令和３年度 自治会長及び区長合同会議

会議録

場

令和３年４月 22 日（木）
① 古町・長久保地区 午前 10 時～12 時 08 分 （自治会長・区長出席 39 名）
② 大門・和田地区
午後１時 30 分～午後３時（自治会長・区長出席 37 名）
所
町民センター 集会ホール

１

開 会

２

町長あいさつ

日

時

「昨年度の自治会長・区長合同会議はコロナウイルスの感染拡大からやむなく中止とし、
資料をお渡しして、ご意見を伺うという方式で対応させていただきましたが、今年度は、
密を避けるため町内を二つの地区に分けて開催させていただきました。
町民の皆さんに質の高い安定した行政サービスを提供するべく、引き続き行政サービスの
充実や行政改革を推進して参りたいと考えておりますので、よろしくお願いします。」
３

会議事項
（1）町からの連絡事項について
資料に基づき、２課ずつ町の事業及び連絡事業の説明の後、質疑・応答を行った。

【総務課】
質問者

質問内容

回答者

回答内容

区長

人口の減少や高齢化によ 総務課長
り、地区の世帯数が減って
いる。
区の再編は考えているの
か。

運営が難しくなってきてい
る区もあるとの話を聞く。
検討をしていきたい。

区長

区からの要望提出はどの 総務課長
ようにしたらよいか。

その都度文書でいただけれ
ば回答書をお送りします。
位置図や写真などもいただけ
るとありがたいです。

【企画財政課】
質問者

質問内容

自治会長

回答者

長和町まち・ひと・しご 企画財政課長
と創生総合戦略は具体的に
どのような活動をするの
か。
若者が住めるまちづくりに
は何が必要と考えるか。

回答内容
国の課題でもある人口減少
を焦点とした地方創生総合戦
略を受け、平成 2７年に長和
町の人口ビジョンと５年計画
の総合戦略を策定した。第２
期の戦略は、地域資源を活か
した地域産業の振興、観光・
交流文化の構築、子育て支援、
安心安全な環境の確保を基本
目標とし事業を展開し て お
り、事業効果の検証を行いな
がら各般にわたる既存・新規
事業に合致させながら取り組
みを推進している。

若者が住んで地域が活性
かて

化するには、生活の糧があ
ることだと思う。具体的に
考えていただきたい。

【情報広報課】
質問者
区長

質問内容

回答者

１月中旬 に単発 で病 院 情報広報課長
広報の配布依頼があった。
また、外郭団体のお知らせ
等の配布物の依頼がある
が線引きをどう考えるか。

回答内容
病院広報等配布をお願いす
るものは、月初めの広報配布
日に併せるように いたし ま
す。
外郭団体の配布物は、町関
係部署の広報物のみとしてい
ます。

【町民福祉課】
質問者

質問内容

回答者

回答内容

区長

防犯カメラは何台設置し 町民福祉課長
てあるのか。また、今後の
設置予定はあるか。

子どもの見守りを中心に
町内５箇所に設置してあるほ
か、役場やふれあい館等にも
設置してある。本年度１台を
新設する予定だが、今後も設
置をしていきたい。

区長

鷹山地区のボランティア 町民福祉課長
道路清掃は、５月 16 日（日）
から５月９日（日）に変更

係から道路清掃に必要な物
品等について連絡させていた
だく。

になった。

【こども・健康推進課】
質問者
自治会長

質問内容

回答者

回答内容

コロナ予防接種は、全 こども・健康
４月 19 日から 80 歳以上の
員が受けられるのか。
推進課長
高齢者（約 1000 名）の予約
医療従事者の接種は済ん
を開始したところ、１回目の
だのか。
ワクチン１箱 487 人分の予
受付状況など町の状況を
約はいっぱいとなった。５月
知りたい。

10 日から 65 歳以上（約 1600
人）を含め、約 1500 人分の
予約受付を開始するが、80 歳
以上の方を優先していく。７
月以降 65 歳未満のワクチン
接種を進めていく予定で あ
り、ワクチン確保についても
国に 要請しており、希望者
全員のワクチン接種が終わる
まで取組みを進める。
医療従事者の先行接種につ
いては、依田窪病院では３月
から順次接種をしており 、
近々希望者全員の接収が完了
すると聞く。
予約電話が繋がりにくかっ
た状況があり御迷惑をおかけ

しました。次の予約受付に向
け、体制の見直しをしており、
一人でも多くの接種をお願い
する。
町長

県と市町村の協議の場でも
話し合いをしており、県とし
ても各市町村に満遍なくワク
チンが届くような体制をつく
ってもらっている。
一人でも多くの方に接種い
ただけるよう 80 歳以上の高
齢者への説明体制づくりを進
める。

区長

施設に入所している高 こども・健康
施設ごとに対応してもらう
齢者のワクチン接種はど 推進課長
こととなっている。町内に住
うするのか。
所がある 65 歳以上の全員に
通知をしてあるので、施設で
接種いただけない方は、町の
集団接種にてお願いしたく、
施設に確認いただきたい。

施設で接種した場合
は、町に連絡するのか。

国で一括して接種管理をし
ており、町でも接種状況を確
認できるため、連絡の必要あ
りません。

【産業振興課】
質問者
自治会長

質問内容

回答者

シカ柵について、自治 産業振興課長
会や区などで設置や補修
を行っているが、団体ご
とに対応が異なる。町の
獣害対策の施策を聞きた
い。

回答内容
町では、獣害防止策の資材
の提供をしているが、周囲の
対応の違いについては、農政
係に相談いただきたい。

建設水道課長

獣害柵への落石など工事的
なことは建設水道課に相談く
ださい。
なお、多面的機能保全組織
において補修をしていただい
ている自治会や団体について
は日当等をお支払いしていま
す。多面的機能支払事業につ
いても建設水道課にご相談く
ださい。

自治会長

農業振興地域の中で植 産業振興課長
林をされている土地につ
いてどう考えているか。

畑において現況が山林であ
ると確認できた場合は、非農
地判定の証明を発行すること
で地目の変更が可能となるた
め、対応していく。

耕作放棄地の発生防止
と解消の具体的施策を聞
きたい。

実態を把握したうえで、耕
作放棄地になった経過などを
調査 することから対応し た
い。

【建設水道課】
質問者
自治会長

自治会長

質問内容

回答者

回答内容

立岩落合住宅団地の残 副町長
地元の皆さんと話し合いを
地が草だらけとなってい （土地開発公 持ちながら、活用を考えたい。
るが、活用は考えている 社理事長）
のか。
残っている１区画は形
を整えてから販売する考
えはあるか。

土地を拡大して整備するな
ど土地開発公社で検討してい
きたい。

多面的機能支払制度に 建設水道課長
ついて周知いただきた
い。

農業を支える共用施設であ
る水路、農道等の補修や草刈
りなどの保全管理を行ってい
ただいた際に交付金を支援し
ている制度で、町内 12 地区

で共同活動に取り組んでいた
だいています。
制度につき、広報等で広く
周知したい。

【教育課】
質問者
区長

質問内容

回答者

５月２日に開催される 教育課長
令和３年成人式はどのよ
うな人が対象となるの

回答内容
令和２年度に 20 歳になっ
た方が令和３年成人式の対象
となる。

か。

（2）その他
総務課からのお願い
・自治会長及び区役員手当の振込先を 5/31 までに提出ください。
・地区担当職員の回覧を区長にお願いする。

