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茂 樹
聡

会議のてんまつ
平成２５年６月 ３日
事務局長（堀

午前９時００分 開会

正弘） 御起立願います。〔一同起立〕おはようございます。

〔一同「おはようございます」着席〕
議

長（原

悟郎） 春先の天候不順から、ようやく例年並みの陽気となりました。こ

れから収穫する農作物の凍霜害の被害状況等を心配するところでありますが、田植え等は順
調に進み、水田等、緑の濃い季節になりました。ことしの梅雨入りは例年より11日早く、過
去３番目の早さと言われております。これから大変蒸し暑い季節になり、クールビズも始ま
りまして、風邪等も少しはやっているようですので、体調管理に十分気をつけていただきた
いと思います。
本日は大変御苦労さまです。
ただいまから平成25年代２回南箕輪村議会定例会を開会いたします。
会議に入る前に御報告いたします。
７番、山口守夫議員が母の死亡等の都合により欠席する旨の連絡がありました。
また、有賀代表監査委員から都合により欠席する旨の連絡がありました。
ただいまの出席議員数は９名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開
きます。
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第115条の規定により、４番、小坂泰夫議員、５番、加藤泰
久議員を指名いたします。
会期決定の件を議題にいたします。
過日、議会運営委員会が開催されておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。
議会運営委員長。
議会運営委員長（久保村義輝） 議会運営委員長報告をいたします。
本日招集されました平成25年第２回南箕輪村議会定例会の会期日程等について、過日、議
会運営委員会を開催し、次のように決定しましたので報告いたします。
本定例会に付議された事件は、議案５件であります。請願・陳情は、請願２件と陳情３件
が提出されております。
会期は、本日６月３日から６月14日までの12日間とし、この間で４日から11日までを休会
といたします。なお、議案審議の関係で、議案第４号を即決とします。
以上で、議会運営委員長報告を終わります。
議

長（原

悟郎） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり決定することに御異議

ございませんか。
〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議

長（原

悟郎） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日から６月14日までの12日間に決定いたしました。
なお、本定例会の日程は、お手元に配付の表のとおりです。
それでは、ここで村長の挨拶をお願いいたします。
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唐木村長。
村

長（唐木

一直）

改めまして、おはようございます。〔一同「おはようございま

す」〕
平成25年第２回議会定例会を招集を申し上げましたところ、１名欠席でありますけれども、
御出席をいただき開会できますことにお礼を申し上げます。
春の農作業も一段落し、その田園風景の中に映える経ケ岳、また仙丈ケ岳を眺める景観は、
本村の自然遺産の一つでもあり、後世に残していかなければならないと強く感じているとこ
ろであります。
また、県では先月の27日にゴールデンウィーク期間中の県内主要観光地の利用状況を公表
しておりますが、本村の大芝高原には23.1％増の１万6,000人の利用客が訪れたと発表して
おります。多くの方に利用していただき、大変ありがたいことと感じておるところでありま
す。
春先よりの低温、降雨、極端な寒暖の差の激しさ、異常気象が続き、本村でも４月22日か
ら23日にかけ、農作物への凍霜害が発生したところであります。被害額は、ナシ、リンゴ、
アスパラで約760万円を見込んでいるところであります。当初発表よりもかなり減少した被
害額となっておりますが、生育が進むにつれ被害額は拡大していくことに懸念をしておりま
す。また、今後も梅雨の季節を迎え、梅雨前線による豪雨災害を特に心配しているところで
ありますが、秋には実りの秋を迎えられますことを願っております。
さて、景気の動向でありますが、景気は緩やかに持ち直しているとされております。急激
な円安、株価の回復の影響もあり、大企業を中心に改善の動きが見られ、先行きにつきまし
ても、輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果などを背景に、次第に景気回復へ向かう
ことが期待されております。しかし、海外景気の下振れが引き続き我が国の契機を下落ちす
るリスクであり、また雇用、所得環境の先行き等にも注意が必要であるとされております。
また、地元の金融機関が公表しております伊那谷経済動向でも、一部で改善の兆しが見える
ものの、政府が発表しております景気動向と同様な結果となっております。いずれにいたし
ましても、国内外の状況を把握しながら、特に村内の状況を踏まえながら対応してまいりま
すので、御協力をお願いいたします。
このような景気動向の中で、地方自治を取り巻く環境も大きく変化してきております。基
層自治体への権限委譲を図ることを目的とした、いわゆる第一次、第二次一括法に続き、第
三次一括法の策定が進められ、また今国会でも審議しておりました社会保障と税の一体改革
に伴う共通番号制度、いわゆるマイナンバー制度が可決、成立され、このほかにも国主導で
進められております道州制推進基本法案など、地方自治体には厳しい状況が続いております。
これからも情報を的確に把握をしていくと同時に、足腰の強い村づくりに心がけてまいりま
す。
特に小規模町村の存在を否定し、市町村の強制合併を不可避とする道州制は、地域間格差
をさらに拡大するものであり、全国町村会とともに断固反対をしてまいります。その点は、
ぜひ御理解と御協力をお願いをいたします。
さて、５月31日をもちまして、平成24年度の企業会計を除く一般会計、他会計が出納閉鎖
となりました。長引く景気低迷の中で、大変厳しい年度ではありましたが、現在、平成24年
度の決算状況につきまして取りまとめをしているところであります。５月31日現在の概算で
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はあります。本式な決算とは若干の差はあろうかと思いますが、概況につきまして少し申し
上げます。
収入面では、昨年度より約５億500万円減の56億700万円、また歳出面では、約６億1,200
万円減の50億1,800万円を見込んでおります。このため、一般財源ベースで約５億8,800万円
の繰越財源となりましたが、本年度、肉づけ予算後の繰越財源といたしまして約２億9,600
万円、また繰越明許費といたしまして約7,000万円も含まれておりますので、差し引きいた
しますと、約２億2,100万円が本年度さらに執行できる一般財源と見込んでいるところであ
ります。
また、決算の概要でございますが、税収関係では、昨年度の引き続き20億円を超えること
ができましたが、昨年度より約3,000万円減の約20億100万円と見込んでおるところでありま
す。その主な要因でございますが、個人住民税では約5,200万円の増となっております。中
でも給与所得の増が際立っております。平成24年度から16歳未満の扶養控除が廃止されたこ
とに伴い、その影響額が約4,800万円の増となっております。また、給与所得者の納税義務
者数が前年度より130名増加したことによる影響額が約1,000万円の増となっております。逆
に、固定資産税につきましては、評価がえの年度となりましたので約5,600万円の減、法人
村民税、村たばこ税がそれぞれ約1,000万円の減となっております。
一方、歳出面でありますが、主な事業といたしまして、子育て・教育関係では、南部保育
園の園児室・給食室の増築事業、中学校ではトイレ改修事業と体育館・音楽教室等改修事業、
中学校３年生までの医療費無料化に要する費用、住宅用新エネルギー施設設置補助事業など
を実施しております。また、時事共同に関する事業では、農地水保全管理支払交付金事業、
北殿消防屯所の建設事業、久保の消防可搬ポンプ積載車購入事業を実施し、また生活環境に
関する事業では、中野原橋修繕に係る調査・設計事業、通学道路交通安全対策事業、景観計
画策定事業などを実施しております。また、産業交流に関する事業につきましては、味工房
備品購入事業、森の里親事業、愛の鐘周辺整備事業、少し先ほど住宅用新エネルギー等々の
問題もこちらに入るかなと思っております。健康福祉に関する事業では、主にソフト事業と
なりますが、新たな事業といたしまして、142世帯に緊急医療情報キットを配布し、また村
単独事業といたしましての子宮頸がんワクチン接種事業では28人の方に、中学校３年生を対
象としたインフルエンザ接種では108人の方に接種を受けていただいております。そのほか
にも、単身入居障害者の家賃補助といたしまして４人の方に補助をしており、健康福祉面の
充実を図ったところであります。
今、申し上げましたように、厳しい年度ではありましたが、さまざまな新規事業も実施を
することができ、着実に村政が推進をしているものと思ったところでもあります。また、繰
越財源につきましては、今後の地方交付税の算定数値を見きわめながら有効活用してまいり
ますが、今後、南原住宅団地の償却売関連事業、伊那消防署の建てかえ、上伊那広域連合の
ごみ処理中間施設の建設など大型事業も控えておりますので、財政調整基金への積み増しも
考えておるところであります。
平成25年度がスタートし、２カ月余りが経過いたしましたが、５月８日に臨時議会をお願
いし、肉づけ予算のお認めをいただきましたので、実質的には１カ月余りとなります。現在、
精力的に事業の推進を図っております。今のところ、ほぼ順調なスタートが切れたものと考
えております。
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今年度の重点事業及び施策につきましては、先の臨時議会の折に私の施政方針を含め、重
点施策を申し上げましたので、その後の主な事業の進捗状況につきまして御報告をさせてい
ただきます。
はじめに、４月26日に行政評価委員会から平成23年度の事務事業行政評価結果につきまし
て答申をいただいたところであります。委員の皆さんには、全事業381事業のうち39事業を
抽出していただき、評価をしていただきました。その結果、必要性ありの中で拡充が２事業、
現状維持が23事業、改善の余地ありが13事業、また要検討が１事業となっております。当然、
事業の実施に当たり費用対効果も検討をしていかなければならないと思っておりますが、行
政は一律で諮り切れないサービス面での効果や、短時間で効果があらわれるものもあれば、
長い時間をかけて評価されるものもあり、多種多様な考え方もございますので、村民の満足
度を常に把握していくことが重要だと考えております。したがいまして、この点につきまし
ては、第五次総合計画の策定に当たり、村民の皆様方へのアンケート調査を実施し、村民の
声を吸い上げてまいりたいと考えております。
また、現在、行政評価委員会より出されました御意見に対しましては、各課で検討してお
りますので、遅くとも７月には行政評価委員会に報告ができるものと考えております。
また、つい先般でありますが、行政評価委員長から過去に行いました行政評価に対する村
の考え方等々を申し上げたところでございます。その内容につきまして、改善や、本当に職
員の努力のあとが見られるというような、委員長からわざわざ私にそんな報告をいただいた
ところであります。そうしたことを踏まえて、これからさらに職員とともに、行政評価を含
めまして、住みよい村づくりのために努力をしていかなければならないと感じたところでも
ございます。
続きまして、本村では景観行政団体への移行を目指しているため、５月８日から15日まで
の間、南箕輪村の景観を考えるワークショップを村内の５カ所の公民館で開催いたしました。
80名の皆様方に御参加をいただき、５人から６人が一人の班となり、昨年実施しました景観
のアンケート調査結果について、また村の景観のこれからを考えるなどのプログラムに沿っ
て、図面などを用いながら話し合い、最後には班ごとの発表を行ったところであります。そ
の中でまとめられました御意見の一例でございますが、心に残る景観としましては、やはり
経ケ岳、仙丈ケ岳の眺めや田園風景が出され、また残念な景観といたしましては、雑草や電
柱、電線、道端のごみなどでありました。これらの御意見や、また地域の中で特徴的な区域
などをまとめながら、景観について整理をしてまいりたいと考えております。
続きまして、先の臨時会の折に六次産業の創出につきまして御提案をし、また予算もお認
めをいただいたところであります。折しも、安部総理は成長戦略の一つとして、また環太平
洋連携協定、ＴＰＰへの理解を深めるためにも、農林水産業地域の活力創造本部を発足させ
ております。この中で、正式に農業・農村の所得倍増目標を掲げ、その施策といたしまして、
耕作放棄地を含め農地の集積を図る農地集積バンクを創設するとともに、今後10年間に六次
産業化を進め、農業・農村全体の所得を倍増させる戦略を策定するとしております。特に、
現在１兆円の六次産業化市場を10年間で10兆円に拡大していきたいとの表明もしております。
しかし、農業政策は本当にころころ変わっております。また、安定をしておりません。目標
の達成は容易なことではないと思っております。絵に描いたもちにならなければよいがとい
う、こんな思いもしておるところでございます。
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本村でも六次産業の検討をしていくことになっておりますが、今月中には六次産業化に向
けてのワーキンググループチームを設置し、村内から生産される農産物から何をどう加工す
るか、また販路、販売形態に至るまで調査、研究を重ねてまいります。村内の農産物の付加
価値を高めることで、所得向上や雇用創出につなげることもできればと考えております。し
かし、この事業は大変難しい面もありますので、腰を据えて、しっかりと取り組んでまいり
ますので、そんな点はぜひ御理解をお願いしたいというふうに思います。
そのほかの主な事業の進捗状況でありますが、南原保育園の増改築工事につきましては、
先の臨時議会で契約のお認めをいただきましたので、11月29日の竣工に向け工事が始まりま
した。工事に当たりましては、同園で小さなお子さんを預かっておりますので、細心の注意
を払うよう指示もしております。工程会議等でもその都度、確認をしてまいります。
そのほかでは、村のウェブページのプロポーザルも終了し、業者が決定しました。この後、
具体的なデザイン、フォーマット等の検討に入ってまいりますが、その折には議員の皆様に
も一緒に検討をしていただきたいと考えておりますので、御協力をお願いいたします。
また、田畑公民館の建築工事、役場庁舎の設計監理、サーバー機器の交換につきましては、
準備が整いましたので、今週の７日に入札会を開催する予定であります。
また、農業集落排水事業の終末処理場いずみ苑の改築工事でありますが、当初は下水道事
業の起債を活用し実施する予定でありましたが、改築後の用途が防火水槽、防災備蓄倉庫及
び郷土資料保管庫の改築等になることから、下水道事業での起債の借入ができないこととな
りました。したがいまして、今議会の補正予算に計上しておりますが、一般会計の防災対策
事業債に財源を組み替えて実施をしてまいります。その点もぜひ御理解をお願いいたします。
これからもスピード感を持って事業の推進を図ってまいりますので、よろしくお願いをい
たします。
また、３月末に厚生労働省の国立社会保障人口問題研究所より将来人口推計が発表され、
その後、問い合わせや取材が多くなってきております。国内大手雑誌社や、あるいはきょう
の午後にはテレビ局の取材も予定をされているところであり、反響の大きさに驚いておりま
す。しかし、人口増加対策というのは、現状に甘んじることなく、さらに対策の充実を模索
していかなければならないと考えております。
続きまして、広域的な事業につきまして申し上げます。
まず、伊那消防署の建設事業であります。５月30日に建設予定地内の地権者の皆様方と用
地の売買についての仮契約の締結に至りました。６月24日の否消防組合議会で議決をいただ
くことになっております。地権者の皆様方の御協力に感謝を申し上げますとともに、用地確
保に伴い、事業が大きく前進をしていくものと考えております。消防防災の拠点施設となる
よう、しっかり整備を進めてまいります。
また、伊那中央病院の救急救命センターの増築工事も、９月末の完成を目指して急ピッチ
で工事が進められております。大分建物が建ち上がってまいりました。救急救命センターは
住民にとっては極めて重要な施設であります。地域住民の安心の支えとなります。地域医療
の充実にも最大限の努力をしていかなければならないと考えておるところであります。
これから梅雨の時季に入ってまいります。冒頭申し上げましたが、異常気象が続いており
ますので、大変心配しているところでありますが、集中豪雨による災害がないよう願ってお
り、また万全の体制を取りながら対応をしてまいります。
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本定例会に提案を申し上げます議案は、議案が５件、報告が３件であります。全議案、原
案どおりお認めをいただきますようお願いを申し上げまして、開会に当たりましての御挨拶
とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
議

長（原

悟郎） 続きまして、諸般の報告を行います。

監査委員から、地方自治法第235条の２第３項の規定により、平成25年２月分から平成25
年４月分までの例月出納検査報告がありました。報告書はお手元に配付したとおりです。
これで諸般の報告を終わります。
続いて、行政報告を行います。これを許可します。
唐木村長。
村

長（唐木 一直） 行政報告を申し上げます。

報告第１号及び第２号は、経営状況の報告であります。南箕輪村土地開発公社並びに一般
財団法人南箕輪村開発公社の平成24年度決算がそれぞれ認定されましたので、地方自治法代
243条の３第２項の規定により報告をいたします。
報告第３号は、平成24年度南箕輪村一般会計の繰越明許費の繰越計算書であります。別紙
15事業に係る繰越明許費計算書を別紙のとおり調整いたしましたので、地方自治法施行令第
146条第２項の規定により報告をいたします。
細部につきましては、それぞれの報告書をごらんいただきたいと思います。
以上で、行政報告とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） これで行政報告を終わります。

本日までに受理しました請願・陳情は、請願２件、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いたします。
これから議案の上程を行います。
議案第１号「南箕輪村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正する条
例」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

長（原

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第１号「南箕輪村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する

条例の一部を改正する条例」について提案理由を申し上げます。
本案は、村の常勤の特別職の報酬について、村特別職報酬等審議会より答申を受け、所要
の改正を行う必要が生じたため、提案するものであります。
特別職の職員の報酬につきましては、毎年、年度末に審議会から答申をいただき決定をし
ておりますが、平成25年度につきましては、村長選挙のため５月10日に審議会から答申をい
ただいたところであります。答申を尊重し、答申どおり７月から支給される給料月額を、本
則の月額から３％減ずる条例改正をお願いするものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
御決定をお願いをいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

松澤総務課長。
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総務課長（松澤 伸夫） それでは、議案第１号に係ります細部説明を申し上げます。
ただいま理事者の提案説明でも申し上げたとおり、この４月に特別職報酬等審議会へ村議
会議員の報酬の額の改定及び村長、副村長等の常勤の特別職の給料の額の改定について諮問
をしたところであります。審議会の諮問事項に対する御意見では、ただいま理事者が申し上
げたとおりでございますけれども、村長、副村長、また教育長の給料の額につきましては、
平成25年７月１日より平成26年３月31日までの間、本則で定めた給料月額より３％を減額し
た額とするとの答申をいただきましたので、答申を尊重し、条例改正をお願いするものでご
ざいます。
それでは、新旧対照表により説明を申し上げたいと思います。
附則条項につきましては、１項を追加し、第22項を設けております。第１条に規定する常
勤の職員の給料月額は、平成25年７月１日から平成26年３月31日までの間におきまして、条
例の規定にかかわらず、規定による給料月額から100分の３に相当する額を減額した額とす
るものでございます。ただし、期末手当及び退職手当の算出基礎となります給料月額につき
ましては、減額前の給料月額を適応するものでございます。
２枚目にお戻りをいただきまして、附則でございますが、この条例は公布の日から施行す
るものでございます。
以上で細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） これから、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。
４番、小坂泰夫議員
４

番（小坂 泰夫） ４番、小坂です。

この条例の提案につきましては、本会議以前からも理事者側、執行部側から説明もござい
ましたが、一応、本会議は重要だと思いますので、あえてこの場で質問させていただきます。
まず、特別職報酬審議会の答申ということで、１点目ですけれども、今回の議案第１号に
つきましては、特別職の、特に先ほど説明のありました村長、副村長、教育長という特別職
の給与削減の提案なんですけれども、現実には、皆さん御存じのように、今後、国から示さ
れている交付税の減額を、ある意味、圧力をかけた地方公務員の給与削減のことまで影響が
あることだと私は思います。つきましては、特別職報酬審議会さんなので、現実に今の国の
情勢、交付税の減額、地方公務員の給与削減についてのこともあわせて、そういったことも
かんがみられて今回の３％減を提案されたのか、それは全く別なのか、そこの点の内容、わ
かりましたらお答えいただきたいと。
また、村長御自身もそのことについて十分御承知だと思いますので、村長の特別職の給与
３％削減についての今後の影響について、村長自身どのように思われているか、以上、お尋
ねします。二点お願いします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 特別職報酬等審議会の答申の内容の面でございます。職員の話も

ありました交付税の減額等々に絡みまして、国家公務員の給料を減額しておりますので、地
方公務員にも減額をということで、国のほうからそんな方針も出されておるところでありま
す。
私は、職員の人件費と地方交付税の関係につきましては、これは地方分権の面から言えば、
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本当におかしな話だなというふうに思っておるところであります。国が地方交付税で地方を
縛っていくという、こういうことはいかがなものかと感じておるところでもございます。こ
れから、さらに地方分権や地域主権の時代、こういったことを模索していかなければならな
い時代でありますので、そんな点も全国町村会として国に意見を申し上げているところであ
ります。
そんなことでありますけれども、答申の内容につきましては、そういったことも含まれて
の答申という、こういう内容となっております。本則の支給でもいいが、そういった面もあ
るので、３％の減額が望ましいという答申となっておりますので、その点はぜひ御理解をお
願いしたいと思います。
職員への影響でございます。職員の給与につきましては、条例で定める、他の地方公共団
体や民間の給与等を勘案して、条例で定めるということになっておりますので、その辺につ
きましては、またこれから職員組合と話をしながら、協議をしながら、いずれかの時期で臨
時会をお願いしていく予定で考えておるところであります。
議

長（原

悟郎） ほかに質疑はございませんか。

〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

続いて、議案第２号「南箕輪村新型インフルエンザ等対策本部条例」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

長（原

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第２号「南箕輪村新型インフルエンザ等対策本部条例」につ

いて提案理由を申し上げます。
本案は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行に伴い、国による緊急事態宣言が発
令されたときは、直ちに市町村はインフルエンザ等対策本部を設置し、対策本部に関し必要
は事項は市町村の条例に定めるよう規定されているため、提案するものであります。
また、この条例の附則に新型インフルエンザ緊急事態派遣手当を新たに加えるための職員
給与条例一部改正をあわせて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
御決定をお願いをいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

清水住民福祉課長。
住民福祉課長（清水 麻男） それでは、議案第２号の細部説明を行います。
この条例でありますけれども、新型インフルエンザ等対策特別措置法、これが本年の４月
13日に施行されたことに伴いまして、市町村対策本部に関し必要な事項は市町村の条例で定
めるよう規定されたため、制定するものでございます。
条例第２条でありますけれども、対策本部の組織の中に対策本部長、対策副本部長、本部
員等を置くものと規定しております。
第３条第１項では、必要に応じ会議を招集し、第２項では、国の職員、その他村職員以外
の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し意見を求めることができると規定してお
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ります。
第４条では、必要があれば部を置くことができると規定しております。
第５条では、対策本部に関し必要な事項は本部長が定めると規定しております。
また、議案書の２ページの附則の第２項をごらんいただきたいと思います。
附則第２項でありますが、インフルエンザ対策措置法で規定されておりますインフルエン
ザ緊急事態派遣手当の関係で、一般職の職員の給与条例と調整する必要が生じたことから、
南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例の一部の改正を行うものであります。
３ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。左側の改正後をごらんいただき
たいと思います。
まず、第２条の条文中のアンダーラインを引いてある箇所でありますが、職員の給与の種
類に新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当を加えるものであります。
その下、下段の第34条の災害派遣手当を支給するものの中に、「インフルエンザ緊急事態
措置の実施のため派遣された職員」を加えるものであります。
議案書の１ページに戻っていただきまして、一番下の附則の第１項でありますが、この条
例は公布の日から施行するものであります。
以上で細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） 議案第２号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

次に、議案第３号「南箕輪村の日を定める条例」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

長（原

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第３号「南箕輪村の日を定める条例」について提案理由を申

し上げます。
南箕輪村は、1875年、明治８年に誕生して以来、合併も分離もなく、また活力ある元気な
村として今日に至っております。村民の皆様方が郷土の歴史を振り返り、先人たちのたゆま
ぬ努力に感謝するとともに、郷土についての理解と関心を深め、より豊かな郷土を築き上げ
ることを期待する日としましては、２月18日を南箕輪村の日として定めるものであります。
細部につきましては、担当課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議をいただ
き御決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

松澤総務課長。
総務課長（松澤 伸夫） それでは、議案第３号に係ります細部説明を申し上げます。
２枚目をごらんいただきたいと思いますけれども、前文につきましては、ただいま理事者
の提案説明で申し上げたとおりでございますので、省略をさせていただきます。各条項に沿
って説明をさせていただきます。
第１条は目的でございますけれども、村民が郷土について理解と関心を深め、ふるさとを
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愛する心をはぐくむことにより、村の発展と村民の福祉の増進に資することを目的としてお
ります。
第２条では、南箕輪村の日を２月18日と定めるものでございます。
第３条では、行事を定めておりますけれども、村は啓発を行うとともに、南箕輪村の日を
中心に、その目的にふさわしい行事を行うものと規定しております。また、第２項では、村
は村民及び団体に対し、行事の実施に当たり協力を得るよう努めるものとしております。
第４条では、本条例の施行に関し必要な事項につきましては、村長が別に定めるとする委
任規定でございます。
附則でございますけれども、交付の日から施行するものであります。
以上で細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） これから議案第３号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） ２番、久保村です。

南箕輪の発足の状況を村民にお知らせをし、この村が長く村民のために継続していくとい
うことをお知らせすることは大事だと思います。ただ、よくいろいろな記念日というものが
ありますが、これは押しつけるべきものではない、そういうふうに考えます。コンニャクの
日とか、いろいろ数字のごろ合わせでつくっているものもあるわけですが、南箕輪村の日と
いうのは発足の日を皆さんにお知らせするということから始まりますから、定めることはい
いと思います。しかし、これは押しつけではなく、お知らせをしていく、そのことが一番中
心だと思います。
そんな点で、予算にも一定の金額を持ってありますが、今後、この啓発、あるいは行事を
するということについて、どのような考え方、あるいは案があるのか、これについてお聞き
をします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 考え方だけ申し上げて、また行事等の内容につきましては担当課

長から申し上げます。
押しつけにならずという、こういうことであります。まさに、そのとおりであろうという
ふうに思います。今、いろんな日が制定されており、されようとしております。近々という
か、盛り上がっているのは山の日の制定、そんな議論もあるところであります。
南箕輪村の日というのは、もちろん発足した日ということで、合併もせずに、分離もせず
に村民の皆様方、先人が築いてこられた今日があるわけでありますので、そういったことを
お知らせをして、村についての歴史を学んでもらうとか、いろんなことの行事もしていかな
ければならないというふうには思っております。しかし、肩ひじを張らずに、長い目でやっ
ていくことが大切かなと考えておるところでもあります。したがいまして、通常の部分、少
し行事をしていくという、こんな状況であります。ただ、平成26年、この条例が可決をいた
だければ、平成26年の２月18日、最初でありますので、そのときはいろんな行事をこれから
検討しながら実施してまいりたいというふうに考えております。
折しも、冒頭の挨拶の中でも申し上げましたけれども、道州制が今、議論をされておりま
す。私は、本当に小規模町村を否定するものだというふうに考えております。そんなことも
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ありますので、村を大切にする、こんな日になればなという思いもあるところであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） 松澤総務課長。

総務課長（松澤 伸夫） 今年度につきましては、今、村長が申し上げたとおりであります
けれども、初回でもありますので、記念式典が中心の事業というふうに考えております。各
課で検討しているところでありますけれども、次年度以降につきましては、この日を記念と
して考えられるイベント、こういったことをそれぞれ考えておりますので、もうしばらく時
間をいただきたいと思います。
なお、今年度につきましては、各課で検討した内容に基づきまして、９月の定例議会にお
きまして補正予算をお願いしたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いしたい
と思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ほかに質疑はございませんか。

９番、唐沢由江議員。
９

番（唐沢 由江） ９番、唐沢です。

南箕輪村の日を定める条例というのは、本当に古きをたずねて新しきを知ると昔から言わ
れていますけれど、先人の方々が、昔の歴史をたどるというか、その史実がありますので、
1,000円の文化財の本とか、村史だとか、そういったものが住民に余り知られていないので、
そんなのも普及の材料にしていただいて、押しつけとかそういう問題ではなくて、南箕輪は
どんな村だったんだろうかということをたどって、勉強をしてもらうきっかけになればいい
なと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） 松澤総務課長。

総務課長（松澤 伸夫） 提案として受けとめていきたいと思います。ありがとうございま
した。
議

長（原

悟郎） ほかに質疑はございませんか。

〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

続いて、議案第４号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第２号）」を議題といたし
ます。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木

一直）

議案第４号「平成25年度南箕輪村一般会計予算補正予算（第２

号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、中野原橋修繕委託、いずみ苑改築工事、消防広域化に伴う負担金などの補正が主
なものであります。歳出が歳入を上回る額は予備費で調整し、規定の歳入歳出予算の総額に
3,826万3,000円を追加し、歳入歳出の総額を53億8,691万9,000円とするものであります。
細部につきましては副村長及び担当課長から御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。
13

議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

加藤副村長。
副 村 長（加藤

久樹）

それでは、歳出から細部説明を申し上げますので、13ページを

ごらんいただきたいと思います。
３の歳出でございます。02款の総務費、総務管理費の0201一般管理事務であります。42万
8,000円の減額でございます。先ほどの１号議案に関係するものでございますけれども、給
料と共済費の減額でありますが、特別職等報酬審議会からの答申に基づきまして、村長と私
の給料になるわけでございますけれども、100分の３減額をすると、こういうものでござい
ます。
23ページに給与費明細がございますので、そちらについては再度説明申し上げませんが、
ごらんいただきたいと思います。
続きまして、0242の地域づくり推進事業であります。597万円の増額でございます。委託
料で397万円増額をお願いするものでございますが、イメージキャラクターとしまして村の
まっくんのぬいぐるみ、これをつくってまいりたいということで160万円、それから先ほど
３号議案にございましたように、村の日の委託料ということで、村の映像を制作したいとい
うふうに思っております。これで237万円でございます。
次の負担金補助及び交付金でありますが、200万円の増額。これはコムにティ助成事業、
南原地区の自主防災組織への補助金でございます。
次の戸籍住民台帳費でありますが、0265戸籍住民基本台帳事務で４万1,000円の増額をお
願いするものでございます。需用費でございますが、消耗品といたしまして住基カードへ貼
るシールでございますが、住基カードは当初の発行からことしの８月で10年が経過しまして、
有効期限が来たカードにつきましては新しいカードに更新をしていくわけでございますけれ
ども、このシールを貼ることによりまして、住民票と印鑑証明の発行に限ってでありますけ
れども、コンビニ等でも発行を受けられるように、このシールを貼ることによりカードを更
新しなくても使用ができるという形の措置として、上伊那統一で取り組んでいくものでござ
います。
次のページにまいりまして、0275の村長選挙事務でございますが、408万7,000円の減額で
ございます。01の報酬から14の使用料及び賃借料まで、村長選挙が無投票となったための不
用額でございます。
次のページをごらんいただきたいと思いますが、04款で衛生費になります。保健衛生費で
0406市町村母子保健事業でありますが、33万9,000円の増額であります。需用費で18万円で
ありますが、木育・食育事業といたしまして、消耗品でありますとか、ポスターの印刷製本
費等でございます。次の備品購入費でありますが、同じく木育・食育事業での備品といたし
まして、教室で使用する備品代でございます。
次のページにまいりますが、06款の農林水産業費、林業費の0651林業振興事業であります。
1,109万1,000円の当初予算額に増減はございません。財源の組み替えのみとなりまして、先
ほどの木育・食育事業に関係いたします事業、これが元気づくり支援金の対象となりました
ので、一般財源を減額し、県の支出金へ財源を組み替えるというものでございます。
次に、07款の商工費であります。0703の観光振興事業であります。こちらも2,559万2,000
円の当初予算に対して増減はございません。こちらも財源の組み替えでございます。ノルデ
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ィックウオークに関係いたします、こちらも元気づくり支援金関係で、財源がこれは前回の
臨時議会の中で予算を組み替えている部分がございますが、その事業が県の補助金から、こ
ちらにつきましては、先ほどとは逆に落としまして、一般財源の対象とするものの組み替え
でございます。
次に、08款の土木費でありますが、道路橋梁費で0806の国庫補助道路改良事業であります。
2,100万円の増額であります。委託料でありますが、中野原橋の修繕の関係の委託料、それ
から荒井坂橋他の詳細設計の委託料それぞれでございます。次に、都市計画費で0820の都市
計画総務事務でありますが、5,100万円の減額でございます。先ほど村長の挨拶の中でも触
れておりましたけれども、下水道事業会計繰出金、これを減額するものでございますが、農
集の処理場の改築、これが下水道事業債、これの計画をしておりましたけれども、これを防
災関係の起債事業の対象とするために減額し、防災対策事業のところでこの分を増額となる
わけでございますので、お願いをいたします。
次のページの09款、消防費であります。0901の常備消防事務で1,722万7,000円の増額であ
ります。負担金補助及び交付金でありまして、伊那消防組合構成市町村負担金となっており
ますが、消防無線デジタル化、それから司令センター事務費等でございます。それから、防
災対策費でありまして、0930の防災対策事業でありますが、5,127万5,000円の増額をお願い
するものであります。主なものは、先ほど申し上げましたように、いずみ苑の改築に伴う
5,100万円分で、その分が13の委託料の100万円、それから15の工事請負費の5,000万円、こ
こに計上をされております。そのほかでは、報償といたしまして２万円、東日本大震災避難
者交流会講師の謝礼の関係、需用費で20万5,000円、同じく東日本大震災避難者の交流会に
関するもの、使用料及び賃借料、こちらも東日本大震災の避難者の交流会に関するものとい
うことで計上をしております。この東日本大震災避難者交流会といいますのは、上伊那地域
に避難をしている皆さん、この皆さんの交流をするための事業ということで、昨年から始ま
っているようでございますけれども、市町村を会場をかえてやっているということで、今年
度、南箕輪村で会場を受け持ってくれということで、受け持つことになりました。したがっ
て、そこにございますように、合計で27万5,000円になりますが、これを計上いたします。
なお、この費用につきましては、一たん開催地が全額予算計上し、支出するわけでございま
すけれども、全額を県費で補助されるということになっておりますので、この分につきまし
ては、また入のところで出てまいります。
10款の教育費であります。教育総務費の1001教育委員会事務でありますが、３万1,000円
の増額でございます。報償費でございますが、教育委員会の評価委員会、村では既に評価委
員会を組織し、事務事業を評価いただいておりますが、教育委員会事業につきましても委員
会を組織して評価をしているという形で、報償費を計上するものでございます。次に、事務
局費の1002の教育委員会事務局事務でありますが、17万7,000円の減額でございます。こち
らにつきましては、特別職の報酬と同様、教育長の給料につきましても100分の３を減額す
ると、こういう形で給料、それから共済費、それぞれ減額をするわけでございます。給与費
明細につきましては、教育長につきましては一般職の欄に入っておりますので、24ページに
給与費明細がございますので、こちらについても細部の説明は申し上げませんので、ごらん
いただきたいと思います。次に、教育住宅費で1003教員住宅管理事務でありますが、８万１，
000円の増額でございます。需用費でありますけれども、教員住宅の修繕に関する分であり
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ますが、春先の強風でテレビアンテナが倒れてしまった、あるいは給湯器に水漏れが出てい
るというようなことで修理をするものでございます。次の教育振興費の1005教育振興事務で
ありますが、５万3,000円の増額であります。備品購入費でありますが、学童クラブの関係、
児童増に伴ってロッカーを購入したいというものでございます。
小学校費であります。次のページをごらんいただきたいと思いますが、1017の南部小学校
管理事務で45万7,000円の増額をお願いするものでございます。需用費で20万円であります
が、南部小学校については井戸を使い、自前の水道を持っているわけでございますけれども、
ポンプからの配管部分に修繕の必要が出てきたということで、20万円をお願いするものでご
ざいます。それから、備品購入費でございますが25万7,000円、教材用備品購入費というこ
とで、校庭にサッカーゴールを設置するというものでございます。学校建設費の関係であり
ますが、1016南部小学校改築事業であります。367万5,000円の増額をお願いするものであり
ます。委託料でありまして、増築工事、平成27年からクラスが増になる見込みでございます
ので、この対応のための設計委託料でございます。
次に、中学校費でありますが、1020の中学校管理事務でありますが、74万4,000円の増額
でございます。負担金補助及び交付金として74万4,000円でありますが、南三陸復興支援の
交流補助金ということでありますが、中学校は東日本大震災後から落ち穂拾いの販売代金を
送るなど支援と交流を続けている静川中学校というのがございますが、この南三陸町の震災
後の現状、２年と３カ月がたっているわけでありますけれども、今でも津波のすごさ、こう
いったものがまだ完全に復興していないという状況でございます。そんな状況を生徒が自分
たちの目で見て、そして地元の人と交流をし、今後、自分たちに何ができるのか、こういう
ものを考える機会にしたいと。やはり、そういったことで交流はしておりますが、やはり直
接現地を見て交流したいということで、中学校で計画をする事業でございます。次の1063の
大芝公園管理総務事務でございますが、65万円の増額でございます。工事請負費であります
が、南原運動場の照明灯の関係の更新であります。こちらにつきましては、現在、カード式
の照明になっておりますけれども、感知が鈍くなってきておりまして、料金を払って使用し
ているという形の中で、利用者からの苦情等もございます。これをコイン式にかえると、こ
ういう工事でございます。
14款、予備費でありますが、758万8,000円の減額ということで、財源調整でございます。
歳出については以上でございます。
続いて、歳入の説明を申し上げますので、９ページをごらんいただきたいと思います。
歳入で16款の国庫支出金であります。土木費の国庫補助金で1,265万円の増額となります。
社会資本整備の交付金で、出のところでありましたが、中央道中野原橋、そして荒井坂橋等
の関係の交付金の増でございます。
17款の県支出金でありますが、総務費の県補助金で33万9,000円の増額であります。元気
づくり支援金として、木育・食育の関係であります。若干、予算の組み替えがございますの
で、真ん中の観光振興事業、これがノルディックウオークに関係する分、これは19万5,000
円減額となりますが、一番上の林業振興の28万7,000円、３行目の市町村母子保健事業24万
7,000円、こちらは増となりまして、差し引きで33万9,000円が元気づくり支援金、増額とな
るものであります。次の、消防費の県補助金でありますが、27万5,000円の増額であります。
住宅手当等緊急特別措置事業補助金、これが先ほど申し上げました東日本大震災の避難者交
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流費のことで、事業名としてはこういう事業の補助のようであります。これが全額入となっ
てまいります。
次のページへまいります。
22款の諸収入であります。雑入で200万円であります。コミュニティ助成事業、南原自主
防災組織の助成金であります。
次の23款、村債でありますが、消防費で2,299万9,000円でございます。防災対策事業とい
たしまして700万円、これが農集排、いずみ苑の改築に関係する分であります。一般単独事
業債で1,599万9,000円、こちらにつきましては消防広域化に伴う部分の消防無線のデジタル
化、それから司令センター建設費、これに関係する起債でございます。
歳入は以上でございます。
５ページをごらんいただきたいと思います。
債務負担行為の補正であります。消防司令センターの整備、消防緊急無線デジタル化整備
工事に伴う負担金ということで、平成25年６月３日から平成27年３月31日までということで、
8,246万1,000円の債務負担をお願いするものでございます。
続きまして、次のページの第３表の地方債の補正でありますが、先ほど歳入のところで計
上いたしました二つの事業の起債であります。防災対策事業債、いずみ苑の改修工事であり
まして700万円、こちらにつきましては充当率が対象事業の75％、交付税措置が30％ある起
債でございます。次の緊急防災減災事業債、こちらにつきましては1,599万9,000円、これは
充当率100％、交付税措置率70％という起債でございます。
以上で細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） 議案第４号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） 議長、済みません。議長に質問なのか、執行部に質問なのか、大

変申しわけないんですけど、私も議運におりまして、13ページの特別職の給与の削減と、南
箕輪村の日の委託料が今回含まれていて、これがきょう即決だと思うんですけれど、よろし
いですか。議案第１号と第３号は本日即決でなくて、この予算を即決してしまうのは、ちょ
っと順序的にどうなのかと、そこら辺をお聞きしたいんですけど。
議

長（原

副 村 長（加藤

悟郎） 加藤副村長。
久樹）

一般的に条例と予算が出る場合、考え方としては、条例が先の

ような感じもいたしますけれども、制度上は予算先決が、予算が伴わないものについては、
いわゆる執行ができませんので、基本的には予算が先という形になっておりますけれども、
同時の、同じ議会に提出をしていれば、これはいわゆるどちらが先という解釈をせずにいい
と、こういう解釈がされております。いわゆる会期、完全に議会を別の議会として出すと違
いますけれども、そういう形で解釈をされておりますので、こちらにつきましては、上程を
するときにそういった検討も事務局側ではしていただいてありますけれども、そんな解釈を
しているところでございますので、そのように御理解をお願いしたいと思います。
議

長（原

悟郎） ほかに質疑はございませんか。

２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） ２番、久保村です。
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18ページ、土木費の中野原橋の修繕ということです。長寿命化ということで調査をされ、
これを修繕するということなんですが、どのような工事、概要をお聞きいたします。どのよ
うな工事がされるのかという。それと、調査をした結果の傷みぐあい等、今後の長寿命化と
いうことで、どういう形で延ばしていくのかというあたり、総体のことについてお聞きいた
します。
議

長（原

悟郎） 出羽澤建設水道課長。

建設水道課長（出羽澤平治） では、この中野原橋の修繕工事の大まかな概要を説明したい
と思います。
昨年度の予算の中でお認めをいただきまして、ネクスコを中心といたしまして修繕方法に
ついての検討をしていただいております。状況としましては、床板等の修繕、それから防護
ネットの対応、それから外側から見ましてコンクリートの剝離、鉄筋の露出等の状況が見ら
れております。以上、それらの修繕対応をすることによりまして、橋の寿命が延びるという
ことになりまして、結果として橋のかけかえ等が先送りになるということで、負担軽減が図
れるというような工事を予定しております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） 下は当然、中央道は通行はしながらやるということになると思う

んですが、結構大がかりな防護もされるということだと思うんですが、どのぐらいの期間を
見込んでいるのか、そこをお聞きします。
議

長（原

悟郎） 出羽澤建設水道課長。

建設水道課長（出羽澤平治） 工事の期間はちょっと定かではありませんが、基本的にはネ
クスコへ委託する方向を考えております。
工事の方法としましては、片側車線を規制いたしまして、片側通行によりまして片側ずつ
工事を行い、終了した段階で片側へ移るという、こういった工法を考えております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ほかに質疑はございませんか。

５番、加藤泰久議員。
５

番（加藤 泰久） ５番、加藤です。

13ページの地域づくり推進事業の負担金で、コミュニティ助成事業助成金、この内容につ
いて説明をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 松澤総務課長。

総務課長（松澤伸夫） 今年度のコミュニティ助成事業でありますけれども、南原区の自主
防災会が該当しております。４月24日付で事業の決定通知をいただいたところでございます
けれども、総事業費が200万9,000円、事業内容としましては、避難生活用のテント４張、Ａ
ＥＤ一つというようなものが主なところであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） ３番、山﨑です。

15ページの市町村母子保健事業の中で、需用費、備品購入費がありますが、木育というこ
とではしを購入されるというような話をお聞きしておりますが、これは社協というか、ひま
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わりの家というか、そういうところを通じて購入をされる予定があるのかどうかということ
であります。
それから、19ページの東日本大震災避難者交流会の一連の補正が盛られておりますが、時
期や概要が計画的にわかりましたら教えていただきたいということと、このように避難者だ
けでなく、ことしは南箕輪で行われるということですので、例えば南箕輪の村民の方が一緒
に参加できるものかどうかという、その辺のところもお聞きしたいと思います。
議

長（原

産業課長（原

悟郎） それでは、先に原産業課長。
茂樹） まず、はしの関係でございますが、これにつきましては、先の補

正予算のところで盛らせていただいた内容、また本日のところでも財源組み替えということ
で16ページにも記載してございますが、はしをつくるところまでは木育の分野ということで、
農林水産業費のほうで盛らせていただいております。はしの作成につきましては、今、お話
にございましたように、南箕輪村社会福祉協議会のひまわりの家のほうにお願いをするとい
うことで進めております。
議

長（原

悟郎） 続いて、松澤総務課長。

総務課長（松澤 伸夫） 事業の概要でございます。あくまでも今の段階では案ということ
になりますけれども、実施時期につきましては７月７日、日曜日を予定しております。午前
10時から２時ごろまでということであります。場所につきましては大芝公園で、それぞれ事
業を行うわけですけど、その内容といたしまして、今、これからそれぞれの該当者にアンケ
ートをとっていただいてするわけですけど、四つのコースを考えてみたいと思っています。
一つは、みんなの森を散策するコース。また、２点目はマレットゴルフをしていただくコー
ス。３点目は、温泉と公園の散策コース。４点目は、まっくんと公園の探索コース。この４
点について、それぞれ御意見を聞いて実施してまいりたいというふうに考えております。
それから、住民が参加できるかどうかということでありますけれども、特段、今まで住民
の参加ということはなかったと思いますけれども、多くの人間でなければ問題はないかと思
いますので、希望があれば総務課のほうに御連絡をいただければというふうに思っておりま
す。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） はし、今、社協のほうを通じて購入されるということですが、現

場ではしをつくるのはなかなか大変な話だという話をちらっと聞きました。時間がかかると。
なかなか洗い、削りから磨くまでは時間がかかるということですので、十分な期間と、でき
ればその辺のところに対する、これからも長く続く事業だと思いますので、道具だとか、教
える人だとか、そういう体制についても、これは違う部分になるかと思いますが、この辺の
ところについても継続的に支援ができるような形をまた考えていってもらいたいというふう
に思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） 要望でよろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。
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時間が過ぎておりますけれども、もう１議案でありますので、続けて進めさせていただき
ます。
次に、議案第５号「平成25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。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

長（原

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第５号「平成25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、いずみ苑の跡利用に伴う改築工事について下水道事業債を見込んでおりましたが、
既存の貯水槽を利用した防火水槽などへの転用については、下水道事業債の対象とならない
ことが判明しましたので、起債の対象となる消防防災対策事業により実施をするものであり
ます。
また、浄化センターの耐震診断につきましても対象外となりましたので、これらの事業に
係る資本的収入7,240万円及びいずみ苑の改築工事と工事監理委託料5,100万円の支出を減額
するものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき御
決定をお願いをいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

出羽澤建設水道課長。
建設水道課長（出羽澤平治） それでは、議案第５号「平成25年度南箕輪村下水道事業会計
補正予算（第２号）」について細部説明を申し上げます。
６ページをごらんいただきたいと思います。
予算実施計画明細書によりまして説明を申し上げます。
01款、下水道事業、資本的収入でございますが、7,240万円を減額し２億862万2,000円と
するものであります。内容につきましては、01項01目の下水道事業債の2,140万円の減額と、
05項02目の一般会計からの補助金5,100万円を減額するものであります。内訳としましては、
いずみ苑の改築工事及び浄化センターの耐震診断に係る下水道事業債の減額と、いずみ苑の
改築工事等に係る一般会計からの補助金の減額であります。
次に、７ページをごらんいただきたいと思います。
01款、下水道事業資本的支出でございますが、5,100万円を減額し４億8,633万8,000円と
するものであります。内訳につきまして、9430事業の施設建設事業でいずみ苑改築工事に係
る管理委託料100万円と改築工事5,000万円を減額するものであります。この工事等について
は、一般会計予算で対応する予定であります。
それでは、２ページにお戻りいただきたいと思います。
第３条の資本的収入及び支出になります。収入の第１款、下水道事業資本的収入でありま
すが、7,240万円を減額し２億862万2,000円とし、その内訳は、第１項の企業債で2,140万円、
第５項の補助金で5,100万円を減額するものであります。支出の第１款、下水道事業資本的
支出でありますが、5,100万円を減額し４億8,633万8,000円とし、その内訳は、第１項、建
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設改良費としまして5,100万円を減額するものであります。
したがいまして、資本的収入額が資本的支出に対し不足する額を２億7,771万6,000円に、
また当年度分損益勘定留保資金を8,743万6,000円にそれぞれ改めて補填するものであります。
次のページになりますが、第４条、企業債でありますが、起債の限度額を2,140万円減額
しまして5,330万円とするものであります。
続きまして、３ページになります。
第５条で他会計からの補助金でありますが、一般会計からの繰出金5,100万円を減額しま
して２億6,571万9,000円とするものであります。
あとはごらんをいただきまして、以上、細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） 議案第５号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

これから、議案に対する討論、採決を行います。
議案第４号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第２号）」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第４号を採決いたします。
議案第４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第４号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第２号）」は原案のと
おり可決されました。
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
本日はこれにて散会いたします。
事務局長（堀

正弘） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕お疲れさまでした。

議

悟郎） 委員会に付託されました請願・陳情の審査のため、委員会の開催

長（原

をお願いしたいと思います。
総務経済常任委員長。
総務経済常任委員長（山﨑 文直） 総務経済常任委員会を、第一委員会室で40分から始め
たいと思います。
議

長（原

悟郎） 福祉教育常任委員長。

福祉経済常任委員長（丸山

豊） 同じく、第三委員会室において40分から開催いたしま

す。
散会 午前１０時２５分
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議 事 日 程（第２号）
平成２５年６月１２日（水曜日） 午前９時００分 開議
第１ 一般質問（受付順位第１番から）
６番

丸 山

豊

７番

山 口 守 夫

８番

都 志 今朝一

２番

久保村 義 輝

９番

唐 澤 由 江

１番

百 瀬 輝 和

３番

山 﨑 文 直

1

○出席議員（１０名）
１番

久保村 義 輝

６番

丸 山

２番

百 瀬 輝 和

７番

山 口 守 夫

３番

山 﨑 文 直

８番

都 志 今朝一

４番

小 坂 泰 夫

９番

唐 澤 由 江

５番

加 藤 泰 久

１０番

原

豊

悟 郎

○欠席議員
なし

○説明のため出席した者
村

長

唐 木 一 直

子育て支援課長

有 賀 由起子

副

村

長

加 藤 久 樹

産 業 課 長

原

教

育

長

征 矢

鑑

建設水道課長

藤 田 貞 文

総 務 課 長

松 澤 伸 夫

教 育 次 長

田 中

会計管理者

中 尾 由美子

教育委員長

清 水 篤 彦

財 務 課 長

山 﨑 久 雄

住民福祉課長

清 水 麻 男

○職務のため出席した者
議会事務局長

堀

正 弘

議会事務局次長

城 取 晴 美

2

茂 樹
聡

会議のてんまつ
平成２５年６月１２日
事務局長（堀

午前９時００分 開議

正弘） 御起立願います。〔一同起立〕おはようございます。

〔一同「おはようございます」着席〕
議

長（原

悟郎） 御苦労さまです。

ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開
きます。
会議に入る前に御報告いたします。
有賀代表監査委員から、都合により欠席する旨の連絡がありました。
本日より一般質問を行います。本定例会の一般質問は、一問一答方式により行います。質
問時間は答弁も含め１人50分となります。時刻掲示板の確認をしながら、時間内で質問、答
弁が終わるようにお願いいたします。件名ごとそれぞれ的確な質問、答弁をお願いします。
また、発言は挙手をし、議長の許可を得てから行ってください。
それでは、届け出順に発言を許可いたします。
６番、丸山豊議員。
６

番（丸山

豊） おはようございます。議席番号６番、丸山豊であります。トップ

バッターですけれども、よろしくお願いいたします。
先に通告いたしました安全安心についての大きな項目４件について質問をさせていただき
ます。安全安心については、誰もが求めるものであり、健常者はもとより、子供、高齢者、
障害者、どなたでも安全安心を享受するのは当然の権利であります。１、２点目の質問は、
地域の皆さんからいただいた御意見であり、村が直接携わっているということではありませ
んが、１点目の病院については深くかかわり、２点目は住んでいる場所ということでもあり
ますので、よろしくお願いいたします。
それでは、１点目の医療に対する安心についてお尋ねいたします。
村長も村報の中でおっしゃっている生活の安心分野、この分野はすそ野が広く、福祉に関
してはボランティア組織で対応可能なところもありますが、医療となるとそうはいきません。
今回、地域の方からの御意見もあったことで、昨年に引き続き中央病院についてお聞きした
いと思います。
「はい！！中央病院です」という広報紙４月号には、川合病院長のお言葉が掲載されてお
りました。平成25年度は10周年目の節目を迎えるとのこと。救急救命センター、研修センタ
ー等が10月にオープンされ、救急救命センターは機能が一段と向上し、研修センターは内視
鏡手術などの各種医療技術をトレーニングするためのシミュレーターを導入し、多くの医療
者の技術向上が期待できる。また、各診療科の外来スペースも拡張し、最新鋭の医療機器の
導入や更新を行い、診療機能の向上が図られ、さらに歯科、口腔外科の新設、重症な患者に
対するハイケアユニットの一般病棟設置など、ソフト、ハードにおいて一層の充実を図り、
患者さんの満足度が高くなるようと決意を示しておられます。地域に住む者として、お世話
になっている基幹病院が充実されるのは本当に安心できることであり、期待もできるもので
す。
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広報の２月号には、患者満足度調査の結果が紹介されています。入院については、食事設
備を除き、満足度90％を超えていますし、外来についても、待ち時間についてが50％余で芳
しくない点でありましたが、ほかの項目は90％以上と、利用された患者さんはおおむね良好
な数字をあらわしておりました。
ただ、上伊那は、それに南箕輪はすばらしいところ、住んでみたい、子供を育てるなら、
ついの住みかならここだと思い家を建てた人も大勢いますし、また転勤で伊那に居住してい
る人など、他所から来られた方は中央病院に対し、どんな評価をしているのでしょうか。県
内でもお医者さんの少ない、看護師さんの少ないと言われる医療過疎のこの伊那で、満足度
が100に足らない部分は、もしかしたらこの方たちではないでしょうか。大きな期待を抱い
ていた方たちでしょうか。
１点目の質問です。昨年の３月定例会では、がん診療について伺った経過があります。続
きということでお願いいたします。
設備等の充実は、広報の病院長説明で理解できましたが、医師、看護師数の増減はいかが
でしょうか。昨年の３月の質問から、病院全体でどの程度充実したかお願いします。また、
がん診療連携拠点病院の機能評価結果及び医療機能評価機構による審査結果については、ど
のような評価結果をいただいたのでしょうか、お願いいたします。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ６番、丸山豊議員の御質問にお答えをいたします。

安心安全面につきましての項目の中で、まず医療の安心、中央病院の医療体制の充実と機
能評価結果についての御質問でございます。
昨年の３月１日の医師、看護師数と、本年の６月１日現在の医師、看護師数の増減であり
ますが、医師は正規で３人、臨時４人、計７名増となっております。また、看護師数ですが、
正規35人、臨時18人、合計で53人の増となっております。医師、看護師は年々増員をしてい
るという状況であり、この辺は大変ありがたいなというふうに思っているところであります。
地域がん診療拠点病院の指定でございますが、４年ごとに更新が必要で、その前年に県の
現地調査、機能評価が実施をされております。伊那中央病院は平成21年の４月１日に指定を
受けましたので、平成25年４月が更新でありました。24年度に現地調査、機能評価を受けた
ところであり、それに基づきまして平成25年、再度指定となりました。
この評価につきましては、点数評価ではなくて、診療に対する相対調査であります。指定
を受けましたが、県の指摘が６項目ありました。６項目の指摘事項を申し上げます。化学療
法委員会の充実、これが挙げられております。これは取り組み中であります。また、２番目
として、がん相談支援センターの機能の充実、これも取り組み中であります。地域連携クリ
ニカルパスの積極的な運用、これも取り組み中であります。４番目といたしまして、地域に
おける医師等を対象とした研修会のさらなる推進、これも取り組み中であります。５番目と
いたしまして、がん診療連携拠点病院である旨の見やすい場所への標示、これは既に見やす
い場所、ロビーへ標示済みでございます。６番目といたしまして、乳腺専門医の配置、これ
は既に25年３月から配置済みとなっております。４項目が取り組み中であり、２項目は既に
実施をされておるところであります。指摘事項、取り組み中のものにつきましては、県の指
摘に基づきまして、今、精力的に取り組んでおり、よりよい医療を目指しておるところでご
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ざいます。
また、病院の機能と諸問題の改善に取り組む意欲の向上を目的とした日本医療機能評価機
構による認定を、平成22年10月１日に受けました。135項目について、５段階評価において
全て３以上でないと認定されないという、こういう制度であります。伊那中央病院の結果に
つきましては、評価４が102項目、評価３が35項目ということで、全て機能評価機構の基準
をクリアいたしております。したがいまして、22年10月１日に指定を受けたところでござい
ます。
県の審査、日本医療機能評価機構の審査ともにクリアをしておるという状況でありますの
で、その辺はそんな御理解をお願いいたします。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） ありがとうございました。

設備が充実しても、医師が備わってこなければ何の意味もない病院になってしまいますの
で、これだけ大勢の医師と看護師さんがふえたということで、そういう評価もできるかもし
れません。ぜひ引き続きスタッフの充実には図っていただきたいと思います。
また、機能評価の面につきましてですけれども、がん診療に対しては、地域間格差という
のはなくさなくてはいけないということ、上伊那の場合は非常にまだおくれているのではな
いかという印象を私も持っております。ほかの地域の北信、松本地域に比べれば、南信とい
うか、飯田のほうはかなり充実しているというお話も聞いておりますけれども、伊那の地域
はやっぱり医療過疎という名前がついて回るように、やっぱりお医者さんが非常に少ないと
いうこともあるものですから、そこら辺の充実はしなきゃいけないとは思っております。
また、質の高いがん診療というのが、提供しないといけないというのが機能評価というか、
がん診療機能評価の目的でもありますので、これは法律でも決められたことでもありますの
で、ぜひ充実させていってほしいと思います。取り組み中が非常に多いということで、そう
いう点ではちょっとがっかりしているところもあるわけなんですが、この取り組み中の中に
は化学療法委員会、私もこの資料を手に入れて、見させていただきました。腫瘍内科医が不
在であるという、こういうふうに書かれております。化学療法実施体制の充実のため、がん
薬物療法専門医の育成、あるいは配置について御努力をお願いしますと。１年たっても取り
組み中という、非常に残念なことであります。がん指定病院においては、あってはならない
ことではないかという気がいたしますので、ぜひ最善の御努力をしていただきたいと思いま
す。
また、がん相談支援センター、こちらの広報紙２月号には紹介もされております。紹介さ
れているんですけれども、やっぱり機能評価の委員会の中では、専従看護師が１名、専任臨
床心理士１名の２名が配置されているということで、これについて相談件数が五、六件と非
常に少ないと。これは、がん相談支援センターとしての機能が不十分な可能性があるという
ことが、ここの機能評価の委員会から指摘されていますので、ぜひここら辺は早いうちに充
実させてあげないと、相談できなくなってしまうという、こういうこともありますので、よ
ろしくお願いします。
また、研修会についても取り組み中ということであります。これは、別に取り組めば幾ら
でもできることだと思いますので、ぜひ取り組んでいただきたいと、そんなふうに思います。
5

最後の乳腺専門医の配置ということでありましたけれども、確かに前回の広報紙の中には
２名の医師が就かれたということで紹介されておりますので、これが乳腺内分泌外科の先生
お二人ということですので、１年たってやっと入ってくれたかということでありますので、
ぜひ充実した乳腺専門医として活躍していただければと、そんなふうに思います。
また、医療機能評価、こちらは全国的に、長野県でも50医療機関が機能評価を受けている
という、こういう評価機構のものでございますけれども、やっぱり３と４の数字、私が50の
うちの10ぐらい調べてみたところ、３と４、先ほど紹介のあった135項目のうち４が102、３
が35ということで、４が非常に多いということで、この数字は平均すると３．幾つになって、
高いほうの数字だと思います。私も50ぐらいの病院の10ぐらいを調べた中では、３の多い病
院が結構あるわけなんです。大きな病院の中にも、そういう数字のところがありました。し
かし、伊那中央病院は４のところが結構あって、これは他の病院と比較するというデータで
はないということでありますので、これはなかなか比較もできないかもしれませんけれども、
私たちはそういうところで比較してしまいますので、そうやって見れば、幾らかそういう点
ではすぐれているのかなというような評価もできるかもしれません。私も内容を見させてい
ただきまして、マニュアルみたいなものがそろっているだけで評価の対象になっているかど
うかという、そんなふうにも読み取れるところが何カ所かありました。だから、これが実際
に行われているか、３月の議会のときに同僚議員さんからセカンドオピニオンの話もあった
んですけれども、マニュアルにはそういうことがちゃんとできているというか、きちんと書
かれているんだけれども、実際にそれが行われているのかどうかということは、実は見えな
いところでありまして、ぜひそういうところは徹底的に、医療に携わる方たちにはお願いし
て、機能評価の対象が、５というのは通常の１、２、３、４、５の５になるわけですけど、
私が10ぐらいの病院を調べた中では一つしかありませんでした。５をいただけることを目標
にして取り組んでいただければ、そんなふうな気がいたします。
それから、再度お尋ねいたしますけれども、これらの評価というものは、理事者会や課長
会などへの報告はあるのか、ないのかというのをお尋ねいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 一定の状況につきましては報告がありますけれども、そういった

評価項目の詳細については、報告は、理事者会にはないところであります。
議

長（原

悟郎） 清水住民福祉課長。

住民福祉課長（清水 麻男） 機能評価の結果の報告でありますけれども、住民や医療関係
者で構成されております中央病院の病院運営審議会、この中で報告をされております。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） 公表がそういう事務的な、いわゆる理事者会や課長会にされない

でいいものかというのが私はわからないんですけれども、これはその辺の立場の皆さんで検
討をしていただければと思います。
結局、去年、私が質問したのが３月14日でありました。この機能評価の結果が出ているの
が、実は去年の２月24日になっています。だから、村長が私に対して、あのときの質問は速
やかに公表しますという、こういう御答弁をいただいて、去年の議事録を見ていただければ、
そういうふうな話になっているんですけど、結局、本当は病院には来ていたかどうか、これ
もわかりません。私もインターネット上で引っ張り出してきたのは、これは長野県のホーム
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ページのところから引っ張り出してきて、こういう機能評価が載っていたということであり
ますので、実は評価の問題もそうなんですけど、課題、問題点を共有する意味でも、やっぱ
り課長会や理事会のどこかではそういうものを議論する場があってもいいんじゃないかなと、
そのような気がいたしますけど、いかがでしょうか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 理事者会で詳細というのは不可能かなと。時間、日程が余りとれ

ませんので、そういったことを考えると、課長会でそういった部分を詳細に報告しながら公
表していくということがいいかなというふうに思っております。理事者会は主に医療機器を
どうしていくのか、あるいはその体制をどうしていくのか、さらには経営的な問題、この辺
を議論しているところであります。
特に御質問にもありましたように、上伊那地域というのは、確かに医師数が少ない地域で
あります。同時に、国立病院、県立病院、日赤、厚生連、これがない地域であります。こう
いった地域が長野県には二つの地域があるわけであります。そのうちの一つが上伊那地域で
あります。したがいまして、上伊那地域の医療というのは、公立３病院が連携をとりながら、
また地域の開業医の先生方のお力を借りながら地域の医療を担っているという、こういう状
況であります。したがいまして、その連携を今、図っておりますので、上伊那地域の医療再
生の中でもそういった連携が必要であるということで、その取り組みをしておりますので、
その点は御理解をいただきたいというふうに思いますし、経営的にもかなり、数年前から経
常黒字となってきておるところでございます。私は、そういった黒字につきましては、将来
にわたっての施設構築の費用と、同時に最新鋭の器械を導入すべきだと、こういった話もし
ておるところであります。そんなことは御理解をお願いいたします。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） ぜひそんなふうな姿勢でよろしくお願いしたいと思います。

次の２点目の質問に移らせていただきます。
ドライラボの設置をするということで、医師数は確実にふえると見込んでいるようであり
ますが、果たしてそんなにうまくいくものなのでしょうか。医療技術を学ぶ必要のある研修
医がふえると一般の方は勘繰ってしまいますが、杞憂でありましょうか。専門医やベテラン
医師はどうなのでしょうか、お尋ねいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 研修センターにつきましては、御承知のとおり、ドライラボを導

入して、高度専門医療に対応すべく、医療技術の向上を目指していく、そして診療機能の強
化という、こういった期待が持たれるところであります。
これを導入して、本当に先生方がふえるのかどうかというのは、これからの問題でござい
ます。そういった希望もあるというお話はお聞きしておりますので、確実にそういったこと
が利用されていくのではないかというふうには思っております。特に若手の先生方にはそう
いった希望もあるようでありますので、そういったことを医師の増加につなげていきたいと
いう思いがありますので、その点はそんな御理解もお願いしたいというふうに思います。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） ありがとうございます。
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１年間、病院のいろんな質問があったところで、出てきた言葉の中に緩和ケアの専門医が
常駐されてきたというようなお話も聞いているんですけど、常駐されてきたというと変なん
ですけど、去年からふえているという話を聞いてはいるんですけど、緩和ケアの専門医とい
うのは常駐されたでしょうか。
議

長（原

悟郎） 清水住民福祉課長。

住民福祉課長（清水 麻男） 緩和医療の関係でありますけれども、今、救命救急センター
等の新棟を建設中でありまして、これが９月に完成しまして、10月からオープンすると。10
月にオープンの中で、２階に緩和医療の外来を開設する予定でおります。ただ、10月１日は
専門医が間に合わないということでありまして、外科と呼吸外科、放射線科の先生によるチ
ームをつくりながら、これに当たっていくということで、今のところ、いつ外来に入るかと
いうのは未定という状態であります。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） わかりました。ありがとうございました。

それでは、３点目の質問に移らせていただきます。
３月議会で、同僚議員のセカンドオピニオンの件もそうであったように、幾つかの苦情に
私も接しておりました。インフォームドコンセントを徹底されているかという質問でござい
ますけれども、村長は当然ですという答弁だろうと存じますが、患者さんがその説明を聞い
て安心した、任せる、そしてありがたかった、感謝しますと一連の流れの中で感じてもらい、
少しでも患者の権利を守り、患者さんサイドの目線で接することができる病院になっていた
だきたいと思いますが、一言お願いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 病院の基本方針といたしまして、良質な医療の提供に取り組んで

おる。そして、診療に当たっては患者さんがより納得し、安心して治療を受けられる、こう
いったことを十分に説明し、情報提供を行うように心がけてはおるところでございます。
しかし、受けとめ方によってかなり差がありますので、その辺は本当に親切、丁寧に対応
していく、このことが求められているというふうに思います。その点は、常にそういった気
持ちでやっていただきたいと思っておりますし、これからもそんな話を常にしていかなけれ
ばならないなというふうに思います。
患者さんや家族の皆さんの御提言や苦情に対しては、提言箱を設けてありますので、院内
のサービス向上委員会で改善策を、その都度、検討して、職員には周知をしております。し
たがいまして、苦情がありましたら、そういったものを利用していただければというふうに
思います。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） インフォームドコンセント、非常にというか、充実して十分発揮

されておれば、セカンドオピニオンという問題だって実際は起きなかったのではないかとい
うふうに、それぐらい大事なあれだと思います。診断の順序から、患者さんに対して理解し
てもらって、納得してもらって同意を得るということなんですけれども、そこら辺のところ
がうまく伝わらないと、やっぱりどなたか専門の医師、２番目の医師にその意見というのは
聞いてみたくなる。だから、インフォームドコンセントをきちんとしておれば、セカンドオ
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ピニオンの問題も少なくなるのではないかなという気がしておりますので、ぜひわかりやす
い、丁寧な説明が必要だと思います。これは意見として申し上げておきたいと思います。
また、病院の基本方針というところに６項目がありました。ちょっと２番と３番だけ読ま
せていただきますけれども、人権を尊重し、患者中心に良質な医療を提供します。３番目は、
親切に応対し、快適な医療環境を提供しますと。ぜひ言葉だけではなくて、実践も伴ってい
ただくようにお願い申し上げまして、１項目めの質問を終わらせていただきます。
２項目めをお願いいたします。神子柴地区の河岸段丘斜面の安全安心についてお伺いいた
します。
この斜面の安定について、村へは地域住民より流木の伐採等、何回となく御要望を申し上
げ、少しずつではあるが、進捗しているようにも見えます。ただ、ここは段丘斜面の森林で
あることから、土砂流出防備保安林として指定されており、かつての用水路、村道、集落に
対し雨などによる森林の表面侵食や崩壊の土砂流出を防止しています。この斜面の主な流木
は、平成２年、３年の民間林治山事業として桜、ケヤキ1,280本を植栽などした事業であり、
既に二十数年経過しております。沢を形成している箇所には、以前に治山・・・を施工され
たものがあり、その部分は斜面の安定が図られています。広報的に安定しているということ
でございます。私も相談を受けてから２年が経過しておりますが、これらの立木は明日に倒
れるとかいうものではないためおくれてしまい、今回の質問になってしまいました。
現場を確認すれば、巨木化しているものもあり、根が浮いているものもかなり見受けられ、
長雨や強風、また近い将来に発生が予測される大地震などで立木や斜面への影響が心配され、
地域に住む方たちは、いつか巨木と一緒に斜面の崩壊があるのではないかと心配していると
ころであります。また、保安林であるがゆえに、緑化を併用のため、簡易的なのり面補強を
施工してあるが、この補強した簡易のりと・・・のすき間は年数を経過するとともに大きく
なり、より一層不安を与えております。
１点目の質問でありますが、お手元に写真を配付させていただいてあります。何らかの対
応が必要と考えられますが、村長の御見解をお願いするものであります。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 神子柴地区の河岸段丘の問題につきましては、過去から地区の議

員さんを含めて、いろんな御要望をいただいておるところであります。面積的には1.6ヘク
タールで、28年ぐらいの立木となっているということであります。20年余は経過をいたしま
して、老朽化がかなり進んできており、機能の低下というのは見られるのではないかという、
こういう認識は持っておるところでございます。
地元からの要望によりまして、平成22年から24年の３年間で54本の立木を伐採いたしまし
た。これからも要望をしておるところでございます。特に本年度につきましても、最優先の
箇所として要望したところでありますけれども、なかなか県的な予算等々もありまして、す
ぐに進んでいくという状況にないわけでございますが、郡内の事業としても最優先の事業と
なっておりますので、そんな点はさらに要望しながら、前に進むようにしていきたいという
ふうに思います。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） 今のお話を聞いていますと、要望しておりまして、県の予算のぐ

あいによって、なかなか今の状況程度だという、こんなようなお話でありますけれども、要
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望の仕方によっては長期の計画を立てられるということにも解釈できるような気がするんで
すが、そういうふうに理解してよろしいでしょうか。
議

長（原

産業課長（原

悟郎） 原産業課長。
茂樹） 現在、県のほうで県単の治山事業ということで対応をしていただ

いております。非常に県の予算も、治山事業の予算が減少している中で対応していただいて
いるという状況でございます。各年の予算規模というものも、今、議員おっしゃるような長
期的な計画の中でやっていけるという状況ではございませんので、その中でできる限りとい
うことで、毎年、毎年実施していただいているということで、本年度につきましても、残さ
れております立木の中で危険なものから伐採するというようなことで取り組んでいただける
ことになっておりますので、引き続き来年度以降も実施をしていただくように要望をしたと
ころでございます。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） １点目はそういうことでお話を聞いたとして、２点目の、今の質

問とどうしても関係してくるわけなんですけど、長期の計画が立てられるということであり
ますけれども、保安林ということであるものですから、立木の伐採というのはそうそう簡単
にできるものではないと、私は理解しております。ただ、今、お答えを聞いていますと、幾
らでも木をどんどんと計画の中で切っていってくれると、こういうようにも話が聞こえてく
るわけなんですけれども、ことしもそうなんですけど、10本か20本ぐらいだったと思います。
そんな程度切っていても、何十年たっても進まないわけで、実は先ほどから、冒頭のときに
もお話ししたように、いつ長雨や地震、そういうものによって斜面の崩壊があるんじゃない
か、あるいはのり面ののり枠、こういうものに対してすき間が、地山との密着がなくなって
きている。写真を見ていただければわかるんですけど、これが木を切ることによって、余計
にそちらのほうにも影響が出てくるような気もするわけなんです。だから、木を切って、ど
んどんいいですよという、そういう解釈に私は聞こえるんですけれども、木を切れば斜面の
心配が非常に出てくるわけなんですけど、そこら辺の整合性はどうなんでしょうか。
議

長（原

産業課長（原

悟郎） 原産業課長。
茂樹） これも平成20年のころに、最初に地方事務所の林務課のほうに御

相談をして、現場を見ていただきました。そのときの判断としては、やはりのり枠とともに
立木の根が張っていることによって、そこが持っているという判断で、当面、様子を見たい
という話でございました。その後に、やはり相当更新伐がされておりませんので、巨木化し
て、そのものについては危険な部分もあると、あるいは斜めになってしまっているようなも
のもあるということで、そういったものの伐採から始めております。保安林になっておりま
すので、何でも切ってもいいということではございません。当然、更新ということが、切れ
ば、また植える、あるいは自然の萌芽を待つということになるわけですけど、そういうもの
もしながら守っていくということが前提になろうかと思いますけれど、そうは言っても、更
新ができていないので、大木化したものについては危険であるということで、現在、特殊伐
採という形で伐採を行っていただいているということでございます。
今後どういうふうにするかというのは、施設の部分、のり枠の部分の補修をどういうふう
にしていくのか、あるいは更新をどうするのか、それにあわせて立木についても補植等のこ
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とが出てくると思いますので、今は優先して危ない木を切っているという状態でございます。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） 特にお話はそういうことであろうと思います。ただ、この段丘斜

面の安定というのは、保安林で持つのかどうかというところまで聞きたくなるわけなんです
けど、それについてはどうやってお考えになっております。
議

長（原

産業課長（原

悟郎） 原産業課長。
茂樹） この山林でございますけれど、平成７年に保安林の指定がされて

おります。保安林の部分につきましては、お話がございましたように、土砂流出の防備保安
林という形でございます。森林の地表を覆うことによりまして、雨などによる表土の浸食を
抑えるということになるわけでございます。その部分では、通常のという言い方は適当では
ないかもしれませんけど、崩壊による土石流の派生等は防げる形の、これまでも整備をして
きているというふうに理解をしているところでございます。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） 整備をしているということでありますけれども、配付してある写

真を見まして、のり枠の背中側がもう浮いてしまっているような、こういうようなものでも、
これで大丈夫かどうなのか、こういう心配をしてしまうわけなんですが、これが保安林の一
応施設なんですね。だから、このままでこれを対処していく予定があるのかないのかという
のを聞きたいんです。
議

長（原

産業課長（原

悟郎） 原産業課長。
茂樹） 地方事務所の林務課さんとも、要望を挙げる中でお話を進めてき

ておりますけれども、今後、何らかの対策が必要だという認識をしていただいておりますの
で、一度に全部という形はできないんですけれど、危険な箇所から何らかの対応をしていた
だけるというふうに考えております。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） 私も幾らかこういうものに関係していたということもありまして、

非常に心配するところがあります。たまたま御園の下段地区とか、ああいうところを見てみ
ますと、相当頑固なもので斜面をとめております。だから、ああいうような格好に持ってい
けないのかなという、こういう経済的な状況もあるものですから、なかなか大変だと思いま
すけれども、やっぱり下にある民家のことを考えると、そういうことも重要かなとも思いま
すので、林務課と話をするときには、そちらのほうとよく協議をしていただいて、砂防の急
傾斜のほうへも指定がえをしていただくことも一つの手かと思いますので、御意見として申
し上げておきたいと思います。
次の質問にもなるわけですけど、一応通告の中には入れておきましたが、この地区という
のは、実は平成18年の災害のとき、村長にも相当お世話になって、大変な決断をしてもらっ
たところでございまして、天竜川から箕輪町の堤防の決壊によったり、またあそこが小長井
や黒川の冠水ですかね、水門を閉められるものですから、閉まってしまいます。そうすると、
斜面のほうと、言ってみれば前門のトラと後門のオオカミですか、そういうような状況、前
と後ろから攻められてしまうような危険な状況のところでございまして、これについて、村
長は常日ごろ、人命を大事にしないといけないので、生命第一だと、まず逃げろということ
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でありますけれども、まず財産を守ることも一つの方策として考えてもいただきたいと思う
んですが、その件についていかがでしょうか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） あの地域は地形的に大変な状況もあるということであります。し

たがいまして、今、災害につきましては、やはり一番は人命ということでありますので、国
の方針等々につきましても、まず逃げること、このことが最優先になっておりますので、そ
の後に財産をどう守っていくか、これは本当に抜本的な対策をしていかないとなかなか難し
い問題がありますので、総合的にまだまだ時間はかかると思いますけれども、課題として検
討してまいりたいというふうに思います。
天竜川はかなり安全になりましたので、そういう面ではかなり安全性が高まっておるとい
うふうに私は思っております。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） 堤防のほうは、確かに強化されてきたと思います。ただ、水門を

閉めることによって、冠水してしまうことには変わりありません。だから、財産もある程度
守っていただくために、排水ポンプなどの検討もしていただければというふうに考えており
ます。なかなかこれも大変なことだと思いますけれども、以上、お願いいたしまして、この
質問を終わらせていただきます。
３点目の交通安全と防犯についての質問をさせていただきます。
25年度の予算書を見ますと、ＬＥＤ防犯灯などが計上されまして、さらに昨年に引き続き
グリーンベルトのような交通安全施設整備に積極的に取り組まれていることに対し、ありが
たく思っております。きっとカラー化などの市民効果は十分発揮されまして、歩行者の安全
確保につながるものと確信しております。
きょう、お手元に５月12日の箕輪町セーフコミュニティ国際認証から１年を迎えますとい
う新聞報道記事を添付させていただきました。既に御案内のとおり、箕輪町の町民は安全安
心が行政の優先度の高い課題と認識し、安全安心のまちづくりに取り組んで、国内で４番目、
県内の市町村では初めての国際認証都市となったというものでございます。子供からお年寄
りまで、誰もが望んでいる、まさに人為を得た活動であり、お隣の自治体で実践しているこ
とからも、大いに学ぶところは参考とするべきであろうと考えます。
実は、この記事の中で気になるところを見つけたわけでございますが、伊那警察署管内市
町村別声かけ事案発生件数のグラフであります。伊那市と北部３町村が掲載されております
が、このグラフで読み取れることは一目瞭然で、我が村が人口対比で、これは10万人比にし
てありますので、ちょっと多い数字になっておりますけれども、他市町村よりも相対的に発
生件数の割合が高いということであります。箕輪町は他市町村に比べ低い数字であって、セ
ーフコミュニティの成果なのかどうかということなんでしょうか、１点目の質問であります。
とても喜べない数字のグラフでありますが、我が村でも他市町村に負けないぐらいの取り
組みをしていると思うわけですが、これについて村長の御見解をお願いします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） セーフコミュニティの取り組み、安全安心の村づくり、地域づく

りというのは、これは村政の基本方針となっております。したがいまして、認証を受けるか
受けないかという違いはあるわけでありますけれども、内容的にはほとんど同じというふう
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に私は理解をしているところでございます。認証を受けるには、これは本当に職員体制や予
算の面から、かなり膨大な費用がかかるわけであります。認証をとることによって、国際的
に認められていくという、そういう利点はあるところでありますけれども、それに対する自
治体の体力的な問題もあります。常駐職員も常に要るところでございますので、そういった
ことで、うちの村もセーフコミュニティの取り組みをどうしようかなと考えた時期はありま
す。しかし、うちの規模当たりでいくと、ちょっと大変かなということで断念をしたところ
であります。内容は同じにしていきたいなと、こういうことで、私も就任してから防犯部を
各地区に設置させていただきました。そういった団体や、また安協や、いろんな見守り隊
等々の活動を強化してきておるところでございます。
声かけ件数が多いという、これは交通事故の件数とも同じになってまいります。本村はど
うしても地形的な問題がございます。道路網が南北、東西にかなり整備されておりまして、
通過交通といいますか、そういった面もあるところであります。したがいまして、声かけ事
案とか、そういった部分がふえてくるといいますか、そういった要素が大きい地域、こうい
うことになってきております。
警察の分析でも、本当にそういった地域的な環境が南箕輪はよ過ぎるので、交通事故にし
ろ、あるいは防犯にしろ、本当にしっかりとした対策が必要であるというような、そんなお
話もいただいておるところでありますので、ソフト面の充実をどうしていくのかということ
を毎年課題として挙げて、前に進むようにしておるところであります。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） 私は認証を受けてくださいとお願いしているわけではなくて、今、

余り騒がなくてもいいようなセーフコミュニティかなと、勝手に自分では思っておりますけ
れども、たまたま声かけ事案の件数を見れば、北部３町村の５年間が載っておりまして、ど
うしても南箕輪、伊那市の20年度が逆転しているだけで、あとはみんな南箕輪が断トツで非
常に多いなという、こういうような事実がありますので、負の部分になろうかと思いますけ
れども、今の南箕輪は人口推移予測でもそうですし、また決算の時期になってくると財政指
数の問題、他市町村よりもすぐれているとか、幾らか優越感に浸るような、そのようなこと
もあるわけなんですけれども、ぐあいの悪いところもありますので、ぜひこういうところは
関係する機関なりと共同して、なるべく数字を減らす努力というのも必要かなと思いますの
で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。
２点目の質問に入らせていただきます。
５点ほど入れてありますけれども、簡単に数字だけで結構ですのでお答えしていただけれ
ばと思います。子供に対する安全対策としてまとめて伺います。
安心の家及びまっくん見守り隊の登録はそれぞれ何件、何人ですか。安心の家は十分です
か。子供たちは安心の家の場所を知っておりますか。見守り隊の皆さんと顔合わせをしてお
りますか。３点目は、ここ数年でこれらの方にお世話になったケースというのはありました
か。緊急時使用の笛やブザーとかいうものは持たせてありますか。５番目として、帰りが遅
くなる児童、生徒に対し防犯上の指導はありますか。また、夕方など、車運転者に対して気
づかせる反射物の効果というのは大丈夫ですか。ランドセルみたいなものが目立つかどうか
という、そういう意見でありますけれども、答えのところだけで結構ですので教えてくださ
い。
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議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） ５点について質問を受けました。時間がありませんので、昨年
度も同じような質問を受けております。簡潔に答えさせていただきます。
安心の家につきましては、通学道路沿いの事業所や個人の家に協力をいただいております
し、看板といっても余り大きくないですが、小さい看板を掲げて、道路からもできるだけ所
在がわかるようにという形でしております。また、年度当初、地区子供会の後、集団下校し
ながら地区担当職員や校外指導部員と一緒に確認をしております。現在の登録数ですが、南
小学校通学区では30件、南部小では22件、これも年度当初に協力いただけるかどうかという
ことを確認しております。
南部小のまっくん見守り隊につきましては、５月の祖父母参観日に児童との顔合わせを行
っております。南小は特にやってはおりません。
ここ数年でお世話になったケースというのは、特に報告を受けておりません。
緊急時に使用の笛やブザーにつきましては、以前はそういうあっせんした事例等もござい
ますが、どれがいいのか、いろいろ判断に迷う場合がありますので、現在のところは行って
おらず、家庭や各自で対応するように指導をしております。
小学生の下校に関係しては、防犯上から明るいうちに下校するという形にしておりますし、
外出の際には家の人に行き先を告げて出るようにという形で指導をしております。中学生に
つきましては、複数での下校を指導しておりますし、また下校等が遅くなった場合、部活や
生徒会、その他行事で遅くなった場合、また暗くなって心配なような場合につきましては、
保護者に迎えに来ていただいたり、学校職員が自宅まで送るなどの形で対応をさせていただ
いております。
次に、夜間反射板の効果でございますが、通学用の学校かばんの正面の肩がけのところ、
それと後ろの部分のところに反射材が取りつけてございます。冬期間など夕暮れが早いとき
には有効であると考えておりますし、また昨年、靴のかかとの部分へ反射材を取りつけるよ
うにという形で補正をいただきましたので、その関係も指導してございます。
以上でございます。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） ありがとうございました。

安心の家なんですけれども、私は家についての、それぞれの方たちの家のあれをいただい
て見させていただいて、私は神子柴のルートしか調べていないんですけれども、途中で切れ
てしまうというか、田畑のほうから来て、神子柴の西天に入る子供たちに対しては、安心の
家というのは田畑のあたりからなくなってしまうわけなんですけれども、こういうこととい
うのは、また見直しみたいなのをしていくということは考えておられますか。追加するとか。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） そこのところは、家庭とか事業所がなければ、安心の家として
お渡しすることはできないんですよ。そういうことがございますので、できるだけそこの地
域のところは回って見ながら、あればそこのところに極力お願いしていくという形では行っ
ていきます。
以上です。
議

長（原

悟郎） ６番、丸山豊議員。
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６

番（丸山

豊） ありがとうございました。

ちょっと時間がなくなってきて、申しわけありません、４点目の食の安全のところで、通
告の中に入れてありますので、どうしても聞きたいというところだけお願いいたします。
２点目の質問の中に、食育についてというところで出させていただきました。この中に、
（３）のところに行政の役割が示されております。これは保健福祉、環境、教育、産業の各
分野が連携した活動に取り組んでいるかということを私はお尋ねしていますけれども、前回
の幼体協のこともそうなんですが、横の連絡というのはきちんととれるような体制になって
おりますでしょうか、お尋ねいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 連携して取り組めるようにしてきておりますので、さらに連携を

強化していく必要があろうかというふうに思います。
特に食につきましては、安心安全な食ということが基本でありますし、本村の場合は、給
食の部分につきましても、例えば御質問をいただきませんでしたけれども、申し上げるだけ
申し上げておきます。３歳以上児での保育園は265円を食材にかけております。一番高いわ
けであります。低いところは200円でありますので、そういったところで力を入れておりま
すし、安全性の野菜につきましても、特にまっくん野菜家からかなりの量を購入しておりま
すので、そういった努力はしておるところでございます。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） それでは、３点目の、もう一点だけお尋ねいたします。

３点目の中の１点目に地産地消についてということでありますけれども、地産地消率とい
うのが食糧自給率というのか私もわかりませんけれども、この食育推進計画の17ページに、
使用量ベースで35％、平成27年の目標は50％としておりますが、今はどれぐらいかというの
はデータとして持っておりますでしょうか。
議

長（原

悟郎） 有賀子育て支援課長。

子育て支援課長（有賀由起子） 地産地消率でございますけれども、保育園の場合、昨年度
31％でございます。目標よりも、最初よりも落ちておるわけですけれども、ただ季節によっ
ては66％まで、７月ごろですね、66％まで上がっております。この地産地消率でございます
けれども、そのときの野菜ですね、天候にもよりますので、これからも率を上げる努力をし
てまいりたいと思います。
議

長（原

悟郎） ６番、丸山豊議員。

時間が大分経過しておりますが、まだありますか。
６

番（丸山

豊） ありますけれども、とても間に合いませんので、私の質問はこれ

で終わらせていただきます。ありがとうございました。
議

長（原

悟郎） 以上で６番、丸山豊議員の質問は終わります。

続きまして、７番、山口守夫議員。
７

番（山口 守夫） 議席番号７番、山口でございます。

私は、４項目について質問を行います。
最初の質問でありますが、ＴＰＰ、すなわち環太平洋連携協定についてであります。政府
は３月に交渉参加を表明されました。それに伴い、政府は日本に与える試算公表を行いまし
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た。政府試算は、関税を全て即時撤廃した追加的国内対策を考慮しないことを前提で、農業
生産額が約７兆1,000億円から３兆円に減少するとしました。都道府県においても、農業の
代表的産地である北海道、鹿児島を初め、あちこちで独自試算を公表する動きが広がってお
ります。長野県でも、先日、関税を全面撤廃した場合の県内への影響の試算を発表されまし
た。その試算によりますと、県内総生産は10年で600億円の押し上げ効果があると見込みを
発表されました。そのうち、農業生産はといいますと、2010年は生産額約2,700億円であり
ますが、海外からの安い農産物の流入などで500億円前後減少すると試算をしております。
特に米と畜産業への打撃が大きいことが言われております。
こうした試算内容を見たとき、村の農業の母体は米と酪農が主体になっております。そこ
で、質問です。村の農業ですが、関税を全面的に撤廃した場合、農業生産に与える影響は、
数字も含めて、どのようなことを予想し、試算されるかお伺いし、質問といたします。
追加でコメントをしておきますが、県が試算した背景には、農業への打撃など、負の側面
を数値で示して、地方の意見を国際交渉の過程に反映させるねらいがあると言われておりま
す。しかし、先日、アメリカの次期通商代表に指名されるマイケル・フロマン大統領副補佐
官、この人が交渉の中核になる人だと思います。マイケル・フロマンはＴＰＰ交渉について、
こうコメントしております。「私の見解は、粗悪な協定を結ぶより、交渉決裂のほうがまし
だということだ。」これは、日本が米など主要農産物の関税撤廃の例外化を求めていること
に対して、釘を刺したことだと思います。日本にとって厳しい交渉相手になりそうです。
また、７月にマレーシアでＴＰＰ交渉会議が行われます。その交渉に、日本は初めて参加
することになっております。しかし、日本は３日しか参加できないようです。米、乳製品な
ど主要農産物に関税をかけることを主張している日本の主張がどこまで通るか、厳しいもの
があります。こうした現状だと思います。交渉結果がどのような結末になろうとも、まず南
箕輪の足元を見詰める必要があると思い、質問を行うものです。よろしくお願いします。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ７番、山口守夫議員の御質問にお答えをいたします。

ＴＰＰ関税撤廃での村の影響試算についての御質問であります。ＴＰＰで村の影響はどう
なるのかという、こういう御質問でありますけれども、これは大変難しい御質問でありまし
て、仮定としてしかお答えできない面が多いところであります。その点は、ぜひ御理解をお
願いしたいと思います。
議員が今申されたとおり、関税撤廃した場合の経済効果等につきまして、政府統一試算が
公表されたところであります。従来は、それぞれ農水省だとか、内閣官房だとか、経産省だ
とか、別々に公表していたのが、改めまして統一的な試算がなされたところであります。政
府統一見解でいきますと、ＧＤＰ総額で0.6％、３兆2,000億円が増加する一方、農林水産物
の生産額は３兆円減少するとされておるところであります。
長野県もそれに基づきまして試算をして、公表をしてあります。ＧＤＰへの影響というの
は、率で0.85％、金額で681億円増加するとされております。しかし、農林水産物の影響等
につきましては、これは聖域とされる品目について、現時点で具体的な影響がわからないと
して、計算を保留しておるところでございます。したがいまして、影響額は34億円プラスア
ルファとしての公表となっておるところであります。
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村内農家にどれだけの影響があるかということでありますが、国や県ではさまざまな統計
調査等により把握しておるところでありますけれども、村独自で試算を行う、このことにつ
きましては、必要なデータがまだそろっていないところであります。ＪＡの出荷等々はわか
りますけれども、個人販売等々につきましてはわからないわけであります。そういったこと
で、あくまで参考として申し上げます。ＪＡ上伊那により販売された平成24年度の村内農産
物の生産額に、今回の政府統一試算において生産量減少とされている数字を単純に掛けた場
合、政府統一試算が対象とする19品目のうち、村では米、小麦など７品目が該当となり、計
算した影響額では１億2,000万円ほどが影響額となるという計算になります。これは、総販
売額の14.5％に当たる金額となります。
これは、ＴＰＰ交渉の中で万一、聖域とされている品目まで含め、関税が完全撤廃される
とすれば、この生産条件が他地域よりも勝っているとは言いがたい上伊那地域でありますし、
本村の農業であります。本村の農業が受ける打撃というのは、今、申し上げた数字とは比較
にならないような打撃があるのではないかと心配をしているところでございます。特に、本
村の場合には土地利用型農業が多いわけであります。先ほど申し上げましたように、米、小
麦などが非常に多くなっておるところでございます。
販売額につきましては、今は米よりも野菜の販売額がＪＡ出荷部分で見ますと上回ってき
ておりますので、この辺はそういった農業的な、いわゆる販売といいますか、生産といいま
すか、そういったものの転換が徐々に図られてきておるのかなというふうに考えておるとこ
ろでございます。
議

長（原

悟郎） ７番、山口守夫議員。

７

番（山口 守夫） 次の質問に移ります。

ＴＰＰにより農業生産の減少は、ただいま南箕輪の場合も発表されたわけですが、減少が
予想されるわけであります。日本は資源が乏しく、ものをつくり、それを輸出して稼ぐ貿易
国であります。県の10年度、実質８兆900億円だった県内総生産、これは農業生産も含めて
の件でのＧＤＰだと思います。８兆900億円に対して、製造業などの輸出によりプラス効果
が出て、貿易自由化後、10年程度で600億円台の押し上げ効果があると見込んでいます。村
にも優秀な製造業があります。その製造業に与えるプラス効果はどうか。そして、村民にも
たらす効果の予想はどのようなものか、お伺いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 製造業等々に対する影響額の御質問でございます。

この問題につきましても、本当に基礎データの把握というのは農業以上に難しいところで
ございます。そのため、現在、村の独自の試算というのは行っていないところでございます。
これも参考までに申し上げますけれども、平成22年の工業統計における村内の製造品出荷
額、これは県全体に占める比率が1.52％であります。また、平成19年、商業統計における村
内の年間商品販売額、県全体に占める比率が0.78％となっております。こういった統計年度
の出荷額しかわかりませんので、その点は御勘弁をいただきたいと思います。
こういった統計年度の出荷額から、仮に村への影響が県のＧＤＰ系産学681億円とされて
おりますので、製造業、商工業を合わせますと約１％が村の影響額、この製造品出荷額、商
品販売額、これから計算すると、県の１％に当たるわけでありますので、本村の影響額とい
うのは６億8,000万円ほど増加するという、こういう製造品出荷額、商品販売額から考える
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と、そういった数値になるということであります。これは、あくまでも仮定の話でございま
すので、その辺は御理解をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） ７番、山口守夫議員。

７

番（山口 守夫） 今、ＴＰＰに関してですけれども、両方とも仮定というような話

ですので、これ以上突っ込んだ形での質問は内容がないかなと思いますので、次に移ります。
次に、農業の競争力強化対策についてであります。
安倍首相は、今後10年間で今の農業生産を現在の倍にふやす政策をとると言われました。
これは大変結構なことでありますが、絵に描いたもちにならないよう、内容のある政策と、
またその実効性を期待するところであります。しかし、政権が変わるたびに政策が変わると
したら、半分期待、半分あきらめでもあります。
村の基幹産業の一つが農業であります。今、農業を取り巻く環境は大変厳しいものがあり
ます。しかし、厳しいとだけ言っても、何も解決してくれるものではありません。そうした
環境下でも、少しでも農業に希望が持てるきっかけをつくることをしていかなければならな
いと考えます。日本も長期で見れば、農産物も海外に頼っていくわけにはいかないのであり
ます。人口増加により食料不足も予想され、国力そのものが低下するからであります。
アベノミクスの農業競争強化対策も、輸出倍増、新技術創設への規制緩和などを掲げてい
ます。農業も生産する地域により経営形態は変わってきます。南箕輪農業も、この地域に適
した生産体系が求められると思います。そうしたことから、村行政が進んで関係者と連携を
とりながら、この地域に合った農業の推進役を務めなければならないと考えます。所得倍増
とはいかなくとも、村の農業に対する強化対策はあるのか。六次産業構想もあるようですが、
この点についてお伺いをいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 安倍首相の成長戦略の農業関係でございます。政府の成長戦略に

つきましては、10年間で農家の所得を倍増させるとしております。生産者が食品加工や販売
までを手がける六次産業化を進め、市場規模を現在の１兆円から、2020年には10兆円にする
としております。これは御指摘のとおりであります。これが本当にそうなるのかどうか、夢
のような話だなというふうに私自身は思っておりますけれども、そうは言っても、のっとっ
てやっていかなければならないというふうには思っております。
また、農地の集積の一層の促進と耕作放棄地の解消に向けて、農地をまとめて担い手農家
に貸し付ける都道府県レベルの組織を設置し、今後10年間で米の生産域を４割削減するほか、
農産物の質を倍増させる目標としております。都道府県レベルで組織を設置して、農地の集
積を図るという、こういう構想となっておるところであります。
また、ＴＰＰの行方や、平成26年度から実施されるという日本型直接支払い制度設計が明
らかでないため、現時点では明確に申し上げることはできませんが、農産物の市場価格とい
うのは大幅に上昇するということは、これは考えられないところであります。したがいまし
て、これまでも生産コストの削減に努めてきたところであります。六次産業化と担い手の農
地集積によって、所得の倍増が可能なのか、あるいは直接支払い制度で相当な額が支払われ
るとして、財源があるのか。小規模農家の切り捨てにつながり、農業の多面的な機能の発揮
が阻害されるのではないかという、一方ではそんな疑問もあるところであります。
今、議員はこのことも御指摘になりました。農業政策というのは、本当にその都度、大き
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く変わってきております。本当に将来の農業を見通した、安定した政策という、こういった
方針を打ち出していただかないと、地方は振り回されておるところでございます。そんな状
況でありますけれども、今、申し上げましたように、村の農業も状況の変化に対応していか
なければならない、こういうふうに考えておるところでございます。
村では、六次産業化の取り組みを今年度から始めたところであります。先日、ワーキング
チームを設けて、第１回目の検討を開始いたしました。当初といいますか、ワーキングチー
ムにつきましては、若い農業者の皆さんで構成、あるいは他の産業分野からも若い皆さんに
参加していただいております。どのような農産物をどのように販売、流通させていけるのか、
あるいはどう加工して販売、流通をさせていくことができるのか、一から検討していくとい
うことになっております。コーディネーターもお願いをしたところであります。どういった
農業を目指すのかということから始めていきたいというふうに考えておるところでございま
す。
スーパーマーケットや大手食品メーカーの製品と競合し合いながら販売する商品開発を目
指すのか、あるいは地域に根差した形の比較的小規模な姿を目指していくのか、じっくりと
した検討をさせていただきたいというふうに考えておるところであります。
農業経営につきましては、村においても高齢化や担い手不足が深刻な状況となっておりま
す。小規模農家の経営というのは、本当に縮小傾向にあるところであります。したがいまし
て、農地をどう集約していくのか、このことが一番のポイントになってまいります。おかげ
さまで、農地組合法人まっくんファームや担い手農家等への農地利用の集積、現在、進めて
おるところでございます。
本村の場合には、特徴といたしましては、一村一農場としてのまっくんファーム、農家数
の９割が参加しておりますので、こういった面からすると、農地の集積というのは、比較的
スムーズに行えるのではないかというふうには考えておるところでございます。同時に、こ
のまっくんファームが直接経営する農地、現在も2.6ヘクタールほど出てきておるようであ
ります。こういったものがかなりふえていくというふうに予想をしておるところであります。
こういったことにも支援をしていく必要があると私は思っております。と同時に、効率化を
どう図っていくのか、低コスト化を求めていかなければなりません。平成26年度の作物から
ブロックローテーション方式でやっていきたいということで、まっくんファーム等々で方針
といって打ち出させていただいたところであります。したがいまして、この辺を核としなが
ら、効率化を進めながら、まっくんファームが直接経営できる農地というのもふやしていけ
ればいいなというふうに考えておるところでございます。
また、新規就農者を支援するための青年給付金事業につきましても、本年度２名の申請を
行うという予定となっております。そんなことで、青年農業者も育ってきておる状況もあり
ますので、あらゆる手を使いながら農業振興が図れるようにしていきたいというふうに考え
ておるところでございます。
以上です。
議

長（原

悟郎） ７番、山口守夫議員。

７

番（山口 守夫） 農業にしても、工業にしても、いずれにしても産業課の仕事にな

るかと思います。今、そういう形の中で村長がどの程度、こういうものに取り組む姿勢があ
るかということになると、産業課の人数とか、その辺も考慮していく必要があるかと思いま
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すが、そこら辺の姿勢はどんなふうでしょうか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 本当に産業振興全般を請け負っているのが産業課であります。こ

の充実強化は求められておるところでありますので、９月議会にはまた定数等のお願いをし
ながら、来年度に向けて、そういった体制を構築してまいりたいと考えております。
ただ、いろんな状況がございますので、産業課につきましては、若干、今回も人事異動を
していかなければならない状況が生まれてきましたので、ただ人数を減らすということはい
たしません。ほかの課から割り振りをしながら、産業課の充実を図っていく現在の予定でお
りますので、そんな点は御理解をいただきたいと思います。まさに、村の発展のかぎを握っ
ておるというのが産業課でございますので、さらに充実強化に努めていくよう、26年度から
になろうかと思いますので、その辺はそんな御理解もお願いしたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ７番、山口守夫議員。

７

番（山口 守夫） 次に移ります。

次世代自動車充電インフラ整備事業についてであります。
国が12年度補正予算に、充電設備事業費が盛り込まれました。それに伴い、県はこのほど、
77市町村の355カ所に充電設備を設置する計画案をまとめました。幹線道路に30キロ間隔で
整備をしたり、道の駅や高速道路のインター、観光地周辺などに設置を計画しているようで
す。そして、全ての市町村に少なくとも２カ所の新設を促すものです。県は市町村から計画
案への意見を募り、国側に申請するというものです。当然、南箕輪村にも打診があったもの
かと思います。こうした背景をもとにお伺いをするものです。
まず、電気自動車に対する考え方であります。どのように捉えているのか。
そして、役場で使用している車で電気自動車の扱いについてであります。今後、電気自動
車を業務の使用にあわせ購入対象にしていく考えはあるのかお伺いいたします。もし役場公
用車の一部を電気自動車に置きかえるとしたら、充電設備が必要になります。環境を重視す
れば必要ですし、節電を呼びかけている現状でもありますので、幾つかの検討が必要ではな
いかと思います。
また、民間車両への、庁舎以外に充電設備を設置するとしても、民間の需要がどの程度あ
るかわからない中で、県が単に進めるかといって設置するのはいかがなものかと思います。
村民の意識調査など、整備を進める考えがあるのかお伺いし、この質問といたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 電気自動車インフラ整備等々についての御質問であります。

まずは、役場に電気自動車購入の考えと、それに伴う充電設備等の設置の考え方でござい
ます。電気自動車であります。国では電気自動車といいますか、次世代の自動車の普及目標、
2020年度で20％から50％に設定をし、そのうちハイブリッド車が20から30％、電気自動車、
プラグインハイブリッド車が15から20％、燃料電池自動車が１％、グリーンディーゼル車が
５％、こんなことで目標設定をしております。
しかし、現状で申し上げますと、国内の四輪車の保有台数というのは7,500万台余りであ
ります。そのうちのハイブリッド車が約200万台、また電気自動車になりますと１万3,000台
ということで、極端にまだまだ台数が少ない状況であります。
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電気自動車はこれからの自動車としては必要でありますけれども、車体価格が高いという
こと、これが安くなってこないと、なかなか普及はしていかないだろうと。それと同時に、
充電走行距離というのが100キロから、長くて200キロということであります。エアコンや暖
房等を使うとさらに走行距離が短くなるという、このことを解決していかなければならない
ということで、国もさまざまな対策を立てておるところであります。
したがいまして、充電設備等々につきましても、国県道を中心に30キロメートルで１カ所
を設置することを基本としております。この設置でいきますと、村では３カ所を新設される
という予定であります。電気自動車とインフラ整備につきましては、もう少し検討していく
必要があるというふうには思いますけれども、しかし公用車として電気自動車というのは、
遠い向こうではなくて購入していかざるを得ないだろうという、こういうふうには考えてお
るところであります。
また、充電器等の整備等につきましても、民意の調査ということも必要でありますけれど
も、まず私は大芝高原内の設置というのは必要かなというふうに思っております。観光地の
中で充電器の整備というのは必要ではないかと。これは本当にイメージの向上につなげる、
イメージアップにつなげるためにも、こういったことが必要であるというふうには思ってお
るところであります。したがいまして、国県の補助事業にのっとって検討していきたいとい
うふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ７番、山口守夫議員。

７

番（山口

守夫）

次に、県の統計によりますと、設置済み箇所が148カ所設置され

て、必要件数が355カ所が示されておるんですが、村内には既に２カ所の充電設備が設置さ
れているということでした。その設置箇所はどこにあるのか。また、その実績はどのぐらい
なのか。また、その場所に関係者の意見などが聞けましたらお聞きしたいんですが。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 村内の充電設備２カ所の使用実績等々でございます。

村内で現在設置されている電気自動車の充電設備は、いずれもこれは自動車ディーラーの
設置であります。国道153号沿いにあるトヨタカローラ南信、日産プリンス松本販売の２カ
所に設置をされております。基本的には一般の利用者にも開放をしているということであり
ますが、利用実績はそれぞれにほとんどないということであります。
また、この２カ所にある充電設備につきましては、普通充電器の200ボルトタイプのもの
でありますので、フル充電するには７時間から８時間かかるようであります。したがいまし
て、普通充電器という、こういったことも影響しているのではないかというふうに思います
し、日産につきましては、電気自動車を購入する際には自宅に普通充電器を設置する、こう
いったことになっておるようでありますので、利用者も日産のほうはないということであり
ます。急速充電器であれば30分で70％ぐらいの充電ができるようでありますので、これから
はこういった急速充電器の設置が必要であるというふうに思います。
これからの時代的ないろんなことを考えれば、先ほども申し上げましたように、まずは大
芝高原に急速充電器の整備というのは必要ではないかという、この辺の検討はこれからして
まいりたいというふうに思いますし、せっかく国県の補助がありますので、あるうちに整備
をしていきたいなという、こういう考え方は持っておるところであります。
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以上です。
議

長（原

悟郎） ７番、山口守夫議員。

７

番（山口 守夫） 次に、中央病院の建設についてであります。

伊那中央病院で建設中の新棟が10月オープンの予定になっております。救命救急センター
は救急専用病棟10床を内定し、研修センターは各種医療技術のトレーニングを行うことで、
医師や看護師など医療関係者の技術向上が期待されると言われています。中央病院は伊那谷
の中核病院として、地域医療機関と連携を強め、地域全体の医療向上に期待するところであ
ります。
こうした立派な病院も、中央病院に限らず、医師、看護師の不足が言われて、関係者の頭
の痛いところだと思います。先ほど同僚議員の質問の中で、ここへ来て医師、看護師、医師
が臨時も含め７名、看護師が53名増があったという、そういう回答もあったんですが、新棟
建設に伴い、医師、看護師の増員も予想されるところであります。どのぐらいの規模を予定
し、またその確保対策はどのように行われているのかお伺いし、質問といたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 伊那中央病院の救急救命センター、研修等は10月にオープンをし

ていく予定となっております。
医師不足というのは、これは本当に深刻な問題でありまして、県や信州大学医学部との連
携強化が必要であるというふうに考えております。引き続き要望もしておるところでありま
す。
救急救命センターの医師につきましては、平成24年４月に救急救命センターの指定を受け
ましたので、６名を８名に２名増員をいたしました。また、看護師につきましては７名を25
名、大幅に増員をしたところであります。そういった体制で現在、救急救命センターの指定
を受けてから運営をしておるところでございます。特に医師数につきましては、県内の救急
救命センターの中では、これは比較的恵まれた医師数となっておりますので、その辺は御理
解をいただきたいと思います。
病院全体の医師数につきましては、先ほども申し上げましたけれども、昨年の３月時点よ
り７名の増員となっております。医師確保につきましては、県や信州大学との連携をさらに
強めて、引き続き努力をしてまいります。
また、研修センターにつきましては、院内の研修センターの運営のために委員会を設置し、
医師、看護師、医療技術者等の各部署の連携により研修を強化しながら運営をしていくとい
う、こういうことになっておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ７番、山口守夫議員。

７

番（山口 守夫） 次に、新棟にはがん診療相談センターも移り、がん患者サロンの

設置で地域間医療連携拠点病院として一層の機能を充実させると言われています。今、がん
は３人、あるいは４人に１人がかかる病気だと言われています。また、この病気はかなり重
いものがあります。患者の悩みを少しでも解消でき、患者に希望のある、期待を持ってもら
えるようなことに努めるのが医療機関としての思いだと思います。新棟に伴い、迅速な救命
救急はもちろんのことですが、どのような機能充実に期待できるかお伺いし、質問といたし
ます。
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議

長（原

村

長（唐木 一直） 新棟につきましては、外来通院治療室、がん診療相談センターの

悟郎） 唐木村長。

移設で機能充実を図ってまいります。通院治療室につきましては、ベッドを13床から20床に
ふやしていく予定であります。また、アメニティも向上し、患者の皆さんの要望に添った診
療が可能となってくるものと思います。また、がん診療相談センターには、緩和ケア認定看
護師や医療ソーシャルワーカーなどとの連携がさらに進み、チーム対応が可能となってまい
ります。そんなことも期待をしておるところであります。また、がん患者サロンの整備によ
り、患者同士によるコミュニケーションや情報収集が可能となり、患者さんが安心して診療
を受けられる環境となってくるものと思っております。また同時に、そうしていかなければ
ならないと考えております。できるだけ施設の充実、内容の充実、こういったことを図るよ
うに、また理事者会等で申し上げていきたいというふうに思っております。
伊那中央病院も10年となります。開院から10年という、こういうことで記念行事も予定を
しておるところであります。開院当初から見れば、かなり充実してきております。これから
も上伊那地域医療の拠点病院として、さらに充実していくことが地域の医療の安心のために
求められておりますので、組織町村の一員として積極的にこの辺はかかわっていきたいとい
うふうに思います。
やはり医療の充実というのは、地域の安心につながってまいりますので、その辺は欠かす
ことのできる事業であります。そういった捉え方をしながら、これからも努力させていただ
きますので、よろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） ７番、山口守夫議員。

７

番（山口 守夫） 中央病院が非常に機能充実されてきているということは、そのと

おりでありますし、そういう形の中で地域全体が医療の底上げをしていかなくてはならない。
中央病院に余り偏る形のないような形での地域医療も、いろんな形の中で検討していただき
たいなと、そんなことをつけ加えまして質問を終わります。
ありがとうございました。
議

長（原

悟郎） 以上で７番、山口守夫議員の質問を終わります。

ただいまから10時50分まで休憩します。
休憩 午前１０時２８分
再開 午前１０時５０分
議

長（原

悟郎） 休憩前に引き続きまして会議を開きます。

一般質問を続けます。
８番、都志今朝一議員。
８

番（都志今朝一） 議席番号８番、都志今朝一です。

私は、先に通告いたしました４項目について村長にお伺いいたします。適格なる答弁をよ
ろしくお願いいたします。
それでは、１項目めの３期目の村政運営についてをお伺いいたします。
村長が就任して２カ月余りが過ぎようとしております。平成25年度第１回定例会に提出の
平成25年度南箕輪村一般会計、並びに５月８日、第１回臨時議会に提出の平成25年度南箕輪
村一般会計補正予算（第１号）により本年度の肉づけの予算が提案され、選挙公約の実現に
向けての予算編成となっていると思われます。当初予算、予備費に充てた約２億8,000万円
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の事業化などの積極的な予算編成にもなっていると思われます。
公約項目ごとに見ると、１項目めの「子供が伸びやかに育つ村に」の項目では、今後の施
策では園児数増加に対した保育園の設備、療育施設たけのこ園の充実、並行通園実施などの
５件であります。２項目めの「みんなが元気に暮らせる村に」での今後の施策の中には、元
気アップクラブ事業への参加推進と事業の充実、特定検診、各種健診の受診率の向上などの
４件。３項目めの「安心して暮らせる村に」での今後の施策では、全自主防災会の住民支え
合いマップ作成、防災アドバイザーの活用、通学路の安全対策、歩道の設置など５件。４項
目めの「豊かな村を築く活力ある産業振興」の今後の施策では、まっくんファームの支援と
担い手づくり、商工会、農業組織との連携による特産品開発の４件。５項目めの「快適な生
活環境と地域の活性化」での今後の施策では、自然エネルギー利活用推進補助制度の周知と
公共施設への設置、景観行政団体への移行、地区計画事業の推進など９件。６項目めの「健
全な村を目指した共同共助の根づく、信頼される村づくり」での今後の施策では、地域力の
向上を目指して１地区１事業の推進、景観・環境設備などの定期的な活動への支援、区・組
未加入世帯の解消など３件。７項目めの「広域的課題などへの対応」では、伊那消防署の新
築及び広域化の推進、中央病院を含めた地域医療再生の推進、県道伊那北殿線のクランクの
解消など33件、多項目にわたっての公約であると思われます。
７項目の村長公約の実現に向けてのお考えをお聞きし、１件目の公約の実現についての質
問といたします。答弁をよろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ８番、都志今朝一議員の御質問にお答えいたします。

先の村長選挙におきまして、無投票当選とさせていただき、決意を新たにしながら３期目
の村政を担わせていただいておるところでございます。また、村民の皆様方の期待に責任の
重さも感じながら、日々、職務の執行、遂行をしておるところでもあります。
今、都志議員御指摘のように、私は３期目に向けて、２期８年間の施策のさらなる充実を
基本としながら、６項目にわたる村政の基本方針をお示しし、その具現化に向けて７項目の
具体的な施策をお示しいたしたところであります。初当選以来、一貫して子育て、福祉・教
育の充実、安心安全な村づくり、健康で元気な村づくり、長生の村づくりを推進してまいり
ました。不十分な面もありますが、今までの施策は間違っていなかったと思っておるところ
でございます。したがいまして、従来の施策、さらに推進をしてまいります。加えて、今回
は共同共助の村づくり、地域づくりを推進するため、「地域力を高め１万5,000人の持続可
能な力強い村を目指して」を基本方針として加えさせていただいたところであります。
具体的な項目につきましては、今後４年間の中で公約の実現のために最大限努力をしてま
いります。今年度、既に肉づけ予算、また今回の補正予算の中で多くの項目を予算化させて
いただきました。すぐには軌道に乗らない事業もありますが、腰を据えながら、長い目で見
ていただきたいと思います。
今年度実施する事業といたしましては、今、都志議員から話がありましたように、園児数
の増加に対応した保育園の整備、これは南原保育園を含めて、各保育園の駐車場の整備等々
も含まれておるところであります。また、たけのこ園の並行通園の実施、これも実施してお
ります。さらには、子育て教育相談員の増員、１名増員いたしました。南部小学校の増築に
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伴う設計費も補正予算として計上させていただいたところであります。さらには、通学道路
の安全対策といたしまして、グリーンベルトをさらに延長していきたいということで、予算
化もお願いをいたしました。また、福祉移送サービス車の増車、これも予算化させていただ
きました。六次産業化に向けての検討会の立ち上げの予算化もさせていただきました。先般、
これにつきましては、コーディネーターを含めましてワーキングチームの委嘱もさせていた
だいたところであります。また、当初からは田畑公民館の建設も盛り込ませていただきまし
たし、また農地水支払い交付金事業の拡大も図って、予算化もさせていただいたところであ
ります。南箕輪村の日の制定等も予算化をいたしました。公約に基づきながら、一歩一歩、
着実に事業を実施してまいりますので、よろしくお願いいたします。
先ほども申し上げましたが、公約につきましては４年間で実施していくという、このこと
は御理解をお願いしたいというふうに思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ８番、都志今朝一議員。

８

番（都志今朝一） 七つの項目、多くの件数があり、公約を実行するには幾つもの課

題もあり大変と思われますが、８年間の実績を踏み台にして、公約実現のため、より努力を
お願いいたします。
続いて、２件目の公約の中、最重要な課題についてをお伺いいたします。
南箕輪村の人口増加の要因は、住みやすさが一番、若年層の転入、定住増で出生率も圏内
トップクラスであります。村の人口動態の推移でも、過去５年間の自然社会動態を見ても、
人口増加は歴然としております。平成24年に自然増、社会増になった村としても注目をされ
ております。人口１万5,000人の村づくりに対し、行政運営も変化し、多様化すると思われ
ます。行政は村民のためにあり、暮らしやすい村づくりのために７項目の公約を掲げ、村民
の目線での村政運営をお願いし、また地域の発展や活性化などにも取り組むことをお願いし
ます。
２件目の公約の中で、最重要課題についての質問といたします。答弁をよろしくお願いい
たします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 公約中最重要な課題はとの御質問でございます。

人口増加の話がありましたけれども、2040年の将来人口推計、本村のみが長野県で増加す
るとされております。これは、まだ27年も後のことでありますので、本当にそうなるかどう
かというのは、これはまたわかりませんけれども、そうなるように努力をしていくというこ
とは大切なことでありますし、今そのことがかなり注目をされてきておるところであります。
大都市周辺人口がふえる、このことは当然のことだというふうに言われております。人口が
ふえる市町村の数は４％であります。96％は人口が減少するという、こういう状況の中で、
長野県の村で人口が増加しているということが、どうも意外なようでございます。そんな問
い合わせも多くなっているところであります。
公約の話に戻りますけれども、公約につきましては、全てが重要であります。その中で特
に力を傾注していかなければならない事業といたしましては、やはり私は少子高齢化社会へ
の対応だと思っております。県下一若い、人口が増加している本村におきましても、少子高
齢化というのは、これは確実に進んできております。その中で大切なことは、共同共助の精
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神を醸成しながら、障害者や高齢者が地域の中で支え合える、そういった組織の構築であり
ます。大変難しい課題でありますが、今、担当課を中心として検討をしております。地域の
ボランティア組織として構築できるように努力をしてまいります。この問題は時間もかかり
ますが、そんな点は御理解もお願いいたします。また、この問題とあわせまして、障害者の
生活介護事業所の立ち上げ、これは早期に立ち上がるように検討を始めておりますので、そ
んな点も御理解をお願いいたします。
２点目として、やはりこれからの自立の村づくりに向けては、足腰の強い産業振興、この
ことは本当に大切なことであります。農業、商工業の調和のとれた産業振興が理想でありま
すけれども、やはり地域性ということもあり、難しい職種もあります。特に本村の場合には
商業関係が大変難しいかなと思っておるところであります。
まず、農業でありますが、まっくんファーム、まっくん野菜屋認定農業者を中心としなが
ら、担い手の確保のさらなる充実を図っていかなければならないと思っております。耕作放
棄地、遊休農地を減らしながら、効率性を図って、農業を守っていく。農業につきましては、
生産性と同時に農業の持つ多面的な機能、景気上げ形成だとか、村土の形成だとか、水源涵
養だとか、いろんな機能が含まれておりますので、これはどうしても守っていかなければな
らないと思っております。その核になるのがまっくんファームだと私は思っておりますので、
その皆さんとさらに協議をしながら、この村の農業を守っていきたいというふうに考えてお
ります。また、特産品を含め六次産業化を図っていくこと、これも特に重要となっており、
村の将来を見据えて、足腰を据えて検討してまいります。
また、商工業の振興につきましては、企業誘致を含め、商工会と連携を図りながら進めて
まいります。今の状況、一点、特殊事情もありますが、上伊那大手企業の本村進出の話も進
んできておるところであります。そんな点は申し添えておきます。
以上です。
議

長（原

悟郎） ８番、都志今朝一議員。

８

番（都志今朝一） どの項目も重要と思われます。村民の立場に立った村政運営をお

願いいたします。
続いて、３件目の４年間の基本方針についてをお伺いいたします。
子育て・福祉・教育の充実、安心安全な村づくり、村民が健康で元気な村づくり、共生の
村づくりを目指して、多くの施策の実現のために数多くの事業を実施し、村民の皆さんが安
心して暮らすことのできる村を目指し、住民主権での活力ある、村民全員が地域の中で豊か
に生活できる村づくりを目指していることと思われます。
３期目４年間の基本方針についてをお伺いし、答弁をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ３期４年間の基本方針であります。

今回の選挙に当たりまして、私は６項目の基本的な方針というのを掲げさせていただきま
した。その具現化に向けて、それぞれの個々の施策をお示ししたところであります。基本方
針につきましては、リーフレット等でお示しをしてありますので、多くは申しませんけれど
も、やはり私の村政運営の基本というのは、ぶれることなく、全ての面での暮らしやすさと
いうことであります。常々このことは申し上げておるところでありますけれども、行政は誰
のためにあるのか、何のためにあるのか、このことを忘れることなく、村民のための村政を
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推進すること、このことが一番大きな基本方針としております。
そして、村民の皆様方が健康で、元気で、地域の中で本当に心豊かに暮らすことのできる
村にしていきたいなという思いでいっぱいであります。そのために、多くの施策を実施して
いく、こういうことになっております。そう考えております。しかし、その裏づけとなる健
全財政の維持、このこともあわせて考えていかなければなりませんので、両方をリンクさせ
ながら、健全財政を維持しながら村民生活の向上に向けて努力をしてまいります。そのこと
が私の最重要な基本方針でございます。そんな点は御理解をお願いいたします。
基本方針につきましては、１期目から決してぶれておりません。そのために、現在、人口
もふえて、本当に暮らしやすい村だという評価もいただいておるところであります。それに
伴いまして、さまざまな問題や課題も生じてきておりますけれども、そのことは一つずつ解
決をしていかなければならないというふうに思っております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ８番、都志今朝一議員。

８

番（都志今朝一） ３期目の村政運営についても、多くの課題が山積みしていると思

われます。人口１万5,000人の施策に向けての村政運営をお願いし、１項目めの質問を終わ
ります。
続いて、２項目めの農作物被害対策についてをお伺いいたします。
ことしは、春先より強風、低温、降雪などの天候不順が続き、特に４月22日より23日には
凍霜害により果樹を中心として農家の農業被害が35億6,200万円余りであることが県の農政
部の５月末集計でわかりました。これまでの被害額計17億円余りとしていただが、調査の結
果、ナシ、リンゴなどが実をつける時期を迎え、被害が拡大し、記録が残る年以降の年間被
害額と比べ、４月分だけでは過去３番目の規模となった。当初、４月12日、13日、22日、23
日、29日の５日間の凍霜害、５月13日時点では38市町村、16億4,300万円の被害があり、４
月22日を中心に、５日間で約17億6,400万円の被害としておりましたが、５月下旬にナシ、
リンゴなどが実をつけ始め、より詳しい被害状況が判明しております。県農政部によると、
４月下旬から５月上旬の日中気温が低く、受粉が順調に進まなかったことも被害拡大の要因
としております。ＪＡ上伊那でも対策本部を設置し、戸別訪問による被害調査なども行って
おります。また、議会あてに陳情書も提出されております。幸い南箕輪村においては、当初
1,400万円ぐらいの被害額であったが、リンゴ、ナシなどで763万1,000円となり、当初の被
害額の半分の数字でありました。
それでは、お伺いいたします。村では、この冬に燃料価格の高騰対策で施設園芸農家への
支援補助金の対策も行っております。今回の凍霜害に対しての村としての対策などがあるか
をお伺いし、２項目めの質問といたします。答弁をよろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 凍霜害関係の御質問でございます。

御指摘のとおり、４月22日から23日に気温が低下し、県内全域で果樹、野菜等に凍霜害が
発生いたしました。本村におきましても、リンゴ、ナシ、アスパラガス等で被害があったと
ころであります。直後のＪＡや農業改良普及センターの調査で、被害額、本村の場合は
1,400万円ほどの被害と見込みました。その時点では、上伊那全体でも１億円、全県で16億
円の被害という数値でありました。しかし、果樹につきましては開花前後の時期でありまし
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たので、結実としての実際の被害がどのぐらいになるのかを把握することが困難でありまし
た。その後も引き続き着果等の状況等を調査したところであります。県が５月末現在でまと
めた結果では、上伊那では２億8,000万円余、全県で35億円余と被害額が倍に膨らんだとこ
ろであります。かなりの被害額になっております。
本村におきましては、リンゴは当初考えていたほどの被害ではなかった、そういうことが
判明いたしましたので、被害額は逆に半分程度の760万円余と減少したところであります。
ただ、リンゴは被害率が３割以内とされておりますが、ナシにつきましては７割近い減収が
予想され、本当に深刻な状況となっております。現在、農家では農業改良普及センターやＪ
Ａからの技術指導に基づいて、凍霜害対策の栽培管理を進めていただいておりますので、な
お被害が小さくなることを願っておるところでございます。
村についての対策でございますが、一つとしては県制度等で活用できるものがあれば、被
害農家の御要望をお聞きし、導入できるようにしてまいります。しかし、現在、県の災害対
策事業として農作物等の災害緊急対策事業がありますが、この事業メニューには今回の被害
に適応できるものがなく、見送ったところでありますが、今後、対策拡大の見直し等があれ
ば対応をしてまいります。その後、新聞情報等々によりますと、これは昨日の新聞の情報で
あります。県では、無利子融資、果樹等加工用にせざるを得ない、こういった果実につきま
しては、輸送代の補助を検討していると。また、被害農家の苗などの購入費の補助を盛り込
む補正予算としておると、こんなことが報道されておりますので、その辺の状況を見ながら、
村も対応してまいりたいと。可能なものは実施をしてまいります。
なお、この果樹につきましては、なかなか共済に入っていただけるというのが少ないわけ
であります。この辺の加入促進というのは、従来からやっておりますけれども、なかなか加
入率が上がってこないという悩みもあるわけであります。共済掛金の農家負担の２割を村が
補助しながら、加入促進を図っていただいておるところであります。こういった状況になり
ますと、やはり共済制度の充実ということもかなり必要となってまいりますので、その辺も
あわせて、これからの推進に役立てていきたいと思っております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ８番、都志今朝一議員。

８

番（都志今朝一） 果実などは、実が販売できなければ収益になりません。今後の動

向を見ながらの対応をお願いいたしたいと思います。
続いて、３項目めの森林対策についてをお伺いいたします。
まず、１件目の松くい虫対策についてをお伺いいたします。昨年度の松くい虫の被害によ
り、83本の伐採、チップの処理を行っております。１日付の報道によると、拡大する松くい
虫被害の報道がされております。南箕輪村平成25年度一般会計予算の中に森林病害虫など防
除対策事業の予算として1,386万2,000円が予算化されております。竜東地区においての被害
の拡大が目立ってきております。松枯れは松の在線虫が引き起こし、マダラカミキリが媒介、
カミキリムシが羽化する６月上旬より中旬の対応が重要となります。村内でも神子柴、田畑、
久保、中込など、村内全体への広がりが心配されるところであります。大芝の森、八幡森な
どには薬剤の樹幹注入などの対策がとられていると思います。また、森林病害虫被害監視員
さんもおられることと思います。村全体としての今後の対策をお伺いし、１件目の松くい虫
対策についての質問といたします。答弁をよろしくお願いいたします。
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議

長（原

村

長（唐木 一直） 森林対策、まず松くい虫対策についての御質問であります。

悟郎） 唐木村長。

村では、御指摘のとおり、松くい虫被害防止対策といたしまして、松くい虫被害の原因で
あります松の在線虫の住みかとなる赤松の被害木、枯損木の伐倒破砕処分を行っております。
また、被害木の早期発見が本当に重要となってまいりますので、４月から11月にかけて森林
病害虫監視員２名により村内森林の順守を行っております。そういったことで発見をしてい
くという、こういう取り組みをしているところであります。しかし、なかなか目が届きにく
いところや、庭木の松の被害の発生がありますので、広報による周知を図り、村民の皆様か
らの情報をいただきながら、早期の対応をしているところであります。したがいまして、現
状では伐倒破砕処理という、こういうことで対応をしているところであります。
また、予防対策といたしましては、これも御承知のとおり、平成18年度から大芝高原の赤
松、予防薬剤の樹幹注入を行っております。大芝の赤松全体１万3,000本のうち2,300本に絞
って実施をしておるところであります。これは守るべき松、景観維持に最低限必要と思われ
る松、選定をしながら実施をしているところであります。
同様に、昨年度につきましては、村の文化財に指定されている殿村八幡宮の森の赤松100
本につきましても、国庫補助を受けて樹幹注入を実施いたしました。八幡森につきましても、
かなり松くい虫の侵入があるところでありますので、伐倒処理もさせていただきました。
同様に、昨年度からは村内の景観や文化的に重要な一本松を守るため、新たな補助制度を
設けて、薬剤樹幹注入による保護の促進を図っておるところであります。
したがいまして、村の対策といたしましては、薬剤による樹幹注入の予防対策、発生した
ものにつきましては伐倒破砕処理、こういった両面で現在やっておるところであります。一
番効果があるのは、やはり空中散布でありますけれども、そのことにつきましては、本村の
地形的な状況を考えれば、これに資することはできませんので、現状の中で対応をしていく
ということで御理解をお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ８番、都志今朝一議員。

８

番（都志今朝一） 拡大の範囲が広がりそうに思われます。早期の対策が必要と思わ

れます。対応をよろしくお願いいたします。
続いて、２件目の上伊那全体の被害状況についてをお伺いいたします。上伊那南部よる北
上し、現在、竜頭地区においては被害の北限が箕輪町の福与地区、竜西地区の北限が久保地
区と思われます。各市町村の取り組みも各種あり、ヘリコプターによる薬剤散布、伐採の後
にビニールシートをかけ、薬品による薫蒸処理、伐採後、粉砕機によるチップなどで行われ
ている。
それでは、お伺いいたしますが、現在の上伊那郡内の被害状況がどれほどであるかをお伺
いいたします。答弁をよろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 上伊那の被害状況であります。

上伊那では、平成７年に中川村で初めて被害が発生して以来、天竜川を沿うような形で北
上を続けてきております。現在では、辰野町を除く７市町村の被害が確認をされております。
平成19年度以降、材積では、5,000立方メートルを超える被害となっており、平成24年度に
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おきましても同程度の被害が見込まれているところであります。
伊那市におきましては、高遠町の上山田で被害が確認され、また西箕輪でも確認されてお
ります。西箕輪での確認が一番心配しているところであります。これまで被害の限界と言わ
れていました800メートルを超える箇所であります。と同時に、大芝高原に近いことから、
本当に心配なところであります。また、ﾑﾗﾂ同様、被害の最短地域となっている箕輪町につ
きましては、天竜川左岸では三日町判ノ木地区で被害が確認され、なお北上する気配であり
ます。
そうした中で、各市町村とも処理等について取り組んでおるところでございます。しかし、
対策に要する費用、これは莫大になってきておりますので、最初に発生した地域では駆除を
やめているという、こういう状況があるところであります。本村の場合にはそんなわけには
いきませんので、薬剤の樹幹注入の予防策や伐倒、破砕処理を行っておるところであります。
これが、本当に爆発的に被害が拡大ということになれば、これは手のつけようがないという
ことであります。そういった事態にならないことを願っておるところであります。南部地域
のほうでは、既にそれはもうやむを得ないという考え方に至っておるところもありますんで、
被害が本当にかなりの量になれば、そういった状況も考えられるという、こういうことでご
ざいます。
以上です。
議

長（原

悟郎） ８番、都志今朝一議員。

８

番（都志今朝一） 各市町村の連携も必要になると思われます。松くい虫被害対策協

議会などによる連携での対策をお願いいたします。
続いて、３件目の村内の被害状況についてをお伺いいたします。
先ほども触れましたが、平成24年度村内での被害の本数は83本で、地区は久保、中込、田
畑、神子柴などが主な地区と思われます。その他の地区の様子はどうであるか、また昨年の
伐採した83本の地区別の本数などをお伺いし、また薬剤の樹幹注入の効果についてもお伺い
いたします。また、25年度になって、住民の皆さんからの連絡などがあったかをお伺いし、
３件目の質問といたします。答弁をよろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 村内の被害状況の御質問であります。

平成22年度に初めて田畑の堤山地籍で被害が確認され、同じ年に神子柴でも確認されまし
た。翌23年度には被害地域の拡大はありませんでしたけれども、被害量というのは前年の40
立法から90立法へと倍増したところであります。そして、平成24年度、昨年度につきまして
は、新たに殿村八幡宮や中込、久保地区でも被害が確認され、総被害量が120立方メートル
に増加してきております。年々、被害の量というのがふえてきておるところでございます。
心配をしているところであります。
薬剤の効果につきましては、まだ検証する段階というわけにはまいりません。今のところ
大芝高原には入ってきておりませんので、入ってきたときに薬剤樹幹注入したものが残れば、
これは効果があったという、そういうことであります。また、同時に現在では、炭をまいて、
林を元気にしていく、森を元気にしていくという、そんな取り組みも始められておりますの
で、その辺の検討も始めなければならないかなというふうには思っております。
あとの質問につきましては、地区別の被害本数等々につきましては、わかれば、産業課長
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のほうから答弁させます。
議

長（原

産業課長（原

悟郎） 原産業課長。
茂樹） 地区別の本数でございますけれども、申しわけございませんが、

ちょっと手元に資料がございませんので、後ほどお知らせをさせていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） ８番、都志今朝一議員。

８

番（都志今朝一） 村民の大切な財産でもあり、村の木でもある赤松の林を守る対策

をお願いいたします。
続いて、４項目めの防災対策についてをお伺いいたします。
１件目の防災訓練についてをお伺いいたします。
各部落ともに自主防災組織が整備されてきていると思われます。毎年行う防災避難訓練に
おいても、多くの区民の参加もあり、ある程度の成果はあると思われます。住民参加の実践
的な訓練の講習会なども行われております。
また、このほど、内閣府の作業部会が南海トラフ地震最終報告をまとめ、避難所は弱者優
先、自宅を失った人や高齢者、障害者などの弱者を優先して避難所に受け入れ、被災が比較
的軽かった人には帰宅を促すトリアージの導入を求め、家庭用食料の備蓄は１週間分以上に
拡大されております。このような報告を踏まえ、災害避難訓練を考える必要があります。こ
としの避難訓練には、宿泊での訓練も予定していると聞いております。
それではお伺いいたします。ことしの避難訓練をどのような内容で行うかをお伺いし、１
件目の質問といたします。答弁をよろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 防災訓練につきましての御質問でございます。

防災訓練、毎年行っております。この防災訓練につきましては、繰り返し実施をすること
で意識づけをしていく、このことも一つの大切な要素となっておるところであります。した
がいまして、そんな点も御理解もいただきたいというふうに思います。
今年度の防災訓練、主に二つのことを重点的に取り組んでいきたいと考えております。
１点目でございますけれども、自主防災会・連絡会としては、今年度重点的に取り組んで
いただく事業の一つとして、現在８地区が未作成である災害時住民支え合いマップの作成と、
また既に作成済みの４地区ではマップの更新をお願いしておるところであります。したがい
まして、この災害時住民支え合いマップの基礎資料となる、各家庭から避難所までの間、避
難経路で危険箇所を確認しながら避難をしていただく、こういったことを一つ重点にしてお
るところであります。そして、マップの作成の原案になればというふうに考えております。
これだけでは、なかなかマップの作成というわけにはまいりませんので、後日、自主防災
アドバイザーの皆さんの指導もいただく中で、住民支え合いマップの重要性を認識し、作成
する機会として捉えていただければなというふうに思っております。
二つ目であります。御指摘もありましたように、ことしの防災訓練は、宿泊、１泊による
避難所開設訓練を実施していきたいと考えております。このことは、自主防災会が主体とな
って避難所運営をしていただくという、こういう村の方針となっておりますので、そのこと
を受けまして、実際に泊まっていただいて、どういう問題点があるのか、課題があるのか、
その辺を洗い出していただきたいというふうに考えておるところでございます。現在、２地
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区から要望があり、訓練内容につきましては、今後、該当地区と相談しながら詰めてまいり
ます。初めての取り組みでありますので、期待もしておりますし、その中からいろんな課題
が生まれてくればなというふうに思っております。
昨年度実施しました被災者支援システムにつきましては、昨年度も御意見をいただきまし
た。その反省から、今年度は台帳により受け付けするのではなく、避難してきた方で、あら
かじめ用意したペーパーに自分で氏名を書いていただく、記入方式で訓練を行いたいと考え
ております。
防災訓練の詳細につきましては、７月中旬に開催予定の自主防災組織連絡会でお示しをし、
御理解と御協力をお願いしていく予定であります。
備蓄品等々のお話もありました。この辺は広報によって各自でそろえていただく、このこ
とが重要なことでありますので、その辺は広報活動も徹底をしてまいりたいなというふうに
思います。なかなか、実際そういう場面に遭わないと本気になっていただけないという悩み
もあるわけであります。避難袋、どの程度備蓄品を入れてあるか、そういう家庭も出てきて
おるとは思いますけれども、全家庭がそういうふうになっているとは思っておりませんので、
その辺の周知、広報、重要性というのは、広報活動以外にありませんので、その点も力を入
れてやっていきたいなというふうに思っておるところであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ８番、都志今朝一議員。

８

番（都志今朝一） 現実になれば、資源などにも限りがあり、どの現場を優先するか

判断も難しくなると思われます。訓練が有事に役立つことをお願いし、続いて２件目の防災
無線の戸別受信機についての質問に移ります。
デジタル防災無線システムの整備が完了して１年６カ月が過ぎています。アナログの受信
機がまだ返還されておりません。インフラ関係の組合などにも配備されていたようです。台
帳などでの確認をお願いし、早い時期に取りかえをお願いいたします。
では、お伺いいたします。アナログ受信機の返還はどのぐらい進んでいるか。また、難聴
地区の場合、外部アンテナなどの設備が必要になると思われますが、今までに施工した件数
などもお伺いし、２件目の戸別受信機についての質問といたします。答弁をよろしくお願い
いたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 戸別受信機の件であります。

現在、戸別受信機につきましては、各地区の役員、消防団、赤十字奉仕団、公共施設に配
付をしてあります。民間企業につきましては、村と災害協定を結んでいる企業への配付まで
とさせていただいたところであります。希望する企業につきましては、村民の皆さんと同じ
ように御負担をいただき、設置をさせていただくこととしております。
アナログ受信機、まだ回収してないじゃないかというような話であります。これにつきま
しては、一部台帳が更新されていない部分もありまして、戸別受信機をお配りしたのに回収
ができていない状況もどうもあるようであります。この辺は早急に回収をしてまいりたいと
思っております。御迷惑をかけて、大変申しわけなく思っております。再度、公共的団体等
で回収されていない戸別受信機があるか確認をしてまいりますので、よろしくお願いいたし
ます。
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また、戸別受信機につきましては、どうしても電波監理局等々の電波の状況がありまして、
入りにくい地区もあります。アンテナをつけてという、そういう状況もありますので、その
辺につきましては、総務課長から答弁を申し上げます。
議

長（原

悟郎） 松澤総務課長。

総務課長（松澤 伸夫） 難聴地域の戸別受信機のアンテナの設置数でありますけれども、
なかなか本人の同意がいただけないということもございまして、現在ではまだつけていると
ころはございません。ただ、戸別受信機ではなくて、屋外スピーカーのスピーカーの増設、
こういったものについて対応させていただいているのは３機ほどありますので、よろしくお
願いしたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ８番、都志今朝一議員。

８

番（都志今朝一） 非常時、災害時には大切な機器です。有効な活用ができるよう、

お願いいたします。
以上で私の質問を終わります。どうもありがとうございました。
議

長（原

悟郎） 以上で、８番、都志今朝一議員の質問は終わります。

ただいまから午後１時半まで休憩いたします。
休憩 午前１１時３５分
再開 午後 １時３０分
議

長（原

悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。
その前に、先ほどの都志議員より出されておりました松くい虫の村の被害状況について、
産業課長より答弁がありますのでお願いします。
原産業課長。
産業課長（原

茂樹） 平成24年度に伐倒・破砕処理をした松の地区別の件数について御

報告をさせていただきます。
行政区順に申し上げます。久保４本、中込３本、北殿３本、南殿15本、田畑16本、神子柴
40本、沢尻１本、大芝１本。もう一度、繰り返します。久保４本、中込３本、北殿３本、南
殿15本、田畑16本、神子柴40本、沢尻１本、大芝１本の計83本でございます。
今申し上げました本数は、松くい虫被害のあった木だけではなくて、松の古損木全ての処
分本数でございまして、松くい虫被害の確認された地域以外の北殿、沢尻、大芝の古損木に
つきましては、全て検査の結果、松の材線虫は確認がされておりません。枯れたのは別の原
因であるというふうに考えております。また、信州大学農学部のキャンパス内でも古損木２
本が見つかりましたが、これは大学で伐倒・破砕処分をしていただいております。こちらも
松の材線虫は確認をされておりません。
議

長（原

悟郎） それでは、一般質問を続けます。

２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） 議席２番、久保村義輝です。

私は、３件について村長に質問します。
まず、１番です。広域農道、これは村道2230号線ですが、この広域農道への歩道設置計画
の具体的な進行状況は今どのようになっているのかをお聞きします。
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この歩道設置計画は、以前、南原区内から北へ延ばしてきたわけでありますが、その後、
大前まで延長するという計画があったわけですが、一時中断をしたという経過があります。
それが、また新たな計画として提起をされ、説明もされてきたわけでありますが、現状での
状況をお聞きするわけですが、特に小学生の通学路との関係で、横断歩道を一括設置する、
こういう計画になっているわけでありますが、この設置場所、位置が非常にそれぞれ通る人
によっての利便が違うわけでありまして、どこにするのかという論議もあったわけでありま
す。まず、この点が確定されたのかどうか、この点をお聞きいたします。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ２番、久保村義輝議員の御質問にお答えを申し上げます。

広域農道への歩道の設置計画の現状と、特に横断歩道位置の確定の件でございます。前段、
広域農道の経過からお話し申し上げたいというふうに思います。
広域農道は、平成22年度から県が上伊那を縦断する伊那西部地域の基幹農道として、県営
農道整備事業、伊那西部地区で辰野町から伊那市までの区間、舗装の修繕や橋梁の耐震化、
歩道の整備等を含めて、計画的に実施しております。この広域農道につきましては、市町村
道でありますけれども県の事業として施工していただき、市町村が一定割合を負担するとい
う、そういった工事で進めておるところでございます。
御質問の歩道と横断歩道についての計画であります。平成26年度から27年度にかけて、大
萱交差点を南へ伊那技術専門校南の交差点までの820メートルの区間で、農道の西側へ歩道
と横断歩道を１カ所を設置することとされておるところであります。横断歩道につきまして
は、伊那技術専門校南側の交差点の北側に設置を計画し、伊那警察署と協議をしていますが、
場所の確定には至っておりません。今後、事業を進めていく中で、地元の区などとも協議し
ながら、引き続き要望はしてまいります。そんなことで、今、まだはっきりとした場所の確
定ということは決まっていないところであります。
久保村議員が御指摘のように、この農道の歩道計画につきましては、村の事業として計画
をした時期もあったわけであります。それは、いろんな経過がございまして、主には合併論
議を経まして、インフラ整備等々の問題から中断をしたということでありますけれども、今
進めている農道の整備につきましては、県営農道整備ということでやっておりますので、そ
んな点も御理解をお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） まだ確定していないということであります。

あとは全体計画との関連もありますので、この１と２を合わせた、全体として質問いたし
ます。
南原地区については、国道の歩道計画も途中で消えてしまったと、広域農道の歩道も途中
で消えたというようなことがありまして、本当にできるのかという疑念が示されております
ので、一定の方向性を示していただきたく質問するわけであります。
今の横断歩道については、地元の要望、あるいは通る人の要望ということもありますが、
最終的には公安委員会なりの認定ということになると思うんで、できるだけ要望なりは早く
つかんで検討していただくことが必要だと思います。
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そして、完成に向けて、用地等のこともありますので、そう簡単には言えないと思います
が、一応27年度末でできるということなら、一定の工程、どのように進行していくのかとい
うことについては地元にも一定の説明がないと、計画があってもまた消えてしまうのではな
いかというようなことがいつも言われますので、ある程度はっきりと計画が煮詰まった時点
で地元にも示していただく必要があると思います。横断歩道も含めた方向づけを地元に示し
ていただく必要があると思いますが、工程表の発表も含めて、今後の予定はどのように考え
ておられるかお聞きします。
以上です。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 横断歩道につきましては、公安委員会等々が決めていく問題であ

りますけれども、十分に地元と協議していく問題でありますので、この点につきましては協
議をさせていただきます。
全体的な工程の部分でございます。過去から平成22年度からやっております。平成22年度
は、高根橋の耐震診断調査を実施いたしました。23年度には、高根橋の耐震化工事と道路の
調査、測量を行い、北原大泉区間の1,200メートルでの舗装、路面の改良工事を実施してお
ります。昨年度、平成24年度は、大芝区間で800メートル、路面の改良工事を実施したとこ
ろであります。今年度につきましては、南原区の中の原交差点から北へ370メートルの舗装
改良工事と、歩道を設置する場所の用地測量と用地買収を予定しております。したがいまし
て、この歩道につきましては、今年度、測量と用地買収の予定となっております。続きまし
て、平成26年度に大萱交差点から伊那技術専門校北側まで、平成27年度に伊那技術専門校南
の交差点まで、歩道と横断歩道、あわせて舗装路面の改良工事を実施して、工事を完了する
予定となっております。今申し上げましたように、歩道につきましては、今年度から測量に
入って、用地買収、26、27年度で完成をしていくという、そんな工程、日程となっておりま
す。
この辺につきましては、また十分地元へ説明していく必要はあるというふうに思っており
ますので、その辺は区長さんのほうへは話をしていきたいというふうに思います。
南原地区の問題が出されました。途中で消えてしまうという、心配をしているという、こ
ういうことであります。この広域農道の歩道につきましては、村で計画をした時点でやって
おれば既にできておるわけでありますけれども、三位一体改革から合併論議を経て、その時
期でありましたので、できるだけインフラ等の工事につきましては先延ばししながら、住民
福祉対応をしてきたところであります。その辺は御理解もいただきたいというふうに思いま
す。歩道が要るか、要らないかという議論もありました。しかし、県の工事として進めると
いうことで、歩道設置も実施するということになりましたので、その点はお願いしたいと思
います。
南原の361号の歩道の件も御質問に出されましたけれども、これは要望はしております。
これは、本当に区間が長いものですから、大変な問題であります。ここにつきましては、い
つ、どういうふうにという、こういった計画も全くないわけでありますし、毎年要望をしな
がら、またお願いをしていく以外にはないのかなと。同時に、住宅がある場所につきまして
は、これは必要性も感じておりますので、その辺は要望を強めていく必要があろうかという
ふうに思います。
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以上です。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） 今期も歩道は幻ではないということですので、今、国道の件はそ

ういう例もあったということでしたので、村長、サービスをしていただいたというふうに思
いますけれども、いずれにしても、地元の要望にかなった歩道設置ができることを望んで１
番は終わります。
２番です。きめ細かな除雪体制の取り組み状況はということでお聞きするわけであります。
（１）として、昨年度の状況の取りまとめ結果はということで質問するわけであります。
３月の一般質問で除雪体制について、前任期の村長に質問したわけであります。そこで、歩
道も含め、細かな除雪が必要だという意思表明をしていただきました。３選目ということで
村長になられたので、今度はその具体的に除雪体制を組んでいただく必要があると思います。
それで、まず、昨年度、各地域のそれぞれのボランティアも含めた除雪をされていること
について、調査をされ、対応をするということだったんで、この点がどのような状況で取り
まとめができたのか、これをお聞きいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 除雪体制についての御質問であります。

昨年は、本当に雪の多い年となりました。通算すれば、本当に豪雪と同じような状況にな
ったところであります。そういった中で、久保村議員からもさまざまな御意見や御提言もい
ただき、区に対しての一定の制度的なものをつくりながら、補助をしたところであります。
全体的な昨年の状況から、まずお話を申し上げます。平成24年度、昨年度につきましては、
５センチ以上の積雪で村内の建設業者８社に委託して実施した除雪と２社に委託して行った
融雪剤散布作業は、12月から３月の間で延べ128日、578時間となりました。また、村道にた
まった雪の排出作業を含めまして、1,640万円の委託料を支出しております。過去数年間で
は、平成22年の1,800万円に次ぐ高額となっております。また、村内45カ所に設置した融雪
剤収納ボックスと各公民館に凍結防止剤を配備をいたしました。使用状況に応じて補充し、
交通の安全の確保に努めたところであります。凍結防止剤につきましては、98.9トンの394
万円の購入をしたところであります。また、除雪機の購入補助金20万円でございますが、２
件の申請があり、補助をいたしました。
また、これは久保村議員の３月の定例会の中でも話をさせていただきましたけれども、準
豪雪対応といたしまして、各生活道路の除雪作業を実施されている方の取りまとめを区でお
願いして、集計ができたところであります。延べ42人、延べで231回の除雪作業が行われた
という、こういう報告、各区からの報告となっております。その作業に対しまして、村とし
ては、各区へ合計で70万円を補助として支出をしたところであります。この制度につきまし
ては、この３月から初めて実施したということであります。機械の損料、燃料費、そういっ
たものを１回出動につき3,000円ということで決めさせていただきまして、お支払いをした
ところでございます。これにつきましては、今後も継続していく必要があるというふうに、
豪雪、準豪雪を問わず、やはりきめ細かな除雪体制というのは必要でありますので、引き続
き、これは継続してまいりたいと思っておるところであります。
昨年度の除雪対応につきましては、実績としては以上でございます。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。
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２

番（久保村義輝） それでは、（２）として、新たな体制づくりの素案、そして地域

との協議、これを進める計画についてお聞きします。
いずれにしても、新たな体制は、年内、12月の遅くない時期までには、実動体制がそれぞ
れの地域でとれるような段階までされる必要があると考えるわけであります。ことしの降雪
がどうなるのかわかりませんが、非常に天候異変もありますので、早い段階から動く必要が
あるかもしれません。そういう点で、年内に各地域がそういう対応ができるようにするため
には、一定の早い時期に各区との協議も進めたり、機械配置も含めてやっていく必要がある
と思いますが、その大体の村長としてどの程度の段階で協議をし、いつごろまでには一定の
そういう所作ができるのか、ここら辺の取り組みについてお聞きいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 除雪で一番問題になるところは、通学道路や歩道であります。除

雪の必要性というのは常に感じておるところであり、現在も、歩道や通学道路を除雪してい
ただいている地域住民の方々はおいでになります。また、集落と集落を結ぶ生活道路や、集
落から学校までの通学道路の除雪を実施するためには、より一層地域住民の協力が不可欠と
なってきておるところであります。こういった除雪体制をどう構築していくのか、これは大
変難しいことでありますけれども、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。
したがいまして、３月の議会の中でも答弁をさせていただきましたけれども、まずは各地
区の除雪ボランティアとして応募して、どの程度登録があるのかどうか、その状況をちょっ
と見きわめてみたいなというふうに思っておるところでございます。それによって、どうい
う体制が組めるのかという、こういったことも検討していく必要があります。その辺につき
ましては、なるべく早い時期にしていかないと、冬の除雪に間に合わないということであり
ますので、12月までにはそういったことを実施して、除雪体制を整えてまいりたいなという
ふうに考えておるところでございます。さまざまなスタイルは考えられるというふうに思い
ますけれども、まずはそういった皆さんを掘り起こしていくと、そういったもので地域の除
雪ボランティアという組織を構築していただく。このことから取り組みたいというふうに考
えております。その中で、過去に除雪機の購入の補助を受けた方もかなりおいでになるわけ
であります。その皆さんもできれば登録をしていただきながら、どういったときにどういう
ふうにという、こういったことは地区の中で決めていただく、そんな体制ができればという
ふうに思っておるところであります。
その辺につきましては、区長さんにもまた相談をしながら、また先ほども申し上げました
ような村が燃料代や機械の損料の一部、これは引き続き負担をしながら組織の構築をやって
いきたいというふうに思います。その段階で、また足りないところは補?をしていかなけれ
ばならないというふうに考えておるところであります。
村内の主要道路につきましては、今までどおり村が主体的に除雪をしてまいりますけれど
も、そのほかの地区は各地域でやっていただかなければなりません。その皆さんに、くどい
ようですけれども一定の負担を村がしながら、有償ボランティア的な、そんな組織の構築を
目指していければいいというふうに思っておるところであります。また、その段階で小型機
械だとか、歩道の除雪だとか、そういう部分、どんな機械が適しているのか、その辺は十分
検討しながら間に合うようにやっていきたいなというふうに思っております。大変難しい問
題も含んでおりますけれども、しかし集落と集落を結ぶ部分というのは、除雪体制がどうし
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ても弱くなってしまいますので、そういったところを含めて構築していきたいというふうに
考えております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） 早くやっていきたいということでしたが、少なくとも区長会等に

一定のこの考え方を示されていたかという思いもあったんですが、直近でやるということな
のか、ちょっと区長会、あるいは土木の関係、こういうところが当然、昨年から比べれば役
員が変わっているわけですから、こういう方向で村としては考えているというあたりは、で
きるだけ早く知らせる必要があると思うんですが、そこら辺は、まだ今はされていないとい
うことなのか、ちょっとそこを確認します。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ４月に区長が変わりまして、体制ができて、第１回の区長会がこ

としはちょっと選挙の関係がありまして遅くなってしまいました。４月20日過ぎになってし
まいましたので、ようやく区長会議という会が動き出したところであります。したがいまし
て、まだこういったことはお願いをしていないところであります。そうむこうへいかないう
ちの区長会にお願いをしていきたいというふうに思います。それまでに村の考え方を示しな
がら、資料もお示しして依頼をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし
ます。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） いずれにしても、各地域では全く考えがあると思いますので、村

の思いがただ一直線には行かない面もあると思いますが、いずれにしても村内全体が精密に
除雪ができる体制を組むため、努力をお願いしたいと思います。
３番に行きます。
アレチウリの駆除がいつも言われるわけでありますが、この環境を守る、自然を守るとい
うことも含めて、環境でということで、また７月にはアレチウリ駆除、河川清掃もあります
が、参加していて思うことは、芽が出て、今10センチぐらい伸びたものは引っこ抜けばいい
わけなんですが、もう密生地は物すごいやぶになっているところがあります。これは、もう
人手ではどうにもならんということを感じるわけです。ですから、どんどん毎年種がどんど
んとできて、それが流れていくようなこともありますので、大勢にアレチウリ、あるいは環
境を守るための作業をしてもらうという啓蒙としては、毎年やっている河川清掃と在来種の
引き抜きということは大事だと思います。ただ、どんどんと繁茂をしているところについて
は、もう少し大胆な駆除策をとるべきではないかと思うんですね。あれは、村が直接やって
いるわけでなくて、環境を守る会がやっているわけですけれども、多くの議員を初め、いろ
いろな役職の人がみんな参加しているわけです。そうですので、大きなやっぱり群落、アレ
チウリが本当に繁茂しているところについては、もう少し特別の手当をして駆除をしながら、
大勢の手で、あるいは大勢の目で見て、小さな芽をとっていくことが大事だと思うんですが、
この辺について、もう少し薬剤を使うとか、機械力で本当に大きな雑草の群落については引
っこ抜いたり、平らにするなり、少しそういうことも考えるべきではないかと思うんですが、
この点について、村長、どのようにお考えがお聞きします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。
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村

長（唐木 一直） アレチウリの問題、本当にこれは困った問題でございます。この

アレチウリの原産地は北アメリカで、日本へ輸入された穀物に混じって渡来したと言われて
おります。国内では、昭和27年に静岡県の清水港で確認されたのが最初の生育例とされてお
るところであります。その旺盛な繁茂によりまして、在来の生態系を破壊し、動植物に悪影
響を及ぼしており、環境省も駆除すべき特定外来生物に指定をしておるところであります。
アレチウリというのは、これは１年生の植物であります。冬は枯れてしまいますけれども、
そのつるが丈夫で、枯れたままその場に残り、１本のつるから5,000以上もの種が落ちると。
したがいまして、本当に旺盛な繁茂力であります。落ちた種から、その約７割が発芽すると
いう、こんなデータ的にも出ておるところであります。
アレチウリの駆除は、毎年ボランティア等々で実施をしていただいておりますけれども、
なかなか一定の場所しかできないというのが実態でございます。４月ごろに抜き取りするの
が一番効果的で、環境への被害も少ないという、こういうこととされております。薬剤や除
草剤を使用した場合、他の植物への影響というのも考えなければなりません。生態系を壊し
てしますという、こういうことも考えられます。一番いいのは、アレチウリだけに特化した
除草剤ができれば一番いいわけでありますけれども、研究機関でも研究をした経過があると
いう話は聞きましたけれども、成功はいまだにしていないということであります。そんなこ
とでありますので、大変難しいのかなというふうに思いますし、また河川につきましては、
これは除草剤を使うというわけにはいかないところであります。下流域への影響、深刻な問
題となってきます。したがいまして、やはりアレチウリ抜き取りというのが、一番、今の活
動としてはよりベターな、ベストな、そういう活動であるわけであります。しかし、これは
大勢の人の手が必要になってまいりますので、そういった輪が広がっていけば一番いいのか
なというふうに思っておるところであります。最近では、種をつける前の時期に刈り取るこ
とも効果があるんではないかという、こんな説といいますか、そんな考え方になってまいり
ました。したがいまして、今、久保村議員がい言うように、環境への配慮も含めながら、刈
り取りという、そういった方法も検討していく必要があるんじゃないかというふうに思いま
す。
いずれにいたしましても、アレチウリの問題というのは広域的な問題でありますので、そ
の辺につきましては、また多くの団体の皆さんと議論や検討をしてみたいというふうに思っ
ております。刈り取りで効果があるということであれば、それが一番いいわけでありますの
で、その辺も検討させていただきたいと思います。また、天竜川等々につきましては毎年や
っておりますけれども、これは天竜川上流工事事務所との協議ともなりますので、その辺も
あわせて検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） 川の中ということは、先ほど言われたように、それは天竜川の管

理ということだと思います。堤防で村有地もあったと思うんですが、昨年も本当にもうがり
がりとした古いやぶがあって、その中からまた出ているんですが、やはりそこのところは１
回刈り取ってしまう、あるいは機械で引っこ抜いて除去するとかということをしないと、生
えているものをとることもできない状態になっておるんです。だから、そういうことも全体
を見ながらやってもらう必要があるということと、ラウンドアップ等を全面散布しますと、
ほかのものがみんな枯れちゃいますが、小さなスプレーで濃い、10倍から20倍ぐらいに薄め
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たものを葉っぱに振りかけることによって根まで行くということが言われているんで、選択
してかけるという、こういうことも可能なんですね。あるいは、はけで塗るとか。ですから、
大きな散布機で、全面まくということはだめですが、もう少しスポット的にそういうことを
考えることができるのではないかと思うんです。毎年やってますんで、担当課の皆さんも、
どこがどういうふうになっているかということはわかっていると思うですが、余りにも人手
だけでは手もつかないところがあるんです。そこら辺、どうしても別段の手だてとして、刈
り取り機で一定の範囲をきれいに刈り取り、あるいは機械で引っこ抜くというようなことも
含めて、場合によってはバックホウ等が要るところあるかもしれません。あるい程度、地形
も直しながら、今後のために、あとは芽が出たものだけ引っこ抜く。これも３回も４回も時
期を変えて、芽が出てくるわけです。非常に生命力が強いんですね。すっと伸びたところだ
け見れば、本当にお浸しにして食べてもいいくらいのかわいいものなんですが、あれがどん
どんとつるが出てくると、物すごい勢いになっちゃうということなんで、もし状況がもう少
し何とか手を打ったほうがいいというところがもしわかっているようなら、答えていただけ
ればと思います。
議

長（原

悟郎） 清水住民福祉課長。

住民福祉課長（清水 麻男） 今の御質問ですけれども、場所の関係ですか。
議員さんのおっしゃいました天竜川、それから大泉川、それから圃場整備をしたところの
急傾斜地みたいなところ、これらが非常に繁茂しているところであります。場所等について
は、衛生部長会の中でも議論がありまして、かといっていい解決方法が見つからないという
ことでありますので、今言われました薬剤のスプレー、こういったこともちょっと検討して
いきたいなというふうに考えております。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） 非常に厄介なことなんですが、一つ、可能性のある方法をいろい

ろ考えてもらって、またみんなが集まるときに、ちょっとそこら辺、大変なところはそれぞ
れの状況もつかんでもらって、ただ毎年行ってやってみるというだけじゃなく、もう少し、
そうは言っても減ったなという実感が得られるような取り組みができればと思いますので、
そんな点をお願いしまして、以上で終わります。
議

長（原

悟郎） これで、２番、久保村義輝議員の質問は終わります。

続きまして、９番、唐澤由江議員。
９

番（唐澤 由江） 今回、６月定例会で四つについて質問させていただきます。

まず、１番目、村の景観計画策定でどう自然を守るのか。景観計画を策定し、景観行政団
体へ移行するに当たって、どのようにしていくのか。また、既に南原地区では、住民との協
定が結ばれているということですが、その経緯についてお伺いします。
先日、景観計画策定に向けたワークショップに参加し、その中で、今まで育った自然環境
について考えさせられるよい機会でした。ワークショップとは一言で言うと、集団による創
造の場ということで、楽しい会議であり、なかなかユニークな話し合いでした。村の自然環
境を参加者全員で考えることから始まり、小グループで意見が出せるよう委託業者の若い方
のアドバイスを受けて、さまざまな提案が出され、いかに村がｿﾝﾐﾝｶにあるように、すばら
しい豊かな大地であり、黄金の波が地に満ちているかと感じました。
昨年、村内の15歳から74歳にアンケートをとり、南箕輪らしいと感じる景観は四つで、南
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アルプス、中央アルプス、大芝高原や森、神社、田園空間、高台から遠くの山々や田園地帯
から一望できるパノラマ景観でした。
広い空と広大な農地、大きく発展する夢のある西部地区、話し合いの中で、さまざまなキ
ャッチフレーズが出てきました。広大な牧草地帯、歴史を感じるまちなみ、未来を担う新興
住宅地、蛍飛び交う恵みの大泉川、上井水路の恵みの里、南アルプスの絶景、景観と水を引
き継ぐというような、こんなキャッチフレーズです。これを孫たちに残していく役割がある
のだと認識できました。
また、先日、同級会をやりたいということで、阿智村と阿南町の仲間が大芝荘に下見にや
ってきました。役場で待ち合わせ、パル大芝での昼食、味工房のパンをお土産に、帰りに私
の家でコーヒーを飲んでいると、経ヶ岳が見える、仙丈が見える、田植えが終わった田園風
景、本当にすばらしいとほめていただき、心が和んできました。
平成16年の景観法ができ、その法の目的は、美しく風格のある国土の形成、潤いのある豊
かな生活環境の創造、個性的で活力ある地域社会実現と発展であり、地域の歴史、文化等が
経済生活等の調和により形成保全されるものであるという。村の美しい景観を守っていき、
住民にも認識を持ち、また役割を担っていただくことが大切かと思います。この計画に大き
な期待を寄せています。
１番の１、２についてお聞きします。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ９番、唐澤由江議員の御質問のお答え申し上げます。

景観計画の策定に関する御質問でございます。
南原地区の景観形成住民協定の経緯という①の御質問であります。
南原地区の景観形成住民協定につきましては、当初は国道361号線での景観協定を想定し
て始められた活動でありましたけれども、南原区では区全体の課題という機運が高まり、安
全で住みよい、美しいまちづくりを進めるため、平成16年から景観形成住民協定の原案の検
討と署名活動が始まり、署名は地区に住む方の76％に上りました。平成18年６月20日に協定
が発行となり、協定は環境整備と景観形成の面から、対象区域、有効期間、建築物の形態、
色彩など、必要な事項が定められております。本当に先進的な取り組みであり、大変ありが
たいなというふうには思っております。
また、この美しいまちづくりというのは、できるところから取り組んでおられるようであ
ります。花を植えるとか、そういったできる取り組みからしているということでありますの
で、そんな点も各地区へでも広がりを見せておるところであります。
最近の報道を見ておりますと、村内でも、新たな組織が美しい村づくりに取り組み始めた
というような報道もなされておるところであります。また、各区でも、活発にそういった活
動がなされてきております。協同共助、そういった精神が広がりつつあるんではないかと感
じられておるところでありますので、息の長い活動を期待しております。さらに、自主的な
輪が広がっていけばいいなというふうに今思っておるところであります。行政はそういった
ことをどう支援していくのか、こういったことが必要だというふうに思いますので、その辺
もまた精力的に取り組んでまいりたいというふうに思います。
これは、権兵衛トンネルの開通に合わせまして、県はトンネルの出口から７キロ、両側
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100メートルを長野県の屋外広告物条例に基づく屋外広告物禁止地域に指定してあります。
一部例外がありますが、原則として屋外広告物が掲示できなくなったところでございます。
したがいまして、361号線沿いというのは屋外広告物の規制区域になっておるという、こん
な実態もあるわけであります。
続きまして、景観行政団体への移行の問題であります。
昨年度に景観計画の策定委員会というのを設置いたしました。24年度の活動につきまして
は、議員の御指摘もありましたようにアンケート調査を実施し、取りまとめを行い、また今
年度は村内５カ所で景観のワークショップを実施し、80名の皆様方に御参加をいただいたと
ころであります。御意見や情報をかなりいただきましたので、景観計画に生かしていきたい
と考えております。
景観策定方針でありますけれども、いろんな分野から検討しなければならないだろうとい
うふうに思いますけれども、まずは良好な景観づくりのための方針、さらには行為制限事項、
重要な建造物、重要樹木の指定方針、景観重要公共施設の整備、また屋外広告物の表示等の
行為の制限、その他必要な事項等を検討して、計画をつくっていきたいと考えております。
こういった素案ができましたら、都市企画審議会や、あるいはパブリックコメントなどによ
り御意見をいただき、最終的にはこの策定委員会等々、あるいは環境審議会もありますので、
そういった皆さんの御意見もお聞きしながら決定していきたい、そして議会にも報告し、審
議をお願いする予定であります。これは、県の指定でありますので、県に計画を出していき
たいというふうに考えておるところであります。
今、長野県内の景観行政団体につきましては、県を含めて17団体あります。上伊那では、
駒ヶ根市が行政団体へ移行いたしました。現在、伊那市と本村が移行に向けて取り組んでお
るところであります。景観の問題につきましては、広域的に考えていくことがより必要だと
いうふうに思います。広域連合単位でそういった輪が広がって行けば、一番いいことではな
いかと思っております。いずれにいたしましても、この南箕輪村のすばらしい自然環境をど
う守り、どう後世に残していくのか、こういったことの視点の中で景観行政団体移行を目指
してまいりますので、よろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） 重要な取り組みであり、また先進的な取り組みです。屋内の広告

物規制ということも多少は16条の関係であるかと思いますが、この村の自然を住民一人一人
が守っていくんだというような認識になるように、ぜひ普及をお願いしたいと思います。
次に、南海トラフ地震確率60から70％、どう備えるのか。また関係団体の連携はどうなっ
ているのか。家庭の備蓄、水の確保、食料１週間の確保はどのようにしていくのか。ほかに
どのような対策があるのかという、２番についてお聞きします。
３月議会において、私も防災計画についてお聞きしたわけですが、各施設等の計画につい
ては、行政の指導によりまして徐々にできつつあるということです。
長野県は31日に、2011年３月11日の東日本大震災を受け、県内の地震被害想定の見直しを
し、新たに南海トラフの巨大地震を検討対象に加えたといいます。また、食料や飲料水など
を市町村ごとに不足する物資の量など、新たに盛り込むべき項目を示しています。この被害
想定は、死者が32万3,000人、１週間後の避難者が950万人、医療機関での受け入れが15万人、
外来患者が14万人という、とても大きなもので、経済的被害が220.3兆円という、私どもの
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予想を上回る報告となっています。
また、体制整備の枠組みをしていかなければいけないということで、防災対策推進のため
の法整備やマスタープランや事前防災戦略の策定、それから国、自治体、民間が参加する対
策協議会の法制化が必要となってきます。具体的には、弱い立場の避難者を優先し、家で暮
らせるかどうか、避難所へ行けるのかどうか、またその後は疎開も必要かといった検討も必
要になってくるようです。
先ほど、同僚議員も言っておりましたが、今まで３日分としていた家庭備蓄も、とりあえ
ず１週間以上備蓄する必要があり、水で言えば一人３リットルぐらいが必要とされ、多目に
見ると１週間で21リットルを備蓄しなければなりません。また、食べる物もレトルト食品や
おこわなど、缶詰、１週間の備蓄に一人２万5,000円はかかるといいます。そのほか、カセ
ットコンロ、簡易トイレ、電池、携帯電話充電器など、ふだんからの備えが必要となります。
60から70％、30年以内に起こるマグニチュード８以上の地震ということで、この県でも２
年間でさまざまな方策を打ち出しています。建物の耐震化、家具の転倒防止、家庭内での備
蓄の促進、その他いろいろな面で、災害時いろんな緊急性を分析しながら、あの手この手で
対応していかなければならないと思います。
私が考えた食料確保なんですが、インフルエンザの流行時にも必要かとは思いますが、コ
ンビニや郵便局等との情報確認や応援協定、また全避難所の受水槽に給水栓を設置してはと
思います。千葉県船橋市が全小中学校の避難所に設置し、94カ所の受水槽に給水栓を設置す
ることによりまして、94カ所、約297万リットル、一人３リットル、約33万人を確保したと
いうことですが、２番について、１から３をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 地震の問題であります。南海トラフの関係であります。

南海トラフにつきましては、平成24年３月にモデル検討会１次報告が出されました。本村
では、震度６弱と公表をされたところであります。その後、最終報告というようなことで、
先月28日に出されたところであります。今回の報告では、この地震の発生時期を角度高く予
測するということは一般的には困難であると、こんな報告がなされております。いかに、事
前の防災が、極めて重要との考えが示されたところであります。
したがいまして、関係団体の連携を強めていく、このことは必要であります。県も総合応
援協定という、このことを行っております。この協定では、上伊那、下伊那、諏訪、木曽と
いった地域単位で応援をする協定となっております。上伊那が災害に遭ったときには、下伊
那や諏訪地域から応援が来るというような、こんな協定であります。しかし、諏訪から南に
つきましては、東海地震の強化地域に指定されておりますので、こういったことでいいのか
なという気もしておるところでございます。
そういったことを合わせまして、今、上伊那の常備消防を広域化していくということで、
平成27年４月を目標に動き出しているところであります。受援体制、あるいは受動体制、こ
ういったことも必要となってまいりますので、そういったまず体制強化を図っていく、こう
いったことを取り組んでおるところであります。同時に、村では、いろんな業者の皆さんと
相互の応援協定を結んでおるところであります。これには、水道や土木業者、あるいは福祉
施設とも結んでおります。さまざまな、そういった団体と連携をとりながら対応してまいり
たいというふうに思います。
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家庭等の備蓄の問題の御質問もいただきました。確かに、備蓄品につきましては１週間分
以上確保するという、このことが必要であるというふうになってきたところであります。そ
の辺につきましては、地域の防災計画の中で、また明らかにしていきたいなというふうに考
えておるところであります。住民の責務として、生活必需物資の備蓄等を明記すると、この
ことも必要でありますので、また見直しもしていきたいというふうに考えております。備蓄
につきましては、広報をいかにしていくのか、しっかりと各家庭で備蓄をしていただくとい
う、このことが一義的には大原則でございますので、その辺の周知はしてまいりたいと思い
ます。食料や飲料水、乾電池、携帯電話の充電器やカセットコンロ等々、本当に必要なもの
はあるわけでありますので、そういった必要なものを列記をしながら、１週間分の備蓄をお
願いしていく、このことに力を注いでまいりたいというふうに考えております。
いずれにいたしましても、防災関係につきましては、自分のことは自分で守っていくとい
う、このことが基本にありますので、そういった面をまた強調させていただきたいなと思い
ます。同時に、自主防災会の活動というのは極めて重要となってまいりますので、本年度は
災害時住民支え合いマップ、このことの作成に着手をしてまいりたいた。まだつくっていな
い自主防災会につきましては、そういった働きかけをしてまいりたいというふうに考えてお
るところであります。
また、村としても、必要なものは用意してまいります。今年度の予算におきましても、避
難所の分野で、プライバシー保護の仕切り板、障害者用の仮設トイレ等の購入、このことを
計画しておるところでございます。また、飲用水メーカーとの協定というのも必要かなとい
うふうに考えておるところであります。本村にも、大手の飲用水メーカーの支店といいます
か、そういったところがありますので、その辺の話もこれから進めていきたいなというふう
に考えておるところでございます。そんな村でできることは準備しながら、また住民の皆さ
んにできることは周知しながら進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） 大災害に備えて、いつ来るかわからないわけですけれども、気を

引き締めた、お互いに気をつけて準備をしていきたいと思いますので、村のできることはぜ
ひ推進して、準備に備えをお願いいたします。
次に、３番、保育園と学校教育についてお伺いします。
未満児保育の実態はどうか、希望者と入園実数は、保育に欠ける子とは、それから加配保
育士の実態は、どうやって決めるのか、たけのこ園入園者は、について質問させていただき
ます。
３月定例会にも、１歳半から通っている子供が、母親の出産に当たり、１カ月の自宅待機
を言われたという話をお話しさせていただきましたが、新聞によれば、未満児がどこでもふ
えていて大変だそうです。４月１日の県内の公立・私立の保育所に通う３歳未満児が１万
1,308人で、この10年で1.5倍にふえているということだそうです。市や町の担当者は、女性
の社会進出が進んだ結果との受けとめの一方、近年の景気低迷の影響で、夫の賃金だけでは
暮らせない、住宅ローンが払えないなどから働かざるを得ない母親がふえているといいます。
施設や人員の確保に苦慮しているのが現実とは思います。先日、横浜市長が待機児童はゼロ
ですという宣言をされていました。ユニークと思ったのは、駅に送っていけば、市から迎え
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が来て、保育園まで連れていくというもので、住所で区分けするのではなく、勤務地に近い
場所にするそうです。横浜市が待機ゼロというのは、本当に驚くべきことではないかと思っ
ています。伊那市では、幼稚園も認定こども園となっているようです。
村長は、当分、増築対策で対応するようですが、保育に欠ける子とはどんな子でしょうか。
昔は、おばあさんがいればだめ、農家も大規模はだめ、育休中はだめ、やめて仕事に行かな
いのはだめというような条件をつけておりました。そもそも、保育に欠ける子を預かるので
はなく、ゼロ歳から５歳までの全員を対象として、希望者を全員預かるのが待機児童ゼロで
はないかと思います。村で決めた条件から外れる子は預からないというのもおかしいと思う
のです。そうでないと、３期目無投票の村長の掲げる子育て日本一の村の公約に沿っていな
いのではないかと思います。
たけのこ園ができて、受給者証がなければ通えないというふうに言われています。受給者
証がなくても、多動で危険があったり問題があって、それを説得せずに、たけのこ園に通わ
せられないで、保育園で加配保育士をつけているケースが多いのです。専門家のいるたけの
こ園で療育すれば、保育園に通えるようになる子もいます。
たけのこ園親子通園が昨年15組、ことしは８組と聞いています。減った原因に、経済的に
親も働かなければならないこともあるようです。集団生活を保育園かたけのこ園か、並行通
園が、どこでしていくことがその子に合っているのかを保育士や園長が話し合う、またそれ
をお母さんにも伝えていく、保育園へ子育て支援相談員を呼ぶなど、しっかり連携をとるこ
とが大切だと思います。
１から３についてお聞きします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 保育園の未満児保育以下、３点につきまして御質問をいただきま

した。
初めに、横浜市の待機児童ゼロは私も驚きました。ただ、内容的にあれでゼロなら、うち
もゼロかなという、こういう状況でありますので、その辺はそんな御理解をお願いしたいと
思います。
まず、３歳未満児の保育園の入園の関係でございます。本当に、この経済状況や核家族化、
母親の就労で、低年齢化保育園へ預ける家庭というのは年々ふえてきております。３歳未満
児の昨年12月の保育園の入園申し込みが143名ありました。そのうち、保育に欠ける理由に
当てはまらないため、入園をお断りしたのが17名ということであります。保育園は全員預か
るという、今、唐澤議員の御指摘でございます。これは幼稚園と若干違うところがあります
ので、その辺は御理解いただきたいと。幼保の部分、これから本村においても検討していか
なければならないだろうというふうには思っております。保育に欠ける子というのは、村の
条例で定められておりますので、そういった部分はやはりきちんとしていかなければならな
いだろうというふうに考えております。一時保育というのも充実してきておりますので、一
時的にはどんな場合でも対応できるようにしておりますので、その辺はぜひ御理解をお願い
したいなというふうに思います。３歳未満児でお母さんが自宅にいる場合は、やはり保護者
が保育していただきたいという、こういった願いもあるところでありますので、よろしくお
願いいたします。
加配保育士やたけのこ園とのお話もございました。本当に、これは大変な問題と言います
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か、頭の痛い問題でもあるわけでありますけれども、今年度の加配保育士につきましては、
支援の必要な園児57名に対しまして、35名を配置しておるところでございます。六百数十名
のうち、支援の必要な園児というのは57名おいでになります。その皆さんに加配保育士をお
願いしておるところでございます。加配保育士の配置につきましては、専門家の御意見や、
あるいは相談員の御意見や、そういった皆さんの御意見をお聞きしながら、配置するかを決
定しておるところでございます。また、入園後につきましても、複数加配がいいのか、一対
一加配がいいのか、そういったことの状況も見ながら、変更しながら、加配保育士に対応し
ておるところであります。そんな点は、本当に一人一人の子供を大切にしていきたいという
思いで、多くの加配保育士を配置しております。そんな点は御理解をいただきたいというふ
うに思います。
たけのこ園であります。６月１日現在の入園は８名であります。当初は、母子通園が基本
でありましたけれども、保護者の事情によりまして単独通園も開始しておりますし、保育園
に通園しながらたけのこ園に通園するという、並行通園も開始いたしました。このお子さん
が８名おいでになります。したがいまして、親子通園から並行通園、あるいは単独通園、幅
を広げてきておるところでございます。私は、基本的には、子供というのはやはり集団の中
で保育をしていくことが基本だろうと。その中で、発達障害傾向のある子供は、並行通園を
しながら集団生活になれていただくという、このことが基本だろうと思っておりますので、
今のたけのこ園の状況を見ますと、私の基本的な考え方に沿った運営ができているというふ
うに考えておるところでございます。また、たけのこ園では、この７月から、保育園の帰り
の時間に利用できる、子供一人一人の発達と成長に合わせた小集団のトレーニングを行う、
にじいろクラブを実施していく予定となっております。また、新たに、新しい事業もたけの
こ園で始めてまいりたいと、こんな考え方であります。有効的にこのたけのこ園を活用する
ことによって、いろんな皆さんに対応していく、また対応できるようになってまいりました
ので、御利用をお願いしたいというふうに思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） 開園当初から並行通園をということでしたけれども、ようやく並

行通園をしていただくようになったり、それからなかよしクラブがにじいろクラブというよ
うなことで、集団的にトレーニングをすることができているということで、本当にありがた
いことだなと思います。また、この村の加配保育士を充実させていただいて、それは本当に
すばらしいなと思いますが、感謝申し上げます。
次に、移らせてもらいます。
苦情や相談への対応は適切か。声に耳を傾け、迅速な対応をしているか。個人情報保護を
隠れみのにしていないか。多動などで、クラス運営に問題が生じたときの対応はどうかとい
うことについて、ちょっとお伺いしたいと思います。
日ごろ、苦情を聞くことがあります。電話でたらいまわしをされた。電話の陰で言ってい
ることが筒抜け。ある経営者は大口納税でありがとうございますと言ってもらわなくてもい
いが、どこで誰が何をやっているのかわからず、あちこち電話を回されたということはちょ
っと不快だったと、職員はもっと勉強してほしいというふうに言われました。また、保育園
で多動っぽい子からいじめられる。それを手帳に書いても認めず、否定され、血だらけにな
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って帰ってきたのに、はっきりとした答えがない。頭ごなしにこういった場合は否定をしな
いで、まずそうなのと聞いて相づちを打ってほしい。理解をして、相手の身になる、親身に
なる。大変だったと母を慰める。母親の言っていることを疑わない。信頼関係を築く。それ
から解決していくことが大切と思います。
このような事柄について、お母さんから相談され、まず保育園へお伺いいたしました。け
げんそうな感じで、母親の言っていることをまともに受けるなと警戒に、迷惑そうな顔、物
事を本当にそういうふうでなくて、事実をはっきりさせ、真面目に受けとめてもらいたいと
思います。そのことについての情報を聞き出すと、個人情報ですからと打ちどめされる。こ
れでは何もらちが明きません。個人情報を守るのは当然です。それを言わなくても、お互い
の信頼関係の中で、ある程度実情をお互いに話したり、確認し合ったりしなければ、何の解
決にもなりません。担任が母親に書いた連絡ノート、それはある子にひっかかれ、血を流し
て家に帰っているのに、その苦情について母親の納得いくような説明がしてもらえないとい
うようなことなんですが、例えば、その子から席を離してみます。そんなことがあったとし
たなら、大変申しわけありませんというようなことで謝る。なぜ具体的なことが言えないの
か。お互いに子供がかかわり合っていくものですから、ちっとはやられてもというような一
般論を言われたのでは、問題を訴えた母親はやっぱり悩んでしまいます。しかし、その子供
について、加配の先生がついているのに、この子の母親にはないしょにしていますと私に言
ったのです。これはまた不思議なこと。どうしてその子の母親に、お宅のお子さんは心配な
面があるので、保育士が専門に見ていると言えないのでしょうか。こうしたことが、さまざ
まな弊害をもたらしているのではないでしょうか。学校に行く年齢になったときに、お宅の
子は特別支援学級に行ったほうがいいのではと言われたとして、拒否することにもなるので
す。お母さんもそういうことを知らされていれば、血を流された母親が電話で抗議しても、
もっと違った対応ができたのではないでしょうか。連絡ノートをよく読んで返してほしいと
思います。大切なお子さんをお預かりしているのです。答えてくれない、私の言うことが正
しくとらわれていないという母親が、たとえ感情的になっているとしても、クレーマーとし
て見ることは行政としてはあってはならないことではないでしょうか。
以上、２番についてお聞きします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） いろいろなお話がありました。かなり突っ込んだ個人的な部分も

あったかに思います。基本的なことを申し上げます。保育園というのは、これはお子さんを
安全に保育する、細心の注意を払って保育を行っておるわけですが、ときにはこれは子供同
士でございますので、けんかやけががあるところであります。また、さまざまな苦情もいた
だきます。そういったときには、園長や担当保育士が保護者に説明をして、対応をしてきて
いるのが実態であります。また、プライバシーの保護の問題もありました。これは、個人情
報につきましては、守っていかなければなりませんので、その辺は御理解もお願いしたいと
思います。多動のお子さんに限らず、どうしてもクラスの中で集団生活が苦手な子供もおる
わけでありますので、そういった子供には専門家の御意見を聞きながら、加配保育士を配置
したり、専門職による指導など、個別の対応も行っておるところであります。これからも、
本村は一人一人の声をしっかりと受けとめながら、保護者との信頼関係を築いてまいりたい
と考えておりますので、その辺はお願いしたいと思います。ただ、私自身もある保護者とお
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話をさせていただきまして、一般的な傾向といたしましては、本当に自分の子はという、こ
の傾向は強いわけであります。これは当然かなという思いもありますけれども、私は全ての
子供は平等であります。全ての子供がみんな同じように扱われる、このことが基本であると
いうふうに思っておるところであります。しかし、保護者一人一人の対応をきちんとしてい
かなければならない面もありますので、その辺はさせていただきたいと、これからもしてま
いりますので、そんな点の御理解もお願いしたいと思います。ただ、傾向といたしまして、
必ずといいますか、いろんな苦情がありますけれども、同一傾向にあるわけであります。必
ず同じ人から同じ苦情が来るわけであります。その辺につきましては、ぜひ御理解をお願い
したいなと。クレーマーとして我々は扱っているわけではございませんので、ぜひお願いし
たいというふうに思います。ただ、本当に行政としても毎日という、そういったこともあり
ますので、その辺は議員としてぜひ御理解をいただきたいというふうに思います。よろしく
お願いします。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） いろんな苦情があって、それに真面目に対応していただいて、お

互いに納得できるような状況があれば、現場で解決していくものと思いますので、信頼関係
を築くように、お互い真摯に受けとめながらやっていっていただければと思います。
風疹の大流行にどうするか。妊婦への啓発はどうしていくのか。風疹ワクチン接種の補助
をということについてお伺いいたします。
風疹が、全国で5,000人ということで流行している。三日ばしかと言われて、症状は軽い
わけですけれども、主に昔のワクチン接種の状況がちょっとアンバランスだったり、軽く受
けとめて接種を受けなかったりした20代から40歳代の男性が罹患してくるということで、妊
娠初期の女性が感染すると、胎児に先天性の心疾患などの障害が起こるおそれがあるという
ことで、妊娠していないときに予防接種を受けることが重要だと言われています。これにつ
いて、流行を防ぐ意味でも、また心疾患の障害が起きないようにするために、ワクチンの補
助制度を設けてはどうかと思いますが、いかがでしょうか。お伺いします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 風疹の流行につきましては、報道機関等々でかなり流行しておる

という、流行しておったという、こういう状況もあるわけであります。御指摘のように、過
去における予防接種の影響もあるというふうに考えております。さまざまな広報やいろんな
啓発もしておりますし、医療機関に委託しております妊婦健診で、初期の血液検査で風疹抗
体価を検査して、お知らせもしておるところであります。そんなことをしながら、できるだ
け気をつけていただくという方策をとっていただいております。ただ、風疹につきましては、
近隣市町村と歩調をとっていくと言いますか、より広範囲な段階で実施をしていくというこ
とが効果があるというふうに考えておりますので、この辺につきましては、広域的な取り組
みとして担当者会議で検討していったほうがいいんじゃないかということで、検討するよう
に指示をしたところでございます。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） そのように前向きな対応をお願いしたいと思います。

次に、公開授業についてお聞きします。
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祖父母参観と位置づけているわけではないんですけれども、先日、６月１日ですか、南箕
輪小学校の学校公開がありまして、保護者あてに授業参観の案内がありました。住民の方か
ら、南部小は祖父母参観があるけれど、南小にはないがどうしてかと言われ、その旨を教育
委員長におっしゃったそうですが、それは校長方針だろうということであったようです。じ
ゃあ、今度は私が一般質問してみますと言ったばかりでありました。嫁から、お母さん、８
時40分から11時20分の間に学校に行ってくださいと言われました。何で保護者あてなのに、
祖父母を呼んでくれたのかなと聞きますと、多分、これは誰が行ってもいいのだろうと思っ
たとか、１年生の教室へ早速入っていきました。ペースに合わせたやさしそうな先生が、び
ゅんびゅんごまのつくり方を説明していました。中には祖父母の方もいましたが、ちょっと
チラシの中に、公開だから誰でもいいのだからということもありますが、保護者、あるいは
祖父母参観という位置づけをすれば、もっと大勢の方が参加できるのではないかと思った次
第ですが、いかがでしょうか。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 祖父母参観日について、議員さんから御質問がありました。
以前そういう話を聞いたかどうか、ちょっと私もうろ覚えでございまして、まことに申し
わけないんですが、南部小については例年どおり、５月の下旬に祖父母参観を実施しており
ます。南小学校と中学校につきましては、特に祖父母参観日という日は特定しておりません。
誰でも参観できるようになっておりましてということでございます。以前は、どの学校にお
きましても祖父母参観日というような参観日を設けてきていたわけでございますが、核家族
化、そういうものが進んで、両親ともに働きに出ている家庭、こういうものが多くなってき
ている。こういうことや、祖父母が遠くにいて、なかなか参観に来られない。または祖父母
がおられない、そういう家庭も非常に多くなってきているわけでして、そういうことも一つ
原因としては上げられるというふうに思います。また、子供たちに、祖父母がいない、来ら
れないといったことで寂しい思いをさせたくないということから、祖父母参観日をなくして
日曜参観、または土曜参観という形にしてきたというような配慮もありますので、御理解の
ほどをお願いしたいと、そのように思います。
以上でございます。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） 質問してくださった方に、祖父母参観として行ってもいいんじゃ

ないかということをまたお伝えしていきたいと思います。確かに、祖父母がいないとか、お
母さんもいないとか、お父さんもいないとかっていうようなお家があるんですけれども、田
植えの５年生の授業におばあちゃんが行って、結構、楽しかったというような話を聞くと、
祖父母参観というのも大事なんだろうなというふうに思ったわけです。
次に、児童虐待の実態と予防策についていきたいと思います。
先日、村で起きた乳児虐待による報道を見て、誰もがセンセーショナルなことに驚きを隠
せなかったことかと思います。県内の児童相談所が受けた児童虐待の相談が1,016件で、過
去最高であったとか、2001年では400に満たなかったものが、県こども・家庭課は核家族化
による子育ての孤立化や、経済、雇用情勢の厳しさを背景に、養育の負担やストレスがふえ
やすい状況になっていると分析しております。児童虐待は、実の母からが54％、実の父から
が36％で、小学生が最も399人で多く受けているようです。虐待の種類はいろいろあります
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けれども、育児放棄だとか、暴力だとか、いろいろあるわけですけれども、本当に３歳から
学齢前が245人、中学生が150人、３歳未満が149人ということで、本当に身につまされる思
いです。早期発見が大事だと思います。近所で心配そうな家があれば役場に電話するとか、
重症化を防げるようにしていってほしいと思いますが、村の実態と予防策についてお伺いい
たします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

時間が大分少なくなって、まだもう一項目ありますから簡略にお願いします。
村

長（唐木 一直） 虐待実態の予防策の御質問であります。

せんだっての事案につきましては、住所は南箕輪ということで、起きたのは伊那市でござ
います。その辺はそういう御理解をお願いいたします。
村内で児童虐待の件数、24年度新たに受けた件数というのは13件受けてまいりました。圧
倒的に多いのがネグレクト、育児放棄が多くなっています。トータルとして、今、子育て・
教育相談室で抱えているケースが25件というふうになっております。本当に深刻な内容であ
ります。今年度から相談員を１名増員して、相談体制の強化を図っております。できるだけ
早期に発見するように心がけておりますし、そういった事案がありましたら、多くの皆さん
に通報していただきたいなというふうに思っております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） じゃあ、時間がありませんので、次に移らせていただきます。

運転免許証返納者にまっくん交通定期券等の補助を。県で運転免許証を返納したのが1800
人で、過去最高で、全国で32位だそうです。返納者には、運転経歴証明書が発行されるんで
すが、これが有効期限が切れており、それが自分の資格証みたいになっていて、タクシーや
バスでの割引制度があるようです。65歳以上の交通事故がふえていて、10万件を超えている
というようなこともありまして、交通事故防止対策、また、まっくんバス利用の拡大になる
のではないかということで、まっくんバス回数券3,000円ぐらいを１回限りぐらいで出した
らどうかと思いますが、いかがでしょうか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 高齢者の部分であります。村の場合だと、大体１年間に５名ぐら

いの返納者の数ということになっております。この辺につきましては、福祉移送サービス車
の増車をしたりとか、いろんな体制強化を図ってまいります。本年度事業として行う予定と
なっております。
回数券の話が出されました。返納者１回に限って回数券10枚になっております、プラス
500円の温泉券つきでありますけれども。この辺につきましては、前向きに捉えていきたい
というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） ありがとうございます。

次に、買物弱者対策をお願いします。
箕輪町が、移動購買車を５年以上営業という条件で、車の購入、冷蔵設備の改造として上
限300万円を助成する方針を打ち出しました。現在、ＪＡのまごごろ食材やコープ長野の配
置購買が広く普及しております。自分で買い物をするより割高ですが、家まで運んできてく
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れるので便利です。こういったケースで、低所得者に3,000円ぐらいを補助したらどうでし
ょうか。村では、小中学生の給食費に年間2,000円を補助しております。何らかで、民間活
力を利用していくのも、今後の行政のやり方ではないかと思います。以上、お聞きします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 高齢者買物弱者という方はふえてきてくるというふうに、これか

らはさらにふえるんじゃないかというふうに考えております。箕輪町の補助部分につきまし
ては移動販売の部分でありますので、その辺につきましては、また村にもそういった御要望
や業者があれば検討していきたいというふうに思います。
今、食材を宅配で利用している人に補助をという話でありますけれども、それは大変難し
いことだというふうに思います。当面は、当面と言いますか、その考え方は持っておりませ
ん。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。

議

長（原

悟郎） これで、９番、唐澤由江議員の質問は終わります。

ただいまから３時15分まで休憩いたします。
休憩 午後 ２時５４分
再開 午後 ３時１５分
議

長（原

悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。
１番、百瀬輝和議員。
１

番（百瀬 輝和） 議席番号１番、百瀬輝和です。

先月23日には、三浦雄一郎さんが80歳でエベレスト登頂に成功しました。今月４日には、
サッカー日本代表がワールドカップ出場を決めてくれました。昨日もイラクに勝ちました。
大変、明るいニュースで、日本人として誇りに思います。
最初に、安心して子育てできる村にするためにから伺います。
先ほども、同僚議員からの質問で、風疹のワクチン接種に補助をというお話がありました
が、同じ答えが返ってくるんだと思いますが、あえて伺います。
本年、風疹が全国的に大きな流行を見せています。ことしはじめから、半年間、６月２日
までで、累計9,400人以上、５月29日現在、県内の届け出数は41名だそうです。昨年は、
2008年以降で最多の報告がありましたが、ことしは既にその４倍を超えています。この人数
は、はっきりと診断され、報告されたものだけです。風疹と気づかないうちに症状が治った
人もいる可能性も高く、実際はもっと大勢の人がかかっていることも考えられます。例年、
春から初夏にかけてふえる病気ですから、これからの時期、さらに注意が必要です。
風疹で特に気をつけなければならないのは、先天性風疹症候群です。これは、妊娠初期、
おおむね12週までの女性が風疹にかかった場合、白内障、心奇形、難聴などを伴った赤ちゃ
んが生まれてくる可能性があるというものです。この症候群になる確率は25％から90％と、
調査によって大きく異なりますが、先天性風疹症候群をなくすために一番有効なのは予防接
種です。現在、予防接種は、はしか・風疹ワクチン、ＭＲワクチンとして２回接種すること
によって、95％以上の人に免疫が定着すると言われています。現在、法律に基づいて行う１
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期、これは１歳の子、２期、就学前の子、定期接種は自己負担はなく受けられますが、希望
者が医療機関で受ける任意接種は自己負担になります。単独ワクチンで5,649円、混合ワク
チンで9,187円だそうです。
患者の７割以上は男性で、そのうち20歳から40歳が８割を占めているそうです。結婚して
子供を産む年代の人たちだと考えます。村の風疹ワクチン接種歴で見ると、35歳から51歳ま
での男性と、51歳以上の男女は受けていません。ただ、村外からの人もふえております。妊
婦への感染防止が最も重要だと考えます。風疹の予防接種に村の助成制度を、村長、考えま
せんか。また、妊娠中の女性は、予防接種が受けられません。風疹にかかったことがなく、
予防接種を受けたことのない妊婦の方は、可能な限り人混みを避けるよう啓発活動が必要だ
と考えます。三日ばしかとも呼ばれていて、症状自体は短期間でおさまるので、大したこと
もないと考えますが、感染すると妊婦をはじめとする周囲の人たちにも大きな影響を及ぼす
可能性があることを忘れずに、予防に努めたいものです。
千葉県船橋市は、対象者は妊娠を希望している女性、妊婦の夫、上限が6,000円だそうで
す。宮崎県日南市は半額助成、東京都、神奈川県は全ての市区町村で助成を行っています。
きょうの新聞で、名古屋市も助成を決めたという記事が出ておりました。村長、いかがです
か。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） １番、百瀬輝和議員の御質問にお答えいたします。

安心して子育てできる村にするためにの風疹ワクチンの接種の助成の件でございます。
前議員にも御答弁を申し上げたところでございます。現在、風疹にかかる患者というのは、
９割が成人で、男性が女性に比べて多くなっております。20歳代から40歳代の患者が多いと
報告されておるところであります。これは、百瀬議員にも御指摘をいただきましたように、
過去の予防接種制度の影響、このことが大きく影響しているというふうに言われております。
現在では、23歳までの方は、子供のころから風疹予防接種を２回接種をする機会があったわ
けでありますけれども、これも御指摘をいただきましたけれども、24歳から34歳ぐらいの年
代の方は１回であります。また、35歳から51歳の年代の方は女性のみの予防接種となってお
ります。このため、免疫の少ない男性患者が多くなってきておる、そういったことが風疹が
流行している原因ではないかと思います。
風疹の予防には、やはり最も有効なのが予防接種であります。それは御指摘のとおりとい
うことであります。風疹にかかっておらず、予防接種も受けていない方や受けたかどうかわ
からない方につきましては、妊娠前に予防接種を受けることが進められておるところであり
ます。また、妊婦さんの家族や周りの方も注意が必要となっております。
妊婦の啓発につきましては、ポスターの掲示のほかに、妊娠前に風疹や先天性風疹症候群
について知っていただくよう、婚姻届の際には、窓口で風疹についてのチラシは配付を始め
ております。今、社会的に問題になってきておりますので、そういったチラシの配布は始め
させていただいたところであります。このほか、先ほども申し上げましたけれども、医療機
関に委託して実施している妊婦健診では、初期の血液検査で風疹抗体価を検査しております。
妊娠中は予防接種を受けることはできませんが、風疹に対して免疫があるかどうかを知って
いただき、注意をしていただくことができるという、こういうことで検査を実施しておると
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ころであります。そういったことで、より多くの皆さんに知識を持っていただく、このこと
が大切ではないかと思っておるところであります。
風疹に対するワクチンの接種の補助の御質問であります。今後の流行状況に注意をすると
ともに、ワクチン供給量や実施体制などを踏まえて、流行を防ぐという面では広域的な取り
組み有効ではないかと思っております。近隣市町村にも問題提起をしながら、より幅広い範
囲でそういった施策ができればいいというふうに思っておりますので、その辺は働きかけを
しながら、また検討をしてまいりたいと考えておりますので、御理解をお願いいたします。
南箕輪だけということではなくて、より広範的な地域で、そういった措置ができていくこと
が予防策により有効ではないかと考えておりますのでお願いいたします。全国的に補助をす
る団体がふえてきておるということであります。そういったことを考えれば、やはり何らか
の対応はしていかなければならないだろうというふうに考えておりますので、よろしくお願
いいたします。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） 長野県のほうは、助成制度はしないというふうに決めたそうなん

で、ぜひとも広域で取り組む姿勢ができれば、私はすごいことだなと思いますので、よろし
く取り組みをお願いしたいと思います。
次に、子育ての責任を社会全体で取り組むためにできることは。
これは、近年、全国的に核家族化や共働き世帯の増加、地域の人間関係の希薄化が進み、
家庭や学校における子育ての不安や負担が増加し、虐待や体罰、いじめなどの問題も深刻化
しており、大きな社会問題となっております。こうした背景を踏まえて、地域の宝である子
供の成長、発達を地域全体で支援していく取り組みが必要だと考えます。未就学児から高校
生までの子育てが対象です。自立と社会貢献できる子育てを目標とし、まっくん子育て審議
会の設置や学校だけでは人間教育は完結しません。家庭や地域、事業所、村の子育てに関す
る役割と責任を明確にした南箕輪村子育て条例の整備も必要だと考えますが、村長、いかが
でしょうか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 子育てを社会全体でするための取り組みをという御質問でござい

ます。
まさにそのとおりだろうなというふうには思っておるところであります。一人親世帯や両
親が共働き世帯の増加、また地域とつながりが薄くなるなど、子育てを取り巻く環境という
のは大変厳しくなってきております。とりわけ、本村におきましては、若い世帯がふえてき
ておりますので、保育園の未満児入園が非常に多くなってきております。勤めながら子育て
を行っている世帯がふえており、子育てと仕事の両立は大変な負担であります。私、一番は、
子育てと仕事が両立できる環境づくり、これは必要だというふうに思っております。さまざ
まな施策も実施してきておるところであります。私は、いろんな施策を村でやってきており
ますけれども、もう一方では、企業の子育てということも本当に大事だなというふうに考え
ておるところであります。子育てしやすい雇用環境を整備していただく、こういったことが
大切でありますけれども、これはなかなか改善されない難しい現実があるところであります。
こういったことは企業だけの責任ではなくて、国も責任を持って働きかけていただきたいな
というふうに考えておるところであります。そんな点は、機会があるごとに、これからは私
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は訴えていきたいなと考えておるところであります。
百瀬議員が御指摘のとおり、さまざまな子育ての悩みや非行、虐待等の問題も多様化、深
刻化をしてきており、過去にはなかったようなケースも発生してきております。子供が小さ
いうちだけではなくて、成長段階ごとに、それぞれの課題が生まれてきておる、このことも
実態としてはあるわけであります。子供は宝であり、子供は次の世代、日本を支えていく人
材であります。御指摘のとおり、子育てというのは、親や家族だけで担うものではなくて、
国、地方公共団体、企業、地域社会全体で、連携して支えるような仕組みが必要となってま
いります。これからも社会全体で子育てができる体制づくり、模索はしてまいります。しか
し、やはり一番肝心な部分は家庭における子育てであります。その辺も、しっかりとした取
り組みも必要であろうと考えております。そうしたことを基本にしながら、それをどうサポ
ートしていけるのか、行政や地域を含めてであります。そんな努力はしてまいります。
まっくん子育て審議会や子育て条例というお話もございました。まずは、子ども・子育て
会議の設置をしていかなければなりません。その中で、またいろんな議論をいただきたいな
というふうに思っております。そして、南箕輪総合計画や次世代育成支援行動計画と各計画
に沿って、さまざまな事業を推進しながら一層の子育て支援を行い、その中で必要に応じて、
条例整備や審議会の設置というのは必要に応じて行ってまいりたいというふうに思っており
ます。したがいまして、今申し上げましたように、まず子ども・子育て会議、これは設置を
していかなければなりませんので、そういった中で御意見をいただきたいというふうに考え
ております。
私の村づくりの基本は、やはり子育てというのが基本になっている部分もあります。子供
が元気な村、これは理想的であります。現状では、新たに発生する事案やさまざまな課題に
対応していくことに追われておるのは現実であります。子供の人数がふえてくるがゆえの悩
みでもあるところであります。現状にしっかり対応できる体制をつくりながら、子供が伸び
やかに育つ村にしていかなければならないと思っておりますので、御質問の指示につきまし
ては前向きに捉えて検討してまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） 昔は、社会の中に世話やきのおじいさんとか、おばあさんとか、

子育てのセーフティーネットがあったわけですが、現代は意識的に気づいていく必要がある
と考えます。この子育て条例については、鹿児島県の姶良市ではことしの４月から施行され
たという記事を読みました。この取り組みは、唐木村長の一番に上げている「子供が伸びや
かに育つ村に」の大切な取り組みだと考えますので、一つ前向きによろしくお願いしたいと
思います。
次に、安心安全の暮らしにするためにから伺います。
最近、毎日のように新聞の記事に載ってくる特殊詐欺の被害防止の取り組みについてです。
皆さんが御存じのとおり、これまでに、おれおれ詐欺、架空請求詐欺、融資保証金詐欺、還
付金詐欺などを総称して、2004年に振り込み詐欺という名称で呼ばれるようになりました。
警視庁では、名称と実態が合わないことから、詐欺の名称を公募して、ことし、お母さん助
けて詐欺に決定したそうです。長野県警では、先ほどの４種類の詐欺に加えて、金融商品等
取引名目詐欺、ギャンブル必勝法情報提供名目詐欺、この２種類を簡単に言うと、もうかり
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ます詐欺です。異性との交際あっせん名目詐欺、これは簡単に言うと、紹介します詐欺です。
全ての詐欺を総称して、特殊詐欺と読んでいます。不特定多数に電話をかけ、相手をだまし
てお金をとる手口です。先ほどのいろいろな詐欺の種類でわかるように、多様化し、巧妙に
なってきています。中には、公的機関を装って電話をしてくる手口、過去の投資金の損金を
取り戻せるとか、心理をついた手口がふえてきています。
県警が５月16日までに認知した特殊詐欺の被害は56件、３億6,000万円に達したとしてい
ます。既に、昨年１年間の被害額３億5,000万円を上回っています。過去最悪のペースです。
今のところ、南箕輪村では被害の確認はされていませんが、上伊那管内で被害が出ています。
村内にも電話がかかってきているという話を聞いています。県警でも、被害防止に電話作戦
やチラシの配布を行っています。伊那警察署生活安全課では、頼むと、講習にも来てくれる
と言っていました。被害者の約８割は女性、被害者の約５割は70歳以上、被害者の約７割が
夫婦２人、またはひとり暮らし、自分は大丈夫だと思っていた、詐欺について考えたことも
なかったが９割以上いたそうです。
そこで、村の取り組みとして、多くの人たちに、特に高齢者の皆様に周知していただく方
法がないか考えました。高齢者の方々が集まる元気アップクラブ、各区の老人クラブの活動
のときなどに、詐欺の手口のＤＶＤを見ていただく取り組みができないかと考えました。伊
那警察署に行って、私は借りてきたんですが、こういうＤＶＤ、ちょっとこれは古いもので、
新しいものもお借りするようにお話してありますが、チラシについては、こういうチラシを
伊那警察署は配っております。これは、一片の詐欺について、１分から３分ぐらいのＤＶＤ
になっているわけですね。非常によくできたＤＶＤです。こういうものを見ていただく、話
を聞くよりかは見ていただいたほうがわかります。詐欺の手口も複雑に、巧妙になってきて
います。詐欺から村民を守る、村から被害を出さないために、ぜひともこの取り組みをお願
いしたいと思いますが、村長、いかがでしょうか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 特殊詐欺防止の対策の件でございます。

今、議員が御指摘のとおり、大変残念なことでありますが、特殊詐欺に被害件数、並びに
被害額ともに増加傾向にありまして、このところは毎日、新聞報道等で載ってくるところで
あります。これまでのおれおれ詐欺等の詐欺から、未公開株を買わせ、そのまま連絡がとれ
なくなるなど、金融商品等取引名目詐欺等の被害が増加しております。
長野県内における被害額につきましては、平成23年は94件の１億5,300万円が、平成24年
には件数は減りましたけれども88件の約３億5,400万円と、本当に急増しております。伊那
警察署管内でも、24年度には2,400万円の被害が認知されており、平成25年も既に２件で390
万円の被害が出ております。この被害につきましては、やはり金融商品等取引名目詐欺の手
口でひっかかってしまったということであります。手口の巧妙化によりまして、被害が拡大
しております。本村におきましては、平成23年におれおれ詐欺１件が確認されているところ
であります。
さて、村の対策でありますけれども、先般も防犯協会の全体会議を開きました。そのとき
にもお話を申し上げたところであります。その都度、現状や対策についてお知らせをし、関
係機関、また各地区の防犯部から各区へ、周知や啓発をお願いしております。最近でも、村
内の金融機関で振り込もうとする方を金融機関と駐在所の連携によりまして、これは未然に
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防ぐことができました。本当に、最近あった事例でございます。本当に、連携強化が大切だ
なというふうに感じたところであります。
駐在所では、老人クラブへ出向き、特殊詐欺の被害防止をするため、最新の情報と身近な
事例を織り込みながら、対策について話をしていただいております。ＤＶＤという話もあり
ましたので、その辺の活用もしていけたらなというふうに考えておるところでございます。
住民福祉課でも、高齢者保険制度説明会の際には、具体的な事例を挙げて、被害に遭わな
いように注意を喚起しておるところであります。老人クラブや、そういった説明会の折に話
をさせていただいております。また、今月号の広報誌の配付に合わせまして、駐在所だより
として特殊詐欺に対する啓発を行っております。あらゆる機会を通じまして、村民に浸透し
ていければと考えておるところであります。
また、平成24年度からは、新たな取り組みといたしまして、啓発活動をさらに充実させる
ために、南箕輪村を初め、伊那警察署管内のキャラクターが、伊那警察署長から防犯啓発活
動大使に任命されております。住民の防犯に対する意識の向上を図っておるところでありま
す。活動の内容といたしましては、特殊詐欺の被害防止啓発活動として、４市町村のキャラ
クターと一緒に、金融機関店頭前でチラシを配るなどの啓発活動を行っております。特に、
平成24年度は、年金の支給日、振り込み日に合わせる形で金融機関の店頭で活動しておりま
す。今年度も同様に啓発活動を実施しており、４月15日にも金融機関を訪れる人にチラシを
配布するなど、啓発活動を実施したところであります。今後もこの年金の支払い日に合わせ
て周知は同様にしてまいりたいと思っております。
しかし、この特殊詐欺の手口というのは、年々巧妙になっております。また、被害者が高
齢者ということであります。圧倒的にと言いますか、ほとんどが高齢者であります。今以上
に啓発活動を行うことが必要でありますので、今後もさら伊那警察署との連携を深めまして、
各地区の老人クラブ、地区社協、また御指摘もありましたように元気アップクラブというの
はかなり高齢者が参加いたしますので、そういったところでも啓発していく必要があるのか
なというふうに考えておるところでございます。広報誌やＤＶＤの活用等々もしていきたい
というふうに思います。また、ケーブルテレビなど、さまざまな場面で情報提供をしてまい
ります。家庭での取り組みの重要性についても説明をしながら、被害撲滅に向けて村も取り
組みをしておりますし、これからも取り組みを強化してまいりますので、よろしくお願いい
たします。これだけ、いろいろ新聞紙上で出てきますけれども、本当に被害に遭ってしまう
という、こういうことであります。よくお金があるなと、私はいつもそれを先に思うわけで
ありますけれども、本当に自分のこととして捉えながら啓発していくということも大事かな
というように思っておりますので、その点は力を入れていきたいなというふうに思っており
ます。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） 70歳以上の方が圧倒的に多いという報告になっております。また、

この間の新聞で、飯田の方もそうだったんですが、きょうの駒ヶ根の方も被害に遭っている
という意識がなくて、後で被害に遭ったというような報道がされていますので、南箕輪村の
中にそういう方がいなければいいなと思いますが、隠れている方もいるかもしれませんので、
よろしくお願いしたいと思います。また、警視庁のホームページには、最新動画、落語家の
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方が出てきて、落語を通して動画も出てくるという手口の配信もなされております。また、
可能であるならば、大芝の湯だとか味工房等でテレビがありますので、そこで流せるなら、
そういう取り組みもお願いしたいと思います。
調査の結果で、年齢が上がるにつれて判断力や記憶力が低下し、詐欺被害に遭う可能性が
高くなってきているという実態が判明しています。実家から出ておられる30代とか40代の子
供の皆様にも、親を詐欺被害から守るために、週に１回は親に電話をかけ、定期連絡を行う
だとか、その際に合い言葉を決めておくとか、留守番電話機能がついていれば、留守番電話
にしておいて、利用するときは合い言葉で出るルールだとか、携帯電話の番号のほかに、勤
務先の電話番号を教えておく必要等々、被害の防止に家族のルールブックづくりも必要な推
進だと考えますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、犯罪被害者支援活動について伺います。
これは、犯罪被害者の支援ということで、実はこの負担金をお願いする、きょう、質問に
したかったのですが、村のほうで６月３日付で、長野県犯罪被害者支援センターのほうに負
担金を負担しますという連絡が行ったということで、きょうは犯罪被害者のこのセンターの
あるという内容がわかっていただければと思って、内容についてだけちょっと触れておきた
いと思います。
犯罪被害者の概念ですが、平穏に暮らしている住民生活の中で、ある日突然、犯罪被害に
遭遇すること。しかも、被害者の側には何の落ち度もない、責任もないのに、一方的な理由
なき、いわれなき殺人や傷害を初め、あらゆる犯罪に巻き込まれた方々のことを言います。
被害者に対して、地方自治体では手の届かない分野をフォローしてくれるこのＮＰＯ法人長
野犯罪被害者支援センターがあります。大変重要な部分を担ってくれているセンターだと考
えます。村が、今回、負担金を支払うということで決めたことは、大変評価できることだと
思います。そこで、村の窓口が、相談窓口とか、この支援センターへのかかわりについて少
し伺いたいと思いますが、村長、お願いします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 犯罪被害者支援活動の件でございます。

村は、伊那犯罪被害者連絡協議会の会議として、犯罪被害者への対応方法などを検討し、
関係機関との総合連携によりまして、犯罪被害者の支援を行ってはおります。また、今御指
摘のとおり、今年度からは今お話がありましたように、ＮＰＯ法人長野犯罪被害者センター
への負担もすることといたしました。その点は御理解もお願いしたいと思います。
ただ、現状では、この具体的な相談というのはほとんどないところであります。伊那警察
署へのかけ橋的な役割を担っている状況かなと思っております。毎年、11月25日から12月１
日までが犯罪被害者週間ということになっているようであります。これに合わせまして、犯
罪被害者等がおかれている状況等々につきまして、総務広報誌でお知らせはしております。
相談実績がないということでありますけれども、一人で悩み、どこに相談したらいいかわか
らない方もおられるというふうに思われますので、より一層広報をしながら、多くの方の支
援をすることができるようにしていきたいというふうに思います。
担当の課につきましては総務課であります。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。
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１

番（百瀬 輝和） 村民への啓発、今言っていただきましたので、一人で悩まないで

というこういうものもありますので、しっかりと取り組んでいただければありがたいと思い
ます。
次に、児童、青少年の携帯電話の取り扱いについて伺います。
小学校、中学校は聞いたところ、原則禁止ということで伺いました。携帯電話の所有率な
んですが、小学生、長野県で20.1％、全国が21.7％、中学生が長野県が24.7％、全国が
41.6％、高校生が長野県が98.6％、全国が96.4％です。小中学生は全国を下回っていますが、
高校生になると全国平均を上回り、ほとんどの生徒が所有しております。
近年、スマートフォンの登場で、インターネットを利用できるようにもなってきています。
急速に、携帯電話、インターネットの利用形態も変化しています。青少年が犯罪被害に遭う
事例も後を絶ちません。子供たちに携帯電話を与えた以上は、保護者の管理、ペアレンタル
コントロールが守られなければなりません。しかし、守るための機能であるフィルタリング
の利用をしていない実態もあります。有害サイトへ接続ができない機能だとか、このフィル
タリングの有害サイトへ接続できない機能を使っているのが、小学生では77.2％、中学生で
69.8％、高校生で58.8％の利用だそうです。フィルタリングを利用しない理由として、子供
を信用している39％、必要を感じていない26.8％の認知度です。このフィルタリングを知ら
ない親も50％近くいると言われております。子供たちが犯罪被害に遭うリスクをフィルタリ
ングをかけないと高めるわけですから、このフィルタリングもホワイトリスク方式とブラッ
クリスク方式の２種類があったり、スマートフォンはウイルス対策が必要だったり、フィル
タリングのアプリを導入しないとフィルタリングがかからないとかいう機種になってきてい
ます。
この取り組みを村としてどうしていくかということを私も考えたんですが、５項目を提案
したいと思います。１として青少年の情報モラルの取得指導、２として発達段階に応じた指
導、３として保護者への指導、４として青少年と保護者のルールづくりの指導、５として気
楽にこういう問題を相談できる窓口などが必要ではないかと考えます。また、この施策につ
いては、日々進歩している携帯電話とかインターネットの世界ですから、継続的に実施して
いく必要が大切ではないかと考えますが、村長と教育委員長に伺いたいと思います。
議

長（原

悟郎） それでは、先に清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 御質問のありました児童の携帯電話の取り扱いの対策について
ですけれども、携帯電話につきましては、子供たちが持っていることは村内では少ないわけ
ですが、スマートフォン、またはパソコン、それとかインターネットなど、現在では仕事、
勉強、プライベートなどで、私たちの生活のさまざまな場面におきまして利用されておりま
す。それで、日々、生活を営む上で欠かせないものとなっているのも事実でございます。し
かし、今、議員さんが言われましたように、有害な情報に接してしまう、こういう危険な落
とし穴も潜んでいるわけでして。
小学校では、毎年インターネットとか、メール等々、高学年ではネットモラルについての
学習や指導を行ってきております。小学生段階では、携帯電話を持たせない、まだ早いとい
うことで、万が一に持たせる場合であれば、対策等も含めて保護者の責任を持って管理する
ということを各家庭に啓発しているところでございます。南小では、６月１日のＰＴＡの講
演会で、「便利なネット、ここが心配」と題しまして、ＮＰＯ法人マザーポート・ＩＴなが
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のの理事長の中島直美氏を講師に、３年生から６年生の児童と保護者が、ネット社会の現在
等々につきまして、どうすればいいのかということを含めて映像を交えながら教えていただ
きました。また、今年度は、３年生以上を対象に、携帯電話等に関するアンケート調査を行
う予定でおります。中学生では、ネットの危険性について年１回防犯教室を開き、専門家か
ら指導をいただいておりますし、授業では技術科の学習で、さらに危険性について深めてお
ります。24年度には、ＰＴＡの父親母親委員会で携帯、パソコンに関するアンケート調査を
行いました。それにつきましては、３月に報告をしてございます。そういう形で保護者の意
識を高めるようにしてきております。
いずれにいたしましても、ネットなどで未成年者にふさわしくない有害な内容のウェブサ
イトにアクセスできないようにするなどの啓発活動は必要でありますので、機会があるごと
に周知をしたいと考えております。しかし、携帯電話ばかりではなくて、ネット、ラインと
か、フェイスブック、ゲーム機等々、いろいろな端末があり、大人ついていけない部分があ
るのも実情でございます。先ほど議員さんがおっしゃいましたフィルタリングサービス、こ
れも確かに必要かなとそのように思ってはおりますが、そこら辺につきまして個々の事情も
ありますので、なかなか難しい問題もあろうかと思います。また、村のメール等々あります
ので、そこら辺につきましても、入っている方につきましてはすぐに配信が可能かと思いま
すけれども、個人情報等もありますので、なかなかそこら辺も了解が必要となり、難しい面
もあるのではないかなと考えております。
以上でございます。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） 苦手意識を持つ保護者の方々への啓発が大切なんだろうなと思い

ます。青少年、保育園の子供から、今インターネットを使えているという時代になってきて
いますし、学校現場、教育現場でもタブレットを使った教育形態が今、普及してきておりま
すので、子供のほうがやはり扱いは早いのかなと、ゲームを通してもそうなんですが、ソー
シャルネットワークサービスの被害も今増大しているわけです。架空請求だとか、マルチ商
法、キャッチセールス、デート商法、アポイントメントセールスなど、たくさん今、先ほど
特殊詐欺じゃないんですが、ネット上のそういう詐欺の被害も出てきているという現状なん
で、10万円以上の被害にも遭ったという方もおります。ですから、一つしっかりとした取り
組みが必要だと思いますので、よろしくお願いします。
また、携帯電話とか、インターネット、情報モラルの習得指導については、例えば、こん
な方法とっても僕はおもしろいんじゃないかなと思いますが、高校生なんかにお願いして、
中学生とか小学生の後輩たちに、例えばスマートフォンの使い方、スマートフォンの怖さを
指導してもらうとかいうような啓発活動の取り組みもおもしろいんじゃないかなと思います。
これは、大人が講師なって言うよりかは、年代の近い子が指導すると、やはり入ってくる、
その指導が入ってくるということもありますのでお願いしたいと思います。
先ほど、教育長が言われましたが、保護者への一斉メールなんかで啓発をしていくという
取り組みも必要だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、災害対策基本法の改正で、村として取り組まなければならない対策を伺います。
改正のポイントの一つは、高齢者などの支援対策強化です。具体的には、要援護者の名簿
作成を市町村に義務づけられました。また、本人の同意を得て、関係者に情報を提供するこ
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とができるようになりました。被害発生の場合は、同意がなくても必要な情報を関係者に提
供できるということです。ポイントの二つ目は、避難所における生活環境の整備を明確にし
た点です。これは、一定期間以上の避難生活の安全性を満たした施設をあらかじめ避難場所
として指定することとしています。東日本大震災では、震災関連死の９割が66歳以上の方だ
ったそうです。原因としては、避難生活の肉体的、精神的疲労だと指摘されています。避難
所生活が長引くと、高齢者や障害者はもちろん、若くて健康な人でもつらいものです。東日
本大震災の教訓を生かした改善点です。村の対応はどうなっているか伺いたいと思います。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 御指摘のとおり、災害対策基本法の改正に続きまして、第２案と

なります災害対策基本法の一部改正が４月12日閣議決定され、審議をされておるところであ
ります。この法律が通れば、行政として避難行動要支援者名簿の作成というのが義務づけら
れるわけであります。これは御指摘のとおりであります。名簿の作成ということになります
ので、内部で目的外利用するということはいいという、こういうことのようであります。内
部でということであります。したがいまして、作成が容易になるんではないかなというふう
に思います。ただ、この名簿の情報の提供につきましては、本人同意がなければ、これはで
きないという、こういうことであります。災害時には本人同意がなくてもいいという、こう
いうことでありますので、常時はやはり本人同意がなければ、消防や警察、民生委員や社会
福祉協議会、自主防災組織等へ御連絡できないという、こういうことであります。したがい
まして、できるだけ本人同意を得ていくという、こういう努力はしていく必要があるという
ふうに思います。
それから、避難所の件のお話がありました。ことしの防災訓練で、避難所１泊というよう
な、そういった訓練を予定しております。今、２地区の要望が出てきておりますけれども、
細部はこれから詰めていくということであります。やはり、避難所では、プライバシー確保
ということ、このことが重要になってまいりますので、先ほども申し上げましたが、仕切り
板や、授乳室、更衣室等に使える、仕切り番は購入いたしましたし、また授乳室や更衣室等
に使えるテント型のプライベートルームを購入して、各地区へ配付をしていく予定となって
おります。こういったものをふやしていくことがいいのかなというふうに考えておるところ
であります。また、同意に、ことし１泊の訓練も予定しておりますので、その中から出され
た意見等々を参考にしながら、計画をしていきたいと考えておりますので、その点はよろし
くお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） 避難所の生活については、本当に起きてみないとわからないんで

すが、ことし、訓練でやってみるということなんで、また長期になったときに、どこを避難
所にするのかという指定もなされていますので、よろしくお願いしたいと思います。
また、罹災証明書を速やかに発行することと明記されました。発行までの手順について、
少し伺いたいと思います。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 罹災証明書につきましては、被害者からの申請において、遅滞な

く証明証を交付しなければならないということになっております。しかし、住宅の被害等、
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必要な調査を実施し、速やかに交付をしていきたいと考えておりますけれども、被害が広範
囲に及んだ場合には、なかなかこれは人的にも被害調査の把握等々、難しくなることも予想
されておるところであります。そんな状況というのは御理解いただきたいなというふうに思
いますけれども、できるだけ速やかにということでありますので、そういった体制を整えて
まいります。また、被災者支援システム活用、今、検討しておりますので、このことができ
るのかどうか見通しがつけば、内部で所有する情報をこの被災者支援システムに取り組むこ
とができますので、証明書発行事務がスムーズになるんではないかと考えております。効率
化が本当に図られます。この辺につきましては、これから後のことということでありますけ
れども、今、検討ということで御理解いただきたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） 被災者支援システムについても、しっかりと利用できるようにお

願いしたいと思います。
最後に、先ほどエベレスト登頂がありましたので、登山家の言葉を一つ読みたいと思いま
す。最初の一歩は最後の一歩につながる。最後の一歩は最初の一歩からである。これはイタ
リアの登山家、ラインフォルト・メスナーの言葉です。
これで質問を終わります。
議

長（原

悟郎） これで、１番、百瀬輝和議員の質問は終わります。

次に、３番、山﨑文直議員。
３

番（山﨑 文直） ３番、山崎です。

田植えの終わった水田の緑が日に日に濃くなってきています。こういう風景を守り、未来
に伝えていくのは、今生きている私たちの責任だというふうに思いながら毎日を生活してい
るところであります。
本日、私は、５点について質問をしたいと思います。
１番目ですが、大芝の湯の家族風呂の充実ということでございます。
大芝の湯の家族風呂、やすらぎの湯は、平成15年の開設以来、非常に規模も大きい形で運
営をされてます。近在の温泉施設にもありますけれども、施設的には非常に整備をされてい
るわけであります。先日、私の親も利用したいということで行ったんですが、非常に人気が
高くて満杯でございました。近在のところへ行きましたらあいてまして、そちらのほうを利
用させていただいたところであります。そういう意味で、この大芝の湯の家族風呂、さらに
高齢者がふえてきている段階で、もっと利用状況が改善したらいいのではないかなというふ
うに思うわけであります。
まず、１番目の質問でありますが、この人気が高い大芝の家族風呂ですけれども、現在は
１日５回転ぐらいで利用してもらっていると思いますが、この利用状況がどんなふうか聞か
せていただきたいと思います。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ３番、山﨑文直議員の御質問にお答えいたします。

家族風呂の利用者の件でございます。
利用者の集計につきましては、障害のある方の介助者は無料ですが、それ以外の方につき
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ましては入湯税の対象となりますので、一般の入浴同様、券売機にて入浴券を購入していた
だいております。人数とはしては、一般入浴客としてカウントをしておるところであります。
したがいまして、利用状況につきましては件数でしか申し上げられません。その点は御理解
をいただきたいと思います。
障害のある方を含んだ利用が146件、一般の方が732件であります。１日当たり平均いたし
ますと、営業日数で割りかえしますと３件の利用ということになっております。１回の利用
を90分としておりますので、１日５回というのが限度であります。そういった設定をしてあ
るところであります。土日などは、希望時間がダブるという、こういうことが多いようであ
ります。したがいまして、利用効率は少し落ちますが、稼働率にしますと平均で60％ぐらい
ということで、現状ではそんな数値となっておるところであります。しがいまして、たまた
ま山﨑議員の利用しようと思った日は満杯だったということでありますけれども、稼働率と
いたしますと60％ぐらいでありますので、まだまだ利用していただけるというふうに考えて
おるところであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） 私も、親がデイサービスを利用させていただいています。そうい

う中で、デイサービスの運営している民間の事業者の方たちとも話をする機会が何回かあり
ました。小さな介護事業者、私が思い出すだけでも村内、特別養護老人ホームだとか、託老
所だとか、グループホームなど、大分ふえてきまして、10ぐらいの事業者があるんではない
かなというふうに思いますが、そういう事業者の皆さんも、毎日のデイサービスの中でいろ
んな工夫をされているわけです。桜の時期には利用者の皆さんとお花見に行ったりとか、外
へ出て食事の機会を設けたりとか、そんなようなことを工夫しながら実施されているところ
であります。
そういう中で、その事業者の皆さんからのお声も聞くところによりますと、やっぱり高齢
者の皆さんは温泉に行きたいと、そういう希望も多いようでございます。もちろん、自分で
はなかなか行く機会がないわけですから、そういう皆さんの機会を通じたり、福祉のサービ
スを利用して行くというのがほとんどのことになると思います。そういう意味で、事業者の
皆さんも、利用者の皆さんも望んでいるデイサービスの場として、この大芝の湯の家族風呂
をもう少し利用が拡大できる工夫ができないものかと、こういうふうに思います。あそこの
浴槽の部分につきましては、幾つかの洗い場とかありますから、さらにそこに一つの浴槽を
ふやすというのは大変な資金等もかかりますが、何人かで行ったときに現在の家族風呂です
と、着がえをするスペースだとか、休憩をするスペースは、そうした場合には少し今の段階
だと狭いかなというふうに感じるわけでありますので、ぜひ、この地域の高齢者の皆さんが、
たまには温泉に入りたいというような願いをさらに広げていくためにも、あそこの家族風呂
のスペースを拡充しながら、一度にたくさんの人たちが利用できるような方策はとれないも
のかなと、こういうふうに考えるところであります。使うのは事業者の皆さんでありますけ
れど、究極的には公共の福祉のために利用していただくと、さらには大芝の湯の利用状況も
多少なりともふえるんではないかなと、こういうふうに考えるわけでありますので、行為ス
ペースや休憩スペース等の拡充を図りながら、さらにいい利用ができるかどうか、この辺の
ところの計画があるかどうかをぜひ聞かせていただきたいと思います。
62

議

長（原

村

長（唐木 一直） 大芝の湯の家族風呂をデイサービスの場として利用できるような

悟郎） 唐木村長。

スペース拡大という、こういう御質問であります。
介護事業者が行うデイサービス、これは介護保険法に基づく事業として実施しておる事業
であると思います。入浴もその一つのサービスメニューとして提供されておるということで
あります。介護事業所につきましては、それぞれがサービスの内容を工夫して、住民福祉の
向上に貢献をいただいておるところであり、感謝を申し上げております。
デイサービスにつきましては、村内の介護事業者の一つであります社会福祉協議会に利用
者の状況をお聞きしますと、入浴というのは介助する家族の方々の負担が大きいため、ほと
んどの利用者の方が入浴をメニューとして入れたデイサービスを受けられているという、こ
ういうことが実態の要であります。本当に、入浴は負担が大きいということであります。社
協以外の村内事業者も入浴施設を備え、サービスを提供しているのが実態であるというふう
に思っております。
一番の問題は、介護事業者が入浴サービスをする場合、介護保険法の適応になるわけであ
ります。大芝の湯を使う場合には、これはサービス対象外という、こういうことになるわけ
であります。したがいまして、そういったところの問題というのをクリアしていかなければ
ならないということが出てまいりますので、その辺はこれからも検討していく必要があろう
かなというふうに思っております。デイサービスでの入浴が大いに助かる、このことは理解
しておりますが、介護保険サービス提供事業者の入浴事業に利用するというために施設を改
修するということは、これは慎重に検討しなければならないというふうに考えております。
今申し上げましたように、費用負担外となってもいいのかどうかという、この辺をクリアし
なければなりません。同時に、本村の場合は、まだまだ当面実施しなければならない事業が
山積をしているわけであります。したがいまして、そういったことを考えれば、現時点では
改修をするという、こういう考え方は持っておらないところであります。よろしくお願いい
たします。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） 介護保険法の関係で対象外になるということでありますけれども、

そういう熱望する部分もあります。さらに、検討を重ねながら、ぜひお年寄りが希望する温
泉に入りたいという部分も実現できるような、前向きな検討を、いろんなクリアしなければ
ならない問題が出てくると思います。それから、負担増にもなる部分は、これはある程度は
仕方がないというふうに思いますが、それの前向きな姿勢を持っていただいて、進めていた
だきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
２番目の６次産業化の取り組みに合わせてということで、大芝高原付近に道の駅の開設を
計画してはということでございます。
今度の予算の中でも、村長も大きな取り組みの中で、６次産業化ということで発言をされ
て、具体的にはこの間、ワーキンググループも発足いたしました。いろんな自治体でも始ま
ってきておりますので、積極的に取り組みをしていくことが大事だというふうに思います。
同時に、これは実現していく、これは地産地消の中で、地元でとれた作物をここで加工しな
がら食べたり、それから販売もするということのいろんな組み合わせで６次産業化というこ
との形が生まれてきているわけであります。そういう意味で、これを例えば加工したものを
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さらに販売をしたりということで、それにはこの道の駅というのを以前にも計画をされた部
分があるかと思いますけれども、これを再度、大きな柱として考えていってはどうかという
ふうに思います。それも、できれば大芝高原付近がいいかなと。ただ、大芝高原の中につき
ましては、法の指定の関係で、いろんな建物、さらにこれ以上いろいろつくるというのはな
かなか難しい部分もあるかと思いますし、私も木をどんどん切るということも、これは慎重
にしていかないといけないだろうなと、こういうことでありますので、その高原の付近のと
ころに、大芝高原に人が来ていただくということも見込みながら、道の駅を開設していくと
いうのを計画の中に入れてはどうかなと思います。私も地域の女性と話をする中で、地産地
消の一環として、この家庭菜園等でできたものを使って料理等をつくりながら、できれば遠
くから来ていただいたお客さんのためにも、提供するような機会や場所をできないものだろ
うかという相談設けたこともあります。そういうところへも含めて、道の駅で。
道の駅と井のは、今、避難所の機能としても各地で注目をされてきております。駐車場が
広い、それから水もある、食べるものもある、そういうようなことで、避難所の機能として
も多く注目されている部分がありますので、いろいろな意味で有利になるかなということで
あります。
自治体が開設するということの内容になるかと思いますので、村長にお聞きしたいところ
でありますけれども、地域の女性の皆さんも、多分、駒ヶ根の施設、人気の高い施設も参考
にされたりして、南箕輪でもそういうような場所と機会が設けられればいいかなという要望
もあるようでございますので、この辺の考え方を聞かせていただきたいと思いますが。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 道の駅の御質問でございます。あわせて、農家レストラン的な、

そんな機会や場所というようなお話でございます。
この道の駅というのは、自動車利用の進展に伴いまして、長距離ドライブをすることがふ
え、高速道路のサービスエリア、パーキングエリアのように、一般道路においても誰でもが
24時間自由に利用できる休憩施設が求められるようになったことから、平成５年に制度が設
けられて、今では全国で1,000カ所を超える道の駅が登録されております。県内では41カ所
の登録があり、近くでは伊那市長谷村の南アルプスむら長谷、飯島町の花の里いいじまが道
の駅となっております。
国土交通省道路局に申請し、認められれば登録となりますが、条件としては、24時間利用
可能な一定の駐車スペース、清潔なトイレ、電話、案内人がいて、道路や地域の情報を提供
する施設、また地域が自主的に工夫し、その地域の文化、名称、特産品を活用したサービス
施設があること等が条件とされております。そうしてみますと、この大芝高原の中には休憩
するに十分な駐車場やトイレのほか、地場の産物やその加工品を販売する大芝高原味工房、
食事を提供するレストラン、パル大芝や森のカフェテラス、気軽に利用いただける大芝の湯、
さらにはみんなの森や森林セラピーロード、森の交流施設、オートキャンプ場まであり、ま
さにこの道の駅のコンセプトに当てはまる場所ではないかと思っておるところであります。
新たに道の駅をつくるということ、これは莫大な費用を必要とします。そんなことを考え
ると、これまでは大芝高原を道の駅に登録することについて検討してこなかったわけであり
ます。したがいまして、新たにつくるのではなくて、大芝高原の今あるところを道の駅とし
て登録することはできないだろうかという検討は始めてみたいと思います。第４次総合計画
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の中にも、道の駅につきましては記載はあるところであります。そんなことを考えますと、
調査しながら検討をしてみたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
６次産業化につきましての話もありました。大芝高原の・・・も持たせ、相乗的な効果が
生まれるようにできれば理想であります。現時点では、白紙の状態からじっくりと腰を据え
て検討してまいりたいと、そういう考え方で、先般はワーキンググループも発足をさせたと
ころであります。その会議の中で確認事項といたしましては、検討するだけでは終わらせな
いという、この確認をまずしたところでありますので、何らかの形になればいいだろうなと
いうことで考えておるところであります。したがいまして、道の駅を新たにつくるのではな
くて、現状施設を道の駅に登録できないか、その中で充実をしていくことはできないか、こ
ういった検討はしていく必要があるというふうに思っております。
それから、農家レストラン的なそういった部分、機会や場所というお話がありました。駒
ヶ根でもありますし、伊那市の長谷でもそういったのが人気を呼んでおるようであります。
これは、やる気のある皆さんが集まって、長谷の農家レストランにつきましては、やる気の
ある皆さんが集まってやっておるということでありますので、行政が主体的にかかわってい
くという、この相談はそういうものがあれば支援はしていきますけれども、主体的にやると
いうことは考えておりません。行政がこういうものにかかわって、本当にうまくいくかどう
かというのは、本当に難しいところでありますので、やる気のある皆さんがやる気を出して
やっていただければ、行政はそれなりに支援をしてまいりますので、その点はそんな御理解
でお願いしたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） 農家レストランの話も、それこそやる気のある方たちがしないと、

行政がお膳立てをしてやっていくというのはなかなか後が大変でありますから、主体的にや
る皆さんを要請をしながら、それで希望があれば支援はしていくということで。６次産業化
もすぐにはできませんので、そういうことを頭に入れながら前向きな検討をこれから始めて
いっていただきたいなというふうに思います。
２番目の質問はこれで終わりたいと思います。
３番目でありますが、村民体育館の改修に合わせて、ステージ部分の活用ということであ
ります。
村民体育館につきましては、以前に耐震の工事もされ、次回は床の改修等も計画されてい
るところであります。近年は、南箕輪中学校も非常に生徒数もふえて、それに従って部活動
の種目も非常にふえてきております。現状は、中学校の体育館や村民体育館も、スペースが
非常にいっぱいだというくらい使っているところであります。以前に、中学校の剣道部がス
テージの部分で稽古をしていたところ、あそこから落下したこともあるというようなことで、
非常にスペース的にはなかなか大変だというふうに聞いております。部活がふえることは、
これはとても好ましいことでありますので、安全面だとか、スペースの確保についても前向
きに捉えていく必要があるかなと思います。
それで、体育館、長年になりまして、ステージの部分というのは、ステージとして利用す
るという部分は非常に減ってきているのかなと。さらに、あそこの床との間の高さが非常に
高い部分もあります。ただ、あそこは、非常に天井が高いものですから、そういう部分では
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ステージ部分も安全な、私は安全な壁を設けててというふうにしましたが、例えば引き戸の
ような形の部分をそろえて、新たなトレーニングスペースとして活用していくということも
有効かなと、こういうふうに思いますので、さらなる改修のときに合わせて実施をしていっ
たらいいのではないかなと、こういうふうに思いますので、考えをお聞かせいただきたいと
思いますが。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 体育館のステージ部分に安全壁を設けて、トレーニングスペー
スとして活用してはどうかという、山﨑委員からの御質問でございます。
村民体育館のステージ等につきましては、村民センターができるまでは大きな行事等でよ
く使われていたということでございます。現在の使用頻度は少なくなってきておりますけれ
れども、果たしてトレーニングスペースとしてしまってよいものでしょうか。後々までのこ
とを考えて、しっかり考えていきたいと、そのように考えております。
ステージは、各種大会等、特に中学生との大会も中心でございますけれども、大会役員の
本部となったり、いろいろな形での利用がされております。安全壁というものを引き戸とい
うような形のこともと言われましたけれども、そういうものを設けてしまうと、ステージと
しての利用がなかなかできなくなってしまう、そういうこともありますし、床の構造上の問
題もあろうかと、そのように思います。ということで、現在の段階では、トレーニングスペ
ースとして活用するというようなことは、今のところは考えておりません。ただ、過日、剣
道部が落下したということもあり、そういう点では十分注意をして指導していきたいと考え
ております。
以上でございます。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） 当面は、現状のままでいくということの解釈でよろしいでしょう

か。電気の暗さだとか、そういう部分の改修は、ここの部分については全然検討されていま
せんでしょうか。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 今のところ変えることは考えておりませんが、その時点になっ
て検討させていただきたいと思っております。
以上でございます。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） 改修もこれから行われるわけでありますので、検討の中に入れて

いただいて、前向きな研究をお願いしたいというふうに思います。
４番目の項目に移ります。
いずみ苑の改修後における村郷土館整備計画の展望ということであります。
昨年も、私はこの関連で質問をいたしました。いずみ苑につきましては、ことしから防災
倉庫等の改修ということで進められるわけであります。その際に、文化財の保存の機能も備
えると、こういうことになっております。それは、その形で進められることはいいと思いま
すが、その後において、今の郷土館、つきまして昨年の答弁の中にも、村の公民館の耐震調
査の結果を見て判断をする。さらには、教育委員長からも、郷土館のような形の施設は、や
はり文教施設のところあたりに整備をしていくのが望ましいという答弁がありましたので、
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１番目の事項として、村の公民館の耐震調査の結果はどのようであったか。さらに、それを
踏まえて、整備計画のほうの関連とはどのように考えておられるかをお聞かせいただきたい
と思いますが。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） ４番のいずみ苑の改修後における郷土館整備計画（１）（２）
等々につきましては、教育長のほうからお答え申し上げますので、よろしくお願いいたしま
す。
議

長（原

教育長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） いずみ苑の改修後、倉庫としていただけると、こんなうれしい話は

ないわけですが、前もってお話をしておりきますと、昨年度、ようやく中央道西宮線で発掘
された高根遺跡ほかの土器類が、今までは羽広の伊那市の公館のところに預けておいたわけ
ですけれども、それが戻ってきたと。それから、箕輪町の境、木下境にあります箕輪遺跡の、
これは弥生の田をつくった後の木工製品、そんなものも箕輪のほうに預けてあります。それ
も戻ってくると。それから、さらには、古文書類が随分、寄贈されてきまして、太宗館のも
のは有名ですけれど、そのほかに神子柴の大和手での文書であるとか、それから久保の丸山
古文書であるとか、さらにはその他、そんな村誌をつくったときの写真の類であるとか、そ
んなものが今、体育館の地下にあったり、あちこちに散在をしているわけであります。そう
いうものをいずみ苑のほう、あるいはその職員の駐車場の横にある倉庫へおさめればいいと、
このように考えているわけですが、どうしても湿度が大きな問題になると、これが湿度が高
ければ、土器にも大きな影響が及ぶと、整理もなかなか大変であるわけです。そんなことを
頭に置きながら、郷土館や村公民館の改修についての案をこれから考えていきたいと、こん
なふうに思っているわけであります。
まず、村公民館の耐震の診断でございますが、想定以上に良好な数字が出ていると。特に、
基礎部分につきましては、許容値耐力以内におさまっていると。ちょっと、問題になるのは、
鉄骨屋根の一部の部材で、積雪時に許容応力を上回り、補強が必要であるという指摘がござ
います。さらに、鉄骨屋根では、屋根ブレースの増設やはりとの接合部分を補強しなくちゃ
ならないと、あるいは積雪時に耐力が不足する部材の補強、そんなところが指摘されている
わけであります。なお、２階、袖壁の補強も同じでございます。ただし、加えまして、２階
の天井については、これは全面改修が必要であろうと、こんな指摘がございました。
前段はそういうことでございまして、非常に貴重な資料が返ってきておりますが、そうい
う手当がいずみ苑のほうでなされ、整理がこれから、専門家がやっぱり必要かなと、こんな
ふうに思っておるところであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） いずみ苑のほうにつきましては、そういう形で倉庫的な作業をこ

れからされると思います。村公民館の耐震調査ということで良好な値が出ておるという、そ
れはそれでいいわけでありますが。
それで、（２）に移りますけれども、現状の郷土館につきましては木造でもあるし、相当
古いということで、あの中には大英博物館にも行った県宝級の展示物があります。しかしな
がら、あそこについては、ここにもありますけれどもトイレがございませんし、地震に対し
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ては、今の郷土館についてはとても耐え切れないんではないかなと。
先ほど教育長からもありました湿度の問題も、展示をするということになれば、せっかく
村内のいろんなところから古文書的なものも、いわゆる寄贈したり、研究をしてくれという
こととか、預かってくれということで預かっても、預かったところで非常に管理が難しい、
そういう部分が出てくると思います。やはり、そろそろ大事な村の歴史を語る宝物を良好な
形で保存、展示をしていく施設をきちんと建てていく時期ではないかなというふうに思いま
す。
郷土館というのは、もちろんもうかる施設ではありませんけれども、こういう施設をきち
んと整備をしてくということが、その地域、自治体の、逆に言えば文化のレベルがどれだけ
高いかということにもつながるんではないかと思いますので、具体的な整備計画をこれから
立てていくことが必要ではないかなというふうに思いますので、この辺の希望的ではなくて、
何年度にはこれぐらいの規模のものを建設していく、例えば公民館の中のところを改造して
やっていく、こういうことを具体的に整備を立てていくということが必要ではないかという
ふうに思いますが、この辺の計画、決意のほどを聞かせていただきたいと思いますが。
議

長（原

教育長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） ２番目のほうでは、質問の答えをさせていただきます。

確かに、トイレもない、それから地震が来れば壊れてしまうかもしれない、そういう郷土
館の中に、大事な、貴重な文化遺産が入っていると、こういうことに対しては、私どもも何
とかしたいなと、こういう思いはいっぱいでございます。ただ、今の郷土館、使えないまで
にしても、学校に非常に近いというところで、子供たちの社会科の教育には非常に役に立っ
ていると。そういう観点から、現在のところにおきまして、そして、なお公民館を改修する
に当たりまして、中を少しうまく改造すれば、展示ぐらいは入るのかなと、こんなふうに考
えてみましたが、ちょっと私ども考えているスペースに当てはまりませんので、その件はち
ょっと棚上げにして、全体を教育委員会として慎重に検討していきたいと。
まずは、公民館の中に、今、教育委員会の相談室が入っております。それから不登校の子
供たちのために教室も入っておりますが、あそこのところをきれいに床を張り直したり、使
い勝手のいいように少し改造させてもらえたらどうかなと、それができるかなと、そんなと
ころも含めて検討させていただきたいと。もちろん、財政力が伴うわけでございます。理事
者、村長とも相談しながら、どのぐらいのお金をかければ公民館が再生できる、我々の頭の
中に現在ある、そういう展示施設や、そして中に入っている教育関係の施設を中で運営でき
るか、場合によっては外に出してプレハブで対応するかというようなことまで含めた検討を
させていただきたいと、ちょっと時間がかかるかもしれません。そんなことでおります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） 今の展示してある土器等を見て、これで震度６の地震が来たら、

せっかくあのすばらしい歴史的な土器もみんな転んで壊れちゃったら、また復元しなければ
ということになるかと思います。行くたびに心配だなというふうに私も思いますので、ぜひ
確実なる整備計画を、教育に立っていただいて、進めていっていただきたいというふうに思
います。
５番目の質問に移ります。
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職員定数の見直しと実施を早急に行うべきということであります。
村長は、議会の冒頭でも発言されたりしていますが、役場の中の庁内の中の業務数が非常
にふえてきている、それから人数も職員の定数を見直しということで発言をしているところ
であります。村民のニーズというのは、さらに高まってきているものがあるわけであります
が、現状の庁内を見ると、非常に臨時の職員の方々が多くなってきているところで、顔も覚
え切れないぐらい大勢いるようであります。外部の保育所の保母さんも合わせれば、非常な
数になってくると思いますが、とりあえず、この庁内の正規の職員と臨時職員の人数とか、
割合の現状というのは、どんな形に今なってきているんでしょうか。まず、（１）として質
問したいと思います。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 職員定数の見直し関係の質問で、正規職員と臨時職員の人数の割

合の現状であります。
６月１日現在の人数で比較して申し上げます。派遣等により、外部職場に派遣している職
員数を除きますと、本村の全職員数は139人であります。また、臨時職員は137人であります。
全職員に占める臨時職員の割合は49.64％となっております。正規職員と臨時職員がほぼ同
数ぐらいであるという状況であります。この全職員数のうち、育児休暇等による休職中の職
員が10人ほどいますので、現状では逆転をしているのかなというふうに、そういう状況とな
っております。臨時職員も、これは雇用保険に加入している週20時間以上の勤務をいただい
ている方という対象となっておりますので、日々雇用というか、短期雇用を含めれば、もっ
と多くなるのかなというふうに思います。
しかし、その大多数は保育園であります。庁内、教育委員会の合計では、職員数93人に対
しまして臨時職員数は17人、割合としては15.45％ぐらいということであります。保育園で
は、これは逆であります。43人の職員に対して、臨時職員は94人であります。７割近い方々
が臨時職員となっております。特に、保育士につきましては、約45％に当たる34人につきま
しては、これは加配保育士という、こういう特殊事情がありますので、その辺で多くなって
きておるというような状況でございます。
割合は以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） 正規の職員と臨時の職員がほぼ同数ということで、近年、非常に

ふえてきたなという、改めてわかったところであります。
保育所の関係につきましては、急激な園児数の増、それから手厚い保育体制ということで、
正規の職員がカバーし切れないという部分でふえてきたということもありますが、庁内につ
きましては、やはり恒久的に臨時の方がふえてきているのではないかなと、こういうふうに
思います。
（２）の問題になりますけれども、臨時職員が多くなるということについては、職員数の
人数をとりあえずカバーするということは言えるかと思いますけれども、かねがね思ってい
るのは、災害が起きたようなときに、正規の職員が非常に少ないという状態だと、災害対策
の先ほどの同僚議員からもありました災害対策をこれからどうするかという部分もあります。
職員が各地の避難所に出向いたり、本部で業務を行ったり、そういうことが出てくるわけで
ありますが、そうした場合に、非常にどちらも手薄になってしまうという、そういうことも
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考えられるんではないかと思います。近年は、職員採用した職員の皆さんは、ほとんどの方
が消防団に加入をしているという話も聞きましたけれども、消防団に加入しても、災害のと
きにその職員の人は消防団に行くのか、本部のほうの仕事にかかるのか。これも、やっぱり
昔から言われたことですけれども、非常に難しい対応になってくる。こういう、いわゆるデ
メリットも出てくるわけでありますし、臨時の人がふえてきますと、一つの業務を覚えてい
ただくのに、正規の人たちがそれに対して指導しなければいけない、こういうことが出てく
る。多くなると、そのほうが煩雑になってくる。こういうことで、必要以上の臨時職員がふ
えるということは、よろしくない傾向だというふうに思います。
業務の拡大ともあわせて、きちんと精査をしながら、ぜひ26年度の４月の時点では、正規
の職員がさらにふえるような施策を、それには採用試験は９月、今年度中に行われるわけで
ありますから、その点についても前向きな取り組みをしていくべきだというふうに思います
が、村長の考えを聞かせていただきたいと思います。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 臨時職員の正規化というような御質問だろうというふうに思いま

す。
災害に関連しての御質問もあったところでありますけれども、災害のために職員数をふや
すという、こういう予定はありません。日常業務で不足している部分を正規化していくとい
う、こういう取り組みで御理解をお願いしたいというふうに思います。
本村の場合は、平成17年度から平成22年度までの６年間で、集中改革プランとして定員削
減をやってまいりました。平成16年度の職員数149人に対し、平成21年度では132人と、17人
職員数を減少させたところであります。減少ということになっております。逆に、人口につ
きましては、この５年間で、平成17年からの５年間で、約1,000人増加をしております。こ
のことは村の特殊事情ということになっております。したがいまして、職員定数も考えて行
かなければならないという、こういうことであります。庁内に限らず、保育園につきまして
も、臨時がクラスを担任しているというような、そういうことは解消していきたいなという
話も議会に対しても申し上げたところであります。そういったことを含めまして、庁内、保
育園を問わず、この定数の見直しというのは９月議会にまたお話をさせていただきたいとい
うふうに考えておるところでございます。
23年度から今年度にかけましては、保育士５人、また栄養士や作業療法士、あるいは専門
職をふやしております。このため、現在の職員数というのは141人となっておるところでご
ざいます。そんなことで、職員数は定数の範囲内でふやしてきておりますけれども、人口増
加や、あるいは地方分権に伴う事務量の増加等々、住民サービスというこのことも大切であ
りますので、それらを勘案しながら、庁内、保育園等々、職員定数の見直しを行いながら検
討してまいります。９月議会に提案をしてまいりたいと思っております。
また、さらに障害者雇用という部分も、率の関係で法的な改正が出ましたので、その辺も
念頭に置いていかなければならないというふうに思っております。その辺は、また９月議会
で御審議をお願いしたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） 災害のために職員定数どうのこうのということは一つの事例で、
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そういう面もあるということでありますので、誤解のないようにお願いしたいと思いますが、
ぜひ住民ニーズのために、実現していくために、職員の定数も見直すということをお願いし
たいということで、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
議

長（原

悟郎） これで、３番、山﨑文直議員の質問は終わります。

なお、２名の議員の質問が残っておりますが、あす13日の午前９時から一般質問を続けた
いといたしまして、本日はこれにて散会いたします。
御苦労さまでした。
事務局長（堀

正弘） 御起立願います。礼。〔一同礼〕

議

悟郎） 御苦労さまでした。

長（原

散会 午後 ４時５３分
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議 事 日 程（第３号）
平成２５年６月１３日（木曜日） 午前９時００分 開議
第１ 一般質問（受付順位第８番から）
５番

加 藤 泰 久

４番

小 坂 泰 夫

1
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茂 樹
聡

会議のてんまつ
平成２５年６月１３日
事務局長（堀

午前９時００分 開議

正弘） 御起立願います。〔一同起立〕おはようございます。

〔一同「おはようございます」着席〕
議

長（原

悟郎） 御苦労さまです。

ただいま出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開き
ます。
会議に入る前に御報告いたします。
有賀代表監査委員から、都合により欠席する旨の連絡がありました。
昨日に引き続き一般質問を行います。
質問順に発言を許可いたします。それぞれ的確な質問、答弁をお願いいたします。
それでは、５番、加藤泰久議員。
５

番（加藤 泰久） ５番、加藤泰久です。通告どおり、３件について質問をいたしま

す。
まず、唐木村政３期の政策について質問いたします。
前日の同僚議員の質問にもありましたが、重複する部分は省略させていただきます。よろ
しくお願いいたします。
７項目の公約の中で、４年間で全てを実現されることと思いますが、３期目であり、過去
８年の実績の中で、これから４年間を見据え、じっくり腰を据えた政策を実施する中で、あ
えて三つの公約として上げるならば何であるか、よろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ５番、加藤泰久議員の御質問にお答えを申し上げます。

唐木村政３期目の施策で、三大公約を挙げるとすれば何かという御質問であります。
昨日も、他の議員の御質問にお答え申し上げました。全ての公約が大切であると考えてお
ります。また、行政というのは、一面的な面ではなく、トータルとして全ての面を捉えてい
かなければならないと思っております。
しかし、一方では、個性豊かな、特色のある村づくり、地域づくりが極めて重要となって
まいります。本村の場合は、何をとってもあるい程度の水準が確保されることもあり、どう
特色を出していくかということが本当に難しいことであり、その難しさも痛感しておるとこ
ろであります。
また、行政というのは、首長の考え方である程度は施策的には変わってくる、そんな面も
あるところであります。私は、この村の特色といたしましては、また村の生き方といたしま
しては、まず優良な住宅団地の形成や勤労世帯の定住促進を考え、税収増加対策を図ってき
たところであります。その一つが、子育て支援の充実による人口増加対策でありました。こ
の点は、不十分な面もまだまだありますが、一定の成果が上がっているんではないかなとい
うふうには思っております。今、大都市周辺でない長野県の南箕輪村の人口が、なぜ増加し
ているのか、2040年に向かってなぜ増加していくのかと、そんな取材や問い合わせも多くな
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っているところであります。これに甘んじることなく、さらに施策の充実に努めていかなけ
ればならないと考えております。
前置きはそれぐらいにいたしまして、２期８年間の施策の充実を基本に三つ上げるとすれ
ば、足腰の強い産業振興、共同共助の精神による障害者、高齢者を含めて、全ての面での地
域での支え合い組織の構築と地域力の向上、また、さらなる定住促進と健康で元気な村づく
り、そのための村民の健康長寿への取り組み、この三つとなろうかというふうに考えており
ます。加えまして、防災、医療を含めまして、安心安全な村づくりや地域づくり、このこと
も大切な要素であると思っておるところであります。先ほども申し上げましたが、全ての施
策というのが重要となってまいりますので、その実現のために、さまざまな取り組みをして
いかなければなりません。それに向けて精いっぱい努力をしてまいります。
また、さらに最近、大切となってきておりますことは、広域的な取り組みであります。今、
広域連合は、それぞれの市町村が連携を深めながら、広域連合の役割として・・・を一緒に
推進していく事業が多くなってきております。上伊那発展や、効率的な行財政運営からも重
要なことであります。当面の問題といたしましては、伊那消防署の建設に伴う消防の広域化、
３孤立病院の連携による上伊那地域の医療再生、また最大の課題でありますごみ処理中間施
設の建設等々、大事業に直面をしております。上伊那は昔から一つと言われております。そ
ういった考え方に立ち、また一方では村の立場も考えながら、他市町村とともにその実現に
向けて努力をしてまいります。村独自のこと、あるいは広域連合にかかわること、課題も山
積しておるところであります。課題解決、問題解決、一つ一つ進めながら、さらに村の発展
のために、村民の生活向上、満足度の向上のために努力をしてまいりますので、よろしくお
願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤泰久議員。

５

番（加藤 泰久） ただいまの説明にもありました、公約にもあります共同共助につ

いて、村民への啓蒙、また村民の認識や協力が必要かと感じております。子育て支援が大き
な政策として掲げられておりますが、少子化、高齢化の中で、高齢者への施策についても力
を入れてもらいたいと思うところであります。この七つの公約が全て実践されることを村民
としても期待するところであります。
続きまして、村財政の見通しはということで質問させていただきます。
政府の地方交付税、補助金等の交付が不透明で不確実な折、公約、施策を実施していく中
で、健全財政を維持し、実施していくことは大変なことと思われます。緊急性のある事業と
しては、南原保育園の増築は既に執行されており、１億1,800万、伊那消防署分担金が１億
3,100万円、役場庁舎増築に7,000万、中央病院増築等についても費用が明らかとなっており
ます。人口増加に伴う課題もあり、小学校の増築等も予想され、基金の積み立て等も必要か
と考えております。個人、法人の税収が望まれることであり、産業の振興に力を入れて、安
定的な税収が望まれるところであります。３期目の村財政の見通しはいかがでしょうか、お
尋ねいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 村財政の見通しの御質問でございます。

まず、初めに、平成25年度の村財政、とりわけ税収の見通しから申し上げます。
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個人住民税につきましては、納税義務者はふえております。130人ほどふえておるところ
でありますけれども、個人の給与収入が予想外に伸びませんでしたので、前年の調定額より
2,000万円ほど減額調定となったところであります。これは、予想以上に不況の影響という
のがあらわれているんではないかと、そんな結果となったところであります。これは、歳入
不足となる予想でありますけれども、他の税の動向を見ながら、このくらいは賄えるんでは
ないかというような見通しを持っておるところであります。
法人住民税につきましても、国の法人税率の変更による減額があります。また、国の経済
対策による効果、そのことは一部企業では明るい兆しはあるものの、これは大企業中心とい
うことであり、地方全体に影響が出てくるまでには、まだまだ時間というのがかかります。
また、地方に影響が出てくるかどうかという、そういった点も不透明な面もあります。そう
いったことを考えれば、現状では厳しい状況を見込まざるを得ないというふうに考えており
ます。
また、固定資産税につきましては、家屋の新築というは確かにふえております。しかし、
土地の宅地評価額の下落や償却資産では、いまだに企業の設備投資が見込めない鈍いところ
であります。そうしたことを考えますと、全体では減少傾向となってきております。また、
地方交付税につきましては、リーマンショック後に経済危機対策対応のために設けられまし
た特別枠の廃止も検討されてきております。そういったことを考えれば、今後の伸びは期待
できません。
また、国では、地方交付税につきましては、頑張った市町村に交付税を配分が多くなると
いうような、そんな記事も出ておるところでありますけれども、この辺の実態はまだまだこ
れからでありますので、把握できないところであります。
アベノミクスによりまして、経済状況は上向きになっているとはいえ、非常にまだまだ不
透明な状況でありますので、現状では主要財源であります村税と地方交付税の減少を見込ん
でおるところであります。今後も厳しい財政見通しをしていかざるを得ないという、こんな
状況となっております。本村の場合の歳入でございますが、その７割が村税と地方交付税で
あります。特に、その動向をこれからは注視をしていくことが求められておるところであり
ます。また、国が進めております経済対策の効果が早く地方にも影響し、税収が伸びていく
ことを期待するわけでありますが、現状では厳しい見方をしながら、限られた財源の中で、
事業の選択と集中により、身の丈に合った確かな財政運営を進めていく必要があります。そ
ういったことを基本にしながら、行財政運営を進めてまいります。
将来的な財政見通しでありますが、今申し上げましたように、景気の動向により、これは
かなり変動してまいります。経営状況を見きわめながら、３カ年の財政計画のローリングで
見きわめてまいります。また、事業の実施も、財政計画の範囲内でローリングをしながら、
常に財政計画と事業計画をリンクさせていく、このことが重要であると思っております。そ
して、健全財政の維持に努めてまいります。また、今後は、より一層３カ年実施計画の精度
を上げまして、計画行政の推進を図っていくことが重要であります。また、事業の選択につ
きましても、重要度を判断していく、村民の密着度を判断していく、こういった事業選択を
的確にやっていく必要があるだろうというふうに考えております。そういったことを考えな
がら、厳しい姿勢で臨んでいきたいというふうに思っております。
また、本年度始まったばかりであります。肉づけ予算や今回の補正におきましても、かな
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りの事業をお認めいただいたところであります。これらの執行につきましては、順調に推移
ができるんではないかと考えておるところでありますし、これから地方交付税の本年度分の
算定が始まります。その状況を見きわめ、さらなる繰越財源をどうしてくのか、この辺は議
論もまたしていきたいというふうに考えております。現状で申し上げますと、２億1,000万
ぐらいまだ余裕財源ということで繰越財源があるわけであります。それらをどう有効に使っ
ていくのか、また肉づけ予算の中で、8,500万円、伊那消防組合、そういった部分で基金の
取り崩しをしております。そのくらいは戻せるんじゃないかと、こんな今、状況を考えてお
るところであります。したがいまして、これから出てくるさまざまな事業に対応していく財
源というのは、今年度でもそういった面で生み出せるんではないかなというふうには考えて
おるところでありますので、よろしくお願いいたします。
いずれにいたしましても、基本的には財政計画と事業の実施計画をリンクさせていく、こ
の精度を上げてまいりたいというふうに思っております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤泰久議員。

５

番（加藤 泰久） ただいまの説明の中にあるように、厳しい財政の中ではあります

が、健全財政を維持しながら、施策を推進していっていただきたいと望むところであります。
続きまして、遊休農地への対策はということで質問をいたします。
現在、１万4,000平方メートルほどの遊休農地があると役場よりお聞きしております。今
後、ますます増加することが予想されます。現に、高齢化により耕作が困難な農家、また若
い後継者がいる中でも耕作放棄というような現状であります。農地や農業政策に携わる農業
委員会でも対応、対策に苦慮していることと思います。
そこで、遊休農地の現状はということで質問をいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 遊休農地の対策で、まず初めに遊休農地の現状につきまして答弁

を申し上げます。
御指摘のように、村内の農家では、高齢化や後継者不足で農業経営をやめたり、縮小する
ケースというのが多くなっております。この点につきましては、これは全国的な傾向であり
ます。こうした場合、他の農業者に農地として賃借や売買により、農業生産が継続されるこ
とがこれは理想的であります。しかし、なかなかそういかないのが現実となっております。
一部では、住宅用地等に転用されることもあります。また、一方では、遊休荒廃地化をして
いく場合も多くなってきております。遊休荒廃地は、病害虫の発生の温床となり、周辺へも
影響を及ぼすばかりではなくて、景観計画策定のアンケートやワークショップでも多くの皆
さんから上げられておりますが、景観的にも好ましくない状態となります。さらには、春先
になりますと、毎年のことでありますけれども、草が枯れた状態で火災の発生というのも心
配になってくるところであります。
作付されない農地、いわゆる遊休農地全体の面積は、2010年の農林業センサスによります
と、村内では御指摘のように41ヘクタールとなっております。率で申し上げますと7.2％で
あり、これは近隣市町村と比較しますと、比較的少ないほうでございます。この理由といた
しましては、中山間地が少ないこと、このことが起因をしているというふうに思っておりま
すし、本村には大規模な酪農家が多いという、こういうこともあるわけであります。しかし、
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酪農につきましても、やめていく方もあります。一人の酪農家がやめますと、広大な面積が
不要となってしまいますので、この辺の対策もまた考えていかなければならないと思ってお
ります。
次に、遊休荒廃地の面積でありますが、平成20年度には114件の11ヘクタール、平成22年
度には147件の15.6ヘクタールと増加しております。その後は微減をしております。ただし、
これは全体件数と面積に比較でありまして、なかなかこれは解消ができていかないというの
が実態であります。微減はしておりますけれども、解消はできていかないということであり
ます。また、せっかく解消されても、新たな遊休荒廃地というのが発生してきております。
農業委員会や各地区営農組合の皆さん方が中心となって、解消に向けて継続的に努力をい
ただいておりますが、毎年新たな発生もありますので、全てを解消していくということはこ
れは困難な状況であります。できるだけ減少させていきたいというふうには考えております
けれども、なかなか難しい問題であります。実態としては、村の遊休荒廃地、そんな実態で
ございます。
以上です。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤泰久議員。

５

番（加藤 泰久） ただいまの説明にありますように、大変難しい状況であるという

ことはわかっているところでございます。
この遊休農地を減少させる対策はというようなことで質問いたします。
多くの農家が加入している「まっくんファーム」がありまして、村としても23年度には
400万、24年度には200万円の農業機械購入を補助しています。遊休農地の耕地を受託してい
る会員が、まっくんファームの会員が、専業農家であったり、また兼業農家であり、農繁期
には、やはり自分のところが忙しいというようなことで手が足らずに、農業機械の有効使用
が大変だとも聞いております。法人化２年で機械類も充実している中で、通年でオペレータ
ーとして勤務できるような職員を雇用できるような人的支援を長い年月じゃなくて、２年か
３年の期間で補助して、まっくんファームの経営が充実し、遊休農地の受託がスムーズに行
われるようなふうになればと考えるところで、遊休農地の解消につながればと思っておりま
す。より現実的な遊休農地の解消の方法ではないかと思われますが、その辺について御質問
いたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 減少させる対策であります。

先ほど申し上げましたが、農業委員会や各地区営農組合を中心にしながら取り組みをされ
てきております。そのほかでは、村営農センターや農地利用集積円滑化団体として認定して
おりますＪＡ上伊那等の機関が、連携して取り組んでいくことが重要であります。農地の貸
し手はふえる一方で、現状の担い手だけでは受け切れない状況も見られております。
したがいまして、今、加藤議員の御指摘がありましたように、農事組合法人まっくんファ
ームの充実、このことがより求められてきておるところであります。そんな点は、また農家
の意向をお聞きしながら、農地の集約を進め、解消につなげていかなければならないと考え
ておるところであります。
農事組合法人まっくんファームにつきましては、機械作業の受託により集約化を図り、戦
略作物や地域振興作物の作付を進めてきていただいております。・・・や刈り取り等を委託
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することで、農作業の軽減が大きく図られ、そのことによりまして、営農継続が可能となっ
ている農家も多いものと考えております。まっくんファームができたことで営農が継続でき
るという農家、これは確かに多くなってきておるというふうに思っております。
また、まっくんファームでは、法人化に当たりまして、年に１ヘクタールずつ、どうして
も耕作できない農家から土地を借り、直接経営をする農地を増加させていく計画が立てられ
ております。これまで、２年間、計画どおりの進捗が図られてきております。３年目のこと
しは、現在のところ、2.6ヘクタールの農地で水稲とソバを作付していく計画となっており
ます。法人化して、このまっくんファームは間もないということでありますので、徐々にで
はありますが直接経営する農地も拡大してきております。
まっくんファーム組合員の皆さんからの貸付要望というのは、今後さらにふえてくるとい
う、こういう状況が予想されますし、現実的にそうなってきております。したがいまして、
より一層この作業の効率化をしていかなければならない、このことも重要な要素となってお
りますので、今、ブロックローテーションの導入を検討しております。できることであれば、
平成26年から、村内を何地区かに分けてのブロックローテーションを導入し、作業の効率化
を図っていきたいというふうに考えておりますので、また多くの農業者の御議論も願うとこ
ろでございます。
まっくんファームにつきましては、機械による受託ということが主になっておりますけれ
ども、コンバインにつきましては10台体制を整え、オペレーターも新たな大型特殊免許取得
のための助成や研修等を通じて、育成、確保に努められてきております。今後も、状況に対
応した体制の整備、充実が図られていくものと思っておるところであります。コンバイン等
の機械の整備につきましては、老朽化に伴う更新が必要となりますので、この辺につきまし
ては計画的に村も支援をしていくつもりでございます。
また、まっくんファームは、荒廃地化している農地について、大型草刈り装置による草刈
りを10アール当たり安価で実施していただいております。こういった活用もしていくことも
大切かなというふうには考えておるところであります。
それから、加藤議員の御質問の中にもありましたように、オペレーターの人件費だとか、
そういったものをどうしていくのかという、この辺は、これからの検討事項となってまいり
ますが、私の個人的な考え方と言いますか、村の方針として、またこの辺も確立していかな
ければならないなと思っております。
農業というのは、本当に多面的な機能を有しております。農業生産だけではなくて、景観
形成や、あるいは災害防止やさまざまな機能を有しております。また、同時に、美しい環境
保全、このことも考えていかなければなりませんので、その辺を勘案しながら、これからは
直接経営に対する部分、直接経営をふやしていただかなければ、どうしても農地は守ってい
けないという、こんな状況も生まれてきておりますので、この辺につきましては人件費的な
補助も考えていかなければならないだろうと私は考えております。その辺は、また議会の中
でも議論をお願いしたいと思っているところでございます。人件費的な補助、検討していく
時期も近いだろうと、近いというよりも早急に始めなければならないというふうに思ってお
りますので、その辺はまた問題提起をさせていただきますので、議会としての議論もお願い
したいと思っております。そうしていかないと、なかなか農業が守られていかないという現
実があるわけでありますので、現実的に対応していくという、こういったことも必要であろ
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うというふうに思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤泰久議員。

５

番（加藤 泰久） 大変難しい問題ではありますが、時間をかけ、各種団体、また組

織が連携をとりながら、この問題に取り組んでいくように願うところであります。
続きまして、３番目の大芝中学校林の現状はということで質問をいたします。
教育には継続が必要かと思われております。継続は伝統につながります。新聞、テレビ等
で報道されている経ヶ岳登山は、生徒の心身の発達や忍耐力をつける行事であり、また伝統
的な落ち穂拾いについては、この豊かな時代、またものがあり余っている時代に、米一粒の
大切さを教え、考える大切な行事であるかと思い、また生徒の人生においても必要な行事か
と考えております。
そこで、今、都会の学校等において、森林の中での下草刈りや枝打ち等の森林に対する学
習が取り入れられており、村でも長く続けておりました南箕輪中学校の大芝学校林の現状は
どのようになっているか、お聞きしたいと思います。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 加藤泰久議員から御質問がありました大芝中学校の学校林の状
況につきましては、教育長よりお答えいたします。
よろしくお願いいたします。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） それでは、教育長。
鑑） 私の手元にあります記録によりますと、昭和22年に新制の中学校

が発足しました。昭和24年度から中学校を上げての学有林、あるいは学校林の整備に当たっ
ておりますが、昭和39年まで生徒の手で、カラマツ、ヒノキ、アカマツ等の植樹作業が行わ
れてまいりました。その後、いろいろ経緯があったようですが、平成12年度から現在、みん
なの森の整備事業が始まりまして、３年間ほど休止になりまして、現在は、平成22年度から、
みんなの森の中に4.28ヘクタールの林を学校林の管理委託ということで村のほうから受けま
した。最近は、植樹というよりも下草刈り、あるいは枝打ち作業等の育樹活動に務めてきて
おります。
なお、学校のほうの方針として、中学１年生に大芝の中で１泊して、そしてそういった中
で学校林の整備を行っていきたいと実施しております。なお、・・・代表を中心とした大芝
高原森林自然保護の会の皆さんの応援もいただきまして、特に漆の多いところですので、小
さい木の伐採等はこの自然保護の会の皆さんにお願いしているところであります。ことしは、
５月28日に１泊で大芝に泊まり込みながら、その中での学有林の整備に当たっております。
林務課の職員の話によりますと、下枝を集めたり、あるいは歩道沿いにその下枝を運び出し、
そんな作業を１時間半ほど行ったと。当事者に聞きましたら、ことしの学校林作業は非常に
よくやってくれたと、こんな評価も受けているところでございます。
学習指導要領の改訂がことしから始まって、中学は終わりまして、英語や理科の授業時間
がふえているというようなことの中で、このくらいが今は限界かなと、こんなふうに考えて
いるところであります。いずれにしましても、村の村有財産であります。中学の実習の額に
汗を流す、そういう教育の一環として、これは今後とも学校を通じて続けていきたいと、こ
んなふうに考えるところであります。
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以上です。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤泰久議員。

５

番（加藤 泰久） ただいまの説明でおよその流れがわかったわけでございますが、

作業内容等についても説明をいただきましたが、以前はそれぞれの農家におきましても、学
校におきましても、田植え休み、稲刈り休み、農繁期には学校が休みで、家の農作業、また
は友達の家の農作業等の手伝いに、農作業に携わることが多くありました。社会の変化や機
械化により、そのような農業へのかかわりが少なくなってきました。林業や、または植樹に
接する機会も少なくなっている中で、学校林を使い体験することにより、森林を愛し、また
額に汗するというような教育が必要なことではないかと思うところであります。ただいま説
明の中にありましたように、授業時間がふえてというようなことがありますけれども、教室
で受ける授業と、また学校外で体験することが非常に今後とも必要になっています。できな
いことをやることが非常に必要じゃないかなと思っております。そして、中で活動すること
により、森林を愛し、田んぼを愛し、また大芝を愛し、郷土を愛する教育をぜひとも進めて
いっていただきたいと思うところであります。
以上をもちまして、私の質問を終わります。
議

長（原

悟郎） これで、５番、加藤泰久議員の質問は終わります。

続きまして、４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） ４番、小坂泰夫です。

今議会の一般質問、私が最後になるかと思います。よろしくお願いいたします。
まず、質問に入ります前に、最近ちょっと私の身の回りであったエピソードを一つ、お話
しさせていただきます。
地元の地域の集まりがありまして、防災無線の聞こえ方について、各戸、多分、区内、全
村内だと思いますけれども、防災無線の聞こえ方について、各皆さん、状況はどうですかと
いうことをちょっと集まりの中で聞かれました。その中で、ちょっと私が住んでいる地域は、
本当に田んぼが広くて、各戸が非常に散らばっているところもありまして、防災無線の聞こ
え方は、正直、聞こえるというところと、全く聞こえないというところと、本当にばらつき
が同じ組の中でもあります。そういう中で、防災無線をより聞こえるようにということでの
防災無線の強化を村にお願いするよりは、例えば、各戸で戸別受信機を１万円で村で分けて
くれますので、そういったものを各戸で入れるとか、そういったことを組や地域でちょっと
働きかけたり、お願いしていったらどうかということを私のほうもちょっとお話ししました。
すると、そこで、ちょっととある方に言われたんですけれど、そんなこと、議員だけが知っ
ているようじゃだめじゃねいかというようなことをちょっと怒られたというか、言われまし
て。
それで、実は、私そのことは、防災無線の聞こえ方や戸別受信機について自分でも関心が
ありましたが、確かここ１年以内に戸別受信機の販売等については、村から村報、折り込み
の案内とか、そういうものがあったかと記憶しております。私自身は、議員をやっているせ
いもありますが、この村報、村に配られるいろんなものを見てはいるつもりで、村側も、多
分行政側も村の各お知らせ、住民に知ってもらいたいことはいろいろ御案内しているかと思
うんですけれども、村民それぞれ、本当にいろいろ違いはあるかと思いますけれども、知ら
ないというようなことが実は多いんじゃないかなと思いまして、今回、まず、私、今回の質
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問、なるべくこの村報や配り物であったものを題材にして、村民の方にも、ぜひ今回の私の
質問にはこの村報６月号をごらんいただけたらなと思いますし、今までも一般質問、今回の
質問を各議員さんのを聞いておりまして、例えば、さっき村長が農業関係のブロックローテ
ーション化というような言葉、これも６月号の村報に折り込まれた農業委員会便りさんの最
終ページには、まっくんファームの中の紹介でそういう言葉も出てきております。村のこと
に関して関心のある、多分このケーブルテレビの議会中継を見てくださっている方は関心の
ある方だと思いますので、ぜひ議会中継を見る際には、こういった村報等も片手に置いて見
ていただければなと思います。
では、質問に入ります。
まず、今回の村報の四、五ページに、新しい３期目の唐木村政になりました本予算の御案
内がありまして、５ページの頭、右上に、防災アドバイザー事業85万円というのがございま
す。防災や危機管理の専門家として、地区自主防災会の運営などについて助言をいただきま
す。こういった案内がございます。私も、最近、防災アドバイザーの方と話す機会がござい
まして、ぜひ防災アドバイザー自身も村民であり、地域の中の一人だと思いますが、地域住
民や自主防災会に防災アドバイザーを派遣して、各地区、地元で、各地域で直接、村民の一
人として、防災アドバイザーとして講話をさせていただけないかと、そういった声も聞きま
したし、村側もどういった計画かがあるかと思いますので、そこら辺のまず計画、実情をお
尋ねします。
以上です。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ４番、小坂泰夫議員の御質問にお答えいたします。

防災アドバイザーの活用ということで、講話など、自主防災組織等々へのそういった話を
という、こういう御質問でございます。
前段に、村報のお話がございました。なかなか見ていただけないという悩みは村も持って
おります。したがいまして、できるだけ見やすいようにしていく、このことに尽きるだろう
というふうには思っておりますが、なかなか目を通していただけないというのは、それは事
実でございます。何年か前と言いますか、かなり前になりますけれども、子供未来センター
の問題がありましたときに、特集として十何回組みました。しかし、村民の中で、そんなこ
とがあったのかなんていうお声が圧倒的に多かったわけであります。いかに読んでいただけ
なかったのかなという思いも、今、小坂議員の話を聞きまして、そんな過去のことがよみが
えってきたところでございます。その問題は、できるだけ見やすい村報づくりをしていくと
いう、こういうことでお願いをいたします。
防災アドバイザーにつきましては、昨年の10月31日に、防災危機管理に関する知識、経験
を積まれている６名の皆さんに御委嘱させていただいたところであります。任務といたしま
しては、地区自主防災組織の支援及び運営、また災害について住民への啓発、災害発生時に
備えた応急対策手順等、あるいは南箕輪村の地域防災計画の見直し、こういったことをお願
いしたところであります。それ以降であります。昨年の11月からことしの３月にかけまして、
県の研修会などに積極的に参加をしていただいたところであり、幅広い知識の習得に努めて
いただいたところであります。そういったことを受けまして、防災アドバイザーとしての準
11

備が整いましたので、各地区に出向きましての講話、話、そういったことは積極的に活用し
ていただきたいと思っておりますし、村も自主防災会に対しまして、そんなお願いもしてい
きたいというふうに考えております。
自主防災会の出前講座というのもあるわけであります。昨年は３件ありました、出前講座
の要請があり、３件、村が実施をしたところであります。しかし、それは職員が昨年までは
対応しておりましたので、今年度からは災害についての住民の啓発に関することも任務の一
つでございますので、そういった出前講座につきましては、専門的な知識を持っております
防災アドバイザーの方にお願いしていくつもりであります。また、４月に開催いたしました
自主防災組織連絡会におきましても、出前講座等の積極的な活用をお願いしたところでござ
います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） 昨日の一般質問の同僚議員からの質問の中にもありました、村民

の方、例えば子供たちに伝えるには、似た世代、近い世代から伝えたらどうだというような
提言的なお話もありました。先ほどの村報の話もそうですけれど、とかく行政側からの案内
となると、住民の側もかたくなるというか、聞きにくくなるのか、そういうこともあるかと
思います。村民の代表でもある防災アドバイザーの方の積極的な利用、住民の方も、ぜひそ
ういった経験を積んでいる村民の方から知識を学んでほしいなと思います。
同じ項目の２番目に入りますが、これまた平成18年の水害、７年前ですがまだ記憶に新し
い、南箕輪にとっては大きな水害だったと思います。その水害を教訓にということで何年か
前に、やはり村報の特集として、その平成18年の水害を振り返った特集が組まれ、その当時、
やっぱりかかわった当時の区長さんが、避難所へ、やっぱりペットを連れてくるということ
の対応等で困ったというか、どうしたらよいかというようなことがその記事にも書いてあり
ました。それ以来、年数もたつわけで、これまた同僚議員から、こういった避難所のペット
の問題については以前も質問がされていると思います。現状でも、恐らく対処方法が難しい
んじゃないかなと思います。村では、今のままではどのような対処になるか、ペットの避難
所への避難等について、どのような対処になるか。また、どうやったら改善できるのか、考
えている検討策はあるか、お尋ねします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 避難所へのペットの扱いでございます。

昨年の９月にも、他の議員から質問としていただいたところであります。結論から申し上
げますと、大変難しいということでありますし、いまだに結論が出ていないというのが今の
状況でございます。自主防災組織の連絡会におきまして、避難所におけるペットの扱いにつ
いて、地区ごとで検討をお願いいたしました。ただ、非常に難しい問題であります。飼い主
にとっては家族同様、動物が苦手な人から見れば、嫌いな動物と同じところでは生活できな
いという人がおります。このように、ペットとの生活につきましては、千差万別であり、避
難生活に伴うストレス等も考慮すれば、本当に簡単には結論が出せない、本当に難しい問題
となっております。そうした中で、各地区の自主防災会でも検討をしていただきましたけれ
ども、答えが見出せないというのが今の実態であります。
ある自主防災会では、一緒に避難したペットについてアンケート調査を実施しております。
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その中で約７割が室内で飼われているという、こういったことが分析として出ております。
避難所生活でペットを嫌がる方、また外で買うこともできないことなど、一層この問題が難
しいのかなというふうに感じておるところであります。室内ということでありますので、本
当に難しいなというふうに思います。
村では、以前から申し上げておりますけれども、避難所の運営というのは、各地区の自主
防災会にお願いしております。各地区の自主防災会でまだ答えが出ていない状況であります
ので、村としてはなかなか結論が出ないという、こういうことであります。その辺はぜひ御
理解をいただきたいと思いますが、同時にこのペット用の避難用品や備蓄品という、こうい
うことにつきましても、村では一切備蓄、整備はしておりません。そんなことも御理解いた
だきたいなというふうに思います。
しかし、この問題は放っておけない問題かなと。東日本大震災の中でも、ボランティア団
体等によるペットの一時預かり所というのが立ち上がりました。そういったことを期待する
ということになろうかなというふうに思います。したがいまして、今後も、村も自主防災組
織も検討してまいりますので、まだまだ結論が出ないということで、こんな点は申しわけな
く思っておりますけれども、難しい問題だ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。まずは人の命の優先という、このことを心がけていきたいというふうに思います。
その次にペットをどうするのかと、こういったことだろうというふうには思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） 私、今回の一般質問は、なるべく全般を通して行政にどうしてく

れと、こういったことは何とか改善してくれと、そういうような提案とか、お願いの質問で
はなくて、多分、現在、村で答えが出にくい問題や課題について、村側と住民が一緒に考え
合うような、そういうテーマというか、一緒に、例えばテレビ中継を見ていただいている方、
この議会に関心のある方にぜひ一緒に考えていただきたいと思って質問しております。実際、
私も、室内でペットを飼っている一人でありまして、今回、質問をするに当たって、多分、
避難所にはもちろん連れていけないし、避難した場合には、車で避難した場合、車の中に一
時置いておくのか、さもなければ自宅が安全な場合にはペットだけ自宅に置いてくるのかと、
そういうようなことを自分自身では考えましたが、先ほど村長のお答えの中に、自主防災会
で検討してもらっても答えが見出せないのは、恐らく、やはり自主防災会そのものもペット
を飼っている人、飼っていない人、いろいろあるかと思います。今回のこの私の質問に関し
ては、自分自身が当事者ではありますけれど、当事者、ペットを飼っている、また室内犬と
か、そういった具体的にそのことを考えたり、いざというときに困るというか、そういった
方々が自分たち自身で集まって、自主防災会の中でもペットを飼っているチームというか、
そういった点で具体的に話し合って、先ほどの例えばボランティアにつながっていくのか、
自分たちでやっぱり自分たちの問題でありますので、そういった対処をしていくことがまず
最初に必要じゃないかなと。行政側は、あくまでもサポート、あとあとでできることをされ
ていくじゃないのかなというのが私の思うところでありますから、ぜひ、ペットを飼ってい
る方、防災時、避難所等に関しましては、一緒に考えていただきたいなと思います。
続きまして、２点目の質問に移らせていただきます。
大芝の湯の入場料につきまして、近年、村長、また大芝の開発公社の理事会、評議委員会
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等でも課題になっているかと思います、なってきました燃料費の高騰、今また円安が進んで、
ちまたのガソリン代や灯油代も上がっている傾向があるかなと思います。燃料費の高騰で、
大芝の湯の経営状態も逼迫して、それがまた村財政からのまたそれの投入というような、実
際の現実問題があります。
そういう中で、私からの提案というか、例えば、近隣で日帰り温泉に入るのに600円かか
るところもございます。うちは現在、１回は500円でありますが、利用者の多い土日の当日
券のみ600円に値上げするなど、ほかいろいろ策は頭の中にありますけれど、まず当日券、
土日のみ600円に値上げするなどの検討はいかがでしょうか。村長、お尋ねします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 大芝の湯の入場料につきましての御質問であります。大芝の湯に

つきましては、平成14年の開業以来、ことしで11年目となります。１番後からできた施設で
もあります。使用料につきましては、周辺の状況を見ながら、一般の方500円、うち150円が
入湯税、児童300円ということで決めさせていただき、現在まで値上げはしてきておりませ
ん。この間に、値上げをした施設もあります。また、そのままでいる、500円、うちと同じ
ような入場料でいる施設もあります。料金決定の要素の中で一番大きなのは、やはり燃料費
であります。議員御指摘のとおりであります。開業当初は、１リットル当たり34円でありま
した。昨年は３倍近くまで高騰をしております。今、指定管理制度をとっております。これ
に移行したのは平成18年度でありますけれども、水道光熱費は経常経費の26％でありました
が、平成24年度につきましては35％を占めるまでになってきております。そんなことで、こ
の燃料費の値上がりという、このことは、経営圧迫をしておるところであります。
昨年度の大芝の湯の利用状況でありますけれども、６月に半月間休業いたしました。その
影響で、前年を４万人近く下回る状況となってしまいました。26万760人という、こういう
年間のトータルであります。６月だけ比較してみますと、１万1,500人減少いたしました。
そのほとんど、約82.5％が近隣の両隣の施設に流れ込んだという、そんな統計的な結果も出
ております。その分だけ、両隣の施設が６月がふえておりますので、そんな状況となってお
ります。７月以降につきましても、なかなか一度離れたお客様を呼び戻すということは難し
いなという、苦労した１年でありました。大変厳しい現実を味わったところであります。し
かし、平成25年の４月、５月の状況を見ますと、利用者数では、昨年同期の人数を上回って
きております。徐々にではありますが、利用者も戻ってきておるのかなという、こんな状況
であります。
昨年度は、一般財団法人に移行した初年度であり、村への依存度を減らそうと、毎月、理
事者全員と各部門の責任者が出席し、前月の売り上げを分析し、翌月の目標を立てる執行会
議を毎月開催してきております。結果、従業員の意識改革もかなり進んでまいりました。売
り上げの減少を経費の節減である程度カバーすることができました。前段で申し上げました
とおり、この半月の休業と燃料高騰の影響が大きく、村費で一部補塡をしたところでありま
す。これは休業中の補塡は当然のことでありますし、燃料代につきましても平成18年度指定
管理移行のときの燃料代で収入を見込んでおりますので、上がった分だけは村が補塡すると
いう、こういう契約となっておるところでございます。そういったことで、まずは施設側の
努力という、このことに力点を置いておるところであります。経営努力で改善できることを
やるという、これをやってみてどうするかという、こういう話になっておりますので、そん
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な点はぜひ御理解をいただきたいと思います。もう少し、一般財団法人へ移行して１年、か
なり経常経費の節減等々も進んできております。もう少し、この経営努力をしてみたいと、
こんなことであります。そして、どうするかという、こういった議論に進むのが筋だろうと
思っておりますので、大芝の湯の値上げというのは、その結果としてどうするのかというこ
とでまた考えていきたいというふうに思います。
なお、こうした事業による村の税収の影響枠でありますけれども、村も補塡をしておりま
すけれども、去年は休業があった関係で若干少な目になりましたけれども、入湯税として
4,200万円、そしてたばこの卸を扱っておりますので、そのたばこ税で570万円、計5,000万
円を村に納めていただいたところであります。したがいまして、補塡する部分はありますけ
れども、かなり村の財政にも貢献をしていただいておるという、こういうことは御理解をい
ただきたいというふうに思います。
くどいようですけれども、経営努力をもう少しさせていただきまして、その結果によりま
してまた判断をさせていただきたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） 今のお答えを聞いて、いろいろまた言いたいことはあるんですけ

れど、なるべく簡潔に申しますと、公社の経営に燃料費の高騰分は村が補塡するという現状
があるわけで、村の税金を使って補塡するということは、村民に広く、つまり大芝の湯を使
う人も使わない人も、村民全体として高騰費分を補塡しているという現状があるかと思いま
す。高速料金の無料化の国民的な問題のときも、利用者の負担のことが問題になったかと思
いますけれど。先ほど、利用者の数が、大芝の湯が昨年６月に休んでいるときには両隣に移
ったということは、やはり皆さん日本人は温泉が好きで、休みになったから行かないとか、
料金が上がったから行かないというのではないのかなというふうに私は思います。もちろん、
値上げという言葉はいいことではありませんけれど、例えば前にもちょっと提案したんです
けれど、南箕輪の大芝の湯の回数券は5,000円で、ちょっとこれは買いにくいなと、金額的
に高いなというのが私はよく利用する側として思いまして、近隣では3,000円の回数券の販
売もありますし、値上げについては今、600円に上げるのはまだ早いと村長のお答えですけ
れど、経営努力という意味で回数券の5,000円を例えば3,000円とか、そういった検討はどう
なのか、そこだけお答えください。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 燃料費の高騰は、もちろん税金で賄っていかざるを得ないという、

こういうことであります。これは、大芝の湯が村の施設であるがゆえということであります。
これは、大芝荘は大芝荘独自の施設、開発公社独自の施設でありますけれども、大芝の湯は
村の施設でありますので、そういった措置をとっておるところであります。しかし、これは
税金を投入しているということは事実でありますので、それを幅広く村民の皆さんが負担を
しているということになりますので、その辺は考えていく必要もあろうかなというふうには
思います。ただ、これは難しい問題であります。どんな事業におきましても当てはまること
でございます。例えば、ちょっと若干例は違いますけれど、国保税の赤字補塡、あるいは保
育料を安く押さえている、これはみんな税金で賄っておりますので、保育園に出している方
というのは約600人の園児数でありますので、出していない方が圧倒的でありますけれども、
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それをみんなで負担をしていくという、これが村政の状況であります。しかし、おふろとな
ると、これはちょっと若干性格が違うのかなという、そんな面もありますので、その辺は経
営努力をしながらということでお願いいたします。
回数券の問題につきましては、5,000円ということで今販売をしております。前々から
3,000円だとか、半額の2,500円で何とかできないかというような、検討はしておりますけれ
ども、まだそういった販売には至っていないというのが実態でございます。解約するという、
このことは重要なことでありますので、また理事会の中で話題にしてまいりたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） では、次の質問にまいります。

また、村報６月号の今度は４ページに、唐木村政３期目のまた子供が伸びやかに育つ村に
ということで、重点施策、予算的なものが載っております。
まず、右上にあります南部小パソコン教室機器更新事業200万円、南部小学校のパソコン
教室のパソコンを更新しますというような説明があります。パソコンの学校での利用につい
てですけれど、これは私の主観なんですけれど、特に勉強というか、成長の過程において、
小学生が例えば漢字を覚えるとか、計算力をつけるということは、皆さん子供のころを思い
浮かべていただければいいと思うんですけれど、現在あるパソコンを使えば便利なことは確
かですけれど、私たちが成長するにおいて、漢字を覚えるには書いて覚える、計算をするの
も筆算や暗算をしていくのもやはり手を使って覚える、これが基本だと思います。パソコン
は便利なものでありますけれど、便利なものは人間の頭を使わないようにしてしまうんじゃ
ないかということが私の実感では思います。
パソコン教室の更新がされますが、まず、学校の授業でどのようにパソコンが活用されて
いる、その実態をお尋ねしたい。また、私が申しましたが、パソコンの学校での教育という
のは、例えば小学校のさっき言いました教育、自分たちが知識を身につけていくことにおい
て、社会的にはパソコンは広く普及しておりますけれど、実際に教育の現場ではどうなんだ
ろうと、実社会で使われていることは確かですが、学校の現場ではどうなんだろうという疑
問から、まず経済市場を見れば、まずこのパソコンというものはどんな現場、職場、どんな
ところでも使い出せば、この市場が加速度的に今コンピューターの技術、更新がされていま
すから、学校にも生徒たちが使うようにその機材を入れれば、その更新は限りなく必要にな
って、それがまたどんどんどんどん速いスピードで更新が経済市場上かえられているわけで、
こういった面から、学校から私は授業で生徒がパソコンを使うということに関しては外して
いっていいんじゃないかと、これは私の持論かもしれませんけれど、その点について、活用
の実態とそのお考えについて、教育委員長にお尋ねします。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 小坂泰夫議員さんから、パソコン機器のことについて御質問が
なされました。
６月号の村報の中に、今年度は南部小でのパソコンの更新ということで200万円が計上さ
れております。本当にありがたいことだなというふうに思っております。
パソコン教室の活用状況でございますが、中学校では技術の授業、１年生が12時間、２年
生が17時間ぐらい、３年生はぐっと減って２時間ぐらいですけれども、これで使用すること
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が多いわけでして、そのほかに総合的な学習の時間、それとか調べ物の学習、そういったま
とめ的なものにも使用されております。そのほかに、中学校では、生徒会の各委員会の活動
とか、部活動、技術科学クラブですか、それを中心として使用をしております。
小学校におきましては、担任によっての違いはあろうかと思いますけれども、平成24年度
の実績では週、約平均ですけれども１ないし２時間程度で、年間140時間ぐらいのパソコン
教室が活用されております。
小学校教育課程の情報教育の充実として次のことが上げられております。小学校における
各教科の指導に当たっては、コンピューターで文字を入力するなどの基本的な操作や情報モ
ラルを身につけ、適切に活用できるようにするための学習活動を充実すると、そういう形で
明記されておりまして、情報化社会に生きる子供たちに、その能力というものを育てる必要
がある。それで、パソコンを使用した授業の中で、個々の児童に合わせた学習が、パソコン
を使うことによって展開できるというふうに期待されておるところでございます。
パソコンを使うということにつきまして、授業等のことを先ほど議員さんが申されました
けれども、今はもうパソコンを使うということが当たり前の現代であります。国語とか、算
数でもパソコンの漢字練習ソフト、計算練習ゲーム、こういったものを取り入れたり、子供
たちが各自でパソコンを操作して学習するという授業も取り入れております。高学年になり
ますと、プレゼンテーションソフトを使って、調べたことや学習したことを自分でまとめて
発表するという授業、こういうものが社会科とか総合的な学習の時間などで行われているわ
けでございます。それらの基礎となるのが、低学年で週１回程度行われているパソコンの授
業でありまして、パソコンの起動とか終了、そういったキーボードの操作の仕方など、こう
いうものを学ぶということになっております。また、インターネットを使用した学習を進め
る中では、正しい学習が、正しい活用ができると、こういうような技術面や情報モラルにつ
いても指導をあわせて行ってきております。
ただ、パソコンの授業内容につきましては、他の教科と違っておりまして、学習指導要領
には具体的には定められておりません。しかし、先ほども申したように、児童一人一人が１
台ずつのパソコンを操作できる、そういうようにしていくことが教育ビジョンに掲げられて
おります。本村では、おかげさまで一人一台を使うことが授業でできるので、本当にありが
たいなというふうに思っております。アメリカとか欧米諸国におきましては、当然一人一台
のところが多いし、教育に力を注いでいる韓国でも、そういう先進校が進出しているという
ふうなことを聞いております。
そんなことで、本当に、見て覚える、昔は書くなり、そういうふうにして覚えたんですが、
今は見て覚えるというようなことも大事な学習の一つになっているのではないかなと思われ
ます。
以上でございます。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） 今の御答弁を聞きまして、手紙を書くというようなことが、本当

にだんだんなくなっていくのかなというようなことを私は個人的に思いました。
教育委員長の御答弁は、現代のそのままお答えだなと思いますので。私が懸念するのは、
これは経済市場を見て、本当にこれはパソコンというか、コンピューターのこの学校に占め
る、あくまでも費用的なものはどんどん増加していくんじゃないかなと、これは大丈夫かな
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ということを懸念する部分と、次の質問に入りますが、そういったパソコンはあくまでも道
具ですので、この道具に教育の予算が今後多く占めていくのはちょっと怖いなという、私の
懸念と、今後ふえていく発達障害、地元校で人に対して、教育ですから先生の人件費という
か、そういった人が人にお金をかけるという部分が、パソコンのことでお金が、道具にお金
がかかっていくのはちょっと私はどうなんだろうと思って、次の質問に入っていきます。
今回、これも例ですので、村報の４ページの中ほどですね。南箕輪小特別支援学級介助員
配置事業527万円、介助員を２名から３名に増員。南箕輪中不適応生徒教育支援員216万円、
さまざまな問題を抱える生徒に対し個別支援しますと。これは、本当に生徒たちをより厚く、
深くサポートしようという村の意気込みが、こういった予算化になっているんだと思います。
このこと自体はよいことだと私も思いますが、これは直近の議会の福祉教育委員会の中でも
ちょっと話題になっておりました、請願等出ております県や国からの教育予算について、村
の支出がこういった特別支援学級や不適応などの対応、村費そのものがふえてきているんじ
ゃないかということで、その経過と見込みを、時間もあれですので簡単にお答えいただけれ
ばと思います。また、村として、今後の支援の考え方をお尋ねします。これにつきましては、
発達障害、地元校の特別支援の負担とか、そういったお金の問題よりも、学校側の支援、フ
ォローのことについてちょっとお尋ねしていきたいので、まずは予算的なことは簡単にお答
えいただければと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） この質問につきましては、教育長よりお答えいたします。お願
いします。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） それでは、現状からお話しします。

特別支援学級と申しましても２通りありまして、一つは知的障害者の学級、それから情緒
障害者の学級とありまして、私たちは知障、情障と、こういうふうに呼び名をしております。
いずれも８名で１クラスと、９名になると２クラスと、そういう文科省からの規定がござい
ます。
確かに、ここのところ、支援学級に対する村費職員が非常にふえておることは事実でござ
います。現状は、平成25年度の５月１日付ですが、村内の小中学校での数ですが、南小では
知障と情障が２、２ということで４学級、南部小では２学級ですが、これは知１、情障１と、
中学校では３学級ありますが、１クラスが知的障害、あと２クラスが情緒障害教室と、こん
なふうになっております。
実は、これらの学級には、県のほうから教員が配当されるわけでありますが、どうしても
今現状を見ますと、１人で８人、７人、あるいは２クラスを見るというのはかなり難しくな
っております。そのために、村費の職員を配置しているわけでありますが、南小では支援員
が１名、介助員が３名。この支援員というのは、教員の免許を持った先生方と、介助員とい
うのは、それこそ横について食事のとき、それから排便についても手を出さざるを得ないよ
うな子供さんたちへの介助と、こういうことでございます。南部小では支援員が２名、中学
校では支援員が１名及び不適応生徒教育支援員が１名、合計８名でございます。
この不適応生徒、中学のほうへ配置したのはことし初めてでございまして、これは村民の
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ほうからの声が上がり、そして村長がぜひこれは大変だから１名つけたらと、こういうよう
なことで、非常にありがたく使わせていただいております。なぜ、中学のほうに不適応の生
徒教育支援員がついているかと申しますと、今、２年生の女子、数名でありますけれど、な
かなか学校の教育に乗ってこない子供たちがいると。そういうようなことで、ほとんどが中
間教室へ行けばいいのだが、とてもその中間教室でも対応できないというようなことがあり
ます。それから、去年、ちょっと小学校の６年生が大変な状況になったところがございまし
て、その学年が中１に上がっているというようなことで、中学１年生と２年生のところにこ
の教員を配置していただいて、非常に助かっております。
県のほうでは、平成20年度から、発達障害児童生徒等に対する指導、支援として、活用方
法選択型教員配置事業というのを設けております。各学校から、大変な学校の数になるわけ
ですけれども、教員特別加配等計画書というのが出ておりまして、こういう子供であると、
その子供はトータルとして８人以内、あるいは８人を超えておるので、ぜひ県のほうから教
員を配当してほしいというような要請書を出しまして、県のほうでも中を分析して、優先度
高いところから加配をしていると、こんな状況でございます。ですから、申請しても、県の
ほうでほかに大変な学校、学級があれば、そちらのほうへ県費の職員を回すというようなこ
とでございます。
ちょっと、付随して申し上げますと、就学相談委員会というのを教育委員会の下に設けて
おります。15名の委員からなっておりまして、その中には専門的な臨床心理士、あるいは医
師も中に入っていただいておりまして、教育相談員、あるいは子育て相談員が、何回も何回
も保育園を巡回して、親からも相談を受けたり、そして子供の様子を見て、そして最終的に
は、この就学相談委員会で特別支援学校のほうへ行ったほうがベターであると、あるいは普
通学校で今話のある特別学級へ入れて、みんなと一緒に見ていこうと、こういうような方向
づけをするところでございますが、最近はこの相談委員会ということで、指導ではありませ
んので、一応、ぜひこちらのほうがお宅の子供さんには合っているよと、こんなふうに申し
上げるわけですが、なかなか親御さんたちの理解が得られないと。やむを得ず普通小学校に
入れて、そこの特別学級で指導をし、子育てをしていると、そんな現状でございます。
今後とも、こういった家庭、あるいは子供さん方は増加していくであろうと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） それでは、村の今後の支援関係について、唐木村長。

村

長（唐木 一直） 村の今後の支援であります。

特別支援はふえていくだろうというふうに思っております。同じように教育を受ける権利、
同じ式の中で生活する権利、このことは大切にしていかなければなりませんので、財政的に
支援はしてまいります。ふえていくことはやむを得ないというふうに思っております。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） 私も、現在、個人的にですが、障害者支援のスタッフとしてそう

いった仕事に携わっている者の一人で、毎週、養護学校に通ったり、また普通校の特別支援
学級に通っている子供たちをサポートさせていただいている現状があります。そういった現
場というか、子供たちと接して思うことの中で、先ほど、今、教育長が答えられました、い
わゆる特別支援学校、通称養護学校ですね、養護学校があり、養護学校に対して普通校とい
うか、地元校がありまして、その地元校に通わせたいということで、多分、発達障害の子、
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養護学校が重度という言葉が果たしてふさわしいのだろうかというのは、私は現場を見て本
当に思うんですけれど、そういった中で、普通校に通う生徒たちがふえている。村長のお答
えにもそういった発達障害の子、そういったサポートが必要な子がふえていくだろうという
現状、見込みある中で、私が思うのが、親御さんの思いというのは、本当に自分の子供なわ
けですから、そういった望みというのを親として思うことがあるかと思うんですけれど、実
際に育つ子供たちは本当にそれぞれなわけで、その子供たちに合った支援をぜひ親御さんも
選んでほしいし、学校、行政としても提案していただきたいなと私は思います。
現在、教育長が、今大体お答えいただいた部分に入っているのかなと思いますけれど、普
通校というか、地元校の中で特別支援学級がふえ、また特別支援学級外でも問題もあろうか
と思います。そういった点で、学校が、地元校が、今、力を入れていることを、また困って
いること、苦慮している点、この発達障害の件等で答えていただける点がありましたらお願
いいたします。
議

長（原

悟郎） 征矢教育長。

時間がございませんので、端的に。
教 育 長（征矢

鑑） 小坂議員のお話の中を組み入れまして、村長さんには特別な加配

をお願いしていくと、こんな姿勢でおります。よろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） もう少し答えていただきたいですけれど。

また、次回以降、突き詰めて、また深く私自身も勉強したいし、村民の方にもいろんなこ
と、村の大事なこと、知っていっていただきたいなと思いますので、ぜひ議員はもちろんの
こと、村民みんなでこの村をよくしていけるように、村のことを考えていきたいと思います。
以上で、私の質問は終わりにします。ありがとうございました。
議

長（原

悟郎） これで４番、小坂泰夫議員の質問は終わります。

以上で、通告のありました９議員の一般質問は全て終了いたします。
あす14日の会議は、議事の都合により、特に午後３時に繰り下げて開くことにいたします。
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。これで散会いたします。
事務局長（堀

正弘） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕

議

長（原

悟郎） 御苦労さまでした。

事務局長（堀

正弘） お疲れさまでした。

散会 午前１０時２７分
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茂 樹
聡

会議のてんまつ
平成２５年６月１４日
事務局長（堀

正弘）

午後３時００分 開議

御起立願います。〔一同起立〕こんにちは。〔一同「こんにち

は」着席〕
議

長（原

悟郎） 連日で大変御苦労さまです。

会議に入る前に、議事日程第４号の訂正をお願いしたいと思います。
第２の発議第１号～発議第３号になっていますが、発議第１号～発議第４号に訂正をお願
いしたいと思います。申しわけございません。
ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開
きます。
本日、議案及び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おり
ますので、議会運営委員長の報告を求めます。議会運営委員長。
議会運営委員長（久保村義輝） 議会運営委員長報告をいたします。
本日、議案及び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し、次の
とおり決定したので報告します。
議案３件、意見書案４件が提出されておりますので、本日の会議日程とします。
なお、審議の都合上、議案第８号につきましては、議案第７号までを採決した後、提案～
採決までを行うこととします。
以上で議会運営委員長報告を終わります。
議

長（原

悟郎） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、議案３件、意見書案

４件を本日の会議日程といたします。
これから請願・陳情を採決いたします。
福祉教育常任委員会に付託の請願の審査に関し、常任委員長の報告を求めます。
丸山福祉教育常任委員長。
福祉教育常任委員長（丸山

豊） 福祉教育常任委員会に付託された請願を審査した結果、

下記のとおり決定いたしましたので、会議規則第91条の規定により報告いたします。
請願第２号「国の責任による35人以下学級の推進と教育予算の増額を求める意見書提出に
関する請願書について」につきまして説明を申し上げます。
去る６月３日、当委員会を開催し、委員４人出席のもと、教育長、教育次長の同席をいた
だき審査いたしました。また、６月10日に委員全員の出席のもと、慎重に審査した結果、お
手元に配付のとおり、採択すべきものと決定をいたしました。内訳は、採択３名、趣旨採択
１名であります。
この請願書の主な内容は、少人数学級は生徒一人一人の個性に応じたきめ細かい指導が可
能であり、教育課題の解決や教職員の負担軽減などに効果があることから、財源の確保と、
また早期に教職員の定数改善計画の策定実行を求める請願であります。審査の中で、少人数
学級はどの子にも行き届いた教育効果がある、また長野県でも、本村でも35人学級であるが、
その財源は国の教職員定数改善計画のおくれにより厳しいものであるなどの賛成意見と、特
別支援学級への予算増は理解できるが、新たな教職員定数改善計画案の中身がどういうもの
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か見えないということで趣旨採択という意見がありました。
以上、報告であります。
続きまして、請願第３号「義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書について」であ
ります。
慎重に審査した結果、お手元に配付のとおり採択すべきものと決定をいたしました。内訳
は、採択３名、不採択１名であります。
この請願書の主な内容につきましては、国庫負担が２分の１から３分の１に引き下げられ
たが、その負担率を２分の１に復元してほしいということと、国庫負担金から既に除外した
教材費、旅費などを復元することを求める請願であります。
審査の中で、義務教育は国の責任で行い、市町村の教育条件を一律平等により教育環境に
格差を生まないようにするなどの賛成意見のほか、反対意見として、三位一体改革で国庫負
担が２分の１から３分の１になった、地方分権の改革に逆行している。地方に合った教育の
流れにするべきであり、ひもつき補助金の復活になるのではとの意見がありました。
以上で福祉教育委員会に付託された請願に対する委員長報告といたします。
議

長（原

悟郎） これから委員長報告に対する請願第２号「国の責任による35人以

下学級推進と教育予算の増額を求める意見書提出に対する請願書」の質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

請願第２号の討論を行います。
討論はございませんか。
１番、百瀬輝和議員。
１

番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。

請願第２号について、私の意見を述べたいと思います。
請願者が南箕輪公立学校職員組合から出されております。内容については、間違っていな
いと思います。私も議員になって３年目で、内容は多少違いますが、３回、ほぼ同じ請願が
出されております。昨年は私もこの内容に賛成した立場なんですが、今年度は少し国の動き
が出てきているわけです。現場の教職員の皆様がどこを見て取り組むかが、私は大切なんだ
ろうなと考えまして、少々意見を述べさせていただきます。
30人規模学級は、小・中学校、南箕輪村を初め長野県下は実現しているわけです。国では
第７次教職員定数改善計画、これは平成13年から17年度以降、国による計画の策定はなされ
ていません。三位一体改革がなされ、大きな課題だった国と地方の関係が見直されたときで
す。義務教育のあり方も見直されました。学級編制や教職員の配置について、国の制約を受
けているという不満が地方から多く出されていたからです。そこで、文科省は国庫負担金に
ついて総額裁量性を導入し、教職員配置など、都道府県の裁量を拡大したのです。
現在、35人以下学級の全国の実情は、これは平成24年度の実情なんですが、小学校の１・
２年生は100％、３年から６年生が85％、中学１年生が80％、中学２・３年生が63％です。
また、大都市部と僻地の学力差はほとんどありません。国際的にもおおむね上位を維持して
おります。保護者の学校に対する満足度も約80％と高いです。
現在、多くの地域が少子化による学校の統廃合問題、ベテラン教員の退職による教員の資
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質や教員不足の問題、障害者支援の取り組みなどを初め、いじめ問題、不登校、スクールカ
ースト等、さまざまな課題を抱えております。各地域で抱える課題は、各地域でそれぞれ違
っております。私も全国的に少人数学級の推進は必要だと考えます。しかし、学校によって
はチームティーチングや少人数指導に取り組む選択もできる仕組みも必要だと考えます。地
域の自主的な取り組み、児童数の実態や学校、地域の実情に応じたもっとも効果的な学級編
制、教職員配置が可能となるよう、より教育現場に近いところの裁量で教員配置ができる仕
組みづくりが重要だと考えます。また、インクルシブ教育システムや、これは障害者の児童
と一般の児童が同じところで一緒に学べるシステムです。また、学びのセイフティネットの
構築が求められていると考えます。
以上のように、私はこの請願には、一部は賛成ですが、全部については反対の意見として
述べさせていただきます。
議

長（原

悟郎） ほかに討論はございませんか。

９番、唐沢由江議員。
９

番（唐沢 由江） ９番、唐沢です。

公立学校教職員組合の単組は日本労働組合総連合会に組織されております。町村ごとに要
求する、この活動について支援する意味でも賛成いたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ほかに討論はございませんか。

〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） これで討論は終わります。

請願第２号を採決いたします。この請願に対する委員長報告は採択です。この請願は委員
長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 起立多数です。

したがって、請願第２号「国の責任による35人以下学級推進と教育予算の増額を求める意
見書提出に関する請願書」は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
次に、委員長報告に対する請願第３号「義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書」
の質疑を行います。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

請願第３号の討論を行います。
討論はございませんか。
１番、百瀬輝和議員。
１

番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。

請願第３号について、私の意見を述べさせていただきます。
先ほども申しましたが、三位一体改革の中で公立学校、このときは消防、防災、地域介護、
福祉空間などの施設整備などが含まれて改革されました。なぜ改革が必要だったのかですが、
補助金や交付税を使って、国は地方に大きな影響力を及ぼしてきました。逆に、地方は陳情
行政に象徴されるように、国への依存を余儀なくされました。財政運営の面でも、地方は全
国画一的な基準での予算執行を求められ、地域の特色を踏まえた効率的な取り組みが困難で
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した。これが予算の無駄遣いを生む一因にもなってきたわけです。
３分の１は堅持されなければいけないと思います。税源移譲もその分されたわけです。先
ほども申した総額裁量性も導入され、使いやすい予算になってきたと思います。
以上のように、この請願第３号には私は反対です。
議

長（原

悟郎） ほかに討論はありませんか。

７番、山口守夫議員。
７

番（山口 守夫） 賛成の形で討論させていただきます。

2006年に税源移譲と言いますか、三位一体の改革がありました。そのときに、2006年以前
は負担金が420億から435億のものが義務教育負担金として戻されております。それが、現在
は140億から145億の減少になっております。こうしたことは、その分を交付税という形の中
で補てんをさせているわけですが、交付税というのは一般交付税でありますので、地域によ
ってはいろいろな形の使い方があるわけです。教育に回っていない部分もあるわけで、そう
いうことで格差がかなりあるんじゃないかと。こういう学校教育においては、一定のレベル
の援助が必要ではないかなと、そういう形の中で、こういう国庫負担は必要だと、そういう
ことで賛成討論といたします。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） 賛成の立場で討論します。

この交付税で一般化された中で、力のある市町村においては、より独自に教育の環境をよ
くする、こういうことに働いている場合もありますが、力の弱い自治体はどうしても教育費
をほかへ使うと、こういうことが起こっているわけであります。ですから、未来の国を担う
青少年、児童を育てるためには、国がきちっと保障をしていく、このことが大事だと思いま
す。
以上の点で賛成といたします。
議

長（原

悟郎） ほかに討論はございませんか。

〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） これで討論は終わります。

請願第３号を採決いたします。
平成24年陳情第７号を採決いたします。
この請願に対する委員長報告は採択です。この請願は委員長の報告のとおり決定すること
に賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 起立多数です。

したがって、請願第３号「義務教育費国庫負担制度の堅持を求める請願書」は、委員長の
報告のとおり採択にすることに決定いたしました。
次に、総務経済常任委員会付託の陳情の審査に関し、常任委員長の報告を求めます。
山﨑総務経済常任委員長。
総務経済常任委員長（山﨑 文直） 総務経済常任委員会の請願・陳情の審査の報告を行い
ます。
本委員会に付託された請願・陳情を審査した結果、下記のとおり決定したので、会議規則
第91条の規定により報告いたします。
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陳情第２号「農作物被害対策に関する陳情書」につきましては、６月３日と６月10日に委
員会を行いまして、審査したところでございます。これには、原産業課長の説明を受けて、
審査をしたところでございます。
これは、４月の凍霜害等で大きな被害が出た問題でございますが、議会の中でも出ていま
すように、今はまだ清算をしている段階でもあります。それから、生産者団体におきまして
も、各自で活動している段階であるということの中から、全員一致の趣旨採択ということで
決定をしたところであります。
陳情第３号につきまして、「ＴＰＰ断固反対に関する陳情書」、これも６月３日と６月10
日の委員会で審議を行いました。これについても、原産業課長の説明を受けながら審査をし
たところでございます。この中では、意見としては、農業問題だけでなく、産業経済全体の
中からも動きが変化してきていると、こういうことの中で、今ここで断固反対に関する陳情
を上げることは時期尚早ではないかという意見等もございまして、結果として賛成３名、不
採択１名ということで、採択ということで委員会で決定をしたところでございます。
陳情第４号につきましては、以前からも同じような陳情が出されておりまして、「地方財
政の充実・強化を求める意見書採択の陳情」ということでございます。これも賛成４名とい
うことで、６月３日、６月10日の委員会審議の中で採択をしたところであります。
以上、総務経済常任委員会の報告を終わります。
議

長（原

悟郎） これから委員長報告に対する陳情第２号「農作物被害対策に関す

る陳情書」の質疑を行います。
質疑はございませんか。
４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） ４番、小坂です。

委員長さんに二点、お尋ねいたしたいと思います。
先ほどの委員長報告の中で、清算している最中と言ったかな、清算という言葉があったん
ですけど、清算しているという、その生産はお金を後から清算するとか、計算をしていると
いう意味なのか、その清算の意味をお聞かせいただきたいのと、２点目は、陳情書の記以降、
五つの項目があるんですけど、先ほどの清算の答えによっては、聞くことに意味がなくなる
かもしれませんけど、五つある項目について、それぞれどれも趣旨という判断なのか、ここ
ら辺について何か分かれた意見というか、何かございましたらお知らせいただきたいんです
けれど。
以上です。
議

長（原

悟郎） 山﨑総務経済常任委員長。

総務経済常任委員長（山﨑 文直） 陳情第２号の中で出てきました清算ですが、清算して
いる段階というのは、凍霜害の被害額を、今のところはまだ最終決定ではないということで、
清算をしている段階でありますので、これからその金額によっても動きが出てくるのではな
いかと、こういうことの意味であります。生産者団体という部分も私は言いましたが、これ
は生産をしている団体という意味のことであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） では、要するに、凍霜害の被害額等がまだ見え切っていないとい
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うことで、委員会として趣旨採択という結論を出すということが、ちょっとそれがふさわし
いのかどうかでお尋ねするんですけれど、一回趣旨採択をしてしまうということは、この陳
情書がまた出されない限りは、そういったことについてこの議会では、議会側から何か発言
しない限りは終わってしまうのかなと。清算額をはっきりしてという意味では、継続審査と
いうやり方もあったのかなと思うんですが、そこら辺についてわかるようにお答えいただけ
れば助かります。
以上です。
議

長（原

悟郎） 山﨑総務経済常任委員長。

総務経済常任委員長（山﨑 文直） この陳情を出されております上伊那農業協同組合も独
自に、それぞれ県や国のほうにも支援等を要請している段階であるということの中で、ここ
の陳情書の中身も１から５がありまして、それぞれ項目ごとに審査をしてきました。
例えば、５の共済についても、村でも補助をしているとか、そういう部分の現在の状況を
話したんですが、その中で上伊那農業協同組合側からも、独自でも陳情等をしている段階で
ありまして、ぜひこの内容を現時点では理解してほしいということで、具体的に議会として
行動を起こしてもらわなくてもいいというか、そういう趣旨の話もありまして、結果として
趣旨採択ということになったわけであります。
議

長（原

悟郎） ほかに質疑はございませんか。

〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑は終わります。

陳情第２号の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

陳情第２号を採決いたします。この陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。この陳情
は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、陳情第２号「農作物被害対策に関する陳情書」は、委員長報告のとおり趣旨
採択とすることに決定いたしました。
委員長報告に対する陳情第３号「ＴＰＰ断固反対に関する陳情書」の質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

陳情第３号の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

陳情第３号を採決いたします。
この陳情に対する委員長の報告は採択です。この陳情は委員長の報告のとおり決定するこ
とに賛成の方は起立願います。
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〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 起立多数です。

したがって、陳情第３号「ＴＰＰ断固反対に関する陳情書」は、委員長の報告のとおり採
択とすることに決定いたしました。
委員長報告に対する陳情第４号「地方財政の充実・強化を求める意見書採択の陳情」の質
疑を行います。
質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

陳情第４号の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

陳情第４号を採決いたします。
この陳情に対する委員長の報告は採択です。この陳情は委員長の報告のとおり決定するこ
とに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、陳情第４号「地方財政の充実・強化を求める意見書採択の陳情」は、委員長
の報告のとおり採択することに決定いたしました。
ここで、意見書案が提出されておりますので、会議日程といたします。
発議第１号「国の責任による35人以下学級推進と教育予算の増額を求める意見書」を議題
といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘）

朗読

議

長（原

悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。９番、唐沢由江議員。

９

番（唐沢 由江） 「国の責任による35人以下学級推進と教育予算の増額を求める意

見書」、国の責任において35人以下学級を推し進めるために、義務標準法改正を含む教職員
定数改善計画を策定し、実行すること。また、必要な教育条件整備を進めるために、教育予
算の大幅増額を行うこと。
以上、地方自治法代第99条の規定により意見書を提出する。
趣旨説明を終わります。御賛同よろしくお願いします。
議

長（原

悟郎） これから質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

発議第１号の討論を行います。
討論はございませんか。
１番、百瀬輝和議員。
１

番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。
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内容についてなんですが、教員１人当たり児童・生徒数は、ＯＥＣＤの平均に近づいてき
ているんです。小学校で日本は18.6人、ＯＥＣＤの平均が16人です。中学校では日本が14.5
人、ＯＥＣＤの平均が13.5人です。教育費についても、ＧＤＰ比ではＯＥＣＤの平均を下回
りますが、生徒１人当たりの教育費は上回ります。教職員の人件費もＯＥＣＤの平均より上
回っております。国でも新たな教職員定数改善計画案をつくり、本年、25年度から５カ年計
画で取り組み始めました。本年度は教職員の定数を1,400人ふやす計画です。また、公立教
育諸学校の学級規模及び教職員配置の適正化に関して必要な措置について、検討会も昨年か
ら開催されています。
国も少人数学級の推進など、計画的な教員定数の改善に取り組み始めました。取り組みの
中で、１として少人数学級など教職員配置改善の効果検証、２として質の高い学びのための
効果的な教職員配置のあり方、３として個別の教育課題に対応するための教職員配置のあり
方を検討していくそうです。
内容的に、南箕輪村議会として出す意見書としては、このままの内容では私は不十分だと
考えて反対意見とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） ほかに討論はございませんか。

３番、山﨑文直議員。
３

番（山﨑 文直） 賛成の立場で討論をしたいと思いますが、この陳情につきまして

は、現場で日々教育に携わる教員の皆さんが現場の実態をかんがみながら、ぜひ実現をして
いきたいと、こういうことで長年取り組んできている問題であります。教職員の改善計画案
が策定はしておられますが、実際に実施に移すというところになりますと、実施が見送られ
るというようなことが行われてきております。そういう意味で、大きな意味で教育予算をぜ
ひ大幅に増額してほしいという内容でありますので、個々のいろんな論議はあるかと思いま
すが、ぜひ実施をしていただきたいと、こういう内容でありますので、賛成していきたいと
思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ほかに討論はございませんか。

〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） これで討論は終わります。

発議第１号を採決いたします。
発議第１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 起立多数です。

したがって、発議第１号「国の責任による35人以下学級推進と教育予算の増額を求める意
見書」は、原案のとおり可決されました。
次に、発議第２号「義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。

長（原

７番、山口守夫議員。
７

番（山口 守夫） 「義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書」に対する趣旨
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説明を行います。
意見書を読み上げて説明としますので、よろしくお願いをいたします。
義務教育費国庫負担制度は、国が主要な経費を負担することにより、義務教育の機会均等
と、その水準の維持向上を図るための制度として、これまで大きな役割を果たしてきたとこ
ろです。しかし、昭和60年度予算において旅費、教材費が国庫負担から除外されたため、保
護者負担が増加した市町村が幾つも出てきました。さらに、平成18年度から義務教育費国庫
負担率が２分の１から３分の１に引き下げられたため、各県の財政状況を圧迫しています。
今までは、財政規模の小さな県では十分な教育条件整備ができず、教育の地方格差の拡大が
懸念される事態にすらなっております。
そこで、平成26年度編成予算においては、義務教育費水準の維持向上、機会均等及び地方
財政の安定を図るため、次の事項を実現するよう強く要望します。
１、国の責務である教育水準の最低保障を担保するために、必要不可欠な義務教育費国庫
負担制度を維持し、負担率を２分の１に復元すること。
２、国庫負担から既に除外した教材費、旅費などを復元すること。
以上が意見書でありますが、内容を深く理解した上で議員各位の賛同をお願いし、採択さ
れますようお願いして、趣旨説明といたします。
議

長（原

悟郎） これから質疑を行います。

質疑はございませんか。
２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） ただいま、趣旨説明の中で、表題について国庫負担制度の維持、

堅持と書いてありますが維持というふうに述べられ、また説明の中で記の１、国庫負担制度
を維持というふうに述べられたのですが、文章どおり堅持でよろしいかどうか、ちょっと確
認をいたします。
７

番（山口 守夫） そのとおり、堅持で訂正をお願いします。

議

長（原

悟郎） ほかに質疑はございませんか。

〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

発議第２号の討論を行います。
１番、百瀬輝和議員。
１

番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。

先ほども申しているんですが、義務教育の国庫負担の減額分は税源移譲されたわけです。
財源確保は確実にされていると見て間違いありません。ただ、地方交付税は地方自治体が自
由に使途を決められる一般財源であり、地方交付税の総額抑制を求められている中、投資的
経費などが削減されていた場合、教育費に影響を及ぼすことが全くないとは言えません。ま
た、地方に合わせて使えるように総額裁量性を導入したわけです。しかし、地方と都道府県
間で教育水準の著しい格差が生じないよう法令で明記する措置の検討も必要だと考えます。
進めてきた改革をさらによりよい方向に進める必要があります。地域に根差した教育を追及
するなら、都道府県から市町村へ分権を進めるという考え方ができると思います。
以上のように、私はこの意見書は逆行する内容だと考えますので、反対します。
議

長（原

悟郎） ほかに討論がございませんか。
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４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） 賛成の立場で討論させていただきます。

これは、義務教育費国庫負担制度の話で、国が負担すべきということについての２分の１
と３分の１の見解で、反対討論も先ほどなされたのだと思います。政治というのは、ある意
味、わかりやすさが大事かなということで、現安倍政権も教育については力を入れていきた
いというようなことをおっしゃっているわけです。平成18年度はちょうど第１期の安部政権
があったときのようなんですけれど、その当時も結局は義務教育費を、最初は存廃する、な
くすという、国庫負担をなくすという、そういう検討までなされて、そこで２分の１が３分
の１に下がるというところで落ちついたというようなんですけれど、安倍政権が現在推し進
める教育を力強くということから考えましても、２分の１を３分の１に下げたままで国が教
育に力を入れるようには、国民には伝わらないのではないかということで、２分の１に戻す
ぐらいのことも安倍政権にやっていただきたいという意味も込めまして、賛成の討論とさせ
ていただきます。
以上です。
議

長（原

悟郎） ほかに討論はございませんか。

〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） これで討論は終わります。

議案第２号を採決いたします。
議案第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 起立多数です。

したがって、議案第２号「義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書」は、原案のと
おり可決されました。
発議第３号「環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）断固反対に関する意見書」を議題と
いたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。

長（原

２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） 発議第３号の趣旨説明を行います。

このＴＰＰ断固反対ということでは、以前から、農協を初め各団体から要請がありました。
近年、世界的な原油、穀物価格の高騰により、肥料、飼料価格等が高どまりする一方で、景
気悪化の影響から農産物の価格が低迷、こういう状況が続いているわけであります。こうし
た状況が続くことによって、多くの農家が経営を維持することができず、我が地域経済の中
心である農業は存続の危機に陥る、そして食糧自給率の向上は不可能となり、安全安心な国
産農産物の安定供給に重大な支障を来す、こういう心配があるわけであります。
さらに、農業のみならず、ＴＰＰの中にはＩＳＤ条項、企業が国を訴える、このような条
項もあるわけであります。
また、食の安全や安心が非常に危険にさらされている。既に、その前段として牛肉の輸入
も、今まで日本で規制していたものを解除していく、こういうことが起こっているわけであ
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ります。そして、一番基幹的な農産物である米、麦、牛肉、豚肉、乳製品、甘味資源作物、
このようなものを本当に守っていく、そういう立場から考えると、政権についた自民党、こ
れが選挙公約をしたものをきちっと守りなさい。それから、自民党の中でいろいろと決議が
されている、こういうことを守りなさいというのが農業団体からも言われているわけであり
ます。
このようなことから、下へまいりますが、記として、国民との約束である政権公約６項目
及び自民党が決議した２月27日のＴＰＰ交渉参加に関する決議及び３月13日のＴＰＰに関す
る決議を遵守すること。２として、ＴＰＰ交渉に関する十分な情報開示と国民的議論を行う
こと。３として、今後の交渉において国益が守れないと判断した場合は、即刻交渉から脱退
することを政府として明確に国民に確約すること。このようなことを求めるわけであります。
以上、意見書を提出するものであります。どうか皆さんの御賛同をよろしくお願いいたし
ます。
議

長（原

悟郎） これから質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

発議第３号の討論を行います。
討論はございませんか。
５番、加藤泰久議員。
５

番（加藤 泰久） ＴＰＰの交渉には参加ということが表明されている中で、この反

対に関する陳情書は農業関連を主とした陳情書であり、日本経済全体を考えた中で、いろい
ろとマイナス要因、プラス要因がある中でありますけれども、やはり今ここで参加しなけれ
ばというようなことを考えた中で、これから交渉に参加することによって、それぞれの条件
が出てくる。その条件を提示前に参加に反対するということは、ちょっと早いのではないか
と。参加した中で条件をそれぞれ精査しながら、情報を開示して、国民議論を行った中で、
国益に添う形の参加がいいのではないかと、そんなふうに思うところであります。
議

長（原

悟郎） ほかに討論はございませんか。

〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） これで討論は終わります。

発議第３号を採決いたします。
発議第３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 起立多数です。したがって、発議第３号「環太平洋戦略的経済連

携協定（ＴＰＰ）断固反対に関する意見書」は、原案のとおり可決されました。
発議第４号「地方財政の充実・強化を求める意見書」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。

長（原

５番、加藤泰久議員。
５

番（加藤 泰久） それでは、「地方財政の充実・強化を求める意見書」について趣
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旨説明を行います。
政府は地方公務員の臨時給与減額に係って地方交付税の減額というような形の中で、地方
団体の独立性の強化、地方行政の計画的な運営に支障を来すようなことが行われている中で、
この意見書を読みまして説明をいたします。
１、地方行政、地方交付税総額の決定に当たっては、国の政策方針に基づき、一方的に決
するのではなく、国と地方の協議の場で十分な協議のもとに決定すること。
２、社会保障分野の人材確保、農林水産業の再興、環境対策などの財政需要を的確に把握
し、増大する地域の財政需要に見合う地方財政計画、地方交付税総額の拡大を図ること。
３、被災自治体の復興に要する地方分担分については、国の責任において、通常の予算と
別枠として確保すること。特に被災自治体の深刻な人材確保に対応するため、震災復興特別
交付税を確保すること。
４、地方公務員給与の臨時給与削減により減額した給与関係経費等に係る財政について、
完全に復元すること。また、地方公務員給与に係る地方財政計画、地方交付税の算定につい
ては、国の政策の方針に基づき、一方的に算定する方法を決定するのではなく、地方自治体
との協議、合意のもとで算定のあり方を検討する。
５、地域の防災、減災に係る必要な財源は、通常の予算とは別枠で確保するとともに、地
方交付税などの一般財源と地方債などの特定財源の振りかえを厳に慎むこと。
６、地方財政の財源保障機能、財政調整機能の強化を図り、小規模自治体に配慮した段階
補正の強化。市町村合併特例の終了を踏まえた、新たな財政需要の把握について対策を講じ
ること。
意見を提出するものであります。皆さんの御賛同をよろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） これから質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

発議第４号の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

発議第４号を採決いたします。
発議第４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、発議第４号「地方財政の充実・強化を求める意見書」は、原案のとおり可決
されました。
これから議案の上程を行います。
議案第６号「南箕輪村国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について、提案理由の説明を求めます。

長（原
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唐木村長。
村

長（唐木

一直）

議案第６号「南箕輪村国民健康保険税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。
南箕輪村国民健康保険税条例の一部改正につきましては、平成25年３月30日に専決処分を
させていただき、第２回臨時会において承認をいただきましたが、その改正内容に誤りがあ
りました。関係する法律等の解釈に誤りがあり、おわびを申し上げます。今回は訂正をさせ
ていただく改正でございます。
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、よろしく御審議いただき、原
案どおりの御決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

山﨑財務課長。
財務課長（山﨑 久雄） それでは、細部説明をさせていただきます。
今、理事者の提案理由で申し上げましたとおり、今回の改正は先に専決処分をさせていた
だいたものについて、一部誤りがありましたので、その訂正をさせていただく改正でありま
す。法令等の解釈に誤りがありましたことに、重ねておわびを申し上げます。
それでは、細部説明をさせていただきますが、先ほども申し上げましたように、専決処分
をさせていただいたときに説明を申し上げましたけれど、今回の改正については、国民健康
保険の被保険者が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行する場合、単身世帯、いわゆ
るこれを特定世帯と言いますが、いわゆる単身世帯となるものについて世帯別の平均割り額
を、最初の５年間を２分の１に軽減するという現行措置があるわけですが、この措置に加え
て、その後３年間は、一般世帯については４分の１の軽減をするという、そういう措置を講
ずるという特定継続世帯というのが設けられたわけであります。ただし、所得階層に応じた
７割、５割、２割の軽減世帯につきましては、４分の３の軽減額ということになるわけであ
りますが、ここを法の解釈を誤りまして、一般世帯と同様に４分の１の軽減額を記載してし
まったというものであります。
それでは、１ページの新旧対照表を見ていただきたいと思いますが、２枚目になりますか、
アンダーラインの部分が改正点になります。以下、１ページ、２ページ、３ページまでに６
カ所の改正があります。それぞれの所得額に応じた階層ごとに（ウ）の特定継続世帯の減額
額、これを４分の１の額から４分の３の額に改正するものであります。
それから、改正分のほうにお戻りをいただきたいと思いますが、附則において、この条例
は公布の日から施行し、改正後の条例については平成25年４月１日から遡及適応をさせてい
ただくというものであります。
以上が今回改正の細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） これから議案第６号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

次に、議案第７号「工事請負契約の締結について」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読
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議

長（原

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第７号「工事請負契約の締結について」提案理由を申し上げ

ます。
本議案は、田畑公民館建築工事の入札を去る６月７日に実施いたしました。工事請負契約
予定価格は、地方自治法の規定に基づき、南箕輪村議会の議決に付すべき契約及び財産の取
得又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、同法及び同条例の規定により
議会の議決を求めるものであります。
細部につきましては担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、御
決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

田中教育次長。
教育次長（田中

聡） それでは、議案第７号「工事請負契約の締結について」細部説明

を申し上げます。
議案書の一番最後のページの説明資料をごらんいただきたいと思います。
建築工事の入札結果でございます。入札の時期は６月７日、午後２時でございます。
工事の内容につきましては、建築工事の集会所は構造が鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造
です。平家建て、一部地階となります。規模は、建築面積が751.13平方メートル、延床面積
が933.08平方メートルになります。ごみ置き場は構造が鉄骨造、規模は延床面積が6.84平方
メートルになります。そのほか、造成工事、外構工事、既存建物の解体工事が含まれており
ます。
３の入札結果でございますが、応札社数が５社、落札金額１億4,490万円、落札業者につ
きましては、原建設株式会社です。
４の工期でございますが、着手が南箕輪村議会議決の日から平成26年３月25日までが工期
となります。
それでは、１枚戻っていただきまして、工事請負契約の締結について、契約の内容、１、
契約の目的、平成25年度田畑公民館建築工事。２、契約の方法、一般競争入札、制限つきで
ございます。３、契約の金額、請負金額１億4,490万円。４．契約の相手方、南箕輪村3898
番地１、原建設株式会社、代表取締役、原武光。
以上で細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） これから議案第７号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
９番、唐沢由江議員。
９

番（唐沢

由江）

ちょっとお聞きしたいと思いますが、ごみ置き場の6.8平米のも

のは、既存のものと合わせて、それ以外につくるということでしょうか。
議

長（原

教育次長（田中

悟郎） 田中教育次長。
聡） 既存のほかに、新たに設けるものであります。

以上です。
議

長（原

悟郎） ほかに質疑はございませんか。

〔質疑なし〕
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議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

これから議案に対する討論・採決を行います。
議案第１号「南箕輪村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正する条
例」の討論を行います。
討論はございませんか。
４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） 議案第１号の討論ということで、賛成討論をさせていただきます。

議

長（原

悟郎） 反対の討論者はおりますか。

〔発言する者なし〕
議

長（原

悟郎） では、どうぞ。

４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） この特別職の給与云々は、主に村長等の給与の削減ということで、

３％ということで、これは例年、村長が特別職報酬審議会の諮問のお答えに対する、村長御
自身も含めた姿勢を示しているものだと思いますし、例年、議会側もそれに賛成してきてお
ります。今回の賛成につきましては、例年の賛成とは現状がちょっと違うかなという中で、
あえて賛成するんですがということで討論させていただきます。
先ほども発議第４号で、我々議会が「地方財政の充実・強化を求める意見書」を全員一致
で可決いたしまして、意見書を出しました。その内容に、記の４番、地方公務員給与費の削
減の財源を完全に復元せよと、これは地方公務員の給与を下げるなという内容を議会側でも
言っていることだと思います。今回、村長の給与を削減することが、今後もしかしたら出て
くるかもしれない、村職員の給与の削減ということに直結して影響を与えるようではまずい
と。その直結ではないよという理解のもと、村長が特別職報酬審議会に従って下げるという
ことについては賛成いたしますので、そういう意味での賛成でございます。よろしくお願い
します。
議

長（原

悟郎） ほかに討論はございませんか。

〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） これで討論は終わります。

議案第１号を採決いたします。
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（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第１号「南箕輪村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部
を改正する条例」は、原案のとおり可決されました。
議案第２号「南箕輪村新型インフルエンザ等対策本部条例」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第２号を採決いたします。
議案第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
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議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第２号「南箕輪村新型インフルエンザ等対策本部条例」は、原案のとお
り可決されました。
議案第３号「南箕輪村の日を定める条例」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第３号を採決いたします。
議案第３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第３号「南箕輪村の日を定める条例」は、原案のとおり可決されました。
議案第５号「平成25年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第２号）」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第５号を採決いたします。
議案第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第５号「平成25年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第２号）」は、
原案のとおり可決されました。
議案第６号「南箕輪村国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第６号を採決いたします。
議案第６号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第６号「南箕輪村国民健康保険税条例の一部を改正する条例」は、原案
のとおり可決されました。
議案第７号「工事請負契約の締結について」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第７号を採決いたします。
議案第７号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。
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したがって、議案第７号「工事請負契約の締結について」は、原案のとおり可決されまし
た。
それでは、これから議案の上程を行います。
議案第８号「南箕輪村副村長の選任につき同意を求めることについて」を議題といたしま
す。
原茂樹産業課長の退席を求めます。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

長（原

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第８号「南箕輪村副村長の選任について同意を求めることに

ついて」の提案理由並びに説明を申し上げます。
議案書にもありますように、加藤久樹副村長が６月30日で任期満了となります。したがい
まして、南箕輪村副村長に下記の者を選任したいので、地方自治法第162条の規定により議
会の同意を求めるものでございます。
住所は、南箕輪村7732番地２、氏名、原茂樹、生年月日、昭和33年４月２日生まれであり
ます。
よろしく御審議いただき、同意をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 議案第８号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

議案第８号の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第８号を採決いたします。
議案第８号は、原案のとおり同意することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第８号「南箕輪村副村長の選任につき同意を求めることについて」は、
同意することに決定いたしました。
原茂樹産業課長の着席を求めます。
ただいま、南箕輪村副村長の選任について、全員賛成で同意をすることに決定いたしまし
たので、ここで原茂樹産業課長の挨拶をお願いいたします。檀上にてお願いします。
産業課長（原

茂樹） ただいまは選任案に御同意を賜り、まことにありがとうございま

す。もとより、浅学菲才、行政経験も豊富とは申せませんが、常々、唐木村長が申されてお
ります住民の皆さんのための行政、これを第一に一生懸命努めてまいりますので、議員各位
には一層の御指導、御協力をいただきますようお願い申し上げ、お礼の御挨拶とさせていた
だきます。よろしくお願いいたします。〔一同拍手〕
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議

長（原

悟郎） ここで、委員会の閉会中の所管事務の調査の件を議題といたしま

す。
総務経済常任委員長、福祉教育常任委員長及び議会運営委員長から会議規則第72条の規定
により、お手元に配付のとおり、所管事務の調査事項について閉会中の継続審査の申し出が
ありました。
お諮りいたします。
委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。
〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議

長（原

悟郎） 異議なしと認めます。

したがって、総務文教常任委員長、経済厚生常任委員長及び議会運営委員長から申し出の
とおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
ここで、６月末をもって副村長を退職されます加藤副村長から挨拶をお願いしたいと思い
ますが、加藤副村長は昭和42年４月より役場職員として勤務され、平成２年に議会事務局長
を初め、水道課長、社協事務局長、企画財政及び総務課長を歴任され、平成17年７月に助役
に就任し、地方自治法の改正によりまして、平成19年４月に副村長となり、現在まで２期８
年努められ、職員時代も含め約46年間にわたり、手がたい行政手腕により村政の発展や村長
の片腕として活躍されました。まだまだ惜しいところでありますが、本人の意志とのことで、
６月末をもって退任となります。加藤副村長に感謝を申し上げ、ここで御挨拶をお願いした
いと思います。檀上にてお願いいたします。
副 村 長（加藤

久樹）

６月定例議会最終日にこうして退任の御挨拶をさせていただく

機会をいただきまして、ありがとうございます。また、ただいまは議長から過分なる御紹介
を賜り、身に余る光栄であります。
私は、昭和42年に一般職として採用されましたけれども、現在の職には、先ほど御紹介い
ただきましたように、平成17年に当時の職名は助役でございますが、７月１日就任をさせて
いただきました。２年後の平成19年４月に自治法の改正がございまして、職名が副村長と変
わったわけでありますけれども、通算をいたしまして２期８年間務めさせていただき、この
６月末、任期満了により退任をさせていただくこととなりました。
私が就任をいたしました平成17年は、国が進めております平成の大合併、このさ中でござ
いました。南箕輪村もその前年の16年に合併の是非を問う住民投票が行われまして、自立の
道を選択した直後でありましたので、住民の皆様方の村づくり、地域づくりに対する関心が
非常に高まった時期であったと記憶しているところであります。また、その一方で、平成２
年から３年にかけてバブルが崩壊いたしまして、それから十数年たっていたわけでございま
すけれども、当時、よく言われた「失われた10年」という言葉に象徴されますように、景気
の低迷によりまして、国、地方ともに財政的に非常に厳しいときでありました。したがいま
して、平成17年の年末から18年の正月にかけて、初めて予算編成を手がけさせていただいた
わけでありますけれども、そのときの財源確保には苦労したということが思い出であります。
しかしながら、翌18年からは村税も20億円の大台に乗るようになりまして、あわせて財政
通と言われます唐木村長の財政運営、そして手がたい行政運営によりまして、この財政を基
盤として今日まで発展をしてきた南箕輪村であります。今や県下77市町村の中でも、南箕輪
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村と言えば、ああ、あの南箕輪村かと言われるまでに知名度も上がり、村としての力もつい
てきたというふうに思っております。
その南箕輪村の中において、８年間、籍を汚しながらも、住民の皆様方の生活に直結する
地方自治の仕事に携わらせていただいたということは、私の大きな財産であり、誇りであり
ます。さらに、今後、この村が発展を続けることを祈念申し上げるところでございます。こ
の８年間、御指導をいただきました議会の皆様方、そして唐木村長をトップに一緒に仕事を
していただいた職員の皆さん、さらには１万4,000人余の住民の皆様方に心から感謝を申し
上げるところでございます。
ただいま、私の後任に選任同意していただきました原茂樹氏、有能な人材であり、年齢も
私より10若いわけでございまして、行動力もありますけれども、やはり行政と議会、車の両
輪に例えられますように、議会の皆さんの協力なくしては行政の事務執行は一つとしてでき
ないわけであります。どうか私にお寄せいただきました以上に、新しい副村長、そして唐木
村政にお力添えを賜りますことを、私の対場から改めてお願いを申し上げるところでござい
ます。
思うことはいろいろありますが、なかなか言葉になりません。ただ、一言で言えば、ただ
ただ感謝ということであろうかと思います。南箕輪村、そして南箕輪村議会の今後ますます、
さらなる御発展、そして村民を初め関係各位の皆様方の御多幸を御祈念申し上げまして、退
任に当たっての御挨拶とさせていただきます。本当にお世話になりました。ありがとうござ
いました。〔一同拍手〕
議

長（原

悟郎） 加藤副村長、ありがとうございました。

それでは、ここで村長の挨拶を求めます。唐木村長。
村

長（唐木 一直） 閉会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。

６月定例会、12日間の会期、大変お疲れさまでした。また、全議案、原案どおりお認めを
いただき、ありがとうございました。議案審議や一般質問でいただきましたさまざまな御意
見や御提言は、今後の村政に生かしてまいります。
ことしは、過去３番目に早い５月中の梅雨入りとなりましたが、今は空梅雨傾向となって
おります。この地域でも、若干ではありますけれども、水不足というような、そんな心配も
出てまいったところであります。しかし、梅雨はこれからであります。集中豪雨やゲリラ豪
雨による災害のないことを願うとともに、災害対応には万全を期してまいります。
開会の御挨拶の中でも申し上げましたとおり、今、市町村を取り巻く環境は大変厳しくな
ってきております。特に道州制の問題やＴＰＰの問題は注視をしていく必要があります。国
土の大半を有する地方は、食糧の供給や水源涵養、自然環境の保全等、国民生活にとって極
めて大きな役割を果たしております。日本の発展のためには欠かすことのできない国民の共
通の財産でもあります。国土の均衡ある発展を望むものであります。
平成24年度の決算状況をまとめる時期となってまいりました。厳しい中ではありましたが、
健全財政を維持しながら、繰り越し財源をさらに確保しながら、良好な決算状況となる見通
しであります。今議会でも田畑公民館の工事請負契約の締結をお認めいただきました。今年
度は比較的大きな事業が多い年度となっておりますので、各事業の着実な推進に努めてまい
ります。議員各位の御理解と御協力をお願いいたします。
また、県工科短期大学の上伊那地方への機能配置で、県は新設案は費用面などから困難と
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し、県伊那技術専門校の活用案が有力との見方を示しました。これを受けまして、上伊那地
域の中にも、それぞれの思いが報道をされておるところであります。思いは思いとして、こ
の施設は県の施設であり、県が判断することであります。現時点では、上伊那地域への設置
を優先し、その推移を見守ってまいりたいと考えておるところであります。
さて、ただいま御挨拶いただきましたが、６月末をもって加藤副村長が退任をされます。
２期８年間、私をしっかりと支えていただき、村政発展のために多大な御尽力をいただきま
した。また、常に周りに気配りをしながら、職員の先頭に立ち、職務の推進をなされてまい
りました。その気配りは、本当に頭の下がる思いでありましたし、私もまねをしなければと
思いましたが、なかなかその域に達することはありませんでした。さらには、村政へのいろ
んな批判や事務的な不祥事、こういうことも一心に受けとめ、私を支えていただいたところ
であります。もう１期、一緒に村政発展のために御努力をいただきたいと思っておりました
が、後進に道を譲りたいとの決意がかたく、私にとりましては本当に残念なことであります
が、退任をされることになりました。役場に就職したのも、ほぼ同時期であります。46年間、
ともに一緒に仕事をしてきたところであります。本当に残念ではありますが、意志がかたい
ということで、やむを得ないなと思ったところでもございます。長い間、本当にお疲れさま
でございました。ありがとうございました。退任後もさまざまなお立場で村政の発展のため
にお力添えをお願いいたします。
慎重な御審議をいただきましたことに重ねてお礼を申し上げ、閉会に当たりましての御挨
拶とさせていただきます。12日間、ありがとうございました。
議

長（原

悟郎） 梅雨期独特の蒸し暑い日が続いております。これから本格的な梅

雨に入るかと思います。豪雨等により災害のないことを祈るとともに、何かと御多用の中、
各位御健勝で御活躍を御祈念申し上げ、これをもって平成25年第２回南箕輪村議会定例会を
閉会いたします。御苦労さまでした。
事務局長（堀

正弘） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕

議

悟郎） お疲れさまでした。

長（原

閉会 午後 ４時２８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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