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議会だより第 60 号 モニターアンケート結果 

 

■今号の内容や編集について（表紙・見出し・写真・紙面構成など） 

・表紙について 

 未来は子ども達の手に。明るく、幸せを感じる写真。見ている方もホッとしています。コロ

ナ禍の中でも、草は茂りビーバーを扱う案山子、熊手を扱う案山子、小麦色の稲、何とも言え

ぬ秋のひと時が子ども達の笑顔で余計に幸せ感を抱きます。素敵なスナップです。 

・見出しについて 

 読む人に優しく、思いやりの心を感じます。いいですね。この思いを更に継続して下さい。 

・写真について 

 内容に的確に合わせている写真ばかりでとても良く編集されていると思います。 

・今回も子供達の素敵な笑顔の写真ですね。毎回飯綱町らしい写真だと思います。かかしの顔

を見上げる子の表情、思わずこちらが笑ってしまうほどです。 

・紙面構成は見やすくて良いと思います。「あの時のあの質問どうなった？」のページは前回よ

りも件数が増えた？のか、余白が少なくなり、とても良いです。 

・Ｐ７「質問請願頁目の「３」は切り離してほしい」の「３」の内容を簡単で良いので注記し

てほしかったです。 

・大人の背ほどのカカシさんと子ども達がかわいかった。 

・一人一台のタブレット整備はとてもよかった。 

・高校無償化、給付型奨学金はコロナ禍においても重要だと感じる（将来の国の借金が増大し

たとしても必要だと思う） 

・高齢者、障がい者の方々の駅の利用にはバリアフリーが重要だと思う。また、避難訓練、先

の台風等で実際に避難したが不自由だった点を改善していってほしいと思う。 

・プレミアム付商品券が店ごとの購入、使用で不便だった。 

・カカシは時節柄マスク着用ですが、子供達は飯綱の大自然の元、屈託の無い笑顔です。近い

将来、この子供達の様にマスクの必要のない日常が訪れたら良いと心がほんのひと時、和む表

紙でした。 

・紙面構成等は徐々に要領が分かってきて読む事ができてきました。 

・表紙のカラー写真は毎回見ていますが子供たちの笑顔がいいね。ただ夜に出会うかかしは不

気味。悪さをする人には効果ありかも。 

・グリーン色を取り入れ、文字、図、写真など見やすく読み切れる、あきのこない内容になっ

ている。 

・子供の笑顔でピースサイン姿を見て癒されました。一番小さい子がカカシを見上げている姿

がとてもかわいいです。 

・とても見やすく読みやすかったです。 

・子供たちの笑顔は本当になごみ元気をもらえます。 

・人気者の「かかし」は毎年とても楽しみにしています。 

・公園について 

  作るなら三世代が遊べる公園を。イメージとして北部スポーツレクリエーションパークや

浅川にある広い公園。 

  どんぐり拾いや虫とり、シートを広げて三世代でお弁当。そんな公園なら行きたいと思い

ます。※福井団地の道路で遊ぶ子供達の写真を見てショックを受けました。 
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・いいづなコネクトＥＡＳＴについて 

  環境が整っているのに利用者が少なく残念です。今後の取組みに期待します。 

・コロナ対策について 

  コロナを持ち込まない為に公共施設利用者の検温、サーマルカメラの設置等、お願いした

い。 

・表紙 今はリアルかかしで、通りすがりの人もびっくりしたと話題になっていました。 

・人口前年比率を数字で見ると毎回悲しくなります。少子高齢化のなか「日本一女性が住みた

くなる町」を目指して、どの年代も生活がしやすい町になるように願っています。また、児童

虐待の現状は、全国的にもテレビ・新聞等で報道されていますが、飯綱町でも増加傾向にある

ことを知りました。 

・表紙はのどかな風景の中に仲の良さそうな女の子４人の構図が何ともほほえましく、とても

良いと思いました。特に一番小さな子がかかしをおっかなびっくり見ているような表情を捉え

たのはベストショットと思いました。ただ、拡大したせいかやや画像が荒く、もったいないと

感じました。子どもの写真もいいですが、町の若者などもどうでしょうか。紙面は見出しも大

きく、写真も多く使われており、見やすいと思います。 

・表紙のほのぼのした雰囲気がとっても良かったです。 

・地方創生推進交付事業で約５億円の予算が使われていることが解りました。これから事業の

ソフト面にどのくらい町として予算が必要となり、どのような効果があがるか見守っていきた

いと思います。 

・決算審査・・・読みづらかったです。例えば、 

  質問１ 職員研修費の執行率が・・・、当初予定した件数か？ 

      答弁で「件数はと」言っているので、質問は「計画した内容の研修が行えたか」

の方が分かりやすいと思います。 

  質問２ 職員研修の体制の整備とは何のどのような体制か。 

      社会人枠の採用を多くすると、研修に行きやすくなるの？ 

  質問７ 児童虐待は・・・。どのような中から上がってきているか。とは？（どのような

過程で発見に至っているかということですか） 

  質問８ 河川の水質向上に向け、関係地区と定期的に懇談会を実施しとあるが、何が問題

で大腸菌類の数値が高くなっているのですか？また解決に向けどのような話し合い

を誰（関係地区と区長さんのこと？集落排水組合のこと？）と持っているのかわか

らないので教えてほしい。 

  質問 14 国の基準は小学１年のみ 35 人学級、それ以降はとすると来年以降のことのよう

に読み取れますが・・・。統合当初は激変緩和対応をしていたがとあるが今はして

いないの？（今も対応中で２クラスあると思いますが？）ここの答弁文章が全体と

して分かりずらいと思いました。 

  質問 16 財政調整基金が約 19 億円減ってしまったこと、必要な備えは、減債基金と併せ

て 30 億円程度が必要なことは分かりました。そこで現在実際いくら基金があるの

か知りたいと思いました。そして、備えは十分なのですか？ 

・地域おこし協力隊の山岸さん、がんばってください。 

・Ｐ24「第５次政策サポーター始動」に関連して、２つのテーマは町にとってとても大切なも

のと思います。会議の年齢構成が分かりませんが、この町にこれからを生きる若い人が大いに

意見を出していただいて、活発なものとなるよう期待しています。 

・福井団地の空地・空き家が目立つ。話によれば 100 箇所以上との声。これを活用した移住対

■今号の内容や編集について 
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策はできないのだろうか。町ホームページを見て、空き家がないと言っているが、こんなに沢

山あるではありませんか（外形的にですが）。 

・子供達の笑顔はとても良いと思います。 

・町の広報、公民館報、議会だより、みんな表紙が似ています。つまらない。 

・表紙については、毎号、ほっこりする写真で楽しみにしています。 

・見出し等についても、質問・答弁、又は賛成や反対の意見についても、読んでいてとても内

容がわかり易いです。どの議員さんがどんな意見を持っていて、それに対して行政や町長から、

どのような答弁があったのか、大変わかり易く、町の行政についてとても勉強になります。ま

た、図や表、写真なども多く掲載されていて、とてもわかり易くイメージでき良いと思います。

とても丁寧に議会の内容が取り上げられているので、これからも勉強させていただきます。 

・普光寺に毎年現れるカカシアート。今年はどんなスタイルか？毎年楽しみにしています。な

かなか写真を撮る事が出来なくて、議会だよりに載せて頂きありがとうございます。一緒に写

った子供さんの何とも言えない表情、自然と笑顔になります。 

・家族と話し、決算審査の中で、町税収入金と職員給料が同額であるのはおかしいと思いまし

た。職員数の検討も必要ではないかと思います。 

・今号の表紙にはびっくりしました。実は知り合いの子どもたちが（大人付で）早朝４時から

の散歩コースでよく通っていた場所でした。この子どもたちの様に案山子さんたちの真ん中に

立たせていただき写真など撮らせていただきました。一番小さな女の子が案山子のおばさんを

見る表情がとてもいいですね。この私 私たちもこの案山子さんたちもとてもお世話になりま

した。 

・移住対策の件も少しずつ良い方向へ進めていると思いました。今まで頑なに空き家状態の持

ち主さんが借家又は売りに出そうと決心するのは大方理由からだと感じています。例えば、ご

両親が亡くなられ空き家になってしまい、その上次世代の方は都会あるいは別の場所に家を建

てている。そのため、お貸ししたくても先代の遺品を忙しさや、心情的な面においても、費用

の問題となるとなかなか思うようには他人が思うほどうまくいかないと思いました。特に費用

は大きな問題なのではないでしょうか。家庭の経済状態はそれぞれですからそれに応じて町が

対応して行ければ良いのではと考えました。又、移住して来られた方々がほんとうにこの町へ

来たことに後悔がないように、人としての助け合い、協力ほど力強いものはないと感じていま

す。私は以前、北海道へ移住した事がありますが、誹謗などではなく、なんと心の奥底から北

海道の人たちの心温かさといったらありませんでした。この町の人たちとはどうしてこんなに

も違いがあるのか考えてしまった時代がありました。よそから来た方たちにとって、心温かさ

ほど身に染みるものはないと思っていいます。ステキな町になるといいですね。 

・表紙 

 かかしと子どもたち 秋の季節感が伝わってほほえましくとても良いと思います。 

・複合災害時の防災対策について 

 区・組に対して対策の紹介だけでなく、全員が周知できる様、指導徹底して、いざという時

に自分みずから行動できるよう備えたいと中島議員の心配に同調します。 

・住民による評価システムの導入について 

 施設が数多くできています。利用者たちの意見を吸い上げ、内容の改善に生かしていただき

たい。いろいろな意見が耳に入ってきます。聞く耳をもってほしいと思います。小さな事でも

大切に！ 

・毎回、各議員による真摯な討論について敬意を表します。 

・災害対策、コロナ対策等、今必要とされる討議があり、安心感が増しました。 

■今号の内容や編集について 
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・とっつきにくい、固い、読みたいと思わない。 

 議会報という性質上やむをえないが「読んでみたい」と思わせる工夫が必要。 

  ○タイトル 

  ○そもそも「議会はこんな仕組みになっている」「あなたの近くの議員さん」「今回の議会

ではこんなことが話し合われました（要約を導入）」が冒頭１Pに書かれていて、読んで

みたくなるような工夫を。中高生にもわかるような。 

・目的は、町民と議会の距離を縮め、町政に関心をもってもらい、積極的に参加してもらうき

っかけとなること。議員さんの町民訪問を毎月一人ずつ行ってアップするとか、その中からの

提案をまとめるとか、その結果どうなったかを watch するとか。議会を身近にしていってほし

い。 

・表紙、笑顔な子どもたち、不思議そうな顔でかかりを見つめる子ども、とてもかわいいです。 

・令和元年度決算チェック 

 全ての質問に興味津々。答弁の内容をもっと細かく知りたいと思った。 

・定例会 

 討論の内容もわかりやすく、議員の考えも良くわかる。 

・政策要望書を提出 

 要望の内容は現実的で、どのようにこれが実行されていくのか知りたいし、見ていきたい。 

・あの時のあの質問 

 後追いして頂くことは嬉しいが、中にはあまり具体的でなく、結果の出ていないものもある

のだなあと感じる。 

・新しい町づくり 

 いつも的確な提案。意識の高い住民が多いですね。 

・飯綱町ホームページの議会情報があれば、議会だよりはいらないと思う。見ている人が何人

いるか。議会だよりを編集している議員の時間がもったいない。その分、町の仕事ができる、

してほしい。いつも同じような（昔から同じような）のは見たいと思わない。議会に関心のあ

る人はホームページを見ればいい。議員の自己満足しか感じられない。町民のために仕事をし

ているようには伝わらない。コロナ感染の心配もあるので誰がさわるかさわったかわからない

から、冊子はやめてほしい。議員が町のために仕事をするのはあたりまえ。町民の代表で選挙

で選ばれたのだから何をしたとか、するのは、あたりまえだから、議会だよりはいらない。 

・今号も工夫されており素晴らしいと思います。表紙もユーモアたっぷりで楽しいですね。良

い点については、前号のアンケートで書いた通りですので重複は避け、今回は、こうすればも

っと読みやすくなるのではないか、と感じる点のみ列挙いたします。参考にしてください。 

１）本号は「９月定例会」に関する記事が中心になっているようですので、議会のことをよく

知らない方でもそのことがはっきりわかるような紙面構成（表紙を含む）が必要だと思います。 

 定例会全体で何をしたのでしょうか。令和元年度決算の審査については、Ｐ４～５を読めば

よいのでしょうか？一般会計はどの部分になるのでしょうか？「地方創生推進交付金事業」と

はどのような事業でしょうか？Ｐ３は、令和元年度の決算でしょうか？Ｐ６「一人１台のタブ

レット整備」は特別会計なのでしょうか？など、細かいことですが、各記事の位置づけや記事

間の関係がややわかりにくく、そのため、大切なことが書かれているにもかかわらず、記事全

体が読みづらい（どこからとりついて良いか迷う）と感じてしまいます。 

２）Ｐ９からが一般質問のようですが、Ｐ９には、このページ以降が一般質問であることをわ

かりやすく表記すべきです。また、一般質問全体のようすについて情報を追加した方がよいと

思います。たとえば、日時（全体と各質問個別の）や、議場での質疑のようすを写真で紹介す

■今号の内容や編集について 
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るなど、議会を傍聴したことのない読者でもイメージが膨らむような工夫があるとより読みや

すくなると思います。コラムや笑いを誘ったエピソードなどユーモアも交えていただくと、さ

らに良くなると思います。 

３）「あの時のあの質問どうなった？？」は、５つの質問が掲載されていますが、スペースに余

裕がありますので、もう少し項目を多くするか、５つを１ページにまとめ、余った１ページを

別の記事やコーナーに当ててはいかがでしょうか。 

４）「モニターアンケートにお答えします」で答えているのは、誰でしょうか？また、文字をこ

れほど大きくしなくてもよいと思います。文字をもう少し小さくして項目を増やす、または、

文字を小さくしてできたスペースに別の記事を入れる、などしてはどうでしょうか。 

・第 60 号の表紙は非常に田舎の表現を出していて良いと思います。 

・見出しについては毎回のように定例会、決算審査報告はできていて良いと思います。 

・一般質問について、一人一人の意見の視聴、やり取りが細かくて、もう少し議題を大雑把に

して、一目で分かる様にして欲しいです。 

・表紙の写真はとてもよかったと思います。見出しも色分けされており、紙面構成も定着され

てとても読みやすく感じました。ただ、写真が白黒の場合Ｐ３、縮小されると見えにくいと思

うのですが、表紙も各地区巡りの表紙もありかも、その地区が見えてくると思うのですが？ 

・表紙は見た瞬間「こんなに高齢者に成ってもまだ健康で働ける人も居るんだ」と感心しつつ、

良く良く見たら案山子であった。主人はすっかり本物かとだまされた。核家族時代の中、孫、

おじいちゃん、おばあちゃんの何とも言えない睦まじき、祖父母、父母、子供達と住んでいる

三世代の町であったらいいなと思いました。 

・旧三水普光寺のかかしですね。子供と一緒に楽しそうで良いと思われます。（以前、かかしと

知らず間違って声をかけ、道をたずねた人がいました。今思い出しました。） 

・秋らしいほのぼのとした良い写真でした。 

・町内に多くのカカシロードがあれば楽しいと思う。ポイ捨て禁止の為にも、見てるぞ！見て

るぞ！カカシ。一時停止・注意。 

・今回の議会だよりは全 24 ページの充分な内容となっていて読み応えがありました。９月定

例会の内容も決算審査のＱ＆Ａでは具体的な回答がされていて今の現状を理解しやすかった。

一般質問についてはやはりコロナ関連、そして災害対策といった内容が多く質問されていまし

たが、対応策をきちんと協議されているのは安心できます。議会の内容だけでなく「あの時の

あの質問どうなった？？」や「モニターアンケートにお答えします」「私の提案」など、住民意

見も紙面掲載されていることでお固くならず、良いバランスになっていると思います。 

・それぞれの議事について見やすくまとめられていて良かった。写真も印象的な物が多くてわ

かりやすかった。 

・表紙の子供達はいい笑顔していますね。全体的に写真があり見やすさがありました。見出し

も大きく読みやすさありました。 

・表紙の写真はこのコロナ禍の中でマスクをしないでほのぼのとした感じが良かった。このカ

カシは毎年楽しみにしているので、いつまでも作ってもらいたい。 

・ここ数年、地方創生推進交付金事業が引っかかっていたので、どれくらいの額が無駄なく使

えているのか知ることができて良かった。変な結果を出さなくてもいいと言うコンサルタント

みたいな所にはいくら町の税金でないからと言っても、ちゃんと選別して付き合うようにして

もらいたい。 

・表紙の写真：今年もユニークな案山子さんの登場で季節スポット、町のアピールになればよ

いが！ 

■今号の内容や編集について 
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・見出し：紙面構成などについては良いと思う。 

・ようやくスキー場の特別会計がなくなりよかった。より健全な財政運用を望みます。 

・地方創生推進交付金事業について：今後の事業展開、運用管理等において、さらに飛躍発展

するよう期待します。 

・紙面の企画、構成は見やすいものと感じるが、表紙以外の本文中の写真については、今回の

紙面構成にさらにインパクトを与えるものとは言えないような気がした。 

・表紙の子どもの表情とキャプションがとても暖かな気持ちになりました。普光寺のどこにあ

るのか紹介下さい。 

・６～７Ｐの請願発議に対する各議員の発言について、より正確に記録に残すことを求めたい。

各議員が町民や各団体の請願に対し、どの様な意見を公の場で発言したのかは、選挙権を持つ

住民にとっては非常に重要な情報であり、更なる充実を求めたい。 

・一般質問に立つ議員が９名に増加したが、質問に立たない議員がいる事が残念。１年間の質

問回数について、町民に情報公開すべきと考える。また、高知県土佐町議会ＨＰを見ると、音

声記録を町民が聞けるようになっている。飯綱町でも議会活性化の為に、ぜひとも導入するこ

とを求めたい。 

・表紙の子供の笑顔はおもわず明るい気持ちにしてくれ良いと思う。 

・カラー刷が表紙と裏表紙だけだが、もう少し増やせないでしょうか。 

・新しい町づくりへ私の提案の頁をもう少し増加させても良いと思う。提案について、町当局

等からコメントいただければと思います。 

・表紙のかかしはリアルで有名なかかしで、見た事がない方にも知ってもらえてよいと思いま

す。作った方スゴイです！！ 

・今回の内容は町のお金の使い道の具体的な数字をわかりやすくのせていただいていてよかっ

たです。 

・あの時のあの質問どうなった？の所で、私の母は去年 88 歳で亡くなりましたが、牟礼デイ

サービスに通所している時、いろんな行事の時に写真撮影していただいてありましたので葬儀

や遺影を作る時に利用させていただきほんとうにたすかりました。 

・議会だよりなのでまじめな雰囲気にしなければならないのかもしれませんが、マスコットキ

ャラ（ゆるキャラのみつどん）がいるのに表紙のどこにも登場していないのは残念（今回は写

真の子が人形を持ってますが（笑））。もうすこしポップな感じを出してみたらどうでしょう。 

・ＱＲコード等を利用して、スマホ等で該当の情報へ素早くアクセスできるようにしたらどう

でしょうか。 

・議会だよりも紙からの脱却→デジタル化へ 

・表紙の写真、いいですね。ほのぼのとしてきます。 

・定例会の記事（Ｐ２～Ｐ３）は、わかりにくいです。とてもわかりにくいです。「令和元年度

の決算が認定されたこと」はわかりました。でも、何がどう変わったのでしょう。たぶんＰ３

の「事業実績」の中から読み取ってほしいとの思いがある記事なのでしょうが、「お役所言葉」

が並んでいるのを見ただけで、読もうという方は少ないのではないでしょうか。提案です。読

者が知りたいのは、自分の生活とどうつながっていて、どう変わるのかを知れる記事であるこ

と。ですから、読んでいてワクワクするものであってほしいです。Ｐ３を見てまず感じたのは、

高額をかけて色々とやってるんだなあ、という思いです。ですから、採択された内容に軽重を

つけ、「生活がこう変わる。そのために皆さんの税金をこう使いました」と、わかるものにして

いただきたいです。 

・徹底チェック（Ｐ４～Ｐ５）も、全ての内容が平板に並べられていて魅力に欠けます。町民

■今号の内容や編集について 



7 

が気にしている内容は、どの項目なのですか？もっとそのことにふれて下さい。失礼ですが、

「職員研修の執行率が低いこと」に関心がある町民が何人いらっしゃるのでしょうか？そのこ

とが、トップに来る感覚が理解できません。 

・私がよく読むのは。 

 ア Ｐ８の各議員の賛否について 

   私は教育関係の仕事に就いているため、「教育費無償化」の前進を求める請願への態度を

チェックします。併せてＰ６～Ｐ７の賛成討論・反対討論を読み、各議員のお考えを確認しま

す。 

 イ Ｐ10～Ｐ18 の各議員の発言も関心があります。各々の気にしていること、そのことへ

の思いなどが伝わってきて、色々と考えさせられます。この企画は続けていただきたいです。 

・あの時～（Ｐ21～Ｐ21）も良い企画だと思います。議会で答えて終わりではなく、その後ど

うなったか追跡することで、町の姿勢とその質問・答弁の価値がわかるからです。 

・思いつくことを書きました。何よりも、この冊子を創ることは大変だと思います。ご苦労様

です。その上で、もっと良い物にしていただきたく、書いたものです。よろしくお願いします。 

 

■今号の内容や編集について 

■今号の内容や編集について 
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■議会だよりを通じて欲しい情報は 

・令和元年度決算徹底チェック「町のお金は適正・効果的に使われたか」の決算審査を、文書

として残していく事は、民主国家として極めて大切ですし、個人的にも最も知りたい情報の一

つです。「答弁」で今後も検討する予定等のものは、今後も機会あるごとにチェックを継続して

いき成果を可能、不可能であっても最後まで議論をお願いします。 

・前回も書きましたが、やはりコロナ対策や災害対策の情報は常にほしいと思っています。有

線を毎日聞けなくても議会だよりで発信していただけると助かります。 

・決算チェックの継続。 

・決算審査の答弁の後の具体的な対応、又、具体的な実行実績を知りたいと思います。プレミ

アム商品券等。 

・町外の人に飯綱町のいい所、印象、感想など。 

・頑張っている人、うわさの人物、変わっている人を紹介。 

・りんごの収穫の時期を迎え、りんご農家のみなさんは忙しいと思いますが、「日本一のりんご

の町」になるには現在どんなＰＲが行われているのか知りたいです。飯綱りんごのブランド化。 

・町の農業や経済の現状や課題、取り組み等、議会の視点から特集ページ等、組んでもらって

情報提供してもらえるとありがたいと思います。 

・これまでのサポーター会議による提案が町でどのように生かされているか知りたい。 

・マイナンバーカードの普及が進んでいますが、飯綱町ではいつになったら証明書類の発行が

コンビニなどでとれる様になるのでしょうか。 

・P18、上段中央付近の町長の答弁の返答の中に「社会条件に恵まれている」とありますが、

社会条件て何をさしているのですか？ 

・魅力あるまちづくり、又、コロナ、防災については取組みがよくわかりますが、障害福祉に

関する内容があまり読み取れません。障害福祉に関する情報も知りたいです。 

・町内の様子がくわしく紹介されていて、そしてそれぞれ立場で努力していると分かります。

いままでどおり続けていただきたい。 

・政策サポーターの活動も、議会だよりの中で取り上げてみたら如何か？（ホームページには

掲載されているのは承知していますが、多くの人の目にふれた方が良いと思います） 

・議員さん一人一人が何をしているか知りたい。 

・議員おひとりおひとりがどんな方なのか知りたい。質問や意見のバックグラウンドがわかる

ので。 

・議員の皆さまは、日頃から町内の課題等についてさまざまな情報収集を行っていると思いま

すので、それらの情報から見えてきた町の課題をなるべく多くお知らせいただけるとありがた

いです。まだ解決策がないことでも良いです。広く町民が知っておくべき情報、気づいたこと

などを、簡単で良いのでレポートしていただけるとうれしいです。また、取材中のエピソード

や写真の紹介も良いと思います。 

・欲しい情報について、都市から飯綱町に来てくださって住んでいる人の意見を聞き、若い人

の意見の現状を知りたいです。 

・一般質問の中にＰＣＲ検査、抗原検査が 11 月末から飯綱病院でも行えるとの事、料金は書

かれているが、１日に何人出来るのか、検査結果はいつ判るのか、詳しく教えて欲しいと思い

ました。 

・Ｐ15 介護保険料について、所得に見合った保険料徴収、各段階、保険料を引き下げるか検討

するとの事であるが、75 歳以上の医療費、窓口負担２割引上げの話もある中、保険料は引下げ

は大賛成。 
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・議会だより、いつも読んでないので良くわかりませんが、昔のくらし、歴史から今現在の変

わりから、発展のしかた、議会によってこのように変わったと言う事がわかると良いのかなと？ 

・質問事項の他に議員の活動はどんな事をやっているか紹介してほしい。 

・住民にとって具体的にどのように変わった、使いやすくなった、メリットがある、といった

事をわかりやすく掲載して欲しい。 

・新型コロナウイルスによる感染症に対する町としての対応を引き続き掲載してほしい。 

・いいづなコネクトの利用状況。 

・今回のアンケートを書くにあたって驚いたのが、毎回同じ用紙を使って、同じ質問しかない

ってことです。前回書いたとおりで変更はありません。 

・中長期的な町の未来構想といった情報が掲載されたら良いのではないか。 

・年度ごとの議員の質問回数一覧（棒グラフ等で視覚的に！） 

・音声、または動画による議会質疑の様子を町民に公開すること（高知県土佐町を参考にぜひ

実現を！） 

・計数について、他の町村との比較するものがなく判断について大変むずかしい。単純に比較

出来るものではないと思うが目安となるものが欲しい。 

・議場の紹介など、小・中学生の勉強になると思いますのでお願いしたいです。 

・議員さん毎の一般質問があり、議員さんの活躍がわかります。選挙の参考になります。 

・町や地域を元気にする情報。 

・他自治体の情報（信濃町では多くの別荘がコロナの影響で売れ、移住者も増えたそう。この

ような情報を得る事で町民自ら何か出来るかもと思わせる事があればどんどん元気になると思

います。）。 

 

■議会だよりを通じて欲しい情報は 

■議会だよりを通じて欲しい情報は 
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■議会に対する要望、意見等 

・コロナ禍、各議員の的確な質問には感謝しています。災害時の避難、感染リスク、児童生徒

の学習保障（オンライン学習）、町の活性化につながる移住政策、飯綱病院でもＰＣＲ等の可能

になる由、今後の介護保険計画、旧２小学校の指定管理者制度、少子高齢化社会を迎えた具体

的町づくり等、正に、現在及び将来の抱える問題点を的確に提起されています。諸氏のご見識

に感謝しています。 

・今後の展望について一つお願いがあります。牟礼永江線（県道 362 号）の開発の懸案事項で

あった中野市永江地区の民家撤去がようやく 30 年越しに実施されました。飯綱町の東の玄関

として価値を考えると、赤塩地区柳沢橋から奈良本までの道路拡張の実現は、今後の町の発展

に欠かせないことです。新幹線、高速道路へのアクセスが容易になれば、飯綱町だけでなく地

域産業の活性化に大いに寄与できると考えております。正に、具体的に提起していく絶好の機

会と捉えております。議員諸氏におかれましては、今までもご尽力いただいているところです

が、是非、今後の青写真を描けるようなご支援を重ねてお願いします。 

・災害とコロナ、両方の対策で、これまでにない議論がされていて、多忙なことと思いますが、

それぞれに対策を講じて下さっていてありがたく思います。町民の不安が様々な面で高まって

いる中、議会だよりを隅から隅まで読むと、これまで知らなかったことがわかり、今まで良く

読んでいなかったために、ただただ疑問に思っていたのだと反省もしました。 

・高齢者の写真撮影の実施はとても良いですね。加えて結婚 50 周年の金婚式のご夫婦や 60 周

年のご夫婦の写真撮影も行ってみてはいかがでしょうか？長野市内ですでに実施している地区

もあり、とても好評の様です。 

・ＰＣＲ検査料金についての情報、ありがとうございます。この料金は他の自治体に比べて高

いのですか？安いのですか？ 

・地方創生推進交付金事業の主な実績を見させていただきましたが、飯綱町在住で恥ずかしな

がら、これらの事業は知りませんでした。そして、億という余りに巨額な金額に少々驚きまし

た。全ては我々の血税です。この様な事業等の実績を一人でも多くの住人の方々に知れ渡る様

に、又無駄の無い様に血税を使っていただきたいと思いました。 

・税金の適正な使われ方、事業実績を見ても無駄のない印象を持ちました。安心して生活ので

きる、子供たちの為にもお願いします。 

・議員さん一人一人、自分の考えた提案を議会に出してもらう（新しい発想）。 

・生活と金にゆとりがでてくると飯綱町の人口も増え、田舎もいいかなと思う様になる。 

・今のコロナ禍での自然災害が起きてしまった時の対策をもっともっと誰もがわかるような形

で検討し発信して欲しいと思います。議員の皆様、本当にご苦労様です。期待しています。 

・飯綱町議会だより 60 号を拝見しました。 

この号では、まちづくりについてさまざまな意見が出されていましたが、印象的なのは、12

ページ「半農半×を生活スタイルに」です。 

国は、農業の集約化や法人化をすすめ、補助金などの恩恵は、この路線に乗らないと受けら

れない事がほとんどのようです。しかしどうでしょう？飯綱町の農業を見たときに、農産物の

50％位（推測です）は、兼業農家や高齢者が生産していませんか？小規模農家や兼業農家が支

えているのではありませんか？ 国がいくら進めても集約化や法人化は思うように進んでいな

いように思います。これには理由があって 

１．果たして儲かる農業ができるか？ 

２．音頭取りがいない 

３．現状でいいかというあきらめに近いもの 
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４．傾斜地が多く畦畔の管理に労力がかかりすぎる 

５．定年が 65 才まで延長され、延長勤務のほうが無難（健康寿命が短縮された） 

などの理由からと推測します。 

そこで必要な農業スタイルは、半農半サラです（サラ：サラリーマンの略）ワーケーション

という流行語のような造語があり、全国で流行っているようですが、この町民バージョンです。 

 定年が延長され、年金受給がどんどん高年齢化し、働き方改革で就業時間が短くなり、自由

時間が増加しています。休日等の農作業により、新鮮で安全な、何より自分で育てた野菜や果

物を食べられる幸福感を味わえるのです。しかも適度な農作業は、軽運動にもなり身体にもい

い影響を与えるでしょう。健康寿命が話題になっており、さまざまな施策が行われていますが、

この分野（農業部門）ではあまり広がりをみせていないように思います。規模の大小はあれ、

一つに自分の農地や近所の農地で、土地の無い町民には、共同で使用できる「町民農園」など、

二つに土地は持たずとも、いつでも農作業を手伝える登録制度（週末助っ人組合）などあった

ら、農家の援助にもなり生産性も上がっていくのではないでしょうか。その中で、共同の機械

やちょっとしたアドバイスができる人材がいたら、これこそ「半農半サラ飯綱町スタイル」に

なります。 

結果、町内の農業労働人口や関係人口が増加し、農産物の PR にもなり、品質が維持または

向上し、農産物は高価格で売れ、農家や関係者の所得向上となり、名実ともに「日本一のりん

ごの町」になるかもしれません。 

 ぜひ、農業生産量の維持と担い手不足を補うため、政策に取り入れていただきたいと思いま

す。 

・今年は、家のまわりにもカラスが多くなり、人が近くにいても逃げていきません。また、農

作業中、休憩のおやつもカラスがくわえて持っていってしまいます。害鳥対策をしていただけ

るとありがたいです。 

・中学校に入る道路が狭く、登下校時には送迎車が多く危険です。道幅を広くし歩行者ゾーン

を作ってほしいです。 

・荒川議員の一般質問の頁で、町の乳児出席者数の表があり、令和元年度が 25 人という数字

を見て、大変びっくりしました。難しい問題で結果も出にくいとは思いますが、どうか議会、

町、一体となってあらゆる策を講じていただき、少しでも歯止めがかかればいいと感じます。 

・第８期介護保険料についての質問がありましたが、近隣市町村等と比較しての飯綱町の介護

保険事業の特色や保険料の使われ方についても掘り下げて聞いてもらいたい。 

・瀧野良枝議員の一般質問の三本松農産物直売所について 

 風光明媚な場所に立派な農産物直売所完成は大変喜ばしい事だが、さて外観はいくら良くと

も中味が大事である。巷では職員の接客態度が非常に悪く「２度と行きたくない」と云う苦言

が多く聞こえ、私自身は行った事はないが、そのような事を聞く限り、来店意欲減退である。

一度逃した客は２度と帰って来ない事を念頭に責任者始め職員各人が役所的な考えでなく、自

分の店と自覚し斬新なアイデアでの前進を望む。 

・町政の目標のひとつに、日本一女性が住みたくなる町、があるそうですが、進捗状況が芳し

くないそうですね？そりゃあそうですよ。例えば、若い女性が住むとしたら、自然と結構―妊

娠―出産と続くと思うんですけど、やっぱり一番気がかりなのは健康ではないですか？それを

専門に引き受けてくれる設備が町内に無いなんて。女性の身体は年齢と共に様々に変化します。

妊娠や出産だけではありません。その変化を長く一緒に見守ってくれる専門医が町内に常駐し

ていればどんなに心強いことか。それとも、それは長野市へ山を下っていただいて、とおっし

ゃるのか。まぁ、いい先生つれてきたり、設備を整えていったりにはお金かかりますものね。

■議会に対する要望、意見等 
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あーあ、結局、世の中お金かぁ。 

・一般質問の際、何をきっかけにこういう質問をしようと思ったのか、それがわかれば良いと

思います。 

・職員数の検討も必要だと思います。 

・コロナ対策と防災対策を考える時に、常に地域の中に障害者がいることを想定していただい

ていると思いますが、少数弱者についての対応も是非宜しくお願いします。障害者というと車

椅子に乗っていたり、周りから気付かれやすい障害の場合は想定されやすく対応策につながり

ますが、聴覚障害や内部障害などは見た目では気付かれにくい分、その不便さや困難さが想定

できず、見過ごされがちになります。避難の際、少数弱者にきちんと情報が伝わり、取り残さ

れず避難することができるよう、十分に想定した上で対策を検討していただきたいと思います。 

・議会だよりの中に傍聴席というのがありますよね。何号も読み重ねていくうちに閃きました。

本当は多くの皆さま方もお聞きしたいのだと思います。（傍聴したい）けれどそのような場所に

行くのは恥ずかしい、緊張するなどの心情もあるかと思います。この様な事はこの時代ですの

で可能だとは思いましたが、もし可能でなければご返答いただけたらと思いました。それは議

会定例会の傍聴を有線放送で流していただくというのはどうでしょうか。国会討論会（NHK）

の様な形です。興味のある方、その時間が来るのが楽しみになる方、大勢いらっしゃると思い

ます。それによって、町の議会の内容をより詳しく知り、町を知り、興味を持たれるようにな

ると思います。小学生のああだったらいいのにな、というような空想の世界ではなく、実際の

飯綱町の有り方としての先頭を切って「有線放送で議会を傍聴できる町」という利点として誇

れる事のひとつだと思います。この町で起こっている事はすべて把握でき、裏で曖昧になって

いることもなく、その上たくさんの人たちのアイディア、知恵を受け入れて行く事も出来、大

きなひとつの輪、飯綱町として町全体が大きく変われる事が期待されると思います。この様に

限られたモニターが２か月に一度、感想や意見など申しても一体何がどれくらい変わっている

のでしょうか。もっともっと多くの人たちが関わって行く事は大事だと思います。その途中に

は争いや人間関係も難しくなるとも考えられますが、その状態になること（経験すること）も

大切だと思います。雨降って地固まるというように、雨も降らなければ町はずーっと変わらな

い変われないものだという確信もあります。どうぞどうかご検討下さいませ。 

・議員の皆さん、多方面からの質問していただいていると思います。しかし検討します？その

後、どうなったの？最後まで検証する必要性を感じます。 

・令和元年度、２年度も、役場改築や拠点整備事業が数多く、予算規模も多額となっていると

推測。交付金等でまかなえていたらよいが、財政調整基金が減少しているとのこと。将来、若

い人の負担とならないように各議員のチェックをお願いしたい。 

・子ども議会、ママさん議会、移住者議会など、模擬議会を色々やってみてはどうか。それぞ

れの目線から色々な発想が出ることを期待。 

・９月短時間でしたが傍聴させて頂きました。コロナ禍、対策をとっている事も確認できまし

た。日頃から議員の報告会や座談会など参加し、町のことをもっと教えてほしいと思います。 

・飯綱町の人口で議員の人数が多いのは前から言われている。仕事が多いからこの人数のまま

でいくというのはおかしい。仕事をしていない議員がいるから間に合わなくなるのでは。選挙

に出る時に公約で議員数を減らすと約束した議員が何人もいましたが、どうなっているのか。

約束は守って下さい。遊んでいる議員はいらない。税金のムダ使い。議員で頼りになる人、心

強く安心できる人は何人いるでしょうか。 

・あちこちに建物が建てられている。建てられた後に色々と問題がでてきてます。役場の職員

が建築の設計がわからない人にやらせると、後々問題ありで迷惑してます。設計士との間で、

■議会に対する要望、意見等 
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その建物を使う人のことを考えて設計してもらわないと困る。メーラプラザでは、エアコンの

室外機が１台に１台でないため、ある部屋とかホールで暖房を使うと、他で暑くて冷房を使い

たくても使えなくて大変困っている。迷惑してます。早いもん勝ちみたいで、早くスイッチ押

したものが使えるエアコン。夏→秋、冬→春 季節の変わりめが困ります。何とかしてほしい。

室外機が１台でエアコン何台もなので暖房使っている時は他で冷房使えない。コロナで換気が

したくても窓がない。換気は 24 時間換気の設備がされているのか心配。 

・議員さん一人一人が、町民が喜んでくれる感謝してくれるように行動してほしいです。議員

だからできる事がある。自分のためじゃなくて町民のために動いて下さい。働いて下さい。 

・「自動車運転マナー向上の町宣言」をしてもらえないでしょうか。特に①早めのウインカー（車

線変更・右左折の「30ｍ手前」「３秒前」ルール）の徹底、②逆ハン（右左折時に大回りして

膨らむライン取り）禁止、の２つを町民が率先して実行すれば町内の雰囲気が変わると思いま

す。 

・Ｐ13 移住条件について 

 移住条件の中に区、組の行事に参加義務の見直しは。とありますがどういう事なのか？その

地に定住を決めたなら、その地域性、また各区のそれぞれの規約があると思います。まず当地

区は、各会議、行事、各事業、その他、必ず一家１人出席する事となっています。また各役員

選出は年齢、選挙によって選出されています。高齢者が多い為、現在役員の方は３～４の役員

を兼ねている状況です。新区民大歓迎ですが新しい考え、新しい風を会議、行事、事業等に参

加して意見を出して、区で話し合うことから始まると思います。 

区費、組費は必要財源であると思います。区の財源は、行政からの補助、区費で行われてい

ます。各会議、事業、行事を行うには出費がでます。大事業に関しては行政からの補助、地元

負担金が生まれます。ともかく何かをするには資金が必要であると考えます。移住者の窓口、

行政に関しても、この町に住む場合、区、組にはこの義務、また、区費、組費制度を説明し理

解して頂く様お願いしたい。 

・広報配付 

 現在、広報配付は、毎月末、各区長が配付していると思います。区長はただ配付するのでは

無く手渡しで配付することで、一人暮らし、高齢者の様子を確認したり、また、区民と会話す

る事で区内の動きを感じています。郵送の検討とあるが、現在のままでよいと思う。毎月末配

付物が届くが、各課からＡ４クラスの茶封筒が毎回多くきますが、毎回使用できる別なものに

出来ませんか？ 

・表紙を見て、議会だよりに関心を持って目を通しました。町の財政も殆ど分からなかったが、

地方創生交付金事業の活用状況等も少しずつではありますが分かって来ました。 

・今後も町発展の為にがんばって下さい。 

・65 歳からほぼ年金生活となりやっても不定期なアルバイト時間給 850～1,000 までとなって

いるが、なかなか町内で働ける場所がない。65 歳以上の人材を生かす職場を作ってほしい。年

金だけでは生活できない。 

・高齢となり施設に入所しても月 12 万ほどかかり家族でささえきれない。介護保険を払って

いても毎月 11～12 万の請求が来る。町の補助はないのか？ 

・鳥居川、八蛇川の浄化対策は下水道事業だけで良いか？どれ位進んでいるのか？信濃町はど

うか？鳥居川ではうぐい（はや）さえもいなくなった。まして、かじか、あゆの放流もなくな

った。水質が全く良くなっていない。漁協で放流するニジマス、ヤマメ、イワナは 10 年以上

川釣りをしているが繁殖していない。浄化されていない事と考える。 

・猟友会が各イベントに参加できる様声をかけていただきたい。現在約 33 名。 

■議会に対する要望、意見等 
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・コロナの収束どころか拡大の様相を見せる中で、行政の対応はより重大になっていきます。

人を集める観光政策の転換。それに伴う地方財政への影響。宿泊業、飲食業はかつての水準に

まで売上が戻らないでしょうから、行政からの効果的な支援が必要になるかもしれません。そ

れもただ支援しているだけでなく、これからの世の中の動きを見据え、時代にあったサービス

を取り入れ、永続的な経営が成り立つ仕組みを官民共同で作り出していく必要があると思いま

す。それには安定した内需とインターネット環境を利用した外需をどう伸ばしていくか。活気

あるお店や企業が多ければ当然飯綱町も活気付いてくるはずですから、行政の施策、そして議

会からの提案、チェックを期待します。 

・第一スーパーから本町にぬける橋が冬期間、雪で除雪すると対面通行出来なくなる事がある

ので、橋の改修をしてほしい。 

・羽生田農機店～深沢信号機の間の道路左側の雑木が道に出ており通行の邪魔になっているの

で整備を要請していただきたい。 

・賛成意見と反対意見があるのは当たり前で、それぞれの意見を取りまとめるのは大変だなと

思います。その中でも今の時代の空気を読んで、より良い人を育てる町にできる議会にしても

らいたいです。 

例えば、１人１台のタブレットですが、時代を見れば iPad 一択だと思います。それを訳わか

らない入札で安かったからと言って、将来のプログラミングにそぐわない物とか選んで欲しく

ありません。 

・飯綱町に転入して思ったことは、下水道料金が都市部に比べ高い事。下水道事業について町

の地域的特殊事情があると思うがなんとかならないか。 

・介護保険について、資金の余力があるというなら是非前向きに見直しの検討して欲しい。 

・コロナ感染拡大防止について 

 今冬に向けて徐々に患者が急増しており第３波到来と言われている。町でのコロナ感染拡大

対策に対する声が聞こえてこないが、緊張感をもって個々が対応しなければならない。 

・近年では、大規模地震や、温暖化の影響で大型台風の発生など過去に例のないような豪雨が

増加しており、河川の増水・灌水等による被害から住宅や農地・暮らしを守る対策が急務とな

っている。このことから、河川管理対策の強化および排水機場の維持、地滑り防止施設の長寿

命化を計画的かつ速やかに講ずるとともに、フォロー体制の強化を図ることが重要と思われる。 

・普光寺深沢地域の学校通学、飯綱中学校、北部高等学校が通う道路、通学道路の舗装工事し

て直すこと、又、ＬＥＤライト照明の明るい物を設置して安全通学道路にして欲しいです。 

・移住者への中古物件が少ないといわれているが東高原地区には売り物件で安くて手頃の価格

のものが多い。又、東高原では、ここ二・三年、移住者は増加してきており全世帯 95 軒から、

現在は 110 世帯位となってきており、東高原の物件等を紹介してみてはいかがでしょうか。 

・住人の代表として町長や職員と共に町をもり立てていただきたいです。 

・いつもありがとうございます。コロナ禍で大変だと思いますが町の為に頑張って下さい！！ 

・スマホが多く普及している中で、町民の意見や要望を聞き入れる窓口としてデジタル様式の

利用。ＳＮＳやＬＩＮＥ等の便利なシステムを活用しては如何でしょうか。 

・まずは、ＬＩＮＥ公式アカウント等を作成し→ＱＲコード記載→友達登録で簡単に様々な場

面で議会や町に対しての小さな思いから大きな願いまで気軽に届ける事ができ、レスポンスも

上がり、リアルな声も聞けるメリットがあると思います。 

 

■議会に対する要望、意見等 
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■今、お気づきのことはありますか？ 

・旧赤塩保育園の今後の運営計画がよく見えません。ＳＵＮとの契約はどうなっているのか。

町の文化財に指定されている「赤塩焼」の周知、啓発、活用を考えると、旧赤塩保育園の将来

像を具体的に描くことが一つのカギであると考えています。 

・これからの時期、道が凍って車の運転も慎重になります。側溝に落ち葉がたまり、水があふ

れ、凍結してしまうため、ボランティアで落ち葉や枝を片付けてくれる方々がいます。町内の

あちこちで見られますが、この様な場所の整備など、町の予算でどうにかならないものかと感

じます。 

・最近、熊の出没のニュースが多い様です。飯綱町としても町民の命と生活が第一ですので、

何かあっては取り返しがつかないので早急に具体的な対策と行動を願います。 

・中山間地にて田・畑を維持されて頑張っている方へ、もう少し補助金を増やしてもらう事は

できないのか？ 

・いいづなカードを新しく切り替えましたが、旧のいいづなカードしか利用できない店舗があ

って残念です。 

・飯綱病院の駐車場なのですが、具合いの悪い人たちが下へ止めて歩いていくという事がとて

も気の毒に思います。 

・災害時等に、防災無線での放送は外に出ていると何を言っているのかよく聞き取れません。

携帯・スマホにエリアメールの形でお知らせがくると分かりやすいと思います。 

・降雪時、通学路の除雪は早めにお願いしたいです。 

・コロナ禍で多くの町の行事が中止となりました。来年は慎重に検討されると思いますが、改

正の場合は万全を期していただき、また大勢参加されるような工夫をお願いしたいです。 

・様々な事業が新型コロナで中止となっています。しかし、中止としなくても３密を避けなが

らできる事業があったのでは・・・と思います。例えば秋の空き缶拾いは、バスの移動をクリ

アすればできたのではないかと思います。これからはどの様にすれば感染拡大に配慮し事業が

できるか議会として行政へ提言していただきたい。 

・私の家ではデジタル新聞などの活用で新聞はとっていません。しかし、公的な選挙関係、プ

ラチナプレミアム商品券、町民会館で行われている習い事などの申込み書類など、新聞に折り

込みとして配付されることが多く、大変困っています。全戸配布の時に入れていただけるとう

れしいのですが。 

・深沢にできた多世代交流施設（メーラプラザ）。あれは何ですか？社協の出張所ですか？ 

・三用水の管理について、普光寺用水の逆水路、芋川用水は地区管理で用水管理道の草刈りな

どをしているが、倉井用水は地元に任せて、あまり管理をしていない。 

・町の中が整備され、魅力的なお店なども増え、長野市の友人からも評判の良い反応がありま

す。りんごを楽しむ企画など、PR も効果的で、新しい施設などもテレビで見たよ！！とテレビ

の力は大きいなと実感しています。 

・マルシェむーちゃんについて 

 接客がなっていない。以前は、いろいろ教えてもらうことが多かったが、今は何もわかって

いない人がいる（ほとんどが）。飯綱町の顔となる場所、がんばってほしい（そんな意見が多く

言われていますよ）。それに比べると横手の直売所はいいね、と皆言っていますよ。 

・前回（59 号）のモニターアンケートの際の質問に対して、丁寧な回答ありがとうございます。

モニターのやりがいを感じます。 

・コロナで移住（都会→地方）が増えている。知人も来春１人飯綱へ移住予定だが、住宅に困

っている模様。空き家を探し出し、リフォームして移住者が楽に移住できる環境を整えてほし
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い。別荘として２拠点推進でもいい。 

・町中道路の雑草。廃家、国道．．．個人の問題も多々あると思います。地域住民が参加し、き

れいな町にすることが、今大事と思う。近所の人のつながりもできる。むーちゃんの長野より

の平出線、いつもきれいになっている。町づくりのきっかけになると思う。 

・本アンケート提出を紙でなくメールでもできるようにすれば、議員さんや議会事務局の負担

が減ると思います。コロナ感染防止対策にもなりますし。ご検討をお願いします。 

・小学生が下校し、各自家でゲーム等で遊んでいるが、区集会所で大人の監視下の中で大勢で

遊べないか？ 

・11 月 15 日現在、長野広域圏は感染状況を６段階で示す４に引上げ、特別警報が出されてい

るが、町はどのように対応するのか、また、ＰＣＲ検査機の使用について。 

・教育費無償化の賛否がありますが、少子化時代、未来を背負う大切な子供達に安心して教育

が出来ることが望ましいのではないかと思います。反対された議員の理由が疑問に思う。 

・子供が少ないという事は感じるが、それ以上に高齢者の皆さんがお元気で良いと思う。パワ

ーリハビリ等の健康増進にも力を入れている事が伝わる。 

・防災無線の聞きずらさが気になります。 

・コロナで落ち込んでいる人達をお互い近所の人たちと話して、早めに見つけてあげることが

最重要だと思います。 

・今までさらりと読み流していたが、モニターになって議会だよりをよく読むようになった（当

然）。町の広報ではなかなか見えてこないことが結構沢山あり、いろいろ見えてくる。議員さん

の一般質問、問題点、課題等、町の抱える問題が見えてくる。 

・国道 18 号線深沢の牟礼駅入口信号付近の道路改良工事について、その後の予定はどうなっ

ているか知りたい（国道で町とは関係がないかもしれないが）。 

・最近散歩中に目新しい交通安全標識（通学路速度を落とせ）を見た。すごく目に付き新鮮に

見えた。古くなった見にくい老朽化したものは更新も考えてはどうか（費用がかかるかもしれ

ないが）。 

・今後増加するであろう山林原野化していくと思われる農地について、集約化および有効利用

に関する検討をさらに加速していく必要があると考える。 

・東高原教会西側のＴの字交差点の道路側溝横断のふちの鉄筋が何カ所か出てしまっています。

住人も何人か心配の声も出ていますし区長からも申請されています。予算の関係もあると思い

ますが大事になる前に修理願いたいです。 

・水道水が濁る事があります。様々な原因が考えられると思いますが、水源は大丈夫なのか時々

不安になる事があります。 

 

■今、お気づきのことはありますか？ 


