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係人口増へつながるも

相互交流の可能性も関
業女子サミット﹂は︑

女子会﹂主催での﹁林
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た言葉である︒町はこ

部の住民など﹂を表し
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人々と多様に関わり地

ている﹁林業女子サミ

なものとして予定され

山をＰＲするのに有効

沼澤議員

したり︑質が変化して
ＰＲ特使の設置などで

また︑東京金山会や
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ミ等の来町状況は４月

いるのか︒
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した一戸建て住宅の建

利用し︑子育てに適応

含む実行委員会を結成
住宅の利用状況と今後

街なか公営

して支援体制をとって
進するための事業とし

いる︒

たいので︑検討させて
頂きたい︒

戸の内︑町内から

て 取 り 組 ん で い る が︑

の進め方をどう考えて

で︑町では関係団体を

に実施予定
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﹁ 田 楽 ・ 山 楽 ﹂ ット﹂も関係人口増へ
の切り口として期待す

いるようだが︑関係人
交流を継続している︒
８大学から４３０人が

︑

のと模索している︒

は人口減少対応にして
﹁ 金 山 暮 ら し 体 験 ﹂な

口︵交流人口︶を増や
現在検討を進めている
来町予定で年間を通し

大学ゼ

す取り組みは︑現状ど
﹁金山版ＣＣＲＣ事
て９８０人である︒昨
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︵現役活躍世代の
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﹁街なか公営住宅整
備事業﹂の中間検討
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関係人口増への取り組みは

光にきた交流人口でも

いる︒前回は﹁学校問
どを実施し︑民間でも︑ るが︑その対応は︒ま

林業女子サミットへ
の対応は

題﹂で︑今回は﹁関係
た︑今夏の大学ゼミ等

ない︑地域や地域の

人口問題﹂とした︒以
﹁暮らし考房﹂や﹁四季
の来町状況は︒

林業の町金

前からするとイベント
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人口減少対策の一つ
に関係人口増が

の数が少なくなってき
活動してきた︒
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戸︑町外から４戸で︑

今後定住促進住

２戸が未入居の状況に
ある︒
町長
宅や中央公民館建設を
控えているが︑東京五
輪での資材や労務単価
の高騰等もあり︑そう
した事業に支障になら
ないよう若干見直すこ
ともあり得ると捉えて
いる︒

出した︒
そうした矢先︑国が

きな産業である米農家
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大を図らずとも所得を
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ではないか︒

なければならない時代

農家支援を考えていか

今の稲作農家︑中小の
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農業部会等を含めて検

検討してもらいたい︒

十分に支援の在り方を

要なのではないかとい

ための補助事業はなく︑ とおりブランド力が必

り組んでいくことも検

小学校分も追加して取

があることから︑先に

算を確保するとの報道

エアコン設置の補正予

は︑少しずつ大規模化

確保できる付加価値の

町長の言う

が進んでいるものの︑

高い農業を目指すため

何か手立てをしなけれ

農家がこのままで良い

討したい︒
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補正予算が
確保できた場合︑事業
はいつできるのか︒

今年の夏は
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年度
大変暑かった︒熱中症

事業となるが︑スケジ

学校にエアコン設置
との考えか︒それとも︑
を

うことは理解するので︑ 提出した中学校分に全

頭打ちと言える︒金山

の事業もあるが︑
﹁農

ばならないと考えてい

討したい︒

の米農家を支えている

倍以

町として︑

のは大規模農家だけで
業 所 得 を 現 状の

るのか︒

ない︒

アコンが必要と考える︒ ュール案が示されてい

対策にはどうしてもエ

町長
中小規模農家への支援

担当課も要件が
揃ってないことで各農

厳しい財政事情は理解

できても年度内に全て

規模拡

はなく︑中小の米農家

上にすること﹂などの

町長

いう事を認識している︒ するが︑子どもたちの

家が苦労されていると

健康と命を守るため︑

完了させるのは難しい

補助事業の性質上︑

業の取り組みなど経営

ブランド力なども含め

早期に設置すべきでは

パイプハウスや畑作事

内容の拡大を求められ︑ でも規模拡大や所得の

て農家への支援を考え

ないか︒

補正予算が確保

ので︑繰越も考えられ
る︒９月

日に︑町と
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議会の名前で文科省に

昨年度

増大などの補助要件を

中小農家からしてみる
と足かせになっている︒
中小農家を守るため︑
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でもある︒
中小農家が補助金の

要件が影響したと考え
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相談をすると︑土地を
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﹁現 状 維 持﹂の
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から各学校へのエアコ
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関

係人口とは﹁移住した

代の農

た宇都宮大学の﹁林業

代︑

台湾への修学旅行での
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る︒

町独自の制度を作り︑

家を守るため︑今こそ
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購入したり借りたり︑

農家は大農家だけで
ない
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林業女子が金山でサミット開催（旧中田小）

金事業として︑金山中

が補助される国の交付

次計画として３分の１

巨額となることから年

精一杯努力していく︒

境で学ばせたいので︑

子どもたちには同じ環

財源確保が課題となる︒

するのが望ましいが︑

学 校 分 を 平成

年度に

概算費用も積算したが︑ 出したい︒一斉に整備

ン設置を検討してきた︒ 予算確保の要望書を提

期待される「金山米」ブランド

設置する計画を国に提
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回答 ｢現状維持｣の補助はなく､検討する
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中小農家に対する
支援の拡大を

