治
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万円程。直径３㎝のヘ

工事中使えない。

おり利用できる。ただ、園庭は

答弁 １月５日から当初説明ど

使える時期に変更があるのか。

質問 工期の延長によって園が

る。

いない時間帯に、自動で散水す

はけの両方が考慮され、園児の

今回のシステムは、散水と水

穴自体もわからないということ。

事例はない。芝が生えてくると

ッドが水圧で出て、怪我をした

答弁

はどうか。

くらかかるか。必要性・危険性

質問 スプリンクラー設置にい

５８０万円。

協議した上での要望。金額は、

を得ない中で、関係の皆様と

答弁 太陽光発電を断念せざる

過と金額は。

質問 園庭の工事が出てきた経

よませ保育園改修工事（建
築）変更請負契約の締結

専決処分の報告に
対する質疑

みんなのひろば……………………………………
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一般質問内容………………………………………
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新年のごあいさつ
山ノ内町議会議長

玉

12

（2015）

よませ保育園の改修工事（建築）

山ノ内町議会

平成 年第４回山ノ内町議会定例会は、 月９
日から 日までの 日間にわたって開催され、町
側から、専決処分の報告２件、承認１件、買取契
約の締結１件、一般会計他５特別会計ならびに１
事業会計の補正予算 件、町道路線の廃止１件、
認定１件、条例の一部改正４件が提案されました。
議会側から、条例の一部改正１件、意見書案５
件を提案しました。
審議・採決の結果、特別職の給与条例・議員の
期末手当に関する条例の一部改正およびそれにと
もなう補正予算は賛成多数、他の案件は全会一致
で受理・承認・可決しました。
陳情・要請につ
いては、５件を採
択、１件を不採択
としました。
月 ・ ・
日の一般質問には、
人が登壇し、３
期目を目指す町長
の 所 信、 人 口 問
題、防災対策、観
光・農業、教育問
題、子ども・子育
てなど多岐にわた
る課題で町・教育
委員会の考えを質
しました。

35
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平成26年第４回山ノ内町議会定例会

〒381-0498 長野県下高井郡
山ノ内町大字平穏3352-1
☎0269-33-1101 ㈲2020
E-mail
gikai@town.yamanouchi.nagano.jp
議会ホームページは
「山ノ内町議会」
で検索!!
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児
を把握し、本会議や委員会の
中で町側に疑問点を質してい
新年明けましておめでとう ます。しかしながら、議員提
案や町側の提案に対する積極
ございます。
平成 年の新春を迎え、皆 的な改善・修正を行うことも
様にはますますご健勝でご活 少なく、町提出の議案を議決
躍のことと、心からお慶び申 するという受け身の状態にあ
るとの批判も聞こえてきます。
し上げます。
昨年末には、第８回の議会 このような現状を踏まえて、
報告会を開催し、多くの皆様 議員一人一人が自己総括をし
が参加され貴重なご意見・ご 更なる精進をしなければと強
提 言 を い た だ き、 あ り が と く感じています。
・
「 監視の
うございました。
「町民目線」 「閉鎖的でなく」
・
「質問のい
を忘れることなく行政に反映 役割だけでなく」
すべく努力してまいります。 いっぱなしでなく」を重視す
二元代表制の一翼を担う議 る議会を目指し、町民の皆様
会には、決定機関としての役 の要望にこたえられるように
割や執行機関を監視・評価す 努力してまいります。
最後に、皆様のご多幸とご
る機能をより発揮していくこ
とが、強く求められています。健勝を心よりご祈念申し上げ、
議員は、日頃の活動を通じ 新年のご挨拶といたします。
て町の皆様の要望や行政課題
27

年４月１日より施

で、給料表の平均２％引き
下げを

反対討論

したもの。従来から、人勧
を尊重するとしてきており、
一般職の勤勉手当が０・
か月引き上げられたことか
ら、常勤特別職の期末手当
を０・ か月引き上げるも
ので従来どおりです。
町長の場合、条例額を
％減額しているわけであり、
そろそろ、特別職報酬審議
会を開いて検討する時期で
はないかと思いますが、今
回は賛成です。

小林 克彦 議員
この度の改定は国の人事
院および県の人事委員会が
行った特別職の公務員の期
末手当を、現行から年０・
か月引上げて、年３・
か月とする勧告に準拠する
ものであります。
この引上げ勧告は、平成
年に０・ か月引き下げ
たものを、五年ぶりに従前
に戻す改定であります。
勧告は引き下げも、引上
げも、常に採用してこそ公
平となり、政治的判断はそ
の後行うべきと考えます。

賛成討論

議員の期末手当条例改正に対する討論

湯本 市蔵 議員
一般職の職員の給与に関
する条例の一部改正に関連

賛成討論

栄村を見習うべし。④町に
誇りを持つためには、例え
ば中野市との職員給与差固
定化の状態は問題。小さな
風穴を開ける工夫を。首長
お手盛りはそのあとに。

特別職の給与条例改正に対する討論
反対討論
黒岩 浩一 議員
反対の理由は、①当町の
景気は未だ低迷状況。②町
長は人事院勧告と近隣横に
らみだけで自主性がない。
首長としての自覚が薄く、
公務員意識である。③「職
員関連は人勧通り。特別職
と議員の賞与増額見送り」
と、見識を示した飯山市と

一般職の給与条例
改正に対する討論

15

条例の一部改正
行する改正です。なお、新
給料表への移行には三年間
の経過措置（現給保障）が
あります。

特別職の給与条例
期末手当てを一般職と同
様に引き上げ・支給割合を
黒岩議員）

再配分する内容です。
（反対

議員の期末手当条例
特別職と同様に引き上げ
・支給割合を再配分します。

15

補 正 予 算

国民健康保険条例
出産育児一時金を

一般職の職員給与条例

０００円にするなど改正。

万４，

一般会計（第４号） 消防団員等公務災害
補償条例
億

歳入歳出４，８４７万１

千円を追加し、総額
歳出の主なものは、ふる

万５千円となります。
さと寄附金に係る特典贈答
周年記念植樹地の整備

品購入経費１６０万円、町
制
務員に準じ、給料表０・３

人事院勧告による国家公

・観光振興費などです。
か月引

年度から勤勉手

託しました。

光経済常任委員会に審査付

です。２年目の今回は、観

在り方を含めた総合見直し

また、給料表、諸手当の

当の支給割合の変更です。

き上げと

％、勤勉手当０・

繰越金増額にともなうも
のです。
水道事業会計（１号）
消火栓受託工事費、次年
度水道管布設替工事の設計
委託料などの補正です。

追加一般会計他全会計
給与条例改正にともなう
人件費の補正で、財政調整
基金より１，０７３万９千
円の繰り入れ対応です。

町営住宅改善箇所
買取契約の締結
湯ノ原町営住宅のリフォ
ーム工事を県住宅供給公

リフォームされた町営住宅

険特別会計

有線放送事業・国民健康保

費１６２万円、ほか民生費

40

15

15

10

27

27

黒岩 浩一 議員
（反対 黒岩・徳竹議員）
賛
成
討
論
特別職同様に、議員は町
黒岩 浩一 議員
景気先行きに不透明感あ の状況を見て賞与増額を判
り、特に地方は未だに低迷 断すべきで、今は増額の時
町道の認定・廃止
状況の現在、公務員賞与増 期ではない。飯山市・栄村
町道路線の廃止
額の人事院勧告に違和感が の見識を見習うべきであっ
戸狩区内の屋敷添１号線、 ある。然し、職員賞与給与 た。また今回は、人事院勧
道路として通行できない区 案には賛成する。理由は、 告詳細と町側の方針に関し
間があり、隣接地権者の同 ①賞与増額だけでなく、高 ての町から議会への報告が
ぜんげん
意を得て区長より申請があ 年層給与漸減を含む改定案 未だない 月末の段階で、
ったものです。国土調査の がセットで提案されている 議会が先走って議員賞与増
進展により明らかになりま こと、②数が多い公務員の 額を決めたと言う恥ずかし
した。
賞与増額は、消費刺激効果 い形になったのは遺憾。ま
を期待できること、③若者 た決める段階で一部の議員
町道路線の認定
表落合３号線、国道４０ の価値観多様化と相まって、 の自覚に欠ける発言があっ
３号の改良にともなうもの 役場職員優遇は若者の地方 たのも遺憾であった。
回帰促進策のひとつである。
です。

15

73

社に委託し改善箇所を２，
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15

22

69

３６４万円で買い取るもの

11

60

観光産業の活性化施策を
小 根 澤

弘

備と、善光寺御開帳の公式

のホームページへの記載準

観光商工課長 現在、英文

ＰＲ体制は。

観光商工課長

登録したか。

ないとできないが、町では

を試行した。これは登録し

トする観光コールセンター

質問 今後の平地観光での
てないが、民間に１件ある。

外国人観光客向けの

施策と着地型商品は。
サイトにも外国語のページ

質問 当町にもこのような

町のさらなる活性化につながる大会に
（志賀高原ロングライド）

蔵
市
本

になるよう取り組んでいく。 を通して意志疎通をサポー

観光商工課長 観光連盟の
が追加されるので町の情報

システムの考えは。

子ども・子育て
新制度、町はどう
変わるのか

確保は課題となっている。

領する仕組みになっている。 連絡があった。ただ、財源

この機会に、多子世帯の軽

質問 解散・総選挙につい

児童福祉法

の見解は。争点は何だと考

質問 放課後児童クラブは。 て、大義ないと思うが町長

減対策を計画している。

健康福祉課長

後児童クラブを事業に、国

育所利用方法の変更、放課

育て支援事業計画策定、保

健康福祉課長

た、準備の時間があまりに

財源不足の懸念がある。ま

質問 消費税増税先送りで、

に上程を予定している。

めることとなり、３月議会

備・運営について条例で定

集団的自衛権、原発政策な

い が、 マ ス コ ミ 報 道 で は、

う選挙といえるかもしれな

場でない。

権であり、コメントする立

町長 解散は総理大臣の専

えるか。

の財政支援などの方針は示

も少なく、事務作業量が多

アベノミクスの是非を問

質問 町の保育行政はどう

どとも言われている。

やめるべきとの声も多いが、 質問 投票率向上努力を。

いことから、拙速な実施は

大きな課題であり、啓発活

変わるのか。
健康福祉課長

町の考えはどうか。

動を実施予定である。

どの選挙でも

大きく異ならないが、認定

健康福祉課長

選管書記長
を受けることにより保護者

閣府から予定どおり施行の

月下旬内
が給付を受け、町が代理受

これまでと

子ども・子

放課後児童クラブで勉強、遊び（南小学校）

されたが、詳細は不明。

具体的方針は決まったのか。 の改正により学童保育の設

質問 来年４月実施、国の

湯

質問

魅力アップ委員会のなかで
をリンクさせていく。

町長 県と連絡を密に業界

町は登録し

ＥＢＥＳＡの見直しをして
質問

の皆さんと一緒になって十

県は 月から２月末

まで、接客などで英語対応

分対応したい。

いる。また、民間レベルで

温泉観光大使という商品を
に困ったとき、通訳が電話

12

販売する準備をしている。

質問 ４月から 月までの
２月の大雪、お盆を

市や北陸の各都市へ配布し

共にチラシを作成し、大都

観光商工課長 観光連盟と

策と入込客数の予測は。

帳が開催されるが、誘客対

伸開業、４月に善光寺御開

質問 ３月に北陸新幹線延

している。

が影響して昨年よりも減少

さらに長野県神城地震など

き上げにともなう通行止め、

白根火山の警戒レベルの引

中心とした天候不順、草津

町長

観光宿泊数の前年比較は。

11

ている。また、２～３割増

11

問
質
般
一

20
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辺 正

奨学資金貸与はすべての希望者に
渡

男

に貸与できなかった理由は。 がいるのではと心配になる。
教育長 予算の範囲内とい

算が組めるではないか。子

質問 予算は予算、補正予

教育長 何とかできなかっ

後悔や反省はないか。

断。５人までとしたことに

質問 あまりに機械的な判

は３名で決定者３名、 年

教育次長
に住み続けてもらいたいと

で働いてもらい、町のため

放しのお金ではなく、将来

質問 奨学資金は、出しっ

たかとの個人的思いはある。

年度、申請者 人

公平・透明・先進・
先見性の行政運営
をすべきでは

望内容を精査し、観光連盟

町長 効果的かつ業界の要

多い。他町では、朝夕路線

り継ぎ時間帯の改善要望が

質問 行政サービスの可燃

組みなど私は好まない。

町長

ために、一般寄附を目的限

民に不信や誤解を与えない

一部地域の優遇策として町

質問 行政サービスなどが

まえ、福祉乗物補助券を交

町長

は。

町も新たな検討をすべきで

いタクシー制度がある。当

行政で勝ち組、負け

ゴミ収集を志賀地区は行う

定寄附にすれば寄附者の意

付している現状である。

過去の実施効果を踏
が、北志賀地区はしないの

向に沿え、より透明性が確

身については控えたい。

地元と協議した。内容の中

町長

いる。ご理解を頂きたい。

の意向を受け入れ使途して

町長 あくまでも、寄附者

べきでは。

取り入れ対応していきたい。

改善予定、要望を総合的に

町長

無料とする考えは。

保育料の第３子は、すべて

ない子育て支援策として、

質問 近隣の市町村に負け

質問 観光協会への統一宣

質問 公共バスの路線・乗

町民の望む取り組みを

都市計画税廃止時に

伝費が出ている、出ていな

年度より３子対策
いところがあるがなぜか。

で同様にすべきと考えるが。 保される。行政はそうある

はなぜか。公平ではないの

して競争心を持つべきでは。 と協議を経て対応している。 バス、日中は予約式乗り合

質問 競う自治体、首長と

競い合う近隣自治体は第３子保育料無料化へ

子
栄
竹
徳

教育次長 予算の範囲内と

どもたちには、都会で学ん

いうことで、５名になった。 うのが原則である。
質問 申請者数と貸与決定
で故郷へ帰ってきて、ここ

度は申請者 名で決定者５
いう願いのこもった貸与・

返済されるお金。希望者数

年度、申請者

者数は。

年度は申請者４名で

に応じた補正予算対応を。

名、
免除制度のはずだ。貸与を

専修学校８年である。
質問 町内居住 年経過後
部だけ。なぜそうしたか。

の免除を受けられるのは一

10

教育次長 貸与金額を加味
質問

らない、と思う子どもたち

受けられず、もう町には帰

年度の奨学金制度

還期間を町内居住 年経過

年、大学 年、短大８年、

教育次長 高校８年、高専

まで延ばせるのか。

質問 償還期間は最長何年

策ということも考慮した。

内容とした。若者の定住対

後、償還未済額を免除する

10

教育次長 奨学生の資金償

拡充の内容と目的は。

質問

決定者は４名。

25

7
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21

24

12

15

して償還期間を定めた。

「広報やまのうち伝言板」に掲載の奨学生募集告知

26

24
25

27

12

当町の防災対策は大丈夫か
中

篤

防災組織だけでは十分でな

を作る予定はあるか。

質問 いよいよ橋脚の基礎

ているか。

基準などが明確に記載され

避難勧告・避難指示の判断

計画では、避難準備情報・

観光商工課長 調査はして

まとめている段階。

組みと個別営農届書をとり

農林課長 里親制度の取り

観光商工課長 承知してい

センターはご存じか。

れていないので見直したい。 質問

いないが、検討の話はある。

質問 新防災マップの土石

十分捉え切
の開通予定で整備中。

流警戒区域の範囲などを含

危機管理室長

工事に着工したが、完成の
見通しはどうか。
年の冬前
質問 新幹線延伸開業から

ない。

県は平成

実質ワンシーズン遅れとな

め信頼性保持のために住民

町長

るが、今以上に完成が遅れ

に丁寧な説明が必要である。 質問

をワンストップで行う。県

と就業希望者の引き合わせ

後継者不足の事業者

県の事業引継ぎ支援

ないように綿密な連携を。

消防課長 住民の皆さんに

やふるさと回帰支援センタ

用地買収補

建設水道課長

質問 少子化・人口減少等

周知をしていきたい。

に進めるべきである。

償を今年度に行い、来年度

は産業力の盛衰にある。こ

◦バス路線、児童生徒関連。

その他の質問

か ら 道 路 工 事 に 入 る 予 定、

れ以上の生産力の低下を防

ーを利用して今すぐ積極的
質問

ぐためには後継者が重要。

一日も早い完成を要望する。 町が抱える殆どの課題解決
行政に求める重要なものに

災害発生時、住民が
情報提供があるが、新防災

22
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彦
克
林
小

田
ているか。
い認識で、機能別消防団の

の上、事業化を進めている。 質問 防災マップと関連し

指導・協力により、自主防

て、地域特性を入れた災害

建設水道課長 区などから

別の避難方法を示した冊子

の要望は、県と現地確認を
質問 冬季の災害である雪
質問 避難施設の耐震化は

災組織を中心に備えていく。

害について、排雪基準と県

危機管理室長

裏落合工区

いよいよ着工

して緊急性・必要性を勘案

および業者との連携状況は。 どうなっているか。
危機管理室長 昭和

のは町で作り、地元で消防

年以

建設水道課長 排雪は原則
前の建物については、計画

団などと相談して肉付けし
てもらいたい。

災害時いつどこに避難を

基本的なも

的には行わない。ただし多
質問 災害別の避難方法の

的に進めている。
体制作りは。

量の積雪により通行が困難
から業者に指示する。緊急
危機管理室長 現在の自主

な場合は、状況判断して町
時には、北信建設事務所と
町の協定で相互除雪を行う。
質問 地震その他の災害が
冬 季 起 き な い 保 障 は な い。
避難施設の機能を維持する
除排雪の考え方は。
建設水道課長 地元要望に
質問の趣旨を踏まえ

より現状確認後判断する。
町長
て、住民・観光客に支障が
ないように最大限努力する。
質問 ハザードマップの危
険箇所の対策は。
危機管理室長 住民の生命
財産と安全を優先して、関
質問 県との関係はどうし

係各課と協議し予算化する。

国道４０３号
裏落合工区着工
28

56

町長
国際コンクールで優勝する

家が個々に出品したコメが

かったのは事実。しかし農

泉

危機管理室を中心に十分検

住宅火災事故死の７割は高齢者、
その対策は
布施谷 裕
討させて頂きたい。
など大変うまい米がとれて

新 し い 提 案 で あ り、

質問 当町の米は、本格的

町であるために必要な事は。

いる。今後そういう方向で

総務課長

なブランド米に取り組む他

が出ている。取り組み次第

律が 年から施行され、取

質問 障がい者に配慮する

では、日本一うまい米づく

り組みが義務化される。見

検討していきたい。

促進をはかっていきたい。
りも可能、行政として推進

直しが予定されている人権

市町村と比べても、数値的

質問 特に高齢者一人暮ら
すべきでは。

にはほとんど遜色ない結果

しの場合は、わかっていて
農林課長 当町において米

消防課長 義務化されてい

もすぐに適切な行動がとれ

政策に反映させていきたい。

る住宅用火災警報器設置の

ず、結果として事故死につ
にはあまり力を入れてこな

配慮を求める法

ながるケースが多い。そこ
で火災発生を複数軒で同時
に感知することにより、初
期消火に迅速な対応ができ
る無線式火災警報器の共同
設置を提案したい。
消防課長 隣近所で互いに

どそれぞれ工夫を凝らして

行って見てきた。形や色な

ンバーを千曲市や上田市へ

質問 原付自転車ご当地ナ

下校に合わせて職員同行で

教育長

策、狭隘箇所の除雪など地

は。また、通学路の暗部対

要な町道である。残る約８

のように対処していくのか。 連道路、通学路としても主

域から要望の声もある。ど

００ｍの歩道整備を後期基

質問 旧農免道路は生活関

してほしい。

助金を活用して地域で実施

小・中学校とも登
いる。住む町への愛着心、

全対策は優先すべきと考え

建設水道課長 通学路の安

べく取り組んでいる。

できるだけ早く立ち上げる

安 全 対 策 協 議 会 的 組 織 は、

行っている。また、通学路

ＰＴＡの協力を得て点検も

認識しており、今後、全体

の安全確保は重要であると

判断していく。子どもたち

急度、危険度など総合的に

計画、対応し、財政面や緊

解するが、行政は全体的に

町長 議員の熱意は十分理

取り組むべきではないか。

シンボルマークの意識高揚、 危険箇所などを確認したり、 本計画の中で実現するよう

して、来年町制

ている。道路照明が必要な

を通して対応していきたい。

観光的にも走る広告塔にな

うこともあり、費用対効果

箇所には設置を検討する。

町長

周年とい

新しい一つの試みと

導入してはどうか。

周年の節目を機に当町でも

る。山ノ内町は町制施行

を含めて内部検討したい。

また、狭隘箇所の除雪は補

60

火災を感知し、素早い行動
がとれることは、被害を最
小限に抑えるために大きな
意義があると考える。積極

上田市のご当地ナンバー

亮

宗
西

質問 通学路安全確保につ

60

的に紹介していきたい。
質問 須賀川区では地域と
してどう取り組むか検討に
入ることになっている。地

原付自転車に
ご当地ナンバー
の導入を

いて具体的対策の進捗状況
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域防災を推進する町として
の支援は。

初の夜間の町総合防災訓練（平成26年９月１日）

28

岩 浩

一

で、作為的ではない。今日

黒

在任中の総括と自己評価は
事につき、町長評価は。

町長
政の常識は民間の非常識と

して動いてくれた。また行

コエコパークの意義に着目

早く当町にとってのユネス

その他の質問

町長 今後努力する。

提示して欲しい。

問事前通告期日前に議員に

画など重要事案は、一般質

質問 人事院勧告や実施計

％台から ％台になるなど
の考え方も新鮮に感じた。

◦人口減対策の戦略的推進。

の全員協議会で説明する。

財務指標が改善した。また
質問 人事院勧告の勤勉手

◦学力テスト結果公表問題。

自分が何も判らなか

福祉・教育・防災・産業振
当問題等の対処が遅れ、本

町長

興など目配り・気配り・心

日現在議会への説明がなく、 ◦温泉・医療タウン構想。

った時期に、副町長はいち

配りに注力した。
議案上程もない。何故か。

実質公債費比率が

副町長 自己総括は厳しく

◦ふるさと納税推進策。

ありたい。多くの町民と接

事業は、交付対象者全員に

質問 福祉乗物補助券給付

するグループの見直しを行

在中学校において連絡送信

様の要望が学校にあり、現

教育次長 ＰＴＡからも同

保育料となる内容だが、「子

２人でも３人でも１人分の

多子世帯の園児が１人でも

質問 実施計画での内容は、

の官民友人の情報の収集に

申請手続きなしで補助券の

努力したが、実績反映は不

育ての町・山ノ内」と言え

満足で 点以下。また町の

っている。

化を。

交付を。

終了時間の差異解消を。

と放課後児童クラブ
（

町長

るような積極的な支援とし
ため、審査も兼ねて申請の

健康福祉課長 子育てしや

容で行う。今回を第一歩と

時 分）
形を取りたい。また、初年

すい環境づくりのため、新

して捉えていただき、今後、

質問 延長保育
（

度の申請手続き以後、該当

年度より延長保育の終了時

十分検討はしていきたい。

金券方式の

要件に変更がない限り、２

間に合わせる方向で対応し

て、第三子以降の完全無料

年目以降の手続きは不要で

たい。

質問 多子世帯の保育料負

◦有害鳥獣駆除対策事業の

その他の質問

今回は実施計画の内

質問 中学校で運用してい
る連絡システム（オクレン

担の軽減を。

導入について。

◦消防団機能別団員制度の

更なる強化を。
ジャー）は、地区情報が広

健康福祉課長

の実施計画に計上した。

年度以降
域すぎるため詳細な地区情
報に。

24
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久
佳
田
髙

自動継続となっている。

課題・しがらみなど分かる

会計検査院対応など

町長

元気いっぱいの子どもたち

かえで保育園の発表会

時）

18 30

し、職員と話し、また東京

議会報告会での
要望・意見に対
する考えは
健康福祉課長

話す時、いつの間にか自分
も保守的・否定的な口調に
なり、そんな事では外部視
野を求められている自分と
しては賞味期限切れと反省
質問 町長に大きな失点は

した。今後も努力する。
見当たらないが、町は先細
り・じり貧状況。今後町民
に夢を持たせるような具体
的施策を。また副町長の仕

18

27

20

につれて、熱心な若い人と
この町に夢と希望を

12

50

若者定住促進課の設置を
月 貞

明

防災マップ、災害別の避難

望
掲載は難しい。若者、退職
が図説され、防災訓練に使

は、自然減約１４０人、社

ここ数年の人口動態

設置すべきと思うが。

者定住促進専門の課、係を

べ際立った施策が必要。若

を把握し、近隣市町村と比

事、子育て、住居のニーズ

質問

を備えた展望台設置は。

ペースに、鳥瞰図・ベンチ

車場先の見晴らしのよいス

質問 湯田中駅南側の貸駐

総務課長

えるガイドブック配布を。

若者定住促進には仕

者を問わず移住を促進。

会減が１２０人。人口目標

ちょうかん

検討したい。

達成のためには、若者世代

観光商工課長 場所を確認

質問

の人口がどのくらい必要か。 町長 今は考えていない。

した上で研究したい。

神城断層地震では死

者がなく救援体制が明確だ

代の若者

質問

～

総務課長

◦ポスト有線放送、白根山。

その他の質問

を各自が記載できる地区別

アンケートによれば、 った。要支援者、避難経路

減少を半減させたい。
質問
都会の若者の中に地方志向

周年を迎える

質問 ご当地ナンバー登録

農業ブランド化の進め方

万全な体制で臨みたい。

やまのうちどんどん

を進める考えは。

今後検討したい。 質問 全国的レベルの位置

付けと方策は。

総務課長

質問 大改修工事をするよ

町長

次総合計画
を基本とし恵まれた自然を

き、今後ユネスコエコパー

町長 市場、仲卸、スーパ

クを契機とし、ブランド化

ませ保育園で、立地条件を

る考えは。

を推進していく。

活かし、自信と誇りの持て

健康福祉課長 保護者が他

要望に対するスピー

市町村で仕事をしている場

質問

質問

総務課長

合など、通勤途中の位置と

新はなぜされないのか。

予算範囲内で早

ド感の自己評価は。
めの対応をし、緊急性、重

なり利便性が高く、今後入
ふるさと町歌を作る

周年記念事業実行委員

している自治体が多い。町

総務課長

に向けて関係者と調整し、

変重要課題であり、この冬

また交通安全に直結する大

町長 住民生活、産業振興

基礎とし、振興策に活かす。

総務課長 企画立案推進の

的と活用は。

質問 農林業センサスの目

質問 雪害準備体制強化を。 部分は至急訂正していく。

園者が増加する余地がある。 農林課長 更新されてない

制

べきと思うが。

質問

会で意見を頂戴したい。

節目の年に制定

町ホームページの更
要性次第で予算補正する。

ーで大変高い評価をいただ

があり、移住の条件は、①
を安く入手の３条件である。
農地面積、観光や産業の規
模から、どれだけ就業人口
を増やせる余地があるか。
農林課長 里親制度充実か
らⅠターンにつなげたい。
観光商工課長 雇用確保の
ホームページの空き

取り組みは行いたい。
質問

つの

家バンクは、掲載数が少な
く退職者の移住を募 る文面

昭
茂
渕
小

る郷土づくりを目指したい。 活かした園児受入を推進す

ことから、第

60

医療機関の存在②仕事③家

町政

町のイメージ
づくりの方策は
60

だ。若者定住に力を入れて
いるのか分からない。

求められる少子化対策

5

30

総務課長 全ての空き家の
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25

南小運動会の組体操

20

人口減少社会に向け

ミナーやプレゼンでは効果

６割を占めることから、セ

近の移住希望者は若年層が

長にうかがったところ、最

質問 回帰センターの理事

◦観光連盟移設後の状況と

その他の質問

くべきと思う。

いくという形を目指してい

き、そこで職を生み出して

観光と農業を充実させてい

創出が課題。そのためには

町長

ことは遊びに来るわけでは

り、町に移住していただく

総務課長 議員指摘のとお

話しなさいとのことだが。

観光商工課長

国内７地域、
世界約６３０地域が登録さ

観光商工課長 空き店舗事

は。

内６００校、世界９，６０

インバウンド増を期待。国

度 を 世 界 に 向 け て 発 信 し、

ど の よ う な こ と を 策 定 し、

質問

エ コ パ ー ク に 対 し、

ジを構築していく。

り、新たなブランドイメー

物というストーリーによ

補助金交付要綱で、ヘルメ

危機管理室長 町自主防災

に財政支援制度はあるか。

が、各自主防災組織の調達

などの備品が必要になる

避難誘導する場合、車いす

災害時要援護者を避難所に

審議会について。

◦小学校適正規模適正配置

策は。

◦東小体育館の地すべり対

誘導について。

◦災害発生時の避難所への

インバウンドへの対応は。

が薄い。商品つまり職をた

人口減少社会、山ノ内町の将来展望
と産業振興方針は
山 本 良 一

質問

産業の振興が重要。お客様
なく、そこで生活していく

ずさえて、マンツーマンで

のニーズ（需要）に合った

人口減少には雇用の

施策の実施、国県の施策を
基 盤 が な け れ ば 続 か な い。

ての展望と対応は。

反映し産業振興をはかる。

業補助金交付は現在までに

０校のユネスコ・スクール

行動していくか。

れている。志賀高原の知名

９件。その内３軒は今年度。

の環境教育プログラムによ

観光商工課長 現状と課題

空き店舗増への対応

次年度についてもすでに、

る効果や、また核心地域の

充実のため、町民の皆様に

たい。また空き家バンクの

の設置など積極的に参加し

するセミナーや住民ブース

支援センター」などが開催

総務課長 「ふるさと回帰

移住定住策は。

定した生物多様性の富んだ

ち」として、ユネスコが認

つ、
「だからうまい清流育

所。この希少性を活かしつ

での農産物生産地域は３か

農林課長

国内移行地域内

者増など誘客に期待する。

機関とともに進める。

つの機能達成のため、関係

自然環境の保全と調和の３

な 発 展 の た め の 調 査 研 究、

物多様性の保存、持続可能

たな事業展開を進める。生

を洗い出し、その対策と新

成助成事業で 万から２０

成事業は、自主防災組織育

の資金。コミュニティー助

ントなど１団体

同募金」からは発電機、テ

万 円 を 限 度。
「赤い羽根共

ット、ハンドマイクなど３

万円限度

も積極的な登録をいただけ

質問

自力で避難できない

貴重な自然環境が育む農産

質問

トレッキングツアーの参加

志賀高原ユネスコエコパークは、関係機関
との意思疎通をはかり今後の利活用が課題

るよう、推進していきたい。

20

０万円までの助成がある。

30
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一

祐
山
髙

３軒の改修予定がある。

質問

ユネスコ
エコパークの
魅力とは何か

11月13日㈭

和合会館

11名

15名
東部下

11月14日㈮

町文化センター

18名

13名
北

部

11月22日㈯

北部公民館

19名

14名
南

部

12月20日㈯

ほなみふれあいセンター

23名

10名

域

開催日
西

部

11月８日㈯

東部上

125名
５地域の住民参加者数合計

議会報告会
部）、もっと削減を（南部）
できぬか。（東部下、南部）

◦町長選、町議選を同日に

④社会体育館について

政サービスをするとの考

る少ない人に質の高い行

テイア拡充を。（東部上）

◦外国人観光客応接ボラン

⑤観光振興

◦観光客数・宿泊者数の把
握 の 仕 方 が 粗 雑。（ 東 部
上）
◦野猿公苑行き２ルートの
整備促進を。（南部）
◦景観条例の理念を生かせ。
インバウンドの具体的事

◦高齢者のため、地元の買

⑦生活関連

観 光・ 農 業 に も っ と 予 算

◦ 大 き い 民 生 費 を 節 約 し、

⑧その他の話題

を。
（東部下）

い物施設拡充を。
（西部）

（西部）

◦ ふ る さ と 納 税。（ 北 部、

（東部下）

形 文 化 財 指 定 申 請 準 備 中。

ス・ 電 車 接 続 に 工 夫 を。 ◦ 平 和 観 音 は 国 の 登 録 有

ま た ユ ネ ス コ エ コ パ ー ク、 ◦ 路 線 バ ス 同 士 と 路 線 バ
②防災関連

業推進を。（東部下）

◦タクシー補助券もっと工

夫を。
（西部）
⑥農業振興

◦町税滞納額。（東部上）

ップの充実を。小型ポン

児童クラブ終了時間のす

南部）
直販拡大。地産地消マイ

南部）

◦ 新 斎 場 関 連。（ 東 部 上、

◦４０３号ＪＡスタンド付
就農支援、農業里親制度

対象外町道再検討を。（南

◦除雪時間繰り上げと除雪

◦小学校適正規模適正配置

修理関連。（東部上）

◦ 後 継 者 問 題 待 っ た な し。

南部）

り合わせを。（西部）

◦ブランド化・儲かる農業・ ◦保育園延長時間と小学校
は。（西部、東部下、南部）
◦火災時の消防団対応不十
分。機能別消防団員制の

拡 充 を。 有 害 鳥 獣 問 題。

近樹木伐採など。
（北部） ◦東山クリーンセンター大
③議会関連

部）

の審議進行状況。（東部下）

（南部、東部下）

実施時期は。（東部上）

ンドを。（西部、東部下、

プ付軽積載車の更新基準

拡充・多様化を。防災マ

◦災害時の情報伝達手段の

（西部、東部上、南部）

補助・雇用確保支援等を。

３子出産奨励、若者定住

育て支援。思い切った第

◦きめ細かい婚活支援と子

部）

え 方 も あ る の で は。（ 西

ているのか。（西部、南部）

不十分。また就農支援を。 ◦なぜ検討がこの様に遅れ

力のＰＲと受け入れ態勢

傾向も見えるが、当町魅

◦転入希望者は一部増加

疎化関連

①人口減・少子高齢化・過

町民 と議員 のホットな論議
年一回開催の議会報告会は第８回目になり、例年と同
じく町内５か所で開催しました。今年のメーンテーマは
広い質問が出され、意見交換が行われました。

「人口減少と地域防災」でしたが、それに限らずに、幅
以下は各地での主な話題ですが、詳細な議事録は、内

14名

（全地域）

54名

所
場
地

西部地区会場

◦議員定数は削減不要（北

平成27年１月 議会だより
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容に応じて必要な補足説明や議会としての対応の説明な

よませふれあいセンター

どとあわせて、後日各区・公民館に配布、また、議会ホ

出 席
議員数

◦人口減を受け入れて、残

住 民
参加数

ームページにも掲載しますのでご覧下さい。

平成26年度 第８回議会報告会開催結果

社会文教常任委員会
Ｔ（※２）機器を活用した
向上や英語を使っての発信

児童の質問力・対話力の

３）に取り組んでいました。

して子どもまいどさん（※

を課題としており、実践と

授業が行われていました。

味噌蔵町小学校
テーマは「兼六園・金沢

ＥＳＤ（※１）では特に 城公園に学ぶ伝統文化」
郷土の歴史が大事にされて 〈総合学習における各学年

するために〉

金沢市は「ユネスコスクール」取り組み先進
地、息づいているのは地域とのつながり

金沢市立花園小学校
ユネスコスクール取り組
の取り組み〉

に大手都市銀行

②従来から金融機関

総務常任委員会

ふるさと納税

業を抱える各務原市のふ

航空自衛隊基地、航空産

ネ ッ ト バ ン キ ン グ・ コ

る ク レ ジ ッ ト カ ー ド・

附金が手軽に納付でき

が 使 え た の に 加 え、寄

るさと納税は、表のよう

ンビニ納付を選択でき

各務原
（かかみがはら）
市

に、平成 年度には寄附が

124,980,000

いますが、ここでは地域の

るようにしました。

8,188

みの動機の一つは「学習の

１億２，５００万円近い額

その結果、ふるさと納税

が増え、テレビ、雑誌など

25

偉人「八田與市」に焦点を

に急増しました。

この年には、ふるさと納

のマスコミに取り上げられ、

790,000

再構築」
年生 金沢の昔遊

税を増やすため次の取り組

4

人口 万の大垣市は、水

大垣市

地域防災

とのことです。

相乗効果で飛躍的に増えた

周年を記念

24

当てた授業が行われていま

10/16～17

みが行われました。

①市制施行

885,000

〈学習面の取り組み〉
び・ 金 沢 城 公 園 の
春夏秋冬

全校１４４名で小規模校

し て、ふ る さ と 寄 附 金

１ 万 円 に つ き、５ 千 円

6

算数科においては全学年 した。
で「早口計算」運動を行っ 〈小規模校としての対応と

２年生 金沢の民謡・

込むなど独自の教育を展開。
の課題とする「人間関係の

３年生 兼六園ＭＡ

程度の商品が選べるよ

23

視野を広げるために〉

学力においては、全国学力
固定で前例踏襲に陥りやす

Ｐ づ く り・ 金 沢 の

う、市 内 の 業 者 に 特 典
今回の視察はこの２校の

商品を揃えたカタログ

和菓子作りに挑戦
４年生 加賀友禅に

他、介護の関係で金沢市の

を作成しました。

点近い
挑 戦・ 郷 土 の 偉 人

サービス付高齢者向け住

728,000

商 品 を 募 り、
「高峰譲吉博士」

ゆうゆうかん

宅「湯癒館 金沢・問屋町」
を視察しました。
用語の解説
※１ ＥＳＤ：持続発展教育
―持続可能な社会づく
りの担い手を育む教育
※２ ＩＣＴ：情報通信技術

5

70

22

たり「学び」の手法を組み

調査などで手ごたえを感じ
い」ことなどへの対応や新

味噌蔵町小学校区

ているとし、さらに不登校
たな視点での学力向上をめ

の名人さん

についての質問には、一人

ざし、タブレット等のＩＣ

25

５年生 加賀宝生に
挑 戦・ 金 沢 の 食 文
化
６年生 加賀宝生を
能 楽 堂 で 披 露・ 姉
妹校荒子小学校と
の交流

ボランティアガイドが

※３ まいどさん：金沢では

の都として繁栄してきた反

面、自然災害との闘いの歴

史がありました。

明治 年の濃尾地震では、

死者６７０人、家屋全壊、

２，６７６戸の被害があっ

たほか、昭和 年のマグニ

チュード の東南海地震で

19

は、死者２人、家屋の全壊

戸の被害がありました。

近年では昭和 年の豪雨に

水し、平成 年には７０３

より４，４５１戸が床上浸

51

棟が床下浸水する災害が発

16

この他の主な取り組み

こう呼ばれている。

各務原市のふるさと納税

16

24

7.9

50

1

もいないとのことでした。

知恵に学ぶ

加賀宝生を練習中の５・６年生

10/９～10
タブレットを活用した５年生の授業

〈子どもまいどさん〉

80

寄附金額（円）
件数
年度

〈郷土とのつながりを認識

視 察報 告

28
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り、防災組織のリーダーに

対処する自主防災組織は、 の資格取得者が２１１人お

した。昨年までの受講終了

た法人で、移住相談をおこ

４９３の全地区に組織され

育っています。合格者の中

生しています。
の可能性を長野県内全域に
なっています。また、全国

ています。

の、大果大阪㈱の１，０１

に女性 ％、自治会長 ％、

者２６３人の中で、防災士

呼び込むための拠点として、

の市町村がふるさと暮らし

通じ、繰り返し訪れていた

４億円より８８０億円多い。 いただきました。

消防団員 ％が含まれてい

ます。

こうした取り組みで、市

民の防災意識が高まり、平

成 年度は 回の防災訓練

が行われ、７，１３６人が

参加しています。

岐阜市

人口 万の岐阜市は、中

心を長良川が流れ、昭和

年の伊勢湾台風の水害後、

最初の自主防災組織が設立

救命ボートなどの機材は、 され、昭和 年の水害を経

大垣市の地域防災について説明を受ける

現在、このような災害に

平成 年 月 日に銀座す

セミナーやＰＲセミナーも

て、希望者と真剣に対談し

する具体的な話を持ってき

そうです。職と暮らしに関

できない事例が増えている

自然と夢」だけでは対応が

しているので、
「空き家と

の田舎暮らし希望者が増加

れ、若い世代（子育て層）

談者の年齢構成に変化が現

開催しています。近年、相

ずらん通りに開設された銀
座ＮＡＧＡＮＯは、①「フ
ェ ア 」で な く「 シ ェ ア 」
、
単なる催事の場所ではなく、
信州の営みを共有する場に、
②「伝える」だけでなく「つ
ながる」
、一方向で伝える
のではなく、双方向・継続
的に関係性を作る場に、③
「観光地」ではなく「関係
地」
、一過性の観光地でな

だく目的地に、という３つ

山ノ内町の青果は大阪方面

17

34

信州首都圏総合活動拠点

のコンセプトに基づき今後

に多く出荷されていますが、

ていただかないと、人口増

の運営が進められます。視

東京方面は志賀高原ブラン

く「コト・ヒト・モノ」を

北陸新幹線金沢延伸によ

察当日は大変賑やかで、多

ドによるブドウ、リンゴ、

には繋がらないとの助言を

り広がる首都圏マーケット

くの人が長野に来て頂ける

級ブランド品として伊勢丹
などで販売されています。
ふるさと回帰運動は豊かな
世紀への架け橋

85

市の半額補助制度を利用し、 て全 地区に自主防災組織

51

銀座ＮＡＧＡＮＯ

東一青果担当者との懇談

キノコを出荷しており、高

東京都中央卸売太田市場

東京青果㈱
東京青果㈱（東一青果）

20

13

42

26

ことを期待しました。

オープンキッチンで装飾菓子製作を実演中

25

を詳細に記した ページか

災地図、災害別に避難方法

土砂災害危険地域ごとの防

測したハザードマップや、

る の河川ごとの浸水を予

ソフト面では、市内を流れ

が行われています。市では

はここを中心に、防災活動

ターがあることです。通常

えたコミュニティ防災セン

会議室や防災資・機材を備

校ほどの広さの区域ごとに

岐阜市の特徴は、４小学

防災組織の人材育成を目的

また、平成 年から自主

の参加呼びかけなど何らか

防災点検・訓練・研修会へ

日を市民防災の日と定め、

全戸に配布しています。

に「 大垣市防災人づくり

の活動を行っています。

意識の向上のため、毎月１

らなる防災ガイドブックを

装備の充実を図っています。 が設立されています。

50

10

は年間取扱高が約１，

ふるさと回帰支援センターとの懇談

26

８９４億円で、２位

ＮＰＯ法人ふるさと
回帰支援センター
11

51

塾」の防災講座を開設しま

平成27年１月 議会だより

29

21

平成 年 月に設立され
14

21

先進自治体の

観光経済常任委員会

10/28～29

10

常任委員会

みなさんからの請願･陳情

不採択

軽度外傷性脳損傷の周知、及び労災認定
基準の改正などを求める陳情

軽度外傷性脳損傷仲間の会
大阪市
代表 藤本 久美子
陳情第12号

横田めぐみさん拉致事件に関する陳情

東京都
日本軍海兵隊
陳情第13号

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改
善・大幅増員を求める陳情書

長野県医療労働組合連合会
執行委員長 小林 吟子

採択
意見書提出
陳情第14号

介護従事者の処遇改善を求める陳情書

長野県医療労働組合連合会
執行委員長 小林 吟子

採択
意見書提出
陳情第15号

手話言語法制定を求める意見書の提出を
求める陳情書

中野市聴覚障害者協会
会長 山田 靖

採択
意見書提出

要請第１号

地域振興・地域林業の確立に向けた「山
村振興法」の延長と施策拡充に係る要請
について

中部地方森林労連
全国林野関連労働組合中部
地方本部
執行委員長 後藤 弘二

採択
意見書提出

豊

議会全員協議会

～

日・ 日に総合計画

年度実施計画

第 回（ 月９日）
月

○行財政分野

回（

９００万円

５００万円

周年記念事業

日午後３時

月

月

日）

日）

分頃出

日発生の水道本管破損

回（
月

事故

日）

議会議員協議会
月

議会の議員の期末手当に関

第４回（

日）

する条例の改正協議。
月

長野県特別豪雪地帯指定市

第５回（

特別豪雪地帯における道

路除排雪について、児童生

徒の通学路の安全ならびに

災害時指定避難所の機能確

保などの財源措置のため、

地方交付税の配分強化を要

望していくことに決定。

回（

月

日）

議会活性化研究会

第

長野県町村議会議長会か

回（

日）第

日）第

月

ら講師を招いて議員研修会

月

回（

を開催。

第

（

２日）第

回

月

回（１月８日）

○第８回議会報告会の検討

（資料検討）

○各種委員等選出に関する

地区議員団関与の検討

○議会基本条例の検討

30
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・移住促進事業
・町制

３年に一度の改定で、土地

竜王地区賃貸借契約の一
部変更

平成

審議会が開催され、 日に同

第

人事院勧告等による条例改正

第

用中止との報告。

火。陶芸窯は修繕完了まで利

月

ほなみふれあいセンター
陶芸窯場火災

ースが追加となった。

なった。また、一部スキーコ

評価額の下落から減額改定と

会長から町長に意見書が提出
された。

７０２万円

３００万円

６００万円
過設備設置事業

・南部浄水場更新・配水池ろ

助事業

・地域間幹線バス路線運行補

○都市基盤 生･活環境分野

１，５００万円

・小学校ＥＳＤ推進事業

○教育・文化分野

業

・権利擁護センター負担金事

９９万円

・認知症徘徊対策事業

接種事業

・子どもインフルエンザ予防

○保険・医療・福祉分野

木育成事業４，８００万円

・いのちを守る森づくり・苗

命化 １億１，１４０万円

・県営かんがい排水事業長寿

○産業分野

び事業費は次のとおり。

３年間の主な新規事業およ

28

４億７，４８０万円

町村議会協議会総会に提出す

10月21日開催の議員研修会

12 46

29 12

14

２億１，２００万円

44

11

27

11

・防災無線デジタル化事業

る議題の検討。

10

10

40

21

24

47

12

22

20

22

30

48

18

19

60

20

12

12

11

12

10 45

11

12

13

12

採択
意見書提出
陳情第９号

片木

審査結果
陳情・要請者
名
件
受理番号

議会を傍聴して感じたこと

ま す が、 現 状 の や り と り で は、

議論を深めてもらいたいと思い

村 上 徳二郎 さん
一般質問を傍聴して感じたこ

いつもなんだか中途半端な感

とは、どの議員もいろいろと工

ますが、一つ残念なことは同じ
じで終わった感じで、よって不

総花的で、今一つ物足りなく感

テーマについて何人かの議員
完全燃焼のような気分になって

じるのは、私だけでしょうか。

が、繰り返し同じことについて
しまいます。ひとり一人の議員

夫をして、まちの様々な課題に

質問をされていることです。せ
の質問の持ち時間が二十五分と

ついて質問をされていると思い

っかく貴重な時間を使って質問
限られている中で、是非とも実

そのようなやりとりが活発に

をするのなら、事前に話し合っ

対して更に深く突っ込む必要が
なれば議会に対する関心がもっ

のある議論を展開していただき

ある場合は、別の議員の方が関

と増して、よって傍聴される方

て誰か一人がそのことについて

連質問としてそれを補足するか

の数も増えてくるのではないで

たいと思います。

たちで引き継いで、違う答弁を
しょうか。

代表して質問をし、その答弁に

引き出すような連携をしていけ
るような取り組みは、できない
ものでしょうか。
具体的には、せっかく会派と
いう組織があるのですから、ま
ずは会派内で統一した質問をす
るとか、あるいは、それぞれの
テーマごとに同じ質問を予定し
ている議員同士が、事前に話し
合ってチームを組んで対応して
もらえば、かなり改善されると
さらに今、まちとして一番重

思うのですが。

議会傍聴記

編 集 後 記

うございます。皆様におか

新年明けましておめでと

れましては健やかに新しい

裕正 さん

更には、今年度で八回目と

小林

言う事ですが、議会報告会を

年をお迎えのこととお慶び

須賀川区長

各地区において実施されてお

第４回山ノ内町議会定例会、
一般質問の傍聴に、今年初め

りますが、開かれた議会と言

区長と言う立場では、でき

その中で感じた事は、質問

り、素晴らしい山ノ内町に導

町議会の尚一層のご努力によ

「みんなのひろば」

ります。

き ぼうよう

めに、どれを選んだらよい

いう意味で、方針が多いた

げた羊を見失ってしまうと

わかれ道が多いために、逃

あります。
「多岐亡羊」は、

た

羊を用いた諺がいくつか

ことわざ

合いはかなり長いことにな

ですから、羊と人間の付き

家畜化されたのが５千年前

昔といわれています。馬が

のは、今から８千年以上も

年です。羊が家畜化された

では比較的なじみの薄い未

さて、今年は十二支の中

て出向きました。三日間全て

う事からして非常に町民目線

と言う訳にはいきませんでし
たので、地元議員を中心に聞

にたった取り組みだと評価い

申し上げます。

きました。
について壇上にて発議し、町

るだけ大勢の区民に参加を願

たします。
長からの答弁を求め、再質問

う努力をいたします。

まず、一般質問の通告趣旨

は質問席において、細部につ

者・答弁者共に語尾がハッキ

いて欲しいと願い、私の傍聴

最後に、山ノ内町・山ノ内

リしない場面があり、聞いて

記といたします。

いて質問を行っておりました。

いて理解し難く、残念に思い
一般質問と言う公開の場で

は、町民の皆さんと議

ました。
あり、語尾をハッキリさせな

会の交流のための「な

か 困 っ て し ま う こ と で す。

また、悩みを抱え困ってい

る人は「迷える子羊」にた

私たち町民が「迷える子羊」

会からの回答、ほか広

周年です。

にならないようみんなで山

今年は、町制

議会傍聴者の感想など、

ノ内町の未来をしっかりと

とえられます。

いろいろのせます。投

見定め、希望に向かって頑

報委員会の企画記事、

稿や、必要な場合は議

皆さんからの投書・投

んでもひろば」です。

いと、相手に対し十分に理解
して貰えず折角の質問要旨が
半減してしまうのではないで
しょうか。
それぞれ自信をもって、質
問あるいは答弁をして欲しい

議会議長名により区長宛てに、

書・投稿は、議会事務

と思います。

議会一般質問の日程と傍聴依

開 か れ た 議 会 と 言 う 事 で、

頼の文書が届きましたが、良

張っていきましょう。

記〉

局気付け広報委員会宛

〈高田佳久

い試みだと思います、今後も

60

でお願いします。
続けて欲しいと思います。
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要であると思われるテーマにつ
い て は、 集 中 的 に（ 徹 底 的 に ）

一般質問の様子

ひろば 〈傍聴記〉

