修しＦＩＴ制度に乗り買取り単価
を上げようとすると、億の資金が
必要になります。これからの研究
課題と言う事で今の時点では改修
は考えておりません。
【質問】スポーツ公園の一般財団
法人むらづくりセンターによる運
営について、経営解決の兆しが見
えていない様に思います。例えば
支配人について村職員が出向して
いますが、経営のプロを招聘し運
営を委託し、経営内容に応じた報
酬を見返りとして職員に支払う
等、財団の職員が各自創意工夫を
凝らした運営を行う必要があると
思いますが村長のお考えを伺いま
す。
【答え】村長 スポーツ公園の運
営については、今まで申し上げて
きた様に職員に対する色々な意見
があるのは承知しております。職
員の意識改革を行う必要は私も
常々申し上げているところでござ
います。先日も、おもてなし講習
会を開催しまして、職員だけでな
く村民の皆様にも参加頂いて、
村全体でおもてなしを高めていこ
うと取り組みをしているところで
す。職員には今後も繰り返しマナ
ーアップ教育の取り組みをして行
きたいと思っています。
【質問】オリンピック・パラリン
ピック等の合宿を誘致して人工芝

グラウンドを増設、外国都市との
交流を図るべきと考えますが、補
助金を活用し施設整備を図り、候
補地の応募を行う考えはありませ
んか伺います。
【答え】村長 以前、中津江村が
ワールドカップサッカーでカメル
ーンチームを誘致し有名になりま
した。たしかに良いことだとは思
いますが、ワールドカップやオリ
ンピックでの、例えばサッカーの
合宿誘致には良好で水はけや、排
水性の高い天然芝グラウンドが２
面必要であるとか、夜間照明と
か、雨天時の練習場とか付帯する
シャワー施設等々条件があり、補
助金があったとしても今の時点で
は考えていません。

質問者…山岡議員
【質問】下北山村診療所は築 年
が経過しており、川沿いの立地か
ら水害時には非常に心配が予想さ
れ、狭い敷地から救急車両のスム
ーズな進入が困難で駐車スペース
も不足しています。また、レント
ゲンや内視鏡等高額な医療機器や
電子カルテの更新も迫って来てい
る状況から、診療所は新たに福祉
と医療が連携出来る場所に新設す
ることが望ましいと思われます
が、耐震問題と建て替えをどの様
に検討されているのか伺います。
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討しています。
ＦＩＴ制度では小水力発電所で
発電した電気は１ｋＷ当たり 円
で買い取ってもらえますが、小又
川発電所は開所 年以上経過して
いる為ＦＩＴ制度には該当せず、
買取り単価は 円 銭ほどです。
小又川発電所をＦＩＴ制度に対
応させるには導水管や水車、発電
機等主要な設備を一新しなければ
ならないと言われています。同制
度が適用されれば 倍を超える経
済的効果が期待できるわけです
が、調査費を含め改修規模が大き
くなりますので検討は慎重になら
ざるを得ません。
新たに小水力発電所を建設して
その電力を村内に販売してはどう
か、というご意見については、水
量調査や水利権取得の手続きが膨
大で建設費用も高額である等、ハ
ードルが高くて費用対策効果は出
にくいと思います。
また、電力の村内への販売とい
うことに関しては、国内でも大手
の新電力会社が運営につまづき撤
退したため関係する自治体が電力
販売益を回収できない事案が発生
する等、いま電力業界は過渡期だ
と思います。仮に村で電力販売を
検討するならば、リスクを十分検
討する必要があると思います。
【答え】村長 小又川発電所を改
2

80

20

10

︽一般質問︾
質問者⁝北議員
【質問】小水力発電の建設は、最
近、設置ノウハウの蓄積で工事の
効率が高まると共に、ＦＩＴ制度
（再生エネルギー買取制度）によ
って小水力が事業としてなりたつ
見込みが生じています。又、関西
電力は近畿、北陸、東海の３つの
地域に水力開発拠点の発掘・調査
を行う「水力調査所」を新たに設
置し、小水力発電を検討する自治
体等の窓口として再生エネルギー
の開発に積極的に取組んでいま
す。環境にも優しい小水力発電所
の設置と村内への電力の供給を計
画しては如何でしょうか。伺いま
す。
【答え】産業建設課長 下北山村
では既に小又川発電所がありスポ
ーツ公園で自家消費し、余剰電力
を関西電力に販売しております。
また、この４月からは事業所向
けに続き、一般家庭向けの電力販
売が自由化されることから、電気
の地産地消を目的とする自治体が
設立した電力会社が全国で 社設
置され、奈良県内では生駒市が検
13

（ 2 ）
H28（2016）.6

下北山〉
〈広報
№708

34

№708

下北山〉
〈広報
H28（2016）.6

（ 3 ）

【答え】村長 老朽化しているこ
とから現診療所の耐震診断が無駄
では無いかと言う事ですが、まず
は建物の安全性を確認させて頂こ
うと言う事で本年度予算に調査費
を計上しております。診断結果に
よって耐震補強が必要と言うこと
であれば、建てかえを検討してい
きたいと思います。現在医師住宅
も老朽化しており診療所、医師住
宅合わせて建て替えが出来ればと
思っています。
医療機器等の更新については、
今のところ老朽化してきましたら
その都度医師の意見を頂き、更新
しておりますし、電子カルテにつ
いては毎年更新の為の積立金を計
上しており、診療に支障が無い様
対応をしていきます。
もし診療所の移転と言う事にな
りましたら、議会や住民の皆様の
意見を聞き進めていきたいと思っ
ています。
【質問】７月に七色ダム湖を会場
として、日本最高峰バスフィッシ
ングトーナメントＴＯＰ の開催
が決定しており、下北山村の知名
度を上げて、交流人口の増加につ
なげて欲しいと思いますが、村と
してどの様な対応を考えているの
か伺います。
【答え】村長 池原ダム湖、七色
ダム湖を活用したブラックバス・
50

一人でも多くの方が使い方を習得
しておくことが大切と考えます
が、考えを伺います。

※１ 自動体外式除細動器・心停止
の際に機器が自動的に解析を行
い、必要に応じて電気的なショッ
クを与え、心臓の働きを戻すこと
を試みる医療機器。

【答え】保健福祉課長 ＡＥＤの
設置場所は保健センター、小学
校、中学校、池の平ゴルフ場、き
なり館に設置しています。使い方
講習会については、平成 年以降
行っていないことから、 年度よ
り毎年、役場職員、いこいの郷、
スポーツ公園職員、一般村民を対
象に講習会を開きたいと考えて
います。また、各地区の避難所に
ついては、設置は考えておりませ
ん。患者が発生した場合、まず、
１１９番にて広域消防に対応を願
うのが理想だと思いますが、設置
している施設からＡＥＤを運び対
応する事となります。

質問者…栗本議員
【質問】村内に幾つかの遊歩道が
ありますが、問題無く散策出来る
のは明神池の遊歩道のみで、後の
歩道は枕木が腐っていたり、草木
が生い茂っていたりして利用する
事ができません。特に池郷川の遊
歩道は、鉄骨で出来た桟橋が腐食
し、危険な為、通行止めとなって

います。下北山村で最も美しい景
観と、青く透き通った川や、絶壁
の中腹のトンネルまで整備し、観
光客を案内すれば喜ばれると思い
ますが考えを伺います。
【答え】産業建設課長 池郷川の
遊歩道は 数年前に設置され、そ
の後の落石や倒木で歩道が何回か
損傷している事もあり、一般の観
光客が通行するには危険と言う事
で、閉鎖をしたと聞いておりま
す。現状は閉鎖後手を入れていな
いので、桟橋の鉄板の腐食が進ん
で、穴が空いて来ている様子は確
認しています。また、桟橋以外に
も歩道が消失している部分が何箇
所かあり、仮に再整備を行うと言
うことであれば、ルートの変更も
含めて考えないと、現状では安全
対策が非常に厳しいと認識してお
ります。
その他の遊歩道では、一昨年、
平成の森遊歩道を改修しており、
前鬼の遊歩道も一時台風で被災し
ていましたが現在は利用できま
す。また利用されていないその他
の歩道につきましては、今後の利
用見込みや必要な維持費を検討
し、再利用すべきか閉鎖すべきか
決めて行きたいと思います。
【質問】日本一桜の美しい公園を
目指して、国道１６９号線と観光
の目玉であるスポーツ公園間の山

20

フィッシングの推進を行っていき
たいと考えており、トーナメント
についても関係者の皆さんと相談
を進め、積極的に応援させて頂き
たいと思っております。
質問者…辻之内議員
【質問】保育所では延長保育が行
われておりますが、小学生からは
放課後や夏休みなど共働きで昼間
保護者がいない時の学童支援に問
題が残っています。保護者が安心
して働くことができ、第二、第三
子を望む環境をつくる為にも、放
課後等の小学生の学童保育を行う
考えが無いか伺います。
【答え】教育長 放課後の子供の
預かりについては、以前、保護者
からの要望がありまして、山びこ
寮（山村留学寮）を使って実施し
ていました。山びこ寮が閉鎖され
てからは小学校の校務員室にて週
３日児童を預かっていました。現
在は保護者から放課後子供を預か
って欲しいと言う要望が出ており
ませんので実施はしておりませ
ん。要望が保護者からありました
ら、検討して行きたいと考えてい
ます。
【 質 問 】 Ａ Ｅ Ｄ（※ １）
をどれだけ
公共施設に設置しているのか、未
設置箇所への設置予定を伺いた
い。また、ＡＥＤの使用について
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【質問】地方創生への重点的取り
組みや特徴ある取り組みについて
伺います。
【答え】地域創生推進室長 まさ
しくこれは下北山村の総合戦略で
して、総合戦略では３つの基本
目 標、
「森 と 生 き る」
「森 と 遊 ぶ」
「森 と 育 む 」 そ れ ぞ れ 特 徴 あ る 取
り組みを計画しております。
【質問】さくら祭り、夏祭り、イ
ルミネーション事業等の特徴ある
取り組みについて伺います。
【答え】地域創生推進室長 さく
ら祭りには前年度並みの２７０万
円の補助金を、夏祭りには 万円
アップの１５０万円の補助金を予
算計上しました。さくら祭り実行
委員会や商工会青年部の主体性を
重視しながら、村祭りとして村職
員が一丸となって関わって行きた
いと考えています。また、ボラン
ティア団体が試行錯誤しながら村
民の目を楽しませてくれているイ
ルミネーションは前年度並みの
万円の補助金を予算計上しまし
た。特徴のある電飾をして頂ける
様協力して行きたいと考えており
ます。これらのイベントについて
は機会を捉えながら広報活動を行
うなど、村として全面的に支援を
して行きます。
【質問】地域産業の主たる団体、
森林組合、土木建設業、観光産

業、福祉等各種法人への特徴ある
取り組みについて伺います。
【答え】地域創生推進室長 各経
済活動への取り組みは村長の施政
方針の通りですが、それぞれの団
体と連携して一体的に取り組む事
が重要であると考えています。
【質問】頑張る担い手や起業家へ
の特徴ある取り組みについて伺い
ます。
【答え】地域創生推進室長 奈良
県の有利な創業資金支援や、女性
への創業支援、県南東部地域限定
の雇用支援があり金融機関と共に
取り組んでいます。また、今年度
予算計上した下北山むらづくり推
進事業補助金を活用して、起業の
支援を考えています。
【質問】ゆうゆうバス利用アップ
に対する特徴ある取り組みについ
て伺います。
【答え】地域創生推進室長 ゆう
ゆうバスは、吉野郡２町３村の協
議会が奈良交通に委託運行してい
ます。利用拡大の為、本村が発行
しているパスポートは２８７枚、
乗車料金千円の特別乗車人員は
月の運行開始から２月末まで、延
べ１７５人が利用しています。昨
年に比べ平均で１便当たり 人利
用者が増えています。祝・休日の
利用者の滞在時間を増やす為、大
淀方面行き便の乗車時刻を 分繰

り下げる変更や、チラシ、ポスタ
ーを作成し広報活動を行い、誘客
に力を入れて行きたいと考えてい
ます。
【質問】下北山村の魅力発信の特
徴ある取り組みについて伺いま
す。
【答え】地域創生推進室長 村ホ
ームページを活用した動画配信、
ユーチューブ、フェイスブック、
それからＤＶＤやパンフレット等
を使った魅力発信と、４月１日オ
ープンを予定している観光案内所
等あらゆる媒体を使って下北山村
の魅力を発信して行きたいと考え
ています。
【質問】空き家対策の特徴ある取
り組みについて伺います。
【答え】総務課長 空き家になら
ない対策が一番の施策と考えてい
ます。しかし、人口の減少と共に
空き家が増えて来るのが現実の状
況で、空き家情報を的確に把握
し、本村ホームページへの掲載
や、ＮＰＯ法人空き家コンシェル
ジュに情報を提供し、受入れ努力
を行う事が必要と考えています。
その対策の一つとして空き家住宅
の取得に対する助成、改築に対す
る助成を計画しています。
【答え】住民課長 空き家等の適
正管理に関する条例を制定し、上
限額 万円、補助率２分の１とし
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林を村が買い上げ樹木を伐採し、
毎年サクラを植林し魅力ある村づ
くりを進めるべきと思いますが考
えを伺います。
【答え】産業建設課長 現在、地
方創生加速化交付金を申請してお
り、採択されればスポーツ公園周
辺の木々を伐採し、サクラやモミ
ジ等景観木を植える予定です。地
権者との調整は必要ですが、スポ
ーツ公園周辺の殆どの森林が保安
林に指定されていることから、制
限内容を確認し実施したいと考え
ています。
【答え】村長 交付金が採択され
なかった場合でも植樹等景観整備
は進める予定です。
質問者…森岡議員
【質問】今後の村政の方針につい
て伺います。
ゲリラ豪雨などの異常気象につ
いて、防災や安心・安全を図る観
点から特徴ある取り組みについて
伺います。
【答え】総務課長 基本的な防災
対策は全国一律ではありますが、
市町村は地域防災計画を作成して
おり、本村も 年８月に作成した
計画に基づいて、異常気象に対し
取り組んで行きます。あわせて、
自主防災組織との連携強化も図っ
て行きたいと考えております。
27
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て、住宅の解体・撤去に補助制度
を設けます。
【質問】公共工事の切れ目のない
取り組みについて伺います。
【答え】産業建設課長 本村の公
共工事は、国や県の交付金・補助
金を財源とする工事が殆どです。
その場合、４月の交付申請から
測量・設計を経て、８月から９月
の工事発注にならざるを得ないの
が現実です。交付金を使わない村
単独の財源による工事は、年度当
初に発注出来る様に努力したいと
思います。
【質問】農業政策の特徴ある取り
組みについて伺います。
【答え】産業建設課長
年度よ
り、従来からある村単独獣害対策
補助事業の内容の拡充を行いま
す。特産品開発については、今年
度ジビエの活用を研究する予算
万円の委託料を計上していま
す。従来のマナ等の特産品につい
ても関係者と協議しながら振興策
を考えて行きます。
【質問】子育て支援施策や学童保
育への特徴ある取り組みについて
伺います。
【答え】保健福祉課長 育児への
経済負担等が原因で出生率が伸び
悩んでいます。本村の出生数は過
去数年横ばいで、平均３名と減少
傾向です。出産育児へのサポート
42
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としては、赤ちゃん誕生祝い金を
１人当たり 万円に増額。乳幼児
おむつ購入助成金や、１歳児保育
の継続を行います。
【質問】若者から高齢者の健康維
持管理の特徴ある取り組みについ
て伺います。
【答え】保健福祉課長 これまで
同様、総合健診、ガン検診を実施
します。生活習慣病予防の為の健
康教室、アロマ教室、ノルディッ
クウォーキング等これまで以上に
実施して行く予定です。
【質問】教育環境における特徴あ
る取り組みについて伺います。
【答え】教育次長 就学前教育、
基礎学力の向上、外国語教育の充
実 、 Ｉ Ｃ Ｔ 教 育（※２）
、小・中一
貫教育等に関する検討懇談会を設
置します。少人数学級への対応と
して、複式学級解消の為、村費講
師の採用２名を継続します。環境
整備として、小・中学校校舎の一
部改修を実施します。社会教育に
おける子育て支援として、夏休み
寺子屋教室や障害者支援を継続実
施します。
※２ パソコンや、電子黒板・実物
投影機・ＤＶＤ動画・プレゼンテ
ーションソフトなどを活用するこ
とで、グラフや資料を効果的に使
用し、授業の効率化を図る教育
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その

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

◆◆

になりました。
雨の日はハウス内作業を中心に
していますが、露地の方が少し遅
れ気味です。草刈りや他の作業も
あるので梅雨入りまでにどんどん
進めるつもりです。
ありがとうございます。

◆◆

◆◆

◆◆

14

◆◆

く売れました。出荷量の８割は毎
回売れました。ありがたいです。
学校給食は玉ネギ・ネギをめっ
ちゃ使っていただきました。めっ
ちゃ。あと今月はついに給食を食
べさせていただけることになりま
した。これほんま楽しみです。
協力隊の活動ではないのです
が、ご報告。この度第 回奈良県
消防操法大会出場選手になりまし
た。 月の大会に向けて頑張らせ
ていただきます。知らない子はお
父さんに聞きましょう。きっと詳
しく教えてくれます。
ではまた来月！

26

◆◆

◆◆

8

＊工 藤 延 春 隊員
絢 隊員

◆◆

等たくさんのご依頼を頂いている
状況です。もしお急ぎのご依頼が
あれば早めのお申込みをお願いし
ます。
その他の活動としては、４月
日に奈良県の新規採用職員の方
１３４名が実地研修として下北山
に来てくださいました。研修の中
ではサポートきなりの活動を発表
させて頂き、地域活性化をテーマ
に村内をご案内させて頂きまし
た。人口の減少や少子高齢化など
山間地の厳しい現状だけでなく、
下北山の自然の豊かさや村の人々
の温かさを感じて頂けたのではな
いかと思います。
応援隊の作業依頼、ＮＰＯの総
会や事業報告書の提出など予定が
盛りだくさんです。気を引き締め
て頑張ります。
◆◆

＊中 林 維 吹 隊員

皆さまこんにちは、中林です。
雨の日が多くなってきましたが、
晴れた日はとても気持ち良いです
ね。そういえば、ついに中林のバ
イクが直りました！まだ直ってな
かったんかいって感じですよね。
バイク壊れてたの知らなかった方
は去年の村報を読み直してみまし
ょう。人生には復習も必要です。
５月の土曜朝市は野菜全体が良

奈良県新規採用職員実地研修

＊牧
こんにちは、牧です。先月号の
村報で任期満了にともなって協力
隊を卒業させて頂くことをお話し
したところ、多くの方から心配の
声を頂きました。驚かせてしまっ
てすいません。そして気にかけて
頂いてありがとうございます。お
かげさまで５月からは集落支援員
として、これまでと同様に応援隊
や有償運送等の生活支援活動やＮ
ＰＯ法人の運営に取り組みます。
一生懸命頑張りますのでこれから
もよろしくお願いいたします。
それでは４月の活動報告です。
有償運送のご利用状況ですが、
村内（バス型２人、タクシー型
人）、 熊 野 方 面 （ バ ス 型 人 、 タ
ク シ ー 型 ４ 人）
（※ タ ク シ ー 型 吉
野方面１人、尾鷲方面１人）計
人でした。
各種作業については、屋根塗り
作業、サンルーフ洗浄作業、草刈
り作業、掃除作業、障子張り作業
37

41

こんにちは、工藤ちゃんです。
『ゆらり・きなり』連休中にな
ら国際音楽アカデミーの受講生に
よる発表会を聴きに行きました。
音色のゆらぎに癒され帰る途中、
自然の中に存在するゆらぎ（川の
せせらぎ、鳥のさえずり、風の音
など）に満ちていることに気づ
き、改めてこの環境に感謝せなあ
かんな～と同時に守っていかなあ
かんな～と。
さて畑の方ですが、ハウス内で
は葉物野菜は順次出荷していて、
トウモロコシとエダマメが順調に
生育中です。トマトやナス等の夏
野菜の育苗も進めていますが、若
干徒長しているのと生育が遅れて
いるような感じがします。種、気
候、土等の条件は毎回違う以上、
完璧にできることなどあり得ない
のですが、少しでも精度を高めね
ばと思っています。また露地では
夏野菜の植付けや畝の準備を進め
ています。そして寺垣内圃場では
ダイズとショウガを栽培すること
15
60
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