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議会だより第 68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） 

・24ページの表紙説明についてですが、リンゴジュースの紹介ではなくて、葉摘み作業は何の

ために行い、いつ頃行うかを知りたかったです。リンゴの町なので教えてほしいです。ただ写

真だけでは葉摘みなのか収穫なのか分からないのでは？ 

・各ページの脇に見出しがあり、わかりやすくて良いと思います。 

・議会の討論内容がまとめられていて読みやすいです。 

・よい内容です。 

・「モニターアンケートにお答えします」は大切にしてほしいページです。できることできない

ことがあっても返答があることはありがたいです。 

・表紙…今回も前回と同様に、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、りんご美味しそう！という感

情が伝わってこない。ただ撮っているというのが伝わってきてしまう。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。そもそも、特定の農家さんを写してはいけない風土がある

のであれば、（その風土も不気味ですが）保育園児などにリンゴ摘み体験などをしてもらって、

そのこどもたちの感動する様とりんごを写してはどうでしょうか。前回と全く同じで感想しか

出てきません。成長がないので、ガッカリしました、、、 

・紙面構成…一生懸命読んでみるのですが、心を打つ内容がなく、読んでも読んでも内容が入

ってきません。。なぜでしょうか、、あまりにも入ってこないので、そのままの気持ちをアンケ

ートに書きました。すみません。 

誌面構成に関しての提案です。議員さんお一人ずつに、どういう想いで議員をされているの

か、どんなことに興味がお有りになるのか等、一号にお一方、お二方ずつ？でも載せていくの

は如何でしょうか。 

それぞれのカオがより見えて、身近に感じられるのではないかと思いました。 

・漫画でわかりやすく説明＆紹介するページがあるのはどうでしょうか。 

・補助金、学校、地域のイベント、子育て支援など、議会で様々な話合いがされているという

ことがよく分かる構成になっていると思う。 

・（表紙 下段） 

 飯綱町の人口の記載を見ると、このままではあと数年で１万人を割ってしまう。人口減の対

策・対応は議論されているが、町の活力のためにも実行可能で効果的・具体的な分かり易い対

策が必要であり、その実効についての検証チェックと必要に応じた見直しが重要であり、また、

その内容を継続的に公表することも必要と思います。 

・（決算認定 p2） 

 歳入の中の町税が 11.3％と１割ちょっとであるが、寄付金は 5.8％となっている。自主財源

のうちで寄付金が思った以上に多いのは驚いた。将来にわたり寄付金が集まるよう魅力ある町

づくり（返礼品だけでなく）が必要と思います。 

・（決算審査：決算の徹底チェック・常任委員会水道事業） 

 事務的な内容でなく、一般の町民にも分かり易い文章表現で、住民生活にどう関係するか、

具体的に平易文章で記載してほしい。（財政用語は分かり難い/結婚相談の成婚件数は多いか、

少ないか？多相談者数は？/農林業の生産額・従事者の見通しは？/有収率アップの具体策は？/

ほか回答にある検討等諸事業の将来は？など） 
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・表紙について 

 飯綱町を代表するような写真ですね。この光景がずっと見られるように続いてほしいです。 

・構成について 

 議会だよりの文字も見やすく全体によくまとまっていると思います。 

・一般質問の議員さんはとても良く勉強、努力されていると思います。町民のため、ご尽力を

賜りたいと思います。 

・表紙のリンゴの写真、いい写真ですね。見るだけで美味しさが伝わります。また、作業され

ている方のリンゴへの思いも伝わってきます。68号表紙説明のジュース、私も飲んだ事があり

ます。品種は忘れましたがとても美味しかったのを覚えています。“飯綱町のリンゴは美味しく

て有名です。“ 

・表紙 

 写真と関連記事（24ページ）に整合性がなく、何を伝えるための写真なのかわかりません。

広報誌（毎月の）ではなく“議会だよりとしての表紙写真”であるためには…と思います。次号

以降のセレクトを期待致します。 

・見出し 

 グリーンの文字と黒文字での見出しは、図の色と連動させたい意図なのか不明ですが、とて

もわかりづらい、読み出しづらい見出しかと思います。飯綱町の財政基盤が強化されました（３

ページ）という事がダイレクトに伝わってきませんでした。 

・紙面構成 

 P4 決算審査のキャッチ、P6 の常任委員会のキャッチのつけ方が統一されておらず、突然感

があります。紙面全体を通して、バラバラしている感じです。文字の大小やフォントなど工夫

次第で「読みたくなる」ページに変われるはずです。 

・表紙の写真 

 もう少し至近距離からの方が葉摘みの様子がわかりやすいのではないでしょうか。 

・内容が濃いものになっていて、議会の皆様の苦労がうかがえます。 

・表紙 

 写真を撮りますよと言っても、それどころじゃなくて葉摘みに大忙し、の様子が伺えてとて

もいいと思います。が、ここまで想像する人はそう多くはないかもしれません。 

・表紙の写真について 

 この撮影時季ですので仕方ないのかと思いますが、もっと“りんご”が前面に出て引き付ける

ような写真が欲しかった気がします。“ふじの葉摘み”栽培管理作業も大切ですが、この時季で

したら中生りんご主力の“シナノスイートの収穫”といった写真のほうが活気的であったかと感

じました。 

・定例会、決算審査により令和３年度一般・特別・公営企業会計の決算認定では一般会計の概

要、並びに特別会計、公営企業会計の状況が見て取れ、決算監査報告書（抜粋）によりそれぞ

れの会計の見方、捉え方、課題等の説明にもなっていることで、より決算状況を理解しやすく

していると思いました。 

・議案等に対する賛否の結果表と、反対討論、賛成討論と見比べて読むことで考え方や賛否理

由が分かり易いと思いました。 

・公営企業会計の決算はそれぞれに黒字となっているが、それは一般会計からの大きな繰出し

による負担金によっての結果であることを認識しました。 

・令和４年度飯綱町管内県事業要望等にかかる要望個所の写真の５箇所は、まさに町内移動し

ていながら自分も何とかならないものかと感じていた箇所です。 

■今号の内容や編集について 
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・表紙の写真の説明にふじの葉摘みとありますが、どうして葉摘みをするのか説明があれば尚

親切かなと思いました。 

・表紙について 

 リンゴ農家の方のご苦労がわかる写真だと思いました。 

「議会だより」の表紙の写真は、数か月遅れるため季節感がずれている感じがしました。 

・見出しについて 

 目次と見出しの色を合わせると読み易くなり、読む人の興味を引くことができるかもしれま

せん。印刷代がかさむかもしれませんが、工夫してみてください。 

・写真について 

 適正適所に分かり易い写真が用いられて見やすいと思いました。 

・紙面構成について 

 議会だよりの目次で、ページ番号がとんでいるところがある。 

・表紙は、飯綱の四季を感じられて良いと思います。青空ならもっと良かったですね。 

・議会だよりを読ませていただき、様々な活動をされている事がわかります。飯綱町の行政に

ついての問題点等、関心を得る事で住民としての自覚が持てます。これからも地域の発展の為、

協力出来そうです。 

・今まで議会だよりを一通り読んでいましたが、深くじっくり考えたことがなく、今号に対す

る意見も的はずれな点御寛容下さい。 

・[表紙]写真は、議会、議員活動に関するものにした方が良いかと思います。目次に「常任委

員会 6ページ」を加えたら良いと感じます。「９月定例会開催」という目次はどうでしょうか。 

・当町の会計が一般・特別・公営企業という体制（？）になっている（間違っていないでしょ

うか？）ことを知りませんでしたが、今回理解できました。 

・２ページの「公営企業会計」も総括表があれば更に良いと感じます。 

・写真、イラスト等見やすく使われており、全般的に読みやすく感じます。 

・９ページ 登壇議員名と質問の概要がわかって良い。 

・表紙の文字は見やすい字体で色やバランスなど良いと思います。 

・写真は葉摘みの写真ということですが、繁忙期の大変さだけが伝わってきてしまい、やや暗

い印象を受けました。青空バックで飯縄山も写っているともっと良かったのかなと思います。

飯綱町にとって、りんごのシーズンは様々なことが潤い活気づく、喜びの季節です。それが伝

わるような写真が良かったのではないかと思いました。 

・議会だよりなので、町の広報誌や館報との区別が大事。 

・議会だよりは、内容がかたくなりがちで、難しい内容や、身近ではない言葉が多く並びます。

箸休め的な内容もうまく取り入れて、多くの人に目を通してもらえるようになると良いですね。 

・表紙 

 飯綱町のこの季節の大切な風景が表紙で、季節を感じ、親しみも感じることができた。 

・見出し 

 ページと連動していて、カラーでわかりやすい。 

・決算審査 

 質問・回答ともに見やすく、政治の素人にもわかりやすい表現で書かれているので理解がし

やすかった。 

・表紙写真は時宜にかなったもので、りんご作り農家は励みになったと思います。ただ、顔の

表情がわからないので考慮してもらえればと思いました。 

・昨年は降霜被害ありましたが、今年はその分、大収穫になるよう作業していると思います。

■今号の内容や編集について 
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表情があれば町民は頑張っているな、うまいりんごをまた食べたいな等想像しながら議会だよ

りを見てくれるのではと思いました。 

・表紙構図について 

 見やすい構図でいいですね！ＱＲコードも表示されてグッドです。 

・表紙の写真について 

 町のシンボルである収穫時期のリンゴを題材としたのはよいが、寂しさを感じました。もっ

と躍動感のあるものがよかったと思います。町外の人が見てわくわくするものでないと… 

・内容について 

 一般会計については、歳入・歳出ともに大幅減少しているということだが過去５年ぐらいか

らの推移がわかる表を記載して欲しかった。 

 各議員の賛否表はグッドです。わかりやすい！ 

 決算審査、常任委員会等の質疑応答については、簡潔に記載されており良いです。 

 水道有収率という考え方を初めて知りました。というよりも恒常的な漏れがあるものなので

すね。確かに水道管の老朽化が各自治体で問題になっていましたね。点検整備お願いします。 

 一般質問については、各議員が問題意識を持って質問に臨んでおり頼もしいです。 

・ふるさと振興公社の経営は順調かとの質問の中で、赤字決算との報告があった。特に日和に

関しては、車も停まっている様子を見ても難しいと思う。 

・同じく道の駅構想についても、同様、長期の展望を考えての検討をしてもらいたいと思った。 

・令和３年度決算総括表の中の住宅造成事業の項目で歳入決算 15,736 千円に対し、歳出決算

額が 55千円と差があるが、どのような理由なのでしょうか。 

・表紙は飯綱町のこの季節らしい一コマであり、良い写真だなと感じました。 

・見出しも分かり易く書かれていると思います。工夫したり編集も苦労して作成されていると

思います。 

・表紙について 

 可もなく不可もなく 

・見出しについて 

 可もなく不可もなく 

・写真について 

 予算の関係もあるかと思いますがカラーにすればもっと目を引くと思います。 

・紙面構成について 

 特に問題なし 

・表紙の写真は町の全景であると良いと思いました。町の未来を考えるにあたり、思いを馳せ

やすいのではないでしょうか。 

・VOL67より情報量が多かったので、内容をつかむのも大変でした。難しいことと思いますが、

もっと簡潔に読めるといいです。活字よりイラストや図をうまく入れて視覚的に見やすいと良

いと思います。（P15のファミサポの図とか P16の図はわかりやすいです） 

・とりあげられている写真が内容と合わない（なぜその写真なのか検討され選ばれたものか疑

問なものがある）と思うものがあると思いました。 

・表紙の写真と表紙説明が合っていない気がした。 

・決算審査の見出し紙面構成はわかりやすかった。 

・代表監査委員さんの決算審査報告書も端的でわかりやすかった。 

・栃木県野木町議会視察受入の様子の写真が掲載されていたがどういう目的で飯綱町に視察に

見えたのか…など少しコメントが欲しかった。 

■今号の内容や編集について 
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・表紙の写真はアップルミュージアムのりんご並木なのですね。24Pを読んで理解しましたが、

できればミュージアムを入れて撮るとか写真の説明に明記する方がわかりやすくて良いと思い

ます。 

・水道有収率という言葉は初めて聞きましたが老朽化した水道管から３割もの水が漏れ出てい

まっているということに大変驚きました。絵で説明していただいてよくわかりました。住民の

生活と健康に直結していることなので早期の財源確保と水道管交換の着工を望みます。 

・青山議員の一般質問「ふるさと振興公社経営は順調か」について 

 マイナス 1,200万円とは大変大きな赤字と言えると思います。公社の体制の見直しが問われ

るのではないでしょうか。日和の大きな赤字とありますがコロナで飲食店は非常に大変な営業

を強いられてきました。現在は直売所の来店客の増加に伴い日和の来客数も増えているように

見受けられます。経費の一番大きなところは人件費だと思われますので来店客数に応じた店員

数の検討も必要かと思われます。 

・石川議員の一般質問「地域芸能の育成を」について 

 コロナ禍で祭礼も中止になる地区が多くありましたが今年孫が普光寺地区の巫女舞に参加さ

せていただきました。初めて見る巫女舞は大変おごそかで先祖から受け継がれてきた伝統が子

どもたちに伝えられ、そこに参加し経験できたことは子どもたちにとってかけがえのないもの

になると思いました。文化団体や文化協会の助成なども大切だと思いますが祭礼の担い手も減

っていく中で存続していくための方策を考えていくことも大事かと思います。 

・瀧野議員の一般質問「ファミリーサポート 地域の潜在的子育て力の発揮を」について 

 とても良いシステムだと思います。育児の援助を受けたい方と育児の援助を行いたい方がう

まく結びつくような利用しやすいサービスが確立されることを望みます。 

・「いいづな歴史ふれあい館―特別展開催中 飯綱町と水の恵み」のお知らせについて 

 農業に欠かせない水、先人が築いた用水の歴史を詳しく知る良い機会だと思います。是非行

ってみたいです。 

・最終ページの表紙説明で表紙の写真がどこなのかわかりました。搾りたてジュースとても美

味しそうです。飲みたくなるような良い写真ですね。 

・表紙  

秋のみのり ふじの葉摘みの様子 いいですね。今年のりんごのできはどうなんでしょう。 

・令和３年度決算を徹底チェック 

 興味深く拝見しました。 

・飯綱町の特産であるリンゴの収穫を間近に控え、黙々と作業をしている姿、赤い実においし

くなれよと語りかけている様でよいと思います。 

・見出しもページ説明もあり、分かり易くなっています。 

・表紙について 

 季節の写真で良かった。要望としては、年配の方二人と思われるが、がんばって作業を行っ

ている表情がほしい。でも顔写真は出さないで…と言われていたのかも…想像ですが。 

・６ページ、「水道有収率 80％を目指す」の件。 

回答の「石綿管も３km 残っており、全体的に老朽化が進んでいるのが原因であり、今後有

収率 80％を目指す。」について、場所と何件、あるいは情報があればいいと思うのではない

か？ 

・8ページ、北部高校書道パフォーマンスの写真は白黒じゃなく、カラーの方が良かったかも... 

・20、21ページ、「モニターアンケートにお答えします」、その内容はわかりやすいです。 

・表紙 飯綱町のこの季節といえばりんごだと思いますが、前回の議会だよりのような、もう

■今号の内容や編集について 
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少し動きのあるような写真だったらよかったなと思います。 

・見出し等 見やすくてよかったと思います。 

・表紙はとってもすてきです。秋だなあーと思いました。神奈川から移住して２年と７か月に

なりますが長野に住んで良かったです。りんごの季節、いたる所に赤い実がびっしり、とって

も幸を感じます。 

・写真はとても見やすいと思います。 

・福井団地に住む私にとって、スーパーくろさきの跡地の太陽光発電施設建設の計画には少な

からず関心があった。土地所有者が自分の土地をどの様に使用するか、利益を得ようと太陽光

発電施設を建設しようと計画したのか、他人が意見を挿むのはおかしいと思っていた。町の自

然環境保全条例の第 18 条に定められており、町の許認可権が謳われている事を全く知らなか

った。無知この上ない有様。峯村町長の「許可しない」と弁には小気味良さを覚えた。 

・表紙は秋を感じられるりんごの写真で良かったです。表紙説明のりんごの搾りたてジュース

の紹介もおいしそうです。 

・ＱＲコードについて、モニターアンケートにお答えしますを読んでわかりました。表紙のＱ

Ｒコードにも説明が書いてあれば気付く人もいるのではと思いました。 

・なんとなく全体的に興味がわきそうな構成になったような気がします（議案に対する各議員

の賛否結果表を見ながら賛成討論や反対討論を読み、はまりました）。 

・表紙 

 りんごの町らしいアイデアは良いが、写真のトーンが暗く、全体的に暗い印象である。晴れ

た日に撮影できなかったのでしょうか？ちょっと残念です。 

・3P 

 表決結果はいつも興味深く見ています。賛成討論、反対討論に立った議員以外の表決の理由

を簡単に示せるとおもしろいと思います。 

・9P 

 傍聴席、清水さんの投稿は確かにそのとおりだと思いました。今議会、８人が登壇した事は

良いと思います。全議員が毎回質問したら議会活性化に大きく寄与すると思います。一層の努

力を望みます。 

・表紙についてはあちらこちらで見る風景ですね。ですが、普通すぎてしまってインパクトに

欠けてしまっている感じがします。ふじの葉つみの写真でも、もうひとひねりほしいと思いま

した。 

・表紙 

 季節感があって良かったです。 

・見出し 

 わかりやすい。興味がある内容は薄く感じた。 

・写真 

 県事業要望箇所について、写真の掲載がありわかりやすかった。 

 →前回アンケートの要望が伝わったと感じた。 

 

■今号の内容や編集について 

■今号の内容や編集について 
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■議会だよりを通じて欲しい情報は 

・今までは議会だよりは流して見ていました。編集大変と思いますがたくさんの情報をこれか

らも町民のみなさんに分かりやすくお伝えください。ただ配布だけでなく町民のみなさんの反

応も聞きたいです。例えばアンケートや質問などの用紙と回収ボックスを役場に設置するとか

… 

・町内だけの情報でなく、県、国など、同じ案件についての、様々な状況について情報が欲し

い。 

例えば、水道事業。 国がどこ地域を民営化して、どのようになっているか？他の国の水道

事業を民営化した結果 どうなっているか？ 

 議題によっては、町議会だけの情報だと、あまりに小さすぎる場合があります。そして偏っ

た情報の出し方は、結果として、情報操作につながります（disinformation といい、これは何

かを管理するのによく使う手法です） 

 コロナもそうです、一つの意見だけしかでてきません。ワクチン１回でいいかとおもったら、

何回も打てと。 

ファイザーは他人に感染するかのテストもしていないのに、国はワクチンを打てば、人に感

染させないとかメディアをとおして広めています。元気なこどもに、マスクを強要する社会は、

その弊害を理解していません。 

 音楽会で、マスクをさせる教育、運動会でもマスクをさせる誰のための運動会かわからない

行事こどもの立場に立たない、飯綱町の教育委員会ならびに、教育関係者。 

 あまりに大人が、上からの考えをそのままにしていませんか？ 

 国内においてもお医者さんが集まり、ワクチン接種を勧めない活動をしていることは皆しっ

ているのでしょうか？ 

 世界においても、コロナワクチンに対しての疑問がでています、（欧州議会では、ファイザー、

ならびに国の姿勢が問われています） 

 もっと、いろいろな意見、他の国の状況など 幅広い 意見、情報が必要です。 

大事なことは、一人一人が 多種の情報をもとに、考え、判断する 「クセ」をつけること

です。誰か（例え行政機関であろうと）、の情報を鵜呑みにすることは、良い社会をつくること

には決して結びつきません。 

 多様性を認め、共存社会を望むのであれば、そこには、物事を自分で考えて、判断するとい

うことができる人を育てることです。そして、その判断の結果がどうあれうまくいかなかった

判断の結果を、見守り、必要な援助をし、質していくのが大事です。 

 結果よりも、自分で考えていくことが社会にとっては一番大事であると思います。 

 議員の皆様、多様な意見、考えをみてください。 

・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。 

・議会傍聴ができるということを知らなかった。実際にどういう話合いがされているのか聞く

ことができる場は今の町の状況、問題を知る良い機会だと思うので、傍聴の日程などの情報を

のせるのは可能か。 

・町の予算・政策や県事業要望はあるが、その後の実施状況などを掲載してほしい。 

・議員さん一人ひとりの顔、インタビューなど普段町民のためにしている事など聞きたい。 
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・どなたかも述べられておりましたが、議員の皆様のご趣味とか日々の活動の紹介を載せて頂

きたいです。議員の方々とはなかなかお話しする機会がないので紹介欄を設ける事により、親

近感が湧き、町民の方々の身近な「議会だより」にも繋がると思います。 

・地域目線から遠い場所に議会だよりがあるように思います。感心のある方のみ、熟読される

とは思いますが、自分たちの身近、間近で起きていることに対して、話題が欲しいと思います。 

・現状維持で良いと思います。 

・３ページ、決算審査報告書の中で、歳入についてふるさと納税が前年より１億 4,000万円増

加した、とあります。どのような工夫をされたのか、詳しくご説明いただけると今後の参考に

なるかと思います。 

・飯綱町も高齢化が進み、介護問題が深刻になっている中、町としての取組が知りたいです。

（介護職希望者への支援や報酬への負担など。） 

・議会と町当局、議員間の意見の相違点など。 

・他町村議会視察旅行のまとめ。 

・議員さん方の思いなどを、インタビュー形式で載せていただきたいです。 

・決算を徹底チェックされていて、町のお金について分かり易く良いと思います。 

・モニターアンケートについての回答 

・町議会で検討される事項の優先順位はどうなのか気になります。 

・ファミリーサポートにおいて利用者が安心してお願いできる提供者が必要になってくると思

うが若者世帯にとってサポートしてもらえる場所があるのは心強いと思う。 

・牟礼西地区には議員さんがいない（上村地区に１名、顔も知らない）接する事もなく、唯一

「議会だより」が頼りである。モニターになったので議会だよりをよく読み返しています。 

・議会の内容はしっかりと情報として載っているので議員の方々の個人での活動等を載せてほ

しい。 

・令和４年度９月定例会、議案に対する各議員の賛否の結果表の文字が非常に小さく読みにく

く、今後は文字を大きくしていただきたいと思います。 

・議員の皆さんはいろいろ努力して下さっているのでこれからもよろしくお願い致します。 

・飯綱町病院事業会計決算の認定についてですが、介護療養病床制度廃止への対応が「何故、

どうして？」もっと分かりやすく記載してほしいです。高齢者社会において向き合わざるを得

ない病に自宅療養型への移行推進と思えてなりません。 

・小中学生の部活動やクラブ活動の状況や、今後の行政の考え方について知りたい。 

 

■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 

・少子高齢化が切実な問題となっていますが、町内の各種団体、例えばスポーツ協会、文化協

会など各グループの構成員の高齢化、また子供のスポーツ離れが顕著に見受けられます。広報

など活用し応援いただけたらと思います。 

・議員定数の件 

飯綱町の目指すものや住民の声を考慮し、検討していく必要を感じる。構成員の居住地区や

年齢、性別のバランスが取れているのが理想的だと思います。 

・要望は前回協力隊について書かせていただきましたが、結局何も変わらずそのまま町の方針

を決めずに協力隊に丸投げで募集されているように感じました。（知人で今度協力隊になる方か

ら困惑されている話を耳にしました。） 

 よく話し合い、コミュニケーションをとって町を良くしていくのは並大抵のことではないと

思います。しかし、それなくして、町として大きな結果も生み出せないのでは無いでしょうか。 

・視察研修についての議員の皆さんの感想が寄せられており、一人ひとりの思いや考え方等の

違いを知ることができて良かった。今後も議員さんの思いや考え方を広く発信してほしいと思

います。（議員への関心も高まると思います） 

・「議会だより」に読者アンケート（はがき）を付けて、直接町民から、議会だよりの感想（良

かった記事等）や議会・町政への意見、要望などを募集してみてはどうか。アンケートを行う

ことで、住民の議会（町政）への関心の向上を図る、また町民意見を必要に応じ町政へ反映さ

せることができると思います。 

・19ページに県に道路、河川等の工事の要望をあげていると書いてありますが、県からの返答

も載せて頂きたい。また、県への要望は書面だけのお願いでしょうか？県の担当者にも直接現

場を見て頂ければ、より分かって頂けると思います。それに、県への改良工事要望は年に何回

行われているのでしょうか？一、二回だけではなかなか伝わらないと思います。大変だとは思

いますがご検討ください。 

・最近議員定数改正を行った２議会を訪問されました。どこの町村も同じ悩みをかかえている

中、飯綱町議会はどうすべきか、しっかりと決めていただきたいです。ちなみにふと見つけた

のですが、奈良県五條市は 2013年に定数を 15名から 12名に改正しています。何か工夫すれ

ば市でも 12 名でやっていけるのでしょうか？それとも定数削減の何かしらの代償を払ってい

るのでしょうか？ 

・議案に対する各議員の賛否結果の中で、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

ての賛否とあるが、２名の反対がある。どうして反対なのか理解できない。 

・他町村への視察お疲れ様でした。議員の男女比や議員定数は視察先と比較して如何だったで

しょうか。 

・飯綱町民に対する議員定数は適正な数になっているのでしょうか？ 

・議会だよりの単価・配付数はどのくらいでしょうか。 

・一般質問を一度もしていない議員さんいないように！ 

・議員の方々は熱心に活動されていると思います。引き続きよろしくお願いします。 

・町民の声に耳を傾け、飯綱町の明るい未来のために活動していただくようお願い致します。 

・新型コロナウイルス第８波の流行が拡大してきているので、再び緊張感を持って対応してい

ただきたいです。議員のみなさまの健康も願っております。 

・議会の様子が議会だよりを通じて知る事ができ、勉強になります。頑張ってくださっている

議員さんがいるなと感謝です。 

・伊藤まゆみ議員の一般質問が目を引いた。これは飯綱町には犯罪被害者等支援条例が制定さ
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れていないということなのでしょうか。だとすれば、嘆かわしい事だと思います。ぜひ制定を

目指してください。 

・町内には、年齢や仕事上、それぞれでいろんなコミュニティがあります。コミュニティの枠

をはずれ、交流や自分達の意見を伝い合える機会があるといいと思います。立場の違う人の考

えを知り、お互いに協力し合えたり、問題を共に解決したりする糸口もつかめると思います。 

 例えば、子育て世代の方のコミュニティとシニア世代の方のコミュニティ、各ボランティア

や趣味の集まり、などなど… 

 議員の方々にコーディネートしていただけると良いと思います。町民、みんなでの町づくり

を身近に感じられると思います。議員の方々だけでなく、もっと町民にむけて声をかけて耳を

傾けていただけるといいなと思います。堅苦しくなく、町について話し合える場所ってありま

すか？ 

・議員定数改正を行った２議会を視察研修した参加議員の感想が載せられたが、今後前向きな

検討を望みます。 

・令和３年度の会計決算が用語の説明もあり、分かりやすく出来ています。 

・歳入歳出額が大幅に減少したにもかかわらず、８億 2,000万の黒字ということで、健全に会

計運営されていると思います。企業会計決算の中で、除雪機が 2,700万というのは少々驚いた

が、冬季の安全な道路管理には必要であり、長く活躍するものと思う。 

・一般質問で、農機具購入に町からの補助金制度があるとは知りませんでしたが、老齢化が進

み、荒廃地の年々増加が心配される中、できるだけの補助金の増額をと思う。 

・議員定数問題についても、単純に定数削減とは言えないが、飯綱町としても検討しても良い

のではないでしょうか。 

・記憶が定かではないが、何年か前に区の再編、合併という話が出ていたと思う。区の役職を

引き受けて思うことは、大変（苦労）の一言につきる。高齢世帯の人たちが増えてきている中、

役員になり手がいない。少し若い人たちは仕事をもち働いている。小さな地区は何でも合併し

て大きくなれば良いとは思わない。旧牟礼村の区、旧三水村の区、中身、住民の意識も違う。

現状維持が良いのか、将来展望的なものを議会、町として話題として出してみては。 

・今回の議会だよりで、定数問題の研修のため２議会に視察に行かれたとのことで、議員の方々

がどのように思っているのか、考えているのか、もう少し意見を聞いてみたいと思った。議員

定数削減により町民の意見が通りにくくなることも考えられるが、無投票が続くようなら考え

ていくべき。 

・公立中学の部活動改革について p12 

 2023年から 2025年度を改革集中期間に設定している。とあるが保護者に全く説明がない。

現状、分かっている範囲だけでも、情報を公開するべきだと思う。 

 地方団体に委ねるとはどういう事なのか？多分、誰かがやってくれるから今までと大きく変わ

らないと思っている保護者が多いと思う。 

 特に飯綱中学校はサッカー部だけが廃部になり地域のクラブチームが受皿となっている。コー

チはボランティア活動。先生方の負担が減った分、保護者やコーチの負担が増えている。先生

は学校の活動なのである程度、職場に理解してもらえるかもしれないがコーチは職場は関係な

いので理解も限定的。私が飯綱町の職員だった数年前はスポ小などの活動のために有給休暇を

使うことは職務専任義務違反になると言われた。地元の公務員でも子供達を支える活動への理

解は皆無。 

 学校は活動資金の提供と大会に出るために関わる程度。来年度から全中にクラブチームが参加

できるようになるので、それも必要なくなるのでどうなる事か？長野市の有名なクラブチーム

■議会に対する要望、意見等 
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がサポートできないかと話をしてくれたが、一般企業と町が手を組むことはできないと話し合

いもできなかった。子供達の練習時間を考えると 18時くらいからの活動となることが多いが、

普通に仕事していたらなかなか間に合わない時間帯の活動となり、誰が協力者と考えているの

か全くわからない。 

 活動場所についても、学校の活動時間内は学校の施設は借りることができない。全て廃部にな

り学校の活動時間が短くなれば解決するかもしれないが、現状ではかなりの負担になっている。

昨年まで活動していた三水小のサッカーゴールも老朽化で撤去され、管理が大変だからと更新

してもらえず活動場所は説明もなく減っていく。 

 地方団体に委ねることが悪いわけではないと思うが、現状は子供達が可愛そうだと思う。 

 今、できることを改善したり、難しいことを情報共有していかないと年が変わったら「決まっ

た事です。」となりそうで怖い。どんどん、子育てがしにくい町になってしまわないようにして

ほしい。 

・一般質問について、見出しを見ても質問の内容が良く分からない部分があり、私達素人でも

分かり易くお願いします。16P 中井議員の太陽光発電施設建設問題、大変分かり易く良いと思

います。 

・町に対しての要望 

 飯綱町も少子高齢化が進み、限界集落になりつつある現在、町、集落に魅力を感じて移住さ

れた人達に対し、何か支援策を考えておられるのか、お聞きしたいと思います。出産に関して、

現在１人子供の出産に掛かる費用は 45 万円程掛かるとの話を聞きました。ある自治体では出

産祝金１人に対して 100 万円の所もある様です。飯綱町でも出産祝金を 100 万円ぐらいと思

いますが如何ですか。このままでは人口が減少するばかりです。10年後は小中一貫校という危

険性もあります。より良い対策をお願いします。また、子育て支援にも繋がると思います。 

・各地域においても高齢化が進み、役の引き受けが困難になりつつあります。組長、公民館、

衛生組合、育成会等、議会でも取り上げて対策を検討していただけませんか。 

・令和５年度予算政策要望書や県への要望を提出していただいたようでありがとうございます。

良い町にしていただけるよう今後ともよろしくお願いします。 

・除雪など議員さんの権力で職員を動かすような事があると私は思います。権力の差で各地域

で不公平も出ています。出来る事や出来ない事、危険な事もあります。逆に出来ない事の説得

も議員さんの努力をお願いし、職員も町民もみんなで笑ってすごせる飯綱町を目指しましょう。 

・年間の質問回数は町民に開示すべきと考えています。議員定数改正問題を考える重要な指標

にもなるのではないでしょうか？ 

・今回は町の決算認定の内容で興味深かったです。また内容も見やすく工夫されていると感じ

ました。山浦代表監査委員の決算審査報告書も会計を文章でわかりやすくまとめてあり、（抜粋）

ですが読み取りやすかったです。決算審査の徹底チェックも費用ごとのＱ＆Ａで読み取りやす

いです。 

・一般質問の瀧野議員のファミサポいいですね！保育園ではいきとどかない部分がカバーでき

たらいいですね。私も子育て真っ只中にこういったサポートが受けられたら良かったなあと思

います。 

・私は今、小学５年３年の息子と少年野球をしています。施設や設備が十分に整っているとは

言えません。少年野球に問わずですが、小さい子供の頃にそういった活動を通じて、家族の絆、

友達との関わり、町民とのふれあいを知って育った子供達は大人になっても町内に残ってくれ

る気がします。町外から呼び込むことも大切ですが、飯綱町で育った子供達が残ってくれる方

が良いのでは？そんな子供達が増えるように、子供達主体の活動にもう少し金銭的支援して頂

■議会に対する要望、意見等 
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くことができないでしょうか？ 

 野球用具は保護者会で購入しています。 

 施設・設備が不十分です。 

 倉庫→ボロボロ、扉が外れている。 

 ライン引き→詰まって出ない。 

 グラウンド整備トンボ→まともな物０ 

 ご検討よろしくお願いいたします。 

 

■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？ 

・マイナンバーカードの出張交付受付について、連日放送されていす。交付申請が伸びないた

めの施策と思いますが、特製クオカードのおまけまでつけることはいかがなものかと思います。 

すでに取得した人にしてみれば、行政の呼びかけに早く協力して損をした気分になると思いま

す。不公平感の出ないように考えていただきたいです。 

・議会だよりは写真が多く、レイアウトに工夫がみられ、よくできていると思います。作成に

は時間も労力もかかります。専門家など第三者へ制作を依頼するのも一案です。 

・手書きのアンケートは打ち直しなど、集計が大変だと思うので、デジタル化を進めていただ

けると、そちらの負担も軽減できると思います。アンケートのテンプレートを公式サイトから

ダウンロードできるとありがたいです。 

・子育て支援センターの利用しづらさは、町や議会のみなさんはご理解されていますでしょう

か。 

 託児は、前日のお昼の 12 時までにインターネットで予約をしないと、どんなに託児枠が空

いていて、保育士さんがお手空きでも託児をさせてもらえません。以前は当日まで予約可能で

した。保育士さんの人数調整などのためかと思いましたが、託児がものすごく少ないときでも

保育士さんが何人もいらっしゃったりして、じゃあ何故前日の昼までという制約を設けたのか

とても謎です。 

 さらに、講座等が入っていると、託児枠が一杯でなくても、予約システムが消され、予約す

らさせてもらえません。その時間に枠が空いていてもです。 

 これは一体どういう状況なのでしょうか、、、。町や議会の皆様はそのシステムが日本全国に誇

れる、女性が住みやすい町だと胸を張れるのでしょうか。せっかく多額の費用をかけて、素晴

らしい施設を作ったのに、運営がよくないと感じます。 

 小さなことですが、先日、施設の方々が育てられたさつまいもが、ずっと配るわけでもなく

利用者の玄関に山積みにされていました。これは一体何なんだろう？と思いつつ、利用してい

ましたが、そのうち、小袋に分けたものが同じ様に玄関にただゴロゴロと玄関の半分くらいに

かけて、置かれていました。（放置？させられていました） 「ひと家族一袋まで、ご自由にお

持ちください」と書かれて置いてある訳でもなく、ただゴロゴロと置かれていました。 

同じ日の午前中の勤務時間中に施設の電子レンジで職員の方がいくつもお芋を温めていまし

た。それも一体何なんだろう？この施設は一体どうなってしまったんだろう？と感じました。

子育てを支援する施設ではないのか？ 

 結局夕方になっても半分以上の袋がゴロゴロしたままで、職員の方の靴箱の下辺りにはさつ

まいもが沢山入った大袋が置いてありました。その日出勤でない方に配るためなのか？後でそ

の日に利用していたお母さんに何となく聞いてみましたら、たまたま帰り際に職員さんと会っ

て、沢山お芋貰えましたと言っていました。たまたま会わなかった私は、貰えません。たまた

まなのか、わかりません。 

 そもそも、そういうどうでもいいような不平等を感じさせない施設であってほしいです。気

に入ってるママさんにはあげる、その日休みのパートさんにも連絡してあげるという一連のこ

とを、分からないようにやって欲しいです。 

 ただ集中して仕事がしたいだけなのに、変なところでまざまざと不平等を見せつけられてい

るようで不愉快でした。 

 仕事で作ったものを職場の人間と一部の気に入っている人にだけあげるようなシステムなら

ば、芋を作る《仕事》はやめたほうがいいと思います。 

 ちゃんと、働きを支援する施設であって欲しいと切に思います。 



14 

余計なもやもやの種をまかないで欲しいです。 

 長くなりました、どこにこのモヤモヤを打ち明けたら、分かっていただけるのか、町の良い

施設が利用者が使いやすくなるのかと考え、こちらのアンケートで書かせて頂きました。クリ

ーンであって欲しいです。それでこそ、住みたくなる町です。本当に、切に願います。 

・冬の除雪等は住民生活に支障が出ないよう、効率的かつ適正な実施を望みます。（排雪、圧雪

はがしは、通学者や高齢者等の歩行者の通行に支障ないよう配慮するとともに、日中にできる

排雪・圧雪はがしは、住民福祉も考慮し、住宅地等では深夜等は行わないよう調整してほしい） 

・飯綱町では、コロナ禍で町・地域の各種行事イベントが中止された経緯があります。今後、

住民の福祉・学習意欲を考慮し、町のコロナ等感染症対策対応マニュアル等を作成し、行事イ

ベントなどを開催できるように図ってほしい。 

・牟礼駅の観光案内所について、先日、地図・観光パンフレットをもらいに行った人から「お

昼の時間帯は入口が閉じられていて中にも入れない、また、中に入っても事務の人から声かけ

もなかった。」との話を聞いた。飯綱町観光の玄関口・顔ともいえる施設であり、訪問者・観光

客に対するホスピタリティ精神が欠けている。観光資源などが整備されてきているので、来訪

者に気持ち良く楽しんでもらうためにも、案内所での「接遇」・「おもてなし」の改善が必要あ

ると感じます。 

・シャッターが閉まっている店が所々見受けられます。活気あった数十年前を懐かしく思いま

す。お店がなくなっていくのは寂しい限りです。 

・華表橋およびしなの鉄道第４飯山街道踏切周辺工事について、現在行われている全面通行止

めによる車両の迂回は、町、長野建設事務所などが想定されていた危険をはるかに超えている

と思います。朝は交通整理の方が本町ガード下で誘導してくださいますが、令和４年度の県事

業への要望箇所への実働が今のところ無い状況と推測します。ミラーの見えづらさ、迂回によ

る車だけでなく徒歩の方々との（子ども達の通学路）接触事故等、これから冬期も近づき増え

ると思います。町の代表・声として選出された議員の方々に工事期間の短縮、ガード下周辺の

整備の強化など、積極的に、また実体験をして地元住民をはじめ、迂回せざるを得ない方々の

安全について、もう少し考えて頂きたいと思います。 

・今までこんなに議会だよりを読む事がありませんでした。今回、モニターをするにあたって

勉強させていただきます。 

・「今、お気づきのことはありますか」に出された意見はどのような形で議会に活用され、どの

ように報告されるのでしょうか？ 

・転勤族で今まで 10 年ほど他県で生活してきました。飯綱町は、大都市と違って良いこと、

逆にわずらわしく思うことがありますが、人との結び付きは、大都市では味わえないことの一

つです。コロナ禍ということもあり、人との距離感を考えさせられる日々です。人々が助け合

える仕組みや政策を考えていくべきだと最近思います。 

・このアンケートはＥメールで提出できないのですか？ 

・町の中、気づかなかったこと、知ることのなかった問題がたくさんあったことに驚いていま

す。 

・飯綱病院の形成外科の先生が退職されてしまいますが医師の確保をお願いします。 

・前回アンケートの中にありました、信号無視をしている議員さん…私も見ました。本人の自

覚なし（違反しているとは思っていない御様子…）、議員以前の問題。議員さんのなり手不足…

無投票。我々町民一人一人の問題であると思う。 

・県知事との県民対話集会が開催されたと思いますが、自身は参加できなかったため、何かで

視聴できるようお願いします。また、議員の方が参加されていたら、議員の方が参加された感

■今、お気づきのことはありますか？ 
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想を聞きたいです。 

・コロナ対策ですが、マンネリ化してきている様に思われます。店、産直でも手の消毒の省略、

商品へのタッチ、密など。引き締め強化を行政の方からもお願いしたいです。 

・いつも同じお願いで申し訳ありませんが、霊仙寺湖の水位が１ｍ位低いです。消防の機械器

具点検の時も重いポンプを４人がかりで水辺まで運ばなければならず業者や団員に迷惑がかか

っています。このままだと今期ワカサギ釣りにも影響があるのではと思います。 

 

■今、お気づきのことはありますか？ 
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