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議案第

号 大鹿村監査委員

の選任につき同意を求めるに

金額を

万６０００円増額す

るものです。

ＩＣＴ支援員設置

総合グラウンド竣工・ＰＲ事業

学校給食費補助（半額補助→全額補助）

直しが諮問され、検討が始ま

応は取っていると、平成

については怠りなく行ける対

年

ります。反対の声もある現状

▼不採択

元に資料がありませんが、随

時改定しています。

る中、災害対策の見直し、改

９回も数年間隔で発生してい

沖地震までの間に巨大地震が

年）以来、今年２月の福島県

阪神淡路大震災（平成７

予防措置等を促し、被害の軽

達され、住民の早期の避難や

国から住民まで直接瞬時に伝

の特別警報は原則自動起動で

報に大別されている。気象庁

対応されると確信している

鹿村民は、自助、共助は十分

今、大鹿村の対策見直しはな

＊大災害が頻発している昨

ているかは、国の計画改定の

総務課長

善すべく対応していきます。

ど、お気づきの点があれば改

して趣旨に反する面があるな

具体的に地域防災計画に対

いるということになります。

の計画の趣旨どおり行われて

れており、回答としては、こ

づいて行われるべきものとさ

たっては、地域防災計画に基

策、災害復旧対策を行うに当

村長

どの程度改定され

ただくということです。

りと見極めて対応をさせてい

が、的確に事実関係をしっか

応はその都度違ってきます

ラートの情報内容によって対

が定められています。Ｊア

よって具体的なマニュアル等

のでなく、地域防災計画等に

村長

かせいただきたい。

の中、村長の心づもりをお聞

を実行する、このような状況

決断で本部を立ち上げ、対策

ラートが鳴った直後、村長の

減に貢献するものだ。Ｊア

が、公助については十分対応

通知があり次第、村の計画を

心構え的なところでお答え

定は行われているか。

防災計画書は、大規模災害発

改定しています。あと、村の

するとすれば、緊急対応を
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年策定の大鹿村地域

しているか不安だ。
平成
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行って、結果的に空振りに終
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Ｊアラートは気象庁が
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ろくべん館・博物館改修工事

では不採択としました。
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号
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陳
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号 建設工事請負変
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権へ」民法改正を求める陳情

ＩＣＴを活用した見守りサービス事業

更契約の締結について

第５次総合振興計画策定

▼法制審議会に家族法制の見

村づくり検討委員会設置

▼総合グラウンド整備の請負

を取り入れ、見直し、改定が

あったものは、その都度、年

わったとしても、何もなかっ

心づもりで対応するも

なされ、また役場内でも毎年

度中に改定して実情に合わせ

たことの方がよいと思うの

されているのか

職員の防災初動マニュアルに

ています。具体的な回数は手

秋山光夫議員
ついて見直しが行われ、初動

17

情

書」の採択を求める陳情書

塩の里周辺整備事業

▼北澤健さんが同意されまし

28

83
25

22
23
24

令和３年度主要新規事業等

（2） 大鹿村議会だより●第３6号

で、積極的に対応していきま

て上がっています。

る。

動での活躍もぜひ期待したい

は来年度用の新情報を公開で

の声もあり、今年の夏までに

頃から留学先を探し始めると

多く、教育委員会や小中学校

ページを見たという方が一番

い合わせは、大鹿村のホーム

教育長

と考えています。

きるようにする必要がある。

のホームページの更新は、当

山村留学の希望者は概ね夏

＊移住定住促進と山村留学に

現在の小中学校の在校者数

然大切なことであると考えて

ＢＣＰ（業務継続計画）策

の状態かと思います。庁舎が
ついて

から見ると、このままでは令

います。不備な所は今後、直

す。

雪、土砂災害による治水破綻
被害を受け、行政の業務運営
質問

和４年度は教員を３名、村で

していきたいと考えていま

現在、山村留学の問

と、電気、水道、通信、放送
に支障が出る可能性を想定し

「Ｉターン者の移住定住コー

確保しないと複式学級になる

す。

定は要請されていますが、義

等の機能停止が懸念される。
て、対策は練っておく必要は

ディネーターの設置に向けて

という予測も出ているそう

地震災害だけでなく地

大震災が深夜、休日に突然
あると考えます。

環境を整える」とあるが、い

だ。今、早急に措置を講じる

質問

発生した場合、村長を含め役
総務課長

つ頃どのような設置をお考え

必要を感じる。

庭との面談などケアをもっと

務化までは行っておらず、ほ

場職員が家屋倒壊、土砂崩落
た場合には、計画上は交流セ

か。現在、山村留学は教育委

コロナ禍の中、都会で暮ら

すれば良かったなという反省

球温暖化の進行で異常とも言

等により登庁困難な状況にな
ンターを代替施設とさせてい

員会、移住定住は総務課、空

して、地方移住を考えている

もあります。３年度は１家庭

とんどの小規模町村で未策定

り、対応が遅れる危険もあ
ただいています。職務代行に

き家対策は住民税務課と３つ

方が数多くいるようだ。待っ

２人の児童が留学を予定して

える風水害、台風、豪雨、豪

る。さらなる防災対策とし

ついては、村長不在の場合に

の部署に分かれており、それ

ているだけではなく、積極的

います。今までの経過等を踏

る業務の整理、首長不在の時

る。災害時、自治体が優先す

ついては、基本的な住民の皆

ます。また、行政データ等に

ここ数年、役場への移住に

える。

住定住コーディネーターにつ

たり、大鹿村の子も留学生の

いては、複式解消につながっ

村に来ています。留学生の家

の職務代行順位、多様な通信

さんに関わるようなものにつ

関する問い合わせが減ってい

きましてはご指摘のとおり

子もいい意味での刺激になっ

村長の施政方針の中で

て、内閣府は人口１万人以下

は副村長、次に教育長、教育

ぞれ他の業務と兼任の方が担

に広報活動をしていく時期に

まえ、考慮しながら取り組ん

手段の確保、代替庁舎の特

いては速やかに復旧できるよ

るそうだ。また、山村留学に

で、私も同様に考えていま

たりというようなことが挙げ

役場機能が停止し

の自治体にもＢＣＰ（業務継

長までいない場合には、その

当しているが、全体を把握で

来ていると考える。村長はい

でいきます。

過去に４人の留学生が大鹿

続計画）作成要請を行ってい

場の上席職員と規定されてい

きる専従の担当者が必要と考

かがお考えか。

定、電気、水道、食料品の確

うな体制は取っています。通

関しては、昨年９月の検討委

す。やますみとの調整が必要

ですが、環境が整い次第、会

質問

られるかと思います。

山村留学を始めた趣旨につ

保等列挙し、万全を期するよ

信手段については、衛星携帯

員会で、情報が古いので変更
をとの声が上がっていたが、

計年度任用職員として、募集

なっている今、大鹿村を移住

Ｉターンの方による移

う要請しているが、ＢＣＰに

も複数台整備しています。
ＢＣＰについては、村でも

いまだ進んでおらず、リーフ

をかけていきます。移住定住

定住や山村留学の目的地に選

村長

ついて村長はどうお考えか。

業務の精査等の整理をしてい

レットのメインの写真が現在

イベントへの参画やＷＥＢ配

全村的に被害を被る状

態の場合、役場職員において

ますが、策定までは行ってい

は開催していない小学校ス

村長

も、まずは村全体のことより

ません。

キー教室のものになってい

信、ＳＮＳ配信など、広報活

んでもらえるよう、よさを十

各種イベントが中止に

も、自分の身内、家族の安全
を優先することが第一義とし
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伊波ゆかり議員

分に伝える必要がある。道の
駅や運動広場、文化交流施設
など、ハード面を充実させて
も、実際に村民が減り続ける
生かされない。大鹿村の魅力
て

＊大西公園の維持管理につい

村では、せっかくの建築物が
を余すところなく、どう伝え

いる赤十字奉仕団、小中学校
の高遠は昭和

ていったらどうかと思う。隣

年から入場料

の生徒さんたち、また桜祭り

皆さんなどに対しましては、

いている商工会、観光協会の

で村の活性化にご尽力いただ

前からずっと検討されてきて

村長

村長はどのようにお考えか。

をいただいているようだが、

質問

＊コロナウイルス感染症対策

制が整い、非常にいいなと思

の人が、自然にケアできる体

住宅に畑が付いていて、地域

よその事例で、山村留学の

いと思います。

すので、よく検討していきた

ということになってしまいま

の方たちの目に入ってこない

打ち出していかないと、都会

充実させ、特色のあるものを

村長

化し、維持管理が大変だ。早

になり、管理する方々も高齢

園の桜は

年近くたって大木

は竣工式が行われる。この公

れ、立派にでき、４月９日に

ネルの排土を使い嵩上げさ

前のグラウンドもリニアトン

公園に指定された。また、以

た。観音様も建立され、県立

０種、３０００本植えられ

また村民の方々が桜を約１２

小野さんをはじめ、桜の会、

を祈念し、昭和

年頃から故

災者の方々の慰霊と村の復興

質問

きたいと考えます。

力もできる限り続けていただ

ど、会員の若返りのための努

いますが、若い人の勧誘な

も高齢化の進行等はあると思

いと考えています。各団体と

への委託等で対応していきた

伴う作業については専門業者

新、剪定、消毒など、危険を

きたいと思いますが、桜の更

手をかけて管理をしていただ

ど、できる限り村民みんなで

民の皆様で植樹や肥料やりな

学校の生徒さんたちなど、村

桜の会や赤十字奉仕団、小中

ましては、これまでと同様に

桜の公園の維持管理につき

至らないと考えています。

料を取るというところまでは

と思いますが、現状では入場

ば、検討させていただきたい

断ができてくるようであれ

がメリットが大きいという判

中で、入場料を取ることの方

今後また村民全体の議論の

なっていると思います。

取っていないという状況に

きないので、現状で入場料を

どうか、そこら辺の合意がで

が本当にメリットになるのか

とは、やはりそれをすること

場料を取っていないというこ

え、まくれん教室などが決し

福祉課の介護予防事業とはい

かけられている。一方、保健

して、しっかりとした制限が

動、村内施設の使用などに対

防止の観点から、公民館活

教育委員会では感染症拡大

もの半分の人数で、短時間

おり、屋内イベントは「いつ

りましょう！」と呼びかけて

ティや本県の医療と経済を守

を減らし、地域のコミュニ

「一人ひとりが感染のリスク

分の１県民運動」と題し、

このことについては以

村として深く感謝と敬意を表

いると思いますが、現状で入

いましたので、大鹿村でも検

急に対策が必要だと思うが、

ように大鹿村民が全員でほと

県では「感染リスク

する次第です。

討したいと思います。

村長はどのようにお考えか。

んど管理をしているわけだ

り、多くの方に興味を持って
もらえるのではないか。
大鹿村の教育の内容を

学校給食の無償化が今

年を迎える。災害

質問

日頃桜の公園の維持管

で 人の尊い命が奪われ、被

ら今年で

回提案されているので、売り

村長

が、維持管理をするには、村

42

し、発信していくことによ

になると思う。また、学校給

理に携わっていただいている

外の方々からは入場料または

長はどうお考えか。

ない取り組みをと思うが、村

い、連携を持ち、格差の生じ

において、課同士でも話し合

施設使用や活動、事業実施

いる。

療所の２階の会場で行われて

て広さが十分とは言えない診

に」とある。

食の内容を検討して、魅力の

大鹿桜の会や、肥料やりや桜

今村長がおっしゃった

１つとしていただけたらと思

協力金をいただいて、運営し

年の豪雨災害か

質問

58

の苗の植樹をしていただいて

昭和

るかというソフト面も強化

齋藤栄子議員

10

田代久夫議員

う。

36
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村長
関でも接種ができるように検

た、下伊那北部地区の医療機
ついて学んでもらいたい、将

議論を深め、行政のあり方に

いて医学生の修学資金制度が

医師については、長野県にお

感染症対策が必要と考

えられるすべての事業につい

あります。大鹿村へ来ていた

だくためには、そういう条件

来の村づくりを担う人材の育
成を考えているとの見解を

討を行っている最中です。
基幹型医療機関として、大

て、国、県等から感染予防の
ためのガイドラインが示さ

＊村民の声を聞く、村民との

を付した修学資金貸与制度を

村独自で創設する必要がある

対話の方策について

伺った。人材育成は未来の村
を左右する重大な取り組みだ

と思います。今後の検討課題

鹿村では下伊那赤十字病院を
お願いして、ワクチンの受け
と共感し、期待する。

れ、それに従って事業運営を
しているというのが現状だと
入れや管理をしていただき、

私が思う育てておきたい人

村長は村民の声に耳を

大鹿村診療所へワクチンの配

傾け、しっかり対話すること

質問

村内施設の活動で、例えば

地域づくりを学ぶ研修の実

が、そのためにどのような具

材の一例が、村在住のホーム

うことでご質問をいただいて

体的な方策を考えているか。

分をしていただく予定となっ

資格を持つ若い人材を今育て

いますが、これについては保

村づくり検討委員会をただ募

教育委員会等が主催で、基本

ておくことが重要と思う。

健福祉だけでなくて、各課共

集しても手を挙げる人がどれ

を第一の公約に掲げている

また、看護師は修学資金貸

通で全村民対象の内容になっ

だけ出てくるか。村政にもっ

施、村づくり検討委員会とい

の高齢者のワクチン接種で

付金を出して育成をしている

てきます。村民の力を引き出

と関心を寄せてもらうために

ヘルパーだ。ホームヘルパー

る介護予防事業などでは、事
す。４月中旬には該当者へ接

が、資格取得後、総合病院で

せる後継者育成ということ

積極的な情報公開等も必要で

ています。

業の性質の違いから対応は変

種券と問診票を配布いたしま

の研修を積んでもらうなど、

で、話をさせていただきまし

はないか。声を上げやすく、

今後の予定ですが、まず国

わってくると思います。

す。その後に役場保健福祉課

高水準の就学援助が必要では

た。

象として行事や事業を行う場

高齢者の皆さん対象の保健

にて予約の受付を開始しま

ないかと思う。また、医師も

質問

市町村へのワクチン配分数量

チン接種となるわけですが、

していただきたいと思うが、

の場を提供し、楽しく育成を

多くの若い世代の方に学び

方向性についてビジョンをま

めたりしながら、村づくりの

中を見て回ったり、議論を進

討委員会に招集されて、村の

私自身も以前、村づくり検

いては、コロナ感染症の動向

村長

長の考えを伺いたい。

いくための方策について、村

向きな対話のできる村にして

村の将来についてみんなで前

歳以上

事業等については、感染症対

す。当然、相談窓口も開設を

育成できたらと考える。

チン接種に対する現在の状況

がまだ決まっていません。具

村長の考えをお聞かせいただ

とめろということで学ばせて

で示されたとおり、

策をした上で可能な限り開催

する予定です。そして、ワク

と、想定される今後の流れを

体的な内容について、現段階

きたい。

大鹿村では大

大鹿村において、ワク

お聞きしたい。

ではいつから始まりますとお

村長

その経験が基となって今に続

いただいた経験があります。

中、連休明けぐらいには村政

も考慮に入れてですが、５月

対話の具体的方策につ

保健福祉課長

答えできない状況です。

ついては資格取得に対しての

す。オンラインといった方策

る予定です。ただし、通常の

検討委員会の中で研修会と

も考えられるわけですが、あ

懇談会を行いたいと思いま
＊村の人材育成

また、看護師育成について

いう話が出てくれば、開催し

れこれ考えるより、とにかく

いてきていると思います。

一般診療等もやっていますの

質問

は看護師資格取得費用に対し

ていきたいと考えています。

補助制度があります。

で、その影響のない時間帯で

村づくり検討委員会におい

ての貸付金制度があります。

村長の所信表明の中の

接種が行われるように現在検

て、村づくりを一緒に考え、

介護ヘルパーの育成に

鹿村立診療所が接種会場にな

合と、高齢者の皆さんに対す

したいと考えます。

的に健康な村民の皆さんを対

とさせていただきます。

思います。

河本明代議員

討を行っている状況です。ま
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を当面考えています。最初１

名くらい

が、公募とこちらから依頼す

ており、毎回ただ報告を聞き

員からの質疑や意見は限られ

は報告事項がかなり多く、委

３か月に１回の開催ペースで

連絡協議会に形を変えて、現

質問
回を重ねているが、

しっかりと反映させていただ

で、ご意見をくだされば、

いは村に直接でも結構ですの

所属する団体の代表者、ある

る場合には地元の自治会長や

いと考えますが、ご意見等あ

の参加要望があれば対応した

した上で、代表できる立場で

鹿村は水力発電でエネルギー

いた折に、太田副知事から大

ては、長野県庁へ挨拶に出向

ません。ゼロカーボンについ

し出した施策は現状行ってい

Ｇｓといった概念を前面に押

村長

考えているか？

としてどのような取り組みを

がよく学んでいるので、子ど

ＳＤＧｓは今、子どもの方

な手法だなと思います。

果をうまく取り込んだ現代的

いう気にもなります。視覚効

やすいし、中身を知ろうかと

が見ていて楽しいし、分かり

ラフルに彩られた計画書の方

しり書かれた計画よりも、カ

での白黒の文字ばかりでびっ

や人員は限定しない方針です

で、何か楽しく面白く始めら

てはくれないと思いますの

わせてやっても、誰も参加し

ます。村づくりも悲壮感を漂

機能するために会のあり方を

ないか。連絡協議会がもっと

公募枠を設けてもよいのでは

労いただく必要があるのか。

全自治会長さんに毎回ご足

のようにめまぐるしく報告事

思っています。

を持つことを考えてみたいと

手前で意見集約のできる機会

あれば、連絡協議会の一段階

分けられています。一つ一つ

項目ごとにきれいな色に塗り

言われました。

地域としての資格は十分だと

もいただきました。そんな手

ていったらというアドバイス

る場合と合わせて

リニア対策委員会から

人からでも、随時募集しなが
置くだけに近い状況になって
きたいと思います。

自給率は１００％以上、森林

もたちも巻き込んで話し合っ

やっていきたいと思います。

らでも行いたいと思います。
いる。不安や苦情の多くは個

また、個人個人のご意見を

も豊富だし、現状でもモデル

村づくり検討委員会は年齢

地域づくりや移住定住のシ
別対応になっていて、全体に

伺う機会が必要ということで

れることはないかというとこ
一度見直してはどうか。

項が出てくる形ではなくなっ

の目標は人間として当たり前

ゼロカーボンとかＳＤ

ンポジウム等で、先生の多く
あまり共有されていない。

ろから話を始めてみたいと思
村長

ていますので、３か月に１回

のことを言っているように感

在まで

が楽しくとか面白くと話され

うので、気軽に手を挙げてい

は、過去に全村民の意見を反

程度でよいと思っています。

の目標ということで、

になると、収拾が付かなく

しての意見が述べられること

公募については、一個人と

反映させたものとすることが

ニュートラルといった理念を

計画にＳＤＧｓやカーボン

政方針の中で、「総合振興

ました。

る化することなのかなと感じ

ません。まずは可視化、見え

あるのか、あまり実感がわき

新しい取り組みをする必要が

じますし、大鹿村で行う政策

めの

いければと考えています。

法を取り入れながら、次期総

ただきたいと思います。

映させる機会を確保するとい

はそもそもほぼすべてがこの

ＳＤＧｓについては世界の

情報公開については、広報

うことで、議論をした上で全
＊ゼロカーボン、ＳＤＧｓに

村を持続させるために行って

合振興計画策定に結びつけて

やホームページ等での情報共

自治会長が参加することに決

ついて、村としての取り組み

いるわけで、何か取り立てて

持続的な発展を可能にするた

有はなるべく早くという指示

定した経緯がありますので、

は？

開催頻度は、現状では以前

を出してはいますが、村長か

これについては今後も維持し

なってしまうことも考えられ

総合振興計画なども、今ま

必須」と言われたが、大鹿村

村長は定例会初日の施

17

ます。グループの意見を集約

ＳＤＧｓとは2015年に国連サミットで採択
された国際目標。「誰一人取り残さない」
持続可能で多様性と包括性のある社会の実
現のため、2030年を達成年限とする17の目
標、169のターゲットが定められている。

連絡協議会について

ら直接の情報提供も必要だと

質問

について

＊リニア連絡協議会のあり方

めてみたところです。

ターやフェイスブック等を始

たいと考えます。

18

思いますので、早速ツイッ

10
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質問
ば、災害時に孤立が予想され

ます。地域防災計画によれ

保しておくことも必要になり

ので、自治会として財源を確

です。補助もあるが、まずは

おり、地域の自治ということ

村長

村長のお考えは。

援を拡充すべきと考えるが、

村長

か。

が、村長はどのようにお考え

ながる可能性もあると思う

に手が打て、業務量減少につ

を取っておくことで、早い内

常に不利だ。この不利な状況

山奥で、経済的にも状況は非

くりを提言したい。大鹿村は

として、自給自足による村づ

を切った。この村の基本政策

質問

＊村の基本政策について

げることができるのではない

避難所を開設したが、近隣町
る地区については施設を整備

自己負担で会費等を集めてい

てですが、村内在住の職員の

の村で、他の地域と同じよう

担が発生する場合に、小さい

村の土砂崩落現場と同じよう
し、未設置地区を解消すると

ただき、その範囲での運営を

方も地元自治会においてそれ

な政策をしていると、とても

において話し合っていただく

な地形が多い当村でも一時避
ありますので、その件も含め

考えていただきたい。物品を

ぞれの役目を担っているの

じゃないが勝ち目はない。特

か。地区ごとに担当職員を置

難場所としての自治会館等の
自 治会等で方針を固め、ご提

購入したいとか事業をという

で、難しい。村内在住の職員

に農業においては獣害なども

自治会ほど苦労する。受益者

機能強化は重要な課題ではな
案をいただきたいと思います。

提案があれば、その都度村と

については地元の自治会で役

非常に多く、経費は当然上が

ことがスタートです。施設改

いか。コロナ禍の中では分離

私も機会があれば、語り合

して補助できるか検討するこ

目を担ってもらい、村外から

る。その中で他のもう少し条

いた時期があったと聞く。な

避難という考え方もある。最

いの場に参加させていただけ

とになると思います。自治会

通勤している職員を自治会担

件のいい地域との競争には

負担は当然あってしかるべき

低限の備えがあれば、村で一

ればと思います。自治会館だ

の規模によって、小さい自治

当として割り当てるように、

勝っていくことはできない。

修等については、コミュニ

気に災害が発生しても、地域

けでなく、三六災害のときに

会ほど金銭的には不利である

４月から手配をしたいと考え

そこで自給自足の村づくりの

ぜうまくいかなかったのか。

の住民の皆さんは救われる。

は、神社の社務所等に避難し

ということは、そのとおりだ

ています。手薄になるような

提言だ。自給自足によって、

だが、出せる金額にも限度が

第一義として自助、それから

たようなこともありますの

とは思いますので、手当がで

場合がある場合は、村内の在

半農半Ｘ、昔で言えば兼業農

ティ補助が利用できますが、

共助ということだが、自治会

で、そういったことも考慮に

きるか検討してみます。

住の職員さんも、補助として

家だ。これによって余った農

普段からコミュニケーション

には備えをする体力がないの

入れて地域で話し合っていた

質問

回っていただくとか、検討し

地、今使われていない農地を

ある。自治会への資金的な支

が現実だ。災害対策として自

だければと思います。

て、村長は住民との対話を施

ている所です。また、将来的

作りながら、新しい小さい事

全額補助されるわけではない

治会館等の機能強化につい

質問

政方針の中で挙げられてい

には、集落支援員制度等を活

業を作っていく。

一時避難場所としての

次に情報収集につい

村の人口は１０００人

て、村としてのお考えは。

について、私も自治会長をさ

る。小さな声を拾い上げるた

用して地域づくりの要になっ

大鹿村においては、これ以

いて

村長

せていただいているが、頭を

めに、地区毎に担当職員を置

ていただけるような施策も進

上米価が下がると、慣行農法

自治会は名前の示すと

自治会館等の機能強化につい

悩ませるのが運営資金だ。村

いてはどうか。「うちの担当

めていきたいと考えていま

でやっている今までの農業

昨年の豪雨でも、村は

てです。私も同意見で公約と

から１戸当たり年に３０００

の○○さん」という親しみや

す。

自治会担当職員につい

して取り組みたいと表明して

円補助されているが、十分と

すさで住民の生の声を拾い上

次に自治会の運営資金

います。各自治会によって事

は言えない。備品等大きい負

＊自治会運営機能の強化につ

寛議員

大倉

情は違いますので、各自治会
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引地龍也議員

進をお願いしたい。既に県で

い切って村でも有機農法の推

に大きいと思う。そこで、思

は、行き詰まる可能性が非常

る荒れ果てた山も少しは改善

の村の林業は、今の問題であ

駅を作っていただければ、こ

いいと思う。とりあえず木の

アム商品券を利用する形でも

いますが、研究をさせていた

るかはよく検討が必要かと思

す。どのような制度設計にす

ば、結構なことだとは思いま

の経済循環を促すことになれ

くりへの取り組み等が、村内

なり経済効果なりを及ぼして

所得を得て、村に対して税収

り将来的に農業経営によって

ついては、農業分野ではやは

ます。議員提案の協力隊員に

２名協力隊の予算を盛ってい

村長

す。

して審議の充実を図りま

で、定数をそれぞれ全員と

の常任委員会はそのまま

総務社教、産業建設の二つ

常任委員会が変わります。

○議案第１号のとおり議会の

《お知らせ》

を提言したい。これは一見し

いっそのこと全村有機農業化

タートしている。なので、

地域で有機農法の推進がス

しているし、日本全国多くの

究はさせていただきたいと思

今後様子を見ながら、私も研

時期尚早かなと思いますが、

うご提案です。まだちょっと

村長

農業の現場に地域おこし協力

在２名の募集を行っている。

質問

地域おこし協力隊は現

＊地域おこし協力隊について

将来像が見通しにくいとい

年か募集した中では、やはり

したいと思いますが、過去何

来てくれる方であれば、募集

した。

て、大倉寛さんが当選しま

村議会議員補欠選挙におい

○熊谷英俊議員の辞職に伴う

まず有機農法推進とい

たら不可能に思えるが、これ
います。

今年度、農業分野では

も有機農業の推進はスタート
するものと思われる。
だきたいと思います。

いただけることを目標として

ぐらいの不可能と思うような

日に開催された第１

資源、例えば山にいっぱいあ

れと同時に、村内で未利用の

新しい仕事ができてくる。そ

自給によって、いろいろな

と思う。

ことはできないのではないか

と、この村の農業は生き残る

源を活用する事業を導入した

もっと引き上げたり、森林資

た。ごみのリサイクル率を

旨のご質問であると伺いまし

るような村づくりをという趣

率を村内で最大限に引き上げ

く、エネルギーや資源の利用

足という意味合いだけでな

料や農産物、経済等の自給自

ことですが、村内における食

それと林業の方だが、林業

い。

考えていただければありがた

の状況において、何か方策を

が、既に限界を迎えている村

難しいというのはよく分かる

域おこし協力隊を入れるのは

なっている。個人の農家に地

化により非常に持続が困難に

共通していると思うが、高齢

い。これは大鹿の農業全体に

若い人の意識が向きかけてい

になっているくらいですし、

性が林業に携わることが流行

という言葉もできて、若い女

けですが、最近では林業女子

不足がずっと言われているわ

います。林業に携わる後継者

備を進めていく計画となって

んに意向調査を行い、森林整

３年度に民有林所有者の皆さ

林業部門については、令和

かったという経緯があります。

歴史と文化を尊重しなが

してしまいます。大鹿村の

を続けていくと、村は消滅

大鹿村は、今の村の政策

りさんが選任されました。

員（議会選出）に伊波ゆか

回臨時会において、監査委

○１月

るカヤ、ごみに出している生

りという、考えられる施策は

は既に地域おこし協力隊で

るのかなという気はします。

ら、他の自治体のやってい

い ま すか、なかなか応募がな

ごみ、ごみも見方を変えれば

ありますが、費用対効果のコ

入っている方は結構たくさん

こういった事業に携わっても

ない、大鹿村独自の村づく

隊の方を入れていただきた

村の大事な資源なので、それ

スト面も考慮に入れる必要は

いる。もう少し現場の農業と

らえるような協力隊員募集に

りを推進したい。

それから、自給自足という

を再利用して堆肥化していた

あると思います。

林業、大鹿村の基本産業の方

ついては積極的に考えていき

ことを成し遂げていかない

だくと、非常に嬉しい。

地域通貨の導入についても

に地域おこし協力隊を派遣し

たいと思っています。

予算化していただきたい。木

寛

の駅は地域通貨で回すのが基

ご提案がありました。エネル

ていただきたい。

大倉

本のようだ。もし地域通貨が

ギーや資源活用、美しい村づ

同時に、林業では木の駅を

できなければ、今あるプレミ
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