外れた人のいわゆる予防給付といいますか、そ

ういった方についての体制についてどのように考えておられるのかお伺いします。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   これらの体制等についても、やはり町としても考えていかなければならないというふうに

思っております。それと施設関係等でも特別養護老人ホーム関係、それから施設整備という

ような中では認知症対応型の共同生活のグループホーム関係等もありますので、これらにつ

いても対応していきたいと考えております。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   今、小ノ川のほうにつくられた民間のグループホーム、介護施設、認知症対応型というこ

となんですが、これらについても私たちの議員の中では町がどのくらい干渉できるのかと。

最終的には三千万円以上の段階で、いろいろお伺いしたわけなんですが、これは県から予算

が来て町のほうでは流すだけだというふうな説明もあったわけなんですが、その中で地域密

着型であれば町がいろいろ干渉、指導、町が認定すればそういった介護体系ができると思っ

たわけなんですが、それに課長のほうからは最近になって昨年の中で体制が地域密着型でや

っていきましょうというようなことの説明もあったわけなんですが、地域密着型であれば当

然、柳津町町民が優先的に、原則地域住民だけが入れるわけなんですが、希望者がなければ
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町の同意をもって他町村も入れるということの説明だったんですが、これに間違いございま

せんか。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   議員のおただしのとおり、間違いございません。地域の中で私たちも事業者とよくお話を

しながら進めていきたいと思っております。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   それでは、地域密着型でやっていくということで、町が関与できるというふうに今答弁い

ただいたわけなんですが、今１つ問題なのは、これからどうしても認知症等の数がふえてく

ると。当然予測されるわけだと思うんです。その中で、どうしても施設には入れる人と入れ

ない人、ツーユニットといいますか、組で18人ですね、今の小野川地区にできた民間のいわ

ゆるグループホーム的な施設は。在宅介護も必要とすれば当然入れる人、在宅介護をやる人

の不公平感がこれから出てくるのではないかと思うんですが、そういう地域密着型での体制

の中で在宅介護も当然見ていく必要があると思うんですが、この辺についての検討はされて

いるのかどうかお伺いします。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   町としても不公平感のないような形で検討を進めていきたいと考えております。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   それで、施設介護、居宅介護も含めて、介護保険については、介護対応については十分に

対応して、これから相当な町の重要課題になるのではないかという思いがしますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

   さらに、お伺いしたいと思うんですが、このようなデイサービス、あるいはこれと一緒に

していいかどうかわかりませんが、高齢者のひとり暮らしあるいは二人暮らし、かなり冬期
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間の豪雪時というような問題になると思うんですが、これらは介護保険とは直接対象になら

ないとは思うんですが、どっちみち要支援１・２は町でやらなければならないとすれば、そ

の一歩手前の人、もう結構おられると思うんです。町でも心配されていると思うんですが、

そういったことについての対応も、これは予防給付とあわせて検討していくべきだと思うん

ですが、これらについての検討はなされるかどうかお伺いしたいと思いますが。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   これらについても要支援１・２、そのほかにもその前の方等もいらっしゃいます。町とい

たしましても、全体的な中で健康で長生きしていただくという１つの形をもって進めていく

中においては、いろいろ考え方を持って進めていきたいというようなことで考えております。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   それでは、町の介護制度について大きな役目を果たします地域包括支援センター、これは

町に必ずつくるようになっていると思うんです。これらについての条例改正、あるいは地域

包括支援センターの改正がなされていましたが、この地域包括支援センター、今は両沼厚生

会に町では今委託に出されていると思うんですが、この包括支援センターの改正点について、

何か職員の確保というところをうたっているみたいですが、必ずこの職員の確保を必要とさ

れるのか。詳しくわかりませんが、この地域包括支援センターの改正点について、わかる範

囲で結構ですがお知らせ願いたいと思います。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   地域包括センター、これらについても両沼厚生会、議員のおただしのとおりであります。

これらについても今２名の方で何とか対応していただいておりますが、件数ともかなり多い

というようなことで、これらについても保健師もまた生活指導関係の分もあわせて２人の方

で何とか進めていただきたいというふうに考えております。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 
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○５番 

   そのようであれば、地域包括センターを最大限活用といいますか、連携を図って進めてい

ただきたいと思うんですが。さらに、これからは居宅介護がふえてくるとすれば、民間の事

業所がなければ、当然町でも何かしらの関与をしていくとすれば、社会福祉協議会等の充実

も検討すべきではないかと思うんですが、民間でやってくれれば一番いいんですが、そこら

についての社会福祉協議会の活用についてどのように考えておられるのかお伺いします。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   これらについてもどうしても数的にもだんだん多くなってくるというようなことがありま

すので、社会福祉協議会等でも行っている事業等もありますので、これらもあわせて検討し

ながら、それらの事業等にも入っていきたいというように考えております。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   それでは、介護保険については今後とも議会としても、皆さんとの話し合いの中でもいろ

いろこれから注視していく必要があるのではないか、大変な時代が来るのではないかという

ような思いは私たちも同じ思いでしておりますので、今後ともひとつ打ち合わせをしながら

やっていきたいと。課長の言うようなことでやっていきたいと思うんですが、国民健康保険

について少しお伺いしたいと思います。 

   国民健康保険は、先ほども申しましたが、30年度には県に移管される。しかしながら、県

に移管されてもその税については課税の方法、いわゆる国民健康保険の税については各町村、

いわゆる保険者が、これは取り方が全くまちまちだと思うんです。まず応能割、応益割、個

別所得割、収入割、あるいは平均割、人数割、これはみんな各町村全部ばらばらで、これを

県で一本化しても、すぐに一つの基準で課税できるわけはないと思うんです。10年間くらい

は各自治体に求めてくるのではないかと思われます。 

   基金がなくなれば、国民健康保険についても基金から充当してかなり抑えてきているとい

うようなことだとは思うんですが、これらについての基金がなくなったときには、私は当然

一般会計からの繰り出し、これは介護保険もそうなんですが、介護保険は今３年、あるいは

５年程度間に合うというようなことですので、国民健康保険については果たして間に合うの
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かどうか。なければ、私は一般会計からの基準繰り出し、いわゆる法定外繰り出しを検討す

べきだと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   国保に関しても、やはり今現在、平成26年度まだ締めておりませんので、約5,100万円ほ

どあるわけであります。先ほど町長からも答弁がありましたとおり、平成23年度から上げて

おりませんので、本年度平成27年度の予算、これから皆さんに審議をしていただくわけです

が、大体1,300万円ほど平成27年度入れていかなければならないかと思っております。今後

残る分については約3,800万円ぐらいかと思いますが、このくらい残しておいて進めていき

たいと。 

   また、議員のおただしのとおり、平成30年には都道府県というようなことで、私たち課長

会の中でもいろいろお話ししております。各町村においていろいろその部分が違いますので、

これらについても調整を図りながら平成30年には一本化していきたいと思いますが、当分の

間はやはり各町村によって違ってくるのがあると思っております。 

   以上です。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   基金がなくなれば、今の話ですと基金はもたないような気もしますが、一般会計からの繰

り出し、特別会計ですから独立採算をやるのが建前なんですが、ほかの多くの町村を聞きま

すと、結構やはりどうしてももう負担増になって滞納がふえると。先ほども申しましたが。

こういった中では、もう一般会計からの繰り出しもやむを得ないという町村もふえていると

思うんですが、町ではどのように考えておられるのか。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   今現在ですと、先ほどお話ししましたように、3,800万円ほど基金がまだ平成27年度が終

わっても残るわけでありますが、やはりこれだけ保険関係にかかってまいりますと、どうし

ても法定外入れている町村、13市町村の中でもありますので、町としても最終的には法定外
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の繰り入れも必要になるかというふうに考えております。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   保険者が県になれば、県に移行になれば、当然そこに余っている基金等も一緒にくっつい

ていく可能性もあるわけですから、無理に基金をためておく必要もないと思うんですが、国

民健康保険については。ただし、介護保険等についてはやはり基金を拡充していく必要があ

ると思うんです。そういったところで、今の答弁ですと、余り基金がなくなれば一般会計の

繰り出し、法定外繰り出しもやむを得ないのではないかというような答弁でしたので、これ

はぜひ、禁じられていようとこれは、罰則規定はないわけですから、一般会計の繰り出しも

極端なことを言えば、イベントや何かにかける金も確かに必要だとは思うんですが、こうい

う高齢者に対する負担増、これらについても十分配慮すべきだと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。１番目については終わります。 

   続けて、２つ目の特産品の開発についてお伺いしたいと思います。 

   特産品の開発については、いろいろ今までの機会にもこれは難しいということは当然わか

るんですが、私の質問の趣旨は、こういったことを絶えずやっておいて、これは人材の育成

なり町の活性化にも、あるいは荒廃防止にもつながるのではないかという趣旨のもとでお伺

いしているわけなんですが。まず、町長の答弁にありました関係団体機関等で構成する６次

化検討委員会、これを組織するとあるんですが、この６次化検討委員会とは、今まであった

ものとはまた違った意味での新たな組織を立ち上げるということなんでしょうか。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今まで６次化検討委員会というものはございましたが、ほとんど活動しておりませんでし

た。それにつきまして、新たに人づくり、ものづくりということでやる気のある方を集めま

して関係団体等で行いたいと考えております。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   そうしますと、この特産品だけではなくて、６次化産業全てに対して検討委員会を新たに
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また組織して、やる気のある人を重点的にやっていくというようなことで、今の答弁だった

と思うんですが。それらの答弁とあわせて、奥会津五町村活性化協議会を活用していくとい

うような、先ほどの町長答弁ですと中華まんじゅうとか具材の開発を行う、検討していくと

いうような答弁もありましたが、奥会津五町村活性化協議会の活動状況、これの６次化産業、

あるいはホームページに出ています奥会津五町村６次化推進事業助成補助金要綱とか募集を

かけていますが、これらについては柳津町、振興公社で新たな商品開発を提案していると。

助成をもらうと、いわゆる五町村の６次化推進協議会から。これらについて、どのような活

動をして町ではどのような利点、利益があるのか、これについてまずお伺いしたいと思いま

す。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   奥会津五町村６次化推進事業ということでございます。これにつきましては、奥会津活性

協議会で５町村に拠点を置く農業者、林業者、漁業及び商業者の関係者が奥会津の農産物等

を活用した商品開発というのを開発して販路拡大、そういうことで助成することでやってお

ります。柳津町におきましては、募集期間がございました。その中で柳津振興公社におきま

して柳津町の米粉、農産物を使って、あと三島町の地鶏を活用した奥会津地域の中華まんじ

ゅうということで提案させていただいたところでございます。奥会津のほうにつきましては、

電源開発のほうの補助金をいただきながら、その中で６次化の商品開発をしているところで

ございます。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   奥会津五町村活性化協議会は、これはかなり県のほうの肝いりなり、５町村の自治体をも

ってやったと思うんですが、活動を。ただ、いまいちどこも柳津町にとっては余り、利益が

ないというと失礼なんですが、そんなに活動している、町のためになっていると思われない

わけなんですが、今聞きますとそれはそれなりに振興公社等の活動に貢献しているというよ

うな話でもあるんですが、これらについてはまた改めてお伺いしたいと思うんですが。 

   結局、特産品については、これは前からあれなんですが、地域にやっぱり根差したもの、

風土、気候、そういったものに合ったものについて、昔からあるものについてが特産品は取



 

３２ 

り組みやすいのではないかと。そうして、新たにニンニクとかいろいろ、その商品としては

いいんですが、これを特産として新たに技術検討してから、これをやっていくにはやはりな

かなかの長い期間が必要だと思いますし、そこらについても十分気候、風土に合ったものに

ついての取り組み、そして特産品に結びつくような消費拡大、観光の核、あるいは先ほども

言いましたが荒廃、今の畑の活用等にも結びつけるような、あるいは高齢者の、町長がかね

がねおっしゃっておられる年金プラスアルファ、そのアルファの部分に結びつくようなこと

に当然検討するべきだと思うんですが、ここらの連携について検討するべきだと思うんです

が、いかがでしょうか。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今、連携ということでございます。本年度につきましては、意欲ある農業者の皆様、商業

の皆様が主体となって６次化を進めていく中で、国と県のサポート事業ということで国と県

の補助をいただきながら、県のアドバイザーということで事業の段階に応じて、立ち上げか

ら、どういうものをつくりたい、ニーズの調査、商品開発等におきまして県の６次化プラン

ナーということで専門家を派遣していただきまして、そこの中でサポートしていくことでご

ざいます。人づくり、ものづくりなものですから、１年、２年ではちょっとできないかと思

いますが、長期的にやりがいのある方を育てながら、地域の地場産業を活用しながら商品開

発等を進めていきたいと思っております。 

   以上です。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   やはり成功している他県の自治体を見ますと、高知県のゆずなり、あるいはイモ焼酎なり、

北海道のきよさと町、私ら行ってきましたが、あるいは海士町といろいろ行ってきたところ

では、やはりそこに豊富にある品物を開発してやるのが一番成功している例だったような気

がします。ですから、町にある品物をできる限り消費拡大に結びつけて、地域の振興に結び

つけていただきたいと思うんですが。 

   今、ニーズということを言いましたが、その開発商品がお土産なのか、地元で使うのか、

商品として利益を上げるためなのか。いろいろなところをやはり、マーケティングとまでは
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言わなくても、このリサーチ、ニーズは当然調査する必要があると思うんですが、他町村で

の販売とかあるいはイベント、柳津町では多くのイベントをやっておりますが、そういった

ところについて、他町村から来るお客様に対してニーズの調査等についてもやっておられる

のか、あるいはこれからやろうとしているのか。これからつくる、先ほどありました六次化

検討委員会についても、そういったところまで検討されておられるのか。市場調査等につい

ても検討されておられるのか。また、その振興公社の役割等についても、あわせてお伺いし

たいと思います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今現在、柳津町でお願いしているところが振興公社でございます。町で唯一の商品開発等

を行っているところでございます。今、６次化に取り組むということにつきましては、やる

気のある方を集めまして、そこの中で県のプロの方をいただいて発議、こういうものをつく

りたいと言われればそのサポート事業、こういう商品とかパッケージを使いたいということ

を専門家から見ていただきまして、最終的には計画を立てていただいて、ハード事業である

加工施設、６次化であれば10分の３ということで6,000万円までの補助ということで建物が

できるような形でありますので、それに向けて人づくり、ものづくりをしていきたいと思っ

ています。 

   先ほど奥会津で開発された中華まんにつきましても、無料で配布してアンケートを行って

おります。あと、今年度赤べこラーメンということで、それについても開発したところで同

じくアンケートを行いまして調査しているところでございます。 

   人づくり、ものづくりということで、今のこの組織を立ち上げまして、最初勉強会から始

まりまして、それから何をつくっていくかということを１個１個段階的に進めてまいりたい

と思っております。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   やはり今聞きますと、どうしても食料品、食品、食べ物等についての特産品の開発につい

て重点になるようだとは思うんですが、食料品についての表示法がちょっと変わりますが、

これらについてはどのように考えておられるのか。商品については、やはり健康食品が一番
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どうしても、あるいは成分の表示等についても変わってくると思うんですが、当然やはり特

産品、食べ物であればこの表示法について成分表示法等、あるいは販売の方法の表示法等に

ついても検討する必要があると思うんですが、これはどのように考えておられるのでしょう

か。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今、言われたとおり、表示法につきましても今後検討していかないといけないかと思って

おります。確かに議員おただしのとおり、健康食品等について開発できれば一番いいのかな

とは考えておりますが、今後そういうことの商品につきましては、地場産業あと関係者等集

まったところで調査して検討していきたいと思います。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   その特産品といいましても、何も食料品に限ったことばかりではないと思うんです。先ほ

どの答弁にもありましたが、間伐材を利用した木製製品、かつては郷戸の学校跡地を利用し

て木工細工、椅子といったものもつくられたり、いろいろやってきたと思うんです。当然、

この木材、間伐材等については、今森林再生整備事業が行われている中で、これらについて

も我々議会のほうでも再三にわたって、それだけでなくていろいろな多方面にわたって、あ

るいは木質バイオとかチップ材、ペレット、あるいは木炭までひっくるめて、そういったも

のについても、中で当然検討していくべきではないかというようなことも要望もいたしたと

思うんです。そういった中で、木工製品という答弁もありましたが、こういったことについ

て、森林の整備と広葉樹林の整備とそういったものとあわせて、特産品の開発ということも

ぜひ心がけていただきたいと思うんですが、さらに森林整備の中で、昔からあります薬用木、

キハダとかメグスリノキとか、高齢者の方は知っていると思うんですが、我々は全くわかり

ませんが、そういったものの伝承、継承、町長の先ほどの施政方針の中にもありましたが、

そういう伝承等についても十分検討していくというようなことがありました。こういったも

のについても、やはり山を知る人がだんだん、魅力がなくなったせいもありますが、いなく

なってしまう。こういったことも特産品という中でぜひ検討していただきたいと思うんです

が、いかがでしょうか。 
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○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今後、木製品を使ったような製品については、十分検討していきたいと思っております。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   森林再生整備事業とは、林業振興の多目的、多角的な考え方、いわゆる活性化の方法、林

業振興の方法の中で、こういう特産品の開発、あるいはやはり薬用木等の活用も十分検討し

て技術の継承、いわゆるそういう伝統的な継承についても十分検討して、この森林再生整備

事業の中でいろいろやっていく必要があるのではないかと、私はそういう質問をしたわけな

んですが、そこには当然人と金をつぎ込んでいただきたいと思うんですが、それらについて

はどうでしょうか。これについては町長からの答弁をひとつお願いしたいと思いますが、町

長はその辺どのように考えておられるのか。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   この件については、この後小林議員が林業関係でありますので、そのときにお答えしよう

かと思ったんですが、簡単に言えば、今１町村で取り組むというのはなかなか困難であると

いうことで、先日５町村の協議会がございました。そのときに県もいらっしゃいましたので、

ぜひこれは１町村の問題ではなくて森林を抱える町村として連携を図って、県も巻き込みな

がらやはり森林の活用を図っていくと。ことしはこれを命題にしていこうと。そういう確認

をとったところでありますので、それらについてもやはり入り口、出口というか、それはプ

ロも中に入らないとなかなかできないということと、今、森林に携わる皆さんの技術者が

年々減っております。そういった皆さんを確保するためにも、若手を何とか熟練した人がい

るうちに養成をできないかという話し合いをしたところでありますので、それらについては

今年度皆さんで協議をしていく必要があるということを確認しました。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 
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   特産品については、やはりいろいろな方面から、そして息の長く、持続性のあるものでな

いと、それはもう消費拡大、販売力、もちろん生産力もありますが、どこに売ったらいいの

か、どこで買ってもらえるのか、十分それらも検討していく必要があると。それはもう試行

錯誤の段階だと思うんです。そして、長い期間やっていくと。そして、職員も今若い職員が

多くなりましたが、また地元のほうとの連携の中で、商店等の中で一緒になって、そして若

い人にそういったことについての検討課題を与えれば、自分で勉強すれば、それは職員の人

材の育成にもなると思うんです。いわゆるモチベーションを高めるといいますか、将来的に

は職員の能力的にも向上につながると思いますので、この質問を最後にしたいと思いますが、

ぜひそういったことについて、それがものになるかならないかは別にしても、持続して特産

品の開発に取り組むということも私は大事だと思いますので、そういったことについては当

然町として予算なり人なりをやっていく、人材の育成にもつなげていくというふうな思いで

ぜひやっていただきたいと思いますが、この質問を最後といたします。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   これは、５町村の連携は別としても、町としてもこれだけの森林がありますので、ようや

くそれに着手してやりますので、それらを検討しながら協議をして前向きに進めていきたい、

そのように思っております。 

○議長 

   地域振興課長、補足ありますか。 

○地域振興課長 

   ありません。（「終わります」の声あり） 

○議長 

   それでは、これをもって横田善郎君の質問を終わります。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   ここで、暫時休議といたします。 

   再開は午後１時といたします。（午前１１時５４分） 

○議長 

   議事を再開いたします。（午後１時００分） 



 

３７ 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   次に、小林 功君の登壇を許します。 

   10番、小林 功君。 

○10番（登壇） 

   それでは、２点について質問をいたします。 

   １、消防・防災体制について。 

   ①ですが、火災が発生した場合、消防団員の果たす役割が非常に重要なのは言うまでもあ

りません。しかし、最近では少子高齢化、過疎化の影響もあり、各地区において消防団員の

確保が難しい状況にあります。今後これらの課題をどのように解決していくのか、お伺いを

いたします。 

   ②ここ数年、異常気象による大規模な自然災害がふえております。さらに、町においては

超高齢化、過疎化が進行する中で、防災体制のあり方も変わっていかなければならないと思

います。今般の地域防災計画の策定に当たり特に留意したことは何か、お伺いをいたします。 

   ２、林業の振興について。 

   我が国は戦後、杉やヒノキ、カラマツなど針葉樹の植栽を国策として奨励してきました。

1980年ごろをピークに木材の価格が暴落し、安い外国産木材が輸入されることにより、柳津

町の林業も衰退の一途をたどっております。何と言っても林業は柳津町の基幹産業でした。

今後どのような振興策を考えているのか、お伺いをいたします。 

   以上です。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   10番、小林議員にお答えをいたします。 

   １点目の消防・防災体制についてであります。消防団は、消防署と同様に消防組織法第９

条の規定に基づき、市町村に設置される消防機関であり、地域における消防防災のリーダー

として、平常時・非常時を問わず住民の安心と安全を守るという重要な役割を担っておりま

す。 

   しかしながら、少子高齢化による若年層の減少、就業構造の変化など社会環境の変化によ
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って、団員数は全国で減少をしている状況であります。柳津町においても平成15年度以降、

32名の減少を見ているところであります。 

   議員ご質問の団員確保が困難な状況でありますが、消防団協力事業所表示制度の活用や、

福島県の協力のもと消防団員の確保に係る事業所訪問活動、そして行政区長の方々への協力

依頼及び消防団幹部による入団の勧奨活動など、消防団の消防防災力の充実強化に取り組ん

でいるところであります。今後も団員の確保に努めてまいりたい、また、防災訓練による各

地区の自衛消防組織の参加などによって組織及び体制の強化に努めてまいりたい、そのよう

に思っております。 

   昨年も全国各地で大規模な自然災害が発生しております。夏には台風や前線の影響によっ

て大雨による被害が発生をしております。８月には広島市で発生した土砂災害や９月に発生

した御嶽山噴火災害でも多くの方々が犠牲になったところであります。 

   柳津町においても、平成23年新潟・福島豪雨によって大きな災害となったことも踏まえて、

災害対策基本法の規定に基づく柳津町地域防災計画の改定を進めてきたところであります。

現在、策定の最終段階に入っておりますが、年度内の改定に向けて進めているところであり

ます。 

   改定に当たっては、被害を最小化する「減災」を基本方針として、被災したとしても人命

が失われないことを最重視するとともに、東日本大震災における自助、共助の重要性が再確

認されたことから、防災リーダーや自主防災組織の育成及び町民に対する防災意識の普及・

啓発など、地域防災力の向上を図りながら、また広域的な応援協力、広域・長期に及ぶ大規

模災害への対策を講じることとしているところであります。 

   改定のポイントとしては、災害時要援護者への配慮などの避難対策、そしてまた地域コミ

ュニティーの防災体制の強化などの地域防災力の向上、さらには広域応援体制や大規模災害

を想定した備蓄・輸送体制の確立などの広域・長期に及ぶ大規模災害への対応強化等であり、

町民の生命、身体及び財産の保護とともに、風水害及び地震等による被害の軽減を図りなが

ら、秩序の維持及び公共の福祉に資するため、防災関係機関、町内の団体等、また事業所、

そしてさらには町民一人一人の防災力の向上が着実に図られ、町民の皆さんが安心・安全に

暮らせる災害に強いまちづくりを目指してまいりたい、そのように思っているところであり

ます。 

   ２つ目の林業の振興についてであります。 

   議員ご質問のとおり、木材の価格が暴落しており、森林所有者としては十分な収益が見込
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めないため伐採もできず、林業に対する意欲が低下し管理もできていない状況であります。

これまで保水など森林が持つ公益的機能の維持を目的として公共事業により個人所有の森林

も対象として森林整備を行ってまいりました。 

   平成25年度から取り組んでいる柳津町がモデルケースとしてのふくしま森林再生事業では、

これまでの公共事業ではできなかった伐採から搬出までを実施できる事業であります。搬出

することによって、また所有者に販売金額を還元できる仕組みとなっているため、今後の森

林整備が進むと期待をしているところであります。その伐採木は、これまで手入れがされて

いなかったため、用材としての取引は難しく、所有者の意向となりますが、主にチップやパ

ルプとして取引されることが見込まれております。 

   今後でありますが、ふくしま森林再生事業を継続するに当たり、柳津町から発生する搬出

材の高価格買取につながるように努めてまいりたいと、そのような考えを持ち合わせている

ところであります。 

   以上であります。 

○議長 

   これより再質問を許します。 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   それでは、再質問を行いますが、きょうこの２点については、さきの町長の施政方針の中

で重点施策に上げられたものでございます。しっかり答弁をいただけるものと思っておりま

す。よろしくお願いをいたします。 

   まず１つ目ですが、消防防災体制について。このうち①消防団についての質問を行います。 

   火災は初期消火、これが大切なものであります。消防団員はいち早く現場に駆けつける。

そして、広域消防と協力をして消火活動を行う大切な役割を担っているわけでございます。

近年この消防団にも過疎化、高齢化の影響や、あるいは就業構造の変化によって検討しなけ

ればいけないという問題が浮き彫りになってきているということでございます。 

   まず１つ目でございますけれども、さきの砂子原地区での火災は、午前中に発生いたしま

した。昼火事でございます。問題は、消防団員の定数が確保できていても、昼間現場に駆け

つけることができる団員がどのぐらいいるかというのが重要であります。消防団の活動能力

を推しはかる上で必要なデータであると思いますけれども、職場が町外等にあり容易に現場

に駆けつけることができない団員というものの把握はできているのかどうか、お伺いします。 
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○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   ただいまのご質問ですが、平成16年当時から町内に就労をしていただいている団員、それ

から町外にいる団員ということでデータをとっております。それは私が消防担当のときにも

それを進めておりました。ただ、今手元にその町内・町外の資料を持っておりませんので、

それはこの答弁の中でお答えをしていきたいと思います。 

   先ほど社会構造、就労構造の変化ということでありますが、現在270名の消防団員の定数

がございます。そこで平成26年４月１日現在ですと257名の団員がおりますが、そのうちの

200名については、就労構造ということでお答えするならば、被用者ということで自営業等

ではないということで、やはり会社に勤めているというような形になってまいります。 

   １番目のご質問の町内・町外の割合については、再度お答えをしたいと思います。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   その割合については、ではこの議会の中で教えていただくということで、次に、今ほど少

し定数の問題のお話がありましたが、平成23年度に消防団の条例でもって定数を300名から

270名に改正をしております。減らしております。総務課から私のところにいただいた資料

ということで、平成26年４月１日現在のものということでありますけれども、１年前のもの

になってしまいますが、この時点で今答弁にあった257名が確保できているということで、

13名が欠員となっているわけでございます。さらに言えば、平成22年から平成26年の４年間、

この間の消防団員の年齢層というものを比較してみますと、20代の団員というのが22年当時

は約40名おりました。それが４年後になりますと、40名から26名に激減をしております。50

代以上の団員は、平成22年は50名から26年は63名というふうにふえてきていることから、消

防団の高齢化というのが顕著であると言えると思います。 

   団員の数が減り続けて高齢化が進めば、団員１人当たりの負担というのが非常に大きくな

ってくる、守備範囲が広くなってくるということで、それには限界があると思うんですね。

幾ら機械、器具の整備を行っても、それを操作する人がいなければ何もならないということ

になってくるわけです。この減り続けている団員、そして団員の高齢化による空白をどのよ

うに埋めていくのか。先ほどの答弁では、消防団の消防防災力の充実強化に取り組んでいる
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というような答弁でありましたけれども、具体的にお伺いしたいと思います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   先ほど町長がお答えした中にもありますが、消防団の加入していただいている事業所への

表示であるとか、あともう１点につきましては、消防団に加入していらっしゃる方の中で会

社に勤めている方とかそういう方につきましては、これは年に１回程度行っておりますが、

福島県の協力のもと、県知事名をもちまして各事業所において消防団の入団の勧奨活動を行

っております。それと同時に、消防団幹部によります入団の勧奨等も含めて今現在実施をし

ております。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   今、総務課長の答弁では、一生懸命勧奨活動を行って勧誘を行っているということでござ

いますが、私が聞きたいのは、今消防団員が少なくなってきている、あるいは高齢化が進ん

でいるということで、実際に空白が生まれてきつつあると。言葉がどうかわかりませんが、

その開いた穴をどのように埋めるかということをお聞きしたい。 

   私が思うには、やるべきことというのは、今役場に自衛消防隊が結成されたと聞いており

ます。これを充実していくということ、これがまず大切なことだと思います。それとあわせ

て、消防団のＯＢや地域の住民の方々に、もしものときにはということで協力を依頼すると。

そして、その活動に対しては、町ができる限りの支援をしていかなければいけないのではな

いかと、この２点について私は考えるわけなんです。 

   それで、これは今まで何回となく一般質問や全員協議会の中でも話になってきたことでは

あるんですが、その１つ目、役場の自衛消防隊についてでありますけれども、これは平成23

年10月に結成された組織であるということです。さきの砂子原地区の火災において、役場自

衛消防隊も出動をしておりました。その動きがやはり積極的ではなかったという印象が拭え

なかったと私は感じております。役場のこの自衛消防隊は、消防団の補助的あるいは後方支

援というような消極的な位置づけではないと私は認識をしているんですけれども、その辺の

位置づけを改めてお伺いをしたいと思います。 

○議長 
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   総務課長。 

○総務課長 

   ただいまご指摘の役場自衛消防隊の内容でありますが、平成23年10月21日に発足をして、

現在32名の加入者がおります。それから、その自衛消防隊につきましては、初期消火訓練、

これについて可搬ポンプ、それから消火栓による放水の訓練等の実施をしているわけですが、

実際に火災現場に行きますと、やはり消防団の指揮系統に入ってまいりますので、どうして

も優先的には消防団が優先になっていくということになります。 

   町の自衛消防隊の基本的な考え方としては、町が一番先に情報を得ることができるわけで

す。とにかくいち早く現場に到着をして、消防署、それから消防団が到着するまでの初期活

動を担うと。その後は後方支援に当たっていくということが基本的な任務であるというふう

に考えております。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   確かに一番早く情報が集まってくるのが役場であって、それで役場職員というのがやはり

役場に行って仕事をしているのが通常ですから、そこから現場に駆けつけるということにな

ると、役場職員が一番最初に火事の現場に到着をするというケースも考えられると思います。

今ほど総務課長から答弁がありましたけれども、一番最初に役場の自衛消防隊が到着をした

場合に、広域消防や消防団が到着するまで、初期消火と言いましたけれども、実際そこに行

ってどんなことができるのかということになりますけれども、実際待機をしているような状

態では困ってしまうと思うんですね。ですから、もう一度総務課長に確認しますが、この自

衛消防隊が、自分たちで放水活動ができるような能力を今現在備えているのか。日ごろ訓練

とかポンプ等の消防設備の充実というものも含めて、どんな状況なのかをお伺いします。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   今、役場の自衛消防隊の装備の状況でありますが、先ほど話しましたとおり、職員につい

ては32名、それから現在可搬型のポンプにつきましては３台を保有しております。先ほど申

しましたように、放水訓練等も実施をしておりますので、実際に現場に行って放水すること

は可能であります。 



 

４３ 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   この消防団の活動を補うというような１点をもってしても、役場職員が柳津町内に住んで、

有事に備えるということが必要であります。そういう必要性が日々強まってきているという

ことが言えます。昼夜を問わず、町民の生命、財産を守るために消防団の一翼を担っていく

という強い使命感を持って活動していただきたいと、そんなふうに思いますが、そこで町長

と総務課長にお伺いをいたします。職員に対してどのような指導をしていくのか。この点に

ついて、町の情勢は大きく変わっているわけでございますけれども、このことを踏まえてひ

とつお答えをいただきたいと思います。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   では、お答えをします。 

   小林議員もわかってのとおり、大変柳津町には若い人たちが集中している定住の施設があ

るわけですが、その周辺には若い人がいっぱいいるわけですが、大変残念ながら、消防団に

加入というのはほとんど少ないわけであります。そういう構造が柳津にはあるということを

認識しているんですが。まず、ご質問の柳津町の職員のことでありますが、これも一長一短

あるんです。やっぱり柳津の消防団としてこの自衛消防隊があるんですが、実際に広域消防

との流れを見ますと、そんなに早くないんですね。やはり情報を発信して、広域消防、今早

いですから。そういったときに、消火の妨げにならないようなことをしていかないと大変、

逆に消火の妨げになるということもありますが、一番基本的なことは、今小林議員がおっし

ゃったように、その機能を持つということが大事であろうと思いますので、まず初期消火を

きちんとできるような消防団員としての自衛消防隊、そういう役割を担えるような組織にし

ていくということが大事であろうと、そんなふうに思っています。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   一旦先ほどの内容に戻ってしまうんですが、自衛消防隊の町の規約がございますが、単に

初期消火だけではなくて、消火活動に当たるということが基本的な任務であると。それから、
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強い使命感を持ってということでありますが、当然ながら消防団としてだけではなくて、役

場職員として、公務員として、当然でありますが憲法にあります全体の奉仕者の立場として

当然責任を持って任務に当たるということが基本であると考えております。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   私が聞いたのはそういうことではなくて、消防団の一翼を担う、これからの時代はそうい

う使命感を持っていかなければいけないという中で、職員が役場庁内に住んで有事に備えて

いくというような、時代の流れとともにそういう考え方も必要になってくるのではないのか

というような話なんですね。それに対して町長と総務課長、どのようにお考えになるか、指

導されるのかということをお伺いしたいと思います。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   では、私からお答えをします。 

   先ほど言いましたとおり、やはり機能を持つということが大事であると、そのように思っ

ています。 

○議長 

   職員に対する啓発を含めてどのように指導しているのかということについての質問なので、

的確に答えてください。 

   では、総務課長。 

○総務課長 

   職員について、これは後でも出てくる可能性があるんですが、現在、役場職員、町内、町

外ということでありますが、昨年もお答えをしておりますが、およそ33％が町外からの通勤

になってきております。ただ、これについては、居住の自由ということもありまして、なか

なか制限はつけられないものがありますが、とにかく町の中で災害があった場合には、とに

かくいち早くそこに集合すると。これは防災計画の中でも出てまいりますが、非常参集とい

うこともあります。その辺はきっちり踏まえていきたいというふうに思います。 

○議長 

   10番、小林 功君。 
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○10番 

   先ほど答弁にあったとおり、公務員というのは全体の奉仕者であるということから、そう

いった側面から憲法上の権利云々もあるでしょうけれども、考えていただきたいと、そんな

ふうに強く思う次第であります。 

   ２つ目になりますが、消防団ＯＢや地域の方々に協力をお願いして、その活動を支援して

いくこと、消火活動は地域でできる人がやるしかないというところまで来ているのかなと、

そんなふうにも思います。地域で活動できる方々のために、例えばヘルメットや防火服、あ

るいは傷害保険の加入など、町ができる全てのことを支援していく必要があるということを

感じております。このことについてまず１点お伺いします。 

   そしてまた、初期消火には消火器がやはり有効であります。例えば、ポンプが操作できな

い人が初期消火をしたい、操作ができないというときのために、例えば集会所に消火器を設

置して備えると。そして、消化の訓練も定期的に行うというようなことも有効なのかなと、

そんなふうに考えますが、その２点についてどのようにお考えかお聞きします。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   自衛消防組織に対してのヘルメット等の装備品、そういうものの支援であるとか、あるい

は、実際に火災の消火活動に出た場合に万が一けがをされた場合の保険であると思いますが、

自衛消防組織に対しての支援については、今後考えていきたいというふうに思います。 

   それから、保険等についてでありますが、火災の現場において自衛消防組織の方々が消火

活動をしていくという場合に、単独で行った場合には、現在町の保険の適用にはならないん

ですが、例えばということで、火災現場で消防団の指揮下の中で、消防団長の指揮のもとで

動いた場合については保険が適用されるという制度もございますので、そういうのも踏まえ

て改めて考えさせていただきたいというふうに思います。（「消火器」の声あり） 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   失礼をいたしました。 

   集会所等における消火器の設置でありますが、これについても、検討ではなくてこれは考

慮をしていきたいというふうに思います。以前消火器の配付についてということで、消防団
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を中心に充塡作業ということでやった経過もありますので、それから高齢者対策ということ

での充塡、消火器の中身の詰めかえという事案もありましたので、あわせて考えていきたい

というふうに思います。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   柳津町の中といっても、広域消防柳津出張所から琵琶首やあるいは高森地区、ここまで行

って放水をするということになれば、恐らく１時間近くかかってくると思います。地域での

消火活動がなければ、どんな家でも全焼してしまうでしょう。広域消防の柳津出張所から離

れれば離れるほど過疎が進み、あるいは高齢化率も高い傾向にあるわけでございます。こう

いったことにしっかり目を向けて取り組んでいただきたい。猶予できない状況にあるという

ことを申し上げまして、次の質問に移りたいと思います。 

   ②といたしまして、最近の異常気象による大規模災害では、各地に多くの犠牲者を出して

おります。そのうち高齢者が占める割合が７割以上にのぼるというようなデータもあるよう

でございます。しかし、地域に合った防災計画、あるいは災害対応マニュアルを整備するこ

とによって避難支援体制を整えていた自治体では、被害を最小限に食いとめることができた

というような事例も数多く報告されております。 

   今回は、特に避難をするために支援を必要とする災害時要支援者の支援のあり方について

ということで質問をしたいと思います。最初の答弁で、柳津町地域防災計画の改定のポイン

トとしたということでございましたが、防災計画の中で災害時要支援者について具体的な基

本方針が定められているのかどうか。定められていれば、その内容を具体的に教えていただ

きたいと思います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   今回の地域防災計画の改定に当たりまして、今議員ご指摘の要援護者の方々に対しての避

難対策は大変重要になってまいりますので、そこは取り組みをさせていただいております。 

   基本的な考えとしては、災害時においてはとにかく迅速に安全な場所へ避難させるという

ことが人命を守る第一義であります。その上で、高齢者、それから乳幼児、傷病者、障害を

持っている方、要援護者になってまいりますが、そこに加えて外国から来て住まわれている
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方、これは要配慮者ということで定義をさせてもらっています。その方々に配慮をした避難

体制の確立を図るということで、地域防災計画の中に書かせていただいております。 

   その中身につきましては、要支援者の情報を把握すると。町が情報を把握して、避難行動

の要支援者の名簿を作成していくということまで書き込みをしております。その内容につき

ましては、ただ単に名簿をつくるものではなくて、現実に即した名簿をつくっていくという

ことで、一旦災害が出た場合に、要避難者の方がどこにいてどういう状況の方なのかという

ことで確認をとれる状況にしておくということで、避難行動要支援者に対する救済組織に関

する事項ということで、地域防災計画の中に書かせていただいております。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   今後ますます高齢化が進んで、自分で思うように避難ができないという人がふえて、周り

には避難を支援してくれる人、あるいは支援できる人がどんどん減っていってしまうという

状況でございます。ましてや災害発生直後というのは、みんなが被災者になるわけでござい

ます。誰がいかに効率よく安全に要支援者の避難を支援できるのか。町や地域で知恵を絞っ

ていかなければいけないということでございますけれども、高齢者に対する災害支援の災害

時支援マニュアルというのは、ある程度県のほうでもつくっていくんだと思いますけれども、

今、総務課長が言われた要支援者がどこに住んでおられるのか、誰がどんな支援をすれば安

全に避難ができるのかという、こういった細かなことについては、これはやはり地域や町で

調査をして、そして名簿をつくったり、そういった二重、三重の支援の方法というものを決

めていかなければいけないと思うわけです。ですから、今の答弁のとおり、地域防災計画の

中できめ細かにそれを決めていっていただきたいと、そんなふうにお願いをしておきます。 

   防災対策や災害対応の考え方には、答弁にもありましたが自助、共助、公助とよく言われ

ます。自助というのは、自分で、あるいは家族がみずからを守ること、共助とは近隣がお互

いを助け合って地域を守っていくということ、公助は警察、町、消防、これらの活動と言わ

れております。高齢化や過疎化が進むことによってどうなっていくのか考えると、やはり自

助、共助のできる割合というのはどんどん減っていくんだろうと。そして、公助の部分がふ

えていくことになるわけでございますけれども、公助にはやっぱり限界があると思います。

ましてや、大規模あるいは広域的な災害では到底対応できるものではないということでござ

います。ですから、地域防災計画で要援護者の避難支援の取り組みの方針については、しっ



 

４８ 

かり示していただく必要があり、そのように強く要望しておきたいと思います。 

   この項目の最後の質問になりますけれども、地域防災計画の内容に関する情報というのが、

我々議会に対しても少ない状況でありました。そして、策定自体が少しおくれているのでは

ないかというふうな危惧もあるわけでございますが、去年12月の定例会で一般質問、１番田

﨑議員の答弁に対して、年度内に防災マップ、そして各戸配布可能な防災マニュアルを整備

するとありますが、地域防災計画もあわせて年度内の策定が間に合うのかどうか、お伺いを

したいと思います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   ただいまのご質問ですが、間違いなく昨年お答えをしております。それで、先ほど町長が

お答えしましたように、最終段階に入っているという状況であります。近いうちに最終の防

災会議を開催いたしまして、そこで最終承認を得て年度内に改定を全て終了する予定であり

ます。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   それでは、次の質問に移ります。 

   林業の振興についてということでございますが、私は子供のころ、よく山に連れていかれ

て手伝いをさせられました。スギの苗を植えたり、ときには下草の刈り払い、下枝をおろし

たり、雪が消えれば倒れた木を起こしに行きました。親や先祖がこうして子供のために、孫

のためにということで労力を惜しまずに育ててきた木が、年輪を重ねてようやく木材として

価値が出てきたというのに、その苦労が全く報われない現状にあるわけでございます。当然

のことながら、森林に対する町民の皆さんの関心は薄れて、そして森林の荒廃が始まってい

るわけです。これが意味するところというのは非常に大きく、本来森林の持つ保水力が低下

することによって土砂災害が発生をします。環境の保全や生態系の保全にも悪影響を与える

ことになる。また、林業が衰退したことによって地域の過疎化、高齢化を加速させてしまっ

たことも事実でございます。ただ木材の価格が低迷してしまったからといって、仕方がない

で済まされることではないと思いますが、町長、このことについてどのようにお考えですか。 

○議長 
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   町長。 

○町長 

   10番議員にお答えします。 

   １つは、今日までの林業の１つの形として、これだけ条件の悪い中で、確かに労力のあっ

たときには皆さん植えたと思います。やはりここ10年、20年、この低迷が続いたときに、な

ぜ路網整備だけできなかったのかという、これが悔しいですね。やはり路網さえしっかりし

ていれば、材は必ず日の目を見るわけでありますので、今それをあわせながらやっている事

業が柳津町の森林再生事業であります。路網が整備されて継続的にこれをやっていたならば、

かなりの材の動きはあったかと、そんな認識をしているところであります。 

   そして、私もこの前５町村の皆さんの中で提案させていただいたのは、農業の今新規就労

者に対して150万円の国の支援がございます。これを林業の中に当てはめられないかと。こ

れによって、農業と同じように今後継者が不足しているわけでありますので、これの専業者

にこういった制度を設けて後継者を育ててもらう、そういう制度を今度は林業の部分にでき

ないかということを提案いたしました。それとあわせて、柳津町が独自で新規の就労者に対

しての支援をしたように、町としても同じような支援をしていけば、必ずそういった後継者

が生まれるのではないか、そうしていかなければならないと私は思っておりますので、これ

らについて県のほうにも、国のほうでも、この前林野庁に行ってきましたけれども、ぜひ森

林関係にはかなり積極的にやりたいという思いを聞かされてきましたので、これは町として

も提案をしながらそういった実現に向けて動きたいと、そのように思っております。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   先ほど来、お話に出ておりますふくしま森林再生事業について少しお伺いをしたいと思い

ますが、町では平成25年度、そして26年度と約１億5,000万円ずつぐらいの予算をつけてふ

くしま森林再生事業を行っております。そもそもこの事業の目的というのは何だったのかと

いうことになりますが、これは山林の除染にあったはずです。民有地の間伐事業を除染加速

の柱としていこうと。原発事故に伴う除染費用の全額を国で負担する、いわゆる汚染状況重

点調査地域、これに柳津町が名乗りを上げたわけでございます。しかし、柳津町の場合、そ

れほど放射線量が高くないと。除染しなくても国で定める基準を超えないと町は判断をして

おります。この事業は、ざっと５年で10億円、職員２名、臨時職員１名を張りつけていると。
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大変費用をかけているわけでございますけれども、除染が目的でないとすれば、どのような

効果を狙ったと我々は判断をしていけばいいのか、お伺いしたいと思います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   ふくしま森林再生事業でございます。これは、当初はやはり除染ということで放射能を測

定するということでございました。それから、平成25年から柳津町で事業をしております森

林の中に入りまして放射能の測定及びその調査ということでやっております。柳津町として

は、会津地域につきましては放射能については低いわけでございます。 

   柳津町としては、山を整備して、今クマとかニホンカモシカとかいろいろおりますが、山

を間伐することによって整備して、その整備することによって山を活性化し、先ほど言った

のは水源涵養保安林とかですね。山を整備することによって、今クマとかイノシシとかおり

ますが、そういうものも整備することによって山がきれいになって、なおかつ田んぼ、畑に

つきましても遊休農地がないような形で進めていきたいと思っております。 

   この機会におきまして、間伐材として山を整備し、その間伐材を有効利用してもらうため

に、チップ、または用材になるものについては業者さんに買ってもらうような形で、住民の

皆さん、森林を所有している皆さんに還元したいと考えております。 

   以上です。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   今、課長が答えられたとおりだと思いますが、この事業では立木の所有者、納税義務者か

ら特定をして、そして現地で立ち会いをする。そして業者による搬出道路を開設したり、あ

るいは伐採、搬出、最後に伐採した木材を市場で売りさばいて、そして代金を木の所有者に

分配をするというのが、この一連の事業の流れと言えると思います。ここで、事業の恩恵を

受けるのが誰なのかということになると、その事業に直接携わる業者の皆さんと立木の代金

の支払いを受ける木の所有者に過ぎないと言えると思います。これは、事業としては一過性

のものだと言えます。事業が終われば何も残らない。柳津町の林業の振興につなげるために

は、この後どうするのかを考えなければだめだと思いますが、この点について同意をいただ

けるかどうかお伺いしたいと思います。 
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○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今、森林を伐採してそれに伴って業者さんとか道路の業者さんと木の所有者さんというこ

とでございましたが、柳津町に森林等に関係する町民の皆さんもいらっしゃいます。そうい

う方をやはり、先ほど町長が言ったように、後継者といいますか、木に対して思いをつなげ

ていけるような人を、やはり柳津町としても将来的には育成していかなければいけないかと

思っております。 

   それにつきまして、町の振興としましては、農林業の振興として山の整備のみならず、都

会からもそうなんですけれども、町民の皆さんに山に行ってもらうような、親しみを持って

もらうような山づくり等につなげていきたいと思っております。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   費用対効果、よく町長は最小の費用で最大の効果を上げることの大切さを説かれます。事

業費約10億円、この後５年の計画ですが、恐らく10年ぐらいはかかるでしょう。この間、職

員２名、臨時職員１名の給与以上の効果を町は考えていかなければいけないということにな

るわけでございます。つまりは、このふくしま森林再生事業をきっかけに柳津町の林業の振

興を真剣に考えていくということにほかならないわけでございます。 

   具体的には、重くてかさばる木材、これを扱う林業は地産地消が有利な産業だとよく言わ

れるわけでございます。付加価値がつけられれば用材として売るのもいいと思います。しか

し、最近加工してペレットにしたり、ＣＬＴや木質バイオマスの再生可能エネルギーの取り

組みなど、注目されているものはたくさんあるわけでございます。特に、未利用の木材の小

規模のバイオマス発電の売電価格、これは来年度から非常に高くなるという情報も流れてき

ております。ふくしま森林再生事業と抱き合わせをして柳津町の林業の振興策を考えないと

いうのは、実にもったいない話でございます。もし、ふくしま森林再生事業を起爆剤としな

くとも林業の振興が図られるというのであれば、ほかに柳津の林業の振興に効く特効薬をぜ

ひ示していただきたいと。今までこの件に関しては何度もお伺いしております。もう検討し

ていくというような答弁は要りません。やるのか、やらないのか。やるのであれば何をやる

のかということをお伺いしたいと思います。 
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○議長 

   町長。 

○町長 

   この問題は、この事業そのもの全てが地域に落ちる事業であります。10億円が入れば10億

円がこの町で循環をする、そういう事業であります。それらについては、施業者も生産者も、

そしてまたこれから後の森林を利活用するためにも、路網ができたり、ストックヤードをつ

くることも可能だということで、ある程度のスパンを設けながら林業というものを再生させ

ていくと。 

   残念ながら、10番議員もわかってのとおり、伐採すれば再生はなかなか難しいと。それは

なぜかと。高齢化しています。切ってはみても、植える人はいないというのが現状でありま

す。これらをどのような形にしていくのかと。今、大規模な伐採をした後には、広葉樹を植

えております。そういったものが最終的にはどうなるのかというと、景観づくりをしている

わけですね。私は、柳津の森林再生はそうしなくて、どうしても再生に持っていきたいと思

っております。そういった意味では、今まで例えば一反歩に200本植えていたものを100本で

何とかその再生ができないか。今、工程表はできておりました。そういった今やっている事

業の中で、ようやく目に見える可視化した中での工程をつくりながら、その林業事業を推進

しておりますので、それに沿いながら結果を出していきたいと、そのように思っております。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   林業の再生、あるいは振興を図っていくということについては、やはり時間的にも早けれ

ば早いほうがいいし、早くしないと間に合わないというところまで来ていると思います。柳

津の山というのは、宝の山であります。もう一度、柳津の林業を基幹産業にしていかなけれ

ばいけないという思いで私はいっぱいであります。どうか腰を早く上げていただきますよう

に要望いたしまして、私の質問を終わります。 

   以上です。 

○議長 

   それでは、先ほど10番議員の質問の中で、消防の人数関係について総務課長のほうから説

明を申し上げます。 

   総務課長。 
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○総務課長 

   先ほどの町内・町外の割合でありますが、町内が60％、町外が40％という割合になってお

ります。 

○議長 

   これをもって、小林 功君の質問を終わります。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   ここで、暫時休議といたします。 

   再開は２時５分といたします。（午後１時５６分） 

○議長 

   議事を再開いたします。（午後２時０５分） 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   次に田﨑為浩君の登壇を許します。 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番（登壇） 

   それでは、５点質問させていただきます。 

   １、水素エネルギーによる地域振興策について。 

   昨年12月にトヨタ自動車が発売した水素自動車ＭＩＲＡＩ（みらい）ですが、市販車とし

ては世界初であり、当面は年間700台しか生産しないとのことですが、技術の核である燃料

関連特許の約5,680件を他社に無料提供するということで話題になりました。これは、同年

６月に安倍晋三政権が新成長戦略の中で水素社会の構築を声高に訴えたことに呼応したもの

です。 

   しかしながら、この水素エネルギーの用途は、自動車の燃料だけではなく、燃料電池とし

て温暖化対策にも期待されており、中でもこの水素が木質バイオマスからも取り出せるとい

うことで、豊富な森林資源を持つ柳津町にとっても、その取り組みいかんによっては人口減

少対策や雇用の創出にも寄与するものと思います。 

   そこで、この事業に取り組んでいる先進自治体やパナソニック、トヨタなどの先進研究機

関から情報を収集し、その可能性を探るべきと考えますが、見解を伺います。 

   ２、博士山国有林「郷土の森」設定以降の取り組みと現状課題について。 
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   この指定は、平成３年１月21日に前橋営林署と柳津町とで締結されたものです。この背景

には、平成元年９月に坂下営林署より博士山第五次伐採施業計画に対しての反対運動とあわ

せ、平成２年の博士山大規模リゾート開発計画に対して同じく反対運動が展開され、結果、

多くの関係者の尽力により、ともに中止になったことが要因となり指定されたものです。 

   その趣旨は、「郷土の森は、地域における象徴としての意義を有する等により、森林の現

状維持について地元市町村の強い要望がある森林を保護し、あわせて地域の振興に資するこ

とを目的とします」とうたわれております。そして、その取り扱いについては、「郷土の森

は、自然の推移に委ねる管理または現状維持に必要な森林施業を基本として、営林局長と地

元市町村長とが協議して定めた計画に基づき実施することになります」となっております。 

   そこで、町はこの趣旨と方針について、この20年間どのような対応をしてきたのかお伺い

いたします。 

   ３、米価下落及び減反政策廃止後の農業振興について。 

   昨今、基幹的農業従事者の減少と高齢化は言うまでもありませんが、26年度産の米価が大

幅に下落したことのみならず、そこに追い打ちをかけるように2018年度に減反政策の廃止が

決定いたしました。町では、後継者対策として新規就農者給付事業などさまざまな農業振興

策を講じてきておりますが、我が町の農業に対し希望や展望が全く見出せない状況になって

いると推察、危惧をしております。この現状をどう打開していくのか、お考えをお伺いいた

します。 

   町職員の採用について。 

   人材イコール人の財産であり、出身地を問わず優秀な人材を採用することは企業も自治体

も不可欠であることは言うまでもありません。しかしながら、人口減少や少子高齢化が顕著

である柳津町にとって、採用が定住につながることも重要な施策と言えるのではないでしょ

うか。もちろん、地元から応募がなければいたし方ありませんが、できれば定住につながる

採用になることに異論はないはずです。そこで、今までの採用方法を見直し、極力定住につ

ながる採用方法を検討すべきと考えますが、見解を伺います。 

   ５、街中活性化について。 

   ここ数年の中小企業庁の商店街まちづくり事業、いわゆるまちづくり補助金ですが、当該

地域の行政機関等の指導のもと、その要請に基づく地域住民の安心・安全な生活環境の維持

のための施設・設備等の整備を支援する目的で、全国各地において採択され活用されていま

す。これは、高齢化社会が進展する中、安心・安全に配慮した身近で快適な商店街づくりを
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目指していくということが目的の補助金です。そこで、今こそこのような補助金を活用して、

町内商店街の活性化のために活用すべきと考えますが、見解を伺います。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   それでは、７番、田﨑議員にお答えをいたします。 

   まず、１点目でありますが、水素エネルギーによる地域振興策であります。トヨタ自動車

が愛知県の工場で昨年12月に発売した燃料電池車ＭＩＲＡＩの組み立てラインを公開したと

２月24日の報道がありました。また、２月12日、第189回国会における安倍内閣総理大臣の

施政方針の演説の中で、「全国に水素ステーションを整備し、燃料電池自動車の普及を加速

させます」と発言されたところであります。 

   県内の動向としましては、独立行政法人産業技術総合研究所が、平成26年４月福島再生可

能エネルギー研究所を郡山市に開設、水素等のエネルギーの貯蔵や他の再生可能エネルギー

から水素へのエネルギー交換等の研究をされております。 

   県外の動向としましては、岩手県の宮古市において、震災からの復興モデル事業として官

民が一体となって木質バイオマスから電気、熱、燃料、これは水素エネルギーでありますが、

取り出し供給するプラントの建設が構想されております。 

   町としましては、議員ご質問のように、豊富な森林資源を活用した雇用の創出、林業・林

産業の健全な発展及び産業の振興のために、今後とも再生可能エネルギーの一つである木質

バイオマスの利用方法について、先駆自治体等の情報を収集して、それらに対処してまいり

たいと思っております。 

   ２つ目でありますが、博士山国有林「郷土の森」設定以降の取り組みと現状課題について

であります。 

   博士山の山頂周辺の森林は、ブナ、ミズナラを中心とした天然広葉樹林であり、町内に残

されている数少ない森林であるため、それを保護するために町は平成３年に前橋営林局と博

士山郷土の森保存協定書を締結しております。その保護、管理、利用計画書における設定目

的は、貴重な森林の保護とともに、自然探勝や森林浴など霊峰博士山を利用する中で、地域

振興にも寄与するよう積極的な活用を図るということであります。保護計画は、定期的な巡

視と啓蒙活動とともに、森林整備計画は、原則として自然の推移に委ねることとして、特に
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林部分は整備のための伐採は計画しないとしております。利用計画は、森林の学習利用及び

森林レクリエーションとしているところであるわけであります。 

   博士山郷土の森設定以降、平成４年から柳津町地域活性化事業補助金を活用して、柳津博

士山麓地域活性化推進協議会主催による柳津博士高原新そば祭が開催され、駐車場の整備や

イワナ釣りのための河川整備、見晴らし台等の整備が行われ、大成沢・琵琶首・芋小屋地区

が一体となって地域の活性化が図られてきた事業があったわけであります。 

   現在は、駐車場の整備等により、以前は登山口から約４キロ離れた大成沢公民館で山開き

をしていたんですが、今は登山口に直結したことによって道路が開設してあります。毎年来

町する人が約400名と増加して、さらにマイカーにより一般の登山者も増加傾向にあるとい

うことであります。 

   その周辺でありますが、博士山周辺は福島県自然環境保全地域特別地区に指定されており

ます。自然保護指導員による巡視活動を行っているところであります。近年は地元小中学生

を対象にした森林学習の場として活用をさせていただいているところであります。これが現

在であります。 

   ３つ目の米価下落及び減反政策廃止後の農業振興であります。 

   国の農業政策が大きく見直され、米政策は平成30年度から米の直接支払交付金が廃止とな

ります。生産数量目標の配分を終了するとされております。また、畑作物の直接支払交付金

についても、平成27年産から認定農業者や集落営農、認定新規就農者を対象に限られるよう

になるなど、転換期を迎えているところであります。 

   そこで、次年度事業では、米価の下落対策としてこれまで実施している町独自の生産調整

推進事業補助金を継続して実施していきたいと。これとともに、新たに水稲の種もみ購入補

助と備蓄米に対する加算金を計画しているところであります。そして、新規就農者対策とし

ては、国の青年就農給付金にあわせて、町としてこの新規就農者を育成するためにも、そし

てまた新たに農業につきたいという後継者のためにも、町独自で年間120万円の上乗せを給

付して実施することによって、後継者の新たな確保と担い手の出現につながるような取り組

みをしていきたいという今回の予算を組ませていただきました。 

   現在、町と会津みどり農協が連携して新たな農業振興策を検討して実施しているところで

ありますが、これからの米の依存を考えていく中で、やはり園芸の作物が主になっていくの

であろうということで、パイプハウスのリース事業の計画をしているところであります。そ

して、柳津町は、先ほどのお話にもあったとおり、その土地でないとできない作物があるわ
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けでありますが、それらを絞ってやはり振興作物として徹底的に持続性を持ってやっていけ

るような体制をとるというのが大事であろうと思っております。 

   なお、平成25年度に全地域の農業者と話し合いのもと策定した、地域農業マスタープラン、

人・農地プランの中で、認定農業者等を今後の地域の中心となる経営体として位置づけ、将

来の農地利用のあり方について、担い手である経営体に集積・集約化するとしているところ

であります。出し手に対して集積協力金等の支援がある農地中間管理機構を有効活用して、

将来的に担い手に農地を集積することで合理化を図り、また強い農業づくりを進めていきた

い、そのように考えているところであります。 

   ４つ目の町職員の採用についてでありますが、職員の採用に当たっては、優秀な人材確保

のために、広報やないづの掲載や各高等学校等への依頼などによって幅広く受験者を募るよ

うに、多くの皆さんが受験できるような周知を行っているところであります。また、公務の

平等公開と受験資格に基づいた競争試験により、不特定多数の中から適格者を選抜する方法

で実施をしているところであります。地元から受験いただき、採用後には地元の利を生かし

て柳津町のために力を発揮していただければと考えはしているところであります。 

   議員ご質問の採用が定住につながることについてでありますが、採用試験においては、一

般枠及び地域枠によって実施している自治体もあるということから、これはやはり先を見据

えてやっていくべきであろうと、そのように思っています。 

   ５つ目であります。街中活性化については、国の商店街まちづくり事業に関して、まちづ

くり補助金の活用等において調査しましたが、この補助事業は１年以上の事業活動を行って

いる組織で、かつ事業に伴う管理・運営等ができる団体である正式な商店街組織でないと該

当になりませんということでありますが、再質問の中で、今、国から取り寄せている小規模

商店街の活性化のための事業展開が始まりましたので、それは紹介したい、そのように思い

ます。 

   以上です。 

○議長 

   これより再質問を許します。 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   それでは、１つずつ再質問させていただきますが、私のこの質問の一番の趣旨は、今さら

言うまでもありませんが、町長の施政方針の中にも最後に重点事項として人口減少、定住対
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策ということがありましたが、まさにそのとおりであります。特に、この柳津町というのは、

とにかく人口が減少してこれから先本当に大変なときが来てしまうということで、いかに雇

用の場をつくるかということでこの質問をさせていただきました。 

   問題は、どうやってその雇用をつくっていくかということになろうかと思いますけれども、

今まで例えば企業誘致、いろいろしてまいりましたけれども、なかなか現実的にはうまくい

かないと。たとえ企業誘致をしたとしても、例えば富士通の例もありますように、会社の業

績が悪くなれば撤退をしていってしまうと。そういうことであれば、やはり地元にある資産、

あるいは強みを生かして雇用の場をつくるしかないのではないかと考えた次第であります。 

   そこで、では我が柳津町の強みは何だといったときに、まず一つは再生可能エネルギーの

柳津町の自給率です。これは2012年の資料でありますけれども、日本全国で柳津町は第４位、

891％。ちなみに第１位は長野県の平谷村の1,067％、２位が同じく長野県の大鹿村の

1,001％、３位が、これは別府温泉のあるところですが、大分の九重町です。これが938％。

ということは、柳津町はトップの平谷村とは170％の差があるわけですが、この平谷村とい

うのは、どちらかというと小水力発電が中心ですから、なかなかこれから伸びしろというの

は難しい。ところが、柳津町は前年から約90％の伸び率をしているわけです。これはやはり

太陽光をどんどん入れていることが要因だと思いますけれども、そうなれば柳津町が再生可

能エネルギーの自給率が、100番、200番だったら私はこんな提案をしませんけれども、今４

番だと。ということは、もうトップの背中が見えている。であるならば、柳津町はとにかく

日本一の再生可能エネルギーの自給率を目指そうと。まずそういう町の方針を決めて、町の

政策の中で、あるいは町民の協力を得ながら、これを推進することが最終的に雇用の創出に

つながるのではないのかということで、このことを提案したわけでありますけれども、その

背景には、まずは今福島県というのは2040年までに100％再生可能エネルギーで福島県の電

力を賄おうと県は発表しております。また、この間小泉政務官が会津若松に来たときに、Ｃ

ＬＴを使って集成材で、今日本の国産材の利用率が29％ですけれども、2030年までにこの国

産材の利用率を50％まで上げようと。ということは、森林資源がある程度動くことが予測さ

れるわけです。東京オリンピックでこれからつくる建物、施設、全てなるべく木造で建てよ

うと。あわせて、選手たちの移動は全て水素自動車、100台の水素バスを利用して、もう水

素だけで大会を運営しようと。そういう環境の中ですから、これに乗らない手はないなと。

それで、柳津の地域おこしにつながれば、こんなにいいことはないなということで提案させ

ていただいたんですが、町長、この考えをどう思われますか。 
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○議長 

   町長。 

○町長 

   この提案には私も賛成であります。そういった中で、やはり単町ではなかなか難しいであ

ろうと。やはりそういった発想をしながら、隣接したこの奥会津の只見川沿線、これらをま

とめてこの事業に取り組むならば、私はかなり大きなメリットがあるであろうと。確かに１

町では、逆にリスクを背負ってしまうということであります。それらについては、今のご提

案をもらったものに対しては、私も小泉政務官ともお話をしたんですが、これからとにかく

林業を生かそうと。日本は全て80％林業が占めているんだから、それらについて生かさない

手はないということで、かなり大きなウエートを占めると思っております。実際、先生もい

ろんな形でいろんなものに首を突っ込んでいますので、ぜひこっちに森林の再生を、そして

こういうものに生かせる方法としてあの若き政治家をぜひとも動かしたいなと、そんなふう

に思っております。 

   そして、議員がおただしのバイオ関係の宮古市の結果が出ています。大変厳しいです。で

すから、この市でさえもこうですから、やっぱり我々は、単町ではなくて組織として動いて、

奥会津のブランドとしてこれをやろうというような声がけをしながらこれを１つの形として

事業化していく、こういう必要性を私は感じていますので、積極的にこれらについては提案

をしていきたい、そのように思っています。 

○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   それでは、私なりに試算をした結果、それが夢物語、大風呂敷を広げたばかりではやむを

得ませんので、私なりに根拠を示すためにいろいろ資料を集めてまいりましたけれども、今

柳津町の個人あるいは事業所で東北電力に幾らお金を払っているか。まず、個人で年間804

万8,000キロワット、一般世帯数が月280キロワットで、掛ける12カ月で１世帯当たり９万

4,000円。これを1,330世帯で掛けると１億2,552万円。そこに合わせて、事業所ですと民間

は契約の仕方でも違いますけれども、民間の80％の金額で言いますと、電力系で1,611万

7,000キロ／アワーということは、金額換算して２億80万円。 

   合わせて、柳津町の町民は東北電力に３億2,632万円、平均的に支払っているわけですけ

れども、ではこれがどれだけ大変なのかということを逆にシミュレーションしてみますと、
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例えば芋小屋の手前にある東北電力の水力発電所、あそこは445キロワット／アワーです。

それで、前回も私は地熱の二次利用のことで質問しましたけれども、今170度の温水が１時

間に130トンずつ排出されていますが、それをバイナリー発電で発電しますと300キロワット

／アワーになるわけです。ということは、あの芋小屋の発電所だけで三島町の電力全部間に

合っていまして、三島町では宮下発電所の電気は１ワットも使っていないわけですね。だか

ら、445キロで三島町が間に合ってしまえば、恐らく600ぐらいで柳津町の電気は全て賄える

というシミュレーションができあがっているわけです。 

   そこで、例えばこの水素発電所のプラントですけれども、宮古市はうまくいかなかったと

いうことですが、これは宮城県の大河原町、これは伊勢という町長が１年かけてシミュレー

ションして、今現実に行っているのは木質バイオマスの発電所で、燃料電池あわせてガスの

エンジンで2,628万キロ、そして家庭用燃料電池で100世帯当たり61万キロ、そして太陽光発

電で500万キロ、小水力で10万キロ、これを合わせて大河原町の3,162万キロワットを全てこ

れでもう賄えるシミュレーションができあがっております。ですから、こういう成功事例も

あるわけですからしっかりと、１カ所の失敗事例だけでなく実際に稼働しているところがあ

るわけですから、そこで今のところとんとんですけれども、この町長は今度もう１基、その

水素タワーをつくろうとしています。そうすると、それはまるっきり売電できますから外貨

を稼ぐようになるわけですね。そこまでエネルギーを通して地域づくりをしているわけです

から、これだけアドバンテージがある柳津町ですから、やっぱりこういうことに取り組まな

い手はないなということで提案させていただいたので、これは町長のいろいろなお考えもあ

るでしょうけれども、やっぱりやる価値が私はあるなというふうに思っています。 

   今、電力の自由化、あるいは発送電分離もあと５年後には決定、きのうも閣議決定いたし

ましたから、個人、各自、各企業が今電力をつくることに注目をしておりますし、既に会津

若松では会津電力さんがいろんなところで太陽光をつくっていますし、大和川酒造の社長さ

んがこの間は飯館電力を副社長として入って立ち上げました。今、この大和川酒造の佐藤社

長は、三島と只見にそれぞれ三島電力、只見電力をつくろうとしています。そういう流れの

中で、柳津町もぜひ、私の力が役に立てばぜひ応援したいとも言っていただいていますので、

その辺はいろいろと情報を収集しながら進めていただきたいと思います。 

   時間も進んでおりますので、次に入ります。 

   次は、郷土の森です。今いろいろ答弁ありましたけれども、町長は恐らくご存じだと思い

ますけれども、この協定書が柳津町に結ばれたときに、あわせて只見町も一緒に同じ200ヘ
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クタール、この郷土の森を認定されております。只見町も最初はその価値観というか、それ

を生かすことを全く考えていませんでしたけれども、平成の大合併で地理的な問題もあって

どことも合併ができないということで、只見町独自が生き残るために何をしたらいいかとい

ったときに、時のリーダーが、やはりこのブナ林を生かして生きていくしかないということ

で、第５次振興計画にこれを盛り込みました。この振興計画の理念は「雪と暮らすまち ブ

ナと生きるまち 奥会津只見の挑戦 真の価値観の創造」ということでスタートして、翌年

には全国ブナサミット、そして翌年には自然首都宣言只見町ということで、それから戦略的

にあのユネスコのエコパークを取得したわけです。 

   ということは、本来であれば、実はあの認定は柳津町が優先というか、まず柳津町が対象

だったんですよ。柳津町が対象になって認定をしますけれども、よくよく営林署で調べたら

あの朝日岳も似たような環境でしょうということで、一緒に同じ200ヘクタールが同じく認

定されたわけですが、片や只見町はそれをしっかり生かして人材育成と地域振興に生かして

いる。残念ながら、柳津町は博士山そば祭り、いいでしょう。しかし、もしかして早くそう

いう発想についていれば、柳津町がこのユネスコのエコパークに認定されているかもしれま

せん。そうしたら相当また違っていたのかなというふうに私は思って、残念でならなくてこ

の質問をさせていただきました。 

   終わってしまったことはやむを得ませんけれども、30年ですからもう間もなく、あと五、

六年でこれは契約が切れますけれども、恐らく更新するでしょう。これから、10年後、20年

後の柳津町を考えたときに、せっかく先人たちが伐採を、テープまで巻かれてあした切ろう

というところで時の春日町長と議員の方々が命を張って阻止した山です。その後は、会津中

の有識者を巻き込んでこのリゾート開発をとめた、それだけの価値のある山林資源でありま

すから、何とか地域振興につながるような政策をこれからも考えていただいて、できれば首

都圏の子供たちを巻き込んで地域の西山地区の振興になるような、そんな政策をぜひ議会と

一緒にやっていただきたいと思いますけれども、町長、いかがでしょうか。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   田﨑議員にお答えをいたします。 

   まさに今自然を愛する皆さんがふえております。特に、山ガールの皆さんが山に入って探

索をしながら楽しむということが随分と多くなっています。我々博士山の登山の場合にも、
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かなり女性の皆さんが多いというのを感じます。 

   そういった中で、今議員のおただしのとおりでありますが、まさにこの柳津町でも博士山

麓でのそば祭り、これは大変盛況であったと私は思っています。地域の何もない、農家も少

なかったところにあのような組織をつくって、皆さんがその知恵を、地域を利用して利活用

して、あれだけの人をそば祭りとしてできたというのは大変有効な方法であったと。継続で

きなかったのが大変残念でありますが、これらについても若い人たちの減少がやっぱり原因

であったのだろうと、そのように思っています。 

   とにかく、今現在ある博士山のブナ林、これは貴重なものであります。小学生、中学生の

皆さんには、森林浴を楽しんでもらってあそこで体験をしているわけですが、それら小さな

運びから始めて、大きなものになっていきますので、それらについてはしっかりと保護をし

ながら、そしてまた皆さんに発信をしていくという展開をしてまいりたいと、そのように思

っています。 

○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   ぜひよろしくお願いいたします。 

   次の質問に入ります。 

   米価下落及び減反政策廃止後の農業振興についてでありますけれども、答弁にもありまし

たけれども、柳津町というのは、やっぱり農業の基幹作物は基本的にはお米だと思っており

ます。現在、改良区のベースで300ヘクタールありますけれども、残念ながらお米だけでは

何か食べていけないということで、県も国も複合経営を進めているわけであります。そのた

めにも、認定農家あるいは集落営農を通しながら、集約化は図っているのはわかります。

徐々に進んでいるのも承知をしております。 

   ただ、もう受ける側が限界に来ているのも確かなんですね、残念ながら。と申しますのは、

会津盆地であれば、幾ら反別が広がったとしても問題は畦畔の草刈りなんですね。ですから、

田植え、稲刈りはできるけれども、草刈りができないんだ、だからこれ以上はもう扱いよう

がないんだと、そういう認定農家の方がかなりいらっしゃいます。そこに複合経営ですから、

農繁期のとにかく田植えのときに、植栽も重なるでしょうし、そういうことがあるのでもう

限界に来ているという今現状なんですね。そういうときに、ただやはりある程度、全部は受

け入れなくても、では田植えだけやってあげる、稲刈りだけやってあげるよと、そういうこ
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とをある程度進むでしょうけれども、やはりどこかで限界が来る。そうしたときに、米価も

下落しているわけですし高齢化もしているわけですから、やはり低コストあるいは低労力、

そういった稲作を目指して、安くいいものをつくってなるべく高く売ってあげる、そういう

仕組みをやっぱり政策としてつくるべきではないのかなと私は思うわけです。 

   そのときに、今大変注目されているのが、鉄コーティング直播の田植えです。今、全国で

倍々でその作付農家がふえてきておりますけれども、柳津でも何人か今実験的にやっており

ますけれども、雑草の問題、倒木の問題、確かにまだまだ課題はあります。しかし、美里町

の八木沢地区というのはもう直播が確立されて、もうそこそこ普通の田植えと違わないぐら

い収穫も上がるようになってきていますから、ノウハウが積み重なっているわけです。そう

いうことを鑑みると、柳津町も個人の農家、認定農家、集落営農任せではなくて、例えばメ

ーカー、例えば普及場、そういうところとタイアップしながら低コスト、省労力で農業の田

植えができると。その田植えのピーク、労働のピークを分散させるということによって、ま

だもう少しは請け負ってもらえる余地がそこで生まれるんだろうと。これのいいところは、

田植えですと恐らくゴールデンウィークのころやります。100％直播というのはなかなかリ

スクも伴いますから半分を直播、その後は普通に田植えをします。そうすると、同じ例えば

コシヒカリであっても、稲刈り時期が半月ぐらいずれるわけですね。そうすると、秋の稲刈

りもまた作業の分散化になって適期に刈り取りもできるわけですから、大変これからの柳津

町にとっては大事なことなのかなと思います。 

   ただ、問題は、野老沢地区の方にも話しましたけれども、やっぱりある程度水がきちんと、

ざるの田では雑草の対策ができませんから、場所によってもいろいろ条件の整っているとこ

ろと整っていないところがありますけれども、やはりこれから低コスト農業、普通の農業よ

りも約60％コストが安いです。そこにもちろん播種をして育苗して運ぶ手間がなくなります

から、これはやっぱり作業効率もよくなりますし、やはりこういうことをしていって柳津町

の後継者をつくっていくというのは大事なことだと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   ７番議員もおわかりのように、八木沢地区は基盤整備のときに全員が賛同してあのような

大転換をいたしました。そしてまた、ちょうど生産調整の中で利活用を図って集団化した地

区でありますので、今成功事例の生産組合として名高い、また表彰を受けたところでもあり
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ます。そういったことは、ある程度標高の高さもあると私は見ております。それらについて

は、直播を柳津も随分と経験をしたんですが、なかなか思うような収量につながらなかった

ということであります。それらについては、やはり私は団地化して皆さんの総意をもってや

らないと、なかなかまとまってこないと思っております。 

   私はそれ以前に生産者の皆さんに、やはりこれから経営もしなければならないというのは、

機械を買わないということですね。やっぱりどうしても農家の皆さんはひとり社長ですから、

機械を買ってしまって自分の経営を大事にしてしまうと。共同化が進んでいかないというの

が柳津町の特徴であります。これらについて法人化をつくっていく。そしてまた、これだけ

点在していますから、地区のほうにも生産法人化をつくりながら、皆さんが広範囲に動かな

いである程度効果を上げられるような農業生産の法人化を目指すと。 

   例えば、今柳津ではあと２つくらい必要であろう、西山では１つ必要だと、そのように思

っております。これらの皆さんに知恵を出しながら、そういった法人化ができるような体制

づくりは、ことしは進めていくというような話をしているところであります。 

   そしてもう一つは、やはり米の依存度を、ある程度リスクを低くするために園芸作物、こ

れらハウスなどを無償に貸与して、リースなどによって何とか生産費をかけないで皆さんが

入れるような体制づくりをしてやりたいと。 

   そして、先ほど田﨑議員がおっしゃったように、やはり生産者はプロです。そしてまた、

それにかかわる皆さんというのは、プロもいますけれども、どうしてもやっぱり役割で仕事

をする人がいらっしゃいます。そういったものではなくて、やはり農業を真剣に考えるプロ

がその生産の１つの工程をつくる、そういう体制をつくっていかなければ、やはり作物の選

択はできないと思っております。普及所の場合も専門的ですが、ある程度こういうものをし

なさいよというような形はありますけれども、そこから一歩進んだことには入っていきませ

んので、やはりプロの目として生産者、そしてそれを賄う販売できる体制の皆さんと手を組

みながらその体制をつくっていく、やはり法人化を進めるというのが私の狙いであります。 

○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   町長のおっしゃるとおり、納得する面もありますけれども、複合化して野菜も並行してつ

くるのもいいんですけれども、やはりこれからの産地間競争でブランド化をというのはどう

しても避けて通れないと私は思うんです。同僚議員とこの間もあるセミナーに行ってまいり
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ましたけれども、そのときには昭和のカスミソウ、あるいは南郷のトマト栽培で成功されて

いる方の話を聞きましたけれども、どこもやはり20年、30年かけて産地化しているわけです

よ。例えば、柳津町のニンニク、あれだけ大騒ぎをして、いろんな機械を買っていろんなと

ころに勧めて、ところが、もう作付が減っているという現実。本当に柳津町でニンニクをや

っていくのであれば、本当に30年かけて柳津のニンニク、あの青森の田子町のニンニク、や

ずやのニンニクと言われるぐらいまで、やはり覚悟を持ってやらないと。みんな中途半端だ

と私は思うんですね。やれやれと言いながら、いつの間にかはしごを外してしまうと。そん

なことではやっぱり勧められたほうも困りますし、そういう覚悟を持って私はやるべきだと

思うんですね。 

   また、そこに今町長がおっしゃいましたけれども、組合、確かに組織も、それは私も同感

なんですけれども、その前にやっぱりある程度整理をしていかないと、みんな中途半端な組

合でもまたいたし方ありませんし、組合が年間食べていけるのかというと、なかなかまたそ

こにも問題があるわけです。昭和の法人なんかは、冬は会社で除雪を請け負っておりますし、

あとは昭和村のほとんどの苗を受託しながら年間何とか回せるようなことをしていますけれ

ども、そこまで考えてあげないと、冬は出稼ぎに行けというわけにもいきませんし、その辺

は慎重にやるべきだと私は思います。 

   時間も時間ですので、これは問題提起をということで次に入りますけれども、町職員の採

用についてです。まず、今度の27年度、柳津町はまず何人の応募があって、それは町内何人、

町外何人か、採用したのは町内が何人、町外が何人か教えてください。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   平成27年度の町職員の採用試験の状況でありますが、受験者については15人であります。

町内からの受験については３人、それから町外から12人であります。採用予定につきまして

は、現在町内１人、町外から２人、合計３人の採用の予定であります。 

○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   ということは、３人のうち２人が町外。この町外の２人に対して、例えば柳津町に住んで

柳津町から役場に通ってそういうことはできますかと、そう勧めたことはあるかどうかお伺
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いします。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   前にもお答えしているんですが、当然居住の自由ということが保障されておりますので、

強制はできないところです。ただ、さまざまな機会の中で、住んでみませんかということで

説明をしている状況ではあります。 

○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   これは憲法で保障されているのは、それは私もわかりますよ。ただ、やっぱり他町村から

いい人材をとるのはやぶさかではありませんけれども、せめて柳津に住んで、独身であれば

独身住宅もあるわけですから、そういう働きかけというのは必要ではないのか。現にそうい

うふうにやっている自治体、結構ありますよ。何でそれができないのかなと私は不思議で、

ということは、３人のうち２人が町外と。 

   私は、両沼の町村のその比率を実は調べてみました。パーセンテージで言います。会津坂

下町は13％、美里町は21％、三島町は16％、金山町が23％、昭和村４％、柳津町、さっき総

務課長もおっしゃいましたけれども、33％。今回も３人のうち２人だと。そのうち50％にな

り、60％になり、柳津町役場の職員は、ほとんど町外から来るような時代が来てしまうのか

なと。これは憲法で保障されているからということで果たして済まされるのかと。 

   やはりその辺は、これだけ人が減って、柳津町の若い人たちが地元にいたくても職場がな

いから泣く泣く町外、県外に行っている私の知り合いがいっぱいいますよ。その方、その人

たちが、例えば役場に入る、能力は別として地元にいたくても地元にいれない、あるいは地

元に帰ってきたくても地元に職場がないという方が相当私はいると思いますよ。そういう方

がいながらも、片やこういう状況というのは、果たしてその「憲法で守られているから」、

それで私は済むのかなと。町長は以前おっしゃいましたけれども、一人一人事情がある、家

庭の事情もあると。ただ、それはゆゆしき問題なので、１人ずつ面談をしながらなるべく柳

津町に帰ってきてもらう指導はすると。指導した実績は余り、私も何人か聞いてみましたけ

れども、そういうことを聞かれたかと。ほとんどの人には、いや、言われていないよと言わ

れましたけれども。町の住宅を建設するのも受け皿づくりだと、それは私も承知はしていま
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すけれども、本当にやる気だったら、空き家対策でリフォームして、例えば役場の寮をつく

って地元に入ってこいよと、それはやっぱり役場職員の矜持だろうと。そういうことぐらい、

これだけ疲弊している、人口減少で悩んで、企業誘致もできない、なかなか会社を興すこと

もさっきもいろいろ問題あると町長がおっしゃいましたけれども、いわば柳津町役場という

のは一番の優良企業で一番の大手企業ですよ。そこがこんな状態では町民に説明がつかない

のではないかと思いますけれども、町長、いかがでしょう。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   ７番議員にお答えをいたします。 

   その話もありますけれども、柳津町は残念ながら受け皿が本当になかったんですね。昭和

さん、そういったところについては、下宿がちゃんと設置してあるということもありました。

できるだけ地元に住んでいただきたいということは、私の考えも変わりはありません。こと

し入る子もできるだけ柳津に住みたいということを言っていますので、これらについてはぜ

ひ何とか寮も見つけてあげたいと思っていますが、そういったことで、この試験というのは

そういった中で優秀な人、確かに学問的には優秀だと言うかもしれません。いろんな形でそ

れぞれ優秀な人材をとって、それだけ柳津町の町民が幸せになれるように体制を整えていけ

ると。それにはやっぱり役場に入った人たちは、できるだけ柳津町に税を落としながら、そ

して住民の幸せを考えてくれると。まず、職員になる前にいい町民になるということが私は

先行するべきことであろうと、そんなふうに思っています。 

○議長 

   総務課長から補足。簡潔明瞭に。 

   総務課長。 

○総務課長 

   先ほどにつきましては、単年度でお答えをいたしました。平成27年度ということで１対２

の割合でありますが、ここ３年間の割合ですと、それは逆転をしまして、地元８人、町外６

人ということであります。 

   なお、働きかけを行っていないと（「それは承知しています」の声あり）行っていないと

いうことではなくて、強制はできないが説明をしていますということで理解をしていただき

たい。 
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○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   では、総務課長のほうから一般枠及び地域枠により実施している自治体もあるということ

で、私から成功事例を２点ほどお話しさせていただきたいと思います。 

   まずは、和歌山県の有田川町、人口２万7,000人なんですが、ここは職員採用試験でリク

ルートキャリア社が開発した人事アセスメントツールとして利用される総合検査ＳＰＩを実

施しています。従来から行っている集合型マークシート方式に加え、大阪、名古屋など全国

７都市にある同社のテストセンターで受験をすることができると。大事なのは、ＳＰＩは公

務員試験対策が不要で、就職活動を民間企業に絞っていた学生も受験しやすく、遠方の学生

も無理なく受験できるようになったと。今こういう受験スタイルも出てきているわけです。 

   ことしからまた就職協定が変わって、会社説明会も後出しになりましたから、本当にがち

んこ勝負で公務員試験どうのこうの言っていられないという状況であるときにこういう手法

は、大変公務員試験の勉強をしていないとハンデになるだろうとみんな学生は考えています

けれども、それは国家公務員になるぐらいだったら確かに違いますけれども、地方公務員の

特に柳津町の場合は試験センターで一括でやるわけですから、そんなにハンデになるわけで

はありませんし、人物本位でいっていただくのであれば、もう民間企業をどんどん受験して

いるようなやる気のある学生にも柳津に目を向けてもらう、柳津町出身の学生たちがわざわ

ざ帰ってこなくてもいいような環境をつくると。それがこの受験数の分母を広げることによ

って、いい人材と巡り合う機会が多くなってきているわけですから、それをぜひ検討しても

らいたいと思います。 

   もう一つは、柳津町の職員の定年間近の60歳の方から１人ずつ統計をとってみました。柳

津町の職員のバランスの悪さというのは、47歳から56歳まで一般職で６人しかいないんです

よ。それともう一つ空白が、37歳から46歳の間に10人しかいない。要するに、課長候補と班

長候補が一番薄いんですよ。この辺は逆に中途採用、前も言いましたけれども、例えば地域

おこし協力隊だとかふるさと回帰センターを利用しながら中途採用、その中途採用も例えば

青森県の弘前市、県外での職務経験が５年以上で採用後に家族全員で市内に居住することを

条件として、要するに、柳津から出ていったけれども、親も年をとってきたと。帰りたいん

だけれども、なかなかすぐは見つからないけれども、また自分のキャリアがその役場の仕事

に合致すればぜひ来て働いてみませんかと。家族も連れてくると。そうすれば、少子化対策
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にもなるでしょう。人口減少対策になるでしょう。それで役場職員の一番手薄な一番大事な

年代に、その民間からの能力がある者が入ることによって役場の中も活性化するでしょう。

一番は柳津町に住むということが条件ですから。こんないい採用方法はありません。今、こ

こ何年かに入っていて民間の会社を経験した優秀な職員、私も認めております。ああいう職

員がどんどんふえれば、やはり町長が目指す「笑顔あふれる絆のまち」に私は近づけるので

はないかと思いますから、ぜひいかがでしょう、総務課長。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   大変、提案をいただき、ありがとうございました。 

   先ほど町長がお答えをいたしましたように、試験については公務の公開と平等の原則とい

うもので実施をしております。柳津町もそうなんですが、各自治体ともに地方公務員法に基

づく公務の平等公開によってより多くの方々に受験をいただき、能力の高い人材を集めてい

くということが基本になってまいります。 

   ただ先ほど、これも町長がお答えをしましたが、自治体でやっているところもあることか

らということでお話をいたしました。そこについては、これは地方公務員法の受験資格とい

うものがございます。そこの中におきまして、先ほど出ました平等公開の原則に矛盾をしな

い範囲で受験資格を定めることができるという法の規定がございます。ですので、その法の

規定に対してどこまで検討できるか、その中身を検討しながら受験資格等を検討してまいり

たいというのが、先ほどの町長の答弁になってまいります。 

   それから、中途採用についてでありますが、当然中途採用で能力の即戦力になる方を採用

していくということは大変重要なことと私は思っております。これも以前にまたお答えをし

ておりますので、ぜひこれは検討ということで考えをさせていただきたいというふうに思い

ます。 

   以上です。 

○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   とにかく、今民間はどうなんでしょうか。１人の公務員を生涯町職員として勤めてもらう

と２億円かかるという、今はどうなんでしょう、わかりませんけれども。２億の買い物をす
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るわけですから、ある意味で。人を買うというのは語弊があるかもしれませんけれども、あ

くまでも例えですが、２億円の買い物をするときに、今、面接が15分間ぐらいで終わってし

まうという話です。これは北海道のニセコ町ですけれども、採用に学生を集めて１週間、討

論をさせたり、酒飲みをやったりいろいろして適格を見て、本当にこいつはこの町にとって

この役場で働いてくれるのかと、そういう自治体も実はあるわけですよ。ですから、今まで

の旧態依然の採用方法、確かに否定はしませんけれども、やはりどんどん採用に対してシビ

アにもなっていますし、求める人材像も変わってきているわけですよ。だから、それをいか

に見きわめるかといったときに、分母が大きくなくては選択の余地がないわけですよ。いか

に多くの人に受験をしてもらうかということは、私は大事なことだと思うんですね。その辺

は総務課長ももう、くどいと言われそうなので、もうおわかりだと思いますのでやめますけ

れども、そこまでやっている自治体もあるということも忘れないで、柳津町にいい人材をと

るにはあらゆる手段を駆使して、やっぱりそういうことをやっていただきたいと思います。 

   最後の質問に入りますけれども……（「いいですか」の声あり） 

○議長 

   では、町長。 

○町長 

   ニセコの片山町長とも会うんですが、かなりやっぱり戦略的なやり方をしております。そ

して、議員もおっしゃったように今、期限付の職員もとれるという状況もありますので、や

はり柳津も伸びしろはこれから大いにあると思います。そういった中で、そのような適材適

所の人たちを採用していくということも、やはり考えの一つとしておかなければならない、

そのように思っています。 

○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   それでは、時間も少なくなっていました。最後の質問をしますけれども、町長、これはこ

の答えで果たして、この４行で私の質問に答えたとお思いでしょうか。まずお伺いします。 

○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   この事業に関してはそのような答弁でありますが、この後、再質問に関して今、事業とし
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て展開できるものを提示したいということでありますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   例えば、この商店街まちづくり事業ですけれども、これは26年４月30日に締め切られて

281件採択されていますけれども、１年以上の事業活動を行っている組織、実際これは大体

ＬＥＤの街灯をつけるのがほとんどなんですよ。福島県も会津若松市、郡山市、白河市は４

つ、須賀川市、田村市、桑折町、猪苗代町、それぞれありますけれども、ほとんどが街灯組

合というのをつくっています。もともと街灯組合なんかないんですよ。それを例えば寺家町

だったら寺家町の行政区が街灯をつけるために、自分たちで電気料を払っているわけですか

らある意味組合だろうと。そういうことで、ある意味鉛筆をなめながらこの事業をとってい

るわけですよ。それが１年以上事業活動を行っていないから、該当しませんという、これは

役場職員の怠慢じゃないですか。たかが30万、40万の事業ですよ。これを大威張りで該当に

なりませんなんて、政策が全くないということを言っていると同じじゃないですか。今、町

なかの人たち、本当に困っていますよ。風評被害でお客さんが来ない。どうすんべ。後継者

もいないと。やっと今、キッチン柳ができて、パン工房ができて、そこで今さくら家さんと

か香月堂さんがいろいろ商品開発をして旗を上げています、のぼりを上げていますよ。岩井

屋さんもやっとあの福満さんに入って決まりました。今ちょっとここ明るくなったよね、そ

ういう雰囲気なんですよ。今こそ、火事で燃えたところですけれども、私はきのうまで全部

何人かの人といろいろ話をしてきました。当初はすぐ建てたかったわけですけれども、地盤

沈下の問題もあって、そのうち、せっかくやるんだから、今どんどんあそこは駐車場で使っ

ていて便利になっているんですよ、実際使う人たちが。言い忘れました。塔之坊さんにもあ

そこで今何かをやりたいとおっしゃっていただいているんですよ。今こそあそこの町なかの

再開発というんでしょうか。あそこを例えば、普通は駐車場に使いながらもイベント広場と

して用いたり、これから出店する方のためにテナントを少し、３店くらい入れるようなこと

をやりながら、あそこ全体をやっていくような、そういうことを寺家町の人たちが望みつつ

あるんですよ。そういうときにこういう答弁をもらうと、本当にやる気を失わせてしまうと

いうか、役場は何のためにあるのと。地域振興課、イベント屋じゃないんだよと、そういう

声がものすごくあるわけでよ。その点について、町長、どんな事業があるか教えてください。 
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○議長 

   町長。 

○町長 

   小規模事業支援パッケージ事業というものがあるんですが、これらについては、商工会が

窓口になって75万円以上の工事であれば上限が50万円ということで、例えば玄関の入り口と

商店街のちょっと模様がえをしたい、バリアフリー化したいというようなことの事業にこれ

ができるような体制が今整いましたので、これは大いにやはり柳津町としても使ってやりた

いと、そんなふうに思っております。 

   今回の町なかの活性化の商店街まちづくり事業、これらについては柳津町も大平の街灯と

いったものに、事業は違うけれども街灯を全部やったり、そういったことはやっているわけ

ですが、小規模事業者支援パッケージ事業というのは個人個人が、窓口が商工会になります

ので、そこから発信すれば該当になっていくというような事業が今展開されますので、これ

らについて皆さんに希望をやってもらいたいと、そのように思っております。 

   もう一つでありますが、これは先ほど議員がおっしゃったような組織をつくらなければな

らないようなものがあります。これらについては、やはりそういった事業所をつくりながら、

皆さんが必要なものを提案していく。これは窓口はあくまでも商工会であります。やはり柳

津町とすれば後方支援をしていくという、こういう事業があるからそういった手続をしなさ

いよ、どうですかという、そういったものをやっていけば私はいいなと思っていますから、

これの利活用を図っていただきたい、そのように思っています。 

   なお、補足は地域振興課長から申し上げます。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   中小企業庁にありますまちづくり補助金、にぎわい補助金であります。これにつきまして

は、確かに地域の安心・安全な生活を守るために施設・設備の補助金が出ます。ただ、商工

会振興組合というのは、サービス業が大体30名以上の団体でありまして、サービス業をやっ

ている商店街ということでございます。県のほう、国のほうにも聞きましたが、柳津町には

商店街という組織がないものですから、そういう商店街もしくは商店街があるために、何と

か共栄会とか何とか協議会とか、協同組合とかという組織の中で、商店街という組織があれ

ば当然該当になりますけれども、柳津町においてもＬＥＤで街灯、あとは大平町に入ってく
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るところのアーケードの撤去等を申請した経過がございますが、やはり該当にならないとい

うことでございました。要件を満たしていないためにそういう補助金が出ないということが

１つでございます。 

   窓口につきましては、各県の商店街振興組合連合会、あとは商店街まちづくり事業という

ことで、そういうにぎわい補助金的なものを、やはり同じように規約等はございまして、そ

この中で商店街もしくはそういう事業組合のような組織であれば該当になるんですが、それ

につきましてもそういう商店街があって代行して商工会がやるというような申請もございま

す。 

   今そういう形で、柳津町につきましても、そういう補助金がないために柳津町まちづくり

事業は該当しておりませんが、地域づくり総合支援事業ということで県の補助をもらってや

っている事業がございます。赤べこ祭り、赤べこプロジェクト事業ということで、約半分、

２分の１の補助をいただいて実施しております。 

   あと、商店街にかかわらずまちづくりエキスパート活用事業ということで、商店街のニー

ズや課題、地域の商店機能の確保、買い物弱者等の支援ということで、専門官が来てそうい

うことでのアドバイスをいただくような事業もございますので、そういうものを活用しなが

ら実施していきたいと思っております。 

○議長 

   ７番、田﨑為浩君。 

○７番 

   今のサービス事業が30というのが今、頭に残っているんですが、例えば桑折町、福島県の

桑折町は、桑折町街灯組合協議会、西町通り親興会、本町街路灯振興会、北町街路灯組合、

上町街灯組合、追分街灯組合とこれだけでまとめて一緒に申請しているわけですよ。こうい

う例も実はあるわけですよね。では、寺家町だけで当てはまらない、では、どうなんですか、

一王町とか諏訪町だとか、あるいは大平町まで延ばしたときに、これにもしかすると、わか

りませんけれども。だから、できないことをできないのではなくて、どうやったらできるか

というのを考えるのが、優秀な皆さんの仕事だと私は思うんですよ。一緒くたに線切りにし

てこれは無理だ、だめだと。それは事業をすることがないから楽でしょう。でも、それでは

町民の利益につながらないわけですよ。だから、ぜひともそういう仕事をしてくださいとい

うことです。 

   対案ですけれども、例えば中小企業の商店街のまちづくり、例えば平成23年度地域商店自
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立促進事業、これはまだまだ受付しています。これは検討したんでしょうか。または、中心

市街地エネルギー有効利用事業補助金、これは活用しました、検討したでしょうか。または、

中心市街地再興戦略事業補助金、これは経産省のホームページを見ると幾らでも出てくるわ

けですよ。何とか柳津に当てはまるのはないか。これは大事な仕事でしょう。だから、そう

いうこともやりもしないで、やっているかもしれませんけれども、そこから見つけてこうい

う事業をやりますからどうですかと提案するのが、町の地域振興課の仕事だと私は思うんで

す。だから、そういうことをやっぱり真摯にやってほしいと。それで今回こういう質問をし

たわけでありますけれども、もう時間も少なくなってきましたけれども、これについて答弁

をもらって質問は終わりたいと思います。 

○議長 

   では、答弁。 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   先ほど提案されました議員、そのとおり、中心市街地のほう等でございますが、やはり柳

津町として数年かかったような中心市街地の計画がないと実際は提案できないところもござ

いまして、そういうことで今後そういう中心市街地活性化に向けての取り組みを町全体とし

て考えていかないといけないかと思っております。 

   以上です。（「終わります」の声あり） 

○議長 

   これをもって田﨑為浩君の質問を終わります。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   ここで暫時休議いたします。 

   再開は３時25分といたします。（午後３時１４分） 

○議長 

   それでは、議事を再開いたします。（午後３時２５分） 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   次に、鈴木吉信君の登壇を許します。 

   ６番、鈴木吉信君。 
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○６番（登壇） 

   次の２点について質問をさせていただきます。 

   １つ目、水防倉庫整備事業について。 

   この事業は平成25年度の重点事業で設計監理工事費として、また平成25年度決算書におい

ても支出済額が発生しています。現在の進捗状況についてお伺いいたします。 

   ２つ目、原発事故による放射能対応について。 

   平成23年３月11日の大震災、それに続く原発放射能漏れにより風評被害も含めて安全・安

心への不安、観光を中心とした産業・地域経済に多大な損失をかぶってきました。町は廃棄

物の会津管内以外の原則禁止、焼却施設の放射能監視、町内全域の空間線量の測定、食物の

検査により安全・安心に努めてきたところでございますが、現在の取り組み、今後の対応に

ついて風評被害対策も含めてお伺いいたします。 

   以上の２点、よろしくお願いします。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   それでは、６番、鈴木議員にお答えをいたします。 

   水防倉庫整備事業についてであります。本工事は平成25年度に実施設計を行い、工事の発

注、早期の完成を目指していたところでありましたが、位置関係についての検討により実施

設計の納品が平成26年２月となりました。このことから、冬期間の降雪期であることから年

度内の完成は難しいものと判断をしたわけであります。事業費の繰り越しをいただいたとこ

ろであります。 

   平成26年度に入り、工事発注の準備を整えたところでありましたが、備蓄倉庫を設置する

地区から、工事発注前に事前説明会を開催いただきたいとの要望がありました。昨年７月に

地区の方々を対象に工事の説明会を開催したところであります。説明会後、８月に工事を発

注して、その後９月に２回目の説明会を行ったところでありますが、その中で地区の方々か

ら倉庫の設置位置等について再度意見、要望があり、11月に３回目の説明会を行ったところ

であります。これらの調整に不測の日数を要したものであります。 

   本事業で整備いたします備蓄倉庫は、平成23年３月の東日本大震災及び新潟・福島豪雨災

害以降、大規模災害に備える防災施設であり、大変重要な役割を持つ施設と認識をしており
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ますので、現在、工事につきましては未着手でありますが、早期着手に努め、安全・安心な

まちづくりに努めてまいりたいと思っております。 

   ２つ目の原発事故による放射能対応についてであります。 

   現在の放射能対策の取り組みでありますが、空間線量の調査については、臨時職員１名を

雇用し、毎月各行政区の集会所や公共施設を中心に測定を実施しているところであります。

また、各小中学校の通学路や山林の空間線量についても測定を実施して、その結果について

町広報紙等によって随時公表をしているところであります。 

   さらに、団体や個人で放射線測定器の貸し出しを希望する方に対しては、申請により貸し

出しを行ったり、野菜、また山菜、米などの食品については放射性物質簡易測定器によって

安全を確認するため無料で検査を実施しているところであります。 

   そして、あいづダストセンターにおける放射性物質を含んだ下水道汚泥対策については、

公害防止協定に基づき、毎月１回、県及び関係町村の立ち会いのもと立入検査を実施してお

り、敷地内には常時空間線量を測定することができるモニタリングポストによって環境汚染

の監視を行っているところであります。 

   今後の対応でありますが、これらの事業を継続してその結果等を公表していくことで、町

民の不安払拭に努めてまいりたい、そのような考えを持っているところであります。 

   以上であります。 

○議長 

   これより再質問を許します。 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   ただいま町長のほうから説明があったわけなんですが、平成25年度に実施設計を行い、工

事の発注、早期完成を目指していた。また、場所、位置関係等の検討により実施設計の納品

が平成26年２月となりました。事業費のこれも繰り越しをいただいて、平成26年度に入り工

事発注の準備を整えたが、説明会をまたやってくださいというようなことで、説明会を開い

て説明会後８月に工事を発注し、その後９月に２回目の説明会を行った。再度意見要望があ

り、11月に３回目の説明会を行った。過去２年間にわたりこのように進めてきたわけなんで

すが、なかなか地元との折り合いというんですか、説明等においての妥協ができなかった。

こういうものに対して、やはり私は、最後に出ていますけれども、柳津町の町として備蓄倉

庫ということも兼ねてこの水防倉庫というものは必要なんだという話はあるんですが、この
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２年間の中においてもう少しやはり、これは町長なり各課長なり大変なお骨折りをいただい

たと思うんですが、もう少し早く何とかならなかったのかという考えで町長の今の説明を聞

いていたんですが、これに対して町長、どのように思っていますか。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   私の指示とすれば、これは柳津町の土地でありますので、そして備蓄倉庫という防災関係

の大変重要な施設でありますので、私は区長にこういった中でこれを建てますよという届け

出で大丈夫だということですぐに入ってもらうというようなことであったんですが、再三や

はりそういったものが思うようにいかなかったということは大変残念でありますので、これ

についてはきちんとした対策で、ここまで来た限りは早目にやっていかなければならない。

私の指示とすればそういうものであったわけですが、なかなか現場に行っての作業がてこず

ったということであります。これは町の土地であります。そしてまた、防災倉庫のような重

要なものですから、区長さんにこれから工事に入りますよというような話で私はいいのかな

と、そういう指示をしたわけでありますが、大変残念で申しわけないと思っております。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   先ほども申し上げたとおり、現在に至って本当に総務課長を初め建設課長、大変に苦労さ

れたと思うんです。ただ、これからもその地域、地域によっていろいろな要望等が出てくる

と思うんですが、やはり２年間というものを要しないでもっと早く対応される、町民から見

たならば、役場の職員の方々の怠慢かなと言われても本当に仕方のないような結果なんです

が。これは間もなく着工という話なんですが、去年の８月に工事を発注して、今現在まで着

工していない。今町長も本当に、各課長もわかるとおり、日本では、大震災及び東京オリン

ピック等によって建設資材の高騰または作業員の不足等によって建設費がものすごく上がっ

ています。そういったものに対して、受注を受けた会社の方々は大変な迷惑をしているんだ

ろうと思います。また、受注を受けたならば、普通の会社ならもう設計に基づいて資材等の

注文等をされているかもしれません。そういったものに対して、町として今後どのような対

応をされるのかお伺いしたいと思います。 

○議長 
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   建設課長。 

○建設課長 

   発注につきましては建設課で行いましたので、私のほうから説明いたします。 

   発注につきましては、８月27日からの工期で業者に発注しております。地区からの説明会

の中で、いろいろ法律的な問題で質問が出ました。その回答をするまでの期間ということで

９月29日から業者に対して工事の中止命令をかけております。９月29日から中止のままで現

在に至っているのが現状でございます。 

   その間の物価等でございますが、柳津町の工事請負契約約款というものがございまして、

その第25条に賃金または物価の変動に基づく請負代金の変更という項目がございます。この

項目の中で、結局物価水準が上がって資材等が高騰したということで業者側からの請求があ

れば、それについて変動額を調査してそれに対応することになると思います。 

   いろいろ出し方はありますけれども、通常で言えば、物価スライドということでございま

して、ここに該当する材料そのものの単品のスライドと労務者等の賃金の水準が上がった等

によりますインフレスライド等がございます。いずれにせよ、工事に入っていませんので

100％なんですけれども、残工事の工事費の１％については業者側の負担となります。した

がって、物価スライドが１％を超えた場合は、請求によりその分は代金変更の対象になると

いうことでございます。 

   以上です。 

○議長 

   関連して、総務課長。 

○総務課長 

   発注前の手続につきましては総務課で管轄をしておりましたので、私のほうから若干説明

をさせていただきます。 

   先ほど町長が申しましたように、新潟・福島豪雨以降、町が進めてきた大事な防災上の備

蓄倉庫になってまいります。その手続の中でおくれてしまったことに対しては、町民の皆様

に大変ご迷惑をおかけしております。大変おわびを申し上げます。 

   今、建設課長からお答えがありました。法的な課題の１つの質問があったということで、

雪解け次第にその調査を実施いたしまして、その後早急に着手に向かっていきたいというふ

うに思います。 

   大変遅れてしまったことに対しては、おわびをいたします。大変ご迷惑をおかけしており
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ます。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   今、建設課長、また総務課長から説明があったわけなんですが、やはり先ほど言ったとお

り、これは本当に、予算が計上されたならばどのような物件が完成するのか。我々総務委員

会としても、新潟の津南のほうに行ってどのような水防倉庫がいいものか、水防倉庫を柳津

町に建てるならどんなものがいいものか、そのようなことで新潟のほうに行って実際に見て

きたわけなんですが、本当に各市町村で今は立派なものを建てておられます。本当に建てる

に際しては、２年間おくれたとしても、また地区の方々にはいろいろお世話になり、工事を

しなければならない。その部分もあるわけなんですが、地元の方々と話し合いをしながら、

できるだけ一日でも早い完成を望みたい、そのように思うわけなんですが、先ほど話もあり

ましたが、大体工事の完成、見込みというものは、いつごろに思っておられるのかお聞きし

たいと思います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   今おおよそのスケジュールでありますが、７月末をもって完了にもっていきたいというふ

うに考えております。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   これは本当に先ほども申し上げたとおり、いろいろなことで２年間もおくれたわけなので、

いろいろ役場の中で協議をして一日も早い完成をお願いして、この件に対しては終わりたい

と思います。 

   それでは次に、原発事故による放射能対応についてお聞きしたいと思います。 

   先ほど町長からこれに対しても説明があったわけなんですが、今現在、町長または町民課

長の考えとして、町では廃棄物の会津管内以外の受け入れは原則として認めないと、今まで

でそのようなお話できたわけなんですが、今現在、またこれからもこのような考えで進むと

いうような解釈でいいでしょうか。 
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○議長 

   町長。 

○町長 

   ６番議員にお答えをいたします。 

   今回このような形で出していただきましたけれども、今会津管内こういったものが終わっ

ております。そしてまた、福島全体とすれば中間貯蔵関係で一応決着がつきそうな感じにな

っているわけでありますが、これらについてはやっぱり福島県全体として考えていかなけれ

ばならないと、そのように思っております。それらについては県もあり、また隣接町村との

話し合いもありますから、それらの話を十分しながら事業者も含めながら話し合いをして、

今回の福島全体の原発のいろんな払拭のために、皆さんがやるべき役割を担いながらやって

いく必要があると判断をしておりますので、今後はそういう推移を見ながら対応をしていか

なければならないと、そのように思っております。やはり全てがこれに縛られるのではなく

て、皆さんと話し合いをして福島全体の復興がどのような形が一番いいのか、その辺の役割

分担をしていきたい、そのように思っております。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   町民の中にもいろいろ心配している方がおられると思うんですが、やはり我々議会に対し

ても、もしこれ以外のことがあるならば説明等があるとは思うんですが、できるだけ本当に

今現在の今までの原則というものを守って進めていただきたい、そのように思っています。 

   今でも本当に処理施設、ダストセンターなんですが、持ち込まれる廃棄物焼却について、

汚泥なんですが、これに対して不安を覚えている人も町民の中にはかなりおられます。でも、

我々も月に１回、全員協議会のときに説明等を受けておりますが、今のところは安全である

というような結果が出ているわけなんですが、今現在、業者と西会津と柳津と振興局の立ち

会いのもと行っているわけなんですが、将来にわたり、業者は今現在入ってもらっているわ

けなんですが、やはり業者が入らないで西会津町と協力して町独自の検査体制というものを

つくるべきなんだろうと私は思っているんですが、それに対してのお考え、どうでしょうか。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 
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   これらについて、今の段階では４者で進めております。特段その変更を今のところ考えて

おりません。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   やはりこれは西会津さんとも話をしていただいて、将来的にはやはり町独自の検査体制と

いうものをつくるべきかと思っていますので、町民課長、今後いろいろ考えていただきたい、

そのように思っています。 

   また、柳津町の空間線量の測定、観光被害損失については、将来にわたり県・国に対して

支援をお願いしていくべきなんだろうと。ただ、柳津町というのは、本当に放射能もそれほ

ど高くもない、低くもないくらいのあれで、本当に我々は風評被害、これにだけ悩まされて

いる。そのような中において、やはりもうちょっと県・国に対して風評被害、先ほども出て

いましたが、お客様が減っている、または山菜等、原木等売れない状況の中において、もう

ちょっと県や国に対して支援を求めていったらいいのではないかと思うんですが、その点に

対してはどうでしょうか。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   最初のほうの内容等でありますが、町といたしましてもいろいろ今の放射線関係のほうに

ついては、宅地、公共施設、道路、ときに通学路等について調査をしております。また、農

地、山林等についても今も調査をしております。大体3,000カ所を年に調査をしているとこ

ろであります。これについても50センチ、１メートルということで調査をしておりますので、

これらについてはそれほど高い数値が今のところないというようなことで、現在毎年下がっ

ているような状況になっております。 

   風評被害等については、地域振興課長のほうから説明させます。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   風評被害対策につきましては、都市との交流ということで、柳津町の産品を都会のほうに

持っていきまして、さまざまなイベント等に対してやっている状態でございます。また、放
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射能対策の機械と人件費につきましても、国からの補助を受けて実際実施しているところで

ございます。なおかつ、ことしの４月から一般持込みの野菜につきましてもそのまま検査が

できるような機械が設置されるようなことになりますので、なおさら風評被害対策について

も町民の安心についてもいいかと思っております。 

○議長 

   では、町長。 

○町長 

   それでは、議員のおただしの山菜でありますけれども、27日に両沼町村会として首長がそ

ろってキノコ、山菜等についての規制の緩和をお願いに行ってまいりました。これについて

は、国としては山菜については品目ごとにやっているんですが、キノコの場合には１種目で

も出れば全部網かけになってしまうと。これは、こんなことがあってはならんということで、

ぜひ山菜と同じような体系にしてもらいたいと言ってきたんですが、県のほうでキノコの場

合は60種類のものがあるんですが、それらを全部やるということで、県のほうである程度の

規制がありますので、国としてもそれらを重視していますということでありますので、ぜひ

ともこれを山菜と同じような形態にもっていってほしいという要望をしてきましたので、国

としての感触は決して悪くはなかったということで、早期にそのような体制になるように、

また国にも県にも呼びかけをしていきたい、そのように思っています。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   なぜかと言いますと、やはり特に西山地区なんていうのは本当に高齢者が多くて、その高

齢者の方が山菜及びキノコをとって、今まで１回行って来れば相当とってきて、年間に孫に

くれる小遣い、また自分たちが使う小遣いくらいはとれたわけなんですが、この放射能によ

ってそれがほとんどもうだめになったというようなことで、柳津町に本当に商店街に力のな

い、それもやはりこれも関連しているんですよ。お年寄りがお金を持たないと、孫にもくれ

ない。自分も使わない。出てこない。だから商店街が元気がない、やはりこれは一部のキノ

コから放射能が検出されたからといって、柳津町のキノコは全部だめですよ、山菜はだめで

すよ、これではお年寄りまたは町民に対して本当に大変なことになるわけなんですが。でも、

昭和村または博士山、あの近辺というのは放射能が高いと言われているわけなんですが、柳

津町のキノコはある程度放射能をはかって検出されているわけなんですが、柳津のため池、



 

８３ 

早く言えば冑中沼とか、冑中沼も今まで水路水として使っていた、そういうところの沼等の

水または汚泥等の検査というものは、行った実績というものはあるんでしょうか、どうでし

ょうか。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   ため池のモニタリング調査でありますが、県内で1,630カ所ぐらいあるんですけれども、

柳津町でのモニタリング調査等については10カ所調査をしております。10カ所とも数値内で

の内容となっております。これらについては県のほうで事業主体として進めているところで

あります。 

   以上です。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   やはり最後にはここにつながるんですが、やはり山菜もだめだ、キノコもだめだ、また水

もだめだとなってくると、本当に最後には子供らが、我々、私も65歳を過ぎましたので、60

過ぎた人は何を食べても飲んでもいいと言われているみたいなんですが、私も余り食べたく

ない。そのような中において、柳津町においては学校給食食材、できるだけ地元の食材を使

おうということで多分今現在もやっておられると思うんですが、やはり沼とか山とかそうい

うところに山菜、キノコ等に放射能が高ければ、野菜等また米、それにもやはり放射能とい

うものがどうなっているのか、やはり心配するわけなんですが、柳津町の学校給食また保育

所の給食等に対しての食材に対する放射能の検査、これを徹底してやっておられるんでしょ

うか、どうなんでしょうか。 

○議長 

   教育課長。 

○教育課長 

   学校給食につきましては、２つの検査を行っております。１つは給食に使用する食品の１

品検査を行っております。これは町の検査機により検査しております。あと、検査結果で食

材を使用するかどうかの判断がありますけれども、基準値を超した場合については、その品

目は使わないで代替のメニューで給食を出しております。 
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   もう一つは、県の事業で給食の丸ごと検査というのがあります。給食として提供します主

食とか副菜、あとは汁物、牛乳も含めまして大体５食分なんですが、全部つぶして撹拌して

それを県のほうに送りまして検査をしております。これについて検体料の代金の支払いなん

ですけれども、１食分の柳津町の給食の単価で５食分契約を締結しまして、これは県のほう

から代金が町のほうに支払いされるという検査を行っております。 

   現在までに検出されたのは１品目だけで、その場合については、その品目は使わないで代

用でやったということであります。 

   以上であります。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   保育所でありますが、保育所のほうについても柳津保育所、西山保育所等があります。こ

れについても今教育課長からお話がありましたとおり、毎日検査をしております。ただ、西

山保育所の調理関係等についても別にやっておりますが、食材については柳津１本で調査を

してやっているところであります。今のところ、異常が出たケースはありません。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   それで、学校給食の地元産の野菜等の割合なんですが、大体年間を通して柳津町地元産の

割合といったら何十％ぐらいなんでしょうか。 

○議長 

   教育課長。 

○教育課長 

   きょうデータを持ってきておりませんので、（「大体で結構です」の声あり）今調べてお

答えしたいと思います。 

○議長 

   いいですか。 

○６番 

   いいです。 

○議長 
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   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   次に、子供、児童生徒の方々、18歳未満の女子の体内被曝検査について、また甲状腺検査

の結果についてこの前新聞に出ていたんですが、柳津町として甲状腺の診察をした結果、こ

れに対してどのくらい大きいかお聞きしたいんですが、実際、今現在福島県においては、甲

状腺検査ではこれまで118人ががんや疑いがあるとされ、87人が手術でがんと確定診断され

たというような結果が出ているわけなんですが、柳津町として過去に甲状腺がんというもの

は、何回か子供たちのために診察というものは行っているんでしょうか、どうでしょうか。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   これらについては、手持ちの資料がありませんので、本議会中に説明をさせていただきま

す。（「行ってはいるの」の声あり）行っています。（「わかりました」の声あり） 

○議長 

   資料については後ほど。 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   これは本当に新聞に出ているとおり、118人のうち87人ががんと診断された、甲状腺がん

だというような結果も出ているので、先ほども言ったとおり、65になったら私もどうなって

もいいんですが、やはり柳津町の宝である子供らがこのような形になったら本当に大変なこ

となんです。やはりその部分からしても町民課、また教育委員会が一緒になって子供に対応

していただきたい、そのように思っております。 

   次に、今までもこれからも風評被害について観光キャラバンや米の全量検査など安心安全

感に柳津町として努めてきたわけなんですが、食物、食べるものの材料の安全性、これから

デスティネーションキャンペーンや柳津町に観光客がいっぱい来る、年間を通して来ている

わけなんですが、その人たちに柳津町は安全だ、そして柳津町に来ていただける、そのよう

な何か安全性をもって柳津町に来ていただけるような対応というものをすべきなんだろうと、

そう思っているんですけれども。もし高速からおりて坂下から来て柳津の入り口に来たなら

ば、現在の柳津町の空間線量は何ぼ何ぼですよと。車で来たら一目でわかるような、そのよ

うなものを提示できるような対応というものはできないんでしょうか、どうでしょうか。 
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○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   柳津町においても、今役場の前と西山の診療所の前をやっております。今役場の前にも毎

日の測定、柳津水防倉庫の前で出しております。今、議員おただしの高速からおりて柳津に

入った段階でというようなことは、数値がかなり低いものですからそれを表示するまでの部

分は今のところ考えておりません。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   課長、柳津にいて、柳津の役場職員で、柳津町民だから低いということがわかるんですけ

れども、ほかの観光客が高速で来て柳津町におりた場合、柳津は低いということをなかなか

わからないと思うんです。低いなら低いなりでいいと思うので、もしできるならばこれから

やはり検討していただいて、柳津町の現在の放射能の数値はこうですよと。一目でわかるよ

うな対応というものをとれるならばとっていただきたい、そう思っていますので、よろしく

お願いしたいと思っています。 

   先ほども言ったとおり、柳津町においては放射能の風評被害、これで本当に悩まされてば

かりいて、それに対するメリットというのは何もない。そのようなことで、役場の職員の

方々も大変なんだろうと思いますけれども、これからも地域の宝である、先ほども申し上げ

ましたが、子供たちのために、これからの柳津町のために各担当者、連絡を密にして町長が

頭になって一生懸命頑張っていただきたい、そのようなことをお願いして、私の質問を終わ

りたいと思います。 

○議長 

   これをもって鈴木吉信君の質問を終わります。 

   次に、齋藤正志君の登壇を許します。 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番（登壇） 

   通告順に３件お伺いいたします。 

   １番、デスティネーションキャンペーンの取り組みについて。 

   本年４月より６月までの３カ月間開催されるふくしまデスティネーションキャンペーンで
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すが、県を挙げての取り組みのおかげでかなりの盛り上がりを見せていると思われます。ま

た、新聞報道にあったように、県では宿泊型の観光を目指し宿泊券を発行するなど、このキ

ャンペーンを利用しての風評被害の払拭と福島県の復興への加速を進めたいという思いが伝

わってきていますが、町はこの機会にどのような具体的な取り組みを考えているのか、開催

まで１カ月を切った今、お伺いいたします。 

   ２つ目、指定管理施設である「ほっとインやないづ」の今後の経営について。 

   昨年６月の定例会の一般質問でも少し伺いましたが、指定管理の契約期間があと満期まで

１年となりましたほっとインやないづですが、現状をどのように理解しているのか。また、

それを踏まえて今後どのような施設のあり方がよいと考えているのか、タイムスケジュール

とあわせて伺います。 

   ３番、柳津温泉スキー場の今後について。 

   平成26年度は柳津スキー場の営業を休止していますが、この一年、スキー場の利活用を含

め具体的な方針が出されていません。借地ということもあり、このまま放置しておくことは

安全面や財政的な見地からも早急に手を打つべきと考えますが、基本的な考え方を伺います。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   それでは、２番、齋藤議員にお答えをいたします。 

   まず、１点目でありますが、デスティネーションキャンペーンの取り組みについてであり

ます。大変今、盛り上がっております。それはなぜかというと、映画の影響であります。本

当におかげさまで、ありがとうございます。 

   ことしの４月から６月までの３カ月間、福島県とＪＲ各社が総力を挙げて観光振興に取り

組むデスティネーションキャンペーンが展開をされます。町としましては、柳津町で撮影さ

れた映画「ジヌよさらば、かむろば村へ」が４月４日全国公開されるに伴って、歴史と文化

が育まれた門前町、美しい原風景が残る田舎町として柳津町を広く全国へＰＲするチャンス

として、映画上映による地域振興を図り、風評被害の払拭にも努めてまいるとともに、ロケ

地を活用したロケ地マップ等を作成して、ロケ地めぐりなど映画を活用したプランを作成し

て、「赤べこ発祥の町やないづ」を前面に打ち出しながら集客を図ってまいりたい、そのよ

うに思っております。 
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   今回のこの「ジヌよさらば、かむろば村へ」という映画の公開にあわせて、首都圏でもこ

のポスターが皆さんの目につくような状態になってきているということであります。これら

についてもデスキャンと同じような４月４日からの公開でありますので、これを有効に活用

したい、そのように思っております。 

   なお、新聞に掲載されたように、福島県が計画している事業「福が満開、福のしま」、柳

津は福満でありますので、ぜひ柳津の福にも来てほしいというキャッチフレーズを出したら

どうかというところまで考えております。なお、旅行券事業、仮称でありますが、そのよう

なもの、また、観光意欲の喚起及び地域における消費拡大を図るために、旅行者が県内の宿

泊施設を利用する場合に、その宿泊の一部を助成する事業が今後予定されていることから、

柳津町としてもそれに対応する宿泊プランを柳津温泉、西山温泉旅館の皆さんと協議をして、

宿泊客増加へ向けた取り組みを進めてまいりたいと思っております。なお、町独自での対策

も今やっておりますので、それらを活用していきたい、そのように思っております。 

   ２つ目であります。指定管理者施設であるほっとインやないづの今後の運営についてであ

りますが、これにつきましては、指定管理者である有限会社やないづ夢カンパニー代表より

経営については非常に厳しい状況と聞いております。近々役員会を開催して今後の方針につ

いて決定をして、役員会後、総会を開催する予定であるというような今後の取り組み、そう

いったものに言及をされておりました。 

   それで、指定管理者としてのタイムスケジュールでありますが、平成27年中に指定管理者

の募集を行って議会で指定管理者の指定が承認されれば、平成28年４月から指定管理者とし

て運営を開始していただきたい。今回の１回目の指定管理者の期限が新年度の27年３月で終

了するということで、平成27年度中に指定管理者の募集を行って、そして適任と思われる指

定管理者の指定をして運用を開始してもらいたいというような思いでおります。 

   それから、３つ目の柳津温泉スキー場の今後についてであります。柳津温泉スキー場は、

当初は小巻共有管理会より昭和39年に牧野としてお借りしておりましたが、昭和54年度から

スキー場としての整備があり、現在まで35年間にわたりスキー場として契約の締結をしてい

るところであります。議員もおわかりのように、今年度は休止ということになりましたので、

これらについて十分町のほうの考え方を示しながら、財産区の皆さんと話をしながらやって

いきたい。 

   今後のスキー場の利活用につきましては、町民の皆さんの意見等を参考にしながら、土地

利活用等の計画を作成して、地権者の同意を得ながら進めてまいりたい、そのように考えを
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持っているところであります。 

   以上であります。 

○議長 

   これより再質問を許します。 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   ３カ月間、実際にはもう１カ月切りまして、何回かデスティネーションキャンペーン絡み

で、ずっと観光振興ということで議会の場でもお話をさせてきていただきました。課長から

の話では、いろんなものを磨いて柳津らしさを出していくというようなことを再三、そして

町長からは受け入れ体制ということで、ワンステップで業者、観光協会、役場というものを

ワンステップ化しながらスムーズな集客を図りたいというようなお話をいただいていました。 

   １月に「極上の会津」ということで、福島デスティネーションキャンペーンイベントカレ

ンダーというのが出ていまして、私もいただいて中身を確認させていただきました。きょう

質問させていただいていたんですけれども、柳津町のところを見ますと、４月は良寛和尚供

養祭、５月につきましては、花祭り、博士山・飯谷山山開き、こういうことで６月に至って

はみずウォーク、和菓子祭りと。これはずっと去年までやってきた４月、５月、６月のイベ

ントでございまして、全く新しさを感じられない。もしもやはり柳津らしさを出していくと

いうのであれば、何かほかの市町村は結構、お座敷列車を出してお酒を飲むとか、いろんな

ことを計画していたんですね。ほかの市町村と比べると柳津町は虚空蔵様があったりいろん

なものがあるので、何かそれに磨きをかけるのに一生懸命でできなかったのかと思うんです

が、このような対応で大丈夫なのか、お伺いします。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   映画の件につきましては、今現在ロケ地マップ等の作成中でございます。当初、全会津の

イベントに盛り込めなかった件につきましては、制作会社との著作権の絡みと「ジヌよさら

ば」と映画の絡みがございまして、それでそちらのほうについては例年並みという形の作成

になってしまったということでございます。 

   今後、そういうロケ地めぐり、マップ等を活用していきたいと思っております。 

○議長 
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   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   なぜこんなことを聞いているかといいますと、では実際に４月、５月、６月の宿泊型のお

客様がどれだけいるのかと思いまして、若干ことしは多いのかなということで、１カ月切り

ましたのでちょっと聞いてみたんですが、例年とさほど変わらないよという観光業者の方の

お話がありましたので、ちょっと心配したような次第でございます。 

   その中で、今課長からもありましたロケ地マップということで、町長もさっき回答の中で

言っていましたけれども、映画、「ジヌよさらば、かむろば村へ」にもちろん期待はしてい

ます。我々も期待はしているんですが、何か映画自体がデスキャンになっているようにも考

えるわけですよ。映画は一過性のものでもあると思うんですけれども、やっぱり去年回答い

ただいたように、柳津にあるものを磨くということもいいと思うんです。一番いいんじゃな

いかと思うんですよ。映画が当たればいいんですけれども、映画がこければお客も来ないと

いうようなことになってくるのではないかなという心配もありますね。ここ二、三日前の新

聞に、真ん中に１枚使って片面が映画の宣伝、もう片方が柳津町のロケ地のご案内みたいな

形で出まして、あれは民報さんだけかな、民報さんが協賛されていましたので、民報さんで

どのくらいの予算でどこにどれだけ入れたのかをお伺いいたします。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   福島県内の民報新聞、28万部でしたか、ちょっと数値はあれなんですが、福島県版に全部

載せていただきました。あと、中刷り等につきましては、各映画館等に置かせていただいて

おります。金額等につきましては、大体100万円ぐらいかと思うんですが、ちょっと今手元

に資料がございませんので。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   100万円を使って28万戸ぐらいに配布、福島県に出したということですけれども。県内で

すね。きのう、きょうもいわきだったり、福島だったり、上映会が開かれて、新聞の中では

かなりにぎわっていると。私たちがデスキャンで求めているのは、やっぱり首都圏、さっき

町長が言ったように、今効果が出てきますよというような話も出ていましたけれども、やっ
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ぱり関東圏のお客様、宿泊型のお客様を獲得するのがやはりデスキャンの本来の姿なのでは

ないかと思うんですが、このような形で今進めているんだけれども、このままの方法でいく

のか、その辺をお伺いします。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   やはり一過性でなく、映画だけで終わってしまうのではなく、やはり赤べこを含めて継続

的に柳津町に来てもらうような取り組みをしていきたいと考えております。 

○議長 

   ここで、先ほど６番、鈴木吉信君の質問にありました甲状腺検査の概要が判明しておりま

すので、町民課長のほうから答弁させます。 

   町民課長。 

○町民課長 

   甲状腺関係等の検査であります。これらについて平成23年３月11日時点でのゼロ歳から18

歳までの方、県民全て該当することになっております。柳津町においても平成25年度に調査

をして、悪性の疑いがないというようなことで出ております。 

   以上です。 

○議長 

   では、再開します。 

   町長。 

○町長 

   先ほどの答弁で間違えていましたので、訂正をさせていただきます。私は、平成27年の３

月と言いましたが、平成28年の３月で終了します。訂正します。 

○議長 

   よろしいですか。（「はい」の声あり） 

   それでは、２番、齋藤正志君。 

○２番 

   そんなことで進めていただきたいというふうに思います。 

   この観光業者の方が何を期待しているかというと、宿泊券、何せ5,000円、決まったかど

うかわからないですけれども5,000円と出ていました。これが出るということで、非常に期
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待、ものすごい期待をされていると思うんですよ。これから観光業者の方と柳津と西山と両

方お話はするということなので、ロケ地観光を含めてこれからＪＲとか観光業者とかタイア

ップしながらやっていくというお考えがあるのか伺います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今、ロケ地マップにつきましてはＪＴＢと一緒になってつくっておりますので、大丈夫か

と思います。 

   また、福島県の特別企画ということでことしコードＦ５ということで、イベントで各地い

ろんな名所を回って宝物探しみたいなものがございます。それにつきましても同じような形

で、ことしにつきましては6,200人程度柳津町に来ておりますので、それに負けないぐらい

今年度27年度につきましては7,000個ぐらいの缶バッジとかいろいろつくりまして、旅行券

につきましてもそれを活用した宿泊づくりのプランをつくりたいと考えております。 

   以上です。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   映画のキャラクターを使うのも著作権とかいろんな版権とかあって難しいんでしょうけれ

ども、映画会社もこけてはいけないと思うので、やっぱりある程度の使用は認められると思

うんですが、今キャラクターやらそういったものを使ってどの辺ぐらいまで計画されている

のか、お伺いします。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今「ジヌよさらば」の映画の作成のＰＲ館を物産館のほうで作製しております。それにつ

きましては、映画のときの写真等を展示したり、映画のときに使ったような道具につきまし

ても柳津町に寄附等をしてもらうような形の交渉をしているところでございます。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 
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   いろんなものを利用して柳津、町の中でスタンプラリーのようなものができれば、多少そ

ういう滞在型の観光にもつながるのではないかというふうに思います。今までのお話の中で、

やはりどうしても映画に傾注している部分がちょっと大きいと思うんですが、柳津町は円蔵

寺を初め、町長の言うように門前町、町並み、そして赤べこ、あわまんじゅう、柳津温泉、

西山温泉、そして地熱発電、忘れちゃいけませんね。こういったものがあるんですよ。こう

いうものをパッケージングして、さっき言いましたＪＴＢさんなり、ほかの旅行会社、ＪＲ

さんと組んで、柳津町に汽車、もう今さら汽車は来ないでしょうけれども、そのようなパッ

ケージングをしていただくような宿泊プランもやはり、これだと今あるものですから、簡単

ですから、こういうものも提案してやっていただきたい。 

   そして、何よりも一過性のものであってはいけないと。柳津町にあるものを磨き続けて、

やはり継続的な観光を目指していただきたいということで、私のこのデスキャンに対する質

問を終わりたいと思います。 

   次に、指定管理施設のほっとインやないづ、これについて再質問させていただきます。 

   まず、答弁にあったように、経営については非常に厳しいということでありますが、この

10年間、指定管理制度というのは、民間のノウハウをやはり最大限利用して集客を図って町

の振興に役立てるといった目的もあったと思うんですが、町としてこういう厳しい、中身は

会社でございますから厳しい経営状況をあえて言いませんけれども、どのように町はこの10

年間を評価されているのかをお伺いいたします。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今ほど10年間町はどのような評価をしているかということでございます。設立当初につき

ましてはやはり黒字だったということで、それ以降につきましては、収支決算書等を見るし

かないんですけれども、だんだんと中に入っている業者さんがやめたり、人が減ってきたた

めにまた赤字という形の中身については、努力の結果そうなっているのかなということで、

やはり中身についてはそういうことで評価をしております。 

   実際、経営者の方とお話をしたり、経理をやっている方にお話を聞いたところ、やはりそ

れなりの経過というか、苦労をしながら柳津町の縄文土器と足湯についての管理もそれなり

に苦労しながらやっている状況を聞きまして、あと電気代、ガスというような設備があった

にもかかわらず、夏場でも電気代節約のために冷房機をつけなかったりというようになって



 

９４ 

いたり、冬の雪囲い等についても自分たちでやったり、トイレ掃除も自分たちでやる、そう

いう形の努力はやっていらっしゃるので、評価としてはそれなりにやってらっしゃるかとい

うような評価でございます。 

   以上です。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   それなりにやっているという評価でございますが、では評価を踏まえて、いろいろ途中、

監査のほうからも指摘があったように、町はこの10年、どのような指導等をしてきたのか。

そこをお伺いいたします。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今まで管理委託ということで、平成15年から今度指定管理制度に変わったことでございま

す。指定管理者ということで、民間のノウハウを使いながら経営を上手にというか、経営を

うまくそれで運営していってもらいたいということの願いで契約したところでございます。 

   その後、経営についての相談等については、今委託されている法人からはございませんが、

町からもいろいろとどうですかというようなアプローチについては、やはり柔軟にやってい

かないといけなかったかと思っております。 

   以上です。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   途中、東日本大震災等がありまして、そういったことで集客が望めない時期もあったのは

否めないというふうに思います。でも、やっぱりそれは指定管理ということですから、固定

資産税やら減価償却費やらそういった税金等の免除もあったり、その中で民間のノウハウを

生かしてやってきたにもかかわらず、厳しい。指定管理でも安い金額ではございません。私

の年収をはるかに超えるような金額でございますが、その中で何が一番の原因であったのか、

そこは把握していらっしゃいますか。 

○議長 
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   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   議員おただしのとおり、売り上げが少なかったと。実際、立地条件はいいにもかかわらず、

やはり道の駅と同じようなものが２つ建ってしまったということが、１つの問題があったか

とは思っております。ただ、道の駅と思って逆に足湯のほうに入って、それからまた道の駅

に行くような状態もございましたので、その辺は最初、道の駅についてはおそば、足湯のほ

うについてはラーメンとかかつ丼という形の食とか、あとは物産品についてもお土産品も分

けて売っていたということもございましたので、それぞれそれなりの工夫はしていたかと思

われます。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   民間ということで多少、切磋琢磨という言葉が必要かというふうに思います。 

   では、話を少し進めますけれども、こういう厳しい現実がありまして、これからどうする

かというのは、現状では役員会を開いてというお話ですけれども、今後今年度中に公募をし

た場合に、やはりやるかやらないかは、募集に参加するというのはやぶさかでないというふ

うに思います。もちろん、雇用の面、今柳津町から雇用されている方もいらっしゃいます。

この人たちの雇用を守るという観点からもやっぱり優先という、厳しい状況の中でも優先す

るようなことがあるのか、募集に際してですね、その辺をお伺いいたします。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   募集等につきましては、１社のみならず数社の場合もございます。その中で申し込みを受

けた段階でそこで審査をした結果ということになりまして、同じ人にやっていただいてまた

という形も出てくる、１社しかない場合も出てくる可能性もございますし、ほかでやりたい

という企業さんも出てくる可能性もございますので、そこを踏まえていきたいと思います。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   本当に難しい問題ではありますけれども、そこは柳津町の中心的な場所だと思うんですよ。
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多少考え方とか変えていけば、集客がますます望まれたりいろんなことがあると思うんです。

今の方がやるとなれば、私も積極的にもう少しかかわっていかなければならないだろうし、

新しい人がやるにしても、これからの募集に関してはやはり人が集まってくるような、そし

てそこから何か生まれてくるような施設を目指していきたいということで、選定に当たって

は、公平で公正な選定をお願いしたいというように思います。これについて何かあれば。 

○議長 

   コメントがございましたら。 

   では、総務課長。 

○総務課長 

   10年前になりますが、柳津町の公の施設の指定管理者の選定基準というものがございます。

まずは経営に関すること、それから事業計画に関すること。経営に関することにつきまして

は、申請団体の経営状況であるとか、事業の実績であるとか、そういうことも踏まえて選定

をするということになっておりますので、そういうことも踏まえて今後検討させていただき

たいというふうに思います。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   ここで暫時休議といたします。 

   再開は午後４時45分といたします。（午後４時３５分） 

○議長 

   それでは、議事を再開いたします。（午後４時４５分） 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   途中でございますけれども、ここで本日の議事日程についてお諮りいたします。 

   柳津町議会会議規則第９条により、会議時間は午前10時から午後５時までと定められてお

りますので、本日の会議時間は議事の都合によりこれを延長したいと思いますが、ご異議ご

ざいませんか。 

         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本日の会議時間は延長することに決しました。 
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   それでは、続けます。 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   さっき１つだけ聞き忘れました。去年指定管理の募集は、総務課長は10月ごろの時期ぐら

いだということですが、27年度ということでしたが、その方向で変わりございませんか。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   はい。以前横田議員のほうにお答えしておりますが、12月の議会に議決をいただけるよう

に調整をしていきたいというふうに思います。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   では、この指定管理のほうの質問は終わらせていただきます。 

   次に、スキー場についてですが、スキー場の現状について、財政的な見地から確認を含め

て再質問させていただきます。今回スキー場をやめるに当たって、やめましたけれども、指

定管理料を含めてどのぐらい財政の圧縮になったのかをまずお伺いいたします。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   昨年度のベースでいきますと、1,200万円ぐらいあった分が今、使用料で百数十万という

ことでございます。 

○議長 

   もう一度、明確に。 

○地域振興課長 

   では、確定した数値を調べてご説明いたします。 

○議長 

   よろしいですか。（「はい」の声あり） 

   では、２番、齋藤正志君。 

○２番 
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   毎年2,000万ぐらいは赤字になるのではないかというようなお話でやめたような記憶がご

ざいます。それが今言っているように賃料だけということであれば、かなりの額がなったの

ではないかということで、それはそれで評価できる部分もございます。 

   この土地のスキー場として使っている部分、これは賃貸借契約がことしの３月31日までの

契約というふうになっています。これのまず積算根拠をお伺いいたします。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   明確な積算基礎につきましては、当初牧野で借りた分はヘクタールあたり10万円とか、15

万円とかという話でございますが、スキー場で借りたときにつきましては、土地の評価額、

あと近傍家賃の値段を決めながら両者合意の上決定した金額ということで、そのままずっと

続いておりますので、平成３年からはずっと単価契約的なものは変更してございませんので、

そのまま平成３年からはずっと同じ単価でやっておりますので、その都度評価額、それにつ

いて課税標準額という固定資産税の絡みを見ながら、変更がないということでそのまま継続

してやっているということでございます。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   今、平成３年にちょっと変えたということですけれども、この変更点がわかれば、金額が

変わったということですか。わかればでいいです。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   単価的に施設ができたためとか、あと面積が若干測量した結果減ったということで、10円

上がったとか面積が減ったための金額になったということでございます。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   わかりました。ありがとうございます。契約書を見ますと、そうですよね。牧野及びスキ

ー場用地と施設用地、別々に積算されているんですよ、平米数。１平米数当たりの単価がス
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キー場の部分が２円、１平米。施設用地が60円ということで、合計103万円というふうにな

っているわけでございます。今年も施設的にはスキー場としての施設がそのままそっくり残

っていますので、４月１日からの契約をしなければいけないということだと思うんですが、

新しい契約もやはり同様の契約ということで考えていらっしゃるのか、お伺いいたします。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今後の単価契約につきましては、財産区と話し合いをしながら、なおかつ今スキー場とし

ての機能を有しておりますので、そこが変わった変更とか、今後につきましては変更もござ

いますが、今の金額のまま同じく契約したいと考えております。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   そうであろうというふうに思います。ただ、使用目的が大分変わっています。契約書の第

１条にも牧野、スキー場、いこいの広場というふうにうたっておりまして、残っているのは

いこいの広場ぐらいですよね。もう少し私は、今までは23年からですから４年契約されたと

思うんですよ。これからまだまだ変わっていくと思うんですね。ですから、スパン、契約の

期間は少し短くされたほうが、お話し合いの中で短くすることを提案されたらいかがかとい

うふうに思います。 

   現状、現場を見ますと、ことしの雪、指定管理が外れたせいもありまして、施設が大分破

損しております。あそこを「休止」としておりますけれども、もう一度スキー場としてあの

施設を再利用というのは難しいと考えております。あの施設の撤去を考えるべき時期ではな

いかというふうに思うんですが、今までこの撤去に係る費用を積算されたことはありますか。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   一昨年見積もりをとった経過がございます。金額的にはそのときの鉄骨については再利用

というか、売却という形もありまして安い金額になっておりますので、再度今、雪がある関

係で撤去費用についてももう一度見積もりをとりたいと思っております。 

○議長 
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   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   町長がスキー場をやめるよと言ったときに、おととし10月でしたか、私、11月かに聞いて、

12月でどうするんだということを質問させていただいた記憶がございます。それから今まで

１年半近くが経過してしまうわけです。その間、町としては、去年どんなことができるのか

なんていうことで見積もりをとろうとしたような動きはあったにせよ、実際何もしてこなか

ったというのが現状だと思うんですよ。これをこれから町民の方の意見を聞いてどのように

するか計画を作成する。この計画をどのような方々にお伺いして、いつまで策定するのか、

お伺いいたします。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   では、２番議員にお答えをしたいと思います。 

   このスキー場を中止して、シーズンがなかったというのがことしでありますので、これら

については中止の段階のうちに町民の皆さんも、多分皆さん花見山とかそういうイメージを

恐らく持っていらっしゃると思うんですが、大変あそこは特殊なところであります。そうい

った意味で、町があの山を開拓してスキー場にした山でありますので、町としての考え方も

示さなくてはならない、それがやはり優先されるのであろうと。それで、財産区の皆さんと

話し合いをして、そして廃止、それからあそこの場所をどういう形で撤去をしていくかとい

う手順を踏んでやっていきたい、そう思っています。 

   そして、恐らくことしのうちに調査も入らなくてはならない、そんなふうに思っています

から、それらについてもまた、皆さんのご賛同を得ながらきちんとやっていきたいと思って

います。その中で契約に関してはその時点になったときに、またきれいな更地として、リフ

トがないといった時点で、どのような契約の方法がいいのか、そういったものを考えながら

手順を追いながら工程にしたがってやっていきたいと私は思っていますので、ご理解いただ

きながら、また皆さんのご意見等も聞かせていただきながら、あの場所を何とか柳津町とし

て目に見える形で何らかの方法をしていきたいと。 

   確かに、皆さんも思うんですが、大変重たいものであると思います。そんなに簡単にあれ

だけの傾斜地を改良しながらいろんなものをできる可能性というのは少ないと思いますので、

それらを十二分に考慮をしてやっていきたいと、そんなふうに思っています。 
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   まず、工程表をつくりながら進めてまいりたい、そのようなことを思っています。（「い

つまで」の声あり）いつまで。ことしのうちにはそういった手順の工程表をつくって、そし

てやっぱりやっていきたいと。そうしないと、やはり今休止のうちにある程度の皆さんの意

見も聞いて、廃止になったらすぐに手順よく進めていけるような方法をしたい、そのように

思っています。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   町長のビジョン、よくわかりました。ただ、今指定管理が外れましたので、町で借りてい

る以上、町の責任というものが大きくなります。安全性については非常に危惧するところで

す。ことしも雪があって、ちょっとネットが下がったりとか、支柱が曲がったりとか、見て

いただくとわかるんですけれども、ありました。これは管理料を払っていませんから職員の

方がやられたというお話でございましたが、今年もやはり職員の方が管理するしかないのか、

それで十分なのか、そこだけ確認させてください。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   これらについては、やっぱり危険度がありますから、これらについても専門家に見ていた

だいて、それらについて廃止の段階になれば手をつけていきたいと。それには恐らく中途で

皆様方に相談をして補正ということもあり得ると考えますので、よろしくお願いしたい、そ

のように思っています。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   先ほどの民放新聞のデスキャンの分とスキー場のことが出ましたので、お答えいたします。 

   先ほど民放新聞につきましては、県内26万部瓦版を配布したところでございます。劇場に

つきましては、全国150カ所に瓦版を設置したところでございます。（「瓦版」の声あり）は

い。１枚つづりの。 

   あと、先ほどスキー場会計ということで、25年の赤字につきましては1,294万円ほどスキ

ー場でかかっております。26年、今の支出につきましては364万円ほどの支出になってござ
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います。 

  以上です。 

○議長 

   それは、支出が364万。 

○地域振興課長 

   はい。そうです。 

○議長 

   364万円の支出はわかりました。では、予定よりどの程度圧縮されているのかということ

についてはいかがですか。 

   それは後ほどですか。 

○地域振興課長 

   後ほど。済みません。 

○議長 

   では、２番、齋藤正志君。 

○２番 

   ぜひ、これはまた雪が降る前に、本当に町の職員の方がそういうところに出動したりしな

くていいようにお願いしたいと。早急にそういった方向性を示していただいて、我々にもご

相談いただければと思います。 

   以上をもって私の質問を終わります。 

○議長 

   ２番議員の最後の質問で、今年度も職員が管理をするのかどうかという確認、これを回答

いただきたい。 

   地域振興課長。 

   今年度の管理を誰がするのかと。地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今、スキー場について破損しているところがございます。それは雪解け次第確認しながら

工事費等を上げさせていただきたいと思います。 

   管理につきましても、今のところは町で管理したいと思っております。町職員で。 

○議長 

   よろしいですか。 
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○２番 

   はい、いいです。 

   終わります。 

○議長 

   これをもって、齋藤正志君の質問を終わります。 

   次に、菊地 正君の登壇を許します。 

   ３番、菊地 正君。 

○３番（登壇） 

   先ほど通告したとおり、１つ、町民センターの雨漏りについて。 

   町民センターの雨漏り、また砂子原の西山診療所の雨漏りに対することをお伺いします。 

   ２、五畳敷地区・老沢の水害について。 

   五畳敷地区の水害は、前回の定例会でも伺いましたが、どのような対策をするのか伺いま

す。 

   ３、上村地区の通学路について。 

   この通学路について再度お伺いします。街灯は安久津地区が管理しているが、安久津地区

との話し合いがどのように進んでいるのか、お伺いします。 

   以上、３件、お伺いします。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   まず、町長。 

○町長（登壇） 

   それでは、３番、菊地議員にお答えをいたします。 

   １点目でありますが、町民センター等の雨漏りについてであります。 

   つきみが丘町民センターについての雨漏りのご質問でありますが、２階の大ホールのステ

ージ右側の内壁に壁伝いににじみ出た跡があります。調査を行っておりますが、天井裏を通

じて大ホールの内壁にしみている状況でありますので、平成27年度の予算によって修繕を行

ってまいりたいと、そのように思っております。 

   そして、柳津町国保診療所西山出張所の現在の状況でありますが、雨漏りは特に冬期間に

発生しております。原因としては、屋上の排水溝が凍結したために、融雪等によって屋上に

水がたまると雨漏りが発生するようであります。現在は、２階の雨漏り箇所にそれを防止す
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るバケツ等を設置しなら応急的に対応しており、月２回の診療には影響がないことから、今

後の施設のあり方を検討しながら対応をしてまいりたいと、そのような考えを持っておりま

す。 

   ２つ目でありますが、五畳敷地区・老沢の水害についてであります。老沢川の災害につい

ては、平成26年第３回定例会で答弁をしておりますが、その後10月に国の災害査定を受け補

助が確定をしております。復旧工事については、２月10日に国庫負担金交付決定前に工事を

行う承認を受けましたので、２月17日に施工業者との請負契約を締結しております。工期に

つきましては７月末完成の予定であります。 

   ３つ目の上村地区の通学路についてでありますが、この件につきましては、さきの12月定

例会でご指摘がありました際に、その状況を学校と共有し、児童生徒がより安全に下校でき

るよう指導をしてまいりました。上村通学路付近は、平成27年度予算において森林整備事業

による樹木の伐採等が予定されていることから、現状より通学路の状況が改善されると考え

ておりますので、今後もその状況を確認してまいりたいと思っております。 

   その中で、小林議員を初め区長さん方からこの通学路全体、安久津全体にＬＥＤの街灯設

置の要望が出ております。なお、今年度安久津地区からの通学路に増設したいと、１基であ

りますけれども、全体的に考えていただきたいということで、ガが発生する前にこのような

ものの対処をお願いしたいという要望があったことを皆さんに示しておきたいと思います。 

   以上であります。 

○議長 

   これより再質問を許します。 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   雨漏りしたのは、私は賀詞交換の日に見つけました。ですから、その前に多分関係者は見

つけたと思います、雨漏りしているなということを。その時点で、大工さんなり屋根屋さん

に点検してもらったのか、調べてもらったのかどうか、まず伺います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   町民センターの雨漏りということですが、実際に水が落ちていることではなくて、壁伝い

にわからない間にしみていたという状況でありますが、私が一番最初に議員のほうから賀詞
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交換のときにということでお聞きしました。同じく、私のほうも12月前だったと思うんです

が、やはり祝賀会等のときに会場に入って、通常ですと私らは後ろ側なのでなかなか見えな

いんですが、会場の準備をやっていたときに右奥の壁上部のほうに白いしみが見えていたと

いうことで確認はしました。これは12月ちょっと前だったと思います。その後に、ホールの

屋根裏に上がっていただきまして、どんな状況かの確認はしております。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   それは屋根屋さんですか、大工さんですか。はっきりした原因というものをつかんだはず

ですね、それだけ見た、調べたということになれば。それをお伺いします。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   大工さんに上がっていただいたんですが、しっかりとした原因はまだ見つかっておりませ

ん。といいますのは、平成17年にあそこの屋根の改修を行っております。これは老朽化した

パラペットという屋根材があるんですが、それを全部交換しております。屋上の防水シート

につきましても、今ここで何年と言えないんですが、屋上の防水シートも修繕をしていると

いうことで、思われるに、大雪等によって、それから雪が凍ったために屋上の防水シートの

どこかに異常が出てきたかどうか。それについては雪解けを待って確認をしたい、雪が少な

くなって確認できる状況になれば、屋根の上から確認をしていきたいというふうに思います。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   立派なお答えが届いておりますけれども、平成27年度予算により修繕を行いますと。これ

は大変なんですよ、あのころ建てたものはらせんくぎを使っていないから。ドサリと落ちま

すよ。打ち上げですから、この天井板は。今はどなたも大工さんはらせんくぎを使っている

から、急にドサンとは落ちません。石こうボード、耐火ボードですから。それが、あのまま

にして１月５日から何百人も映画にしろ、この間の28日の新井田さんの祝賀会にしろ、何百

人も使っているんですよ。それが、原因がこうだ、大雪が降ったからこの影響で雨漏りがし

ているんだくらいで、いやー、皆さん、のんきなものですね。自分の家にしてみなさい。す
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ぐしとったり雨がふったならば、大工さんを呼ぶ、そして屋根屋さんを呼ぶ、これを見てく

れと。すぐ修繕するのではないですか。百にしてもそう。それが今、このような状態で何百

人もあそこに押し込んで使って。安全だからというようなことしか私はとれない。それが心

配でここに上げたんですが、完全にあれは雨漏りなんですよ、壁が汚れていると。今でさえ

も壁の汚れも落としておかない。そんなに関係者が忙しいのか。脚立とタワシと洗剤でもっ

てタオルで拭けば、２時間もかかればきれいになる壁なんです。きれいになっただけでは安

全ではないですよ。上が漏っているから、ああいう姿の雨漏りが起きているんですから。こ

れは明日にでも大工さん、屋根屋さん、これが原因だという原因をつかんでください。私だ

ったら気がもめてだめですね。きょうにもやりたいくらいです。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   住民の福祉の向上ということでつくった施設でありますから、確認不足であったというこ

とは本当におわびをするしかないと思いますが、実際に屋根裏に上がって屋根の中がどうな

っているかということを確認していただいて、内部的からは原因がわからなかったというこ

とで、外、要するに屋根の上に上がって雪を除去した上で確認できるようであれば、すぐに

やっていきたいというふうに思います。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   一日も早い修理、修繕。予算どうのこうの、27年に予算をとってそれから修繕しますって、

のんきな気の長い話ですよ。ですから、あすにでも、雨が降っているのでは困りますけれど

も、屋根だから危ないから。私は関係者に２月27日の朝に聞きました。そうしたら、３月に

入ったら修繕すると、そのような話を聞いて、ああ、よかったなと。それ以上のことは私は

話できませんから、それで終わってきました。よく皆さん、安全・安心、まちづくりと、そ

ういう言葉をよく聞きます。どこからそういう言葉が出ているのか、わたしはぴんときませ

ん。あれから、１月５日から400人からの町民が入っているんですよ、使っているんですよ。

そこは安全だから、安心だから使っていると俺は思っていたの。だけれども、ここに一般質

問に上げるまでは、いやー、このままにしておいたら、事故が起きてからでは遅い。川崎の

問題、子供の問題ではないけれども、事故が起きてからでは遅いですよ。あすにでも大工さ
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ん、屋根屋さん、ぜひ。何回も言わなくてもいいけれども、らせんくぎを使っていないから

ドサッと落ちますから、あれは、濡れた分が。石こうですから。あすにでもそういった点検

をしてくれますかどうか、今ここではっきりと約束したいと思います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   本当に議員にご心配をかけて申しわけないと思います。あすできるかどうかということは

ここでは明言はできませんが、できるだけ早く調査に基づいて何が原因か、それから安全で

あるかということの再確認をしていきたいというふうに思います。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   続いて、砂子原地区にある診療所のまた同じ問題なんです。現場は見ないけれども、新聞

３枚も４枚も敷いて、そしてバケツ並べておくそうです。それは、排水路が凍ったから雨漏

りしているんだと。雪は毎年降るんですよ。雪は毎年降るんだから、そのような雨漏り排水

が詰まるのなら２本も３本も増設して、もっと太いものを増設して、外に流れるようにでき

ないものかお伺いします。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   議員のおただしの内容でありますが、これらについても大変施設が古く、46年に施工した

建物であります。町といたしましても平成23年度に診療所関係の外壁と屋上関係等も実際に

工事をしております。その時点ではなかったんですけれども、昨年の２月からまた雨漏りと

いうようなことで、雪が降った段階でなったような形になっております。 

   本年度についても１月ごろより雨漏りが発生したというようなことで、１月26日に屋上の

ほうの除雪をした経緯があります。これらについても今後の西山診療所関係の施設のあり方

等も含めて検討をしていきたいと思っております。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 
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   このとおりバケツを続けて置いたり、新聞紙を敷いておいたり、その下で患者さんが診察

してもらっていると。これは私からすればとんでもない話です。ですから、あの場所はもう

きょうから、あすから使わないで、支所のホール、大きなホールを使うようにしたらどうで

すか。伺います。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   診療関係の施設でありますが、医療法に基づきまして診察とか処置室とかというようなこ

とでの対応が義務化されている部分がありますので、今の診療所の中でやるしかないという

ようなことを考えております。支所関係でやるとなると、これらの手続等もあわせてもう一

度最初からやらなければならないということで、今の場所で進めていきたいと。これらにつ

いても、今後西山の診療所関係等については、施設のあり方を今議員の皆さんともお話をし

ている段階でありますので、内容等を見ながら進めていきたいと思っております。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   バケツ２個も並べて雨漏りを防いでいると。いろいろ診療所の移転ということになれば、

支所のほうを使うとなったらいろいろな問題が出てくるというならば、雨漏りしないところ

で安全な場所でやってくださいよ。どこにもないですよ、雨漏り。自分の家に、また逆に戻

るけれども、皆さん、私、がっかりする、こういうお答えをもらうと。もっと先の見えた、

では今週中に修理をします、今月の15日ころまでには完全に雨漏りを修理しますと、そうい

った返事を私はいただきたいんです。考えてみますとか思っていますとか、そんな返事は誰

でもできるんですから。町民課長、もう少し突っ込んだ、もう少し暖かい、俺、いつも言う

けれども、温かい返事ないですか。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   まだ屋上のほうに雪もありますので、これらについて雪が消えた段階で再度私のほうで調

査をさせていただきたいと思っております。 

○議長 
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   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   調査します、考えるようにしますなんて、町民課長、だめですよ、本当。ですから、まず

点検をすると。ここが原因だったと。そして、どのくらいかかりますと。そういうような、

あと一般質問は６月にしかないけれども、私は６月まで待てませんから。できれば、15日ご

ろまで返事をもらうことはできませんか。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   先ほどもお話ししたとおり、まだ屋上のほうに雪がありますので、大工さんなり、それら

の内容、詳しい方とよく現地に上がって現場を見ながら対応させていただきたいと思います。 

○議長 

   よろしいですか。 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   では、雪消え次第。雪のことを言うと檀ノ浦、入谷建設でわざわざ単価でおろして、そし

て20も30も金をかけてやっているんですよ。その請負額は私はわかりませんけれども。あの

思いをしたらどこでもできますよ、それは。雪があるからなんていうことは、この場所逃れ

ですから、町民課長。ですから、雪消え次第に町民センター、そして西山の診療所の雨漏り、

これはかたい約束をここで、私だけでなく皆さん聞いていますから、かたい約束をして修繕

すること。絶対だめですよ。今はらせん棒使っているから、ドサッと急には落ちないの。 

○議長 

   重複質問ではなくて。 

○３番 

   わかりました。では、その２点についてはこのくらいにします。 

   次、２番、五畳敷地区・老沢の水害について。去年の８月７日ですよ、あの水害は。あれ

から何日たったんですか。私はわかりませんが。ここに７月末に完成の予定でありますと。

私も今喜んでおります。本当に温かい言葉をありがとうございます。予算はどうこうあるよ

と。だけれども、３月、４月は大水が出ますから、あの上に砂子原の沼、牧沢の沼、２つ大

きな沼がありますから。我々子供のときは泳いでいたり、フナ釣りをやったりしたんだけれ
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ども、本当にあの水が雪解けと一緒に流れてきますから。工事をやる人は危険ですから。で

すから、あの水が引いたころ、そこを見計らって７月末完成の予定という、こういう答えが

出たと思うんです。これはかたい約束できますね。 

○議長 

   建設課長。 

○建設課長 

   工事については、今おっしゃいました雪解けの関係の水の量も検討しながら入っていきた

いと思いますが、工事としては雪解け後にそこからすぐに工事は入っていきたいとは考えて

おります。順調にいけば７月までかからないと思いますけれども、工期として７月末までの

工期をとっておきたいということでございます。 

   以上です。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   新湯側にしてみれば、20センチくらいか、そういうパイプがじゃんじゃん流れているんで

すよ。あれは何だと言ったの。あれは新湯の水かと。いや、あれはせいざん荘の流れ水だと。

これは老沢でも言っていましたから、急がず、泡を食わず、７月末で結構ですから、二度と

ああいうような水害、水で根足を洗われてオールが倒れるようなことがないように、完全に

やってください。ここに記録されていますから、これは私だけでなく、かたい約束します。 

   次に３番、上村地区の通学路について。これはいろいろ、今朝も10時からですから私は９

時に来て、区長さんとちょっと話をしてきました。ＬＥＤで１基。何だと、お前、１基とは

何だと。私は６つと言っているのに何だということでいろいろ話をしてきました。この１基

は、教育長、五十嵐四郎さん、齋藤ミヨ子さん、倉本賢一さん、奥に佐藤さん、あの４軒の

角にあった街灯だそうです。小屋を解体したから今、解体したために真っ暗になるんだと。

あそこ、夏ならば軽トラも乗用車も入っているんです。その街灯なんです、このＬＥＤ１基

を要望するということは。はっきりそれは言っていましたから。それは私のこの前の12月定

例会に言ったことと全然別ですからね。ちょっとその辺を。 

○議長 

   それは確認ですか。 

○３番 
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   確認。 

○議長 

   教育課長。 

○教育課長 

   今回安久津部落で新設を予定している箇所については、通学路沿いの、ちょっと離れるん

ですが、安達さん宅の裏のほうに設置されるということで、多少は通学路も明るくなるので

はないかというようなことでここに併記させていただきました。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   今の話はそれでわかりました。４軒あるんです、あの奥にね。そこに入る道路に対しての

小屋が解体したために見えなくなった、なくなったと。 

   それで、皆さん、歩いてくださいよ。車でばかりあるいているから。五差路と新村の入り

口の踏切の間、たった６つですよ。30万ずつかかっても、何もそれは私計算できませんけれ

ども、１個30万ずつかかったって、簡単にできますよ。子供は柳津町の宝だと言っていなが

ら、これから10年後、20年後柳津町をしょって立つんですよ、皆さんは。皆さん、そこら辺

を考えて、誰議員だって言っていることないけれども、安久津地区全員と考えずに、あの間

だけ、300メートルですか、五差路と新村の踏切のあの間、６つさえふやせば、増設すれば

明るい通学路になるんです。明るいところからは明るい健やかな立派な子供たちが育ってい

きますから。その６つだけまず、早いところ。８月ごろまで、業者の都合もあるから９月い

っぱいとか、何かかたい約束をしたいものです。 

○議長 

   では、それは６基をつくるということの質問ということでいいですか。（「はい、増設

の」の声あり）これに関しては、街灯、防犯灯を含めて。 

   総務課長。 

○総務課長 

   12月の議会でご質問をいただきました。通学路につきましては、他に、前回もお話しした

と思うんですが、やはり柳津町全区域に通学路があるわけでありまして、そこだけというわ

けにはなかなかいかないというふうに認識をしております。 

   先ほどの答弁の中にもありますが、通学路沿いの樹木の伐採等が森林整備事業によって実
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施をされる。そこで、今まで閉ざされていた街灯の明かりが届くようにもなってくるという

ことで、通学路の状況が現状より改善されるというふうにお答えをしております。 

   あと、先ほど町長からお答えをいたしましたが、安久津地区の区長さんに１月30日に要望

ということでおいでをいただいております。それについては、今、安久津地区の中に20数基

街灯がありますが、マイマイガが寄ってきて大変な状況であるので、その電球の交換につい

てということで要望をいただきました。 

   今回、27年度の当初予算に計上させていただいておりますが、今柳津町全体に640基ほど

の防犯灯がございます。そこの中でＬＥＤ化に対応したものが今100基ほどありますので、

残り540基、町全体でＬＥＤ化が必要なのかと考えております。２年間でこれをＬＥＤ化し

ていくという内容で今回予算に計上させていただきました。ただ、現状の60％の補助ですと

なかなか地区でも大変であるということで、２年間に限って補助の割合を上乗せしていくと

いうことで、予算を計上させていただきました。ぜひＬＥＤ化にして子供たちがそこを通学

しやすいように利用いただければというふうに考えております。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   全部交換しても13くらいですから、安久津地区だけにしょわせないで、安久津地区に持た

せないで、行政区、柳津町、町として管理、これを持つことできませんか。あの300メータ

ーくらいですよ。そして、もし砂子原地区もそういうふうに希望があればやってやると。そ

のくらいのこと、子供は柳津町の宝なんて言っていて。私としては、13増設ですから柱にそ

のまま器具をつけさせてもらうと。東北電力と話し合いをして。柱から立てて、大平町なん

か15灯ですよ、あのつり鐘型のあれ。本当に昼間と同じです。そして、何とか、マイマイチ

ョウチョウとかあれは１匹も来ない。サクラの木には来たけれども、あの光が嫌だから来な

いんだという説明を受けたけれども、15灯ＬＥＤに切りかえまして、大変町の人も喜んで、

大平町の皆さんも喜んでいます。ですから、13灯くらいですから、金がかかるのはわかりま

す、私も。これをことしじゅう、９月いっぱいくらいに皆さん、まだクラブが始まらないう

ちに明るいＬＥＤの街灯に切りかえることはできないでしょうか、お伺いします。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 
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   12月にもお答えしているんですが、中身は本当にわかるんですが、まだほかにも通学路で

暗い場所があったり、さまざまな状況がありますので、町全体を見て改修をしていかなけれ

ばいけないというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   安久津地区全体となると、大根下しから五差路から、診療所、街道、もう何十基にもなり

ますから、とにかく第１期工事として300メーター、通学路だけ、９月いっぱいくらいにＬ

ＥＤに切りかえるような考えで、町長もそれを考えてやってもらいたい。 

   そしてまた、森林整備、景観条例の１つ入っているかもしれない、杉の木を伐採すると。

10人くらいの地権者、地主がいるそうですが、これも１年、２年かかっても、安久津地区の

ため、また通学路も、西向きですから、これは明るくなります、帰り道は。これもなるべく

早く森林事業の一環としてやってもらいたいものです。ひとつこれに対しての、森林整備事

業というのはきょう初めてここに出ましたから、12月あたりはこれが出なかったから、これ

が何年度中とか、今年度中とか…… 

○議長 

   質問の中身は。 

○３番 

   中身、それでやってください。今年度中とか。伐採。 

○議長 

   今、総務課長が回答申し上げましたが、不十分であると。 

○３番 

   不十分だ、あれでは。 

○議長 

   では、再度回答いただきます。 

   森林整備も質問の中に入りますか。 

○３番 

   そう。それも含めて２つ。 

○議長 

   総務課長。 
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○総務課長 

   何回も本当に申しわけないんですが、町全体を考えて進めさせていただきたいということ

であります。 

   詳しくはまた予算委員会の中で説明いたしたいんですが、地区当たり、地区の１つのＬＥ

Ｄ化するための予算として想定していますのが５万4,000円ということで考えております。

１つをＬＥＤにするためにですね。そこの中で町が70％補助をさせていただくということで

あれば、地区負担はおよそ１万6,000円程度になっていくということで、今までより非常に

設置、修繕をしやすい状況になっているかと思います。 

   それから、森林整備事業による樹木の伐採についてでありますが、これについては平成27

年度予算にまた計上させていただいておりますので、そこで進めさせていただきたいという

ふうに思います。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   森林整備事業は、ことしは無理にしても来年度中、28年度中には何とかなるというような

考えでいいですか。 

○議長 

   総務課長。 

   今、答弁しましたが、再度。 

○総務課長 

   27年度中ということで考えております。 

○議長 

   27年度中、予算の中で対応すると。 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   はい。それで、街灯、また戻りますけれども、わずか300メートルですから町管理、これ

は安久津、いやー、安久津さん、あんたたち管理しろよと。電気料もあんたらで支払いしろ

よと。そういうふうでなく、町の子供たちは財産ですから。役場が全額持って、あの街灯だ

けですと故障がなければ年に七、八万で済むと思いますよ。大平町は、集会所のあれを入れ

て今まで修理代から18万ですから。今度はＬＥＤになったからどういう結果が出るか。まだ、
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総会は終わりませんけれども。ですから、あれは安久津地区ではなくて、柳津町全体の管理

体制に入っているというような、そういうふうなことではどうですか。伺います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   この件についても昨年の議会の中で説明をさせていただきました。両沼地方の中において

も、役場管理でやっているところ、それから各地区管理でやっているところということで説

明をさせていただきました。そういう状況も踏まえて、今後検討をさせていただきたいとい

うふうに思います。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   検討させてくださいとか、そういうふうに考えていますとか、そう思いますなんて、この

場限りの言葉でね。私は疑い深いから。人を見たら泥棒と思え、火を見たら火事と思え、そ

のくらいですから。もう少し温かい先の見えたご返事を私はいただきたいんですよ、本当に。

300メーターくらいの街灯を安久津地区に持たせる、修理代を持たせる。かわいそうですよ、

安久津地区、100件世帯の。 

○議長 

   では、これにつきましては執行部のほうで十分協議していただいて、検討ということでご

ざいますから、これについては後ほど報告をいただくというようなことでいかがですか。 

○３番 

   はい。時間も時間ですので、この辺で私の質問を終わります。 

○議長 

   これをもって、菊地 正君の質問を終わります。 

   これで一般質問を終わります。 

         ◇         ◇         ◇ 

         ◎散会の議決 

○議長 

   お諮りいたします。 

   本日はこれをもって散会いたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 
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         （「異議なし」という声あり） 

○議長 

   異議なきものと認めます。 

   よって、本日はこれをもって散会いたします。 

   長時間、大変ご苦労さまでございました。（午後５時４０分） 

 


