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議会だより第 66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） 

・今回の表紙は久々にお祭りらしく良かったと思います。 

・表紙について 

 ７年に一度の御柱祭。誰が今日の事態を予測出来たでしょうか。関係者を代表しての神事に

思わず緊張と建御柱の無事奉納が済んだことへのホッとしている場面が感じられる写真です。 

・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 

 記事に合わせた写真で視覚から内容を想像できる手助けをしていると思います。できれば写

真をカラーにできることを期待しています。 

・写真 

 コロナ禍での開催で仕方ない事ですがさみしさを感じます。 

・丸２年以上もコロナに苦しめられている世の中で、今年は各地でお祭が開催されていますね。

まだまだ色々な制限がある中で、希望の光が差した象徴のような写真です。 

・見出しは相変わらず読みやすいと思います。中の写真も記事に沿ってわかりやすく撮られて

おり、とても良いと思います。 

・表紙 

 議会だよりらしい、ふさわしい、そんな特色のあるものにしたらどうでしょう。 

・内容 

 いつも変化がなく、マンネリ化。変るもの変わらないものと分けて、変わって良いものはど

んどん工夫し読み手が興味をそそられる様な方向性をもっていただきたい。 

・議会だよりは全戸配布されているが実際目を通している人はどのくらいいるのでしょうか。

アンケートをして、結果で議会に対する期待度が明確になるのでは…。 

・予算について、とてもわかりやすく説明されており、又各議員の質疑や予算審理のポイント

が簡潔にまとまっていてよかった。どの議員が何について深堀されているかもよくわかった。 

・拝見していて、収入は町のお金は 25 億くらいであとは地方交付税や補助金であること。税

収がこの位しかないのは大丈夫なのかと思った。返済も 10億も発生している。どうあるべき？

という議論はないのだろうか。 

・未来の納税者である子どもたちにわかりやすく予算を説明する「こども議会報」があっても

いいのでは、と思う。今号の内容はこれだけではわからないと思うので、子どもが子どもに予

算の内容を説明するようなそういうものを作ってはどうか。未来の有権者教育、町政への感心

を深める。 

・３月定例会議会だよりを読ませていただきました。令和４年度の一般会計予算に対する審議

をいただき、前年度に比べ約６％減の予算で可決となりました。歳入合計 77 億円の内、自主

財源は約 1/3でしかない事にびっくりしました。また、歳出においては、必要とする事業に必

要な費用が充てられていることと思います。近年は、台風による自然災害や新型コロナウイル

ス感染拡大など今までに経験のない事象が多く発生しています。適時適切な執行をお願いしま

す。今、何が最も必要か、十分に審議のうえ、対応をお願いします。国家予算も使途を特定し

ない予備費が急増しているようです。地公体は、経済合理性のみで判断できないと思います。

地域にとって何が優先課題なのか十分検討いただくことが大切だと思います。豊かな経済生活

を営み、すぐれた文化を展開し、人間的に魅力ある社会を安定的に維持することを可能にする
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社会的共通資本であると言われています。農業、医療、教育、地域社会などのインフラの整備、

再構築が豊かな地域社会づくりにつながると思います。住民が暮らしやすい町づくり、行政サ

ービスの提供が求められます。それらの客観的に検証し、より良い提言を議会の皆様にはお願

いしたいと思います。 

・「地方議会を再生する」のとおり、飯綱町議会は全国的にも注目されている議会だと思います。

住民のために何が必要か、より一層議論を深めていって下さい。飯綱町議会議員の皆様の今後

益々の御活躍を祈念致します。 

・いじめの認知状況の数値が高くて驚きました。「いじめは見えにくい」ということを認識し、

児童生徒のささいな変化や兆候であっても見逃さず、いじめを積極的に認知できるように引き

続き定期的なアンケート調査等行っていただけるとありがたいです。 

・学校において、いじめ防止等の取組が適切に実施されるようにご支援よろしくお願い致しま

す。 

・表紙について 

 いつもの賑わいがないコロナ禍の御柱祭の様子が伝わってきました。行事の中止や制限がさ

れない世の中に早く戻ってほしいと改めて感じました。 

・見出しや紙面構成などは、わかりやすく読み易かったです。 

 重点事業の関連質疑で具体例があったので、スマートタウンてこういうことなのかと理解が

出来ました。 

・予算審査では具体的な内容が記されていて、町の情勢がわかりました。 

・読み易かったです。 

・今回の表紙を見て、個人的には祭り関係の伝統は好まないですが、いつまでも自粛もしてい

られないと思うし、少しずつ動き出している様子が伺えた。 

・飯綱町らしい絶景も良いかと。 

・いつもめりはりのある読みやすい内容になっています。 

・新型ウイルスの影響の中の御柱祭の様子がわかってよかった。 

・予算の項目、具体例でわかりやすい。 

・アイバスや買い物弱者、しなの鉄道など交通の対策を続けてほしい。 

・表紙 

 コロナ禍で大変だったと思いますが、柱が建ってよかったですね。 

・予算 

 グラフの見方がよくわからなくていけませんが、10億７千万円の借金の返済に６億３千万円

の別の借金をし、積立てから約１億円充てて、事業費も約８億円の積立金を充てるということ

でいいんですかね？ 

・新規事業重点事業 

 広報も議会報も新しい事業は取り上げますが、今年廃止となった事業やその理由も教えてい

ただければありがたいです。 

・一般質問 

 飯綱町ＤＸ(12)について簡単な説明と図が載せてありましたが、高齢者や横文字が苦手な方

はその図の内容さえちんぷんかんぷんなのではないでしょうか。因みに私もよくわかりません

でした。 

・一般質問 

 環境にやさしい(13)でゴミの分別で飯綱町が先進的な取組をしていることをもっとアピール

したほうがいいですね。 

■今号の内容や編集について 
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・モニターアンケートにお答えします 

 人口がどうなっていくのでしょう。目先の問題は飯綱町の人口を増やすこと＝他町村の人口

が流出すること。と考えると、もっと根本的なことを考えなければいけないのかもしれません。

子供を産み育てやすい環境を造ることも一つですが、人口減少しても立ち行くことのできる地

域社会の構築を進める…とかはあり得ないのですかね？ 

・表紙 倉井神社の御柱祭の神聖な様子が伝わってきました。７年前見に行き、とても迫力が

あって感動したことを思い出しました。こういった行事も代々受け継がれていくのですね。 

・令和４年度一般会計予算の円グラフは分かりやすかったです。依存財源が多く驚きました。 

・P5 学ぶの関連質疑に学校が定める通学手段に保護者の送迎はないとありました。現在は防

犯面からも保護者の送迎が当たり前になっています。通学路の整備をお願いします。 

・３月定例会は、来年度予算を審議する、年間で最も重要な議会であると考える。質疑を読む

と、高額とか負担増ではないかとの質問があるが、施策を実施するうえで十分に予算化された

か？案件によっては増額したらという意見があっても良いのではないかと考える。「日本一のリ

ンゴの町へ」「日本一女性が住みたくなる町へ」の施策に対する予算化は十分なのか？昨年、東

京都新宿区で実施した企画（名前を忘れた）は知名度の向上に大変良い企画だったと思うが、

今年の開催は？ 

 予算作成前に、議員団の要望事項を町長に提出されているようだがその検証の質問があって

も良いと思うのだが。 

・P2下段で、町債の内訳として、「一般会計小計」「企業会計小計」とあるが、後者は昨年まで

「特別会計小計」と記されていた。令和元年までの数字は連続（VOL63の訂正数字に同じ）し

ているので「特別」が「企業」に名称が変更となったのなら説明が欲しい。あるいは誤りか？ 

・現在高の状況の説明文で、「一般会計は・・・ 3億 7004万円の減」は、表中の「R3見込み 

7474」－「R4 予算 7104」＝ 370 のことだと思うが、「企業会計も・・ 5 億 4374 万円の

減」の根拠が不明。そもそも、R3 見込みの縦計が合っていない。7474＋5171＝ 12645。仮

に 7474＋5717＝ 13191とすると、5717－5173＝ 544となり概ね正しい。テンキー使用時

のタイプミスと思われるが、数字の確認は大事。 

・また、特別（企業なのかも）会計、R3 予算 5071（VOL63、P3）が、R3 見込み 5717（が

正しいとして）と 6 億円も増えている。 6 億円以上の増って何？議会はチェックしています

か？ 

・いつも思うのですが、議会報は「分かり易さ」との戦いだと思います。今号においても、①

予算の歳入・歳出についての円グラフがあったり、説明が付いていたり、②議員の質問と当局

からの回答、③「住民サービスの向上を提言」と、予算・政策要望、④各議員の質問内容 等々、

とあります。どの項目についても、限られた文章量にまとめるためのご努力の跡が見え、ご苦

労様だと思います。その上で書くことです。どうかご容赦下さい。 

１ 議会報は、とても分かりにくいです。それは、町民にあらゆる議会内のできごとを知らせ

ようとする真面目さから来るものかな？と思います。 

（１）例えば、上の①～④で、読みたい順で考えるといかがでしょう。私なら、③→④→①→ 

 ②です。それは、①・②は具体性に欠けるからです。上に書いたように、①・②は総論が書

いてありますが、そのために何を言っているのか、何が課題なのかが見えてきません。です

ので、ここは重点をしぼって、今の町政の一番の課題は何なのかをまとめたらいかがでしょ

う。町民それぞれで考える課題は違います。私は、教育に関心があります。町民に「教育、

観光、農政、交通、人口、…」などの課題を示し、アンケートをとりませんか。また、議員

に「どの課題に一番関心があるか」を問うてみたらどうでしょう（もちろん、それを明らか

■今号の内容や編集について 



4 

にしてはいけないと思っていますが）。そのアンケートに基づいた議会報（課題別の特集号）

があっても良いのではありませんか。 

（２）そういう意味で、各議員の質問と当局の回答は分かりやすいです。各議員がどのような

課題に関心があるか分かるし、当局の考え方も分かるからです。同時に、町の今の課題が少

し見えてきます。また、「議案に対する各議員の賛否結果」も見応えがあります。できたら、

なぜ反対なのかを聞きたいと考えます。賛成は良いです。反対されるにはそれなりの理由が

あるはずです。その理由を特集していただくことがあっても良いのではありませんか。 

（３）そう考えると、記事の順番にも一考が必要だと思います。 

２ 「傍聴席」「新しい町作りに私の提言」など、読みやすいです。それは、具体的であり、課

題が見えるからです。例えば、「新しい町作りに私の提言」に各議員からの感想があったらど

うでしょう。そうしたら、書いた方の意味があり、議員がその課題にどう考えているかを知

る機会になると思います。いかがですか？ 

３ この議会報を作っていらっしゃる方々は、どれだけの町民が理解できるかをいつも考えて

いただきたいです。一つの言葉をとっても分かりにくいです。例えば、22 ページの“ＤＸ推

進”は、この説明で町民の何人がご理解下さっているか考えられているのでしょうか。ほとん

どいないのではありませんか。石川議員への回答で少し分かりましたが、それで私たちの生

活はどう変わるのでしょうか。分かりません。議会報は、町民と議会をつなぐ一つのパイプ

です。議会の行っていることや各議員の考え方や賛否が分かるものである必要があります。

それは、町民の代表者である議員の考え方や行動が、できるだけ詳しく伝えられる必要があ

ると考えるからです。どうか、これからもその視点でご努力いただきたいと思います。 

・今まで思いつきで色々と書いてきましたが、それぞれにお答えいただけたことがありがたい

です。お世話様でした。 

・今号の表紙で倉井神社を初めて拝見しました。最初見た時は牟礼神社だと思ってしまいまし

たが、右下に石垣があったので石垣なんてあったかしらとよくよく見ると右下に倉井神社とあ

りました。御柱祭が三水でも行われていた事をこの議会だよりで知りました。そうなんです。

この４年間で飯綱町での日常や設備、開催される行事について、その他、中心となり活躍され

ている議員の皆様の名前、飯綱町全体の問題点の進行状況など少なくとも４年間は把握する事

が出来ました。すると完全にではなくても飯綱町で私たちの目に見えない所で本当にたくさん

の人たちが活動している様子や実際に掲げられた問題や疑問が解決されて行く様子なども確認

する事が出来たわけです。この様な状況におのずと置かれた事によって、私たちは今までより

少し自分の町を感じる事が出来たり、親近感を感じる事が出来た様に思うのです。この事を原

点にモニターを通じて、採用されるかはわかりませんが、議会に対する要望、意見等の欄に提

案したいと思います。 

・最後に議会だよりを作成して下さった方々様。四年間大変お世話になりました。わかりにく

い文章を長々と書き連ね、ほんとうに大変ご苦労された事と存じます。お世話になりました。 

・毎回ですが代わり映えしない議会だより。これを読む人は何人いるだろうか。いらないね、

議会だよりは。 

・モニターもあってないような。必要ですか。いてもいなくてもいい、何のためのモニター。

私たちがこれを書くことに時間のムダを感じる。 

・今回は一般会計予算があり、読みごたえの在る内容でした。 

・町の厳しい状況が観えます。合わせて老朽化したインフラの整備にもお金がかかることもわ

かります。 

・図や写真が多く使用されており見易かったです。 

■今号の内容や編集について 
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・令和４年度の新規事業についての項目はわかりやすく見易かった。 

・できれば全議員の一般質問を載せていただきたい。 

・コロナ禍ではありますが、御柱祭が人数制限や里曳きが中止されはしましたが、開催出来た

事が非常に嬉しい。とても嬉しい表紙です。 

・あの時のあの質問どうなったとモニターアンケートにお答えしますは、横書きになっていま

すけれど、これは紙面にメリハリをつけるためなのでしょうか、それとも．．． 

・石川議員の一般質問の中に“デジタルトランスフォーメーション”というのがあって、それに

関係する図が出ていますが、私、不勉強でＤＸというものがどういうものなのか、いまいちわ

かりません。それに載っている図も字が小さくて小さくて．．．図は、これで良しとしても、文

言の説明・解説をどこかに設けてほしかったです。 

・令和４年度の新規事業・重点事業（4～5P）は、町が何をしようとしているかが、とてもわ

かりやすかった。新事業や拡大された事業がどれでいくら事業費が使われるのもはっきり示さ

れていたのがわかりやすく、関連質疑もどんな事が問題になっているのかがわかり興味深く読

みました。 

・今年の大雪の除雪作業の写真２枚と学校給食の調理場の写真など、いつも御苦労いただいて

いる様子をあまり見ることができないので、こんな様子でやっていただいているのだなあ～と

様子がわかりいい写真でした。 

・「デジタル田園都市国家構想の成功の鍵」の図は、難しくてわかりませんでした。 

・読みやすく良かった。 

・表紙は倉井神社の御柱祭の風景が写っており、倉井在住の自分としてはうれしい気持ちにな

りました。こうしてたまに所々の風景を表紙にするのもいいなと思いました。 

・編集内容はいつも通り見やすくまとめられていると思いました。 

・表紙のお祭りの様子から、今年は秋祭りができればいいなあと思う反面、それによってまた

コロナが増えてしまったら…との思いもあり複雑です。早く以前のような生活に戻れたら良い

のですが…。 

・紙面構成余裕ができたのか、字が大きくなったのか、読みやすくなったような気がします。 

・全体的に分かりやすくまとめられていて良いと思いました。特にモニターアンケートの回答

や町民の声など、町民の意見を聞きながら進めていただけている様子が感じられ、うれしく思

います。 

・表紙、見出し等、行事などを考えた良い構成になっていると思います。P2～3 予算の歳入・

歳出のグラフは説明がありとても分かりました。P4～5 新規事業・重点事業の項目は大変わか

りやすく思いました。予算審査、全体に目を通すと議会の内容がわかりやすく読みやすい。 

・表紙の色が春らしくてよかったです。 

・表紙の写真として、神社は良いとは思いますが、前号も神社だったので、またか、と思って

しまいました。表紙にふさわしい良い写真を入手するのは簡単ではないと思いますし、ご苦労

が多いとは思いますので、安定的に写真が集まるような工夫（スマホで撮った写真を簡単に提

供できるアプリの開発や、モニターのように定期的に写真を提供していただける方を委嘱する

など）があってもよいかもしれません。 

・本年度予算の歳入・歳出をわかりやすく説明してもらえるのはありがたいです。ただ、町の

WEBサイトにも出ている町の資料をただ丸写しにするのではなく、歳出と新規事業・重点事業

の関連などを議会の視点から解説してもらえると良いと思います。 

・「町債の現在高の状況」では、企業会計で「償還が進み 5億 4374万円の減」とありますが、

それが右の表中のどこに該当するのかがわかりませんでした（表では令和 4 年度の企業会計残

■今号の内容や編集について 
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高予算が昨年度よりやや増えて 5,173百万円となっています）。町のWebサイトで確認すると

「企業会計では、上下水道事業及び病院事業において償還が進んできていることから、全体的

には年々減少しています。」とあり、令和 3 年度見込み額が 5,717,148 千円でした（「議会だ

より」の値が違っています）。 

・p.4～5「新規事業・重点事業」の「１自然」の「自然を守る」「自然に親しむ」という説明と

主な事業（し尿処理、ゴミ処理、斎場）との関連がわかりづらいです。下水処理と廃棄物処理

は「自然を守る」よりも「安全・安心」かもしれません。また、「４．安全」と「５．安心」を

分けているのもわかりにくいです。事業の整理の仕方にもうひと工夫をお願いします。 

・同ページの「２．学ぶ」の「関連質疑」に中学生の学校への車での送迎について書かれてい

ます。回答に「学校が定める通学手段に保護者の送迎はない。・・あるべき姿に戻ることを願っ

ている。」とありますが、願うだけでは送迎はなくならないと思います。送迎せざるを得ない個々

の事情があると思いますので、そのような事情にあった解決策を、学校と議会とで協力して具

体的につくっていただきたいと思います。そうしないといつまでたっても車での送迎はなくな

らないのではないでしょうか。 

・表紙等 

 今年は長野県内で７年に１度の御柱祭が行われる年であり町内の神社でも行われる。コロナ

感染が続く中、氏子さん達が懸命に努力をし、何とか実行出来た事、継続出来てよかったと思

う。何とかコロナ感染が早く収束し、従来の生活が来ることを願ってやみません。 

・紙面構成等 

 今回の議会だよりは令和４年度の予算の関係が中心になるため、この内容で良いと思う。予

算の関係は公報と議会だよりで重複する面もあるが、予算審査会の各議員の質疑応答の状況が

多少なりと分かるのでいいと思う。 

・一般会計予算及び重点事業の構成は大変見やすく、写真・イラストも入っており、よくでき

た紙面構成と感じた。 

・表紙の令和４年御柱祭は、コロナ禍ということもあるが、春らしさがほしいと思いました。 

・新規事業の一覧が見易かった。 

 

■今号の内容や編集について 

■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 

・毎回同じ質問ですから、どうせならモニターの方や傍聴者の意見を毎回掲載されているので、

その方達にも聞いてみたほうがいいと思います。モニターアンケートに答えていただくなら、

いつかは議員定数の削減を考えているのかを掲載してもらいたいです。これはかなりの町民も

気にしていることです。減らすだけではなく、もちろん給料は増やすべきだとも思います。 

・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。 

・年々町内が高齢化しているのを実感しています。とても難しい問題ですが、少子化対策、高

齢化対策の情報は、高齢の義母がいる我が家も気になるところです。 

・町政の行く方向。 

・P24の重点的に取り組む事項について、実施の様子や情報。 

・町外（一般人）の方に飯綱町の印象、要望。街頭インタビュー的な事の内容を今後活かして

いく。 

・新型ウイルス対策、５歳からの子のワクチン情報 

・マイナンバーカードのメリットが感じられず、まだ作っていませんが、現在何パーセントの

交付でしょうか。 

・議会だよりの本来の趣旨はなんなんでしょう。必要なのでしょうか。 

・一般質問して、それに答えて終わりでなく、一般質問した議員はそれに対して私はこうした

いとか、こうしていくべきだとかの意見を聴きたい。一般質問→行政、町長他が答える→その

答えに対し、どのようにしていくのかが、いつもない。 

・新人議員の議員としての仕事。何をしているか知りたい。町民が議員の仕事って何？って皆

思っている。給料もらうということは、ボーナスもらうということは、仕事しているのですよ

ね。毎日役場で新聞みている議員、家でみて下さい。他にすることあるでしょ。 

・フリースクールの情報がほしいです。町に２つもあるのはとてもよいと思います。町外の利

用が多いとお聞きしてますが、住民の殆どはフリースクールの存在を知らない方もいます。 

・「新しい町づくりへ私の提案」や「生の声」のいろいろな方のお考えや取り組んでいる活動が

とてもいい情報になり、毎回楽しみに読んでいます。 

・コラム的に例えば新店のオープン情報等、町のちょっとした情報があるといいかなと思いま

した。 

・太陽光発電について、こわれてしまったソーラーパネルの処理方法がしっかりと確立されて

いない等の話も聞くのですが、そのあたりはどうなのでしょうか？ 

・前回の議会だよりの寺島渉さんの議員職を「生業」にしていないかを念頭に各議員さんの町

政に対する考え方など。 

・P12 太陽光発電のガイドライン、景観維持と保護の目的から条例を制定したとあるが、もっ

と詳しく教えてほしい。 

・毎回同じことを書いているようで申し訳ないですが、議員さんたちの日常の活動の一コマを

多様な形で紹介いただくと良いと思います。 

・以前デジタル化の推進の話題が出たが最近あまり耳に入ってこないが進んでいるのだろうか。

マイナンバーカードの進捗状況は？これでなにが便利になるか？自分はいまだに躊躇してい

る。 

・飯綱町ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の話題があったが、町長を核に各課長等

でＤＸ推進本部を立ち上げるという。加速させて住民にもアピールしてはどうだろうか。 

・人口の増加を唱えて過疎からの脱却をするための予算が見込まれているようだが、具体的な

計画について都度掲載していただきたい。 
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・人口流出に対する対策について 

・デジタル化等の暮らしが便利になる情報 

 

■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 

・前回の号をアンケートで答えてから改めて読み返しましたら、新しい議員さんの中でちょっ

と不快な書き方をされていてそういうのは子供たちに読ませたくないなって思いました。自分

が町民から受けた嫌なことをこの議会だよりで書くというのは、いい大人、ましてや議員にな

って周りの代表と言う立場の人が書くことではないと思います。いくら言論の自由とは言えち

ょっと個が立ちすぎていると思います。その方の議員としての行動を町民が注目していること

は頭においてもらいたいです。4年間で何を実践したかも議員だよりに載せて下さい。 

・令和４年度予算審査はわかりやすく、理解を深める記事です。今後もよろしくお願いします。

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。私達住

民の代弁者として様々な視点からのご意見、頼もしく思っております。コロナ禍ではあります

が諸氏のご健康とご活躍を祈念しております。 

・モニターも最後となり気の利いた意見は書けませんでしたが、議会に対して関心を持つこと

はできました。ありがとうございました。 

・４年度の予算審査を詳しく掲載して下さってありがとうございます。りんごレザーについて、

もう少し詳しい情報がほしいです。 

除雪のオペレーターさんが少ないのは大変なことですが、昨シーズンの記録的大雪ではさぞ大

変な御苦労のもと作業して下さったのですね。本当にありがたいことです。 

我が家はもう学生がいないので、給食に関する問題は縁がないのですが、給食センターの職員

さん、栄養士さんは子供達に給食を楽しくおいしく食べてもらうために本当に御苦労されてい

ます。普段食べないものも給食ではちゃんと食べています。家庭での好き嫌いを取り上げるの

はいかがなものかと思います。大人の方こそ、好き嫌いをするのに…。 

・行政のＤＸ化はとても期待しています。何回も窓口へ行かなくてもスムーズに交付ができる

とありがたいです。 

・毎回子どもの傍聴を募り「こども議会報」を発行してもらうことを総合学習の一環としても

らってはどうか。同様に、ママさん報、シニア報などをそれぞれの立場の人に何が議論されて

いるのかレポートしてもらうと、各層がどうとらえているか、どう違うかがわかって良いかも

しれない。 

・議会に対するという所ではありませんが、スーパーのような商業施設を増やしてほしいです。 

・今回にて２年間のモニターが終了します。少なからず私も地元飯綱町の町議会に関心を持た

せていただくことができて有り難く感じております。 

 重点事項等を拝見させていただきましたが、多額の金額がいとも普通に羅列していますが、

これは全て町民の貴重な「血税」だという事を常に肝に銘じて今後も地元飯綱町の発展のため、

頑張っていただきたいと切に願っております。 

・「モニターアンケートにお答えします」の内容の中で、 

 ○飯綱町の人口の 10年先の割合についての問ですが、人口転入は多いとの事ですが、10年

後の人口は現在より減少を予想しています。住みやすい町を目指しているのであれば、少

なくとも現在人口より増数を目標として掲げ、政策を実行して実現すべきと考えます。現

在の飯綱町の一世帯あたりの人口は 2.5人です。しっかりと人口増を実現して欲しい。 

 ○下水道事業の企業会計への移行のプロセスの問に対しての返答ですが、全く返答になって

おりず、具体性が全く無く、一般社会では有り得ない返答で驚きました。 

・「一般質問」の内容の中で、 

 子供への虫歯対策だと思うが、エックス線検査等を町議会が貴重な時間と経費をかけて議論

をしている事に驚いた。町議会で討論する次元では無いと思う。 
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・「補正予算」 

 ロシアによるウクライナ軍事侵攻に抗議であるが、一地方の町議会が可決するのは町として

の意思表示としては一定の意味があるとは思いますが、これは国としての発議可決での意思

表示であり貴重な時間と経費を使うのであれば、飯綱町としての喫緊の課題を優先すべきで

あると考えます。 

・飯綱町の年少人口、生産年齢人口が 15 年前（合併時）に比べて減っている事が分かり、老

年人口が増えてきている。若者定住、町外からの定住者を招き入れていかないと過疎化が進み、

消えてしまう地区もありそうですが、都会への憧れ、利便性を思うのは当然。娯楽とか考える

とお金を使って楽しかったと思う所は、やっぱり人口の多い場所、にぎやかな所となる。町も

できるだけの事をして、将来戻ってくるのを信じるしかない。 

・今回議員になられた方で、様々な理由であまり表に出てこられない方がいらっしゃいますが、

その方も議員として町民に何らかアピールしていくべきかと思いますが…。現行では難しいの

であれば代弁者を立てたり、ほかの方法で意思を伝える方法の検討を当事者と相談の上検討し

てみてはいかがでしょう。難しいとは思いますが、今後重度の障害を持たれた方、知的障害の

ある方が議員として活躍できる第一歩につながるかもしれません。 

・新型コロナウイルスと共存していく時代になりましたが、まだ感染対策が必要です。学校で

も部活動等必要最小限になり、参加・不参加はそれぞれの家庭に任されています。いじめや偏

見のないよう教育委員会のご指導をよろしくお願いいたします。 

・教員の過酷な労働環境がニュースで話題となりましたが、飯綱町ではどうか気になります。

勤務時間外労働が多いと先生の負担が増え、それによって子供たちにも悪影響を及ぼすと思い

ます。 

・政治（議会）あるいは行政に期待される項目として、次が考えられる。 

財政健全化、農業振興、商工業・観光振興、人口減少対策、教育・子育て支援、医療・福祉の

充実、災害対策、社会基盤整備、公共交通、それに新型コロナ対策と多岐にわたっている。議

員各位の経験や知見にもよるが、さらなる研鑽を深めて欲しい。 

・現町議会議員の皆さんは、ご承知と思いますが、飯綱町議会は平成 28年 2 月 5日に、全国

町村議会議長会第 67回定期総会にて「平成 27年度特別表彰」を受賞。平成 29年 12 月、第

12回マニフェクト大賞でグランプリを受賞しています。議会改革やサポーター制度の導入など

画期的な活動があった訳です。さて、あれから数年が経過し、昨年の町議選は無投票。議員の

資質や如何？前回のモニターアンケートにも議員の資質に対する厳しい意見がでていました

が、誠に同感。 

 真剣に町の将来を考えることができる議員が出てきて欲しい。より若い人や女性が立候補し

やすい環境作りを行うとともに、議員定数・報酬など、人口減が続く町の実勢に応じた改革こ

そが、今、必要ではないか？次の選挙まで３年しかありません。一刻も早く検討開始を切に望

む。 

・議員さんひとりひとりの日常について、どんなことをされ行動しているのか紹介してほしい。

４年任期があるのだから議会だよりに掲載しても充分全員とりあげられると思います。そうす

れば議会も議員さんも身近に感じられ、行政に感心をもってもらえるのではないか。もっとも

現状で良いと考えているのであればこれで良いのですが．．． 

・４年間の協力を終えさせて頂く今、このような案があります。それは町民全体でこのモニタ

ーに関わっていくというのはどうでしょうか。役員が全ての人に回る様に“議会だより”も各地

区の班ごとや、ゴミ当番が回って来るように。そうする事によってもっと一人ひとりが飯綱町

に関われる事や町を知る事が出来ると思います。ちょうど４年前、初めてモニターの原稿を書

■議会に対する要望、意見等 
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かせて頂いた時に、たくさんの方々にお聞きしてみました。議会だよりやいいづな通信を読ん

でいますか？さっと目を通すという方もいらっしゃいましたが、ほとんどの方が読んでいない

…と答えていました。必ず順番でお当番が回って来たらきっと読んで下さると思います。こん

なにたくさんの情報や飯綱町の町の流れ、問題点、町の方々のエッセイ、その他楽しいコーナ

ー、興味深い記事など、もっと多くの方々に読んでいただかないと勿体ないと思います。是非、

ご検討されてみて下さい。 

・飯綱中学校通ずる深沢道路。以前からお願いしているが、まだ実施されていない。舗装工事、

通学路であり、車も多く通うため、危険である。また、ＬＥＤ照明水銀灯にする要望です。通

学路には暗過ぎます。宜しくお願いします。 

・議員の人達、全然動いてくれない（ある議員のことで）。何もしてくれないのなら私たちがや

るしかないのでしょうか。私たちの税金から給料もらうなら、仕事してるとこ見せて下さい。 

・新人の一日の議員の仕事を 24 時間密着して取材して写真を撮って、議会だよりに載せて下

さい。町民の人たち、知りたがっています。本当の姿を隠さず、そのまま載せてほしい。選挙

もなくて議員になって何もしないで給料、ボーナスもらうなんて許せないこと。恥ずかしくな

いですか。 

・他の議員さんも、一日密着取材という記事にして議会だよりに載せて下さい。見る人増える

かもしれません。 

・町のことを第一に考え、行動する議員さんは何人いますか？ 

・有機農業は国の方針にもあります。りんごの産地である町として有機農業を具体的に進める

ことが可能なのでしょうか？有機で無くても減農薬、自然農法等の取り組みのほうが進めやす

いのでは？議員のみなさんも先進地の研究をして知らせてほしいです 

・令和３年度シーズンは雪が多く除雪が大変だったと思いますが、第一スーパーから本町にぬ

ける鳥居川にかかる橋が、道幅が狭く、雪のシーズンになるとさらに狭くなり、すれちがいが

大変になる。中学生の通学路にもなっているので拡張が必要だと思われます。検討をお願いし

たいです。 

・予算成立おめでとうございます。項目を見るとどれも生活に密着し重要なものばかりで、予

算の中には自分にあてはまるものが多いことが、今年の予算だと思います。議員の皆様が町民

の為にと考えて下さっている事が良く伝わってきます。ありがとうございます。 

・コロナも沈静化し、昔のように活気がある飯綱町に戻って欲しいと願うばかりです。 

・町の新規事業・重点事業を見て、町を運営していくのはつくづくお金のかかることなのだな

あと思いました。それにしても群を抜いているふるさと納税事業の１億 9,500万円。これって

返礼にかかる費用なんですか？それと６交流の項目で、かんまっせ関係（EAST、WEST）に合

計 6,700万も！民間企業相手に町の公費を投入して良いのでしょうか。町民の方々も理解して

のことなのでしょうか。その金額、医療にかけてほしいなあ．．．。 

・先日、義母を見送りまして。88歳と４か月。最後の半年は、自宅での介護と入退院のくりか

えしでした。社協や病院の訪問看護のスタッフの皆様には、何か起こるとその都度対応しても

らい、その早さには感心してしまいました。本当にお世話になりましたの一言につきます。 

・学校給食、共同調理場の勤務体制や雇用について取り上げられていたが、毎日町の子供達の

成長を美味しい給食で長年支えていただいていることは、本当に有難いと思う。アレルギー対

応などもあり、安心して給食がいただける為にも、お勤めいただいている職員の方の勤務体制

の充実は是非お願いしたいと思います。 

・牟礼駅南側に作られている自然豊かな公園はとても楽しみです。安全面も充分配慮した素敵

な公園が実現できることを願います。公園にトイレは設置されるのでしょうか？ 

■議会に対する要望、意見等 
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・議会広報モニターを引き受けた時点で記載したが、議会報を見ている人がどれ程存在するの

か？私自身、配付される度に即廃棄状態だったので、多くの町民はどの程度興味を示している

のか色々町民に聞いてみたが、多数をしめたのがパラパラと題目に目を通すだけで内容を吟味

する人は少数で廃棄状態の多い事と町政に感心のない事を強く感じた。この様な状態から年に

数回の配付を考慮したらどうか？最も大事な項目を抜粋し、年に１～２回程度でもいいのでは。 

・以上、モニター最後の投稿を議会の栄光を祈りつつ筆をおろします。 

・これからも町民が幸せに生活できる町づくりに町当局とともにがんばっていただきたいと思

います。 

・毎回、町の問題点等見つけて質問等していただき、ありがたいです。今後も議員団一丸とな

って、町とは是々非々でより良い町づくりをお願いしたいです。 

・清水議員の一般質問で春山除雪の早期実施をとありましたが、今年は雪の量が多く一番最初

の西黒川では道路の形が全くわからず断念し１週間遅らせたほどでした。また、横手～中宿で

は除雪をした所にまた積雪があり、他の所はまだ１回もやっていないのに再依頼がありました。

春山除雪は道路らしき跡をさぐりながら開けていくので何回も脱輪しますし危険な作業です。

もう一度除雪しろ、すれちがいできるよう広くかけは、一般道を除雪するのと違い危ないです。

年々除雪に対するわがままが増えているような気がします。議員さん方も苦情を真に受けるの

ではなく、除雪オペレーターの苦労も考えていただき、足して２で割るような対応をお願いし

たいです。 

・今後とも飯綱町を良くする活動をよろしくお願い致します。 

・太陽光発電・景観条例について、野立のパネルの設置については強度を一定に決めるべきだ

と考える。自分の区にも野立のパネルが数百枚ありますが会社が北信の豪雪地帯の為使ってあ

るアルミの部材が全く頑丈に作ってあり今年の豪雪でも管理も良く一枚の破損もありませんで

したが、隣区のパネルは会社が中信のためかアルミの部材が弱いためか雪に耐え切れず全部つ

ぶれています。 

・議員さんたちの日々の活動に関する情報（どこでどんな議員活動をしているか等）を住民に

より多く、なるべく早く届けるための工夫を常に心がけていただきたいと思います。 

・議員の全体の活発な討論をさらに望む。 

・近年多発している自然災害や有事の際における危機管理について、慎重に研究していただき

たい。 

・空き家のリフォームや解体に補助が多く出たらと思います。 

・放置されている山林について、行政が介入して予防的に間伐や皆伐等、対策をしてほしい。 

 

■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？ 

・議員だよりを議員に毎回届けてもらっていますが、組の定例配布でも入っていますし、こう

してメールで毎回同じ質問に回答するだけなので持ってきてもらう必要はないかと思います。

希望する方だけお持ちすればいいのではないでしょうか。ましてやマスクもしないで家の中に

入るのは、もう少し落ち着くまで控えていただきたいと思います。一応その議員さんにはお伝

えしておきました。 

・４月 30 日にトレイルランニングが行われていましたが、知らなかったため、りんごの消毒

をしました。コースが畑に近く、その時はたまたま大丈夫だったのですが、少し時間がずれて

いたら、ランナーにかかっていたかもしれないと思うとひやっとします。このようなイベント

があることを事前に（有線放送や看板など）知ることができていれば…と感じました。 

・下赤塩地区は移住者が増えていると聞きました。空き家対策や移住者を受け入れるシステム

がもっとうまく機能して、住みやすい飯綱町をもっとアピールしていただきたいです。 

・「移住者は増えているか？」「産業は発展しているか？」「農地は守られているか？」などの定

点観測的視点があってもいいと思う。 

・田、畑への行く道を除雪（毎年）して頂いていますが、砕石まで土手等にふきつけてあり、

草刈りなどの時、刈払い機の刃がかけます。ロータリーをもう少し浮かしてできないものか？ 

・三本松農産物加工施設はジュース加工等ができて、とても便利です。瓶代がもう少し安くな

るといいのに。スクリューキャップは好評です。今後利用者が増えるといいです。 

・空き家の民家、多くなり、雑草・雑木が大きくなり、隣近所が、迷惑になっています。町と

して持ち家の地主と相談し、町の行政として考えて欲しいです。 

・一人ひとりが主役の政治。すべての人が環境、条例、状況によって弱者にも強者にもなる。

大切なのは弱い強いで損得がうまれたり、切り捨てられる社会ではなく、一人ひとりの人間が

持っているものを提供しあい、補い合い、学び合い、生きていてよかったと思える社会になる

ことだと思う。私たち町民と同じ目線で私たちと一緒に考え、そしてその声を行政に届けてく

れる議員は何人いますか？私たちが、町民が、すべての人が元気になれる、そんな町にしてほ

しいですね。守って下さい、町民を。 

・２年間、モニターをつとめさせていただきました。今まで流し読みしていた議会だよりを“立

ち止まって読む”習慣がつきました。人の意見に耳を傾けることができました。毎回下手な文章

を提出することで精いっぱいでしたが、お世話になりました。ありがとうございます。私の中

の小さな小さな一歩になったと思っています。 

・今年の大雪は、将来自分が雪かきをできなくなったらどうなるのだろうか．．．と不安になり

ました。今年、独居の高齢者のお宅などの雪かきはどうしてたのでしょうか。隣近所やボラン

ティアなどで対応していたのでしょうか。実状がとても気になります。 

・モニターを２年間引き受けましたが、議会報を読むきっかけとなり、町政や議会の動きも分

かるようになったと思います。 

・２年間ありがとうございました。どんな年齢の方にもやさしい町であることを願います。 

・少しずつ農地の荒廃化が出てきているように思います。また今後の後継者不在の問題もあり、

更なる荒廃地化も心配です。 

・霊仙寺湖の水量について、今のところオーバーフロー付近まで水量があり、芝生の森の水遊

び場まで水が行き渡り、とても良い景観です。このオーバーフローした川では子供が小さい時、

ほたるで有名でした。またそんな事を期待できればと思います。ご尽力ありがとうございます。 

・坂口区の野立てパネルが百枚位、雪で潰れて無残な姿を３か月過ぎますが、そのままになっ

ています。これから雨季になり雨の為、漏電等問題が起きないか皆心配しています。又景観条
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例にも関係してくると思うのですが行政で設置会社に指導をお願い致します。 

・今回のアンケートについては町の重要課題である買い物弱者への支援対策について意見させ

ていただきたいと思います。 

 今後飯綱町ではさらなる少子高齢化、単身世帯の増加が予想されています。高齢のため運転

免許を返納して公共交通に頼らざるを得ない方や、町内の小売店舗が少なくなったために長野

市内や中野市など近隣市へ買い物に行かざるを得ない方などは買い物をする事自体が困難にな

っていくはずです。 

 住みよい町、不安のない暮らしを求めた時には買い物環境の充実は当然必要になってきます。

ですがこの町の人口規模では大きなスーパーや小売店舗が進出することはほぼ考えられないと

思います。そこで必要になっていくのは、大きく自宅から移動することなく買い物をする事が

できる環境。いわゆるネットと宅配。そして訪問販売です。 

 わたくしは現在セブンイレブンを２店経営しています。セブンイレブンでは衣食住の食に関

してはある程度のお客様の要望に応えられる品揃えを持っています。そこで地域課題の解決に

向けて今後私どものお店で取り組んでいく内容をお伝えします。 

 まずは移動購買車の導入です。セブンイレブンでは「あんしんお届け便」という移動購買車

による出張販売を行っています。これはどの店でもやっているものではなく、長野県内では南

信で２店稼働しているのみで、全国では１００店ちょっとの稼働状況です。実はセブンイレブ

ン本部からこの移動購買車の導入をしないかという打診があり、ぜひ地域の利便性のために導

入したいと回答しました。必ず導入されるわけではなく本部審査が通らないといけないのです

が、早ければ今年の秋には導入されるかもしれません。町民の要望や町の方針として移動購買

車での販売環境の充実は求められているはずですので、店だけの告知ではなく町にも協力いた

だきたいところではありますし、議会でも何らかの協力要望をするかもしれません。 

 また、役場企画課から DX 推進として「スマートグラス」を利用した買い物支援について協

力要請があり、現在凸版印刷さんとの三者による実証実験を進めている状況です。次世代機器

のウエアラブル端末の「スマートグラス」をお店の従業員が使い、利用者は自宅にいながらリ

アルタイムでお店の売場から商品を選び自宅まで配送してもらうという、ネットの買い物とは

また違った臨場感のある、従業員との会話を伴った楽しい買い物が提案できるのではないかと

思います。またこのスマートグラスを使ってできる事とすれば、今、各地域で実施されている

いきいきサロンで、「リモートでセブンイレブンでお昼ご飯を頼んでみよう」という事を考えて

います。参加された方が公民館の大きなスクリーンでお店のリアルの映像を見ながら、あれ美

味しそうだよね、これ前食べたら美味しかったよ、なんてワイワイ言いながら商品を選んでも

らい、それがすぐお昼前に届いてみんなでお昼ご飯にできる。なんか楽しそうじゃないですか。

それでなくても高齢になってくると家から出るのも億劫になるところへこのような企画があっ

たら行ってみようかなと思うかもしれません。コミュニケーションが希薄になっていく時代、

ご時世だからこそこのようなちょっとのきっかけを多く作っていかなければいけないと思いま

す。 

 今回のアンケートは議会だよりの感想・意見というよりはセブンイレブンの取り組みについ

ての内容になってしまいましたが、町の買い物環境を改善するため民間、行政、議会の連携を

強めていけたらなと思います。 

・町内の景観をより素晴らしいものにしてくためには、手入れのされない山林や耕作放棄地等

を整備し活用することが重要になると思います。そのためには、整備する主体の育成、実施の

ための資金調達が欠かせません。資金は、税金投入だけでなく、NPOのような資金の流れ（第

三者からの寄付や会費等を集める仕組み等）が必要だと思います。また、土地所有者の了解を

■今、お気づきのことはありますか？ 



15 

得ることと同時に所有者不明土地についても「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別

措置法」等も適用しながら整備する条件づくりが重要になると思います。まずは、現在、町内

に、整備されていない山林と耕作放棄地がどこにどのぐらいあるかを把握し、実施主体をつく

り、場所ごとに利用できるかどうかの検討を進めていくことが必要ではないでしょうか。 

・「牟礼駅入口」交差点から中学校へ上る坂下までの林は、夏になるとキビタキやオオルリ等の

夏鳥が渡ってきて囀っています。歩いていてとても気持ちが良いのでぜひ保存していただきた

いと思います。国道からこの道をあがっていった先に明るい農村風景が開ける、というパタン

は、町の観光スポットとしても優れていると感じます。 

・横断歩道や信号機のない横断歩道等の手前路面に書いてある「横断歩道等あり」のひし形標

示が部分的に消えていたり薄くなったりして見えづらくなっている箇所が複数あります。補修

をお願いします。 

・県道 60 号長野荒瀬原線の中学校の坂下に横断歩道があります。中学生が通学に使う横断歩

道ですが、渡ろうとしている人がいるのに一時停止しない車が多いように思います。一時停止

を促すような取り組みが必要だと思います。 

・温暖化対策として太陽光発電を推奨するのは良いと思いますが、太陽光発電はエネルギーの

利用効率が最大で 25％ほどです。それに対して太陽熱温水器はその倍ほどのエネルギー利用効

率があるため、温暖化対策のためには、太陽熱温水器の導入をもっと増やすべきではないでし

ょうか。特に公共施設の電気給湯設備は、順次、太陽熱温水器による給湯設備に交換していく

べきと思います。 

・牟礼駅踏切に歩道をつけてもらえるように、しなの鉄道に交渉してもらえないでしょうか。

今は踏切には車道しかなく、車がすれ違っているときには踏切を歩いて渡れません。どうして

も歩いて渡ろうとするなら、線路内に立ち入らなくてはなりません。ただたとえ線路内を歩い

ても華表橋と踏切のつなぎ目が狭いので結局道ヘ出られません。 

・牟礼駅が無人になるのであれば、華表橋側から上り駅ホームへ直接入れるように道を作って

もらえないでしょうか。現在、三水側から上りホームへ入るには、改札まで大回りをしてブリ

ッジを渡らないとなりません。もし、華表橋から直接上りホームに入れるなら、随分と駅が近

くなります。 

・人口減少が気がかりで３年後の１万人目標は達成できるだろうか心配している。 

・コロナ感染が早く収束して元の生活環境に戻りたいものだ。 

・２年間の議会広報モニターの委嘱を受けて長いと思っていたがあっという間に任期満了が近

づいた。色々勉強させていただきありがとうございました。 

・他の市町村では地域の宣伝を民間企業等を活用してかなり大々的に行っている。当町も予算

をつけてＰＲ活動に力を入れてはどうかと考える。 

・昨年の大雪でほぼすべての空き家の屋根が折れてしまいました。修繕には多額に費用がかか

ると思うのでそのままか解体されると思います。移住してみたいという方がいる中で空き家が

そのような状態になってしまったのは勿体なかった。自分の家の雪下ろしでも手一杯だったの

で何かできたわけではありませんが。 
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