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議会だより第 64 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） 

・写真を見て知りましたが、傍聴席はパイプ椅子で案外席数が少ないと気付きました。なんと

なくニュースで他の大きな地区で見かけるような、高い所から見下ろして眺められるのかと勝

手に思っていました。この写真は広角レンズを使えばもっと迫力があると思います。地方創生

事業を質すと言うタイトルが一番個人的に興味を引きました。 

・表紙 

新庁舎での議会の様子がよく判ります。良い写真と感じます。 

・内容 

P2 にある決算審査報告書な中に、コロナ関連の補助金について歳入欠陥の記載があります。  

町長や職員の処分もあったかと思いますが、議会では議論があったのでしょうか？私の考えで

すが、今回の場合、職員に悪意があった訳では無いと思います。組織対応が十分であったかど

うか検証する必要があると考えます。昨年来、コロナ禍で、職員の皆さんは超多忙であったと

思います。国や県の様々な施策があった中での出来事で、 

  ・情報や制度を熟知している職員数は十分であったのか？ 

  ・多忙な職員を補佐する体制が十分だったのか？ 

  ・期限に追われる中、誤りをチェックできる体制は十分だったのか？ 

 個人の責めに帰するのは、ある意味、簡単ですが、組織として防ぐ方法を議会としても議論・

検討して欲しい。 

・政策サポーターの提言を興味深く見させていただきました。こうあってほしいという具体的

な提言はわかりやすく、これから行政がどう 対応していくのか楽しみになりました。 

・今号の内容について気になった点を挙げていきたいと思います。 

・P3 決算審査報告書の最後に、コロナ関連の補助金において飯綱町の歳入に欠陥を生じさせ

たことは誠に遺憾である。とありますが実際どんな問題があったのかわからないので詳しく知

りたいと思いました。 

・P4、P5 地方創生推進交付金事業の中で 5 事業挙げられていますが各事業には事業費の総額

が記載されていますが、その詳細の事業・業務についてどのくらいの事業費がかかったのかわ

かるといいなと思います。 

・P5 仕事の創業・交流拠点整備事業として実施してもらいたいのが、特にこの時期農家にと

って秋の収穫作業が多忙であることから収穫時期のヘルプを目的として人材派遣をする体制を

強化していければと思います。もちろんシルバー人材など今までもありますが、町内人材だけ

でなく町外の方にも多くのメリットがある形で募集していくことが必要かと。もちろん日当を

補助する行政支援も必要かと。 

・P6 ふるさと納税返礼品クレーム防止についてカンマッセいいづなで検品とありますが全品

検品をカンマッセいいづなでやっているということでしょうか。だとするとかなりの作業量で

あり、これから返礼品の拡大を考えるならば検品体制の整備も考えなければいけませんね。 

・P9 請願として教育関連が何点か挙げられています。それぞれの議員の方がそれぞれの意見

をお持ちで賛否結果についても賛否分かれる結果となっています。しっかりと議論がされてい

る感じがしてとても良い印象を持ちました。 

・P12 原田幸長議員さんの AED についての内容についてコンビニを経営する当事者として意

見させてもらいます。何か不慮の事故があったときその命をつなぐために AED によって初期延
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命行為を行うことはとても重要なことであることは理解しています。ただそれを行政が負担し

て機器設置を行えば良しでは我々は困ります。コンビニは地域の利便性を追求していきますが、

お店がそして働く従業員が AED を取り扱う事態が想定されるのであればそれに対して対応で

きるように講習や指導をしなければいけないということです。設置してあるだけで私たちは何

もできませんというわけにはいかないですから。そのようなアフターフォロー、設置に対して

の優遇措置等も考慮いただきたいと思います。 

・P16 瀧野良枝議員さんの記事で、跡地活用事業はそれまでに果たした地域での役割を意識

し地域住民を巻き込むことが重要とあります。今現在 2 拠点の跡地利用は個人を中心とした利

用になっていると思いますが、地域住民を巻き込むには地区会合、地区行事をあえて跡地施設

を利用して行うことが利用促進につながっていくのではないかと考えます。私もそうですがい

いのはわかっていてもなんか寄りづらいというのはそこへ行く機会を多くして居心地の良さを

作り上げていくことで改善していくのではないかと考えます。 

・新しい議場での表紙の写真、誠にすばらしい。議場に負けぬよう議論を望みます。 

・正面からの本会議の写真、緊張感が伝わってきました。 

・企業会計を明らかにして欲しい。 

・コロナの関連での赤字もあるが、黒字会計でよかった。 

・地方創生推進交付金事業、農業のブランド化、学校、し尿処理、ＤＸ、コロナ等、今後も注

目したい。 

・ＳＤＧｓ、ＡＥＤは協力していきたい。周知をお願いします。 

・議会（定例会）の様子を写真を見て、傍聴者も来ているようで、いずれ１度は生で聞いても

いいかと思った。 

・地方交付金（事業実績）が細かく、分かりやすくなっているので、町の為にも今後も変わり

なく生涯にわたって新たに展開していってほしい。 

・内容ぎっしりでした。 

・歳入歳出の提示はあるが「予算がふくらんだ」とあり、予実対比があるとわかりやすいので

は。歳入と歳出の主な内容を別表でつけてもらえると内容がよくわかる。 

・一般質問はその時々の課題と取り組みがわかり面白い。 

・表紙の写真は、議会のものなので堅苦しい感じは仕方ないですね。 

・紙面構成は見やすくできていると思います。 

・写真も沢山使っていただいていますが、もう少し工夫というか加工したりして、感心を持た

せるようなレイアウトなら、もっと読みたくなるのでは？と感じます。例えば、「災害果をふる

さと納税で」の写真は、選果台を流れるりんごの動画をＱＲコードなどで見られるようにする

などしたらどうでしょう？ 

・表紙について 

 マスク着用での静粛した中での緊張した議会の雰囲気が伝わってきます。早くマスクを着用

しない平常の姿を見る事が待ち望まれます。 

・見出しについて 

 大きめのドットで、カラーで内容がわかる様工夫されており編集の思いが伝わってきます。 

・写真について 

 予算面もあり難しいことと思いますが、掲載写真をカラーでできないでしょうか。「いいづな

通信」のように写真は、ほとんどカラー写真をつかっています。暖かみ、親しみを感じるのは

私だけでしょうか。一考をお願いします。 

・わかりやすかったと思います。 

■今号の内容や編集について 
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・「決算徹底チェック…町のお金は適正・効果的に使われたか」は興味を引く見出しで内容もわ

かりやすかった。コロナ対策での応援チケットの販売数がわずか 63％と低かったのはあまり魅

力を感じなかったからなのか。 

・政策提言の空き家活用について、私が住んでいる地区も空き家があり、空き家を活用し人口

を増やせるのであれば、進めていただきたいと思う。 

・空き家になる原因のひとつに、独身者が多いことも挙げられる。婚活がスマホで検索できる

ようになるのであればそのシステムを多くの人に活用してもらえるよう宣伝をしてほしい。 

・表紙について 

 なかなか傍聴できないが議会だよりで会議の様子を見て、私も行ってみたいと思いました。 

・表紙は普段なかなか見ることができない議場の様子が分かり良かったです。 

・紙面構成がいつも通り分かりやすく良いと思います。 

・新庁舎になってからの議会の様子が感じられる表紙でした。 

・地方創生推進交付金事業のことが分かりやすく書かれていました。 

・表紙、議会の様子がわかるし、全体が見えてとても良い。 

・インフラと危機管理について 

 ソーラー発電と景観の記事が目につきました。この町は町内、発電でまかなえているのでし

ょうか？景観は変わりますが私は電気が欲しい。しかも安全。水道は町政重要課題ですが、電

気は？電力会社任せにすれば巨大な災害時には停電します。化石燃料を使わないソーラー発電

は必要だと思いますが…。危機管理は災害時の住食住だと思っています。町内は広く、どこで

災害が起きてもおかしくない状況です。公的な建築物も衣食住の機能を備えるべきだと思いま

す。危険地域の住民を速やかに救い出し、ストレスを最小限の生活が大事。流通が途切れても

３日は持ち堪えることが理想だと思います。ちょっと発想を変えていただければ危機管理力は

確実に向上すると思います。 

・今号は読みごたえのある内容に感じた。P19.22 の要望や提言の内容はわかりやすく、共感す

る提言も多く、興味深い内容でした。 

・毎号のことですが、一般質問の頁は、各議員の方の力を入れていることがとてもよくわかり、

それに対する町長など町の考えも読んでいてよくわかり、町の行政の様子が普段あまり関わり

がないので、大変勉強になります。 

・表紙、一番後ろの一列が傍聴席ですか？傍聴って、予約が必要なんですか？それともいきな

り行っても入れてもらえるのでしょうか？今はコロナのことを考えて、人数制限しているので

すか？ 

・議会だよりは廃止。町の人に聞いてみても見ていない。今の議会に対して期待することはな

い。 

・表紙は町議会中の写真と思われる、まだ傍聴に行っていない自分ですが新庁舎での町議会が

見える写真でとても良い表紙だと思います。 

・見出しについては、表・裏表紙のみカラーで、内容的にもカラーを入れても良かったかなと

思います。 

・P２、グラフ、用語解説も良く理解できました。 

・P４～５、地方創生推進交付金事業、各事業及び内訳が良くわかりました。他のページも良か

ったと思います。 

・分かりやすい内容になっていたと思います。写真に関しても、沢山しようされていて良かっ

たと思います。 

・決算審査報告書は興味深く読ませていただきました。 

■今号の内容や編集について 
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・表紙、新しい議場の様子がわかりました。 

・決算順調で財政基盤の強化につながったことはよかったと思います。 

・ふるさと納税のクレームが増えているというが、数が増えているのか、率が増えているのか？ 

・モニターアンケート参考になりますが、「検討したい。」等の回答のものは今後もチェックし

ていただきたい。 

・政策提言で、予算のかかる提言が多い中で、予算のかからないものについては早急に実施し

てみては。その内容を広く周知してほしい。 

・表紙の写真、現行の飯綱町議会の皆さんの最後の議会風景全員の姿が写り良いのでは。 

・見出し・写真・構成について、従来通りの姿でいいのではないでしょうか。 

・補聴器購入補助制度について、利用者０件、意外に思う。このままだと折角制定したのに効

果が得られない。給付制度の改正と町民へのアピールが必要ではないか。渡邉議員のいう通り。 

・表紙の写真は、斜めの角度からの撮影が多いと思うが、今回は正面からのアングルで撮影さ

れており、前向きな姿勢が感じられて好感度が良いと思う。 

・表紙の議会の様子から傍聴者も増えてきたようで議会への感心が高まっている証拠です。誰

が聞いてもわかりやすい議会作りをお願いします。 

・表紙から議場の様子がわかりました。 

・いつも通りのＱ＆Ａ方式で各議員さんの考え方やそれに対する町としての政策がわかります。 

・P3、決算審査報告について 

 コロナ関連補助金で歳入欠陥が生じた問題については、もっと詳細な説明が町長からあって

しかるべきではないでしょうか。 

・P3、各議員の賛成、反対の結果は各々の議員の考え方がよく可視化されていて良い。 

・P9、請願に対する、賛否の発言内容も議員の立場、及び請願内容に対する理解度が町民に可

視化される内容で良いと思います。議員は、学校現場に長期研修（視察）を行い、自らの議員

活動にその経験を反映させる事が必要と考えます。教育現場の現実からあまりに乖離した発言

を残念に思いました。 

・それぞれの写真が文章や見出しに合っていて見やすかった。 

・どうも「モニターアンケートにお答えします」を見ると、この「アンケート」は施策につい

て問い合わせるものらしいので、今まで出したアンケート内容が反映されていない理由がわか

った気がします。 

 そこでお聞きしたいこと 

①今まで行ってきた若者定住のための対策等により、町民の年代別人口はどのように変化して

いるのですか？ 

②若者が定住することはもちろんですが、10 年先の飯綱町の人口と、年代別人口の割合はどう

なっているのですか？ 

③そのために、育児のあり方が大切だと思っていますが、具体的な成果を示して下さい。 

④このアンケートは反映されているのですか？ 

・今号も盛り沢山でした。もしこの議会だよりに集結させるのではなく課題を分散できるので

あれば町の広報や飯綱町だよりなどには載せられないものでしょうか。議会の質疑応答の具体

性や内容が曖昧な点が多く見受けられました。内容が濃いものを課題を絞って下さった方が、

この町の行方が見えて来るようにも、又とてもわかりやすくなると思っています。 

・地方創生事業に多くの費用が投じられている事がわかった。奈良本もこの予算の力を借りて

事業を進めているが、コロナの終息の兆しが少し見え始めた今もう一度、各事業の内容を精査

して再構築するタイミングだと感じました。 

■今号の内容や編集について 
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・先日のアンケート結果にも記載しましたが、アフターコロナにどう対応していくかが重要。

確実に観光客の数が増える事が予想される中、まずはイイコネＥ，Ｗで訪れた観光客がまた来

たくなるような仕組を。私も一度足を運んだが、もし私が県外の観光客だとしてもう一度来た

くなるかといったらならないかもしれません。なんと言っても食事が重要。キッチンカー等が

増えている昨今、今よりも多くの業者の呼び込みも必要（ご褒美需要で少し高級なお店があっ

ても良いかも）。 

・ＤＸ推進事業には非常に関心があります。各種証明書の発行は望むところではありますが、

飯綱町の東の玄関口付近にはコンビニは無いため、イイコネＥにそのような機能をもたせても

らいたいです。各区の用水取水口の水門等もセンサーを付けて開閉するようにシステム化を。

多額の予算をかけずとも知識がある人ならすぐに実現可能なものだと感じます。 

・三水地域のとりわけ赤東区はここ数年で一気に人口が減ると予想される。農地管理や用水管

理等も人手が不足すると予想され、ＤＸは他地域よりも推進されることを期待している。イイ

コネＥにＤＸの拠点を設けたい。 

・過疎化対策についての記載もあるが、過疎化よりも急激な人口減少により主要産業のりんご

の栽培面積が極端に減少する事を考えたい。耕作放棄地は増え、山は荒れ、ネガティブな事は

容易に想像できる。地域の景観が損なわれれば人が来たいと思わなくなり、過疎の地域はさら

に人口が減るスパイラルになります。ソーラー発電反対の項目がありましたが、そのような荒

廃地が増えるよりソーラーパネルや再エネで管理された状態であった方が地域としてマイナス

面は少ないと考えます。区画を限定し、再エネの推奨地区を町が用意し再エネ団地を構築した

らどうか。鬼無里村の取組を見ました。他には木材・間伐材の発電所の話は有名ですね。町と

して再エネに力を入れる予定は？ 

・森を管理してくれる事業者の育成も町が主導して進めていってもらいたい。現在、佐藤木炭

さん一択といった状況で今後町の多くを占める森林はどのような状態になるのか。 

・農家として今年の凍霜害の支援はどうしても望みたくなるものです。ここ数シーズン良い収

益をあげている農家はいないと思いますが、そこに追い打ちをかけた今年の凍霜害は災害だと

思っています。収入保険は検討したとしても今年のマイナスが返ってくるわけではありません。

今年を期に離農する方も増えるのではないでしょうか？主要作物の農業人口が減少すれば町の

観光業も成り立たなくなるかもしれません。「是非支援をお願い致します！」 

 

■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 

・やはり町政が今どうなっているか、また問題点がある場合どう解決して実際どの程度結果を

出したのかを知りたいと思います。 

・2021 年 10 月に予定されていた町長選および町議会議員選挙は”残念ながら”無投票となりま

した。それぞれの方は、選挙公報の原稿の準備をされていたと思います。次回の議会だよりで

も結構ですが、是非掲載して欲しいと考えます。次回も 24 ページ立てとすると、4 ページを

それに充てる等を検討してください。縮小印刷でも可、町長 1 人、町議会議員 15 人分なら掲

載可能だと考えます。 

・コロナ関連について。 

・町内にこられた（移住者）の方に、（直売所・観光者等にこられた方）に飯綱町のここが不満

（小さな声）を聞き、Ｑ＆Ａで町長あるいは議員の返答を載せる。 

・いろんな施設で実際に働いている人の声も載せてはどうか。町民の声と返答は載っているが、

実際運営している人はどんな問題意識をもっているのかが聞いてみたい。 

・毎回議員さん方が色々な視点から町内のことをよく考えて下さっているので、議会だよりで

様々な情報をいただいております。感謝です。 

・先日新しい任期の町議員さんも決まり、更なるご活躍に期待しています。 

・多岐にわたって議員の方々の議論、頼もしく思います。議会だよりの内容に満足しています。 

・先日、新たに飯綱町議会議員が確定しました。今回は、新人が３名おられ期待されるところ

ですが、無投票のため所信が全住民に伝わっていないと思っています。何を考え、飯綱町の為

に何をするつもりなのか。次号、あるいはＨＰの「議員紹介」欄等で、15 名の方々の所信を是

非お聞かせ願いたく宜しくお願いします。（内心、無投票にいささかガッカリしています。） 

・町の政策等わかりやすく解説して、わかりやすく伝えてほしいです。 

・町としてのコロナ対策や補償等があるのなら、たよりでも掲載して欲しいと思います。 

・「三水地区 一部過疎に指定」のニュースはとても驚きました。飯綱町で子供を育ててみたい

と思っている人が増えているとあり嬉しいことです。飯綱町は自然がありゆったりとしていま

す。農業は食料を生産するだけではなく、「農業の多面的機能」という重要な役割も果たしてい

るという話を聞いたことがあります。飯綱町での農業の良さ、町の魅力を発信して、特に三水

地区にも若者住宅の計画や空き家の利用も進めてほしいです。 

・今回選挙は投票なしで決定しました。それぞれの方の考えが伝わってこない。どんな姿勢で

取り組んでいかれるのか不明。ひとりひとりの考え方や日常の様子が知りたいと思います。 

・政策提言の内容が興味深かったので、それに対する町長の意見を載せてほしい。 

・今の議会、議員には、何もない。 

・自分の区の周りの森林伐採が進んで坊主山が増え、風の流れが変わり、雨水の流れが変わり、

大雨の時は普段水の出ない所から大水が出て災害になった所が数か所ありますが、他にもある

のではないでしょうか？ 

・地方創生事業に関して、事業展開について詳しく内容を知りたい。 

・今回、無投票だったため、どんな気持ちで議員になろうとしたか、それぞれの公約を知りた

いと思います。 

・最近コロナ感染者の数が激減し日常生活も少しずつ取り戻しつつある。でもこの現象は根拠

が定かではない。引き続き過去にやってきた対策を続ける事が重要ではないか。まもなく３回

目のワクチン接種が始まるという。スムーズな運用が出来る様お願いします。 

・空き家情報を広く公開して利用者の拡大を図り、人口の増加を目指してはどうか。 

・議員さん方の委員会の所属や活動状況について知りたい。 
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・議会も新しくなりメンバーも代わられた方々もいらっしゃいますので、議員さんの紹介をお

願いします。どんなご意見をお持ちで議会へ臨まれているのか？などお聞きしたいです。 

・10 代、20 代、（30 代）の若い人が町政に何を期待しているのか。町の将来をどのように考

えているかなど、深堀りする企画を期待します。 

・町長や議員の皆さんのお仕事や一日のタイムスケジュール。 

 

■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 

■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 

・要望はモニターになってから何度も書きましたが、今回議員定数以上に候補者が出なくて選

挙にならない結果になりました。議員さん一人一人の負担が増えるかもしれませんが、例えば

報酬をアップしてでも議員定数は減らすべきです。今回議員になられた方達の仕事ぶり、地域

とのコミュニケーション力等査定・検証しなければ今後の町政が心配です。今回の新たな議員

さんの個性や仕事ぶりを全国に発信するのもある意味、今後他の小さな町で同様に起こりうる

問題の参考となるのではないでしょうか。少なくとも町民みんなが納めているお金を払わない

人が議員になっているならば、町民もがっかりするでしょう。 

・前項に関連しますが、特に町議会について、議員のなりて不足は全国的な傾向で、規模の小

さな町や村では顕著であり飯綱町も例外ではありません。定員の削減や報酬の引き上げ等、特

に若い方が立候補しやすい環境作りの検討をお願いします。 

・政策サポーターの提言の中の大型ショッピングモールの件。かなり抵抗があります。飯綱町

の魅力をそこに置くこと・アクセス・現在ある商店の先行き等考えると、もっと違う選択肢が

あると思います。大型・・・は他の町に任せましょう 

・買い物弱者のための移動販売を起業したい人の支援。これからもっと高齢者が増え、免許返

納者も増えた時、大きな問題になります。 

・ﾘｿﾞｰﾄスキー場のシーズン券が経営者が変わったことで大幅に値上がりしました。町内の小中

学生が町外のスキー場に出かけている状況に危機感を感じます。飯綱町に生まれて良かったと

思えることの 1 つにスキー体験は欠かせません。地元のスキー場を使えるような助成を町・地

域でして頂けたらと思います。 

・町議会議員選挙が行われましたが今回は無投票ということでした。議員になられた方にはよ

り活発な活動をしていただき、定数を下げ、議員報酬を上げ次回選挙が無投票でなく選挙によ

って行われることを望みます。 

・改選により新しい議員の動向に注目したいと思います。 

・委員会に欠席されている議員がいるようですが、議員の資質が疑われます。 

・議長は議会の代表であり、町の顔でもあります。それなりの議長、委員長を選んでほしい。 

・議員の人数について、議会提案で改正すべき時期に来ていると思いますので、人員減の実現

に向け検討願いたい。 

・「日本一のりんごの町を目指して」最近の気象異変による品質低下は、農家の努力だけではど

うにもならない…。今後、品質の良いりんごが安心してつくれるよう、農薬や栽培技術のアド

バイスを今まで以上にしていただきたい。 

・一般質問は喫緊の課題には程遠い事項もある様に思います。それ自体は否定はしませんが、

太陽光発電工事やし尿処理施設問題等、優先すべき課題に積極的に取り組んで頂きたい。 

・太陽光発電工事の規制において、町の条例には罰則規定が無いとの事ですが、呑気な事を言

っていないで平時に議会の時間を有効に使い、なんらかの前進をして欲しいと思います。 

・下水道事業は企業会計への移行で赤字会計が明らかになったとの事ですが、企業会計への移

行のプロセスや理由が不明。そもそも企業会計とは分からない。 

・町債を発行して一方ではコロナ関係の補助金申請においての大失態。あまりにもお粗末で町

民不在。「血税」との認識を心してもらいたい。 

・一般会計決算の認定において、賛成議員の発言で憲法９条を守り云々とありますが、一般会

計と憲法９条との関係性が個人的には全く不明です。 

・10 月に町議会議員選挙があり、無投票となりましたが、各立候補者の方々の公約を知りたい

です。 
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・兼業農家の方は、休みの日じゃないと作業ができません。高齢化が進むと体力が続きません。

会社員の方が体力的に「らく」と考える若者がほとんどだと思います。「らく」を考えると農業

よりも金銭的な事で確実に安定性を求めている人が多い。 

・農業に使われる機械も高すぎる。 

・農薬も色々あるが、どれもこれも高すぎる。 

・空き家問題ではなく「空き家が出てこない問題」があります。空いているのになかなか貸し

出したり売却されずに荒れていく家を見かけますので、この対策をお願いしたい。移住希望者

は私の周りにもいるので、物件がもっと流通するとよい。 

・森を守る、手入れをするボランティア活動が全国で盛んになってきていることに注目してい

ます。ここには荒木君がいるので森保全活動を町民をまきこんで立ち上げてはどうかと思いま

す。 

・町中に少しずつカフェが増えてきました。人が集まる場が増えて交流できる機会が多くなる

のは良い。 

・11 月からオーガニック給食に向けての話合いがスタートするとのこと。こうした継続案件を

追いかけてほしい。 

・移住者は半農半Ｘのような形を望む人も多いのではと推察。市民農園に地元の農家の指導を

くっつけて、家も貸し＋畑も貸し＋子どもにはオーガニック給食という町ならＰＲ力が高まる

のでは。 

・町内への転入者が増えてきている（？）とのこと嬉しく思います。田舎の良さを知ってもら

い、住みやすい町であることがもっと多くの人々に知っていただけるよう、ＰＲも活性化して

くれるといいですよね。 

・with コロナの時代がしばらく続くと思われますので、町の予算が有効に使われることを願い

ます。 

・最近、飯綱町内の水が美味しくなくなったと聞きました。私も昔嫁いで来た頃は水が美味し

くて感動したのですが、それに慣れてしまっていただけなのかと思っていましたが、そんな話

を聞いて少し心配になりました。上水道の水質について、もう少し詳しい情報がほしいです。 

・一般質問では、８名の議員諸氏の多方面に渡っての質問に見識の深さを感じています。我ら

が町の喫緊の課題は何か。大変丁寧に、且つわかりやすくまとめられており容易に理解できま

す。 

・旧三水地区の住民として、幾つか要望・意見を述べさせていただきます。 

①三水庁舎を閉じてから、どのような影響があるか聞き取り調査などを実施して、議論を具体

的に展開して頂きたい。間違いなく、不便を感じているはずだから。行政サービスの具体的実

行は、そこに住んでいる人にとって住み心地の良いところでなければならないからです。 

②課題である町の景観条例の早期策定を願っています。景観は、飯綱町にとって後世に残した

い貴重な宝の一つです。100 年後に何を残したいか。自然が売り物である飯綱町、破壊されて

はならないのです。 

③筆者、11 月６日昼食をとるため、高山村の鄙で営業しているそば店にいきました。受付をし

てから約２時間後にようやく食することが出来ました地元、県外ナンバー車で常時十数台の車

が駐車して順番待ちを辛抱強くしていました。私がその店を利用したのは、その村に住んでい

る仲間から誘われ、更に、新そばの時期という魅力もあり同行したのです。仲間の支払いは、

クーポン券「第３回高山村新型コロナウイルス感染症克服応援クーポン券」で、住民一人 500

円クーポン 10 枚、全戸配布されたクーポン券ということでした。コロナ禍で大打撃を受けて

いる事業者への救済方法は様々ですが、この村の取り組みは現金給付ではない、具体的救済で

■議会に対する要望、意見等 
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はないかと思った次第です。救済方法の一考になればと思い紹介させていただきました。 

・議員さんそれぞれテーマを持って質問される様子が伝わりありがたいなと思います。提案も

されていますが、実現のために更に町に働きかけていただければと思います。 

・飯綱中学校への道が狭く、朝は一方通行の対策を学校がとってくれていますが、危険だと思

います。抜本的に道自体広くならないか検討していただけるとありがたいです。 

・病院会計が赤字 2300 万円とありました。近くにありとても便利ですが、若い世代はあまり

通院していないように見えます。小児科・眼科・耳鼻科も常時あると長野市まで行かなくて済

みます。病院の運営もありますが、良いドクターがきてくれれば、信頼される病院になると思

います。 

・町内に施設が多くつくられ運用されていますが、図書館にもっと力を入れて考えてほしい。

今の現況ではとてもさみしいかぎりです。 

・新しい議会に大いに期待します。 

・無投票選挙は残念です。立候補者が少ない原因を追究する中で議員削減も検討する必要があ

るのではないでしょうか。 

・論外な飯綱町議会。箸にも棒にも掛からぬ議員数名。今後の議会運営が気になる。対外的に

も“笑われ議会”とみられるだろう。反面立派な議員の存在も承知している。こんな議会を訂正

するには、議員の削減と報酬増。具体的には今の 15 名を最低 10 名、５名の削減が妥当かと思

う。そして削減分の歳費を健全に働く 10 名の議員に割当て、それにプラス 10％程度の上乗せ

をして、議員報酬でもある程度の生活が出来る様にすることによって立派な候補者の増加につ

ながるのではないかと思う。又選挙は必要である。候補者の施政方針を知るためにも。最後に

議員１名早く罷免を望む。税金の無駄使いだ。 

・女性の住み良い町づくり 

 １ 若者女性が住み良い町づくりにあたって、特産のりんごを生かした活動する（場所の提

供する） 

 ２ 料理教室、りんご作り、果物作り、野菜作り、その他の場所、環境作りしてほしい。 

・今、現在の議員数が多すぎるとの、各町の人たちから意見や要望あり、定員の数 15 人から

12 人が妥当と意見です。各議員、責任もって、もっと力入れて各地の意見を聞き町の要望に応

え実績ある効果ある議員になってください。 

・懇談会時にも要望お願いしましたのですが、地域での火災時、個人宅火災名前は言わない。

個人情報大事ですが、隣の火災も知らなかったという人もいる。一人住まいも多くなる時代、

一秒争う時危険です。翌日にはテレビ、新聞などで報告されてしまう時代です。よく考えて欲

しいです（例、他の地域。中野市、飯山市は個人宅名前報告する）。 

・牟礼駅～栄町商店街の道がデコボコ（穴）でバイクや自転車での夜の走行は穴が見えづらく

非常に危険だと思います。事故に繋がってしまう可能性もあると思います。 

・西部の柳原（寺坂）地区の農道があちこちで部分舗装されていますが、全線舗装は難しいで

すか？近年大型機械を使う人が砂利の道を大型機械で通るとデコボコになってしまいます。そ

の道を通ると軽トラが跳ね、りんごが傷付いて売り物にならなくなってしまいます。早急に検

討をお願いします。 

・飯綱病院の経営安定については、是非、町から病院がなくなることのないようにお願いした

いと思います。飯綱病院で健診も受けることができ、又、入院もできる病院があることで、安

心感があります。又、駐車場も広くなり、便利になって良かったです。 

・私がモニターになってから、初めて聴覚障がい者への災害時の情報伝達について一般質問に

載りました。メール・ツイッターなど便利なツールは増えましたが、それを使いこなせない方

■議会に対する要望、意見等 
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もいるので、引き続き仕組みについて考えてほしいと思います。又、避難所でも情報発信も音

声によるものだけでなく、視覚的な情報も含めて考えてほしい。 

・地方創生推進事業について 

 必要性は感じるのですが P5「３しごと創業」「５いきがい創造」事業２つ以上にわたって、

支援金がものすごくあります。民間の営利団体へこんなに公の支援があっていいのでしょうか。

株式会社が利益を得るだけ…のような気がします。 

・今回の選挙、無投票となり、何の意味もなく決定してしまいました。今後この人たちで本会

議でどう審議していくのか。町民全員心配しています。飯綱町という名を背負い、議員として

やっていけるのでしょうか。恥ずかしくないのですか。ただ座っていて給料もらえると思って

いませんか。我々が月 17 万円を稼ぎ出すのは大変です。町のことを考えたら、町のことを思

うなら議会解散。町民はあなた方の公約も見ていません。各議員の選挙公報の内容が見たい。

選挙にすると立候補は本人の自由、届出をすれば出てしまう。選挙にしないで、各地区から年

齢も若い人や議員として対応できる人が出てこれるような、そんなシステムにしてもらいたい。

議員も人数減らして、10 人もいればいいのでは。過去に減らす話があったと思うがどうなった

か知りたい。今回の人の中に、誰もやめろって言わないからやるとか言ってて、何も町の仕事

をしてない人達、よく考えてみてください。このままでいくなら私たちも考えます。「議員のリ

コール」地方自治法第 81 条、第 84 条。 

・今回、町議の選挙があり、新町議が無投票で決定したのだが、町議の中にはふさわしいのか

と思われる方がいたが、議会運営は大丈夫なのかと思われます。不安を払拭できるような運営

を期待しております。 

・なかなか人口減少に歯止めがかからない状況にあると思われますが、関心がもてる町づくり、

定住が進むようにお願いしたいです。 

・文字によるお知らせも必要だが、無線放送を活用した議会だより的なものがあったら、お年

寄りや子供により親しみやすくなるのでは。 

・４年間お疲れ様でした。 

・決算審査報告書の最後に記載されている（年度内にコロナ関連の補助金において飯綱町の歳

入に欠陥を生じたことは誠に遺憾）とある。年度末新聞で知ったが担当職員の方、勘違いしな

いで欲しい。 

・今回は町議会議員選挙もなく新人３人が入り、若い議員となられた方々の意見も聞き入れ、

安全・安心住み良い町になる様お願いします。 

・いまだに水道料の２本立て。施設の老朽化。水道水の安定した安全で美味しい水の供給に力

を入れてもらいたいと思います。 

・米価が徐々に下落しており、生産者への支援が必要と考える。 

・政策サポーター会議の政策提言を興味深く拝読しました。テーマ①の人口増対策、テーマ②

の子供たちの未来は飯綱町の未来は、大変重要なことで、それぞれ良い提言がされていると思

います。これを実行していく事は、なお一層大切な事と思います。是非、聞きっぱなし言いっ

ぱなしにならない様に、その後の経過を報道して欲しいと思います。サポーター会議に提言さ

れたことについて、組織的に委員会（議員さんや町当局の）により討議し、具体的な施策をた

てて実行にうつしていただきたい。 

・新しい町づくりへ私の提案も良いと思います。参考となる提案は政策サポーター会議でも是

非とりあげて欲しいと思います。 

・議員さんも新メンバーに変わり大変な面が多いと思いますが、良い町づくりの為、引き続き

よろしくお願いします。議員のなりて不足という話も聞きました。定数を減らしていく事も検

■議会に対する要望、意見等 
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討していかなければならない時期がきたのかもしれませんね。 

・「町の公用車等の運行管理は」の Q&A で、私は教育委員会に登録してあり、小中学校の社会

見学などでマイクロバスを運転しますが、安全運転講習会や安全運転適性検査を受けていない

のが実態です。ついでに１時間 1250 円で仕事を休んで運転するのが苦しいです。 

・質問に立たない議員は、町民に対して責任を果たしていないと思います。 

・新しい議員の質問数も統計をとって、紙面で発表してほしいと思います。また、質問の質も

重要です。皆さんのがんばりを期待して見ています。 

・何の番組だったかとても参考になった事がありました。各地からの移住への受入に対し、市

や町が移住して来る人たちへの全面協力がすばらしかったです。１に移住体験の家賃、食費、

光熱費などその他町の案内など、あらゆる面での対応を無料とする。そんな町があったら私も

行ってみたいと思いました。それだけで町側の心からの支援や優しさが伝わると思います。入

口でこれにかかる費用はいくら、それはいくら、あれはいくらと言われたら小さなハードルか

もしれませんが、迷っていたり、困っている人にとっては、とてもありがたく、よし！！と意

を決して安心とワクワクだけで、この町を覗きに来てくれると思いませんか？ぜひご検討願い

たいです。 

・町長、町議の後継者の育成を（町長、町議になりたくなる人が現れるような取組）。 

・飯綱町議会だより６４号を拝見しました。 

日本一のりんごの町づくりを取り組む飯綱町にとって、今年の大霜の被害と秋になっての褐

斑病のダブルパンチ、農家にとっては大きな収入減となりやしないか懸念していました。いち

早い霜被害りんごの販売の実現に感謝です。 

さて、議会だよりに対する意見でなく、10 月に行われた町議会議員選挙に対し、意見の多い

住民が多いのが事実のようです。今回はこの件に的を絞って意見申し上げます。 

定数 15 名に対し、立候補 15 名、無投票。合併時の定数削減が行われ、その後は削減無し、

８年前の選挙からなりて不足、若者の立候補を望む声が多かったが実らず。４年前も同じよう

な事が繰り返され今回だ。 

やはり住民の誰もが定数が多い ・・・と思っている。 

県内の同じ程度の町村の人口と議員定数、議員一人当たりの人口を一表にしたのでご参考に

願います。 
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■今、お気づきのことはありますか？ 

・今コロナ感染者が激減していますが、年末にかけて増加しないように個々でもうしばらく我

慢して生活していきたいと思います。 

・選挙から一か月がたちますが、飯綱町ホームページの議会情報では、議員紹介のページが空

欄のままです。早急な掲載を望みます。 

・今回は、議会だよりの内容に関する意見をあまり書けなくて申し訳ありません。議員各位の

質問は、よく考えられていたと感じます。 

・太陽光発電はよいと思いますが、台風の災害時の例もあり、こわれた際の（日中に近くによ

れない）危険、復旧の場合も充分検討してほしい。 

・各議員の皆様、私たち飯綱町のためによろしくお願い致します。期待しています。 

・不慮の事故（災害）土砂崩落等のマップ的なものがありますが、各家の土手などの安全性な

ど小さな不安を吸い上げ、安心に変わればうれしいです。 

・朝の寒さでカーブミラーのくもりで全く見えない。危ないのでくもり止めか何かを検討願い

たい。 

・「新しい町づくりへ私の提案」で学用品のリユースについて初めて知りました。我が家にも山

ほど残っております。使っていただけるのでしたら、是非提供させて頂きたいと思います。情

報ありがとうございます。 

・町民が求める必要な施策の実施を－町長に予算・政策要望書提出－の記事の中で「住民と町

が共動で・・」と記述されていますが、前回のアンケートで“共動”の表現について質問させて

いただきました。その時は、すぐに石川議員から、「これは飯綱町の造語です」とご丁寧に資料

を添えてご説明いただき感謝しておりました。今回、“共動”について、文章で補記されており、

住民周知という観点から早速の対応に感謝しております。 

・いいづなコネクト EAST に行きました。もっといろいろなことが体験できるのかと思ってい

ましたが泉が丘喫茶室にてケーキをいただきました。コロナの中ですが、もう少し接客サービ

ス（商品の説明とか）があってもいいかなと感じました。 

・先日、久しぶりに善光寺の近くでランチをしました。古民家の小さなレストランでした。若

夫婦が営んでいました。近くには、こだわりが詰まった雑貨屋など多数あり、若い人たちのパ

ワーを感じました。飯綱町も空き家や別荘などを活用して、いろいろな可能性のある人たちの

手助けとなれるような活動ができればなどと思いました。人は人を呼びます。そんな町になれ

たらいいですね。 

・学用品のリユースの活動はとてもよいと思います。特に中学の時の物はきれいな状態で残っ

ているものも多く、捨てるのはもったいないし、次の方に使っていただくことができる物は、

互いに助かるので、是非有効に活用していかれるといいなと思いました。 

・ほっといても子は育つよなあと思うことが多いです。 

・景観条例に関する記述が色々とありますが、交通量の多い道路の法面に木が張り出している

所があり、これから積雪のシーズンになるのに大丈夫なのかと通るたびに思うことがあります。 

・いいづなマルシェむーちゃんについて、秋の野菜果物等繁忙期を迎え客足も順調そうにみえ

るが、店員さん達の掛け声とか静かで活気が無いように思う。もっと派手に商売したらどうか

と思うがどうだろう。（売上高は結構有ると聞いている） 

・避難所の防災備蓄物資食糧で食アレルギーに対する考慮がされているだろうか（確認）。AED

の町内コンビニに設置には賛成。ただどう使うかよく検討しなければと思う。 

・10 月町長及び町議会議員改選の選挙が実施された。しかしながら候補者の考え方を知る選挙

公報等見る事なく無投票で当選が決定してしまった。今回初当選の議員の方については経歴と
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か基本的な考え方など知りたかった。今回引退された方、ともかく長年の議員活動されありが

とうございました。新人議員さんを含め新たな構成で始まる町議会、さらなる発展することを

期待します。 

・政策サポーター会議の記事が掲載されていたが、６名の住民に依頼されているようだが、さ

らに多くの人を対象として拡大してはどうかと感じた。 

・議会とは直接関係ありませんが、８月に実父が亡くなり悲しみの中、いろいろな手続きに役

場へ行きました。担当ごとに代わる代わるお話していただきましたが、個人差もありますが、

もう少しわかりやすい手続きの仕方や窓口の方の対応も連携していただけるとありがたいなあ

と思いました。飯綱町も少子高齢化が進み、誰もが直面する事だと思いますので、議会からも

働きかけをよろしくお願いします。 

・相変わらずのお願いで申し訳ありませんが、霊仙寺湖の水位が１ｍ位低く、このままいけば

ワカサギ釣に影響が及ぼすのではと思います。水利権者に働きかけをお願いします。景観も悪

いです。 

・牟礼駅のヤギ駅長室（牧柵）もったいないですね。 

・飯綱町内で最近、道路の工事が多いように感じます。キレイにして頂いてとても有難いので

すが、事前の通知等をもっと行ってもらいたいです。 

・今回の議員選挙、町長選挙の際に感じたのですが、それぞれの立候補者の方の公約等見られ

る場所はないのでしょうか？（すでにあったらすみません）個々に郵送ではがきで送って下さ

る方もいましたが、一覧で見られたらなお良いなあと思いました。 

・議会とは別の件になるかもしれませんが「いいづな歴史ふれあい館」の講座ですが、今回は

人数がいっぱいになってしまい、他県からの方と出席するつもりでいたのですがとても残念で

した。もしまた機会を作って下さるととてもうれしいです。どうぞご検討いただけると幸いで

す。 

・近所の人たちの運転が少し不安に感じるときがあります。 

・今年の農業収入が心配です。 
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