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村立診療所特別会計補正予算

号

▼塩の里の施設に「加工所」

議案第

（第４号）について

大鹿村保育士修

を加えるものです。
号

村営水道特別会計補正予算

議案第

学資金貸付金免除条例の制定

（第４号）について

月定例会

について

日まで

議案第

令和４年３月大鹿村議会定例会が３月４日から

▼保育士修学資金として、年

村後期高齢者医療特別会計補

議案等は、付議事件

令和３年度大鹿

の 日間の会期で開会されました。今定例会に提案された

１００万円以内の貸付が受け

正予算（第３号）について

村一般会計予算について

令和４年度大鹿

年間保育士の業務に従事した

▼令和４年度の一般会計当初

号

方には、貸付金の返還を免除

予算は

大鹿村第１号会

議案第６号

するものです。

億８０００万円で、

計年度任用職員の報酬、期末

新規事業は次頁の表のとおり

・４％減です。主な

設置及び管理に関する条例の

です。詳細は「広報おおし

前年比

一部を改正する条例の制定に

か」をご参照ください。

大鹿村文化施設

議案第
定について

ついて

例の一部を改正する条例の制
▼人事院勧告に基づき期末手

令和４年度大鹿

議案第

について

村国民健康保険特別会計予算

号

▼ろくべん館の入館料を無料
とするものです。

特別職の職員で

議案第７号

令和３年度大鹿

議案第

村一般会計補正予算（第８

村立診療所特別会計予算につ

令和４年度大鹿

償に関する条例の一部を改正

号）について

いて

令和４年度大鹿

村営水道特別会計予算につい

号

号
する条例の制定について

▼事業実績に伴う増減が主で

議案第

収、燃料費高騰の状況を受け

て

議案第
▼代表監査委員の報酬を２万

す。米価下落や不作による減
議案第８号

水田農業支援補助金新設。反

令和４年度大鹿

令和４年度大鹿

村介護保険特別会計予算につ

号

等公務災害補償条例の一部を

令和３年度大鹿

議案第
号

当たり１万５０００円です。
議案第

改正する条例の制定について
大鹿村地域振興

いて

号

村後期高齢者医療特別会計予

村国民健康保険特別会計補正

令和３年度大鹿

事業施設の設置及び管理に関

号

議案第
議案第

予算（第３号）について
例の制定について

する条例の一部を改正する条

議案第９号

大鹿村消防団員

円引き上げるものです。

号

非常勤の者の報酬及び費用弁

当を減額するものです。

号

手当及び費用弁償に関する条

正する条例の制定について

おり承認・可決、同意されました。

令和３年度大鹿

付議事 件
議案第１号
村一般会計補正予算（第６
令和３年度大鹿

号）の専決処分について
議案第２号

村一般会計補正予算（第７
号）の専決処分について
▼コロナ関連の臨時特別給付

議会の議員の議

金、商工振興補助金の専決処
分です。
議案第３号

員報酬及び費用弁償等に関す
る条例の一部を改正する条例
大鹿村特別職の

の制定について
議案第４号

職員で常勤の者の給与に関す
る条例の一部を改正する条例
一般職の職員の

号

件、議員発議２件で、すべて原案ど

られるようになります。卒業
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議案第５号
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議案第

3

後ただちに村内の保育所で５

大鹿村議会

3

給与に関する条例の一部を改

（1） 大鹿村議会だより●第40号

4

15

すが、大鹿村議会ではロシア

ア非難の決議が出されていま

▼全国各地の地方議会でロシ

ついて

イナの紛争に抗議する決議に

長の指定する期日まで」と

Ａ

か。

や期限等は定められている

合もあると思うが、返還方法

い。免除の対象にならない場

なっていた下の廃屋を撤去。

Ａ

か。

Ｑ

て１７７万円

○逆さイチョウ周辺工事とし

考えている。

Ａ

Ｑ

１人は移住、空き家対

仕事内容は？

○集落支援員１３５９万円

話よりも、実際に自分たちが

議になってしまう。４年度は

ている人が主なので、夜の会

算について

だけを一方的に非難するのは
なっているだけなので、定め

土地を借りられることになっ

策、職業などをトータルに行

した。

議員発議

号 大鹿村固定資産

いかがなものかという意見が
る。

たので、下へ降りる道も整

うプロデューサー的な仕事

議案第
評価審査委員会委員の選任に

あり、全会一致を重視して、

○放課後児童クラブ専用施設

備。

国民健康保険

144,736

19.0
村立診療所

101,370

▲6.2
村営水道

103,611

▲12.7

介護保険

168,004

▲1.6

後期高齢者医療

20,482

▲3.3

2,518,203

▲14.3

○村づくり検討委員会

に該当）、１人は情報発信、

（移住定住コーディネーター

活動になってくると思う。

Ｑ

もう１人は共同購入を含めた

以前より景観上の問題に

何にどう取り組めるかという

つき同意を求めるについて

非難ではなく即時停戦と平和

整備に２４２０万円

大鹿村議会委員

物を建設予定か。

入りたいが小さい子がいて夜

商業支援を行う予定で調整

次年度のメンバーは？

Ａ

の会議に出られないという人
ｍくらいの大きさで、

交流センターの現在の倉

庫のあたりに、木造平屋で６

中。

ｍ×

どこに、どのくらいの建

どのような工事の予定

▼小原寿夫さんが同意されま

を求める内容の決議としまし
Ｑ

▲17.4

・鳥ヶ池キャンプ場トイレ改修等

・業務継続計画策定

・逆さイチョウ周辺整備

・複式解消のため村単で中学校教員３名雇用

・小中学校教材費・学習旅行費全額補助

・公設学習塾開設（受験対策）

産業建設委員会

がいる。オンラインは？

具体的な規定はなく「村

発議第１号
た。

総務社教委員会

会条例の一部を改正する条例
の制定について
▼感染症のまん延や大規模な
災害等で委員の参集が困難な
○保育士修学資金貸付金免除

1,980,000

１年ごとに切れて、継

Ａ

・観光施設検討委員会（大池、大西、登山）

トイレや水回りを完備したフ

場合に、オンラインを活用し

・水田農業支援補助金

条例について

・塩の里加工施設管理委託

て委員会が開催できるように

・児童クラブ施設整備

続、再募集も行う。昼間働い

・住職環境プロデューサー設置（移住定住）

ローリングの戸建てのものを

・バス停整備事業（文満自治会要望）

Ｑ 保育所は１つで保育士の

一般会計

採用は常にあるわけではな

・役場庁舎改修事業（トイレ洋式化、壁面等）

する改正です。
ロシアとウクラ

令和４年度主要新規事業等

発議第２号

予算額

Ｑ

大池高原、大西公園、南

内容と人選は？

○観光施設検討委員会

Ａ

アルプス登山の３つの検討委

員会を立ち上げる。大池と大

名程度

西は観光協会、協力隊、村づ

くり検討委員会など

んはじめ山愛好家の専門の

委員会は登山家の大蔵喜福さ

つ整備。南アルプス登山推進

い、できるところから少しず

で、全体計画を考えてもら

10

11

23
増減率
会計別

総合計

単位 千円・％

令和４年度当初予算

（2） 大鹿村議会だより●第40号

方、観光協会、遭対協、森林

接種を申請制に

すでに周知し、申請書と資
料を送付済み

所で接種される予定だと思う

す。５歳から

歳といえば、

型コロナワクチン接種につい
の家庭への通知文には、小児

積コロナ死亡者は４名、既に

資料によると、

代以下の累

の予防接種ワクチン分科会の

日に行われた厚生科学審議会

拡大してしまう可能性が高く

化リスクの高い方への感染が

る方や高齢者の方など、重症

と、瞬く間に、基礎疾患のあ

でいったん感染が発生します

行動が非常に活発で、学校等

アルプス登山の拠点としての
ては、特定臨時接種という扱
接種において努力義務の適用

代の

が、安全性について、２月

ブランド構築」を図る。（引
いになり、予防接種法第９条
はありませんと記載し、先週

ワクチン接種をされた

歳までの新

地議員の一般質問もご参照く
の予防接種の努力義務の規定

末に送付しています。また、

死亡者は５名、このうち重篤

ワクチン接種について、安

５歳から

ださい）
から除外されているが、大鹿

厚生労働省の資料とともに、

な副反応のあった方は３９８

全性に関するリスクは確かに

質問

○里山市場解散後の事業継続
村ではその旨を周知させてい

日本小児学会等のホームペー

名にも上ったと記述があり、

ゼロではありませんが、総じ

管理事務所の方などで、「南

Ｑ そばの機械をまた買うの
るか。ワクチンについての知

ジのＱＲコードを印刷したも

小児への接種は慎重になる必

歳

か？
識を保護者が勉強できるよう

のも同封して送付していま

５歳から

Ａ 旧授産所鹿塩分場を「農
な資料を配布し、接種券は一
す。

通告前に決まっていなかっ

話でお申し込みいただき、接

封せず、希望する方は村へ電

今回の通知には接種券は同

ロン株が中心となり、若年層

の第６波においては、オミク

新型コロナウイルス感染症

リスクと比較した場合、ワク

れるものであり、感染拡大の

らかのリスクを抱えながらさ

てワクチン接種というのは何

なることによって農地の荒廃

たため、この質問をしたが、

が上回ると考えられます。地

につながらないよう、事業継

ている。そして、小児へのワ

元医師会や保健所からも同様

チン接種によるメリットの方

クチン接種に関して厚生労働

の見解を示していただいてい

の重症化リスクは少なくなっ
接種時の安全性について

省は長期の十分な安全性の

ますので、村としてはあくま

種券を送付するという形を

は、子どもに副反応が出た場

データはまだなく留意が必要

でも、接種は任意ではありま

後日、既に申請書と資料が配

合は、対応が非常に難しいと

と公表している。この件につ

すが、推奨していきたいと考

続を支援。現在ブルーベリー

聞いていますので、できるだ

いて、村長はいかがお考え

取っています。

け近隣の小児科で接種してい

か。

意見

られたと伺い、安堵してい

ワクチン接種医療機関とし

ただきたいと思います。現在

村長

きたいとのこと、安全性に関

やそば等に携わってきた皆さ

て、近隣の医療機関名の記載

の予約状況は、３世帯、５名

ン株の感染力が非常に強いと

して、接種後の対

る。

があり、大鹿村診療所は検討

の予約を受け付けています。

いうこと、また潜伏期間が従

応をきちんと取っ

子さんは

たか。

11

名と聞いている。

歳のお

中とあるが、その後決定され

うち３名は近隣の小児科へ予

来のものより短いため、無症

ていただきたい。

大鹿村の５歳から

また、予約状況はどのよう

約を取っています。大鹿診療

状のうちから知らない間に周

57

地活用組合が立ち上がる大詰

になっており、希望により、

所での接種の日程等はまだ決

囲に一気に感染を広めてしま

う場合があるということで

村としては推奨してい

えています。

お子さんがワクチン接種され

まっていません。

問題なのは、オミクロ

た場合、接種後の安全性確保

今のところ２名は診療

質問

んの話し合いにより、遊休農

10

10

要があると考える。

なります。

の拠点」として活用。ブルー
律送付ではなく、希望者によ

保健福祉課長

11

ベリーの冷凍庫、そばの機械

28

る申請制にしてはどうか。

11

などを置く。里山市場がなく

11

についてのお考えは。

（3） 大鹿村議会だより●第40号

めのところ。

一般質問

歳のワクチン接

伊波ゆかり議員
種の努力義務除外の周知と

＊５歳～

11

＊分 杭 峠 の 冬 季 閉 鎖 解 除

を不服とし、まず各方面に問

解除など考えられない。決定

年は３月８日だった。４月の

２日、遅くても３月

日、昨

季閉鎖解除日は早い年で３月

かないという内容でしたが、

な大雪で融雪剤等も手配がつ

があって除雪が困難、全県的

雪が多く、１メートル近く雪

務所からの説明は、今年は積

ています。当初の飯田建設事

側は伊那建設事務所が管理し

設事務所、伊那市、駒ヶ根市

分杭峠の大鹿村側は飯田建

質問

要望活動、情報交換

伊那建設事務所に対しても

えています。

たことは反省するべき点と考

きるような説明ができなかっ

会はじめ利用者の方が納得で

流してしまいました。観光協

て承諾し、村内に情報として

理も求めてきたわけですが、

しての利用が可能なように管

せて小渋線の非常用迂回路と

通年通行の実現を要望し、併

ていくべきと考える。

携強化をして、情報掌握をし

ある伊那建設事務所と通年連

る。村としても道路管理者で

こなかったことは反省してい

掛けもせず、状況も把握して

いことが分かった。私も議員

１か月延期は考えられない

い合わせ、交渉を始めたの

実際には伊那建設事務所側

情報が村の内外に流れ、村民

今回、大鹿村側、駒ヶ根方

ておらず、また当初の県から

今年度の分杭峠冬季閉
は、観光協会だった。発表さ

で、１５２号高遠方面は路肩

を不安にさせたことに対し、

面、高遠方面、３か所同時に

これまでも対応を取ってきた

日～３月８
れる前に、なぜ観光協会、商

改修工事、駒ヶ根長谷線の方

原因究明し、二度とこのよう

工事をしていて、非常用迂回

関係者にとって考えられない

日だった。大鹿村にとって国
工会に打診されなかったの

では道路拡幅改良工事を行っ

なことがないようにしていた

路の確保ができない状況が生

として伊那建設事務所に働き

道１５２号線上の分杭峠は緊
か。

ていました。これが完了する

だきたい。

の通知をそのまま鵜呑みにし

急時の迂回路、観光振興にお
村長

までは通行不能の状況だった

分杭峠の通年通行を要望し

今後は県だけでなく、それ

と認識しています。

いて伊那市高遠、駒ヶ根市を
て、管理責任を負っているの

わけです。その後の協議によ

始めたのは、２５６号線だっ

ぞれの建設事務所に対しても

質問
鎖の予定は

月

この件について、県の方か

じめ、住民の皆さんの不安を

国道１５２号につい

じていました。

その後、気象条件や道路整

ら情報提供に当初誤りがあっ

今回の問題に取り組む中、

なくすよう、積極的に各方面

日、閉鎖解除が予定

し、地蔵峠の復旧も見込め

備の進捗状況などによっては

たということで謝罪の言葉も

大鹿村と伊那建設事務所の国

に働き掛けていただきたい。

毎年、冬季閉鎖解除を

ず、松川インター大鹿線残土

早期解除が可能な場合もあり

いただいています。村として

道１５２号分杭峠に対する考

意見

運搬車両通行の問題を抱える

ますので、観光協会などとも

も、今回は所管する事務所と

は、大鹿村にとってとても重

中、春の観光シーズンに向け

情報共有をして、期日を早め

えの違いが思った以上に大き

３月１日とし、観光関係者は

て心待ちにしている分杭峠の

の間で十分な情報共有ができ

２月

24

ことであり、精神的にも死活

結ぶ重要路線として、通年通
は県です。通行止め解除後に

り、現在は工事完了を早めて

た国道が１５２号に昇格した

問題。

行を訴え続けており、１日で

管理の不備による事故等が発

日の土曜日には開通の

常日頃から要望活動や情報交

年から昨年まで、冬

も早い閉鎖解除は悲願だ。

生すれば、当然県が責任を問

３月

時がきっかけだったと、村の

換を行い、コミュニケーショ

16

平成

日から１か月後の４月８日に

われます。除雪等の道路管理

見込みとなっています。ま

方にお聞きした。これまで村

ンをしっかり確保していきた

観光 に は 死 活 問 題

延期と発表された。その決定

の見込みから解除期日を決定

た、大鹿村から分杭峠までの

や代々の村長、村議会議員の

いと考えています。

これまで分杭峠区間の

は村長も承諾されたと、管理

して、通知をしてきます。こ

通行については、本日午後１

皆さんが要望し続けてきたの

村長

する伊那建設事務所の回答

れは村としては、いったんは

時に解除となります。

21

てもらうよう協議をしたり、

要な国道だからだ。

村長が承諾していない

だった。コロナ禍でのダメー

受け取らざるを得ません。

齋藤栄子議員
ジを何とか乗り越えようと

12

閉鎖解除１か月延期は、観光

26

28

（4） 大鹿村議会だより●第40号

での感染者数はワースト１

た。人口１０００人以下の村
供がなく、不安が増大してい

一般の村民の皆さんに情報提

その後、火曜日になって、

質問

や粉塵対策は？

ンネルについて

排気ガス

＊松川インター大鹿線のト

だ。危機感が薄れていたので
るというご意見を伺いました

います。

また、トンネル内に砂塵な

を管理者に求めていきます。

には道路清掃など適切な管理

どが目立ってくるような場合

ター大鹿線の西下、東山トン

日に落

質問

令和元年４月

ネルができ、おかげで松川ま

令和２年に松川イン

はないか。
ので、対応を再度検討し、
日と村長自身の声で情

合トンネル入り口で巨石が崩

日、

で近く感じるようになった。

落し、３日間の全面通行止め

短期間に一気に感染拡大

報提供のアナウンスを行い、

この頃トンネル内に粉塵、排

オミクロン株の感染力

村長

全村への簡易検査キットの配

となった。住民生活や経済活

村長メッセージは遅

＊新型コロナウイルスの対
応
が非常に強く、今回極めて短

気ガスがこもるようになり、

動に深刻な影響を及ぼした

布や生活支援等の案内を行い

道路標識、看板など見えにく

が、おかげさまに新落合トン

４月からリニアの排土運搬

滞緩和は大丈夫か。

くなっている。水をまくか換

に全力を尽くしたと考えてい

車両が１日８２０台くらい通

村長

持って対応し、感染拡大防止

行政としては常に危機感を

期間に一気に感染が拡大して
日

新型コロナウイルスは

かっ た の で は ？
質問
感染が認められたため、
日までＡＩ音声によ

り、村内で感染との告知はし

ますが、村民の皆さんへの情

行するが、トンネル内の環境

から

に確認された。村内では第１
ませんでしたが、感染防止対

報提供はもっと早くできな

ネルが着工されるとのこと

ました。

令和元年
発生し、国内では令和２年１
日

波から第５波までは確認され

策や誹謗中傷等をしないよう

落合トンネルについて

だ。工事中の迂回路、また渋

なかったが、今年１月からの

は、調査設計を行っている段

階と伺っています。内容がま

だはっきり決まっていないの

点であると考えています。

基準に従って設計

で、現在のところ何とも言え

３連休で既に感染は拡大し

汚染は大丈夫か。

名の感染者が出

意見

査結果を踏まえて判断

日までに

力の強いオミクロンＢＡ２が

村長

坑口のヤード設置時や旧ト

月曜日には庁内で対策会議

長野県でも最近、感染
確認され、高齢者は３回目の

ルということで、基準に従っ

ンネルとの接続時に、短期間

名の感

染が確認されました。この間

ワクチンで収まっているが、

て設計をされていると考えて

ではあったとしても全面通行

間後の対応で、既に

からだった。遅かったのでは
保健所の対応とのことだっ

を開き、対応状況の確認や、

ないか。

ており、この期間で

は保健所の指導を受けなが

歳以下の子ど

いますし、内部には通気用の

止めとせざるを得ない場合は

てしまった。
同報無線で感染状況と感染症

ら、学校と福祉施設を休校、

免疫力のない

ファン等もちゃんと付いてい

想定されます。その場合の迂

日、 日に村長より

対策本部を立ち上げたとメッ

休所とすること、簡易検査

もが増えている。次の第７波

ます。沿線における大気質や

回路の確保等も含めての調査

２月

セージがされ、一安心したわ

キットを希望する保護者の皆

が危惧されるが、コロナ感染

騒音など環境影響調査も行っ

設計と考えています。渋滞な

たが、村民はどこで発生した

追加の簡易検査キットを手配

していただきたい。

ないのが現状です。

けだが、確認されてから１週

さんに配布することなどを決

に限らず、一昨日も宮城、福

ていますので、今後台数が増

どは発生しないと考えます

のかも分からず、外出、買い

するなどしました。

県道に設置するトンネ

人出て

定し、自宅での療養や待機に

島で震度６強の地震が起き

えてきた場合などに、それら

が、状況に応じて判断してま

12

努めていただきました。

た。有事の際には迅速に対応

の調査結果も踏まえて判断し

いりたいと考えています。

21

10

17

35

対応してまいりたいと考えて

環境調

かったか、そこは反省すべき

月 日に、県内では２月

10

求める放送を流しました。

気をしていただきたい。

しまいました。２月９日から

17

16

月、中国の武漢で

17

田代久夫議員
25

第６波で、２月９日から２月

12

11

16

物もできず、不安を抱いてい
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16

23

＊田んぼの景観保護と、赤
かないといけない。

していくかを早急に考えてい

農薬や化学肥料の使用を減ら

ようなタイムスケジュールで

することになっている。どの

０年までに農薬の使用を半減

ム戦略」においても、２０５

いきたいとは考えています。

せんが、議論、研究を進めて

す。時間はかかるかもしれま

んの利害にかかわることで

えていますが、農業者の皆さ

討を進める委員会の設置も考

行きがかなり良いそうだ。

トも売り出して、これも売れ

る。最近コオロギチョコレー

んべい」という製品も出てい

大手企業から「コオロギせ

して取り組んでも面白いもの

もできる。これからの産業と

比べて軽作業だし、小規模で

その上に昆虫養殖は畜産に

質問
て、多くの国で使用が中止に

今世界で一番問題になってい

ブームになっている。これは

質問

こしを

＊昆虫食と昆虫養殖で村お

利があるので、そういうとこ

う。特に大鹿村は場所的な不

タートするのが一番だと思

ブームが来ていない時にス

ていないことに対して、まだ

いることは、他のどこもやっ

村おこしで一番求められて

いご提案だと考えています。

村長

に募る取り組みを

素晴らしいご提案

村長はいかがお考えか。

きに考えていただきたいが、

ではないかと思う。ぜひ前向

わなくてもできるわけだ。

トンボ、ホタル保護のため

風景は多くの人にとっては昔
なったり、使用が制限されて

一過性のブームではなく、

ろで村おこしをやっていくの

ネオニコチノイド系農薬の影

特にミツバチについては、

らの世界では畜産による肉の

に注目する報告書で、これか

び飼料における昆虫類の役割

糧農業機関）が出した食品及

るというのが国連食糧農業機

境負荷的にもかなり無理があ

ら、肉を食べていくことは環

これ以上人口が増えていった

と大きくなっている。人類は

せていただきたいと考えてい

ますので、バックアップをさ

ると私も個人的には考えてい

と思います。将来性は十分あ

あえず養殖ということになる

るということであれば、とり

まず、稲のはざ干しの

個人的に大変素晴らし

村おこしということで、何

だが、ホタルはもう村に少な

響が大きいのではないかとい

生産は環境負荷も大きいの

関の報告にも出ているとおり

ます。またぜひ具体的にそう

農薬半減の第一歩として、

から慣れ親しんだ原風景だ
いるのがネオニコチノイド系

しっかりとした根拠に基づく

も一つの手ではないか。

農薬 使 用 を 考 え 直 し て は

が、何らかの形で保護してい
の農薬だ。これについては、

ものだ。元はといえば、２０

具体的

かないとなくなってしまう。
既に日本でも自治体単位、農

くなって久しい。日本ミツバ

うのが世界的な認識だ。ネオ

で、昆虫食と昆虫を飼料とし

だ。

いった人たちを募っていただ

らかの形で事業化に結びつけ

年前後から減り始

ニコチノイド系農薬の使用を

て考えていくべきというもの

ちなみに昆虫を育てるのに

く取り組みをしていただける

今、昆虫食がひそかに

早急な対策をお願いしたい。

１３年５月にＦＡＯ（国連食

め、今は本当に減っている。

考え直す議論をしてはどう

だ。この報告が出て以来、昆

必要な資源は、例えば牛肉と

と嬉しく思います。

くなってしまった。
昆虫の減少に大きく影響し

ころも出てきている。

そして近年激減してきている
か。

虫食に弾みがかかっている。

コオロギの１キログラム当た

意見

ホタル、日本ミツバチもそう

のが赤トンボで、本当に少な

議論、研究を進めたい

りの比較では、必要な水の量

チもこの

ているのが農薬の使用の可能

村長

はコオロギは牛肉の

食のイベントというのは面白

残っているのが長野県。昆虫

日本で一番昆虫食が

性が大きいものと思われる。

ニコチノイド系農薬の使用に

１、餌は５分の１だし、温室

いと思う。そこら辺も含めて

になってきている。

はざ干しの風景やネオ

現在は環境への配慮が昔より

ついては、ご説明いただいた

効果ガスに至っては１７８０

検討していただきたい。

分の

ももっと強く求められるよう

とおりだと私も認識していま

分の１、つまり機械などを使

10

す。有機農業推進について検

年先は多分昆虫食はもっ

協単位での使用中止というと

寛議員
第二の質問は、赤トンボと

大倉
国の「みどりの食料システ

77

10
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相談を受けることはもちろ

度までサービスを行うのか、

を引いて、毎日送迎を行って

今年は雪が多く、三角板で

あらかじめ明確にしておく必

疎化も止められないし、活性
村長

雪かきをした跡があったが、

要があると考えています。

的な体制が必要だ。

良い事例あれば活用
きりしていて、譲りたいと

ぐちゃぐちゃで悪戦苦闘の跡

居住条件が不利な住宅に入

んですが、行政としてどの程

農地付き空き家を改修
おっしゃるような状況が生じ

が見て取れた。今年のような

居される場合は、相応のリス

いる。

村長
てきた場合には、ぜひそれは

雪の多いときは、１～２回、

化もできないと思う。

向性を出していることは把握

村として入手して活用してま

クが付いて回ることを納得の

別措置法改正案に関連規定を

の利用の円滑化等に関する特
面は村として空き家を取得

の住宅も結構出ています。当

現在、空き家には農地付き

いきたいと考えています。

地であれば、有効に活用して

の協働による態勢作りを今年

できるような住民の皆さんと

す。そこら辺をしっかり対応

入居できないような状況で

介するだけでは、やはりすぐ

空き家情報として、ただ仲

要がある。今、意見募集を

できる窓口をぜひ用意する必

明記されている。気楽に相談

の相談受付、アフターケアが

画の中では、移住後の移住者

大鹿村の第４次総合振興計

今回ご指摘の雪による道路

かと思います。

う中で入居される必要がある

もあるし、リスクもあるとい

気が得られるとか、メリット

いない閑散とした自由な雰囲

思います。その代わり、人の

現時点で所有者がはっ

＊所有者不明土地を取得
しています。今後そうした事

タイヤローダーで雪かきをし

盛り込み、国交省が国や自治
し、それをリノベーション

度進め、空き家もリノベー

行っている第５次振興計画、

凍結への対応については、国

国としてそのような方

し、景観の良い土地に農地

いりたいと考えています。

付き 住 宅 を

体が公共事業に使うための手

（改修）して提供する形で進

ションし、ある程度農地も使

前期基本計画の移住定住促進

道から県道、村道へと、順次

上で入居される必要があると

続きを簡略化するそうだ。来

めていきたいと考えていま

える状態にしたものを提供で

の中には、移住後の相談、ア

除雪や塩カル、砂まき等の作

ていただきたい。

年度決まる予定だが、所有者

す。今後村有地として確保で

きるような形で、施政方針を

フターケアの文字が見当たら

令和３年

不明の土地を村所有にするた

きるような土地が出てくれ

立てています。また皆様からの

業を進めています。遅いとこ

質問

めの手続き、都道府県収用委

ば、積極的に考えていきたい

ない。明記していただきたい。

毎の記事で、所有者不明土地

員会の裁定許可が短縮され、

ご協力もいただきながらやって

改善に向かっている。
用し、取得した土地の中で、

雑木だらけで、手入れするに

いるというが、草ぼうぼう、

付とアフターケアを

＊移住後の移住者の相談受

は、移住者への相談やアフ

村長

が相談対応

移住定住コーディネーター

応する体制を取っています。

て除雪等の依頼があれば、対

じてくると思います。

ということは、どうしても生

ろは午後や次の日になったり

景観のよい立地条件の土地

は大変なお金がかかる。それ

質問

ターケアの充実を図る方針を

三角板の除雪についても、自

いきたいと考えています。

に、都会住民の移住ニーズを

を見た移住希望者は帰ってい

族は、小学生の娘さんとの３

立てています。移住定住コー

治会で雪がかけないとご一報

空き家も土地が付いて

適切に検討し、建坪、間取

く。負担を掛けずに、移住希

人家族だ。毎年冬季、沢沿い

ディネーターという記述があ

いただければ、村で対応する

近い将来、この手続きを活

り、設計の段階から改善した

望者を迎え入れる態勢を先に

の上り坂は凍結し、家からは

りますが、その中での相談窓

形をとっています。

村道については、村に対し

農地付き住宅を少なくとも２

作っておくことが必要だ。い

るか下の国道近くに車を駐車

口という形になります。

第５次総合振興計画で

～３棟建て、住宅展示場的に

つでもいらっしゃいという態

し、凍った坂道を娘さんの手

６年前に移住したご家

移住希望者に自由に好きな時

勢を作っていかなければ、過

質問

と思います。

月３日の信

例が出てきて、条件のいい土

秋山光夫議員
に見ていただけるような画期
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はアピールも進んでいるが、

とうたっている。歌舞伎の方

「南アルプスと歌舞伎の里」

がブームのようだ。当村は

質問

などの形で登山道の整備に協

ためには、有償ボランティア

備を進め、登山の誘客を図る

す。今後持続的に登山道の整

トの登山道整備を行っていま

ありません。昨秋に鳥倉ルー

山道整備が実施できる状況に

め通行不能となっており、登

トについては、道路災害のた

石岳に登る登山道、塩川ルー

盛り込んでいます。③④の赤

作りを推進するという方針を

の推進など、山を生かした村

か。積極的な環境対策も求め

楽しむ」宣言を行ってはどう

える「ローインパクトに山を

められている。環境負荷を抑

はじめ、自然環境の保然が求

うと同時に、生態系の保護を

やキャンプ場で楽しんでもら

パークに登録されており、山

質問

秋頃になる見通しです。

トイレが完成するのは４年の

います。鳥ヶ池キャンプ場の

ないかという見込みを立てて

秋頃には開通ができるのでは

れると考えています。キャン

ついても含め、方針が検討さ

員会でも環境保全との両立に

後、南アルプスの登山推進委

という登山スタイルです。今

然環境への負荷を極力減らす

山にごみ等を一切残さず、自

イレを持参して登山を行い、

自ら宿泊用のテントや携帯ト

ご提案をいただいています。

緒に取り組みませんかという

方から、エコ登山の推進に一

いても、大蔵喜福さんという

山を生かすということにつ

図る、村内にお金が落ちる仕

増やす工夫や観光客の分散を

魅力を高め、受け入れ能力を

はわずかですが、村内全体の

と、大鹿村へ訪れる観光客数

第１級観光地などと比べる

ます。

ながらの判断になるかと思い

うなるかというのは状況を見

ということで、道路復旧後ど

ては、災害の影響で通行不能

ます。例えば天空の池につい

形になる場合があるかと思い

的に観光客が殺到したような

ては、情報が出回ると、一時

の利 活 用 に つ い て

だきたい。①天空の池へのア

況を広く内外にお知らせいた

心配している。改修などの状

村機会を逃しているのではと

口のブランド力の強化につな

ガイド育成など、大鹿村登山

登山の魅力などの情報発信、

トの整備や南アルプス、里山

どとの連携により、登山ルー

関係団体や愛好家の皆さんな

プス登山推進委員会を設置、

４年度事業として、南アル

クの拠点としての位置づけも

う機能だけでなく、エコパー

を迎えます。民俗資料館とい

ろくべん館が４月に竣工式

題だと考えています。

と環境保全の両立は重要な課

あるかと思います。観光振興

しい村づくりと共通の理念が

村長

でもあることを十分周知をし

感じた。接続道路は生活道路

バーツーリズムではないかと

気に上がっていって、オー

る。一部で何十台もの車が一

のルートの一部となってい

質問

思います。

が必要な場合も出てくるかと

皆さんに対して、メッセージ

みだけ残して帰るでは本末転

金を使うこともなく騒音やご

量のお客さんが殺到して、お

局所的な観光スポットに大

ています。

ど対応してまいりたいと考え

し自粛を求める標識の設置な

ついても、速度制限や空ぶか

るかと思います。騒音対策に

環境保全に回す等が考えられ

組み作りをし、収益の一部を

昨今、キャンプや登山

クセス、②鳥ヶ池キャンプ場

がるような活動を推進してい

させていただいていますの

ていただきたい。オーバー

倒です。そうならないように

分かりやすい観光資源につい

南アルプスの方は生かし切れ
力していただける人材確保

たいが、村長のお考えはいか

プなどレジャー的な利用者の

トイレの改修状況、③赤石岳

きたいと考えています。

で、村民の皆さんも利活用し

ツーリズム対策について、村

手法を研究しながら取り組ん

す。

ていないように感じる。登山
や、活動母体づくりが必要と

がか。

登山道の整備④塩川ルートの

産業建設課長

ていただくことで、エコパー

長はどのようにお考えか。

南アルプス登山推進委員会
を設 置 し て 検 討
第５次総合振興計画の

天空の池など、魅力が

私の自宅も天空の池へ

復旧について、お答えくださ

ついては、４年度中の開通の

クの意義を村の中にも浸透さ

村長

い。

見込みはありません。しか

せていきたいと考えていま

①天空の池に

村長

し、順調にいけば令和５年の

でいきたいと考えています。

中に、南アルプスや里山登山

趣旨はエコパークや美

大鹿村はユネスコエコ

道が荒れ、キャンプ場の設備
考えています。

＊村の交流対策としての山

は見劣りする。せっかくの来

引地龍也議員
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