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穏やかな新春をお迎えのこ

うございます。雪の少ない

新年あけましておめでと

あ っ た と 思 い ま す。 昨 今

害もなく平穏無事な一年で

わが三島町においては、災

が発生しました。幸いにも

また、人口減少に伴い、

を行っています。

り、若者定住のための施策

子育て支援事業の充実を図

し、単身者用住宅の建設や

が進める様々な事業を通

急速に進んでいますが、国

減少に加え、少子高齢化も

現在、三島町では、人口

を進めていくために、町民

喜びを実感できる町づくり

の豊かさと日々の暮らしに

厳しい環境を乗り越え、心

てはならないと考えます。

い、創意工夫していかなく

一体となり知恵を出し合

かりでなく、議会、町民が

題解決のためには、行政ば

これらの事業の遂行や問

勝、今後ますますのご活躍

とと心からお慶び申し上げ

は、日本経済の長引く景気

空き家の増加も大変深刻な

の皆様と協働しながら自治

であります。その振興策と

ます。

低迷の影響を受け、地方自

問 題 と な っ て お り、 町 で

力を高めなければならない

判断と責任において多様な

平成二十九年を迎えるに

治体を取り巻く財政環境

は、データベース化を構築

と考えます。

をお祈り申し上げ、年頭の

あたり、町議会を代表して

は、ますます厳しい状況に

し、空き家の利活用に向け

して、昨年からミニライス

ご挨拶申し上げます。皆様

あります。一方、地方分権

動いております。

解決に向け一層のお力添え

施策を展開していくことが

には日頃より議会に対し、

改革は、本格的な実行の段

そして、雇用の場の確保

をいただきますようお願い

ご挨拶といたします。

ご理解とご協力をいただき

階に入り、地方自治体の自

も大きな課題のひとつであ

いたしますと共に、三島町

センターが稼働しました。

心より感謝申し上げます。

己決定、自己責任が強く求

り、農業法人桐の里産業株

発展と、皆様のご多幸ご健

必要であると考えます。

さて、平成二十八年を振

められております。住民の

式会社は、期待される存在

最後になりますが、問題

り返りますと、熊本地震を

参画のもと、自治体自らの
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12月定例会

三

島

町

議

会

１２月定例会は、１５・１６日の ２ 日間開催され、三島町農業委員会の委員等の定数に関
する条例の制定、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、三島町税条例の一
部を改正する条例、三島町町営住宅等条例の一部を改正する条例、平成２８年度一般会
計及び特別会計補正予算など、町長より提出された１４議案について審議し、全て原案
通り可決しました。
一般質問には、 ６ 人の議員が登壇し、町政全般について質しました。（ 6 頁～ 20 頁
に掲載）

三島町農業委員会の委員等の定数
に関する条例の制定

三島町税条例の一部を改正する条例
地方税等の改正に伴い、個人、法人町民税につい

農業委員会等に関する法律の改正に伴い、現在の

て、修正申告により税額の更正があった場合の延

三島町農業委員会の選挙による委員の定数に関す

滞金の計算期間の改正、並びに消費税増税に伴い

る条例を廃止し、新しく制定するもの。選挙によ

導入される、軽自動車税の環境性能割及び語句の

る委員７名を選挙によるものでなく定数７名以内

名称変更などについて定めるもの

とし、併せて、農地利用最適化推進委員の定数を
３名以内と定めるもの

特別職の職員で非常勤のものの報
酬及び費用弁償に関する条例の一
部を改正する条例
三島町農業委員会の委員等の定数に関する条例の
制定に伴い、設置される農地利用最適化推進委員
の報酬等を定めるもの

三島町集会所の設置及び管理運営に
関する条例の一部を改正する条例
浅岐集会所の完成に伴い、設置位置を変更するも
の

三島町町営住宅等条例の一部を改
正する条例
公営住宅法の一部改正により、裁量階層（住宅確

職員の給与に関する条例の一部を
改正する条例

保に特に配慮が必要な世帯）の入居資格を定める

福島県人事委員会の勧告に基づき、職員の給与を

三島町特定公共賃貸住宅条例の一
部を改正する条例

平均0.05％、勤勉手当を0.1月引き上げるもの。ま
た配偶者に係る扶養手当額を他の扶養親族と同額

もの

とし（13,000円を10,000円に、平成31年には6,500

建設中の単身者向け住宅についての条文及び、設

円）、子に係る手当額を引き上げるもの（ 6, 500 円

置位置等を定めるもの

を8,000円に、平成31年には10,000円）

三

島

町

議

会

12月定例会

（単位：千円）
会
一

計

区

補正予算額
21,522

2,542,853

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

12

269,167

簡 易 水 道 事 業 特 別 会 計

34

202,906

路 線 バ ス 事 業 特 別 会 計

750

29,650

農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計

280

24,855

計

2,755

479,654

戸別合併処理浄化槽事業特別会計

430

44,376

護

保

会

補正後の予算額

計

介

般

分

険

特

別

会

○一般会計補正予算の主なものは次のとおり○
・ＬＥＤ街路灯設置経費

7 0 0 千円

・浅岐集会所用机・椅子購入費

5 0 0 千円

・公会計システム対応ソフトウェア導入委託料

1 , 1 5 6 千円

・生活工芸村構想事業特殊建築物対応住居改修費

2 , 1 6 0 千円

・臨時福祉給付金（対象者568名）


8 , 5 2 0 千円

・町道除雪賃金

1 , 9 0 3 千円

・除雪車両雪寒整備費

1 , 2 7 1 千円

・道路除雪委託料

2 , 3 9 7 千円

・給食搬入口等改修工事設計業務

5 2 0 千円
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に生育し、収穫されたこと

作物においては、ほぼ順調

のの、天候にも恵まれ、農

けに多少の影響があったも

たが、水稲については作付

の台風の影響を心配しまし

夏にかけての水不足や秋口

ないほどの小雪で、春から

本年は年明けから記憶に

千円の寄付額となりまし

わせますと八百四十四万五

と特別町民制度寄付金を合

一般寄付金二百七十二万円

ご寄附を頂きました。また

展のため四百四十六万円の

在五十七名の方より町の発

の皆様のご支持を頂き、現

典付きふるさと納税に多く

今年四月より開始した特

十月十八日から三日間、

を期していきます。

年度の本格開講へ向け万全

これらの成果を踏まえ、次

どを確認したところです。

出していただき、改善点な

内容についてレポートを提

際、研修生に生活から受講

検 証 を 行 い ま し た。 そ の

け、研修生四名を受け入れ

に向けた模擬体験と位置付

デミーは、来年度本格開講

行われました生活工芸アカ

十一月一日から一ケ月間

員の意識高揚を図っていき

後もこの研修を継続し、職

ると感じたところです。今

期の目的は達成されつつあ

し、報告内容から研修の所

員へ向けた報告会を実施

きました。帰庁後は、全職

職員と意見交換を行なって

地土木研究所など研修先の

道のニセコ町、夕張市や寒

研修先を自ら選定し、北海

を確認、その解決のための

として、当町の現状と課題

ています。

交換をしていきたいと考え

出席し、町民の皆様と意見

るべく、私自身も全地区に

今後の行政施策に反映させ

の皆様にも出席いただき、

会を開催しています。議員

九日までの日程で地区座談

一月二十九日から十二月十

校給食」を議題として、十

員各位の御出席を賜り開会
できますことに敬意と感謝
を表する次第であります。

うものです。

が何よりも嬉しく、また台

た。皆様のご厚意に感謝す

若手職員を中心に先進地視

町議会定例会にあたり、議

風シーズンでは、全国各地

るとともに町政発展に有効

察研修を実施しました。

状況について

第一点 ふるさと納税の

行政諸般の御報告

で被害が報告される中、当

に活用させていただきたま
第二点 生活工芸アカデ
ミーについて

について

「職員の意識高揚」を目的

第四点 地区座談会につ
いて

昨年度策定した地方創生

総合戦略の関連事業の進捗

状況や今年度から開始した

三十年度から実施する「学

加 の 町 づ く り の 推 進 」 と 「健康ポイント制度」
、平成

今 回 の 目 的 は、
「住民参

ます。

町においては大規模な災害

す。

です。明年も何事もない穏
やかな一年となることを願

第三点 先進地視察研修

にならず、安堵したところ

平成二十八年第四回三島

矢澤源成

町長挨拶

一般質問
六人の議員が問う

桧原地区農地水環境保全向上対策事業について

情報共有、チェック体制の整備など可視化していく

び東北農政局からも説

査しており、また県及

賃金の未払い等など調

の議会で一般質問され

辞任した件であり、前

議員が一身上の都合で

新聞報道がなされ、元

点があるということで

原地区において不明な

事業でありました。桧

て事業費を交付される

で負担し、面積に応じ

一、町四分の一の割合

二 分 の 一、 県 四 分 の

向上対策事業は、国が

議員

す。

していくのか伺いま

は、どのような対処を

踏まえ今後町として

たのか、また、結果を

とどういう結果になっ

起きたのか、いきさつ

なぜこのようなことが

り悩んだそうですが、

で、国や県の方でかな

事例はないということ

ましたが、こういった

に交付金の返金と聞き

としています。結果的

れから一年が過ぎよう

いうことでしたが、あ

に事実確認していると

ていたもので、そのよ

個々に配布せず保管し

と考えていたことから

まった形で使用したい

区の将来のためにまと

の使途については、地

ます。しかし、交付金

したものと判断してい

績に基づき適正に受領

となる活動であり、実

の範囲で交付金の対象

行われていた地区活動

事業内容は、従来から

要因と捉えています。

知、説明不足が大きな

際し、地区住民への周

ては、事業を取組むに

のかという質問につい

ついては、町として地

新規に取り組む事業に

増えていることから、

取り組む補助事業等が

各地区が主体となり

が行われました。

会から町負担分の返還

一月十五日に推進協議

約して全額返還し、十

月二十八日に口座を解

還の了承を得まして十

県及び国と協議して返

島県推進協議会、福島

交付元であります福

す。

択に至ったと思われま

を生み、返還という選

から地区住民の不信感

しないままでいたこと

業実施主体の窓口とな

績報告等については事

ともに、中間検査や実

事業の周知に努めると

区説明会を開催する等

していきます。

備及び取り組みを支援

り、チェック体制の整

等との情報共有を図

ることのないよう役員

答

明を求められていると

町長

うな内容を住民に説明

る代表者だけで完結す

聞いています。福島県

いう結果がなぜ起きた

交付金の返還と

及び地域協議会ととも

農地水環境保全

克昌 議員
大竹

田園風景
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町営スキー場について

議員
二基を整備して運営し

びにティーバーリフト
正な維持管理を行って

的な点検を実施し、適

を保有しており、定期

すが、平成二十六年度

用者が若干増えていま

ら現在、町外からの利

答定期的な点検の実施、維持管理を行う。食事提供は
イベント時のみ地区婦人会、有志の方々に依頼する

により閉鎖危機にあり
ています。

の機械設備の維持管

す。そこで、スキー場

キー場は貴重なもので

なっており、当町のス

わたる理由から閉鎖と

ー場を見ますと多岐に

県内の小規模なスキ

います。

ために、町が運営して

在三島町の子供たちの

ます。ティーバーリフ

し、安全を確認してい

ら数年に一度交換を

ても痛み具合を見なが

ません。ロープについ

のところ異常は見られ

他の部分についても今

り、駆動部分をはじめ

年点検整備をしてお

は経過していますが毎

ロープトーは、年数

整備を怠ること無く、

ますので、常に点検・

過している設備もあり

については、年数を経

スキー場の施設設備

めています。

利用環境の充実にも努

の洋式化を図るなど、

図るため、昨年トイレ

ても利用者の利便性を

また、ロッジについ

方々に軽食や食事の提

婦人会の方や有志の

ントの時は地元桑原の

ろりんピック等のイベ

しかし、すってんこ

堂の営業は難しいと考

の点からも定期的な食

ラツキが有り、採算性

て利用者数に大きくバ

と降雪状態、日によっ

暖冬の影響で約一千人

数年前、経営難

ましたスキー場は、現

理、安全管理に問題は

トについてもワイヤー

利用者の安全確保に努

供を依頼しており、今

は一千八百人、昨年は

ないのか、また来客者

の交換や、痛んだハン

めていきます。

います。

への食事提供について

ガーは逐次交換するな

ときから運用していま

キー場として開設した

は、昭和四十九年にス

教育長

スノーキャット一台、

急事態への対応のため

デ整備や安全確保、緊

ます。その他にゲレン

ど安全確保に努めてい

止となっていることか

のスキー場が休止や廃

であり、また近隣町村

日、祝祭日のみの営業

は町営スキー場が土

食事の提供について

います。

いますので、ご理解願

食事等の提供を考えて

後もそのような形での

えています。

伺います。

すロープトー一基と平

スノーモービル一台等

町営スキー場

成四年度にゲレンデ並

スキー場開き

会
議
町
島
三
一般質問
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木質バイオマスによる再生可能エネルギーへの取り組みについて

検討委員会を立ち上げ、林業施策と一体となった施策を実施していく

による木質バイオマス

しましたが、林業振興

の定例会において質問

議員

制約もあり導入には至

保の問題及び時間的な

理、薪やチップ等の確

ま し た が、 設 備 の 管

建設においても検討し

検討していきます。

方のモデルとなるよう

中で、山村での暮らし

口まで全体を見据えた

ち上げ、入り口から出

度から検討委員会を立

答

エネルギーへの取り組
っていません。

六月そして九月

みの重要性については

導入によりコスト等の

冷暖房と給湯の装置の

プボイラーを利用した

降の単身用住宅にチッ

私としては次年度以

ているのか伺います。

時期になり、何か考え

り次年度の事業要望の

うですが、十二月にな

場」が開催され、流通

年 度 初 め て「 三 島 市

利活用については、今

を実施しており、材の

間伐や作業道の整備等

再生事業に取り組み、

す。現在ふくしま森林

の検討・実施が必要で

策と一体となった施策

用については、林業施

木質バイオマスの利

検証をしてはと提案し

の仕組みづくりの第一

十分認識されているよ

ます。

のご提案については、

ト等の検証をしてはと

身用住宅に導入しコス

町長

なければならず、次年

も計画的に進めていか

に施設の整備について

です。材の確保ととも

歩を踏み出したところ

議員ご指摘の単

今年度の単身用住宅の

今春完成予定の単身者用住宅

喜章 議員
青木
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会
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島
三
一般質問
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施設の利用促進について

に加え、電気、ガス、

の再検討により整備も

新たな農産物として

見直しが必要となって

り、使用者が少ない場

エゴマの生産に取り組

水道等の費用が使用者

合の一人当たりの負担

み、加工施設として活

います。

が大きくなることも使

負担と規定されてお

用する考えでおられる

用していきたいと考え

施設の整備等を含め、有効利用の点から検討していく
も前に使っていた方が

用者減の要因と考えら

答
工人の館は現在一人

のか伺います。

去る十月二十七
道具を残して出ていっ

議員
の方が借りております

機械等の整備を図るも

日に町内の町施設、指

で、生活工芸の活動拠

ので、遊休農地の解消

ています。このエゴマ

点や工房等として、工

と収益の確保に繋げた

れます。

工芸制作活動を行うも

人の館の活用策をとり

いと考えています。機

町長 工人の館は、地

のに貸与する目的で設

まとめる予定であり、

械の設置や加工施設と

て、壁のタイルが落ち

置された施設であり、

周辺の用地取得も含め

しての使用には、保健

が、機械の利用は無く

使用可能な施設は、木

た施設の整備を図って

所等の許認可も含め改

定管理者施設を見させ

工機械を設置している

いきたいと考えます。

修が必要と想定されま

の生産は、桐の里産業

加工場のほか、大部屋

物産館については、

すが、施設の有効活用

今後は、現在策定中

一、小部屋二となって

第一物産館と言われる

に努めていきます。

場産業の振興を図るた

使用者については、

国道よりの建物は「林

第一物産館について

無残な状況で、すぐに

設置当初は、木工を中

産物展示館」で、山際

は、現在指定管理者及

部屋のみで、その他は

心としたものづくりの

にあるのが「地域特産

び直営での使用の予定

て頂きました。その中

研究や、桐タンス株式

品流通販売促進センタ

はありませんので、町

が県の交付金を受けて

会社の社員及び木工製

ー」で第二物産館であ

有施設の有効利用の観

の生活工芸村構想の中

作者による利用があっ

ります。第二物産館に

点から検討していきま

め、設置条例において

たものの、近年は木工

ついては、これまで野

す。

利用出来ない状況でし
た。今後どのように利

製作者の減少や独自の

菜パウダーの加工施設

物置状態でした。
また物産館について

工房所有者の増加を背

として整備したいと考

で工人の館そして物産
館について伺います。

景に減少傾向にありま

えていましたが、事業

います。

す。また、施設使用料

使用されていない「工人の館」の木工加工場
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町長が社長を務める会社の経営について

営状況、人事管理等定

最高責任者であり、経

ます。あて職とはいえ

の社長を兼任されてい

ンス㈱と桐の里産業㈱

議員

支計算書によります

ては九月三十日付の収

会津桐タンス㈱につい

告をいただいており、

町長

四半期ごとの報

経営状況を伺います。

としていますが今年の

でおり、売上増になる

の商品開発に取り組ん

路として、茶道具用品

い状況です。新たな販

現状のままですと厳し

と見込んでいますので

損益分岐点を五千万円

〇％となっています。

約四二％と大変厳しい

年間の売上目標に対し

おり、農業部門では、

業務受託事業を行って

業、みしまテレビ運営

高原管理業務受託事

ては、農業部門と美坂

桐の里産業㈱につい

るところです。冬期間

おかけし、苦慮してい

で皆様に大変ご心配を

計画した反収の半分程

うな体制を整えられず

していますが、思うよ

優先に取組むよう指導

田を中心とした管理を

状況です。昨年から水

きます。

得るよう取り組んでい

録し、少しでも収入を

の除雪支援隊として登

ベント等への出店や町

めなくなりますが、イ

に入り農業収入は見込

答両事業所とも経営状況は厳しいが新商品の開発やイベントへの出店等で収入増と
なるよう指導する

期的に報告が上がって
と、売上で対前年比九

よう期待しているとこ

ろです。

来ていると思われま
九％、計画に対し約八

町長は会津桐タ

す。四半期が終わろう

議員

えを伺います。

きと思います。町の考

応すべく整えていま

時連絡網等の中で、対

害時マニュアル、緊急

体制に組み込まれてお

当然教育委員会も連絡

い、非常時においても

め、常に連絡を取り合

が事務的なことも含

ては教育委員会事務局

保育所の運営につい

ます。

階で解消したいと考え

ら、できるだけ早い段

員体制も勘案しなが

すので、役場全体の職

の常勤は理想でありま

指摘のように保育所長

ただ一方で、議員ご

長は非常勤となってい

町長

す。これは、所長が非

り、教育長のもと生涯

ているところです。

ますが、地震、集中豪

うに様々な災害、緊急

常勤でも、常勤であっ

学習課長、係長も対応

保育所長について

雨、大雪等、想定外の

事態等について当然保

ても当然対応すべき事

に当たることとしてい

解消に向け取り組んでいく

自然災害が頻繁に起き

育所でも予想されま

であり、これらの流れ

ます。

答

ている昨今、大事なお

す。事故はあってはな

について職員は習熟し

現在保育所の所

子さんを預かる保育所

らないことですが、災

議員ご指摘のよ

の所長は常勤であるべ

桐の里産業株式会社について

コミュニケーションを積極的に図っていく

産業株式会社ですが、

二年目を迎える桐の里

り会社を発足し、本年

取締役として昨年度よ

議員

し、会社経営に活かす

当然行い減収分補てん

済組合への被害申告も

収した場合は、農業共

然災害等でやむなく減

あったようですが、自

猶予して頂きたい旨の

りますが、貸主側には

予があるとの内容もあ

五項において支払い猶

っています。ただし第

末日に支払う内容とな

四項において毎年四月

稲五 の作付けを本年

び滝谷地区において水

町長 ①川井、桧原及

す。

も含め町当局に伺いま

ないか、又事実の確認

指導対応をお願い出来

理の問題であり被害と

たことについては、管

収穫量が上がらなかっ

はかれませんでした。

より思うような改善が

配できなかったことに

導して下さる人材が手

水稲については、指

コミュニケーションを

いますので、積極的に

くことが重要と考えて

地の保全に寄与してい

を頂き後継者として農

り町民の皆様にご理解

び申し上げます。何よ

なりました皆様にお詫

ころです。支払が遅く

答

昨年は初年度であった
ことも出来ますが、本

連絡等もなく現在に至

田植え等の開始を昨

しての申告は行ってお

をするよう指導したと

こともあり、慣れない
年度は被害等の申告が

っている事は、会社の

年より早く始めました

ころです。

なかでの運営で事業が
あったのか併せて伺い

信用にも関わる大変な

三島町長が代表

遅れたことを昨年一般
ます。

すが、本年はどのよう

量が少なかったようで

①昨年は水稲の生産

質問させて頂きます。

に関連しまして何点か

弁を頂きました。それ

指導していく」との答

期の対応が取れるよう

を行ったところ、やは

る方何名かに聞き取り

ため同じ契約をしてい

との話を頂き、確認の

ってもなされていない

払いが十月末現在にな

二十七年度の借賃の支

結んだ町民より、平成

放牧地）賃貸借契約を

②会社と農地（採草

と思います。町民の期

もなり兼ねない事案か

にまで発展することに

り、ひいては進退問題

信にも繋がることであ

社長である町長への不

等が大きくなれば今後

り、貸主からの不信感

わされているものであ

約は法的にも正当に交

問題かと考えます。契

いては、昨年並みの反

理が難しく収穫量につ

た。しかし、水田の管

ウス栽培も始まりまし

繋げようとトマトのハ

年度以降の収入確保に

た。また今年度は、次

の増加にとどまりまし

り、全体として三・二

け出来ないところがあ

が、水不足により作付

ったとのことであ

たため未払いにな

ことができなかっ

口座をお聞きする

により行いたいが

ました。口座振替

いることを確認し

に未払いとなって

りません。

図るよう指導していき

執行役員に聞き取

りしたところ確か

ます。

に改善されたのか伺い

り同じくまだ支払いが

待が大きい会社であり

り、早急に手続き

昨年稼働したミニライスセンター

②事実確認として、

ます。

なされていないとの事

収四俵程度となったと

と昨年より〇・六

又、昨年は農業共済

ます。願わくば早急に

度計画しました。

ha

でした。契約書では第

ha

局より「次年度以降早

質問させて頂き、町当

長谷川清雄 議員
組合への被害の申告も

ha
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空家対策について

今年度中にデーターベースの構築を図り、解消に取り組む

増え、又一人暮らしの

口減少による空き家が

疎化が進む当町は、人

れます。県下で最も過

が、空き家対策と思わ

関心をもっているの

議員

は重要であるとの認識

は、空き家の有効活用

活性化の観点から町

や地域コミュニティの

上での居住環境の整備

町長

います。

な考えをしているか伺

ら二年間に拡充し、利

間を住民票の移動日か

けたほか、申請対象期

補助額の加算措置を設

き家を改修する場合の

町外からの移住者が空

等補助金」を改正し、

「 空 き 家・ 住 宅 改 修 費

こ の た め、 今 年 度

報発信を行い、利活用

売買・賃貸に向けた情

ワークを生かしながら

団体や県等とのネット

については、町づくり

し、利用可能な空き家

家データベースを構築

まえ、今年度内に空き

の意向確認の結果を踏

また、空き家所有者

消についても対応を強

から、特定空家等の解

や防災及び保安の観点

を踏まえ、景観の保全

措置が強化されたこと

る特定空家等に対する

る危険な空き家とされ

措置法により、いわゆ

策の推進に関する特別

全施行された空家等対

一方、昨年五月に完

たいと考えます。

面から取り組んでいき

上、利活用と解消の両

等との連携を強化の

各地区や町づくり団体

る空き家については、

今後増加が見込まれ

答

世帯が多く、増々空き
の下、町総合戦略にお

便性の向上を図ったと

につなげていきます。

化していきます。

家が増えてくると思わ
いて重点的に推進する

ころです。

若者定住を図る

れます。このことに対
こととしています。

し、通算期間が三年を

ない範囲で日々雇用

により、十一月を超え

職員雇用等管理規程」

し、採用することとな

職員採用試験を実施

する規則」に基づき、

合 は、「 職 員 任 用 に 関

正規な職員とする場

ろです。

わる者が七名在籍して

超えることができない

り ま す。
「三島町定員

役場の臨時職員について

臨時職員は、生活工芸

います。いずれも優秀

よう定めていますの

管理計画」に定めてい

には、一般職員と同等

ますが、臨時職員の中

るか伺います。

して採用する考えがあ

て十一名、その他委託

臨時職員雇用等管理規程に則り雇用している
らの人の能力を適切に

館、交流センター山び

な職員で町政発展の一

で、毎年度雇用期間が

る職員の定数を勘案

答
議員

評価し、今後も長期勤

こ、放射能検査室、保

翼を担っていただいて

終了すると臨時職員の

の仕事が出来る人もい

現在、役場には

臨時職員が十一名程い

務、又は正規な職員と

育所などの出先を含め

います。

し、必要の都度、採用
職員として、事務に携
総務課長

現在の役場
ると思われます。それ

臨時職員の雇用につ

募集を行っているとこ

い て は、
「三島町臨時

し、町は今後どのよう

まず町民が最も

昇 議員
矢澤
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機会の公平性を確保す

試験の公告等を行い、
で、三島町で町づくり

ることとなりますの
ける方には、採用試験

を一緒に行っていただ
ととなります。

を受験していただくこ

議員
安くし、大勢の人に利

聞きました。利用料を

工人の館は、工芸制作

もお答えしたとおり、

町長 七番青木議員に

り、木工製作の拠点と

小部屋二となってお

場のほか、大部屋一、

械を設置している加工

況が続いており、現在

ら、使用者が少ない状

が多額となることか

光熱水費等の自己負担

増加に加え、使用料や

個人での工房所有者の

の木工製作者の減少や

しかしながら、近年

いと考えます。

て整備を図っていきた

における拠点施設とし

含め、生活工芸村構想

に、使用料の見直しを

Ｒを強化するととも

は、使用拡大に向けＰ

このため、町として

工人の館について

建物施設があるのに工
用していただくようＰ

活動を行うものに貸与

して使用が期待される

の使用者は一名にとど

使用料の見直し及び拠点施設として整備していく

人の館の利用者が少な
Ｒしたらどうか、又、

する施設であり、使用

施設であります。

答

いと聞いています。話
今後の対策を伺いま

可能な施設は、木工機

あれ程の立派な

によると使用料が月一
す。

思うが、今までにどれ

る程度お金をかけたと

ーアルするのに町はあ

移住体験住宅をリニュ

議員

農業体験関係で十二

町長

るか伺います。

としてはどう考えてい

かかげたらと思うが町

めPRをかねて看板を

り、全体で百二十四名

九十三名が利用してお

活動を通し交流会等で

した。また農業関係の

十一名の宿泊がありま

八名が宿泊し合計で三

業打ち合わせ等により

備していきます。

と思われますので、整

の設置はPRに効果的

家と変わりがなく看板

まっています。

万四千円から二万円と

三島町移住体験住宅について
看板の設置で効果的なＰＲを行う

くらいの利用者があっ

名、六月のてわっさの

が利用しました。見た

答

たのか伺います。町の

里まつり出店で十一名

目としては、一般の民

宮下地区にある

施設であるので大勢の

及び桐の里産業関連事

十一月末までで

人に利用してもらうた

三島町移住体験住宅

会
議
町
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美坂高原の利活用について

とりまとめていきたい

を総合的に検討の上、

ため、釣り堀付近まで

委託料を積算している

中心に行うこととして

か伺います。
町長

と考えています。

に利用されていないよ

とですが、あまり有効

査に参加して思ったこ

議員

どのような仕事、又は

まいます。委託業者は

ないと建物が傷んでし

を開け空気を入れ替え

した。年に一回位は戸

ば、観光客も自然と増

楽しめる高原を作れ

が、四季を通して花を

スモスの花もいいです

と思う。ひまわり、コ

芝桜を植えたらどうか

観光資源の有効活用を

めた町内観光施設及び

おいて、美坂高原も含

ロジェクト委員会」に

光施設等利活用推進プ

度設置した「三島町観

考えていますが、今年

者による運営を念頭に

力を活用した指定管理

は、基本的には民間活

積が広大であり、管理

草刈りについては、面

います。ただし園内の

い及び撤去等となって

種、植栽、管理、冬囲

理、花卉類の種子の播

り及び施設の維持管

の内容は、園内の草刈

委託していますが、そ

園内の維持管理業務を

町直営による現在、

す。

いても検討していきま

して、その可能性につ

ーパークとする事業と

秋までの期間をフラワ

は、冬期を除く春から

芝桜の植栽について

また、議員ご提案の

美坂高原の今後

の活用方針について

うに思われました。特
作業をしているのか。

えてくると思うが、今

図り、交流人口を拡大

棟から見渡せる範囲を

は対象とはなっていま

に釣り場付近は荒れ放
私の考えですが、高

後の美坂高原の運営を

させていくための方策

ですが、余り良い話が

センターが稼働した訳

議員

員に対してどんな教育

に遺憾に思います。社

と返答出来ないとは誠

です。筆頭者がいない

すると言ってますが初

迎えます。人材を確保

立して来年は三年目を

聞きました。会社を設

あまり良くなかったと

ターでの対応につきま

町長 ミニライスセン

います。

会社としての考えを伺

らどうかと考えるが、

農業の経験者を募った

一環として積極的な参

もありますので研修の

また、各種セミナー等

め指導していきます。

いませんが、接客も含

おり特別な指導はして

しては社会人経験者も

おこし協力隊につきま

里産業の職員及び地域

び申し上げます。桐の

てしまったことをお詫

す。

力をお願い申し上げま

材の確保にご指導ご協

ろでありますので、人

人材を求めているとこ

おいては、経験豊富な

水田の管理等農業に

せん。

題であり、百年杉の建
原に入って右側の小高

どのようにして行くの

答交 流 人 口 拡 大 の た め 町 内 観 光 施 設 及 び
観光資源の有効活用を図っていく

物は冬囲いもはずさず
い丘を整備し、一面に

議会での施設調

においてあると聞きま

耳に入りません。ある

をしているのか。又指

心者だけではなかなか

しては、お客様に対し

ミニライスセンターの今後の運営は

農家がモミすりの件で

導をしているのか伺い

作業が進まないと思い

今年ミニライス

水田の件でも管理が

ます。そこである程度

大変失礼な対応となっ

加に努めていきます。

各種セミナー等への積極的な参加を指導する

電話を入れたが、筆頭

ます。

答

者がいないので返答出
来ないと言われたそう

美坂高原の今後の運営について

プロジェクト委員会において方向性をまとめる

で す。 そ こ で 伺 い ま

編成もスタートする訳

これから次年度の予算

設になると思います。

つまでも中途半端な施

り決定しなければ、い

町として方針をしっか

地料約百二十万円の

円、支出は毎年度の借

用料金三十七万七千

ける収入は毎年度の利

による指定管理時にお

の美坂高原振興協議会

度から二十五年度まで

町長

状況

ク ト（ 仮 ）
」の進捗

利活用推進プロジェ

万円、平成二十七年度

十六年度は約六百三十

係る費用により平成二

管理業務委託や借地に

ないため収入はなく、

入園料等を徴収してい

す。収支については、

設管理を実施していま

管理業務委託による施

平成二十七年度からは

雇用による施設管理、

二十六年度は町の直接

は町直営となり、平成

度から二十八年度まで

一方、平成二十六年

課長相当職を委員と

に、副町長を委員長、

に検討することを目的

るための方策を総合的

光資源の有効活用を図

た町内観光施設及び観

年度、美坂高原も含め

お答えしたとおり、今

③二番矢澤議員にも

ます。

がない状況となってい

策等の課題により進展

のの運営期間や活用方

問い合わせ等があるも

す。これまでに数件の

も公募を継続していま

答

す。

他、水質検査料や自転

は約七百八十万円、平

し、議会をはじめ観光

の考えに基づき、現在

①二十四年度から二十

車置き場の修繕などが

成二十八年度は約六百

関係者等の有識者を構

ます。

六年度の指定管理者

あり、各年度の収支と

十万円のいずれもマイ

成員とする委員会を設

③「三島町観光施設等

含む）、二十七年度、 しては、平成二十三年

の時の収支（借地料

度は約百万円、平成二

ナスとなっています。

置し、第一回目の会議

平成二十六年三

二十八年度の町直営

十四年度は約百六十万

②町の財政負担を考

を十一月八日に開催し

議員

の 収 支（ 借 地 料 含

円、平成二十五年度は

慮し、民間活力を活用

ました。当委員会は、

り二年が経過します。

営で管理することにな

が出るまで当面町が直

し、新規の指定管理者

む）

約九十四万円のいずれ

した運営が望ましいと

①平成二十三年

うにするのか

④二十九年度はどのよ

②指定管理者の公募は

もマイナスとなってい

月で指定管理者が撤退

俊浩 議員
二瓶
どうなっているのか

美坂高原

会
議
町
島
三
一般質問
15

も含め、町内観光施設

度内に美坂高原の活用

して参画いただき、年

に外部アドバイザーと

ク機能を持つ旅行会社

を活用し、シンクタン

アドバイザー派遣事業

考え方としては、民間

きます。また基本的な

向性をとりまとめてい

クト委員会において方

り、年度内にプロジェ

③でお答えしたとお

対応方針については、

④平成二十九年度の

経緯があることから、

捻出できずに撤退した

園全体の維持管理費を

件費等の運営費以外の

利用による収入では人

しかしながら、農地

ていく考えです。

管理者の公募を継続し

が望ましいため、指定

人口の拡大を図ること

託の形態を継続してい

て、今後も管理業務委

整備の位置づけとし

費用については、基盤

定の環境整備に要する

草刈りや園内建物の一

う上で支障となりうる

継続的な施設運営を行

魅力を高め、安定的・

指定管理者が園全体の

もに、ヒマワリやコス

法を模索していくとと

用施設の新たな活用方

白い鐘など園内の未利

ながら、百年杉の家や

事業効果を高めていき

を用途別に区分けし、

また来年度は、園内

す。

く必要があると考えま

ます。

なげていきたいと考え

坂高原の有効活用につ

ント誘致を展開し、美

始めとする様々なイベ

力隊によるイベントを

事業及び地域おこし協

然を生かしたキャンプ

誘客事業や、広大な自

モス等の花を活用した

ています。

等の活用の方向性をと
活力の活用による交流

県事業の観光地づくり

りまとめる計画となっ

事業のスピード化について
年間計画等のスケジュール管理を行う

ピード化について何ら

いように思われる。ス

たが、今も変わりがな

前に答弁されていまし

限に発揮すると町長は

ことが事業効果を最大

ては速やかに完了する

議員

タンスで職員には常日

おらず、そのようなス

るとの考えは変わって

えるものと認識してい

あり、町民の期待に応

大限に発揮するもので

ることが事業効果を最

っては速やかに完了す

とおり、予算執行にあ

と考えています。

配慮するなども必要か

て町内事業者の受注に

ば、発注時期を分散し

期、 工 事 発 注 で あ れ

シーズンを外した時

光事業等であれば観光

時期とは、例えば、観

を行うことで、適正な

期に適正な事業の執行

ころです。

ように指示していると

職にはしっかりと行う

管理は課長を含む管理

答

かの対策を講じている

ごろから指導していま

予算執行にあっ

のか伺います。

いずれにしても、事
業を持つ担当課の年間

す。
事業のスピード化と

計画等のスケジュール

今年第一回の議

会定例会において二瓶

は、いわゆる適正な時

町長

議員の質問に答弁した

地区要望箇所現地確認
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ＪＲ只見線について

只見線復興推進会議検討会の最終結論により対応を判断したい

より路線が継続されて

り、代行バスの運行に

只見駅間が不通とな

より、会津川口駅から

月の新潟・福島豪雨に

町の考えを伺います。

報道がされました。当

ては上下分離方式との

旧工事費と運行につい

議員

せ、ＪＲ東日本におい

法の改正の動きも見

能とする鉄道軌道整備

復旧事業費の補助を可

の鉄道事業者でも災害

一方、国では、黒字

います。

方針の姿勢を堅持して

点から、代行バス転換

性、さらに利便性の観

口減少を見据えた採算

利用状況及び将来の人

終方針を提示すること

議検討会において、最

定の只見線復興推進会

今月二十六日に開催予

談会の結果を踏まえ、

日の沿線自治体住民懇

月三十日及び十二月一

ろです。県では、十一

案」が提示されたとこ

離方式による鉄道復旧

ス転換案」と「上下分

災害や老朽化に対する

費及び復旧工事後の再

ては、毎年の維持管理

上下分離方式に対し

許さない状況です。

り、現時点では予断を

町村間の温度差もあ

リットが考えられ、市

ぞれにメリット、デメ

案」については、それ

離方式による鉄道復旧

ス転換案」と「上下分

と し て い ま す が、「 バ

による代替措置として

業法に基づき、災害等

行バス措置は、鉄道事

た現在の不通区間の代

る恐れがあります。ま

只見線の廃止につなが

間の延長は、将来的に

を軸にした代行バス区

分が残ります。利便性

ついては、不透明な部

提案するバス転換案に

一方、ＪＲ東日本で

せん。

尊重しなければなりま

広域連携を構成する一

えます。町としては、

段の位置づけにもなり

見据えた重要な交通手

外国人旅行者の増加を

を担い、今後は、訪日

進するシンボルの役割

奥会津の広域連携を推

只見線は、これまで

いかと考えます。

置も否めないのではな

採算バス区間の廃止措

蓑とし、将来的には不

視され、利便性を隠れ

るにもかかわらず同一

答

いる状況にあります。

ても代行バス転換方針

施設整備費に伴う財政

鉄道事業者にのみに認

ＪＲ只見線の復

この間、県及び沿線

が基本としつつも上下

負担と将来負担への懸

平成二十三年七

自治体を中心とする会

分離方式を提案するな

町長

津管内の市町村では、

員として、最終結論を

った対応を判断してい

められているもので、

不通区間以外のバス区

きたいと考えます。

念から、利便性の高い
む沿線町民と、産業に

間延長による路線バス

ど環境の変化が生じて

乏しい奥会津地域にお

や観光ルートとしての

全線復旧に向け、国や

いては、観光振興を図

周遊バスは、道路運送

待って、その結論に則

るため鉄道復旧が不可

法により運行される路

ＪＲ東日本が提案する

欠であると主張する沿

線バスであり、バスの

代行バスへの転換を望

線町民がおり、こうし

性格や料金体系が異な

きています。

による只見線復興推進

た双方の住民の意見も

ＪＲ東日本に対する要

めの取組を実施してき

会議検討会が発足し、

今年三月からは、県

ましたが、ＪＲ東日本

十一月二十七日までに

望活動をはじめ、基金

では、安全対策を含む

計五回の会議が開催さ

及び沿線七自治体首長

橋梁の復旧工事費が高

れ、今般、県から「バ

の造成、利用促進のた

額であることに加え、

JR只見線

会
議
町
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ＪＲ只見線について

只見線復興推進会議検討会の最終結論により対応を判断したい

答

橋を流出、その区間が

豪雨で金山只見間で鉄

平成二十三年七月の

を要望し続けてきたと

全線鉄道路線での開通

松市から只見町までの

ＪＲに提示し、会津若

して決定していきたい

と考えていますので、

ま た、 Ｊ Ｒ に 対 し

不通になった時点から

ころです。

こで出された意見を踏

国、県、町の接し方が

県及び沿線七市町村を

県及び沿線七市町村

及び沿線七町村で基金

るとのことですが、Ｊ
弱腰にも見えます。も

中心に幾度となくＪＲ

の市町村長で組織する

要な軌道であったこと

Ｒは全国の赤字在来線
っと強く、ＪＲが全額

東日本へは早期の復旧

とばかりに金をむしり

を廃線にしたい思惑が
負担で対応しなさい。

と開通を強く要望して 「 只 見 線 復 興 推 進 会 議

議員

あると聞き及んでいま
企業努力をしなさい。

検討会」では全線鉄道

ご理解いただきたい。

す。ＪＲ北海道のよう

と言えないのでしょう

きました。しかしなが

路線での復旧を要望し

まえ、何がまちづくり

に赤字企業なら致し方

か。そこで町の思いと

ら、全国のＪＲ各本社

ており、当町もその考

を創設し、費用の三分

がないかもしれません

復旧対策案を伺いま

としてはローカル赤字

えでありますが、こに

は言うまでもありませ

が、ＪＲ東日本は完全
す。

路線の廃止と併せ、代

きて、ＪＲ側は上下分

取る悪しき企業に見え

な黒字企業です。それ
町長

替バス運行に切り替え

離方式案とバス路線代

推進会議検討会におい

にＪＲの元は国鉄で国

発が戦前から昭和四十

を進めていることは議

替案を示し、先般、会

に重要なことかを判断

民の金で線路を引いて

年代にかけて国策とし

員ご指摘のとおりで

津美里町と金山町で地

の二を拠出する考えを

きたのに、今のＪＲは

て進められ、これに併

す。そのような中でも

域住民代表者との意見

ん。

国民を忘れ、いかにも

せるようにＪＲ只見線

粘り強く、只見線が敷

交換を行っています。

るのは私だけでしょう

自分たちが引いてきた

も宮下駅から奥に延伸

設された経緯と今後の

今月末に復興推進会議

て、県と十七市町村が

みたいな顔をし、儲か

して行った経緯があり

地域振興策を伝え、復

が行われますので、こ

か。

らないところは人情希

ます。その当時は国鉄

旧費用については、県

をいくつか協議してい

薄に切り捨て、嘆願し

として発電所建設に重

只見川の電源開

ようものなら、ここぞ

只見線豪雨災害跡

負担するなどの復旧案

ＪＲ只見線復興

正洋 議員
小柴
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空き家対策と町営住宅について

空き家のデータベース早期構築を行い、空き家の有効活用を目指す

推進が掲げられていま

活用による若者移住の

の中に目標で空き家の

業である若者定住対策

とともに今年度重点事

着工しています。それ

戸の計二十戸の建設を

身用十七戸、世帯用三

度から三ヵ年計画で単

議員

町長

がいかがですか。

対応するべきと考える

活用を重視し、早急に

なるであろう空き家の

のであれば、持ち家に

当の意味で定住を図る

家ではありません。本

はあくまで賃貸で持ち

のか。また、町営住宅

定人数を見据えている

わせ年間平均七世帯分

移住者や町内移動者合

数十六戸を掲げ、町外

件、町営住宅の整備戸

能な空き家件数十二

目標値として、利用可

平成三十一年度までの

備を進めることとし、

定住に向けた住環境整

合戦略において、若者

早期実現に向け、町総

プラスマイナスゼロの

ます。

図っていきたいと考え

五人程度の若者定住を

町としては、毎年三～

住が見込まれるため、

カデミー修了生等の定

規採用者や生活工芸ア

今後も町内事業者の新

況を考慮したもので、

住者が増えつつある状

を含め、町外からの移

町に地域おこし協力隊

これは昨年度来、当

資産となる持ち家では

も重要であり、当初は

化や環境に馴染むこと

化については、町の文

一方、移住者の定住

しています。

らも重要であると認識

ティの活性化の観点か

効活用や地域コミュニ

したとおり、資源の有

番矢澤議員にもお答え

の活用については、二

持ち家としての空き家

っていきます。

空き家の有効活用を図

ため、早期構築の上、

ベースを構築中である

あり、空き家のデータ

空き家情報が未整備で

在、即座に紹介できる

し か し な が ら、 現

えます。

方法も有効であると考

物件を探し、移動する

しつつ、最適な空き家

住宅で生活環境に適応

答

す。

ビジョンの短期目標に

の住居の確保を計画し

町営住宅を今年

そこで、町は町営住

掲げる合計特殊出生率

町では、町人口

宅と空き家の利活用で

ました。

なく、賃貸である町営

一・八人及び社会増減

次に、定住のための

いかほどの若者定住予

桐の里産業について

町民とのコミュニケーションの必要性と水田管理の最優先を指導する

全、遊休農地の解消の

議員

二年目の今年度実績が

できなかった一年目と

不足でまともに収穫が

り、三年目は納得のい

が原因なのか原因を知

たと耳にしました。何

展することなく終わっ

農業に夢を持ち、町の

さらに心配なのは、

きたい。

く実績をあげていただ

識・経験ともに不足の

た ち の こ と で す。 知

れた地域おこし隊の子

ためにと三島に来てく

いよう知識、経験豊富

子たちを潰すことのな

るとのことです。この

中、懸命に頑張ってい

答

ためにと設立した法人

ほぼ同じで、さほど進

町が水田の保

ですが、準備不足、力
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ですか。

のであります。いかが

いれていただきたいも

な町の指導者を役員に

に取組み収益をあげる

えますと、様々なこと

ます。会社の運営を考

導していきたいと存じ

議会の課題と活性化策─地方創生と地方議

町 村 議 会 議 員 研 修 会 が 開 催 さ れ、
「地方

治部長の石橋文登氏の講演を聴講しまし

望と行方」と題して、産経新聞社編集局政

らからどうなる政局・政治～安部政権の展

十月三十一日
郡山ビッグパレット

会の役割─」と題して、読売新聞東京本社

た。

町村議会議員研修会

編 集 局 企 画 員 の 青 山 彰 久 氏 の 講 演 と、
「こ

⎛⎝

議員ご指摘のとおり

必要性も認識していま

状況を把握できず対応
町内での農業後継者が

二年目の実績が

できなかったこと、ま
確保できない中で、農

町長

た、農業の指導者が確
業に魅力を感じ移住し

すが、水田の維持や遊

保できず作業効率が上

て取り組んでいる若者

一年目とほとんど変わ

がらなかったこと、ハ

の意欲をなくすような

休農地の解消を目的に

ウスによるトマト栽培

ことがあってはならな

らなかったことの原因

やきのこ栽培等経験の

いと認識しています。

設立した会社ですから

ない少ない人員で様々

就業機会の確保の点か

に様々な要因が重なっ

なことに取り組みどっ

らも農業を職として当

原点に立ち返り水田の

ちつかずになってしま

町で生活していけるよ

たことが考えられます

ったことがあげられま

う法人の体制も整備し

管理を最優先に生産性

す。また、組織として

ていきたいと考えてい

が、大きな要因として

の意思統一の問題や、

ますので、適切な人材

向上に取組むよう指導

住民とのコミュニケー

確保のためご指導ご協

は、執行役員以外すべ

ション不足も感じてい

力お願い申し上げま

していきます。

ますので、行政が潤滑

す。

て入れ替わり、水田の

油となりしっかりと指

⎛⎝

一般質問
会
議
町
島
三
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三

議会の経過・日程

島

町

議

会

議 会 の 経 過 ・ 日 程
▶

2016年11月 ◀

２ 日㈬

喜多方市合併１０周年記念式典（喜多方市）

３ 日㈭

三島町文化祭

５ 日㈯

首都圏三島会

８ 日㈫

両沼地方町村議会議員大会決議事項国要望・会津選出国会議員との懇談会

三島小まつり

（東京都）
９ 日㈬

町村議会議長全国大会（東京都）

１１日㈮

三島町遺族会主催戦没者慰霊祭
「まちづくり勉強会」講演会

１８日㈮

全国過疎地域自立促進連盟定期総会（東京都）
阿賀川新橋梁建設促進期成同盟会福島県要望（福島市）

２１日㈪

国道４００号杉峠改良促進期成同盟会福島県要望（福島市）

２２日㈫

三島町史編さん委員会

▶

2016年12月 ◀

３ 日㈯

三島保育所クリスマス発表会

９ 日㈮

議会全員協議会・議会運営委員会

１２日㈫

「新素材セルロースナノファイバーについて」講演会（会津若松市）

１４日㈬

三島町社会福祉協議会理事会・評議会

１５日㈭

第４回議会定例会（～１６日）

▶

2017年1月 ◀

４ 日㈬

新春祝賀会・自治功労表彰

６ 日㈮

三島町消防団出初式

１１日㈬

年始知事懇談会（福島市）
両沼地方町村議会議長会新年行政懇談会（福島市）

13日㈮

会津方部自衛隊新春賀詞交歓会（会津若松市）

17日㈫

会津総合開発協議会会津若松地方部会調査研究会（会津坂下町）

18日㈬

県道小林会津宮下停車場線「美女峠」改良促進期成同盟会及び県道柳津昭
和線・滝谷桧原線整備促進期成同盟会福島県要望（福島市）

27日㈮
28日㈯
30日㈪

三島町交通安全合同祈願祭
「みやぎ会津会」第10回記念総会（宮城県仙台市）
会津総合開発協議会「会津を拓く講演会」
（会津若松市）

ミカン撒き（滝谷地区）
サイノカミ

議会傍聴においでください

３月議会は

３月6〜10日開催予定です。

【一般質問予定日：６日㈪】

議会傍聴の手続きは簡単です。役場２階傍聴席入口で住所と名前を書くだけです。
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編集後記
会
議
町
島
三

編集後記

日頃より町議会に対し、ご支援ご

協力をいただき感謝申し上げます。

町では昨年度策定した、地方創生

総合戦略計画を基に、「若者が集い、

高齢者が安心して暮らせる町」の実

現を目指しているところでございま

す。

議会としても町と協働し、より良

い町づくりに努力してまいりますの

でご理解とご協力をお願いいたしま

す。

結びに町民の皆様方のご健康とご

多幸をお祈り申し上げます。

小

竹

木

柴

克

喜

正

昌

章

洋

（矢澤昇）

編集委員長

青

澤

議会広報編集委員会

編 集 委 員 大

編集副委員長

矢

雄

昇

〃

長谷川

清

〃



