
1 

議会だより第 61 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） 

・高校生の起業体験は以前北部高校生と一緒にボランティアをしたことがあって、その時にそ

ういうことをやっているのを知りました。その頃と同じ感じでやっているのを知りましたが、

やはりこういう経験があって将来につながるかもしれないので、もっと大勢の生徒に体験させ

てあげたいと思いました。最近の大人は補助金ありきの考え方の人もいるので、そうじゃなく

て一から考えて行動するいい機会です。 

・因みに表紙の写真説明の文字が起業ではなく企業になっていました。 

・表紙について 

この号では、表紙の地域の高校生の取組に感心しました。地域の特産品のりんごを使い、デ

ザートの考案をし、販売までするという企画なのでしょう。 

写真をみると「北部高校産」と映っていました。生産もしたのでしょうか？以前何かの記事

でクラウドファンディングを活用した「高所作業機の導入」を読んだ事を思い出しました。 

りんごの生産から行ったのであれば（他に説明する記事があったならすみません）その辺か

らのストーリーが欲しかったですね。せっかくの若い人たちの取組を丁寧に紹介して欲しかっ

たです。現状ですと「りんごのデザート作って売ったんだ」になってしまいます。 

地域の高校は、この地にとって貴重な存在であり、存続してほしいと誰もが願っていると思

います。少子化のあおりでもしかしたら・・と思うこの頃です。そういう意味でも私たちが応

援できるのは、学校の特徴と地域との関わりをきちんと取り上げて、個性ある学校である事の

アピールをする事かと思います。 

機会がありましたら是非今回の取組全体を教えていただければ嬉しいです。 

・駅前公園の記事 

住民を巻き込んだステキな取り組みになりますように。時間をかけて形にする事は大賛成。 

地域の植生など行かしてもらいたい。他の地域のモデルにもなるはずだから。 

今号もあまり内容が難しくならないように配慮されてと思いますが、いくつかのところでも

うちょっと情報が欲しいなという点がありました。 

・2 ページ 大きく「支援施設 4 月オープン」とありますがタイトルの割に記事内容が乏しく

て、もっとどんな施設なのかを伝えてほしいなと思いました。 

・3 ページ 写真で道路メンテナンス中の鳥居新橋とありますが工事期間も入れてもらうと日

頃道路を通る方には親切かなと思います。 

・8 ページ 目須田修議員の一般質問ですが、質問の１の建設した（建設中）の施設に係る費

用についてと、３住民から要望のあった道路・側溝の修繕についての答弁内容が省かれていま

す。YouTube で議会の動画を見ましたが紙面にするには内容が多くなってしまうためと感じま

した。ですが議会だよりを見ている人はなぜ書いていないんだろうと思うと思います。どんな

ふうにしたらいいんでしょうかね。 

・表紙のカラー印刷はとても良いと思います。 

・表紙はカラフルで明るい印象を受けるが、中身が白黒なので淋しい印象を受けた。 

・高齢者に向けて部分的にもう少し字を大きくした方が良いと思いました。 

・子育て支援施設はこれからの時代必要になっていくのでとても良いと思います。 

・表紙の写真は毎回ほっこりするいい写真でよいと思いますが、今回、P12 に載っていた新庁

舎の新議場の写真を表紙にカラーで載せていただいてもよかったように思います。「いいづな通
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信」や「公民館報」もほっこりした写真が多く楽しませていただいていますが、時には議会な

らではの写真でも（例えば議論白熱の様子）どうでしょうか。新議場も白熱の様子もなかなか

目にしない所なので、カラーで様子がわかっていいと思います。議会の内容は読ませていただ

き、とてもわかり易かったです。 

・飯綱中学校中学生議会も素晴らしい内容でした。実際に取り入れられる内容も沢山あるよう

に思います。リユースショップも実現できると素晴らしいと思います。子育てが終わり、処分

するにはもったいない使われなくなった物が沢山眠っています。使える物は誰かに使っていた

だく…そんな仕組みがあると。ゴミも減っていきます。 

・表紙、今回のように何かしているところをさりげなく撮るのって良いですね。 

・表紙に関しては、小学生と高校生との交流している姿はほほえましく感じました。定例会の

中であげられた写真についてはどこにその事項あるのかわかりづらかったように思います。雪

中キャベツの視察についてはとても興味深く拝見しました。キャベツだけではなくキャロット

もどうなのかと思いました。 

・所々に写真が入っており見易くわかり易かった。表やページの中で色分けをしている点も見

易さにつながっていると思う。 

・いいづなマルシェむーちゃんの建設場所すばらしい所ですよね。春には又、北信五岳の眺め

を楽しみにしています。そこでの町と北部高校とのコラボでイベントがあったのですね。大勢

の方々が立ち寄り大盛況だったとの事、よかったですね。表紙の写真もその様子が伝わって来

るようで、ある日の町の様子を窺えた様な気持ちになりました。 

・議会だよりとは別にもう１冊読みものが入っていました。「飯綱中学校中学生議会」なんて興

味の沸くタイトルなんでしょう。とても丁寧に読ませて頂きました。空き家ボランティアをつ

くること、花による観光活性化、ＰＲでの町の活性化、祭りの力で町の人口増加、町の資源で

商業施設を、駅前の活性化、自転車で飯綱町を！、健康長寿！、観光客増加作戦、美化、Let’s eat！、

農業で人口増加、町の特産品計画、ＳＮＳでのＰＲ！、人口増加はサポートから…このすばら

しい課題を敢えて書き出してみました。感動しました。これだけで若さの発想力、エネルギー、

力を感じます。私たちはまずここに焦点を置き、認識すべきなのです。なぜかと言うとこの子

たちに不可能はないからです。だから出し惜しみすることなく「こうなったらいい‼」を素直

に実現させたい！やってみたい！になるのです。大人はこうはいきません．．．予算は？時間は？

人手は？次年度への影響は？足りない足りない！大変！大変とすぐに声を上げてしまうからで

すよね。敢えて中学生の皆さんの課題を挙げさせて頂いた、これらの未来計画はひとつひとつ

考えてもほんとうにわくわくします。どうしたらこんな考えを具体的にまとめられたのか、ま

すます内容も知りたくなってしまいました。どこかの機会で聞かせてもらえたら嬉しいです。

勿論紙面で構いません。これからの時代を中心に進めて行くのは確実に子どもたちだと思って

います。若い力です。けれど若者でも社会に落胆してしまい、この世界を諦めてしまった若者

は難しいと思います。増々大人に流されてしまうので。未来に向える子どもたちが中心にそれ

をサポートするのが大人…という時代が来ると確信しています。只ひとつ…残念な事はこの様

な議会に（中学生）優勝など付けたのでしょうか．．．考えられません。ありえません。これか

らの町を考えた事になぜ勝ち負けを付けなくてはいけなかったのか残念です。点数を付けた様

なものです。もっと工夫して下さい。この子たちの方がずっと上にいますよ。評価しない教育

を目指して欲しいのです。 

・表紙の写真等、今月号も良かったと思います。 

・表紙、全員がマスク着用しており、今のご時世を切り取った一枚だなあと思います。コロナ

を気にせず生活できる日が早く戻ってくれば良いですが。 

■今号の内容や編集について 
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・構成が特に変わったという印象がありません。読みたくなる構成として、最も改善が必要だ

と思われる内容を第一に考えたらどうか、と考えました。それは P(2)・(3)の定例会のまとめ

です。町議会は多面的な議論をしていることはよくわかりますし、この内容を整理するのは大

変な作業だと思います。ですが「浅く広く」という印象です。最も議論になったことは何なの

でしょう。また、各議員の意識はどうなのでしょう。質問されている方のページは P6～ありま

すので、そこはとてもわかりやすいのですが。また、P4 の賛否もわかりやすいです。今、飯綱

町の課題が伝わるものにしていただきたいです。 

・表紙の写真はどのような状況の写真なのかわかりませんでした。関連記事が 16P にあるとの

事だったので覗きましたが説明行も僅かでしたので、敢えて巻末にもっていく必要は無く、表

紙の写真中に説明文を載せても良かったと思います。 

・紙面構成ですが、安定の右から左に読むタイプで私は読み慣れません。左から右に一行ずつ

上から並べた方が私は読みやすいのですが…。 

・紙面の内容ですが議題がそれぞれ緑色の四角で囲まれていますが、それぞれにジャンルを記

載するか色分けをしてはどうでしょうか？いろいろなジャンルの話が混ざって載っているの

で、自分の知りたいジャンルの議題を探さずに読めれば楽かなと思ったので。 

・今回の表紙は北部高校の生徒に小学生くらいの女の子達がインタビューをしているように見

えますが・・・どんなインタビューだったのか？気になりました。コロナ禍で仕方ないと思い

ますが、マスクをしているのでもう少し子ども達の表情がわかる写真だと良いなあと思います。 

・添付されていた中学生議会「グループ政策提言」を読んで感心しました。若い人達の発想に

は素晴らしいものがたくさんあり年をとったものにはない新鮮な考えがあり参考にしていきた

いと思いました。 

・4P の各議員の賛否結果はとても重要な情報です。もう少し大きく見やすいと更に良いと思い

ます。 

・一般質問が Youtube で見る事ができるのはすばらしいと思います。この情報へのアクセスを

もっとわかりやすく目立つようにして頂ければ更に良いと思います。 

・賛成討論、反対討論を丁寧に載せているのはとても良い。各議員の考え方が町民にしっかり

伝わる紙面を今後も期待しています。 

・中学生議会について、中学生目線でこれだけ立派な提言を話せるのは、56 歳の私は、見習わ

なければいけないと思いました。この提言をぜひ町政に活かしていただきたいです。 

・第 61 号議会だよりの表紙写真は何なのかと思いましたが、裏の（ページ 16）説明を見て納

得しました。 

・飯綱中学校中学生議会について 

 生徒自身が自分の町の現状未来の飯綱町のあるべき姿を考えてグループ討議でまとめ発表さ

れた事大変すばらしいことだと思います。普段から色々考え、提言される事お願いします。若

い人の斬新な発想力を期待します。 

・表紙の写真は構成が大変良かったと感じたが、下段のタイトルが読みにくく思えた。 

・紙面全体を通して、グラフ化されたものが少なく感じた。 

・61 号は前よりよくなったと感じがしました。まとまっていたと思う。 

・前号までの指摘は重ねて書きませんが、改善されていない部分もありますので、再度ご検討

をお願いします。 

・過去の「議会だより」をネットから拝見しますと、これまで私がここで指摘してきたことが

No.54 ではほぼ実現できていそうですので、今後の編集にあたっては、例えば、No.54 を参考

にして作成していただければと思います。 

■今号の内容や編集について 
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・季節の写真、月々だより、飯綱町風景画など最高の景色を写し出して、定例議会だよりにし

たほうが良いと思います。 

・毎回、季節感のある表紙で親しみやすいと思います。 

・飯綱中学校の中学生議会は立派な内容だったと思います。生まれ育った地元のことを考えた

提言の数々、中学校の生徒さんに敬意を表します。 

・表紙の町とのコラボによる北部高校企業体験（起業体験）スクールの様子、とても興味深い。

表紙説明では少し物足りない。若い世代が社会参加していることって大切、そしてすばらしい

と思う。 

・子育て支援施設が４月オープンとても楽しみです。お母さん同志、そして赤ちゃん同志、長

いつきあいができたら、相談や会話が生まれ、子育てが楽しくできるかな。新しい施設をどん

どん利用してほしいです。 

・学ぶ議会 飯綱町にもできるチャンスを視察され、取り入れていこうと学習して、よりよい

町が豊かな町になるよう努力してくださり感謝、これからも継続して下さい。 

・表紙、地元の高校生が表紙を飾っていて親近感がわきました。スイーツが美味しそうで見て

いるだけでほっこりしました。 

・今回の表紙の写真、「いいづなマルシェむーちゃん」に高校生が参加し、大盛況だったんだな

…と想像できます。しかし撮り方でしょうか？マスクのせいでしょうか、元気が伝わってこな

いのがとても残念でした（写っている子が悪いわけではありません）。 

・町外に勤務していることや子供が独立したこと、町の行事に参加していない事から町の動き

や抱えている問題等にも無関心でしたが、議会報の内容や一般質問からそれらがわかり、今更

ですが興味がわいてきました。 

・一般質問の中に公園の質問がありました。少し前の事になりますが、生活改善センター前の

りんごの並木道の中の遊歩道（何処が管理されているか不明）秋に散歩しましたが、草が長く

とても歩きにくかったです。多分町内で手入れが行き届いていない遊歩道や公園が多々あると

思います。新しい公園も大事ですが、今あるところの整備も必要かと思いました。 

・中学生議会はとても興味深く感動しながら拝読いたしました。 

・よかったと思います。 

・表紙について 

 一つの動作に回りの人たちの緊張、喜び、期待等様々な感情がマスク越しの表情、特に目の

表情に表れていてとても良いスナップです。 

・見出しについて 

 読む人にわかりやすい内容で見出しを作られている優しい思いが感じられます。 

・写真について 

 総体的にタイムリーでアングルも的確で良く撮れていると思います。ただ一点、定例会報告

のところに「道路メンテナンス中の鳥居新橋」の写真が載せてあるが、脈絡的にどの記事での

関連写真かもう少し分かりやすい場所に載せて頂きたかった。 

・表紙の写真はマイクを渡している場面で、企業体験（起業体験）スクールでスイーツが良く

売れているところがわかるような写真が撮れたものの方が良かったかな…と感じましたが、高

校生と子供達が仲良くふれ合えている様子はうかがえました。デイサービスの写真などはとて

も良いと思いますが、むーちゃんの台車を押している写真などはもう少し何シーンか撮って選

んだ方が良いのではないでしょうか？ 

・紙面構成は見やすくて良いと思います。 

・モニターをさせて頂くようになり、議会だよりを詳しく拝見するようになりました。編集の

■今号の内容や編集について 
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ご苦労拝察、ありがとうございます。年４回のことなので、一年の流れの中で「今ココ！」が

わかりやすいといいように思いました。 

 

   ２月         ５月       ８月       11 月 

  予算編成    →  予算決定  →  ○○○○  →  ○○○○ 

  ・12 月定例会 

  ・○○○○ 

 

 

   今ココ！ 

 

一年の流れを見えるようにし、今どのフェーズであるということがわかればいいなと思います。 

・「日本一のりんごの町～ 日本一女性が活躍～」などの町の目標、スローガンを常に掲載して

おいた方が浸透するのではと思いました。 

・北部高校生たちの企業体験（起業体験）の様子、子供たちのやりとりの瞬間がよいです。 

・表紙を飾るのは子供たちがよいですね。 

・写真を入れての紙面構成は分かりやすく、用語等が若干難しい所もあるので少しくずした言

い方で載せてほしい。 

・子供たちも見て楽しい面もあってもいいかな？（他のたよりがありそうだからいいか？） 

・中学生議会の内容がすばらしい。若い人の考えは浅はかかもしれないが、斬新さはあるので、

取り入れて考えていった方がよいと思う。 

・別冊のいいづなタイム飯綱中学校議会ですが、大変有意義で素晴らしい内容でありますが、

恥ずかしながら認識不足の私には議会の趣旨等の背景が全く分からず残念でした。そこらへん

の説明等が欲しかったです。 

・企業体験（起業体験）スクールが大盛況の様子がみえ良かった。 

・農業、ｉバスの拡充はぜひ進めていってほしい。 

・教員数の増が研修よりも大切と思う。海外のように全部を外注するのは難しいが、今より教

える事に集中できる環境も必要と思う。 

・コロナ後の負担増の支援拡充を進めていってほしい。 

・役場、子育て支援施設など新しくなり、移住者が増加していってほしいと思う。 

・カラー写真を多く使用、カラーページがほしい。 

・りんご日本一を目指して、りんごが付いた食品を更に多く産出してほしい。りんごみそ、り

んごしょうゆ、りんごサイダー。 

・桃についても町の特産品としてもっと多く出荷、生産できる様、補助が必要と考えます。生

食だけでなく加工品、スイーツ、飲物に使用したらどうか？ピーチハイ、ピーチワイン、ピー

チソース、ドレッシングなど。 

・北部高校を単なる普通高校でなく、各種プロマイスター育成職業科がある高校になったら良

いと考えます。 

・表紙の写真、マイクを渡しているけど…何をしているところなのかもう少し詳しく説明があ

ると良かった。 

・表紙は高校生と子ども達の交流がほほえましく写されており、いい写真だと思いました。更

に若者世代の写真を希望します。 

・紙面も分かりやすくまとめられていると思いました。 

■今号の内容や編集について 
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・表紙、若人がいろいろな体験をとおして地域を知ったり、地域づくりに関わっていくことは

大切であり、素敵だと思いました。 

・目須田議員の質問で公園についてありましたが、住民にも来町者も散歩ができ癒しの場にな

ると…。今後の飯綱町にとって本当に必要なものなのか？かつて三水の若宮地籍に作られた七

草公園や斑尾大橋の隣の公園？など成功とはいえない例もあります。失敗例の検証も必要かと

思います。住民が管理するということは一時的にはできるかもしれませんが、20 年 30 年続け

るということは本当に大変なことだと思います。自治会の役員のなり手も敬遠される時代にあ

まり急がないほうが良いのでは。 

・新しい町づくりへの提言、西村さんの面白かったです。お年寄りのシェアハウス実現出来た

らいいですね。 

・いいづなマルシェむーちゃんの活動がいろいろあるのだなあと思いました。むーちゃんに無

農薬の野菜やこだわりのある食品がたくさんならぶと個人的にはとてもうれしいです。 

 

■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 

・今回で 3 回目のアンケートですが、確かにこのアンケートを引き受けてからちゃんと隅まで

読むようになりましたが、町民はこの紙面で何が欲しいのか知りたいです。折角時間をかけて

作っていただいているので、無駄にならないように議会で決定されたことを簡潔に知ることが

できたらいいと思います。 

・議員さんの人柄がわかるような興味があること、飯綱町のどんなところを魅力と思っている

のか？今の問題点はどこか？など、今、感じていることを知りたい。 

・今の町政の良いところを取り上げ続けて欲しいです。住民では知り得ない他の自治体との比

較情報も加えながら、いかに恵まれた環境かを伝えてもらえばと思います。良くなったところ

って自慢になりますよね。 

・以前、こちらにも書かせていただいたのですが、ゴミの回収については少し進んでいるでし

ょうか…。お年寄りも勿論ですが、移住して来る方も都会の方が多いです。ゴミを捨てる場所

が遠すぎます。都会の様に何メートル置きにネットやポールを置いて、そこにグループごとに

捨てるようにするのはどうでしょうか？会議の場面を持たれているのであれば皆さん助かりま

す。ありがとうございます。 

・芋川の用水を世界かんがい施設遺産にする申請をしていると聞いたので、その事について書

いて欲しい。 

・人口流出をどうくい止めるか。 

・議会用語（？）がよくわかりません。請願・陳情・発議、それぞれどういう意味なのでしょ

うか。 

・「あの時のあの質問どうなった？？」のその後の対応について、進捗状況をもう少し詳しく載

せていただけるとわかりやすいと思います。今回のＡＥＤのコンビニ設置に対する対応も、６

月議会以降、コンビニと協議は始まったのか、協議以前の事務手続きで止まっているのか、進

捗状況が読み取れませんでした。 

・「あの時のあの質問どうなった？」のコーナー大変良いと思いますが、もう少し詳しく記して

ほしい。 

・新型ワクチン接種について、疾患、副反応、年齢等の問題もあるが今後飯綱町はどのような

方法で接種を行うのか、考えを載せてほしい。 

・マイナンバーカード取得について、先頃封書で取得の依頼が届きましたが、どのような書類、

予約等が必要なのか、自分の手元にカードが届くまでの流れを教えて。 

・P12 に「インターネットで公開しています」云々とありますが、どれだけの方が見たのでし

ょう。私は見たことがありません。どうやって視聴するのですか？その方法は公開されている

のだと思いますが常に方法を伝えていくことって大切だと思います。ということで、議会をオ

ンラインで公開したらどうでしょう。ウェブを使えば十分可能だと考えられます。ご検討くだ

さい。 

・いつ、何を、どうすれば、自分の思っている事、伝えたいこと、やってほしい事が議会に伝

わるのか。そのタイミングや方法の記載もしておいて欲しいです。モニターアンケートにお応

えします。のインターネット等での議会音声・動画公開をしています。とありますが、議会だ

よりに公開ＵＲＬをＱＲコードにして載せておいてはいかがでしょうか？わざわざ探す人は稀

だと思いますし、ＱＲコードがあれば見てみようと思う人もいると思います。 

・モニターアンケートにお答えしますやあの時のあの質問どうなったは、モニターや住民、そ

れを受けていただく議員さんにも新鮮な質問を風化させないために良い情報ですので続けてく

ださい。 
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・日本一のりんごのまちは良いが、農地荒廃や担い手減少が止まらない。農家の所得が増える

ようになれば生産者も増えるのではないでしょうか。 

・町民の増加を求める上で、空き家の情報については積極的に発信されることが良いと考えま

す。 

・今回、飯中の中学生議会のが中学生の様子がよくわかり、見れてよかった。中学生の考え方、

提言が素晴らしい。子供達の様子がわかって、今後も載せてほしい。 

・前号までに記載した通りです。 

・議会活動は民主主義の根幹です。実行機関である町長（町各部局）に対して、議会は、行政

の様々な事業が実行されるまでのプロセスをチャックし、足りない点を提案し補強することが

大切な任務と思います。ですので「いいづな通信」では最終的な成果が報告されますが、「議会

だより」では、各事業がどういう経緯で実行されるに至ったのかを住民に伝えることが使命だ

と思います。議員のみなさまが、決して恵まれているとはいえない条件の下で、持ち出しで日々

工夫され努力され頑張っておられることは想像に難くありません。その姿が住民に伝わること

が重要だと思います。「こんなやり取りがあったからこそ、こういう事業が実現している」とい

うことを公開することで、議員・議会と住民との信頼関係をより一層強めていくことが肝要か

と思います。 

・毎回のように、質問事項とうの要望提出しても返事がともなわないです。みんなから、いろ

いろな質問、各宿題項目考えて提出しているので、もう少し、事業務議題の出来る、出来ない、

おおよその事返事が欲しいです。その様なことしないと、今後要望する人がいないと思います。

宜しくお願いします。 

・今回、常任委員会活動報告(P11)が、久しぶりにありました。各常任委員会が一年に一回ず

つ活動報告をしては如何でしょうか？ 

・全体的に内容は大変簡潔にわかりやすく、更に多岐にわたって記事が掲載されており、当面

現状で良いと思います。むしろ、この工夫されている情報の反応を全区民から可能な限りでは

あるが、どのように反応を収集できるか、考えたい。 

・子供が成長してから町の子供達に関する情報がほとんどなく、町の子育てや学生に対する政

策などについて教えて頂けるとありがたいです。又、田舎が見直されている時代に、空き家対

策や飯綱町への移住を増やすための政策など、町の活性化となるものの情報がほしいです。 

・議員さんのお願いとお考えを１人１人じっくり語るコーナーがあってもいいのでは。「新しい

町づくり私の提案」議員コーナーのように。 

・行政の課長さん突撃インタビューコーナーがあってもいいと思う。長くなるようなら read 

more →ネットへ、でも。 

・今後の新型コロナワクチンの接種に対する現況及びまたスケジュール等の情報が欲しいです。 

・コロナ後の関連。 

・議員様の広い見識の中で更なる各種提案を期待します。 

・牟礼駅前の公園構想の事案は一考として私は飯綱病院建設の頃から病院隣接の矢筒山の公園

構想を提案してきた。山に遊歩道を作り、所々に東屋、周辺には四季折々の草木、そんな環境

の中で患者さんのリハビリは最高のものであると確信する。又昔から山の上には桜が咲き、下

にはカタクリの群生があり、今でも時季には観察に来る人が多いと聞く。そこで病院の益々の

発展と町の観光の一助となればと。 

・町のコロナ対策、ワクチン接種の情報など、議会だよりからも報告してもらえたらと思いま

した。 

 

■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 

・今年町長・町議会選がありますが、これから選挙に出る人たちが少なくなる可能性もありま

す。それで選挙もなく誰でも当選してしまってもいいのか、ある程度議員定数を減らして少数

精鋭でやっていけるのか本気で考えてもらいたいです。もうこの問題から目をそらしてはいけ

ない時期になっていると思います。 

・議会の役割として住民の意見を吸い上げることだと思うのですが、このコロナ禍において人

が集まることや対面で聞き取ることが難しい世の中になっている今、議会だよりの利用の仕方

を変えていければと思います。議会だよりは議会から住民への情報伝達がメインであることは

至極当然ながら、これからは住民に意見を聞いてみるツールへと変化させていってもいいので

はないか。議会だよりの中で議題を掲げ、SNS を利用して、採点方式だったり、YES・NO 方

式だったり、意見を書いてもらったり。もちろん今もメールで意見を寄せられるようにしては

いるとは思いますが、もっと気軽に意思・感想をつぶやける形を作り出していけばたくさんの

民意が集められるのではないかと思います。 

・今回の内容で興味を持った内容が３つありました。 

①公園構想について 

 飯綱は自然にあふれ、遊ぶ所もあるように感じますが、実際休日に若い家族は長野市の公園

に子供を連れて行き、お花見も今はコロナ禍でできませんでしたが、シートを広げていいと思

うと、やはり長野市に行っていました。飯綱の中に休日に子供を連れて行ったり、桜を見なが

らホッとできたり、学生が学校帰りにちょっと寄れたり、季節を感じられる素敵な公園が身近

にあると嬉しいです。 

②学校以外での学びの場について 

 我が子は社会人になってしまったので最近の教育現場を知らずにいましたが、フリースクー

ルやオンライン学習で対応があり、それが出席扱いになっていることを知りました。我が子の

頃も学校に来られなくなった友達が数人居て、子どもも友達を心配し、親としてもその子や親

御さんの気持ちを思うとどうしたらよいか…と心痛む気持ちがありました。友達との関係はそ

れでは補えない面もありますが、学習面や自分の居場所、学校とのつながりなど、その子の状

況に合わせ、支援できる体制を充実させていただきたいと思います。 

③私の提案の西村さんの提案について 

 最近、自分の老後を考えることがあります。今は車を運転していますが、運転できなくなっ

たら、出掛けやすい場所で自分なりの生活を楽しむ…この提案に共感しました。 

・駅前公園の事にふれていましたが、町中の美化についても考えてもらいたいです。道路には

み出てきている樹木や草等、通行のさまたげになる箇所が所々見受けられます。綺麗な町づく

りも住みたくなる町づくりになるのではないでしょうか？ 

・中学生議会、おもしろく読ませてもらいました。最近の中学生って、いろいろ考えているの

だなあ…と思いました。私ら中学生の頃って、何してたのだろうと振り返ってみたり（ただボ

ーッとしてたような）。こういう小さな意見をもっと大人は“真に受けて”ほしいと思います。小

さな芽を大きく育てて、花が咲けば良いな…と（なんてね）。と同時に、ある大人が言ってたこ

とが耳に残っていました。“あんな中学生の言うことなんて、ね”何を隠そう、役場の職員がそ

う言っていたのですよ！ 

・橋の工事に対して２本同時にやるのではなく１本ずつ出来なかったのですか？ラッシュ時、

大変混雑しています。 

・普光寺公民館前の道路ですが曲がりがとても危険に思います。歩道もないので。何とか改良

出来ないでしょうか？ 
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・川の近くの水害の起りそうな場所に庁舎を新設しましたが、もっと高台に作れなかったので

すか？ 

・女性議員や若手議員の養成や育成を熟練の議員さんのノウハウを生かしながらボチボチ対策

を考えてください（なり手不足を考えて）。 

・教育に係る請願に対して、丁寧に対応頂きありがとうございました。議員各位は大変多忙と

は思いますが町政に関する様々な課題に対して、大きな権限を持っていることに鑑み、ぜひ現

場の視察、関係者へのヒアリングなどを今後とも重視して議員活動をお願いします。 

・国政に関して地方議会が住民の声を集約して意見書を上げていく事は大切な役割と考えます。

「地方自治は民主主義の学校」という言葉があります。草の根の声をぜひ県政・国政に積極的

に届けていく役割を果たして頂きたいと思います。 

・飯綱町の個人所得の推移をみると農業所得は５年間で１/２以下に減少してきている。これは

農業従事者の高齢化による原因も大きいと思う。今後益々この傾向は強くなり農業の所得は減

少してしまうと思う。この時に町の基本構想は「日本一のりんごの町」は、理想としては良い

と思うが、もっと具体的に出来る限り早く従事者の拡大を行っていかないと間に合わない。議

会での活発な討論を期待している。 

・中学生議会の記事が別冊でありましたが、せっかくの機会なのでもっと中学生の意見を議会

でも取り上げ町づくりに生かしてほしいと思います。 

・【要望】議会に対して要望することでは無いかもしれませんが、住民が行っている塩カル等の

散布ですが、要望のある方には散布機を提供しては如何でしょうか？地域の方が事故防止の為

に善意で行っている作業ですが、手撒きでは均一に撒くのが難しいですし、とても大変だと思

います。役場に相談したところ「役場も手撒きなので手で撒いてください。」と…言われたそう

です。呆れました…。道端の除雪もですが、皆さん善意で事故防止に努めています。 

・【怒】飯綱町役場には住民から出るどんな【小さな意見】も真摯に受け止めてほしいと思いま

す。 

・【他には】県道牟礼永江線上に大きな動物（鹿・猪）が出没するようになり度々接触事故が起

きています。下赤塩の下水処理場以降は特に見通しの悪い道になりますので危険を知らせる看

板の設置をお願いします。着雪時の枝の垂れ下がり等も再び酷くなってきましたので根本的な

改善をお願いします。 

・【注目】奈良本地区では人口減少から、将来の組運営が出来ない事が予想されます。役場も奈

良本からさらに遠くなりました。オンラインで情報共有・会議等が出来る仕組みを望みます。 

・ｉバスの最終運行時間はもう少し遅くならないのでしょうか？遅くしてもあまり需要がない

のでしょうか？ 

・P18 駅前公園構想、読ませて頂きましたが、飯綱町にはすばらしい山、森林、新緑、その他

が多くありますが、都会の人々は人工物ではなく、自然そのものが美しいと思うのです。自分

は長年、タクシードライバーをやりましたが、外国人さん、都会の方が皆、空気はおいしい、

自然の山々、緑がすばらしいと絶賛していた事を思い出します。人工物ではなく、今ある素晴

らしい物をこれからどの様に活かしていけるのかも議員の方々に期待する所です。 

・以前にも同じ要望書に書きましたが、長野電鉄のバスについて、朝・夕の通学・通勤時間帯

は別として、昼間何本か動いているがほとんど空席で、赤字分は町で負担しているのではない

かと思いますが、各位には実態を良く見て頂き、良い方向に考えられるのではないでしょうか？

色々と交通機関も有る様ですが、高齢者には、利用方法がちょっと難しいと思います（町への

要望）。 

・中学生議会、内容を見ると、町の自然・農産物等、取り上げているが、大人の目では見えな

■議会に対する要望、意見等 
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い所を指摘している。議員各位には大いに参考にされ、実現の方向へ持っていかれる事が、町

の発展につながるのではないかと思います。 

・飯綱中学校中学生議会 いいづなタイム「私のふるさと飯綱町～15 歳の提言～」 

 純粋で束縛のない若者の飯綱町を思う気持ちが大変良く伝わってきます。中でも、観光客増

加作戦・人口増加はサポートから、飯綱町にある資源を活用した商業施設を増やす etc、興味深

い。ママさんたちが住みやすくなる町へと日常を理解して、一番大変な母親が良いと思うこと

がすべてにつながっていくと目のつけどころがすごい。若者の意見が反映される、それをバッ

クアップして広げていく議会であってほしいと思う。それができたら自信になり、もっと町に

関心をもってくれると考えます。そして町が大すきになるはずです。若者がんばれ。 

・「一般質問」のページがあります。令和２年度（発行日 4/30,7/31,10/31,1/31）の４回の中

で、議員毎の掲載回数は、４回の人が２名、３回の人が１名、２回の人が３名、１回の人が６

名、０回の人が２名となっています（議長はたぶん除かれると思いますが）。掲載の基準はある

のですか？ページ数の関係で限定されているのか？そもそも一般質問をしていないのか？例え

ば、一人当たり一年に最低一回は掲載することをルール化するとか、また上限は一年に３回に

するとか、ある程度の公平性の担保、特定議員によるＰＲ媒体となって欲しくない。様々な立

場や考えはあると思うが、町民の代表として議員となっているので、多様な意見表明があって

も良いと考えます。 

・高齢化、人口減少が進む中、地域独自の自主的な活動による次世代の育成が重要になってき

ています。そこには、子供の教育を地域が担うことも含まれます。教育委員会では、文科省の

方針に基づいて「学校と地域住民の協働による地域に開かれた信頼される学校づくり」のため

のコミュニティースクール（信州型コミュニティースクール）の構築・発展を目指していると

思います。飯綱町でもコミュニティースクールが設置されています。通信も回覧されてはいま

すが、地域住民にはその姿がよく見えません。それまでの学校教育の範疇を出ていないと感じ

ます。教育が、子供たちの主体的な学ぶ力、探求的な学びを支えることにシフトし、新年度か

らは ESD(Education for Sustainable Development：持続可能な地域創生の担い手づくり)が

学校教育の課題となります。この機に、地域と学校の信頼関係の発展、地域の伝統や優れた活

動の学校教育現場への幅広い登用、この地ならではの飯綱っ子を育てる教育の検討を、改めて

考えるよい機会だと思います。先生たちは、かなりのお忙しさとお聞きします。地域とのつな

がりは、立ち上げ時は苦労が多いと思いますが、動き出せば、先生方の負担軽減にもつながる

のではないでしょうか。 

・中学生議会は、若い人の考えとか提案がこれからの町の未来に発信していけたらいいですね。

議員さんも中学生を見習って、子供ではなく一人の人間として対応し、学んでほしいところが

あるのではないでしょうか。町民の意見に耳を傾け、苦しみといえば目に見えぬコロナウイル

スにすべての人が生活において影響を受けています。自分の身は自分で守るということもあり

ますが、この事態に打ち勝つために町の力が必要です。私達を守って下さい。どうか、今は町

民一人一人の事を考えて、議員さんも役場職員、町長さんと力を合わせて行動して乗り切って

ほしい、町民と一緒に。コロナ給付金をムダに使わないで町民のために使って下さい。 

・コロナワクチン接種が始まります。副反応の心配があります。町民が安心してワクチン接種

できるように対応をよろしくお願いします。 

・駅前公園の計画が出ていたが、良い企画と思う。町民の幅広い意見を集約して、30 年と言わ

ず早期に実現されることが良いと思う。 

・コロナ感染防止について 

 発生から１年が過ぎ、巣ごもり生活続き、高齢で町からほとんど出なくてイベントにも参加

■議会に対する要望、意見等 
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できずうんざりしてきた（人生で１年損した気分）。２月に入り少しずつ落ち着いてきているの

でもう少し我慢しなければと思う。みんなで頑張ろう！ 

・補聴器購入補助制度の実施について 

 私も難聴が進み ADP（聴覚情報処理障害）のような症状で９年前から補聴器を使用している

が、相当高額なもので、消耗品（電池・部品等）がかかり、補聴器自身も永久ではありません。

寿命も５～７年位で今２代目を使用中です。是非とも弱者のため、来年度予算に計上し補助制

度を実施して頂きたい。 

・日本政府に「核兵器禁止条約」の参加等及び「敵基地攻撃能力」の保有に対し平和外交の推

進等の発議は議員各位の思想信条を知る上で大変興味深い案件であり、地方の町議会からの意

見の発信としては一定の意味があると考えますが、現下の未曾有のコロナ禍における町行政に

おいては優先順位に疑問を持たざるを得ないと思います。飯綱町が「日本一女性が住みたくな

る町」とのスローガンを先述の発議よりも優先し飯綱町民に広く広報する議論に時間を費やす

事の方が有意義と考えます。ひいてはそれが町人口の増加にも寄与すると思います。 

・補正予算は変更前と変更後の金額が著しく増加しており、仕方がないのかもしれませんが「血

税」を有効にしていただきたいと思います。 

・飯綱町はやはり農業に力を入れて、若い世代に受け継いでいってもらわないと、少子化の中

いずれは現状よりやり手が少なくなり絶えてしまうと思われるので、サラリーマンよりも正直

金銭になる楽しいと思ってもらわないと… 体力もいるし、天候に左右され、問題はやり続け

ていきたいという意識改革を考えていかないと絶対に無理。 

・今号で一番面白かったのは中学生議会だった。中学生もよく考えていて大人の出すアイデア

と大差ない。これを大人がどう受け止め、政策に反映させていくのか、その次のプロセスに興

味がある。例えばこれを（15 の提言）議員さん達とのチームで/実際にすでに政策化されてい

ること/進行中/不可/これからとり上げる可能性あり/に分けていって推進すれば、中学生の政

治参加として面白い取組みになるのでは。本議会の中でも質問コーナーを設けて本当に発表・

質問してもらったらいいのでは。 

・子育て支援施設のオープン、期待しています。飯綱町は本当に子育てには最適な土地だと思

います。そんな飯綱の地での子育てに、町外の方にも興味を持ってもらえるような場となるこ

とを願います。 

・補聴器購入の助成金制度にも期待大です。コミュニケーション障害も含め、毎日の生活の中

で必要なことに対して金銭的に負担がかかることがあっては残念ですので。 

・農業の所得向上策の「小規模農家への支援」がとても気になります。自然豊かなこの町で、

農業が廃れていかないよう、是非とも支援をお願いします。 

・ｉバスの利用状況がとても悪いことは残念ですね。そういう私もマイカー所有者なので使っ

たことはないのですが、高齢者の交通事故が全国でも増加傾向にあるので、利用が増えてくれ

るといいと思います。支払いは現金なのですか？お得な回数券などで利用を増やしてもらうな

どの方法はすでに取られているのでしょうか？ 

・半年後には、役場が一極集中ですべて牟礼役場で住民の用事ができるメリットがあるのです

が、遠くの住民にとっては必ずしも喜ばしいことだけではないでしょう。マイナンバー制度の

普及も一つの手助けの方法です。引き続きマイナンバー制度について推進する議論を深めて頂

きたい。役場に行かなくてもコンビニでできる手続きもあるというメリットについての議論も

周知するうえで意義あることと考えます。 

・脱炭素社会・地球温暖化対策が地球レベルで真剣に検討に入った中で、飯綱町でも再生エネ

ルギーの導入の一つとして、大規模な太陽光発電の導入が検討されているようだが、まだ町に

■議会に対する要望、意見等 
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は景観条例ができていなく心配です。具体的な議論を早急にして頂くことを期待しています。 

・各議員さんたちの質問・要望などに町長等答えていただいていますが、100％その通りには

ならないわけで…いろいろ変わっていく（実際）または変わった所を、後日お知らせして欲し

いと思います。いつも町民のためにありがとうございます。 

・一般質問に町長に対して「３期目挑戦の意欲はどうか」とあるが、この時期の質問としての

適否は別として、これまで困難な問題（保育園や小学校の統廃合、スキー場の売却、直売所や

庁舎の建設）を適確に解決してきたと思います。もちろん、ソフト面でも様々な施策で町の良

さを少しずつアピールできるようになってきていると思います。これからもこのソフト面で町

と議会が町民を巻き込んでリードしてもらいたいと思います。 

・このところ、メーラプラザ、むーちゃん、役場庁舎、子育て支援施設、ハード面の整備が立

て続けに行われています。必要だから建設することは何となくわかるのですが、今ある道路や

橋、浄水・下水施設、学校や旧学校、保育園や公共施設など 20 年くらい先まで見据えて、い

ったい１年１年にどのくらい経費が必要なのか、チェックしてほしい（町道のアスファルトの

耐用年数や川にかかる橋の耐用年数など）。 

・現地視察は今後町にどのように活かしていくか、事後報告もお願いしたいです。 

・子育て世代としては引き続き少子化対策を町に要望してほしいと思います。 

 

■議会に対する要望、意見等 

■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？ 

・日本一女性が住みたくなる町ってコピーもいいですが、先日のオリンピックの森さんのこと

もあり、これからはジェンダーレスのコピーで町を宣伝した方がいいかもしれません。 

・60 号に関係する小規模農家（兼業農家や新規就農者）育成について 

私も兼業農家で水田１２アール、そば１０アール、りんご１０アールほど耕作しています。

今思えば良くここまで続けてきたなあ、という思いです。親父が生前、スピードスプレヤーや

トラクターを購入しておいてくれたお陰でできたのだと思います。もし機械が無ければ耕作放

棄していたか、誰かに耕作依頼したかでしょう。今になればやっていて良かったなあ・・と思

います。私達はもちろん、子供達や孫達に安心安全な米やりんごをたっぷり食べさせてあげら

れるからです。「おいしいよ」なんて言われると、「お世辞」かもしれないが頑張ってしまうん

です。自分の健康のためにもと思うこの頃です。 

 さて、私のような兼業で少し・・或いは、定年後に備え、またはコロナ禍の中、移住して新

規就農(半農半サラ)で、と様々なパターンはあるでしょうが、小規模農業を求めている人は、

それなりにいるのではないでしょうか。ここで大きな問題になるのが、農業機械への設備投資

です。 

今、都会では「自家用車」をシェアできる仕組みがあるようですが、このような仕組みを農

業機械に導入できないものでしょうか？町内大字毎に農機具シェアセンターがあり、初期指導

付きで貸し出す。貸し出し費用は、動力光熱費や修繕費にあてる。そんな農機具シェアの制度

があったら設備投資が少額で済み、間口が広がると思うのです。「農機具は、買う時代から借り

る時代へ」です。 

小規模であっても大勢集まれば大規模に匹敵します。59 号のモニターアンケートで述べまし

たように災害に強い町には、水田の維持が必要ですし（ダムの役割）、りんごの減産を防ぐには、

このような少し気楽に踏み込める農業の仕組みが必要と考えます。 

・コロナ渦であることも影響しているとは思うが、町内の新しい施設の来客数が少ないのでは？

と心配です。 

・雪解けの時期に向かい道路の舗装が必要なところが増えてきています。もちろん春には実施

するところではありますが舗装に穴が開いているところも多くなっていますので、補修パトロ

ールの要望を町に上げてもらいたいです。 

・コロナウイルスによって、町での公民館活動やお祭りが自粛されていますが、町としてはど

の程度の状況になったら、そのような活動を行えるようになるのか知りたい。 

・今回の中学生からの意見がとても良かった。これからも若い人の意見を聞いてもらいたいと

思った。 

・「飯綱町みんなで応援！商品券」の配付はとても良かったと思います。長野市は自分で購入が

必要で、自分では購入できない方もいました。飯綱は全員に配付の形だったので不平等感がな

く、地元の店にも還元でき、大変有効だったと思います。その商品券のおかげで、昨年の暮れ

の正月の買い出しは毎年長野に出掛けていましたが、初めて地元で済ませました。 

・町民会館の横に建設された子育て支援施設、とても大きくて立派ですね。これからどう運営

して行くのか、楽しみです。 

・水道改修を見て思いつきました。用水の水門を私が開けないといけないのですが、女性の手

で上げ下げがとてもきついです。 

・近年、新聞紙上を見てもアルファベットの略語が多く、高齢者には分かりにくいかと思われ

ます。この広報の中にも例えばＩＣＴなどあるが、使用する場合には（ ）書きで、日本語に

してほしいです。 
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・県道等にある町堺の看板ですが、みつどんを載せてＰＯＰな感じにできないかな？と思って

います。 

・町内の工事についてですが、現在、役場前の橋と農協前の踏切付近で同時に行われており、

前回号で要望があったガード下（第一スーパーから本町へぬける橋）を通る車が増え、朝や夕

方の通勤・通学時間帯はとても危険です。工事前に橋（ガード下）を整備していただくか、同

時の工事をせず、巡回路を多くとっていただくよう議会からも要望していただきたいです。 

・町の魅力を（町民が気づいていない）もっと掘り起こして、住みやすい町を作っていきたい

ものです。自然、文化財、人、活動、いろいろな所に気づいていきたいものです。 

・霊仙寺湖の水位が通年１ｍ位に低いようです。水利権者の関係らしいです。夏のボートの営

業が出来なかったり、ワカサギ釣りで業者が迷惑しているようです。貴重な観光資源ですので

議員さん方で議論願います。 

・先日、番匠から丹霞郷を通った所、道路の舗装工事を町単事業で工事をしていましたが、通

行量、災害に影響がないと思いますが、それより雨が降れば道路が川になり長野荒瀬原線ガー

ド上から流れ落ちているので災害にならない様、早く工事をしてもらいたい。十数年前から要

望しているが出来ないのは何なのか？ 

・公園構想（駅前公園）他プラスα（面積等不明点は数多くあるが、思いのままで！） 

 まだ初期の検討段階だと思うが実現にはやはり十分時間をかけて検討する必要がある。多く

の人が気軽に利用でき飯綱町の公園として知名度のある公園作りをお願いしたい（完成後、次

第にお荷物にならないように！自慢の公園期待）。 

 

①駅前通りの活性化（駅前通りへの集客） 

 現状では閑散としていて寂しい感じがする。町の玄関口として活性化できないものだろうか。 

②イベントについて 

 例えば夏祭りとして一昨年から従来の岩崎観音の祭りに代わって町の協力を得て祭りの形態

が変化した。この祭りをもっと拡散させてはどうだろう（土日昼夜）。町民祭りの一大イベント

に。 

③町の特徴など入れた飯綱町歌、飯綱音頭、飯綱小唄など作ってみてはどうだろう（盆踊り等

いろいろなイベントで盛り上げる）。 

④例えば定期的な朝市・夕市などほかにも多種多様なアイデアで永続的できるイベント等行う。 

 

今は思い付きだが出来るといいなと感じている。15 年後位を見据えて今の若い世代の人が将来

魅力ある住みやすく自慢の町作りを期待したい。 

・町長の言われた小規模農家への支援策については、大変興味深いので期待している。 

・深沢～牟礼駅の橋の所の工事が次の工事会社がみつからないとかでストップしています。な

ぜ、次の工事屋が決まっていないのに工事を始めたのか？信金に行く時も駅に行くにも不便で

困る！すべて計画してから工事をすべきだ‼毎日、信号の変わりに立っている人に支払うお金

がムダ。もったいないです。税金をムダ使いしないで！役場の所の橋も早く進めてほしい。不

便‼早くなんとかして！町民皆言っていることですよ。 

・子どもの学校送迎について 

 親御さんが車で中学生を送迎せざるを得ない状況です。やむを得ないと思いますが、中学校

周辺は細い生活道ですので、送迎車が徒歩通学の子のすぐ脇を疾走するのは安全面で気になり

ますし、車のすれ違い（冬は側溝に脱輪することもある）は、住民にとっても迷惑です。細い

道を通って校門まで車が侵入しないようにするか（学校から離れた場所での乗降）や、送迎車

■今、お気づきのことはありますか？ 
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の一方通行化、スピード制限などのルールづくりはできないものでしょうか。 

・マルシェむーちゃん、今期は通年営業、そして香川のみかんや野菜・うどんなど取り入れ、

盛り上げる気持ちが伝わって来る。今はりんごが中心。この季節、パンの購入に入店しますが

となりのコーヒーもおいしい。居心地がもう少し良いといいのだけれど．．．コーヒーをのみに

行ったついでに買い物を、なんてなったらもっとお客様が訪れるかも。 

・飯綱町に 100 円ショップができたら便利だなあと思っています。 

・２月に三水庁舎に「戸籍謄本」をもらいに行ったとき、窓口の男性が「マスク」をかけてい

ませんでした。コロナ禍で窓口でマスクなしは問題です。厳重に注意して欲しいです。 

・飯綱中学校中学生議会を読ませていただいたのですが、今の 15 歳の生徒たちの考え方がわ

かり、すごくたのもしく思いました。しっかり自分たちの立場を理解し、冷静に物事を分析し

ていて立派だと思いました。 

・「令和２年度飯綱中学校・中学生議会」記事、大変良かったです。雰囲気も良く伝わってきま

すし、意見も将来を背負う若者の逞しい成長のあかしを実感しています。 

・空き家対策に注目しています。県外へ出た人が戻ってくる以外にも、飯綱の魅力を十分に発

信して、多くの人に飯綱町の素晴らしさを知ってもらいたいです。町ＨＰに専用サイトもでき

るとのこと。ＰＲ，期待しています。（いつか我が家の息子も飯綱に戻って仕事ができることも

願って…） 

・アイデアは町の住民、移住者、中学生、皆共通のものが沢山ある。それをどうまとめて、ど

う具現化していくか。そこに議員さんのお力があれば（行政とも組んでいけば）前に進出？ア

イデアが１つ１つこんな風に実現していっている、が伝わってくるとよいのでは。 

・高齢者等のお宅の要望をくみ上げる（雪おろし、草とり、他）をプチバイトがありますと掲

載し、気軽にＴＥＬ等で空いている時間帯を利用し、世主より現金をもらう。 

・引き続き中学校への道路の拡幅の要望をお願いしたいです。冬期積雪時の送迎は危険です。 

・ＡＥＤについて記載してありましたが、民間施設も含めて今町内には何か所設置されている

のでしょうか。 

・中学生議会（「私のふるさと飯綱町～15 歳の提言～」）面白かったです。３組３班のプレゼン

すぐにでも事業化できそうですね。 

・コロナワクチン接種が安心して行われる様、希望します 

 

■今、お気づきのことはありますか？ 
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