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平成30年11月 ７ 日〜 9 日

平成30年第 4 回定例会
12月 7 日から11日までの会期で開
かれました。一般質問は 8 人がおこ
ない、村政を質しました。また、12
の議案と要望 3 件の審議をおこない
ました。
今後も期待に応えられる議会を目
指して活動してま
い り ま す。 皆 さ ま
のご意見をお聞か
せください。
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Ｑ「学校給食費の無
料化は子育て支
援につながる」
について伺う
問 幼児教育費の無料
化について、全国に先
駆けて保育料の無料化
を実施するとのことだ
が、国と同時期の来年
月からなのか、新年
度当初からなのか。
また、学校給食費の
無料化を実施するのか
伺いたい。
村長 保 育 料 の 無 料 化
については、子育て支
援の視点から、国より
も時期を前倒しして新
年度４月から実施する
方向で検討したいと考
えている。

問 保育料の無料化
は、単年度事業で実施
するのか、継続事業と
して実施するのか伺い
たい。

学校給食費の無料化
については、昭和村Ｐ
ＴＡ連絡協議会長及び
副会長の連名で提出さ
れた学校給食費の無料
化を求める要望書や両
沼管内町村の実施状況
などを参考に、本村の
財政状況を勘案すると
ともに、後年度負担な
ども見きわめながら慎
重に対応を検討してま
いりたい。

青木 秀元 議員
村長 継続して実施し
たいと考えている。

問 国は、食育の推進
と国産農林水産物の消
費拡大の事業を行って
いるが、本村はそれら
の事業に取り組んでい
るのか。
村長 小学校では、田
の代かきから収穫まで
のお米ができる一連の
過程や森林環境学習、
キノコの収穫、ジャガ
イモ植え、収穫などの
体験、中学校では、森
林学習の一環となるキ
ノコの栽培学習、カス
ミソウ栽培に対する理
解を深める活動として
の花育、ソバの種まき
から収穫、そば打ちま
での一連の過程などの
体験を通して、郷土に対
する愛情の気持ちを育
む活動を実施している。
また、昭和村学校給
食センターにおいて
は、地産地消を進める
観点から、米、キノコ、
豆腐など、村内の生産
者から納入していただ
き、食材として有効に
利用している。

Ｑ からむし織の伝
統工芸品と伝統
工芸士について
伺う

問 昨年︑国より伝統
⼯芸品に指定されたか
らむし織︒伝統⼯芸⼠
の指定に向けての取り
組みはあるのか︒

村長 伝統工芸士の認
定は、つくり手の意識
向上が図られ、からむ
しの価値をさらに高め
ることが期待でき、今
後の振興につながる大
変重要な事業であると
認識しているので、実
施に向けた体制整備を
今後図ってまいりたい。

問 海外進出について
伺う。

村長 本年９月に、Ｕ
ＡＥアラブ首長国連邦
大使館を訪問し、駐日
大使にお会いしたとこ
ろ、からむしの肌触り
や風通し、軽さなどに
高い評価をいただい

た。これを機に事業主
体となる株式会社奥会
津昭和村振興公社と協
議を進め、生地見本等
の提供を行うなど、Ｕ
ＡＥ本国の専門家の反
応を伺いながら、まず
は慎重に相互の信頼関
係を構築してまいりた
い。

問 原材料がからむし
の編み組細工の捉え方
について伺う。

村長 からむしを活用
した編み組細工等の製
品は、条件を満たすこ
とが難しく、伝統的工
芸品としての指定の範
囲には入らない。
しかしながら、この
ような生活工芸などを
通じた多様なからむし
へのかかわり方は、昭
和村の生活に根差し
た、からむしのあり方
そのものであると考え
ているので、からむし
に関心を持ち、携わる
方々を今後も支援して
いきたい。
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一般質問

村政を問う

問 本村の渇水対策本
部会議が８月に実施さ
れた。それによると、
被害程度、軽と判断さ
れた圃場が村内で
筆、被害面積が２・３
４ヘクタールと伺った
が、集落別の被害状況
について伺いたい。

の達成率は８７・１％
となっている。これは
７月中旬から８月上旬
までの幼穂形成期や開
花期の出穂期に降水量
が少なく、十分な水管
理ができなかったこと
により、もみ数の減少
や不稔もみが例年より
多かったためではない
かと推測される。

馬場 栄三 議員
産業建設課長 松山地
区は３筆で５アール、
野尻地区は６筆で ア

10

27

37

89

問 今年の猛暑による
渇水で、用水の確保が
困難な地域が明確にな
ったと思われる。これ
を受けて、河川などか
ら広域的に用水の確保
ができないかなどの検
討が必要と考えるが、
行政の対応について伺
いたい。

問 今年度、新たな事
業として特産物商品化
支援事業が実施されて
いる。１５０万円を予
算規模として１事業当
たり 万円を上限に主
にソフト面の支援を行
うと伺うが、本事業の
実施状況と事業の趣旨
について伺いたい。

かった。今年のような
ール、中向地区は２筆
水不足は今後も発生す
で アール、下中津川
る可能性があるので、
地区は 筆で アー
他の市町村で今年行わ
ル、小中津川地区は３
れた対策なども参考に
筆で５アール、佐倉地
して、検討を進めてま
区は２筆で アール、
いりたい。
喰丸地区は７筆で ア
ール、両原地区は２筆
で ア ー ル。 大 芦 地 Ｑ 特 産 物 商 品 化 支
区、小野川地区では被
援事業実施状況
害は見受けられなかっ
と今後の事業計
た。
画は
また、該当する耕作
者は全部で９軒である。
12
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村長 今年の降水量不
足による渇水時には、
野尻集落から河川水を
水中ポンプでくみ上げ
る要望が提出され、必
要な設備や設置場所、
経費などを検討し、準
備を整えていたが、幸
いにも稼働には至らな

村長 村内で生産され
た農林水産物を商品化
したり、販売を行った
りする場合のパッケー
ジデザインや販売促進
ツールの作成、チラシ
などの広告物の作成経
費について支援するこ
とで、特産物を活用し
た新たな商品の開発や

30

Ｑ 本村の水稲実績
から見る課題と
対策は
問 県内の 年産米の
作況指数予測は１０３
のやや良と発表され
た。本村の作況につい
て伺いたい。
村長 会 津 地 方 の 作 況
指数は の平年並みで
あった。
本村の作況について
は、会津よつば農協昭
和営農経済センターの
買い入れ数量を見る
と、 月７日現在で５
８２・７トンであり、
平成 年と比較すると
８４・２トン減少して
いる。
また、買い入れ目標
数量と比較しても、そ

18

一層の販路拡大に資す
ることを趣旨としてい
る。この事業の 月末
時点での実績は１件で
ある。

問 ふるさと納税制度
が始まり、返礼品とし
て地域の農産物の商品
化や開発に各自治体で
盛んに取り組んでい
る。この支援事業は、
地域農業の振興や活性
化だけでなく、将来の
農業の取り組み方も変
わると考える。次年度
以降の予算規模や、今
後継続事業として取り
組まれるのか。

11

村長 この事業は、今
年度から３年間の事業
として実施を計画して
いるが、今年度の活用
実績が低いことから改
めて村内に事業の周知
を行い、活用の促進を
図ってまいりたい。
なお、次年度以降の
予算規模については、
今年度の利用実績など
を勘案して、新年度の
予算編成に取り組んで
まいりたい。
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一般質問

村政を問う

るか、または砂防堰堤
を新設するか、県とよ
く協議をして早急に対
応していただきたい
が、村長のお考えを伺
う。

Ｑ 村内の砂防堰堤について
問 今年、村内では大
きな災害はなかった
が、北海道、九州地方
では甚大な災害があ
り、まだまだ復旧には
時間がかかるようであ
る。今後、村内でも、
いつ大きな災害がある
かわからない。
そのような中、村内
にある砂防堰堤は、土
砂がたまり機能してい
ない砂防が多くある。
今後、土砂がたまって
いる砂防堰堤は土砂を
撤去できるところは撤
去するか、かさ上げす

村長 村内には土石流
や地すべり、急傾斜地
の崩壊など、 カ所が
土砂災害警戒区域、ま
たは土砂災害特別警戒
区域に指定されてお
り、この中には、砂防
堤防や治山ダムなど、
施設が整備されている
箇所もあるが、土砂が
堆積して流出が心配さ

れる箇所も見受けられ
ている。
そのため村としては、
毎年県に対し、施設の
改良や未整備の箇所に
は、施設の早急整備を
要望しているが、砂防
施設については、全国
的に整備の必要な箇所
が非常に多いことか
ら、国の予算配分も市
町村からの要望を満足
させるほど配分されて
いないのが現状である。
し か し、 村 と し て
は、住民の安全・安心
が最優先であるから、
施設の早期整備につい
て、あらゆる機会を通
じて今後も強く要望し
ていくので、ご理解願
いたい。

Ｑ 除雪オペレータ
ー育成支援につ
いて
問 少子高齢化で若い
人たちがいなく、冬期

間の除雪が困難になっ
てきている。南会津で
は、除雪オペレーター
育成支援事業を平成
年度に新設し、効果を
上げている。
この事業は事業者向
け で は あ る が、 事 業
所、または一般の人、
新規就農者で村内に在
住している人で意欲が
ある人たちを募集し
て、補助を出して育成
してはいかがか。平成
年度からは只見町で
も導入を目指すようで
ある。村でもこのよう
な事業を立ち上げ、村
民が安全で安心して生
活できるようにすべき
と思うが、村長のお考
えを伺う。
31
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村長 除雪オペレータ
ーには、近年はカスミ
ソウ農家の方々が従事
することが多くなって
いるが、安定的な従事
者確保には至っていな

い現状である。
近隣の町村において
も本村同様の課題を抱
えており、南会津町で
は、大型特殊免許取得
費用の一部を町が補助
し、オペレーターの確
保と育成に取り組み、
３年間で 名が制度を
活用し、免許を取得し
て業務に従事している
とのことである。
本村においても従事
者の確保は喫緊の課題
であることから、近隣
町村の制度を参考に、
新年度からオペレータ
ー育成支援が制度化で
きるよう検討していき
たいと考えている。
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一般質問

村政を問う
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オペレーターの確保は喫緊の課題

による不利益を受ける
ことがないよう事業を
進めてきた。
施設介護について
は、要介護１、あるい
は２の人でも入所でき
るとの例外規定によ
り、個々の事案を勘案
しながら適切な助言に
努めているところであ
り、大きな影響はない
ものと考えている。
高齢化が進んでいる
本村においては、高齢
者が住みなれた地域で
生活を継続できるよう
にするために、地域に
根差している資源を大

切にしながら、人と人
とのつながりを広げ、
これまで培ってきた支
え合いを継続して生活
できるように、集いの
場や協議体などの事業
を活用してまいりたい。
問 昭和ホーム入所希
望者で待機されておら
れる方は、現在何名お
られるのか。介護認定
別に教えていただきた
い。
月１
保健福祉課長
日現在で 名。介護認
定別の人数について
は、要介護５、２名、
要介護４、 名、要介
護３、 名、要介護２、
６名、要介護１、１名
である。

問 地域の自発的な活
動 を 促 し、 行 政 と 集
落、家庭をつなぐ対策

Ｑ 安心安全の村づ
く り、 災 害 に 備
える本村の対策
を問う

12

馬場 政之 議員

Ｑ 制度改正が福祉事業に及ぼ
す影響と今後の施策につい
て問う
問 特養は、平成 年
４月に制度改正され
た。このことがデイサ
ービス、居宅介護、施
設介護（昭和ホームの
サービス）に及ぼす影
響と課題、今後の福祉
行政のあり方について
質問する。
村長 介 護 認 定 要 支 援
１と２の方が利用して
いた介護予防事業から
市町村の介護予防日常
生活支援総合事業に位
置づけし、これまでデ
イサービス等を利用さ
れてきた方が制度改正

11

33
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はどのように進めてい
るのか。また、今後の
普及・対策について質
問する。

村長 村民の防災意識
の高揚を図るため、昭
和村防災マップを全戸
に配布し、村内の危険
箇所や避難所等の周知
を図るとともに、消防
団や関係機関と連携し
て防災訓練等を実施し
ているが、特に地域に
おける避難訓練の実施
に つ い て は、 住 民 の
方々の意識の向上と連
携、参画が大変重要な
ので、連絡員会議でも
各種災害を想定した避
難訓練を計画していた
だくようお願いをして
いる。
また、消防団の活動
としては、ポンプ操法
訓練と防災訓練を隔年
で計画を立て、新年度
は消防団第２分団にお
いて避難訓練を実施す
る計画で、消防団とし
ても各地区からの避難
訓練等の要望に協力す

ることを決定している。
防災意識の高揚を図
るため、地域の方々の
協力と参画を得ながら
各種訓練が実施できる
よう、消防団を初め関
係機関と連絡を図り、
推進してまいりたい。

Ｑ 毎週のように回
る 回 覧 板、 老 人
の方など回すの
に 大 変、 そ の 対
応について

問 歩行が困難な方や
単独世帯の高齢者は、
隣家まで回覧板を回す
ことに大変苦労されて
いる。このような方は
年々増加している。
この実情を村長はど
のように認識され、今
後どのような対応をお
考えか。

村長 今後の回覧板の
あり方については、各
区長さん方やＪＡなど
と協議を行い、村内画
一的ではなく、地域の
実情に見合った対応を
考えてまいりたい。
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一般質問

村政を問う

栗城 德雄 議員
村長 建物南側の除雪
については、除雪担当
者及び従事者が現場を
確認した上で除雪車で
作業を行うことが可能
であると判断している。
なお、交通事故防止
用のポールについて
は、県の宮下土木事務
所により、本数を少な
く、その間隔も広くし

所の確保が難しい場所
で、除雪することはオ
ペレーターにとっては
非常に厳しいものと思
われる。
改めて村長に移住定
住促進住宅の除雪につ
いて伺う。

Ｑ 移住定住促進住宅除雪での
村長答弁の疑問について
問 移住定住促進住宅
の除雪について、９月
定例会において質問を
した。
村長答弁は、南側は
常に除雪車で除雪を行
い、北側は小型除雪機
等で行うとのものであ
った。
改めて現地を見た
が、 南 側 は 敷 地 が 狭
く、さらに交通事故防
止のための施設があっ
た。この施設は事故防
止のために設置されて
いるもので、撤去でき
ないと思われる。除雪
車が入りづらい場所、
さらに雪の押し出し場

ていただき、除雪に支
障のないように改修を
行ったところである。
問 ９月定例会初日の
現地調査では、除雪は
村でやりますと返事が
あり、一般質問では、
北側は入居者または担
当課において小型除雪
車等で行うと答弁され
た。 こ の こ と に つ い
て、村長はどう思って
いるのか。
村長 南側は除雪車を
使って除雪をする。裏
側は入居者の対応が原
則である。

Ｑ 佐倉地区古民家
の取得について
問 村長は、建物の傷
みもないので明日にで
も使える。ただ、ボイ
ラーはだめなので当初
予 算 に 上 げ た い。 ま
た、しっかりした建物
だから経費はかからな
いという話もされた。
しかし、下側の屋根

が下がっているし、長
年使っていないので内
部の傷みも懸念され
る。このような状態に
あるものが、経費はか
からないと言えるのか。

村長 こ れ に つ い て
は、先の議員全員協議
会に協議事項としてご
提案を申し上げたとこ
ろであり、決定事項で
はない。当該古民家に
ついては、所有者から
村へ無償で寄贈の申し
出があり、現在、古民
家であることを生かし
た住民交流に資するよ
うな活用等ができない
か、議員の皆様方から
も意見を伺いながらそ
の受け入れについて検
討を行ってまいりたい
ということである。

問 空き家になった家
屋等の処分に困り村で
引き取ってほしいと
か、処分してほしいと
いう声が聞かれるが、
一部の家屋を取得すれ
ば、次々と引き取りを

希望される方があらわ
れてくるのではない
か。どうお考えか。

村長 村の政策的な課
題として、こういうこ
とに活用したいという
物件が村内の各集落内
にあれば、それをどう
活用するかというとこ
ろをぜひとも皆様方と
一緒につくり上げてい
きたい。特に、各集落
に新規就農者を含めて
若い人たちを定住化さ
せたい、地域に活力を
持たせたいというのが
考え方である。
空き家は大きな問題
である。村が政策とし
てその空き家を活用す
る。ただ、全て一律に
というわけにはいかな
いと思う。
皆様方と一緒にその
基準をつくり上げてい
きたい。一緒に考えて
いただければ大変あり
がたいので、よろしく
お願いしたい。

6
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一般質問

村政を問う

Ｑ 国保広域化と健
診（ 検 診 ） に つ
いて
問 県は財政運営の継
続した安定を図ると
し、平成 年度までに
県統一保険料の実現を
図るとしている。進捗
状況を示せ。
村長 現 時 点 に お い て
は、被保険者証等の様
式、出産育児一時金や
葬祭費等の給付額の県
内統一化が開始されて
いる。また、保険給付
は全て県の交付金で賄
われ、市町村は国保事
業費納付金を県に納付
する仕組みになってお
り、県内で標準化でき
る 事 務 を 精 査、 検 討

35

問 保険料の負担が急
変しないよう県と協議
する必要があるが、そ
の対応は。

し、国保事務の基盤整
備を図り、統一化を目
指している。

栗城 敏郎 議員
村長 本村はもともと
県内でも保険料率が低
い 水 準 に あ る。 し か
し、制度改革後は納付
金を勘案して国民健康
保険税を設定しなけれ
ばならないので、高く
なる可能性がある。県
では負担が急変しない
よう、激変緩和措置を
導入しているので、県
との協議を踏まえて抑
える考えである。

Ｑ 子育てしやすい
村づくりについ
て
問 本村の保育料は児
童が同時に入所してい
る世帯の場合、２人目
は半額、３人目以降は
無料などの軽減措置が
あり、入所児の半数以
上の方が軽減措置を受
けているが、同規模市
町村と比較してどのよ
うな評価となるのか。
村長 金山町では無料
となっているが、その
他の町村については国
の基準に沿って定めて
いるため、大きな差は
ないと考えている。

問 保育料を無償化に
した場合、国などから
の支援は望めるのか。
村長 国の予算が確定
していないため正式な
通知はないが、助成は
あるものと考えている。

問 学校給食につい
て、小・中学校の給食
費は各市町村での対応
と な っ て い る が、 本
来、給食費は設置者の
判断で軽減するもので
はなく、国・県が責任
を持って取り組むべき
ものと考え、議会では
国・県に対し、学校給
食費の無償化を求める
意見書を提出してい
る。村では、このこと
をどのように捉えてい
るのか。

村長 学校給食法にお
いて、学校給食の実施
に必要な施設及び設備
に関する経費は設置者
の負担とされており、
それ以外の経費、学校
給食費は児童又は生徒
の保護者の負担とされ
ている。本村のように
自主財源に乏しく、地
方交付税などの依存財
源などに頼らざるを得
ない小規模な自治体に
とっては、国や県から
の補助は学校給食を安
定的に児童及び生徒に

提供し健やかな子供た
ちの成長を保証する上
でも意義深い位置づけ
であると捉えている。

問 本村の学校給食は
子育て支援としての位
置づけではないため、
保育所のような減免措
置をしていない。この
ため、子供が多い世帯
は子供の人数分お金が
かかることになる。今
後はこうしたところの
観点から子育て支援と
して検討をしてはどう
か。

村長 学校給食は義務
教育の目的を実現する
制度であることから、
給食費の支払いが困難
となる世帯には就学援
助制度を活用していた
だいている。児童及び
生徒が多いご家庭にお
いては、保護者の経済
的負担が大きくなるこ
とも承知しているので、
財政状況を勘案すると
ともに、後年度負担など
も見きわめながら慎重
に検討してまいりたい。

昭和村議会だより
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一般質問

村政を問う

渡部 節雄 議員
問 相手の会社が清算
してしまった場合、税
は一般債務よりも、労
働債務よりも優先され
るというルールだが、
それなりの手順を踏ん
でおくべきだと思うが。

総務課長 非常に痛感
している。

問 この件は、村長と
いうよりは、総務課長
に実質的責任があるの
ではないか。

Ｑ 村税滞納金の回収状況を質
したい
問 固定資産税を滞納
している会社の延滞利
息がどのぐらいになっ
ているのか教えていた
だきたい。また、現在
の督促状況と相手との
交渉経過を教えていた
だきたい。
総務課長 今 現 在 で 完
納された場合、延滞金額
は約６００万円となる。
交渉経過については、
年に数回程度社長と直
接交渉している。今年
は２回、固定資産の納
入等についてお願いを
している。

総務課長 現 在、 不 動
産を含めた財産調査を
進めている。

問 この会社には基金
の貸し付けも行ってい
る。個人保証はいまで
も存在しているのか。
総務課長 管理規則に
のっとって借用証書に
連帯保証人として署
名、押印を受けること
になっているので、保
証人をつけている。

Ｑ 村発注工事の指
名業者選定につ
いて
問 工期おくれは村の
損失である。罰則規定
はどうなっているか。
産業建設課長 請負者
の責めに帰すべき事由
により工期内に工事を
完了することができな
い場合については、損
害金を請負者に請求す
ると定めている。

問 現行を見るに、下
請ではなくて丸投げを
されている工事が多
い。丸投げを認めてい
るのはそれなりの理由
があってのことか。

村長 昭和村工事請負
契約約款及び福島県工
事下請基本契約約款並
びに元請・下請関係適
正化指導要領におい
て、請負者は工事の全
部を一括して第三者に
委託し又は請け負わせ
てはならないと定めて
いるので、本村では、
その規定に従い適正に
業務を行っているもの
と思っている。

問 指名業者選定委員
会は年、何回開かれる
のか、指名業者の見直
しということはやって
いるのか。

産業建設課長 本村で
は、工事の設計価格が
５００万円以上の工事

について、工事を所管
する課が入札指名選考
内申書というものを作
成し、それをもとに工
事等指名運営委員会を
その都度開き、指名競
争入札参加者の選考を
している。

問 近年、年度繰り越
しの工事が常態化して
いる。行政側に、異例
だという認識はあるか。

村長 例えば、公共土
木事業などの経費で、
天候やその他の理由で
工事がおくれて年度内
支出が不可能となるよ
うな場合は、翌年度に
繰り越して使用するこ
とができる繰越明許費
が地方自治法において
認められている。本村
においても、年度内の
支出が困難な場合は、
地方自治法に基づき執
行しており、異例との
認識はしていない。

8
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一般質問

村政を問う

Ｑ 昭和村における、野生動物
（鳥獣等）の生息状況と農
作物への被害を伺う
目撃情報や被害などの
報告が９件あったので、
防災無線での注意喚起
や追い払い機材による
防除、わなの設置や捕
獲の対応をしている。
問 熊、イノシシ、そ
のほかアライグマ、こ
れらの被害状況は。ま
た、その原因は。

没状況は、ニホンザル
１件、ニホンジカ４件
である。これらについ
ても、追い払い機材で
の防除、わなの設置等
で対応をしている。
中型獣類の出没、被
害等がふえてきている
のは、山林と里の部分
の境界が年々荒れてき
ていることが原因では
ないかと考えている。

Ｑ 野生の鳥獣によ
り生命が脅かさ
れ、 生 活 基 盤 で
ある田畑を壊し
食糧生産にも影
響がある現状か
ら、 防 除 対 策 を
伺う
問 現在進めている対
策と施策の効果を伺う。
村長 本村では、昭和
村鳥獣被害対策実施隊
による捕獲活動や追い
払い機材の貸し出しな
どを実施するとともに、
平成 年度からは電気
柵購入補助事業を行っ

ている。
電気柵購入補助事業
は、昨年度は中型獣類
対策で９件、今年度は
イノシシやツキノワグ
マ対策で１件、中型獣
類対策で２件の活用が
あった。いずれも、設
置後は被害がなくなっ
たと報告を受けている。
そのほか、追い払い機
材を設置しても被害が
再発するような場所に
ついては、わなを設置
し捕獲を実施している。
今後も継続して実施
してまいりたい。

問 ツキノワグマ、鳥
獣等の今後の防除の在
り方を伺う。

村長 本村では、ツキ
ノワグマの被害のほか
に、近年ではイノシシ
による農地の掘り起こ
しやニホンジカによる
食害もふえている。鳥
獣害からの被害を防ぐ
ためには、山林と農地
との境界部分の草刈り
の徹底や電気柵の設置

が有効であると承知し
ているが、個人単位の
対策では効果が低いこ
とから、集落ぐるみで
対策を講じていただく
よう、講習会や農政座談
会などを通じて集落の
方々と検討を進めてま
いりたいと考えている。
また、広域的な取り
組みとして南会津町・
昭和村ニホンジカ被害
対策協議会では、被害
防止対策の充実強化を
図るため、ニホンジカ
の行動追跡調査及び生
息状況調査並びに捕獲
体制の整備を実施して
いる。

昭和村議会だより
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束原 源伯 議員
産業建設課長 いわゆ
る中型獣類の被害とう
か、出没状況などの情
報が届いたのは８件で
あった。そのほかの出

29

問 村内各集落よりツ
キノワグマの出没情報
が寄せらると、その都
度防災行政無線等によ
り注意喚起を行ってい
る。 今 年 の 警 告 放 送
は、例年に比べ少ない
ように感じる。村内の
生息数及び出没状況は。
産業建設課長 ツ キ ノ
ワグマの生息数を把握
することは、非常に困
難であるため申し上げ
ることはできないが、
出没状況については、
今年度は 月末までに

11

一般質問

村政を問う

大芦に出没したニホンジカ

行政報告

行政の執行状況
定例会初日には、行
政の執行状況（ 月７
日現在）が村長から報
告されました。
①地域づくり関連
月 日から３日間、
第 回地域づくり団体
全国研修交流会福島大
会が開催され、本村は
第７分科会場として、
織姫研修生や新規就農
者との意見交換会など
を行いました。

記念品が贈られました。
④原発事故災害関連
平成 年産米は、全
袋検査を実施し、全て
測定下限値未満でした。
また、野菜や秋ソバな
どについても、現在ま
で放射性物質は検出さ
れておりません。野生
きのこについては、出
荷制限解除に向け、村
民の皆さんから検体の
収集についてご協力を
いただきながら進めて
おりますが、解除の見
通しなど詳細な情報
は、今後、県から報告
があるとのことです。
⑤稲作関連
ＪＡ会津よつば昭和
営農経済センターの平
成 年産米の集荷数量
は、５８３トンで、目
標数量の８７・１％と
なりました。一等米は
全体の９８・３％と前
年より１・８ポイント
上回っております。
⑥花き関連
宿根カスミソウは、
ＪＡ会津よつばかすみ
草部会の 月末までの

販売額は、前年を上回
り、４億４千７百万円
となっております。
⑦観光交流関連
交流と観光の拠点と
し て 整 備 し た「 喰 丸
小」の秋の誘客事業で
は、手仕事マルシェの
開催、大イチョウのラ
イトアップ、喰丸イチ
ョウまつり、独演劇・
土佐源氏公演を行い、
県内外から大勢の来場
者がありました。
また、今年度初めて
開催した昭和村観光協
会主催の「秋の味覚と
紅葉キャンペーン」に
ついては、村内事業所
の参加の下、県内外か
ら多くの方々が紅葉を
楽しみに来村されまし
た。
埼玉県草加市との姉
妹都市交流は、草加市
民の昭和村体験ツアー
が行われ、稲刈りや高
原野菜の収穫など、多
くの市民が秋の昭和村
を満喫されました。ま
た、草加宿場まつりは
台風の接近により中止
となりましたが、草加
ふささら祭りには、本

村の特産物などを販売
しながら、多くの草加
市民との交流を行いま
した。

⑧工事関係
村民の長年の悲願で
ありました国道４０１
号博士トンネルは、
月 日に安全祈願祭と
掘削工事の着工式が盛
大に行われました。
村道整備は、野尻元
町地内の新設工事は
月末に竣工しました。
中向東地内の新設工
事、下中津川新田地内
の測量設計業務は工期
内の完了に向け努力し
ています。
住宅関係は、移住定
住促進住宅の敷地造成
工事と建築工事は、積
雪時期と重なることか
ら繰越事業とさせてい
ただきます。
上昭和地区簡易水道
水量拡張工事は、継続
事業の年限を１年延長
させていただきたいの
でご了承願います。

⑨除雪関係
先月 日に除雪会議
を開催し、今年度の除

雪計画を決定しまし
た。住民生活の安全・
安心の確保のため、き
め細かな除雪等の対応
に努めます。

⑩体育関連
第 回市町村対抗福
島県縦断駅伝競走大会
「ふくしま駅伝」は、
昭和中学校の生徒３名
が参加しました。本大
会では、昭和中学校３
年の本名萩選手が第３
区を快走し、見事、村
の部区間賞を獲得、同
校２年の齋藤愛里さん
が第 区で自己記録を
更新する力強い走りで
チームに大きく貢献し
ま し た。 合 同 チ ー ム
は、総合 位の成績を
収め、古里に元気と感
動をもたらしました。
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②からむし関連
新年度のからむし織
体験第 期生は、選考
の結果、４名の方々に
合格の内定を通知しま
した。
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③保健福祉関連
昭和村敬老会を開催
し、 歳以上の方々２
２３名に出席していた
だき、今年「金婚式」を
迎えられた５組のご夫
婦を表彰しました。ま
た、今年 月に満１０
０歳を迎えられる齋藤
徳次氏に、内閣総理大
臣からのお祝い状及び
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合同チーム「希望ふくしま」

議案の審議
議案の議決結果
定例会で審議した議案とその議決結果です。
（審議した順番に掲載。
）
議決
結果

賛 反
成 対

可決

８

可決

８

可決

８

可決

８

同意

８

業費の確定等に伴い減額、奥会津昭和の森キャンプ場仮設配水管敷設工事費、 可決

８

議

案

名

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例
（福島県人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告を踏まえ、給与改定
を行うにあたり、所要の改正を行うもの。
）
昭和村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例
（福島県人事委員会の職員の給与等に関する報告及び勧告を踏まえ、給与改定
を行うにあたり、所要の改正を行うもの。
）
工事請負変更契約の締結について
（上昭和地区簡易水道水量拡張工事の工事請負契約について、契約金額及び工
期を変更するもの。）
福島県市町村総合事務組合規約の一部を改正する規約
（組合の監査委員の選任の方法及び会計管理者並びに事務局の設置等の条文整
理を行うもの。）
「日本で最も美しい村」連合への加盟について
（日本の農山漁村の景観や環境、文化を守り、地域資源を生かしながら美しい
村として自立を目指す運動を展開している連合に加盟するもの。
）
平成３０年度昭和村一般会計補正予算（第 5 号）
（からむし栽培奨励報償費、からむし織研修生報償費、村表彰関連経費等の事
松山川向地区急傾斜地対策事業負担金、小中学校校舎のエアコン整備費など
を追加するもの。）
※1
※2

11

議長は採決に加わりません。
欠席議員１名
昭和村議会だより

議案の審議
議案の議決結果
Ｐ 11 からの続きです。（審議した順番に掲載。
）
議決
結果

賛 反
成 対

平成３０年度昭和村国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）

可決

８

平成３０年度昭和村簡易水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

可決

８

平成３０年度昭和村下水道事業特別会計補正予算（第 2 号）

可決

８

平成３０年度昭和村農業集落排水事業特別会計補正予算（第 3 号）

可決

８

平成３０年度昭和村後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1 号）

可決

８

平成３０年度昭和村介護保険特別会計補正予算（第 3 号）

可決

８

採択

８

採択

８

趣旨
採択

６ ２

議

案

名

矢ノ原地区の給水ポンプ早期修繕についての要望

（

）

要望者：ＪＡ会津よつば代表理事組合長、
ＪＡ会津よつばかすみ草部会長

小･中学校にエアコンの設置を求める要望書

（

要望者：昭和村ＰＴＡ連絡協議会会長（昭和中学校ＰＴＡ会長）
、

学校給食費の無料化を求める要望書

（

）

昭和村ＰＴＡ連絡協議会副会長（昭和小学校ＰＴＡ会長）

要望者：昭和村ＰＴＡ連絡協議会会長（昭和中学校ＰＴＡ会長）
、

）

昭和村ＰＴＡ連絡協議会副会長（昭和小学校ＰＴＡ会長）
※1
※2

昭和村議会だより

議長は採決に加わりません。
欠席議員１名

12

議会活動を報告します

村道野尻元町 号線の
状況確認


村道中向東 号線の
概要の説明


4

2

常任委員会の
現地調査報告
◎調査期日
月 日
◎調査先
村道野尻元町 号
線
村道中向東 号線
◎調査派遣議員
議員 人

村道野尻元町 号線の
概要の説明


村道中向東


号線の
状況確認

常任委員会の
行政調査報告

◎実施目的
地域の資源を活用
した産業振興及び住
民の福祉と教育
◎実施期日
月７日〜９日
◎調査先
沖縄県石垣市
石垣市織物事業共
同組合
◎調査派遣議員
議員８人

石垣市織物事業協同
組合は昭和 年に設立
され、八重山上布を作
っておりましたが、最
近はミンサー織もやる
ようになりました。
とても丁寧な説明を
受 け、 組 合 員 の 皆 様
の、ブー（からむし）
にかける熱い想いを強
く感じました。

51

7

9

石垣市織物事業
協同組合の外観



説明を受ける様子

昭和村議会だより

13

11

4

2

4

12

2

議会活動の報告

諸般の報告
▪ 月
２日

日 山内常一氏瑞寶
単光章受章祝賀
会
日 県道柳津昭和
線・滝谷桧原線
整備促進期成同
盟会総会

▪ 月
２日
８日

日

日

日

昭和村消防団忘
年会
菅家一郎環境大
臣政務官就任祝
賀会
平成 年度園芸
学会東北支部普
及部門賞受賞を
祝う会
増子輝彦を囲む
「国政報告会・
望年会」
国道４００号舟
鼻峠改良促進期
成同盟会県要望

編集後記

本年もどうぞよろし
くお願い申し上げます。
厳しい冬、皆様には
除雪など大変ご苦労さ
れておられることと存
じます。昭和の冬はま
だまだ続きますが「冬
来りなば春遠からじ」
と言われます。健康に
留意し頑張りましょう。
さて、 月第４回定
例会の「議会だより」
をお届けいたします。
改善を加えた編集によ
り、村民皆様に議会活
動を報告出来る様努め
ております。どうぞご
覧ください。
３月には第１回定例
会が開催されます。お
気軽においでくださ
い。お待ちしておりま
す。  （馬場政之）

委 員 長 青木
副委員長 馬場
委
員 束原
菅家

〃

秀元
政之
源伯
敏章

編集委員

12

日

日

日

日

日

日

▪ 月
３日 自治功労表彰式
からむし品評会
表彰式
７〜９日
常任委員会行政
調査
日 草加市制 周年
記念式典
日 「 小 千 谷 縮 布・
越後上布」
「か
らむし生産・苧
引き」技術伝承
連絡協議会
日 会津総合開発協
議会臨時総会
平成 年度国道
１１８号会津若
松バイパス建設
促進期成同盟会
県要望
日 両沼地方町村議
会議長会県要望
日 第 回両沼地方
交通安全町村民
大会
日 両沼地方町村議
会議長会中央要
望
第 回町村議会
議長全国大会
日

30

14

昭和村議会だより

日

日

日

会津・野岩鉄道
次期経営改善計
画（案）説明会
両沼地方町村議
会議長会臨時総
会並びに懇談会
昭和村消防団秋
季検閲式
内堀雅雄個人演
説会
昭和中学校文化
祭
福島県市町村教
育委員会連絡協
議会両沼支会秋
季総会
町村議会議員研
修会
平成 年度両沼
地方植樹祭
議会だより編集
会議
第６回イチョウ
まつり
国道４００号舟
鼻峠改良促進期
成同盟会中央要
望
30

23
26
12

15
18
20

●

平成31年第１回定例会のお知らせ
●
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平成31年第１回定例会は、3月8日から12日までの日程で予定されています。
今度の定例会は、平成31年度の村の予算を決めるとても重要な議会です。村振興計画後期計
画に合致したものか。より少ない経費で、より多くの効果があがるような方策を講じているの
かなど詳細に審議します。
また、一般質問は11日の予定です。ぜひ傍聴においでください。

