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議会だより第 65 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） 

・新体制での新たなスタートを切られ集合写真を拝見しましたが、真っ先に高齢化だなと感じ、

次に女性の少なさだった。もちろん本職と議員の二足の草鞋でできる人は数少ないのが現実で

すし、退職された方がやるのが一番動きやすいとは思いますが、元気のいい若い人も出られる

環境になればと望みます。高齢者の方たちも経験はあるので頼りにしています。 

・今回「議員紹介」ページを設けて、「私の今期４年間の抱負」を掲載されたことについて、前

回（第 64 号）のモニターアンケートにおいて、町議会選挙が無投票となった結果を受け、各

議員のことをもっと知りたいという多くの要望に早速応える形となり、町民にとり良い情報提

供になったと思い評価します。 

・ところが、議長・副議長挨拶にあるとおり「議会は町民の付託に応える」ことが使命や期待

としてあるわけですが、今回の議員紹介を読むと、本当に付託に応える人物なのかどうかが浮

彫（うきぼり）になったような感があり、無投票であったことが、むしろ議会への関心を高め

るという、”皮肉な結果”となった気がします。 

・議員定数にコメントされた議員が３名います。議員定数は、平成 17（2005）年の飯綱町発

足時に 18 名、平成 21（2009）年から 15 名です。17 ページの説明では、平成 28（2016）

年に審議会の答申を経て決定とありますが、この間の人口減少推移を考えると、やはり多いと

思います。次回選挙まで、あと３年。今から検討開始しても遅いということは無いと思います。 

・「傍聴席」欄にある、”議員職を生業にしていないか”発言には違和感を感じます。長年飯綱町

議会議長として、飯綱町議会が全国表彰を受ける推進力となった方の発言の真意はどこにある

のか？改めて説明の機会があることを期待します。 

・議会が新体制でスタートし、それぞれの抱負が載っていました。町をよりよくしようという

思いは同じかと思います。これから頑張っていただきたいです。また、町民である私たちがど

うかかわっていけばよいかわかりやすく教えていただきたいです。 

・新しい町づくりへ私の提案も興味深かったです。 

・各議員さんの抱負が聞けて良かったです。飯綱町の課題についてのそれぞれの意見が聞けた

らなお良かったと思います。 

・表紙の写真は新年に祈りと願いを込める、とても良い写真だと思います。 

・紙面構成は良いと思います。ただ、少し写真の説明コメントにもうひと工夫ほしいかなと思

います。 

・議会の新体制特集でお一人お一人の抱負が読めたのはとても良かった。定期的に何が出来た

かウォッチしていかれたらいいのでは。 

・第２次飯綱町総合計画についての質疑を拝読。もともとどんな計画だったかがわからず、ポ

イントが書いてあればより理解ができたと思う。 

・表紙の写真、コロナ感染未だ終息の感見えない中で、何の祈願をしているのでしょうか。様々

な人々の様々な願いを上乗せしているスナップだと思います。 

・見出しも、テーマごとに色分けしており視覚的にも編集の思いが伝わってきます。ありがと

うございます。 

・予算上厳しいこととは思いますが、掲載写真をカラーに出来ませんでしょうか。モノクロと

カラーでは、見る人のイメージが全く違うと思うのですが。ご検討いただければ有り難いです。 

・新年という事で議員の皆さんの今年の抱負を知れて良かった。 
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・立派な牟礼神社の初詣の写真、清々しいです。この写真を撮ろうという議会だよりへの想い

を感じました。 

・議員紹介はいいですね。内容についてもっと詳しくお聞きしたいこともあります。 

・表紙の写真は 1 月号らしくてよいですね。町内のなにげない日常の一コマを今後も期待して

います。 

・表紙の全体の色合いですが、1 月号はこの青が落ち着いていてよいと思いますが、4 月は春

号として黄色系、7 月は夏号として緑色系、10 月は秋号としてオレンジ色系、また、季節の色

合いに合わせて草花や小鳥等のイラストなどを添えて、さらに親しみやすいスタイルにしては

いかがでしょう。 

・定例会の記事：全体のタイトルが「第 2 次飯綱町総合計画（後期基本計画）策定」とありま

すが、記事がこのことばかりでなく、戸惑います。このタイトル表示の仕方や、縦書き 5 段組

みのページ構成は、新聞調ですが、本冊子は新聞よりも文字が大きく紙面が狭く、いつも読み

にくいと感じています。改善をお願いします。 

・定例会・委員会・臨時会については、限られた紙面の中で、多くの情報を適切にいれていた

だいていると思います。ただ、この構成だと、冒頭から順を追って読んでいかないと、どこま

でが定例会でどこからが委員会か、などの区切りがわかりづらいので、読みたい記事にたどり

着くのに手間がかかります。読みたい部分が一目でわかるような紙面構成をお願いします。 

・「モニターアンケートにお答えします」「あの時のあの質問どうなった？？」は、とても良い

企画だと思います。ただ、空白が多すぎます。限られた紙面をもっと有効に使っていただきた

いです。 

・「町民の声」は読みやすい構成となっていると思います。 

・p.20 の「フォーラム」は町行政の企画です。議会がこのフォーラム開催にどのように貢献し

たか（内容について提案したとか、調整したとか、行政と共同で企画した等）を、同時に掲載

いただいた方が良いと思います。このままでは町行政の広報誌と同じです。 

・表紙、今年こそ新型コロナが退散してくれるとありがたいです。 

・挨拶・４年間の抱負、それぞれ議員さん方の考え方が分かりありがとうございました。でき

る限り住民とコミュニケーションとりながら、住民の声を行政に反映していただけたら有難い

と思います。新年度に向けて継続的な事業も必要だと思いますが、事業効果や効率も検証して

いただき、新年度予算事業計画に活かしていただきたいと思います。 

・傍聴席、元議長さんの厳しいお言葉ですが、もう少し謙虚な物言いでもよろしいのではない

でしょうか（そういう文章にできないのですかね）。 

・モニターアンケートにお答えします、空き家物件の流通を加速させるために、民間活力（自

由な発想、自由なやり方）の活用法の検討も必要では。それをサポートする体制でもよいので

は。必ずしも行政主導が良いと思えないのですが。 

・元議会議長の傍聴席の記事を読んで、巷では地に落ちた議会として喧伝されておりますが、

またもや裏付けられ全く情けない。併せて、議会改革が遠い存在になり、住民との信頼感が喪

失してしまった議会の現状に対して、議員の見識や受け止め方はどうか。なお、議員職を生業

にしていると指摘されるような組織では、議員のなり手不足が益々拍車がかかることは、自然

の摂理とも思う。このため、信頼される議会に向け、住民の声を真摯に受け止めながら、議員

責務を再度自覚し、存在感のある議会を目指す取組が先決であり、早急に議会で議論され、住

民にアクションを起こすことが不可欠と思う。 

・議会が新体制になり、P2～P7 で議員さんお一人お一人のお考えが示されていて、何に力を入

れて取り組んでいらっしゃるのかわかりやすかったです。どこの地区にお住まいの議員さんな

■今号の内容や編集について 
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のかも知りたいと思いました。 

・学ぶ議会で飯綱病院の視察と勉強会についてありましたが、勉強会内容はわかりましたが、

その内容は項目だけでなく、どのような話だったのか？また視察・勉強会を通して議員の方は

どう思われたのか、もう少し詳しく知りたいです。 

・P10 の町立飯綱病院を視察とありますが、内容は箇条書きになっているだけで、具体的にど

んな勉強会になっているのかわかりません。そのことにもっと紙面を使ってほしいと思いまし

た。 

・令和４年がスタートしたなあと改めて思わせて頂ける表紙。今号にふさわしいですね。 

・子供が朝７時 13 分発の列車で通っていますが、コロナ禍でギュウギュウだと以前言ってい

ました。密になってしまいますので車両を増やしてもらいたい。 

・新年度が始まってコロナ禍の中でもやはり少しずつ対策・防止をしながら前進していかなく

てはならないと感じられる表紙です。 

・飯綱町新体制の議員の皆様の様子（顔立ち）が見られ抱負も拝見できる構成、分かりやすく

て良い。 

・今回は新体制スタートして初めての議会だよりとあって盛り沢山の内容ですごいですが消化

するのは大変です。しかし、多くのことを伝えたいという思いが伝わってきて意気込みを感じ

ました。 

・議員の４年間の抱負が掲載されました。それぞれ達成できるよう、がんばっていただきたい。 

・学ぶ議会で福祉文教常任委員会の勉強内容を詳しく知りたいので掲載して下さい。同様に学

習したい。 

・約四年に渡り、議会だよりモニターをやらせていただきましたが、表紙や見出し、写真、構

成においては多くの人たちには見えないご苦労と時間を使い、季節や行事を中心に“伝えてゆ

く”という事に取り組まれていた事と存じます。お陰様で毎回楽しみに拝見させて頂きました。

ありがとうございました。 

・表紙の写真については、時期的に合っており良い写真だと思います。見出しは、項目ごと、

大きな見出し、色分けされており、文字間も広く大変見やすい紙面で読みやすいと思います。 

・今回の議会議員選挙は無投票という結果になりましたが、各議員さんの紹介、４年間の抱負

もよく分かる内容でした。 

・定例会の内容、議案及び審議の結果等、とても分かりやすいと思います。 

・その他も読みやすく、良かったと思います。 

・全体的に読みやすい構成になっていて良かったと思います。 

・議員一人一人の抱負があり、どのような考えを持っているかわかり実現に向けしっかりと活

動してもらいたいと思います。 

・表紙は初詣のほのぼのした感じがあっていいと思います。 

・１ページ目は新体制の議員さん達の集合写真から始まり、それぞれ抱負が出ており、いいと

思いました。初心を忘れず頑張って欲しいと思います。 

・議会議員新体制の写真を見る限り女性議員が少なく感じる。出来れば議員の半数近く有能で

若い女性の参画が望ましく期待するところである。 

・全国的に議員の成り手のない現状では難題だが、町民全体で試行錯誤し、難題解決に努力す

る事柄と思う。 

・新たな体制で発足した議会で、各議員の議会活動の抱負が掲載されており、大変参考になっ

た。 

・表紙の写真について、最近コロナ拡大するなかもっと景気づけるようなものはないだろうか。 

■今号の内容や編集について 
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・議員改選の選挙後の議員の公約/抱負などを今回のように公開しても良いのではないか。各自

がしっかりと公約を果たすことを希望する。 

・牟礼小学校の受付がない話、びっくり論外だ。防犯カメラなんて異常時に瞬時対応できるわ

けがない。誰が常時監視しているのか？ 

・表紙の裏の新体制でスタートの写真で全員そろった様子がわかって良いと思いました。 

・P2、新体制でスタートの記念写真、三ツ井議員の服装の乱れが気になります。同僚議員は注

意されなかったのでしょうか？ 

・P4、今後４年間の抱負、三ツ井議員の文章が意味不明です。この様な議員が任務を務めるこ

とができるのか。議会報をしっかりチェックしたいと思います。 

・P10、議案に対する各議員の賛否結果、毎回興味深く見ていますが、小林議員の賛否結果に

ついては違和感を持ちました。議員本人の説明責任が必要かと思います。 

P11、寺島渉氏の問題提起を議員諸氏は重く受け止めるべきです。質問しない議員は必要ない

と思います。 

・新体制の議会議員の方々の写真や抱負などを載せていただきよかったです。４年間、町の為

になる活動をよろしくお願い致します。 

・表紙は一年のはじめらしく、家族で初詣の様子にホッとした。 

・無投票という状況で、議員の方々の抱負を紹介してもらえ良かった。 

・議員のみなさんの抱負を知ることができてよかったです。無投票の場合は選挙公報の発行は

しなくて良いのですね。次回ももし無投票となってしまった場合は今回のように議会だよりに

掲載していただきたいです。 

・町内の各神社シリーズ化される事希望致します。更に各神社の簡単な歴史もお願いします。 

・見やすい編集でした。 

・表紙の牟礼神社、久しぶりに見えてなつかしくとってもうれしかったです。 

・無投票の当選となった今回の町議選、各議員さんの今後の抱負また考え方がわかりました。

個人的な考え方はともかく、町が活性化し、住民の私たちが住みやすい町づくりのために活動

をお願いします。 

・町の人口問題、産業の活性化の問題、生活に近い道路や上下水道などの社会的インフラに関

する問題など、さまざまな視点から検討を重ね議論して欲しいです。 

・議会だより No65 の村木厚子さんの講演会は楽しみにしていたのですが、延期になり残念で

す。またいつか聞くことができればと思っています。また、著名人の方々（いろいろなジャン

ルの方々）の講演を聞く機会が増えればありがたいです。 

・議員さんの紹介、ありがとうございます。皆様、飯綱町をよりよい町にするために真剣に考

えてくださっていることが伝わりました。期待しています。よろしくお願いします。 

・小中学校の給食費の無償化が実現したら嬉しいです。 

・牟礼小学校の防犯体制についての記事の中に、三水小学校は受付があるとありましたが、受

付の方不在で随分と待たされたことがあります。これでは不審者の侵入は発見できなく心配な

ので安全を確保できるよう検討をお願いします。 

・飯綱町議会が新体制になり、議員の皆様の政策方針がわかる内容となっている。全議員の政

策方針を改めて確認出来るように定期的に掲載されると良いかもしれません。 

・普段、町の議会に関して注視していない私達が悪いのですが、可決事案に関して申し上げた

い事が出て来てしまいます。策定内容がわかりやすく町民に伝わる方法があればと思います。 

・補正予算の農地災害復旧事業に関し、災害による農地の復旧を全てするのではなく以降の耕

作可能な期間（年齢や跡継ぎ）を考慮して予算を使うことが望ましいと思う（町の負担無く出

■今号の内容や編集について 
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来るのであれば話は別）、その分の予算を公共の施設（用水等）管理に充填したい。 

・し尿処理施設の利用は当地域にも影響する事でもあるが、負担割合は人数割ではなく施設の

利用割合で決めることなのではないでしょうか。例えですが飯綱町に 100％下水が通っていた

としたら他地域の人しか利用しない施設に飯綱町が人数割合を負担するという気持ちにはなら

ないと思います。 

・飯綱町の東の玄関口奈良本～赤塩に企業の誘致を。高速が近い事はメリットになりませんで

しょうか。 

・景観条例で規制したいものは太陽光発電事業ばかりに目が向いているようですが、他にも考

えるべき場所は多くあると思います。太陽光発電施設を私は言われるほど景観を損ねていると

も思えませんし、逆に雑木等がもじゃもじゃと生い茂り、荒廃している場所よりよほど景観が

良く見えます。前にも書いたかもしれませんが、守りたい景観とは離れた場所に太陽光発電特

区を設けてそこに施設を設置したほうがメリットが出るように誘致したら良いかと思います。

ソーラーパネルがポツンポツンとあるより大規模な発電施設があったほうが町としても広告効

果もあるのでは？と。 

・ＱＲコードをもっと多用し、関連のある内容に直接飛べるようにして欲しい。（過去の内容を

含め）連絡先の電話番号やメールアドレス等もＱＲコード化すればアクセス率が上がると思う。

メールアドレスを手打ちする事程面倒な事はない。（今号では空き家バンクの問合せの連絡先） 

・議員の皆さんそれぞれ尽力されている中で生業にしているという話は聞くことがある。やる

気の無い議員の方は議員になるべきではないと考えます。議員のなり手不足等の影響か、何も

しなくても議員でいる事ができてしまう事も要因ではあると思います。町長や議員の後継者の

育成を、なり手を増やすには私生活に影響しないよう仕事に見合ったかそれ以上の対価を報酬

として得ることができる必要があるとは思いますし、議員定数や様々な面で難しいのかもしれ

ませんが、この先を担う若者が安心して議員となれる仕組みを考える必要があると思います。 

・議会報 P8～P9 の「北部衛生施設組合規約の変更について」 

 この記事に注目したのは、青山議員の「670 万円は飯綱町が負担しなくてよい金額だ」とい

う内容と石川議員の「両町が協力して事業遂行してこそ、町の利益につながる」という内容の

乖離です。議論になっていないからです。一般家庭において 670 万円と言えばかなりの金額で

す。簡単に「支出する」とは決められない金額でしょう。賛成討論された石川議員の「町の利

益につながる」という主張の根拠も分かりません。そこで、町のホームページにつないで、会

議録を見たところ、驚きました。よけいに支出する意味が分からなくなる討論内容でした。も

ちろん、討論内容と採決については議員の皆さんが責任を持つものです。ですから、議会報に

望むことではないことは重々承知していますが、この討論と、それによる採決で 670 万円が新

に支出されています町政であっていいのか？と疑問を持ちました。 

・議会報は不偏不党が原則です。 

 ですが、決議に対して住民の声が反映される場があって良いのではないでしょうか。今号に

寺島渉前議員が（傍聴席）に「最近、議員に対する町民のきびしい批判の声をよく聞くように

なった」と書かれていますが、「そうかな？」とか「へぇ、そうなんだ」と感想を持たれる方が

ほとんどであって、中にはこの議会報を読まない方が多いと聞きます。関心のある議題がどの

ように扱われていて、どう採決されたのか、町議会にアクセスすれば読めるのですが、議会が

どのように議論をして、どう決定しているのかを知るためには、一般質問のページをもっと増

やし、より分かりやすく、図やイラストを増やしていただけると良いのではないか、と思いま

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 

・せっかく議会だよりを発行しているのですから、この冊子の町内の反応を取材してみたらい

いと思います。町民が望む議会とはどう言うものかさまざまな方達から聞くことで独自の町を

作ることができるのではないでしょうか？たまたま知り合いに前回こんなことを書いただろと

言われたのですが、そう感じている人たちが自分だけではなく共通した町民の感じた温度なの

を実感しました。 

・コロナ対策のワクチン接種について、平成４年１月１７日開催の臨時会議事録を読むと、  

臨時会後の全員協議会にて再度質問するということで終わっているが、その後どのような情報

提供や話し合いが行われたのか？議員に電話照会をしないと聞けないという情報発信の仕方は

時代遅れではないのか？町や町議会では、防災無線やホームページでの情報発信でしか取り組

んでいないが、SNS 等を活用した情報発信にも取り組んで欲しい。 

・日本中（世界中）がコロナ・コロナですが、ゼロコロナではなく、with コロナです。コロナ

禍だからこその取り組みで、明るい未来を考えられるような情報を、小さなことでもどんどん

発信してほしいです。 

・町政の方向性。 

・未来にむけた施策。 

・議員さんお一人お一人の活動。 

・新体制でのスタート期待しております。15 名の議員諸氏の「私の今期４年間の抱負」の紹介、

ありがとうございました。飯綱町がどうなりたいか。長野県で、日本で、世界で、どうなりた

いか。こんなことを議論している情報提供が「議会だより」の魅力と思っているので、議論の

深まりに期待します。 

・現在、記されている内容で良いと思います。 

各議員さんの一人一人の顔が見える活動報告を希望します。議会だよりは、議会と住民の直

接の情報交換媒体として貴重な存在と思います。議員のみなさまの具体的な活動がリアルに住

民に伝わることと、住民の声がどのように議員さんたちに伝わっているかがわかることが、何

より重要だと思います。 

今号「傍聴席」の寺島元議長さんのコメントを大変に興味深く拝読しました。議員活動には

「①住民生活や行政諸制度等の調査、②住民福祉向上のための課題抽出（分析）、③分析にもと

づく具体的で実行可能な政策提言」が必要だと理解しました。各議員さんの①～③に関わる日

ごろの活動の一コマで良いと思います。「特別に素晴らしい活動」などばかりでなく、ごく普通

の日常的な議員活動を住民にわかりやすく提供していただくことを希望します。役場や議会場

での活動ばかりが議員活動ではないと思いますので。 

・新規事業や新型コロナ関連事業検証を是非してほしい。議会報では行政視点とは違う住民視

点で掲載をお願いしたい（議員さん方の聞いた生の声を載せていただくことも必要かと思いま

す）。 

・北部衛生施設組合規約の変更の上程議案について反対者４名であり、趣旨は住民利益擁護や

扱いが適切かどうかの論点内容と受け止められた。しかし、結果は賛成多数で可決されたが、

何故、賛成であったのか賛成討論とは言いがたく、後は不存在であった。このため、説明責任

を果たす姿勢が希薄と受け止められ、町民に対して賛成議員の論旨を再度お聞きしたい。 

・これはちょっと趣旨からズレるとは思うのですが、P8 と P11 に出てくる“質す”という感じに

ついて、読み方は“ただす”ですか？こういう普段使わないような漢字にルビをふってもらうと

もっと読み易くなるのにと思います。 

・ネットアプリのジモティーをご存知かと思いますが、飯綱町の“ジモティー”を開設されるの



7 

はいかがでしょうか。こんな時代が到来し“断捨離”ということばが流行したように、増々身軽

に物がいらない時代、必要最低限で身動きが取れる時代になると思います。物を沢山溜め込ん

でいては新しい未来が来にくいと思っています。地元の人たちの間で必要な物や不必要な物を

あげたり、譲ったり、交換したりの場所を是非飯綱町が中心になって開設していただきたいで

す。移住されて来る方にも転居される方にも便利かつ有効だと思います。 

・今年は雪が多く、屋根の雪下ろしも大変ですが、雪下ろしをしている業者さんの一覧表、料

金などを教えてほしい。 

・病院との勉強会があったようだが、項目だけの掲載のため、どんな内容だったのか知りたい

です。 

・町のコロナ対策。 

・議員さんの視察情報等もあれば載せて欲しいです。 

・飯綱町の直売所が統合して２年。魅力ある生産品（ここに来たら買える等）、また、来店者・

出荷者にも優しく、また来たくなるような対応で、魅力ある直売所となるよう発信してほしい

です。 

・議会構成の各種の委員会等があり検討されているようだが、その内容を掲載できないか。 

・１年前、駅前を含めた町の公園化構想の話が出ていたが、徐々に進行している様子だが、公

には公表されていないように思う（少なくとも自分は計画書等見たことはない）。いつどんな公

園が出来るだろうか進捗状況等知りたい。 

・引き続き、一般質問のやり取りの様子を掲載してほしいです。 

・議会における議員の活動、議会のない時の活動を町民に知らせてほしい。町民の為に役に立

たない議員は税金のムダ使いであり、必要ないと考える。議員諸氏の奮闘を期待する。 

・新しい町づくりへの私の提案は興味深い。良い提案については、検討していただき、結果を

発表して欲しい。 

・予算、コロナなどの情報。 

・定例会の飯綱病院における損害賠償請求事件について、「事件」であり、税金投入事案なので

可能な限りで良いので公表して欲しい。 

・質問内容の他、議員の専門分野、チームで何を実行するか、結果はどうだったかなどの情報

も掲載してほしい。 

・「新しい町づくりへ私の提案」はいつ見ても元気が出ます。町の中で頑張っている方をドンド

ン紹介していただきたいと思います。 

・議会だよりいらない。ムダ。 

・分かりやすいイラストや記事をもっと載せてほしい。 

 議会報を読むと、漢字や難しい言葉の羅列が多いです。例えば、今回の 12 月議会で決まっ

た結果、私たちの生活はどう変わるのでしょう。テレビでは、年度変わりにはよく「今回の値

上げでどう生活が変わるか」という報道がされますよね。でも、議会報を見ても「生活がどう

変わるのか」が見えません。上記（１、今号の内容や編集について）の「北部衛生施設組合規

約の変更について」も、変更後に 670 万円の支出が増えるとなると、町民の反応はどう変わる

でしょう。P9 の「負担率の経過」の表だけではよく分かりません。また、基準変更後の予定負

担率の表を見ると、令和８年度では 57.92%にもなるというのですが、どうしてこんなに増え

るの？という思いが払拭できません。ということで、より分かりやすい編集と特集をお願いし

ます。 

・議員アンケートの拡充を。 

 第 64 号のモニターアンケートに応える形で、議員アンケートが行われ、ある程度の各議員

■議会だよりを通じて欲しい情報は 
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の思いが伝わってきました。特に、中井議員の教育への思いを興味深く読ませていただきまし

た。でも、個々の政策についてはどうかというと、三ツ井議員の「風坂偏重とも思えるアンケ

ートの返答」などについて、住民は物言うことができません。アンケートが行われたことは無

投票に対する対策としては一歩前進ではありますが、それによってよりモヤモヤしたものが残

りました。各議員の、それぞれの議案についての賛否の一覧表はありますが、各議員の採決に

対する思いをお聞きできる場があるといいなぁと思います。上（１、今号の内容や編集につい

て）にも書きましたが、石川議員の賛成討論の内容がよく分からないのです。どうか、立場と

ご意見を反映される場を設けていただきたいと思います。 

 

■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 

■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 

・傍聴席の記事で寺島さんが言われていることって本当にその通りだと思いました。議会に対

する要望ってそう言うことなんだと言われなくても知っているのが当たり前だと思います。な

かなか議員さんと話す機会のある町民って少ないのかもしれませんが、幸い自分の場合地元の

お二人とは話す機会もあり、なんとなくの会話から意見を拾ってもらえるので、もっと他の議

員さんも町民と話す機会を自分から作ってくれたらいいと思います。 

・新体制となった議員の皆さんの抱負を読みましたが、正直、「無投票」の結果か…と感じまし

た。内容が全く意味のわからないものや、議案のほとんどに反対する方は、この町をどうした

いのだろう？と不安にもなりました。そんな中でも町内のことを真摯に考えて下さる議員さん

には心から期待をしています。 

・知人や友人から「飯綱町って思っていたよりいいところだった」と、この数か月のうちに何

回か言われました。直売所やカフェなどのことが多かったのですが、子育て支援なども頑張っ

ていることも知っていてくれた知人もいました。人口減少、少子化はなかなかその勢いを止め

られませんが、少しずつでもこの町の良さが伝わってほしいと思いました。私の子供達もひと

クラス 10 数人の小学校でしたが、先生方の目が良く行き届き、すばらしい教育をして頂きま

した。未来ある子供達に最適な環境を整えていただきたいと思います。又、少子化と同時に高

齢化も大きな問題ですが、近隣住民との交流の減少など、問題は深刻です。ネットワークの拡

大と強化が必要だとは思いますが、これもなかなか難しいところです。我家も高齢の母がおり

ますが、一人暮らしのお年寄りなど、周りで助け合えるような仕組みが確立されていません。

安心して暮らせる町であってほしいと思います。議員の皆様の取り組みに期待しています。 

・新体制のもと議会運営が始まったわけですが、今期は是非とも議員定数、議員報酬について

議論する機会を多くしていただき、住民からの要望でもあります議員定数削減、議員報酬増額

を実現していただきたいと思います。今回の無投票での議員当選は今後議会本来の役割への関

心は薄くなってしまうように感じます。議会運営がうまくいくのかの関心はあったとしても、

議会が果たすべき行政のチェック、政策立案、住民要望の吸い上げはどれほどまでに機能する

でしょうか。それを行えるだけの資質、熱意を持った方が議員として活動をすることが飯綱町

の議会の存在を高めていくように思います。ほかの市区町村がこの位だからの横並び思想では

なく、議員にはどうあってほしいのか、その活動にはどのくらいの対価（議員報酬）が相応し

いのか改めて議論していただきたい。 

・「オーガニック宣言」をしてはどうでしょうか。移住モードがコロナで高まっている昨今、都

会の人々にむけて、オーガニック宣言は移住促進の強力な武器になると思います。給食も少し

ずつオーガニック化への取り組みが進んでおり、良いタイミングではないか。 

・住みたくなる飯綱町、住んで良かった飯綱町、人を呼びたくなる飯綱町。こんな思いを持っ

た 15 名議員諸氏であると思います。議会での鋭い感覚で議論されることを願っています。 

・12 月定例会議案に対する各議員の賛否結果（○賛成 ●反対）とても参考になります。飯綱

町の現状の課題、将来の課題についての諸氏の見識をお見せいただいているからです。議案ご

とに賛否両論が出されており正常な議論がなされていると思っています。ただ、お一人の方の

み 12 議案中 11 議案に反対のご意思を表しています。お考えのあるところだと思います。私は、

現在、文化財調査委員をさせていただいております。「飯綱町の文化財保護条例の一部を改正す

る条例」は、真剣かつ丁寧に委員会で検討させていただきました。なぜ反対なのか、知りたい

ところです。 

・今後も、町民の方の為に有意義な議論をお願い致します。コロナ禍で大変だとは思いますが、

宜しくお願い致します。 
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・懇談会など開催してほしいです。今時ですのでＺＯＯＭでも可能だと思います。町の後期総

合計画も出されましたが、住民の意識をどう盛り上げていくかが課題です。外注の大きなイベ

ントもは良いし必要かと思いますが、自由な発想の集まりを応援してもらえる仕組みも大事か

と考えます。古町では女性の集まりを数回実施してもらっています。同じ地に住んでいても顔

も知らない、考えも困っていることも知らない。飯綱女性会議でも妄想会議と銘打って若い方々

の意見や想いを聞くことを続けています。より多くの住民が町政に関心を持てるきっかけを議

員さんもしてほしいです。「議会報告会」是非、開催してください。勝手にはできないのですか？

要請がないと無理なのでしょうか？ 

・加工所の老朽化、担い手の問題が中島議員からの議会質問にありました。魅力ある加工品の

存続にかかわる問題。どんな風に話し合いが進んでいるのか知りたいです 

・今の町行政は、町民の意向をよく反映していただいていると感じています。議会は、町行政

の行き届かない町民の困りごとや自主的な福祉（幅広い意味での）向上に向けた活動に丁寧に

よりそいながら、町行政をより住民福祉に貢献できるようにチェックし、足りないところを提

案する役割があると思います。議員のみなさまの日々の地道な活動の一端について、親近感が

持てるような情報発信をお願いします。そのいくつかを、議会だよりに掲載していただくのも

良いと思います。 

・議員定数、報酬改正すべきでは。この根底にあるのは議員のなり手がないからだと思います。

原因は何なのか。報酬の問題もあると思いますが、それだけではないような気がします。行政

に興味がない？誰がなっても変わらない？苦労してまで議員になりたくない？などいろいろあ

ると思います。まず、議会制民主主義に興味を持っていただく必要があるのではないでしょう

か。町民で、議会を傍聴したことがある人は何人いるのでしょうか（そもそも私もないんです

が…スミマセン）。毎回、議会の傍聴招待券を議員さんが町民にお配りして積極的に議会を知っ

ていただく取り組みをするとかしたら面白いと思います（有権者視点でたまには傍聴しやすい

時間に議会をすることがあってもいいのでは）。また、中学生議会があるのであれば、それとは

別に飯綱町では中学卒業までに１～２回は社会科授業として議会傍聴をする機会を設けてはど

うでしょう。議員がどんな意図で質問を行ったかなどを子供たちと共有するとか。若いうちか

ら、実際に議会制民主主義を知ったり関わったりすることが関心が持てる議会（行政）への第

一歩なような気がします。 

・役場新庁舎ができて、これからは飯綱町が良くなり住民の人達に夢と希望をもたせてくれる

と思ったが、職員の住民への対応はあまり良くない。こういう意見がほかにもあると思うがど

うか。また、同じ課でも係が違っても、すぐ対応出来るよう、上司も目配りをして対応願いた

い。何れにしても職員の接遇を含め、飯綱町役場の職場環境のスキルアップに向け、良く話し

合いをするなど検討されたい。 

・今年は大雪が続き例年よりも雪が多い。年々歳を重ね心配になることは、車の運転が不安に

なる歳になったら、どのような生活をしているのだろうと想像してしまいます。買い物や長野

へのアクセス、町内町外への移動が公共交通機関で安心して行えるように、ｉバスなどの充実

を引き続きお願いしたい。また、飯綱病院も地元で検査がしっかりできる病院がなくならない

ように、引き続き安定した運営が行えるようにお願いしたい。高齢になっても健康で出掛けら

れる環境があると、家に閉じこもらずに、生き生きと生活できると思うのでお願いします。 

・４年間の抱負を拝見しました。具体的に自分の考えを述べている議員らしい方がいる一方で、

小学生以下のような内容や、大儀だけの抽象的な内容で自分の言葉になっていない方も見受け

られました（ホント、なぜこういう方が議員となったのでしょうか）。誰がみるかわからない公

の冊子です。このような内容で発行されること自体が町民としてはずかしいと思いました。 

■議会に対する要望、意見等 
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・人口減少の原因をもっと細かく知りたい。 

・コロナ禍で東京の人口が減り、郊外へ移住する人が増えていると聞いています。今が人口増

加のチャンスだと思います。りんご農家に転職だと人との接触も少なくなり、チャンスかも？

空き家物件をたくさん流通、私もこの意見に賛成です。 

・議員さん集合写真を見ると年配の方が多く見られます。若い方が飯綱町を良くしていきたい

と思ってもらえる行政のあり方も必要だと思います。難しい事だと思いますが、世代交代を感

じてしまいました。ベテラン議員がいるから安心できる事もありますけどね。 

・飯綱町に移住される方には昔ながらの既存の“しきたり”みたいなものは押し付けない事が大

切だと感じた。 

・表紙に議員 15 人を一人ずつ取り上げ、質問形式で本人の考えやそれに対してどのように行

動しているのかを応答してもらうのはどうだろうか。議員の顔と考えが多くの町民に周知でき

賛同できる人も増えると思われる。 

・毎回お願いしていますが、図書館（町民会館）に自習、閲覧できるスペースを設置していた

だきたい。メーラプラザのロビーで勉強している高校生をしばしば見かける。もっと静かな環

境で学習できる場所がほしい。高校生にかかわらずだれでもそんなスペースが必要と感じてい

る人がたくさんいると考えています。 

・全ページ拝見しての感想です。不確実、不信、あやふやさ、ゆるさなどを感じてしまいまし

た。一筋縄ではいかないものですね。 

 議会内では目まぐるしく飯綱町の改善や所々の新規導入、又、移住者の出入りなど、一般の

町民には見えて来ない進歩が多くあるのだと思っています。ところが上記で述べたように残念

な事に町の変化は見られず、それどころか①あまり適切な対処が見られなかったり、②それは

今でなくてもよかったのでは…という様な経済の使い方や、③それをどうしてやってあげられ

ないのか…などの議会内での長年の変えられない事からの絶望。④質疑からの返答のあやふや

さも掘り下げて行った末には予算不足。「ではあなた方は一体いくらの報酬があるのですか？」

それは掲示された事なので皆さんはご存知の上、つい発してしまう言葉なのでしょう。お金は

ある意味全てを意味付けてしまいます。ですからもし議員さんが報酬なしで町の事を任われて

いたらどうでしょうか？町中の人々は町が例えそれほど変わっていかなくても、望んだ通りに

事が運ばれて行かずとも、きっと責める気持ちも現れず、そこには感謝しか残らないと思いま

す。「町長さんも議員さんもよくやってくれました。ほんとうにありがとうございました。私た

ちのために惜しみない尽力を尽くして下さり、出来なかったとしても私たちは皆さまには感謝

しかありません」と言われる事でしょう。でも残念ながら違うのです。皆さまは大きな報酬を

得ているにもかかわらず、大した事をしてくれていない…となってしまうのです。傍聴席の寺

島さんという方の感想は寺島さんだけのご意見ではない事を認識されたらいいんだなと思いま

した。この方の勇気に敬意さえ感じました。この方は町の住民を代表して話して下さったんだ

なと。いえ皆さんがそうだというのも違いますよね。もっとよくない例もありますよね。それ

は任せているのみと無関心、かくいう私もそのうちのひとりになってしまうのかもしれません。

何を言っても変わらないのなら関わろうとしない方の気持ちが楽…そう思っている方も多くい

らっしゃるのでしょうね。どちらも悲しい現実ですね。しかし人々はお金を沢山持って行く人

に厳しいんですよね。もらっているならやって下さい‼ってなるようですね。 

・新体制での議会スタートしたばかりだが、より良い町づくりの為にしっかりと活動していた

だきたい。 

・前期の議会での達成度や継続している審議等、振り返りの内容を掲載してはどうでしょうか。 

・今期の活動の中で議員数の適正数を考えていただき、次期選挙を行ってもらいたいと思って

■議会に対する要望、意見等 
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います。 

・最初にも書きましたが、新体制がスタートしました。初心を忘れず、頑張っていただきたい

です。 

・飯綱町は色々な面で住みやすく、とてもいい町だと思っていますが、何となく地味なイメー

ジがあります。もう少し積極的かつ効果的な宣伝方法はないか、町と検討してもらえないでし

ょうか。 

・今年は大雪のため除雪も大変かと思います。通学路ですが小学校よりも中学校の周りの道路

は歩道がないため、車が通るときには子供たちが車をよけて雪の中に入ってしまったり、グレ

ーチングのない溝に足を落としてしまっています。大変危険なので早急に歩道の整備をお願い

致します。 

・選挙直後の議会とはいえ、一般質問を行った議員が４人は少ないのではないか。特に新人議

員は各人が議員になりたいとの思いをもって議員になったはず。それを表現するのが一般質問

の場ではないか。このことは経験議員にも言えることではあるが。町民の代表者としての自覚

をもって活動してほしい。 

・質の高い議会運営ができるよう、議員研修会を積極的に行ってはどうか。 

・議会だより第 65 号の 11 ページ傍聴席の寺島さんの議員職を「生業」にしていないかに共感

しました。 

・１年前の議会だより 62 号アンケートに投稿したが、議会での質疑応答で回答が図る・向上

につなげる・講じていく・周知していく・目指す・取り組みを行う・努める…というような回

答が多く見られるが、具体的対策等の実施状況が見えてこない気がするがどうだろう。 

・最近議員定数の話が話題になっているが、そろそろ具体的に検討を始めたらどうでしょう。

難しい問題で検討実施には時間を要すると見る。 

・議員の若返りと報酬の検討。 

・仕事で伺ったお宅の小学生が居る保護者の方が、三水小でいじめがあったようで、それを校

長先生が隠そうとしている事と、学校給食の度重なる異物混入の２点を心配していました。 

・議員同志、お互いに厳しい仕事をしてほしい。何より町民全体の為に、仕事をしてほしい。 

・昨年の町議会議員選挙は議員の成り手不足で立候補者全員の当選が決まってしまった。だが、

従来から議員以外にまったく新しく議員になられた方もおられるが、議員紹介を拝見したとこ

ろ、そのうち何名かの方は議員としての資質を疑われる様に思えるが、私だけの感想でしょう

か。町会議員の成り手不足は以前から言われているが、そうかと言って議員として適任でない

方が議員になられる位なら議員の定数を減少させて欲しい。 

・空き家、移住の促進。 

・冒頭の「私の今期４年間の抱負」を読んで、私たち町民を代表する方々が構成する飯綱町の

進むべき方向性を決定する最高機関である議会に、深い失望と虚無の念を禁じえなかった。 

・「原稿は各議員が責任を持って編集しています」というおことわりの文章もあまりに形式的で

無責任だと感じた。 

・新体制の議員皆様のご活躍をご期待申し上げます。新議員今期４年間の抱負を拝読致しまし

た。町民の代表として多くの町民より真の要望を聞き出し、具体策を審議、見い出し、実施願

います。 

・高齢化の中「年寄りが安心して住める町」も目指して下さい。また、年寄りの活躍を促進す

るイベント、土曜朝市、100 円朝市、軽トラ市など企画して下さい。心や体に障がいがある人

達の働く軽作業所、売店なども考えていただきたい。 

・質問、提案だけでなく、何を実行してどうなったかの結果が必要と考えます。町民一万人の

■議会に対する要望、意見等 
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目を口を耳を大切に生かして下さい。 

・新体制となり、安心して暮らせる町であり続けられるよう、取り組みを引き続きよろしくお

願いします。 

・飯綱町議会危機！最低、議会解散‼議会職を改めて考えて下さい。小遣い稼ぎのつもりなら、

今すぐ辞職してほしい。そんな人議員に相応しくない。今回の選挙で、毎回○氏がでることで

それを阻止するために、毎回使えない仕事をしない人が議員になる。この４年間の間になぜ議

員削減できなかったのか、議員の中に声を上げる人はいないのでしょうか。私たち町民の税金

を無駄遣いしないでもらいたい。12 月定例会の議案に対する賛否結果を見て、何これって、す

べて反対している人がいて、何を考えて反対しているのか。議員になってもまだ自覚がないの

か、ふざけている。○も議会でおかしなこと言い出すし、新人の一般質問も偉そうに話す、人

を見下したような言い方、あんた何様‼って感じ。イライラする。この人たち、何をしたくて

町のためにいったい何をしてくれるのか。他にもいますがね。飯綱町として町外に出た時に私

たち町民がはずかしい。今すぐ議会解散。何とかまともな議員さんに直ちに解決してもらいた

い。なんとかして‼仕事をしない議員に仕事やらせて。自分が議員として相応しいか、自覚し

てもらいたい。議員の勉強会をやるとかやらないとか、やってもこの人たち無理だと思う。議

員としてどうなのか。長年やっている議員さん、今何をすべきか考えて行動してほしい。今や

らないとこのままになってしまう。町民のためにできることがあれば協力する。声を上げて‼

このままにしてはダメです。 

・住んでいて面倒を感じない町にしてほしい。地域活動に出ていないからと嫌味を言われたり。

田舎だけでは無いかもしれないが、特に田舎の人数の少ない地域では一人への攻撃が集中する。

町を出て行きたくなる人もいるだろうし、他地域から入ってきた人も面倒な地域だと思われて

しまい定住者がまた出ていってしまう可能性もある。消防もお祭りも様々な面で一人への負担

が多くなりがちで「家族の大切な時間」でさえも影響を受ける事が多い。ご主人が地域の活動

にばかり出席しなければならず一人で子育てをしているという気持ちでいると感じている女性

もいると聞いている。今までの地域の慣例や、活動が「負」の効果を生み出している要因の１

つになっている事は間違いないと思う。人口増加、人口減少の対策を考える中で見直すべきで

は？と考えています。 

・それぞれ違う価値観を持つことはいい事だと思いますが、今期４年間の抱負では、その価値

観を町民に押し付けるような内容があったり、個人の要望としか思えないような内容があり、

一部の議員の質の低さにがっかりしました。町民の代表として飯綱町の未来のために４年間し

っかり取り組んで頂きたいと願います。 

 

■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？ 

・4 年間の抱負で「＊原稿は各議員が責任を持って編集しています」と注意書きもありますが、

さすがに小学生みたいな意見は無くしてもう少し大変でしょうが事務局や議員さんがバックア

ップしてまともな事に書き直しの方向に持っていくのも親切かと感じました。 

・モニターの藤澤さんの意見「生の声○26」にありましたが、旧三水第二小の天文台をまた活用

して頂きたいです。流星群や月の観察など、ぜひまた開催して頂きたいです。 

・今号は多くの記事の中で住宅問題に関する意見や取組が見られた。空き家が出てこない問題

が大きいと思うので益々入りこんだ交渉が活性化するとよいと思う。 

・コロナにめげず、議員諸氏のご活躍祈念申し上げます。 

・今年は例年に比べて、特に降雪が多いように感じました。雪を集める場所や、雪かきをもっ

とキレイに行えるような設備等を求めます。 

・ほぼ毎朝、７時に牟礼駅に "出勤" している議員がいます。議員紹介欄では、鉄道や道路に

ついてご自分の意見を述べられていますが、町民の期待とは "ずれて" いますよ。 

・議員さんの抱負に政務活動費の廃止を掲げる方が幾人かおられましたが、なぜ廃止の必要が

あるのか知りたいです。政務活動費の目的とは何か、なぜ政務活動費が創設されたのかと考え

ると、議員活動をする上で議員間での活動の大小を埋めるもの、すなわち本来求められる議員

活動をすると当然それなりの費用が掛かってくる。議員としての活動が少ない方は費用が掛か

らない。多くの活動をする方が自己負担を少なくして議員報酬は純粋に報酬として受け取れる

ようにするためと考えます。一律に議員報酬を上げただけならばその差を付けられない。他の

自治体では議員の評価制度を設け議員報酬に差を付けたところもあったそうですが、誰がどの

ように評価するか難しいことからうまくいかなかったところもあるそうです。その点で政務活

動費は結果はともあれ活動に対して支給される意義は十分にあると思います。政務活動費の不

正受給の問題も残念ながら起きてしまいましたが、これは「ルール」、「モラル」、「チェック」

の不備ではないかと考えます。何が支給対象なのか何が対象外なのかの「ルール」、ルールを遵

守する議員の「モラル」、議会事務局の厳密な「チェック」。これができていれば後払い式の政

務活動費であれば問題は起きないはずです。今後不正受給が無いこと、そして政務活動費の継

続と増額を望みます。 

１ 生活の安全・環境保全 

１）廃棄物（プラスティックやビニール袋、紙ゴミ等）の野焼きが町内で行われています。 

法律違反ですので、対応をお願いします。 

２）除雪能力の向上をお願いします。 

今年は特に雪が多かったため行政や業者等関係の方々はご苦労が多かったと思います。大変に

ごくろうさまです。住民も大変でした。積雪の排除だけでなく、家の前に除雪ドーザが寄せて

いく雪の片づけは本当に大変です。除雪ドーザの高性能化（刷新）とオペレーターの技術向上

に支援をお願いします。または、細かい除雪の仕組み（ご近所の雪こぼしを排雪するチームの

設置など）をつくれないでしょうか。 

３）中学生の通学マイカー送迎は、一方通行化などの努力があるようですが、今年のような雪

の多い時には特に、子どもたちの乗降場所を分散させるなど、すべての車が中学校に横付けす

るをやめたらどうでしょうか。少しでも細い道の送迎車の通行量を減らしてもらいたいです。

徒歩で通学している生徒を道脇で待機させつつ次々と疾走するマイカーはいつも気になります

し、地域住民の生活への影響もあります。善処をお願いします。 

４）道路の舗装 

 アスファルト路面に穴が多く開いています。大きな穴もあります。交通事故の心配やパンク
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などの車両へのダメージもあります。路面の点検を増やして早めに対応（臨時のコーン設置や

砂袋投入等と迅速な舗装）をお願いします。 

 

２ 景観保全と利用促進 

５）歩いて楽しめる町にする、という方針に賛成です。美しい町なので、歩きやすい動線が整

えば、観光のためのみならず、住民福祉に役立つと思います。ただ、近所を歩いていて気にな

ることですが、歩道や横断歩道が途切れていて、先に行けない場所があるのが気になります。

歩きやすさチェックなどの取り組みが必要だと思います。町内をさまざまに歩いて楽しみなが

らチェックするような町民イベントを企画していただくのも良いかもしれません。 

６）町内に増えつつあるように見える「外来植物」を除去できないでしょうか。そもそも景観

を損ねますし、花粉症などの原因にもなっていると思います。特に耕作放棄地等で多くみられ

る、アレチウリ・オオブタクサ・セイタカアワダチソウ・ハルザキヤマガラシ・フランスギク・

オオキンケイギクなどは、上手に除去しないと却って分散させてしまいかねません（分布を拡

大させる行為は法律でも禁止されています）。今後、町民の意識啓発とともに、住民参加の除去

活動を企画できないでしょうか。 

 

３ 議員定数 

7）本アンケートの声を見ますと、議員定数を削減せよ、との意見が多いように思いますが、議

員は住民福祉向上のための町民の権利の一つだと思いますので、定数の議論は、長期的な視点

も含めたさまざまな観点から、幅広く検討することが必要だと思われます。また、なんでも議

員さんだけにお願いするのでなく、議員活動をサポートする仕組みも必要ではないでしょうか。

今号「傍聴席」の寺島元議長さんのコメントにあるように、議員活動には「①調査、②課題抽

出（分析）、③具体的な政策提言」が必要なのであれば、議会として①②をバックアップする体

制の整備が、住民参加を伴った議会能力の向上につながるように思います。 

・普光寺地区内の農機具店前が通学道路になっており、非常に危険である旨の声が芋川区の住

民から寄せられた。現状は、来店客の車両が道路にはみ出しており、通勤・通学者に影響が出

ている実状にある。特に今冬は雪が多く人身事故等が発生しないよう行政指導をお願いする。 

・パワリハなど会場も増えて充実してとてもよいと思います。コロナ感染対策のため、パワリ

ハ室内での消毒液の数を増やした方が良いと思います。共有の物を使う施設等では、こまめに

消毒ができるように、十分用意した方が安心。 

・コロナ、コロナで遠出もためらわれる毎日です。買い物、通院など、生活に必要なことが全

て町内で済めば良いのになあと思うことがあります。 

・今年は何年か振りの大雪。町道の除雪について考えてみました。色々な方とふれあう中で、

除雪が遅い、雪が残っている、と不満を持たれています。除雪のオペレーターは夜も寝ずに働

き、除雪車の歯を下げ過ぎるとマンホールに当たり、大けがになりかねないという大変な作業

です。町民の情報不足があるのでは？朝３時に全町民に除雪メールが来たらご苦労様と思うの

ではないでしょうか？自分達のことだけではなく、お互いがお互いを思いやる、そういう思い

やりが大切だと思います。 

・新議員さんをカバーしながら町作りをお願いします。 

・道路の除雪について、標高によって降雪量が違いますが、バス道路等は除雪がされています

が、近道はされていない時がありますので除雪をお願いしたい。 

・県道はいいのですが、町道になると除雪の悪さが目につくところがあります。一生懸命に除

雪されているのはわかるのですが、町道の両脇の排雪をもう少し考えていただきたい。 

■今、お気づきのことはありますか？ 
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・町のＨＰでコロナ関連の情報が遅い感じがします。新規感染者数等の更新は大変かもしれま

せんが、学校の対応等、当てにしておりますので、できるだけ速やかに更新していただけると

ありがたいです。 

・飯綱町でも毎日のようにコロナの陽性者がでていますが、感染対策をしていても、かかって

しまう場合もあるかと思います。陽性者に対し、誹謗中傷や差別がないようにしていきたいで

す。 

・本年は積雪が多く大変です。除雪ですが、もう少し生活のペースにあった早朝に作業をして

いただけると通勤などにうれしいという声がきかれます。 

・議会だよりを参考にさせていただいて感じたことは、やはり議員選挙は必要だと思う。なぜ

議員の立候補者が少ないかという現状を分析して、有権者又は投票者の一定以上の信認を得た

人に議会を委ねられる仕組みづくりが必要であり、場合によっては、定数の削減や欠員とする

ことも必要ではないかと考える。円滑な議会運営やよりよい町づくりが出来るよう望む。 

・今年度は大雪に見舞われた。最近道路の破損が目に付くが、道路の除雪の関係か雪の季節前

からいくつか目に付いた。部分的に応急処置を施したとこもあったが、それも今は破損して以

前より被害が大きくなっているようにも思える。道路のメンテナンスについてどうなっている

か当方には不明だが乗用車ばかりではなく、バイク・自転車等についてはかなり危険を感じる。

雪解け早々点検・補修工事を行って頂きたい。事故が起きてからは遅い！ 

・人口減少、高齢化問題 

 私がこの町に転入したのはＨ19 年４月当時の人口は 12～13 千人位だったと記憶している。

現在は 10.7 千人位で、10 年強で 15%位の減少しているのが事実で、この先町の統計推移予

想は３年後には１万人を切ると予測されている。さらに令和 12 年（2030 年）には後期高齢者

はピークに増加することが予想されている。高齢化率は令和元年で 38%強、予想では令和７年

（３年後）42%弱、令和 22 年（18 年後）48%になると予想されている。20 年後には限界集

落になってしまう。今、日本が、世界一高齢化が進んでいると言われている。政策サポーター

会議で政策提言があるように町の人口対策について早急に検討実施する必要があると思うがど

うでしょうか。自分たち高齢者も健康長寿でありたいし（高齢化率が上がる）、高齢化率を下げ

るためには若者の人口が増加しないといけない。みんなで知恵を絞って考え方策を進めるしか

ない。 

・冬は除雪の仕事ですが、先日苦情の対応で、除雪車で伺いましたが、そちらの住民はかなり

失礼な態度で除雪の指示をしていました。私はそこの場所の担当オペレーターではありません

が、担当オペレーターも人間ですので、こんな感じが原因であってはいけない事ですが雪を残

して行ったのかなと感じました。役場に対しての苦情もそうですが言い方もありますので、住

民も少し気を遣ったらみんながまるく収まるかなと思いました。 

・中井議員さんの一般質問にもありましたが、以前より牟礼小学校の防犯体制に不安を感じて

いました。せめて事務室だけでも１階へ移動し、受付業務ができるようになれば少しでも安心

できると思います。議会での働きかけをよろしくお願いします。 

・議員定数、報酬の検討は進めていただきたい。 

・雪の多い年、年寄りの１人暮らし、除雪作業の応援は十分でしょうか？更に暖房器具の不具

合による火災、中毒など、点検するすべはないのでしょうか？ 

・三本松の直売所が新しくなり、利用した人数人から「店員の人がおしゃべりをしていて、い

らっしゃいませも言ってもらえなかった」と聞きました。残念です。 

・今年は雪が多く除雪作業も大変かと思いますが、早朝から除雪作業をされ、とてもきれいに

除雪して下さり、朝夕の通勤がホントに楽です。これからもよろしくお願いいたします。 

■今、お気づきのことはありますか？ 
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・今年度の大雪で、各所で倒木が目立ちます。道路脇の倒木予備軍の早期伐採や、要の用水路

沿いの倒木や倒木予備軍の伐採撤去等の倒木の予防を。 

・飯綱病院のリハビリ室を整形外科の近くにして欲しいです。（ちょっと遠すぎます） 

 

■今、お気づきのことはありますか？ 

■今、お気づきのことはありますか？ 


