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事業委託料、登山道整備の有
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り、以前より懸念していたと

ついて
村立診療所特別会計補正予算
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たが、今回も補正予算が組ま
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れていない。よりよくなるよ
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償化は、山村留学を検討する

費、教材費、修学旅行費の無
インや技術的な面で手に余っ

ます。教育委員会内部でデザ

ていく予定であると聞いてい
教育という面での教育委員会

山村留学は、子どもさんの

ます。

方にとって朗報だが、現在は
の事業です。移住定住は村づ

かったか。

若い世代が自主的に関わる

仕組みづくりが必要

じ、中学生の皆さんと意見交

てくるようであれば、予算を

総合振興計画の意見交

◆大鹿村第五次総合振興計

換をした中で感じたことは、

ホームページの一番下に小さ

村長

で、横断的なテーマであると

意見がどう反

くりの施策になってきますの

業務委託をする形になります
考えています。今年度、移住

画について

確保して、印刷屋さんなどへ

ホームページは写真の変更や
ので、教育委員会から協議の

定住コーディネーターとして

な文字で載っているだけだ。
文字の大きさなどを変えるだ
様子を聞いて対応したいと考

映されたか

換会の中で私が印象として感

けでも今よりもっと分かりや

人員を１人確保します。事業

ら、山村留学から定住に移行

鹿村が気に入っていただけた

可能年数を定めていない。大

記載されているだけで、留学

約更新するものとします」と

望する場合は、１年ごとに契

要項では、「留学の継続を希

また、現在の山村留学募集

していかれる予定か。

あるが、今後どのように拡充

の中に「山村留学の拡充」と

大鹿村第五次総合振興計画

村内に住居を移していただく

だき、移住の意思があれば、

持ちの有無を確認させていた

の意思の有無や移住される気

すので、その時期に在学継続

す。１年ごとに更新になりま

に利用していただく制度で

環境の中で育てたいという方

んを山の中の学校という教育

意思はないけれども、お子さ

活の本拠があり、移住定住の

には村外に仕事や住宅など生

山村留学の趣旨は、基本的

いと考えます。

をまずはプッシュしていきた

と考えておりますので、そこ

皆さんで検討して構築したい

を持った教育というものを、

にない大鹿村ならではの魅力

く年度になります。他の町村

育のあり方の方針を作ってい

新たに策定して、大鹿村の教

いては、今年度は教育大綱を

山村留学の魅力の発信につ

と考えています。

検討や運営を進めていきたい

運営体制が整い次第、内容の

行いました、とあった。

長と中学生による意見交換を

員会でのワークショップ、村

リング調査、村づくり検討委

や団体の皆さんに対するヒア

となるよう、アンケート調査

の思いや考えを反映した計画

説明の冒頭、村民の皆さん

のではないかと思う。

村民の皆様の理解も得られた

要の説明もあり、出席された

れた自治会懇談会において概

計画がまとまり、５月に行わ

質問

は、委員間での価値観の違い

の皆さんとの意見交換会で

また、村づくり検討委員会

いりたいと考えています。

報発信の強化は反映させてま

アップする支援の施策や、情

の皆さんの事業継続をバック

強かったと思います。

信することを求めるご意見が

ジなどで効果的にしっかり発

ど大鹿村の魅力をホームペー

の向上、それから観光資源な

まず買い物など生活の利便性

えています。

していけるような仕組み作り

こととなります。

作成については、教育委員会

村長

討し て 発 信

大鹿村ならではの教育を検

していくのか、費用対効果等

た公営住宅等を流動的に運用

専用住宅を増加するのか、ま

えておりますので、山村留学

入れを拡充していきたいと考

今後の方針としては、受け

換になってしまってはいな

討委員会であったり、意見交

ているのか。ただ形だけの検

で振興計画のどこに反映され

換の内容は、どのような経緯

員会４回、中学生との意見交

総合振興計画を検討した委

行政が力を合わせて課題を克

に村づくりに関わり、村民と

若い世代の皆さんが自主的

た。

組む必要があると感じまし

協力し合い、村づくりに取り

観の違いを乗り越えて互いに

によるギャップを感じ、価値

商業支援、大鹿村内の商店

をしてはどうか。

で案を作成し、推進委員会で

も考慮して、検討してまいり

ホームページやチラシ

ご意見を頂戴して調整を進め

大鹿村第五次総合振興

すくなる。

齋藤栄子議員

（2） 大鹿村議会だより●第41号

服していくことができる仕組
み作りも求められると思いま

の話題がよく出るが、成人の
が、ぜひ本村で進めていただ

をしている自治体は少ない

いているが、２～３年前まで

雨が降るたびに水が濁ってい

自然と文化
大鹿」という言葉

いろどり豊かに

として選んだ「南アルプスの

それらの思いが村の将来像

が低下すると発症。

労、ストレスや病気で免疫力

ると言われている。加齢や疲

約３人に１人が帯状疱疹にな

州地域ではまだ未対応のよう

の費用助成については、南信

に入った。この頃のゲリラ豪

質問

◆沢の防災対策について

る。流木が橋でせき止めら

堰堤の下流には短い橋が８あ

シアなどの木が生えて、また

た。昨年から土石流センサー

暮らす村
の人が多く、高齢化が進むと

ですが、他県では費用助成を

雨により、各地で大災害が起

れ、鉄砲水の災害が起きかね

けないか。

％以上に原因となるウイル
歳までに

の「いろどり豊か」という文
発症率も上がる。生活習慣病

行っている自治体はいくつか

きている。当村でも三六災害

ない。春の歌舞伎定期公演の

スが体内にあり、

言に込められていると考えて
などで免疫力が低下している

あるようです。

より多い雨量で、人災はない

時、大磧神社周辺を整備して

した。

います。
人の発症率が高いそうだ。皮

村といたしましては、帯状

ものの、大西の崩落、３か所

村長

帯状疱疹ワクチン接種

ミリ

日まで監視され、一安

年ぐらい前からアカ

の伐採をしたらどうか。

いたが、せめて沢の中の雑木

では、

心だが、設置された少し上流

月

が設置され、今年も５月から

質問
疹が治った後も、約２割の方

疱 疹 ワクチンの接 種 を 推 奨 す

で土砂流出が起きた。

助成する方向で検討中

だったと分かった。村づくり
に長い期間神経痛が残り、失

ることで高齢者の皆さんの健

土砂災害は１時間に

歳以上

検討委員会において、意識の
明、耳鳴り、難聴などの後遺

康維持に大きく貢献すること

今年も６月６日に梅雨

違いで論争もあったとのこと
症が残る場合もある。

年ごとに接種すればいいそう

す 。ど ち ら の ワクチンに も 対

半 額 程 度 に なろうかと思 い ま

討しています。助成率は概ね

接種費用を助成する方針で検

害、広葉樹の保全などがある

足、野生鳥獣による森林被

０年代からの人工林の管理不

が、土砂災害の原因は１９８

超えた時に発生するらしい

地元要望箇所を優先

現状では手が回らない

策をどのようにお考えか。

狭くなっている。沢の防災対

籠が押し出され、崩れ、幅が

また、他の沢でも山から蛇

だが、２種類あり、生ワクチ

応したいと考 え て い ま す 。

が、気象庁が６月から線状降

村長

ミリを

ンは発症予防効果が

大鹿村診療所でも、事前予

水帯の情報を半日から６時間

については、なにぶん範囲が

ができるのではないかと考え、 以上、降り始めから

で、８０００円前後。不活化

約していただければ接種が可

前に報告されるようになっ

歳以上の方はワクチン接

るか、人口問題、最重要課題

ワクチンは発症予防効果が

能です。他町村の病院等で接

た。

ということで、事前の点検や

年、

年は発展するか消滅す

計画を村民と共有し、共に進

けたくても接種をためらって

１事業所があり、下流には

だくようになるかと思います。 保沢は、沢沿いに住宅

％

めていただきたい。

しまうとの声をお聞きした。

そんな形で検討を進めたいと

～

◆帯状疱疹ワクチン接種の

まだ帯状疱疹の予防接種に対

戸の住宅がある。今は落ち着

るためにも、１年１年着実に

うだ。帯状疱疹ワクチンは

でもあるリニア工事を含め、

％以上だが、２万５０００

種していただく場合は、いっ

当村では名の付いた沢だけ

整備というのは、現状では手

大鹿村において、この５

重要な期間と考える。一番苦

円前後で２回打たなければな

たん全額をお支払いいただき、

でも１６６ある。特に桐ノ久

費用 助 成 を

思います。

大鹿村内でも帯状疱疹

11
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籠が押し出されているという

流に木が生えているとか、蛇

広すぎて、沢がたくさんある

基本的に大鹿村内の沢

労した大鹿村が一番幸せにな

らない。大変高額なため、受

後で補助金の申請をしていた

種で予防することができるそ

23
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が回らないのが実情です。上

10
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とは良かった。
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戸と

ていくとの意見が出たとのこ

中学生は現実的な意見

だが、その上で、自ら関わっ

田代久夫議員
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のは、恐らくどこも同じよう
に指定された箇所が多く、山

質問

大鹿村は地すべり地区

な状況と考えています。

年で、もう今、今年

も柵は必要なかった。ところ

奥地に住んでいたが、それで

を、自然に委ねていくという

ら、自然に戻すということ

と、結局費用もかかる。だか

がこの

取っている箇所もあります

土砂撤去を行うなど対策を

ている沢については、事前に

木を伐採し、水の流れをス

堤の堆積を取り除き、また雑

けでなく、村独自でできる堰

国、県から援助してもらうだ

に戻すという質問をしたが、

質問

奥山の自然林の回復を

◆植えない森づくりで

も下もかなり鹿に入られて、

せいで柵が壊れて、うちは上

もすごく大きい。今年は雪の

てきている。そして鹿の被害

況だ。それぐらい熊が下に出

怖い状態になってきている状

地域に指定して、スギを根元

約２００ヘクタールをモデル

る。これは群馬県の水上町で

植生に戻す事業を始めてい

らブナなどの広葉樹の本来の

に、国有林をスギの人工林か

既に林野庁でも２０１１年

が動いているような所は仕方

が、村全域の沢に対して、災
ムーズにするような方策をし

その後また勉強したり、山を

柵の修復だけでも結構負担が

から伐採し、植林をせずに、

下青木地区のイカズキ沢の

害発生前に事前にこちらから
たらよいかと思う。

見たりして、いろいろ検討し

大きくなっている。

自然の力に任せて、ブナやミ

形でやれば、もっとうまくい

手を打つということは難しい
村長

た。奥地の山を自然に戻すと

だから、何らかの形で奥地

ズナラなどの広葉樹の林に回

の大栗や北入の地区懇談会で

と考えています。
に、たくさん沢がありますの

いうことは、動物とのすみ分

を自然の森に帰していくとい

復するという試みを既に行っ

ないが、予算がないといって

個別に地元の住民の皆さん
で、やはり優先順位をつけて

け、災害防止の観点から、ま

うことは、すごく重要だと思

ている。これにより花粉症を

ように、ここ数年の豪雨で毎

から要望があって、災害の危
やっていくべきものと考えま

た景観的にも、これは何とか

う。本来、植林というのは、

減らし、熊などのえさになる

くのではないかと思う。

険性が考えられると判断され
す。その面で、住民の皆さん

しなくてはいけない問題だと

私は当たり前だと思っていた

ドングリを増やす一石二鳥の

も話が出ていたが、熊が既に

る場合には、現場の状況を見

から、まずここが危ないんだ

思う。いろいろ検討した中で

が、植林をしても、例えば広

効果が期待できるということ

われているが、人工林という

大鹿村は自然が豊かだと言

ていたら分かるが、牧草地な

しまう。ところが、大池で見

はどういうわけか食べられて

農工大学とともに人工林を２

より日本自然保護協会、東京

実施するために、２００４年

林野庁はこのモデル地域を

ますので、よろしくお願いし

前回、奥地を自然の山

ながら対応できるかどうか検

とご指摘いただいた所から考

「植えない森づくり」という

葉樹を植林しても、ほとんど

のは自然ではない。人工林が

どでも今は、シラカバなどが

００か所調査して、人工林の

前にすべてに手を付けるとい

ゆえに保水力が減ってしまっ

多いが、中には栗なども出て

たいと思います。

において手が回らないのが現
状です。

ている。そして動物のえさ場

年前だが、その頃は柵は

例えば私が大鹿村に来たの

にしていると、山は自然に回

つまり伐採して、そのまま

が回復するとの試験結果も得

りやすいこと、数十年で植生

離が近いほど本来の植生に戻
全然必要なかった。私は一番

は

復してくる。人為的にやる

がなくなっている。

伐採放置では、自然林から距

ついて若干質問したい。

先程も申し上げたよう

討させていただきたいと思い

えていきたいと思います。事

ものを見つけたので、これに

で、行っているそうだ。

大災害を待つのではなく、

40

食べられてしまう。植林の木

度のように土砂流出が発生し

寛議員
大倉

きている。

うのは、人員、予算等すべて

桐ノ久保のセンサーと沢の雑木

40
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について再度問う

報の提供の仕方も必要だと思

れぞれのニーズに合わせた情

きく違うと思いますので、そ

では、求める情報の内容が大

と、観光や移住定住目的の方

される方も、村民の皆さん

いうことだと思います。利用

ページ作りができていないと

利便性の上に立ったホーム

とになってしまいます。しっ

が職員の中にいないというこ

委託だと、それを管理する人

うかというところです。業者

スキルを持った人がいるかど

います。適任であるそういう

体制はつくりたいとは考えて

情報発信ではありますので、

村長

手段を尽くして取り組む

いという考え方は、確かにそ

したものを大事にした方がい

村の自然を回復していくと
ころです。

のとおりかなと私も考えると

くためにも、すごく大事なこ

いうことは、村を持続してい

できるということだ。

案なのかなと思っています。

現在の森林経営の方針は、
質問

います。

かり展開するとしか答えよう

たそうだ。これはかなり大規

とだと思う。何らかの形で、
長伐期化といって、今あるも

方が最初に触れるところは大

ホームページのあり方につ

がないが、総合的な業務を担

移住を検討されている

があると考えています。

える運用というのは強化した
たが、相変わらずの状態だ。

質問

専任の担当者を

された。令和元年６月定例会

何もないところを自然放置

今の状態では、大鹿村を選択

を押したら、移住専用のペー

◆危機管理体制は本当に強

いくという方針でやっておら

してという実験的な試みに

してもらえないのではないか

ジに飛ぶとか、構成替えも必

化されているか

現状ではそうした場所の確

産を目的とした単一樹種の人

ちょうどいいような場所が、

と思う。ネットでの情報収集

要かと私も感じている。

いと思っています。手段を尽

工林づくりの林業から、水源

今後奥山で生じるかどうか。

はさらに重要性が増してい

お金がかかっても、ぜひ

質問

でホームページの改善を求め

涵養など環境への配慮を目的

大鹿村はやはり条件が悪いの

る。村事業としてホームペー

やっていただかなければなら

大きな災害が続いている。一

れると思います。

とした森づくりへの変換とい

で、なかなか今あるものを全

ジ改善の重要性は高いと私は

ないと思う。

保は 難 し い

うのは試みが進んでいます。

部切ってというところへはい

考えるが、村長のお考えは。

います。

ド訓練の実施を

昨年の豪雨では、喬木村で土

大鹿村も毎年のように

ブライン

くす中で、取り組みたいと思

大鹿村で毎年育林祭を行っ

かないと思いますので、今の

次に３年たってもホーム

砂災害が発生し、道路脇の崖
現状では、奥山を皆伐して

ホームページというのは、ど

任を持つことが大事。専任の

だ。全体を見渡す管理者が責

数箇所になり、孤立集落が多

ではないと感じる。寸断が複

た事もあった。本当に他人事

従来のような木材の生

ていますが、栗洞という地籍

進め方でやるしかないのかな

ページの管理担当者は決めら

移住のところのボタン

で伐採したところに広葉樹の

と思っています。

あり方を根本から見直す

苗を植えて、みんなで下草刈

が崩れ、

りをしたりして手入れをして

そういった場所を人為的に確

うしても、ああいう形になっ

担当を置くことが重要ではな

世帯が孤立といっ

れていないのかということ

います。なかなか思うように

保することは、ちょっと見込

てしまうのではないかと思い

数出ると、間違いなく手に負

行政情報を網羅した

苗がはかばかしく育ってない

みがないというお答えとさせ

いか。

村長

なという印象は確かにありま

ます。議員がご指摘されたよ
うに、閲覧される方の目線や

ていただきます。

村長

ホームページも大事な

奥山の自然林の回復を、何と
のをすぐには切らずに大径木

鹿公式のホームページだ。平

いては、根本から見直す必要

植えた苗木よりも自然発生

かできるようにしていただき
にして、間伐は行い、その間

年に大がかりな更新がな

模に調査をして、その結果も

たい。このことについて、村
に灌木が生えてくると思いま
成

◆村のホームページの改善

長はいかがお考えか。
すので、自然に切り替わって

引地龍也議員

すが、そのやり方に対しても
一石を投じられるようなご提

36

えない状態になる。ブライン
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ド訓練を行えば、物資、機材
は何が必要なのか、人員の配

を受ける、公的機関だった
り、事業所だったり。村長は

歳を４段階に分けて１

ています。隣の中川村では
歳～

なく、会期の日数だけが議員

の活動ではありません。議会

長く村政に関わっておられる

できれば毎年秋に行ってい
から

番目以内という低水準

考え方をお示しできればと

いかと考えています。

しが議論されています。

８月に選挙です。

の役割や責務を明記した議会

置はこれでよいのか、住民が
ので、顔も広いかと思う。遠
昨今、全国の町村議会でな

一方、大鹿村の議員報酬は

万５０００円～７万１０００

できることは？等、さまざま
隔地の自治体等との連携も可
り手不足の問題が深刻になっ

る議会報告会＆懇談会の中で

県の砂防課で、豪雨災

基本条例の制定も必要ではな

な事象が見えてくる。地域防
能ではないかと思うが、いか

全国９２６町村の中で低い方

村長
害の実例から、調査を行った

特に若い世代の参加を促す

です。まずは議員報酬の全体

思っています。また、この

企画できればと思います。

テーマに特化した懇談会等も

年に

的な底上げが求められると考
えます。ちなみに昭和

歳

万円から

ため、長野県生坂村では
以下の議員報酬を

の防災訓練をやってほしいと
所等を開設したときにも、避

た方というのが、実際に避難

が新人２人を含む３人当選し

われ、昨年の選挙では該当者

という「標準」が提示されて

の給料月額の

ぜひ多くの村民の皆様方の

いうご意見をいただいていま
難する率が高くなり、一番大

３１
・５％です。

いたそうですが、大鹿村は

３０

動し研鑽に努めようとするほ

給されませんので、熱心に活

政務活動費も大鹿村では支

２２

◆下伊那北部総合事務組合で

来年４月に行われる選挙を見

議会のあり方研究会では、

くなっているのも現実です。

んが、後継者を探すのが難し

んど無投票にはなっていませ

これまで大鹿村では、ほと

いるところです。今後、民間

れ、構想案がまとまってきて

員による懇談会などが行わ

くり座談会、５町村の若手職

高校生、大学生によるまちづ

検討されています。中学生や

えた北部まちづくり構想」が

は、昨年から「リニアを見据

据え、議員報酬や政務活動費

月には住民対象のシンポジ

との意見交換を経て決定し、

議員は非常勤の特別職では

ところです。

についての議論を始めている

ど自己負担が膨らみます。

下伊那北部事務組合

町村議会の議員報酬額は首長

す。県や有識者の方とも相談
事なのは、避難時の近所への

万円に引き上げる改正が行

の上、手法を検討し、今年度

声かけだという結論づけの調

ご意見をお聞かせください。

内、あるいは次年度の防災訓

査結果が出ていました。常日

～

練があるが、可能であれば実

頃から声かけをしていただ

大規模災害の時には広域連

施したいと考えています。

かり行っておかないと、いざ

合単位で、例えば東北の大震

く、それも含めての訓練にな

という時、対応が取れないと

災の時にもチームを編成して

住民の皆さんも巻き込んだ形

ところ、防災訓練に参加をし

円を加算する改正が行われ、

災計画どおりに行動できるの
ている中で、議員報酬の見直

長のお考えは。

住民懇談会において

可能 で あ れ ば 実 施 し た い
村長

まずは広域連合単位で

がか。

議会のあり方
研究会から

３５

か、検証できると思うが、村

５９
１０

％相当額

５３

55

ればいいと思っています。

も、全村民を対象とした合同

18

での防災訓練というのをしっ

思いますので、やってみたい

支援に行っておりますので、
のかなと思っています。

そういった形での支援になる

と思っています。

近隣町村等の協力は必

遠隔 地 と の 連 携 は ？
質問

要だが、災害がこの周辺で起
きた場合に、遠隔地から援助

ウムが開催される予定です。

１２

30

議員報酬の安い町村（町村議会実態調査より）
東京都御蔵島村
313人
100,000円
定数６
新潟県粟島浦村
345人
109,000円
定数７
長野県売木村
530人
113,000円
定数７
東京都利島村
310人
115,000円
定数６
山梨県小菅村
713人
121,000円
定数８
北海道音威子府村 708人
123,000円
定数６
沖縄県渡名喜村
349人
129,600円
定数６
山梨県道志村
1653人
130,000円
定数10
長野県大鹿村
995人
135,000円
定数８
長野県平谷村
389人
135,000円
定数７
※福島県矢祭町は日額３万円
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