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会議のてんまつ 

平成２６年 12月 １日    午前９時００分 開会 

 

事務局長（堀  正弘） 御起立願います。〔一同起立〕おはようございます。 

〔一同「おはようございます」着席〕 

議  長（原  悟郎） 御苦労さまです。 

 早いもので師走となりました。御嶽山の噴火に続き、11月22日には県北部地震に

より、大きな被害が出ました。ことしは、春先から異常気象に続き、災害の多い年

となりました。被災者の皆様には、心のよりお見舞いを申し上げます。 

 本日は、何かと御多忙のところ、ただいまから、平成26年第４回南箕輪村議会定

例会を開会いたします。 

 ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の

会議を開きます。 

 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第122条の規定により、３番、山﨑文直議員、４番、

小坂泰夫議員を指名いたします。 

 会期決定の件を議題にいたします。 

 過日、議会運営委員会が開催されておりますので、議会運営委員長の報告を求め

ます。 

 久保村議会運営委員長。 

議会運営委員長（久保村義輝） 議会運営委員長報告をいたします。 

 本日招集されました平成26年第４回南箕輪村議会定例会の会期日程等につきまし

て、過日、議会運営委員会を開催し、次のように決定しましたので報告いたします。 

 本定例会に付議された事件は、議案22件であります。請願・陳情は、陳情５件が

提出されております。 

 会期は、本日12月１日から12月12日までの12日間とし、この間で２日から９日ま

でを休会といたします。 

 なお、議案審議の関係で、議案第16号から第20号までは、上伊那広域消防発足に

関する議案なので、一括審議とし、また議案第11号、議案第22号を即決といたしま

す。 

 以上で、議会運営委員長報告を終わります。 

議  長（原  悟郎） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり決定すること

に御異議ございませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（原  悟郎） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から12月12日までの12日間に決定いたしました。 



 

 なお、本定例会の日程は、お手元に配付の表のとおりです。 

 それでは、ここで、村長の挨拶をお願いいたします。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 改めまして、おはようございます。〔一同「おはようご

ざいます」〕 

 平成26年第４回議会定例会を招集申し上げましたところ、全議員の御出席をいた

だき開会できますことに、お礼を申し上げます。 

 このところ、寒さも日々増してきております。ことしも残り少なくなり、時の過

ぎる早さを実感しているところであります。 

 この１年を振り返ってみますと、ことしは穏やかな年明けで始まり、１月下旬に

は４月を思わせる暖かい日に包まれながら、暮らしやすい日々が続いておりました

が、２月７日から前線を伴った低気圧の影響により、２週連続で記録的な大雪に見

舞われました。中でも、14日からの大雪は、東日本各地で、観測史上初めてとなる

積雪量となり、本村でも同様に、50センチから60センチの積雪もあり、除雪の対応

に追われる日々となりました。 

 ７月９日には、南木曽町で豪雨による土石流災害が発生し、１名の方が亡くなっ

ております。その後は、日照不足による影響を懸念しておりましたが、収穫期を迎

えた矢先の９月27日には、御嶽山の噴火により、戦後最大の火山災害が発生し、57

名のとうとい命が失われ、負傷者69名、またいまだに６名の方が行方不明となって

おります。亡くなられた皆様の中には、村民の方も含まれており、身近で起きた惨

事であることを改めて痛感したところであります。お亡くなりになりました皆様の

御冥福をお祈りするとともに、御家族の皆様には謹んでお悔やみを申し上げる次第

であります。また、災害に遭われました皆様、特に災害が重なり、地域経済に深刻

な影響を受けております木曽地域の一日も早い復興を願うところであります。 

 また、11月22日の夜には、長野県白馬村を震源として、最大震度６弱の地震が発

生しました。発生しました時刻が夜10時過ぎとなりましたので、防災無線や携帯電

話からの緊急通報には驚きを隠せなかったところでありますが、事前によくできる、

この数秒間に、心の準備の必要性を感じたところであります。災害状況につきまし

ては、既に報道がなされているとおりでございますので省略させていただきますが、

今回の地震では、地域住民の皆様の共助の精神と防災意識の高さが評価をされてい

るところであります。 

 ことしの長野県、過去にないほど、立て続けに大きな災害に見舞われた１年であ

り、多くの教訓を残していただきました。今後の地域防災に生かしてまいりたいと

考えております。 

 さて、経済状況でありますが、既に報道されておりますので申し上げるまでもあ

りませんが、先月17日に公表されました７月から９月期までの国内生産ＧＤＰの速

報値は、民間の予想ではプラス2.5％とも言われておりましたが、政府から出され



 

ました実質年率はマイナス1.6%と、２期連続の予想以上の厳しい数字となりました。

この数字は、経済界でも衝撃が走り、一時の円安、株価急落の影響となったところ

であります。この背景には、消費税の増税後でもあり、あわせて円安の影響も重な

り、買い控えや設備投資の抑制などが考えられます。このため、従来から申し上げ

ているように、地方での経済効果はいまだ波及していないことを裏づける通知とな

ったものと理解をしております。 

 アベノミクスの第一の矢、大胆な金融政策、また第二の矢、機動的な財政対策に

つきましては、おおむね評価がされているところでありますが、第三の矢である成

長戦略につきましては、具体性に欠け、いまだ地方まで届いていないことを懸念す

るところであります。 

 こうした状況下で、内閣府の最新の月齢経済報告では、景気は個人消費などに弱

さが見られるが、緩やかに回復基調が続いていると発表されております。先行きに

つきましても、当面弱さが残るものの、雇用、所得環境の改善傾向が続く中で、各

種政策の効果もあって、緩やかに回復していくことが期待される。ただし、消費者

マインドの低下や海外景気の下振れなど、我が国の景気を下押しするリスクに留意

する必要があるとしております。 

 一方の地元金融機関の伊那谷経済動向では、上伊那地区内の状況を総合的に判断

し、好転企業から悪化した企業の割合を差し引いた数値では、悪化している企業が

多い中で、前期より15.3ポイント悪化幅が縮小しており、状況に改善が見られると

しております。 

 このような状況でありますので、消費増税の先延ばしにつきましては、経済界で

も異論が出てはおりますが、国の財政健全化に向けた長期政策と、逆にデフレ脱却、

また社会保障制度など、今重要視されております短期政策を考慮しますと、苦渋の

決断であったとは思います。地方自治体を預かる者の一人としては、やむを得ない

結果だと判断をしております。 

 今、衆議院が解散となり、あす、公示となってまいりました。この衆議院の解散

につきましては、大義なき解散との批判もありますが、何のために、誰のために解

散なのか、理解に苦しむところであります。こうした報道もなされておるところで

あり、また、私も全くそのとおりだというふうに思っておるところであります。 

 また、政府は、緊急経済対策としまして、従来のような大規模な公共事業に頼る

財政出動ではなく、個人消費を喚起することを重点に置き、例えば、商品券の発行

や低所得者世帯の燃油購入などを支援する、仮称でありますが、地域住民生活緊急

支援交付金を創設し、今年度の補正予算に組み込むとの報道もあります。また、詳

細につきましてはわかりませんが、円安に伴う物価の上昇の対応として、地方の個

人消費の支援と活性化を目的としておりますので、期待をしているところでもあり

ます。あわせて、先の内閣改造では、景気の回復を地方まで行き渡させるため、地

方創生の担当大臣を設け、また今国会では、地方創生関連の法案も可決されました



 

ので、今後どのように加速していくのか、注視してまいりたいと考えております。 

 こうした経済状況の中で、本村の税収の見込みでございますが、前年同期の収入

額と比較しますと、各税ともに増収傾向にあり、最終的には20億円を上回るんでは

ないかと期待をしておるところであります。特に、法人住民税につきましては、平

成25年度と比べますと、かなり業績が回復しているという状況も伺われるところで

あります。また、ふるさと納税につきましては、昨年度の31件、100万円が最高で

ありましたが、今年度は11月17日現在で255件、353万円と、大幅に増額となってお

ります。多くの方が本村に思いを寄せる心遣いに感謝を申し上げるところでありま

す。 

 さて、９月定例会以降、さまざまな行事が行われ、各地区では趣向を凝らした区

民際、文化祭が行われました。地域の活力を実感する時期でもありました。私もお

招きをいただき、時間の許す限り参加をさせていただきましたが、この元気と活力

が本村の発展の原動力となってきたものと感じたところであります。 

 村でも、11月１日、２日にかけまして、村民センターで村民文化祭を開催しまし

たが、村民の皆様方から、さまざまな芸術作品が寄せられ、930点の出展があり、

また村民センターホールでは、43団体、延べ474人の方に参加していただき、41の

演目を発表していただきました。また、来場者数も、前年度より多く、文化の秋に

ふさわしい文化祭となったところであります。御協力いただきました皆様にお礼を

申し上げるところでもあります。 

 また、11月３日には、村行政の推進並びに地域の活性化に活動されてこられまし

た４名の方に表彰状、また５団体を含む18名の方に感謝状の交付をさせていただき

ました。改めまして感謝を申し上げる次第でありますが、今後も引き続き御指導を

お願いするものであります。 

 また、今年度は２年一度となります、全地区を対象としました行政地区懇談会を

開催いたしました。今回のテーマは、村の財政状況と、混住化が進行する中で、本

村の良好な景観を守り、育て、次世代に引き継いでいくことを目的とした景観計画

について説明をさせていただきました。参加者は、前回より39人少ない241人とな

りましたが、100件余りの御意見、御提言をいただくことができました。主には、

道路、河川など、身近な意見が多く、これらの意見を内部で検討しまして、まとま

り次第、区長会等で御報告をしてまいりたいと考えております。地区懇談会につき

ましては、年々参加者数が少なくなってきておるという状況でありますので、これ

からの方向性といたしまして、やり方等々につきまして十分検討をしていく必要が

あるんではないかというふうに思っております。また、出された御意見等々を見ま

すと、本当に道路、河川、このことが一番多くなっておるところでございます。ま

だまだ身近なインフラ整備という必要性を感じたところでもございます。こうした

ことにつきましては、それぞれ年次計画を立てながら進めてまいりますので、そん

な点はぜひ御理解をお願いいたします。 



 

 平成26年度も４カ月を切りましたので、本年度の重点事業の概要につきまして少

し触れさせていただきます。 

 初めに、事業の進捗状況でありますが、10月末時点での支出負担行為の執行率で

ございますが、主なハード事業関係では50.9％となっております。このうち、伊那

消防署建設に伴う負担金の残りが約１億3,000万含まれておりますので、おおむね

順調だと判断をしているところであります。中でも、人口増加に伴う重点施策であ

ります来年度の中部保育園及び西部保育園の改修工事の実施設計も発注しておりま

す。また、今年度の小中学校の増改築工事等も順調に進んでおり、年度内には完成

する見込みであります。 

 また、ソフト事業につきましても、76.1％と伸びてきており、事業も計画的に進

めておりますので、特に問題はないものと判断をしているところであります。 

 続きまして、保育園の状況であります。 

 平成26年度末の入園児数は、660名を超える見込みでありますが、平成27年度の

入園希望調査のまとめでは、今年度の当初より８名増の624名となっております。

しかし、例年、年度途中の転入や３歳未満児の入園もございますので、年度末には

670名前後を見込んでいるところであります。このため、平成27年度には、西部保

育園と中部保育園の園児室と調理室の増改築を予定しております。今年度中に実施

設計を終了し、来年度の早い時期から工事に取りかかる予定であります。 

 続きまして、南箕輪村高齢者福祉計画、介護保険事業計画、南箕輪村障害者福祉

計画の策定及び見直しについて検討していただくため、10月30日に、第１回福祉計

画策定懇話会を開催したところであります。南箕輪村高齢者福祉計画、介護保険事

業計画は、介護保険法及び老人福祉法の規定に基づき、介護保険の対象となるサー

ビスと介護保険の対象外の高齢者の福祉サービスが、相互的、一体的に提供される

ことを目指しておりますので、現状のサービスの分析や課題を洗い出しながら、計

画期間内の両サービスの実施目標を明らかにするものであります。今回は、第５期

の計画期間が今年度末となりますので、平成27年度から平成29年度までを第６期の

計画期間として策定し、あわせて介護保険制度の改正に伴う事業計画を盛り込み、

財政運営における費用と介護保険料の基準額の改定についても検討をしていただく

こととなっております。したがいまして、介護保険料につきましては、平成27年４

月１日、どの程度の額になるか、注視をしておるところでございます。 

 また、南箕輪村障害者福祉計画では、障害者基本法に義務づけられた障害者計画

と、障害者総合支援法に基づく障害福祉計画を一体的に作成するとともに、各種サ

ービス計画における達成目標を策定するものであります。今回は、第３期の計画期

間が今年度末となりますので、平成27年度から平成29年度までを第４期の計画期間

として策定するものであります。それぞれ、両計画ともに、年度内の答申をいただ

き、来年の４月１日から実施をしていく予定であります。 

 障害者生きがいセンターの改修工事であります。 



 

 従来の就労ｂ型事業を運営する中で、重度の利用者の受け入れや、継続的な利用

者の利便性の向上を図るため、７月に改修工事に着手しました。この工事も10月に

は竣工しましたが、施設のバリアフリー化に伴い、更衣室の拡充や多目的トイレの

改修など、車いすでの利用も可能となりましたので、利用者の皆様方には喜ばれて

おります。この施設につきましては、一部生活介助事業所としての機能もあわせ持

たせるという、こんな趣旨で改修をさせていただきましたので、そんな点も御理解

をお願いいたします。 

 産業関係であります。 

 初めに、今年度のコメの作況指数であります。10月には、台風18号、19号が２週

連続で本村に接近しましたが、おかげさまで被害もなく、安堵をしたところであり

ます。しかし、８月の日照不足の影響もあり、作況指数は95のやや不良となり、残

念なことでありました。加えまして、米価の下落が続いております。このことは、

本当に心配なところでございます。 

 また、６次産業化ワーキンググループでは、さまざまな角度から、農業振興につ

いての検討を行っております。その一つといたしまして、今年度開催いたしました、

まっくん田んぼ探検隊をはじめ、農業体験イベントは好評をいただいておりますの

で、来年度以降も継続をしてまいりたいと考えております。また、加工部門等につ

きましては、村の給食センターの秘伝の味を再現したレトルトカレーの試作や、味

工房のレストランの活用、また村内の農家が生産する野菜を活用してのカット野菜

などの検討を現在も進めておるところであります。 

 県内でも、観光協会がない市町村は大変珍しいわけでありますが、村の観光事業

の充実と機動力を生かせる組織づくりとして、南箕輪村観光協会の設立に向け、準

備をしております。あした、発起人会を開催し、来年の４月には南箕輪村観光協会

の設立を予定しております。なお、南箕輪村観光協会の設立の目玉事業の一つとし

まして、経ヶ岳バーティカルリミットを開催してまいりたいと考えております。と

もに、新しい取り組みとなりますが、全国に南箕輪村を発信する観光協会、また大

会になることを期待しておるところでありますし、これからも交流人口の増加のた

めに、精力的にこういった事業をやっていかなければならないと考えておるところ

であります。 

 続きまして、今年度の除雪計画でございます。 

 長野県は、ことし２月の豪雪の経験を踏まえ、大雪に伴う災害の対応計画を定め

ました。計画では、市町村と連携して除雪に取り組むことを基本とし、除雪優先路

線や排出場所の選定などを決定し、また雪に関する情報発信の強化に努めるなど、

村と協議を進めてきております。また、本村でも、昨年度の反省を踏まえまして、

昨年度の歩行式小型ロータリー除雪機のほか、新たに雪を飛ばすタイプのトラクタ

ーマウント型のロータリー除雪機の購入と小型ペイローダーを借り入れるなど、除

雪体制の許可を図っておるところであります。 



 

 一方では、まっくん除雪ボランティアは、地域の除雪リーダーでもありますので、

区と住民とともに連携しながら、除雪による協働の村づくりを実践してまいりたい

と考えております。特に、村民の皆様にお願いしたいのは、まっくん除雪ボランテ

ィアにも限界があります。自分の家の前は自分で雪かきをするなど、住民の皆さん

の積極的な除雪参加をお願いし、常態化しつつある大雪の除雪は、住民の力で乗り

切りたいと考えておるところであります。この辺は、ぜひ御理解もお願いしたいと

思います。 

 続きまして、景観計画の策定であります。 

 11月の行政地区懇談会では、景観行政団体への移行を目指し、景観計画の素案に

ついて説明させていただきました。また、今定例会には、南箕輪村景観条例を上程

しておりますが、議決後は、条例に基づきまして、南箕輪村景観審議会を設置し、

景観計画を審議していただきます。当初は、平成27年４月１日という予定でありま

したが、県の状況もありまして、平成27年７月１日から景観計画を施行し、その後

の住宅の新増築等におきましては、景観計画に定められた要件を満たす行為に着手

する場合には、行為の届けが必要となってまいります。景観形成の基本理念である、

潤いのある村を後世に引き継げるよう、村民が一丸となって、守り、育てていくス

タートとなります。村民の皆様の御理解、御協力をお願いするものであります。 

 ４月１日ということでありましたが、７月１日ということであります。その辺の

議案につきましては、本日差しかえをさせていただきます。これは県との打ち合わ

せの中でということでありますので、よろしくお願いいたします。また、景観行政

団体への移行は来年の４月１日から、こういうことで考えておるところでございま

す。 

 続きまして、本年度の道路改良事業につきまして申し上げます。 

 初めに、伊那インターアクセス道路の岩月人形センター前の交差点であります。

御承知のとおり、アクセス道路は、交通量が非常に多く、また横断箇所も少ない中

で、危険な状態が続いております。このような状況でありますので、この交差点に

信号機や横断歩道の設置について県に要望してまいりましたが、平成27年度に実施

される見通しとなりました。したがいまして、本村でも村道部分の改良工事に向け、

測量などを実施し、来年度、県の道路改良工事に合わせて、村道の改良工事ができ

るよう準備を進めております。御不便をおかけしますが、もうしばらくお待ちをい

ただけるようお願いするものであります。 

 信州大学西側の大型農道の歩道整備事業も順調に進み、伊那技術専門校北側まで

は年度内に完成する見込みであります。平成27年度に予定しております南信工科短

期大学校の工事に合わせて、歩道整備工事を実施する予定でありますが、この歩道

が完成すれば、国道361号から伊那インターアクセス道の大萱交差点までの大型農

道の歩道が整備されることとなります。より安全になるんではないかと思っておる

ところであります。 



 

 また、村内の生活道路につきましては、穴埋め修繕等の補修を繰り返しながら現

在に至っております。各所で補修が目立ってきておりますので、主な村道につきま

しては、舗装の全面打ちかえを年次計画で実施しております。本年度は、塩ノ井か

ら久保へ通じる村道1063号線に着手しましたが、路盤調査の結果、かなり状態が悪

い場所も見られましたので、工事の完了にはしばらく時間がかかります。今後も、

道路の総点検の結果を考慮しながら、傷みの激しいところから計画的に舗装工事を

実施してまいります。 

 なお、村道の交通安全対策でありますが、児童等の通学路の安全対策事業の一環

として、通学路のグリーンベルトの舗装を実施しております。今年度は、南原区と

大泉区の通学道路を実施してまいります。今後も状況を見ながら、継続をしたいと

考えておるところであります。 

 また、南原区で計画しております調整池につきましては、掘削工事も進み、池の

外形があらわれてまいりました。このまま順調に工事が進めば、雪捨て場としての

利用も見込めますので、期待をしているところであります。 

 続きまして、大泉川の渇水対策事業であります。 

 今年度、大泉所ダムの取水施設の修繕工事を実施しておりますが、補助金の追加

配分がありましたので、今年度中にバルブの修繕工事が完了し、渇水時の水利機能

が復活する見込みとなります。関係者の皆さんには御心配をおかけしましたが、完

成のめどが立ちましたので、もうしばらく時間をいただくようお願いいたします。 

 続きまして、本村にかかわります広域的な事業につきまして、２点、御報告を申

し上げます。 

 初めに、伊那消防署及び本部の庁舎建設事業であります。12月19日に竣工予定で

あります。現時点では、進捗率も、建築工事でおおむね95％、電気工事でおおむね

93％、また施設工事がおおむね95％と、順調に進んでおります。その後、指令セン

ター等の調整並びに職員研修などを経て、４月の開所式を迎えることとなります。

なお、２月には竣工式を予定しております。 

 次に、新ごみ中間処理施設建設に向けての進捗状況であります。地元の２区の同

意が得られたことにより、施設建設に向け進んでおります。今年度は、事業用地の

買収手続に着手し、事業に関係する北信区、桜井区、上山田区と、みすず区の一部

との環境保全協定の締結や都市計画決定の手続が並行して進められております。ま

た、事業者の選定につきましては、施設の建設及び運営を行う事業者をＤＶＯ方式

による施設の建設と15年間の運営を一括して、事業形態での積算に基づき、総合評

価一般競争入札により選定する方法で準備が進められております。 

 さて、来年度の予算編成作業が始まります。 

 今年度は、過日開催しました行政地区懇談会や、また多くの市町村議会の皆様か

ら行政視察をいただきましたが、その都度申し上げてきたところであります。人口

増加の本村でありますので、当然、子供たちの増加も続いており、大変ありがたい



 

ことだと思っております。しかし、現状では、子供たちを受け入れる保育園、小中

学校の教室等も大変厳しい状況が続いており、毎年どこかの施設の増改築を実施し

ているような状況であります。したがいまして、平成27年度、平成28年度のこの２

年間で、一定のめどを立ててまいりたいと考えております。そこで、人口増加対応

といたしまして、中部保育園、西部保育園の増改築事業と中学校の増改築事業、ま

た制度改正に伴う、仮称でありますが、子ども館の建設を優先して取り組んでまい

ります。これらの工事には、用地買収なども伴いますので、多額な経費もかかりま

す。また、南原住宅団地の焼却灰の問題、さらには広域的には新ごみ中間処理施設

の建設など、今後も大型事業が続きますので、財政フレームを基調とした村３カ年

実施計画を精査する中で、健全財政に努めながら実施をしてまいりたいと考えてお

ります。したがいまして、この２年間は、生活道路等の改修などには若干の不便も

おかけしますが、御理解をお願いしたいと考えておるところでございます。人口増

加対応に一定のめどをつけながら、次には、さらなる事業展開に移っていかなけれ

ばならないところでございます。 

 考えてみますと、村の公民館の耐震の工事、あるいは郷土館の移転、新設、さら

には大芝公園内の施設整備といった、こんな状況も生まれてきておるところであり

ます。老朽化対策という、こういうことが主になってまいりますが、これからの財

政運営を考えますと、本当に厳しい状況が続くんではないかと考えておるところで

あります。したがいまして、基本は健全財政を維持していく。そして、事業を選択

しながら実施をしていく。このことが中心となってまいりますので、ぜひそんな点

は、議員の皆様方にも御理解をお願いしたいと思っております。 

 くどいようですが、来年度、再来年度、この２カ年間で、一定のめどをつけるた

めに精力的に取り組んでまいりますので、議員各位の御協力もお願いいたします。 

 なお、事業の詳細につきましては、来年の３月の第１回定例会の折に説明をさせ

ていただきますので、省略をさせていただきますが、歳入面につきましては、地方

税の大幅な増収は見込めず、国の動向を注視しながらの予算編成となります。一方、

歳出面につきましても、ハード事業だけではなく、高齢化率も着実に上昇してきて

おりますので、村民の暮らしを守る扶助費の上昇は避けて通れないところでありま

す。多くの村民の皆様方が、安心して、安全に暮らせることを念頭に置き、バラン

スのよい行政運営に心がけていくことが求められております。南箕輪村に住んでよ

かったと思えるような、またこれからの村をどう描いていくのか、議員の皆様方と

ともに考えてまいりたいと思っておりますので、そんな点もぜひ、さまざまな御意

見や御提言をお願いいたします。 

 なお、財政面につきましては、かなり厳しくなりますので、その辺も考慮しなが

ら議論をしていく必要があろうかというふうに思いますので、そんな点もぜひ御理

解をお願いいたします。 

 本定例会には、衆議院解散に伴う選挙費の専決処分事項を含め、22件の議案をお



 

願いしております。全議案お認めをいただきますようお願いを申し上げまして、議

会開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいた

します。 

議  長（原  悟郎） 次に、諸般の報告を行います。 

 監査委員から、地方自治法第235条の２第３項の規定により、平成26年８月分か

ら平成26年10月分までの例月出納検査報告がありました。また、地方自治法第199

条第９項の規定により、定期監査報告がありました。報告書はお手元に配付したと

おりです。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 本日までに受理しました請願・陳情は陳情５件です。会議規則第89条の規定によ

り、お手元に配付の請願・陳情等文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたし

ます。 

 これから議案の上程を行います。 

 議案第１号「専決処分事項の承認を求めることについて」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第１号「専決処分事項の承認を求めることについ

て」の提案理由を申し上げます。 

 本案は、平成26年度南箕輪村一般会計補正予算（第６号）を地方自治法第179条

第１項の規定により、平成26年11月21日付で専決処分をいたしましたので、同条第

３項により、議会の承認をお願いするものであります。 

 内容につきましては、平成26年12月14日執行の衆議院議員総選挙に要する費用の

補正であります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に721万9,000円を増額し、歳入歳出予算の総額を61億

7,493万3,000円とするものであります。 

 細部につきましては、副村長及び担当課長から説明を申し上げますので、よろし

く御審議をいただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 議案第１号、専決処分事項の承認を求めることにつきま

して、専決させていただきました平成26年度南箕輪村一般会計補正予算（第６号）

の細部説明を申し上げます。 

 事項別明細書によりまして御説明を申し上げますので、予算書の６ページをごら

んいただきたいと思います。 

 歳入は、県からの委託金721万9,000円でございます。 

 おめくりをいただきまして、歳出ですが、２款４項２目、0271衆議院議員選挙事

務といたしまして722万6,000円を追加したものでございます。投票管理者等への報



 

酬、事務従事者等の手当、その他消耗品等の経費でございます。 

 ８ページの14款予備費は、歳入との調整額7,000円の減額でございます。 

 おめくりをいただきまして、給与費明細書でございますが、比較欄のその他の特

別職のところで、報酬といたしまして383万5,000円の増としておりますが、投票管

理者等の報酬及び事務従事者等の手当分でございます。 

 以上で、細部説明は終わります。 

議  長（原  悟郎） 議案第１号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 議案第２号「南箕輪村職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例」を議題と

いたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第２号「南箕輪村職員の懲戒に関する条例の一部を

改正する条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、平成11年の地方公務員法の改正により、南箕輪村職員の懲戒に関する条

例に所要の改正を行う必要がありますので提案するものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） それでは、議案第２号にかかります細部説明を申し上げ

ます。 

 ただいま村長の提案説明でも申し上げたとおり、第１条の条文に地方公務員法を

引用しておりますが、平成11年の地方公務員法の改正により条ずれがございました

ので、条例改正を行うものでございます。 

 それでは、新旧対照表によりまして説明を申し上げます。 

 第１条では、条例の目的について定めておりますが、この条文中に、地方公務員

法第29条第２項を第29条第４項に改めるものでございます。 

 ２枚目にお戻りをいただきまして、附則でございますが、この条例は公布の日か

ら施行するものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第２号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 



 

 次に、議案第３号「南箕輪村職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条

例」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第３号「南箕輪村職員の服務の宣誓に関する条例の

一部を改正する条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、南箕輪村職員の服務の宣言に関する条例で定める宣誓書に不備がござい

ましたので、所要の改正を行うため、提案するものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） それでは、議案第３号に係ります細部説明を申し上げま

す。 

 ただいま村長の提案説明で申し上げたとおり、この条例は地方公務員法に基づき、

職員の服務の宣誓について定めておりますが、文言に不備がございましたので条例

改正を行うものでございます。 

 それでは、新旧対照表によりまして説明を申し上げます。 

 第３条では、服務の宣誓について定めておりますが、宣誓書につきましては別記

様式第１によるとしております。この宣誓書の中の地方自治体を地方自治に改める

ものでございます。 

 ２枚目にお戻りをいただきまして、附則でございますが、この条例は公布の日か

ら施行するものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第３号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） 前議案でも、法改正により文言が変わるということがあ

りますが、今回提案されているのは、これは一般的には地方自治法等で、地方自治

の本旨ということがよく使われていますが、当初から自治体ということになってい

たということで、最初からのものに変えるということになるんですか。そこだけお

聞きします。 

議  長（原  悟郎） 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） おっしゃるとおりでございます。もともとの様式、準則

に従って改正をするということでありますので、よろしくお願いしたいと思います。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 



 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） これで質疑を終わります。 

 議案第４号「南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第４号「南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例

等の一部を改正する条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、本年８月に、平成26年度の国家公務員に対して行われました人事院の給

与勧告を受け、村の常勤の特別職の職員、村議会議員及び一般職の職員に対して、

報酬・給与の改正を行うため提案するものであります。 

 なお、本案につきましては、南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例、南箕輪

村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、南箕輪村特別職の職員で常勤

の者等の給与に関する条例の３条例の一部改正をお願いするものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） それでは、議案第４号にかかわります細部説明を申し上

げます。 

 ただいま村長の提案説明で申し上げたとおり、人事院は、本年８月７日に、国家

公務員に対しまして平成26年度の給与に関する勧告を行ったところでございます。

本村では、従来から人事院勧告を尊重した経過もございますので、今年度も同様に

給与等の改正を行うため、南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例の一部改正を

はじめとし、特別職及び議会議員の期末手当につきまして、同様に改正を行うもの

でございます。なお、関係する３条例を２回ずつ改正しますので、第１条から第６

条まで、個別の条例改正とさせていただきます。 

 それでは、各条項につきまして、15ページの新旧対照表によりまして説明をさせ

ていただきます。 

 初めに、第１条の南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でござい

ます。この改正は、今年度の一般職の民間格差を是正するもので、公布の日から施

行するものでございます。 

 初めに、第30条の改正は、12月の勤勉手当の支給率を0.15カ月引き上げるもので

ございます。 

 次の附則第13号の改正は、勤勉手当の支給率の改正に伴い、総額から特定職員分

の減額率を改正し、また別表第１につきましては、一般職の給料表でございますが、

若年層を重点におきまして、平均で0.3％引き上げるものでございます。 



 

 続きまして、21ページをごらんいただきたいと思います。 

 第２条の南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。第

１条と同じ条例名となりますけれども、第２条は、給与制度の総合的な見直しによ

るもので、平成27年４月１日から施行するものでございます。 

 第24条の２の改正は、管理職の特別勤務手当を定めておりますけれども、災害時

平日の深夜の支給率を追加するものでございます。なお、支給額につきましては、

休日の半額の4,000円を超えない範囲とするものでございます。 

 次の第30条の改正は、同様に、勤勉手当の改正でございます。今年度につきまし

ては、12月に支給する勤勉手当で調整させていただきましたので、来年度は年２回

の支給にそれぞれ0.075を加算するものでございます。 

 なお、第１条では、今年度12月分で調整するため、0.15を引き上げましたので、

逆に半分の0.075を引き下げることになります。したがいまして、100分の82.5を

100分の75に改めるものでございます。 

 また、２条の再任用職員につきましても同様の措置でございます。 

 附則の第10項でございますが、６級以上で55歳を超えた特定職員となりますが、

現行では、給与の抑制措置としまして1.5％の減額をしておりますが、平成30年３

月31日より廃止をするものでございます。 

 附則第13号では、勤勉手当の総額の調整率を改正し、また別表第１につきまして

は、一般職の給料表でございますが、平均で２％引き下げるものでございます。 

 続きまして、27ページの下をごらんいただきたいと思います。 

 別表第２でございます。給与条例の第32条では、寒冷地手当の支給地について定

めておりますが、県内で変更がございましたので改正をするものでございます。な

お、本村につきましては、変更はございません。 

 続きまして、29ページをごらんいただきたいと思います。 

 第３条の南箕輪村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正で

ございます。この改正につきましては、公布の日から施行するものでございます。 

 第５条の改正でございますが、議員の期末手当の改正でございます。同様に、

0.15を引き上げるものでございますが、今年度につきましては、12月に支給する期

末手当で調整をさせていただきますので、100分の150を100分の165に改正をするも

のでございます。 

 続きまして、第４条の南箕輪村議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部

改正でございます。第３条と同じ条例名となりますが、この改正につきましては、

平成27年４月１日から施行するものでございます。 

 同様に、第５条の改正となります。議員の期末手当の改正でございます。本年度

につきましては、12月に支給する期末手当で調整をさせていただきましたが、来年

度は年に２回に分けて、0.075ずつ加算するものでございます。したがいまして、

12月につきましては、第３条で0.15引き上げましたので、逆に0.075引き下げるこ



 

とになります。 

 続きまして、30ページをごらんいただきたいと思います。 

 第５条の南箕輪村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部改正でご

ざいます。この改正につきましては、公布の日から施行するものでございます。 

 第２条の改正でございますが、特別職の期末手当の改正でございます。同様に、

0.15を引き上げるものでございますが、今年度につきましては12月に支給する期末

手当で調整をさせていただきますので、100分の150を100分の165に改正をするもの

でございます。 

 続きまして、第６条の南箕輪村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の

一部改正でございます。第５条と同じ条例名となりますが、この改正につきまして

は、平成27年４月１日から施行するものでございます。 

 同様に、第２条の改正でございますが、特別職の期末手当の改正でございます。

今年度につきましては、12月に支給する期末手当で調整をさせていただきましたが、

来年度は年に２回に分けて、0.075ずつ加算するものでございます。なお、12月に

つきましては、第５条で0.15引き上げましたので、逆に0.075引き下げることにな

ります。 

 それでは、12ページにお戻りをいただきまして、附則でございます。 

 第１項は施行期日でございますが、先ほど各条項に沿って申し上げたとおりでご

ざいます。第２項は、第１条の給料表の改定は平成26年４月１日から遡及適応する

ものであり、第３項は、一般職の勤勉手当の率及び議員特別職の期末手当の率の改

正について平成26年12月１日から遡及適応するものであります。また、第４項は、

平成26年４月１日の給料表の切りかえ日前の異動に伴う給料表の調整であり、また

第５項及び第６項は、一般職、議員及び特別職の遡及適応における内払いの規定で

ございます。第７項から第11項までは、平成27年４月１日より施行するものでござ

いますが、第７項は、給料表の切りかえ日前の異動に伴う給料表の調整であり、第

８項から第11項までは、給料表の切りかえに伴う経過措置となります。第12項は、

附則への委任事項となります。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第４号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 続いて、議案第５号「南箕輪村消防団条例の一部を改正する条例」を議題といた

します。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第５号「南箕輪村消防団条例の一部を改正する条



 

例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、消防団におきましては、消防組織法第18条により、条例で定めることに

なっておりますが、当条例に不備がございましたので、改正を行うものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） それでは、議案第５号に係ります細部説明を申し上げま

す。 

 ただいま村長の提案説明で申し上げたとおり、消防組織法第18条で、消防団の設

置と名称及び区域は条例で定めるとなっておりますので、条例改正を行うものでご

ざいます。 

 それでは、新旧対照表によりまして説明を申し上げたいと思います。 

 第１条を目的に改め、消防組織法の規定に合わせるものでございます。次に、１

条を加え、第２条とし、消防団の設置と名称及び区域を規定するものでございます。

第３条に定員を定め、以下、１条ずつ繰り下げるものでございます。 

 ２枚目にお戻りをいただきまして、附則でございますが、この条例は公布の日か

ら施行するものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第５号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 続いて、議案第６号「南箕輪村国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題

といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第６号「南箕輪村国民健康保険条例の一部を改正す

る条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、健康保険法施行令の一部改正により、出産一時金の支給額が改正される

ことに伴い、同施行令に基づき、条例中の規定に規定しております支給額を同様に

改正するものと、その他条例中に引用しております法令記載事項等の整備を行うも

のであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、原案どおりの決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 藤田住民福祉課長。 



 

住民福祉課長（藤田 貞文） それでは、議案第６号につきまして細部説明を申し

上げます。 

 この条例につきましては、村長の提案理由にございましたように、健康保険法施

行令の改正に基づきまして、条例中に規定しております支給額の改正と法律の改廃

等に伴いまして、条例中に引用しております法令記載事項等を整備するための改正

をするものでございます。 

 それでは、議案の３枚目の新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。 

 まず、改正前の第５条の２行目のアンダーラインの部分でございます。健康保険

法施行令の出産育児一時金の改正に伴いまして、39万円を改正後の40万4.000円に

改めるものでございます。 

 それから、このほか、法令記載事項等の整備にかかわる改正でございますが、新

旧対照表の一番上の第４条のアンダーラインの部分でございます。それから、また

一番下から次のページにかけての第７条のアンダーラインの部分、また、その第７

条の一番下の第10条のアンダーラインの部分につきましては、引用をしております

法律等の改廃があったことに伴いまして、法令名等の削除、法令及び条例の条項番

号の整理、法令名の変更及び条文の文言整理にかかわる改正をするものでございま

す。 

 戻っていただきまして、議案の２枚目をごらんいただきたいと思います。 

 附則の１としまして、この条例は平成27年１月１日から施行するものとするもの

であります。それから、２の経過措置でございますが、施行日前に出産した被保険

者にかかわる南箕輪村国民健康保険条例第５条の規定による出産育児一時金の額に

つきましては、なお従前の例によるとするものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第６号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 続いて、議案第７号「南箕輪村職員互助団体に関する条例の一部を改正する条

例」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第７号「南箕輪村職員互助団体に関する条例の一部

を改正する条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、平成15年に、市町村の合併に対応できるよう、長野県町村職員互助会の

名称を長野県市町村職員互助会に改めておりますので、改正を行うものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、御決定をお願いいたします。 



 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） それでは、議案第７号に係ります細部説明を申し上げま

す。 

 ただいま村長の提案説明で申し上げたとおり、長野県町村職員互助会の名称を改

めるものでございます。 

 それでは、新旧対照表によりまして説明を申し上げます。 

 第９条では、職員の福利厚生に関する事業の一部を委託することができるとして

おりますけれども、その委託先の長野県町村職員互助会を長野県市町村職員互助会

に改めるものでございます。 

 ２枚目にお戻りをいただきまして、附則でございますけれども、この条例は公布

の日から施行するものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第７号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） 平成15年から、合併により、こういう機能を移したとい

うことですので、実態としてはもうそのときから移っていて、今回はまさに実態に

合わせるということだと思うんですが、そこら辺の経過をお願いします。 

議  長（原  悟郎） 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） 今御指摘のとおり、この長野県市町村職員互助会につき

ましては、合併に対応できるようにということで、平成15年３月４日の理事会で承

認をされております。したがいまして、平成16年にはこの条例の改正をしなければ

いけなかったわけでございますけれども、確認ミスということで今回になったとい

うことでございます。大変申しわけございませんでした。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） これで質疑を終わります。 

 議案第８号「南箕輪村土地開発基金条例を廃止する条例」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第８号「南箕輪村土地開発基金条例を廃止する条

例」について提案理由を申し上げます。 

 土地開発基金条例につきましては、公用地の先行取得を目的に制定されましたが、

近年では、公共用地の先行取得もなく、その役割を終えたものと判断しましたので、

廃止するものであります。 



 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 山﨑財務課長。 

財務課長（山﨑 久雄） それでは、議案第８号の細部説明をさせていただきます。 

 この土地開発基金につきましては、今、提案理由にもありましたとおり、公共用

地の先行取得を目的に設けられたものでありますが、近年では公共用地の先行取得

がほとんどなくなったということ、役割を終えたものという判断であります。数年

前より、条例廃止に向けて準備を進めてきたところでありますけれど、一部、基金

による土地の保有がありましたので、その処理を終えた時点でということでありま

す。本年、その保有地の処理が終了しましたので、条例を廃止するものであります。 

 なお、この条例につきましては、公布の日から施行ということになります。 

 簡単ではありますが、細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第８号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 議案第９号「南箕輪村職員の配偶者同行休業に関する条例」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第９号「南箕輪村職員の配偶者同行休業に関する条

例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、地方公務員法の一部改正により、地方公務員の継続的な勤務を促進する

ため、職員が外国で勤務等をする配偶者と生活をともにすることを可能とする配偶

者同行休業制度が設けられたことにより、条例の制定をするものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） それでは、議案第９号に係ります細部説明を申し上げま

す。 

 ただいま村長の提案説明で申し上げたとおり、配偶者同行休業制度が創設されま

したので、法律に基づき条例を制定するものであります。 

 １枚おめくりをいただきまして、初めに、第１条では、趣旨について定めており

ますが、ただいま申し上げたとおりでございます。第２条では、配偶者の同行休業

の承認について規定し、第３条では、その期間を３年とするものでございます。第

４条では、配偶者が同行できる事由として、外国での勤務、外国での事業を経営す



 

ること、もしくは個人が業として行う活動、また外国の大学であって、外国の就学

となります。第５条では、承認の申請について定め、第６条では、期間の延長は１

回とし、その期間は当初の期間と合わせて３年を超えない範囲とするものでござい

ます。 

 おめくりをいただきまして、第７条では、配偶者が外国に滞在しないときや、特

別休暇、育児休業など、承認の取り消し事由について定めております。第８条では、

配偶者の同行休業の該当となった場合の届け出について定め、第９条では、様式等

につきましては規則で定めるものとするものであります。 

 附則でございますが、この条例は、平成27年１月１日から施行するものでありま

す。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第９号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） ただいまの説明で、第６条で、これは１回限りというこ

とを今言われました。私は、この繰り返しのことが認められるのかということでお

聞きしたかったんですが、３年を限度として復帰をする。また、１年なり、２年な

りたったときに、そういう事情が生じた場合に、再度ということがあり得るのかと

いうことをお聞きしたかったんですが、第６条で、今、１回に限るというようなこ

とを言われたんですが、そういう規定としてここに載っているのかどうか、お聞き

したいと思います。 

議  長（原  悟郎） 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） この法律の規定の中に、延長は１回に限るということ、

ただし３年を超えない範囲ということでなっておりますので、そういった形になる

かと思います。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） それは、最初に認めた３年以内の期間の中で、３年まで

は延長できるということだと思うんですが、そういう機会がまた何年か経過した中

で、１回こういうことが起きたと。言ってみれば、就学で海外へ行ったという場合

に、また今度は就労をして、会社の事情で行くというようなことが起こり得るんで

すが、あくまで１回ということが規定されているのか、どうかという、そのことを

聞きたいんです。 

議  長（原  悟郎） 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） 大変申しわけございません。 

 申請の事由によって、その許可が下りますので、そのような形で判断をしていた

だければと思っております。よろしいでしょうか。 



 

議  長（原  悟郎）  番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） ですから、２回とか、３回ということも起こり得るし、

許可される可能性もあると。１回しか認めないということではないということです

ね。 

 以上、それだけをお聞きしたいと思います。 

議  長（原  悟郎） 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） そのとおりでございます。 

議  長（原  悟郎） ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） これで質疑を終わります。 

 議案第10号「南箕輪村景観条例」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第10号「南箕輪村景観条例」について提案理由を申

し上げます。 

 本案は、子供たちが明るく元気に育ち、人々の心を豊かにする、潤いのある村を

後世に引き継げるよう、南箕輪村の美しい景観を守り育てるため、条例を制定する

ものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 出羽澤建設水道課長。 

建設水道課長（出羽澤平治） それでは、南箕輪村景観条例の細部説明を申し上げ

ます。 

 まず、条例の制定でありますけれども、景観行政団体への移行に当たりまして、

条例を定めていくものであります。内容といたしましては、目次、それから条文等

の構成になっております。 

 まず、前文で、村の景観の特徴など、簡潔にまとめまして、第１条で条例の目的

を定めております。 

 また、第２条におきましては、条例の中で使用する用語等の規定をしているとこ

ろであります。 

 続きまして、第３条から５条になりますけれども、景観法の基本理念、それから

村の景観計画等におきまして、村、村民、事業者等の責務について定めている内容

でございます。 

 それから、第６条から第10条までについてでございます。これは、景観計画の策

定に関する定めでありまして、第６条でもって景観計画を定めることと記載してお

ります。 



 

 また、第７条では、景観計画を定める手続を規定しておりまして、定める際につ

きましては、南箕輪村景観審議会の意見を聞くものとしております。 

 続きまして、第８条でございますが、景観計画を策定するに当たりまして、その

計画の提案をできる団体等の定めをしております。 

 第11条から第23条についてでございますが、景観計画の区域内における行為等の

規制について定めております。第11条におきましては、景観区域内における行為に

ついては、景観計画の景観形成基準に適合するものであることとしております。 

 また、第12条から、行為を行う際についての届け出を義務づけております。 

 また、14条までにおきまして、行為を行う際の基準、必要な場合、それから届け

出不要の場合ということで定めをしておるところでございます。 

 15条から第23条までについてでございますが、届け出に対しまして、景観計画の

景観形成基準に合わせて審査をいたしまして、是正が必要な場合等の措置を定めて

いるものであります。特に、20条からにつきましては、行為が適正な場合において

は、速やかに適合証を交付すること、また、大規模な行為等については、事前協議

等により、計画された行為が速やかに行われるよう規定するものであります。 

 続きまして、24条から27条になります。これは、景観上、特に重要と認められる

建造物、それから樹木等について、良好な保全を行うための手続等を規定するもの

でございます。 

 それから、第29条から第32条についてでございますが、良好な景観を保全、もし

くは育成する等、自主的な活動への取り組みについての支援について定める内容で

ございます。 

 それから、第33条からになりますが、南箕輪村景観審議会の任務、組織、役割、

任期等について、設置に関する事柄を定めております。 

 それから、第40条になりますが、この条例の施行に関し、必要な事項については

規則で定めるということにしております。 

 附則の第１項、施行期日についてでございますが、本日お配りいたしました議案

書の中に、１枚物の資料を差し込んでありますので、そちらのほうをごらんいただ

きたいと思います。 

 まず、この図につきましてですけれども、この図は景観条例及び景観計画の施行

と景観行政団体移行についてまとめましたフローチャートとタイムスケジュールと

なっております。 

 図の中ほどに、点線で囲まれた事項がございます。これは、主に、景観行政団体

の移行に関する事柄でございます。 

 先日の県への協議におきまして、景観行政団体の移行につきましては、正しくは

景観条例の一部施行をもって行われるものであるということであり、施行期日を景

観条例の公布の日からすることは適当でない。すなわち、条例公布の日から景観行

政団体の移行に伴う手続を終了するまでの期間が必要であるとの指摘を受けました



 

ので、本日訂正をお願いし、差しかえをお願いするところでございます。 

 このような理由によりまして、附則の第１項目でございますが、この条例は平成

27年４月１日から施行します。ただし、11条から32条までについては、平成27年７

月１日から施行するものでございます。 

 ２項目でございますが、経過措置としまして、南原地区の住民協定の取り扱いで

ございます。この協定につきましては、長野県知事の認定を受けているものでござ

いまして、条例施行後におきましては、これを村が指定したものという形で読みか

えるものでございます。 

 以上、細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第10号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） こういう新しい条例をつくる、非常に長い文章があるわ

けですが、決まってしまうと、それが改正をしないと動かせないということで、ち

ょっとお聞きをしたいんですが、５ページの21条ですね。ここに２行目の後ろのほ

うに、村長に協議しなければならない、事前協議を村長と協議しなければならない

ということだというふうになっているわけですが、この「村長に」でいいのか、

「村長と」協議ということなのか、たった一句なんですが、またあとで直すという

こともあるので、ちょっとここについて説明をお願いしたいと思います。 

議  長（原  悟郎） 出羽澤建設水道課長。 

建設水道課長（出羽澤平治） 助詞の使い方の問題だと思います。この条例案につ

きましては、内容につきまして長野県と協議をさせていただきました。おおむねこ

の内容で承諾が得られましたので、この内容でよろしいかということで理解をして、

提案しております。 

議  長（原  悟郎） ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） ほとんど大きな意味は変わらないんですね。ところが、

先ほど、ほかの条例変更でも、点の打ち方だとか、言葉一字の違いで改正をするわ

けですので、普通に考えたら「村長と」というふうに私は思うんですが、ここら辺、

確定するまでに必要なことがあったらというふうに思いますが、以上、お聞きした

いと思います。 

議  長（原  悟郎） 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） 文言の関係でございますけれども、今、助詞の使い方と

いうことでありますけれども、問題ないと思っておりますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ほかに質疑。 

 ７番、山口守夫議員。 



 

７  番（山口 守夫） 景観条例というのは非常に大事で、これからの村の形の

中では非常に大事な形で、景観計画、よろしいと思うんですが。これ、各自治によ

って、それぞれ立ち上げるということだと思いますけれど、この景観に、たまたま

南箕輪だけもしできても、この周辺がそのような形で、同一歩調をとっていかない

と、この地域というのはそれなりのことにならないと思うんです。ですから、その

辺の広域的な形での取り組みは、今後の中で、連絡を取り合うなりやっていくので

しょうか。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 御指摘のとおり、景観につきましては、より広い範囲で

やっていかなければならないというふうに思っております。既に、伊那市、駒ヶ根

が景観行政団体に移行しております。ここに本村と、今、箕輪が進めておりますの

で、153沿線上、上伊那、４市町村が整ってくるということであります。以降、同

じような動きが出てくるんではないかというふうに考えておるところであります。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 ５番、加藤泰久議員。 

５  番（加藤 泰久） この条例に関しては、届け出を必要とするというような、

届け出を必要とする文言があるわけでありますけれども、その15条においては、そ

の届け出があった場合、必要な措置を講じて、助言、もしくは指導するというよう

なことも出ております。そして、17条で、その勧告を受けたものがその勧告に従わ

なかった場合は、その旨を公表するというところまでしかなくて、その届け出を受

けた、とらないとか、その工事を阻止するとかいう、そういう規定というのはどこ

ら辺まであるものですか、権限は。 

議  長（原  悟郎） 出羽澤建設水道課長。 

建設水道課長（出羽澤平治） 条例の中では、ここまでの規定でございます。あと、

景観法の法律の中で、法律違反という規定がございます。ですので、この指導等を

使わない、従っていただけない、それによって公表をする、そういった形で、その

レベルでもって、事業者等が協力をしていただければ、この条例の効果は発揮する

と思われます。なお、ひどい場合につきましては、これは、法の適応により、罰金

等の処分対象になっていくということになっていこうかと思います。 

 以上であります。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ５番、加藤泰久議員。 

５  番（加藤 泰久） ただいまの説明によると、この条例に違反した場合は、

この条例で適応じゃなくて、ほかの法律をもって対応するというような答弁だった

と思いますが、それでよろしいんですか。 



 

議  長（原  悟郎） 出羽澤建設水道課長。 

建設水道課長（出羽澤平治） 状況によると思いますが、最悪の場合、最悪と言い

ますか、ひどい場合については、法律の適応をもって対応するということになろう

かと思います。 

議  長（原  悟郎） ５番、加藤泰久議員。 

５  番（加藤 泰久） そうした場合、届け出があって、そのものが実際行われ

た後、それで罰金等について納めれば、それで済むというように受け取れるんです

けれど、できてしまったものはしょうがない、罰金で、法律で裁いて、前の状況に

戻すとか、そういう権限まではないということですね。 

議  長（原  悟郎） 出羽澤建設水道課長。 

建設水道課長（出羽澤平治） そこは、状況によりけりだと思います。最終的には、

法で訴えますので、裁判という形になっていく中で、戻すことが適当であるという

判決が出れば、行うことになります。その場合につきましては、事業者が行う場合

については、要するに行政が費用を負担しまして、その費用を事業者に請求すると

いう扱いになっておりますので、そのような対応となっていくと思われます。 

議  長（原  悟郎） ほかに質疑はございませんか。 

 １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。 

 ちょっと、お伺いしたいんですが、景観条例、これ、大変いい取り組みで、評価

したいと思いますが、課が違うところ、住民福祉課のほうでは、環境条例と環境審

議会というものがあって、大きなかかわりを持っていくと思うですが、そことのつ

ながりは、これからどう考えていくか、ちょっとお伺いしたいんですが。 

議  長（原  悟郎） 出羽澤建設水道課長。 

建設水道課長（出羽澤平治） 基本的に、景観も環境の一つというふうに考えられ

ます。また、景観計画の策定、それから、いろんな事項を進めていく中、例えば、

指導を行う場合についても、場合によっては景観審議会の意見を聞きながら進める

ということになっております。ですので、連携をとる段階におきましては、景観審

議会と環境計画における審議会等の連携を密にすることで、その調整が図れるもの

というふうに考えております。また、必要な場合については、そこら辺の関係規則

等の調整も行いたいというふうに思っております。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） 先ほどの語句の問題になりますが、６ページの29条の２

です。この申請しなければならないですが、ここ、本当に一字なんですが、「なら

いない」になってますので、決定してしまうと、これもまた改正ということになり

ますので、よく文章は精査して決定をするというふうにお願いしたいと思いますが、

以上です。 



 

議  長（原  悟郎） 出羽澤建設水道課長。 

建設水道課長（出羽澤平治） 大変申しわけございません。プリントミスでござい

ますので、これは訂正をさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ４番、小坂泰夫議員。 

４  番（小坂 泰夫） 小坂です。 

 同じくですが、７ページの32条の１行目、中ごろ、「けんげん」と読むのかとい

うか、誤字なのだと思うんですが、ここの修正を必要とするのか、またほかの精査

もお願いしたいと思います。 

議  長（原  悟郎） ちょっと、もう一度、はっきり質問してください。 

４  番（小坂 泰夫） 済みません。 

 32条の村長はから読みますと、所有者及び権と原という字が書いてあるんですけ

けれど、この言葉はちょっとわかりません。「けんげん」というのが読み方で、本

来の字があるのか、その確認と、修正が必要であればお願いしたいという質問です。 

議  長（原  悟郎） 出羽澤建設水道課長。 

建設水道課長（出羽澤平治） 済みません。このとおりでございます。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） これで質疑を終わります。 

 ただいまから10時40分まで休憩いたします。 

   休憩 午前１０時２８分 

   再開 午前１０時４０分 

議  長（原  悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案審議を続けます。 

 議案第11号「平成26年度南箕輪村一般会計補正予算（第７号）」を議題といたし

ます。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第11号「平成26年度南箕輪村一般会計補正予算（第

７号）」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、歳出で、人事院勧告に伴う人件費の増額、道路の除雪に係る費用及び防

災行政無線沢尻再送信子局増設工事費の補正が主なものであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,628万1,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額を61億9,121万4,000円とするものであります。 

 細部につきましては、副村長及び担当課長から説明申し上げますので、よろしく

御審議をいただき、御決定をお願いいたします。 



 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 議案第11号「平成26年度南箕輪村一般会計補正予算（第

７号）」の細部説明を申し上げます。 

 初めに、予算書案の20ページを余白ページとしてございますけれど、システム上、

こうしたページがございますので、御了承をいただきたいと思います。 

 それでは、事項別明細書によりまして、歳出から御説明を申し上げたいと思いま

すが、多くの項目にわたりまして給与費関係の補正がございますので、先に給与費

明細書によりまして御説明を申し上げます。 

 予算書案の33ページ、34ページをごらんいただきたいと思います。 

 まず、33ページの特別職でございますが、比較の各行のとおり、それぞれ増額す

るものでございます。いずれも、議案第４号で提案させていただきました本年度の

人事院勧告の内容に沿った条例改正によるもので、総額76万4,000円の増でござい

ます。 

 続きまして、34ページの一般職でございますが、同じく条例改正に伴うもの、ま

た職員の異動に伴うものということで、総額では673万2,000円の増でございます。

職員手当の内訳等につきましては、お目通しをお願いいたしまして、歳出の御説明

をいたします。 

 各項目の給与費、共済費につきましては、ただいまの説明をもって省かせていた

だきます。また、入札差金の減額ですとか、額の確定によります増減等で少額のも

のにつきましても、説明を省かせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 14ページをお開きいただきたいと思います。 

 ２款１項１目、0201一般管理事務で、12節、23節、27節は徴収漏れになりました

委員報酬等の所得税の納付金等の関連費でございます。 

 おめくりをいただきまして、３目、0220財政管理事務の８節でございますが、ふ

るさと納税の件数の増に伴いまして、特産品代11万7,000円を増額するものでござ

います。 

 次の５目、0241財産管理事務でございますが、13節の固定資産台帳整備業務委託

は国の指導に基づきまして、これから取り組んでまいります公共施設等総合管理計

画の策定及び統一基準によります地方公会計の整備、この二つの取り組みのベース

となります村の固定資産台帳の整備を27年度まで、総額400万円の継続事業として

実施をするもののうち、本年度分30万円の追加をお願いするものでございます。次

の15節は、これまで空き地として管理をしてきましたＪＲ北殿駅南にあります村有

地をいわゆる月決めの有料駐車場として整備をし、活用するための工事費260万円

でございます。来年度から供用を開始したいと考えております。 

 次に、12目、0242地域づくり推進事業ですが、来年５月に新たな事業といたしま

して、経ヶ岳バーティカルリミットと名づけ、トレイルランの大会を実行委員会形



 

式で開催をしたいと思います。これも２カ年の継続事業といたしまして、事業費

200万円のうち、今年度分は実行委員会への補助金を19節で50万円追加をお願いす

るものでございます。 

 次の13目、0221企画調整管理事務でございますが、いわゆるマイナンバー制度の

実施に向けまして、特定個人情報保護評価という作業、手続が必要となります。こ

れも総額330万円、２カ年の継続事業として実施をすることとし、本年度分として

委託料100万円を計上させていただくものでございます。 

 おめくりをいただきまして、３款１項１目、0301社会福祉総務事務の28節、繰出

金611万1,000円は、本年度国保基盤安定負担金の額の確定による増額でございます。 

 次の0302福祉医療費給付金事業でございますが、福祉医療費の伸びが著しく、今

後、不足が見込まれますので、手数料を含め、2,367万4,000円の追加をお願いする

ものでございます。 

 次に、18ページの３目、高齢者福祉費では、0316高齢者福祉総務事務で、介護保

険事業の増に伴いますルール分の繰出金92万2,000円増額、0322高齢者福祉総合対

策助成事業で、申請件数の増に伴いまして、高齢者にやさしい住宅改良補助金の追

加、109万9,000円の増額、0329後期高齢者医療事業で、これも給付の増に伴いまし

て、負担金320万8,000円の追加をお願いするものでございます。 

 おめくりをいただきまして、２項２目、0340保育園運営事業の11節、16万円は、

南原保育園増築部分の実績に基づきますガス代の追加をお願いするものでございま

す。また、12節の電話料15万円につきましては、５園の消防通報装置回線使用料で

ございます。 

 次の0342児童発達支援事業の11節、18万円は、これも実績に基づきまして、たけ

のこ園のガス代を追加をお願いするものでございます。 

 おめくりいただきまして、22ページになりますが、６款１項３目、0605農業振興

事業で、18節は大芝高原味工房のみその袋詰めをするために使っております真空充

塡機が壊れてしまいまして、製品化ができなくなっております。この更新費用124

万2,000円を追加させていただき、次の19節では、燃油高騰対策といたしまして、

前年同様に、施設園芸農家の経営支援のための補助金70万円、それから６次産業化

関連で、６次産業化検討ワーキングチームの提案を受けまして、村開発公社を実施

主体に、地元野菜を材料といたしました、仮称まっくん学校給食カレーというレト

ルトカレーを開発し、試験販売するための交付金68万円をお願いいたします。 

 おめくりいただきまして、24ページになりますが、２項２目、0652森林病害虫防

除対策事業の13節でございますが、松くい虫被害が拡大をいたしまして、被害木が

前年の1.6倍ほどとなっております。枯損木処理の委託料100万円の追加をお願いす

るものでございます。 

 おめくりいただきまして、７款１項３目、0703観光振興事業では、大芝公園の音

響設備のほうに雷が入ってしまいまして、部品の取りかえが必要となりましたので、



 

修繕費30万円をお願いいたします。 

 続きまして、８款１項１目、0801土木総務事務の19節でございますが、昨年の豪

雪を受けまして、除雪機等の購入希望が増加をしておりますので、５件分、100万

円の追加をお願いいたします。 

 また、次の２項１目、道路維持費では、昨年の実績等に鑑みまして、融雪剤の購

入費、また道路除雪委託料、合計しまして1,390万円の増額をお願いいたします。 

 次の２目、0806国庫補助道路改良事業で、おめくりをいただきまして、15節の荒

井坂橋修繕工事は、財源としておりました社会資本整備交付金が要望どおりに交付

をいただけなかったということで、本年度での実施が困難となりましたので、一旦

不用額として減額をさせていただくものでございます。 

 次の0808村単道路改良事業の15節地区計画工事費の減額につきましては、次の３

項２目、0812村単河川改修事業の財源に振りかえをさせていただきまして、同事業

では、緊急性の高い北沢川の測量、それから北殿、神子柴地区の水路改修工事、合

わせて630万円の追加ということでお願いいたします。 

 続きまして、９款１項１目、0901常備消防事務の330万円の減額につきましては、

新伊那消防署に設置をいたします太陽光発電設備につきまして、県から補助金が交

付されることになったということが主な要因でございます。 

 ５目、0930防災対策事業では、防災行政無線の電波が届きにくくなっております

沢尻地区につきまして、この解消を図るため、再送信子局を伊那市火葬場南の位置

に設置するための工事費1,360万円の追加をお願いいたします。 

 おめくりいただきまして、10款２項１目、1017南部小学校管理事務で、７節でご

ざいますが、外国籍児童支援員の賃金、それから11節及び18節は、来春の新１年生

の入学に当たり、不足いたします教材、それから机等の備品の購入費、合わせて

251万円の増額でございます。 

 次の２目、1009小学校教育振興事務は、両小学校で増加をいたしました要保護及

び準要保護児童の就学援助費22名分、146万6,000円の追加でございます。 

 次の３目、学校給食費では、1019南部小学校給食事業の11節の消耗品、これは食

器類の購入、また18節は、給食用のテーブル、いすの購入、いずれも新年度不足分

に対応するものでございます。 

 続いて、３項、中学校費ですが、おめくりをいただきまして、２目、1022中学校

教育振興事務は、小学校と同様に、就学援助費の９名分、104万9,000円の追加をお

願いするものでございます。 

 次の３目、1023中学校改築事業では、監査委員さんからも御指摘をいただきまし

たけれども、視聴覚用のテレビをデジタル化するための工事費といたしまして、

396万8,000円の追加をお願いいたします。 

 次のページの14款、予備費では、歳入歳出調整をさせていただき、5,640万円を

減額いたします。 



 

 次に、歳入でございますが、８ページにお戻りをいただきたいと思います。 

 14款２項の負担金は、派遣職員、それから企業職員の給与改定に伴う負担金の増

でございます。 

 おめくりいただきまして、16款１項３目の国民健康保険基盤安定負担金の増でご

ざいますが、額の確定によるものでございます。 

 また、次の２項３目、民生費国庫補助金の増は、経費の増加及び額の確定による

もの、８項の土木費国庫補助金の減は、歳出で申し上げました荒井坂橋の修繕工事

費分の減額でございます。 

 次の３項３目、民生費委託金71万円でございますが、来年から実施をされる予定

の年金生活者支援給付金事業、これの準備を進めるために交付をされるものでござ

います。 

 続きまして、17款１項３目、民生費県負担金は、国庫のほうと同様、負担金の額

の確定によるもの。 

 次の３項１目は、１節で、福祉医療費の給付、また高齢者にやさしい住宅改良促

進事業費の増に伴いまして736万5,000円、３節で、新たに対象となりました安心子

ども基金事業補助金及びすくすくハウスの運営に対する補助の額の確定によりまし

て120万8,000円、５節では、先に御嶽山噴火の犠牲となられました村民の遺族に対

しまして、法律の規定に基づき、災害弔慰金を交付させていただきましたけれども、

これに対する補助金187万5,000円でございます。 

 次の６目、農林水産費県補助金は、いずれも額の確定によるものでございます。 

 おめくりいただきまして、19款、ふるさと納税による寄附金の増、230万円でご

ざいます。 

 次の22款５項の雑入でございますが、歳出で申し上げました徴収漏れとなってお

ります委員報酬等の所得税源泉徴収額を税務署に納付することによりまして、その

分、対象者への支払いが重複の形になりますので、対象の皆様におわびを申し上げ、

お願いをいたしまして、所得税の更生手続等をしていただきまして、村へ納入して

いただくようしてまいりたいというふうに思います。その納入額を計上させていた

だくものでございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、第２条の継続費の関係でございますが、歳出の中で御説明を申し上

げましたが、５ページのほうに、第２表、継続費補正ということで載せてございま

すので、お目通しをお願いいたしまして、細部説明を終わらせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第11号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ３番、山﨑文直議員。 

３  番（山﨑 文直） ３番、山﨑です。 

 25ページの観光振興事業の中で、大芝高原内のスピーカー修繕料というのがあり



 

ますが、前にも雷が落ちて、高原内のスピーカー施設、それからテレビ、コンピュ

ーター等にも影響があったと、保険で対応とか、そういうこともありますけれども、

ああいう高原の中で、たびたび雷の被害が起きております。肝心なことは、イベン

トの間際になってそういうことが判明して修理と、こういうことが時々行われるわ

けでありますので、この30万については修繕は当然だと思いますけれども、少し、

１回、これからも高原の中、いろんな事業、施設等が修繕とか関係してきますので、

少し本格的なコンサルタントを使って、調査して、雷対策というのをきちんとして

おく必要があるかというふうに思いますが、その辺の計画をお聞きしたいと思いま

す。 

議  長（原  悟郎） 唐澤産業課長。 

産業課長（唐澤 孝男） 雷の関係は、おっしゃるとおり、ことしの夏経過で、こ

のような不具合になったわけでございますが、御提案のとおり、大きな行事も大芝

の中で行われますので、全体一度にというのができれば一番いいんですけれど、事

前には点検して、不具合のないようにしていきたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ほかに。 

 ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） このマイナンバー制度の特定個人情報保護評価という、

このちょっと内容についてお聞きをいたします。 

議  長（原  悟郎） 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） マイナンバーと言われているものでございますけれども、

いわゆる番号法の中では、国で定める特定個人情報委員会が設置されておりまして、

ここに特定個人情報の評価書を送るということになります。村で対象となる事業が

ありますけれども、この事業の承認をいただかなければいけない、これが義務づけ

られております。この評価書を作成するに当たりまして、村では、全事業の中から、

個人の情報にかかわる業務を洗い出すという作業になります。この洗い出した情報

の中から、さらに特定個人と言いまして、全てが個人情報ではないものですから、

抽出をしまして、この評価書というものを作成します。そして、それを先ほど言っ

たような形で委員会に送るという形になります。したがいまして、全業務で、個人

の情報にかかわるものというふうに理解していただければ結構かと思います。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） これで質疑を終わります。 

 次に、議案第12号「平成26年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算（第２

号）」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 



 

村  長（唐木 一直） 議案第12号「平成26年度南箕輪村介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、歳入では、介護予防支援事業委託料等の増額にかかわる一般会計からの

事務費繰入金の増額補正、歳出では、介護予防支援事業委託料及び認定調査員賃金

不足に対応するため、補正をお願いするものであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ92万2,000円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ８億6,827万3,000円とするものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 藤田住民福祉課長。 

住民福祉課長（藤田 貞文） それでは、議案第12号につきまして細部説明を申し

上げます。 

 予算書の６ページのほうをごらんいただきたいと思います。 

 まず、歳入にかかわる部分でございますが、その他一般会計繰入金に92万2,000

円増額をするものであります。歳出の一般管理費に69万9,000円と認定調査費に22

万3,000円を増額する必要が生じましたので、一般会計から繰り入れを行うという

ものでございます。 

 おめくりをいただきまして、７ページの歳出をごらんいただきたいと思います。 

 1301一般管理費に69万9,000円を増額するものであります。内訳の主なものでご

ざいますが、13の委託料に、介護予防支援事業の委託、68万円を増額するものであ

ります。これは、要支援者が増加傾向にありまして、介護予防サービスを利用され

る方が増加傾向にあるといったことで、ケアプランの作成業務を事業所委託するた

めの増額の補正でございます。 

 続きまして、1315認定調査費に22万3,000円を追加するものであります。これは、

認定調査員の賃金でございますが、臨時の調査員の退職に伴いまして、新たな後任

の調査員と引き継ぎをする上で、担当をする介護認定者に対する面談等に要する期

間にかかわる賃金が重複をいたします。そういった関係と、介護認定の対象者が増

加していることに伴いまして、業務量の増加により、見込まれる賃金分を増額する

というものでございます。 

 歳出につきましては以上であります。 

 このことによりまして、歳入歳出の総額に92万2,000円を追加いたしまして、歳

入歳出予算の総額それぞれ８億6,827万3,000円とするものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第12号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 



 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第13号「平成26年度南箕輪村国民健康保険特別会計補正予算（第２

号）」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第13号「平成26年度南箕輪村国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、歳入の主なものとしまして、県支出金の財政調整交付金が過年度実績等

に基づき、概算交付が決定したことによる減額と、国・県の保険基盤安定負担金が

確定したことによる一般会計からの法廷内繰入金の増額、また財源補塡のため、基

金からの繰入金の増額による補正をお願いするものであります。 

 歳出では、高額療養費が増加したことに伴う負担金の増額による補正であります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ1,279万5,000円を追加し、歳入

歳出予算の総額をそれぞれ12億9,172万7,000円とするものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 藤田住民福祉課長。 

住民福祉課長（藤田 貞文） それでは、議案第13号につきまして細部説明を申し

上げます。 

 予算書の６ページの歳入のほうをごらんいただきたいと思います。 

 03款、国庫支出金の02目、療養給付費等負担金でありますが、179万円を追加す

るものであります。これは、一般被保険者高額療養費の増加に伴いまして、給付費

に対する国庫負担分を増額するものであります。 

 05目、特定健康診査等負担金でありますが、17万9,000円の減額をするものであ

ります。26年度国庫負担の確定に伴うものであります。 

 おめくりをいただきまして、７ページをごらんいただきたいと思います。 

 04款、県支出金、01項、県負担金の03目、特定健康診査等負担金でありますが、

６ページの国庫負担金と同様に、県の負担金を17万9,000円減額するものでありま

す。26年度県負担の確定に伴うものであります。 

 その下の県補助金、01目、県財政調整交付金でありますが、1,010万9,000円の減

額をするものであります。これにつきましては、国保の療養給付費の一定割合が交

付されるものでありますが、過年度実績に基づきまして、概算交付額が決定をした

ことによる減額でございます。なお、これにつきましては、今年度、療養給付費が

増加してきておりますので、また今後、最終的にはふえてくる可能性がございます。 

 それから、８ページの08款、繰入金の01目、一般会計繰入金でございますが、保

険税の軽減分と保険者支援分の保険基盤安定繰入金を611万1,000円追加するもので



 

あります。なお、補正額の４分の３に該当します458万3,000円につきましては、国

及び県から一般会計に補塡をされるものでございます。 

 それから、続きまして、基金の繰入金でございますが、1,536万1,000円を追加す

るものであります。交付金の減額及び歳出予算の増加に対する補塡財源といたしま

して増額をするものであります。 

 歳入につきましては以上でございます。 

 おめくりいただきまして、９ページの歳出でございます。 

 02款、保険給付費の療養諸費、1503一般被保険者療養給付事業でありますが、財

源組み替えのみで、増減はございません。 

 それから、その下の高額療養費の1509一般被保険者高額療養事業では、1,279万

2,000円を追加するものであります。 

 これは、高額療養費が増加をしていることに伴いまして、11月末までの支払い実

績から、年間の推計医療費を算出いたしまして、給付にかかわる負担金を増額する

というものでございます。 

 それから、10ページの08款、保険事業費、1547特定健康診査事業でありますが、

財源組み替えのみで、増減はございません。 

 おめくりをいただきまして、11ページの11款、諸支出金、1523国庫支出金償還事

務であります。25年度の国庫補助金精算分といたしまして、不足額3,000円を追加

するものでございます。 

 歳出は以上となります。 

 このことによりまして、歳入歳出の総額に1,279万5,000円を追加し、歳入歳出の

予算の総額を歳入歳出それぞれ12億9,172万7,000円とするものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 大変申しわけございませんが、ただいま細部説明の中で

申し上げました予算書１ページのところ、条項のところをごらんいただきたいと思

いますが、これもまたミスプリントになって申しわけございませんが、第１条１項

のところでございますが、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ12億9,179万

7,000円となっておりますのを12億9,172万7,000円と、事項別明細、また第１表の

予算補正のところにあります数字が正しく、説明の中では12億9,172万7,000円とい

うことで申し上げましたが、ここのところだけミスプリントになっておりますので、

御訂正をお願いしたいと思います。 

議  長（原  悟郎） 議案第13号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ９番、唐澤由江議員。 

９  番（唐澤 由江） 歳出の増に伴う一般被保険者高額療養費の実態を教えて

ください。 



 

議  長（原  悟郎） 藤田住民福祉課長。 

住民福祉課長（藤田 貞文） 一般療養費の高額療養費の関係でございますが、レ

セプト100万円を超えるものが若干ふえてきておりまして、病気としましては、が

んによるものが12件、脳疾患は７件、整形外科が５件、心疾患が７件、その他疾患、

大動脈瘤等が14件といった状況でございます。なお、１レセプト当たり300万以上

といったものが毎月発生をしておりまして、主に循環器系にかかわる疾患の関係で

ございますが、これらが高額療養費が増額となる原因となっているところでござい

ます。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） これで質疑を終わります。 

 次に、議案第14号「平成26年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第２号）」を議

題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第14号「平成26年度南箕輪村水道事業会計補正予算

（第２号）」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、給与改定等に伴う職員の人件費の補正と、消火栓設置の受託工事に伴い、

収益的収入で20万円、収益的支出で293万9,000円増額するものです。また、今年度

予定しておりました大芝公園内の配水施設整備や第２配水池の耐震補強工事の見直

しなどにより、資本的支出で1,670万円を減額するものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 出羽澤建設水道課長。 

建設水道課長（出羽澤平治） それでは、議案第14号、南箕輪村水道事業会計補正

予算（第２号）の細部説明を申し上げます。 

 議案書の１ページの第２条の収益的収入及び支出の項目につきまして、予算実施

計画明細書で御説明をいたします。 

 ７ページをごらんください。 

 まず、水道事業収益でございます。収入の第１款、水道事業収益の第１項、営業

収益で、消火栓設置工事の受託に伴いまして、２目、受託工事収益を20万円増額し、

総額を２億8,978万6,000円とするものであります。 

 また、８ページの水道事業費用でございます。 

 支出の第１款、水道事業費用の第１項、営業費用でございますが、消火栓設置工



 

事に伴いまして、不足する額を３目の8003事業、受託工事費で20万円増額し、また

職員の人件費分を５目、8005事業で増額し、総額を３億690万7,000円とするもので

ございます。人件費の内訳につきましては、10、11ページに明細がございますので、

後ほどごらんいただきたいと思います。 

 ２ページの第３条、資本的収入及び支出につきましてでございますが、９ページ

の予算実施計画明細書で御説明をいたします。 

 資本的支出でございます。 

 １目の8031配水施設拡張事業で、当初、単独事業として予定をしておりました大

芝公園内の配水施設の整備工事につきまして、都市公園整備事業の防災公園化事業

で実施できる見込みとなりましたので、平成27年度に繰り下げて実施することとい

たしまして、委託料を1,080万円減額するものでございます。 

 また、２目の8032配水施設改良事業では、中央制御監視装置が設置後十数年を経

過いたしまして、機器の一部にふぐあいが生じ、また、修理部品の調達が困難にな

ったものがありまして、中央制御監視システムの更新の必要が出てまいりました。

したがいまして、本年度、設計業務が必要となりましたので計上させていただきま

した。また、配水池の耐震診断の結果、耐震強度が一定程度確保されておりました

ので、補強工事等に伴う計画などを見直しまして、委託料で総額590万円を減額し

まして、資本的支出の総額を１億6,719万7,000円とするものであります。 

 ２ページに戻りまして、第４条で、議会の議決を経なければ流用することができ

ない職員の給与費を22万8,000円増額いたしまして、2,366万円とするものでありま

す。 

 ３ページの第６条、今回の補正で行います中央制御監視装置の設計管理業務につ

きまして、更新工事を平成27年に予定しております。したがいまして、平成26、27

年の継続費といたしまして、平成26年、27年の年割額をそれぞれ400万円計上させ

ていただくものであります。 

 以上、議案第14号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第14号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ４番、小坂泰夫議員。 

４  番（小坂 泰夫） ４番、小坂です。 

 ２ページの確認ですけれど、真ん中ほどの支出の資本的支出の補正予定額ですが、

ここには1,270万円の減とありますが、９ページを見ますと、1,670万円の減じゃな

いかということで、ここら辺の確認をお願いします。 

議  長（原  悟郎） 出羽澤建設水道課長。 

建設水道課長（出羽澤平治） 済みません。先に説明をすべきでございましたが、

今朝、差しかえをお願いしましたが、この内容でございまして、ここの訂正でござ

います。恐れ入りますが、差しかえでごらんいただきたいと思います。 



 

議  長（原  悟郎） よく御理解できましたか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） これで質疑を終わります。 

 議案第15号「平成26年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第２号）」を議題と

いたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第15号「平成26年度南箕輪村下水道事業会計補正予

算（第２号）」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、給与改定に伴う職員の人件費の補正により、収益的支出を25万8,000円

増額し、住宅の建設等に伴う下水道公共ますの設置申請により、資本的収入で

1,544万5,000円、資本的支出で800万円を増額するものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 出羽澤建設水道課長。 

建設水道課長（出羽澤平治） それでは、議案第15号、南箕輪村下水道事業会計補

正予算（第２号）の細部説明を申し上げます。 

 まず、１ページの第２条の収益的収入及び支出につきまして、支出の第１款、下

水道事業費用の第１項、営業費用といたしまして、職員の人件費分25万8,000円を

増額するものでございます。したがいまして、下水道事業費用の総額を６億8,580

万4,000円とするものでございます。人件費の内訳につきましては、10、11ページ

に明細がございますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 続きまして、２ページをお願いいたします。 

 第３条の資本的収入及び支出につきましてでございます。 

 予算実施計画明細書で御説明いたしたいと思いますので、８ページをごらんくだ

さい。 

 下水道事業資本的収入でございます。01款、下水道事業資本的収入、04項、分担

金及び負担金でございますが、住宅の新築等に伴いまして、下水道接続の申し込み

が増加いたしました。01目、受益者負担金を1,544万5,000円増額するものでありま

す。総収入額を２億1,561万円とするものであります。 

 続きまして、９ページをごらんください。 

 下水道事業資本的支出でございます。01款、下水道事業資本的支出、01項、建設

改良費は、下水道接続申請に伴います公共ますの設置工事の増加によりまして、不

足する額を01目、9430事業、施設建設事業の工事請負費で800万円増額し、総支出

額を４億2,402万7,000円とするものでございます。 



 

 ３ページをごらんください。 

 第４条で、議会の議決を経なければ流用することのできない経費といたしまして、

給与費を21万2,000円増額いたしまして、1,963万円とするものであります。 

 以上、議案第15号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第15号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第16号「伊那消防組合規約の変更について」、議案第17号「伊那消防

組合の解散について」、議案第18号「伊那消防組合の解散に伴う財産処分につい

て」、議案第19号「上伊那広域連合の処理する事務の変更及び上伊那広域連合規約

の変更について」、議案第20号「上伊那地域公平委員会を共同設置する地方公共団

体の数の減少及び上伊那地域公平委員会共同設置規約の変更について」を一括議題

といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第16号から議案第20号までは、消防広域化に関する

５議案でございますので、一括し提案理由を申し上げます。 

 伊那消防組合規約の変更について、伊那消防組合の解散について、伊那消防組合

の解散に伴う財産の処分について、上伊那広域連合の処理する事務の変更及び上伊

那広域連合規約の変更について、上伊那地域公平委員会を共同設置する地方公共団

体の数の減少及び上伊那地域公平委員会共同設置規約の変更につきましては、平成

27年４月１日から、消防が上伊那広域消防となってまいります。広域化に伴う所要

の変更をしなければなりません。そのための措置でありますので、よろしくお願い

いたします。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） ただいま村長の提案説明で申し上げたとおり、消防広域

化に関連する５議案でございますので、一括しまして説明をさせていただきます。 

 それでは、議案第16号に係ります細部説明を申し上げます。 

 消防の広域化に伴い、事務の承継について、伊那消防組合を構成する関係市町村

の議会議決が必要となりますので、地方自治法第290条の規定により提案するもの

でございます。 

 それでは、新旧対照表によりまして説明を申し上げます。 

 附則に１項を追加し、消防広域化に伴い、組合の解散があった場合においては、



 

上伊那広域連合がその事務を承継するを加えるものでございます。 

 ２枚目にお戻りをいただきまして、附則でございますが、この規約は許可の日か

ら施行するものでございます。 

 続きまして、議案第17号にかかわります細部説明を申し上げます。 

 伊那消防組合の解散についてでございますが、平成27年３月31日限りで、伊那消

防組合を解散することについて協議をするため、地方自治法第290条の規定により、

議会の議決を求めるものであります。 

 続きまして、議案第18号にかかわります細部説明を申し上げます。 

 伊那消防組合の解散に伴う財産処分についてでございますが、伊那消防組合の解

散に伴い、同組合の財産を全て上伊那広域連合に帰属させることについて協議をす

るため、地方自治法第290条の規定により、議会の議決を求めるものでございます。 

 続きまして、議案第19号にかかわります細部説明を申し上げます。 

 上伊那消防広域化に伴い、上伊那広域連合の処理する事務及び規約の一部を変更

することにつきまして、地方自治法第291条の11の規定により、議会の議決を求め

るものでございます。 

 それでは、新旧対照表によりまして説明を申し上げます。 

 第４条で、上伊那広域連合が処理する事務を規定しておりますが、新たに消防に

関する事務、火薬類の譲渡、譲り受け及び消費の許可等に関する事務、液化石油ガ

ス設備工事の届け出に関する事務を加え、あわせて現行の事務に沿った文言に変更

するものでございます。 

 第５条では、地方自治法に基づき、広域計画の項目を定めておりますが、第４条

の変更に伴い、第４条に合わせて広域計画を作成する項目を変更するものでござい

ます。 

 また、別表でございますが、規約の第17条では、市町村の負担割合を別表に掲げ

るとおりとするとしております。したがいまして、第４条で処理する事務に、消防

に関する事務などを追加し、あわせて大幅に変更しておりますので、この別表も第

４条に合わせて、全部改正をするものでございます。なお、消防に関する事務等の

新たに加えました負担割合は、消防にかかわる基準財政需要額割を50％、また人口

割を50％とするものでございます。 

 ５ページの下の附則でございますが、消防広域化に伴う経過措置としまして、第

５項で、広域連合は、平成27年３月31日をもって解散する伊那消防組合事務及び財

産を承継するとし、第６項で、伊那消防組合の解散に伴い、同組合の決算につきま

しては、広域連合の監査員が審査を行い、広域連合議会の認定に付するとするもの

でございます。また、第７項では、伊那消防組合の消防職員であって伊那から派遣

されたいた者及び伊南行政組合の職員は、広域連合の職員として任用するものでご

ざいます。 

 ５ページにお戻りをいただきまして、附則でございます。この規約につきまして



 

は、許可の日から施行するものでございます。ただし、第４条、第５条及び別表の

改正につきましては、平成27年４月１日から施行するものでございます。 

 続きまして、議案第20号にかかわります細部説明を申し上げます。 

 同様に、平成27年３月31日をもって、伊那消防組合が解散することに伴い、上伊

那地域公平委員会を共同設置する地方公共団体から伊那消防組合を脱退させ、及び

上伊那地域公平員会共同設置規約を変更することについて、地方自治法の規定によ

り、議会の議決を求めるものでございます。 

 それでは、新旧対照表によりまして説明を申し上げます。 

 第４条、第６条につきましては、文言の整理となります。 

 次の別表でございますが、第１条では、地方自治法の規定に基づき、共同して設

置する関係団体を別表で定めるとしておりますが、この別表から伊那消防組合を削

除するものでございます。 

 お戻りをいただきまして、附則でございますが、この規約につきましては、平成

27年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第16号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第17号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） これは、17号も18号も同じ文章になっていますが、大体、

伊那消防組合を解散するということはみんなが了承している方向だと思うんですが、

この議題として、解散することを議決するということだと思うんですが、協議する

ためという、そうすると、一体何を議決するのかというところが、ちょっと私は不

明確だと思うんで、伊那消防組合を３月31日をもって解散するというような議決な

のかというふうに思うんですが、ちょっと、この協議するためという文章と含めて、

どういう解釈なのか、お聞きします。 

議  長（原  悟郎） 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） 議案第17号、それから18号につきまして、両方とも同じ

ことになりますけれども、そこにも書いてあります、地方自治法の規定によりとい

うふうに書いてありますけれども、例えば、288条の規定では、解散について定め

てあります。一部事務組合を解散しようとするときは、構成団体の協議により、総

務大臣だとか、都道府県知事に届けなければならないというふうになっています。

290条では、議会の議決を要する協議というふうな形に入っております。こういう

ふうに定めておりますけれども、先ほど言った286条等の関係については、関係地



 

方公共団体の議会の議決を経なければならないというふうに定めてありますので、

この地方自治法に基づいて、今回お願いするものであります。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） そのとおり、事情はわかります。ですから、解散をする

ということを議決するということだと思うんですが、ちょっと、そこのところの意

味をお聞きしたいということです。 

議  長（原  悟郎） 松澤総務課長。 

総務課長（松澤 伸夫） 解散するということで議決をお願いしたいということで

す。 

議  長（原  悟郎） ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） これで質疑を終わります。 

 議案第18号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 議案第19号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 議案第20号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 次に、議案第21号「南箕輪村村道路線の認定について」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第21号「南箕輪村村道路線の認定について」、提案

理由を申し上げます。 

 本案は、北殿中部保育園南西に10区画の宅地が造成されたことに伴い、造成地内

の道路を村に寄附したい申し出がありましたので、この道路を新たに村道路線に認

定するものです。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい

ただき、原案どおりの決定をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 細部説明を求めます。 

 出羽澤建設水道課長。 



 

建設水道課長（出羽澤平治） それでは、議案第21号「南箕輪村村道路線の認定に

ついて」の細部説明を申し上げます。 

 議案書の２ページに案内図がありますので、ごらんください。 

 認定する道路路線は10区画の宅地造成が行われました区画内で、内側の４区画の

宅地が東側の村道1202号線と南側の村道1172号線に接続するように配置された赤く

示されたところであります。 

 道路状況について御説明いたしたいと思います。３ページの認定路線図と１ペー

ジをあわせてごらんいただきたいと思います。 

 今回認定する道路の路線番号は1265号線です。宅地造成された南箕輪村字禅門

3015番地20の先から同3015番地23の先まで、延長72.9メートルであります。幅員に

つきましては、５メートルから、コーナーと村道1202号線に接続する隅切り幅を含

む、最大９メートルの道路であります。この道路につきましては舗装済みとなって

おります。 

 以上、議案第21号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 議案第21号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） このような村道にしたいということから工事が始まる場

合、村にはどのぐらい前からそういう協議が始まるんですか、お聞きします。 

議  長（原  悟郎） 出羽澤建設水道課長。 

建設水道課長（出羽澤平治） この工事の件につきましては、まず、造成に伴う下

水道、水道、それぞれの施設の設置に関して、あらかじめ計画が可能かどうかとい

うところから話が始まってまいります。その中で、宅地造成におきまして、道路と

の接続状況を見ながら、この道路が建築基準法で定められた道路に該当するのか、

しないのか、そういう検討が行われる中で、村へ、じゃあ、この道路につきまして

は、将来的なことを考えて寄附したいので、村道認定をお願いしますとか、そうい

った協議が行われるものであります。 

 したがいまして、いつごろかという話になりますと、そもそもの造成の計画がさ

れた段階から、道路形状等についての相談が行われるものであります。 

 以上であります。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） これで質疑を終わります。 

 議案第22号「監査委員の選任について」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 



 

村  長（唐木 一直） 議案第22号「監査委員の選任について」の提案理由を申

し上げます。 

 本案は、有賀松雄監査委員が、平成27年１月31日をもって任期満了となります。

新たに、原浩氏を選任いたしたく、地方自治法第196条第１項の規定により、議会

の同意を求めるものであります。 

 議案書をごらんいただきたいと思います。 

 住所は南箕輪村6072番地１、氏名は原浩氏、生年月日は昭和21年10月12日生まれ、

満68歳であります。なお、略歴につきましては、添付資料をごらんいただきたいと

思います。 

 有賀現監査委員につきましては、１期ということでありまして、２期目もという

お願いをいたしましたが、一身上の都合で１月31日をもって退任をしたいという強

い意志でございましたので、原浩氏にお願いをすることといたしました。よろしく

お願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 議案第22号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 これから、議案に対する討論、採決を行います。 

 議案第11号「平成26年度南箕輪村一般会計補正予算（第７号）」の討論を行いま

す。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第11号を採決いたします。 

 議案第11号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第11号「平成26年度南箕輪村一般会計補正予算（第７号）」は

原案のとおり可決されました。 

 続いて、議案第22号「監査委員の選任について」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第22号を採決いたします。 

 議案第22号は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 



 

 したがって、議案第22号「監査委員の選任について」は同意することに決定いた

しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日は、これで散会いたします。 

 御苦労さまでした。 

事務局長（堀  正弘） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕お疲れさ

までした。 

 

   散会 午前１１時４０分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議 事 日 程（第２号） 

平成２６年１２月１０日（水曜日） 午前９時００分 開議 

 

第１ 一般質問（受付順位第１番から） 

      ５番  加 藤 泰 久 

      ４番  小 坂 泰 夫 

      ７番  山 口 守 夫 

      ３番  山 﨑 文 直 

      ９番  唐 澤 由 江 

      ８番  都 志 今朝一 

 

 

 



 

○出席議員（１０名） 

 １番 百 瀬 輝 和   ６番 丸 山   豊 

 ２番 久保村 義 輝   ７番 山 口 守 夫 

 ３番 山 﨑 文 直   ８番 都 志 今朝一 

 ４番 小 坂 泰 夫   ９番 唐 澤 由 江 

 ５番 加 藤 泰 久  １０番 原   悟 郎 

 

 

○欠席議員 

   なし 

 

 

○説明のため出席した者 

村 長 唐 木 一 直  子育て支援課長 有 賀 由起子 

副 村 長 原   茂 樹  産 業 課 長 唐 澤 孝 男 

教 育 長 征 矢   鑑  建設水道課長 出羽澤 平 治 

総 務 課 長 松 澤 伸 夫  教 育 次 長 伊 藤 泰 子 

会計管理者 平 嶋 寛 秋  代表監査委員 有 賀 松 雄 

財 務 課 長 山 﨑 久 雄  教育委員長 清 水 篤 彦 

住民福祉課長 藤 田 貞 文    

 

 

○職務のため出席した者 

   議会事務局長   堀   正 弘 

   議会事務局次長   城 取 晴 美 

 

 



 

会議のてんまつ 

平成２６年１２月１０日    午前９時００分 開議 

 

事務局長（堀  正弘） 御起立願います。〔一同起立〕おはようございます。 

〔一同「おはようございます」着席〕 

議  長（原  悟郎） 大変御苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の

会議を開きます。 

 本日より一般質問を行います。本定例会の一般質問は、一問一答方式により行い

ます。質問時間は、答弁も含め１人50分とします。時刻掲示板を確認しながら、時

間内で、質問、答弁を終わらせるようにお願いいたします。件名ごとに、それぞれ

的確な質問、答弁をお願いいたし、また発言は、挙手をし、議長の許可を得てから

行ってください。 

 それでは、質問順に発言を許可いたします。 

 ５番、加藤泰久議員。 

５  番（加藤 泰久） おはようございます。５番、加藤泰久です。 

 通告どおり、３件について質問をいたします。 

 ことしも、余すところ20日ほどとなりまして、１年の過ぎる早さを感じるところ

であります。顧みますと、県内は、自然の猛威にさらされた１年でありました。御

嶽山の噴火があり、県北部の地震により、大きな被害を受けている中で、一日も早

い復興を願うものであります。 

 当村においては、天候にも恵まれ、果樹、お米、野菜等の農産物も平均並み、ま

た、それ以上の豊作ということで、村民生活においても、平穏無事な１年であった

ように思われております。それについても、自然に対しての畏敬の念を感じ、感謝

するところであります。 

 村行政においても、人口増、子育て支援など、行政視察に多くの団体が来村し、

保育園、小学校の増築等が報じられ、話題となっております。 

 そんな中で、高齢化率も22％台になり、確実に高齢化が進んでおります。私も高

齢者というような該当者がおりまして、高齢者福祉について、細かい内容について、

もっと理解を深めることが必要かと思いまして、質問をいたします。 

 要支援、要介護の認定者数の現状と今後の動向について質問をいたします。よろ

しくお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ５番、加藤泰久議員の御質問にお答え申し上げます。 

 高齢者福祉について、要支援、要介護認定者の現状と今後の動向との御質問でご



 

ざいます。 

 本村では、人口が増加し、12月１日現在の人口は１万5,092人となっております。

特に、10月、11月の人口につきましては、一月に20人余増加をしておるというよう

な状況となっておるところであります。一時は、若干減少する月もありましたが、

この二月、40人余ふえておるというような状況となっております。そういった中で、

県下一若い村ではありますが、高齢化率は22.2％と上昇し、高齢化は着実に進んで

おります。 

 平成24年度から平成26年度までの第５期高齢者福祉計画・介護保険事業計画期間

中における65歳以上の高齢者人口及び高齢化率の推移を申し上げます。ともに10月

１日現在でありますが、平成24年度では3,057人で20.5％、平成25年度では3,181人

で21.1％、平成26年度では3,311人で22％となっており、10月１日現在の比較、こ

の２年間で、65歳以上の人口は254人増加し、高齢化率でも1.5％増加しております。

また、要介護認定者につきましても、同計画期間中の実績といたしまして、ともに

10月１日現在、平成24年度は、要支援認定者を含みまして410人、平成25年度では

459人、平成26年度では469人となっており、２年間で、要介護認定者数につきまし

ても59人増加しておるという状況であります。 

 今後の要介護認定者の見込みにつきましては、10月に設置されました福祉計画策

定懇話会において、平成27年度から平成29年度までの第６期高齢者福祉計画・介護

保険事業計画を策定していく中で、現在、その推計作業を進めております。今後も

高齢者人口、高齢化率、要介護認定者数等は増加していくものと見込んでおります

が、具体的に数値につきましては、今、算定中でありますので、算定ができ次第、

また議会にも報告を申し上げてまいりますので、そんな点は御理解をお願いいたし

ます。 

 本村の場合には、人口も緩やかではありますけれども増加しております。それに

伴いまして、いろんな皆さん増加をしていくという、こんな予想をしておるところ

でありますので、高齢者福祉につきましても、これから大変な状況が訪れてまいり

ます。そういった面につきましても、しっかりと対応していかなければならないと

考えておるところでございます。したがいまして、今、推計中ということで御理解

をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） ５番、加藤泰久議員。 

５  番（加藤 泰久） 今後とも増加が予想される中で、適切な対応をお願いし

たいところでございます。 

 続きまして、認定者の施設利用状況ということで質問をいたしますが、国は、今

後、在宅介護を進めるような方針と聞いております。認定者の施設入所、または利

用状況はどのようになっておりますか、質問をいたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 国の動向につきましては、今、御指摘がありましたよう



 

に、在宅介護を中心として進めていくという方針が出ておるところであります。し

かし、高齢者福祉につきましては、在宅介護と施設入所、このことを併用していか

なければならないだろうというふうに思っておるところであります。在宅で見られ

る方は、それが理想でありますけれども、そうでない皆さんのおいでになりますの

で、施設入所ということも進めていかなければならないというふうに私自身は思っ

ておるところでございます。 

 施設入所につきましては、平成26年９月審査分において、介護老人福祉施設に50

人、介護老人保健施設に25人、介護療養型医療施設４人で、合計で79人となってお

ります。これに、今、地域密着型の施設がふえてきておりますので、地域密着型介

護老人福祉施設に27人、入所対応型共同生活介護施設に11人であります。合わせま

すと、117人が施設利用となっております。この人数につきましては、要介護認定

者の31.7％となっており、大勢の皆さんが施設利用をなされておるという実態であ

ります。 

 特別養護老人ホームにつきましては、現在、入所希望の待機者が35名いる状況で

あります。全ての施設が満床でありますので、空きが出たところから、上伊那圏域

全体での入所調整を行っております。したがいまして、今後も大幅な入所者の増加

というのは見込めない状況であります。 

 平成27年度から、御承知のとおり、保険制度が改正となり、特別養護老人ホーム

の入所者は原則要介護３以上に限定をされてまいります。施設入所者の見込みにつ

きましては、今後、施設整備目標を上伊那圏域で調整する中で検討していくことと

なっておるところでございます。 

 施設入所利用状況は以上でございます。 

議  長（原  悟郎） ５番、加藤泰久議員。 

５  番（加藤 泰久） いずれにしましても、長い人生を生きた方々でございま

すので、手厚い看護を希望するものであります。そして、ただいまも出ましたよう

に、民間施設の利用も推し進めていっていただきたいと思っております。 

 続きまして、社会福祉協議会への委託事業はということで質問をさせていただき

ます。 

 住民福祉課による高齢者福祉事業により、少ない事業で広範囲な事業を熱心に進

めておっていただきますが、社会福祉事業への委託事業はどのような事業があるか、

またそれに伴うところの課題があったら、お聞かせ願いたいと思います。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 社会福祉協議会への委託事業の御質問であります。 

 基本的には、高齢者が住みなれた地域で、心身ともに、健康で安心した生活を継

続するための事業を委託しておるところであります。 

 事業内容といたしましては、高齢者等配食サービス事業、福祉移送サービス事業、

軽度生活支援事業、これはホームヘルプサービス事業と言われております、障害者



 

支援者や高齢者との交流の場としての地域活動支援センター事業、介護保険の地域

支援事業といたしまして、お達者筋トレ事業、げんきアップクラブ事業、ゆうゆう

トレーニング教室事業の７事業について委託をしております。予算的には、約

2,400万円の規模となっております。その中のげんきアップクラブでありますが、

お元気な高齢者の約250人が、月に２回、各地区の公民館で、筋力トレーニングや

脳内トレーニング、介護予防講話等を通じて、健康寿命を延ばし、介護予防の意識

を高めていただく取り組みに参加いただいております。今年度で３年目となります

が、アンケートをとる中で、参加者のニーズにお応えができ得る新たなメニューを

検討し、内容の充実を図って、さらに多くの皆さんに参加いただけるように、そん

なことに努めておるところでございます。 

 これらの委託事業につきましても、介護保険制度の改正により、介護予防給付事

業から地域支援事業に移行する事業との調整や整備が必要となってまいります。福

祉計画策定懇話会の中で、この辺につきましては検討をしておるところでございま

す。 

 これからは、やはり地域福祉を担っていくには、社会福祉協議会や、あるいは村

内にも民間事業所があるわけでありますので、その役割が大きくなってまいります。

社会福祉協議会や民間事業所との連携というのが大変重要となってまいりますので、

その辺も密にしながら、高齢者福祉に対応していく必要があるというふうに考えて

おります。この辺の連絡会というのも設けておりますのが、もう少し連携を密にで

きるような、そんな方策が必要かなというふうに感じておりますので、その辺につ

きましてはしっかりとやっていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ５番、加藤泰久議員。 

５  番（加藤 泰久） より多くの分野を担当する部分でありますが、より連携

を密にして、ますます利用者が利用しやすいような形をとっていっていただきたい

と思います。 

 続きまして、２番目のふるさと納税について質問をいたします。 

 ふるさと納税については、以前にも私が質問をいたしましたが、質問の答弁の中

に、村長のこの制度には少し疑念があるというようなふうにお聞きいたしましたが、

この制度もちょっと過剰になり過ぎて、競争が激しくなっているという部分では問

題があるかと思いますが、その後も飯島町等のふるさと納税についての新聞報道等

もあったりした中で、私もここでいろいろ研究してみましたが、これはふるさと納

税と申しましても、寄附行為でありまして、寄附をされる、納税をされる方は、１

万円で2,000円を差し引いて、その差し引いた額が税の控除となるというような、

寄附者においてもプラスがあるわけであります。また、寄附された金額についても、

村づくりで、村のために使っていきたいと、このようにホームページでも、寄附し

ていただいた方に、豊かな緑を守り、安全で安心な元気で住みたい村というような



 

ものに使っていくというようにも記載されております。 

 ３本目には、そこにお返しということで、特産品が贈られるわけでございますが、

村の特産品生産農家や業者の宣伝、コマーシャル等にも使い、それぞれの特産品を

生産する方、使っている方にも利用があるというようなことで、これは一石三鳥じ

ゃないかというようなふうに私は考えるところであります。 

 村のホームページにも、それぞれの特産品が提示されておりまして、納税者の希

望に沿ったのものがたくさんあるわけでございますが、特産品のリンゴとか、そう

いうものは、やっぱりシーズン的なものがあるので、品切れになるというようなこ

とがございますが、個人農家と契約等をする中で、また、ＪＡ上伊那から買うとい

う形ではなく、村内農家、名前が出ているような個人農家の何とか農園というよう

な方の契約をしていただいて、味は絶対おいしいものですから、リピーターがふえ

るような対応をお願いできればと思っております。また、村内企業や村内の商工業

者にも呼びかけて、より多くのものをそろえていただければと思うところでありま

す。 

 飯島町もホームページが充実しているというようなことでありましたので、ちょ

っと見てみましたけれども、やはり飯島町には、シンビジウムとか、花卉類、花卉

の関係やら、キノコやら、みそとか、その地域にある特産品が載っておりますし、

それぞれの企業が売っている特産品が載っております。 

 村内でも、より細かな対応をということで積極的に対応していただきたいと、こ

のようなことで質問をいたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ふるさと納税の御質問でございます。 

 このふるさと納税の質問につきましては、過去、複数の議員から御質問いただい

た経過もあり、重複をする部分もあろうかと思いますが、そんな点は御容赦をいた

だきたいと思います。 

 まず、このふるさと納税制度につきましては、私自身の考え方を申し上げます。

ふるさと納税につきましては、ふるさとを思うという部分で創設された部分、ある

いは元気になるような、こういう市町村を応援していくという制度でありますので、

ふるさと納税本来の趣旨からいきますと、私は、南箕輪にふるさとということで、

そういう皆さんが納税をしていただくということが一番いいだろうというふうには

思っておるところであります。例えば、ここを出ていって、両親がこちらにいて、

いろんな部分で行政にお世話になっておるというような皆さんが寄附をしていただ

くことが、私は本来の趣旨であろうというふうに思っておるところでございますけ

れども、しかし、制度は制度としてありますので、いかにこのふるさと納税をふや

していくかということも考えていかなければならないところであります。 

 平成25年度実績で申しますと、寄附件数が31件で、寄附金額が100万円でありま

した。今年度につきましては、10月末現在でありますけれども、225件、284万円と、



 

件数が大幅に増加をしている状況であります。 

 この要因につきましては、昨年から対応しております村のホームページ上で、見

本写真を見て、特産品を選択できるようにしたことに加えまして、申し込み手続が

ホームページのホーム上で入力が可能となり、申し込み、記入といった煩わしさが

解消されたことが上げられておるところであります。また、昨年から、テレビなど

のメディアに、ふるさと納税が取り上げられる機会がふえ、ふるさと納税専門のポ

ータルサイトが複数立ち上がり、自治体の情報や特産品の種類等の情報を得やすく

なったことも要因であると考えております。 

 当村の特産品につきましては、現在では、特産品協力事業者５社、品目も３万円

以上の寄附者に対して８種類、１万円以上３万円未満に対しては15種類と、充実を

させてきたところであります。 

 一方では、この特産品の豪華さを競うといった、本来の寄附目的と異なる実態を

疑問視する声も、これは確かにあるわけであります。しかし、県内でも市町村によ

っては、数億円の寄附金が寄せられているといった内容が報道されておるところで

あります。したがいまして、このような状況の中で、この制度をどう利用していく

かということは重要なことでありますので、本村でも本格的に取り組んでまいりた

いというふうに考えておるところでございます。 

 ふるさと納税で一番いいのが、産業振興に結びついたようなふるさと納税にでき

ることが、より理想であるというふうに思っております。本村の特産品を寄附者に

送るという、そういったものが定着すればいいなというふうに思っておるところで

ございますので、今、議員御指摘のような、そんな面におきましては、これからも

検討しながら、実施できるところから実施をしていきたいというふうに思いますの

で、そんな点は御理解をお願いしたいというふうに思います。 

 確実にふえてきておりますけれども、まだまだ本村は少ない状況でございますの

で、この枠をどうふやしていくかということは、やはり真剣に捉え、考えていく必

要があるというふうに思っております。同時に、先ほど申し上げましたが、産業振

興と結びつくふるさと納税制度にしていければ理想でありますので、そんなことも

考えてまいりたいというふうに思っております。また、最近の報道の中でも、カー

ド決済で利用者が大幅に増加したというような報道もあったところでありますので、

そういったことも研究をしていく必要があるというふうに思っております。これか

らも力を入れてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ５番、加藤泰久議員。 

５  番（加藤 泰久） より多くの納税者が、喜んで南箕輪に寄附をしていただ

き、南箕輪の特産品を食べていただき、南箕輪を宣伝していただけるようであって

ほしいと。また、これが、６次産業にも通じる部分があるかと思いますので、今後、

より積極的な対応をお願いするところでございます。 



 

 続きまして、３番目の南箕輪村の記念日について質問をいたします。 

 昨年は、大量の雪のために延期となりましたが、ことしも、第２回目の記念日の

イベントがあるかと思います。そのイベントの計画についてはどのようなものがあ

るか、お聞かせ願いたいと思います。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 南箕輪村の日の記念日についての御質問であります。 

 第２回目のイベントの計画があるかどうかという御質問でありますが、この記念

日につきましては、昨年の６月、南箕輪村の日制定後、ことしの２月18日に、プレ

ミアム商品券の販売、村内の保育園、小中学校で記念給食を実施したところであり

ます。式典につきましては、御指摘のように、大雪にために６月に開催をいたしま

した。 

 この南箕輪村の日制定後の取り組みといたしましては、毎年何かイベントを開催

するということではなくて、息の長い事業となるよう取り組むことが重要だと思っ

ております。したがいまして、基本的には、村報を通じて、村民への周知を図ると

ともに、役場庁舎への垂れ幕によるＰＲ、また、ことしも村内の保育園、小中学校

における特別メニュー給食を実施して、あわせて平成27年度、来年度からになりま

すが、毎年11月３日に行っておりました南箕輪村の表彰式を南箕輪村の日に合わせ

て、２月に開催していければというようなことも今検討しておるところであります。

イベントにつきましては、５年、10年といった節目で、いろんなイベントをやって

いく必要があるというふうには思っておるところでございます。 

 また、村報等でも、今、南箕輪村の昔話の特集を行っております。12月号の村報

でも行ったところであります。また、現在、大芝の湯でも、南箕輪の昔話の原画の

展示をしております。こういったことも一連の南箕輪村の日制定の部分で行ってお

るところでございます。 

 いずれにいたしましても、いろんなことを通じまして、ふるさとを愛する心を育

むことが重要でありますので、そんなことはこれからも考えていきたいというふう

に思っておるところであります。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ５番、加藤泰久議員。 

５  番（加藤 泰久） 村民の要望を入れて、村民が参加しやすい記念日である

ことを要望します。また、昨年行われましたプレミアム商品券発売等も、ぜひとも、

ことしも行っていただければいいかと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

議  長（原  悟郎） ２番の答弁は要りませんか。 

５  番（加藤 泰久） 先に、村長さんに言っていただきましたので、その要望

も含まれておると思いますので、結構でございます。 

議  長（原  悟郎） １点だけ、それじゃあ、唐木村長。 



 

村  長（唐木 一直） 今、商品券の発行というような御要望もあったところで

あります。これにつきましては、今、国で、動向がどうなるかわかりませんけれど

も、緊急経済対策として、個人消費を喚起することを重点に置きながら、商品券の

発行などを支援する、仮称ではありますが、地域住民生活緊急支援交付金が創設さ

れるというような報道もあるところでありますので、その辺の動向を注視しながら

対応してまいりたいというふうに思っております。そういったものが、補正予算と

して組まれれば、村も積極的に活用していく必要があるんではないかというふうに

思っておりますので、その辺は国の動向を注視してまいりますので、よろしくお願

いいたします。 

議  長（原  悟郎） ５番、加藤泰久議員。 

５  番（加藤 泰久） このプレミアム商品券につきましても、購入した村民の

方、またそれを使っていただいた村内商店等につきましても、大変喜んでおるとこ

ろでございますので、ぜひとも、これを要望するところであります。 

 以上で、私の質問を終わります。 

議  長（原  悟郎） これで、５番、加藤泰久議員の質問は終わります。 

 続きまして、４番、小坂泰夫議員。 

４  番（小坂 泰夫） 議席番号４番、小坂泰夫です。 

 私からは、事前に通告いたしました三つの大きな質問をいたしたいと思います。 

 まず、一つ目の質問です。 

 先ほどの議員の質問のお話の中にもありましたけれど、ことしは、全国の町村、

多くは議会だと思いますけれど、町村の議会からの視察が相次ぎました。これは我

が議会の宣伝にもなりますが、我が議会が、全国の町村の中でたった二つだけ、北

海道の町と我が村が特別表彰を受けたと。そして、我が原議長が、全国議長会にお

いて、パネリストとして代表してしゃべったということがやはりきっかけになった

のか、全国の町村議会の視察が相次ぎ、私が知る限り、20を超えた町村が視察に来

られたんだと思っております。 

 これらを通じまして、恐らく多くの視察に来られた全国の町村は、基本的に人口

減少、例えば、子供も少なかったり、そういったこの村とは対比するような状態を

迎えておられる町村が多かったのではないかと思います。もし、逆に我が村と似た

ような状況の町村があったのなら、そこら辺もお尋ねしたいんですけれど、これら

を通じて、村として、その視察に対応され、我が村の現状や課題も他の町村に説明

をしたと思いますけれど、せっかく全国から町村が来たのですから、ほかの全国の

町村の現状も、村長は多くお聞きになったと思います。そんなことを通じて、我が

村の現状や課題が、対比することで浮き彫りになったのではないかと思いますので、

これらを通じて、余りめったにない機会だったと思いますので、この機会を通じて、

村長はどんなふうに所見、感想をお持ちになり、また村の今後のあるべき方向性、

通告書にはこのように書きましたけれど、今後のあるべき方向性という大きな方向



 

性、あるいは今回の議会の初めの村長の挨拶にありましたけれど、ここ数年迎える

村の施策、急務と思われる村長の今後の村のあり方についてお尋ねいたします。 

議  長（原  悟郎） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ４番、小坂泰夫議員の御質問にお答えをいたします。 

 全国から多くの視察が来た、それに対する課題や所見をという御質問でございま

す。 

 御質問の趣旨にありましたように、全国町村議長会で、本議会が特別表彰を受け、

その席での原議長の報告にインパクトがあり、それ以降、人口増加、あるいは議会

改革等に、全国で21の町村議会からの視察が相次ぎ、その対応に追われた１年とな

りました。南箕輪村の名を全国に広めていただきましたことに、私としても感謝を

しておるところであります。 

 多くは、長野県の村で、なぜ人口が増加するのか、このことが不思議なようであ

りました。質問内容といたしましては、子育て施策等への質問が相次いだところで

あります。 

 視察をいただいた町村というのは、人口が減少し、将来にわたりどうしたらよい

かという危機感を持っておりました。多くの町村は、中山間地の町村でありました

が、一部、都市部の周辺の町村もあったところであります。こうした町村におきま

しても、人口減少ということが悩みだというお話もお聞きしたところであります。

こうした状況を見れば、人口減少が全国的に大きな課題であることが伺えたところ

であります。本当に中山間地だけではなくて、都市部の周辺というような町村もあ

りましたので、私はそのことにむしろ驚いたという感想でございます。 

 財政状況等もいろんな角度で見させていただきましたが、こういった町村につき

ましては、ほとんど地方交付税がその収入の主体でありました。そんなことを考え

れば、本村は本当に恵まれているんだなという思いが強まったところであります。 

 人口につきましては、本村はいまだに増加しております。一時ほどのことはあり

ません。これは全国的に、もう人口減少時代に入っておりますので、全国的に人口

がふえたときほどの人口増加というのはないわけでありますけれども、それでもこ

とし１年、六十数名の人口がふえておるわけでありますので、そんな点は、人口減

少時代に大変ありがたいことだなというふうに思っておるところであります。 

 当面は、常々申し上げておりますけれども、この人口増加対応に一定のめどをつ

けていかなければならない、ここ２年間、このことを集中的にやってまいりたいと

思っておりますし、そういった一定のめどをつけながら、これからは人口の定住促

進に向けて、可能な検討をしていかなければならないというふうに思っておるとこ

ろであります。本村の場合でも、いつまでも人口がふえるという状況というわけに

はいかないというふうに思っておりますので、定住促進ということにも力を入れて

いかなければならないというふうに考えております。 



 

 また、今回の視察を通じまして、子育て施策等への質問が相次いだ、こんなこと

を思いますと、今まで実施をしてきた施策の方向性は間違っていなかった、正しか

ったんではないかと今考えておるところでありますし、職員にも、自信を持って職

務を推進するよう指示をしたところであります。 

 都市と地方の人口格差をどうしていくのか、課題も多いところでありますが、こ

の問題というのは、より広域的に検討していかなければならない問題であり、都市

部との時間短縮や雇用確保対策等々、検討の素材となり始めたところであります。

上伊那広域連合でも、人口減少問題、真剣に検討するようになってまいりましたの

で、そんな点ではより広域的にそういった方策ができていくんではないかと思って

おります。本村を含めて、上伊那地域というのは、景観や自然環境に恵まれており

ます。こうした状況を生かしながら、農業、商工業関係者と連携をとりながら、産

業施策を進めていくことが大切であるというふうに思っておりますし、その機運が、

今申し上げましたように、広域的にも出てまいりましたので、期待をしておるとこ

ろであります。 

 加えて、本村の状況といたしましては、平成28年４月に、南信工科短期大学校が

開校され、さらに教育機関が充実してまいります。本村には、これで、高校もあり、

大学もある、それに加えまして、短期大学校でありますけれども短大があるという、

本当に教育環境に恵まれた村となってまいりましたので、こうした恵まれた環境を

どう生かしていくか、このことを模索していかなければなりませんし、真剣に考え

ていかなければならないと思っておるところであります。 

 課題といたしましては、視察に訪れた多くの町村では、この危機感という部分が

非常に強かったわけであります。本村の場合には、他地域と比べると、そういった

危機感が薄いのではないかと、このことは私も感じたところであります。人口はふ

えておりますし、それなりに発展をしております。それなりという言葉を使わせて

いただきますけれど、発展をしてきておりますので、村民の皆さんに、そういった

危機感が薄いんじゃないかなということは感じたところでありますし、イルミネー

ションフェスティバルをやっております実行委員の皆さんからも、ほかの地域は本

当に危機感があるよと、本村の場合は本当に恵まれているので、そういったことが

薄いんじゃないかという御指摘もいただいておるところであります。これは、前々

から、そういう部分もあるところであります。この辺の問題につきましては、時間

もかかると思いますが、どうやったら危機感を持っていただけるか、検討し続けて

いく必要があるというふうに考えておるところであります。 

 また、村のあるべき方向性につきましては、今、第５次総合計画を策定中であり

ます。この策定に関しましては、一般の村民の方、あるいは高校生や小中学生から

のアンケートもいただいておりますので、またその過程におきまして、ワークショ

ップ形式でのそういった若い皆さんとの懇談も委員会として実施しております。そ

ういった中で示していければいいなというふうに思っております。 



 

 私は、前々から申し上げておりますように、本当に、この村で心豊かに暮らすこ

とができる、こういったことが一番必要かなというふうに思っております。そのた

めには、福祉施策も充実をさせていかなければなりません。これは、子育て施策を

含めてであります。さらには、一番重要なことは、やはり働く場所の問題でありま

す。働く場所がなければ、定住促進というのは難しいというふうに思いますので、

この辺もより広域的に広い範囲で考えていく必要があるというふうに思っておると

ころであります。 

 全般を通じまして、恵まれておるという感想は持ったところであります。その豊

かさをどうこれから村の発展につなげていくか、このことを真剣に考えていく必要

があると強く感じた１年となったところであります。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ４番、小坂泰夫議員。 

４  番（小坂 泰夫） 今の御答弁で、私としましては、村民に対して、現在の

村の状況や、また近年、村が進んでいくべき方向を村長に本当にわかりやすく示し

ていただいたと思いますので、次の質問に入っていきますけれど。我が村は、私が

感じる中では、日本全国、この村も御多分に漏れないはずの不景気の中で、なぜか

この村だけ、まるで例えば、高度経済成長期、私が生まれ育った高度経済成長期、

あるいはバブル期のような、行政としての施策は前向きな施策をやっていかなくて

は、全国的に珍しい状態にあるわけですけれど、ただ、全国的、上伊那は衰退とい

うか、非常に厳しい現状がある中で、非常に特異、変わっているというか、大変な

状況でありますので、これはこれで我が村の特筆、今、恵まれた環境という村長の

言葉がありましたけれど、恵まれた環境だからこそ、村民の危機感が薄いというの

が我が村の本来の危機感であるべきだと思いますので、そこら辺を促すためにも、

次の質問に入っていきたいと思います。 

 ２番目としまして、例えば、主には観光の質問をするんですけれど、農業の施策

的にも絡んできますので、農業の話も含みます。 

 農政的、あるいは６次産業化検討ワーキングチームさんが、いろんな活動をされ

て、農業に親しむような活動、また、あるいは今回村報の12月号に、挟み込みでイ

ベントの紹介があります。お正月用餅つき体験のお知らせということで、伝統の古

代米、白毛餅、餅つきを体験しませんかというような、中身を見ますと、非常に面

白そうなイベント、10組限りの申し込みしかできませんので、積極的に応募される

べきだなと思いますけれど、こういった活動、また今、村というか、６次産業化ワ

ーキングチームのほうから出されましたレトルトカレーの商品開発ということで、

今議会の補正予算のほうにも上げられましたけれど、そういった商品開発、また来

年に予定されておりますトレイルラン、バーティカルリミットの山を走って上り下

りするというような大会などの開催、意欲的な事業、こういった活動計画は本当に

すばらしいものだと私は思います。 



 

 そんな中ですが、今後、例えば、この６次産業化の検討ワーキングチームが２年

間ということでお聞きしておりますので、いずれワーキングチームはなくなるんだ

と思いますが、観光協会が来春から設立され、また従来の産業課、商工観光係と、

観光に関係する事業やイベントを検討している組織というか、団体といいますか、

そういったものが複数村内にありますし、また発生していくような状況があるのか

なと。そこで、ここにはすみ分けと協力というふうに書きましたけれど、私として

は村の観光施策をどこが主体的に引っ張っていくのか、役場で言いますと産業課と

いうことになるのかなという気はしますけれど、村の観光施策、大きな方向性を導

いていくのはどの組織や誰というか、どんな役職になっていくのかが、ちょっと見

えにくい状況になっているかなと思いますので、質問もわかりにくくて申しわけあ

りませんけれど、村の観光施策のリーダー、方向性は、どこが担っていくのか、そ

ういった質問をさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ６次産業化から始まりまして、観光面での質問でござい

ます。 

 観光、どこが担っていくのか、この問題につきましては、端的に申し上げれば、

すみ分けというのは大変難しいなというふうに思います。連携、協力し合ってやっ

ていくということがいいんではないかというふうに思っております。したがいまし

て、主体的には産業課が観光事業の主体課となってまいりますが、それに観光協会

が連携をして、いろんな事業をやっていくということが理想でありますので、そう

いったことをこれから模索してまいりたいと思っております。 

 まだ、設立ができていない状況であります。発起人会議、12月に入りましてやり

ました。４月をめどに発足をさせていくということで確認をし、これから会員募集

を始めるところであります。多くの会員の皆さんが集まるように考えておるところ

であります。個人会員も募集するということでありますので、ぜひ議員の皆さんに

は、全員、個人会員になっていただければというふうに考えておるところでありま

す。 

 ６次産業化の部分でございます。観光を含めてでありますけれども、ようやく本

村も、ややおくれぎみであったこういった事業に取り組みを始めたところでありま

す。６次産業化、あるいは観光協会の設立、観光事業の充実、こういったことに取

り組み始めた１年であったのかなというふうに思っておるところであります。 

 ６次産業化につきましては、若い皆さんを中心にワーキンググループを結成して、

毎月、会議の中で検討を行っておるところであります。その中から、地元の野菜を

使った料理というようなことと、伝統食、学校給食の伝統食ということで、20年間

にわたるレシピを守り続けておるという特徴を生かしまして、手始めに、レトルト

カレーを商品化することといたしました。本議会の補正予算でもお認めをいただい

たところであります。これは、レトルトカレーというのは、いろんなところで出さ



 

れております。大手の食品メーカーからも出されておるところでありますが、どう

やって差別化を図っていくかというのが一番大切なことでありますので、地元野菜

を使う、そして生産農家の顔が見えるまっくん野菜カードをつけることによって、

食育を勧める商品として差別化も図っていく予定であります。この辺は大変難しい

面もありますけれども、どう差別化を図っていくかということ、この辺に一番ポイ

ントがあるんではないかというふうに考えておるところであります。 

 また、農業も、ある意味では観光と結びつけていかなければならないということ

で、いろんな体験を手がけていただきまして、まっくん田んぼ体験隊をはじめとし

て、各種農業体験イベントの実施、こんなこともやっていただいたところでありま

す。これは、本村としては、本当にことしから取り組みを始めたことでありますの

で、そういった若い皆さんの努力に感謝をしておるところであります。 

 また、一方では、味工房のレストランのあり方も検討し始めました。この辺につ

きましては大変難しい面もありますけれども、今のままでいいということではあり

ませんので、この辺にも検討を加え始めたところであります。そんなことも御理解

をいただきたいというふうに思っておるところであります。 

 観光協会につきましては、来年４月発足に向けて、今取り組んでおるところでご

ざいますので、そんな点も御理解をお願いいたします。 

 来年の６月には、任期２年ということになっておりますので、このワーキングチ

ーム、任期となってまいります。チームで検討、提案した事業で実施可能なものに

つきましては、村が調整役となり、事業を実施できる団体や農業者に振り向けてい

く、こういったことがこれから必要となってまいります。具体的に申しますと、学

校給食レトルトカレーは開発公社、農業観光につながる農業体験イベントにつきま

しては、農業関係者、開発公社等で組織する実行委員会が主体となって取り組むこ

とが考えられます。また、観光協会は、ＰＲやイベントに伴う宿泊施設の案内など

で後押しをする、こういったことになろうかというふうに思います。また、今まで

村の事業として商工観光係が実施してまいりました観光ＰＲイベント、マスコミを

使った観光ＰＲ、観光物産展、観光パンフレットの作成などについては、今後は観

光協会が主体となってやっていただければというふうに考えておるところでありま

す。 

 したがいまして、その辺のすみ分けというのをこれからやっていく段階でござい

ますけれども、基本的には、先ほど申し上げましたように、より連携をし合いなが

らやっていくことが一番いいのではないかというふうに思っております。 

 また、来年５月23日開催予定となっております経ヶ岳バーティカルリミット、ト

レイルランにつきましては、これは実行委員会形式としてやっていきたいと。それ

に観光協会も主体的にかかわっていくという、こんな、今、位置づけをしておると

ころであります。いろんな関係がありますので、実行委員会形式がいいというふう

に私自身は思っておるところでございます。 



 

 本村、さまざまな皆さんの御意見もお伺いをしておりますけれども、観光面での

力の入れ方が少し弱かったというような御指摘もいただいておるところであります

ので、これから観光協会設立に向け、今準備をし、さらにでき上がったときにつき

ましては、この観光事業というのにも力を入れてまいりたいと。これは、まさに産

業振興の部分にも役立ってまいりますし、これからの時代、交流人口をいかにふや

していくかということも真剣に考えていかなければならないことでありますので、

その辺も視野に入れながら、いろんな事業展開をしております。 

 ただ、６次産業化につきましては大変難しい事業でありますので、無理をしない

という部分も考えていかなければならないというふうに、私自身は思っております。

やっていただける、担っていただける団体がなければ、どうにもならない部分でご

ざいますので、その辺はそんな御理解をお願いしたいと思います。６次産業化、う

まくいっているところと、全く行き詰まっているといったところもあるわけであり

ますので、村の重荷といいますか、お荷物にならないような面も考えていかなけれ

ばならないことも重要でありますので、ぜひその辺は御理解をお願いいたします。 

 以上であります。 

議  長（原  悟郎） ４番、小坂泰夫議員。 

４  番（小坂 泰夫） これについても、質問は終えますけれど、例えば、レト

ルトカレーという６次産業化の一つの行きつきどころが出たわけですけれど、実際

にお聞きしますとというか、私も全国的にレトルトカレー、ちょっと興味もありま

して、例えば、昨今、ちょっと淡路島に行く関係がありましたので、そこで、やっ

ぱり淡路島はタマネギが有名ということで、レトルトカレーをやられてまして、価

格帯的にはお土産的なこともあって四、五百円になっているんですけれど、我が村

のレトルトカレーも恐らくそういった価格帯がつけられるのかなと。そこで、ただ、

一般庶民というか、レトルトカレーを買うという感覚においての四、五百円という

のはどうなのかなということで、例えば、そのカレーが村の特徴的なものだと、さ

っき村長は差別化とおっしゃいましたけれど、そういった差別化を図りたいという

ことにおいてのカレーならば、例えば、ちょっと高目でもカレーパンということで、

もう少し単価の安いもので、売れそうなものを考えたらどうかなと、そういった提

案、これは部分的な提案ですので、お答えいただくつもりはないんですけれど、そ

ういったときに、じゃあ、カレーパンにしたらどうかなということを私なりに考え

たときに、それをどこに話に行ったらいいんだろうと。開発公社が今回つくるよう

ですけれど、じゃあ、でもカレーパンとか、また新しい方向性を出すのが、ワーキ

ングチームはなくなった後ということで、開発公社、あるいは商工会関係も協力す

るのかなと思っておりますけれど、商工会のほうからなのかとか、ちょっと方向性

を、やはり村長以外のリーダーがどこにおられて、そういう人たちが具体的に動い

ていくのかというのが、ちょっと今見えにくい状況、さっき村長は連携という言葉

がありましたけれど、まさに我が村の観光の方針というのがちょっと見えにくい状



 

況が現状なのかなと思いますので、そこら辺、村民もそうですけれど、行政として、

また議会として、そっちの方向性を考えていけるようにしたいと思います。よろし

くお願いします。 

 ３番目の質問に移らせていただきます。 

 景観行政団体への移行に関する質問で、今回の議会でも、景観条例の提案がなさ

れており、我が村が、景観保全のためのルールづくりや規制を始めようとしており

ます。その条例の文言にもうたわれております、この美しい景観を守ろう、また、

あるいは美しい景観をつくり出そう、そういったような条例の中にも文言がありま

す。ですが、ともすると、行政が今回のように景観条例をつくるとか、そのルール

や規制、言葉や文字においての政策も大切なんですけれど、それだけで終わってし

まうと、村民には、正直、その施策が実際にどのように行われているというか、村

民が直接目で見て感じるというようなことがないというか、ほとんどわかりにくい

状況なんじゃないのかなと思います。村民にわかりやすい具体的な事業を村が率先

して示していくことも、あわせて大事なのではないかなと思いますので、その点に

ついてお尋ねいたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 景観についての御質問であります。 

 今議会にも、景観条例につきましての御審議をいただいております。来年の４月

１日には、景観行政団体に移行をしてまいります。そんなことで、今、景観につき

ましての事業を進めておるところであります。 

 景観につきましては、より広範囲な、やっぱり広域的な部分というのが必要にな

ってまいりますので、これで伊那市や駒ヶ根市が既に景観行政団体となっておりま

す。これに南箕輪村、箕輪町が加わってまいりますので、より広域的な、そういっ

た面ができるんではないかというふうに考えておるところであります。 

 まずは、村民の皆さんが事業化をしていただく場合には、景観づくりのルールを

守っていただく、このことを一つの柱にしておるところであります。これは、住民

の皆さんにお願いをする部分でございます。 

 景観事業の取り組みといたしましては、既に景観行政団体になっている伊那市や

駒ヶ根市の先進地域では、伊那市では今年度、景観ウオッチング、駒ヶ根市では景

観講演会を開催しております。そういった事業も参考にしながら、今後検討をさせ

ていただきたいというふうに思っておるところであります。 

 景観で一番大切なことは、この美しい自然環境や景観を住民の皆さん全員で守っ

ていただく、このことが当然のことでありますけれども、村独自の部分ということ

になりますと、なかなか難しい部分もございますけれども、やはり身近にできるこ

とにつきましては、住民みずからやっていただきたいという部分もあるわけであり

ますので、そういったことをこれから村として住民に提起をしてまいりたいという

ふうに思っております。 



 

 一番感じるのは、歩道であるとか、道路敷きであるとか、そういったところの雑

草の除去、こういった部分も景観の一つとなってまいりますので、この辺は地域の

住民の皆様に担っていただけなければならない問題であります。この辺をしっかり

と村民の皆さんにお願いをしてきたいというふうに思っております。 

 農地・水の部分、制度は変わりましたけれども、沢尻地区も設立となりまして、

近々締結をする予定であります。これで、村内12地区のうち、６地区がこういった

取り組みをしておりますし、始まるところもあるわけであります。こういったこと

一つ捉えてみましても、本当に住民のそういったいろんな組織というのが、具体的

に動き出しておるということを感じておるところでありますので、そういったとこ

ろにもお願いをしながら、歩道だとか、道路敷きの雑草の除去、こういったものに

は御協力をいただきたいなというふうに思います。その辺の取り組みも強めていき

たいと考えておるところであります。 

 今、上伊那地域には、企業の皆さんを中心としながら、三風の会という会があり

ます。これは、行政も参加しているところであります。この会は、伊那西部広域農

道をモデルラインとして、看板のデザインの統一化に取り組んでおります。この趣

旨に賛同した事業所が、自社カラーを使った看板から統一デザインの看板に変更し

ていただき、景観の保全に協力をいただいている事例も既にあるところであります。

この三風の会がモデル的なデザインの統一を始めました。既に、そういったことに

取り組んでいる事業所もありますし、これからも出てまいります。こういったこと

も、一つの景観保全につながっていくのではないかというふうに考えておるところ

であります。 

 看板類のモデル化、統一等々につきましては、これは本当に大変難しい面もござ

います。宣伝という意味、部分もございますので、そういったことができていけば、

一番理想的かなというふうには思いますけれども、これは大変難しいということで、

この三風の会の取り組みを支援していくという部分は積極的にやってまいりたいと

いうふうに考えておるところでございます。 

 いろんな取り組みがあろうかと思いますので、また、さまざまな御提言いただけ

れば取り入れてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ４番、小坂泰夫議員。 

４  番（小坂 泰夫） では、ちょっと提言したいと思いますけれど、先ほど、

村長のほかの議員の質問の中で答えのこと、話題の中で、今回の広報みなみみのわ

に、南箕輪の昔話のことを特集で紹介されて、この特集もとてもいいなと思いまし

た。それで、例えば、全10巻、昔話がつくられている中で、村内のいろんな箇所、

箇所について、村の歴史がうたわれておりますけれど。私が思うに、この村の景観

といえば、村の地域じゃなくなっちゃいますけれど、中央アルプス、仙丈ヶ岳を含

んだ、あの中央アルプスの眺め。我が村は、東向きに傾斜している地帯であります



 

ので、西の山よりも東の山の景色というのがすばらしいんじゃないかなと、これは

私の思いかもしれませんけれど、そう思っております。 

 そんな中で、私、この景色がとても好きなので、自分のフェイスブックで、ネッ

ト上で、この景観を、この景色をよく投稿して、全国にといいますか、ネット上で

紹介しているんですけれど、そういった中で、この景色につきましては、本当に簡

単に「いいね」をすごくいっぱいいただくことが多いです。この景色は、南箕輪特

有の景色で、昔の人たち、数百年、あるいはこの地に人が住みついて以来、ずっと

変わらないすばらしい景色なのではないかと私は思います。 

 そういう中で、これ、一つのエピソードなんですけれど、先ほどふるさと納税の

話がありましたが、私のフェイスブック上の友人になっているんですが、高校時代

の同級生、神奈川の人間なんですけれど、この私の投稿を見て、この南箕輪や伊那

谷の景色を気に入ったということで、この村にふるさと納税をしてくれたそうです。

私は、高校時代に一言も話したことのない彼なんですけれど、そういったところも

一つ、この風景のよさじゃないのかなと。 

 そこで、私、ちょっと、これ、話がさかのぼります。質問になりますが、全協で、

景観条例や景観行政団体への移行について、村側から説明があったときに、全協は

公開されておりますので、私、あえて繰り返してお聞きするんですが、数カ月前の

全協で、村長が、この景観行政団体への移行についての説明を村からしてくれたと

きに、私が、例えば、アクセス道路、伊那インターをおりて、アクセスを駒美の交

差点のほうにおりてくる。これ、村内の村域だと思いますけれど、ここの景色が本

当にとてもまた美しく、建物はあるんですけれど、その建物が逆に額縁のようにな

って、その仙丈ヶ岳等の眺めが本当にすばらしい。今の時期、夕方３時、４時、ぜ

ひごらんいただきたいんですけれど、本当にすばらしい景色になっております。そ

こで、投稿のコメントにもあったんですけれど、電柱や電線がちょっとやっぱり邪

魔だなということをほかからも言われました。景観に関してはよく言われることな

んですけれど、村内全域の電柱をなくすなんていうことは不可能ですし、私として

も別に勧める気はないですが、景観行政団体移行までしようとしている我が村が、

施策として、例えば、アクセス道の駒美におりてくるその一帯だけでも、電線類の

共同の溝と書いて共同溝と言いますけれど、電線類を共同溝に地中化できないかと

いう質問を全協でもしたんですけれど、村長、そのときのお答え、覚えていただい

ておられるか、今の思いでも結構ですけれど、電線類の地中化をアクセス道路だけ

でも進めてみてはいかがでしょう。お尋ねいたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 景観につきましては、本村、一番景観的にすばらしいと

いうのは、やはり議員御指摘のように、南アルプスの眺望であります。本村から見

る仙丈ヶ岳は本当にすばらしいです。ここに住んでいると、わからない部分もあり

ますけれども、本当にこれはすばらしい景観だなというふうに、私自身も思ってお



 

るところであります。 

 したがいまして、そういった景観をどう、より多くの人に広めていくかというこ

とをやっていかなければならないなという、今の御質問で感じたところでございま

すので、また、この広め方につきましては考えてまいりたいというふうに思います。

議員も、個人的にフェイスブックでＰＲをしていただいているということでありま

すので、本当にありがたいというふうに思います。村としても、村全体のそういっ

た景観をＰＲしていくことも必要でありますので、この辺はやっていくということ

でお願いいたします。 

 アクセス道路の眺め、これも本当にすばらしいというふうに思います。電線地中

化の話がございました。これは本当に必要であります。一定区間を区切って地中化

をしていくということは必要であるというふうに思っております。しかし、本当に

多額な費用を要することがネックでありますので、この辺は将来的な課題とさせて

いただきたいというふうに、必要性は感じておりますけれども、将来的な課題とい

うことでお願いいたします。 

 その前に、本村の場合には、どうしてもやり遂げていかなければならないことが

ありますので、そういった事業が一段落した段階で、次のそういった新たな施策展

開ということを図っていかなければならないというふうには思っております。 

 したがいまして、この３年ぐらいが、本当に財政的には厳しい年度になってくる

というふうに思っております。何としても乗り切っていかなければならない、この

辺につきましては、議員各位の御協力もいただかなければならないというふうに思

っております。本当に、ここ３年間、いろんな事業を見ましても、考えただけでも

頭が痛くなるような思いがしておるところでありますけれども、何としてもこれは

なし遂げていかなければならないと思っておりますので、その辺につきましての御

理解もお願いしたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ４番、小坂泰夫議員。 

４  番（小坂 泰夫） 村長にも御賛同いただきました。南アルプス、仙丈ヶ岳

の我が村かの眺めは本当にすばらしくて、先日も、ある民間のテレビ番組で、スイ

スアルプスが特集されている番組があったんですけれど、その中で、なぜかワンシ

ーン、ぱっとこの景色が出て、そこが南箕輪村からの眺めというふうにテレビで紹

介されたと、そんなこともありました。そういう中で、村長、要は、例えば、アク

セス道路の電線類の地中化につきましては、全協では、お金があればなというか、

お金がかかるなということで否定的にお答えいただき、今の御答弁も、我が村が抱

えている状況はほかに費用がかかるということで、これは提案なんですけれど、私

がちょっと調べただけなんですけれど、電線類の共同溝、共同の溝の地中化をやっ

ている県内の他の地域の前例が最近ありまして、そこを管轄する建設事務所に問い

合わせました。たまたま、その担当者が伊那の御出身なようで、この風景もとても



 

よくわかるということで、詳しく説明してくれましたけれど、もしアクセスの共同

溝、電線類を地中化するのならば、伊那建設事務所の管轄になり、県道なんでしょ

うかね、あそこは、ということで、村の費用を使わずに、現在行われている他の町

村で共同溝の地中化が行われている事例もそうなんですけれど、県費が丸ごとだそ

うで、まるっきり町の支出はないということです。もしアクセスをするなら伊那建

になるんですけれど、ただ、村の直接の事業ではないということもあって、村から、

地域からの要望が必要だと言われました。例えば、伊那の合庁や、また駒ヶ根の上

がっていく道も景観上ということで、地中化が進められております。もしアクセス

を進めるのなら、伊那建で、地域、村からの声が必要だということを言われました

ので、ぜひ今回、景観行政団体への移行を村が進めるのでしたら、それに当たって、

一つ、村民にもわかりやすい事例になるかと思いますので、ぜひ伊那建や県なり、

声を上げていただいて、景観行政団体に移行します、つきましては村の玄関口、伊

那の玄関口のアクセスの電線類地中化を進めたいという声を、ぜひ村長、お金はか

からないと思いますので、上げていただきたいと思いますけれど、お答えをよろし

くお願いします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 具体的な御提案をいただきました。これにつきましては、

調べてみまして、またそんな要望ができればというふうに思います。アクセス道路

は県道でありますし、上半分が南箕輪村、下は伊那市でありますので、これは両方

の自治体で進めていくことがいいんではないかなというふうに思いますので、その

辺の話題づくりもしていきたいというふうに思います。景観は上のほうから見るの

は、それはすばらしいですけれども、アクセス道路全部がそういうふうになってい

けば、これはより理想でありますので、伊那市ともそんな話題を話題提供という形

でさせていただければというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ４番、小坂泰夫議員。 

４  番（小坂 泰夫） 以上で、私の質問は終わりたいと思います。ありがとう

ございました。 

議  長（原  悟郎） これで、４番、小坂泰夫議員の質問は終わります。 

 ただいまから午前10時35分まで休憩いたします。 

   休憩 午前１０時１７分 

   再開 午前１０時３５分 

議  長（原  悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。 

 ７番、山口守夫議員。 

７  番（山口 守夫） 議席番号７番、山口でございます。 

 私は、南箕輪村が持続的に発展を遂げ、成長していくことが、我々村民として最

も望むところであります。今、日本は、少子高齢化により人口減少に歯どめがかか



 

らず、それにより消滅する自治体も多く出てくるというような、ショッキングな話

が現実味を帯びてきております。幸いにして、本村は、数少ない増加の自治体であ

りまして、減少は理解できないような状況でもありますが、いつかは減少の流れに

なるかと考えます。経済も、大手企業の集中する都市部はよく、地方はなかなかそ

の日の目を見ないのが現状であり、ますます格差が広がっているのではないかと思

われます。人口が大幅に減少したり、経済も疲弊すれば、税収も低下し、その結果、

行政サービスの縮小や職員数の減少等も余儀なくされ、マイナスのスパイラルに陥

ってまいります。 

 今、国は、こうした現実を踏まえ、地方創生を掲げ、地方と都市部との格差を防

ぎ、地方に活力を与えるべく、対策を取り始めています。今回の総選挙で、先行き

はどうなるかわかりませんが、地方が元気にならなくては、日本の将来は暗いもの

であります。創生で掲げられているのが、地域のリーダー育成につながる施策を優

先する、地方の前向きな取り組みを重点支援する、住民や企業の移転に効果のある

施策を支援するとし、また成果が検証できることを実施する。こうしたことから、

これからの地域の知恵と努力が試されるときになってきました。村も持続的発展を

目指し、住みよい村を目指すために行動を起こさなければ、乗りおくれるのではな

いかと考えます。 

 村長は、27年、28年の２年間で、保育園、学校、こども館などで、人口増に対応

を済ませ、また老化してきた施設対策をとるとし、住みよい村を目指すと言われま

した。財政面も厳しくなると予想されました。厳しいかじ取りを求められると思い

ますが、南箕輪村創生のために、まずはその決意はあるのか、またその決意につい

て最初にお伺いをします。 

議  長（原  悟郎） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ７番、山口守夫議員の御質問にお答えを申し上げます。 

 南箕輪村創生対策についての御質問の中で、南箕輪の創生に向けての決意という

御質問でございます。 

 初めに、この地方創生につきましては、政府の骨太の方針2014が示した、50年後

に１億人程度の安定した人口構造を保持するために、今、国でもいろんなことを考

えておるところでございます。このもととなりましたのが、御指摘のとおり、５月

に日本創生会議から、全国の896自治体が消滅可能都市として公表されました。こ

んなところから、この地方創生というのが一気に加速してきたところでございます。 

 地方創生の部分につきましては、人口減少の歯どめ、東京一極集中の是正、地域

活力の創出、このことが３本柱となっておるところでございます。こうしたことを

柱としながら、今国会で、まち・ひと・しごと創世法案及び地域再生法の一部を改

正する法律案の地方創生関連２法案が可決、成立をいたしました。いよいよ、これ

から具体的に動き出してまいります。 



 

 問題は、国が地域創生の総合戦略を策定することになっております。地方公共団

体は、これを受けまして、県の総合戦略を見ながら、村独自の総合戦略を策定して

いかなければならないという、こういう努力義務でありますけれども、そういった

ことが方針として示されたところであります。 

 本村でも、国や県の総合戦略を勘案しながら、地方版の村独自の総合戦略を策定

してまいりたいと考えておるところでございます。これは、27年度中にということ

でありますので、そういったことを目途に策定していくつもりでおります。 

 そんなことで、本村の場合には、幸い、人口が増加しておりますけれども、これ

はいつまでもというわけにはまいりません。これは御指摘のとおりであります。し

たがいまして、どうこの地域を元気にしていくか、そのことを真剣に考えていかな

ければならない時代となってまいりました。第５次総合計画も今つくっておるとこ

ろでありますので、その整合性を図りながら、本村の総合戦略策定に努めてまいり

ます。 

 地域の格差、これからますます広がってくるだろうなというふうに思っておりま

すし、地方の元気や国の元気につながる、このことはまさにそのとおりであります。

この上伊那地域には、そうしたもともと元気になる要素というのは、私はあるとい

うふうに思っております。この美しい自然景観、そして同時に、三遠南信自動車道

の開通やリニア中央新幹線の開通ということも予想されておりますので、今、それ

に向けて、この伊那谷全体をどうしていくのかという、そういった総合戦略的な会

議も持たれておるところであります。そういった動向を見ながら、村の総合戦略も

つくっていくということで考えておるところであります。 

 常々申し上げておりますけれども、この地域を元気にするためには、産業の振興

ということが一番大きな要因であります。したがいまして、この産業振興をどう図

っていくかということに力点を置いていかなければならないというふうに考えてお

るところであります。そのことが、雇用の安定につながってまいりますし、雇用の

安定が生活の安定につながってまいります。生活の安定がないと、どうしても、こ

れは人口減少に歯どめがかからないということでございますので、その面では、そ

んなことを盛り込んだ総合戦略にできていけばいいなというふうに思っておるとこ

ろでございます。 

 決意という御質問でございますけれども、南箕輪村版の総合戦略をつくっていく

ということで御理解をお願いしたいと思います。その中で、どういった施策を盛り

込めるか、このことも真剣に捉えながら、みんなで議論をしながら策定ができれば

というふうに考えておるところでございます。本村の場合は、特殊需要があります

ので、それをまず片づけさせていただきたいなというふうに思っております。これ

を２年間ということでお約束をさせていただきまして、３年ぐらいはかかるのかな

という思いもありますけれども、できるだけ早期に、今、村の特殊事情を解決して、

そして新たな施策展開を図ってまいりますので、その辺もかたい決意でそういうふ



 

うに思っておりますので、そんな点はよろしくお願いしたいと思います。 

 いろんな特殊事業がありますけれども、本当に、他の市町村にないありがたい悩

みでありますので、そんな点も御理解もいただき、財政的には非常に厳しくなるこ

とは当然予想しておりますが、何としても村民の皆さんのお力や議員のお力をおか

りしながら、乗り切ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 そういった一定の地域整備、いろんな整備ができれば、さらに住みやすい村にな

るのではないか、さらに子育てのしやすい村になるのではないかという期待も持っ

ておるところでありますし、大芝高原を含めてのいろんな整備につきましても、今、

交付金事業をいただく、その計画を策定中であります。そういったものを利用しな

がら、交流人口もふやしてまいりたいと、同時に、雇用の部分につきましては、今、

既存企業の新たな動きがかなり見えてきておりますので、その辺の御協力もしっか

りと村はしていくつもりでおりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ７番、山口守夫議員。 

７  番（山口 守夫） 人口問題とか、企業問題についての多少答弁はあったん

ですけれど、これからその辺のところについても質問をしていきたいと思います。 

 次に、村の第４次総合計画は、みんなでつくろう住みよい南箕輪村です。これを

実現するのは、いつも言われるのが、自助、共助、公助であります。これがうまく

いくかではないでしょうか。そうしたことが村民意識に浸透されているでしょうか。

まだまだ希薄ではないでしょうか。行政に頼り過ぎていることはないか、村長はど

のように捉えているか、お伺いをします。 

 これからも、健全で、活気ある村を目指す、自助、共助、公助がますます重要に

なってくると思います。人口が増加しようが、減少しようが、社会保障は年々増加

していきます。このままの状態で推移すると、いつかは国の財政は破綻することは、

素人の私でもわかります。それを少しでも延ばすようにするために、国が考えるの

が増税であり、社会保障費のカットが考えられます。こうした手を打っても、

1,000兆円を超える国の借金は、減るどころか、増加をしていきます。国に頼るだ

けでなく、各自治体で対応しなければならなくなります。自助、共助は、地方再生

で考えなければならないことの一つではないでしょうか。 

 ことし行われた南箕輪の意識調査で、村の愛着度、今後の定住意向について、満

足度が高いものがあり、大変よいことであります。それは自然環境のよさもありま

すが、行政の手も行き届いていることも考えられます。それなりによいことであり

ますが、それもこれも行政がやれ、村には金があるから、行政が行うのが当たり前

だというような意見も聞きますが、村長はどのように感じているか、お伺いします。 

 そうした、それに伴い、村の対応が当たり前になってしまうと、ますます行政に

頼ることになりはしまいかと危惧をするところであります。みんなでつくろう南箕



 

輪は、スローガンだけで終わってしまいます。先般行われた意識調査の中で、地域

活動やボランティアなどで社会のために活動してみたいですかの問いに、どちらと

もいえないが38％、活動してみたいが33.8％、活動したくない思わないが21％もあ

りました。この中でも救われるのが、活動してみたいで、10代、20代が44％を占め

ていたことです。自助、共助、公助が、これを推し進めていくには、村民にもっと

情報を与え、意識改革が必要と思います。そして、少しでも、自助、共助ができる

仕組みをつくり、それを行政がバックアップしていくのが、今後、村の姿ではない

でしょうか。行政は黒子になることを求められていると思います。村長はどのよう

にかじをとっていくのかについて質問といたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 自助、共助の部分の御質問であります。 

 まさに今、御質問いただいた、御指摘をいただいたこと、そのとおりだというふ

うに私は思っております。これは、南箕輪村の本当の課題ではないかなというふう

に思っております。これは、長年、私も首長として、それ以前に職員として、行政

に携わってまいりましたが、本村の場合は、ともかく意識改革ということも必要で

あるというふうに、そのことは以前から感じてきたところでありますが、なかなか

この改革ができていないというのが実態であります。その辺は、大変申しわけない

というよりも、もう少し何とかしていかなければならないのかなというふうには思

っておるところであります。村民の皆さんの間でも、村がやったらという意見が圧

倒的であります。村にやってもらいたいという御意見が圧倒的に多いところであり

ます。特に、今行政懇談会を行った際にも、私も強く感じたところであります。そ

の辺は何とかしていかなければならないというふうに思っておるところでもありま

す。 

 ただ、このところに来まして、有償の部分もありますけれど、まっくん除雪隊、

あるいはまっくん生活支え合い事業、そういったこともできてまいりました。これ

は行政がしかけて、村民が参加する、こういった手法であります。その逆でありま

す、地域でやるから、行政で何とかしていただきたいということが起きてくれば、

本当に理想的な村になるんではないかなというふうに考えておるところでございま

す。一番いい例が、イルミネーションフェスティバルであります。私たちがやるか

ら、村も若干支援していただきたい。これが一番いい例ではないかなというふうに

思っておるところであります。こういったことが、いろんな分野で出てくれば、協

働の村づくりにつながってくるんではないかなと考えておるところであります。し

かし、今、先ほども申し上げましたが、各地区でも、さまざまな活動が始まってき

ておることもそのとおりでありますので、そうした活動を継続させていただく、そ

して充実させていただく、まずはそのことに全力を尽くしてまいりたいと。こうし

た活動を村が支援していく、そして新たな活動が生まれてくれば、本当にありがた

いなというふうに思っております。 



 

 私は、いつも申し上げますけれど、一番いい例が、農地・水・環境の部分であり

ます。本村では大変難しいかなと思っていたのが、ここ３年で、既に６地区が事業

実施になるということでありますので、やはりどこかが起爆剤になっていただけれ

ば、そういった機運が生まれてくるというふうに考えておるところでございます。

したがいまして、村は、どうそれをしかけていくかということを真剣に考えていく

必要があるというふうに思っておるところであります。自助、共助、公助、この基

本は大変難しいことではありますが、村がしかけをしながら、各地域、各個人で考

えていただきたいということをお願いをしてくということに尽きるわけであります

けれども、大変難しい問題ではありますが、長い活動としてやっていかなければな

らない、村を住みよい村にしていくためには、そのことは基本でありますので、そ

んなことも考えてまいります。 

 村全体といたしましては、自主防災会も活動が始まっておりますし、真剣に活動

していただいております。いろんな活動が重なり合うことによって、住みよい村が

できていくというふうに思っておりますので、その辺のしかけをどうしていくかと

いうことは、これからも真剣に考えてまりたいというふうに思います。 

 ただ、前段でも申し上げましたが、何でも村がという考えをどう改めていったら

いいのかというのが、これは本当に悩みであります。また、議員の皆さんと一緒に、

そのこともＰＲといいますか、周知もしていく必要があるというふうに思っており

ますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） ７番、山口守夫議員。 

７  番（山口 守夫） この自助、共助に関しては、非常に大事な部分があるわ

けで、たまたま、この間、北部地震があったわけですけれど、このときに、白馬と

あの辺の村に、死者が誰も出なかったというような形なんですが、日ごろ、本当に

共同生活もあったり、地域のきずながあって、そういう形の中で助け合ったという

ような形でなかったんじゃないかというようなことも言われています。ぜひ、そう

いう形の中で、村も進めていってほしいなと思っております。 

 次に、現在、日本は、都市部への一極集中であります。都市に人口が集中し、地

方は限界集落が増加しております。今、若者が都市部へ興味を示すのは、あのにぎ

やかな雰囲気や便利さを望んでいる人ばかりではないはずです。地方には安定した

雇用や収入がないため、生活がままならなくなるからであります。生活のために、

やむなく仕事のある場所を求めていく人もいるはずです。こうしたことから、地方

でいかに働く場所の確保ができるかは、地方創生の一丁目一番地ではないかと思い

ます。 

 私は、何回も関連した質問をしてまいりました。行政も、企業誘致、農業・商工

業支援など、それなりに努力はしてきていると思いますが、さらに力を入れていく

必要があると考えます。次の項目で質問する人口減少問題は、少しは解決するので

はないでしょうか。 



 

 先ほど、同僚の質問の中で、答弁に触れたようなところもありましたが、安定し

た雇用がないため、収入が少なく、結婚できず、子供ができない、こうした問題を

解決していくには、それぞれの市町村が、何が問題かを分析し、取り組む必要があ

ると考えます。この村で生まれ育った子供たちが、またこの地域に戻って生活をす

ることができることが大事だと考えます。この課題に対して、どのように考えるか、

お伺いをして、質問といたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 地方創生にとりましては、働く場所の確保は必要不可欠

であります。前々からもそういうふうに申し上げておりますし、このことが解決し

なければ、なかなか地方創生というのはうまくいかないんではないかと思っておる

ところであります。したがいまして、村内企業に育成や支援による雇用機会の向上、

このことが人口維持、生活の安定、あるいは地域の発展に欠かすことのできない重

要な課題であるというふうな認識は強く持っておるところであります。 

 若干、管内の雇用状況につきまして申し上げます。ハローワークでは、10月有効

求人倍率1.04倍、昨年同月よりも0.17ポイント上向いております。新規求人数は、

前年同月を24.3％上回っておる状況でありますので、緩やかに雇用を求める動きが

見えてきておるというふうに感じておるところでございます。この問題は、地域全

体、より広範な地域全体で考えていく必要があるというふうに私は思っておるとこ

ろでありますし、先ほども申し上げましたが、広域連合でもそういった機運が高ま

ってきておりますので、その辺と歩調を合わせていく必要もあろうかというふうに

思っておるところであります。 

 本村の場合には、企業誘致の場合につきましては、これは用地等の問題がありま

して、大変難しい部分があります。農振農用地がほとんどでありますので、この辺

で難しい問題がありますけれども、そうはいっても、若干ではありますが、ここ何

年かで企業進出いただいた企業もありますので、そんな点は御理解もいただきたい

なというふうに思います。 

 また、同時に、先ほども若干、他の議員の質問でも申し上げましたが、既存企業

が規模を拡大する動きというのも出てきております。具体例を申し上げては申しわ

けないわけでありますけれども、ある工場につきましては、用地の拡大の話が来て

おりますので、村も積極的に協力をしていく予定であります。これはなからそうい

うふうになっていくのかなという、若干のめどもついてきたところであります。ま

た、もう一つの企業につきましては、倒産で清算を行いました工場用地を買ってい

ただきまして、その工場で企業活動を始めるということが出てまいりました。そこ

からもいろんな条件整備についての依頼もあるところであります。したがいまして、

そういった村内でも動きがあり、大変ありがたいなと。先ほど申し上げましたけれ

ども、条件整備につきましては、最大限協力をしてまいりますので、そんな点も御

理解をお願いしたいというふうに思います。 



 

 農業関係につきましては、今、６次産業化も真剣に検討しておりますし、本村の

農業につきましては、担い手をどう確保していくかということが最大の課題であり

ますので、この辺はまっくんファームとも真剣に話をしていかなければならないと

いう、現在、その進行中でありますけれども、そんな点も御理解をいただきたいと

いうふうに思います。 

 産業振興を図ることが地方創生の最大のポイントでありますので、これからも村

としてもできる限り、そういった部分で支援をし、力を入れてまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ７番、山口守夫議員。 

７  番（山口 守夫） 次に、人口問題についてお尋ねします。 

 日本の人口減少阻止が大きな課題になっております。日本の人口推計の予測だと、

2050年には１億人を割り込み、2100年には4,500万人減少すると推計されます。そ

して、現在の人口減少率が将来も続くという仮定で推計すると、2144年には、日本

の人口はゼロと予想されています。国は、2060年に、１億545万を目標に掲げてい

ます。この数字は今の17％減であります。大幅に減少すれば、税収も低下する可能

性もあり、その結果として、行政サービスの縮小も余儀なくされることが明らかで

あります。 

 本村は、全国的にも数少ない増加の自治であり、現在では増加対応に追われてい

て、人口減少問題が考えにくいことは事実でありますが、これからは各自治体が生

き残りをかけ、増加対策をとってきます。本村も、いずれかは国全体の推計を見て

も、減少に転じるときが来ると思います。人口が増加しているときだけに、増加対

策をとる必要があると考えます。急激な増加は困るが、持続的増加は必要だと考え

ます。村長はどのように考えるか、お伺いをいたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 人口の持続的増加は必要だということの質問であります。

まさにそのとおりだろうというふうに考えております。 

 ただ、本村の場合には特殊事情がありまして、持続的な増加は図られております。

ただ、このまま続くということは保障がないところであります。したがいまして、

くどいようですけれども、一定の対応にめどをつけまして、さらなる対策をとって

いく必要があるというふうに考えておるところであります。 

 長野県全体で考えましても、10年以上連続して人口が減少しております。その中

でも、本村を含むごくわずかな市町村のみが人口増となっております。本村の人口

増加につきましては、本当にバランスのよい人口増加となっておるところでありま

す。自然増もあり、社会増もあり、このことが一番よい構造であるというふうに私

は考えております。15歳から65歳までの生産年齢人口のバランス、層の厚み、この

ことが本村の特徴となっておりますので、当面は心配ない部分であります。 



 

 しかし、本村でも、平成43年の人口、１万5,637人をピークとして、人口減少の

局面に入ってくると、村独自の推計でありますけれども、そういう部分も考えてお

るところでございます。今から二十数年後になりますけれども、人口減少の局面に

入ってまいります。これは、推計が正しければ、そういうふうになってまいります。

ただ、2040年には１万5,608人、あるいは１万6,140人というような、人口の研究所、

日本創生会議、そんなことで試算をされておりますが、村独自の推計では、2040年、

１万5,482人という、こんな推計を今しておるところでございます。今が１万5,029

人でありますので、480人ほど、2040年までにふえるという推計を村独自の推計と

しておるところでありますけれども、申し上げましたように、平成43年をピークと

して人口が減少してくるという推計もしておるところでございます。そんな推計を

しながら、どうしていったらいいのかと、この対応が必要となってくるところであ

ります。 

 人口がふえるには、出生率を上げていかなければならないところであります。国

のまち・ひと・しごと創生本部の資料によりますと、いろんな施策をすることによ

って、2.0まで回復が可能としております。しかし、平成20年から24年までの５年

間における合計特殊出生率、全国平均が1.38、県の平均が1.53、そして南箕輪村も

1.64と、村は若干高い数字でありますが、これを2.0まで上げるということは本当

に大変なことであります。そういったことの大変さを推測しながら、人口増加対応

というのをしていかなければならないというふうに考えておるところであります。 

 これも、私、常々申し上げておりますが、人口問題につきましては、より広域的

な部分で考えていく必要があるというふうに考えておるところであります。上伊那

地域全体で考えていかなければ、これはどうにもならない問題であります。本村だ

けふえても、雇用の場所とか、いろんな問題、より広域的に考えていく必要があり

ますので、そういった取り組みを強化していく必要があるというふうに思っておる

ところであります。 

 各市町村も、独自で人口増加対策を考えております。ＵターンやＩターン、ある

いは子育て支援を充実させながら、人口増加対応に、今どこの市町村でも力を入れ

ておるところであります。本村でも、そういった問題、やっていかなければならな

いというふうには思っておりますが、当面する問題が片づけられないと前に進んで

いかないという問題があります。あわせて考えていく必要はもちろんありますので、

そんな点は御理解をいただきたいなというふうに思います。 

 最近は、何も施策的にはやっておりません。というのは、ちょっと今、このまま

の状態で行くと大変だなという思いが私自身もしておるところであります。そのこ

とは、本当に後ろ向きの考え方かもしれませんけれども、当面、いろんな問題にめ

どをつけないと前に進んでいかないというのは、多くの皆さんに御理解いただける

かなというふうには考えておるところであります。これ以上、ちょっと急激にふえ

ますと、全く施設が足りなくなってしまいますので、その辺は御理解をいただきな



 

がら、この２年間でめどをつけて、さらなる対応をしてまいりますので、よろしく

お願いいたします。 

 後ろ向きな答弁で大変申しわけないなというふうには思いますけれども、当面の

課題でありますので、御理解をお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ７番、山口守夫議員。 

７  番（山口 守夫） 一応、人口に関しても43年がピークで、今の形ですと若

干減少になるんじゃないかというようなことなんですが、確かに、それまでは今み

たいな形の中で、増加対応に追われちゃうというようなことで、それはよく理解で

きるところですけれど、先ほどの雇用の場所の問題、あるいは人口においても、や

っぱり南箕輪にはそれなりの魅力があると思うんです。ですから、その魅力を、特

徴をどう生かして、どう提案していくか、売り込んでいけるかという、これが今後

の中で課題ではないかなと思うわけです。確かに、今いきなり人口がふえたり、い

ろいろの形があっても、これはまずいわけですけれど、将来を見据えたときに、そ

ういうものが必要ではないかなと思っております。 

 それで、一応、自分としたら、企業の発展しているところと、それからこういう

行政との違いというのを比べたときに、企業の発展しているところは、当然そこに

技術があったり、その魅力があって、それをカバーして、売り込んで売るのが営業

なんです。それで、こういう行政には、その営業がないんです。ですから、そうい

う形の中で、行政にも営業開発部というような形のものがあって、村の魅力、村の

よさをＰＲしていく必要があるんではないかなと思います。これは、そんなに簡単

にできることではないんですけれど、もうそういう形で進んでいる行政もあって、

進めているところもあるわけです。そういうことで、村の中にも営業開発課みたい

なのをつくって、村長が営業本部長ぐらいになって、トップセールスもやるぐらい

の形で村を売り込んでいくというような、そんな形も今後の中では必要になるんじ

ゃないかなと思われますけれど、その点について、村長、お考えはありますか。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） その必要性は感じております。いかに村の魅力を発信し

ていくのか、そのことは大切なことでありますので、これからも真剣に捉えてまい

りますし、そのために観光協会も設立をさせていただく予定となっております。観

光面でのＰＲも欠かせないところでありますので、必要性は感じておりますので、

大変難しい問題でありますけれども、やってまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 ことし、広域連合で、東京と接しております埼玉県の戸田市というところを視察

いたしました。市セールスで有名なところであります。これは、本当に、市を丸ご

と売り込んでおるというようなところであります。人口もふえておるというような、

そういったところも視察させていただきました。そこの市は、特任のそういった皆



 

さんがいるわけであります。市長直結の部署でやっております。その人とも話をさ

せていただきましたけれども、悩みもあるようであります。本村と同じような悩み

を持っておりました。人口がふえるけれども、地域自治という部分で、本当に課題

があるというような、私もその辺をお聞きしたかったものですから、質問をさせて

いただきましたけれども、全く本村と同じ悩みでありましたので、そういうところ

もそういった悩みがあるんだなということを感じたところであります。 

 セールスは必要でありますので、やっていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ７番、山口守夫議員。 

７  番（山口 守夫） 次は、ちょっと学校問題についてですが、南箕輪村には、

保育園から大学まであることは一つの村のＰＲでもあります。ここに来て、今回、

長野県南信工科短大の設置が決まりました。村が教育の拠点として、ますます期待

の膨らむ地域になってきました。この短大は、地域の技術者養成やリーダー育成の

場、そして離職者を対象とした短期課程の学科もあり、地域振興に役立つと考えら

れます。村としても、学習内容に直接意見を述べることはできないわけですが、村

とのつながりを持つことにより、その特徴を生かし、双方が成長することを考えて

いくことが大事だと思います。今後、学校とはどのようなかかわりを持てるか、検

討していくことがよいと考えますが、村長はどのように考えるか、お伺いいたしま

す。 

 また、ハード面では、大型農道に歩道がつけられ、信大、大芝高原などとアクセ

スがよくなりました。今後、村として、周辺の整備の考えはあるかについてお伺い

いたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 南信工科短大の設置が決まりました。このことは本当に

ありがたいなというふうに思っております。この南信工科短大の開校におきまして、

地元経済団体や上下伊那の企業が協力して、次世代を担う人材育成の拠点として学

校の充実を図り、地域産業の振興につなげようと、南信工科短大振興会が設立とな

ってまいります。今度の土曜日に設立総会があります。村もこれに参加をしてまい

ります。今のところ、特別、村として何かをしようという計画ではなく、この振興

会へ参加し、振興会が計画する事業に協力をしていきたいと考えておるところであ

ります。実際に、短大が設置されれば、どういう連携がとれるのかということを模

索していく必要はあるというふうに考えておるところであります。 

 周辺整備につきましては、今、御質問がありましたように、広域農道整備、歩道

設置をしております。南信工科短大の付近につきましては、そういった面と連携を

とりながら今やっておるところでありますので、その点は御理解をいただきたいと

いうふうに思います。周辺整備につきましては、また南信工科短大とも話をしてい

かなければならないという状況でありますので、そういった面には積極的にかかわ



 

ってまいりたいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。

これからということで、御理解をいただきたいと思います。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ７番、山口守夫議員。 

７  番（山口 守夫） 企業の問題、人口、それからこの学校の形で三つをそろ

えたわけですけれど、先ほど、村長、何回も言われて、この件については村だけの

問題じゃなく、地域全体でやらなければならないと、まさしくそのとおりではない

かと思います。仕事においても、当然、南箕輪の人間が南箕輪だけの企業にいるわ

けじゃないし、当然よそにも行っています。また、よそからも南箕輪に来ていると

いうこともあります。それから、人口に関しても、隣同士の市町村で取り合ってい

ても、これは意味がないわけであります。そんな形で、総合的に考えて、人口減少

をどのように食いとめるかということも必要ではないかと思います。また、学校も、

たまたま南箕輪にあるだけと、短大もあるだけということです。それが、南箕輪だ

けの問題ではなく、この地域の産業振興に役立てるような技術専門校というような

形の位置づけになると思いますので、ぜひ、連合でもって話を詰めていただきたい

なと思います。 

 そういうことからいうと、人口問題においては、村長は、いわゆる人口増のノウ

ハウを持っている村ですから、その辺も発揮してもらったり、あるいは、また短大

も南箕輪にあるというようなことで関連が深いわけですので、連合の中で、また村

長も首長の中ではベテランの部類になってきているわけですから、発言も強く、意

見できるかと私は思っております。そういう意味では、ぜひ、その辺のところをリ

ーダーシップをとっていただきたいなと思っております。また、広域議会でも、一

般質問なんかもしてもらって、この辺のところの推進を進めていただければいいの

かなと、そんなことを思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、温暖化、温室ガス削減についてであります。 

 昨今、異常気象による大きな被害が発生しております。豪雨、豪雪、台風、竜巻

等の発生は、地球温暖化の影響が大きいと言われています。京都議定書、今行われ

ているＣＯＰ20などの会議に、世界の多くの国が参加し、温室ガス削減に向けて、

話し合いが行われています。しかし、各国の思惑もあり、一向に進まない状況でも

あります。ここに来て、今まで消極的であった最大の排出国のアメリカと中国に動

きが出てきました。アメリカ、オバマ大統領は、米、中国、両国は、対策を指導す

る特別の責任があると強調したり、中国副首相は、排出量をできるだけ早く頭打ち

にする考えを示しました。日本は、京都議定書で約束した削減目標に当分行うもの

であります。現在、ＣＯＰ20では、平成20年から、削減目標の数字を示せという形

のものになってきております。 

 そういう形の中で、本村においても、平成25年度から29年度まで５年、第２次地

球温暖化対策計画に基づいて、車の排出量削減だとか、電気使用量削減、自然エネ



 

ルギーの推進によって太陽光発電装置、太陽熱利用、バイオマス利用などを推し進

めてきております。一般家庭の太陽光発電設置、太陽熱装置などの設置が頭打ちに

なってきていることも事実であります。今後はどのような施策で温室ガス削減を図

っていくか、お伺いをいたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 温室ガスの削減問題であります。 

 まさに、これは、全世界を巻き込んで考えなければならない地球規模の重大な問

題でありますけれども、それぞれの国の事情や思惑がありまして、なかなか思うよ

うに進んでいないという感じを持っておるところでございます。 

 本村では、太陽光発電等々の自然エネルギーを中心としながら、補助制度を創設

してまいりました。平成26年11月現在で、この補助申請53件、前年度同期に比べま

すと、32％減少という状況であります。太陽光発電等々につきましては、頭打ちに

なってきたのかなという感じを持っておるところであります。しかし、一方、10キ

ロワット以上の大型の施設建設は、平成24年の４月以降の固定価格買い取り制度の

施行により、増加しております。村が把握している昨年の11月以降に建設された施

設は25件というふうに、10キロワット以上の大型施設が25件になっております。そ

ういったところを考えれば、再生エネルギーの推進は進んでおるというふうに言え

るんじゃないかというふうに思います。 

 村としては、どうするのかということでありますけれども、村独自が進める対策

につきましては、できるところからやっていかなければならないというふうに考え

ておるところであります。公用車につきましても、できるだけそういった車を購入

していくだとか、あるいはごみを出さないような、そういった減量化、資源化への

取り組みも進めていく必要があるというふうに思っておるところであります。ただ、

本村の場合には、電力部分で申し上げますと、家庭用の電力というのは、村全体の

電力消費量の十数％であります。ほとんどが企業活動による電力消費であります。

したがいまして、企業にも協力をしていただかなければならないというふうには考

えておりますけれども、これは企業活動の部分でありますので、大変難しいかなと

いうふうには思っておるところであります。できるところから取り組んでまいりま

すので、お願いいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ７番、山口守夫議員。 

７  番（山口 守夫） ここで、ちょっと私のほうからですが、要するに、庁舎

内での目標計画は立てられていて、発表されていると思います。それには数値目標

も入って、29年度は最終年度として１％の削減だというようなことを確かうたって

あったと思います。そういう形の中ですから、ただ、一般の村民に対して、どのよ

うな形でそういうものが啓蒙されているかということになると、ちょっと薄いのか

なと思っていますので、その点も今後課題として対応していってほしいなと思って



 

います。 

 そんなことで、実は、次の高齢者の関係に関しては、ちょっと最初の加藤議員あ

たりの質問もあったりするもんですから、これは割愛していただいて、これで終わ

りにしたいと思います。 

議  長（原  悟郎） これで、７番、山口守夫議員の質問は終わります。 

 ただいまから、午後１時30分まで休憩といたします。 

   休憩 午前１１時２４分 

   再開 午後 １時３０分 

議  長（原  悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ３番、山﨑文直議員。 

３  番（山﨑 文直） ３番、山﨑文直です。 

 本日、特定秘密保護法が施行されたというニュースが報道されてました。私は、

この法律がぜひ拡大解釈されないように願うところであります。特に、災害発生時

に重要な情報が流れなくなるというようなことがあれば、非常に危惧をされるとこ

ろであります。そういう点では、注意深く見ていきたいなというふうに思いまう。 

 私は、今回の質問で、３点について質問をしたいと思います。 

 １番目の質問でありますが、観光協会設立の計画が来年から設立されるようにな

りました。そういう意味で、今現在取り組まれておりますイルミネーションフェス

ティバルの事業を本格的に支援していくのがいいのではないかという質問でありま

す。 

 イルミネーションフェスティバルにつきましては、私も、開催の当初から、いろ

んな意味でかかわって、お手伝いをしてきたところであります。最初は有志による、

まだ規模が小さかったわけでありますけれど、年々規模が拡大してきております。

ことしで９年目が実施されまして、10月４日から25日までの３週間にわたって、大

芝高原で実施されました。聞くところによりますと、ことしも10万人余の村内外の

方が見学に来られたということで、そうしてみますと、このイルミネーションフェ

スティバルも、非常に浸透してきて、定着をしてきているんではないかなというふ

うに思います。最初は、有志による実行委員会で開催をされてきた事業であります。

まさしく、村長が午前中に答弁をされました、行政からのきっかけでなくて、住民

の皆さんから取り組みの逆のケース、まさしくそのケースではないかなというふう

に思います。こういった住民の中から発生してくるものに対して、行政がバックア

ップしていくということでは、これからもそれを大事な事業だというふうに思いま

す。 

 しかしながら、このイルミネーションフェスティバルも、回数を重ねる中で、聞

くところによりますと、非常に運営も大変になってきているということだそうです。

資金の面と、あと人的な面も、両方の面からなかなか大変だそうです。実行委員会



 

の皆さんも、当初から９年を経てきて、今後続けていくことについても、体力的な

問題も含めて大変だなと、そういうのを私もお手伝いをする中で実感してきている

ところであります。そういう意味では、このたび観光協会を設立するに当たって、

この事業を観光協会の一つの中心的な事業として支援をしていく、それに対して村

も大いに協力をしていくと、こういう方向性を持っていけばどうなのかなと、とて

もいいんじゃないかなというふうに思います。 

 夏の大芝高原の祭りでは、大芝高原まつりが定着をしてきています。そうします

と、さしずめこのイルミネーションフェスティバルは、秋の重要なお祭り、フェス

ティバル。そうしていけば、いずれ冬の村の記念日を前後としたイベント、春の来

年計画をされていますバーティカルリミット、こういうようなのを定期的に開催し

ていくことによって、村の事業も活性化をしていくのではないかと考えるところで

ありますので、観光協会設立に当たっての事業計画も含めて、村長の考えをお聞き

したいと思います。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ３番、山﨑文直議員の御質問にお答えを申し上げます。 

 観光協会設立後のメーン事業として、イルミネーションフェスティバルを本格的

に支援してはという御質問であります。 

 議員が申されましたとおり、イルミネーションフェスティバルは、村を盛り上げ

ていただくために、地域の元気を発信していこうと、有志の皆さんで企画され、運

営をされています。ことしで９年目を迎え、秋の風物詩にもなっておるところであ

ります。また、村の一大イベントとして定着、発展をしてきております。ことしは、

若干、雨にたたられたイルミネーションフェスティバルであったかなというふうに

思っておるところであります。 

 このイルミネーションフェスティバルへは、村としては、毎年、事業運営や駐車

場警備に対する補助金の支援と、駐車場の管理や巡視等の人的な協力をしておると

ころであります。 

 イルミネーションフェスティバルというのは、御存じのとおり、一部の献身的な

実行委員の皆さんの活動により成り立ってきておるところであります。年々、負担

も大きくなってきており、大変であり、心配もしております。実は、私も、当初か

ら個人的に実行委員としてかかわってきておりますが、９年過ぎ、年齢的にも高齢

となってきており、大変だなという思いもしておるところであります。 

 このフェスティバル、長く続けていくためにはどうしたらいいだろうかというこ

とも考えていく必要があるというふうに思います。まずは後継者の育成、これは欠

かすことはできないというふうに思っております。今、本当に献身的な一部の皆さ

んに担っていただいております。そうして、もう一つは、準備等の人的支援も大き



 

な課題となっておるところであります。運営費の面につきましては、人的支援と比

べると、大変ではありますけれども、そうはいっても何とかなる問題ではないかと

思っておるところであります。こういった点につきましては、実行委員会とも協議

が必要となってまいりますが、一番大切にしなければならないことは、当初の思い

であります。このことがなくなってしまうと、イベントというのは長続きしないだ

ろうというふうに思っておりますので、その辺は御理解もいただきたいというふう

に思います。 

 現在、御承知のとおり、村は、来年に観光協会を立ち上げるために準備をしてい

るところであります。イルミネーションフェスティバルは、その中でも村の大きな

観光資源となっております。観光協会が発足しましたら、今まで以上の支援をして

いかなければならないと考えております。申し上げましたように、このイベントは

地域住民による思いの創作から、温かみあふれた、夢と希望と感動をもたらすいや

しの空間がつくり出され、活気に満ちたにぎわいの村として、地域の元気を発信し

ているイベントとなっております。こうした状況から、観光協会が中心となってい

くよりも、実行委員会主導で実施していくことが最良であると考えておるところで

あります。観光協会というのは、主導的な立場ではなく、最大限協力していく立場

として、大芝高原を盛り上げていければと思っておるところであります。今の時点

では、観光協会の事業内容や運営方法が決定していない状況であります。まずは、

観光協会を軌道に乗せていくことを一番に考えていき、当面はＰＲ等を中心とした

支援をしていきたいと思っております。そんな考え方でおりますので、そんな点は

御理解をお願いしたいと思います。 

 観光協会といっても、そうはいっても、人的な部分があるわけではありません。

事務局長はもちろん置かなければならない、これはどういう形で置いていくのかと

いうことでありますけれども、発起人会議の中では、産業課長兼務という部分が出

てきておるところでございます。同時に、事務的な職員、次長的な職員、この部分

はお願いをしていかなければならない。また、同時に、産業課につきましては、こ

の観光部門を含めまして、若干人員増が必要かなというふうに思っておるところで

あります。人的な面につきましては、そんな体制でありますので、主体的になって

いくというのは当初からは難しいというふうに思っておりますし、先ほども申し上

げましたが、実行委員の皆さんの思いというのを大切に私はしていきたいなと。前

の議員さんにも答弁申し上げましたが、村がしかけるのではなくて、地域の皆さん

や有志の皆さんがいろんなことをしかけてものに、村がどう支援していけるのか、

このことが私は理想であると思っておりますので、そんな点もぜひ御理解をお願い

したいと思っております。したがいまして、観光協会が設立されても、側面的な支

援ということで考えておるところであります。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ３番、山﨑文直議員。 



 

３  番（山﨑 文直） 観光協会が設立されるわけですが、このイルミネーショ

ンフェスティバルについては、側面的な支援という方針のようです。確かに、実行

委員会の精神を大事にするということも、これももちろん大事なわけであります。 

 この近くでいきますと、諏訪の御柱とか、もう長年取り組まれている大きなお祭

りもあると思うんですが、そういうお祭りも、最初はやっぱり規模が小さかったわ

けじゃないかなと。いろんなところで協力しながら、行政側も支援をしながら、大

きなお祭りに発展をしていくということも踏まえて、実行委員会の考えを大事にし

ながら、協会として最大限に支援をしていく、そういうことをぜひ大事にしていて

いただきたいなというふうに思います。 

 例えば、北信のスキー場を抱えるような自治体では、観光協会の事業が村の経済

等の命運も担っているというようなところもあるわけですけれども、そういう意味

とは違って、新たに発足する南箕輪の観光協会は、また新しい、ある意味でおもし

ろい活動の仕方を考える余地があるのかなというふうに思いますので、そんな点を

大事にしながら進めていっていただきたいと思います。 

 それでは、２番目の質問に移ります。 

 大芝高原の入り口のところに、道の駅構想ということであります。以前にも、私

は、大芝高原も道の駅にということで、取り組んではどうかという質問をしました。

村長からは、大芝高原全体を道の駅に検討するという答弁があり、これから、具体

的に可能かどうか、検討を進めるというような答弁がありました。ただし、もう一

つの村長の考えは、大芝高原をいわゆる観光地ということではなく、いやしの森と

いう位置づけを大事にするという答弁もあります。同時に、セラピーロードに指定

されている大芝高原は、これ以上、木を切るということも非常に困難だなというふ

うに思います。 

 高原の中の木をいろんな施設をつくるときに切ります。最小限に切りますけれど

も、今まで密植された木のところは、一つのところがあいてくると、残った木も風

にあおられて、そのうちに、やっぱり切らざるを得なくなる。順に伐採する面積が

広くなっていくという、そういうマイナス点もあるので、私も、大芝高原の木は、

できるだけこれ以上の伐採というのは避けたいものだなというふうに考えるわけで

あります。 

 そういうことからして、なかなか大芝高原を道の駅、そういうような観光等を発

信する施設ということは非常に制限がありますし、同時に、あそこが村有林である

ということで、ある意味で、民間の皆さんが投資をするとか、建物を建てて店をつ

くるとか、そういう部分も非常に制限がある地域であります。 

 そういうことからして、私は一つ提案ということでありますけれど、大芝高原の

東側に、かつて農業公園という構想がありました。それが中止というか、凍結とい

うふうになっておりますけれど、大芝高原のところの位置的関係がなかなかわかり

づらいという、遠くから来たお客さんの話も聞いたことがあります。そういう中で、



 

将来的には、中央道を走りながらも、あそこに何か変わった施設があるなというよ

うな部分の認められるような、そういう施設をしていくことも一つの方法かなとい

うことで、広域農道から東の、現在はイチゴのハウス等があります、そういうよう

な一帯をこれからの先、土地を借りるというような、買うというのは大変ですので、

借りるとかいう形をして、徐々にそこに道の駅の施設も含めて、例えば、地産地消

の施設もこういうところへつくって、全体的な、総合的な道の駅構想というのを進

めたらどうかなと、こういうふうに提案をしたいと思います。 

 現在の大芝の味工房も、味工房の施設そのものは、味工房の会の皆さんだけでな

く、基本的にはほかの団体の人たちが使えるということにはなっていると思うんで

すが、現実は、みそをつくったり、パンをつくったりということで、広く貸し出し

というふうにはなかなかいかない部分があります。中には、地場産の野菜等を使っ

てレストランをしたいという主婦の皆さんの意見を聞いた部分もあります。 

 そういった意味で、制約の多い大芝高原の中に、これ以上、いろいろ施設をつく

るということではなくて、広域農道の東側に、順次、そういった施設を長期計画の

中で開設をしていくと。そうした中で、道の駅を開いていくというのは、非常に開

設に意義があるんではないかなというふうに思います。 

 全国に、1,014の道の駅というのがあるそうですけれども、見渡しますと、上伊

那地域にはまだ２カ所しかありません。そういう意味では、将来に向かって、この

道の駅の構想を進めていくと、こういうのも非常に活性化として大事ではないかな

と思います。そういうことによって、農業、それから雇用の確保等の期待もできる。

そういうことも含めて、進めてはどうかなというふうに思いますので、村長の考え

をお聞きしたいというふうに思います。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 道の駅構想についての御質問であります。 

 山﨑議員からは、何回か、この点につきましての御質問をいただいておるところ

であります。以前から、大芝高原をという話もさせていただいたところであります。 

 この道の駅を大芝高原入り口の東の畑作地帯の農地の新設とまいりますと、現地

が農振農用地ということで、第一種農地でもありますので、道の駅の内容によって

は、農振除外や農地転用、施設に制限が出てくることが考えられます。そういった

ことはリスクが非常に大きいという、このこともお願いしたいと思います。 

 今、たまたま話題になっておりますけれども、あそこに太陽光発電営農型の施設、

農業委員会で不許可となりました。太陽光発電がだめで、道の駅がいいのかという

ことになってしまいますと、なかなかこれは難しいなという面もございますので、

その辺はぜひ、そんな観点でもお願いしたいというふうに思います。農業委員会で

許可をいただけるかどうかという、こういう難しい問題もあるということも御理解

もお願いしたいと思います。 

 ６次産業や加工施設の話も出ました。６次産業検討ワーキングチームにおいて、



 

６次産業化の事業化に向けて、さまざまな検討を行っております。この中の一つで、

加工施設についても検討を行っている状況であります。特に要望が多いのは、農家

の方からのカット野菜の要望が多いところであります。そういった要望を受けまし

て、さまざまな形態の先進的な事例の視察を行いながら、南箕輪村に合った加工施

設はどんなものがいいだろうかという、そんな検討も行っておるところであります。

しかし、先進地の視察を行った中でも、事業化して成功するということは、素材の

価格やマーケティングの難しさなど、容易なことではないという話も聞いておると

ころであります。したがいまして、加工施設ありきで検討するのではなく、事業と

して成り立つかどうか、見込みがあるかどうか、こんなことを含めて、慎重に検討

を進めておるところであります。誰が担っていただけるのかという、この担い手が

ないと、それはなかなか難しいということであります。村がこういったものを全て

やっていくというわけにはいかないところでございますので、その辺も御理解もお

願いしたいというふうに思っております。 

 ６次産業化検討ワーキングチームからの提案をもとに、味工房についても、どの

ように発展させていくのかという検討も始めたところであります。味工房自体があ

のままでいいのかどうかというと、これはあのままではいけないというふうに思っ

ておりますので、そんな点もお願いしたいと思います。 

 今、味工房というのは、地産地消としての加工品をつくっておりますが、現在の

味工房にある食堂を味工房の素材を生かした軽食喫茶風コーナーへ転換することや

直売コーナーを充実させ、味工房前スペース施設への増設などが検討に上がってお

るところでございます。味工房を主婦の部分のそんな食堂をやりたいというような

声も、私のところにも聞いたことがありますけれども、これは本当に経営となると

大変難しいということになりますので、その辺も慎重に考えていく必要があるとい

うふうに思います。大芝高原内には、レストラ的な部分が二つあるわけであります。

したがいまして、一つをもう少し特色を出していくほうがいいのかなという、現段

階の検討の部分となっております。ここら辺の検討結果を踏まえまして、どうして

いくのかということを位置づけてまいりたいと思っておるところでございます。 

 また、現在、大芝高原の長寿命化計画を策定中であります。その中で、大芝高原

の道の駅としての機能を充実させることが検討課題となっております。具体的には、

この50メートルプールの跡地への駐車場の整備、これをやっていきたいというふう

に思います。交付金事業をいただく中でやっていきたい。そして、多機能型バリア

フリーのトイレの再整備、情報発信としての公衆無線ＬＡＮなどの整備なども検討

しておるところであります。こういったことがそろっていけば、大芝高原の道の駅

というのが可能になってくるんではないかと思っておりますので、その辺はぜひ、

そんな御理解もお願いしたいというふうに思います。今あるものへ、どう付加価値

をつけ、道の駅にしていくことができるのか。長寿命化計画の中で、今検討してお

りますので、そんな点もよろしくお願いしたいと思います。 



 

 大芝高原の前の農地というのは、第一種農地であるということを御理解いただき

たいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ３番、山﨑文直議員。 

３  番（山﨑 文直） 今、話題になっているソーラー発電の件も出てきていま

す。いろいろ、あちらがだめで、こちらがいいという部分の論理も、確かに難しい

部分があります。そういう意味で、道の駅構想については、いろんな範囲も含めて、

積極的に取り組んでいきたいものだなというふうに思いますので、検討のほうも逐

次進めていただきたいというふうに思いまして、この質問を終わりたいと思います。 

 ３番目の質問であります。 

 先月11月22日に、北信の地域で、震度６弱という、神城断層地震が発生いたしま

した。改めて、この内陸型の地震の恐ろしさというのが示されたということです。

私も小谷村に友人がおり、白馬村の神城の堀之内ではなく近くの土地のところにも、

カヤぶきの民宿を経営していた方がいらして、早速、電話等で被害の状況を聞いた

りしたところであります。非常にお年寄りだけの世帯があって、生きた心地がしな

かったという話の内容でありました。 

 この南箕輪も、以前から村長も言われています、非常に安全なところだなと、私

もそういうふうに考えてきましたけれども、やっぱり、ここで一番危険な災害が起

こる可能性としては地震なのかなということであります。 

 そうした中で、報道等を聞いてみますと、大学の研究科の先生たちも、活断層上

への公共物の建築は避けるべきだというふうに警告をしておりました。村内を見回

すと、村内も、この防災マップにも載っています段丘上の西の一帯には、南北に活

断層が幾つも確認されております。そういう意味では、今後とも、この危険性とい

うのは起こり得るのかなというふうに思いますが、考えてみれば、この役場のすぐ

東に断層があるということになります。そういう意味では、公共物も当然でありま

すけれども、今後、住宅等が建っていく場合に、建築確認という一つの手続があり

ますけれども、できるだけこういった活断層上に建築を避けるということを、災害

を未然に防ぐという意味からも、できれば一番いいのかなというふうに思いますの

で、現状で、こういった手続の際に、活断層がここにあるということで、建築を避

けるような指導というのはできるのかどうか。今の建築確認の手続等の中でも含め

て、現状をお聞かせいただきたいと思いますが。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 活断層付近に建物を建てない指導は可能かという話であ

ります。 

 端的に申し上げますと、指導はできません。これは大変難しい部分であります。

法的にそういうものがあれば、指導的には指導できますけれども、そういう規制が

ありませんので、指導はできないということで御理解をいただきたいというふうに



 

思います。建築確認上で指導するということは、財産権の侵害にもなってしまう可

能性もありますので、大変難しいというふうに思っております。 

 振り返ってみますと、ことしの長野県は災害に見舞われた１年となりました。冒

頭の挨拶の中でも触れさせていただきましたが、今、議員が申されましたように、

神城断層地震は記憶に新しいところであります。 

 本村に最も影響を及ぼすと考えられる地震でございますが、伊那谷断層帯でござ

います。村の地域防災計画では、計測震度７を想定し、死者数を含めると、人的被

害、また家屋の全壊を含める建物被害など、想定しているところであります。詳し

くは、後ほど、地域防災計画で確認をいただきたいと思います。この伊那谷断層帯

でありますけれども、小黒川断層が河岸段丘の上付近と、また経ヶ岳山麓にも伊那

谷断層が存在しております。政府の地震調査研究推進本部によりますと、この伊那

谷断層帯の主部、辰野町から平谷村でありますけれども、最新の活動期は14世紀以

降18世紀以前だったと推定をされております。平均活動間隔は約5,200年から6,200

年であった可能性があるとされておるところであります。 

 本題の件でありますけれど、例えば、土砂災害であれば、土砂災害特別警戒区域

が指定され、土砂災害防止法により、住宅地分譲や社会福祉施設といった施設の建

築のための開発行為については許可制となっており、また一般住宅においても、建

築物の構造が安全なものとするための規制が行われております。一般住宅は安全な

ものということになっております。しかし、この確認申請の際などで、活断層上に

建築を避けるような指導につきましては、先ほども申し上げましたけれども、建築

基準法等による直接的な規制規定がなく、間接的な規制として、建物はその他振動

に対して安全な構造でなければならないと記載されており、現状では、活断層上へ

の建築の制限がないため、建築に対する指導は行えない状況であります。 

 また、断層が存在するということは調査でわかっているものの、地層で覆われて、

変異を示す地形が直接あらわれていない部分や、地表での変形が幅を持ったたわみ

としてあらわれている範囲もあり、地番図等に合わせた正確な位置づけも難しい状

況であります。この辺に小黒川断層がありますよと、それを地番上に落としていく

ということは本当に難しい作業であります。 

 したがいまして、建築に対する指導等は行えませんけれども、建築主が安心して

建物を建築するための情報として、活断層の存在について記載した防災マップによ

り、情報提供を図っていくということは村で行っていけるのではないかと、行って

いかなければならないというふうには思っておるところであります。そんな状況で

ありますので、直接的な指導はできないということでお願いいたします。ただ、こ

こには、活断層が走っていますよという情報提供はやっていく必要があるというふ

うに思いますし、仮に建てる場合には、より耐震性の強い住宅をつくっていただく

というお願いをしていくという、こんな程度になろうかと思いますので、その点も

御理解をお願いいたします。 



 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ３番、山﨑文直議員。 

３  番（山﨑 文直） しばらく動いていない活断層ということもできますし、

法律上の規定がないということで、なかなか強制力がないわけでありますが、今、

最後の答弁の中にありました、場所を示しながら、少しずつお知らせをしていくと

いうような形で、建築主にも理解していただけるような取り組みということで、現

状では、こんな感じでしょうがないかなというふうに思いますので、こんな点をこ

れからも理解をしていただくような手続きをお願いしたいというふうに思います。 

 以上で、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

議  長（原  悟郎） これで、３番、山﨑文直議員の質問は終わります。 

 続きまして、９番、唐澤由江議員。 

９  番（唐澤 由江） ９番、唐澤です。 

 ことしは、御嶽山の大噴火、北部地震など、本当に大災害の自然災害が相次いで

おりました。これらは避けて通れないものかなとは思いますが、アベノミクスの円

安、物価高、米価下落など、大変な１年でした。また、この師走の忙しい中、大義

なき選挙、今後、秘密保護法、集団的自衛権行使へと、また労働者派遣法の再度切

り捨て法案も、国の行く末が心配でなりません。 

 あらかじめ通告いたしました６件について質問いたします。 

 健康を守るため、女性のがん予防対策を。子宮頸がんや乳がん検診でクーポン券

と受診勧奨、再勧奨の実態はどうかということで。 

 日本では、国民の２人に１人ががんにかかり、３人に１人ががんで亡くなるとさ

れております。今や死因の第一位ががんということで、30万人いるようです。がん

対策推進基本法に基づいて、計画では、2016年度末までに、がんによる死亡率を

20％下げていくということにしております。クーポン券の利用、あるいはコール、

リコールの実態を教えてください。 

議  長（原  悟郎） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ９番、唐澤由江議員の御質問にお答えをいたします。 

 健康を守るため、女性のがん予防対策をという御質問であります。 

 女性に限らず、男性も含めて、がんの予防対策というのはしっかりしていかなけ

ればならないと考えておるところであります。村では、がんの早期発見、治療を目

的として、各種がん検診を実施しております。 

 子宮がん検診、乳がん検診の無料クーポン券につきましては、平成21年度より、

国のがん検診推進事業として実施してまいりました。それぞれ定められました５歳

刻みの年齢の方に、無料クーポンと検診手帳を送付し、受診を勧めている事業であ

ります。平成25年度で一巡をいたしました。平成26年度には、子宮がん検診は21歳

になる年齢、乳がん検診は41歳になる年齢の方を対象として実施をしております。



 

また、この村では、この制度が始まる前から、無料で受診できる節目年齢を設定し、

受診勧奨に努めてまいりました。国の制度が始まる前から、村はやっておるところ

でございます。また、広報誌や個別通知、メール配信などでの啓発を行っておりま

す。 

 一度通知をした方で、受診をしていない方への再勧奨につきましては、検診の実

施時期や受診できる検診機関の枠の関係があり、余り実施できていないのが実態で

あります。受診率もまだまだ低い状況でありますので、まず、受診勧奨に力を入れ、

実施をし、再勧奨につきましては、方法を検討して、実施をしていきたいと考えて

おります。受診をしていただく率を上げていくことに力を入れていきたい。そのた

めには、再勧奨も必要でありますので、方法を検討して、実施をしてく必要がある

というふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、健康というのは、自分自身が一番わかるわけでありま

すので、自分の健康は自分自身で知っていただくということも周知をしていかなけ

ればならないと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） ９番、唐澤由江議員。 

９  番（唐澤 由江） 前からやっているということですけれども、国の方針で、

クーポン券で受診率を向上させているということで、乳がんの場合に30.6％だった

のが、３年後には43.4％、子宮頸がんも28.7％が42.1％に上がっているというふう

に、国の統計ではそうなんですが、うちの村の状況を見ると、乳がんが32.8で、子

宮頸がんが26.3ということで、まだまだ受診を勧めていかなければならないと思い

ますので、力を入れていっていただきたいと思います。 

 それと、胃検診と大腸がん検診について、精密検診受診状況について、まだまだ

国の90％以上というものには達していないので、そこら辺も重点的に、電話作戦な

り、すこやか係を通じるなり、検診手帳や無料クーポン券を配付していただくよう

にお願いいたします。 

 次に移ります。 

 雇用の安定と公正労働条件の確保を。保育園、保護者会等の懇談会から、臨時保

育士の割り合い等についてということで。 

 先日、保護者会との懇談会をやった中で、保護者の方からいろんな意見が出され

まして、村の場合は３割が正規で、７割が臨時保育士だということなんですが、臨

時保育士のモチベーションはどんなふうに上がっているのかとか、ギブアンドテイ

ク、例えば、強制的な雪かき、草刈り等をやっているんだけれど、何か見返りはあ

るのかというようなことを言われました。労働環境とか、それから正規、非正規の

雇用にかかわらず、ワークライフバランスというか、いろんな、自分たちも労働者

であるというような自覚を持ちながら、だったら先生方も労働者でしょと。すなわ

ち、自分たちの権利保障もあり、お互いにもう少し歩み寄るような感じが必要では

ないかというような感じがありまして、やはり、こういった多少の、当然子供が通



 

っているんだから、環境を整備するのは大事なんだよと言いながらも、こういった

不平不満が出た。それから、子育て日本一の村って何なんですというような言い方

をされて、こういった問題点を自分たちから投げかけてきたことはいいことかとは

思うんですが、これらについて、村長のお考えをお伺いします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 保護者会の懇談会からという御質問であります。 

 私、その懇談会に出ていたわけでありませんので、どういった話が出たのかわか

りませんけれども、行政懇談会等々でもそうですけれども、懇談会をすれば、必ず

何らかの意見というのは出てまいります。そのほとんどが、要望や不満や不平であ

ります。その点は御理解もお願いしたいというふうに思います。全てを聞いていく

というわけにはまいりませんので、お願いしたいと思っておりますし、同時に、今、

質問にもありましたけれども、環境整備も大事だけれども、何のためにというよう

な、そこはどうなのかな、私はそういうふうに、今、質問を聞いてい思いました。

積極的に環境整備にも参加して、いい保育園にしていくんだという、そういう保護

者会としての認識というものも私は必要ではないかというふうに思います。まさに、

それが、ともに共助という部分で、いろんな施設を維持していかなければなりませ

んので、この辺はまた保育士を通じまして、保護者の皆さんにお願いしていきたい

というふうに考えております。今の質問をお聞きして、そんなことを感じたところ

であります。 

 臨時保育士が多いというのは、全くそのとおりであります。現在、保育士107名

いますけれど、正規が40名で、臨時職員が67名であります。このことは、３歳未満

児の入園者数が非常に増加しているということ、それから加配保育士の配置、この

保育士も増加しておりますし、日々雇用や長時間保育の保育士もふえてきておりま

す。そういったことで、臨時の皆さんにお願いしながら、保育園の運営を行ってお

るということが実態であります。できるだけ正規でお願いできればいいんですけれ

ども、財政状況等を勘案すれば限度もあるということ、このことも御理解をいただ

きたいというふうに思います。 

 日本一の子育て村の話も出ました。どういう村がいいのかということは、人それ

ぞれ違いますけれども、私自身のところへも、いろんな要望や要求というのはあり

ます。しかし、それは本当にどうなんだろうかなという御意見も多いところであり

ますので、その辺は取捨選択しながら、いい村をつくっていきたいなというふうに

考えておるところでございます。 

 また、同時に、この臨時職員の皆さんにも、いろんな研修会に参加してもらった

り、実習会に参加してもらったりということで、質の向上ということは図っており

ますので、この点も御理解をいただきたいというふうに思います。 

 また、平成25年度からは、村の職員採用試験の中に、保育士、南箕輪の臨時職員

枠、社会人枠というのを設けさせていただきました。積極的にいい保育士さんに入



 

っていただきたいという思いであります。何年かそこにいますと、本当にわかって

まいりますので、そういったこともよかったのかなというふうに思っておるところ

であります。 

 人間というのは切りがありません、要望や要求というのは。それをどう整理して

いくのか、本当にみんなで一緒にやっていこうという気持ちは持ち続けていかない

と、なかなか社会というのは成り立っていきませんので、その辺もこれからどうや

ってお願いをしていったらいいのか、どうやってそういう機運を高めていったらい

いのか、このことにも重点を置きながらやってまいりますので、お願いいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ９番、唐澤由江議員。 

９  番（唐澤 由江） 一理、村長のおっしゃるとおりという気持ちもあるんで

すが、たまたま５園を一緒に、一堂に会して、議会と話し合い機会があって、そう

いった不満を聞くことができたことで、皆さんの話も聞けたので、そういったこと

を認識しながら、強制的な雪かきということでなく、よりよい保育園づくりという

意味で、我々もバックアップしなければいけないなとは思っています。ただ、そう

いった昔の保育をお願いしている人たちとは違って、いろんな生活が大変な人たち

がいて、本当に朝早くの雪かきはいいけれど、昼間言われてもというような声もあ

ったので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 次に移ります。 

 中小企業によろず支援拠点の活用をということで。 

 いろんな労働環境の関係で、最近、国内企業の９割以上を占める、中小企業と小

規模事業者を応援するためのよろず支援拠点というのが全都道府県に開設され、売

り上げの拡大や資金繰りなど、中小企業のさまざまな悩みに専門家がワンストップ

で対応するものが６月にスタートし、９月末までに、全国で２万7,441件の相談を

受け付け、資金調達とか販路拡大につながるなどの実績を上げているということで、

これらのことを通じて、商工会を通じて利用してみてはどうか。それから、例えば、

優良企業だと思っているある企業でも、一番労働相談が多いというようなことで、

現実的にはなかなか難しい状況があるということで、商工会を通じて、これらを利

用していくということを村長にお願いしたいと思います。質問です。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） よろず支援拠点、中小企業の活用をということでありま

す。御指摘のように、国は、平成26年度から、各都道府県に１カ所ずつ、中小企業

のよろず支援拠点を設けたところであります。長野県では、公益財団法人長野県中

小企業振興センターがよろず支援拠点となっております。 

 まず、本村の場合でいきますと、一番身近な相談窓口は商工会の経営指導員であ

ります。まず、ここに相談をしていただくというのが一般的であります。経営指導

員につきましては、経営上のあらゆる相談全般について対応してきておるところで



 

あります。相談者には全力で支援をしておるということであります。中には、商工

会や支援機関との接点がない場合や、相談先に悩む中小企業、小規模事業者がいる

かと思います。その場合には、よろず支援拠点を活用していただき、適切なアドバ

イスをもらっていくことがいいんじゃないかというふうに思っております。しかし、

その存在がわからない方もおるというふうに思いますので、この辺は幅広く利用を

していただくために、村でもホームページ等により情報提供はしていきたいと思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ９番、唐澤由江議員。 

９  番（唐澤 由江） さらなる啓発をして、相談できやすい環境をお願いしま

す。 

 次に、住民自治を守るためにということで。 

 活動拠点、コミュニティーづくりの拠点として、田畑公民館が建設されました。

いろんな補助金等があったのかどうなのか。利用していないということで、自治体、

ある市の職員に聞いたところ、自治体も金がないので、税金を投入しないで、国の

補助金があれば、なければ、もう新設の建築はあり得ないということで、そういっ

た発言を聞いたことがあります。田畑公民館は11番目、12番目の建設ということで、

最後の建設になるんですが、昔は、コミュニティーセンターというふうなものを活

用して、補助金を使ったり、そういうことがあったわけなんですが、それを使えな

かったということの理由についてお聞きします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 田畑公民館の補助金の部分であります。補助金はありま

せん。補助制度はないということであります。その点は御理解をお願いいたします。 

 平成16年度から18年度に実施されました国の三位一体改革によりまして、国庫補

助金の大半が一般財源化されてしまいましたので、補助事業というのが極めて少な

くなってまいりました。しかし、そうはいってもということで、田畑公民館、いろ

んな活用を考えてみました。村でも、厚生労働省に行きまして、福祉空間、福祉的

な部分の補助金もお願いしたところであります。同時に、私自身も、県に宝くじの

補助金をお願いいたしましたけれども、何せ、規模が大き過ぎて、全くその対象に

はならなかったということであります。村も、国へ行ったり、県へ行ったり、こう

いった足を運びながら、ほかの補助金も見つける努力をいたしましたけれども、規

模的な問題でなかなかうまくいかなったというのが実態でありますので、その辺は

ぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。 

 村も、財源不足が多いところでありますので、活用できる補助金は活用していく

という姿勢でやっております。現在でも、いろんな交付金事業を実施しておるとこ

ろでございます。例えば、橋梁の実施では交付金を当てておりますし、大芝公園の

整備に当たりましても、公園長寿命化計画を今策定して、50％から55％の交付金を



 

いただきながら、今整備を進める計画策定をしておるところであります。そのほか、

もらえる補助金につきましては、全ていただいております。南部小学校や南箕輪小

学校等の体育館の落下防止には、補助金を使っておりますし、また大泉所ダムの配

水管の修繕工事につきましても、２分の１の補助金をいただいておるところであり

ます。したがいまして、いただける補助金はいただき、そして、なおかつほかの補

助金でうまく利用できないかなという、こういうものも検討しながらお願いをして

おるところであります。それがない場合には、地方債、起債で、交付税補塡のある

起債を充当していくと、お願いをしていくという段取りで進んでおりますので、そ

の辺は御理解をお願いいたします。 

 昔、公民館をつくるときにあったような補助金というのは、今、全くありません

ので、お願いいたします。また、保育園につきましても、補助金がなくなってしま

いましたので、そういう時代になってきたということであります。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ９番、唐澤由江議員。 

９  番（唐澤 由江） 私のときは、いろんな元気づくり支援金だとか、それか

ら耐震補強工事の前倒しだの、それから、さっきの福祉空間の整備事業、地域介護

の関係が、大芝のテニスコートとか、図書館改築とか、いろんなものを利用させて

もらったんですが、現実、なかなか厳しくなってきたんだなと思いますが、例えば、

経ヶ岳のトレイル大会等についても、元気づくり支援金等を使えないのかなという

ようなことで、研究してみてもらえればと思いますので、経費節減を図れるよう、

よろしくお願いいたします。 

 次に移ります。 

 住宅、公園、緑地、子供の遊び場整備をということで。 

 保育園の保護者会との懇談会にも出たり、私も友達から、子供の孫の世話をして

いるけれども、大芝高原ではなくて、近くに公園が欲しいというような話がありま

して、いろいろなところで住宅ができてきて、公園や緑地化というのが必要ではな

いかなと思います。中込の遊具の撤去の問題も出されて、危険なものは撤去せざる

を得ないのではないかなということも考えておりますが、前にも村長が、公園を計

画的に進めていくというようなお話がありましたので、そのことについて、今後の

計画についてお伺いします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 公園の御質問であります。 

 現在、村の中では、大芝公園を除きまして、公園緑地は各区に18カ所整備されて

おります。この維持管理は地元でお願いをしているところであります。昨年度は、

この遊具等の安全点検を行い、本年度点検結果によって、区と相談して、老朽化等

で危険な遊具は撤去をさせていただきました。新たな遊具の設置につきましても考

えておるところであります。安全面や維持管理のしやすさから、鉄棒、ブランコ、



 

滑り台、ジャングルジムから選択していただき、区計画で、要望により設置をさせ

ていただく計画でおるところであります。 

 また、新たな公園や緑地の整備につきましては、地区計画要望として、設置場所

や施設等を検討していただきたいと考えております。ただ、今の制度でいきますと、

これはなかなか難しいなというふうに思っております。用地費や工事費など、莫大

な地元負担がかかります。今の制度でいくと、これは全く不可能であるというふう

に私は思っておりますので、この地元負担金をどうしていくのか、どう軽減をさせ

ていくことができるのか、この辺の制度の見直しを検討しておりますので、もうし

ばらく時間をいただきたいというふうに思います。ただ、計画的にやっていかない

と、財政的な部分もございますし、また、一番の問題点は日常の管理、これは地元

でやっていかないとどうにもなりませんので、その合意がとれないと、設置してい

くことはできないということでありますので、そんな点も御理解をいただきたいと

いうふうに思います。今の制度でいくと、公園というのはちょっと難しいかなとい

うふうに思っております。制度自体を変えていくという検討を今しておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ９番、唐澤由江議員。 

９  番（唐澤 由江） 制度を変えていって、理想的な遊び場ができればと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 次に、高齢者福祉ということで、認知症予防の方策とサポーター制度はというこ

とと、介護支援カフェの実施をということなんですが。 

 これは、たまたま泉南市というところへ、先日、議会で研修に行ってきました。

認知症ケア推進事業の取り組みをされていて、人口は６万4,000人ぐらいで、高齢

化率が24.8ということで、認知症の方が1,248人いらっしゃるということで、生活

圏域の中で、いろんな、まずはサポーター養成講座を養成し、キッズにもなってい

ただき、それから徘回ＳＯＳネットワークを構築し、協力事業者全体の地域包括ケ

ア会議をするというようなものなんですけれども、この村ですぐにというのがなか

なか難しい。とりあえず、サポーター養成講座等をしていけば、多少、認知症への

理解も深まって、避難訓練というか、いわゆる認知症の患者さんが地域でどのよう

にいて、そういったような人が捜索訓練に参加してみたらとか、いろんなことを思

うんですが。簡単という言い方はおかしいんですが、とりあえず手っ取り早くやる

には、地域包括支援センターとか、区とか、それからいろんな事業所との連絡会議

等を開いて、そういった地域でみんなが支えるよというような消防団だとか、そう

いう推進の仕方が一番望ましいのかなというような気がします。 

 やはり、認知症についての知識もなかなか難しい。どんなものが認知症かという

ようなこともあります。なかなか難しい問題なんですけれども、これから避けて通

れない問題があって、今、2002年に149万人だったのが、2012年には305万人という



 

ことで、ここ10年で倍増しているそうなんです。これは、やはり生活習慣病予防と

いうことで、がんと同じなんですけれども、生活習慣病対策をしながら、１日30分

の有酸素運動をしていく。それから、ちょっとした大事な約束を本当に忘れてしま

ったり、初めての土地に行ったり、旅行したりというようなことがなかなか運用で

きない場合、困難なものを感じたりする軽度の認知障害、ＭＣＩの高齢者を４人に

１人は認知症かその予備軍ということで、やはり認知症対策というのは早目に取り

組んでいかないと大変ではないかなということと、サポーター制度を、例えば地区

社協のボランティアさんに依頼してやっていったり、いろんな場所にサポーター養

成講座をやっていく。 

 それから、介護支援カフェというのは、いわゆる認知症カフェも同じなんですけ

れども、ひまわりの家で、ぽかぽかの家のところのそういったものをあちこちに開

催してもらう。この泉南市は、補助金をもらっていて、4,000万近くもらっている

んですけれども、そういう認知症カフェの開設のお金だとか、研修のお金だとか、

先進地の研修とか、そういうのに使ったようなんですが、10分の10くれるからやれ

ばいいというものでもなくて、農作物の販売をしながら、家庭で、家族で借りてや

ったり、職員も手伝ったり、稲刈りもやったり、収穫祭もやったりというような、

いろんな事業をやっていますので、ぜひこういった問題に取り組んでいただきたい

と思いますが、いかがでしょうか。 

議  長（原  悟郎） 唐澤議員、１番、２番、一緒でいいですか。 

９  番（唐澤 由江） はい。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 認知症予防の方策とサポーター制度はという御質問でご

ざいます。 

 認知症対策として大切なことは、早期対応であります。同時に、認知症になって

も、安心して暮らせる地域づくり、このことをつくっていく必要があるというふう

に思っております。 

 現在、その症状を判定できる認知症チェックリストを介護保険制度説明会をはじ

め、出前講座や認知症サポーター講座等の機会を捉えて、配付しております。ぜひ、

このチェックリストを御活用いただきたいというふうに思っておるところでござい

ます。本人や家族の中でも、気づきの認識を深めていただければというふうに思っ

ております。これからも、広報やさまざまな講座等の機会を通じて、早期対応の大

切さを住民の皆さんに注視をしてまいります。現在でも、介護保険制度説明会とい

うのをやっておりますので、その折には、必ずこのチェックリストでチェックして

いただくというお願いをしておるところであります。これも、始めて２年ばかりに

なりますけれども、結構定着してきているなというふうには思っております。 

 また、村では、サポーター講座の講師役であるキャラバンメイトについて、これ

まで地域包括支援センター職員が担ってまいりましたが、現在は特別養護老人ホー



 

ム、コンソール大芝や南箕輪養護老人ホームの職員の活動により、養成数がふえ、

11月現在のサポーターの養成数は300人を超えておるところであります。かなりふ

えてきております。今後も、各種団体にサポーター養成講座の開催を呼びかけ、サ

ポーターの拡大を図ってまいりたいと考えております。大分ふえてきたなというふ

うに思っております。ボランティアの皆さんに、積極的にかかわっていただくとい

うことは大切なことでありますので、先進地を見ながら、またいい方策があれば検

討してまいりたいと思います。 

 介護支援カフェであります。認知症の方や御家族を支援する取り組みの一つとい

たしまして、認知症カフェを取り入れて、実践をしている先進事例があります。認

知症に限らず、介護者がリフレッシュできる場といたしまして、地域包括支援セン

ターで行っている家族介護支援事業がありますが、もっと気楽に集えるカフェ形式

の取り組みも、本当に有効かなというふうには思っております。先進地を見ながら、

そういったものができれば理想でありますので、努力はしてまいります。そんな点

で御理解をお願いいたします。ただ、本村の場合は、密集地というのが余りないも

のですから、こういったカフェ、１カ所でというわけにはまいらないというふうに

思っております。その辺の方策も含めて、これからの高齢化社会対応していかなけ

ればならないだろうというふうには思っております。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ９番、唐澤由江議員。 

９  番（唐澤 由江） 将来的には、医療と介護、他職種連携会議というような

感じで、医師会とも連携しながらやっていかないといけないようになるのではない

かというふうに思ってます。 

 やっぱり、１週間に、１日当たり２時間以上、10人以上というようなことを決め

ながら、同一場所で３年以上継続するとかいうことで、お金を幾らとかいうふうに

補助金を出しているところもあるようですので、また積極的に取り組んでいただけ

ますようお願いします。 

 次に移らせていただきます。 

 潜在看護師の発掘を勧めてはということで。 

 どこの病院や施設でも、人手が不足しておりまして、時間に帰れないとか、肺炎

になったり、尿路感染になったり、病院でなくてもいろんな不安状況が募ってきま

す。慢性的な人手不足というのは、本当に深刻ではないかなと。連合では、働くこ

とを軸とする社会ということで、ディーセント・ワーク、やりがいのある仕事を求

めております。 

 村としても、例えば、臨時登録の保健師、看護師というのがあるんですけれども、

そういったものも掘り起こしながら、登録ナースをハローワークや中央病院の研修

に積極的に誘っていただければと思いますが、いかがでしょうか。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 



 

村  長（唐木 一直） 看護師不足や医療従事者不足の問題というのは、村だけ

ではなくて、広域的に取り組むことが必要だというふうに思っております。上伊那

広域連合としても、看護師確保対策といたしまして、奨学金の貸与制度や、また上

伊那医師会附属附属準看護学院への助成などを実施してきておるところであります。

そういった面で、人手不足の解消を図っております。 

 潜在看護師の発掘についてであります。これは、県では、看護職員の確保対策と

いたしまして、再就業促進といった事業の長野県の看護協会に委託して行っておる

ところであります。そういったところへの紹介というのもやっていければいいとい

うふうに思っておるところであります。資格を持っているかどうかというのは、な

かなか把握しにくいという面もありましたけれども、看護師の人材不足の確保の促

進に関する法律が平成27年10月１日から改正になりまして、離職する看護職の届け

出制度が始まってまいります。そうしますと、これは努力義務でありますけれども、

できるだけ届け出をしていただければ、本当にいろんな部分で情報提供ができるん

じゃないかというふうに思っておりますので、そんなことを期待しておるところで

あります。必要に応じて、村も、臨職として看護師や保健師、登録していただいて

おります。ただ、登録をしていただいた方につきましては、村でもお願いをしてい

かなければならないということでありますので、なかなか潜在看護師の発掘という

ことに至っていないということでありますけれども、今度、法改正等々もあります

ので、いろんな面で協力をしながら、連携をしながら、確保対策をしてまいりたい

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ９番、唐澤由江議員。 

９  番（唐澤 由江） 積極的に取り組んでいただきたいと思います。 

 次に、学校教育について、特別支援教育の加配や介助員の活用はということです

けれども。 

 先日、教育委員会、校長、教育委員との懇談の中で、加配や介助員というのが配

置されているんですが、多少、本人の自立を阻害しがち、また頼りがちで好ましく

ないというような発言がありました。インクルーシブな社会、共生社会を目指して、

さまざまなニーズに従って、一人一人のニーズに従って、特別な支援が必要な子供

については、村でもいろいろ手厚くやってきているところです。 

 特別支援学級介助員の賃金が549万9,000円、学習習慣形成員の賃金が685万1,000

円ということで、多額な費用をかけているんですけれども、昔、発達障害で相談に

来ていたお母さんから、ノートを見せられまして、担任の先生が、あなたがクラス

にいるのが授業が妨害される、どうしてわからないのかという不満で埋めた連絡ノ

ートを見せられました。加配など、そのときは望むべくもない状況でして、教育相

談の先生が、学校へ行って、その子に寄り添い、付き添って、不安解消に努めたこ

ともございます。そういった加配も大事な役目があるわけで、そのことについて、



 

教育委員長のお考えをお聞きします。 

議  長（原  悟郎） 答弁を求めます。 

 清水教育委員長。 

教育委員長（清水 篤彦） 唐澤議員さんから、特別支援教育の加配や介助員の活

用についてと御質問でございますが、それについてお答えをいたします。 

 正式名称から言いますと、特別支援教育支援員という名称かと思いますが、これ

は加配介助員が含まれます。これらの人たちの具体的な仕事内容というのは、要す

るに、援助を必要とする児童生徒へ、教室移動等も含めた生活の介助、または学習

支援、それで、健康とか安全の確保、健常児へ、要するに障害理解についてわから

せる、深めるといったこととか、現級では、周りの児童とともに過ごすことができ

るよう、隣に座ったりして応援するというようなこともあります。現在は、特に、

一人一人の能力や可能性を最大限に伸ばしてあげることとか、きめ細かな支援を担

任とともに連携して行っている。そういうことが、現在大事かなと思いますし、現

在そのような形で行われております。 

 本村では、特別支援教育支援員の方々の研修会や意見交換会、それを学期ごとに

開催しておりまして、専門分野での情報共有を図りながら、子供たち一人一人の資

質の向上を目指して取り組んでおりますし、今後もそれらの充実をさらに図ってい

きたいと考えております。 

 なお、村におきましては、南箕輪小学校で７名、南部小４名、中学校４名、合計

15名の支援員を村費から出していただいております。大変ありがたく、子供たちも

伸び伸びとしてきているのではないかなと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（原  悟郎） ９番、唐澤由江議員。 

９  番（唐澤 由江） 力強い発言、ありがとうございました。 

 これで、私の質問を終わります。 

議  長（原  悟郎） これで、９番、唐澤由江議員の質問は終わります。 

 ただいまから３時10分まで休憩いたします。 

   休憩 午後 ２時４８分 

   再開 午後 ３時１０分 

議  長（原  悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 ８番、都志今朝一議員。 

８  番（都志今朝一） 議席番号８番、都志今朝一です。 

 私は、先に通告いたしました５項目について、村長並びに教育委員長にお伺いい

たします。的確なる答弁をお願いいたします。 

 それでは、１項目めの2015年度の予算編成についての１件目の2015年度の予算規

模についてをお伺いいたします。 



 

 2015年度の予算編成が始まりました。経済状況を見ると、国政では、安倍政権の

進めるアベノミクス、金融緩和、財政出動、成長戦略の３本の矢によって、デフレ

脱却と日本経済再生を目指す経済政策が行われ、日銀は、2013年４月には大規模な

金融緩和策を導入し、ことし10月末には追加緩和に踏み切った。政府は、財政政策

で、公共事業を中心とした大規模な補正予算の編成、昨年とことしの６月に規制緩

和策などを盛り込んだ成長戦略も打ち出し、大規模な金融緩和策で、円高は是正さ

れ、県内でも、輸出系製造業を中心に業績が改善している。ただ、円安による材料

の高騰、消費税増税など、中小企業や消費者の負担感は強まっており、大企業の業

績改善が中小企業の地方企業にも波及し、従業員の賃金水準が向上している。個人

消費を喚起するアベノミクスが描くシナリオにはまだなっていない。上伊那地域で

は、景気の回復は全くなく、増税後の消費低迷が続き、消費税率が引き上げられた

４月以降、消費支出が７カ月連続で減少している。増税や円安による物価上昇に賃

上げが追いつかず、実質的に賃金は低下している。また、稲作農家には、米価の下

落による収入減少により、地域経済に与える影響も懸念され、このようなさまざま

な影響を受け、財政運営にも厳しい状況が続いていると思われます。 

 2015年度の予算編成でありますが、歳入の関係では、村民税減など、全体で５％

程度の減額を見込み、極めて不透明な経済状況の長期化が懸念される中、住民の生

活を守り、村民が安心安全な村づくりのための事業選択で、歳出削減に努力し、住

民に優しい予算編成を期待し、１件目の予算規模についてをお伺いいたします。予

算の規模は、本年度に比べどうであるかをお伺いし、予算規模についての質問とい

たします。答弁をよろしくお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ８番、都志今朝一議員の御質問にお答えいたします。 

 平成27年度の予算編成についての予算規模の御質問でございます。 

 現在、新年度予算につきましては編成作業中でありますので、予算規模につきま

しては来月には総額がほぼ確定してまいります。この点につきましては御理解をお

願いいたします。 

 来年度の予算のうち、主要歳入であります住民税では、景気回復による個人住民

税が若干の増収を見込んでおります。個人住民税につきましては、１年前のものと

いうことでありますので、期待をしておるところであります。法人住民税では、税

率変更により減収となる見込みであります。これ、税率が変更になってくるという

ことでありますので減収になります。ことしの法人の住民税につきましては、今の

ところ好調な部分を維持しておるところであります。予算規模から行きますと、

4,000万から5,000万は増額補正ができるんではないかと、そんな期待もしておると

ころであります。また、固定資産税につきましても、新築家屋は増加しているとこ

ろでありますけれども、来年度は３年に１度の評価がえの年に当たり、減収となる



 

見込みであります。地価が下落しておるということでありますので、減収となって

まいります。こうした状況から見ますと、村税全体では、２％余りの減収を見込ま

ざるを得ないという、今のところはそんな状況となっております。 

 村税以外の地方交付税につきましては、総務省では、平成27年度概算要求で、今

年度の地方財政計画の水準を下回らないよう、同水準の確保と交付税率の引き上げ

を要求している状況であります。ただ、これは選挙中でありますので、全く不透明

であります。地方財政計画、どうなってくるのか、注視をしていかなければなりま

せん。また、消費増税が先送りになったことを踏まえまして、地方消費税の伸びも

期待できない状況であります。 

 そうしたことを総合的に判断しますと、主要歳入につきましては、前年度を下回

るという予想を立てておるところであります。 

 しかし、歳出部面では、人口増かに対応する保育園や学校の施設整備のほか、道

路等のインフラ整備、社会福祉関係経費の増大などを考えますと、平成27年度の予

算規模といたしましては、今年度の予算規模57億8,000万円を上回る、60億程度に

なるんじゃないかなという予想をしておるところであります。過去最大の予算とな

ることは確実であろうというふうに思っております。 

 そういった中で、大変厳しい予算編成になることは覚悟しておるところでありま

す。できるだけ経費の節減を図りながら、やらなければならない事業をきちんとや

ってまいりたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ８番、都志今朝一議員。 

８  番（都志今朝一） 県中小企業振興センターは、県内の中小製造業を対象に

した10月末時点の経営動向調査結果をまとめ、県内中小企業製造受注量が、７月末

の前回調査より、１年６カ月ぶりにマイナスとなり、３カ月後の受注見通しの予想

もマイナス、さらに悪化を見込んでおります。歳入財政には、一層厳しい状況が続

くことが予想されます。より一層の緊縮財政の予算編成をお願いし、続いて、２件

目の予算編成の重点施策についてをお伺いいたします。 

 村では、12月２日に、2015年度の予算編成方針会議を開き、予算執行担当者に、

この２年間で人口増加に伴う施設の不足対策に一定のめどをつけたいとの考えを示

し、ハード面では、西部・中部保育園の増改築工事、中学校特別教室棟増築工事の

実施、また受け入れ施設が不足する小学校学童クラブ用地と建設を見込み、検討に

入り、ハード面、ソフト面の両面が必要とする住民の生活を守り、災害などに対し

ての安全対策、農業、商業、工業、産業の振興を行政の基本とし、財源不足の中、

限られた財源で、やるべき事業の実施、最大効果の出る予算編成を支持、村３カ年

計画を基本とした予算編成も行われていると思われます。限られた財源での編成で、

大変なこととも思われます。子育て、福祉、教育、村民の安心安全の村づくりを目

指しての予算編成をお願いし、２件目の予算編成の重点施策についての質問といた



 

します。答弁をよろしくお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 予算編成の重点施策の問題であります。 

 先に行いました予算編成方針会議におきまして、関係職員には周知をいたしまし

た。常々申し上げておりますが、来年度、再来年度のこの２カ年間で人口増加対応、

とりわけ保育園、学校施設不足、そして用地不足に対応していくというこのことを

支持したところであります。それに加えまして、道路だとか、橋梁の長寿命化に伴

いますインフラ整備、社会保障関係経費につきましては、これは年々増加しており

ますので、この辺の対応もしていかなければなりません。大変厳しい財政運営が予

想されておるところであります。 

 常々、私の方針として申し上げておりますけれども、予算というのは村民のため

にあるといったことを常に念頭に置きながら、ゼロベースから予算編成をするよう

にという指示もしたところであります。１点として、村民の生活は当然守っていか

なければなりませんし、災害等々から地域の安全も確保していかなければなりませ

ん。そして、産業振興、農商工を基本とした産業振興を図っていく。この３点を確

認したところであります。村民の生活を守り、地域の安全を守り、さまざまな産業

振興を図っていくことを基本として、厳しいながらも人口増加に対応する積極的な

予算としてまいりたいと思います。 

 具体的な部分を申し上げますと村３カ年実施計画をせんだって説明をしたところ

であります。既に、この村３カ年実施計画、平成27年度を見ますと、この計画段階

から１億円の財源不足となっておるという状況であります。 

 施設的な整備といたしましては、中部保育園、西部保育園の増改築工事、これは

給食室を含めましての増改築工事、これは実施してまいります。約３億円弱という

予算を充てるつもりであります。それから、中学校の用地の購入事業、これも実施

をしてまいります。これは、用地交渉を精力的に進めて、協力していただけるよう

に今考えておるところであります。社会資本整備であるインフラ整備、老朽化した

橋の橋梁の改修、これも公金事業としてやってまいります。この橋梁の改修につき

ましては、１年に１カ所ずつということでさせていただきたいというふうに思って

おります。また、道路改良といたしましては、岩月人形センターとアクセス道路の

交差点信号機設置と同時に、改良ということをやってまいりたいと思っておるとこ

ろであります。それに、大芝公園の整備、今、長寿命化計画で国の交付金事業をも

らえるように計画を樹立中であります。これが認められれば、50メータープールの

駐車場化、あるいは遊具の整備等々もやっていく必要があるというふうに、これは

来年の中で。それから、トイレの改修ということも当然やっていかなければならな

い。そういったものに多額なお金がかかってまいります。また設計といたしまして

は、中学校特別教室棟の設計を来年予算計上してまいります。それと同時に、仮称

でありますけれども、こども館の建設、この設計費も来年度計上させていただきた



 

いと思っておるところであります。そうしていかないと、学童クラブに対応できな

いという悩みもありますので、この辺は議員各位の御理解をお願いしたいと思いま

す。そんなところが主な事業になろうかと思います。用地を含みますと、かなり多

額な費用がかかります。考えただけでも、これは頭が痛くなる問題でありますけれ

ども、何としてもこの２年間にめどをつけていくという話をしてきておりますので、

仕上げてまいりたいなというふうに思います。 

 また、来年度は、第４次総合計画後期基本計画の最終年度となります。各事務事

業の最終検証をしながら、残された事業につきましてはしっかりとやっていくとい

うことで考えております。徹底した歳出削減と同時に、効率的な事務事業の運営、

こんなことにも心がけて、厳しい財政状況を乗り切ってまいりたいと思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ８番、都志今朝一議員。 

８  番（都志今朝一） 人口増加により、要望も多種多様化していると思います。

ソフト面での村民生活に優しい施策をお願いし、３件目の2014年度事業及び予算執

行の状況についてをお伺いいたします。 

 本年度も、あと３カ月余りになり、ソフト、ハード事業ともに順調に進行してい

ることと思います。南箕輪小学校の体育館天井落下防止工事、南部小学校の教室棟

など増築工事、体育館天井落下防止工事、広域消防署建設、国道153号伊那バイパ

スの要望対策工事の道路工事も順調に進捗しており、ソフト面での事業もほぼ順調

に進捗していることと思います。今後、残された事業も年度内の竣工をお願いし、

３件目の2014年度事業及び予算執行の状況についての質問といたします。答弁をお

願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 2014年度の事業執行の状況であります。 

 今、議員が御質問したとおりであります。本当に、順調に推進をしていると、な

されているというふうに思っております。南部小学校教室棟増築工事につきまして

は、来年２月の末に完成をいたします。また、荒井坂橋の修繕工事につきましても、

来年３月末完成に向けて工事を進めておるところであります。村民センターの機械

設備工事につきましては、10月末、既に竣工して、現在は使用しております。伊那

消防署も、12月19日には本体部分が竣工してまいります。来年の４月には、これは

解消できるという状況でありますので、ほぼ順調であります。 

 一般会計の歳入では約62％、歳出では約57％が執行となっております。率的には、

昨年を若干下回る状況となっておりますが、順調に推移をしておるところでござい

ます。平成26年度も３カ月少しとなってまいりましたので、計画事業執行に向けて、

鋭意努力をして、年度内完成に向けて、今、行っておるところであります。 

 ここで懸案事項もあります。１点目は、南箕輪住宅団地の灰処理工事、運搬であ



 

ります。これは、今、処理をしている業者を探しておるところであります。そんな

状況でありまして、まだ見つかっていないという状況でありますので、今年度中の

工事がどうなるか、これからまた検討していきたいというふうに思います。 

 それと、久保屯所の建設工事であります。これも用地の問題等々あります。また、

防災倉庫もつくりたいということで、補助事業との関連もありますので、これは今

年度事業に課してありますけれども、平成27年度に延ばさざるを得ないというふう

に思っておるところであります。 

 したがいまして、こういったものがまだ手がついておりませんので、歳出の57％

というのはかなり高率になっているんじゃないかというふうに考えておるところで

あります。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ８番、都志今朝一議員。 

８  番（都志今朝一） 2015年度にも、多くのハード事業が計画されております。

事業が年度内に竣工することをお願いし、２項目めの質問の公共建物の維持管理に

ついてをお伺いいたします。 

 まず、１件目の村民体育館の屋根、アリーナ床修繕についてをお伺いいたします。 

 昭和52年に建設され、37年が経過しており、その間、体育館リフレッシュ事業と

して、増築、改修などの工事が計画的に行われております。また、平成22年度には、

耐震補強工事も完了しております。以前の村３カ年実施計画の中では、継続事業で、

平成25年度に屋根防水処理並びに修繕、平成26年度、アリーナフローリング張りか

え工事などの設計などの計画となっています。３カ年実施計画の見直し、毎年ロー

リングを行い、限られた財政の中での計画の見直しとも思われます。 

 屋根防水工事については、耐震補強の折、一部修繕工事をしており、修繕した場

所の雨漏りはとまっております。屋根防水工事については、屋根面積も大きく、多

額の金額も必要と思われます。耐震補強も完了しており、建物の長寿命化にも、雨

漏りの防水処理は不可欠と思われます。また、アリーナの床については、新築以来、

大規模な修繕も行われておりません。体育館の利用頻度も、わくわくクラブをはじ

めとし、他の大会などで数多く使用されています。建物の維持管理は大変と思われ

ます。今後どのような修繕を行うかをお伺いし、１件目の体育館の屋根、アリーナ

床修繕の質問といたします。答弁をお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 村民体育館の修繕の御質問であります。 

 御指摘のとおり、昭和52年３月に竣工してから、村民体育館は37年経過して、老

朽化が進んできておりますけれども、耐震補強工事等々、長寿命化を図ったところ

であります。 

 御指摘の屋根、アリーナの改修であります。雨漏りにつきましては、これは早期

の実施が必要であると、建物全体を維持していくためにも、雨漏りだけは防いでい



 

かなければなりませんので、この点につきましては、28年度に実施する予定で今考

えておるところであります。来年度設計で、28年度に工事施工ということで考えて

おるところであります。アリーナの床の改修につきましては、同じように、27年設

計、28年工事となっておりますけれども、このアリーナの改修につきましては、財

政状況全体の予算のまとめぐあいで、これは延ばさざるを得ない状況も考えられま

すので、この点につきましては御理解をお願いしたいというふうに思います。雨漏

りは早急にやっていく、床につきましては財政状況を見きわめながら考えていくと

いう、こういうことで今考えておるところであります。まずは、先にやらなければ

ならないことを優先させてやっていきたいということでありますので、御理解をお

願いいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ８番、都志今朝一議員。 

８  番（都志今朝一） 緊縮財政で大変とも思われますが、耐震補強工事も完了

しており、より長く施設が使用できることと、早い時期での改修工事ができること

をお願いいたします。 

 続いて、２件目の施設全体の雨漏りの修繕についてをお伺いいたします。 

 村では、幾つもの建物を所有し、維持管理をしております。内部の天井などには、

雨漏りのしみなどが多く見受けられます。１件目の質問の中にもありましたが、大

きな建築物が多いために、雨漏りの原因の特定は難しく、修繕にも長い時間を必要

とすると思います。また、公共の建築物は、外部のデザインを重視しての屋根形状、

雨どいの設計が内どいのため、管理が十分にできず、排水ドレンにごみの詰まりな

ど、また建物の増改築による継ぎ目からの雨漏りなども見受けられます。雨漏りに

は、雨の降り方や風の吹き方などにより、多種多様の原因があるとも思われます。

また、補修で使用しているシーリング剤などには、劣化すると効力を失い、定期的

な補修も必要と思われます。建物を長く使用するために、防水処理が重要とも思わ

れます。以上、２件目の施設の雨漏りの質問といたします。答弁をお願いいたしま

す。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 施設も、大分老朽化してきている部分もあります。そう

いったところは、順次計画的に直してまいりたいというふうに考えております。特

に、学校関係につきましては、老朽化が進んでおることがあらわれております。学

校関係の雨漏りにつきましては、修繕箇所を把握できましたので、改修工事を進め

てまいりたいと思っております。その他につきましても、順次やっていければとい

うふうに考えております。 

 今、建物の構造の部分の質問もありました。やはり、建物というのは、シンプル

につくることに越したことがないなという思いがしておるところであります。屋根

のかけられるものは屋根をかけるという、これが一番雨漏りがしないんじゃないか



 

というふうに思っております。特に、陸屋根でつくったところが雨漏りの傾向が多

いものですから、そういう部分につきましても、これから建てる建物につきまして

は、検討しながら建てていきたいというふうに考えておるところであります。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ８番、都志今朝一議員。 

８  番（都志今朝一） 今後も、公共の建物の建築もあると思います。今言われ

ましたけれど、屋根の形状など、簡単な形にし、雨漏りの少ない建物をお願いし、

続いて３項目めの防災無線難聴地区改善についてをお伺いいたします。 

 この質問については、今回で４回目の質問であります。昨年は、区長会との懇談

会の折、ことしは11月に行った保育園の保護者会との懇談会の要望にも上がってお

りました。今定例会の一般会計補正予算７号の中に、防災対策事業で、防災行政無

線沢尻再送信子局増設工事費の1,360万が計上されております。調査に基づき、沢

尻区戸谷川周辺の約90戸の難聴地域解消のための補正予算です。局増設の工事で、

難聴地域の改善を期待するところであります。 

 それではお伺いいたします。各地区に依頼の調査結果はどうであったかをお伺い

し、３項目めの防災無線難聴地域改善の質問といたします。答弁をよろしくお願い

いたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 防災行政無線難聴地域の改善についての御質問でありま

す。 

 防災行政無線難聴地域につきましては、毎年、区長会と自主防災組織連絡会に調

査をお願いし、その調査結果に基づきまして受信状況等の確認を行い、スピーカー

の増設や方向の変更等の対応を行っているのが実態であります。 

 特にひどい地域、一番は沢尻地区であります。全く聞こえないという、個別受信

機も聞こえないという地域があるわけであります。この沢尻地区で、戸谷川付近の

約90戸が対象となってまいります。今年度、実際に運用できそうな周波数帯で試験

電波を送信して、受信状況の調査を行ってまいりましたが、県道伊那箕輪線沢尻交

差点の南側に再送信子局を増設し、中継電波を送信することにより、ほぼ解消され

るとの結果が得られましたので、補正予算として計上させていただいたところであ

ります。また、信越総合通信局との協議のめども立ってまいりました。そんなこと

で、今事業を進めていきたいと思っておるところであります。 

 工事の予定でありますけれども、信越総合通信局からの許可がおりる時期にもよ

りますが、遅くとも平成27年度前半までには竣工する、こんな考え方でおります。

これは、繰越明許になる可能性があります。許可の問題があります。 

 その他の難聴地域につきましては、ことしの防災訓練の反省の中で、神子柴地区

の国道伊那市境、ここもちょっと聞こえが悪いということでありますので、スピー

カーの増設、位置の問題、ここら辺も来年度実施していきたいというふうに思って



 

おります。中込区の南側の一部で、屋外スピーカーが聞き取りにくいという状況が

あるという報告もありますので、この辺につきましても調査を進めてまいりたいと。

聞き取りにくい状況も確認できておりますので、増設やスピーカーの位置等で対応

していきたいと考えております。 

 できる限り難聴地域を解消していきたいというふうに思っております。よろしく

お願いします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ８番、都志今朝一議員。 

８  番（都志今朝一） デジタル防災無線になって、電波の特性上、個別受信機

の難聴地域もあるようであります。いつ起きるかわからない災害に対し、大切な広

報手段でもあります。完全な設備となることをお願いし、４項目めの地区懇談会開

催についての１件目、懇談会に出された問題点についてをお伺いします。 

 ２年に１度開催で、村全体の12区による開催です。村の人口が１万5,000人を超

えて初めての開催となり、行政が村民の意見、要望を直接に聞く機会として開催し

ております。村全体での参加人数が241名あり、意見、要望は100件ほど出され、こ

の中の多くは、道路、河川にかかわる意見が大半を占めていたようであります。自

分たちの身の回り、生活に対する要望が多く感じられ、人口が増加し、要望も多様

化する中での開催で、対応も大変とも思われます。出された意見の中には、少数意

見もあると思われます。では、お伺いいたしますが、懇談会で出された意見、要望

など、問題点などがあればお伺いし、以上で、懇談会について、１件目の質問とい

たします。答弁をよろしくお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 地区懇談会での問題であります。 

 地区懇談会は、御承知のとおり、２年に１度開催をさせていただいております。

ことしは11月４日から、全地区を対象にしまして実施をいたしました。冒頭の挨拶

の中でも触れさせていただきましたが、今回のテーマは村の財政状況、景観計画に

ついての説明をさせていただきました。参加者は、前回より39人少ない241人とな

りましたけれども、100件余りの御意見や御提言をいただいたところであります。

現在、そのまとめをやっておるところであります。でき次第、また区長会にお返し

をしていきたいというふうに考えております。 

 私の出た範囲では、道路や河川など、身近な生活にかかわる御意見が多く出され

たところであります。この辺は、ごもっともな御意見かなというふうに思っており

ます。中でも、道路につきましては、宅地化が進行する中で、歩行者の安全を優先

していただきたい、道路拡張と歩道の整備が重要だという御意見もいただいており

ます。一方では、道路拡張はやめてもらいたいと、交通量が多くなるという御意見

もあるところであります。正反対な御意見もあるところであります。これから、今

後、道路のあり方等につきましては、状況を見きわめながら整理をしていきたいと



 

いうふうに思っております。いずれにいたしましても、村民の皆様方の生命、財産、

安全を優先してやっていかなければならないというふうに考えております。今、ま

とめ中ということでよろしくお願いいたします。 

 中には、いろんな御意見がありました。アレチウリ対策であるとか、あるいはち

ょっとどうかなという、共助に反するような御意見もあったところでありますけれ

ども、なかなかこの辺は、いろんな考え方の方がおりますので、画一的にまとめて

いくということは難しいというふうに思っております。先ほどの議員の質問にもあ

りましたけれども、雪かきは個人ではやめてもらいたいとか、衛生部でごみの収集

に立つのは廃止してもらいたい、いろんな御意見もいただいておるところでありま

す。しかし、私は、やはり地域というのは、みんなでつくっていかなければならな

いものでありますので、そういった部分につきましては、より重要視をしながら考

えていきたいというふうに思っておるところであります。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ８番、都志今朝一議員。 

８  番（都志今朝一） 出された多くの意見が行政に反映することをお願いし、

続いて、２件目の今後、地区懇談会の開催の継続についてをお伺いいたします。 

 先ほども述べましたが、２年置きの開催で、村民の生の声を直接に聞く機会でも

あります。全区の開催で、日程的にもハードな対応と思われます。また、出席の参

加人数をどう評価するかによっても、考えも変わると思われます。住民の貴重な意

見、要望を聞く機会である地区懇談会を今後も継続して開催していくかをお伺いし、

２件目の質問といたします。答弁をよろしくお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 行政懇談会、地区懇談会の出席状況を見ますと、平成20

年度が369人、平成22年度が316人、平成24年度が280人、そして今回が241人と、

年々減少してきております。人口はふえますが、出席人数は年々減少をしてきてお

るという傾向となっております。 

 過去の質問内容につきましては、子育て、福祉、大芝関連、ごみ、協働の関係、

村政全般に幅広く出されておりましたが、今回、ちょっと先ほど申し上げましたよ

うに、道路や河川などが中心になったのかなというふうに考えておるところであり

ます。身近な生活にかかわる御意見が多く出されたという解釈をしておるところで

あります。 

 行政というのは、住民の声を聞くことが最も重要となりますので、その機会をど

のように設けたらよいか、この辺は一考は様子見というふうに思いますけれども、

行政懇談会は続けていきたいと思っております。ただ、方法等につきましては、今

のままでいいのかどうかということ、これは再検討していく必要があろうかという

ふうに思います。この辺は、また区長会等の御意見もお聞きしながら、どういう方

法が最も効果的であるのかというようなことを検討してまいりたいと思っておりま



 

す。お願いいたします。行政懇談会はやっていくということでお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ８番、都志今朝一議員。 

８  番（都志今朝一） 住民と行政が触れ合える機会にもなっていると思われま

す。出された意見の要望を今後の行政運営の参考にしていただきたいと思います。 

 続いて、５項目めの学童保育についてをお伺いいたします。 

 来年度より、高学年生の学童クラブの受け入れが始まります。現在の受け入れ人

数は、南小が85名、南部小学校が34名であります。来年度、高学年性を加え、南小

で117名、南部小学校で42名が学童クラブを希望しております。教室の面積にも限

りがあると思われます。25年度の実績は、１日平均で南小が33.9人、南部小学校が

22.6人であります。2015年度より受け入れの体制について、どのような体制を考え

ているかをお伺いし、１件目の質問といたします。答弁をよろしくお願いいたしま

す。 

議  長（原  悟郎） 答弁を求めます。 

 清水教育委員長。 

教育委員長（清水 篤彦） 都志議員さんからの学童保育、学童クラブ等について

お答えいたします。 

 議員さんが申されましたとおり、本村の学童クラブの人数は、南箕輪小85、南部

小34名が登録しております。 

 御質問にありました１番、（１）、（２）につきましては、教育長よりお答え申

し上げます。よろしくお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 征矢教育長。 

教 育 長（征矢  鑑） 議員御指摘のとおり、南箕輪小学校の学童クラブについ

ては、来年度は120名前後になるのではないかと、それから南部小学校のほうも40

名を超えて50名近くなるのではないかと予想されます。現在の南小の学童クラブの

施設では、ちょっと受け入れが困難であるというようなことから、当面、仮称こど

も館ができるまでの間は、村民体育館２階東側の会議室、これをベースに使わせて

いただくと、あるいは平日は、そのほかにミーティング室もあけていただくと、こ

んなことで調整中でございます。それから、南部小学校のほうですが、こちらのほ

うは今の学童クラブの部屋の横に図工室がございまして、こちらのほうも併用して

いきたいと考えております。なお、両方の学童クラブともに、有資格者の指導員が

今配置されて、指導に当たっているわけでありますが、なかなか研修も兼ねてやっ

ていかないと、これから大変であると、現在も大変なところがあるわけですが、あ

わせて研修の体制もつくっていきたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ８番、都志今朝一議員。 

８  番（都志今朝一） 全員の受け入れができる学童クラブ運営ができることを



 

お願いし、続いて、２件目の保育職員の確保でありますが、私のちょっと勉強不足

で、学童クラブの指導員に訂正をお願いいたします。 

 現在の指導員の人数は、南小は５名、南部小学校は４名での指導員であります。

来年度の高学年生の受け入れが、南小43名、南部小学校が20名の希望者がふえてお

ります。指導場所も必要になりますが、指導員の方の不足における人材確保も重要

な課題になろうとも思われます。指導員の確保はどのような考えをお持ちか、２件

目の質問といたします。答弁をよろしくお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 征矢教育長。 

教 育 長（征矢  鑑） 平成19年に最後改正しました、南箕輪村学童クラブ実施

要項というのがございます。その中には、指導員は、教員もしくは保育士の資格を

有する者、または児童の育成に知識と経験を有し、心身ともに健全であり、ボラン

ティアとしての熱意に富む者。あるいは、指導員は、入所児童の安全を確保し、遊

び及び生活を指導し、設備及び備品を管理する者と、こんなふうな記載になってお

ります。若干、これ、手直しがこれから必要と思いますが、一応、公募を毎年して

おりまして、その公募者の中の履歴を見たり、あるいは面接を行いまして、適当な

人間を指導員としてお願いをしていると。現在、おっしゃったように、南箕輪小学

校の５名、南部小の４名については、ローテーションを組んで、指導体制を行って

おります。来年度からは、教員資格のある方には必ず入っていただくと、１人は。

そんなふうなことで考えております。 

 以上であります。 

議  長（原  悟郎） ８番、都志今朝一議員。 

８  番（都志今朝一） 両親の共稼ぎの家庭がふえていて、学童クラブの重要性

が増してきていると思われます。よりよい学童クラブになることをお願いし、次に、

３件目の学童保育の施設についてをお伺いいたします。 

 村では、来年度予算編成方針会議の中で、受け入れ施設が不足する小学校児童ク

ラブの用地を含め、仮称こども館の建設を検討するとの考えを示しております。両

小学校ともに、施設が手狭になっており、早急の建設が望まれます。村側の考えを

お伺いし、３項目めの質問といたします。答弁をよろしくお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 学童クラブの実態につきましては、今、教育委員長、教

育長のほうからお話があったとおりであります。平成27年４月には、子ども・子育

て支援新制度の施行に当たりまして、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準の見直しがなされます。これによりまして、高学年の５年生、６年生の受

け入れを４月からやっていかなければなりません。今、アンケート調査等々も行っ

て、その希望の把握に努めておるところであります。 

 当面は、村民体育館の２階会議室等々をお借りする、その調整を今図っておると

ころであります。しかし、ずっとというわけにはまいりませんので、これは何らか



 

の部分で対応していかなければならないというふうに考えております。したがいま

して、学童クラブ、児童館、子育て支援教育相談室、中間教室、あるいはすくすく

ハウス、図書スペースなど、さまざまな機能を持ち合わせた複合施設、今、仮称こ

ども館と呼んでおりますが、この建設を考えておるところでございます。どういっ

た施設がいいのか、今検討を始めたところでありますので、少なくとも、学童クラ

ブ、子育て教育支援相談室、中間教室、この辺は入れていかなければならないと。

すくすくハウスにつきましては、まだ施設、かなり新しい部分がありますので、そ

こを何かに活用できれば、一緒にやっていくこともいいのかなという思いもあると

ころでありますが、この辺は要検討ということで御理解をいただきたいと思います。 

 この新たな施策につきましては、どうしてもやっていかなければならないという

ことであります。本村の場合は、教室がないというのが悩みであります。ほかの自

治体では、空き教室というのがかなり出てきておりますので、その活用ができるわ

けでありますけれども、うちの村の小学校の場合には、空き教室が全くなくて、教

室がむしろ足りないというような状況も生まれてきておりますので、そういった施

設の建設が必要になってくるということであります。この辺は、国・県の補助をい

ただきながら対応していきたいと。また、ほかの補助があれば、そちらでも対応し

ていきたいというふうに思っております。早急に検討しながら、平成27年度予算で

設計費を計上してまいります。そんな点も御理解をいただきたいというふうに考え

ておるところでございます。 

 この辺も、どのぐらいの規模で、どのぐらいの予算がかかるかという、この辺を

今検討しておるところでありますけれども、少なくとも２億5,000万から３億ぐら

いはかかるのかなというふうに思っておるところであります。非常に多額な経費を

要しますけれども、やっていかなければならない事業でありますので、村民の皆さ

んにも御理解をいただく、そんなことで、今、あらゆる機会を通じまして、私はそ

んな話をさせていただいておりますので、議員の皆さんも、ぜひ必要性につきまし

ては各それぞれ地域でお願いしたいと、訴えていただければありがたいなというふ

うに思います。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ８番、都志今朝一議員。 

８  番（都志今朝一） 財政も緊縮要請の中、人口増加にあった行政運営、健全

財政の維持をお願いし、私の質問を以上で終わります。ありがとうございました。 

議  長（原  悟郎） これで、８番、都志今朝一議員の質問は終わります。 

 なお、１名の議員の質問が残っておりますが、明日11日の午前９時から一般質問

を続けるといたしまして、本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。 

事務局長（堀  正弘） 御起立願います。礼。〔一同礼〕 

 お疲れさまでした。 
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会議のてんまつ 

平成２６年１２月１１日    午前９時００分 開議 

 

事務局長（堀  正弘） 御起立願います。〔一同起立〕おはようございます。 

〔一同「おはようございます」着席〕 

議  長（原  悟郎） 御苦労さまです。 

 ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の

会議を開きます。 

 昨日に引き続き、一般質問を行います。 

 本日は百瀬議員がお一人ですが、端的な質問、答弁をお願いいたします。 

 それでは、１番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 議席番号１番、百瀬輝和です。 

 11月22日夜発生した神城断層地震で被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げ

ます。一日も早い復旧を望むところです。 

 先日、役場の入り口で、知り合いの方が申請に来られていて、担当係の窓口まで

御案内いたしました。後日、その方から、係りの方の対応がよくて、無事に申請が

できたと、わざわざ返事をいただき、大変うれしく感じました。たまにしか来ない

役場での不安はあるのだと思います。村民のために、これからも、窓口に来られた

人が幸せになれる対応をよろしくお願いしたいと思います。 

 さて、最初に、先月４日から行われた行政地区懇談会のことについて伺います。 

 昨日、同僚議員からの質問に答弁もありましたので、私からは、区への未加入者

の皆さん、役場直轄地域の皆さんへの対応はどう考えているか伺います。 

議  長（原  悟郎） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） １番、百瀬輝和議員の御質問にお答えします。 

 行政懇談会について、未加入者、役場直轄地域への対応はという御質問でござい

ます。 

 当然、行政懇談会につきましては、村報等でお知らせをしております。したがい

まして、区加入者、未加入者にかかわらず参加をしていただくことが原則となって

おりますし、そうしておるところでございます。しかし、なかなか参加しにくい状

況があるんではないかという、この辺は感じておるところであります。ただ、加入

者につきましても、本当に数が少ないところでありますので、この辺が問題である

というふうに思っておるところであります。したがいまして、村では、どこの地区

へ出てくれていただいていいという対応をしておりますので、その辺はそんな御理

解をいただければありがたいというふうに思います。ただ、出やすい環境をつくっ

ていくことは大切なことだというふうに思っておりますので、この辺は一考をして



 

いく必要があるというふうには思います。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 未加入の方、直轄地域への方への情報提供の取り組みは

重要だと考えますのでよろしくお願いします。 

 また、未加入への取り組みですが、行政運営が、地域自治、区を中心に運営され

ています。未加入の皆様には、なかなか伝わっていないのが事実です。３割近くい

る未加入の方たちへの対応を考えていく必要があると考えます。加入への取り組み

もしていると思いますが、なかなか進んでいないのが現状です。毎年、区長会との

懇談会でも、必ず話題になります。関心の高い問題だと思います。特に、災害時の

安否確認は、地域で把握しておくことが重要になります。未加入者に地域自治の大

切さをわかっていただき、加入を推進する取り組みの一つとして、強化月間をつく

って、地区担当職員と地区役員での働きかけをする体制づくりをしたらいかがでし

ょうか。そこで加入しないとしても、緊急時には、地域で情報を把握しておく了承

をいただくことは大切な取り組みだと考えますが、このことは、村長、いかがでし

ょうか。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 加入への取り組みというのは、常にしておるところであ

ります。しかし、なかなか加入していただけないという実態が解消できていない。

これは、本村だけの問題ではなくて、全国的な、特に都市部を中心としながら、全

国的な課題となっておるところであります。この上伊那地域の一般質問を見ていて

も、そんな質問も出ておるところでございますので、全国的な傾向かなというふう

には思います。しかし、１軒でも、１人でも多く加入していただくことは理想であ

りますので、これからも続けていきたいというふうに思います。 

 強化月間というような話がありました。この辺は、区長会とも話をしてみる必要

がありますので、話はさせていただきます。また、村としても、より強固な、有効

的な手段を考えながら、加入促進に努めていきたいというふうに思います。 

 情報提供の関係につきましては、村報は毎月郵送はさせていただいておるところ

であります。この辺も、区長会との話の中でもどうなのかという御意見もあるとこ

ろでありますけれども、私はやはり情報提供としては積極的にしていくべきだとい

うことで、今行っておるところでございますので、さらに有効な手段があれば、ま

た考えていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 高齢化の進む今日、地域の資源、力が必要な時代になっ

ています。それを引き出すための施策が重要になります。しっかりと取り組んでい

ただきたい。 



 

 以前、高校生の方と話す機会がありました。話の中で、村への要望を聞いてみる

と、いろいろお聞きすることができました。そのときは、自転車で通う道路の危険

箇所などの話でした。村では、地域のことは区長を通して、地区要望で吸い上げて

いますが、高校生、大学生の声は吸い上がっていないと思います。そこで、高校生

や大学生の意見や要望などを村政や教育関係に取り入れられる施策ができないか伺

います。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 高校生、大学生の意見を取り入れる対策、施策等の御質

問であります。 

 たまたま、ことしは第５次総合計画策定に向けての年となっておりますので、そ

の中で、さまざまな取り組みもさせていただきました。特に、高校生全員、また小

学校４年生以上中学生までの方に、アンケート調査もお願いしたところであります。

回収率等々の問題もありますけれども、多くの高校生や小学４年生以上の皆さんか

らお答えをいただいたところであります。その中で、特にありがたいな、うれしい

なと思ったことは、村への愛着度、小中学生が80.3％、高校生に至っては85％とい

う高い結果が出ており、将来の定住を含めて、ありがたい結果だなというふうに思

っておるところでありますし、期待もしておるところであります。また、中学生を

対象にいたしまして、中学生未来会議を開催いたしました。これはワークショップ

形式であります。テーマを村のよいところ、住みたい村、こんな村を掲げて、あわ

せて将来の村のキャッチフレーズも検討していただいたところであります。村の次

代を担う皆さんの御意見を基本構想等に生かしていけたらという、こんな取り組み

もしておるところでございます。 

 しかし、このアンケート調査やこういったワークショップ形式での会議というの

は、今回が初めてでありますので、常に続けていければいいわけでございます。５

年に１回ということで行っております。常に続けていける方策につきましては、ま

た考えていきたいというふうに思いますけれども、なかなか毎年開催するというこ

とは難しいのかなという面もございます。ただ、多くの若い皆さんの意見を聞いて

いくことは必要でありますので、方法等含めて検討させていただきたいというふう

に思います。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

 議会でも、そういう高校生、大学生との懇談会などをやはり計画していく必要が

あるんじゃないかと、私個人は考えておりますので、また検討課題に上げていきた

いと思います。 

 村発注の工事について伺います。 

 毎年、100件近い発注を行っています。今回は、来年度以降、児童数がふえてい



 

る対応で、保育園、小学校、中学校、仮称こども館等の建設工事が予定されており

ます。そこで、建築工事についての質問にさせていただきます。 

 （１）、（２）については、予算決定のことについての質問ですので、一緒に伺

いたいと思います。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 村発注工事についての御質問であります。設計の予算設

定はどう決めるのか、工事の予算設定はどう決めるのかという御質問でございます。 

 建築工事の設計監理の予算設定につきましては、現在のところ、過去の設計や監

理の実績に基づき、予算的には決定をしておるところであります。 

 工事の予算につきましては、設計業者が作成した工事設計図書に基づき、予算を

決定しておるところであります。しかし、工事の予算設定につきましては、問題も

ないとは言えません。同一年度に設計と工事が予算化をされているような事業につ

きましては、概算的な過去の状況やいろんなことを勘案して予算をとっておるとい

うのが実態であります。 

 したがいまして、理想的に申し上げれば、設計ができて、次の年度で工事をして

いくというのが一番理想ではありますけれども、なかなかそういった部分ができな

いという状況もあるところであります。同一年度に設計、工事、このことが多くな

っておるというのも実態であります。ただ、大規模な事業につきましては、やはり

きちんと設計をして、きちんと予算化をしていくことが必要だというふうに思いま

すので、現在では、大規模工事につきましては、できる限り前年度設計、次年度に

工事ということでやっておる、またこれからもやっていきたいということで考えて

おるところであります。 

 申し上げれば、設計の予算設定、工事の予算設定、この辺につきましては、過去

の実績に基づき決めておるというのが実態であります。予算のほうにつきましては、

設計がきちんとできれば、また議会にお願いして、補正予算等で対応しておるとい

うのが実態でございます。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 品確法の基本として、公共工事の入札及び契約の適正化

の促進に関する法律があります。先に、建築設計、工事監理等の報酬基準について

ですが、今、村長が過去の実績で決めているというお話なんですが、法律等では、

建築司法、建築基準法、国土交通省告示15号、工事監理ガイドラインがあります。

その中の国土交通省告示15号、工事監理のガイドラインは、世間を騒がせた構造計

算偽造の問題や欠陥工事などをなくするために、社会資本整備審議会の答申におい

て見直しをされ、平成21年１月７日に、新しい業務報酬として定められたものです。

また、官庁施設の設計業務委託料の積算について、標準的な方法を定めた官庁施設

の設計業務等積算基準についても改定されました。適正に設計、監理が行われるよ



 

うに、建築士、監理者を定めるのは、発注者の義務であります。現在、職員の中に、

専門家がいないため、担当職員は非常に苦労していると考えます。専門家でない職

員でも、読めば理解ができると思いますし、また工事監理ガイドラインは、担当職

員のテキストとしてもかなり有効に利用できると考えます。このことを村長、取り

入れる考えはありませんか。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 適正な報酬といいますか、建築士の皆さんからも業界で

定めた標準的な設計でお願いしたいというような、そんなお願いは毎年あるところ

であります。長野県は、国土交通省告示第15号に基づきまして、建築設計業務等の

積算基準を定めておるところであります。おいおいはそうなってくるんだろうとい

うふうに思いますけれども、現在は、そういうことができていないというのが実態

であります。 

 もう一点は、安かろう悪かろうではなくて、適正な基準できちんとしていただく

というのは一番いいことかなというふうに思っておりますが、この設計業務につき

ましても、入札でやっております。最低制限価格を設けてやっておるところであり

ます。中には、最低制限価格を下回ってしまう入札もあるところでありますので、

これは適正な積算をしても、入札をすれば、そういう結果も出るのかなという思い

はあるところであります。しかし、県もそういうことでやっておりますので、おい

おい検討させていただきたいと思っております。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 設計監理は、本当に業務内容が見えにくい部分があるん

だなと思います。そこで、入札の仕方についても、後からちょっと話をしますけれ

ども、考えていく必要があるんじゃないかなとも考えておりますので。 

 次に、工事予算の決め方は、先ほど、村長、設計図書、見積書を参考に、過去の

経験上で決めているというお話でしたが、現在、建築現場は、職人不足、材料代高

騰等の問題を抱えています。契約書には、スライド条項も入れられているようです

が、予算を決める見積書は、共通仮設費、直接工事費、現場管理費などの内訳書の

積み上げで算出されます。最近では、社会状況の変化で、標準積算基準と実勢価格

に差が生じている項目もあります。そのことにより、入札の不調や不落が生じない

ように、より信頼性を求める必要があると考えます。積算事務所というところがあ

って、そこに出す方法もありますが、予算の関係もあり、予算もかかりますので、

今回は、積算士の義務づけを行いませんかという提案ですが、村長、これについて

はいかがでしょうか。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 積算士の義務づけという問題であります。 

 村は、御承知のとおり、この積算士の義務づけはしておりません。現在はしてい



 

ないということであります。 

 積算士というのは、イギリス特有の建築積算を専門に行う職種のようであるとい

うようなことは聞いておるところであります。そういった重要性ということは認識

しておるところであります。ただ、日本では、建築設計会社が設計と積算を行うと

いうことが一般的であり、上伊那地域においても同様に行われているということで

あります。したがいまして、当村でも、建築工事の設計、積算を建築会社に委託し

ております。 

 そういうことで、明らかに支障が生じるということは今のところないというふう

に思っておりますので、現在のところ、この積算士の義務づけをしていくという考

えは持っていないところでありますけれども、状況が変化すれば、検討もしていく

必要があるんじゃないかというふうには思っております。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） この積算士については、国家資格で、積算に責任を持っ

て提出してくるということですので、そこら辺は少し考えていただきたいと思いま

す。 

 担当職員が契約内容を細部まで把握しておくことも大切です。 

 先ほど述べた公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針、

ことしの９月に出されています。５点についてです。 

 一つ目が、ダンピング対策の強化。これは、低入札価格調査の制度と最低制限価

格の適正な活用。２として、歩切りの根絶。歩切りは品確法に違反するということ

です。ダンピング受注は、工事の手抜きや下請業者へのしわ寄せ、公共工事に従事

する者の賃金その他労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすく、ひい

ては、若年就職者の減少の原因となるなど、建設業の健全な発達を阻害するもので

あります。まず、予定価格が適正に設定されることが必要です。信頼できる適正な

積算に基づく設計書、金額の一部を削除する歩切りは、公共工事品質確保法第７条

の第１項第１号の規定に違反するとされています。３番目に、適切な契約変更の実

施。これもきちんとしないと、建設業法の違反になります。４番目が、社会保険等

未加入業者の排除、元請、下請業者の未加入者の排除がうたわれております。５番

目として、談合防止策の強化です。 

 この指針で、発注者の責務と受注者の責務が明確化されたわけです。発注者の責

務の中には、担い手育成確保のための適正な利潤確保できるように予定価格の適正

な設定、ダンピング受注の防止、計画的な発注、適切な工事設定及び設計変更、債

務負担行為の活用等による発注、施行時期の平準化等です。特に、計画的な発注と

適切な工期設定、施行時期の平準化などが重要な取り組みだと考えます。先ほど、

村長が、大型工事については、前年度設計、次年度工事ということも言われており

ましたが、建設会社のほうの、先ほど申したように、職人不足だとかいう問題を抱



 

えている中で、発注の仕方を特に考えていく必要があると考えますが、それについ

ては、村長、いかがでしょうか。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 発注の仕方の御質問でございます。 

 この辺につきましては、工事の平準化というのは必要であるというふうには思っ

ておりますけれども、ただ、工事の内容によりまして、なかなかそういかない部分

もあるところであります。例えば、保育園や小中学校の工事等々につきましては、

学校の休日、休校日をより多く利用していかなければならない状況もあるところで

あります。また、自然条件から、季節を限定して発注をしなければならないという

工事もあります。特に、水道等々につきましては、そういった工事が多くなるとこ

ろであります。そういったことを考慮いたしましても、工事の平準化というのは必

要であるというふうに思っております。村でも、そういったことを考慮しながら、

早期発注に心がけ、設計ができたものから発注し、年度末に工事が集中することの

ないように今しておるところであります。昔と比べると、大分、この平準化という

のはできておりますので、そんな点は御理解をお願いいたします。 

 それから、いろんな御質問といいますか、御指摘もあったところでございます。

工事等々につきましては、入札の不調というのも出てきておるところであります。

スライド条項の件につきましても、そういったことが設定されておりますので、そ

ういうことがあれば、業者のほうから申請をしていただければというふうに思って

おるところであります。スライド条項で、大型工事になりますと、そういった部分

も出てまいります。上伊那広域連合含めまして、今、伊那市と南箕輪で発注してお

ります伊那消防署の庁舎につきましては、このスライド条項も適応をさせていただ

いたところであります。ただ、請求額全額ということではなくて、きちんと積算を

しながらさせていただいたという事例もあるところであります。 

 歩切りから予定価格のお話もございました。基本的には、設計額が予定価格にな

る。このことは、私も理解はしておるところであります。本村の場合、歩切りをし

ているか、していないかという部分であれば、歩切りはさせていただいております。

これは、私の考え方自体は、全ての工事が村民の税金で賄われておるということで

ありますので、１円でも安く発注ができればなという気持ちもあるところでありま

す。ただ、そのことが工事のずさんさにつながってはいけないという思いもあると

ころでありますので、この辺につきましては今後の課題とさせていただきたいとい

うふうには思っておるところであります。そんなことで御理解をいただきたいと思

います。 

 この議会の中でも、この種の問題というのは、かなり前から、いろんな議員の皆

さんから御質問いただいております。時期、時期によりましては、もっと歩切りを

しろというような御意見もいただいたこともあるところでありますので、その辺は、

私は私なりに勘案をしながら、考えながら、予定価格というのはつくっておるとこ



 

ろでありますので、そんな点はぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 発注の仕方、村長もかなり考えられてやられているとい

うのは、私も理解しております。 

 その中で、先ほど申したように、専門職員がいない中で、村の発注の仕方、予算

の決定の仕方、このことについてはやはりしっかりと考えて、検討していっていた

だきたいと思います。国土交通省告示の15号についても、職員の方とお話をさせて

いただいた中では、知らないというお話の中がほとんどでした。また、工事の監理

ガイドラインについても、知らないというお話を伺っております。せっかくこうい

うものが出ているわけですから、このことをしっかりと、導入する、導入しないは

また決めていただければいいですが、できれば導入していく方向で考えていただい

て、職員の意識を高めていっていただければありがたいなと思います。 

 それと、歩切りは、する、しないというのは、村長の権限ですので、その中で、

やはり建築業界が疲弊するような発注の仕方は、やはり問題があると私は考えます。

その中で、建設業界の皆様には、村の緊急時の対応をしていただいたり、これから

雪が降れば、除雪にも出ていただいたりするわけです。そういう中で、公共工事に

従事する建設業界の皆様が、しっかりとそういう対応ができる体制づくりというも

のが、私は必要だと思います。これからの村づくりの中でも、やはり地域で建設業

界の力が必要な時代になってきております。村として、しっかりとそこら辺を考え

ていただいて、取り組んでいっていただきたいと思います。 

 次に、育児支援策普及について伺います。 

 子育て家族の核家族化が進み、子育て中の母親の孤立化などが課題となっていま

す。母子の健康を守り、子供を産み、育てやすい環境をつくることは、大切な取り

組みだと考えます。妊娠、出産について相談しやすい体制を整えていくことも、行

政の大切な取り組みだと考えますが、村長、このことはいかがでしょうか。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 育児支援の御質問であります。 

 産後ケアの部分でありますけれども、これ、確かに、本当に深刻な問題になって

きたなというふうに思います。その一つは、核家族化、地域のつながりの希薄さ、

こんなところがあらわれているんではないかというふうに考えております。妊娠か

ら出産のときに、いろんな相談できる方がいれば、一番いいわけであります。そう

いったことは防いでいかなければならないというふうに考えております。 

 こうした状況に対応するために、産後の母子への心身のケアや子育てのサポート

を目的とした事業を平成27年度から実施するよう検討し、準備を始めているところ

であります。この辺は、しっかりサポートしていきたいというふうに思っておりま

す。 



 

 上伊那地域でも、助産所が何軒かあります。出産し、病院を退院した後、助産所

で何日か過ごす産褥入院や育児相談、母乳のケアといったサポートを助産所で受け

やすくするために、今、いろんな施策を検討しておるところであります。具体的に

は、補助制度をつくってまいりたいと考えておるところでございます。そんな点で

は御理解をお願いしたいと思います。家事や育児サービスといったことも必要にな

ってくるかと思いますので、ヘルパーを派遣する制度も検討しておるところであり

ます。いろんな制度を組み合わせながら、サポートしていきたいということで取り

組みを始めたところでありますし、27年度から実施できればということで今検討し

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 27年度から実施していくという考えがあるということな

んで、よろしくお願いしたいと思います。 

 大阪府の富田林市では、妊娠中の母親を応援するために、保育士が月１回自宅を

訪問して、出産後の子育てに関する情報を提供したり、悩み相談を受けているそう

です。名前がマイ保育園制度を展開しているという話もありますので、産後ケアだ

けじゃなくて、妊娠中の不安のある母親の皆様にも相談できるような体制ができれ

ば、本当に子育てしやすい村になっていくんだなと感じますので、よろしくお願い

します。 

 次に、このマークを皆さん、御存じですか。福祉マークのマタニティマークです。

以前、取り上げさせていただきましたが、認知度がまだまだ低いようです。内閣府

の調査によれば、男性の６割が知らないとの結果です。このマークは、見た目では

わかりにくい妊娠初期の女性が身につけ、交通機関などで周囲の人が気づきやすく

するとともに、座席を譲るなどの配慮を促すものです。これ、１度、福祉マークは

村報に載せていただいて、周知をしていただいたんですが、また、この周知の施策

をとりませんか、村長、いかがでしょうか。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 福祉的ないろんなマークにつきましては、知らないとい

う方も多くいるというふうに思います。百瀬議員の過去の質問から、村報でも啓発

をした面もあるところであります。それは、定期的にやっていく必要はあるなとい

うふうに思いますので、そういった周知はさせていただきます。定期的にというか、

年に１回ではどうなのかなと、いろんな考え方があろうかと思いますけれども、多

くの皆さんにそういったことを知っていただくということは大切なことであります

ので、そんな点は村報等で周知をしていきたいというふうに思っておるところであ

ります。 

 マタニティマークにつきましては、村では、団体などからいただいたステッカー

やビニールバックを母子健康手帳交付の際にはお渡ししておるところであります。

ただ、都会とこういった地方では、かなり違いがあるのかなと。ほとんどは車を使



 

う社会でありますので、人ごみの中に出るという部分というのは少ないものですか

ら、まだまだ活用というのは少ないというふうには思っておるところであります。

しかし、大勢の方が認識をしていただくということは必要でありますので、マーク

の徹底はさせていただきます。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） それとあわせて、これも内閣府の調査で、１割程度しか

知らないという調査なんですが、♯8000番という、電話でかける小児救急電話相談

があります。これは、ことしの９月１日までに、全国47都道府県で実施されており

ます。全国統一の短縮番号、♯8000番で8000です。乳幼児を抱える保護者が、夜間

や休日の急な子供の病気などに、どう対処したらよいか、電話で相談できるところ

です。小児科医や看護師による電話でのアドバイスを受けられる事業です。このこ

とも、あわせて周知をよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、保育料算出基準の変更について伺います。 

 現在、所得税での算出基準で、非保護世帯、所得税非課税世帯、所得税課税世帯

の10段階になっております。来年度から、住民税での算出基準に変更になります。

そのことで予想される保育料の変化について伺います。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 保育料の御質問であります。 

 国の基準に基づき、現在は、所得税で階層区分によって保育料を負担していただ

いておるということでありますけれども、平成22年度の税制改正によりまして、年

少扶養控除及び特定扶養控除上乗せ分の廃止が行われました。しかし、これは保育

料につきましては、控除があったものとして再算定をしておるところであります。

大変、煩わしい部分もあります。ただ、そのことの基準が、これから、所得税から

市町村民税へと変更になってまいります。今、本村では、その事務をしておるとこ

ろであります。 

 影響等、変化の御質問でありますけれども、現状では、今しておるところであり

ますので、もうしばらく時間をいただきたいというふうに思いますけれども、人に

よっては１段階上がるというような状況もあるようであります。そうしますと、１

カ月当たり1,200円から6,200円ほど保育料が上がる、こんなことも予想されるとこ

ろでありますので、そういったことのないように、どういう基準にしていくかとい

うことを今検討しておるところでありますので、もうしばらく時間をいただきたい

というふうに思います。 

 私の考え方といたしましては、現状の保育料より上がることのないようにはして

いきたいという、このことは気をつけていきたいというふうに思います。そんな点

は御理解をお願いいたします。本村の場合には、郡下で一番安い保育料であります

ので、そのことは当然維持をしていく必要があるというふうに思っておりますので、



 

よろしくお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 明確には、これからだと思いますが。また、村では、保

育料審議委員会もあります。そこでの決定になると考えます。村長が、現状の保育

料より上がらないようにというお話もありましたし、１段階ぐらい上がる方もいる

んじゃないかというようなお話の中で、今回の算定基準の変更によって、各段階の

方たちが大幅に負担増、段階が上がる等の可能性があるとしたら、そのときに、村

として激変緩和措置を導入したらどうかという提案なんですが、この考え方はいろ

いろな考え方があると思います。影響の出る方に対して、２年程度、私は２年程度

でいいんじゃないかなと思います。保育料は、３歳未満の方たちがかなり高くなっ

ている設定なんで、３歳を過ぎれば、そんなに負担じゃないのかなという考えもで

きるわけで、２年程度の激変緩和措置を検討していく必要があるんじゃないかなと

考えますが、村長、このことはいかがでしょうか。 

議  長（原  悟郎） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 今、いろんな検討をしておるところであります。その影

響がどうかということがまだはっきりしておりませんので、はっきりした段階にお

きまして、状況を見ながら、どういったことがいいだろうか、どういった措置がい

いだろうかということは十分考えながらやっていきたいというふうに思いますので、

この点につきましてももうしばらく時間をいただきたいというふうに思います。 

 激変緩和措置につきましては、いろんなことが考えられるところでありますけれ

ども、なんせ状況がわかりませんので、どのぐらいの差があるのか、あるいは、そ

のまま適応すれば、上がるのか下がるのか、この辺も、まだ私自身もつかんでいな

いところであります。そういった資料的なことがそろった段階で、さまざまな角度

から検討いたしまして、保育料審議委員会に諮っていきたいというふうに考えてお

るところであります。 

 いずれにいたしましても、くどいようですけれども、現行の保育料を上回らない

といいますか、極端に差が出ないような、そういうことをしていく必要があるとい

うふうに思っておりますので、その辺のほうは御理解をお願いしたいと思います。

村の特徴という部分があります。それは、継続、維持をしてまいりますので、お願

いいたします。 

議  長（原  悟郎） １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 現場の方たちのお話を聞いて、この算出基準の変更理由

については、私も今の段階でも、明確な、なぜ変更になったかというのがわからな

いわけなんですが、国からおりてきて、一番現場が混乱する内容なんだなというの

を強く感じました。 

 村では、保育料に関しては、先ほど村長の答弁の中でもありました、大変気を使

っておられる内容ですので、しっかりと検討していただいて、考えていっていただ



 

きたいと思います。 

 最後に、アンパンマンの作者、やなせたかしの名言です。正義とは、実は簡単な

ことです。困っている人を助けること、ひもじい思いをしている人にパンの一切れ

を差し出す行為を正義と呼ぶのです。 

 これで質問を終わります。 

議  長（原  悟郎） これで、１番、百瀬輝和議員の質問は終わります。 

 以上で、通告のありました７議員の一般質問を終わります。 

 あす12日の会議は、議事の都合により、特に午後３時30分に繰り下げて開くこと

にいたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれで散会いたします。 

事務局長（堀  正弘） 御起立願います。礼。〔一同礼〕 

議  長（原  悟郎） お疲れさまでした。 
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議 事 日 程（第４号） 
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会議のてんまつ 

平成２６年１２月１２日    午後３時３０分 開議 

 

事務局長（堀  正弘） 御起立願います。〔一同起立〕こんにちは。 

〔一同「こんにちは」着席〕 

議  長（原  悟郎） 御苦労さまでございます。 

 ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の

会議を開きます。 

 本日、意見書案及び選挙議案が提出されました。それに伴い議会運営委員会が開

催されておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。久保村議会運営委員長。 

議会運営委員長（久保村義輝） 議会運営委員長報告をいたします。 

 本日、意見書案及び選挙議案が提出されたことに伴い、先ほど議会運営委員会を

開催し、次のとおり決定しましたので報告いたします。 

 意見書案４件、選挙議案２件が提出されておりますので、本日の会議日程といた

します。 

 以上で議会運営委員長報告を終わります。 

議  長（原  悟郎） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、意見書案４

件及び選挙議案２件を本日の会議日程といたします。 

 これから陳情を採決いたします。 

 総務経済常任委員会付託の陳情の審査に関し、常任委員長の報告を求めます。 

 山﨑総務経済常任委員長。 

総務経済常任委員長（山﨑 文直） それでは、総務経済常任委員会の報告をいた

します。 

 総務経済常任委員会に今定例会で付託されましたのは、陳情３件であります。そ

の審議の結果を報告いたします。 

 委員会としては、12月１日及び12月８日に常任委員会を開催して、農業関係が多

いところから、唐澤産業課長からの状況の説明を受けながら審議を行ったところで

あります。 

 陳情第12号につきましては、「農業委員会、企業の農地所有、農協改革など、農

業改革に関する陳情書」ということで、上伊那農民組合から陳情が出されておりま

す。審議としては、この件につきまして、農協改革の部分につきましては、９月の

議会でも意見書を提出してきているところであります。今回につきましては、農業

委員会の改革等を中心に審議をしておきました。その中では、改革案の中に、農地

利用推進制度の法定化という部分もあります。こういう制度につきましては、現在

の農業委員会の制度と二重の制度になるような問題点があるんではないかというよ

うな意見もございました。さらに、この改革からいきますと、農業委員会の権限を



 

弱めることになっていかないかという疑問も出ているところであります。農協改革

の部分につきましては、単協の専門家という部分もありますが、現状で見ますと、

単協というのは現状では統合されつつあるところであります。こういったところか

らいくと、この改革案では時代に合わないのではないかという部分もあります。陳

情書の中に、家族農業という部分もありますが、家族農業も大事でありますけれど

も、これからの農業の中ではそればかりではなく、今、南箕輪でも進められており

ます、まっくんファームのような受託するような組織、そういうものの育成等も非

常に重要であるというような意見が出されまして、審議の結果は、採択３、趣旨採

択１ということで、採択といたしました。 

 陳情13号につきましては、「政府による緊急の過剰米処理を求める陳情書」とい

うことで、同じく上伊那農民組合から陳情が出されております。この審議の中で、

ことしの米の作況指数、上伊那のような95、全国は101というような中で、場所に

よって非常に差が出てきている部分もあります。さらに、国として、これからも備

蓄米の対策等を講じてほしいということであります。国の中では、飼料用米とか、

加工米、そういった対策を進めているわけでありますが、現状では、まだこれから

実質的に進んでいないということに対する積極的な対策をする要望の意見、それか

らとも補償というような制度も今までしてきましたけれど、こういうものについて

も限界あるのではないかというようなことから、この陳情13号につきましては、採

択２、趣旨採択２ということでありましたが、委員長判断で採択ということでいた

しました。 

 陳情16号「稲作農家の経営安定に関する陳情」は上伊那農政対策委員会委員長か

ら提出をされています。この部分についても、陳情13号の求める部分とある程度共

通している部分もありますが、この中では、国の過剰米対策が国は講じないという

方針でありますけれど、そうではなくて、過剰米の対策を講じてほしいと。それか

ら、国としても、引き続き稲作等が維持ができるような、責任を持って対応してい

ただきたいという意見が多く出されまして、審議の結果、採択４ということで、委

員会の採択となりました。 

 なお、後ほど発議がされるわけですけれども、意見書につきましては、陳情第13

号と陳情第16号につきましては、内容の面で、意見書を提出する部分について共通

した部分がありますので、合わせて意見書を一本化して提出するということに確認

をいたしたところであります。 

 なお、前議会に提出をされています陳情９号です。消費税に関する案件につきま

しては、現在10％にするというのが延期されておりますが、そういった経過を見き

わめながら、さらにこれについての研究を重ねるということで、引き続き継続審査

をしていくということにいたしましたので報告をいたします。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） 委員長報告に対する、陳情第12号「農業委員会、企業の



 

農地所有、農協改革など、農業改革に関する陳情書」の質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。 

 先ほど、委員長報告の中でありましたが、数点、ちょっとその内容をお聞きした

いと思います。 

 委員長報告の中の農業委員会の関係や農業改革の関係でありましたが、陳情のほ

うでは、農業改革を中止しろというような言い方がされていたわけですが、今回の

委員長報告の中では、中止しろじゃなくて、もう少し、これは改革しなければいけ

ないという内容になっているのかどうなのかという点と、あと、委員長報告の中の

安定経営のお話の中で、過剰米を含めたという言い方をされていたんですが、過剰

米については、陳情のほうでは。 

議  長（原  悟郎） 百瀬議員、陳情第12号に限っての質疑なので、今のを聞

いていると13号まで行っているので、それはまた後で質疑をいただきますので、今

回はこの12号についてのみ質問をしてください。 

１  番（百瀬 輝和） 済みません。 

 農協改革を中止しろという意味なのか、これを改革をもう少し幅広い中で行えと

いう意味合いなのか、そこら辺をちょっとお聞きしたいと思いますが。 

議  長（原  悟郎） 山﨑総務経済常任委員長。 

総務経済常任委員長（山﨑 文直） この陳情が主として、いわゆる農業委員会と

企業農地所有、農協改革などということで、大きく分けて３点、合わせて農業改革

という形で、国の方針等が示されてきている中の審議であります。そういう意味で、

今質問にもありました農協改革の点につきましては、前回も農協のほうからも陳情

が出てきまして、それに対して、農協がみずから自分たちで改革に対する問題を協

議して、進んでいくんだということで、それをある程度見守りながら支援もしてい

くと、こういう意味合いの中で意見書を出してきているところであります。そうい

った意味で、国では、農協改革に対して、押しつけというかじゃなくて、少し農協

自身の改革、自分たちの自己改革等についても見守りながら、急いで改革をしない

ようにということで、改革を全部この時点でしてはならないということを限定して

いることではないです。もう少し研究をしながら、自己改革、そういうところで、

行政側としてもそれを支援していく、そういう意味合いのことも進めていくべきだ

と論議をしてきているところであります。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

１  番（百瀬 輝和） 農業委員会については、どんなふうな検討をされたんで

しょう。 

議  長（原  悟郎） 山﨑総務経済常任委員長。 



 

総務経済常任委員長（山﨑 文直） 今回の陳情の中では、むしろ、農業委員会の

審議のほうをしました。現在も、農業委員会が、非常に前向きに遊休農地の対策だ

とか、そういった意味で、非常に苦労しながら活動をしている部分で、それはもっ

と前へ進めていくべきだということであります。今回の農業委員会の見直しという

案の中では、それを農業委員会の権限をむしろ弱めてしまうような形になりはしな

いかと。それで、例えば、農地利用推進員の設置をして、法定化していると。今で

も、農業委員の皆さん、苦労しながら活動している部分がありますので、そういっ

たものでは、制度をまた二重につくるようなものという点が考えられる。そういう

意味では、もっと慎重にしていくべきだということで、先の農業委員の大会でも、

現在の現状での制度が望ましいというような意見も出されておるということもあり

ますので、そういうのも支持していきたいという審議の内容でありました。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） これで質疑は終わります。 

 陳情第12号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 反対ですか。 

１  番（百瀬 輝和） 反対です。 

議  長（原  悟郎） １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 私は、この農協改革を中止しろとか、拡大していく分に

はいいんですが、この内容については反対です。 

 理由については、2012年度農林水産関係の予算が補正を抜いて２兆1,000億円、

内8,000億円が稲作などの土地利用型の農業のために使っております。米の生産調

整、減反などは、40年続けてきました。その影響で、90年度前半まで、12兆円弱で

推移した農業産出額は、今や８兆円強、減少額の３分の２が稲作の減少なのです。

ですから、新たな政策展開をする必要があると私は考えるため、改革をやはり進め

るべきだと考えますので、反対したいと思います。 

議  長（原  悟郎） ほかに討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） これで討論は終わります。 

 陳情第12号を採決いたします。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。この陳情は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 起立多数です。 



 

 したがって、陳情第12号「農業委員会、企業の農地所有、農協改革など、農業改

革に関する陳情書」は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。 

 委員長報告に対する陳情第13号「政府による緊急の過剰米処理を求める陳情書」

の質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） この過剰米処理についてなんですが、過剰米処理の実施

を求める陳情になっているんですが、過剰米が処理されたときの米価価格の下落が

予想されるですが、その件についてはどんな検討をされたんでしょうか。 

議  長（原  悟郎） 山﨑総務経済常任委員長。 

総務経済常任委員長（山﨑 文直） 米の過剰米処理の件については、今までもい

ろんな方策を講じて過剰米処理、例えば、既にある備蓄米を処理しながら、新しい

米を備蓄に回していくといったような、政府の責任の中での需給の調整というのを

やってきているわけであります。政府としては、これからはそれをしないというふ

うにしていますけれども、片や、主食用の米からの飼料米への転換、それから助成

金の増額等もしてるわけですが、まだ、それが思うように進んでいない部分もあり

ますので、その辺については緊急な過剰米、今、１万2,000円台などとされて、非

常にお米をつくっても赤字になってしまうという部分では、ここでやっぱり緊急な

過剰米対策をしていくべきだという陳情の内容に対して、そのとおりということで

審議をしてきたところでありますので、そういった意味での審議から採択に行った

ということであります。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） これで質疑を終わります。 

 陳情第13号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 反対ですね。 

１  番（百瀬 輝和） 反対です。 

議  長（原  悟郎） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 私は、この陳情に反対させていただきます。というのは、

過剰米を流通させてしまいますと、米の価格の下落を招くという点です。それと、

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律というものがありまして、法律に従っ

て、政府はしっかりと、過剰米についても、備蓄米、備蓄をしたり、本年度も20万

トンほど余ったお米を凍結させたというお話も聞いております。また、新食糧法で

は、流通改革により、自由に売れるようになっております。ですから、この過剰米



 

をすぐに処理しろというのは、米価の下落を招きかねない事態になるということで、

私はこの意見書については反対させていただきます。 

議  長（原  悟郎） ほかに討論はございませんか。 

 ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） これは、過去にも過剰米というのが急激に出た場合、政

府は市場隔離をし、加工米等に回すような処置もしたりして対応してまいりました。

今、国は、農地を守る、農地保全会をつくったり、中山間への対応、それから農地

集積をして大規模農家、稲作を進めるように、いろいろな補助政策をとっておりま

すが、このような急激な米価下落になりますと、一番大事な担い手の皆さん、集落

営農をやっている皆さん、やれないと。せっかく、いろいろと政策的な対応をして

いるものができなくなる。こういうようなことを鑑みても、やはり急激な米価の下

落に対しては、一時市場から隔離をするなり、保有米として政府が買い上げる。こ

のようなことをして、米価の一定の安定を図っていくことが必要だと思います。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ほかに討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） これで討論は終わります。 

 陳情第13号を採決いたします。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。この陳情は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 起立多数です。 

 したがって、陳情第13号「政府による緊急の過剰米処理を求める陳情書」は、委

員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。 

 委員長報告に対する陳情第16号「稲作農家の経営安定に関する陳情」の質疑を行

います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 陳情第16号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 陳情第16号を採決いたします。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。この陳情は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 



 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、陳情第16号「稲作農家の経営安定に関する陳情」は、委員長の報告

のとおり採択することに決定いたしました。 

 それでは、次に、福祉教育常任委員会付託の陳情の審査に関し、常任委員長の報

告を求めます。 

 丸山福祉教育常任委員長。 

福祉教育常任委員長（丸山  豊） それでは、福祉教育常任委員会に付託された

請願及び陳情を審査した結果、下記のとおり決定いたしましたので、会員規則第91

条の規定により報告いたします。 

 陳情７号「誰もが安心して利用できる介護保険制度を求める陳情」につきまして、

説明を申し上げます。 

 上伊那医療生活協同組合介護ウェーブ推進委員長、高橋真一氏より提出され、９

月定例会では継続審議となったもので、以降、10月14日、11月10日、12月１日と、

当委員会を開催し、委員全員出席のもと、９月、12月定例会審査時には、担当課長

の同席を求め、審査いたしました。慎重に審査した結果、お手元に配付のとおり、

不採択すべきものと決定いたしました。内訳は、全員不採択であります。 

 この陳情書の主な内容は、法改正により施行された際には、高齢者福祉への影響

が懸念され、市町村への負担も大きくなることが予想されるため、要支援者への対

応を従来どおり介護保険給付の対象者とすることなどの陳情であります。 

 審査の中で、国の財政状況は厳しく、とりわけ、介護保険制度はパンク寸前であ

り、よって持続可能な制度として、地域にあった市町村対応の地域支援事業でよい

のでは。介護度４、５介護者を優先すれば、ある程度の入所条件は必要である。高

額所得者に対しては、１割負担でなくてもよい。補足給付条件は、基本的に本人の

属する世帯の課税状況や年金収入、所得を勘案するのみであることから、本人に貯

蓄などの資産や配偶者には負担能力がある場合は、対象外にすべきとの反対意見が

ありました。 

 以上、陳情７号の報告であります。 

 続きまして、陳情10号「子ども・障がい者等の医療費窓口無料化を求める県への

意見書の提出を求める陳情」についてであります。 

 上伊那医療生活協同組合安心まちづくり委員会委員長、下平まち子氏より提出さ

れ、９月定例会では継続審議となったもので、９月定例会以降、陳情７号と同様、

慎重に審査した結果、お手元に配付のとおり、不採択とすべきものと決定をいたし

ました。内訳は、全員不採択であります。 

 この陳情書の主な内容は、長野県の福祉医療制度では、一旦窓口で医療費を支払

い、二、三カ月後に、１レセプト500円の受給者負担金が差し引かれた額が口座振

替される自動給付方式になっております。子供を抱える世帯、母子家庭、障害者や

その家族が、経済的な心配をしないで医療を受けられるよう、窓口無料化を願って



 

おり、全国では、既に子供の医療費で、37都府県、障害者医療費では30都府県で、

医療費の心配なく受診できる窓口無料制度が実施されていることから、長野県でも、

子供、障害者等の医療費窓口無料化を実施されたいとの要望であります。 

 審査の中で、結果的には無料であるが、窓口で一旦支払う行為が必要であり、自

覚することが大事である。無料化したときの減額措置により、村の財政に影響が出

ることは許されないなどの反対意見がありました。 

 以上、陳情10号の報告であります。 

 陳情14号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員を求める陳情

書」につきまして、説明申し上げます。 

 長野県医療労働組合連合会執行委員長、小林吟子氏より提出されたもので、12月

１日に、当委員会を開催し、委員全員出席のもと、担当課長の同席を求め、審査い

たしました。慎重に審査した結果、お手元に配付のとおり、採択すべきものと決定

いたしました。内訳は、全員採択であります。 

 この陳情書の主な内容は、看護師等の医療従事者の勤務環境の改善なしに医療提

供体制の改善はあり得ないため、具体的な勤務環境の改善を可能にする増員計画を

立て、確保策を講じ、安全、安心の医療、介護の実現をしなければならないとの陳

情であります。 

 審査の中で、陳情書の中の看護職員の労働実態調査の内容などは理解できる。夜

勤などの決められた時間設定も、引き継ぎなどの関係で長時間勤務となっている。

よって、改善及び増員を求めるべきであるとの賛成意見がありました。 

 以上、陳情14号の報告であります。 

 陳情15号「介護従事者の処遇改善を求める陳情書」につきまして、説明申し上げ

ます。 

 陳情14号と同じく、小林吟子氏より提出されたもので、14号に引き続き審査いた

しました。 

 慎重に審査した結果、お手元に配付のとおり、採択すべきものと決定いたしまし

た。内訳は、全員採択であります。 

 この陳情書の主な内容は、高齢化がピークとなる2025年には、大幅な介護職員が

必要となり、安全、安心の介護を実現するためにも、人員確保は不可欠な課題であ

るが、平均賃金は全労働者賃金よりも９万円も低い状況である。一刻も早く、国の

責任で、介護職員の処遇を引き上げる必要があるとの陳情であります。 

 審査の中で、陳情内容はそのとおりであり、十分理解できる。事業者は、賃金ア

ップを図っているが、雇用状況がよくなると、ほかの職種に移ってしまうため、応

分の対価を払う必要があるとの賛成意見がありました。 

 以上、陳情15号の報告であります。 

議  長（原  悟郎） 委員長報告に対する陳情第７号「誰もが安心して利用で

きる介護保険制度を求める陳情」の質疑を行います。 



 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 陳情第７号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） この陳情は採択されるべきものという立場で討論いたし

ます。 

 介護制度、次から次へと変化をさせてきたわけでありますが、そのたびに介護対

象者、枠に入るのか入らないのか、いろいろと扱いが変わる、大変不安なことをず

っと続けてまいりました。今度は国がやるべきことを村の責任でやりなさいという

ような変革をするということで、これはあくまで、全ての対応を国が責任を持って

介護するという立場で運営すべきだというふうに思います。 

 以上の点から、安心して利用できる、こういう介護制度をきちっとつくるべきだ

ということで、採択をされるべきだと思います。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） ほかに討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） これで討論は終わります。 

 陳情第７号を採決いたします。 

 この陳情に対する委員長の報告は不採択です。この請願を採択することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 起立少数です。 

 したがって、陳情第７号「誰もが安心して利用できる介護保険制度を求める陳

情」は、不採択とすることに決定いたしました。 

 委員長報告に対する陳情第10号「子ども・障がい者等の医療費窓口無料化を求め

る県への意見書の提出を求める陳情」の質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） 先ほど報告ありました中で、窓口無料化をすると、国か

ら保険に対する給付金が減るという、これは何とかならないのかという論議は委員

会の中ではありませんでしたか。 

議  長（原  悟郎） 丸山福祉教育常任委員長。 

福祉教育常任委員長（丸山  豊） そのような議論はありませんでした。ただ、

たまたまこういう制度があるということ自体、私たちも知らない者のほうが多く、

事務局のほうからこういう制度があるということを聞いて、知っただけでございま



 

す。 

 以上です。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） これで質疑を終わります。 

 これから、陳情第10号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） 医療で、たびたびかかると、そのたびに支払いがあると

いうことで、特に国保では、高額医療の後で返ってくる、こういうことはあるんで

すが、現実には、何度も病院が変わったり、病気が変わったりすると、そのたびに

かかるということがありまして、非常に高額になるということで、子供の病気でも、

たまたま病気になっただけなら比較的少ない負担でいいんですが、こういうことが

連続すると、非常に窓口で払うことに大きな負担があるということから、全国でも、

各県ごとに無料化が進んでいるわけであります。先ほども言いましたが、そういう

ことをすると、国はペナルティーで給付金を減らすということをやっているわけで

ありますが、これこそおかしいことで、今までも地方が制度を改正する、よい制度

をつくっていくことによって、国の制度も次から次へと変えてきた経過があります。

こういう立場から、県も、一刻も早く、窓口無料化に踏み切り、ペナルティーを課

さないような、全国でそういうことができるような方向へ動くべきだと思います。 

 以上、陳情は採択されるべきと考えます。 

議  長（原  悟郎） ほかに討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） これで討論は終わります。 

 陳情第10号を採決いたします。 

 この陳情に対する委員長の報告は不採択です。この請願を採択することに賛成の

方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 起立少数です。 

 したがって、陳情第10号「子ども・障がい者等の医療費窓口無料化を求める県へ

の意見書の提出を求める陳情」は、不採択とすることに決定いたしました。 

 委員長報告に対する陳情第14号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大

幅増員を求める陳情書」の質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 



 

 これから、陳情第14号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 陳情第14号を採決いたします。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。この陳情は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、陳情第14号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・大幅増員

を求める陳情書」は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。 

 委員長報告に対する陳情第15号「介護従事者の処遇改善を求める陳情書」の質疑

を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 これから、陳情第15号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 陳情第15号を採決いたします。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。この陳情は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、陳情第15号「介護従事者の処遇改善を求める陳情書」は、委員長の

報告のとおり採択することに決定いたしました。 

 ここで意見書案が提出されておりますので、会議日程といたします。 

 発議第１号「農業委員会、企業の農地所有、農協改革など、農業改革に関する意

見書」を議題といたします。 

 職員に議案を朗読させます。堀事務局長。 

事務局長（堀  正弘）  朗読 

議  長（原  悟郎） 本件について趣旨説明を求めます。 

 ２番、久保村義輝議員。 

２  番（久保村義輝） 農業委員会、企業の農地所有、農協改革など、農業改革

に関する意見書についての趣旨説明を行います。 

 ２ページ目をおめくりください。 



 

 前段では、政府が取り組んでいる骨太方針の農業改革について述べております。

これは、日本農業に大きな影響を及ぼす、こういう立場で書いてあります。そして、

この農業改革は、日本で一番企業が活躍しやすい国をつくる安倍総理の一環だと、

考え方であると。そして、農業は、農業委員の公選制等を廃止したりして、農業委

員会の建議機能を奪う、こういうようなことで、あってはならない。こういうこと

で、国際協同組合連盟でも、この協同組合の根本的な原則に攻撃を加えているとい

うことで、政府の行っていることを批判しているわけであります。 

 その下から朗読いたします。 

 いま食糧危機が心配されるなか、将来にわたって安全・安心な食料生産・供給を

担い、環境と調和できるのは家族農業であり、国連も今年を「国際家族農業年」と

している。農業政策の基本を、企業の参入・進出に置くのではなく、家族農業を基

本とし、それを支える諸制度の充実、地域コミュニティの維持、協同組合を発展さ

せることこそが重要だと考える。 

 よって、政府は「骨太方針2014」ならびに「新成長戦略」に位置づけた「農業改

革」を中止すること、農政改革に当たっては、農業の担い手の軸を家族経営とし、

これを支援する諸制度の充実、農業委員会・農協の役割の強化等、生産の振興と食

料自給率向上に資するものにすることを強く求める。 

 こういうことで、農業をしっかりと守っていきたい、こういう立場での意見書で

あります。 

 皆さんの御賛同をよろしくお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 発議第１号の質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 発議第１号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 発議第１号を採決いたします。 

 発議第１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 起立多数です。 

 したがって、発議第１号「農業委員会、企業の農地所有、農協改革など、農業改

革に関する意見書」は原案のとおり可決されました。 

 発議第２号「米の需給と稲作農家の経営安定対策を求める意見書」を議題といた

します。 

 職員に議案を朗読させます。堀事務局長。 



 

事務局長（堀  正弘） 朗読 

議  長（原  悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。 

 ８番、都志今朝一議員。 

８  番（都志今朝一） 米の需給と稲作農家の経営安定対策を求める意見書につ

いての趣旨説明を行います。 

 収穫予測は、778万5,000トン、民間在庫は227万トンにのぼり、供給過剰が見込

まれています。膨れ上がった米の在庫は、安値競争につながり、米相場は生産現場

の追いつかない速さで急落、再生産が難しい米価水準となっています。南信の米の

作況は95と、大きな収量減もあり、上伊那全体の米生産者の収入減少は10億円余り

と、地域経済に与える大きな影響も懸念されております。国は、過剰米対策を講じ

ない方針であり、米価は、さらに下落する可能性もあり、コスト削減に努力しても、

稲作経営に立ち行かなくなる恐れも出てきています。また、米直接支払交付金の半

減、平成30年産からの廃止により、稲作経営は一層厳しくなることが予想されます。

意欲を持って営農が継続できるよう、再生産価格の確保に向け、政府備蓄米制度の

柔軟な運用や仕組みの改善などを通じた対応を行うとともに、収入減少影響緩和対

策、ナラシについては、地域実態に応じ、意欲ある多様な担い手が加入できるよう、

弾力的な対応を行い、将来にわたって、我が国の主食である米の安定需給のため、

国として責任を持った対応を行い、米の需要拡大に向けて、国を挙げて、さらなる

主食米の消費拡大など、促進対策に取り組むこと。 

 以上で、米の需給と稲作農家の経営安定対策を求める意見書の趣旨説明といたし

ます。 

 賛同をよろしくお願いいたします。 

議  長（原  悟郎） 発議第２号の質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。 

 ２点について教えてください。 

 この（１）の過剰米対策についてなんですが、先ほどの過剰米をすぐ処理しろと

いうことだと、米価に反映される恐れがあります。この対策を行うことというのは、

どういう対策なのかというのと、あと、先ほどの発議１号と、この経営を安定させ

ろということが、農業改革をしていく上では、この安定対策をしていかなければい

けないと思うんですが、この改革を中止しろという発議１号との相反するような発

議になっていると思うんですが、そこら辺はどうなんでしょう。 

議  長（原  悟郎） ８番、都志今朝一議員。 

８  番（都志今朝一） 政府の備蓄米対策については、先ほども委員長から言わ

れましたけれども、海外の輸出とか、そういうような点で、それに重点を置いてや

っていくといってもらうというような考えをしております。 



 

 農業改革は、先ほど委員長が言われたけれども、農協自体の農業改革というのが

主、先に言われていて、そっちを先にやってから、自分たちというか、それのほう

を先にやってもらうというような話で、この前、９月に出したあれは、自分たちの

改革を先にやると、そういうようなことです。 

議  長（原  悟郎） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） これで質疑を終わります。 

 発議第２号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 発議第２号を採決いたします。 

 発議第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、発議第２号「米の需給と稲作農家の経営安定対策を求める意見書」

は原案のとおり可決されました。 

 発議第３号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・増員を求める意見書」

を議題といたします。 

 職員に議案を朗読させます。堀事務局長。 

事務局長（堀  正弘）  朗読 

議  長（原  悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。 

 ９番、唐澤由江議員。 

９  番（唐澤 由江） 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・増員を求め

る意見書の趣旨説明を行います。 

 2013年に、看護職員の労働実態調査、回答数3,062名の方に聞いたところ、慢性

疲労が77.7％、やめたいと思っている人74.8％という看護師の実態や、医療の提供

についても、十分な看護ができていない55.9％、ミス、ニアミスの経験がある

80.3％というような事態に陥っております。 

 病院、あるいは特養、小規模多機能の施設、老人保健施設、サービスつき介護住

宅など、いろんな職場がありまして、その施設には何人以上というナースの配置基

準等があります。そんな中で、介護現場は、時給800円から850円というような安い

賃金の方が多い、あるいはパート、非正規労働者ということで、定着しないで、何

かよい条件があれば移りたいというようなことになっている現状です。 

 厚生労働省は、看護師等の雇用の質の向上についての取り組みがなされておりま

すけれども、現実は、国民の命と暮らしを守る医療・介護現場は、深刻な人手不足



 

となっております。そのために、労働実態は依然として厳しくなっており、安全・

安心の医療・介護を実現するためにも、医師、看護師、介護職員の増員や夜勤改善

を含む労働環境の改善が課題となっているわけです。安全・安心の医療・介護を実

現するためにも、強く以下のことを要望します。 

 １、看護師など夜勤交替制労働者の労働時間を１日８時間、週32時間以内、勤務

間隔12時間以上ということで、労働環境を改善すること。 

 ２、医師・看護師・介護職員などを増員すること。 

 ３、国民の自己負担を減らし、安全・安心の医療・介護を実現すること。 

 ４、病床削減・平均在院日数の短縮ありきではなく、それぞれの地域の実情に合

った医療・介護を充実させるために必要な病床機能を確保すること。 

 以上、意見書を提出する。 

 御賛同をよろしくお願いします。 

議  長（原  悟郎） 発議第３号の質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 発議第３号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 賛成の討論をさせていただきます。 

 国では、平成26年６月に、地域のおける医療及び介護の総合的な確保を推進する

ための関係法律の整備等に関する法律が公布されました。それについて、都道府県

ごとで、勤務環境改善計画の策定を求めております。医師だとか、看護師の不足に

ついては、地域医療支援センター、ナースセンター等が充実を求めております。ま

た、病床についても、二次医療圏ごと、長野県については10に分かれておりますが、

地域医療ビジョンの策定を求めておりますが、現場に対する声、現場の声がこうい

うふうに上がってきているということを早急に国に示す必要があると思って、私は

これを賛成したいと思います。 

議  長（原  悟郎） ほかに討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） これで討論は終わります。 

 発議第３号を採決いたします。 

 発議第３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、発議第３号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改善・増員を求

める意見書」は原案のとおり可決されました。 



 

 発議第４号「介護従事者の処遇改善を求める意見書」を議題といたします。 

 職員に議案を朗読させます。堀事務局長。 

事務局長（堀  正弘）  朗読 

議  長（原  悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。 

 ７番、山口守夫議員。 

７  番（山口 守夫） 発議第４号「介護従事者の処遇改善を求める意見書」に

ついての趣旨説明を行います。 

 先ほど、時間とか、あるいは介護員の増員だとか、そういう形のものをしたんで

すが、ここでは、要するに賃金の処遇改善という形で求めるものであります。 

 日本は高齢化社会を迎え、それに伴い、介護者が年々増加しております。今後、

どのように介護をしていくかは大きな課題であります。家庭で老老介護、親子介護

など、多様している実態です。介護は大変な重労働であり、体が休まる暇がない状

態でもあります。介護者の４人に１人は、介護疲れから、鬱病になっていくとも言

われております。こうしたことから、介護施設への介護ニーズが高まっております。 

 しかし、介護施設の現場の実態は、介護を担う職員確保が困難だと言われており

ます。それに、離職者も多く、介護職員の不足は重大な問題であります。原因の一

つに、介護労働者の賃金の安さもあると言われております。全国労働平均より、月

９万円も低いというデータもあります。また、介護現場には、介護職員以外にも、

周辺で働く労働者も多く、こうした職員の処遇も低く、処遇を引き上げることが必

要になっております。一刻も早く、国の責任で、介護職員の処遇の引き上げが必要

になっています。介護労働者の確保を図り、安心・安全の介護保険制度を実現して

いくために、介護従事者の処遇改善を求めるものであります。 

 以上の趣旨から、99条に意見書を出すものでありまして、要望事項は、介護従事

者の処遇を抜本的に改善すること、処遇改善の対象職員を介護職員以外の職種にも

拡大することの２点であります。 

 意見書をよく理解していただいて、皆さんの賛同をよろしくお願いいたします。 

 以上をもちまして、意見書の趣旨説明とさせていただきます。 

議  長（原  悟郎） 発議第４号の質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（原  悟郎） 質疑なしと認めます。 

 発議第４号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 １番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。 

 賛成の立場です。 

 介護報酬は、公定価格によっております。原則３年に１度、来年度見直しをされ



 

るわけなんですが、先ほども発議の中にありましたが、離職率が10％後半という離

職率で、人手不足が続いております。また、男性職員については、現場の声を聞く

と、寿退社ということで、男性職員が結婚をして、家族を持っていても、生活が成

り立っていかないという現状があるようです。そういう点から、早急に改善を求め

るもので、賛成したいと思います。 

議  長（原  悟郎） ほかに討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） これで討論は終わります。 

 発議第４号を採決いたします。 

 発議第４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、発議第４号「介護従事者の処遇改善を求める意見書」は原案のとお

り可決されました。 

 続いて、選挙第１号「南箕輪村選挙管理委員会委員の選挙」を行います。 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選

にしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（原  悟郎） 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思いますが、御異議

ございませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（原  悟郎） 異議なしと認めます。 

 したがって、議長が指名することに決定いたしました。 

 南箕輪村選挙管理委員会委員に、高木宣威さん、原厚生さん、北條美恵子さん、

伊藤重光さん、以上の方を指名いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま指名しました方を南箕輪村選挙管理委員会委員の当選人と定めることに

御異議ございませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（原  悟郎） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名いたしました高木宣威さん、原厚生さん、北條美恵子

さん、伊藤重光さん、以上の方が南箕輪村選挙管理委員会委員に当選されました。 

 次に、選挙第２号「南箕輪村選挙管理員会補充員の選挙」を行います。 



 

 お諮りいたします。 

 選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選

にしたいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（原  悟郎） 異議なしと認めます。 

 したがって、選挙の方法は指名推選で行うことに決定いたしました。 

 お諮りいたします。 

 指名の方法につきましては、議長が指名することにしたいと思いますが、御異議

ございませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（原  悟郎） 異議なしと認めます。 

 したがって、議長が指名することに決定いたしました。 

 南箕輪村選挙管理委員会補充員に、第一順位、佐藤博明さん、第二順位、竹村登

さん、第三順位、塩澤誠さん、第四順位、禰津行弘さん、以上の方を指名いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 ただいま指名しました方を南箕輪村選挙管理委員会補充員の当選人と定めること

に御異議ございませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（原  悟郎） 異議なしと認めます。 

 したがって、ただいま指名いたしました第一順位、佐藤博明さん、第二順位、竹

村登さん、第三順位、塩澤誠さん、第四順位、禰津行弘さん、以上の方が南箕輪村

選挙管理委員会補充員に当選されました。 

 これから議案に対する討論、採決を行います。 

 議案第１号「専決処分事項の承認を求めることについて」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第１号を採決いたします。 

 議案第１号は、原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第１号「専決処分事項の承認を求めることについて」は、原案

のとおり承認されました。 

 議案第２号「南箕輪村職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条例」の討論を

行います。 

 討論はございませんか。 



 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第２号を採決いたします。 

 議案第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第２号「南箕輪村職員の懲戒に関する条例の一部を改正する条

例」は、原案のとおり可決されました。 

 議案第３号「南箕輪村職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例」の

討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第３号を採決いたします。 

 議案第３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第３号「南箕輪村職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正

する条例」は、原案のとおり可決されました。 

 議案第４号「南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条

例」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第４号を採決いたします。 

 議案第４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第４号「南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例」は、原案のとおり可決されました。 

 議案第５号「南箕輪村消防団条例の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第５号を採決いたします。 

 議案第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 



 

議  長（原  悟郎） 起立全員です。 

 したがって、議案第５号「南箕輪村消防団条例の一部を改正する条例」は、原案

のとおり可決されました。 

 議案第６号「南箕輪村国民健康保険条例の一部を改正する条例」の討論を行いま

す。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第６号を採決いたします。 

 議案第６号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第６号「南箕輪村国民健康保険条例の一部を改正する条例」は、

原案のとおり可決されました。 

 議案第７号「南箕輪村職員互助団体に関する条例の一部を改正する条例」の討論

を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第７号を採決いたします。 

 議案第７号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第７号「南箕輪村職員互助団体に関する条例の一部を改正する

条例」は、原案のとおり可決されました。 

 議案第８号「南箕輪村土地開発基金条例を廃止する条例」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第８号を採決いたします。 

 議案第８号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第８号「南箕輪村土地開発基金条例を廃止する条例」は、原案

のとおり可決されました。 

 議案第９号「南箕輪村職員の配偶者同行休業に関する条例」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 



 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第９号を採決いたします。 

 議案第９号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第９号「南箕輪村職員の配偶者同行休業に関する条例」は、原

案のとおり可決されました。 

 議案第10号「南箕輪村景観条例」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第10号を採決いたします。 

 議案第10号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第10号「南箕輪村景観条例」は、原案のとおり可決されました。 

 議案第12号「平成26年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算（第２号）」の

討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第12号を採決いたします。 

 議案第12号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第12号「平成26年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）」は、原案のとおり可決されました。 

 議案第13号「平成26年度南箕輪村国民健康保険特別会計補正予算（第２号）」の

討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第13号を採決いたします。 

 議案第13号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 



 

 したがって、議案第13号「平成26年度南箕輪村国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）」は、原案のとおり可決されました。 

 議案第14号「平成26年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第２号）」の討論を行

います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第14号を採決いたします。 

 議案第14号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第14号「平成26年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第２

号）」は、原案のとおり可決されました。 

 議案第15号「平成26年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第２号）」の討論を

行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第15号を採決いたします。 

 議案第15号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第15号「平成26年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第２

号）」は、原案のとおり可決されました。 

 議案第16号「伊那消防組合規約の変更について」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第16号を採決いたします。 

 議案第16号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第16号「伊那消防組合規約の変更について」は、原案のとおり

可決されました。 

 議案第17号「伊那消防組合の解散について」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 



 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第17号を採決いたします。 

 議案第17号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第17号「伊那消防組合の解散について」は、原案のとおり可決

されました。 

 議案第18号「伊那消防組合の解散に伴う財産処分について」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第18号を採決いたします。 

 議案第18号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第18号「伊那消防組合の解散に伴う財産処分について」は、原

案のとおり可決されました。 

 議案第19号「上伊那広域連合の処理する事務の変更及び上伊那広域連合規約の変

更について」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第19号を採決いたします。 

 議案第19号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第19号「上伊那広域連合の処理する事務の変更及び上伊那広域

連合規約の変更について」は、原案のとおり可決されました。 

 議案第20号「上伊那地域公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び

上伊那地域公平委員会共同設置規約の変更について」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第20号を採決いたします。 

 議案第20号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 



 

 したがって、議案第20号「上伊那地域公平委員会を共同設置する地方公共団体の

数の減少及び上伊那地域公平委員会共同設置規約の変更について」は、原案のとお

り可決されました。 

 議案第21号「南箕輪村村道路線の認定について」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（原  悟郎） 討論なしと認めます。 

 議案第21号を採決いたします。 

 議案第21号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（原  悟郎） 全員起立です。 

 したがって、議案第21号「南箕輪村村道路線の認定について」は、原案のとおり

可決されました。 

 ここで、委員会の閉会中の所管事務の調査の件を議題といたします。 

 総務経済常任委員長、福祉教育常任委員長及び議会運営委員長から会議規則第72

条の規定により、お手元に配付のとおり、所管事務の調査事項について閉会中の継

続調査の申し出がありました。 

 お諮りいたします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございません

か。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（原  悟郎） 異議なしと認めます。 

 したがって、総務経済常任委員長、福祉教育常任委員長及び議会運営委員長から

申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 ここで、１月31日をもちまして、任期満了により御勇退なされる有賀松雄代表監

査委員から、御挨拶をいただきたいと思います。 

 有賀代表監査委員におかれましては、平成23年２月１日に代表監査委員に就任さ

れ、以来４年間、村の財政に関し、厳正な監査を実施いただくとともに、村政運営

に関し、適切な御意見をいただいてまいりました。深く感謝を申し上げます。 

 それでは、有賀代表監査委員、壇上で御挨拶をお願いいたします。 

代表監査委員（有賀 松雄） 12月の議会終了後ということで、皆さん大変お疲れ

のところを、私のために時間をとっていただきまして大変ありがとうございます。 

 今、議長のほうから御紹介がありましたように、４年間の任期が、来年の１月末

で終了いたします。企業畑からこの行政畑というところで、当初は、非常に戸惑っ

たわけですけれども、無事に職務遂行ができましたことは、理事者の方、それから



 

議員各位の方、それから職員の皆様方の支えがあってできたことだと感謝申し上げ

たいと思います。この間、同じ監査委員として、議選のほうから出ていただきまし

た百瀬議員、それから山口議員には、大変お世話になりました。この場をかりてお

礼を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 

 監査中に、いろいろと細かなことを御指示をしてきたわけですけれども、そのこ

とについては、今後の業務の中で参考にしていただいて、工夫や改善を募って、業

務の中で役だっていただければ幸いかなと、こんなふうに思います。 

 企業の格言の中に、「企業は人なり、人が会社を育てる」と言われております。

私も、監査という立場で、行政を見させていただきましたけれども、そのときに、

全く行政も同じだなということを感じたわけです。職員の質をなお一層向上させて、

住みよい村づくり、また村の発展を達成していっていただければ幸いだと思います

し、そう願っておるところです。 

 人口１万5,000人を超えたこの大世帯が、村で、今、行政が進んでいるわけです。

いろいろな、さまざまな難題が待ち受けていると思いますけれども、全職員の方が

知恵を絞って、この難局を乗り切っていただきたいなというふうに思います。私も

村民の一員として、その辺のところの協力をしていきたいなと考えております。 

 いろいろと申し上げましたけれども、今後の皆様の御健康と御活躍を御祈念申し

上げまして、退任の挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。 

議  長（原  悟郎） ありがとうございました。これからも、村政に対して、

変わらぬ御支援をいただけますようお願いいたします。大変お疲れさまでした。 

 それでは、ここで、村長の挨拶を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 12月定例会、12日間の会期、お疲れさまでございました。

また、全議案可決、決定をいただき、ありがとうございました。議案審議や一般質

問でいただきました、さまざまな御意見、御提言は、今後の行政執行や村づくりに

生かしてまいります。 

 平成26年度も３カ月半となってまいりました。南部小学校の増改築工事をはじめ、

計画・予算化をされました事務事業の着実な推進に努めてまいります。今、平成27

年度の予算編成作業を行っておりますが、衆議院の解散総選挙が行われており、地

方財政計画や地方交付税等々の動向は、全く不透明であります。先行きが見えない

中での編成となっておりますが、国の動向を注視しながら、より的確な編成に努め

てまいります。 

 また、地方創生関連法が施行され、地方総合戦略を作成していかなければなりま

せん。国の戦略もこれからでありますが、地方の活力が国の活力につながってまい

りますので、そんな観点で策定ができればと思っております。 

 常々申し上げておりますが、来年度からの２カ年度で、人口増加への対応、特に

保育園や学校の施設不足、用地不足に、一定のめどをつけてまいります。あわせま



 

して、村民生活を守り、地域の安全が増すような、産業振興が図れるような予算に

なることに心がけてまいります。財政的には、ここ数年が本当に厳しくなってまい

ります。しかし、何としても乗り切っていかなければなりませんので、議員各位の

御理解をお願いいたします。 

 ただいま御挨拶をいただきましたが、１月末で１期４年間お勤めをいただきまし

た有賀代表監査委員が、１月末を持って退任をされることとなりました。会社役員

を経験され、民間企業の目線により、的確な、適正な監査をしていただき、ありが

とうございました。また、決算審査や定期監査では、その都度、さまざまな御指摘

や御提言もいただきました。できることから行政執行に生かしてまいりましたが、

まだまだこれからの面もあります。これからも、その趣旨を尊重し、生かしてまい

ります。退任なされましても、ぜひ村政に御協力をいただければ、ありがたいこと

であります。今後の御健勝を祈念申し上げまして、意を尽くせませんが、お礼とさ

せていただきます。４年間ありがとうございました。 

 これから、本格的な冬となってまいります。ことしのような豪雪にならないこと

を願っておりますが、対応には最大限の努力をしてまいります。 

 慎重な御審議をいただきましたことに、重ねてお礼を申し上げ、2015年が、村に

とりまして、村民にとりまして、希望が持てるような明るい年になりますことを願

い、閉会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

議  長（原  悟郎） これから、年末年始に向けて、何かと御多忙のことと思

います。また、インフルエンザの流行が始まっております。高齢者がかかると、大

変な高熱が出るようでございます。健康に留意され、御活躍を御祈念いたします。 

 これをもちまして、平成26年第４回南箕輪村議会定例会を閉会いたします。御苦

労さまでした。 

事務局長（堀  正弘） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕 

議  長（原  悟郎） お疲れさまでした。 

 

   閉会 午後 ４時５８分 
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