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議会だより第 67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 

市町村対抗駅伝「町の部優勝」の偉業は素晴らしいことで「たすき」を繋ぐ場面を取り上げ

たかったと想像しますが、多くの選手たちが走っている中でのこの場面のカットであったなら

ばより力強い様子が読者の方に伝わったと思います。少々残念な画像セレクトだったと思いま

す。 

・見出し 

目次と見出しが連動していないので、一見して読み出しづらい印象があります。タイトルを

明確にした方が良いと思います。 

・紙面構成など 

視察報告について、表紙面にページ紹介がないのが気になりました。 

P5の上半分の紙面の使い方唐突なのと、左右逆できちんと各議員の方のページはどこかを知

るようにした方が良いと感じました。 

P5の傍聴席の欄は、なぜ今回傍聴されたのか、短くして良いのでリード文が必要かと思いま

した。 

・表紙の写真 市町村対抗駅伝 「町の部 優勝」となっていたのですごいなあと思い、調べ

てみましたところ市町村対抗小学生駅伝のことですね。すごいことですが、勘違いしましたの

でできれば正式な表記をお願いしたいと思います。また、裏表紙の写真はもっと大きく掲載し

てあげたほうが選手の皆さんも嬉しいと思います。（村木さんの写真と比較しました） 

・見出しはわかりやすいですが、見出しにないページがあり？と思いました。（４，１１，１３

P） 

[表紙について] 

・同時に配付される町広報「いいづな通信」と体裁が似ている（特に今回は両方とも写真が小

学生もの）ので、一目で「議会だより」とわかるような工夫が必要と思う。 

・また、思い切って大胆なポップなデザインに変えてみてはどうか。デザインは学生（高校生・

専門学校など）に依頼してもいいか。 

・写真等は、議会活動、当該号の記事に関わるものなどが良い、と思う。 

・当該写真の説明文（16面とも）の「長野県市町村対抗駅伝」は「長野県市町村対抗小学生駅

伝」の誤り、と思う（同時開催の別の大会）。 

[紙面構成] 

・定例会～常任委員会～臨時会～一般質問の順に掲載されているが、定例会で一般質問・議案

審議が行われるので、臨時会・常任委員会（視察）が定例会の内容の間に掲載されている。そ

の構成に流れがない、と思う。※定例会（一般質問～議案審議・議決状況）～臨時会～常任委

員会の方が分かり易いのではないか、と思う。 

[常任委員会の社協視察] 

・視察先の状況や考察の他に、社協（町民が会員、町の支援もある）の運営等について、どう

評価されたか、また、議会として、課題等について、今後どのように取り組んでいかれるのか、

議会・視察議員の考えも聞かせて（掲載して）欲しかった。 

[条例・補正予算] 

・議決状況は掲載されているが、これらが住民の暮らしなどにどのように影響するのか、分か

り易い解説（イラストや図表を活用し見てわかる内容に工夫）が欲しい。 
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[一般質問] 

・議員と理事者との質問・答弁の議場での状況はわかる。これらの質問答弁には行政の専門的

な部分・用語もあるが、理事者と議員は当然のことのように捉えていると思う。しかし、一般

町民には質問の内容・趣旨・意味等が分かりにくいものもあるので、一般町民に分かり易くな

るよう、平易な文章や図表等で示すことが必要、と考える。（国会などの内容は新聞などメディ

アが解説） 

 町民が身近に感じるように、その目線に立ち、質問等の趣旨や解説等（地域への影響、町民

の生活・暮らしにどう関わっているのか（関わってくるのか）、について解説が欲しい。 

 分かり易い解説は、町民が身近に感じると思うし、町民の議員評価及び議員一人一人の意識

の向上に繋がる、と思う。 

①質疑答弁には、読んだだけでは意味が分かりにくい文言がある。（町民は、議員や理事者と違

い、地方自治の専門家でない。また、過去の議事録はほとんど読んでいない、と思う） 

 単にカタカナ語にだけでなく、そういうものにも注釈を付けた方がよい。例えば、集落創生

事業（事業概要・主な実績など）/過疎債（内容）/（農村型）地域運営組織（概要）/中山間地

域等直接支払制度（概要）/多面的機能支払制度（概要）/以前提案したファシリテーター（以

前の提案概要） 

②議員がどうしてこの質問をしたか、議員の「思い・考え」の他、「町の背景」・「地域の課題・

期待」など、解説や補足説明を加えてほしい。そうすることで、町民は質問の意義（町民への

影響）が分かり易くなるのではないか、と考える。 

③質問した議員本人は、当該答弁について、納得・理解されたのかなど、答弁についての感想

や考察等を併せて掲載してみてはどうか、と思う。 

・P10（伊藤まゆみ議員）の表題「町長 早期撤去を求めている」とある、本文の答弁は住民

環境課長である…どちらが正しいのか？質問者の表示はこれで良いのですか？良いのであれば

紛らわしい。 

・本定例会で印象に残った答弁は、町長の「町の究極の目標は『町民の安全と幸せ』」である。

こういう基本的な町の姿勢を大事にして、議会の活動も、この究極の目標の達成に向け積極的

に取り組んでほしい。 

[あの時のあの質問どうなった？？] 

 この項目は、答弁内容がどう実行されているか、を観察することは、行政の執行状況を検証

できる良いことだ、と思う。早期に具体的な実行を望む。 

 本会議の一般質問の答弁の文末にも、「…努力する」「…考えたい/考えていく/考える」「…研

究したい」など、当該対応を実行するのかあいまいな（分からない）ものが多く見られる。 

 今後も本会議終了後においても、行政の執行状況を追跡してほしい。 

・67号表紙説明の６人で写っている写真が小さい。優勝したのだから大きな写真で、子供達の

感想も載せて欲しかったです。 

・表紙は躍動感が伝わってきてよい表紙と思います。 

・一般質問の中で聞き慣れない言葉の解説欄があり良かったです。ご高齢の方も見ますので。 

・町村議会議員研修会の写真ですが、写っている方々は、飯綱町の議員さんですか？そうであ

れば「傍聴している町内議員」とか文字があった方がよかった。 

・表紙や見出し、写真、構成においては常にアンテナを張り、ご苦労・時間を使い取り組まれ

た事と存じます。 

・全体的に読みやすい構成になっていた。 

・「モニターアンケートにお答えします」はとても良い企画だと思います。 

■今号の内容や編集について 
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・見出し項目ごとにカラーになっていて良い。 

・ページごとに定例会・常任委員会…と記載されているので読みたいところがすぐ探せて見や

すい。 

写真は出来たら全部カラーだと良いと思う。 

・表紙 暑い中、頑張って次につなごうとする瞬間がひしひしと伝わり、心うたれる写真で、

素晴らしいと思った。 

・「町民の声」の欄は、とても共感を持てるページだと思った。もっとこういったページを増や

して欲しい。 

・表紙…写真が暗く、臨場感がないように感じました。被写体（＝今回の場合は町民）に対す

る気持ちが遠いなと感じました。例えば、がんばれがんばれ！という感情が伝わってこない。

もっと表紙がドラマティックに映っている方が、町や町民に対する愛みたいなものが自然と感

じられ、議会だよりの中身にも興味が湧くとおもいます。 

・紙面構成…見開き 1ページ目から白黒で文字が多く、主題が分りにくかったです。 

週刊誌のような構成なら読み易いのになあと感じました。 

・表紙の写真は 3区のランナーのタスキをつないだ安心感と 4区のランナーのあとは任せてと

の気持ちが伝わってくるいい写真です。 

・一般会計補正予算については詳細に記載されていて良いと思います。ただ、修繕等その金額

が適正なのかどうかと思いました。当然複数の業者の見積取っていますので心配ないですね‥

‥ 

・市町村駅伝の町の部優勝はたいしたものです。16ページの表紙説明の欄が小さく、写真もも

う少し大きくても良いと思った。町の代表として町のＰＲに一役かっています。 

・表紙：対抗駅伝の様子が感じとれるいい写真だと思う。 

・写真：予算の関係があるとは思いますが、紙面の中の写真もカラーであると、もっと見る気

が起きていいと思う。 

・表紙写真について 

 市町村対抗駅伝優勝おめでとうございます。「たすきを繋ぐ」のタイトルいいですね。写真内

容も走り切った表情とそれを継ぐ次走者の躍動感がよく伝わる写真が撮れておりグッドです。

せっかくなのでもう少し駅伝内容の説明をした方がよかったのではと思います。 

・一般質問について 

 議員と町（行政）の真剣なやり取りがうかがえて頼もしいです。特に、中井議員の「人口増

アクションプラン」についての質問はいいですね。人口推移グラフを見ると危機感を覚えます。

おざなりな対策ではどうしようもありません。自然減 100 人はしかたないとしても、社会増

50人は今のままでは絵にかいた餅ではないですか。魅力ある生活場所とは何か！もっともっと

奇抜なアイデアを出し合い進めて欲しい。 

・新しい町づくりへ 私の提案について 

 飯綱町に対するそれぞれの思いがうかがえて参考になりました。「人はパンのみに生きるにあ

らず」が教訓か。 

・アンケートのあり方について 

 自由記載もいいが、興味の持ったトピックスは何か挙げてもらうとか、各トピックスについ

ての興味度合いを点数評価で回答するなどの工夫がないと回答がしにくいです。 

・過疎地域の中でも、高齢者、子育て支援の充実は感じてた。しかし、その持続のためにも、

若者の流失を減らす、移住者を増やす等の取組に力を入れてほしい。議員の方からも「移住者

と良好な関係をつくる」「若者の力を生かす」などの提案がありましたが、町長の「人口増加は

■今号の内容や編集について 
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目標上位とは全く思わない」の意見には驚いた。「飯綱町に住んで良かった」と思えるには、様々

な政策を持続して行うためにも、まず財源の確保には、人口の増加を促すことが優先されるべ

きではないだろうか。 

・表紙のカラー写真は綺麗に写っていて良かった。これからも続けてください。 

・P4の飯綱町社会福祉協議会視察についての下の欄、令和 4年 6月定例会議案に対する各議員

の賛否結果ですが、渡邊千賀雄さんだけ(―)。それは議会に欠席？それとも議長のため？ 

・必要な情報が順番に並べられて読みやすいと感じた。ただ、町の目指しているものが分かり

にくいと感じた。「日本一、女性が住みやすい町」に沿った内容でまとめてあるともっと分かり

やすくなると思う。補正予算についても議案に関しても「日本一、女性が住みやすい町」に向

かっている内容だとは正直思いませんでした。どれも重要課題ではあると思いますが、町の目

標としている所を重点的に取り上げたほうがより分かりやすいと思います。「こんな取り組みを

していくので、日本一、女性が住みやすい町に近づきました」という感じになると良いと思い

ます。現時点で日本一なのであれば良いかもしれませんが、そうでなければモデルとしている

市町村であったり、解決したい課題であったり、そういうことに取組んでいることが分かる議

会だよりにしてほしいです。すでに日本一であっても更に良くするという事は必要だと思いま

すし。 

https://ijyu-sien.com/p/stress-off-pref/ 

既に考えていると思いますが、ストレスが少ないという意味で女性が住みやすいという比較サ

イトがあったので添付します。 

①通勤時間が短い②働きやすい環境③自然に囲まれている 

働きやすく、プライベートな時間が確保される環境はストレスが少ないって感じでしょうか? 

飯綱町はどうなのかな?と思います。もちろん、他の切口での女性の住みやすさもあって良いと

思います。 

・前回第 66 号「モニターアンケート結果」を読みました。まさにいろいろな意見がありまし

たね。 

・表紙については、私は、直接、議会、議員さんに結びつかなくても、町の話題他、イベント

開催…等々の表紙で良いと思う。今回 67 号のような町の代表でがんばる駅伝選手、役員の写

真…いいと思います。オッ、これは…と表紙に見入って、中の内容を読んでみる。 

・でも毎月、隔月でくる広報、公民館報など、町民の皆さん、どれくらい目を通しているのか

な？ 

・今までは議会だよりはパラパラと目を通す程度の拝見でしたが、編集をしている議員さんの

ご努力も考えなければと思っています。「たすきを繋ぐ」の表紙説明の写真がもう少し大きく出

来ればコメントがあったらと思います。 

・議会だより VOL.67 を読んで感じた事は「活性化へ取組の強化を」つよく感じます。中島議

員のお考え同感です。小規模地区の深刻な問題、人材不足、広域単位で取組を考えてほしいと

思います。これからますます１地区での活動は無理です。私も順番で大変な役がこの地区に回

ってきた。若者は、公民館の役員と区の役員。あとは高齢者「女の私でも出来るの？」といっ

ても皆知らん顔。そんな中で受けてみたもののほんとうに大変です。 

・飯綱町に嫁いで 40 年になろうとしていますが議会だよりをこれほど真剣に読んだことはあ

りませんでした。行政に対していかに無関心だったかという証拠です。遅ればせながら議会に

ついて勉強させていただき少しでもお役に立てるよう努力したいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

・表紙裏表紙ともにカラーでとても良いと思いますが長野県市町村対抗駅伝大会、町の部優勝、

■今号の内容や編集について 
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総合８位の快挙ということなので６人の選手の顔がもう少し大きく見えるとより親しみが感じ

られるかと思います。 

・一般質問 

 中島和子議員の地域コミュニティ活性化についての質問は喫緊の課題であるので女性や若者

が積極的に参加することで違った視点で問題点に気づくことができると思う。町としても関わ

りを持ちながら後押しをしていただきたい。 

 瀧野良枝議員の農用地活用保全についての質問は「農村ＲＭＯ」を図を使ってわかりやすく

説明していただきありがたいです。「ファシリテーターとは」の説明文もよくわかりました。 

・モニターアンケートへの回答も丁寧でとても良いと思います。 

・新しいまちづくりへの私の提案 

 一度町を出られ戻って来られた方、町に定住していらっしゃる方、様々な思いで発信を続け

ている若者たちを頼もしく思います。 

・編集も議員の皆さんで担当されているのだと知り頭が下がります。これからもしっかり読ま

せていただきます。 

・初めて議会だよりを真剣に読みました。冊子の構成がわかりにくかったと感じます。結局

VOL67で町民に対して何が言いたいのか？ 

＜わかり易かった＞ 

・見出し 

＜わかりにくかった＞ 

・定例会 歳入・歳出 縦書きで見にくい。→横書きで小計、合計を入れてほしい。タイトル

部の 718752千円増額がどこにあたるのか？できれば写真もほしい。何に使うかわからない。 

・予算のことや町を良くしようとする行政と議員の方々とのやり取りが分かりやすくまとめら

れていたと思います。 

・予算の記載の中で“もの”といった表現は、行政的な言葉が十分理解できていないので、理解

するには労力が必要でした。 

・表紙 カラーで躍動感があり良いと思います。町の部での優勝、おめでとうございます。 

・見出し メリハリがあり読みやすい。 

・写真 様子がわかりやすく載っているのでわかりやすかった。 

・紙面構成 ムダがなくまとめられていると思う。 

・表紙 市町村対抗駅伝は、テレビ観戦し応援していました。飯綱町の（たすきを繋ぐ）場面

は見れませんでしたが、議会だよりの表紙を見て、飯綱町もがんばった、と思い感激しました。 

・見出しについて 印字がカラーで印刷されていて読みやすい。写真 P9の（世界平和を願う）

のポスターがモノクロでしたが、カラーでみたいと思いました。 

・紙面構成 表紙見開きはカラーです。他の P はモノクロでした。イラストなど今の時代カラ

ーですね。 

・その他 先日の町民講座参加させていただきました。今回の先生は村木厚子先生です。参加

者は町民に限るとのことでした。有名な村木厚子先生の貴重な講演です。近隣市町村の方に幅

広くおいでいただくように次回からはご配慮お願いします。 

・一般質問の各議員はよく勉強されていると思います。今後も住民のため、町のためになお一

層のご尽力を賜りたいと思います。 

・市町村対抗駅伝、町の部優勝すばらしいですね。たすきを繋ぐ選手達の息づかいが聞こえて

きそうなとても良い写真です。 

・表紙の「議会だより」の文字も見やすく、字体、色、バランスなど良いと思います。 

■今号の内容や編集について 
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・私自身もそうですが、日々の子育てや仕事に追われ、議会だよりをじっくり読むことになか

なか時間を使えないのが現状です。正直、議会だよりを開いたのは初めてに近いぐらいです。

例えば、ＱＲコードを表示し、場所を問わず、時間がある時に見れるようにするなどお願いし

たいと思います。 

・議会だよりに広告は掲載しませんか。雰囲気が変わって良いかなと思います。広告掲載料１

枠○○○○○円を頂き、全ページフルカラーにできると、手にとって開いてくれる方も増える

のではないでしょうか。 

・表紙 躍動感のある表紙で非常に良い。「たすき」を繋ぐというテーマもすばらしい。 

・見出し 見やすい配置で特に問題なし。 

・写真 一生懸命にがんばる子供達の姿に勇気をもらえる。 

・紙面構成 普通に見やすい。良くも悪くもなく、一般的。 

・石川議員のウクライナ避難民受入の質疑が一番目をひいた。避難民を受け入れるという思想

は大変すばらしいと感じた。ただ、実現したとすれば、様々な問題が出てくるように思う。そ

れに対し、飯綱町、議員の方々は情熱を持って対応できるのか。その辺りのビジョンを見据え

ての討論だったのか気になった。 

・表紙のたすきを渡している写真は、たすきを繋ぐ、人と人を繋ぐ、地域と地域を繋ぐ、次世

代に繋ぐ、いろいろな「繋ぐ」を感じさせた。 

・見出しや紙面構成はわかり易かった。 

・コロナ流行前の保育園での給食風景が掲載されていたが今現在のコロナ流行時の給食の様子

はどうなのかな？と思った。 

・新しい町づくりへ私の提案は、ぐっと読み込める内容で、とても良かったと思いました。 

・毎回一通り目を通していましたが、感じていることを文章にすることはなかなか難しく、今

回モニターとしてお役に立てるかどうか不安ですがよろしくお願いします。 

・ページ数、内容などとても良いと思いました。色々な方からのご意見、提案が紹介されてお

り、より良い飯綱町になるよう考えている様子がわかりました。 

・表紙の市町村対抗駅伝の写真は、優勝という快挙を成し遂げられてとてもよい表紙と思いま

す。しかも、「たすきを繋ぐ」→「次世代に繋ぐ」という象徴でもあり、感慨深いです。 

・定例会の報告を拝見しますと、各項目がわかりやすく簡潔にまとめられていて、編集の皆さ

んは大変ご苦労されているのだろうなと思いました。 

・一般質問の中でなじみの薄い語句（ファシリテーター）の解説をしていただいています。こ

れとても大事ですね。なじみの薄い言葉にはもっともっと解説を入れていただきたいです。 

・飯綱町社協視察の報告は割当紙面が少なすぎませんか？紙面の制約があるかと思いますが、

特に高齢者への対応について社協の皆さんのお考えを詳しく知りたいです。 

・恥ずかしながら、今まで配付のあった「いいづな通信」他の広報誌ともどもザックリ斜め読

みが実際でして、気になる見出しに引っ掛かりながらかいつまんで目をとおす。が通常でした。

当然、モニターとしての視点から読む議会だよりは新鮮で、定例会での審議状況、一般質問で

の質問と応答、前会議での応答の進捗状況報告、さらには町民の声といった住民からの提案。

議会の活動内容や状況が端的に集約され効率的、機能的な紙面構成で編集されており感心して

おります。歴代のモニターさんの感想、ご意見を反映しながら今の紙面構成になってきたもの

と思いますが、今号でも６月議会の内容と概要が伝わり易い仕上がりと感じました。 

・表紙 

 パッと目をひく、やさしい色合いで、ゼッケンの「飯綱町」の文字も見え、走る人の息づか

いまで感じるようでした。 

■今号の内容や編集について 
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・見出し、写真、紙面構成など 

 見易く工夫されていると思いました。 

・内容 

 北部高校の「地域の課題探求」の学習の一環として高校生の皆さんが議会傍聴席にいました。

「傍聴席」の記事のみでなく、なにか関連記事なり学習活動が別枠で記載されていてもよいか

なと思いました。 

・表紙について 

 長野県市町村対抗駅伝での小学生の活躍、今年は町の部での優勝や総合でも８位という成績、

本当素晴らしいです。「たすき」を繋ぐ表紙の写真を見て、飯綱町の未来も希望を感じることが

できました。 

・見出しについて 

 人目を惹くカラーと大きめのドットで分かり易く、読んでみたい気持ちになる工夫が感じら

れました。 

・写真について 

 一般質問の内容について、言葉だけでは解りにくいが、適切な写真が入ることによって質疑

応答の内容が理解しやすくなったと思います。 

・モニターアンケート結果にもありましたが、いつも変化がなくマンネリ化とありましたが、

私もそんな感じがします。変えたほうが良いかはいろいろあると思いますが、他の市町村はど

んな感じですか？参考になる事があるかもしれません。もっと読む人が増えればと思います。 

・今号の表紙はコロナ禍の中、市町村対抗駅伝で飯綱町の代表として一生懸命走り、『「たすき」

を繋ぐ』姿の写真でとてもよかったです。町の部優勝‼素晴らしいです。 

・表紙について 

 「たすきを繋ぐ」は元気いっぱいでとってもたくましく思いました。４人のレースでも６人

が力を合わせて走り抜いた達成感ですね。 

・予算について 

 とってもわかりやすっく説明されていて良かったと思います。 

・移住者として、人口増を考えるなら、もう少し空き家を改善していったほうが良いのではと

思います。 

・写真はカラーになっていて、とても良いと思います。 

・村木厚子氏の町民講座について、残念ながら私事で参加出来ず、信毎「山ろく清談」で内容

に触れました。第 67号の写真、記事には、もの足りなさを覚えます。この飯綱町で何を訴え、

町民に心掛ける事、行動に移してもらいたい事は何だったのだろうか。正義を貫く事と難しさ。

上から目線での物言いや国家権力（地検、警察等）に対して、１個人の意見を取り上げない姿

勢を最近体験したので、村木さんの回り道人生をこれからの人生に生かしている事を記してほ

しかったです。 

・表紙については、対抗駅伝町の部優勝という事で、とても素晴らしい成績で、頑張っている

姿が伝わってきました。 

・見出し、写真などもわかり易く書かれていると思います。 

・P5傍聴席 

 北部高校の生徒が傍聴をしたという事、とても良い事だと思います。高校生の感想も素朴で

すが、とても良い感性だと思いました。傍聴された議員諸氏はどの様に感じたでしょうか？議

員諸氏の感想もあるともっと良かったですね。 

・議会にもっと子どもを呼んだらどうでしょう。子どもの視点、視線が議員諸氏のモチベーシ

■今号の内容や編集について 
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ョンを高めると思います。 

・「たすきを繋ぐ」、コロナ禍の中、市町村対抗駅伝大会町の部にて優勝、大変喜ばしい事と存

じます。当飯綱町でも「たすきを繋ぐ」事の難しさ、特に農家、農業継承の難しさ等の問題が

あり、今回の対抗駅伝大会の様に農業後継者と繋がれば何よりと思います。 

 

■今号の内容や編集について 

■今号の内容や編集について 

■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 

・議会だよりなので、各議員さんの考えや思いなど発信してほしいです。また、普段議会のた

めにどんな活動をしているのかインタビューを載せてほしいと思います。（各号２名程度でもよ

いので） 

・議題に上がったことの実現や進捗状況、また困難なため出来かねなかった、実現できたなど、

実際にどのようになったのかを知りたいと思います。P14のあの時の…では弱い気がしました。 

・全議員の普段の活動状況等。（本会議一般質問・議案採択・視察・研修以外で、個々の議員が

こんな活動をしたなど） 

・個々の議員が収集した「まちの話題」、「最近の感じたこと」など、住民の普段暮らしにちょ

っと役立つプチ情報。 

・町広報誌「いいづな通信」と重複内容は避けた方が良い、と思う。 

・我家も高齢の母がいますが、周りで助け合う様な仕組みができていません。一人暮らしのお

年寄りなど、安心して暮らせる町にしてほしいと思います。 

・各議員さんの日常や議会以外でどの様な活動をされているのか知りたい。今まで議会だより

に目を通す機会がなく、見落としていたのかもしれません。 

・特産物を活用したレシピ（ex やたら）など。 

・地域の行事、お祭り事の情報。 

・町の考え 

１．太陽光パネルについて 

２．コロナ対策について 

３．デジ田交付金を活用した取り組み 

…の特集、または継続する課題として（コラムでも良いので）提供してほしいです。 

・議員さん一人ひとりが日頃どのような活動をされているのか掲載して欲しい。 

・「ファシリテーター」とても興味を持ちました。小布施町の若者会議の取組も全国的に有名で

す。飯綱町も若者の意見、意欲を汲み上げるような企画を議会でも取り組んでほしい。町内に

とどまらずに広く意見（特に若者）を取り入れ、活用できる場の情報。（県外にいる町出身の若

者に向けて） 

・予算の使い方 → 町が何に力を入れているか知るため → 過去５年、未来 10 年くらい

を変遷で表してほしい。その中のこの取組に増額、減額って言ってもらえると良く分かると思

います。 

・町民からの意見をどう反映しているのかを教えてほしい（モニターからの意見だけではなく）。 

・旧三水、牟礼には女性が活躍されています。もう少しどの地区にどのようなサークルがあり、

代表者のお名前連絡先等、またイベントの日時を教えて欲しいです。 

・子供が小・中学生なので、やはり子供関連の情報が欲しいです。 

・フリースクールの情報があったが、町外の友人から孫がフリースクールＯＺに行っているこ

とを聞き、その存在を知った。改めて今回飯綱町に２つのフリースクールがある事を知り良か

った。 

・議員さんたちの活動に関する情報をもっと載せてほしいです。 

・議会を身近なものにするために議員の皆様お一人お一人のご趣味とか日々の活動などをご紹

介いただきたいです。 

・議会だよりで議会のやりとりはよく分かります。 

・コロナ禍でイベントなどの中止が多いので、「コロナ禍前はこんなイベントをこの時期にやっ

ていて、議員さん達も参加していました！」の様なイベント紹介をやってもらえるとうれしい
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です。 

・議員の方々がいろいろな問題を議論されている事が良く分かりました。私はこれからいろい

ろ町の事を少しずつ考えていきたいと思います。 

・友人の悩みの一つに、田畑、果樹園の後継ぎが居なく、手放すにも買い手もなくて困ってい

るとの事。耕作放置しておく事も出来ず、草だけでも刈っておかねばと老体にムチ打つ日々だ

と言う。町の力で担い手の確保、対策をお願いしたいです。 

・議会に行った事はないので、どの議員さんがどのように活動しているのか、個々の議員活動

が見えたら良いかなと思います。 

・議員の質問回数はぜひお願いしたいと思います。 

・太陽光パネル破損について、第一に考える事は町民の安全安心であろうと思います。少量の

破損では人的被害がないかもしれませんが、町民が不安を感じる事のない様に行政指導をし、

速やかに撤去勧告が必要かと思います。 

 

■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 

・２でも記しましたが、例えば P１５の新しい街づくりへ私の提案などは議員さんの提案を載

せてほしいと思います。一般の方の提案は町の広報のほうが適していると思います。同じに P12

のモニターアンケートの答えも議会に関することを載せたほうがいいと思います。その他の回

答は町の広報に載せるよう引き継いで良いのでは？ 

・町民が「議会活動を理解している」、「議会が頼りになる」、「議会に魅力がある」など、議会

をどう思っているか、個々に自問して欲しい。議員活動に満足していないで、自分の活動を見

直す必要があることがあるのではないでしょうか？今の議会に関心のある人、どんな活動をし

ているか知っている人、議会に期待している人はそれほど多くいないのではないでしょうか、

どうしてでしょうか。（議員の満足と町民の満足とは違う） 

・町行政・議会と民間（社協）・住民が一体となった災害への対応（被災者支援・避難所運営な

ど）の検証 

・飯綱町の過疎化・高齢化の中での、持続可能な公共交通の確保と行政の負担の検証 

・議会に対する要望・意見等を町内の方々にも試みてはいかがでしょうか？全戸なので収集な

ど時間はかかると思いますし、議員の方々も大変だとは思いますが、一度ご検討ください。町

内の発展にもっと繋がればと思います。 

・議員さんそれぞれ尽力されている中でやる気のない議員さんは辞めるべきだと思います。議

員定数や様々な面で難しいのかもしれませんが、この先担う若者が意欲を持って議員になれる

様な仕組みが欲しい。 

・今まで議会だよりを読む事もなく、関心もほとんど無かった。もっと読んでもらえる様、う

まくアピールして、議会に興味をもってもらえたら、町ももっと活性化するのではないかと思

う。 

・町をまとめる役の方々に他議員が対策例を伝えても、なかなか意見が通りづらくなっている

のでは？と議員だよりを読んで感じた。 

・今月号（67号）14ページ、あの時あの質問どうなった？についての意見。 

協力隊活動経験がある身からしますと、集落創生事業…の対応について疑問があります。 

協力隊を置いて、２名活動募集をするとのことですが、飯綱町の求める集落活性とは何なのか、

何を目的として、何を活性させるのかという部分をよく町と議会で詰め切ってから募集をすべ

きだと思います。それは、集落活性を一個人のアイディアに委ねると、意見の不一致、その調

整に時間が取られ、3年という任期が無駄に消費されてしまうと思うからです。 

・質問があります。町民会館のテニスコート 10月 9日利用できません。町民運動会と重なり

ますがどういう理由で使えないのですか？グランドで運動会してても、テニスしても何か問題

ありますか？どなたの判断ですか？ 教えてください。もし運動会キャンセルになったら、ど

ういう風に告知しますか？ 

・ご存じと思いますがスキー場で使用するゲレンデ整備車（圧雪車）、人工雪を作る降雪機の軽

油は軽油取引税が免税となっております。ただ現在の特例措置は令和 6 年 3 月 31 日限りとな

っております。スキー場業界においてはスキーヤー、ボーダーの減少に伴い厳しい経営状況に

置かれております。是非町長始め町議会で特例措置延長を国に意見書提出するようご検討くだ

さい。ちなみにいいづなリゾートスキー場は昨年使用軽油は約 46,000 リットル、多い時は

54,000ℓ 軽油税は昨年で約 1,476,600円となります。参考までに軽油引取税は 1ℓ32.1 円

です。 

・議員同士で高い意識を持って、議会に取り組んでいただきたいです。 

・若い世代の議員が増えていかないと、今後、町を担う世代の問題、要望が町の政策にとどき
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にくいと思った。 

・手話絵文字を 2 つでも良いから載せて欲しい。例えば、挨拶とか地名の手話でもなんでも良

いから載せて欲しい。 

・今の議員 15 人の皆さん方は、無投票で選ばれた議員の皆さんです。それだけに、その仕事

ぶりには注目していきたいと思いますが…偉そうに言ってゴメンなさい。議員定数 15 必要な

のかなあ…。 

・一般質問で、瀧野議員の中山間地域等直接支払事業制度についての質問が掲載されています

が、私も中山間地の一役員として活動しています。高齢化の中でいかに荒廃地を減らしていく

か、また「共同作業」で地域のつながり、景観の維持等を継続して行きたいと思っています。 

・人口減や高齢化への取組を町へもっと訴えかけてほしい。若者が移住したくなる町、若者が

出て行かない町、子育てしやすさや環境整備を推し進めてほしい。 → 少年野球、サッカー、

バレーなど、子どもたちの活動する場だったり、道具等も支援していただけないか？ 

・議員の方々は議会で町に対する問題意識をどのように町民から情報収集し、町民の声を議会

に提案しているのか知りたい。 

・いつも町のためにありがとうございます。今後ともよろしくお願い致します。 

・日々、町民のために尽力いただき感謝致します。お疲れさまです。より住み良い町になるよ

う、そして何より我々の子供たちが将来帰ってきたいと思える故郷になるよう願っております。 

・町民の生の声に耳を傾けていただき、飯綱町のさらなる発展のために活動していただくよう

お願い致します。 

・議会では重点的取組事項の一つに情報通信技術推進を掲げているが年齢が高くなってくると

大変な面があると思いますががんばって下さい。 

・中心だけではなく、末端にまでいきとどく議員活動をお願いします。議員さんも町も日々ご

苦労されている事と思います。飯綱町を良い町にしようと議員さんも町も動いて下さっている

と思います。でも、自分の住んでいる町をより良い町にしようと細かい事を地味にコツコツと

動いていたり考えている町民もいますので、そんな活動や意見を吸い上げていただけるといい

なあと思います。 

・農用地保全に関する意見がありましたがその通りと思いました。また、中山間地域等直接支

払事業、多面的機能支払交付金事業の助成金は対象地域によって決定しているが、対象地域が

荒廃地になってしまうと助成金の減額、あるいは返金しなければならない。それは理解できる

が、年々対象地の荒廃が増加しているのが現状であり、将来的に大変不安であります。色々な

方策を考えていかないと農用地保全は難しいと思う。 

・議員定数削減につきまして、進捗状況をお知らせいただきたいです。進んでいるのでしょう

か？ 

・農用地保全、農村型地域運営組織は、今の町の抱えている大きな課題のひとつと思います。

回答では側面支援ですが、具体的な方策を含め、迅速な実行性のある支援のため、進捗状況を

確認していってほしいと思いました。 

・集落創生事業財源が町単独であるならば、単年度実績にしばられることなしに、その集落の

担当年役員も含め、継続的に担当する人材を配置、運営することはいかがか（令和４年７月か

ら募集予定の地域おこし協力隊員さん含め）。町の景観事業、独自商品づくりなど、個人や地域

の力が町の施策の一翼を担えるような関わりも考えられます。 

・モニターに参加することになり、これからは、議会だよりを基に飯綱町の良い点や改善すべ

き事を勉強したいと思います。 

・中井議員さんも言ってますが、人口増アクションと少子化対策に力を入れていかないと飯綱

■議会に対する要望、意見等 
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町は消えて無くなると思います。 

・北部高校の先生の記事がのっていて思いましたが、我が家にも高校生の息子がいますが、政

治、選挙にほとんど興味がありません。しかし、18歳から選挙権が与えられます。飯綱町を良

くするため、必要な事（大事な事）だとわかってはいるようですが、難しいようです。私自身

もわからない事がたくさんあります。学校以外でも中・高校生や若い人達にもわかりやすい活

動内容などを教えていただける場があるといいかなあ…と思います。 

・石川信雄議員のウクライナ避難民受入についてですが、町民を交えて話合いを設けるのはど

うでしょうか。 

・中島議員の地域コミュニティについて、町長の「地方の役目は絆を育てる事が必要不可欠」

の弁に同感します。高齢者の小さなサークルを月１回設け、手芸、料理、おしゃべり等続けて

いますが、議員さんも同席していただくというのは可能なのでしょうか（町長さんも）。住民と

知り合う場、声を聞く機会として気軽に足を運んで下されば大歓迎です。 

・今回、議会モニターを受けるにあたって、しっかりと読む事が大切だと感じました。将来の

飯綱町のためにどうすべきか考え、行動して、一般質問にまとめて質問されている議員さんが

いてくださるおかげで町が改善されていくんだと感じました。一般質問を準備してくる議員さ

んがいる一方、ほとんど何もない議員さんはどうお考えなのかなと感じました。 

・15人の議員がいて質問者５人… 議長以外の９人は議会（本会議）にもっと主体的になるべ

きでは？年間何回質問するか（したか）を町民に知らせるべきです。 

・人口の流出を防ぐ対策 

 １ 若者の働く場所を作る 

 ２ 企業誘致 

 ３ 町営住宅の建設 町では年間２棟の建設とあるが、現在空き家等の町での取得、リフォ

ーム、低家賃にて貸与、例えば 10 年間住めば低金額にて譲渡などの優遇措置も考えられ

る事と思います。 

 

■議会に対する要望、意見等 

■議会に対する要望、意見等 

■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？ 

・“～日本一の飯綱町”を目指している項目が多いように見受けられますが、熱量や足並みが揃

っていない思いです。町の魅力を町内外に発信（令和３年 12 月の質問）とありますが、町に

暮らす方々が、町を地元を好きであり続けることが町外からの魅力につながると思います。そ

れが足りていない感じがしています。 

・今まで町の広報、議会だよりともさっと目を通す程度でした。モニターというものがあるこ

とも知りませんでした。役に立つような意見もだせそうにありませんがよろしくお願いいたし

ます。 

・町の一般職員（公務員）採用について、住民票が飯綱町にあることが条件になっている。次

のような理由から、条件にするのはどうかと思う。 

  広く優秀な人材を集めたほうが、将来的にも町全体の福祉の向上につながる 

  人口が減少する中、町外からの移住も期待できる 

  憲法も居住、移転及び職業選択の自由を認めている 

  なお、採用後に町外移転される人もいるという不合理性もある 

・飯綱病院の第２・第１駐車場から病院内に行く、坂道に係る歩行者の負担軽減 

 通院者には、健康に不安のある人で、高齢者や足腰に不安のある人も（コロナワクチンの接

種者の駐車場は第２駐車場）いるので、その対応を病院当局等に働きかけられないか。 

 提案「動く歩道・エスカレーター」、「第２駐車場と第１駐車場を結ぶエレベーター」の設置 

・飯綱病院に「皮膚科があれば良いなぁ」と思います。ご高齢の方や交通手段の難しい方々に

は助かると思いますし、住みやすい飯綱町にも繋がると思います。ご検討ください。 

・今回モニターになり、議会だよりはあまり読んでいなかったのですが、隅から隅まで全部見

る様になりました。とても良い経験だと思います。 

・自分の経験から 

 飯綱町は自然や立地、人間も素晴らしいが、住むところが少ないため、残念だと思う。 

・７ページの人口アクションプランの件。 

町に移住定住の専任の人材や課を設けるのはどうでしょうか。教育目的の移住はかなり重要

だと思います。幼稚園に入園させるために首都圏から移住している方もいらっしゃいます。町

の魅力、強みの一つときちんと捉えた方が良いと思います。 

・コロナ禍の終わりが見えない中ですが、お年寄り等の集まりが再開しているのは、とてもい

いことだと感じています。 

・議会だよりで条例の廃止、改正が載りますが、そもそもその条例があったことを知りません。

現在、町にどんな問題があって、どんな検討をされているのか、知らずに暮らしていたんだと

実感しました。 

・本年度からモニターをやることになりました。地域の流れにおいては日頃から気にはなって

います。議員の皆様におかれましては活動有難いと思っています。町民が横のつながりを持っ

ていかなければ地域は変われません。これからもよろしくお願い致します。 

・町内でも目につくようになった、大から小規模の太陽光パネル。破損した太陽光パネル…を

質問している議員さんもおいでになるが。 

・飯綱町全域が「全部過疎」に指定されたということもあり、議会運営に大変なこととは思い

ますが、飯綱町が安全、安心でよりよい町になりますように期待して行きたいと思います。 

・モニターアンケートをパソコンでまとめているようですが、時間、労力ともに大変ではない

でしょうか。モニターからのアンケートをメールや専用のフォームに送ってもらうようにすれ

ば、再び打ち込む手間が省けるのではと感じました。 
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・非常に危険なのでお伝えさせていただきますが、信号無視をしている議員さんがいらっしゃ

います。一度ではなく何度も見かけているので常習化しているのではないですか。子供たちも

見ていたりして説明のしようがありません。何よりご本人もお怪我をされては大変なことです

し、改善していただきたいです。  

・あちらこちらで草丈が伸びた荒廃地を目にし、寂しさを感じる。 

・先日知り合いに飯綱町のアパートを紹介しようとして、どこにアパートがあるのか車で歩き

回って探しました。ネットを見ますと情報が各社毎に分散されていて、しかもネットに載って

いない物件もありました。 

・編集委員の皆様に感謝いたします。議会だよりモニターもたくさんの人が経験すればいいな

あと思います。（恥ずかしながら、依頼を受けて、初めて、議会だよりを見出しだけでなく考え

て読みました。） 

・北部高校の生徒が飯綱町に通うことのメリットを感じ、北部高校に通いたい生徒が増えるよ

うな町独自の政策があったら良いなと思います。 

・多世代交流施設の駐車場が狭く、団体での集会に使いにくい状況にあります。駐車場の確保

が必要だと思いますが、良い案はありますか？ 

・しなの鉄道飯山街道第四踏切の拡張工事で歩行者が渡れなくなり困るのは、長野への通勤通

学者・飯綱中学校・北部高校生です。遠回りになり不便になります。せめて片側だけでも歩行

者の通路は確保してください。よろしくお願いいたします。 

・県道や国道の道路脇の草がひどく、すれ違いがくるしいです。働きかけをお願いします。町

道で東高原付近では、草刈はキレイにやっていただき、ありがとうございます。しかし、枝が

道路に覆いかぶさっていてバスのすれ違いがくるしそうです。 

・議員さんの定例会以外はどんなお仕事をされているのか？や議員以外お仕事紹介など教えて

もらえるとおもしろい（親しみやすくなる）かもしれませんね。 

・75歳以上の運転免許保持者の方、ご存知ですか！ルール違反１点でも超したら、違反金 7,000

円支払った後、１カ月後に「配達証明」封筒で運転免許課から「臨時認知機能検査通知書」が

届きます。日時指定され、受けない場合は、運転免許の効力が停止されます。詳しくは、免許

更新時に受講した際、“後で読んでおいて下さい”と渡された「いつまでも安全運転を続けるた

めに」の教本の 35頁に書いてあります。 

・今まで議員さんに任せきりで議会だよりもさっと読む程度の自分に反省です。これからしっ

かり読んで、考え、学んでいけたらと思います。 

 

■今、お気づきのことはありますか？ 
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