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予算
3
決まる

月定 例 議 会

2日から10日の9日間の会期で開催されました。
専決処分1件、23年度一般会計・特別会計当初予
算10件、22年度補正予算8件、条例制定・改廃21件、
工事請負契約1件、その他1件が提出され、審議の結
果、すべての議案を原案通り可決しました。
6人の議員が、
『 行政サービス』
『 町の活性化』
『鳥
獣害対策』等について、一般質問しました。

一 般 会 計 ／総額123.1億円

3.2％（3億9,473万円）
3.8％（4億6,552万円）
農林水産業費 6.2％

商工費

議会費

※四捨五入のため、合計と一致
しない場合があります。

1.0％（1億2,036万円）

消防費

（7億6,821万円）

衛生費 9.9％
（12億1,374万円）

分担金及び負担金・
使用料及び手数料
3.4％（4億897万円）

町 税 29.2％
（35億9,610万円）

教育費
11.9％
（14億6,708万円）

自 主

土木費 13.0％
（16億363万円）

繰入金 0.3％
（3,573万円）

財
源

歳 入

歳 出

総務費 12.2％
（15億664万円）

源

繰越金 0.8％
（1億円）

その他

依

地方交付税 35.7％
（44億円）

存

その他 計1.0％
（1億1,514万円）
財産収入
寄附金・諸収入

財

民生費 19.2％
（23億5,735万円）

その他 計0.4％
（5,353万円）
諸支出金
労働費・予備費

臨時財政対策債
国庫・
県支出金
6.5％（8億円）
（16億266万円）
町債（町の借金）
13.0％
（臨時財政対策債を除く）
6.0％（7億4,430万円）

各種交付金

公債費
（借金の返済）
19.2％
（23億5,921万円）

地方譲与税

その他

1.6％（1億9,800万円）

島崎栄一議員

◇一般会計

反対

談合を摘発され、他の

自治体で指名停止になっ

ている業者を、見直しも

せずにそのまま使い続け

るような予算には賛成で

前田善成議員

きません。

賛成

地場産業振興基金は、

町の業者が新産業や新分

野に進出するために、町

が支援できる基金であり、

夢のあるまちづくりを目

指す町を内外に示す予算

原澤良輝議員

だといえます。

反対

地場産業振興基金の積

立・対策事業一千万円や、

企画調査研究費一〇〇万

円など、
事業内容が未定の

事業も計上されています。

住宅リフォームなど、

町民や地元業者の仕事お

こしに活用することを求

めて反対します。

（賛成一五 反対二 可決）

│当初予算討論│

利子割交付金・地方消費税交付金・自動車取得税交付金・株式等譲渡所得割交付金
各種交付金 計2.5％（3億910万円） 配当割交付金・ゴルフ場利用税交付金・地方特例交付金・交通安全対策特別交付金
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23年度当初
平成

新エネルギー事業

◆小水力発電の推進
◆電気自動車の充電器を町内4ヶ所に設置

収益的収入

介護保険

収益的収出

資本的収入

水道事業
下水道事業

利根沼田広域観光センター

資本的収出

スキー場事業

温泉事業

◇国民健康保険特別会計

◇介護保険特別会計

原澤良輝議員

島崎栄一議員

◇水道事業会計

反対

介護該当者が費用の心

加入金を取るので反対で

反対

国保会計が黒字になっ

配をしなくても介護が受

す。

原澤良輝議員

ているにもかかわらず、

けられる制度に改善すべ

賛成

反対

保険税の値下げをしない

きです。

内海敏久議員

水道組合からの編入時、

ので反対します。

経営の透明化、健全化

を進め、老朽化した設備

小林 洋議員

高齢者の皆さんがいつ

の整備を促進するための

賛成
本会計は加入者の皆さ

までも元気で暮らしてい

予算です。

林 一彦議員

んが安心して医療が受け

ける介護予防事業予算で

反対

賛成

られるためのものであり、

す。

しての運営には無理があ

本会計は、企業会計と

原澤良輝議員

必要な予算です。

（賛成一六 反対一 可決）

◇下水道事業特別会計

（賛成一五 反対二 可決）
◇ 後期高齢者医療特別会計

ります。

（賛成一五 反対二 可決）

◇利根沼田広域観光セン

原澤良輝議員

思い切った起債返済計

反対

画を実施し、安定した下

原澤良輝議員
年齢による区別がある

ター特別会計

反対

本制度を直ちに廃止し、

水道会計としての運営が

が維持される広域連合へ

設立するまで、現行制度

れています。

策定委託の予算が計上さ

めの下水道長寿命化計画

コストを最小化させるた

（全会一致可決）

◇温泉事業特別会計

別会計

◇自家用有償バス事業特

国民皆保険制度の確立を

内海敏久議員

◇スキー場事業特別会計

賛成

必要です。
中島信義議員

求めます。

賛成

の負担金であるため、必

施設の老朽化が進む中、

要な予算です。

（賛成一六 反対一 可決）

国会での新たな制度が

（賛成一六 反対一 可決）
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660万円
3,700万円
4億4,600万円
4億4,200万円
1億3,480万円
2億3,720万円
後期高齢者医療

額

自家用有償バス事業

額
金
分
区
金
分
区

28億5,900万円
2億3,900万円
18億8,700万円
9億9,200万円
820万円
1,400万円
国民健康保険

計
別

会
特

ホタルを守る会による道標設置作業

2
項

2

目

年
補

度
正

額

補

正

予

主

算（3月補正／全会一致可決）

な

内

2,602万円

健

191万円

一般会計繰出金／265万円

後期高齢者医療

962万円

後期高齢者医療広域連合納付金／243万円
一般会計繰出金／738万円

般
老

会
人

保

特

険

▲874万円

簡易水道事業

820万円

介

護

保

容

老人保護措置費（老人保護措置委託料）／▲1,699万円
子ども手当費／▲1,325万円 児童手当費／▲1,022万円
奥利根アメニティパーク維持管理基金積立金／1,000万円
防災行政無線操作卓更新工事費／▲1,800万円
水上中学校建設事業費（校庭等整備工事費）／2,500万円
土地開発公社費（工業団地造成負担金など）／1,045万円

計

一

昆虫・植物の採取制限

環境保護活動 条例化

地域住民・保護団体・町の協議によっ
て指定される地域内の動植物の採取を
制限することで、自然環境や生物多様
性の保護活動を支援します。

野焼き（藤原地区）

総

額

136億1,500万円
338万円
2億3,080万円

特定高齢者把握委託料／▲615万円
通年型介護予防委託料／▲202万円

18億6,389万円
2億6,968万円

簡易水道総務費／820万円

利根沼田広域
観光センター

▲141万円

観光センター事業費（光熱水費など）／▲141万円

スキー場事業

14万円

スキー場事業費（賃金など）／14万円

1,272万円

自 家 用 有 償
バ ス 事 業

57万円

バス総務管理事業（修繕料）／57万円

555万円

収入

1,087万円

水道料金／1,100万円

2億8,858万円

支出

▲590万円

動力費／▲555万円 水道施設保守点検委託料／▲270万円
消費税／135万円 側溝修繕費／100万円

2億2,544万円

別

下 水 道 事 業 ▲1,108万円

流域下水道建設負担金／▲450万円
流域下水道維持管理負担金／▲550万円
浄化槽設置整備補助金／▲250万円

会

収益的 資本的

水 道 事 業

計

収入
支出

137万円
▲870万円

一般会計補助金／121万円
布設替工事費（阿能川導水管など）／▲870万円

10億3,408万円
733万円

9,692万円
1億7,733万円
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●町特別職の職員で非常
勤のものの報酬及び費用

●町立水上中学校改築工
●町自家用有償バス設置

改正

専決処分
事請負変更契約締結の専
条例の一部改正

平成23年1月18日

案

（すべて全会一致可決）

●町道路線の認定

●水道事業会計補正予算

●一般会計補正予算

議

1 月臨時議会

弁償に関する条例の一部

決処分報告

「公契約法」の制定に関する意見書 利根沼田労働組合会議
の採択を求める
議長 加藤 貴

産業観光

不 採 択

産業観光

採

択

産業観光

採

択

猿ヶ京温泉153
猿ヶ京区長 笛木 太弘
ほか２人

● 町消防団条例の一部改正

不 採 択

たくみの里豊楽館（道の駅）に液晶
ディスプレイ及びタッチパネル方式 NPO法人たくみ会
１ 22.11.26
での電子案内板を設置についてのお 理事長 伊草 幸夫
願い

●町都市計画税条例の一
部改正

産業観光

２ 23. 1.25 猿ヶ京温泉の活性化に関する陳情

●町後期高齢者医療に関
する条例の一部改正

利根沼田労働組合会議
議長 加藤 貴
１ 23. 2.16 「公契約条例」の制定を求める

案

●町立水上中学校校舎・
●町国民健康保険条例の

継続審査
22.11.18 水上児童館に運動のできる安全な庭 谷川556
（継続審査分） を造ることに関する請願
松本ひろ子

議
屋内運動場解体工事請負

改正

一部改正

●町スクールバスの設置

契約の締結

●町自然環境及び生物多

に関する条例の一部改正

●町小口資金融資促進条

様性を守り育てるため昆

●町体育施設条例の一部

●町道路線の廃止

虫等の保護を推進する条
改正

例の一部改正

例の制定

●町新治Ｂ＆Ｇ海洋セン

●町道路線の認定

●町地場産業振興基金条

ター条例の一部改正

●町観光体育施設条例の

例の制定

●町立学校施設使用条例

●町水上こども園建設基

●町水道事業の設置等に

の一部改正

一部改正

関する条例の一部改正等

●町職員の育児休業等に

金条例の廃止

● 町課設置条例の一部改正

関する条例の一部改正

●町観光会館条例の一部

●町特別会計設置条例の

●町教育基金条例の制定

一部改正

（すべて全会一致可決）

生

陳情

厚
７

ほか賛同者25人
22. 8.11
水上温泉街の活性化対策について
（継続審査分）

請願
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趣旨採択

２ 23. 2.16

産業観光
他４人
湯原636
湯原区長 鈴木 俊夫
４

付託委員会 審議結果
者
出
提
名
件
№ 受理年月日

一日も早い
被災地の復興に向けて!!

東日本大震災復興支援活動

岩手県庁・釜石市 ３月 〜
福 島 県 い わ き 市 ３月 日

日

₂₁

町からの支援物資が到着した（岩手県内の避難所）

常任委員長が福島県いわき市に︑議会を代表し当局と支
援物資を届け︑被災地の関係者と支援等について協議し
てきました︒
今後も︑支援活動と農産物や観光産業への風評被害対
策を町とともに進めていきます︒

現地の状況を聞く（岩手県庁）

三月十一日の東日本大震災での被災者を︑町では県内
でいち早く受け入れました︒議会全員協議会においては︑
予算一億円の専決処分報告がされました︒
また︑副議長が岩手県庁及び同県釜石市に︑産業観光

津波により壊滅的な被害を受けた（いわき市内）

₂₅ ₁₉
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な

内

容

◦島崎

栄一 1湯宿水道の加入金徴収に疑義

◦原澤

良輝 1町内生産者の活用による活性化を
2高校生のバス通学定期代に助成を

◦髙橋

市郎 1町財政の今後の展望は
2人員削減でも行政サービスは維持できるか

◦小林

洋 1エコツーリズム事業に対応できる組織のあり方は

◦鈴木

勲 1駆除した害獣の処分をどうするか
2上毛高原駅前の交差点の改良を

◦前田

善成 1害獣駆除のための仕組みづくりを
2耐震性などPRし産業誘致しては

7
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町政 を問 う

主

一般質問

6人が質問を行いました。

島崎
議
員

栄一
湯宿水道の町営化で
加入金徴収はおかしい

湯宿温泉・池の原

町長 条例に沿った措置と考える

問

ていません。加入金徴収

は無効です。直ちに返金

問

新築して水道を引

く人の加入金であ

り、編入時の条例ではあ

入金徴収はおかしいと思

りません。新築と同じ加

町長 町水道事業

います。

町長 各 地 区 の

給水条例の第三五

すべきだと思いますが。

答

条に﹃水道加入金﹄とい

うことで定めており、工

地区で、地域の水
道を町営水道に編入する

いう事業体に新たに加入

方々が町営水道と

して頂いているわけでも

するということで負担い

答
そのとき、加入金を

なく、口径に従った加入

ただいています。

事費の負担を余分に負担
個々の家庭から徴収する

金を徴収しています。

ことになりました。

ことは条例に明文化され

条例が不十分という指

摘ならば、修正案を提案

していただければ十分検

討して分かりやすくする

のも、選択肢の一つだと

思います。

条例に基づいた徴

収ではないと判断

町長 個別にメー

ターが設置される

余地はありません。

新設工事で、何ら疑問の

答

かしいと思います。

だけ換えて新規扱いはお

しています。メーター器

問

組合で管理していた湯宿地区の水道が町の管轄下に置かれる
（上：湯宿上地区 下：簡易水道の設備）

町政を問う
一般質問

みなかみ議会だより（第23号） 8

良輝

町長

※
地元の利用率増やしていきたい

議
員

町内生産者を活用する
「仕事おこし」
で活性化を
原澤

間伐材も活用の可能性はある

デフレ経済のもと

の利用は「食育

町長 地元農産物

とは検討したい。

ん。先進的に取り組むこ

住宅修繕等の助成は効

答

推進検討会」で検討して

果がはっきりしません。

で、町民の生活は

大変です。

います。地元米の利用は

問

「学校給食の農産物を

バス通学定期代が、

は一个月一万八四〇〇円

高校の選択は保護者と子

がカバーできないことや

が、バスを利用しない例

問題はわかります

町長 機会均等の

に検討します。

の業者が参画出来るよう

戸建ての町営住宅は地元

間伐材等を利用した暖

五〇％を目指したい。

房技術は確立していませ

地元農家が生産できるシ
ステムをつくる」
「値上

バス定期代の助成を

■高校生の通学と経済負担

がりの激しい灯油等の暖
房から間伐材等を利用し
た暖房の試験栽培をし、
環境を売りにした農産物
を生産すること」
「町営

答
者が参加できるように分

（年間二二万円余）、他

供の意思なので、特に困

猿个京～後閑駅
割発注すること」
「住宅

の地域でもバス定期代の

問
の新築や修繕に町より助

負担は大変です。保護者

戸建て住宅などは地元業

成をする」
ことなどで
「仕

窮している子供には個別

経済的に困っている家

が毎日送迎するケースも

ＪＲ定期代に比べて負

庭・子供は多くなってい

事起こし」をすることに

担の大きいバスの定期代

るとしたら、その場合、

に検討します。

について、住む地域によ

奨学金制度を利用するこ

あります。

り負担が違うのは不公平

とがよいと考えます。

ついて、町の考えを聞か
せて下さい。

なので、助成をすること

を町長にもとめます。

みなかみ議会だより（第23号）
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町政を問う
一般質問

町政を問う
一般質問

髙橋

平成32年度までの財政推計

議
員

市郎
町予算規模一〇〇億円へ
達成の見通しを問う

がら一二五億円の規模で

積み立てること」となっ

り入れについては、法定

町長実質的に縮小できているが方向堅持は必要

本日、来年度予算

づいて算出しています

内繰入金は算定根拠に基

県の基準によると、過

が、財源不足による支援

ています。
中長期的な視点で一〇

去三年間の支出額平均

策としての法定外繰入金

運営してきています。

度比一．七％増）が提案

〇億円の財政規模につい

の五％を町村に示して

一二三億円（本年

されました。本年度予算

ては、引き続き堅持して

は、例外的な措置である

問
についても当初一二一億

います。当町の場合、

しょうか。

りよいサービスは可能で

する中、町民に対してよ

て、職員数を削減

行財政改革におい

町長 職員全体で、

人材育成、人事評

努力していきます。

切な職場が作れるように

報をいただきながら、適

町民皆様のご意見、情

います。

価に積極的に取り組んで

答

人員削減でもサービス維持可能か

■行財政改革

と理解しています。

いかなければなりません。

会計について、現

の適正な額はどの程度で

一億六〇〇万円です。繰

円から一五億円増の
一三六億円となっていま

状の町の財政状況におい

国民健康保険特別
二十七年度予算規模

て基金の残高はどの程度

問
一〇〇億円の達成、また

す。

合併特例債終了後の財政

が適正でしょうか。また、
町長 本年度予算

しょうか。

一般会計からの繰り入れ
については、国

町長「財政の基盤

問

運営について伺います。

答

の経済対策等四億円、地
方債繰り上げ償還七億

観点から、保険者の規模

を安定・強化する
等に応じて十分な基金を

答
円、予算の実態について

円、その他需要増で四億
は、一三六億円と言いな

みなかみ議会だより（第23号） 10

洋

エコツーリズム事業に
行政としてどう取り組む
小林

柔軟で横断的に対応したい
町長
議
員

問

は、四つのポイン

エコツーリズムで

ツーリズムの基本的な考

このような条件がエコ

ような行政運営を心がけ

断的な調整が十分できる

要なことは、課ごとに横

利根川源流の町・みなか

と森・歴史と文化を築く

谷川岳一ノ倉沢

事業に対して、ブ

レない一つ芯の

通った方向性で対応して

問

てやっていきたい。

え方です。

トが遵守されます。
②自然資源の持続的管理

み﹄として、エコ活動に

我がみなかみ町も﹃水

③旅行者・住民の環境教育

参加しています。

①地域住民の利益

④環境・地域・文化に対

＂たらい回し＂はしない

でください。

町長 新しい取り

組みだと＂たらい

回し＂的になるというこ

答

の取り組みについてお伺

とは非常に問題であると

柔軟にやっていきたいと

わせて、組織の見直しを

の進展・変化に合

町長 今後、物事

を環境課にやっていただ

ができたので、窓口業務

管ですが、今年度環境課

の関係は観光商工課が所

例で挙げられた一ノ倉

思います。

いいたします。

と考えます。今後の組織

切り離せない関係にある

行政と観光行政はもはや

考えが加速する中、環境

国際的にもこういった

する負担を最小限にする

排ガス汚染の防止などのため
多客期を中心にマイカー乗り入れが規制される

答

思っていますが、一定の

今後とも意識して進め

く形をとりました。

行政組織上の問題もあり

ていきたいと思います。

規模で括っていくという

ますが、時代に適合した

形で、また事業ごとに必

みなかみ議会だより（第23号）
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町政を問う
一般質問

の捕獲後の処分に困って

議
員

勲
駆除した害獣の処分
アメニティでできないか

深刻です。捕獲許可を得

答

については、猟友

町長 鳥獣害対策

町長 臭気の問題があり適切ではない
当町で野生動物の

鈴木

⬅
⬅
⬅

問

会の皆様に大変お世話に

います。猟友会の中に沼
田の仲間がおり、沼田で

て捕獲するのが町内で約
一五〇頭です。

なっております。

させるためには、

観光と農業を発展

を中心とした利便性の向

会が設置され、駅前広場

駅前広場周辺活性化検討

問

まず道路が良くなること

原駅前Ｔ字路を上組公民

とから、アメニティパー
ク処理形態から言って不

館に向けて交差点を設置

町長 観光に対し

て、道路はまさに

重要な役割を果たしてい

森まで伸びたとき

町長 新幹線が青

の変更はできます

上毛高原駅の駅名

る状況です。

問

か。

答

変えるときに直すことが

町長 猟 友 会 の

できる場合はあるようで

など、全国のシステムを

上毛高原駅前二九一号

す。

ます。

の交差点改良については、

方々の要望があり、

具体的に県都市計画課が

事務局となり、上毛高原

なれば、運営費の問題を

適切な場所があることに

境の整備の中で進めてい

上、地域振興、快適な環
県では鳥獣害対策

答

どうでしょうか。

して、利便性を図っては

費として四億五千

国道二九一号線上毛高

です。

交差点改良で利便性向上を
適当と思われます。

すが、臭気が発生するこ

ご指摘の動物の処分で

焼却処理を行っています

被害が増大してい
イノシシ・猿・熊・鹿

が、アメニティパークで

➡

■道路整備
含め本格的に検討したい。

答

でもらえるのでしょうか。

決定すれば町で取り組ん

焼却施設は設置場所が

万円計上しています。

問

処理できないでしょうか。

➡

ます。
特にイノシシの被害は

上： イ ノ シ シ の 被 害 に あ っ た 水 田
下： 道 路 沿 い に 電 柵 が 設 置 さ れ て い る
（矢 印 部 分 の 線 に 電 気 を 流 し て い る ）

➡

町政を問う
一般質問

上毛高原駅前にある T 字路

みなかみ議会だより（第23号） 12

善成

対策センター主に現行組織の活用で
町長

議
員

害獣駆除のための
仕組みづくりを
前田

害獣捕獲のための檻

問

■地域特性を活かした産業創生

町長 地盤がしっ

耐震性と情報網を軸に売り込んでは

地震に強いみなか

う二つをセットにして企

網も整備されているとい

かりしていて情報

し、またダムの高速回線

業誘致などに働きかける

答

情報網を活用するバック

という、新しい切り口の

み町の特性を活か

有害鳥獣駆除のた

アップ基地誘致について。

進め方を勉強したい。

問
めの新しい組織と

ＪＲ水上駅周辺にセン

えは。

施設づくりに取り組む考

ター基地を整備したり、

協力が不可欠であり、獣

除には、猟友会の

町長 有害鳥獣駆

上支所より上流に企業誘

こと、また地盤の強い水

優位性を立証しＰＲする

町の耐震性と高速回線の

ついても検討したい。

幸知小跡地など町全域に

水上駅周辺だけでなく、

害対策センターを設置し、

致を行う考えは。

防災情報で使用するため高速回線が敷設されている（藤原ダム）

答

活用していきたい。
防護柵などの設置につ
いては委託で整備できる
ものもあり、若干なりと
もその地域の雇用になり
ます。
研究施設の設置は、遊
休施設の活用等を踏まえ、
設備や大学教授の人件費
を含め研究してみたい。

みなかみ議会だより（第23号）
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町政を問う
一般質問

悉悉悉悉悉悉悉悉悉悉悉悉悉
悉悉悉悉悉悉悉悉悉悉悉悉悉

視察報告

柏崎市（新潟県）

12/20
林 喜美雄

報告：
委員長

敷地に里山エリア、東と
を元に運営計画を立てて

は十八億二千万円の基金

域違違違違違違違違違育
❖自然とつながる暮らし方 夢の森公園
域違違違違違違違違違育
広さ三〇ヘクタールの
各体験施設を配置。資金
西に丘のエリア、原っぱ
いるとのことです。

研修風景

エリア、水辺エリアに、

自転車による発電の体験
木材ペレット燃料によるストーブ

・自然とつながる暮らし方
・原子力施設の災害対策
総務文教常任委員会

地震発生時の対応チャート

サービスホールにて説明を受ける

で、世界最大の発電所で

力は八二一万キロワット

七基が建設され、合計出

ム九十個分）の敷地内に

トの強化等々、垣間見る

井クレーン・配管サポー

排気筒・建屋の屋根・天

で耐震強化工事を行い、

具合は確認されましたの

ことができました。

す。

域違違違違違違違違違育
❖原子力施設の災害対策 刈羽原子力発電所
域違違違違違違違違違育
中越沖地震における不
四二〇万㎡（東京ドー

みなかみ議会だより（第23号） 14

議会の動き

＊平成23年２月～平成23年４月
※議会議員および議長が出席した行事

2（水）民生委員・児童委員臨時総会

8
（火）３月定例議会
（常任委員会）

4（金）利根沼田高等学校のあり方に関する懇談会

9
（水）谷川岳交通対策連絡協議会

7（月）後期高齢者広域連合事務打合せ

10
（木）３月定例議会
（閉会日）

8（火）議員会視察研修（～10、三重・岐阜・愛知）

11
（金）町内中学校卒業式

故小寺前知事県民葬

16
（水）議会全員協議会
３ 月

文化協会新年会
14（月）利根沼田地域県政懇談会
15（火）後期高齢者広域連合定例会

18
（金）わかくり子ども園卒園式
22
（火）にいはる子ども園・月夜野北幼稚園卒園式
23
（水）月夜野幼稚園・下牧分園卒園式

２ 月

郡定例議長会

24
（木）町内小学校卒業式

学校組合議会

25
（金）幸知小学校閉校式

18（金）老連月夜野支部芸能大会

第３保育園卒園式

19（土）愛のチャリティ芸能大会

26
（土）月夜野保育園卒園式

20（日）中学校新人スキー大会（～21、
宝台樹スキー場）

31
（木）教職員離退任式

21（月）県議長会定期総会
22（火）議会運営委員会

4
（月）第３保育園入園式

全員協議会（予算説明会）

5
（火）県町村議会議長会理事会

広域圏議会定例会

月夜野保育園入園式

学校組合議会

7
（木）町内小学校・中学校入学式
8
（金）にいはる子ども園・月夜野北幼稚園入園式

26（土）体育指導委員会全国表彰祝賀会

9
（土）わかくり子ども園入園式

４ 月

23（水）横浜検疫所視察

1（火）利根商業高等学校卒業式
2（水）議会運営委員会

11
（月）月夜野幼稚園・下牧分園入園式
議会だより編集特別委員会
13
（水）広域圏定例議員協議会

３ 月

３月定例議会（開会日）

18
（月）議会だより編集特別委員会

3（木）３月定例議会（一般質問日）

19
（火）議会全員協議会

議会全員協議会・常任委員会（連合審査会）

27
（水）議会運営委員会

4（金）３月定例議会常任委員会（連合審査会）
7（月）３月定例議会（常任委員会）

28
（木）県町村議会議長会事務連絡会議

訂正とお詫び

員 小林

内海
中島
林

15
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─お問い合わせは─

議会事務局まで

☎25‐5023（直通）

（事務局員）

本間

泉

域違違違違育

◆委

みませんか？

人事異動

◆副委員長 阿部

勲
賢一
洋
敏久
信義
一彦

議会を傍聴して
四月一日付の人事異
動で、議会事務局員が
変わりました。
新しい事務局員は次
のとおりです。
よろしくお願いいた
します。

◆委 員 長 鈴木

域違違違違育

議会だより第22号14ページ『中国聯
合国際学院スキー研修会』において、写
真下2枚の説明『（長寿庵、左右とも）』
とあるのは『（豊楽館、左右とも）
』の誤
りでした。訂正してお詫び申し上げます。

議会だより編集委員会

４月臨時議会

松田大介
（猿ヶ京）

蛍の里、復活を
目指して
猿ヶ京ホタルの会 代表

たために、場所の選定に

厳しい条件が理想であっ

無い・水が豊富な場所等

た。明かりが無く人家も

パンで考え代替地を求め

念され、将来的な長いス

が増大した場合）等が懸

学時の騒音問題（見学者

できる環境作りを目指す

ウ・昆虫・沢蟹等が復活

留まらずトンボ・ドジョ

用地拡大に伴い、蛍に

拓している途中である。

木・除根・水路整備等開

り楽しみながら草刈・倒

出しながら泥まみれにな

その矢先、三月十一日

しました。

予算を原案通り可決いた

り、平成二十三年度当初

三月の定例議会も終わ

開催し、蛍・自然・水に

はゼロからのスタートと

べ数倍の広さ、復活活動

プでは出せない本来の自

流行の人工的なビオトー

でもらえる環境」を作り、

犠牲者のご冥福をお祈り

ります。この場をかりて

で多数の犠牲者が出てお

じめ関東に至る広い範囲

毎晩行う中、都市部より

に未曾有の東日本大震災

あったが、メンバーに建

ついて学んでもらった。

なり、五人の負担は膨

然を復活させるのが目的。

申し上げると共に、被災

思いであった。活動とし

事となった。当初の動機

築業と設備業を営む者が

順調な成果が見られた

大なものになったのだが、

国土交通省も活動を理解、

された方々にお見舞い申

蛍を地元で復活させよ

は時間を要した。

たが、諸事情により活動
いたため、仕事の合間を

復活活動ではあったのだ

気心の知れた幼馴染であ

協力していただき、親水

合宿等で来町していた子

していた団体が撤退。保
利用し効率よく整備を進

が、街路灯の明かりの問

るため、幼少の頃を思い

ては、まず荒れ果てた

が発生し、東北地方をは

護池や餌となるカワニナ
めた。他メンバーにおい

題（蛍に悪影響）や蛍見

また、福島の原子力発

うという試みが以前から

である「純粋に楽しん

の養殖施設が数年間放置
ても自己所有の草刈機他

公園内に蛍生息用の

電所では放射能漏れが発

供達へ蛍の見学ツアーを

されていたため、帰郷し
を活用し、定期的な草刈

小川の整備を進めて

生し、大きな社会問題と

用地としては前地に比

た同級生友人四人と信頼
や池整備を行い、蛍及び

いる。設計・構想に

施設の整備・改良が主で

ある先輩を引き込み、地
カワニナの生息しやすい

関しては、メンバー

行われていた場所があっ

元の協力を得て再開した。
場所を目指した。
池の水温測定・気温測

見を取り入れ、町の

及び蛍の有識者の意

町ではいち早く町長の判

なっています。みなかみ

し上げます。

五人の当初の動機とし
が豊富なこの地で蛍を復

定・カワニナ施設の水質

ては、観光地であり自然
活させ、純粋に観光客に

断で被災者の受け入れを
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