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今 年 、宝 島 社
の 「 住 みた い 田
舎 ラ ン キン グ 」
で 、 若 者・ 子 育
て 世 代 の両 部 門
で１位に輝いた自治体が
栃木市▼当市と比べ、田
舎というよりは都市のイ
メージ。ただし、広い農
地が広がる。鍵は都心へ
電車で１時間という移動
距離。移住を条件に特急
購入券の通勤者に 月か
ら月１万円を補助▼反応
は予想を超え、予算が枯
渇とか。古民家を改修、
「蔵の街やどかりの家」
は移住体験施設。宿泊費
は何人でも一泊２千円が
目玉▼開業から か月間
で 組、 名が利用し、
そのうち４組が移住を完
了している。他にも「や
どかりの家」を取りいれ
る自治体が相次ぐ。利用
しようにも予約で満杯▼
市では移住の選択先にな
るのであれば安い宣伝費
との考え。２軒目も準備
中。地の利を生かした政
策には圧倒。人口減少対
策の優等生と言える。
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５班体制、 会場で終了
議会改革の一環として実施
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2017.11.26

日から始まった議会報告会（意見交換会）は 日で終了し
ました。報告会は議会基本条例により、議会と住民との協議を
通じて市政への反映や議会の政策提言の具体化が目的です。
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第 回目となる同報告
会は５人～６人の議員が
５つの班に分かれて行わ
れました。
議会からの報告は９月
定例会の様子を掲載した
議会報（羅針盤）と、改
選後から実施予定の議会
改革内容が中心でした。
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山林資源の保全等管理の
不十分さを指摘する意見
も出ました。
報告会への住民の参加
状況は５人から 人と会
場によってバラツキが大
きく、集約途上ですが、
日 （水 ） 、 総務
常任委 員会は 市から
田老総 合事務 所の整
備計画 の説明 を受け
ました 。同事 務所は
耐震性 に欠け 、移転
新築の 方針で すが、
前回同 様、宮 古信用
金庫田 老支店 の店舗
相当部 分を市 で新庁
舎内に 整備す る内容
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費用助成を検討

盛況とは言えない状況が に求められています。
続きます。参加者をどう
広げるか、意見交換すべ ６日～ 月議会
き「市政課題」の設定な 一般質問は 日
ど「議会基本条例」に定
めた目的を達成するため
月議会は６日から
にはさらなる改善が議会 日まで 日間の日程で行
われる予定です。
議会に理解を求める
陳情・請願および一般
ための説明は、「銀
質問通告の締切は今月末
行」と「信金」の違
日までのほか、一般質問
いだけでした。
は 日から 日（土日を
市は信金は会員出
除く）の４日間の日程で
資の非営利の協働組
す。同質問は午前 時か
織だから、許される
らの本会議で時間的には
との考えですが、総
日最大で６人が登壇でき
務委員会では理由が
ますが、議運では質問通
その場しのぎで納得
告者の人数によっては、
できず、市に再考を
会期を調整することで合
意しています。
求める判断です。

以前と変わらない計画

乳児の聴覚検査実施を

です。 この日 、市が
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Ⅰ憶 ３千万円 節約
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【答】保護開始の要件等に
変化は無い。保護には該当
しないが、将来の不安を訴
え、相談するケースなども
あり、この件数になった。
○乳児健康診査
解体・廃棄された仮設保育所
【問】乳児の聴覚検査事業
を行う予定はあるか。早期
○建材の再利用は
【問】撤去後の仮設保育所 発見で、発生等を劇的に改
（田老）の建材を再利用は 善できるとの報告もあるよ
うだ。
しないのか。
【答】本体は解体後に廃棄
し、一部の備品のみ再利用
【答】遠野市、奥州市は、
している。
今年度から乳児の難聴検査
○生活保護事業
【問】昨年に比べて、相談 に自治体が助成している。
聴覚検査は任意検査で個
件数が増えているのに、開
始件数が減っているのはな 人負担は1万円前後だ。今
ぜか。基準が厳しくなった 後、費用助成について前向
きに検討して行きたい。
のか。
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から３に減ることで費用 ホテル）」のエレベータ
の削減額について質問が ーの設置問題です。会場
あり、議員報酬が４年間 では不要、必要と意見が
で約１億３０００万円節 割れました。会場が田老
約されると回答していま 地区なだけに、その必要
す。
性を議会が、どう考えて
通年議会の導入では議 いるかが問われました。
会費等予算への影響を懸
不要とした参加者は地
念する質問も出ました。 元小学生にも「遺構」が
報告者は、会議回数は現 良く知られておらず、防
状とあまり変わらず、影 災を学ぶのであれば観光
響は少ない、と回答しま 客より、地元住民へのＰ
した。違う班では議員報 Ｒを優先すべき、と述べ
酬を引き上げるべきとの ました。遺構の活用では
意見もでましたが、議会 市も当初は広島の「原爆
が何をしているのか分か ドーム」型（外から眺め
らず、必要無いとの意見 る）活用を想定しており
も出ました。
議会協議も不十分なまま
市だけで一方的な変更は
田老 も賛否が 二分
問題です。
各班に共通して出たの
参加者確 保が課題
は地域要求です。参加者
が雰囲気が重くなるかも
津波、台風と浸水被害
と断って述べたのが「津 の続出では三陸道路など
波震災遺構（たろう観光 の整備で排水路の不備や
昨年度の報告会の様子 高浜地区
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ある班では来年、５月
から議員定数が 人から
人に、常任委員会も４
22

教民 中島清吾議員
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