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会議のてんまつ 

令和２年６月１日    午前９時００分 開会 

 

事務局長（松澤 さゆり） 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」］御着席ください。［一同着席］ 

議  長（丸山  豊） お疲れさまです。 

 今日から６月であります。爽やかな季節となり、村内の木々の緑がより一層濃くなって目

には青葉の句が浮かんでくるところです。最も過ごしやすい時期ではありますが、コロナウ

イルス感染症との闘いは継続中でございます。緊急事態宣言が国民の努力によりひとまず解

除となりました。しかし、再指定もありそうでまだまだ油断できません。一人一人ができる

感染対策や新しい生活様式の行動で感染拡大を防いでいきたいものです。 

 ただいまから令和２年第２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。 

 日程第１、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、８番、小坂泰夫議員、９番、三澤澄

子議員を指名します。 

 日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

 過日、議会運営委員会が開催されていますので、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。 

 議会運営委員会の報告をいたします。 

 本日招集されました令和２年第２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た事件は、議案が16件であります。このうち議案第13号、第15号、第

16号は議案審議の関係で即決といたします。請願・陳情は、陳情が２件、陳情が１件提出さ

れております。 

 会期につきましては、本日６月１日から12日までの12日間です。この間で２日から９日ま

で本会議を休会といたします。 

 最終日、12日ですが開会時刻は、午後３時を予定をしておりますので、お願いをいたしま

す。 

 以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 

議  長（丸山  豊） 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

ありませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から６月12日までの12日間に決定しました。 

 なお、本定例会の日程は、お手元に配付の表のとおりです。 

 ここで、村長の挨拶を求めます。 
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 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」〕 

 令和２年第２回議会定例会を招集を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。 

 本来でありますと開会の挨拶を30分程度というようなことで、考えていたわけであります

けれども、こういう時期でありますので、通常の半分くらいの時間で済ませたいなと思って

おりますので、その点は御理解をお願いをいたします。 

 さて、令和２年度でありますが、私の４期目の任期最後の１年となり、始まりまして２か

月が過ぎました。２月中旬から全国に広がり始めた新型コロナウイルス感染症への対応に追

われた２か月間でありました。この間２月25日に長野県内で最初の感染者が確認されことを

受け、第１回対策本部会議を開催し対応を検討いたしました。 

 ４月６日には伊那保健所管内で初の感染者が発生し、公共的施設の休館に踏み切ったとこ

ろであります。４月７日には政府が緊急事態宣言は発出しました。マスクが店頭から消え、

医療機関でもマスクが入手できなくなったことを受け、村では村内開業医に備蓄マスクの提

供を始めました。 

 また、クラスターの発生を防ぐため、福祉施設へもマスクの提供を始めたところでありま

す。４月17日には、緊急事態宣言の指定地域が全国に拡大され、長野県でも県をまたいだ往

来の自粛、遊興施設やホテル、旅館等の休業要請、飲食店の時間短縮要請などがなされ、こ

れまでに経験したことのない事態となったところであります。特に大型連休心配をしたとこ

ろでもあります。 

 村からも村民の皆さんには様々なツールを使って、感染防止対策をお願いしてまいりまし

たが、住民の皆様の御協力のおかげで、ゴールデンウイーク明け、長野県においては新規感

染者数も抑えることができ、５月14日以降、緊急事態宣言対策地域が縮小され、５月25日に

は残っていました首都圏も解除されたところであります。 

 これまでの間、住民の皆様の命を守ることを第一に考え、図書館やこども館など多くの公

共施設の利用制限を行い、大変な御不便をおかけしました。また、小・中学校の度重なる休

業延長により、子供たちや保護者の皆様には学校へ行けない寂しさや不安の中で、過ごされ

てきたことと思いますが、５月23日から再開することができました。皆様の御理解と御協力

に感謝を申し上げます。 

 その他の各施設につきましては、５月16日以降利用制限をしながら、開館をしてまいりま

した。そして本日から感染予防対策をお願いしながらの通常利用としたところであります。

ただ、徐々にということでありますので、その辺は御理解をお願いをしたいと思います。第

２波、第３波が発生しないよう、新たな生活様式を周知しながら対応をしてまいります。 

 今後は、この新たな生活様式をどう定着をさせていくか、この辺が課題であるわけであり

ます。この辺につきましては、村も最大限周知に努めてまいりたいというふうに思っており

ます。第２波、第３波が来ないように、感染症予防対策をさらに徹底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。 

 村内を見渡しますと、無事に田植えも終わり、水田が青々と染まってまいりました。南箕

輪村の景観は、昨年までと変わらぬ同じ表情を見せております。私たちの生活も少しでも早
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く昨年までの日常を取り戻すために、これからも感染予防策に取り組んでいかなければと考

えております。これから梅雨の時期を迎えるわけでありますが、秋には実りの秋を迎えられ

ますことを、また災害のないことを願ってやみません。 

 この時期、毎年のことではありますが、集中豪雨等々によりまして、土砂崩落等々も心配

になるところでございます。異常気象というようなとこで、この対応もしっかりとしていか

なければならない、早め早めの対応をしてまいります。 

 一番心配なことは、いわゆる避難所開設に至った場合であります。密にならないようにす

るにはどうしたらいいのか、今検討しておりますけれども、これは避難所の数、避難をする

場所を増や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。しかし人手の問題等も

ありまして、本当に何とかしなければというこの思いが強いところでございます。災害のな

いこのことを願うばかりであります。 

 景気の動向でありますけれども、新型コロナウイルス感染症の影響が鮮明になっておりま

す。内閣府が発表した３月の景気動向の指数は、東日本大震災以来９年ぶりの悪化幅である

としています。企業の生産や観光、運輸業、個人消費の落ち込みが激しく、一部では新型コ

ロナ特需で最高益となった業種もあるようでありますけれども、４月以降も同様の傾向が日

本経済の長期低迷の懸念が強まってきました。報道を見ますと、コロナ倒産であるとか、内

定取り消し、リーマンショックを超える景気低迷など、コロナショックによる将来を不安視

する記事が並んでおります。 

 先に開催いたしました村の対策会議の場でも、商工会から村内の状況につきまして、報告

がありました。やはり影響は大きく飲食業、サービス業の売上減少はもとより、建設業、製

造業においても工事の延期や中止、需給量の減少などが見られるとのことであります。商工

業にとどまらず、農業への影響も予想をされますので、村内産業を下支えするために、何が

必要か、さらに検討していかなければと考えているところであります。経済活動再開後の個

人消費の動向、輸出入の動き、こうしたことが村税収入にどう影響してくるのか十分注視を

してまいります。 

 さて、５月31日をもちまして、企業会計を除く令和元年度の一般会計、特別会計が出納閉

鎖となりました。現在令和元年度の決算状況につきまして、取りまとめに入っておるところ

であります。現時点での概算見込みでありますが、若干数字的な面を申し上げます。これは

あくまで概算ということで御理解をお願いをいたします。 

 歳入は、65億8,600万円、歳出では61億8,300万円を見込んでおります。よって、差し引き

で約４億300万円となります。このうち、繰越一般財源が9,300万円ほどありますので、実質

の繰越額といたしましては、約３億1,000万円と見込んでいるところであります。なお、当

初予算で繰越金を２億円、既に今年度の補正第１号で4,000万円予算化しておりますので、

差引き7,000万円ほどの余裕財源となるのではないかと見込んでおります。 

 また、村税収入は約22億3,400万円で、前年度より4,800万円余りの減となる見込みであり

ます。 

 この余裕財源といいますか、繰越財源につきましては、今年度の地方交付税の動向、ある

いは今後補正予算まだまだ編成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の

で、そういった面での財源に使用する予定としております。 

 令和元年度の若干の状況を申し上げます。本村へのふるさと納税につきましては、１万
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2,356件、１億3,242万7,000円でありまして、平成30年度に比べて件数で1,072件、金額で

1,552万円ほど下回っております。要因といたしましては、本村の返礼品のトップでありま

すジェラート16個でセットを上回る24個セットを売りにした返礼品が出てきたこと、また昨

年秋の台風19号などによる、リンゴの収穫量に影響が出てきたことなどによるものが考えら

れます。 

 今後新たな返礼品の開発を含めて、検討をしてまいります。既に開発ができた返礼品もあ

るところであります。 

 次に、本村の人口動態であります。 

 令和２年４月１日の総人口は１万5,641人で、１年間で178人の増加となりました。住宅の

分譲地もあちらこちらに見受けられ、またアパート建設が各地で進み、しばらくは人口増の

状況は続くものと思われます。 

 また、県が発表した年齢別人口推計によりますと、本村の高齢化率は23.7％と県下で最も

低く、年少人口の割合も県内最高の16％となり、さらには生産年齢人口比率も県下で最高と

なっております。引き続き、県下で最も若い村ということであります。 

 続きまして、今年度予定しております村事業につきまして、若干触れさせていただきます。 

 既に御承知とは思いますが、新型コロナウイルス感染症への対応で、村の三大イベントで

ありますバーティカルリミット、大芝高原まつり、イルミネーションフェスティバルの中止

が決定しました。また、４月以降様々な講座やイベント、検診等の中止や延期をさせていた

だいておりますが、予算をお認めいただいた事業は、着実に進めていかなければならないと

考えております。 

 特に大型事業として、小・中学校におけるＩＣＴ環境整備や施設の改修、学校給食施設整

備に向けた検討、防災研修センターの建設、指定避難所への空調設備の設置、消防積載車や

給水車の購入、地区計画事業など多くの事業を計画しておりますので、年度内完成に向けて

鋭意努力をしてまいります。 

 また、本年度は第５次総合計画後期基本計画、第２期村創生総合戦略、福祉障がい者計画、

地産地消食育計画など、多くの計画策定の年となっております。会議の開催等で苦慮をして

いるところもありますが、年度内策定に向けて取組んでまいります。 

 本年度のコミュニティ助成事業につきましては、沢尻区の公民館のエアコン整備等に係る

経費、南殿区自主防災会の防災倉庫等に係る経費への助成が決まってまいりました。また、

元気づくり支援金につきましては、２件採択となりましたが、９月に開催を予定しておりま

したフラッグフットボール小学生全国大会は中止することといたしました。村観光協会が申

請し採択となりましたマウンテンバイクプロジェクト事業ｉｎ南箕輪につきましては、大芝

村有林内に仮設コースを整備し、７月から11月の毎月第１週の日曜日に一般開放をする予定

であります。 

 建設工事関係であります。 

 県事業でありますが、下川原橋のクランク拡幅工事につきましては、国土強靭化のための

３か年緊急対策事業として、昨年に引き続き道路改良工事を実施し、今年度中には工事が完

了をする予定であります。長年かかりましたけれども、ようやく下川原橋のクランク県道の

工事が完了するということとなりました。 

 また、大清水川と県道南箕輪沢渡線の交差点部分改修及び道路改良工事につきましては、
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今年度から用地買収を進める計画であり、さらに早期の完成に向けて要望をしてまいります。

この事業もようやく用地買収までこぎつけることができたところであります。住民生活に直

結するインフラ整備に関しましては、厳しい財政状況ではありますが、引き続き国庫補助事

業等を活用しながら、効果的な事業を計画的に進めてまいりますので御理解をお願いをいた

します。 

 新型コロナウイルス感染症対策として村が実施しております事業につきまして、途中経過

でありますが、報告をさせていただきます。 

 まずは、個人向けの支援であります。 

 特別定額給付金、いわゆる10万円給付についてであります。５月１日から給付申請の受付

を行っており、第１回目の振込を５月15日に行ったところであります。毎週火曜日と金曜日

に順次給付を行ってきており、５月末までの給付世帯数は4,779世帯、金額にして12億5,450

万円でありました。受付開始から一月で80.2％の方へ給付が済んだところであります。申請

期間が８月12日までとなっておりますので、忘れずに申請をしていただくよう、お願いをし

てまいります。定額給付金につきましては、ほぼ今のところ問題なく給付ができておるとい

うところでございます。 

 県境を越えた往来の自粛要請に協力して、帰省しない県外にお住まいの学生への村の特産

品をお送りする事業でありますが、５月25日現在であります106人から申請がありまして、

22日から順次発送をしております。申込期限につきましては、６月25日までとなっておりま

すので、早めにお申し込みをお願いをしてまいります。 

 また、今月号の村報の挟み込みとして様々な村の取組施策等にも、この辺も計上をさせて

いただいたところでりあります。 

 高齢者及び障がい者で、低所得者世帯への支援金給付事業につきましては、申請書の発送

を済ませたところであります。８月31日までを申請期間といたしました。こちらも忘れずに

申請をしていただくよう、お願いをいたします。 

 保育園、小・中学校の給食費については、２か月分を徴収しないことといたしました。区

域外の幼稚園や学校に通われている場合は、同額の助成をいたします。今のところ６月、７

月の２か月間ということで考えておるところでございます。 

 また、感染症収束後に実施したいと考えておりました、生活支援企業応援商品券事業につ

いてであります。全ての住民の皆様へ500円券４枚、2,000円分を人数世帯主宛に送付いたし

ます。村内企業の応援ということで、商品券の利用は村内の各種店舗や事業所といたします。

現在商工会で取扱い事業所の募集を行っております。商品券等の準備が整い次第、遅くも今

月中旬から下旬には発送をさせていただく予定であります。緊急経済対策ということで利用

期間につきましては、９月末日までとさせていただいておりますので、商品券が届きました

ら、早めの御利用をお願いをしてまいります。 

 また、さらに県の助成支援事業というこの商品券関連の事業もありますので、これにつき

ましては、また検討もしてまいりたいというふうに思っております。 

 次に、事業者向けの支援であります。 

 県が要請いたしました休業及び営業時間の短縮に協力した事業者及びサービス業や製造業

などの業者で、４月から６月に前年同月比20％以上の売上減少があった場合に、月額家賃の

８割で５万円を上限として、家賃等を補助する事業に取組んでおります。申請期限が７月末
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日となっておりますので、対象となる事業者の皆さんには、できるだけ早めの申請をお願い

をしてまいります。なお、この家賃補助につきましては国でも新たな制度ということで、創

設ができるということであります。様々な国や県、村の支援事業を使っていただきながら、

こういった難局を乗り切っていただければというふうに思っておるところであります。 

 村貸付資金の拡充でついであります。４月から新型コロナウイルス緊急対策資金の貸付け

を始めました。これまでに35件、約３億2,500万円が実行されました。手続中のものもあり、

間もなく融資枠がなくなってしまうものと思われます。今後は国や県の関連資金なども参考

に事業者の希望に合った最適の資金のあっせんをしていく予定であります。 

 県の資金活用者に対しても、村の制度資金と同様の支援内容としていかなければと思って

おるところであります。また。制度資金の拡大に伴いましては、今議会に提出をしてありま

す補正予算に2,000万円の預託金を上乗せを計上させていただきましたので、よろしくお願

いをいたします。 

 様々な施策に取組んでおりますが、今後の状況によってはさらなる支援を検討する必要が

あります。状況を見極めながら、今議会中に追加の補正予算の提出も考えておるところであ

ります。この辺は６月３日ですか、議会からも要望、要請があるということでありますので、

その辺も踏まえながら、村と一緒にこういった対応をしていければというふうに思っており

ますので、よろしくお願いをいたします。必要なときはちゅうちょなく事業展開をしていか

なければというふうに考えておりますので、御理解をお願いをいたします。 

 最後になりますが、新型コロナウイルスが地球上から消滅することはないと言われており

ます。国の専門家会議からも新たな生活様式を取り入れ、新たな日常への移行が必要となっ

てくるとの提言がありました。これから私たちはインフルエンザやノロウイルスがそうであ

りますように、新型コロナウイルスと共に共存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。その予防策として、対応方法を身につけていかなければならないと感じてお

ります。この辺は、さっき申し上げましたが、しっかりと村民に周知をしていかなければと

いうふうに考えております。 

 本定例会に提案申し上げます案件は、議案16件、報告が３件であります。全議案原案どお

りお認めいただきますようお願いを申し上げまして、通常とはかなり短い挨拶となりました

けれども、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。よろしくお願いをいたしま

す。 

議  長（丸山  豊） 日程第３、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、令和２年２月分から令和２

年４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。 

 日程第４、行政報告を行います。これを許可します。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 行政報告を申し上げます。 

 報告第１号及び第２号は、経営状況の報告であります。 

 南箕輪村土地開発公社と一般財団法人南箕輪村開発公社の令和元年度の経営状況が、それ

ぞれ確定しましたので、地方自治法第243条の３第２項の規定により報告をいたします。 

 報告第３号は、令和元年度南箕輪村水道事業会計予算繰越計算書であります。一般会計に
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おいて繰越された村道2038号線道路改良工事の水道補償工事につきまして、地方公営企業法

第26条第１項の規定により繰越しましたので、同条３項の規定により報告いたします。 

 細部につきましては、それぞれの報告書を御覧いただきたいと思います。 

 以上で、行政報告とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） これで行政報告を終わります。 

 日程第５、請願・陳情の委員会付託を行います。 

 本日までに受理しました請願・陳情は、請願２件、陳情１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します。今

定例会の会期中に審査し、本会議において報告を行ってください。 

 日程第６、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。 

 本案は令和２年３月31日公布の地方税等の一部改正によるもので、このうち令和２年４月

１日施行分につきましては、専決処分を行い、先の臨時議会において承認をいただいており

ます。今回は令和２年10月１日以降に施行となるものにつきましての改正であります。 

 個人住民税において、未婚の独り親に対する税制上の措置、法人住民税の連結納税制度の

見直し、たばこ税の見直しなどが主な改正の内容であります。 

 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、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 唐澤財務課長。 

財務課長（唐澤 英樹） それでは、議案第１号「南箕輪村税条例の一部を改正する条例」

について、細部説明を申し上げます。 

 この改正につきましては、先ほど村長の提案説明でもございましたとおり、南箕輪村税条

例の元となります、地方税等の一部を改正する法律が令和２年３月31日に公布されたものに

よるもので、令和２年10月１日以降に施行となるものについての改正であります。 

 それでは、新旧対照表により説明をいたしますので、議案書の５ページを御覧いただきた

いと思います。 

 アンダーラインの部分が改正箇所となりますので、左側の改正後の状況に沿って説明をさ

せていただきます。 

 最初に改正文の１条関係になりますが、第24条から36条の２でありますが、未婚の独り親

に対する税制上の措置、及び寡婦(寡夫)控除額の見直しとなります。 

 第24条では、障害者の害の字を平仮名に、また夫のほうの寡夫をひとり親に改正するもの

であります。これによりまして、所得制限等はございますが、今まで対象外であった未婚の

独り親も非課税に含まれることになります。 

 34条、36条の２は、控除名称の改正、適用条項の改正によるものであります。 

 ６ページに移りまして、中ほどのたばこ税の第94条のたばこ税の課税標準でありますが、
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紙巻きたばこに類似したリトルシガーのような軽量な葉巻たばこにつきまして、紙巻きたば

こと同等の税率負担となるように最低税率を設定するものであります。１本当たりの重量が

0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこを１本をもって、紙

巻きたばこ0.7に換算するといったものをつけ加えます。 

 ７ページに移りまして附則でありますが、第３条の２、延滞金の割合等の特例であります

が、租税特別措置法の延滞金等の特例の規定の改訂に伴う規定の整備でありまして、特例基

準割合といっていたものを、延滞金特例基準割合と改めた等によるもの。また利子税、還付

加算金の割合を貸出約定平均金利にプラス１％としていたものを0.5％に引き下げるといっ

た内容であります。 

 ９ページにつきましては、法改正に伴う適用条項の整備となります。 

 おめくりいただきまして、10ページからは、改正文の２条関係になりますが、15ページま

では法改正に伴う適用条項の整備、それに伴う文言の整備が主なものとなります。 

 16ページから21ページの前段になりますが、国税の法人税法の見直しに合わせまして、地

方税の法人住民税につきましても、所要の措置を講ずるもので、企業グループ全体を一つの

納税単位とする現行制度に変えて、企業グループ内の各法人の納税単位としつつ、損益通算

等の調整を行う仕組みに移行する内容のものであります。 

 21ページに移りまして、94条のたばこ税の課税標準でありますけれども、先ほど説明いた

しました0.7グラム未満といったものを1.0グラム未満に改正するものであります。先ほどの

ものは令和２年10月１日からの施行、第２条関係では令和３年10月１日からの施行というこ

とで、二段階で引き下げるものとなります。 

 附則の第３条の２、延滞金の割合の特例でありますが、法改正に伴う適用条項の整備とな

ります。 

 最後に、議案の３ページにお戻りをいただきまして附則でありますが、この条例の施行日

は令和２年10月１日からとなります。ただし、（１）独り親に対する事項等につきましては、

令和３年１月１日から、２条中のたばこ税の見直しの関係１グラムの変更については、令和

３年10月１日から、２条関係また法人住民税関係については、令和４年の４月１日からの施

行となります。 

 また、併せまして、延滞金村民税と村たばこ税に関する経過措置をそれぞれ定めておりま

す。 

 以上、「南箕輪村税条例の一部を改正する条例」の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第１号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第２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２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、令和２年４月30日交付の地方税法等の一部改正によるもので、新型コロナウイル
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ス感染症等に係る徴収猶予の措置の手続、軽自動車税の環境性能割の臨時軽減措置を令和３

年３月31日まで６か月延長することなどが、主な改正内容であります。 

 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、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 唐澤財務課長。 

財務課長（唐澤 英樹） それでは、議案第２号「南箕輪村税条例の一部を改正する条例」

について、細部説明を申し上げます。 

 議案第１号と同じ議案名となりますが、この改正につきましては、先ほど村長提案理由で

申しましたとおり、令和２年４月30日公布され、同日施行となった地方税等の一部を改正す

る法律によるもので、新型コロナウイルス感染症関連のものとなります。同じ条例の改正で

ありますけれども、根拠となっている法律改正が別のものであるということで、附則または

施行期日の関係等から、また附則の条文等が複雑になりますので、別の条例として提出をさ

せていただいております。これにつきましては、専門機関等に確認をしておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 それでは、新旧対照表により説明をいたしますので、議案書３ページの新旧対照表を御覧

いただきたいと思います。 

 アンダーラインの部分が改正箇所となりますので、よろしくお願いいたします。 

 最初に改正文の１条関係で、附則第10条は読替規定でありまして、法律改正による適用条

項の整備となります。第15条の２、軽自動車税の環境性能割の非課税でありますが、税率

１％軽減する特別措置を６か月延長し、令和３年３月31日までに取得したものを対象とする

ものであります。 

 第24条、新型コロナウイルス感染症等に関わる徴収猶予の特例に関わる手続で、納税猶予

制度の特例等の措置が講じられたことを踏まえまして、条例で定める期間について準用する

ものであります。 

 ４ページに移りまして、改正文の２条関係となりますけれども、附則第10条は読替規定で

法律改正による適用条項の整備となります。 

 第25条につきましては、新型コロナウイルス感染症等に関わる寄附金全額控除の特例で、

イベント等を中止とした事業に対する払い戻し請求権を放棄した者への寄附金控除の適用に

関わる規定の整備であります。 

 第26条につきましては、新型コロナウイルス感染症等に関わる住宅借入金等特別控除の特

例で、個人住民税で住宅借入金等特別控除の適用期限の延長を規定するものであります。 

 最後に、議案書の２ページにお戻りをいただきまして、附則でございますがこの条例は公

布の日から施行となります。なお、第２条の規定につきましては、令和３年１月１日からの

施行となります。 

 以上、「南箕輪村税条例の一部を改正する条例」の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第２号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 
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 議案第３号「南箕輪村公共物愛護尊重条例を廃止する条例」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第３号「南箕輪村公共物愛護尊重条例を廃止する条例」の提

案理由を申し上げます。 

 本案は、本条例で規定する内容が他の条例や法律で規定されており、重複した規定を設け

ておく必要はないと判断しましたので、廃止するものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 堀総務課長。 

総務課長（堀  正弘） それでは、議案第３号の細部説明を申し上げます。 

 本条例は、公共精神及び公共物を尊重愛護する気風を助長するためとして、昭和34年に制

定されました。規定されています内容は村政発展に寄与された方の表彰等及び公共物を破損

等した場合の賠償でありますが、これらは民法及び他の条例で規定がされております。村長

が申し上げましたとおり、重複した規定を設けておく必要はないと判断をいたしましたので、

廃止をするものであります。 

 この条例は公布の日から施行するものといたします。 

 以上で細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 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。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第４号「南箕輪村消防団員等公務災害補償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「南箕輪村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

する条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、非常勤消防団員等に係る損害賠償の基準を定める政令の一部を改正する政令が公

布されたことに伴い、関係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、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 堀総務課長。 

総務課長（堀  正弘） それでは、議案第４号の細部説明を申し上げます。 

 消防団員の公務上の災害等に関する賠償補償に関し、国において損害補償の基準を定める

政令が改正をされました。この政令では非常勤消防団員の損害補償に関わる補償基準額が引

き上げられた内容となっておりますので、政令に合わせ本村の条例の一部を改正するもので

あります。 
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 また、損害補償年金前払い一時金が支給された場合における損害補償年金の支給提出期間

の算定に用いる利率につきまして、民法の一部改正に伴い所要の改正を行うもののほか、文

言の整理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２ページを御覧ください。 

 第５条、補償基礎額の第２項第１号で、補償の対象となる事案が発生した日を事故発生日

とし、政令に合わせ文言の整理を行います。第２号では、補償基礎額を8,800円から8,900円

に引き上げます。 

 ３ページになりますが、第３項では文言の整理を行い、第３条の４、損害補償年金前払一

時金の第５項第２号に及び４ページの第６項及び５ページの第７項第２号において、基準と

なる利率を民法の改正の合わせ、100分の５から事故発生日における法定利率に変更をいた

します。 

 別表の第５条関係においては、補償基礎額について階級及び経験年数に応じた金額を表中

のとおり基本的には増額の改正をするというものであります。 

 １ページにお戻りをいただきまして、附則としてこの条例は公布の日から施行し、令和２

年４月１日から適用といたします。 

 以上で細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 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（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第５号「南箕輪村水道事業及び下水道事業の設置等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５号「南箕輪村水道事業及び下水道事業の設置等に関する

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、地方地自法の改正に伴い関係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、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） 議案第５号「南箕輪村水道事業及び下水道事業の設置等に関

する条例の一部を改正する条例」について細部説明を申し上げます。 

 議案書２ページ、新旧対照表をお願いいたします。 

 本案につきましては、地方自治法243条の２として普通地方公共団体の長等の損害賠償の

一部免責、この規定が追加されたことに伴いまして、議会の同意を要する賠償責任と免除、

第５条中アンダーラインの部分でございます。243条の２第８項を243条の２の２第８項に改

めるものでございます。 

 １ページにお戻りをいただきまして、附則としましてこの条例は公布の日から施行するも

のでございます。 
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 以上で、５号「南箕輪村水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する

条例」につきまして、細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第５号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第６号「南箕輪村国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第６号「南箕輪村国民健康保険条例の一部を改正する条例」

について提案理由を申し上げます。 

 本案は、健康保険法第99条の規定に基づき新型コロナウイルス感染症対策として、労働者

が感染した場合に、休みやすい環境を整備するため、傷病手当金を支給することについて条

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、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 清水住民環境課長。 

住民環境課長（清水 恵子） それでは、議案第６号につきまして細部説明を申し上げます。 

 この条例は提案理由のとおり、新型コロナウイルス感染症対策として、傷病手当金を支給

することについて定めるものでございます。 

 議案３ページの新旧対照表を御覧ください。傷病手当金を支給することについて、次のと

おり附則に規定をいたします。 

 第２条、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金です。給与等

の支払いを受けている被保険者が、新型コロナウイルス感染症に完成したとき、または発熱

等の症状があり、感染が疑われるときは、その労務に服することができなくなった日から起

算して、３日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務に就くことを

予定していた日について傷病手当金を支給するものです。 

 ２項では、傷病手当金の金額については、１日につき直近の継続した３か月間の給与等の

合計額を、就労日数で除した額の３分の２に相当する金額とするというものです。 

 ３項では、傷病手当金の支給期間は支給を始めた日から起算して、１年６か月を超えない

ものとするとしたものです。 

 次に、第３条新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等

との調整です。新型コロナウイルス感染症に感染した場合、または疑いのある場合において、

給与等を受けることができる者については、傷病手当金を支給しないというものです。ただ

し、受けることのできる給与等の額が、傷病手当金として算定される額より少ないときは、

その差額を支給するというものです。 

 次の第４条は、第３条に規定する者への傷病手当金の支給額の調整方法について、規定す

るものです。２項では調整により村が支給した金額は事業主から徴収するというものです。 

 ２ページにお戻りをいただきまして、附則でございます。施行期日につきましては、公布
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の日から施行し、改正後の第２条から第４条までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が

令和２年１月１日以降の場合に適用するというものです。 

 以上で細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 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、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。 

 第２条のところで、その労務に服することができなかった日から起算して３日を経過した

日からという規定があるんですけれども、これはどういう理由で３日後というふうになって

いるのか、お願いしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 清水課長。 

住民環境課長（清水 恵子） これは、健康保険法第99条のほうにある規定に基づいて、３

日というもので決まっているものです。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ほかには質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 議案第７号「南箕輪村手数料徴収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「南箕輪村手数料徴収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、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上及び、行政運

営の簡素化及び、効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法

律等の一部を改正する法律の施行により、住民基本台帳法及び番号利用法が改正されたため、

関係する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、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 清水住民環境課長。 

住民環境課長（清水 恵子） それでは、議案第７号につきまして細部説明を申し上げます。 

 この条例は提案理由のとおり、デジタル手続法の施行により住民基本台帳法及び番号利用

法が改正されたため、関係する条例を改正するものでございます。 

 議案３ページの新旧対照表を御覧ください。別表中、表９でございますが、住民票等の除

票の保存期間が長期かつ確実な保存のために、現行５年間から150年間に定められたことに

より、住民票の除票の写しの交付についてを追加し、手数料を300円とするものでございま

す。 

 次に、５ページを御覧ください。マイナンバーカードへの移行を拡大するために、現行の

通知カードが廃止されるため、通知カードの再交付手数料500円について削除するものでご

ざいます。 
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 次に、６ページを御覧ください。６ページ表19の２です。住民票の除票の写しと同じく、

保存期間が延長されたため、戸籍の付票の除票の写しの交付について手数料を300円と定め

るものでございます。 

 そのほかの改正部分につきましては、条例改正に合わせ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。 

 ２ページにお戻りをいただきまして、附則でございます。施行期日につきましては、公布

の日から施行します。 

 以上で細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 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（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第８号「南箕輪村介護保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第８号「南箕輪村介護保険条例の一部を改正する条例」につ

いて提案理由を申し上げます。 

 本案は介護保険法の改正を受け、低所得者の保険料軽減強化を規定した政令が公布された

ことに伴い、所定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、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 伊藤健康福祉課長。 

健康福祉課長（伊藤 千登世） 議案第８号の細部説明を申し上げます。 

 介護保険料につきましては、介護保険法により所得段階に応じて軽減の措置が取られてお

りますが、令和元年10月からの消費税引き上げに伴い、低所得者に配慮した段階的な軽減率

強化を規定した法律改正がなされております。完全実施は令和２年４月とされ、令和２年３

月30日に改めて、介護保険法施行令が改正をされました。村では国で定めた軽減率を参考に

保険料を定めているため、条例改正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いたしますので、議案２ページを御覧ください。 

 第２条第２項でありますが、前項第１号いわゆる第一段階の第１号被保険者につきまして、

令和２年度の保険料を２万3,520円から１万8,840円に減額をするものであります。 

 第３項では、第１項第２号いわゆる第２段階の第１号被保険者について、同様に３万

9,240円を３万1,440円に減額し、第４項では第１項第３号、いわゆる第３段階の第１号被保

険者について、同様に４万5,480円を４万3,920円に減額するものであります。 

 １ページにお戻りをいただきまして、附則第１項といたしまして、この条例は公布の日か

ら施行し令和２年４月１日から適用をいたします。第２項ではこの改正した額は、令和２年

分の保険料から適用することを規定いたします。 

 以上で細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第８号に対する質疑を行います。 
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 質疑はございませんか。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。 

 この軽減されるということですけれども、この軽減分の財源がどのような割合でなってい

るのか、どこでどのような割合になっているのかを、ちょっとお聞きしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 伊藤課長。 

健康福祉課長（伊藤 千登世） 法律改正によりまして、保険料の減額分は一般会計から繰

入れる仕組みが創設されております。その分につきまして負担金として国が２分の１、県が

４分の１ということで補填をされる規定となっております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ほかには質疑ありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 議案第９号「南箕輪村後期高齢者医療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９号「南箕輪村後期高齢者医療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、新型コロナウイルス感染症対策として、労働者が感染した場合に休みやすい環境

を整備するため、長野県後期高齢者医療広域連合において、傷病手当金の支給について条例

に規定することとなったため、対応する村の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、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 清水住民環境課長。 

住民環境課長（清水 恵子） それでは、議案第９号につきまして細部説明を申し上げます。 

 この条例は先ほど村長の提案理由のとおり、新型コロナウイルス感染症対策として、労働

者が感染したとき、または発熱等の症状があり、感染が疑われたときに休みやすい環境を整

備するため、長野県後期高齢者医療広域連合において、傷病手当金の支給について条例で規

定することとなったため、対応する村の条例を改正するものでございます。 

 議案２ページの新旧対照表を御覧ください。 

 第２条、村において行う事務です。８号に広域連合条例附則第５条の傷病手当金の支給の

申請に係る申請書の受付を追加し、改正前の８号を９号にするものです。 

 １ページにお戻りをいただきまして、附則でございます。施行期日につきましては公布の

日から施行します。 

 以上で細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 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。 

〔質疑なし〕 
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議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 ただいまから10時15分まで休憩といたします。 

   休憩 午前 １０時１０分 

   再開 午前 １０時１５分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第10号「令和２年度南箕輪村一般会計補正予算（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10号「令和２年度南箕輪村一般会計補正予算（第２号）」

について提案理由を申し上げます。 

 歳入ではコミュニティ助成事業助成金などの補正を、歳出では４月の人事異動に伴う人件

費の補正のほか、歳入で申し上げましたコミュニティ助成事業への補助金２件分、商工業振

興資金貸付基金への積増しの補正などが主なものであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ465万円を追加して、歳入歳出予算の総額をそれ

ぞれ83億6,578万9,000円とするものであります。 

 細部につきましては、副村長及び担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議を

いただき、御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 議案第10号「令和２年度南箕輪村一般会計補正予算（第２号）」

の細部説明を申し上げます。 

 歳出から御説明させていただきますが、各科目に当たりまして給与費の補正がございます。

24ページの給与費明細書を御覧をいただきまして、先に一括して御説明を申し上げます。 

 まず、１の特別職でございますが、比較の欄を御覧をいただきまして、議員共済費の関係

で若干の増額がございます。 

 おめくりいただきまして、２の一般職でございますが、上の総括の表を御覧をいただきま

して、いずれも４月の人事異動、配置等に伴う変更でございます。当初予算編成時には、そ

の時点での職員配置や職員数をもとに、仮定の職員配置をすることによって、各科目の給与

費を算定しておりますので、実際の職員配置によるものとの差異が生じます。その差額につ

いて、今回増減をさせていただくものでございます。 

 比較欄を御覧をいただきまして、常勤職員数は会計間の異動、また職員派遣の関係で一般

会分につきましては、１名の減でございます。給与費につきましては、特に育児休業をする

職員が多くなっておりますので、給料は、職員手当が大きく減額となります。その代替によ

りまして、会計年度任用職員の報酬が多くなっております。給料の減額に伴い共済費も減額

となりますので、人件費全体では2,576万2,000円の減額となります。 

 なお、職員手当の内訳につきましては、下の表のとおりでございますので、お目通しをお

願いいたします。 

 以上の説明によりまして、各歳出科目２節給料から、４節共済費までの説明は省かせてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

 また、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の中で予定がされておりました、また村が
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予定をしておりました様々な行事等が中止となっております。そうしたことに伴う不用額も

計上させていただいておりますが、それらの説明も省略さ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、予算書案９ページを御覧ください。 

 歳出、１款、議会費及び次のページは省略をさせていただき、おめくりいただきまして、

２款、総務費の１項12目、0242地域づくり推進事業の19節、コミュニティ助成事業補助金の

追加は、このほど、沢尻区並びに南殿区自主防災会の事業に対しまして、宝くじの収益金を

原資といたします助成金が交付をされることとなりましたので、計上をするものでございま

す。いわゆるトンネル補助でございます。 

 沢尻区は、コミュニティセンターのエアコン整備をするもので、交付予定額が240万円、

南殿区自主防災会は、防災倉庫、チェーンソー等を整備をするもので、交付予定額が200万

円でございます。 

 次に12ページ、３款民生費の１項１目、二つ目の事業になります0306障がい者福祉事業の

各節の増額でございますが、長期の休暇をしております常勤職員の代替として、会計年度任

用職員１名を配置するためでございます。 

 おめくりいただきまして、２目児童措置費の二つ目の事業、0341保育園施設整備事業の補

正でございますが、本年度北部保育園の外壁塗装工事を計画をしており、当初予算に計上し

たところでございますが、雨漏りがございまして屋根の状態を確認したところ、先送りする

ことができないほど傷んでおるということが分かりましたので、屋根の修繕も合わせて実施

をさせていただくため、追加増額するものでございます。 

 おめくりいただきまして、４款衛生費でございます。１項１目二つ目の事業、0406市町村

母子保健事業の関係でございます。会計年度任用職員の報酬等の追加でございますが、担当

しております保健師１名が育児休業を取得する見込みとなりましたので、代替の保健師を置

くためのものでございます。 

 次に16ページ、６款、農林水産業費の１項３目、0605農業振興事業17節の追加でございま

すが、大芝高原味工房のおやき加工で長年使用してまいりました冷蔵庫が故障をしてしまい、

修理するにも部品がないという状況でございますので、更新をさせていただくものでござい

ます。 

 次の0606経営所得安定対策推進事業で、おめくりいただきまして、18節の南箕輪村産地づ

くり補助金は、村の農業再生協議会への助成を通じまして、「風の村米だより」のブランド

化を図ってきておるところでございますが、想定以上の農家の皆さんの御協力をいただきま

して、作付面積が広がったことに伴い増額をお願いするものでございます。本年度の作付面

積の合計、計画地で10ヘクタールほど増加をいたしまして、50.8ヘクタールとなっておると

ころでとございます。 

 次のページ、７款商工費の１項２目、0702商工振興事業でございますが、18節は大芝高原

まつりの中止決定に伴い実行委員会への補助金を減額するもの、23節は、新型コロナウイル

ス感染症の影響で村内事業者の村制度資金の借入れが増加をしております。それによりまし

て金融機関の融資枠が不足をすることが心配をされるところです。今後の資金需要に十分応

えていくためには、金融機関への預託金を増やしまして融資枠を広げていく必要がございま

す 
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 現在、商工業振興資金貸付基金の設置に関する条例で定めております預託金の限度額、上

限額は１億8,000万円でございますが、これを２億円に拡大し、2,000万円を追加預託させて

いただくものでございます。 

 なお、議案第14号として条例改正案を提出させていただいておりますので、併せてよろし

くお願いいたします。 

 次に３目、0703観光振興事業の18節、宿泊促進事業補助金でございますが、このたび長野

県では、新型コロナウイルス感染拡大防止のための要請に従い休業をした旅館、ホテルを対

象に、宿泊予約がキャンセルとなったお客様に改めての利用を促すためのクーポンを交付す

る事業というのを開始することとなりました。ただし、これはいわゆる民間に対してという

制度とされておりまして、第三セクターに分類される大芝荘につきましては、対象外とされ

るため村の事業といたしまして、出資者であります村の事業といたしまして、県と同様の形

の支援を行うため追加をするものでございます。宿泊客１名につき、3,000円のクーポン券

を120枚分ということでございます。 

 おめくりいただきまして、８款土木費は人件費の補正のみでございます。 

 次のページ、９款消防費では１項２目、0902非常備消防事務の７節でございますが、本年

３月末をもっての退団者に係る退職報奨金が確定をいたしましたので、不用額を減額してお

ります。次の５目、0930防災対策事業の17節の減額でございますが、入札差金でございます。 

 おめくりいただきまして、10款教育費でございます。１項教育総務費で１目飛びまして、

次の４目、1005教育振興事務、10節のモバイルルーター購入費でございますが、国の補正予

算による補助を得まして、新型コロナウイルス感染防止のため、学校が休業となったときの

自宅学習また、校外学習で端末機を利用するために必要となりますモバイルルーター25台を

購入するものでございます。ネット環境がない家庭への貸出しを検討をしてまいりますが、

通信料等の費用負担が課題となりますので、県と共に国に対し助成制度の要望もしてまいり

ます。 

 おめくりいただきまして、14款予備費で歳入歳出調整をさせていただき、366万2,000円の

増額といたします。 

 歳出は以上でございます。 

 次に、歳入でございますが、７ページを御覧ください。 

 歳入16款、２項10目教育費国庫補助金は、モバイルルーターの整備に係るもので、補助率

が10分の10、限度額として１台当たり１万円という補助金でございます。 

 次のページ、22款雑収入の５項１目雑入につきましては、コミュニティ助成事業助成金を

追加するものでございます。 

 以上で細部説明を終わります。 

議  長（丸山  豊） 議案第10号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ２番、山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 22ページの教育費の文化財保護事業なんですが、会計年度任用職

員通勤費というのが盛られております。これは何か新しい文化財保護事業というか、その部

分については新しい事業等が予定をされてて、こういう任用職員を採用するという意味なの

でしょうか。この辺の中身が分かれば教えていただきたいと思います。 
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議  長（丸山  豊） 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 金額が少ないものですから省略をさせていただきましたが、通常

会計年度任用職員に通勤費につきましては、平均的な通勤費を見込んで当初計上させていた

だくところですが、このこちらでお願いしました会計年度任用職員の方が村外の方になりま

すけれど、比較的遠い距離の方だったということで、平均的なところよりも予算が必要だと

いうことで、その不足する分を計上させていただいたものでございます。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ２番、山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 金額の多い少ないじゃなくて、文化財保護事業の中で任用職員を

採用したということは、何か新しい事業が始まるのか、そういうことなのかというのをお聞

きしたかったのですが。 

議  長（丸山  豊） 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 当初予算審議の折に、御説明を申し上げましたけれども、これは

文化財の整理ですとか、そういうことに主に当たっていただくということで、当初の予算の

中で予定をさせていただいた方でございます。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はございませんか。 

 ４番、藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） ４番、藤城です。 

 21ページの教育費に関して質問をさせていただきます。今の教育振興事務需用費でモバイ

ルルーター購入費25万円が上がっているんですが、前回の補正予算にもありましたが、今回

かなり急速にＩＴ機器を学校に広めていくという中で、それを中心的にコントロールする人

がいないと、なかなか難しいのではないかと、今恐らく先生がその役割を担うという形で進

められていらっしゃると思うんですが、今教育委員会の中で今後そういった中心に回すよう

な人を取っていく予算が、予定があるのか、そういった議論が動いているのか、その辺りを

教えていただければと思います。 

議  長（丸山  豊） 伊藤教育次長。 

教育次長（伊藤 弘美） ＩＣＴ支援員の関係になってくるかと思います。それで今年度当

初予算で支援員の関係予算的には取ってはいたんですけれども、なかなか個人的な１人とし

て雇うということが難しかったものですから、上伊那郡内の業社の方、事業者になりますけ

れども、そちらのほうと契約を結びまして、学校のほうに週１で支援ということで入ってい

ただくようになっております。ハード面、それから扱いの面等々それから授業の進め方、そ

ういったものについても御支援いただく予定となっております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 議案第11号「令和２年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第１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「令和２年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第１
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号）」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、人事異動等に伴い収益的支出において、職員給料ほか営業費用を93万9,000円減

額し、資本的支出において建設改良費を180万円増額し、水道事業費用の総額を２億6,214万

8,000円の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、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） 議案第11号「令和２年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第

１号）」につきまして細部説明を申し上げます。 

 補正予算実施計画明細書にて説明いたしますので、予算書の５ページをお願いいたします。 

 収益的支出、１款１項１目原水及び浄水費150万円の増額でございます。18節委託料で大

芝非常用水源の井戸調査費用を計上させていただきました。これにつきましては、本年１月

から非常用水源の井戸水が白濁するという現象が生じてきておりまして、現在井戸水による

大芝の湯への給水は停止をしております。井戸水の濁りの原因調査、それから今後の設備の

運用方法、改修方法、こういったものを検討するための調査費用を計上させていただきまし

た。 

 ５目総係費の243万9,000円の減額は、人事異動に伴い１節給料から６節法定福利費及び30

節負担金までそれぞれ補正するものでございます。 

 また、今年度から水道メーターの検針方法をハンディターミナルからスマートフォンへ変

更するため、当初予算におきまして所要の費用をお認めいただいておりますが、そのうち16

節通信運搬費の電話回線等使用料72万円につきましては、これはＮＴＴではなく委託業者へ

の支払いとなるため、ここでの費用を減額し、18節委託料でメーター検針保守業務として、

72万円を計上させていただき、同18節委託料のメーター検針器機導入業務180万円につきま

しては、備品として登録をする必要がございますので、メーター検針器機導入業務180万円

を減額し、６ページのほうの資本的支出１款１項３目、営業設備費47節工具器具及び備品入

費にメーター検診器機購入費として180万円を計上するものであります。 

 それぞれ予算科目を訂正するものでありますので、御理解をお願いいたします。 

 ７ページから９ページは給与明細費として職員数、給与費、法定福利費等について掲載し

ておりますので、お目通しいただきまして、ここでの説明は省略させていただきます。 

 ２ページにお戻りをいただきまして、議会の議決を経なければ流用することができない経

費第４条（１）の職員給与費につきましては、補正予算実施計画明細書のとおり、総係費の

うち給料、手当、法定福利費の合計額48万4,000円を減額し、職員給与費の総額を2,961万

5,000円とするものでございます。 

 以上で議案第11号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 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。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第12号「令和２年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第１号）」を議題といたしま
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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「令和２年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第１

号）」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、人事異動等に伴い、収益的支出において職員給与ほか営業費用を58万5,000円減

額し、下水道事業費用の総額を６億724万8,000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、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） 議案第12号「令和２年度南箕輪村下水道事業会計補正予算

（第１号）」につきまして、細部説明を申し上げます。 

 補正予算実施計画明細書にて説明をいたしますので、予算書４ページをお願いいたします。 

 収益的支出、１款１項２目処理場費２万4,000円につきましては、36節保険料で終末処理

場の建物共済費の基準額の変更により、増額するものでございます。 

 ５目総係費60万9,000円の減額は人事異動に伴い、１節給料から30節負担金までそれぞれ

減額するものでございます。 

 ５ページ、６ページにつきましては、給与費明細書として、職員数、給与費、法定福利費

等について掲載をしておりますので、こちらもお目通しをいただきまして説明を省略させて

いただきます。 

 ２ページにお戻りいただきまして、議会の議決を経なければ流用することのできない経費、

第３条、（１）職員給与費につきましては、補正予算実施明細書のとおり、総係費のうち、

給料、手当、法定福利費の合計額54万4,000円を減額し、職員給与費の総額を1,962万1,000

円とするものでございます。 

 以上で、議案第12号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 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（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第13号「南箕輪村農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて」を議題と

いたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第13号「南箕輪村農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて」提案理由を申し上げます。 

 令和２年７月19日をもって、現在の農業委員会委員の任期が終了することに伴い、農業委

員会等に関する法律の規定に基づき、農業委員会の委員を任命することについて、議会の同

意をお願いするものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
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御同意をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 出羽澤産業課長。 

産業課長（出羽澤 平治） それでは議案第13号の細部説明を申し上げます。 

 平成28年に農業委員会等に関する法律が改正されまして、前回の改選時から農業委員会の

委員は村長が任命する11名の農業委員と、農業委員会長が任命する農地利用最適化推進委員

４名の構成となりました。 

 農業委員の任命に当たっては、農業委員会の所掌事務に関して利害関係を要しない中立的

立場の委員と、原則として認定農業者が過半数となるようにすること、それから年齢、性別

に関し著しい偏りが生じないように配慮することとされております。 

 農業委員及び農地利用最適化推進委員の選任手続としまして、候補者の募集や区長会やＪ

Ａ上伊那、そして商工会などから推薦をお願いし、その結果農業委員に11名、農地利用最適

化推進委員に４名が選出され、ホームページ等で公表してまいりました。選出された15名に

つきまして、農業委員会長等で構成される選考会で、推薦書や農家基本台帳などで要件審査

を経て、今回農業委員の任命について議会の同意をお願いするものであります。 

 それでは、おめくりいただきまして、１ページを御覧ください。 

 まず、唐澤喜廣さんにつきましては、農業者団体の推薦であります。また、後藤幸子さん

につきましては、中立的な立場として商工会から推薦をいただきました。また、備考欄にも

ありますが、北爪秀夫さんにつきましては、認定農業者でございます。なお、村内の農業者

数は村政要覧で591戸に対して、村の農業認定者は37名と極端に少なく、認定農業者で農業

委員の過半数を占めることはとても困難な状況となっております。したがいまして、施行規

則第２条第１号のへの地域の中核的な農業者が変わりまして選出をされております。 

 また、名簿のうちの７名が現在の農業委員でございまして、残留することとなります。 

 現在の農業委員につきましては、唐澤喜廣さん、後藤幸子さん、有賀晴彦さん、伊藤篤さ

ん、めくっていただきまして、唐木義秋さんです、すみません。それから高木繁雄さん、伊

藤良夫さん、この７名が現在農業委員をお努めいただいております。 

 なお、農業委員の新しい任期につきましては、７月の20日から３年間となります。 

 以上で、議案第13号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 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（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第14号「南箕輪村商工業振興資金貸付基金の設置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14号「南箕輪村商工業振興資金貸付基金の設置に関する条

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。 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動が停滞し村内の事業者において、資金

の借入れが増え、現在の貸付基金では新たな借入れ希望に対応できなくなります。新型コロ
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ナウイルス感染症の終息に伴い、経済が回復することによる新たな資金需要に対応するため、

貸付基金の増額を図るものであります。 

 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、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 出羽澤産業課長。 

産業課長（出羽澤 平治） 議案第14号の細部説明を申し上げます。 

 現在村では、１億8,000万円の貸付基金によりまして、八十二銀行南箕輪支店とアルプス

中央信用金庫南箕輪支店及び信大前支店で総額、限度額といたしまして９億円の南箕輪村商

工業振興資金の貸付けを行っております。３月までの貸付実績におきましては、村内の金融

機関等の合計で229件の約５億4,100万円でございましたが、４月以降新型コロナウイルスの

関係で、借換えを含む運転資金の貸付け希望が増えまして、現在５月下旬まで約コロナ関連

で３億2,500万円余の融資が行われております。 

 なお、手続中の融資の申し込みも含めまして、村の制度資金の枠が不足する見込みとなっ

ております。新規融資の希望者それから融資希望額につきましては、申請の状況などを見ま

すと、高額化及び今まで申請のなかった方からの申請があるというような状況でございます。

今後の経済状況によっては、さらに資金を必要とする事業者も予想されているところであり

ます。 

 また、このコロナ関係の資金におきましては、県それから国にも同様の資金がございます。

国の関係におきましては、５月から市中の金融機関等でも利用できるようになったこともご

ざいます。また、県、国におきましては制度資金におきまして、いずれも３年間の利子補給

なり、また最大５年間の据え置き制度があります。また、償還期間も10年から15年と長く、

金融機関の窓口におきましては、申請者、事業者の希望に合った最適な資金のあっせんを行

っているところであります。 

 このような状況で、コロナ関係の資金の需要が現在目立っておりますけれども、経済の回

復に応じまして、今後コロナ以外の設備投資、それから運転資金等の資金需要が予想され、

そのときに備え現在ほぼ枠いっぱいとなっておりますこの貸付基金を、今回2,000万円増や

すというものでございます。 

 それでは、１ページを御覧いただきまして、第２条中、１億8,000万円とあるものを２億

円、2,000万円増額するものであります。附則としましてこの条例は公布の日から施行する

ものでございます。 

 以上、議案第14号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 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、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。 

 今の状況で見るとまだ手続中もあり、不足するよということでありまして、本当にこれか

らの先が見通せない状況の中で、事業をやっている方々は大変な状況だと思いますけれども、

今この村の制度資金は、商工会を通して手続していただいてると思うんですけれども、商工

会に加入していない方、それから小さい本当に零細の方まで含めて、ここを通じて手続でき
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るかどうかということと、今県や国の制度もあるということですけれども、そういうものも

含めて、こういう制度がありますよということでお知らせするところは、どこを通じてやっ

たらいいのかということをちょっと教えていただきたいんですけど。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 出羽澤産業課長。 

産業課長（出羽澤 平治） 手続関連であります。まず商工会が窓口なだけなのかという話

でありますけれども、商工会も窓口になっておりますけれども、金融機関も資金相談、各そ

れぞれのお抱えといいますか、事業者が利用している金融機関も、そういった相談には応じ

ていただいているということでございます。 

 したがいまして、申請書の上がってくる方法とすると、商工会を経由してくるものもあり

ますし、金融機関を経由するものもあると、最終的には金融機関の審査ということになりま

すので、そちらも中心になるというところでございます。 

 したがいまして、そういったお知らせといいますか、広報、内容の説明につきましても、

商工会も行っておりますけれども、金融機関の窓口でも十分行われているという状況となっ

ております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 議案第15号「財産の取得について」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15号「財産の取得について」について提案理由を申し上げ

ます。 

 本案は、令和２年度南箕輪村消防団消防車両購入事業の入札を去る５月21日に実施をした

ところ、契約予定価格が南箕輪村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関

する条例第３条に定める額となりましたので、地方自治法及び条例の規定により、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、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 堀総務課長。 

総務課長（堀  正弘） それでは、議案第15号の細部説明を申し上げます。 

 議案の２ページ、最後のページになりますが、こちらの説明資料に沿って説明をさせてい

ただきます。 

 初めに入札会の時期でありますが、令和２年５月21日に実施をしております。２の事業内

容であります。小型ポンプ積載可能消防車両１台の購入で、第２分団第２部南殿に配備する

ものであります。小型ポンプにつきましては、平成29年に更新をしておりますので、今回は

車両のみの更新となります。この車両は災害時に資材や要配慮者の搬送も可能なワンボック

スタイプの車両といたしまして、普通免許対応車両を使用といたしました。 
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 また、緊急防災減災事業債の対象となりまして、充当率100％、交付税措置率70％の有利

な起債を活用いたします。 

 ３の入札結果でありますが、指名競争入札といたしまして、６社を指名、６社から応札を

いただきました。落札業者は、南箕輪村885番地１、晴海産業株式会社、代表取締役堀秀徳

であります。落札金額でありますが、971万3,000円であります。納期につきましては、議会

議決の日から令和３年３月31日としてあります。 

 以上で細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 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（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第16号「財産の取得について」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「財産の取得について」提案理由を申し上げます。 

 本案は、令和２年度非常用移動式蓄電池購入事業の入札を去る５月21日に実施をしたとこ

ろ、契約予定価格が南箕輪村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する

条例第３条に定める額となりましたので、地方自治法及び条例の規定により、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、

御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 堀総務課長。 

総務課長（堀  正弘） それでは、議案第16号の細部説明を申し上げます。 

 議案の２ページ、最後のページを御覧いただき、こちらの説明資料に沿って説明をさせて

いただきます。 

 初めに入札会の時期でありますが、令和２年５月21日に実施をしております。２の事業内

容でありますが、移動式小型蓄電池26式の購入で、折り畳み式ソーラーパネル、携帯電話用

充電ジャックが附属されておりまして、ソーラーパネルに加え、家庭用電源、車のシガープ

ラグ、また発電機からも充電可能な仕様となっております。 

 この蓄電池は災害時に、各避難所における電源確保を目的として購入するもので、こちら

も緊急減災防災事業債の対象となりまして、充当率100％、交付税措置率70％の有利な起債

を活用をいたします。 

 ３の入札結果でありますが、指名競争入札としまして、５社を指名し３社から応札をいた

だきました。落札業者は、南箕輪村885番地１、晴海産業株式会社、代表取締役堀秀徳であ

ります。落札金額は、683万5,400円、納期につきましては議会議決の日から令和２年９月30

日としてあります。 

 以上で細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 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。 
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 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 先ほどの議案もそうですけど、特殊なものということでありまし

て、指名業者の名前をちょっと教えていただきたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐澤財務課長。 

財務課長（唐澤 英樹） それでは、三澤議員の御質問にお答えいたしますけれども、非常

用移動式蓄電池につきましては５社ということで、指名業者は、晴海産業株式会社、株式会

社伊那北工機、株式会社Ａ・Ｍ・Ｃ、株式会社フィット、有限会社唐木電設の５社でありま

す。このうち３社から応札がございました。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 ４番、藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） ４番、藤城です。 

 この導入した蓄電池をどのように村内施設に配置するか決まっておりましたら、教えてい

ただければと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 堀総務課長。 

総務課長（堀  正弘） 購入後の管理等でありますが、詳細は今調整中というところです

けれども、この後自主防災の連絡会が開催を予定されております。その中でこの使用方法、

管理方法について協議をさせていただいて、各地区に配備するのがいいのか、その場合置き

場所があるのか、その辺も確認しながら決定をしていきたいと考えていますが、購入後は各

地区の防災訓練であるとか、あるいは各地区の行事等で積極的に使っていただいて、その使

用方法を習得していただきたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はございませんか。 

 ２番、山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） この事業内容の中の携帯電話用充電ジャック付とありますけれど

も、前の去年だか災害のときにもいろんなところで、個人の携帯電話に充電する風景が出て

ましたけれども、この機械の場合は例えば一度に何十個分とか、そういうことが可能なのか

なと、教えてください。 

議  長（丸山  豊） 堀総務課長。 

総務課長（堀  正弘） 蓄電池にフル充電した場合でありますが、最大で60台一緒に充電

ができる容量があるということであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 日程第７、議案に対する討論、採決を行います。 

 議案第13号「南箕輪村農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて」の討論を

行います。 
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 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第13号を採決いたします。 

 11人の同意について、一括で採決することに御異議ありませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 異議なしと認めます。 

 議案第13号は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第13号は同意することに決定しました。 

 議案第15号「財産の取得について」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

 議案第16号「財産の取得について」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第16号は原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれにて散会とします。 

 お疲れさまでした。 

事務局長（松沢 さゆり） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまでした。 

 

   散会 午前１１時００分 
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議 事 日 程（第２号） 

令和２年６月１０日（水曜日） 午前９時００分 開議 

 

第１ 一般質問（質問順位第１番から） 

      ５番  笹 沼 美 保 

      ９番  三 澤 澄 子 

      ４番  藤 城 栄 文 

      ８番  小 坂 泰 夫 

      ７番  加 藤 泰 久 

      １番  百 瀬 輝 和 
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○出席議員（１０名） 

 １番 百 瀬 輝 和   ６番 都 志 今朝一 

 ２番 山 﨑 文 直   ７番 加 藤 泰 久 

 ３番 原   源 次   ８番 小 坂 泰 夫 

 ４番 藤 城 栄 文   ９番 三 澤 澄 子 

 ５番 笹 沼 美 保  １０番 丸 山   豊 

 

 

○欠席議員 

   なし 

 

 

○説明のため出席した者 

村 長 唐 木 一 直  健康福祉課長 伊 藤 千登世 

副 村 長 原   茂 樹  子育て支援課長 唐 澤 孝 男 

教 育 長 清 水 閣 成  産 業 課 長 出羽澤 平 治 

総 務 課 長 堀   正 弘  建設水道課長 藤 澤   隆 

地域づくり推進課長 田 中 俊 彦  教 育 次 長 伊 藤 弘 美 

会計管理者 松 澤 厚 子  代表監査委員 原     浩 

財 務 課 長 唐 澤 英 樹    

住民環境課長 清 水 恵 子    

 

 

○職務のため出席した者 

   議会事務局長   松 澤 さゆり 

   議会事務局次長   髙 木 謙 治 

 

 



32 

会議のてんまつ 

令和２年６月１０日    午前９時００分 開議 

 

事務局長（松澤 さゆり） 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」〕御着席ください。〔一同着席〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまです。 

 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。 

 クールビズを実施しておりますので、上着を適宜判断して、お願いいたします。 

日程第１、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、答弁を含め１人50分

とします。時刻掲示板の確認をしながら、時間内で、質問、答弁を終わらせるようお願いし

ます。件名ごとに、それぞれ的確な質問、答弁をお願いします。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します。 

 議席番号５番、笹沼美保議員。 

５  番（笹沼 美保） 議席番号５番、笹沼美保です。 

 通告書に基づいて質問をさせていただきます。的確な答弁をお願いいたします。 

 まず１項目め、福祉入浴券についてです。 

 お手元の資料１、福祉入浴券送付時に添付されている「該当者の皆様へ」を御覧ください。 

 福祉入浴券は、４月１日時点で、70歳以上の方や、身体障がい者手帳、療育手帳、精神障

がい者保健福祉手帳などの交付を受けている方を対象に、毎年送付されているものです。こ

れは、対象者の方の福祉向上を図るため、大芝荘と大芝の湯での入浴を楽しんでいただく趣

旨から交付されています。 

 しかし、対象者の方の中には、この福祉入浴券を使いづらい方もいます。例えば、手術痕

があって人目が気になるとか、体が不自由で御家族に介助してもらっても大変であるとか、

大勢の人が集まる場所ではパニックになってしまうなどの理由で、大浴場での入浴が困難な

場合です。家族風呂を使うこともできますが、別途利用料が2,000円必要ですとの記載があ

ります。交付される入浴券は５枚なので、家族風呂なら利用できそうという方のために、そ

の５枚で家族風呂を無料で利用できるようにしてはいかがでしょうか。 

 あるいは、入浴は困難なので、別の形の支援が欲しいという方もいると思うので、大芝公

園内の飲食で使えるようにしたらどうでしょうか。例えば、療育手帳の交付を受けている子

供たちなら、ジェラートの回数券に変えられたらうれしいと思いますし、高齢者の方で入浴

がちょっと気が引けるという方でも、味工房やパル大芝での買物や、飲食で使うことができ

れば喜んでいただける方が増えるのではないでしょうか。 

 再度、お手元の資料「該当者の皆様へ」を御覧ください。 

 これには、「入浴券を送付いたしますので、ぜひ御利用ください」と記載されているのに、

その直後に、「なお、この福祉入浴券は要らないという方がいらっしゃいましたら、お手数

ですが御連絡いただければ、来年度以降は送付いたしません。」とあります。文面は丁寧な



33 

言葉で書いてありますが、送付された方で、入浴が困難な方の中には突き放された思いがす

るとおっしゃる方もいます。福祉向上のためにぜひ使ってほしいのであれば、どうして要ら

ないのか、どうすれば喜んでもらえるのか、支援を必要としている方にどんな支援を届けれ

ば、この村に住んでいてよかったと心底思ってもらえるのかを考えて寄り添うべきであると

思います。 

 以上、福祉入浴券についての提案ですが、検討していただけますか、お答えください。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ５番、笹沼美保議員の御質問にお答えを申し上げます。 

 福祉入浴券についての御質問でございます。 

 確かに、福祉入浴券につきましては、利用できないから要らないという、こういう方がお

いでになることは事実でございます。そういう方もかなりおいでになりました。したがいま

して、今年度からかなり方法を変えまして、家族でも使えるという、こういうことにさせて

いただいたところでございます。 

 こんなこともありまして、以前、お断りを受けていた方もかなりいましたけれども、そう

いう方がかなり少なくなってきた。連絡につきましては少なくなってきたという、こういう

ことであります。 

 今年度から制度を改正したところでありますので、しばらくはと言いますか、どの程度に

なりますかはまた検討してまいりますけれども、この対応で様子を見て、必要なら改めて実

施をしていくという。こういうことは可能でございます。 

 御質問にありましたように、使いやすい制度にしていくということは、これは必要なこと

でありますと同時に、いろんな制度があります。福祉入浴券だけではなくて、タクシーの利

用券だとか、あるいはそのほかの制度というのもあるわけでありますので、福祉入浴券とい

うのは、お風呂に入っていただくという。70歳以上の方、こういう方、あるいは障がい者の

方等々を対象にしたわけでございます。確かに、おっしゃることは分かりますので、今年度

改正したばかりでありますので、どういったことがいいのかというのは、様子を見ながらま

た検討をさせていただきたいというふうに思っております。 

 それから、障がい者の皆さん、家族風呂を無料にしてはという話でありましたけれども、

やはり、新型コロナウイルスでかなり大芝の湯関連含めまして、大芝関連施設は赤字となっ

てしまっております。経営も困難、このままいけば、本当にやめたほうがいいのかなという

ような、そんな状況もあるわけでありますので、そういったことも加味をしながら、当初か

らこの家族風呂につきましてはいろんな御意見がありましたけれども、2,000円をというこ

とで決めさせていただきました。これを決めたときにも、どういった風呂がいいのかという

ことで、検討委員会や一般公募の皆さん、あるいは施設障がい者お持ちの方含めまして、そ

ういった検討委員会を開いて決めた経過もあるわけでありますので、その辺は御理解も賜り

たいなというふうに思っております。 

 確かに、ゼロにするということ、このことは使いやすさも増して来ますし、そのとおりか

というふうに思いますけど、全てをただでいいのかどうかという、この議論もあるわけであ

りますので、その辺はぜひ、これからの課題ということで捉えさせ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。 
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 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 福祉の向上を願うのであれば、当事者の立場に立った、気持ちの

寄り添った対応と支援をしていかなければならないと思います。ぜひ、その意識を常に持ち

続けていただきたいと思います。 

 次の質問からは、新型コロナウイルス感染症対策関連の質問になります。 

 ２項目め、オンライン相談の実施についてです。 

 緊急事態宣言が発令され、外出自粛要請により、自由に人と会うことも難しい状況が続い

ていましたが、ようやく村内の公共施設も再開し始めました。緊急事態宣言後は、マタニテ

ィースクールは延期になり、乳幼児健診、これは月齢によってですが中止になり、すくすく

ハウスも休館になるなど、妊婦や乳幼児の保護者が不安を相談する場が少ない状況が続いて

いました。 

 現在は、そういったものも開催されてきていますが、第２波に備えておくことは必要です。

様々な団体で、オンライン会議システムを使った相談や、子育てサロンなども行われてきて

いますが、今後村においても、例えば教育相談室やすくすくハウスなどでオンライン会議シ

ステムを使った相談、マタニティースクール、子育てサロンなど、できる環境を整えるべき

であると考えます。 

 また、より気軽に相談できるＬＩＮＥ相談から始めてみるのもよいと思いますが、いかが

でしょうか。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） オンライン相談の実施の御質問であります。 

 新型コロナウイルス感染症、今落ち着いてはきておりますけれども、まだまだ完全な状況

ではないということでありますし、コロナウイルスにつきましてはワクチンや、あるいは有

効薬、これが開発をされない限り共存をしていかなければならない、当面の間はそういう状

況となるのではないかなというふうに思っております。そういった中で、どういうことがで

きるのか、様々なことを今実施をしながら対応しておるところでございます。 

 御質問のオンライン相談の件でありますけれども、検討をしたところでございます。検討

いたしましたけれども、実施には至らなかったという。セキュリティ等々の課題等も鑑みま

して、実施には至らなかったところであります。集団で行っております健診だとか相談につ

きましては予約制の面談や電話、訪問によって個別相談に切り替えて対応いたしました。  

 しかしながら、今御指摘のように、これから第２波、第３波、このことも予想して予防し

ていかなければなりません。感染症への対応ということだけではなくて、これからの社会と

いうのはオンライン相談が必要になるというふうに思っておるところでございます。こうい

った中で、様々なアプリやシステムがありますので、そういったことに備えまして、研究は

してまいります。研究をしながら、実施できる方向性、出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、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） コロナの影響がなくても、妊婦や乳幼児のいる家庭では、本人や
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子供の体調の関係で外出が難しいときもあります。そんなとき、オンライン相談ができれば、

不安や疑問を解消でき、安心して子育てすることにつながるので、前向きに実施を検討して

いただきたいと思います。 

 次に、児童・生徒対象のオンライン相談についてです。 

 臨時休校になった影響で、子供たちにも、学校に通えない状況の中での不安があったと思

います。小中学生でも、スマートフォンやタブレットなどを使える子供たちもいるので、再

び臨時休校になってしまった場合に備えて、学校においてもオンライン相談またはＬＩＮＥ

相談を実施できる環境を整えてはいかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 笹沼議員、児童・生徒対象のオンライン相談、ＬＩＮＥ相談も必

要ではという、そういう御質問でございます。 

 新型コロナウイルス感染症対策による学校の臨時休業ということで、本来、学校生活を過

ごす子供たちが、今回、ストレス、不安、その高まりが推測される状況というふうに思って

おります。 

 教育委員会では、臨時休業ということで、新たに相談窓口は設けませんでした。というの

は、今まで、学校、子育て教育支援相談室、それから教育委員会等々、御家庭、子供たちと

のつながりの中での相談を受けていますので、それを大事にということできております。困

り感を相談する窓口については、議員御存じのように、長野県子ども支援センターとか、電

話あるいはメールなどなど、多くの窓口がございます。 

 議員御提言のオンライン相談、ＬＩＮＥ相談につきましては、県が中高生を対象というこ

と、スマホを持ちうる、先ほどの割合でいくと、小学生というより中高ということで県のほ

うはこういう設定をしてると思いますが、を対象としたＬＩＮＥ相談窓口「ひとりで悩まな

い＠長野」が６月１日から開設されております。今まで、長期休業中も、夏休みとかも県の

ほうはこのＬＩＮＥ相談を開設してるわけでございますけれども、ＳＮＳが身近なツールと

いうことであること。また、相談を重ねる中で、音声言語を、画面上言葉で、文字で表すと

いうことで可視化する。それから、客観的に自分を受け止めていく。カウンセリングという

と、聞いて答えてという重要の世界、プラスアルファがあるわけですけども、それを文字を

使いながら可視化するという、そういうメリットがあるかなということで、相談された方が

前向きに自分を考えていく、そういうことかなと私自身受け止めております。相談というの

は身近な存在の人がいるからできるという場合、それから、あるいは逆にそうでない場合、

身近でないからできるという相談もあるかなということを私自身推測をしているところでご

ざいます。 

 それで、オンライン相談については研究していく必要があるというふうに思いますが、人

員体制、スタッフの勤務時間の関係、それから緊急の場合もあり得るので、関係機関との連

携の在り方等々、課題もあるかなというふうに現時点では思っております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） オンライン相談やＬＩＮＥ相談の環境を整えることは、不登校の

児童・生徒への支援にもつながり、これからの教育現場には必要であると考えます。まずは、
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不登校の児童・生徒の個別に対応できる体制だけでもいいので、ぜひ実施を検討していただ

きたいと思います。 

 ３項目め、ＤＶ・児童虐待防止の取組についてです。 

 コロナ禍においては、外出自粛要請、臨時休校の影響で、全世界でＤＶや児童虐待のリス

クが高まっていると言われています。外出できないストレスや、経済的な不安が引き金とな

っているようです。もちろん、コロナ禍でなくても、ＤＶや児童虐待を防ぐことはとても重

要である考えますが、現在の村としての取組、また小中学校での児童虐待防止の取組があり

ましたら、教えてください。 

議  長（丸山  豊） 最初に、唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ＤＶと児童虐待防止の御質問であります。 

 確かに、新型コロナウイルスの感染拡大によりまして、外出自粛等々によりまして、かな

りストレス、子供もそうですし、親御さんもストレスがたまっておるという、こういう状況

は報道でもなされておるとおりであります。学校等の休業等で子供の見守り機会が減少した

りというようなことで、児童虐待のリスクというのは高まっていると言われております。こ

ういったことの中でもって、一番は要保護児童対策地域連絡協議会が中心となりまして、定

期的な見守りだとか、児童虐待の早期発見、早期対応につなげる、こういったことが必要か

なというふうに思っておるところでございます。そういう面で、要保護児童対策地域連携協

議会に参画する様々な関係機関との連携を強化していく必要があるというふうに思っており

ます。 

 また、地域の見守り体制というのも大切になってくるというふうに考えております。団体

等に幅広く協力を求めていきたい。行政もその中に入っていきたいという、こんな思いはあ

るわけでありますけれども、なかなか実践には至っていないという面はあります。この辺は

必要でありますんで、そうできるように努力はしてまいりたいというふうに思っております。

児童相談所の全国共通ダイヤル１８９ですか、児童虐待通報や、相談窓口の周知に努めては

まいります。 

 一番は、悩みを抱えている子育てをしている方が深刻化する前に相談に寄り添えるという、

こういったことが大切かなというふうに思っております。 

 本村では、子育て世代包括支援センターというのがありますので、このセンターでは、各

課横断的な連携を図りながら、児童相談所だとか、警察だとか、子供に関わる村の関係団体

等々、連携もしてきておるところであります。そういった実績も積み上げてきておりますん

で、いち早く深刻化する前に気づく、寄り添える、こういう体制は整え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。したがいまして、この包括支援センターを中心としな

がら、問題を共有していく、このことはしっかりやっていく必要がありますので、この辺は

担当課にも指示をしてまいりたいなというふうに思っておりますし、問題は、いろんなケー

スがありますけれども、先送りをしないということであります。この点はしっかりと、また

周知も図っていくように私たちも考えて実施をしてまいりたいというふうに思っております。 

 児童虐待、いろんなケース、全国で起きておりますけれど、その人自体の身になって考え

ていくこと、このことをしないと、どうしても放ってしまうと、放っておくということでは

ありませんけれども、真剣味が足りなくってしまう。先送りしてしまう。そこまで深刻では

なかった、このような状況も生まれてまいりますんで、できる限り、深刻化する前に相談で
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きるような、そういった体制づくりというのはこれからも必要であるというふうに思ってお

ります。この辺は大変難しい面もあろうかと思いますけれども、そうしていかないと解決で

きないという、こういう問題がありますので、先ほども申し上げましたように、問題を共有

しながら、先送りをしないように、その都度解決できるようなそういった体制というものを

構築してまいりたいというふうに思っております。 

 これは、大切なことでありますので、また、ときに触れまして、御提言も頂ければなとい

うふうに思っております。しっかりやってまいります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 続いて、清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 臨時休業、あるいは登園自粛、それによって家庭内、親子のいい

意味でも時間、逆の意味でも時間が多くなるという、そういう中での、今村長、リスクが高

まるという答弁、そこの状況もあるかなというふうに思っております。通常であれば、子供

たちの姿を、登校、あるいは保育園で確認して状況を受け止めるという、それができるんで

すが、それができない苦しさがあるかなというふうに思っております。臨時休業に限らず、

長期休業、そのことを特に案じております。要対協がその中で動いているということは、今

村長答弁にあったことなんですけども、小中学校で今回の臨時休業に関して校長会を開きな

がら、校長先生方に子供たちの状況をアンテナ高く受け止める、様子を受け止めるというこ

とを確認しながら、子育て教育支援相談室の連携、連絡を大事にすることをお願いして現在

に至っております。 

 政府は３月の２日から学校の休業を要請したわけですけれども、休みに入る準備、これは

宿題というか、その準備だけではなくて、私自身は休みに入るまでに、いわゆる子供たちの

メンタル面、あるいはそれ親御さんもそうですけども、そこをうんと大事にする必要がある

ということで２日からはしませんでした。５日からということで動いてきております。 

 臨時休業中というのは、電話相談あるいは家庭訪問、放課後児童クラブとの連携などによ

って、子供さんの状況、様子をしっかり受け止めてきております。南箕輪小学校では、４月

の最初、子供たちにアンケートを取って、自分たちでもし不安なことがあるかとか、それを

実施しておりますので、子供の内面を受け止めながら、それに沿う形で子供たちのつながり

をしてきております。 

 今後に向けてということを含めますが、学校、保育園で丁寧に子供の様子を受け止めてい

く、当然のことですけれども、いかにそれを汲み取っていくか、そこを大事にしながら地域

での見守り体制、先ほど村長答弁にもありましたけども、そこがうんと大事かなというふう

に思っております。 

 私思うのは、長期休業中で一番危惧するのは、いわゆる表面化しない、すごく閉ざされて

しまう、その中で問題が深刻化していくケースがありはしないかという、そういうとこであ

ります。そうしたことを考えても、地域の方、私自身も含めながら、自分事として子供たち

を見ていく、そういう体制が大切かというふうに思っております。 

 それから、以前議会でもお伝えしたんですが、ＳＯＳの出し方教育と言いましょうか、Ｓ

ＯＳと言うと非常に言葉的には重いと思うんですが、その授業を昨年度、中学１年から３年

生まで、村の保健師さん、それから学校の養護教諭を中心として、協同しながら授業が展開

されました。自分を大切にしよう、不安や悩みを持つということは誰もが経験する自然なこ
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と、困り感を伝えるということは全然恥ずかしくないよ、先ほどのオンライン相談とも関わ

るということだと思うんですけど、大人からのメッセージとして、みんなが何か困っていな

いかな、悩んでいないかな、そういうことを一生懸命見守り、みんなのＳＯＳ、気持ちに気

づけるように頑張っている大人が皆さんの周りにいるよというようなことを柱に、子供たち

と一緒に考える授業、そういう授業が去年なされてきています。今年度、今の状況で、７月

ぐらい、夏休み前にその授業を展開したかったんですけども、もしかして夏休み後になるか

もしれないんですが、今年も保健師さんのお力を頂きながら、学校養教と共同しながら授業

ができればいいかなというふうに、そんなことを思っております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） ＤＶや児童虐待の専門相談窓口は、国や県、ＮＰＯ法人などでも

設置されています。どこに相談したらよいか分からない方のために、村のホームページや子

育て支援アプリ「母子モ」を活用して、積極的に案内・周知をしたらいかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 積極的なＰＲと言いますか、周知という御質問であります。 

 児童虐待につきましては、本村でも複雑かつ困難なケースが増えてきております。このこ

とを真剣に捉え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ござい

ます。 

 窓口である子育て教育支援相談室、ここでは常に諏訪児相との連携を密にしながら、専門

的に対応を行っております。そういった中で、笹沼議員御質問のように、このような相談窓

口の案内につきましては今後ホームページや「母子モ」を活用して、専門相談先を周知する

今準備は進めております。準備を進めておりますので、でき次第、またＰＲに努めてまいり

たいというふうに考えております。 

 今後も身近な子育ての相談先としてニーズに応えられるようなきめ細かな対応をする、こ

のことは大切なことでありますんで、さらに専門相談先の案内や周知を徹底をしてまいりた

いというふうに思っております。 

 くどいようですが、ホームページや「母子モ」を活用しての準備は今進めておりますので、

もうしばらくお待ちを頂きたいなというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 現在は、新しい生活様式を取り入れ、外出や登校もできるように

なりましたが、ＤＶや児童虐待がなくなるわけではありません。防止の取組は常に必要であ

り、村長が言われるように悩みを持つ人が深刻化してしまう前に気づける体制も必要で、表

に出てこない被害者をいかにして救うのかを考え続けていただきたいと思います。 

 ４項目め、一人親家庭への支援についてです。 

 本村ではコロナ禍において、困窮する個人や企業に様々な支援を行っています。しかし、

一人親家庭への村独自支援がまだ行われていません。緊急事態宣言や外出自粛要請の影響で

失業してしまったり、臨時休校の影響で食費や光熱費がかさんでしまい、生活に困窮してい

る一人親家庭が少なくありません。 
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 国は、第二次補正予算案に、低所得の一人親家庭への支援を盛り込みましたが、支給は早

くても８月以降になる見通しです。困窮しているのは今です。児童扶養手当を受給している

一人親家庭への早急な経済的支援が必要であると考えますが、村はどうお考えでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 新型コロナウイルスに対しまして、村としても様々な独自施策行

ってきておるところでございます。今日の新聞紙上でも各市町村、この機会に向けて追加補

正予算というような記事もかなり載っておったところでございます。 

 そういった中で、一人親世帯への支援という、こういう御質問であります。 

 特に、一人親世帯等につきましては、負担が大きくなっている、そのことは笹沼議員の御

指摘のとおりだろうなというふうに思っておるところであります。 

 村の一人親世帯どのぐらいあるのかなという部分でありますけど、令和元年度８月の数字、

ちょっと古い数字で申し訳ありませんけれども、母子世帯については182世帯、父子世帯に

つきましては23世帯ということで、205世帯となっております。したがいまして、これは昨

年の、１年前の数値でありますので、若干増えておるのかなというふうに思っています。村

全体の世帯数の割合が3.1％ということで、これは近隣と言いますか、上伊那の自治体の中

では一番高い割合となってきておるところでございます。南箕輪村の場合にはかなり高い割

合で、そういった皆さんがお暮らしになっておるという、こういう面があるのかなというこ

とで、認識を新たにしたところでございます。逆を言えば、それだけ南箕輪はそういう皆さ

んに優しいのかなと。これは私が一人自負をしておるところでございますけれども。それは

どうか分かりませんけれども。 

 そんなことで、村の独自施策という点であります。これにつきましては、今のところ、こ

の独自施策持ってないところであります。これは議員も御承知のとおりであります。いわゆ

る、高齢者や障がい者お持ちの方の低所得者の支援だとか、子育て関係、保育園、小中学校、

そういった皆さんに対しての支援だとか、いろんな面では実施をしてまいりますけれども、

持ってないというのが実態であります。これは、今御指摘もありましたように、国の第二次

補正予算の中で，一人親家庭の施策というのが盛り込まれるという、こういうことでござい

ますし、県の補正予算の中にも、今報道しか分かりませんけれども、盛り込まれるというよ

うなふうに伝わってきております。したがいまして、この辺を少し注視をさせていただきた

いというふうに思っておるところでございます。できるだけ早くという、そういう面も、質

問もありました。若干、この辺は注視をしながらということで考えております。 

 児童扶養手当の支給世帯につきましては、１世帯５万円、第２子以降も１人につき３万円

という、こういうことで交付される予定となっております。 

 また、国の子育て世帯臨時特別給付金でも１人当たり１万円ということで給付をされると

いう、こういうことになっております。これに加えまして、県の補正予算の内容、私自身も

まだつかんでおりませんので、それがどうなってくるのか、その辺を注視しながらというこ

とで考えておるところであります。当面は、特定の給付金支給となっております。したがい

まして、この辺を注視しながらということで御理解を頂きたいというふうに考えておるとこ

ろでございます。 

 いろんな取組というのは必要かなというふうには思いますけれども、一番は財源をどうし

ていくのかという、そのところにあるわけであります。第二次補正予算の中でも、地方創生
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関連、南箕輪独自施策につきましてどの程度くるのか、この辺をちょっと見極めてみたいな

というふうに考えておるところであります。 

 今日の新聞でもかなり、各市町村、補正予算というような形で提出を追加で出すというよ

うな記事も載っておりました。いわゆる商業と言いますか、飲食店への部位や、あるいは観

光施設等々へのというような記事も載っております。そういったところもよく精査をしなが

ら、少し注視をしていきたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 本村は、子育て日本一を目指しているのですから、子育てに困窮

している家庭への支援も早急に実施していかなければなりません。国や県がやるから必要な

いのではなく、この村で子育てしていてよかったと実感してもらえる支援をぜひ検討してい

ただきたいと思います。 

 ５項目め、小中学校と家庭との連絡方法についてです。 

 現在の、本村の小中学校と家庭との連絡方法としては、小中学校から家庭に一斉にメール

を送る方法、あるいは電話、連絡児童を介しての連絡帳のやり取りなどがあります。 

 お手元の資料２を御覧ください。 

 教育機関と家庭との連絡手段として、アンケート機能のついたメッセージ配信システムで

ある、オクレンジャーがあります。これは、児童・生徒や保護者のスマートフォンを登録し

てもらい、学校から全生徒、保護者に、あるいは学年ごとクラスごとに連絡事項を伝えたり、

アンケート形式の聞き取りを行うことができるものです。 

 私の子供が通う高校ではこのシステムを導入しており、臨時休校中には、学校から全生徒、

保護者宛てや、学年ごとのお知らせはもちろん、送信されたものに返信が可能なので、各ク

ラスの担任からの体温や体調の確認、不安や相談したいことがないかの呼びかけと回答に使

われていました。高校生はほとんどの生徒がスマートフォンを持っているので、平日の朝に

はオンラインホームルームと称して、担任からアンケートも実施され、学習の時間以外は何

をして過ごしていますかとか、お勧めの映画や本は何ですかなど、生徒からの回答を翌日に

発表して、クラス全体の交流の手段にもなっていました。 

 小中学生ですと、自分のスマートフォンを持っていない子も多いと思いますが、再度臨時

休校になってしまった場合の、学校と家庭との連絡手段として導入すれば、様々な活用が可

能であると考えます。アンケート機能のついたメッセージ配信システムはこれ以外にもある

と思いますので、私が今御紹介したのは一例にすぎません。ぜひ導入を検討していただきた

いと思いますが、いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 議員おっしゃいますように、今回の臨時休業に関して、学習の後

れとともに、御質問の子供たちの心身の健康面について大変心配をして現在に至っておりま

す。 

 教員による家庭訪問、あるいは電話相談、あるいは登校日を設ける。村メールも活用しな

がらという状況でありますけども、そういうような対応をしてまいりましたが、なかなか十

分とはいかない面もあったのかなと、そんなことを思っております。今後、第２波、３波懸
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念され、ぜひなくてほしいんですけど、子供たちが不安や悩みを抱えたときに気軽に先生と

やりとりができるということ、つながっているということは大変重要なことと考えておりま

す。そのための手段を整えていきたいなと、そんなことを考えております。 

 御質問の緊急時連絡システムと言いましょうか、それについても選択肢の一つだというふ

うに考えております。現在学校に入っている学習支援ソフトの中に、先生と子供が双方向で

コミュニケーションを取ることができる機能があります。ありましたという言い方がいいか、

そういう状況がありますので、新たなものを導入しなくて、それを活用できないかなという、

そんな研究をしてまいりたいと思っております。議員からお示しのこれを基に、そこがどう

かということも実は、自分たち、私もあんまり知らないところがあるので、仲間の中で、こ

れ使えるんじゃないかなというそんな話も出てきているところであります。ありがとうござ

います。 

 現在、村メールのほうですと、南部小学校さん、南小さん、中学校さん、カテゴリーが大

きくなっていて、学年、学級、あるいは個別には当然いかないわけですので、そこの利便性

をもう一回見返す意味合いでも、今回のこの研究というのを深めていきたいなと。これは臨

時休業云々だけではなくて、いろんなとこで活用できるというので、それを描きながらとい

うふうに思っています。 

 それから、連絡システムと言いますか、これも関わるんですが、先ほどのオンライン相談

とも関わるとかというふうに思いながら、ちょっと時間を頂いてもいいです。というのは、

今回オンラインの授業というのを村の中でも大分動いてきています。その中で南部小学校の

ほうでテレビ会議ツールというのを使って、家庭とやり取り、子供さんとやり取りができて、

それによって長期間自宅待機を行ってきたお子さんが、そのテレビ会議ツールによって仲間

との接点ができ、オンライン授業がほどよい登校刺激と言いましょうか、登校への促しにな

って、段階的な登校から通常登校となって現在に至っている、そういう状況もございます。

子供とつながる大事なツールかなというふうに思いながら、いかにオンラインを活用してい

くかというのは、今後の学校教育においても一つのテーマかな。校内、家庭ととか、いろん

な状況があると思うんですけど、そこを大事にしていく必要があるかなというふうに思って

おります。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 学校と児童生徒、または家庭との連絡手段は、双方向が理想であ

り、村メールだけではいろいろな意味で限界があります。会えなくてもつながれる連絡手段

は必要です。新しいシステムを導入することで、学校と家庭との連絡をよりよいものにして

いただきたいと思います。 

 最後に、ふだん行っている支援も、新型コロナウイルス感染症対策の支援も、村長が何度

もおっしゃっているとおり、ほかの自治体と競って行うものではありません。村の皆さんが

困っていること一つ一つに寄り添った支援を常にしていただけるようお願いして、質問を終

わります。 

議  長（丸山  豊） これで、５番、笹沼美保議員の質問は終わります。 

 ただいまから55分まで休憩といたします。 

   休憩 午前  ９時４２分 
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   再開 午前  ９時５５分 

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

 議席番号９番、三澤澄子議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤澄子でございます。 

 中国の武漢から始まった新型コロナウイルス感染症は短期間で世界中に広まりました。報

道は、世界中の医療体制、感染防止の対策が連日映し出されました。日本では、２月27日感

染症拡大の防止のために、突然学校の一斉休業が要請されました。なぜ学校が一番先に休校

なのか、その後のこの国の対応は世界と比べても教育の体制、感染症予防を含めた医療の体

制と、これだけ後れた国だったのかと思う現実がありました。不安と恐怖が徐々に広がりま

した。活動自粛要請とともに、全ての活動的行事は次々と中止になり、私たちの生活は大き

く変わりました。その後、５月14日には長野県を含む39県の特別措置法に基づく緊急事態宣

言が解除、25日には全面解除になりました。この間の村対策本部での対応は、国の方針が

次々と変わる中、その都度状況に応じた対策で本当に御苦労さまでございました。６月から

は、新しい生活様式での模索状態のスタートとなっています。 

 実は、昨日は私はかかりつけ医の定期健診の日でありました。４月の診察時に、先生に、

感染はすぐに収まるかなという感覚で質問したところ、最低でも１年から１年半は終息しな

いというふうに、そのときに言われました。そのときちょっと、もう、えっという思いがし

たわけでありますけれども、その医院は、受付は発熱外来と同じように外と直接つながった

場所で体温測定をし、消毒をして５人ずつしか中に入れません。昨日もそうでした。スタッ

フは防護をしての対応になっています。先生の言われるには、今は収まっているように見え

ても、コロナはなくなったわけではないこと、第２波は普通のインフルエンザと同時にくる

ので、今より大変な状況になること、ワクチンや治療薬が安全に使えるようになるには相当

時間がかかるということでした。ですから、今の時期にこそ第２波に備えてのできる対策が

必要だというふうに考えます。 

 私は、学校教育の分野と、医療介護の分野で質問をさせていただきますのでよろしくお願

いをいたします。 

 １として、２月27日に突然全国一斉の学校休業を総理大臣が発表しました。３月２日から

臨時休校を求めていました。ある家庭の前のアスファルトの道路上には、学校死と大きく書

いた文字がありました。子供たちの受けた精神的なストレスは計り知れないものを感じまし

た。自粛生活を強いられた５月25日までの３カ月弱の間は、子供たちにとって、１年のまと

めと新年度のスタートという大事な時期です。村教育委員会として、卒業式や入学式、休校

延長、家庭での過ごし方、学習方法、保護者への説明、子供たちの心のケア等どのように進

めてきたのかをお聞きいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 議席番号９番、三澤澄子議員の御質問にお答えいたします。 

 学校一律休業とこれからの学校教育についてという中で、２月27日の国の要請からの経緯

でございますけれども、少しお時間を頂くような形でもよろしいでしょうか。お願いいたし

ます。 

 先ほど議員おっしゃられた、路面に書かれた、学校とすぐ連絡を取らしていただきながら



43 

ということで、子供たちの内面をそこに出したというそういう受け止めを基にしながら営み

を続けていますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。 

 教育委員会としての対応についてお答えいたします。 

 学校が５月25日から分散登校、そして今通常に近い形で子供たちが元気に学校生活を送っ

ております。非常にうれしいなとそんなことを思う次第でございます。３月から今日に、今

もそうなんですけれども、呻吟する日々が続いている、そういう思いを強くしております。

一番は、情報が非常に少ない。それは、世界的な中で、初めてと言いましょうか、そういう

中での情報の少なさというふうに思っておるんですけども、新型コロナウイルス感染症によ

る子供たちの命、御家族の命を本当に第一に考えながら、子供の学び、あるいは学習をいか

に保障していくか、そこが一番の悩みどころと言いますか、どうしていくか、そこが呻吟す

る私自身の大きなところというふうに思っております。 

 教育委員会の対応ですが、教育委員会、それから事務局の役割として４点考えてみました。 

 １点目ですが、地域内の学校における感染症拡大を防止し、感染者が確認された場合に迅

速に対応できるよう村対策本部と連携し、地域の状況について情報収集、それから拡大につ

いての警戒をする。それが１つ。 

 ２つ目ですが、臨時休業などについての必要について判断をする。法的には教育委員会が

その判断をしていくわけでございますけれども、学校と相談しながらということが当然であ

ります。 

 それから、３番目として、各学校の対応状況の把握。それに伴い必要な物品の整備等。 

 それから、４点目として、学校医、薬剤師との連携。それから感染症対策に関する保護者、

地域の方への連絡、情報共有等。 

 大きく４つ考えてみました。最初の２つ、１、２のとこなんですが、感染拡大防止や村対

策本部との連携、臨時休業の判断等につきましては、大きく言いますと、教育委員会それか

ら３校校長会、村の中の３校の校長会、それから村対策本部会議、特措法も含めての任意の

会もあるわけですけども、そういう中で、数えてみましたら現在まで、合わせて全部で34回

の会が持たれています。それから、郡の教育長部会が６回ということで、私のほうでも行か

せていただきました。それらの中で、連携、相談、情報共有を深めながら現在に至っており

ます。 

 情報共有の一番のよりどころといいましょうか、大きなよりどころの一つは、文科省から

出されてきている拡大予防ガイドライン、教育活動の実施等に関するＱ＆Ａと通知、それか

ら事務連絡でございます。非常に頻繁にこれが出されてきております。また、県教委からも

文科省に準ずる形で通知も多く出されてきております。 

 後の御質問の独自判断とちょっと重なってもよろしいですか。先ほどの議員さんのところ

でも若干触れてありますけれども、例えば、２月27日に首相から、３月２日からの全国の一

斉臨時休業要請ということで、３校校長会、教育委員会を開き、村の対策本部会議の方向と

重ねながら、休みに入る準備期間を要したために３月５日からということで臨時休業が行わ

れてきて、適切だったかなと、そんなことを思っておるところがありますけれども、いたし

方なかったなという面もあります。 

 卒業式、入学式については、新型コロナ感染拡大防止策をどう行えばよいのか、校長会、

教育委員会で協議しながら、在校生、来賓の方、教育委員の参加を見合わせる形を取らせて
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いただきました。伊那ケーブルさんにはお力を頂きながら、しっかり子供たちの様子を撮っ

ていただく。また、それを放映していただくということでありがたかったなと思っておりま

す。 

 保護者への説明につきましては、臨時休業を行うときも大切にしてきておりますが、特に

必要性を感じたのは、休みの入りももちろんなんですが、学校再開に向けて、そこが非常に

難しさがあるかなというふうに思ってきております。基準の持ち方というのが非常に、先ほ

どの情報が少ないということも合わせてなんですけれども、分散登校、給食を含めた段階的

な学校再開について学校でできる最大限の新型コロナウイルス感染予防対策を丁寧に御家庭

に伝えていく必要を感じ、そのことを学校にお伝えしながら、あるいは共有してきておりま

す。３密を回避できる状況は学校によって異なっておりますので、学校から保護者宛ての文

書や、個別相談を大事にしてきております。必要により、文書の中には校長名と教育委員会

あるいは教育長名で保護者宛ての文書を出させていただきました。 

 また、給食につきましても、非常に、さっきの密あるいはマスクを取るのは給食だけです

よねということで、各校の栄養教諭とか栄養職員、それから給食の係が集まって学校再開に

向けて知恵を出し合う。学校の状況をどういうふうにしていけばいいのか、子供さんをどう

いうふうに、間隔を取るとか、当番をどうするかということで動いてきました。簡易給食と

いう言葉もこのときにもう村の中では出ていて、栄養士さんたちが、そうしていく方向とか

タッパーを使おうとか、そんなことも考えられてきています。今週から通常に近い形で給食

は再開されています。 

 子供たちの心のケアについてですが、先ほどの議員さんの質問にもお答えしましたが、ア

ンケートを基にしながら、南箕輪小学校ですけども、保護者、児童に丁寧な対応を行ってき

ております。それぞれの学校、アンケートする、しないはもちろん学校長の考えがあったわ

けですけども、本当に子供たちとどうつながっていくか、それを大事にしながらというふう

に今に至ってるなと思っております。 

 教育委員会としては、年度初めの１カ月半とかが非常に大きいかなと、特に新１年生、中

１のお子さん、小学校、中学校の子供たちが大きいかなというふうに思っております。生活

リズムの乱れ、友達との関係性、学習面の不安、それからそういうことに先生方、職員やそ

れから養護教諭、スクールカウンセラーあるいは村の相談室、教育委員会も含めて丁寧に子

供を見ていくことを学校と共有しながらきております。 

 ３の各学校の対応状況の把握、必要な物品の整備につきましては、事務局のほうでしっか

り学校と連絡を取らせていただきながら、例えば消毒液、マスクの手配、非接触型の検温計

を整えること等、感染防止に向け動いてきております。 

 最後の４点目の学校医、それから薬剤師さんとの連携につきましては、学校の養護教諭と

連携しながら、内科医さんには直接私行かせていただいて、それから眼科医さん、それから

薬剤師さん、ちょっと歯医者さんはまだもうちょっと先になるのでということで10月を予定

していますが、連絡を取らせていただいております。大事な御助言を頂いております。 

 簡単な経緯を踏まえながらですが、今までの経緯を基にしながらというのが大きな我々の

経験値になるかなと。なので、第２波、第３波がもし来た場合には、それを生かしながら学

校生活を大事に、あるいは地域の中での子供たち、地域の方を大事にしていく。そんな方策

を取っていきたいなと思っております。 
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議  長（丸山  豊） 三澤澄子議員。 

９  番（三澤 澄子） 辰野町では、６日から休校になったということでありまして、な

ぜ休まないのかと町民からの苦情が相次いだと。子供が外で遊んでいると、自粛警察のよう

な住民からの通報が相次いだということがありまして、本村ではこの期間中にそういったト

ラブルがあったかなかったかお聞きしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 地域の方から教育委員会、学校に地域の中の子供の状況について、

これでいいのかというような御相談は何件か頂きました。匿名の方でございましたので、直

接お返事はできなかったと言いますか、電話対応のところまでですが。先ほど申し上げた、

非常に情報が少ないということ、それからどういうふうに対応していくかというのが、感覚

的なものも含めながら困難さがあるかなというところでの御理解を頂きながら、家庭の中で

地域の中で子供たちをどう守っていくかということで、学校の用いるノウハウ、スキル的な

もの、現状をお伝えしながらということで御理解を頂いています。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 三澤澄子議員。 

９  番（三澤 澄子） それでは、項目の２でありますけれども、ちょっと資料もつけさ

せていただきました。 

 そもそも、学校休業を強制するには科学的知見があるのかと、先ほども先生のほうからも

情報が少な過ぎるということがあったわけでありますけれども、という疑問がありました。

なぜ学校が一番先なのかと。 

 私はこの４月30日付の信濃毎日新聞を見たときに、ちょっとぞっとする思いがしたんであ

ります。教育を受ける権利、憲法26条があります。また、地方公共団体の権能ということで、

憲法94条がここに書いてあります。 

 村では、５月６日から５月10日までは休校を、最初の休業から始まってずーっと経過があ

るわけですけれども、緊急事態の中の連休明けまでということを引き続き５月10日までとい

うように休校を延長しました。この間、長野県でも４月25日以降、陽性者は北信での数人が

ある程度で、上伊那では連続してゼロの状態が続いていました。県内でも５月11日からは通

常再開する自治体も出ていたわけであります。休校を続けるには、再開するにはどういう知

見を持って決定するのか、決定の根拠となるものはあるかということをお聞きします。 

 この資料でありますけれども、国に従えということで、首相が言ったことに盾突くのかと

いうメールが数十件寄せられたと。池田町の教育委員会であります。役場です。首相が３月

２日からの一斉休校を要請したのに対し、４日からの休校を選択したと。足並みをそろえる

ことへの違和感をフェイスブックに投稿したところ返ってきた反応で、自民党衆院２区支部

長の務台俊介議員も竹内さんにフェイスブックを通じて苦言を呈したということです。その

後、「国がやることには従うべきと考える人がこんなにいるとは驚いた」ということであり

ますけれども、教育委員会としては、町役場で緊急に会議を開き、小中学校の校長先生らと

顔を合わせ相談した結果で４日からにしたという結論を出しています。「教育現場に一番近

いところにいる決めたことについて、とりあえず上意下達に従ったほうがいいといったよう

な風潮に対して、違和感を感じる」と発しています。 

 その後、入学式も独自判断で、例えば大北地域で感染者が発生したらその翌日から休校と
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の独自判断の基準を設けて、３日に同地域で感染者が確認されると、入学式と始業式を予定

していた６日から２週間休校とし、式は先送りしたということで、20日に入学式をしたとあ

ります。子供最優先に、町教育委員会として主体的に判断し、竹内さんは発信し続けるつも

りだというふうに言っております。 

 その後の、学ぶ権利の制限は最小限にということで、渋谷さんも言っております。しかも、

やはり地方自治体がきちんと判断してやっていくのが筋じゃないかと。たとえ感染症予防の

ためでも、権限の制限は最小限にするべきで、学ぶ権利を侵すのなら後で補完する措置があ

るということで批判をしているわけでありますけれども、村として、先ほども教育長さんも

おっしゃいましたが、とても難しい判断だというふうに言っておりました。その都度いろん

な判断が迫られたというふうに思いますけれども、やっぱりどこを基準にして判断を、再開

にしても、休校にしてもしてきたのかということだけちょっとお聞きしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 独自判断の難しさというのは、学校、３月のうちは５日からとお

伝えしましたが、そこも郡内それぞれの判断があったと思います。その後なんですが、いわ

ゆる独自判断の難しさをうんと感じたのは、エリアと言いましょうか、上伊那という、ある

いは圏域と言いましょうか、あるいは県、あるいは中部とか、そのエリアをどう見ていくか

と、そこが非常に悩ましい、そんなことをうんと考えておりますので、それは先ほど申し上

げました情報が少ない、その判断基準の持ち方というのが非常に不明確ということ。 

 ただ、今回の感染防止に関して、村だけで、先ほどと重なりますが、エリアで見たときに

村の学校だけというそういう判断ではなかなかいかない、そういう状況を大事にさせていた

だきました。地域圏域ということは今お伝えしたとおりですが、それから、学校再開につい

て地域の方から４月の当初、入学式、始業式をやったときに、なぜ学校再開するんだと、そ

ういう言葉も何件か学校にも私のほうにも寄せられました。そういうことをいろいろ鑑みな

がら、私は思ったのは、エリアだから横並びということではなくて、村、南箕輪村対策本部

会議ももちろんそうなんですけど、要するに、そことの関係、連携を大事にしながら、どう

いうふうに見せていくかというところが私は大事な視点と考えて今に至っております。です

ので、先ほどの悩ましさがあるわけですけど、あっちがこうしたからこうすればいいという

そういうことは全然思っていないということだけ御理解頂きたいと思います。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 三澤澄子議員。 

９  番（三澤 澄子） 最近の報道の中で、戦前のファシズムの時代と感染症予防という

論文がありまして、ファシズムの体制が一番感染症予防に効果があるということが分かった

というような論文であったわけでありますけれども、やはり私たちはこの起こってきた事態

に対してどのように、どこに中心を置くのか、誰が主人公なのかということをよく考えなが

ら、本当に正しい判断をどこで持って行くのかという基準は本当に大事だなというふうに思

いました。 

 ３番目として、25日から通常の授業が始まっています。楽しそうに子供が通う姿にほっと

している一方で、まだ感染する心配は解消はされていません。３カ月もの休校で子供の学習

に相当な後れと格差をもたらしたと言われています。学習の後れや格差に対しては一人一人
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丁寧な学習と個別の手当が必要だと言われています。これからの学校生活の進め方は、また

抱えた不安やストレスに対する心身のケアをどのように取り組むのかお聞きいたします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） ４月５日の臨時休業により、今年度ということで、授業ができな

かった授業数が80時間余というふうに学校から、教頭のほうから見ていただいてあります。

臨時休業中には、学習プリントや宿題、教科書を基本にしながら学習プリント、宿題により

おおよそ通常授業の10％の学習を進めてきているというふうに受け止めています。それから、

５月11日から分散登校を段階的に進め、おおよそ３週間分の授業進度の後れがある、現時点

ではという受け止めを学校と共有しているところであります。 

 今後についてなんですが、夏休み、本当申し訳ないというか、子供たちは切ないという思

いを強くしながらですが、夏休みを８月の１日から18日まで、３校ともそういう方向で今い

ます。小学校ではその後運動会、あるいは音楽会、演劇鑑賞、引き渡し訓練等々。また中学

校では体験学習、職場体験とかですね、それから登山、進路講話等々の諸行事の見直しを行

いながら、簡略化、子供には大変失礼な言葉なんですが、簡略化、精選を通して授業時数の

確保を行っていきます。 

 こうした工夫により授業時数を確保し、学習内容の履修は年度内に確実にできる、そうい

う見通しをこの間校長会で確認したところであります。なお、３校校長会において、いわゆ

る強化学習と言いましょうか、それだけではなくて、総合的な学習の時間、それから特別活

動等々、それがうんと子供たちの育ちに当然つながるわけですので、それを大事にした、大

切にした学びの保障をしっかりやっていこうやと、そういうことを確認しているとこです。 

 昨日南小さんに行ったんですが、例えば５時間授業をもう一こま増やして６時間にすると

かの工夫をしたりとか、土曜日授業がという話も国からあったんですが、それはちょっとな

じまない等々、学校の中で工夫をしながら子供たちへの授業をしっかり実践していく、そう

いうことで動いていきます。 

 それから、議員お話のように、学校生活、今までどおりにはいかない面がいろいろあると

思います。学校の新しい生活様式、マスクも含めながらとかいろいろあるんですが、手洗い

の励行、あるいは３密をどういうふうに回避できるか、そういうふうなことを実際の場で先

生方が協議しながら、子供と相談しながら、指導しながら進めていくということであります。 

 それから、ストレスを感じる児童・生徒多く出ることが予想されます。実は、分散登校か

ら学校再開に当たって、例えば小学校１年生のお子さんが学校来たんだけど家へ帰りたいと

かそういう声が保健室にあったり、担任に寄せられたり。中学校の女の子かな、学校へ来た

けど保健室に駆け込んで泣き出したりとか。そういう本人、本当に子供たちがそういうふう

に気持ちの中でいろんな不安感とか思いを持っているなと、それをしっかり受け止めながら

やっていくと。やっぱり１年のスタートの段階での休みというのはそういった面では大きい

かなというふうに思っております。しっかり子供たちに目を向け、気持ちをくみ、見ていき

たい。そんなことを思っております。よろしくお願いします。 

議  長（丸山  豊） 三澤澄子議員。 

９  番（三澤 澄子） ありがとうございました。本当に、大変な中での対応だったと思

います。特に中学３年生などは進路に向けてどうなるのかということも心配はされたわけで

ありますけど、当面、いろんな活動も少し縮小しながらも、これはやっていくということだ



48 

というふうに理解しています。子供たちの本当に心の成長ができるような教育をこれからも

お願いしたいというふうに思います。 

 ４として、コロナウイルスはなくなったわけではないということで、秋、冬には第２波が

くると言われています。国では、次の感染拡大時には一斉休校はないとしていますが、オン

ライン授業への取組も必要となります。先ほど、笹沼議員のほうから詳しく質問していただ

きましたので、ここは簡単で結構ですけれども、全国調査では小学校で５割、中学校では４

割児童・生徒にオンライン学習のできる環境がないという調査結果が出ております。村でも、

１人１台のインターネット整備を今進めていますが、今後の取組と課題は何かをお願いをし

たいと思います。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 今、オンライン授業を家庭と学校とで双方向の授業ということで

お話を頂きましたけど、課題としては、家庭の状況、環境によってはそれができない、でき

ないから家庭のせいではもちろんない、そこをどうしていくかということが大きな課題かな

というふうに思っております。 

 今回動き出しながら、少しずつノウハウ的なものは設けてきている。それから、今回の校

内通信環境ネットワーク整備のための予算を認めていただいております。今議会でモバイル

ルーターの予算を教育委員会で上げさせていただきます。補正予算としてですが、それが通

ればさらに環境が整っていく。でも、課題は先ほど申し上げたところがあるかなというふう

に思っておりますので。 

 それから、オンライン授業はやればいいというものではない。あくまで私自身は、補完的

なものというふうに思っています。ですので、学校生活、対面しながら、仲間と言葉を交わ

しながらやっていく、そういう授業が当然大事というふうに思っておりますので、よろしく

お願いします。 

議  長（丸山  豊） 三澤澄子議員。 

９  番（三澤 澄子） 先ほども言われたように、対応できない家庭があるということで、

要望書の中でも各地区にＷｉ－Ｆｉをという要望も出しております。避難所対応とも含めて

でありますけれども、そういう中で、やはり家庭で対応できないうちは、低学年はもちろん

すぐに対応できるわけではないわけですし、そういうところにどういうふうに手当てをして

いくのかということがとても大事だというふうに思います。やはり、学校の負担も含めてで

ありますけれども、それが使用できる先生たちへの支援、それからまた、各地区への先生た

ちの配置というか、そういう体制もこれからは検討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。その辺も含めて、次に進まさせていただきます。 

 学校の再開では、感染症対策が重要になっていくということで、３つの基本ということが

言われています。１、身体的距離の確保、２、マスクの着用、３、手洗いと言われています。

第２波、第３波と続くと言われる感染症は今後も続く中、密を防ぐためのソーシャルディス

タンスとしてできるだけ２メートル空ける。最低でも１メートルとしています。40人学級で

は２メートル空けることはおろか、１メートル空けることも不可能と言われています。長野

県は小中学校は35人学級、高校は40人学級となっているところです。これ以上子供たちに負

担と犠牲を押しつけないためには、先生を増やして30人以下学級、要するに少人数学級にす

る必要があるというふうに思います。 
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 子供の命と健康を守り、豊かな成長と学ぶ権利をどう保障するのか、教育の在り方が根本

から問われていると思います。コロナ禍の世界水準で見ても、日本の学校教育が大きく後れ

ているというふうに感じました。その点について、これからの、すぐに対応できるというこ

とではありませんけれども、その辺の考えをお聞きしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 昨日、中学校、小学校、その前に南部小へ行って、子供たちうれ

しくておんぶしたり、抱き合ったりとか、密を避けると言ったって正直言って無理な状況、

すみません。休み時間なんかのところで。授業も教室の中、南小さんの場合には30人超えて

いて、クラスの中、机が、議員おっしゃったとおりに、１メートルが取れるか取れないか。

前向き、グループ学習はできるだけ減らすとか。そういう状況の中で密を回避しながら。手

洗い等々の励行はもちろんですけども。そういうことを見ながら、30人が20人になればそこ

の密は避けられるなというのは思っております。ただ、教室はないです。中学校もそうです。

そういうことをいろいろ鑑みながら、今までの私思っているところは、30人を20人にすると

いう見方より、私は教員を増やして、柔軟な集団編成ができる、これがうんと大事かなと。

私はそれを今後も国への、30人規模学級云々、35人以下学級ですかね。小１しか国はやって

ないんで、後は県のほうで小２から中３まで30人規模学級やってますよね。まずそれを国に、

教育長部会でも上げていきたいなというふうに思っておりますけども。コロナと重ねながら、

私自身は教員増をもっと欲しいなと、そういうふうに思っておるところであります。 

議  長（丸山  豊） 三澤澄子議員。 

９  番（三澤 澄子） 南箕輪ではそれこそいろんな支援員の先生方が配置されていると

いうことで、先生方からもとてもありがたいというお声を聞いております。やっぱり、本当

に一人一人に寄り添った教育というのがこれからも南箕輪の特徴としては引き続きやって欲

しいなということを思っております。 

 次に、２項目めとして質問をさせていただきます。 

 新型コロナ感染症対策の医療・介護についてお聞きします。 

 この間、医療機関、高齢者施設、介護施設等で集団感染が各地で発生し、医療や介護の実

態や医療界も崩壊ぎりぎりという訴えが繰り返し報道されました。上伊那地域では感染者も

少なく、そういう心配はありませんでしたが、各施設緊張感を持って感染防止の取組に大変

御苦労されたと思います。医療用マスクや消毒薬、防護服等の充足状況はどうだったのかを

お聞きします。村としての対応をお聞きします。 

 また、介護福祉施設はもともと接触しての支援のため、利用者数を減らしながらの運営と

なりました。患者や利用者も感染を恐れての利用制限も起きています。私のかかりつけ医の

ように今でも厳しい予防対策を続けているところが多い中で、第２波に備えての事業継続へ

の支援と必要な衛生用品の備蓄を求めるものであります。お聞きいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ９番、三澤澄子議員の御質問にお答えをいたします。 

 医療機関だとか高齢者介護施設等々への備蓄品だとか利用制限だとか、どういう対応をし

てるのかという、こういう質問だろうというふうに思っております。 

 この新型コロナウイルス対応につきましては、誰も経験したことのない状況ということで
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あります。それぞれが戸惑いながら対応をしてきておるというのが実態でございます。村も

対策本部設置をいたしまして、その都度検討してきましたけれども、これといって本当にど

うすればいいのかという、こういったことがなかなか難しい状況があるところであります。

したがいまして、その都度その都度の状況を見て、よりいい方法でやっていくという、これ

以外にはなかったわけであります。その辺は、また第２波、第３波に備えての対応をしてい

く必要があるというふうに思っております。 

 医療機関でありますけれども、幸いにしてこの地域では感染者数が少なかった、そういう

状況もありまして、医療崩壊というそういう事態は避けられたところでございます。上伊那

圏域といたしましては、伊那中央病院、上伊那医師会で４月29日から伊那中央病院で事前外

来を設置をいたしまして、対応をさせていただいたところであります。村の対応といたしま

しては、症状がある方につきましてはできるだけかかりつけ医に相談をしながら、あるいは

保健所等に相談をしながらということで、医療崩壊につながるような対応もしてきたところ

であります。高齢者や介護施設等につきましても、その都度、厚労省からの通知等々があり

ますんで、各事業所へ情報提供をさせていただきました。 

 あとは備蓄品でありますマスク、消毒液等々、今はかなり入手しやすい状況が生まれてき

ておりますけど、当時はなかったわけであります。マスクにつきましても、村といたしまし

ては、備蓄してありましたマスクを村内の開業医や介護施設等々にいち早く配付をいたしま

した。このことは本当に喜ばれたところでございます。その後も、できる限りそういった対

応もさせていただいたところであります。 

 これからは第２波に備えまして、こういったマスクだとか消毒液だとか防護用服等々の衣

料資材をどう備蓄していくか、既に備蓄も始めたところであります。いろんなルートを使い

まして備蓄を始めておりますので、そういった備えはしっかりとやっていきたいというふう

に考えております。本当に、経験をしたことがない部分でございますので、その都度その都

度よりベターな対応をしながらということになったかと思いますけれども、結果論としてい

ろいろ言うのは、これはたやすい部分もあるわけでありますけれども、私ども当事者といた

しましてはどうしたらいいのかという、本当に悩みながら日々対応をしてきたところでござ

います。と同時に、村民の皆さんから、今教育長の話にもありましたけれども、相反するよ

うなお言葉というのはかなりあるわけであります。学校でいえば、なぜ閉めるのか、なぜ学

校を休業にしたのかとか、あるいは、もっと学びの場を作ってもらいたいだとか、いろんな

お言葉が寄せられております。村におきましてもしかりでございます。そういったいろんな

御意見を調整をしながら、よりベターな方向で進んできたというふうに思っておるところで

ございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤澄子議員。 

９  番（三澤 澄子） 本当に、特に医療介護の現場で皆さんは大変御苦労されたという

ことで、多くは、本当に感謝の言葉を皆さんで伝えたいというふうに思うんですけど、分か

らない中での対応で本当に御苦労だったというふうに思います。これからも、やっぱり地域

の皆さんの切実な様子をしっかりつかみながらの対応になると思いますけれども、しっかり

とやっていただきたいということであります。 

 ２問目としては、介護予防の関係でありまして、デイサービスやそれから介護予防事業が
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ずっとこの間なくなって、短期間で身体機能が衰える例が紹介されております。運動の動画

配信などもされて、努力はされておりますけれども、高齢者お互いに関わり合いながら健康

を保つことが大事だというふうに思いますし、必要な予防も指導しながら、事業の再開を、

個別の相談、見守り等をしていただきたいと思いますけども、その取組についてはどのよう

になっているでしょうか。お願いします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 介護予防施設等々、再開の予定であります。今は社協に委託して

あります様々な事業もあるわけであります。げんきあっぷクラブについては、７月１日まで

は休止ということで、８月からということで考えております。このことに伴いまして、一番

はフレイルの進行を防いでいかなければならないところでありますんで、新規事業といたし

まして、げんきあっぷ通信講座５月から開始をしております。それぞれインストラクターか

らのアドバイス等を郵送でやり取りをしておるところでございます。そういったことで対応

はしております。 

 それから、大芝の湯であります。ゆったりすいすい教室も現在は休止しておるところであ

りますけれども、これも、人数制限をしながら男女別等々も考えながら、８月から再開をし

ていく予定でおります。いずれにいたしましても、いろんな事業、中止休止というこういう

部分もあるわけでありますので、できるだけ早くそういった開業ができればというふうに考

えております。いずれにしても、予防対策の徹底をしていくという、このことをしながらと

いうことであります。できない部分につきましては、先ほど申し上げましたように、うちで

できる体操等々につきましては、ケーブルテレビでも流しておりますし、あるいは郵送でそ

ういったことをやってくださいというやり取りもしております。できる限りのことはやって

いきたいというふうに考えておるところでございます。 

 また、一番は家庭に閉じこもったままいる人が心配でありますんで、この辺につきまして

は、地区社協の実践者の皆様や民生委員を中心としながら連携をしていただき、見守りとい

うことを重視をしていきたいというふうに考えておりますし、既に実施をさせていただいて

おるところでありますので、よろしくお願いをいたします。 

 ６月に入りまして動きが出てきました。もうしばらくであります。本当にこの間をどう乗

り切っていくのか、いろんな対応をしながら乗り切ってまいりたいなというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤澄子議員。 

９  番（三澤 澄子） ありがとうございました。 

 それでは、引き続き３としてでありますが、これは議員間でのコロナ対策の一般質問の調

書の中でちょっと私のほうへ回されたことですけども、３と４とちょっと続けて、時間がな

いので発言します。 

 今回は、上伊那では起きなかったけれども、医療機関や高齢者施設の集団感染が起きれば、

地区全体の医療崩壊が懸念されるということで、そのための防止策と対応策はあるのかとい

うことを一つお聞きします。 

 ４として、感染が拡大しないためには医療体制の充実とＰＣＲ検査を早く、広く行うこと

が大事だと、この間ずっと言われてきました。県、上伊那地域の状況はどうだったのか。ま
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た、必要な人に適切に検査につなげていけれたのか、医療の体制や病床数の確保はできたの

かということをお聞きします。 

 また、ＰＣＲセンターの設置でありますけれども、県では、この間検査が大事ということ

で20カ所の設置をこの前発表されました。上伊那におけるＰＣＲ検査の設置はどのようにな

っているのか。また、今４でも言いましたように、病床数の確保、軽症者用の宿泊施設等も

大事だというふうに言われています。第２波に向けての体制整備をどのように進めていくの

かお願いしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） ３、４、５まとめてお願いします。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 第２波に備えて、これから医療崩壊を起こさないようにしていく

にはというような御質問だというふうに思っております。 

 先ほど申し上げましたように、幸いにして上伊那では感染者数はありましたけれども余り

多くなくて、医療崩壊ということには至らなかったところであります。それぞれ各医療機関

の皆様方に感謝をしておるところでございます。 

 これから一番大事なことは、やはり病院体制を強化しながら、重症者、軽症者等々の施設

というのを確保していくということであります。上伊那におきましては、20床ほどは確保は

できておるという、こういうことであります。伊那中央は感染者予防病床は４病床しかござ

いませんけれども、緊急時に充てる部分という、そういう部分を考えながらということで、

病棟の一角は全てそういうことで対応してきたというそういう経過もあるわけであります。 

 同時に、軽症者につきましては、これも盛んに報道されておりましたけれども、いわゆる

宿泊施設に移動させるという。そこに、医師や看護師やこういう皆さんを常駐させるという、

こういうこと、これは必要であるというふうに思います。満杯にならない前に、軽症者につ

きましてはそういう対応を取っていくという、こういうことであります。これも、県との対

応の中で、南信地域には１カ所ということで、これは確保ができております。施設名、公表

いたしませんけれども、できておりますので、そういったことは体制が整いつつあるという

ふうに思っておるところであります。 

 問題は、ＰＣＲ検査、身近で受けられるという、このことは必要であります。これからの

ことを考えますと、無症状でも感染能力はあるということであります。今日の新聞にも、全

くないとは言えないというようなこういった記事も載っておりましたんで、ＰＣＲ検査を進

めていく、そのことは大事だというふうに考えておるところでございます。 

 上伊那では先ほど申し上げましたけれども、外来検査センターが伊那中央病院に設置をし

ております。方式としては、今までは保健所が中心となりながら帰国者・接触者外来という

部分でやっておったわけでありますけれども、軽症者等につきましてはこの感染症外来検査

センターで簡易検査検体採取という、こういうことができるというふうになっておりますし、

かかりつけ医が直接このセンターへ連絡することも可能という、こういうことになっておる

ところでございます。伊那中央病院にそういった施設もできましたんで、進んでいくんでは

ないかなというふうには考えておりますけれども、なかなかこれがうまく機能していくかど

うかというのは一番心配であります。長野県の場合には、国の言ってるよりもはるかに緩や

かにしたという、この部分はありますんで、そういった点はよかったのかなというふうに思

っておるところであります。この検査センターにつきましては、県下10圏域に設置をという
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ことでありますんで、全ての医療圏で設置がなされていきます。 

 また、軽症者の受入れ体制、上伊那と言いますか、南信地域では設置がされておるという

ことでありますけれども、これも４圏域の分には設置をしていくという、こういうことで今

準備が進められておるところであります。そんなことは、第２波、第３波に備えての準備と

いうことで御理解を頂きたいというふうに思っております。ただ、ＰＣＲ検査これやってい

かないといけないということで、感染予防につながっていかないということでありますんで、

この辺は私自身も、また検査体制充実に向けて要望もしていきたいというふうに考えており

ます。これは、市長会、町村会ともに共通した要望であります。口をそろえて言っておりま

すんで、その点はよろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤澄子議員、時間来てますので、まとめてください。 

９  番（三澤 澄子） ＰＣＲ検査、県としてはそれぞれのところで適切に対応できたと

いうふうに思いますし、陽性率は2.9％ほどだというような報告もされております。しっか

りとその部分については、本当に安心して、でもやはり予防をしっかりと自分たちがしてい

くという認識を持ちながら、でもこの地域では安心できるんだということもちゃんと情報と

してしっかり出しながら、これからも対応していただきたいと思います。 

 以上で質問を終わりにします。ありがとうございました。 

議  長（丸山  豊） これで、９番、三澤澄子議員の質問は終わります。 

 ただいまから11時まで休憩といたします。 

   休憩 午前 １０時４５分 

   再開 午前 １１時００分 

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

 議席番号４番、藤城栄文議員。 

４  番（藤城 栄文） ４番、藤城です。 

 通告しました、買物弱者対策とゼロ歳児保育の２項目について質問いたします。 

 まずは、買物弱者対策です。我が村はコンパクトシティであって、県内一高齢化率が低い

村でありますが、高齢化が着実に進む中で、車を持たない熟年者や、免許の返納を考える人

が増えています。配付資料の１番にもありますが、昨年、総合計画に関連して実施された村

民アンケート結果においても、村民要望の優先順位で公共交通機関の利便性が１位に、買物

の便利さが４位と移動に関する内容が５年前と比較して急激にランクを上げていて、村民要

望の変容が伺えます。病院へ行くとき、ごみ出しに行くとき、駅に行くときなど、移動と言

っても様々ありますが、今回は買物に行けずに困っている、いわゆる買物弱者対策を中心に

質問いたします。 

 まずは、買物弱者の実態把握についてお聞きします。 

 実態把握を行うには、買物弱者の定義が必要となりますが、現在統一された定義が日本に

はありません。例えば、長野県が独自に定める定義では、高齢者のうち買物に不便を感じて

いるもので、お店が家から500メートル以内になくて、徒歩、自転車で買物に行けなくて、

さらには車を運転できない、これら全てに該当する方を買物弱者と定義しています。長野県

の定義を基に、分かりやすくマップにしてみました。 

 お手元の資料の２のところに記載がありますが、村ではこのようなイメージになります。
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マップの説明を簡単にさせていただきますと、各円の中心にはスーパーやコンビニなど生鮮

食品が買えるお店があります。この円の中に住んでおらず、徒歩や自転車、車で買物に行け

ない熟年者の方が買物弱者であると考えてください。議場を見回しますと、後30年、40年後

も元気な、そんなことが想像できる方がたくさんいらっしゃいます。皆さんの御自宅はいか

がでしょうか。 

 実態把握の全国的な動向ですが、総務省の調査では、買物弱者の実態把握をしている地方

公共団体は約半数にしか過ぎないという結果が出ており、定義だけでなく実態把握の実施に

ついてもばらばらな状況です。我が村では実態把握についてはまだ実施していないとお聞き

はしていますが、概算で買物弱者がどの程度いると考えておられるのか。また、今後私は行

うべきと考えておりますが、村としては実態把握についてどう考えておられるのか、お聞き

できればと思います。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ４番、藤城議員の御質問にお答えをいたします。 

 買物弱者対策で、まず実態調査の話であります。 

 第５次総合計画やら、あるいは長野県の定義に基づいたマップお示しを頂きました。よく

できておるなという部分でございます。本村は御指摘のとおり、長野県で一番若い村であり

ますけれども、高齢化というのは着実に進展をしてきておる、このことも事実でありますし、

この第５次総合計画のアンケート調査を見ましても、公共交通の利便性だとか、買物の利便

性というのはかなり順位を上げてきておるという、このことはそういった実態を反映をして

いるのかなというふうに考えておるところであります。 

 御指摘のとおり、買物弱者というのは定義が存在しないという、こういう面もあるところ

であります。農林水産省や経済産業省、長野県等それぞれの立場で位置づけているところで

ございます。この要件をどう設定するかによって数値というのは大きく変わってくるという

ふうには思っております。 

 本村でも平成27年度買物弱者の買物の利便性を高めるために何が必要かという住民アンケ

ートは実施をしておりますが、この制度的には、施策を国に関する調査だけでありまして、

村内の実態数については把握をしている状況はないというところであります。先ほど申し上

げましたけれども、高齢化が進めば進むほど買物弱者対策、高齢者の足の確保、このことが

大きな課題となってくるという、今も課題となっておりますけれども、かなり進んでくると

いう、こういうことになろうというふうに思っております。したがいまして、実態数を把握

する、このことは必要であるというふうに思っております。位置づけを明確にしながら実施

できればと考えておるところであります。 

 ただ、これにつきましては若干時間を頂ければというふうに思っております。というのは、

この担当課、地域づくり推進課が担当しておりますけれども、コロナウイルスの対応の分野、

それから第５次総合計画の策定、その他多くの策定の年度に当たっております。その合間を

縫ってということになりますので、今手いっぱいの状況であります。一段落と言いますか、

合間を見た段階でというふうに考えておりますので、実施をする、この必要性を感じており

ますので、しばらく時間を頂きたいなというふうに思っております。その辺は御了解をお願

いをいたします。 
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 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 地域づくり推進課の職員の方、優秀な方が集まっておりますので、

期待をしております。 

 あと、長野県の定義では500メートルになっているんですが、実際問題、熟年者の方が買

物した後、重い荷物を持って500メートル歩けるかと言われれば少し難しいのではと私は感

じています。そういった距離の設定についても少し柔軟な形で進めていただければと私は考

えています。 

 次の質問に移ります。次は、現在村が実施している買物弱者対策についてお聞きします。 

 経済産業省が買物弱者応援マニュアルを公表していまして、マニュアルの中では、家まで

商品を届ける、近くにお店をつくる、家から出かけやすくするなど対策が大きく５つに分類

されています。村が行っている事業で買物弱者対策にもつながるものがないかなと調べてみ

たところ、実は結構たくさんありました。社会福祉協議会に委託している事業も含めますと、

私が調査しただけでも６つの事業がありました。それぞれ利用するに当たっては、年齢制限

など制限がありますが、村民の皆様への広報を兼ねて簡単に紹介させていただきます。 

 まず、家まで商品を届ける対策。これが３つありまして、お昼御飯を届けてくれる「配食

サービス」、生活必需品の買物代行をしてくれる「まっくん生活支え愛事業」、そして「生

活支援サービスみなみちゃん」というこちらの買物代行サービスがあります。 

 次に、家から出かけやすくする対策がありまして、これも３つありまして、まずは、巡回

バスとしての「まっくんバス」の運行、さらにバスの利用に対しては回数券の交付事業もあ

ります。そして、タクシーの初乗り利用料が無料になる「タクシー利用金助成事業」、加え

て「福祉移送サービス」があります。このサービスは月３回片道なら月６回まで利用できる

ドア・ツー・ドアの移動サービスで、病院や公共施設、買物などに利用できます。福祉移送

サービスはかなり便利なサービスと言えます。 

 これら事業、サービスの利用状況。そして、今後の広報やサービス拡充について村はどう

考えているのかをお聞かせください。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 買物弱者の分野で、各種サービスの利用状況、あるいは広報の仕

方でございます。 

 まず、利用状況でありますけれども、1年間の延べ利用回数、利用者人数等で申し上げま

す。配食サービスにつきましては、配食数は5,943食、利用者数は47人ということでありま

す。また、まっくん生活支え愛事業は登録者が42人でございます。利用回数は276回。生活

支援サービスみなみちゃんは利用回数が33回、ただ、この利用につきましては、利用者は4

人であります。まっくんバスの乗車数は１万3,220人で、約半数が75歳以上の方の利用と考

えております。この乗車人数はかなり減ってきておりますけれども、今年度につきましては

新型コロナウイルスの影響でやむを得ないかなというふうに思っております。回数券も発行

しております、伊那本線も利用できる回数券も含めますと74人が利用をしていただいておる

ところでございます。伊那本線の乗車数、ついでに申し上げますと、２万2,549人で、これ

はかなり30年度と比べますと増加をしております。 

 それから、運転免許返納者等の回数券交付につきましては、交付申請をなされた方はおり
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ませんでした。 

 タクシー利用券の利用助成の話もありました。発行者数197人、利用枚数は1,835枚であり

ます。かなり利用はされておるというふうに考えておりますし、このタクシー利用券につき

ましては、今年度からより使いやすくするようにということで、内容を改めさせていただき

ました。そこら辺はまた、十分周知をし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。 

 今後のサービス拡充につきましては、総合的に判断する中で、まっくんバスや福祉移送サ

ービスを併用したり、各種サービスの取組を合わせて御利用頂く、こういうことが大切かな

というふうに思っておるところであります。 

 広報等につきましては、また、広報誌やあるいは民生委員、児童委員会、各種相談等を通

じまして周知を図っていきたいなというふうに思っております。 

 これは、私自身の思いもあるところでありますけれども、一番利用しやすいのは福祉移送

サービスであります。これは本当に喜ばれております。これを月３回ということで今やって

おりますけれども、月４回に増やせないかどうかという、この検討はしていきたいなという

ふうに思っております。これはまさに、ドア・ツー・ドアであります。うちからうちまでと

いう、こういうことでありますし、買物や病院利用、公共施設の利用等についても利用でき

るということであります。回数を増やすと同時に、もう少し対象者数をどうなのかなという

検討もしてみる必要があるかなというふうには思っておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） そうですね、福祉移送サービスが非常に便利というのは私も同感

でして、昨年、区長会との懇談会があったときに、複数の区長から、もっとドア・ツー・ド

アサービスに力を入れなきゃだめだということでお叱りを受けたんですけど、この福祉移送

サービスで少し広報が足りていないのかなと。私の家の周りの人に聞いてみるとみんな余り

知らないという人が多かったので。その件も、すみません、後の議題にさせていただきます

ので、次の議題に移りたいと思います。 

 ネット通販宅配についてです。 

 私は買物弱者対策については、前提として利用者がいろいろな方がいるので、福祉移送サ

ービスだけではなくて幾つも選択肢を用意していくことが大切ではと考えています。その中

で、ネット通販や宅配も重要であると考えてまして、ネット通販や宅配は家まで商品を届け

てくれる代表的な買物弱者対策と言えます。私もネット通販、宅配それぞれ週に１回以上は

利用してまして、こちらに移住してからネット通販は本当に必須であるとより感じています。 

 ただ、各統計データを見てみると、年を重ねるほど利用率が低いことが見えてきます。例

えば、野村総合研究所が2018年に公表した生活者１万人アンケート調査によると、過去１年

間にネット通販を利用した人の割合は60代が29％、70代は14％にとどまっています。高度経

済成長の時代は新しくお店がどんどんできていく時代でしたので、通販や宅配は第２、第３

の手段でした。 

 しかし、これからの時代は宅配、通販で買物をすることを考えてもらうよう働きかけてい

かなくてはならない時代だと私は感じています。また、通販の利用は新型コロナウイルス対

策を受けて示された新しい生活様式でも求められています。通販や宅配は一度利用を始めれ
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ば、後は民間の事業として自然に回っていきます。最初だけ背中をそっと押すような、通販

を利用するきっかけとなる事業を村で実施できないでしょうか。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 通販等々の御質問であります。 

 宅配事業等々、高齢者の買物弱者対策で選択肢を増やすということ、このことは必要なこ

とだというふうに思っております。通信販売も、コロナ対策の部分でかなり注目をされてき

ておりますし、こういったことをきっかけに増えればいいなというふうには思っておるとこ

ろであります。ただ、御指摘のように高齢者にとってどうなのかなという、そういう心配も

あるところであります。それをどう後押しをしていくのか、このことは行政としても考えて

いく必要はあるのかなというふうに思っております。 

 ただ、この通販事業、直接特定の通販販売に関わるような、このことは行政としてはでき

ませんので、後押しをどうしていけるのかという、この分野で考えさせていただきたいなと

いうふうに思っております。通販、宅配、家まで届けていただけますんで、本当に便利なサ

ービス形態であるというふうに思っております。 

 また一方では、移動販売等、民間業者主体で行われている事業もあるわけであります。こ

ういったことも考えていく必要もあるのかなというふうに思っております。総体的にこれは

考えていかなければならない事業であるというふうに思いますので、これもこれからの検討

事項でありますし、第５次総合計画の策定の時期でありますんで、この辺も主眼を置きなが

ら主体的に計画に盛り込んでいければというふうには思います。 

 また、民間の宅配事業者の中には高齢者の見回りサービスもかねている、そういったこと

もあるようでありますんで、そういった研究もしてみる必要があるというふうに思います。

利用のきっかけとなる事業の提案という部分では、また御意見を頂ければというふうに思い

ますので、よろしくお願いをいたします。 

 私もどうもアナログ人間でありますんで、なかなかこの分野が後れておりまして反省はし

ておりますけれども、そういった面では先進的なそういったことを常に考えております。藤

城議員の御提案もまた頂ければというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 提案についてはまた後日、提案書のような形で実施させていただ

ければと願っております。例えば、毎月出てる村報で村長がネット通販で買ったものを紹介

していただけるとか、そういった寄り添った形も面白いんじゃないかななんて思っておりま

す。 

 あと、少し生意気を申し上げますが、移動販売については経済産業省が示したマニュアル

では、近くにお店をつくるに該当する対策になると思います。ただ、この村については既に

コンパクトシティでそれほど遠くない位置にたくさん買える場所がありますので、どちらか

と言うと次に質問いたします移動するほうのサービスのほうにぜひ財源を振り当てていただ

ければと願ってます。 

 次に、ドア・ツー・ドアサービスの推進と広報についてお聞きします。 

 実際にお店に行って買物することには私は多くのメリットがあると思っています。まず買

物は楽しいですし、目で見て商品を選べます。適度な刺激もあって、軽い運動にもなって、

心と体の健康にもつながっていきます。また、地元商店に確実にお金が落ちることも大きい
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かと思います。ただ、これからドア・ツー・ドアでないとお店に移動できない人はどんどん

増えていきます。ドア・ツー・ドアのサービスの受皿で一番に思いつくのはタクシーです。

村では初乗り料金の助成をしていますが、村周辺事業者の状況や規模を考えると、社会福祉

協議会に委託して実施している福祉移送サービスにも村長おっしゃられるとおり力を入れて

いくべきと考えます。 

 そこで、福祉移送サービスの広報強化と利用促進についてお聞きします。 

 福祉移送サービスの登録者数は2019年度において182人で、利用回数は延べ4,666回です。

対象となる可能性がある70歳以上の人口は2020年４月現在で2,775人であること、登録者の

182人には70歳未満の障がい者の方も含まれていることを考慮すると少し数が少ない、広報

や利用のしやすさ、もしくは両方が足りていないのではと考えられます。 

 社会福祉協議会の令和２年度の事業計画書では、福祉移送サービスについて、利用対象者

が年々増加する中で、利用者がより一層安心した乗車ができるよう取り組みますという一文

のみ記載されており、利用促進に関する姿勢はありません。そこで一つ提案ですが、村報で

買物弱者対策を特集して、福祉移送サービスをお知らせしたり、まっくんバスのように福祉

移送サービスにも使っている車にステッカーを貼ったりして、サービスが行われていること

を広報してはいかがでしょうか。 

 またもう一つ、すみません、抜本的な提案として、福祉移送サービスというサービス名を

改めてみてはどうでしょうか。福祉って分かりやすいようで、よく分からない言葉ですし、

福祉と距離がある生活をしてきた人にはなおさらよく分かりません。さらに、この移送とい

う表現が適切なのか、移送は私の感覚ですと囚人移送とか、精密機械とか、何となく腫れ物

を運ぶときに使われてるような言葉じゃないかと、私の感覚では感じてます。実際のサービ

スがこのことでうまく伝わってないのではないかと推測しています。 

 そこで提案ですが、福祉を生活に、移送を移動に変えて生活移動サービスとしてはどうで

しょうか。格好よくはないんですけど、非常に分かりやすいかなと思います。先ほど述べた

広報の強化と合わせて答弁をお願いできればと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ドア・ツー・ドアの御質問でございます。 

 若干登録者が少ないんじゃないかという話がございました。確かに、180数人というのは

少ないかなという感じはしております。70歳以上の人数からするとということであります。

ただ、70歳以上でも元気な方が非常に大勢おりますんで、我が家も両方70歳以上であります

んで、その中に該当しますけれども、まだまだ福祉移送サービス使うという段階にはないわ

けではありますけれども、若干少ないかなというふうに思っております。 

 先ほども申し上げましたけれども、私の思いとしてであります。できるように検討させま

すけれども、４往復は必要かな、１週間に１回これは必要かなというふうに思っております。

ただそれには、人員体系、車の部分ということも考えていかなければならないところであり

ます。 

 広報の在り方につきましては、これは検討していく必要があるというふうに思っておりま

す。今年度も先に質問が出されました福祉入浴券を発行する際の通知にこの移送サービスの

案内を入れたところ、かなり問合せがあったということであります。登録につながった方も

おいでになるという、こういう報告を社会福祉協議会から受けておりますので、いろんな機
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会に広報をしていく、このことは必要かなというふうに考えております。 

 それから、名称等々であります。これは、社協で十分検討していただくことは必要かなと

いうふうに思っております。福祉移送サービスという、この言葉につきましては長年使用し

て定着してきておりますんで、なれ親しんだ方もおいでになるわけであります。そういった

ことを含めまして、社会福祉協議会へ検討をお願いをしてまいります。その結果でどうなり

ますかということでございますけれども、今、藤城議員御指摘のように、生活移動サービス、

なるほどなという部分があるわけであります。 

 福祉移送サービスは先ほど申し上げましたように、買物、病院が主になるわけであります。

それから、公共施設への移動、こういうことを考えますと移動という部分に主力が置かれて

いる部分があるわけであります。ただ、福祉という部分では70歳以上で車の運転ができない

とか、いろんな制約があるわけであります。その両方を合わせ持つようなそういった部分で

どんなものがいいかということは社協へ十分考えていただければというふうにお願いはして

まいります。 

 広報の在り方によって、今年度のこういった状況も、先ほど申し上げました状況も出てき

ておりますんで、しっかりと考えていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） そうですね、広報を適切に実施すれば、かなり利用者数が増える、

そんな便利なサービスであると思います。ただ、利用者が増えてくると、車に限りもありま

すので、今まで便利に使えていた、例えば障がい者の方々が使いにくくなるなど、そういっ

たこともちょっと想定されると思うんですけど、そういった際にサービスを２つに分ける、

そのときに福祉移送と生活移動みたいな形、そういったことにももしかしたら生かしていた

だけるんじゃないかなと個人的には思ってます。よろしくお願いします。 

 ５番目の質問に移ります。 

 福祉移送サービスは既に動いている事業で、これを拡充していくことは短期的には私はベ

ストチョイスと考えていますが、10年、20年先を考えるとどうでしょうか。65歳以上の熟年

者の人数は現在は約3,700人、10年後は4,100人、20年先は4,600人とどんどん増えていきま

す。 

 お手元の資料の３にもデータがありますが、福祉移送サービスのコストを計算すると、す

みません、まだ決算の報告が私、データ見れなかったもので予算ベースになってますが、昨

年度は4,666回の利用に対して、予算は約520万円。単価にすると１回約1,100円になります。

まっくんバスはもう少しリーズナブルですが、ドア・ツー・ドアでない分不便ですし、国か

らの補助がなければ状況は一変します。 

 ならどうすればいいのか、少しちょっと課題を上げてみたいと思います。１回1,100円か

かるサービスを単純に増やしていけばいい話なのか、先ほど村長４回に増やしたいとありま

したが、月３回、４回というサービスの量が適切なのか。土日は現在実施できませんが、そ

のままでいいのか。それなら有料にしたらいいんじゃないかとか。でも有料にすると今度は

道路運送法に抵触するんじゃないかとか。買物だけじゃなく、ごみ出しなど移動に関する課

題はほかにもたくさんあるよねとか。そういった課題がたくさん出てくるんですよね。それ

を可視化して、検討して、アイデアを出していく、そういった場が必要なのではと私は考え
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ています。 

 少し話は飛躍しますが、例えば、福祉ガソリン券を出して住民同士のライドシェアを促進

したり、店が待合スペースを設置する場合への支援制度をつくったり、公共交通に限らない

領域についても対話を重ねていくことが必要であると感じています。 

 それを検討する組織についても、村で１つでいいのか、それとも地区ごとに課題が異なっ

ていますので、12地区で進めたほうがいいのか、それのほうがもう顔が見えて動き出しも早

いよねみたいなことができるのか、などなど検討することがたくさんあるんですが、確実に

言えるのが、アンケート結果から村民の関心が非常に高いこと、これは確実に言えると思い

ます。 

 そのため、今後、今検討しているのかしていないのか、いつ今後の道筋が示されるのか、

そういったことを公にしていく必要があると感じていますが、どうお考えになりますか。答

弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 高齢者対策、特に買物弱者や移動手段、この点につきましては、

先ほども申し上げましたけれども、これからさらに必要となってくるサービスということで

ありますので、検討する組織というのは必要かなというふうに思っているところであります。 

 ただ、どう検討していくのか、どういったことで検討していくのかという、このことは今

考えていない部分でございます。村では、総合的に計画をつくる場合にはむらづくり委員会

というのがありまして、そこで研究をしていくという、検討していくという、こういう委員

会があるわけでありますけれども、この委員会も月に１回程度ということでありますんで、

もう少し頻繁に小回りが利く検討の部分ができれば一番理想であります。そういったことは

しばらくちょっと検討させていただきたいなというふうに思っております。 

 まずは、地域づくり推進課を中心といたしましてという、こういうことになりますけれど

も、先ほど申し上げましたように、なかなかこの課に人が増やせないという状況もあるわけ

であります。その辺も含めてやっていかないとというふうには思っております。 

 同時に、この問題につきましては各課の横断的な連携というのが必要となってくるという

ふうに思いますんで、それを踏まえて、たたき台としてどうしていくかということをまずつ

く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ので、その辺はしばらく時間を頂

ければというふうに思います。 

 同時に、今も言ったことですけれども、こういった分野というのはこれから本当に必要に

なってきますんで、こういった分野での地域おこし協力隊というのを募集してみる必要があ

るのかなと、今ひょっと思ったところでございます。変わったアイデアというのはそういっ

た場面では出てくるんじゃないかなというふうには思いますので、そういったことも総合的

に考えさせていただければというふうに思います。 

 現状のところでは、福祉移送サービス、これは私自身はよりベターな考え方かなというふ

うに思っております。ベストではないけれども、ベターな考えであるというふうに思ってお

るところでございます。その点は、そんな御理解も頂きながら時間を頂ければというふうに

思います。 

 それと同時に、またいろんな分野で資料を出されております。予算ベースということであ

りますけれども、決算ベース若干出したものがありますので、御質問によって出したものが
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ありますので、打ち出して届けます。福祉移送サービスにつきましては1,100円が1,000円と

いうことであります。それから、まっくんバスが600円が560円という、決算ベースでいきま

すとこういう数字が出てきておるところでございます。こういった比較もしてみる必要があ

るのかなと。いろんなコストの費用対効果、コスト面の部分の計算という考え方という、こ

ういった比較もなかなか面白いなということで今見させていただきました。参考にさせてい

ただければというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 今、村長から地域おこし協力隊の話がありました。やはり、地域

おこし協力隊を入れた場合、具体的なアクションが起きていくというのが一つ大きなメリッ

トであると思います。例えば、地域おこし協力隊がいなくても、どこか１つの地区で先行し

てやってみるとか、そういったこともアイデアだと思いますので、地域づくり推進課の皆様、

御検討よろしくお願いいたします。 

 ６番の村民アンケートについて、すみません、時間がありませんので、こちら読み上げる

だけにさせていただきます。申し訳ありません。 

 村民アンケートについて、今回、村民要望の優先順位について、公共交通機関の利便性が

５位から急に１位となりました。関連する実際のアンケートの設問では、重要度の項目で、

鉄道、バスなど公共交通機関が利用しやすいという文章になっています。私も今回のこの一

般質問のいろいろ研究してる中で、少なくとも鉄道とバスは明確に区別していかないと、今

後ちょっと戦略を立てられないのかなと。 

 また、タクシーについても、公共交通機関に入る説と入らない説で解釈が分かれています。

そういったことも踏まえて、同じ項目で長年続けるアンケートには比較対象と示せるメリッ

トがあるんですけど、アンケート項目を増やすなどして、その辺の対応を御検討頂ければと

願っています。 

 ２番目の質問に移ります。 

 新しいゼロ歳児保育の在り方についてです。 

 ３月に発表された子供・子育て支援事業計画では、ゼロ歳児保育の量について、令和２年

度の57人から令和６年度は68人と５年間で２割増加するとされています。ゼロ歳児保育につ

いては、待機児童問題を抱える都会とは異なって、地方では独自の合理的な制度を構築でき

る可能性があると私は考えていまして、新しいゼロ歳児保育の在り方の検討について御意見

を頂きたいと思います。 

 現場に目を向けてみますと、乳児期、ゼロ歳児、１歳の途中までですね。乳児期に在宅育

児を希望していても、収入や勤務先等の事情で泣く泣くゼロ歳児保育を利用するケースが少

なくありません。これは、若い世代ほど収入が少なくなっていることが原因と考えられ、例

の年金2,000万円問題でも話題になりました、金融審議会による報告書でも、若者の収入の

減少は悲しいぐらい顕著に示されています。 

 村の財政においても、ゼロ歳児保育に係る費用負担が、保育の中で最も高額になることは

明らかで、希望する方にはぜひ在宅育児をしてもらいたいという立場にあります。断ってお

きますが、ゼロ歳児保育が高額だからと言って、働きたいという保護者を否定するわけでは

ないです。あくまで、収入や勤務先の事情で乳児期の間は在宅育児をしたくてもできないと
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いうミスマッチを改善していきたいという思いです。 

 現状、ゼロ歳児保育を利用するであろう57人のうち、どのぐらいの人たちが、できれば１

歳児保育から保育園を利用したいか。言い換えれば、社会復帰を望んでいるか。幾ら支援が

あれば１歳児保育からで生活が成り立つのか。雇用している雇用主に対して幾ら支援をすれ

ば雇用主側も復帰を待ってもらえるのか。さらには、そもそも村内に勤めている人が57人の

うちどのぐらいの割合なのか。そういった調査、研究を進めてみてはどうだろうかというこ

とを問う質問になります。 

 １つ、この考えがまず現実的かどうかを判断する上で、全くちょっとデータがそろってる

わけではないので正確ではありませんが、参考として私の今手元にあるデータで１つ計算し

てみました。ゼロ歳児保育に係る村の費用負担が幾らかということです。都市部では幾つか

本を読むと、ゼロ歳児保育１人につき月額50万円以上かかっている自治体もあります。 

 村ではどうなのかを計算しますと、具体的には配付資料の４、５にそのデータ、計算を示

していますが、保育園に関わる2020年度予算は約６億5,800万円。園児の数が750人ですから、

単純に割ると保育園児全員１人当たり年額87万8,000円、月額７万3,200円です。 

 そこに、今回は保育士の配置基準というものを勘案してみたいと思います。村では、ゼロ

歳児保育は子供３人につき１人の先生が必ず必要という配置基準になっています。逆に、４

歳と５歳は30人に対して１人でいいよという配置基準になっていまして、ここには10倍もの

差異があります。この配置基準を仮として計算を進めますと、３歳児以上のカテゴリーと、

一、二歳児のカテゴリー、そしてゼロ歳児保育のカテゴリー、３つの予算の比が１対２対１

になります。今、総額が６億5,800万円ですから、それの１対２対１の１の部分ですので、

４分の１ですね。４分の１が１億6,450万円。これを57で割ると、ゼロ歳児保育は１人当た

り年額288万円。月額24万円程度が村の負担であると出てきます。ただ、最初に申しました、

これ全く正確な数字ではありません。 

 ほかにも保護者が払う保育料が勘案されてないとか、ゼロ歳児保育の利用月数が生まれた

月に変わってくるよねとか、そういったことを考慮すると村の負担は減っていきますし、逆

に、途中から保育士を増やさなきゃいけないねとか、それなら元から増やしておこうとか、

例えば後は、個々の離乳食の対応は栄養士さんが必要だよねとか、保育の量が増えればいよ

いよ施設をまた増やさなきゃいけないねとか、そういった村の負担が増える要素もあります

ので、今回のこの数字が正確というわけではありませんが、大体の目安として見ていただけ

ればと思います。 

 ただ、確実に分かっている事実は、令和６年度には村の負担が確実に増えるということで

す。予算の話が先行してしまっていますが、本質は、乳児期に在宅育児をしたいという保護

者の希望をかなえてあげることです。村は今定員ぎりぎりで保育園を運営してますから、育

児休業の延長手続も場合によっては利用できる、結構有利な環境にはあります。さらに、こ

れまで正確ではありませんが説明したとおり、歳出を減らすことで財源を確保できる可能性

もそれなりにあります。 

 以上を受けまして、このことについて調査、研究を進めてみる価値はないでしょうか。も

しくは、調査、研究に御協力を頂けないでしょうか。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ゼロ歳児保育の在り方の質問であります。 
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 ゼロ歳児保育どうしていくのかという、このことであります。まず、実態でありますけれ

ども、出生数というのがこのところ減ってきております。年間160人から180人ほどの推移が、

ここ数年は130人から140人ぐらいという、こういうことになってきておりますし、未満児保

育につきましても、５年前までは40％の皆さん入園していましたけど、最近はこの部分が多

くなりまして50％以上という、こういうことであります。今は人数も質問でありましたけれ

ども、ゼロ歳児の園児数については、ここのところ５年間では40人から50人台で推移してお

りましたが、令和元年度につきましては38人と少なめになってきております。これは、計画

とは若干違うのかなという、こういう部分もあるわけでありますんで、この辺をしっかり捉

えていく必要があろうかなというふうには思っておるところでございます。 

 それから、家庭状況によってもかなり違ってまいりますし、職場の状況によってもかなり

違ってまいります。というのは、藤城議員も最初に話がありましたけれども、預けても働き

たいという、そういうニーズもあるわけであります。その辺をどう捉えていくのか、このこ

とも大事な要素の一つかな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、

様々な形態という、その部分は必要かというふうに思いますし、休みたくても休めないとい

う逆の状況もあろうかというふうに思います。雇用形態、企業との関係、そういった面でな

かなかこれは難しいなというふうには思っておるところでございます。 

 研究はということでありますんで、この辺は村で積極的な研究というのはなかなか難しい

のかなという部分はあります。研究をしていただく方があれば協力というのはしっかりやっ

ていきたいというふうに考えております。民間人含めまして調査、研究をしていただく組織

ができれば、これは理想的であります。それに村がどう支援をしていけるのかという、こう

いうことができれば一番いいのかなというふうに思っておるところでございます。 

 それと同時に、今数字を上げられた分野で申し上げますと、これも藤城議員のお断りにな

ったところでございますけれども、ゼロ歳児保育と言うのは途中入所という部分が圧倒的に

多いわけでありますんで、村で試算をした部分というのもあります。ゼロ歳児で１人当たり

130万円くらいであります。保育料が入ってまいりますんでかなりもう少し多くという、３

歳以上児が約70万ということであります。こういった比較もなかなか面白いなと今見させて

いただいたところであります。常にこういうことやっていく必要もあるというふうに思いま

すんで、その辺はこういうものを比較しながら、どういった形態がいいのかということを模

索していく必要があります。今申しげましたように、村で積極的にというわけにはまいりま

せんけれども、そういった皆さんがおいでになれば協力はしてまいりますので、よろしくお

願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） そうですね、南箕輪村は子育てに優しい村ということで口コミが

かなり広がって、人口がどんどん増えていますが、ほかの自治体に周辺でしたりまねされて、

少し住んでる者としては悔しい思いもあります。少し厚みを、子育てに優しい村に厚みを増

せる、そういったことに少しでも貢献できればと思って、引き続きこういった提案をしてい

きたいと思ってます。 

 また、最初に提案した買物弱者につきましても、普通の地方ですとまずは広いですから小

さな拠点をつくるというところから始めていかないとなりません。南箕輪村は既に小さな拠
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点はできていますので、ほかの自治体と比較して、先行して取り組める環境にあります。子

育ての次は福祉のほうにも力を入れていきたいという村長のお話も以前聞きました、ぜひこ

ういった有利な状況ですので、そういった面も村のＰＲにつながるように、積極的に地域づ

くり推進課の皆様で考えていただければと願っております。 

 以上で、私の質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、４番、藤城栄文議員の質問は終わります。 

 ただいまから１時半まで休憩といたします。 

   休憩 午前 １１時４８分 

   再開 午後  １時３０分 

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

 議席番号８番、小坂泰夫議員。 

８  番（小坂 泰夫） 議席番号８番、小坂泰夫です。 

 早速ですが皆さんに、おわびと訂正がございます。通告、項目４つ並べましたが、こちら

の事情で、あと説明すれば分かっていただけるかと思います。項目の２番と３番ちょっと削

ります。項目の１番と４番だけ、１番と４番中心にいたしますので、議長あるいは村側には

お伝えしてありますけれど、よろしくお願いいたします。 

 まず、通告書の頭に書きました別紙参考資料ということで、今日皆様に１枚の資料、デー

タをお配りさせていただいております。まず、そちらを基に項目１番お尋ねします。 

 我々地域で、今回コロナの問題があるわけですけれど、それに関連しまして、意識改革の

必要性や村行政ができる取り組むべき姿勢を尋ねます。特には、村の村長の受け止め方、意

識、あるいは意欲について今回私は質問いたします。 

 では、項目１番です。新型コロナウイルス感染と各種データを比較してということで、各

種データの紙をちょっと御覧ください。 

 まず、新型コロナウイルス感染症まとめということで、これはインターネット上から６月

１日現在のを皆さんにはお配りしましたが、昨日現在で数字が若干、日本のほうはほとんど

変わらないんですけれど、世界のほうはどんどん増えてる状況で、ちょっと言いますけれど、

長野県内の現在の感染者数は５人のようです。累計感染者数は６月１日現在もこれ違ってた

かもしれません、77人のようですね。死亡はありません。日本国内、昨日現在が1,086人感

染者数、累計は１万7,174人、死亡者は昨日で922人となっているようです。世界におきまし

ては、累計感染者数は昨日で679万人超えてます。そろそろ700万人に達するのかなと。死亡

者数も39万人を超えて40万人くらいと。 

 それで、これからるるＷＨＯの世界のいろいろな出来事の数値を申し上げますが、いかん

せんこの絶対数だけ申し上げましてもどうしてもぴんとこないと思いますので、ちょっと乱

暴なんですが、例えば世界の人口が77億人だそうです。日本の人口が今１億2,650万人、南

箕輪村を大ざっぱに１万5,000人としまして、世界の人数に対して、村だったら、村に置き

換えたら何人だというお話をちょっといたしたいと思います。 

 まず、１番の自殺者数、最近日本ではここ10年減り続けているようです。昨年、令和元年

の日本の自殺者数は２万169人ということで、村の人口で村に当てはめますと、2.3人という

ことになります。先ほど来、同僚議員が今回コロナの質問でいろんなコロナじゃないＤＶと

か、そういった精神的な影響のお話ありましたけれど、つい昨日の全国ニュースでは、18歳
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以下の自殺と見られる件数が最近ここ顕著に増えているというニュースがありました。また、

私も気にしてるせいかもしれませんけれど、大人社会におきましても、都会のほうでは鉄道

の人身事故のニュースも最近よく聞かれまして、もしかしたら最近減り続けた日本の自殺者

数も今回のコロナの影響で果たしてちょっとどうなるのかなと想像するところです。 

 ２番の交通事故に関しまして、世界では年間125万人亡くなっているようで、これ乱暴に

村に置き換えますと、村で2.4人亡くなっている計算になります。日本は最近、交通事故死

本当に減り続けて、昨年が3,215人ということですけど、減り続けてほしいものです。 

 ３番、生活習慣病、その中でも糖尿病、高血糖を起因にというＷＨＯのデータがございま

した。世界では350万人が年間亡くなり、これを村に置き換えますと７人ということになり

ます。実際には、糖尿病、高血糖いわゆる生活習慣病で村で亡くなってる人、ちょっと数字

あえて持って来ませんでしたけれど、７人で済むのかなという、もっと多いのかなという気

がします。 

 最後の質問にも通ずる、気候非常事態にも通ずる、大気汚染による世界的には大気汚染を

起因に年間700万人の人間が亡くなってるということで、村に置き換えますと年間13人が大

気汚染で亡くなる計算になります。 

 今回のコロナの、世界的にも、日本でも、この地域でも本当に皆さんが気をつけてコロナ

を広げないようにやってるおかげと言いますか、特に日本は被害が少なく見えてますけれど、

100年前のスペイン風邪、通称スペイン風邪で感冒だったので結局はウイルスによるものだ

ったようです。100年も前ですので、通説がいろいろあります。少なくても5,000万人と言わ

れる数字から見ると、村で大体100人です。97人です。まあ100人の方が亡くなった計算にな

りますし、このスペイン風邪は通説がいろいろあります。１億を超えていたという話もある

ので、そう考えると村で200人の方が、今の１万5,000人に対してですけど、200人が亡くな

ったという、そういうような計算になりますと。 

 今回コロナに対応するための社会的な対応策というのは本当に私の人生においても初めて

ですし、皆さんの感覚でも本当に今まで人生初の対応をされているというふうに思いますけ

れど、こういった数字だけ見ますと、自殺者数、交通事故、生活習慣病、また大きくは大気

汚染こういった数字があります。こちらを私は提示させていただきました。これについての

村長の受け止め方、また村でもできる施策もあろうかと思います。村が今後取り組みたい、

取り組むべき課題などありましたら、まず所感をお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ８番、小坂議員の御質問にお答えをいたします。 

 新型コロナウイルスとそれぞれの自殺者から始まりまして大気汚染、スペイン風邪等々ま

でお話がありました。そういった死亡者数等々の話があったところであります。それと比べ

てという、所感をということで、どう答えていいのかなと、難しいなというそんな思いがし

ておりますけれども、新型コロナウイルスにつきましては、これは感染症ということで、本

当に目に見えないそういった状況があるわけでありますし、また未知の部分という恐ろしさ、

これは感じておるところであります。幸い、長野県内死者数がゼロという、こういうことで

ありますし、日本は死者数に関しましてはかなり少ないという、こういう数値となっておる

ところであります。全国的には新型コロナウイルスで確か40万人超えたという報道があると
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ころであります。そういったことを考えて、この数値と比較してということでありますけれ

ども、それぞれ対象とする部分が違いますので、一概には言い切れないという部分があると

ころでございます。そういった面と比べますと、例えば交通事故で世界で125万人がお亡く

なりなっているということになれば、今現在の新型コロナウイルスの死者が40万人というこ

とでありますんで、交通事故と比べると今のところはかなり少ないなという感じを持ってお

るところでありますし、大気汚染が700万人ということになれば、これは大気汚染で亡くな

る方は本当に多いんだなということで改めて感じたところでございます。 

 これは比べようがない数値でありますので、何とも言いようがございませんけれども、こ

この部分、大気汚染を除きましてはそれぞれ個々に関わる問題というのがかなりあるわけで

あります。交通事故、生活習慣病、いろいろ気をつけておればという、こういう面もあると

ころでありますけれども、新型コロナウイルスにつきましては、私どもが気をつけても感染

をするという、飛沫感染等含めまして大変恐ろしいなという、こういうことでありますし、

これによりまして一番の影響は経済活動、日常の生活活動が止まってしまうという、この違

いは大きい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。 

 生活習慣病で350万人世界でお亡くなりになるということでありますけど、このことで日

常の生活活動や経済活動が止まるという、こういうことではありません。そういった波及的

ないろんなことを考えると、新型コロナウイルスというのは大変恐ろしいというふうに思っ

ておりますし、私どもが気をつけても気をつけても気をつけ切れないという、こういう部分

があるわけであります。 

 例えば、生活習慣病は日頃のいろんな食生活だとか、あるいは運動だとか、いろんな健康

施策面で気をつけていればかなり防げるという、こういうことでありますけれども、新型コ

ロナウイルスにつきましては目に見えないというそういう部分がございますので、大変これ

は危険だなというふうに思っておるところであります。 

 一番の違いは、日常生活、経済活動、これにかなりの影響があるという点ではないかなと

いうふうに思っております。漠然とした答弁で申し訳ありませんけれども、こんなとこでお

願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂泰夫議員。 

８  番（小坂 泰夫） ありがとうございました。私が今回このデータを出してきたのは、

この後ちょっとまた説明もするんですけど、例えばなんですけれど、日本と言いますか、世

界の経済活動において、交通事故でこれほど多くの人が亡くなってるんだという、日本でも

実際に近くでそういう被害にあったような方々におかれましては、よほどのことを言います

とですけれど、こんなに交通事故で亡くなる人がいるのに、日本は車の販売のテレビの宣伝

をあんなにやっていていいんだろうかというような極論と言いますか、そういうような見方

をされる方もおられます。私も実際、交通事故を減らすためにということで、車を売るなと

か、販売の宣伝をするな何て言うつもりはございませんが、ただ、今回のコロナは本当、村

長おっしゃったように、未知、見えないということの恐ろしさがあり、それによって経済活

動を止めざるを得ないというような事態になってますので、そうまですることは上げました

項目どれにおいてもそんなことを人間が、日本人が、この地域が対応するわけにはいかない

とは思いますけれど、でも今回のコロナの非常事態の我々人類のとっている反応を見ますと、
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ふだんの中でもっと数字が大きく、被害がある日常の課題について見直す機会として考える

ことも必要じゃないかというような思いがしましたので上げさせていただきました。 

 では続きまして、項目４のほうに移らさせていただきます。 

 私の中では関連がしてるんですけれど、気候非常事態宣言を、まず先週６月５日の日に、

村、村長、副村長、また議長、私副議長同席のもと、記者会見ということで宣言を村が出し

ました。遡って３月、この村の議会で気候非常事態に関する決議を上げたわけですけれど、

実際に３月の議会の初日、実は私はその決議の提出者として準備しておったんですけれど、

自分が体調不良で結果休んでしまいましたので、そこでるるちょっと使おうと思っていまし

た資料が生かすことができませんでした。今回村が３カ月たって、実際に気候非常事態を出

すに当たって、記者会見の場にも私いさせていただきました。村長も記者さんからの質問に

対して、村が村民ができることというののお答えに苦慮されてるところも見ておりましたの

で、私としましても、決議を提出するに当たっても、村民に考えていただきたい、身近に考

えていただけたらという思いがあって用意したものを使って質問をさせていただきます。 

 項目４番の最初の質問です。 

 先ほどの皆さんにお示ししたデータの中にありました、南箕輪村の交通事故の発生数は、

これ最近では一番多かったようです。10年ほど前のデータで年間77件、長野県の市町村77の

中で悪いほうから11位、ワーストランキングとなってしまっていました。これ人口比でいき

ますと、0.5％ということで比率としてはすごい大きな値だなと、問題かと私は思います。

住民の皆さんも運転の際危険を感じたり、村内で事故現場を見る機会もたまにはあることで

しょうから、生活の中で交通事故を比較的身近な問題と捉えている人は少なくないと思いま

す。 

 さて、世界規模に目を転じますと、先ほどお示ししました、全世界で毎年交通事故により

亡くなる人は125万人、そこで、またさらにさっき大気汚染お示ししました、大気汚染を原

因に700万人が死亡している。村で当てはめますとさっき申しましたが、年間13人ほどが大

気汚染で亡くなっている計算になります。これはあくまで計算であって、実際に大気汚染が

原因で亡くなったり被害にあっている人を、この地域や日本で身近に感じたり見ている人は

まずいないことでしょう。ですから、世界的には、例えば交通事故死に対して５倍も大気汚

染でこの人類は被害を受けているんだと知ったとしても、私たちが受ける危機感はいかに身

近に、あるいは実際に見聞きし感じるかの実感が勝るようです。 

 そこで、人々が関心を寄せるのか、あるいは関心を持てないのか、その違いがわかるチャ

リティー活動にまつわる実験があります。そのエピソードを紹介します。とあるチャリティ

ーの参加者は、ある共和国のロキアという貧しい７歳の女の子を救うためにお金を寄附する

ように頼まれた。多くの参加者は彼女自身の切実な話に心動かされて優しい気持ちになり、

財布を開けた。ところが、チャリティー主催の研究者たちは、ロキアの身の上話に加えて、

アフリカの貧困というもっと大きな問題についての統計を示すと、参加者は突然助ける意欲

が減退し、一人の女の子のために開けていた財布の口を、さらに大きな問題を聞かされると

実感がわかないせいか、開けていたはずの財布の口をぱたりと閉じてしまったというのです。 

 この実験結果から見ますと、私たちは自分や身近な人、感情移入できる具体的な人や対象

には関心を持てても、逆に、たとえその数値が大きかったり深刻な状態と聞かされたところ

で、残念ながら身近に感じられないことは、しょせん人ごとに思えてしまう。人ごとに終わ
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ってしまう心理が働くのも事実なようです。 

 ここで村長にお尋ねします。環境問題、ひいては村が今回行った気候非常事態宣言につい

て、村民がどうしたら身近な問題と同じように関心を持ってもらえるだろうか。その方策に

ついてお考えがあれば答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 最初の交通事故の話であります。 

 77件とありますけれども、令和元年度におきましては35件ということで半減をしておりま

すので、その辺だけ申し上げておきたいなというふうに思っております。このことは、いわ

ゆる様々な交通安全協会の皆様方を始めとして、地道な活動によるということであります。 

 気候非常事態宣言、３月５日に署名をいたしました。議会の宣言を受けて署名ということ

であります。これからどうしていくのかという、このことを真剣に捉えていかなければなら

ないということであります。どうやったら関心が高まるのか、これ本当に難しい問題だなと

いう側面を持っております。小坂議員が話の中にありましたように、身近な問題ではないと

いうこと。具体的な問題ではないという、こういう部分があるということ。関心の度合いと

いうのは全くここに書かれていることとは違うわけであります。例えば交通事故だとかそう

いった部分と度合いが違うという、この部分があるわけであります。どうしても間接的な問

題になってしまうのではないかなというふうには私自身思っておるところであります。 

 例えば、交通事故というのは誰でもが起こす可能性もあるし、被害者になる可能性もある

わけであります。ただ、この気候非常事態宣言でということになりますと、そういうことは

直接的なイメージが湧いてこないという、こういうことがあるんではないかなというふうに

思っております。ただ、この問題に起因をして河川の氾濫だとか土砂災害だとか、いろんな

分野で災害が起きて、貴い命が失われておるところであります。ただ、それは直接的なこと

ではないということ。私たちの捉え方としては、河川が氾濫したため、土砂災害が起こった

ため、そういったことで考えているんではないのかな、その元となるのはやはり気候の変動

であります。このことが起因をしているという、こういうことまでたどり着かないという、

こういうことがあるのかなというふうには思っておるところであります。そんなことが言え

るのではないかなというふうに思っております。 

 気候の異常事態というのは、大変重大な問題であるということ、このことは誰しもが捉え

ているんではないか、理解してるんではないかというふうに感じますけれども、直接この身

に降りかからないために実感として感じないという、このこともあるというふうに思ってお

ります。そうした中で関心を持っていただくということ、これは本当に容易なことではない

なと思っておりますけれども、まずは地道に息の長い活動をしていく以外にはないというこ

とと、例えば統計的なデータの周知、それに伴う様々なリスク等、分かりやすく伝えていく

こと、このことも必要ではないかなというふうに思っております。 

 例えば、ここ数年、10年間か20年間の比較をしながら、気象がこういうふうに変わって、

こういったことで災害が多くなって、こういった皆さんが被害を受けているとか、具体的な

ことを示していく必要があるのかなというふうに思っております。こんな様々なリスク、分

かりやすく伝えていく、そういうことも必要かというふうに思っておりますけれども、どう

なんでしょうかね、と思います。 
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 それと同時に、科学的な事例の紹介ということもしていく必要があるのかな。例えば、異

常気象によって、本当にどういったことが起きるのか、特に日本は島国でありますので、こ

ういった島国のような場合は島が消滅するとまで言われておりますけども、気温の上昇によ

って。この間、ある何か見ていましたら、気温が上昇して一番得をするのは北極圏を抱えて

いるロシアでないかなんていうそんな記事が載っておったところでありますけれども、そう

いう科学的な根拠を示した事例を紹介していくこと、こういったことも必要かなというふう

には思っておるところであります。 

 また、行政としてできる施策というのは、これは本当に難しいというふうに思います。私

どもの小さな自治体で何ができるのかという、このことでありますけれども、できる限り、

できるところから取り入れていく。再生可能エネルギーの活用等々目に見える形で進めるこ

とが必要かなと。理解を深めていく基になるのかなというふうには思っておるところであり

ます。そういったことも努力してまいりますが、よい方法があれば多くの皆さんから御提案

を頂かなければならないというふうに思っております。そんな点はお願いをしてまいります。

答弁になっているかどうか分かりませんけれども、なかなか難しい質問でありますので、こ

の点でお願いをしたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂泰夫議員。 

８  番（小坂 泰夫） では、今村長の答弁でありました行政の施策としてできること、

この行政でできることの提言、提案を一つしたいと思います。 

 先週、この村の気候非常事態宣言の報道がありましたので、それを私自身のＳＮＳ、フェ

イスブックに投稿したところ、関心を持たれている方々から幾つかお声を頂けました。その

中で、高校時代、私、物理部天文気象班というところに所属しておったんですけれど、その

高校時代の私の先輩、環境保護活動、また熱帯雨林の研究などに従事してきた理系科学に非

常に強い先輩から貴重なアドバイス、まずは質問を頂きました。この南箕輪村さんは、この

気候非常事態宣言において二酸化炭素の吸収源、二酸化炭素を吸ってくれる源、吸収源の整

備もするんですかという質問を頂きました。私もちょっとそういう言葉で驚いちゃったんで

すけど、あんまり考えが至ってなかったんですけど、よくよく考えますと、村でもおっしゃ

ってます、長野県でも言ってます。二酸化炭素排出量ゼロを今回2050年南箕輪村目指してい

るんですけれど、そこで住民や事業所の生活経済活動において、ごみの排出、節電、脱化石

燃料につながる抑制も大切だが、森林を抱える地域なら、山林や大芝高原、里山の適正な間

伐を進めれば二酸化炭素の吸収源、すなわち排出してしまったガスを吸収することで目標の

排出量ゼロに大きく近づけるんではないかという先輩からのアドバイスでした。 

 現在、飛地や山林、里山に手をかけたり、まして財政を充てるのは簡単ではない状況は存

じていますが、我が村大芝高原、森林公園、また飛地を抱える我が村ならではの自然地勢を

生かした独自の気候変動への行政活動や、住民を巻き込んだ森林の間伐整備、以前からやっ

てますけれど、そういった森林の間伐整備、大芝高原を前面に出した地域活動に改めて焦点

を当ててみてはいかがでしょう。その点で村長にお尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 提言として間伐を進めればというふうな御提言を頂きました。 

 今、大芝高原は間伐を進めております。今行っていただければかなり間伐は進んできたな
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というふうに思っておるところであります。そういったことは地道にやっていく必要があろ

うかなというふうに思っております。 

 あとは、奥地林をどうしてくのか、こちらのほうがはるかに大きいもんですから、これを

どうしてくのかという、このことに手をつけていかなければなりませんけれども、なかなか

財政的な面を考えると難しいのかなということで思っております。 

 しかし、今追い風となっておるのは、いわゆる森林施策であります。森林環境税というよ

うなそういった森林に関する税も設立されて、贈与税という形で市町村の交付が始まってお

りますけれども、これらを活用して間伐を進めていくという機運というのは全国的に高まっ

てきておるところであります。残念なことに、本村の贈与税というのは数年先に満額きても

400万円程度でありますんで、どうにもならないというこういう状況はありますけれども、

そうは言っても、できるところからこういったことを手をつけていかなければならないとい

うふうには思っております。 

 また、大芝高原の地形とか地勢を利用したそういった取組ということであります。何年か

前から大芝高原の間伐というか、下草刈りというか、村民の皆さんに出ていただいてそうい

った整備をしておるところであります。これは、元の発想というのは、協働の村づくりとい

うこの部分で少し汗をかいていただくことも必要かなということで始めたところであります。

昨年は雨のために中止ということになりました。 

 地域全体でというこのことも活動を広げていく必要性はありますけれども、こういったボ

ランティア組織と言いますか、そういった組織ができていけばいいのかなというふうには考

えております。大芝を常に間伐的なそういったこと含めまして活動していただける団体とい

うようなものができていけばいいのかなというふうに思っておるところでございます。 

 この辺をどう構築をしていくのか、地域活動と含めて考えていければというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂泰夫議員。 

８  番（小坂 泰夫） 村の規模としましては、もちろん住民も巻き込んだ二酸化炭素の

排出を減らすための抑制活動も大事ですけれど、森林を全面に出した村の政策というのも一

つかなと思います。 

 最後に、前回決議をするに当たって用意していたこと、またこの気候変動の問題というの

は、本当、世界的、地球的視野に立たないと解決には到底至らない問題であります。前段が

これからちょっと長くなりますけれど、どうかお耳をお貸し頂き、その中に先ほど村長がロ

シアとかって言葉出していただきました。ちょっと重なるとこもあろうかと思います。最後

にちょっと政治的な話にもなるかもしれません、村長に最後に質問いたします。 

 今後数十年の間に、人類は核戦争に加えて、新たな脅威にも直面するようです。それはま

さしく生態系の崩壊です。我々人類は地球規模の生物圏を不安定にしています。私たちは環

境からますます多くの資源を取り出す一方、逆に膨大な量の廃棄物を環境に送り込み、土壌

や水や大気の組成を変えています。繊細な生態系の均衡を、自分たちがどれほど多くの形で

乱しているかほとんど気づいてさえいません。 

 例えば、肥料としてのリンについて考えてみますと、リンは少量ならば植物の成長に不可

欠の栄養分です。しかし、量が多過ぎると毒になります。世界的には現代の工業化された農



71 

業は大量のリンで人工的に農地を増やすことを基本としていますが、高濃度のリンを含む農

地からの流水がやがて川や湖や海を汚染し、海洋生物に壊滅的な打撃を与えていると地球環

境規模では言われています。このことについて、人類の活動の結果、多くの生物の生息環境

が劣化し、動植物が絶滅し、アマゾンの熱帯雨林のような生態系が丸ごと破壊されかねない。

もし私たちがこのまま進めば全生物のうち多くの割合が絶滅するだけでなく、人間の文明の

基盤までむしばまれかねない。 

 そんな中で、最大の脅威は気候変動の見通しです。気候変動は今起こっている現実です。

人間の活動、とりわけ二酸化炭素のような温室効果ガスの排出は恐ろしい速さで地球の気候

を変えているというのが科学界の一致した見方です。最前の科学的推定によれば、あと20年、

すなわち2040年までに温室効果ガスの排出量を劇的に減らさない限り、地球の平均気温は２

度以上上がってしまい、その結果砂漠が広がり、極地の氷が消え、例えば昨年長野県を襲っ

た台風19号のような大規模な異常気象が増えると言われています。今度はこうした変化のせ

いで農業生産が乱れたり、都市が浸水したり、世界の大半が居住不能になったりします。 

 ところがここで、先ほど村長もおっしゃられました、地球温暖化の影響は20年程度の短い

期間で見ると国ごとに違ってくることが厄介な問題なのです。温暖化によって得をする国も

あり、その筆頭がロシアです。ロシアは海岸沿いには余り資産を持っていないから、海面上

昇に対する懸念が小さい。気温が上がれば日本より緯度の低い赤道を挟んだ多くの国々の砂

漠化が起こるのと同時に、逆にシベリアは世界の穀倉地帯に変わるかもしれない。その上、

極地など高緯度の氷が解けるとロシアが幅を利かせる北極海の海上交通路は世界的な交易の

動脈になり得るし、カムチャツカは世界の交通の要衝としてシンガポールに取って変わる可

能性があると言います。 

 同様に、化学燃料を再生可能エネルギー資源へ変えるのがどれほど魅力的か、そうでない

かも国によって異なります。日本は膨大な石油とガスの輸入に依存していますから、その負

担から解放されれば我々はうれしい限りです。しかし、ロシアとイランとサウジアラビアは

石油とガスの輸出を頼みとしています。石油とガスが太陽光や風に変わったらこれらの国の

経済は破綻することでしょう。したがって、日本のような国はグローバルな炭素排出をでき

るだけ早く減らすことを強く推し進めるべきなのに対して、ロシアとイランのような国は全

く乗り気でない。アメリカのように地球温暖化によって多くを失うはずの国でさえ再生可能

エネルギーへの切替えをあえて遅らせ、自国アメリカの生産業者を助けるために外国製のソ

ーラーパネルとソーラー設備に30％の関税を課すことにしたそうです。 

 原子爆弾は余りに明白で差し迫った脅威なので誰も無視できません。それに対して、地球

温暖化は村長先ほどおっしゃられましたとおり、捉えどころがなく徐々に忍び寄る脅威です。

ですから、環境に対する長期的な対策のために短期的でもつらい、できれば避けていたいよ

うな犠牲を求められると、自国のことしか考えない政治家、目先の国益を第一にし、環境の

ことは後で心配すればいいと、ほかの国の人に任せてしまったり、地球温暖化の問題に対し

て国ごと、国だけのレベルでの解決策はないので、他国を決して尊重しないような政治家の

中にはこの問題が存在しないと信じたがる人もいるようです。 

 政治家と言えばあいにく、国益だけにとらわれる非常に狭い見方しかできず、グローバル

な協力を激しく非難する政治家が米国の大統領を筆頭に世界のあちこちに見られます。日本

の国会を見てみても、世界的な気候変動に本気で対処しようとするような真摯で互いが協力
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的な姿勢を見せる場面はほとんど見られません。残念ながら自分たちの主義主張は曲げずに、

たかが数年という短期的視点で政権を奪い合おうとする姿勢しか見られないのが現実です。 

 さて、気候変動を危惧する歴史学者はこの気候変動への対処につながる一つの途方もない

解決策を提示しています。その解決策は、今の世界に見られる国ごとに違う政治システムに

それぞれの国がしがみつくのではなく、国々がそれぞれ別々であっても、グローバルな世界

的課題に立ち向かえるための新しいグローバルな政治システム、グローバルな政治システム

の構築こそが気候変動に対処できる一番確実な解決への道筋だろうと言っています。 

 また同じ学者は、気候変動危機を防ぐために一般の人々、有権者にできる有効な手だてと

して、政治家あるいは選挙候補者たちに以下の３つの質問をしてほしいと提案をしています。 

 １つ、気候変動の危険を減らすためにどんな行動を取るか。２つ、2040年の世界をどう見

て、気候変動危機の最悪な筋書き、状況とはどんな姿か。３つ、2040年の世界の最善の筋書

き、姿をどう思い描くか。こうした質問に政治家、候補者はどう答えるか。将来への有意義

なビジョンを考え出せる政治家たちを選びなさいと締めくくっています。 

 ここで、大きくなりましたが、私から村長に最後の質問をいたします。今回出した南箕輪

村気候非常事態宣言の決意が、村を含むこの地域、長野県、日本全国、世界中の気候変動危

機への思いとつながるように、村の宣言の目指す2050年、今後30年後までの間に、この地域

で政治を志し、携わるであろう次の政治家議員たちに望むべく政治的姿勢、お互いがどんな

協力を果たし、気候変動の対応のためですけれど、理想のあるべき政治家の姿勢とは何かを、

４期16年経験積んでこられた唐木村長にぜひ語っていただきたいと思います。お願いします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） どうお答えしていいのか大変悩んでおりますけれども、大変高度

な質問でありまして、私のような浅学非才の者にとりましては、大変頭が痛いところであり

ます。 

 前段で小坂議員いろいろ話がありました、地球規模の生態系の崩壊というのは本当に今始

まった話でないわけであります。人間がより利便性を求め、より経済優先の考え方で多くの

自然破壊、自然を壊してきている、これは小坂議員の述べられたとおりであります。多くの

森林を伐採して、動植物の生態系大きく変わってきてしまっております。 

 また、重化学工業の発展とともに、公害の発生というのも起きてきたところであります。

この問題が日本でも大きな問題として取り上げた時期もあったところであります。しかし一

方では小さな問題でありますけれども、こういった状況はいかがなものかというそういった

危惧をしながら、抑制も生まれてきておるということであります。 

 身近なところでは農業しかりであります。農薬を抑えながら、有機農業が伸びてきており

ます。これは本当によいことだというふうに思っておりますし、村でも有機農業の中で、風

の村米だよりというものを推進をしております。面積も拡大してきております。化学肥料を

使わずにということであります。こうした取組もその一つではないかなというふうに思って

おるところであります。この件に関しましては、ようやく販路も確保ができ、その誘導には

予算も要しましたけれども軌道に乗りつつあるところであります。これは本当によかったな

というふうに思っておるところでもあります。 

 また、先ほども若干話しましたけれども、ＣＯ２の吸収のためにではありますけれども、

森林というものにかなり目が向けられてまいりました。こういった機運を高めていくこと、
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そのことが大切だろうというふうに思っております。 

 政治的な話もかなりあったところであります。それぞれ国というのは歴史も文化も違いま

すし、価値観も違います、思想、宗教も違います。そんなことで国家の利害関係によりまし

て、争いも起きておるというのが今の現実であります。今後大きな過ちを起こさなければい

いかなという、こういう切な願いを持っておるところであります。 

 おっしゃられたとおり、国家が別であってもグローバルな世界的な課題に立ち向かえるた

めの新しいグローバルの政治視点ができればそれは理想であります。今の政治状況や、国家

第一主義の台頭の中では大変これは不可能かなと私自身は思っておるところでございます。 

 ただ、私の考え方といたしましては、なぜというのが大きいところでありますけれども、

お互いの国をなぜ尊重できないのかな、あるいは人権を何で尊重ができないんだろうかな、

異なる主義主張を尊重するようになぜなれないのか、こんな点が私には理解ができないとこ

ろでございます。大きな視点、観点で捉えますと、なぜ戦争放棄や核廃絶ができないのか、

これは私自身も不思議だなというふうに思っておるところであります。世界の利害関係を考

えれば、このことは本当に難しいことではありますけれども、人類を脅かすような核廃絶、

そういうものはやっていくべきだろうと私自身は思っておりますので、なぜできないんだろ

うなというふうには思うところであります。 

 そして、後進国を救うような施策ができていけばいいんではないかなという思いはしてお

りますけれども、それにしては今の世界状況は弱ったなというのは率直な感想であります。

世界の主導者たちがなぜ手を結び合うことはできないのか、このことは残念でありません。 

 世界ばかりではありません。今話がありましたように、日本一つとってもそうであります。

日本は政党政治でありますんでやむを得ない部分がありますけれども、党利党略政治ばかり

やっていてもらっては困るな、意地の張り合いをやっていってもらっては困るなという思い

もあるわけであります。肝心なところは、議論をオープンにしていくこと、過ちは認めて、

間違ったら謝って、その責任を追及するんではなくてみんなでどうやったら前に向かってい

くことができるか、そんな国会であってほしいなというのは私の願いであります。いろんな

施策がまずくなると、理由をつけて押し通すようなそういうことではなくて、誤りを認める

という、このことも大事なことであるんじゃないかなと。国民のための前向きな政治ができ

るような政治家が多く輩出できればなというふうに思うところであります。日本でもそうで

あります、この村政考えてみても当てはまる面もあるのではないかなということで私自身も

反省はしなければならないなというふうに思っておるところでございます。 

 かつての村政を見ますと、足の引っ張り合いというような時代もありました。しかし、今

そういうことをやってる時代ではないということ。ようやく村民の皆さん分かってきていた

だけたのかなというふうには思っておるところでございます。私自身も反省するところがか

なりあるんではないかなというふうに思います。本当に、この15年間村政を担当してきまし

て、誤りというのもありました。素直に認めながら頭を下げた部分というのもあるわけであ

ります。こういった責任も追及をされました。しかし、そういった中からまた新たな新しい

ことも出てくるんではないのかなというふうに思っておるところであります。 

 そのためには、何かと言いますと、有権者が賢くなること、このこと以外にはないんじゃ

ないかなというふうに思っておりますので、ちょっと取り留めのないことを申し上げました

けれども、質問が高度でありますんで、申し訳ございません。 
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 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 小坂泰夫議員。 

８  番（小坂 泰夫） 村長に最後謝られてしまいましたので、私こそ難しい質問をして、

それに対して真摯な御答弁頂きましてありがとうございました。 

 以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

議  長（丸山  豊） これで、８番、小坂泰夫議員の質問は終わります。 

 ただいまから２時半まで休憩といたします。 

   休憩 午後  ２時１８分 

   再開 午後  ２時３０分 

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

 議席番号７番、加藤泰久議員。 

７  番（加藤 泰久） ７番、加藤泰久です。 

 通告どおり、新型コロナウイルスによる経済政策、また大芝高原マウンテンバイク場につ

いて現実的な、村民が聞きたがっているような、生活に密着した質問をいたしますので、村

長答弁よろしくお願いします。 

 新型コロナウイルスが全世界に広まり、収まりを見せておりません。最新の人数でありま

すが、６月の９日の17時に発表の感染者数が712万1,700人、死者は40万6,616人という数字

がアメリカのジョンズ・ホプキンズ大学で集計されたものであります。これが朝日新聞の今

朝の載っていた記事でありましたので、最新かと思われます。 

 幸い日本においては陽性者が少し落ち着きを見せておりますが、まだ終えんを迎えたわけ

ではありません。この中で、感染防止の対策で３密の回避、不要不急の外出の自粛、公共施

設の閉館、小中学校、高校の休校や、政府によるところの緊急事態宣言の発令等で、かつて

ない経験したことのない事態となっております。これにより、海外旅行者また国内旅行者の

激減で、ホテル、旅館、土産品店等の観光事業、それに伴うところの運輸、流通事業への影

響もあり、また海外の工場も閉鎖等により部品の不足による工場閉鎖や休業等の自動車産業

で日本経済に大きな打撃を与えたところであります。国内身近なところでは、デパートの閉

店、飲食店の営業自粛、営業時間の短縮が行われ経営事業者にとっては大きな打撃を与えま

した。 

 村内の状況は商工会にお尋ねしたところによりますと、村内の小売飲食関係では、飲食関

係の売上げは50％以上減少が大半であります。小売りでは、コロナウイルスの影響で売上げ

が増加している店舗も一部にはありますが、大半は減少してるということであります。飲食

業者もテイクアウト等で一生懸命このように商工会でつくって、村内の業者のテイクアウト

というようなことで一生懸命対応していたところでございますが、大変それぞれの業者疲弊

しております。 

 理容・美容業、エステ関連、整体等のサービス業の落ち込みも大きいと聞いております。 

 建設業は工事の延期、見送り、中止もあり、受注量は減少しております。工事の遅れ等に

より資金繰りが悪化しているところが多いようであります。 

 製造業についても、受注量が減少しており、稼働率10％という事業所もあるというように

聞いております。６月以降も現在の状況が続くようであれば、資金繰りも相当悪化すること

が予測されます。 
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 このような状況の中で、村ではコロナウイルス感染症南箕輪村対策本部を立ち上げ、事業

者に家賃の補助、村制度資金の拡充、村民生活、村民個人への支援策を打ち出しておりまし

て、素早い的確な対応に大きく対応したことは高く評価されるところであります。 

 それでは、一番先の質問で、村内中小零細企業商工業者の現状についてはということで、

行政としてはどのように把握しているか質問をいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ７番、加藤議員の御質問にお答えをいたします。 

 村内中小企業商工業者の状況はということでありますが、今前段の質問の中で加藤議員が

述べられたことに尽きるわけであります。村の商工会と連携を強化しながらということでお

ります。そういった中で、大変厳しい状況続いておるところでありますし、Ｖ字回復という

わけにはなかなかいかないというのが実態でございます。たまたま本村には旅行業に関わる

部分、あるいはバス会社もありませんし、ホテル等々につきましてもかなり少ないという状

況であります。そういう点では影響も他市町村それが多いところに比べると若干少なくなっ

ておるのかなというようなことは感じるところであります。 

 質問にありましたように、小売業、飲食業につきましては県の自粛要請等で特に飲食関係

の売り上げというのは50％以上減少した事業者が大半を占めておるということであります。

緊急事態が解除されてもすぐには回復することは難しい状況であります。そこは脱した事業

所もあるようでありますが、大変厳しい状況というのは変わりないところでございます。テ

イクアウトの話もありました。商工会が率先してテイクアウトのチラシを出していただきま

した。通常の売り上げまで回復できていないそういう状況でありますけれども、テイクアウ

トのチラシの効果もあり、徐々に来店者も増え始めてきておるというようなそんな話も商工

会のほうから伺ったところであります。 

 実は私、今日たまたま家庭の事情によりまして、昼に本当に何か月ぶりに村内で外食をい

たしました。そうしたら、以前、コロナの前と今日はお客様の状況を見ると余り変わらない

なという、こういう印象を受けました。そういうことを考えると、徐々にではありますが、

動きが始まってきておるのかなという、そんな状況であります。 

 また、小売業ではコロナウイルスの影響で売り上げが増加している店舗も一部はあるよう

であります。しかし、これはほとんどわずかであり、減少がほとんどであります。自動車販

売の落ち込み、これは大きく報道されておりますけれども、かなり落ち込みがあるというこ

とであります。 

 また、話にもありましたが、理美容業、エステ、整体等も店舗によっては差がありますけ

れども、売り上げ減少となっておるところであります。 

 建設業につきましては、５月以降から影響が出ており、民間発注工事の延期や見直し、中

止といった案件もあり、受注量は減少しておるということであります。住宅着工につきまし

ては、１月では新築着工数というのは16％増というふうになっておりましたけれども、これ

がここへきてかなり落ち込んでおるということであります。 

 製造業につきましてもしかりであります。稼働率10％といった事業所もあるようでありま

す。県内でも、この近くでも倒産というようなことが新聞報道されており、製造業というの

はかなり厳しい状況が伝えられておるところであります。 
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 こうした中で、村内事業所での倒産がないことを願っておるところであります。このまま

の状況が続きますと、かなり資金繰りが悪化をしてくる、そういった事業者が増えるという、

こういう状況も予測されておるところであります。この辺は商工会と常に綿密な連絡、連携

を取りながら、状況を把握しながら、いろんな対応を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。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤泰久議員。 

７  番（加藤 泰久） 製造業等におきましても、本社のほうで落ち込みが大きいと、こ

れが下請業者が多い我が村にとっては、これから徐々に効いてくるんじゃないかということ

で、今後の対応が注目されるところであります。 

 次に、国、県での支援策が打ち出されております。なかなか今回は第二次補正があったり

して、いろいろでありますんで、混雑しておりましてどれがはっきりこれだというのが分か

らなくなってくるような状態でありますけれども、村での支援策、これはどうなってるか質

問をいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 事業者への村の支援策ということであります。 

 一番大きなのが資金の融資であります。新型コロナウイルス緊急対策資金を４月に創設を

いたしました。貸付利率は1.1％でありますけれども、そのうち村が利子補給しますんで、

実質的には0.4％ということで、資金2,000万円を限度に制度資金を創設をさせていただきま

した。７年償還の３年間は利子補給ということ、利子が無利子ということと同時に、保証料

は全額村が負担するというこういう資金であります。 

 加えまして、今までの資金の借換えも可能にしたところであり、多くの事業者に御利用頂

き、５月末までに35件で約３億2,500万円の融資が行われております。これによりまして、

村制度資金の利用可能枠も少なくなってきております。そんなことで今議会に2,000万円の

追加補正をお願いをしたところであります。５倍の融資ということでありますんで、さらに

１億円の融資可能というところまで拡大をしたところであります。 

 また、国、県の有利な融資制度というのもできておりますんで、そういったことも相談窓

口であっせんをしておるところであります。 

 また、５月からでありますけれども、事業者の固定経費である家賃に対して県の休業要請

に応じた事業者や、今年の４月から６月の間に売り上げが20％以上減少した事業者に対して、

上限は５万円でありますけれども、土地、建物の家賃補助を創設をしたところであります。

今まで11件の申請がありました。この家賃補助につきましては、国の第二次補正予算で計上

されております。その程度が明らかになっていないために、村の制度というのを躊躇してい

る方もあるやと聞いておりますが、これからさらに増えるものと予想をしております。 

 そのほかでは、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして月の売り上げが50％以上減

少している法人や個人事業者に200万円、100万円給付される国の持続化給付金、長野県が市

町村と連携して緊急事態措置に伴う休業要請等に協力頂いた事業者に30万円が支給される、

そういった交付金が用意されておるところであります。 

 問題はこれからであります。そういった相談や申請に必要な証明等の支援、これを当然行

っていかなければなりません。これからも商工会と連携をして相談業務等の支援をしてまい
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りたいなというふうに思っておるところであります。これがなかなか手続が面倒だというよ

うな話もお聞きをしておりますし持続化給付金につきましては、若干国でもめておりますの

で、できるだけ早く手元に届くようにという願いでこれからもやっていきたいというふうに

思っております。 

 国の第二次補正予算まだまだ詳細が明らかに、こちらに伝わってこない細かな部分がある

わけでありますんで、それを見ながら、また県の補正予算、この県会で上げる予定でありま

すので、そこら辺もにらみながら村として何ができるのか、また考えていきたいというふう

に思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） いずれにしましても、村内業者は一番頼るところは村であり、商

工会でありますんで、今後温かい目で見守っていただきたいと思います。 

 ３番目に、このまま終結すればよいんですが、第２次、第３次があるとの予想もされてお

りますが、今後の緊急支援はどのように考えているかと。ただいま村長も制度資金の貸出し

をしやすくするような答弁もございまして、そこらを含めて質問をいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 緊急の支援の資金につきましては、これはさらに不足が生ずれば

考えていかなければならないというふうには考えております。今回の補正にはまだ上げてあ

りませんけれども、この資金を使ったときの利子補給だとか、あるいはそれに伴う様々な保

証料全額見るというか、そういった制度になっておりますんで、この補正も９月補正に提出

をさせていただかなければならないなと思っております。約1,500万円から2,000万円ほどそ

の分にかかる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。 

 そのほかの問題につきましては、あと対応、どういったものが出てくるのかというそれを

見ながら、的確にやってまいりたいなというふうに思っておりますし、これから始める事業、

今急いでやっておるのは、全村民を対象にした１人2,000円の商品券配布であります。これ

わずかな額でありますけれども、５人家族であれば１万円分の商品券ということになるわけ

であります。これも消費喚起、それから事業所村内企業支援というこの２つを目的としてお

ります。この事業につきましても、前回のプレミアム商品券のときより多い110店舗の登録

申請が今あるところであります。今月の19日ごろには村民へ商品券を発送いたします。早け

れば今月22日頃から利用可能になってくるというふうに思っております。 

 また、過去の商品券の利用は大規模店、大型店に集中しがちであったことから、村観光協

会と商工会が連携して、スタンプラリーウォークなり、村内の飲食店や小売店などの約20店

舗のスタンプラリー登録店での商品券利用を促し促進してまいります。これにつきましては、

スタンプを集めて応募すれば商品が頂けるという、こういったことであります。大芝公園の

コテージ利用券なども村と開発公社として考えておるところでございます。 

 また、商品券の利用期間というのは６月20日から９月30日まで若干長い期間取りました。

今後につきましては、今議会追加で補正予算計上させていただいておりますけれども、新し

い生活様式を踏まえた取組が必要となってまいりますので、それに対しましての補助金制度、

補助制度というものも創設をさせていただいたところでございます。小売業だとか飲食業だ

とか、あるいは理美容業だとかそういった皆さんに御利用頂ければというところでございま
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す。店舗改修や模様替えや備品購入、こういったことに使っていただければというふうに考

えております。今後随時、その支援策につきましては、考えながらやってまいります 

 今日の新聞を見ますと、多くの市町村で今臨時会に追加にというようなことが出ておりま

す。いよいよ、市町村間の競争も増してきたなという、そんな思いもしておるところでござ

いますけれども、この財源が、財政力が豊かなところにはなかなかかなわないなという思い

もしておるところでありますけれども、住民生活部分や企業支援部分という、この点につき

ましてはしっかりと考えておりますので、よろしくお願いをしたいというふうに思います。 

 あと、商工会からこれからどういった要望があるのか、この辺はまた商工会と打合せをし

ながらというふうに思っております。券で考えている部分も、商品券、商工会として希望が

あるのかどうか、この辺もしっかり打合せをしながらということであります。伊那市の今日

の新聞を見ておりましたら、伊那市は大規模店じゃなくて飲食店や特定なところで使える商

品券を発行する予算を計上したというような記事が載っておりました。それらを受けて商工

会がどう考えてくるのかなという、こういったところも注視をしていきたいというふうに思

っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤泰久議員。 

７  番（加藤 泰久） いずれにしましても、村内の企業、事業者も大変な場面に直面し

ておりますけれども、村、商工会からの相談、援助を得ながら、ぜひともまた元気に復活し

て来年も頑張っていただくようなことを望むところであります。 

 次に、保育園、小中学生、高齢者や障がい者、低所得者世帯に支援策が提示されておりま

すが、いろいろ全協等も聞いておりますが、具体的と言いますか、分かりやすくちょっと説

明をしていただければいいかなと思っておりますし、村民としては１人2,000円の商品券交

付、これを南箕輪はほかの近隣より早く打ち出してもらって、村民の皆さん頑張ってくださ

いという意思が伝わって大変好評でございます。これも待ち遠しいところでありますが、個

人の支援策はということで質問をいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 個人の支援策の問題であります、一番は国の施策でありますけれ

ども、特別定額給付金10万円の支給、これはほぼ90％は各家庭に行き届いたんではないかな

というふうに思っております。あとは村独自の問題でありますけれども、保育園や小中学校

の給食費２カ月分は６月分、７月分で免除をいたします。それぞれ各家庭で有効にお使い願

えればその部分をということでございます。保育園の副食費につきましても同様に考えてお

りますし、いわゆる副食費の部分、保育料の部分そういったことも影響するように考えたと

ころでございます。 

 高齢者、障がい者の低所得者世帯に給付金の支給１世帯１万円、これも準備をしておると

ころでございます。 

 帰省できない学生への村特産品の物資支援につきましても、かなり多くの皆さんから今の

ところ申込みを頂いて既に発送をしております。かなり発送数が多くなってきておるという

ことでございます。 

 それから、生活支援としての１人2,000円の商品券の交付、これは６月19日をめどに発送

する予定であります。 
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 それから、上下水道料金や村営住宅使用料の徴収猶予というようなことも行っております。

多くの支援策も実施しておるところであります。 

 また、国の第二次の補正予算の状況、いわゆる地方創生分、市町村に下りてくるのはどの

ぐらいあるのかという、これによってまた考える部分というのがあろうかというふうに思い

ます。多くは期待できない面もありますけれども、考えていく必要もあるのかなということ

でありますし、追加の補正予算でお願いをしておるのが、新しい生活様式への補助金であり

ます。これを300万円ほど予算計上する予定でありますし、福祉施設や障がい者施設に対し

ての支援金、１事業所に20万円盛り込んでおるところでございます。これも320万円ほど計

上をさせていただいております。そういった補正予算になっておるところでございます。  

 先ほども申し上げましたが、国の第二次補正の状況を見ながら、今日も御質問頂きました

一人親家庭だとか、いろんな分野も考えていく必要も、その金額によってはあるんじゃない

かなというふうには思っておるところでございます。 

 あとは、社会福祉協議会の生活資金確保のためのそういった貸付制度も用意をしてありま

すので、広くこれも周知をしていく必要があるというふうに思っております。これはあくま

で貸付制度でありますけれども、聞くところによりますと、生活が変わらなければ返さなく

ていいよというようなこんな状況もあるようでありますんで、そこら辺も周知をしていく必

要もあるのかなというふうには思っておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤泰久議員。 

７  番（加藤 泰久） なかなか雇用も大変というような中で、ただいまの村長の説明が

ありました村民個人への支援を活として何とか職務を乗り切っていただきたいと思います。 

 次に質問でありますが、年度が始まって２カ月ぐらいたった現在でありますが、村の３大

イベントでありますバーティカル、大芝まつり、イルミネーション等のイベントの中止が決

まったり、またそれぞれのほかの行事についても中止が決まっております。今後については

まだ予想できないところでございますが、村独自事業の中止や延期に伴うとこの不用額は概

算で結構ですがどのぐらいになるか質問をいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 村の様々なイベントや大会や事業が中止となっており残念なこと

であります。早く通常の生活に戻ることができればなというふうに思います。 

 一番大きなのが村の３大イベント全て中止とさせていただきました。大芝高原まつりの補

助金に係る分715万円、これは不用額として計上をする予定であります。それから消防関係

の大会等も中止となってきております。これに伴う報償費やら負担金が106万円。あるいは

各種研修会等が中止となってきておりますので、それらに伴うものが60万円で、これを合わ

せますと880万円となるところであります。 

 また、この事業が確定次第、減額予定のものもあります。観光協会への負担金だとか、文

化祭の講演会、食料費等で510万円、そのほかに検討中なものとして若者回帰事業や、信濃

グランセローズ関連事業などで約250万円、合計で1,640万円相当となる予定であります。実

際に細かいもの合わせればそれよりも多くな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。こういった費用が、いわゆるコロナ対策に回っていくということであります

ので、既に回させていただいている部分というのもあるわけでありますので、お願いをした
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いと思います。 

 この中で観光事業につきましては他の事業に振り替えることができればというふうに考え

ておるところであります。これも前々からお話を申し上げておりました、本村の場合にはほ

かの自治体との友好関係の自治体がないわけでありますんで、今盛んにそのことで動いてお

るところであります。ようやく何とかなりそうかなというとこまでこぎ着けてまいりました。

そのきっかけとなるような事業、その交流に関わるものに回せればということで、こちらの

面につきましてはそういったことに振り替えさせていただきたいということであります。た

だ、これだけでは足りませんので、またお話申し上げていきたい、そういった機会もあろう

かと思います。よろしくお願いいたします。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 中止やそれに伴う不用額というものが全て繰越しになるんじゃな

いということは今村長の説明の中で分かりましたけれども、ただ、来年を心配するのは各企

業、会社は非常に経営状態よくないと、法人税や個人村民税が徴収額が減って大変じゃない

かということも心配される中です。けれども、これはまだ先のことでありますんで、心配は

してるということだけで終わります。 

 続きまして、２番目の大芝高原マウンテンバイク場についてということで質問をいたしま

す。 

 去年の６月議会でもこの質問をいたしまして、大芝にマウンテンバイク場ができるという

ことで大芝の活性化、また子供たちのよい遊び場というか、それができるということで大変

期待をしております。しかしながら、３年というようなことを言っておりますが、先日大芝

高原の現場を見てまいりましたが、台風による飛ぶ等がありましたが、昨年のままの状態で

あり、大きくは変化はしてないんで、もうちょっと手を入れればまたよくなるんじゃないか

と思うんですけども、そんな現場の状況はどのように把握してるか質問をいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） この問題につきましては、現場を熟知しております産業課長のほ

うから答弁申し上げますのでよろしくお願いします。 

議  長（丸山  豊） 出羽澤産業課長。 

産業課長（出羽澤 平治） それでは、現在の状況をお答えしたいと思います。 

 昨年、コースとしましては、大芝の配水地の下にロングとショート２通りのコースを作っ

たところでございます。 

 整備の仕方としましては、極力、今の自然の地形、状況等を生かし開発をしないという基

本のもとに、マウンテンバイクが走れるコースを整備するというところで、ぬかるんだとこ

ろは踏み固めたり、コース上の枝、支障木を除去したりと、あとコース上に倒れた倒木等の

除去と、そういったことを中心に行ってきたところであります。 

 昨年の10月の台風19号によりまして、数カ所倒木等影響があります。現在はその整備行わ

れてませんので、そのままの状況ということとなっております。 

 また、マウンテンバイクのコースですけれども、現在まだ開発中というところで確定して

ない、安全性も確保できてないというところもありまして、現在は使用不可、要するに使え
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ない状態にしてございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） ３年というような計画の中で今年は２年目に当たり、本年度の事

業を推進するのに何をやるのかというようなことの予定がありましたら、それを質問いたし

ます。 

議  長（丸山  豊） 出羽澤産業課長。 

産業課長（出羽澤 平治） 今年の予定でございます。今年は昨年のショートとロングに加

えまして、その中間のミドルのコースを予定しております。また、スタート地点等につきま

しても、昨年とちょっと場所を変えまして山の南東側に移し、大芝高原のマレットゴルフ場

の駐車場により近いところからスタートできるようにというような形で整備をする予定でご

ざいます。 

 あと、そのほかの事業計画としましては、ソフト事業を中心にということになります。昨

年に続きまして、子供たちを中心にコースの整備をしながらマウンテンバイクに親しんでい

ただくというイベントの企画、特にマウンテンバイクについては、何て申しましょうか、知

ってて知らないようなところがありますので、正しい乗り方とかそういったことをイベント

等を通じて皆さんに周知していただくという予定でございます。 

 いずれにしても、３年計画のうちの２年目ということで、当初の３年間の事業計画のロー

ドマップどおりに今行かない状況になっております。しかしながら、なるべく最終目標は観

光資源としてうまく活用できないかという目標を持ってますので、それに近づける形の事業

に今年は取り組んでいきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） ただいまの答弁で３番目の行事やイベントの予定はということで

ございますが、本年度はコロナウイルスと、こんなようなことが絡んでるので、予定も立た

ないかとは思いますが、私が見たところによりますと、ショートコースあたりは多少若芽が

伸びてきたんで枝がある程度、またササが多少伸びたと、生えてきたというようなことでシ

ョートコースとしては使えると思うんで、ぜひとも全部封鎖じゃなくてショートコースだけ

でも親の同行で、親の責任のもとで子供たちに開放すると、現場を開放するというようなこ

とはぜひ要望したいと思いますが、いかがでしょう。 

議  長（丸山  豊） 出羽澤産業課長。 

産業課長（出羽澤 平治） 今年一切使えないということではないというふうにお答えをし

たいと思います。一応、昨年に続きということでコースを増やしながら、コース整備を兼ね

てよりいいコースを確定していきたいというのが今年の計画であります。 

 さらに言いますと、事業化ができないかというような計画を持って、例えばそういったマ

ウンテンバイクの事業を行う業者にイベントの委託をしながら運営ができるかどうか、そう

いったことが試しにやってみたいなというふうに今年は考えております。イベント、そうい

った形で行いたいというふうには思ってますけれども、新型コロナウイルスの感染防止拡大

のためということでイベントの開催についてもガイドラインに沿ったやり方ということで、

当初予定してた大人数でのイベントというのはなかなかしずらいのかなというふうには考え
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ております。その辺につきましては、様子を見ながらガイドラインに沿ったイベントを計画

していきたいというふうに考えているところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 伊那辺りでもマウンテンバイクコースが民間業者によって運営さ

れているということで非常にいいことだと思いますし、大芝にとってもすばらしい施設にな

るんじゃないかと思っておりますんで、ぜひ実現をお願いしたいと思います。 

 私予定した質問はこれで終わりますが、時間がちょっとありますんで、私の独り言を述べ

させていただきます。 

議  長（丸山  豊） 簡潔にお願いします。短くお願いします。 

７  番（加藤 泰久） そんなに長くないです。 

 私たち小さいころよく、親や、また年配者御近所の皆さんによく言われた格言と言います

か、言葉ですが、歯を食いしばって頑張れ、額に汗して働けと、若いときの苦労は買ってで

もしろと、こんなようなことはよく言われたところでございますが、今は死語となっており

ます。何だいこれはと、歯を食いしばって頑張るほどじゃ体や歯によくねえぜ、そんなこと

したくないと。額に汗して働くよりはクーラーの効いた涼しいとこ行って働くほうが賢くな

いかと。若いときの苦労は買ってでもなんて、こんな苦労するんだったら楽にいこうよ。こ

んなようなことを言う若者になってると思います。今の若者にこの格言をかみしめてもらっ

て、一考をしていただきたいという私の独り言でございます。 

 以上をもちまして私の質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、７番、加藤泰久議員の質問は終わります。 

 ただいまから３時半まで休憩といたします。 

   休憩 午後  ３時１２分 

   再開 午後  ３時３０分 

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

 議席番号１番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 議席番号１番、百瀬輝和です。 

 今回の新型コロナウイルスの影響は全産業、あらゆる雇用形態の人に及んでいます。戦後

最大の危機と言えるでしょう。この危機を乗り越えるために国民一人一人の連帯が必要です。

一人一人の声を拾い上げ、政策にしていくきめ細やかな取組の中で、国民が主体者になって

いくそんな時代に入ったと感じます。 

 政府は当初、減収世帯への30万円の給付を含む補正予算を閣議決定していました。その後、

給付対象世帯の基準を10万円の一律給付へと方向転換しました。このことも、当初の案に対

して多くの国民が反対の声を上げたことで実現につながりました。 

 最初にこの特別定額給付金10万円について伺います。緊急事態宣言のもと、生活の維持に

必要な場合を除き外出を自粛し、人と人との接触を最大限削減する必要がある。見えざる敵

との闘いという国難を克服しなければならない。このため感染拡大防止に留意しつつ、家計

への支援を行うことが目的です。簡素な仕組で迅速かつ的確にとなっております。給付対象、

給付権者は４月27日において住民基本台帳に記録されているもの、申請及び給付方法は郵送

申請とオンライン申請です。 
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 村長開会の挨拶、先ほどの同僚議員の質問の中で90％以上がもう行き渡っているというこ

とですけれども、ホームページでも支給日程をお知らせしております。現在の状況について

もう少し伺いたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） １番、百瀬議員の質問にお答えをいたします。 

 10万円の給付申請状況であります。初めに、申請状況についてでありますが、本村の４月

27日時点の対象世帯数は6,266世帯であります。昨日の６月９日までに給付を行う分で申し

上げますと、申請者数は5,640世帯で、申請率は90％であります。申請内容はオンライン申

請が198世帯、郵送申請は5,431世帯で、また窓口での申請が11世帯となっております。給付

率につきましては、92.6％で、金額にしますと14億4,830万円となっております。 

 次に、申請に関わる対応についてでありますが、多目的室で相談窓口を設けて給付に関す

る相談や給付手続の事務を行っております。もちろん、新型コロナウイルス感染症の感染予

防対策を徹底した上で受付等を行っておるところであります。全国的にはオンライン申請で

の不具合や、郵送申請での添付漏れ等様々なトラブルもあり、本村でも多少発生しておりま

すが、その都度丁寧に説明をして対応しており、今のところは順調に給付ができてきており

ます。 

 昨日現在で92.6％の給付率になっておりますので、この点はほぼ順調に推進ができている

んではないかというふうに思っております。大都市へいけばまだ手元に届かないという申請

書が、そんなところもあるわけでありますけれども、やはり、こういった地域になりますと

既に90％を超えておるような給付率になっております。このことが早め早めと言いますか、

早期に給付を行っていく、このことが大事でありますんで、本村の場合もできる限り早くと

いうことで全庁挙げて取組をしたところであります。全課からお手伝いを頂きながら、主に

は地域づくり推進課で対応をしていただいたところであります。本当に、順調ということで

申し上げておきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 職員の皆さん、担当課の職員の皆さん、全庁挙げてということで

このコロナ対策には本当に迅速に対応したり、いろいろな面で大変な思いをされていて頭が

下がるところです。 

 この給付についてですが、今村長、順調だと言われましたが、今世帯数で200世帯ぐらい

が申請がされていないというような数字になると思いますけれども、この申請漏れについて

ちょっと伺いたいと思います。 

 ４月27日時点で住民基本台帳に記載がある全ての国民というふうな位置づけがされており

ます。国籍は問わず、３カ月を超える残留資格などを持ち、住民票を届け出ている外国人も

対象となりますし、また海外に移住していても住民基本台帳に記載されている場合は対象者

であります。受け取りが困難な人、今日の質問の中でもありましたけれども、ＤＶ被害の方

だとか、いるかいないかちょっと分かりませんがホームレスやネットカフェで寝泊まりする

人、登録が抹消されている場合は再登録すれば給付が受けられるようになっております。基

準日の４月27日以降でもいいというような、国からは通達が来ていると思います。 
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 また、受刑者の方や反社会勢力にも排除する仕組みは今回はないわけです。住民基本台帳

に記載があれば給付されるというふうになっていますんで、その点の村の状況はどんなふう

か、また今後の対応についてはどんなふうか伺いたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 本村では申請期限を８月12日としておりますので、現時点では申

請がなされていないという、こういう家庭もあるわけであります。それを申請漏れというこ

とではございませんので、よろしくお願いをいたします。 

 ただし、宛先不明で申請書自体が戻ってきてしまった、こういった世帯数もあるわけであ

ります。こちらにつきましては、これは御本人からの連絡を待つしかない今のところは状況

であります。今後は申請漏れがないように村の広報誌やウェブサイト等を通じて周知は図っ

てまいります。 

 また、一番の心配は高齢者の方であります。身寄りのない高齢者の方、心身が不自由な方

など申請ができない状態でいる方がいらっしゃる可能性もあるわけであります。そういう

方々につきましては、民生児童委員に確認をしていただくぐらいの橋渡しをお願いをしてお

ります。先般の民生児童委員会でもお願いをしたところであります。 

 また、新型コロナウイルス感染予防対策を徹底した上で個別に対応していくことを検討し

ていく必要があると考えております。申請漏れがないように、万全を今のところは期してお

ります。 

 このほかの状況があれば、地域づくり推進課長のほうからお答えを申し上げます。 

 以上です。 

村  長（唐木 一直） 何かある。 

地域づくり推進課長（田中 俊彦） 特にないです。 

村  長（唐木 一直） 特にないようでございます。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 丁寧にありがとうございます。ぜひとも、受け取れなかったよと

いう方がないような形でお願いをしたいと思います。 

 次に、令和２年度の予算執行への影響がないか伺いたいと思います。 

 国のコロナ対策の令和２年、二次補正予算、まだしっかり確定はしてないんですが、事業

規模が117兆円、一次補正予算と合わせると233兆円と大規模な予算となりました。一方で、

経済成長率は戦後最悪な水準で年率換算で20％を超える現象になると予想などもされており

ます。 

 少なからず、村財政にも影響が出ると思われます。３月議会で決めた予算36億8,000万円

も、先月の12日の臨時議会では83億6,100万円の補正。今議会でも83億6,500万円のコロナ対

応での予算組み、予算の組替えが忙しくなっております。それに伴い、役場の事務の負担も

特別な状態にあると思われます。現在までの状況、今後予想される状況等があると考えます

が、村長、この件についていかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 村の財政への影響、予算執行への影響の質問であります。 

 まずは、新型コロナウイルスの感染症対策関係の方面から申し上げます。 

 新型コロナウイルス関連の事業につきましては、国の新型コロナウイルス感染症対策地方
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創生臨時交付金１次分で7,695万円交付になりましたんで、これによって賄っておるところ

であります。また、今後２次分も国の補正予算に計上されていますので、地域の実情を見な

がら有効な対策を講じてまいれればと思っております。 

 ただ、この２次分につきましては今のところ流れてくる情報を見ますと、あまり期待はで

きません。国の第二次補正予算であり、細部はこれからでありますが、額が倍のこの部分に

つきましては２兆円となっておりますので、期待といたしましては第１次分と同程度の配分

となればありがたいなという思いはありますけれども、どうも今のところ流れてくる情報を

見ますと大きく期待ができない状況かなというふうには思っております。 

 また、一番額の大きな特別定額給付金につきましては、事務費も合わせて15億6,900万円

が５月12日に入金となりました。５月25日から広報を開始しており、財政的な影響はないと

ころであります。 

 そのほかの予算執行の部分でございます。これも常々申し上げておりますし、開会の挨拶

の中でも申し上げた部分でありますが、予定をしておる事務事業につきましては全て実施を

していきたいという、こういう考え方でおります。今かなり大規模な部分、防災研修センタ

ー、既に取りかかっておりますし、いわゆる村民体育館や各地区の公民館の避難所となって

いるところの冷房施設、これについても実施をしてまいりますし、中学校のプールにつきま

しても１億円余かかるわけでありますけれども、予定どおり実施をしてまいります。 

 あとは、入の問題であります。一番心配なのはやはり税収と地方消費税交付金であります。

これはかなり心配な面もあります。今年度分の個人住民税、固定資産税につきましては調定

が既になされております。ほぼ予算に沿った調定ができたところであります。この個人住民

税と固定資産税につきましては、若干予算よりも増額ができる面というのもあるというふう

に今のところはそういう予想となっております。 

 ただ、税収の中でも法人住民税については、これは全く予想がつかないところであります。

かなりの大きな落ち込みが想定をされてくるんじゃないかなというふうに思っております。

また、納税猶予だとか、軽減税率の延長などによって税収の落ち込みも想定されます。こう

いった部分につきましては、地方債の特例措置や減収補填特別交付金などで補填されるとい

うことでありますので、実質的な影響はないのかなというふうには思っております。 

 地方消費税の落ち込みが一番心配なところであります。第１次分が配分がありましたけれ

ども、昨年と比べまして若干第１次分は昨年よりも多くなっておるということであります。

若干ということでありますんで、税率が伸びている分、この分で考えますと昨年の同時期は

消費税率は上がっておらなかったわけでありますんで、そういうことを考えるとかなり消費

が冷え込んでおるなというふうに思っておるところでありますし、令和元年度の地方消費税

につきましても予算よりも届かなかったとこであります、決算額。そういったところを考え

ますと、令和２年度の地方消費税は３億5,000万円予算化してあるところであります。去年

の決算が２億8,000万円弱というような、そんな数値であります。３億5,000万円という数値、

これは県で示された数値を予算化したものでありますけれども、これはかなり厳しいなと。

下手をすると6,000万円から7,000万円、7,000万円余は減少するのかなという、こんな予想

もつけていかなければならないというふうに思っております。この辺はまた、地方交付税が

今年度分どのくらいになるのか、こういったことを見据えながらということで考えていきた

いというふうに思っております。 
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 ただ、次年度以降、令和２年度の収入に基づく課税となります個人住民税につきましては、

今年度の収入、今年の収入は今年度というより今年の収入が来年課税になってまいります。

固定資産税にしても、いわゆる設備投資部分、これはかなり落ち込んでくるという、こうい

うことになりますし、今申し上げました法人税しかり、地方消費税が期待できないというこ

とでありますんで、令和３年度の予算のほうが今年度より厳しくなるという、こういう見方

をして今いるところであります。したがいまして、来年度の予算編成につきましてはかなり

これは苦労するなというふうに思っておるところでございます。 

 たまたま来年の当初予算につきましては、骨格予算という、こういうことでありますけれ

ども、下手をすると骨格の経常経費だけで終わってしまうような、そんなことも考えられる

のかなという部分であります。知恵を絞りながら、事業をどうしていくのかという、このこ

とはしっかりと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。 

 いずれにいたしましても、過去に例のない未曾有の事態でありますので、今後の状況を注

視しながら慎重に対応してまいります。場合によっては、財政調整基金の取崩しもやむを得

ないというふうに考えております。こういった危機でありますんで、財調の取崩し等々も視

野に入れておるところでございます。厳しいということだけ申し上げておきますけれど、来

年のほうがさらに厳しくなるという、こういう予想であります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） かなり厳しい村政運営というか、かじ取りをしていかなければい

けない状態になってくるのかなということで今お伺いしました。議会、議員としてもそこら

辺をしっかりと捉えて、提案をしていかなければいけないなというふうに感じました。 

 次にいきます、すみません、括弧４なんですが、発生主義の公会計で見える化してはとい

うふうに通告では書いたんですけれども、見える化、これ村の決算が見える化できていない

というわけではなくて、地方公共団体における予算、決算に係る会計制度は予算の適正、確

実な執行を図るという観点から単式簿記による現金主義の会計を採用しております。これは

どこも、国もそうなんですけれども、現在この制度を補完するものとして財務書類、村のホ

ームページで見ればそこら辺も全て開示して見れるようになっております。決算状況も見え

る化はされているというふうに私も認識をしております。 

 今回のこの質問は、例えば先ほどの令和２年度の予算が３月で可決されて決まりました。

コロナ対策でいろいろな、今議会にも出てますが補正予算書が出てきております。先ほどの

同僚議員の質問でもありましたけれども、使わなかった金額というのが出てきております、

今。そういう中で、その予算が例えば現金主義だと入ってきたお金、出ていくお金というこ

とで金額は分かるわけなんですけれども、そのお金が例えば返さなければいけないお金にな

ってしまうか、あとはほかの見えないコストが係るお金なのか。先ほど不用額が1,640万円

というお話がありました。そういう中で、何を言いたいかというと、例えばコロナ対策で使

えるお金が使わなかったお金の中でこのくらいありますよとか、議会としての提案が具体的

にいろいろなことができてくるんじゃないかなという思いがあって今回質問をしているわけ

です。 

 村のこの財政マネジメントの中ではいろいろな取組をしていかなければいけないもんです

から、先ほど、厳しい村政運営になるということで、例えばこの後も質問するんですが、学
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校関係にすれば夏休みを短縮した関係で光熱費は当然その分掛かってくるでしょうという、

当初の予算よりかは掛かってきてしまうでしょうというようなことも見込まれるし、そのま

んま事業が行われなかったお金がそのまんまほかに転用できるわけではないということで、

その中で多少この金額の見える化というか、使えるお金が少し見えてくるとありがたいなと

いう観点から今回この見える化の取組についてというふうに質問をさせていただいておりま

す。 

 今回のような緊急時が度々あっては困るんですけれども、ないとは言えないわけです。複

合した災害も起こり得るという可能性を秘めているわけですから、そういう中でしっかりと

した村政運営をしたり、こんなことができるんじゃないかという提案をする中で、そこら辺

の確実性をつかむために質問をさせていただいております。 

 その件について代表監査委員さんにも意見を伺いたいということで質問を投げているわけ

ですけれども、なかなか私も会計の専門家でないもんですから、この単式と複式という中で、

複式簿記が必ずそれが見えるというわけではないということだと思います。ただ、単式の中

で何かを複合して見えるようにはできるというふうには私は思ってますんで、そんなところ

をちょっと答えていただければと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 公会計の見える化で今質問がございました。 

 事業執行、不執行になった分も当然あるわけでありますけれども、それが全額そのまま使

えるというわけではないわけであります。大方は使えますけれども、ほかへ回す分という、

そういった面も考えておりますので、全額使えるという、そういうことにはならないという

ふうに思っておりますし、今の予算の中で、ほぼ見えてきておるものは先ほども申し上げま

したように個人住民税と固定資産税であります。これは既に調定がなされておりますんで、

どのくらいの収入見込みというのが出るわけでありますんで、その部分はしっかりとつかめ

るという、こういうことであります。 

 ただ、税の減収分につきましては法人とか、あるいは贈与税関係につきましては全く予想

がつかないということでありますんで、もう少し、これは時間を経過をしないときちんとし

たそういうものが出てこないということであります。 

 ただ、コロナ関係につきましては、第二次補正予算関係で村へどのくらいくるのか、どう

いう人に使っていいのかというのが分かってくれば、これはきちんと後どのぐらいどうだと

いうことは議会に対しても、住民に対してもお示しができていくんではないかなというふう

に思っております。 

 追加の補正予算の中で保育園に関係するものは今回乗せてきます。ただ、学校に関するも

のにつきましてはちょっとまだ明細がわからないということで今回補正には計上をしないと

いうことといたしました。これが決まってき次第、また臨時会等をお願いしながらやってい

きたいということで考えておるところであります。 

 したがいまして、コロナ関係につきましては、どのくらいきて、あとどのぐらい使える部

分があるかということは議会にも当然見える化をしていかなければならんというふうには私

自身は考えております。そして、御理解も頂かなければならない部分もあろうかというふう

に思っております。それは、もう少し先にいったらそういったことをしてみたいなと、そう
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しないと村全体の村政運営にも影響してきますんで、ここはきちんと捉えておく必要がある

というふうに思っておるところであります。 

 これからは一般論として申し上げます。公会計の部分であります。 

 地方自治体の公会計制度というのは、やはりこの総計予算主義の単式簿記を採用しており

ます。これは御承知のとおりでありますし、複式簿記には複式簿記のよさがあります。単式

簿記には単式簿記のよさがあります。利益を追求する民間企業とは違いまして、地方自治体

では費用と収益だけでは割り切れない住民の必要に対する事業に対して予算化し、議会の議

決を経て、その上で執行する予算主義の単式簿記のほうが住民に分かりやすく向いていると

いうふうに考えております。これ本当に、地方自治の場合はこの単式簿記のほうが向いてい

るのかなという、これは私自身もそう思っております。複式簿記はなかなか分かりにくいと

いうこういう面がありますんで、そうした中で単式簿記だけでは把握しきれない内容を補完

するために貸借対照表だとか、行政コスト計算書だとか、純資産変動計算書、資金収支計算

書を作成しておりますけれども、この辺はずーっと会計と言いますか、財政もやってきた私

にとりましてもなかなかこれは難しいなという面でございます。 

 また、平成27年度から現金会計システムの中では伝票仕分けができる複式簿記システムが

既に今稼働しておるところであります。複式簿記の企業会計におきましては、結果を重視す

る決算主義でありますので、決算時期において財務４表を作成しております。したがいまし

て、毎月の執行状況等については単式簿記により収支計算書により把握をしているというの

が実態であります。 

 そういったことで地方自治体には複式簿記よりも単式簿記のほうが向いておるという、そ

のことは申し上げておきたいなというふうに思っております。それを補完する上で複式簿記

の導入は既にできておりますので、いろんな資料もお出しをしておるところでございます。

単年度主義でありますんでやむを得ないかなというふうに思っております。複式簿記の場合

には、複数年の経営状況を見るには適しておるという、こういうふうには思うところもある

わけでありますけれども、コロナ対応のような費用、単年度、あるいは数年程度のものであ

れば単式簿記のほうが分かりやすいというふうに考えておるところであります。 

 ただ、先ほども申し上げましたけれども、総体をつかんでいくという、この見える化はぜ

ひやっていかなければ次に進めませんので、議会にお示しできる段階になればお示しをして

まいりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 続いて、原代表監査委員。 

代表監査委員（原   浩） 百瀬輝和議員の質問にお答えいたします。 

 会計制度については村長から種々の答弁がありました。私ども監査委員としましては、南

箕輪村監査基準の中で、監査委員の監査等の範囲及び目的が示されております。それに沿っ

て監査をしてまいります。 

 それから、その中で見える化の取組ということでございますけれども、百瀬議員の質問に

対して、一般的また総体的な答弁になるかもしれませんけれども、お願いをしたいと思いま

す。 

 予算編成、決算報告、定例及び臨時議会、協議会、各委員会等の協議を経て、村民の皆さ

んには村報、新聞、ケーブルテレビ等を通じて行政の現状や事業の説明を広報し、見える化
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に努力しています。監査の中でも、例月出納検査、定期監査、決算審査を通じ、事業等の広

報や情宣方法の説明を受け、質問し提案もし、見える化に注視しています。 

 午前の質疑の中でも、見える化と思われる話題もありました。中央分権改革の進展に伴い、

地方公共団体は今まで以上に公正で合理的かつ能率的な行財政運営を確保することが強く求

められています。 

 さらに、村民の皆さんが目につく、関心を持つような一方通行でない見える化に様々なメ

ディアを活用し、皆さんで取り組んでいきたいと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 丁寧な答弁ありがとうございます。私もなかなか難しいなという

ことは分かって質問しているわけですが、その中で、村の村政運営の中で、きちんとやって

いただいてる、決算時は見える化をしていただいてる、ただ、途中の中で多少見える化がで

きたらいいなという御提案ですんで、よろしくお願いしたいと思います。 

 やはり、義務的経費は当然掛かるもので、投資的経費がどのくらい使えるか、あとはスト

ック情報だとか、コスト情報だとかいうところが多少なりとも見えてくればありがたいなと

いう。途中経過の時点ではなかなか難しいかもしれないんですけれども、そんな思いがあっ

たもんですから、お願いしたいと思います。 

 次に、新しい生活様式への周知等です。 

 新型コロナ感染防止の取組は、有効な治療法やワクチンが確立されるまでは終わりがあり

ません。対策が長期間にわたることを覚悟しつつ、ウイルスの特徴を踏まえて、正しく恐れ

ながら、日常生活を取り戻していくための指針になるものがこの新しい生活様式です。政府

の専門家会議が示した例では、感染防止と社会経済活動両立へ日常生活の中で一人一人に実

践が望まれる行動原則のポイントが示されております。 

 基本的な対策とすれば、先ほど来出てますが、人との距離はできるだけ２メートル空ける。

外出時、屋内にいるときや会話するときには、症状がなくてもマスクをつける。帰宅したら

手や顔を洗い、すぐに着替えるなどが示されております。県が示した工程表、参考資料とし

てお配りしましたが、これはロードマップとして県が出した、３週間ごとですかね、６月１

日から18日、６月19日から７月の９日、７月10日から31日、８月１日以降と３週間ごとの区

切りで徐々に活動を拡大させる流れになっております。19日からは人の移動は自由というこ

とで、７月からは観光は全国にＰＲ、イベントも時期に応じて参加人数の基準を示しており

ます。政府が予定しているＧｏＴｏキャンペーンなども見据えた工程表だということなんで

すが、村の対応について伺いたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 新しい生活様式への取組であります。 

 基本的には、国や県が示したロードマップに沿っていかなければならないというふうに考

えております。新しい生活様式の実践例では、一人一人の基本的感染症対策、日常生活を営

む上での基本的な生活様式、日常生活の各場面別の生活様式、働き方の新しいスタイルが示

されております。詳しくは村報６月号に掲載いたしましたので、御確認を頂ければというふ

うに思っております。 

 これまでお願いをしてきました感染防止対策に加えまして、食事の方法や冠婚葬祭の実施
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方法、働き方についても触れられております。昨年までと同じような社会経済活動に戻すた

めには、議員御指摘のとおりワクチンの開発や治療法の確立を待たなければなりませんが、

新しい生活様式に取組ながら、今できる最大限の社会経済活動を維持をしていかなければな

らないというふうに考えております。 

 県が示したロードマップを参考に、村民センターの例えば大ホールは収容人員に制限をか

けるなど６月１日以降も村内各施設の事業について決定をさせていただきました。50％とい

うような、そんな施設、ホールの入場制限というのが出てまいります。その辺はきちんと守

りながらということでお願いをしてまいります。 

 こういった新しい生活様式、村民の皆さんの意識の向上が必要であります。折に触れて周

知を図ってまいります。そのために、飲食、接客業等々につきましては補助金も最終日に補

正予算として提出をさせていただきます。商工会等を通じて周知をしながら、多くの事業者

に活用ができればというふうに思っております。また、していただきたいなという思いもあ

るわけであります。 

 新型コロナウイルスの共存が始まっております。こういった中では、社会、経済活動を通

常に戻すためには、新しい生活様式の定着が鍵となってまいりますので、第２波、第３波が

ないよう、一人一人の行動、重要であります。意識の向上に努めて、村にできるだけ周知を

してまいりたいなというふうに思います。 

 宴会等につきましても、今日南みのわ新聞ですか、大芝荘の宴会場の様子が出ておりまし

たけれども、本当にこれは当面こういうことかなと。隣にお酌、前にも、届かないかなと、

こういう状況であります。しかしこれも、共存していくためにはときはやむを得ないかなと

いうふうに思っております。そんなことも定着していければと思いますので、よろしくお願

いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） そうですね、村民の方たちは今どういうような活動を始めればい

いかという、行政側もなかなか模索しながら、一日一日変わってきますんで、だと思います。

各種団体だとか、各区についてもそんな不安を抱えながら徐々に始めていこうという流れに

なってますんで、支援できるところはしっかり行政の支援をお願いしたいと思います。 

 次に、学校関係についてお伺いします。 

 午前中、学校生活については教育長のほうで丁寧な答弁がありましたんで、私のほうは、

資料入れてありますが、熱中症予防の行動についてと、あとは中学の部活動関係の大会が、

全国大会だとか県大会は中止に早々なってるわけですけれども、ただ、３年生についてはそ

こを目標に頑張ってきたと思います。運動系も文科系もそんな流れになっていると思います

が、そこら辺の取組。 

 感染症を予防する中で、今日も暑いんですけれども、もっと暑い時期に向かっていきます。

マスクをつけての生活で熱中症予防の対策、大変難しいと思いますが、そんな取組がどうな

るか。 

 あとは運動系、文化系も含めて最終日を飾るべき３年生の大会等についてどんなふうなお

考えを持ってるのか、また、指導者、保護者、選手への周知はどんなふうにするのかという

ところをお伺いしたいと思います。 
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議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 百瀬議員、小中学校での対応ということでお答えいたします。 

 今お話がありましたように、三澤議員さんへのお答えの中で多くのところが入っているの

で、今後のというところでありますけれども、マスクの着用については国のスポーツ庁のほ

うから事務連絡がきております。例えば、体育の時間はマスクをしなくてもいい。人と話す

ときとか、そういうときの必要性は問いながらということで、熱中症も十分留意しながらと

いうことでいます。 

 学校のほうも実は、エアコンを回しながら、昨日中学校の３階とかは窓を開けてというそ

ういう状況があります。換気をしながら室温を下げる、そういうようなことで実際に対応し

ていく。そこを学校と教育委員会事務局、連絡を取りながら進んでいきたいなというふうに

思っております。 

 ８月の１日から18日が夏休みでございますので、そこのところは御家庭でということにな

りますが、登校日のところはそこに十分留意しながらというふうに思っております。よろし

くお願いします。 

 それから、今の子供たちの部活に関してなんですけれども、議員お話されましたように、

本当に一生懸命やってきた子供たちが、ここで大会ないよとか目標がなくなっちゃう、甲子

園の話もありますし、実際に今日の新聞には、県では高校総体に変わる代替の大会をという

ようなニュースもありましたけれども、中学校に関しましては３年生のまとめの大会を何と

かできないものか、そういうことで郡の校長会、それから郡の中体連、それから後押しの形

で郡の教育長部会、教育委員会も動き、運動系の部活は感染防止に努めながら８月の１日、

２日、８、９、10に郡の大会を行うことが決まっております。各校では５月25日から部活動

が動き出しておりますので、目標に向かって励む姿があります。感染が落ち着いた中、生徒

にとって本当によい大会ができることを切に願っているところでございます。 

 文化系の部活の生徒にとって、今お話もありましたが、発表の場をどうしていくか、文化

祭、学校の文化祭、若竹祭の持ち方とも絡むところもありますし、あるいは近隣の学校等の

合同練習の絡みとか、あるいはその発表をどうするか、吹奏楽部とか、あるいは合唱とか、

とかとか。いろんなところがあるわけですけども、子供たちの願いをしっかり受け止めなが

ら、今後検討していくということで現時点はいる状況でございます。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 大変、ちょっと難しい取組になると思いますけれども、子供たち

に多少なりとも希望を持って発表できる場、また実力が発揮できる場というところをつくっ

ていただければと思いますんで、お願いしたいと思います。 

 県と日赤病院が共同で出したというお手元に資料配りましたが、３つの感染症というこの

資料があります。今回参考資料でつけておりますんで、第１「病気」、第２「不安」、第３

「差別」、この３つの感染症をみんなで乗り越えていきましょうという啓発のものになって

おります。確かにそうだなというふうに読ましていただきました。 

 この中の中で、改めて気づいたことがあります。人との接触が制限される中、見えてきた

ことがあります。「大切なものは目には見えない」星の王子様の１節です。文豪トルストイ
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が書き留めた詩人ソローの言葉「夜の闇の中に星が見えるように、苦悩の中にこそ人生の意

味が見えるものである」。金子みすゞは、「昼のお星はめにはみえぬ。見えぬけれどもある

んだよ、見えぬものでもあるんだよ。」見えないもの、大切なものを見ようとするまなざし

は世界共通です。命を守る医療関係者を始め、コロナ禍の中で奮闘される全ての皆様に感謝

申し上げます。見えないもの、大切なものを改めて気づいた私たちは、今後よりよい社会建

設が求められると思います。 

 以上で質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、１番、百瀬輝和議員の質問は終わります。 

 なお、２名の議員の質問が残っていますが、あす11日の午前９時から一般質問を続けると

いたしまして、本日はこれにて散会します。 

 お疲れさまでした。 

事務局長（松澤 さゆり） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまでした。 

 

   散会 午後 ４時１６分 
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議 事 日 程（第３号） 

令和２年６月１１日（木曜日） 午前９時００分 開議 

 

第１ 一般質問（質問順位第７番から） 

      ３番  原   源 次 

      ２番  山 﨑 文 直 
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○出席議員（１０名） 

 １番 百 瀬 輝 和   ６番 都 志 今朝一 

 ２番 山 﨑 文 直   ７番 加 藤 泰 久 

 ３番 原   源 次   ８番 小 坂 泰 夫 

 ４番 藤 城 栄 文   ９番 三 澤 澄 子 

 ５番 笹 沼 美 保  １０番 丸 山   豊 

 

 

○欠席議員 

   なし 

 

○説明のため出席した者 

村 長 唐 木 一 直  住民環境課長 清 水 恵 子 

副 村 長 原   茂 樹  健康福祉課長 伊 藤 千登世 

教 育 長 清 水 閣 成  子育て支援課長 唐 澤 孝 男 

総 務 課 長 堀   正 弘  産 業 課 長 出羽澤 平 治 

地域づくり推進課長 田 中 俊 彦  建設水道課長 藤 澤   隆 

会計管理者 松 澤 厚 子  教 育 次 長 伊 藤 弘 美 

財 務 課 長 唐 澤 英 樹  代表監査委員 原     浩 

 

 

○職務のため出席した者 

   議会事務局長   松 澤 さゆり 

   議会事務局次長   髙 木 謙 治 
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会議のてんまつ 

令和２年６月１１日    午前９時００分 開議 

 

事務局長（松澤 さゆり） 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」〕御着席ください。〔一同着席〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまです。 

 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。 

 日程第１、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します。それぞれ的確な質問、答弁をお願いいたします。 

 議席番号３番、原源次議員。 

３  番（原  源次） おはようございます。 

 ３番、原源次です。通告しました２項目について質問します。 

 世界的に猛威を振るっている新型コロナウイルス感染症は、いまだ留まるところを知りま

せん。昨日現在、世界で感染者約723万6,000人、死者41万1,000人です。日本では感染者１

万7,268人、死者920人です。何か国かは、感染に一応めどが立っていると思われますが、ま

だまだ世界では猛威を振るっていて、収束するめどは立っていません。 

 日本では、４月７日に感染者が急増している地域を中心に、緊急事態宣言を発令しました。

その後、４月16日に全都道府県に拡大、５月14日39県で解除、その後５月25日に緊急事態措

置の終了が宣言されました。でもその後、緩やかではありますが、感染者が発生しています。

緊急事態宣言で休業を余儀なくされた企業、飲食店などは、大変な売上減少で大変御苦労さ

れています。国からの支援、また村独自による支援等があり、急場をしのぐ形になっており

ますが、まだまだ普通の生活に戻ることは困難だと思います。 

 また、第２波になる可能性も多々あります。このまま続けば経済、生活も破綻しかねませ

ん。国が推進する新しい生活様式への対応や、それに伴う村独自の支援が必要です。中でも

中小企業、障がい者、ひとり親世帯、農業者などに手厚い支援が必要と思うが、特に村長は

競争する気はないと言ってましたが、他市町村に対抗する必要はないが、心のこもった弱者

救済をどのように考えているか、お尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ３番、原議員の御質問にお答えをいたします。 

 新型コロナウイルス感染症に関する質問でございます。 

 御指摘のとおり、新型コロナウイルス感染症に関しましては、全国で緊急事態解除宣言が

なされ、それ以降、順次経済活動が始まってきている段階であります。しかし、その後にお

きましても、北九州市では市長から第２波の真っただ中になるとの発言があったり、また東

京都においても感染者の増加により、６月２日東京アラートが発令されました。まだまだ予

断が許されない状況が続いておるというふうに思っております。 

 支援の継続についてという御質問でありますが、事業者あるいは個人への支援策につきま

しては、国、県、村それぞれの段階におきまして、様々な支援策が用意をされておるという
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ところであります。国の第２次補正予算も間もなく決定をしてまいります。家賃補助が始ま

ってまいりますし、持続化交付金も多少もたもたしている部分がありますけれども、早く支

給になればというふうに思っておるところでございます。 

 村では、事業者向けに有利な制度資金の拡充や、影響の自粛や時間短縮の要請に協力して

いただいた事業所や、売上が落ちた事業者への家賃補助、あるいは個人への支援につきまし

ては、高齢者や障がい者、低所得者への給付金の支給、また全ての住民への商品券配布など

に取組んでおります。支援の継続このことは御指摘のとおりだと思っております。追加支援

も必要であるというふうに考えておるところであります。 

 商工会や議会からの提言もいただきました。それを受けまして、今議会に追加の補正予算

として、特に介護、福祉事業所、新型コロナウイルス感染症防止対策ということで、高齢者

や障がい者、子供を預かる施設として、新型コロナウイルスの感染防止に御苦労をいただき

ましたことに対する気持ちとしての支援金の支給、これからさらに重要となってまります新

しい生活様式へ対応するための政策、施設改修等に要する費用への補助を提出をさせていた

だきます。 

 新型コロナウイルスの対応につきましては、ワクチンやあるいは有効薬の開発に時間を要

すると言われております。息の長い対応が必要となってくると考えております。その都度財

政的な問題を考慮しながら、対応をしていかなければならないと思っております。まずは国

や県のこの第２次補正予算、県の補正予算、議会に諮っております。それらの状況を見なが

らその方針を注視しながら、必要性が生じれば議会に相談をしながら、さらに村の施策をや

っ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。 

 村にできること、限界もありますけれども、できる限り住民要望に応えていくという、こ

の姿勢は持っておりますので、また議会に相談をしながらということで御理解をいただきた

いと思います。特にこの中小企業につきましては、大変厳しい状況にあるという、このこと

は商工会のほうからも御報告をいただいておるところであります。今後どんな施策が必要で

あるかというのは、また商工会からいろんな問題を共有しながら、検討していく必要がある

というふうに思っております。商工会としては、追加の商品券等々の事業につきましては、

大型店使用という、このことが約７割を占めるという、こういう状況からその辺はどうした

らいいかということを検討しているようであります。こういったことがまとまれば、また村

もどうしていくのかという、こういったことも考えていかなければならないというふうに思

っております。 

 農業者につきましては、幸い本村の場合には水田農業、土地利用型農業が主力であります。

花卉を作っている皆さん、あるいは酪農の皆さん、厳しいことは厳しいというこういう状況

であるわけでありますけれども、特段いろんな要請、要望が上がってきていないというのが

今のところもの実態であります。それらを踏まえまして、また調査等もしていく必要がある

のかなというふうには思っておるところでございます。 

 いずれにいたしましても、これからまだまだ続いていくという、こういうことであります

し、第２波、第３波が来ないことを、これに対する万全の措置も取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。仮に第２波がこの冬に来た場合には、これは

大変なことになってしまうなという思いもあるところであります。インフルエンザのこの流

行期と重なってしまわないことは、これは大切なことかなと思っておるところでございます。 
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 村も様々な感染防止対策をしながら、経済活動をしていくこの支援をどうしていくのかと

いうことで、いろんな広報や周知をしながらというふうに考えておるところでございます。

また、相談をしながらやってまいりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） これから国とか県、第２の補正が決まるようです。それから村で

も決まるようですが、ぜひ継続支援ができますようお願いしたいとそう思います。よろしく

お願いします。 

 次にいきます。一つは災害が起きると避難者は住まいを失い、地域での生活を失った被災

者のよりどころとなります。また、在宅で不自由な暮らしを送る被災者の支援拠点となりま

す。いろいろな災害での避難所の様子を見ると生活の質には課題が多く、水、食糧、トイレ

等は不十分で暖房は限定的であり、狭い空間での生活によって多くの被災者が体調を崩す恐

れと隣り合わせであります。今年度村では各避難所に冷房施設、エアコンなどの改善は見ら

れていますが、今後は今頻繁に起きている中部山岳地震や東海沖地震、自然災害など多くの

危険をはらんでいると思います。 

 また、新型コロナウイルス感染症で、密にならないための避難所の運営は、大変な状況だ

と思われます。今後起こり得る第２波の予想の中、併せて自然災害での避難所の備えは、国

とか県でも避難方法は新たに策定しておりますが、村としてはどのような計画や運営方法か

をお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 避難所の運営計画の問題であります。 

 新型コロナウイルス感染に伴いまして、災害が起きたときにどうするかというのは本当に、

喫緊の課題でありますし、頭の痛い課題でもあるところであるところであります。避難所に

おける新型コロナウイルス感染症の対応につきましては、５月26日に改正されました長野県

避難所運営マニュアルを参考に、準備を進めておるところであります。このマニュアルの中

では、避難所内の３密を防ぐための手段として、できる限り多くの避難所の開設、可能であ

れば親戚や知人宅での避難を検討、短時間であれば車内避難を可能にする等々が上げられて

おります。感染防止対策といたしましては、当然のことでありますが、手洗いやせきエチケ

ット等の基本的対策の徹底、衛生環境の確保、発熱の等症状が出た方のための専用スペース

の確保などが柱となっております。 

 村といたしましては、指定してある避難所を可能な限りの開設と、感染予防としてのマス

ク、消毒液や手袋、非接触体温計等の準備を行っております。この備蓄を今しておるところ

であります。また、先日開催しました自主防災会議防災会の連絡会におきましては、各避難

所の対策として十分な換気やスペースの確保のほか、既に備蓄してあるパーティションを使

用した飛沫感染対策を考えたレイアウトづくりをお願いをしたところであります。 

 毎年防災訓練が行われておるところでございます。９月に行う予定となっております。今

年度は対住民向けの訓練としては、３密を避けるため情報伝達を中心に実施をしていきたい

というふうに、今のところ考えておるところであります。自治防災組織と職員を中心に本部

の訓練あるいは、地域の自主防災の訓練は、各地区の公民館、本部といたしましては村民体

育館や小・中学校の体育館、村公民館を対象に避難所運営としての訓練を実施をしたいとい
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うふうに、考えております。 

 ソーシャルディスタンスを行った場合、何人の避難者が可能なのか、およその人数把握が

必要となってまいります。標準的な世帯２人から４人の組合せ、平均的な人数を出していく

必要があるというふうに思っておるわけであります。人数把握のための訓練を実施できれば

と考えておるところでございます。これは本部といたしましては、今申し上げましたように、

村民体育館と小・中学校の体育館、それから村公民館ということで４か所、各地区におきま

しては、公民館でということでお願いをしてまいります。 

 その値を基にしまして、その他の避難所につきましては建設建物の面積によりまして、人

数の把握を推計をしながらというふうに考えておるところであります。今後の避難所運営の

参考にしていければと思っております。もちろん、このことは災害の規模や災害の種類によ

って異なってまいります。しかし、およそのソーシャルディスタンス等々を実施した場合の

人数把握というのは必要でありますので、ぜひ実施をしてまいりたいなと、今計画を始めた

ところであります。 

 実際に起きた場合は、本当に大変だなという思いはあります。問題は、避難所の数が増え

れば避難所運営に当たれる人を人数を確保できるのかどうか、このことが一番課題となって

くるところであります。村の職員は限られております。多くの避難所を分散をしなければな

らないという、こういう大きな災害が発生した場合には、どうそれを分散をしていくのか、

そういったことも考えていかなければなりません。また、多くの村民の御協力をいただかな

ければならないところであります。災害が長引けば、避難所を御協力いただける方というの

はかなり減ってまいりますので、そういった皆さんがどのぐらいいるのかという、このこと

も把握をしていく必要があるというふうに思っておるところであります。 

 そうした検討を始めていく一つの初年度となってまいります。また、多くの皆さんのお知

恵もお願いをしていかなければならないと思っておりますし、何よりも地域住民の協力がこ

れは不可欠であります。職員だけでは160人の職員だけではどうにもならないという、こう

いうことがあるわけであります。消防団につきましても、今180人ちょっとということで、

定員を50人弱ぐらい割り込んでおるのが実態であります。本当にこれは弱った問題だなとい

うことでありますけれども、実態としてはそういう実態でありますし、消防団につきまして

は、現場での作業というのに当たっていただかなければならない面もあるところであります

し、約その内の３分の１弱が役場の職員でありますので、消防団で活動できる人数というの

は、かなり絞り込まれてしまうという、こういうことも考えていかなければならないという

ふうに思っております。 

 そういったことを考えますと、何よりも自主防災会や地域住民の一体となった協力、これ

をどうしていくのかという、どう取りつけていくのかという、こういったことも考えていく、

こういうきっかけにしたいなというふうに思っておるところであります。これから梅雨の時

期に入ってまいります。梅雨も報道によりますと、今日にでも入るんではないかというよう

な報道もなされておるところでありますけれども、出水期を控えた啓発記事を配付をいたし

ました６月村報でありますけれども、今後は住民の皆さんの周知に努めてまいります。また、

避難所ではできる限り対策を講じてまいります。住民の皆さんには、新型コロナウイルス感

染症にちゅうちょすることなく、避難をしていただくようにお願いをいたします。 

 避難所の訓練はそういったことで今考えておりますし、このほかに福祉避難所の部分とい
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うのもあるわけでありますので、この連携というのも必要になってまいります。昨年はおか

げさまで避難勧告や避難指示を出した事例はありませんけれども、自主避難で公民館を開け

ていただいた区もあるところであります。その辺も踏まえまして、新型コロナウイルス対策

の対応ということも自主防災会には、お願いをしてまいりたいと思っております。必要な備

品等につきましては、配付をしていく予定でございます。 

 また、この時期にいわゆる密を避けるという、家族の部分でどう入れるのかという。テン

トの購入もわずかでありますけれども、50組でありますけれどもさせていただく、こういう

ことでいるところであります。これは予算化はしてありませんけれども、入札差金で何とか

なるという、こういうことでありますので、発注をということで今しておるところでござい

ます。 

 そういったあらゆる設備を用いながらという、こういうことになろうかと思います。仕切

り板をどうしていくのかという、このことが一番問題になりますし、本当にスペースでどの

くらいは入れるのかなという、このことをまずつかんでみますので、それからいろいろな対

応を考えさせていただきたいというふうに思っております。また、災害になれば議員の皆さ

んの本当に御協力をいただかなければやっていけないという、こういうことでありますので

よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） 幸い本村では大きな災害がなく、避難所開設もあまり聞きません

けれども、住民全てがよい環境で過ごせますように、前向きに取組んでいただければと思い

ます。よろしくお願いします。 

 次に、福祉入浴券について質問します。 

 私は、今年70になりました。自分じゃそんな認識はありませんけれども、いきなり福祉入

浴券が送られてきました。大変ありがたく思います。村では大芝荘、大芝の湯での入浴を楽

しんでいただきたいという趣旨で交付されています。趣旨内容につきましては、昨日同僚議

員から資料が示されましたので改めて言いませんが、省略させていただきますが、福祉入浴

券の発行枚数、利用状況を質問します。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 福祉入浴券の質問でございます。 

 昨日も申し上げましたが、福祉入浴券につきましては、大芝荘と大芝の湯での入浴を楽し

んでいただきたいという趣旨から、村内に居住する70歳以上の方、あるいは障がい者の方を

対象に、１人につき年間５枚を交付をしております。令和元年度の対象者は3,060人で、１

万5,300枚を交付をいたし、8,867枚が利用されております。利用率でいいますと58％ぐらい

で低いところであります。けして高い利用率とは言えないというふうに思っております。 

 昨日も申し上げましたけれども、いろんな御意見を寄せられておりましたので、寄せられ

た御意見を参考に今年度一部見直しをしました。こういった見直しをした状況をまた検証し

ながら、さらに利用率が上がるように検討をしていく予定でございます。70歳以上の方とい

うことであります。70歳がいいのかどうかという、こういう御意見もあるところであります

けれども、私も５枚いただいております。これが来ますとうれしいなというこの気持ちより

も、がくんとする気持ちのほうが先に来るわけです。ああ、そんな年になったんだなと。今
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年で２回目の配付がありました。昨年は全て５枚使わせていただきましたけれども、我が家

は10枚来るわけでありますけれども、５枚は残してしまいました。私が使うわけにはまいり

ませんので人の分も。こういった部分もあるわけであります。いろんな御意見も聞きながら、

また利用しやすいように考えておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） 私はせっかくですので、積極的に利用させていただきたいと思っ

てます。村民の皆さんも70歳以上で権利のある方は使っていただけると思います。 

 その次に行きます。近所の対象者にお聞きすると、あまり利用されていないということで

したが、今お聞きすると58％利用されているようですが、せっかくの交付ですので、できる

限り利用されたほうがよいと思われます。昨日入浴券の利用控除方法について、同僚議員か

らもありましたが、今年度見直しをするということでありますので、その辺を頭に入れても

らうことと、私は他市町村でも、同じような福祉政策が取られてると思います。箕輪町、伊

那市についてもですが、村の施設を利用することは理解できますけれども、入浴券が何より

利用されるように、利用率が上がるように、例えば箕輪町のながた荘、伊那市のみはらしの

湯など、同様に利用できるようにし、お互いに利用促進を図って利用率向上のために、また

利用者の気分転換にもなると思われます。そうすることで他市町村との連携がどうか質問い

たします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 他市町村との連携の御質問であります。 

 これは、市町村によって違うという部分があるわけでありまして、その違う主な理由であ

りますけれども、様々な福祉サービスをそれぞれ行っておりますけれども、自治体によって

は総合福祉券という名称で、タクシーの利用だとか、訪問理美容だとか、介護用品購入、あ

るいは今言われております温泉施設を利用できる券、こういった券を交付をしている自治体

もあるわけであります。一部ではありますけれども、大芝荘や大芝の湯でも利用できるとい

う他の市町村も、これはごく一部での自治体の分は利用できるという、こういうことになっ

ております。 

 村では、同一の福祉券での対応がありませんが、それぞれ同様のサービスがあり、利用を

していただいておるところであります。本村の場合は、入浴券は入浴券で、タクシー利用券

はタクシー利用券でというように、区切られた利用券を配付をしておるという、こういうこ

とであります。そんなこともありまして、総合ということではありませんので、近隣の市町

村では利用をいただけないという、こういうことにしておるところであります。 

 そもそも、この福祉入浴券というのを作ったときは、村内の施設である大芝荘、大芝の湯

で入浴を楽しんでいただきたいという趣旨から交付をしたところであります。したがいまし

て、今のところは他市町村との連携は考えていないということであります。 

 福祉のこういったいろんな利用券につきましては、様々な形態があるところでありますの

で、この辺も常に研究していく必要があるなというふうに思っております。総合的な福祉券

こういうことがいいのか、あるいは今のような個別の福祉券でいいのか、それぞれ検討する

時期に来ているのかなというふうには思っておりますので、その辺はまた柔軟な対応もして

いく必要があると思っております。しかし、今のところは福祉入浴券は今年度から改正をい
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たしまして、この状況を見てまいりたいとこと、総合的な福祉券ということになれば、若干

時間を要するという、こういうことでありますのでまた検討はしてまいります。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） ぜひ、検討の機会に入れていただければと思います。 

 先ほども言いましたが、その交付の通知を見ました。裏の面も見ました。大体福祉行政と

いうか、今まで私はあまり興味がなかったのでいけませんが、いろいろ利用できるようなこ

とが書いてありました。ぜひ、村民の皆さんもそういうプリントに目を通していただいたり、

それから村でも周知徹底するように広報等で宣伝していただければと、利用者が多くなるよ

うにということでお願いしたいと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、３番、原源次議員の質問は終わります。 

 ただいまから９時40分まで休憩といたします。 

   休憩 午前  ９時３０分 

   再開 午前  ９時４０分 

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

 議席番号２番、山﨑文直議員。 

２  番（山﨑 文直） こんにちは。議席番号２番、山﨑文直であります。ガードしてま

すので頑張って、最後の６月議会の一般質問をしたいと思います。よろしくお願いします。 

 初めに、今回の新型コロナの、これはいまだかつてない大災害とも言えるような状況であ

りますけれども、この間国や県のほうでもいろいろ施策をされてますけれども、一番大事な

現場で取組んでいます理事者を初め、職員の皆さん、大変本当に御苦労さまです。昨日の話

でもありましたように、担当の課だけでなく、役場全体からもそれぞれの職員の皆さんが応

援に行って、手続等をされているということで、非常に心強く思ったところであります。ま

だまだ続く訳ですから、引き続きよろしくお願いをしたいと思います。地方自治の生命であ

ります村民の安心と安全を守るために、よろしくお願いしたいと思います。 

 そして、本議会では各地の議会でもいろんな対策がされております。中には一般質問を取

りやめるという議会もありましたし、短くしたりですとか、本村も傍聴の皆さんについては、

間を取ってという対策をしてますけども、傍聴そのものをできないという、これはちょっと

地方自治の本分にとって、そこまでやるのはおかしいんじゃないかと、私が個人的に思いま

すけども、この村におきましては、理事者を初め一般質問全員の方が質問に対して、真摯に

答弁対応していただくところは、非常にこれはありがたいことだなということで思います。 

 そういうことで、今回私は３項目について質問をいたします。 

 一つ目の項目であります。唐木村長、連続４期目の最終年に向けての決意ということで、

開会日のときにも話がございました。顧みますと、村の歴史の中で連続４期で村政のリーダ

ーを務めるというのは、初めてではないかなというふうに思います。私もかつて、唐木村長

で８人の村長に仕えたというか、関わってきたところですが、その中でもこの近い中でも唐

木村長が４期連続ということで、南箕輪始まって以来だなというところであります。 

 長期にわたるということは、前向きによきに考えれば、その村長の思いが思い切って施策

を推進をしていくということができる、そういうことにもなります。半面、中にはワンマン
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体制になって悪い面が出てくる、そういう危険性もあります。そういう意味で後ほど村長の

この４期に対する思いを語ってもらいたいなというふうに思います。 

 ３月の新年度の予算の審議の折にも、多くの事業が示されました。非常にその時点でもこ

れからも頑張っていくかなという思いをしたわけですけれども、その後のコロナの対策の中

で、なかなか思ったように予定した事業が進まないという部分もあろうかと思います。そう

いうことで、非常に取り組みにくい状況もありますけれども、最終年を迎えるということで、

若干取組の過去を振り返りながら、この１年への村政遂行の決意を改めてお聞きしたいと思

います。よろしくお願いします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 山﨑議員の御質問にお答えをいたします。 

 私自身の問題も含めてのということであります。本当に時間がたつのは早いなと感じてお

るところであります。平成17年４月16日に村長に就任して以来、４期目もあと10か月となっ

てまいりました。４期目の最後の年をしっかりと締めくくりをしなければと思っておりまし

たけれども、新型コロナウイルス対策に追われて２か月が経過をしてしまいました。15年間

を振り返る間もなく、４期目の３年間を振り返る間もなく、現在も感染症予防への対応、村

民生活への対応、厳しい状況下にある企業支援対応に追われておるというのが実態でありま

す。さらに国、県の追加施策を見ながら、下支えをしていかなければならないと思っており

ます。 

 さて、私自身のことでありますけれども、今までも申し上げてきましたけれども、当初は

私に課せられた大きな課題、二つというふうに申し上げてまいりました。この対応でありま

す。そしてその時々の選挙時に申し上げてまいりました様々な公約、マニフェストの施策の

実現のために、不十分な面も多々あったと思いますけれども、自分なりに努力はしてまいっ

たところであります。 

 まずは、大きく課せられた二つの課題、これは常に申し上げておりますのですけれども、

もう一度申し上げたいなと思っております。このことが基本になって、それぞれの施策の推

進がなされておる、こういうことであります。 

 私が村長選に出馬したときは、合併論議を経ての後でありました。住民の皆さんが南箕輪

村でいくと、自立を決定してからの村長選挙でありました。したがいまして、自立に向けて

の持続可能な村づくり、このことをどうやってやっていくのか、こういうことでありました。

そのためには私は健全財政の確立、このことが大事だろうということで、お話をさせていた

だいたし訴えてまいりました。 

 またもう一つは、政争の村と言われてきた村を穏やかな村にすることでありました。私も

職員として長年勤務をしておりました。その時々の政争には本当に弱ったなという思いもし

ながら、職員時代を過ごしてきたところであります。 

 そんな二つの課題でありますけれども、持続可能な村づくり、健全財政の面におきまして

は、財政指標も健全財政の範囲内であります。各種積立金も就任時と比べまして、12億円程

度の積み増しができたところであります。借金も増えましたけれども、基金も増えたという

ことであります。 

 また、二つ目につきましては、多くの皆さんから穏やかな村になったとのお声も聞かれる
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ところでございます。そういったことを勘案すれば、一定程度は達成できたんではないかな

というふうに思っております。 

 また、４回の選挙におきまして、多くの公約を掲げさせていただきました。一貫してのメ

イン施策は、働きながら子育てのできる環境づくりでありました。子育て支援ということで

言われておりますけれども、私自身は働きながら子育てをする環境づくりをつくりたかった。

この思いで、４回の選挙を戦ってきたところであります。この面におきましても、子育てを

するなら南箕輪村でとの口コミもあり、若い皆さんの転入が多く、人口も順調に増加してお

り、自然増もあり、年少人口比率、生産年齢人口比率も県下一高く、多くの自治体が人口減

少に悩んでいることを考えれば、一定の成果は上がっているんではないかなというふうに、

これは思っております。 

 そのほか、様々な公約を掲げさせていただきました。あくまでも、健全財政の範囲内でと

いうことで取り組んできたところであります。計画行政ということを以前からやってまいり

ましたので、その計画行政に沿いながら、実施をしてまいりました。 

 その中でも特に私の強い思いで、計画になかった事業も入れさせてもらったのがあります。

その一つが「療育施設たけのこ園」の建設であります。３億円ほどかかりましたけれども、

どうしても発達障がい傾向のある皆さんをお預かりしながら、普通の保育園に一緒に通うこ

とができる、そういった施設を作りたかった、そんな思いで作らさせていただいたところで

ございます。 

 また、こども館の建設、これは放課後児童クラブの部屋が狭いというような、こういうこ

とから発展をしてこども館という面への建設となったところでございます。これもあまり計

画になかった部分で、作らせていただいたところでございます。そういった大型の事業もや

ってまいりましたけれども、この15年間を振り返ってみますと人口増加に伴う施設不足の対

応に追われた15年であったなと、保育園の増改築、小・中学校の増改築等々かなりの費用も

かけさせていただきました。今一定程度のそういった面というのは、達成ができておるとい

うふうに思っております。 

 あと、残されたところは、小・中学校の給食センターをどうしていくのか、これにつきま

しては、今年度中に一定の結論を出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

し、同時に郷土館の建設もその都度公約に掲げさせていただきましたけれども、ほかの事業

を優先するということで先送りになっております。これは少し難しいかなというふうに反省

もしておるところでございます。 

 この15年間一貫して考え方としては、行政というのは住民の安心安全、生活を守っていく、

このことが一番だろうという、この姿勢で取り組んでまいりました。また、地域の安全しか

りでございます。同時に産業振興の部分につきましても、柱としながら取組をしてきたとこ

ろでございます。おかげさまで企業の増改築、本村の場合にはあまり用地がございませんの

で、既存企業の充実ということで、増改築が行われたり、用地が広がったりということもあ

りましたし、農業施策におきましては、「風の村米だより」これは本当に長い時間がかかり

ました。ようやく金芽米というような、そういった部分で出荷ができるんじゃないかなとい

うところまできました。かなり面積も増えました。多額の費用も費やされましたけれども、

めどがついてきたのかなというふうに思っておるところでございます。 

 課題というのも、かなりあるわけでありますけれども、住民自治、住民意識の向上、この
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部分はまだまだだろうなというふうに思っておりますけれども、その中におきましても福祉

分野や環境分野で、かなりの団体も立ち上がって活動をしていただいておるところでありま

す。ようやく、そういった面も出てきたのかなというふうに考えておるところでございます。 

 15年間は、そんな15年間だったなというふうに思っておるところであります。また、４期

目の施策も今申し上げましたように、今人口増加に伴う施策施設不足の対応が柱となりまし

た。南部小学校の教室の増築によりまして、将来にわたって教室不足には、これはめどがつ

けることができたんではないかというふうに思っております。これから一番の問題は、給食

センター先ほど申し上げましたのと、同時に中学校今のままでいければいいのかなという思

いもあるところでありますけれども、その辺は十分検討していく必要があるというふうに思

っております。一気に60人から70人生徒数が増えてまいりますので、この対応を今のままの

部分でいければ一番いいなというふうに思っております。 

 今年度は御承知のとおり、有利な起債を利用しての防災研修センターの建設、これも計画

行政からは外れておりましたけれども、有利な財源があるうちにという思いでということで

あります。そんなことに手をつけることができました。この間時代は大きく変わってまいり

ました。人口減少時代となり、移住・定住を含め、特色ある地域づくりのための地方創生が

大きく打ち出されまして、様々な事業が展開をされておるところであります。これにものり

遅れないよ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し、またリニア中央

新幹線の開通、三遠南信自動車道の開通を見据えての地域づくりも広域的に始まっておりま

す。 

 さらには、ＡＩ、ＩＣＴの活用を含めた先端技術も活用していかなければならない時代、

いろんなことを考えていかなければならないと思っていた、その矢先の新型コロナウイルス

への対応となりました。苦慮しておりますけれども、本年度計画しました事務事業をしっか

りと完了させるために、全力で取り組んでまいります。 

 また、公約で申し上げた未実施の部分の方向性も、一定の方向性は出していきたいなと思

っております。心配は財源であります。コロナへの対応はもちろんでありますが、地方消費

税や法人村民税の落ち込みによる財源不足、大芝関連施設の閉鎖や回復までの赤字補填等々、

多くのことに対応していかなければなりません。悩みは尽きないところでありますけれども、

この危機を乗り越えていかなければならないという強い決意でおりますし、覚悟をしており

ます。そのためには、議員各位の御理解と御協力もいただかなければなりませんので、よろ

しくお願いをいたします。 

 感想といたしましては、施設人口増対応に追われた15年間であったということ、このこと

は本当にうれしい悩みであったなというふうに思っておるところでございます。皮肉なこと

に、人口が増えれば増えるほど財政がかなり窮屈になってくるという、この現象は訴えても

訴えても理解をいただけないという、こんな悩みもあったところでありますけれども、やむ

を得ないなというふうに思っております。これから残された10か月間しっかりと村政運営を

してまいりたいと、基本的には今までの気持ちを忘れることなくということで、やってまい

りたいというふうに思っておるところでございます。 

 後のことにつきましては、またこれからゆっくりとじっくりと考えていきたいなというふ

うにも思っておるところでもあります。ただ、先ほども申し上げました山﨑議員の質問にも

ありましたけれども、長期にわたるこのことがよい面と悪い面、両方があるところでありま
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す。したがいまして、この悪い面が出ないようにやっていく、このことが重要であるなとい

うふうに思っております。次を語るにはまだ早いもんですから、この辺に留めさせていただ

ければと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） ４期目の取組の中で力強い答弁もいただきました。その中でもこ

れからの小・中学校の給食センターや郷土館、そういったものもまだまだ出てくるわけです

ので、これからの残り期間も精いっぱい頑張って取り組んでいただきたいなと思います。今

日はこれ以上のことはお聞きいたしません。また、いずれかの機会もあるかと思います。 

 ２番目の項目に移ります。農業委員会の関係ですが、この今議会の初日のときに、農業委

員会の新しい農業委員の皆さん11名ですね。あと４名さんは推進委員ということで、11名の

農業委員に対しての議会の同意ということで、全会一致で同意をしてきたところであります。

で、農業委員の任命というのは、最初に制度が変わって、今回が２度目の任命ということに

なろうかと思います。そういう意味で農業問題や農業委員会を取り巻く情勢というのが、非

常にそれだけ難しくなってきてるんだろうなというふうには思います。 

 で、そこで注目したのは、その11人の皆さんの中で、認定農業者はわずか１名ということ

で、この農業委員会法の中の条文の中で、認定農業者を過半数を占めなければならないと、

それにはただしそれが無理な場合はというような感じで書いてはあります。これは南箕輪だ

けが、この認定農業者１人のみという傾向は、ほかの市町村ではどうなのかなというのも分

かれば教えていただきたいなというふうに思いますし、農業委員の役目というのは農地法の

農地の改廃だとか、あと土地改良法だとか、あと今のその中には再生可能エネルギーの関係

も関わってきます。南箕輪村の中にも太陽光エネルギーが、農地の中にどんどん入ってきて

いるような状況もあります。そういったいろんな法律の中に関わりながら、農業問題を進め

ていくというのが農業委員会の使命だと思います。 

 とりわけ本村の場合は、この信濃の国にうたわれてる伊那の平の中の一番広いところにあ

る村です。そういう意味では、まだまだ優良な農地がいっぱいありますけれども、これから

農業耕作の放棄だとか、そういうのも進んでいく中で、非常に難しい対応をしていくという。

そういう意味での農業委員の使命は、非常に大事かなということでありますので、この農業

委員会における認定農業者の比率をどうやって高めていくかということも、一つの大事なこ

とだと思います。 

 農業者の育成ということに対して、今までの取組の状況、それからこれからの計画で認定

農業者になった上で、なると融資の関係で有利とかそういうことのあろうかと思いますけれ

ども、これからわずか１名から少なくとも順に増やしていく取組が必要だというふうに感じ

ますので、この辺について項目ごとに分けてありませんけれども、取組の過去の状況から現

状、これからの取組の方針、この辺をお聞かせいただきたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 農業委員会における様々な御質問をいただきました。 

 農業委員会制度が改正になりまして、７月20日から改正になってから２回目の農業委員任

命をしていく、こういうことになりました。そのために今議会におきまして、農業委員の推
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薦ということで同意をいただいたところでございます。 

 農業委員会は11名の農業委員のほかに、農業委員会長が任命する農地利用最適化推進委員

４名がいます。新しい農地利用最適化推進委員も認定農業者が１人含まれておりますので、

農業委員に１人、この最適化推進委員の中に１人ということであります。そんな点は御理解

をいただきたいなというふうに思いますし、本村のそもそもの認定農業者でありますけれど

も、今年度５年間の認定期間の更新のタイミングでやめる方が多くいらっしゃいます。44名

から37名になってしまうという、こういう見込みであります。 

 本村の認定農業者は65歳状況の占める割合が、令和元年度末で40％と高齢化率も進んでき

ております。新たに認定される農業者よりも、やめられる農業者のほうが多くて、認定農業

者の数は今後も減少していく見込みであります。そのことは全国的な傾向であります。本村

のみならず、全国的な傾向ということで御理解をいただきたいと思っております。 

 農業委員のこの制度につきましては、認定農業者の意見を大切にしながら、そうはいって

も偏りのないバランスの取れた活動を推進する仕組み、農業をやっていない方もということ

で、農業委員にということになりました。そういった仕組みに改められたところであります。

ただ、今回同意をいただきまして新しく農業委員となる方には、年齢などを考慮して後継者

に経営を譲りまして、認定農業者の認定を辞退した方も１名おります。後継者に譲って自分

は認定農業者ではなくなったという、こういう方がおりますので、そこそこ認定農業者そう

いう方を含めれば、最適化推進委員を含めれば３人ということであります。 

 また、この再任される７名でありますけれども、農地利用最適化推進委員も同様な方とい

うふうに考えておりますけれども、大変地域内の信頼も厚くて農業に対する見識を有する

方々でありますので、そんな点は的確な農業委員活動ができるんではないかというふうに思

っております。 

 この認定農業者制度というのは、他産業並みの年間労働時間と生産所得を実現をしまして、

経営体が地域農業の中心を担う農業行動を確立するため、国が進めてきた制度であります。

大変農業の専業農家を中心としながらという、こういうことになりますけれども、更新とい

うのは５年ごとにあるわけであります。ここでかなり減ってしまうという悩みもあります。

しかし、そもそもこの認定農業者というのは、大規模な農業者に集約をさせていくことを念

頭に置いた制度であり、当村のような中山間の地域では、認定農業者となるような大規模農

業者への集約が進みにくい現状にあります。さらに村には、この集落営農組織の「まっくん

ファーム」があります。多くの小規模零細農家を含めて参加をしていただいて、村の農業を

支えてきていただいてきておるところであります。 

 ここには多くの農業者が参加をしておるということでありますし、このほかに農業生産法

人が複数ありまして、一昔前とは大分模様が変わってまいりました。さま変わりがしたとこ

ろであります。認定農業者を中核の担い手に位置づけながらという、このことは変わりませ

んけれども、それぞれが役割分担をしながら村の農業を守っていけるような、そんなふうに

考えておるところであります。 

 現在の村の農業というのは、この認定農業者の皆さんや、まっくんファーム、そして農業

法人の皆さんによって支えられておるというこういう実態。さらには退職をした後の兼業農

家としての皆さんに支えられているという、そういう面も数多くあるわけでありますので、

様々な形態を組み合わせながらという、こういうことが必要になってくるというふうに思っ
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ております。 

 ただ、新規就農者も探してというか、確保していかなければならないところであります。

そういった取組もしておりまして、様々な研修制度を利用しておる方もおりますので、そん

な点も御理解もいただければというふうに思います。また、村独自として認定農業者協議会

の活動支援を行っております。協議会活動を通じまして、農業用廃プラ処理、農業会計ソフ

トを導入への助成を行っておるところでございます。これからはいかにインターン制度とか

その他の制度を活用して、農業就農に結びつけるか、そういうことが大切かと思っておると

ころでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 農業認定者の最初の目標が大規模な農業経営をということで言わ

れてました。しかしながら、この南箕輪を初めとした長野県も、そんなに大規模な農業経営

という部分には合わない部分もあります。私も前々から家族農業というのも、大事なことだ

なというふうに思っております。そのほかに南箕輪としては一農業法人のまっくんファーム

が誕生しましたので、別に新たに１人の人が何町歩も土地を求めて農業をやっていくという、

酪農家の辺りはそういう傾向の部分もあるかと思いますけど、そういう意味では国の施策が

農業委員会の過半数を農業認定者で占めろということ自体が、ちょっと疑問を感じるなとい

うふうには、常々思っております。 

 ただ、こういう制度がございますから、今後の農業の部分で非常にこの南箕輪みたいなと

ころ、工業と住宅と農業とかそういうところが混在をして、その中でいかに農業を守ってい

くかという部分では、非常に難しいことをしていかないといけんだろうなという、この村の

特徴の中では、これからも農業認定者になる人を行政としても、支援をしていくということ

が大事かなと。中には娯楽だとかそういう部分でも、交流部分でも農業認定者の協議会の中

で知った人たちが集まってきて、交流できるようなそういうことも行政として考えていくこ

とも必要だろうなというふうに思います。 

 特に何か、これからの支援方法として考えている部分がありましたら、お聞かせいただけ

ればと思いますが、なければ今後の課題としてです。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） これからの分野で考えていることは、ということでありますけれ

ども、今のところ先ほど申し上げましたようなことでございます。ただ、常に新しい農業後

継者というのは育てていかなければなりません。インターン制度だとか、様々な施策を活用

しながらということでやって、これはしっかりとやってまいりたいなと思っております。 

 農業の一番は、高齢化で担い手がいないという悩みがあるわけであります。今一番本村の

場合で後継者のあるのは酪農家であります。これは若い皆さんが頑張ってくれております。

先ほど山﨑議員の質問にもありましたけれども、農村青年クラブの皆さんは、本当に和気あ

いあいとやっていただいており、本当に力強いなというふうに思っております。農業の衰退

という部分も言われておりますけれども、これは兼業農家、家族経営農業といいますか、勤

めながら農業をするという、この分野が非常に弱くなってきておるということ。いわゆる一

昔前は、みんなで農業をしておりましたけれども、今は親がしても息子はしないというこう

いう傾向がかなり強くなってしまっておるところであります。この辺はしっかりと考えてい
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く必要がありますけれども、まっくんファームという組織ができましたので、そこが主に担

い手となってやっていっていただく以外には、ないのかなと思っております。土地利用の問

題も出されました。本村の場合には、本当に複雑な土地利用をしていかざるを得ないという

ふうに思っております。ただ、農業として農地をしっかり守っていく分野というのは、守っ

ていかなければならないと。で、ほかの分野で活用できるものは活用していかなければなら

ないと、そんな考え方は持っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 農村青年クラブの話も出ました。まっくんファームの作業風景を

見ていますと、その青年クラブに所属してる若い皆さん、いわゆる農業の後継者の皆さんが

いろんな作業に出てきて活躍してるという部分も、それを見るときには非常に頼もしいなと

いうふうに思ってます。そういう意味では行政側としても、今後ともその青年クラブ、農業

認定者の若い皆さんの意見を吸い上げて、これからも認定農業者の皆さんが増えるような施

策をぜひそういう機会を設けながら、取組んでいただきたいなということを申し上げて、２

項目めの質問を終わりたいと思います。 

 ３項目めに移ります。観光行政ですね。このたび３月27日に、中央アルプス国定公園とい

うのが新たに指定をされました。前にも私質問しました。そのときにはどこが指定をされる

かという部分は、分かっていない時点でありました。私としては期待をしとったんですけど

も、中央アルプスというのは、南の恵那山辺りから、北は多分塩尻境の辰野町の北端の辺り

までを中央アルプスというふうに私は思ってはいたんですけども、今回の国定公園の中には

南箕輪が含まれなかったということで、それは非常に残念だなと。 

 この経ヶ岳は、中央アルプスの中で一番北にある高峰だということで言われておりますけ

れど、辰野町にしても横川峡だとか、蛇石とかありますけれども、その辺のところまでが国

定公園の中に含まれなかったということが、非常に残念だなというふうに思います。この辺

の経過が分かれば、またちょっとお話いただければと思いますけれども。 

 そうはいっても、この我が村の経ヶ岳付近一帯の飛び地は、村のこれからの観光資源とし

て開発できる唯一の場所であるというふうに思います。そういう点で、これからいろんな取

組をしてはどうかなという提案を含めての質問でありますが、この村の経ヶ岳付近はいろん

な本にもテレビにも出たことがありますね。南箕輪の飛び地というのが、40.2平方キロのう

ちの半分がこの飛び地だという自治体というのは、全国でもうちだけじゃないかなと。和歌

山県のどこかに市のところで離れたところに、ちょっとした飛び地を持っているところがあ

りますけれども、半分以上が飛び地を占めるという自治体というのは、恐らく日本ではここ

だけじゃないかなというふうに思います。 

 そういう意味では、そういう面白いという特徴をこれからも生かしていくことも大事なの

かなというふうに思います。そんな点で、一つの観光資源を開発していくという意味で思っ

たものでありますから、飛び地経ヶ岳付近を見ますと、従来からある権兵衛街道の遊歩道、

それからかつての旧361号線途中まで舗装になっております。今は別荘地か何かになってる

ようですが、ああいうところの資源も生かせないかなと。それから今は経ヶ岳の競歩だとか

バーティカルリミットで利用されている登山道、この一つの道も活用していくというのが大

事かなというふうに思いますし、特に大泉所のダムの湖の付近、かつてはあの辺ももうちょ
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っと広々として、木も少なくなったとか、大分豪雨とかそういうのでダム湖も小さくなって

ますし、あの辺の平だったところもえぐられて、利用しにくいというようなのが見受けられ

ます。そういう点で大芝辺りは開発が進んで、マウンテンバイクのコースもいっぱい出てき

ましたけれども、残るはこの大泉所だとか経ヶ岳付近を観光資源として、長期的に開発整備

していくということも、重要かなとこういうふうに考えますので、この辺についての考えを

お聞きしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 大泉所、経ヶ岳旧361の質問でございます。 

 なぜ国定公園化に含まれなかったかということであります。植生がかなり違い過ぎるとい

うこと、全く違うということであります。それから県立公園の部分がほぼ国定公園化された

という、もともと経ヶ岳付近部分を含めて、県立公園にはなっていなかったということもあ

るわけでありますし、国定公園になれば規制もかなり厳しくなってくるという、このことも

一つの要因であったところでございます。残念な部分はありますけれども、規制を考えずに

いろいろなことができるなという、そういう部分はあるわけでございます。 

 観光地としてということでありますけれども、今のところは全く考えておりません。これ

はそれだけの余裕があれば、まだまだやらなければならない事業というのは、数多くあるわ

けでありますので、そういったことが一定の整備ができて、財政的にゆとりがあれば考えて

いく必要はあるというに思っております。今はできる範囲でやっていくという、こういう考

え方を持っておりますので、その辺はぜひ御理解もお願いをしたいというふうに思います。 

 この問題も、かなり質問も出るところでありますけれども、費用がかかり過ぎて効果がか

なり少ないという、こういうことでありますので、ぜひその辺は御理解をいただきたいとい

うことであります。一番いいのは、観光地の中でお金を落としていただける算段がつけばと

いう、こういうことであろうかというふうに思います。飛び地であるがゆえに、なかなか難

しいところもあるという、そういう面もあるところであります。できる範囲で整備をしてい

くという、こういうことで考えております。よろしくお願いをいたします。 

 旧361につきましても、これはかなり整備をしていかないと完全な通行というのは無理で

あります。一冬でかなりの崩れるところが出てまいります。毎年毎年その繰り返しをしてい

って、本当に採算性が取れるだろうかということも考えていかなければなりませんので、そ

の面も御理解をいただきたいなというふうに思います。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 一番最初の話に戻りますけれども、いろんなまだ村で取り組まな

ければならない事業が多々あるということですので、できる範囲で進めていくと。これは仕

方がないかなというふうに思いますが、開発が無理ということだけではなくて、あそこには

豊かな宝が眠っているというふうに思って、長い目でこれからも取組んでいただければとい

うふうに思います。ボランティアの皆さんたちも活躍できる部分がありますので、その辺の

支援も含めて頭の中に置きながら、外に向かって南箕輪の飛び地、経ヶ岳こういったところ

があるよというＰＲを、みんなでしていければいいなというふうに思います。 

 ということで、今日の今回の一般質問、私の質問をこれで終わりたいと思います。御苦労

さまです。ありがとうございました。 
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議  長（丸山  豊） これで、２番、山﨑文直議員の質問は終わります。 

 以上で一般質問を終わります。 

 明日12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しました。本日はこれで散会いたします。 

事務局長（松澤 さゆり） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまでした。 

 

   散会 午前１０時２７分 
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議 事 日 程（第４号） 

令和２年６月１２日（金曜日） 午後３時００分 開議 

 

第１ 議案第17号                            提案～質疑 

 

第２ 請願・陳情の採決（審査結果の委員長報告）             質疑～採決 

 

第３ 発議第１号～第３号                        提案～採決 

 

第４ 議案第１号～第12号、第14号、第17号                提案～採決 

 

第５ 継続調査事項 

 

 



112 

○出席議員（１０名） 
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会議のてんまつ 

令和２年６月１２日    午後３時００分 開議 

 

事務局長（松澤 さゆり） 御起立願います。〔一同起立〕こんにちは。 

〔一同「こんにちは」〕御着席ください。〔一同着席〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまです。 

 ただいまの出席議員数は10人です。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、追加議案、意見書案が提出されました。それに伴い議会運営委員会が開催されてい

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、御苦労さまです。議会運営委員会の報告をい

たします。 

 本日、追加議案と意見書案が提出されたことに伴いまして、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、報告します。 

 追加議案が１件、発議が３件提出されていますので、この件を本日の会議日程に加えてし

たいと思います。 

 以上で、議会運営委員長報告を終わります。 

議  長（丸山  豊） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、追加議案１件、発議

３件を本日の会議日程といたします。 

 日程第１、追加議案の上程を行います。 

 議案第17号「令和２年度南箕輪村一般会計補正予算（第３号）」を議題とします。 

 職員に議案を朗読させます。松澤事務局長。 

事務局長（松澤 さゆり）  朗読 

議  長（丸山  豊） 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「令和２年度南箕輪村一般会計補正予算（第３号）」

について提案理由を申し上げます。 

 本案は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う、村の独自施策の費用などが主なものであ

ります。 

 歳入では、新型コロナウイルス感染症対策のための保育園放課後児童クラブ等に対する支

援補助金、歳出では、福祉施設への応援金及び新しい生活様式対応補助金などが主なもので

あります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ375万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそ

れぞれ83億6,954万4,000円とするものであります。 

 細部につきましては、副村長及び担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議を

頂き、御決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 原副村長。 
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副 村 長（原  茂樹） 議案第17号「令和２年度南箕輪村一般会計補正予算（第３号）」

の細部説明を申し上げます。 

 本補正は、第１条の歳入歳出予算の補正のみで、新型コロナウイルス感染症関連の補正と

なります。 

 歳入から御説明をさせていただきます。 

 ６ページを御覧をいただきたいと思います。 

 国の補正予算によります、新型コロナウイルス対策の補助事業に係ります補助金を計上す

るものでございます。 

 16款２項３目２節、説明18の保育対策総合支援補助金は、保育園事業に対するもの、説明

19の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金は、こども館で実施をしております放課

後児童クラブの事業に対するもので、いずれも補助率が10分の10のものでございます。 

 次の、10目３節、学校保健特別対策事業費補助金は、小中学校３校の教育に対するもので、

補助率が２分の１でございます。 

 おめくりを頂きまして、歳出でございます。 

 ３款、民生費の１項１目、0301社会福祉総務事務の18節、新型コロナウイルス感染症対策

福祉施設応援金でございますが、新型コロナウイルス感染症による様々な影響の中で、入所、

通所、訪問のサービス提供を続けていただいております村内の介護施設、障がい者福祉施設

に対し、応援金を交付し支援をするものでございます。16の施設に対しまして、それぞれ20

万円を交付いたします。 

 次の、２項２目、0340保育園運営事業の各節の追加でございますが、国庫補助事業により

まして、各保育園での対策に必要な消毒液やテーブル等を購入をするものでございます。 

 次の３目、0345こども館運営事業も同様に、国庫補助事業によります放課後児童クラブの

運営に必要な消耗品の購入でございます。 

 次のページ、７款、商工費の１項２目、0702商工振興事業の18節でございますが、村内の

小売業、飲食業などの事業者で店舗の改装や備品の整備等を行って、適切な感染予防対策を

宣言をして事業継続を目指される皆さん、そうした皆様に新たに新しい生活様式対応の補助

金ということで制度を設けまして、助成をするものでございます。補助率は補助対象経費の

３分の２、上限10万円といたします。 

 次の３目、0703観光振興事業の18節、大芝観光事業補助金でございますが、大芝の大芝荘

につきましては、村の観光分野での重要な役割を果たしておるところでございますが、新型

コロナウイルス感染症による影響が３月以降甚だしく、４月からは要請によります休業もあ

りましたので、大きな損失が発生をしております。業績の回復を期待するところであります

が、運転資金も不足をするという状態でございますので、３月、４月分の損失相当額の補助

をいたしまして支援をするものでございます。 

 おめくり頂きまして、10款、教育費でございます。 

 １項４目、1005教育振興事務の10節は、国庫補助事業により小中学校で使用をする消毒液、

体温計ほかを購入するものでございます。 

 次の、７項２目、1063大芝公園管理総務事務の12節でございますが、令和元年度分の大芝

関連施設等指定管理委託料につきましては、決算見込みに基づきまして、３月補正予算で必

要と見込まれた補正をさせていただいたところでございますが、予測が困難であった新型コ
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ロナウイルス感染症の影響を受けまして、３月に大きな損失を計上することとなりましたの

で、不足となった額を本年度委託料に加えさせていただき補填をするものでございます。 

 次のページ、14款、予備費で歳入歳出調整をさせていただきまして、3,905万5,000円の減

額といたします。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） これから、議案第17号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 日程第２、請願・陳情を採決いたします。 

 福祉教育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。 

 三澤福祉教育常任委員長。 

福祉教育常任委員長（三澤 澄子） 福祉教育常任委員会報告を行います。 

 ６月２日午後２時より、出席議員５人、説明者３名、事務局１名で委員会付託された請願

１号「義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める請願書」、請願２号「国の責任による

35人学級推進と、教育予算の増額を求める請願書」及び陳情７号「県立高校の第２期再編を

すすめる長野県教育委員会に対して、コロナ禍の中での拙速な決定を行わず、住民の声を聞

いてすすめるよう求める陳述書」の審査を行いました。 

 請願１、２号について、提出者の南箕輪村公立学校教職員組合代表、石原広孝さんより説

明を受けました。 

 請願１号では、義務教育国庫負担法の目的は、義務教育について無償の原則にはかり、国

が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上を図ることとし

ている。 

 しかし、1982年から義務的な経費を国庫負担の対象から次々と外し、一般財源化される中

で、財政力の違いで市町村の差が生じている。2006年からは国庫負担割合が２分の１から３

分の１に削減され、その状況は改善されていない。 

 毎年出すことによって、国の責任を果たすことを求めるものである。 

 請願２号では、少人数学級を求める国民の声で、順次、少人数学級を進めることとしてい

ましたが、国では小学校１年生で35人学級、小学校２年生では加配措置となっている。そこ

にとどまったままになっている。 

 県は中学３年まで独自で35人学級を拡大したが、様々な課題が指摘されている。音楽、家

庭科、理科など専科の先生が県基準に配置されていない。県の35人学級に伴う教員の多くが、

臨時任用となっている。全ての子供に行き届いた教育を実現するため、憲法26条のひとしく

教育を受ける権利を有するという学習権を補償する原理に立ち返り、少人数学級を全国標準

とする必要がある。そのために、毎年提出すると説明をされました。 

 委員からは、去年と全く同じ文章で出されている、今年は新型コロナウイルス感染予防の

ため、長い学校休校や自粛生活が強いられている中、子供たちの状況をつかんだ請願になぜ

ならないのかという意見が多く出されました。改善されない中で、統一した文書で出すこと

を重視したという答弁がありました。 

 請願１号、意見として、県全体で出すことに意味がある、国の負担率３分の１を２分の１
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に戻すことが大事だ等出されました。 

 諮ったところ、採択４で採択と決しました。 

 請願２号、同じく諮ったところ、採択４で採択と決しました。 

 陳情７号について、高校再編を考える上伊那の会代表の久保田逸巳さんより説明を受けま

した。 

 高校再編について、当初予定では５月に住民説明会、６月議会を経て、来年３月に上伊那

地域の総合学科高校と総合技術高校設置に向けた再編対象を含め、全県の再編整備計画を策

定する方針となっています。 

 第１次の再編計画では、同窓会やほぼ生徒の反対の声が上がり、上伊那では再編ができな

かった経過があります。 

 第２次の今回は、上伊那広域連合を事務局にした協議会で地域案としてまとめた再編計画

としているが、少子化では仕方がないと誘導された議論が先行している。上伊那農業高校と

駒ケ根工業高校の統合が計画されているが、地域経済に大きな影響が出ると既に駒高同窓会

からも意見が出ている。 

 また、陳情書の３にあるように、伊那北・伊那弥生ヶ丘の統合により、普通科高校の学級

数が減少することは、普通科希望者の多数が入れなくなることにつながる。総合学科を郡内

につくることで、赤穂高校の普通科がなくなり、南部の普通科がなくなると心配があること。 

 また、４にあるように、具体名を避けてはいるが、総合技術高校をつくり、上伊那農業高

校や、駒ケ根工業高校の統合を図ることはそれぞれの高校が切り開いてきた専門性や、大学

へとつながる技術力の損失にもつながり、地域を支える技術の低下にもつながる。農業・製

造業が盛んな上伊那地域には、農業高校、工業高校の存続が必要であるという点が強調され、

このコロナ禍の中でこのまま進めていいのか、十分な意見交換の場を求め、もう一度多くの

意見のあった少人数学級の検討をしてほしいという説明を受けました。 

 委員からは、生徒数はどのくらい減るのかの質問があり、2020年から2025年はほとんど減

少がない。その後減少となっているが、社会情勢の中で変わる可能性がある。 

 意見としては、選択肢が減るのが心配だ。大人だけで決めてきた。現役高校生、中学生な

ど声を聞いたか疑問。進め方が再編ありきだ。総合技術高校や総合学科高校はどんな学校か

メリット、デメリットを見極めて等出されました。 

 諮ったところ、採択４で採択と決しました。 

 意見書を提出しますので、審議のほうよろしくお願いいたします。 

 以上、会議規則第91条の規定により報告します。 

議  長（丸山  豊） 委員長報告に対する請願第１号「義務教育費国庫負担制度の堅

持・拡充を求める請願書」の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 請願第１号の討論を行います。 

 原案に反対の討論はありませんか。 

 １番、百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） １番、百瀬です。 
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 １号も２号も、この請願ですけど、毎年出されてきております。その中で、私たちが一番

考えなきゃいけないのが、教育現場の今、変化ということだと思います。また、コロナ禍の

中で教職員組合の方たちがどう考えているか分かりませんが、毎年出さなきゃいけないとい

うことで今回も出してきてるという事実がありますけれども、実際はコロナ禍の中の教育現

場、非常に大変だと思うんですよね。そういう中で、要望がまだ現場サイドであると思うん

ですけれども、相変わらずにまたこれを出してきてるという事実がちょっと私ははてながつ

くんですけれども、この義務教育の国庫負担制度というのは陳情書にも書かれてるんですが、

いろいろな意見がある中で、三位一体の中でやはりかんかんがくがく議論されてきておりま

す。 

 地方の６団体については、全額廃止して、税源移譲をして、自由にもっと地方の教育が進

むようにするべきだという意見もあったそうです。そういう中で、中央教育審議会、また最

終的には政府において２分の１から３分の１にしてきた。 

 ただ、財源移譲の中で、少し教育を自由化をできるようになってきたということです。地

方の自由化が増したということが大きな、私は進歩だと思います。総額の裁量制の導入で、

地方の判断で少人数学級の取組や教員数を増やすなど、また盲学校、聾学校の養護学校が特

別な国庫負担制度ではなく１つに統一したことによって、柔軟な教員配置ができるようにな

ってきたということです。 

 市町村の教員の配置というのは、やはり現場でどういう子供たちを育てていくかというこ

とだと思います。早く言えば、少し前ちょっと問題視されたんですが、ゆとり教育というこ

とが言われていました。その中で全国一律横並びで行ったことによって、いろいろな問題が

出てきたと。全国一律で問題が横並びに出てきてしまったということもあります。 

 やはり、地域の教育、独自の文化を生かした多様な人材の育成という面から見れば、やは

り自由度の増すやり方がいいんじゃないか。また、３分の１にしても、税源移譲の中で補償

するという、国会ではそれを採択していますんで、今のところ毎年出されてきていますけれ

ども問題が発生したということはありませんので、私はこの陳情書には反対させていただき

ます。 

議  長（丸山  豊） 賛成の討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 反対討論ありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） これで討論は終わります。 

 請願第１号を採決します。 

 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（丸山  豊） 起立多数です。 

 したがって、請願第１号は採択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２号「国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求め

る請願書」の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 
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議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 請願第２号の討論を行います。 

 原案に反対の討論はありませんか。 

 １番、百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） １番、百瀬です。 

 請願１号も一緒なんですけれども、少人数学級については長野県の場合は達しているわけ

です。そういう中で、全国的に見ても達していないところは少ないと思います。 

 今、少子化の現象の中で統廃合が進む中、いろいろ言われてますけれども、この陳情書の

中で複式学級の話も書いてありますけれども、複式学級が決して悪いわけではないと、僕は

思います。いろいろな取組をされている中では複式学級、わざわざ取り入れてる学校もある

ということです。 

 その中で、教員の今、働き方改革が言われてたり、多様な人材を活用した教育が求められ

てる。文科省の中では教員の数は決して減らしてなくて、今年度の予算書を見れば3,726人

教員採用していくというような流れの中で、やはり現場がいろいろ多様化する中では、毎年

毎年一律のこういう請願をしてくる、まあ日教組の関係ですかね、上から言われて出してる

ということですから、南箕輪の教職員組合も。いろいろ、やはり考えていかないといけない

と思います。 

 その中で、教育費が足りないということであれば先ほどの話にもありますけれども、基準

財政需要額の計算方式を変えてくれだとか、ここの部分を変えてもう少し上乗せをするべき

じゃないかとか、具体的なやはり案を出してこなければいけないと思うんですよね。ただ増

やせだとか、減らすなだとかいうことじゃなくて。教育現場やはり地域で担う部分が多くあ

ると思いますんで、やはり一律ではいかない部分、そこをしっかりと見定めていかなければ

私たちはいけないと思いますんで、この陳情書には反対させていただきます。 

議  長（丸山  豊） 原案に賛成の討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 反対の討論ありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） これで討論は終わります。 

 請願第２号を採決します。 

 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（丸山  豊） 起立多数です。 

 したがって、請願第２号は採択することに決定しました。 

 委員長報告に対する陳情第７号「県立高校の第２期再編をすすめる長野県教育委員会に対

して、コロナ禍の中での拙速な決定を行わず、住民の声を聞いてすすめるよう求める陳情

書」の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １番、百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） １番、百瀬です。 

 委員長報告にちょっと質問なんですけれども、説明で久保田さんに来ていただいたという
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お話を伺いました。 

 この中で、やはり上伊那では協議会をつくって進めていった部分があります。県教委も再

編の手続の進め方だとか、今後の進め方だとかいうところについて、資料的には審議する中

で合わせてそういう資料も提示しながら審議したかどうか伺いたいと思いますが。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 三澤委員長。 

福祉教育常任委員長（三澤 澄子） 久保田さんのほうからは県立高校第１次発表の、一応

どういうふうに決めていくかという信毎の資料と、それから資料２として上伊那の高校の将

来を考える協議会の地域懇談会の意見要旨という要旨録の添付がありまして、その中から、

こういう意見が多かったという説明を受けたところであります。 

議  長（丸山  豊） １番、百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） それでは、委員会として、委員長として、この陳情者のほうの資

料だけで審議したということになりますね。そういうことでいいんですか。 

議  長（丸山  豊） 三澤委員長。 

福祉教育常任委員長（三澤 澄子） 資料はこれだけですけども、あとそれぞれその中で説

明頂きましたので、今までの経過とか、今委員長報告に上げましたように、どうやって進め

られてきたか経過なども含めて詳しく久保田さんのほうからお聞きをいたしております。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 陳情第７号の討論を行います。 

 原案に反対の討論はありませんか。 

 １番、百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） １番、百瀬です。 

 高校再編というふうなんですが、協議会ではどういう学びをつくっていくかということで、

協議を１年半かけて上伊那ではやってきました。その中で、報告書を2019年の９月18日、県

教委のほうに報告書を上げています。 

 陳情書に書かれている内容を見ると、議論を急がないでほしいということと、あとはこの

１次案についてなんですけれども、再編よりかも少人数学級にして存続をするべきだという

意見が強いと思います。私も協議会の懇談会に出させていただいたときには、大勢の方が出

てきていろいろな意見を言われておりました。確かに、少人数学級というお話もあったはあ

ったと思いますけれども、ここに書かれているように、圧倒的に多いわけではなかったと感

じております。 

 県教委のほうに問い合わせて私もみたんですけれども、今回発表になっている16日と22日

という懇談会を開いていくと。あとはこの再編実施計画の検討委員会、仮称だそうですけれ

ども、地域と協同して進めていく必要があるというふうに県教委のほうは考えていると。そ

ういう中で、しっかりと地域の声を反映しながら進めていきたいというふうな返事を頂いて

おります。 

 なぜこの協議会の報告書をこの審議の中の資料にしなかったのかと先ほど聞いたんですけ

れども、それをしなかった。また県教委のこういう再編の進め方というものも審議の資料に
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しなかったということは、片方だけをやはり見ていたのかなという思いが私はあります。や

はり、この上伊那でつくった協議会というのは18人でしたかね、いろいろな分野の方が入っ

て１年半かけて本当に大変な中、審議をされたと思います。その中で、やはりこれからの時

代に即した新たな学びの場が必要であり、それを実現するためには学校のシステムそのもの

を変えること、一歩踏み出さなくてはならないとなってます。 

 今のこれからの未来を担っていく子供たちの新しい場をどうつくっていくかというのはや

はり今検討を重ねてる我々の責務だと思いますし、しっかりとそこは見据えていかないとい

けない。だから、ここで言われているようなことでは私はないと思いますんで、この陳情書

には反対させていただきます。 

議  長（丸山  豊） 原案に賛成の討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） これで討論は終わります。 

 7番、加藤議員。 

 申し訳ありません。 

７  番（加藤 泰久） 反対意見でよろしいですか。 

議  長（丸山  豊） はい、どうぞ。 

７  番（加藤 泰久） この再編についてはそれぞれの個々出た皆さんには、大変、再編

で自分の母校が名前が変わるということは感情的には非常に寂しいものは感じるわけであり

ますけれども、ただ、この場においては感情論で審議したり結論を出すというようなわけで

はありません。そうした中で、今の生徒数の減少を見た中で、現在再編やむを得ずという、

私は考えであります。 

 そして、その中に少数学級についてというような文言がございますが、小学校、中学にお

いては少数の学級で担任のそれぞれの目が行き届くということも絶対必要であるし、それな

りきの教育的効果も大きいと思いますが、義務教育を終えて高校生になった段階では、少数

であろうが自主性を持って勉学に励むということが絶対的な必要であるということで、少数

学級になぜしなければならないかと、こんなことも思うわけでありますし、高校になった以

上は自己の意見、自主性、独自性を持って過ごしていかなければ卒業18歳で選挙権まで与え

られてるという年齢になっている今現状を見るときには、高校生活の自主性ということを本

当尊重していかなきゃいけないと思いますんで、これが高校再編されようがどうしようが内

容の問題であって器の問題じゃないということで、そういうことで反対の意見です。 

議  長（丸山  豊） ほかに討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） これで討論は終わります。 

 陳情第７号を採決します。 

 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（丸山  豊） 起立多数です。 

 したがって、陳情第７号は採択することに決定しました。 

 日程第３、意見書案が提出されています。 

 発議第１号「義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書」を議題とします。 
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 職員に議案を朗読させます。松澤事務局長。 

事務局長（松澤 さゆり）  朗読 

議  長（丸山  豊） 本案について趣旨説明を求めます。 

 ８番、小坂泰夫議員。 

８  番（小坂 泰夫） 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書の提出につ

きまして、昨年も同じものが出ております、この議会におきましては、それについてもいろ

いろ議論あろうかと思いますけれど、記書きのみ述べさせていただきます。 

 教育の機会均等とその水準の維持向上のために必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅

持し、負担率を２分の１に復元すること。 

 以上を求める書を提出したいと思います。よろしくお願いします。 

議  長（丸山  豊） これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 発議第１号の討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 発議第１号を採決します。 

 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（丸山  豊） 起立多数です。 

 したがって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 発議第２号「国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書」を議題と

いたします。 

 職員に議案を朗読させます。松澤事務局長。 

事務局長（松澤 さゆり）  朗読 

議  長（丸山  豊） 本案について趣旨説明を求めます。 

 ５番、笹沼美保議員。 

５  番（笹沼 美保） 発議第２号の趣旨説明をいたします。 

 多様化する教育現場において、きめ細やかな対応をしていくために少人数学級を推進する

ことは必要で、各自治体の負担なく国の責任において行っていくことが望まれるという内容

です。 

 １として、国の責任において計画的に35人学級を推し進めるために、義務標準法改正を含

む教職員定数改善計画を早期に策定し、着実に実行すること。また、そのための教育予算の

増額を行うこと。 

 ２として、国の複式学級の学級定員を引き下げること。 

 以上の意見書を提出したいと思いますので、御賛同をよろしくお願いします。 
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議  長（丸山  豊） これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 発議第２号の討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成討論はありませんか。 

 ２番、 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） ２番、山﨑です。 

 私も紹介議員になっている立場上、先生方と話をお聞きしました。 

 昨年も少し述べたかなと思いますけども、35人学級、各自治体の中でいろんな工夫をして、

それぞれ長野県内的には少人数学級化が進んでるわけでありますけれども、自治体の、いわ

ゆる努力と工夫というような形で進んでる部分があります。そこにはやっぱり、多少の差が

ありますので、そういう意味で制度的にやっぱりこういうものを確立をしていってもらいた

いなと。 

 とりわけ、先生方というのは県の職員ですか、いろんな学校を異動で勤めておられる先生

ですから、いろんな学校の状況、それから各自治体での学校教育に対する姿勢等も肌で感じ

ている部分もあるかと思います。そういう意味では、我が南箕輪としては、南箕輪の学校教

育行政は非常にありがたいというような感想を述べておられました。これが全ての自治体、

学校に行き届けばいいわけですし、そういうものを制度的に確立していくということが大事

であるし、そのための運動をやってるということでございますので、そういう点で賛成をし

ていきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ほかに討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） これで討論は終わります。 

 発議第２号を採決します。 

 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（丸山  豊） 起立多数です。 

 したがって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

 発議第３号「県立高校の第２期再編にあたっては、コロナ禍の中での拙速な決定を行わず、

住民の声を聞いてすすめるよう求める意見書」を議題とします。 

 職員に議案を朗読させます。松澤事務局長。 

事務局長（松澤 さゆり）  朗読 

議  長（丸山  豊） 本案について趣旨説明を求めます。 

 ２番、山﨑文直議員。 

２  番（山﨑 文直） 御苦労さまです。 

 県立高校の第２期再編に当たっての意見書ということで、委員の皆さんで文章等を一生懸
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命検討しました。 

 とりわけ、この上伊那の高校を卒業した先輩の皆さんも多いですから、そういう中で今の

時点に合ったような意見書をつくり上げていこうじゃないかということで文章的にもお互い

に意見を出し合って検討したものでありますので、すみません、ちょっと長いですけど読み

上げていきますんで、よろしくお願いします。 

 県立高校の第２期再編にあたっては、コロナ禍の中での拙速な決定を行わず、住民の声を

聞いてすすめるよう求める意見書。 

 令和２年３月24日長野県教育委員会が公表した「県立高校第２期再編・整備計画」１次案

（以下１次案）では、上伊那に関する部分として①伊那北高校と伊那弥生ヶ丘高校の統合、

②総合学科高校と総合技術高校の設置が提案され、「住民に説明する場を設け、県議会での

議論を経て確定させる」としている。 

 １次案には地域の声を反映したとあるが、新型コロナウイルス感染に対する体制下で住民

に説明する場を十分に設けることができない中で、拙速な決定を行うべきではない。 

 「上伊那地域の高校の将来像を考える協議会」が行った地域懇談会では「少人数・小規模

学級」や「現在ある高校を存続して」の声も多く、まとめの第９回の協議会では、「少人数

学級について研究が望まれる」と付記された。 

 伊那北高校・伊那弥生ヶ丘高校の統合により、普通科高校の学級数が減少し、普通科希望

者の多くが入れなくなることにつながりかねない。総合技術高校をつくり上伊那農業高校や

駒ケ根工業高校の統合を図ることは、それぞれの高校が切り開いてきた専門性や、大学等へ

とつながる技術力の損失につながり、ひいては地域を支える技術力の低下にもつながる。よ

って以下のことを長野県教育委員会へ要望する。 

 記。 

 １、住民の声を十分聞くことができないコロナ禍の中での拙速な決定を行わず、十分意見

を聞く機会を設けること。 

 ２、上伊那地域の懇談会では「統合再編を急ぐより少人数学級も視野に、各校の特色・地

域密着の伝統を大切に」の意見も多数あり、将来を見据えての新しい方向の検討をすること。 

 以上、地方自治法によって意見書を提出するものであります。 

 近々、説明会等もあるようでありますけれども、そういう機会を多く持っていただいて、

十分なる声を聞いていただいて、審議を進めてもらいたいという切実な願いを求めるもので

あります。 

 以上です。御賛同よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） これから、質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ８番、小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 同じ福祉教育の委員会の私たちということで、私から質問するの

もちょっと気が引けるところもあるんですけれど、この意見書を内容をきちんともまれたと、

提出者の方おっしゃられてましたので、それであえてお聞きいたします。 

 本当、昨日の報道で一昨日10日の県教委の発表ということで、再編整備計画の策定公表時

期を１年遅らせるというような報道がありました。そういう中で、例えばこの意見書の求め

る１番、拙速な決定を行わず、十分意見を聞く機会を設けること、ここら辺のことについて
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県教委も発表してるようです。ちょっと整合性が、本当にタイムリーな話なので、意見書つ

くってる時点でのことを何か言いたいわけではなくて、ただ現時点でそういう状況になって

るということは御存じでしょうか。何か思うことございませんかとお尋ねします。 

 提出者に質問ですので。 

議  長（丸山  豊） ２番、山﨑議員に。 

２  番（山﨑 文直） ここへきて、県教委の方向性も少し変わってきたというような話

も聞いております。この時点でははっきりしてなかったわけですけども、そういう意味でい

ろんなこれからも変わり得るだろうということでありますから、その中で住民の声を聞く機

会を設けてやっていただきたいなという願いを込めた意見書にまとめたものです。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） いいですか。ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 発議第３号の討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

 ８番、小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） ８番、小坂です。 

 まず、先ほどの陳情書の採択につきまして、私、採択に賛成という立場をとりまして、た

だ、この意見書の提出につきましてはちょっと賛成しませんので、それでまあ自分の立場が

おかしく見られるというふうに思われると思いましたので、今ちょっと質問でも申し上げま

したけど、事態が少し変わってるということで私なりのこの意見書の提出については反対に

なりますので、反対意見を述べさせていただきます。 

 それで、本当に住民の方にも分かっていただく必要もあろうかと思いまして、ちょっと言

い訳っぽくなりますけれど、私が取ってるこの態度につきましては、一事不再議の原則と言

いまして、会議、この場合は委員会だったんですけれど、一度議決した案件について再び同

じ会議には改めて議決を行うことはできない原則ということで、私は一旦この委員会で採択

に賛成したとおり、先ほどの委員会の決議におきましては採択に賛成しましたが、今回意見

書の提出する議案に関しましては、議案としては違うものということでございます。 

 それで、私も報道見まして、県教育委員会は10日の定例会で、感染症の影響から再編整備

計画の策定と公表時期を１年遅らせることを決めたと。また、原山隆一教育長は終了後の会

見で丁寧に、地域で協議して進めるため延期が必要だと判断した、充実した議論を持ってし

っかりした計画をつくりたいと。 

 また、先ほどはほかの議員さんから討論で御意見ありました。今後、実施、検討委員会を

立ち上げて計画を進めると、そういうような報道がありまして、県教育委員会の状況も変わ

ってるという現実があります。ですから、この委員会の中で審議してきたことは、それはそ

れで私は正しかったと思うんですけれど、時が流れて、現実が変わってきておりますので、

この村の議会としてこの意見書を提出するまでは、この事実報道がありますので、提出はし

ないほうがよいんじゃないかということで反対と意見を述べさせていただきました。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 賛成討論はありませんか。 
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 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。 

 委員会の中で一度採決して、全員一度採択したものでありまして、これを上げるべきとい

う意見書を採決したというふうに認識しております。今、この二、三日で県の教育委員会の

姿勢が変わってきたという反対の意見なんでありますけれども、この意見書は今、たまたま

飯島は間に合わなかったわけですけれども、上伊那全市町村に出されたものであります。 

 経過につきましてはいろいろありますけれども、先ほど委員長報告のときに申し上げまし

たように、この協議会を立ち上げて、再編の論議を進めていく行き方にも私はもともとおか

しなやり方だというふうに思っておりましたけれども、そのことについては置いても、これ

で出されてきたこの意見書で上伊那の中ではどんだけ子供たちに影響があるかということを

本当に地域の人がよくわかっていない状況の中で、本当に再編だけが先行して決められる、

しかもコロナ禍でというのが今回ついたわけでありますけれども、今この状況の中で、高校

もほとんど授業ができなくてきました。密を避けるという点で言えば、本当にオンラインで

結構高校生なんかはできたりするのでやってはいるんですけれども、やはり新しくつくって

いく学校が40人学級でいいのでしょうかと。そういう点も含めてしっかりと論議し直す必要

があるのではないかと。 

 これからの本当に子供たちの探求のできるしっかりとした、今、加藤議員が言ったように

子供たちが自主的にしっかり学べるような高校が、今でもしっかりやってるということはも

ちろんですけれども、そういうものがこれからの時代に求められるとしたら、そういうきち

っとした本当に必要な高校はどういうことにあるのか、しかも上伊那地域はそれぞれの、例

えば上農高校でありますけれども、地域高校としてしっかりこの地に根差した活動をしてき

ている高校がほとんどです。全部ほとんどそうなんですけれども、そういうものが一くくり

の再編計画の中で学校そのものが形を大きく変えるということになります。そういうことが

本当にいいのかどうかということをしっかり問い直す機会にしたいということで、この意見

書は賛成をいたします。 

議  長（丸山  豊） ほかに討論はありませんか。 

 ４番、藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） ４番、藤城です。 

 反対の立場から討論をさせていただきます。 

 今回、この意見書、６月12日付で議会が出すということで、まさに今日の情報で判断しな

くてはなりません。 

 タイトルを見ると、「コロナ禍の中での拙速な決定を行わず、住民の声を聞いてすすめる

よう求める意見書」とあります。前段の、コロナ禍の中での拙速な決定は行わず、行わない

ことになりました。住民の声を聞いて進めるよう求める、来週説明会があります。それを踏

まえると、こういったタイトルで議会がこういうことを出すということは少し適切でないの

かなと。もう少し工夫が必要だと思いました。 

 以上の理由で反対とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） ほかに討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） これで討論は終わります。 
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 発議第３号を採決します。 

 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（丸山  豊） 起立少数です。 

 したがって、発議第３号は否決されました。 

 日程第４、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。 

 反対討論はありませんか。賛成討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第１号を採決します。 

 議案第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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 議案第２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。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第２号を採決します。 

 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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 議案第３号「南箕輪村公共物愛護尊重条例を廃止する条例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第３号を採決します。 

 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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第３号は原案のとおり可決されました。 

 議案第４号「南箕輪村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例」の討論を行い

ます。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第４号を採決します。 

 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。 



127 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 議案第５号「南箕輪村水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条

例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第５号を採決します。 

 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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 議案第６号「南箕輪村国民健康保険条例の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第６号を採決します。 

 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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 議案第７号「南箕輪村手数料徴収条例の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第７号を採決します。 

 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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 議案第８号「南箕輪村介護保険条例の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第８号を採決します。 

 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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 
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 議案第９号「南箕輪村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例」の討論を行い

ます。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第９号を採決します。 

 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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

 議案第10号「令和２年度南箕輪村一般会計補正予算（第２号）」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第10号を採決します。 

 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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

 議案第11号「令和２年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第１号）」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第11号を採決します。 

 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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第11号は原案のとおり可決されました。 

 議案第12号「令和２年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第１号）」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第12号を採決します。 

 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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第12号は原案のとおり可決されました。 

 議案第14号「南箕輪村商工業振興資金貸付基金の設置に関する条例の一部を改正する条

例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第14号を採決します。 

 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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

 議案第17号「令和２年度南箕輪村一般会計補正予算（第３号）」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第17号を採決します。 

 議案第17号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第17号は原案のとおり可決されました。 

 日程第５、委員会の閉会中の所管事務の調査の件を議題とします。 

 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所管事務のうち、会議

規則第72条の規定により、お手元に配布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ありませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 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しました。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 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） ６月定例会、12日間の会期お疲れさまでした。また、全議案原案

どおりお認めを頂きまして、ありがとうございました。議案審議や一般質問で頂きました

様々な御意見、御提言は今後の行政執行に生かしてまいります。 

 令和２年度が始まりまして、２カ月半が経過しようとしております。この間、新型コロナ

ウイルス対策に追われた日々となっております。国、県の対応に加えまして、また新たな村

独自施策も議会の提言や御意見を伺いながら実施が始まっております。 

 追加施策として、本日補正予算もお認めを頂きましたので、できる限り早期に実施をして

まいります。 

 国の第二次補正予算の内容等を注視しながら、さらに対応が必要なものは実施をしていか

なければならないところでございます。 



130 

 動きにつきましても、６月に入りまして徐々にではありますけれども、いろんな動きが出

てまいりました。当面は新型コロナウイルスと共存が必要であります。新しい生活様式を定

着させながら、感染症予防対策を実施しながら、社会経済活動、今までの生活を取り戻して

いかなければならないと思っております。そのためには、住民の皆さんの自覚が重要となっ

てまいります。３密を避ける、マスクの着用をする、手洗いの実施等々、常に訴えてまいり

たいと思っております。 

 ６月５日に気候非常事態宣言に署名をいたしました。小さな村のできることには限度があ

りますが、村民が意識を持つことが大切であります。村でも再生可能エネルギーの活用をは

じめ、できるものは一歩一歩着実に進めていかなければと思っておりますので、委員各位の

御提言もお願いをいたします。 

 これから梅雨の季節となってまいります。梅雨入りとなってまいりました。このところ、

毎年集中豪雨による全国各地で災害が発生しております。これも地球環境の変化であります。

この地域でも警戒警報が発令されることも度々ありますので、早め早めの対応をしてまいり

ます。 

 今年は、避難所のコロナ対応もしていかなければなりません。３密を避ける方法、感染症

予防対策等々の準備を怠ることなく万全を期してまいります。災害のないことを願うばかり

でもあります。 

 令和元年度の決算状況を策定しながら、今年度、財源の見通しもつけていかなければなり

ません。経済のＶ字回復は難しく、厳しい財政運営を迫られるものと覚悟はしております。

住民生活を守りながら、将来にわたっての持続可能な村づくりもにらみながら、難しい村政

運営となってまいります。しかし、何としてもこの難局を乗り切っていかなければならない

ところでございます。そのためには、議員各位が財政を踏まえながら今まで以上の御理解、

御協力を頂かなければなりませんので、その点はぜひよろしくお願いをいたします。 

 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まして、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（丸山  豊） これをもちまして、令和２年第２回南箕輪村議会定例会を閉会し

ます。お疲れさまでした。 

事務局長（松澤 さゆり） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまでした。 

 

   閉会 午後 ４時０５分 
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