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町長提案理由の説明

日
（木）までの１８日間の会期で開かれ、平成２９

こども・健康推進課関係

ました。また、昨年

月

日未明にかけての

ており、職員人件費の抑制

併時に比べ

人の減となっ

２名増となりましたが、合

であり、昨年度の

総務課関係では、今年４

せていただきます。
名

績をもとに、所信を述べさ

金の減少となっている現状

おりますが、２年連続で基

万円の基金積立を行っては

わせ全体でおよそ５２００

結果であり、決算積立と合

を行い事業の実施に充てた

財政調整基金などの取崩し

応するため５億円を超える

地方交付税などの減少に対

決算となりました。これは

の改修工事を行い、この４

田庁舎１階へ移転するため

び和田歯科診療所を、旧和

朽化していた和田診療所及

健康づくり関係では、老

了しました。

置などの環境整備事業が完

広場・遊具・あずまやの設

子育て支援センター専用の

を送っております。また、

４名の園児が元気に園生活

目を迎え、

黒耀石原産地遺跡内に整備

文化財関係では、星糞峠

ることができたようです。

で、毎日の生活を明るく送

生徒同士は落ち着いた様子

が経過しました。統合後も

南部中学校が統合し、１年

年度に和田中学校と依田窪

教育課関係では、平成

所の工事を実施しました。

で３箇所、単独事業で

旧工事では、国庫補助事業

台風

日から

に取り組んでおります。公

であります。青原区に整備

月から整った環境の中で診

を予定しております野外展

では、ながと保育園が４年

共交通の確保では、交通弱

した
「田舎暮らし体験住宅」

療を始めております。

月１日現在の職員数は

示施設の建設に向け、設計

係では、平成

年度の税収

正を行いました。町税の関

年制から定数制への条例改

村によるシステム共同化利

準化を目的に発足した 町

託経費の削減と手続等の標

情報広報課関係では、委

実施に向けた準備を始めま

業基本計画を策定して事業

会」を立ち上げ、活性化事

の駅エリア活性化推進委員

を 整 備 す る こ と と し、
「道

定に係る観光施設事業特別

町別荘地マスタープラン策

放送事業に係る経費、長和

情報管理やケーブルテレビ

案では、特定個人情報等の

次に、補正予算関係の議

名から

号による豪雨災害復

者が利用しやすい公共交通

は、この地域の魅力を肌で

産業振興課関係では、道

額は７億１３００万円で、

用を、株式会社ＢＳＮアイ

業務に着手しました。

収 納 率 は 全 体 で ・９ ％ と

した。

年度一般会計決算

企画財政課関係では、町

時にも安定した情報提供が

機設置工事を実施し、非常

に情報館の非常用自家発電

めております。また、新た

独工事でも道路の舗装修繕

８事業を実施した他、町単

路改良や舗装打ち換えなど

建設水道課関係では、道

繰出金等々を計上しており

正、介護保険特別会計への

に伴う工事に向けました補

所改修事業の実施設計完了

上がりました。

億円で、実質

の平成

額はおよそ

ます。

（抜粋）

や水路改修工事を順次進め

会計への繰出金及び和田支

ネットに委託し、業務を進

年度末で１１

網の構築に向け、公共交通

感じてもらい、移住につな

の駅並びに地域の拠点とな

年度の各事業の実

審議会での検討が始まりま

げて行くことが重要である

り得る大型農畜産物直売所

平成

した。危機管理の関係では

と考えております。

箇

消防団員の確保のため、定
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できるようになりました。
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平成
長和町議会９月定例会が、
９月３日
（月）から２０

平成２９年度決算認定と決算審査

平成２９年度 長和町一般会計・特別会計等 決算認定
平成２９年度一般会計、特別会計及び公営企業会計決算の認定について審議し、すべての会計が認定されま
した。各会計別の決算額については、下表のとおりです。

会

計

名

歳入決算額

歳出決算額

差引残額

一

般

会

計 （a）

63億9617万7249円

63億1361万4324円

8256万2925円

特

別

会

計 （b）

26億3987万7201円

25億2701万4516円

1億1286万2685円

9億3875万7286円

8億8191万4424円

5684万2862円

国民健康保険歯科診療所事業特別会計

1101万6343円

1101万6343円

0円

後期高齢者医療特別会計

7885万9155円

7868万2939円

17万6216円

10億1270万9770円

10億1224万0685円

46万9085円

同和地区住宅新築資金等貸付特別会計

567万6957円

57万0929円

510万6028円

特定環境保全公共下水道事業特別会計

4億4256万2677円

4億1536万4127円

2719万8550円

簡易排水施設特別会計

1448万8112円

748万5686円

700万2426円

観光施設事業特別会計

1億2283万4494円

1億1054万3367円

1229万1127円

1297万2407円

919万6016円

377万6391円

90億3605万4450円

88億4062万8840円

1億9542万5610円

2億7411万3814円

2億7933万0681円

△ 521万6867円

山浦
羽田
会計管理者 町長

名倉代表
柳澤
監査委員 監査委員

国民健康保険特別会計

介護保険特別会計

和田財産区特別会計

総

計 （a+b）

上水道事業会計（損益計算書）

平成２９年度 決算審査報告について
平成２９年度決算認定にあたり、平成２９年度一般会計、特別
会計及び公営企業会計の決算について、長和町監査委員 名倉俊
城氏・柳澤貞司氏による審査が行われ、
「一般会計・特別会計に
ついては、歳入歳出決算書、事項別明細書、実質収支に関する調
書及び諸書類、公営企業会計については決算報告書、財務諸表、
決算付属書類及び証書類を審査した結果、経理は収支とも適正で
あるものと認める」との平成２９年度決算審査報告書が、平成３０
年８月２７日（月）に、羽田町長に提出されました。
審査日、審査項目は、以下の通りです。
７月 ３日
７月１２日
７月２５日
７月２６日

収納状況調査
同和地区住宅新築資金等貸付特別会計
事業現場審査
大門財産区
基金運用状況審査
長久保財産区
一般会計
（総務経済常任委員会所管一部）
古町財産区
和田財産区特別会計
７月３１日 一般会計
（社会文教常任委員会所管一部）
７月２７日 一般会計
（総務経済常任委員会所管一部）
国民健康保険特別会計
（事業勘定）
上水道事業会計
国民健康保険歯科診療所事業特別会計
特定環境保全公共下水道事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
簡易排水施設特別会計
介護保険特別会計
観光施設事業特別会計
８月 １日 一般会計
（社会文教常任委員会所管一部）
７月３０日 一般会計
（社会文教常任委員会所管一部）
出納、現場及び書類審査講評
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決算特別委員会
清治

羽田 公夫
決算特別委員長

森田 公明・田福 光規

渡辺 久人・佐藤 恵一

11

歳以下の障がいがあ

よって異なるのか。

る福祉サービスは、年代に

障がいのある方に対す

し勧告ができるとされてい
るが、現段階では指導・助
言までの手続きに留まって
いる。

その後の手続きとして危険
家屋の公表や所有者等に対

決算特別委員会が９月 日（月）・ 日（火）に開
催され、平成 年度一般会計決算認定について審
査が行われました。
平成 年度長和町一般会
計決算について

町民福祉課
堆肥化システムの改修
によって改善された点は。
以前のシステムはあま

10

るが、アーカイブとして情

番組を多数制作してい

情報広報課

安否確認通報が 件となっ
ている。

救急車の出動が１件、

急通報件数は。

救急通報装置による緊

している。

い福祉サービスが障がい福
祉サービスにあれば、対応

る方を対象に障がい福祉サ
ービスを提供している。
歳以上でも、介護保険に無

65

り発酵温度が高くならず、
水気が多く、施設内にハエ
等が大変多く発生していた
が、改修後は発酵温度も高
温を維持しており、排汁の
流出も無くなり施設の衛生
面が改善された。また、堆
肥の水分量も ％から ％
台へと減少して扱いやすく
なった。

危険家屋に対する町の
取り組みは。
空家特別措置法の制定

65

純夫・伊藤 栄雄
委員／ 小川

報を整理し、即座に取り出

せるようになっているか。

る施設内、散歩先、通園途
中などの危険箇所は把握し

制作した映像データについ

先については今後確認した
い。

保育園内の危険箇所は

ているか。

てはすべて保存し、検索を
行うことで即座に映像を取
り出すことができる。以前

になった方が病院を受診し

現在の放送システムで

のシステムで制作した番組
はテープ保存されており、

たかどうか、保健センター
と依田窪病院との医療情報
の共有はできないか。

健康づくり係で結果を見る

病院の電子カルテは、

特定検診結果で再検査

チェック済みである。散歩

随時データ化を行っている
があまり進んでいない。将
来的にはビデオオンデマン

ドを利用して、インターネ
ットで全ての番組を見られ
るよう検討している。

知・文字放送で迅速な災害

には歩道が無く歩行者には
危険である。その対策は。

と協議する。

ことはできないが、再検査
等で受診したか、今後病院

情報の提供に努めるとある
が、深夜に災害情報を流す
ときは、情報広報課の職員
も出勤するということか。

長久保四泊、和田大出

非常時においては告

災害警戒本部の招集が

児童館を含め、周辺で

長久保宿と和田宿の間

教育課

かかった時点で、情報広報
課の職員も参集する。放送
する内容については本部の
指示に従って行う。

が最も危険な箇所だ。和田
大出では改良工事が進んで
いる。長久保四泊では道路
敷の問題もあり、引き続き
整備要望をしていきたい。

地震により構造物が倒

の防犯カメラの設置状況は
どうなっているか。

こども健康推進課

れ下敷きになったという事
例があるが、園児の生活す
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副委員長／ 宮沢

29

以前から、町では適正管理
条例に基づき住宅の所有者
若しくは管理者に対し、指
導・助言等を行っている。

86

20

公夫

29

60

委員長／ 羽田
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防犯カメラの設置は無
いが、９月補正で１台設置
予定である。その後の状況
で、さらに防犯カメラの設
置は必要と認識している。

総務課
支所業務は窓口業務と
建物管理が主なようだが、
地域の防災等にも取り組ま
なければならない。支所の
役割として地域活動への取
り組みをどう考えるか。
支所は地域に密着した
役割を担っており、地区防

災の事務局にもなっている
ので、今まで以上に地域に
出るようにしていきたい。
現在の正規 職員一人

有線テレビ使用料、保育料
住宅使用料等で実施してい

前に議会に示すことは可能
か。

の進捗状況は。また、策定

公共施設個別計画策定

る。経費は月額５０００円
の基本料金と、納付書一件

公共施設個別計画は平

推計しているか。

億円ほど

本年度の交付税額算定

の一本算定額は

で、実際の交付税額との差
は１億円近い。さらに平成
年度の算定では、平成

23

無い。国からは施設の長寿
命化計画を策定するように
求められている。改修工事
要望箇所への対応は、現場
の状況を見て軽微なものは
早期に着手し、規模の大き
いものについては、年度を
分けて工事をしたり、多面
的機能支払交付金を活用し

現在そのような計画は

が多数あると聞くが、全体
的な補修計画はないのか。

水路は痛んでいる箇所

建設水道課

算を縮減させ、財政調整基
金の取り崩しを少なくして
いきたい。

職員に財政的に厳しいこと
を周知し、来年度の当初予

ればさらに交付税も減少す
る。今年度策定予定の財政
シミュレーションで、まず

年の国勢調査の人口が反映
されるので、人口が減少す

32

要望

成 年度までに策定しなけ

滞納整理機構を利用す

階で掴んでいる情報でシミ
ュレーションし、来年度の
予算編成に活用していきた
い。また、３月議会を目途
に議会に示していく。

普通交付税が平成 年

度から一本算定になること
による減額がどれくらいと

33

体制では対応できないので

につき 円の手数料がかか
る。

はないか。人員体制の見直
しを考えてほしい。

るメリット、及びデメリッ

ればならない。現在は各担
当に作成を依頼している状
況である。経過の途中で議

が出されてから何年も経過

会に報告していきたい。

っているので、回収率が高
いのがメリットである。負

し て い る。 新 し い 財 政 シ
ミュレーションを示す必要

については、平成 年度か
らの臨時職員の雇用方法の
変更、普通交付税の一本算
定化、過疎法も平成 年度
までとなっており、推計し
にくい時期であるが、現段

財政シミュレーション

財政シミュレーション

担金の納付があるが、それ
以上のメリットがあると感

があるのでは。

徴収事務を専門的に行

トは。

他団体への派遣職員の
給与、共済費等はどうなっ
ているか。また、人口減少
に伴い職員数も減らしてい
くべきと考えるがどうか。
給与等は派遣先団体よ

32

じている。

企画財政課
コミュニティ助成事業
の助成要件や優先順位は。
申請者は区や自治会・
地域コミュニティを推進す
る任意団体が対象。また助
成金の上限は２５０万円。
近年では「歩行型除雪機」
や「歩行型草刈り機」等の
整備に活用されている。申
請は、各担当課に寄せられ
た要望を企画財政課が取り
まとめ、事業要件に合致し
緊急性のある要望案件から
順に事業申請している。

5

り支給されている。支所機
能や別荘管理等の行政サー
ビスがあり、単純に職員減
にはできないと考える。
消防団員の福利厚生を
手厚くすることは、どの程
度進んでいるのか。
振興公社、長門牧場に
ご協力をいただき、団員優
遇サービスを受けられるよ
うになった。また、団員手
当について検討している。
コンビニ納付の対象税
目は。また、その経費は。
住民税普通徴収、固定
資産税、軽自動車税、国民
健康保険税が対象。また、

32

32

33
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る制度がある。また、町で
は農業機械等の取得に係る
単独の助成制度や農地を守
るための獣害柵資材の提供

スできる体制を構築してい
る。 歳未満の新規就農者
には青年等就農計画を経て
年間１５０万円が交付され

を行うとあるが現在町内の

万円の指定管理料を平成
年度から３カ年は半額の３
０００万円にした。しかし
天災等により状況が大きく
変わる場合は、その都度検
討することになる。

事業者はどれくらいあるの
か。また林業後継者グルー

地元林業後継者の育成

トレイルランやその他

プの活動について説明を。

などを行っている。
のイベントを行うことによ

森林組合を除き、現在
のため町の事業への入札に
参加いただいている。林業

の町内事業者は１社。育成

トレイルランでは、２

後継者グループは、東京農
大の里山整備実習や小学校
のしいたけ教室の講師とし

り、町にどれだけのお金が
落ちているのか検証してい
るか。
日間の宿泊により１５００
万円〜２０００万円程度の
お金が使われていると聞い

て参加いただいている。
新たな森林税をどのよ

ているが、特に細かなデー
タはとっていない。

うに活用して行くのか。
従来町単事業で行って

平成３０年度長和町観光施設事業特別会計補正予算（第１号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町和田財産区特別会計補正予算（第１号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町上水道事業会計補正予算（第１号）について

全員賛成・可決

長和町決算特別委員会の設置について

全員賛成・可決

長和町議会基本条例の制定について

全員賛成・可決

て工事を実施するという状
況である。
町全体の水路図は整備
されているか。古町の下流
に位置する水路は水が足り
ないという声を聞く。どの
場所からやるべきかよく調
査をしてほしい。
水路が詳細に記載され
ている図面は無い。多面的
支払交付金を活用し、有坂
から立岩にかけての水路改

30

いた、伐倒くん蒸できない
枯損木等の処理に対して
使って行く方針である。
（抜粋）

全員賛成・可決

平成３０年度社会資本整備総合交付金事業（防災・安全交付金）大内橋橋梁補修工事
請負契約の締結について

30.11.1

ながわまち議会だより

6

全員賛成・可決

人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

修を検討している。この水
路は、用水路から取水した
水が排水路に落ちてしまっ
ているので、排水が用水路
に落ちるような工事を併せ
て行いたいと考えている。

産業振興課
新規就農者に対してど

スキー場の指定管理料
を今後下げていくことを検
討しているか。

のような支援がなされてい
るか。
新規就農者の認定審査

として捉えている。３年間
を目安にスキー場の経営計
画を作成しており、２カ年
に渡ってスキー場のあり方
検討委員会を開催し、その
結果、昨年度まで６０００

町としても大きな問題

段階において、ＪＡや農業
改良普及センター・農業委
員等を含めて、経営する農
地の聞き取りや斡旋、農業
機械の取得やレンタル、生
計を維持できるような品目
選定などについてアドバイ

全員賛成・可決

長和町過疎地域自立促進計画の変更について

45

（審議結果続き）

◇ その他（１件）

◇ 契約案（１件）

◇人事案（１件）

◇ 発議案（２件）

審議結果

９月定例会に上程された議案などの審議結果
◇ 報告（１５件）
例月出納検査結果報告
議員派遣報告
株式会社長門牧場第１３期（第５２回）決算について
株式会社長門牧場第１４期（第５３回）事業計画について
平成２９年度長和町学校教育振興基金の運用報告について
平成２９年度長和町交通安全対策基金の運用報告について
平成２９年度長和町共済等促進基金の運用報告について
平成２９年度長和町地域福祉基金の運用報告について
平成２９年度長和町福祉医療費資金貸付基金の運用報告について
平成２９年度長和町奨学基金の運用報告について
平成２９年度長和町国民健康保険事業基金の運用報告について
平成２９年度長和町国民健康保険高額医療費資金貸付基金の運用報告について
平成２９年度長和町振興公社振興基金の運用報告について
平成２９年度健全化判断比率について
平成２９年度資金不足比率について
◇ 決算認定（１１件）
平成２９年度長和町一般会計決算の認定について

全員賛成・認定

平成２９年度長和町国民健康保険特別会計（事業勘定）決算の認定について

全員賛成・認定

平成２９年度長和町国民健康保険歯科診療所事業特別会計決算の認定について

全員賛成・認定

平成２９年度長和町後期高齢者医療特別会計決算の認定について

全員賛成・認定

平成２９年度長和町介護保険特別会計決算に認定について

全員賛成・認定

平成２９年度長和町同和地区住宅新築資金等貸付特別会計決算の認定について

全員賛成・認定

平成２９年度長和町特定環境保全公共下水道事業特別会計決算の認定について

全員賛成・認定

平成２９年度長和町簡易排水施設特別会計決算の認定について

全員賛成・認定

平成２９年度長和町観光施設事業特別会計決算の認定について

全員賛成・認定

平成２９年度長和町和田財産区特別会計決算の認定について

全員賛成・認定

平成２９年度長和町上水道事業会計決算の認定について

全員賛成・認定

◇ 条例案（３件）
長和町個人情報保護条例の一部を改正する条例の制定について

全員賛成・可決

長和町農業委員会の委員の定数条例の一部を改正する条例の制定について

全員賛成・可決

長和町農地利用最適化推進委員の定数条例の一部を改正する条例の制定について

全員賛成・可決

◇ 補正予算案（１０件）
平成３０年度長和町一般会計補正予算（第２号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第１号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町同和地区住宅新築資金等貸付特別会計補正予算（第１号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町簡易排水施設特別会計補正予算（第１号）について

全員賛成・可決
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久人
委員／ 小川

純夫

伊藤 栄雄

現在の試算では 年度に３

東屋の修繕費用が計上され

存樹木のみであり、それ以
外の倒木に関しては補助し
ない。

０００万円の赤字になり、
回避するには約 ％引き上
げる必要がある。２回目以
降の改定については、経営

がなかったが、今年度和田

平成 年度一般会計補正
予算（第２号）について

建設水道課

町内にある採石場から

土砂災害が発生するのでは

ないか心配である。採石場
の土砂災害への対策の有無

ているが、利用頻度は。

昨年までほとんど利用

宿ステーションの方々から
有効に活用したいとの要望
があったため、修繕する。

平成 年度観光施設事業
特別会計補正予算（第１
号）について

別荘区画内の道路は町

別荘地内の道路につい

７月に設立した経営委

採石場は採石法による

ては町道に認定されている

道認定されているのか。

許可申請手続きが必要で上

路線もあるので、災害等で
の破損については町費で災
害復旧を行っている。平成
年度からは町道の補修工
事予算のうち２００万円を

れているため、要綱に基づ
いて全額補助する予定。保

町の保存樹木に指定さ

の補助について説明を。

新海神社の風倒木被害

産業振興課

田建設事務所に申請する。
更新時には採石場が適正に
管理されているか確認し、
建設事務所が関係機関と定
期的に見廻りをしている。

について把握しているか。
していくことになる。その
ために専門家の参画やオブ
ザーバーの方もお願いして
いくつもりである。課題の
解決に向け、財産区の皆さ
んも交え、しっかり議論し
ていきたい。
平成 年度上水道事業会
計決算について
料金改定について。
広報７月号でお知らせ

和田宿ステーションの

努力し、再度のシミュレー
ションを行った上で審議会
に諮っていきたい。

39

40

員会が、これらの件を検討

願いしていくべきでは。

財産区の皆さんにもその状
況を理解していただき、地
代の支払いの減額などをお

しくなってきている中で、

町営別荘地の経営が厳

担して頂いた。

いても被害面積に応じて負

総務経済常任委員会が９月 日（水）に開催され、
平成 年度特別会計決算認定、平成 年度補正予
算案などの議案について審査が行われました。

区画内の立木はオーナ

の考え方は。

災害時の倒木処理費用

平成 年度観光施設事業
特別会計決算について

連携し収納に努めたい。税
金関係も交債権なので、税
務と協力して進めていく。

が５年となる。税務係等と

下水道は交債権で時効

未納者の収納対策は。

平成 年度特定環境保全
公共下水道事業特別会計
決算について

29

ー様の所有物という原則に
基づいて対応している。昨
年の災害についても管理セ
ンターでは加害者と被害者
の間に入って、倒木の処理

30

別荘地内の道路の補修に充
て、それ以外の通常の路面
の穴の補修や水切りなどの
修繕は、管理人やシルバー
人材センターが管理業務と
して実施している。
（抜粋）
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8

30

宮沢 清治
総務経済常任委員長

柳澤 貞司

12

した内容は１回目の改正内
容のみで ％上昇となる。

29

副委員長／ 渡辺

30

13

清治

29

29

や建物修繕の仲介をさせて
いただいた。倒木処理費用
はインフラや財産区等に関
わる費用であり、これにつ

29

委員長／ 宮沢

総務経済常任委員会審査報告

総務経済常任委員会

社会文教常任委員会審査報告

委員／ 田村

孝浩

森田 公明
社会文教常任委員長

羽田 公夫

佐藤 恵一

30

平成 年度一般会計補正
予算（第２号）について

人の３者契約である。

町、借受者、連帯保証

か。

契約は、連帯保証契約

平成 年度同和地区住宅
新築資金等貸付特別会計
決算について

忘れのない口座振替にして
いただくなどを推進する。

納付となったことによる納
め忘れがほとんどである。
こまめに通知を出す、納付

の移行当初において、現金

後期高齢者医療制度へ

原因か。

現金納付になることが主な

社会文教常任委員会が９月 日（木）に開催され、
平成 年度特別会計決算認定、平成 年度補正予
算案などの議案について審査が行われました。
平成 年度国民健康保険
歯科診療所事業特別会計
決算について
歯科診療所の定期的な
診療の見通しは。
医師の都合により不定
期診療となってきたことが
あるが、９月現在では週２
回の診療が行われている。
不定期診療は、歯科医師不
足も原因のひとつであるの
で、医師確保に向けて努力
していただいている。
虫歯予防的な観点での
対策は。
高齢者支援係や健康づ
くり係、広域連合とも連絡
をとりながら、予防を含め
た診療も進めていきたい。
平成 年度後期高齢者医
療特別会計決算について
滞納が発生する理由は

町民福祉課
ＥＶ充電器の電気料金

電気使用料が前年比で

約６割増加していることか

ら、充電器の利用者数が増
えていることが要因である
と考える。町として充電器

のインフラ整備を行ってい
ることから、利用者数の増

の購入について、タブレッ
トは全員に行き渡るのか。

それとも試験的な導入か。

今回の購入は特別支援

教室用である。今後台数等

検討していかなければなら
ないと考える。
和田小は児 童が少な

くなってきており、ＩＣＴ

要望

太陽光発電システム設

加を期待している。

置に関する補助申請が増加

等を設置するなど複合的に

公民館に太陽光パネル

ほしい。

を利用して長門小と連携し
た授業をする研究を進めて
している要因は。

新築住宅へ設置される

方が多いことが要因と推測
される。

利用するのはどうか。

地理的な部分も考慮し

こども健康推進課

近年、歯の健康が重要

なければならない。地元と
相談しながら進めたい。

増やすということは考えて
い な い。 既 存 建 物 の 修 理、
建替えの段階で住民の皆さ
んと協議したい。 （抜粋）

現 段 階 で は、 減 ら す、

てはどう考えているか。

町の公民館の数につい

視されているが、歯科検診
を健康診断と一緒に実施す
ることは可能か。

歳から 歳まで５歳

きざみで、対象の方に歯周
疾患検診を実施している。
町内の医療機関とのみ契約
しており、受診率はかなり
低い。歯科はかかりつけ医
をもっている方が多く、町
内の医療機関だけで受診率
を上げることは難しい。

教育課

小学校でのタブレット

9
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光規

13

が増加した要因は何か。ま
た、来年度以降も増える見
込みか。

70

副委員長／ 田福

29

新規被保険者の納入方法が

30

29

30

公明

29

29

委員長／ 森田

社会文教常任委員会審査報告

社会文教常任委員会

一般質問

５ 人 の議員が町政を 問 う

なって頂く予定である。

事業財源についての計画は。

時は名簿を各避難所へ配備し、自
主防災組織、自治会、区、消防機

町長 今年度、基金造成事業を

国の補正予算並びに来年度予算で

申請したが不採択となった。今後

関等の協力を得て安否確認、避難
支援を行う。
自 主 防 災 組 織 の 組 織 化 の 現 状、

メール、防災アプリ、ＦＭとうみ

設立、全町 区のうち 区で設置

町長 自主防災組織は８団体で

町長 基本計画や施設イメージ

積極的に予算獲得を進めていく。

等である。課題は、避難勧告等を

された。今後、担当と支所の職員

等を広く周知をするとともに、事

今後の組織化の計画について

発令しても住民がなかなか避難さ

が協力して地域に出かけ、粘り強

業計画や設計に対してご意見を頂

行政無線や音声告知端末、エリア

発令している。伝達方法は、防災

一 般 質 問
議員

れないことで、自主的な避難のた

く啓発や働きかけを行っていく。

町長 責任者は近々店舗運営等

（抜粋）

その役割を果たしていきたい。

よる情報発信を充実させることで

収集及び広報紙やホームページに

委員会については、町として意見

呼びかけていきたい。依田窪病院

広報紙等へ掲載するなど、町民へ

取り組みは、町も病院と連携して

町長 医師・医学生を紹介する

の設置をすることを提案する。

進めること、②依田窪病院委員会

医師医学生紹介運動の取り組みを

医師の確保と患者増のため、①

依田窪病院について

を頂く機会をつくっていきたい。

の進捗状況を随時掲載し、ご提案

きたいと考えている。広報で事業

要だと思うが、今後の予定は。

町民への広報の工夫がもっと必

めには、防災知識と災害時の必要
な情報提供を周知していくことが
重要であると考えている。

シーエ設計に決定した。今年度中

現状と今後の予定は。

建設水道課長 町内各所の河川

には設計業務を完了させ、来年度

の樹木だが、町内の河川内の樹木

内にニセアカシア等の樹木が多く

に工事着工の計画である。
出荷者組織準備会の参加者とそ
の内容、今後の取り組みは。
名で道の駅直売
所出荷者組織準備委員会を組織し

町長 先般、
避難行動要支援者の基準と把握

た。今後、視察と具体的な調査や
検討・調整を行っていく。
計画、事業を進める際の責任者
動要支援者登録制度実施要項に基

の経験と知識が十分に合う方に

はいつ決まるのか。
づいて行い、現在５０１名。災害

者の登録は、長和町災害時避難行

町民福祉課長 避難行動要支援

の対応について。

状況、避難行動要支援者の避難時

現在要望しているところである。

伐採したが、県の予算が余りなく

田川でニセアカシアなど約 本を

見られる。７月に和田上組区の依

町長 ７月に設計業者が㈱エー

マルメロ道の駅ながとエ
リア活性化事業について

17

の伐採についての考えは。

川の氾濫の原因の一つが河川内

86
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10

田福 光規

安全・安心のまちづくり
長和町の防災対策
当町での防災訓練や講演会の実
施状況や今後の計画は。
総務課長 昨年は大門、長久保、
古町、和田の４地区で講演会を開
催し、約１３０名の参加。今年は、
９月２日に古町寺上自治会で避難
訓練を実施し、１２２名の参加が
あった。来年度以降も引き続き防
災訓練を実施していく。
避難勧告や避難指示の発令と町
民への伝達方法、今後の課題は。
総 務 課 長 避 難 勧 告 等 は、 長 和
町避難情報の判断伝達マニュアル
及び長和町地域防災計画をもとに

17

60

一般質問

森田 公明

議員

長和町の教育方針につい
て
長和町の小中学校におけるいじ
めの状況把握とその現状は。
教 育 長 い じ め の 把 握 は、 担 任
と児童生徒との個々面談・児童生
徒及び保護者へのアンケート調査
の実施・総合質問紙調査などによ
り状況把握を行っており、現在の
ところ重大ないじめに関する事案
は発生していない。
いじめから子供を守る体制の整
備について、その内容は。
年にいじめ防

協議会を設置するなど体制整備を

針に基づき、いじめ問題対策連絡
るよう要望する。

会を保障する授業編成が維持され

進めていく。また、教科としての
道徳の授業を通じ、いじめをなく

教育長 ７月

日に協議会の設

立総会が開催され、甲信縄文文化

発信活性化協議会が発足した。今

後、日本遺産プロデューサーのス

学校教育における道徳教育のあり

ことにもなりかねない。町では、

童生徒の人格の完成度を評価する

のすり込みに繋がる虞があり、児

道徳の教科化は一面的な価値観

ストーリーが重要な要素として認

耀石を中心とする縄文時代の旅の

星糞峠黒耀石原産地遺跡を含む黒

と縄文人に出会う旅 ─」の認定は、

文世界 ─数千年を遡る黒耀石鉱山

日本遺産「星降る中部高地の縄

業、縄文文化を紹介する広報用動

板 の 作 成、 縄 文 ト レ イ ル 周 遊 事

主な実施事業は、案内看板・掲示

費の総額は９８２０万円を予定。

年度から３年間。協議会での事業

教育課長 事業の実施期間は今

トーリーを軸に日本遺産魅力発信

方についてはどう考えるか。

められた背景があると聞く。この

画の作成、甲信縄文フェスティバ

日本遺産認定に対する取
り組みについて

町長 特別な教科としての道徳

日本遺産の認定について、その意

ルの開催等が予定されている。

特定な価値観を押しつけることに

その評価に際しては、児童生徒に

意欲と態度を育てることにある。

通じ、道徳的な判断力、実践する

己の生き方について深める学習を

視野から多面的多角的に考え、自

を基に、自己を見つめ物事を広い

徳的な様々な価値についての理解

ランドとして再評価されたものと

曜石が、星のごとく輝く今日のブ

いう日本最古のブランドである黒

が評価された。長和町の３万年と

土器を持つ文化が生み出された点

とされた土偶や芸術性の高い縄文

の流通を背景に、この地域に国宝

国でも類例のない黒耀石資源とそ

町長 今回の認定において、全

携して柔軟に対応していきたい。

に応じ産業振興課や観光協会と連

は教育委員会が主となるが、場面

教育長 史跡などの整備・充実

くのか。

日本遺産活用の協議に関わってい

長和町では、どのような体制で

推進事業を展開していく。

の目標は、よりよく生きるための

義をどう捉えているか。

ならないよう、結果に至るまでの

考える。長和町が長年取り組んで

高めるためにもＤＭＯは有効なも

してその魅力を伝え、商品価値を

教育課長 長和町の独自色を出

求められると考えるがどうか。

うな観光地経営体の組織づくりが

長和町でも、日本版ＤＭＯのよ
過程を重視した評価となるように

きた歴史遺産を生かしたまちづく
りが地域振興にも繋がる大きな
チャンスとして、この機会を生か

英語と道徳の教科化により、
総合学習が削られ地域学習の時間

広域圏での取り組み状況等を踏ま

のであると認識している。今後の
日本遺産活用に対する取り組み

えて研究していきたい。 （抜粋）

していきたい。
の歴史や文化について学ぶ機会や

の内容と今後のスケジュールは。

が減少することが危惧される。町

要望

していきたい。

おそれ

基礎となる道徳性を養うため、道

す教育を実践していきたい。

25

地域社会に児童生徒が参加する機

11
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町長 国は平成

じめ防止基本方針を策定。この方

定について検討を行い、長和町い

した。町では、基本方針などの策

置、重大事態への対処などを規定

の策定、いじめ防止等に関する措

止対策推進法を制定し、基本方針

25

一般質問

渡辺久人

議員

すし」と呼んでいる危険回避行動
について再徹底、文字放送や告知
放送で住民にお願いした。

や塀の下敷きで死亡した事故を受

下校中の児童が殺害された事件

依頼、中学校では、地区懇談会や

は、各支部に通学路の安全点検を

が安全確認を実施した。小学校で

登下校中における児童生
徒等の安全確保は

けてどのような対策を行ったか。

地区生徒危険箇所を確認し指導を

ない。今後町のホームページ等に

総務課長 現在公表はされてい

対 策 と し て は 口 座 振 替 の 推 進、

１千円、
下水道９７３万円である。

督促状・催告書の送付、臨戸徴収、

電話による催告、預金の差押え、

おいて公表していく。
適切な避難所の運営を行うには

納率の向上に努めている。別荘料

長野県と連携して併任共同徴収、

については職員が常駐しているメ

町職員への周知と住民への説明、

町長 ９月２日の古町寺上地区

地方税滞納整理機構へ移管、出張

での避難訓練に参加し、避難所開

リットを最大限に活かし、納入意

訓練が必要と考えるが、いつ行う

設や住民の避難誘導の訓練を行っ

思がない者との折衝・解約を促し、

徴収、コンビニ収納を開始し、収

た。職員の教育を充実させ、住民

家屋の解体及び解約を進め、未納

のか。

の皆様にもより多くご参加いただ

額を減らす取り組みをしている。

適正化を図るため、平成

年度よ

の確保及び町の債権管理の一層の

町長 公正かつ公平な町民負担

取り組んでいるか。

一元的な滞納管理をどのように

けるよう引き続き防災訓練を実施
していく。

町税等徴収金の収納状況
と収納対策は
重要な自主財源である町税、使

険税 ・４％、収入未済額は合計

車税合計で ・９％。国民健康保

法人住民税、固定資産税、軽自動

総務課長 町税の収納率は個人・

納整理に取り組んでいる。また、

滞納者にかかる情報交換を行い滞

課長及び税・料金担当の係長で、

会議を開催している。構成員は全

を本部長として年に数回対策本部

り税務係が事務局の「長和町滞納

で２６７７万６千円。別荘料の収

税務係と料金担当係が連携して訪

用料金等の収納状況と収納対策は

納率 ・ ％、収入未済額６８３

問等での一元徴収を推進している

整理対策本部」を設置し、副町長

４万５千円。上下水道使用料の収

ほか、民間の債権回収会社との提

どのように取り組んでいるか。

納率は上水道が ・ ％、下水道

携を研究している部署もある。

（抜粋）
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12

ブロック塀については、教職員

町 長 殺 害 事 件 を 受 け て、 教 職
行った。

長和町では子供たちを守るため

員間で不審者対策の徹底を再確認
し、保護者に登下校の安全対策の

の防犯カメラはあるか。また、設
置予定はあるか。
町長 防犯カメラの設置に適し
た箇所を確認するとともに、町の
防犯担当部署と連携しながら設置
を進めていきたい。

22
が ・ ％、 簡 易 排 水 ・ ％、
67

収入未済額は上水道３１９９万

98

20

長和町地域防災計画と避
難所運営マニュアルの活
用方法は
「長和町避難所運営マニュアル」
の住民への公表は。

82

97

87

91

63

51

98

防犯カメラ

通知、子どもたちには「イカのお

通学路にあるブロック塀

一般質問

に、議論の場や政策参画の機会を

998

302

536

3,776

42.22%

20.45%

42.59%

50.00%

55.77%

58.49%

69.33%

72.41%

77.18%

80.30%

80.48%

83.23%

84.43%

77.44%

53.71%

68.88%

精神障害者の方々から何の心配も

491

662

425

387

992

5,424

397

423

593

380

333

671

4,193

77.30%

慣例となっている集落単位での

どのように行政として提供してい

67.64%

390

358
460

301

道路の草刈り等の範囲を詳細に見

86.05%

424

551
353

243

議員

くのか。

町長 町では若い世代の議論の

89.41%

662

400
319

237

佐藤 恵一

若い世代の町政参画の機
会について
年 施 行 長 和 町 町 長 選 挙・

89.58%

497

371
309

187

直していただき、行政の責任で管
平成

場や政策への参画として、平成

86.15%

462

274
257

164

理を行う場所と地域で担う場所を

長和町議会議員一般選挙等の投票

年に長和協働創出塾を開催し、若

86.30%

355

231
258

122

再度明確化し、草刈りに対する活

結果は、有権者数５４２４人に対

者の力で長和町を元気にするとい

85.27%

319

217
215

104

動保険への加入・活動補助等の検

し投票者数４１９３人、投票率

ったテーマでワークショップを開

76.18%

313

155
208

15

討や道路維持管理協定など各自治

・３％という高い結果であったが、

催をした。今後、若い世代に積極

的に町づくりに参画いただけるよ

うに、定期的に意見交換の場やワ

76.70%

265

145

なく職員採用試験に応募いただけ

5,482

ークショップ等を検討していきた

72.76%

260

116

いと考える。

63.57%

232

92

ける職員を採用したい。 （抜粋）

きることに目を向けて活躍いただ

できるだけ早い時期に障害者ので

る応募方法を検討するとともに、

町長 身体障害者、知的障害者、

採用計画は。

害者雇用に対する考え方と具体的

１人以上となっている。役場の障

雇用しなければならない障害者数

定 雇 用 率 ２・５ ％ を 下 回 っ て お り

長和町役場の障害者雇用率が法

障害者雇用について

56.74%

216

9
44

23

会・区と取り決めることはできな

若い世代の投票率の低さ、町政へ

0.00%	

いか。

の関心の低さが目立った。次世代
の担い手である町に住む 代から

10.00%	

建設水道課長 町の過疎化・担

20.00%	

町道の草刈りについて

町長・町議選挙	

い手不足などの影響により、道路

代の若い世代が、身近な町の課

40.00%	

の維持管理における草刈りや側溝

50.00%	

題をよりよい方向へ解決するため

60.00%	

道路管理費予算減等により町道

29
70.00%	

等の土砂さらいなど、今後さらに
深刻化することが懸念される。地
域住民と行政との協働づくり等に
ついて役場全体としても研究して
いきたいと考える。
草刈り機等の機械化の促進の検
討の余地はないか。例えば斜面草

80.00%	

の草刈り等が充分行われず環境維
持が困難となっている現状をどの
ようにしたら持続可能な方向で解
決できるか。
町長 町道は路線数が６９６路
線と多く、草刈りなどについては
なかなか手を入れることが難しい

40～44

刈り機等を購入して委託先に貸与

40～44	

35～39

ところも多々あり、自治会や区に

35～39	

30～34

し、草刈りの効率化を推進する方
策をとることはできないか。
建設水道課長 予算の状況によ
り、町で斜面刈りの専用の草刈り
機の購入をして貸与するというこ
とは可能であると考えられるが、
法面の規模も大小さまざまである
ことから、委託の範囲で行える場
所については安全面等を考慮する
と限界があると考える。

合計	
30～34	

25～29

13

20

合計
80～
75～79

25～29	

20～24

よる自主的なボランティアに頼る
ところが多いことも事実で、今後
も集落周辺の管理を担っていただ
きたいと考えている。昨今、住民
の高齢化の進展により今までどお
りの管理は大変厳しい状況である
と認識しているが、町として引き
続き関係各課が連携して、少しず
つでも適正な道路の維持管理を進
めていきたいと考える。

50.00%

44

19

投票率

30

90.00%	

28
34.09%

45

投票者数

44

投票者数

投票率
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52.27%

有権者数

衆議院
総選挙

有権者数

町長
町議選

衆議院総選挙	

30.00%	
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75～79	
70～74	
65～69	

70～74
65～69
60～64
55～59
50～54

60～64	
55～59	
50～54	
20～24	
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45～49

19	
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平成29年執行 長和町長選挙・長和町議会議員一般選挙と衆議院議員総選挙 年代別投票率一覧	
100.00%	

一般質問

宮沢 清治

議員

「関係人口を意識した町づ
くり」について
「 長 和 町 ま ち・ひ と・し ご と 総 合
戦略」が策定され中間年が経過し
た。基本目標ごとに主だったもの
についてその効果を、目標値未達
事業はその進捗状況を。
企画財政課長
・ワイン産業プロジェクト展開事業
は、
「黒耀ワイン」への期待が高ま
ってきたと考える。
・新規雇用企業支援事業は、企業の
新規雇用拡大の一助になったと考
える。
・企業誘致などに関しては、進んで
いない。
・国際交流事業は、人材育成や郷土
への誇りと愛着の醸成に寄与でき
たと考える。
・空き家活用移住促進事業は問い合

わせ件数が多くなってきた。
・「 と び っ 蔵 」 運 営 事 業 は、 町 の 特
産品を始め観光も含めた情報発信
に繋がった。
・地域資源を活かした「癒しの場」
の提供は事業実施が困難である。
・子育て支援事業等は、町内外の方
にＰＲできたと考える。
・公共交通事業では新公共交通網構
築についての検討を始めている。
・道の駅活性化推進事業は住民の生
活利便性向上、農業振興を目指す
ほか、都市農村交流の促進や新た
な産業の振興を図るべく事業を進
めている。
・認知症対応型施設の展開は、実施
困難と考えている。
「総合戦略」が今年６月に改訂さ
れた。浮かび上がった課題と改善
策は。
企画財政課長 策定時の数値捕
捉誤りを訂正したもので、総合戦
略の内容に変更はない。
「 関 係 人 口 」（ 注 ⑴）を 意 識 し た 町
づくりについて見解を。
企画財政課長 多くの地域との
繋がりを持つ機会を提供し、これ
まで築いてきた「関係人口」
をこれ
からも継続的に深めていきたい。
「ふるさと住民票」制度
（ 注⑵）に

ついての考えは。
企画財政課長 導入している自
治体や県下周辺自治体の動向、ホ
ームページを介したパブリックコ
メント等を活用し、導入すべきな
のか検討していきたい。

「長久保支所施設」について
避難場所として指定されている
施設の修繕箇所が山積している。
良好な生活環境の提供についての
考えは。
町長 改修箇所が多く、財政的
な問題もある。活用できる補助金
や起債を検討しながら、支所、避
難所としての機能が十分果たせる
よう環境整備を第一に考え、緊急
性に応じて随時改修していく。
また、複数の名称がついた複雑
な施設となっているため、名称の

統一も考えている。

電気設備の調査結果及びその対

応は。

町長 機器の不良、異常はない

との調査結果であるが、万一の場

合にも周辺に迷惑をかけることの

無いよう、耐用年数を過ぎた電気

遮断機の更新を早急に行う。

「古町屋内ゲートボール
場」の今後について

取り壊すと聞くが、今後のスケ

ジュール及び跡地利用は。

町長 施設の老朽化、利用状況

を勘案し、今後の方向性について

施設の取り壊しも含めた中で検討

（抜粋）

し、個別施設の総合管理計画に反

映させていく。

注⑴「関係人口」＝長期的に住む
「定住人口」や、観光目的で訪れ
る「交流人口」とも違った概念
で、地域外から応援してくれる
サポーターのような存在。
注⑵「ふるさと住民票」制度＝町
外に居住する方と町とを結び、
住民カードを発行し、公報の発
送、祭りや伝統行事の案内等の
サービスを提供し、交流を促進
していく制度。
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古町屋内ゲートボール場

議会改革検討特別委員会報告

町民と議会との懇談会

１．開会（ 時 分）

○ 次第 進行：渡辺議員

議会： 人

10

羽田委員長

３．参加議員自己紹介
４．趣旨説明
分）

ため、今回は自治会単位とし、少

い。多くの方に集まっていただく

委員会の対応がまだ整っていな

うな集会にしないのか。

と細かく少数派の意見を聞けるよ

はかなりの負担になる。なぜもっ

きな会場では住民が発言するのに

懇 談 会 の 開 催 方 法 に つ い て、 大

懇談会の発言要旨（抜粋）

６．閉会（ 時

５．懇談

10

馬場長久保自治会長

２．挨拶 田村議長

00

20

をしているのか。

等をして、しっかり意見を言える

が開催され、その中で現在の状況

などの議論は進んでいるのか。議

議会では、夜間議会・通年議会

ような質問をしてもらいたい。

が説明された。説明に対し質問等

員が２名減になり、その２名の分

組合議会の前に病院状況説明会

を行い、協議した。懇談会の内容

の報酬はどう使われているのか。

夜間・通年議会等についての議

は伝えたい。
道の駅エリア活性化事業につい

をとるのか。議会として、住民の

がおぼつかなくなったら誰が責任

アコンの設置を進めるべきだ。

たちは扇風機で過ごしていた。エ

今年は猛暑の中、学校の子ども

論はそこまで至っていない。

声をよく聞き、関連の条例や予算

て、事業を開始して数年後に経営

一般質問において、依田窪病院

案、基本計画案などについて十分

容の一部については医療福祉事務

議会運営委員会での協議で、内

が隣接する道の駅の特徴を活かし

いう観点からも、温泉などの施設

道の駅がこのままで良いのかと

い者が避難しても過ごせるような

示が出た根拠は。お年寄りや障が

先日の台風で、長和町で避難指

ついては、来年度予算で設置する

組合議会で質問してもらうことに

たい。議員にも決定した責任があ

上げることが大切。議員にも厳し

道の駅の経営会社自体が収益を

が夜半に来るので災害対策本部か

避難準備情報については、台風

障がい者の避難については、福祉

ら指示が出たと思う。お年寄りや
道の駅エリアにスーパーマーケ

★ 懇談会で頂いたご意見につい
ては議会で検討し、行政に提言
します。★ 今後、他の地域にお
いても懇談会を開催する計画で
す。ご協力をお願いします。

結んでいない。

避難所が指定されているが協定は

ら情報を得たり職員にも聞き取り

になっている。もっと住民などか

要望 最近の一般質問はただ聞き役

していく方策をとるとのこと。

ご協力頂ける生産者を段々に増や

して協力することになる。町では

の力が必要。農協が運営事務局と

ット的な役割を持たせるには農協

くチェックしてもらいたい。

計画が進められている。

なった。

場所（設備）を用意してほしい。
議員は理事者や院長と十分な議論

依田窪病院の危機的状況の中で

るという認識である。

協議していく。
の現状についての質問を制限する

審議をしてほしい。

保育園と小中学校のエアコンに

のは、果たして妥当なのか。

月 日（木）、長門町民センター集会ホールにおいて、長久
保地区を対象に「町民と議会との懇談会」を開催しました。
長久保自治会を中心として多数の方にご参加いただき、活発
な懇談が行われました。ご協力ありがとうございました。
○ 期日：平成 年 月４日（木）
○ 参加者： 人

30
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し小さくした形で開催した。今後

「町民と議会との懇談会」
（長久保）

10

伊藤 栄雄

渡辺 久人

佐藤 恵一

電話：0268-75-2059 ／ FAX：0268-68-4139 ／メール：gikai@town.nagawa.nagano.jp

■ 議会だよりに関するご意見やご感想をお寄せ下さい。
■ 長和町議会事務局 〒386-0603 長野県小県郡長和町古町 4247-1

／

森田 公明

■ 長和町議会議員の主な活動（ 月〜 月）

委員長 羽田 公夫

各議員が、日頃考えていることや住
民の皆さんへのメッセージを書いてい
ます。今回は、伊藤栄雄 議員です。

編集委員会

福祉企業センター運営委員会
依田窪医療福祉事務組合第２回定例会
信州・長和町地域おこし協力隊退任式
ながと保育園・和田保育園運動会

委

員 宮沢 清治

▽今年のビックニュ
ースの一つは、今年
二月の冬季オリンピ
ック。ピョンチャン
大会を契機に南北朝
鮮の友好ムードが高
まり、アイスホッケ
ーや世界卓球の女子
南北混成チーム等の
スポーツによる平和
外交が実を結び、朝
鮮戦争以来分断統治されていた韓国と北朝
鮮が、六十八年ぶりに、南北首脳が板門店
で握手を交わしました。平和外交が南北統
一の悲願の扉をあけた感がありました。
▽平和外交と云う同じポリシーで見た場合
現在のＮＨＫドラマ西郷
（せご）どんも共通
点があると思います。西郷隆盛が江戸城に
進撃。勝海舟と会見し、江戸城を開城しま
した。江戸城開城は正に無血開城であり、
江戸を兵火から救った事と、私心なく、国
家、国益を優先させた為政者だったように
思われ、上野公園の銅像、敬天、愛人と相
俟って、その功績と人となりが今なお根強
い人気をキープしているようです。

議会だより

町の皆さんへの
メッセージ

ながわまち

29 28 27 26

平成 年 月１日 発行
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７

／４ 長和町奨学金貸付運営委員会
地域いきいき券加盟店会総会
長和町議会第１回臨時会
議会改革検討特別委員会
古町地区防災会議
町村議会議員研修会
青少年海外派遣交流事業出発激励会
議会だより編集委員会
南部中地域未来プロジェクト発表会
／４ 長和町福祉の集い
議会全員協議会
議会改革検討特別委員会
議会運営委員会
豊受大神宮社務所災害復旧対策委員会
下諏訪町・長和町交流会
黒耀石のふるさと祭り
／３ 長和町議会第３回定例会開会
一般質問
議会改革検討特別委員会
下諏訪レガッタ
有坂諏訪神社例大祭
決算特別委員会
決算特別委員会
総務経済常任委員会
社会文教常任委員会
こころの健康づくり講演会
長和町敬老祝賀会
依田窪病院祭
長和町議会第３回定例会閉会
議会全員協議会
南部中紫苑祭
ウイスキー＆ビア キャンプ
下諏訪町・長和町 議会研修会

議 会だより
ながわまち

古町（藤見町）の故 栗原暁史さんが、
「従六位」の
位階と「旭日双光章」を受章され、９月３日（月）
長和町役場議場において、羽田町長より妻のかお
るさんに位階・表彰状と勲章が伝達されました。
故 栗原暁史さんは、平成４年１０月の長門町議
会議員選挙で初当選し、以来、長門町議会議員、
平成の大合併後の長和町議会議員として、平成
田村議長、栗原かおるさん、羽田町長 ２９年１１月までの７期２５年余の永きに亘り、社
会文教常任委員長等を歴任され、地方自治の発展に尽力していただきました。その
活動は、一貫して地域住民に寄り添った政策提言や町民の福祉の向上を訴え、町の
ため町民のためにその半生を捧げられ、ご活躍いただきました。
30

９

故栗原暁史さんが
従六位と旭日双光章 を受章
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