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会議のてんまつ

平成２７年１１月３０日 午前９時００分 開会

事務局長（唐澤 英樹） 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、ことしもあと１カ月となりました。経ヶ岳も雪景色になり、本格的

な寒さと忙しさを迎える季節になりました。

今議会は、条例改正や陳情、請願が多く、深く論議が必要かと思います。

それでは、ただいまから、平成27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、２番、小坂泰夫議員、３番、

山﨑文直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。

山﨑議会運営委員長。

議会運営委員長（山﨑 文直） おはようございます。

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27年第４回南箕輪村議会定例会の会期日程等について、

過日、議会運営委員会を開催いたしました。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ました事件は、議案が18件であります。請願・陳情は、請願

が３件、陳情が４件提出されております。

会期は、本日11月30日から12月11日までの12日間として、この間で12月１日から

８日までを休会といたします。

なお、今回は、即決を要する議案はありませんので、全て最終日の討論、採決と

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11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27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。

早いもので、ことしもあと１カ月を残すのみとなりました。本村においては、大

きな災害もなく現在に至っておりますことは、ありがたいことであります。

ことしも、各地で豪雨災害が発生いたしました。６月には、梅雨前線の活動によ

り、九州地方で大きな災害が発生し、９月には、記憶に新しいところでありますが、

関東・東北豪雨災害により、茨城県では堤防が決壊し、甚大な被害が発生しました。

これらの状況を受け、気象庁では、11月19日から、これまで行っていた緊急地震

速報及び津波警報のメール配信に加え、大雨や暴風、大雪や噴火などに関する特別

警報についても、エリア内メールにより配信することとなりました。これにより、

情報を得やすい環境が整備されてきたことはありがたいことであります。また、毎

年各地で災害が発生しており、防災意識の高揚をさらに図っていかなければならな

いと感じておるところであります。

さて、最初に経済状況であります。

既に報道されておりますが、先日公表されました７月から９月期までのＧＤＰの

速報値では、物価変動を除く実質で前期比0.2％の減、このペースが１年間続くと

仮定した年率換算は0.8％の減、２四半期連続のマイナスとなりました。中国経済

の減速懸念などを背景に、企業の設備投資が低迷し、個人消費の回復も鈍く、景気

は足踏み状態が続いているとされております。

こうした状況下で、内閣府の10月の月例経済報告では、景気はこのところ一部に

弱さも見られるが、緩やかな回復基調が続いていると発表されております。また、

上場企業の2016年３月期の純利益総額の予想が23兆円を超え、２年連続で過去最高

を更新する見通しとなったことが報道されましたが、中国経済の減速を背景に、利

益が前年実績を割り込む企業がふえており、最高益更新には不透明感も強まってい

るとされております。

県内の状況でありますが、長野経済研究所の発表では、10月から12月は、製造業

が米国向けの底がたい需要に支えられる一方、中国の景気減速の影響に加え、設備

投資についても政策効果の一巡などもあり、新規受注が頭打ちするとの慎重な見方

の企業が多いとのことで、不透明感は拭えないところであります。

地元金融機関が公表しております伊那谷の経済状況でありますが、伊那公共職業

安定所の管内の有効求人倍率が1.2倍となっており、改善が見られております。ま

た、最近の状況でも、よかったとする企業は全体の19％で、前回の14.1％から改善



し、３期ぶりに明るさが見えたとされています。しかし、全国的な先行き不透明感

を踏まえますと、今後の動向に注視していく必要があります。

こうした経済状況の中で、本村の税収の見込みでありますが、前年同期の収入額

と比較してみますと、緩やかな景気回復もあり、法人税の増額など、堅調に推移し

ております。最終的には21億円を上回るものと期待をしておるところであります。

一方、ＴＰＰ交渉に関しまして大きな動きがありました。アメリカで開かれてい

た閣僚会合において、大筋合意が得られたの内容が10月６日に新聞報道され、その

内容が明らかになってまいりました。安倍首相は、世界最大の自由貿易圏が誕生し

たとし、成長戦略の切り札として位置づけていますが、その内容を見ますと、農業

の重要５品目で約３割の関税が撤廃されるなど、我が村におきましても、畜産や果

樹関係に大きな影響が出る懸念があります。

政府は、11月25日、ＴＰＰ総合対策本部の会合を開き、総合的なＴＰＰ関連政策

大綱を決定したと報道されております。その内容は、国際協力の強い農業を目指す

とする一方、米や畜産など重要５品目の経営安定対策を中心に、守りの施策が盛り

込まれているとされており、米につきましては、輸入拡大に対する措置として、政

府備蓄米の枠を拡大し、米価を下支えするとされております。この国の農業生産と

国土保全を担っているのは、その多くが家族経営や兼業農家であり、中山間地域の

零細農家であるという実態を踏まえた、適切な農業施策を望むところであります。

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、区民祭、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させていただきましたが、この元気と活力が本村の発展

につながっているものと感じたところであります。

村でも、10月30日から11月１日にかけまして、村民センターで村文化祭を開催い

たしました。村民の皆様方からは、さまざまな出展があり、昨年より400点ほど増

加しております。また、村民センターホールでのステージ発表では、42団体の方に

参加していただきました。また、多くの来場者があり、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

ろであります。

また、10月には、第10回の節目となるイルミネーションフェスティバルが開催さ

れました。村内外から多くの皆さんにおいでをいただき、また各テレビ局からの取

材もあり、村の一大イベントとして定着をしてまいりました。村の魅力を発信する

イベントとして、さらに充実させ、継続していきたい考えております。

10月17日には、大芝高原、味工房前で農産物フェアを開催いたしました。天候に

恵まれたこともあり、新鮮な農産物を求め、村内外から大勢の人が訪れ、大変なに

ぎわいでありました。また、同日、村育樹祭も開催をしました。村民約100人の参

加により、みんなの森の下草刈りを中心に作業を行っていただきました。

このほかには、10月９日には、上伊那郡市の育樹祭がみんなの森で行われ、村内



外から約300人が参加し、除伐や緑の少年団によるセラピーロードへのウッドチッ

プの散布が行われ、山林の整備が進んだところであります。

続きまして、今年度の重点事業状況につきまして申し上げます。

初めに、主な事業の進捗状況でありますが、人口増加に伴う重点施策であります

中部保育園及び西部保育園の増改築や久保防災拠点施設につきましては、工事着工

し、予定どおり工事が進んでおります。

懸案事項でありました南原住宅団地の焼却灰撤去につきましても、一工区の工事

が９月下旬から始まり、現在のところ順調に進んでおります。間もなく処分先での

無害化の実証実験が行われ、問題がなければ本格的な撤去を進めていく予定でおり

ます。工事完了につきましては、平成29年度になる見込みでありますので、そんな

点は御理解をお願いいたします。

地区計画事業につきましても、計画的に工事を進めており、11月の区長会におき

まして進捗状況を報告させていただきました。

来年度工事予定の仮称こども館につきましても、近日中に設計業者を決定する予

定であります。

ソフト事業につきましても、計画的に進めておりますので、特に問題はないもの

と判断をしておるところであります。

村の第５次総合計画につきましては、10月１日にむらづくり委員会から答申をい

ただきまして、議員の皆様からの御意見をいただきながら、庁内での検討を進め、

今年度中に決定をしてまいります。

地方創生に伴う村総合戦略につきましても、10月５日にむらづくり委員会から答

申をいただき、議員からも御意見をいただく中で、10月末に計画決定し、国へ報告

いたしました。これにより、先日、先行型上乗せ交付金の交付決定がありましたの

で、鋭意事業を進めてまいります。

次に、平成17年度から取り組んでまいりました運動あそび事業でありますが、こ

としで11年目を迎え、10月３日に運動あそび10周年イベントを開催いたしました。

講演や発表、親子で行う運動あそびなど、131世帯300人の親子が参加し、盛大にイ

ベントを行うことができました。この運動あそびは、現在の子供たちの心と体の発

達に大いに役立っていると言われておりますので、今後も積極的に取り組んでまい

ります。

続きまして、保育園の状況であります。

本年度末での入園予定者は697名で、昨年度末より40名ほどふえる見込みであり

ます。平成28年度の入園希望調査結果では、707人の希望がありました。毎年年度

途中の転入や３歳未満児の入園希望があることから、さらに増加すると予想してお

ります。保育園につきましても、いよいよ700人時代、こんな時代に入ってきたと

ころであります。

こうしたことを受けまして、西部保育園、中部保育園の園児室と給食室の増改築



を行っておるところであります。工事につきましては、申し上げましたとおり、順

調に進んでおるところであります。給食室につきましては年内に完成する予定であ

りますので、検査をした上で引き渡しを受け、来年１月から新しい給食室を使用す

る予定でおります。その後、現在の給食室を改築し、予定どおり工事が完了できる

ものと思っておるところであります。

次に、伊那中央病院の関係であります。

介護保険法の医療系サービスの事業者として訪問看護事業に携わっておりますが、

在宅医療を希望する方々も年々増加し、訪問看護ステーションのニーズが高まって

いる状況であります。このようなことから、利用者の皆さんが24時間安心して最適

な医療サービスを受けられる体制を整えるため、10月１日から、伊那中央病院訪問

看護ステーションが開設されました。従来の看護内容に加えまして、リハビリステ

ーションや緩和ケア、医師の指示による医療措置を加え、事業内容の充実が図られ

たところであります。

次に、都市計画の見直しについて申し上げます。

都市計画は、昭和53年に策定され、約40年が経過しようとしております。村では、

生活道路の整備が先行して行われ、都市計画道路は国道153号伊那バイパスや県道

伊那インター線、村道６号線などの整備で、その整備率は、計画延長に対しまして

約14％となっております。全国的には人口減少時代となり、整備計画が進まない都

市計画道路は見直す傾向にあります。村でも、本年度と来年度の２カ年で都市計画

を見直すこととし、コンサルタント業務を委託しました。できる限り短時間で方針

を決定し、見直しができるよう取り組んでまいります。

県道伊那北殿線の下河原クランク改良事業でありますが、計画で示された緩やか

なＳ字型の動線形について、より直線的な道路線形にできないかを要望してまいり

ました。下河原橋の北の道路をより天竜川の堤防寄りに回す形で、カーブを緩やか

にする道路線形とすることで天竜川上流河川事務所や伊那土地改良区などの機関と

の協議は整いましたので、用地測量を行い、事業実施にかかってまいります。

また、南信地域の物づくり人材育成を目的に、南信工科短期大学校の建設が行わ

れており、来年４月開校となってまいります。入学試験や募集も始まり、期待も大

きいところであります。これにより、村内の教育環境が、またさらに充実をしてき

たことは大変ありがたいことであります。

いよいよ雪のシーズンとなってまいります。ことしは、日本列島への北からの寒

気の入り込みが弱く、太平洋側低気圧の影響による大雪が予想されており、心配を

されるところであります。

平成25年度豪雨災害の反省から、豪雪時には県道吹上北殿線と村道３号線及び村

道６号線が、県と村の相互除雪協定により、相互に協力して除雪を行い、また県は、

国道153号線と国道361号及び県道伊那インター線と春日街道、村は、緊急確保路線

として大型農道を除雪優先路線として、村道105号線を他の道路に優先して除雪し、



また除雪に当たっては、警察と連携し、通行どめ等の通行規制により、効率よく除

雪を行い、近隣市町村を結ぶ基幹道路による自動車交通ネットワークを確保するこ

とといたしました。

村で除雪ができないその他の生活道路や歩道、区と区を結ぶ生活道路などは、ま

っくん除雪隊を中心に、住民の皆様の協力で行う除雪をお願いしたいと考えており

ます。昨年から、まっくん除雪隊をリーダーとする地域の除雪が充実するよう、12

地区が参加して、まっくん除雪連絡協議会を立ち上げました。協議会では、区と区

の間の道路除雪が途切れないよう調整することなど、地域住民の交通確保に取り組

み、村は活動を支援し、区などと協力しながら除雪に取り組んでまいります。

続いて、教育関係の状況であります。

生涯学習施設建設の伴う中学校隣接用地の確保につきましては、近日中に調印す

る運びとなりました。現在、来年度発注に向け、詳細設計を進めているところであ

ります。

また、中学校体育館天井落下防止工事、大芝高原プール駐車場設置工事など、年

度内完成に向け、現在事業を進めております。

特に、来年建設予定の仮称こども館につきましては、12月中には、審査会を経て、

設計業者を決定する予定であります。南箕輪版ネウボラを取り入れた複数の機能を

備えることで、子育て支援の拠点として整備をしてまいりたいと考えております。

また、先日、職員研修として、ＫＯＡ株式会社の向山会長をお招きし、地域創生

と地域に対する思いと題し、講演をお聞きしました。この中で、ＫＯＡの前進であ

ります興亜工業所を設立した背景には、この地域に働く場を確保し、この地で生活

していけるようにしたいとの思いがあったこと。そして、この企業の精神を忘れな

いように、今でも感謝祭を開催し、従業員や地域の皆さんを含め、その思いを新た

にしていることの話がありました。また、家庭にも、地域にも、そして企業にも、

それぞれ家風、風土、社風があり、この風を大切にしていかなければいけないとの

ことでありました。大変有意義な話であったと思っております。

今、地方創生として、新たな発想や先駆的な取り組みが求められておりますが、

この村の歴史や風土を大切にし、その上に立った地方創生に取り組んでいかなけれ

ばならないと強く感じたところであります。

これから、新年度の予算編成の時期となってまいります。人口増加対応に一定の

めどをつける予算としながら、住民生活を守り、地域の活性化が図れるような予算

となるよう編成ができればと思っております。また、そうした編成にしていかなけ

ればならないと考えておるところであります。

また、11月22日に交通死亡事故が発生し、交通死亡事故ゼロの日が1,211日で途

切れてしまい、残念なことでありました。今後、死亡事故が発生しないよう、安協

とも取り組んでまいります。そして、安心・安全な村づくり、地域づくりに努めて

いきたいと考えておるところであります。



本定例会に提出しました議案は18議案であります。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、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。

12日間、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27年８月分か

ら平成27年10月分までの例月出納検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、請願３件、陳情４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「南箕輪村税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１号「南箕輪村税条例の一部を改正する条例」の

提案理由を申し上げます。

本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律、番号法の制定を踏まえ、村税にかかわる申告書等に個人番号または法人番号を

加えるほか、地方税法の改正に伴い、村たばこ税の税率の特例の廃止など、所要の

整備を行うため、村税条例の一部を改正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。

平嶋財務課長。

財務課長（平嶋 寛秋） 南箕輪村税条例の一部改正について細部説明を申し上げ

ます。

今回の改正につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律、いわゆる番号法の制定を踏まえまして、村税にかかわる申

告書等に個人番号または法人番号を加えるとともに、地方税法の改正に伴う村たば

こ税の税率の特例の段階的廃止、その他関係法令の改正に伴います所要の改正等を

行うものであります。

新旧対照表により細部説明を申し上げますので、新旧対照表の11ページをごらん

ください。

アンダーラインの部分が改正箇所となります。

改正後の条項に沿って説明をさせていただきます。

最初に、第23条ですが、法人税法におきまして、外国法人等に対する課税判断の



もととなります恒久的施設、外国法人の国内における支店、工場などですが、この

恒久的施設について、その定義が明確になされましたので、法人村民税におきまし

ても、恒久的施設にかかわる規定を法人事業税と同様とするための措置であります。

次に、その下の第33条ですが、平成27年度税制改正により、所得税において、国

外転出時課税制度が創設されました。この制度は、税金がかかるのが日本に比べて

少ない国へ移住して、そこで売却益を得ることにより、課税逃れを防止するために

創設されたものでありますが、住民税については、出国した年のうちに生じた所得

に対して、個人住民税が課税されないことから、ただし書きとして、個人住民税所

得割の課税標準の計算においては、所得税法の計算の例によらないものとするもの

です。

次に、11ページから12ページの第36条の２の改正ですが、番号法施行に伴い、村

民税の申告において法人番号の規定を整備したものです。

次に、その下の第36条の３の３の改正ですが、個人住民税にかかわる公的年金者

の扶養親族の申告書において算出をしております所得税法が改正されたことにより、

項ずれが生じたため、該当部分を改正するものです。

その下、第51条の村民税の減免、飛びまして15ページの第71条、固定資産税の減

免、続きまして、17ページの第89条、軽自動車税の減免、18ページの第90条、身体

障害者等に対する軽自動車税の減免、19ページの第139条の３、特別土地保有税の

減免の改正につきましては、それぞれの村税減免申請については、減免申請の申請

期限を現行の納期限前７日から納期限までに延長することで、納税者の利便性の向

上を図るとともに、申請書に個人番号または法人番号の記載を求めるものでありま

す。

お戻りをいただきまして、13ページ、中ほどの第63条の２、区分所有にかかわる

家屋の補正の申し出、ついで、14ページの第63条の３、共有土地にかかわる固定資

産税額の案分の申し出、飛んで、15ページ一番下から16ページの第74条、住宅用地

の申告、同じく16ページの第74条の２、被災住宅用地の申告でありますが、これら

の申告書の提出に当たっては、申告書へ個人番号または法人番号の記載をお願いす

るものです。

おめくりをいただきまして、19ページの第91条の改正は、文言の修正であります。

次に、20ページの第149条、入湯税にかかわる特別徴収義務者の経営申告の改正

ですが、これも申告に当たって、申告書に個人番号または法人番号の記載をお願い

するものです。

次に、21ページからの附則の改正でありますが、第４条の納期限の延長にかかわ

る延滞金の特例では、中ほどのアンダーライン箇所でありますけれども、この条文

で算出をしております法人税法に改正がありまして、条ずれが生じたことによる改

正であります。

次の22ページから25ページまで続きます、新築住宅に対する固定資産税の減額の



規定の適用を受けようとする者がすべき申告、第10条の３の改正ですが、それぞれ

各項に該当する申告をする場合においては、提出する申告書等に個人番号または法

人番号の記載をお願いするものです。

次に、25ページの１番下の行でありますが、たばこ税の税率の特例の改正であり

ます。これは、平成27年度税制改正におきまして、税率が一般の紙巻きたばこの２

分の１となっております旧３級品の紙巻きたばこの特例税率を、平成28年４月１日

から平成31年４月１日までの間において、激変緩和の観点から、段階的に引き上げ

ることによって廃止することになりました。このため、第16条の２の規定を削除す

るものです。

次に、26ページ、東日本大震災にかかわる固定資産税の特例の適用を受けようと

する者がすべき申告等の第22条ですが、これも番号法の施行にあわせまして、申告

書を提出する際には、申告書に個人番号または法人番号の記載をお願いするもので

す。

最後に、改め文の３ページをお願いします。

中段に記載してあります附則の第１条、施行期日ですが、番号法に関係するもの

と個人住民税所得割に関係するものは平成28年１月１日から、字句の修正部分につ

きましては公布の日から、参照法令の変更に伴う改正、減免申請の提出期限の変更

にかかわりますもの及びたばこ税の特例廃止に関係するものは平成28年４月１日か

ら、それぞれ施行となります。

また、説明は省略させていただきますが、３ページの第２条以降におきまして、

この条例改正に伴います各税目の経過措置と、たばこ税の特例廃止の段階的引き上

げに伴います字句の読みかえを定めております。

以上、今回の村税条例の一部改正の細部説明とさせていただきます。

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。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

今度、個人ナンバーということで、税に関することについての今、規定、条例改

正をしたわけでありますけれども。うちは11月19日に来ましたが、だんだん村の中

にも、番号を今配達しているわけでありますけれども、ニュースで聞きますと、大

きな市では、何千というような、役場へ戻ってくるというような例も出ております。

うちの村では、どのような配付状況になっているのか、つかんでいたらお知らせ願

いたいと思います。

今ここで、この規定をするわけでありますので、これから、どんどんナンバーを

提示されるという場面が出てくると思います。そのことについては、やっぱり私た

ち自身でもちょっと抵抗があるように思うんですけれども、特に、高齢の方や、な

かなかそこら辺が理解できていない方がまだいるというのではないかと思います。



１回村報でお知らせはしてありますけれども、どうしてもナンバーが必要なもの、

出さなくていいものとか、いろいろのところがはっきりわかるような、ちょっと文

章を村民にお知らせする必要があると思うんですけれども、その点、２点お願いし

たいと思います。

議 長（原 悟郎） 藤田住民福祉課長。

住民福祉課長（藤田 貞文） まず、通知カードの発送の状況でございます。

これ、伊那郵便局からの情報ということでありますが、今月、先々週の週末から

一応来月の３日ごろまでに発送が完了見込みということでありますが、状況によっ

ては、若干この時期が延びる可能性もあるということで、確定的ではないというこ

とでございます。

また、現在のところは、村内での返戻というものは今のところ出ていないといっ

た状況でございます。

議 長（原 悟郎） 堀総務課長。

総務課長（堀 正弘） 番号法にかかわるマイナンバーカード等の取り扱いにつ

いて、これまでも広報等で何回か特集を組んでお知らせはしてまいりました。今回、

実際にお手元に届いたことで、総務課のほうにも順次問い合わせ等があります。そ

の辺も踏まえながら、どんな内容をお知らせしていくのか、効果的かということを

また庁内で考えながら、広報等でまたお知らせをし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） 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２号「南箕輪村課設置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「南箕輪村課設置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、今後、地方創生に取り組むための企画部門の充実及び人口増加に対応し

た福祉サービスの充実のため、新たな課を設置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。

堀総務課長。

総務課長（堀 正弘） 議案第２号の細部説明を申し上げます。

ただいま村長の提案理由にありましたが、国では、人口減少時代を見据え、地方



創生に取り組んでおります。地方自治体においても、新たな取り組みが求められて

おり、本村においても総合戦略を策定いたしましたので、今後の事業推進を見据え、

企画部門の充実を図るため、現在の総務課から企画部門を独立させ、新たな課を設

置することといたします。

また、人口の増加に伴い、福祉サービスのニーズが多様化し、事業量もふえてま

いりましたので、現在の住民福祉課を分割し、より充実した福祉サービスの提供が

行えるようにするものであります。

それでは、議案書３ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。

第２条、課の設置におきまして、第２号として、地域づくり推進課を追加いたし

ます。また、改正前第３号の住民福祉課を改正後の第４号住民環境課及び第５号健

康福祉課に分割するものであります。

２ページにお戻りいただきまして、附則として、この条例は、平成28年４月１日

から施行するものといたします。

また、課名の変更に伴う関係する条例の一部改正といたしまして、南箕輪村予防

接種健康被害調査委員会条例第６条中、住民福祉課を健康福祉課に改正するもので

あります。

以上、議案第２号の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。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

特に、住民環境課と健康福祉課ということで、一番役場の窓口のところで住民に

接する部分が、本当に今、いろんな幅広い範囲を扱うようになっていますし、特に、

健康福祉課については、これからもますます重要なところになってくると思います。

その点で、二つに分けて、しっかりとそれぞれの部門で対応できるようにすること

はいいことだというふうに思います。

一つ、特に健康福祉課でありますけれども、住民からの相談がとても多い窓口だ

というふうに思います。その対応が、実は、村民の中から、こういうことで行った

けれども、思うような対応をされなかったというようなことが何件かありまして、

やっぱり一番顔になるところでありますので、その対応についてはきちんとした指

導と、やっぱりしっかりとした体制、職員の体制も含めて、しっかりとしたものに

していただきたいと思います。その点、一つだけお願いします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 課の設置条例の変更をお願いするものであります。

質問の福祉関係の課、二つに分けるわけであります。住民サービスの充実をさせ

ていきたいということでありますので、職員体制につきましては、定数条例の中で、

増員等含めて検討はしてまいります。また、職員におきましては、親切な対応がで



きるよう、そんな督励をしてまいりたいと思っておりますし、そのことが一番基本

になってまいりますので、できるだけ親切に対応できる、すぐ対応できる、そうい

った体制づくりに努めてまいります。そういったことを踏まえての課の変更であり

ます。そんな点は御理解をお願いいたします。

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。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

今度、課がふえるわけでありますけれど、現在、きょう、本会議にも、ひな壇に

各課長さんたちがお並びでございますけれど、新たにまた課長もふえるというよう

なことで、今、庁内を見回したところ、今までの庁内の体制は、どちらかというと

年功序列で、切れ間ないといいますか、そういう形でなってきているわけで、一人

一人が果たしてその適任者かと言われると、ちょっと難しい場面もあるのではない

かなと心配をするところであります。係長も数多くいるわけですが、同じ係長であ

っても、非常にレベルの高いところと、それからそうでないところと、そういう問

題が生じていると思います。そういう中で、それらのことをこれからどう捉えてい

くのか、その辺について、これからお聞かせをいただきたいと思います。

それから、村長、冒頭の御挨拶の中で、南箕輪版ネウボラという言葉、最近、村

長のお話の中にネウボラという言葉が頻繁に出てまいります。これは、以前も全協

で説明もあって、どういう意味なのかということで、多少の説明もありましたが、

これ、フィンランドの言葉だそうでありまして、妊娠から、それから就学するまで、

１人の保健師がずっと相談に乗っていくという、非常に長い年月のそういうもので、

既にフィンランドでは1920年代からこれがスタートして、非常に効果を上げている

と。

日本国内におきましても、先進地で特筆されるのは、千葉県の浦安とか、それか

ら東京の世田谷、それから三重県では名張市、そして埼玉県では和光市という、非

常に財政豊かなところが比較的こういう問題に取り組んで、国におきましても、

2015年度内に全国に150程度の市町村でこれをまとめてもらいたいと、進めてもら

いたいと、こういう国の方針もあるようであります。村長は、立場上、非常に上伊

那郡でも今一番古いと言いますか、ベテランの首長となって、そういう、国へ行く、

または県へ行く、そういったところで非常にそういう情報に接する場面が非常にふ

えてきて、先進的な取り組みということで、本村が長年進めてまいりました、特に

唐木村政になってから進めてまいりました子育て日本一と、こういう中にもこれが

合致するということで、村長も、最近事あるごとにネウボラという、この南箕輪村

版ということなんですが、これをこの新しい課でやるには、どこの課が属してくる

のか、また、そのための人材はどう育てていくのか、その辺についてお聞かせをい



ただきたいと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 人材等々の御質問をいただきました。

人材につきましては、それぞれ能力差があるという部分というのは、確かにそう

いう面もあろうかと思います。そういった能力差をどう縮めていくのか。これは、

研修を積み重ねることによって解消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。あらゆる研修の機会を通じて、職員の能力アップにつな

げてまいりたいと。また、同時に、県へも来年も研修に出す予定でおります。１回

国へ出しましたけれども、国へも出す、そういったことも考えていくことも必要か

なというふうに思っておるところであります。

年功序列の部分につきましては、若干そういう部分もあろうかと思いますけれど

も、そういった研修をすることによる能力差、できるだけ解消をしてまいりたいな

というふうに考えておりますし、人間というのは、その職につきますと、やはりそ

れなりの仕事という部分というのは出てくるんじゃないかと、そういうことを期待

もしておるところであります。同時に、係長を含め、それ以下の職員、どうレベル

アップをしてくのか、このことも本当に重要なことでありますので、常に研修機会

というのはふや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。

それから、ネウボラの話が出ました。私も、よく最近はするようになったところ

であります。

やはり、本村の場合の特徴というのは、若い皆さんが多いという、この特徴をど

う生かしていくか。県等々の話の中でも、やはり南箕輪はそういった部分に力を入

れる、このことが一番特徴ではないかというようなお話もいただいておるところで

あります。私の基本的な施策の一つとして、子育てというものに力を入れたきたと

ころでありますので、その総仕上げといいますか、そんなことで考えておるところ

でございます。

このネウボラをどこの課でどうという話、あるいは人材どうするのかということ

であります。これは、これから検討させていただきたいというふうに思っておりま

す。子育て、一貫してやっていく、このことに意義があるんだろうというふうに思

います。また、人材というのも必要になってまいります。特に保健師というのが、

本村の場合には余り少なくはありませんけれども、そういった保健師の役割という

のが重要となってまいります。来年４月からも１人採用しますけれども、そういっ

た状況を踏まえまして、さらにどういう体制が組めるのかということ、これから十

分検討をしてまいりたいと思います。

全国150というようなお話もありましたし、情報収集というのは本当に大事にな

ってまいりますので、その点はアンテナを高くしながら、情報収集しながら、南箕

輪版ネウボラがスムーズに発足できるように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） よろしいですか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） 村長の冒頭の御挨拶の中にも、こども館の設計等も順調

に進んで、業者も決まるのではないかと、こういうお話もいただいたところであり

ますが、これはハード事業というよりも、４億5,000万程度の予算措置がされるわ

けですが、ハード事業というより、これは、ネウボラにしても、それから一貫した

子育ての施策にしても、最大のソフト事業だと私は思うんです。その場で、いろい

ろな複合的な事業を行っていくというようなことで、その辺についても今からしっ

かり体制を整えて、どういうことが必要なのか、そういったこともしていくべきだ

ろうと。来年度の予算編成も12月からスタートするわけでありまして、そういう予

算編成に絡めて、そういった予算的なもの、人材的なもの、そういったことが当然

必要になってくると思いますが、その辺についても、仮称こども館とあわせて、村

長のお考えをお聞きいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 南箕輪版ネウボラを実施していくためには、やはりこど

も館中心になろうかというふうに思います。今、議員御指摘のように、この施設に

つきましては、やはりハード事業というよりもソフト事業という捉え方を私自身も

しておるところであります。

今、このこども館建設に向けて、また南箕輪版ネウボラの組織的にどうしたらい

いかということを庁内で検討を始めたところであります。やっぱり、そういった検

討結果を踏まえながら、将来を見据えていきたいなというふうに思っておるところ

であります。

また、こども館、４億5,000万というお話がありました。全協でも御説明申し上

げましたけれども、これ、本当に厳しい予算であります。これ、周辺整備を含める

と、１億ぐらいはオーバーするのかな、もうちょっとオーバーするのかなという、

こんなことで考えておるわけであります。当初からそういう話をして大変申しわけ

ないところでありますけれども、できるだけそういったことのできる施設に私はし

ていくべきだと、していきたいと思っておりますので、その辺の予算づけは、４億

5,000万にとらわれることなくや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。その辺はぜひ御理解もお願いしたいというふうに思っております。

これが軌道に乗ることによって、県下一若い村、本当に若い皆さんの多い、出生

者数の多い村でありますので、そういったことをスムーズにすることによって、地

方創生の一環としての役割が果たせるんじゃないかという、そういうふうにしてい

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。

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。

１番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） １番、加藤であります。

課の設置が二つふえるということで、庁舎へ来た村民、住民の皆さんが、わかり

やすい課の業務の内容、またそういうものがわかりやすいような設置を、ホールを、

もう少し来た皆さんに、一番先、自分の行こうとする目的の課の位置と業務内容と

いうようなことを、わかりやすく掲示していっていただきたいと。ちょっと大きい

ところへ行きますと、総合案内というような形では人員配置していますけれど、そ

こまでする必要はないけれども、来庁者がわかりやすく、自分の希望する課等に行

けるようにお願いしたいところでありますが。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） できるだけわかりやすい配置等々ということであります。

いずれにしろ、課がふえても、現状の庁舎、これ、変えるわけにまいりませんの

で、その中で、どういう配置ができるのかというのをこれから検討してまいります。

できるだけわかりやすい配置にできればというふうに思っておるところであります。

案内板をどう設置していくのか、この辺も検討の要素になろうというふうに思って

おります。

いっときありました総合案内を置くということは、これはちょっと人員的な問題

でできませんし、やってみましたけれども、余り効果がなかったのかなという、こ

んな思いもしておるところでありますので、できるだけ、いろんな看板でやってい

ければというふうに思いますし、また庁舎内、明るい雰囲気をつくっていくという

ことも必要でありますので、その辺を含めて考えてまいりたいというふうに思って

おります。

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。

次に、議案第３号「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の

一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」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３号「被用者年金制度の一元化等を図るための厚

生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」

について提案理由を申し上げます。

本案は、被用者年金制度の一元化等を図るため、厚生年金保険法等の一部を改正



する法律が平成27年10月１日から施行されたことに伴い、地方公務員等共済組合法

施行令の一部が改正されましたので、関係条例に所要の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。

堀総務課長。

総務課長（堀 正弘） 議案第３号の細部説明を申し上げます。

地方公務員等共済組合法施行令の一部が改正され、これに伴いまして、非常勤、

消防団員等に係る損害補償の基準を定める制令に所要の改正が行われました。また、

同様に、地方公務員等の共済年金が厚生年金に一元化されたことに伴い、関係条例

の整備を行うものであります。

それでは、議案書９ページをごらんいただき、新旧対照表をごらんいただきたい

と思います。

まず、第１条でありますが、南箕輪村消防団員等公務災害補償条例の一部改正で

あります。

附則第５条、これは他の法律による納付との調整においては、政令の改正に伴う

文言の整理を行っております。第１項から24ページの第６項にかけまして、年金た

る損害補償及び休業補償につきまして、今後、新規裁定される場合は、厚生年金が

支給されることとなります。そのため、公務上の災害に係る年金が支給される場合

には、従来の調整率と異なる調整率を用いることと政令が改正されたので、それに

あわせ、それぞれの表に、公務上の災害にかかわるものを追加しまして、調整率を

整理にあわせ改正するものであります。

次に、24ページをごらんいただきまして、第２条といたしまして、南箕輪村職員

の再任用に関する条例の一部改正を行います。地方公務員等の共済年金が厚生年金

に一元化されたことに伴い、附則第２条中、地方公務員等共済組合法を厚生年金保

険法に改めるものであります。

７ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は公布の日か

ら施行し、平成27年10月１日から適用するものとします。また、経過措置といたし

まして、適用日前に支給すべき事由の生じた適用日前の期間に係る年金及び休業補

償につきましては、なお従前の例によることといたしまして、また適用日前からこ

の条例の施行の日前日までの間に支給されました旧条例による年金は、新条例によ

る年金の内払いとみなすことを規定しております。

以上、議案第３号の細部説明といたします。

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。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。



この議案第３号の中に、消防団員の部分が入ってまいりますが、現在、どこの市

町村でも同じような傾向かと思いますが、本村の場合も、実際の団員数と、それか

ら稼働する団員数と、その誤差が生じております。そういったことを、この議案の

中身そのものとは直接リンクしないと思いますが、今後、いわゆる、俗に言う幽霊

団員、そういったものに対して、村として今後どう対応していくのか。その辺をも

っと明確に打ち出していくべきだというふうに私自身は消防委員会等でも思ってお

りますが、その辺について見解をお聞きいたします。

議 長（原 悟郎） 堀総務課長。

総務課長（堀 正弘） 今御指摘のありました、いわゆる幽霊団員の扱いであり

ますが、実は、消防団員に対する報酬等も、源泉徴収をして払っていかなければな

らないという状況になってまいりまして、ことし４月から、実際の消防団員の定数

の中には幽霊団員は含まないように、各団の中で精査をしていただきました。です

ので、現在報告してあります各団の団員数につきましては、幽霊団員はいないとい

うことで整理をいたしましたので、御報告をさせていただきます。

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。

議案第４号「南箕輪村印鑑登録及び証明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４号「南箕輪村印鑑登録及び証明に関する条例の

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、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律、番号法の施行に伴い、平成28年１月１日から交付されます個人番号カードにつ

きまして、印鑑登録証の機能を持たせることを新たに追加し規定するものと、個人

番号カードへの移行により、住民カードの新たな交付及び再交付ができなくなるこ

とから、住民カードに対応する条文の文言の整理等をするため改正するものであり

ます。

また、関連しまして、既に印鑑登録証として交付されています住民カード等の継

続利用を可能とする経過措置につきまして、本条例の附則において規定するもので

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。



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４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、番号法の施行によりまして交付されます個人番号カー

ドにつきまして、印鑑登録証の機能を持たせることや、個人番号カードへの移行に

より、住民カードの交付ができなくなるといったことに対応するために、関係する

条文の文言の整理と所要の改正をするものでございます。

それでは、議案の３ページのほうでございます。

新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思います。こちらのほうで説明をさせ

ていただきます。

まず、第３条でございますが、改正前の３行目からのただし書きの住民カードへ

の印鑑登録にかかわる暗証番号の届け出の関係でございます。これ、廃止に伴って

削除をするというものでございます。

それから、第７条でありますけれども、見出しの印鑑登録証を印鑑登録証の交付

に改め、条文との整合を図るものとするものと、あと、住民カードにかかわる記述

を削除するものでございます。

続いて、改正後になりますが、第８条では、個人番号カードを利用した印鑑登録

証としまして、４ページにわたりますけれども、個人番号カードを印鑑登録証とし

て利用するための印鑑登録情報を登録することについて、新たに規定をするもので

ございます。

それから、改正前の３ページの下から２行目、第８条につきましては、おめくり

いただいた４ページの改正後の第９条になりますが、見出しを印鑑登録証の再交付

と改めまして、住民カードにかかわる記述を削除しまして、再交付にかかわる申請

及び手続等について、第１項から第３項までは同様に規定をするものでございます。

なお、改正前の第４項で規定をしております印鑑登録証の亡失の届け出にかかわる

事項、これにつきましては、改正後の第10条になりますが、印鑑登録証の亡失届と

いたしまして、独立した条として規定をするものでございます。

それから、改正前の第９条につきましては、これは条ずれによる改正後の第11条

といたしまして、５ページにかかりますが、住民カードにかかわる記述を削除する

ものと、文言等の整理をしまして、同様に規定をするものでございます。

それから、同じく５ページの改正後の第12条でございますが、印鑑登録証の交付

の制限としまして、交付をする際に、印鑑登録証を確認することを明文化するとい

うことで、印鑑登録証を提示しなければ、証明書の交付ができないということを新

たに規定するものでございます。

それから、改正後の第13条、以下７ページにわたります部分、第21条までの改正

につきましては、改正前の第10条以下第18条までを条ずれによりまして条番号を改

めるとするものと、あと住民カードの記述の削除及び文言を整理し、改めるもので



ございます。

なお、そのほかの改正部分、アンダーライン部分につきましては、条例改正にあ

わせまして、文言等の見直しを図り、適正な表現に整理し、改めるものでございま

す。

続いて、７ページの一番下になりますが、南箕輪村手数料徴収条例の改正にかか

わる新旧対照表でございます。これ、２ページの附則第３項で改正を規定するもの

でありますけれども、本改正条例の条ずれによります、引用しております条番号を

第９条から第11条に改めるものでございます。

戻っていただいて、２ページの改め文のほうをごらんいただきたいと思いますが、

真ん中からちょっと上になりますが、附則となります。第１項では、施行期日とい

たしまして、番号法の附則に規定する施行の日、平成28年１月１日となりますが、

この日から施行をするとするものでございます。

それから、第２項の経過措置でございますが、この条例の改正前に交付、また再

交付をされました印鑑登録証、印鑑登録番号を記載したカード等、住民カードでご

ざいますが、これにつきまして、引き続き印鑑登録証として使用できることを規定

するというものでございます。

それから、第３項につきましては、新旧対照表で最後に説明をさせていただいた

とおりでございますので、お願いをしたいと思います。

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。

ただいまから10時25分まで休憩いたします。

休憩 午前１０時１０分

再開 午前１０時２５分

議 長（原 悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案審査を続けます。

議案第５号「南箕輪村福祉手当等支給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「南箕輪村福祉手当等支給条例の一部を改正

する条例」について提案理由を申し上げます。

難病の患者に対する医療費等に関する法律の施行により、本条例の福祉手当の支

給対象者となっております指定難病の範囲が拡大され、対象となる疾病が56疾病か

ら306疾病に大幅に拡充されたことにより、支給対象者や支給金額が増加する傾向



にあります。このことから、本案は、対象者となる方々に幅広く福祉手当を支給し、

より多くの方々の経済的負担軽減の確保を図るため、手当の額を変更するものであ

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５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、村長の提案にございましたとおり、難病にかかわる新

たな法律の施行によりまして、福祉手当の支給対象となっております指定難病、現

行の特定疾患につきまして、対象となる疾病が大幅に拡充をされたことに伴いまし

て、支給対象者や支給金額が増加することに対応するために、支給金額の改正をす

るものでございます。

議案の３ページのほうをごらんいただきまして、新旧対照表のほうで説明をさせ

ていただきます。

改正前の第２条、支給の対象でありますが、法律の施行に伴う受給者証の名称変

更によりまして、第１項第７号の特定疾患医療受給者証を特定医療費（指定難病）

受給者証に改めるものでございます。

続いて、第４条になりますが、おめくりをいただきまして、４ページの第６号の

アンダーラインの部分であります。改正前の「から第７号の一」を「又は第６号」

に改めるものであります。これは、本条例の第２条第７号で規定をしております、

都道府県知事の認定を受け、特定医療費受給者証を交付される方につきまして、現

行の支給月額を4,000円から3,000円に減額をするといったことのために、第６号の

該当者から除外をする改正となります。

なお、除外する第７号の該当者につきましては、改正後になりますが、第７号と

して追加をいたしまして、第２条第７号に該当する者、月額3,000円として、新た

に規定をするものでございます。

なお、その他の改正部分につきましては、条例改正にあわせまして、文言の見直

しを図り、適正な表現に整備し、改めるものでございます。

それから、４ページの下の福祉手当支給申請書の様式の改正でございますが、非

常に細かく、見づらくて申しわけございません。戻っていただきまして、１ページ

の改め文のほうで説明をさせていただきますので、１ページをごらんいただきたい

と思います。

下から４行目になりますが、様式第１号の申請書に引用をしております受給者証

の名称が、特定疾患医療受給者証から特定医療費（指定難病）受給者証に変更にな

ったことに伴いまして、同様に改正をするものでございます。



その附則といたしまして、この条例は、平成28年４月１日から施行するとするも

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５号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

この難病指定ということでありますけれども、本当に、今、大変いろんな難しい

病気がたくさん出ている中で、わからないところもたくさんあったんですけれども、

この指定を多くしたということは、報われることかなというふうに思います。

その中で、南箕輪で今まで対象になっていた方は何人かということと、それから、

その金額についてお知らせていただきたいと思います。拡大されたことによって、

今何人になっているのかをお知らせ願いたいと思います。

議 長（原 悟郎） 藤田住民福祉課長。

住民福祉課長（藤田 貞文） それでは、ただいまの御質問でございます。

対象となっていた指定難病の方の人数でございますが、現在、約70人という状況

でございます。その方々への平成26年度の実績、支給状況でございますが、約330

万ほどでございます。

今現在、村のほうで把握をしております対象者がどのぐらいになりそうかという

ところでございますが、これ、上伊那保健福祉事務所のほうへ届け出、申請が合っ

た方々の人数でありますけれども、約110人という状況であります。ですので、こ

の方々全員が、またこの福祉手当の支給を申請されますと、40人分ほどがふえてく

るといったような状況でございます。

以上でございます。

議 長（原 悟郎） よろしいですか。

ほかに。

６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） ６番、唐澤です。

人工透析の名前というか、字が間違っていたようなんですが。

この福祉手当というのは、ほかの町村は、人工透析も難病として、福祉手当とし

て払っているんでしょうか。

議 長（原 悟郎） 藤田住民福祉課長。

住民福祉課長（藤田 貞文） 各市町村によって異なってまいります。ただ、ほと

んどの市町村のほうで、この人工透析の方も対象としているといった状況でござい

ます。ただ、その支給金額につきましては把握をしてございませんので、お願いを

したいと思います。

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。

議案第６号「南箕輪村営住宅管理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「南箕輪村営住宅管理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、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い、条例を改

正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６号の細部説明を申し上げます。

この議案第６号は、福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴い

まして、条例の中で、入居者の資格要件について、引用する条文に変更が生じたた

めに改正するものであります。

それでは、２ページの新旧対照表をごらんください。

入居者の特例、第６条第２項におきまして、下線部のとおり、引用条文を第21条

から第40条に改めるものであります。

内容といたしましては、居住制限者は公営住宅法で定める入居資格を満たすとい

う内容のものであります。

１ページにお戻りをいただきまして、附則としまして、公布の日から施行するも

のであります。

以上、議案第６号の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。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

この議案第６号で、今度の改正、前も、それから改正後もそうですが、現実に、

こういう福島の復興のそういう対象者が本村に、条例を整備しておくことは大事で

すけれど、そういったことがあるのかどうか、その実態をお聞かせいただきたいの

と、それから、過日といいますか、しばらく前になるんでしょうか、村営住宅の家

賃滞納で裁判を村として起こされた経緯がありますが、その裁判のその後の経過等



について、わかる範囲で御説明をいただきたいと思います。

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） まず、一つ目の質問でございますが、ここに定める

ような方、対象となる方は、現在、村内には居住しておりません。

それから、二つ目の御質問であります。

裁判によりまして、多額滞納者に村営住宅から退去していただいた件であります

が、ことしというか、年度末をもちまして、住宅から退去をしていただきました。

その後、新たな入居者を募り、現在はそちらに新しい方がお住まいになっている状

況であります。また、退去した方でありますけれども、一時期、住所が定まらず、

なかなか連絡がつかない状況でありましたけれども、ことし夏ごろ、住民票を定め

ましたので、その後におきまして、その方と、今度は滞納額の納付についての話し

合いをさせていただいております。ただ、なかなか生活状況が厳しいようで、いま

だ納付には至っておりませんが、本人も納めなければならないということは承知し

ておりますので、粘り強く納付を働きかけていきたいと思っております。

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。

議案第７号「南箕輪村個人情報保護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「南箕輪村個人情報保護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、南箕輪村個人情報保護条例に罰則規定が含まれていることから、長野地

方検察庁と協議を行った結果、その内容について指摘をいただきましたので、関係

規定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、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。

堀総務課長。

総務課長（堀 正弘） 議案第７号の細部説明を申し上げます。

南箕輪村個人情報保護条例につきましては、番号法の施行に伴い、９月定例議会

におきまして一部改正の議決をいただきました。一方で、この条例の中に、従前か

ら罰則規定が含まれていたため、９月定例議会に間に合うよう長野地方検察庁と協

議を進めておりましたが、時間を要しまして、結論が得られなかったため、やむな



くこの関係を残したまま、９月には議案提出させていただきました。このほど、協

議が終了し、罰則規定等について指摘をいただきましたので、改めて関係規定の整

備を行うものであります。

それでは、新旧対照表に沿って御説明申し上げますので、議案３ページをごらん

ください。

まず、目次につきましては、条ずれに伴う改正であります。

第２条、用語の定義におきましては、第５号で文言の整理を行い、また長野地方

検察庁から個人情報ファイルについての定義が必要であるとの指摘から、新たに個

人情報ファイルについて追加するものであります。

おめくりいただきまして、第８条において、個人情報ファイルに関しまして、第

２項において登録後に登録しなければならないことを規定し、第３項では登録しな

くてもよい個人情報ファイルを規定し、第４項及び第５項において個人情報ファイ

ルの廃止及び変更について、第６項ではファイルの公表について規定をしておりま

す。

第15条では、受託者についての定義が曖昧であるとの指摘があったことから、明

確化をしております。

第44条においては、罰則の内容に法律との差異があるとの指摘があったことから、

罰則に該当する事項を第44条から第47条に分け、罰則の内容を規定し直したもので

あります。

２ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は公布の日か

ら施行するとしたものであります。

以上で、議案第７号の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。

〔質疑なし〕

議 長（原 悟郎） 質疑なしと認めます。

議案第８号「南箕輪村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」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８号「南箕輪村個人番号の利用及び特定個人情報

の提供に関する条例」について提案理由を申し上げます。

本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律

の規定に基づき、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、必要な事項を定

めるものであります。

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。

堀総務課長。

総務課長（堀 正弘） 議案第８号の細部説明を申し上げます。

いわゆる番号法の中では、国が定める法定事務に加え、地方公共団体の条例で規

定することにより、自治体独自サービスにおいても個人番号が利用できる旨を規定

しております。本条例では、この規定に基づき制定するものであり、法の趣旨によ

り、個人番号を利用できる事務の種類と連携できる情報の種類を特定することを規

定しております。

それでは、議案書の１ページをごらんください。

第１条では、条例の趣旨を規定しております。

第２条では、用語の定義を定めております。

第３条では、村の責務として、特定個人情報の取り扱いに関して、適正な措置を

講じること等を定めております。

第４条におきましては、個人番号の利用範囲を定めております。

具体的には、１枚おめくりいただいて、２ページの別表第１をごらんください。

本条例で規定する独自利用の事務といたしましては、村長の部局における福祉医

療給付金条例による給付金の支給に関する事務を規定しております。

別表第２では、別表第１で定めた事務で利用する特定個人情報を地方税に関する

法律に基づく条例により算定した税額、もしくはその算定の基礎となる事項に関す

る情報、並びに住民基本台帳法または介護保険法による保険給付の支給、地域支援

事業の実施、もしくは保険料の徴収に関する情報に限るものとしております。

第５条では、特定個人情報の提供について規定しておりますが、２ページの別表

第３におきまして、教育委員会が、学校保健安全法による医療に要する費用につい

ての援助に関する事務において、村長に特定個人情報の提供を求めた場合、住民票

関連情報について情報を提供するということを規定しております。また、第２項に

おきましては、提供された特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義

務づけられているときは、提出があったものとみなすということとしております。

附則として、この条例は、法附則第１条第４項に掲げる規定の施行の日から施行

することとしています。今のところ、国では、平成28年１月１日と定めております。

以上で、議案第８号の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。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） それぞれのサービスについて個人番号を使うということ

でありますけれども、これが、例えば、個人番号を書きたくないという人がいて、

書かなかった場合に、この手続はどうなるのか、お聞きします。

議 長（原 悟郎） 堀総務課長。



総務課長（堀 正弘） 特定個人情報、いわゆる個人番号の記入については、特

段の規制はありませんので、書きたくない場合はそのまま申請書として受け取りま

す。事務は、その後、そのまま通常の流れによって処理されていくと。ですので、

書かなかったから給付が受けられないということはありません。

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。

議案第９号「南箕輪村個人番号カードの利用に関する条例」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「南箕輪村個人番号カードの利用に関する条

例」について提案理由を申し上げます。

本案は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律の施行に伴い、平成28年１月１日から交付されます個人番号カードにつきまして、

印鑑登録証として、またコンビニでの住民票及び印鑑登録証明書の交付の利用を可

能にするため、必要な事項を定めるものであります。また、関連する南箕輪村住民

カード条例の廃止、既に交付されている住民カード等の継続利用を可能とする経過

措置、南箕輪村手数料徴収条例の個人番号カードの再交付手数料を定めるための一

部改正につきまして、本条例の附則において規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。

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９号の細部説明を申し上げます。

この条例につきましては、番号法の施行に伴い交付をされます個人番号カードに

つきまして、印鑑登録証等としての利用を可能にするために、必要な事項等を定め

るものでございます。

議案の１ページのほうをごらんいただきたいと思います。

第１条では、趣旨といたしまして、番号法の規定に基づき、村による個人番号カ

ードの独自利用等に関し、必要な事項を定めるとするものでございます。

第２条では、個人番号カードと多機能端末機、これ、コンビニに設置をされてい

る証明書の交付機になりますが、この定義を規定しまして、第３条では、個人番号

カードの利用につきまして、印鑑登録証として、また多機能端末機を利用した住民

票の写しと印鑑登録証明書の交付に利用できることを定めております。

第４条では、利用資格及び利用期間について、第５条では、利用申請について規



定をいたしまして、第６条では、規則への委任といたしまして、この条例の施行に

関する必要な事項は規則で定めるとするものでございます。

附則の第１項としまして、この条例の施行期日は番号法の附則に規定する施行の

日、平成28年１月１日となりますが、この日から施行するとするものでございます。

第２項では、住民カード及び住民基本台帳カードの交付が廃止となることから、

南箕輪村住民カード条例を廃止するということを規定するものでございます。

それから、第３項では、経過措置といたしまして、廃止となる住民カード条例に

基づき、既に交付をされております住民カード及び住民基本台帳カードにつきまし

て、今までと同様に継続して利用できるということを規定しているものでございま

す。

また、第４項では、南箕輪村手数料徴収条例の一部改正といたしまして、別表の

改正となります。

新旧対照表のほうで説明をさせていただきますので、３ページのほうをごらんい

ただきたいと思います。

改正前の11項の住民基本台帳カード及び住民カードの交付にかかわる事務でござ

いますが、これを改正後の番号法の規定による総務省令の規定に基づく個人番号カ

ードの再交付にかかわる内容に改めまして、ただし、次に掲げる場合を除くといた

しまして、１号以下４号までの村または地方公共団体情報システム機構の過失によ

り紛失をした場合等については、適用を除外するとするものでございます。

また、名称、手数料の額につきまして、個人番号カード再交付手数料800円と改

めるものでございます。

おめくりをいただきまして、４ページでございますが、11項の２の通知カードの

再交付手数料にかかわるものであります。省令の名称につきまして、先ほどの11項

で、省令名を以下総務省令と言うといたしまして省略をすることになりますので、

これに基づき総務省令に改めるものでございます。

また、一番下になりますが、別表の附則第３項として定めております住民基本台

帳カード及び住民カードの交付手数料の特例といたしまして、手数料を当分の間無

料とするということにつきまして、交付が廃止となることに伴い、削除をするとい

うものでございます。

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９号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

住基カードと、今度、個人番号カードということで、変わってくるということで

ありますけれども、住基カードについては、どのぐらいの枚数が発行されたのかと

いうことと、機能とすれば、それと全く変わらない、利用の仕方としては同じだと



いうふうに思いますけれども、現在までに個人番号カードは申請があったのかどう

かということ、２点をお聞きします。

議 長（原 悟郎） 藤田住民福祉課長。

住民福祉課長（藤田 貞文） 住民基本台帳カードの発行枚数、現在のところでご

ざいますが、約3,400枚の交付となっております。現状、これが今機能を有する枚

数ということでございます。

それから、あと機能的には、基本的には個人番号カードにつきましては、住基カ

ードと大きくは変わってきませんが、今後の民間での活用等によりまして、その利

用幅は広がってくるものと思われるところでございます。

それから、あと、今のところの個人番号カードの申請につきましては、まだ受け

付けているところではございません。今のところはないということでございます。

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。

３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） ３番、山﨑です。

私も、一昨日、通知カードが届いたんですが、開いてみたら、とても小さな字で、

これを、カードを交付してもらうのに、かなり高齢者の人はどうやったらいいのか

なというふうに思うと思うんですが、そうした場合に、個人番号カードの交付を受

けないうちに、今の住民基本台帳カードの有効期限が切れたような場合のときには、

コンビニでの印鑑登録証明書とか、そういうものは発行されないと思うんですが、

そういった場合に、例えば、行政として、役場に来ていただければ、丁寧に説明し

て、こういうふうにやるよというような、そういう指導をしていくべきだなと思い

ますけれど、そういう計画は、今のところ既に立てられているのかどうか、お聞き

したいと思いますが。

議 長（原 悟郎） 藤田住民福祉課長。

住民福祉課長（藤田 貞文） 議員の申されました個人番号カードの交付の申請に

かかわる手続の関係でございます。

確かに、御自分で写真を撮ったりしていただかなければならないといったことも

あって、高齢者の方には大変難しい部分もあろうかと思います。そういった中で、

今のところは、特に具体的に窓口でどういった対応をするということは、まだ決め

てございません。今後、そういった申し出等があった場合には、それなりの対応を

していくようなことも考えてまいりたいと思っているところでございます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。



この附則のところで、当分の間無料とすると、この当分の間というのはどういう

ふうに理解したらいいのか、御説明をお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 藤田住民福祉課長。

住民福祉課長（藤田 貞文） これ、当分の間というのは、廃止をする部分でござ

いますけれども、これは基本的には今までの住民基本台帳カードですとか、住民カ

ードを、また御利用いただく範囲を広げていただくというようなことを推奨するた

めに、当分の間ということで規定をしていたわけでございますが、今回の個人番号

カードの交付に伴いまして、これは廃止となるということでございますので、よろ

しくお願いいたします。

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10号「南箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

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10号「南箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の利用者負担に関する条例」について提案理由を申し上げます。

本案は、子ども・子育て支援法に基づき、現行の保育園を利用する場合のみでな

く、幼稚園、認定こども園、家庭的保育事業等を利用する場合について、利用者負

担を定めるため、必要な事項を規定するものであります。また、関連する南箕輪村

立保育園保育料徴収条例の廃止及び南箕輪村保育園設置条例の一部改正につきまし

て、本条例の附則において規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。

有賀子育て支援課長。

子育て支援課長（有賀由起子） それでは、議案第10号の細部説明をさせていただ

きます。

現在、南箕輪村の児童が通園している幼稚園が、平成28年４月より、これまでの

教育基本法に基づく施設から、子ども・子育て支援法に基づく施設へ移行すること

に伴いまして、現行の保育園の保育料に加え、新たに幼稚園や認定こども園の利用

者負担を、国の基準を上限として、本村としての利用者負担を定める必要があるた

め、この条例を制定するものです。

また、家庭的保育事業や小規模保育事業など、特定地域型保育事業につきまして

は、現在事業者や利用者はございませんが、今後、それらの事業を利用する可能性



もございますので、この条例に一緒に定めるものでございます。なお、新条例の設

置に関連いたしまして、今までの南箕輪村立保育園保育料徴収条例の廃止及び南箕

輪村保育園設置条例の一部改正を一緒に行います。

それでは、議案の１ページをごらんください。

第１条では、子ども・子育て支援法に基づき、幼稚園、認定こども園、保育園及

び家庭的保育事業や小規模保育事業などの地域型保育事業の利用者負担に必要な事

項を定めるものです。

第３条では、それぞれの施設の利用者負担の額は、国の定める金額を限度として、

村が保護者の世帯の所得状況等を勘案して定め、その額は規則に定めるものでござ

います。

第４条では、納期限について定め、第５条では、利用者負担の減額、免除につい

ての規定でございます。

続いて、その下の附則でございます。

附則１、この条例は、平成28年４月１日から施行いたします。

附則２、村内５園の保育園の保育料、利用者負担につきましても、この条例に規

定し、従来の村の保育園の保育料のみを定めていました南箕輪村立保育園保育料徴

収条例は廃止いたします。

附則３では、この条例の制定に関連いたしまして、南箕輪村保育園設置条例の一

部改正を行います。

内容につきましては、次の２ページの新旧対照表をごらんください。

改正前の保育料につきましては、南箕輪村立保育園保育料徴収条例及び南箕輪村

保育料徴収規則に基づいたものでございましたが、改正後では、南箕輪村特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例に基づく利用者負

担額を保育料といたします。

また、括弧内でございますが、村外の児童が村の保育園を利用した場合には、こ

の場合につきましては、その児童が住む住所地の保育料を徴収するというところを

加えさせていただきました。

以上で、細部説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

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。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

今までの村立の保育園の保育料については、ここでは、今度新しくなった子ど

も・子育て支援法は、いろいろ時間が制限というか、本当の利用の時間というもの

が制限されたりして、計算されるわけですけれども、現在の村の保育園については、

今までの保育料の規定で徴収するという理解でよろしいでしょうか。



議 長（原 悟郎） 有賀子育て支援課長。

子育て支援課長（有賀由起子） 南箕輪村の保育園の保育料につきましては、今年

度の４月１日より、子ども・子育て支援法に基づき改正をしておりますので、保育

料につきましては、今までの条例では、村の保育園の保育料のみを規定していまし

たけれども、今後は、認定こども園の保育園の部分、それから地域型保育事業の保

育料の部分も一緒に定めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

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11号「平成27年度南箕輪村一般会計補正予算（第６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27年度南箕輪村一般会計補正予算（第

６号）」について提案理由を申し上げます。

本案は、国庫補助事業において予定しておりました補助金の交付が見込めなくな

ったことから、公園整備等の事業を見送ったことによる減額補正が主なものであり

ます。

歳入では、これら事業の取りやめに伴います公園整備事業負担金と社会資本整備

交付金の減額が主なものであります。歳出では、国庫補助事業にかかわる工事費の

減額が主なものであります。

既定の歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞれ8,543万5,000円を減額し、歳

入歳出予算の総額をそれぞれ63億4,033万1,000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11号「平成27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、歳出から御説明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26ページをごらんください。

特別職でございますが、一番下の比較の欄をごらんいただきたいと思います。

10月からの年金一元化に伴いまして、共済組合負担金の補正をするものでござい

ます。



おめくりいただきまして、27ページの一般職でございますが、職員の各会計間で

の人事異動、扶養、住居等の変更に伴います給与費の補正及び年金一元化に伴いま

す共済費の補正でございます。

総額では58万9,000円の増額となりますが、下の表の職員手当の内訳では、右か

ら３列目になりますが、業務量の増加等に伴いまして、時間外勤務手当で300万円

の増額をお願いいたします。

なお、歳出の説明では、給与費、共済費につきましては、ただいまの説明をもっ

て省略をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。また、入札差金等

による不用額の減額ですとか、交付額の確定によります歳入の増減等で少額のもの

につきましても、説明は省かせていただきますので、よろしくお願いいたします。

それでは、12ページをお開きください。

歳出、２款１項１目、１事業飛びまして、0202庁舎管理事務の11節でございます

が、村バスのエアコン及びナビゲーションシステムの修理等によりまして、修繕費

がかさみ、不足が生じる見込みのため、50万円の増額をお願いするものでございま

す。

１事業飛びまして、７目の0252防犯灯施設整備事業の11節でございますが、防犯

灯の故障が増加しております。約15基分、60万円の増額をお願いするものでござい

ます。

次の17目、0208情報管理事務の13節は、庁内グループウェアで使用しております

インターネットエクスプローラーのバージョンアップに伴いまして、対応するため

のアップデート作業等が必要となりましたので、関係の委託料として80万円を追加

するものでございます。

おめくりいただきまして、２項、徴税費は省略をいたしまして、３項１目、0265

戸籍住民基本台帳事務では、１月からの番号カード利用開始に伴いまして、９節で、

証明書コンビニ交付に向けた工程試験のための旅費を、また18節で、番号カード交

付時に使用いたします顔認証システム端末の購入費を追加させていただきます。

次の４項１目、0270選挙管理委員会事務、19節の情報センターの負担金の増額に

つきましては、法改正によります選挙権年齢の引き下げに対応するためのシステム

改修費でございます。

続きまして、３款、民生費でございます。

１項１目、0301社会福祉総務事務の28節、繰出金の増額は、本年度負担金の確定

によるものでございます。

１事業飛びまして、３目、0329後期高齢者医療事業でございますが、13節は、呼

びかけの効果等もありまして、後期高齢者の健診受診者が増加しておりますので、

15人分を増額するものでございます。19節及び28節は、額の確定による増減でござ

います。

次の２項１目、おめくりをいただきまして、0330児童福祉総務事務の７節でござ



いますが、村民交流支援センターすくすくハウスの一時預かりの人数が増加してお

りますので、臨時職員賃金の増額をお願いするものでございます。

次の２目、0340保育園運営事業の11節では、夏場の高温対策でエアコンの使用が

増加したこと等によりまして、電気料130万円の増額を、また、13節では、現在増

改築工事を進めております中部保育園、西部保育園で、１月以降給食調理を新たな

給食室に移して行うようになることから、新設をいたしましたキュービクルの法定

保安管理が必要になるということで、この業務委託料の追加をお願いするものでご

ざいます。

次の0342児童発達支援事業、11節の光熱水費も、やはり夏のエアコン使用等の関

係で電気料が増額するものでございます。

続きまして、４款、衛生費でございますが、２事業省略をさせていただき、１項

２目、0408墓地公園事業の15節、工事請負費に55万円の増額をお願いいたします。

南部墓地公園へ車で進入しやすくするように、村道2118号線の隅切り工事を予定し

ておりましたが、設計を進める中で、普通乗用車の最小回転半径を確保するために

は、用水路と兼用になっております側溝構造物の改修も必要になるということが判

明しましたので、増額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、６款、農林水産業費でございます。

17ページは省略をさせていただき、18ページになりますが、１項５目、0631村単

独土地改良事業の19節は、伊那市が村内に通じます西箕輪地籍の用水路の改修工事

を実施するに当たりまして、受益分として村が一部を負担するものでございます。

次の３事業省略させていただき、おめくりをいただきまして、７款の商工費でご

ざいますが、１事業飛ばしまして、１項３目、0703観光振興事業の11節は、大芝高

原内の放送システムのスピーカーの一部が、落雷によりまして修理が必要になった

ため、修繕料を追加させていただくもの、また、15節は、広域農道、大芝高原の信

号機のある交差点の北東部分に設置をしてございます施設案内看板が老朽化をして

おりますので、現在、三風の会を中心に上伊那各市町村とともに取り組んでおりま

す三風モデルデザインを導入し、更新をする工事費の追加でございます。

続きまして、８款２項１目、0803道路維持事業では、久保及び神子柴の村道で、

早急な修繕対応が必要な箇所が発生しておりますので、11節で修繕料400万円の追

加をお願いし、また、昨シーズンの降雪、あるいはしみ等によりまして、予想以上

に道路の舗装に傷みが出ておりますので、穴埋め舗装の委託料200万円の増額をお

願いいたします。次の18節につきましては、県の補助金を見込んで除雪機の購入を

予定しておりましたが、採択がなかったため、計画を変更し、減額するものでござ

います。

次の２目、0806国庫補助道路改良事業、15節は、社会資本整備総合交付金が要望

どおりに交付されないということになったため、本年度事業を縮小いたしまして、

減額するものでございます。



次の17節の土地購入費は、村道2110号線、県道伊那インター線と交差する村道の

改良に伴うものでございますが、設計を進める中で、用地面積の増が必要になった

ということによる増額でございます。

次の0808村単道路改良事業の13節は、仮称こども館の建設を来年度予定しており

ますが、これに伴い、周辺道路も開館までに整備する必要がありますので、計画設

計を進めるための測量委託料500万円を追加するものでございます。

続きまして、次の15節と19節でございますが、伊那バイパスの条件整備の一環と

いたしまして、現在建築を進めております集会所につきましては、当初、つくえ等

のファニチャー類につきましても、建築工事の中で整備をすることとしておりまし

たが、建築本体工事が想定よりも大きなものとなりましたので、地元との調整の中

で、備品は地元で整備をしていただくということになりました。そのため、事業費

総額の中で、50万円を工事請負費から補助金に組み替えをさせていただきまして、

備品購入の助成をさせていただきたいというふうに思います。

また、次の22節では、ＪＲ田畑駅から北へ向かう村道2038号線の道路改良工事の

設計を進める中で、上水道の工事が必要になるということになりましたので、その

補償費として200万円の追加をお願いいたします。

次の４項、おめくりをいただきまして、２目、0821国庫補助公園整備事業の減額

につきましても、道路事業と同様、社会資本整備総合交付金が要望額を大きく下回

ったということにより、本年度事業の見直しを行ったことによるものでございます。

次の0823村単公園整備事業は、後ほど歳入で申し上げますが、その他財源間の組

み替えによるものでございます。

続きまして、22ページの９款１項２目、0902非常備消防事務の財源組み替えは、

助成金の交付決定によるものでございます。

おめくりいただきまして、10款、教育費でございます。

１事業飛ばしまして、１項４目、1005教育振興事務の７節でございますが、本年

度、新たに対象となりました５、６年生、また夏休み期間中の希望が予想以上に多

かったため、これに対応をさせていただいた指導員等の賃金の不足が見込まれると

いうことで、290万円の増額をお願いいたします。

次の２項１目、1017南部小学校管理事務、11節は、村内井戸の故障に伴いまして、

その間、常時と比較し、超過となった水道水量がここで確認できましたので、この

分の上下水道料の増額をお願いするものでございます。

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

食器類の購入、また18節で、給食用のテーブル、いすの購入、いずれも新年度１学

級増に伴います不足分に対応するためのものでございます。

次の６項３目、1050青少年健全育成推進総合対策事業、13節の減額でございます

が、予定しておりました中学生の海外派遣研修事業が、共同で募集をしております

伊那市、箕輪町も含めまして応募者が少なく、中止に至ったことによるものでござ



います。なお、来年度以降のこの事業のあり方につきましては、庁内の人材育成推

進委員会で検討中でございます。

次の７項２目、1063大芝高原管理総務事務、19節の水道加入金でございますが、

50メートルプールの取り壊し、駐車場の整備の工事に伴いまして、水道管の接続の

関係で、大芝管理事務所に単独の水道メーターを設置する必要が生じてまいりまし

たので、上水道の加入金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、14款、予備費では、歳入歳出調整をさせていただき、

1,102万1,000円の減額とさせていただきます。

次に、歳入でございますが、７ページにお戻りをいただきまして、14款１項８目、

土木費分担金で、公園事業分担金19万5,000円を計上しておりますが、沢尻地区公

園の整備の地元分担金でございます。当初、次の２項８目の土木費負担金に計上し

ておりましたが、本来、分担金とすべきものであり、今回、組み替えをさせていた

だくものでございます。

次の２項７目、商工費負担金は、更新をいたします大芝の案内看板には、大芝荘

の表示もございますので、案分によりまして、一部を開発公社に負担いただくもの

でございます。

次の８目、土木費負担金の減額は、公園整備事業の中で、本年度予定しておりま

した非常用用水施設の整備を先送りいたしましたので、水道事業会計からの負担金

を減額するもの及び先ほど申し上げました沢尻地区公園負担金の減額でございます。

次の10目、教育費負担金は、中止をいたしました中学生海外派遣研修事業に係る

参加者負担金の減額でございます。

続きまして、16款１項３目３節の保険基盤安定負担金の増額でございますが、額

の確定によるもの、次の２項２目１節の総務費補助金の増額は、選挙権年齢引き下

げに対応するためのシステム改修に対します国庫補助金でございます。

次の８目、土木費国庫補助金の減額は、いずれも社会資本整備総合交付金の内示

による減額でございますが。

おめくりをいただきまして、17款、県支出金は、いずれも額の確定による増額で

ございます。

続きまして、20款、次の繰入金は、中学生海外派遣研修事業にかかわります人づ

くり基金からの繰入金の減額でございます。

おめくりいただきまして、最後に、22款５項の雑入でございますが、細説11は、

健診の受診者増による後期高齢者広域連合からの補助額の増によるもの、細説70は、

団員用の対霜雪手袋の整備に対しまして、消防団員等公務災害補償等共済基金から

助成の決定があったことによるものでございます。

以上で、細部説明を終わります。

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、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） ３番、山﨑です。

歳出の19ページですが、観光振興事業の中の大芝高原のスピーカー修繕料という

ことで27万円がありますが、これについては保険の適用はなかったかどうかという

ことと、大芝高原内、何回も落雷がありまして、かつては中のコンピューターまで

かなり落雷の被害に遭ったというようなケースもありました。そういう点では、広

い公園内ですので、今後の課題として、避雷針というか、そういうものの設置等の

検討もしていくべきではないかなというふうに思いますけれども、その辺の考えが

ありましたらお聞きしたいと思いますが。

議 長（原 悟郎） 唐澤産業課長。

産業課長（唐澤 孝男） 大芝高原のスピーカーの件につきましてですが、前から

雷、議員おっしゃるとおり、故障が、修繕が毎年必要になっているような経過があ

ります。これについては調査をしましたところ、直接スピーカーのある施設に落ち

なくて、あるところに落ちた電流が枝分かれして、そのスピーカーの線の中に入っ

てしまって、それで故障してしまっているという現象が起きているようです。保険

につきましては、現在、建物保険で対応できるか調整中であります。

根本的な対策の仕方、避雷針で防げるかどうかも含めまして検討させていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

以上でございます。

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。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

選挙人名簿のシステム改修の補修金のところでありますけれども、来年から18歳

が選挙人になるということで、その名簿については、いつごろまでに名前というか、

名簿が明らかになるのか。というのは、７月の投票になると思うんですけれども、

その前のどの辺までにその名簿が整備されるのかと、ちょっとお聞きしたいと思い

ます。

議 長（原 悟郎） 唐澤事務局長。

事務局長（唐澤 英樹） 来年度の参議院選挙の前に名簿の整備を行うわけであり

ますけれども、基準日というのが通常公示日、参議院選挙ですので、公示日の前日

が基準日になりますので、その時点でわかってくるかと思います。

議 長（原 悟郎） 三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） じゃあ、それまでに徐々に、誕生日が来た人は入れてい

くという理解でいいです。

議 長（原 悟郎） 唐澤事務局長。

事務局長（唐澤 英樹） 今回の来年の参議院の選挙から適用になりますので、そ



の時点で初めて入ってくるような形になります。

８ 番（三澤 澄子） 一斉に。

事務局長（唐澤 英樹） そうです、はい。

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。

６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） ちょっとお聞きしますが、12ページに、防犯灯の修繕料

ということで出てますが、修繕ではなくて、防犯灯というのは何時から何時までつ

いているのかということで、朝６時ごろ散歩していますが、まだついているという

ことで、何かもったいないなという気がしますが、教えてください。

議 長（原 悟郎） 堀総務課長。

総務課長（堀 正弘） 今、ここで何時から何時までついているという、ちょっ

とデータがありませんので、明確なお答えはできませんが、中には照度計がついて

いて、時間設定されているものもあるかとは思いますが、全てがそういうことでは

どうもなさそうです。中には１日じゅうついているようなところも見受けられます

が、まだ、ちょっとその辺の調査、今できておりませんので、そんな答弁で申しわ

けありません、お願いいたします。

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。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊です。

個々に幾つかお聞きしたいことがありますが、その前段といたしまして、この入

の部分で、新聞報道もされておりますが、村長も本日の開会の御挨拶の中で、10月

に地方創生のプラン、村としてこういうことをやるということを国に申請をしたと、

こういうお話がありました。先日のこの新聞報道等によりますと、県では６事業、

それから市町村では59事業が採択されて、8.5億円といいますか、８億5,000万程度

がそれぞれ自治体に確定したわけですが、本村も申請はしたけれど、本村の名前が

載っとらんというところで、どのようなことになっているのか。最終的には、来年

３月まで申請をすれば、適用になるというような報道もありますが、その辺の体制

づくりのことをお尋ねいたします。

それから、全体のこの補正予算を見て思いますことは、当初計画した事業が先送

りになったり、それから廃止になったり、それから急に人件費がふえてみたり、先

が見通せないというような状況で、非常に、このバジェットシステムといいますか、

来年度の予算編成も12月から始まるわけですから、その辺もぜひ心してやっていた

だきたいわけですが。こういった大きな変動があるということは、予算を当初組む

ときに、そういう先の見通しがきちんとできているのか、できていないのか、とり

あえず上げておけというものなのか。本来の予算というものは、当初計上したもの



が正確に行われるというのが本来の形でありますが、いろんな、さまざまな事情で、

または国の状況で、県の状況でということは、あることは承知しておりますが、で

きるだけ、この予算をしっかり立てていただかないと、年度末にいって、大きな変

動があるということで、バジェットシステムのあり方についてお聞かせをいただき

たいと思います。

特に、この中で、それともう一つ、保育園の電気料が、非常に夏が暑かったとい

うことで電気料がふえているという、さっき130万だったですか、ありましたが、

久しく言われておりませんが、電気料の節約といいますか、節減ということを、庁

内としてどのように取り組んでいるのか、その辺を、以前、一時そういったことを、

とても心して小まめに節電をするとか、そういったことを心がけてやってきました

が、マンネリ化して、どうもめり張りがきかないんではないかという部分もあるわ

けで、そういったことの再確認をすべきだと思いますが、お聞かせをいただきたい

と思います。

議 長（原 悟郎） 堀総務課長。

総務課長（堀 正弘） それでは、最初の地方創生の上乗せ交付金で、村の名前

がなかったという御質問であります。

今回の上乗せ交付金の申請につきましては、タイプ１というものとタイプ２、２

種類の補助事業の採択がございました。タイプ１につきましては、全国的に先駆け

となるような事業、あるいは広域連携の中で取り組むような事業がタイプ１、それ

から、タイプ２のほうは、独自事業で目玉となるものということで、我が村につい

ては、タイプ２のほうで1,000万円の取り組みということで申請をしてありますの

で、多分、議員ごらんになったのはタイプ１のほうの公表の部分ではなかったのか

なと、そこには村は申請、手を挙げておりませんでしたので、名前はなかったとい

う状況かと思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 予算全体のことの質問であります。

今の地方創生に関しては、タイプ１につきましては申請しませんでしたので、こ

れ、申請しても、上伊那の状況を見ますと、広域連携のもの以外は全て落とされま

した。本当に、これからは広域連携の部分をやっていかないと、事業採択というの

は難しいのかなという感じを受けたところであります。かなり市町村、不満もある

ところであります。タイプ２につきましては、予定どおり内示があった、交付決定

があったところでありますのでお願いいたします。

それから、予算全体のことであります。

より綿密にということは、そのとおりだというふうに思いますけれども、議員お

っしゃられましたように、さまざまな状況の変化というのがありますので、その辺

は御理解をいただきたいというふうに思いますし、特に、今回は社会資本整備総合



交付金、これが本当に厳しかったところであります。昨年まではそこそこついてき

ておりましたので、大丈夫だろうということで当初予算から計上させてもらった事

業が数多くあります。結果を見ますと、全国全ての市町村、50％から、事業によっ

て多いものでも80％ぐらいのつきであります。通常で50％、半分つけばいいという、

こんな全国的な傾向でありましたので、その部分で大きく減額せざるを得なかった

ところであります。

この辺につきましては、国の予算というのも非常に厳しくなってきておると同時

に、国に対する要望額の約80％が道路関係ということであります。道路の部分につ

きましては、老朽化対策ということに、維持管理のほうにかなり予算が食われてお

るという状況で、社会資本整備総合交付金の事業を減額せざるを得なかったという

状況であります。この状況につきましては、これからも続いていくというようなこ

とで、国の、ここ、私も意見交換をする中で、そんなお話もあったところでありま

す。

その中で、基幹の道路ネットワークについては、国・県でしっかりやっていくか

ら、地方につきましては、生活道路をしっかりやってくださいというお話もあった

ところであります。その中で、私が申し上げたのは、そうするためには、社会資本

整備総合交付金をことしほど減らされると、なかなか事業が進まないというお話も

したところでございます。ただ、国全体では、かなり要望額がありますので、来年

もことしのような状況になるのではないかなというお話もあったところであります。

その辺を見越して、また予算を立て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。

電気料の話がありました。

ことしの夏は、本当に暑い夏でありますので、保育所、学校、これは御理解をい

ただきたいというふうに思います。園児や子供たちの部分であります。

庁内等々、そのほかのところにつきましては、電気料の節減ということに常に心

がけております。冷暖房、特に温度設定までしてやっております。従来どおりの姿

勢は貫いておりますので、そんな点も御理解をいただきたいなというふうに思って

おるところであります。

それと同時に、児童数の増等々に伴う部分につきましては、これはできるだけ当

初からというお話であります。そのとおりでだろうというふうに思いますけれども、

なかなか予測がつかない部分もございますので、そんな点もよろしくお願いしたい

と思います。

以上であります。

議 長（原 悟郎） よろしいですか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） 地方創生のさまざまな事業を進めていく段階で、国が進

めることの中に、地方自治体同士を競わせるといいますか、そういったことで、ど



うも国に踊らされているというか、国が市町村のそういう知恵比べといいますか、

そういったことを競わせると、大変失礼だと、市町村にとっては大分不満があるよ

うにお伺いをしておりますが、村長もさまざまな国・県へ出向いて、そういう場面

に接するところが多いかと思いますが、この地方創生の交付金のあり方について、

村長なりのお考えがありましたらお聞かせください。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 地方創生の予算につきましては、当初から大分後退して

きたのかなというような、そういう感じは持っております。なぜという部分につき

ましては、ここへきて１億総活躍時代なんていう、こういう新たな方針が打ち出さ

れまして、そちらのほうにもかなり予算が食われているという状況もあるんではな

いかなというふうに思っておりますし、地方創生、もともと地方の部分を競わせる

ということは、確かにそんな部分も見受けられるところであります。地域をどう元

気にするかという点、あるいは人口減少にどう歯どめをかけていくかという部分で、

そういう部分もあろうかというふうに思います。その辺の不満というのは、各自治

体出ております。そういったことも、また全国町村会を通じまして、意見として上

げていければいいのかなと。たまたま全国町村会の会長は長野県の会長であります

ので、かなりそういった部分で話が通じるのではないかなという思いもしておると

ころでございます。

と同時に、これも私、国の部分、行ったときに、主観の中でありますけれども、

地方創生がハードに使えないという、このことは本当にどうなのかなという話はい

たしました。ソフトが中心でありますけれども、そのソフトをするためにはハード

をしないとどうにもならないという部分がありますので、そんなお話も申し上げた

ところであります。また、これからそんな部分も国へ持ち上げていけたらいいなと

いうふうに考えておるところであります。

当初よりも、大分後退をしてきたんじゃないかなという、そういう感じは受けて

おります。

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。

議案第12号「平成27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12号「平成27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、歳入では、国・県の保険基盤安定負担金の保険者支援分につきまして、

制度の拡充に伴い、負担金の額が増額され、確定したこと、国保税軽減分の負担金

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による補正をお願いする

ものであります。

歳出では、結核精神にかかわる医療費が増加していることに伴う負担金の増額と、

歳入の増加に伴う予備費での調整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1,917万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ15億5,478万6,000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。

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号について細部説明を申し上げ

ます。

初めに、予算書の６ページのほうをごらんいただきまして、歳入のほうから説明

をさせていただきます。

08款、繰入金、01項01目、一般会計繰入金でございます。1,917万9,000円を追加

するものでありますが、これ、01節、保険基盤安定繰入金、保険税軽減分につきま

して、県及び村負担金が確定したことによります、499万5,000円の増額をするもの

と、03節、保険基盤安定繰入金、保険者支援分の制度拡充に伴い、国・県負担金が

増額され、確定をしたことによります、1,418万4,000円を増額するものでございま

す。

おめくりをいただきまして、７ページの歳出でございます。

02款、保険給付費の01項01目、1504一般被保険者療養給付事業でありますが、歳

入の特定財源となる繰入金が増額となったことによる財源組み替えでありますので、

増減はございません。

07項01目、1534結核精神給付事業であります。19節の負担金につきまして、結核

精神にかかわる医療費が増加していることによりまして、給付費の負担金の不足が

年度内に見込まれるということで、16万円を追加するものでございます。

続いて、８ページでございますが、12款、予備費の01項01目、1524の予備費につ

きまして、歳入歳出調整を行いまして、1,901万9,000円を増加するものでございま

す。

以上のことから、既定の歳入歳出予算の総額に1,917万9,000円を追加いたしまし

て、歳入歳出予算の総額をそれぞれ15億5,478万6,000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27年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算（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27年度南箕輪村後期高齢者医療特別会

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、前年度の保険基盤安定負担金が確定したことによる一般会計

からの繰入金の増額補正と、歳出では、後期高齢者医療広域連合の納付金の確定に

よる増額補正をお願いするものであります。

既定の予算の総額に49万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億

1,065万5,000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号につい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まして、歳入のほうから御説明をいた

します。

03款、繰入金、01項、一般会計繰入金、02目、保険基盤安定繰入金に49万2,000

円を追加するものであります。01節の保険基盤安定繰入金につきまして、県及び村

の負担金が確定したことにより増額するものでございます。

おめくりをいただきまして、７ページでございますが、歳出となります。

02款01項01目、1804の後期高齢者医療広域連合納付金でございますが、19節の広

域連合への負担金が確定したことによりまして、49万2,000円を追加するものでご

ざいます。

以上のことから、既定の歳入歳出予算の総額に49万2,000円を追加いたしまして、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億1,065万5,000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13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。

なお、あと５議案残っておりますが、午前中に終わりませんので、ちょっと早い

ですが、午後１時半まで休憩とさせていただきます。



休憩 午前１１時４５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。

議案の審議を続けます。

議案第14号「平成27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27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、収益的支出で、漏水修繕に伴う施設修繕費及び職員異動に伴う人件費な

どにより、880万3,000円を増額し、また、資本的支出で計画しておりました大芝公

園内の配水整備事業でありますが、社会資本整備交付金事業の交付内示額が少なか

ったため、実施を来年度以降に繰り下げて実施することとしたため、5,000万円の

減額をお願いするものであります。

これによりまして、資本的収支における不足する額及び過年度分損益勘定留保資

金で補塡する額を4,091万3,000円に改めるものであります。

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号の細部説明を申し上げます。

今、提案説明のあったとおり、職員異動や事業の進捗に伴いまして、事業費に過

不足が生じてまいりましたので、補正をお願いするものであります。

１ページをごらんいただきたいと思います。

第２条の収益的支出の第１項、営業費用で880万3,000円を増額して、第１款、水

道事業費用の総額を２億8,753万5,000円に補正するものであります。

詳細につきましては、実施計画明細書により御説明いたしますので、５ページを

お開きください。

初めに、01款、水道事業費用の01項、営業費用の01目、原水及び浄水費の06節、

修繕費で、配水池、それから浄水場の機械装置等の老朽化に伴う修繕費で150万円

の増額をお願いいたします。

また、02目、配水及び給水費の06節、修繕費では、配水管等の破損によります漏

水防止等の修繕工事費で350万円、また、08節の保険料では、個人情報が漏えいす

ることに起因いたしまして被害が発生し、訴えられた場合などの保険が新たに始ま

ることになりまして、その情報漏えい賠償責任保険料として35万円を新しくお願い

するものであります。



05目の総係費では、６月で退職した職員、それから休職から復帰した職員などの

異動に伴う人件費、それから、事務等補助していただく臨時職員の賃金の増額をお

願いするものであります。給与費の明細書は、８ページ、９ページに記載がありま

すので、また後ほどごらんいただきたいと思います。

また、09節、通信運搬費で200万円を新たにお願いするものであります。これは、

今年度、中央監視装置制御システムの更新事業におきまして、役場と各配水池、そ

れから浄水場の間を光回線によりまして情報通信を行いますが、その一部区間にお

きまして、光回線が整備されていない部分があります。その整備費と回線利用に必

要な初期設定などに伴う経費でございます。

１ページにお戻りいただきまして、第３条の資本的支出でございますが、第１項、

建設改良費で5,000万円を減額して、資本的支出の総額を5,381万3,000円に補正す

るものであります。

詳細につきましては、実施計画明細書によりまして御説明いたします。７ページ

をごらんください。

01款、資本的支出、01項、建設改良費、01目、配水施設拡張費の8031事業、配水

施設拡張事業におきまして、今年度、大芝公園内に非常用水源施設整備事業を予定

しておりました。しかし、社会資本整備事業交付金の内示額が要望額よりかなり少

なく、実施が困難と判断いたしまして、今年度実施を見送ることといたしまして、

単独分で予定していた整備付帯工事費と、また一般会計の負担金、合わせまして

5,000万円を減額するものであります。

これによりまして、１ページの第３条に戻りますが、資本的収入が資本的支出に

対し不足する額及び過年度分損益勘定留保資金で補塡する額を4,091万3,000円に改

めるものであります。

また、２ページの第４条の議会の議決を経なければ流用することができない経費

といたしまして、職員給与費を116万6,000円増額いたしまして、2,064万2,000円に

改めるものであります。

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。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

ただいま御説明をいただきました大芝公園内の配水整備の工事でございますが、

当初予算に計上して、来るものが少なかったと、少ないということで、この事業は

中止ということですけれど、この事業はやらなければならない事業だとは思うんで

すが、どういう見通しを立てているのか、今後どういうふうにしていくのか。これ

を計上する時点で、そういう少ないということは想定できなかったからこういう結

果になったんだと思うんですけれど、この辺をどういうふうに見ているのか。それ



で、いつ、この事業をやるのか。御説明をお願いいたします。

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） まず、この事業についての当初の見通しですが、今

年度の社会資本の交付金事業の中の公園事業を活用して行うということで、昨年か

ら、県と協議をしながら計画書をつくってきたわけであります。実際のところ、今

年度の内示を見たところ、午前中の説明でもありましたが、要望額に対して30％強

の内示しかなかったということで、公園事業につきましては、ほかに大芝公園の50

メートルプールの駐車場化等の事業もありましたので、まずは事業費との絡みの中

で、そちらの事業を先行しようということでおりました。

なお、交付金事業につきましては、毎年、追加要望等で措置される場合もありま

すので、それを期待しながら待っていたところでありますが、それが今年度、この

時点において見込みが立たないということで、やむなく今年度は見送らざるを得な

いのかなということでいるところであります。ただ、この事業も、必要があって今

まで計画をしてきておりますので、この様子でいきますと、来年度も交付金の保証

はありませんけれども、ここの部分については、水道事業の費用の中でやらざるを

得ないのかなということも検討していきたいと思っておりまる。

また、最近の情勢で、いろんな形で見送ってきましたけれども、各市町村、県下

の様子の中で、事業が進んできて、それぞれの市町村で不用額が出てまいりました。

県、また国のほうでは、その不用額等をかき集めて、また再配分をするというよう

な計画を持っているようで、最近、要するに、希望があるところは手を挙げてくれ

という要望も来ております。これ、非常にいい機会ですのでということで、一応こ

ちらのほう、やりたいということで申し出をしてあります。ただ、この条件は、来

年の９月いっぱいで事業を完了することという条件がついておりますが、村として

は、今年度実施の予定で準備をしてまいりましたので、来年度の９月いっぱい、要

件をクリアできるということで、県にはお願いをしてございます。ですので、今回、

一旦落とさせていただきますが、これからの状況によっては、また、再度、県・国

の交付金事業、見込みが立ったなどということもあり得ますということで、ちょっ

と、いささか計画性がないんじゃないかという御指摘もいただきますが、そのよう

な形の中で、なるべく補助金等を活用して進めていきたいというふうに考えている

ところであります。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） よく事情はわかりました。いずれにしても、有利なそう

いったものを利用して、この事業が行えるように、さらなる御努力をいただきたい

と、これは私の要望でありますのでお願いいたします。

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。



次に、議案第15号「平成27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27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、収益的支出で、職員の手当等の過不足で、人件費４万4,000円を減額し

て、下水道事業費用を６億5,986万4,000円に改めるものであります。

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号の細部説明を申し上げます。

議案書の１ページで、第２条、収益的収入及び支出についてでございますが、収

益的支出の第１項、営業費用で、４万4,000円を減額し、下水道事業費用の総額を

６億5,986万4,000円とするものであります。

詳細につきましては、予算実施明細書によりまして御説明いたしますので、４ペ

ージをお開きいただきたいと思います。

01款、下水道事業費用、01項、営業費用、04目、総係費の9407総係事業でござい

ます。人件費にかかわる費用といたしまして、03節の職員手当から10節の負担金に

わたりまして、それぞれ変更をお願いするものであります。給与費の明細につきま

しては、５ページ、６ページに記載がございますので、後ほどごらんをいただきた

いと思います。

２ページに戻りまして、第３条の議会の議決を経なければ流用することができな

い経費といたしまして、職員給与費を９万1,000円減額いたしまして、1,923万

8,000円とするものであります。

以上で、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。

議案第16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16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、農地の宅地転用が行われ、沢尻区において開発されて５軒の宅地に面す



る道路及び南原区で開発された７軒分の宅地に面する道路につきまして、道路法第

８条第２項に基づき、村道路線として認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。

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16号の細部説明を申し上げます。

１ページをお開きください。

まず、村道認定をお願いする道路の路線でございますが、路線番号では、2351号

線と村道2352号線の２路線であります。

まず初めに、村道2351号線について御説明いたします。

起点は南箕輪村字大林9567番地３先から、終点は南箕輪村字大林9568番地２先ま

での、延長が60.52メートル、幅員は５メートルから９メートルであります。

地図が２ページにありますのでごらんください。

認定する道路は、この図の下側の黒枠で囲み、グレーで着色した場所にあります。

中央道の東側で、火葬場から村道10号線が伊那インターアクセス線へ伸びています

が、その途中から南部小へ通じる村道2185号線と村道2187号線を結ぶ道路になりま

す。

３ページをお開きください。

この図は、認定する道路を公図に写したものでございます。黒枠で囲み、グレー

で塗りつぶしてあるところがその場所になります。

この図で認定する道路に面する9567番地１から9568番地５の土地のうち、9568番

地１を除き、住宅が既に建設済みとなっております。道路はアスファルト舗装がさ

れております。上下水道管が埋設されています。道路の東側に自由勾配側溝が設け

られ、雨水排水ができる構造となっております。道路の幅員は、側溝を含めまして

５メートルで、村道と接続するところで、道路の隅切りを含めて、最大で９メート

ルとなっております。

なお、道路敷につきましては、村道認定にあわせて寄附をされる予定です。

続きまして、村道の2352号線について御説明いたします。

１ページをお戻りください。

村道2352号線は、起点は南箕輪村字中野原8306番地1984先から、終点は南箕輪村

字中野原8306番地2055先までの、延長が83メートル、幅員は4.1メートルから10.2

メートルになります。

２ページに地図がありますのでごらんください。

該当する道路は、図の上側になります。黒い太線で着色した場所であります。中

央道の西側で、昨年度に整備した南原雨水排水調整池の北西に当たります。村道

2212号線と村道2214号線を結ぶ道路になります。近年、宅地開発が盛んな地域であ



ります。

４ページをお開きください。

この図は、認定する道路を公図に写しました。黒枠で囲み、グレーで塗りつぶし

てあるところが該当するものであります。

この図で認定する道路に面する南側の宅地は、既に住宅が建設済みとなっており

ます。道路の北西、8304番地2056で住宅の建築が行われているところであります。

それ以外のところは、まだ未着工になっております。道路はアスファルト舗装済み

で、上下水道管が埋設されております。道路の北側に自由勾配側溝が設けられ、村

道2212号線と交わるところで地下浸透させ、雨水排水ができるようになっておりま

す。道路幅員は、側溝を含めまして、4.1メートル、村道と接続するところで、道

路隅切りを含めまして、最大で10.2メートルとなります。

道路敷につきましては、村道認定にあわせて寄附をされる予定です。

以上で、議案第16号の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。

議案第17号「南箕輪村村道路線の一部廃止について」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17号「南箕輪村村道路線の一部廃止について」、

提案理由を申し上げます。

本案は、北殿区の企業の事業拡大に伴い、工場用地を取得、拡張することにより、

村道の一部で村道を維持管理する必要がなくなりますので、企業の要望により、村

道の一部を廃止し、譲渡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。

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17号の細部説明を申し上げます。

１ページをお開きください。

一部廃止する村道の路線番号は、村道1012号線になります。廃止する村道の起点

は南箕輪村字上川原3787番地先から、終点は南箕輪村字上川原3790番地先までの、

延長が72.1メートルで、幅員は３メートルになります。

２ページに地図がございますので、ごらんください。

その図で、一部廃止する村道の場所説明を申し上げます。

一部廃止する村道は、地図内の中央部丸印の中で、黒枠で囲み、グレーで着色し



たところになります。地図内にある一点鎖線は、町村界を示しております。伊那町

との町村界を示しています。北殿区で、天竜川の右岸の伊那町との町村境にある大

明化学工業の工場の敷地の東に面しておりまして、村道は箕輪町の未舗装の赤線道

路に接続をしております。

大明化学工業は、事業の拡大に伴いまして、現在ある工場の北側へ工場を拡張す

る計画を持っております。近隣の水田などの地権者は了解済みであり、その用地は

既に取得済みとされております。工場拡張予定地内には、箕輪町の赤線道路があり、

その取得手続も行っており、今のところ支障なく、計画どおりに工場の拡張が実現

する見込みである。したがいまして、黒枠で囲まれた村道部分は、以後、村道とし

て維持管理する必要性がなくなりますので、一部を廃止し、払い下げるものであり

ます。

３ページをお開きください。

一部廃止路線図は、公図の写しに村道の廃止部分を書き込んだものでございます。

１ページの参考とあわせてごらんください。

この一部廃止によりまして、村道1012号線の終点が南箕輪村字上川原3787番地に、

道路延長が69.4メートルに、幅員は4.3メートルから6.2メートルになります。

以上、議案第17号の細部説明とさせていただきます。

議 長（原 悟郎） 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。

〔質疑なし〕

議 長（原 悟郎） 質疑なしと認めます。

議案第18号「伊那市との伊那地域定住自立圏形成に関する協定の締結について」

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18号「伊那市との伊那地域定住自立圏形成に関す

る協定の締結について」、提案理由を申し上げます。

本案は、定住自立圏構想推進要綱に基づき、伊那市との間で定住自立圏形成に関

する協定を締結したいので、南箕輪村議会の議決すべき事件に関する条例により、

議会の議決を求めるものであります。

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） 堀総務課長。

総務課長（堀 正弘） 議案第18号の細部説明を申し上げます。

ただいま村長の提案理由にありましたとおり、本案は、伊那市との定住自立圏形

成に関する協定の締結につきまして、議会の議決をお願いするものであります。

それでは、議案書をおめくりいただき、協定書案をごらんいただきたいと思いま



す。

第１条は、目的として、定住人口の確保と地域の活性化を図ることがうたわれて

おります。

第２条は、基本方針として、別表に掲げる事業について、連携して実施していく

こととしております。

１枚おめくりいただいて、別表をごらんください。

今回の協定の中で取り組む事業としましては、まず生活機能の強化の分野として、

空き家の利活用を促進する事業に取り組みます。

次に、結びつきやネットワークの強化の分野では、バスによる行政区域間の縦断

路線の試行運行を実施することとしております。

最後に、圏域マネジメント能力の強化の分野では、職員の資質向上や政策形成能

力の強化に向け、合同で職員研修を実施することとしております。

それでは、お戻りいただきまして、第３条では、事務執行に当たっての連携、協

力及び費用負担について、連携して事務執行に当たること、また費用については、

相互の受益等を勘案し負担することが規定されております。

第４条は、協定の変更について、変更する場合には、あらかじめ議会の議決を経

ることとしております。

第５条では、協定を廃止しようとする場合には、こちらもあらかじめ議会の議決

を経た上で、２年を経過した日にその効力を失うこととしております。

第６条では、疑義の解決として、疑義が生じた場合は、協議の上、これを定める

こととしております。

以上、議案第18号の細部説明とさせていただきます。

議 長（原 悟郎） 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。

以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

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（唐澤 英樹） 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 午後 １時５８分



議 事 日 程（第２号）

平成２７年１２月９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）

６番 唐 澤 由 江

２番 小 坂 泰 夫

９番 大 熊 惠 二

５番 百 瀬 輝 和

１番 加 藤 泰 久

６番 都 志 今朝一
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なし

○説明のため出席した者

○職務のため出席した者

議会事務局長 唐 澤 英 樹

議会事務局次長 城 取 晴 美

１番 加 藤 泰 久 ６番 唐 澤 由 江

２番 小 坂 泰 夫 ７番 都 志 今朝一

３番 山 﨑 文 直 ８番 三 澤 澄 子

４番 丸 山 豊 ９番 大 熊 惠 二

５番 百 瀬 輝 和 １０番 原 悟 郎

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 堀 正 弘 教 育 次 長 藤 澤 隆

会計管理者 小 澤 久 人 代表監査委員 原 浩

財 務 課 長 平 嶋 寛 秋 教育委員長 三 澤 久 夫

住民福祉課長 藤 田 貞 文



会議のてんまつ

平成２７年１２月９日 午前９時００分 開議

事務局長（唐澤 英樹） 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。

本日から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分といたします。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す。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。

６番、唐澤由江議員。

６ 番（唐澤 由江） ６番、唐澤です。

一般質問をさせていただきます。

まず最初に、こども館の建設について、こども館の建設で何がどう変わるのかと

いう内容でございますが、教育委員会から、10月の全協に知らされました包括支援

の展開、ネウボラ、子育て支援を見ますと、そのすばらしい内容、四つの機能があ

りまして、児童館機能、放課後児童クラブ機能、子育て支援相談室、それから村民

交流機能というような内容です。

先日、総務、福祉教育の委員会で、用地を確認いたしました。その内容を見ます

と、やはりこども館という、ふれあい広場、夢広場というようなことで、会議室を、

交流する場所がたくさんいるなというような感じがいたしました。放課後学童クラ

ブ室、本当にこれでそこに入るのかなというような心配をしたところです。

さて、学童クラブですけれども、５年生まで受け入れているために、今の学童ク

ラブがこども館に移動したいということで、ネウボラ機能を位置づけるということ

ですけれども、それは、もともと母子保健の関係で、保健師が、妊娠期から就学前

まで、健康診断や保健指導、予防接種を行って、相談に応じていく制度ということ

で、全く今行っている保健師、保険予防係の事業かなと思います。

村の子育て教育支援相談室は、平成22年に開設されまして、子供の問題を18歳ま

で対象にして、伊那市版の南箕輪版の相談室というような感じがしております。で

すけれども、相談室自体が宙に浮いているということで、子育て支援課、教育委員

会、住民福祉課、三つからの兼務辞令をもってやっていく、入れれば、本当は理想

的かなと思いますけれども、現実は宙に浮いているのではないかと。それは、もう



まとめて、こども館建設に向けて解消していくということはありがたいことかなと、

望んでいたことではあります。

しかし、初めの目的が、学童クラブも手いっぱいで、特別支援室が足りないから

というようなことで計画したようですけれども、この段階を、話をする中で、８人

になり、１クラスでよいというようなことがあって、特別支援学級も減るというよ

うなこともあります。本当は、学校が側であったり、親が安心して子供を預けられ

るので、本当は今のところが一番いいかなとは思うんですが、それはかなわないと

いうことですので。

現在、理想的な私の考えを言うと、村民センターというのが貸館で、既に20年が

過ぎております。今は、あんまり稼働率がよくないのかなと、低下しているのでは

ないかなとは思っております。ここのところに、こども館機能が果たしていければ、

多少は楽になるのではないかなというような気もします。

それと、図書館ですけれども、図書館、昔、平成20年でしたか、3,000万円の世

代間交流施設の補助金をもらいまして、世代間交流施設ということで、現在、南側

の部分が、子供たちや、勉強したり、お話し合いをしたりというようなことで、交

流、平成20年に広いスペースを確保しております。ですので、そういった勉強や交

流等、土日、放課後、多くの子供でにぎわっております。不登校の子供や発達障害

の子も通っていますので、司書の職員の支援もあったり、今後のこども館ともかか

わってくるので、連携をとって、子育て広場、集いの広場、子育て講座などをやっ

ていただければいいかなと思います。

不登校や貧困家庭、ひとり親家庭の施策として、子供の居場所づくりのために、

食事づくりで交流したり、御飯を食べさせたりというようなことやら、ボランティ

アがいて、そういったことをやってくれる調理場というのも欲しいなと思います。

そういった信州型コミュニティスクールでもいいんですけれども、多くのボランテ

ィアが集まりながら、そこで有機的に活動していけば、このこども館構想というの

は本当にいいものになってくるのではないかと思います。

学童クラブの預かるというところから、学ぶ機能を入れてはということですけれ

ども、そこら辺が、今までおやつをあげていたんですが、そのおやつに対して、今

はおやつは中止にしておりますし、学ぶ機能は若干はやっているかと思うんですが、

子育て教育支援相談室の先生方にお話を聞いてみました。尼崎市の研修をしてきて、

そういったものを見てみますと、国の補助金を受けて、ＣＳＷ、ＳＳＷが当たって

おりまして、子供の権利条約に基づいた子供の育ち支援条例が制定されております。

その背景には、不登校が２倍になって、生活保護世帯の援助や虐待や、そういった

子育て不安に対して、学校や福祉がばらばらではだめだということで、ワーカーを

嘱託職員として46万都市に６人のスクールソーシャルワーカーやＣＳＷ。主にＣＳ

Ｗは、そういった、いわゆる学級とか、そういった講座等を担当しているというも

のだそうです。しかし、学校の壁があって、非常勤ゆえに、幾らか、やはりなかな



か難しい問題があるということで、子育て相談室にちょっと訪問をして、影響をお

話ししてみました。この熱い先生方がいて、５人体制でありますので、口をそろえ

て、学校の壁はないということを言っておりました。

ですから、これらが一体化となり、大きな力になればいいのかなと思いますが、

ちょっと狭いのではないかなということで、いろいろ一連のことについて、こども

館建設について、何がどう変わるのか、お聞きしたいと思います。１から５まで、

一括してお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） ６番、唐澤由江議員の質問にお答えいたします。

こども館建設で何が変わるかということであります。

こども館建設につきましては、前々から説明を申し上げておりますけれども、放

課後児童クラブがどうにもならないという状況の中から、放課後児童クラブを合わ

せて、どういう施設にしていくのかということで、教育委員会等々からも御意見を

いただきながら、今の形となってきたところであります。三つの機能ということで、

子ども体験、子育て支援、村民交流、この三つの施設をあわせ持った施設にしてい

きたいということで考えておりますし、子供を中心とした幅広い世代の交流拠点施

設、こういうことで考えておるのであります。

そういったことで、どう変わるかということでありますけれども、できる限り、

子育てのワンストップサービス、このことに心がけていきたいというふうに考えて

おるところであります。いろいろお話がありましたけれども、学校の側という話も

ありました。もちろん、学校の側にありますし、体育館も使えますし、校庭も使え

ますし、そういったことは非常に場所的には問題ないんではないかというふうに思

っておるところであります。

子育て教育支援相談室の話もありましたけれども、相談件数が多いということで、

これはなかなか大変になってきております。ただ、宙に浮いているんではないかと

いう話がありましたけれども、そういうことはありませんのでお願いをいたしたい

と思っております。

ちょっと質問内容が５番までありますけれども、ちょっと質問と、今聞いており

ますと、若干かけ離れた部分もありますけれども、コーディネーターは誰かという、

こういう質問もお答えをしていくということでよろしいわけですか。

今、調整会議を行っております。どういう運営にしていくのか、どういう配置に

していくのか。したがいまして、コーディネーターは置いてまいります。そんなこ

とで御理解をいただきたいと思います。今、関係課で調整会議を精力的に行ってお

りますし、今後、選定となってまいります。

次に、ネウボラ機能は以前からあるものではということであります。

できる限りワンストップサービスという、こういうことでは本村でもやってきて



おりますけれども、本格的にいろんな機能を持ち合わせて、その中でやっていくと

いうことは、今回初めてであります。したがいまして、南箕輪村版ネウボラの機能、

あわせ持たせたいということで今検討をしておるところであります。そのことがう

まくいけば、より一体的な子育て支援、教育支援になっていく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。

それから、③、⑤につきましては、教育委員会から答弁をさせていただきます。

子供食堂というような話、今もありました。子供食堂、確かに全国的にはそうい

うこともあるようであります。ただ、このこども館に子供食堂をという、こういう

ことがいいのかどうかということ、これにつきましては、やはり地域の中で子育て

をしていくことが基本となってまいりますので、それぞれ、そういった地域の中で

できていけばいいんではないかというふうに思っておるところであります。この子

供食堂がどうかという問題につきましては、行政でやることがいいのかどうか。本

来であれば、ＮＰＯだとか、ボランティアだとか、そういう皆さんがやっていただ

くことがいいんじゃないかというふうに私自身は思っておりますので、そういった

機運も高めていくことも必要であろうというふうに思っておりますので、そういっ

たボランティアの皆様方がより多く出てきていただければということを願っており

ます。そういった仕掛けということは当然していく必要はあるというふうに思って

おるところであります。

いずれにいたしましても、これから業者選定をしながら進んでまいりますし、ま

た、造成等々も臨時議会等でお願いをして、お諮りをしていかなければならない。

今月中に、大方の構想といいますか、業者のほうからのそういったものは出てまい

りますので、それらを選定しながら検討していくという、こういう段階であります

ので、そんな点はぜひ御理解をお願いいたします。

以上です。

議 長（原 悟郎） 続いて、三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） 子供の居場所づくりで、図書館との連携をということ

に関してですけれども、仮称こども館は、議員が御承知のように、四つの機能を備

えた複合施設を計画しております。子供の居場所づくりという点では、十分機能す

る施設になるだろうと期待しております。

御指摘の図書館との連携でございますが、最近の子供たちは、全体的に本を読む

機会が非常に減ってきているというふうに感じております。今後、仮称こども館を

利用する子供たちが、気軽に図書館に足を運べるような仕組みづくりや、仮称こど

も館の活動の一部として、読み聞かせなどの充実したプログラムの展開が図れるよ

う、図書館と相談しながら考えていきたいと思います。

５番目の、学童保育に、預かるから学ぶ機能を入れてについてお答えします。

御承知のように、学童保育は、当初小学校に入学して間もない子供たちが、数人

程度で、お迎えまでの託児所的な役割として運営をしておりましたけれども、発足



から十数年が経過し、現在では放課後児童クラブとして、現在、小学校６年生まで、

両校で160名から170名の児童たちが利用しております。

昨年、村の教育委員会では、朝日村、原村の放課後児童クラブを視察しましたが、

預かるだけでなく、学ぶ要素を取り入れた内容を取り入れており、大変感心したと

ころであります。具体的には、学校からクラブに来ると、まず全員が宿題に取り組

んでいる姿が見られました。原村では、低学年、中学年、高学年と、それぞれの部

屋に別れ、それぞれ指導員が一、二名ついて、学習を見守っておりました。また、

朝日村では、週に１回、全員がホールに集まり、子供の進行による集会活動を行っ

ておりました。このほかにも、長期休業中には、農作業体験や村内めぐりなども取

り入れているということで、集団としての活動も取り入れており、感心したところ

であります。

本村の場合も、クラブに来ると、まず宿題に取り組む姿が見られます。また、昨

年から、清掃活動や一輪車などの遊びも取り入れており、保護者を対象にしたアン

ケート結果を見ますと、こうした活動は大変好評で、今後ともぜひ行ってほしいと

の声や、宿題を見ていただきたいという要望もありました。登校日は、保護者が迎

えに来るまでの時間がまちまちのため、子供たち全体の活動は難しいところもあり

ますが、長期の休みなどは、支援員たちが中心となって、スポーツ、工作、読み聞

かせなど、さまざまな体験や学習を行っております。

放課後児童クラブは、単に子供を預かるだけでなく、集団として子供たちをどう

育てていくかという側面も非常に大事になってくると考えております。指導員の数

だとか、資質の問題等、課題もありますが、今後とも、どういった内容を取り入れ

ていったらよいか検討してまいりたいと考えております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） やはり、こども館ができて、ワンストップのものができ

上がれば、本当に完全に子育て日本一というような気がしますので、教育委員長さ

んのお話もお聞きして、心強いなと思いました。よろしくお願いします。

次に移ります。

マイナンバー制度の盲点についてということで、印刷漏れだとか、不着だとか、

いろんな問題が何かあるようなんですが、みんなに聞いてみますと、申請はしない

といったようなことが言われております。昔も、住基カードをやっぱり100枚以下

とか、本当に少ない申請でしたけれども、番号カードもなかなか難しいなと思いま

した。

本当は、簡易書留で来るものが、名前が印字されているんですけれども、白紙の

紙を本当に役場のところへでも置いておいて、申請する人だけが持っていってやれ

ば、本当にもっと簡単に、難しくなくてやれたのではないかなというような気がし

ます。



こういった困難事態があちこちに報道されておりますが、こういった困難事態を

想定したかということと、これからどういうふうに導入していくのか、それをお聞

きしたいと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） マイナンバー制度につきましては、今、取り組みが始ま

っておるところでありまして、本村におきましても約5,900世帯でありますけれど

も、配達が終わったところであります。

そういった中で、住所、実際に住んでいるところと住所が違うという部分という

のがあるわけであります。これ、当初から想定をしておりました。例えば、村の住

所があり、県内の、県外含めましてですけれども、大学に行っている大学生なんか

は、住民票はこちらにありますけれど、住んでいるところは違うところだという、

そういう事例というのも想定はしておりました。

村は、12月１日に配付が終わっております。そういった中で、約400通ほどが役

場に今戻ってきておるところであります。そのぐらいはあるだろうなということは

思っておったところであります。戻ってきたカードを、これからは村のほうで全て

保管をして、通知を出して、とりに来ていただくという、こういうことを今やって

おるところであります。したがいまして、それがどのぐらい減っていくのかという

のは、これからの問題となってくるところであります。

そういったことで、いろんな問題はあろうかと思いますけれども、配付が終わっ

て、これから届かなかった方に対しまして、村のほうで配付をしていくという段階

に今入ってきておるところでございます。

と同時に、マイナンバーカードが届いたことにより、問い合わせというのもふえ

てきております。総務課に相談窓口を設けて、対応をしておるところであります。

申請の問題につきましては、いろいろ今御質問ありましたけれども、これは国の

制度として、国の中で全国一律にやっておりますので、そんな点は、役場に紙を置

いて申請してもらえばいいんじゃないかというような話がありましたけれども、こ

れはそういうことはできませんので、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。

マイナンバーカードを利用して、いろんな行政効率が上がるようにつなげていか

なければならないと、こういうことの趣旨でありますので、趣旨に沿うような、そ

ういった運用がなされていくことを望んでおりますし、行政としてもそういうふう

にしていかなければならないというふうに思っております。

これによりまして、申請をして、カードを受け取る方、どのぐらいいるのかとい

うことは、これ全く不明であります。一般の方につきましては、余り必要ないのか

なというふうには考えておるところであります。したがいまして、マイナンバーの

通知を保管していただいて、必要なときに使用していただくという、こういうこと

のほうがはるかに多いんではないかと、こういうふうに考えておるところでありま



す。

窓口対応等々につきましては、できるだけ親切に対応しながら取り組んでまいり

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） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） 400通ということで、割と少ないのかなというような気

がしますけれども、これからも親切な対応をお願いします。

次に、３番のふるさと納税への積極的な対応を。

特産品の拡大と南箕輪らしさをということで、ふるさと納税が今話題になってお

りまして、伊那市も駒ヶ根市も１億円を突破し、長野県も１億円を突破し、県内で

は全国３位だということで、35億600万というようなふうに言われております。

私の友達が伊那市の住民ですけれども、岡山県の実家と本村が娘の嫁ぎ先という

ことで、３万ずつ納税したようです。うちの村は、ちょっと単品だけだったそうで

すけれども、岡山からは名産の海の幸が届いたり、50個も名産のお菓子が送ってき

たりというようなことで、本当に手厚かったようです。

村には、まっくんまんじゅうというのがありますので、それらもまた特産品の中

に入れるなど、本当にもうちょっとサービスしたほうがいいのではないかなと思い

ます。

県のものを見ると、１億円を超えているんですけれども、内容によって、なぜふ

るさと納税をするかということで、美しい自然環境の観光県づくりというのが

2,818件で3,102万円、みんなで支える子育て安心県づくり、災害に強い長野県づく

りというように、それぞれ本当に件数が伸びて、金額も伸びているということです

ので、積極的な対応をお願いしたいと思いますので、１番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） ふるさと納税の御質問であります。

この問題につきましては、前々から議会の中でも取り上げられ、何回か御質問を

いただいておるところであります。寄附を受ける自治体、返礼品を提供する事業者、

それぞれにメリットがある、このことが一番いい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。

ふるさと納税自体の制度につきましては、いろんな見方もありますけれども、制

度がある以上、しっかりとやっていかなければならないということで取り組みを始

めたところであります。したがいまして、９月の補正予算で委託料を認めていただ

き、10月に業者を選定いたしました。これで、かなり手続が簡素になってくるとい

うことであります。この取り扱いにつきましては、１月から開始となってまいりま

すので、今までよりも利便性がはるかに向上するということになるんではないかと

思っております。

また、同時に、返礼品の充実もしていかなければならないということで、パンフ



レットをつくったりとか、いろんなことを今しておるところであります。そんなこ

とは御理解をお願いしたい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、特産品というのがなかなか難しい部分があります。しか

し、そうは言っておられませんので、１番は、米の問題では、新しくネーミングも

できました風の村米だよりコシヒカリ、この辺を積極的にＰＲをしてまいりたいと

いうふうに思っておりますし、商工会を通じまして、そういったお願いもしてきて

おるところであります。また、新たな特産品というのもできていくというふうに思

っております。昨日も、ある方が見えまして、いろんな話をしている中で、こうい

うこと、私のほうから逆にお願いしたケースもありまして、それはぜひ使っていた

だきたいというような話もありましたので、そういったものも乗せていきたいなと

いうふうに思っておるところであります。

それから、本村も、名古屋、東京に行きまして、いろんなイベントを今開催させ

ていただいております。この辺は充実をかなりしてきたなと。その折に、ふるさと

納税等々のチラシも配るようにしていきたいというふうに考えておるところであり

ます。そんな準備も始めたところであります。

実績は確実にふえております。ただ、額は本当に少ないわけでありますけれども、

件数では昨年よりも73件、現時点でふえておるところであります。したがいまして、

上伊那の中では、２番目の低いということになっておりますけれども、さらに伸ば

していきたいということで、いろんな取り組みを初めておりますので、ぜひお願い

をしたいというふうに思います。

また、銀座ＮＡＧＡＮＯのイベントもできることになりました。そういったこと

も通じながら、いろんなところでＰＲをしていきたいなというふうに思っておると

ころであります。

また、村民の皆さんにも、どういった呼びかけをしていったらいいのかなという、

外に出ている皆さんに呼びかけをしていくことも大切かなというふうに思っており

ます。まずは、我が家庭から初めてまいりたいなと、そんな思いもしておるところ

であります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） １億円も入ってくれば、いろいろ国から来るお金も当て

にしなくてもできるのかなというような気もしますけれども、ちょうど、県のふる

さと納税の返礼品で、リンゴの品が不足しているから融通してくれというような話

もあったりしたので、ぜひ、これを重点的にやってもらいたいなと思いますので、

お願いいたします。

次に移ります。

伊那中央病院の救急救命センターの実態について。年齢別搬送者数と死亡数は。

ＩＣＵから退院に向けて、家族や職場へ誰が連絡するのか。地域包括ケアセンター



との話し合いでは、ケアマネが手配できないので、退院がおくれているということ

だそうです。そういったことで、医療費も伸びてしまいますので、これらのことを

解決していただきたいなと思いますが。

救急現場は、本当に末期の方が行っているのか、それとも、都会では、20代、30

代のシングルマザーの人が、本当にＤＶとか虐待等で入っている人もいるようです。

現実、うちの村、伊那中央病院の救急救命センターはどうなのかというようなこと

をお聞きしたいと思います。

80歳の女性が、梗塞の疑いで、かかりつけ医から紹介されて、２週間の入院でい

いということでしたけれども、役場に家族が出向いて、包括センターに相談すると、

社協のケアマネは忙しい、かかわれないということで、どこでもいいから、早く探

していただかないと、ケアマネがいないと退院ができないというようなことを聞き

ましたので、こういうことでは困るのではないかということで、１から３までにつ

いてお聞きします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 伊那中央病院の救急救命センター等の御質問であります。

まず、年代別の搬送者数と死亡者数の御質問であります。

これ、平成26年度の実績の数値で申し上げます。年代別といいますけれども、大

まかな年代別でありますけれども、ゼロ歳から10歳までが27人、20代・30代で30人、

40代・50代で39人、60代で43人、70代で52人、80代で92人、90代で39人、100代で

１人、合計323人搬送をされております。やはり、80代あたりが一番高くなってお

るところであります。そのうち、病院内で死亡した方が323名中28名ということに

なっております。

ＩＣＵ病棟の部分で、退院に向けて誰が連絡するのかということでありますけれ

ども、ＩＣＵで一般病棟へ転移するは、転棟するわけであります。そういった場合

につきましては、看護師長もしくは担当看護師が、電話等で家族に連絡をしておる

ところであります。

また、ケアマネジャー等の問題の質問であります。

やはり、短期間でスムーズな退院につなげるためには、病棟と医療相談部門の連

携が、これは本当に必要となってまいります。伊那中央病院の内部では、入院時か

ら退院時に向けた調整を行う専門スタッフを配置し、連携に努めてきておるところ

であります。外部との連携といたしましては、病院と市町村、ケアマネジャーが参

加し、退院に際してのルールづくりに向けた会議が行われております。これ、会議

を持っております。したがって、そんな点はぜひお願いしたいと思います。

この退院に向けては、介護保険利用者と利用していない人、この扱いというのは

分かれるわけであります。原則的に申し上げますと、介護利用サービスの準備をし

てからの退院が原則となっておるところであります。したがって、介護保険を利用

されていない場合は、退院の方向性が在宅となった場合には、家族に介護保険の申



請を依頼し、ケアマネジャーを選任後、調整を行いまして、退院にしておるところ

であります。ケアマネジャーの事業所というのは利用者が選定する、このことが基

本となっております。しかし、住民の方が選定するということは難しく、選定に時

間がかかることになろうかと思いますので、御自分で判断できない場合には、地域

包括支援センターが援助をしまして、早期にケアマネジャーが選定できるように、

そういった配慮はしておりますので、よろしくお願いいたします。

これからは、さらにこういった問題が重要となってまいりますので、よりきめ細

かな相談体制、支援体制というのが必要となってまいります。そんな点は心がけて

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） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） やはり、介護保険を利用していないので、やっぱり多少

おくれるのかなというような気がしますが、速やかな対応をお願いいたします。

次に、浄化センター付近の水道断水について、原因は何か、想定外か、寿命か、

長寿命化計画はということですけれども。

先日、田畑で、７センチ下の水道管が破裂し、断水し、工事を行ったということ

だそうです。原因は一体何なのか。これは、大事なライフラインの水道管というこ

とで、こういった長寿命化計画というのはどういうふうになっていて、この場所は

どうであったのか。土曜日であったので、本当になかなか大変だったようですけれ

ども、４時40分に発生し、７時に復旧したということで、その後、片側通行となっ

て、３日後の24日まで片側による通行となるというメールがあり、天候によりおく

れるかもしれないということで、24日の11時35分に、また新たな工事で断水のお知

らせがあり、２時34分の復旧の知らせということで、なかなかスムーズにはいって

ないんではないかなということを感じました。丁寧に応対はしているんではないか

なとは思いますが、２度目の断水の原因だとか、想定外であったのかとか、そんな

ようなことをお聞きしたいと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 浄化センター付近の水道断水についての御質問でありま

す。

大変御迷惑をおかけいたしましたけれども、断水の範囲が狭かったということで、

対応はしっかりさせていただきました。水道水、注水につきましても、きちんと断

水家庭には行ったところであります。

原因であります。これ、交差点付近ということで、非常に交通量が多い、そして

大型が通る、そういった通行の状況でありまして、埋設当時の想定をはるかに超え

る力が水道管に加わったと、このことが原因であるというふうに考えておるところ

であります。

原因はそういうことでありますけれども、当時の工法にも、やはりいろいろあっ



たのかな。いろいろあったというか、当時はそれが通常でありましたけれども、今

は礫や土で埋めますけれども、必ず砂を大量に入れるということでありますけれど

も、当時はそういう工法ではなかったということで、そんなことも原因をしたんで

はないかなというふうに考えておるところであります。

水道管の法定耐用年数というのは、一般的には40年とされております。しかし、

交通事情の変化や埋設状態、また土壌によっても変わってまいりますので、一様な

年数の寿命とは言い切れないのが実態であります。

長寿命化計画の御質問でありますけれども、村では、平成24年度の水道ビジョン

で、安心・安全な水道水の供給を安定かつ持続的に行うよう計画を立てたところで

あります。全国的には、水道施設の老朽化に伴う計画的な更新が最重要課題となっ

ております。水道事業では、水道アセットマネジメントをもとに、水道施設の計画

的な更新に取り組み、安定した水道事業経営に取り組むこととされておるところで

あります。したがいまして、村では、今年度と28年度の２カ年継続事業で、水道ア

セットマネジメント策定に取り組んで今おりますし、28年度まで取り組んでまいり

ます。施設の更新の重要度や優先度の検討を行いながら、安定した水道水の供給に

努めてまいりたいと、こういうことで今事業を進めておるところであります。ただ、

本村の場合、まだ若干石綿管のところがありますので、それを優先にしながら、今

申し上げたような水道アセットマネジメントに基づきまして、長寿命化計画に従っ

て、施設の整備を行っていくということになっておりますので、よろしくお願いい

たします。

以上です。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） ありがとうございました。

次に移ります。

公務員と民間感覚との違いは何か。公務員としての責務と義務は何か。住民の福

祉向上を求めて働くには何が必要かということなんですが。

先日、職員の研修会ということで、ＫＯＡの向山会長の村職員の研修会に参加さ

せていただきまして、貴重なお話を伺いました。武士道の精神であるとか、新渡戸

稲造のお話、それから礼儀だとか、両親、先祖への感謝、おかげさま、ありがとう、

ごめんなさい、申しわけございませんというような言葉、言葉をお互いに声かけ合

うというようなこと、それからふるさとへの義務と責任、また、人間はなぜ生を受

けているのか、願い事、それから困難なこと、生かされている風土、社風とか家風

とか、そういった風格や人格、母に感謝、ふるさとへの恩返し、そういった含蓄あ

るお話をお聞きして、そのＫＯＡの社員の皆さんは、恩返しに感謝祭を行っている

というようなお話でした。

さて、公務員はどうすべきかということなんですが、公務員は住民に頭を垂れる

べき、住民はお客様、いらっしゃいませ、こんにちは、ありがとうございますとい



うのは、お互いに、こちら側からも言ったり、言わなかったり、いろいろあるかと

思いますが、ちょっと朝礼で言ってもらいたい言葉ではないかなというふうに考え

ました。窓口へ行っても、声をかけねば知らん顔とか、すれ違っても知らん顔とい

うような態度もあるかと思います。心からの笑顔とは言いませんけれども、挨拶が

欲しいと思います。したがって、公務員であっても、民間感覚を持って、仕事に当

たってほしいとは思います。

目標というのは、公務員は住民の福祉向上のために働くことが大切です。したが

って、人と接することが苦手な人というのは向いていないと思います。民間は、企

業の利益のために働き、企業とて、利潤の上がらないことは切ります。

よく住民から言われる言葉なんですが、役場であるから、あんなに休んでいても

よく務まるんだねというような不名誉な言葉、こういったことは何とか解消できな

いのかなと思います。よく、体調が悪いからと、冬季になって、決まって療養休暇

をとる人もいたりします。職員に聞いてみると、そういう人の周りは本当に迷惑だ

ということも言われています。公務員は守られているから、権利があるから、恵ま

れているからということで、あぐらをかいてはいけないと思います。１人休んでい

ても仕事がカバーされるのか、回っていくから不思議です。一般的には、その人が

長期に臨時休暇をとりますと、療休をとりますと、一般的には臨時として要求して

いくというのが普通かなと思いますが、やはり兼務辞令でこなしていくのもいいの

か、悪いのか。制度があるから、権利だからということで、住民の福祉向上のため

に働かないというのは困るような気がします。

特に、民間では、自己研鑚のための勉強というのは、全て自己資金で行うという

ふうに言っています。やはり、村長は、県や国に職員派遣を口にしていますが、い

ない職員のカバーは誰がするのかというようなことを考えています。やはり、住民

を意識しての公務員ということが一番大事ではないかなと思います。

区長会との懇談会でも感じましたけれども、やはり、もう少し厳しい感覚で仕事

に励んだりしていかないと、やはりみんなが納得しないのではないかなと思います。

そのことについて、村長にお聞きします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 公務員の問題につきましての御質問であります。

唐澤議員も、長年、役場職員として勤務をされておりますので、その辺は十分御

理解もいただいておるんではないかというふうに思っております。

公務員と民間感覚の違いだとか、あるいは公務員としての責任、そういうお話が

ありましたけれども、質問のとおりだというふうに私も思っておるところでありま

す。

公務員というのは、確かに法によって守られておりますけれども、その職務につ

きましては、職務に専念をしていただかなければならない、あるいは住民福祉のた

めに、向上のために、住民の目線に立って、いろんな対応をしていただかなければ



ならない。このことは常に指導をしておるところでありますし、多くの皆さんから、

そういった役場の対応につきましては、かなりよくなってきているんではないかと

いうお声もいただいておるところであります。したがいまして、そういった指導、

監督につきましては、さらに徹底をし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。

休暇等の話もありました。

今、本当に悩みは、心の病といいますか、そういった職員もいるところでありま

す。ただ、一時と比べると、かなり少なくなってまいりました。この辺は、本当に

ありがたいなというふうに思っておるところであります。法にのっとってやってい

かなければならないという面もありますので、その辺は、両方見ながらやっており

ます。したがいまして、この11月末で１人退職となりました。そんな点も本当に気

の毒だったなというふうに思っておりますけれども、それは制度の中でやむを得な

いというふうに私自身は思ったところであります。

したがいまして、できるだけ早く仕事に復帰できるように応援もしていかなけれ

ばならない、その人の人生というものもありますので、そういったこともやりなが

ら、どうにもならないときは、やはり法にのっとって対応をしているというのが実

態であります。今、本当に少なくなってきて、ありがたいなというふうに思ってお

ります。

職場環境ということにも影響してまいりますし、同時に、本村の場合には、人口

がふえてきて、いろんな対応が必要となってきております。そういった面で、そう

いう心の病になる方等々もいるんではないかなというふうには思っておるところで

あります。せんだっても、全職員にそういった部分の、アンケートではありません

けれども、全部お答えをしていただきました。記入をしていただきました。その中

で、かなりそういった傾向にある職員というのもおるわけであります。その内容、

一人一人の結果、誰がどうかということはわかりませんけれども、結果として出て

きたものに私も目を通させていただきました。もう少し、やはり職場環境というの

をよくしていかなければならないのかなというふうに、その結果で感じたところで

ございます。

したがいまして、今申し上げましたように、公務員としての立場、理解をしなが

ら、できるだけ住民の目線に立って対応していく、このことは常に指導してまいり

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） ６番、唐澤議員。時間が少ないので、端的にお願いしま

す。

６ 番（唐澤 由江） ありがとうございました。

最後に、観光誘客にマラソン大会を実施してはということです。

先日、飯島町で、米俵マラソンが開かれ、議員研修会でもトライアスロンとか、



マラソン大会をやると、住民、誘客、観光につながるというようなお話もお聞きし

ました。その米俵を担ぐかどうかということは別として、やはりこういった元気づ

くり支援金を米俵作成費用に使ってやっているようです。ボランティアも入ってい

るようですけれども、そのマラソンは、持たない人もいるわけで、723人のうち500

人が普通に走っているということで、行政として、感性を豊かにして、集客、観光

に結びつける努力をしていただきたいなと思います。

ちなみに、村の駅伝大会は低調で、中学生のクラブが出たり、地区対抗といって

も、出場できない区があって、本来の機能が保たれていないなということですので、

個人なら諏訪湖マラソンに出ている人もいますので、工夫を凝らして、課題を見つ

けて職務に当たってもらいたいと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。時間を見て答弁してください。

村 長（唐木 一直） マラソン大会を実施するかどうかということにつきまし

ては、実施はいたしません。そのことは申し上げておきたいというふうに思います。

今、ハーフマラソン、全国各地で行われておりますけれども、本当に運営もかな

り厳しくなってきておる自治体もあるわけでありますし、開催時期もかなり重なっ

てまいりますので、これは本当に後発組としては難しいというふうに思っておりま

す。そのかわりに、本村の場合は、ことしから経ヶ岳バーティカルリミット、全国

レベルで開始をしたところであります。全国から800人を超える皆さんにおいでを

いただきましたので、一定の効果が上ってお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、そういったイベントにつきましては、この経ヶ岳バーティカル

リミットをどう充実させていくかということに主眼を置いていきたいというふうに

思います。交流人口増加対応としても実施したところでありますので、そんな点は、

ぜひそう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。この経ヶ岳バー

ティカルリミットにも元気づくり支援金をいただいておりますので、お願いしたい

と思います。

やはり、いろんなイベントをするには、村にあった歴史だとか、風土だとか、そ

ういったものも組み合わせながらやっ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。そういう意味では、やはり私は、経ヶ岳バーティカルリミ

ットは中学生の60年余に及ぶ歴史がありますので、そんなところに着目して実施し

たところであります。

以上です。

６ 番（唐澤 由江） これで、私の質問は終わります。

ありがとうございました。

議 長（原 悟郎） これで、６番、唐澤由江議員の質問は終わります。

55分までトイレ休憩といたします。

休憩 午前 ９時５１分



再開 午前 ９時５５分

議 長（原 悟郎） それでは一般質問を続けます。

２番、小坂泰夫議員。

２ 番（小坂 泰夫） 議席番号２番、小坂泰夫です。

私からは、今回、大きく三つの質問をします。

まず、大きく一つ目です。田畑地区のことについて、田畑地区の道路のことにつ

いてお聞きするわけですけれど、ちょっと申し上げますけれど、私、36で議員にな

ってから、この12月で49になるんですけれど、13年間、あまり地元地区の質問とい

うものをしてこなかったと自分で思っております。議員は、地区の代表ではありま

せん。地区には住民として住んでいるわけですけれど、地区の代表ではないという

理念のもとから、なるべく地元に偏らないという姿勢を貫いてきたつもりですが、

何のことはない、若い議員で、地元の皆さんにあまり頼られてこなかった、そうい

う自分の弱さのあらわれだったかなと今は反省もしているところであります。それ

までも、地区によらず、こんな自分に寄せられる声は、なるべく村全体の多くの皆

さんの声を、私なりに多くの皆さんの声を取り上げてきたつもりですけれど、今回

は、田畑の地元の区民の皆さんからも、私にも寄せられた声であるものについてお

尋ねいたしたいと思います。

まず、田畑地区の村道の拡幅や改修について聞くわけですけれど、通告には、２

カ所、２路線について上げましたが、一度にお聞きしますので御答弁のほうよろし

くお願いします。

まず１カ所目です。村道109号線と春日街道交差点、事業所名ではタイヤテック

さん、カクミさん、蛇足では私の家の交差点でもあるんですけれど、その交差点、

交通量が多く、ラッシュ時には東西に抜けられない、また春日街道に出られないと

いう状況が多々見受けられ、危険でもありますし、地元の私の存在する組や、また

田畑、これまた利用する多くの方々が思っておられることだと思います。地域の要

望として、この春日街道と109号線の交差点を、一番には信号をつけろという、つ

けてほしいという声が多いかとは思うんですけれど、信号をつけるには、その条件

整備としての西側への道路の拡幅などあろうかと思います。こういった点について、

必要な条件整備、あるいは改修内容や、また村として現在の交差点に、例えば、信

号をつけるとかするに当たっての見通しをお尋ねしたいと思います。

２カ所目については、村道107号線、国道153号田畑の交差点から東にある田畑の

公民館までの道路についてです。こちらにつきましては、実は、去る９月７日、こ

の月曜日、田畑地区の三役、また同僚議員ら皆さんと、直接村長を訪問して、地区

要望を上げた経過がございますので、端的にお尋ねしますが、この田畑の交差点か

ら公民館までの、いわゆる道路の状況がでこぼこというか、荒れてしまっているわ

けですけれど、細かくは言いません。地元の方なら十分わかるかと思います。その

箇所についての必要な改修の見通しについてお尋ねします。



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） ２番、小坂泰夫議員の御質問にお答えを申し上げます。

村道改良、田畑地区の２路線につきましての御質問であります。

まず、村道109号線の拡幅改修の問題であります。

御承知のとおり、この村道109号線につきましては、県道伊那箕輪線、通称春日

街道と交差する２級村道であります。村の東西を結ぶ幹線道路となっておるところ

であります。これは、本当に重要な幹線道路という認識は持っておるところであり

ます。と同時に、この交差点は、本当に交通事故がたびたび起きておる、こういう

状況にもなってきており、田畑区から毎年信号機の設置要望が出されているところ

であります。村でも、公安委員会に信号機の設置を要望しているところであります

し、同時に、毎年現地調査というのがありますので、その折にもその場所を見てい

ただき、信号機設置の要望をしておるところであります。

ただ、この設置には道路改良しなければならない、これはその御指摘のとおりで

あります。信号機を設置するために必要な改修内容でありますけれども、未整備で

ある県道の西側の村道で、既に整備された東側の２車線道路と同様な道路改良が必

要となってくるところであります。道路の拡幅改良には、近隣の地権者の皆様に御

協力をいただかなければならないこと、あるいは道路沿いには西天竜土地改良区の

水路がありますので、土地改良区にも御協力をいただかなければならないことと、

電柱も移転をしていかなければならない、こういう状況となっておるところであり

ます。この工事、西天竜までやっていくということになれば、多額な費用というの

はかかってくるところであります。

したがいまして、村の財政状況を見ながら、補助金の活用も検討をしておるとこ

ろであります。そういったことを検討しながら、必要な道路であるという認識は持

っておりますので、進めてまいります。常々申し上げておりますけれども、来年度、

これは本当に多額な予算になるんではないかというふうに予想しております。そう

いった一定の事業にめどがつき次第、測量業務にかかっていけたらというふうに思

っておるところでありますので、人口増加対応の一定のめどがつく平成28年度まで、

これはちょっと着手することはできませんので、そんな点は御理解をお願いしたい

と思います。そういった事業に一定のめどがつき次第、測量業務にかかってまいり

ます。ただ、用地取得というのがございますので、地元の皆さんにも御協力をいた

だかなければならないということでありますので、そんな点は御理解もお願いした

いと思います。

続きまして、村道107号線の問題であります。

田畑公民館までの必要な改修のということであります。この道路につきましては、

平成28年度の地区計画事業、田畑区からの要望として上げられておるところであり



ます。同時に、区の三役の皆さん、議員さん含めまして、御要望もいただいたとこ

ろであります。地区計画事業というよりも、これも主要村道でありますので、村計

画で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。

大変状態が悪いということは承知しております。原因といたしましては、アスフ

ァルト舗装の下の状態が悪いこと、あるいは冬にしみ上がり、寒さが緩むともとに

戻る事態ということを繰り返し、それに加えまして、しみ上がりによって舗装のひ

び割れ、そういったことができておるところでありますし、また水がしみ込んでい

くという、悪循環が重なり、そういった状況になっておるということであります。

非常に路盤的に悪いということは承知しておりますので、当面は補修等を行って、

しのいでいけたらということで考えておるところであります。

アスファルトの舗装を支える土壌からの抜本的な改修を行うことが最良でありま

す。したがいまして、アスファルトの下の路盤状態を調査し、どのぐらいそういっ

た改修が必要かということを把握した上で、工事に着手していく必要があるという

ふうに思っております。これも費用がかかりますので、国の補助金活用を考えてお

るところであります。平成28年度、工事方法を検討するための調査を行っていきた

い。これにつきましては、本当の生活道路でありますので、そういったことで考え

ております。平成29年度に工事着手ができればという、こんな日程で今考えており

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。それまで

は、住民の皆さんに迷惑がかからないような補修を行ってまいりたいと思っており

ます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） １番目の質問については、村長が今お答えいただいたと

おりだと思いますので、大変な財政状況だとは思いますけれど、地元の方や、また

道路の利用者が、なるべく便がよくなるように、御努力をよろしくお願いいたしま

す。

続きまして、大きく二つ目の質問であります。

二つ目と三つ目の質問に関しましては、前議員との質問、ちょっとかぶっている

ところが多々あるような気がいたしますけれど、この二つ目の質問につきましては、

まず私としましてお聞きするのは、先日行われました職員研修、ＫＯＡ会長の講演

の評価と成果についてということでお尋ねしますけれど、まず、（１）としまして、

この研修は、役場の研修という形においては、地域の優良企業であることは間違い

ないと思いますけれど、その一優良企業、一民間会社の会長を呼んだからには、理

事者や管理職の皆さんはもちろんのこと、村長自身の思い入れが強い研修だったと

私は理解しております。まず、主催した側の評価として、この職員研修についてど

のように評価されているかお尋ねします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。



村 長（唐木 一直） 職員研修の御質問であります。

まず、なぜこういった研修会を開いたのかということでありますけれども、今年

度は、御承知のとおり、地方創生元年という年となっております。私は、以前から

ＫＯＡの会長とはおつき合いをさせていただいておるところでありますけれども、

地域に対する思い入れ、地域を大事にする気持ち、このことが人一倍強い方であり

ます。そういったことで、地方創生元年、こういう時期でありますので、地域を思

う、そういった気持ちを職員が共有できればという思いがありました。そんなこと

で、研修会を開催させていただいたところであります。

地方創生を行っていく上には、職員自体が地域を本当に大切にしていただくとい

う、そういう思いを共有していただかなければなりませんし、自分たちの住んでい

る地域に対して誇りを持っていただく、このことが重要であるというふうに思って

おります。それが第一歩ではないかと、そういう思いでＫＯＡの向山会長にお願い

したところ、快くお引き受けをしていただいたところであります。

評価ということであります。

本当に、多くの職員の皆さんに参加をしていただきました。議員の皆さんも４名

ほど参加をしていただいたということであります。出席率が90％をはるかに超えて

おるというような内容でありまして、本当に多くの職員に出ていただいたなという

ふうに思っております。90％をはるかに超すというような研修というのは、余りな

いわけであります。私も、職員の様子を見ておりましたけれども、本当に真剣に聞

き入る姿がありました。そんなことで、開催してよかったのかなというふうに考え

たところであります。

向山会長につきましては、会社経営ということのみならず、伊那谷アグリベーシ

ョン推進機構の機構長を務めておりますし、三風の会など、数多くの役職について、

いずれも地域発展や地域の振興に取り組んでいる、そういった組織の長も務められ

ております。講演の中で、いろんなお話をお聞きいたしましたけれども、会社を立

ち上げたときの原点、あるいは謙虚な気持ち、そういったことを、日ごろ忘れがち

なことを再認識をしたところであります。職員や村がすべきことは何なのか、携わ

っている業務の目的が何なのか、もう一度原点に立ち返ることで、住民福祉の向上

につなげてほしいと思ったところであります。こうした考え方や心構えのヒントを

いただいたと思っておりますので、大変有意義な研修会であったというふうに私自

身は捉えておるところであります。

この会社につきましては、やはり今、地方創生ということが盛んに言われており

ますけれども、会社の理念、まさに何十年も前に地方創生という考え方でやった会

社であります。伊那谷を豊かにしていくためには、農業だけでは生活していけない。

農業に加えて、働く場所、そのことが必要だということで会社を立ち上げた理念が

あるわけでありますので、そういった理念を聞いていただければ、本当に有意義な

研修会であったな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） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） １番目の（１）の質問に対する答弁として、村長からの

お答えは、非常に納得のいくものだと思います。

（２）としまして、職員側の研修成果、職員研修ですので、私が成果という言葉

をここで上げたのは、ちょっとまだ、研修の成果ですから、すぐさま成果が出るか

どうかというのはまた別問題だと思います。ただ、職員側の受けとめ方、復命があ

るのかどうかわかりませんけれども、感想、職員の声、真剣に聞き入っていた姿勢

はもちろんすばらしいと思いますし、私自身も会場にちょっと入れない都合があり

まして、外で聞いていたんですけれど、真剣に聞き入っていた状況はわかります。

職員側の受けとめ方、どうであったか、お尋ねいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 職員研修でありますので、すぐに成果が出るということ

ではありません。その話を聞いて、自分がどういう姿勢で日常の職務に臨んでいっ

たらいいのか、そういったヒントを見出していただければ、私は成果があったんで

はないかなというふうに思っておるところであります。ただ、職員の受けとめ方と

して、多くの職員が非常に参考になったという、こういう声は私のところにも届い

ております。そんなことは、そういった御理解をお願いしたいというふうに思いま

す。

私自身は、これは私自身の感想でありますけれども、研修の内容として、風とい

うことにふれられておりました。家風、社風、風土、そんな話が数多く織り込まれ

ていたところであります。したがいまして、いろんな事業をやるには、風土や歴史

を理解し、地域に暮らす皆さんに受け入れられる事業としていかなければならない

ということを感じたところでございます。

今、この会長のトップでやっている会、三風の会というのは、本当にこの伊那谷

の自然景観をよくしていこうというようなことで、今、看板の問題に取り組んでお

ります。本当にすばらしい活動だなというふうに思っております。景観形成をして

いく上では、看板がそういった統一ができていけば、本当にすばらしいなというふ

うに思います。大型農道沿いをまず手始めにやっているということでありますので、

本村でも、大型農道にかかわる部分、開発公社の看板等々もあるわけでありますの

で、やはり私は、そういった三風の会のモデル看板というものを参考にしてつくっ

ていかなければならない、こういうことを思ったところでございます。

また、私自身、非常に頭の痛い話といたしましては、ふるさと納税に対してのか

なりきついお言葉をいただきました。多額なふるさと納税をしていただいたところ

であります。お礼はいたしましたけれども、やっぱり感謝、相手の気持ちを伝わる

ように、そういったことが大切だよということも話があったところであります。そ

んな点は、私自身も再認識をしたところであります。やはり、ついでのときにお礼



をしちゃいけんなという、強く思いました。改めて、またその辺はさせていただい

たところであります。

そんなことで、職員の成果といいますか、そういったことは、非常にいい話であ

ったということの声も届いておりますので、成果があった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） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 再質問という形になりますけれど、私が今回のこの質問

をするに当たっては、ある種の危機感、ある種の危惧を感じたからであります。村

長が、今まで、小さい項目として二つ目までのお答えに関して、私もほとんどおっ

しゃられるとおりだなと思うんですけれど、実際に研修があって、研修の雰囲気と

しては職員は真剣に聞き入っておられたと思います。ただ、質問が職員から全く出

なかった。釈迦に説法になりそうですので、そのことについて、村長、どう思われ

ますか。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 質問が出なかったということは、御指摘、そのとおりだ

というふうに思います。なかなか質問するということは勇気の要ること、大変なこ

とでありますので、その辺は私もそういう理解をしておるというふうにしておりま

す。これから、いろんな研修会だとか、講習会だとか、そういうことがあろうかと

思います。質問ができるような、そういった人になっていただければいいんじゃな

いかなというふうに思っております。その点につきましては、またそんな研修も必

要かなというふうに思います。

私自身も質問しようかなと思いましたけれども、私自身がすることはいかがなこ

とかと、と同時に、私も余り質問することが好きなほうじゃないので、いけません

けれども、できるだけ質問ができるような、そういったふうになるように、また職

員の指導もしてまいりたいというふうに思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） まだ、ちょっとこの点について聞かせていただきますけ

れど、まず、村長が今お答えいただいたとおり、こういった講演で、まして聴衆者、

聞く人が多ければ多いほど、手を挙げて質問をするというのは勇気が要ることだと

思います。日本人は、特に論議やディベートにおいて、他国の、多くのほかの国々

と比べると、本当に、よく言えば控え目なんでしょうけれど、悪く言えば自分の意

見を言わないとか、こういった場では、本当に有意義な研修であったならば、やは

り積極的に聞く姿勢は、積極的な質問を生むと思います。

例えばですけれど、会議で発言しないことはどういうことかという、今回の研修

で手を挙げて質問することに対してちょっと外れるかもしれませんけれども、会議



に出席していながら発言しないということはどういうことかということを例えた方

がおられまして、サッカーで言えば、パスをしない、パスが回されない、あるいは

ボールに一度も触らないで１試合を終えるようなものだということがございます。

我々議会の議員も、住民の代表として、１万5,000人を超える住民の代表として、

恥ずかし部分もあるかと思いますけれど、住民がふだん思っていることを我々は口

にしなければいけない立場であるからゆえに、ややもすれば、きついようなことも

言うことになるんだと思います。

今回の研修に関しては、本当に、向山会長さんですか、会長さんの研修はとても

すばらしいものだったと思いますし、職員が何ら質問して痛いようなことはありま

せん。

リーダー論が最後に会長の口から上げられました。５人の職場というか、組織で

しょうか、その５人のうちのリーダーの大切さもありました。私は、リーダー論の

話が出て、５人のうちの１人のリーダーで、その組織、職場の雰囲気が変わるんだ

よという話も出ましたので、その後には、ぜひ係長さんや課長さんや、どなたかで

も結構ですから、主体的に手を挙げて、何らかの質問をしていただければというふ

うに、私はあの場で思いました。

そこで、これは、あくまでも私の危惧として村長に訴えておきたいので、お答え

がいただければ、お答えいただきたいと思いますけれど。村長自身が、今回のＫＯ

Ａの会長の研修をよいものとして、みずから企画されたものだと思いますので、そ

れを果たして課長や係長や係、90％以上の職員が出られたというその皆さんが、果

たしてどれほど積極的に取り組んで、生かそうとしているのか。できているのなら

よいんです。これから質問がなかったとしても、できているのならよいんです。た

だ、もしできていない、あるいはさっき質問しづらいの中で、日本人は特に同調圧

力に負けるというところがあるんですけれど、周りの雰囲気で、一時期、ちょっと

前にはやった空気を読むとか、空気が読めないとか、悪い言葉がありましたけれど、

空気を読もうが、読むまいが、聞くべきこと、言うべきことは言う必要があると思

います。そういう中で、もしこの役場というか、今回の職員研修の雰囲気として、

そういったものができていないのだとしたら、これ、言い方、本当に失礼な言い方

になって恐縮なんですけれど、リーダーのトップのリーダーである村長自身に問題

があるか、あるいは部下たる各リーダー、職員に問題があるのか、あるいはどちら

にも問題があるか、そのことをそれぞれみずから、あるいは互いにぜひ向き合って

ほしいと、今回の研修をぜひ生かしていただきたいと、私、外から見て思いますの

で、ぜひ、そこを改めて言っていただく必要もあるんではないかなと思います。蛇

足の質問ですけれど、村長、お答えがあればお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 質問がないということにつきましては、先ほど申し上げ

たとおりであります。本当に、勇気が要ることでありますので、そういった勇気を



どう引き出していくのか、それは私の責任だというふうに思っておるところであり

ます。

私自身も、一番反省している、私自身の性格だというふうに思っておりますけれ

ども、本当に質問すること自体が余り好きじゃないというか、好きじゃないという

か、奥ゆかしいわけではありませんけれど、消極的な面がありますので、このこと

自体は私自身も反省しながら、もう少し積極的にならなければいけないなというふ

うに思っておるところであります。

どちらに問題があるかということでありますけれども、それは両方に問題がある

というふうには思いますけれども、ただ、聞いて、それをどう生かしていくかとい

うことが大切なことでありますので、それはそういう見方でお願いしたいというふ

うに思います。質問がなかったからだめだという、こういうことではなく、講演を

聞いたことによって、どうそれを職務に生かしていくか、どう職員が感じ、職務に

生かしていくのか、そのことが重要でありますので、そういった捉え方をしていた

だければありがたいなというふうに思っておるところであります。

お答えになっていないと思いますけれども、以上です。

議 長（原 悟郎） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） では、大きく三つ目の質問に移らせていただきます。

こども館についての質問で、これまた前の議員さんの質問と重なるところがあり

ますけれど、このこども館、議会への説明、あるいは新聞報道にも上っておられる

かと思いますけれど、数字的には４億5,000万という、建物としてかかってくる、

もうそれ以上にもかかるという話もあります。ですが、まだ設計もこれから、そし

て施工はもちろん来年度中ということで、住民はほとんど知らない、あるいはわか

っておられないというのが実情じゃないかと思いますので、まず、この質問をする

のは、住民から見て、例えば、放課後児童クラブが手狭になったから拡充するのは

わかるんです。ですが、先ほど来話がありましたネウボラ、子育てで、妊娠期から

就学に上がるまでというような、ネウボラ的機能も含めた健康福祉面、例えば、役

場もあるんですけれど、保健センターとか、そういった箱物もあるわけで、実際に

子育て機能も十分、ネウボラ的機能を持たせるこども館に４億5,000万以上のお金

がかかるというのはどんなものなんだろうと、一部この報道を聞いている住民の方

からも、また昔で言うところの箱物行政的な、悪い見方をする声もあります。

そこで、私としましては、まず、この複合的機能を持った複雑さがあるがゆえに、

まだ形はできておりませんし、設計もできていない段階ですけれど、住民はもちろ

んのこと、その職務に取り組むであろう職員の皆さんが、少なくとも村長の頭の中

にあるこのこども館の構想について、より共通した理解を持っていただきたいし、

議員としてもわかりたいので、その点についてお尋ねします。

まず、一つ目、子育て支援課、また新しくできる、今回の議会の議案に上がって

おります、新しく健康福祉課ができたら、そこが担当になるであろう、また教育委



員会、これら三つの部門の連携は重要だと思いますけれど、管理責任、新しい大き

な施設ができるわけですけれど、管理責任などの主体、分担はどのようになるか、

お尋ねいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） こども館の建設につきましては、多額な費用を要します

ので、十分に住民理解を得ていく、このことは必要であろうというふうに思ってお

ります。決して、箱物行政という考え方でつくるわけではありません。子育て、教

育の本当に拠点施設としたいという思いで建設をさせていただきたいということで

説明をしておりますし、これからもそういった説明はしてまいりたいというふうに

考えております。どう説明しても、箱物行政という部分につきましては、説明し切

れない部分もあろうかと思いますけれども、それはやっていく中で、施設運営をし

ていく中で、私は理解が深まっていくものというふうに考えておるところでありま

す。

管理責任という部分でありますけれども、現在、関係課で調整会議を行いながら

進めておるところであります。このこども館につきましては、子育て支援課、住民

福祉課、教育委員会、三つの課に分かれているところであります。したがいまして、

それをどう機能的に一本化をしていくのかという、この調整もしていかなければな

らないということであります。もうしばらく、この件につきましては時間をいただ

きたいなというふうに思っておるところであります。要は、いろんな機能を持ち合

わせますので、連携ということは、これは本当に必要になってまいります。その辺

は必要以上に十分検討してまいります。

管理責任でありますけれども、今検討している最中でありますので、私自身の頭

の中にはありますけれども、それが余り検討の中で影響していってしまってはいけ

ませんので、ここで申し上げるわけにはいきませんけれども、当然管理責任、一つ

の課にしていかなければならないと、課を新しくするということであって、一つの

課に管理責任を持たせなければならないというふうに思っておりますので、それは

そんなふうに御認識を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。

以上です。

議 長（原 悟郎） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 今の村長のお答えですと、子育て支援課、現在は住民福

祉課、多分、今後は健康福祉課、また教育委員会のどれかに、この新しいこども館

の管理主体をつくられるという御答弁であるようですが。健康福祉課という部署が、

これから新しくできるであろうということで、そこに実際に責任を持って職務に当

たる、新しく、例えば、つけられるであろう課長さんが今実際にここにいないわけ

ですし、その責任を持って考えていく人が今のところ不在だというような状況もあ

ります。

また、ここに書きましたけれど、すくすくハウスや保健センター、先ほどは、ま



た村民センター、子供たちも含めた交流の場という点では、そういった現施設があ

る中で、子育てやネウボラ的な主体の大きな施設ができるということでは、これ、

住民の皆さんは、先ほど村長答弁にもありましたし、この前議員も出されたこども

館の事業計画、概要についてわかる資料にもありますが、子育てのワンストップサ

ービスだということで、その理念はわかるんですけれど、実際には、すくすくハウ

スや保健センターは残っているわけですし、住民から見て、その使い分けや役割の

違いがわかりにくく、不便さを生むのではないかと。それ、また関係する職員さん

も、いろんなところに関係しているわけですので、そこの職員の在中というか、ど

こに行けばその職員と話ができるのかとか、そういった点も混乱を生むような懸念

もいたします。

書きましたので、そういった住民から見た施設の、複数の施設があるという点で

の、このこども館の建設が不便さを生まないかという点について、村長、お答えを

お願いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） いろんな施設があるわけであります。それをどう機能的

に結びつけていくのか、このことは大切なことだというふうに思っております。保

健センターというのは、保健センターとしての機能があるわけでありますので、こ

れは余り問題に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。すく

すくハウスとの連携をどうしていくのか、そういう面では十分検討していく必要が

あろうかというふうに思います。あとは、ほとんどの施設がその中に入りますので、

ワンストップで行けるんではないかと、こういうことで考えておるところでござい

ます。したがいまして、余り迷惑のかからないような、そういう施設になるんでは

ないかと、またしていかなければならないというふうに思っておりますので、その

点は十分やってまいりますので、お願いしたいというふうに思います。

また、最初に戻ってしまいますけれども、こども館の建設というのは、放課後児

童クラブの施設不足、これはどうしてもやっていかなければならない、またそのあ

いたところに小学校の教室をつくっていかなければならない、こういった必要性が

あります。同時に、本村は、若い世代が本当に多いわけであります。飛び抜けて多

いところであります。年齢構成を見ますと、一番多いのが35歳から40歳までの年代、

これ、男女とも一番多いです。そういった年代の方が多い、子育て世代が多いとい

う。本村の特徴を持たせるには、こうした子育てに力を入れていく、今までも入れ

てきましたけれども、さらに利用しやすい、そういったことを考えていく必要があ

るという思いもあるところでありますし、地方創生の理念からしても、それは重要

なことであります。そうした考え方の中で、複合施設の建設としたところでありま

す。

本村の生きる道、このことも考えていかなければならないところであります。い

ろんな地方創生事業ありますけれど、本村の場合には企業誘致、もう土地がほとん



どないのが実態であります。あるとすれば、北原工業団地をどう拡幅していくか、

どう農振除外をしていくかと、こういうことであります。したがいまして、私は、

前々から言っておりますし、地方創生の一番にも上っております、職住近接の村づ

くり、勤めるところも住むところも近くにあるという、こういう健全な勤労住宅世

帯の村をつくっていきたいなというのが前々から申し上げておるところであります。

そういった理念の中で考えますと、どうしても必要な施設であるということは、住

民の皆さんに訴えをしていきたいと、また理解も得ていきたいというふうに考えて

おるところであります。そんな点は、ぜひよろしくお願いいたします。また、議員

の皆さんも、住民の皆さんに十分伝えていただければ、ありがたいなというふうに

思っておるところであります。

また、予算等々、経費的なものにつきましては、当面は４億5,000万ということ

で考えていたところであります。これから、プロポーザルで選定をしていく。それ

にどのぐらいのものが上がってくるか、そういったものを見きわめながら、また新

年度に予算化をしてまいりたいなというふうに考えておるところであります。議案

審議の中でも出されましたけれども、４億5,000万、これは最低限の部分でありま

す。５億から５億5,000万ぐらいかかるんじゃないかという、そういう私自身は見

通してを立てており、そんなお話も初日の議会の中でさせていただいたところであ

りますので、そんな点はぜひそんな御理解もお願いしたいというふうに考えており

ます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 再質問いたします。

本当ですと、私の流れからいくと、２回質問をしたいぐらいなんですけれど、時

間の関係と、あと余りしつこくなっても嫌ですので、１回でお尋ねいたします。

まず、本来なら、このこども館の発想や発案というのは、職務として考えますと

というか、役場の事業で考えますと、放課後児童クラブの拡張という点では、教育

委員会が主体になってつくるということはわかり切っていることですけれど、そこ

にあえてネウボラ的子育て支援や子供たちの健康福祉部門がかかわってくるという

点で、本来なら、現場からどれだけ主体的にこの事業をつくっていこうという考え

方が上がってきたものなのかという点で私はお聞きしたいんですが、現実問題は余

り言葉にしませんけれど、一つ、財源の問題が大きいのかなと。

そういう中で、先ほど大きな二つ目、職員研修のところで、職員の姿勢です。私

としましては、さっき質問の中で、住民に対しての役場職員の態度、心がけておら

れる態度というのは、本当に頑張っておられるんじゃないかなと、すばらしいんじ

ゃないかなと私自身は思っております。ただ、職場の雰囲気というと、ちょっと大

ざっぱになり過ぎるんですけれど、極端に言いますと、唐木村政のかじ取りという

か、引っ張り方が強過ぎるがゆえに、職員、課長さんも含め、これ、ちょっとやゆ



した言い方になって、うがった見方になって恐縮ですけれど、職員の皆さんの主体

性が少し欠けているんじゃないかというようなことを私自身は思う部分があります。

村長は、財政面に強い村長でありますから、その唐木一直村政としての今までの

進め方、これからの進め方としては、当然の今回のこども館の進め方だと、必要な

ものだと私自身も思っておりますけれど、ただ、その財源なりを、税を、よりよく

使うべく、職員の意欲や意識が、村長の任期は、失礼ですけれど再来春ですか、あ

と２年ほどだと思いますけれど、職員の意欲、意識は、もっと中長期的に大切なも

のだと私は思います。今いる役場職員、また若い現場の担当者の主体性が大事だと

思いますので、こども館の進め方、正直、財源的に上からおりてきた事業というふ

うに私には見えますけれど、これから村長の中では、こども館の管理部門に関して

は、一つの課を決めるとはおっしゃっておられますけれど、それぞれが、担当課、

係が主体的になれるように、なっていないんじゃないかというのが私の危惧ですけ

れど、村長、その点について、こども館を今後進めていくに当たっての職員に対す

る声かけというか、号令というか、お聞かせいただければと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 職員に対する問題が出されました。

私が強過ぎるというお話もありましたけれども、私は決してそう思っておりませ

ん。むしろリーダーシップに欠けるのかなという、こんな感さえ持っておるところ

でありますので、その辺につきましては、職員の意見も十分聞いていく必要がある

というふうには思っております。庁議をやっていても、活発な議論は出ますので、

そういった心配はないというふうに私は思っておるところであります。

このこども館、なぜ、こども館になったのかというのは、くどいようですけれど

も、放課後児童クラブの施設不足、その中で、そういった話をしたところでありま

す。教育委員会の中で、教育委員会としてそういう施設をつくるのなら、こういう

ものも必要じゃないかという、こういう議論もありまして、それはそうだというこ

とになってきたところであります。したがいまして、私自身の考え方だけではなく

て、教育委員会の考え方にも立っておりますし、子育て、教育、相対的な立場に立

っての考え方であります。その点は、ぜひ御理解もお願いしたいというふうに思い

ます。

また、同時に、今、検討段階ということを再三申し上げておりますけれども、三

つの課含めまして、副村長がリーダー的な部分も担っていただいておりますけれど

も、調整会議を今やっておりますので、その結果、またどういうふうになるのか、

またお知らせもしていきたいというふうに思います。強引な面は見えるかもしれま

せんけれども、決してそうではありませんし、同時に、ある程度そういったことも

ないと、こういった事業というのは進んでいかないという面もありますので、その

点はぜひ、そう御理解もお願いしたいというふうに思います。

そういう部分を相対的に考えて、これからは、いわゆる職員の発想や職員のチャ



レンジ精神、そういうものが、地方創生の中では、村の活性化、大きく左右されて

まいりますので、職員にもそういった発想能力とか、いろんな考え方を持たせられ

るように、また指導、監督はしていくつもりであります。その辺が、これからの村

の発展のかぎになりますので、そういったことを思いまして、今議会にもむらづく

り推進課の課の設置条例をお願いしておるところであります。強引ではないという

こと、それだけは御理解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） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 質問は終わります。

村長、今、強引とか、例えば、控え目とか、リーダーシップが足りないと、ちょ

っと私としては、村長を捉える見方とはちょっと食い違うところがあるなと思いま

す。議会の場で議員として存在しているからかもしれませんけれど、上伊那の他市

町村の議会の現状を見ますと、議員からの質問、答弁は、多くの課長さんたちの答

えが我が村よりは多いかなと、唐木村長がお答えする部分、もちろん結構なんです

けれど、もっと課長さんたちも前面に出てきていいんじゃないかなと、これは私の

主観ですけれど、できましたら、そういった点も、村長、御考慮いただいて、対応

していただければと思います。

以上で、私の質問を終わります。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 今、最後の質問であります。

ちょうど、朝、出勤して、副村長、総務課長を含めまして、そんな話をしたとこ

ろであります。きょうも、辰野の一般質問出てまして、全部課長が答弁してますの

で、これからはそういう部分をつくっていかないけんのかなという話はさせてもら

いましたので、それは村長に対する質問ですけれども、私が回していくということ

もあっていいのかなと、そんなことは感じたところであります。市町村の名前を出

して申しわけありませんけれども、中川村、ほとんど課長がお答えをしているとい

う実態もあるわけであります。首長というのが、南箕輪、箕輪、ほかのところもそ

んな首長が主になってという部分もありますので、しかし、今御指摘いただいたよ

うな点につきましては、今朝、ちょうどそんな話をいたしましたので、またそうい

うことも検討させていただきたいというふうに思います。そうすることが、やはり

課長の資質の向上にもつながっていくのかなという思いもありますので、お願いい

たします。

以上です。

議 長（原 悟郎） これで、２番、小坂泰夫議員の質問は終わります。

ただいまから11時５分まで休憩といたします。

休憩 午前１０時４５分

再開 午前１１時０５分



議 長（原 悟郎） 休憩前に引き続きまして会議を開きます。一般質問を続

けます。

９番、大熊惠二議員。

９ 番（大熊 惠二） 議席番号９番、大熊惠二であります。

さきに通告をさせていただきました問題等について、これからお尋ねをいたしま

すので、よろしくお願い申し上げます。

大変、私の原稿をつくる能力が落ちておりまして、メモ的で御質問をさせていた

だきますので、ちょっと蛇行するかと思いますが、その点、御容赦をいただきたい

と思います。

現在、上伊那で、市を含めて、首長の中では、一番在籍年数が多いのが本村の唐

木村長であります。大変、村にとって、私は名誉なことだと思っております。なぜ

ならば、やはりトップに立つことによって、国・県に対して、いろいろそういう要

人といいますか、いろんな場面に出席もする。そういった中で、国先端、県先端の

新しい情報をつかんでくる、そういうチャンスに恵まれたと思っております。村長

としては大変だと思いますが、国・県に対して意見も言いながら、なおかつ本村に

とって先端的なそういった情報を行政に生かしていただきたい、そういう気持ちで

いっぱいであります。

それだけに、村長が庁内をあける機会も多いかと思います。そういう中で、村長

の留守に、庁内はどう回っていくのか、どうしていくのか、大変その辺は村長も心

を砕いていることだと思いますが。その一環ではありませんが、地方創生の問題も

あり、先ほど２番議員からも質問がありました、大変、本村と深いかかわりがあり

ますＫＯＡ株式会社の向山会長さんの研修会も開いたところであると思います。そ

ういった中で、これからさまざまな形で庁内の職員の能力開発、そして役場の持っ

ているマンパワー、そういったものをどうスキルアップしていくのか、どうしたら

スキルアップできるのか、そんなことをこれから申し上げながら質問を続けていき

たいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。

まず最初に、職員の能力開発についてお尋ねをいたします。

先ほども申し上げましたが、職員の能力開発につきましては、大変、村長も心を

砕いていることだと思いますが、今定例議会にも上程をされております議案第２号

では、今まで六つの課が、今度、来年４月から八つの課で、二つ課がふえるわけで

す。このひな壇に並ぶ課長さんも２人ふえるということだろうと思います。

これらに対して、誰が課長になるかではなく、やはり適材適所で、適任者がそう

いうポジションについていただきたい、また能力を発揮していただきたい、そうい

うふうに思うわけですが。村長は、この課の設置について、人口増加に対応した機

構にしたいと、それで職員研修を重ねながら、専門性を高めることで、小回りが利

く組織にしていきたいということで、今定例議会にも第２号議案として上程をされ

ているわけであります。それらについて、まずもって村長の基本的な職員の能力開



発について、どのようにお考えであるか、それをお尋ねいたします。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） ９番、大熊惠二議員の御質問にお答えをいたします。

職員の能力開発についてであります。

今、全国で、地方創生の取り組みが始まっております。これからは、各自治体の

力が試される時代となってまいりますし、特に、この企画力、あるいは先ほどから

議論になっておりますリーダーシップが重要であるというふうに思っております。

職員には、本当に発想力豊かな、そういった職員になってもらいたいなと、そのこ

とがこれからの地方創生を乗り切っていく一番だろうというふうに私自身は考えて

おるところであります。

課の設置の話も出ました。六つから八つにということであります。これは、議会

の提案の中でも申し上げましたけれども、人口増加に対応していかざるを得ないと

いうことと同時に、住民サービスも充実していかなければならない。それとともに、

一番、私が主眼を置いたのが、先ほど申し上げましたように、企画力や発想力、そ

ういったものを集結して、この地方創生を乗り切っていきたい、そういった課をつ

くっていきたいという思いからであります。

職員の能力開発につきましては、現状では、今御指摘もありましたように、近年

では県への派遣研修や、また民間の方と一緒に受講する長期間の研修にも参加をさ

せております。違った環境に身を置くことで、広い視野を持ち、違った視点からも

のを見る能力を養ってもらえればという考え方で行っておるところであります。

平成25年度から、長野県経営者協会が主催するビジネスリーダー育成のための研

修に参加を、職員を送っております。これにつきましては、ことしで３人目の研修、

職員が研修を受けておるところであります。これは、本当に長期にわたる、半年以

上にわたる研修であります。そういったことで、民間企業の管理職にある方も参加

されており、ビジネスリーダーとしてのあるべき姿を考えるための気づきや意識改

革、また必要とされるスキルの向上を図り、さらには講師や参加者という立場を超

えて、それぞれの人となりにふれる中で、五感を磨き、豊かな感性を育てる、そう

いったことが目的となっておりますので、こういった研修にも率先してうちも参加

をさせていただきたいということでお願いして、実施しておるところでございます。

能力開発には、研修を含めて、いろんなことを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。研修につきましては、職務に関する職員研修、これは当

然のことであります。その制度を本当に熟知していただく、このことは基本中の基

本でありますけれど、ただ、まず公務員でありますので、さまざまな分野にわたっ

ての知識といったものを私は養っていただきたいなというふうに思っておるところ

であります。そういった研修も必要かなというふうに思っております。

また、今議会にも提案をしてありますけれど、伊那市、箕輪町との定住自立圏協



定による事業の中にも、職員の合同研修会ということも考えておるところでありま

す。他市町村との職員の交流、研修、一緒に受けるということでは、これは本当に

意義があることかなというふうに思います。他の市町村の職員の考え方も聞くとい

うことも大切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、機会を捉え、必要な研修を実施しながら、能力開発に努めてま

いりたいなというふうに思っておるところであります。

以上であります。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） 非常に限られた職員数の中で、いかに効率よく行政運営

をやっていくかということは、まさに村長の手腕であります。村長も、時として、

人口が１万5,000人を超えてきて、職員がもうちょっと多いといいな、もう少しふ

やしてもらいたいなと、こういう投げかけというのですか、ぼやきというのですか、

ささやきというのですか、そういうことを時たまいうときがございます。確かに、

本村は、人口が今１万5,100人を超えてきて、現在の職員体制の中で、果たして十

分機能しているのかどうかということも大事でございますが、私は、その前に、職

員一人一人がスキルアップをすることによって、２人分、極端な話、２人分頑張れ

るとか、３人分頑張れるとか、そういう人材は、私は本村の人材は非常に偏差値も

高いと思いますし、そういう意味で期待をしているわけであります。

しかしながら、私が８年ぶりにこの議会へ戻ってまいりまして、顔ぶれを見たと

きに、当時の係長さんが今、全部課長さんになっております。非常に、なるべくし

てこの人がなったんだなというふうに感じております。係長の中にも、課長になっ

てもいいだろうなという係長もおりますし、この人が係長ではちょっと心配だなと

思うところもあります。この辺の層をいかに育てていく、または能力をアップして

いく、こういったことが、私の目から見て大事だなということを感じます。

一つの例を申し上げますと、私が平成17年３月のときに、林野庁が所管をいたし

ます財団法人国土緑化推進機構という機構がありまして、そこで全国で初めて森林

セラピー基地、セラピーロードの案が出されました。その中で、村長もよく御存じ

でありますけれど、私が議会において、ぜひ村で大芝高原をセラピー基地、セラピ

ーロードに立候補していただきたい、取り組んでいただきたい、こう提案をいたし

ました。時の村長が、それを受けていただきまして、取り組むことにいたしました。

全国初であります。そのときの担当課は産業課でありました。そのときの産業課の

中の担当者が、現在、子育て支援課長であります有賀由起子さんであります。大変

熱心に取り組んでいただいた。初めてですから、いろいろと条件がきつく、いいも

のにしようという林野庁の機構の考えもあり、これは難問だなと、大芝高原が該当

するのかなと、そういう不安な時期もありました。当初、お金もうんとかかるとい

うような話もあり、いろいろ紆余曲折いたしましたが、そのときの有賀係長がとて

も熱心に取り組んでいただいて、それで、セラピー基地はとれませんでしたが、セ



ラピーロードをとることができました。なぜ基地がとれなかったというと、中央道

の騒音、大型農道の騒音、そういったものが非常に信大の学生さんの協力を得て、

実際に血圧をはかったり、唾液の分泌の状況をはかったり、さまざまなことをやり

まして、第１回目ですから、そういう努力をされました。このときの係長の働きぶ

りは、本当に目をみはるものがありました。結果として、セラピーロードがとれた

と、この伊那谷では初であります、初めてであります。長野県下でも、落ちたとこ

ろもありますし、木曽の上松町は、セラピー基地が木曽病院とタイアップしてとれ

るということで、上松はセラピー基地ということになりましたが、本村の場合はセ

ラピーロードであります。

このセラピーロードは、ちょっと横道にそれますが、本村の場合、大変松が多い

わけです、大芝高原は。そこに、どんな植物でも発散をすると言われておりますフ

ィトンチッドという化学物質があります。これは、芳香性、要するに香りがあると

いう、そして消臭の効果がある。

そして抗菌作用がある。そういう中で、特に松の中から出るフィトンチッドの中に

アルファピネンという物質があります。これが、大変、現在医学会で注目をされて

いる、がんを抑制するのではないかと言われております。なおかつ、これをもっと

効果的にしていくのは、午前中に５分間鼻呼吸をすると、そしてその際に、かんき

つ系、いわゆるミカンですとか、レモンですとか、オレンジですとか、柚子ですと

か、そういうかんきつ系のもののにおいをかいで、５分間鼻呼吸をすると、そうす

ると非常に効果的であると言われております。現在、セラピーロードを利用する方、

大変多いんですけれど、こういうことは忘れていると思います。セラピーロードを

通ったときには、こういうことが言われてきました。私が初代のセラピー協会の会

長でありました。今その組織はありませんけれど。あれから10年、40年じゃないで

すよ、10年たとうとしております。今、大芝高原の目玉になっております。非常に、

大芝の集客力、そして魅力を高めるセラピーロードとして、今かなり広く知れわた

ってまいりました。

これを実際に行った職員が、今そこに座っておられる子育て支援課長の有賀由起

子さんであります。やはり、係長であっても、言われたことに対してとても熱心に

取り組む、そういう係長がいっぱい欲しいわけであります。現在、座っている課長

の皆さんは、係長時代にとても優秀でありました、私の目から見て。ただ、その次

が、なかなか育ってこない。これをいかに育てるか、これをスキルアップさせるか、

そういったことが今役場の求められいてると思います。村長も大変努力をされてお

りますが、どうか村長だけじゃなく、副村長を筆頭に、各課長たちがリーダーシッ

プを発揮していただきたい。また、リーダー論については、後ほど私の持論を申し

上げるつもりであります。

そういったことで、この通告をさせていただきました役場の持っているマンパワ

ー、職員のマンパワー、そういったものをどうしたらスキルアップさせるのか。こ



れは、先ほど１番のものとリンクすると思いますが、村長の御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） スキルアップ等々、リーダーシップ等々の御質問をいた

だきました。

限られた職員数の中で、本当に効果的に、効率的にいろんな職務をやっていかな

ければなりませんし、その合間をぬってそういうこともやっていかなければならな

い、そういう実態であります。

職員数の問題も出されましたので、若干ふれさせていただきたいと思いますけれ

ども、本村の場合、類似団体と比較いたしまして、職員数は多い状況ではありませ

ん。そのことだけは御理解もいただきたいなというふうに思っておるところであり

ます。その多くはない中で、保育園の職員数が非常に多いものですから、一般事務

職は類似団体と比べてかなり差があるところであります。これは、本村の状況から

して、やむを得ないというふうに私自身は思っておるところであります。

そういう中で、いかに能力を高めていくのかということであります。当然、能力

差というのは、それはあります。本当に、私自身が見ていてもそれはあるという、

こういうことはあるわけでありますけれども、今、議員御指摘のとおり、係長の能

力アップをどうしていくのか、このことは本当にこれからの時代を担っていく皆さ

んでありますので、しっかりと取り組んでいかなければならないというふうに思い

ます。その中にも優秀な係長もおるわけであります。能力差がありますので、それ

を同一律にしていくのか、このことに気を砕いていかなければなりません。先ほど

申し上げましたが、あらゆる研修機会を捉えながら、また私自身は、職務に関する

研修というよりも、職務以外の研修といったものが本当に能力アップにつながって

いくんじゃないかなというふうには思っておるところであります。物の見方を幅広

く見られるような、そういう研修が必要だというふうに思っておりますので、そう

いったところには積極的に職員を出していきたいなと、そういうことを通じながら、

また図っていければというふうに思っておりますし、また庁内体制として、そうい

うことができる、どうしたらできるのかということ、これも十分やっていかなけれ

ばならないことでありますので、また議員の御指摘もいただきながら、どういうこ

とをやっていったらいいのという部分がありましたらお願いをしたいというふうに

思います。

それから、森林セラピーロードの話がありました。

お褒めをいただきまして、本当にありがとうございました。私自身も、森林セラ

ピーロードにつきましては、17年の３月、そういう提案をいただきまして、私が17

年の４月からでありましたので、担当課と一緒になりながら、認定に向けて努力も

させていただいたところであります。本当によかったなというふうに思っておると

ころであります。今、大芝高原の魅力の一つとなっておりますので、よかったとい



うふうに思っておるところであります。

こういったことをさらに活用しながら、大芝を売り出していかなければならない、

それは今度は私の役目かなということであります。そんなことを今思ったところで

ありますし、そういった係長がふえてくれば、本当に村の力というのは発展をして

いくんだろうなという思いもありますので、係長の能力アップに努めてまいります。

また、その方法論等につきましては、十分検討をさせていただきたいと思いますし、

御意見もお聞かせいただけたらというふうに思っておるところであります。そうい

った係長でありますので、今、本村の唯一の女性課長として活躍をしていただいて

おるという、そういう土台があったからかなというふうに今改めて思ったところで

あります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） 先ほど言い漏らしましたが、そのときに、セラピーロー

ド、セラピー基地がどういう結果になったかといいますと、平成17年度の第１回の

認定の中で、10カ所認定をされました。それで、基地が６カ所、ロードが４カ所と

いうことであります。それで、その４カ所のロードの中に本村が入ったということ

でありますので、つけ加えておきます。

その後、さらに魅力を高めるように、足湯の提案もさせていただきました。足湯

の提案につきましては、唐木村長になってからでありますが、味工房の改装にあわ

せて足湯をつくりますと、こう御答弁をいただいて、そのとおりに、味工房の改修

のときに足湯をつくる。これも、いわゆる集客といいますか、セラピーロードを歩

いてきて、それで足湯につかって、そこで味工房でパンを買うとか、アイスクリー

ムを買うとか、そういったことで大芝の魅力が高まってくると思います。

それから、これもちょっと脱線ぎみかもしれませんが、現在、大芝高原に何人ぐ

らい年間を通して来ているのかなと、以前は36万人と言われておりました。私が開

発公社の理事のときに、そういうお話がありました。そのまま36万人であったとす

れば、１人100円、大芝高原にお金を落としていただくということになりますと、

3,600万円の収入になるわけです。そういう、ぜひ大芝に金が落ちるような、そう

いった施策も私は大変大事だなと思っておりますのでつけ加えておきます。

それから、先ほど２番議員の質問に対して、村長答弁の中で、三風というお話も

ありました。風土、風格、風景、これを合わせて三風ということのようであります

が。大芝高原にそよぐ風のおもてなしということで、非常に大芝に来ると、フィト

ンチッドをかいで、その中のいろんな、それでかんきつ類を味工房でも売ればいい

んです。そうすると100円の売り上げになる。そういうことをもう少しＰＲをうま

くやって、ぜひ大芝高原の売り上げを図っていただければということも思いますし、

２番議員の先ほどの職員研修の質問の答弁の中で、村長が、風のお話をされており

ました。これ、ぜひ風のおもてなしということで、大芝高原の魅力の一つにしてい



ただければ、とっさに思ったことでありますので、先ほど村長の答弁の中からそん

な感じを受けましたので、つけ加えておきます。

それから、最後になりましたが、管理職の心構えは十分かということについて申

し上げます。

非常に、管理職の皆さん、９月の議会でもそうでありましたが、御苦労されたと

思います。課の中で、事務事業が停滞して、給与減俸の処分がされたり、それから

課の名前は言いませんが、議案を途中で取り下げたり、いろいろ、そういう場面が

あります。これは、表に出る前に、課長たちが気がついて、それで何とか間に合っ

たと、だから、今の課長たちも、非常にそういう点では気配り、心配りしながら、

事務事業に目を通しているわけですが、ぜひ、これらについて、どうか自分の課の

中で、もう少し強いリーダーシップ、強いということは威張れということではあり

ません。強いリーダーシップを発揮していただいて、一つ、管理職として、この課

長は大したもんだなと言われるような、ぜひ課長になっていただきたい、そんな気

持ちであります。

リーダーシップで、先ほどからリーダーシップという村長からも出ておりますが、

私の持論といいますか、リーダーシップという話が出たので申し上げるわけですが、

たまたま今朝テレビで、見ておりましたら、新潟県の長岡市で、花火を３発上げて、

平和を願う慰霊祭がありました。その本体は、山本五十六連合艦隊司令長官であり

ます。新潟県の長岡出身で、真珠湾攻撃を見事成功させたり、ミッドウェー海戦を

成功に導いたり、そういったこと、最後には飛行機に乗っていて撃墜されて、戦死

をされて、72年になります、山本元帥が亡くなってから。元帥になったのは、亡く

なったから元帥になったんですが、亡くなるときは連合艦隊司令長官と。この方の

有名な言葉があります。もう耳にたこかもしれません。「して見せて、言って聞か

せて、させてみて、褒めてやらねば人は動かん」、して見せるということは率先垂

範であります。みずからやる。言って聞かせるということは説得力であります。こ

の事業は、この作業は、こういうことでやらなければならないんだと、説得力であ

ります。させてみて、これは権限の移譲であります。これは君に任せたよと、期待

しているよと、権限の移譲。よくできたときはみんなの前で褒めてやる。よくやっ

たねと、Ａさん頑張ったね、Ｂさんすごいね。うまくいかなったときは、そっと呼

んで、アドバイスを与えながら、再度チャンスを与える。そうしていかないと、人

は育たないという。あの時代にあって、山本五十六元帥はそういうリーダーシップ

を発揮してきたというふうに私は承知いたしております。

村長も先ほどの答弁で、発想力が豊かな職員になってほしい、発想力の豊かな、

なおかつリーダーシップを発揮してほしいという、村長も先ほどの答弁で言われて

おりましたが、まさにそのとおりであります。どうか、このリーダーシップ論につ

いて、今、たまたま今朝、私もテレビで見て、そして先ほどからリーダーシップの

話が出てまいりまして、私が常々尊敬しております山本五十六連合艦隊司令長官、



この方は太平洋戦争に反対をした人なんです。戦争をみずからやろうと言った人じ

ゃないんです。反対した人なんです。ですけれど、一旦、国で決まって、そういう

方向に動いた以上は、使命を果たすという、新潟県の長岡市が生んだ英雄でありま

す。その慰霊祭が、平和を願う慰霊祭として、昨晩、花火を上げて行われたという

のが、今朝報道されておりました。余計なことかもしれませんが申し上げておきま

す。

それから、私が、常々、このリーダーシップの中で大事にしている言葉がござい

ます。荻生徂徠という、これは儒学者でありますが、江戸時代、徳川幕府五代将軍

綱吉のところで、このお父さんは将軍のお抱え医師であったようでありますが、荻

生徂徠は儒学者として何かと将軍の相談相手に乗っていたと。それで、この荻生徂

徠がなぜ有名かといいますと、赤穂浪士が吉良邸に討ち入って、本懐を果たしたと、

そのときに、江戸では、赤穂浪士を英雄扱いしたわけです。ですが、荻生徂徠は、

法にのって厳罰に処すべきと、こう綱吉将軍に進言したと言われております。この

ことが、荻生徂徠を有名にした行動といいますか、将軍に進言をしたということが

あるわけですが、その荻生徂徠の言葉の中に、収心の則というのがあります。収め

る心のきまり。これ、七つほどあるんですが、この中に、「人材には必ず一癖ある

ものなり、器才なるがゆえなり、癖をも捨てるべからず」、人材には必ず一癖ある

んだと、みんな個性があるんだと、だから、そういったものを捨てる必要はないん

だということ。そして、これは各課長さんたちによく頭に入れといていただきたい

のは、「上にある者、下の者と才知を争うべからず」とあります。上にある者が下

の者を、才知を争うべからず、そういった意見、そして最後に、「用うる上は、十

分にそのことを委ねるべし」と、「かくよく用うれば、事に適し、時に応ずるほど

の人物には、必ずこれにあり」、「功を他にきせ、罪を我に帰す」と、うまくいっ

たときは皆さんのおかげ、うまくいかないときは自分自身がまだ足りなかったと、

こう思ってやれば、非常にうまくいくんだよという、これ、儒教の教えでもありま

すが、収心の則という荻生徂徠の言葉があります。

どうか、そういう意味で、管理職の皆さんの心構えは十分かということについて、

大変、皆さんのことを聞くのは恐縮でありますが、御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） 管理職の心構えの質問であります。

私自身は、毎月１回庁議を開催しながら、その中で、私の村政に対する考え方、

思いを伝え、理事者と管理職の意思疎通を図ってきておる、月に１回という少ない

回数でありますけれども、それ以上、機会というのはなかなかとれませんので、そ

んなことで意思の疎通を図ってきておるところであります。管理職、それなりに一

生懸命やっていただいているというふうに私は思っておるところであります。それ

ぞれの課の先頭に立って職務の推進に当たっていただいているというふうに思って

おります。今、議員の話を聞きまして、さらにしっかりやっていかなければならん



なという、そういう気構えができたんではないかというふうに思ったところであり

ます。係長の話もありました。課長、係長含めて、そういった職務にある職員には、

もう一度、自分の職務を見詰め直しながら、職務を行っていただきたいなという、

こんなことはまた庁議を通じて指示をしてまいりたいなというふうに思っておると

ころであります。

いろんな話をいただきました。山本五十六、荻生徂徠、山本五十六の話につきま

しては、私もきのうＢＳフジ、真珠湾の話をやってましたので、ずっと２時間見て、

大変参考になったところであります。荻生徂徠の話もよく議員からお聞きをいたし

ます。特に、人材には必ず一癖あるものという話はお聞きしておるところでありま

す。そんなことも参考にしながら、また、私自身、管理職の指導もしていきたいと

思っております。

私、一番、今話を聞いていて欠けているものは、褒めるということが少ないのか

なと。私も長年役場の職員できましたので、褒め方が大変下手でありまして、当時

の上司から余り褒められたことがなかったのかなという、そんな思いがあるせいか

なというふうに思いますけれども、褒めるということが一番欠けているのかなと、

今反省もしたところであります。これからは、そういったことにも気を使いながら、

私自身のスキルアップも図っていかなければならないなということであります。

今、大芝には60万人、大体そんなぐらいの皆さんが来ております。そういった人

が100円ｵｼﾀﾗ6,000万になると、このことは常々そう思っておりますけれど、なかな

かそうなっていかない苦しさがあるわけであります。そんなことにも気を配ってい

きたいなというふうに思います。また、これは褒める、今思い出しました、褒めな

ければいけないなという、足湯の問題がありました。私は違うところにつくりたい

なという思いがあったところでありますけれども、当時、今ここにいる教育次長は

係長で、いや、村長、それは味工房と一緒にやるべきだと、そういう話をいただい

て、ああ、なるほどなと、そういうことで、あそこに場にできました。今、褒める

ということで思い出しましたけれど、そういう部分がありますので、みんな、覚悟

して、課長としてやっているんだということで、そんな御理解はいただきたいとい

うふうに思います。

リーダーシップ、それぞれ、私も発揮しなければいけません。副村長も発揮しな

ければいけません。そして、課長、係長、それぞれの立場のリーダーシップという

のはあるというふうに私は思っておりますので、その辺もこれからちょっと考えな

がら、そうなるように指導をしてまいりたいと思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ありがとうございました。

いろいろ申し上げました。どうか、村長におきましては、冒頭にも申し上げまし

たが、上伊那市町村の中で一番在籍年数が多い首長として、これからますます、県



に、そして国に出る機会が多いと思います。どうか、そういうチャンスを生かして

いただいて、村に取り入れていただいて、一つ、健康に留意して、頑張っていただ

きたいと思います。留守を預かる副村長以下、どうか心して庁内をしっかりまとめ、

村長の方針に基づいて、しっかり行政運営を行っていただきたい、そうお願いをす

る次第であります。

最後に申し上げます。村長は、非常に抑制的に自分の答弁を、なかなか発言がお

っくうというか、消極的だとかと村長は言っていますが、私はそう思っておりませ

ん。非常に優秀なリーダーだと思っております。昔から言い古された言葉かもしれ

ませんが、勇将の下に弱卒なしという言葉があります。勇ましい武将のもとには、

弱い兵隊はいないと、勇将の下に弱卒なし、この言葉を最後に申し上げて、９番、

大熊惠二の一般質問を終わります。

以上です。

議 長（原 悟郎） これで、９番、大熊惠二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５１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。

５番、百瀬輝和議員。

５ 番（百瀬 輝和） 議席番号５番、百瀬輝和です。

子ども・子育て支援新制度がことし４月からスタートしました。国では、全ての

子供が安心して学べるよう、学習支援や居場所づくりなど、総合的に推進すると言

っています。それを受けて、南箕輪村も子ども・子育て支援事業計画を定めて、取

り組んでおります。また、村第５次総合計画、前期の案になっていますけれども、

この中にも、子ども・子育ての取り組み、施策が入っております。

最初の質問、小１プロブレム、中１ギャップについてです。

幼稚園や保育所などは、子供たちの自発的活動として、遊びが重視されています。

これに対して、小学校では、教員による教科の学習が中心になり、時間割りどおり

に授業が行われます。小学校の入学直後、この違いに戸惑う子供は、これまででも

少なくありませんでした。しかし、最近では、いつまでも小学校のやり方になじめ

ない子供がふえております。教員の話を聞かなかったり、授業中に勝手に歩き回っ

たりするなどして、長期にわたり授業が成立しないケースが増加していると言われ

ております。これが小１プロブレムと呼ばれるものです。

また、小学校６年生から中学校１年に上がるときに、いじめや不登校がふえるよ

うに見えることから使われ始めた言葉が中１ギャップです。学校に来ても、学級に

行けない子もおります。学級になじめない、行けない子がおります。

村の実態はどうでしょうか、伺います。



議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） ５番、百瀬議員の小１プロブレム、中１ギャップの実

態はという御質問についてお答えいたします。

議員が御指摘のように、小１プロブレム、あるいは中１ギャップと呼ばれる現象

が最近課題になっております。

本村の小学校では、保育園と１年生の交流会を年二、三回程度行い、あるいは１

年生との交流会等も行っております。学校職員が交流会だとか、参観を通して、子

供の様子を観察し、保育園の先生と情報交換を行っております。また、入学当初は、

学校生活になれることを第一に考え、１日の生活のリズムづくりや基本的な学習ル

ールの定着を図っています。担任の先生が、児童一人一人に寄り添って対応すると

同時に、県費あるいは村費の低学年学習習慣形成支援員を配置するなどして、配慮

を要する子供の支援をしており、全体的に落ちついて授業を受けております。した

がって、小１プロブレムと呼ばれる児童は、現在のところおりません。

また、小学校から中学校の大きな教育環境の変化による中１ギャップの問題です

が、小中連携あるいは一貫教育がより有効であるということが言われております。

本村では、小中連携週間を設けたり、中学校の授業を体験したり、職員間の情報交

換を行っております。特に、小学校６年生は、11月に中学校の授業参観と校長講話、

２月には体験授業を行ってきております。今年度は、中学校職員が小学校に出向き、

６年生を対象にした授業を行うことを計画しております。こうした取り組みのもと、

中学１年生は順調にスタートできていましたが、６月ごろから休みがちな生徒が三、

四人いるという報告を受けております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） しっかりとした取り組みをされていると今伺いました。

今、小１プロブレムと中１ギャップをお伺いしましたけれども、またちょっと後

で、先生の交流についてはお話ししますけれど、節目でない、小学校、中学校全体

的ないじめだとか、不登校、また学級に行けない子供の数はどんなふうなんですか。

議 長（原 悟郎） 三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） それは、２番の質問のいじめ、不登校の実態というこ

とでよろしいですね。

南箕輪小学校でのいじめの検知人数ですけれども、今年度上半期で３件、また、

ここ３年間では、平成26年度１件、25年度３件、24年度ゼロ件となっています。ま

た、不登校児童は、今年度30日以上欠席している児童が１名となっております。

南部小学校では、学級内の児童間の思い違いやトラブル等は日常的にありますが、

それぞれ話し合って、お互いに解決しており、昨年度、今年度ともに、いわゆるい

じめと認知されたものはありません。不登校児童も、ここ４年間は１人もいない状



況です。

南箕輪中学校でのいじめの件数は、今年度上半期で２件発生しており、ここ３年

間では、平成26年度３件、25年度１件、24年度２件という状況です。不登校生徒数

は、本年度30日以上欠席している生徒が17名、先ほども答弁いたしましたが、特に

１年生が６月ごろから欠席がふえる傾向があります。その中で、全く登校できてい

ない生徒が１名いるという状況です。原因は、人間関係、学力不振、家庭内での不

和、怠学など、さまざまな要因が関係しているものと思われますが、不登校担当教

職員、校内中間教室、適応指導員、支援員など、連絡、相談を密に行い、サポート

しているところです。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） ありがとうございます。

数字を聞いて、ちょっと中学のほう、すごく多いなという思いがあります。その

中で、やはり小１プロブレムの理由については、幾つか書かれて、文科省でも書い

てあります。保護者がきちんと子供をしつけられないとか、小学校教員の指導力が

低下しているだとか、いろいろな要素があります。その中で言われているのが、ベ

テラン教員の学級ほど問題が発生しやすくなっている、割合が多いという調査結果

があります。以前と比べて、子供たちのほうが大きく変化をしていることは間違い

ありません。

スムーズな移行を目指すために、今、保育園と小学校の交流だとか、中学の先生

が小学校へ来て、交流を図っているというお話も伺いましたけれども、やはりその

中で、教員同士が情報をどう共有していくかというのが、非常に僕は重要なことだ

と考えております。もっともっと保育園の保育士さん、小学校の教師、また中学の

教師というものが連携をとりながら、南箕輪村の子供たちの環境をどうしたらよく

していけるのか、子供たちにどういう場を与えていったらいいのかというのを、連

携をとって、もっともっとやることがあると思います。

中１ギャップと言われるギャップという表現が安易に用いられると書いてありま

す。小６から中１に至る過程に、大きな壁やハードルが存在し、それが問題を引き

起こしているようなイメージを抱かせる言葉になっていると。ただ、多くの問題が

顕在化するのは、中学校段階からだとしても、実は小学校段階から問題が始まって

いる場合が少なくありませんと書いてあります。文科省が出している国立教育政策

研究所というのが、この中１ギャップの真実というのを出しているんですが、この

中で言われております。その問題行動の調査によると、小学校の４年生がこのいじ

めの件数が一番多くなっているんです。そこから始まってきているんじゃないかと

いうことも言われています。これ、私が言わなくても、十分教育委員会の方たち、

教師の方たちも認識はしていると思います。ただ、教育委員会、学校のこの対応と

いうものが非常に問われると思いますので、よろしくお願いします。



村の計画施策の方向のところに、先ほども言いましたが、保育園、この中に書い

てあるんです、子育ての支援のこの計画の中にしっかり書いてあるんです。保育園、

小学校、中学が連携して、基本的な生活習慣の育成を図り、発達や学びの連続性を

踏まえて、一貫した子供たちの豊かな人間力形成を推進しますとありますので、し

っかりとした取り組みをお願いしたいと思います。

関連して、教員の意識改革について伺います。

家庭や地域の教育力の低下もあって、学校が抱える問題は従来と比べ物にならな

いほどふえてきたと言えるでしょう。その結果、小学校段階で予兆が見えたり、顕

在化し始めたりする問題であっても、対応し切れなかったり、解決できなかったり

という積み残しや先送りがふえていると言われております。一方、中学でも、そう

した小学校の状況を十分に把握しないまま、あたかも中１をスタートラインにでき

るような、昔のイメージを脱し切れない教師が多いのではないでしょうか。小中連

携で、不登校、いじめという共通の課題に取り組むことが、成果を上げることで大

変重要な取り組みだと考えます。それができるのは、教育委員会と教職員の皆様で

す。

また、先ほどもちょっと言われましたけれど、県費の職員さんと村費の職員さん

の意識の違いが、あるか、ないかもちょっと伺いたいと思いますが。

議 長（原 悟郎） 三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） 前段の取り組み、教育委員会、学校の対応、取り組み

についてから御説明いたします。

議員が御指摘のように、小１プロブレムあるいは中１ギャップは、さまざまな要

因が考えられると思います。

小１プロブレムの一つの要因が、やっぱり保育園では子供たちの自発的活動とし

ての遊びが重視されているのに対し、小学校では、教科の学習が中心となっている

という点が指摘されています。先ほども答弁いたしましたが、本村の小学校では、

保育園と１年生の交流会を年に二、三回程度行い、情報交換を密にしております。

また、中１ギャップの問題の背景には、小学校は学級担任制であったものが、中

学校では教科担任制に変わるという授業形態の違い、各児童生徒の小学校時点にお

ける学習上や生徒指導上の問題が中学校と十分共有されていない。あるいは、中学

校になると、生徒に課せられる規則が多くなり、より厳しい生徒指導がなされる傾

向があるなどの点も指摘されております。こうした中１ギャップを乗り越える手だ

てとして、小中連携一貫教育が有効というふうに考えております。

本村では、ことし６月に、教育委員会と３校の先生方で、福井市の小中学校を見

学して、視察してまいりました。その折、福井市では、中学校単位での小中連携に

力を入れているというお話をお聞きしました。教育委員会では、３校の校長、教頭

に、今以上に連携できるものはないかと働きかけましたところ、７月に開催しまし

た３校研修会の話し合いの中から、３校でできる分野から連携を強めていこうとい



うことになりました。現在は、目指す子供の姿だとか、あるいは家庭学習の手引に

ついて、共通理解を図ろうと検討を進めております。今後、こうした３校での連携

分野がだんだん広がるものと期待しております。

また、年間暦に小中連携週間を位置づけ、中学校の先生が小学校に出向いて授業

をしたり、６年生が中学校の授業を見に行ったりという、そういったような努力を

しております。

いじめに関する具体的な取り組みですけれども、本村では、各学校で、いじめ防

止基本方針を定めています。いじめ・不登校委員会を中心に、早期発見、早期解決

に努めていますが、いじめが起こった場合は、学校長をはじめ、学校関係者、ＰＴ

Ａ、児童相談所、子育て教育支援相談室、スクールカウンセラー、警察、教育委員

会などで構成するいじめ対策委員会において早期解消に努めており、指導や相談、

支援、いじめ防止などに全職員が一丸となって取り組んでいます。

不登校につきましても、委員会を中心に細やかな対応に配慮しながら、子供の状

況やこれからの方向性について情報共有し、スクールカウンセラーの助言を受けな

がら、担任の家庭訪問をはじめ、全職員で支援を行っております。また、教室に入

れない子供に関しては、校内中間教室、相談室を設置し、支援員が中心となって、

誰でも相談できる体制を整えております。

次の教員の意識改革への取り組みについてですけれども、意識改革といっても広

いので、いじめ、不登校に限ってお答えしたいと思います。

毎年４月に開催されます、県招の校長会というものがあります。ここで、県の教

育委員会から、いじめ、不登校解消に向けての県の重点施策が示されます。また、

いじめだとか、差別などの非違行為の防止に向けての注意喚起もされます。学校長

は、職員会などで丁寧にその方針だとか、注意点を全職員に伝え、全職員が同じ気

持ちで、いじめ、不登校の解消に向けて取り組むようにしております。また、年に

２回、人権週間を設け、集中的に、いじめだとか、差別等の解消に向けた授業を行

ったり、保護者、教職員を対象にした外部講師による講演会、あるいは研修会など

を行ったりしています。さらに、先生の何人かは、県教委主催の研修会に参加し、

その成果を全職員に伝えるようにしています。こうした研修会等を通して、常に教

職員の人権感覚を磨き、小さないじめの兆候も見逃さないように努力しております。

県費、村費による違いはという御質問ですが、キャリア等の違いはありますが、

いじめ、不登校解消へ取り組む姿勢は変わらないというふうに私は認識しておりま

す。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） いろいろな取り組みをしているというお話で、ありがと

うございます。

最後の村費と県費、やっていることは違いがないというお話です。ただ、手当に



ついては、かなりの差があると思います。そこら辺も、やはり解消してあげないと、

やはり現場では不平が出てくるのかなという思いも私は持ってますので、そこら辺

は、またいろいろなお金がかかると思いますけれど、処遇についても検討していた

だければと思います。

先ほどお話があったスクールカウンセラーのお話だとか、いろいろなお話があり

ました。いじめ防止基本方針を南箕輪もつくって、それにのっとって取り組んでい

るというお話です。ただ、いじめは依然深刻です、学校現場では。

南箕輪中学では、平成24年に、生徒会が主導で南中人権宣言という、これ、すば

らしい取り組みだなと僕は評価したいんですが、出しました。

文科省が出しているいじめの認知件数は18万8,057件です。小学校が12万2,721件、

中学校が５万2,969件です。

先ほど教育委員長が言われた、2011年にいじめ防止対策推進法を受けて、各自治

体がそういう基本方針をつくって取り組んでいると。防止や対策の制度ができたか

らといって、すぐに結果に結びつくわけではありません。そこで、文科省は、平成

７年から、心の専門家として、臨床心理士などをスクールカウンセラーとして全国

に配置しています。スクールカウンセラーは非常勤で、相談体制、平均週１回で、

４時間から８時間が多いようですが、相談の割合は、約５割が児童生徒からの不登

校、いじめ、人間関係、親子関係、学習関係等の多岐にわたります。約３割が教職

員で、さまざまな課題に直面する学校現場で、ストレスを抱えている教員が急増し、

メンタルヘルスの対応です。約２割が保護者だそうです。この村の状況について、

伺いたいと思います。

また、スクールソーシャルワーカーもあります。さらに、子供たちを取り巻く環

境の改善、学校だけではない、家庭だとか社会に対する対応し切れないケースにつ

いて、改善の視点から、関係機関へと連携して支援をする取り組みです。これ、県

で取り組んでいるスクールソーシャルワーカーの取り組みですが、村では、今まで、

この制度を使ったことがないとお聞きしておりますが、状況についてお伺いしたい

と思います。

議 長（原 悟郎） 三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） 前段に、県費と、あるいは村費の手当のことについて

御質問がありました。先日行われました教育委員会と３校の校長、それから福祉教

育常任委員会の皆さんとの懇談会の中でも、そんなお話が出まして、手当について、

やっぱり検討したほうがよいだろうという御提言をいただきましたので、また教育

委員会でも検討を始めていきたいというふうに考えております。

スクールカウンセラーだとか、スクールソーシャルワーカーへの相談件数の御質

問についてお答えします。

今年度、南箕輪小学校のスクールカウンセラーの割り当ては、年間44日、176時

間となっておりまして、現在までに21日間で68件の相談に対応しております。これ



は、１時間で１件のときもあるし、多いときは、１時間で２件あるいは３件という

場合もあります。南部小学校でのスクールカウンセラーの割り当ては、年間18日、

66時間となっており、現在までに９日間で18件の相談に対応しております。

スクールカウンセラーから報告を受け、受けた内容を関係者に知らせ、至急対応

しなければならない事象は、いじめ・不登校委員会を中心に対応しております。そ

れから、スクールカウンセラーには丁寧な対応をしていただいており、家庭での対

応方法など、繰り返し相談される保護者だとか、あるいは児童に対してソーシャル

スキルトレーニングも実施しており、カウンセラーの効果も高まっていると聞いて

おります。

中学校の今年度のスクールカウンセラーの割り当ては、86日、358時間であり、

現在までに43日間で、相談件数は106件となっております。

県教委の心の支援課では、全県に８名、南信教育事務所に１名配置しているスク

ールソーシャルワーカー、ＳＳＷについては、今年度南箕輪小学校のみ２回巡回訪

問をしていただきましたが、南部小学校、南箕輪中学校とも、その利用はないとい

う状況です。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） ありがとうございます。

この相談をするのに、校長か教頭が頼まないと来ていただけない、スクールソー

シャルワーカーの場合ですかね。スクールカウンセラーについてもそうだと思うん

ですが、その子の相談を受けて、その子のケース会議を開きながら、どうしたらい

いかという対応を決めておられるんだと思います。そういう中で、やはり校長、学

校サイドのこの判断がかなり重要になってくる部分なんだろうなと思います。

先ほど聞いたのは、スクールカウンセラーで、ソーシャルワーカーは巡回しかな

いということなんですが、その中で、ケースはちょっとわからないんですが、スク

ールソーシャルワーカーまで持っていく事案がなかったのか、そこで、そういう判

断の中で決めてしまったのか、実際は、そこに持っていかなければいけなかったも

のが、そこでとまってしまったのかというのはちょっとわからないんですけれども、

そういうところをやはり先ほど言った教師の皆様の意識改革をする中で、しっかり

と子供の学びの場をいいものにするためには、どうしたらこの子の環境づくりに役

立つんだろうという判断もしていただきたいと思います。

次の多様な学びについて伺います。

先ほどから、不登校のことも言っているんですが、そういう中で、今、多様な学

びというのが、先月ですか、新聞にも出てきたんですが、その取り組み、資料の中

で、Ａ３で、私ちょっと資料をお配りしてあります。これは東京シューレという、

奥地圭子さんという方が、かなり30年前からフリースクールに取り組まれている方

で、不登校の数も横グラフで出てきているんですが、減っておりません。いじめに



ついては、撲滅に向かってできるんだと思いますが、不登校については、なかなか

難しい問題があるのだろうなと思います。この多様な学びについてのここで言う多

様というのは、学校教育法１条にある学校以外という意味です。

来年提出予定の法案、義務教育の段階に相当する普通教育の機会の確保に関する

法律案となっております。これは、全国に約12万いるとされている不登校児童の支

援を目的として出されるものです。やむを得ない理由で通学が困難な場合、フリー

スクールや自宅などで学習計画を実施すれば、学校に通わなくても修了を認定する

という内容です。

この裏にも、そのフリースクール法制化というようなことも書いてあります。皆

様、読まれたと思いますが、いろいろな学び、僕、調べてみたんですが、フリース

クールだとか、オルタナティブスクールだとか、インディペンデントスクール、シ

ュタイナー学校と言われるんですが、ホームエデュケーションなどがあります。こ

の取り組みについて、村の教育委員会とすれば、どうお考えですか。

議 長（原 悟郎） 三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） 議員御指摘の義務教育の段階に相当する普通教育の機

会の確保に関する法律案につきましては、不登校を助長するのではないかという議

論から、さきの国会で見送られたようであります。

この法律案を調べてみますと、学校以外の場で学習する子供の教育の機会の確保

として、保護者は子供の状況等を考慮し、個別学習計画を作成して、市町村教育委

員会の認定を受けたときは、学校に就学させないで、子供に教育を受けさせること

ができる。また、市町村教育委員会は、訪問等の方法により、子供に対して学習支

援を行う。当該保護者は、就学義務を履行したものとみなすとなっております。し

かし、長年、私、義務教育に携わった経験からしますと、単に学習を家庭で行えば

それでいいのか、それで人間としての成長が期待できるかという点に関しては疑問

を感じます。家庭において１人で学習するのでは得られないものが、多くの仲間と

学び合うことによって得られるものと思っております。

本村では、不登校の児童生徒に対しては、村の中間教室で対応している状況もあ

りますが、不登校の児童生徒に対する支援のあり方につきましては、今後、国の動

向を見ながら、教育委員会でも検討していく必要があるというふうに考えておりま

す。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 恐らく、そう答えられるだろうなという予測はしており

ました。

私がこの質問を行うのも、１人の保護者の方からの相談でした。その相談を受け

る中で、フリースクール、ここら辺では諏訪にあるんですが、フリースクールの現

状を見に行ってきました。先生のお話を聞いたり、お子さんのお話を聞いて、また、



この奥地圭子さんが、先週の土曜日ですか、岡谷のほうで講演を開かれたものです

から、私もそこに行って、お話を聞いてきました。パネラーの中に、やはりフリー

スクールを出たお子さんが３人、親御さんが１人いて、本当にその胸の内をお聞き

しております。また、こういう資料もいただきながら、話を聞いて、私も勉強しま

した。

私も、初めは、学校に行くのが当然じゃないかという考えでいたんですが、実は、

その話を聞く中で、いろいろな多様な学びがあってもいいんだろう。ホームエデュ

ケーションというのが自宅で勉強するということなんですが、法律で決められてお

ります。保護者、大人は、子供に就学義務があるんだと。子供は、学ぶ権利がある

んだということです。また、日本の場合は、学校教育法１本しかないものですから、

義務教育といううたわれ方がされております。ただ、今回の法律だとか、憲法を見

てもわかるんですが、普通教育と書いてあるんです。義務教育とは書いてありませ

ん。普通教育とは何かというと、やはり多様な学びを認められるということだと思

います。その中で、今、子供たちが学校には行けないけれども、フリースクールに

は行けるというこの現実です。これはなぜかということなんです。ですから、先ほ

ど言っていた教員の皆さん、大人の皆さん、または教育委員会というものが、この

意識を変えない限り、僕は変わっていかないと思います。ただ、この子供たちの多

様性について行けていないのが今の世の中の制度なのかなという感じはします。そ

の中で、南箕輪としてどうなのかという今質問です。

そこにフリースクールに通った女の子の話です。中学のときから、学校に行けな

くなった。当時は、フリースクールの理解は今よりかは進んでいなかったそうです。

彼女は、毎日死にたいと思い詰めていたそうです。でも、このフリースクールの先

生の一言に救われましたと言ってます。先生は、○○ちゃん、何がしたいと質問し

たそうです。それまで、ほかの大人からは、なぜ学校に行かないんだとばかり言わ

れてきた彼女にとって、衝撃的だったそうです。彼女は手芸がしたいと、ぽつりと

言うと、先生は優しくほほ笑んで、じゃあ、一緒にやろうと、何げない会話が大事

なのです。もちろん、不登校の子供を持つ親御さんの苦しみもはかり知れないもの

があります。不登校の娘さんと向き合った日々を振り返り、あのときは、いつ抜け

られるかわからない真っ暗なトンネルの中で、もがき、苦しんでいたと、今もって

涙を流されるほどです。その後、その彼女は、通信制の高校に通い、大学の通信教

育学部に進学し、卒業、教員免許を取得して、お世話になったフリースクールで働

き始めました。彼女は、たった１人でも自分のことを理解してくれる大人がいれば、

子供はみずから命を絶つことはありません、私は不登校の子供たちに寄り添う使命

があったから生まれてきたのだと心から思えるようになりましたと。

子供の個性や気持ちを尊重し、多様な学びの場を提供すること、今求められてい

るのは、私たち大人の変化ではないでしょうか。別の先生は、子供の問題行動は問

題提起行動ですと語っていました。その子に問題があると見るのではなく、今、何



が問題なのか、何を変えなければいけないのか、大人に教えてくれていると、南箕

輪村でできること、取り組まなければいけないこと、あるはずです。十二分に検討

していただきたい。学校へは行けないけれども、フリースクールには行ける、これ

はなぜなのか。また、自分は本当に子供の幸福を考えているのか、大人がそう自問

自答することが大事ではないでしょうか。

全国的には、神奈川県では、学校の教師がフリースクールに１年間研修に行って

いると伺っています。また、早稲田大学や学芸大では、来年度からですか、多様な

人材教育のために講義が持たれるそうです。世の中がそれだけ変わってきているん

です。どうですか、教育委員会として取り組む必要があると考えませんか。

議 長（原 悟郎） 三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） 先ほども申しましたけれど、今後、また国の動向とか、

今、大変貴重な御意見をいただきましたので、それらを参考にしながら検討させて

いただ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、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） よろしくお願いしたいと思います。世の中はそれだけ変

わってきています。最近では、例はちょっと違うかもしれないんですが、性の多様

性というものが社会で認められるようになってきています。ですから、教育の多様

性というのも、これから問われることになります。よろしくお願いします。

次に、相談室の充実について伺います。

現在、３人から４人体制になっています。今回、保育所の訪問件数は抜いて伺っ

たところ、平成26年が78件で、延べ272件だそうです。会議に出席したのが112件だ

そうです。平成27年度の４月から10月までで、既に70件になっております。昨年と

比べると、倍のペースでふえてきているのかなという思いがあります。内容は、個

人情報の関係で調査できませんでしたが、虐待もふえていると聞きます。先ほど行

ったソーシャルワーカーの配置だとか、多様な学びを指導できる民間の相談員の採

用など検討していく必要があると思いますが、村長、いかがでしょうか。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） 教育相談室の充実についての御質問であります。

今年度から１名増員をいたしまして、４名体制で支援に当たっております。相談

件数は、御指摘のとおり、倍ぐらいになっておるという状況であります。現在、村

公民館の１室を使用しながら対応しておりますが、来年度建設予定のこども館には、

この子育て教育相談機能も持たせたいということで考えております。相談体制につ

きましては、こども館の運営、役割、そういったことも検討しておりますので、そ

ういった中で検討はさせていただきたいと思っております。

子ども・子育て教育相談室、設置をして10年になります。それ以前は、こういっ



たことはなかったわけであります。それだけ、教育環境や社会環境や家庭環境、変

わってきた、変化をしてきたのかなと、複雑、多様化をしてきております。その中

には、親の指導性が薄れてきておるということもあろうかと思います。そういった

中で、さまざまな相談に対応していかなければならない、そうしていくことが責務

でありますので、その辺は御指摘をいただいた面を含めて、十分検討させていただ

きたいと思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 先ほど聞いたカウンセラーの相談件数だとか、いろいろ

聞いていますと、本当に学校現場がすごい状態になっているというか、先生たちの

多忙化が見える数字だと思いますので、これは先生たちの多忙というか、先生たち

の本来の仕事に、教える、教育できるような環境づくりのために、やはりこういう

外部の相談室だとか、あとはいろいろな面で地域が取り組まなければいけないこと

があると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。

先月、議会の行政視察で、子ども施策の先進的取り組みをしている兵庫県の尼崎

市に行ってきました。お手元の資料で、参考資料２というやつがそうなんですが、

これが、尼崎市は、平成21年12月に、子どもの育ち支援条例を制定して、単なる理

念条例ではなく、子供たちの育ちを地域全体で支えるという条例の趣旨を実現する

ための仕組みにまで言及して取り組んでおります。

村の計画の現状と課題でも、子供を取り巻く課題は多様かつ複合的になっており、

未来を担う子供を育成するために、学校、教育委員会だけではなく、社会全体で子

供の成長を支えていく必要がありますと書かれております。子ども・子育て審議委

員会が村では条例としてつくってあります。そこで、前向きに検討してはいかがで

しょうか、村長、どうでしょうか。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 百瀬議員から、これまでも何回か、子供の権利や支援に

関する条例制定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。

私、以前から、子育てに優しい村、また子供が伸びやかに育つ村、こういった村

を目指して取り組んできております。村づくりの基本を子育てに置いておる、そん

な状況もあるところであります。今までもいろんな計画に沿って進めてきておりま

す。また、来年度には、何回も申し上げておりますけれども、こども館の建設を行

って、さらに子育て支援の充実を図ってまいりたいということで、今、事業を進め

ておるところであります。

その中で、条例の必要性でありますけれども、確かに、子供を社会全体で育てる

という部分、みんなで考えていく、そういう一つのきっかけになるのかなというこ

とは思っております。ただ、住民の皆様から、条例制定に対する機運、これが本当

に高まっているのかなという思いもありますので、今、質問の中で審議会があるん



で検討してはどうかということであります。この辺につきましては、また庁内で議

論をしながら、若干考えてみたいなというふうに思っております。一番は、機運を

高めていただければなというふうには思っておるところであります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 先ほどから言っている、子供たちの環境がかなり変化し

てきていますし、大人自体も変わっていかなければいけない時代になってきていま

すので、そこら辺をしっかりと捉えて、お願いしたいと思います。

次に、子育て応援アプリの推進をということで、子ども・子育て支援事業計画と

いうのが村でつくられて、配られております。この中で、支援施策の推進の母性並

びに乳幼児の健康の確保及び増進の事業は11事業あります。また、本年度から、産

褥期の母親を支援する新たな３種類のサービスを始めていただきました。大変評価

できる取り組みです。

さらに一歩進めるための提案です。子育て世帯の家庭形態や就労形態が多様化す

る中、保育所だけでなく、さまざまな形の子育て支援が求められております。自治

体における支援事業も、利用者ニーズに幅広く対応する必要性が増しております。

その中で、東京都世田谷区では、子育て世代に広く普及しているスマートフォンを

活用した支援事業を行っております。注目を集めております。同区では、施設マッ

プや子育て支援ナビ、保育施設検索ナビ、お知らせ配信機能、保育施設空き情報検

索、イベント一覧、緊急情報検索などの機能で、利用者の立場に立った支援事業に

取り組んでおります。村長、この取り組み、してみませんか、南箕輪も。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 応援アプリの推進をという御質問であります。

村も、情報発信というのは、さまざまな形態でやっております。広報誌、ホーム

ページ、ケーブルテレビ、あるいはメール配信等々、あるいは健診だとか予防接種、

子供に関するものにつきましては直接文章でしております。そういった中で、スマ

ートフォン多機能電話、これは本当に年々増加しておりますし、若い子育て中心の

世代にはほとんどの皆さんが持っておるということだろうというふうに思っており

ます。

郡内では、今年度、駒ヶ根市が子育て応援アプリの開発と提供事業を実施してい

くということで取り組んでおるところであります。この状況を少し調べてみたいな

というふうに思っております。有効な手段だということは、そういう認識でおりま

す。

ただ、人的な部分、経費の部分、いろんなこともあわせて考えていかなければな

りませんので、今すぐというわけにはいきませんけれども、必要性の認識はありま

すので、導入ができれば一番いいのかなという思いはしております。

以上です。



議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） よろしくお願いしたいと思います。前向きな検討をよろ

しくお願いしたいと思います。

村のウェブサイト、ちょっと時間の関係で、教育委員会のウェブサイト、お手元

に資料３の１から３の３まで配ってあります。３の２が伊那市の教育委員会です。

３の３が箕輪町の教育委員会です。３の１が、これ、南箕輪村のうちの教育委員会

のサイトです。これ、教育委員会の議事録だとか、この間出していただいた事業評

価、事務評価だとかいうのがほかの町村では載っているんですが、うちはウェブサ

イトで見られないです。これ、平成25年の３月にも同様の質問をしておりますが、

訳をお尋ねします。

議 長（原 悟郎） 三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） 訳をと言われても、ちょっと困る部分がありますけれ

ども、正直言って。私も、時々、教育委員会のホームページを見ますけれども、確

かに近隣の市町村と比べて、内容がシンプルであるということは重々感じておりま

す。今後、限られた事務局のスタッフでありますけれども、他市町村のところを参

考にしながら、どんな情報提供ができるのか、あるいはそういったことを検討しな

がら、より充実したホームページにしていきたいというふうに努めてまいりたいと

思いますので、御理解をお願いいたします。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員、時間が少なくなっていますので。

５ 番（百瀬 輝和） 本当に、教育委員会の資料をとろうとすると、ホームペ

ージからとれませんのでよろしくお願いしたいと思います。

次に、小型家電リサイクルについて伺います。

この件も、平成24年12月の議会で一般質問しております。このときは、広域での

取り組みを提案しました。でも進まず、最近、辰野町、箕輪町、伊那市で、近隣で

取り組み始めました。同法は負担や義務を負う法律ではありませんが、年間65万ト

ン捨てられ、金額にすると800億円になると言われております。回収方法は、ボッ

クス回収やらステーション回収、イベント回収、ピックアップ回収などあります。

村としてできる方法で取り組みませんか、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） 以前にも質問をいただきました。循環型社会形成の推進

の上からは必要だというふうに思っております。御指摘のように、箕輪町、辰野町、

これ、役場にボックスを置いて回収をしておるということであります。また、伊那

市でも、本庁や支所にボックスを置いて回収をしておるということであります。そ

の状況を見ながら、前向きに検討はしたいというふうに思っております。

同時に、平成29年度からは、上伊那地域全体のごみがクリーンセンター八乙女に

一本化となってまいります。その中で、分別ルールの上伊那統一化の検討も今行っ

ておるところであります。そういったものを見合わせながらというふうには思って



おりますけれども、有効な施策であるということはそう考えておりますので、役場

へボックスを置いてということであれば、これは余り検討を要することもなくでき

るんじゃないかなというふうに思っております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 村としてできる方法で私はいいと考えております。平成

29年から一括になるということだと、八乙女のほうでピックアップ回収が一番いい

のかなという思いもありますが、それはしっかりと検討していただいて、できる方

法でお願いしたいと思います。

最後に、私が尊敬する、教育改革に取り組まれた、平和教育にも取り組まれた、

85年前の教育者の牧口常三郎先生の言葉です。最高の価値を創造して、最大の幸福

を獲得する。それが人生の目的である。

これで質問を終わります。

議 長（原 悟郎） これで、５番、百瀬輝和議員の質問は終わります。

25分まで小休憩いたします。

休憩 午後 ２時１８分

再開 午後 ２時２５分

議 長（原 悟郎） 引き続き、一般質問を続けます。

１番、加藤泰久議員。

１ 番（加藤 泰久） １番、加藤泰久です。

通告どおり、４件について質問をいたします。

まず、就学援助について質問をいたします。

文科省のまとめでは、13年度、就学援助を受けた小・中学生は、全国で151万

5,000人で、援助率が15.4％と発表されております。就学援助とは余り知らないと

ころでありましたが、長引く不況や非正規雇用の増加、離婚などにより、経済状況

の厳しい家庭の小・中学生を対象に、学用品や給食費の一部を援助するものとあり

ます。最近の新聞によると、伊那市の小・中学生の10.9％が対象者であることを読

み、驚いたところでございます。

本村の就学援助対象者の数はどのぐらいか、また市町村の教育委員会の認定する

準要保護の世帯の基準とはどうなっているか、質問をいたします。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） １番、加藤議員の御質問にお答えいたします。

本村での就学援助対象者はという御質問であります。

本村では、議員もおっしゃられましたように、経済的理由によって就学が困難と

認められる本村の小・中学生に対して、義務教育の円滑な実施を目的に就学援助費

を支給しております。支給対象者は、病気だとか、災害などの特別な事情により生



活が困難な方、そのほかに、村長が援助を必要と認める世帯となっております。ま

た、支給される援助費としては、全額ではありませんけれども、小学校１年生と中

学校１年生は、これは進学、進級で、いろいろと学用品を買うものがたくさんあり

ますので、そういった学用品、それから修学旅行費、学校給食費、医療費、クラブ

活動費、ＰＴＡ会費、児童生徒会費、体育の実技用具、これは中学生ですけれども、

などを対象に費用を援助しております。

平成27年度において、就学援助費を受けている児童生徒数は、南箕輪小学校で60

名、南部小学校で13名、南箕輪中学校で49名、計122名となっております。援助費

用は、南箕輪小学校で約505万円、南部小学校で約103万円、南箕輪中学校で約695

万円の合計約1,303万円の支出となる予定であります。受給世帯の割合は8.3％、こ

れはトータルです。それから、受給児童生徒数は全体の8.5％になっております。

また、就学援助費につきましては、年度によって変動がありますけれども、年々増

加傾向にあります。

以上です。

議 長（原 悟郎） 教育長。

教 育 長（征矢 鑑） ただいま委員長が申し上げたとおりですが、毎年４月、

家庭宛てに通知を出しまして、必要な家庭をピックアップします。本人のほうから

申し出、家庭の方から申し出ということでありますけれど、前年度の全収入が基礎

になっておりまして、生活保護者の世帯が主なものであります。６月の下旬までに、

民生委員の協力も得ながら、家庭の状況調査、それから前年度の今言ったような収

入の中身、そんなところを基準にして、ほぼ生活保護世帯の1.3倍ぐらいのところ

で線を引いて、受給者を確定しております。

以上です。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） 就学援助費については、この対象者は国からの交付で全

額賄われるという形の中で、今説明のあったのは準要保護というふうに理解してよ

ろしいでしょうか。

議 長（原 悟郎） 征矢教育長。

教 育 長（征矢 鑑） そんなように理解をしていただいて結構であります。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） その準要保護世帯の基準というものは、数字であらわさ

れるところは、そういうふうなもので基準ができているわけですか。

議 長（原 悟郎） 征矢教育長。

教 育 長（征矢 鑑） 数字であらわされるものに限っておりますが。

以上です。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） 数字ということで、この場で発表できないというような



基準であれば聞くあれでもないですけれど、生活保護世帯とかいうようなお話も出

ておりますけれど、具体的には、数字は発表できない状況ですか。

議 長（原 悟郎） 征矢教育長。

教 育 長（征矢 鑑） 申し上げればこういうことです。認定の基準ですが、収

入額、それから需要額、ともに月額ですが、保護基準額表から算出し、収入額を需

要額で除した数値が1.3以下というような準要保護の規定がございます。

以上です。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） 今言われたように、1.3以下という基準、数値があると

いうことならば、それが公平な数値であると思いますので。私も、南箕輪の状況を

聞いた中で、なかなか大変な状況にあるというようなことを理解したところであり

ます。

続きまして、２番目の森林保全育成について質問をいたします。

村の面積の半分以上を占める森林は、戦後の貧しい大変な時期に、各戸より１人

ずつ出て、人足で植林作業を行い、後世の財産となるべき目的で植林が行われたと

聞いております。一時期は、森林資源は学校建設の資金にも使われたとも聞いてお

ります。しかしながら、外国からの輸入により、木材の価格が下がり、森林への価

値や関心が薄れてまいりました。

最近になり、森林が見直されて、注目されてきております。森林には、治山治水

はもとより、多面的な機能があり、今回行われたＣＯＰ21でも、ＣＯ２削減などで

大きく取り上げられております。化石燃料の代替としての木材を、バイオマスエネ

ルギーとして利用することが期待されております。このことから、先人の思いのこ

もった奥地林整備や森林保全育成に、長期的に、計画的に、事業の推進に向けて、

財政が大変なときではありますが、先行投資の意味もありまして、予算の増額が必

要かと思われております。山や森林は黙して語らず、心を配っていかねばならんと

思っております。必ずや後世の財産になるものと確信しております。この予算増額

について、村長、いかがお考えでしょうか。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） １番、加藤泰久議員の質問にお答えいたします。

森林保全育成の予算の増額をという御質問であります。

議員御指摘のとおり、森林にはさまざまな機能があります。災害防止をはじめ、

地球環境の保全、水源涵養、あるいは動植物の生態系にとっても重要な役割を果た

しておるところであります。また最近は、特に豪雨による災害が頻発しており、減

災、防災の面からも、森林の保護、整備の必要性が高まってきておる、そういった

認識は持っておるところであります。

一時は、木材価格というのが、いいときには村の財政もかなり潤っておった、そ



んな時期もあったところでありますけれども、今、木材の価格というのが非常に低

迷しており、木材としての利用、経済的な利用という観点から、今言った多面的な

機能の部分へ移ってきておるという状況もあるところであります。しかし、最近で

は、木材というのが非常にいろんな部分で、分野で使われるようになってまいりま

したので、そういった面で期待をしておるところでありますし、バイオマス等々、

エネルギーにも活用が図られておるところであります。

こうした中で、どう森林を保全していくのかということであります。村の森林は、

大きく分けまして、大芝村有林、それから飛び地の山林である奥地林に分かれると

ころであります。特に、奥地林につきましては、重要な水源地であり、水源涵養国

土保全を目的とする森林地帯となっております。昭和50年代から平成の初めにかけ

て、一通りの間伐は行ったところであります。その後も、県の保安林整備等により、

保全に努めておるところであります。また、昨年度は、信州大学農学部にお願いい

たしまして、奥地林の基礎的な調査を実施したところであります。基本的な方針に

ついて御提案もいただいたところであります。

先ほども申し上げましたが、奥地林につきましては、一旦は手入れが済んでおり、

既に植林され、40年から60年が経過し、伐期を迎えているものが多くなってきてお

ります。しかし、木材価格が低迷しておりますので、今後は長伐期化に力を入れて

いかなければならないというふうに考えておるところであります。そんな取り組み

を進めているところであります。木材価格、状況を見ながら、長伐期化に向けての

取り組みということで御理解をお願いいたします。

村の予算の増額ということでありますけれども、大芝高原の間伐につきましては

毎年実施しております。計画的に実施しておるところであります。奥地林につきま

しても、長伐期化に向けまして検討をしていかなければならないというところであ

ります。国の補助事業も取り入れ、必要に応じて増額はしてまいりたいというふう

に考えておるところであります。

以上です。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） ただいま村長の説明にもありましたように、大芝村有林

については、村民が目につくところでございまして、それぞれのよく手入れのでき

たというように評価も受けているところでありますが、さきにも、委員会視察の形

の中で、経ヶ岳のほうへ、議員それぞれ皆さんで視察に行ってきましたが、経ヶ岳

においては、今、村長おっしゃられたように、伐期に入っているというようなとこ

ろでございますけれど、さらなる間伐等によって、飛び地、奥地林に磨きをかけて、

宝の山となるように期待していきたいと思っております。

次に、３番目に、社会福祉協議会の委託事業について質問をいたします。

村からの委託事業は、各分野においてたくさんある中で、今回は社会福祉協議会

への委託事業についてお伺いします。



社協の事業は、幅広く、大変深く、複雑なものがあります。その辺で、私も雑駁

な通告をいたしましたのでまことに申しわけないと思うんですが、もっと具体的な

項目を上げていかなければならないというふうなことを反省しております。そこで、

気のついたところについて質問をさせていただきます。

高齢化が進み、制度改正等がある中で、事業運営が大変であり、職員の皆さんの

奮闘ぶりが伺えるところでございます。

予防事業の中で、生きがい通所ゆうゆうトレーニング教室、お達者筋トレ教室は、

参加者も定着している中で、健康で毎日が生活できる、また健康寿命が延びるよう

に、積極的な施策を希望するところであります。そして、さらなる参加者がふえる

ことを希望するところであります。

地域福祉事業においては、幅広く、大きな事業で、対象者が年々増加すると思わ

れております。一つには、気のついたところは、高齢者、障害者の外出の際に、移

動手段としての移動サービスに、２台体制で今ありますが、福祉バスであります。

回数が月に４回というように規制されておるところであります。私がちょっと調べ

たところでは、26年では、利用者数が968人、延べ回数が2,837回というような数で

ありまして、目的としては、通院に64％、公共施設等へ行くのには22％の利用があ

り、また買い物には13.7％と、交通弱者にとっては大変必要な部分であるというよ

うに思っております。そのほかには、ひまわりの家の利用者のために、自立して仲

間と生活できるようなグループホームの建設の計画を進めてほしいと、このように

思う中で、この委託事業について、どのような評価をしているかというようなこと

をちょっと質問いたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 社協の委託事業についての御質問であります。

社協の委託事業、本当に数多くあるところであります。大きく分けますと、一般

会計事業分と介護保険事業分に分かれるところであります。特に、今、議員御指摘

をいただきました福祉移送サービス事業を含めましての一般会計事業分としては、

延べ人数が3,123名ということで増加しております。ただ、一方、介護保険事業分、

これはお達者筋トレ事業、地域介護予防元気アップクラブ事業、ゆうゆうトレーニ

ング事業というのがあるわけでありますけれども、これは横ばい状態という、こん

な状況となっておるところであります。

評価ということでありますけれども、こういったことを行政でやるということ不

可能なことでありますので、社協に委託して行っておるということであります。そ

ういった面では評価をしておるところでありますし、効果も上がっているんじゃな

いかというふうに思っておるところであります。

ただ、問題は、これからさらに高齢化が進んでまいります。したがいまして、い

かに健康寿命を延ばしていくか、このことが重要であります。そのために、元気ア

ップクラブという事業も起こしまして、社協に委託をしたところであります。しか



し、この分につきましては、利用者の固定化、横ばい化ということになっておりま

すので、どう参加していただけるのか、参加にどうつなげていくのか、ここが重要

となっておりますので、働きかけの内容等、十分検討しながら、増加を図っていき

たいなというふうに思っております。特に、この事業につきましては、健康寿命を

延ばしていくためにぜひ参加していただきたいという思いがあるところであります。

そんなことで、社協とまたこの辺は打ち合わせをしながら、人数が延びるようにし

ていきたいなというふうに思います。

一般会計事業分として福祉移送サービスにつきましては、これは本当にやってよ

かったなという事業であります。病院が大半を占めておるということでありますの

で、高齢者のために、足のない高齢者の皆さんには、大変役立っているんではない

かというふうに考えておるところであります。

先ほども申し上げましたが、これからさらに高齢化社会、超高齢化社会になって

くるわけでありますので、こういった事業がさらに必要となってまいります。状況

を見ながら充実をさせていきたいというふうに思いますし、この辺は社協との連携

というのが非常に重要となってまいりますので、その辺も重視をしながら、充実に

努めてまいります。また、介護保険制度の改正という面もあるところであります。

そういった事業についても今検討しておりますので、サービス低下を余り招かない

ようにやっていければいいなという思いがしておるところでございます。

以上であります。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） 若い村と言いながらも、ますます高齢化が進む中で、こ

の福祉事業は大変な部分でございますので、どうか社会福祉協議会とも綿密な連絡

をとりながら、福祉の向上のために頑張ってもらいたいところであります。

それで、今ちょっと移動サービスの件につきまして、今現在は回数を月４回まで

というような規制をされているわけでございますけれども、利用者から見たら、も

う少し規制を緩和していただいて、使われたら、この交通弱者も大分助かるんじゃ

ないかというようなことも思いましたので、その辺をくんでいただければと思いま

す。

次に、結婚相談事業の取り組みと成果というようなことで、これも委託事業でご

ざいまして、行っているわけでございますが、社会の状況の変化や三交代制勤務と

いうような勤務体制の変化、また個人情報の保護等により、若い人の出会いの機会

やら場所が少なくなっておるところであります。人生の伴侶と出会う、なかなか難

しいところがある昨今でございます。

それで、調べましたら、ここに南箕輪の相談所の登録している方が、男性、ちょ

っとここの数字、私、書き落としてきましたのであれですけれど、男性のほうが三

十何人、女性のほうが少なくて、お見合い回数が７回して、26年度ですか、結婚さ

れた方が１件と、そんなような状況が報告されているわけであります。



そうした中で、これから、登録されている方が村内の方に限られているというよ

うなことでありますので、なかなか村内だけというのは大変ですので、近隣の市町

村、または上伊那郡下の広域を利用しまして、広い範囲の中で登録をし、出会いの

場をつくっていっていただければと思いますが、その辺に関し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） 結婚相談事業の御質問であります。

結婚相談は月に２回、７名の結婚相談員が交代で相談に当たっておるところであ

ります。今、議員御指摘のとおり、今年度上半期につきましては、相談件数が28件、

見合い件数が３件、こんな状況であります。平成26年度には成婚件数１件というこ

とで、成立をしたということであります。この辺、大変ありがたいなというふうに

思っておるところであります。

御指摘のとおり、この事業というのは、より広域的に行っていくことに効果があ

るわけであります。長野県でも、県内の結婚相談所間のネットワークの強化のため

に、長野結婚マッチングシステムの運用支援等を行う、長野結婚支援ネットワーク

サポートデスクをことしの７月に開設し、データ登録者の拡大を図って、結婚相談

所の情報交換だとか、あるいは研修会等の企画、運営に当たっているところであり

ます。県も、この広域的な相談ということに力を入れてきたところであります。上

伊那県域内におきましても、研修会をやったり、情報交換をしたりという、こうい

うことも活発になってきております。地方創生の総合戦略、少子化対策におきまし

ても重要な取り組みになっておるところであります。したがいまして、これからさ

らに広域的な取り組みというのは進んでくるというふうに私自身は思っております。

そうしていかなければならないということであります。

少子化対策というのは、さまざまな対策というのがあるわけでありますけれども、

まずは結婚から始まってまいります。その入り口が出会いづくり、こういうことだ

ろうというふうに私自身は思っておるところでありますので、これは社協の事業で

ありますけれど、村としてもさまざまな婚活イベントにつきまして支援をしていく

必要があるというふうに思っております。特に、この辺につきましては、また力を

入れてやっていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。少子化を解消していくには、やはり出会いの場をどうつくっていくのか、この

ことが重要でありますので、その辺につきましては村も力を入れていくということ

でお願いいたします。

以上です。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） 社協ともちょっとお話を聞いたわけでありますけれども、

社協の委託事業でありますけれども、なかなか難しいところがあるということで、

民間のこういう婚活というようなところもあって、大変全県を網羅しているような



ところがあるわけですけれども、やはり紹介等に大変な費用がかかるというような

ことでありますので、ぜひ行政の中でやっていただければいいと。また、ちょうど

適齢期を迎えるような消防団においても、なかなか出会いの場でいい出会いがあっ

たりとか、そんなようなことも聞いておりますので、そういう消防団、もしくはい

ろいろな団体があるならば、そこらを上手に使って、ぜひとも若い皆さんが結婚し、

定住していただくことを希望するところであります。

次に、平成の大合併から10年となるわけでございますが、自立の村を選択した村

民の意識はまだ継続しているかというようなことについてお尋ねいたします。

合併か否かで、住民投票が行われ、自立の村を選択したわけでございますが、そ

の当時から、自助、公助、共助等を合い言葉に、皆で村をつくり上げていく意識が

強くあったように思います。現在の人口の増加の村になったのも、そこらの思いが

あってのことかと思われております。

10年が経過する中で、村民の意識はどんなふうに思えるか、村長にお伺いします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 平成の大合併からの10年、村の、村民意識のというよう

な話がありました。

その前に、若干、先ほど最後の質問で消防団の話が出ました、結婚の問題で。今、

消防団が本当に出会いの場となっております。これ、本当にありがたいなと思って

おり、最近ではもう６件だか、７件ぐらいの結婚が成立しておりますので、これ、

結婚相談所を上回るペースで、ありがたいなというふうに思っておるところであり

ます。

それでは本題に入ります。

継続しているかどうかという問題でありますけれども、10年という年数がたちま

した。よく10年一昔と言います。これ、昔はそういう言い方、今はもっと早く一昔

になってしまいますけれども、そういった中で、村民個々の意識というのは多少変

化はあるんではないかなというふうに思ってきておるところであります。本当に、

あの当時の熱意があるかどうかと言われれば、若干薄らいできているのかなという

思いはあるところであります。

しかし、住民の村を思ういろんな団体の部分につきましては、かなり進んできて

おるなと、進んできたなという、この実態もあるところであります。特に、村内各

地区におきまして、農地、農用地等の資源保全、これ、農地・水管理、これは南箕

輪でも６地区に立ち上がったところであります。私は、この事業というのは大変難

しいので、村では無理かなというふうに思っておりましたら、村内の半数の地区で

そういったものが立ち上がってきております。それと同時に、景観や環境保全、あ

るいは地域の伝統、文化の保全活動など、自主的な地域づくりの活動を行っている

団体もふえてきておるところであります。そんなことを見れば、まさに、この私自

身の考え方では、地域力というのは向上してい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、秋の大芝高原を飾っていただいておりますイルミネーションフェスティバ

ルにつきましても、このフェスティバルも、合併論議を機にして開催された、立ち

上がったイベントであります。そういったことを考えれば、本当にそういう意味で

は、私自身は住民意識、個々はともかくといたしましても、団体としての意識とい

うのは本当に上がってきているんじゃないかなというふうに考えておるところであ

ります。

また、最近では、特にこの伝統文化という点、神子柴にはかま塾というのがあり

ますけれども、最近ではまんどの会とか、いろんな会ができてまいりました。これ

も、伝統文化という点では本当にありがたいなと、そういった会が焼酎づくりまで

発展をしてきておるということも注目をしておるところでございます。

また同時に、定住といいますか、村の愛着といいますか、そういった調査という

のを行っておるところであります。これは総合計画をつくるときに行っております。

したがいまして、16年、21年、それから26年、３回今まで実施してきております。

それらを比較しますと、年々、村の愛着度、それから定住をしたいというパーセン

トが上がってきております。平成16年と平成26年の調査につきましては、18％も率

が上っておるという結果が出ておりますので、そういった数字を見ますと、村民の

自立を選択した意識というのは、私自身は継続し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） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） 次に、２月18日が村の、南箕輪の日と制定されました。

その日にはそれぞれの式典、イベント等がありますが、村民全員が参加して、一人

一人が自分たちの村であるという意識をするような事業を計画してはというように

思っておりますが、例えば、伊那では行われておりますが、年何回かの全市一斉清

掃ですか、村においては全村一斉清掃デーというようなものを計画してみてはいか

がかと。組に未加入の人も含めて、住居の近くの清掃を行い、地域全員その行事に

参加し、この地域の連携を深めること、それで住んでいる地域の環境美化を行い、

村民意識の高揚につながればというように考えますが、そんな取り組みはいかがな

ものでしょうか。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 村の日に村民全員参加の事業をということであります。

村の日、２月18日として定めさせていただきました。村民が、郷土について理解

と関心を深め、ふるさとを愛する心を育み、村の発展、村民福祉の増進に資する、

こんなことを目的としてつくらせていただいたところであります。

村の日には、いろんな事業が行われるところでありますけれども、制定したその

年につきましては、シンポジウム等は若干雪の関係で延びてしまいましたが、実施



いたしました。また、記念のプレミアム商品券の販売を行ったり、毎年では、村内

の保育園、小・中学校、あるいは老人ホーム、南信病院あたりも参加していただい

ておりますけれども、特別メニュー給食を実施したりと、そんなことをしておると

ころであります。今年度は、この特別メニュー給食に加えまして、村の表彰式、健

康講演会、こんなことを考えておるところであります。

村が誕生して、ことしが140年、それから今後150年という節目に向かっていくわ

けであります。こういったときには、大々的に行事をやっていく必要はあるという

ふうに思っております。こういった年には、２月18日のそういった部分を意識しな

がらやっていく必要があるんじゃないかなというふうに思っております。

また、今、加藤議員が御提案をいただきました、村民全員が参加できるような事

業、これは私も必要だと思っております。昔は、５月30日、ごみゼロ運動というこ

とで、村一斉にやっておりました。最近は地区ごとでということで、そういうふう

になってきておりますので、なかなか難しいのかなというふうに思っております。

どういった事業がいいのか、できるのか、そんなことを検討してまいりたいとい

うふうに考えております。また、いい事業があれば、御提言をいただければありが

たいなと、これ、議員さん含めまして、いろんな皆さんから募ってみることもいい

のかなというふうに思っておりますので、私自身も必要性は感じておりますので、

できれば実施できる方向で、村民の御意見等も聞いてみたいと思いますので、よろ

しくお願いいたします。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） そういうわけで、提案としては全村一斉清掃デー、各地

区では今それぞれ行われておりますが、一斉にやることによって、組に入っていな

い方も、組の皆さんと近隣の地域の美化活動を行い、生活環境がよくなり、また、

それによって地域の連帯感が強まるというようなことが考えられますので、ぜひと

も、またそれぞれの皆さん、知恵を出し合って、何らかの形で、そういうような、

村民が全員参加して村の意識を高めていくような計画をお願いしたいところでござ

います。

以上で、私の質問を終わります。

議 長（原 悟郎） これで、１番、加藤泰久議員の質問は終わります。

ただいまから午後３時25分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時０３分

再開 午後 ３時２５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、都志今朝一議員。

７ 番（都志今朝一） 議席番号７番、都志今朝一です。

私は、さき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項目の平成28年度予算編成の１件目、28年度予算規模についてをお

伺いいたします。

平成28年度の予算編成が始まります。

経済状況を見ると、内閣府が11月16日付発表した７月より９月期の国内総生産、

ＧＤＰの速報値は、物価変動を除く実績で、前期比0.2％減、このペースが１年間

続くと仮定した年率換算は0.8％減で、２四半期連続のマイナスとなり、中国経済

の減速懸念などを背景に、設備投資が低迷、個人消費の回復も鈍く、景気は足踏み

状態が続いている。２四半期連続のマイナス成長は、消費税を８％に引き上げた直

後の2014年４月より６月期と７月より９月期に減少が続いて以来である。個人消費

は、前期比0.5％増と、２四半期ぶりのプラス、パソコン、衣服に加え、秋の大型

連休の効果で、外食などが堅調であった。ただ、ことし４月より６月期の落ち込み

を取り戻すほどの力はなかった。

県内の状況も、製造業は新興国経済の原則などの影響などから悪化している一方、

非製造業は既に横ばいとなっており、先行きは、製造業で改善、非製造業では小幅

な悪化を見込んでおり、アルプス中央信用金庫の伊那谷経済動向の中小企業景気レ

ポートのまとめでは、上伊那地域の７月より９月期の景況観は、前期比より3.4ポ

イント改善した。前期比で上昇したのは昨年７月より９月期以来であり、来期の予

想も今期より高くなり、明るさが見える調査結果となっている。また、この反面、

稲作農家には、昨年に続き、米価の低迷が続いており、収入減収による地域経済に

与える影響が懸念されております。このようなさまざまな影響の中、財政運営には

厳しい状況が続いていると思われます。

平成28年度の予算編成でありますが、歳入の関係では、企業の景気も緩やかな回

復傾向にあり、個人村民税の増を見込み、法人村民税は、企業が製造業を中心に改

善傾向にあるものの、財政改革により税率が引き下げられた影響もあり、昨年と同

期の比較では、幾分の増税となる見込みである。歳出については、仮称こども館の

建設、生涯学習施設の建設、北部保育園の増改築を検討、また、今後は社会保障や

公債費も増加が見込まれ、ハード、ソフト面に多くの事業の遂行が見込まれており、

厳しい財政運営が求められております。不透明な経済状況の中、村民に優しく、安

心・安全で、住民の生活を守る予算編成を期待し、１件目の28年度の予算規模につ

いての質問といたします。

予算の規模は、本年度に比べてどうであるかをお伺いし、予算規模の質問といた

します。答弁をお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） ７番、都志今朝一議員の御質問にお答えいたします。

来年度の予算編成、28年度の予算規模はという質問であります。



国民総生産の話がありました。７月から９月期、発表はマイナスということであ

りましたけれども、つい最近、プラスに転じたという改定がなされたところであり

ます。そんなことで、若干景気は上向いているのかなということを感じたところで

あります。

そういった中で、歳入の見込みでありますが、主要歳入、住民税では、法人住民

税が制度改正による税率変更の影響があります。しかし、緩やかな景気回復の効果

による税収増を期待しているところであります。また、個人村民税におきましても、

賃上げということが言われておりますので、その所得の伸びを見込んでいるところ

であります。また同時に、納税義務者数、本村の場合ふえておりますので、そうい

った伸びも期待しているところであります。固定資産税につきましても、新築家屋

や企業の設備投資、償却資産の伸びも期待できます。税全般としては、上向きであ

ると考えておるところであります。

地方交付税であります。これは、二つが歳入の主要になっておりますので、総務

省の概算要求では、地方交付税の総額、前年度比２％減が示されているところであ

りますが、いろんな新聞報道を見ますと、さまざまな補塡といいますか、違った部

分のものが上乗せになってくるような報道もありますので、この辺を期待しておる

ところであります。そんな状況でありますので、さまざまな情報等々を注視しなが

ら、編成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。

歳出につきましては、議員御指摘のとおり、前々から申し上げておりますが、人

口増加対策として、27年度、28年度において一定のめどをつけたいということでき

ておるところであります。本年度、中部・西部保育園の給食室、園児室の大規模増

改築、順調に進んでおるところであります。来年度以降でありますけれども、議論

となっておりますこども館、生涯学習施設、それに北部保育園の増改築、これに取

り組んでいかなければならないということで、準備をしておるところであります。

こういった事業に加えまして、要望がかなり高い道路インフラの整備、あるいは福

祉関係経費や社会保障関係経費の増加、こういうことを考えますと、本当に平成28

年度の予算は正念場になるなというふうに私自身も捉えておるところであります。

投資的事業だけで、３カ年実施計画、先般取りまとめをいたしました。13億円余に

なるということが生まれてきたところであります。この辺は、予算編成、予算要求

で、どの程度絞り込めるかというところがかぎとなってくるというふうに思ってお

ります。

額がどのぐらいかというところでありますけれども、なかなかこれは難しいとこ

ろであります。今年度当初予算を大幅に上回る規模になるということで御理解をい

ただきたいと思います。28年度が済みますと、ほぼ通年ペースに戻るんじゃないか

なということも考えておるところであります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ７番、都志議員。



７ 番（都志今朝一） 財源は、村税、地方交付税の主要財源での大きな伸びが

期待できない中、ハード面の３事業で、予算規模は８億円を超え、大変厳しい財政

状況になると思われます。より一層の経費の節減を図り、村政基本の村民の生活を

守り、地域の安心・安全な村づくりのための予算となることを期待するところであ

ります。より一層の緊縮財政の予算編成をお願いして、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１日、平成28年度予算編成方針会議を開催し、村５次総合計画と村

総合戦略にのっとった予算編成を基本とし、各課の予算執行担当者に対して、来年

度を人口増加の対応に一定のめどをつける年とし、仮称こども館と生涯学習施設の

新設、北部保育園の増改築を検討、人口増加による施設不足の対応に集中させ、こ

の事業３件での予算規模は８億円を超え、財政状況は大変厳しくなると説明し、さ

らに村民生活を守り、地域の安全確保、産業振興を進め、移住・定住促進にも積極

的に取り組むとしている。投資的経費では、一般財源ベースで１億5,000万円余り

が不足する状況であり、基金取り崩しや起債額の増加を見込んでおり、ゼロベース

からの選択と集中を求め、来年度は村にとっての正念場、乗り切らなければ、村の

展望は開けてこない。共有の認識を持って考えることを指示しております。多くの

ハード面の事業が見込まれる中、村政運営にも一層厳しさを増し、限られた財源で

の予算編成で大変なことと思われます。

それでは、２件目の来年度予算編成に当たっての重点施策は何であるかをお伺い

し、２件目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） 重点施策につきましては、たびたび御説明申し上げてお

るところであります。一番大きなのがこども館の建設、続きまして生涯学習施設、

これは中学校の生徒増加に伴います教室不足対応を含めましての施設であります。

それと、北部保育園の改築、この三つが非常に大きな事業となってまいります。北

部保育園の増改築ができれば、保育園につきましては一定の整備が終わるという、

こういうことで今考えておるところでございます。この三つの事業で８億から９億、

こういった事業費になるんじゃないかということで今見込んでおるところでありま

す。本当に正念場の予算編成になるというふうに考えておるところであります。し

かし、これも前々から申し上げておりますが、この事業に一定のめどをつけてしま

わないと、いろんな部分が進んでまいりません。したがいまして、その辺は議員の

皆さんの御理解もお願いしたいともいますし、同時に、村民の皆様方にも御理解を

お願いしてまいります。同時に、また加えまして、村政の基本方針であります住民

生活を守る、地域の安全を守る、あるいは産業振興を図っていく、こういったこと

もやっていかなければならない、やっていく予定であります。したがいまして、か

なりの予算規模になるんじゃないかなというふうに考えておるところであります。

また、今議会におきまして、最終日に議決をいただく予定になっております、定



住自立圏構想の議決をお願いしております。この連携によりまして、空き家対策だ

とか、人材育成だとか、公共交通対策など、広域的な事業の促進も図っていかなけ

ればならないということになっております。また、同時に、地方創生、村版の総合

戦略をつくりましたので、その具現化をどう図っていくのか、あるいは第５次総合

計画とどう整合性を持たせていくのかという、こういった予算編成にしなければい

けないところでありますので、その辺も十分指示をしたところでございます。した

がいまして、いろんなもろもろのことを考えながら、予算をつくってまいりたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。

緊縮財政、来年度に限ってはそういうわけにはまいりませんので、その点につき

ましての御理解をお願いしたいというふうに思います。また、財源対策といたしま

して、使えるものは全て使っていく、有利なものから使っていくということも指示

をして、今調整もしておるところでありますし、国・県の動向、県へも行ってこい

ということで指示をしたところであります。そんなことは御理解をいただきたいと

思います。また、基金の取り崩し、これは当然あります。そんなことも御理解もい

ただかなければ、平成28年度を乗り切っていけないということでありますので、よ

ろしくお願いいたします。

以上です。

議 長（原 悟郎） ７番、都志議員。

７ 番（都志今朝一） 人口の増加による施設不足の対応に応えるために、多額

の予算も必要であり、基金の取り崩しや起債額も増加するものと思われます。本年

度は、第４次総合計画後期基本計画の最終年度でもあり、各事務事業の検証を行っ

ていただき、効率的な事務事業の運営をお願いし、３件目の健全財政維持の施策に

ついてをお伺いいたします。

村長就任以来、徹底した歳出削減と同時に、限られた財源で、必要としている事

業の実施、最大効果の出る予算編成を支持し、上伊那の市町村の中でも上位の健全

財政を維持し、南箕輪村第５次総合計画前期基本計画案の行政運営の推進の中、４

項目めに、健全財政確立があり、１件目、計画的な財政運営、２件目、財源の確保、

３件目、歳出の削減がうたわれております。

平成28年度以降にもハード事業が控えております。大変厳しい財政状況になると

思われます。今後の健全財政維持についての施策は何であるかをお伺いし、３件目

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） 健全財政を維持していくということは当然のことであり

ます。しかし、来年度、28年度におきましては、先ほども申し上げましたように、

人口増加対応、施設不足に一定のめどをつけるために、やむを得ない措置であると

いうふうに私は捉えておるところであります。そんな理解はまた求めてまいりたい

な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、先ほども申し上げましたが、起債の発行、大幅にふえていくこ

とも予想しておるところでありますし、基金の取り崩しも行ってまいります。そう

いった場合に、しばらくは財政指標の低下も予想されます。実質公債比率、将来負

担比率、この上昇というのもやむを得ないというふうに思っておるところでありま

す。現在、将来負担比率は数値はなしであります。この辺が数値が出てくるのかな

という予想もしておるところであります。しかし、これは実際に弾いてみないとわ

からないという状況であります。また、実質公債比率につきましてもかなり下がっ

てきております。この辺の上昇も一時は避けられないのかなというふうに考えてお

るところであります。

しかし、こういった数値が上がったとしても、健全財政の維持というのは、私は

できていくというふうに思っておりますし、来年の施設につきましては、本当に将

来に向けての投資でありますので、その辺は御理解もいただ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。そういったことが終われば、また通年ペ

ースになってまいりますので、そういった指標も下がってくるんではないかと考え

ておるところでございます。したがいまして、健全財政は維持できるという、こう

いうことで今考えておるところであります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ７番、都志議員。

７ 番（都志今朝一） 年を追うごとに、厳しさを増す財政が続くと思われます。

南箕輪村第５次総合計画前期基本計画案が執行できることをお願いし、２項目めの

道路整備の進捗状況についてをお伺いいたします。

１件目の県道伊那北殿線、下川原橋クランク部分改修工事についてをお伺いいた

します。

今議会の冒頭、村長の挨拶の中でも、現在までの進捗状況の報告があり、建設省

との交渉も済み、当初のＳカーブより緩やかなＳ字に変更され、交渉が完了してい

るようであります。地形測量にも着手し、ポイントの釘も見受けられます。153号

伊那バイパスの開通により、交通量も増し、より一層必要性を増してきている道路

と思われます。また、狭い地域に、ＪＲ飯田線の軌道、西部土地改良区の取水口と

送水管、伊那土地改良区の右岸幹線の隧道があり、工事も大変になると思われます。

西部土地改良区との交渉は来週中に行う予定であり、伊那土地改良区には、昨日、

変更後の図面が届いたところであります。細部の打ち合わせがまだこれからと思わ

れます。工事主体は伊那建設事務所であり、村には直接関係ないと思われますが、

進捗状況に応じては、地域住民に対しての説明会も必要かと思われます。以上、１

件目の県道伊那北殿線のクランク部分改修工事の進捗状況はどうであるかをお伺い

します。答弁をお願いします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 県道伊那北殿線の下川原橋クランク部分の改修工事であ



ります。

冒頭の挨拶でも申し上げましたけれども、より緩やかなカーブにしていく、この

ことを基本に、若干従来の計画を変更したところであります。そういった協議が関

係機関と整いましたので、これから用地測量を行ってまいります。事業実施に当た

りましては、関係地権者には協力をいただけるということになっております。県の

予定では、今年度、用地測量、28年度、用地買収、こんな計画となっております。

工事はそれからということで、若干といいますか、おくれておる、このことは県財

政のこともあります。しかし、早期に完了をしていただくよう、再度、また要望を

してまいります。そんなことは御理解をいただきたいというふうに思います。説明

会というような話がありましたけれども、区長会等で十分説明はさせていただきま

す。工事はおくれぎみでありますので、この辺はまた県とも詰めてまいりたいと考

えております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ７番、都志議員。

７ 番（都志今朝一） 住民の念願の工事であります。より一層早い完成を県に

要望していただき、工事が完了することをお願いいたします。

続いて、２件目の通称中込線と箕輪町道との接続についての質問といたします。

ことし４月より、上伊那消防広域化により、消防署の出動区域の見直しが行われ、

南箕輪の一部地域が箕輪消防署の管理区域となり、南箕輪村への緊急車両の出動回

数が、11月29日までに、上段、下段合わせてでありますけれども、49件であります。

平成26年度第１回の定例会の答弁では、この道路は、国の補助を受け、整備した

い。箕輪町と連携をとりながら、平成28年度に道路計画の調査と測量に着手し、28

年度からの事業化に向けて調査をしていくとの答弁でありました。27年度もあと３

カ月を残すところであります。箕輪町との協議も必要と思われます。進捗状況など

をお伺いし、２件目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） 中込線と箕輪を結ぶ接続工事、道路関係の御質問であり

ます。

昨年、都志議員さんの質問にお答えしたその時点では、平成27年度、道路計画調

査、測量に着手し、28年度から用地取得、その工事に着手したいという計画を持っ

ておったところであります。しかし、これも常々申し上げておるところでございま

すけれども、国の交付金、社会資本整備総合交付金、道路関係が本当につきが悪く

なってきてしまっておるところであります。そういったことで、補助が思うように

受けられないことと、また村でも人口増加対策の大型事業を優先して実施していか

なければならないことなどから、先送りをせざるを得ない状況となっておるところ

であります。この辺は、箕輪町とも調整しておるところでありますので、そんな点

は御理解をお願いいたしたいと思います。先延ばしということで御理解をお願いい



たします。財源手当ができないということであります。

しかしながら、この路線というのは、箕輪町への移動経路がふえ、国道153号及

び春日街道の交通車両が分散され、渋滞緩和といったことが期待できます。また、

消防広域化に伴い、救急車の出動区域が見直され、久保、塩ノ井、北原は箕輪消防

署からの救急車の走行経路になったところでありますので、そういった経路がふえ

る、移動時間短縮といったことも期待できます。そんなことを考えれば、先延ばし

はいたしますけれども、必要な道路ということは認識しておるところでありますの

で、村の財政状況、あるいは国の交付金の動向を見きわめながら、着手できればと

いうふうに考えております。時期等につきましては、また箕輪町と協議をしてまい

りたいと考えておるところであります。

したがいまして、昨年の議会で申し上げた時点と状況が変化してきておりますの

で、先延ばしということで御理解を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） ７番、都志議員。

７ 番（都志今朝一） 消防も広域化になり、この道路の整備の必要性を感じて

いるところであります。早い時期の工事着工をお願いし、３項目めの森林整備計画

の官行造林の今後の管理についてをお伺いいたします。

村と中部森林管理局との間で、北沢山の村有林の一部、149.21ヘクタール分、分

収の割合を５歩５歩の契約を交わしてあり、平成27年度末には契約が満了となり、

以後、官行造林法が廃止になり、再契約ができない。平成27年度一般会計予算の中

に、公有財産購入費の区分があり、官行造林地権利購入費の900万が盛られており

ます。奥地林のほとんどが水源涵養林及び保安林に指定されており、適正な森林管

理が必要と思われます。官行造林の権利購入の進捗と今後の管理をお伺いし、３項

目め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） 官行造林の質問でございます。

官行造林につきましては、昭和２年に契約を締結し、満了したところであります。

したがいまして、権利を買い取る契約をいたしました。160ヘクタールの面積、権

利を買い取ったところであります。重要な水源機能を果たしているというふうに思

っております。

森林整備というのは、さきの議員の質問にお答えいたしましたけれども、木材の

利用価値、そのことももちろん重要でありますけれども、森林の持つ多面的な利用、

このことに注目が集まっておりますので、森林整備をやっ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。その際にも、お答え、お話を申し上げ

ましたけれども、信州大学農学部にお願いいたしました。基礎的な調査を行ったと

ころであります。その結果、官行造林地のほとんどを占めるカラマツ林というのは、

手入れがよくされており、美林である。ただし、一部無間伐のヒノキがあるとの指



摘もなされたところであります。奥地林の森林整備につきましては、また信州大学

に技術的な指導をいただきながら、長伐期化といったことを図る森林施業を考えて

いるところであります。

したがいまして、伐期は迎えておりますけれども、さらにその期間を延ばしてい

く長伐期化ということで御理解をお願いいたします。

以上です。

議 長（原 悟郎） ７番、都志議員。

７ 番（都志今朝一） 官行造林を含め、奥地林の飛び地は、村の面積の約半分

を占めております。保安林、水源林など、大きな財産です。適切な管理をお願いし、

４項目めの公共建物の維持管理についてをお伺いいたします。

村では、数多くの箱物を所有し、維持管理を行っております。建築年数も違いが

あり、維持管理には多くの予算が必要であると思われます。特に、建物の外壁及び

屋根部分については、雨水の浸入も考えられる場所でもあり、特に、外壁に使用さ

れている材料には、耐用年数があるものが多く、下地材も水分に弱い材料が多く使

用されております。また、伊那地方は寒冷地のために、冬の時期に雨水などの浸入

により、凍害による剝離などの現象なども見受けられます。また、とい、ドレンな

どの管理不足と思える場所もあります。

村も、財産の長寿命化を進めております。予算の範囲での維持で大変とも思われ

ます。今後、どのような維持管理を行うかをお伺いし、質問といたします。答弁を

お願いいたします。

議 長（原 悟郎） 三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） ７番、都志議員の御質問にお答えいたします。

南箕輪小学校につきましては、耐震改修工事を、平成16、17年度に南校舎、中校

舎を、それから平成19年度に北校舎の工事を実施しております。今年度は、北校舎

の外壁、屋根改修工事を行いました。

中学校につきましても、平成19年度に耐震化工事を行っております。

南部小学校に関しましては、体育館の屋根、外壁工事を平成23年度に実施してお

ります。

また、村の公民館については、平成６、７年の２年間で大規模改修を行いました

が、改修から20年が経過しております。村の３カ年実施計画では、耐震改修工事を

平成31年度に予定しております。

校舎、公民館いずれも、施設の長寿命化を図るための中長期的な計画が必要だと

感じております。施設の状況を確認しながら、計画的に、維持、修繕を行うよう努

めてまいりたいと考えております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ７番、都志議員。

７ 番（都志今朝一） 適切な管理をお願いします。



５項目めの移住・定住促進についての企業誘致の考えについての質問といたしま

す。

村の総合戦略の施策の中に、商工業、サービス業の振興による雇用の創出の項目

に、企業誘致の推進とともに、安定した雇用を創出する。若者が移住・定住するに

は、雇用があり、所得の向上が不可欠となると思います。村５次総合計画前期基本

計画案の中に、基本目標４、産業と観光の振興で、活気を生む村、政策の４番目に

も、企業誘致体制の充実を図り、また、北原工業団地の拡大予定地に積極的な誘致

を図るとも上げられております。安定した雇用が人口の増加にもつながると思われ

ます。どのような形で企業誘致を行うかをお伺いし、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） 移住・定住促進の中の企業誘致の質問であります。移

住・定住対策の部分につきましては、ありがたいことに当村の人口は増加しており

ます。したがいまして、現在は人口増加への対応の事業を重点的に実施しておりま

す。しかし、いつかは、いずれは人口は減少してまいりますので、今後、移住・定

住対策事業にも手をつけてまいります。そんなことで御理解もお願いしたいと思い

ます。

平成27年の10月に国勢調査が行われました。調査結果速報も発表されておりませ

んけれども、１万5,000人を超えるんじゃないかということで期待もしておるとこ

ろであります。

企業誘致でありますけれども、移住・定住対策の事業の一つにもなりますし、地

方創生の中では、雇用の確保というのは本当に大切となってまいります。こうした

ことを考えますと、上伊那広域圏単位での企業誘致も重要でありますので、広域的

な視点で考えていく必要があろうかというふうに思っておるところであります。

現在、村内の工業団地、北殿、南殿、田畑、北原、４地区の工業団地があり、位

置づけをしておるところであります。ただ、北原地区以外の３カ所につきましては、

工業団地拡大に必要な用地は、これはもう確保できないところであります。いっぱ

いであります。このために、大規模な企業誘致ということになれば、北原工業団地

周辺が適地であるというふうには考えておるところであります。しかしながら、こ

の地域は農業振興地域になっておりまして、直ちには工場等を誘致するということ

は困難な状況であります。国土利用計画等を見直す中で、将来的に北原工業団地へ

の誘致が図れる可能性について検討していきたいというふうに考えておるところで

あります。農振との関係で大変難しくなってきておるということは御理解をいただ

きたいというふうに思っておりますし、本村には既に大規模に開発できる用地とい

うのはなくなってきておるという状況もあるところであります。20ヘクタール、20

平方キロ、これが居住地面積でありますので、その中で１万5,000人余の住居もあ

り、工場用地もあり、そういうことでありますので、だんだん用地がなくなってき



ておるということは、そんな御理解もお願いしたいというふうに思います。

対策といたしましては、空き工場等活用事業補助金を創設いたしましたので、こ

れを使っての空き工場への誘致、これ、今もかなり利用されておるところでありま

す。また、既存企業の拡大も重要なことでありますので、そういった支援もさせて

いただきたいというふうに考えておるところであります。

近々、企業から依頼を受けました用地造成が完了してまいります。１月には臨時

議会をお願いして、議決をいただかなければならないというふうに考えておるとこ

ろでございます。

また、もう一つにつきましても、今、工場建設が進んでおりますので、そういっ

た既存企業の支援にも力を入れていく必要があるんじゃないかというふうに思って

おるところであります。

また、これも今議会でお話をいたしましたけれども、村の方針として、地方創生、

村の総合戦略で、職住近接という、これが第一番の柱となっておるところでありま

す。そういった考え方で取り組んでまいりたいというふうに思っておるところであ

ります。

いずれにいたしましても、雇用の場の確保ということは重要でありますので、企

業誘致を含めまして、さまざまな方策で検討していく必要があるというふうに思い

ますし、最近の事例でいきますと、南原へも企業進出していただきましたし、今、

南原の本当に荒廃地であったところに、今、一つの企業が造成をして、建物も建て

始めておりますので、そういった事例もあ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、都志議員。

７ 番（都志今朝一） ますます厳しくなる行政運営に力を発揮していただき、

以上で、私の質問を終わりたいと思います。

どうもありがとうございました。

議 長（原 悟郎） これで、７番、都志今朝一議員の質問は終わります。

なお、３名の議員の質問が残っておりますが、あす10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（唐澤 英樹） 御起立願います。礼。〔一同礼〕

お疲れさまでした。

散会 午後 ４時０６分
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会議のてんまつ

平成２７年１２月１０日 午前９時００分 開議

事務局長（唐澤 英樹） 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。

質問順に発言を許可いたします。時間内に、的確な質問、答弁をお願いいたしま

す。

それでは、８番、三澤澄子議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤澄子です。

あらかじめ通告いたしました二つの項目について質問いたしますので、御答弁を

よろしくお願いいたします

ちょっと風邪を引いて、声がちょっと聞きにくいかと思いますが、御容赦願いた

いと思います。

最初に、１として、介護保険・地域包括ケアシステム構築、村の対応について質

問をいたします。

介護保険における2025年問題というのが言われて久しいわけですけれども、もう

皆さん、十分御承知おきだというふうには思います。

昨年６月に成立した医療介護総合法では、団塊世代が全て75歳以上になる2025年

に向けて、住みなれた地域で、医療、介護などを利用できる地域包括ケア体制を推

進するとされています。ちょうど私が、2025年には75歳となるそのとき、介護が必

要になる高齢者は最大数になるということであります。その一方で、そこを支える

現役世代は、少子化で減少を続け、このままいけば制度そのものが成り立たなくな

るということで、国が約束してきた、共助、公助、これは介護保険や生活保護等の

社会保障の部分を抑えて、自助、互助と言いまして、自分のことは自分で何とかす

るということ、互助というのは隣近所で助け合いをということが前面に押し出され

たものであります。

資料をお配りしてありますので、それをごらんいただきながら聞いていただきた

いと思います。これは、せんだって、村の地域ケア会議で配られた資料であります。

とてもわかりやすい資料でありますので、ぜひまたこれをよくごらんいただければ

なというふうに思うんですけれども。

この地域ケアシステムは、推進主体となるのは市町村です。地域の自主性や主体

的に基づき、地域の特性に応じてつくり上げていくというふうになっております。



おおよそ中学校区に一つということで、南箕輪は行政的にもちょうどいい規模とな

っているところであります。その第一歩として、2015年から、ことしからでありま

すけれど、介護保険の大改悪、切り捨てが始まっています。介護報酬はマイナスで

2.27％で、介護施設では、ヘルパーの削減などで運営に困難を来し、閉鎖する施設

が急速にふえつつあります。

村では、各地区を回って、地区別地域ケア会議を行い、地区の現状や課題をつか

み、ことしからの介護保険制度改正と生活支援サービスを具体化するとして、説明

会を行ってきました。１として、現在までの状況とこれからの取り組みについてお

聞きいたします。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） ８番、三澤澄子議員の質問にお答え申し上げます。

介護保険・地域包括ケアシステム構築対応についてということで、地域ケア会議

の現在までの状況と今後の取り組みという御質問でございます。

2025年問題が言われて久しいところであります。2025年には、本当に高齢化部分

がかなり多くなってまいります。御指摘のように、共助、公助、自助、補助という、

こんな考え方も出てきておるところであります。

地区別ケア会議につきましては、９月から、久保、中込、塩ノ井、北殿、南殿、

田畑の６カ所で行いました。区役員や地区社協、老人クラブ役員の皆様、一般住民

の皆様との意見交換を行い、介護保険制度改正についての質問や、地区の高齢者に

まつわる現状と課題について、さまざまなお話をお伺いすることができたところで

あります。しかし、これは１回だけの会議でありますので、住民全体の活動の立ち

上げといった具体的な提案は、なかなかそうならなかったという実態はあるわけで

あります。北殿区につきましては、２回、３回と会議が重ねられておりますので、

具体的な取り組みにつながることを期待しておるということであります。

こういった地域のケア会議、回を重ねることによりまして、その中から具体的な

取り組みが出てきていただければありがたいなと思っておるところであります。ま

だ、半数の地区しか終わっておりませんので、今後、残りの地区について実施する

中で、新たな取り組みが期待できそうな地区につきましては、重ねて支援をしてい

く予定であります。地区別の懇談会につきましてはまだ道半ばということでありま

すので、これからも勢力的にやってまいりますので、よろしくお願いいたします。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 現在までのところ、６地区ということで今説明がありま

した。

９月18日には、北殿の会議がありまして、私も出させていただいたんですけれど

も、まず感想として、区の皆さんの戸惑いの声が多かったと思います。介護保険の

要支援１、２の人の訪問介護、これ、ホームヘルプと通所介護、デイサービスを介



護保険給付の対象から外して村事業に移行することに関して、それは困るというこ

とで、介護認定の引き上げをしてもらう人がふえるんではないかなという意見が出

ました。要介護にしてもらいたいということです。そして、今までと同じことを継

続してほしいという要望もありました。地区での支え合い、助け合い、地区社協の

集い等も、積極的な受けとめがありましたが、例えば、その中での送迎や認知症の

人への対応などへの不安の声も多く聞かれました。

２として、当面する要支援サービス見直し、新総合事業移行の取り組みについて

お聞きします。

近隣では、来年からスタートの準備を進めているところもありますが、村では、

17年４月からの取り組みというふうになっております。介護保険から外れた予防給

付は、村事業として責任を持って行うことを地域ケア会議で説明されていないので、

その点を確認いたします。

また、現在サービスを受けている人は、今受けている事業所で同じようにみなし

指定されて続けられるというふうに言われております。その点も確認いたします。

うちの前で宅老所をやっております、あったか伊那さんがあるわけでありますけ

れども、その方にお聞きしたところ、事業所としてはまだ正式に説明は受けていな

いということで、また、４月からの介護報酬の切り下げがあって大変な状況だが、

頑張ってよい介護を続けたいと思っているという話もされていました。

また、総合事業に移るについての新しい施設も今準備しているというふうに言わ

れました。実際には、ホームヘルプの時間短縮、報酬減が行われている部分は、村

で独自施策として保証していくのか、その点をお聞きしたいというふうに思います。

お願いします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 総合事業につきましては、介護保険の地域支援事業の枠

組みの中で行われる事業であります。事業費の上限が決められているために、全て

の方に現行相当のサービスを利用いただくということは困難であるというふうに捉

えておるところであります。

例えばでありますけれども、デイサービスと入浴であれば、自宅での入浴は困難

な方に限ると、必ずしも給食が必要でない方には半日コースを提供するとか、詳細

なアセスメントに基づいた利用者一人一人に合ったサービス内容を利用していただ

くことになりますので、現行のように一律にというわけにはいかないという、この

ことはそうなってまいります。必要なサービスを必要な方が確実に利用できるよう

に精査をいたしまして、生活実態に即したサービスが提供できるよう、支援体制を

整えていかなければならないと思っておるところでございます。

基本的には、必要な方が確実にサービスが受けられるということが基本となって

くるところであります。現行の制度の中の新たな制度の枠組みの中で比較して、ど

う変化するのか、このことはきちんと捉えていく必要はあるのかなというふうに思



っております。そんな中で、いろいろな問題を精査しながら、対応していかざるを

得ないというふうに思っておるところであります。また、そうしたことをやる中で、

極度のサービス低下は避けられるような、そういったことも考えていく必要はある

のかなと、今のところはそんな状況であります。

以上であります。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 常々村長さんは、介護サービスについては低下させるこ

とはないということを言われております。今も言うように、実際にはもう上限が決

められている中で、もう既に、例えば、週２回デイサービスに行っていた人が１回

に減らさられるとか、半日に減らされるとか、時間が切られてきております。

そういう状況の中で、要支援の人たちには、ほんのちょっとした支えで自立が継

続できるということで、介護にまで進まないような状況をつくることができるわけ

でありますし、実際にそれに当たる人たちは専門職でありますので、小さな変化も

見逃さずにそういう介護ができるという点でいうと、今度の総合事業に移る場合に

は大きな違いがあるわけです。言えば、地域で、要するに、ボランティアでその部

分を支えるというのが大きな目玉になっている状況ですので、その部分について、

今までも総合事業、17年までに始まるわけですけれども、その前には、現行を維持

するということが村長のお約束だったように思いますので、その点だけはもう一度

確認をしながら、３の地域への生活支援サービスとまっくん支え愛事業についても

お聞きしていきます。

資料でも、生活支援サービスの充実と高齢者の社会、ちょっとこれを見ていただ

くといいと思いますけれども、ちょっとページがないのであれなんですけれど、こ

の部分なんです。

生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加というところがあります。これは、

国で出しているものを福祉課のほうで全部打ち出したものを資料にしてくださって

いるわけですけれども、生活費、単身世帯が増加し、支援を必要とする軽度の高齢

者が増加する中、生活支援の必要性が増加。ボランティア、ＮＰＯ、民間企業、協

同組合等の多様な主体が生活支援サービスを提供することが必要だというふうに書

かれております。

村でも、今まで要支援のホームヘルプが保険外とされる前に、自立を支える助け

合いの仕組みをつくることが必要とされ、まっくん支え愛を今つくってあります。

その仕組みでありますけれども、高齢で家事が困難になった人に、ごみ出しや買い

物等をお手伝いする。手伝っていく。利用者さんを、民生委員さんを通じて村の福

祉課に申請する。村では、それぞれの作業できる人を有償ボランティアとして募集

し、利用者は、30分50円、１時間100円を支払うとなっています。作業をした人は、

残りの賃金、30分300円、１時間では600円の利用者負担を除いた分を村から支給さ

れるという形で行っているというふうに思います。今年度で、どのぐらいの人がボ



ランティア登録し、利用されている人は何人かをお聞きしたいと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） ２番目の質問の中で確認をされたところでありますけれ

ども、本村では、平成29年度から新たな介護保険制度に移行していくということで、

今取り組みをしておるところであります。事業所との協議もしていかなければなり

ません。そういった中で、事業費の上限が決められているということになっており

ますので、できる限りサービス水準を落とさないというのが基本でありますけれど

も、枠組みの中に必ずそうなるという話ではございませんので、その辺はそういう

お受けとめをしていただきたいと思います。できる限りサービス水準を落とさない

でやってはいきたいと思っておりますけれども、現行制度というのがありますので、

そういったことも勘案しながらということでありますので、その辺はよろしくお願

いいたします。

まっくん支え愛事業のボランティア登録等につきましては、担当課長のほうから

お答えを申し上げます。

議 長（原 悟郎） 藤田住民福祉課長。

住民福祉課長（藤田 貞文） まっくん生活支え愛事業の関係の利用の状況という

ことでございます。

利用の申し込みをされている方が37世帯ございます。それに対しまして、ボラン

ティアとして登録を申し込まれた方が45名、そのうち利用が開始されている世帯が

25世帯でございます。利用申込者の方全てが利用できていないという状況でござい

ますが、これは主に除雪に係る部分で、近隣の方で対応していただける方が少ない

というような中で、まだ利用されていない、利用に至っていない方がおられます。

除雪の関係で、まだ利用されていない世帯につきましては14世帯というような状況

でございます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 今、まっくん支え愛のほうの37世帯というお話がありま

した。およその認定者、村の認定者500人のうち、およそですけれど、支援１、２

の方、100人ぐらいだというふうに思います。その中で申し込みされている方は、

現在はこの37ということでありますけれども、この辺の差というものが、これから

の介護の中でどういうふうに埋まってくるのかなというところでお聞きしたいとい

うふうに思うんですけれども。

上伊那医療生協でも、無差別、平等の医療介護という理念のもとで、地域まるご

と包括ケアを構築しようと、安心して住み続けられるまちづくりということで取り

組んでまいりました。生活支援サービスの中で、協同組合がその一つとして今も上

げられているところであります。

この間、私は、福島県の郡山生協とか、新潟県の新潟市や長岡市の生協の地域包



括ケアの取り組みを今研修してきたところであります。その中で、前に学んだとこ

ろでありますけれども、富山県のたすけっとクラブというのがありまして、これは

生協でやっているものでありますけれども、仕組みについてちょっとお話をしたい

と思います。やはり、こういうことの取り組みはとても大事だということで、地域

まるごとと包括ケアというのは、ある意味、生協の存在意義をかけた取り組みでも

あるというふうに思っているのでありますけれど、少しの手助けがあれば自立して

生活ができるということで、これは組合員同士の有償助け合いの会としてスタート

しております。

７年目になるんですけれども、仕組みは、利用者であるてつだってさん、これは

支部運営委員であります。協力者であるたすけっとさん、そして地域コーディネー

ター、これは村で言えば民生委員さんだと思いますけれども、これが支部運営委員

になります。たすけっとクラブ事務局は生協の組合員センターみたいなところで、

これは役場では役場の福祉課が担当するというふうに思いますけれど、仕組みとし

ては同じ形になっています。これが相互に連携した取り組みをするわけですけれど

も、協力者たすけっとさんは、自分ができる作業や資格等を登録するわけです。

ここのたすけっとクラブでは、今280人の方が登録して、多くは60代、70代の方

だということです。利用者は360人の登録。利用方法は、地域コーディネーターが

訪問して、作業内容や人数、チケットを買ってもらうということになります。この

チケットですけれども、15分間で200円です。これは10枚つづりになっておりまし

て、2,000円のチケットということになるわけです。協力者は、作業をした全額を

チケットで支払いをしてもらいます。事務局で、１時間は800円ということですけ

れども、支払うというのです。作業内容は通院サポートや家事などさまざまで、地

域包括ケアセンターのケアマネからも依頼を受けることがあるということで、生活

全般の支援要請も高く、ときには専門家や公的機関との連携も行っているというこ

とです。上伊那医療生協でも、辰野や飯島などで、少しこういうことを取り組もう

ということでされております。

高齢者の生きがいにもなるということで、こういう取り組みはもちろんいいこと

だというふうに思うんですけれども、先ほど話ししました地区のケア会議の中でも、

そういう話し合いが活発に行われて、その芽はたくさんあります。北殿ではいろん

な意見が出されました。本当に、あの地域で、一つの声かけでもいいんじゃないか、

隣近所でお茶飲みでもいいんじゃないかと、いろんな意見が出されて、そういうこ

とは本当に大事なことだというふうに思うんですけれども。

村では、このまっくん支え愛を始めています。このことについては、近隣市町村

から言われれば、とても進んだ取り組みだというふうに評価を受けています。しか

しながら、今言いますように、まっくん支え愛は、利用者は１時間100円だけ払え

ばいいわけでありまして、その差額は村が今補塡しています。この制度をずっとこ

のように続けるということになると、民間は入りづらいというふうに思います。こ



のことだけで村が支え合いの仕組みをつくっていくとなると、今後のそういう支え

合い部分の、地区社協なんかはそのまま続ければいいというふうに思うんですけれ

ども、どのようにお考えか、ちょっとその点をお聞きしたいと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 生活支援事業に移行することは、そうしていかなければ

ならないということになっていますので、やっていかなければなりません。そのた

めの地区別ケア会議等を開催しながら、いろんな機運も高めたり、ニーズを探った

りという、今この段階であります。平成29年度からはやっていかなければなりませ

んので、この辺の取り組みは精力的にやってまいりたいなというふうに思っており

ます。この支え合い、生活支援サービスを支えるためには、ボランティアは当然必

要でありますし、ＮＰＯ、あるいは今お話がありました民間企業等々、さまざまな

皆さんが主体となって支えていただ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。

今、村が行っているまっくん支え愛事業というのは、そういった一端も担ってい

るわけでありますけれども、本格的にこの生活支援サービスが始まった場合には、

整合性をと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。

全てのそういった地域におきまして、そういうシステムができれば、まっくん支え

愛事業というのはそういったものに移行していくということも可能であるというふ

うには考えておるところであります。その前段としての手助けができれば一番有意

義かなというふうに考えておりますし、将来的にそういうこともできない部分も出

てまいりますので、そういったところを担っていかざるを得ないというふうには考

えておるところであります。

したがいまして、基本的には、地区別にそういうシステムができれば一番いいわ

けでありますけれども、それはなかなか難しい面がありますので、そういったとこ

ろをこのまっくん支え愛事業が捉えながら支えていくという、こういう仕組みを、

今、現段階では考えとるところであります。

また、いずれにいたしましても、先進地を参考にさせていただきながら、また視

察を行い、研究もしながら、どういった組織ができるのか、どういった体制がいい

のかという、このことはやってまいります。長野県でも、既に始めているところが

あるわけであります。御代田町が一番先進的かなというふうに私は思っております

ので、そういったところの視察も必要かなということを感じておるところでありま

すので、いろんなところを見させていただきながら、南箕輪に合った、そういった

サービス提供という、そういった組織づくり、そういうことをやっていきたいとい

うふうに思っておりますので、もうしばらく時間をいただかないと、なかなか難し

い問題でありますので、そんな点は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） ８番、三澤議員。



８ 番（三澤 澄子） 今、整合性をとるというお話はされたところであります。

しかし、今話しましたように、まっくん支え愛は１時間100円でいいわけです。ほ

かのところがこの状況で参入できるかというと、これはもう当然できないことであ

ります。100円でお願いするということはできないわけでありますし。そのことで、

29年から始まるわけでありますけれど、あと準備期間は実質もう１年ちょっとしか

ないという状況の中で、例えば、辰野なんかも、ボランティアの育成のために、た

くさんの講座というか、研修会を何回も設けて、これ、本当に、例え資格がない方

でも、研修だけ受ければできるということで、たくさんのボランティアを養成する

ということをしているわけでありますけれども、実際には、あくまでもボランティ

アという一つの形だけでありまして、それを組織として動けるようにするというこ

とは、とても困難を来しているということの現状のようであります。これを形とし

て、この支え合いの仕組みをつくるというのは、かなり難しいということがわかっ

てきております。

そういう中で、実際の生活支援の部分で整合性をとるといっても、これから参入

していく場合には、ほとんどもう、ほかの民間ではあり得ないというふうに思うの

で、もう一度きちんとした精査をしてもらって、これを私は見直す必要があるとい

うふうに思っております。村だけでやっていくなら、もちろん、それはとてもその

部分はかなり助かることでありますので、本来成り立たない支援の部分であります

けれども、村だけでやるならやる、そうじゃないなら、どうするかということはも

っと早くに結論を出していったほうがいいんじゃないかなというふうに思います。

次に、医療と介護の連携について、ちょっとお聞きいたしたいと思います。

地域包括ケアシステムの構築では、医療、介護、予防、住まい、生活支援が一体

的に提供されるというふうになっています。

村には、入院できる病院は現在ありません。中央病院が急性期として拠点病院に

なっております。そのため、入院日数は制限され、自分でリハビリ回復期病院、施

設を探すことを強いられております。在宅、24時間切れ目ない医療介護をうたって

いますが、定期的な訪問医療、看護も村内にはなく、不安を感じている方も多いの

が現状だと思います。開業医の先生方との懇談はできているのでしょうか。上伊那

広域としても具体的な対応策をとっているのか、お聞きしたいと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 介護と医療の連携は、大変必要になってくるというふう

に思っております。ただ、上伊那全体の状況を考えますと、上伊那というのは、県

内でも、医師数も10圏域の中で下から２番目というような状況、相対的に医療機関

の数が少なく、開業医の先生方も当村も多くなってきておりますけれども、本当に

多忙であります。日常の勤務といいますか、開業という部分で手いっぱいというこ

とがあるわけでありまして、在宅医療の体制の整備が進んでいないというのが今お

話のあったとおりであります。



しかし、そういった連携をとっていかなければなりませんけれども、このことは

村だけの取り組みでは不可能でありますので、広域的な取り組みとして、伊那中央

病院と伊那市、箕輪町、南箕輪村の担当者、ケアマネジャーの担当者で、伊那中央

病院の退院ルール策定に向けた連絡会議が重ねられております。連携が始まってい

るところであります。また、この取り組みと並行いたしまして、広域連合で主体を

しておりますけれども、医師会、上伊那全町村、公立病院の関係者が参加する会議

も開始したところであります。非常に難しい調整となりますが、村独自の取り組み

と広域的な取り組みを組み合わせて、連携できることから段階的に始めていかなけ

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。

また、既存の介護事業所による既存のサービスに加えて、ＮＰＯや民間企業、ボ

ランティアなど、地域の多様な主体を活用して、現行の福祉サービスが低下しない

ように取り組んでいければ、一番いいわけであります。ただ、これは本当に難しい

問題となってまいりますので、もうしばらく時間を要しますので、そんな点はぜひ

そんな御認識でお願いしたいというふうに思っております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） それでは、５番として、介護報酬切り下げと、保険料、

利用料引き上げの中で、今何が起こっているかということで、村内の介護事業所の

皆さんも悲鳴を上げています。総合事業移行当初は、サービス提供の大部分は既存

の事業者による現行相当サービスの提供となります。問題はその単価でありますけ

れども、先ほど村長が言われましたように、国が定める額を上限として、市町村が

定めるとしております。既に、2015年度の報酬改定で、要支援のデイサービスは

20％以上の引き下げとなっておりまして、先ほど言いましたように、使用日数を減

らすとか、半日で帰るとか、そういうような状況が生まれておりまして、介護ヘル

パーの不足なども発生し、総合事業移行前に、もう要支援受け入れを控える事業所

もあると聞いております。

村でも、繰り返しになりますが、現行の予防給付の報酬単位を事業者に保障し、

安心して村での介護事業を行ってほしいというふうに思います。これは、言えば、

制度の枠を超えたところになるわけでありますけれども、要支援の部分で、本当に

しっかりと予防していくということが、これからの介護を大きな目で見れば、介護

保険や医療の体制の中でも、予防という観点で元気でいていただける、そのことを

できるだけ長くするという点では、そういう持ち出しも必要ではないかと思います

し、これからはそういう点では、市町村によってすごい差が出てくるというふうに

思います。子育て日本一の村ということでありますけれども、ぜひとも介護日本一

の村という点で、村長には御努力をお願いしたいというふうに思います。

住民による支援等の多様なサービスは、現行サービスと土台に、ボランティアの

特性である柔軟性、創造性を生かした社会資源として、地区社協のような活動を支



援することは必要ではないかと思います。これは、あくまでも社会資源として、い

ろんなやり方は、北殿の地区社協でも本当にすばらしい活動をしております。そう

いう点は、下を支える柔軟な組織としてやっていただいて、総合事業として行う実

際のそういう介護の部分については、ぜひとも村が責任を持ってやっていただけた

らなというふうに思います。その点をお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 介護報酬の問題であります。今県では調査を行っている

ところであります。おってその影響についても公表されると思われます。この状況

を見据えながら、総合事業移行における報酬単価等の設定につきまして、慎重に検

討させていただくということと考えておるところであります。

介護保険制度自体、これを維持していくためには、介護サービスの利用者負担や

介護保険料基準額の引き上げといったことは、私はやむを得ないというふうに思っ

ております。それをしなくて、介護保険制度が維持できれば一番いいわけでありま

すけれども、社会保障費というのは年々膨らんできておりますので、制度を維持す

るためには、そういったこともやむを得ないというふうに思っておるところであり

ます。前々からも申し上げておりますが、社会保障費が増加する中で、収入や貯蓄

のある人、こういった方にはそれなりの御負担をいただく、そして低所得者には負

担軽減、そういった制度を利用していただくということで考えておるところでござ

いますけれども、報酬単価等の設定につきましては慎重に検討をさせていただきま

す。

以上です。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） これから県としても調査し、設定していくということで

あります。たとえば、これは制度全体の問題でありますけれど、当初から、やっぱ

り介護保険というものはこういう状況になるのはわかっておりましたから、国の負

担をできるだけ、財政全体の問題でありますけれども、下げていくという中で、介

護保険の制度が始まりました。保険あって介護なしということは最初に言われてお

りましたけれども、今まさにその状況が進みつつあるのじゃないかなと、介護保険

はもう上がる一方でありますし、もちろん負担は相応にするという、払える人には

してもらうというのは当然のことではありますけれども、２割負担の部分でも、そ

の基準については本当に低いもので、これで２割負担というような、低水準のもと

に設定されたものであります。村でも、何人かは影響を受けている方もあるようで

ありますけれど、その部分についても、またぜひ調査をしていただきたいと思いま

す。

全体から言えば、やっぱり国では、財政のあり方ということで問われるわけです

けれども、オスプレイやＰ３Ｃなどの戦闘機など、何千億円というものを買ってい

くというような、一方では状況があるわけです。そういう状況の中で、福祉はこう



やって、もちろん状況はふえて、続けていくのは当然でありますけれども、そうい

う財政のあり方というか、本当に福祉、国民の命をどこで守るのかという点で、あ

り方についてもやっぱり、村長さんは常々言われますけれども、国としても、広域

や市町村会のほうでもしっかりと、やはりこの介護保険や福祉の部分は、きちんと

した保障はしていただきたいということも、私自身申し上げていくつもりではあり

ますけれども、そういう姿勢を持ってほしいなというふうに思っておりますので、

ぜひその点はよろしくお願いしたいと思います。

二つ目の防災マップから見る安全・安心に暮らせる村づくりのほうに移らせてい

ただきます。

お手元に防災マップを配っていただきました。９月に配付された防災マップであ

りますけれども、村内の土砂災害警報区域や急傾斜地崩壊危険箇所、斜面土石流地

すべり危険地帯、活断層など、詳しく示されております。

南箕輪に住宅を求める人が、この地図を参考にして、住宅を探しているという話

も聞きました。村の特徴の一つに、村の住宅地の密集地に、南北に大きな活断層が

存在しております。この活断層のあるところが、水脈があることから、居住地とし

ても選ばれています。この役場のあるところもそうですけれども、私の住んでいる

団地も、水が湧いてくる場所でありまして、50年以上前に、村で初めての県の分譲

地として住宅団地が造成されたところであります。行政がやった事業だから安心だ

ということは、この間の予測できない大災害を見れば、信じられない事態が起こっ

ているわけであります。一度動いた活断層は動かないという説も、全くの予断だと

いうふうに私は思っております。県北部の神城断層は、被害に遭った方を知ってお

りまして、お聞きしたところ、そういう認識はなかったそうです、やっぱり。でも、

地盤は不安定なところだという過去のデータがあるというふうには言われました。

先日、神戸の防災センターを議会としても研修してまいりました。改めて大地震

の怖さを感じてまいりました。

このところ、耐震診断も余り言われなくなっております。昭和56年以前の耐震診

断は全部終わっているのか、対策はされているのかをお聞きします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 耐震診断の御質問であります。

56年以前の建物は1,300戸、そのうちの実施実績は、簡易診断が408軒、精密診断

が85軒ということになっております。なかなか進んでいないというのが実態であり

ます。その中で、耐震補強を実施した戸数というのは５軒、本当に少ない数という

実態であります。国、県、村からの最大60万の補助制度の説明等々もしているわけ

でありますけれども、この辺はなかなか進んでいかないという悩みもあるわけであ

ります。これ、いろんな団体、特に建築士会と合同でそんな相談会も開催しており

ますし、村報でもＰＲをしておりますけれども、進んでいっていないというのが実

態であります。



以上です。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 先日も相談会があったというふうにお聞きしております。

今も言いましたように、国、県で制度があるということでありますけれども、この

住宅リフォームの助成制度、村にはありました。村内業者の振興策として、私も以

前から議会で要求して、実現してきた制度でありますけれども、第５次総合計画で

も、この間の続く大きな震災から、耐震化への特別な対策を求めております。住宅

リフォーム制度をさらに発展させて、村独自の耐震化の対策として充実させたらど

うかと思います。その点をお聞きします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 耐震住宅リフォームにつきましては、30万円以上の方に

10万円を補助するという制度であります。特に、下水道のつなぎ込みをしていただ

きたいという思いもありまして、そういったことも条件に入れながらやっていたと

ころであります。内容を見ますと、この下水道の接続というのは、圧倒的に多くな

っておるというのが実態であります。こういった点では大きな効果があったなとい

うふうに思います。リフォームの中で、耐震ということもできるわけでありますけ

れども、30万で10万でありますので、それは国、県の補助制度、補助金として60万

という部分がありますので、そちらを進めていくということで考えておりますので、

そんな点はよろしくお願いしたいと思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 60万という国、県の制度があるということであります。

住民の皆さんにもよく周知していただいて、このところ、やはり大きな地震の中で、

心配は大きいわけであります。先ほど言われたように、補強された方は５軒という

ことでありますけれど、防災センターでも、その実態というか、模型で実験してい

るところも見てきましたけれども、耐震をしていなければ、あっという間に崩れて

しまう実態でありますので、ぜひもう一度、村でも周知していただいて、耐震補強

をしっかりしていただくのが大事かなというふうに思います。

３としまして、マンションのくい打ち不正が発覚して、大きな問題になっており

ます。購入者には高い品質管理をうたいながら、経済性の追求、安全性がおろそか

にされてきたことや、建築許可を出す国の検査も機能していませんでした。

村には、横浜のような大きな建物はありませんが、傾斜地への埋め立て等、地盤

の安定しないと思われる住宅が見受けられます。そういう建築について把握はされ

ているか、できる対策はあるか、お聞きいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 村内にも、土砂災害のおそれのある区域というのはある

わけであります。土砂災害警戒区域、特別警戒区域、イエローゾーン、レッドゾー



ンと言われております。そういう区域があります。その区域内の土地につきまして

は、地番をデータベース化して、住民の住所、番地、そういったことが作成できる

よう、コンピューター管理をしておりますので、それはできます。災害のときには、

そういったものが使えるというふうに思っておりますし、また年に１回以上、県と

自主防災会と一緒に点検する警戒避難体制の整備、そういったことに努めていると

ころであります。まずは自分の住んでいるところがどういう地域であるかというこ

とは、皆さんに認識をしていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

全国的には、こういった制度、今かなり進んできております。長野県は特に進ん

でいるほうでありますので、お願いいたします。

以上です。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員、時間が限られてますので。

８ 番（三澤 澄子） それでは、まとめて質問いたします。

情報発信、情報伝達であります。北関東の水害のときも、情報が的確に出せなく

て、被害が拡大したというのがありました。防災無線も、改善はしておりますが、

聞き取りにくいところもまだあるようでありまして、障害のある方や高齢世帯の情

報伝達はしっかりと行われているか、お聞きしたいと思います。

５番といたしまして、大芝公園は、村の防災拠点として位置づけられております。

緊急時には、避難場所としても使われています。あわせて、身近な場所に、各地区

１カ所ぐらいはミニ公園を整備、緊急時も使うということが必要ではないかという

ふうに思います。これは、村民要望としては聞く中では、子育て支援の村という、

若い世代の人から、近くに遊び場が欲しいという要求も多く出ております。遊休農

地などの利用もできると思いますので、御検討をお願いします。

６番として、北関東の水害では、水害が想定されているところに対策を立てずに、

市役所を建設して、それが機能できずに被害が広がっております。各地区公民館等、

避難所となる拠点整備を計画的に進めて、防災マップに基づいた住民説明や点検等、

必要な対策をぜひ進めてもらいたいと思います。村においては、このしっかりした

防災マップができて、住民にも安心の村づくりというのは進んでいると思いますけ

れども、ぜひその点で、これからも必要な説明会や対策についての村の対応をお願

いしたいと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長、時間内におさまるように答弁してください。

村 長（唐木 一直） 情報伝達のあり方であります。

一番問題は、災害時要支援者の伝達方法であります。これは、現在は手上げ方式

の登録を行っていただいております。そんなことで、自主防災組織、地区社協によ

る、そういった御努力、さらにお願いをしていかなければならないというふうに思

っております。災害が発生すれば、個人情報保護法の中で、そういった資料が出せ

るわけであります。その前段といたしまして、手上げ方式による要支援者の登録が

さらに進むように努力はしてまいります。



大芝高原は、確かに防災拠点ということになっておるわけであります。近くにミ

ニ公園だとか、そういうものがあればという、これは子育ての部分との関連の質問

でありますけれども、制度としてはありますけれど、今なかなか使いにくい制度で

あります。地区でそういうものを整備するということは、これは地元負担がかなり

大きいなということを思っておりますので、この見直しについては検討しておると

ころでありますけれども、なかなか進んでいないというのが実態であります。今の

本村の財政状況、もう少しやるべきことがありますので、それらが終わった段階で

は、さらに深く検討していく必要があるなというふうに思っておるところでありま

す。

村内には26カ所、避難所指定をしてあります。村で災害が起きる、起きやすいと

いうことは、やはり地震と天竜川であります。したがいまして、その状況、状況に

よりまして、避難所というのはどこを使うかということは、すぐに指示できるよう

な体制づくりというのはできておりますので、その辺は御安心をいただきたいと思

いますし、また、今年度、臨時用電話の設置は行う予定でおります。ＮＴＴが差し

込みまでを無料でやっていただけるということでありますので、それは進めるよう

にしております。そこに電話を持っていけばつながるという、こういうことで整備

をしてまいります。徐々にやってまいりますので、お願いいたします。

本村の災害、先ほど申し上げましたように地震と天竜川、天竜川は激特事業でか

なり整備されましたので、安心ということは言い切れませんけれども、かなり安心

になってきた。あとは地震であります。地震の場合も、直下型地震は一番恐ろしい

わけでありますけれども、これは防ぎようがありませんので、常に備えをしていく

ということで考えておるところであります。

以上です。

８ 番（三澤 澄子） 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、三澤澄子議員の質問は終わります。

10時まで休憩いたします。

休憩 午前 ９時５１分

再開 午前１０時００分

議 長（原 悟郎） 会議を再開いたします。

一般質問を続けます。

４番、丸山豊議員。

４ 番（丸山 豊） こんにちは。議席番号４番、丸山でございます。

さきに通告いたしました、学校・社会教育の諸問題についてということでお願い

いたします。

社会教育のところについては、最後に公民館活動を入れようと思ったんですけれ

ども、ちょっと時間的なこともありまして割愛しましたが、このタイトルには入っ



てしまいまして、申しわけありませんでした。それから、昨日の同僚議員の質問と

大分重なってしまったところもあるものですから、そこら辺も、また教育委員会の

皆さんには少し御迷惑をかけるかもしれませんけれども、よろしくお願いしたいと

思います。

それでは始めます。

１点目なんですけれども、我が村の不登校、いじめの現状についてということで

お願いいたします。

平成23年に、大津市の中学２年生がみずから命を絶つといういじめの問題が発生

してから、既に４年が経過しております。この事件は、学校と教育委員会の隠蔽体

質が発覚、問題視され、大きく報道されたもので、全国の議会でも、またこの議会

でも多くの意見が交わされ、二度と起こしてはならない議論が全国各地で起きたわ

けですが、なかなか減少もせず、ことしも７月に岩手県、最近では愛知県と発生し

てしまいました。実に悲しい出来事であります。

４年前の事件を契機に、法律も大きく整備され、国、県、市町村、学校において、

未然防止、早期発見、いじめへの対応について、それぞれ取り組まれてきたところ

であります。国では、平成25年に、児童等はいじめを行ってはならないと、いじめ

の禁止を定めた、いじめ対策防止推進法が施行されました。これにより、いじめ防

止基本方針が、地方公共団体では努力義務として、学校に対しては、文部科学省や

地方公共団体が定めた地域いじめ防止基本方針を参酌し、学校の実情に応じた同様

の基本的な方針の策定を求めております。県では、ことし４月から、長野県いじめ

防止対策推進条例が施行されておりますが、さきに国のいじめ対策防止推進法に基

づき、昨年３月に長野県いじめ防止等のための基本的な方針を策定し、県内小中学

校では、学校いじめ防止基本方針が100％の学校で策定済みとなっております。

それでは、我が村の現状について質問いたします。

最初に、ここ数年の不登校、いじめについてをお伺いいたします。

先日の南部小学校の20周年記念式典で、校長先生は、現在不登校ゼロというお話

をされました。まことに喜ばしく、この状況が長く続いていくことを願うわけです

が、我が村の小中別で、ここ数年、24、25、26年度の不登校、いじめの認知件数、

なぜこんなに多いのかについての御所見をお伺いいたします。

このことについては、昨日、実数を同僚議員が話しておりますので、私のほうか

らは、相対的に多いか、少ないか、相対的に見た数字のところだけ少し御披露させ

ていただきます。教育委員会から資料に基づいたものでありますので、参考にして

見ていただければと思いますが。

小学校については、ほとんど、県、国のレベルと変わっておりません。ただ、南

箕輪中学校においては、きのうも実数の中で、同僚議員が多いんではないかという

お話がありましたが、実は、相対的に見ても、26年度については県が2.6％、国が

2.76％に対しまして、南箕輪中学は5.3％、約倍の不登校という数字になっており



ます。25年度についても、若干下がってきますが、4.5％、それから24年度につき

ましては3.7％と、言ってみれば、右肩上がりに上がってきているのが現状であり

ます。これは不登校についてであります。

県、国とも、ほぼ二．五、六％ところで推移していますが、南箕輪中学はそうい

うわけで、24年度が3.7％から26年度は5.3％に、右肩上がりになっているという現

状について、なぜこんなに多いのかについての御所見をお願いいたします。

また、不登校の中で、２番目の質問になりますが、長期の休養明け、学期末、ゴ

ールデンウィーク明け、夏休み明けなどが多いと聞きます。我が村はいかがでしょ

うか。

３点目については、不登校の直接の原因はということで、昨日、友人関係、学力

低下、家庭の事情などということでお話がありましたので、これは割愛させていた

だき、次の質問のいじめの発見のきっかけ、どのようなことで発見されたか、また

冷やかし、からかいなどのいじめの対応についても、主なところをあわせてお聞か

せください。お願いいたします。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） ４番、丸山議員の御質問にお答えする前に、少し所感

を述べさせていただきます。

今朝、私、７時ごろ、７時過ぎに、田畑地区を散歩に出かけましたが、三、四名

の低学年の子供たちが、元気な話し声をしながら、元気に登校しておりました。ま

た、ちょっとして、田んぼ道に行きますと、高学年の女の子が１人歩いてきました。

私の近くまで来たとき、その女の子が、私の挨拶より先におはようございますと、

明るい笑顔で声をかけてくれました。きっと、この子供たちは、きょう１日、学校

へ行くのを楽しみにしていたんだなと強く感じました。

11月の下旬に、南箕輪小学校４年生が長野見学に出かけました。行った後、その

後、校長先生にお行き会いする機会がありましたけれども、校長先生がうれしそう

に、４年生、４クラス全員が長野見学に行ったと、そこのところ、うんと喜んで話

してくれました。学校の先生方は、どの子供も元気に登校してくれることをうんと

願っております。

私も、かつて、大きな学校で担任をしたクラスに、１名、不登校の子供がおりま

した。その子供の家は、学校からかなり、一番遠いところでありましたけれども、

私も時々は始業前に迎えに行って、場合によっては、それこそ無理やり車に乗せて、

学校へ連れてくることもありました。その子供は、夕方になると、お母さんに、あ

したはきっと学校に行くからねという約束をして休むんですけれども、朝になると、

どうしても行けなくなってしまうというような繰り返しが続きました。担任の先生

方は、自分のクラスにそういう子が１名でもいると、自分の指導がうまくいかない

ために、学校を渋っているのではないかなと、心を痛めてしまいがちです。担任の



先生も、１名、不登校の子供がいると、うんと心を痛めているということは配慮し

ていただきたいと思います。

子供の心にどう飛び込んでいくかということは、大変難しい問題であります。工

場の何かものを生産する、そういうものと違って、単に、こういう先生をふやせば、

すぐ解決に結びつく、そういうものではないということが多分にあるということを

御理解願いたいと思います。

学校では、子供個々について、ケース会議を開いて、それぞれの先生方の経験だ

とか、あるいは研修で学んできたことをもとに、どういう手だてをとったら、この

子供が何とか学校に足を向けてくれるかなということを話し合っております。しか

し、なかなかすぐには、それが成果となってあらわれないということが現状であり

ます。今までのやり方を見直してみることも大事な面もあるかなと思いますけれど

も、あんまり先生方に、成果が上がらない、去年よりふえているのではないかとい

うようなことでプレッシャーをかけることは、私はどういうものかなと。先生の心

が潰れてしまう、そういうことになりかねないということも心していただきたいな

というふうに思っております。

南中も、今御指摘のように、ここ数年、右肩上がりになってきておりますけれど

も、私が在籍していたころに比べると、その数は、そのころに比べると減ってきて

いるように感じております。これも、スクールカウンセラーだとか、そういった専

門家の先生方を多く配置していただいたおかげであるのではないかなというふうに

感じております。そんなところで、中学が多いのはなぜかと言われても、なかなか

明快な回答ができなくて申しわけありませんが。

さて、御質問の不登校の子供たちが長期休業明けに多く起こるのではないかとい

う御質問ですけれども、小学校はそういった顕著な例は見られませんけれども、中

学校においては、２学期から多くなるという傾向が若干見られるということであり

ます。

発見のきっかけですけれども、クラス担任だとか、教職員が主であります。あと

は、本人の生活記録だとか、あるいは保護者からの訴えが大分多いのではないかな

というふうに思っております。今のはいじめの件であります。

そのほかに、いじめのほうですけれど、その様態ですけれども、冷やかしだとか、

からかいといったものが主になっているようです。それから、いわゆるＬＩＮＥで

の嫌がらせによるものも含まれておるということです。いじめについては、解決し

た事案もありますが、現在でも継続的に先生方が一生懸命支援しているものもあり

ます。

こうした状況の中で、学校に全く気持ちが向かなかった子供たちが、特別支援学

級の利用をきっかけに、最近学校に通い始めている子供だとか、昨年度は、学校に

来たり来なかったりを繰り返していた子供たちが、校内の中間教室を中心に登校す

ることができ、ほとんど欠席がなくなってきたといった改善が見られる児童生徒も



ふえてきております。引き続き、温かい目で見守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） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） ありがとうございました。

教育委員長さんのお気持ちをなるべくくみながら質問したいと思いますけれど、

今のお話の中で、なかなか難しいようなお話をお聞きしているわけなんですが、こ

ういうような状況になっているかということを、やっぱり私どももこういう状況を

知ったり、見たりすれば、それなりの解決方法というのはどうしても探りたくなる

わけであって、そのまま放っておくわけにはいかないわけで、教育委員会の皆様方

にはどうしてもこのことを聞かざるを得ないんです。

学校のことは、教育委員会の皆さんがもっとしつこく、私が今こういうところで

お話をしているように、教育委員会と学校との連携をもっととっておられると思う

んですけれども、実はそういうところまでも、結果的にはこういう数字を示してい

るということは事実でありますので、今のお話を聞きながら、私は、個人的には、

もう全村的な対策が必要じゃないかという、こういう今認識を持ったところなんで

すけれども。

きのうも同僚議員のお答えに対して、教育委員長さん、いじめに対しての対策と、

それから不登校に対しての対応みたいなのも話ししていただきました。子供たちの

心に寄り添いながらということでお話もいただいたんですけれども、これ、後でち

ょっと聞こうと思ったんですけれど、今そういうようなお話を聞いたものですから、

少しお話ししていただきたいと思うんですけれども。きのうのお話でいきますと、

不登校については委員会を中心にして、細やかな対応に配慮しながら、子供の状況

や今後の方向性について情報共有し、スクールカウンセラーの助言を受けながら、

担任で家庭訪問するとか、それから全職員一丸となって支援するというようなお話

でありました。また、学校に来られない生徒です、校内に中間教室を設けて、相談

室を設置して、誰もが相談できる体制、支援員さんが中心となってということをき

のうおっしゃられておったんですけれども、今までやってきて、さらに右肩上がり

になっているという現実を、じゃあ、どうやって今の委員長さんのお言葉を聞けば、

あんまり、優しく見守れというような、そういうような言い方に聞こえたんですけ

れども、対応ができないのか、あるいはもうちょっと違った取り組みがあるんじゃ

ないかとか、そんなふうなことを今のお話を聞きながら私は思ったんですけれども、

いかがでしょうか。

議 長（原 悟郎） 三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） 何というか、本当にケース・バイ・ケースで、不登校

の子供たち、何が原因で不登校を起こしているかということは、学校の先生方も十

分つかみ切れないところがあるんです、複合的に。だから、この手を打てば有効だ



というところは、お医者さんのように処方せんを書けばいいという面がないもので、

困っているんです。ですから、この子供たちの、不登校の子供たちも見ても、本当

に家庭の状況もあるだろうし、友達関係もあるし、自分自身の問題もあるしという

ところで、先生方もそこが一番困っているんじゃないかなと思うんです。だから、

大勢の目で見て、何とかいろんな手だてを打っていかないと、うまくいかないとい

う状況であります。本当に、またいい方策があれば、それこそ、学校の先生たちが

お聞きしたいというふうに思います。

そんな答弁しかできませんけれども、以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） 先生の立場とすれば、そういうことになろうかと思いま

すけれども、中学校の学校要覧、これは26年度の教職員一覧表というのをちょっと

見させていただきましたら、心の教室相談室、それから支援員、それからスクール

カウンセラー、生徒指導の先生から、皆さん名前を連ねております。だから、これ

が右肩上がりに、これだけの不登校の皆さんがふえていくというところを、なるべ

く減らしていっていただきたいというようなことをお願いしておきます。

次は、いじめの現状についてちょっとお話しさせていただきます。

いじめのほうの認知件数は、きのうの実数のほかに、24年度で2.1‰、これ、

1,000人に対して２人ということです。25年度が2.8‰で、26年度が2.9‰で、これ

も上昇傾向なんですが、数字上では、25年度、これ、長野県の数字、本県で5.9‰

というのと、それから全国では13.4という数字になっていますので、非常に少ない

ものですから、非常にいじめということについては、実際、学校がどうやって報告

しているかという内容にもよると思いますけれども、非常に少なくて、いい数字じ

ゃないかなというふうなことを感じました。また、後のほうで取り組みとか、対策

だとかいうお話をさせていただきますので、現状についてはそういうことであると

いうことでお話ししておきたいと思います。

続いて、２番目のいじめ未然防止、早期発見についてお願いいたします。

いじめの禁止が明記されたといっても、なくなるものでありません。いつでも、

どこでも、誰でも、する側、受ける側となってしまいます。文科省の統計上では、

横ばいから増加傾向を示していますが、保護者、先生をはじめとする多くの子供に

かかわる関係者は、重大事態への未然防止に日ごろから取り組まれていることと思

いますし、この法律では、未然防止、いじめの予防ですね、の部分が大きな特徴と

なっています。法整備された施策において、全ての教育活動を通じた道徳教育及び

体験活動等の充実を図るとしていますが、さまざまな取り組み、児童等の自主的な

活動支援、理解を深める啓発活動などがあると思います。

本村では、いじめの未然防止に、一つとして、主として特徴的なこととしてどの

ような取り組みをされているか、お伺いいたします。

また、早期発見では、本人からの訴えのほか、アンケート調査なども有効な手段



となる数字をあらわしているが、日常的、定期的な把握調査頻度はどのぐらいであ

るか。

３番目として、相談体制の整備状況と実態はどうか。

また、４番目として、教員の資質向上のための効果的な研修の充実度、これ、き

のうもお話がありましたので、ここについては私のほうでまたコメントさせていた

だきます。

５番目として、県では、チェックシートのひな形を作成していますが、利用活用

しているか。

また、６番目として、不登校が長期化している児童生徒の社会的自立に向けた支

援は整っているかをお伺いいたします。

議 長（原 悟郎） 三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） 南箕輪小学校、南部小学校とも、１学期に、ＱＵ検査

というものを実施しております。このＱＵ検査というものは、子供たちに幾つかの

質問を、質問項目に従って回答していくと、クラスの中を四つの大きなグループに

分けられる、その一番心配なのが、このクラスの中で疎外しがちな子であると、こ

のグループへ入ると、こちらの隅っこに当たる、そういう子供たちがここに浮かび

上がってきます。誰が、そういうグループに属しているかというようなことがわか

りますので、これ、非常にクラスの中の人間関係というか、そういう疎外されがち

な子たちを判断するのには大変有効であるというようなことがもう10年近く言われ

ておりますので、本村では数年前に、県の総合教育センターのそれに関する専門主

事を招きまして、参考研修会の折に、ＱＵ検査について研修を受けました。現在も、

その検査、村の予算でもって実施しております。

そういったことで、その結果に基づいて、学年会などで、その子について情報交

換をしたり、あるいは、日ごろ、ほかの先生方も見ていて、気づいたことがあれば、

小まめに連絡だとか、そういったことをして、職員間の連携を深めるように努めて

おります。それから、もっと心配な子については、やはり面談をして、個々に子供

の悩みだとか、もしそういうことがあれば、聞き取りを行うなどして対応しており

ます。

それから、どうしても学級の中に打ち解けない場合は、校内の中間教室だとか、

村の中間教室において対応するように努めております。

中学校においては、このアンケートは、人権集会というのを春、秋、年２回実施

しておりますので、このＱＵ検査を行うと同時に、中学校では、いじめについての

アンケートも実施しておるようであります。

相談体制というようなことですけれども、どの教職員にも相談できる体制をとっ

ているということで、例えば、保健室のところに相談窓口というような掲示をして、

子供たちがいつでも相談できるように、支援員を配置しながら対応に当たっており

ます。



それから、県のチェックシートについても、職員会議だとか、研修会等で活用し

ておるということで、指導だとか、対応などの意識向上に努めております。

それから、ついでに、中間教室の利用状況ですけれども、南箕輪小学校で７名、

南箕輪中学校で４名が中間教室で授業を受けておるようであります。この中間教室

というのは、例えば、授業によってはもとのクラスに戻ってやったりとか、そして

算数だとか、国語がそっちに行ってうけるだとか、そういった体制になっておりま

す。

社会的自立に向けた支援については、学校支援員、子育て教育支援相談室などの

連携を密にしながら、児童生徒の個々の状況に応じた、できるだけ丁寧な対応に心

がけているという状況であります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） １点だけ、ちょっと聞かせてください。

私、先ほど本人からの訴えということで、今、委員長さんは、保健室のところで

相談窓口というようなお話でありました。実は、このいじめられている子供がもし

いたとしたら、誰に一番自分の辛い胸の内を話しやすいかという、そこの窓口にな

るところが一番大事なことじゃないかなと思います。担任であるのか、それから保

健の先生であるのか、いろんなところがあると思いますけれども、こういう窓口と

いうのは、今、保健室と言われちゃったんですが、保健室でしか、もっと子供が一

番、担任の先生だとか、それこそ別の先生だとか、何か、こうおられると思うんで

すけれども、そういうところへ本当に気軽に行けるという、そういうような窓口み

たいなのというのは、常に開放してあげているようなことというのはできているん

ですか。

議 長（原 悟郎） 三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） 一部、私が答えて、細かいことは教育長のほうで答え

ていただきます。

私も、かつての経験から言いますと、このケース会議というのがあります。そこ

で、やっぱり子供の中にも、この先生には話しやすいんだけれども、この先生には

と、やはり何というか、波長が合うとか、そういった先生がおりますので、私の経

験からすると、やっぱりそういうケース会議の先生が、できるだけ、それじゃあ、

あなたのほうがどうも相性がよさそうだから、声をかけてくれというようなことを、

やっぱりチームでやって、その子の行き会ったときは、できるだけ声がけをしてと

いうようなことをやっておりました。

それじゃあ、現在の様子について、教育長。

議 長（原 悟郎） 征矢教育長。

教 育 長（征矢 鑑） 重なる部分もあろうかと思いますが、こんなふうに説明

させてください。



学校を休みます、子供が。その日のうちに、担任は電話を入れます。そういう状

況が３日続くと、これは担任が訪問、家庭訪問を行います。なお、長期にわたりそ

うだという感触があれば、支援会議を開きまして、今、委員長言いましたが、ケー

ス会議というのを開きまして、具体的に、どんな手だてで子供たちに接触していく

かという、そういう基本的なところの認識を持ちます。それから、月に１回、保護

者と話をしたり、あるいは子供を呼んで話をしたりというようなことが行われてい

ます。

なお、学校の中の中間教室は、結構、ここ二、三年、村長さんの援護もありまし

て、人員をふやしていただいておりまして、ここで相談、具体的に行うと。それか

ら、あと、若竹教室というのがございまして、自分の教室に入れない子供たち、い

わゆる中間教室ですが、そこも今現在４名が利用しているということになります。

なお、生徒会、生徒自身の手で、こういういじめをケアしたり、あるいは解決す

るような方法の模索も行われておりまして、生徒会としては、2012年、南中いじめ

撲滅宣言を出すというような、そういう画期的なこともやっておりまして、また後

で説明する機会もございましょうが、そんなことで、生徒自身にも考えさせると、

そんなことをとっております。

なお、不適応支援の係も置いておりまして、週１回、会議を開いて、生徒の動向

や学校の様子をお互いに情報交換します。コーディネーターには教頭が当たってお

ります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） はい、ありがとうございました。

研修のところは、きのう、ちょっとお聞きしたものですけれど、きのうは研修の

ところで、奥の何人もの方が質問もされておりましたので、確かに、研修をするだ

けではなくて、それをせっかく受けたら、生かすようなそういう制度、先生たちは、

きのうの委員長さんの答弁の中でも、いろんな機会の、職員の、教員の意識改革で

すか、そこの欄でも申されておりましたが、必ず、それはほかの皆さんにそれぞれ

内容を報告して、復命、きちんと伝えているというようなお話がありましたので、

ぜひ徹底してほしいと思います。

充実度のことについては、ちょっとまたいつかの機会にいたします。

３番目のほうに移らせていただきます。

いじめへの対応についてということでございます。

いじめが起こらないことにこしたことはないが、大小問わず起きてしまうことが

考えられます。いじめを受けた児童生徒やいじめを知らせてくれた児童生徒の安全

を確保した上で、教職員は１人で抱え込むことなく、速やかに組織的な対応を図る

必要があります。ささいなことでも、受けた側がいじめだと思えば、いじめである

ことから、発覚した場合について、最初は、実はこれ、ちょっとダブっちゃったと



ころなんですけれども、校長先生の強いリーダーシップと教職員全員が共通理解の

もとで役割分担、解決に向け、どのように取り組むかなどの手順が明確にマニュア

ル化できているか、お伺いいたしますということであったんですけれど、昨日のお

話を聞く中では、きちんとできているというお話を確認できましたので、これを飛

ばしまして、２番といたしまして、今、努力義務とされている村いじめ防止基本方

針を作成する考えはどうか、お伺いいたします。

また、３番目として、報道のことについてなんですけれども、つい二、三日前に、

南中で人権教育講演会があったという報道を知りました。また、12月６日には、塩

尻市でいじめ防止サミットが開催されたということを記事で知ったところでござい

ますけれども、せっかく、これも講演を受けて、秦健二さんという、自分がいじめ

を受けたことを経験された方のお話でありましたけれども、子供たちに、この講演

を、行動をどうやって取り組みにつなげていくかという、せっかくの講演を聞いた

だけでなくて、これをどういう取り組みにつなげていくかという、子供たちだけで

どんなふうな感想を持ったかという、こういうことをやっているかどうかというこ

とと、もう一つのほうの報道については、子供たちだけの取り組みをした、子供た

ちがいじめを主体的に解決する力を育む狙いでやったということであるんですが、

こういうことを学校の中で取り入れているのかどうなのかということ、これだけち

ょっとお尋ねいたします。

議 長（原 悟郎） 三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） 村のいじめ防止基本方針につきましては、現在のとこ

ろ策定されておりません。県教委発表の４月段階の全県の状況を見ますと、ちょっ

と今細かな数字は把握しておりませんけれども、まだ３分の１ぐらいが策定を検討

中であるというような回答であったかなというふうに思っております。本村もその

中に入ると思います。今後、総合教育会議において、村長とも協議しながら、策定

を検討していきたいなというふうに考えておりますけれども、これは単に、やはり

教育委員会部局だけの問題ではないので、やはり全庁的に考えていったらどうかな

というふうに考えております。

後半の部分については、教育長のほうから答弁します。

議 長（原 悟郎） 征矢教育長。

教 育 長（征矢 鑑） 今、お話がございました秦健二さんを招いての講演でご

ざいます。これは、11月30日に行われまして、早速、全生徒から感想をとりました。

その感想の中で、こんな意見が出ております。今回のお話を聞き、秦さんの言葉は、

一つ一つ心に刺さってきました。私自身、小学校５年のころ、いじめの加害者でも

あり、被害者でもありました。そのとき、トップになっていた人に歯向かえば、次

は自分に来てしまうという恐怖から、人をいじめてしまいました。でも、すぐにタ

ーゲットは私になり、仲のよかった友達に裏切られ、友達ってこんなんだなと信用

できる人もいませんでした。それなのに、私は、中学に入ってから、周りに促され



て、友達の悪口を言ってしまったり、いじめを行ってしまいました。私が、自分が、

あんなにつらい思いをしたことを繰り返してしまったんだろう、どうしてと自分を

責めてしまいますと、こんな自分の体験も交えながら、真情を吐露する感想が非常

に多いわけでございます。この感想は、中学校の玄関のところに張るところがござ

いまして、一人一人のコメントが、感想文がずっと張られております。ぜひ、これ

は、行って見ていただきたいというふうに思います。

それから、生徒会としての人権集会が春、秋、２回ございまして、こちらは11月

19日に行われました。生徒会長が、こんなふうに言っております。南中人権宣言が

できてから、つくった学年も、それを知っている１年生も、当時の、みんな卒業し

てしまったと、改めて、この南中人権宣言をどういう角度からできてきたのか、ぜ

ひ現行の生徒に知らしめたいと、そんな思いで集会が開かれ、これが意向されたよ

うでございます。その中にも、寸劇を二つ交えたり、わかりやすいような形での生

徒会主導の人権教育をやったと、これについても感想文をとって、各教室に張り出

したり、玄関に張り出したりしているというわけで、かなり進んだ形の人権教育は

行っております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） ありがとうございました。

ちょっと時間もあれですので、次へ行かせていください。

４番目の首長のいじめ調査への介入についてということでございます。

地方教育行政法が改正されて、選挙で選ばれた首長は、教育行政に民意を反映す

るための会議である総合教育会議を主催し、教育方針を話し合い、いじめや学力向

上などを議論することとなりました。いじめ防止対策推進法では、いじめ調査は、

まず教育委員会、必要があれば次に首長が専門家を使うなどして実施すると定めて

おります。最近の事例において、いじめから自殺に至った事件の中で、首長が調査

に乗り出したことが大きく報道されていました。必要があればということであるが、

学校などの教育現場に首長が直接出向き、教職員に事情を聴取するということにつ

いて、村長はどのように考えるか、お聞きしたいと思います。簡単で結構です。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） 地方教育行政法が改正され、本村では、来年の10月から、

新たな教育委員会制度で移行となってまいります。この間、総合教育会議も開催し、

現状等について、また将来に向けての教育等々について意見交換もいたしました。

また、南箕輪村教育大綱策定にも着手をしておるところであります。

質問の、いじめについて必要があれば、学校現場に出向きという質問であります

けれども、必要であれば出向いてまいりたいというふうに思っております。原因は

何か、そういったことを根本的に解決していかなければなりませんので、私自身も



そういうことで、必要があればそういうふうにしたいというふうには思っておると

ころであります。

その中で、特に、教育委員会、学校現場と意思の疎通を図っていくことが、私の

立場からも必要であります。村では、首長と校長、教頭との意見交換の機会もある

わけであります。三役、それから校長、教頭、懇親も含めますと会いますけれども、

年に２回は必ずやっております。そんなことで意思の疎通も図られておるという、

また現状を共有ができておるというふうに思っておるところであります。

また、南箕輪村のようなぐらいの規模の村になりますと、保護者から私に直接訴

えもあります。これは何件か、ことしになってもあったところであります。そうい

ったことにつきましては、教育委員会と一緒に、保護者の意見を聞きながら対応し

ておるところであります。また、ことしのケースにつきましては、子育て教育相談

員さんにもお話を申し上げ、中に入っていただいたところでもあります。そういっ

たことで、連携をとりながらやっておりますのでお願いいたします。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） ありがとうございました。

この場合は、被害者の家族のことを考えたら、真意をつかみたいと思ったのか、

また教育委員会が信用できなかったのか、それはちょっとわかりませんけれども、

あくまでも慎重に対応していただきたいというふうに考えます。

少し、ちょっと飛ばさせていただきますので、５番目のネットいじめ対応の取り

組みについては割愛させていただきまして、６番の信州型コミュニティスクールへ

の参加導入についてということでお願いいたします。

私たち議会では、10月２日に、長野県教育と信州型コミュニティスクール事業に

ついてというテーマで、伊北の４市町村議員の研修会を開催いたしました。長野県

教育委員会は、学校と地域住民が連携して子供を育てる信州型コミュニティスクー

ルを推進しており、この推進委員会のメンバーには、学識経験者として、我が議会

の同僚議員でもあり、先輩議員でもある方が名前を連ねており、活躍されておりま

す。

上伊那郡内でも、幾つかの学校が取り組んでおり、本村では、南部小が今年度よ

り取り組み、私の地区からも、しめ縄づくり、読み聞かせなど、多くのボランティ

アが参加しています。子供たちのとの触れ合いに楽しみと生きがいを感じるとのこ

とで、うれしそうに、また照れくさそうに話してくれたボランティアの方の笑顔は、

まさに南部小の児童からのすばらしい贈り物のようでありました。

４点伺います。

まだ始まったばかりですが、もともと土台となる活動があったと聞いております。

１点目の質問として、南部小学校の取り組みに、きずなづくりなど、よい結果、

成果としては変化があらわれたか。



２点目として、教育事務所の講師の方のお話では、ことし、27年度は、取り組み

校を県下で50％、28年度75％、29年度で100％にしたいとのことでありました。南

小、南中も、この２年の間に、信州型コミュニティスクールの導入とのことになり

ます。村長は、６月の議会で、取り組みたい旨の発言がありました。地域との調整

や人材確保など、さまざまな問題が考えられますが、いつ導入予定とされているか、

村のお考えをお願いいたします。

３点目は、子供たちと地域連携は、次の質問はちょっと間に合うかどうかわかり

ませんけれど、かま塾のような活動で理解をしておりますが、学校と地域連携とは、

先生あるいは教育委員会が、地域連携ということで、ただでさえ多忙な先生方がよ

り負担がふえるのではないかと思う次第でございます。御所見をお願いいたします。

４点目は、関連として、先生の負担が増しているというのに、財務省は、少子化

を見据え、教員の削減を検討している報道がありました。このことについて、教育

委員会のお考えをお願いいたします。

お願いいたします。

議 長（原 悟郎） 三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） 信州型コミュニティスクールへの参加についての御質

問です。

文部科学省は、第２期教育振興基本計画の中で、四つの基本的方向性を示して、

その４番目に、きずなづくりと活力あるコミュニティの形成を掲げて、全学校区に、

学校と地域の連携、協働体制の構築、コミュニティスクールを全公立小中学校の１

割に拡大するといったことをうたっております。これを受けて、長野県でも、信州

型コミュニティスクールを導入し、推進していると私は理解しております。

小規模校は、比較的こうした取り組みがスムーズに行く面が多いと思いますが、

南箕輪小学校、中学校のように、各学年、４ないし５クラスになると、講師やボラ

ンティアを確保するのも大変なことが予想されます。地域のことをよく知っていて、

積極的に動いてくれるコーディネーターの確保がより大事になってくると思います。

そうでなければ、先生方の負担感の解消は難しいのではないかなというふうに考え

ております。

当村では、南部小学校が、今年度から信州型コミュニティスクールを始めました。

運営委員会の南部小ふくろうの会と命名し、ボランティア70名が登録して、クラブ

活動、読み聞かせ、陶芸、書道、絵手紙、しめ縄づくりなど、多くの活動に取り組

んでおります。ボランティアの御支援により、児童が、今まで以上に、興味、関心

を持って活動できたことや、ボランティアによる専門性の高い教えから、児童たち

はもとより、先生方もたくさん学んでいるということを聞いております。これが成

果ではないかなというふうに考えております。また、参加のボランティアの方々も、

活動の日を楽しみにしており、来年度も引き続き実施していきたいと、意欲的な意

見もいただいているということであります。参加者一同が相互に活動を楽しむ、そ



れから教職員もボランティアも、支援してくださるそういうために、より充実した

活動が実施できているというふうに感じております。

南箕輪小学校では、来年度の発足に向けて、まずは学習支援ボランティアを充実

していき、さらには運営委員会を組織していく予定と聞いております。

それから、中学校では、本年度から学校運営委員会を設置しまして、７月に第１

回の会議を開催したそうであります。それから、中学の場合は、部活動だとか、ク

ラブ活動についても、わくわくのクラブのコーチをはじめ、休日返上で熱心に取り

組んでいただいて、教員の負担も軽減されるというようなことも聞いております。

いずれにしましても、学校と地域住民の協働による、地域に開かれた、信頼され

る学校づくりを進めるために、さまざまな面から御提言をいただきながら取り組ん

でいきたいと考えております。

４番目の質問の財務省の教員削減検討についてですけれども、12月１日の信濃毎

日新聞の社説でも、子供の数が減ったから、先生の数を９年間で約３万7,000人減

らすようにと、文科省に求めているということについて、批判的な記事が載ってお

りました。

現在、学級担任になかなか打ち解けない子供、あるいは生徒がいたり、保護者の

関係がうまくいかなかったりという状況も生まれてきております。私は、今後は、

子供たちを学級担任の一つの目で見るんじゃなくて、複数の先生方の目で見て、そ

の子のよさ、あるいはよさを見つけたり、そういったことが学力向上だとか、学級

崩壊防止、生徒指導面でより大事になってくるのではないかなというふうに考えて

おります。教職員の数を減らすということは、やがては、これ、村の予算で負担せ

ざるを得ないということになりかねませんので、私としては大変危惧しているとこ

ろであります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） ありがとうございました。

確かに、いろんなところに弊害が出てくるとは思います。ただ、子供さんもどん

どん減ってくるということもあるものですから、非常に難しいことになろうかと思

います。

７番目のかま塾について、少し話を聞かせてください。

かま塾については、いろんな能書きをちょっと書かせていただきましたけれども、

ここ数年は、年間、子供さんたちが300人余り、それからサポーターの方が400人弱、

700人前後が年間の延べの参加者になっています。当初は、50事業ぐらいを毎週土

曜日ということでやっておったんですけれども、今、１カ月に３回の土曜日を使っ

てということで、三十四、五回ぐらいになっております。

この活動が、いろんな面ですばらしい活動ということで、村からも評価され、表

彰もされたりしておりますけれども、なかなか他地区へも広がらなかったというこ



ともありますし、それから、これから、今の話のコミュニティスクールのこともあ

ります。これ、非常に関連が出てくると思いますけれども、このことについて、地

域連携ということで、どうやって村としては捉えているかというのを少しお話しい

ただければと思います。

議 長（原 悟郎） 三澤教育委員長、時間が少ないのでお願いします。

教育委員長（三澤 久夫） かま塾も大変すばらしい活動をしておりますけれども、

担当者のお話を聞くと、必ずしもうまくいっているばかりで、悩みもあるというこ

とであります。こうした活動を支えているのには、まず何よりも、先頭に立ってや

ってくださる先導者がいて、それからＰＴＡの協力がうんと必要になるというふう

に感じております。そのほかに、周りのさまざまな団体が援助していくことが大事

かなというふうに思います。かま塾を見ても、現在、民生児童委員の方が中心にな

ってやってくださっておりますけれども、そのほかに、区だとか、地区社協、楽し

くやろう会、歴史の会、環境保全会、そういった多くの方が、必要に応じて参加し

てくださるから、今日まで続いているというふうに考えております。

こうした活動が、各地区に広がることが望ましいわけですけれども、教育委員会、

正式に各地区へ要望したわけではないというふうに聞いておりますけれども、なか

なか広がっていかない。今言ったような体制が各地区に生まれればいいかなという

ふうに考えております。学校のコミュニティスクールが軌道に乗ってくると、その

延長として、各地区にこういった活動が広がる、そういったことを期待しておりま

す。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） ありがとうございました。

きのうも、最後にですけれど、フリースクールの話が出てきました。結局、フリ

ースクール法案が今回先送りになってしまったんですけれども、実は、私も、８月、

９月のときに、テレビの報道で、子供たち、フリースクールに通っている子供たち、

実名で、保護者の了解を得てテレビに出てくれた子供たちの、たまたまテレビ番組

を見させていただきました。もう行き場所がないんだということでフリースクール

を選んでいたという実態のお話を聞かせていただきました。あんなのを見たときに

は、ぜひ、フリースクールのこともこれからは考えていかなければいけないかなと。

フリースクール法案の代表の座長さんをやっているのが、今の文科大臣の馳浩であ

りますので、積極的に進めていただいているようですけれども、大勢の議員さんの

後押しがないと、この法案も通りませんので、ぜひ法案になることを私は祈ってお

ります。

以上をもって、私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。

議 長（原 悟郎） これで、４番、丸山豊議員の質問は終わります。



ただいまから11時５分まで休憩といたします。

休憩 午前１０時４９分

再開 午前１１時０５分

議 長（原 悟郎） 休憩前に引き続きまして、会議を開きます。一般質問を

続けます。

最後の質問者になります。３番、山﨑文直議員。

３ 番（山﨑 文直） ３番、山﨑文直です。

第４回目の定例会の最後の質問になりました。ぜひ答弁のほうもよろしくお願い

したいと思います。

今回の一般質問で、４点の質問をしたいと思います。

１番目の平和への取り組みということであります。

12月８日で、真珠湾攻撃から74年になりました。私どもも、この12月８日、上伊

那の仲間の皆さんとともに、32回目の永久に不戦を誓う集いというものに参加しな

がら、戦争の廃止、戦争を防止する、そういう意味の運動に参加をしてきたところ

であります。

12月８日の真珠湾攻撃、昨日の同僚議員の話にもありました山本五十六長官は、

戦争には本当は反対だったと、私もそう思います。あの当時でさえ、日本とアメリ

カ等の軍事力の差を見れば、とても無理な戦争だったというふうに思いますけれど

も、時代の流れ、そのときの情勢の流れで、ずるずると結局戦争になってしまう。

その結果、３年８カ月後に終戦を迎えたわけであります。

その後は、日本は、70年間、今日まで戦争をせずに来ることができた、戦争の中

で戦死をするという人が１人もなくて来られたという、すばらしい歴史を持ってい

ます。片や、勝利をしたアメリカは、以来今日まで、きょうまで、ずっとどこかで

戦争をしてきているという事実があります。日本が戦争をしなかったというのは、

いろいろな要因はあるかと思います。日米安全保障条約のもとに守ってもらったと

いう意見もありますし、アメリカの核の抑止力等によって戦争がなかったというの

も一理あるかと思いますが、私は、それ以上に、憲法９条というものを掲げて今日

まで来た日本が戦争をしなかったと、こういうのも一つの事実だというふうに思い

ます。

しかしながら、今、世界じゅうのあちらこちらで紛争が行われています。非常に、

毎日の新聞報道を見ていても心苦しいところでありますけれども、その中で、日本

も攻撃に対象になるというふうにも言われてきております。非常に心配な部分があ

ります。そういう意味で、毎日、何とかしなければならないというふうなことも思

いつつあります。

こういった状況、一番目の質問でありますけれども、憲法の三大原則は、平和主

義、基本的人権、主権在民というふうに言われていますけれども、あと地方自治と

いうことが強くうたわれている、三権分立とかありますけれども、地域の主権とい



うことが憲法でも強くうたわれています。そういう立場に立ち、地方自治のリーダ

ーとして、今、世界じゅうにある紛争、それから、もしかして日本にも被害等が及

ぶのではないかというような今の状況を見詰めながら、地域のリーダーとしての村

長の今の時点での思いを少しお聞きしたいというふうに思います。

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いたします。

平和の取り組みについての御質問であります。

御指摘のように、ことしは第２次世界大戦の終戦から70年となり、戦争体験者も

少なくなり、戦争の悲惨さが風化されつつあります。こういった点は、戦争の悲惨

さ、語り継いでいくことが大切であると思っておるところであります。以降、国民

の努力により、経済を中心としながら、日本は飛躍的な発展を遂げてきたところで

あります。本当に、日本人の底力が示されてきたんじゃないかというふうに思って

おるところであります。

世界の情勢につきましては、今、議員御指摘のとおり、イスラム国の問題をはじ

め、宗教、民族の違いによる地域紛争が絶えることなく、また領土の拡張の風潮も

顕著になってきております。フランスでは、大規模なテロが発生し、多くの人が犠

牲になり、恒久平和とはほど遠い状況になっております。世界じゅうにそんなこと

が起こっており、残念なことでありますし、本当に憂慮すべき事態であると思って

おります。戦争や争いのない平和な世界の実現に向けて努力をしていくことが、私

たちの責務であると思っておるところであります。

しかし、一首長としてはどうなのかという、どうすることもできない問題であり

ますので、そんなことは御理解をお願いしたいというふうに思います。住民として、

平和な社会の実現のために努力をしていく、また首長としても、そういった点では

努力をさせていただくということでお願いいたします。

国としても努力をしておるというふうに思っております。さらに、外交力や国際

交流や経済力等々、あらゆる努力で、平和な世界の実現のために努力をしていただ

くことを願っておるところであります。

また、行政議会でも、非核平和宣言や平和首長会議への加盟、あるいは広島・長

崎の原爆展の開催など、平和の大切さを訴えてきたところであります。また、一方

では、各種団体が行う反核平和の日リレー、網の目平和行進、上伊那非核平和行進

など、激励を申し上げております。これからも、平和な社会の実現のために、でき

得る努力は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） ３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） 毎年行われている平和のリレーや行進等にも賛同をいた

だきながら、これは、村も、議会も、いただいているところについては感謝をしな



がら、ぜひこれからも続けて理解を深めていっていただきたいなというふうに思い

ます。

２番目の質問です。

そんな中で、今この村の中で、平和のためにどういうことができるのかと。

本村には、信州大学の農学部がございます。私も、留学生の交流会等にも毎年出

させていただいて、今、紛争が起きているアフガニスタンのすぐ近くのバングラデ

シュとか、韓国や中国やベトナム、スリランカ、そんなようなところからも多くの

留学生が来ております。そういう意味では、この地方の地域としては、外国籍の在

住者が割合に多い村だというふうにも思います。その留学生の中には、仏教の方も、

儒教の方も、イスラム教の方もおります。そういった宗教観の違いも多種でありま

すが、そういう意味では、世界とのつながりの中で、悪い面でいくと、今行われて

いるテロの危険性とか、そういうことも現実味を帯びてくる可能性があるんではな

いかなというふうに思うわけでありますので、そういうことでは、受け入れる日本

の中でも、外国籍の人たちとの正しい交流、宗教の日本とは違う部分は、その国は

どういうことが行われているかとか、平和に進める教育、こういうことが、日本の

中でも、日本の人たちが外国の人たちとの交流する分野でも非常に大事になってく

るのかなというふうに思います。

そういう点では、教育分野、私は細かくは書きませんでしたけれども、いわゆる

学校教育の中での教育や、あと公民館活動だとか、そういう部分も含めての社会教

育段階での活動等もいろいろ重要になってくるかなというふうに思いますので、こ

の点について、教育委員長から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） 答弁を求めます。

三澤教育委員長。

教育委員長（三澤 久夫） ３番、山﨑議員の教育分野での今後の取り組みの計画

はあるかという御質問についてお答えいたします。

つい最近、多くの人が犠牲になったパリでのテロ事件等の報道を聞くにつけ、胸

の痛い思いをしている人が多いと思います。何とか、国だとか、宗教等の立場を超

えて、仲よく生活ができたらというふうに思います。

さて、信州大学農学部には、多くの外国籍の方が勉学や研究に来られているとお

聞きしております。こうした状況の中で、南箕輪村教育委員会では、信州大学と、

１、小中学校の教育活動に対する支援に関すること、２、本村小中学校に勤務する

教職員の研修等に関すること、３、信大の学生の教員養成の教育課程に係る事業の

実施に関すること、いわゆる教育実習です、そういうことに関して、平成25年３月

に、連携に関する協定を締結しております。それに従って、南部小学校では、外国

籍の留学生との交流を進めております。留学生が南部小学校に来て、出身地の国の

歌を歌ったり、あるいは様子をお聞きしたり、あるいは最近は、南部小学校の子供

たちが信州大学に出向いて、交流を進めておるというふうに聞いております。今後、



３校での信州型コミュニティスクールが盛んになると、一層の交流が生まれるもの

と期待しております。今後も、学習指導要領にのっとった交流を進めていきたいと

考えております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） 南部小は、特に農学部とも近いものですから、ぜひ機会

を生かしてということであります。

信州大学農学部というのは最初にうたったものですから、農学部の特化というふ

うな捉え方もされたわけですが、いわゆる外国の人が多いということで、村全体と

して、今後どのような計画があるのか、社会教育の活動の分野も含めて、考え、計

画等があれば聞かせていただきたいと思いますが。

議 長（原 悟郎） 征矢教育長。

教 育 長（征矢 鑑） 議員の今お尋ねのことについては、特にはありませんが、

体育館の使用であるとか、それからグラウンドの使用であるとか、中に留学生も交

じっているケースもあると、そんな程度のものでございます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） 今の答弁で、特にないということでありますので、これ

から先の計画として、具体的な計画等、ぜひ実現に向けて取り組んでいただければ

というふうに思います。

２番目の質問に入ります。

子宮頸がんワクチンの件であります。

子宮頸がんワクチンの接種につきましては、平成22年からですか、接種の緊急促

進事業により、公費助成が行われて、全国的に実施をされてきました。私どもも、

この議会の中でも、村としても補助をしていくという話がありました。その後、テ

レビとか新聞でも、女優の親子を使って、大々的に宣伝したということを覚えてい

ますけれど、間もなく、これが全面的にやるということではなくて、市町村の判断

によるということでありました。

このワクチンの接種については、ワクチンの接種ですから、健康の問題ですから、

なぜ大々的に始まり、突然これが消極的になったかという部分、そのころはあんま

り考えもしなかったわけですけれども、こういったものについては、国としても、

もっともっと臨床というか、実験等を含めて、検証してやるべきであったんではな

いかなというふうに、今思えば思いますけれども、現実に現在まで予防接種は村と

しても中止に至っておるということであります。

ことしの夏のころの新聞に記事が出てまして、子宮頸がんワクチン再開を求める

声明ということで、日本産科婦人科学会は、中止されている子宮頸がんワクチンの

接種再開を求める声明を公表したということで、医師会などが診療の手引を発行し



たことで、再開を求めるというのが小さな記事として載っていました。中止になっ

た経緯としては、このワクチンの接種により、非常に体に重い副反応が出て、女子

中高校生なりで、体が思うように動かない。特に、スポーツ系のクラブに属してい

た生徒などは、特に重い反応がある人もいたと、最終的には立ち上がれなくなった

り、車いす生活をされている人もいるという話が伝わってきました。

こういうことで、１番目の質問ですけれども、この前、別のところから聞きまし

たけれども、県内では約28人の人が副作用の報告があったということのようであり

ますが、本村では、このような報告は、プライバシーの問題もあるかと思いますが、

報告はあるのかどうか、この点についてまずお聞きしたいと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 子宮頸がんワクチンの予防接種の御質問であります。

村では、平成22年度からの任意の予防接種として、県補助を受けて実施し、平成

25年度からは定期接種となりました。約470人の方が接種しておりますが、現在ま

では副反応の報告というのはありません。この辺はありがたかったかなというふう

に思っております。全国的には、御指摘のように、重篤な副反応があった報告を受

け、平成25年６月から積極的な接種勧奨は中止しており、最近はワクチンを接種す

る方もいないというのが実態であります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） 本村には副作用の報告がないということで、非常にあり

がたかったなというふうに思います。

きょうの新聞にも、南箕輪新聞等にも報道されていて、子宮がん検診を村でも実

施されています。検診によって、ワクチンでなくても治療等が可能ということで言

われているようですので、この辺はぜひ続けていってほしいなというふうに思いま

す。

この頸がんの問題については、特に信州大学の池田さんという教授のもとで、い

い治療を研究されているということが聞かれます。そういう意味では、今後も検診

等に力を入れて、ワクチンのほうについてはこれから推奨しないという考えでよろ

しいのかどうか、お聞きしたいと思います。

議 長（原 悟郎） 藤田住民福祉課長。

住民福祉課長（藤田 貞文） 子宮頸がんワクチンの予防接種の推奨という御質問

でありますけれども、これにつきましては、国の動向、また今後のワクチン接種に

おける副反応への対応といった部分、要は、副反応が出ないようになってくるよう

な処置ですとか、そういったことが具体的になされてきて、本当に安心・安全が確

認された段階で推奨というような形になってこようかと思います。今現在のところ

は、その部分でまだ積極的な接種勧奨はしていかないということで考えているとこ

ろでございます。



以上です。

議 長（原 悟郎） ３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） ワクチンでなくても、検診によって発見をして、治療が

可能ということも言われていますので、ぜひそちらのほうを推進していただくとい

うようなことでよろしくお願いしたいと思います。

３番目の質問であります。

平成28年度の予算編成が現在進められているわけであります。（１）の重点事項

につきましては、昨日の同僚議員の質問にもありまして、インフラの整備等、非常

に大きな予算がかかる部分の発言をされております。

そのほかに、村長として、ソフト事業も含めて、いわゆる、きのう、少し言わな

んでしまったかなとか、これをつけたいというのがありましたら、それを少し発言

をしていただきたいと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 予算編成につきましては、きのうもお答えをしたとおり

であります。基本的には、人口増加への対応、一定のめどをつける、こういった予

算編成にしていきたいということであります。

加えまして、第５次総合計画の初年度、また地方創生村総合戦略の具現化、こう

いうことを図っていかなければならないところでありますので、そういったことを

中心としながらということも考えておるところであります。

また、伊那市との定住自立圏の協定、そのビジョンがいつできるかというのが、

これが一番重要になってまいります。できることであれば、平成28年の途中から、

一般的に考えれば、平成29年度初めから、こんなことになろうかなと思いますけれ

ども、その辺もビジョンの策定ぐあいを見ながらということになっておるところで

ございます。

それから、地域おこし協力隊も募集をいたしまして、１人ありましたけれども、

ちょっとその点につきましては採用に至らなかったと、採用しなかったということ

であります。しかし、その後、やはり時期が参りましたので、その問題にも取り組

んでまいります。今のところ、２人の応募があります。見ますと、なかなか、これ

から面接ということになっておりますので、どうなってくるのか、見る限りでは大

丈夫かなというふうに思っております。そういったことが決まれば、そういった予

算もやっていかなければならないと、これは国の措置の範囲内ということで御理解

いただければというふうに思います。

また、国の財政措置の範囲内で、地域支援員という制度もあるわけでありますの

で、この辺も活用できたらということで今考えておるところであります。空き家対

策だとか、いろんな部分もあります。また同時に、各区長さんから、いろんなお手

伝いをしていただける、そんな人がいればありがたいというような、そんなことも

言われておるところであります。そういったことを含めまして、この地域支援員の



活用というのも考えていかなければならないなというふうに思っておるところであ

ります。

あとは、いわゆる住民生活をどう守っていくかというふうには、介護保険の教室

もありましたけれども、この介護保険の改正実施に向けて、29年度から取り組んで

かなければなりませんので、その分野につきましても精力的な検討ということもし

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。

ハード、ソフト、両面からやっていきたいというふうに思います。今申し上げま

したように、ハード的な部分につきましては、地域おこし協力隊、地域支援員、そ

んなことを考えておるところでございます。具現化するかどうかというのは、これ

から予算をつくる、上程するまでの間に決定をするということになろうかと思いま

すので、よろしくお願いいたします。

以上です。

議 長（原 悟郎） ３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） いろんなソフト事業も含めて、これから山盛りというよ

うな感触であります。

その中で、今、最後に答弁をされました住民生活を守るということで、とりわけ、

（２）の質問に移りますが、介護保険の要支援１、２のサービス事業が市町村事業

に、具体的には平成29年から移行してくるわけで、現在も地域包括ケアシステムの

説明会等が各地で行われてきております。その中では、地域における自主的な活動

をする組織、各地区の社会福祉協議会も含めて、新しい、寄り合えるような場所づ

くり、組織づくり等を、村としては期待をしているというような話がありましたが、

その辺について、28年度でありますけれど、既に幾つかのところで、場所を借りて、

みんなが寄り合って話をしたり、お茶を飲んだりするという活動が始まってきてい

ます。そういう点では、来年、28年度から、具体的にその辺のところに対する支援

というような形で考えがあるのかどうかをお聞きしたいと思いますが。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 介護保険の関係で、要支援１、２に対する具体的なサー

ビスはあるのかということであります。

先ほども質問に出てきておりましたけれども、総合事業につきましては平成29年

度からスターということであります。これからは、要支援１、２の方が利用してい

るデイサービスとヘルパーのサービスが、新たに創設される介護予防・日常生活総

合支援事業に移行されてくるところであります。まずは、現在の事業所を継続して

利用できるようにするために、各事業所には、村の行う総合事業の事業所の指定を

とっていただくことが必要となってまいります。サービス形態につきましては、他

市町村の動向も踏まえ、現在検討中でありますが、今後、事業所連絡会議の場で原

案をお示しし、協議をしていただく予定であります。まずは、村の事業所指定をと

っていただくということが大前提になってまいりますので、そんな準備を進めてい



かなければなりません。

また、29年度からスタートということでありますが、介護予防事業の一部につき

まして、これは社会福祉協議会に委託してある事業でありますけれども、総合事業

に合わせた形で改変して、28年度から実施できるよう調整している事業もあるとこ

ろであります。先行してできればと思っております。

また、国は、住民主体で取り組む事業を立ち上げることを指導しておりますが、

村内は、総合事業を担うことができるボランティア団体はまだ立ち上がっておりま

せん。一方では、この４月に、一般住民の方が、誰でも参加できるサロンを立ち上

げていただきました。これが、今、そういったお話があったとおりであります。大

変ありがたいことであります。このような自由な形の取り組みが各地で行われてい

くことも、行く行くはデイサービスのかわりの受け皿にもなってくるんではないか

と思っておるところであります。今後は、各地区で地域ケア会議を重ね、ボランテ

ィアの育成が一番大切なことでありますので、このボランティアの育成を行いなが

ら、住民主体の取り組みが開始されるよう支援をしていきたいというふうに思って

おります。

今後の予定としましては、平成29年度から、移行できる事業者は順次移行し、平

成30年度から完全実施となってまいりますので、総合事業に関する主な予算という

のは29年度からの反映となってくるということであります。

御質問のそういった地域支援に、今後、支援をしていくのかどうかということで

あります。どういう支援がいいのかどうかということをまず検討していかなければ

なりませんので、そういったところから入ってまいりたいというふうに考えており

ます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） ボランティア育成ということで、大事なことではありま

すけれども、地域の事業所は、その事業を営業の活動として、スタッフの皆さんを

雇用しながら、それに賃金も払いながら運営をしているということであります。こ

れが、これからますます厳しくなってくるということですから、ボランティア育成

と同時に、地域の高齢者を介護する組織、会社、そういうところにも何らかの村と

しても支援が行えるような、そういう検討をぜひこれからも引き続きお願いして、

この質問は終えたいと思います。

４番目のＴＰＰ対策についてです。

今回の議会にも、幾つもの請願、陳情が出されております。大筋合意がされたと

いうことでありますけれども、余りにも情報開示という部分がおくれていて、中身

がよくわからない。いろんなところで試算は出てきています。そういう意味では、

これから少しずつ情報が開示されながら、それに対する対策というのがとられてい

くだろうと、していかなければならないというふうに思いますけれども。



私がこのところで質問する部分については、そこに出てきますＩＳＤＳ条項とい

う問題が、いろんなところでもあんまり表立って出てこない、マスコミの報道の中

にも論議が隠れているような状態で、非常に心配なところであります。この条項は、

自由貿易において、投資家を保護するために、それに障害となる問題については、

投資家がその国を訴えることができるという、恐ろしいという条項であります。投

資家を守るために、該当の国そのものが訴えられて、紛争を解決するために賠償金

等も要求されるというのだそうです。これが、国内の法律よりも協定のほうが優先

されるということで、実際にこれが始まってくると、非常に大変な事態が起きるん

ではないかなと。

例えば、メキシコでは、サトウキビの農家を守ろうということで、アメリカのほ

かのものからつくった甘味料が炭酸飲料に使われていますけれども、その炭酸飲料

に砂糖以外のものを入れてはいけない。入れると税金をかけるというようなことを

しましたら、それがいけないということで訴えられたとか。カナダでは、有害な神

経物質を石油の中にまぜるといけないということで決めたことが、アメリカの石油

会社から、それは貿易の障害になるということで訴えられたと。あと、よく有名な

たばこのがんの警告の文章等がありますけれど、これを余り大きく言っていくと、

それも訴えられる可能性が出てくると。

地方へ行けば、今どこでも地産地消ということで、遺伝子組み換えのものを使わ

なくて、安全なものを食べようというようなことを、例えば、どこかに表示すると

か、そういうことが出てくると、遺伝子組み換えをして輸出している企業からは、

これがまた障壁になるということで訴えられる可能性が出てくる。それや、一番身

近な国民健康保険、加入の義務ということをすると、これも訴えられる可能性が出

てくる。エコカーの補助金等も対象になり得るというようなことが言われています。

でも、よくわからないのが実情ですけれども、そういった段階で、地方自治にも

大いに関係してくるのがこれから出てくるんではないかなという心配があります。

そういう点で、例えば、一村でどうにもならない部分があるかともいますけれども、

広域連合だとか、県だとか、そういうようなところで、この問題に対して勉強会な

り、取り組みなり、そういうことがされているのか、今後される可能性があるのか

どうか、この辺について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） ＴＰＰ対策についての御質問であります。

ＴＰＰ全体につきましては、10月５日のアメリカのアトランタの閣僚会合におい

て、大筋合意に至ったところであります。農産物のうち、重要５品目の中の米につ

きましては、現在、食用米と加工用米を合わせて77万トンが輸入されておりますが、

さらに別枠の主食用米として、アメリカとオーストラリアから最終的には7.84万ト

ンが入ってくることになりました。また、現在、高い関税がつけられている牛肉、

豚肉は、輸入量が一定以上になった場合には、セーフガードがあるものの、関税の



引き下げの影響が畜産農家に出ることが心配されております。また、一方では、消

費者といたしましては、安い輸入品を買うことができるといったメリットもあると

ころであります。

農業分野につきましては、政府も対策に乗り出しておるということであり、今補

正予算の中でも、かなり多額な額がＴＰＰ対策に向けられておるところであります。

また、工業関係におきましては、多くの工業製品の関税は即撤廃となり、自動車

につきましても年数をかけて撤廃することとなり、輸出する業者にとりましては追

い風になってくるんじゃないかなというふうに思っておるところであります。

御質問のＴＰＰ加盟国とその国に通した外国と投資家との間に紛争が起きた場合

に解決するためのＩＳＤＳ条項については、議員御指摘のとおり、ＴＰＰ本体の陰

に隠れて、余り議論がなされていない印象があるところであります。

各自治体では、現在、地方創生として工夫を凝らしながら、さまざまな事業を展

開しておりますが、いずれも地元を発展するために行っているものです。特に、地

産地消の推進や地元の産業の育成のための優遇措置、こういうことも行う施策もあ

ります。現状でのＷＴＯの協定の中で、国や地方公共団体が公共工事を発注する場

合は、一定金額を超えると、国際入札が義務づけられていますが、ＴＰＰでは金額

の基準がさらに下げられる可能性もあるところであります。ＩＳＤＳ条項は、海外

の企業や投資家から見て、正当な競争を妨げるという理由もあれば、議員、国とい

うことを言いましたけれども、国や地方公共団体に対して、訴訟を起こすことがで

きるという条項であります。実際は、このようなケースが起こるかというのはわか

りませんけれども、地方創生のほか、多くの事業に影響がないとは言い切れません

ので、状況は注視していく必要はあるんではないかと思っております。

そういったことについての研修会だとかという話がありましたけれども、今のと

ころ、そういう予定はありません。

以上です。

議 長（原 悟郎） ３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） まず、隠れているということで、状況がよくわからない

部分が確かにありますので、だからこそ、行政当局、市町村、広域連合、そういう

ところでも、いろんなところで話題を出していただきながら研究していくというこ

とをぜひ進めてもらいたいなと。状況によっては、県や国にも、行政側としても、

議会の側としても、いろいろ意見書だとか、そういうのを上げていく機会もあろう

かと思います。行政側としても、ぜひそういうのに取り組んでいただいて、将来の

日本の国そのものを揺るがすようなことになるかもしれませんので、そんな研究を

これからもぜひ進めていただきたいなということを要請しながら、これで私の質問

を終わりたいと思います。

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。

通告のありました９議員の一般質問を終わります。



あす11日の会議は、議事の都合により、特に午後３時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（唐澤 英樹） 御起立ください。礼。〔一同礼〕

議 長（原 悟郎） 御苦労さまでした。

散会 午前 １１時４８分
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会議のてんまつ

平成２７年１２月１１日 午後３時００分 開議

事務局長（唐澤 英樹） 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、意見書案及び監査委員より定期監査報告書が提出されました。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。山

﨑議会運営委員長。

議会運営委員長（山﨑 文直） こんにちは。議会運営委員長報告をいたします。

本日、意見書案等が提出されたことに伴い、先ほど議会運営委員会を開催いたし

ました。次のとおり決定しましたので報告いたします。

意見書案３件の審議と監査委員により定期監査報告が提出されておりますので、

諸般の報告を本日の会議日程に追加いたします。

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、諸般の報告

及び意見書案３件の審議を本日の会議日程といたします。

諸般の報告を行います。

監査委員から、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。

これから請願・陳情を採決いたします。

総務経済常任委員会付託の請願・陳情の審査に関し、常任委員長の報告を求めま

す。

百瀬総務経済常任委員長。

総務経済常任委員長（百瀬 輝和） 総務経済常任委員会に付託された請願・陳情

の審査結果を報告いたします。

請願第５号「ＴＰＰ参加に反対し情報公開と国会審議の徹底を求める請願」につ

いて、審査結果は不採択です。

請願第６号「戦争法の採決強行に抗議し法の廃止を求める請願」、審査結果は不

採択です。

請願第７号「労働基準法改定案の撤回を求める請願」、審査結果は継続審査です。

陳情第４号「沖縄の米軍辺野古新基地の即刻中止と県民に寄り添う計画見直しを

求める陳情」、審査結果は不採択です。



陳情第５号「ＴＰＰ交渉大筋合意に関する陳情書」、審査結果は採択です。

陳情第７号「ＴＰＰ交渉に関する陳情」、審査結果は不採択です。

以上、総務経済常任委員会の審査結果を報告いたします。

議 長（原 悟郎） 委員長報告に対する請願第５号「ＴＰＰ参加に反対し情

報公開と国会審議の徹底を求める請願」の質疑を行います。

質疑はございませんか。

２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） ２番、小坂です。

ちょっと私、次に福祉教育常任委員会の委員長として委員会報告をする立場で、

ちょっと自分が準備していた報告の仕方と、総務経済委員長さんが報告された仕方

が、ちょっと何か、私の理解の範疇にないのでお聞きするんですけれど、第５号以

降も、ここで一々手を挙げるのに恐縮いたしますので、できましたら、審査結果は

わかるんですけれど、委員会内の人数の報告はここでしていただかなくてよかった

のでしょうか。できればお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 百瀬総務経済常任委員長、審査結果の内容について報告

できれば報告をしてください。

本来は、今、委員長が報告するときに、内容的にこうだとか、人数はこうだった

とか、賛成がいたとか、反対がいたとか、そういう報告をしていただくことになっ

ていましたので、今までは。

総務経済常任委員長（百瀬 輝和） わかりました。済みません。そこまでちょっ

と聞いていなかったものですから、申しわけありません。

請願第５号については、４人が反対で、１人が賛成です。

請願第６号については、４人が反対で、１人が賛成です。

請願第７号は継続審査ですから、これはよろしいですか。

陳情第４号については、３人が反対で、２人が賛成です。

陳情第５号については、これ、採択ですから、いいですね。全員がこれは賛成で

す。

陳情第７号については、４人が反対で、１人が賛成です。

以上ですが、よろしいでしょうか。

議 長（原 悟郎） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 小坂です。

委員長として、私の理解が間違っていたら恐縮なんですが、４人が反対、賛成が

お一人ということの報告は、私が理解する限りでは、委員会内、委員長を抜いた４

人で、まず討論がなされ、２人、２人と同数になったときに委員長の判断がつくも

のという理解をしていましたので、ちょっと経過があれなんですけれど、要は、最

終的に委員長が加わった５人ならわかるんですけれど、加わらなくても採択、不採

択、結果が出ている場合には、４人の判断による審査結果だと思うのですが、いか



がでしょうか。

議 長（原 悟郎） 百瀬委員長。

総務経済常任委員長（百瀬 輝和） 申しわけありません。

じゃあ、請願第５号については、３人が反対、１人が賛成です。

請願第６号については、３人が反対で、１人が賛成です。

済みません。

陳情第４号については、これは２対２になったものですから、委員長の判断で３

対２という結果になりました。

陳情第７号については、３人が反対で、１人が賛成です。

以上です。済みません。

議 長（原 悟郎） よろしいですね。

ほかに質疑はございませんか。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 賛成、反対のそれぞれの出された意見についてお聞きし

ます。

議 長（原 悟郎） 百瀬委員長。

総務経済常任委員長（百瀬 輝和） 全てですか。

議 長（原 悟郎） 今は請願５号の質疑ですから。

総務経済常任委員長（百瀬 輝和） わかりました。

請願５号については、ＴＰＰ参加を反対しているという内容でしたものですから、

それについて、多くの意見が取りやめではない。済みません。ちょっとＴＰＰの関

係、今回３本出てきてまして、請願５号の質問なんですが、陳情５号、陳情７号に

もかかわりますので、少々お話をさせていただきたいと思います。

請願５号と陳情７号については、強硬に反対の意見書だったものですから、それ

はちょっと、委員会内の話の中では強硬過ぎるという意見です。陳情の５号につい

ては、採択して、意見書を出すという流れになりました。よろしくお願いします。

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。

請願第５号の討論を行います。

討論はございませんか。

８番、三澤議員。反対ですか。

８ 番（三澤 澄子） 賛成です。

もうこの間、ずっとニュースで言われておりますので、環太平洋が大筋合意した

ということの中で、今まで、この交渉の過程もほとんどというか、明かされないと

いうのが前提で進んできて、この10月に発表されたわけでありますけれども、さき



に国会決議で、主要５品目、５項目を守るという国会決議があるにもかかわらず、

ほとんどその点が守られないまま、これからの交渉の中では、さらにこの状態が続

くということで、このままこのことを進めれば、本当に日本の食料だけでなく、医

療や介護、労働、その他、保険、全てのことにかかわる内容について、日本が重大

なアメリカの言いなりの今、交渉の中で進められてきているものがこのまま進むと

いうことになると思いますので、この陳情は採択すべきだというふうに私は思いま

す。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） 丸山です。

請願５号については、反対ということで討論させていただきます。

太平洋を取り囲む12カ国が、一つのネットワークで関税撤廃という経済面でも、

大筋合意された意義が大きいものと考えます。とりわけ、日米関係は、政治面にお

いたり、安全保障面においたり、強固なものになると考えます。仮に、我が国が参

加しないとなれば、そのリスクのほうが大きいんではないかというふうに思ってま

す。中国、韓国、インドが、いずれＴＰＰに加盟となるときは、その優位性という

のは非常に高くなってくるものと考えます。それぞれ関係国には、正式合意までに、

まだこれから紆余曲折というのがあろうかと思いますが、批准に向けて進むのでは

ないかと考えます。大筋合意ができたということはよかったと考えます。

内容については、全体像の中で考えていかなければいけないんじゃないかという

ふうに思っています。消費者には、安い輸入品が手に入ることで喜ばれますでしょ

うし、輸出産業は、関税撤廃が有利に働くというふうに言われております。農産物

になるわけなんですが、関税を保持すれば、輸入枠を設けなければいけないという

ルールのことから、米の輸入枠拡大になったり、また品目によっては、請願書に記

されているとおり、不利益をこうむるものもあると思います。国では、直接支払い

など、手当を検討しているようなＴＰＰ体制が打たれようとしていることでありま

すので、今後は他国と同様に、そこのところを積極的に要求などをすべきではない

かとそんなふうに思います。また、経済圏が拡大していますから、この機会に世界

に打って出る、そういう姿勢が求められているのではないかと考えます。

よって、請願５号には反対するという立場でございます。

以上でございます。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） この請願５号「ＴＰＰ参加に反対し情報公開と国会審議

の徹底を求める請願」については、反対の立場から御意見を申し上げます。

今、４番議員が申し上げたように、今、グローバルな観点から判断してまいりま

すと、現在12カ国でこのルールが進んでおりますが、さらにこのルールにのっとっ



て、自国の発展を期すために、中国にいたしましても、韓国にいたしましても、こ

れから入ってくるだろうと言われているところであります。日本国においても、安

倍総理の日本国国家100年の大計の中で大事な決断であると、こういったことで、

ただ農業問題だけが突出して反対という、いろんなそういう国民的な動きがあるわ

けですが、これには工業もあり、医療もあり、福祉もあり、そういう幅広い観点か

ら、全体を見失ってはいけないという判断のもとに、この請願５号について反対を

するものであります。

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。

請願第５号を採決いたします。

この請願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、請願第５号「ＴＰＰ参加に反対し情報公開と国会審議の徹底を求め

る請願」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請願第６号「戦争法の採決強行に抗議し法の廃止を求める請

願」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。

請願第６号の討論を行います。

討論はございませんか。

丸山議員は不採択に賛成ということだね。

不採択に反対の方、三澤議員。どっちかといったら賛成だね。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） さきの議会で私たちは、この戦争法というか、安保法案

に対して、強行するなという意見書を上げた過程があります。これは、ここに書い

てありますように、憲法違反ということが、もうどの分野でも明らかになっており

ますし、内閣法制局をはじめ、今までの内閣にかかわってきた方たちでさえも、こ

の法案は違法であるというふうに断罪されておりまして、この間、45万人に、延べ

では47万人と言われておりますけれども、それこそ一人一人の声を上げていくとい

う国会前での抗議行動が続く中で、９月19日に強行採決されたわけでありますけれ

ども、やはり内容そのものは、その後もこの法案をなくせという運動は引き続き大

きく広がっております。



今もテロがあちこちで起こって、その際に、やっぱりどうなのかということで、

日本でもそのテロに屈しないという安倍総理の言葉がありましたけれども、そのこ

とによって、自衛隊がどのようにこの中に参加していくのかということが、今はと

ても危惧されております。戦後70年、やはり１人の戦死者も出さなかった日本の平

和憲法のもとにあるわけで、そのもとで、やはりこの法案に対しては、反対してい

くべきだというふうに思います。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） 丸山です。

タイトルからして、反対せざるを得ないと思います。私の考えとも違いますので、

説明させていただきます。

政府が、昨年度時点で、解釈の変更を一内閣が行うということを閣議決定したこ

とにつきましては、私は許せるものではなかったということで、その当時は賛成を

してたわけなんです。国会中継でも、過去の内閣法制局長官の考え方と違うために、

すっきりしたものでなかったことからも厳しい対応でなかったかというふうに考え

ます。また、その直前には、憲法の96条を改正し、国会議員３分の２以上の賛成を

２分の１にしようとした考えもありました。余りにも稚拙なやり方で、非常に情け

なく思った次第でございます。

しかし、北東アジアの緊張などが高まるばかりであることを考えれば、立憲主義

を逸脱するような不備はあったものの、我が国における抑止力、防衛力については、

日米安全保障のもとに守られているが、とても満足できる状態ではないので、その

法整備は限定的であるが重要であると考えます。

ただ、毎回言わせていただいておりますが、本来は、きちんとした憲法のもとで

の法整備が王道であると考えますので、憲法改正論議が急がれることが、私として

は希望するものであります。

以上をもって反対の討論といたします。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） 請願第６号、紹介議員でもありますように、この請願に

賛成をしたいと思いますが、昨日の発言もありますし、この間もあります。要する

に、軍事力で戦争を防止するとか、平和をという部分については、もう明らかに無

理があるということで、やはりこういう部分については、より、もっともっと外交

等に力を入れながら、日本の平和を守っていくという姿勢でいくべきだということ

を訴えながら、賛成ということにしたいと思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 私は、この請願に反対する意見を述べさせていただきま



す。

まず、１番最近といいますか、今しがた発言された賛成意見の中にあった御意見

に、軍事力で国をというか、日本をなんでしょうかね、守る時代ではないというよ

うなお言葉がありましたが、国際的に見てみますとというか、アジア周辺地域を見

てみますと、どう考えても、日本国は、近隣のアジアのどことは言いませんけれど、

二つの国からは明らかに軍事的に、三つと言ってもよいんでしょうか、軍事的に日

本は、国土、領海においても、非常に危険な状態をこうむっている現実があります。

そこを軍事力なしにという言葉は、自衛隊の存在を軍事力と見るのかどうかはさて

おきとしまして、現実問題、軍事力を全くもって憲法９条だけで守ろうという理念

は、日本国の憲法においては、日本人において理屈は通ると思いますけれど、私が

思うには、憲法９条の内容は、国連によって国際法にでもならない限り、戦争放棄

は１国だけが掲げても何の意味もないというふうに、残念ながら思っております。

それがまず一点と。

今回のこの請願に関して、戦争法という、どんなふうにやゆしようとするのは自

由だとは思いますけれど、少なくとも一議員が紹介議員として法律、私どもは村議

会ですから、条例とかの段階だとは思いますけれど、あくまでも法的なものを検討

するに当たって、全く言葉の違う戦争法というものをタイトルに上げた請願のまま、

紹介議員になるのもいささか私としては理解を超えたことだということにおいて、

戦争法と名のつく請願を賛成するわけにはいきません。

以上が反対討論です。

議 長（原 悟郎） やじを出さないようにしてください、大熊議員。

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。

請願第６号を採決いたします。

この請願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、請願第６号「戦争法の採決強行に抗議し法の廃止を求める請願」は、

不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４号「沖縄の米軍辺野古新基地の即刻中止と県民に寄

り添う計画見直しを求める陳情」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４号の討論を行います。



討論はございませんか。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 賛成の立場ですけれど、陳情に対する。

これ、沖縄の今、辺野古の新基地の問題であります。この間、沖縄県知事選はじ

め、この経過は皆さん御存じだと思いますけれども、仲井真知事が、昨年の段階で、

東京の何か病院に拉致されて、その後、急に、それまで反対だった仲井真知事が受

け入れという表明をしたことによって、この問題は発生してきたわけでありますけ

れども、その後の沖縄県知事では、明確に辺野古に対して反対という、今、翁長知

事が当選しております。その後、沖縄では、たびたびその集会が開かれ、この基地

を強行することは許されないという運動が大きく広がっておる中で、さきの衆議院

選挙でも、オール沖縄という形で、推進派が全部当選しなかったという中で、沖縄

の世論として、民意として、今、辺野古の基地はやめてほしいという民意が圧倒し

ているというふうに思います。その中で、日本の政府は、あくまでもこれを強行す

るという姿勢をとっております。

このことに対して、本当に私たち離れておりますけれども、とても見ていられな

いという思いがします。あのおじい、おばあが座り込んでいる中を、機動隊の精鋭

部隊がゴボウ抜きするような姿が映し出されておりますけれども、そういうやり方

で進めて、本当に日本の安全保障は守られるのかという思いがいたします。そうい

う点で、この陳情は採択すべきだというふうに思います。

議 長（原 悟郎） 採択に賛成、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） 反対です。

議 長（原 悟郎） 陳情案に対する反対ね。加藤議員は賛成。

１ 番（加藤 泰久） 賛成です。

議 長（原 悟郎） それじゃあ先、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） 陳情４号については、このつらい気持ちを、私もあらわ

しながら反対させていただきます。

歴史の中で沖縄を考えれば、陳情書の内容というのは理解できると思います。委

員会審議の場でも申しましたが、沖縄の民意については、沖縄県の南北の経済格差

の解消のこともありまして、一時は辺野古への移設が賛成多数であったということ

も記憶しています。その後、政権交代があって、最低でも県外という言葉が迷走状

態になりまして、名護市長選、それから名護の市議選、それから沖縄知事選と、民

意は確かに、今説明があったように移設反対をあらわしております。現在は、国と

県が争うという、とても褒められた状態ではないんですが、法廷闘争になっており

ます。心情的にも、憲法92条で、後ほど意見書が出すようなんですけれども、92条

で定める地方自治権の尊重を訴えれば、イデオロギーでなく、アイデンティティが

優先されてもという、この県知事の言葉には理解を示すことができます。

しかし、冷静に考えたときに、法廷闘争で結果がどう出るかわかりませんが、長



い間議論してきた普天間基地はどうなるのでしょうか。また、普天間基地のある宜

野湾市でも、辺野古取り消しは知事の権限を乱用と、別の訴訟が起きております。

世界一危険な飛行場として、固定化が心配されております。辺野古が白紙に戻った

ときに、どうなるのでしょうか。最低でも県外からグアムまで含めて、対案を示さ

れることが大事かと思います。安全保障の立場で、我が国を守っている米国という

相手もあることでもあります。

また、北東アジアの中で、南シナ海、東シナ海と接する沖縄が重要な位置にある

ことは、国益を考えたときに、辺野古の基地建設というのは必要不可欠なものであ

ると考えます。

よって、私のつらい気持ち、何度も言いますが、この陳情には反対させていただ

きます。

以上です。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） 私は、この陳情に対して、賛成という立場から意見を述

べさせていただきます。

この陳情に賛成というそれぞれの議員の皆さんの所属する政党や支持する政党の

意見に同意するわけではございませんが、私の持論であります、戦後70年、日本が

平和であったということは、何に基づくかというと、日米安保条約があったことが

大きいと考えております。日米安保条約があるがゆえに、米軍基地が存在するわけ

でございます。しかしながら、沖縄に74％の米軍基地があるということは、日本の

国民としても、一部にそれをしわ寄せているということに関しては、心を痛めると

ころでございます。

近隣諸国や日本海等に不安が増している現在、辺野古基地は、地理的にも戦略的

にも最適な場所であると言えることは確かでございます。

しかしながら、沖縄の米軍基地に苦しめられている沖縄県民のことを考えた中で

は、移設は反対で立候補した翁長知事が当選したということは、沖縄県民の民意で

あり、沖縄県民は移設に反対しているということのあらわれと考えるところであり

ます。民主主義の国家であるがゆえに、民意は尊重しなければならないというふう

に考えるものであります。沖縄の基地の負担の軽減と、沖縄県民の民意と民主主義

を守るために、この陳情に賛成するものであります。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 小坂です。

この陳情には反対の立場で、意見をなるべく簡潔に申し上げたいと思います。

まず、今のこの日本国、特に日本人が、各地域に生きている日本人が、どこの県

に、米軍の基地というのは私自身は反対があるんですけれど、日本を守るための軍

備といいますか、要は、守るための所作をどの地域に当たってはやるべきではない



と、今は沖縄に集まり過ぎてはおりますけれど、では、沖縄を反対した場合にはど

こならよいのかとか、そういう論議を日本人が各地で論議し合うことは、余りに不

適切だと。

ちょっと歴史をひもときますと、防人、皆さん御存じだと思います。私は、今、

歴史が、何年ごろのことだったか記憶がありませんけれども、防人の時代に、北九

州に日本全国各地から、恐らく朝鮮半島ですか、当時の、朝鮮半島からの軍備のた

めに、今の軍備状態、世界各地の軍備状況とは全く違いますけれど、日本人が日本

各地から北九州に集められてたという経緯もあります。

地域性を言うならば、日本が、日本人が日本国を守るために、どのところに、日

本人がですけれど、日本人がどこに日本を守るための所作をしなければならないか

という論議は、本来すべきだと思うんですけれど、日米安保、よしあしはともかく、

米軍という基地であるからこそ、今、沖縄に集中しているということが、どうして

も日本人の感覚として理解されない状態になっているんだと思います。であるがゆ

えに、米軍の基地についての陳情なり、意見を、基本的に日本国民が全国各地でや

り合うのは、私としてはどんなものなんだろうというふうに思いまして、この陳情

を安易に賛成するわけもいかないしということで、今の立場としては反対するしか

ないという意見であります。

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４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。この陳情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） 起立多数です。

したがって、陳情第４号「沖縄の米軍辺野古新基地の即刻中止と県民に寄り添う

計画見直しを求める陳情」は、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５号「ＴＰＰ交渉大筋合意に関する陳情書」の質疑を

行います。

質疑はございませんか。

〔質疑なし〕

議 長（原 悟郎） 質疑なしと認めます。

陳情第５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５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５号「ＴＰＰ交渉大筋合意に関する陳情書」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７号「ＴＰＰ交渉に関する陳情」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。

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。この陳情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「ＴＰＰ交渉に関する陳情」は、不採択とすることに決

定いたしました。

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。

小坂福祉教育常任委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 福祉教育常任委員長から、本委員会に付託の

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、会議規則第91条の規定

により報告いたします。

受付番号、陳情第６号、件名、介護労働者の処遇改善及び人員配置基準の改善を

求める陳情につきまして、当委員会の審査結果は、全員の採択です。

それでは、その内容について報告させていただきます。

11月30日、この12月議会の初日でございますけれど、当委員会を委員の５人全員

と議会事務局の出席により審査がなされました。

そこで主に出された意見は、陳情の内容にあるように、厚労省発表、団塊世代が

75歳以上を迎える、いわゆる2025年問題の一つとして、言い方は失礼かもしれませ

んが、後期高齢者が急増する見込みとされる2025年には、介護の人材が37.7万人不

足すると予想されております。介護職員の処遇改善加算がこれまでにされたものの、

基本報酬が引き下げられ、サービス事業者は厳しい事業運営を強いられている事実



が、全国的にももちろん、そしてこの上伊那地域でもそういった問題が起こってい

る、起こりつつあるという事実があるようです。また、皆さん御承知のとおり、国、

政府は、１億総活躍社会、また介護離職ゼロという言葉を掲げている中で、介護労

働者の処遇改善や人員配置基準の改善を求めたり、また介護保険制度の性質上、国

費で費用を賄うこと、これらは当然進めていくべき施策だという意見、理由から、

当委員会全員による採択の結果となりました。

また、申し添えておきますけれど、当委員会と直接関係はありませんが、昨年の

平成26年12月議会、この議会の本会議におきまして、介護従事者の処遇改善を求め

る陳情が提出された際、本会議において、全員による採択、意見書の提出がこの１

年前されておりますことを経緯として申し添えておきます。

以上です。

議 長（原 悟郎） 委員長報告に対する陳情第６号「介護労働者の処遇改善

及び人員配置基準の改善を求める陳情」の質疑を行います。

質疑はございませんか。

５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） ５番、百瀬輝和です。

済みません、その審議の中で、少しお聞きしたいんですが、この陳情の内容で審

議されたんだと思いますが、2015年度も厚労省のほうで、処遇改善についての委員

会の意見だとか、また処遇改善１万2,000円アップだとかいうような取り組みもし

てますし、人材の関係でも、介護業界の構造転換ということで、ビジョンも出され

ております。そういう内容については審議されたんでしょうか。

議 長（原 悟郎） 福祉教育常任委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 百瀬議員からの質問でございますけれど、私

が報告で申し上げたとおりなんですが、基本的には、この陳情にある内容で、当委

員会委員が議論はしましたが、処遇改善がなされている部分について、実際に介護

の現場において、そういった改善がなされて、よくなっているというような状況に

ついては、各委員が理解しているかどうかはともかくとしまして、委員会内の審議

では特にございませんでした。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

今、委員長報告に対する質疑でありますので、お尋ねをしたいんですが、ほとん

ど、ここにある内容を見て、１年前にも採択した経緯があるというようなお話もあ

りまして、ほとんどめくら判を５人で押したという状況のようでありますが、今、

５番議員が言いますように、本年の４月から月額１万2,000円、例えば、この陳情

の中身の中で、2015年の介護報酬改定で介護職員処遇改善加算が強化されましたと

いう言葉にはなっておりますが、具体的には本年４月から月額１万2,000円アップ



されているという中身であります。なお、また前段に、介護施設の労働者の賃金が

全産業労働者の賃金より平均９万円も低くなっているというくだりがありますが、

これらについてももう少し委員会の中での審議が欲しかったなと思うところであり

ますが、そういう話は出なかったのかどうか、もう一度お尋ねいたします。

議 長（原 悟郎） 福祉教育常任委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 端的に申しまして、出なかったということに

なろうかと思います。この資料にもありますように、2014年に平均で９万円も低く

なっているという事実がここに書いてありますけれど、じゃあ、2015年どのように

なっているかという情報も委員会の中では発言されませんでしたし、それについて

審議としてはされませんでした。各委員がどう理解しているかは私は申せませんけ

れど、審議としては出ませんでした。

以上です。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） この陳情は、平たく言えば、要するに給料をもっと上げ

てくれと、それから仕事をもっと楽にさせてくれと、こういう内容の陳情でありま

すね。

議 長（原 悟郎） 福祉教育常任委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 委員会の審議についてのお答えだと思います

ので、私、先ほどの質疑のときにも申し上げさせてもらったつもりですけれど、委

員長として自分の意見をこの審議会の中で一切申し上げておりませんので、今、大

熊議員さんが質問されたことに私が思うことはございますが、ここで答弁すべき立

場や場ではないと思いますので、申し上げるのをやめておきます。申しわけござい

ません。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員、最後です。

９ 番（大熊 惠二） ほとんど委員会の中が、本村の議会の中では強力な福祉

に精通しているメンバーがずらっとそろっているなと思うところであります。それ

がゆえに、中身も非常に浅かったのかなと、もう少しきちんとした議論をしてほし

かったなと思うところであります。

いわゆる平均賃金が全産業労働の中で９万円も低いというのは、この介護保険制

度というのがスタートいたしまして、2000年ですから、15年の経験しかまだありま

せん。したがいまして、そこで働く社員といいますか、職員といいますか、そうい

う人たちも非常に若い方が多い、年齢的にも。それと経験も非常に浅いと、仕事に

対する経験も。したがって、全産業労働の賃金が低いというのは、そういうこの制

度が始まって、この事業そのものが年も若く、それからまだ15年しか経過していな

い、３年の１度の介護保険の見直しはあるわけですけれど、したがってそういう若

いメンバーで構成された施設が多いがために、賃金がほかの産業よりも低いという

のは当然であると、こういう議論も国会の中ではされている事実がございます。



それから、新聞をよくにぎわします介護の質の低下、経験不足の施設長がおった

り、資格はあっても経験不足の介護士がいたり、そういう中で、この陳情は質のこ

とについては一切ふれておりません。要するに、賃金が低い、それからもう少し仕

事を楽にさせてほしい、こういう陳情に対してはどうかなと。

議 長（原 悟郎） 大熊議員、質問をしてください。大熊議員の持論を言う

んじゃなくて、委員長に対する質問をしてください。

９ 番（大熊 惠二） 今、質問をしている。

ですから、そういったことが、当然、委員長としてまとめる中で、福祉に精通し

ている方ですから、メンバーも福祉に精通している方が多いわけですから、そうい

う議論が、再度お尋ねいたしますが、出なかったのかどうか、しつこいようですが

お尋ねいたします。

議 長（原 悟郎） 福祉教育常任委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 先ほど来の答え方に関しまして、部分的に指

摘をされましたので、その部分に関して適する質疑や討論やなかったという委員長

の理解のもと、ありませんでしたとお答えさせていただきました。

ただし、質について、ごめんなさい、２点だけ申し上げさせてください。質につ

いての云々がこの陳情の内容にないじゃないかとおっしゃられるとおりだとは思う

んですけれど、大変申しわけありませんけれど、この介護に限らず、どんな業界の

陳情・請願においても、私が今まで短い13年間という経験の中ですけれど、そうい

った現場の働いておられる方々の質について、具体的に言及した上での条件向上を

訴えたものというのは余りなかったのではないかと、これは理解をいたしておりま

す。

そして、当委員会なり、委員の、何て言いましょうか、責任といいますか、果た

しておられることも、委員長としてはきっちりフォローといいますか、報告するの

が当然の義務ですので、聞かれたことにお答えになるかわかりませんけれど、例え

ば、賃金体系において、この介護の福祉現場をよく精通されておられる議員からは、

ヘルパーや介護福祉士など、資格を職員は限りなく向上のためにとると、ところが

資格をとって、正職員になると、仕組み上、賃金ベースが下がってしまうと、ちょ

っと、これ、私、済みません、私は委員長としての理解は乏しいんですけれど、そ

ういった現状をるる質問はされなかった部分におきましては、当委員会の詳しい委

員が話をしたりする中での各委員の審議でありましたので、その点を申し上げてお

きます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございますか。

〔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６号の討論を行います。



討論はございませんか。

反対ですか。

それじゃあ、５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） ５番、百瀬です。

この陳情については、確かに介護現場、大変なことは私も理解しております。処

遇改善は進めるべきだと思っております。ただ、この陳情書の中の内容についてで

すが、ただ国が進めている部分については、介護施設について集計したところ、全

てが、収支差率が一般の企業よりかなり高いんです。それも議論の中にやはり入れ

ていただきたかったし、またそういう施設の内部留保している金額について、かな

り多いという報告も受けてきて、国が今取り組んでおられます。国の制度について、

介護保険法というものにのっとって、こういう施設、社会福祉法人として経営をさ

れているわけなんですが、私も南箕輪村に施設があるものですから、ちょっと訪ね

て、お伺いしてきたところは、きちんと、やはり昇給されていると言っています。

上伊那についてはきちんとされていると。

ただ、一般の小さいところだとか、民間企業も参入している中で、やはり処遇が

改善されない、国が進めている、４年間で４万2,000円というものがアップしなけ

ればいけない部分になってきていたわけなんですが、それがされていない、手当も

払われていない。先ほど言った資格についても、やはりとっても、なかなか昇給さ

れてこないというという部分で、サービスの低下が起こっているという現状なんで

す。ですから、そこら辺の抜本的なもののところを見落としたまま、こういう陳情

書が出てきて、表面的なものだけを審議しても、やはりそこの奥にあるものが何な

のか、やはり南箕輪議会の議員として、出てきたものをきちんと精査しながら取り

組むべきなんだろうなと思います。

また、厚労省で言われているのは、財務規律についてきちんとできていない部分

があって、来年度からですか、県のほうにきちんとそういう施設は報告する義務を

つけております。そういう中で、やはりその職員の方たちが、きちんと仕事に対し

てのお給料がとれるような体制づくりが必要なんだろうなと思います。

また、ここで言われている団塊の世代が後期高齢者になった場合、ただピークは

まだ先なんです。そういうときに、今、10兆円かかっているものが20兆円かかると

言われております。そういうものに対してもどうしていくんだという、やはり議論

をする中で、表面的なものだけじゃなくて、そういう部分を見落とさなくて、南箕

輪議会として恥ずかしくない意見書を出していただきたいと思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） ６番、唐澤です。

介護労働者というのは、やはり大変きつい仕事を本当に丁寧にやっているんです



が、やはり有料から始まって、公的な分野から始まって、いろいろ段階があります。

各いろんな段階の介護の現場、どれを見ても、本当に低賃金で、きつい労働である

ということは間違いありませんので。

また、介護離職ゼロということは絶対あり得ないわけでありまして、各施設、こ

の間入ったなと思ったら、またすぐやめている。また、いい条件へ移るというよう

なことが本当に慢性的になっております。ですので、ヘルパーから介護福祉士をと

り、いいところへどんどん移って、給料の高いところへ移ってしまっている、それ

が現実です。

ですから、やはり介護職員の処遇の改善、それから人員配置基準の改善というの

をしないと、いろんな有料老人ホームで、いろんな事件が起きて、本当に悲惨な状

況がある報道を見ていると、やはり介護労働者というものをやはり手厚くしてあげ

ないと、いろんな問題が起きるのではないかなというふうに思います。

ですので、こういった意見書を何回も上げながら、ことしはそういった条件もあ

ったり、それから施設にお金をあげたりというようなことをしているんですけれど

も、どうしても各経営者の内部留保とかそういうものがあるので、これをさらに意

見書を上げていって、職員それぞれ労働者の処遇を守ってほしいというのが、私た

ちの委員会で決めたことであります。

議 長（原 悟郎） ほかに。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） 議長、反対とか、討論、反対とか、賛成とか言わなかっ

たけれど、わかっているんですか。

議 長（原 悟郎） 賛成で、今度は反対ですね、大熊議員は。

９ 番（大熊 惠二） 私は反対であります。

議 長（原 悟郎） はい、どうぞ。

９ 番（大熊 惠二） よろしいですか。

９番、大熊であります。

今の唐澤議員の発言の中に、介護離職というお言葉が出てまいりましたが、介護

施設にお勤めになって、その方がいつの間にかいなくなっていると、これが介護離

職だというお考えだとすれば、これはとんでもない間違いであります。介護離職と

いうもの、この介護に精通している議員とはとても思えないです。介護離職という

のは、いわゆる50代から50代の御主人が、または奥さんが、いわゆるきちんとした

職場へ勤めておったけれど、親が介護が必要になったと。したがって、そこを退職

して、介護の仕事につくというのが、家庭介護につくというのが介護離職というこ

となんです。これは、もう全然意味が違う。恥ずかしい話、大変申しわけないが、

もう少し勉強していただきたい。そういうふうに思います。安倍総理の言っている

介護離職というのは、いわゆるきちんとした会社で働いておったけれど、家族が介

護が必要になったと、そのためにその職場をどうしても退職して、親の面倒を見な



ければならない、妻の面倒を見なければならない、夫の面倒を見なければならない

ということで、会社をやめて、介護の仕事につくのが介護離職なんです。介護の施

設にいて、そこをやめたのが介護離職じゃないんです。その辺をよく、私レベルの

福祉に疎い人間でも、そういうふうに思いますので、もう一回勉強し直してくださ

い、しっかり。

それで、反対討論を行います。

先ほども申し上げましたが、この制度がスタートして15年、３年に一度見直しを

されてきて、いろいろその間に改定をされ、本年は特に４月から、１万2,000円、

給料をアップしたり、それから、先ほども言ったように、まだ15年の経験しかあり

ませんので、非常に働く人たちが若い、年齢も低い。そういう中で、ほかの産業と

比べると賃金の見劣りがあるというのが事実だと思います。

ないにこしたことはないんですが、これも介護保険という制度の中でやっておる

ことでありますので、ぴんぴんころりと言って、いってくれれば、介護がなくてい

ってしまうわけですけれど、今はぴんぴんころりで亡くなる前に、介護という期間

があるわけです、平均４年から５年と言われております。そういう中で、こういう

施設が求められ、また、これが十分充足していない。まだまだ、いろんな改善がこ

れから多くしていかなければならんという事実は、私はあると思います。

そのために、にわか介護施設で、または無許可の介護施設でやるために、介護の

質の低下ということも数多く言われております。日本でも、政府の審議会の委員と

か、いろいろやっているワタミという会社があって、その会社も介護施設に、業界

に参入いたしましたが、今、その介護の会社自体はとてもやっていかないというこ

とで、廃業するかどうかというのが先日の新聞のニュース等でも取り上げられてい

る事実であります。

しかも、この介護の施設で働く中で、介護男子という言葉があります。もちろん、

精通している方はいらっしゃると思いますが、いわゆる男性が２割なんです、職場

で。８割が女性なんです、働いている人たちが。そのうち20％が男子ですから、そ

れで介護男子という言葉が今マスコミでも使われておるというふうに承知いたして

おります。

そんな中で、ただ単に、給料が安いから、そしてもっと楽に仕事をしたい。先ほ

どの唐澤議員も非常にきつい労働だと言いますけれど、働くということは、どこも、

何の職業でも厳しいんです。大変なんです。気楽な気持ちで働けるなんていう職場

はないんです。きついのは当たり前なんです。そういう中で、自分の能力を最大限

発揮して、その介護をされるお年寄りだけじゃなくて、今、若い人もいるわけです

から、そういう体調が不良になって。ですから、そういう方々に、せいぜいいいサ

ービスを提供していただいて、ぜひ、この業界が健全に育っていっていただきたい

思いは一緒であります。

しかし、単に、今回のこの陳情書を見ますと、平たく言えば、先ほど委員長にも



申し上げましたが、いわゆる賃金が低い、それからもう少し仕事を楽にしてほしい、

平たく言えばそういう中身でありますので、私はそういう中身について、同調でき

ないという立場から反対といたします。

議 長（原 悟郎） 賛成討論ですか。

三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤であります。

さきの一般質問でもいたしましたけれど、この介護の問題は、本当に今深刻な状

況になっていることは事実であります。先ほど、何か、介護のほうに手当がされる

というようなお話がありましたけれども、今年度からは介護報酬は2.7％削減であ

ります。要支援の部分については20％、もう報酬カットされておりまして、その部

分でいきますと、カットされても、そのまま、今、現場では頑張って続けている状

況があります。今も言うように、介護保険は、保険と国との中で成り立っています

ので、どういう状況かと言えば、今、超高齢化社会といって、介護を受ける人はふ

え続けている中で、今、介護保険料も今年度大幅にまた引き上げられましたけれど

も、5,000円を超えて、そういう中で、成り立たない、もう払い切れないという人

もふえてきておりますし、利用料そのものも引き上げられている部分もありますの

で、その部分についても大変負担な中で、今の介護が成り立っているというふうに

は思っております。

そういう中で、今言いましたように、例えば、介護の１という方でも、その介護

報酬の中でできるかというと、例えば、認知症の方について言えば、介護度１、介

護度２と診断されても、たくさんの人の手がかかるわけであります。実際、今度の

要求では、２人に対して１人というふうにしてもらいたいという要求が出ているわ

けですけれども、今の国の基準では３人に１人というふうになっておりますので、

その金額しか来ていないわけです。その中で、現場では、１とか２とかというよう

な対応を実際にはしながら、だから３の手当の中で、もっと手厚くやりながら、本

当によい介護をしたいという気持ちで介護職の皆さんは頑張っておられます。

そういう中で、相対としては、賃金が本当に、この報酬の中での支払われるもの

とすれば、低く抑えられるのは現実であります。

そういう中で、今、介護の学校ですけれども、養成する、学校にも入る人もいな

いと。今言うように、これからふえ続ける要求があるわけでありますけれども、そ

の部分を支える人材がもう育たない状況になっているのが現実であります。

そういう中で、ぜひともこの厳しい状況を何としても理解していただいて、もっ

と手厚い介護ができるように、これは国においてぜひお願いしたいという要求であ

りますので、賛成をいたします。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございますか。

〔討論なし〕

議 長（原 悟郎） これで討論は終わります。



陳情第６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６号「介護労働者の処遇改善及び人員配置基準の改善を求め

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。

意見書案が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「ＴＰＰ交渉大筋合意に関する意見書」を議題といたします。

職員に議案を朗読させます。唐澤事務局長。

事務局長（唐澤 英樹） 朗読

議 長（原 悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。

３番、山﨑文直議員。

３ 番（山﨑 文直） 発議第１号「ＴＰＰ交渉大筋合意に関する意見書」の内

容説明をいたします。

ＴＰＰ交渉については、去る10月５日に、閣僚会合において大筋合意に至ったと

いうことであります。

その中では、食料の安定生産、安定供給や食料自給率の向上も求められているに

もかかわらず、農林水産物の重要５品目をはじめ、多くの農林水産物への特別輸入

枠の設定や段階的な関税削減・撤廃に合意したことは、衆参農林水産委員会での国

会決議と整合性が厳しく問われているところである。

大筋合意以降、発表される協定内容については不信感が広がっておると、多くの

農業者や国民の不安払拭に向けて、一刻も早く、公開、十分に説明をするとともに、

国会決議を協定内容の整合性について、明確な説明を要請するということでござい

ます。

それから、食料自給率の向上を図り、美しい田園風景、農業、農村の持つ多面的

機能を、将来にわたり受け継ぐことができるよう、万全な対策を講ずることを要請

するという内容になっております。

以上、地方自治法の99条の規定により意見書を提出するということでありますの

で、御賛同をお願いいたします。

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。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 先ほど、このＪＡさんから出されたものについては、ち

ょっと疑問があったので反対をしているわけでありますけれども、このＪＡからつ

いてきておりますこの陳情の意見書案については、二つの項に分かれております。

１のところに、前段でも申しておりますけれども、１の協定内容の公開と十分な説



明、国会決議の整合性の検証の実施というところがあって、大筋合意以降、小出し

に発表される協定内容について不信感が広がっており、農業者、国民の不安払拭に

向けて、協定内容の全てを一刻も早く公開するとともに、十分に説明すること、ま

た客観的に見て、明らかに国会決議を逸脱した内容でありというふうに強く書かれ

ております。その整合性について徹底的に検証することというふうになっておりま

すけれども、こっちの文章の中では、そのところがちょっと抜け落ちているように

思うんですけれども、その点についてはなぜか、お聞きします。

議 長（原 悟郎） ３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） 国会決議の逸脱という部分と意見書の案の中にあります

国会決議の整合性が厳しく問われているという部分について、言葉そのものは違い

ますけれども、その辺については趣旨は理解できるということで、全員の委員の中

の意見だったというふうに思います。

以上です。

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。

発議第１号の討論を行います。

討論はございませんか。

反対ですか。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 私は、直ちに撤退すべきというＴＰＰの陳情に賛成をし

たわけでありますけれども、先ほども言いましたように、この間、ほとんど情報が

出されずに、10月５日に大筋合意に至ったということが突然発表されました。それ

以後も、小出しにいろいろ出てくるわけでありますけれども、農業だけでも、この

まま行ったら１兆円の損失と、これはＪＡから出ておりますので、農業にかかわる

ことが多くだというふうに思いますけれども、そのほかにも、保険や食料の安全、

それから労働、環境、いろんな分野で大きな影響が出てくるＴＰＰ交渉でありまし

て、それが、アメリカとの２国間交渉の中で、全て条件をアメリカのほうに飲まさ

れてるというような形で最後に出て、将来的には、もう農産物の関税は撤廃されて

いくということが明確になってまいりました。なので、このように農協でも、国会

決議とはもう本当に明らかに逸脱した内容で、許しがたいということで、農家の皆

さんは本当にこれでいいのかという思いはたくさんしていると思います。

そういう中で、整合性について検証するということは当然でありますけれども、

その後の守るための万全な対策の実施と、来年の参議院選を控えて、安倍総理大臣

は、もう直ちに対策を打つということを発表したわけでありますけれども、そのこ

とは、いかのにこの合意が不合意なものであったかというか、内容が国民のために

なっていないという証明でもあるというふうに思います。その対策を、じゃあ、そ



の来年の参議院選をし、また合意を得るためにこれをやっているというふうに思う

んですけれども、その後、じゃあ、ずっとその対策をどうやって打ち続けていくの

かと、それはそんな膨大な金額になるわけであります。そのことが本当にできるの

かどうかということも含めて、こういう対策でやるんではなくて、今は一旦、この

ＴＰＰの交渉に参加することをもうやめていただきたいという、批准はしないよう

にということのほうが正当な主張だというふうに思いますので、この陳情について

は反対をいたします。

議 長（原 悟郎） 賛成の意見ございますか。

４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） 丸山です。

やっぱり、今、ＴＰＰの問題、先ほどから意見書が３件ほど出てきておりまして、

２件がやっぱり反対ということでありました。１件、このＪＡから出てきているも

のが、これ、賛成というか、この国会批准に向けてということで、私たちの委員会

の中でも前向きな姿勢だということで、そういうわけに捉えて、今回賛成している

わけなんですけれども。

だから、実はきのうの報道でも、大規模化、大区画化ですか、農業のインフラ整

備の話が報じられておりましたけれども、これもＴＰＰ対策。それから、先ほども

ちょっと申し上げましたが、直接支払いの制度も入ってきております。こういうよ

うに、国の制度をお互いに協力し合いながら、共同歩調がとれるような農業政策を

進めていかなければというのが一番ベターなやり方じゃないかなというふうに私た

しも考えたし、この意見書もそういうようなふうにつくらせていただいております。

だから、重要５品目のところで、ＪＡが出しているものですから、どうしても重

要５品目のところにいきますけれども、この申請者が農協ということであるもので

すから、組合員に対しては十分納得できる、また勝算できる、勝算というのは褒め

たたえるんじゃなくて、勝つ計算ができる、そういう政策を打ち出せるような取り

組みをお願いしたいという、そういう意味を込めて意見書として出したわけでござ

います。

以上です。

議 長（原 悟郎） 反対意見ございますか。

５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 賛成意見でいいですか。

このＴＰＰ、確かに、農業関係者については保護していかなければいけないとい

う、委員会の審議の中でも出ております。その中で、今、政府が言われている収入

保険の導入だとか、飼料米の推進だとか、そういうところはきちんとやっていただ

きたい。ただ、このＴＰＰ、なぜ必要かというと、やはり８億人という巨大市場が

待っております。日本も入れて12カ国、地域になります。大きなメリットがあると

いうことで今取り組んでいるわけで、政府、国としても、このメリットを生かす攻



めの部分と、あとは守りの部分もきちんと取り組まなければいけないということで、

大綱も出されておりますので、私は、これはやはり、この長野県の場合は、農業関

係者が非常に多いものですから、そこはしっかりと守っていっていただきたい。あ

とは、国が、利益が出る産業が元気が出るような攻めもしっかりと取り組んでいた

だきたいと思います。これについては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「ＴＰＰ交渉大筋合意に関する意見書」は、原案のとお

り可決されました。

発議第２号「介護労働者の処遇改善及び人員配置基準の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。唐澤事務局長。

事務局長（唐澤 英樹） 朗読

議 長（原 悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 介護労働者の処遇改善及び人員配置基準の改善を求める

意見書について趣旨説明をいたします。

先ほども、賛成討論の中で申し上げましたので、くどくは申し上げませんけれど

も、読み上げて提案説明とさせていただきます。

超高齢社会を迎える中で、介護労働者の人材確保、離職防止対策は喫緊の課題と

なっている。厚生労働省が発表した介護人材需給推計では、団塊の世代が75歳以上

となる2025年には、37万7,000人が不足するとしている。2015年４月の介護報酬改

定では、介護職員の賃金改善を促進するために、介護職員処遇改善加算が強化され

たが、しかし基本報酬が引き下げられ、介護サービス事業者は厳しい事業運営を強

いられており、これ以上の処遇改善を事業所に委ねることは困難である。人材不足

は地域の介護政策に深刻な影響を与えるため、国の施策として、人材確保、離職防

止対策を推進するよう求める。

介護施設の人員配置基準は、利用者３人に対して、介護・看護職員１人以上とな

っているが、多くの施設では、利用者の安全や必要最低限の介護を提供する体制を

確保するため、基準以上の職員を配置しています。法定基準の引き上げで勤務環境

の改善を図ることは、離職防止を進める上でも重要な課題となっています。

介護労働者の処遇改善や安全・安心の介護を確保する職員の体制の確立は、介護



報酬の範囲内で対応することとされています。しかし、各種介護サービスの基本部

分にかかわる介護報酬は、この間の介護報酬改定で大幅に引き下げられており、こ

れ以上、事業所の努力に委ねることは困難である。一方で、介護報酬を引き上げれ

ば、介護給付の増大や保険料負担の増加を招き、介護保険制度の持続可能性を損な

うおそれがある。したがって、介護労働者の処遇改善や人員配置基準の引き上げは、

国の責任で行うことを要望する。

国においては、一億総活躍社会、介護離職ゼロを目指すと言っております。せん

だっても、それぞれ500億円を手当すると総理は言っておりました。介護労働者の

人材確保、離職防止対策及び安全・安心の介護を実現していくために、下記の事項

について国に要望いたします。

１、介護職員をはじめとする、介護現場で働く全ての労働者の処遇改善を図るこ

と。

２、介護保険施設の人員配置基準を利用者２人対して介護職員１人以上に引き上

げること。夜間の人員配置を改善すること。

３、上記の項目の実現を図るため、国費で費用を賄うこと。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

以上、よろしく御審議をお願いいたします。

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。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

この意見書の中身について、ちょっと教えていただきたいと思います。

この料金の介護保険の中身といいますか、そういったことについて、今、今年度、

一部改正になったと思いますが、この介護報酬を決めるのはあれですよね、確か、

社会保障審議会という国の審議会で決まるということと、それから負担は、これを

利用する人は負担が１割で、あとの９割を税金でやると。そして、40歳以上が確か

介護保険を払い込む年齢だったですね。そういったもので賄われていると思うんで

すが、その辺は十分理解した上でのこういう意見書なのかどうか、お尋ねをいたし

ます。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 介護報酬で賄われております。利用者は１割で利用する

ということでありますけれども、残りの部分については介護保険料、それは40歳以

上が出す保険料と、それから65歳以上の部分と40歳以上の部分と負担割合がそれぞ

れあります。そして、あと残りが市町村と、それからあと国。国は25％であります、

その中の。そういう内容でできております。それで運営されているということは承

知しております。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。



９ 番（大熊 惠二） それと、もう一点お尋ねをいたします。

第１号被保険者といいますか、これは確か何歳だったですか、65歳だったでしょ

うか。

それから、いわゆる現在１割ですが、幾ら以上の所得という、確か規定が今度あ

るというふうに承知をいたしておりますが、一定以上の所得がある場合は原則２割

負担ということだと思いますが、その点についてちょっと教えていただけますか。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） １号保険者は65歳以上であります。成人病にかかる部分

で、65歳以下でも介護保険は利用できます。

それから、今言うように、７月からかな、２割負担の人がふえました。確か、所

得で160万だったかな、あんまり多くない段階で、所得というのは、いろんなもの

を引いた後のいろいろな計算がありますので、２人と１人と、いろんな計算があり

ますけれども、そういうことで２割の負担になった方もことしからあります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございますか。

〔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。

反対ですか。

５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 先ほども申しましたが、介護従事者の処遇改善というの

は、これは本当に必要な視点だと私も考えております。国においても、処遇改善加

算の上乗せなど進めております。

９年ぶりの介護報酬マイナス改定の背景の一つには、先ほども申しましたが、１

施設平均３億円という余剰金だとか、内部留保金があります。また、一般企業、中

小企業の収支差率というのは、一般企業でいくと大体２％余りです。これ、企業の

利益という部分になってくるんですが、この福祉施設については８％から13％とい

う、非常に高い収支差率の数字が出ております。そういう中で、国も、それを踏ま

えて今進めておるところだと思います。だから、表面的なこういう現象だけを捉え

て、南箕輪議会として意見書を出すんではなくて、この介護保険だとか、社会福祉

法人の、今、中身がどんなふうな運営形態でやっているのかというのが大事だと思

います。

この賃金だけ上げれば、じゃあ人材がふえるかというと、私はそうばっかりでは

ないと思います。質も上がるかというと、そうばっかりではないと思います。抜本

的な問題がどこにあるのかというものをやはり掘り下げて検討していく必要がある

と思います。



これについては、やはり先ほども言いました、10兆円かかっているものが20兆円

になっていく、それよりかもっとかかってくるというような段階になるという試算

が出ておりますので、そこら辺を踏まえて、どこに理由があるんだろうというもの

まで含めて見ていかなければいけない部分で、現在、国が進めている施策というも

のもしっかりと捉えながら検討していく必要があると思いますので、この意見書に

は私は反対させていただきます。

議 長（原 悟郎） 賛成意見はございますか。

小坂議員、賛成意見ですか。

２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 私は、この意見書を提出することに賛成の意見を述べさ

せていただきますが、先ほど来、当委員会、私が所属する福祉教育常任委員会の採

択の結果に対しての反対討論等でもありましたが、いわゆる介護保険制度をもっと

大きな俯瞰で、今反対討論にもありました介護を支える社会の仕組み全体、大きな

目で、大きな大所高所から、俯瞰して見直そうという御意見はおっしゃるとおりだ

と思います。ただし、この陳情は、基本的に、介護現場で働く人たちの現場の状態

を陳情されて、上がってきている内容であったものの意見書でございますので、現

場は、私も知る限り、福祉分野のさっき反対討論にもありました、若い世代が多い

この現場においては、単刀直入に言って結婚できない、そういうような基本給とい

いますか、月の額という方々が多くあられるこの現実は、非常に近視眼的に、非常

に問題な状態でありますので、大所高所から俯瞰した国の施策の見直しはもちろん

やっていただきたいと思いますが、そうではなく、この現場の声をこの村議会とし

て意見書を上げて、国に訴える部分もあってよいのであろうと思いますので、この

意見書案に賛成でございます。

議 長（原 悟郎） 反対意見はございますか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

今の反対討論にもありましたように、結婚もできないと、私が若いころは、愛が

あれば結婚できるというふうに思っておりまして、金銭は二の次でありましたけれ

ど、今、金銭が先に来るというようなことは、今の世の中の世相をあらわしている

のだろうと思います。

私も、この陳情の趣旨については、十分理解をしているつもりです。したがって、

100％反対ということではないが、意見書を出すまでもないんではないかなと、趣

旨採択ならば私も賛成できるなと思っておりましたが、意見書を出すということで

ありますので、あえて反対討論をさせていただきます。

今、人生100年時代、ついこの前まで人生80年と言いましたけれど、今、人生100

年と、こういう見出しが最近多く聞かれるようになりました。それを裏づけるよう

に、右肩上がりの高齢化、伸び率は、世界広しといえども日本が一番断トツに高い



と、今までどこの国でも経験したことのないような高齢化時代に入ってきていると

いうことは、どなたも実感していることだと思います。

しかしながら、今、介護をされる方の平均が大体５年から10年というふうに、10

年というケースも１割ぐらいあるというふうに言われております。平均が５年ぐら

いらしいですが、人間は老いて死に至る前に、ぴんぴんころりなら簡単で一番理想

なんですが、死に至る前に、介護という道を通らなければ今ならないと時代に入っ

てまいりました。そういう今まで経験したことのないような介護の、これを大介護

時代と言うんですか、そういうかつてない状況になりました。

今までは、家族が無償の介護で死に至ると、要するに、家族が無償の行為でやっ

てきたのが、15年前にスタートしたこの介護保険制度であります。この介護保険と

いうのは、これが前提に今なっておりますので、意見書にあります全額国費で賄え

というのは、この保険制度そのものではまず想定していない、そういう状況であり

ます。したがって、全部国費で賄えということであるならば、また新たな制度を設

けていく必要が私はあると、今の介護保険制度の中で全額国費で賄えというのは、

どう考えても無理があると、制度的に。したがいまして、この制度の中で、この意

見書にあるような全額国費で賄えということは、制度上無理ということであります。

ただ、非常に今、介護の状況は深刻であります。ですから、ぜひ趣旨採択にして

ほしかったなと、私も賛成したかったなと思うわけですが、この介護保険制度を前

提としている制度の中でのこの意見書の提出については、私は賛成できないという

立場から反対といたします。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございますか。

〔討論なし〕

議 長（原 悟郎） これで討論を終わります。

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） 起立多数です。

したがって、発議第２号「介護労働者の処遇改善及び人員配置基準の改善を求め

る意見書」は、原案のとおり可決されました。

発議第３号「地方自治の尊重を政府に求める意見書」を議題といたします。

職員に議案を朗読させます。唐澤事務局長。

事務局長（唐澤 英樹） 朗読

議 長（原 悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤澄子です。

地方自治の尊重を政府に求める意見書を朗読して、趣旨説明にかえます。

日本全土の0.6％の面積しかない沖縄に、在日米軍の専用施設の73.8％が集中し



ています。米軍機の墜落事故や繰り返し発生する米軍による女性に対する暴行事件

など、沖縄県民はこの米軍基地に苦しめられ続けています。沖縄が、第２次世界大

戦において、本土防衛の捨て石とされ、総人口の５分の１に当たる12万人の民間人

が地上戦で犠牲となり、戦争終結後も1972年本土復帰まで27年間、米軍の軍政下に

置かれたことを考え合わせれば、これ以上の犠牲を沖縄県民に押しつけることは許

されません。

ところが、日本政府は、世界一危険な基地である普天間基地の返還のかわりであ

るとして、辺野古に新基地建設を決め、昨年11月の沖縄県知事選挙や昨年暮れの衆

議院議員選挙で、沖縄県民からはっきりとした基地反対の声が示されたにもかかわ

らず、その建設を進めようとしています。

普天間基地も、もともと沖縄県民の土地を一方的に取り上げてつくられたもので

す。それを返還するからといって、どうしてジュゴンやアオサンゴ、260種以上の

絶滅危惧種を含む多様な海洋生物が生息する辺野古・大浦湾を埋め立て、環境を無

残にも破壊して、辺野古に基地を建設しなければならないのでしょうか。

沖縄戦の最大の教訓は、軍隊のいるところで住民は戦争に巻き込まれて死ぬとい

うものです。新基地建設による基地強化は、沖縄県民を再び戦争の惨禍に巻き込む

危険性を高めます。また、繰り返し示された沖縄の民意を踏みにじって、辺野古基

地建設を強行することは、地方自治の侵害と言わざるを得ません。

憲法第95条では、地方の優越を保証しています。また、地方自治法第１条の２で

は、自治体の自主性と自立性の尊重を明記しています。

よって、南箕輪村議会は、政府に対し、地方自治を尊重し、辺野古新基地の建設

を強行しないことを求めます。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。

なお、先日、翁長知事が政府の大執行訴訟に対する冒頭陳述を行いました。この

部分の最後のところをちょっと読みたいと思います。

この裁判で問われているのは、単に、公有水面埋立法に基づく承認取り消しの是

非だけではありません。戦後70年を経たにもかかわらず、国土面積のわずか0.6％

しかない沖縄県に、73.8％もの米軍専用施設を集中させ続け、今また、22世紀まで

利用可能な基地建設が強行されようとしています。日本には、本当に地方自治や民

主主義は存在するのでしょうか。沖縄県のみ負担を強いる今の日米安保体制は正常

と言えるのでしょうか。国民の皆さん全ての問いかけたいと思います。沖縄、そし

て日本の未来を切り開く判断をお願いしますというふうに陳述しております。

よろしく御審議をお願いいたします。

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。

２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） ２番、小坂です。



３点質問があります。お尋ねいたします。

１点目です。地方自治の尊重を政府に求めるというタイトルの、名のつく意見書

案でございますが、１点目の質問は、上から４行目です。第２次世界大戦において、

本土防衛の捨て石とされ云々と、その前後には、恐らく米軍、現在の米軍基地のこ

とをおっしゃっておると思うんですけれど、ここに第２次世界大戦、いわゆる戦中

の話が出てくる理由はなぜでしょうか。

２点目です。ところがという終わりの行の返還のかわりである、普天間基地の返

還のかわりである、このかわりはこれで正しいんでしょうか。

３点目、これ大きな質問になります。米軍基地の存在そのものを否定もしている

ように思われる文章なんですけれど、先ほどのこれに似た陳情の中での討論をされ

た方の中に、日米安保を認められる方の発言もあったかと思う中で、どう見ても、

この意見書の内容は米軍の存在を余り肯定していないんじゃないかと思われるんで

すけれど、そこに賛成をされている議員さんもおられるという点において、この意

見書を提出されている提出者、賛成者の皆さんの御意見は合致しておられるのでし

ょうか。

以上です。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 今の米軍基地は、戦後、接収された土地に、沖縄県民が

捕虜となって捉えられている間に、今、問題になっております普天間は基地となっ

たわけであります。そういう点で、今、戦後のことをふれております。

それから、済みません、字の意味が、そうですね、代です、済みません。ちょっ

と字だけ直してください。

それから、日米安保に対してですね。

先ほども、沖縄県民にのみ負担を強いるという点で今の日米安保、日米安保を多

分否定はしていないと思うんです。沖縄県民のみに、なぜこれだけのものを押しつ

けるのかという点で、日米安保は正常化ということを問うていると思います。そう

いう意味だと思います。

議 長（原 悟郎） ほかに。

５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） ５番、百瀬です。

ちょっと教えてもらいたいんですが、中段ぐらい、知事選と衆議院選で、沖縄県

民からはっきりとした基地建設反対の声が示されたにもかかわらずと書いてありま

す。この選挙は、明らかにこの基地建設が反対の選挙だったんでしょうか。

あと、そこの部分からずっと下がってきて、憲法の95条の地方の優越性とか、地

方自治法の第１条の２が書かれていますけれども、この部分の法律は、日本政府が

やる防衛に対して口を出していいよという法律になっているんでしょうか。そこら

辺をちょっとお伺いします。



議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 地方自治法の中でうたわれていることでありますので、

住民自治として示された、さきに言いましたように、知事選も、明らかに辺野古新

基地は反対でありましたし、衆議院選挙でも、オール沖縄と言われる皆さんが全員

一人区で当選しております。だから、沖縄においては、辺野古新基地は反対という

民意は明らかだというふうに思います。

議 長（原 悟郎） 地方自治法の条項の解釈について。

８ 番（三澤 澄子） 日本政府にというよりも、その住民自治という点で、前

提にあるのが住民自治だし、主権在民だというふうに憲法でもうたわれているとこ

ろだというふうに思います。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございませんか。

１番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） ただいま５番議員の質問もありましたけれども、この賛

成者が皆それぞれのもので意見があっているかというようなことを言われましたが、

私も冒頭に賛成意見を言ったときに、賛成議員の所属したり、支持する政党の意見

に同意するわけではないということを言ったということが、それぞれの皆さんが、

日米安保を肯定しているわけでもないし、反対している人もいるし、そうした中で

言ったことであります。そして。

議 長（原 悟郎） 加藤議員、質問。

１ 番（加藤 泰久） それが続いていくんで、今、知事が当選したということ

に関しての、移設反対ということで立候補して、当選しているそうしたものが住民

の意見であり、それが移設反対であるということをここの中で言って、それを現在

今、地方自治、国が代行執行訴訟というような形で、国との対立になっている中で

言っていることである、そんなふうに思います。

議 長（原 悟郎） 百瀬議員と小坂議員の質問に対して、賛同者として今説

明をしたということです。

ほかに質疑はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ちょっと質疑を、教えていただきたいというか、もう少

し、今出ている現象だけではなく、戦後70年たって、今日の、今、経済では中国に

抜かれて、世界第３位であります。今日の日本の、敗戦国日本が、これだけ豊かで、

何でも発言できて、日本ほどいい国はないなと、こういう日本になったという、そ

の根底にあるものは、いわゆる当時の吉田内閣、国は、だから今質問です、お尋ね

する、その前提を申し上げているんです。そういった防衛には、日本は余り頭を使

わずに、体も使わずに、アメリカが守ってやると、経済で早く自立してくれと、こ

ういう中で、今日の日本の反映があるわけです。そういう前提を、最近の選挙の結

果とか、そういうものだけで一くくりにして、こういう意見書を出すということは



どうかなと思うんですが、この出した４人のお名前があるわけですが、この辺は十

分話し合いがなされているんでしょうか。お尋ねいたします。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

発言前に、本日の会議時間は、議事の都合によってあらかじめ延長したいと思い

ますがよろしいですか。

〔議場「はい」と呼ぶ者あり〕

議 長（原 悟郎） それでは、８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 今、十分、提案者と賛同者で話し合いをしたかというこ

とでありますけれども、一応、住民自治の尊重という観点と現状の沖縄の様子を見

た限りにおいて、この出された陳情に対しては、どうしても不採択という立場はと

れないというふうに思いました。その１点で、賛同者の皆さんにもお願いして、賛

同していただいたということであります。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊です。

日本の、世界の地図を見ますと、最近の、それぞれ中国も力をつけてきて、中国

の脅威とか、それから、今、韓国、さらには北朝鮮、そういった地政学上の非常に

大事な場所に沖縄県が存在しているわけです。沖縄県の中でも石垣島の市長は、辺

野古につくるということは賛成しているわけです。そういう、どうしても動かしが

たいところに沖縄県があるわけで、そういったことは十分理解した上で、理解をと

いうか、熟慮した上で、日本もそういう平和外交をやっていると思うんですが、そ

ういったことは話に出なかったんでしょうか、お尋ねいたします。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 意見書を上げるという発議だけの問題でありますので、

出された問題、陳情も含めて論議してあるわけではありません。

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。

発議第３号の討論を行います。

討論はございませんか。

百瀬議員は反対ですか。

５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） ５番、百瀬です。

この問題、沖縄の問題、基地問題というのは、やはりしっかりと捉えて、日本国

民全体でやはり考えていかなければいけない問題だとは僕も考えております。74％

近くが沖縄に集中しているということも、それも是正していかなければいけない。

また、米軍基地のあることによった事件、それもなくしていかなければいけない。

それは、当然、私も考えております。



ただ、この中で、沖縄と国との折衝、今回の選挙が先ほどは民意だと言われてい

ますけれども、ただ多くの報道は、反対デモという報道がされて、賛成側の報道は

ほとんどされてこないのが事実です。今回の辺野古の反対のデモによって、心臓を

患っている病気の老人の方が、そのデモで病院まで行けなかったという事実もあり

ます。そんな沖縄県民がやっているんじゃなくて、沖縄県外から行って、その反対

運動をやっているというのが事実なんだろうなと思いますけれども、平成９年から、

歴代の市長については、国との協議を重ね、合意をしてきた経緯があったり、知事

にしても、全然、稲嶺県知事、仲井真県知事に至っても合意をしてきた経緯があっ

て、ようやく落ちついてきたのかなと。その間に、とんでもない政府が誕生して、

変なことを言ったものですから、かなり踊らされた部分がありましたけれども、か

なりあれは大きな罪だと思います、私は。

そういう中で、辺野古住民の８割は容認していたり、隣接する豊原区とか、久志

区においても、条件つきで政府と協議中であるという事実があります。そういう中

で、やはりしっかりと日本の防衛を考えた中では、まずはこの普天間の危険を除去

していかなければいけない。また、日本の安全も守っていかなければいけないとい

うところは、大変申しわけないですが、沖縄の方には、今回は少し御苦労かけると

思いますが、そこは御苦労かけた分、日本政府もしっかりと考えて、補助金を出し

たり、いろいろな振興策を打っていかれておりますので、今回のこの意見書につい

ては、私は反対という立場でお願いしたいと思います。

議 長（原 悟郎） ３番、山﨑議員は賛成ですね。

３ 番（山﨑 文直） 賛成です。

提案者からも話がありましたが、この意見書を、とにかく二つの問題について、

いろんな国防の問題だとか、そういうものはいっぱいいろいろ考え方はありますし、

方針もありますから、これは実際にやっていく、これからも進めていくことだと思

いますが、とにかくここの沖縄に、これ以上負担をかけるのは大変だということの

気持ちをあらわすことだと思います。

基地を減らすということを言っているのに、辺野古に行ったら、沖縄の中でやっ

ていることですから、全然変化がない。確かに、自衛隊の基地を誘致している島も

ありますが、全体としては、やっぱりこれ以上沖縄に基地は要らないと。普天間の

基地が帰ってこようが、何十％もまだ基地は存続するわけですから、これはまだま

だ先の話で、最終的に全部ゼロと言っている段階ではないことですから、とりあえ

ず少しの基地を減らそうという一つの気持ちをどこかであらわしていくということ

です。

翁長知事もこれで、裁判に自分からどんどんやれということでは、本意ではなか

ったわけですけれども、国のほうからそういうことに、裁判に打って出てきたと、

多分、残念な気持ちで対しているかと思いますが。そういった意味での地方自治を、

国としてはもっと尊重してもらいたいという願いをこの意見書にあらわしているわ



けでありますから、反対闘争の中で、県外からも行っているのは、確かに応援が行

っていますけれども、それっきりでやっているわけではなくて、地元の人がほとん

どの中です。私も行ったことがありますけれども、ほんのわずかな人たちが応援に

行っている程度の話ですから、話がいろんなところへ誇大になっていくことのない

ように、素直な気持ちで政府に求めていくと、こういうことで賛成をしたいという

ふうに思います。

議 長（原 悟郎） 反対討論。

２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） ２番、小坂です。

先ほどの陳情のときの意見となるべく重ならないように反対討論を差し上げたい

と思いますけれど、私としては、この陳情の内容は、やはり国民としてもそうです

し、長野県民といいますか、南箕輪村民としても、国に地方から上げるべき議論で

はないというのを大前提に、この意見書の提出には反対するわけです。

それで、その理由に関しましては、私が理解する限り、ここの大前提である日米

安保によるところの米軍の存在があるんだと思いますけれど、実際のところ、日米

安保をこの日本国民が、安保をつくった当時も、まして現在も、国民の半数以上が

この日米安保の存在そのものを認めているのか、甚だ疑問であります。

また、米軍の基地というのは、これ、普通に考えていただければわかるかと思う

んですけれど、他国においては、自国を守るために自国の基地があって、そこに、

もし協力する他国が、その基地に一時協力して存在するという防衛の仕方ならいざ

知らず、明らかに、これ、自衛隊が横にくっついている場合もあるのかもしれませ

んけれど、明らかに米軍の基地ということでは、これ、先ほど提出者の、私の質問

の中の答弁の言葉にありましたけれど、敗戦した占領下のまま引きずられた米軍基

地が現在も存在しているというようなことから考えると、これは、敗戦国の日本が、

占領下における基地をいまだつくられているということにおいて、日本国民が余り

に大事な核心の論議をしなさ過ぎてきている。憲法改正もそうですけれど、その核

心を論議しないで、その下の話ばかりしているので、基地を基本的にはつくるなと

いうお話なんですけれど、どこにつくり過ぎてはいけないというような本当の部分

を話し合わないでおいて、その末尾に当たる部分について、ここで、村議会として

もそうですけれど、日本各地でこういったことを国政でない場面でいろいろ上げる

のは、私としては賛成できません。反対です。

以上です。

議 長（原 悟郎） 賛成討論ございますか。

なければ、ほかに討論ございますか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） 反対討論をさせていただきます。

この問題については、各議員からも、非常に沖縄県民を思う気持ちは十分出てい



ると思いますが、やはり沖縄県の現在置かれている、置かれているというのは、世

界地図を見たときに、地政学上沖縄というのが非常に日本の国にとって大切な場所

にあると。ましてや、かつて日本のＯＤＡとか、そういうさまざまな援助を日本が

中国等にして、円借款もしたりしてきた中国が、今、日本を抜いて第２の経済大国

になり、なおかつ軍事力においても、はっきりした数字は出ておりませんが、航空

母艦やそういったものまで今つくるようになってきていると、非常に中国の脅威と

いうのが、今、日本国だけではなくて、フィリピンにいたしましても、ベトナムに

いたしましても、世界で非常に危機感を持って注目をされております。

そういう中で、日米安保条約の中で、日本に問題があるときには日米地位協定で

やるわけですが、そういった日本の国を守るために、沖縄に大変御苦労いただいて

いるということは、ひとしく国民がその痛み、辛さ、そういったものを分かち合う

思いやりが、私は大切であろうというふうに思うわけであります。

沖縄に集中していると言われましても、そこに沖縄があるから、どうしても必要

なんだということで、辺野古の問題もあるわけであります。そういった地政学上ど

うしても動かしがたい、また世界の今の置かれたさまざまな条件の中で、中国の躍

進ぶりが非常に不安だと言う国民は数多くいると思います。そのことを棚上げして、

辺野古反対、沖縄では民意で、そういう選挙でも、直近の選挙ではそういったこと

が出ていますが、今度、宜野湾市でも市長選があるわけですが、どういう結果にな

りますか、その辺はわかりませんが、やはり沖縄の痛みを受けとめながら、沖縄に

は我慢といいますか、努力をしていただくと、そのために、今、北海道にいたしま

しても、それから沖縄にしても大臣がいるわけです、特別な大臣が。そのために、

沖縄の振興、そして北海道もそうです、北方領土は日本人が住んでおりませんから、

そういう問題ではありませんが、北方領土の問題も、まさにそういった問題は日本

国民としては非常に重く受けとめているわけです。

だから、そういう地政学上どうしても沖縄には努力をしていただかないと進まな

いという実態も、やはり国民として分かち合いながら、沖縄県の振興策を図り、沖

縄県民がやはり本土と同じようなレベルでの生活が維持できるように、やはり基地

のないところに住んでいる国民は沖縄に思いをはせながら、そういった問題を解決

していく、進めていく、そういったことが私は必要だろうというふうに思います。

今出ている現状、一部の現象だけを捉えて、反対、賛成を言うのではなく、やは

り国家100年の大計の上に立って、今、日本として何が必要なのかと、そういう視

点が今欠けているような気がいたしてなりません。どうか、そういう視点を変える

ことによって、日本国民として何がベストなのかということを考えている中で、安

易にこういった意見書を国に上げるということは、私はいかがなものかと思うわけ

であります。

以上のような理由をもって、反対討論といたします。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員、賛成ですね。



１ 番（加藤 泰久） 賛成です。

いろいろ安保の話も出ておりますけれども、ここは地方自治尊重ということで、

今まで沖縄が置かれていた大変苦しい中、前知事の仲井真知事も国の力に押しつぶ

された中で、ここで翁長知事が出て、１年戦っております。これ、２年目に入りま

す。そうした中で、地方自治法、国の力で押しつぶされるのではなくて、私たちも

地方自治を守るというあらわれだというふうに考えておりますので、国の代執行も、

ここで反撃に出るような記事もなされております。そこで、ぜひとも地方、自分た

ちの地方自治を守って、翁長知事が手を挙げて、沖縄の皆さんの反対の意見を私が

主張するという、これは地方自治の一番大切なところではないかと思いますので、

これはぜひお願いしたいと。

今言われているように、日本の防衛をどうするのか、こうするのかではなくて、

それは必要なことですよ、当然、日米安保もおかしい解釈をしている人もいるけれ

ども、ここで意見書の中に言われいることは、国の力に押しつぶされることなく、

住民とその民意を尊重しながら戦っていくという翁長知事の姿勢をぜひとも尊重し

たいということであります。そのために賛成意見であります。

議 長（原 悟郎） ほかに討論ございませんか。

７番、都志議員。

７ 番（都志今朝一） 今いろいろ言われておりますけれども、戦後70年間、沖

縄県民には苦労かけておるところであります。そういうことを我々はわかってやら

なければいけないなと思います。それで、先ほど安保条約も出ましたけれど、その

傘の下で、確かに日本は守られてきておりますけれども、こういう小さい地方自治

でありますけれども、我々の小さな声を沖縄の県民に反映してやらなければならな

いと思いますので、私は賛成といたします。

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） 起立多数です。

したがって、発議第３号「地方自治の尊重を政府の求める意見書」は、原案のと

おり可決されました。

続きまして、これから議案に対する討論、採決を行います。

議案第１号「南箕輪村税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「南箕輪村税条例の一部を改正する条例」は、原案のと

おり承認されました。

議案第２号「南箕輪村課設置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「南箕輪村課設置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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を

改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」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「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険

法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例」は、原案の

とおり可決されました。

議案第４号「南箕輪村印鑑登録及び証明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「南箕輪村印鑑登録及び証明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５号「南箕輪村福祉手当等支給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。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤澄子、反対討論です。

これは、難病指定の皆さんが、特定見直しが行われ、56疾病から360疾病にふえ

たということになっております。その中で、南箕輪がこういった皆さんに福祉医療

をしてきたわけであります、月額4,000円。そして、難病というのは、御存じかと

思いますけれど、本当にたくさんの数がありまして、治療法もわからず、大変苦し

んでいる皆さんだというふうに思っております。そのために、生活も、なかなかし

っかりとした生活が成り立たないとか、いろんな状況を、御家族の皆さんも含めて

苦しんでいるところに、こうやって福祉手当を出すということはとてもいいことだ

というふうに思います。

このときに、70人から110人と、40人ふえた。今までは325万円が、これがふえる

ということで、4,000円を3,000円にするということでありますけれども、それは減

額する理由にはならないと思いますし、透析とかは4,000円でやっております。ほ

かの福祉手当を見ても、整合性もつかないと思いますし、多くなった分への金額は

ほんのわずかなものであります。そういう点で、今まで受けていた皆さんが、

4,000円から3,000円に引き下げられ、そういう状況をどういうふうに受けとめるか、

私は心配するところであります。この人数がふえたからといって、減額する理由に

は当たらないと思いますので、反対をいたします。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 私も反対討論をさせていただきます。

前段の議員がおっしゃられたとおりで、繰り返すような形になって申しわけあり

ませんけれど、例えば、条例の議案の中の新旧対照表に出てくる、これ、文言の改

定があるから仕方なく出ているんだとは思いますけれど、障害者の部分が出ている

と。また、いわゆる指定難病が拡大されたというのは理解できますけれど、そうい

う点で、例えば、ここに出てきている障害者の皆さん、要は、今まで受けていた方

です。今まで受けていた方が、4,000円から3,000円に下がる理由というのは、全く

もってないわけで、それは村費の支出が困るのは理解はできますけれど、その当事

者に対するサービスといいますか、この場合は何て言うんでしょうか、助けること

だと思うんですけれど、その助けが少なくなってよいという理屈は全くないのでは

ないかと私も思いますので、この議案には反対であります。

以上です。



議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

９番、大熊議員、早目に手を挙げてください、お願いします。

９ 番（大熊 惠二） 考えておりました。

賛成討論をさせていただきます。小坂議員の前に賛成討論しようと思いましたけ

れど、向こうのほうが若くて元気がいいので、手が早かったんだと思います。

確かに、4,000円が3,000円になるというのは、月1,000円違ってくるということ

でありますけれど、それでも上伊那で一番高い、一番高額の手当であります、この

条例は。したがいまして、今後、村がさまざまなそういう福祉施策をやる中で、や

はり隣接、または上伊那での、または県下でのそういうバランスをとる。そして、

やめていく手当もあれば、ふやしていく手当もあるわけです。今回、この議案５号

につきましては、上伊那で断トツに高い、今の3,000円にしても一番高い、こうい

う状況の手当であります。したがいまして、これは隣接、または上伊那全体を見た

ときに、どこと比べても遜色がない、一番南箕輪が高いということで、胸を張って

私はいいと思います。したがいまして、この議案第５号に賛成する立場から討論を

いたします。

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。

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） 起立多数です。

したがって、議案第５号「南箕輪村福祉手当等支給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「南箕輪村営住宅管理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「南箕輪村営住宅管理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「南箕輪村個人情報保護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「南箕輪村個人情報保護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「南箕輪村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例」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） 起立全員です。

したがって、議案第８号「南箕輪村個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関

する条例」は、原案のとおり可決されました。

議案第９号「南箕輪村個人番号カードの利用に関する条例」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） 起立全員です。

したがって、議案第９号「南箕輪村個人番号カードの利用に関する条例」は、原

案のとおり可決されました。

議案第10号「南箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担

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「南箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業

の利用者負担に関する条例」は、原案のとおり可決されました。

議案第11号「平成27年度南箕輪村一般会計補正予算（第６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27年度南箕輪村一般会計補正予算（第６号）」は、

原案のとおり可決されました。

議案第12号「平成27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） 起立多数です。

したがって、議案第12号「平成27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13号「平成27年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算（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） 起立全員です。

したがって、議案第13号「平成27年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）」は、原案のとおり可決されました。

議案第14号「平成27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27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27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27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「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「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。

議案第17号「南箕輪村村道路線の一部廃止について」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御起立願います。



〔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「南箕輪村村道路線の一部廃止について」は、原案のと

おり可決されました。

議案第18号「伊那市との伊那地域定住自立圏形成に関する協定の締結について」

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「伊那市との伊那地域定住自立圏形成に関する協定の締

結について」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、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

生かしていかなければならないと思っております。

平成27年度も３カ月半となってまいりました。中部保育園、西部保育園の大型増

改築事業、中学校用地の購入、また来年度に向けてのこども館の建設、生涯学習施

設としての中学校特別教室棟の建設に向けての準備等々、厳しさもありますが、計



画、予算化をいたしました事業の着実な推進に努めてまいります。

今、平成28年度予算編成作業を行っておりますが、地方創生、どうなるのか、あ

るいは地方財政計画、どうなるのか、地方交付税等の動向、これからであります。

国の動向に注視しながら、より的確な編成に努めてまいります。

常々申し上げておりますが、来年度で、人口増加に伴う施設不足に一定のめどを

つけてまいりたいと考えております。こども館の建設、生涯学習施設としての特別

教室棟の建設、北部保育園の増改築を計画しております。多額な経費を要しますが、

将来に向けての投資であり、また一定のめどをつけてしまわないと、他の事業の推

進ができない面もありますので、御理解をお願いいたします。さらに、村民生活を

守り、地域の安全が増すような、また産業振興が図れるような予算、村版の地方創

生総合戦略や第５次総合計画にのっとった予算編成となるよう、心がけてまいりま

す。南箕輪村にとりまして、来年度がまさに正念場の年度となってまいります。職

員とも、そうした認識を共有しながら、全力で取り組んでまいります。

また、伊那市、箕輪町、南箕輪村の定住自立圏協定締結の議決をいただきまして、

協定の締結を行い、連携を強化しながら、制度の活用を図ってまいります。

12月14日月曜日でありますが、銀座ＮＡＧＡＮＯでイベントが開催されます。味

夜なべ塾ｉｎ銀座ということであり、本村も参加してまいります。白毛餅、風の村

米だより、まっくん学校給食カレーの試食体験、ＰＲを行ってまいります。

また、今期から、バレーボールＶ・チャレンジリーグⅡに参戦をしておりますＶ

Ｃ長野トライデンツが、開幕から４連勝を飾り、村のイメージアップとなっており

ます。こうしたことは、本当に明るい話題であり、ありがたいことであります。

これから、本格的な冬となってまいります。暖冬傾向ではあるが、大雪の心配も

あるとの長期予報が出されております。豪雪にならないことを願い、また対応には

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、2016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年になりますことを願い、また

村の発展のために、議員各位のより一層の御協力をお願い申し上げ、閉会の御挨拶

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） 12日間、大変御苦労さまでした。特に本日は、時間延長

して、しっかり協議を、内容を論議していただき、大変御苦労さまでした。

これから年末年始を迎え、何かと御多忙のことと思いますが、風邪等、十分健康

に留意され、新年度を迎え、ますますの御活躍をお願いしたいと思います。

これをもちまして、平成27年第４回南箕輪村議会定例会を閉会といたします。御

苦労さまでした。

事務局長（唐澤 英樹） 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 ５時３６分



会議の経過の記載に相違なきことを証するためにここに署名する。

南箕輪村議会議長

南箕輪村議会議員

南箕輪村議会議員


