
 

            平成２７年第２回柳津町議会定例会会議録 

 

  平成２７年６月１０日第２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   ５番 横 田 善 郎   ９番 磯 部 静 雄 

  ２番 齋 藤 正 志   ６番 鈴 木 吉 信  １０番 小 林   功 

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

   

 

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 

  陳情について  陳情第 １ 号 

          陳情第 ２ 号 

  一般質問（通告順） 

  報告第 １ 号 産業厚生常任委員会付託案件審査結果報告 

  報告第 １ 号 総務文教常任委員会付託案件審査結果報告 

  議案第５２号 平成２７年度柳津町一般会計補正予算 

  議案第５３号 平成２７年度柳津町国民健康保険特別会計補正予算 

  議案第５４号 平成２７年度柳津町介護保険特別会計補正予算 

  議案第５５号 平成２７年度柳津町簡易水道事業特別会計補正予算 

  議案第５６号 平成２７年度柳津町農業集落排水事業特別会計補正予算 

  議案第５７号 平成２７年度柳津町下水道事業特別会計補正予算 

  議案第５８号 平成２７年度柳津町林業集落排水事業特別会計補正予算 

  議案第５９号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 
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  議案第６０号 柳津町過疎地域自立促進計画の変更について 

  諮問第 １ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  諮問第 ２ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  諮問第 ３ 号 人権擁護委員候補者の推薦について 

  報告第 １ 号 平成２６年度柳津町繰越明許費繰越計算書の報告について 

  報告第 ２ 号 平成２６年度柳津町事故繰越し繰越計算書の報告について 

  報告第 ３ 号 会津若松地方土地開発公社経営状況の報告について 

  議員派遣について 

  議員提出議案第 ２ 号 「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による就学支援事業の継続

を求める意見書の提出について 
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            平成２７年第２回柳津町議会定例会会議録 

            第１日 平成２７年６月１０日（水曜日） 

 

１．出席議員は次のとおりである。 

  １番 田 﨑 信 二   ５番 横 田 善 郎   ９番 磯 部 静 雄 

  ２番 齋 藤 正 志   ６番 鈴 木 吉 信  １０番 小 林   功 

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

   

 

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 郡 司 博 道  教 育 委 員 長 二 瓶 裕 美 

総 務 課 長 矢 部 良 一  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 鈴 木 春 継  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 一 義  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５ 陳情について  陳情第 １ 号 

               陳情第 ２ 号 
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  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２回柳津町議会定例会を開会します。 

○議長 

   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。 

   ２番、齋藤正志君、３番、菊地 正君、５番、横田善郎君、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６月12日までの３

日間と協議を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３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 

   日程第３、諸般の報告について。 

   これより平成27年３月４日開会の第１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。 

   なお、前回議会定例会後に町に申し入れをしました一般質問の中で、検討します等の答弁

について、その後についての報告書が届いておりお配りしております。議会全員協議会にお
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いて内容の協議を行います。 

   次に、柳津町監査委員より、平成27年２月から４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、柳津町議会常任委員会所管事務調査の実施報告を求めます。 

   総務文教常任委員会の報告を求めます。 

   総務文教常任委員長、鈴木吉信君。 

○６番（登壇） 

   総務文教常任委員会現地調査報告。 

   ５月７日、午前９時より現地調査を実施いたしました。 

   参加者は、総務文教常任委員５名、議会事務局員、そして説明員として教育長、総務課長、

教育課長の９名で行いました。 

   各学校では、学校運営全般について説明を受け、校舎内外を歩き、現状を確認いたしまし

た。 

   １つ目、柳津小学校は、特に問題点もなく、新たな要望もありませんでした。 

   ２つ目、柳津中学校は、昨年度も取り上げた校舎内の廊下側のサッシが大変に傷んでいて、

外れることのないように応急措置はしているが、早急な改修の必要性を感じました。また、

今後改修の際には、同時に暖房費の関係も含め二重サッシ等とか多面的に考えながら進めて

いくべきと要望しました。 

   ３つ目、西山小中学校は、全部複式学級になったことに対し心配された部分もありました

が、電子黒板やＩＣＴ等のデジタル教材の利用による教育に多少不安が払拭されました。 

   ４番目、西山中学校は、生徒数から教員数が限られる中で、教育内容の充実に取り組んで

いることを確認しました。 

   この学校視察と同時に実施いたしました内容について報告いたします。 

   防火水槽整備計画地区（安久津・門前町・新村・黒沢）を視察し、早急な着工を要望しま

した。また、大平町、国道252号線沿いの水防倉庫整備計画地を視察し、これも計画にある

７月末の完成を要望いたしました。 

   会津坂下消防署柳津出張所を訪問し、現在の会津若松地方広域市町村圏内の消防概況の説

明を受けました。そして、昨年度実施された耐震工事による庁舎を視察し、今後の消防防災

体制の充実を確認しました。 

   お忙しい中、説明員としてご協力いただきました教育長を初め関係者の方々に心より感謝
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を申し上げます。 

   以上、総務文教常任委員会現地調査報告を終わります。 

○議長 

   産業厚生常任委員会の報告を求めます。 

   産業厚生常任委員長、横田善郎君。 

○５番（登壇） 

   それでは、平成27年度産業厚生常任委員会現地調査報告をいたします。 

   平成27年３月定例議会の決議に基づき、去る５月７日、産業厚生常任委員会の現地調査を

実施したので、報告します。 

   今回の調査の主点は、委員の協議により、長年計画されながら未着工の事業、予算繰越事

業の実施状況、国直轄事業国道49号線藤峠のトンネル化事業の町への影響、さらに塩野地区

の土砂崩壊による県道・町道の通行どめを受け、急遽湯八木沢地区湯の岳地内、町水道水源

及び配水池付近の山地崩落状況を現地調査し、また、会議室において地区町民より質疑の多

い森林再生整備事業について説明を受けました。 

   委員、担当課長、議会事務局長同行により、 初の視察箇所、特別養護老人ホーム福柳苑

30人増床工事を訪れました。当事業は、高齢者福祉対策施設介護の核として一日も早い開所

が望まれていた施設ですが、平成26年度予算繰越事業となりました。町民課長、担当班長の

立ち会いの上、両沼厚生会施設長及び工事請負業者現場責任者の説明を受けました。工事は、

工程管理を町も含めて３者で絶えず協議し、作業員、資材の確保も順調に進み、６月末の引

き渡しを確約しました。しかし、公表している７月開所は、介護職員の不足から危ぶまれて

いるそうですが、町内より49人の入所希望者があり、予定どおりの開所が望まれるところで

す。 

   次に、長年地区より要望が強かった国道252号線八坂野地内の歩道計画箇所を視察しまし

たが、ここは道路構造上スピードが出やすく、死亡事故、自損事故の多発地帯であり、過去

には小学校から危険通学路として指摘を受け、現在も父兄の先導、臨時バス停で対応してお

り、歩道設置を県・町へ要望しておりました。 

   建設課長の説明によりますと、本年度用地買収説明会を予定し、町としても早い整備促進

を県に働きかけたいとのことでした。さらに、歩道計画箇所近くの国道252号線からシモン

工場までの町道は、毎年冬期間には大型車が国道に出るときにスリップし難儀をしている現

状から、建設課長に聞きましたところ、現状を把握しており、地形測量は既に終え、図面上
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の計画や地権者に打診した経過があるそうですが、今後会社とも協議し、道路構造の改良を

望みたいと思います。 

   次に、国道49号線会津防災事業藤峠トンネル化の現地を視察し、町への影響、公的利益及

び利便性を確認するものでしたが、トンネルの入り口予定地が柳津町の区域で、あとは西会

津町の区域でした。柳津町としての効果及び影響は限定的で、もっと柳津寄りのトンネル化

を期待しましたが、これでは通行に対しても限定的な効果のように思います。 

   その後、当初予定にはなかった旧ホテル跡地を整備し、まちなか多目的公園として５月２

日にオープンした施設を視察しました。どのような目的の公園なのか、観光客が対象ならベ

ンチや簡易テーブルなど休息できる施設を設置すべきではとの委員の意見が出ました。これ

は、本施設にかかわらず町なか全体として、癒しと安らぎのまちづくりを目指すなら、観光

地としての整備を計画すべきではないでしょうか。 

   次に、採択から10年以上経過しておりますが遅々として進まない幹線町道八坂野大野線、

大野新田八坂野間の改良工事について、 近は明許繰越、さらには事故繰越まで常態化して

いる当区間について視察しました。事故繰越区間は完了しておりました。今後、地質調査や

法線検討をしたい旨の説明はありましたが、本路線は当初広域農道から細八、町の中心街、

小椿、長窪を経由して49号線までの流れをよくし、地域の観光や開発、町振興を目指した基

幹道路の整備であったことから、今後の整備目標計画を新たに設定する必要があるのではな

いかと実感しました。 

   昼食をはさんで、湯八木沢簡易水道付近の湯の岳山地土砂崩壊箇所を視察しました。現場

は豪雨時にさらなる崩壊が心配され、 悪の場合には滝谷川の閉塞も危惧されるところです。

早急に県等に相談し、治山の対策も検討すべきではないかと委員一同の意見でした。 

   役場に戻る前、出倉及び安久津地内の消雪施設を視察しました。本施設は長く消雪機能を

失い、地域住民から不評が強かった施設であります。本格的な復旧に努力してきたが、業者

に委託しても専門的な技術職が不足し困難な状況にあり、出倉については平成27年度予算で

調査をしたい旨の説明がありました。安久津地内については、水源井戸の清掃を平成26年度

予算化しましたが、実施したところ、ケーシングがつぶれておりポンプの引き上げが不可能

であったため、新たな井戸を掘り水量を確保したい旨の説明がありました。高齢者世帯が多

くなり、除雪に苦労する状況がますます増加するものと思われ、早期に復旧してもらいたい

と思います。 
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   その後役場庁舎に戻り、林野を所有する地域集落住民より期待と要望の強い森林再生整備

事業の現状計画について説明を受けました。対応した集落と全く知らないでいる集落もあり、

再度集落に対する説明会をすべきではないかとの委員の意見でありました。山の魅力が失わ

れ、山の境界もわからなくなってくる現状において、持ち主の確定も大きな仕事と捉え、間

伐材の利用、ＣＬＴ、木質バイオマス発電及び自然環境保全林整備など、本事業の実施を機

に山林の持つ魅力を高めてほしいと思います。担当課長から、要望のなかった集落への再度

説明会の開催と多目的な森林資源の活用を検討していきたい旨の説明がありました。町有公

社造林地の整備もぜひ実施してほしいものです。 

   その後、委員による総括を行い、平成27年度産業厚生常任委員会の現地調査を終えました。

多忙な中、同行、現地説明をしていただいた各課長に御礼を申し上げ、委員会報告といたし

ます。 

   以上でございます。 

○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。 

   町長の挨拶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。 

   本日、平成27年第２回柳津町議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様には、何

かとご多忙の折にもかかわらずご出席をいただき、まことにありがとうございます。 

   本定例会におきましても、当面する重要案件についてご提案をいたしますので、どうぞよ

ろしくお願いを申し上げます。 

   さて、１月26日に召集されました通常国会では、政府は地域住民生活等緊急支援のための

交付金など、地方への好循環拡大に向けた緊急経済対策を盛り込んだ予算案を国会に提出し、

景気回復、地方創生実現を目指して予算の早期成立を図り、経済 優先で取り組むとしてお

りましたが、４月９日に成立したところであります。 

   また、５月の月例経済報告では、景気は、緩やかな回復基調が続いており、先行きについ
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ては雇用・所得環境の改善が続く中で、原油価格下落の影響や各種政策の効果もあって、緩

やかに回復をしていくことが期待されるが、海外景気の下振れ等によって、我が国の景気が

下押しされるリスクに留意する必要があるとして、政府は、大震災からの復興を加速させる

とともに、デフレからの脱却を確実なものとし、経済再生と財政再建の双方を同時に実施し

ていくとしております。 

   一方、県内における雇用情勢は、有効求人倍率が1.4倍台と高水準で推移している一方で、

建設業等の人手不足が続いている職業もある反面、事務職については求職需用が多いといっ

た雇用のミスマッチが見られるなど、一部に厳しい状況が見られるものの改善傾向にあるよ

うであります。 

   このような状況のもと、町といたしましては、第５次柳津町振興計画の前期計画 終年度

に当たり、将来像として掲げております「みんなが主役！笑顔広がる絆のまち」の実現のた

め、６つの基本政策、28の施策、さらには当初予算に掲げました７つの重点施策を踏まえ、

町民の皆さんの立場に立った町政運営に全力で取り組むとともに、地方創生の考え方なども

取り入れながら来年度からの後期計画を策定してまいりたいと考えておりますので、議員の

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

   また、本年４月８日に塩野地内で発生した山腹の崩落による大きな土砂災害については、

災害の状況や復旧について関係地区、県等と協議、検討を進めてきたところでありますが、

建設業等の人手不足があるとはいえ、一日も早い復旧が望まれているところであり、県では

被災した林地の災害復旧整備費用として約６億4,000万円の予算を６月の補正予算に計上し

ているところであります。町といたしましても、関係機関との連絡・調整を密にして、早期

復旧のため全力で取り組んでいく所存であります。 

   なお、本議会に提案いたします案件は、平成27年度補正予算に関する案件、７件、固定資

産評価審査委員会委員の選任に関する案件、１件、柳津町過疎地域自立促進計画の変更に関

する案件、１件、人権擁護委員候補者の推薦に関する案件、３件、平成26年度繰越計算書の

報告に関する案件、２件、会津若松地方土地開発公社経営状況の報告に関する案件、１件、

以上の15件であります。 

   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。 

         ◎陳情について 

○議長 
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   日程第５、陳情について。 

   陳情第１号「「自然薯」栽培の支援に関する陳情」についてを議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   本陳情書は、陳情の趣旨を尊重し、産業厚生常任委員会に付託し、本会期中に審査をする

ことに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、本陳情書は産業厚生常任委員会に付託し、本会期中に審査をすることに決定しま

した。 

   陳情第２号「「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による就学支援事業の継続を求める

陳情」についてを議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   本陳情書は、陳情の趣旨を尊重し、総務文教常任委員会に付託し、本会期中に審査をする

ことに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、本陳情書は総務文教常任委員会に付託し、本会期中に審査をすることに決定いた

しました。 

         ◎一般質問 

○議長 

   日程第６、これより一般質問を行います。 

   通告順により、小林 功君の登壇を許します。 

   10 番、小林 功君。 

○10 番（登壇） 

   おはようございます。 

   さきに通告のとおり、２点について質問をいたします。 

   １、マイマイガの対応について。 

   昨年、マイマイガが爆発的に大量発生し産卵しました。ことしはさらに多くの幼虫がふ化
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し、町では殺虫剤の配布、そして薬剤散布機の貸し出しなどを行いました。しかし、その効

果は十分とは言えず、町民の生活や観光業などに影響が出ております。今後どのように対応

していくのか、お伺いをいたします。 

   ２点目、柳津町振興計画の管理について。 

   柳津町の振興計画は、産業の振興を初め保健福祉、教育など諸般において町の 高位の計

画とされております。この計画は基本構想、基本計画、実施計画で構成されておりますが、

このうち基本計画は５年ごとの見直しの上、策定することになっております。今年度がその

満了の年度となり、来年度以降に向けて後期基本計画を策定する必要があります。予想を上

回る早さで進んでいく少子高齢化、過疎化の中、後期基本計画の策定に当たり留意する点は

何か、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） 

   それでは、10番小林議員にお答えをいたします。 

   まず、１点目でありますが、マイマイガの対応についてであります。 

   マイマイガが昨年大量発生をいたしました。これは二、三年継続すると言われております

が、今年度の対策といたしましては、これまでの町の広報紙により健康被害への啓発、そし

てまた注意喚起とあわせ、街灯のＬＥＤ化推進や毛虫防除の薬剤配布及び噴霧器の貸し出し

を希望する行政区に行ってきたところであります。また、主要の観光施設やイベント開催に

応じて薬剤噴霧による毛虫駆除を随時実施しておりました。 

   大変心配していたのは、６月６日にみずウォークがあったわけでありますが、2,000人近

い皆さんがいらっしゃいましたので、大変この虫による影響があったかと思っていましたが、

何事もなく皆さん喜んでコースを歩いていただきましたこと、安堵をしているところであり

ます。 

   今後、間もなく毛虫から羽化して成虫になる時期を迎えますので、今後の対応策といたし

ましては、設置場所等について行政区との協議が必要となってきますが、ガを誘導する投光

器を設置して、駆除用薬剤によりガを捕殺し、その後回収するような体制で実施したいと考

えております。 
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   これまで町民の方から多くの相談が寄せられておりますが、今後は当面成虫の駆除を行い、

担当関係課の連携を図りながら、町民生活及び観光産業への影響を軽減してまいりたい、そ

のように考えを持っているところであります。 

   ２番目でありますが、柳津町振興計画の管理についてであります。町では、平成23年度か

ら平成32年度までを計画期間とする第５次柳津町振興計画を策定して、この計画は基本構想、

基本計画、実施計画で構成をされているわけであります。 

   基本構想では、目指すべき町の将来像を「みんなが主役！笑顔広がる絆のまち」と掲げ、

この将来像の実現に向けて６つの基本政策によって総合的、計画的なまちづくりを進めるこ

ととしております。 

   基本計画では、基本構想で示されましたまちづくりを実現するため、28の重点施策を掲げ

たわけであります。平成23年度から平成27年度までの５年間で行う取り組み方針や目標値、

役割分担などを明らかにして、実施計画に基づいた事業を実施してまいりました。この前期

５年計画が今年度で 終年度になるわけであります。 

   社会環境、議員がおっしゃるとおり、経済状況を初め人口の減少、そしてまた少子高齢化、

過疎化は年ごとに厳しい状況にあり、全国的な課題でもあります。これらの課題に対応して

町の将来像の実現を図るため、前期基本計画の事業実績と事業効果、課題を住民アンケート

調査等により検証を行って、施策の継続性と新たな視点に着目することや、厳しい財政状況

の中にあって効率的また効果的な町政運営を図る観点から重点課題や特性を見定めて、後期

基本計画と個別の行政計画の整合性をとり、経営的感覚を持った戦略的な計画を目指したい

と、そのような思いを強くしております。そしてまた、少子高齢化、過疎化対策としては、

子育て環境の整備、在宅福祉の充実、後継者対策の支援を図り、「みんなが主役！笑顔広が

る絆のまち」を目指して、後期の基本計画の策定に当たってまいりたい、そのような思いで

あります。 

   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認めます。 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   それでは、１番、マイマイガの対応についての再質問を行います。 

   マイマイガの生態を調べてみると、約10年周期で大量発生を繰り返して、その際すさまじ
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い数と旺盛な食欲であらゆる草花や樹木を食い尽くすと。これは、広葉樹に限らず針葉樹ま

でも、また今、稲までも食害の被害に遭っていると。森林害虫として非常に有名な虫であり

ます。 

   しかし、不思議と大量発生から３年ないし５年程度でその大量発生が終息をするというパ

ターンを繰り返しております。これは、一説によると、マイマイガの幼虫が植物の葉を食べ

るときにその植物の葉の中にあるウイルスがいると。これはバキュロウイルスというウイル

スらしいんですが、これに感染をすると、ウイルスが幼虫に寄生、増殖をして、ことごとく

死んでいくというような、マイマイガにとっては大変恐ろしいウイルスがいるということだ

そうです。 

   しかし、３年から５年経過すれば自然といなくなるからいいでしょうという話ではありま

せん。マイマイガの卵にしても幼虫、成虫、我々身近にいれば誰しもが不快に感じるもので

あります。学術的にも分類はドクガ科、そして、小さな幼虫には、わずかですが毒針もあり

触れるとかぶれます。成虫の羽には鱗粉があり、皮膚に付着すると発疹が出る場合もあると

されております。ですから、我々の日常生活においても大きな制約が出てきていると。窓や

戸を開けっ放しにできませんし、洗濯物や布団を外に干すことすらできないというようなこ

とでございます。 

   そこで、今後駆除に当たりまして、どのように有効な手段を講じていくのかということを

お伺いしていきたいと思うんですが、まず１つ目、これはマイマイガを寄せつけない有効な

手段の１つとして先ほど答弁の中にありましたけれども、照明をナトリウム灯、あるいはＬ

ＥＤの灯に交換する方法があります。当初予算では防犯灯の設置事業補助金、マイマイガ対

策として例年より補助率を10％上乗せをして30％とした予算をとりまして、さらに先月21日

の臨時議会では、その希望地区が大変多いということで319万円の補正で追加をいたしまし

た。マイマイガが成虫となるのは６月の下旬から８月の中旬と言われておりますので、これ

は大急ぎで本事業を執行しないと予算をとった意味が半減してしまうわけであります。この

ことについて、申請地区への指導は徹底しているのか、またマイマイガが成虫になるまでに

予定の事業の完了が可能なのか、この２点をお伺いします。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   それでは、防犯関係等であります。これらについては、マイマイガ関係の内容等で27年、
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28年、補助率を上げまして進めているところであります。 

   今回、防犯灯関係の設置を各地区のほうに出したところ、23地区から要望がありまして、

今進めているところであります。議員のお話のとおり、かなり町内の事業所等の中での申請

が多いものですから、これらについてもあわせて効果の出るような時期までに何とか事業を

進めていきたいという考え方を持っておりますので、そういう内容で地区のほうには説明を

しているところであります。今回、議員のお話のとおり、６月の補正等においても補正をさ

せていただいた中で、何とかこの23地区の事業を展開していきたいと考えているところであ

ります。 

   以上です。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   ２点目の予定の事業が完了できるかというご質問でありますが、間もなく議員おっしゃる

とおり羽化する時期を迎えております。それで、この６月議会におきまして補正予算を計上

してございます。本庁地区、支所地区、それぞれ２組ずつシルバーへ委託しての防除、成虫

対策ということで、議会承認を得た後、行政区長との相談によりまして設置場所等を決めて、

成虫ガの捕獲というようなことで進めてまいりたいと考えてございます。 

   以上であります。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   ぜひ効果的に進めていただきたいと思います。 

   次に、ふ化幼虫の対策といたしまして、町は殺虫剤を配布しました。さらに、薬剤散布機

の貸し出しを行いました。一定の効果はあったと思いますけれども、薬剤は4,000倍に希釈

をして使用するものという説明がありました。大量に散布した場合の残留農薬の問題、ある

いは人体、動植物への影響というものが心配されるところでございます。実際に、海洋セン

ターのちびっこ広場、これは今掘って閉鎖されたままになっております。安全性の確認が必

要かと思います。今後は、散布する場所、薬剤の量を考慮して、なるべく薬剤を使用しない

方法を考えていくべきだと、そんなふうにも考えますが、町の考えをお伺いします。 

○議長 
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   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   地域振興課としましては、当初からの毛虫発生から希望地区にあわせまして薬剤の配布と

噴霧器の貸し出しをしているところでございます。あわせて、主要観光施設やイベントに応

じた噴霧器により毛虫駆除を実施しているところでございます。農薬の濃度、回数につきま

しても、その濃度と回数、合わせて３回までということで指導しておりますが、今現在につ

きましても農地、稲のほうについても今現在発生している状況でございます。そういうこと

を検討しながら指導していきたいと思っております。 

   以上です。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   使用する薬剤の効果ということでございますが、先ほど行政区との協議によりまして実施

したいということで申し上げましたが、その中で具体的に薬剤といいますのは、家庭で使用

する洗剤を３％程度に薄めまして、それを使って駆除するというような方法でございます。

家庭用の洗剤ですので、その後の処理につきましては、水で薄めて下水に流すというような

ことで予定をしてございます。 

   以上であります。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   家庭用の洗剤を散布するということでの解釈でよろしいですか。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   薬剤は家庭用の洗剤でありますが、散布ではなくて、工事用の投光器を地上30センチ程度

のところに設置いたしまして、その下に60センチ掛ける90センチほどの大きさ、深さ21セン

チになりますが、その容器を設置しまして、投光器に集まったガが下に洗剤を薄めた薬剤に

浸りまして、それでガを捕殺するというようなやり方であります。その後、翌日回収すると

いうような段取りで考えてございます。 
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○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   私の今の質問は、散布機で散布する薬剤の話でありまして、そのことについて安全を十分

確保してくれというようなことでございます。 

   今、町民課長からの説明がありましたことについては、これから質問します。１匹の成虫

で卵の数というのは500とも600とも言われております。この卵を成虫にしないためにどうす

ればいいのかと検討するのが も効果的なわけですけれども、やはり卵を産む前の成虫のう

ちに駆除をするか、あるいは産みつけてしまえば卵のうちにできるだけ駆除をするしかない

ということになります。そこで、今答弁がありましたけれども、適当な時期に適当な場所に

おいて産卵前の成虫を光で誘導、誘因をして一気に駆除するという方法については、私も賛

成であります。効率よくマイマイガを集めるということには、できるだけ周りを暗くして集

めていくというようなことになれば、いろいろ防犯上の配慮とかも出てくるでしょう。そし

て、マイマイガの成虫が飛べる１日の距離というのが大体150メーターとも言われておりま

す。ある程度の実施エリア、実施箇所というものを確保する必要もあるのかと、そんなふう

に思いますけれども、効果を上げるために計画的にこれを実施いただきたいと思いますが、

この点について答弁願います。 

○議長 

   町民課長。 

○町民課長 

   卵塊の時点で駆除する方法ということでございますので、今年度ふ化する前に公共施設と

各行政区で実施したところであります。今後８月以降に出た分につきましては、ことしの状

況を見まして改めて対応を考えたいということで予定してございます。 

   薬剤散布による効果ということでございますが、これにつきましては、先ほどの答弁で申

し上げましたが、各公共施設、行政区におきまして貸し出しにより薬剤の散布を行っていた

だいたところでございます。これにつきましては、適正な濃度、希釈により実施をしていた

だいたところであります。 

   成虫駆除につきましては、実施するエリアについては議会後各行政区に照会をいたしまし

て、行政区と協議によりまして設置場所とか住宅に影響のない場所を相談しながら設置して

まいりたいと思います。 

１７ 



 

○議長 

   成虫の駆除対策について補足答弁を求めます。 

   町長。 

○町長 

   小林議員にお答えをいたします。 

   これは、誘蛾灯方式で成虫になったものを集めて駆除したいということで、当然これは全

地域にやるのは大変だということでありますので、今議員がおっしゃったように適切なとこ

ろにやってガを捕殺する、その繰り返しをしていきたいというような方法で今進めておりま

すので、箇所数についてはこれからも協議をしながら進めてまいりたいと。そしてまた、公

共的な施設もありますから、そういった意味で皆さんの邪魔にならないような方法で捕殺を

して、シルバーの皆さんによってやっていきたいという方向で進めていきたいと、そんなふ

うに思っています。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   ガの習性を十分調べていただいて効果的、そして計画的に進めていただきたいと、そんな

ふうにお願いをしたいと思います。 

   そして、あわせてやはり卵の駆除というのも大変有効であります。これは限界があるわけ

ですけれども、さまざまな方法とあわせて効果的に実施をいただき快適な生活環境というも

のを取り戻していただきたいということをお願いをいたしまして、次の質問に移ります。 

   次に、柳津町の振興計画の管理ついてでございますが、柳津町の振興計画、これは町にと

って 上位に位置する計画で、この計画に基づいてまちづくりを行っているわけでございま

す。大変重要な計画です。この計画も社会情勢や経済情勢の変化に対応するために、絶えず

見直し、そして検討が必要とされるわけでございます。町のホームページを見ますと、これ

を振興計画の管理というふうに言っておりますが、この管理は行政評価に基づいて行うと書

かれております。ホームページ上に行政評価に関する情報が開示されておりません、現在。

東日本大震災以降は正常に行政評価が行われていないという話もありましたが、現在は正常

に機能しているのかどうか、まずお伺いをいたします。 

○議長 

   総務課長。 

１８ 



 

○総務課長 

   これらの内容等について管理されているかどうか、ホームページ上で今、行政評価等の内

容が出されておりますが、これについてホームページに今掲載されていないというようなご

指摘であります。町においても 重要の関係でありますので、町といたしましても今まで25

年度までの内容等についても前期の分で進めているところであります。決算終了後にまたこ

れらの評価をしながら進めていきたいと思っております。 

   先ほど町長からも話がありましたように、アンケート関係等も含めてこれらの内容等も進

めていきたいと思います。今、ホームページ上に管理の内容等が出ていないというのであり

ますので、これらについても早急にホームページ上に今評価されている内容等について掲載

をしながら、町民の皆さんに周知をしていきたいと思っております。 

   以上です。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   質問の趣旨は、今行政評価が正常に機能しているかどうかということなんです。もしも正

常に機能していないとすれば、一番 初に答弁をいただいた中で、前期基本計画の事業実績

と事業効果を検証するという一行がありますけれども、行政評価に基づいてやるのが大前提

であります。行政評価が機能していないとすれば、具体的にどういう方法で効果を検証する

のかということをまずお伺いしたいと思いますが。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   今、機能していないというわけではなしに、町といたしましても前期の内容等の中で事業

実績等、また事業効果等も上げながら、その内容を見ながら課題を出し、それから住民アン

ケートの中に盛り込んでそれらの集計等も進めていきたいと。そういう中では、各課におい

ての事業の評価、町全体の課長会での内容等も踏まえまして、事業の効果を上げながら、ま

たそれを評価しながら進めていきたいというようなことで考えているところであります。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 
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   それでは、行政評価は一応機能しているというような解釈でよろしいかと思います。 

   それで、１点、今住民に対するアンケートということが何回か出ましたけれども、確かに

アンケートは町民の声を聞く手段としては有効だと思いますけれども、対象者の選定である

とか、あるいは数や設問の仕方によって現実とまるきり違うような答えが往々にして出ると

言われておりますので、やはりそれとあわせて適正な評価というものをしていただきたいと

いうことをまず言っておきたいと思います。 

   次に、柳津町では今年度柳津町の将来を決める幾つかの重要な計画、これを策定すること

になります。まず、先ほど来出ております第５次柳津町振興計画のうち後期基本計画と実施

計画を見直すということ、そして地方創生に係る地方の人口ビジョンと地方版の総合戦略、

この策定もあるわけでございます。さらに、過疎計画あるいは辺地計画などの策定も予定さ

れているということで、こういった意味で重要な年度となってきているわけでございます。

特に、柳津町の 上位に位置する第５次振興計画の基本計画を見直すに当たっては、国の地

方創生に係る人口ビジョンや総合戦略の内容とやはり整合性を持って、相互にリンクさせた

ような形でつくっていかないといけないと思うんですが、その点について執行部ではどのよ

うにお考えなのかお伺いします。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   議員のおただしのように、今、町の中で進めている中でも、やはり町の将来、町の存続関

係等の中でも大変重要な計画であると町としても認識をしているところであります。平成27

年度の 上位の計画ということでの振興計画の後期計画の策定ということで、今議員のおた

だしのとおり、地方創生の人口ビジョンを通じながら過疎、それから辺地計画というような

大切な事業等の中身となっております。町といたしましても、今回の後期計画を中心とした

中での考え方を示しながら今庁議の中で進めているところであります。 

   先ほどアンケートの関係とも若干お話が出ておりますが、無作為に800名の方のアンケー

ト、そのアンケートについても内容が適切かというようなこともあるわけですが、これにつ

いても、町としてアンケートがこれから後期の分に係る大きなアンケートの踏まえる分と思

っておりますので、それらをしながら 上位の計画を進めていきたいと。これらの内容につ

いても、やはり町としても本年度の事業の中では一番重要視し、また、議員の皆さんともこ

れから今までの前期の内容等を踏まえてそれらの総括をし、審議会のほうに提案をしていく、
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またアンケートも含めて進めていくというようなことで、当初の予算の中でも審議会の予算

関係についても４回ほどとっておりますので、随所にわたりまして庁議の中でお話をした中

で振興審議会、それからまた議会の全員協議会の時間を見ながら、全て適時に進めていきた

いと。その中で後期計画の中に随所入れていきたいというふうに考えております。 

   また、過疎、辺地等についても重要な部分の内容で、具体的に各課から今上げております

ので、それらを後期計画の中にどのように入れていくかというようなことも含めて、議員の

皆さんとも協議をし、また審議会のほうにもかけていきたいと。 

   大変この内容等については重要視される内容等でありまして、町といたしましても、後期

計画の28年度のスタートにあわせて何とか12月ぐらいまでの間に策定を急ぎながら、これも

皆さんと協議をしながら、次年度の事業の中に入れ込みたいというような考え方があります。

スケジュール等も立ててはあるわけですが、なかなかそのスケジュール管理等に進めていけ

ない部分もありますが、なるべく早目に 上位の計画でありますので進めていきたいという

ような考え方でいきたいと思っております。 

   以上です。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   国の地方創生の流れというのは、よく言われますが日本創生会議が去年５月に2040年まで

に、これは全国の半数に当たる896の市町村が消滅の危機に直面すると予測を発表したのが

あったのであります。担当大臣は、地方を新しくつくりかえなければ国家が存続できない、

これが 後の機会だと、こういったところまで言っておられます。大変な危機感だと思いま

す。我々もこの危機感を共有しながらこの計画の戦略を練っていかなければならないと思い

ますが、これを踏まえて何点かお伺いをいたします。 

   振興計画というのは、先ほど町長から説明がありました６つの政策、そして28の施策、こ

れに各事業がぶら下がってきているというような形をとっております。今年度この28の施策

と各事業の検討、見直しを行うということになりますが、28の施策を見てみると、全てやは

り重要なものばかりであります。なくてはならない施策ばかりでありますけれども、しかし

ながら、どこの市町村にも当てはまるようなものであります。例えば、子育ての支援、医療

体制の充実、交通安全の推進などでありまして、これは何も柳津町だけではなくて、三島で

も金山でも昭和でも会津坂下町でも言えることであります。目標値も、見てみると、市町村
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の規模などからおおむね平均的な平均点ぐらいを目指している内容に見えるわけでございま

す。地方創生が、地域の特性に即し仕事が人を呼び人が仕事を呼び込む好循環を確立すると

して、人口の急減や超高齢化という大きな問題に取り組むとしている以上、他の市町村には

負けない、まねのできない抜きん出た施策というものを打ち出す必要があるといういことだ

と思います。これは自治体間の知恵比べに入っているわけでございます。目玉施策を入れて

いくべきであります。28施策をさらに１つ、あるいは２つふやしてでも対応すべきではない

のかと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   議員のお話のとおり、今、町では28の施策の内容等も検証し、また評価もしているところ

であります。町においてもこれらの内容等については、やはり少子高齢化に対応したまちづ

くり等が一番大切かと思っております。これらの少子化が進む中においての町としての考え

方で、27年度の議会の中にもお示ししましたとおり、重点施策ということで28の中からもま

た 上位の重点ということで、子育ての支援なり、健康、火災、農林、観光商工業、学校教

育の充実というような７項目を挙げながら進めております。 

   やはり町といたしましては、これからの後期の計画、議員のお話のとおり、28の中で町に

とって１つ際立ったものをつくっていかなければならないという考え方も持っております。

やはり町として議員の皆さん、町民の皆さんと今お話をしている中においては、子育てしや

すい環境づくりが一番必要ではないかと思っております。その中でも子育てができるような

一層の支援をどこにもっていくか、また定住していくためにはどうしたらいいかというよう

なことが１つの大きな課題となっております。これらの施策を28ということだけでなしに、

町の考え方としてはそれを後期計画の中でどのような形で進めていくかということも大切か

と思っております。 

   先ほど議員からお話がありましたように、高齢化というようなことでも、今まで30％台で

ずっと推移をしていましたが、本年４月になりまして高齢化率も40％台に上がってまいりま

した。これらについても、高齢者が健康で生きがいを持って住み続けられる、そして生活の

環境の確保というようなこともまた大切になってくるかと思っておりますので、町民が生き

生きと日々喜びを感じながら安全に安心に生活できるような後期計画の内容等にしていくた

めにも、28にこだわることなく、いろいろな面で皆さんと協議をしながら進めていきたいと
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いうような考え方を持っております。 

   以上です。 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   これは柳津町のこれからにとって大変重要なことでありますから、町長にもお伺いしたい

と思います。他の市町村には負けない、独自性ある施策、今、胸にあるもの、心にあるもの

をお答えいただきたいと思います。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   では、10番、小林議員にお答えをいたします。 

   よく振興には過去にヒントがありということが言われております。私は、特色のあるもの

にはやはり磨きをかけるもの、そしてまた、町民の皆さんともそうですが、そこには捨てる

ものもあると思っております。そういった中で重要なのは、過去にヒントがありではなくて、

次世代の若い世代への考え方、こういうものをどう我々の中に入れていくかと。この皆さん

が将来10年後の柳津の姿を描いてくれるような町の特色ある姿にしたいというのが、私の基

本的な考え方であります。それには、柳津はいろんなものに特化しております。例えば、観

光にはどこにも負けない名刹がある、そしてまた文化では美術館がある、そしてまたエネル

ギーの地熱がある、こんなふうなことであります。私は、一番大事なのはこれから人口減少

の歯どめになる若い世代をここに残せる施策が必要であると。それが一番大事であると。そ

して、もう一つはなりわいだと思っております。それには、基礎基盤のしっかりしている農

業政策、それらについてきちんと整理をしながら、皆さんが生計を立てられるような姿にす

ると。この５つが私は重要であると、そのように考えています。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   ここで、暫時休議します。 

   再開を午前11時15分といたします。（午前１１時０５分） 

○議長 

   それでは、議事を再開いたします。（午前１１時１５分） 
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         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   10番、小林 功君。 

○10番 

   それでは、 後の質問といたします。 

   この計画というのは大変重要で、柳津町の将来を決める計画でもあります。既に議会から

もさまざまな意見が出ておりますし、町民の皆さんもいろんなアイデアをお持ちの方々がた

くさんいらっしゃいます。町長を初め執行部には、とにかくそういった声に耳を傾けて町民

の意見に沿った方向性を見出していただきたいという１点と、もう一つは、先ほど総務課長

の答弁にありましたけれども、町の事業というのは計画に基づいて年明けに次の年度の予算

の査定に入ってくると。ですから、計画というのは、やはり遅くてもことし12月の末ぐらい

までにはできておかないと来年度の事業に反映できないということになりますから、今回の

振興計画は年度末まで終わればいいということではなくて、12月末の完成を目指してぜひや

っていただきたいというふうに感じております。この２点について答弁をいただいて、私の

質問を終わります。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   今おただしの内容等であります。これらについても当然、町民の皆さん、議員の皆さんか

らいろいろ意見を聴取しながら進めていきたいというふうに思っております。先ほどからお

話ししているように、アンケートの集計が間もなく終わるところになっております。これら

についても前期計画の評価、検証関係等が今進んでいるところであります。その中で、町民

または議員の皆さんから出された内容等を踏まえながら、優先度評価等も出しながら進めて

いきたいと思っております。 

   後期計画、町としても一番大きな 重要な計画であります。この振興計画の内容を踏まえ

ながら進めていきたいと考えております。町としてもスケジュールに向けてこれを再確認し

ながら、先ほどお話ししましたように、次年度に反映できるような形、また後期に向けてス

タートダッシュよく進められるような内容等にしていきたいと思っておりますので、議員の

お話のとおり、12月の初めごろまでにならないとちょっと今いろいろありますので、その間

に審議会等も４回ほどありますが、その中で審議会を通しながら、議会の皆さんとは全員協
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議会の中で内容がまとまり次第というところの部分の話を出しながら、また住民の皆さんの

意見を聞きながら、早目に進めていかないと今回の計画、後期の内容等についてはほかの地

方創生、それから過疎、辺地等も皆あわせてありますので、それらをリンクしながら進めて

いきたいというふうに考えております。 

   以上です。（「終わります」の声あり） 

○議長 

   これをもって小林 功君の質問を終わります。 

   次に、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、さきに通告しました２点についてお伺いいたします。 

   １つ目ですが、町振興基本計画の見直し業務について。 

   平成27年度は地方創生に基づく、まち・ひと・しごと創生総合戦略及び人口ビジョンの策

定、町振興計画の後期計画の見直し、それに伴う過疎計画、辺地計画の見直し、また直接事

業に直結する山村振興法、特定農山法による事業の計画の見直しなど、町の将来に向けた具

体的なビジョンが問われ、財政の健全化計画、町バランスシート公表の準備など基本計画の

策定がめじろ押しであると思います。これらの業務の遂行について、町長はどのように対応

されようとしておられるのか。現在の進行状況についてもお伺いします。 

   ２つ目ですが、コンプライアンスの厳守について。 

   町の計画策定、予算の編成等に当たっては、根底に民意を把握し町民の福祉と生命と財産

を守るという考えがあるわけです。執行部が勝手気ままに予算を編成し執行することは許さ

れないことであります。当然、地方自治、会計処理に基づく法の厳守、各自治体における慣

習的な取り決め、町民との約束事、車の両輪に例えられる議会との関係や各団体との協調、

信頼により行政を推進し、町民の利益、生活向上に貢献する義務があるべきで、今後町とし

て法の厳守を強化すべきであると考えますが、町長はどのような考えでおられるのか伺いま

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） 
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   それでは、５番、横田議員にお答えをいたします。 

   １点目でありますが、町振興基本計画の見直し業務についてであります。 

   町の振興計画は、平成23年度に今後10年間の第５次柳津町振興計画を策定して、事業を実

施してまいったところであります。この前期５年計画が今年度 終年度でありますが、これ

にあわせて過疎計画と辺地計画も 終年度となっているところであります。さらには、新地

方公会計制度の導入や、まち・ひと・しごと総合戦略の策定などが加わっております。 

   町の 上位の計画に位置づけられている第５次柳津町振興計画について、今まで実施した

６つの政策、そしてまた28の施策に対する事業実績、事業効果、課題を住民アンケート調査

等によって検証して、施策の継続性と新たな視点に着目することや厳しい財政状況の中にあ

って効率的・効果的な町政運営を図る観点から、重点課題や特性を見定め、後期の基本計画

の策定にあたりたいと、そのように思っております。なお、後期基本計画と過疎計画や辺地

計画など個別の情勢経過についてしっかりと、これは整合性を図りながら計画の策定の実施

をしてまいりたいと思っています。 

   また、財政の健全化を図るために、事業の実施については、過疎計画、辺地計画等を活用

しながら、自主財源の軽減と直接事業に係る農山村振興法、特定農山村法、地方創生事業等

を効果的に組み入れて、それぞれの課において事業計画を十分検討しながら、後期基本計画

の策定業務を進めてまいりたい、そのように思っております。 

   ２番目のコンプライアンスの厳守についてでありますが、行政の運営業務につきましては、

住民の福祉の向上、また安心安全なまちづくりのために、地方自治法を初め関係法令、町の

条例、規則等に基いた執行をしており、予算、条例の制定等については議会に諮り、町民の

民意を反映しながら町政の執行に努めてまいったところであります。 

   コンプライアンスは、一般的に法令の遵守と訳されておりますが、私たち町職員の目指す

コンプライアンスは、各職員個人の自覚と意識に基づき、法令だけにとどまらず社会の常識

やルール、マナーまで含めて遵守すること、それによって町民の期待に応えることと思って

おります。職員一人一人がみずからの責任において倫理観の高揚に努めながら、組織として

コンプライアンスの育成に努めなければなりません。 

   また、職場環境が健全で、お互い支え合い、悩みや課題を共有しながら意思疎通ができる

雰囲気は、コンプライアンスの意識の向上に効果があると考えられますので、コミュニケー

ションを深めて、意欲を持って業務に当たられるような風通しのよい職場環境づくりを進め

てまいりたい、そのように思うところであります。 
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   今後も町議会を初め、各団体等と協議を行いながら、公正・公平な行政の執行と信頼ある

まちづくりのためにコンプライアンスの徹底を図りながら、行政の運営に努めてまいりたい、

そのように思っております。 

   以上であります。 

○議長 

   これより再質問を許します。 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   それでは、町振興計画の見直し業務については前の小林議員も基本的なことをお伺いしま

したが、私は、少しダブるところもあるかもしれませんし、また細かいところで少しお尋ね

したいと思います。 

   まず、地方創生ですが、これは先ほどの答弁にもありましたし、質問にもありました。か

なりハードな、町の存続をかけた戦略であると思います。それで計画がいろいろ、町の課題

はいっぱいあるわけですが、過疎、高齢化、減少、そういった問題、これについては医療な

り、介護なり、あるいは生活的な問題、産業的な問題も、こういった産業が、まず描かれる

のかどうなのか。総務課長の答弁ですと、10月までにはまとめて公表したいと、それまでの

間４回程度の振興計画審議会を開いて町民の民意を捉えたいというようなことでありました

が、これらについてもう一度まず基本的に、この戦略を描き切れる、自信を持って今進めて

おられるのかどうなのか、まずこれについてお伺いしたいと思います。再度の質問で申しわ

けございませんが。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   町振興計画の後期の見直しであります。議員のお話のとおり、町の将来、存続にかかわる

大きな内容かと思っております。これらについても、振興計画の後期計画については、先ほ

ど議員にもお話ししましたが、現在、約800人からの町民のアンケート調査の結果を集計し

ているところであります。この集計を踏まえまして前期計画の成果や状況等の変化、確認等

の検証作業をしているところであります。 

   計画的に振興計画の審議会の開催、また審議をした内容等について議員のほうにも全員協

議会を通じましてその都度説明をしていきたいと、先ほどの小林議員の中でもお話ししたと
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おりであります。また、町民の皆さんの考え方を十分出しながら、町の重要な事案でありま

すので、議会の中身、また審議会での話等も含めて出していきたいと思っております。 

   町としても平成27年度は、町の 上位の振興計画の後期計画が大きな１つのあれでありま

すが、これに付随するように、小林議員にもお話ししましたとおり、過疎、辺地、地方創生

等、大切な内容の計画が出ておりますので、これらについても町といたしましても何として

も、今スケジュール等を管理しているところでありますが、このスケジュールに基づきなが

ら進めていかなければならないかと思っております。先ほど小林議員にもお話ししましたよ

うに、12月の始めごろまでには何とか出して、次年度の28年度予算の中にも若干出していか

ないと、後期計画が28年度からなりますので、それまでの間、期間が余りありませんが、こ

れからスピードアップを図りながら、また庁議も何回も開きながら、町民の意見、そしてま

たアンケートの内容等も十分把握しながら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 

   私が心配をしますのは、審議会を開いて、上からの計画案もそれは当然必要だと思うんで

すが、やはり各課からの積み上げ、これによって事業計画、振興計画、そしてそれらに伴う

過疎計画、辺地計画、さらに実施する、これは地域振興課の分野になる部分、あるいは建設

課や町民課に係る部分の事業化にかかわる事業が、果たしてそれの裏づけをして取りまとめ

ていくのが振興計画であり、一番問題なのは地方創生の計画、戦略構想です。これについて

は27年度でもう待ったなしの状態で、これは今始まったことではなくて、私たち議会のほう

でも、これは大丈夫ですか、この計画はどこでつくるのですか、そういったものの積み重ね

はどこですかというようなことは、何度か言ってきたと思うんです。そういったところの計

画、いわゆる各課からの、今、町民からの不満、不平があるのは、なかなか町が現場までお

りてきてくれない、我々の話をなかなか聞いてくれないと、そういったところもいろんな不

満も。それは職員の人数も減る、若くなったりしてそれなりの対応しかできない面も、それ

はあるとは思うんですが、そこらについてこれからの町の存続にかかわるということはもう

十分認識していると。今の総務課長の答弁ですと、そういった中の計画をしっかりと、これ

も短い期間に。もう若松市のように既に策定してこれから実施だというところはいいんです

が、一般町村皆同じだと思うんですが、これから非常に頑張る必要があるのではないかと思

いますので、これらについてのやりとり、積み重ねについては、各課課長等が認識しておら
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れるのかどうなのか、そこらを調整しておられるのかどうなのか、その点についてお伺いし

ます。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   おただしのとおり、町の中でも既に本年度におきましては、11回ほど庁議を４月から開い

ております。そういう中で、議員のおただしのとおり、各課に関連するもの、また各課にま

たがるもの、また地域振興課関係のこれからの将来のビジョン関係等もあります。その中で、

職員全員が今回の後期計画の中に情報の共有できるような形をとりながら、それらを職員の

中で上げていただくという中で、庁議の中では各課長が考えている内容等も出していただい

た中で、調整を図りながら、何としてもこの後期計画をつくっていくというような考え方を

持っております。 

   その中でやはり地方創生関係等についても、会津若松の例も出していただきましたが、会

津若松のほうにも私どものほうの職員もいろいろ聞き取り調査をしておりますが、やはり町

の後期計画をしっかり固めた中で地方創生の中に入れていく。また、過疎、辺地についても

同じように、全体的な考え方を年度別に分けて、町民がどのような観点で臨むかというよう

なこと、その調整も含めて、各課、職員もやはり情報の共有をしていかないとなかなかでき

ない部分がありますので、これらの内容等については徹底的にお話をしながら進めていくと。

庁議も今11回ほど開いておりますが、今後やはり月の中でも何回となく開かないと、実際今

スケジュールをつくっておりますが、その中でもなかなか厳しい状況かと総務課長としては

思っておりますので、各課の関連する部分、それから協力をしながら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 

   それでは、町独自の計画等も定めてこれから計画を立案、策定していくと思うんですが、

その間に審議会、無論、議会、全員協議会等でもそれなりの説明等があるとは思うんですが、

まず心配しますのは、今国は、先ほどの小林議員の質問にもありましたが、努力した町村、

独自に一生懸命やっている町村には交付金を出します、援助をしますよと。あるいは、国の

職員でさえも地方に出してもいいですよというところまでいっているわけです。さらに、ぬ
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るま湯につかっている自治体については、交付税をどんどん減らしていきますよと。実質交

付税の見直しがもう行われようとしております。ですから、交付税等の見直し等と同時に、

今度は地方創生にかかわる交付金については増額していくと。もうこれは明確に、非常にひ

どい話だと思うんですが、言っているわけです。これらについて、計画について、町の独自

の活性化、生きていかれる方法について、質問したいのは、人材と予算の確保。単なる過疎

債を充てますよ、辺地債を充てますよとか、そういった問題ではなくて、事業そのものの計

画なり、本当の意味での財源裏づけ、一般会計がほとんど30億円程度で組んでおりますが、

私は何度も言っているように、５億程度の一般予算を削減せざるを得ないのではないかとい

うような、これは推測ですが。これらについての、町が本当に努力しないと、活性化の目標

を立てないと、生きていかれないような状況になった場合に、もうそれは何でかというと、

やはり兵糧攻めというか、金がないのが一番です。これらについて人材と予算の裏づけをし

っかりやってもらいたいと思いますが、この辺についての見通し等についてはどのように考

えておられるのか、また、現在やっておられる人材育成面、人材確保についてどのように考

えておられるのか、お伺いしたいと思います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   人材、それから予算というようなこと、またそれに伴う税収、財源の確保というようなこ

との内容かと思っております。これの裏づけ等もあわせてでありますが、町においては、議

員もおわかりのとおり、自主財源となる税収等についてはここ数年、大体約３億8,500万円

前後の内容になっております。町の財政は、地方交付税や国・県の補助金、地方債などに依

存する割合が大変高い状況にあります。 

   計画を策定する際でありますが、地方債であれば交付税の措置のある有利な起債の借り入

れや国県の補助金を確保することに も留意を図りながら、できる限り財源の裏づけのある

計画策定を進めていかなければならないかというふうに考えております。これも庁議の中で

も何度となく話しております。そういう中において、やはり予算の裏づけも大変必要かと思

います。 

   また、人の関係等も議員からおただしの部分があります。今、町においても職員の数等に

ついてもかなりの分で若い職員が大変多くなっております。５年間の間に24名の方が退職を

しております。21名の方が新規採用というようなことで、全体的には81名の職員で今進めて
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いるわけでありますが、やはりその中で若い人、ここ５年で21人というと４分の１の方がい

ますので、人材関係がやはり私たちにとってもかなり大変な分があるのかなと思っておりま

す。これらについても、人材、それから予算、税収関係も含めまして、議員のおただしのと

おり、やはりそれらの裏づけをしながら、また職員等については、若手の職員をどのように

今度は育てていくかというようなことが私たちの庁議の中ではよく話をされておりますので、

これらについても各課長にお願いしているところもありますが、各課にある程度若い職員が

いらっしゃいます。それを一つ一つ丁寧に指導していくことが大切だと思っておりますので、

今おただしの人材、予算、これらについては一番重要課題だと思いますので、これらについ

て皆さんと協議をしながら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 

   ぜひそれについては、とにかく幾ら立派な計画を立案しても、お金と人がいないでは実施

できませんし、絵に描いた餅のようなことではとてもできませんので、それらについては、

実施に当たって本当に町の生き残りをかけた、人材と金もひっくるめた計画をぜひやってい

ただきたいと思います。 

   特に、今総務課長は認識されているようですが、やはり人口がこれだけ減ってきまして高

齢化になりますと、やはり消費人口、あるいは水道料金も、施設等や特に維持管理費、その

一方で、水道なんかの使用料等がどんどん減ってきているのは何ともこれはやむを得ない話

だと思うんですが、そういった面での自主財源の確保という点も、非常にこれから困難にな

ってくるのではないか、減ってくるばかりではないかと思いますので、ぜひそういう予算の

面から検討してお願いしたいと思います。 

   この問題については 後になると思うんですが、町の力にも、これは何度も言っているこ

とだと思うんですが、もう限度があると思うんです。これだけ職員も減っている、あるいは

予算的にもかなり窮屈になってきている、そういったときに、やはりこの計画策定の遂行に

当たっては、企業とか商工会、自営とか、あるいは民間の起業家まではいかなくても個人で

いろんなことをやっておられる方とか、そういう人たちとの協調とか、あるいはまた既存の

資源、先ほど町長はいろんな、名刹、お寺もある、あるいは斎藤清美術館なり山紫水明と言

われる只見川の関係とか、いろいろの資源も活用していきたいというふうに私は捉えたんで

すが、ぜひそれについては町の観光的な産業の育成のために、あるいは産業の６次化のため
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にも、それを計画の中にどのように織り込んでいくのか。あるいは只見線も入れまして、只

見線は何かインターネットを見ますと、世界で も美しいロマンチックな鉄道だとかという

ような、インターネットでも流れているんですが、一番 初に。そういった面についての、

とにかく町の資産とか財産とか、あるいは負の財産であるかもしれませんが、水道の施設と

かそういった負の資産等も全部ひっくるめて、本当に真摯にこういった計画を受けとめてや

っていただきたいと思います。これらについて総務課長はどのように進めておられるのか、

まずお伺いします。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   町の人材もさることながら、やはり今少子高齢化という１つの大きな難題にかかっている

わけであります。町の庁議の中でもいつも出ておりますが、やはり町民自身の人材育成も必

要かというふうな考え方を持っております。町内にいらっしゃいます青年関係の人材育成、

町内には各種の団体等がありますので、その代表者の皆さんともお話をさせていただいてい

る部分がありますが、組織の中での若手の育成等も必要ではないかなというふうに考えてお

ります。 

   また、議員のおただしのように、基幹産業となる農林業、それから商工観光業関係であり

ますが、時代を引き継いでいただくような跡継ぎの方等についても人材を育成していかなけ

ればならないと。これは、やはり振興計画の中には当然入れていかなければならない部分で、

また町民の皆さんと一体となって進めていかなければならない内容かと思っております。や

はり柳津町に住んで、未来に希望が持てるような活力のあるまちづくりをどういうふうに目

指していったらいいのかというようなことと、住民、地域、また情勢等の役割に応じた中で

の活動をして、それらについても人材育成をしていかなければならないと考えております。 

   また、議員のおただしのように、今の水道関係等も下水等も皆そうなんですけれども、こ

れから大変直していかなければならない分、６月の補正の中でもかなり大きな部分が出てま

いりますので、また皆さんとも協議をしていかなければならない部分がありますが、これら

の内容も計画的に進めていかなければならないということもあります。やはり議員のおただ

しのように、役場だけの人的な分だけでなしに町民挙げての活動関係が必要かと思います。

それら人材育成については、役場だけでなしに全ての内容で進めていきたいというような考

え方を持っておりますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   １つだけつけ足しますが、私は、企業とか商工会とか自営といったところの活力といいま

すか、町との協調、既存の施設等の評価、活用、利用、そういった面についての計画はもう

進んでいるのか、それは必要ではないのかというような質問であったんですが、そこらにつ

いては既にそういった、特に商工会等とは、やはりこれから活性化の上で協調が必要ではな

いかと思うんですが、その信頼関係等についてどのようにやっていくのか、そこらについて

も進んでいるのかと聞いたわけなんですが、そこらについてはどうなんでしょうか。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   商工関係の内容等についても、全体的な団体とそこの中で女性部、それから青年部と分か

れております。青年部、女性部等の中においても、やはり危機感は商工会関係の中でも持っ

ております。そういう中で自分たちが将来生き残っていくため、また町長が先ほどお話しし

たように、観光業関係等についてもいろいろ今進んでいる部分があります。これは地域振興

課長のほうが専門の内容等でありますが、町なかにおいては若い観光業、商工業をされてい

る方等についても、いろいろな面で自分たちで進んで町の観光、商工を活発にしていきたい

というような行動も今年顕著に見られるようになっておりますので、そういうものに対して

もやはり町として後押しをしながら、人材の確保、また育成にも進めていかなければならな

いと思っております。 

   先ほど議員のお話の中で、高齢者関係の民間での活用というようなこともちょっと抜けて

おりますが、高齢者の皆さん等についても、先ほど小林議員の中でもお話ししたとおり、柳

津町も高齢化率40％を超えてしまったという内容でありますが、やはり高齢者が健康で生き

がいを持っていけるためにも、ある程度の仕事の確保等についてもぜひとも進めながら、自

分たちがやれる範囲の中でどのように進めていかれるかというようなことも踏まえながら、

町としても後押しをし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。 
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○５番 

   当初に質問したんですが、町は、この計画策定と同時に、町で持っている財産の活用なり、

それからバランスシート、いわゆる貸借対照表を作成して、これは今町の財産がどのような

状況にあるのか、これが国のほうから多分求められているはずだったと思うんです。これは

いつまでかちょっと期限が、ことし、来年あたりいっぱいではないかと思うんです。これら

は当然、町の財産の処分等についても、これは勝手に処分するわけにもいかないわけですが、

これらについてバランスシートの作成、いわゆる貸借対照表の作成についてはどのように、

何か答弁がなかったような気もするんですが、これについてはどのような今状況でおられる

のでしょうか。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   今までもバランスシート関係等でやはり町の考え方が出ておりますが、本年度、先ほど町

長からも話がありましたが、新地方公会計制度というようなことで、町の財産関係等も含め

て今洗い出しをしている作業中であります。今、職員の中においても説明会が終了いたしま

して、今度は専門的な内容等を入れながら、これらの議員のおただしのバランスシートと同

じような形でありますが、制度の内容を構築し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 

   それでは、１番目の質問を終わりまして、２番目のコンプライアンスの厳守についてお伺

いいたします。 

   町長の答弁ですと、法令関係、地方自治法を初め関係法令は町の条例に基づいて執行して

きたんだというような答弁だったわけなんですが、町民の民意を反映して町政の執行に努め

てまいりましたということなんですが、議会のほうとしましてはどうもいまいち、議会の法

則、あれは民意は反映されているかもしれませんが、法的にそれにのってやった、それにの

らない執行部の法的な権限をちょっと無視してやったこともあるのではないかというような

思いで今質問をしているわけなんですが、これらについては、さらに経験の長い担当課長等

がどんどんやめていかれると。ことしも３人なり、４つのポストがことしいっぱいであいて

しまうような関係でもありますし、そういったところで非常に心配して質問をしているわけ
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なんですが、特に法的に一番だめなのは、町が、執行部が、あるいは町長、議会でもいいと

思うんですが、目的のない財産の取得とか、財産の処分とか、これらは勝手に執行部がやっ

ては絶対だめな話だと思うんです。一番財産の取得等については、これは我々が言うのでは

なくて、国が規制しているはずなんです。それは、全て予算は目的、計画であって、計画い

わゆる目的のない事業施策、あるいは財産の取得、当然財産の取得とか、これはできないは

ずなんですが、これらについてもやったこともありますし、町がやはり全体計画をつくって

からの、例えば具体的に言いますと、うとちゃん体操なり、阪神タイガース等の執行なり、

こういったものについて、いや、ここで１つ１つあれを、毛頭ありませんが、それらについ

て議会のほうでは、全体計画を組んでもう少しやったらどうですかというふうな話で絶対だ

めだとはどの議員も言ってはいないんですが、これらについては事後承諾を条件に皆全て、

議会が不審に思っているものについては、事後評価をしっかりしてくださいと、これは条件

をつけたと思うんですが、あすの条例、全員協議会の中でまた説明があるのかもしれません

が、これらについてのいわゆるコンプライアンス、議会に諮らなければならないものは当然

議会に諮らなくてはならないし、町民との約束事があって、町民が、町長がこうしますよ、

ああしますよと言ったことについては、当然再度説明、うまくいかなかった場合は再度説明

が必要だと思うんですが、これらについては非常にまた説明責任がなかったのではないかと

思うんですが、そこの認識について、これは町長でも総務課長でも結構ですが、答弁願いた

いと思います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   大変難しい内容となっております。これらについても、予算条例関係、議会に諮るという

ことで、町民の民意を反映して町政運営の執行ということであります。また、コンプライア

ンス関係等の厳守ということで、やはり一番重要な内容かと思います。議会の中の同意を得

なくてはならない内容、それからいろんな職員関係等の部分もありますが、町としていろい

ろ今課長会の中でも出ているのは、日常の業務関係等をこなす中で、職員一人一人が公務員

としてのコンプライアンスの自覚を持って業務を遂行していってもらいたいというようなこ

と、それから、観点から判断に迷う部分、どうしても今事業等している中においても、若い

職員もある程度私たちのように経験ある職員についても、やはり事業を遂行している中では

疑義、ちょっと疑いを感じたり生じた場合については、思い込みによって勝手に事業等の決
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断、判断をすることなく、していかなくてはならないというようなことで、職場内で相談す

る、そして職員の意識改革を図っていかなければならないというふうに思っております。こ

れについても当然議会のほうに説明していかなければならない内容等もこういうふうな疑義、

自分で内容等については課の中でいろいろ進めていかなければならない。 

   また、実際の取り組みといたしましても、予算に関して、本年度から予算の査定関係、６

月の補正関係等もこの関係で変更を若干させていただいておりますが、査定前に企画財政班

の班長以下の職員で今回の事業を担当する班長、担当職員レベル等での予算のヒアリングを

実施しているところであります。これらについては、今回なぜ補正、当初３月でやって今６

月というようなことでの内容等も含めまして、出しております。こういうふうな工夫をしな

がら、予算の査定においての総務課の財政的なサイドでは、担当班との事業内容で把握して

いかなければならない。事業担当としては、やはり予算はどういうものかというようなこと

をもう一度、予算の確保をするためにはどうしたらいいのか、また、議会への説明、議決が

必要であるというようなことをやはり職員の中にも自覚をさせていかなければならない。ま

た、事業を実施するには、財源はどうするんだというようなところまで、基本的なことであ

りますが、やはり役場の中でも基本的なことを十分話をし、また今議員のおただしのように、

議会への説明、責任等が大切、また税金を使って事業を執行していくわけでありますので、

これらの慎重さをやはり職員の中に周知をしていかないとだめではないかというような考え

方を持っております。 

   また、これとあわせまして、昨年度から進めております財務はなかなかわからない。先ほ

ど言ったように、21名も新しい５年以下の職員がいますので、財務とは何か、予算とは何か

というような、大変こんなことを言っては申しわけないですけれども、これらの勉強会を中

堅も含めまして実施をさせていただいているところであります。基本の基本でありますが、

そういう内容を踏まえながらやはり、今この予算を使うにはどうしたらいいのかということ、

また、議会にどのように説明していくかという基本的な内容も含めまして今指導に当たって、

またこのコンプライアンスの厳守ということを基本に考えて進めていきたいという考え方を

持っております。 

○議長 

   ５番、横田善郎君。 

○５番 

   何度も言っているんですが、やはり目的を持った予算、今総務課長がいみじくも言いまし

３６ 



 

たが、これは税金であって自分のお金ではないわけですから、これは町民の福祉や生命の安

全安心を守るとか、そういったきちんとした限られた目標があるわけですから、それらにつ

いてしっかりと。そしてその目標、説明が違っていたら、変更とか何か達成できなかったら、

議会で説明した内容と違ったら、これは再度、何度でも議会に説明する義務があるわけで、

責任もあるわけですから。そういったところで、予算が同じだから執行しても構わない考え

方というのは、目的が違うというか、根幹にかかわるようなことについては、再度議会に。

そして、一度議会にかけたものについては、これは当然その変更、工事請負なんかはてきめ

んですが、ですから、 小限の工事、契約内容等で議会にかけるわけですが、それらについ

ても、内容を議会にかけなくても予算等については、予算を通すために説明したものについ

ては、その内容が今回違ったものについては、必ず議会にまた全員協議会で説明しなければ

ならない義務があるんです。追認行為もあるわけですから、もうこれは追認として、ちょっ

と議会に説明責任を逃れてしまいましたがこれは追認としてお願いしますと、そういう法的

な行為はぜひやっていただきたいと。何もこれは、間違いとか工事変更とか目的の未達成と

かいろんな問題が出てくるとは思うんですが、それらについてはその都度その都度、小さい

ことではなくて、根幹にかかわるものについては再度説明するというコンプライアンス、そ

れがコンプライアンスでありますので、今言ったように、予算の財産の取得とか何かは当然

そうですから、それらを厳重に、そして今総務課長も経験の長い職員がまだどんどんやめて

いくと。そして、若い職員が多くなってくると。もうこれでいいんだろうとか、あれでいい

だろうとか自分の判断でやらないように、これをしっかり、総務課長は人材を育成していく、

育てていくと、予算の内容等についてもやっていくというような説明でありましたので、ぜ

ひお願いしたいと思います。 

   私の質問はこれで終わります。 

○議長 

   答弁はいいですか。 

○５番 

   答弁はいいです。 

○議長 

   これをもって横田善郎君の質問を終わります。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 
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   ここで、休議とします。 

   再開を午後１時といたします。（午前１１時５８分） 

○議長 

   それでは、議事を再開いたします。（午後１時００分） 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   次に、田﨑信二君の登壇を許します。 

   １番、田﨑信二君。 

○１番（登壇） 

   さきの通告のとおり、２点について質問させていただきます。 

   まず、１番目としまして、町の林業に対する取り組みについて。 

   町の経済を支えていた主力産業である農林業は、近年、内外の事情等により厳しい状況に

あります。その中で林業については、平成23年度統計で地目別面積で山林が町全体の１万

7,607ヘクタールのうち4,579ヘクタールであるという数字であり、産業総生産額では、総額

113億9,200万円のうち8,400万円と年々落ち込んできています。このような中、当町は数年

前から森林環境整備事業（景観整備事業）やふくしま森林再生事業等を取り入れているが、

その後の進捗状況及び今後の町の利活用や考え方について伺います。 

   ２つ目でございます。固定資産税評価額の見直しについて。 

   近年の諸情勢に伴った評価、農業所得水準低下等に比例した税評価額の見直しがされてい

るのか伺います。 

   以上、２点です。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   それでは、１番、田﨑議員にお答えをいたします。 

   町の林業に対する取り組みについてであります。町では、林業振興の主要施策としまして、

森林環境交付金事業とふくしま森林再生事業に取り組んでいるところであります。 

   森林環境交付金事業については、福島県森林環境交付金事業実施要領に基づき、県民参加

型の推進、森林の適正管理推進、森林環境学習の推進、それと森林の整備の推進を目的に、
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平成18年度から福島県で導入した森林環境税を財源に実施をしております。森林整備に関し

ましては、平成22年度までの第１期は県営事業として実施をしております。平成23年度から

の第２期では、町事業として５年間取り組んでいるところであります。 

   森林環境整備事業は、荒廃が懸念される森林の公益的機能の保全を目的とし、住民参画に

よる森林と人との共生、また地域課題の対応につながる森林の整備であり、当町では只見川

流域の景観向上や道路環境の改善を目指して、平成26年度までに細越、小巻、野老沢地区の

間伐、枝打ち等約8.6ヘクタール実施をしたところであります。 終年度となる平成27年度

は、平成26年度に伐採した野老沢地区の材搬出及び五差路区域の森林整備を計画していると

ころであります。伐採跡地には、当該事業の趣旨にのっとり、地区と協議をしながら植栽等

を行っていくものとされているところであります。 

   なお、平成28年度以降の事業継続については、県の森林審議会等の諮問結果によりますが、

詳細が決まり次第その内容に沿って事業を実施していくこととなっているところであります。 

   次に、ふくしま森林再生事業になりますが、この事業は原発事故等による放射性物質対策

と低迷する林業を再生するために平成25年度から平成29年度までの５カ年間を期間に実施す

る事業であります。平成25年度予算では、当該事業の取り組み、方針等を検討し、全体計画

を作成しましたが、その中で地区の要望を伺い、精査した結果、15の地区を事業計画箇所と

して位置づけをしているところであります。 

   まず、森林整備の状況になりますが、平成26年度に久保田地区5.4ヘクタールを実施し、

平成27年度は久保田の第２工区と細越地区、藤地区等の実施を計画しているところでありま

す。 

   なお、全体計画については、これまで各地区に説明をしていた伐採率が、当初ほぼ９割程

度の伐採という方針から４割程度の間伐と変更したため、平成27年度中に改めて全地区に説

明した上で、再度地区の意向を確認をしながら事業計画箇所を見直すこととしております。 

   この２つの事業では、これまでの森林整備事業ではできなかった材の搬出が認められてお

り、そのため所有者への還元が可能となっているところであります。伐採後の材については、

木材市場の価格動向が非常に厳しい状況でありますが、安易に燃料チップ等への販売を行う

ものではなくて、販路の拡大等を会津流域林業活性化センター等と協議を重ねて、所有者へ

の還元を少しでも多くすることでこれまで進まなかった森林整備をさらに進めていきたいと

考えているところであります。 

   ２番目であります。固定資産税評価額の見直しについてであります。 
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   固定資産税は土地と家屋の価格について３年ごとに見直すこととされており、評価がえの

年度に当たる今年度については、平成26年１月１日を価格調査基準日として見直しをしてい

るところであります。 

   評価がえにおいては、一般的社会的要因、地域的要因、その資産（土地、家屋等）的要因、

具体的には、福島県の価値、地価動向を基準としており、市街地は上昇傾向にあります。郡

部は逆に下落傾向になっております。地目で言いますと、住宅は少子高齢化、農地は農産物

の価格、生産コスト、これには機械、燃料等があるわけでありますが、これを勘案している

価格となっております。また、福島県内、会津地方、近隣町村等の均衡を保つ評価をしてい

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。 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   では、まず初めに１番目の林業に対する質問でございますが、その中の森林環境整備事業

について再質問ということでございます。この事業に対して、平成26年度までに説明の中で

は３地区で実施されたということでございまして、今年度も予定されているということで、

どのような目的を持ってということで考えていたんですが、先ほど説明の中では景観向上や

道路環境の整備というような説明でございまして、これらに対して町の公益的機能の保全と

は、また、私はただ単に見通しをよくした景観だけのものであれば問題があると思われます

が、見解をお願いしたいと思います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   森林環境税につきましては、当初は５年間という形で町のほうに基金が来た絡みで、町と

しての整備につきましては、やはり山林が荒廃しているという形で山林の整備という形で考

えております。 

   あと、地区との協議の中で、ふくしま森林再生事業も途中で入りまして、それと絡みで県

のほうからの見解もありまして、環境保全プラスふくしま再生事業についても使えるという

形がございました。それで、町としては、地区との相談、説明をしながら地区としてどうい
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うことをしたいかということを確認しながらやったわけでございます。当然、当初は景観だ

けではなく、やはりその地区としての機能というか、護衛的なものもつくりたいという地区

もございましたので、それと説明しながら進めてきたところでございます。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   今、課長の説明ですと、ある程度地区からの要望も取り入れてやってきたということでご

ざいますが、皆さんご存じのように、野老沢地区の伐採が終わりまして木材の搬出、これら

に対しての販売状況について、まず搬出の件ですが、見ていますと５月ごろから始まりまし

て、現在も搬出作業が行われているような状況でございます。 

   しかし、問題は冬期間でございまして、伐採されたままの状態で農道、下に農道がありま

すから、それを遮断したような状態で、春の農作業に影響を及ぼした経過もあったというよ

うな地区からの話も出てございます。これらに対して町としてどのような対応をしたのか伺

います。また、販売については町は関係がないのか、あわせてお聞かせください。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   森林環境税につきましては、当初から森林整備プラス森林環境学習ということを計画して

おります。その基金の中で、27年度につきましては 終の年度でございます。そこの中で今

基金の中で使うべきもの、森林環境税、森林学習を含めて、搬出のほうを今６月補正で組み

替えしながら進めていきたいと思っております。 

   販売につきましては、今現在の森林、木を切ったままでございます。昨年度の予算とこと

しの予算と比較して、やはり計画的にうまくいかなかった経過がございました。それで、地

区の皆さんには大変申しわけないことがございましたが、今年度につきましては、その木を

撤去してなるべく高価に売っていただくような形で森林組合等に働きかけていきたいと思っ

ております。 

   以上です。 

○議長 

   地域振興課長、質問は、冬期間、伐採をした農道に支障を来したのではないかと。それに

対する対応と販売にどこまで関連しているのかという質問なので、的確に回答するように。 
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   再度、地域振興課長。 

○地域振興課長 

   済みません。農道をふさいだということでございますが、当初、農道につきましては、春

先までに適正に撤去するということでございましたが、時期等重なりまして大変申しわけな

かったと思います。 

   販売につきましては、町としてもかかわりながらやっていきたいと思っております。 

   以上です。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   そうしますと、当初の予定よりも予算がなくなってしまったというか、そういうことで２

年間にわたったというような内容かと思うんですよね。それをなぜもう少し早目に対応でき

なかったのかと。 

   あと、農道を遮断したというか遅く、搬出に当たっては、町の職員が今伐採している森林

組合ですか、任せっきりだったのか、それとも職員が行って監視なりたまにやっているのか、

その辺を確認したいんですが。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   職員がその都度担当して、地権者とあわせて打ち合わせをしながら実施しております。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   そういうふうに現場のほうへ出向いていたら、対応が遅くなるということはなかったと思

うんですよね。ですから、やはり早急に、１週間に１回、２回なり、目の前ですからやはり

現場に行って任せっきりにならないような対応をしていただきたい。 

   それで、販売でございますが、先ほど町長が販売について価格どうこう云々ということで

答弁してございますが、はっきり言って、当然木材市場ダブついておりまして競争率が、競

合して価格動向が厳しいというようなことも言われてございます。また、今 近バイオマス

ということで出てございますが、これもかなり安いと。あと、ＣＬＴもまだまだ普及率が低
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いと。このような情勢を踏まえまして、ただ単に公共事業でできなかった伐採から搬出まで

可能とした事業だからということではないと思いますが、その辺について質問させていただ

きたいと思います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   ただ単に、森林を整備するために木を切って搬出する、売るというだけではなくて、やは

り今まで木を育ててきた、育成してきた地権者、所有者もございますので、それにつきまし

ては、なるべく流域活性化センターとの協議を重ねて、なるべく高く販売して所有者に還元

されるような形で考えております。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   先ほど質問したんですが、町では販売面について携わっていないのか、携わっているのか、

その辺を聞きたいんですが。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   場所、場所ではございますが、森林組合と新潟等のチップ絡みのところと、あと活性化セ

ンターということで、活性化センターを交えまして町としてもなるべく高く売っていただき

たいということで交渉しているところでございます。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   当初からこの価格動向についてはかなり厳しいというような話が出ているんですよ。今も

いろいろ専門の販売の方がいますから聞いたところ、かなり厳しいと。ただ、品物自体がよ

ければ高くは販売されるような状況ですが、なかなかそういう材も出ていないということで、

やはりかなりチップ材に回るのではないかなと、そういうような状況なんですね。ですから、

この辺をはっきりしていかないと、この後、質問を出しますが、再生事業をこれからやる地

区に対してどのように町で説明していくのか。ただ単に、こういう事業がありますからどう
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ですかというような進め方では、かなり今後厳しいような問題が出ていますので、その辺を

理解してやっていただきたいと思います。 

   あと、この整備事業をいかに林業や観光振興につなげるかが問題かと思うんですね。３月

の定例会で10番議員の質問に担当課長は答弁しているんです。わかっていますか。振興をつ

なげるには、今後山の整備のみならず、町民の親しみを持てる山づくり等につなげたいとい

うふうに答弁をしているんですよ。ですから、ただ単に、林業だったら林業だけではなくて、

柳津は観光地ですよということですから、やはり観光地とマッチングしたような山づくり等

なりの整備をしていかなければならないと私は捉えて、課長の答弁に賛成というか、してい

たんです。 

   それで、提案なんですが、いろいろ調べてみますと、ほかの観光都市はこれらの事業を利

用しまして、多分知っているかと思うんですが、支障木の伐採、整理、歩道整備、案内板の

整備や中継施設整備を行っているのが実情でございます。ですから、地区へいろいろ話を聞

いてみますと、苗木の助成をしますから植栽をしてくださいと、ただ単に丸投げみたいなこ

とをやっていたのでは、地区の方々は絶対受けてくれません。ですから、もう少し町でも協

力しますからやってくださいなり、そういう話し合いの場をしていかないと、今後やはり厳

しくなるのではないかと。 

   ご存じのように、当町は只見川流域の景観整備を始めてきたわけでございます。これらの

利活用を考えていただいて、例えば例としましては、毎年行われているウォークラリー、こ

とし約2,000人の方々に町に来ていただいているわけなんです。これらを中心とした遊歩道

の整備、それから公園整備、植栽整備も私は考えられるのではないかと。ですから、ただ単

に山を伐採してそれで終わりですよというのではなくて、それらに対しては路網整備も多分

必要だと思うんです。だから、それをいかに利用して、今言ったようなウォークラリーとか

そういうのに利用していけば、地区の方々はもう賛成というか、協力を得られると思うんで

すよ。やはりその辺を町は責任を持って、もう少し将来的な創出を農林業と観光にあわせて

進めていただきたいと考えています。この辺について見解をお願いしたいと思います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   やはり観光と農林業という形であわせながら、先ほど議員ご指摘のとおりに、森林に親し

んだり観光に結びつけて、なおかつその材料につきましてはいろんな施設等に休憩室等、観
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光施設等に役立てるような施設の活用ということで、そういう材料の活用をしていきたいと

思っております。 

   町としても来年度以降、環境税につきましてはまだ今どうなるかわかりませんけれども、

今後そういう路網整備等に、あとは植栽等につきましても町としてもそういう形で予算を確

保しながらやっていきたいと考えております。 

   以上です。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   今、課長が答弁したことで納得はしたんですが、何度も言いますが、１つの事業を起こす

んだったら、２つ、３つあわせて将来的な考えを持ってやっていただきたいと。そして、で

きれば地区には迷惑をかけない、お互いに話し合いをして納得のいくような問題の解決策を

お願いしたいと、このように思います。 

   続いて、ふくしま森林再生の事業について質問させていただきます。先ほど説明された県

内の事業目的としまして、原発事故により放射性物質で汚染されており、森林整備や林業生

産活動が停滞しているということで、今回この間伐等や路網整備を行って森林再生を図るこ

とを目的にしているんだということでございますが、しからば、当町の目的はやはり同じよ

うな目的でもって進めているのか、それとも、違ったような何か目的を持って進めていくの

か、その辺の考えなり取り組みを伺いたいと思います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   ふくしま森林再生事業につきましては、やはり原発事故の放射能の影響を受けている森林

をということが大原則ではございますが、会津地方におきましては放射能が少ないという形

でございます。町としては、森林整備や森林の公益的機能という形で森林を新たに、今山自

体は荒れていますのでそれを整備するような考えでおります。木を切った後に枝葉等の放射

能の検査はしますが、その制度を使いながら、町としては森林整備をやっていきたいと考え

ております。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 
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○１番 

   柳津町については、森林の汚染状況というか、これがないのかなと思って調べてみたら、

柳津もこれあったんですね、いろいろ調べたら。ちょうど三島町との境になりますね、境界。

その辺が何か汚染状況で数字が出ているんですが。これらを踏まえての今回のふくしま森林

再生事業の取り組みかとは思ったんですが。この事業については、１つは放射線の物質対策

ということだと思うんですよね。あともう一つは、森林整備の造林補助事業というのか、調

べてみますとそういうふうになっているんですが、１つ目の物質対策ということでは、多分

ソフト事業かと思うんですが、補助率が10分の10ですよと。２つ目の森林整備、ハード事業

ということで、これが補助率72％と調べたら出ているんですよね。残り28％については、町

で負担してやっていくのか、その辺についてお聞かせ願いたいんですが。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   ソフト事業につきましては、全体計画とか住民の説明会等でございます。ハードにつきま

しては、先ほど言ったように森林整備等でございます。その中で補助率が、国が54％で県が

18％、合計72％でございます。残りにつきましては、復興財源ということで町のほうに入る

ようになっております。それで100％補助ということでございます。 

   定率のものにつきましては、枝葉処理とか放射能については定率でございます。 

   以上です。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   わかりました。 

   あと、この事業に入る前に、いろいろ発注されているのかお聞かせ願いたいと思います。

発注されているのでしたら、それらに対して多分入札制度なりを行っているのかなと。その

辺と入札に当たって路網整備なりやる場合ですと、それらに対しての業者への説明はやって

いるのか、その辺をお聞かせ願いたいと思います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 
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   発注につきましては、昨年度からの繰り越しでございますので、やっております。 

   入札についても同じように入札しております。 

   業者との話し合いにつきましては、森林再生事業につきましてはやはり境界の明確化とい

うことで、立ち会いをしてその所有者の確定をしないとなかなかうまく進まないことがござ

います。その立ち会いで境界が決まらないと木が切れない、道路も入れられないということ

でございます。それにつきましては、業者と話し合いをしながら進めております。 

   以上でございます。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   そこまで進んでいるようでしたら、とにかく繰り越しだけはしないようにお願いしたいと

思います。 

   後になりますが、今後は、繰り越しということが出たんですが、監査の指摘事項にもこ

の環境整備、森林再生事業については上がってございますので、何度も言いますが、事業の

実施に際しては所有者の意見を考慮して進めていただきたいと思います。 

   以上、１番目の林業については終わりたいと思います。 

   ２番目の固定資産税評価額の見直しの質問でございます。まず、この評価額の見直しにつ

いては、固定資産評価基準に沿って個別物件を調査しまして市町村長が決定すると言ってい

ますが、これは間違いないですね。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   間違いございません。今、議員のおっしゃるとおりでございます。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   当町の評価がえにおいては、鑑定士を依頼していると聞いてございます。いろいろな要因

の中で評価されているとのことですが、町固定資産評価審査委員としての立場はどういうよ

うな立場なのかお聞かせ願いたいと思います。 

○議長 
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   総務課長。 

○総務課長 

   町といたしましても、一番 初の分でありますが、不動産鑑定士を依頼しながら進めてい

るところであります。これらについては全市町村が評価がえをする時期においては鑑定士に

おいて進めるということであります。固定資産税の委員等についてもあわせてその協議の中

に入りながら、１つの出た部分についての協議をまた固定資産税委員会の中でお話をしなが

ら進めているところであります。これらについても町で進めているような内容となっており

ます。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   そうしますと、町の審査委員の方々は、やはりそれなりに声を反映させていただいている

のか。その辺を私は確認したかったんです。といいますのは、ご存じのように、固定資産税、

こうありますね。調べますと、これは町税の約60％台を占めているわけでございまして、平

成24年から26年の２年間で約1,000万円ほど減少傾向ということで、かなり町の財政にとっ

ては厳しいものがございます。 

   しかしながら、私の言いたいのは、現在の農業情勢ますます厳しくなってございます。そ

ういう中で、所得水準もかなり低下している一方でございまして、これらの農地の評価額、

聞いたところによりますと、平成12年より据え置きになっているということでございます。

ですから、大事なのは、これは近隣町村の問題もありますが、やはり幾ら鑑定士を依頼して

いるということだけではちょっと問題があるのではないかということで私は言っているわけ

でございまして、実情に合った評価をできないか、その辺を伺いたいと思っています。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   議員のお話のとおり、評価がえ時期の３年前と比べますと、やはり1,000万円弱の下がり

となっております。これらについても、町といたしましても一般会計の中では大きく占めて

いる部分でありますので、大切な部分かと思っております。 

   また、評価の関係、農業関係の所得関係も大変少なく、だんだん下がってきているような

状況になっておりますが、これらの評価関係等についても近隣の市町村等の中での部分もあ
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ります。そういう中での話し合い等もしながら進めていかなければならないと。また、柳津

だけでの話というわけにもいきませんので、これについてもあわせて進めていかなければな

らない。また、評価額が、議員のおただしのとおり、平成12年度からほとんど変わっていな

い、10年近く変わっていないというようなことであります。これらについて町においての部

分については、県内、会津地方、先ほどからお話ししておりますように、近隣町村の均衡を

保つというようなことで、 低の評価が継続しているような状況になっておりますので、平

成12年からほぼ変わっていないような状況になっているところであります。 

○議長 

   １番、田﨑信二君。 

○１番 

   後になりますが、何度も言いますが、やはり実情に合った、我々からすればこういう具

体的なこともわかりませんので、単純に考えますと、宅地の高いような一等地の近くにある

田んぼは高い、そういうふうに捉えられているみたいですが、やはり農地からすれば反収の

高いところはそれなりにあった比例もあるんですが、やはりその辺の矛盾する部分がいっぱ

い出ているわけなんです。ですから、町の評価委員の方々からこういう地域の実情に合った

審査の仕方を進めていただけるような方法をとれないかということで、これらを要望して終

わりたいと思います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   今お話しのとおり、田んぼ、畑等もいろいろあります。あと宅地等の分についても、全体

的には標準地というようなことで設定をさせていただきまして、65点等の中での標準地の中

で進めていると。田畑等についてもやはり近隣町村、例えば坂下の坂本地区と細八というこ

とでの若干柳津が低くなっている分があります。また、昭和と琵琶首の境等についても、昭

和のほうが若干安くなるというようなことで、近隣町村の均衡を保つために鑑定士と進む中

でいろいろ協議をさせていただいておりますので、それらに基づいて的確に進めていきたい

と思っております。 

   以上です。 

○議長 

   これをもって、田﨑信二君の質問を終わります。 
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   次に、菊地 正君の登壇を許します。 

   ３番、菊地 正君。 

○３番（登壇） 

   さきの通告どおり３件について質問いたします。 

   １つ、柳津駅前の駐輪場について。 

   駅前の道路改良工事により、今までの駐輪場が取り壊された。いまだに設置されていない。

通学に利用する生徒の安全性を考えれば、早急に新たな設置をすべきと考えています。町の

考えと今後の対応を伺います。 

   ２つ目、旧役場跡地について。 

   旧役場跡地は諏訪町内にあるが、この跡地はいまだに何の手入れもしていない。今年の大

雪により少し崩れ落ちた箇所が見られます。維持管理には疑問を感ずる。町では今後どのよ

うな管理をしていくのか伺います。 

   ３つ目、町民センター及び西山診療所の雨漏りについて。 

   この件については、３月定例会でも「早目に現状を確認し、対応する」との答弁をいただ

いております。どのような対応をされたのか伺います。 

   以上、３件について質問いたします。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   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。 

   まず、１点目であります。会津柳津駅前の駐輪場についてでございます。 

   会津柳津駅前の駐輪場につきましては、駅舎の改修工事にあわせて設置を検討しておりま

したが、駅舎の改修工事が白紙になったことから駐輪場の設置も行っておりません。現在、

駅までの通学に自転車を使用している高校生は１名と聞いておるわけであります。駅舎の外

側からプラットホームへの出入り口付近に常時４台から５台の自転車が置いてありますが、

特に支障となっていないため現状では駐輪場の新たな設置の必要性はないと考えております

ので、今後利用者が増加すれば設置を検討してまいりたいと、そのように思っているところ

であります。 

   ２番目の旧役場の跡地についてであります。 
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   旧役場の跡地についてでありますが、まず雪害によって崩落した箇所については、５月21

日の臨時会において予算をいただきましたので、早急に対応して原状の回復をしているとこ

ろであります。 

   また、現在の跡地利用状況でありますが、商店街活性化のため、12台程度の駐車ができる

無料駐車場として利活用をさせていただいているところであります。今後も無料駐車場とし

て活用していただき、同敷地の未利用地については引き続き維持管理に努めてまいりたいと、

そのように考えているところであります。 

   ３つ目であります。町民センター及び西山診療所の雨漏りについてでありますが、つきみ

が丘町民センターの雨漏りの現状でありますが、大ホール上部の屋上に上がって目視による

確認をしたところ、屋上の防水シートが破損をしている現況を確認したところであります。

雨漏りの要因の１つであると、そのように思われております。今後の対応としましては、屋

上及び天井裏など全体的な調査を実施してまいりたいと考えております。 

   また、柳津町国保診療所西山出張所の雨漏りは、屋上の排水溝が冬期間の凍結で融雪等に

より屋上に水がたまると雨漏りが発生している現状であるわけであります。現在、２階部分

は使用していないので、２階の雨漏り箇所にバケツ等を設置して応急的に対応しております

が、毎月２回実施している１階での診療には特段影響がないということから、当面の間、こ

れまでの対処方法を維持してまいりたいと、そのように考え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。 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   私は６月６日みずウォークのときに、ライオンズのほうから３名応援してくれということ

で10時から２時まで給水のほうの立ち会い、給水をしました。そのときに９台の自転車があ

りました。２時で終わりましたけれども、その後はわかりませんよ。 初縦に５台、横に４

台。あの通路は団体客が来たときに使うとか、いろんな大勢のお客さんが来たときに使う一

番右側の通路でございます。普段は待合室にあの通路を使っているから、皆さんに対しては

混乱も来さないわけでございます。 

   それで、６月８日朝９時40分、５台、６月９日８時38分、４台、そしてきょう時間があれ

ば駅に回ってくると思って考えていたんですけれども、いろいろ雑用がありまして回ってく
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ることができません。そのような状態ですので、これは私としては、もう波トタンでも何で

もいいですよ。冬場しのぎに雨しのぎに三寸角くらいでせめて10台くらいの駐輪場は必要で

ないかと思いますが、そのような簡単なものをつくる考えはあるかどうか伺います。 

○議長 

   建設課長。 

○建設課長 

   私も休みの日と平日と駅の自転車をとめている場所を確認しております。休みの日でも平

日でも常時４台程度がとまっています。夕方遅く行ってもやはり４台がとまっているという

ことで、４台くらいはずっと置いてあるのではないかと思いますけれども、学校に通って自

転車を使用している人は１名しかいないと聞いております。 

   今質問があった、簡単な施設でもよいということでありましたが、ある程度頑丈にしない

と雪の重みで耐えられなくなりますので、つくるとすればそれ相当な雪かきを計算してそれ

に耐えられるような建物にしていかないといけないと思います。年に何回か催し物があって

そのときにその場所が邪魔になるということでしたら、そのときにはまた別なところに、昼

間の催しでありますから、駐輪場所として設けるなりして検討をしていく方向が考えられる

と思います。 

   現状では常時使っているのは１名と聞いておりますので、今後、利用者が本当にふえて駅

に支障があるような状況になるとすれば設置を検討してまいりたいと考えております。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   これはＪＲのほうでも見てみないふりして、お客さんにも直接右側の通路は、団体客が来

ない限りはそう必要ないと見ていますので、私も。やはりこれは、どなたかも言っています

けれども、柳津の子供は柳津の財産だと。そのとおりに考えていらっしゃるならば即、これ

は予算がある、ないにかかわらず、私は３メーター四方くらいの10台くらいの自転車置き場

は必要だと思います。６時25分の一番列車ですから、ほとんどここに自転車をとめる皆さん

は、８時から８時半ころ行けば確実な台数がわかりますから。私もこういうふうに調べてき

ているんですから、皆さん、そこら辺は考えてもらいたいと私は思います。どんな簡単なも

のでもいい、雪に耐えればいいんですけれども、できれば立派なものをつくるのが私の考え

も同じですけれども、全然そういうような、ことしじゅうにつくりたいとか、ことしのうち
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に雪降る前につくりたいとか、そういう考えはあるのかないのか伺います。 

○議長 

   再答弁を求めます。 

   建設課長。 

○建設課長 

   今のところ、今年度中につくる考えはございません。状況を聞いてみますと、ほとんど通

学の人は親のほうで車で送り迎えをしているという状況で、１人だけが自転車で駅に来てい

るという状況は聞いております。１人だけ毎日、１人しかいないのでつくらないということ

ではおかしいかもしれませんが、一応ある程度今どこの施設もそうですけれども、自転車置

き場がなければ皆どこの施設でも建物の近くに自転車を持っていきます。そういうこともあ

って、設置するとすれば駅舎のすぐ近くのほうがいいと思いますが、除雪のことも考えて、

当面今の状況で設置しない方向でいきたいと思いますが、今後支障になっていけば設置を検

討してまいりたいと思います。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   二、三日の実績でさえ９台、５台、４台。大きな桜がありますね。あの桜と桜の間、30セ

ンチくらい整地していたから、ああ、ここにつくるんだなと私は春から、もちろん雪が消え

るとすぐからあそこにつくるんだなというふうに見ていました。 

   ところが今、二、三日前も、こういう立派な答弁もいただいておりますけれども、今の話

もですけれども、いや、困ったもんだな、柳津町はこういう子供は柳津町の財産だまで言葉

に出しているのに、まあ、200万、300万の予算でしょう、これを１つつくるにしても。見積

もりをとらないとわからないけれども。これはやはり小さなことからやっていかないと、柳

津町なんて生き残りもできないし、これからはもう…… 

○議長 

   言動には注意してくださいよ。 

○３番 

   はい。 

   そういう、私は小さいことからやっていったらどうかなということを考えていますけれど

も、全然つくる気がないとなれば、このくらいの質問で終わります、しかないけれども。 
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○議長 

   まだ３番議員は納得できませんか。 

○３番 

   できません、これでは。 

○議長 

   では再度、町長、これに関する答弁。 

   町長。 

○町長 

   現在の置く場所には、柳津町はイベントがございます。そういったときに、トロッコ列車

にしてもＳＬにしても、あの界隈は全てそのようなイベントで人に埋め尽くされる状況があ

ります。そういった中で、ものづくりでそこを固定するということは無理が生じる、そのよ

うに思っております。 

   今、議員がおただしのように、トイレのちょっと離れた部分だと思うんですが、そこに固

定して駐輪場をつくった場合にその管理、そしてまた、子供たちがそこに置いて果たしてそ

こまで置いていけるのか、そういったものを実際にきちんと精査をした上で答えは出してい

かないと無理であると思っておりますので、その辺はご理解をいただきたいと思っています。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   町長、こんなところまでもってきて、目配り、心の配り、このように全力で柳津町を見て

いるならば、この駐輪場くらいは、私は、イベントがあろうが何百人の観光客が入ろうが、

あの大きな桜と桜の間、見てください、今、夕方でも。とってありますから。俺はあそこに

これは建てるんだなと、春からもう見ておいたし。いや、どうしてもやらない、つくらない、

必要ないとなれば、何ともこれ、私はこれ以上質問をしてもだめと思いますから、このくら

いにして、１番、駐輪場は終わります。 

○議長 

   ３番、菊地 正君、引き続き再質問を。 

○３番 

   次は、町民センターの雨漏りについて。 

○議長 
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   ちょっと待ってください。２番目は旧役場跡地についてということの質問になっておりま

すが。 

○３番 

   済みません。 

   旧役場跡地は諏訪町内にあります。春先も大雪のために３メーター四方くらい、石垣も崩

れる、土砂も崩れる。現場を見ますと、大成建設さんが工事をして立派にきれいにできまし

た。石垣も積んだし。それはいいけれども、今後あの場所に対してどういう管理をしていく

のか。また、二度の石垣が崩れたとか、崩れればよその土地におりますから、どういう考え

なのか伺います。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   今回の旧役場の跡地であります。これらについても石垣が崩れたというようなことで、雪

の消えた段階で把握し現地を確認しております。民地に石垣が落ちたというようなこともあ

りまして、先般の臨時会で予算をいただき、すぐに直させていただいております。町といた

しましては、それらの管理等についてもこれから十分していきたいというふうに考えており

ます。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   いや、あれは上をとれば、多分あの土砂をとれば、上には町民センターの駐車場があるか

ら確かに考えものですけれども、やはりのり面はある程度勾配をつけて、とれるだけとって、

そして下水道の側溝を入れたり、そういうふうにすれば、二度とああいう災害は起きないな

と私は見てきました。ですから、上は町民センターの駐車場ですから、やはり勾配をつけて、

土砂でもつようにして、そして３台でも５台でも駐車ができるように。現在も駐車場はそれ

はあります。そのような考えはあるかないかお伺いします。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   これらの内容等については、先ほど町長からもお話ししましたとおり、維持管理をしてい
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きながら、町全体、この周辺の全体の計画等もこれから町民の皆さん、議会の皆さんとよく

協議をした上で、全体的に考えていくものだと思っておりますので、今それらの話し合いの

中をもって進めていきたいと考えております。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   わかりました。 

   では、やはり安全性を持った、あの敷地に対して。二度と石垣が崩れたとか、下はよその

土地ですから。あとパーマ屋さんの蔵もありますから。そういうところもいろいろ考えなが

ら管理体制をお願いします。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   これらについてもよく見ながら管理を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 

   わかりました。 

   次に３番目、町民センター、これは一度３月の議会にも私は一般質問としてやりましたが、

町民センターの雨漏りは、ここにも立派な回答書がありますけれども、入梅に入る前に雨漏

り、全然これは構わないですか、３月の一般質問からこちら。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   これらについて３月の定例会以降でありますが、雪が積もっていたというような部分もあ

りまして、 近雪が消えてから現地等の部分ではなかなか確認することができなかったんで

すけれども、今回雨が降った後、ちょうど上がって目視で確認をしております。雨が降った

後でしたので、ちょうどすき間のところが若干水が入っているような、シートの中に水を若

干含んでいる部分がありますので、これらについてはやはり早急に調査をしながら進めてい

かなければならないと思っております。 
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   町民センターの中でのシート関係の防水関係等でありますが、この部分等については今ま

で一部手直しをしたぐらいで進め方はしておりません。そのほかの分については、偕楽荘が

17年度に防水の工事をしております。また、ボイラー関係の内容についても、14年度に防水

関係を進めておりますが、今回の部分については、かなり面積も広い部分もありますが、調

査をしながら進めていきたいと考えております。 

   なお、梅雨どきを迎えるところで、議員のほうからもお話がありましたように、大変心配

されている部分もあります。町といたしましても、振興公社が町民センターを管理しており

ますので、これらについては十分管理している町民センターと町が協議をしながら梅雨どき

に水が入らないような方策をしながら調査を進めていきたいと考えております。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   今、梅雨どきに入る。そして、27年度はもう６月ですよ。もう半年終わるんですよ、３月

にこれを質問してから。いや、皆さん、のんきなもんですよ、私から言えば。即、もう屋根

屋さん、大工さん、点検してくれ、そういうのが私は好きなんです、急ぐのが。これを構わ

ないでおいてこれから梅雨どきに、もう東北地方だってすぐ入るんですよ。それはどういう

考えか、これからいろいろと調べて屋上、そんなことを言っている時間が私はないと思うん

ですよ。あすにでもプロを頼んで、では見積もりはどうか、そのくらいのことはもうとっく

に終わっているんだと思ったの、私は。それも見積もりの段階にも入っていないように私は

とりますけれども、もう見積もりの段階に入っていないですね。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   これらについて、今の段階においてはまだ見積もり等とっておりませんが、基本的に雪が

消えた後にどうしても、ドレーンが４カ所、四方にあります。その部分が詰まっている部分

がありましたので、そちらのほうを 初にきれいにさせております。そこから水を抜くよう

な形をしている間に進めていきたいと思います。 

   また、議員のおただしのように、今回の分については、町民センターの本体、偕楽荘とつ

ながれている部分があるんですが、そこから本体の部分全てでありますので、面積的にも

932ぐらいの平米数もありまして、かなりの大々的な工事等になるという考え方を持ってお
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ります。先ほど小林議員、それから横田議員のほうからおただしのように、これらについて

も今のところ応急な措置だけとらせていただいて、後期の計画の中に入れながら進めていか

なければならない１つの案件だと思っておりますので、これについては議員が大変心配して

いる部分もありますが、これについては応急な措置をとりながら当面の間進めていきたいと

考えております。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   部分的に措置はどこでもいいですから、まず雨漏りをしないように、そのようなことが私

は先だと思います。いや、全部直すならば何百万もかかる、そういうふうな見積もりになる

と思いますから、即、部分的にひとつ修理というか、お願いして、この町民センターの質問

は終わります。 

○議長 

   ３番、以上ですか。 

○３番 

   はい。３番のこれはいいです。 

   今度は柳津の国民健康保険診療所。 

○議長 

   では、引き続き質問のほどよろしくお願いします。 

○３番 

   またこれも３月の議会で私が申し上げましたが、排水溝が凍ってしまって水抜きがだめな

んだと。温度を保つ、今はいろいろありますから、それで排水溝が細いならば、20センチく

らいのもう１本の排水溝を増設して、そして温熱ももちろんすると。そういうようなことで、

いや、１階しか今診療所には使っていないから、２階は大丈夫だと。西山の砂子原地区に行

ったら、二、三人の人に言われましたよ。何だと、あれ、解体する気か、壊す気かと。いや、

俺はそんなことどうのこうの返事できないと。修理が一番大事だろうと、その人も話してい

ましたけれども。その排水溝が細いならば太いものを入れると。そして、温熱、電気を入れ

ると、凍らないように。その２つの方法はあるような、私もプロでないからそういうような

関係者に聞いた話ですから、そのようなことはどんなもんでしょうか、質問いたします。 

○議長 
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   町民課長。 

○町民課長 

   西山出張所についての雨漏りでありますが、やはり屋上の排水溝が冬期間凍って、そのた

めに融雪時期になりまして水があふれて、それで２階に落ちてくるということで、その対策

としまして、議員おっしゃるようなことも十分考えられるんですが、今のところ２階での水

受けというようなことで対処しております。余り当面利用がないような施設でありまして、

１階の診療部分については影響がないということで、当面の間は管理に注意しながら維持し

てまいりたいと考えております。 

   以上です。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   １つの建物の中ですよ。２階は使わないからどうでもいいんだ、バケツ２個並べておけば

何とか冬時もつんだ、これでは私は、この場所だけの話であろうかもしれませんけれども、

町民は納得しないよ、こんなことで。これから公共物はいっぱいあるんですから、もう修理

の段階に入るばかりの公共物。全体的な公共物に対して、町長のお考えを伺います。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   これらについても、やはり二度手間にならないように整理すべきものは整理しなければな

らない、そしてまた、これを直して１つの役割を担わせるものをつくらなければならない、

そういう中で今悩んでいる中での施設でありますので、何とか我慢をしながら、そしてより

よい施設になれるような対策として今講じておりますので、その辺についてはご理解をいた

だきたいと。我々としても、できるだけ経費を抑えながらも、間に合わせるものは間に合わ

せながら、より以上のものを提供できればよろしいのかと思っていますので、ご理解をいた

だきたいと、そのように思っています。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   説明はよくわかりますけれども、町長、目配り、心配り、こうやって大きく胸を張って
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堂々と町民の前にうたっているんですから、やっぱりそれはいち早く。私としては、２階は

いや、使っていないからどうでもいいんだ、１つの建物ですよ。２階があるから下もあるん

だから。そこら辺もやっぱり今後は考えて、即、ここでもう町長、約束できませんか。早く

言えば、ことしじゅうに。11月中には完成させますとか。電熱入れてもいいんですよ。排水

が細いならば太いのをもう１本入れる。そこにまた、温熱電気を入れるというふうにして、

それで一応診療所は解決すると私は思います。プロの話もいろいろ聞いてみますけれども。

聞いてみたところで。どうですか、約束として11月いっぱいくらいの約束、できませんか。 

○議長 

   ３番議員に申し上げますが、これは再度パイプを入れる、温熱装置を入れるということを

今年度中にやってほしいということですか。 

○３番 

   はい。 

○議長 

   では、町民課長、再答弁。 

○町民課長 

   ただいま要望がありました件につきましては、そこまではまだ調査をしておりませんでし

たので、早急にそのようなことが可能かどうか確認をしてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長 

   ３番、菊地 正君。 

○３番 

   いろいろ業者の話を聞くと、これはできますと。防水シートを張りかえるとか、何もそん

なことをしなくてもいい。雪が降って解けて凍るならば、もう１本20センチくらいの排水溝

を入れる。あと温熱電気を入れれば、すぐに解決するということも…… 

○議長 

   ３番議員に申し上げますが、今調査検討するということの答弁がございましたので、それ

以外にございますか。 

○３番 

   では、以上で終わります。 

○議長 
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   そうですか。 

○３番 

   わかりました。いつまでしゃべったって同じだ。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。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   ここで、暫時休議します。 

   再開を２時20分といたします。（午後２時１１分） 

○議長 

   議事を再開します。（午後２時２１分） 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   先ほど１番議員、田﨑信二君の一般質問に対し、２番目の固定資産税評価額の見直しにつ

いて、執行部から答弁の訂正がありますので、総務課長より答弁を求めます。 

   総務課長。 

○総務課長 

   先ほど答弁の中で、固定資産評価委員の内容等で、今回出された分についての評価まです

るというような話を答弁いたしましたが、実際は、納税者が各町村に設置されております固

定資産評価委員の皆さんに申し出、納税者から審査会の申し立てがあった段階において審査

会が開かれるということで、評価そのものについてはなされないというようなことで、その

後申し出た分について、審査委員の方３名いらっしゃるんですけれども、その方で協議をし

ていくというような内容であります。先ほど１番議員のほうからお尋ねになったとき、評価

委員もそれに加わって進めるような話をいたしましたが、そうではないということで、申し

出が出た段階において、それから審議をするということであります。訂正させていただきま

す。 

○議長 

   田﨑信二君、よろしいですか。 

○１番 

   はい。 
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○議長 

   それでは次に、鈴木吉信君の登壇を許します。 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番（登壇） 

   それでは、前に通告のとおり２つに対して質問をさせていただきます。 

   農業の維持について。 

   農業は、町の基幹産業として振興を図ってきましたが、平成29年度で水田転作政策が終わ

り、作付自由となります。既に、今年度から認定農家以外は個人農家に対する転作奨励金が

廃止され、戸別所得補償も半分の7,500円になり、これも廃止になります。今後、過疎と高

齢化の進行により農業の維持が困難となり、耕作放棄地が増加していくものと考えられます。

このような状況の中で、町は基幹産業としての農業をどのように維持していくのか伺います。 

   ２つ目、西山支所周辺の各施設の再編について。 

   支所地区の行政機能の整備を図るため、班長職による調整会議、またはプロジェクトチー

ムを立ち上げ検討されているが、現在の進捗状況を伺います。 

   以上、お願いいたします。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   それでは、６番、鈴木議員にお答えをいたします。 

   １つ目の農業の維持についてであります。 

   国の米の直接支払交付金が平成26年産米から半額になったことを受けて、町では、平成26

年度より激変緩和措置として町単独でさらに上乗せ交付をしております。農業者の所得と生

産意欲の維持を図っていきたいと思っております。また、平成27年度からは、転作扱いとな

る備蓄米の作付者に対し、町で交付金を上乗せすることで生産調整の推進を図り、水田を有

効活用していきたいと計画しているところであります。 

   平成30年度からは、米の直接支払交付金が廃止となり、生産数量目標の配分が廃止された

場合、国が策定する需給見通し等を踏まえつつ、生産者等が主体的経営判断により需要に応

じた生産を進めていくことが極めて重要となりますが、現在、米の在庫数量が多く、米の価

格が安価な状況にあるために、産地交付金の対象作物であるソバやナタネ、飼料用米等の主
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食用米以外の作付に誘導していく必要があると考えているところであります。 

   これからの農業の維持については、町の地域農業マスタープラン、人・農地プランの中で

は、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、また、農業の維持に必

要な経営体の確保については、畑作物の直接支払交付金の対象者が平成26年度から認定農業

者や集落営農、そしてまた認定新規就農者に限られるようになることから、平成25年度より

町広報紙や地区懇談会等の中で制度改革を周知して、意欲のある生産者を認定農業者や集落

営農等になるよう誘導を図っているところであります。 

   また、出し手に対しても集約協力金の支援がある農地中間管理事業を有効に活用しながら、

将来的には、担い手である経営体に農地を集積することで合理化を図り、強い農業づくりを

進めていきたい、そのように考えを持っているところであります。 

   また、今後経営体の不足する地域については、平成27年度からの中山間地域等直接支払制

度の第４期対策開始とあわせて、これまで実施地区の負担であった運営事務等を町が積極的

に支援することで、地区の負担を軽減し、参加地区を確保して、多面的機能支払制度の活用

とあわせて共同活動によって農業の維持を図っていければと、そのような考えを持っている

ところであります。 

   ２つ目でありますが、西山支所周辺の各施設の再編について、今ほど３番、菊地議員から

おただしがあったわけですが、こういう施設を二重投資しないで何とか集約をして再編を図

っていきたいという思いであります。西山支所地区における行政機能の集約化については、

柳津町西山支所総合庁舎基本計画をもとに、平成26年度において副町長をリーダーに班長を

メンバーとする調整会議（プロジェクトチーム）によって会議を重ねて実施をしてきたとこ

ろであります。その内容については、各施設を１つの施設に集約した場合の問題点や財政的

な問題など、さまざまな問題が意見として出され、その結果については庁議に報告がなされ

ております。現在は、その報告を受け、さまざまな観点から協議をしているところでありま

すので、具体的にこのような西山支所の各施設、これらを集約化してコンパクトにまとめて

住民の利活用に利便性をしっかりと保たれるようなことを考えていきたいと、そのような思

いであります。 

   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。 
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○６番 

   私が本来質問した内容というものは、現在誰が見ても高齢化が進み、特に西山地区などで

はもうトラクターには乗れない、コンバインにも乗れない、田植え機にも乗れない、そのよ

うな方が多くいらっしゃいます。今、町長から話があったような農業に対して本当に考えて

大きくやっている認定農業者、そのような方は柳津にもおられますけれども、この方々は本

当に頑張って我慢をして、いろいろな話を聞くならば、昨年は４町歩つくっていたら80万円

の減収だと、米が安くなって。それに町で上乗せした分、幾らか助かっているのかなと、そ

のような思いはさせていただいているわけなんですが、やはり私は、今現在の柳津町の農業

維持をしていくためには、集落農業を進めなければだめなんだろうと、そう思っています。

今現在、農地・水、環境保全事業、または中山間直接支払制度など国の制度を利用して、集

落農業として遺贈を図る、各地区一生懸命やっています。これがなかったら今以上の耕作放

棄地が出ていたんだろうと、そのような思いをさせていただいています。 

   第１期、第２期、第３期と私も地区の中山間の役員としていろいろな面で頑張ってまいっ

てきたんですが、本当に大変でした。特に昨年の春あたりまで本当に大変でした。それから、

ある程度職員の方々が柔軟になって、昨年あたりはよほどよかったのかなと。でも、ちょっ

と遅過ぎたような気がするんです、今まであまりにも厳しくて。各集落でとてもこれでは中

山間事業ができない、こんな難しいこと、とてもじゃないができない、それでやめた地区が

かなりあるわけなんです。これが耕作放棄地につながっている、そう私は解釈しているんで

すが、先ほど町長のほうから、国より地区の負担を軽減して参加地区を確保していくんだ、

事務的なものに対してもいろいろと役場としてお手伝いをしていくんだというような話があ

りましたが、それだったら今まで１期、２期、３期とやってきたものに対して、何か国から

まだまだ地区の各組合に対して事務的な助成、手助けをしてふやしなさいとか、何か国から

そのような要望とか助言があったのかどうか、まず 初に伺いたいと思います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   中山間地域の直接支払制度は平成12年度から始まりまして、今年度第４期対策ということ

で平成27年度から31年度ございます。国のほう、県のほうにつきまして事務的な補助という

形は、職員に対して手伝うことによって超勤的なものはいいですよという形でだんだん柔軟

にはなっております。それで、やはり事務的なところ、経理的なもの、決算状況については、
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平成12年から始まってもう15年以上たっておりますので、今回新たに中山間の方が、今まで

入っていなかったけれども入りやすいような条件づくりとして、町で積極的に事務等、写真

を撮っていただくとか、写真を撮れなければうちのほうで写真を撮るなり現像するなりとい

うような方策をして、町として協力していきたいとは思っております。 

   以上です。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   農家の高齢化が本当に進んでいる中において、今現在、４期目の中山間が始まり、またそ

のほかに水環境もあるわけなんですが、やはりこの４期目にどうにかしなかったなら、５年

後になったらまた耕作放棄地がふえる。我々も５年後といいますと70歳になります。今70歳

の方は75歳になります。やはり幾ら町で進めても、できないものはできないんだろうと思い

ます。やはり各農家を歩いてみるならば、田んぼをうなってもらって、苗をつくってもらっ

て、代をかいてもらって、田を植えてもらって、稲を刈ってもらって、乾燥してもらって、

自分の家の食べる分を残せば年金から、３反５畝つくっていたんだけれども、年金から８万

円を出した、お金を払ったと。そのくらい、ことし１年間つくって８万円の赤字だったとい

うぐらいの現状なんです、今。 

   やはりある程度この中山間という事業があるために、皆頑張ってやっていられるのかなと。

それは何かといったら、各地区によって助け合い、それがあるからできるんだろうなと私は

思っています。やはり今まで行政のほうで余りにも厳しかった。やはり今課長からお話があ

ったとおり、これからは写真も撮る、お手伝いもする、柔軟にしていく、このような当たり

前のことをもっと早くできなかったのかと本当に私は悔やむんですが。でも、 近本当に、

先ほども申し上げたとおり、新聞等にも各農家において柳津町においてもそうなんです。耕

運機で事故があった、トラクターで転落した、本当にいろいろな事故等があるわけなんです

けれども、これから柳津町の農地を維持していくのにかなり危険な部分が多くあると思いま

す。そのようなことにおいて、町としてこの後、高齢者の方々に耕作放棄しないで何とかつ

くっていただきたい、そのようなことに対して行政としてどのように考えておられるか伺い

たいと思います。 

○議長 

   地域振興課長。 
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○地域振興課長 

   やはり今後経営体が不足するということで、少子高齢化が進んでまいります。直接払等多

面的交付金につきまして、やはり集落連携してということで、集落が２つ以上、３つ、４つ

と集落が連携しながら、まだ農作業、トラクターがないところはトラクターで等、やはり小

規模、高齢化集落の支援をしながら農業のことについては進めていくしかないと思っており

ます。 

   また、集落営農ということで、今３地区ほど組織化になりまして、５年以内には法人化を

目指すという形の地区も出ておりましたので、そういうことを推進しながら町としても柔軟

にやはり援助して支援していきたいと思っております。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   認定農業者がいる、将来的にある程度会社組織のような形をして農業ができるところは、

先ほども言ったとおりいいんです。そのようなところは、みんな頑張って個人でも今現在も

やっているんです。私が先ほどから言っているのは、高齢者で若い人が農家をやっていない、

高齢者ばっかりだ、そういうような地区もかなり柳津町にはあるわけなんです。これをどう

するのか。それで、先ほど町長からあったとおり、ソバやナタネ、飼料米の主食用米以外の

作付に誘導するんだとありましたが、私はちょっと調べてきたんですが、これは農協から聞

きました。ソバでは平成25年度１袋当たり3,018円、これは 終的な清算です。この年は放

射能の被害により柳津のソバが余り人気がなかったと。26年度、去年は、秋方は１袋4,000

円から5,000円、 後には8,000円くらいになりましたと。ただ、清算はまだしていません、

お盆前には清算できるでしょうと。だから、昨年のようなソバだったら、ソバをつくってお

金になるようだったらある程度大丈夫なのかなと。また、このほかに農協ではなくて個人で

取引をして、１万円、１万2,000円で売っている方もおられると思います。 

   でも、ナタネは、平成25年度田んぼにつくったそうなんですが、３反５畝つくって春先の

花までは本当にすばらしかったと。その後梅雨が来て、３反５畝、収穫はゼロだったと。そ

れ以来やめて、もう田んぼを管理しながら現在に至っているというような話でした。このつ

くった方に聞けば、水田につくる、米にかわる作物としてはだめでしょうと。今現在、町で

も関連化、そういうものを事業としてやっているわけなんですが、やはり今現在、田んぼに

ナタネ等の作付は無理なようです。 
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   西山地区にも柳津地区にも基盤整備の入っていない道路の狭い、農道の狭い、そのような

畑というものは、作付してものすごくナタネも立派なものができるそうなんです。でも、そ

こには機械が入っていかない。そのような状況。でも、そこにナタネをつくればいいナタネ

ができる。でも、トラクターでうなうこともできない。そのような年よりがいるわけなんで

す。先ほど課長が言ったように、トラクターを西山に１台、柳津に１台くらい買って、その

ようなちっちゃな農家のために何とかトラクター等機械を導入してできないか、そのような

思いをしているわけなんですが。その点についていろいろあると思うんですが、実際またこ

れを言うといろいろ、お前がつくっているからと言われるかもしれませんが。 

   昭和のカスミソウ、これは昭和村ほか会津西部７町村くらいでつくっているんですが、平

成26年は２億5,800万円になったそうです。27年度は、昭和村カスミソウ研究会というもの

があったんですが、年のとった方が多くなって、何とかやっていきたいと思ったんですがで

きないということで農協に加入したそうです。それで、ことしの目標額が大体４億円、その

目標を立てているそうなんです。やはり柳津も何らかの形をとって、今のちっちゃな農家を

救っていかなければどうしようもなくなる、農業の維持というものが難しくなる、私はそう

思うんですが、どうでしょうか。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 

   やはり実際、昨年からですけれども、農地中間管理機構によって土地を貸し借りをやるよ

うな話で進めてありますが、今、大体柳津町でも数件ある程度で、条件がやはり補助整備で

あれば補助整備の土地との交換というような形でなっておりまして、県全体としても20％ぐ

らいの中身でございます。柳津町としても、担い手という形で実際認定農業者地区の集落営

農の方が今頑張っていらっしゃいます。それにあわせて若い人が入ったり、学生等に今いろ

んなアイデアを出していただいたり、大学からの学生等のこうしたらいいんじゃないかなと

いうような意見を持ちながら事業を進めておりますが、やはりそういう担い手となるところ、

あと西山地区を全部任せられるようなリーダーづくりというか、そういう組織づくりをやっ

ていかないとやはり難しいのではないかという形で思っております。柳津におきましても、

今、郷戸地区に１つ、藤地区に１つということで法人ができたところでございますが、まだ

まだこれから未知数でございますので、そういうものを活用しながら、また地区としても西

山地域、柳津地域の中でも農業等を任せられたり、またはそういう補助ができるような形が
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とれればと考えております。 

○議長 

   答弁の中でトラクターの導入等の質問がございましたけれども、再答弁いただきます。 

○地域振興課長 

   今年度につきましても４台ほど経営体ということで、経営体支援事業ということで、県か

らの補助をもらいながらトラクターの補助を個人ではございますがやっておりますので、そ

れにつきましても、そういう経営体等の補助事業を活用しながら整備については進めてまい

りたいと思います。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   今課長から説明があったんですが、規模の大きい、年齢も若い、やる気もある、その方々

に対して補助事業等をやるのは、本当にいいこと、またすばらしいこと、将来的にも夢があ

る、そのような方法だと思います。先ほどから私が言っているのは、あとできても10年、本

当に無理してやっている、年もとっている方々、この方々を救わなかったなら、まだまだ耕

作放棄地というのはふえるでしょうと、そう言っているんです。だから、私は補助事業で買

おうと、どのようなことで買おうと、またそう言ったらいろいろ語弊があるかもしれません

が、若い者、若い方々に買ってやるのはそれは結構なんです、いいと思います。ただ、先ほ

ど議長からも指摘がありましたが、西山地区に大きくなくたっていい、とにかく今のお年寄

りを助けながら耕作放棄地を減らせるような施設、例えばライスセンターのようなもの、そ

のようなものを何とかつくっていただきたい、またつくってほしいというような地元の方々

の要望もあります。今現在、年金暮らしで生活している方、農機具も買えない、コンバイン

も古くなっても買えない、トラクターも古くなっても買えない、田植え機も古くなっても買

えない、そのような状況の中に、町には、藤の方々、またそのほかの方々がソバ刈り機械、

いろいろなコンバイン等もあるわけなので、そういうものも利用されるような何か西山にで

きないものかなと、そのように思っているわけなんですが、それに対してどうでしょうか。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   やはり現在ある団体を使いながら、西山地区の農地については対応していくしかないかと
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は思っております。ただ、今後そういうプラス新たな団体、西山地区で１団体何かできるの

であればそういう団体に、任せるような団体があればと思います。そうでなければ、あとは

広域な形で他町村からというような形を取り入れながら、若い人に本当に来ていただいてそ

ういう農業をやるような環境づくりをやはり今後続けていかないといけないかと思っていま

す。 

   以上です。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   町長も本当に地元において昔から農業をやってこられたわけなんですが、今現在、本当に

毎日通いながら今の現状というものを見ていると思います。今の現状を見た中において、将

来的なことを考えたらどのような考えが浮かんでくるのか、伺いたいと思います。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   それでは、６番議員にお答えをしたいと思います。 

   今、課長から話がありましたとおり、やはりその土地には土地の独特の農業というものが

あると思います。おかげさまで柳津では機械の利用組合が法人化されて活躍をしているわけ

であります。そしてまた、もう一方では、畑作に関しての法人格をとられてある程度ソバ、

ナタネ等の生産の意欲を伸ばしている団体ができてきたわけであります。こういったものは

よしとしてやっていただきたいと。 

   そしてまた、小規模でありますけれども、今議員がおただしのように、やはり意欲ある若

者というか中堅どころがこういった法人をつくって西山地域の遊休農地、そしてまた農地を

守っていきたいという法人格ができてくるならば、これは町として応援をしてやりたいと。

そして、独自の地域の農業を援助できるような体制づくりは、私は早目にやっていきたいと、

そのように思っております。皆さんもご承知のように、機械との役割分担があると思うんで

す。農業も機械でやる場合には採算はとれております。とれないのが小規模のいろんな面で

経費のかかる面が今残っているわけでありますので、それらを団体の１つがクリアしてやっ

ていただけるのならば、計画的に物事を考えればクリアできると思っていますから、ぜひ地

域にそのような団体をつくって支援をしていきたいと、そのような考えを持ち合わせている
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ところであります。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   本当にこれは大変な問題なのかなと思っています、柳津町において。常に６次化産業の育

成、６次化産業の育成、このような声が聞かれますけれども、地産地消、進めていけばいい

んだ、いろいろあります。柳津町においても、町の町民センターを中心とした振興公社、ま

たスーパー、旅館、食堂、給食センター、こういったところで本当に自給自足というんです

か、柳津町のものを利用していただいて、今やっていただいているわけなんですが、やはり

今現在70歳、80歳くらいの方々、昔ならばソバ粉をつかった田楽とか餅米を使ったしんこ餅

とか、いろいろなものができるんだと思います。今、若い人たちにそれを聞いても何もわか

らない。やはり地産地消でもっと米の消費を拡大する、またソバ粉の消費を拡大する、それ

ならば、やはりまだまだお年寄りの方々に手伝ってもらって６次化産業の育成につなげて、

まだまだ柳津町の地産地消を進めることができるのではないかと、そのような思いもしてお

ります。 

   先ほど申し上げたとおり、年のとった方々に、また各農家が町内の先ほど言ったスーパー、

食堂、旅館、給食センター、そういうところに野菜等を出してくれるならば、それを利用し

たならば、春先なら種なり苗木なりに助成をするとか、町として。それで、年間幾ら、幾ら

の売上があったなら、それに対してもある程度のパーセントによって助成をするとか、何ら

かの形をとってある程度、優遇措置というんですか、面倒を見るというか、そのような対応

も必要なのかなと。 

   やはりこれから年のとった方々が活力を出すためにも、復興庁、または福島県、いろいろ

な農政の関係者、そのような方々をお招きしてもいいですが、各集落ごとに座談会のような

ものを年に２回から３回くらいはやはりやるべきなんだろうと、そのような思いもしており

ます。それが地域の活性化につながる、じいちゃん、ばあちゃんがお金を持たないと孫にも

お金をくれることができない、そのような現状なので、何とかお年寄りが力づいて、それが

柳津町の力強さにつながる、そのように思っているわけなんですが、今後の柳津町、本当に

どの方向に向かっていくのか。いろいろ本当に大変なんだろうと思いますけれども、高齢者

が元気で、先ほども言ったとおり、子供らが元気で、耕作放棄地がなくなる、そのような西

山、また柳津、それをつくっていきたい、それが私の考えている１つなんですが、これから
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今現在、国のほうではいろいろな政策をやっておりますが、３年前に我々町会議員の選挙の

ときに、あのころははやり言葉でてＴＰＰ反対か賛成か、これがあったわけなんですが、あ

のころ民主党政権の中において、自民党またはほとんどの人がＴＰＰ反対、反対と言うよう

な話がありました。でも、現在どうでしょうか。ＴＰＰに参加して、農産物はアメリカから、

牛肉はオーストラリアほかから、車は日本から買いますよと。全てに対して農家が責任をと

らされている、そのような思いをしているんですが、これから本当にＴＰＰ等を考えて、農

家が今まで以上に大変になるのかなという思いをしているわけなんですが、町長、今後本当

に明るい目で見たならば、また暗い方向に行くのか、柳津町の農業を大きく見た中において

どんな思いをしておられますか。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   大変大きなテーマであると思っております。まさに議員がおっしゃるとおり、大変厳しい

状況であると思っております。昨年、皆さんもご承知のように、集約化して大規模な農業を

目指してやった方々もいらっしゃいます。それが10町歩であったのが14町歩もやったり、い

ろいろ工夫をしてやったのが昨年の米のあの下落であります。そういう状況で、これは農政

ではないんですが、せっかく農業でよくなったものがそういったものに打ち砕かれてしまっ

たということが現状であると思っております。 

   今、議員がおっしゃったように、やはり農業を１つの基盤にするには、おかげさまで柳津

町は新規就農者が５人いらっしゃるわけであります。それぞれの経営体は違うんですが、そ

れでも後継者としてやっていきたいという夢を持っております。そういった夢をかなえてや

るのが、我々行政でもお手伝いできることはやっていく１つであります。 

   そして、議員がおっしゃったように、高齢者の皆さんの農業意欲というのは、つくる喜び

が主体であります。それは技術を持っている皆さんでありますので、それを活用してやはり

６次化をして売れるものをつくる、これがやっぱり大事なことであると。それにはどんな手

伝いができるのかというと、やはり加工であると思っております。そういった中で、皆さん

の手伝いをしながら、柳津町の産物としての６次化の中で売れるものができる。道の駅もあ

ります。そういった中で工夫をしながらやっていくことが農業で喜びを味わえる方法である

と、そのように思っております。米についてもソバについても地産地消で生きていくには、

産地としてそれをブランド化する、そういったのも手であるというように、やはり持続でき
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るような体制づくりをしていくのが我々行政としても支援する、そういった立場をとりなが

ら、やる気のある人の育て方をしていきたいと。それにはやはり６次化と規模の適正規模を

確保する、そういった３段階に分かれて柳津町はやっていく、農業の１つの形ではないのか

なと、そんなふうに思っております。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   今の町長の答弁の中において、お年寄りを喜ばせたいと。私も同じなんです。今のお年寄

りを何とかもう１回喜ばせたい。つくりたいものをつくらせたい、つくっていいものを売ら

せたい、そのように思っています。今後の行政の頑張りに対してよろしくお願いしたい。 

   それでは、２つ目の質問に移らせてもらいます。 

   西山支所周辺の各施設の再編について。これは、町長もご存じなんだと思いますけれども、

25年の第１回の定例会で私もやっています。それで、このときには同僚議員の齋藤正志議員

もやっています、一般質問。25年の第２回、このときにも私がやっています。平成26年の第

２回、このときにも私がやっています、一般質問。ゆうべ見てみたならば、ほとんど同じよ

うな答弁になっています。やはり今回答弁の中に話があったように、平成26年度において副

町長をリーダーに班長をメンバーとする調整会議（プロジェクトチーム）により会議を重ね、

実施してきたところでありと。これまで本当にずっと、平成26年から立ち上げてやっている

わけなんですが、何がこの問題点として上がってくるのか。何が今までできない原因なのか。

もうそのくらい聞いてみたい、お聞きしたい、そのように思ってきょう一般質問の中にこれ

を入れさせてもらったんですが、まず 初に、現在本当に何があって問題点、財政的な問題、

さまざまな課題が意見として出されたと。その結果について庁議に報告なされており、現在、

その報告を受けさまざまな観点から協議をしているところであると。そのいろいろな問題、

そのようなものがあると書かれているんですが、どのようなことがあの西山の再編に対して

あるのか、それをお聞きしたいと思います。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   この問題については、副町長がまだ就任したばかりでありますので、私からお答えをさせ

ていただきますが、これについては、私の考えではコンパクトに、西山支所には役場があっ
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て、公民館があって、保育所、診療所、そしてまた農協の支所もあるわけであります。これ

らが皆分散していますから、これを集約して１つのコンパクトシティーにしたいという方向

でありました。そこにはいろいろ規制があるということもやむを得ない事実でありました。

例えば、保育所にしても適正な規模にするにはそこに入るにはこういうものだと、診療所に

ついては医療とそういった健康上の中で人の出入りするところはこういうものがあると、い

ろんな規制のことが問題になってきたわけであります。そういったものを突き詰めてきた結

果、１つの形ができあがってまいりました。そういった中で今、庁議のほうにやっとつきま

したので、それについて今度できる可能性に向けてやっていくには、財政面、そしてまた仕

組み、そういったものが出てまいりましたので、このことについては議員の皆さんに今立ち

上げた中での１つの鳥瞰図ですか、そういったものをお示ししていきたいと、そんなふうに

思っているところであります。 

   そういった中で、やはりできるだけお金をかけないでコンパクトにみんなが利用できるよ

うな体制をしていきたいと。そこにはバスも地域の交通バスとしてターミナル的な役割を担

うような、全体的な柳津町としての１つの形を、支所機能をまとめたいということで少し問

題点が多くありましたので、これらについてはまた皆さんとも協議をさせていただいて前に

進めていきたいと、そのようなことで今やっているところであります。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 

○６番 

   西山の機能の再編、これが始まったのは、一番 初に西山の保育所、あの暗くて寒い、本

当に耐震強度もない、そのような保育所に子供を置いておいていいのかと。一日も早く耐震

強度、またそのほかにおいて工事を進めるべきであろうというようなことで始まったわけな

んですが、その中において執行部のほうから西山支所を、今町長が言われたとおり、農協、

診療所、公民館、それを含めた複合の、一緒に集めてそれで再編するんだというような話が

ありました。やはり町長もそう思っているとも思うんですが、本当に西山の保育所に行って

いる子供はかわいそうなんです。あんなに本当に薄暗いところに入れられて、真冬は寒くて。

柳津の保育所に来れば、床暖房が入っていてあったかいところにいられる。日当たりもよい。

前にも言わせてもらったんですが、これが本当に柳津町に今現在いる同じ子供なのかなと、

そのような気をしてきましたし、今もそう思っています。一日も早く、やはり物事というも

のは、これを言ったら失礼かもしれませんが、ある程度まとめよう、多少の財政負担、多少
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の無理があっても、やろうと思えば、ある程度やはり１週間でも２週間でも半年でも早く進

むんだろうと思います。今町長から話があったとおり、ある程度までまとまったならば、財

政的な面、それもあるかもしれませんが、一日も早く問題解決に対して進めていく、それが

町長の責任だろうと思っています。今まで３期12年間頑張ってこられたわけなので、ここで

もう１回町民のために、子供のために、柳津町の財産になる子供のために頑張ってみたい、

そのような思いで何とか頑張ってほしいと思っています。一日も早くこの工事が始まること、

また完成することを、総務課長、中身を存じておられると思いますが、大体の目星として何

年の何月ごろ完成予定、それくらいのことはお話しできるのかなと私個人として思っている

わけなんですが、どうでしょうか。 

○議長 

   総務課長。 

○総務課長 

   今までの立場から言いますと、診療所関係とか保育所のほうを進めていた課長でありまし

た。今、全体的な流れも十分承知をした中で進めております。今この職に就きまして、支所

地区内においての人口の減少、町民の皆様のニーズに合った、時代に合ったものをやはりコ

ミュニティーの再編というようなことで考えていくことが第一かとは思っております。 

   ただ、今総務課長になりまして、いろいろ違う角度から見させていただきますと、やはり

今町長がお話しした課題等がかなり出てきているというのが現実であります。それらについ

て私なりにいろいろ判断をしながらまた庁議にかけているところであります。町長も先ほど

お話をしたとおり、早目に図面等々も出ておりますが、これらの一つ一つの課題を解決すべ

く皆さんと協議をしながら進めていくと。 

   また、どうしたらいいかというような、いつまでというようなことも言われておりますが、

これらについても一つ一つ丁寧に課題解決をしながら、議会の中にも提示をしながら進めて

いくと。私が見る中においては、財政的な関係が大変大きいのかなと。今、後期の関係等も

入ってまいりますが、これらの中での組み合わせ等も含めてなんですけれども、全般的な流

れからどうしたらいいのかというようなことも含めて、課長会の中に提示をし、また全協の

中で話し合いをしていきたいというふうに思っております。 

   以上です。 

○議長 

   ６番、鈴木吉信君。 
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○６番 

   財政的な面と今話が出ましたが、大変なんだろうと思います。でも、私個人としても全面

的なご協力を申し上げたい。子供たちのためになるならば、地域のためになるならば、その

ように思っています。一日も早い完成を目指して頑張っていただくことをお願い申し上げ、

私の質問を終わりたいと思います。 

○議長 

   補足説明、町長。 

○町長 

   この問題については、やはり老朽化している施設が幾つもあるわけであります。そういっ

たものを単体でやる場合には国も見てくれません。そういった中で、これだけ老朽化したも

のが４つあるわけであります。これらを全て国の援助をいただきながら、町の負担をいかに

少なくして皆さんの町民に利用していただけるような施設をつくりたい、その一心でありま

すので、ご理解をいただきたいと思います。（「わかりました。終わります」の声あり） 

○議長 

   これをもって、鈴木吉信君の質問を終わります。 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   ここで、休議といたします。 

   再開を午後３時25分といたします。（午後３時１６分） 

○議長 

   議事を再開します。（午後３時２５分） 

         ◇          ◇          ◇ 

○議長 

   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２件お伺いいたします。 

   １番、やないづ福満商品券発行事業について。 

   やないづ福満商品券の発行事業も長い事業となりましたが、特にことしはプレミアムつき

ということで大人気となり、町外からの購入者も多く、発売から２日目には完売とのことで
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ありました。また、今年度は国の補助の関係でアンケートを実施したということで、購入後

の動向など推察できると思われます。その上で問題点が見えてくると思われます。購入でき

なかった町民がたくさんいることや、現在６割発行したこと等を踏まえ、問題点はあると感

じるが、この事業を進める上での町の考えを伺います。 

   ２番、中心市街地の活性化について。 

   昨年より寺家町においては、新規事業を始める民間の方々の努力もあり、また、ことしは

ふくしまＤＣ、デスキャンや映画の効果もあり、新しい流れができ、活気を取り戻す兆しが

見えてまいりました。只見川豪雨災害からの住宅・商店の復旧も進み、また多目的公園もオ

ープンした今後、この機にさらなる活性に向けて対策を講じるべきと考えますが、町はどの

ように考えているのかお伺いいたします。 

○議長 

   答弁を求めます。 

   町長。 

○町長（登壇） 

   それでは、２番、齋藤議員にお答えをいたします。 

   まず、やないづ福満商品券発行事業についてであります。 

   中小企業の経営環境は、経済不況に加え消費人口の減少、消費の流失、また少子高齢化等

や小売商業の衰退等に加え、地元商工業などの地域経済は依然として大変厳しい状況下にあ

るわけであります。さらに、東日本大震災の影響によって、観光客の減少は近年、徐々に回

復はしておりますが、まだまだ震災前の状況には至っておりません。このような状況下の中

で、やないづ福満商品券は、町外への消費流失防止と地元商店での消費拡大に効果を上げ、

商工業の活性に効果があります。 

   やないづ福満商品券は、平成12年度から始まり、ことしではや16年目を迎えております。

特に、平成23年の東日本大震災の際は、追加補正を行いながら20％増額の福満商品券発行事

業を行ってきたところであります。 

   ことしは国の緊急経済対策事業としてプレミアム商品券が発行されましたが、他町村のプ

レミアム率が20％から30％の設定に、商工会の商品券部会が10％ではなくて20％にしたいと

の要望がございました。今回の販売実績につきましては、6,000万円の販売のうち町内が

4,686万円であります。率にして78％であります。町外は1,314万円で率で22％、件数は330

件で町内254件、町外が76件でありました。 
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   今後の福満商品券の販売については、今回の販売内容を検討しながら、プレミアム率や１

戸当たりの販売限度額の見直しをするなど、広く町民の皆さんに行き渡るように工夫をして、

地元商店の消費拡大のため商工会と緊密に連絡をとりながら取り組んでまいりたいと、その

ような考えを持っているところであります。 

   今回の販売については、議会の皆さんに対して大変説明の不足をしておりましたこと、大

変ご迷惑をおかけしたこと、心から申しわけありませんでした。十二分に反省をしながらや

っていきたいと思っています。 

   ２番目であります。中心市街地の活性化についてであります。 

   ふくしまデスティネーションキャンペーンや映画「ジヌよさらば、かむろば村へ」等の効

果によって、５月末現在の観光客の入込数は、前年度より道の駅会津柳津で1,900人の増で

あります。そして、せいざん荘では750人の増でありました。 

   ５月２日には、諏訪町にまちなか多目的広場、きよひめ公園がオープンをし、現在、映画

「ジヌよさらば、かむろば村へ」のロケ地巡回バスが運行をしておりますが、マイカーで来

る観光客には、地図を見てロケ場所へ行くことが非常に難しい状況であることから、スマー

トフォンのナビアプリ等を活用したロケ地案内や観光情報の提供を発展させ、観光客の滞在

時間を延長させる仕掛けづくりを実施していきたいと、そのような考えを持っております。 

   そしてまた、中心市街地活性化については、今年度は赤べこまつりのほかに、町なかを歩

行者天国にしてイベントの開催、まちなか店舗を対象としたスタンプラリーの実施、きよひ

め公園でのオープンカフェなどによって円蔵寺を訪れる観光客を町なかへ誘導させる観光づ

くりに県の補助金を活用して実施をしていく予定で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 

   再質問させていただきます。 

   まず、商品券発行事業についてであります。大変丁寧なご答弁をいただきましたので、大

きく２つお伺いしたいと思います。発行までには多少の紆余曲折がありましたが、無事発行

となりまして、ことしは先ほどありましたように大人気で、20％のプレミアムつきというこ

とで、わずか２日目には完売してしまいました。 
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   問題点は、買いたい人がたくさんいたんですけれども、買えない人のほうが多かったと。

数字もちゃんと出ておりました。買えた人は、答弁にもありましたように町内254件という

ことで、戸数でいくと1,311件の中の254件ということですから、約20％弱ということであり

ますから、５軒に１件の人しか買えなかったということでございます。これではやはり町民

のほうから不平不満が出てしまうのもいたし方ないことかと思います。答弁にありましたよ

うに、限度額を下げる、これも１つの方法と思います。もちろん10万円まで下げれば2.5倍

の人が買えるということでございます、数字だけを見ると。 

   ただ、中には、生活弱者と言ったら大変失礼ですけれども、例えば足がなくて買いに行け

なかったと。人に頼もうと思っていたけれども、あした誰々を頼んで行こう、息子、娘が来

たら買いに行こう、中には年金が出たら買いに行こうなどと、やはりこれを普通の生活の足

しにしたいというふうに考えていた町民の方がたくさんいらっしゃったと。こういう人たち

に対して、やはり公平性を保つために買っていただけるような方策を考えるべきだと思いま

すが、町の考え方をお伺いします。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今回の販売内容を検証しながら、今後の福満商品券販売については、広く町民の皆さんに

行き渡るように工夫しまして、商工会と緊密に連絡して販売を考えております。なお、議会

にまた再度お諮りしながら販売をしていきたいと思っていますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

   以上です。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   課長が今言ったのは、そういう人に対して買えるようにしてほしいということなので、例

えば坂下、坂下と名前を出してしまうとあれですけれども、近隣市町村ではあらかじめ予約

とかにしている部分もあるんですよ、そういう人が買えるようにということで。そういうこ

とも考えるべきだということを提案したかったんですけれども、その辺ぐらいまで考えてい

ただければよかったなということで、なるべくいろんな方策を考えて、やはり近隣市町村を

よく見てみて、同じそういう地域振興課のようなところで所管していると思いますので、よ
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くその辺は連携をとって検討していただきたいと思います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   そういうふうに検討いたしたいと思います。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   そういうことで進めてください。 

   大の目的は、やはり地元商店での消費の拡大、商工業の活性、町長が今答弁されたこと

が一番大事だと私も考えております。当初、箱は２億円ということで議会に諮っていただき

ましたので、我々も２億円の経済効果がもちろんあるものだと考えておりましたが、20％の

プレミアムということでございまして半減してしまいましたので、経済効果がまた同じよう

に半減してしまうということです。このまま同じような状況で発行しますと、残り4,000万

円、件数にしていくと220件、町民の方の購入が78％と先ほど言っていましたので、そうす

ると170人前後ぐらいしか買えないということになってしまいます。これでは、商工業者の

方々も含めて、町民の方も納得がいかないような事態が出てくるのではないかと思うんです

ね。これを踏まえて、やはり10月に残りを発行するに当たって、やはり柔軟な考え方と対応

をしていかなければいけないのではないかと私は危惧するんですが、その辺の考え方をお示

しいただきたいと思います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   担当する商工会と綿密に検討しながら、打ち合わせをしながら、今後の福満商品券の販売

については考えていきたいと思っております。その際につきましても商工会からいろいろな

要望が出るかもしれませんので、その際につきましては、議会のほうにお諮りしますので、

そのほうまたご検討をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 
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   これは事業費も含めて今後柔軟な対応をお願いしたいということでございます。議会に諮

っていただければ、我々もその中で検討をして、せっかく２億円の経済効果を望んでいたも

のがこれで終わってしまうということであれば、やはり買えなかった人の不満もあるし、い

ろんな意味でこの発行がよりよい町民の生活につながるようにしていただきたいと思います。

商品券についてはそういうことで前向きに検討していただけるということで、終わります。 

   次に、中心市街地の活性化についてでございます。 

   町長の答弁によりますと、本年度短期的な計画についての答弁をいただいたというわけで

ございますが、ではまず短期なところでお話を進めますと、新しい赤べこまつり以外の歩行

者天国にしてのイベントということで、赤べこまつり、本当にイベントとして毎年盛況でご

ざいますが、実際そのほかにもう１個やるということですが、わかる段階でよろしいですの

で、どのような計画があるのか、わかれば説明いただきたいと思います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   歩行者天国ということで、ことしは福島県のサポート事業というのがちょっと名前が変わ

りまして、地域創生総合支援事業という形でなりました。それで、７月から11月までにつき

まして、寺家町の商店街から要望がありましたので、月１回、年に 低でも２回程度、歩行

者天国的なものをやってほしいということで、その事業の中で赤べこまつりがいつもあるん

ですが、それとあわせて、町なかの歩行者天国の事業、町なかで寺家町、諏訪町の場所を使

いながら、商店街が自分たちでそういうお祭り的なものとかイベント的なものをやりたいと

いうことがございますので、それを使うということでございます。 

   あと今、朝カフェを各お店で寺家町町内でやっておりますので、それにあわせて、きよひ

め公園の中でも午前中までは朝カフェ的なことの事業をやっていくということでございます。

あと、それにあわせて町なかが活性化になるような形でいろいろイベント等を考えておりま

す。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   そうなってくると、寺家町の人たちを中心にお願いするというような形なんでしょうか。

その辺で皆さん、商店街の人が独自の考えを持って、歩行者天国を利用して誘客を図ると。
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町はそのサポートに回るというような理解でよろしいということですね。 

   そういうことでありますけれども、１つ懸念がございまして、６月いっぱいで観光協会、

取り壊しになりますよね。あそこの駐車場は毎日どのぐらい、ちょっと私たちはわかりませ

んが、結構お客さんが来て、あそこはやはり観光の駐車場としては、100円ではございます

けれども本当に利用している方がたくさんございます。これが11月ぐらいまで使えないとな

ると、ほとんど観光のトップシーズンに使えないことになってしまいます。この辺の対応を

考えているのかどうか、まず伺います。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   観光協会の駐車場につきましては、７月から観光協会が取り壊しになるということで、あ

そこにつきましては使えなくなります。その対応としては、観光協会が足湯のほうに７月か

ら移りますので、観光案内所をそちらからやるという形で、道の駅の足湯、道の駅を中心に

してそちらから町なかに入っていくような案内関係、道の駅に車を置いていただいて、きよ

ひめ公園を通って町なかに入っていただくような形の観光的な動線づくり、また、町なかに

入ってきて朝カフェとかいろんな食事等、観光等していただくような形の体制づくりをした

いと思っております。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   駐車場に関しては、できれば町の中にあるのが望ましいと思うんですよ、今まであったん

ですから。観光客の方も普段昼間来るとなれば、お年を召した方が多くなってくるのではな

いかと思います。なかなかあそこから歩けといっても、なかなか距離的に難しいとどうして

も客足が遠のいてしまうというようなことも考えられます。先ほど話にありました旧役場跡

地とか、あの辺の案内板を設置するとか、実際今焼けてちょっと駐車場になっているような

ところをお貸し願えないかとか、いろんな方法を考えて、やはり町に、まずはお客様目線で

そんな感じでの考えを持って進めていただくことがおもてなしの心ではないかというふうに

思いますので、その辺ぜひ検討してください。 

   お聞きしたかったのは、長期的な展望を実はまちづくりの中でお聞きしたかったわけなん

です。短期的なことは、ことしこんなことをやるよということでございます。ただ、せっか
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くこういうふうなまちづくりが進んでまいりまして、きよひめ公園ができた、お客様、土日

歩いてみますと、観光客の方も結構歩いていらっしゃいます。私もちょっと不便に思ったの

は、お話を伺ったりすると、やはりベンチがない、ごみ箱がない、この辺は観光客の方も言

ってらっしゃいます。先ほど滞在時間を長くしたいというふうな答弁もございました。とな

ると、さらに観月橋を渡しまして、瑞光寺公園、そしてその先に行きますと寄附いただいた

町の土地、遊休しているそういう土地もございます。この辺の現状ある町の現有財産を使っ

た土地の有効活用、そして町民からは、やはり子育て世帯から安心安全に遊べる公園がない、

坂下、西会津にはあるじゃないかというようなご要望も出ています。そういったことで、ま

ちづくりの中でそういったことを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。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   今言ったような町にある有効な資源を活用していきたいと思っています。町なかに実際公

園というとやはりありませんので、その分については今後森林公園を含めた中で整備をして

いくような形で検討したいと思います。 

○議長 

   町長、補足答弁ございますか。 

   では、２番、齋藤正志君。 

○２番 

   町なかにないと言いますけれども、例えば道の駅の後ろがあれだけあいているではないで

すか。すぐ町なかでしょう。変な話ですけれども、森林公園なんかに連れていくのはちょっ

と遠いと思うんですよ。意外と、じゃあ、山の中でいなくなっちゃったらどうするのなんて

いうことで、子供さんを持つ方は思ったりもするので、やはり囲った中で、すぐ目につく平

らなところ、そしていろんなことが、この間のみずウォークでもいろんな利用の仕方があっ

たでしょうけれども、ああいうところを利用するとか、そんなことも考えれば、私は、お金

がかからなくてもそういった施設は考えていけるのではないかと思いますよ。その辺も踏ま

えて考えていってほしいというふうに思います。 

   あと、早速できるのは今言ったベンチ、ごみ箱、この辺の設置は、適材適者ではないです

けれども、やはりある程度年を召した方が歩いていますから、やはりある程度そこで眺めの
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いいところに置いてあげて、ちょっと飲んだものを捨てられるとか、そのぐらいのことも考

えていただければと思います。 

   後に、寺家町を中心にした門前町の再整備ということを実はお伺いしたいわけでござい

ます。経産省が進める中心市街地活性化事業というのがございます。民間事業者を支援対象

にしていますとか、補助率３分の２、解体工事、複数年事業もオーケー、これに調査事業で

も1,000万円までということで、こういう事業があるのは皆さんご存じの上でございますが、

こういった事業をやはり商工会との連携を図りながら、柳津町でも探っていくべきだなとい

うふうに思いまして、事業費、これはハードの部分ですけれども、せっかくいろんな事業が

進んできて客が戻りつつあるときに、こういう事業をやはり進めていって、やる気のある商

店街の人たちにもうちょっとまちづくりに協力していただければと思っているわけです。こ

れを進めることによって、門前町がきちんと整備されていくのではないかというのもありま

して、町の考えをお伺いいたします。 

○議長 

   地域振興課長。 

○地域振興課長 

   中心市街地活性化事業ということで、10年前に１回やりまして、それでそれからずっと７

年前まで１回やったわけなんですが、やはりそれで一旦事業が終わってしまって、実際計画

があってなおかつ事業がなるということでございますので、昨年も商工会とか観光協会の団

体とあわせて再度こういう形で中心市街地の活性化事業のプランづくり、どういうふうにや

っていったほうがいいかということと、あと県のほうでも無料でも検証してもらう、どうい

う町並みがいいですかということでのサポート事業もありますので、それを活用しながらそ

ういう計画づくりをしていきたいと思っております。 

○議長 

   ２番、齋藤正志君。 

○２番 

   ぜひこれは広く事業者の方に説明していかないと、こういう事業があるというのもわから

ない人はいっぱいいますから、これは個人、民間事業者も対象だということでございますか

ら、そういうのはやはり商工会だけで終わってしまうとか、ごく一部の中の理事の人だけで

終わってしまうような話ではなくて、広く周知してやはりやる気のある、やる気を喚起して

いく、こういうのが本当に大事だと思います。そういうことを確認しただけではなく、実際

８３ 



 

に本当に一歩進んで探っていただきたいというふうに思います。やっているのはわかります。 

   後と言いましたので、先ほど１番田﨑議員のほうからもありましたみずウォークも６回

目でしたか、多分。すると、毎年2,000人ぐらいの方がいらしていますので、大体延べで１

万2,000人、皆さんこの柳津町を楽しみに歩いていらっしゃっています。景観整備事業も含

めて、美しい町をつくって、そしてまた柳津に来たいなというようなまちづくりを進めてい

ただきたいと思いますが、 後に町長にその辺をお伺いして、終わりたいと思います。 

○議長 

   町長。 

○町長 

   ２番議員にお答えをしたいと思います。 

   ことしで都市再生事業が終了しますので、その 後の年度で観光協会の事務局がつくられ

るということであります。そういった事業を展開して、せっかくきれいな町並みができてま

いりましたので、それらについては齋藤議員がおっしゃるように、商工会、いろんな分野の

専門的な知識の皆さんと委員会等を進めながら、そしてこの事業のいいところを抽出しなが

ら、皆さんが利用できるような体制づくり、環境づくりをしていきたいと。そして、できれ

ば都市再生事業の見直しの年でもことしはありますので、これは建設課の所管なんですが、

これらについても十分町内で話し合いをしながら、柳津町の景観づくり、そしてまた住んで

いる皆さんがいい町だと思えるようなそういう環境整備をしていきたいと。それにはやはり

それに携わる委員とかそういった皆さんにお願いすることも大きな役割であると思っていま

すので、前向きに我々も庁議をしてまいりたいと、そのように思っています。（「終わりま

す」の声あり） 

○議長 

   これをもって、齋藤正志君の質問を終わります。 

   これで一般質問を終わります。 

   お諮りいたします。 

   本日、これより６月12日午前10時までを議案調査のため休会といた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。 
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   よって、本日、これより６月12日午前10時まで休会とすることに決定いたしました。 

         ◇         ◇         ◇ 

         ◎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。 

         （「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といたします。 

   大変お疲れさまでございました。（午後３時５６分） 


