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郷土カルタ大会復活

読み手の声に集中する子どもたち

今回で第２回目となる「漬ワングランプリ イン なるさわ」（なるさわまちづくり委員会主催）が１月25日、鳴
沢公民館で開かれました。写真は、そのなかの併催イベントの一つ、なるさわキッズクラブによる郷土カルタ
大会予選会の一コマ。町教育委員会が主催し、全町の小中学生を対象に行われていた郷土カルタ大会も、ここ
数年は行われていませんでしたが、今回、いち早く鳴沢地区で復活という形になりました。なお、漬ワングラ
ンプリでは、審査の結果、神和子さん（湯舟町）が鳴沢漬物マイスターの称号を手にしました。
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まちの元気を目指して

平成26年

町特別職等の給与一部改正条例を可決

％減

日まで。

◎町教育委員会委員の任

月

に減じる特例措置を講じ

手当の支給割合を臨時的

主な議案は、次のとおり

命について

町教育委員会委員對馬

パーセント減額。 庸子氏の任期が満了した

このうち町長の給料月
額は、

３号）～（第５号）

※（第３号）及び（第４

号）は専決処分

主な増額補正は次のと

おり。

６００万円

・光ファイバーケーブル

移設事業

明海橋など３箇所の移

設を予定。

・公共土木施設災害復旧

費（工事請負費）

６５７４万円。

昨年８月５日から８日

の５箇所）及び河川災害

にかけての豪雨災害によ

昨年８月５

復旧事業（小津軽沢川な

命するもの。

日から８月８

どの３箇所）。

り被災した道路災害復旧

日にかけての

〈議員発議〉

◎農業災害復旧事業の施

ことから、その後任とし

年

豪雨災害によ

◎町長が専決処分するこ

事業（保木原建石線など

万４９００
円（本来の支給額は

支給額は、

給水区域に川崎地区を加

７０００円）。
年１月１日から平成

り被災した農

広域的に組織されてい

とのできる事項の指定に

業用施設２箇

る一部事務組合、広域連

業用施設（農

所）の復旧事

合などの規約の一部改正

ついて

業を施行する

を町長の専決処分事項に

３６５万７０

◆意見書

を求める意見書

対する医療費助成の拡充

◎ウイルス性肝炎患者に

豪雨により増水した中村川下流（昨年８月
◎町一般会計
６日）。この豪雨により当町でも道路、河川、
補正予算（第
農地などに被害が出ました。

００円。

総事業費は、 指定するもの。

もの。

地１箇所、農

行について

て工藤道代氏を新たに任

えるもの。

館前小規模水道施設の

条例の一部改正

◎町小規模水道施設設置

るもの。

今定例会に上程された

30

31

です。

12
万

49

30

減額の期間は、平成

70
27
27

◎町税条例等の一部改正
４月１日から軽自動車
税の標準税率が改正され
ることに合わせ、平成

に副町長、教育長の期末

町長の給料月額等並び

一部改正

与の特例に関する条例の

◎町特別職等の職員の給

施行日は本年４月１日。

除く）。

及び軽四輪の軽自動車を

に新規登録された軽三輪

めるもの（本年４月１日

税の税率を標準税率に改

輪及び軽四輪の軽自動車

１・３倍と設定した軽三

年度から町が標準税率の

21

12月５日～12月10日

12月定例会

町長の給料月額は１年間

平成26年鰺ヶ沢町議会第４回定例会が12月
５日から12月10日までの日程で行われ、町長の
給料月額を本来の支給額から減額する条例改正案
など、上程された議案17件、議員発議として提
出された意見書案１件及び発議第１号は、原案ど
おり全会一致で可決、同意、承認されました。
一般質問では、５人の議員が諸問題について執
行部に対し答弁を求めました（一般質問の内容は
３ページから７ページに掲載しています）
12月定例会の初日、東條町長の提案理由を聞く議員
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これからの農業に対
する町の取り組みは
問・今年の米価は、青森

低米価に対する町の対応は

格は今までなかったと思

７５００円台という価
物生産の維持拡大を図っ

金を有効活用しながら作

作を基本として産地交付

受診率は、対象者から

年度は、医療機関での個

り低い状況ですので、来

問・受診率を高めるため

の割合で１９．０７％で

総合健診の受診率を向

に、職員が個々に電話で

別健診についても今検討

上させるため、今年度は

勧誘したところ、受診率

す。前年度に比べて１１

強化、支援に努めていき

１日延ばしています。そ

が格段に上がったという

を行っています。

たいと考えています。

れから、対象年齢は、今

意見・何事も政府が決

ことを新聞で見ました。

歳以上に拡充していま

めることでありますので、 まで
私たちはそれに従うしか

当町としても受診率を

歳以上でしたが、

１反歩当たり１０００円を助成〉

いますが、７５００円の
ていきます。

〈答

米を作るのに８０００円
主食用米は、需要動向

望者を募るだけでなくし

かかると聞きます。これ

ありませんが、いち早く

また、健康宣言、健康

て、そういう配慮も必要

仮払金の低額により農

もみないような安い価格

ては７３００円と思って

１反歩当たり１０００円

に協力した農家について、

検討した結果、生産調整

ていますが、いろいろと

０００万円の減収となっ

鰺ヶ沢町では、２億５

なお、今年度で中山間

また、収入減少を補う

きます。

いった作付も推奨してい

ラ、ブロッコリーなどと

大豆、麦あるいはアスパ

が、町の総合健診の受診

めていきたいと思います。 もそうであると思います

ナラシ対策への加入も勧

率はどうなっているのか

あります。また、我が町

問・青森県は、短命県で

民全体としてはまだかな

くらいということで、町

２０人近くいますが、こ

のために保健推進員が１

高めるためには、ただ希

を見きわめ、生産者みず

情報を集約して農家に伝

フェスティバルなどの町

ではないかなと思います

家は、来年の生産を考え

を助成したいと考えてい

地域等直接支払交付金の

お聞きします。

状態であります。
自民党は、大規模化し

健康ほけん課長

状況です。

しかし、受診率は

％

いう状況になっています。

らいずつ増加していると

含めて、年々１００人く

るところです。これらも

電話での勧奨は行ってい

には、ダイレクトメール、

申し込みをしなかった方

また、昨年受けて今年

奨等を行っています。

て、毎戸を回って受診勧

の方々に協力をいただい

今、町では、受診勧奨

にしたいと思います。

議員からの提案を参考

健康ほけん課長

なければならないような

７００万円くらいの予

制度は終了しますが、農

答弁

であります。

て農業収入を２倍にする

算になりますが、新年度

林水産省の来年度の概算

に山村開発センター、鳴

月
続きそうですので、引き

沢、中村、赤石公民館の

今年度は、９月と
問・次に、これからの農

続き同制度を活用して支

４会場で計

すが、増えているという

ということを言っていま

の予算に組み入れたいと

要求を見ると、来年度も
業に対して、町の取り組

援していきたいと思いま

日間実施し

みはどうなのかをお聞き

町総合健診の一コマ

20

当町の総合健診の
受診率は

すが、今のような状態で

思っています。

くなるのではないかと思
います。
はじめに、今年度の低

ています。
受診の状況は、総合健

す。
また、今年度スタート

診の受診者数が今年度は

します。

した多面的支払制度につ

１９３６人でした。

米価により、当町ではど

町では水田フル活用ビ

いても各活動組織の育成

答弁・農林水産課長
ジョンに基づき、適地適

のくらい減収であったの
かお聞きします。

10

ます。

は、リタイアする人が多

す。

からの判断で取り組める

えていただくことをお願

民の意識を高めるための

が、いかがですか。

キロ７６００円、 やっていけないというこ

とは十分に理解できます。 よう誘導し、飼料用米や

いします。

催しも行っているという

答弁

であればとても農家が

４人増となっています。

月定例会では、５人の議員が一般質問を行いました。その内容を３ページから７ページまで掲載します。

孝議員
神
県の主力であるつがるロ
マンが

20

ことから、わずかずつで

16

12
また、まっしぐらにおい

60

答弁・町長
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地方創生に対する迅速な対応を

詳しい内容は届いていな

たが、国、県からはその

する２法案が成立しまし

町として何が足りない

まで設けているわけです。

方創生のために担当大臣

て、それに対しては国が

まずは地域が声を上げ

ていただきたいと思いま

究し、いち早く声を上げ

残るのかなどを行政で研

のか、どうすれば若者が

するようにという指導、

積極的に支援するという

い状況です。

は、１割しかやっていな

協力依頼をしていきたい

課題を拾い上げ一体的に推進〉

町内会が実施しています
いということであります

〈答
が、赤石、中村、鳴沢地

す。

石破茂氏が声のないと

ことでありますが、町と

しましては、とりあえず

ころには予算はつけない

と思います。

地域に必要なこと、町に

とはっきり言っているの

が、そのような町内会に

必要なこと、それぞれの

です。それを考えてほし

区は１割程度になってい

課題、ニーズをこれまで

いと思いますが、いかが

は特別、側溝の泥上げを

問・政府は、地域創生法

以上に拾い上げて、それ

ですか。

ます。

問・環境問題は、人間の

を改正し、人口減少や東

らを組み立てて一体的に

答弁・町長

鰺ヶ沢町の環境の整備は、 ごみ拾いや草刈りなどを

です。

少し徹底した指導、例え

県や市町村には、各地の

その担当大臣を配置して、

課題等を拾い上げること

まずは皆さんの要望、

担当大臣の話を東京で聞

したとき、石破地方創生

はしていません。

してくださいという指導

実施している町内会もあ

健康に非常に大事です。

京への人口集中を改める

推進していくという姿勢

また、泥上げ以外にも

自己卑下と言われるかも
り、集められたごみや草

全体では６割の町内会

ために、まち・ひと・し

問・他町村に比べて、

しれませんが、成り行き
等は、町が回収するとと

が泥上げなどをやってい

になると思います。

今後も町内会と連携を

ば町内会の総会に行って

が基本だと思っています。 きました。

地方創生に対応す
る取り組みを急げ

に任せている感が強いの
もに側溝にＥＭ菌を散布

ごと創生本部を設立し、

への応援が必要であり、
図りながらできる限りの

実情に応じた総合戦略策

環境整備には、町内会
組織的に実行することが

指導する。

効果的だと思います。

立てていく。いわゆる総

がらスピーディーに組み

また、その内容を見な

方針が決まっていないわ

とでしたが、まだ国でも

上げてくださいというこ

とりあえず地方の声を

答弁・福祉衛生課長
町では、毎年４月に全

定の努力義務を課してい
指導があっても私はいい

地方創生担当大臣は、

合戦略を作るということ

けです。

国では、来年中に計画

こういう行政としての

問・４割の町内会しか側

のではないかと思います

国主導ではやらない。地

になると思います。

行政としてどのように

溝を上げていないという

が、いかがですか。

方からの声には応えると

当然、町だけではでき

を立てるということです

いう姿勢のようでありま

ないことも含まれますの

ので、それに遅れないよ

環境問題だけでなく、

で、関係する機関、団体

うに、私も職員に指示を

なっていますか。

地方創生についていち

等との相談も必要になっ

しています。

ごみ拾いの協力を依頼し

て、いろいろな情報を提

早く考えていく必要があ

てくると考えています。
答弁・政策推進課長

お願いします。

京一極集中型になってい

問・経済面においても東

てくると考えています。

ければ良いアイデアも出

もう少し待っていただ
先般、地方創生に関連

ますが、内閣としても地

す。
鰺ヶ沢、舞戸地区は、

供するというのも一つの

ると思いますが、答弁を

内会には、より強く実施

泥上げ等をしていない町

環境問題に関しては、

町内会の総会等に出向い

しかし、実際に側溝の

側溝を上げていないとこ

方法かと思います。

赤石、中村、鳴沢地区

町内会です。

割は融雪溝が入っている

答弁・福祉衛生課長

泥上げを実施している町

ろが１割ですが、その１

沢、舞戸地区では９割の

地区別に見ると、鰺ヶ

ます。

ています。

内会は４割弱になってい

ます。

ことですが、そのような

答弁・福祉衛生課長

考えていますか。

部の町内会長に泥上げ等、 町 内 会 へ の 指 導 は ど う

ています。

協力をしていくことにし

解散の前に法案が成立

などしているところです。 ないわけですので、もう

組織的な環境整備
の実行を

悦子議員
鶴田

子育て支援新制度
の対応は
問・２０１５年４月から
子ども・子育て支援の新
制度が始まります。
児童福祉法が改正され、
児童保育の対象年齢がこ
歳未満から全

学童保育はどのようになるのか

公表した

件、面積

月末現在の借

り受け希望は

いきたいと考えています。

問・鰺ヶ沢のような山村

受ける予定の者はいいと

全県的に貸し手の希望

惧に対して、行政はどの

の面積化になるような危

す。

間地の農地が一番大変で

が１１１ヘクタールです。 地域が多い地域は、中山

これに対し、貸し付けの

ヘクター

ルームと言っていますが、 ていましたけれども、無

いうことになっています

がかなり少ない状況に

希望は６件、
資格者でもできました。

ので、そのようにして行

確かに耕作の条件が悪

答弁・農林水産課長

ためにも対策が必要だと

い中山間地域、傾斜のあ

問・耕作放棄地にしない

思いますが、考えていま

るところは、耕作する人

新 制 度 に な り ま す と、 する目標を立てました。

クタールを担い手に集約

地の引き受け手をどうす

みと連動して、将来の農

人・農地プランの取り組

の５年間の間に何とか維

ということですので、こ

域支払交付金制度がある

来年度以降も中山間地

然予想されます。

少なくなってくるとは当

すか。

耕作放棄地にしないた

も管理する人もだんだん
クタールを２０２３年度

めにも、当然、町では

答弁・農林水産課長
万９００ヘ

月に公表した応

るかなど、農家の意見を

持できるような対策とい

％、

募状況を見ると、借り手

聞く座談会や検討会を年

今年
さまざまな要件が出てき

希望９８５９ヘクタール

一戸議員が申したとおり、
ます。

うことも一緒に考えてい

意見・農地を維持して

は６０４ヘクタールと目

また、農地中間管理機

いくことは、大変な時代

そして、幼稚園の教諭の

構の地域相談員、農業委

になりますが、ぜひ行政

標に遠く、不十分な結果

員会、町、そして町で７

のほうもいろいろな知恵

免許がある方、それから

月から配置している事業

そういう方で、なおかつ

当町の状況はどのよう

高 校 卒 業 以 上 で あ る 方、 となっています。
になっていますか。

作放棄地にならない、山

県が行う研修等を受けた

農地の受け手と出し手の

林化しないような施策を

を与えて、できる限り耕

結びつけを今後とも行っ

作っていただきたいと思

の相談員と連携を強め、
日か

ていき、農地の集積、耕

います。

答弁・農林水産課長
当町では、６月

ら農地借り受けの公募を
開始しています。
県農地中間管理機構が

作放棄地解消を推進して

方が支援員になれるとい

いく予定となっています。 きたいと思います。

明け以降に随時開催して

まで

中山間地が耕作放棄地

その運営に関する基準が
しかし、支援制度にな

の者については有資格者

問・県農地中間管理機構

えていますか。

ルとなっています。

明確にされたということ

ように考えていますか。

者 に な り ま す。 た だ し、

なっています。

であります。
よって、当町で実施し
今までどおりの内容等で

でない方でも充てること

て い る 放 課 後 ル ー ム は、 経過措置の中では、１名
年度も実施できるもの

耕作放棄地にしな
い対策は

いたいと思っています。

10

ると全部の職員が有資格

〈 答 新年度も今までどおりの内容で実施〉

20

10

保育士の免許がある方、 に対して、貸し手の面積

答弁・福祉衛生課長

万６５００ヘ

は、県内

ということになれば、ほ

その点、どのように考

ができるとしています。

と思われます。

小学生に拡大されます。
とんど新制度は生かされ

問・今までどおりである

地域子ども・子育て支
ていないということにな

れまでの

援事業の一つとして、市
ります。

今までは指導員と言っ

町村に学童保育の整備計
画の策定が義務化されま
した。条例を作り、町と
しての基準の策定も必要
になりました。
子ども・子育て支援制
度による学童保育はどの
ようになりますか。
答弁・福祉衛生課長
年度から新しい

うことになります。
なお、支援員について
は、５年間の猶予期間が
あり、５年以内に研修を

30

平成

制度である子ども・子育
て支援新制度が施行され
ることになります。学童

冬休みに行われた学童保育
（旧鰺ヶ沢幼稚園）

15

14

27

一戸千代久議員
保 育、 当 町 で は 放 課 後

90

12

10
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平成27年２月 （ 5 ）
問
質
般
一
議会広報あじがさわ（141号）

答弁・教育長

も加わっていただいてい

りとなるものと予想され、
考えはないかお答えくだ

ような制度を取り入れる

そこで、町では、この

思いますが、その辺につ

だくことが大切になると

に満遍なく利用していた

民に告知して、住民の方

るのではなく、いかに住

たって子どもたちが自主

もの祭典は、長きにわ

この中にあって、子ど

業を行っています。

祭典、卓球大会などの事

会連合会では、子どもの

会で組織している子ども

ますが、これらの子ども

子ども会が組織されてい

問・地域で子どもたちを

しています。

業を展開していくことに

りを目指した具体的な事

させる、地域とのつなが

じた生きる力を身につけ

社会体験、生活体験を通

資源を活用した自然体験、

考にしながら町の様々な

委員の意見、提言を参

ます。

即効性のある有効な手段
さい。

いての対策はどのように

的に運営して開催してい

見ていくことが理想です

現在、当町には６つの

経済の活性を考慮すると、 答弁・政策推進課長

であると思います。

結論から言えば、これ

考えていますか。

ますが、最近では、子ど

地域内商品券を導入する考えは

問・我が町の経済環境を
継続的に行うことでより

は積極的に考えていきた

答弁・政策推進課長
年度か

以前、町でも公募制補

と思うのですが、随時、

ていくと固定化してくる

どうしても制度を続け

町全体の子どもたちの活

も会の枠を超えて、学校

また、子ども会連合会

ら作品の展示を行うなど、 多々あります。

にも協力をお願いしなが

についても育成者の研修

されていないところが

が、その前に地域が熟成

に地域商品券発行を

〈 答 消費意欲向上の有効な手段として検討〉

見ると、まだまだ回復と
大きな効果が生まれると

いと思っています。

地域経済活性化のため

言うにはほど遠く、地域
考えています。

ら４年間実施したことが

見直しをかけながら別な

動につなげるように働き

は行われていません。

地域商品券については、
用しやすいものとするた

ありますが、ようやく財

アプローチの仕方を考え

かけを行っています。

どっている感があります。
動を活性化する意味で、
めに、いろいろな事例を

政が黒字となった今、も

ていく必要があると考え

助金制度を平成

町内で利用できる商品券
検証し、今後、町商工会

う一度、町民に還元する

より魅力のある、より利

を発行し、地域経済に流

とも話し合いを重ねなが

ています。

そこで、町内の経済活

れを起こす呼び水的に地

時期に来ているのではな

その中で、どうやって

ら検討していきたいと

うものができるのか。

組織づくりなり育成とい

また、今年度から社会

域商品券を利用できない

いかと思います。

子ども会に代わる組
その一つとして、提案
織の検討はしたのか
型事業費も入ってくると

その下にある子ども会の

思っています。

どのように考えているの
かお答えください。

制度を導入することによ

問・提案型の事業補助金

法等、制度の詳細につい

補助の規模、支援の方

ムの検討について議論さ

びにそれに代わるシステ

質問の場で、子ども会並

ちなどの地域リーダーの

地域おこしをやる人た

答弁・教育長

ですか。

その辺の検討はいかが

町内の商店、飲食店な

り、住民がおのおの考え、 ては、これから詰めてい

せていただきましたが、

問・これまで何度か一般

どの状況を見ると、消費

き、新年度にはいくつか

思います。

税の増税、米価の下落な

生きがいを持って楽しく

育成、また、育成会のメ

提案型事業補助金
制度の導入を

どにより消費意欲が低下

その後どのような検討が

地域内商品券の発行は、

がっていくと思います。

協働のまちづくりにつな

何度も同じ方が利用され

問・補助金というのは、

のかお答えください。

後どのような考えがある

なされたのか、また、今

検討していきたいと思っ

ンバーの研修についても

ています。

消費意欲向上への足がか

このような状況の中で、 とが地域活性につながり、 いと思っています。

の形として出していきた

子どもの祭典作品展示会

教育委員に学校の先生方

かと考えますが、町では

消費意欲の向上、地域

経済は、低迷の一途をた

長谷川統一議員
している傾向にあります。 活動をしていく、このこ

答弁・観光商工課長

16
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線もその全体の公共交通

る 米 価 の 暴 落 で、 今 後、

ナラシ対策への加入を促進〉

米価暴落で農家をどう指導していくのか
〈答
また、スクールバスと

握して対応をしているの

来年度の当初予算に要求

部の助成などについては、

公約に基づいた給料
にする考えはないか

しています。

か心配です。

今後の漁業の見通しを

お聞かせください。

答弁・農林水産課長

資源の維持増大のため

町長は、１期目の選挙

町の農業はどうなるのか。 に、漁場の整備、産卵場、 問・町長の給料について

漁業者自らが行っている

公約で給料を半減にする

の 併 用 に よ り 負 担 軽 減、 の見直しの中で、その内
容を決めていきたいと考

の方向に向かうのか見通

資源管理も継続し、放流

と約束して当選を果たし
収入の減少の影響を緩

きたいと考えています。

も継続して推し進めてい

ました。

魚礁などの設置、そして、 質問します。

利便性が図られると思い
えています。

しをお聞かせください。

事業、栽培漁業について
和するためにも、事前の

また、どう指導し、ど

ますが、その考えはない

答弁・農林水産課長

かお聞きします。

農業経営の現状を
把握しているか

平成５年スタート時点

問・米価暴落の対応につ

積立金は必要になります

問題となる漁価の安定、 にも、公約に基づいた給

職員の士気向上のため

いて質問します。

向上のためにも魚食の普

回数券購入でしたが、平

が、ナラシ対策への加入

及 や 消 費 拡 大 等 を 図 り、 たほうがよいと思います

開通以来数年経過して利

米価暴落で米農家、ま

を勧めていきたいと考え

るように努めていきたい

答弁・町長

が、いかがですか。

料体系にすることを考え

た、 農 業 経 営 が 行 き 詰

今後とも漁業が維持でき

年からは１世帯２０

００円の回数券を購入し

ています。
国では、ナラシ対策移

まっている現状を把握し

成

すか。
答弁・政策推進課長

ていますか。

も半額でやってきました。

で推計すると、昨年より、 積 立 金 を 求 め な い 形 で、 燃料費も高騰しています。 し、５年目に入った今年

駅 ま で の 往 復 の 料 金 は、 答弁・農林水産課長

そうでなくても漁師は大

１月から給料体系が変

パーセント減

ら半額でやってきました

がよくなったのであれば、 しては、

年度限りではありますが、 問・円安により、かなり

４年間は、公約ですか

２ ０ ０ ０ 円 弱 で す の で、

今回の収入の減となった

変だという話を聞きます

と考えています。

年に開通しており、その

バスを利用している人に

鰺ヶ沢町では２億５００

３３・７５％を補填する

わりますが、私の希望と

行を円滑にするため、今

当時の利用者数は、全体

してみれば、負担はない

０万円弱収入が減ると思

が、幾らかでも町の財政
経 費 も 例 え ば 肥 料 代、

額でお願いしたところで

パーセント

パーセントの減

額を考えています。

１年間

では無理だということで、

を聞いて、

しかし、皆さんの意見

危険な状態の漁師を助け

するなどの考えはないも

ます。

つがるロマンの概算金

として年間２万２０００

と思います。バスを利用

ことになっています。

人でした。
その後、便数が少なく

われます。

復となっています。
年の

７万２０００円くらいか

問・我が町の１次産業の

利 用 者 数 は、

当然、スクールバスの

かると言われていますの

のですか。

す。
活用というのは視野に

置かれている厳しい現状

るためにも燃料費を助成
入ってくると思いますが、 で、それを考えればかな

を考えれば、農業、漁業

漁業に対し燃料費の
農薬代など大体一反歩で
助成をする考えは

となっています。

り厳しい状況であると把

データで年間４８００人
問・回数券を購入してい

町全体の公共交通のあり

ていませんが、資材の一

燃油の助成はまだ考え

答弁・農林水産課長

るようですが、地元の人

はどうなるのか、どの方
向に進むのか、現状を把

握しています。
問・町の崩壊にもつなが

方というのを見直してい
ますので、この深谷黒森

15

分が負担になるかと思い

していない世帯は、その

現在、黒森から鰺ヶ沢

11

なっており、現在は２往

深谷黒森線は、平成５

ていただいています。

用状況はどうなっていま

は な ら な い 路 線 で す が、 は、１世帯１０００円の

生活の足としてなくて

用についてお聞きします。 答弁・政策推進課長

問・深谷黒森線のバス利

深谷黒森線の利用
状況は

孝夫議員
齋藤
に負担がかかり過ぎては
いないか。

15
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各種団体が残っている強みを生かして

12

など本当にいろいろな行

がします。

利用していないような気

ています。

地域の人と子供たちが

交流できる学校教育を続

事を行っていました。

各種団体が寄り添い絆

現 在 行 っ て い る の は、

けていくことは、進めて

思います。

を深めながら、ほら吹き

う催しをできればいいな

Ｑ 最後に、まちを元気

ボランティアとして行っ
女性セミナーの旧正月を

と考えています。

いかなければならないと

う、といった実演をして

祝う会くらいです。

て い る 登 山 囃 子 講 習 会、 大会など、お年寄りが集
います。それが主な活動

にするためには、何が必

の子育て世代が元気にな

この度、教育委員に

要だと思いますか。

Ｑ

なられましたが、何か考

Ａ 難しいことかもしれ

Ｑ 行政としての仕掛け

えていることなどはあり

ませんが、 代から
Ａ

さ て、 工 藤 さ ん は、 も少なくなったのではな
いでしょうか。

ますか。
題ではなく、元気がなく

る活動がしたいですね。

Ｑ
様々な形で中村地区の社

Ａ 予算がないだけの問

代

会教育活動やまちづくり
活動に長く携わってきま

ときは、地域の人を巻き

すが、それを犠牲にして

生活があるので大変で

ました。

込んで学習活動をしてい

中村小学校があった

Ｑ

なったと思います。
敬老会もなくなりまし
たし、お年寄りが集う機

までも来たいという魅力

れますか。

西海小学校では、地域

会もなくなりました。

のある何かをしていかな

以前、中村公民館で

の人を取り込んでクラブ

います。

か実現させたいと思って

りたいな。それをなんと

大勢集めて、運動会をや

そこで地域の人たちを

校とグランドがあります。

なりましたが、立派な学

Ａ 中村地区には廃校に

Ｑ 夢はありますか。

もなりますから。

ていかないということに

らないし、後継者も育っ

子育て世代が元気にな

小さいながらも活動し

は、 月 見 の 会、 雪 合 戦、

いと。

どんな活動をされている
頼まれると断れなく

活動をしています。

Ａ

Ａ
て。会長になってから

芸能発表会、スキー教室、 ている各種団体が残って

のですか。

を 務 め ら れ て い ま す が、 動については、どう思わ

したが、最近の公民館活

40

活改善推進員会の会長職

30

舞戸小学校も地域の人

委員に就任。

いるのは、この地区の強

昨年12月26日、鰺ヶ沢町教育委員会

地域の活躍している人に

る。

年になります。

まで同推進員会会長を12年間務め

らないとまちが元気にな

生活改善推進員として活動し、現在

を呼んで相撲大会を行っ

くり事業に参画。また、鰺ヶ沢町食

みですが、それをうまく

地区の様々な社会教育事業、まちづ

よる講話、文化伝承教室

り推進員などを務め、これまで中村

食生活改善推進員会
は、全国組織で「私たち
の健康は私たちの手で」
がスローガンになってい
ます。
活動の基本は、自分の
健康、家族の健康、地域
の健康です。
町では、健康宣言を行
い ま し た が、 私 た ち は、
その裏方の実働部隊とし
て、 薄 味 で い き ま し ょ

中村公民館主事、中村地区地域づく

12

う、 野 菜 を 取 り ま し ょ

プロフィール
工藤道代さん

道代さん

工藤

ですね。

地域の人たちが集う機会創出に努力

鰺ヶ沢町教育委員会委員

３

工藤さんは、町食生

特集「まちの元気を目指して」は、今回が
第３回目。長年にわたり中村地区の様々な地
域活動を支えるとともに昨年 月、町教育委
員に就任した工藤道代さんにお話を伺いまし
た。聞き手は、鶴田、一戸広報委員です。

まちの 元気を 目指して
Vol.

平成27年２月 （ 8 ）
特集 まちの元気を目指して
議会広報あじがさわ（141号）

