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浩

会議のてんまつ
令和２年８月３１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。

朝晩は幾らか涼しくなってまいりましたが、日中は危険な暑さが続いております。体調の
変化には十分気をつけていただきたいと思います。また新型コロナ感染者数が県内では増加
傾向でございます。配布されました感染症対策県民手帳を活用し防止するための行動を自ら
考え実践していただきたいと思います。
今議会は決算議会でございます。しっかりチェックをし、来年度の予算へ結びつけるよう
お願いいたします。
それではただいまから、令和２年第３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、１番、百瀬輝和議員、２番、山﨑文直議員を指名します。
日程第２、会期の決定の件を議題とします。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３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17件、報告１件、発委３件であります。このうち、議
案第９号、第15号、第16号、第17号、発委３件は、議案審議の関係で即決とします。請願・
陳情は、陳情３件が提出されています。
会期は、本日８月31日から９月16日までの17日間とし、この間で１日から13日まで本会議
を休会といたします。
また、最終日16日の開会時刻は午後３時を予定しております。
以上で、議会運営委員会の報告を終わります。よろしくお願いいたします。
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９月16日までの17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。
唐木村長。
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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３回議会定例会を招集を申し上げましたところ、議員、全員の出席をいただき
開会できますことに、お礼を申し上げます。
さて、最初でありますが、８月28日に安倍首相が持病が悪化し、職務の継続が困難との理
由で退陣表明があり、突然でありまして本当に驚きました。７年８か月の最長政権となり、
長い間お疲れさまでございました。
異次元の金融緩和等によりまして経済政策を牽引し、経済政策では一定の役割を果たした
のではないかと思います。また、地方創生など新たな施策を打ち出し、地方の活性化にも道
筋をつけていただいたというふうに思っております。
一方では、森友学園や加計学園、桜を見る会などに象徴されます説明不足、不透明感が漂
い、国民に真摯に向き合う姿勢に欠けていた面も見受けられ、一極集中の弊害も出ていたの
ではないかとも思っております。
今、コロナ禍の中で経済も厳しく、政治の空白というのはなるべく短いほうがいいわけで
あります。早期に後継を選出し、国会での真摯な議論によりこの難局を乗り越えていただき
たいと思っております。
最初に、新型コロナウイルス感染症について触れさせていただきます。
４月17日に緊急事態宣言の規制地域が全国に拡大されて以降、営業自粛や移動制限等によ
り感染拡大に一定の抑制がみられ、国では５月25日に緊急事態宣言を解除しました。しかし、
７月に入りまして、首都圏を中心に感染が拡大され、現在では全国に拡大しているところで
あります。
そうした中、７月26日、村内から陽性者が確認されたとの県からの発表があり、村でも対
策本部会議を開催し、対応に追われました。一連の感染者は４名で、家族内の濃厚接触者に
とどまったことは安堵したところであります。しかし、感染経路が不明ということでありま
すので、村民の皆さんには３密を防ぎ、マスクの着用や手洗いの徹底など、新しい生活様式
への取組を今後もお願いしたいと思います。
また、県外への往来につきましても、特に慎重な対応をお願いをしてまいります。
このような感染拡大の状況を考慮しまして、大芝高原まつり及びイルミネーションフェス
ティバルは中止とさせていただきましたが、秋に行われます育樹祭、村駅伝大会、村文化祭
も中止とさせていただきました。これで村の大きなイベント全てが中止となったところであ
りますが、来年度は開催できることを期待し、今は第２次のコロナ対策費であります国の地
方創生交付金の有効活用に力を注いでまいります。
本議会にも関連する補正予算を提案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。
なお、長野県では新型コロナウイルス感染症に対する誹謗中傷などの人権問題に対応する
人権チームを設置し、専用の相談窓口を設けるとしております。これまで、村からも感染者
であるとか、あるいは医療従事者の家族であることを理由にした差別や偏見が生じないよう
お願いをしてまいりました。全国的にも感染経路が不透明な事例が増えてきております。誰
もが感染する可能性があります。阿部知事の発言にもありましたが、戦うべきはウイルスで
あり、住民同士が差別したりいがみ合ってはいけないと思います。どうぞぜひ、冷静な行動
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をお願いをいたします。
ここで、これまで取り組んでまいりました住民向けの支援策につきまして、状況を報告申
し上げます。
まず、１人10万円を寄附する特別定額給付金事業でありますが、８月12日に申請期限であ
りました。本村における給付率は99.9％で、３名の方が未申請でありました。またこの事業
は、４月27日が基準日であり、それ以降に生まれた新生児は対象外となっております。子供
の関係につきましては、特にこの学齢年齢により様々なことが行われております。今回４月
28日から来年の４月１日までに生まれた人についても、10万円の支給対象としてまいります。
補正予算として計上してありますので、よろしくお願いをいたします。
次に、村独自事業であります１人2,000円分の商品券を交付する地元応援商品券事業は、
直近の換金率は42.5％であります。利用期限は９月30日としておりますので、忘れずに御利
用いただきたいと思います。
なお、この商品券事業につきましては、大変使い勝手がよいと高い評価を得ております。
国の第２次交付金を活用し、第２弾の商品券事業を実施すべく補正予算に計上をさせていた
だきました。この面もよろしくお願いをいたします。
また、高齢者、障がい者の低所得者へ１万円の給付金を支給する福祉給付事業は、８月18
日現在、申請率が91.6％となっております。帰省できない学生への物資支援は、受付を終了
し、177名の学生にプレゼントさせていただきました。受け取った学生からは喜びの声が寄
せられております。事業者への支援では、前年に比べて売上げの減少があった場合の家賃補
助の申請期限が７月末日で終了し、申請件数30件で給付金額が135万円となりました。
村制度資金の拡充についてであります。
６月議会でお認めをいただきました預託金を投資し、さらに金融機関との協議により貸付
倍率の拡大を図り、融資限度額を９億円から12億円に拡大をしたところであります。事業者
の皆さんは国、県などの大口資金を活用して、既存の融資の借換え等整理が行われている状
況が見受けられます。村の７月末融資残高は９億1,120万円余となっています。前議会で報
告したときよりも３億7,000万円融資額が増えております。今後とも、製造業を中心とした
資金需要が予想されますので、事業者の皆さんには国県村の制度資金を上手に活用していた
だきたいと思います。
また、新型コロナ対策推進宣言の店を宣言し、事業者から自ら感染防止対策等を実施し、
新たな需要喚起を図る事業者の支援のために新しい生活様式対応補助金は８件、64万5,000
円を給付しています。本日までに対策を実施した者が対象となります。９月末日が申請期限
となっておりますので、早めの申請をお願いをいたします。
次に、福祉事業所への支援では、村内にある通所、訪問、入所サービスを行う16の福祉施
設に対し１法人当たり20万円を６月に交付いたしました。今後はウィズコロナ、コロナとの
共生を前提に新しい生活様式の定着を図っていかなければなりませんので、感染者の状況を
注視しながら、適切な支援策を実施をしてまいります。
さて、今年の梅雨は不順な天候がいつまでも長引き、全国的に例年よりも遅い梅雨明けと
なり、梅雨が明けた途端に猛暑となりました。この間、梅雨前線による大雨や集中豪雨によ
り西日本や東北地方の各地で河川の氾濫や土砂崩れなどの災害が発生し、住宅の冠水など
様々な被害が相次ぎました。本村でも大雨警報の発令を受けて避難所の開設を行い、被害の
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ほうを心配しましたが、おかげさまで大きな影響もなくありがたく思っております。避難所
の開設に御尽力をいただきました地域の皆様に改めまして感謝を申し上げます。
これから本格的な台風シーズンを迎えるに当たり、９月６日の防災訓練では新型コロナウ
イルス感染症に対応した避難所の設営訓練をメインとして取り組む計画であります。収穫期
を迎える農作物への影響も心配されますが、実りの秋が迎えられることを願うところであり
ます。
次に景気の動向であります。
内閣府が17日に発表した４月から６月期の国内総生産の速報値は、物価変動を除く実質値
で前期比7.8％の減、このペースが１年間続くと仮定した年率換算は27.8％のマイナスで、
リーマンショックを超えて戦後最悪のマイナス成長であったと公表しました。ＧＤＰの５割
を占める個人消費が急減し、さらに諸外国のロックダウンにより輸出が激減したことが要因
であると言われております。緊急事態宣言解除後の経済活動再開により、持ち直しの兆しも
ありましたが、最近の感染拡大により今後の回復が遅れることが懸念されています。
県内の状況を見ますと、財務省、長野財務事務所が８月４日、県内の４月から７月の経済
情勢を発表し、総括判断を一部に下げ止まりの動きが見られるもの、引き続き厳しい状況に
あるとして個人消費や生産活動が停滞し、雇用情勢も弱い動きになっているとのことであり
ます。
また、巣ごもり消費の拡大でドラッグストアやホームセンターでは食料品や衛生用品の売
上げが伸びる一方、コンビニや乗用車の販売が前年を下回り、宿泊、観光でも弱い動きが見
られるとされました。村内の状況につきましては、商工会からの報告によりますと、やはり
感染症の影響は大きく、特に製造業の自動車関連につきましては受注が大きく減っていると
いう状況のようであります。ただ、現状では廃業となった事業所はいないということであり
ます。
さて、９月議会は決算議会でありますので、令和元年度の各会計の決算認定をお願いをい
たします。詳しくは、決算特別委員会の中で申し上げますが、決算の状況につきまして少し
触れさせていただきます。
一般会計の歳出でありますが、前年度に比べまして約１億6,100万円、率にして1.8％増の
61億2,800万円ほどの決算規模となりました。前年度とほぼ同規模の決算となっております。
次に歳入でありますが、前年度に比べまして約2,900万円、率にして0.4％増の65億8,700
万円余となりました。
村税でありますが、前年対比4,800万円減の22億3,000万円と前年度よりは減となっており
ますが、引き続き22億円を超える収入となりました。その内訳といたしましては、前年度分
で比較しますと個人住民税は前年度に比べ1.6％、1,200万円の減、約７億9,600万円となり
ました。緩やかな景気回復が続いていたものの、一段落するような傾向が伺えるところであ
ります。法人住民税も10.5％、2,500万円減の約２億1,900万円となりました。また、固定資
産税は0.4％、約400万円減の約９億9,200万円となりました。軽自動車税は300万円程度、た
ばこ税は100万円程度の増加となっております。
次に地方交付税でありますが、普通交付税では税収の減等に伴い、4.6％、6,100万円増の
13億7,800万円となりました。特別交付税は500万円減の１億8,400万円となっています。ま
た、地方特例交付金は１億1,400万円と昨年度と比べて大きく伸びております。これは保育
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無償化に伴う子ども子育て臨時交付金9,300万円が交付されてきたものによります。
続いて、財政状況であります。令和元年度の財政力指数は0.60で、前年度と変わりありま
せん。経常収支比率は74.6％で、昨年に比べて１ポイントの増となりました。しかしこの経
常収支比率が74％台というのは本当に柔軟性のある財政運営であるというふうに思っており
ます。また健全化判断比率の四つの指標は、いずれの数値も基準値以下となっております。
最後に、令和２年度の普通交付税についてであります。先の全協でも報告をさせていただ
きましたが、基準財政需要額が着実に増えており、税収の減などから基準財政収入額の伸び
が小さかったため、交付決定額は前年度に比べて約２億5,000万円、18.2％増の16億3,200万
円と大きく増加しております。県内の市町村の伸び率では、３番目という伸び率になってお
るところであります。このことは、人口の増加や保育無償化により基準財政需要額の増につ
ながっておるその結果というふうに思っております。大変、財政状況厳しい折の交付税の増
はありがたかったところであります。
次に、令和２年３月議会におきまして、気候非常事態宣言を求める決議がなされ、村では
宣言の準備を進めておりました。しかし、その後の新型コロナウイルスの感染症への対応に
より遅れておりましたが、６月５日の環境の日に正副議長にも同席をいただき南箕輪村気候
非常事態宣言をいたしました。記憶に新しいところだけでも、昨年の10月の台風19号をはじ
め、令和２年７月豪雨など頻発する気候災害の要因は温室効果ガスの増加に伴う異常気象に
あると言われ、環境省では現在の状況につきましては、もはや気候変動ではなく私たちの生
存基盤を揺るがす気候危機であると表現しております。村といたしましては、今年度策定す
る第３次地球温暖化対策実行計画の中で具体化してまいりますが、日々の生活での省エネル
ギーやごみの減量化の推進、森林資源の適切な管理・活用や農地の適切な保全、環境負荷の
少ない再生可能エネルギーの活用など地球温暖化防止のためにできることから全力で取り組
み、村民一人一人がさらに意識を高めていただけるよう活動を進めてまいります。この地球
温暖化防止、気候変動につきましては全国組織も立ち上がっておりますので、加盟をするこ
とといたしました。
次に、地方創生事業でありますが、子育て女性再就職支援事業は再就職者数は事業開始か
ら本年７月末までに199名に上っており、引き続き順調に成果を上げております。しかしな
がら、新型コロナウイルス感染症の影響による経済の悪化に伴い、求人が減るなど雇用情勢
に大きな影響が生じてきており心配な面も出てきておるところであります。
伊那地域定住自立圏関係では先月11日に伊那市、箕輪町と合同で空き家相談会を実施しま
した。司法書士会や不動産組合など専門業者による相談ブースも設け、各種の相談にお答え
をしたところであります。昨年度よりも多い30組の参加があり、空き家対策の一助になった
と思っております。
続いて福祉関係でありますが、本年度は令和３年度から令和５年度の３年間にわたる第８
期高齢者福祉計画・介護保険事業計画、第６期の障がい者福祉計画を策定する年度となりま
す。策定につきましては福祉計画策定懇話会を開催し、関係機関の代表者や公募委員に懇話
会の委員をお願いし検討いただく予定であります。10月から検討を始めていただき、２月中
旬までに策定したいと考えております。現計画を検証しながら、村民の様々な福祉の推進に
つながるような計画にしていければと思っております。高齢者を支援する元気アップクラブ
等の各種講座につきましては、感染予防対策を講じながら再開をしております。しかし、例
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年10月に開催をしておりました高齢者交流事業は参加者の安全最優先を配慮し今年度は中止
とさせていただきます。この事業につきましては、前々から様々な御意見を頂いております
ので、来年どうするかということを十分考えてまいりたいというふうに思っております。
今年度の新たな事業の取組としては、安心して暮らすことのできる村づくりの一環として、
権利擁護ネットワーク連携協議会を立ち上げ、４月に第１回目の協議会を行いました。弁護
士、司法書士等の専門職や関係機関の代表者を委員として委嘱させていただき、認知症や虐
待等の相談対応、成年後見制度の利用促進など連携して取り組んでまいります。
また、認知症高齢者等見守り支援事業を10月から実施いたします。これは、認知症の方が
他者の財産を破損したり、踏切事故等により法律上の賠償責任を負うことがあります。村が
契約者となって個人賠償責任保険へ加入し、対象者は1,000円を保険料の負担分として村へ
支払うもので、認知症の方や家族が地域で安心して暮らしやすくすることを目的としており
ます。周知を図りながら御相談に応じてまいりたいというふうに思っております。
建設工事関係の上半期の進捗状況でありますが、地区計画事業を中心に約50％の発注を行
いました。約半分であります。今後は、農繁期の終了時期に合わせまして水路改修工事等を
発注するとともに、黒川護岸改修工事、南原雨水対策工事などを実施してまいります。
また、国庫補助事業では橋梁の点検、村道3008号線北原でありますが道路改良工事等を予
定しております。上水道では、下川原橋及び沢尻地区の配水管ループ化工事、また老朽管の
更新工事との復旧を進めております。なお、新規に計画をいたしました２トン級の給水車購
入事業につきましては、全国的な生産台数の増加に加え、新型コロナ感染対策により生産が
追いつかない状況があり、年度内の完了が非常に困難となってまいりました。状況によって
は繰越事業となることを御理解をいただきたいと思います。
また、下水道では事業計画の見直し、管路施設総合地震対策計画の策定、下水道ストック
マネジメントに沿った浄化センター及び管路施設の詳細設計等を進めております。それぞれ
計画しました工事、業務等につきましては年度内完成に向けて鋭意努力してまいります。
子育て支援に関してでありますが、夏休み中のこども館イベントについては新型コロナウ
イルス感染拡大防止対策を行いながら、まっくん体験広場や工作、お話の会など様々なイベ
ントを実施しました。また、中学生向けの学習支援講座は中学３年生を対象に各教科の講座
を開始したところであります。24人が受講し、学力アップのサポートを行いました。すくす
くはうすでは１人10組の利用とし、昼食やおやつを制限しながら利用をしていただいたとこ
ろであります。子育て教育相談室の子育てに関する講座については例年県外の講師に来てい
ただいて実施していたソーシャルスキルトレーニングの講座につきましては、今年度は子供
に関わりを持つ仕事をしている人を対象にリモートにより２回実施したところであります。
例年に比べて受講者数に限りがありましたが、好評に実施ができました。
なお、９月に予定しております保育園の運動会につきましては、子供や家族にとってかけ
がいのない行事であることから、来賓は招待せず、参加人数の制限や時間短縮により午前中
に終わらせるなどの感染防止対策を取りながら実施をしていく予定であります。
学校関係であります。３月以降、新型コロナウイルス感染症対策のため臨時休業等を行い、
学校を再開できたのは５月25日でありました。感染予防対策や子供たちのメンタル面といろ
いろ御心配をいたしましたが、何とか１学期を無事終了することができました。８月１日か
ら18日までの例年より短い夏休みを終え２学期を迎えております。これからの運動会、若竹
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祭等のイベントがありますが、来賓の皆さんを御招待できない部分も出てまいります。児童
生徒の安心・安全を第一に取り組んでまいりますので、御理解をいただくとともに変わらぬ
御支援をお願いをいたします。
また、学校のＩＣＴ環境整備といたしまして、Ｗｉ－Ｆｉ環境整備工事とタブレット端末
の導入を行ってまいります。さらに、中学校プール並びに更衣室棟の長寿命化改修工事を行
う予定でありますが、今回の議会で契約についての議案を上程させていただきましたので、
お認めをいただきますようお願いをいたします。
社会教育公民館関係では、新型コロナウイルス感染対策を行いながら講座等を行っており
ますが、村民文化祭は感染予防対策が難しいことから中止といたしました。発表の機会を望
む方々に何らかの形で発表する場を設けられないかを探っております。昨年度から始めまし
た子供の育ちを考えるフォーラムは参加者を絞りリモートでの会議を試験的に行いましたが、
今後につながるための好感触を持つことができました。子供を真ん中にした地域づくりでは、
見守り、声かけ運動ののぼり旗を各地区公民館や村内事業所等にお届けをし、御協力をお願
いをいたしました。新型コロナの影響もあり、子供たちを取り巻く環境は大きく変化をして
おります。子供たちの確かな育ちのために地域で子供たちを見守り、応援、支援をしていた
だきたいと願っております。今後も、議員をはじめ村民の皆さんの御理解と御協力をお願い
をいたします。
さて、令和２年度も５か月が経過し、これから後半に入ってまいります。本年度予定いた
しました事業は新型コロナウイルス感染症の影響により、変更を余儀なくされたイベント等
も多いわけであります。これから開始する事業もありますので、安心・安全な村づくりに向
け職員の力を結集し推進を図ってまいります。
９月議会が終了いたしますと、新年度予算の予算編成の時期となってまいります。来年の
４月の村長選挙を控えまして骨格予算となってまいりますが、今後もバランスの取れた村政
運営の推進ができればと思っております。予算編成時期を迎える中、今年度の税収は７月末
時点で推計しますと約6,000万円から7,000万円程度の減収になるものと予測をしております。
これから先の状況により、さらに減額幅が大きくなってまいります。特に法人村民税、入湯
税に大きな影響が出ております。加えまして、地方消費税も予算額をかなり下回ることも推
測され、１億円を超える歳入不足が見込まれますが、計画した事業や新型コロナウイルス対
策関連をしっかりと進めてまいります。
こうした中で、来年度はさらに個人村民税を中心に税収の減は厳しさを増し、困難な予算
編成になってくるものと思います。国の動向を注視しながら、職員の英知を結集しながら進
めてまいります。
また、新型コロナウイルス感染拡大によりまして、多くのイベントや行事が中止となり、
村民の一体感が失われないようにしていかなければならないと思っておるところであります。
今、社会構造や生活スタイルの変化により人と人とのつながりが希薄になってきている中、
コロナによりましてさらに外出の自粛をはじめ、人との関わりが制御されるような生活にな
ってきていることは地域コミュニティにとって心配なことであります。新しい生活様式の定
着の推進とともに、そのことも考えていかなければなりません。議員各位のお知恵もお願い
をしたいと思っております。
また、社会経済活動とコロナとの共存が難しいことだと思いますが、こんなときだからこ
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そみんなで力を合わせる。自分自身の行動に責任を持って生活することが大切であります。
村民に問いかけながらこの危機を乗り越えていかなければなりませんので、議員各位の御協
力もお願いをいたします。
本定例会に提出いたしました案件は議案17件、報告１件であります。いずれも原案どおり
決定をお願いいたします。
以上を申し上げまして、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。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５月分から令和２
年７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号は１件50万円以内の損害賠

償の報告であります。
別紙のとおり、地方自治法第180条第１項の規定により、１件の専決処分を行いましたの
で、同条第２項の規定により報告いたします。
細部につきましては報告書を御覧をいただきたいと思います。
以上で、行政報告といたします。
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、陳情３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、発委の上程を行います。
発委第１号「南箕輪村議会の議決すべき事件に関する条例」を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
山﨑文直議会運営委員長。
議会運営委員長（山﨑 文直） 発委第１号「南箕輪村議会の議決すべき事件に関する条例」
の提案説明を申し上げます。
平成23年の５月に地方自治法の改正により、その中の第２条第４項にありました市町村は
その事務を処理するに当たっては議会の議決を経て、その地域における総合的かつ計画的な
行政運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようしなければならないという条
項がありましたが、これが削除されまして、基本構想の策定の義務がなくなりました。本村
でも、基本構想の策定を行っておりますけども、この改定によりまして議会の議決が必要に
なくなったわけではありますけども、非常に大事な計画であります。村の行く末を決める非
常に大事な計画でありますので、これは議会の議決が必要です。
現行の本条例は地方自治法第96条第２項の規定により、南箕輪村議会の議決すべき事件は
定住自立圏形成協定の締結もしくは変更または廃止に関するものとするとなっております。
これを全部改正いたしまして、第１条で目的をうたい、第２条で議決事件を規定します。第
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２条の議決すべき事件は先ほど申し上げました現行の定住自立圏形成の協定もしくは変更ま
たは廃止を第１として残し、第２に村における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための
基本構想及び基本計画の策定、変更、これは軽微な変更は除くわけですけども、または廃止
を規定しています。
附則としまして、この条例は公布の日から施行といたします。
以上で、発委第１号の提案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
議

長（丸山

豊） これから、発委第１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。

発委第２号「南箕輪村議会委員会条例の一部を改正する条例」を議題とします。
本案について提案理由の説明を求めます。
山﨑文直議会運営委員長。
議会運営委員長（山﨑 文直） それでは、発委第２号「南箕輪村議会委員会条例の一部を
改正する条例」についての提案説明を申し上げます。
新型コロナウイルス感染症の蔓延措置の観点等から委員会の開催場所への参集が困難とさ
れる実情がある場合において、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら
通話をすることができる方法を活用した委員会を開催することに関し、必要な事項を定める
ため、議会委員会条例の改正を行うものであります。
２ページにあります新旧対照表を御覧いただきたいと思います。
第11条に第３項、新型コロナウイルス感染症の蔓延防止措置の観点等から映像と音声の送
受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法を活用した委員会
を開催することができるとうたい、第４項で前項の会議に参加を希望する場合は委員長の許
可を得なければならないを加えます。第12条第２項、前条第４項で許可を得て委員会に参加
した委員は前項の出席委員とするを加えます。
１ページにお戻りいただきまして、附則として、この条例は公布の日から施行といたしま
す。
以上で、発委第２号の提案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
議

長（丸山

豊） これから、発委第２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。

発委第３号「南箕輪村議会会議規則の一部を改正する規則」を議題といたします。
本案について提案理由の説明を求めます。
山﨑文直議会運営委員長。
議会運営委員長（山﨑 文直） それでは、発委第３号「南箕輪村議会会議規則の一部を改
正する規則」についての提案説明を申し上げます。
発委第２号で説明いたしました委員会を開催するための特例について、会議規則の改正を
行うものであります。この改正に合わせまして、文言の整理も合わせて行うものであります。
それでは議案２ページの新旧対照表で御説明いたします。
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第16条で第15の３というのがありますが、これに条を加えまして、さらに「うえ」という
平仮名のところを漢字の「上」に修正をいたします。
第63条の２で委員会開催の特例として、議会委員会条例第１条第３項による委員会の開催
方法、表決の方法その他必要な事項は、議長が別に定めるを加えます。
第120条は引用上番号が違っておりましたので正しいものに修正するということでござい
ます。
１ページにお戻りいただきまして、附則として、この条例は公布の日から施行といたしま
す。
以上で、発委第３号の提案説明をさせていただきました。よろしくお願いします。
議

長（丸山

豊） これから、発委第３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。

発委に対する討論、採決を行います。
発委第１号「南箕輪村議会の議決すべき事件に関する条例」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。

発委第１号を採決します。
発委第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、発委第１号は原案のとおり可決されました。
発委第２号「南箕輪村議会委員会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。

発委第２号を採決します。
発委第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、発委第２号は原案のとおり可決されました。
発委第３号「南箕輪村議会会議規則の一部を改正する規則」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。

発委第３号を採決します。
発委第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。
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したがって、発委第３号は原案のとおり可決されました。
日程第７、議案の上程を行います。
議案第１号「南箕輪村職員定数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「南箕輪村職員定数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、多様化する業務量の増加及び育児休業職員の増加に対応するため、職員定数を増
員したいので提案するものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
御決定をお願いいたします。
議

長（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１号の細部説明を申し上げます。

村長の提案理由にありましたとおり、業務量の増加及び育児休業職員の増加に対応するた
め、職員定数の増員をする改正を行うものであります。
現在、産休・育休の職員が計20名おりまして、今後復帰も見込まれますが、新たに産休・
育休に入る職員も想定されますので、増員をお願いしたいものであります。
新旧対照表によりまして説明させていただきますので、議案２ページを御覧ください。
第２条に規定する職員定数のうち、村長の事務部局の職員を146人から151人に５人増とす
るものであります。この改正によりまして、職員定数の総数を170人から175人とするもので
あります。
１ページにお戻りいただきまして、附則としまして、この条例は令和３年４月１日から施
行するものであります。
以上で細部説明とさせていただきます。
議

長（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「南箕輪村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び南
箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部
を改正する条例」を議題といたします。
本件について提案理由の説明を求めます。
唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第２号「南箕輪村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準を定める条例及び南箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する
基準を定め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、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令（令和２年
厚生労働省令第40号）及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・
子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正する内閣府令（令和２年内閣府令第33号）
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の施行に伴い、所要の改正を行うため、提案するものであります。
細部につきましては、担当課長から説明を申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
御決定をお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 細部説明を求めます。

唐澤子育て支援課長。
子育て支援課長（唐澤 孝男） それでは、議案第２号の細部説明をさせていただきます。
本議案により改正する条例は２つあり、それぞれ先ほど村長の提案理由にありましたとお
り、厚生労働省令、内閣府令の一部改正に伴い改正するものであります。
主な内容につきましては、卒園後の連携施設の確保についての改正、職員についての基準
の改正、建築基準法施行令の改正に伴う４階以上の避難用の施設または設備の変更に関わる
もの。
居宅訪問型保育事業の母子家庭等の保育の提供についての明文化に関するものです。
まず最初に、第１条の南箕輪村家庭的保育事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
の一部改正でございます。
それでは、新旧対照表により説明させていただきます。
５ページの新旧対照を御覧いただきたいと思います。
まず、第７条の第５項ですが、まず５項のところのアンダーラインについては５項に２つ
の号が新たにできることによるもので変更となります。
まず第１号としまして、村が保育園認定こども園、家庭的保育事業等の利用についての調
整を行うときに、家庭的保育事業等の利用者を優先的に取り扱う措置や、保育の終了に際し
ての保護者の希望で引き続き保育を利用できる場合は、連携施設の確保をしないでよいとす
るもの。
第２号につきましては、家庭的保育の終了に際して保護者の希望により連携施設で引き続
き保育することが著しく困難な場合、連携施設の確保をしないでよいとするものであります。
それから第６項につきましては、前項第２号ということになりますが、第５項に号が２つ
追加されたことにより示す号を表記するための改正となります。
続きまして、６ページをお願いいたします。
表の中になりますが、４階以上の階で避難用のところになります。これに係る改正部分に
関しては、小規模Ａ型の施設について建築基準法の施行令の改正に伴うものということで改
正になります。その下で、同条第３項第３号、第４号、第10号ということで同施行令の号ず
れに伴うものになります。
続きまして、７ページをお願いいたします。
第30条第３項になります。そこに、看護師または准看護師を、１人に限り、保育士とみな
すことができるということになります。今まで看護師ということでしたが、准看護師が加わ
るということになります。
それから第４項になりますけれど、これは小規模保育事業所のＡ型ですが、第４項では当
分の間、年齢ごとの基準で配置する保育士の数が合計が１となるときは１人以上とすること
ができる。ただし、配置する保育士が１人となるときは、保育士と同等の知識と経験を有す
ると村長が認める者を置かなければならないとするものです。
続きまして第５項につきましては、幼稚園・小学校・養護教諭は保育士とみなすことがで
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きるという改正です。
続きまして第６項ですが、１日８時間を超えて開所する小規模事業所Ａ型は当分の間必要
となる保育士の数が年齢による配置基準による保育士の数より多くなるときは、保育士と同
等であると村長の認める者を必要な人数から基準の保育士の人数を差し引いた人数を保育士
とみなすことができるということです。
それから第７項が、第５項及び第６項を適用する場合は、資格のある保育士を年齢の基準
により配置する保育士の３分の２以上置かなければならないとするものです。
続きまして第32条ですけれど、こちらも小規模Ｂ型ですが、看護師に加えまして准看護師
１人を保育士とみなすことができるとするものです。
続きまして第38条ですけど、居宅型訪問保育事業になりますが、これはまずは第６条第５
項ということですが、これは母子及び父子並びに寡婦福祉法の項ずれに伴うものです。その
下ですけれど、アンダーラインの部分ですけど、これは母子家庭等で保護者の疾病、疲労そ
の他身体上、精神上もしくは環境上の理由により、家庭において乳幼児を養育することが困
難な場合ということを加えて明確化するものでございます。
続きまして10ページをお願いします。
これについても、第44条設備の基準ですけど、先ほどのものと同じように建築基準法の施
行令の改正に伴うもので、内容については同様となっております。
それから第45条ですけれど、これも保育所型事業所内保育事業所の職員ですが、看護師に
加えて准看護師１人も保育士とみなすことができるということです。
それから45条の第４項ですが、当分の間、年齢ごとの基準で配置する保育士の数の合計が
１となるときは１人以上とすることができる。ただし、配置する保育士が１人となるときは、
保育士と同等の知識と経験を有すると村長が認める者を置かなければならないとするもので
す。
それから第５項ですが、幼稚園、小学校、養護教諭は保育士とみなすことができるという
ものです。
それから第６項につきましても、先ほどと同じように、１日８時間を超えて開所する保育
所型事業所内保育事業所は当分の間、必要となる保育士の数が年齢による配置基準による保
育士の数を多くなるときは、保育士と同等であると村長が認める者を必要な人数から基準の
保育士の人数を差し引いた人数を保育士とみなすことができるとするものです。
第７項につきましては、第６項のとおりとする場合は、資格のある保育士を年齢の基準に
より配置する保育士の３分の２以上、置かなければならないとするものです。
それから第48条ですけど、これは小規模型事業所内保育事業所の職員ですが、やはり准看
護師を１人加えて、保育士とみなすことができるというものです。
続きまして、条例の第２条に関わるものです。
南箕輪村特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の関
係になります。
まず、第42条の４項ですが、これも下のほうに新しい号が追加されますので、その改正に
なります。
それから、４項の第１条ですが、これも家庭的保育事業の条例のほうの連携施設に関する
改正と同じ内容です。
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それから第２号につきましても同様の内容となってます。連携施設の関係の改正になりま
す。
それから第５項につきましては、第４項に２つの号が追加されたということで、前項第２
号という形になります。
それでは、４ページにお戻りください。
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。
以上で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。
９番、三澤議員。
９

番（三澤 澄子） ９番、三澤です。

国の法令が変わったということの中での変更だとは思いますが、南箕輪は先ほど定数も見
させていただいてるように、子供の数も増え続けているという状況の中で、保育園の各定数
というか、１クラスの定数とそれに対する保育士の配置が適正に行われているかということ
と、今、保育士の資格がある方と臨時で採用している会計年度任用の方もおいでると思いま
すけど、その人数どのぐらいでなっているのかお聞きしたいと思います。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐澤課長。
子育て支援課長（唐澤 孝男） 各保育園の人数の関係ですけれど、年齢ごとに配置できる
保育士の受け持てる数決まってますが、それはクリアしております。それで、さらに支援が
必要なお子さんとかそういったこともありますので、そこら辺は必要に応じて保育補助員と
かそういった方も入れております。
それから、ちょっと具体的な資料置いてきてしまったんですが、会計年度任用職員の保育
園の関係の数ですけれど、詳しいことまた後ほどお話ししますが、約100人弱ぐらいはいる
ような形になっております。
以上です。
議

長（丸山

豊） よろしいですか。ほかに質疑ありませんか。

〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） これで質疑を終わります。

日程第８、議案第３号「令和元年度南箕輪村一般会計歳入歳出決算の認定について」、議
案第４号「令和元年度南箕輪村介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案
第５号「令和元年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、議
案第６号「令和元年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」、議
案第７号「令和元年度南箕輪村水道事業会計決算の認定について」、議案第８号「令和元年
度南箕輪村下水道事業会計決算の認定について」を一括議題とします。
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号から議案第８号までは、令和元年度各会計の決算の認

定に関する６議案であります。一括して提案理由を申し上げます。
南箕輪村一般会計、南箕輪村介護保険事業特別会計、南箕輪村国民健康保険事業特別会計、
16

南箕輪村後期高齢者医療特別会計、南箕輪村水道事業会計、南箕輪村下水道事業会計につい
て、令和元年度の決算の調整が済み、地方自治法及び地方公営企業法の規定により、監査委
員の審査を受けましたので、議会の認定をお願いするものであります。
決算の概要につきましては、この後、会計管理者及び建設水道課長から、細部につきまし
ては決算特別委員会の際、担当課長及び担当係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、御認定をお願いをいたします。
議

長（丸山

豊） 決算概要について説明を求めます。

松澤会計管理者。
会計管理者（松澤 厚子） それでは、議案第３号から第６号までの令和元年度の一般会計
及び特別会計の決算の概要について細部説明を申し上げます。
お手元にお配りしてあります桃色の薄い冊子、決算調書を御覧ください。
目次をめくっていただき、１ページを御覧ください。
一般会計及び特別会計の決算の概要についてまとめてあります。そちらに沿って御説明申
し上げますので、よろしくお願いいたします。
なお、この調書に示してあります数値ですが、それぞれの表、明細により単位が異なって
おります。また、端数処理の関係で、末尾一桁の数字が一致しない箇所もありますので、あ
らかじめ御了承ください。
それでは、１の一般会計から御説明申し上げます。
令和元年度当初予算は、子育て関連施設等の大型事業が一段落したことから、前年度対比
３億3,000万円、5.4％減の58億円となりました。南箕輪村第５次総合計画前期基本計画の終
盤であり、南箕輪村創生総合戦略の最終年度となりました。
財政面では、体力の回復を図る次のステップにつなげる予算としてスタートいたしました。
また、地方創生関係交付金、社会資本整備総合交付金、コミュニティ助成金等を活用した
事業を実施する中、最終予算額は前年度繰越明許費を除き、61億5,862万7,000円となりまし
た。歳入決算総額は65億8,711万5,000円、前年度対比2,935万5,000円、0.4％の増となり、
歳出決算総額は61億8,241万円、前年度対比１億662万7,000円、1.8％の増となりました。こ
の結果、歳入歳出差引残高は４億470万5,000円となりました。このうち、繰越財源が9,323
万7,000円ございますので、正味３億1,146万8,000円が残高となります。
（１）の歳入でございます。
村税収入は22億3,385万円で、前年度対比4,803万7,000円、2.1％の減となり村税が歳入総
額に占める割合は、前年度より0.9ポイント減少し、33.9％となりました。
村税のうち、個人村民税は８億308万1,000円で、前年度対比1,657万2,000円、2.0％の減
となりました。法人村民税は２億1,997万8,000円で、前年度対比2,563万円、10.4％の減と
なりました。
固定資産税は10億160万6,000円で、村税収入全体の44.8％を占めており、前年度対比975
万5,000円、1.0％の減となりました。
軽自動車税は5,860万4,000円で、前年度対比301万円、5.4％の増、村たばこ税は１億
1,201万8,000円で、前年度対比133万円、1.2％の増、入湯税は3,856万3,000円で、前年度対
比42万円、1.1％の減となりました。
村民税ほか村税全体の徴収率は、現年度分が99.1％で、前年度対比0.2ポイントの減、滞
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納繰越分は23.8％で、前年度対比8.3ポイントの減、全体では96.9％で、前年度対比0.2ポイ
ントの減となりました。
ほかに主な収入として、地方交付税は15億6,259万2,000円で、前年度対比5,597万7,000円、
3.7％の増となりました。これは、固定資産税のうち償却資産の減など基準財政収入額の伸
びが小さかったことが要因でございます。
また令和元年10月から始まった、幼児教育・保育の無償化に伴う子ども子育て支援臨時交
付金9,279万円が交付されました。
ふるさと納税は１億3,242万7,000円で、前年度対比1,552万8,000円、10.5％の減となりま
した。
次に、（２）の歳出でございます。
歳出は、商工費が前年度対比で１億128万5,000円、96.1％の増と、最も増加率が大きく、
次いで民生費が１億8,665万4,000円、9.1％の増となりました。これらの要因として、商工
費は大芝公園内施設の整備やお試し住宅森のコテージ新築工事によるものでございます。民
生費では、生涯活躍交流センター新築工事によるものでございます。
一方、減少した費目としましては、土木費が前年度対比で１億9,717万円、25.6％の減、
次いで、衛生費が7,186万3,000円、17.3％の減となりました。これらの要因として、土木費
では、大芝公園の道の駅化に伴う園内整備、道路台帳システム構築などの事業が終了したこ
とでございます。衛生費では、新ごみ中間処理施設の完成に伴い上伊那広域連合負担金の建
設負担分が減となったことによるものでございます。
なお、歳入歳出決算の前年度との比較につきましては、この調書の15ページから17ページ
に特別会計も合わせて、款別決算比較表をお示ししてございますので後で御覧ください。
次に、（３）村債でございます。
村債は、臨時財政対策債２億2,716万3,000円、学校教育施設等整備事業債１億2,180万円、
一般補助施設等整備事業債が２事業で5,720万円、緊急防災・減災事業債が４事業で5,600万
円等、合計で10事業、４億7,646万3,000円を借り入れ、これまでの起債元金４億2,985万
3,000円を償還いたしました。年度末残高は54億5,059万7,000円となり、前年度末より4,661
万円の増となりました。
村債の詳細につきましては、この調書の43ページから49ページに村債明細をお示ししてご
ざいますので後で御覧ください。
次に、（４）基金でございます。
基金では、キャリア教育推進等の財源として、人づくり基金423万6,000円を取り崩しまし
た。学校施設整備基金に１億円積立てをし、財政調整基金等ほかの基金については利息分の
積立てを行いました。
基金の状況につきましては、この調書の31ページから42ページに基金明細としてお示しし
てございますので後で御覧ください。
次に、（５）の主要事業でございます。
主なものを申し上げますと、ソフト事業としましては、子育て・教育・文化では、小中学
校のＩＣＴ導入事業、小中学校無線ＬＡＮ整備委託、子育てアプリ導入事業などを実施いた
しました。
健康・福祉では、前年度に引き続き、健康増進事業、予防接種補助、福祉医療給付事業、
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介護慰労金等を実施し、新たに緊急風しん抗体検査事業、消費税増税に伴う低所得者子育て
世帯向けプレミアム付商品券発行事業などを実施いたしました。
自治・協働では、天竜川浸水想定区域内の表示看板更新、庁内などで事務処理に使用する
シンクライアントサーバ更新、村の第５次総合計画後期基本計画策定のための業務委託を実
施しました。
生活・環境では、前年度に引き続き、巡回バス運行事業、道水路維持管理作業委託、松く
い虫予防対策事業等を実施しました。
産業・交流では、前年度に引き続き、若者回帰・定住増進支援事業、子育て女性再就職ト
ータルサポート事業、フラッグフットボール全国小中学生東西選抜大会、住宅リフォーム補
助事業等を実施しました。
続いて、ハード事業でございます。
子育て・教育・文化では、中部保育園外装塗装工事、村民センター特定天井改修工事、村
民センター舞台昇降装置ワイヤーロープ更新工事、学校給食センターボイラー入替え工事な
どを実施しました。
健康・福祉では、生涯活躍交流センター新築工事を実施いたしました。
自治・協働では、村消防団第４分団第２部南原の消防車両小型ポンプ更新、前年度に引き
続き、通学道路安全対策工事として通学路へのグリーンベルト設置を実施いたしました。
生活・環境では、村道3008号線道路改良事業、村道1063号線舗装修繕工事、黒川護岸改修
工事などを実施いたしました。また、前年度に引き続き、地区からの要望による道路改良な
どの地区計画事業工事を実施いたしました。
産業・交流では、大芝公園内の２か所の屋外分煙施設設置工事、お試し住宅森のコテージ
新築工事、森のコテージの外装等の塗装工事、大芝プリン工房として新商品開発工房改築工
事などを実施いたしました。
次に、（６）の繰越明許でございます。
繰越明許につきましては、第２回定例会において承認を頂きましたが、村道1178号線道路
改良事業のほか計13事業、１億1,227万2,000円が年度内に支払いが終わらない見込みとなっ
たため、予算の定めるところにより、翌年度に繰越しをさせていただきました。
事業の内容につきましては列記してあるとおりでございます。
以上は、一般会計についての説明とさせていただきます。
次に、特別会計について御説明申し上げます。
２の介護保険事業特別会計でございます。
歳入決算額は10億5,253万3,000円で、前年度対比5,155万4,000円、5.2％増となりました。
主なものは、保険料が２億3,667万8,000円、国庫支出金２億8,892万円、支払基金交付金２
億5,750万8,000円、県支出金１億4,055万4,000円、繰入金１億4,176万2,000円となっていま
す。
徴収率は、現年度分99.5％、滞納繰越分19.9％、全体では98.8％で前年度対比0.2ポイン
トの増となりました。
歳出決算額は10億366万6,000円で、前年度対比4,571万6,000円、4.8％の増となりました。
うち保険給付費が９億3,832万8,000円で、歳出の93.5％を占め、前年度対比3,871万円、
4.3％の増、地域支援事業費が3,037万9,000円で、前年度対比267万6,000円、8.1％の減とな
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りました。
この結果、歳入歳出差引額は4,886万7,000円となり、前年度対比583万8,000円の増となり
ました。
年度末の第１号被保険者数は3,664人、前年度末対比68人の増加となりました。
続きまして、３の国民健康保険事業特別会計でございます。
歳入決算額は12億1,591万円で、前年度対比5,986万8,000円、4.7％の減となりました。歳
入の基本となる保険税は２億8,617万3,000円で、前年度対比302万1,000円、1.0％の減とな
りました。
保険税以外の主な収入は、県支出金８億2,600万6,000円で、前年度対比4,275万1,000円、
4.9％の減となりました。繰入金は7,835万2,000円で、前年度対比802万円、11.4％の増とな
りました。徴収率は、現年度分95.6％、滞納繰越分30.8％、全体では87.7％となり、前年度
対比0.2ポイントの増となりました。また、応能・応益の比率は53対47となっています。
歳出決算額は12億1,395万8,000円で、前年度対比5,236万1,000円、4.1％の減となりまし
た。保険給付費は８億1,396万7,000円で、歳出総額の67.1％を占めており、前年度対比
4,460万円、5.2％の減となりました。
この結果、歳入歳出差引残高は195万2,000円となり、前年度対比750万7,000円の減となり
ました。
年度末被保険者数は2,815人で、前年度対比99人の減、加入世帯数は1,764世帯で、前年度
対比52世帯の減となっています。
最後に、４の後期高齢者医療特別会計でございます。
歳入決算額は１億4,583万8,000円で、前年度対比990万5,000円、7.3％の増となりました。
主な収入は、保険料が１億1,384万3,000円で、前年度対比882万2,000円、8.4％の増となり
ました。徴収率は現年度分99.8％、滞納繰越分46.7％、全体では99.1％で、前年度対比0.3
ポイントの増となりました。
歳出決算額は１億4,333万1,000円で、前年度対比1,128万4,000円、8.5％の増となりまし
た。このうち、後期高齢者医療広域連合納付金は１億4,282万5,000円で、歳出の99.6％を占
め、前年度対比1,122万8,000円、8.5％の増となりました。
この結果、歳入歳出差引高は250万7,000円で、前年度対比137万9,000円の減となりました。
年度末被保険者数は1,938人で、前年度対比44人の増となりました。
以上が、令和元年度一般会計及び特別会計の歳入歳出決算の概要についての説明となりま
す。
決算書、主要施策成果説明書及び決算添付書類等を御確認いただき、詳細につきましては、
決算特別委員会の際に御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
なお、決算添付書類は、決算統計の作成ルールに基づき作成されております。性質の区分
の違い等により、決算書とは一部集計数値の違うところがございます。あわせて決算特別委
員会の際に御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。
以上で、一般会計及び特別会計の決算概要についての説明を終わらせていただきます。
議

長（丸山

豊） 続きまして、水道事業会計及び下水道事業会計の決算概要につい

て説明を求めます。
藤澤建設水道課長。
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建設水道課長（藤澤

隆） 議案第７号「令和元年度南箕輪村水道事業会計決算の認定に

ついて」及び議案第８号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計決算の認定について」、一括
で概要説明を申し上げますのでよろしくお願いいたします。
決算書類、主要施策成果説明書及び決算添付書類60ページをお願いいたします。
初めに、令和元年度南箕輪村水道事業会計報告書でございます。そちらを御覧ください。
大変申し訳ございませんが、１か所訂正をお願いいたします。イ、一般事項、５行目の第
２配水池薬注機械施設整備工事の備の字が抜けておりました。大変申し訳ございません。御
訂正をお願いいたします。
それでは、イ、一般事項からでございます。
令和元年度年間総配水量は約169万4,000トンを配水し、昨年に比べ約7,000トンの減少と
なりました。これは、北原地区減圧弁設置により、排水圧調整のための放流が不要となった
ことによるもので、有収水量は約137万4,000トン。有収率は昨年度に比べ0.8％増の81.1％
となりました。
上伊那広域水道用水企業団からの受水量は約152万5,000トンで、昨年に比べ約３万8,000
トンの増加となりましたが、各配水池内の給水人口の増加が要因と考えられます。
資本投資の事業は、平成30年度からの継続事業でありました第２配水池薬注機械施設整備
工事のほか、計量法に基づく水道メーターの交換工事、減圧弁設置工事などを行いました。
次に、ロ、決算の状況でございます。
令和元年度は、水道事業収益２億8,461万1,381円に対し、水道事業費用２億4,451万8,972
円、消費税及び地方消費税732万9,229円を除いた、差引3,276万3,180円の純利益となりまし
た。
水道事業収益の内訳は、営業収益２億3,776万6,426円、営業外収益4,684万4,955円となり、
営業収益の主な財源である給水収益は２億3,013万3,838円で、前年度対比91万2,025円、
0.4％の増収となりました。営業外収益の主な財源は、長期前受金戻入で3,204万9,434円と
なりました。
水道事業費用の内訳では、営業費用が原水及び浄水費で9,584万3,881円、配水及び給水費
1,282万5,822円、受託工事費288万円、総係費5,492万3,992円、減価償却費6,272万4,655円、
資産減耗費536万8,343円となり、営業外費用は支払利息が354万7,879円でした。特別損失は
なく、予備費の執行もありませんでした。
資本的収入は総収入額１億2,805万9,249円、総支出額２億6,635万1,627円で、差引不足額
１億3,829万2,378円は過年度分損益勘定留保資金１億2,852万1,480円と現年度消費税及び地
方消費税資本的支出調整額977万898円で補塡をいたしました。
また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における財政指標、資金不足比率はゼロ
となっています。
続きまして、下水道事業でございます。
73ページをお願いいたします。令和元年度南箕輪村下水道事業会計事業報告書を御覧くだ
さい。
１、概況の（１）総括事項でございます。
本村の下水道事業につきましては、平成３年度から積極的な整備に努めてきており、現在
では、南箕輪村第５次総合計画の基本目標の一つであります「住みやすい環境づくりを進め
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る村」を基に、村民の生活環境の改善、河川等公共用水域の水質汚濁の防止・保全を視野に
入れ、投資的なインフラ整備から維持管理を柱に事業展開をしてまいりました。
今後は、浄化センター及び管渠の維持管理費用や改築更新投資の増加を踏まえ、南箕輪村
下水道事業経営戦略に基づき、経営基盤強化と財政マネジメントの向上に努めてまいります。
また、下水道施設につきましてはストックマネジメント修繕改築計画に沿ったコスト縮減
に努め、より一層健全な経営に努めてまいります。
公共下水道の普及状況では、排水区域内面積855.7ヘクタール、全体計画面積は986.4ヘク
タールとなりますが、処理区域内人口１万5,371人、下水道整備率98.2％となり、昨年度と
比べ処理区域内人口は181人増加いたしました。水洗化人口は１万4,230人、水洗化率は
92.5％となり、前年度と比べ水洗化人口は345人の増加、水洗化率は1.1％の増加となってい
ます。また、有収水量は146万758立方メートルで、昨年度と比べ２万3,332立方メートル減
少となっております。この有収水量の減少につきましては、この後説明に出てまいります下
水道の使用料と関連しておりますけれども、村内の複数の大口業者であります民間企業、こ
ういったところに漏水があった、それが判明したことによってそれを修繕したことによる使
用料の減収が主な原因であるというふうに考えております。相当期間において、相当の量の
漏水があったものと御理解いただきたいと思います。
公共下水道の建設改良の状況でございますが、建設改良工事のうち、新たな宅地造成に伴
う水洗化のための管渠接続工事など、下水道敷設延長は約270メートルの増加となり、下水
道管敷設総延長は160.2キロメートルとなっております。また、南箕輪浄化センターの使用
電力の低減と未利用地の有効活用、二酸化炭素排出の減少を目的としまして、平成29年度に
設置をいたしました浄化センター太陽光発電施設につきましては、ほぼ計画どおりの発電量
が確保できました。その他、マンホールポンプ場のポンプ交換工事等を実施し、これらの費
用として管渠施設建設事業費6,081万5,603円を設備投資いたしました。
おめくりいただきまして、74ページの会計及び経理でございます。
収益的収支は、収入５億8,491万8,577円に対し、支出６億332万9,449円から消費税及び地
方消費税1,325万6,500円を除いた額、５億9,007万2,949円の差引金額515万4,372円が当年度
純損失になり、これに前年度繰越欠損金は３億806万6,210円、これを加えまして当年度未処
理欠損金の額が３億1,322万582円となりました。
内訳として、営業収益２億5,001万889円、営業外収益３億3,490万7,688円となり、営業収
益の主な財源は下水道使用料で２億4,903万1,636円、前年度と比較して下水道使用料は
2,039万9,898円、7.6％の減収となりました。営業外収益の主な財源は一般会計からの補助
金で１億4,923万1,000円となりました。
対しまして、下水道事業費用は、営業費用が、管渠費869万8,710円、処理場費7,680万342
円、総係費2,848万5,190円、減価償却費３億6,980万4,187円となり、営業外費用は、支払利
息１億628万4,520円となっております。
資本的収支は、総収入額２億3,001万6,350円に対し、総支出額は４億5,991万6,630円で、
不足額２億2,990万280円は、当年度分損益勘定留保資金２億2,990万280円で補塡をいたしま
した。
また、地方公共団体の財政の健全化に関する法律における財政指標、資金不足比率は
5.27％となっております。
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以上で、令和元年度上水道事業及び下水道事業の決算の概要説明とさせていただきまして、
詳細につきましては決算特別委員会の中で御説明申し上げますので、よろしくお願い申し上
げます。
議

長（丸山

豊） 以上で、議案第３号から議案第８号までの説明が終わりました。

ここで、決算審査の結果について、監査委員から報告を求めます。
原代表監査委員。
代表監査委員（原

浩） それでは、令和元年度南箕輪村各会計決算審査の結果を報告

いたします。
お手元の令和元年度南箕輪村各会計決算及び基金の運用状況並びに健全化判断比率等の審
査意見書を御覧ください。
この決算審査意見書は、地方自治法、地方公営企業法、地方公共団体の健全化に関する法
律に基づき、都志監査委員と合意の下に作成した意見書でございます。
１ページを御覧ください。
まず、審査の概要ですが、（１）のとおり、令和元年度の南箕輪村一般会計歳入歳出決算
から下水道事業会計決算までの６会計について、７月20日から８月３日までの間で６日間を
かけて実施をいたしました。12日はまとめをいたしました。
その方法につきましては、村長から提出されました関係書類及び監査委員から提出を求め
ました調書に基づき、（３）の①から④について、会計管理者及び各課長、係長から説明を
聴取しました。また、例月の出納検査や昨年11月に実施した定期監査の審査結果も参考にし、
工事、事業の実施状況について、現地調査も合わせて行いました。
また、財政援助団体等に対する審査として、農事組合法人まっくんファームに対する審査
を実施しました。
審査に付されました一般会計、各特別会計、水道事業会計、下水道事業会計の決算書、附
属書類の各計数は、関係帳簿、証書類と照合の結果、審査した範囲では特に誤りが認められ
ず、おおむね適正に処理されたものと認定しました。また、公有財産に関する調書、基金の
運用状況についても誤りは認められず、おおむね適正に管理がされているものと認定しまし
た。
２ページ以降には、審査の意見及び決算状況を前年と対比をしながら表にし、意見を記載
してあります。
決算数値等については、先ほど、会計管理者、また、建設水道課長から報告がありました
ので、説明は省略させていただき、後ほど御覧ください。
16ページを御覧ください。
財政援助団体等における審査でありますが、決算審査に合わせ、農事組合法人まっくんフ
ァームの審査を実施しました。対象は農事組合法人まっくんファームに支出した稲等収穫作
業機器購入補助金及び担い手育成事業補助金の２事業についてであります。記載のとおり収
支につきましては、団体の監事の監査を受け、また指導を受けており、関係帳簿、証拠書類
とも適正に処理されていました。内容についても目的に沿った支出が行われていたものと認
めました。
監査委員の総括意見として、17ページを御覧ください。
資金運用には厳しい時期もありましたが、おおむね良好だったと判断します。
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村税、保険料、税、使用料、負担金等の収入未済額については、一般会計、特別会計では
減少し、公営企業会計の水道料及び下水道使用料が増加し、下水道の受益者負担金は減少し
ています。担当課を中心に新たな滞納が発生しない努力がされており、今後も引き続き徴収
業務に努めていただきたい。また、公平さの観点から不納欠損に至らぬよう滞納額の減少、
徴収率の向上等事前の対策を立てて実行していただきたい。
財政力指数など、財政状況を判断する各種比率を見る中では、引き続き健全財政の確保に
努めていただきたい。
各種契約事務については、おおむね良好であると判断しました。今後も、慎重かつ適切な
事務処理をしていただきたい。
人口が増加し、住民ニーズが多様化し、また税制改正など、職員の事務量は増えるばかり
であります。効率的な事務執行ができるよう、一層検討をしていただきたい。
最後になりますが、19ページをお開きください。
令和元年度の健全化判断比率及び資金不足比率審査意見であります。
審査の概要、審査の期日、審査の手続は記載のとおりであります。
健全化比率の算定基準となる事項を記載した書類を確認しましたが、いずれも適正に処理
されていました。
また、20ページの水道及び下水道事業ですが、資金不足比率と、この算定の基準となる事
項を記載した書類も適正に作成されていると認められました。
以上が報告の内容でございます。このほか、事務的指導事項につきましては口頭でお伝え
しましたので申し添えておきます。
以上で、審査報告を終わります。
議

長（丸山

豊） 以上で審査の結果報告を終わります。

お諮りします。
ただいま議題となっています議案第３号から議案第８号までにつきましては、質疑を省略
して、議員10人全員で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにし
たいと思いますが、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、議案第３号から議案第８号は、議員10人で構成する決算特別委員会を設置し、
これに付託して審査することに決定しました。
お諮りします。
ただいま設置が決定しました決算特別委員会の正副委員長には、委員長に福祉教育常任委
員会委員長、副委員長に福祉教育常任委員会副委員長が就くことが決定されていますので、
委員会での互選を省略して、議長が指名したいと思いますが、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、決算特別委員会委員長には三澤澄子議員、副委員長には笹沼美保議員を指名
します。
ただいまから11時まで休憩といたします。
先に唐澤課長。先ほどの質問に対して。
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子育て支援課長（唐澤 孝男） 先ほどの三澤議員のご質問にお答えします。会計年度任用
職員ですけれど通常保育にあたっている任用職員の数は96人います。それに加えまして長時
間保育が23名いますので、119人の会計年度任用職員で保育にあたっています。
以上です。
議

長（丸山

豊） それでは、11時まで休憩とします。

休憩 午前１０時４４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。

日程第９、議案の上程を行います。
議案第９号「令和２年度南箕輪村一般会計補正予算（第４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９号「令和２年度南箕輪村一般会計補正予算（第４号）」

について提案理由を申し上げます。
本案は、歳入では、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の２次補正分、地
方交付税の交付額決定に伴う増額、決算に伴う令和元年度繰越金の確定による増額などが主
なものであります。
歳出では、新型コロナウイルス感染症対策のための各事業が主なものであります。
既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ４億6,090万2,000円を追加し、歳入歳出
予算の総額を88億3,044万6,000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９号「令和２年度南箕輪村一般会計補正予算（第４号）」

の細部説明を申し上げます。
第１条の歳入歳出予算の補正につきまして、歳出から主なものについて御説明を申し上げ
ます。なお、本補正におきましては、新型コロナウイルス感染症ＣＯＶＩＤ－19に関連した
事項が多くなっておりますので、細部説明の中では単に感染症と省略して申し上げます。よ
ろしくお願いいたします。
18ページを御覧ください。
歳出、２款、総務費でございます。１項１目、0201一般管理事務の１節、会計年度任用職
員報酬の増額は公用車運転手の任用形態が前年度までと変わったこと、また障がい者枠で新
たに１名を採用したことによるものでございます。８節の通勤費も同様でございます。
次の0202庁舎管理事務の14節は感染症対策で役場庁舎内の手洗い８か所、小便器８か所を
自動水洗化するための工事費の追加でございます。なお、和式の大便器につきましては、洋
式化と合わせて今後検討をしていくことにさせていただきます。
次の12目、0242地域づくり推進事業の12節、まっくんサイトの関係でございますが、10月
にサポートの期限を迎えるということで、ブログの更新等が課題となっておりましたため、
打切りも含め前年度から引き続き検討を行ったきたところでございますが、ブログの更新を
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個人に委託をしましたところ順調に更新がされておりまして、サイトの継続が見通せること
となりましたので、バージョンアップ等の経費をここで追加させていただくものでございま
す。
次の18節の負担金につきましては、先に全員協議会で御説明を申し上げましたが、南箕輪
村をロケ地とする映画の製作に対しまして製作費の一部を負担し、地域プロモーションに活
用するとともに、新たな地域間交流の契機にしていこうとするものでございます。
次に13目、0221企画調整管理事務の10節でございますが、北殿駅前のトイレの器具に不具
合がありまして、漏水が生じたため不足となります水道料の増額をお願いするものでござい
ます。不具合は既に解消をしております。
おめくりいただきまして、11節と12節になりますが、感染症対策としてオンラインを主体
といたします保護者向け就活セミナーを実施するための委託料の追加でございます。
次の17目、0208情報管理事業の12節は感染症が拡大する中、業務を継続していくために職
員がリモートワーク、テレワークを余儀なくされる様々なケースが想定をされます。庁内の
情報システムにつきましては、厳重にセキュリティ管理がなされておりますけれども、庁外
から通信により接続する場合においては同様のセキュリティの確保が欠かせません。その環
境構築のための委託料を計上するものでございます。
また、17節は同様に感染症拡大の影響で大勢が集まっての会議開催等が困難となっており、
多くがリモートによるものに姿を変えてきております。今後、さらに各種の会議あるいは職
員研修等がリモートにより開催される見通しでありますので、必要な機器を整備するもので
ございます。パソコン８台を購入いたします。現有の予備機３台を含め１度に最大11人が利
用可能というふうになります。
次のページ３款民生費でございます。１項１目、0301社会福祉総務事務の２節でございま
すが、長期の休暇が見込まれておりました職員が復職をいたしましたので、一旦減額をした
給料を再度計上させていただくもの。
８節の福祉事務調査委員、民生児童委員さんでございますけれども、旅費不用額につきま
しては任期中１回ということで実施をしております研修視察につきまして感染症の影響によ
り来年度に延期するため減額するもの。
14節は松寿荘の手洗いの水洗16か所の自動水洗化でございます。
次の19節、新型コロナウイルス感染症対策緊急福祉給付金第２次でございますが、感染症
のリスクが大きく経済的な影響が大きい方々の負担軽減を図るため、給付金を給付するもの
でございます。障がい者がおられる村民税非課税世帯およそ80世帯に３万円、障がい者がお
られるそれ以外の世帯およそ210世帯に１万円、高齢者のみの村民税非課税世帯およそ350世
帯に２万円を給付することといたします。
次の0306、障がい者福祉事業の14節は感染症対策として障がい者生きがいセンターの手洗
いの水洗９か所を自動水洗化するものでございます。
次に0307、ひとり親家庭助成事業は感染症の影響で負担が増している独り親家庭に対して
給付する給付金でございます。令和３年３月31日までに18歳となる学年以下のお子さんお一
人につき２万円を給付いたします。対象となるお子さんの数は265人を見込んでおります。
おめくりいただきまして、３目、0322高齢者福祉総合対策助成事業、18節の高齢者にやさ
しい住宅改良補助金につきましては本年度希望される方が多く、不足額を増額するものでご
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ざいます。
次の、0328高齢者の生きがい対策推進事業の各節は高齢者交流事業に係る経費でございま
すが、感染症拡大防止のため中止とさせていただきましたので、全て減額するものでござい
ます。
次に、２項２目、0334新生児特別給付金事業、新たな事業でございますが、４月27日まで
に生まれたお子さんにつきましては、国の特別定額給付金の対象となっており10万円が給付
されましたが、それ以降に生まれた新生児は対象外となっております。感染拡大が心配され
る状況変わっておりません。経済的負担同じであることから、４月28日から令和３年４月１
日までに生まれたお子さんを交付対象者として村独自に10万円を給付することとするもので
ございます。同じ学齢で不公平とならないようにしてまいります。なお、交付対象者が来年
４月１日生まれまでとなりますので、申請手続を本年度中に完了できない事業となります。
そのため、第２条で債務負担行為の追加を規定をさせていただき、５ページの第２表債務負
担行為補正の表で限度額を1,550万円としております。
22ページにお戻りをいただきまして、２目、0340保育園運営事業では10節は南原保育園の
ペレットボイラーの循環ポンプ等の取替修繕、14節の保育園手洗い水栓改修工事費は感染症
対策として保育園の蛇口278か所をレバー式に変更するものでございます。
また次の３目、0345こども館運営事業、14節のこども館手洗い水栓改修工事費は不特定多
数の御利用がありますため、自動水洗化と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、0400保健衛生総務事務
の14節は感染症対策としてトイレ照明のセンサー設置、手洗い水栓の自動水洗化、また事務
スペースとしても使用する会議室等への網戸設置を行うものでございます。
次に、２目、0408墓地公園事業の22節は墓所の返還が想定よりも多く、返還金が不足する
ため６区画分の増額をするものでございます。
続きまして24ページ、６款、農林水産業費でございます。１目飛びまして１項２目、0604
農業総務事務の７節で地域おこし協力隊の報償費の増額でございますが、会計年度任用職員
制度の導入に伴いまして特別交付税措置の上限が期末手当相当額を加えた額まで引き上げら
れたことから、会計年度任用職員として勤務をいただいている協力隊員につきまして、隊員
としての経験年数に応じて報償を引き上げていくこととし、増額をするものでございます。
次の３目、0605農業振興事業の19節、果樹栽培面積拡大苗木導入補助金の増額でございま
すが、南原地区の新規の農事組合法人さんが新たに800本強の苗木を植栽をすることとなり
ました。不足額の増額をお願いするものでございます。
おめくりいただきまして次の項になります。２項２目、0651林業振興事業、11節の森林保
険料の増額でございますが、大芝村有林に係るものでございます。料金改定によるものとい
うことでございます。
次に、12節のライフライン等保全対策事業委託料の追加でございます。県からの９割補助
を頂きまして、特に危険として選定をした北殿、神子柴、南原の生活道路に接する民有林の
危険木の伐倒、危険な枝の枝払い等を行うものでございます。
次の17節、地元産木製品備品購入費の追加はこれまで松くい虫対策に充ててまいりました
県の森林づくり推進支援金、これが本年度から使途が限定をされてきたということで充てら
れなくなりました。これを組み替えまして、味工房のウッドデッキに設置をするテーブル、
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椅子を購入するものでございます。大分テーブル、椅子等も古くなってきておりますので、
その更新も含めて整備をさせていただきます。
次の18節、上伊那山林協会負担金の増額でございますが、森林法の改正により新たな森林
管理制度が始まっております。森林管理システム構築のために必要なデジタルによる森林基
礎図の製作を、上伊那山林協会が実施主体となっていただきまして８市町村が一緒に行うこ
ととなりました。この業務の負担金でございます。
次に、0653森林セラピー推進事業の18節でございますが、赤松の小屋のトイレ改修水洗化
の工事費を当初予算に計上させていただいております。この整備の仕方として、建築基準法
に基づく基準により大人槽の浄化槽を設置する計画ということでおりました。ただ、実際の
使用人数等を考えたときにちょっと人槽が大きいなという思いでおったわけですが、現地確
認等精査をいたします中で、赤松の小屋から東に流下をさせ広域農道に通っております下水
道につなげば計上した工事費の範囲内で下水道に接続できるということが分かりましたので、
将来にわたるランニングコスト等を考慮いたしまして、下水道接続の方法に切り替えたいと
思います。新たに受益者負担金が必要となりますので、計上をするものでございます。
続きまして７款、商工費でございます。１項２目、0702商工振興事業の18節は感染症対策
で村制度資金のメニューですとか枠の拡大を図ってきた結果、多くの事業者の活用がござい
ます。これに伴いまして、保証料、補給金、利子補助金の大幅な予算不足が見込まれますの
で、増額をお願いするものでございます。
次の0710生活支援・企業応援商品券事業につきましては、村内の店舗等で使える2,000円
の地元応援商品券を全村民の方にお送りをし、９月末までの期限で御利用をいただいており
ますけれども、事業者また生活者双方から好評を頂いております。ほかの市町村では、いわ
ゆるプレミアム商品券に取り組む事例も見られますが、村では地元応援商品券の第２弾を実
施をしてまいりたいと思います。内容、方法等は前回と同様とし、第一弾に引き続き御利用
いただけるよう進めてまいりたいと思います。財源の約半分には長野県の地域支えあいプラ
スワン消費促進事業補助金を充当をいたします。12節の取扱事業者の募集等についてでござ
いますが、第一弾と同様、村の商工会に委託をする予定で、予算的には商工費ということで
計上をしておりますけれども事務の担当は第一弾と同様、地域づくり推進課が当たる予定で
ございます。
次の、３目、0703観光振興事業の各節でございますが、大芝プリンをモデルとして村の新
たな観光の展開を図ることを目的に取り組む事業になります。12節のＥＣサイト作成委託料
は、インターネット上に独自のウェブ販売サイトを立ち上げまして、大芝プリンを手始めに
将来的には味工房製品や村の農産物等、産品のネット販売を独自に展開をしていこうとする
ものであります。また、17節は好評を頂き月産で3,000個超となっておりますプリンの店頭
販売をさらに強化するためのショーケース用冷蔵庫を購入するものでございます。
おめくりいただきまして、18節でございますが、村観光協会では感染症対策としてテイク
アウト事業に取り組んでいただいております。今後実施予定の事業分に対する助成というこ
とで計上をするものでございます。
次のページ、８款、土木費でございますが、２項２目、0806国庫補助道路改良事業の補正
は橋梁の長寿命化事業におきまして、12節の不用額を14節に巻き替え、輪道橋の補修工事を
前倒し実施するものでございます。次の0808村単道路改良事業も、地区計画事業に係る節間
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での組替えでございます。
次に、３項２目、0812村単河川改修事業も事業内容の精査によりまして、下の沢川支流の
改修工事でございますが、経費を組み替えるものでございます。
おめくりいただきまして、９款、消防費の１項５目、0930防災対策事業はコロナ禍にあっ
ての避難所運営に必要な消耗品あるいはパーティション150組、簡易ベッド190台、エアマッ
ト350枚、簡易トイレ26基を購入するための増額でございます。
続きまして30ページ、10款教育費でございます。１項４目、1005教育振興事業からおめく
りをいただきまして32ページの６項７目、1059図書館運営事業までそれぞれ10節に感染症対
策消耗品費を計上しておりますけれども、消毒用のアルコール等を購入するものでございま
す。30ページの1005事業にお戻りをいただきまして、17節は小中３校の家庭学習貸出用とし
てタブレット70台を購入するものでございます。
次の、1010南箕輪小学校管理事務の17節は水道の蛇口214か所をレバー式に取り替えるも
のでございます。国の補助金の要件がありまして、工事費ではなく取替え手間も含めた備品
購入費として計上をするものでございます。次の、1017南部小学校管理事務の17節も同様に
水道の蛇口108か所の取替えを行うものでございます。
おめくりいただきまして、３項１目、1020中学校管理事務の17節も水道の蛇口取替え169
か所ほか、次の６項２目、1040公民館総務事務の17節は公民館講座をリモートで行うための
パソコンモニターを購入するものでございます。
次に、６目、1058村民センター管理事務でございますが、12節は感染症対策で消毒作業を
増やしましたので不足する委託料の増額、13節は学校教育、社会教育全般で共用するモバイ
ルルーター２台の使用料、14節は手洗い水栓17か所を自動水洗等に取り替えるもの。17節は
図書館、公民館のほか村民センター等で使用をいたしますサーモグラフィー４台を購入する
ものでございます。
次に、７目２項、1061体育施設管理事業の12節は感染症予防のため管内の消毒作業を追加
したため委託料を増額するもの。次の1063大芝公園管理総務事務の12節は、南箕輪村開発公
社に指定管理委託をしております大芝の各施設が感染症対応の休館等によりまして利用料収
入が大きく減少をし、既定の指定管理料では運営が困難なことから増額をお願いするもので
ございます。
おめくりいただきまして、14款、予備費で歳入歳出調整をさせていただき、２億6,793万
4,000円の増額とし、予測をされます村税収入等の大きな減収に対する対応ですとか、下水
道事業会計への繰り出し等に備えさせていただきたいと思います。
なお、給与費関係につきまして明細書を34ページ、35ページに示してございますので、お
目通しをお願いいたします。
歳出は以上でございます。
次に歳入でございます。９ページを御覧いただきたいと思います。
11款、地方特例交付金につきましては確定による増額でございます。
次のページ、12款、地方交付税も確定によりまして２億2,000万円余の増額でありますが、
主な要因は法人村民税の減収ですとか、人口増による社会福祉費の伸びということでござい
ます。
おめくりいただきまして、14款、分担金及び負担金では高齢者交流事業の中止に伴いまし
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て、参加者負担金分を減額をいたします。
次に、16款国庫支出金でございます。２項２目２節、説明10の地方創生臨時交付金でござ
いますが、２次分として１億8,000万円余の配分がございましたので、計上をし感染症対策
の各事業へ充当をいたします。
次の、６目２節、説明09の松林健全化推進事業補助金は内示に基づきまして計上するもの。
８目１節、道路橋梁費補助金の増額は国において本年度から新たに個別補助金として道路
メンテナンス事業補助金が創設をされましたので、社会資本整備総合交付金と巻き替えをさ
せていただくものでございます。
次の、10目３節、説明12の学校保健特別対策事業補助金は感染症対策として交付されるも
ので、小中学校の物品購入等に充当をいたします。
おめくりいただきまして、17款、県支出金でございますが、２項２目１節、説明10の地域
支えあいプラスワン消費促進事業補助金は商品券事業等を対象とする補助率２分の１の補助
でございますが、村では第一弾を含め地元応援商品券の事業に充当をいたします。
次の３目１節、説明07の地域福祉総合助成金の増は、高齢者にやさしい住宅改良補助金事
業の事業費増に伴うもの。
次の６目１節、説明31の人・農地問題解決加速化推進事業補助金の追加は内示に基づく追
加。
次の２節、説明24の長野県森林づくり県民税事業補助金の増は、ライフライン等保全対策
事業の実施によるものでございます。
次のページ、18款１項１目１節の墓地公園貸付収入は既定の２区画分に加えまして、４区
画分を見込むものでございます。
おめくりいただきまして、20款、繰入金でございますが、普通交付税の増などによりまし
て財源の確保ができましたので、予定しておりました財政調整基金からの繰入れを取りやめ
るものでございます。
次の21款繰越金は決算により額が確定し、３億1,146万8,000円となります。
おめくりいただきまして、23款、村債では８目で既定の南原雨水排水対策の事業が起債対
象事業として国のほうから認められましたので追加をさせていただきますとともに、15目の
臨時財政対策債の借入限度額が示されてきましたので、限度額いっぱいの借入を予定するも
のでございます。これらに伴います地方債の補正につきましては第３条に規定をし、６ペー
ジの第３表地方債補正の表に詳細を載せてございますので、お目通しをお願いいたします。
以上で細部説明を終わります。
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。
４番、藤城議員。
４

番（藤城 栄文） ４番、藤城です。

１点質問させていただきます。
26ページ、商工費、１項３目、0703観光振興事業のところなんですが、以前この議会全員
協議会で臨時交付金事業の説明の32番で大芝観光事業補助金で3,000万円というふうに計上
されてました。今回、ここで約340万円計上されてますが、残りの金額を何に使うかについ
て教えていただければと思います。
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議

長（丸山

副村長（原

豊） 原副村長。

茂樹） 相手先が同じ南箕輪村開発公社になろうかということでございます

けれど、性格的には全く別のものでございます。観光の補助金につきましては、開発公社が
独自事業として実施をしております大芝荘の事業につきましての補助、そこを大芝の観光を
進める中でどうしても必要になってくる部分ということで計上をさせてお認めをいただいた
ものでありますし、今回計上いたしましたのは村の施設を管理していただく、指定管理の中
で収入減に伴いまして運営をしていくのにそれだけ指定管理料がないと運営ができないと、
既に指定管理の中で資金がショートするような場面も出てきておりますので、そのために計
上をさせていただいたということで、全く性格的には異なるものということでお願いを申し
上げたいと思います。
議

長（丸山

豊） ほかに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。
12ページのところで、収入のところで１億8,000万円余ということで２次分ということに

なっています。まだこれから秋口にかけて、インフルエンザと同時にまたコロナも同じよう
に増えてくるんじゃないかという危惧もされておりまして、まだこれだけでは対策は不十分
だというふうに思うわけですけれども、最初にこの要望を出すときに各課から丁寧に出して
いただいて拾っていただいたというふうに思うんですけど、そのときに3,400万円ぐらい出
たということの中で、精査してこれということですけれども、今後のコロナ対策に対する予
算というものは第３次も含めてどのような見通しを持っているのかを、その辺をお聞きした
いと思います。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐澤課長。
財務課長（唐澤 英樹） 三澤議員の質問にお答えいたします。
第３次分の関係ですけれども、まだはっきりしたことは出てきておりませんので、また出
てきたところで検討していかなければならないということになりますけれども、この第２次
分の臨時交付金事業につきましても当然不用額的なものもの出てまいりますし、これからま
た必要になってくるもの、例えば先ほど三澤議員のほうでおっしゃられましたインフルエン
ザと絡めて必要なものにつきましては、また内容精査しまして補正予算等で対応していきた
いとこんなふうに考えております。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 一番心配な部分であります、いわゆるコロナとインフルエンザ症

状は全くと言っていいほど似てるわけであります。高熱、熱が出るせきが出る、こういった
部分であります。これからその部分の対応というのは非常に難しくなってくるということで
あります。その面につきましては、県を含めてどういう対応をしていくのか今検討をしてお
りますし、しっかりとその辺はやっていくということで市町村との共通認識となっておりま
すので、その状況を踏まえながら村もしっかり対応してまいります。
以上です。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑はございませんか。

７番、加藤議員。
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７

番（加藤 泰久） ７番、加藤です。

21ページの0322高齢者にやさしい住宅改良補助金、これがありますけれども、これは今ま
であったようなリフォーム補助金と違ったものであるのか、またこの内容についてはどうで
あるのかということをお聞きしたいのと、もう一つ、27ページ、商工費の中で18節の南箕輪
観光協会新型コロナ対策感染症対策のテイクアウト事業補助金、この内容についてちょっと
説明をお願いします。
議

長（丸山

豊） 伊藤健康福祉課長。

健康福祉課長（伊藤 千登世） 高齢者にやさしい住宅改良補助金であります。
介護保険制度等でも住宅改良の補助制度があるわけでございますけれども、それに該当し
ないものですとか、そちらのほうの限度額をオーバーした分につきまして補助をするもので
あります。
以上です。
議

長（丸山

豊） 出羽澤産業課長。

産業課長（出羽澤 平治） それでは商工費の中の補助金、観光協会が行うテイクアウト事
業補助金の説明を行います。
村内の小売店舗の皆さん大分販売が落ち込んでるということで苦慮しているようです。そ
の対策としてお店での飲食からお持ち帰り用の飲食へと、そういう希望のお客さんに対する
対応ということでそれぞれのお店の中で今行っておりますけれども、そういったお店以外で
の例えば大芝高原のイベントと兼ね合わせて、そういった場でテイクアウト用のお弁当だと
か食材だとかそういったことが販売できるようにということで、販路の拡大の一つとして取
り組むことに対する補助金ということで、主な使途はＰＲ、宣伝広告費等への活用というこ
とで行うものであります。
以上です。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

７

番（加藤 泰久） やさしい住宅改良の補助金につきまして、今までも高齢者に対し

ては手すりだとか段差解消だとかいうものに補助金は出されてるわけですけれども、それと
は今説明の中ではそれと同じようなふうに説明されておりましたけれども、補助額等が違う
というふうにも受け取れたんですが、その辺はどうでしょうか。
議

長（丸山

豊） 伊藤課長。

健康福祉課長（伊藤 千登世） 今までもこの事業は実施をしております。補助額につきま
しては、所得制限等はございますけれども、70万円までの改修費のうち９割分を補助します
けれども、介護保険制度が使える場合はそちらのほうを優先して使った上でこちらを適用す
るということで、今までの内容と同じものですが今年度につきましては希望が多いというか、
ちょっとお金のかかる改修を希望される方もおりまして、今回増額をお願いするものであり
ます。
以上です。
議

長（丸山

副村長（原

豊） 原副村長。

茂樹） ただいまの説明にありましたけれど、上限額70万円ということです

が工事費がそれ以下の場合にはそれに応じた額が計算の基礎になりますので、補助金額が違
うというよりも事業費のほうで補助額が変わってくるということがあろうかと思いますので
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お願いいたします。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑は。

８番、小坂議員。
８

番（小坂 泰夫） ８番、小坂です。１点お尋ねします。

32ページの下段から二つ目かな、大芝の指定管理者開発公社への今回のコロナでの経営が
本当に苦しいということにおける委託料だということなんですけれど、すみません、事前に
全協等で説明があったとしたら私が失念してしまって恐縮なんですけれど、この委託料は基
本的に今までの分もそうなんでしょうけど、年度内これでいけるだろうというそういう見込
みの額という理解でよろしいでしょうか。お願いします。
議

長（丸山

副村長（原

豊） 原副村長。

茂樹） これの算定でございますけれど、ちょっと手元に細かい計算のもの

まで用意してありませんけれど、既にこの４月、５月の部分で相当な3,000万円に近い金額
の不足が生じております。このまま一旦回復が見られたり、またちょっと落ち込んでる部分
ありますけれど、今後の通常の各施設の運営をしていただければ、できるような状況があれ
ばそこまで大きな落ち込みがないのかなというふうには思うわけですけど、こればっかりは
感染症の状況によっても大きく異なってまいります。正直先がちょっと見通せない状況とい
うことでございますので、また引き続きの補正ということもあり得るということで御理解い
ただけたらありがたいと思います。よろしくお願いいたします。
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） 21ページの先ほども出てました高齢者にやさしい住宅改良補助金

というのは制度的にはいいんですけれども、例えばお年寄りの人たちはこういう制度がある
かどうかということ自体がよく理解をしてないという部分では、例えば民生児童委員の皆さ
んにもお知らせをして、こういう制度ができましたよ、こういう制度がありますよという部
分を相談を受けたときに民生委員の皆さんが概略でもこういう制度があるから使ってみたら
どうかというようなアドバイスをしてやるというか、そういうところの情報を伝えてやると
いう方策というのはうまくできているんでしょうかというのを一つお聞きしたいのと、28ペ
ージの0806国庫補助道路改良事業の中に南田橋の詳細設計委託料不用額とあるんですが、お
聞きするとこの南田橋は通学の生徒が多く通うところであります。工事の内容は今のとこ欄
干を高くするという工事の内容だというふうに聞いてますけれども、例えばこういう通学路
だとかそういう子供たちがよく通るような橋という部分については、脇に後からつける歩道
用の橋というか、そういう部分というのはこういう川とかそういうところの特殊性がありま
すから、そういうとこではそういう工事が可能であるのかどうかというのをちょっとお聞き
しときたいと思うんですが、以上２点お願いします。
議

長（丸山

豊） 最初に、伊藤課長。

健康福祉課長（伊藤 千登世） 高齢者にやさしい住宅改良の件でございますけれども、民
生委員さんはもちろんですしケアマネジャーさんですとか、あと介護支援係のほうで訪問で
すとか相談をいろいろ承るわけですけれども、そのときにいろいろお話を伺う中でこのよう
な制度を御紹介することが多いかと思います。民生委員さんなどはもちろん制度については
御存じで、何かあれば役場のほうに御相談をいただいておりますので、そのような中で制度
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を御利用していただいているところであります。
また今後もＰＲなどは折に触れてしていくように努めてまいりたいと思います。
以上です。
議

長（丸山

豊） 続いて、藤澤課長。

建設水道課長（藤澤

隆） すみません、質問の趣旨がいまいち分からなかったんでもう

一度お願いしたいんですけれども、今回の補正は設計業務の不用額を巻き替えるものであり
ますけれども、工事のときに際しての歩道の確保ができるかという質問でよろしいでしょう
か。
議

長（丸山

豊） 山﨑議員。

２

番（山﨑 文直） 今聞いているのは、この南田橋のところは欄干を高くする、それ

は子供の通学用で低いもんですからちょっと危険性があるということから欄干を高くする工
事の内容だとまではお聞きしてますが、例えばこういうようなところに今あるコンクリの橋
のところへ歩道部分を足してやるという工事は要請があればそういうのは可能かどうかとい
う、今回の補正とはまたちょっとずれますけれども。
議

長（丸山

豊） 藤澤課長。

建設水道課長（藤澤

隆） 分かりました。今回やっている補助の事業につきましては、

現在の橋を点検した上での危険箇所の修繕でありますので、今おっしゃったそれに別個の歩
道の確保が可能かという質問に対しては、これは難しいというように考えております。した
がいまして、今の橋以上に通れるところの部分の歩道の設置というのは別の事業で考える必
要があるかと思われます。
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10号「令和２年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算（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10号「令和２年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、前年度決算の確定により、所要の補正をお願いするものであります。
既定の予算の総額に、歳入歳出それぞれ5,061万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を
それぞれ10億8,461万2,000円とするものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
御決定をお願いをいたします。
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10号について細部説明を申し上げます。
初めに、予算書６ページを御覧いただき、歳入から説明をいたします。
５款、支払基金交付金、１項１目、介護給付費交付金でありますが、令和元年度の介護給
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付事業交付金の精算により、不足分が追加交付されるものであります。
おめくりをいただきまして、７ページ、14款、繰越金であります。前年度決算による繰越
金の確定見込みにより、増額をするものであります。
歳入については以上となります。
続いて、８ページからの歳出となります。
２款、保険給付費、３項１目、1342審査支払手数料であります。手数料は前年度実績を基
準に概算払いを行いますが、令和元年度の審査件数が見込みより多かったため、不足が生じ
る見込みでありますので、増額をするものであります。
おめくりをいただきまして、９ページ、５款、地域支援事業費の３項１目、1362包括的支
援事業２事業費、１節と８節でございますが、これは当初、介護相談や訪問などに当たる会
計年度任用職員保健師１名を雇用する予定でしたが、短時間勤務の職員しか確保できなかっ
たため、短時間勤務の職員をもう一名雇用するため、増額をお願いするものであります。
また、18節でありますが、資格を更新するため今年度介護支援専門員、来年度に主任介護
支援専門員の更新研修を受講する予定でおりましたが、新型コロナウイルス感染症の関係で
更新研修の運用に変更があり、今年度主任介護支援専門員の更新研修を受講することで、２
つの資格を同時に更新をすることができることとなったため、不足分について増額をさせて
いただくものであります。
次に、10ページを御覧いただき、８款、諸支出金、１項２目、1382償還金利子等です。22
節ですけれども、国庫支出金等過年度分精算金といたしまして、令和元年度分の実績に基づ
き、国、県及び支払基金に差額を返還するものであります。
おめくりをいただきまして、11ページ、９款１項１目、予備費でありますが、歳入歳出調
整を行い増額をするものであります。
歳出については以上であります。
１ページにお戻りをいただきまして、以上のことから既定の歳入歳出予算の総額にそれぞ
れ5,061万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億8,461万2,000円とするもの
であります。
以上で、細部説明とさせていただきます。
議

長（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。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。

議案第11号「令和２年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計補正予算（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年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計補正

予算（第１号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、前年度決算の確定により、所要の補正をお願いするものであります。
既定の予算総額に、歳入歳出それぞれ880万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ
ぞれ12億4,559万7,000円とするものであります。
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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11号について細部説明を申し上げます。
初めに、歳入から説明をいたしますので、予算書６ページを御覧ください。
９款１項２目、繰越金でございますが、令和元年度の決算確定によるものでございます。
おめくりいただき、７ページの10款、諸収入、２項６目、療養給付費等交付金でございま
すが、元年度に概算で支払いました療養給付費の確定による国保連合会からの返還金という
ことで増額をするものであります。
続いて、８ページの歳出でございます。
９款、諸支出金、1564保険給付費等交付金償還事務でありますが、元年度分療養給付費等
交付金の確定により、県へ返還するものでございます。
おめくりいただき、９ページの10款、予備費でございますが、歳入歳出調整を行い追加を
するものであります。
歳出は以上でございます。
１ページにお戻りください。
以上のことから、既定の歳入歳出予算の総額に880万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総
額をそれぞれ12億4,559万7,000円とするものでございます。
以上で、細部説明とさせていただきます。
議

長（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年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算（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12号「令和２年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、前年度決算の確定により、所要の補正をお願いするものであります。
既定の予算総額に、歳入歳出それぞれ61万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれ
ぞれ１億5,909万3,000円とするものであります。
細部につきましては、担当課長から説明を申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
御決定をお願いをいたします。
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12号について細部説明を申し上げます。
歳入から説明をいたしますので、予算書の６ページを御覧ください。
４款１項１目、繰越金でございますが、令和元年度決算確定によるものでございます。
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おめくりいただき、７ページの５款２項１目、保険料還付金でございますが、過年度保険
料が県の広域連合から交付されるものであります。
続きまして、８ページの歳出でございます。
２款、1804後期高齢者医療広域連合納付金でありますが、繰越金と同額を追加するもので
ございます。
おめくりいただき、９ページの３款１項１目、1805保険料還付金でございますが、過年度
分の保険料還付金を追加するものでございます。
１ページにお戻りください。
以上のことから、既定の歳入歳出予算の総額に61万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総
額をそれぞれ１億5,909万3,000円とするものでございます。
以上で、細部説明とさせていただきます。
議

長（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「令和２年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第２号）」を議題といたしま
す。
本件について提案理由の説明を求めます。
唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第13号「令和２年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第２

号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、収益的収入及び支出の予定額のうち、下水道事業費用372万6,000円減額して、
支出予定総額６億352万2,000円とし、資本的収入及び支出の予定額のうち下水道事業資本的
収入を800万円増額し、支出予定総額を２億7,240万5,000円、また下水道事業資本的支出を
1,100万円増額をし５億838万5,000円とするものであります。なお、収支において資本的収
入額が資本的支出額に対し不足する額を２億3,598万円、また当年度分損益勘定留保資金で
補塡する額を２億3,239万4,000円にそれぞれ改めるものであります。
細部につきましては、担当課長から説明を申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
御決定をお願いをいたします。
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13号の細部説明を申し上げます。

詳細につきましては、予算実施計画明細書にて説明をいたしますので、議案書６ページを
御覧ください。
収益的支出の１款１項１目、管渠費400万円の減額は21節の修繕費で当初神子柴、北殿の
マンホールポンプの修繕工事、これを単独事業で計画しておりましたが、補助対象事業とす
るため資本的支出で計上し、ここで減額するものであります。
２目、処理場費、19節、手数料は電力会社変更に伴うサービス手数料の増額分でござい
ます。
また、５目、総係費、15節、印刷製本費、これにつきましては検針用ロール紙の購入費で
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ございますが、納品に時間がかかり、また来年２月の検針分が不足するためここで増額をお
願いするものでございます。
続きまして、資本的収入及び支出でございますが、支出から説明いたしますので８ページ
をお願いいたします。
１款１項１目、施設建設費700万円の増額でございますが、27節工事請負費で北原地区の
ＫＯＡ株式会社、これの工場新設に伴う下水道本管工事の増額分でございます。これにつき
ましては、当初予算で約100メートル分の工事費、約600万円を計上しておりましたがＫＯＡ
株式会社との協議によりまして今年度さらに新設、それから撤去、両方の工事が約220メー
トル分の工事が必要となりました。全体工事費で約1,300万円を見込むもので、差引き700万
円の増額をお願いするものでございます。
同じく２目、施設改良費では先ほど説明しましたマンホールポンプ２基分の修繕工事を27
節、工事請負費に計上するものでございます。
７ページにお戻りいただきまして、１款４項３目、工事負担金はただいまの北原地区の排
水管新設・撤去工事に伴うＫＯＡ株式会社からの負担金増額分を１節、工事負担金にて計上
するものでございます。
以上、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。

以上で、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５８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。

議案第14号「南箕輪村村道路線の認定について」を議題といたします。
本件について提案理由の説明を求めます。
唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第14号「南箕輪村村道路線の認定について」、提案理由を申

し上げます。
本路線は、宅地造成により整備された道路であり、村民の日常生活に特に重要であるので、
提案するものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
御決定をお願いをいたします。
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14号の細部説明を申し上げます。

本路線は平成７年の宅地造成に伴い整備された私有地でございます。令和２年７月30日付、
所有者から寄附採納の申出があり、道路構造、土地の登記状況等を調査した結果、認定の基
準を満たしており、提案理由のとおり村民の日常生活に特に重要でありますので、道路法第
８条第２項の規定に基づき村道路線として認定するものであります。
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それでは、村道認定調書の２ページ位置図を御覧ください。
場所は北殿区南箕輪郵便局北側に位置します中央部の表示箇所の路線となります。
おめくりいただき、３ページ認定路線図をお願いいたします。
村道1154号線に接する起点から村道1155号線に接続する終点の区間となります。
１ページにお戻りいただきまして、当該路線につきましてはその他路線、路線番号1268、
路線名、北殿中段43号線とし、起点、南箕輪村字西垣外3343番地10先から、同3343番地８先
までの延長55.7メートル、敷地の幅員は4.5メートルから9.3メートルでございます。
以上で、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。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。

議案第15号「工事請負契約の締結について」を議題といたします。
本件について提案理由の説明を求めます。
唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第15号「工事請負契約の締結について」、提案理由を申し上

げます。
本案は、令和２年度南箕輪村広域避難所村民体育館空調設備設置工事の入札を去る８月19
日に実施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２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、担当課長から説明を申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
御決定をお願いいたします。
議

長（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より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８月19日に実施しております。
２の工事内容であります。村の広域避難所であります村体育館に空調設備を設置するもの
で、天井つり型屋内空調機を18台設置いたします。
その他の設備としましては、高圧受電設備、引込盤、送風機等となります。
契約の方法は制限付一般競争入札、入札の結果でありますが応札者７社、落札額は7,700
万円、落札者並びに契約の相手先は南箕輪村982番地２、株式会社堀建設、代表取締役堀正
秋であります。
工期につきましては、議会議決の日から令和３年３月26日としてあります。
なお、３ページに平面図を添付してありますので、参考に御覧いただきたいと思います。
また、本工事は緊急防災・減災事業債の対象とし、充当率100％、交付税措置率70％の有
利な起債を活用してまいります。
以上で、細部説明とさせていただきます。
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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。
１番、百瀬議員。
１

番（百瀬 輝和） １番、百瀬です。すみません、１点お聞きします。

次の16号もそうなんですが、工事請負契約、村が発注する公共工事の関係ですけれども、
今こういうコロナ禍の中で国交省のほうからは公共工事の新しい感染予防のガイドラインが
出されております。そういう中で、工事現場もそれを遵守してやっていかなきゃいけないと
思います。村として、そこら辺の対応について伺いたいと思いますけど。
議

長（丸山

総務課長（堀

豊） 堀課長。
正弘） 工事現場でのコロナ対応についての御質問かと思います。

議員、御指摘のガイドラインでありますが、各業態それぞれガイドラインが示されており
まして、建設業においてもガイドラインが示されております。その中では、コロナ対応につ
いて受注者からの申出があった場合には、発注者間で協議を行った上で工期の見直しや、こ
れに伴い必要となる請負代金の変更等適切な措置を行うことという文面がありますので、村
としましてもこれに沿って受注者から協議があった場合には必要なものは変更の対象として
いくという立場で臨んでまいりたいと思っております。
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16号「工事請負契約の締結について」を議題といたします。
本件について提案理由の説明を求めます。
唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第16号「工事請負契約の締結について」、提案理由を申し上

げます。
本案は、令和２年度南箕輪中学校プール・更衣室棟長寿命化改修工事の入札を去る８月19
日に実施したところ、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２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、担当課長から説明を申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
御決定をお願いをいたします。
議

長（丸山

豊） 細部説明を求めます。

伊藤教育次長。
教育次長（伊藤 弘美） それでは、議案第16号の細部説明を申し上げます。
議案書の２ページ、説明資料により説明をさせていただきますので、そちらを御覧くださ
い。
初めに、入札会の期日は令和２年８月19日、午後１時30分でございます。
工事内容でございますが、①のプールの本体更新では新たなプール設置のため既存プール
の一部を撤去し、25メートル、７コースのＦＲＰプールを設置するものでございます。②の
更衣室棟の改修でございますが、屋根の塗装の塗り替えと天井への断熱材の吹付を行います。
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③といたしまして、プールサイドの塗装工事を行うものでございます。
契約の方法は、制限付一般競争入札、入札の結果でございますが、応札者数５社、落札金
額は7,040万円、落札業者は、こちらが契約の相手方となりますが伊那市上牧6474番地、宮
下建設株式会社、代表取締役宮下金俊でございます。
５の工期につきましては、議会議決の日から令和３年３月30日まででございます。
なお、この工事でございますが、公共施設等適正管理推進事業債充当率90％、交付税措置
率40％の起債を活用いたします。
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16号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。

議案第17号「南箕輪村教育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17号「南箕輪村教育委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて」、提案理由並びに説明を申し上げます。
出羽澤和子教育委員が令和２年９月30日で任期満了となるため、引き続き出羽澤和子氏を
任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２項の規定により議会
の同意をお願いするものであります。
議案書を御覧ください。
住所でございます。南箕輪村2796番地イの２、氏名は、出羽澤和子氏であります。生年月
日、昭和42年５月５日、満53歳、略歴につきましては議案の添付資料を御覧をいただきたい
と思います。
２期目ということで、再任をということでございます。御同意をいただきますようお願
いをいたします。
議

長（丸山

豊） 議案第17号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。

日程第10、議案に対する討論、採決を行います。
議案第９号「令和２年度南箕輪村一般会計補正予算（第４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９号を採決いたします。
議案第９号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 全員起立です。
41

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15号「工事請負契約の締結について」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「工事請負契約の締結について」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。
議案第17号「南箕輪村教育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。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（丸山

豊） 討論なしと認めます。

議案第17号を採決いたします。
議案第17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17号は同意することに決定いたしました。
以上で、本日の日程は全部終了しました。
本日はこれにて散会といたします。
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１時４４分
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議 事 日 程（第２号）
令和２年９月１４日（月曜日） 午前９時００分 開議
第１ 一般質問（質問順位第１番から）
６番

都 志 今朝一

４番

藤 城 栄 文

９番

三 澤 澄 子

２番

山 﨑 文 直

１番

百 瀬 輝 和

７番

加 藤 泰 久
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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

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

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
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隆
浩

会議のてんまつ
令和２年９月１４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、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いた
します。件名ごとに、それぞれ的確な質問、答弁をお願いします。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。なお、マスクにつきましては、聞きづらいなどのこ
ともありますので、適宜個人の判断にお任せいたします。
それでは、質問順に発言を許可いたします。
議席番号６番、都志今朝一議員。
６

番（都志今朝一） 改めましておはようございます。議席番号６番、都志今朝一です。

私は、さきに通告いたしました４項目について村長並びに教育長にお伺いいたします。的確
な答弁をよろしくお願いいたします。
新型コロナウイルスの感染症が蔓延し、終息が見えません。長野県下でも９月８日の時点
で県内感染者の累計は292名、入院は39名となっている。また、国内でも７万2,737人の感染
者、死者は1,398人に達しました。また、連日の厳しい暑さにより、８月20日には県内13地
点で猛暑日を観測し、最高気温は辰野町の36.3度、諏訪では35度を25年ぶりに観測した。梅
雨が長く、明けての猛暑、異常気象が続く中、コロナ対策などにより村政運営にも大変と思
われますが、村政のかじ取りをお願いし、質問に入ります。なお、一部質問については信濃
毎日より引用しております。
それでは１項目め、村政運営についての１件目、４期目公約の自己評価はどうであるかを
お伺いいたします。
４期目村長就任以来、間もなく４期目の任期もあと７か月を残すのみとなり、月日の過ぎ
る早さを改めて感じているところであります。
平成29年４月、村長選選挙時に４期目村政運営に対して７項目にわたる公約を掲げ、この
公約の実現のために日々努力をしてきたと思われます。
公約の１項目め、子供が伸びやかに育つ村にの今後の施策では、児童・生徒の増加に対応
した小学校の増改築、学校給食センターの増改築、こども館の有効活用とネウボラ機能の充
実、切れ目のない子育て支援など７件、２項目め、みんなが元気に暮らせる村での今後の施
策では、各種検診、特定健診の受診率の向上、村民体育館、大芝屋内施設の改修など６件、
３項目め、安心して暮らせる村にでの今後の施策では、高齢者・障がい者の足の確保の推進、
福祉移送サービス車の対象範囲の拡大、通学道路の安全対策、歩道の設置、グリーンベルト
の拡大など７件、４項目め、豊かな村を築く活力ある産業振興での今後の施策では、まっく
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んファームへの支援と担い手づくり、農業組織との連帯による地域振興など５件、５項目め、
快適な生活環境と地域の活性化での今後の施策では、大芝高原道の駅への登録と観光推進、
南原住宅団地焼却灰処理完結など10件、６項目めでは、健全な村を目指した協働・共助の根
づく信頼される村政での今後の施策では、区・組未加入世帯のさらなる解消、地域力向上に
向け地域事業への支援、環境設備、福祉、歴史文化承継など３件、７項目では、広域的課題
などへの対応では、広域連合ごみ処理中間施設への対応など38件、多項目にわたっての公約
であったと思われます。
以前の質問では、評価は住民の皆さんにしていただくものとの答弁がありましたが、４年
間を振り返ることも大切と思われます。
以上１件目の公約の自己評価についての質問といたします。答弁をお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ６番、都志議員の御質問にお答えをいたします。

４期目の公約の自己評価という質問でございます。
御指摘のとおり、私の４期目の任期も７か月となってまいりました。本当にこの月日の過
ぎる速さというのを感じておるところであります。
議員御指摘のとおり、４期目の選挙に当たりまして、７項目の公約を掲げまして選挙戦に
臨んだところであります。不十分な面もあることとは思いますが、公約実現のために、また
村民生活を守るため、安心・安全な村づくり、地域づくり、観光振興による地域の活性化を
図るために努力をしてきたところであります。公約の全てを申し上げるわけにはいきません
が、何といっても人口増加にどう対応していくかというこのことが一番でありました。
南部小学校の教室棟の増築実施をいたしました。これによりまして、将来にわたって児童
数の増加に対応できるものと考えておるところであります。今後はそういった増築をしなく
ても受け入れが出来るのではないかというふうに思っております。あわせまして、南原保育
園の増築、村民体育館の改修、大芝屋内運動施設の改修等々、公約に基づき実施をしてきま
した。
また、新たなものといたしましては、状況がかなり変化してきたことに伴いまして、緊急
的に保育園、小・中学校に冷房施設の設置も行いました。
ソフト事業的には、これも公約の部分でありますけれども、大芝高原の道の駅の登録、設
置ということあるいは福祉移送サービスの充実、特別支援学校の朝の預かり制度、学校への
専門員の設置、また南箕輪小学校教頭２人制の実現等々行ってまいりました。
産業振興面におきましては、風の村米だよりのブランド化への道筋、企業振興として、企
業誘致の少ない本村ではありますので、県内でも最も早く地域未来投資促進法の適用を受け
て、大芝・北原地区に既存事業所の増設の支援を実施をしてまいりました。
一方、未実施といたしましては、学校給食センターは検討段階であります。これはもう一
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。さらには、郷土館については
手がついていないというこういう状況であります。これも様々な事業を優先した結果という
ことで御理解をお願いをいたします。
昨年度の年度末から今年度にかけまして、予期せぬ新型コロナウイルスへの対応に追われ
ておりますが、計画いたしました事務事業はしっかりと完結をしていかなければならないと
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思っておるところであります。
自己評価としては、常々申し上げましたけれども、住民の皆さんにしていただくというこ
ういうことでありますけれども、私自身は公約はおおむねということで御理解いただければ
と思いますが、達成できたのではないかというふうに思っております。
しかし、毎日の状況でありますけれども、村のリーダーが私で本当によかったのかあるい
はいろんな事業をやるたびに、これで本当によかったのかという思いが常にしておるのが毎
日でございます。常に反省もしながらというこんな日々が続いておるところでございます。
以上で答弁といたします。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

６

番（都志今朝一） 従来の村政運営のほかに、今年に入りコロナ対策に追われ、心身

共に大変であると思われます。これからも残任任期の７か月間を上伊那の代表として、また
村政運営の責任者としてより一層の活躍をお願いし、２件目の来期改選の村長選挙に出馬の
意欲はどうであるかをお伺いいたします。
平成17年４月16日に南箕輪村村長に就任以来、来年の４月15日で任期の４期16年になりま
す。私も今定例会の一般質問作成のために、４期目立候補時に作成した部内討議資料を開い
てみました。村民目線に立ち、村民一人一人を大切にし、安心・安全で活力ある元気な村づ
くりを目指して奮闘し、７項目の公約の今後の施策では９割を超える公約が実行されており、
驚いているところであります。
南箕輪村では、人口減少時代、人口が増加し、県下一若い村として発展し続けております。
また、令和２年１月１日現在、人口などについて総務省公表の人口動態調査結果によると、
全国の村数183村中、総人口６位、人口増加数３位、自然増加数４位、社会増加数３位と全
国の村の中でも注目をされている。村として発展しています。
以前の質問時の答弁では、本村の村長選の状況、過去を振り返ると、選挙日の２か月前く
らいから動きが始まるというような状況であり、12月の表明でよいと考えているとの答弁で
あります。
来期には現在建設中の防災研修センター、学校給食センター、郷土館建設などハード事業
も山積みしております。また、来年度の予算は骨格予算でもあります。新型コロナウイルス
の影響により財政的にも厳しさが一層増すと思われます。健全財政維持のためにも、ベテラ
ンの手腕も必要と思われます。村民の皆さんの意見も様々です。村の人口も増加しており、
住宅の建築もまだ続いております。
また、二十数年前の紛争の村から平穏な村に変貌し、全国的にも注目される村になった。
唐木村政も円熟味を増し、いぶし銀のような輝きが増してきている。
時期尚早の質問と思いますが、次期改選の村長選挙に出馬の意欲はどうであるかをお伺い
し、質問といたします。答弁をお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 次期村長選の出馬の意欲はという御質問であります。

御指摘のとおり、過去３回の出馬表明でありますけれども、そのうち初めてのときは選挙
のたしか２か月切った辺りだったというふうに思いますけれども、その後は12月議会でさせ
ていただいておりました。私の任期も先ほど申し上げましたけれども７か月となり、自分の
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進退について考える時期となっておるところでございます。
考え方といたしましては、９月議会前に後援会の役員会等々開催する予定でありましたけ
れども、新型コロナウイルスの影響によりまして、会議の開催が延びてしまったというこう
いう状況であります。
したがいまして、今ここで来期どうするかということにつきましては、申し上げることが
できないところでございます。
９月議会終了後早々に後援会を開催し、協議をお願いをする予定となっております。通知
も既にできておるところであります。現在も様々な御意見を頂いております。お伺いもして
おるところであります。
私自身としては、４期16年の実績や反省、現在のコロナ禍での状況や村政運営、こういっ
たことあるいは４期16年というのは、そうはいっても長いということであります。長期にわ
たることへの村政への弊害、また気力だとか、体力的ないろんな問題等々を考え、今後は後
援会の御意見をお聞きをしてまいりますけれども、自分自身としては今熟慮中であるという
ふうに申し上げておきます。最終的には後援会の御意見もお聞きをいたしますけれども、自
分の考え方で判断をさせていただきたいというふうに思っておるところであります。
今までは12月議会での表明とさせていただきましたけれども、今回につきましては、少し
早いほうがいいのかなというこんな思いがありまして、11月の初旬頃までには記者会見とい
うような形で態度表明をさせていただきたいと思っておるところであります。
いずれにいたしましても、今任期は全力で頑張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） 都志議員。

６

番（都志今朝一） 年齢的にも体力的にも無理が利かない時期に差しかかってきてい

ると思われます。村のかじ取りとの声もまだ多く聞かれておりますが、本人の意思に任せ、
４期目の任期を全力での取組をお願いし、２項目めの村の防災対策の１件目、避難勧告発令
など村民への周知の取組方についてをお伺いいたします。
去る７月８日、梅雨前線による豪雨により、長野、岐阜両県に大雨特別警報が出され、南
アルプス仙丈ヶ岳麓の伊那市杉島でも記録的な降水量を観測した。県下14市町村に土砂災害
警報が発令。これを受け、村の災害対策本部より午前８時10分頃、区長宛てに北殿公民館に
避難所の開設の指示があり、区役員、自主防災会役員で対応し、コロナ感染防止のため村職
員２名が派遣された。午前８時33分に村災害対策本部より、土砂災害警戒地区住民に避難勧
告が発令され、組長から連絡で避難。北殿区での避難者は５名でありました。
防災マップには、段丘の下段地区がほとんど含まれています。避難者の数だけでは判断が
できませんが、自分の住んでいる区域の確認、そして自分の命は自分で守るの考えを意識づ
けることが大切であると思われます。
防災マップ活用など、今後避難勧告など発令に対して村民への周知はどのような対策を考
えているかをお聞きし、１件目の質問といたします。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） 防災関係の御質問でございます。
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最初に、避難勧告などの村民への周知でありますけれども、災害のおそれのある場合には、
災害対策本部から防災行政無線あるいは村のウェブサイト、メール配信、有線放送あるいは
ケーブルテレビにより村民へ周知を行っております。
ただ、防災行政無線につきましては、気象状況などによっては聞きづらかったりいたしま
す。
したがいまして、まずは村のメール配信サービスへの登録をお願いしたいと思っておりま
す。徐々に増えてきておりますけれども、まだまだ全家庭というふうにはいきませんので、
その辺は力を入れてやっていかなければならないというふうに思っております。
また、災害時に限っては、ツイッターやフェイスブックなどにより情報発信を行っており
ますので、御活用いただければと思います。
また、避難指示が発令された場合には、職員や消防団による広報も実施をしていくという
こういうことになっております。この避難指示につきましては、平成18年のときに消防団に
も協力をいただいて広報をしたところでありますが、その折には職員や消防団でローラー作
戦により全家庭へ周知をしたというようなこともあるわけであります。災害によってかなり
違いはありますけれども、あらゆる対応はしてまいります。
ただ、18年の教訓でいいますと、幾らお願いしても避難をしていただけなかった家庭とい
うのがあるわけでありますので、この辺をどうしていくのかというのは課題であるのかなと
思っております。今年につきましても、土砂災害の関係で避難勧告、地域限定で出させてい
ただきました。避難者はごく僅かであったということであります。
本村の場合の防災意識が高まったのは、やはり平成18年の天竜川の豪雨災害からでありま
す。それから一気に自主防災組織が全地区にできました。そういった体験があるから進んで
きたというふうに思っております。ただ、それから十何年過ぎておりますので、もう一回こ
の辺は気を引締めながら、広報活動していく必要があるというふうに思っております。
まずは、お配りをしてあります防災マップによって、今自分の住んでいる場所がどういう
場所であるのかというのを確認をいただく。どんな危険があるのかというそういったことを
確認をいただく。そして有事の際には、どういったところに避難するのか、そういったこと
を家庭内で確認をしていくということが大事かなというふうに思っております。その辺はし
っかりと広報、出前講座あるいは自主防災会などにお願いをして、さらに周知を図ってまい
ります。
以上です。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

６

番（都志今朝一） 村民の皆さんの意識改革が必要になると思われます。あらゆる場、

あらゆる機会を通しての周知が大事と思います。意識改革につながる対策をお願いし、２件
目の防災無線難聴地区解消の対策についてをお伺いいたします。
南箕輪村のデジタル防災無線の整備が完了し、平成23年10月より運用を開始、戸別受信機
も大幅に増設し、野外スピーカーなども増設し、試行錯誤を重ねていただいていると思われ
ます。
今までにも難聴地区改善のため、局の増設なども進めている。アナログの電波との違いも
あり、デジタル電波の特性上どうしても難聴地区が出ると思われる。他の方法での検討も必
要と思います。災害時には防災無線が大きな役割を果たすと思います。
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住民による聞き取り調査なども行ってもらい、難聴地区解消に向けてより一層の努力をお
願いし、今後難聴地区解消に対してのどのような対策を考えているかをお伺いし、２件目の
質問といたします。答弁をお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 難聴地区解消の質問でございます。

現在は年度初めでありますけれども、各区長さんに依頼をしまして、防災無線の難聴地区
調査を行っておるところであります。
また、住民の方から聞き取りにくいという声を頂いた際には、機器の異常も含めて原因調
査を行い、拡声ラッパの調整等により対応をしております。
議員も御指摘ありましたけれども、デジタル電波の特性上、地形などによっても影響をか
なり受けてまいります。そんなことは御理解いただきたいなというふうに思います。雨天の
際には本当に聞きにくいということでありますけれども、防災行政無線というのは屋外を基
本にしております。その辺も御理解をいただきながら、音量等の調節も行っております。さ
らに聞きにくい地域につきましては調査をしてまいりたい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、一番手っ取り早いのはメール配信等でございます。そ
ういった中で補完をしていただければというふうに思いますし、戸別受信機を全家庭へとい
うこんな防災行政無線の設置をするときに考えたこともあるわけでありますけれども、多額
な費用がかかりまして、どうにもならなかったというこういうことであります。また防災無
線を補完する先進事例なども調査しながら今も努力をしてきておりますが、これからも難聴
地域の解消に向けては、常にこれは必要なことでありますので、努力をしてまいります。
以上です。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

６

番（都志今朝一） いつ起きるか分からない災害に対して力を発揮できるよう対策を

お願いし、３項目めの村道管理の１件目、村道６号線歩道の雑草などの管理についてをお伺
いいたします。
村道６号線には両側に歩道が設けられており、車道と歩道の境には縁石が設置してあり、
縁石の脇の場所より雑草が伸び、長いものでは１メートルを超えている雑草も見受けられま
す。
村道６号線は、村で唯一村を縦断する主要幹線です。国道153号より道の駅大芝高原をつ
なぐ観光につながる路線でもある。また、朝晩には大芝高原の上の工業団地への通勤に使う
車も多く、交通量の多い路線です。歩道など一部では歩行に支障を来している場所もあり、
見た目もよくなく、年一、二回程度の管理が必要と思われます。
村道は総延長も長く、管理も大変と思いますが、今後どのような管理を行うかをお聞きし、
１件目の質問といたします。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） 村道管理６号線の質問でございます。

６号線に限らず、道路沿いの雑草につきましては、協働の村づくりという理念からすれば、
できれば地先の皆さんあるいは地域の皆さんで管理をしていただきたい、またそういうこと
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が望ましい姿であるというふうには思っております。一昔前は地先の皆さんが全て管理して
いただいておったところでありますけれども、今はなかなかそういったことにはならないと
いうことであります。これも時代の変化を感じておるところでございます。合併論議のとき
は住民の皆さんも、口も出すし手も出す、汗もかくというこういうことでかなりの御意見を
頂きましたけれども、時代が過ぎるとかなり状況は変わってきているなというふうに思って
おります。
６号線のところ、私も田んぼがあるわけでありますけれども、今作っておりませんので、
作っている時代は必ず歩道のあるところまで全て草刈りをしたり除草しておりましたけれど
も、なかなかそういうことが今不可能となっております。また住宅地でも、歩道を造るとき
には私たちが管理するというこういう状況もあったわけでありますけれども、それも時代が
たつと年代が変わってまいりますので、そういうことにはなっていないということでありま
す。
御指摘の村道６号線歩道の雑草につきましては、これは本当に見苦しいなという箇所もあ
るわけであります。住民の皆さんが管理をしていただければ一番いいわけでありますけれど
も、ただ毎年の状況を見ながら担当職員が複数回草刈りをしているのが現状であります。今
年は特に新型コロナの関係で地域住民の皆さんでは実施できないというお話もお聞きしてお
りますので、住宅付近や歩行に支障のある雑草は７月初旬から８月にかけて３回ほど担当職
員が草刈りを実施をしてまいりました。
ただ、それでもなおかつ見苦しいというか、景観上よくないというか、こういったところ
もあるわけであります。近年の少子高齢化社会に加えまして、今後の新型コロナの状況も先
行き不透明でありますが、引き続き住民の皆さんに御協力をいただきながら、通行に支障の
ないよう、また景観に配慮しながら、職員体制の中でも早め早めに草刈り等を実施していき
たいというふうに思っておるところであります。
先ほど申し上げましたけれども、時代は変化しております。時代に即した対応も考えてい
かなければならないのかなというふうに思っておるところであります。
以上です。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

６

番（都志今朝一） 多くの人が利用し、多くの目で見られております。適切な管理を

お願いし、２件目の村道５号・６号線にある公園に植えられている樹木の管理についてをお
伺いいたします。
村道５号線には大泉地区に１か所、６号線には南田橋の脇の上下に２か所、少し離れた場
所に１か所、また少し離れた反対側に１か所の計４か所があり、あずまやが２か所造られて
います。
また、場所場所には、それぞれに違う樹木が植栽されています。５号線には、あずまやの
横に植えられている木が大木になり、田の耕作者より相談を受けたこともあります。６号線
の南田橋の脇にある公園の一方にはアケビの木が植栽されており、少し離れた公園には、し
だれ桜が植栽されております。どこの公園を見ても手が入った様子がなく、伸び放題になっ
ている場所が多く見られます。
先ほども申しましたが、見た目もよくなく、害虫などの発生も考えられます。今後の管理
はどのようであるかをお伺いし、２件目の質問といたします。答弁をお願いいたします。
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議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ５号線、６号線のポケットパークの御質問でございます。

村道５号線及び６号線には５か所のポケットパークがあります。以前は村で草刈り等の管
理をしていた時期もあります。歩道脇の雑草同様、ここ数年は地域住民の皆さんで草刈りを
実施をしていただいております。しかし、現状は今質問のとおりでございます。
また、ポケットパークの樹木については、村では通行等に支障がない限り、景観に配慮し
た積極的な管理はしてこなかったというのが実態であります。
したがいまして、特に村道５号線のあずまやの木につきましては、御指摘のとおり害虫の
発生も考えられ、関係住民から剪定の要望もお聞きしておりますので、伐採も視野に入れ、
周辺の土地に御迷惑のかからないよう適正な管理をしてまいりたいというふうに思っており
ます。定期的にそういったところは村で管理をしていかなければならないのかなと。先ほど
も申し上げましたが、それだけ時代が変わってきたというそういうことであります。そんな
点は申し上げてお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） 都志議員。

６

番（都志今朝一） 続いて、以前にも質問していますが、５号線、６号線の植栽の管

理についてをお伺いいたします。
５号線にはドウダンツツジが植栽され、６号線の下段地区にはハナミズキが植栽され、上
段地区には白樺が植栽されています。
下段地区には以前、一部小リンゴが植えられていましたが、平成26年度にハナミズキに改
植され、統一性が取れています。植栽して年数が経過しており、枝の手入れなどが必要にな
っていると思われます。また、白樺の木のうち２本が枯れており、伐採が必要と思われます。
残りの白樺については、高さもあり、枝止めなどの手入れが必要であります。５号線に植え
てあるドウダンツツジの剪定、また枯れている場所への捕植も必要と思われます。
以前の質問の答弁では、街路樹が見苦しくないように、これからは定期的に手を入れ、そ
ういった予算を取りながら管理を行う方向で今後考えていくとの答弁であります。
人口増加対策に追われての予算が先行すると思いますが、環境美化に対する自然保全も必
要です。
以上３件目の質問といたします。答弁をお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ５号線、６号線とも歩道が設置された村では数少ない村道となっ

ております。建設当時は何回も言いますけれども、こうした街路樹を含めまして、地元の皆
さんの管理の下、景観が維持されていくというふうに考えておりましたけれども、時代とと
もにこうした維持管理体制も変わってきてしまったということでございます。
現在街路樹の剪定につきましては、委託業者も含めまして、村で対応しておりますが、御
指摘のように村道５号線、６号線にはそれぞれ種類の異なる街路樹が植栽されております。
村道５号線でありますけれども、ドウダンツツジにつきましては枯れた部分の捕植も考え
られますが、枯れた部分はきれいに除去し、残ったツツジを剪定しながら管理をこれからは
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していきたいというふうに思っております。将来的には街路樹のない歩きやすい歩道にして
いければと思っております。
一方、村道６号線につきましては、村内で唯一国道153号線から大芝高原までを縦貫する
両側歩道の主要路線でありますので、街路樹につきましては、景観に配慮しながら維持管理
をしていく必要があるというふうに思っております。植栽につきましても、今３種類という
ことの指摘を頂きました。以前は白樺、姫リンゴ、ハナミズキ、いろんな考え方の中でそう
なったという経過もあるわけであります。
特にこの姫リンゴにつきましては、地元の皆さんの要望から実のつく木ということで、管
理を条件に植栽した経過もあるわけであります。しかし、今も何回も言って申し訳ありませ
んけれども、時代の変化というこのことに尽きるわけであります。したがいまして、その後
はハナミズキに改植され、現在に至っております。
白樺等々につきましては、見苦しいものにつきましては剪定を、伐採をするというこうい
うことになろうかと思います。今後はハナミズキ１種類に統一して樹種転換を進めていきた
いというふうに思っております。
姫リンゴにつきましては、落ちるという後の掃除も大変でありますので、そういったこと
を考えております。環境美化にはできる限り努めていきたいなというふうに思いますけれど
も、この辺につきましても、また地域住民の皆さんの御協力もいただければなという思いも
あるわけであります。ボランティアという考え方もあるわけでありますし、村道６号線には
いろんな団体の皆さんで花壇も造っていただいておるところであります。ああいったような
ここからここまではというようなことができれば理想でありますけれども、それはなかなか
難しいのかなと。花壇につきましても、私も１区画受け持たせていただいておりますが、な
かなかこれは大変だなという思いもあるわけでありますけれども、みんながそういった気持
ちになってくれればいいのかなという思いもあります。
しかし、今の時代は行政である程度はしていかなければならない時代かなということであ
りますので、その辺を踏まえてまた考えていきたいというふうに思っておるところでござい
ます。行政でやっていくという場合には、いろんな考え方もあろうかというふうに思います
けれども、職員でというような考え方というふうにもなろうかなというふうに思います。
以上です。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

６

番（都志今朝一） 子育て、福祉、教育、人口増加対策、コロナ対策にと予算もつけ

づらいと思いますが、環境整備も行政の大切な仕事です。環境美化をお願いし、４項目めの
学校運営の１件目、長期休校再開後不登校の子供に対しての対策についてをお伺いいたしま
す。
新型コロナウイルス感染防止のため、異例の休校が続き、例年より約10日短い夏休みが終
わり、学校の生活にも落ち着きを取戻してきている。長期休み明けの子供たちも学校へ行き
づらい気持ちになりがち。
全国では不登校の小・中学生は近年増加を続け、最新の2018年度調査によると16万人を超
えた。県教育委員会によると、2018年度に不登校だった県内児童・生徒数は小学校で1,032
人、中学校で2,197人となり、調査を始めた1991年以降でそれぞれ最多となった。
不登校やひきこもりの経験者らでつくるひきこもりＵＸ会議の代表理事は、心がぼろぼろ
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のときはフリースクールなどで自分と近い状態の人たちと触れ合い、安心感を持てるように
することが大事と指摘している。
南箕輪村の小・中学校も長期休校明けから１か月がたとうとしています。村の実態と不登
校の子供たちに対する対策はどのようであるかをお伺いし、質問といたします。答弁をお願
いいたします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

清水教育長。
教 育 長（清水 閣成） 都志議員から長期休校再開後の不登校の子供たちに対する対策は
という御質問を頂いております。
コロナ禍の中ということで、子供たちの環境の中で大きな影響をコロナ禍が及ぼしている
な、そんな受け止めをしております。
不登校に関してでございますけども、現時点で今学校とやり取りをする中で、登校日数で
30日以上とか、学校へなかなか行きにくいというそういうことをどう見るかということで、
コロナの影響で実際には日数的なものを今ちょっと脇に置いているかなと思っています。と
いうのは、調査が６月に県に報告しているものが今年はやらなくてよいというそういうこと
で教育委員会に来ておりますので、日数的というよりも出席停止のこともありましたので、
私そういうふうに思っておりますが、小学校ですが、今議員お話しのように夏休みを終えて
ということで、今スポーツフェスティバルあるいは例年と違う運動会の形に向けて子供たち
一生懸命取り組んでいる状況でございますけど、登校を渋るようになった子、昨年度から今
回、それから引き続き登校できない状況の児童あるいは逆に環境が変わってあるいは学年が
一つ上に上がって、登校できるようになった子供たちという状況がございます。
子供たちの願いというものを私、課題という言葉で置き換えてるんですけど、子供たちは
その願いに応えながら、校内委員会とか、担任はもちろんですけれども、関係の職員あるい
は関係機関、親御さん等々連携を取りながら、対応をしてまいっております。
中学校ですが、特に３年生は今２学期に入って自分のこれからの将来の道筋が見え始めて、
自分から学校に赴く姿が多く見られるようになってきております。新１年生、小学校の新１
年生、中学校の新１年生は、新しい学年を迎えてスタートが臨時休業でしたから心配な向き
があったんですけど、先生方非常に丁寧なアプローチをしながら今に至っているという状況
がございます。
対策でございますけれども、前も申し上げましたが、村の中間教室、学校の中の中間教室、
保健室等々いろんなところで子供たちの内面、気持ち、状況を酌み取るということを大事に
しながら職員は対応してきております。
今後についてですが、コロナ禍における学校の新しい生活様式の中、やはり子供たちをし
っかり見ていく、そういうことに尽きるかなというふうに思っております。
時間の関係がありますので、端的に述べました。以上です。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

時間が押してますので、調整して質問してください。
６

番（都志今朝一） それでは、いろいろ文章は考えてありますけど、時間がないので

件数の頭だけを質問といたします。
２件目の新型コロナウイルス対策、臨時休校による南小、南部小、南中の学習進度につい
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てお伺いします。
それと、学びの継続計画というのを作成しろということになっておりますので、その進度
はどのくらいであるかをお聞きし、答弁を求めます。お願いします。
議

長（丸山

豊） 清水教育長。

教 育 長（清水 閣成） お願いします。
小・中学校とも現時点で約９割方履修をしてきている、そういう状況になっております。
年度当初、５月25日から通常に近い形で学校が動いてきておりますが、単元の入替え、例え
ば保健体育は保健の授業を先にやって実技は後のほうに、そういう組替え等も行いながらと
いうことで９割方現時点では履修を進めてきている、そういう状況でございます。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

６

番（都志今朝一） 学びの継続計画はどのようになっているか、ちょっとお伺いしま

す。
議

長（丸山

豊） 清水教育長。

教 育 長（清水 閣成） 学びの継続計画なんですが、今後いわゆる２次というか、３次と
いうか、臨時休業等の状況があった場合にどうするかという非常に危惧するわけです。でき
たらこのままいってほしいなと、ずっといってほしいんです、そういうことを願うんですけ
ども、学校の中で校長を中心に、いわゆる教育課程をどういうふうに組むかということ、そ
れが学びの継続計画になると思うんですけども、一つはオンライン、家庭と双方向のオンラ
インのところがどこまで整うのか、それによって学校でできること、それから家庭でできる
こと、例えば実技の関係でいくと製作とか、そこを組みながら、状況によって組み替えなが
ら履修を進めていく、ざっくりとそういう感じでおります。
いずれにしろ、オンラインの必要性というのは、前の臨時休業でも問われ、今もスタッフ
みんな奮闘しているところでございます。よろしくお願いします。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

６

番（都志今朝一） それでは一番最後の３件目の質問をいたします。

文科省、中教審による教科担任制に対する取組はまだ2022年からということでありますけ
れども、今の南箕輪の取組の状況をお伺いいたします。
議

長（丸山

豊） 清水教育長。

教 育 長（清水 閣成） 文科省、中教審による教科担任制に対する取組ということでお答
えいたします。
学校の中で、いわゆる専科教員、一番近しい、なじみがあるといいますか、音楽とか理科
とか家庭科、長野県はおおむねその先生方は専科ということで位置づいている学校が多いわ
けですけれども、専科の配当には国の基準がございます。40人学級で学級数を数えていって、
例えば小学校の場合、全校10学級の場合、校長１人、教頭１人、担任10、そして今お話しの
専科が１、それから14学級になりますと専科が２名というそういう形で専科がだんだん増え
ていく、そういう配当がございます、教員配当。今年度、南箕輪小は29学級ですので、専科
が３名、理科が１、音楽２名で動いております。
議員お話しの諮問機関である中教審の特別部会の関係ですが、小学校５・６年、中学校の
ような教科担任制の導入の骨子案をまとめ、年度内といいますか、年度中に正式案を文科省
に答申するというふうに受け止めております。対象となる教科は外国語、理科、算数であり
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ますが、いわゆる先ほどの音楽とかという専科という形に今後そうなるのかどうか、そこの
受け止めが非常に難しいかなと私自身思ってるんですが、と申しますのは、昨年度より外国
語、英語に関して南箕輪小学校に専科教員が特別加配で配当されています。昨年度は南小だ
けだったんですが、今年は南部小も兼務していいよということでお力を頂いているんですが、
先ほどの中教審の専科という位置づけと今回の特別加配での英語というそこをどう見るかが
非常に受け止めにくいそういう状況がございます。
ただ、いずれにしましても、３教科の教科担任制、専科は系統的な学び、いわゆる専門性
のある学びの保障のため、また教員の働き方改革にもつながるかなとそんなことを思ってお
りますが、私は望ましいと思っております。今後の動向に注視してまいりたい、そう思って
おります。
以上でございます。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

６

番（都志今朝一） 時間になりましたので、以上で私の質問を終わります。

議

長（丸山

豊） これで、６番、都志今朝一議員の質問は終わります。

ただいまから10時10分まで休憩とさせていただきます。
休憩 午前

９時５１分

再開 午前 １０時１０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。新型コロナウイルス感染症対策を受けて、国内

のデジタル化が急速に進んでいます。そこで、事前に通告した村のＩＣＴ環境の整備に関す
る６項目について質問いたします。
まずは、村の情報発信についてです。
現代社会は情報があふれており、正確で信用できる情報を得ることが難しい時代になりま
した。その傾向は災害時や非常時に顕著に見られ、先日、新型コロナウイルスの情報が県や
メディアから断片的に発信された結果、村役場に問合せが殺到したことは、その一つの典型
的な事例ではないでしょうか。テクノロジーの進化で誰もが情報を発信できるようになった
ため、デマも広がりやすく、村から正確で信用できる情報を発信する必要性が高まっている
と感じます。
さて、古くから利用されている情報発信といえば、防災無線が挙げられます。さらに近年
においては、2007年からメール配信サービスみなみみのわメールメッセンジャーがスタート
しています。このサービスは自分が必要な情報がメール配信で届くもので、利用も登録も無
料でできます。2020年４月現在、登録数は約5,700件に上っています。
このサービスは、先ほどの村長の答弁にもありましたが、防災無線のように雨や風で聞き
取りづらいといったこともなく、先日の大雨では細やかな情報がリアルタイムで提供された
ことで、休校などの確認ができ、大変助かりました。今後も積極的な運用を進めていただけ
ればと願っています。また、まだ利用していない村民の皆様も、この機会にぜひ御登録を検
討いただければと思います。
さて、総務省情報通信政策研究所が平成30年度、情報通信メディアの利用時間と情報行動
に関する調査報告書を発表しています。
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この調査報告書を見ると、お手元の資料１・２にも記載してございますが、メール行為者
率、言わばメールを日常的に利用している人の割合は、10代は平成24年に65.8％だったのが
平成30年には22.7％に大きく減少、20代も72％だったのが39％に減少していることが分かり
ます。若い世代ほどメールを日常的に利用しなくなっている傾向がはっきりとデータで示さ
れています。代わりに台頭してきたのがソーシャルメディアとなっています。
さて、冒頭述べましたが、正確で信用できる情報を得るのが難しい時代となりました。現
状のメール配信サービスは一つの有用なツールであり、継続すべきサービスでありますが、
情報を受けるためのツールが防災無線、メール、ソーシャルメディア等世代によって多様化
していることは、さきのデータが示すとおりです。
そのような多様化への対応のため、阿部知事をはじめ佐久市長、御代田町長など、首長が
自ら個人のアカウントでＳＮＳを活用し情報発信をするケースも増えてきました。
そこでお尋ねいたします。
今後、村から正確で信用できる情報を発信していくに当たり、どのようなお考えをお持ち
であるか、お聞かせください。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。

御指摘のように、現代社会におきましては、情報化社会と言われております。新たなツー
ルとしてＳＮＳ、個人が自由につながり情報発信できる仕組みが当たり前になってきておる
ところであります。さらに、コロナ禍においてＩＣＴの整備が急速に進んできたところであ
ります。
最初の御質問でありますが、村から情報発信については現在御承知のとおりでありますが、
毎月１回の広報紙の全戸配布、メール配信、ウェブページ、有線放送、ケーブルテレビ、防
災無線の活用など、それぞれの媒体特性において発信をしております。
御指摘のメール配信5,700件ということで報告がありましたけれども、さらにこの辺は積
極的な活用をしていく必要があるというふうに思っております。どうやったら多くの皆さん
に登録していただけるのか、このことも考えていく必要があるというふうに思っております。
ただ広報紙に載せただけではなかなか進んでいかないという部分がありますので、この辺の
登録方法につきましては一度検討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。
各種サービス等につきましては、該当者に直接郵送をし、情報提供しているところであり
ますが、村は昔から発信力が弱いという指摘は確かに受けておるところであります。これは
村の伝統と言っては大変失礼でありますけれども、昔からこの辺が弱いんじゃないかという
ことを御指摘も頂いております。本当にそのとおりだなということで、こういう時代になり
ますと、私自身もつくづくそういうことを思っておるところであります。
ＳＮＳにつきましては、災害時のみという限定でツイッターとフェイスブックを利用して
おります。ただ、高齢者のいわゆる情報弱者とされる住民も取りこぼしをすることのない、
届く伝わる、このことも意識をしていかなければならないところでございます。したがいま
して、広い情報発信の展開を心がけていきたいと考えております。
これはこういう時代になったということで、何か月か前にでありますけれども、村の総合
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的な情報政策、これを検討する推進部署を新たに設置したほうがいいんじゃないかなという
こういうことを検討を始めたところであります。これは既に指示をしてあるところでござい
ます。今も情報係というのはあるわけでありますけれども、情報政策全般に関わる問題とい
うこの部分をしっかりと検討していく必要があるし、急ぐ必要があるというふうに思ってお
ります。この検討を急ぎながら、できるだけ早く村の全体的なＩＣＴ化の検討を進めている
ところでありますので、よろしくお願いをいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 藤城議員。

４

番（藤城 栄文） 私もメール、もう少し若い頃は使っていたんですが、本当にプラ

イベートではメールでやり取りすることが、10代、20代ではなくて40代なんですが、本当に
減ってまいりました。
あと、村長から御紹介いただいた緊急時のツイッターやフェイスブックの運用という話な
んですが、やはり日常的に動いていないアカウントは、それをフォローする人たちも少ない
ので、なかなかいざ非常時に発信したとしても、それが広く届くかというと、少し難しい面
もあります。
先ほど村長が考えていらっしゃる村の情報発信の中心となる部署の皆様に、今後一つ議題
として考えていただければと思っていますし、次の質問は、まさにその部署でぜひ検討して
いただきたい事項になります。
次は、双方向のコミュニケーションツールの導入についてです。
メール配信サービスや防災無線などは、村役場から住民へ一方通行で情報を発信する類い
の話でした。これは、次は、住民から村へ要望や情報を発信することが可能になる双方向の
コミュニケーションツールについてです。
古くから利用されている双方向のツールといえば、電話が挙げられます。
電話は便利ですが、時間がかかる、言葉だけで伝える必要がある、文字に残らない、基本
的に１対１でしか行えないなど、現代の発達したテクノロジー環境においては不便な点も目
立ち始めました。
先ほどと同様、情報通信政策研究所の報告書によると、お手元の資料の３にありますが、
電話に代わって現在主に利用されているコミュニケーションツールがＳＮＳ、ソーシャル・
ネットワーキング・サービスです。
そのＳＮＳの中で全世代で利用率が顕著に増えているラインという民間サービスがありま
す。ラインの利用率は、お手元の資料の４にありますが、緑色のグラフになりますが、平成
24年に20.3％だった利用率が６年たった平成30年には82.3％まで急激に増えています。この
82％というのは私も少し驚きましたが、全世代の利用率の平均の数字です。次に利用率が高
いのがツイッターで37.3％ですから、ラインの82.3％がいかに群を抜いてあらゆる世代に利
用されているかがデータから分かります。
さて、そこまで利用率が高いのであればということで、先進的に公のサービスとしてライ
ンを活用している自治体があります。
例えば福岡市です。
福岡市のサービスを利用者目線で紹介しますと、まずラインで福岡市と友達登録をすると、
登録したときに設定した地区やカテゴリーに沿った情報が市から送られてくるようになりま
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す。これはイメージとしては、先ほど述べました村で運用しているみなみみのわメールメッ
センジャーに近い機能になっています。
さらにここからが双方向の話になりますが、村民が村に要望をこのラインを通して直接届
けることができます。さらに、道路陥没などを発見したときには、画像と位置情報をつけて
通報できます。さらに先日、宮田村が試験運用を始めたチャットボット機能なども使うこと
ができます。タイムリーな話題では、抜き打ちの防災訓練がこのラインを使って福岡市では
実施されていました。現在このサービスの登録者は福岡市民を中心に169万人にも達してい
ます。
さて、そんなラインを利用したサービス、ＬＩＮＥ ＳＭＡＲＴ ＣＩＴＹ ＧｏｖＴｅ
ｃｈ プログラムについて、今年の秋から自治体に向けてソースコードの無償提供が始まる
ことになりました。
お手元の資料の２枚目にも掲載をしてございます。
導入及び運用に当たって、もちろん全く無償という話ではありませんが、開発時等のコス
トをかなり削減して村で導入することが可能となります。
少しメリットを整理しますと、住民が日常的に利用しているツールであること、これが一
番ですが、例えばそこから村の長年の課題である未加入世帯との接点の一つにもなり得るこ
と、ふだん使われないものは災害時では絶対使われないという観点から、災害時での活用も
見込まれること、さらにはこちらコストの面になりますが、ベースは民間で動いているサー
ビスのため、決算特別委員会でも質問したような基幹系システムに見られるバージョンアッ
プ時の高額なコストが発生しないことも挙げられます。
さらに運用次第では、友達登録は村内に限られませんので、村のイベント告知だとか、こ
の日、コテージ空いてるからぜひ来てくださいといった移住施策などにもつなげることがで
きます。
新たな双方向のコミュニケーションツールの導入検討を進めることについて村ではどうお
考えになりますか、答弁をお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 双方向のコミュニケーションツールの導入についてであります。

結論から申し上げますと、これは必要だなというふうに思っております。今いろんな御指
摘頂きましたけれども、必要であるという認識は持っております。
ただ、この資料の中の82.3％という高い率が示されております。これは本当に高いなとい
うふうに考えておるところであります。ただ、この数値につきましては、70歳以上、ソーシ
ャルメディアを利用することが比較的少ないと思われる70歳以上の皆さんや全人口の10％を
占める12歳以下の子供は調査対象外であるということでありますので、利用率全体にすると
下がってくるのではないかなというふうに思いますけれども、いずれにしろ高い数値である
ということには変わりないわけであります。若い世代を中心に、その利用者が多くメジャー
なコミュニケーションツールであるというふうに思っておるところであります。
先ほどと重複する部分があるかと思いますけれども、村の情報発信の考え方についてであ
りますが、本村におけるＳＮＳの取組、限定した活用となっております。最近では長野県か
らの新型コロナウイルス関連の情報発信がラインを通じて発信されたりと、あるいは東京都
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では自宅待機の新型コロナ感染者と保健所のやり取りもラインで行われ始めたというこんな
報道もあるわけでありますので、双方向の部分としては本当に優れておるなというふうに思
います。
ただ、使い方を間違いますと、炎上というこういう部分もあるわけでありますので、誹謗
中傷というようなことも出たりするわけであります。この部分もあるということ、地域が混
乱にはまったという例もあるわけで、負の面もあるということも頭に入れておかなければな
らないなというふうに思っておるところであります。
今、福岡市の例を御紹介いただきました。行政として有益なツールであるということはそ
のとおりだというふうに最初に申し上げたとおりでありますので、研究をさせていただきた
いというふうに思っております。これも早く研究していく必要があるというふうに思ってお
ります。
そのためにも、早くこの総合的な情報政策担当課を位置づけ、明確にしながら、人員体制
も整備しながらというふうに考えております。双方向というのは様々な活用という点では必
要でありますので、その取組を早めていきたいということで御理解をいただきたいというふ
うに思います。
ライン等々につきましては、私はどちらかというとアナログ人間でありますので、遅れて
しまったかなという反省点もあるわけでありますけれども、ラインを使ってみると、いつも
いいなというふうに感じておるところでございます。したがいまして、くどいようですが、
様々な活用のためには必要であるということを申し上げ、その対応につきましても早めてい
きたいということを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） 藤城議員。

４

番（藤城 栄文） 村長から必要であるという答弁をいただきました。今後いつかは、

この流れでいくと、いつかは必ずどこかでやらなくてはいけないことだと私は確信していま
す。
また、村長から炎上というちょっと若い人が使うような言葉が聞けてびっくりしたんです
が、やはり炎上しないためにも運用面を整えていく必要があります。
その運用のところで一つアイデアがありまして、それが次の質問になります。
若手職員のプロジェクトチームについてです。
ラインに関する件は、私も福岡市長の本を読む中で知ってはいましたが、具体的な内容は
村内の私よりぐっと若い感性豊かな方々から情報提供していただきました。
現在運用しているみなみみのわメールメッセンジャーにも共通して言えることですが、シ
ステムについて重要なのは、導入後にどうやって運用をしていくかです。
そこで、今回のＳＮＳの活用やみなみみのわメールメッセンジャーなど、明らかに若者の
ほうが知識やノウハウに優位性がある分野において、若手職員でプロジェクトチームをつく
って運用を検討したり工夫をしたり、炎上しないようなことを配慮するような仕組みをつく
ってはいかがでしょうか。
南箕輪村組織規則にプロジェクトチームの記載はありませんが、村長が就任された2005年
には庁内に六つのプロジェクトチームをつくって成果を出された前例もあります。プロジェ
クトチームは業務が単純に増えるため、職員の負担が増えますが、そこでの経験は課題に対
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しての現状把握、課題抽出、目標設定、潜在的な問題把握など、日々のルーチンワークでは
経験できないことも多く、斬新で柔軟な発想を活用していくことは村の活性化にもつながる
と思います。職員のやる気と自信、職員力の向上も期待できないでしょうか。若い職員が増
えていてタイミングとしては悪くないと考えますが、どのように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） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 若手職員のプロジェクトチームについての御質問であります。

初めに、国におけるＩＣＴ戦略や長野県のＤＸ、デジタルトランスフォーメーション戦略
に基づいて、社会のデジタル化というのが進んでまいりました。行政におけるデジタル化も
今後一気に加速される状況に対応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。したがいまして、先ほどから申し上げているように、情報政策全般の強化充実
を図るための体制整備の検討を始めたところであります。
藤城議員が質問の中で触れられたとおり、過去には庁内に課題解決のために必要に応じて
プロジェクトチームを設置し検討してまいりました。これは私自身が当初、初当選して以来、
こういうことは必要かなということで、幾つかのプロジェクトチームを立ち上げて報告も頂
いたということであります。
現在のシステムとしましては、村は今総合計画に基づく計画的な行政を推進するために設
置いたしました総合計画推進委員会の中に、いろんな検討をしていただいておるところであ
ります。その中で今の状況を申し上げますと、大芝高原検討部会だとか、まっくん検討部会
などの部会を設置をして検討しておりますが、特にこのまっくん検討部会につきましては、
斬新で柔軟な発想を期待して庁内全員を公募し、やる気のある若手職員にも検討に加わって
もらっている状況であります。
これからの時代は、やはり若い職員のやる気をどう引き出していくか、あるいは斬新な考
え方をどう引き出していくかということがこれからの行政運営には必要となってまいります。
そんな状況でありますので、柔軟な組織体制の確立にも配慮をしていきたいというふうに思
っております。
プロジェクトチームということになりますと、担当以外の分野ということになりまして、
大変忙しくなるわけでありますけれども、それはそれで自分の知識につながってまいります
ので、よいことだというふうに思っておるところであります。
この総合計画推進委員会の委員長は地域づくり推進課長に務めていただいておりますけれ
ども、必要に応じまして、若手職員を指名または庁内の公募により部会員として入っていた
だくということになっておりますので、結果として若手職員によるプロジェクトチームとい
うことになるかもしれませんが、総合計画推進や諸課題の改善等の対応に当たるように指示
もさせていただいているところでございます。
最近考えてみますと、このプロジェクトチーム、当初のような私自身にも責任があるのか
なというふうに思っておりますけれども、初当選して何年かは、かなりプロジェクトチーム
をつくりまして検討させました。その中で成果の出たものもありますし、成果にまで至らな
んだものもあるわけでありますけれども、いずれにいたしましても、職員全員がいろんな問
題を考え、検討していくということは、これは村の発展につながっていくというふうに思っ
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ております。
したがいまして、どういう形にできるのか、ＩＣＴ等含めましたプロジェクトチームとい
うのはつくっていく必要があるというふうに思っております。したがいまして、若手職員が
入れるような基本的には総合計画推進委員会でやってまいりますけれども、若手職員が入れ
るような体制整備はしてまいります。これはやっていく必要があるというふうに思っており
ます。くどいようですけれども、そういう検討を始めたということでありますので、急がせ
たいというふうに思っております。
若手職員からの情報ということでありますが、いろんな若い職員は情報がありますし、そ
れをどう発揮をしていくかということも考えておるというふうに思っておりますので、若い
芽を潰すようなことはしたくないなというふうに思っております。
したがいまして、そういう組織というのは必要であるというふうに思っております。具体
的にこれから具現化を図っていくということでありますので、またいろんな場面で御提言を
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） 非常に前向きな答弁いただきありがとうございます。

例に出たまっくん検討部会、私も少し関わらせていただきましたが、非常に若い職員が意
見を交わす理想的な会議体であったなと。当時、取りまとめていた係長の方のキャラクター
もあったかと思いますが、そういった若手職員が意見を言いやすい、そういったことも意識
して、その村の情報発信部署について地域づくり推進課のほうで進めていただければと願っ
ております。
次に、少し話題を替えましてハードな部分、公共無線ＬＡＮの整備についてお聞きします。
新型コロナウイルス感染症対策により、小・中学校や公共施設に公共無線ＬＡＮの整備が
進んでいます。
第５次総合計画には、大規模災害時の非常通信手段を確保するため、役場、地区避難所、
大芝公園等を無線ネットワークで結ぶ防災システム及び避難者等への情報提供や情報収集に
役立てるため、地区避難所や防災拠点施設にＷｉ－Ｆｉステーションの設置を検討すること
がうたわれています。
地区避難所の一つである地区公民館への無線ＬＡＮ配置については議会からも要望書を提
出し、現在区長会と協議中のステータスであるとお聞きしておりますし、大芝高原において
は人が集まる施設を中心に整備が行われました。
そこで改めて今後の予定を含めて、公共無線ＬＡＮの設置箇所をお聞かせください。
また、小・中学校などの無線ＬＡＮは通常時は普通の人は使えず、災害時には認証不要で
利用できたほうがいいと考えますが、その切替えがなかなか難しいと、非常時ですので出来
ません。管理者がスイッチ一つでできるようであれば望ましいと考えますが、どのように運
用されていく予定でしょうか、その２点、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） 公共無線ＬＡＮの整備の質問でございます。

携帯電話のインフラ網が整備され、スマートフォンやタブレット端末が活用されている中、
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災害発生時の通信手段の確保が課題となっているところであります。とりわけ大規模な災害
が発生したときには、携帯電話回線の混雑によるトラブルなど、避難者が利用不能な状態が
発生するおそれもあるところであります。
そういった場合に備えまして、公衆Ｗｉ－Ｆｉを活用し、連絡や情報収集を行える環境を
確保することは有効であると思っておるところであります。
議員御指摘のとおり、現在各区長さんと地区公民館等へのＷｉ－Ｆｉの整備に関して協議
を行っているところであります。これは災害時だけではなくて、リモート会議等を想定して
やっていく必要があるのかなというふうには考えておるところであります。近々結論も出し
ていかなければならないというふうに思いますし、一番は通信の費用だとか、いろんな問題
も出てまいります。この辺につきましては柔軟な考え方を示していかなければ、こういうも
のは進んでいかないというふうに思っておりますので、これから行っていきます各区長さん
との協議の中では、そんなこともお示しをしてまいりたいなというふうに思っておるところ
であります。
公共無線ＬＡＮの設置予定箇所という質問でありますが、小・中学校につきましては、公
共無線ＬＡＮではなく、利用者と目的を限定した無線ＬＡＮとして整備をしてまいります。
災害時の活用につきましては、セキュリティーの確保を大前提に今後検討させていただき
たいというふうに思っております。今後検討ということでお願いいたします。
大芝高原内でありますが、現在大芝荘と大芝の湯でＷｉ－Ｆｉが利用可能ですが、味工房
やキャンプ場でも使えるスポットフリーＷｉ－ＦｉとしてＷｉ－Ｆｉを本年度整備すること
としております。徐々にでありますが、増えておるところであります。
その他の施設といたしましては、広域避難所としての村民体育館だとか、小・中学校の体
育館だとか、公民館だとか、様々な施設が挙げられます。設置費用等勘案しながら検討して
いきたいというふうに思っております。そういったことで御理解をお願いいたしたいと思い
ます。
これも公共Ｗｉ－Ｆｉというのは必要であります。同時に学校等につきましては、専用、
利用目的を限定したということになろうかというふうに思います。この辺につきましては、
また教育長のほうから答弁があるかというふうに思います。
以上です。
議

長（丸山

豊） 伊藤教育次長。

教育次長（伊藤 弘美） 小・中学校の専用のＷｉ－Ｆｉの関係ですけれども、ＩＰアドレ
スであるとかパスワード、そちらのほうの入力をするために変換が必要になってまいります。
コントローラー的なものがありまして、それを設置すれば簡単にその切替えが可能なような
んですが、大変費用がかかるということで聞いております。また、安価に済ませたいという
ことであれば、予備ルーター、そういったものの設置、そういったことも考えられます。そ
ういったものの費用面等々考えながら最終的な検討をしてまいりたい、そんなふうに思って
おりますので、よろしくお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 藤城議員。

４

番（藤城 栄文） すみません。いただいた答弁の中で３点再質問をさせていただけ

ればと思います。
村長、答弁の中で味工房のＷｉ－Ｆｉはこれからという話だったんですが、私の感覚です
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と既に使えてる部分があるんですが、その辺の整理をお願いできればと思います。
あと教育次長から答弁いただいた費用が高額になるということですが、大体どの程度の金
額感なのか。
３点目が、かなり無線ＬＡＮの数増えてまいりました。特に大芝高原ですと広いですから、
どこで使えるかがちょっとなかなか分からなかったかなと。なので、例えば防災マップに追
加するとか、まとまった広報を一定の段階でお願いしたいと思いますが、この点については
いかがお考えになりますか、よろしくお願いします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 防災マップにつきましては、記載をしていく必要があるというふ

うに思っております。改訂の際ということで御理解いただきたいなというふうに思います。
そのほかにつきましては、担当課長のほうから答弁申し上げます。
議

長（丸山

豊） 出羽澤産業課長。

産業課長（出羽澤 平治） 味工房でのＷｉ－Ｆｉの関係です。というよりも、もう少し広
く言いますと、味工房ばかりでなくて大芝荘、それから大芝の湯も含めてという話になりま
す。
昨年度の事業でコテージにフリーＷｉ－Ｆｉを入れました。現在は大芝荘、湯、それから
味工房一部についてはフリーＷｉ－Ｆｉですけれども、一般的な公共的なもので認められた
フリーＷｉ－Ｆｉとちょっと違う形になっております。というのは、今回入れようとしてい
るものは、全国的にも１回の認証で済ませればどこでも使えるそういったフリーＷｉ－Ｆｉ
の仕組みを今回導入していきたいというふうに考えております。現在ですと、それぞれこの
フリーＷｉ－Ｆｉを使うのにはＳＳＩＤなどパスワードのこれを入れてくださいねという形
の中で操作をしながら使えるという形になっていますけれども、これから入れるものについ
ては、なるべくそういった認証等簡易でできるものという形で、どこでもストレスなくつな
がっていける。例えば大芝で使えて駒ヶ根でも使えて各地で同じ条件で使えると、そういう
フリーＷｉ－Ｆｉを整備していくという計画であります。
以上です。
議

長（丸山

豊） 続いて、伊藤教育次長。

教育次長（伊藤 弘美） コントローラーの件でございます。
災害時に学校無線ＬＡＮですね、そちらをフリーで使いたい、そういうことであれば、無
線ＬＡＮのアクセスポイントと接続端末とを管理できるコントローラーを整備すると、そう
いったアドレス等の問題とあと切替えの手続ですか、そういったものがなくて済むようなん
ですが、今これ、きちんとした見積りを取ったわけではないので、大まかな数字ということ
で御理解いただきたいと思うんですけれども、大体一つの学校で300万円程度必要になって
くるのかなと。予備ルーターであれば５万円前後のものから10万円くらいのもの、そういっ
たものがあろうかなと思っております。１台で結構な台数、1,000台くらい対応できるもの
から何百台と対応できるものがあるようですけれども、実際の工事費、それからルーターの
関係、費用面、運用面、そういったものも考えながら検討してまいりたい、そんなふうに思
っておりますので、お願いいたします。
議

長（丸山

豊） 藤城議員。

４

番（藤城 栄文） 答弁ありがとうございます。
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非常用電源がある村役場、あと先日の防災訓練では最大324人が避難できるとした村民体
育館もぜひ検討していただければと願っております。
次の質問に移ります。
小・中学校のオンラインによる家庭学習及びＩＣＴシステムについてです。
ＧＩＧＡスクール構想が前倒しで実施され、小・中学校のネットワークやデバイスの整備
が急速に進みつつあり、教育委員会をはじめ学校関係者の皆様は大変苦労されていると思い
ます。
議会でもオンラインで常任委員会が行えるようになりましたが、小・中学校においてはコ
ロナ対策はもちろんですが、台風や大雪など悪天候時などでも今後はオンラインによる家庭
学習ができるようにしておくことは検討してもいいのではと感じます。
さて、文部科学省が示す新型コロナウイルス感染症対策に伴う児童生徒の「学びの保障」
総合対策パッケージには、時期については地域差を考慮しつつも、ＩＣＴを活用したオンラ
インによる家庭学習が全ての児童・生徒に可能な環境を実現することがうたわれています。
また、オンラインによる家庭学習とは別の観点になりますが、今回、村においても全ての
小・中学校の児童・生徒にデバイス端末が用意されることになりました。デバイス端末を用
いてＩＣＴをフル活用するための教育ＩＣＴシステム構築についても文部科学省において進
めていく方針となっています。
村においては人的リソースがかなり限られている中で、対応できるスピードや範囲に限り
がありますが、現時点においてＩＣＴを活用したオンラインによる家庭学習、そしてＩＣＴ
をフル活用するための教育ＩＣＴシステム構築、それぞれについてどのような方針また進捗
状況であるか、また課題が何か大きな課題等ありましたら教えていただければと思います。
答弁をお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

清水教育長。
教 育 長（清水 閣成） 藤城議員、小・中学校におけるＩＣＴ環境整備についての御質問
というふうに賜っております。
校内のＩＣＴ環境整備につきましては、さきの議会でＧＩＧＡスクール構想による子供た
ち１人１台端末、それから校内通信環境ネットワーク整備のための予算をお認めいただきま
した。機器の導入、環境の整備に向け準備を進めておるところでございます。
ＩＣＴ環境整備につきまして、小・中学校３校の教頭それから校内の情報係、それから教
育委員会事務局担当による検討会、ここ数年続けてきてるんですけども、今年度から検討会
を持って委託をしておりますＩＣＴ支援員を加えながらお力を頂いて検討を深めているとこ
ろでございます。
先ほど予算の話ありましたが、その予算上の縛りがあるわけですけれども、学校現場の声、
意見、考えを大事に、できるだけ取り入れていきたいという思いで検討を進めております。
現在最終段階かなというふうに思っておりますが、できるだけ早いうちに入札、契約を行え
るようしていきたいなというふうに思っております。
御指摘のとおり、これは私の責任なんですけれども、整備等少し遅れている面ございます。
今年度中には１人１台端末、機材があるかどうかというのが、ちょっと苦しいところがある
かなというのは聞いてますけれども、校内ネットワークの整備を終える予定でございます。
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校内の環境が整いますと、ＩＣＴの学習が本格的にスタートかなと思っています。先生方、
教師のスキルアップはもちろんですが、ＩＣＴ支援員のお力も大変重要でございます。実際
の学習を行う上での支援体制の構築、校内でも職員、すごく使う先生となかなかという先生
がいるかなというふうに思っておりますが、同僚からの学び、それから校内での研修等しっ
かり整え、そういった意味の支援体制の構築が課題かなというふうに思っております。
あと、御質問の家庭学習についてですが、３月それから４、５のところで双方向の本当に
必要性は十分感じながらでございますが、文科省の総合対策パッケージでうたわれている家
庭学習につきましても、まだすみません、不十分なところかなというふうに思っております、
環境が。
家庭でネット環境がない場合の貸出し用モバイルルーターを６月議会でお認めいただきま
した。それから可能な対応をそれによってしていきたいと思うんですけれども、課題として
挙げられると私自身思っているのは、臨時休業等の場合に家庭で子供たちが学習する場合に
学校側が双方向の授業を環境設定を含めてでありますが、どこまで整えていけるか。校内で
やっている状況を私承知していますが、まだ全体とまでは行ってないかなと思っています。
いわゆる学校職員のスキルアップがやはり大事かなというふうに思っております。
それから、先ほど申し上げましたが、必要によってはタブレットの貸出し等を考えている
んですけれども、御家庭によっては子供だけではインターネットをさせないというそういう
御家庭もございます。その場合、学校とか、先ほど村長答弁にありました公共施設等も描い
てはいるんですけれども、その場合にじゃあスタッフとか、どういうふうに環境が整えられ
るか、そこも課題かなというふうに思っています。
ハード面・ソフト面等課題があるわけですけれども、ＩＣＴ支援員の専門的なお力を頂き
ながら、学校職員、教育委員会事務局担当、連携を取りながら、子供たちの学びを保障でき
るよう柔軟に進めてまいりたいと思います。
それから、ＩＣＴのフル活用という言葉を議員から頂きました。文科のほうでは８月に優
先すべき地域でオンライン学習を可能にということで取り組んでいるというふうに私、認識
しておりますので、国からの情報も丁寧に受け止め、生かしていくことを大事にしていきた
いなというふうに思っております。
以上でございます。
議

長（丸山

豊） 藤城議員。

４

番（藤城 栄文） 私も小学生の子供が２人おりまして、まさにこの前の臨時休業の

ときにはずっと家に子供がいたわけなんですが、私が勉強を教えてあげるということを１か
月、２か月していたんですが、やはり例えば朝の学活だけでも一度そこで先生に締めていた
だけると大分リズムができるといいますか、変わってくると思うんですね。全部授業をする
となると、私が先生でもちょっとしんどいかなと思いますので、そういったポイントポイン
トの活用も少し案としていいのではないかと思っています。検討いただければと思っていま
す。
すみません、時間の関係で次の質問に移ります。
公共施設管理のオンライン化についてです。
先日、村づくり委員会より地方創生交付金活用事業の検証結果が公表されました。人工芝
になった屋内運動場は目標の倍以上の利用数となり、数ある創生事業の中で唯一非常に効果
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的だったと評価されました。屋内運動場は、まだまだ稼働率を高めることができるのではと
感じています。
さて、各種スポーツ施設がそろっているのが大芝高原の一つの大きな魅力となっています
が、非常に効果的と評価された屋内運動場でさえ、実際は空き状況の確認や予約が現地訪問
もしくは電話でしかできません。施設の利用状況を紙ベースで管理しているのが原因で、ス
ポーツ施設、村民センターなどの公共施設、さらに現在建て替えが進んでいる研修センター
など、これら施設について紙によるアナログ管理を継続することは単純に不便で、公共施設
の利用率、稼働率の低下につながっていると考えられます。
また、各施設の稼働率を改善していくために、例えば何曜日のこの時間帯が使われてない
よねだとか、そういったデータ集計をするのも、紙だと、かなりそれだけで負担になってし
まうのではないでしょうか。
また、システムの導入となると、費用面が危惧されますが、例えば一般財団法人地域活性
化センターでは、自治体に対して公共スポーツ施設等活性化助成事業として、システム導入
への助成を長年行っています。システムを導入しなくても、スポーツ施設の空き状況が分か
るようにすることは工夫によっては可能ですが、私としては、できればせっかくの助成事業
ですので、これを活用して予約まで行えるようアナログ施設管理を改善していただくことを
願っていますが、この件について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） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 公共施設の管理オンライン化という話でございます。

これは前々から必要性は感じておったところであります。いまだに紙台帳でやっておると
いうことであります。導入の検討を始めたということで御理解いただきたいというふうに思
います。いろんなシステムがある中で、費用面を含めてより使いやすいものを研究していく
予定であります。
上伊那管内でも、伊那市や宮田村は既に導入済みであります。ほかのところも駒ヶ根、飯
島、中川もシステム導入を検討しているというこういうふうになっております。これからの
対応は、やはり紙ベースではなくて、利用しやすい、いつ空いているのかチェックできるそ
ういった、また役場や施設に来なくても予約ができるというこういうシステムは必要であり
ますので、今検討を始めたところでございます。
ただ、一番はスポーツ施設とか文化施設もそうでありますけれども、施設の多くは指定管
理者に委託をして運営しておりますので、その辺の調整も必要は出てまいります。知識や技
術の習得、このことも必要になってきますので、その辺も一緒にやっていかなければならな
いというふうに思っております。
地域活性化センターの助成事業の紹介がありました。この助成事業を含めて導入に向けて
検討をしてまいりたいと思っております。
伊那市で導入しているシステムというのは、これはどうも長崎県で開発したシステムのよ
うで、非常に安価で導入ができるというそういうこともお聞きしておるところであります。
様々なシステム、運用を含めて検討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） 藤城議員。
67

４

番（藤城 栄文） ちょうど私が東京都の江戸川区に入った頃、今からもう20年近く

前ですかね、その頃、江戸川区ではスポーツの予約システムが導入されましたが、実際入っ
てみると、まだまだ先進的だったため、正直言うと、そこまで使いやすいシステムではあり
ませんでした。
第１の優先は、やはり空き状況が分かるということが私大事だと思っています。空き状況
だけであれば、例えば無料のプラットフォームであるグーグルなどを使って運用している自
治体たくさんございます。実際運用される指定管理者の方も操作や知識が必要という村長の
答弁もありました。そういったところから始めることも検討してもいいかなと思います。
以上で私の質問を終わります。
議

長（丸山

豊） これで、４番、藤城栄文議員の質問は終わります。

ただいまから11時10分まで休憩といたします。
休憩 午前 １０時５９分
再開 午前 １１時１０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） 議席番号９番、三澤澄子でございます。あらかじめ通告いたしま

した大きな二つの項目について質問をいたします。
１として、新型コロナ感染症は村内でも感染が発症して、いつでも誰でも感染し得るもの
だと再認識されました。県内では東北信を中心にクラスターも続々と確認され、秋のインフ
ルエンザの流行期と合わせて第２波が予測され、心配されています。
村では第１次補正で介護福祉施設の支援金を支給し、喜ばれていますが、引き続きの追加
支援ときめ細かな施策が必要だと思います。
そこで１として、介護事業者への継続的な支援について質問します。
全国的にも終息の見通しは全くない中で、介護はもともと密でのサービスが基本にあり、
感染を恐れた利用者のサービス控えが起こり、経営難が広がっています。もともと深刻な人
材不足が叫ばれていた介護福祉の基盤崩壊が起こりかねない事態です。
また、利用者のサービス控えや感染予防対策の出費増で、介護事業所の経営難と人手不足
が加速しているため、政府はデイサービスやショートステイの介護報酬を引き上げました。
その結果、１から３割負担の利用料も引き上がることになりました。
資料１として、信毎の記事をおつけいたしました。６月25日付です。
これによりますと、介護事業者が提供するデイサービスとショートステイの一部について、
時間区分を実際より２段階引き上げて介護報酬を算定、申請してもいい引上げ特例を認めた
ことで、サービス内容は変わらないのに突然利用料だけが高くなるという事態に、利用者や
家族からは驚きと憤りの声が上がっています。利用料が上がっても保険給付の上限額は変わ
りません。そのため、保険給付をはみ出した部分が自費となり、負担額がさらに跳ね上がっ
たり利用サービスそのものを下げざるを得ない人も生まれています。
記事にもあるように、利用者の同意を得てということでございますけれども、日頃世話に
なっている事業者に求められれば断れない人もいる。負担が積み重なれば介護の低下にもつ
ながると心配されています。現場からも戸惑いが聞こえる中で、村内でも適用する事業所と
しない事業所があり、この制度に利用者間、事業者間の大きな矛盾が生じている実態があり
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ます。かいご家さんでは適用しないということでありますし、村の社協でも特例を適用しな
いと聞いております。
当面の対応として、利用者間、事業者間の不公平をなくし、介護サービスの継続を支える
ために、飯田市で行っているような補助事業の導入を求めるものです。
資料２としておつけいたしました。
飯田市では、今述べたような矛盾を解消するために市独自の補助制度を設けております。
そのことによって安心して介護を受ける、また介護事業を続けるということができると思い
ます。
本来は国が公費負担するのが当然だというふうに思いますし、そのための働きかけはして
いくということでございますけれども、その点について質問をいたします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ９番、三澤議員の御質問にお答えをいたします。

介護事業者への継続的な支援についてでございます。
議員御指摘といいますか、お話の中にありましたように、コロナ禍の中で介護事業者の皆
さんには感染防止に細心の注意を払いながら事業を継続していただいております。村では６
月末に感染防止対策に伴う負担の一助となるように、福祉施設への応援金として、一運営法
人事業所当たり20万円を交付させていただきました。また、国では緊急包括支援事業として、
感染防止対策を講じながらサービスの継続に努めている職員に対しての慰労金や事業所への
支援が予定をされております。
独自のという話もありましたけれども、今後の状況にもよるということで御理解いただき
たいと思います。現時点では村の独自支援というのは考えておりませんけれども、今後の状
況によってということで御理解いただければと思います。
この辺につきましては、大変難しい問題もあります。介護事業だけでいいのかどうかとか、
他の企業も厳しいことには変わりないわけでありますので、そういう中の均衡上の問題とい
うことも考えていく必要があるというふうに思っております。これは自治体としては均衡上
の問題も考え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。
したがいまして、現時点ではということでお願いをいたします。
三澤議員の御指摘の国の引上げ特例につきましてでありますけれども、算定するかどうか
は、これは事業所の判断になっており、村内や近隣市町村でも対応が分かれているようであ
ります。新聞報道にあったように、減収になっているが、利用者負担を求めるやり方はどう
かということで算定しない事業所あるいは国が認めた特例なので当然算定し、利用者の理解
も得られやすいとする事業所、また特に減収になっていないので算定はしないという事業所
もあるようであります。その辺は分かれておるということのようであります。
県内では今話がありましたように、飯田市独自の施策として補助制度を始めるということ
であります。これはごく一部であります。事業所の状況や他市町村の動向を見ながら、状況
によっては検討する課題であるというふうに考えておるところであります。
本村の場合でも、この介護事業につきましては、介護利用の補助制度というのもあるわけ
でありますので、これとはまた別の問題でありますけれども、柔軟に対応していくというこ
とは考えられますけれども、いずれにいたしましても、他市町村やそういったところの状況
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も見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。
以上です。
議

長（丸山

豊） 三澤澄子議員。

９

番（三澤 澄子） 今ほかの事業などにもいろんな検討をしなきゃならないというこ

とであります。また今後の状況によってはということでありますけれども、実はこの新聞報
道が出た直後に私のところへも、二つの事業所を使っている利用者さんだったんですけども、
ある事業所では加算すると、あと一つはかいご家さんで、かいご家さんは取らないというこ
とで、すごい混乱というか、双方の本当にやり取りが行われた経過があるんです。相談も受
けました。
もちろん事業所の判断ということでありますけれども、これは直接的に言えば、事業所が
収入が要するに減った分は、この利用者から取れという国の指導ですけれども、介護内容は
全く変わらないにもかかわらず利用料が上がると、しかもそれが一応利用者の同意を得ると
いうことが前提になっておりまして、本当にこんな制度を国がただ減収分はこうしなさいと
いうことは全く無責任な方針だというふうに私は思いますし、現にかいご家さんは、自分の
ところは減収していて借金はしてても何とか取らないでやっていきたいということを言って
いるわけでありますけれども、こういう格差が現に生まれているわけですよね。
この飯田の制度を見たときに、本当に優れた制度だなと。当面は自治体で利用者にとって
も事業者にとってもきちんと継続でき、安心して介護が受けられる状態を、これだけの僅か
な金額であると思います、村内で見れば。社協のほうでも試算されてあるそうですけれども、
そんなに多くない金額でできれば、今のコロナ対策の中で可能ではないかというふうに思い
ますし、ぜひ具体的に現場で起きている実態を見れば、こういう優れた制度があるというこ
とをぜひ参考にしていただきながら検討をしていただきたいというふうに思います。
では、二つ目に移らせていただきます。
学校教育での追加施策についてであります。
８月27日に議会福祉教育委員会と村教育関係者との懇談が行われ、この間の新型コロナウ
イルスへの対応や今後の課題について意見交換を行いました。
突然の長期休校や対策を取りながらの再開の中で、今までにない環境での学びがそれぞれ
の学校で取り組まれています。新しい生活様式への対応でストレスや疲労感があり、サポー
トが必要だというお話もございました。
また、その中で、今年の夏は気候変動による猛暑が続いておりまして、コロナ対策と併せ
て熱中症への対応が求められていました。幸い各教室へのエアコン整備がされているので、
換気しながら暑さ対策はできているというふうにお聞きしております。ただ、中学校の３階
では、幾らエアコンを回しても30度より室温が下がらないというときがあったという話もあ
りましたし、室外機も何かちょっと大変な状況というようなお話もありました。
こういう中で、冬期の対応は暖房をしながらの換気が難しく、空気清浄機の設置が必要で
はないかというお話も出されました。冬期の換気対応をどうするか、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） 三澤議員の、コロナ禍において学校の新しい生活様式の中で換気
等についてということへの御質問でございます。
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懇談会でも話題になったことで今議員おっしゃられましたが、学校では家庭と協力して、
まず検温、それから体調管理、そして３密の回避、手洗い、手指の消毒等々可能な中で最善
を尽くして今に至っております。
熱中症対策、換気についてお答え、ちょっと触れさせてください。
熱中症対策ですが、私も今マスクつけてますけども、子供たち夏場、大分今日なんかはし
のぎやすい日になってきましたけど、非常に登下校も含めて生活の中で配慮が必要というこ
とで、会話をするときはマスク着用、それから十分な身体的距離、ソーシャルディスタンス
が取れる場合とかあるいは運動、体育ではマスクの着用は必要ないということ、暑さで苦し
いときは、片マスク、マスクをこう外したりとそういうような状況で、そういう指導を子供
たちには行ってきております。
また、今試行されております熱中症警戒アラートを参考にしながらということ、それから
各校に今私、手元に熱中症計を持ってきましたが、この会場、ＷＢＧＴ値は20.6でございま
す。非常に事務局のおかげでしのぎやすい気持ちよい環境になっておりますが、これが31を
超える状況の中だと学校のほうではかなり警戒をして、配慮しながらということで動いてお
ります。
室内の換気についてですが、例年エアコンを入れながらで済むところを窓を開けながらと
いうことで、設定温度を二、三度下げて、先ほど３階の教室は非常に暑いということで、３
度ぐらいかなとか、そんなことも教頭先生おっしゃってましたけども、エアコンを十分活用
しながら換気を行っている状況でございます。電気代にはちょっと代えられないかなと思っ
ておりますが。
それから、冬期の暖房時の換気対策ということで、これから先のことなんですけども、空
気清浄機をという御希望を頂いてますが、空気清浄機が新型コロナウイルスへどのような効
果があるのか、低オゾンによるもの、紫外線あるいはプラズマクラスター等々あると思って
るんですが、効果がどの程度か、立証面をしっかり受けながらというところが大事かなとい
うふうに思っております。
学校へ設置する場合ですけども、教室に１台で間に合うかどうかが非常に空間が広いので、
100教室程度をどういうふうにそこを設置するか、予算も非常にかかってくるかなというふ
うなことを思っておりますので、慎重に検討してまいりたいと思っております。
学校でも冬期の換気対策検討を今校内で進めておりますけども、文科省からまたガイドラ
イン、冬向けに出るかなというのは思っておりますが、今までの経験値、ノウハウを大事に
しながら冬に向けてということを思っておるところでございます。
以上でございます。
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。なかなか予算の関係もありますし、い

ろんな方法で冬場の換気対策も併せてしっかりと取り組んでいくことが今の時期に重要かな
というふうに思います。
それでは、３番目のＩＣＴ環境の早期整備についてお聞きします。
ＩＣＴ環境につきましては、ただいま藤城議員の質問にありましたので、その部分につい
ては省略をいたしますが、一部スマホの使用について、特に中学校での使い方についてをお
聞きします。
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特に中学校では、使い方の繰り返しの指導を行ってきているというふうに、さきの懇談会
でも報告を受けております。
全国では携帯電話等の情報端末でのトラブルが増加しています。アンテナを高くして学校
現場としても注意深く見守ると報告されています。今のところ村内の小・中学校ではトラブ
ルはないということでありました。
また、全国では、学校休業中のオンライン授業にパソコン端末のない家庭でスマホで授業
を受ける子供が多数あったと報道されています。全児童の６割近くがスマホ対応の報道もあ
りました。村では、スマホでの授業は多分ないというふうにお聞きしていますが、家庭との
連絡のみに使用したというふうにお聞きしているところだと思います。
そういう中で、このスマホの長時間使用による健康被害が今これからのオンライン授業に
合わせて心配されているということで、厚労省の委託事業で国立病院機構久里浜医療センタ
ーが昨年実施した全国調査があります。ディスプレーに長時間向かう健康被害の調査では、
ゲーム利用で腰、目、頭、関節や筋肉の痛みがあるという質問の中で、１時間未満だと５％、
６時間以上だと４割にその症状が表れる。また睡眠障がいや憂鬱、不安など感じるという質
問に対しては、１時間未満だと３％ですが、６時間以上だと４割弱にそういう症状が表れる
というふうに報告されています。
これはディスプレーの場合の質問ですけれども、スマホ利用でも同じ傾向にあり、目が疲
れ、ぼやけたり視力が低下したとき目に関する疲労が大きいということで、高校生では時計
が二つに見える複視現象、二重に、また内斜視、外斜視発症で片側の視野が狭くなり距離感
がつかめなくなる、ぶつかる、つまずく等の事故にもつながると調査報告されています。使
い方の指導と併せて健康被害についての対策と調査が必要だというふうに思います。
また、新しい生活様式の学校現場では、教員の加配、スクールサポート、指導員の配置等
求められています。これらの予算ですけども、国庫補助が３分の１であります。国ではそう
するように第１次補正予算取ったというふうに言っておりますが、国庫補助は３分の１であ
りますので、残りの部分は自治体が負うということであれば、自治体間の格差もまたこれか
ら生まれてしまうのかなということが感じられます。最低でもＩＣＴの指導員として各校最
低１人は正規職員で配置しなければ対応は困難だというふうに言われていますが、その辺の
人員配置についてはどのようにお考えか、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） お答えします。
スマホの長時間使用による健康被害についてということで、まずスマホに関してなんです
けれども、臨時休業のときにＩＣＴの環境がどうなっているか、そういうアンケートを御家
庭に取らせていただきました。
その中で、子供だけで家庭にいるときにスマホがという状況が整えられる家庭が約４分の
１ぐらい、あとおうちの方がいれば90％近くの数がスマホを使えるというそんな状況がござ
いました。双方向のやり取りあるいは連絡等も含めて、スマホが非常に子供たちに身近な機
器になっているなというのは十分受け止めているところでございます。
子供たちが機器を使いながらというところなんですけれども、実は村の３校は、小・中学
校は県それから県教委、それから子どもとメディア信州によるインターネット利用状況に関
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するアンケートに今年手を挙げさせていただいて、全県で47市町村だと思いますけれども、
アンケートをまた返していただく、結果を返していただくそういう状況がございます。
議員案じられているように、アンケート結果、県全体では新型コロナの影響で子供たち、
小・中それから高校生も含まれてますが、ＳＮＳを利用する時間が増加したことがアンケー
トから読み取れます。また一部では、いわゆる強い依存も見られるというふうに新聞の記事
にありました。
健康被害についてなんですけれども、村の小・中学生のアンケート結果を基にお答えいた
しますと、アンケートの中にスマホ等を使ってということで時間が延びたという、増大した
というそういう状況の中で、健康面に関する項目がアンケートの中にあるわけですけれども、
そこで小・中学生共通なんですけれども、目への影響、視力への影響を心配している児童・
生徒が圧倒的に多いという結果があります。また、小学生から中、高となる学年が進むにつ
れて、学年進行に伴い心配する度が高くなるというそういう傾向がありました。これは全県
についても同じ傾向でございます。
また、先ほどのネット依存あるいはゲーム障がいということに関して脳への影響が心配と
いうそういうアンケート結果も少なからず、それから睡眠不足、運動不足等々の回答も同じ
く見られてきています。学力低下ということもちょっと心配するお子さんもいますけれども、
子供たち自身が健康被害について意識しながら使っていることが結果から読み取れるかなと
いうふうに思っております。
今後に向けてなんですが、先ほど中学校の子供たちに繰り返し指導ということで問われま
したけれども、大事なデータを基に各学校・学級において子供たちの状況がどうなんだろう、
それを分析しながら必要な指導を行っていくよう校長会等でも話題にしていきたいなという
ふうに思っております。
それから、うんと大事だなと思うのは、健康被害について自分がすごい感じている、意識
している、先ほどのアンケートにありましたように、そういう子供たちですので、子供たち
に投げかけて自分事として自分たちはどうやっていくんだろうと、そこら辺を周りから形で
整えるというのもある意味大事なところあるんですけど、自分たちがどうしていこうという
そこのところが本当大事かなというふうに思っております。
それから、アンケートの結果のところ、新聞の記事にあった言葉なんですけど、家庭内の
使用ルール、使うルールが崩れている、そういう言葉、そういうことを危惧するという言葉
がありました。家庭内の使用ルールが崩れないために、インターネットの活用あるいは家庭
内でどうやっていこうということを家庭内で相談することを含めて、ＰＴＡにも呼びかけて
いくことを大事にしたいかなというふうに思っております。
それから、教員の加配、スクールサポートスタッフ、指導員の配置ということでお答えい
たします。
国の「学びの保障」総合対策パッケージなんですが、伴いながら、先ほど議員お話しされ
た事業でございます。
スクールサポートスタッフ、基本として南箕輪中に月曜日から木曜日まで午前中でありま
す、南部小に金曜日に入ってお力を頂いております。
業務の内容なんですけれども、コロナ対策として消毒作業、それから子供たちが健康チェ
ックカードを持ってくる、それを回収あるいは整理、それから通常授業の円滑な推進のため
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に学習プリントの印刷、家庭用配布プリントの印刷等々にお力を頂いております。
また、学習指導補助員ですが、南箕輪小学校に２名、南部小に１名、計３名の配置を行い
ました。チームティーチングで授業に入って学習の充実、個別指導の補助を行ったりしてお
ります。学校から非常にありがたいというそういう言葉を頂いております。いずれも８月の
19日休み明けから３月まで、単年度事業でございますので、その予定でお力を頂いておりま
す。
以上でございます。
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。学校の要請に応じて、やはり本村では

きちんと村の対応ができているということで、引き続きやはりコロナは収まるという見通し
はない中でありますけれども、お互いにどういう在り方がいいのか、学校であれば子供を中
心に本当に考えていくということと、先生たちの疲労感もあるということの中で、しっかり
としたサポートをこれからも引き続き求めるところであります。
それでは、大きな項目の２に移らせていただきます。
２として、上伊那における高校教育の在り方について質問をいたします。
第２次高校再編が上伊那で検討される中、この間、議会でも何回も質問をしてきました。
長野県の高校再編は多くの地域で協議が進まず、県教委のまとめは全体としては１年先送り
になっています。
ただ、上伊那旧第８通学区だけは予定どおり来年３月に全体像を示して計画策定を発表す
るとしています。公立７校、私立１校のうち公立５校を廃校して新しい高校３校を新設し、
６校に再編する計画です。改めて上伊那の高校はどうなるのかをお聞きいたします。
まず１として、上伊那地域での県教委の方針が何も示されていない中で、平成30年、2018
年でありますが、３月15日、上伊那広域連合正副連合長会で出した高校教育の在り方につい
てをお聞きします。
資料３としておつけいたしましたので、参考に見ていただきたいと思います。
正副連合長会は上伊那の地域全体に関わる高校の在り方について、住民や議会に諮ること
なく広域連合の所管事務にない教育行政を突然県教委に提言。その経過について村長は、私
の一般質問のところを見ていただくと分かりますけれども、人材流出に危機感を持ち、所管
にはないが、その他広域的に重要な課題として８市町村長で協議、産業界から意見聴取して
上伊那の思いを県に具申した、議会軽視ではないというふうにお答えをいただいております。
そこでお聞きします。提言で示した具体的な学校像、それが書いてあるのが基本になりま
す。１としてスーパー探究科及び国際バカロレアなど先進的な教育課程の展開、２として総
合学科高校や総合技術高校の設置が明記されています。これらのことを出していく議論の過
程と具体的なこの二つの在り方のイメージはどのようなものなのか、もう一度村長からお聞
きしたいと思います。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 高校再編というか、高校教育の在り方についての御質問でありま

す。
三澤議員からは何回もこの問題について御質問をいただいておるところであります。した
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がいまして、私の答弁も繰り返しになる部分もあろうかというふうに思います。
住民の理解もなく広域連合で勝手にという話でありますけれども、上伊那として直面をし
ている出生数の減少だとかあるいは地域の若者の地域外への流出、そういったことを踏まえ
まして、地域の県立高校の魅力づくりが欠かせないというこういう思いもあったわけであり
ます。したがいまして、正副連合長会において、上伊那地域の高校教育の在り方について考
える必要があるということでまとまったところであります。
県教委でも県立高校学びの改革、高校教育の目指す方向性についてというこういう部分も
出ておるわけであります。あくまでも高校再編を前提とした高校の在り方ではなくて、上伊
那の未来を担う、地域が必要としている世界でまた活躍するような人材の育成や特色豊かな
魅力的な学校、それを支援する教員の配置だとか今後の上伊那の高校教育の在り方を重視し
て願う高校教育の姿、目指す高校教育の在り方等について議論をするために、今、企業とい
うだけ出てきましたけれども、教育関係者や保護者やそして御指摘にありました企業関係者
などから構成する上伊那で地域協議会を設置して議論を重ねてきたところでございます。こ
の上伊那地域協議会につきましては全て公開ということですし、また説明会等でも御意見を
お聞きしたということであります。
これはあくまで目指すべき高校の在り方を提言をしていただくためということであります。
そういったことで提言がまとまりましたので、県教委に提出をさせていただいたということ
であります。
この提言でありますけれども、あくまでも第５章から成り立っております。高校の在り方
等につきましても、いろんなことが書かれておりますけれども、５章の中の一つの章として
上伊那の高校としては都市部存立普通高校、総合学科高校、総合技術高校、中山間地存立校、
多部制・単位制、この五つが掲げられておるところであります。
それぞれの考え方でありますけれども、都市部存立普通高校につきましては、人口減少社
会の中で一定規模の維持、普通教育の拠点、これが必要であるという、規模を生かして最先
端の学問研究、将来的にもいろんな職業を考える部分があってもいいんじゃないかというこ
とであります。医療だとか、環境だとか、科学技術であるとか、放送だとか、行政、そうい
った分野を担えるような人材を育成をしていく必要があるということで、都市部存立普通高
校という考え方。
それから、総合学科高校というのは生徒の多様な学びの保障、選択の機会というそういう
部分であります。キャリア教育を生かした進路への自覚というこういうことで総合学科高校
というのを掲げさせていただいたところであります。
総合技術高校につきましては、上伊那地域というのは農工商バランスが取れた地域であり
ます。各産業分野の担い手の確保、専門教育の必要性、維持ということ、このことも必要で
あるという考え方の中で、総合技術高校という部分がうたわれておるところであります。
そのほか、やはり地域との部分、中山間地の問題もありますので、中山間地の存立校ある
いは現在あります多部制・単位制、定時制を含めてでありますけれども、こういったことも
必要であるというこういうことの中で意見の提出をしたということでありますので、そんな
御理解をいただきたいと思います。
この問題は御理解といっても、三澤議員とは理解は深まっても一致することはなかなか難
しいのかなという部分はあろうかというふうに思いますけれども、そういった考え方の中で
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と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） 三澤澄子議員。

９

番（三澤 澄子） すみません。今最初に質問した第１で今質問したところでありま

すけれども、その部分は今村長がお答えいただいた部分は2019年９月18日に上伊那地域の高
校の将来像を考える協議会が県教委に提出した内容でありまして、２番目として聞こうと思
っていたところであります。
なので、まず１番目として、まだ2019年より１年前の2018年３月に正副連合長会、要する
に上伊那の市町村長さんが集まって、高校はこういうふうにしたほうがいいんじゃないかと
いうことを、資料としてはおつけしてある資料で資料４でつけてあるものがそうなんです。
なので、全くまだ協議会が始まる前に連合長会でなぜこういう要するに総合学科高校と総合
技術高校の設置とスーパー探究科及び国際バカロレアなど先進的な教育課程の展開、この二
つをどういう議論を経て、どういう住民の同意を得て、要するに同意は得てないわけですけ
れども、得てこれをまず出したのかということを、繰り返しの質問になるわけですけど、ま
ず一番先が私はここが疑問であります、そもそも。広域連合には教育を扱うところはないわ
けでありますけれども、もともと、それをわざわざ何も言われてない連合長会がこれを出し
たということについて１点だけちょっとお聞きします。どういう形でつくったのか、この文
章は。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 広域連合の事務にないという部分の御指摘でありますけれども、

その他必要な事項の部分があるわけでありますので、それは広域連合議会にお諮りをしなが
らということでやってきたところであります。
高校教育につきまして、たまたま県教委でも、いわゆる県立高校学びの改革という議論が
進んでおりましたし、私どもといたしましては、今の高校教育はこれでいいのかという部分
もありました。したがいまして、そういったことを議論する中で、いわゆる先進的な教育す
る分野も必要であろうあるいは総合技術、他の地域にあるようなそういった総合技術高校、
視察をさせていただきましたけれども、いろんな特徴あるすばらしい高校教育がなされてい
るというこういうことの中から、そういった考えを持ったということであります。
したがいまして、住民にお諮りすることなくとそういうことではなくて、いわゆる上伊那
広域連合として、こういう高校があったらいいということでまとめたものでございますので、
高校再編の議論につきましては、これからの問題であります。そういったことはそういう御
理解も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） 三澤澄子議員。

９

番（三澤 澄子） ちょっと議論がかみ合わないわけでありますけれども、もちろん

魅力ある高校をこの地域でつくっていく、そういう学びをきちんと保障していくというのは
当たり前のことでありますし、現に今どの高校も本当に頑張って、子供たちいろんな勉強を
しています。自分の進路にいろんな望みを託しながら勉強を日々積み重ねているということ
であります。なので、今やっている教育が全く否定されているわけではないというふうに思
いますし、さらにそのことの方向を進めていくにはどうしたらいいかという議論を進めるの
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が本来の広域連合の役割だというふうに思うわけであります。
その前に、やっぱり県全体の再編方針というのはもう既に出ておりましたので、それを先
取りした形で、何よりも一番心配になるのは、正副連合長会が、要するに南箕輪でいえば
100年以上続く伝統校です。地元でどれだけ貢献してきたかということを私たちはよく分か
っています。にもかかわらず、この提言では全くそういう方向が示されないばかりか、その
高校そのものは取りあえずなくすことなんですよ、この提言は。そのことを考えないでこう
いう提言をしていったのかなということを本当に私は疑問に思います。
それで引き続き、今２のところの村長が協議会で示した学校の将来像というのも今説明を
るるしていただきましたし、資料として皆さんの元へもお届けしてあります。その中身は今
村長が述べたとおりだというふうに思いますけれども、私もこの間いろんな協議会の審議の
場にも参加してきましたし、県の説明会にも何回も参加してきましたが、せんだってのこの
策定をするに当たっての県の県教委の説明会にも参加をさせていただきました。
県の説明会は、一応来年のあくまでも一番最初の８市町村長が示したものを踏まえて協議
会で協議したことも具体的にして、来年の３月に再編計画を策定することなんです。それが
一番先に出てくるから私は問題にしているわけです。県の説明会は、あくまでも説明しまし
たよという内容で、多くの皆さんは、いずれにしても小人数学級でもっとしっかりした教育
をしてもらいたいというのが多くの希望でしたし、このまま子供たちの選択肢が本当に少な
くなってしまうという心配をされておりました。
その点についてもう少し３番に移って聞きますけれども、この中で私たちはシンポジウム
をしていろんな検討を重ねてきましたけれども、ついせんだってのシンポジウムでは、私は
もうショックを受けるような報告を受けたんです。これは現職の高校の先生がデータを基に
説明されたことでありますけれども、この間、少子化で生徒数の減少を挙げてきたわけです
けれども、効率のよい学校運営には適正規模が必要という説明を繰り返し受けてきましたが、
上伊那地域は2017年と2030年で比べて82％の減少率で県下一減少率が少ない地域である一方
で、学区内で進学できる学校は63.5％しかないんです。なので他地区への進学をせざるを得
ない。約１割は他地区へ出ていきます。私立が12.3％で１校あるわけでありますけれども、
近隣に比べ、現状でも１割は流出せざるを得ない充足率。再編計画ではさらに選択肢が減る
ことにより、さらに流出せざるを得ないということ。
そうした場合、学区外受験を含めた受験計画を作成する場合には、学校配置の状況にもよ
りますが、同ランクの学校であれば、成績上位の生徒を学区外校へ振り割ることになるそう
です。そうしないと、自分のところ、ほとんどのところぎりぎりというか、中間にある方た
ちは安心して外へ出せないという状況もありまして、そういうことでいうと、教育レベルの
低下、人材の流出はさらに進むというふうに指摘されました。
地域の産業を支えてきた工業高校や農業高校が再編・統合されることで、学校自体が築い
てきた進路や専門校ならではの実績が失われることになるという大きな問題をはらんでいる
ということであります。これがもう来年の３月には出るんです、県教委から。そういう指摘
についてどういう見解を持っているか、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） 来年３月ということでありますけれども、いわゆるどういう部分

が示されてくるのかというのは今分かっておるのは伊那新校という部分、これはそうなって
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くるんだろうというふうに思っておりますけれども、問題は再編対象校について総合技術高
校、総合学科高校、ここら辺がどうなってくるか示されていないというところがあるわけで
あります。したがいまして、どの場所に設置をされるのかとか、いろんな分野があります。
そういったことで地域の理解が深まっていないということは三澤議員の考えもあるわけであ
りますけれども、それは深まっているかいないかといえば、なかなか深まっていないという
ふうに思っておるところであります。
私自身も県教委との中で申し上げたのは、伊那新校と同時に総合技術校、総合学科校も一
緒に示してくれないと地域バランスという点でなかなか議論が前に進まないんじゃないかと
いうことは申し上げたところでございます。教育の後退につながるというこういう話であり
ましたけれども、先端技術の学問の研究だとか、多様な学び、専門教育の維持ということは
私はできていくというふうに思っておるところであります。
少人数学級ということが出てまいりましたけれども、高校自体は今いわゆる学級集団とい
うことよりも、多様ないろんな学びの部分を中心とした部分を取っておりますので、大切な
ことは、そのための教員配置がなされなければならないということだろうというふうに思っ
ております。学級集団というのはもちろん大事でありますけれども、生徒の学びというのは
多様化をしているというこういうことであります。
それから、上伊那の場合、諏訪地域との部分あるいは塩尻、松本地域との部分もあります
ので、そういったことも考えていく必要があるというふうに思っております。どちらにも通
えるというそういう部分があるわけであります。できることであれば、望んでおる高校へみ
んなが行ければ一番いいわけでありますけれども、なかなかそういう状況にはないという部
分もあるわけであります。それと同時に、将来的なことを考えますと、500人程度の生徒が
減ってくるというこういう現実もあるわけでありますので、その辺も含めて考えていく必要
があるというふうに思っております。
いずれにいたしましても、県教委から示された部分がすぐということではありません。新
校ができるまでは、幾ら早くても７年から８年はかかるわけであります。議論がそういう中
で深まっていくことを願っておるところでございます。議論が深まらずに一方的にというこ
とはないというふうに思っておりますし、そういうことは県教委にも申し上げていきたいと
いうふうに思っておるところでございます。県教委は丁寧な説明をしていく必要があるとい
うふうに私自身も思っておりますので、その辺は申し添えておきたいというふうに思います。
以上です。
議

長（丸山

豊） 三澤澄子議員。

９

番（三澤 澄子） この間の協議会や考える会での議論を通じて、本当に子供たちの

学びについて、この地域の子供たちのことについて真剣に考えているか、子供の目線で議論
されてきたか、私は疑問に思っております。
コロナ後の社会の在り方が今問われています。圧倒的多数の意見は少人数学級での学びを
求めていますし、既に全国知事会、市町村長会、これは義務の段階でありますけれども、全
国連合小学校長会と20人から30人学級の要望をしており、政府も検討に入っています。
先ほど40人学級、定数のことが出ましたけれども、いろんな多様な学習ということが出ま
したけれども、40人学級の編制であれば、教員の配置はおのずと決まります。ですので、学
級数が減れば先生の配置は正規の先生が減るだけであります。そういうことでいうと、もう
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一度立ち止まって、上伊那の子供たちの学ぶ力を支える、高校はどうあるべきか、考え直す
ときではないかと思います。
せんだって、宮下与兵衛先生が委員会で説明していただきましたけど、アメリカの高校を
視察されたそうですけども、アメリカの高校はもう既に25人学級が定数ということで報告も
ありました。日本でも今このコロナ禍で、本当に密を避けたしっかりとした教育ということ
になれば、高校も全く同じでありますので、おのずとその方向性は見えてくるというふうに
思いますけれども、その辺の考え方について村長はどのようにお考えでしょうか、お聞きし
ます。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 繰り返しになりますけれども、少人数学級、このことはそれは必

要だというふうに思いますけれども、やはり将来を見詰めた中で生徒数が減っていくという
こういう現実についても議論をしていく、考えていく必要があるというふうに思っておると
ころであります。高校教育がこれでいいのかというこの部分というのは、ただ単に少人数学
級にすればいいという問題ではなくて、その内容をどうしていくのかというそのことが重要
であるというふうに思っておりますので、その辺は県教委のほうで十分考えていく問題であ
るのではないかというふうに思っておるところであります。
私どもは、こういう高校というのが理想であるよというそういう部分を協議会をつくって
議論をしていただき、提言をしたところであります。それを受けて県教委がどういう案を示
してくるのか、その辺が一番大きな問題となるところであります。
したがいまして、その段階で十分な議論をしていく時間というのもあるわけでありますの
で、そういった場を通じて意見を申し上げていただければというふうに思います。
以上であります。
議

長（丸山

豊） 三澤澄子議員。

９

番（三澤 澄子） 県教委でしっかりと説明すると言われましたけれども、説明を受

けるだけで意見は全く聞かないというのが現状でありまして、要望も全く聞いておりません。
やっぱりしっかり地域の住民が分かる内容を示していただいて、議論のたたき台を示しなが
ら、しっかりと方向性をやっぱり決めていきたいというのが、決めていくのは住民自身であ
りますので、そういうことでしっかりとやっていきたいというふうに思います。
以上で私の質問を終わります。
議

長（丸山

豊） これで、９番、三澤澄子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。

議

休憩 午後

０時００分

再開 午後

１時３０分

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） 御苦労さまです。２番、山﨑文直です。今回私、コロナに関して

前回のときには一般質問を見送りましたので、今回コロナの関係について一般質問をしてみ
たいと思います。今日午後は区長会の皆さんの傍聴もあるということで、もう少し準備をし
てくればよかったかなというふうに思ってますけれども、それなりに頑張って質問したいと
思いますので、行政側からの的確な答弁をお願いをしたいというふうに思います。
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新型コロナ感染症が流行しまして、私たちの生活に非常に脅威であることが改めて思い知
らされております。
感染症、今までの人間の歴史の中で撲滅できたものは、僅か天然痘だけだというような新
聞記事を読みました。ＳＡＲＳだとかＭＥＲＳとかいう感染症もいまだにはっきり終息した
時期が分からないとか、完全に終息してないというようなことも言われてます。そういう点
で、普通のけがとかと違って、いつ終息するかが分からないようなこういう感染症、非常に
改めて私どもの生活の中に入り込んできて、非常に脅威だなと改めて感じているところであ
ります。
目に見えないものでありますから、どうやって対策していいかという部分もあるかと思い
ます。そういう点で、この間、行政の皆さんもいつもと違う事業等が中止になる中で対策に
追われている、慣れない事務をされている、さらには医療関係者だとか、それからいろんな
民間の事業の会社の皆さん、非常に苦労しながら今まで来ているなということで、改めてこ
の感染症というものは大変だなというふうに思っております。
そんな中で、私は今回そうは言ってもある時期が経過する中で、このままいろんなことを
イベントの中止だとかいうことだけでは事が進まないわけであります。何とかして事業を再
開をするとか、進めていかなければならない。それに対してみんなで知恵を出し合っていく
必要があるんだなとそういうふうに考えました。
一つ目の質問であります。
先日もまた補正予算決定をしたところであります。それまでも村の経営に対する支援策と
いうようなものが多く実施をされていますし、今後新たにまたいろんな支援策が、いろんな
人たちの要望だとか、知恵によって計画をされているところであります。
そういう意味で、今までも初めて取り組むような事業、いろんなことがありました。それ
から、これからも先ほどの午前中の三澤議員からもありました、介護事業者への新たな支援
策も必要ではないかという話もありました。私のところへも、これも支援策の競争ではあり
ませんけども、隣の箕輪町や伊那市では実施をされているが、この村ではこの支援策はでき
ないんでしょうかというようなお話もあったところであります。そういう点で、近隣の市町
村の事業を参考にしながらも、またこの村の中での独自の支援策、そういうところもこれか
ら計画されていかれるのがいいんではないかというふうに思います。
そういう点で、今後新たな業種だとか団体等で要望がなされているか、そういうようなと
ころの支援を村としてはどの程度考えているのかというのをまずもって質問をするところで
あります。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） ２番、山﨑議員の質問にお答えをいたします。

新型コロナウイルス関係の御質問でございます。
考えてみますと、２月から今日まで、新型コロナウイルス感染の予防対策に追われた記憶
だけでございます。本当に大変な状況だなというふうに思っておるところであります。今若
干ではありますが、落ち着いてきておりますけれども、第２波というふうに言われておると
ころでございます。むしろ第１波よりも感染者数が多くなってきておるというこういう状況
が今生まれております。
80

ただ、重症化した人は１波と比べると少ないというような状況、それから第１波でかなり
研究とか、いろんなものが出てきておりますけれども、医療機関が逼迫しているというこう
いう状況、まだ防げているところでございます。長野県におきましても、第１波より第２波
のほうが感染者数が多くなってきておるというこういう状況となっており、まだまだ予断を
許さない状況が続いておるところであります。
この新型コロナウイルスにつきましては、終息につきましては、まだいつになるのかとい
うこんなところでございますけれども、完全ということになりますと、ワクチンだとかある
いは有効薬だとかそういうものが開発されてこないと無理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、それまではコロナと社会経済活動、このことを両立をして
いく必要があるというふうに思っておるところでございます。
それから、新型コロナウイルス関係につきましては、様々な事業を実施をしてきておりま
す。各市町村におきましても、いろんな事業をやってきておりますけれども、結果的に見ま
すと、内容的にはほぼ同じようなことをやってるんだなというこういうことでございます。
問題は企業や事業所の支援、そして生活支援、そして施設面の改善、このことだろうという
ふうに思っておるところであります。
そんな中でどういうことができるかということでありますけれども、まず村が行ってきた
経営支援について若干申し上げたいというふうに思います。それを受けて、あとどういうこ
とができるのかということをお互いに考えていかなければならないというふうに思っておる
ところであります。
まずは、一番はやはり経済という部分で考えますと、村内事業所の資金繰りの支援であり
ます。より低利で使いやすい新型コロナウイルス緊急対策資金を創設をいたしました。６月
の議会では2,000万円基金の増額をお願いをして融資枠の拡大を図りました。さらには倍率
につきましても、金融機関と交渉いたしまして、倍率も増やしていただいたところでありま
す。最大12億円まで利用ができるようになりました。ただ、借換えも本村の場合はいいよと
いうことにいたしましたので、８月末の融資現在高、八十二銀行、アルプス中央信用金庫合
わせて９億7,700万円ということであります。このうちコロナ対策の融資残高というのは６
億8,000万円であります。63％がコロナ対策ということになっております。
村の制度と同時に、県の制度等もあるわけであります。国の制度もあるわけであります。
そういったことにつきましても、ほぼ２倍ほどの融資がされておるというようなことであり
ます。今後さらに予算の追加を検討しているという報道もあるところでもあります。
これが企業支援については、やはり資金繰りをどうしていくのかというこのことに尽きる
んだろうというふうに思っておるところであります。村も残り僅かとなってまいりました。
12億円でありますので、返ってくる分もあるわけでありますけれども、そういった資金繰り
に対しては万全の措置をしていく必要があると今後も考えておるところであります。
また、国や県の事業というのも、かなり数多くあるわけであります。家賃補助も国で始め
ましたけれども、それより前に本村はそういった制度を設けました。７月末で完了しており
ますけれども、30件135万円を補助しております。国の制度としては200万円、100万円とい
う家賃支援給付金が利用されておるところであります。
住民支援及び村内事業者の売上げ確保面からも、地元応援商品券事業１人2,000円を給付
をして支援をしてきたところであります。これにつきましては、プレミアム商品券という考
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え方もあったわけでありますけれども、全員が買えるわけではありませんので、全家庭に行
き届くというこういった考え方の中で１人2,000円ということにさせていただきました。こ
の事業は本当に好評でありまして、喜ばれたところでございますので、今議会でもお認めい
ただきました補正予算の中にも同じ事業を再びやっていくということで、これから手をつけ
ておるところでございます。
また、盛んに言われております新しい生活様式、このことをしていかなければなりません。
したがいまして、それに係る経費につきましても、140万円ほどの補助をさせていただいた
ところであります。リモートだとか、テレワークだとか、在宅で仕事ができるというその部
分の関連機器導入が多くなっておるところであります。そのほかにも、いろんなカーテンの
設置だとかあるいは非接触型体温計の導入などに利用されておるところでありますし、固定
資産税の減免制度、これもあるところであります。
現在村内事業者等の現況について申し上げます。
小売・飲食業の売上げは感染リスクの懸念による外出自粛や食中毒への対応、猛暑などの
影響によりまして、前年の月額比で20％から40％といった状況であります。したがいまして、
80％から60％の減収というところが多くなっておるところであります。
製造業は自動車関連がかなり悪化しておるところであります。新車や中古車の販売の低迷
でありますし、自動車関連部品の製造、これが大変であります。さらに電気や電子関連は猛
暑によるエアコン需要やインターネット関連機器などが堅調で、ほぼ横ばいになっていると
いうことであります。白物家電等々につきましては、横ばいというように報道されておると
ころであります。
理美容やネイルなどの美容関係は、感染症懸念からリピート率の低下による売上げが減少
顕著でありますし、コロナウイルス感染への不安払拭に向けた感染予防の徹底による利用頻
度の回復や新たな顧客獲得に取り組んでおるというふうにお聞きをしております。
また、不動産業につきましても、本村の場合は農地転用の件数というのはかなり多く、そ
こそこでありますけれども、村に転入者が少なくて住宅建築が進んでいないという状況のよ
うであります。いつもの年でありますと、９月１日現在の人口数約80人ぐらい増えておるわ
けでありますけれども、今年に至っては辛うじて１人でございます。増加した数ということ
で、人の動きがないということであります。民間企業の工事減少によりまして、建設業も厳
しいというふうになっておるところであります。
村の温泉施設にあっては、休業の影響は一部に若い方の利用は増えたという感もあります
けれども、常連さんの利用回数が減少し、大きく影響しているところでありますし、大芝関
連につきましては、大芝荘はもうどうにもならないというような状況のところまで来ておる
ところでございます。今後これをどう立て直していくかが急務となっております。
今後の支援という話であります。
現行の支援の中で事業者の資金繰りについての対応につきましては、国、県、村の融資制
度の活用を図って、さらに相談業務を充実をしていきたいというふうに思っておるところで
あります。村の制度資金が不足するようであれば、また議会にお諮りをしながら増額をして
いく必要があるというふうに思っております。
こういった厳しい中でありますけれども、飲食店や小売業ではテイクアウトやネット販売
などの販路拡大を図り、業績回復を図っている事業者があります。村も観光協会と協力しな
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がら、８月から11月まで、月１回ではありますけれども、大芝高原でのテイクアウトを開催
をしております。これも多くの皆さんでにぎわっているというふうにお聞きをしておるとこ
ろであります。
小売業につきましては、ネット販売による売上げを増やしている店舗もあるようでありま
す。小規模のネット販売を支援していきたいと考えております。今議会で補正予算でお認め
をいただいたＥＣサイト、ネット販売でありますけど、モデル事業を立ち上げてまいります。
ネット販売では多くのチャンネルを持つことで売上げを伸ばすことが可能と言われておりま
すので、手始めとして観光協会推奨品のプリンなどでモデル事業として始めたいというふう
に思っております。その成果を見ながら、村内事業者への取組を紹介してまいります。各事
業者の販路の拡大につながっていけばと思っております。
今後インフルエンザの流行期を迎え、コロナウイルス感染症に加えまして、インフルエン
ザ感染の増大が懸念され、対策が重要となってまいります。人体に影響がない空気清浄機、
これは有効だというふうに言われております。一時、害があるんじゃないかというこういう
ことでありましたけれども、現在は有効であるという考え方がありますので、人体へのリス
クがない感染予防に有効と確認された空気清浄機の導入に対して、新しい生活様式への対応
補助を実施をしてまいります。これは補助率は設置事業費の３分の２以内で10万円を限度と
して行いたいと思っております。
また、村民の生活と事業者支援の両面から補正予算でお認めいただきました様々な事業に
つきまして早急に実施をしていきたいというふうに思っておるところであります。
新たな事業ということでありますけれども、今後商工会等関係機関から新たな要望があれ
ば、状況に応じた支援策を検討してまいりますし、今医療機関だとか、介護施設だとか、い
ろんな御質問も頂いております。新たな対策が必要ということであれば、再び支援策を考え
ていかなければならないというふうに思っております。臨時の地方創生交付金が１次、２次、
これが決まってきたところでありまして、これによって今事業を推進をしておりますけれど
も、第３次がどのくらいあるのか、果たしてあるのかないのか、この辺も見極めていく必要
があるというふうに思っております。できることであれば、第３次も出てきてくれればいい
なというふうに思っております。これらの状況を見ながら考えてまいりたいというふうに思
っておるところであります。
これはいずれにいたしましても息の長い戦いとなってまいります。そういったことを考え
れば、必要な支援というのはしていかなければならないという、このことはそんなふうに考
えておりますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
いずれにいたしましても、この問題につきましては、大勢の皆さんの知恵を結集していか
なければならないということであります。行政だけで考えていても、なかなかいい知恵が浮
かんでこないという場合もありますので、いろんな団体の皆さんからお知恵をお借りをした
いなというふうに思っておるところでありますし、議会からも御提言を頂いておるところで
ございます。そういったものを参考にしながら、機会を見ながら対処してまいりたいと思っ
ておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 山﨑文直議員。

２

番（山﨑 文直） いろんな事業に取り組んでおられるということには感謝もすると
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ころでございます。特に１人当たり2,000円交付されました。これは非常に好評だったと思
います。私もいろんな地域の人たちとも話をした中で、1.3倍とか1.5倍のプレミアムを発売
したところ、1.3倍のところは売れ残ってしまったとかそういうところもあります。そうい
う意味では１人当たり2,000円という部分は、金額はともあれ好評だったなというふうに思
いますし、あとまだまだこの中でいろんな業種がありますから、そういう中でまた要望が上
がってくると思います。知恵を結集という話がありましたので、ぜひいろんなところに耳を
傾けながら、必要なところにはさらに手当てをしていくという姿勢をお願いをしたいと思い
ます。
２番目の質問であります。
この間、コロナ感染症の関係でいろんな事業が中止とか延期を余儀なくされております。
大芝高原まつりだとか、イルミネーションフェスティバル、さらには今回の高齢者の交流事
業、こういうのも中止になってきております。大きな村的な事業とかそういうものはともか
くとして、そのほかにも、ふだん私たちが生活している中に溶け込んでいるいろんな事業も
あります。そういう点で、こういうのも多くのものが中止、延期をされてきております。
私も地元の人たちと話します。特に高齢者のグループの皆さん、やはり感染症で一度感染
すると、後、健康の状態を心配ということで、高齢者の関係の皆さんは特に非常に不安に思
っていることが感じられます。
そういう中でも、やっぱり人間ですから、ただ朝起きて御飯食べて、お昼食べて、夕飯出
て寝るだけというわけにいきません。いろんなこともしながら、趣味もしながらやっていく
必要があると思います。そういう点では、今後は国とかでもＧｏＴｏキャンペーンとかあり
ます。いろんなところで、どうすれば実施ができるんだろうかというのをみんなで考えてい
くというのが、これからは必要かなと。そういう中では、規模も縮小しながら、また会場、
場所の変更や、あとやる内容、今回学校の運動会の時期になっています。時間の短縮だとか、
種目を少なくしながらも、何とかして実施をしていくということが大事かなと。
いろんな事業に私も携わってきましたけども、やっぱり若いときに、私たちのあのときに
はこういう病気がはやって何もやらなんだということでマイナスの思い出だけをつくるので
はなくて、何とかして、その中でも思い出に残るような事業をしていくということも、我々
なりまた主催をする者としては、いろんな知恵を出してやっていくという必要があるのかな
と思ってます。
そういう点で、村としてもいろんな事業を中止にせざるを得ない部分もあるかと思います
けれども、この辺について村長として今後の事業を展開したり、いろんなところで何とか実
施をしていくというそういうものへ向けての決意というか、意気込みというか、その辺のと
ころのお気持ちをお聞きしたいというふうに思います。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 新型コロナウイルスで多くの事業が中止となっております。議員

御指摘のとおり、村の３大イベントも全て中止とさせていただきました。今後も村の文化祭
や駅伝大会など、大きなイベントは中止せざるを得ませんでした。また、各種の介護予防事
業だとか、公民館講座だとか、そういった日常生活の中で必要な事業も中止や延期をしてき
たところであります。
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しかし、今の考え方は、新しい生活様式が示され、コロナとの共存を考えながら社会経済
活動を再開されてきております。そんな中で、村の各種事業も感染拡大防止に取り組みなが
ら再開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ございます。
したがいまして、これから開催される保育園や学校の運動会、文化祭など、文化祭は中止
ということでありますけれども、代わりに何ができるのかというそのことも今検討しておる
ということであります。その内容や規模の縮小などを行い開催していく計画であります。取
りあえずは保育園や学校の運動会は、規模の縮小だとか、競技の内容だとか、方法を考えな
がら開催をしてまいります。
それから、公民館講座とかそういった部分につきましても、感染予防をしながら開催をし
始めてきておるところでございます。
コロナとの戦いというのは本当に長期間にわたるというふうに思います。まずは安全が第
一、このことは変わりないところであります。安全が第一、このことを考えながら、必要な
予防策を取りながら、できる範囲で開催をしていくという、このことはやっていく必要があ
るというふうに私は思っておるところであります。
国におきましても、イベント等につきまして若干規制を緩和してきております。今までは
5,000人規模、収容人員の半分というような、そんな状況もあったわけでありますけれども、
屋外の場合には収容人員のこれ半分ということで、４万人収容なら２万人までは可能ですよ
とか、そういったことで、徐々にではありますけれども、そういった緩和がされてきておる
ところであります。こういった状況を見ながら、いろんなことをやっていく必要があるとい
うふうに思います。
ただ、心配は、ＧｏＴｏキャンペーン等におきましても、それを行ったことで感染が拡大
したというような例もあるわけでありますので、より慎重に考えていく必要はあるというふ
うに思っておるところであります。
私一番心配するのは、全てが自粛、自粛という、こういうことできておりますんで、いわ
ゆる地域におきましても、そういった状況が生まれてきておるところであります。今一番必
要なことは、いわゆる自助・共助・公助というこの考え方が大切になってきております。共
に助け合う、そんな力、このことが失われないようにはしていかなければならないだろうな
というふうに思っております。そのために何ができるのかといいますと、大変これは難しい
ことでありますけれども、この辺も考えていく必要があるというふうに思っておるところで
あります。
感染予防をしながら前に進んでいく、こんな方策も模索をしながら実施をしていくという、
そういう考え方でおります。ただ、その大前提には安全が第一という、この部分はついて回
るわけでありますけれども、そんな点も理解をいただきながら、各種団体等へも働きかけて
いかなければならないのかなというふうに思っているところであります。
宴会等々につきましても自粛をしてきておるところであります。職員に対しても、細かな
部分、こういったものは気をつけてやりなさいよということで指示をさせていただいたとこ
ろであります。大人数を除いてということでありますけれども、と同時に、分かっている範
囲内、人が分かっている範囲内という、この部分も必要かなというふうに思っておるところ
でございます。まずは村から始めていく必要があるということで、そんな指示もさせていた
だいたところでございます。
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この問題で県とのリモート会議というのは度々行われますけれども、これは町会、町村会
の役員との間ですけれども、必ず出てくるのは、ある大きな市の市長さんからは、率先して
そういうことはやっていくべきだと。そうしないと経済が前に進んでいかないという話が必
ず出てまいります。そういったことも分かりますけれども、安全を考えながらという大前提
の中で、村も前に進めていけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたし
ます。また、よいお知恵があれば御提言頂きたいなというふうに思っておりますので、よろ
しくお願いいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 山﨑議員。

２

番（山﨑 文直） お互いに自粛だけじゃなくて、何とか生活に潤いを、活気あるも

のに戻していくために、何とか実施していこうということをお互いに知恵を出し合ってやっ
ていく必要があるだろうなと思います。私も相撲大会にも関わってきます。残念ながら今年
は延期しましたけど、来年は何とかしたいなというふうに思いますし、もともと剣道をやっ
ておりますけれども、剣道も、ただでさえ面をかぶってやる稽古が大変なんですけど、そこ
にやっぱり知恵ついた子に飛沫が飛ばないものを開発したということで、そんなようなこと
を今これから試していきたいなというふうに思っています。
３番目の質問であります。
そうはいっても、まだまだこの感染症の早期収束が期待できません。ですが、場所によっ
ては期待される部分もあるのかなと。その１つに温泉施設ですね。私もいろんなイベントで、
３月末頃までは大芝の湯でイベント等も実施をしてまいりました。さすがにお客さんの数は
少なかったわけですけども、いろんなところに聞いてみると、この温泉施設やなんかでは感
染症が広まったというのは、どうも話はあんまり聞こえてこない。そういう点では、こうい
う部分の事例も、何というのか、経験に生かしながら、この経営にも生かしていくという必
要があるのかなというのでふと思ったもんですから、大芝の湯も温泉施設を抱えております。
そういう点で、そこはもう少し強調をしながらお客さんに訴えて来ていただくという、そう
いうことも必要なのかなというのもありますので、この辺について、何か御意見がありまし
たらお願いしたいと思います。
議

長（丸山

豊） 答弁求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 大芝の湯の話が出ました。新型コロナウイルス感染症は、現時点

では主な感染経路といたしましては、接触感染、飛沫感染ということになっております。温
泉協会では、温泉によって温泉成分は様々ありますが、新型コロナウイルスは細菌とは異な
り、容易に消毒されないという考え方のほうがよいと思われております。熱に対しては、90
度程度以上で15分間で不活化されるという報告はあるところであります。したがいまして、
お風呂の温度は40度から42度でありますけど、湿度は60％の浴室で伝播性が弱まるというこ
とは考えにくいとされておるところであります。温泉施設で感染者が出ないというのは、こ
れはたまたまというふうに考えていくほうがよいというふうに私は思っております。疫学的
にこうした温泉施設が出ないという、この知見がないもんですから、たまたま出ないという、
こういうこと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、そのことを
宣伝するというわけにはまいりませんので、その辺はぜひ御理解をお願いをしたいというふ
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うに思います。疫学的にきちんとそういったことが示されていなければ、宣伝をしにくいと
いうことであります。
大芝の湯につきましては、大変厳しい状況が続いておりますけれども、今できる対策、３
密を避ける状況等々をしながら、いろんな工夫をしながら実施をしておるところでございま
す。独自のガイドラインもつくりまして、徹底をした感染予防をしております。
ただ、サウナも再開をさせていただきました。まだまだお客さんが戻るという状況ではあ
りません。50％少しくらいは戻ってきたのかなという今のところの状況であります。これか
らさらに感染予防を徹底しながらということで、お客さんが戻ってきてくれればいいなとい
うことを願っておるところでありますけれども、これといった決め手はないもんですから、
なかなか難しいなというふうに思っておるところであります。
以上です。
議

長（丸山

豊） 山﨑議員。

２

番（山﨑 文直） 科学的に証明されたわけではありませんけども、ふとそういう現

象を思ったもんですから、これはひとつ前向きに捉えてもいいんだなというふうなことは思
っています。それにしても、大芝の湯でも、プリンだとか、いろんな点で入場者の部分を減
員をした分を何とか回復しようという努力をされています。これからも頑張ってもらいたい
なというふうに思います。
４番目の質問であります。
このコロナの感染症は、防災対策にも大きく影響してきていることは皆さん御承知のとお
りでございます。先日の防災訓練の折にも、各公民館でも間隔を広げながら避難所の開設訓
練されたりしたわけであります。さらには、公民館とか村民体育館、ここもまた新たな大き
な避難所ということで加わってきたところであります。そういう中で、いろんな対策、コロ
ナの関係で新たにまたこの対策を講じていかなければならないという、こういうのがあるか
と思います。そういう点で、それに対しては、またいろんな器具、備品等もそろえなきゃな
りませんけども、重点として、例えば今されている部分で幾つかありましたら、お聞かせい
ただきたいなというふうに思いますが。
議

長（丸山

豊） 答弁求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） コロナと避難所とかの関係であります。

議員御指摘のとおり、感染症拡大の中で、災害時の避難に対する考え方、大きく変わって
まいりました。国が示したガイドラインの要旨は、避難所へ行くことだけが避難ではないと
いう、こういう考え方になってきております。例えば垂直避難、いわゆる家の中で２階の安
全な場所で過ごす。これは水に対してでございます。また、親戚や知人宅、また車中の避難、
こういった可能性も探ることも必要であるとされております。新たな視点、この辺が示され
たところであります。
また、先日の台風10号、非常に大型というようなことであります。ある地域のホテルは、
避難をしてくる人で満室になったというような話も報道されておったところであります。そ
ういったことを考えれば、そういった場所も避難所になり得るんだなということを思ったと
ころでございます。大芝荘とか、いろんなホテル関係もそういったことが対象になり得ると
いうふうに思いました。大芝荘につきましては、台風のたんび、この避難をしてくる方がお
87

いでになるということはお聞きをしております。家にいるより安全であるから、大芝荘へ泊
まりに来たという、こういうことをお聞きをしておるところであります。
村では、そういったことを受けまして、９月６日に防災訓練を実施いたしました。感染対
策を講じながらということで、地区自主防災会とともに実施をしたところであります。村で
は、村民体育館や村の公民館、小学校の体育館、この三つを避難所として想定をして開催を
いたしました。レイアウトだとか、予防対策、どういうことをしなければならないと。動線
の持ち方、トイレを分ける、そういったことも考えながら、確認をさせていただいたところ
でございます。これは大規模な災害になりますと、かなり避難所が要るなということを実感
したところでありますが、村民体育館で320人少しくらいの避難者しか受け入れられないと
いうことでありますんで、村内にある避難所をフル開設をしていかなければならない。それ
に対する人的な部分が足りるのかどうか、こういったこともこれから考えていかなければな
らないところであります。自主防災会の御協力を頂かなければ足りませんし、職員だけで本
当に足りるのかどうかということも考えていかなければならないというところであります。
新しい生活様式、避難所内でも実践をしていくことに尽きるというふうになっております。
そのためのいわゆる避難所で必要ないろんな備品等々につきましては、準備をしておるとこ
ろであります。一度にというわけにはまいりませんので、今年も約800万円余を充てまして、
設備を充実をさせていただいておるところであります。こういったことは毎年やっていく必
要があるというふうに思っております。
これから台風シーズンを迎えてまいります。いつもの年、毎年でありますけれども、全国
各地で災害も発生しております。今、本当に気候変動が激しいというふうに言われておりま
す。雨の降り方も一時とは全く違うわけでありますんで、この防災対策というのは万全を期
していく必要はあるというふうに考えております。これからも努力を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） 山﨑議員。

２

番（山﨑 文直） 今まで経験したことのない中で対策を講じなければいけませんの

で、まだまだ知恵が回らない部分があるかと思います。みんなで知恵を出し合っていきたい
なというふうに思います。
避難所の話でも、私も東日本大震災のときに、行くときに仲間と一緒に焼酎を送ったんで
すね。ガソリンとか、食べ物とか、そういうものは普通なんですけども、焼酎を送ったら、
それはそれでとても喜ばれました。取りあえず暮らしていくという部分ですけども、少しは
やっぱりそういう部分にも気持ちを和らげるためにということもあります。新しく気がつく
という部分もあるかと思いますので、そういう点で、みんなでこれからも知恵を出し合って、
困難に立ち向かっていかなければならないなというのを感じながら、私の今回の一般質問を
終えたいというふうに思います。
以上です。
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。

ただいまから２時25分まで休憩といたします。
休憩 午後

２時１３分

再開 午後

２時２５分
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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。

村の防災訓練が９月６日に、コロナ禍の中、複合災害への備えをするために行われました。
現在のコロナ禍では、自然災害という複合災害にあっては、感染リスクを抑えるため、３密
の状況を回避しつつ、限られた人手でいかに避難者に細やかな支援ができるかという難しい
かじ取りが求められています。ボランティア活動も制限されます。災害の世紀に入ったと言
われ、自然災害が当たり前になりつつある今、地域のつながりをどのように強めていくかと
いうことにますます目を向けていかなければなりません。一人一人が地域で何ができるか、
主体的に考えていくことが求められています。村も地域からの要望にしっかりと対応してい
ただきたいと思います。
最初に、コロナ禍での南箕輪村版ネウボラについて、子供の産前・産後ケアについて伺い
ます。
村では、村子ども・子育て支援事業計画第２期に従って事業を進めております。資料とし
て、厚生労働省子ども家庭局の資料をお配りしてあります。安心して産み育てられる社会に、
今、行政施策として一番重要なのは、妊娠期から切れ目なく、出産後も母と子、家庭の相談
に乗ることが大切です。地域の中で切れ目ない支援、産むことの安全性はもちろん一番重要
ですが、妊娠後から始まる生活支援も必要です。何を食べ、何を着て、どんな住まい方をし
ていけばいいか。新しい家族との関係性や地域の中で人間関係を構築していくコツは何か。
10か月間丁寧に検診だけでなく、暮らし方の支援をしていく存在が必要です。健康な生活、
体づくりを行うことで安産につながると言われております。村も子育て世代包括支援センタ
ーで取り組んでいます。寄り添う支援について伺います。
また、コロナ禍の対応をどうするかというのが、厚生労働省子ども家庭局母子保健課から
母子保健事業等の実施に係る自治体向けＱ＆Ａが出されております。コロナ禍の中での変化
はどうだったか伺います。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） １番、百瀬議員の御質問にお答えをいたします。

コロナ禍での南箕輪村版のネウボラはというものであります。御質問にもありますように、
新しい家族を迎えるために、妊娠期から出産、子育てまで、生活の支援をしていくというこ
とは大変重要だと考えております。そもそも南箕輪村版ネウボラをつくった意図といたしま
しては、どうしてもそれぞれの課でまたがっている部分で横割りになっているものを縦割り
にしていきたい、それから、切り目のない支援が必要だろうということで、こども館で南箕
輪村版のネウボラを始めたところであります。始めて何年にもなりますけれども、まだまだ
軌道に乗っていないという面もあろうかというふうに思いますけれども、しっかりと切れ目
のない支援を子育て、出産に関わる部分だけではなくて、全ての面で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。
現在、出産に関しては、妊娠届の際に、妊娠中の生活や健康管理について話をさせていた
だいております。御夫婦２人で来られる方もあり、熱心に聞いて帰られております。話をす
る中におきまして、健康面や生活面などの心配がある方につきましては、健康福祉課と子育
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て支援課等で連携をして訪問をしたり、あるいは電話相談などを継続して行ってきておると
ころであります。これは心配な方につきましては、そういった対応をしております。
また、コロナ禍の中ではありますけれども、感染防止対策を取りながら、妊娠中の教室で
ありますマタニティースクールは開催をさせていただいております。これは３回のコースで
ありますが、今年度は１回目はこども館を会場に、子育て世代包括支援センターの役割や産
後に利用できるサービスについて紹介をさせていただいたところであります。また、３回目
は日曜日開催を予定しており、御夫婦での参加も多くあります。その回は子育てや産後の生
活、メンタルヘルスなどの内容となっております。父親向けのＤＶＤやお風呂の入れ方の練
習もあります。父親になることを改めて実感をしたとか、あるいはコミュニケーションを大
切に２人で協力していきたいなどの感想を頂いております。新しい生活を始める、生活を考
えるきっかけになっているのではないかというふうに思っております。
新しいこの家族でどんな生活を営んでいくか、これは個人の生活スタイルに入り込むこと
は難しいと考えていますが、個人の状況に応じまして、関係する課が連携して協力しながら、
より一層の支援をしていくつもりであります。ネウボラにつきましては、充実をさせていき
たいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） お配りした資料を見ていただくと分かるんですが、子育て支援施

策、本当にこの13事業もあります。どれも大変重要な事業で、村ではきめ細かにやっていた
だいているという認識です。
また、子育て世代包括支援センターの資料のイメージ図もつけてあるんですけれども、こ
の一番下の部分が僕は一番これからの取組で大事になってくるのかなと思うんですが、近隣
住民やボランティアなどによるインフォーマルなサービスというふうに書かれております。
このインフォーマル、形にはまらないという、できることから行う取組ということだと思う
んですけれども、地域の方が主体的に何ができるか考えて取り組んでもらうことが地域の力、
活力になります。これからの時代、行政だけでは無理があり、地域の協力、資源力を借りて
行っていかなくてはなりません。それには地域の資源や力を掘り起こす作業が必要です。
そこで、ＣＳＷ（コミュニティソーシャルワーカー）の取組、これを活用していくことが
重要だと考えます。このことは以前にも質問させていただいているんですけれども、今回は
高齢者、そのときは高齢者の質問だったと思いますが、社会福祉法改正され、来年４月から
施行される高齢者福祉の取組にも関係してくる取組だなと思うんですが、この件、村長いか
がでしょうか。
議

長（丸山

豊） 答弁求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 今、百瀬議員の質問の中に、近隣住民やボランティアなどによる

インフォーマルなサービス、これはいわゆる子育てだけではなくて、全ての部分に通ずるも
のではないかなというふうに思っております。このことが一番重要だというふうには思って
おりますけれども、なかなかそういった地域力の部分というのは難しいというふうには感じ
ております。この辺がこれからの課題かなというふうに思っておるところであります。
それから、ソーシャルワーカーにつきましては、必要であればというふうには思っており
ますけれども、十分検討させていただきたいというふうに思っております。
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以上です。
議

長（丸山

豊） 百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） 私いつも、最近は特にこのコロナ禍の中で感じるんですが、やは

り行政ができること、また、地域でやらなきゃいけないこと、みんなが協力してやらなきゃ
いけないことということが非常に重要になってくるんだな、この間の防災訓練でもそうだっ
たと思いますけれども、特にそこを、やはり行政がどうしたらそこを応援できるかというの
がこれから問われていくのかなと思いますので、よろしくお願いします。
次に、女性の妊娠に関わる支援で、流産や死産の支援について伺います。
妊娠期や不妊の相談は、保健師や助産師、看護師や医師が指導を行っています。また、県
や村の独自の支援もあります。しかし、流産や死産を経験した人は、心理的ケアの取組をこ
れからどうしていくか、今はやられていないということなんで、これからどう考えていきま
すかという質問なんですけれども、厚生労働省によると、2018年に妊娠12週以後の胎児を流
産・死産した女性は全国で２万人に上っていると言われております。身体的な負担だけでな
くて、喪失感は数年にわたり続き、鬱や心的外傷性ストレス障害などの関連も指摘されてお
ります。喪失感を抱える当事者から話を聞くのは大変難しいということだと思いますけれど
も、そのために課題が表面化しにくいということも言われております。しかし、この支援、
必要と考えますが、村長、この件いかがでしょうか。
議

長（丸山

豊） 答弁求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 流産や死産を経験した方への支援という質問でありますけれども、

これは御指摘があるように、心の痛みというものは大変大きなものがあるというふうに思っ
ております。また、デリケートな問題であります。したがいまして、当事者から話を聞くと
いうのは大変難しい状況であります。当事者や御家族、また、医療機関などからの御相談が
あれば、丁寧に対応はしております。相談があればというところであります。話を伺うだけ
で気が楽になるといった方もあれば、また、医療が必要な方もおいでになります。関係機関
との連携をしながら、個々に応じた支援ができるように努めていく、このことは必要だと思
っておりますので、相談があればということで御理解は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） 百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） これ、村だけでは、私ちょっと難しいのかなって、担当課と話を

したときに感じたんですけれども、やはり国がしっかりと取り組む課題なのかなという思い
もありますし、国、県の支援も必要だと思います。また、医師会のほうだとか、看護師会と
の連携もしっかりと取っていく必要があるのかなというふうに感じました。
私もちょっと近い御夫婦がこういう経験をされて、つらい思いをされている話も聞きまし
たんで、こういう質問をさせていただきました。
また、相談など、やはりデリケートな部分があるということなんで、対面ではなく、ＳＮ
Ｓなどを利用して気楽にできるような取組というのも検討する必要があるのかなと思います
んで、よろしくお願いします。
次に、子どもの貧困対策について伺います。
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厚生労働省が公表した国民生活基礎調査で、子供の７人に１人に当たる13.5％が貧困状態
にあることが分かりました。貧困率は中間的な所得の半分、貧困線に満たない所得の家庭で
暮らす18歳未満の割合です。昨年の資料でいくと、250万が中間的な所得で、その半分です
から125万円ぐらいだったと思いますが、そこの家庭のことを言われています。今回のコロ
ナウイルス感染症拡大の影響で、休業要請などで深刻な打撃を被っていることを考えれば、
村内でも悪化していると考えられます。
国も所得の低い独り親世帯を対象に５万円、第２子以降は１人につき３万円ずつ加算の臨
時給付金を行いました。また、追加給付として、収入が減少した世帯に５万円、これは申請
が必要です。申請方法が自治体で差があるようです。国では追加給付については、収入が少
しでも減っていれば対象、給与明細などを求めず、減収した等申立てればいいとしておりま
す。簡易な方法で行い、速やかに振り込む必要があると言われております。
村の実態はどうでしょうか。それとまた、虐待などの発生状況も分かれば教えていただき
たいと思いますが、就学前と就学後で担当課が違うために、村長と教育長に伺いたいと思い
ます。
議

長（丸山

豊） 答弁求めます。

最初に、唐木村長。
村

長（唐木 一直） 子どもの貧困対策であります。特に独り親家庭というようなお話

もありました。
子どもの貧困対策につきましては、子どもの貧困対策計画の策定がこの市町村の努力義務
となっており、村では今年の３月に策定しました第２期子ども・子育て支援事業計画の中に
子どもの貧困対策計画を掲げております。この計画の策定につきましては、百瀬議員、昨年
の９月議会の一般質問でも取り上げられておるところであります。
子どもの貧困につきましては、特に働き手が１人である独り親は収入が限られ、なおかつ
この非正規雇用の場合もあり、生活困窮家庭となりやすいというのは現実的にはあるわけで
あります。そんなことで、様々な対応をしていかなければというようなことで考えておりま
すが、県の調査におきましても、これ平成元年度でありますが、生活困窮などの家庭支援事
業である子ども学習・生活支援事業の支援を受けた家庭というのは、独り親世帯が約半数を
占めておるというふうに、そういった調査結果が出ております。また、この事業につきまし
ては、県下で10町村が取り組んでおり、村でも社会福祉協議会が事業主体となり、平成30年
度から実施をしてきております。そんなことで、独り親家庭につきましては、特にそういっ
た状況があるという、このことは認識をしておるところでございます。
村の独り親世帯は205世帯あります。父子家庭が23世帯、この推移につきましてはほぼ横
ばいであります。母子家庭につきましては182世帯、年々これは増加傾向にあります。全世
帯に占める独り親世帯の割合は3.15％でありまして、上伊那の中の市町村では唯一３％を超
えており、本村は最も多い状況となっておるところであります。これはどういう原因である
か分かりませんけれども、そういった皆さんが本村が最も多いというのは、現実的にはそう
なっておるところであります。
今、質問にありましたように、独り親家庭につきましては、国が給付金をということで支
援をしていくことになっておりますが、村でも今議会でお認めを頂きました１人当たり２万
円、265人分、530万円を計上させていただいたところであります。これも速やかに実施をし
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ていくように、今、準備をしておるところであります。
この子どもの貧困問題を考えるときには、やはりその解消は女性の就労の推進、このこと
が一番だというふうに思っております。ただ、今の経済状況でそれが本当にできるかどうか
というのは大変難しい状況があります。そういったこともありますけれども、女性の就労促
進ということ、しっかり取り組んでいく必要があるというふうに思っております。それぞれ
事業を進めていかなければというふうに思っております。
コロナ禍における虐待の増加ということでありますが、村内では特にこれは見られないと
いうふうに、見られて今のところありません。様々な悩みを抱えながら子育てをしている方
には深刻化する前に相談をしていただけるよう、この子育て世代包括支援センターは各関係
機関と横断的な連携を図っております。これから特に必要になってくるというふうに思って
おります。今のところはそういった状況はないというふうに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） 続いて、清水教育長。

教 育 長（清水 閣成） 私の立場からお答えいたします。
皆様御存じのように、経済的理由によって就学困難と認められる児童・生徒及び就学予定
者、年長さんといいましょうか、に就学援助を行う就学援助費の支給制度がございます。毎
年入学前の御家庭には、年が明けて１月末、２月上旬ぐらい、また、４月に入り、児童・生
徒全家庭に制度の御案内をしております。家庭からの申請を受け、前年の世帯収入の状況及
び幾つか項目がございますが、例えば生活保護を受けている、あるいは生活保護が停止また
は廃止になった、あるいは世帯員全員が村民非課税の状況にある、あるいは独り親の御家庭
で児童扶養手当を受けている等々項目がございますが、それに該当する場合ということで、
教育委員会で認定をしております。昨年度は77世帯、児童・生徒114名でした。今年度にお
いてなんですが、コロナ禍の中で経済的に苦しい、あるいは苦しくなってきている家庭があ
るため、文科省では新型コロナウイルス感染症に関わる家計状況に鑑み、年度中途において
認定をしようとするものについては、速やかに認定し、援助を行うよう配慮、家計が急変し
た場合への柔軟な対応を促しております。
今年度の村の申請状況でございます。４月、５月、６月と、教育委員会で回を重ね検討し
てまいりました。審査してまいりました。新型コロナウイルス感染症に関わり、先ほどの項
目の中にあるんですが、保護者の職業が不安定で生活が困難と認められる等々、仕事がなく
なった、あるいは仕事が減り収入が減少したと、そういう御家庭の苦しさ故に申請をいただ
いている方がおられると思います。ただ、その方がということが前面に出てくるわけではな
いという、そういう状況でございます。現在ですが、申請世帯が84、認定された御家庭は81
世帯、児童・生徒が119名となっております。御家庭の本当に苦しい願いを受けながら、事
務局、係が状況を何度も精査、連絡を取りながら精査し、教育委員会でも、先ほど申し上げ
たときに確認をし、検討をしましたが、３世帯の方が認定にならない状況でございました。
今後でございますが、新型コロナウイルス感染症に関わり家計の状況も変わってくることが
考えられます。教育委員会として、年度途中に保護者への情報提供をしていく必要があるか
なというふうに思っております。４月あるいは年明けの来入児の御家庭だけではなく、全家
庭に年度途中で御案内をしていく必要があるかなというふうに思っております。
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それから、虐待の関係でございますが、村長答弁と重なりますが、教育委員会、学校、そ
れから子育て教育支援相談室、民生児童委員さん、それから主任児童委員の方々等々、アン
テナを高く情報をキャッチしているつもりでございます。今のところ、新型コロナの関係で
という状況はいただいてないかなという、継続している、サポートしている、そういうケー
スというふうに受け止めております。
以上でございます。
議

長（丸山

豊） 百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） いかに変化する中で情報を得ていくかというのが、このことが現

場に問われていると思います。これが大きな課題だなというふうに感じますんで、いろいろ
取り組んでは頂いておるんで、いろいろな方法を幅広く、どうしたらいいかというベストを
目指すように取り組んでいただきたいと思います。
村子ども・子育て支援事業計画には課題も書かれております。支援の内容が多岐にわたり、
こういう状況の中で複雑化してきているケースが増えていると書かれています。広い視野と
知識を持つ人材の確保が必要だとも書かれております。相談室の会議に以前にも提案したん
ですが、弁護士の方が参加されるとか、また、先ほど述べたＣＳＷさんや、ＳＮＳを活用し
た取組というのも必要だと思いますけれども、この件、村長どんなふうに考えているか、ち
ょっとお考えがあれば答えていただきたいと思いますけど。
議

長（丸山

豊） 答弁求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 課題という部分でございます。子育て世代包括支援センター、本

当に多岐にわたる相談となっております。複雑な相談もあるところであります。保健師や教
員資格等を有した専門職が相談を受けております。こういった事例というのは年々複雑にな
ってきております。昔では考えられないなと思うような事案というのがかなり出てきておる
ところであります。必要な場合は児童相談所や県の機関あるいは警察等も交えて対応はして
きておるところであります。
弁護士については、今のところ、相談室で受けている案件についてお願いするものは出て
いないという、こういう状況でありますけれども、相談の内容が現在の体制で対応すること
が難しいという、こういう場合には、まず村では顧問弁護士がおいでになりますので、相談
をしていきたいということであります。
また、子供と保護者の福祉実現のために、生活課題や生きづらさなどを抱えた方々が安心
して地域で暮らしていけるよう、さらに充実した支援体制を関係機関と連携して、チームで
支援できるように考えております。
御質問にありましたコミュニティソーシャルワーカーだとか、社会福祉士なども関わるこ
とができれば理想的であります。そういうふうになっていくことは理想だというふうに私は
思っております。そのような体制が可能であるか、今後、検討してまいりたいというふうに
思います。これは先ほども必要であれば検討していきたいということであります。理想の形
をつくっていくこと、これは行政の仕事でありますので、検討させていただきます。
ＳＮＳの相談であります。セキュリティーの問題とか、あるいは24時間の対応をどうする
かの課題があります。この辺も他市町村の例などを参考にして研究していきたいというふう
に思っております。本村の場合にはここの部分が、さきの議員にもお答えをしましたけれど
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も、遅れておる部分でありますので、情報政策の部分、担当する部分というのを今検討して
いるところでありますんで、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） 村長が掲げる「日本一の子育ての村」という実現に向けて、よろ

しくお願いしたいと思います。
次に、ＳＤＧｓの取組について伺います。
ＳＤＧｓは、Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｏａｌｓ、持続可能な
開発目標をと訳されます。2009年９月にニューヨークで開かれた国連ミレニアム・サミット
において、ミレニアム開発目標（ＭＤＧｓ）が提起されました。ＳＤＧｓは、ＭＤＧｓの後
継として、2015年９月の国連サミットで採択され、30年までの国際開発目標となりました。
内容は、17の目標と169のターゲットが設定され、皆様見たことがあると思いますが、こう
いう、目標１が貧困をなくそうから、目標17のパートナーシップで目標達成しようまであり
ます。これらの目標達成をすることで持続可能な世界を実現し、地球上の誰一人として取り
残さないを目標にしております。全ての国が対象になっております。日本も2016年５月、閣
議決定し、推進本部を設置しました。政府の動きに呼応して各自治体も取組を始めておりま
す。一方で、国民の認知度はいまいちのようです。朝日新聞のアンケート調査、2019年、東
京、神奈川に住む3,000人を対象に、ＳＤＧｓという言葉を聞いたことがあるかという質問
に、あると答えた人は27％だったそうです。
自治体の取組はどうかと内閣府が2019年の取組状況を調査しております。推進している自
治体は13.4％です。ＳＤＧｓのゴール、ターゲット、指標はグローバルな視点でつくられて
います。そこで、内閣府地方創生推進事務局では、地方創生ＳＤＧｓローカル指標リストを
作成しております。プリントアウトしてきたんですけど、かなり枚数があるんで、ちょっと
一部だけですが、こんなふうに出されております。今日、資料にも一部、１枚だけつけてあ
りますけれども、これは都道府県、市町村に分けてあります。
関東学院大学准教授の牧瀬稔氏は、自治体の多くには何か新しく取り組もうという思考が
見られるが、既に実施している事業がＳＤＧｓそのものと考えます。まずはそのことを認識
することが大事です。気づいていないケースが多く見られると。そこで、自分が担当してい
る事業に関するＳＤＧｓのアイコンをプリントする。課の看板に担当事業に関するアイコン、
例えば貧困をなくそう、今、質問しましたけれども、教育委員会なら教育委員会に貼るだと
か、そういうアイコンを看板に貼ったり、名刺にこういうのを入れて、自分がそういう仕事
をしているんだという、より誇りを持てるような取組が必要じゃないかと言われております。
私もいい取組だなと思って、今、提案したいと思いますが、住民への周知にもなります。自
治体の目標は住民の福祉の増進を図ることが基本であります。ＳＤＧｓは誰一人として取り
残さない。同じ概念だと思います。ＳＤＧｓの積極的な取組、村長、この件いかがでしょう
か。
議

長（丸山

豊） 答弁求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ＳＤＧｓの御質問であります。

国が推進するＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）につきましては、村が実施してきておりま
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す事務事業の多くが既にＳＤＧｓにかなったものであり、ターゲットであるというふうに思
っております。これは自治体の事業そのものがＳＤＧｓにかなっておるということでありま
す。
本年度策定をいたします第５次総合計画の後期基本計画もＳＤＧｓを意識した計画となる
よう、７つの基本目標の施策ごとに、ＳＤＧｓの17の目標の中からその施策に該当する目標
のアイコンを記載することとしております。そういった計画をつくっていきたいということ
であります。このことによりまして、策定過程も含めて、職員一人一人が担当する事務事業
において、ＳＤＧｓを改めて認識して実施することとなりますし、事業を通じて住民の皆さ
んへも積極的に周知をしていくことにもなると思っております。周知も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。基本的には第５次総合計画後期基本計画、これはきち
んとＳＤＧｓを意識してつくってまいりたいと。今、つくっているところでありますので、
よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） 前向きにもう今始めているということで、ありがとうございます。

それで、このＳＤＧｓに関して、すみません、ちょっと通告にはＳＤＧｓ全般で上げちゃっ
ていますんで、ＳＤＧｓの３番目は「すべての人に健康と福祉を」というふうになっており
ます。この９月がちょうどがんの征圧月間です。健康診断の受診状況も、このコロナ禍の中
でどうだったかという変化もあると思いますけれども、特にこのがん検診の受診状況につい
て、分かれば教えていただきたいと思いますが。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ＳＤＧｓの３番に「すべての人に健康と福祉を」というのがあり

ます。そういった中で、がん検診の状況でありますけれども、令和元年度の村の実施がん検
診率は、令和元年度であります。胃がんが12.7％、大腸がんが28.4％、肺がんが20.4％、子
宮がんが33.2％、乳がんが41.8％でありました。
国は、このがん対策推進基本計画で受診率50％以上としております。この村の推移という
のは、職場で検診を受ける方もいますので、村全体ではもう少し検診率は上がるのかという
ふうに思っておりますけれども、まだまだこの国の状況に程遠い状況にあるということであ
ります。
村は毎年、健康といいますか、どういったものを受けてくださいということでとるわけで
ありますけれども、それすら回収率が80％くらいだというふうにお聞きをしておるところで
あります。本当に健康についてもう少し認識を高めていくためにはどうしたらいいのか、何
が足りないのかということ、このことを真剣に考え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。がんだけではなくて、生活習慣病を含めてということになろう
かというふうに思います。
今年のがん検診でありますけれども、４月、５月、この緊急事態宣言というのがありまし
て、実施を延期したところであります。10月以降に代わりの日程を確保して実施をする予定
であります。そんなことで、また周知に努めていきたいというふうに思っております。どの
程度の影響があるかということは分かりませんけれども、今のところ、受診者は昨年度より
減少傾向にあるという、こういう傾向にあります。コロナウイルス関係の中でということで
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あります。
以上であります。
議

長（丸山

豊） 百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） 今は２人に１人はがんの時代と言われています。他人事ではあり

ません。長野県内でも年間6,000人ががんで亡くなっております。定期的な検診で早期発
見・早期治療で生存率を高め、完治の可能性が高まります。感染症を恐れるあまり、検診や
受診を控えてしまう。そういうことで発見が遅れることのないように、取組をしっかりお願
いしたいと思います。また、しっかりこれを掲げていただければ、ちょっと意識も変わるの
かなという思いもありますんで、すみません、よろしくお願いします。
また、ＳＤＧｓの13番目は「気候変動に具体的な対策を」です。村は気候非常事態宣言を
今年６月に行いました。宣言した以上、率先して温暖化対策に取り組む必要があります。今
後の取組について伺いたいと思います。
議

長（丸山

豊） 答弁求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ＳＤＧｓの13番は気候変動のものであります。具体的な対策をと

いうことであります。気候非常事態宣言でありますけれども、御承知のとおり、３月議会閉
会日に、議会におきまして気候非常事態宣言をすることを求める決議が可決されたところで
あります。開会日であります。この決議を重く受け止め、できれば３月中に宣言をする予定
でありましたけれども、新型コロナの関係がございましたんで、６月５日、環境の日に気候
非常事態宣言をさせていただいたところであります。この宣言には正副議長にも同席をいた
だいたところであります。
具体的な取組につきましては、今年度、村が地球温暖化対策実行計画を更新してまいりま
すので、この計画づくりの中で、施策の具体化を図っていきたいというふうに思っておりま
す。この村で何ができるかということ、この小さな村でということでありますんで、できる
ことからまず取り組んでいく必要はあるというふうに思っております。宣言をした以上、何
もしないという、こういうことは許されないところでありますんで、しっかりと取り組んで
いく必要があるというふうに思っております。
現在、取り組んでいることといたしましては、住民の方に対して新エネルギー施設設置に
対する補助事業や、生ごみの処理機の設置に対する補助、あるいはごみの分別収集、こうい
ったことも気候問題につながってまいります。
村におきましては、ペレットストーブだとか、ペレットボイラー、太陽光発電、ＬＥＤ照
明、電気自動車の導入など行っております。電気自動車につきましても今年度実施をしてま
いります。ＬＥＤ照明、全部一度にと考えた時期もありましたけれども、多額な経費がかか
りますんで、今は分けて、できるところからやっておるところでございます。
また、森林の整備、このことも大事になってまいりますので、しっかりと取り組んでまい
ります。現在取り組んでいるこうした活動、事業というのを継続をしていく、発展をさせて
いく、この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。
８月の広報紙にも掲載をさせていただきましたが、住民お一人お一人の意識を高めていた
だくこと、このことも非常に重要となってまいります。ここが一番難しいところであります
が、気候変動はなぜ起こっているのか、地球温暖化を防止するために私たちには何ができる
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のかということを考えていただければというふうに、身近なところから省エネ活動を起こし
ていただければというふうに思っております。そうすることによって、未来は少しずつ変わ
ってくるんではないかなと。また、村が率先をしてＳＤＧｓをより強く意識した取組を行う
こと、あるいは住民の方への啓発活動を積極的に行うこと、このことが必要だというふうに
思っております。
いずれにいたしましても、地球温暖化防止につきましては、村だけではなくて、他市町村
や県、国、世界規模での連携が必要となってまいりますので、国、県、他市町村の動向や企
業等の技術の発展なども注視しつつ、息の長い取組を行ってまいりたいというふうに思って
おります。
今、木材を使ったいろんなことの取組が始まっております。例えばペレットボイラーもそ
の１つでありますけれども、いわゆるそういったことは本村の場合、ちょっと南原保育園に
ペレットボイラー入れましたけども、それ以後、設置をしていないところであります。その
辺も考えていく必要があるなというふうに思っておるところであります。これ、一番進んで
いるのは隣の伊那市であります。既に温泉施設全てペレットボイラーに変えております。そ
ういったことも今後検討していく必要があるというふうに思っておりますし、新しく造る大
規模な施設につきましては、そういうことを当初から考えていくという、こういう必要性も
あるんではないかなというふうに思っております。
以上です。
議

長（丸山

豊） 百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） 議会としてもしっかりと一緒に取り組んでいきますんで、よろし

くお願いします。
また、この13番のアイコンを掲げて、村民を巻き込んで取り組むことが大切じゃないかな
と思います。ＳＤＧｓのゴールは2030年、宣言は2050年、どちらにしても持続可能な村づく
りをしていかなければいけません。牧瀬准教授が述べているように、17の目標は村が既に取
り組んでいる事業に関係があります。地方創生の取組が地方の自治体が生き残りをかけた事
業のわけです。東御市では地域の持続可能性を高めるため、市民との協働を進めるため、独
自の職員向け推進指針をつくり、指針では暮らしやすいまちづくりというのは、誰一人取り
残さないというＳＤＧｓの理念と一致すると説明して、ＳＤＧｓの目標を常に意識して業務
に当たることを重点に置き取り組んでいるそうです。
村も第５次総合計画に基づいて事業を進めておりますが、中間報告がされております。そ
の中に、10年後のあるべき姿、村にしてほしいことのアンケートをまとめております。１位
が高齢者や障がい者が健康で暮らしやすい福祉の充実した村、２位が子育て支援が充実し、
子供が楽しく充実した子供時代を過ごせる村、３位が医療、緊急体制や防犯体制の整った安
心して暮らせる村となっております。目標を意識して進めていくことが重要です。また、そ
れが協働の村づくりにつながります。
また、少ないですが、ＳＤＧｓの持続可能なをキーワードにした条例化も進んでいるよう
です。その中で、また民間企業をしっかりと取組に入れていく、そういう行政側が働きかけ
ていくことも大事だと思います。社会に与える影響も大きいです。民間企業が取り組んでく
れることが社会に与えてくれる影響も大きいです。持続可能な村づくり、村としてできるこ
とから進めていきたいと思いますが、村長、この件についてどうですかね。民間企業も巻き
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込んでっていう。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ＳＤＧｓにつきましては、先ほども申し上げましたように、息の

長い取組が必要であるというふうに思っております。民間企業を取り込んでいく、このこと
は大切なことであるというふうに思っております。そういったことをまた考えていく、そう
いったことにしていければというふうに思っております。
いずれにいたしましても、このＳＤＧｓ、気候変動等々につきましては、これは行政だけ
で達成することは、これは不可能であります。いわゆる全村民、村で言えば村民、世界的規
模でいえば全ての人、こういうことを対象にしていかなければならないというふうに思って
おります。この小さな村で何ができるのかということになろうかというふうに思いますけれ
ども、いずれにいたしましても、できることを確実にやっていくという、このことから始め
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、また様々な御提言頂ければとい
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） しっかりとお願いしたいと思います。議会としてもしっかりと提

案をさせていただいたり、行動していきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
新型コロナウイルス感染症対策を進める中で、ウイルスが嫌うものは何か、それは人の優
しさ、これは政府感染症対策分科会メンバーの川崎市健康安全研究所所長の岡部信彦氏のコ
メントです。マスク着用、フィジカルディスタンス確保、手洗い励行など、感染症対策には、
自分はもとより、他人を感染させないようにという利他の視点があります。また、感染者へ
の偏見、差別といった心の感染の深刻化を防ぐためにも大切な視点です。ウイルスが嫌うも
のは、それは人の優しさです。
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。

ただいまから３時半まで休憩といたします。

議

休憩 午後

３時１２分

再開 午後

３時３０分

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） 議席番号７番、加藤泰久です。

通告どおり、３件について質問をいたします。
同僚議員がコロナ対策の質問がありましたので、重複する部分は割愛をさせていただきま
す。
コロナウイルスが東北信では毎日感染者が出ている状態でありますが、幸い南信では感染
者が出ていないということは、住民の皆さんがそれぞれの防護対策を行っているということ
で、大変うれしいことでございます。
国、県の対策以外に、村独自で支援を行っており、保育園、小中学校の給食費の２か月免
除、高齢者や障がい者の低所得世帯への１万円給付の支援、帰省できない学生への物資の支
援、中学校の修学旅行キャンセル料の全額負担等を行ってきております。
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村内事業者においては、コロナ緊急対策資金の創設を行い、家賃補助創設が行われており、
村制度資金では、４月から８月までに85件の申込みがあったということであります。それぞ
れに活用をしておるようであります。特に村民１人に2,000円の地元応援商品券については
大変好評であり、また、取り扱う商店、業者にも大変助かっているとのことであります。第
二弾も計画されて、好評で期待されておりますので、皆さんの期待に沿えるようにお願いし
たいと思います。
初期の対応について、村民、業者には、限りある予算の中でできるだけの支援を行い、政
策的にはよく評価されておりますが、村長の自己評価はどうであるか、お伺いいたします。
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いたします。

コロナウイルス対応の評価という質問でございます。
新型コロナウイルスにつきましては、何回か申し上げておりますように、今、第２波とい
うふうに言われております。１波よりも感染者数は多くなってきておりますけれども、重症
化する割合というのは少なくなってきております。１波を受けまして、医療機関等々も充実
をしてきておりますんで、その点では心配はないというふうに思っておるところであります
けれども、この新型コロナウイルスにつきましては、無くなるということは、これは考えら
れないところであります。ワクチンだとか有効薬、早く開発、軌道に乗ればというふうに思
っておりますし、併せまして、コロナと共存をした生活という、このことも求められておる
ところであります。そういったことを真剣に考えていく必要もあるというふうに思っており
ます。
村民の評価という点でありますけれども、今、加藤議員から様々な村の支援策につきまし
てお話がありました。本当に住民生活に大きな支障が出てきておるというふうに思っておる
ところであります。支援には、先ほども申し上げましたけれども、企業、事業所への支援、
生活支援、これらが中心となってまいりますし、新しい生活様式での施設改修といった、こ
ういった支援も考えられるところでございます。そういった中で、できる限り住民生活に支
障がないようになればという願いで、いろんな施策をやっておるところであります。
これまで行ってきた支援の評価ということでありますが、まず一番先に、私自身が言われ
たことでありますけれども、３月に店頭からこのマスクが消えました。同時に医療機関や福
祉施設でマスクが入手できないという状況となったところであります。こういった状況を受
けまして、村ではいち早くマスクの供給を始め、３月中旬から村内開業医や福祉施設への提
供を始めました。このことは本当に喜ばれたところであります。私が通っております開業医
の村外の先生でありますけれども、その先生から、南箕輪がマスク配ったってね、本当に今
マスクがないんですよという、こんなお話を頂いて、本当によかったなというふうに感じた
ところであります。その後、各市町村もマスクを配り始めたところでありますが、これは本
当に早くしてよかったというふうに思っておるところであります。
また、４月の緊急事態宣言による外出自粛や営業自粛などの要請がされて以降、大きな影
響が出始めておりまして、様々な対策を行ってまいりました。これらは商工会や各分野から
何が必要なのかの情報を収集し、また、議会からも直接的に提言も頂き、参考にさせていた
だいたところであります。そういったことを参考にしながら取り組んでまいりました。
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お話にもありましたように、地元応援商品券事業や、帰省できない学生への支援事業では、
役場にも感謝の言葉が届いております。企業向けの融資制度の拡充に関しましても、融資の
お申込み状況から見ますと、本当に必要な事業であったんだなというふうに感じております。
この点につきましては、資金が底をつけば、また新たな資金の上積みということも必要であ
るというふうに考えておるところであります。今後とも、どのような支援が必要なのか、情
報収集には努めてまいりたいなというふうに思っております。
また、障がい者や高齢者への生活支援や、福祉事業所の支援金交付事業を実施いたしまし
た。福祉事業所への支援交付金事業では、直接私も届けたところでございます。本当にお礼
を言われました。そういった点では喜ばれたのかなというふうに思っております。また、今
議会では補正予算をお認めいただきましたので、障がい者や独り親家庭、新生児への給付事
業、第二弾としての地元応援商品券事業等を実施をしてまいります。様々な考え方はあろう
かと思います。どこの市町村でも同じような事業をやっておりますけれども、それぞれに独
自色も出ておるというようなところであります。うちの独自色といえば、一番は地元応援の
商品券であります。これは100％プレミアムであります。そういった部分では独自性かなと
いうふうに思います。これは本当に喜ばれたところであります。買えないという方、こうい
う方もおいでになりますので、よかったかなというふうに思っておるところであります。
いろんな考え方はある中でありますけれども、私自身は一定の評価というのは頂けたんじ
ゃないかなというふうに思っておりますけれども、これからさらにいろんな状況が生まれて
くると思いますし、この関係につきましては、本当に限りなく財源が必要となるということ
であります。その財源を見極めながら、どういう支援ができるのかということ、このことも
これから先、考えていかなければならないというふうに思います。必要な場合には、ちゅう
ちょなく実施をしてまいりたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いをいたし
ます。
また、それぞれ各団体、商工会をはじめ各団体からの聞き取りということも引き続きやっ
てまいりたいと。どんなことが必要なのかと、そういった情報収集も引き続きやってまいり
たいと思っております。
以上です。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

７

番（加藤 泰久） 未知のコロナでありますので、２番目の長期化にわたるという質

問でありますが、コロナ感染が長期化する中、また、どう落ち着くか、まだ未知でございま
すが、コロナ感染が落ち着いても、景気はすぐには回復できないと思われております。新聞
によりますと、10月以降、自動車関連は回復する見込みであるとは言われておりますが、当
村におきましては、下請企業が多かったり、事業所が多い。村内の事業所では回復が遅れる
ことが予想されております。引き続き、商業、工業、建設業界の支援をお願いしたいところ
でありますが、その意見をお伺いいたします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 商工業への支援という状況の質問でございます。

その前に、商工会から４月に実施した調査でございますけれども、今後の個人消費の動向
というのは、若干コロナへの強い不安感は弱ってきたかなという、そんな調査になっており
ます。こういった不安感が減少すれば、個人消費も徐々に回復するんじゃないかなというふ
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うに思いますけれども、今の状況を見ますと、なかなかそういった状況にはないなというふ
うに思っておるところであります。
新たなということでありますけれども、まず１番は、やはり資金面をどう支援をしていく
ことができるのかということだろうというふうに思います。今回、村で実施をいたしました
資金面につきましては、かなり有利な条件というふうになっております。また、借換えがで
きるようにしたということも、これはよかったかなというふうに思います。残りの資金が３
億まで切ってまいりました。２億強という、こういう状況となってまいりました。したがい
まして、今後の状況を見極める必要がありますけれども、この資金不足になるようであれば、
再び議会にお諮りしながら、基金を上積み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。このことが私は一番かなと。より有利な制度をつくっていく、資金面でのと
いうことは、中小業者の支援になるんではないかというふうに思っておるところでございま
す。
また、商工会等々から意見聴取はさせていただきます。常に連携を密にしながら、意見交
換を行っておるところでありますし、新型コロナウイルス対策本部には商工会の事務局長も
メンバーとして参加をしていただいております。その中で、様々な御意見もお伺いしている
ところでありますので、今何が必要かということ、情報をつかみながら、できることはやっ
ていきたい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策につきましては、くどいようでありますけれども、企業支援
をどうしていくか、あるいは弱者を含めた生活支援をどうしていくことがいいのかという、
このことが非常に大切でありますので、そのことは村ができることをしっかりやってまいり
たいというふうに思っております。また、議会に対して必要なことがあれば、御提言を頂け
ればというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

７

番（加藤 泰久） それぞれの支援を受けながら、この村内企業、事業所がこの難局

を乗り越えて、また回復していくことをお願いすると同時に、必要なときにはまたお願いに
行きますんで、村でも対応をよろしくお願いいたします。
２番目に移りまして、戦後75年の年を迎えてということで、今年は新聞等で戦後75年とい
うようなことで大々的に出ております。そこで、１番の学校ではという、第２次世界大戦を
歴史的にどのように教えているかというようなことで質問をいたしたいと思います。
若者や学生、生徒、教科書に接する機会が私はなくなってきております。今の学校で生徒
について、どのような歴史認識や意識を持っているかというようなことをお聞きしたいわけ
でありますが、300万人以上が犠牲になった大戦を文科省検定教科書にはどのように記載さ
れているかというようなことも、私も興味があります。また、戦争を体験した戦前生まれの
世代が、昨年の10月時点で総人口の15％になり、体験者の話を聞く機会も少なくなってしま
ったりしております。また、学校の先生方も、皆さん戦後生まれだと思われております。学
校では第２次世界大戦を歴史的にどのように教えているかというようなことでありますが、
以前はこれはタブー視されたところでありましたが、75年たった現在はどのような見方をし
ているか、質問をいたします。
議

長（丸山

豊） 答弁求めます。
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清水教育長。
教 育 長（清水 閣成） 加藤議員、戦後75年の年を迎えてということで、学校では第２次
世界大戦を歴史的にどのように教えているかという御質問でございます。
加藤議員、平和教育につきまして、熱い思いをお持ちだと思いますので、この後の御質問
の中でもしそれを伝えていただければ、私自身勉強になるかなと思っております。
教科書を持ってまいりました。今こういう、すみません、中の具体的な記載は、また教育
委員会においでいただければということで、お伝えできればと思っておりますが、先ほどタ
ブーという言葉がございましたが、実際には、誰が戦争を起こしたとか、あるいはその戦争
責任とか、そこら辺まではなかなか政治的なこととか、今までの流れの中で、具体のところ
は入り込んでいないかなという、それは私の認識でございますけれども、なかなかそこがデ
リケートさがある。教書の検定そのものもそこに配慮しながらなされてきている、配慮とい
いましょうか、そこのところをどういうふうに記載するかが大事な点で、論を呼んでいると
ころだと思います。それを基にしながら教科書の採択、村での採択を行っておりますので、
いろいろ御意見を頂ければというふうに思っております。
学校では、第２次世界大戦を歴史的にどのように教えているかについてお答えいたします。
基本的には、小中学校とも教科書に沿って指導をしております。小学校では６年生、地理
と歴史に分かれています。歴史編ということで編さんされた教科書、具体のところで言いま
すと、長く続いた戦争と人々の暮らしという大きなテーマの中で、生活の様子、戦争の悲惨
さ等々を資料も活用しながら子供たちが学んでいるということです。諸外国、それから日本
国内の様子、いろいろな立場の人たちについて、子供たちが自分事として考えられるように
学習を深めていく、そこが大事な点かなというふうに思っております。
中学校社会科の授業で教科書を中心に、特に資料集も大事に扱いながら学習を進めており
ます。また、総合的な学習の時間で、過去の戦争の歴史を取り上げ、子供たちが、先ほど申
し上げた考えること、それから仲間と意見交換をする、主体的、対話的に深い学びという、
そういう言葉が今、文科で動いてますけども、考えを深める、アクティブラーニングを大事
にしております。
南部小学校なんですが、今年、コロナの関係があって、ちょっとどうなるかなというとこ
ろがあるわけですけど、修学旅行でちょっと県外はなかなか難しいということで、県内を今
探っている。その中に松代大本営を場所として１つ据えております。体験的な学びとして、
学年のほうで考えたということでございます。
また、後の御質問で深めたいと思います。よろしくお願いします。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

７

番（加藤 泰久） それでは、２番の戦後75年をどのように学習しているかというよ

うなことで質問させていただきますが、戦後75年でありますが、私は昭和22年生まれであり
ますんで、戦後73年を生きたという中で、私の見聞きしたこと、体験したことを交えて、75
年を迎えてということで質問をさせていただきます。
私は戦争については、父が中国大陸へ従軍しておりましたので、戦争経験については父か
ら聞いておる程度しかありません。しかしながら、私が小さい頃、東京へ行ったときに、陸
軍病院の近くで白い白衣で松葉杖をついた傷痍軍人が歩行訓練を長い行列をつくって歩いて
いました。そのときのことは、がっちゃんがっちゃんという音で、非常に負傷した軍人が義
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足の治療をしているということで、大変衝撃を受けたことを覚えております。まだ戦争は終
わってないんだということを感じました。
しかし、私が幼児期、小中学校時代にはいろいろの体験をさせていただきました。まずは
衛生面では、小学校時代の初めに、授業中、前の席の女の子の髪にシラミが動いているぐら
いのことは普通で、ノミもたくさんおりまして、爪と爪との間に挟んで潰したようなことも
日常ありました。女子は頭にＤＤＴの粉剤をかけて日本手ぬぐいで覆って消毒すると、こん
なようなこともありましたし、男子はほぼ丸刈りだったんですが、着ている洋服、学生服の
右手の袖は、もういつもてかてかに光っていたと。これは鼻水を拭き、光っていたというよ
うなことで、ティッシュやハンカチは持って行くはずがなかったんであります。
そしてまた、年１回の検便ではほとんどの人が陽性で、後日、カイジンソウをベークライ
トのおわんで飲み、駆除して、その駆除効果は大変よかったと記憶しております。
しかし、劣悪な衛生状況の中で、同期の仲間が１人も亡くなることなく過ごしたことは幸
いでありました。
そして、食料事情ですが、当村のような農村でも食料事情はよくなくて、主食の米が少な
く、麦飯やら雑炊でしのいでいたところであります。先ほど出た百瀬議員の貧困家庭、みん
なが貧困家庭でありました。それで、学校へは弁当を持って行きましたが、昼食時には席を
立っていなくなるというような生徒が二、三人おりました。今考えると、家では雑炊で過ご
しており、弁当に雑炊を詰めるということはできなかったので、昼食は食べることができな
かったと、こんなふうに考えております。
そんな中で、私も記憶がちょっとあれですけど、二、三年の頃から学校完全給食が始まり
まして、コッペパンとアメリカの放出物質であります脱脂粉乳で、全員が昼食を食べること
ができるようになったという、あのときは本当にうれしかったということを覚えております。
６年生の修学旅行に東京へ２泊３日で行ったときのことでありますが、当時は食料事情が
まだよくなっておりませんでして、泊まった旅館、宿屋にそれぞれ米を１合ずつ持って行っ
て泊まったというようなことを記憶しております。この食料が不足したということは大変な
苦痛でございましたが、今でも中学生が落ち穂拾いをして、食料、食品の大切さを一生懸命
学習しているということは非常に大切なことだと思っております。
その中で、次第に景気も回復し、東北地方やそれぞれの地方より集団就職が始まり、金の
卵ともてはやされました。その多くの彼らが今の中小企業の技術やら経営の基となっている
と考えております。
さらに、昭和39年には東京オリンピックが開催され、戦後19年で開催となり、奇跡の復活
と言われております。
学校においては、戦後75年を経済、また、政治でどのように学習をしているか、この75年
という変遷をどのように学習しているか、お尋ねいたします。
議

長（丸山

豊） 清水教育長。

教 育 長（清水 閣成） 今、議員から戦後75年という１つの節目という捉え方もできると
思いますが、８月あるいは７月の末ぐらいから、テレビ関係等々でいろいろな戦争に関わる
報道があったかなという私自身も認識しております。
小中学校なんですが、戦後75年だからということで、その学習は現状としては進めており
ません。ただ、今、加藤議員おっしゃられた東京オリンピックとか、いわゆる高度経済成長
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のところまでの足跡といいましょうか、日本の成長の過程、民主主義による国を目指して、
新しい日本、平和な日本へという、そこのところがここに記述されて、ここを深く学んでい
くという、そういうことになります。
ただ、今、お話されたその15％の方がもう体験を話すというか、非常に体験を伝えていた
だける方が少なくなってきている。そういう状況はあるのは知っていますので、子供たちが
ここを学習する中で、今のようなお話をしっかり聞く、伝え聞く、それは本当に大事なこと
かなというふうに思っております。
実は、今年８月に村の教育委員会、電話がかかってきまして、小学校６年生からです。戦
争のときの村の様子を知りたいという、そういう内容でした。それで、私自身、村内の当時
のことを知らないもので、当時の村のことを語ることができる方を紹介いたしまして、６年
生は２人の方とやり取りを通し、「戦後74年、今、私たちがやるべきこと」と題して学習を
まとめました。最後にこう結んでいます。私たちは戦争を体験者から直接お話を聞ける最後
の世代です。過去の戦争から学び、日本は戦争のない平和な日々を過ごしていることを伝え
ていかなければならないと強く結んでおります。子供たちの学び、それぞれ授業は授業なん
ですけど、それぞれの学びというのがあるかなって、そんなことを思いつつ、伝えさせてい
ただきました。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

７

番（加藤 泰久） それでは、次に移りまして、北原、大芝、南原地区の入植、開拓

というようなことで質問をさせていただきます。
今日は、区長会ではそれぞれの区の区長さんも見えているかと思いますが、本村において
は、空襲やら爆撃はなかったが、戦後の政策として、北原、大芝、南原地区への入植、開拓
が行われました。食料不足や海外からの引揚者や復員軍人、村の次男、三男の青年たちによ
り、昭和21年より山林原野の開墾が始まり、全て人力で開墾したという、血のにじむような
苦労があったと言われております。私の家も非農家であったので、大芝に開墾地を１反分ほ
ど買いましたが、私が小さい頃の記憶では、畑へ行くと、畑の中に太い切り株が五、六個残
っていたことを記憶しております。
また、近くに営林署の苗圃があり、広大な土地で、戦後、植林に使ったであろうと思うカ
ラマツの苗が育てられておりました。戦後、経ヶ岳等に村で村民が人足でカラマツの植林を
行ったのもこの苗で行ったのかなと思っております。
そうした中で、北原、大芝、南原のあの広大な畑やら住宅地は、今からは想像もできない、
その当時からは想像もできないものでありました。また、村史にも掲載されておりますが、
この地区の戦後史の学習をしてはと、そのように思いますが、教育長はいかがでしょうか。
議

長（丸山

豊） 答弁求めます。

清水教育長。
教 育 長（清水 閣成） 北原、大芝、南原地区の開拓の学習をという、そういうことでご
ざいます。
現在、南箕輪小学校では、クラスによって、総合的な学習の時間、トレジャータイムとい
いますが、村の郷土館、郷土館に松澤英太郎先生おられるので、先生のお話を聞いて学習す
ることもあります。村全体あるいは郷土の歩みを通しての学びであり、その中に、議員御質
問の地区も含まれてはいるわけですが、特化した学びはしていないと受け止めております。
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南部小学校なんですが、昨年、南原公民館主催の地域の方のお話の中で、３年生が南原地
区の開拓話をお聞きしております。今日、区長さんもお見えでございますが、南原地区では
地区社協と共同して、４年ほど前から地区の歴史、具体的に言いますと、水とか戸谷川、あ
るいは今年はスガレのお話があったようですが、を学んで、小学生にも参加を促していると
思います。今年はコロナの関係で小学生は参加できませんでしたけれども、他の地区でも文
化遺産を守る会等の学習会に子供が参加する機会があったというふうに私思っております。
地域の方から、自分の住んでいる地域を学ぶ、南原区の場合には、子供たちだけでなくて、
地域の方が学んでいるという、その中に子供さん、子供たちが入っていると。何かすごくい
いなって、そんなことを思っております。地域の方から自分の住んでいる地域を学ぶ。今後
も継続または村内で広がりが期待されるなというふうに思っております。
中学校では、現在、地域の歴史遺産を学習内容としては組んではいないかなというふうに
私は認識しております。
以上でございます。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

７

番（加藤 泰久） 次に移りまして、生徒は広島、長崎の原爆の悲惨さというものは

どのように捉えているかというようなことで質問をしたいと思います。
広島、長崎の原爆投下から75年が過ぎ、被爆者や語り部の方々も高齢化して少なくなって
おります。毎年、村では、原爆投下時にサイレンを鳴らし、黙禱をし、犠牲になった方々の
追悼の意をささげ、合掌をしております。75年が過ぎて、惨状が風化されてきておりますが、
生徒は教科書だけでなく、広島、長崎の原爆の惨状をどのように捉えているのか、お伺いい
たします。
議

長（丸山

豊） 清水教育長。

教 育 長（清水 閣成） 広島、長崎の悲惨さ、原爆をどのように捉えているかという御質
問でございます。
基本的には教科書を中心にということで、先ほどお伝えしたとおりでございますが、まず
３校共通で、村の原爆の写真、ポスター、写真展を行ってきております。役場のほうでは、
今年、コロナの関係で実施はできませんでしたけれども、３校とも原爆の写真展を行ってき
ております。
小学校ですが、先ほどお伝えした社会科の教科書だけではなくて、今日はちょっと時間が
ないので読みませんが、小学校の５年生の国語科に「たずねびと」という、そういう教材が
ございます。原爆の後、人を探しているという、そういう内容でございますが、登場人物に
思いを寄せながら、戦争の悲惨さを感じ取っている子供たちです。
６年生の社会科、先ほど申し上げたとおりでございます。
中学校の関係ですと、先ほどの写真展に合わせて、学級でも担任によって取組に温度差が
あるわけですが、いい悪いではなくて、平和について話題にしているクラスもございます。
学級通信、学年通信でも扱う場合もあります。
子供たちの理解、受け止めなんですが、具体があったほうがいいと思って、今、役場の総
務課から借りてきました。教科書にこういう写真が載っているんですが、すみません、役場
の皆さんで、原爆の前と後であるんですけれども、こういう写真を見ながら、子供たちの直
接な声としては、写真を比べて、こんなに変わっちゃうんだと、恐ろしいと、戦争はよくな
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い、二度と起こしてはいけない等の声が子供たちから上がっている。なので、やっぱり視覚
的なもので子供たちが考えていくと。一瞬にしてこの状況でございますけど、それから、戦
争のことについて、もしかしたらありきたりな言葉というふうに捉えがちかもしれないんで
すが、大事な子供たちの言葉だと思います。平和を守っていかなければならない、これはク
ラス全員が担任に強い思いで、担任がそれを受け止める、そういう営みがあったというふう
に６年の担任から聞いております。ですので、子供たち、教科書を媒体としながら学ぶわけ
ですけれども、直接的な体験はないわけですけれども、先ほどのように、伝え聞いたり、お
話を聞いたりとか、そういう中で、あるいはお家でおじいちゃん、おばあちゃんから聞いた
りとか、そういう中で学びを深めて感じ取っているかなって、そんなことを私自身は思って
おります。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

７

番（加藤 泰久） 戦争、また、話を聞く機会の少ない子供たちにとって、原爆がい

かに悲惨なものであるか、怖いものであるかということを映像もしくは写真等でしっかり学
習していただいて、原爆のない世界をつくっていただくように、次世代にお願いするところ
であります。
次に、５番目に移りまして、「平和」についてどのように教えているかというようなこと
でありますが、村では戦没者慰霊祭を行い、原爆投下時、また、終戦の日にサイレンを鳴ら
し、黙禱をし、平和を願っております。悲惨な戦争を経験し、反省した上で、今日の平和が
築かれていると思われております。しかし、平和続きでありまして、こんな言葉も出ており
ます。「平和ぼけ」というような言葉がつくられたような今日の日本であります。世界でど
こよりも自由で平和で、何も考えなくても、何もしなくても平和である。このように思い、
思われているところもあります。
今の若者がどう考えているかがちょっと分からないところでありますが、私もちょうど60
年安保闘争のとき、学生であり、将来を考え、平和を求めて国会議事堂前でデモ行進をして
いた東大生の樺美智子さんが死亡したという60年安保闘争を思い出しました。この頃は常に
若者、学生等が日本の国政、また、将来について、平和について、真剣に考えていたときだ
と思います。平和は常に求めていかなければならないと思います。平和について、どのよう
に教え、学習をしているのか、お願いします。
議

長（丸山

豊） 清水教育長。

教 育 長（清水 閣成） 平和についてでございます。小学校では３、４年生、国語科、御
存じの方もいらっしゃると思います。「ちいちゃんのかげおくり」が載っています。それか
ら、４年生に「一つの花」が載っています。お父さんを兵隊に送り出すと。教科あるいは先
ほど社会科をお伝えしましたけれども、だけではなくて、ふだんの生活の中で、友達と関わ
ったりする中で、相手を思いやる、敬う、大切にする、あるいは多様性を認め合う、そこを
学習している、大事にしているというふうに思っております。また、多くの本当に尊い犠牲
の上に現在の平和があること、先ほどの６年生の女の子の言葉ではないですが、日本国憲法
の基本理念等々、子供たちの発達段階に合わせて大事なことを学ぶべきときに丁寧に教えて
いく。平和教育について指導していくことが、今、行われていますし、また今後も大事にし
ていかなければならないというふうに思っております。
中学校でありますが、戦後の平和については社会科で、先ほどのように、教科書を中心に
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資料集で補って進めています。学級では、いわゆる戦後の平和について取り上げることって、
なかなかないというふうに聞いていますけれども、国内で災害があったときとか、あるいは
海外でテロとか紛争などのニュースが入ってきたときに、担任が子供たちと一緒にその状況
のやり取り、考えを深める、そんな状況もあるというふうに聞いております。
ちょっと御紹介させてください。血に染まった無残な光景の広島を、原子爆弾をつくった
んです。あのようなことは二度と起きてはならない。広島のまちを復興させた被爆者の力強
い言葉は、私たちの心にずっと生き続けます。私たちの未来に核兵器は必要ありません。笑
顔で暮らせる平和な未来を築きます。75年は草木も生えぬと言われた広島から始まる。広島
市の小学校６年生の平和への誓い言葉です。私があえて紹介するまでもないんですけれども、
先ほどの６年生の言葉とともに、私たち、私自身も含め全ての人が心に刻んでいかなければ
ならないと強く感じております。
以上でございます。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

７

番（加藤 泰久） 豊かで平和な現代を享受するだけではなく、子供たちにもそのと

きの学習をし、平和の尊さをぜひとも教えていっていただきたいと思います。戦争のない、
自由で豊かな世界の平和を牽引して、全世界が平和であるように、また、平和な国を求めて
将来を担う若者に期待をするところであります。
次に移りまして、３番目に、大泉所ダムの事故について質問をいたします。
大泉所周辺は景色もよく、環境もよく、大勢の人の人気スポットとなっております。毎年
行われるカヌーイベントも近づき、周辺の草刈りをし、環境整備をしようとしていた矢先の
事故であり、非常に残念であります。以前にも取り上げましたが、使用マナー、注意書き等
の看板を設置して注意を喚起し、再発防止に取り組んでいただきたいと思いますが、村長、
意見をお願いします。
議

長（丸山

豊） 答弁求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 大泉所ダムの事故につきましての御質問であります。

過日発生しました大泉所の事故につきましては、まずもって、亡くなられた方の御冥福を
お祈りするとともに、御遺族をはじめ関係者の皆様に、慎んで哀悼の意を表したいと存じま
す。
御指摘の大泉所ダムの看板設置につきましては、昨年６月議会定例会の一般質問にて加藤
議員から大泉所ダム周辺の整備と看板設置について御質問がありました。そのときはごみの
不法投棄だとか、そういった川の増水とか、そういった注意看板を設置しておりますけれど
も、川遊びについての注意看板は設置はしてなかったわけであります。
御質問いただいた当時と比べて、湖畔際の砂利採取もかなり進んできておりまして、新型
コロナ禍ではありますけれども、今年も川遊び等で利用された方も多かったではないかと思
っております。こうした中で、痛ましい事故が発生してしまったことにつきましては、本当
に残念な思いでなりません。今申し上げましたように、湖畔入り口に天候による河川の増水
やごみの不法投棄について注意看板は設置をしております。今回の事故を受けまして、地元
の警察から看板設置の要望をお聞きしましたので、水難事故の注意看板について発注をして
あります。出来次第、設置をしてまいります。注意看板の設置によりこうした事故が防げる
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わけではありませんが、川遊び等で御利用いただく皆さんには十分注意していただき、大泉
所ダムを楽しい思い出の場にしていただきたいと思っております。二度とこうした事故が起
こらないことを願っております。看板設置につきましては、発注済みであるということで御
理解をお願いいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

７

番（加藤 泰久） 事故以来、あそこに立入禁止の横断テープが張られておりますけ

ど、あれはいつまで張っているというような計画か、それをお聞きしたいと思います。
議

長（丸山

豊） 藤澤建設水道課長。

建設水道課長（藤澤

隆） 加藤議員の立入禁止のテープの関係です。

御指摘のように、まだ捜査が完全に終わってないということをお聞きしておりますので、
その時期はちょっと承知しておりませんけれども、まだ捜査が終わってないということでつ
いていると。終わった段階で外れると思います。この間も私現場へ行きましたけれども、ち
ょっと切られて、入れる状況にもなっていた経過もありましたので、また設置し直したとい
うこともありました。捜査が終わった段階で撤去されるというふうに思っています。
以上であります。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

７

番（加藤 泰久） 今回はちょっと私の独り言を用意ができませんでしたんで、私の

好きな言葉を述べて、終わりにしたいと思います。
なせば成る何事も、できねば人がなさぬなりけり。
以上で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。

なお、２名の議員の質問が残っていますが、明日15日の午前９時から一般質問を続けると
いたしまして、本日はこれにて散会いたします。
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９月１５日（火曜日） 午前９時００分 開議
第１ 一般質問（質問順位第７番から）
５番

笹 沼 美 保

３番

原

源 次
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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

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

○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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隆
浩

会議のてんまつ
令和２年９月１５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５番、笹沼美保議員。
５

番（笹沼 美保） おはようございます。

議席番号５番、笹沼美保です。通告書に基づいて質問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、業務支援システムの導入についてです。
新型コロナウイルス感染症の拡大により、最近ではウィズコロナと言われる中、保育園の
業務の大きく変わってきています。マスクの着用、手洗いの徹底、おもちゃやテーブルなど
の消毒、体温、体調の変化などにも、今まで以上に気を配らなければなりません。イベント
の延期や規模の縮小などで、子供たちのストレスや気持ちの変化にも、いつも以上に配慮が
必要となります。保護者から寄せられる不安と向き合わなければならないこともあります。
配慮しなければならないことが増え、保育士の皆さんの負担も大きくなっています。
箕輪町では、町内の保育園の事務作業効率化のために、業務支援システムを導入しました。
本村でも各保育園に業務支援システムを導入し、保育士の負担を少しでも減らすことが必要
であると考えますが、いかがでしょうか。答弁をお願いします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ５番、笹沼議員の御質問にお答えをいたします。

保育園の負担軽減のために、業務支援システムの導入をという御質問であります。
今後は、考えてみればそうした時代になるのかなと思っております。保育園だけではなく
て、行政業務一般につきまして、そういったことが進んでくる、そうしたことをしていかな
ければならないという、こういう時代になってきたというふうには、捉えておるところでご
ざいます。
まず、保育園の現状からお話をさせていただきたいと思います。村内の保育園の園児数で
ありますが、８月１日現在で717名であります。途中入園がほぼ毎月各園であり、年度末に
は760名になる予定であります。そうした人数を保育職員181名で、保育園の運営を行ってい
るところであり、このうちの正規職員が45名、会計年度任用職員が136人であります。
で、産休、育休の保育士が正規45名のうち、13名今現在出ておるところであります。この
人員体制の中で保育所の運営をしているということは、これは本当に大変であります。何か
を省いていかなければならないという、そういうことも考えられるわけですけれども、保育
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現場というのは、そういうわけにはいかないというのが実態であります。保育園では登園時
の受入れや降園時の引渡し、欠席連絡などの対応や保育士にいたりましては、保育日誌や週、
月の保育計画の策定、お便りの作成など、業務保育の合間に行っております。
保育士の仕事というのは日々子供を見るという、このことと同時に、合間に保育計画だと
か、お便りだとか、業務日誌、このことをやっていかなければならないということでありま
す。私の妻もかつては保育士でありました。若い頃家に書類を持って来て、夜遅くまでいろ
んなことをやっていた記憶があるわけであります。その当時私も理解がなかったものですか
ら、そんなことは保育園でやってこいと、こういう話もした時代もあったわけでありますけ
れども、そういった経験の中でいくと、保育士の仕事というのは、本当に大変であるという、
そういう認識は持っております。
先ほども申し上げましたけれども、笹沼議員御提案の業務支援システムは、これからの
日々の保育業務、保育園の業務を行っていく上で、システムを使っての管理、このことは私
自身は必要であるというふうに思っております。郡内の保育園では箕輪町がこのシステムを
導入しております。これは御指摘のとおりであります。箕輪町の保育園では、園児の登降園
管理、欠席の連絡、保育日誌、週、月の保育計画案、園児の発達記録、家庭へのお便りにつ
いて、システムを使用しているということであります。お便りについては、いろんなやり方
がありますので、これはペーパーレスということになっておるとのことであります。
こうした質問を受けまして、村の保育現場には、担当課のほうからいろんな確認をさせて
いただいておるところであります。システムの中で、保育活動の中で撮影した写真を携帯電
話のアプリから、注文・支払いできる機能については、手間が省けるという声があったよう
であります。今までは保育士が撮った写真を掲示して注文を取り、集金し配付しておりまし
た。そのほかの機能で、欠席連絡につきましては、直接保護者と話をして確認をしたいとの
声も出ていたという、こういう報告もあります。話すことによって、家庭の様子を確認でき
るとのことであります。欠席等の連絡については、今までのままのほうがよいという、こう
いうことのようであります。
また、実態といたしましては、保護者の中にスマートフォンを持っていない人もあるよう
であります。その辺をどうするかという課題も出てきております。そういった声もあるとい
うことでありますけれども、この辺はクリアをしていかなければと思っております。
それから、村全体として、現在45名の正規保育士の中で、13名の方が産休・育休というこ
とであります。そうした中で、一部の会計年度任用職員の保育士にも、クラスの担任をして
いただいておるというような状況もあるわけであります。こうした新たなシステムを導入す
る必要性はありますけれども、今の南箕輪の現場は、本当に余裕がないということでありま
す。スタートをするまで大変であるということも考えられることであります。
ただ、この時代御提案のシステムの導入というのは、保育士の日々の負担軽減、慣れてく
ればそういうことにつながってまいります。業務の効率を高めるものと認識をしておるとこ
ろであります。したがいまして、今すぐというわけにはまいりません、検討しながら近い将
来的には必ず必要であるという考えでおります。
これからも保育園の現場と協議をしながら、現状で導入の必要性を含め、導入する場合の
時期だとか、あるいは問題点だとか、そういったことから検討をしてまいりたいというふう
に思っております。もちろん箕輪町のシステムというのも参考にさせていただくという、こ
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ういうことで考えております。これはしばらく時間を頂かないと、今の南箕輪の保育現場の
中で、すぐというわけにはまいりませんので、その辺の御理解はお願いをしたいと思います。
以上です。
議

長（丸山

豊） 笹沼議員。

５

番（笹沼 美保） 業務支援システムは様々な種類があり、事務的な業務支援だけで

はなく、お昼寝中の乳児を見守るベビーセンサーの導入ができるものもあります。村の金銭
的負担も増すとは思いますが、保育士が不足している中、コロナ禍で頑張ってくださってい
る保育士の皆さんのために、ベビーセンサーの導入も合わせて検討していただけたらと思い
ます。
２項目め、防災行政無線が聞き取りにくい家庭への対応について、３点お聞きします。
１点目、昨日の都志議員の質問でも触れられましたが、防災行政無線が聞き取りにくい場
所は必ず存在していますし、そうでなくても、台風のときなどは、戸外の音は聞き取りにく
いものです。本村ではそういった事態に対応するために、戸別受信機があります。村長が必
要と認める個人、法人及び団体には個別受信機を無償貸与し、また希望する個人、法人には
１万円の負担金を支払ってもらっての配付をしているとのことですが、貸与、配付の状況は
どうなっているかお聞きします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 個別受信機の配付の状況であります。

現在の状況でありますが、議員の皆さんのほかに、各区の区長さんをはじめ、三役の皆さ
ん、また各部長、組長の皆さん、さらには自主防災会の役員、消防団員、民生委員に配付を
しております。このほか希望者には、御指摘のように１万円という個人負担をいただき、配
布をしておるところであります。全体のこういった数を合わせますと600台程度ということ
であります。村内の世帯数のうちの約１割の家庭に、配付がされているという状況でありま
す。
現在の行政無線の構築時にも、個別受信機をどうするのか、全戸配付を含めて検討した経
過があります。たまたまこの時期、構築時は私が担当係長ということでありまして、いろん
な検討もさせていただいたところであります。結果として、当時とすれば多額の費用を要す
るという、こういうことでありまして、現在の配備ということになりました。当時は本当に
防災行政無線をつくるだけでも、かなりの出費でありました。それに加えて全戸配付、個別
受信ということになれば、ちょっと当時の財政状況としては厳しかったという、こういうこ
とでありました。
それと同時にもう一つの問題点というのが、本村は転入・転出の世帯が、本当に多いとい
うことであります。その管理をどうしていくのか、これが難しさがあるという、そんな理由
も考えられたところであります。その当時から人口増というのが始まった時期であります。
したがいまして、消防、防災の関係者、各区の役員、事業所への配備という現在の方法とな
ったということであります。
１万円の負担金についても、議論をしまして現在の額となりました。昨日も別の議員さん
から質問がありましたけれども、この問題につきましては、今防災というのはかなりしっか
りと対応していかなければならないという時代でありますので、常によりよい方法を模索し
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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。
以上です。
議

長（丸山

豊） 笹沼議員。

５

番（笹沼 美保） ２点目、今年７月九州を襲った記録的豪雨の際には、大分県日田

市が貸出しを進めている、防災ラジオからの避難指示を聞いた住民が、早めの避難をするこ
とができたとテレビで紹介されました。この番組によると３年前の九州北部豪雨の際に、防
災行政無線が聞き取りにくかったことに加え、携帯電話が使えなくなった教訓から、日田市
は今年度防災ラジオを導入し、無償貸与を始めたということです。
ほかの自治体でも最近増えている災害に備えて、防災ラジオを無償貸与、または購入費補
助を行うところが増えています。豪雨時だけでなく、大地震が発生した場合、携帯電話が使
えなくなる事態は当然あるわけで、村からの避難所開設情報などの重要なメールが届かない
といったことも想定しなければなりません。防災ラジオであれば、ラジオ放送も聞けて、非
常時には警報や避難指示をより、確実に受信することができるわけですが、本村には戸別受
信機があり、個別受信機の配備に国からの財政支援もあるようですので、まずは希望者への
配付促進のために負担金を減額し、利用を周知、促進してはいかがでしょうか。答弁をお願
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） 個別受信機の配付の問題であります。

貸与希望者というのは、ここ数年で二、三件とかなり少ない状況であります。これは１万
円という額がネックになっているのかどうかという、この辺も調査をしてみる必要があると
思います。これまでに29人の個人、あるいは事業所に貸与をしておるということで、数は本
当に少ない状況であります。
また、デジタルの部分というのは、実際に使ってみないと電波状況が分からないというと
ころがあるわけであります。場所によっては、アンテナをつけなければ聞こえないという、
そういうところもあります。大変難しい問題があるところでございます。議員御指摘のこの
聞き取りにくいというところは、常に頂いておるところであります。電波状況が悪い地域、
今申し上げましたように、個別受信機を設置しても解消できない場合もあり得るという、こ
ういうことはあるわけであります。
また、防災上必要と認める方には、無償で個別受信機の設置を行う制度、これも御相談を
いただきたいと思っております。こうした制度の周知につきましては、機会を捉えてと考え
ております。過去にもこの上伊那広域連合で、地域限定の災害想定してのＦＭ局の設置によ
って、周知方法を検討した経過はあります。模索もしたところではありますけれども、費用
対効果、運用等の理由によりまして中止となりました。最近の災害というのは確かにこの避
難勧告、避難指示のタイミング、周知の方法等を常に問題として取り上げられておるところ
であります。そうした中で、何よりも一番はやはり早め、早めの勧告を出していくという、
こういうことになろうかというふうに思います。
そうした意味では、周知方法という部分があります。今はメール配信でということであり
ますけれども、メール配信が使えないときもあるという御指摘であります。また、防災ラジ
オという話がありました。この辺は検討をさせていただかなければならないというふうに思
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っております。１万円がいいのか、悪いのかというのは、また議論をしてみたいなというふ
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） 無償貸与の自治体もある中で、１万円の負担は大き過ぎると思い

ます。財政事情もあると思いますが、安心安全の村を目指しているのですから、そこはぜひ
検討をしていただきたいと思います。
３点目、防災ラジオの中には難聴の方や聴覚障がい者向けに、文字表示型の物があり、自
治体によっては、そちらの配付を行っているところもあるようです。本村ではそういった
方々への対応をどのようにお考えでしょうか。お聞かせください。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 聴覚障がい者への対応の御質問であります。

本村の場合は、聴覚障がい身体手帳をお持ちの方が50人であります。聴覚障がいの方への
対応といたしましては、南箕輪メールメッセンジャーによる配信が有効であるということで、
その推進はしておるところであります。そして、また障害者総合支援法の規定によりまして、
日常生活用具給付事業というのがありますけれども、この障害者手帳の１級、２級に該当す
る皆さんは18歳以上の方には、スマートフォンの着信等を光の点滅や振動でお知らせする、
屋内信号装置も支給できるということになっております。
まずは、こういったことをメール配信と合わせて、活用していきたいというふうに思って
おります。今おっしゃられたことにつきましても、検討課題とさせていただきます。ただ、
この日常生活用具給付事業の制度を知らないという、こういう方もおいでになるかもしれま
せんので、周知はしてまいります。この場合でありますと一番のネックというのは、やはり
ここにも個人情報保護というこの壁があるわけであります。一人一人にお話ができないとい
う、こういう状況もあるわけであります。
そうした皆さんに、きめ細かに説明をしていく、このことも必要であるというふうに思っ
ておりますので、機会あるごとに呼びかけはしてまいりたいと、特定こういった申請におい
でになるときには、そんな話もできますけれども、そのほかのときするというのは、大変難
しい状況もあるということであります。そういった壁もありますけれども、必要なことであ
りますので、あらゆる対応を考えてまいりたいというふうに思っております。
以上です。
議

長（丸山

豊） 笹沼議員。

５

番（笹沼 美保） 本村は災害による被害が比較的少ないですが、いざというときの

ための備えはし過ぎるということはありません。昨年度議会で開催した村民の声を聞く会で
も、防災行政無線が聞こえないという意見が出されましたが、事あるごとに、そういった意
見が出されなくても済むように、また速やかな避難につながる情報の提供ができるように、
検討していっていただきたいと思います。
３項目め、村内の環境整備についてです。
本村には、まっくん除雪隊があります。これは平成25年から実施している区が主体となっ
て組織したボランティアの除雪作業団体です。まっくん除雪隊として各区に登録された方は、
116

区からの依頼によって、生活道路、通学路、歩道の除雪を行います。作業料は村から支払わ
れます。近年降雪量が減少傾向にあり、出動の機会も減ってきています。
都志議員の質問にもありましたが、村道沿いの歩道や憩いの場であるポケットパークの雑
草が、今年は特に生い茂っていたように感じます。通学路にもつるが伸びてきて、子供たち
が歩きにくそうな場所もありました。コロナ禍において、区の集まりを例年どおり行うこと
が難しく、区に任されている草刈りがなかなかできなかった実情もあるようです。
そこで提案なのですが、まっくん除雪隊同様のボランティア組織、まっくん草刈隊を結成
してはいかがでしょうか。まっくん除雪隊よりずっと需要があると思うのですが、村にその
お考えはありますか。答弁をお願いします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） まっくん除雪隊同様のまっくん草刈隊という新たな提案を頂きま

した。
昨日の議員さんの質問にもありましたけれども、本来でありますと道路沿いの雑草という
のは、協働の村づくりを基本した地先の皆さんに管理をしていただくという、こうしたこと
が望ましい姿だと思っておりますし、昔はそういうことができていたわけであります。ただ
時代も本当に変わったなということは感じております。こうした皆さんが高齢化して、若い
皆さんは、なかなかそういった意識も薄れてきておるということであります。地先の管理が
大変難しくなっている、このこともこのとおりであります。
そうした中で、特に通行に支障のある箇所や、見通しが悪く通行安全上問題となる危険箇
所につきましては、これは作業自体、草刈りの場合は危険だという部分もあるわけでありま
す。そうした箇所の草刈りにつきましては、毎年外部委託も含めて村で実施をしておるとこ
ろであります。
まっくん除雪隊のようなということであります。草刈隊をと、こういうことであります。
問題は、どのぐらいの御協力をいただける方が集まるのかという、このことだというふうに
は思っております。まっくん除雪隊と同じメンバーということにはならないというふうには
思っておりますし、そして同時に、このまっくん除雪隊もそうでありますけれども、加入推
進、毎年の運営については、各区長の皆さんの相当な負担となっておるというのが、実態で
ございます。また、村内の村道、非常に私も見苦しいなという部分があるわけでありますの
で、何とかしていかなければならないという、この考えは持っております。
かなり多くの路線、781路線という路線のほかに、認定外道路も数多くあり、広範囲な範
囲である村内の生活道路を、どうやっていったらいいかというのは、問題となっておるとこ
ろでございますけれども、除雪との大きな違いというのは、これは除雪の場合は降らない年
もあるわけであります。１回で済むところもあるわけでありますけども、雑草というのは毎
年生えてくるわけで、必ず複数回の草刈りの実施をしていかなければならないという、こう
いう実態もあるということであります。
こういったものをつくるということにつきましては、まっくん草刈隊をつくれば、また区
の皆さんにお願いをしていかなければならない、今でさえいろんなことをお願いして、申し
訳ないなという、そういうことを感じておるところでありますので、これはなかなか難しい
というふうに思っております。同時にシルバー人材センターでも草刈りというのはやってお
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ります。委託という中でやっておりますけれども、この人員を確保することが今本当に困難
になってきております。草刈りを頼んでも、なかなかすぐに実施ができないという状況も生
まれてきておるところであります。
そうしたことを考えると、草刈隊につきましては、除雪以上に人件費や保険代、燃料代、
機器の修繕費と、膨大な費用が想定をされておるところであります。現実的には本当に難し
いというふうに考えております。繰り返しになりますけれども、今年はコロナ禍という特殊
な状況でありますけれども、通常の年であれば、年に１回か２回は区の清掃活動の中で、実
施をしていただいてる面もあるわけでありますので、そうした管理をしていただくと同時に、
村内全域、特に見苦しい部分につきましては、これは村でやっていかざるを得ないのかなと
いうふうに思っております。
業者委託がいいのか、あるいはシルバー人材センターも切迫な状況でありまして、なかな
か困難になってきておりますので、会計年度任用職員制度を活用しながら、専門的に職員体
制でしていくことがいいのか、いろんな考え方ができますので、その点を含めて今後検討を
して行きたいというふうに思っております。
いずれにいたしましても、本当に見苦しいところがあるわけでありますし、そういうとこ
ろは私も常に指示をしながら、実施をしておるわけでありますけれども、そうしたことが日
常的にできるような体制構築というのは、必要だと思っております。ただ、今御質問にあり
ましたまっくん草刈隊につきましては、この人員確保という点で本当に問題があるというふ
うに、私は思っております。シルバー人材センターの今の状況を考えても集まらないという、
こういう状況でございます。みんながそういったことで、参加をしていただければいいんで
すけれども、なかなかそれは難しいというふうに思っております。
私も見苦しいところがあれば、自分のできる範囲でやりたいなという思いはありますけれ
ども、なかなか足が向いていかないという部分があるわけでありまして、例えば大芝入り口
の歩道辺りが、どうにもならないなという時期もありましたんで、草刈りをするかなという
思いはあります。そんな状況でありますけれども、人が集まるかどうかということ、それは
また難しいということであります。したがいまして、これは本当に村の実施を含めていくほ
うがいいかなと、私自身は思っております。
以上です。
議

長（丸山

豊） 笹沼議員。

５

番（笹沼 美保） 村内の環境整備についての住民意識の統一や、区に任されている

草刈りをどのように引継ぎをしていくのか、また村でどの程度になっていくのかが課題であ
ると思います。村側からの働きかけも重要だと思うので、どうすれば環境を整えていくこと
ができるのか、住民の皆さんの意見も聞きながら、検討していただきたいと思います。
４項目め、営農型太陽光発電について、３点質問いたします。
１点目の質問です。本村では今年６月５日の環境の日に、南箕輪村気候非常事態宣言を表
明しました。その今後の取組内容として、省エネルギーやごみの減量化の推進、森林資源の
適切な管理・活用や、農地の適切な保全、再生可能エネルギーの活用などが上げられていま
す。
その中の農地の適切な保全、再生可能エネルギー活用に、貢献できるであろう取組として
全国各地で、営農型太陽光発電施設が増えているところです。営農型太陽光発電は太陽光を
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農業生産と発電とで共有する取組です。本村では平成27年に営農型太陽光発電施設が大芝に
できたそうですが、現在のその施設の状況を教えてください。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 営農型太陽光発電の現状の御質問の中で、大芝はどうなっている

のか、現状はどうかという御質問でございます。
議員の御質問のとおり、この営農型太陽光発電というのは、農林水産省で進めておる事業
でありまして、太陽光を農業生産と発電とで共有して、作物の販売収入に加え、発電による
収入や、発電電力の自家利用による農業者の収入拡大による規模拡大や、六次産業化の推進
が期待できるというふうにされております。ただ、これは実施に当たりましては、農地法に
基づく一時転用の許可が必要だという、こういうことで長期、安定的に発電事業を行うため、
地域の方々の理解を得ながら、事業を進めてくことが重要だとしておるところであります。
村には、この10キロワット以上の再生可能エネルギー利用施設を建設する事業者には、南
箕輪村の再生可能エネルギー利用施設の運営等に関するガイドラインへの協力をお願いをし
ております。また農地の一時転用につきましては、長期の営農計画、営農体制の確保、電気
事業法に基づく安全対策に関係する法令の遵守が大前提となっておるところであります。
さて、御質問のこの大芝の営農型太陽光発電であります。平成27年に３年間の一時転用と
して許可が下り、その後平成30年２月に、再度３年間の一時転用許可を受けて、太陽光発電
とソーラーパネルの下での、薬用ニンジンの栽培を継続しております。
ソーラーパネルが設置されている発電施設の下部の農地面積が、１万4,000平米余、そこ
を三つのブロックに分けまして、薬用ニンジンの栽培をしております。農業委員会で今年６
月に、営農状況の視察に行った様子をお聞きしますと、栽培方針が確立されていない薬用ニ
ンジンで、当初は苗の導入からの栽培や、種まき、種子から栽培などで、いろんなトラブル
に見舞われながら、栽培者の努力によって、ブロック場所によって生育状況には違いがあり
ますが、前年に比べると大きく成長している様子が窺えたということであります。
しかし、薬用ニンジンというのは、土づくりから収穫までが非常に長い期間を必要とする
作物であり、まだ収穫には至らない状況となっております。最近の動向ではニンジンの根以
外にも、茎もそういったものにも需要があるようであります。収入を見込めるということで
あります。そういったことから当時からすると、２回目の方針となっておるところでありま
す。１回目は、ほとんどこれは、弱ったなという状況であったようでありますけれども、２
回目の更新から、そういった兆しが見えてきたということであります。
問題は、これが営農型として確立をされていかないと、太陽光発電を撤去してもらわない
とならないと、こういうことでありますので、何とか経営をしていっていただきたいという、
こういう思いでいるところであります。やっている皆さんも、土地の賃料収入というのはあ
るわけでありますけれども、農業薬用ニンジンの中で収入を得たいということで、一生懸命
今管理をしていただいておるところであります。
ただ、この大芝の太陽光発電には、かなりいろんな経過がありました。当初は言葉は悪い
ですけれども、発電ありきの考え方というのが先行して、薬用ニンジンに決まるまでは本当
に時間を要したということであります。その下でヤギを飼うとか、ハムをつくるとか、いろ
んなことで変わってきたところであります。当時の農業委員会は本当に苦労をいたしました。
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私も農業新聞やいろんな新聞の取材を受けまして、こうしたことをつくる基準をもっと明確
にしていただかないと、地元の農業委員会が本当に苦労をするという話はさせていただいた
ところであります。一時は双方とも訴訟を覚悟いたしました。村の農業委員会でも８億幾ら
という損害賠償の話まで、頂いた経過あるわけであります。ただ、そういうことを乗り越え
まして、最終的には現方向で決着をしたということでありますので、今薬用ニンジンがうま
くいき出したということで、本当にうれしく思っておるところであります。これからも農業
委員会と協力をしながら、事業がうまくいくように方策も考えていくという姿勢でおります
ので、よろしくお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 笹沼議員。

５

番（笹沼 美保） １点目の質問で触れたとおり、営農型太陽光発電は地球温暖化対

策の一環として、再生可能エネルギーの活用、農業の推進に同時に取り組むことができるも
ので、農林水産省でも推進しています。村長も今定例会の初めの挨拶の中で、再生可能エネ
ルギーに全力で取り組むと宣言されています。お手元に農林水産省のホームページから抜粋
した資料をお配りしてあります。
その資料にもありますとおり、営農型太陽光発電では、様々な作物を育てることができ、
発電した電気を災害による停電時の電力供給に充てることも可能なようです。この災害時の
電力供給、ソーラーシェアリングは、災害対策として必要ですし、営農型太陽光発電施設で
育てた農作物を、村の特産物にするのもよいかと思います。
観光農園への意欲がある新しい地域おこし協力隊員もおりますので、村内に他市町村のモ
デルとなるようなソーラーシェアリング可能な観光農園をつくるとか、さらには小学校の畑
を営農型太陽光発電について学習できる畑にするなど、いろいろ考えてみたのですが、私の
アイデアには限界があるので、様々な方面から意見を聞き取り組んでいただけないでしょう
か。お考えをお聞かせください。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 太陽光発電、営農型の部分であります。

理想から言えば確かにすばらしいというように思っております。しかしこれは、作業の面
で難があるわけであります。作る作物そういったものも、考え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。作業が大変やりにくいという、こういうことがある
わけでありまして、本村の農業体系に本当に適しているかどうかということ、これは見極め
ていく必要がありますし、このことにつきましては、村で音頭を取っていろいろやっていく
という状況にはないわけであります。農業者個人がやっていただく分には構いませんけれど
も、村が積極的に、この営農型太陽光発電を現在の段階では、推進する考えは持っていない
ところであります。
これは大変難しいということと同時に、農業をするのに大変な苦労がいるということで、
機械がかなり大型化してきております。そういった中でのパネルの下の農作業というのは、
問題になるところでありますし、農作物ができなければ、これは一時転用の許可というのが
難しくなってくるわけでありますし、設置をしても農業の実態が伴わなければ、それをどう
するのかという、こんな問題も出てくるわけであります。かなりのトラブルも抱えることに
なりますので、そういった今のところ考え方は持っておりません。
また、村有施設というか、小・中学校のそういった学習用のバリということでありますけ
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れども、これは行政として、今こういうことをやっていくという考えは持っておりませんの
で、子供用に設置するにも大変な部分、費用もかかりますし、じゃあその管理をどうしてい
くのか、誰がやってくれるのか、というこういう難しい問題もありますので、今はそういっ
た考え方を持っていないということでございます。
以上です。
議

長（丸山

豊） 笹沼議員。

５

番（笹沼 美保） ３点目は、この営農型太陽光発電の取組を、一般農家にも普及を

促進してはどうかということです。作物の販売収入に加え、売電による継続的な収入や発電
電力の時価利用等による、農業経営のさらなる改善が期待できるので、農業の発展に貢献で
きると思います。村が行政としてできないということでありますので、村として営農型太陽
光発電の普及を促進する手助けをするお考えはありますか。答弁をお願いします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 一般農家への普及という話であります。

ただ、村でどうこうという問題ではなくて、農家自体が考える問題で、その手助けをとい
う御質問であると思いますけれども、先ほども申し上げましたけれども、この営農型太陽光
発電というのは、下部の農業生産このことが非常に困難を要するという、こういうことであ
ります。農作業として困難を要するということであります。本村の場合、今農業をどうして
いくのかというのが、大きな課題となっておるところであります。
営農型太陽光発電だけではなくて、農業をする農地すらやり手がいないという、こういう
状況であります。今その大半をまっくんファーム、法人に担っていただいておるところであ
ります。そうした中におきまして、この営農型太陽光発電が、果たして普及できるかどうか
ということになりますと、本村の農業形態を考えますと、それは本当に難しいというふうに
思っております。専業農家がほとんどないという、こういう状況であります。と同時に今の
ある農地の管理も難しくなってきていると、こういう現状、まずこれをどうにかしていかな
ければならない、うまく回していく方法も考えていかなければならない、そのことのほうが、
より力を入れてやっていかなければならないと思っております。
したがいまして、農業者の判断によって、営農型太陽光発電をされる方は、それはそれで
大いに結構だというふうに思いますけれども、村として積極的に推進をするという、今の状
況の中では考えていないということであります。それ以前に今の村の農地をどう守っていく
か、このことをまず考えて、軌道に乗せ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。
以上でございます。
議

長（丸山

豊） 笹沼議員。

５

番（笹沼 美保） 今後遊休農地が増えていく懸念もあり、農業の担い手不足が心配

されます。新しい農業の形を取り入れていくことも必要かと思いますので、今後の状況を見
ながら、ぜひ検討をしていただきたいと思います。
４期目の公約を、おおむね達成された村長のさらなる御尽力を期待しつつ、以上で質問を
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９時55分まで休憩といたします。
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議

休憩 午前

９時４３分

再開 午前

９時５５分

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３番、原源次議員。
３

番（原

源次） 議席番号３番、原源次です。通告しました３項目について、村長

及び教育長に御質問します。的確な答弁をお願いいたします。
さて、私ももう少しで70歳になります。そして間もなく後期高齢者になります。この年に
なると、医者の世話になることも多く、国民健康保険に大変お世話になっております。人生
100年時代はけして大げさではありません。
2019年の日本人平均寿命は、10年前と比べて男性は5.5歳、女性は5.68歳延び、その結果
男性81.41歳、女性87.45歳になり、男性８年連続、女性は７年連続で過去最高を更新しまし
た。医療分野で技術革新が進んでいることに加えて、高齢者の健康意識の高まりが長寿を表
しているかと思います。
長くなった退職後の人生に、必要な資金をいかに確保するか、少子化が進み働き手が少な
くなった社会で、医療や介護分野に十分な人材を確保されるのか、長寿を手に入れた代わり
に、考えておかなければならない課題が多々あると思われます。超高速で進む少子高齢化の
日本が抱える問題の一つに、高齢者関連の社会保障費の膨張があると思います。
質問をします。本村における国保や後期高齢者など、医療費の推移はどうなっているか。
まずお聞きします。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） ３番、原源次議員の御質問にお答えをいたします。

保険医療費の推移ということでございます。
村で把握をしておりますのは、御指摘のように、国民健康保険と後期高齢者医療加入者に
ついてのみであります。このことは、村で把握しておる医療の現状であります。まず、国保
でありますけれども、１人当たり医療費の推移を見ますと、10年前の平成22年度は23万
7,720円でありました。令和元年度の額が33万6,584円となっております。10年前と比べると
国保は41.6％が増加をしているという、こういう状況になります。この原因につきましては、
議員御指摘のとおり、医療技術の進歩、医療の高度化、こういうことが上げられております。
治療方法や薬も高価なものが保険適応になってきている、こういうことも考えられるところ
であります。
次に、後期高齢者医療でありますが、10年前は１人当たり72万2,293円でありましたが、
令和元年度は84万7,939円と、こちらは17.4％増加をしておるということであります。この
後期高齢者医療も同じように、医療技術の進歩、医療の高度化、こういったことが増加の主
な原因となっておるというふうに思います。ただ、国保と比べますと、国保が41.6％の増、
後期高齢者が17.4％の増加ということで、一般的に申しますと国保のほうが伸び率が非常に
高くなってきておると言う、こういう状況であります。
ただ、こういう中におきましても本村の国保の加入者の１人当たりの医療費というのは、
県下77市町村中、56番目でありますので、かなり低い状況というふうになっております。後
期高齢者医療につきましては、かつてはかなり低かったわけでありますけども、最近は二十
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数番目という、こういうことで上がってきておるところでございます。平均寿命の話があり
ました。大切なのは平均寿命もそうでありますけれども、健康寿命をどう延ばしていくかと
いう、こういうことだろうというふうに思っております。
この健康寿命の出し方でありますけれども、統計の方法をいろんな出し方があるようであ
りますけれども、その一つの方法で計算しますと、平成30年度値で長野県は健康寿命でも全
国１位という、こんな資料もあるところであります。今後医療の高度化が進み、平均寿命は
確かに延びていくというふうに考えられます。健康寿命に転移されていますように、健康上
の問題で日常生活が制限されることなく、生活できる期間これを伸ばしていく、このことが
医療費の抑制にもつながってくると思っておるところであります。
どうしていくかということにつきましては、いろんな考え方があるわけでありますけども、
生活習慣病、生活習慣の改善、あるいは社会環境の整備、保健医療体制の充実など、広範囲
にわたる継続的な取組が必要であるというふうに思っております。村におきましても、検診
や栄養相談、あるいは運動教室、活動量計の配付、すこやか係の活動など、いろんなことを
行っております。元気アップクラブだとか、ゆったり水中教室だとか、高齢者を対象にした
趣味運動メニューを指導する介護予防事業、このことが大事になってくるというふうに思っ
ております。地域でそういったことができるリーダーも、発掘をしていかなければならない
という思いもあるところであります。
そんなことで、人生100年時代と言われておりますけれども、健康で長生きをするという、
このことが一番幸せかなと思っております。ただ、私も70を過ぎまして、体力的な衰えとい
うのは、日々感じておるところであります。社会よりも多くなってきておりますけれども、
どう自分の健康を維持していくのか、このことは常に心掛けていかなければならないという
ように思っております。これもくどいようでありますけれども、自己責任という、そのこと
をいろんなところで使わせていただいておりますけれども、自分の健康管理もまさにそのと
おりだというふうに思います。検診を受けてください、早期がんの場合は発見ということが
大事ですという呼びかけをしても、自分は大丈夫だという、こういう考え方がかなり多いわ
けであります。
そういったことで、この辺の意識改革ということを、どうやってやっていくのかという、
重要な課題かなと捉えておるところであります。
以上です。
議

長（丸山

３

番（原

豊） 原議員。
源次） やっぱり自分の意識改革が大事かと、私も先ほど言いましたが、

70を間近に控えて覚悟をしたいなというような時期がいっぱいありますので、自己改革が大
事だと思います。
医療費の現状は理解できましたが、先に述べたように高齢化とともに、医療費の増加は今
後村において、増大な負担を懸念するところでございます。そこで多くの医療関係者も研究
の成果として発表しておりますが、軽度の農作業が高齢者の健康の維持につながり、結果と
して、医療費の軽減につながるものと捉えております。農作業は体の使用をはじめ、機械の
操作、種まきや管理等、自己判断により組立、段取など、頭も使うことになります。
質問ですけれども、村でも多くの方に農作業に触れることで、より健康につながることを
あらゆる機会に宣伝することはいかがでしょうか。答弁をお願いいたします。
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議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 高齢者に農業の機会をということであります。健康寿命につなが

るのではないかという考え方であります。
農林水産省のほうによれば、我が国の農業就業者というのは、平成21年には65歳以上の高
齢者農業が６割を占めており、自分１人で行っている、自分が中心で行っているが65歳から
69歳で74％、70歳から74歳で66％、75歳以上でも50％、多くの方が農業で頑張っており、働
けるうちは、いつまでも農業を続けたいと考える人が多くおります。
村の農業従事者につきましては、農業専業の方や農家に生まれた親の手伝いをしながら、
他産業に従事しながら、退職後農業に回帰する方、全く農業から離れてしまう方など様々で
ありますが、平成27年の統計によれば、農家数は減少しております。しかしそういった中で
も自給農家というのは、過半数の約54％に増えきておるところであります。したがいまして、
退職後農業をするという方も、かなり大勢おられるんじゃないかなというふうに思っており
ます。そういった中で、この農業というのは本当に深く生活に結びついておるということで
あります。
一方では、この農業に携わった高齢者の方々が伝統芸能だとか、祭りだとか地域の文化や
伝統の伝承の大きな役割を果たしていただいておるということでありますし、また地域コミ
ュニティーなどを通じて、豊富なそうした皆さんでありまして、農業技術の伝承にも一役買
ってきているんではないかと思います。一昔前までは、南箕輪村の場合では、こうした皆さ
んによって、地域というのは支えられておったという、そんな実態もあったわけであります。
ただ、今農業専業でやられている方や、兼業農家として他で働きつつ農事を維持している
方々が、高齢化をしてきた状況にあります。平成17年の内閣府の調査結果から、高齢者自身
は、日々の農業に関する活動が疾病予防に有益に作用していると考えております。このこと
が健康寿命の延伸にもつながっておるという、こういうふうに思っておるところでございま
す。
長野県の場合には、本当になぜ長野県が平均寿命が長いのかとか、いろいろ言われており
ますけれども、働く高齢者が多いという、このことも一つの理由になっているようでありま
すし、後期高齢者医療を見ましても、かつては長野県は全国一低かったわけであります。今
はそういう状況にはないわけでありますけれども、それでもかなりといいますか、下から数
えたほうがはるかに早いほうに位置しておるところでございます。これも、就労の関係が非
常に高いという割合が、影響しているんではないかというふうに言われておるところであり
ます。
村の農業の中核を担う認定農業者は、法人で７団体、個人では30名で、年齢層では65歳以
上の高齢者の方が10名おります。10名のうち６名の方は担い手がいないという、こういう状
況にもなっておるところであります。そうした状況を考えると、農地を今後どのように維持
していくかというのが、大きな問題になってまいります。おかげさまで農業に新規に参入す
る若者も、徐々にではありますけれども増えてきておる、そういった実態もあります。そう
した皆さんをいかに増やしていくかという、こういうことであるというふうに思っておりま
す。
村では、この４月に農業経営基盤強化に関する基本構想を改正しました。村の農業の中心
を担う農事組合法人まっくんファームなど、認定農業者と小規模な兼業高齢者農家、相互に
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営農を補完し合い地域の農業継続していく姿を目指す、こういうことになっております。そ
うしたことを考えますと、高齢者の皆さんにいかに農業をやっていただけるのかという、こ
のことが大切になってくるというふうに考えておるところでございます。
時間はかかりますけれども、農業委員会も巻き込みながら、こうした連携を強化していく
こと、このことが高齢者の農業機会の確保につながってくるというふうに思っておるところ
でございます。そんなことで、非常に大切な分野であるというふうに思っております。様々
な方策を模索していかなければならないと、こういうことを考えております。
以上です。
議

長（丸山

３

番（原

豊） 原議員。
源次） やっぱり健康は体を動かすことが大事だと思います。私も農業を

してるわけですが、作物を栽培すると分かるけども、日々成長していく姿を見ると、無条件
に喜びを感じます。体を動かす、頭を使う、喜びがあるなどの点から、農作業の機会を取り
入れることが大事だと思いますので、今村長さんのお話にもありましたが、進めていってい
ただければと思います。
いずれにしても農地がなければ、農業はできません。幸い先日に村内各地区に遊休農地が
たくさんある報告がありました。簡単ではないと思いますが、それらを有効利用できないか
と思います。今村で行っているふれあい農園の状況を見れば、農地があれば少なからず希望
者がいると思います。農業未経験者でも指導者がついていれば、きちんと農産物ができるか
なと思ってます。
それで、身近なところで各地区にふれあい農園的なものがあればと思います。ふれあい農
園を設置してはと質問いたします。答弁をお願いします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ふれあい農園の設置をとの御質問であります。

村のふれあい農園の現況でありますが、村は村内で１か所であります。35区画のふれあい
農園運営しているところであります。年間利用料につきましては、１区画1,000円で近年は
ほぼ全区画が埋まり、村民の皆様に利用していただいているところであります。利用されて
いる方は、アパート等にお住まいの若い家族の方から、高齢者の方々まで幅広い層の方に利
用をしていただいているところであります。現在田畑区にあるふれあい農園は、家庭菜園を
求める方々への農地の提供と遊休農地対策として、農地の有効利用を図っているところであ
ります。
あそこの村道６号線沿いにありますので、通ってみますと土日の休みにはかなり車が停ま
っていて家庭菜園で農作業をされている方が目に付くところでございます。本当にこういっ
たことは大事だなというふうには考えております。現在需要に対して、適当な区画が用意さ
れている状況にはあるとは考えておりますが、高齢者の方に積極的にふれあい農園を利用を
していただくことになりますと、区画を増やしていく必要があり、より利用をしやすいよう
に考えますと、集落内や集落周辺に住んでいる場所に近いところ、御質問にありますように、
各地区にふれあい農園を保有、こういうことになろうかと思います。
高齢者ということになれば、近くにふれあい農園、こういうことになるかというふうに思
っておりますけれども、そういった部分が確保できるのかどうか、遊休農地等々があります
ので、確保はできるんじゃないかなとは思いますが、その運営につきましてどうしていくの
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かということであります。理想的に申し上げれば、ふれあい農園の運営というのは、地区の
営農組合にお願いできれば、一番いいわけであります。野菜づくりを通して区内の高齢者の
ベテラン農業者と農業経験のない方や、家の近くに菜園となる農地を求める農業者など、い
ろんな方々の交流が活発になるんではないかと思っております。
ただ、ここにも問題一つあります。問題は地域によっては、営農組合の弱体化がかなり進
んできておるところであります。このことは課題だというふうに捉えております。ほとんど
あってないような地区もあるわけでありますし、一番しっかりしてるのは大泉、原議員の出
身の大泉地区というのは、かなり営農組合がしっかりしてるなというように思っているとこ
ろであります。
そういった中で、集落内の農地の有効利用や住民交流を図る目的で、市民農園の設置を検
討している事例があるというふうにお聞きをしておりますので、まずは可能性があれば、営
農組合からの協力依頼、このことは必要でありますけれども、積極的に支援をしていきたい
というふうに思っております。そのことが最終的には、この地域コミュニティーの向上につ
ながっていくんではないかと思っておりますので、昨年度大泉営農組合が研修会を開催した
ようでありますので、ぜひそういったふれあい農園につながるような、そういったことをし
ていただければ、本当にありがたいなというふうに思っております。そういった面につきま
しては、村は積極的に支援してまいりたいなと思います。
以上です。
議

長（丸山

３

番（原

豊） 原議員。
源次） 今まで言ってきましたが、高齢者だけでなくて、若者もそういう

ようなふれあい農園を利用しながら、地区のコミュニティーを盛んにしていくということで、
ぜひこのような機会を捉えて、やっていっていただければと思います。
次にいきます。新型コロナウイルス感染症について質問します。
新型コロナウイルス感染症が、今や世界中に蔓延してます。日本でも約７万5,000人の感
染者です。長野県では290名を超えた人が感染しております。今新生活様式で、十分気をつ
けていても、いつ感染するか分かりません。大変恐ろしい感染症です。新型コロナウイルス
感染症対応地方創生交付金が感染症への地方における対応、取組を全力で支援するため、家
賃支援を含む事業継続、雇用維持への対応や新しい生活様式への対応を図る観点から、第１
次、第２次合わせて、３兆円とされました。南箕輪村でも交付金が配付されましたが、当然
それだけでは十分とは言えないと思います。
そこで質問であります。補正予算の都度、一部状況は受けますけれども、全体像について
令和２年度の今現在最終の財政状況の見通しについて質問します。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） コロナウイルスの影響による財政状況の御質問であります。

６月議会でも同様の質問が出されておりますが、その後の状況を含めて答弁させていただ
きます。この状況につきましては、日々変わっていくという実態もあるわけであります。ま
ず、感染症対策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創生臨時交付
金、１次、２次合わせまして、２億5,780万円により、これは賄っております。ただ、これ
だけでは賄いきれない部分を一般財源にて、措置をしておるということであります。
また、特別定額給付金15億6,900万円につきましても、これも全て国費で賄われましたの
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で、多少の今申し上げましたように持ち出しはありますが、財政的な影響はあまりないとこ
ろであります。これらの事業によりまして予算総額が88億3,000万円とかつてない大規模な
予算規模となっておるのが、令和２年度の実態でございます。
ただ、このコロナ関係につきまして、いろんな事業をやっておりますけれども、これによ
るというよりも、一番の心配は村税の減収であります。歳入面で大変心配してるところであ
ります。個人住民税に関しましては、令和元年の前年の所得に対しての賦課でありますので、
特に大きな影響はないところであります。で、法人村民税は影響を受けておるという、こう
いう実態であります。ただ、村内大手企業の多くの決算期が９月でありますので、11月にな
れば、さらにはっきりとした数字が出てくるところであります。現在は８月末現在の状況で
ありますけれども、この法人村民税で、約3,200万円ほどの減収となっておるところであり
ます。
コロナ禍の経済状況から見ればある程度の減収になる、このことは覚悟しておるところで
ございます。この法人村民税がどのぐらいの減収になるか、このことは11月になりますとさ
らに明らかになってくるところであります。ほかの税収でありますが、固定資産税、軽自動
車税、村たばこ税は、感染症による影響はあまりないところであります。そのほかに大きな
部分では入湯税であります。大芝の営業自粛などによりまして、８月末現在、前年対比で半
分以下の43％という、こういう状況となっております。今現在８月末で700万円余の減収と
なっております。
また、税の徴収猶予の申請状況であります。８月末現在で個人、法人を含めまして、18社
22件で980万円ほどの申請があります。制度の周知がなされ、納税通知書等が手元に届いた
５月末から６月にかけましては、多くの申請がありましたが、現在は落ち着いておるという、
こういう状況でございます。これも金額が多くなるようであれば、特例措置の地方債を活用
できます。財政に影響を及ぼすということまでは、至っていないんではないかというふうに
思っております。
地方消費税交付金の落ち込み、これも心配をしておるところであります。今のところは昨
年並みに交付をされてきておりますが、予算額で申しますと、この地方消費税交付金３億
5,000万円、昨年度の決算昨年度よりも21.5％の増で計上してあるところであります。これ
は２％の増税分ということもありましたので、大きな落ち込みにならなければと思っておる
ところであります。その他の歳入関係につきましても、感染症の影響により、当初予算より
大きく減となっている項目はあまりないところであります。
したがいまして、今年度につきましては、税収の状況を注視をして行かなければというふ
うに思っております。支出といたしましては、今のところの大きな支出は、下水道事業特別
会計の繰出しの5,000万円の予定、あとはコロナ対応で今後の措置、こういうことでありま
す。収入といたしましては、全体の税収で7,000万円程度の減収で落ち着いていくのではな
いかなと、私自身の推測であります。
したがいまして、合わせますと、１億2,000円プラス今後のコロナ対応という、こういう
ことになってまいります。ただ、今、予備費といたしまして約２億8,000万円を持っており
ますので、それで措置できるというふうに考えております。令和２年度につきましては、そ
んなことで、措置ができるではないかなと思っております。
これも、何回か申し上げておりますけれども、予備費２億8,000万円というのは、地方交
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付税が予想よりかなり増えたという、こういうことであります。幼児教育の無償化により措
置がされた分、人口増によって措置がされた分等々ありましたので、これによって令和２年
度が救われたのかなと感じておるところであります。
以上です。
議

長（丸山

３

番（原

豊） 原議員。
源次） いずれにしましても、新型コロナウイルス感染症で大変かと思い

ます。村で当初計画予定をしている地区要望や、住民に関する福祉、教育などは、計画どお
り本年度末までに実施できるか、質問いたします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 今年度の事業関係でありますけれども、先ほど申し上げましたよ

うに、普通地方交付税の増によりまして、財源不足が今のところが生じる要因は、大丈夫だ
というふうに思っておりますので、地区計画事業あるいは、当初計画どおり計画をした事業
につきましては、実施をしてまいります。順調に進捗もしてきておると考えておるところで
ございます。
財政的に影響が出たとしても、今年度につきましては、予定しております事業につきまし
ては、計画どおり進めていきたいと考えております。また、感染症の影響によりまして、イ
ベント等各種行事が中止となっており、不用額は補正予算で対応してきております。ただ、
今後のものにつきましても、そういったものも出てくるというふうに思っておるところであ
ります。
したがいまして、今年度事業につきましては、計画したものは全てやっていくという、こ
ういうことで考えておりますので、よろしくお願いをいたします。早めの執行ということも
心掛けていかなければならないと思っております。むしろコロナ関係につきましては、令和
３年度のほうが、かなり厳しくなるというふうに予想しておるところであります。
以上です。
議

長（丸山

３

番（原

豊） 原議員。
源次） 取りあえず、地区要望等予定どおりということで安心しました。

先ほども述べましたが、感染が国内、県内とも一時よりは減少傾向ですけれども、いつ多発
してもおかしくありません。今後村内でも起こり得ると思われます。そのときの庁舎内や住
民に対する対応はどうですか、質問します。答弁をお願いします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 新型コロナウイルス感染の状況の質問であります。

いろんなところで申し上げておりますけれども、第２波と思われるものが今でございます。
１波よりも、むしろ感染者数が多くなってきておるという、こういう状況でありますけれど
も、幸いにして重症者数が第１波よりも少ないという、このことによりまして、医療機関が
１波のときよりも若干余裕があるという、こういう状況かなというように思っておるところ
であります。ただ、これから季節性のインフルエンザと重なる時期となってまいりますので、
この辺はしっかりと医療機関とともに、対応していかなければならないというふうに考える
ところであります。
長野県でもクラスター等も発生をし、感染者が増えております。県でも感染警戒レベルを
６段階に分けて対策を進めております。村でも対策本部をその都度開催をしながら、対応を
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してきておるところであります。この県のレベルに応じた村の対応方針をガイドラインとし
て策定をしたところであります。感染の状況によりまして、柔軟な対応を取っていくつもり
であります。基本的には、このガイドラインに沿った対応をしてまいります。村の役場で仮
に感染者が出た場合につきましては、その部署につきましては、徹底した消毒と違ったとこ
ろで業務を行っていくというような、こういうことも考えていかなければならないというふ
うには思っております。
今の状況を見ますと、感染経路不明という方も出ておりますので、いつどこで感染しても
おかしくない状況というふうに思っております。昨日の状況を見ますと、全国的にはかなり
減少しました、びっくりするほど。一時の東京で出たくらいの傾向的な人数となっておりま
す。こうした状況が今後どういう推移になってくるのか、見極めていく必要もあると思って
おりますし、またイベントの緩和というようなこともあります。また東京がＧｏＴｏキャン
ペーンの対象になってきておりますので、そういった状況も見極めていく必要もあるという
ふうに思っております。しっかりとした対応をしていくという、このことに尽きると思いま
すので、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（丸山

３

番（原

豊） 原議員。
源次） 昨日もいろんな議員の方に答弁されたように、やはり対応を速く

きめ細かに対処できればと思います。よろしくお願いします。
次にいきます。新型コロナウイルス感染拡大に伴う、小・中学校の長期休校、夏休みを含
むによって、不安やストレスなど生徒の心理面に様々な負の影響が出てるのではないかと思
われます。
中でも気になるのは、コロナ関係のいじめなどが起きないか心配です。また、夏休み明け
の急な変化に子供が不安になり、今年は特に感染の懸念や学習の遅れ、昨日の回答で９割が
回復したと言われていますが、遅れを取り戻そうとするプレッシャーがかかり、さらにスト
レスを抱える可能性があります。そこで、生徒間のいじめやストレスなどの対応はどうか質
問します。答弁をお願いします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

清水教育長。
教 育 長（清水 閣成） 原議員、新型コロナの中での学校再開でございますが、子供たち
の間のいじめ、ストレスという御質問でございます。
コロナ禍の中の学校の動きについて最初にちょっとお時間をください。
政府の３月２日に、いわゆる学校休業制度という要請を受け、村では５日から臨時休業と
して令和元年度ですが、本来の形態と異なる形で終業式、卒業式、それから令和２年度の始
業式、入学式、それから５月７日から22日の間のいわゆる分散登校ということで、２グルー
プに分けてとか、あるいは午前、午後に分けてとかいうような、そんな形での期間、それか
ら５月25日からやっと通常に近い学校が動き出した学校再開。そして例年より短い夏休みを
終えて２学期、今でございます。
学校再開に向けて、一番危惧されたのが、議員おっしゃる特に子供たちのストレスという、
そういう観点でございます。職員のストレスも心配なんですけれども、当然子供たち一番大
事ですので、ストレスそこが心配で今に至っております。これは解決したわけではなくて、
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今も続いているというふうに受け止めております。
休み中、分散登校の間も子供たちの間の、いわゆるメンタル面に学校の職員、それから相
談室、事務局、あるいは民生児童委員さん等々、地域の見守りの方々を含めて、気を配って
きております。登校するときに、このお子さん今日はちょっと顔色が悪いな、どうしたのか
なと、そんなようなことも事務局に頂いている状況がございます。特に昨日も申し上げまし
たけれども、小１、中１の新１年生の子供たちが、５月中旬からいわゆる学校生活がスター
トということで、その不安感を丁寧に受け止めてきております。
再開後の３密を避ける学校の新しい生活様式の中で、昨日も申し上げましたが、マスクの
着用とか、いろいろなストレスがあるかなと、あまり近づいちゃいけないよとか、いろんな
ストレスがあるかなと思っておりますけれども、最初の御質問に関してでございますけれど
も、村長メッセージ、村長のほうからメールを通しながら、あるいは議員の皆様にもお伝え
しましたが、学校のガイドライン、保育園、放課後児童クラブもありますが、ガイドライン
にも記させていただきましたけれども、感染者、濃厚接触者とその御家族、医療従事者等関
係者への誹謗中傷、差別偏見が生じないよう、本当に人権への十分な配慮ができる、そうい
う地域を願ってきているところでございます。
答弁の具体に入らせていただきます。小・中学校ともコロナに関する、いわゆるコロナと
いうことが要因としてのいじめは認めておりませんが、いわゆるコロナ禍でなくても、子供
たちが学校生活等々で様々なストレスを感じ、抱えております。
小学校では、学年会で心の健康問題発見シートを活用し、学年クラスの子供たちに課題が
ないか、チームとして確認し、必要に応じて支援指導につなげる動き、それから先生方、職
員がストレスなくできるように、環境を整えるということ、スクールサポートスタッフある
いは、学習補助員もその一役を担っているわけですけれども、チームで支えるということ、
必要によって関係機関、それから教育委員会も含めて一緒に考えながら、相談を行ってきて
おります。
中学校では、定期テスト前に行われる相談週間で、子供たち、生徒一人一人が担任とじっ
くり話をする、必要によってはスクールカウンセラー、あるいはＳＳＷにつなげたり等々と
いうことがあるわけですけれども、悩みや不安を共有し解決に向け一緒に取り組む姿、それ
から担任だけでなくて、先ほど申し上げた方々や関係機関、あるいは保護者の相談に乗って
いく、一緒に考えていく、そういう姿勢がございます。
道徳、学活等々、いわゆるコロナがもとでいじめが起きないように、指導を継続していき
ます。中学校には御存じのように、南中人権宣言がございます。今年度２学期が始まってか
ら、全校集会の集まりはできないので全校放送で、24年に生徒会で制定しておりますが、そ
の制定した当時の先輩の思いを全校で確認、みんなで考える、そんな時間を取りながら、今
後どんな生活を送っていくのか、子供たち同士で考え合っております。とても大事かなと思
っておりますけれども、いろんな行事がなくなっています。
例えば、中学校でいえば西駒登山、経ヶ岳競歩、それから職場体験学習等々、そういう状
況がありながら、今、小学校は運動会、中学校は若竹祭に向けて、子供たちが本当に一生懸
命、真剣に取り組む姿がございます。また部活動も当初大会がどうなるかというふうにあっ
たわけですけれども、代替の大会、それから新人戦に向けて、それから文化系も今日文化ス
ポーツの運営委員会がやっと開かれるという、そういう状況でございますが、しっかり動い
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てきております。
子供たちの非常にいい姿、例えば中学校でいいますと合唱練習、それから展示の準備、そ
れからミニ運動会の練習など、本当にやっぱり学校っていわゆる授業ももちろん大事なんで
すけれども、行事が大事だなと、そういう先生方の言葉を頂いております。コロナ禍だから
できる、すみません。だからこそできることと、無理なこと、それから留意しなければなら
ないこと、そこを丁寧に判断し、もしかしてこれからずっとあるかもしれない生活様式でご
ざいますが、無理なことが多いからやらない、やめるということではなくて、どうしたらで
きるのかを常に意識をしながら、子供と一緒に考えていく。そこが私は大事だと思います。
それによって最善の学校生活をこれからも整えていきたいなと、教育委員会ではそういうこ
とを考えています。
ストレスという観点でいいますと、子供と一緒に考えていく、そこがストレスを低減させ
る一つの近道ではないかなと、そんなことを思っています。
以上でございます。
議

長（丸山

３

番（原

豊） 原議員。
源次） 偏見や差別等が出ないために、生徒の発達段階に応じたきめ細や

かな指導をお願いいたします。
先日の新聞報道にもありましたけれども、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、夏休
みに県外に出かけるなどした児童・生徒の行動把握を求めた県教委の通知があったようです。
校内で感染者が出た場合、感染源の追跡に有効とか、戸惑いや疑義を感じている現場等があ
るようでありますけども、本村はどうですか。お聞きします。
議

長（丸山

豊） 清水教育長。

教 育 長（清水 閣成） 県のほうから県立の学校にということで、市町村の学校もいわゆ
る準ずる形かなというふうに受け止めながら、その通知を報告させて頂きました。それで、
村教委としては、子供たちの夏休みの生活と今状況のアンケートに答えることは、なじまな
いということでアンケートは実施しておりません。ただ、職員についてはその動向について
は、把握を校長、教頭がしているという、そんな状況がございます。
以上です。
議

長（丸山

３

番（原

豊） 原議員。
源次） やっぱりプライバシーや教育を受ける権利が侵害されるというこ

とで、注意が必要だと思います。
この新型コロナウイルス感染症は、終息するまでは息の長い期間が必要と思われます。で
すが、１日でも早くワクチンが開発されて、皆さんに普通に打てて、普通の生活に早く戻っ
てほしいと思います。
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。

以上で一般質問を終わります。
明日16日の会議は、議事の都合により特に午後３時に繰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。
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散会 午前１０時４０分
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議 事 日 程（第４号）
令和２年９月１６日（水曜日） 午後３時００分 開議
第１ 請願・陳情の採決（審査結果の委員長報告）

質疑～採決

第２ 発委第４号

提案～採決

第３ 発議第１号～第２号

提案～採決

第４ 議案第１号～第２号

討論～採決

第５ 議案第３号～第８号（委員会の審査報告）

質疑～採決

第６ 議案第10号～第14号

討論～採決

第７ 継続調査事項
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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

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

○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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隆
浩

会議のてんまつ
令和２年９月１６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、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）それでは、議会運営委員会の報告をいたします。
本日、意見書案が提出されたことに伴い、先ほど議会運営委員会を開催いたしました。次
のとおり決定しましたので、報告いたします。
発委１件、発議が２件提出されていますので、この件を本日の会議日程といたします。
以上で、議会運営委員長報告を終わります。よろしくお願いします。
議

長（丸山

豊） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、発委１件、発議２件

を本日の会議日程とします。
日程第１、請願・陳情を採決いたします。
総務経済常任委員会付託の請願・陳情の審査に関し、常任委員長の報告を求めます。
百瀬総務経済常任委員長。
総務経済常任委員長（百瀬 輝和） 総務経済常任委員会に付託されました２件、陳情８号、
陳情10号を南箕輪村議会会議規則第91条に基づき、委員長報告をいたします。
８月31日に委員会審議を行いました。陳情８号、陳情10号の説明はそれぞれ受けました。
また、種苗制度をめぐる現状と課題、種苗法改正案の趣旨とその背景、農林水産省の資料も
参考に審議を行いました。
陳情８号「種苗法「改正」の中止を求める陳情」。
上伊那協同組合の田中さんから説明を受けました。農業者の声をしっかり聞いて進めても
らいたい。小規模農家は負担になる。海外への流出は妨げなければならない。種苗法で保護
されている部分もある。改正が全ていいわけでもない。という意味の説明を受けました。
また質疑で、今回の改正で制限される登録品種、制限されない一般品種の上伊那で主に栽
培されている品種の説明を受けました。
また、質疑で文章中の圧倒的多数の農家、生産者にとっては、新たな大きな負担が発生と
いうこの文言についての説明で、田中さんからは少しオーバーに書いてあります。またその
すぐ２日前だと思いますが、国の説明会に出席して説明を聞いて、全く反対というわけでも
ないということを言っておられました。
陳情10号「種苗法「改正案」の廃案を求める陳情書」。
上伊那農民組合の竹上さんから説明を受けました。よい苗でないとよい物はできない。長
野県にはよい物がある。優秀な物がある。苗は農家の財産である。苗代が高くなると赤字に
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なる。生産者の目線では今までどおりでよい。十分な審議をして決定してほしい。との説明
を受けました。農業従事者の現場のお声を聞かせていただきました。
陳情８号、陳情10号は、内容趣旨が同一のため、一括で審査を行いました。
審査では、国会ではこれからなので、継続との意見と、村の農業のことを考えると、趣旨
採択との意見が出されました。
継続の採決の結果、少数で継続はなくなりました。趣旨採択の採決で結果賛成多数、結果
陳情８号、陳情10号は趣旨採択と決定いたしました。
以上、委員長報告を終わります。
議

長（丸山

豊） 委員長報告に対する陳情第８号「種苗法「改正」の中止を求める

陳情」、陳情第10号「種苗法「改正案」の廃案を求める陳情書」の質疑を一括で行います。
質疑はありませんか。
２番、 山﨑議員。
２

番（山﨑 文直） ２番、山﨑です。

種苗法両方ともで、改正の中止と廃案ということで、同じような内容だということであり
ます。この種苗法の前に、種子法というのが改訂をされてその後、それに対して長野県的に
は、県の条例で新たな条例をつくっていくという、いわゆる地元に対して、対策をしていく
ことが必要だというような形が進んでいるかというように思います。そういう意味でよく論
議等をしていく必要があるだろうなということであります。今後委員会では、趣旨採択とい
う審査結果ということの内容でありますけれども、今後委員会ではこの件につきまして、引
き続きいわゆる学習会というか、そういうようなことをしていくことが計画されているのか、
そういう意見が出たのか、その辺のところの内容をお聞かせいただきたいと思いますが。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

百瀬委員長。
総務経済常任委員長（百瀬 輝和） 今後引き続きという意見は出ておりません。
議

長（丸山

豊） ほかに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。

説明をＪＡと農民組合から受けたということでありまして、それぞれちょっと微妙な言い
方が違うかなというふうに思うんですけれども、私はやっぱり個々の農家がこの作物ならと
か、これならいいとか、あれなら駄目とか、いろんな細かいところの説明よりも、国全体の
食糧の在り方というか、食糧安保とか言われてますけれども、そこら辺について議論をされ
たのかどうか、お聞きしたいと思います。
議

長（丸山

豊） 百瀬議員。

総務経済常任委員長（百瀬 輝和） 日本の食糧事情については、議論はされなかったと思
います。ただ、先ほど言ったように上伊那の栽培されている品種が、この法律でどうなるか
というところは、表を使って説明、また農林水産省から出てるこういう資料を基に議論はし
ました。で、日本の食糧事情についてということは議論はないです。
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。
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陳情第８号の討論を行います。
原案に反対の討論はありませんか。
〔討論なし〕
議

長（丸山

豊） 原案に賛成の討論はありませんか。

９番、三澤議員。
９

番（三澤 澄子） ９番、三澤です。

委員会としては趣旨採択ということでありますけれども、私は趣旨採択には反対して、こ
の陳情を採択すべきという立場で討論をします。
今委員長のほうから、日本全体の食糧の在り方というのは、討論されなかったということ
でありますけれども、自然災害が毎年頻発し、新型コロナウイルスの蔓延で各国の輸出を規
制する中、食糧自給率が先進国で最低レベルの38％の我が国で、いかに食糧自給率を高め、
国民に安定的食糧を供給する体制を整えるか、国の責務として問われていると思います。野
菜の種子の９割は海外の圃場で整備交配され、輸入されており、種子の自給率向上も求めら
れています。こうした状況で登録品種に限るとはいえ、農民から採取の権利を制限し、バイ
オ科学企業を利する制度を推し進めることは、農家の自給力を奪い、持続的な食糧生産を弱
くすると思います。
今、日本の古来の野菜の在来品種数は、Ｆ１の広がりとともに激減し、生物多様性は急激
に失われています。このまま在来種が失われれば、交配種であるＦ１化遺伝子組み換えの種
子以外、市場に流通しなくなる可能性があります。自家採取が禁じられる中で、企業が種を
売らないとなれば農家が種を入手できない、もしくは値段を引き上げられて、農業経営が苦
しくなる恐れがあります。企業による種の交配を許さず、稲などの主要農産物の種子は法的
な供給体制を維持し、野菜や穀類を含めた在来品種の種子については、地域の共有財産と位
置づけて、農家や市民が日常的に自家採取し、利用、次世代に引き継ぐことが必要であると
考えます。
コロナ禍の中で、食糧の安全保障が揺らいでいます。そういう認識の下、この陳情は採択
すべきというふうに考えます。
議

長（丸山

豊） ほかに討論はありませんか。

２番、 山﨑議員。
２

番（山﨑 文直） 私はこの種苗法についても、引き続きとにかく細かいことがよく

分からない部分で、どんどん進んでるという印象がありますので、少なくともこの種苗法の
改正の狙いだとかいうのを引き続き学習しながら、それで方向性を出していくということの
ほうがいいじゃないかと。種子法の段階も国会でいつか分からんうちに、採決されちゃった
という印象があります。特に長野県は、昔からのいろんな品種や何かが大事に守り育てられ
ております。
今回の中では、在来品種の物については対象外というような文面もありますけれども、過
去の経過を見ると、いずれそういうのは淘汰されて、一つの大きな品種に統一をしようとい
う形で、買っていかなきゃならないだろうと。こういうことがされてくるのではないかとい
う懸念がありますので、せめてここで引き続き学習しながら、方向性を出していくことがい
いのではないかな、ということでございますので、原案に賛成ということかな、そういうこ
とです。
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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10号の討論を行います。
原案に反対の討論はありませんか。
〔討論なし〕
原案に賛成の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。

陳情第８号を採決します。
この陳情を委員長の報告のとおり、趣旨採択と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８号は、趣旨採択することに決定しました。
次に、陳情第10号、「種苗法「改正案」の廃案を求める陳情書」について申し上げます。
既に同じ内容の陳情が趣旨採択とされておりますので、陳情第10号は趣旨採択されたものと
みなすことにいたします。
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。
会議規則91条により、福祉教育常任委員会に付託された陳情第９号の審査について報告い
たします。
９月１日午後１時30分より、第１委員会室で審査を行いました。出席者は委員５人、事務
局、説明者、それぞれ１名です。最初に提出者の宮下与兵衛さんより提案理由の説明を受け
ました。県教委は３月24日に、上伊那の高校再編整備計画１次案について発表し、６月、７
月に、伊那市、駒ケ根市で説明会を開きました。
伊那北高校と伊那弥生ヶ丘高校の統合以外は、学校名など明確にされず、来年３月まで住
民や保護者、生徒にも分からない中で、再編整備計画が決まってしまうことになる。上伊那
で一番長い歴史を持つ上伊那農業高校も、再編計画でどうなるのか分からない、上伊那全体
の高校再編対象校名を公表し、説明会を開き、住民の間で十分な議論の機会を設けるよう、
県教委に意見を上げてほしいということでした。
委員からは、学校名、内容を明らかにして議論すべき。説明会は多数出された意見を反映
するものではない。上伊那農業高校がなくなれば地域経済の衰退も心配される。多くの人が
知らないまま進められるのは困る。案の段階で公表して議論してほしい。などあり諮ったと
ころ、全員採択となり意見書を提出することに決しました。後に意見書案を提出しますので、
議審議ください。
議

長（丸山

豊） 委員長報告に対する陳情第９号「上伊那の高校再編対象校名の速

やかな公表を求める陳情書」の質疑を行います。
質疑はありませんか。
４番、藤城議員。
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４

番（藤城 栄文） ４番、藤城です。

１点質問させていただきます。陳情書の一番下に１、２、３と記載がございますが、２の
部分について、意見が交わされていたら御報告をお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 三澤議員。

福祉教育常任委員長（三澤 澄子） 総合学科高校と総合技術高校というふうな名前は出さ
れておりますが、その中身については、どういうものか分からないということで、深くは討
論はしませんでしたが、一応総合学科高校とは、今ある中でのこんな形、技術高校はこんな
形になるのではないかという話は出ました。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑はございませんか。

１番、百瀬議員。
１

番（百瀬 輝和） １番、百瀬です。

２点、教えていただきたいと思います。
すみません、この高校再編を考える上伊那の会から、前回の６月議会でも陳情書が出され
ております。そのときには、拙速な決定を行わずという書き方がされております。今回は速
やかに公表しろと、真反対のことを言ってるんですね、この会の陳情書が。
それと、あと陳情書だけじゃなくて、県教委の考え方では、スケジュールでいくと来年の
３月発表すると、ただ私は県教委のほうに聞いてみたんですが、そこから地元とかいろいろ
な方たちと審議をして、最終的には７年から８年かけて、計画どおり行っていくということ
で、総合学科、総合技術学科というところの、先ほど藤城議員からも質問がありましたけれ
ども、ここの部分が分からないんで、県教委としたらそこは先に説明してから、来年の３月
に発表していきたいというようなことも言っていたんですが、そういうこの審議する上で、
そういう物も資料にして審議するべきだと思うんですが、そこら辺は委員長としてどうお考
えでしょうか。
議

長（丸山

豊） 審議の結果と経過のみに付け加えて、審議の経過と結果のみで結

構ですので、答えてあげてください。
福祉教育常任委員長（三澤 澄子） 今質問されたことについては、私たち委員会の中では
そういう話は出ておりませんし、その経過とか結果とかというのは、私たちが議論する場所
ではないと思いますので、出された陳情に対してのみ審議をいたしました。
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。

陳情第９号の討論を行います。
原案に反対の討論はありませんか。
〔討論なし〕
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） 討論なしと認めます。

陳情第９号を採決します。
この陳情を委員長の報告のとおり、採択することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
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議

長（丸山

豊） 起立多数です。

したがって、陳情第９号は採択することに決定しました。
日程第２、意見書案が提出されています。
発委第４号、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方
税財源の確保を求める意見書」を議題といたします。
職員に議題を朗読させます。松澤事務局長。
事務局長（松澤 さゆり）
議

長（丸山

朗読

豊） 本案について趣旨説明を求めます。

百瀬輝和総務経済常任委員長。
総務経済常任委員長（百瀬 輝和） 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急
激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書。
内容を読みますので、よろしくお願いします。
新型コロナウイルス感染症の拡大は、甚大な経済的・社会的影響をもたらしており、国民
生活への不安が続いている中で、地方税・地方交付税等の一般財源の激減が避けがたくなっ
ている。地方自治体は、福祉・医療、教育・子育て、防災・減災、地方創生、地域経済活性
化、雇用対策など、喫緊の財政需要への対応をはじめ、長期化する感染症対策にも迫られ、
今後の地方財政は、かつてない厳しい状況になることが予想される。よって、国においては、
令和３年度地方財政対策及び地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現されるよう、強く
要望する。
記。
１、地方の安定的な財政運営に必要な地方税、地方交付税等の一般財源総額を確保・充実
すること。その際、臨時財政対策債が累積することのないよう、発行額の縮減に努めるとと
もに、償還財源を確保すること。
２、地方交付税については、引き続き財源保障機能と財源調整機能が適切に発揮できるよ
う、総額を確保すること。
３、令和２年度の地方税収が大幅に減少することが予想されることから、万全の減収補塡
措置を講じるとともに、減収補塡債の対象となる税目についても、地方消費税を含め弾力的
に対応すること。
４、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築に努めるとともに、国税・
地方税の政策税制については、積極的な整理合理化を図り、新設・拡充・継続に当たっては、
有効性・緊急性等を厳格に判断すること。
５、特に、固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見
直しは、家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。また、新型コロナウイルス感染症緊
急経済対策として講じられた特例措置は、本来国庫補助金等により対応すべきものであり、
今回限りの措置として、期限の到来をもって確実に終了すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上です。
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〕
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議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。

発委第４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。

発委第４号を採決します。
発委第４号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 全員起立です。

したがって、発委第４号は原案のとおり可決されました。
日程第３、意見書案が提出されています。
発議第１号「上伊那の高校再編対象校名の速やかな公表を求める意見書」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）
議

長（丸山

朗読

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） それでは、発議第１号の趣旨説明をいたします。

先ほど差し替えをお願いしましたので、よろしくお願いいたします。
上伊那の高校再編対象校名の速やかな公表を求める意見書ということで、長野県教育委員
会が、この３月24日に発表した県立高校再編整備計画１次案では、上伊那に関する部分で①
として、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明
記されました。しかし②の対象校名は、来年３月の再編整備計画策定まで、明らかにされな
い模様です。
地元高校同窓会関係者、ここにすみません。からを入れていただいて、関係者からは、同
じ地域にあれば地域全体の計画案を同時に公表し、時間をかけて議論すべき。上伊那の産業
のために専門高校(職業高校)を残すべき。等の意見がありました。対象校名や教科内容が明
らかにされないため、議論が足踏みしているのではないでしょうか。
以上のことから、上伊那の高校の将来像を住民が具体的に議論できるよう、以下の点を強
く要請しますという内容でございます。
記。
１、上伊那の高校再編対象校名案を速やかに公表すること。
２、総合学科高校の系列案と総合技術高校の学科案も公表すること。
３、案の公表とともに説明会を開き、住民の間で十分な議論の機会を設けること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものでございます。
令和２年９月16日、南箕輪村議会議長、丸山豊。
以上、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。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。
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発議第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。

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） 全員多数です。

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「オンライン本会議が実施できるよう地方自治法改正を求める意見書」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）
議

長（丸山

朗読

豊） 本案について趣旨説明を求めます。

１番、百瀬議員。
１

番（百瀬 輝和） オンライン本会議が実施できるよう地方自治法改正を求める意見

書、本文を読みます。
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、蔓延防止措置の観点等から、開催場所への参集が
困難と判断される事情がある場合において、急を要する議案の審議、議決が求められる事態
が現実のものと想定されている。定足数を満たす議員数が議場に参集できない状態でも、審
議、議決などの議会運営方法を確立しておかなければ、本会議が開けず首長の専決処分を漫
然と許すこととなり、議決機関として村民の期待に応えることはできない。
しかしながら、我が国においては、昭和22年施行の地方自治法第113条及び第116条第１項
における出席の概念は、現に議場にいることと解されているため、オンライン会議による本
会議運営は、現行法上できないとされている。
一方で、総務省は令和２年４月30日付総行第117号で、委員会運営については地方議会に
おける判断によって、オンライン化は可能との見解を示したが、本会議でもオンライン化が
できなければ議会運営上の利点は限られる。議会の意思形成過程である委員会審議において、
オンライン化の有用性を認識しながら、本会議における導入を否定するところに合理性はな
い。よって、国及び政府においては、議場に参集できないような非常時には、地方議会の判
断で、本会議運営をオンライン会議により遠隔審議、議決が可能となるよう時代にあった地
方自治法の改正を強く要求する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出いたします。
以上です。
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２号の討論を行います。
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。

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。
日程第５、議案第３号から議案第８号の質疑、討論、採決を行います。
議案第３号から議案第８号は、決算特別委員会に付託されていますので、ここで委員長の
報告を求めます。
三澤決算特別委員長。
議

長（丸山

豊） 失礼いたしました。

日程第４、議案に対する討論、採決を行います。
議案第１号「南箕輪村職員定数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「南箕輪村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例及び南
箕輪村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部
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。
日程第５、議案第３号から議案第８号の質疑、討論、採決を行います。
議案第３号から議案第８号は、決算特別委員会に付託されていますので、ここで委員長の
報告を求めます。
三澤決算特別委員長。
決算特別委員長（三澤 澄子） 決算特別委員長報告をいたします。
決算特別委員会に付託されました議案第３号から議案第８号までの６議案につきまして、
審査の結果を報告いたします。
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お手元に配付の報告書のとおり、議案第３号から議案第８号は、審査の結果、認定すべき
ものと決しました。
なお、審査の過程において、各議員から出されました指摘事項等を十分留意の上、より一
層の効率的な事業展開を図り、健全な行財政運営に当たるよう、また、次年度の予算編成に
生かしていただくよう要望いたします。
以上で、決算特別委員長報告を終わります。
議

長（丸山

豊） これから、委員長報告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。

これから、議案第３号「令和元年度南箕輪村一般会計歳入歳出決算の認定について」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３号を採決します。
この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
この決算は、委員長の報告のとおり認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、認定することに決定しました。
議案第４号「令和元年度南箕輪村介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」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４号を採決します。
この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
この決算は、委員長の報告のとおり認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４号は、認定することに決定しました。
議案第５号「令和元年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」
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５号を採決します。
この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
この決算は、委員長の報告のとおり認定することに賛成の方は起立願います。
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〔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、認定することに決定しました。
議案第６号「令和元年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」
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６号を採決します。
この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
この決算は、委員長の報告のとおり認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、認定することに決定しました。
議案第７号「令和元年度南箕輪村水道事業会計決算の認定について」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７号を採決します。
この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
この決算は、委員長の報告のとおり認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、認定することに決定しました。
議案第８号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計決算の認定について」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８号を採決します。
この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。
この決算は、委員長の報告のとおり認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、認定することに決定しました。
日程第６、議案に対する討論、採決を行います。
議案第10号「令和２年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算(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。
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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年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計補正予算(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年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算(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13号「令和２年度南箕輪村下水道事業会計補正予算(第２号)」の討論を行います。
討論はありませんか。
〔討論なし〕
議

長（丸山

豊） 討論なしと認めます。

議案第13号を採決します。
議案第13号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 全員起立です。

したがって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。
議案第14号「南箕輪村村道路線の認定について」の討論を行います。
討論はありませんか。
〔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。
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〔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。
日程第７、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、お手元に配付のとおり、所管事務の調査事項について閉会中の継
続調査の申出がありました。
お諮りします。
委員長から申出のとおり、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） 閉会に当たりまして、一言、御挨拶を申し上げます。

９月定例会、20日間の本当に長い会期となりましたが、お疲れさまでございました。また、
全議案可決認定をいただき、ありがとうございました。決算審査や議案審査、一般質問でい
ただきました御意見、御提言は、可能なものにつきましては、今後の行政執行に生かしてま
いります。
今議会では、令和元年度の各会計の決算の認定をいただきました。令和元年度は年度末の
１月末から新型コロナウイルスの感染拡大に始まり、３月初旬から小・中学校の臨時休業と
なり、日本中がコロナ対応に追われました。そうした影響もありまして、税収につきまして
は2.1％の減となりましたが、22億円台を確保することができたところであります。財政指
標も健全化の範囲内となり、また計画しました事務事業も、おおむね予定どおりの執行がで
きました。
コロナの状況につきましては、第１波から感染者数が一旦は減少しましたが、世界経済活
動が動き出した頃から再び感染が拡大し、今は第２波と言われており、第１波よりも感染者
数は多くなっています。長野県でも感染者数が増加し心配な状況となってきておりましたが、
ここにきて全国的にも若干ではありますが、長野県におきましても感染者数は減少してきて
います。今後とも気を引き締めて感染予防に当たっていかなければなりません。また、同時
に社会経済活動の両立を図っていかなければならないところであります。そのために新しい
生活様式の周知に努めてまいります。
経済も厳しい状況が続いております。制度資金の活用により、少しでも手助けができれば
と思っております。また、生活面でも厳しさがあります。今議会でお認めをいただきました
コロナ関係の補正予算の早期執行に努め、住民生活のお役に立てればと考えております。こ
のコロナの問題につきましては、長期化するという、こういうふうに思っております。さら
にいろんなことが出てくるというふうに思います。必要があれば、補正予算等で対応をして
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いかなければならないと考えておるところであります。
さて、令和２年度も後半に入ってまいります。コロナ禍ではありますが、計画しました事
務事業の着実な推進を図ってまいります。これからまた令和３年度の予算編成時期となって
まいります。新年度予算につきましては、村長選挙との関係がありまして、骨格予算となり
ますが、村民生活に直結する分野をはじめ、コロナ対応等と行政の継続性も必要であります
ので、政策的な面を除き計上をさせていただきたいというふうに思っております。ただ、村
税を含め歳入面が厳しくなるものと予想しており、困難な予算編成作業になることと思いま
す。国の情報等を収集しながら職員の英知を結成し、予算編成をしてまいります。
また、これから台風シーズンに入ってまいります。異常気象と言われている中、雨の降り
方も異常であります。規模も大型化してきております。毎年全国各地で甚大な被害が発生を
しており、そういったことを考えれば、万全な対応をしていかなければならないと思ってお
るところであります。そのためには早め、早めの情報発信に努めてまいります。
また、10月１日には国勢調査、５年に１回の調査日であります。この調査につきましては、
いろんな統計に使用される重要な統計であります。調査員によりまして調査を進めておりま
すけれども、村民の皆様に協力をお願いするものでありますし、前回の国勢調査につきまし
ては、増加率、増加数ともに本村は長野県内で一番でありました。今回どうなるかというの
は分かりませんけれども、いずれにいたしましても、人口が増加しており、それなりの結果
が出てくるんではないかなというふうに思っております。村民に周知をしながら進めてまい
りますので、よろしくお願いをいたします。
台風による被害もなく、収穫の喜びを感じられるような秋になることを願い、議員各位に
も厳しい現況化の中、この難局を乗り越えるため御協力をいただくことをお願い申し上げ、
また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３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 ３時５０分
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会議の経過の記載に相違なきことを証するためにここに署名する。

南箕輪村議会議長

南箕輪村議会議員

南箕輪村議会議員
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