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下北山村議会
３月定例会

すが、地域創生選考型交付金事業
として下北山村では、国の総合戦
略に基づく、地方の人口ビジョン
と、地方版の総合戦略計画の策定
を平成 年度に実施し、平成 年
度から計画に基づいて実行してい
く事となっております。計画には
地域の自主性、主体性を発揮し、
地域の実情にそった地域性のある
戦略であることが重要と言われて
おり、多様な方々と充分な議論を
重ね、下北山村の将来にふさわし
い総合戦略を 年度中にたてて行
きます。
【答え】村長 森岡議員からの質
問は各課の課長に意見を聞きたい
と言うことでしたが、ただいま総
務課長が回答しました様に、平成
年度の中で充分に審議をして、
計画を創ると言うことで、まだ村
の方向性が示されていない中、各
課長が発言することは適当で無い
と私は思います。
また、ご指摘のありました情報
共有と言う面では確かにその通り
で、担当以外では知らないと言う
事では問題なので、十分注意をし
てもらいたいと思っております。
【質問】南和広域医療組合の経営
について、公立三病院（県立五條
病院、町立吉野病院、町立大淀病
院）の累積赤字と、赤字体質で勤
務した職員の ％が新体制への身

分移管を希望している中で、職員
改革（人材のスキルアップ）につ
いて村民が安心出来る情報と、南
和広域医療組合の副管理者である
村長の感想を伺いたい。
【答え】村長 今回の病院編成の
大きな目的は三病院が同じような
体制をとった二次救急医療機関
で、それぞれに競合していた事。
もう一つは最近の医師・看護師
不足の中で、新しく大淀に出来る
南奈良総合医療センターを救急の
核にして、三病院は療養型の病院
として性格付けを分け、効率良く
運営して行こうとスタートしまし
た。
初期の段階では赤字が出やすい
と聞いておりますが、県が半分負
担する事を明言しておりますし、
早期に黒字化に転換して頂けるよ
うに努力をお願いしております。
【答え】副村長
億円を超え
る 累 積 赤 字 に つ い て は、 そ の 内
６億５千万円ほどが国の交付税で
財源措置され、残りがそれぞれの
市町村の持ち出しと言う事になっ
ています。
合併による新体制後は、村長が
回答しました様に、もし赤字が発
生しても２分の１は県が補填して
くれる取り組みの方向です。
当然赤字幅が増えましたら市町
村の負担も増えますので、健全な
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質問者⁝森岡議員
【質問】 下北山村の地方版創生戦
略についての取り組み、重点施策
や、目的達成のためにはどの様に
されるのか各課長の意見を伺いま
す。
また、地域おこし協力隊、ふる
さと復興協力隊がスタートする時
にも、議会と行政側で討論をしま
したが、村民の理解や役場内担当
部署以外での内容の認知が遅かっ
たと感じました。
国における「まち・ひと・しご
と創生総合戦略」は、 月に発表
されて具体化している状況ですの
で、注意深く各課の仕事に当たっ
てもらいたい。
【 答 え 】 総 務 課 長 今、 日 本 は 人
口の減少、超少子高齢化を迎えて
おり、国においては「まち・ひと・
しごと創生法」が制定され「まち・
ひと・しごと創生総合戦略」が閣
議決定されました。
すでに平成 年度補正予算とし
て、地域の消費喚起・地域生活支
援型交付金を財源としたプレミア
ム商品券の配布を予定しておりま
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効率経営を申し入れしています。
【質問】下北山村１２５周年の写
真集について、村民への配布はど
れだけの人が対象で、どう言う形
で配布されるのか。また、今後村
がどの様に活かしていくのか伺い
ます。
【答え】総務課長 予定では村へ
の納品が 月 日で、その後全世
帯６０２世帯全てに配布を予定し
ています。
その他関係機関への配布と合わ
せ２千部の作成を予定し、今後の
活用については教育面や、下北山
村の歴史を振り返って考えなけれ
ばならない状況で十分活用出来る
と思っております。
【質問】下北山村の地域防災計画
について、昨年の村政懇談会では
３月か４月には村民に配布する予
定との報告がありました。
南海トラフを震源とする地震は
何時おきてもおかしくないと考え
ています。その後の経過を伺いま
す。
【答え】総務課長 以前に３月末
には地域防災計画が出来るとお伝
えしておりましたが、現在出来上
がってきている素案のチェック
と、作業途中に法律改正が行われ
た事への追加修正を行っており、
相当な時間を要する状況となって
おります。

績評価（ＫＰＩ）と言う指標をつ
予算の繰越措置をお願いし、現
くり、ＰＤＣＡ（計画・実行・評
在６月 日を目処として作業を進
価・改善）サイクルを確立し検証
めております。
をして行きます。
また、出来上がる防災計画は書
類の多さから、一般に配布する状
質問者⁝野崎議員
況にありませんので、内容のわか
りやすい概要版を作成し各家庭に 【 質 問 】 村 長 に お か れ ま し て は ３
期 年で勇退されると聞きました。
配布をしたいと考えております。
町村合併問題と交付税削減の中
地域住民へ配布が遅れることに
で非常に困難な時期、投資の出来
ついては、お詫びのお知らせをさ
せて頂きます。
ない中、舵取りをされて来たその
功績に敬意を評します。
質問者⁝辻之内議員
１点目の質問は、 月議会で地
【質問】「まち・ひと・しごと創生
方創生計画をたてる時に、総合的
総合戦略」について活性化につな
に議員と議論の必要があるとお答
がる何か新しい事業を考えている
え頂いておりますが、議論を行う
のか伺います。
のは村民だけで良いのか。どの様
【答え】村長
年度の予算につ
に考えを持っているのか伺います。
いては必要なことは盛り込んでお
また、同議会で役場庁舎職員の
りますが、新しい試みについては、 ヘルメットの常備と、防災無線、
次の村長の方針でたてて頂く考え
個別受信機設置規定を内規で定め
で予算案を上程しております。
ると述べていますが、対応がどう
【答え】副村長 総務課長が森岡
なったか、庁舎の未耐震について
議員からの質問に回答しました様
職員の命にかかわる重要な村長引
に、 年度において地方版の総合
継ぎ案件として引継ぎ願いたいと
戦略を住民の皆さんを始め、有識
思います。お答え下さい。
者の方や多様な人の参加を得て計 【 答 え 】 総 務 課 長 地 域 創 生 計 画
画を創って行きます。
の策定には産業界や大学関係者を
策定段階や効果検証の段階にお
入れなければならないと言われて
きまして、十分議会の皆さんと審
います。
議を行い策定していく事となって
また、国より、議会と充分な審
おります。
議を行う必要も求められており、
具体的な施策については重要業
村の将来に危機意識をもったなか

で、計画による総合戦略を実施し
ていきたいと考えています。
ヘルメットは役場及び小学校用
に配備するため 年度予算に計上
しました。防災受信機設置の内規
は本年１月に早速作成をしました
が、製造メーカーでは、本村で使
用しているアナログ受信機の製造
は終了したため、在庫の確保が困
難になっておりますが必要に応じ
て対応させていただきます。
【答え】村長 庁舎の耐震化問題
については、私的な考えは持って
いますが、退任を控えております
ので申し上げません。
【質問】２点目の質問は３月末に
定年を迎えます議会事務局長の引
継ぎについて、１名体制である事
から、前もって後任の出向と人事
配置の相談が、議会に必要と考え
ますがお考えを伺います。
【答え】総務課長 ３月中旬には
後任職員の内示を行います。
３月中の事務引継ぎについては総
務課長の私が引継ぎます。
【質問】３点目の質問は空き家対
策の現状について質問します。
新たな行政サービスとしてホー
ムページで空き地、空き家情報と
賃貸の紹介を行っていますが、人
口を増やす試みとして私は定住を
求めたいが、村は別荘的な利用を
勧めているのか定住を勧めている
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のか村の施策が見えてきません。
他村では定住者への、空き家入
居時の空き家修繕費用に対する補
助制度があり、本村も積極的な空
き家対策として他村の制度を参考
に検討をして頂いたらどうでしょ
うか。お考えを伺います。
【答え】総務課長 空き家の定義
は難しく、利用が可能な状況から、
盆・正月の期間だけ利用する人、
売りたい人様々です。現在過疎地
の自立対策事業でサポートきなり
が空き家調査をしています。
その際アンケートを行い管理の
希望を申し出た方に具体的な要望
内容を問い合わせしており、売り
たい希望があれば、橿原市にあり
ます「ＮＰＯ法人空き家コンシェ
ルジュ」に相談してもらい必要に
よっては空き家バンクに登録を勧
めています。
空き家の売買になると役場では
対応が難しい事もありますので、
専門家の方や売買の当人同士にお
願いし、村では紹介のみ行ってい
ます。
【質問】４点目は、「地域おこし協
力 隊 」、「 ふ る さ と 復 興 協 力 隊 」、
それから「ＮＰＯ法人サポートき
なり」の関係について質問します。
３月末を期限とした村事業の地域
おこし協力隊員１名の募集に応募
があり、村長からは同隊員を、奈

№696

下北山〉
〈広報
H27（2015）.6

（ 5 ）

良県事業のふるさと復興協力隊員
に推薦していると述べられました。
推薦により決定すれば村事業の
募集枠に空きが出来る事となりま
すが、募集期限内に更に採用予定
があるのか伺います。
そして、民間団体である「サポー
トきなり」の運営を両事業採用の
協力隊員が行っていることについ
て、公が採用した両隊員が、民間
出向をしている事になるのか伺い
ます。
更に総務省では積極的な「地域
おこし協力隊」制度の活用を生活
支援や農林漁業など、多方面への
制度の活用を勧めておりますが、
本村では活用する意欲が無いよう
に思います。
今後の村の活性には外部からの
人材と発想が必要と考えますがお
考えを伺います。
【答え】総務課長 もともと募集
が 年３月末に終了が決まってい
る奈良県事業「ふるさと復興協力
隊」の配置を希望していましたが、
県の定めた募集期限内に応募があ
りませんでした。
しかし、生活支援の目的を同じ
とした村事業である「地域おこし
協力隊」の募集を村で行ったとこ
ろ１名の応募があり、本村への配
置が決定したところであります。
また、両隊員とＮＰＯ法人との
27

関係ですが「ＮＰＯ法人サポート
きなり」は住民の生活支援と言う
活動目的により設立されました。
その後の法人運営について「地
域おこし協力隊」、「ふるさと復興
協 力 隊 」、 両 隊 員 が「 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人
サポートきなり」を活動拠点とし
て、運営に協力しています。
今後の「地域おこし協力隊」の
募集については 年度に向けて、
新たな考えのもと方針を決めて行
きたいと考えております。
27

№696

〈広報

下北山〉

H27（2015）.6

（ 6 ）

（ 7 ）

H27（2015）.6

〈広報

下北山〉

№696

№696

〈広報

下北山〉

H27（2015）.6

（ 8 ）

（ 9 ）

H27（2015）.6

〈広報

下北山〉

№696

その

＊工 藤 延 春 隊員

＊渡 部 みなみ 隊員

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

さんやかっこいいおじさんや、全
然知らないのに元気にあいさつし
てくれる子ども達がいる村。土曜
朝市を開催している村。ＮＰＯ法
人サポートきなりのある村・・」
みんなみんな、大好きでした。
ありがとうございました、では
言い尽くせませんが、今は感謝の
気持ちが溢れてくるばかりです。
本当に本当にありがとうございま
した。またここに戻って来られる
日を夢見て、頑張ってきます。
行ってきまーす！
◆◆

絢 隊員

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

ました。特に草刈はシーズンで、
ご依頼が続きました。次の草刈り
シーズンは夏のお盆前です。非常
に込み合いますので、希望される
方は、お早めにお申し込みくださ
い。

◆◆

＊中 林 維 吹 隊員

皆様こんにちは。私は下北山村
に来て１ヵ月が経ちました。村で
過ごす毎日は初めて経験すること
ばかりで、とても楽しく過ごして
います。
徐々にですが村の地理を覚えは
じめたので時々１人で朝市のお手
紙や備品などを配らせていただい
たりしています。何度か迷いまし
たが…。
この間のゴールデンウィークに
実家からバイクを持ってきたの
で、天気の良いお休みの日は村内
を探検して、道も覚えていきたい
と思っています。
まだお会いしていない方やお話
できていない方、顔と名前が一致
していない方が沢山いらっしゃる
ので、早く仕事や道を覚えて皆様
にも覚えていただけるよう頑張り
ます

!!

＊牧

こんにちは、牧です。ゴールデ
ンウィーク中の出来事、初めて自
分でゴンパチを採りに行きまし
た。採りはじめると夢中になって
とても楽しいですね。下処理も初
チャレンジでした。おいしい炒め
物が出来ました。久しぶりの長い
お休みは、家事をしながらゆっく
りと過ごすことができました。
さて、５月の活動報告です。
過疎地有償運送の運行状況は、
村内（バス型６人・タクシー型２
人）村外（バス型 人・タクシー
型５人）延べ 人の方に利用して
頂きました。
応援隊の活動は、草刈り作業、
錆落とし・ペンキ塗り作業等行い
35
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こんにちは、工藤ちゃんです。
連休中は天候にも恵まれて畑や
田んぼの方は順調に進みました。
また４月下旬からショップしもき
たさんで野菜を販売させていただ
いています。５月上旬現在でコマ
ツナ・ホウレンソウ・チンゲンサ
イ・ダイコンを出荷していますが、
徐々に種類も増やす予定です。み
なさまどうぞご利用ください。
畑の方はハウス内外に順次ダイ
コン・ニンジン・コマツナ・ホウ
レンソウの播種。バジル・ハラペー
ニョ・トウガラシ・オクラ・除虫
菊のセルトレイ播種。サトイモ・
コンニャク・カボチャ・キュウリ・
ラッカセイの定植。またゴマの契
約農家としてゴマ屋さんと契約を
結ぶべく、畑を見てもらいながら
詳しい話も聞けました。その後畝
立てと播種も進めました。

こんにちは。この村報６月号が
みなさんの手元に届くころ、もう
下北山村にはいないみなみです。
さて最後に何をつぶやこうかと
考えて、この２年半を思い返して
いたら、やっぱり「たのしかった
なあ」しか出てきませんでした。
地域おこし協力隊になってよか
った。朝市を始めてよかった。サ
ポートきなりの一員でよかった。
下北山村に来て、よかった。
わたしはこれで村を離れます
が、それは下北と縁が切れるとい
う意味ではありません。オースト
ラリアに行っても、奈良県南部や
下北のディープな魅力を何かにつ
け て は 語 り、「 そ し て ぜ ひ 下 北 山
村を訪れてみてください！」と胸
を張って言いまわる予定です。
「下北山村は奥吉野の自然溢れ
る、過疎中山間地の村です。海無
し県の奈良県で、新鮮な魚が食べ
られる村。柿の葉寿司は作らず、
代わりにさんま寿司やめはり寿司
のおいしい村。獣害に負けずにお
米や野菜を無農薬で育てる村。下
北春まなをみんなで育てる村。お
茶や漬物、干し芋にコンニャク、
切干大根、とち餅・・加工品をな
んでも手作りしてしまう魔法使い
がたくさんいる村。かわいいおば
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