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平成28年度一般会計補正予算（９月補正）
◇歳入の主なもの

◇歳出の主なもの

社会保障・税番号制度システム整備費補助金

2,
101千円 社会保障・税番号制度システム整備委託料

3,
346千円

東北観光復興対策交付金

3,
695千円 プロモーション強化事業委託料

4,
619千円

地方交付税

179,
869千円 下郷観光循環バス委託料

2,
531千円

前年度繰越金確定額

110,
051千円 簡易水道事業特別会計繰出金

2,
749千円
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【町提出議案】
▼ 年度下郷町健全化判断比率等について
▼ 年度一般会計及び特別会計歳入歳出決算
の認定について

年度一般会計補正予算

年度簡易水道事業特別
号）
〕

▼ 年度一般会計補正予算（第 号）
4

4

▼下郷町ひとり親家庭医療費の助成に関する
条例の一部改正

▼下郷町携帯電話基地局の設置及び管理に関する
条例の設定

▼専決処分の承認〔
会計補正予算（第

2 2
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▼専決処分の承認〔
（第 号）〕

年度一般会計補正予算

2
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2
8

▼専決処分の承認〔
（第 号）〕
2

3

▼ 年度特別会計補正予算（ 件）

納は許さない」という町の断固たる姿勢

を示すことであり、滞納額の減少、新規

【総 括】
いずれの会計も決算額は関係諸帳簿等

滞納発生の抑止力として大きな効果が期

ことなく」進めていただきたい。

待できるものであるため、「時期を失う

と合致しており、決算係数は正確である
と確認した。
厳しい財政状況の中、町税等の自主財
源の確保など安定した財源の確保に努め、
見直す姿勢を持ち、限られた予算で最大

国庫補助金が減額された事実があったた

大内宿保存修理事業補助金について、

【町の補助制度について】

の効果を発揮され「美しく輝く・笑顔あ

め、事業実施方法を再検討し、今後、こ

常に「費用対効果」を念頭に事務事業を

ふれる交流のまち」が実現されるよう期

のようなことがないよう十分に注意して

いただきたい。

待するものである。

【経常収支比率について】
一般会計、特別会計を含めた単年度収
支は、前年度に比し大幅に増加している。
また、財政の弾力性を示す経常収支比率
も前年度から改善が見られた。

【未収住宅使用料対策について】
住宅使用料については、多額の滞納額
になっており滞納者、滞納額とも増加傾
向にある。近隣町村では、住宅使用料の
滞納者に対し、訴訟も視野に入れた民事
調停の申立てを行っている。これは「滞

職員への決算監査講評を行う
渡部代表監査委員と星監査委員

2
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8
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▼平成 年度
決算の認定
◆大内宿保存修理事業補助金

２件の保存修理事業の
問
国庫補助率が異なって
いるがどういうことか。
事業完了後、文化庁調
答
査官が現地指導に入り、
家の補修については、住民、
業者とも意識が低すぎること、
家主の自由にしていいわけで
はないこと、再度事業内容を
精査するように等の指導があ

差異が生じたことは申し訳な
く思っている。
また、町としては施主への
返還は求めないこととした。
実際に行われた図面と
問
国に出した図面と異な
る二つの図面があると聞いて
いるが本当のことを教えてほ
しい。
実際に決裁として行っ
答
た分としては今回監査
で指摘を受けたとおりで、大
変遺憾であると思っているの
でご理解いただきたい。
◆未収住宅使用料対策

監査意見として昨年度
問
も同様の意見が出され
ているが、昨年から今年にか
けて、どのような行動をとっ
てきたのか。
昨年度、１名の悪質滞
答
納者の退去実績が図ら
れ、今後も法的手段も視野に
入れ、連帯保証人の確認など

の書類整備をしながら、法的
手段による明渡し訴訟が可能
なのかどうか作業中である。

▼平成 年度補正予算
◆下郷観光循環バス委託料

どのような事業内容な
問
のか。
来年４月下旬に東武特
答
急が会津田島駅まで乗
り入れる契機に、二次交通の
確保を図るものである。観光
客にとって便利で訪れやすい
環境を整えるため、公共交通
がなかった観音沼
森林公園を始めと
する町内の観光地
を周遊する観光循
環バスとなる。
既にチラシ
問
が出来上
がっており、陸運
局の許可も受けて

いるようである。議会の予算
が通っていないのに、議会軽
視ではないか。
許認可、チラシ作成は
答
会津バスが行ったもの
で、議会軽視ではない。
会津鉄道の減収につな
問
がると思われ、その赤
字分は町民の税金にもつながっ
てくるが、そのようなことを
総合的に考えているのか。
これまで列車に乗らな
答
かった方にも乗ってい
ただくという考え方のもとで
進めており、会津鉄道の減収
にはつながらないと思ってい
る。

◆渇水対策について

夏の水不足で、栄富簡
問
水が渇水し、町職員が
タンクで水を運び大変だった
と思うが、道の駅も水不足で、
町職員が役場裏からタンクに
水を汲み、道の駅に運んでい
たようだが、この分の水道料
を徴収しているのか。
町職員が携わっている
答
という事実は把握して
おらず、水道料も徴収してい
ない。

実際に建設課職員が運
問
んでいるところを見て
いる。町の出資はあるものの、
民間会社と同様の扱いをすべ
きではないか。

以前の水不足時に役場
答
裏の消火栓から何回か
運んだ経緯があるが、水道料
は徴収していなかった。今後、
時間をいただいて十分に検討
していきたい。
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り、工事内容の数量に差異が
あったためである。
事務的な問題ではない
問
のか。また、国の補助
金減額分を町で補填したとな
ると町民の税金からというこ
とになる。施主に返還を求め
なくてもいいのか。
補助金交付要綱に基づ
答
き 分の９を補助した
が、結果として国との基準に

下郷町観光循環バスのチラシ
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町民の声をどう取り上げ
町政に活かすのか

また、他町村では座談会や
パブリックコメント方式をと
るなどしているが、町長は、

の観点から企業誘致の専門家
の指導をいただいた。
委員からは、工場誘致の拠点
整備づくりへの意見が出され
ている。

町づくり構想のために広く住
民の声を聞く座談会を持つ考
えはあるか。

これまでは多くのボラ
答
ンティア団体の協力を
得てきたが、昨今は活動が滞っ
てしまい、除草も追いつかな
い状態である。今後は、近隣

住民や各種団体に協力を呼び
かけていきたい。
また、行政と町民のそれぞ
れの責任・役割を自覚しなが
ら、協働精神のもと、住民本
位の自立した町づくりとして
いくためにも、直接声が聞け
る「集落座談会」などを検討
している。

会津縦貫南道路に伴う
町内の路線整備構想は

計画的にアクセス、
拡幅工事を推進する

今後 年の道路整備計
答
画は、現在実施中の落
合音金線、張平沢入線小松川
地区の一部拡幅の完了及び橋

か。

ことだと考える。
住民は「塔のへつりがより

された時点で可能な限り利便
性を考慮し対応する。

梁長寿命化計画としての改修
完了が見込まれている。また、
国県道改良に伴う町道のアク
セスについても路線計画が示

安全でバスも通りやすくなっ
た」、「戸赤方面の道路も良く
なり観光客が多くなった」と
いった身近な道路整備を望ん
でいるが、町の今後 年間の
整備構想はどうなっているの

会津縦貫南道路の開通
問
とともに重要なのが、
町内の道路環境やアクセス道
路整備を並行して進めていく

答弁

住民本位の自立した
町づくりに向け座談会を

「役場近くの国道の環
問
境整備はどうなってい
るのか。美しい町づくりを掲
げているのに、お盆になって
も沿道の草木は伸び放題。
『国道だから県がやってくれ
る』と思う人がいたら悲しい
ことだ。」という町民の声が
あるが、町長はこの声をどの
ように感じられたか。

地方創生有識者会議の
進捗状況は

今年度は有識者会議を
二回実施し、雇用創出

1
0

質問

答弁
の進捗状況はどうなっている
のか。

答

草木が生い茂る国道289号線の歩道

質問

雇用創出の観点から
企業誘致について協議

目指した「地方創生有識者会
議」を立ち上げているが、そ

1
0

玉川邦夫議員の
一般質問
答弁

町の人口ビジョン及び
問
まち・ひと・しごと総
合戦略の施策に、人口維持を

質問

6
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山名田久美子議員の
一般質問

保存、保護は重要と考えてい
る。今後も関係機関等と協議
するなど適切な対応に努めて
いきたい。

括し、今後どのように展開し
ていくつもりなのか町長に伺
う。

戦地」までの遊歩道整備を計
画しているところである。

また本年度、大峠林道の中
腹にある会津藩「有賀左司馬

環バスの運行を今回の定例会
に補正計上している。

下郷町は前年対比 ％
答
となっており、町の総
括としては、町観光協会の風
評被害対策、町商工会委託の
着地型ツーリズム推進事業等
の相乗効果の表れと分析して
いる。
今後の展開については、観
光振興対策の継続に加え、本
町の恵まれた自然や、各種の
体験にスポットを当てた新た
な観光資源の磨き上げを図っ
ていきたいと考えている。
その事業として、東北観光
復興対策交付金を財源とする
プロモーション強化事業や、
町の観光地を循環する観光循

9
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町の自然遺産が失われる可能性がある
が、どう対処するのか
関係機関等と協議するなど適切な
対応に努める

結果として大きな改善が見ら
れなかったが、その後も単独
で定期的に除伐を実施し、冷
風効果減少の防止に努めてい
る。
塔のへつりは、大川羽鳥県
立公園内に防護柵や手すりの
設置など、現状変更は認めら
れていないが、今後、関係上
部団体と協議しながら改善を
図っていきたい。
下野街道については、今年
度現地を確認する予定で、確
認後計画的に整備を進める。
本町は、豊かな自然を有し、
多くの観光客が訪れる大きな
要因となっており、文化財の

観光振興施策は
今後どのように展開するのか

自然や各種体験など
観光資源の磨き上げを図る

きる地域を訪れる観光客が増
加していると県は総括してい
る。

大型キャンペーンのア
フターＤＣが終了し、
観光客数は、スポーツ・レク

山に囲まれ、自然豊かな下
郷町としては、どのように総

バリケードが張られている塔のへつり

レーション関係では減少が大
きく、登山など自然を体験で

問

答弁

答弁
中山風穴の冷風の出が
問
悪くなっている箇所が
ある。原因として枯れ葉など
が堆積し、風穴をふさいでい
るのではないか。
塔のへつりは、がけ崩れで
歩ける箇所が減少し、つり橋
を渡り虚空蔵堂を見学するだ
けになっている。
下野街道は、板橋の破損な
どを見ると、メンテナンスま
では行き届いていないと思わ
れる。
「文化は自然に育まれると
いうが、文化によって維持さ
れる自然もある」といわれる
が、このままでは、下郷町の
貴重な自然遺産が失われる危
険性がある。

中山風穴は補助事業に
より指定地上部や指定

町長は、この状況をどう考
え、今度どう対処されるのか。

答

地内の試験伐採等を実施し、
堆積物の減少に努めてきたが、
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質問

質問

佐藤盛雄議員の
一般質問

学生の選挙権について選挙管理委員会
ではどのように考えるのか

知しているが、あくまでも公
職選挙法を遵守し、粛々と選
挙事務を進める立場にあり、
このような問題は国会の場に

地域の合意等の問題はクリア
しているのか。

答が得られなかったが、どこ
に決定され、地権者の同意や

2
7

湯野上地域における交
答
流拠点となる多目的交
流施設の現地測量、用地測量
は、既に地権者に説明会を実

おいて大いに議論されるべき
と考える。従って、当委員会
の議決権限の範疇を超えた内
容を議題とする考えはない。

いきたいと考えている。

施し、全員から同意を得て業
務委託を発注し契約している。
測量箇所は民宿紫泉の東側
から会津鉄道の線路に至る農
用地を候補地として測量を行
うこととしている。
今回は基本計画策定のため
の測量と位置付けており、具
体的なデザイン等が出来次第、
地域住民に説明会を実施する
予定である。
地質調査は、温泉配管の確
認や源泉への影響などを考慮
し、関係者等と協議を進めな
がら候補地を選定し実施して

説明会を実施し同意を得て
業務委託を契約している

多目的交流施設の測量試験は
地権者の同意は得られているのか

長

町

湯野上地域整備の一つ
問
として、多目的観光交
流施設の測量試験費が平成
年度予算から繰越事業で行わ
れているが、進捗状況はどの
ようになっているのか。
また、測量試験を行う場所
は、３月定例会では明確な回

答弁

国会の場で大いに議論
すべきものと考えている

公職選挙法の一部が改
問
正され、選挙権を有す
る年齢が 歳から 歳に引き
下げられ広く政治参加する機
会等の拡大が図られた。
一方、 歳以上の大学等に
通う学生は、住民票を異動さ
せず、他の市町村に生活して
いる実態が大多数であり、こ
の場合の学生は当該市町村に
おける選挙権は発生せず、選
挙権がないことになる。
1
8

当町は、各地区の行政区長

当町は、学生の調査が
可能な人口規模であり、

を通じて、その実態を調査し
正確な把握に努めているが、
各市町村によって異なってお
り、実態調査を正確に行って
いない市町村では選挙権を与
え、かたや下郷町では選挙権
がなく、憲法に規定している
法の下の平等に著しく逸脱し
ていると考えられる。
選挙管理委員会としては、
このような状況をどのように
考え、また、会議の中でこの
ことを議題にする考えがある
のか伺う。

答

法令遵守のうえで現在のよう
な調査をしており、公職選挙
法の違憲性などは立場上答弁
しかねる。
当委員会としてこのような
問題が発生していることは承

質問

選 管
委員長
1
8

答弁
2
0

質問

8
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移住・定住対策に向けた
施策に対する町長の考えは
住環境の充実に向けて
必要な施策を実施する
また、移住してきている方々
からの聞き取り調査による情
報発信や、移住相談窓口の設
置、補助金制度の創設など、
移住者獲得に向けた施策展開

をすべきと考えるが町長の考
えを伺う。
「お試し移住」に関し
答
ては、多くの自治体で
採用し効果的であると考え、
先進事例を参考に、例えば移
住体験ツアー、クラインガル
テンを活用した定住対策等に
ついて検討をしていきたい。
また、移住定住を促進する

上では情報発信は重要であり、
移住されている方からの聞き
取り調査を行い、より多くの
方に対して下郷町の魅力が分
かりやすく伝わるよう、媒体

波及効果が期待できる。
「浅草発～湯野上温泉駅」
を提案するが、町長の考えは
いかがか。

今回の東武鉄道からの
答
乗り入れは、電化され
た軌道を運行する電車として

会津田島駅まで乗り入れとす
るため、電化されていない区

の多様化、内容の充実が必要
と考えている。
移住相談窓口の設置につい
ては、担当者を設置しながら
やっていきたい。

な面や会津鉄道との接続体制
と様々な制約が考えられる。
下郷延伸についてはクリアす
べき諸課題が多くあるためご
理解願いたい。

間の運行については、技術的

下郷区間は電化されておらず
クリアすべき諸課題が多い

特急スペーシアを
湯野上温泉駅まで
答弁

特急スペーシアが来春、
問
会津田島駅まで延伸に
なると報道があった。
列車で移動する来訪客は、
マイカー族に比べると滞在時
間が長く、宿泊地の確保、移
動手段の必要化など、経済的

質問

答弁

星 輝夫議員の
一般質問

移住者獲得を目指す全
問
国の各自治体で「お試
し移住」制度があるが、真剣
に移住者獲得を目指すなら一
考の価値があるがいかがか。

子供、若者、高齢者のためになる
住宅改修補助金の検討を

きたい。

対策等に即し、現行の助成事
業を考慮し、関係法令等を尊
守しながら慎重に検討してい

第５次下郷町振興計画
答
に掲げている住みよい
生活環境づくりの主な施策で
ある定住促進支援策、空き家

がか。

関係法令等を尊守しながら
慎重に検討していきたい

子高齢、若者の定住などの問
題を抱える我が町にとって、
もっと多くの町民が喜ぶよう、
子供が、若者が、そして高齢

町内観光関連産業に携
問
わる小規模の持続的な
事業者の住宅改修に対して補
助金を交付するようだが、少

答弁

者のためになる住宅改修への
補助金を検討してみてはいか

下郷町
議会だより No.
77
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質問

質問

答

選手団の練習受け入れ
施設としては下郷町コ

施設にはＩＦ基準（各国際競
技連盟の基準）と呼ばれる競

ミュニティセンターがあるが、
競技として受け入れられそう
な種目の卓球、バトミントン、
バレーボール、テコンドーの
応募要項を照合すると、練習

広域連携による
多言語のパンフレットを作成

外国人受け入れの
インバウンド対策は

猪股謙喜議員の
一般質問
答弁
下郷町への東京オリン
問
ピックパラリンピック
の選手団の誘致をすべきと思
うがどうか。

質問

技ごとの基準があり、この基
準を満たすことが応募要件と
なる。練習用具などが指定さ
れ、照明や空調設備など多く
の部分で練習設備としての基
準を満たしていないため、現
状での誘致は難しいと考える。
コミュニティセンター
問
は、ふくしま国体時に
建てられたものであり、そも
そも国際規格に適応したもの
ではないが、国内の大会にお

いても音響設備は反射音が酷
く聞き取りにくいことや、空
調においても窓が開かないた
め空気の入れ替えができない
など、普段の活用においても
使い勝手の悪くなってきてい
る建物であるため、今回の誘
致という旗印のもとに進めば
と思われるがいかがか。

各種大会等で使いやす
答
いようにすることは当
然のことであるので、十分な
る検討をさせていただきたい。

パラリンピックにおい
問
ては、バリアフリー化
を促進しなければならない。
バリアフリー化により障がい
者だけでなく今後迎える高齢
化社会にも対応することにな
り、他の観光地との差別化も
図られる。パラリンピック選
手団の受け入れは、外国人誘
致のみならず、人にやさしい
観光地として全世界に発信で
きることになるが、町長の考
えを伺う。

また、事業者の施設に対す

るバリアフリー化に向けては、
下郷町観光関連施設等改修支
援事業補助金が利用できるの
か。

本年度実施している下
答
郷町観光関連施設等改
修支援事業補助金は、インバ
ウンド対策としての事業でも
あるので是非活用していただ
きたい。

外国人観光客を受け入
問
れるインバウンド対策
はどうなっているのか。

広域連携による多言語
答
のパンフレットの作成
や外国人対応のマニュアル作

成を計画している。英文によ
るホームページの作成は、外

国人に有効な手段であり検討
する。また、東京オリンピッ

クや東武鉄道の特急乗り入れ
を見据え、外国人の誘客に取

り組んでいる。

1
0
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姫川住宅建設は
いつから始まるのか
来年度から
２か年事業で実施予定

今年度の当初予算で計
問
上されている公営住宅
建替事業の姫川住宅（落水団
地）は、一番老朽化した住宅
で居住環境も悪化しているこ
とは承知しているが、いつか
ら始まり、土地は今までどお
り賃貸借とするのか、買収す
るのか。
また、設計段階に入ってい
るようであるが、先に用地取
得した定住促進住宅でなく落
水団地の建設となるのか。
さらに住宅使用料が約６千
万円の滞納額となっているが、
新しく建替えをして住宅使用
料の設定を行った場合、現在
の使用料を滞納している方は

姫川住宅の建替事業に
関しては、来年度から

払えるのか。

答

２か年での事業で、土地は借
地で建設する予定である。
定住促進住宅に関しては、
基本計画を進める過程で隣接
する県道との高低差の関係か
ら、１ｍほどの盛土が必要と

なり、現在、他事業の残土に
より盛土を行っているところ
であるが、まだ完成していな
いところである。
住宅使用料については、あ

くまでも低所得者に提供する
住宅であり、滞納はつきまと
うかもしれないが、努力をし
て徴収の成績をあげることと
したい。

早期に小学校統廃合に向けた
検討が必要ではないか

し、将来の児童数を予測しな
がらより良い教育環境のあり
方について慎重に検討してい
く。

理に努めていきたい。
また、学校は一定の児童数
を確保することが望ましいと
されているが、統合は、地域
コミュニティの衰退につなが
り、子供の環境の変化や通学
距離延長などの負担が大きく
なることを考慮する必要があ
る。
一律に統合を進めるのではな
く、小さな学校でこその長所
を活かし規模に応じた工夫を

より良い教育環境のあり方を
慎重に検討していく
町内の小学校校舎は、
問
今後、老朽化、改修工
事という大きな経費の支出が
伴うこととなるが、年々地方
財政が困難となる中、早期に
小学校の統廃合を進めなけれ
ばならないと考えるが、その

学校施設だけでなく他

計画はあるのか。

答

の公共施設でも維持管
理費の増大が共通の課題であ
り、下郷町公共施設等総合管
理計画を策定中で、この計画
により公共施設等の全体を把
握し、長期的な視野で維持管

小さな学校だと人間形
問
成も小さな形成になっ
ては仕方がない。コミュニティ
であれば小さな学校でもよい
が、教育の平等を考えるとそ
ればっかりではいかず、集団
生活ができるようにするため
の子供の環境を整えることも

十分に理解しながら慎
重に検討していきたい。

必要ではないか。

答

下郷町
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答弁

答弁

湯田純朗議員の
一般質問

質問

質問

消防団員の費用弁償を
近隣町村並みに

ずしも休みではない人も多く
なっており、これからの若者

はどこの町村も入れていない
と思うが、よく調査し、募集
人数もはっきりさせるように
していきたい。

が加入しやすい環境整備とし
て、仕事を休んだ分を補填す
るといった町の精神が必要で
はないか。

消防団員の費用弁償は
答
条例に基づき支給して
いるが、団員の高齢化に伴い、

退団者が増加、入団者の減少
と団員確保が難しくなってい
る現状や、郷土愛護の精神を
持って参加し、地域の消防防
災活動に従事していることな
どを考慮し、近隣市町村にあ
うべき予算を計上するよう検
討していく。

毎晩のように職員が残業してい
るが、サービス残業ではないか

総務課長の決裁で超過
勤務はできることになっ

と信じている。

ており、きちんと処理がなさ
れ、基準どおりにやっている

答

職員が命令を受けずに
問
勝手に残業をしており、
ちゃんと管理されていないの
ではないか。

は、適正に処理されている。

命令行為がなされたものは適正に
処理されている

し発生するものであり、命令
がなされた超過勤務について

超過勤務手当は、係長
答
が命令簿に記載、それ
を担当課長、総務課長が決裁

るが、サービス残業ではない
のか。

毎晩のように職員が残
問
業しているのを見るが、
町予算の超過勤務手当の額は
さほどでもないように思われ

答弁

近隣市町村にあうべき
予算計上を検討していく

町内消防団の団員が出
問
動した際の費用弁償は、
条例で一回２２００円、町外
者遭難の捜索で１００００円
と定められているが、南会津
町は４２００円、只見町は６
０００円、檜枝岐村は８４０
０円であるのに対し、非常に
安価ではないか。近年では働
く形態も様々で、日曜日が必

数を入れるが、一般職

専門職の場合は募集人

人以内」とした透明な募集が
必要ではないか。

答

質問

答弁

他の町村も調査し、今後は
はっきりさせていきたい

は受ける側も何人採用される
のかも分からず、せめて「何

10月16日 町消防団秋季検閲式の様子

質問

町職員の募集は「若干名」でなく
「何名以内」にすべき

小椋淑孝議員の
一般質問
答弁

町職員の募集人数は、
問
毎年「若干名」で募集
しているようだが、若干名で

質問

1
2
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平成2
8年６月定例会において、一般質問数が９名であったことを踏まえ、今後の議会日程のあり
方について議会運営委員会で協議が行われ、一般質問者数が多い場合を想定し、定例会日程を５
日間から６日間とすることとしました。
【これまでの定例会の日程】
１日目

２日目

３日目

開

休

休

会

(
提案理由の説明)

会

(
議案思考)

会

(
議案思考)

４日目

５日目

一般質問

議案審議

４日目

５日目

【今後の定例会の日程】
１日目
開

会

(
提案理由の説明)
※１

２日目

３日目

休

休 会

会

(
議案思考)

(
議案思考)

一般質問

一般質問
（※１）

６日目
議案審議

一般質問の２日目は一般質問者数が多い場合とし、一般質問者数が少ない場合は休会（議案思考）

◯ 定例議会の開会日は、町長の告示によって決められることになります

平成2
8年９月定例会１日目の本会議終了後、当初予算審議の在り方について協議が行われました。
これまで当初予算にかかる審議は、一般会計と宅地分譲事業特別会計は総務文教常任委員会に、
それ以外の特別会計は産業厚生常任委員会にそれぞれ付託されて審査が行われてきましたが、議
員全員で審査すべきとの声があり、協議の結果、平成2
9年度予算の審議からは、予算特別委員会
を設置して付託審査が行われることになりました。

13
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総務文教常任委員会では、９月26日から28日にかけて、大学連携による創生事業の状況、
ふるさと納税のあり方と多様な可能性、移住施策により人口減少対策の状況など、それぞ
れの先進地の状況及び伝統的建造物群保存地区の保存状況等を研修しました。

4
0

▼移住者に
無償で宅地提供

1
7



5
4

1
7

有している。移住された方と
の交流など地域に溶け込む機
会を設けるなど、移住後のサ
ポートが行われており、町全
体として活気があるようであっ
た。

▼レンガ造りの倉庫群

函館市にある国の伝統的
建造物群保存地区「函館
市元町末広町」の港沿い
にあるレンガ造りの倉庫
群（金森倉庫群）を視察
した。
外観が歴史的建造物として風
情のある佇まいであったが、
倉庫内は全てお土産や物産品

の売店となっており、外観か
らは想像できないほど清潔な
内部となっていた。
周辺道路は石畳舗装で明治
時代を思い起こさせるような
景観となっていた。

北海道函館市

全員が寮生活となっているた
め、町にとっての経済効果も
期待されている。また、大学
では、廃棄物として町の課題
となっているホタテの貝殻の
再利用研究も行われ、町もこ
の研究成果に期待を寄せてい
る状況からも、町と大学での
連携が密に行われているよう
であった。

 

八雲町は、平成 年の町
村合併により誕生し、人
口１７ ３１１人、面積
９５６ ０８ と、当町
の約３倍となっており、
農業、酪農、ホタテやア
ワビの養殖が盛んで、こ
れら基幹産業を活かした
食品製造業、加工業も主
要産業となっている。
航空自衛隊を誘致したほか、
国や北海道の出先機関が集中
する官公庁の町であるが、人
口は減少を続け、２０５５年
には１万人未満となる推計を
立てている。
そのため、移住体験ツアー
など官民一体となって移住促
進の戦略を行い、平成 年か
ら 年までで、 組、１１９
人が移住してきた。
無償分譲による移住の促進
や広報効果を利用して移住ス
タイルの多様化への対応を行っ
ており、体験事業には年間延
べ２００日以上の利用実績を
北海道八雲町～大胆な移住政策

2
7

▼民間ＪＴＢと連携した
ふるさと納税施策



北海道豊浦町では、ふる
さと納税の仕組みや謝礼
品の決定方法などを研究
し、平成 年度には２
９００万円以上ものふる
さと応援寄付金を得てい
た。
豊浦町のみでなく、北海
2
7

道の多くの町村がＪＴＢ
に事務を委託し、特産品
の海産物や農産物だけ宿泊券
や観光地での物品引換券など
を謝礼品としてり、当町も参
考にすべきものと思われた。

北海道豊浦町～飛躍的な納税額

北海道長万部町は、人口
約６０００人、面積約３
１０ と本町とほぼ同規
模であるが、海産物の収
入、特にホタテの漁獲が
約 億円に上る主要産業
になっている。
また、東京理科大が誘致
されており、基礎工学部、
電子応用工学科・材料工
学科・生物工学科の一年
生３００人が学んでおり、

東京理科大学からの説明を受ける様子



▼大学生と共に
未来を語る
北海道長万部町～地方創生の取り組み

1
4
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産業厚生常任委員会では、８月31日から９月２日にかけて、地域振興策や子育て支援策に
よる人口増対策、トマトの６次産業化、地域資源を活かした循環型農業など、それぞれの
先進地状況を研修しました。



り、隣接市町からも利用者が
多数あるなど、人口３千人に

４億３千万で、３千万円の人
もいるという。
５万食売れればヒット商品
と言われる中、トマトカレー
は７万食強の販売実績となり、
今年度から海外輸出も始めて
いるとのことであった。
箱詰・梱包作業等は、地域
還元の点から障害者施設に委
託するという工夫も行ってい
る。

１９４ ７２ で、その
うち山林が ％を占め、
人口２７４８人、高齢化
率４２ ９％の小さな農
山村である。
主産業は農林業で、農業
は米単作地域であったが、
米価下落から自家用野菜
を販売する直売所を開設
することとし、「始めなけれ
ば始まらない」「はじめなけ
れば成長しない」との声に１
７０人を超える出荷会員が集
まった。福井市のショッピン
グセンターに約 坪の店舗で、
現在では年間約１億４千万円
の販売額となっている。
作物の安全栽培へ向け、農
家個々の栽培技術だけでは信
頼を得ないことから、栽培基
準とルール、指導体制を町独
自に策定されていた。
この取り組みにより農家の
生産意欲と個人所得が向上し

福井県池田町～循環型農業

た。





9
2


1
2

対して１万８千人の年間利用
登録があるとのことであった。
県都富山市に隣接している
ため、ベットタウンという立
地条件の良さを武器に、将来
を見越した各種施策が参考と
なった。

6
3

▼廃棄していた規格外の
トマトで６次産業化

▼ゆうき・げんき・
正直農業

福井県池田町は、総面積

ＪＡ小松で説明を受ける様子

3
0

1
1

▼「コミュニティ」
施策で人口増加
富山県舟橋村は、縦横そ
れぞれ約２㎞で総面積が
３ ４７ と日本で一番
小さな面積であるが、人
口増加率が２４ ２％と
全国２位であり、平均年
齢も 歳と非常に若い特
徴となっている。
若い世代の人口を増やす
ために、子供がいる子育
て世代の転入でなく、子供を
産んで育てる世代の転入を心
がけており、転入後のコミュ
ニティを大事にするよう心掛
けているとのことであった。
保育所は、保育サービスの
向上を図るため、民営化をし
ていた。
保育所だけでなく、学校や
その他の公共施設を村の中央
部に集中させ、通学・移動距
離をすべて１㎞圏内にしてい


る工夫も見られた。
また、駅舎に併設された図書

石川県小松市のトマトは、
昭和 年代から栽培が始
まった歴史ある産地で、
京阪神及び県内市場にト
マトを提供する北陸一の
産地である。
平成 年以降の市場単価
下落がトマトを使った商
品開発に取り組むきっかけと
なり、ＪＡが主体となって生
産者のアイデアであるトマト
カレーがヒット商品となった。
現在、生産者は 名、うち
半数近くが若い生産者となっ
ており、トマトの総販売額は
石川県小松市～ＪＡ小松
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12年前、村おこしでスタートした大松川区
の地域活性化事業を紹介します。
具体的な活動を模索していく中で、
「会津の殿様が通った松川街道を整備し、
森林浴を体験しながら交流を図る場に」
「おいでになった方々に、私たちからの
最高の『おもてなし』で迎え入れよう」
と言った地区住民の気持ちが一つになり、松

川街道ウォークが誕生し、今年で12回を迎
えました。今では毎年２００人を超える参加
者で盛り上がる大イベントになっています。
開催に向けては、街道の刈り払い作業やコー
スの点検、きのこ汁やしんごろうの準備など
が地域一体となって行なわれています。
こうした地区住民の協力体制が12年間のウォー
クを支えているようです。

イベント当日は、
“ きのこ汁”の振る舞い、
“ 取れたての野菜”のプレゼントが行われ、
郷土料理“ しんごろう”も大盛況でした！

二週間ごとにやってくる

季節、それが二十四節季。

十月には寒露と降霜。さら

に各家庭独自の農事歴。農

作業には欠かせない貴重な

情報誌だ。

農業をされる人は植物学

者や経済学者に劣らない知

恵と知識を持ち合わせてい

ると言われる。

今年も農家にとって豊作

の年でありますように。

さて、お届けします本号

も、読みやすく魅力的な紙

面づくりに努めましたので、

どうぞご覧ください。

（玉川邦夫）

