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様式第３号(第 11条関係) 

 

飯田市議会出前講座報告書 

 

平成 29年７月 14日 

飯田市議会議長 清水 勇 様 

 

広報広聴委員会委員長 新井 信一郎 

 

 飯田市議会出前講座実施要綱第 11条第１項の規定により提出します。 

開 催 日 時 
平成 29年６月 29日(木) 

  午後２時００分 ～午後３時 50分 

開 催 会 場 飯田市立 山本小学校 

団 体 名 山本小学校 ６年１組 

出 席 議 員 

新井信一郎（委員長）、古川仁（副委員長）、 

岡田倫英、熊谷泰人、原和世、永井一英（副議長） 

記録者 熊谷泰人／班別交流会・各委員 

内 容 

・全体会及び班別交流会 

・出前講座の説明内容 

 ア 飯田市議会と市民・市長の関係 

 イ 国政との違い 

 ウ 住民の意見・願いをどうやって把握しているのか 

 エ 市議会の流れ（仕組み） 

 オ 市議会の様子 

 

【講座での主な質問、意見、対応等】 

○団体より 

児童の感想：●選挙中の 100ｋｍ移動に驚いた。議会の議論は大変だけど頑張ってほしい。 

●大鹿でリニアに反対している人がいると知った。●リニアが大阪まで行くと聴いて楽しみ。

●話合いや会議で意見を出すのが楽しいと原議員に聴き、私も議員になってみたいと思った。 

児童代表お礼：りんご並木や七久里神社を残して、いろんな人にＰＲして飯田に住んでもらえ

るよう、これからも飯田市が良くなるようお願いします。 

○議員より 

永井副議長挨拶：山本小学校校歌について･･･出前講座について等。 

新井委員長より：貴重な経験をさせていただいた。政策に繫がる意見をいただいた。児童も北

と南の格差認識に驚いた。児童たちが健やかに成長しバトンタッチができるよう頑張る。 
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班別交流会での意見交換の内容： 

 

１班 岡田倫英 委員  
児童：リニア開通の期待と不安は？ 

岡田：期待も不安も両方ある。皆さんはリニアが開通したら、どんな使い方ができそう？「飯

田に住んでリニアで都会へ出かける」のと、「都会に住んで飯田へ来る」のとどちらが良い？ 

児童：（５人とも）「飯田に住んで、リニアで都会へ買い物や旅行、仕事に出かけたい」 

岡田：都会の人たちは、満員電車の中で長い時間かけて仕事へ行きます。家の周りも飯田とは

違って山の緑や川が少ないかもしれません。飯田に住んで、リニアで仕事に行けたら本当に良

いですね。 

   飯田に住みたいと思う人を増やしたり、飯田で働くことができる仕事を増やしていくこ

とも大事になっていきます。 

児童：選挙の投票率を上げるにはどうしたら良いと思いますか？ 

岡田：選挙と言っても国、長野県、飯田市といろいろあるけれど、どれが気になりますか。 

児童：飯田市の選挙。４月の議員選挙は半分くらいの人しか投票しなかった。 

岡田：投票しなかった人たちには仕事で忙しい、体が不自由など、いろいろな理由があります。

大きな理由の一つに「大勢の候補からどうやって選んだら良いのか分からない」「飯田市のこ

とがよく分からない」という考え方もありそうです。 

   （予算書を見せながら）飯田市は今年度、全体で９６４億円という大きなお金を使う予

定です。 

   （さらに 10枚の“おはじき”を出して）このおはじきを、飯田市のお金だと思って下さ

い。これを皆さんの学校に使うのか、お年寄りの福祉に使うのか、働く場所が元気になるよう

に使うのか、道路や建物に使うのかなど、バランスを考えています。大きな数字のお金だけれ

ど、自分たちに身近に関係することだと思って勉強していって下さい。そんな皆さんが大きく

なって 18歳になると、投票率は上がっていくと思います。 

児童：飯田市では何をＰＲしていきますか？ 

岡田：皆さんの山本地区の自慢は何がありますか？ 

児童：杵原広場の桜や、七久里神社の裸祭り。 

岡田：山本にいっぱいＰＲしたい魅力があるように、飯田市にはもっともっといっぱいの魅力

があります。 

   飯田市が力を入れてＰＲしているのは市田柿、南信州牛、人形劇フェスタなどおいしい

食べ物、お祭り・イベントなどがあります。 

   こうした「目に見える分かりやすいもの」とは別に、飯田市では市民が手作りして夢や

思いを実現する力があります。 
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   ＡＫＢのコンサートやサッカーの試合、テーマパークなど面白いイベントは全国にたく

さんあるけれど、ほとんどは企業がつくっているものです。 

   飯田市は人形劇フェスタも獅子舞フェスティバルも、「好きだからやってみたい」とい

う人たちが集まって自分たちでイベントをつくる、周りから応援してもらえる力があります。 

   目に見えなくて分かりにくいかもしれないけれど、この魅力はリニアが開通したときに

全国へ自慢できることだと思います。 

児童：通学路になっている西部山麓線、七久里神社近くの横断歩道。車が速く走ってあんまり

止まってくれないので、信号機を付けてほしい。 

岡田：そこは直線、カーブ？車から皆さんの姿が見えにくい場所？ 

児童：だいたい直線になっているけれど、車が速く走るので僕たちの姿に気づきにくいかもし

れない。ツツジの植え込みもあることも、僕たちが見えにくい原因かも。 

岡田：車に落ち着いて走ってもらうことと、皆さんの姿が見えやすくなることが大事だと思い

ました。 

   それと、要望してくれた信号機について。どんな道路か？や近くにほかの信号機がない

か？など、設置するにはいろいろ調べないといけないことがあるので知っておいて下さい。 

児童：山本にアスレチックが出来る公園を増やして下さい。 

岡田：アスレチックの出来る場所はないのですか？サッカーや野球が出来る広場では物足りな

いですか？ 

児童：公園はいくつかあるけれど、ブランコや滑り台など小さい子向けの遊具しかない。 

   アスレチックは、ユーチューブの投稿動画でかっこいい遊び方が流行っているので、僕

たちもやってみたい。 

岡田：ユーチューブの動画からアスレチックか。約束は出来ないけれど、面白い目の付け方だ

と思いました。 

   一つ、考えてほしいことがあります。アスレチックや遊ぶ場所は作るときにお金がかか

るけれど、つくった後も手入れするための手間やお金がかかります。 

   皆さんが大人になったとき、塗装をしたり、壊れそうな所を直したりと、できることは

自分たちで手入れをするように考えてもらえませんか。 

児童：出来ることなら自分たちで頑張ります。 

 

２班 熊谷泰人 議員 
 

児童５名 班長：Ａさん、Ｂ君、Ｃ君、Ｄ君、Ｅさん 

◯リニアが開通すると買い物や仕事など、都会へ人が出て行ってしまう心配がある？ 

・いまは、東京までバスで４時間（４２００円）、名古屋までは２時間（２４００円）かかる。 

・リニアは、東京まで４５分（７５００円程度）、名古屋まで２５分（４０００円程度） 
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・時間が短縮すると言うことは、大学へも会社へもわざわざ、ごみごみした都会で住まなくて 

も、通うことができる。 

・みんなは、いまどこで買い物をしていますか？ 

○アピタ・イオン・ユニクロ・エイデン・ｋｓ電気など 

・ほとんどが都会にもある大型量販店、本社は飯田にはない。 

・そこで買い物をすると、売り上げの利益分の税金はどこに入るか。ほとんどが、本社のある 

市や県にいってしまう。これは、どこで買っても同じ。 

・地元で昔からやっているお店で買えば、地元にお金がまわり、飯田市全体のためになるし、 

市民のためになる。市民みんなの意識を変えることが大切。 

・現在のインターネット社会は１０年後にはもっと進歩する。どこにいても、買い物もでき、 

勉強や仕事の内容によっては、家にいて全てが可能な社会がくる。 

・私は名古屋に９年、東京に２年暮らした、決してよいところではない。家から通えなかった 

ので仕方なく古里を離れた。 

・だから、人が出て行ってしまうことは無いと思っている。 

◯それでも出て行ってしまったら？ 

・都会でも今の生活がいやになっている人達もいる。そういう人達に来てもらえるよう、飯田 

市の魅力をアピールしていかなければならない。 

・古里で育った人は、年をとるにつれ、育ったところが、恋しくなる。そんな人たちが帰って 

こられる、地域をつくっていかなくてはいけない。 

○議員のネームプレートを見て、それはなんですか？ 

・遠山地区（南信濃）で育った杉や檜でつくったもの。地産地消に少しでも協力している。 

○水引のブローチを見て、それは何ですか？水引は知っている。 

・飯田市の伝統産業水引でつくったブローチ。今、水引産業は厳しい状況。議員につけてほし 

 いと水引業界から戴いた。宣伝のため付けている。 

○議員バッチ？ 

・市議会議員のバッチ。国会議員や県会議員、市町村議員のバッチとの違いを説明。 

○リニアはどこまでつながるの？ 

・大阪まで計画している。まだ、ルートが決まっていない。開通は 20年ぐらい先になる。 

○リニア工事で家など建物がかかってしまう。どうするの？ 

・ルートや駅ができるところは、移転をしてもらわなければならない。飯田駅ができる上郷で 

は、一つの地区が全部移転しなければならない。飯田市では、その人たちの移転先を確保し 

承諾了解を得るためにお願いをしている。そういう人たちの犠牲のおかげでリニアができる。 

○飯田市ではいまなにをＰＲしているか？ 

・観光では、天竜峡や南アルプスなどの自然、産業では水引や航空宇宙産業、飯田工業高校跡 
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地を利用した知の拠点など。 

○共謀罪が心配。一般人でも捕まってしまうという心配がある。 

・たしかに、国会での議論や新聞報道などでは心配されている。いまの安倍首相が大丈夫とい 

っても、人（政権）が変わればわからない。しかし、世界的にテロが広がっている、国際的 

に協力して対応しなければならない。いまは、政府を信じるしかないし、きちんとした運用 

を求めていくことが大切。 

○森友学園の問題をどう思うか？ 

・嘘を言って補助金をもらったり、不当に安く土地を買ったりしていることが本当だとすれば、 

決してやってはいけないこと。 

○子供の頃何になりたかったか 

・小さい頃は、今のようにパソコン、携帯電話、インターネットなど無い時代で、小学校の低 

学年まではテレビも冷蔵庫や洗濯機もなかった。外で野球をして遊ぶことに夢中になってい 

た。特別な思いは無かったが、消防団の影響で、消防士になりたいと思ったことがあった。 

○リニアができると悪い人（暴力団など）たちが入ってくるのではと心配。防犯対策は？ 

・リニアができるから特別悪い人が増えるとは思わないし暴力団は現在飯田にもいる。防災や 

防犯の取組は、まちづくり委員会、地域づくり委員会など地区で、自主防災組織をつくり取 

り組んでいる。当然警察も。 

○尊敬している人は？仕事（議員）では？ 

・父親。政治家では吉田茂。 

○先生の暴力（体罰）はいつまであったか？ 

・いつまでかはハッキリわからない。私の小さい頃は、先生が一番偉い人と父母や祖父母も認 

識していた。学校で先生に叩かれたと家で言えば、何か悪いことをしたのだとして父母にも 

叱られた。何が暴力なのかは受けた者がどう感じたかであり、愛情を持って軽い意味で叩く 

先生もいる。 

○第 3次世界大戦や戦争（日本で）は起こると思いますか？ 

・世界的な大きな戦争は起きないと思う。北朝鮮の動向が心配だと思うが、一人の指導者の過 

ちで戦争は起こる可能性がある。 

●みんなは将来何になりたいか？ 

野球選手、バスケット選手、科学者、今はまだ考え中 

 

３班 原 和世 委員 
 

 私は、出身が山本地区ということもあり、児童のお家も分かることも有ってその分親しみを 

込めた話し合いが出来たのかと思います。近所のおじさん的な雰囲気の中で、子どもたちの興 
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味を引くために極力双方向的な話し合いになる事を心がけました。 

 以下、主な事柄です。 

子どもたちから 

 ①何故議員になったのかの問に、議員の役割とその責務を話し、住民福祉の向上に寄与でき 

  る事の喜びを、できるだけ判りやすく話しました。ふーんとのことでした。 

 ②議員になって大変なことはの問に、先ず選挙のことを話しそれから議員としての心構えに 

  ついて話をすると、それは大変だとの感想がありました。 

 ③国会議員になりたいのかの問に、困りましたがここは市議会で十分だとの模範的な回答が 

  良かったのかもしれませんが、敢えて国会議員になりたいと言いました。国会議員の役割 

  を言う中で、子どもたちに視点を大きく持ってもらおうと思ったからです。少し無理があ 

  ったのかもしれません。 

  私からリニア新幹線についてどう思うのかと話しかけました。先ずリニアの概要について、 

  その時期や、その便宜、その考えられる心配事などを説明しました。 

子どもたちからは、へ～であったり、そうなんだとの感想と同時に、心配事の中では地域 

の将来と、子どもたちの将来を重ねたイメージについては、・・・でしたが、それはそれ 

で心に止まればいいのかなと思いました。 

全体として 

 子どもたちの好奇心には頼もしく思いました。その一方、出前講座の有り様として何を伝え 

 たら良いのか、伝えるべきかについて原点を見つめることが大切では無いかとの思いがしま 

 した。出前講座の目的、小学生に伝えるべき事柄とはなど、考えさせられました。 

 

４班 古川 仁 副委員長  
Ｑ．リニア１０年後、飯田から人が出て行っていまうのでは？ 

Ａ．リニアにもいろいろな考え方がある。推進している方もいれば、不安や良く思っていない

方もいるとして、計画は進んでいる。どうすれば来て下さるか考えてみよう！！と提案 

生徒から“飯田の魅力を紹介すれば”との意見があり、皆で考えてみました。 

生徒からはまず、「りんご」が出ました。他の食べ物として、「そば」、「野菜」などが出て

きました。他には、飯田の文化、水引とかお祭り（獅子舞）、豊かな自然などがある。「これ

らの宝を発信していこう」となりました。 

他に出された質問： 

 ・なぜ、議員になったのか、・議員になって良かった点、悪かった点、・飯田市の良いとこ 

 ・デモはなぜ起こるのか など 

意見として： 
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・サッカーをしている生徒から「芝生のグランドが欲しい」との要望があり、議会でも今日参

加している熊谷議員が何回か質問して要望をしていることを紹介。引き続き取り上げていくこ

とを約束しました。 

みなさんの夢は？ と質問すると、 

 サッカー選手から美容師まで様々でした。みなさん、夢に向かって歩き始めていました。 

 

５班 新井信一郎 委員長 
 

・自己紹介 

・Q:どうして市議会議員になったのか？ 

 A:元々ゼネコンに就職しており、各地にて暮らしが便利で安心になったとの声を多く聞いた。

特に中山間地域での感謝の声は忘れられない。そんな刹那を反映できる役目とは何だろうと考

える中、偶々地域からお声がけいただいた。せっかくのチャンスを生かさない手はないと、右

も左も分からない状態でしたが、現代、若い人が政治をしなければいけない！との強い期待を

背に皆様の支えをいただき議員にさせていただきました。 

・Q:市議会議員になってよかったことは？ 

 A: 多く歴史的節目に立ち会えること。通常の職業以上に多くの人々とお話ができること。そ

れは、今日こうして５班のみんなと知り合えたこともよかった事の一つでもあります。 

・Q:市議会議員にならなければよかったと思ったことは？ 

 A:市民と約束をした政策が実現できなかった時。自身の立ち位置の弱さを感じたとき。 

ここから自由討論 

・Q:リニアについて（人口の流出が懸念される） 

 A:公教育の強化。地域資源を知り、他エリアにはない物の価値を知って欲しい。お金で買え

るもの買えないもの。また、地域資源は皆さんであり、どんどん学んでいただき、現在計画で

世界に 6カ所しかない駅ができる地の利を生かし、そのリニアを使いこなして世界中の人々を

飯田に引き寄せていただきたいのです。皆さんは現在、学んでいる事が目的ではありませんよ

ね、将来のために学びは手段でしかないのです。リニアも単なる移動手段の一つ。だから皆さ

んにはリニアをごく当たり前に使いこなせるよう、ありとあらゆる知識を与えられる学びの環

境整備が必要であり、リニア新時代に世界中の皆さんをきちんとおもてなしできる飯田市とし

て誂えなければ、人口流出どころか、二度と飯田市には来てくれませんよね。だからここに暮

らす皆さん、特に若い皆さんが世界スタンダードを身に付けなくてはならない時代なのです。

当事者意識はもちろんではありますが、その為にも皆さんのために、もっともっと我々議員や

大人がもっと頑張らなければいけないと私はあらためて思いました。時間はあるようで無いで

すから、共に頑張りましょう。 

・Q:蕎麦、リンゴ等つくる大人と一緒に子どもも一緒になって飯田の良さをリニア駅などで PR

していけば効果はさらに良くなると思うがどうか？ 
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 A:わたくしも大賛成。ぜひ力を貸してほしい。だだし、先にもお話をさせていただきました

が、学生さんでありますから、先ずはきちんとベースの学問は身に着けてください。それと、

大人の中には皆さんの力を過少評価している感が否めない方も正直います。そこは私が仕事を

しますから、是非皆さん、力を発揮してください。よろしくお願いします。 

・Q:県知事や国会議員になれたらどんな仕事をしたいですか？ 

 A:実は私、長野県知事をしたいと思っています。なぜなら、今現在の長野県の現状はとても

偏った政治が罷り通っているからです。その一つが新幹線。北信は今から約 20年も前に新幹線

が整備され、暮らしに大きな力を得ました。さて、南信飯田はどうでしょうか、リニアがあと

10年で開業しますが、北と南で約 30年の差はどう説明するのでしょうか？とても同じ県とは

言えませんし、そもそも県庁の置かれている場所も普通に見ても歪です。公平が保たれていま

せん。そもそも人間の力ではどうしようもできない気象条件や大地の成り立ちすら違うものが

一括りで上手くいくはずがありません。逆手に取れば他県では成し得られないパフォーマンス

を発揮できるのですが、今のままでは負の力になっています。また、知事が駄目なら国会議員

ですが、私はリニアを使う人から環境税的な目的税をいただける法律を整備したいのです。自

然を使わさせていただく代わりに、人間だからこそ使える道具、お金で代償を。一回の乗車で

缶ジュースほどのご負担でアルプスの保全や伝統芸能文化継承、教育に使えるお金を、便利さ

を享受した人々からいただき、地域発展に使いたいのです。みなさん、いかがでしょうか・・・ 

・Q:なぜデモはおきる？ 

 A:そもそもなぜデモが起きると思いますか？ 自分の考えと他の考えが違うから。そうです。

その考え方や、方針を決めるためには話し合いや、選挙があります。行く末を決める選挙を大

切にするべきであり、選挙の結果は大切にしなければならないと思います。それが、民主主義

です。生徒会の選挙は 100％行動するのに、大人社会は選挙に半分の大人は選挙に参加しませ

ん。残念ながら皆さんの思いを代弁する行動をしてくれなければならない大人がその責任、義

務を果たさない現状が続いているのです。だから皆さんにはそんな大人には成ってほしくあり

ませんし、デモを行う前に、きちんと常に同じテーブルで話し合える状況であってほしいと思

います。 

・Q:今やろうとしている事（政策）は何ですか？ 

 A:まちづくりを皆さん（子ども達）と進めたい。（主権者教育の充実）また、学べる環境が

身近にある状況にしたい。もう一つが、皆が常に健康でいてくれること。 

・Q:長野県を、飯田市をどうしたい？ 

 A:教育の長野県を取り戻したい。特に子どもたちの興味をとことん追求できる学べる環境整

備。社会人になっても学べる、学びなおせる環境整備。 

・Q:選挙の時の約束は？ 

 A:「リニアと暮らす新時代 ～世界スタンダード 飯田～」 

①健康寿命延伸 ～社会保障改革～ 誰のため？自分のため？子どもたちのため？？ 

②教育・産業・環境・観光強化 ～2020年から大学入試制度対応、ICT先端教育充実  
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③まちを大切にできる、美しい人づくり ～家族愛、そして郷土愛。世界に誇れる飯田に 

児童への質問① 

・Q：将来の夢、もしくは今興味のあることは？ 

 Aさん：薬屋さんになりたい 

 Bさん：建築家 

 Cさん：薬剤師、アナウンサー 

 Dさん：決まっていない バスケットボール興味あり 

 Eさん：中国で芸能人 

児童への質問② 

・Q：今学校生活でコレがあったらいいな？というものは何かありますか？ 

 A:Cさん：飯田市に専門学校や大学が無くて悲しい。長野市をはじめ、上のほう（北信）ば

かりに学校があり、おかしい。みんなが学べる所が欲しい。 

児童からの質問 

・Q:憧れの人はいますか？ 

 A:第 90代、第 96代内閣総理大臣 自由民主党 安倍晋三  

・Q：総理大臣になったらこの国をどうしたいですか？ 

 A:人材育成 教育力倍増。資源の乏しい国土故、人材こそ宝であり、力である。 

・Q:自分の意見に反対されることがあったらどうする？ 

 A:あって当然ですし、一人の意見では世論に応えることはできない。だから政党があったり、

会派があったり、仲間がいたり。ひとつの声や考えを太く大きくしていける行動が「政治」な

のです。だからもったいないですよね、選挙にも行かないなんて。 

・Q:長野県らしい祝日をつくる気はありませんか？ 

 A:長野県から発議された、「山の日」。海の日があって、山の日がないのはおかしい。 

  小学生の日、とか祝日が欲しい。 

・Q:憧れの人が安倍晋三と答えられましたが、安倍晋三さんの悪いところはありますか？ 

 A:両手に余るくらいしかお会いしたことはありませんが、悪いところは私は見受けることは

できませんでした。ただ、この国のリーダーです。時には強引な場面や意地悪に見える場面の

意図的に報道されるかもしれませんが、誰かが嫌われ役もやらなければならない事もあると思

います。私も仕事をすれば私の逆の考えの方からは嫌われますが、それは仕方がありません。

選挙で多くの市民と約束をし、それを実現させていただいているだけ。正々堂々、実行させて

いただいております。 

・Q:休みはありますか？ 

 A:特にありませんが、すべてが政治活動に繋がるし、毎日が学びであり、それが感謝で嬉し

く思います。 

・Q:34歳で議員になられましたが、その時、こうしとけばよかったとかありますか？ 
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 A:もっと勉強しておけば良かったなぁって、つくづく実感します。特に、私の場合は、漢字

が書けません… パソコンの使用で尚更危機的状況であります…。だから皆にはそうなってほ

しくありませんから、如何なる将来が来ようとも立ち向かえる知識と技術の習得は今無駄に思

えても決して無駄にはなりませんから、どうぞいろんなことに挑戦してください。 

 

６班 永井一英 副議長：  
〇どうして市会議員になろうと思ったか 

〇政治家になってよかったと思った場面 

〇政治家になんかならなきゃあよかったと思ったのはどんなとき 

 

Ｑリニアが１０年後に開通する。飯田に来てくれる人もいるが出て行ってしまう人もいて寂し

くなる。どう考えるか 

Ａ君たちは将来、飯田に住んでリニアを使って都会に買い物に行こうと考えますか。それとも

都会に住んで、たまには飯田に帰ってきたいと考えますか。今はどう思いますか。私は高校を

卒業してから８年間東京で勉強し、働いた。そして母に言われ帰って来た。東京は、夏は夜も

暑いが、飯田は、夜は涼しい。東京はアパート代も高い。経験上飯田は住むには良いところだ

よ 

Ｑ飯田市の特徴をどう捉えているか 

Ａ２２歳の娘が東京に学生として住んでいる。帰って来ると「山を見ると飯田に帰ってきたと

思う」という。やはりアルプスかな。山本小学校校歌にも「山を自然の師と仰ぎ」とある。ま

た、いろいろな果物が採れる、サクランボも。また、多くの伝統芸能（祭り、ななくり、お獅

子、人形浄瑠璃、歌舞伎）もある。お菓子も美味しい。製造業もある。信毎のリニア各県駅の

特徴を書いた記事を見ても飯田の特徴は明らか 

Ｑ飯田市にしかできないことは何か 

Ａ東京は、夏は夜も暑いが、飯田は、夜は涼しい。東京はアパート代も高い。都会と飯田では

人の多さと時間の流れ方が違う。飯田市には「山」「里」「まち」のそれぞれの暮らしがある。 

Ｑデモはどうしておきるのか 

Ａ飯田市議会にせよ国会の衆議院、参議院にせよ、議会では、議論は尽くすけれど最後は過半

数で決める。意見が通らなかった人を応援している人達は、どうしても納得できないのでデモ

という形をとって意思を伝えようとする 

Ｑ議会の会議がない日は何をしているか 

Ａ一般質問は４０分行うけれど、その準備にはその何倍もの時間を要する。家でも勉強などを

やっている 

Ｑ知人から公園を造ってほしいという意見がありました 

Ａ飯田市内でも地域によっては公園が比較的あるところもある。「住民自治」という言葉を知
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っていますか。まずは、山本という地域の中で、まちづくり委員会の中で、声を大きくしてい

ってほしい 

Ｑ子育て支援に力を入れてほしいという意見を聴いた。飯田市ではどんなことを行っているの

か 

Ａ医療費の無料化、保育料の軽減など 

永井Ｑ飯田は好きですか 

Ａ好き：そうでもないが２人：２人 

永井Ｑ今の山本は好きですか 

Ａ（全員）好き 

永井Ｑ皆は議員になりたいですか 

Ａなりたくない 

永井Ｑなぜか 

Ａ大変そうだから 

永井Ｑ（市議会だより の臨時号の表紙がＴＯＪだったので）ＴＯＪを知っていますか 

Ａ知らない。 

永井Ｑ世界的な選手が飯田に来ていることを知っていますか 

Ａ知らない 

 


