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聡

会議のてんまつ
平成２５年９月 ２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） 御苦労さまです。

記録的な高温と尐雤が続いた夏も、大芝高原まつりを境に平年並みとなり、若干残暑はあ
りますが秋の季節となりました。春先の凍霜害から始まり、ことしは異常気象が続いており
ましたが、ようやく収穫期になり、平年並みの作柄を期待するところであります。
さて、今議会は決算議会でありますので、内容等十分審査し、充実した議会となることを
期待いたしまして、ただいまから平成25年第３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。
清水教育委員長から、公務のため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10名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開
きます。
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第115条の規定により、１番、百瀬輝和議員、２番、久保村
義輝議員を指名いたします。
次に、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３回南箕輪村議会定例会の会期日程等について、過日、議
会運営委員会を開催し、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15件であります。請願・陳情は、陳情２件が提出され
ております。
会期は、本日９月２日から９月13日までの12日間とし、この間で３日から10日までを休会
といたします。
以上で、議会運営委員長報告を終わります。
議

長（原

悟郎） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり決定することに御異議

ございませんか。
〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議

長（原

悟郎） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日９月２日から９月13日までの12日間に決定いたしました。
なお、本定例会の日程は、お手元に配付の表のとおりです。
それでは、ここで村長の挨拶をお願いいたします。
唐木村長。
村

長（唐木

一直）

改めまして、おはようございます。〔一同「おはようございま

す」〕
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本日、平成25年第３回議会定例会を招集を申し上げましたところ、議員全員の出席の中、
開会できますことにお礼を申し上げます。
暑い夏となりましたが、このところ大分過ごしやすくなってまいりました。ことしの日本
列島は、山口県、島根県、新潟県など、日本海側では局地的な集中豪雤による大災害が発生
しており、その一方では関東では渇水状態が続き、近年言われ続けております異常気象はも
やは日常化され、いつどこで災害が起きてもおかしくない状況となってきております。この
状態はことしだけでなく、今後も続くものと大変危惧をしているところであります。災害に
遭われました皆様には、一日も早い復興がかないますよう願うところであります。
今後、台風シーズンを迎え、一段と気を引き締め、万全な体制を講じられるよう心がけて
まいります。また、実りの秋を迎えられることを願っておるところであります。
さて、７月の参議院選挙では自民党の圧勝となり、安倍首相は、15年間にわたるデフレか
らの脱却へ強い決意を表明しております。その一方で、安倍内閣の財政出動による景気対策
の影響もあり、６月末には国の借金が1,000兆円を超え、今後の消費税率の引き上げ、健全
財政化に向けた課題への取り組みが注目されております。経済成長と社会保障等々、今後の
かじ取りを誤らないよう願うところであります。
また、概算要求、国の予算取りまとめが行われております。過去最高の概算要求というよ
うなことになっております。このことを考えてみましても、本当に国の財政は大丈夫だろう
かなという、こんな疑念も思うところであります。その辺をしっかりと議論していただくこ
とを願うところであります。
その景気の動向でありますが、景気は着実に持ち直しており、自律的回復に向けた動きも
見られるとしております。先行きにつきましても、輸出が持ち直し、各種政策の効果が発現
する中で、企業収益の改善が家計所得や投資の増加につながり、景気回復へ向かうことが期
待されていますが、海外景気の下振れが、引き続き我が国の景気を下押しするリスクとなっ
ていると発表されております。といいましても、大企業の業績は改善されているとの報道が
ありますが、本村ばかりでなく、この伊那谷の企業の業績まで反映するところに至っていな
いのが実情であります。
このような状況の中で、平成24年度の決算も出ましたので、後ほど報告させていただきま
すが、本村の法人税は年々減尐傾向にあり、残念ながら、平成24年度は２億円を下回り、１
億9,000万円となったところであります。日本の経済の下支えをしております地域企業に目
を向けた対策を早急に放つことこそが、日本の経済、景気を上昇させる施策だと実感してい
るところであります。
ここで、６月定例議会以降の主な村の事業等につきまして報告させていただきます。
はじめに、今年度の事業の進捗状況であります。今年度は、４月に村長選挙がありました
ので、骨格予算から始まり、５月８日の臨時議会で肉づけ予算のお認めをいただきました。
例年より１カ月余り遅くなりましたが、７月末時点での執行率は、主なハード事業関係では
55.1％となっております。このうち未着手の大型事業でも、現在、設計中であるとか、業者
との協議中であり、おおむね順調に推移をしていると判断しております。
また、ソフト事業につきましては、執行率23.4％で低い数字ではありますが、扶助費補助
金といったような、実績に忚じて執行する性質のものが数多くあるため、こんな数値となっ
たところであります。ソフト事業につきましても順調に推移をしておるというふうに思って
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おります。
平成19年度にみんなの森セラピーロードがグランドオープンして以来、多くの利用者に愛
されておりますが、利用者数につきましては推計値でしか把握することができませんでした。
ことしの３月に施設内に利用者計数カウンターを設置し、５月に調整が終わりましたので、
６月から測定を開始しております。測定結果では、１日平均232人となり、その内訳であり
ますが、平日の平均が206人、また土日の平均が293人と、多くの方に利用していただき、当
初の目的でありました健康づくりが定着してきているものと実感しており、本当にありがた
いことだと思っております。また、年間の測定結果を分析することにより、新たな大芝高原
の利活用のヒントが見出せるものと期待しておるところであります。
この数値につきましては、本当に今までどのぐらい利用していただいておるのかなという
ようなことで、推定でしかありませんでした。100人以上は利用してくれているんではない
かというような、そんな話も申し上げたところでありますが、きちんとした計測の結果、
200人を超えておるというような、そんな数値結果が出ましたので、この辺をまた今後の検
討材料としてまいりたいと思っております。
また、６月21日には、昨年に引き続き、久保区、田畑区及び大泉区が、村が農地水保全管
理に関する協定を締結しております。どの地域も自主的に取り組んでいただき、地域の農村
環境の保全を図る活動を開始しております。このような活動が、村の成長力を持続的に高め
る要因の一つであると感じております。
また、現在、村では、景観行政団体への移行を目指し、検討しておりますが、この活動と
ともに、美しい村づくりの推進ができればと期待しておるところであります。このような活
動が、さらに村内に波及していくことを願っております。協働共助による地域づくりの輪が
広がってきておりますことは、大変ありがたいことだと感じておるところであります。
当初、この事業につきましては、本村では難しいだろうというふうに認識を持っておった
ところであります。しかし、昨年から始まり、既に４地区が実施されておるということ、本
当にうれしく思っておりますし、また来年に向けて活動を始めようとする地区もあり、あり
がたいことであります。
続きまして、残念な報告でありますが、南部小の県費負担の事務職員が、２年間にわたり
給食費等の横領をしておりました。県職員とはいえ、本村の南部小学校で発生しました不祥
事でございますので、関係者の皆様方に御迷惑をおかけしたことを改めましておわびを申し
上げますとともに、今後は学校徴収金取扱等検討会議で出されました再発防止強化策を３校
共通の認識のもとで取り組んでまいりますので、御理解をお願いいたします。
また、南箕輪中学校の生徒１年生から３年生41名が、８月１日から８月３日まで、宮城県
南三陸町で復興支援ボランティアの活動を実施しております。この活動には、当初73名の忚
募がありましたが、定員の関係でやむなく41名とさせていただいたところであります。現地
では、仮設住宅周辺の草刈り、側溝等の清掃をはじめ、居住者や中学生との交流など、多く
のことを体験し、被災地の状況、また被災者の思いを全身で受けとめていただいたことと思
っております。また、同時に、頼もしくも思った次第であります。これらの経験を生かし、
今後のさらなる成長を期待しております。
続きまして、大芝高原まつりであります。週間天気予報でも雤模様の予報であり、また当
日も開催を決定した後に雤が降るなど、大変心配をしたところでありますが、おかげさまで
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開会式前には高原らしい爽やかな天候となり、夜の花火大会まで実施することができました。
関係者の皆様には、例年以上に気を使ったことと思いますが、その分、熱気あふれる大芝高
原まつりとなったと感じております。
この大芝高原まつりは、上伊那の最後を飾る夏祭りとなります。広大な平地林の中で、各
地のイベントを趣向を凝らしながら、それぞれの場所で繰り広げられ、町並みのにぎわいを
演出しております。村内外から、家族で、また友人同士で、多くの皆様の御来場をいただい
ております。多種多様なイベントは、来場者に飽きさせない魅力でありますし、何よりも真
夏の強い日差しを避ける森林と芝生があり、安心してどこでも休むことができる、このこと
も大芝高原まつりの魅力の一つだと感じております。大芝高原を満喫できる一日でもありま
す。
おかげさまで大きなトラブルもなく、無事終了することができ、村の若さと、活力と、元
気を感じた一日となりました。このお祭りは、多くの村民の皆様方に御理解と御協力をいた
だく中でかかわっていただいております。さらにこうした輪が広がっていくことにより、活
力ある村づくりにつながっていくことを期待するところでもあります。関係者の皆様に、ま
た御来場いただきました皆様に改めましてお礼を申し上げます。
防災訓練でありますが、昨日、全村で一斉に実施いたしました。冒頭に申し上げましたよ
うに、局地的な集中豪雤、巨大竜巻の発生、渇水など、日本各地で異常気象が続いておりま
す。先月の諏訪湖の花火大会でも、猛烈で断続的な雷雤により、花火大会は中止となりまし
た。6,600人余りが一時帰宅困難となり、12カ所の公共施設に避難したと報道されておりま
す。このように、いつ、どこで災害が起きてもおかしくない状況となっております。
このような状況を踏まえ、他に避難するだけの訓練でなく、災害に備えた避難所としての
機能を確認と課題の把握、被災者の意識の高揚を目的として実施しております。
その一つとして、初めての試みとなりますが、１泊による避難訓練を北殿区、北原区の２
地区で実施させていただきました。本村では、平成18年の梅雤前線による豪雤災害でも、幾
つかの避難所を設営した経過はあります。このときの経験は、自主防災会が自主的に活動す
る契機となりました。改めまして、実践を通じて、課題等を再認識することといたしました。
参加者は残念ながら尐数ではありましたが、地域の自主防災会の皆様が、自主的に宿泊訓練
を実施しようとする意思が最も重要であると感じておりますし、また基本的な動作確認はで
きたものと思っております。今後、地区自主防災会におきまして、課題を取りまとめていた
だき、防災計画との整合性など、再点検を行いまして、今後の災害時に備えてまいりたいと
考えております。
もう一点は、通常の防災訓練とはなりますが、以下、一般質問でも何回か出されておりま
した課題につきましても実施させていただきました。地区によりバランスといいますか、温
度差はあったところでありますが、例えばペットを飼われている方々に集まっていただき、
避難所の対策を検討していただきました。短時間でありましたので意見はまとまりませんと
思いますが、飼われている方々に問題は提起できたものと思っております。ぜひ、個々で検
討していただきたいと考えております。そのほかにも、地域支え合いマップ、未着手の地域
もありますので、策定の足がかりとなるような避難経路の危険箇所等を図面に落とす作業、
また巨大地震が発生したことを想定しまして、公共施設、避難所等の安全確認のチェックな
ど、できるだけ実践に即した総合防災訓練としたところであります。
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まだまだ、地域の中では温度さも感じておりますが、災害は待ってはくれませんし、防災
訓練を割り当てだからと参加するのではなく、自分たちの地域は自分たちで守る、自分の命
は自分で守る、このことを念頭に置き、１人でも多くの方が防災訓練を自主的に参加する意
識改革を期待するものであります。この辺の啓蒙、啓発活動は、今後とも続けてまいります。
さて、９月議会は決算議会でありますので、平成24年度の各会計の決算認定をお願いいた
します。詳しくは決算審査の中で、会計管理者、並びに各課長より申し上げますが、財政状
況につきまして尐し触れさせていただきます。
決算規模は、前年比約６億円減の50億3,100万円と、例年並みの決算規模となりました。
その要因でありますが、前年度は療育施設「たけのこ園」の建設、またデジタル防災行政無
線設置工事などの大型事業により投資的経費が増加しておりましたが、平成24年度は大芝の
湯、大芝荘のろ過機等の改修、北殿の消防屯所の新築、交通安全対策関連事業や学校及び保
育園の改修増築工事が主となりましたので、前年度より約４億500万円の減、また補助費で
は、前年度は介護保険施設「ふれあいの里」の建設に伴う補助がありましたので、約２億
5,400万円減となったところであります。
なお、ソフト面では、子宮頚がんほかの各種ワクチンに約1,500万円、中でも村単独で19
歳の子宮頚がんワクチン接種を実施し、28名、延べ63名の方に接種をしていただきました。
また、新たに、ふるさと大使といたしまして、４名の方に村のＰＲ活動をお願いしたところ
であります。また、農業集落排水事業も、平成25年３月31日を持って、公共下水道事業に全
て切りかえ、農業集落排水事業の拠点施設でありました「いずみ苑」の稼働は停止し、今年
度、新たに防災備蓄倉庫等に生まれ変わるための工事を実施しております。施設面の統合に
より、経費の軽減が図られ、効率的な下水道運営ができるものと考えております。本村は、
本当に公共下水道一本で実施ができるという効率的な村となっており、この辺もありがたい
ところであります。
一方、歳入でも、約５億300万円減の56億900万円となったところであります。村民税、固
定資産税を含む地方税につきましては、前年対比約3,000万、1.5％減の20億700万、また地
方交付税につきましては約1,900万円、1.4％減の約13億9,200万円となり、例年並みとなっ
ております。相対的には、どの予算科目も減ったところでございますが、逆に、分担金及び
負担金では、消防施設及び田畑公民館建設設計に伴う地元負担金により、約2,500万円の増
となりました。また、財産収入では、地元企業ピスコへの工場用地売り払い収入より、
5,700万円増の１億1,200万円となったところであります。
財政状況の指数の関係でございますが、財政力指数につきましては、平成20年度以降、減
尐傾向にあり、平成24年度は0.58となりました。厳しい経済状況が続いておりますので、地
方税の減収が財政力指数を下げている要因となっております。しかし、他の指数では、経常
収支比率は0.3％減の75.7％と改善され、財政健全化の４指標につきましてはいずれも基準
以下であり、好ましい傾向となっております。実質公債比率につきましては２％下がりまし
た。また、将来負担比率も数値がなくなりました。本当に健全財政が維持できると考えてお
るところでございます。これからも健全財政を維持しながら、持続可能な村づくりを推進し
てまいります。
一方、国の財政状況は、歳出が税収等を上回る財政赤字の状況が続いております。このた
め、歳入の46.3％を国債に頼る厳しい状況の中で、ことしの６月には政府短期証券を含めた
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国債の債務残高は1,000兆円を超え、名目国内総生産額ＧＤＰの約２倍となり、国民１人当
たり約790万円の借金を背負っていることになります。消費税増税に伴う社会保障と税の一
体改革も遅々として進まない状況の中で、さらには高齢化社会が進み、景気低迷による税収
の落ち込みで、現在のサービス水準が維持できるか、今後も大変心配をしているところであ
ります。
こうした中で、村は健全財政を維持しながら、さらに村の発展と村民生活の安定、福祉の
向上を図っていかなければなりません。これからも、常に財政状況を分析しながら、また事
業の取捨選択を取り入れながら、健全財政を維持しつつ、村政発展のために努力してまいり
ますので、議員各位におかれましても、ぜひその点は御理解をいただきますようお願いする
ところであります。
先般、今年度の普通交付税の算定が終わりました。今年度の国の予算では、普通交付税の
中に従来の交付額と地域の元気づくり推進費を設け、総額では686億円の減額となったとこ
ろであります。また、先の地方公務員給与費にかかわる基準財政需要額の算定もありました
ので、今年度の普通交付税の状況を大変心配をしていたところであります。おかげさまで、
結果的には、24年度よりも1,504万2,000円増の12億5,600万円余りとなったところでありま
す。その要因でございますが、基準財政需要額では、主に社会福祉費が単位費用及び保育園
の入所人員の増、全般的な人口増、また新設となりました地域の元気づくり推進費の増によ
るものであります。一方、基準財政収入額も村民税所得割所得の増、固定資産税も新築家屋
の増、また、たばこ税の一部が村たばこ税に譲渡されたことによる増により、全体で増額と
なりましたが、基準財政需要額の伸びが上回ったため、普通交付税が増額となったところで
あります。
なお、当初予算と比較しますと、4,200万円余りの増となりました。また、前年度からの
繰越金の増額分、約２億1,000万円と合わせまして、２億5,000万円の財源が新たに生じたと
ころであります。
交付税、普通交付税につきましては、本当に心配をしておりましたが、昨年よりも伸びた
という、こういう結果になりました。さまざまな分析を今しておりますけれども、相対的に
人口増が基準財政需要額を押し上げておるという、こういうことになったところであります。
したがいまして、人口がふえることによりまして本村の財政状況が保たれているという、交
付税の面からもそんなことが伺えるところでございます。
この財源を活用し、年度途中ではありますが南殿屯所の改修、南箕輪村の日の事業に係る
経費、また最近では、中近東の政情不安から、徐々に原油価格が高騰となってきております
ので、生活弱者の経済的に負担を軽減する目的で福祉灯油券の交付の実施、また村道等の改
修に伴う補正をお願いするものであります。また、11日の全協でもお願いしてまいりたい件
もございますので、この辺の財源等々に充ててまいりたいと考えておるところであります。
詳しくは補正予算の議案審議の説明の中で申し上げますので、御理解をお願いいたします。
そのほかにも、今後支払いが生じます南原住宅団地内の焼却灰関連事業、南部小学校の増
築事業、伊那消防署の新築移転工事及び新ごみ中間処理施設事業などの財源確保のため、財
政調整基金に１億円の積み立てを計上させていただきました。当初、8,500万円の取り崩し
をしておりますので、それが戻せたという、こういうことになりました。今回の積み立てに
よりまして、財政調整基金と減債基金の合計額が約25億6,500万円となります。将来にわた
8

っての財政基盤の確立がさらに整い、経済状況が厳しい中、大変好ましい状況となっており
ます。
さて、後期の事業計画等につきまして報告をさせていただきます。
はじめに、８月１日現在の人口でありますが、１万4,942人となりました。昨年の８月１
日現在の人口と比較しますと、68人の増となっております。ことしに入りまして、５月まで
は緩やかな減尐傾向が続き、いよいよ本村も人口減尐の傾向があらわれておるのかなと思っ
ておったところでございます。心配もしておりました。しかし、その後、増加傾向に戻り、
節目の１万5,000人が目前となってきております。本当にありがたいことであります。これ
から、この人口の推移を見守りながら、また１万5,000人の節目、何か考えていかなければ
ならないと思っておるところでございます。
続きまして、第５次総合計画を策定していただくため、今月の30日から、第３期の村づく
り委員会をスタートさせてまいります。残念ながら、公募による委員はございませんでした。
各区からの推薦による委員12名、また有識者等による委員10名の計22名の皆様にお願いをし
てまいります。有識者等、私の推薦につきましては、各分野で活躍をされております方々を
バランスよく、また女性の推薦につきましても半数の５名の方を選考させていただいたとこ
ろであります。国立社会保障人口問題研究所から公表されております、2040年の本村の推計
人口１万5,608人となっております。あくまでも推計値でありますが、人口増加に対忚でき
る環境基盤をどのように整えていくのか、一方で厳しい財政状況を見ながら、持続可能な村
づくりをどのように描いていけるのか、十分な議論をお願いしてまいります。
さて、９月から10月にかけまして、各地区では敬老行事、また区民祭、収穫祭等が取り行
われます。長寿を祝し、また１年間の実りに感謝を込めて催され、地域の活力、元気を感ず
る時期でもあります。この活力こそが地域の発展、さらには村づくりにつながるものと確信
しておりますので、村民の皆様に１年間の御努力に感謝を申し上げ、また大いに盛り上げて
いただきたいと願っておるところであります。
ここで、本村にかかわります公益的な事業につきまして、２点、御報告を申し上げます。
まず、伊那消防署庁舎建設の件でありますが、その都度、議会全員協議会でも報告をさせ
ていただいております。庁舎の候補地も決定し、平成27年の供用開始に向け、それぞれの分
野で準備をしているところであります。あわせまして、８月７日には、長野県から自主的な
市町村の消防の広域化を着実に推進するため、国、県からの支援を集中的に受けることがで
きる消防広域化重点地域、上伊那地域８町村が指定をされました。この指定によりまして、
財政支援等が受けやすくなったところであります。事務的には、まだまだ調整をしていかな
ければなりませんが、今後も必要に忚じて、議会全員協議会で報告をさせていただきます。
今のところは、本当に順調に広域化に向けて歩んでおるという、こういうことでありますの
で、よろしくお願いいたします。
続きまして、伊那中央病院であります。昨年10月から建築しておりました救命救急センタ
ーと研修センターの工事も今月中には全て竣工する見込みとなり、10月１日より稼働する予
定となっております。この増築により、救命救急センターと脳外科、神経内科の充実、また
医師の確保と技術の向上がさらに図れるものと期待しているところであります。今まで以上
に、上伊那の中核病院として、その責任と役割を果たしていかなければならないと感じたと
ころであります。先般も３首長と病院職員との懇談会を実施いたしました。その中でもいろ
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んな意見が出されたところであります。さらに機能を充実していく、最新鋭の機械を入れて
いくという、こんなことで話し合いがされたところであります。さらに充実ができるよう、
組織市町村の一員として努力をさせていただきます。
また、工科短大でございますけれども、伊那技専校併設ということで決定されたところで
あります。今後の推移を見守ってまいりたいと思っております。
９月議会が終了いたしますと、村でも来年度に向け、村３カ年実施計画の策定、また実施
計画に基づく予算編成の時期となってまいります。あわせまして、国政では、消費税、ＴＰ
Ｐと、本村にも大きく左右される緊急課題が残されております。社会保障と税の一体改革を
含め、今後、具体的な通達等があるものと思いますが、大幅に変更されることも予想されま
すので、情報を的確に把握する中で対忚してまいりたいと考えております。
ことしの予算編成を含めた計画等につきましては、この辺が大きく左右をしてくるものと
思っております。情報には注視をしてまいりますし、前々から議会の中でも御意見をいただ
いた部分もございます。積立金が多くなっておるんじゃないかというような、そんな御指摘
もいただいておりますので、その辺も加味しながら予算編成をしていく必要もあるのかなと
いうふうに感じておるところであります。そんな点も御理解をいただければというふうに思
います。
また、行政としてより多くの皆さんと、村づくり、地域づくりの課題、今後の問題点等を
共有することが大切だと考えております。これからも、さまざまな団体や村民の皆様方との
対話集会をもとに、村政運営を進めてまいりますので、議員各位の御協力をお願いするとこ
ろであります。
本定例会に提出いたしました議案15議案、また報告１件でございます。いずれも原案どお
りお認めいただくことをお願い申し上げまして、開会に当たりましての御挨拶とさせていた
だきます。よろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 次に、諸般の報告を行います。

監査委員から、地方自治法第235条の２第３項の規定により、平成25年５月分から平成25
年７月分までの例月出納検査報告がありました。報告書はお手元に配付したとおりです。
これで諸般の報告を終わります。
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号は、１件50万円以内の損害賠償の報告であります。別紙のとおり、２件の専決
処分を行いましたので、地方自治法第180条第１項の規定により報告いたします。
細部につきましては報告書を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。

本日までに受理した請願・陳情は陳情２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。
それでは、これから議案の上程を行います。
議案第１号「南箕輪村職員定数条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
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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「南箕輪村子ども・子育て審議会条例」について提案

理由を申し上げます。
本案は、子ども・子育て支援法の規定に基づき、南箕輪村の子供、子育て支援に関する施
策の総合的かつ計画的な推進等を図るため、南箕輪村子ども・子育て審議会を置くとともに、
同審議会の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるため提案するものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

有賀子育て支援課長。
子育て支援課長（有賀由紀子） それでは、議案第２号の細部説明を申し上げます。
平成24年８月、子ども・子育て関連３法が成立し、これに基づく取り組みとして、幼児期
の学校教育、保育、地域の子供、子育て支援を総合的に推進する子ども・子育て支援新制度
が平成27年４月にスタートする予定です。これに伴い、市町村にあっては、子ども・子育て
支援法第77条の規定に基づき、条例で定めるところにより、教育、保育施設の利用定員の設
定をはじめ、子ども・子育て支援事業計画の策定や地域の子育て支援策に対して審議を行う
合議制機関の設置に努めるものとされました。本村におきましても、子ども・子育て支援に
関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、南箕輪村子ども・子育て審議会を設置
することとし、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるため、新たに条例を制定しよう
とするものです。
それでは、条文をごらんください。
第１条では、設置について規定しています。
第２条では、処理する事務を規定するものです。本村の子ども・子育て支援施策に関し、
調査、審議及び事業計画の策定をしていきます。
次に、第３条では、組織について、それぞれの立場の方15名以内の委員をもって組織する
とともに、任期について規定しています。
第４条以下につきましては、会長及び副会長、会議の招集、部会、庶務、委任について、
それぞれ規定しています。
最後に、附則でございますが、平成25年10月１日から施行するものです。
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２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。

この審議会について、言わずもがなの質問になるのかもしれませんけれども、現在、顕著
になっておる発達障害とか、療育、村でも当たっておりますけれども、そういった障害関係
のお子さんもおられるわけですけれども、そういった方々のことの検討も含んだ子ども・子
育て審議会になるのか。また、そういったことを検討するための審議会のメンバーとして、
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そういった専門の方も入れられる予定なのかお尋ねします。
議

長（原

悟郎） 有賀子育て支援課長。

子育て支援課長（有賀由紀子） 障害傾向、または障害のあるお子さんも含めての審議会と
いたします。全てのお子さんの事業計画といたします。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） それで、ちょっと尐し突っ込んだ質問になるかもしれませんけれ

ど、村長は、いずれまた障害者向けのグループホームとか、また就労支援とかも施策として
検討されている方だと思っているんですけれど、そういう中で、グループホームとか、ちょ
っとある意味、障害者の子たちが18歳を超えて、将来にわたっての話なんですけれど、障害
を持つ子の保護者というのは、やはり自分の子供が特に就労とか、将来に特に心配しておら
れる方々が多いと思います。村の条例関係、ほかをちょっといろいろ調べてもおるんですけ
れど、そういったちょっと18歳以上の話になってくると思うんですけれど、そういったグル
ープホームとか、就労支援についての検討というのはこの審議会が該当するのか、それとも
ほかに検討する部分が、審議会等がほかがあるのかお尋ねします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） グループホーム等につきましては、今、要綱等設けておりまして、

これから選定をしながら検討を始めるところであります。生活介助の事業所につきましては、
これは設置をしていかなければならないということで、設計費等も盛らせていただくところ
であります。
この辺につきましては、また保護者の意見、十分聞いていかなければならないというふう
に思っておりますし、先般、伊那養護学校のＰＴＡ、本村の皆様との懇談をいたしました。
その中でも、グループホームやこういったものにつきましては、十分保護者の意見を聞いて、
専門家も入れていただきたいという、こんな要望もいただいておるところでありますので、
その辺は考慮してまいりたいと思います。
この審議会との関係であります。尐なくとも、この子ども・子育て審議会が基本となりま
すので、あらゆる角度から検討していける委員会になればいいのかなというふうには思って
おりますけれども、個別的な部分につきましては、それぞれ検討組織を立ち上げていく、こ
のことも必要でありますので、両面で行ってまいりたいと考えております。
以上です。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） 今、保育料審議会とか、あるいは小学校等のいろいろ支援するそ

れぞれの組織があるわけですが、当面、これが動き出すまではそのままの継続と思いますが、
最終的にはこの審議会が全てを包括してやるのか、個別に検討すべきことは従来どおりやっ
ていくのか、そこら辺の今後の考え方をお聞きします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 先ほども申し上げましたように、個別に検討すべき事項が、その

ほうがよい場合もあると思います。そういう面につきましては、個別に検討していくという
ことであります。この審議会設置をしてから、どんな委員会やそういったものを統合できる
のか、その辺はこれからまた検討させていただきたいと思います。基本的には、個別で審議
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をしていく必要がある、こういうものもあろうかと思いますので、その都度、状況に忚じて
やってまいりたいと思っております。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございますか。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） これは、前の政権下においてつくられた制度でして、今現在、こ

ういった動きがあるのかどうか、ちょっと懸念されるところがあります。やっぱり、子供、
子育てに関しては、やはり枞にはめないようにしてもらいたいなと思いますので、慎重に扱
っていただきたいと思います。お願いします。
議

長（原

悟郎） 要望ですね。

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３号「南箕輪村鳥獣被害対策実施隊設置条例」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「南箕輪村鳥獣被害対策実施隊設置条例」について提

案理由を申し上げます。
鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律の規定に基づき、
有害鳥獣の捕獲等を行う鳥獣被害対策実施隊を設置するために条例を制定し、あわせて南箕
輪村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものであ
ります。
細部につきましては、担当課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
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。

唐澤産業課長。
産業課長（唐澤 孝男） 南箕輪村鳥獣被害対策実施隊設置条例について、細部説明を申し
上げます。
この条例は、村内に生息する有害鳥獣による農作物等の被害を防止するため、鳥獣による
農林水産業等に係る被害防止のための特別措置に関する法律第９条の規定による鳥獣被害対
策実施隊を設置するために制定するものです。
実施隊の隊員は、村の猟友会員、現在のところ27名おります、及び村の職員、その他村長
が認める者のうちから村長が委嘱、または使命するものとします。
隊員の任期は、任命を受けた日から、その属する年度の末日までとし、再任は妨げないこ
ととしています。
隊員の身分は、地方公務員法第３条第３項に規定する特別職の非常勤職員となり、消防団
員と同様の身分になります。
報酬につきましては、南箕輪村特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条
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例の一部を改正し、鳥獣被害対策実施隊員の項目を追加し、年額2,000円とするものです。
なお、この条例は、交付の日から施行になります。
以上で、細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） 議案第３号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） ４番、小坂です。

第３条の（２）の村の職員とうたってあるのは、ちょっとこういった条例関係で村の職員
が入って出てくるのは珍しいかなと思うんですけれど、こういった村の職員とうたっている
理由というのは何なんでしょう、お尋ねします。
議

長（原

悟郎） 唐澤産業課長。

産業課長（唐澤 孝男） 自治体の中の業務を行うために、産業課長ということで考えてお
りますけれど、そこを自治体員に位置づけまして、活動してくる予定になっております。
以上です。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

ちょっと時間が早いわけですが、後の審議が長くなりますので、ただいまから10時15分ま
で休憩といたします。
休憩 午前 ９時５６分
再開 午前１０時１５分
議

長（原

悟郎） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

議案審議を続けます。
議案第４号「平成24年度南箕輪村一般会計歳入歳出決算の認定について」、議案第５号
「平成24年度南箕輪村介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案第６号
「平成24年度南箕輪村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案第７号
「平成24年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」、議案第８号
「平成24年度南箕輪村水道事業会計決算の認定について」、議案第９号「平成24年度南箕輪
村下水道事業会計決算の認定について」を一括議題といたします。
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４号から議案第９号までは、平成24年度各会計決算の認定

に関する６議案であります。一括して提案理由を申し上げます。
南箕輪村一般会計、南箕輪村介護保険事業特別会計、南箕輪村国民健康保険特別会計、南
箕輪村後期高齢者医療特別会計、南箕輪村水道事業会計、南箕輪村下水道事業会計について、
平成24年度の決算の調整が済み、地方自治法及び地方公営企業法の規定により、監査委員の
審査を受けましたので、議会の認定をお願いするものであります。
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決算の概要につきましては、この後、会計管理者及び建設水道課長から、細部につきまし
ては審査の際、担当課長及び担当係長から説明申し上げます。よろしく御審議をいただき、
認定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 次に、決算概要について説明を求めます。

中尾会計管理者。
会計管理者（中尾由美子） それでは、私のほうから、議案第４号から第７号までの平成24
年度の各会計の決算の概要について、細部説明を申し上げます。
お手元にお配りしてあります決算資料の中の薄い冊子、決算調書をごらんいただきたいと
思います。
目次をめくっていただき、１ページをごらんください。
一般会計及び特別会計決算の概要についてまとめてあります。そちらに沿って説明を申し
上げますので、よろしくお願いいたします。
なお、この調書に示してあります数値ですけれども、それぞれの調書によりまして単位が
異なっております。端数処理の関係で、末尾１けたの数字が一致しない箇所もありますので、
あらかじめ御了承いただきたいと思います。
それでは、１の一般会計から説明申し上げます。
平成24年度の当初予算は、歳入歳出の総額を47億7,000万円とし、昨年に引き続き、子育
て・福祉・教育の充実、村民が健康で元気な村づくり、安心安全な村づくり、生活優先の村
づくり、共生の村づくりを目指しスタートいたしました。東日本大震災の影響も穏やかに回
復はしてきているものの、日本経済は依然として不安定な状況となっております。そのよう
な中、社会資本整備総合交付金や木の香る環境づくり総合推進事業交付金制度等を活用した
事業などの実施により、最終予算額は平成23年度繰越明許費を除き、53億7,913万2,000円と
なりました。
歳入決算につきましては、総額が56億1,442万円となり、前年度より５億326万1,000円、
率にして8.2％の減となりました。また、歳出決算につきましても、総額が50億3,625万
3,000円で、前年度より５億9,910万7,000円、率にして10.6％の減となり、結果、歳入歳出
の差引残額は５億7,816万7,000円となりました。
（１）の歳入でございます。
村税につきましては、20億725万9,000円で、前年度より2,988万6,000円、1.5％ほど減尐
いたしましたが、歳入総額に占める村税の割合は35.8％となり、前年度より2.5ポイント増
加いたしました。
村税のうち、村民税個人分につきましては６億9,278万2,000円で、前年度より5,338万
6,000円、率にして8.3％の増額となりました。しかし、法人分については、引き続き経済情
勢が不安定なこともあり、１億9,054万6,000円、前年度より1,058万1,000円、率にして
5.3％の減額となりました。
固定資産税につきましても、平成24年度は評価替えの年となり、９億1,791万1,000円で、
前年度より5,656万8,000円の減収となりました。
また、軽自動車税、村たばこ税等を加えた普通税の徴収率は、現年度分が98.5％で、前年
と同率となりましたが、滞納繰越分については20.7％で、前年より1.5ポイント減となりま
した。結果、全体では94.2％となり、前年と同率の徴収率となりました。
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次に、（２）の歳出でございます。
前年度比較で、最も増額率の大きいのが土木費で16.7％の増、次いで、教育費の7.7％増、
商工費の2.2％増となっております。これらの主な要因といたしましては、土木費は下水道
事業会計への繰出金の増額や23年度繰越事業となっておりました村道1009号・1221号線道路
改良工事、また昨年の大雪による除雪委託料の増が上げられます。教育費につきましては中
学校体育館・音楽教室棟改修事業の実施、商工費においては、平成23年度繰越事業となって
いました大芝の湯・大芝荘ろ過機等改修事業が行われることが上げられます。
一方、消防費、農林水産業費、民生費については、大きく減額となっています。要因は、
23年度において、消防費はデジタル防災行政無線設置事業、農林水産業費は大芝荘・パル大
芝等改修工事や森の交流施設建設、民生費は介護施設ふれあいの里への補助金の交付など、
大きな事業を実施したことが要因となっています。
なお、歳入歳出決算の前年度との比較につきましては、この調書の10ページに款別決算比
較表をお示ししてございますので、ごらんいただきたいと思います。
次に、（３）の村債でございます。
平成24年度の借り入れは２本で、臨時財政対策債３億5,273万6,000円と、南部保育園増築
に当たり施設整備事業債820万円の借り入れを行いました。そして、元金３億632万1,000円
を償還し、結果、24年度末の残高は41億8,948万1,000円となりました。
この村債の詳細につきましては、この調書の37ページから41ページに村債明細をお示しし
てございますのでごらんください。
次に、（４）の基金でございます。
大芝の湯・大芝荘関連施設整備事業の財源として、大芝高原温泉関連施設整備基金5,000
万円、教育振興事務事業に住民生活に光をそそぐ基金204万2,000円、人材育成派遣研修旅行
事業費等の財源として、人づくり基金323万6,000円の取り崩しを行いました。
また、積み立ては、財政調整基金に１億8,265万円をはじめとして、減債基金、大芝高原
温泉関連施設整備基金、学校改築基金で、それぞれ積み立てを行いました。
基金の状況につきましては、この調書の23ページから36ページに基金明細としてお示しし
てございますのでごらんください。
次に、（５）の主要事業でございます。
特徴的なものを申し上げますと、ソフト事業では、子育て・教育・文化面で、福島の原子
力発電の事故を受け、給食食材用放尃線測定装置の購入を行いました。また、小学校特別支
援学級介助員配置事業を実施いたしました。
健康福祉では、ひとり暮らし老人世帯に対し、救急医療情報キットの設置や19歳の女子を
対象に子宮頚がんワクチンの接種費用の補助、中学３年生を対象にインフルエンザ接種費用
の補助、また障害者が賃貸する住宅の家賃に対しての補助などの事業を行いました。
自治・協働では、文書登録事務の効率化を図るために文書管理システムの導入事業や村の
イメージキャラクターであるまっくんの着ぐるみの更新、より一層村のＰＲに取り組みまし
た。
生活・環境では、住みよい村づくりを目指し、景観計画の策定事業、安全・安心の水を提
供するために水道ビジョンの策定事業や、農業集落排水処理施設いずみ苑の稼働停止に伴い、
公共下水道へ一本化するための管渠工事を実施いたしました。
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産業・交流では、味工房への備品購入や愛の鐘周辺整備事業、森の交流施設案内看板設置、
観光パンフレット、ポスター政策事業など、より多くの方に大芝高原施設を利用していただ
けるよう、大芝高原のＰＲや充実を図るべく取り組みを行いました。
続いて、ハード事業ですが、子育て・教育・文化面では、保育園関係として、23年度繰越
事業となっていました西部保育園駐車場整備をはじめとし、中部保育園の駐車場整備や、南
部保育園では園児数の増加に対忚するため保育室の増築、給食室の改修、駐車場の整備など
を行いました。学校関係では、中学校の和式トイレを一部様式に改修いたしました。また、
体育館及び音楽室等改修事業や小中学校教室扇風機設置事業など、教育環境を整える事業の
実施を行いました。
健康・福祉では、松寿荘駐車場整備事業や、療育施設たけのこ園の施設充実を図るため、
屋外遊具の整備を行いました。
自治・協働面は、田畑公民館改修に伴う建築設計事業の実施や北殿屯所新築事業、23年度
繰越事業となっていました南原屯所新築事業などを行いました。
生活・環境では、通学路の安全対策としてグリーンベルト、交差点周辺カラー舗装、路面
表示を行いました。また、中野原橋修繕にかかわる詳細調査点検事業や23年度繰越事業とな
っていました村道1009・1221号線道路改良、村道1026号線道路改良事業を実施いたしました。
産業・交流では、23年度繰越事業となっていました塩ノ五中田地区工場用地造成事業の実
施、大芝高原施設関連では、23年度繰越事業となっていました大芝の湯・大芝荘ろ過機等改
修事業や大芝の湯改修事業を行い、大芝高原温泉施設の充実を図るよう整備を行いました。
次に、（６）の繰越明許費でございます。
繰越明許費につきましては、第２回議会定例会において承認をいただいております農地等
整備・保全推進整備費補助金を活用した栃ヶ洞水路改修事業をはじめとし、村単道路改良事
業など、15事業、総事業費は9,084万6,000円で、年度内に支払いが終わらない見込みとなっ
たため、予算の定めるところにより翌年度に繰り越しをさせていただきました。
以下の事業につきましては御確認をお願いいたします。
以上で、一般会計についての説明とさせていただきます。
次に、特別会計について簡単に御説明申し上げます。
２の介護保険事業特別会計でございます。
歳入決算額につきましては７億5,118万5,000円で、前年度対比5,276万2,000円、7.6％の
増となりました。内訳は、保険料が１億6,984万3,000円、国庫支出金が１億5,891万3,000円、
支払基金交付金２億685万4,000円、ほか県支出金、繰入金等でございます。
歳出決算額につきましては７億2,858万4,000円となり、前年度対比3,972万円、5.8％の増
となっています。うち、保険給付費が６億9,188万6,000円で、歳出総額の95％を占め、前年
より7.2％の増となりました。また、地域支援事業費が1,668万4,000円、率にして28.8％の
増額になっていますが、地域包括支援センターとの連絡をとり、事業の充実を図りながら行
っております。結果、歳入歳出の差引残高は2,260万1,000円となりました。
年度末の１号被保険者は3,056人で、前年度と比較して128人の増となっています。
続きまして、３の国民健康保険特別会計でございます。
歳入決算額が12億4,719万8,000円となり、前年度対比１億3,337万8,000円、12％の増とな
りました。内訳は、国民健康保険税が２億8,941万4,000円で、前年度対比604万2,000円で
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２％の減となりました。また、一般会計及び国保財政調整基金からの繰入金は9,511万1,000
円となっています。
保険税の徴収率でございますが、現年度分が94.8％、滞納繰越分が29.3％、全体では
84.3％となっています。また、保険税の算出基礎となる忚能・忚益の比率は、55対45となっ
ています。
保険税以外の主な収入は、国庫支出金、前期高齢者交付金等でございます。
歳出決算額ですが、12億2,583万3,000円で、前年度対比１億2,479万8,000円、11.3％の増
となりました。うち、保険給付費は８億3,327万1,000円で、前年度対比8,800万7,000円、
11.8％の増となり、歳出総額の68％を占めています。結果、歳入歳出差引残高は2,136万
5,000円となりました。
年度末の被保険者数は全体で3,508人、うち一般被保険者が3,219人、退職被保険者が289
人で、加入世帯数は1,996世帯となっています。
次に、４の後期高齢者医療特別会計でございます。
歳入決算額につきましては１億179万4,000円で、前年度対比1,189万2,000円、13.2％の増
となりました。主な収入は、保険料7,991万円と繰入金1,968万6,000円でございます。
歳出決算額は9,928万9,000円となり、前年度対比1,147万円、13.1％の増となりました。
そのうち、後期高齢者医療広域連合納付金が歳出総額の99.4％を占め、9,872万8,000円、前
年度対比で13.1％の増となり、結果、歳入歳出の差引残額は250万5,000円となりました。
保険料の徴収率につきましては98.7％とで、年度末被保険者数は1,574人となっています。
以上、平成24年度歳入歳出決算の概要についての説明となります。
決算書及び決算書添付書類等を御確認いただき、詳細につきましては審査の際に御説明申
し上げますのでよろしくお願いいたします。なお、決算書添付書類は、決算統計に基づき作
成してございます。数値の積算方法の違いにより、決算書とは一部数値の違うところがござ
います。あわせて審査の際に御説明申し上げますのでよろしくお願いいたします。
これで、一般会計及び特別会計の決算概要についての細部説明を終わらせていただきます。
議

長（原

悟郎） 続きまして、水道事業会計及び下水道事業会計の決算概要につい

て説明を求めます。
出羽澤建設水道課長。
建設水道課長（出羽澤平治） それでは、水道事業会計の概要を報告したいと思います。
お手元の冊子の主要施策成果説明書及び決算書添付書類になります。そちらを御用意いた
だきたいと思います。
この冊子のページの54ページをお願いいたします。こちらに概要をまとめてございますの
で、こちらで説明をしていきたいと思います。
まず、一般的な事項になります。
平成24年度の年間の総排水量は170万7,000トンであります。昨年に比べて１万6,000トン
の減尐となりました。そのうち、有収水量につきましては129万5,000トンで、有収率は
75.8％であります。昨年に比べて0.7％の減尐であります。配水量の減尐の要因といたしま
しては、法人事業所等におきまして、大口の使用者の使用水量が減尐したためであります。
また、この源泉につきましては、上伊那広域水道用水企業団から144万7,000トンを受水し
ておりまして、これは昨年に比べて３万3,000トンの減尐となっております。減尐につきま
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しては、配水の減尐に伴い、受水も減尐したということであります。
また、24年度の主な事業につきましては、計量法によります検満の水道メーターの交換工
事、それから減圧弁の取りかえ工事、それから本年度着手予定でございます大芝公園内の予
備水源の施設整備に向けました実施設計業務を委託しました。
決算の状況であります。
平成24年度は、水道事業益２億4,026万1,403円となりまして、水道事業費用は２億2,481
万2,658円、消費税等を除きました差し引きで1,506万9,878円の純利益となっております。
昨年度の赤字決算から黒字決算へ転換いたしました。
事業収益の内訳としましては、営業収益２億2,600万3,293円、営業外収益150万7,032円と
なりました。営業収益の主な財源は給水収益でございます。２億2,321万5,813円で、昨年に
比べて1.7％の減収であります。営業外収益につきましては、資金管理で積み立てています
大口の定期預金、それに伴う利息、満期利息の減尐に伴いまして、71万9,517円、32.3％の
減収となっております。また、特別利益としまして、23年度におきまして未払い金の重複計
上を発見いたしましたので、その分を24年度で修正いたしまして、152万7,325円を修正益と
して計上してございます。
水道事業費用の内訳としまして、営業費用が２億633万5,470円です。これは14.3％の減尐
です。営業外費用で763万2,302円で、43.7％の減尐となっております。特別損失及び予備費
の執行はありませんでした。営業費用は資産の除却によります資産の減耗費が減となったこ
と、それから営業外費業は起債の償還に伴う支払利息が減となったことが主な要因でござい
ます。
資本的収入は671万円、資本的支出2,435万8,546円で、差し引き不足額1,764万8,546円は、
過年度分損益勘定留保資金1,224万1,079円と現年度の消費税及び地方消費税資本的支出調整
額540万7,467円で補塡をいたしました。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律、それから財政指標、資金不足率はゼロとなっ
ております。
水道事業会計の詳細につきましては、また決算委員会の中で報告をいたしたいと思います。
続きまして、下水道事業会計の内容を報告いたしたいと思います。
資料をおめくりいただきまして、66ページをお願いいたします。
概況を、まず総括事項でございますが、平成３年度から西部処理地区、これは農業集落排
水事業になります、それから平成４年度から中部処理地区、公共下水道事業で普及促進を進
めてきた管渠及び処理場等の雤水の収集・処理等、社会ニーズに忚じて機能の充実を図って
きた整備も、平成22年度末に全体的な管渠を網羅できたことによりまして、下水道事業も一
つの節目を迎えております。投資的なインフラ整備から、今度は維持管理を主とした事業運
営にいよいよ移行する時期を迎えたと言えます。
そうした中におきまして、維持管理を主体として新たな下水道事業の効率的・効果的な事
業運営を目指して、公共下水道事業と農業集落排水の統合を行い、事業費の平準化と抑制や
効率的な施設の機能構造や維持管理費の抑制に向けて、経営改善を図る大きな節目の年とな
りました。
普及の状況といたしましては、公共下水道につきまして農業集落排水と統合を行いまして、
排水区域内の面積が852.3ヘクタール、全体計画の986.4ヘクタールでありますが、そのうち
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処理区域内の人口が１万4,621人、普及率は98.1％となりました。昨年度に比べまして、処
理区域内の人口が1,869人の増加、水洗化人口は１万2,159人、水洗化率は88.5％となりまし
た。水洗化率は9.5％と増加し、年々、環境整備が整っております。
処理場の稼働状況におきましても、有収水量は公共下水道が133万1,320立方メートル、昨
年度と比べて19万1,285立方メートルの増加となっております。
工事関係につきましては、公共下水道事業の管渠敷設工事については、農業集落排水事業
の統合関連工事及び新たに宅地造成等に伴う水洗化のための管渠接続工事の枝線整備を行い
まして、下水管敷設延長は約1,296メートル増加しました。総延長で158キロメートルとなっ
ております。これらの費用といたしまして、9,610万7,092円のうち、管渠工事につきまして
は6,518万7,150円、長寿命化計画作成委託料につきまして1,701万700円を実施しております。
施設改良事業につきましては、処理場及びマンホールポンプ場の施設改良事業費はなく、
汚泤処理事務の維持管理費とした業務が主体となっております。
ページをおめくりいただきたいと思います。
会計及び経理の状況でございますが、収益的収支につきまして、収入が４億8,061万2,330
円に対しまして、支出は５億2,306万4,487円であります。消費税等を差し引き、3,554万
5,957円の純損失となっております。昨年に比べまして、純損失は101万3,218円、2.7％の減
尐となっております。
内訳としまして、営業収益２億2,921万6,871円、営業外収益２億5,137万5,300円でありま
す。営業収益の主な税源は下水道の使用料でございます。前年度と比較しまして、使用料で
638万3,399円、2.9％の増収となっております。営業外収益の主な財源につきましては、一
般会計からの補助金で２億5,130万6,000円となっております。
対しまして、下水道事業費用は、営業費用が管渠費1,383万8,689円、処理場費が7,909万
8,570円、総係費2,475万282円、減価償却費２億905万8,067円、資産減耗費2,230万5,958円
となり、営業外費用は、支払利息１億6,531万5,990円、雑支出155万2,187円、特別損失は過
年度損益修正損23万8,544円となっております。資産の減耗費につきましては、農業集落排
水を公共下水道に統合したことにより、昨年に比べて大幅に伸びております。
資本的収支は、総収入額１億7,140万1,002円に対する総支出額４億186万7,008円で、不足
額２億3,046万6,006円は、当年度分損益勘定留保資金１億9,581万8,068円及び過年度分損益
勘定留保資金3,464万7,938円で補塡しております。
地方公共団体の財政の健全化に関する法律における財政指標、資金不足比率についてはゼ
ロとなっております。
以上、概要の説明としたいと思います。
詳細につきましては、決算審査の中でまた御説明等いたしたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） 以上で、議案第４号から議案第９号までの説明が終わりました。

ここで、決算審査の結果について、監査委員から報告を求めます。
有賀代表監査委員。
代表監査委員（有賀 松雄） それでは、平成24年度の南箕輪村各会計決算審査の結果を申
し上げます。
お手元の平成24年度南箕輪村各会計決算及び基金の運用状況及び健全化判断比率等の審査
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意見書をごらんいただきたいと思います。
この決算審査意見書は、地方自治法、地方公営企業法、地方公共団体の財政の健全化に関
する法律に基づき、山口監査委員との合意のもとに作成した意見書でございます。私が代表
して御報告申し上げます。
まず、１ページをごらんいただきたいと思います。
まず、審査の概要ですが、（１）にありますとおり、平成24年度の南箕輪村一般会計歳入
歳出決算から下水道事業会計の決算までの６会計について、７月12日から８月７日までの間、
９日間をかけて実施いたしました。
その方法につきましては、村長から提出されました関係書類及び監査委員から提出を求め
ました調書に基づき、（３）の①から④について会計管理者及び各課長さん、それから係長
から説明を聴取いたしました。また、例月の出納検査や定期検査も参考にしながら、工事の
実施について、現地調査もあわせて行いました。
その結果でございますけれど、審査に付された一般会計、特別会計、水道事業会計、下水
道事業会計の決算書、附属書類の各計数は、関係帳簿、証書と照合の結果、審査した範囲で
は特に誤りが認められず、おおむね適正に処理をされていたものと認定いたしました。また、
公有財産に関しても、証書及び基金の運用状況についても誤りは認められず、おおむね適正
な管理がされているものと認定いたしました。
引き続き、２ページをごらんいただきたいと思います。
２ページ以降には、審査の意見及び決算状況を前年度対比をしながら表にしてありますの
で、そこに記載しました意見について御説明をいたします。なお、先ほど報告がありました
会計管理者、また建設水道課長と重複するところがありますけれども、御容赦いただきたい
と思います。
まず、一般会計から申し上げます。
一般会計の主要事業については、従来の事業に加え、主な事業として、給食食材放尃線測
定装置購入事業、南部保育園改修事業、中学校トイレ・体育館・音楽室等の改修事業、ふる
さと大使事業、農地・水保全管理支払交付基金事業、北殿及び南原屯所建設事業、景観計画
策定事業、通学路安全対策事業、愛の鐘周辺整備事業、大芝の湯・大芝荘ろ過機等の改修事
業などの新しい事業が行われました。
次に、歳入歳出の状況でありますけれども、収入の総額が56億1,442万452円で、前年に比
べて8.2％の減、歳入総額が50億3,625万3,097円で、前年に比べて10.6％の減となっており
ます。差引残額が５億7,816万7,355円という結果でございました。
３ページに入ります。
まず、歳入面ですが、税収を昨年に比べてみますと、個人村民税で8.35％の増、一方、法
人村民税は5.26％の減となっております。その他の税は、軽自動車税を除いて全て減尐して
おり、前年に比べて、村税全体で2,988万6,024円尐ないという状況でございました。
次に、歳出についてでございます。商工費、土木費、教育費が増加し、議会費、総務費、
民生費、衛生費、農林水産業費、消防費、公債費が減尐したという結果でございます。
次に、村債でございますけれど、返済、それから新たな借り入れを行い、年度末残高が41
億8,948万1,271円で、5,461万4,692円、率にして1.32％増加したという結果となっておりま
す。
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次に、基金でありますが、基金の取り崩しは、人づくり基金、住民生活に光をそそぐ基金、
村営住宅敷金積立金、大芝高原温泉関連施設整備基金、国民健康保険事業財政調整基金で
8,029万2,834円で、積み立ては、財政調整基金、減債基金、学校改築基金、村営住宅敷金積
立金、大芝高原温泉関連施設整備基金、介護保険支払準備金、国民健康保険事業財政調整基
金で１億9,187万1,519円でありました。なお、年度末残高は32億6,304万8,333円となってお
ります。
次に、４ページをごらんいただきたいと思います。
財政状況でありますが、数値的にはおおむねよい数値を示しております。財政力指数が
年々下がってきておりますが、厳しい経済状況を背景にした税収の落ち込みが原因と考えら
れます。他の比率を見ますと、多尐の上下はありますが、おおむね適正な範囲内であると判
断されます。しかし、今後の財政運営において、経常経費の削減や一般財源の確保により、
健全財政に向けて一層の努力を望むものでございます。
それから、５ページの収入未済の関係でございますけれども、前年度と比較しますと、
204万円余り増加しているというところです。表を見ていただくとおり、おわかりいただけ
ると思います。ここ数年、減尐していたものが増加をしてしまっておりました。それから、
不納欠損が347万円余りということで、これを合わせますと１億2,251万円余と、非常に大き
い額になっております。
徴収に当たっては、担当の職員、または集中滞納整理を出納閉鎖期に、また電話催告業務
を取り入れるなどにより、ある程度の効果は見られておりますが、非常に厳しい状況にあり
ます。これまでどおり、集中滞納整理や県税徴収対策室との連携、また電話催告やコンビニ
エンスストア納付の推進、さらには地方税滞納整理機構も有効に活用され、また新たな工夫
を取り入れながら、引き続き徴収業務に努力をしていただきたいと思います。
なお、保険料の関係についても、同様に努力をお願いしたいと思います。
次に、６ページでございます。
現地調査の結果については、そこにおおむね記載をしてある箇所を調査した結果です。お
おむね適正に処理をされていたというふうに思います。
次に、７ページから特別会計に入ります。
介護保険事業につきましては、約７億5,000万という大きな規模となっておりますが、収
入未済が196万円余りとなっております。内容を見ますと、介護保険の利用者が直接納税者
であるという難しい問題もありますけれども、徴収業務については一層の努力をしていただ
きたいと思います。
国民健康保険についてですが、平成24年度の収納率84.2％、収納未済額は昨年に比べて
4.8％の減となっております。国民健康保険事業は、地域住民の健康を守る原点であります
ので、将来を見据えた保険税の見直しや、ますます増大する保険給付金の削減に向けた各種
施策の強化を望むものであります。
次に、後期高齢者医療会計についてですが、保険料の徴収状況については、収入未済が79
万円で大きく減尐しました。さらには、徴収率も98.7％と高くなっております。今後もこの
水準を維持していただきたいと思います。
次に、10ページから公営企業会計に入らせていただきます。
まず、水道事業会計につきましては、資本的収支において1,764万8,546円の不足額があり
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ますが、過年度分の損益勘定留保資金等により保全され、資金不足率もゼロとなっているこ
とから、おおむね良好であるという判断をいたしました。しかし、水道料金の未収金につい
ても、給水停止など、効率的な措置を行って成果を上げているということは認められますが、
不納決算にならないようになお一層の努力をされたいと思います。
なお、平成24年度に上水道基本計画・地域水道ビジョンが策定されました。計画的な施設
整備と資金運用が必要となってきます。
次に、11ページの下水道事業会計でございます。
総収入は４億9,184万3,969円で、総費用は５億2,752万2,289円となっております。差し引
きしますと、3,567万8,320円の損失となっている状況でございます。
公共下水道事業も面的整備は終了してきました。農業集落排水との統合工事も完了しまし
た。水洗化率は83.2％となっていますが、これからも早期接続の推進に努力を願いたいと思
います。
今後は、下水道管の耐震化や長寿命化計画を策定し、再整備の計画が立っているとのこと
です。その費用についても、計画的な資金運用に努められたいと思います。
最後になりますが、15ページを開きたいと思います。
平成24年度の健全化判断比率及び資金不足比率の審査意見でございます。
これにつきましては、ごらんいただきますように審査の概要、期日、手続を記載させてい
ただきました。審査においては、健全化比率の算定基準となる事項を記載した書類を確認し
ていましたが、いずれも適正に処理をされております。
また、16ページの水道及び下水道事業ですけれども、この関係についても資金不足比率は
ゼロとなっております。この算定の基準とされる事項を記載した書類も、いずれも適正に作
成されていると認められました。
以上が報告の内容でございます。
このほかに、事務的な指摘事項につきましては、口頭で申し添えておきます。
以上で、監査報告を終わります。よろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 以上で、審査の結果報告を終わりにいたします。

お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第４号から議案第９号までにつきましては、質疑を省
略して総務経済常任委員会に付託したいと思いますが御異議ございませんか。
〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議

長（原

悟郎） 異議なしと認めます。

したがって、議案第４号から議案第９号までは、総務経済常任委員会に付託することに決
定いたしました。
続きまして、議案第10号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第５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10号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第５号）」
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について提案理由を申し上げます。
本案は、歳入では、普通交付税及び繰越金等の額の確定によるものが主なものであります。
歳出では、南箕輪の日関連費用、南殿屯所補修工事、福祉灯油券交付事業関連費用、村道改
修工事費、財政調整基金積立金の補正が主なものであります。既定の歳入歳出予算の総額に、
歳入歳出それぞれ２億5,627万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を56億4,325万4,000円
とするものであります。
細部につきましては、副村長及び担当課長から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。

原副村長。
副 村 長（原

茂樹） 議案第10号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第５号）」

の細部説明を申し上げます。
まず、第１条の歳入歳出予算の補正につきまして、事項別明細書により歳出から御説明を
申し上げます。
予算書案の16ページをお開きください。
第２款、総務費でございます。
１項１目、一般管理費の0201一般管理事務で15万円の増額であります。よりよい職場づく
りを進めるための管理職研修の講師費用でございます。次の0202庁舎管理事務で８万7,000
円の増額であります。長野県町村会から新たに衛星携帯電話２台をいただけることになりま
したので、その加入料、使用料でございます。
次に、７目、0252防犯灯施設整備事業でございますが、502万5,000円の増額をお願いする
ものでございます。商工会員の個人が設置をしております、いわゆるすずらん灯を村が一括
引き取りをいたしまして、ＬＥＤ灯に改修をし、防犯灯として利用するための工事費でござ
います。
次に、９目、基金費の0257財政調整基金積立金で１億円の増額でございます。後ほど、歳
入で申し上げます平成24年度からの繰越金のうち、１億円を追加して積み立てさせていただ
くものでございます。
次の12目、0242地域づくり推進事業で174万円の増額であります。17ページまでまたがり
ますが、南箕輪村の日記念事業のシンポジウムの謝礼、看板作製等の委託料及び巡回バスの
整備に伴う委託料の増額をお願いするものでございます。
次の19目、0215消費者行政活性化事業で66万5,000円の増額をお願いいたします。補助事
業採択によりまして、啓発にパンフレット及びパネルの活用を図るものでございます。
次に、第２項、徴税費の１目、税務総務費、0260税務総務事務で300万円の増額でござい
ます。これは、経済情勢厳しい中で、法人村民税の確定納税額が予定納税額を大きく下回る
事案がございますので、村税還付金の増額をお願いするものでございます。
また、次の２目、0261賦課徴収事務では、徴収員の交代に伴いまして、賃金の増額13万円
をお願いするものでございます。
次に、３項１目、0265戸籍住民基本台帳事務で171万1,000円の増額でございます。業務量
の増加に対忚するため、臨時職員を増員するためお願いするものでございます。
続きまして、18ページの第３款、民生費でございます。
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まず、１項第１目、0301社会福祉総務事務で275万2,000円の増額をお願いするものでござ
います。燃油の高騰が続いておりますので、70歳以上のひとり暮らし高齢者、また障害があ
る方のいらっしゃる村税非課税世帯を対象に、本年度、福祉灯油券１万円分を交付して、支
援をしてまいりたいと思います。次の0306障害者福祉事業で150万円の増額であります。生
活介護事業の来年度からの事業化に向けた社会福祉協議会との協議が整いましたので、施設
の設計に進むことをお願いするものでございます。
次に、２項１目、0340保育園運営事業で413万9,000円の増額をお願いするものでございま
す。南原保育園職員駐車場整備のための工事等、及び南原保育園、たけのこ園の２園を除き
ます４保育園の火災通報設備設置工事費でございます。
おめくりをいただきまして19ページ、第４款、衛生費でございます。
１項２目、0408墓地公園事業で39万円の増額であります。墓地公園使用価格の変換が当初
見込みを上回る見込みとなりましたので、増額をお願いするものでございます。
次の２項２目、0411塵芥処理事業で100万円の増額であります。本年度、補助率を引き上
げたこともありまして、生ごみ処理機の設置数が大きく伸びております。当初予算額と同額
の100万円を増額させていただくものでございます。
続きまして、20ページ、第６款、農林水産業費でございます。１項３目、0605農業振興事
業で12万2,000円の増額であります。本年度分の事業採択がされましたので、環境保全型農
業直接支援対策事業交付金分の金額を増額させていただくものでございます。
次の２項２目、0651林業振興事業は、議案第３号で設置条例案をお願いいたしました鳥獣
被害対策実施隊の隊員30人分の報酬６万円の増額をお願いするものでございます。なお、こ
れに伴います給与費明細書を29ページに添付してございますので、こちらをお目通しをいた
だきたいと思います。
続きまして、21ページの第７款、商工費でございますが、１項２目、0702商工振興事業で、
南箕輪の日関連事業といたしまして、村商工会の御協力をいただき、プレミアム商品券
2,000セットを発行していくための委託料、上乗せ20％分の補助金、合わせて500万円の増額
をお願いするものでございます。
続きまして、22ページの第８款、土木費でございます。
２項、道路橋梁費の１目、0803道路維持事業で880万円の増額をお願いするものでありま
す。大芝高原西の伊那市羽広工業団地へ通じます村道3153号線道路側溝の改修、また南殿の
大泉川沿いであります村道1209号線の改修、いずれも早急な対忚を要する箇所でございます
ので、工事費をお願いするものでございます。
次に、２目、0808村単道路改良事業で1,440万円の増額をお願いいたします。御子柴の黒
川沿い村道2044号線の護岸部分の改良に係る委託料、工事費が主なものでございます。
次の５項１目、0830住宅管理事業でございますが、７万9,000円の増額であります。羽場
団地内の村営住宅の障子等の取りかえを行うものでございます。
続きまして、23ページの第９款、消防費でございます。
１項３目、0910消防施設整備事業で600万円の増額であります。老朽化しました南殿屯所
につきまして、現在の建物を改修し、長寿命化を図ることで地区のお考えがまとまりました
ので、今回の補正をお願いするものでございます。必要とする設計監理委託料及び工事費と
いうことでございます。
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次の５目、0930防災対策事業でございますが、1,000万円の減額でございます。現在、工
事を進めておりますいずみ苑の改築、当初見込みより安価で実施ができる見込みとなったた
め減額するものでございます。
続きまして、24ページ、第10款、教育費でございます。
１項２目、1002教育委員会事務局事務で、給食生ごみの処理手数料25万8,000円の増額を
お願いいたします。給食センター設置のコンポストタイプの処理機が処理能力を超えてしま
いまして、現在、休止をしていること、また南部小の処理機導入に際しまして、その機器の
選定のため協議が必要となっておりましたが、その時間を要したということによりまして一
時的に清掃センターへの持ち込みが必要となったためお願いするものでございます。
次の３目、1003教員住宅管理事務で55万8,000円の増額であります。北殿教員住宅のうち、
１棟に白アリ被害が発生いたしまして、修繕及び予防駆除を行うためのものでございます。
次に、２項、小学校費で、１目、1010南箕輪小学校管理事務で139万2,000円の増額をお願
いいたします。安定した学級づくりを進めるため、臨時職員１名を置くもの、また４月に実
施されました全国学力テストとは別に、前年と同様、ＣＤＤと言われております学力検査を
実施したいということの経費でございます。
次の1017南部小学校管理事務でございますが、南部小の学校事務を整備するための臨時職
員の賃金ということで18万9,000円をお願いいたします。
次に、３目、学校給食費でございますが、先ほど申し上げました給食生ごみの運搬に係り
ます委託料、それから給食センター分、南部小学校分、委託料を両方合わせまして29万
5,000円増額をお願いするものでございます。
次の３項１目、1020中学校管理事務でございますが、12万6,000円の増額をお願いいたし
ます。来年４月で、現在、パソコンの中で利用しておりますＯＳのサポートが終了いたしま
す。これをウィンドウズ７という新しいものに変更するための作業手数料でございます。
次の６項２目、1040公民館総務事務で25万円の増額をお願いいたします。南原公民館の男
女の大便器を様式にするバリアフリー化工事に対する補助金でございます。
次の６目、1058社会教育施設事業で100万円の増額でございます。村民センターの冷暖房
外部設備につきましては、不調を抱えながらですがこれまで運転を続けてまいりました。来
年度、全面的な取りかえを実施したく、夏までに工事終了ができますよう、本年度中に設計
を完了するための補正ということでございます。
次の７項１目、1060保健体育総務管理事務で、スポーツ活動の保険料８万8,000円の増額
でございます。
続きまして、27ページの第12款、公債費でございますが、臨時財政対策債の関係でござい
ます。この臨時財政対策債につきましては、10年で利率が見直されるということでございま
す。このほど、関東財務局のほうから見直しの通知がございました。利率が下がりましたの
で、第２目の利子を150万円減額するとともに、元利計算の関係で１目の元金につきまして
は10万9,000円増額ということになりますので、こちらをお願いするものでございます。
続きまして、28ページの第14款、予備費でございますが、今回、補正の歳入と予備費を除
く歳出の差引額になりますが、１億676万円増額をお願いし、備えさせていただくものでご
ざいます。
次に、歳入でございます。
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８ページにお戻りをいただきたいと思います。
第11款、地方特例交付金でございますが、額が確定いたしましたので40万円増額させてい
ただくものでございます。
次に、９ページの第12款、地方交付税でございますが、こちらも額の確定によりまして
4,221万7,000円の増額をさせていただくものでございます。
10ページの第14款１項９目、消防費分担金でございますが、歳出で申し上げました南殿屯
所補修工事の地元負担金分、30％分に当たりますが165万円の増額でございます。
11ページをお願いいたします。
第17款、県支出金でございますが、２項２目、総務費県補助金で87万8,000円の増額であ
ります。消費者行政活性化事業の採択による補助金でございます。
次の６目、農林水産業費県補助金は13万6,000円の増額であります。環境保全型農業直接
支援対策事業の採択及び有害鳥獣駆除に対します交付金が３年間の時限で上乗せされる措置
によるものでございます。
次に、12ページの第18款、財産収入でございます。第２項第１目、不動産売り払い収入で、
657万円の増額をお願いするものでございます。御子柴の中央道西側でアクセス道路と村道
12号線との間にございます認定外道路を用途廃止し、売却を予定するものでございます。こ
の認定外道路の周囲は、売却をする個人の所有地でありまして、地元も了承済みとなってお
ります。
続いて、13ページ、第21款、繰越金でございますが、繰越確定額２億1,012万4,000円を計
上させていただくものでございます。
次の14ページ、第22款、諸収入の５項１目、雑入でございますが、歳出で申し上げました
村営住宅の修繕に対忚いたします保険金７万8,000円、及び介護保険事業特別会計繰り出し
の前年度分の清算金39万3,000円でございます。
おめくりをいただきまして、15ページの第23款、村債でございますが、普通交付税が当初
見込みを上回ったことによりまして、臨時財政対策債の発行可能額が減尐いたします。617
万1,000円の減額とさせていただくものでございます。
歳入歳出予算については以上でございます。
次に、第２条の地方債の補正でございますが、５ページの第２表、地方債補正をごらんい
ただきたいと思います。ただいま申し上げました臨時財政対策債の減額に伴いまして、限度
額を３億5,700万円から３億5,082万9,000円に変更するものでございます。
以上、細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） これから、議案第10号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） 27ページの公債費、先ほど臨時財政対策債のリストの関係が説明

されましたが、この起債元金の償還費10万9,000円増というのは、出てくる理由はどういう
ふうになるんですか。
議

長（原

悟郎） 山﨑財務課長。

財務課長（山﨑 久雄） 償還に当たりましては元利償還金、元利を償還していくわけであ
りますが、その起債によりまして割合が、例えば利息のほうをたんと払っていくのか、元金
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をたんと払っていくのかというものがそれぞれ違いますので、ここで利率の見直しを行った
ことによって、その割合が変わってきたということであります。全体的には低くなっている
ということです。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。
１番、百瀬輝和議員。
１

番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。

済みません、24ページのところの給食センターの生ごみ処理について尐し教えていただき
たいんですが、確かコンポストは２基、22年度の繰り越しか、23年度で、あれを工事したと
思うんですが、処理能力を超えてしまったという理由は、何か特別にあれば教えていただき
たいと思いますが。
議

長（原

教育次長（田中

悟郎） 田中教育次長。
聡） この処理機については、23年度の繰り越しということで、23年の

６月から供用開始をしております。給食センターでは、大体、平均１日80キロぐらいの生ご
みが出るわけですけれど、二つに分けて処理しております。残飯もありますし、生野菜の葉
っぱとか、そういうのもありますが、特に生野菜については処理が遅いということでありま
して、なかなか思うように処理がならない状態であります。何回か途中に休んだりしてやっ
ておりますが、すぐにいっぱいというか、なってしまって、今回、業者に処理をしていただ
くように補正をお願いいたしました。
以上です。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに。
６番、丸山豊議員。
６

番（丸山

豊） 丸山です。

16ページの防犯灯設置工事費、これは先ほど話をちょっと聞いておりますと、商工会から
村のほうへということで、何か移管されるようなというお話ですけれども、これはちょっと
500万もするようなものをどういう根拠に基づいてこういうような格好をするのか。あと、
実は、すずらん灯とかって、先ほどちょっと聞き取れたんですけれども、どこにあるものか
というのをちょっと教えてください。
それから、もう一点、24ページの学力検査、これは新たに学力検査を受けたいということ
なんです。これも何の目的で受けるのか、そこら辺は何年生が対象になるのかというのをち
ょっともう一回お願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） 松澤総務課長。

総務課長（松澤 伸夫） はじめは、防犯灯設置工事の関係でございます。先ほど、副村長
のほうからも冒頭説明がありましたけれども、昨年、商工会から商工業者が個人で所有して
おりますすずらん灯について、現在はもう防犯灯の役割が非常に高いということの中で、ぜ
ひ村に移管してほしいというような要望がありましたので、昨年の区長会、またことしの区
長会でお願いしまして、全地区53基ありますけれども、53基をそれぞれ確認していただきま
して、防犯灯としての位置づけ、役割があるのかどうか、また使用ができるかどうか、そう
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いったことを調査していただきまして、全45基を村で引き取るというような形をとりました。
それで、村では、すずらん灯ということになりますと水銀灯になりますので、それをＬＥＤ
に変えまして、その経費がかかるということでありますけれども、水銀灯の月額使用料約九
百幾らという形になります。ＬＥＤになりますと120円ぐらいということでありますので、
800円ぐらいの差が毎月出るということでありますので、費用対効果を考えますと、大体Ｌ
ＤＥに変えますと３年弱ぐらいでもとがとれるかなということでありますので、今回工事を
お願いすると、それに伴うやはり設置の工事、または処分の工事費、こういったものにこの
550万がかかるというものであります。
また、どこにあるかということでありますけれども、全村にわたりましてありますので、
それぞれの商工業の個人の方の家の付近というふうに御理解いただきたいと思います。
以上です。
議

長（原

教育次長（田中

悟郎） 続いて、学力検査について、田中教育次長。
聡） 学力検査の関係ですが、これについては毎年、２年、４年、６年

を対象として、国語、数学の２教科を実施しております。それで、全国学力テストの関係が
ありまして、ことしは全学校での対象ということで、当初、採点とかの委託料をのせておき
ましたが、不用となったので落としましたが、そのときにあわせてＣＤＤの学力検査のほう
も、間違ってちょっと当初予算のほうから落としてしまったので、今回、補正ということで
上げさせていただきました。
以上です。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに。
９番、唐澤由江議員。
９

番（唐澤 由江） さっきの給食の生ごみの処理のことなんですが、これは来年度は

どうしていくのか、また、ほかの機器を考えていくのかどうかということをお聞きします。
もう一つ、南箕輪小学校の学級経営の賃金なんですけれども、これは５年生のあるクラス
に職員１人、教員を配置するのかどうか、ちょっと具体的な内容を教えてください。
議

長（原

教育次長（田中

悟郎） 先に、生ごみ処理機の関係について、田中教育次長。
聡） 給食センターの生ごみ処理については、現在、設置業者も含めて、

処理能力等も含めての検証をしていまして、今検討中であります。それで、南部小について
は、一忚、当初予算のほうで生ごみ処理機を設置するということで計上してありまして、今
準備を進めておりますが、一部ランニングコスト等も係るということもありますので、ほか
の方法も含めてちょっと今検討しておりますのでよろしくお願いします。
以上です。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 次に、小学校の件について、征矢教育長。
鑑） 小学校に今、２クラス不安定な教室がございます。原因はいろい

ろあるわけでございますが、多動性の子供たちが集まっているとか、あるいは職員の子供に
対する姿勢が尐し食い違ったというようなところで、校長のほうから、できれば複数そこへ
張りついて、何とか学習環境を健全化の方向へ持っていきたいと、こんな話もございました。
私もよく校長と話をしているわけでありますけれど、今、３年生と５年生でありますけれど
も、１クラスずつ、教科担任を学年主体でとりまして、担任の授業をほかへ持っていくとい
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うような形で乗り切ろうと、こんなふうに進めているところであります。そういうことで、
教員を今１人お願いして、それを10月からですけれど、0.5、0.5というふうに２教室に分け
て面倒を見ていると。現在も語学のために雇った先生方が２人おりますので、そこを今充て
ているところでありますが、10月からは本格的に免許状を持った正規の職員を入れていくと、
これは村費職員でございますがよろしくお願いします。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） ４番、小坂です。

25ページの真ん中の中学校のパソコン教室ＯＳ変更ですが、説明にはサポート期間が切れ
るという説明もありましたので、まず年度当初、このことが想定できなかったのか、なぜ補
正で組むのか。また、前回は、このＯＳの変更というのはあったのか、前回は何年前に行わ
れたの。また、小学校等もパソコンが多く入っているかと思います。小学校のほうもいずれ
あるのなら、いつ、どれぐらいの金額がそのＯＳ変更にかかるのか、見込みなのか、お願い
します。
議

長（原

悟郎） 田中教育次長。

教育次長（田中

聡） 中学校のパソコン教室のＯＳの変更の手数料の関係ですけれど、

中学校については購入当初、学校のほうの希望でウィンドウズのＸＰがいいということで入
れてありました。それで、先ほど副村長の説明の中で、今年度末、来年度からサポートが終
了してしまうのでということで、ウィンドウズ７に今回変えるわけです。ほかの小学校につ
きましては、ＸＰではなく、ほかのものを入れてありますので、今回すぐにということで変
更しなくてもいいということで、今回は中学校のみＸＰからウィンドウズ７に変えるに当た
って作業の手数料ということで計上させていただきました。
以上です。
議

長（原

悟郎） 当初予算にのせなんだ理由と、それから前回、何年前にそういう、

これと同じようなことをしたのかどう、その２点について。
田中教育次長。
教育次長（田中

聡） 当初予算にのらなかったというのは、ウィンドウズＸＰが来年か

らサポート終了というのをちょっと知らなくてというか、認識不足で上げなかったのが理由
です。
それと、中学校のパソコン教室は、前回は確か８年ぐらい前に更新しました。そのときに、
やはりさっき言いましたように、ウィンドウズＸＰを導入当初に取り入れたということでや
っております。
以上です。
議

長（原

悟郎）

４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） ８年前にＸＰを新しく買って、それが今回ウィンドウズ７に変え

るということで、小学校のほうは想像というか、予定で、いつぐらいにまた新しく更新しな
くちゃいけないのか、見込みはないんでしょうか。さっき聞いたことなんですけれど、お願
いします。
議

長（原

教育次長（田中

悟郎） 田中教育次長。
聡） 南部小につきましては、今年度更新ということで予算にのらせて
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いただいてありますが、南部小については３年後、二、三年後に確か更新するように、３カ
年の計画のほうに計上させていただいております。
以上です。
議

長（原

悟郎） 南部小は本年度予算がとってあるけれど、南箕輪小学校が二、三

年後ということだね。
４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） ３カ年計上してある金額がわかるかと思いますけれど、金額は。

議

長（原

悟郎） 田中次長、持っているかね、資料。

田中教育次長。
教育次長（田中

聡） リース料で、年間確か約200万だったと思います。

以上です。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに。
３番、山﨑文直議員。
３

番（山﨑 文直） ３番、山﨑です。

16ページの一般管理事務のところで、職員研修の講師謝礼ということで載っています。説
明によりますと、よりよい職場づくりはまことに結構なんですが、管理職を対象にした研修
というお話でしたので、補正でここで上がってきたというのは、特別いい講師が見つかった
とか、そういうことなのか、その辺のところの内容を尐し聞かせていただきたいと思います。
同じページの一番下にあります地域づくり推進事業の南箕輪村の日のイベントの謝礼とい
うことで載っていますが、この辺の、例えば、どなたか呼んできてするのかどうかという内
容がわかりましたらお願いしたいと思います。
それから、18ページの真ん中辺にあります障害者福祉事業の中で、150万、障害者生きが
いセンターの生活介護事業所設計委託料ということで載っておりますが、この辺、ひまわり
の家ですか、ちょっとそのような話がありまして、聞くところによると、北側の入り口から
入っていった奥のほうに予定をされているというような話を聞いたんですが、あの辺のとこ
ろ、場所的には何か奥迫ったようなところかなというところで、場所的にはそういうところ
に決定しているのかどうか。そういうところに入っていくには、車いす等で入っていくと、
現状でもなかなか中の移動が難しいのではないかなという、そういうところで、現場ときち
んと検討された結果なのか。場所的には、ひまわりの家の西側のあたりは非常に広い敷地等
がございますので、そのようなところの検討もされたのかどうか、この辺のところをお聞き
したいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） それでは、先に松澤総務課長。

総務課長（松澤 伸夫） 最初に１点目の一般管理事務の関係の職員研修の件でございます。
職員研修につきましては、当初予算の中で、一般職員を対象として職員研修費としてのらせ
ていただいておりますけれども、先ほど村長が申し上げたとおり、よりよい職場づくりとい
うことの中で、管理職を中心に研修を行っていきたいということでお願いするものでありま
す。
それから、南箕輪村の日のイベントの謝礼でございますけれども、今回のイベントにつき
31

ましては、前々から村長も申しておりましたけれども、第１回目のとなりますので記念式典
を中心に開催するという予定でございます。したがいまして、式典のほかにシンポジウムを
開催するというものでありますけれども、そのシンポジウムの進行をお願いしたいなと思っ
ております。今予定しておりますのは、信州大学農学部の植木教授をお願いして、その後、
パネリストとしましてはふるさと大使の皆さんを予定しておりますので、この司会者への謝
礼という形になりますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） 清水住民福祉課長。

住民福祉課長（清水 麻男） 生きがいセンターに生活介護事業を取り入れるに当たりまし
て、山﨑委員の入り口の関係であります。この検討につきましては、既に３回、４回、社協
とひまわりの家、それから村の担当と話し合いを行ってきまして、子供たちの安全を確保す
るためには、今、西側にショートステイの入り口がありますけれども、あれを若干変えまし
て、西側の北側から入ったほうが安全が確保できるだろうということで、現在そのように検
討しております。
議

長（原

悟郎）

山﨑委員、よろしいですか。

３番、山﨑文直議員。
３

番（山﨑 文直） 入り口はありました。中のほうとかの場所的には検討の結果、今

２人ほど泊まれるような状態になっているその先だというような話を聞きましたが、その辺
のところはもう決定済みということでしょうか。
議

長（原

悟郎） 清水住民福祉課長。

住民福祉課長（清水 麻男） 村の事務局と社協と、それからひまわりの中では、改築のレ
イアウトをつくってあります。それで、正式に設計業者が決まった段階で、再度、建築の構
造上の問題もあろうかと思いますので、そこら辺を詰めながら最終の改築決定をしていくつ
もりでおります。現在、ショートステイが西側にありまして、ショートステイの部屋をいわ
ゆる日常の生活支援の部屋に改修をいたします。これは、ショートステイもできるような形
で改修いたします。それから、風呂場を改修いたしまして、広目なシャワールームが広目に
とれるような仕様にしたいと。あと、トイレについては、障害者の方が使いやすいような多
目的な仕様のトイレをつくっていきたいと。それから、これは現在、作業所とちょっと兹ね
るわけでありますけれども、作業所がだんだん狭くなってきておりますので、作業所のスペ
ースを台所を若干つぶして、スペースをついでにとっていきたいというような大まかなこと
を今考えているところであります。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。
６番、丸山豊議員。
６

番（丸山

豊） 丸山です。

済みません、ＯＳの話がちょっとまた先ほど出ていたものですから、ちょっとお尋ねいた
しますけれども、既に今ウィンドウズ７という話が出ていたんですが、去年のもう１年以上
も前からウィンドウズ８になっていて、それがウィンドウズ７でなきゃいけないのか、何な
のかというのをちょっとお尋ねします。それで、多分10月あたりからウィンドウズ８に新し
く8.1とかなんかいうのが今度出てくるような、そんなような話もありますので、よく検討
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されて対忚していただきたいと思うんだけれども、何かウィンドウズ７でいけないかどうか、
ちょっとお尋ねいたします。
議

長（原

教育次長（田中

悟郎） 田中教育次長。
聡） 現在、ウィンドウズ８が出ていますが、まだ出たばかりというこ

ともあって、まだ使い方というか、そういうのがちょっとまだ余りどうかなというところも
ありまして、今回ウィンドウズ７ということで一忚選択をさせていただきました。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎）

６番、丸山豊議員。

豊） すぐじゃなくて、もう既に１年が経過していると思いますので、

よくそこら辺のところは検討していただいて、かなり精通された方で役場の中におられると
思うので、間違いのないようにしていただければと思います。７と８だけでも、大分この先
どういうふうに変わっていくかというのが違ってくると思いますので、よろしくお願いいた
します。
議

長（原

悟郎） そこら辺を十分検討してという意見でございますので。

ほかに。
５番、加藤泰久議員。
５

番（加藤 泰久） 加藤です。

21ページの商工振興事業の中の南箕輪村のプレミアム商品券の販売ということでございま
すが、この件については、村内の個人の小さい店舗とか、大型店舗との使い分けみたいなこ
とは考えておりますか、そこらをちょっとお聞きしたんですが。
議

長（原

悟郎） 唐澤産業課長。

産業課長（唐澤 孝男） 特に大型店舗、小規模の店舗の使い分けは想定しておりません。
平成21年度にプレミアム商品券を２回発行しておりまして、そこの分析が出ておりますけれ
ど、大型店舗の利用が40％を占めてまして、小規模店舗は、小売店ですけれど、45％という
ことになっております。したがいまして、大型店舗に一概に集中しているという状況はあり
ません。その他としましては、ＪＡ関係の施設とか、開発公社大芝の湯とかの利用というこ
とになっておりまして、そこら辺のすみ分けとかは、特に今の段階では検討しておりません。
以上です。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑は終わります。

まだ何議案か残っておりますけれども、ただいまから午後１時30分まで休憩いたします。
休憩 午前１１時５２分
再開 午後 １時３０分
議

長（原

悟郎） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

議案審議を行います。
議案第11号「平成25年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」を議題とい
たします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
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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11号「平成25年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算

（第１号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、歳入では前年度決算により生じた支払基金交付金の清算分と繰越金の増額補正を
お願いし、歳出では過年度分の国庫支出金等の償還による補正をお願いするものであります。
既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ2,213万6,000円を追加し、歳入歳出予算の
総額をそれぞれ８億565万9,000円とするものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
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。

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11号の介護保険事業特別会計補正予算（第
１号）につきまして細部説明を申し上げます。
予算書の６ページをごらんいただきたいと思います。
歳入からでございます。
05款、支払基金交付金の介護給付費交付金に３万5,000円を追加し、２億1,692万1,000円
とするものであります。支払基金交付金の24年度給付金の清算によりまして、不足分３万
5,000円が追加交付されますので、これを増額するものでございます。
次に、７ページの14款、繰越金であります。前年度繰越金の確定見込みによりまして
2,210万1,000円を追加し、2,260万1,000円とするものであります。
歳入は以上でございます。
次に、８ページの歳出に入ります。
08款、諸支出金の1381第１号被保険者保険料償還金に、保険料還付金といたしまして28万
8,000円を追加いたしまして33万8,000円とするものであります。これは、過年度の死亡、あ
るいは所得構成によりまして保険料を還付するものであります。同じく、1382償還金利子等
に338万5,000円を追加し、338万6,000円とするものであります。24年度の国庫負担金等と村
の一般会計繰入金の過年度清算分による償還であります。
次に、９ページの09款、予備費でございますが、歳入歳出調整を行いまして、1,846万
3,000円を追加いたしまして1,896万3,000円とするものでございます。
歳出は以上です。
以上で、細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） 議案第11号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

続いて、議案第12号「平成25年度南箕輪村国民健康保険特別会計補正予算（第１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。
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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12号「平成25年度南箕輪村国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、歳入の主なものとして、前年度決算により生じた繰越金と25年度前期高齢者交付
金の確定による増額補正をお願いし、歳出では、後期高齢者支援金、介護納付金及び国庫支
出金等の償還による補正をお願いするものであります。既定の歳入歳出予算の総額に、歳入
歳出それぞれ8,316万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ12億9,236万円とす
るものであります。
細部につきましては、担当課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
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。

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12号につきまして細部説明を申し上げます。
はじめに、予算書の６ページの歳入から説明いたします。
03款、国庫支出金、02目、財政調整交付金に５万9,000円を減額し、4,445万3,000円とす
るものであります。国の特別調整交付金額の内示額の変更に伴うものでございます。
次に、７ページの09款、繰越金に2,036万5,000円を追加し、2,136万5,000円とするもので
あります。24年度の決算額の確定見込みによるものであります。
８ページの12款、前期高齢者交付金に6,285万6,000円を追加し、３億5,805万3,000円とす
るものであります。支払基金の算定額が確定したことによるものであります。
歳入については以上であります。
次に、９ページの歳出であります。
03款、後期高齢者支援金等の1543後期高齢者支援金に1,266万3,000円を追加し、１億
8,197万3,000円とするものであります。支払基金に負担する額が確定したことによるもので
あります。
次に、10ページの04款、前期高齢者納付金等の1545前期高齢者納付金に６万9,000円を増
額し、17万4,000円とし、その下の1546前期高齢者関係事務費拠出金に2,000円を増額し、１
万5,000円とするものであります。この二つの事業とも、支払基金への負担額が確定したこ
とによるものであります。
11ページの06款、介護納付金の1537介護納付金に42万7,000円を減額し、7,083万9,000円
とするものであります。支払基金の算定額が確定したことによるものであります。
12ページの08款、保健事業費の1538保健指導事業については、歳入で国庫補助金が５万
9,000円減額になったことから、財源繰りかえのみを行うものであります。
13ページの11款、諸支出金の1522療養給付費交付金償還事務に185万6,000円を追加し、
185万7,000円とするものであります。基金から交付されました24年度分の退職被保険者分の
清算分を償還するものであります。1523国庫支出金償還事務でありますが、358万2,000円を
追加し、358万3,000円とするものであります。一般被保険者の療養給付費の24年度分が確定
しましたので、国庫に償還をするものであります。
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下の14ページの12款、予備費でありますが、歳入歳出調整を行い、6,541万7,000円を追加
いたしまして、7,163万9,000円とするものであります。
歳出は以上でございます。
以上で、細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） 議案第12号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

次に、議案第13号「平成25年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」を
議題といたします。
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13号「平成25年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、歳入では前年度決算により生じた繰越金の増額補正をお願いし、歳出では後期高
齢者医療広域連合への納付金に係る補正をお願いするものであります。既定の歳入歳出予算
の総額に、歳入歳出それぞれ250万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億
386万3,000円とするものであります。
細部につきましては、担当課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
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。

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13号の後期高齢者医療特別会計補正予算に
ついて説明を申し上げます。
予算書の６ページをごらんいただきたいと思います。
04款、繰越金に250万4,000円を追加し、250万5,000円とするものであります。24年度決算
額の確定見込みによるものであります。
次に、７ページの歳出であります。
02款、1804後期高齢者医療広域連合納付金の19負担金でありますが、繰越金の中に24年度
の３月分の普通徴収の保険料244万7,000円が含まれていることから、同額を追加し、１億
322万7,000円とするものであります。
８ページの04款、予備費でありますが、歳入歳出調整を行いまして、５万7,000円を追加
し、６万7,000円とするものであります。
歳出は以上であります。
以上で、細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） 議案第13号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
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議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

議案第14号「平成25年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第３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14号「平成25年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第３

号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、今年度、大芝高原に非常用忚急給水施設を整備する予定でありましたが、この施
設から取水する水を災害時の非常用以外にも利用する場合には、水道事業の認可が必要とな
ってまいります。また、認可を受け、施設整備する場合におきましては、国の補助が見込ま
れることから、認可取得後に施設整備を行うこととさせていただきます。したがいまして、
これらの整備に伴う補正をお願いするものであります。事業に係る資本的支出2,200万円を
減額するものであります。
細部につきましては、担当課長から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。

出羽澤建設水道課長。
建設水道課長（出羽澤平治） では、議案第14号「平成25年度南箕輪村水道事業会計補正予
算（第３号）」について細部説明を申し上げます。
それでは、議案書の３ページをごらんいただきたいと思います。
01款、資本的支出でございますが、2,200万円を減額し、8,240万6,000円とするものであ
ります。内訳につきましては、8031事業の排水施設の拡張事業であります。先ほどの村長の
説明にもありましたが、今年度予定の大芝高原内の非常用忚急給水施設整備工事に関しまし
て、この費用を減額しまして、水源地の認可に係る水道事業計画の策定及び認可業務の委託
費を新たにお願いするものであります。水道事業計画に基づく施設整備につきましては、該
当する事業費の３分の１の国庫補助が見込まれております。ただし、金額につきましては、
予算の範囲とされておりますので、厳密な数字は出ておりません。また、この水道事業計画
で水源地の認可を受けますと、災害時のみならず、通常の普通の水道水としての利用が見込
まれるということであります。以上のことから、工事費の減額と委託料の増額によりまして、
合計で2,200万円の減額をお願いするものであります。
あとは資料をごらんいただきまして、以上、細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） これから、議案第14号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

次に、議案第15号「長野県上伊那広域水道用水企業団規約の一部変更について」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15号「長野県上伊那広域水道用水企業団規約の一部変更に

ついて」、提案理由を申し上げます。
本案は、長野県上伊那広域水道用水企業団の議員のうち、知事が業務多忙により、企業団
議会の議員の職を果たすことができないため、長野県から選出される議員の１名を県知事か
ら知事の指定する職にある職員に変更するため提案するものであります。
細部につきましては、担当課長から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。

出羽澤建設水道課長。
建設水道課長（出羽澤平治） それでは、議案第15号の細部説明を申し上げます。
議案書の３分の１ページと書かれているページをごらんいただきたいと思います。
まず、新旧対照表にて御説明したいと思います。
第５条に企業団の議会の議員の規定がございます。議員の１名につきましては構成団体の
長をもってあてるとあります。長野県の場合につきましては、県知事が公務多忙のため、そ
の職務を果たすことができないということによりまして、第２項の議員の１名は構成団体の
長にある者のうち、長野県から選出する議員につきましては、知事の指定する職にある職員
に変更するものであります。また、その職の議員の任期につきましては、第６条に第２項を
追加しまして、職員が指定された職にある間とするものであります。
また、この企業団の規約の変更につきましては、地方自治法286条第１項の定めによりま
して、関係する地方公共団体の協議により定めまして、総務大臣の許可を受けなければなり
ませんので、附則などで施行日等の日付欄は空欄となっておりますが、許可日より施行する
というように定めるものであります。
以上、細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） 議案第15号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） ただいまの説明によりますと、長野県の本来ならば知事ともう一

人ということなんですが、知事が多忙ということになりますと、今度は知事は出ないという
ことになるのか、ちょっと県の２人という構成の中身をお聞きします。
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） これは、各構成団体とも同じであります。伊那市はちょっと
構成が違いますけれども、２人のうち１人は首長になります。もう一人につきましては議会
の代表というふうになっております。長野県につきましても同様でありまして、１人は今現
在では県知事、もう一人は議会代表という形になっておりまして、そのうちの知事につきま
して、今回、議会等に出席がままならないという中で、知事の指定する職にある者という形
で規約を改正するものであります。
以上です。
議

長（原

悟郎）

唐木村長。
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村

長（唐木 一直） 若干補足説明を申し上げます。

今、建設水道課長が申し上げたとおりでありますけれども、知事につきましては、これは
ほとんど出席不可能であります。私も任期中１回もお顔を見たことはございませんので、し
たがいまして、県の職員は知事の指定する職、環境部長を予定しているようであります。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

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〕御苦労さまでした。

散会 午後１時５５分
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議 事 日 程（第２号）
平成２５年９月１１日（水曜日） 午前９時００分 開議
第１ 一般質問（受付順位第１番から）
５番

加 藤 泰 久

６番

丸 山

９番

唐 澤 由 江

３番

山 﨑 文 直

１番

百 瀬 輝 和

４番

小 坂 泰 夫

２番

久保村 義 輝

豊
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○出席議員（１０名）
１番

百 瀬 輝 和

６番

丸 山

２番

久保村 義 輝

７番

山 口 守 夫

３番

山 﨑 文 直

８番

都 志 今朝一

４番

小 坂 泰 夫

９番

唐 澤 由 江

５番

加 藤 泰 久

１０番

原

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

茂 樹

産 業 課 長

唐 澤 孝 男

鑑

建設水道課長

出羽澤 平 治

総 務 課 長

松 澤 伸 夫

教 育 次 長

田 中

会計管理者

中 尾 由美子

代表監査委員

有 賀 松 雄

財 務 課 長

山 﨑 久 雄

教育委員長

清 水 篤 彦

住民福祉課長

清 水 麻 男

副

村

長

原

教

育

長

征 矢

○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
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聡

会議のてんまつ
平成２５年９月１１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。
本日は一般質問を行います。本定例会の一般質問は、一問一答方式により行います。質問
時間は答弁も含め１人50分といたします。時刻掲示板の確認をしながら、時間内に的確な質
問、答弁を終わらせるようにお願いいたします。また、発言は挙手をし、議長の許可を得て
から行ってください。
それでは、届け出順に発言を許可いたします。
５番、加藤泰久議員。
５

番（加藤 泰久） ５番加藤泰久です。通告どおり、３件の質問をいたします。

オリンピック招致が決まり、日本全国が沸き立っております。７年後は大変楽しみであり
ます。
しかし、東北大震災が起きて２年半が過ぎ、被災した皆様や被災地の復興が思うに任せず、
心を痛めておるところでございます。また、福島原発の汚染水流出等、原発の復旧が進まず、
東電や政府の政策にいら立ちを感じると同時に、怒りさえ感じるところであります。一日も
早い復旧、復興を願うところでございます。
まず、学校職員の不祥事について質問をいたします。
７月17日の議会全員協議会において、事件の発覚を知りました。17日の午後７時より南部
小学校保護者会に説明をしたとのことであります。18日に村関係者の記者会見が行われ、19
日の新聞、テレビ等で報じられております。村関係者が謝罪し、頭を下げる写真やテレビ放
映があり、村民一同が驚いたところであります。そして、８月29日、県教育委員会は、女性
事務員を懲戒免職処分とし、この事件は終結いたしました。
しかし、事件発覚後も新聞、テレビ等での報道のみで、村民は正確な内容を知ることもな
く、疑念を残したところであります。事件の終結をした中で、村民に正確な内容を知らせ、
疑念を払しょくすべきだと考え、またこの事件の原因を追及し、再発防止に役立てるべきで
あると思い、学校現場で一生懸命教育に携わっている教員の皆さんや学校、教育委員会、村
の信頼回復のために、改めて質問するものであります。
まず、事件の経過と内容について質問をいたします。教育委員長、よろしくお願いいたし
ます。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

清水教育委員長。
教育委員長（清水 篤彦） おはようございます。
加藤泰久議員さんから、学校職員の不祥事について経過報告というお話でございました。
この４月から、学校職員による不祥事、こういったことが南信地方で５件だったかなと思
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います。そんな中で、７月に南部小学校の給食会計を担当する職員が、会計の金銭、これを
横領、私的流用という事案が発生いたしました。このような行為は、教育に対する信頼と教
職員全体の品位を傷つけ、児童生徒をはじめ、学校関係者、さらには住民からの信頼を損ね
るもの、そういうものであって、絶対にあってはならないと、そのように思っております。
このことにつきまして、９月２日に県におきまして緊急会議が行われました。それにも出
席させていただきましたし、昨日も郡の教育委員会がございまして、そのことも話題として
上げられ、また教育長のほうから経過報告等々を説明させていただいたところでございます。
経過報告等につきましては、この後、教育長のほうから答弁申し上げますので、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） 大変な不祥事を起こしまして、まことに申しわけなく思っており

ます。
まず、加藤議員から出ました経過報告でございますが、７月17日、議会全員協議会がござ
いまして、あらましをお話ししたところであります。
実は、６月の末に１回か２回、それから７月２日に食材を納めている業者から、まだ３月
分の金額についての納入がないというような電話での連絡がございました。これは、栄養士
が受けたわけでありますが、すぐに教頭に連絡をし、教頭のほうから校長のほうへ上がった
と。内部で、特に校長、教頭のところで調査の指示をしたところでありますが、７月11日の
日に本人を呼びまして、疑念の点について質問をしたところ、あらかたそんなことがあった
と、そのような事実は確かに自分のところで起こしたと、このような話がございまして、７
月13日から、村内のほかの小中学校の事務職員２人、それに南信教育事務所の職員２人にも
お手伝いをいただきまして、不明金を詳細に調査し、横領金額がほぼ確定いたしました。翌
日14日には、本人を再び呼びまして、再度、事情聴取をつめたところでございます。不明金
の額もほぼ確認ができたところであります。23年５月から25年度にかけまして、村費職員や
保護者から現金で預かった給食費及び教職員の慶弔費の横領がはっきりしまして、17日の午
後５時から議会全員協議会を開いていただきまして、そこで報告をいたしました。なお、７
月同日ですが、午後７時から南部小学校で保護者の説明会が行われました。約２時間の中で、
いろんな意見をお聞きしたところでございます。報道機関へは、翌日18日の10時から記者会
見という形で内容を公表いたしました。
被害額につきましては160万余ということになりますが、これが全て加害者の事務員の家
族のほうから弁済をしたいと、そういうような話が出てきまして、ほぼ弁済が22日の日にで
きると、こんなことでありまして、その後につきましては、29日に県の教育委員会定例会で
処分が議題となりまして、懲戒免職処分と、こんなふうになったわけであります。
なお、平成23年度と24年度の給食会計の決算で、正当な収支が行われた場合の計算で差引
残額を全ての子供たちに返金する準備を現在整えて、進めております。
以上、簡単でありますが経過報告とします。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤泰久議員。

５

番（加藤

泰久） ただいまの答弁の中で、被害額が報告資料の中で163万余という

ように聞いておりますが、県の教育委員会の発表した処分のときの数字には156万というよ
うに出ておりますが、その違いはどういう違いでしょうか。
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議

長（原

悟郎） 征矢教育長。

教 育 長（征矢

鑑） 一つは、職員の慶弔費が162万何がしかの中に入っていること、

これは引き抜きました。それから、支払いの二重払いも発見されまして、そんなところを引
いたところ156万になると、こんなふうな経過でございます。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤泰久議員。

５

番（加藤 泰久） それでは、その県費事務員についてお尋ねいたします。

私の認識不足ではありますが、学校の教職員は当然県の職員であると思っておりましたが、
この事件の当事者である県費事務職員という職員の所轄するところ、また対忚については知
り得ないところでございますので、その説明をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 県職員と市町村での職員とは違うわけでございます。県費職員
というのは、県の採用試験に合格して、採用された職員を県の職員という形になります。で
すから、これについては、県教育委員会が任命権と給与負担、こういうものがありまして、
事務職員もそれに含まれるわけでございます。市町村で採用した職員については、市町村で
の任命権と給与負担がありますので、そういうふうに分かれます。
ただし、両方とも身分は当該市町村、ですから南箕輪に勤務していれば南箕輪の職員とい
う形になりますが、給料等につきましては、県のほうから支払いされるのと、南箕輪村のほ
うから支払いされるのと別々になるという形になります。
南箕輪の村立の小中学校職員服務規程第３条の２に、「職員は、全体の奉仕者として職責
を自覚し、職務遂行に当たっては公正かつ能率的に全力を挙げて専念しなければならない」
とうたっております。これにつきましては、県費負担職員であっても同じでございまして、
任命する場合には市町村教育委員会の内申、文章にて出しますが、それが必要となるという
ことでございます。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤泰久議員。

５

番（加藤 泰久） わかりました。

次に、この事件を踏まえて、再発防止策はどうなったか質問いたします。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 先ほどもお話しいたしましたように、このような不祥事は絶対
あってはならないということで思っております。
再発防止に向けての取り組みといたしまして、７月から８月にかけまして、村内小中学校
の教頭、栄養士、それと事務職員、それと教育委員会等々で、学校徴収金の取り扱い等々に
つきまして会議を開き、給食会計事務や監査体制についての各校の実態、それと課題、改善
すべき点等々につきまして協議を重ねてまいりまして、再発防止策をまとめました。
会計事務の主な改善点といたしましては、まず諸帳簿を見やすく整備すること、保護者や
家庭の事情で現金を持参しなければならないという場合がたまたま出てくるわけでございま
すが、その場合には必ず領収書を発行する、こういう手続を厳格化していくということ、そ
れで集金した現金につきましては、手元に保管せず、速やかに通帳へ入金するということで
あります。また、給食費の返還等につきましては、原則として口座振り込みとしていきたい
と思っております。通帳及び会計簿につきましては、校長、教頭等々が定期的な点検をして
いきたいということを確認させていただきました。
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南部小学校では、今まで先ほども教育長が申しましたように、村費職員の給食費を封筒に
入れて現金徴収していたんです。今後は、給食センター、ですから南箕輪小中と同様に、口
座振替ということに変更させていただきました。
監査体制につきましては、必要な提示書類の一覧表等々を作成していきたいということと、
今まで年１回の監査でありました。これは３月に行っていたわけですけれども、それを10月
の中間監査と３月の監査と、その２回を実施すると。ＰＴＡの監査委員に加えまして、年度
末は外部者を含めた監査を実施したいというふうに思っております。本来であれば、会計士
等々をお願いすれば非常にいいわけでございますが、予算的なものもありますので、教育委
員会の職員で当初は対忚したいというふうに考えております。
また、先日、教育委員会で適正な学校徴収金等取扱系事務の徹底について、こういうこと
を協議いたしました。そこで協議した内容を文章で村内の小中学校に通知し、職員への周知
徹底を図っていきたいと、なおかつ適正な会計事務が行えるようにしていきたいと思ってお
ります。
保護者につきましても、学校徴収金等取扱再発防止策等々につきまして、学校便り、また
は学年便り、学級便り等々を通じて周知していただくように学校に依頼しております。
今後も、何をどのようにしていけばいいのかということを含めて、各校、教育委員会とも
情報を出し合っ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） ５番、加藤泰久議員。

５

番（加藤 泰久） この事件が起きた中で、チェック体制が甘いんじゃないかという

ような指摘がなされておりましたが、ただいまの再発防止策策定においては、外部監査を入
れたり、監査を２回体制というようなことで、その辺が充実して、しっかりできていると思
いますので、今後こういうことのないように、ぜひとも監査体制をしっかりしていただきた
いと思うところでございます。
次に、学校での職員の責任順序というようなことで質問いたしますが、私もちょっと学校
の体制については不勉強でございます。民間であるならば、会社員が係長、課長、部長、そ
の上また経営責任者というような順序で責任順位があるところでございますが、学校の責任
体制、その辺について質問をいたします。お願いします。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 学校での職員の責任順序ということでございますが、学校にお
ける全ての管理責任者、これは学校長でございます。一般職員は、子供たちが校内で事故等
にかかわった場合は、校長へ報告しなければなりません。校長が出張等で留守の場合は、教
頭への報告がなされます。教頭はそれを受けて、校長が帰校したときに校長への報告という
ふうになります。
今回の場合は、校内での横領事件ということになりますので、校長の管理不十分という形
になります。もちろん任命権者である教育委員会にも、その責任というものはあるわけでご
ざいます。
ちょっと違ったことになるかもしれませんけれども、小学校や中学校で児童生徒の登下校、
このときに何かあったという場合の責任、こういうものは本人と保護者になります。何らか
の事故等があった場合に介しては、保険の適用にはなりますけれども、事故に関して学校に
責任を求めることはできないと思っております。学校が全面的に責任があるのは、学校内で
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放課後までということになるのではないかなと認識しております。
以上でございます。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤泰久議員。

５

番（加藤 泰久） 学校内の全ての責任は校長というようなことでございますので、

学校内で起きた時点については校長さんが責任を持ちながら、教育委員会と綿密な連絡をと
りながら運営していっていただきたいと思うところでございます。
続きまして、この事件後も、上伊那の教職員の不祥事が２件起きております。本村の学校
職員ではあり得ないことだと思っておりますが、本村の教職員への教育、監督はどのように
なされているか質問いたします。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） 先ほど、委員長のほうから、学校の教職員の身分についてお話が

あったとおりでございますが、私どもは、毎年７月に３校の研修会を開いております。こと
しも７月17日に行ったわけでありますが、その際、教育委員長のほうから全教職員へ、信頼
失墜の危機にあること、一人一人が現状を心に刻んで行動してほしい旨の話をしております
と。各学校では、年度当初に、飲酒運転であるとか、体罰、被疑行為等を起こさない、そう
いった事件を起こさないという誓いを全職員が自筆で書きまして、学校長に提出することに
なっており、一番出発のところの教育監督の体制ができ上がっております。
それから、校長や教頭と綿密に教育委員会が連携をとり、情報の交換をし、こういった事
件が起こらないように、そんな心構えでこれから臨んでいくことにしております。ぜひ、そ
の辺のところを御理解いただきたいと、こんなふうに思います。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤泰久議員。

５

番（加藤 泰久） まず、教育にかかわる皆さんが、緊張感を持って、それぞれの自

信を持って、明るい、楽しい学校づくりに邁進していただき、信頼される教育委員会という
ような形で、今後とも御努力願うことを希望するものであります。
続きまして、ふるさと大使の活躍の場と機会についてということで質問をいたします。
昨年の大芝まつりに４人のふるさと大使が任命され、１年がたっております。ことしの大
芝まつりに参加されており、お話を聞く機会を得ました。皆さん、大変南箕輪には思いを寄
せられ、県外に居住しておりましても、村の行事等を注意深く見守っておられ、ふるさとに
対する皆様方の情熱と深い思いを感じたところでございます。
その話の中で、村のために一生懸命役立ちたいが、かかわる機会が尐ないというようなお
話も聞いております。機会をつくり、大使の皆さんに活躍してもらえるような場を企画する
ことが必要かと思われますが、村長の考えをお伺いいたします。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ふるさと大使の御質問でございます。

御承知のとおり、ふるさと大使の皆さんにつきましては、平成23年４月にふるさと忚援団
設置要綱を定め、村を広くＰＲしていただくこと、そして村の発展に貢献をしていただくこ
と、このことを目的といたしまして４名の皆様方を委嘱させていただきました。このふるさ
と大使の委嘱につきましては、当初は平成23年を予定しておりましたが、東日本大震災の関
係で１年先送りとなったところであり、御指摘のとおり、昨年の大芝高原まつりで御委嘱を
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させていただきました。委嘱してから１年がたったところであります。
ふるさと大使の皆さんをお願いする目的、二つ持ったところであります。
一つでありますが、ふるさと大使の皆さんは各界に精通する著名な方ばかりでありますの
で、人脈や交友関係も幅広くあります。南箕輪村を外から見た魅力、逆に本村に足りない点
など、さまざまな御指摘、御提言、また魅力のある方や先進的な事例等の御紹介をいただく
中で、今後の村づくりに生かしてまいりたいと考えたところであります。
もう一点であります。各方面で活躍され、公私とも大変お忙しい中でありますが、基本的
には本村で何かをするということではなくて、それぞれの地域において、機会があるごとに
南箕輪村のＰＲをしていただく、このことも重要な活躍の場であると思っておりますし、そ
ういったお願いをしたところであります。
将来的には、ふるさと大使の皆さんの過重な負担とならない範囲で、それぞれの方の経験
や知識を生かし、当村の発展につながる取り組みに御協力をいただければありがたいと思っ
ております。
なお、１年経過をいたしましたので、当面の活動につきましては、10月24日に村の村民セ
ンターで上伊那地域議員研修会が開催される予定であります。その講演の講師といたしまし
て、ふるさと大使であります五口さんにお願いいたしました。快くお引き受けをいただいた
ところであります。
また、来年２月16日に予定しております南箕輪村の日の制定記念式典におきまして、記念
シンポジウムを開催し、そのパネリストに４名のふるさと大使の皆さんにお願いをしたとこ
ろであります。シンポジウムでは、テーマを「ふるさとの魅力再発見」として、限られた時
間ではありますが、村外から見た南箕輪村の魅力について、それぞれの立場でお話をお伺い
できるのではないかと思っております。お忙しい皆さんでありますので、過重負担にならな
いように、末長いおつき合いをお願いしておるところであります。
また、ことしの大芝高原まつりもおいでいただきました。その中で懇談をさせていただい
たところであります。本当に、時間の過ぎるのも忘れて、いろんな御意見をお聞かせいただ
きました。さまざまな貴重な御意見がありました。今、それらを精査しながら、これからの
活動に生かせるものは検討しているところでございます。
また、大使の皆さんは、この１年間、大芝荘へお客様を連れてきていただいたり、あるい
はみずからグループでお泊まりをいただいたりと、そんなつながりも出てきておりますので、
ぜひ長い目で見ていただければというふうに思います。くどいようですが、本当にお忙しい
皆さんでありますので、過重負担にならないということを原則としておりますので、その点
はぜひ御理解をいただきたいなというふうに思います。
発足１年が過ぎました。２年目としては、今申し上げましたような活動を予定しておりま
すので、そういった活動を通じて、またさまざまな御意見や御提言をいただけるものと思っ
ております。よろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤泰久議員。

５

番（加藤 泰久） ただいまの説明により、ことしも二つの行事の中で、ふるさと大

使の皆さんのお考えや情熱を聞かせていただくことができるということで楽しみにしており
ます。
それでは、続きまして、大芝湖についてということで質問をさせていただきます。
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大芝まつりも盛大に行われ、大勢の皆さんが村内外から訪れて大成功に終わりました。大
芝高原において、大芝湖は水辺の美しさ等で大芝の一番のスポットと思われております。
村長の耳にも入っているかと思いますが、祭りの湖上ステージ製作作業に当たった方から
の話でございますが、この話を昨年も聞いておりますが、ことしは特に雤が尐なく、暑かっ
たせいということもあるかと思いますが、湖底に泤が15センチから20センチぐらい堆積して
おると、また暑かったせいもあって異臭もするということでございました。以前にも、１度
水を抜き、土砂を取り除いたことを記憶しております。西側の湖は水が入ってくる沈殿槽の
役目を果たしておるようで、沈殿物が多くなることと思われます。東側の湖はそれほどでは
ないようです。
大芝湖は大芝高原の顔でもありますので、何らかの対忚を望むところでありますが、また
ことしは水が不足ぎみで、湖に流入する水が十分でなかったように聞いております。水の確
保を含めて、以上のことを質問いたします。よろしくお願いします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 大芝湖の水の問題であります。

御承知のとおり、大芝湖は昭和58年に整備し、大芝高原を訪れる方々の憩いの場となって
おります。
十数年前、ちょうど私が産業課長のときに１回、職員と業者で湖底の清掃をした経過があ
ります。しかし、これは東側のみの湖でありました。湖底につきましては、中心部が土とな
っております。石庭の部分をブラシ等で磨いたという、こんな清掃を行ったところでありま
す。本当に苔も多くて、最後は職員の手に負えずに、高圧洗浄等の清掃業者にお願いしたと
ころであります。大変苦労いたしました。その折に、底にたまった泤の除去までは手がつけ
られなかったという、こういう状況であります。
本当は、湖底にたまった底の部分の土砂等々も除去できれば一番いいわけであります。し
かし、これには多額の費用を要するところであります。その辺は、これからも検討課題とし
て捉えてまいりたいと思います。カモや魚、コイ等もおりますので、汚れることはこれは事
実であります。したがいまして、ほかに植物を置いて、何か浄化できないかというような方
法も検討の要素となっておるところであります。ヨシ、水中の窒素やリンを養分とすること
で水質の悪化を防いでおるという、こんなデータも数多く出されておりますので、その辺の
検討も含めてやってまいりたいと思っております。しかし、下の部分は、東側の部分は１回
してありますので、上の部分をどうするかということを中心にしながら、また検討してまい
ります。ただ、多額の費用がかかります。当時でも、かなりびっくりするほどのお金がかか
ったところでございます。
水の確保であります。これが一番難しい問題であります。大芝への水というのは、大泉川
から取水している主体水路からの用水を分けていただいている、このことが現状であります。
主体水路につきましては、水に苦労された大泉区への貴重な生活用水となっており、大芝湖
への流入水を多くするのは、これは非常に難しいという、こういう状況であります。特に、
ことしのような、雤が降らずに渇水が続くような場合には、本当に厳しい状況となります。
自然との闘いという部分もあります。本年度、これは尐し状況によって延びる可能性があり
ますが、大泉所ダム取水施設のバルブを改修し、渇水時に大泉川の水量をふやすこと、この
ことも計画しておりますので、改修後の取水に期待をし、できるだけ水の確保に努めてまい
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りたいというふうに考えております。水を確保できなければ、どうしても濁りとか、いろん
な排出ができないという、こういう状況がありますので、まずは水の確保に全力、そして清
掃につきましては、尐し時間をいただいて検討してまいりたいというふうに思います。よろ
しくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤泰久議員。

５

番（加藤 泰久） 経費も大変かかるというようなことでありますが、湖底に堆積し

ているものでございますので、それの除去を時間をかけてもしながら、また新しい方策で大
芝湖を美しく、皆さんの大芝高原の大芝湖と言われるような美観を維持管理していただきた
いと思います。
以上で、私の質問は終わります。ありがとうございました。
議

長（原

悟郎） 以上で５番、加藤泰久議員の質問は終わります。

続きまして、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。

先に通告いたしました大項目４点についてお願いいたします。うち３点は食にかかわるも
のでありますので、よろしくお願いいたします。
食の安全安心について伺います。
本来、食の安全は人類共通の課題であります。数カ月前の国、県でのＢＳＥ全頭検査の見
直し報道や、ＴＰＰは交渉中ではありますが、今後さらに安価な外国産の流通が拡大するこ
とも予想され、消費者にとっては心配が尽きないところであります。最近の週刉誌には、日
本は、食品についても世界一安全だと一般的には考えているが、米国やＥＵ加盟国などは、
その安全性に疑問を持ち、輸入を差しとめた日本の食品もあったとして、信じられないよう
な記事が掲載されています。安全安心という品質の保証は、より一層重要になってきている
ものと思います。我が国の食料自給率が39％の中、完全に外国食材をなくすことは困難でし
ょうが、児童生徒の安全のため、地元産食材の優先度を高めるよう、選別には細心の注意を
払ってほしいと存じます。
村では、食育推進計画が策定されておりまして、40の総合計画を上位計画といたしまして、
次世代育成支援行動計画、保健計画、地産地消計画など、各個別計画と整合し、一体的な推
進を図るものとしています。今まで決められたそれぞれの計画がきちんと実行されているの
だと考えますが、確認の意味も含め、大きく３点についてお尋ねいたします。
１点目の質問ですが、保育園の給食と学校の給食についてお伺いいたします。幾つか細か
いこともありますのでお願いいたします。
１点目ですが、６月の議会で、私の質問が中途半端になってしまい恐縮していたところで
すが、保育園の給食費は、上伊那管内市町村との比較では２割から３割ほど高い数字の答弁
をいただきました。食材が違うのが、食事回数が多いのか、思うところをちょっとお聞かせ
ください。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ６番、丸山豊議員の御質問にお答えいたします。

食の安全安心につきまして、多くの質問をいただいておるところであります。私と教育委
員長、学校部分の質問でございます。
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６月議会のお話がありました。村の保育園の給食費につきましては、６月の議会でもお答
え申し上げましたように、給食材料費の比較では３歳以上児平均１日265円、３歳未満児１
日240円で、郡内の位置づけでは、３歳以上児の食材については南箕輪村が一番高くなって
おります。これはデータとしてそういうことになっておるところであります。低いところは
200円というような状況のところもあるわけであります。
これは、食事回数が多いとか、そういう問題ではなく、まずは保育園の給食、これは学校
を含めてでありますけれども、食の安全を第一に考え、より安全な国産の食材、地域の食材、
地元業者を優先して購入をしておるところであります。食の安全、このことを最優先してお
ると。それから、なるべく手づくりの給食を提供したいという、こういう思いで提供してお
るところであります。したがいまして、物のいいものということもあろうかと思います。食
材、食事の材料費が尐し高い部分がありますが、この点はそんな点で御理解をいただきたい
なというふうに思います。地元産を選ぶということと、できるだけ品質のいいものを入れて
いきたいなというふうに考えておるところであります。また、食というのは、食材だけでは
なくて、今申し上げましたように、安全な食材を使い、手づくりで、栄養バランス等、さま
ざまなことを勘案しながら提供しておるところでございますので、よろしくお願いいたしま
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す。

合理的な理由に値するのかどうなのか、私はちょっとよくわかりませんけれども、食の安
全と地域の食材を優先してということを積極的に述べていただきましたが、よその市町村は
そうではないのかなというふうに、あべこべにちょっと思ってしまいまして、ちょっとそん
なところが気になったところでございます。でも、村長の思うところもあるとして、そうい
うふうに理解はいたしますけれども、200円のところと265円のところのこの違いというのは、
もう尐しもっと合理的な理由があってもいいのかなというふうに私は思いました。
そういうことで、実は、小中学生の今の小学校の話も出てきましたけれども、小学校と中
学も私は調べてみましたが、小学校は270円、中学は310円ということでありました。これは、
私も全県下で調べたところ、ほぼ同じような金額であったものですから、これは大体平均か
なというような感じがいたします。しかし、保育園のことをまた言うわけじゃありませんけ
れども、保育園は御飯も持参して265円ということでありましたから、ちょっとそこら辺の
ところが納得しかねるところでございます。だから、小学校６年生と、それから３歳児、約
10歳の開きがあるんですが、ここら辺の差というものについてどんなふうにお考えになるか
ということをちょっとお尋ねいたしますが、お願いいたします。
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） 小学校のお子さんと保育園のお子さんの違いです。そのお
答えになるかどうかわかりませんけれども、村の食材料費が、保育園の食材料費がほかの市
町村より尐し高目というところでございますけれども、細かい内容は全市町村調べたわけで
はありませんけれども、パンの日には別に現金で集めているという町村もございます。そし
て、うちの村でございますけれども、冷凍食品はほとんど使いません。そこら辺に違いがあ
るかと思いますけれども、ほかの市町村がじゃあどのぐらい冷凍食品を使っているかどうか
50

というところまではデータがございませんけれども、なるべく手づくりというところで尐し
高目なところがあるかもしれませんが、小学校との比較というところは特に内容を調べたわ
けではありませんので、ちょっとデータはございません。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） わかりました。

手づくりということで、また後で、尐し学校のほうでも手づくりのことをちょっとお尋ね
しようかなと思っていますので、うちの保育園は手づくりで一生懸命、子供たちにおいしい
ものを食べていただいているという、そういう理解をして私は１点目の質問を終わりたいと
思います。
２点目ですけれども、学校での米飯給食とパン給食でのコストの違いはということでお願
いいたします。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 米飯とパン給食のコストの件でございますけれども、学校での
米飯給食は週に３ないし４日であります。残りはパン、または麺類、ソフト麺も含めてです
が、というふうになっております。
米飯とパン給食のコストに関係する比較でございますが、パンは業者から製品として購入
しておりますので、運賃等々の費用も全て含まれます。米飯の場合にはセンター内で炊飯を
しておりますので、炊飯器がありまして炊飯をしておりますので、米の値段プラス自校での
炊飯費用、これは燃料費、人件費等々を含みますから、それから勘案しますと、１食当たり
５円程度安くなるのではないかなと、そのように思っております。それほど変わりがないと
いうふうに考えております。
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。

地産地消の観点からも米飯給食、また文部科学省の指導にも米飯給食ということがあるも
のですから、積極的に地産地消のお米のほうでやっていただければと思います。
次、３点目お願いいたします。
学校給食では、冷凍加工食品など、食材全般の安全性についてどのように取り組んでいて、
冷凍食品はどの程度の使用頻度か、なるべく手をかけたものがよいと思うが、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） 食材全般について、安全性に関係した取り組みでございますけ
れども、冷凍加工食品の使用等につきましては極力避けて、使用する場合でも、学校栄養士
と県学校給食会が共同開発いたしました専用のものを使っております。また、野菜などは、
なるべく地元産を使用し、安全性の確保を図っているところでございます。
冷凍加工食品の使用頻度についてですが、主なものとして使用しているものは、餃子やし
ゅうまいなどで年に１から２回程度。今申しましたように、これも県学校給食会と栄養士が
共同開発した製品を使用しておりますので、安全だというふうに考えております。そういう
観点から、子供たちへ安心安全でおいしい給食を食べてもらう、こういうことも含めて、年
間を通じてほぼ手づくりの給食を提供しております。
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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。

安全性に努めているのは本当に当然のことかもしれませんけれども、この方針とか、指針
というものは、これは出ているわけでしょうか。また、私は、今９月の献立表を、これはこ
の間電話でちょっとお知らせしておいたものですから、保護者の方からいただいてみたんで
すけれども、結構な該当するような冷凍加工食品になるようなものが載っておりますけれど
も、９月はないということでいいですか、そこだけお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） コーンとか、それとグリーンピース、こういうようなものはと
ても賄えないというようなことがございますので、ゼリー等も含めまして、こういうものは
使用しているかと、そのように思います。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） 指針とか、方針というか、そういうものっていうのはあるんです

か、この安全性についての。食材の安全性について、そういうものは出されておりますか。
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、ないかなと、考えてないかなと、そんなように思
っております。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） ９月の献立表のお答えもちょっといただけなかったので、４点目

の質問のほうに移ります。
円安と原油高騰などにより、食材の値上げの影響についてはどうか。確かに、もう円安に
よって原油のほうが相当高くなってきているということでありますけれども、御苦労されて
いることはわかりますが、これについての影響はどんなふうにお感じになっていますか。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 丸山議員さんが先ほど申しましたように、今年度の学校給食費
は、毎月、小学校で270円です。それで、中学校が310円ということであります。今のところ、
食材の値上げについての影響はそれほど感じていないかなというふうに思っております。た
だし、農水省で輸入する麦の政府販売価格というものがありまして、これが円高による影響
からか、１トン当たり４ないし６円の値上げが予想されるというようなことや、消費税が、
10月になって総理大臣のほうから発表があるそうですけれども、８ないし10％となる場合等
は値上げ等も視野に入れて検討していかなければならないと、そのように思っております。
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。

次に、５点目のほうへ移らせていただきます。
学校では、児童生徒に対し、給食についてでございますけれども意見を求めたことはあり
ますかと。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 学校では、児童生徒に対してアンケートとか、調査、そういう
ものをとって、感想とか、意見を求めたというようなことは今までなかったかなと、このよ
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うに思います。ただ、クラスごと、希望の献立調査を行って、献立表の作成をする、こうい
うものの参考にしております。
また、給食センターでは、これは小学校の関係になりますけれども、給食の食器の返還時
に、子供たちの反忚を見ていれば、おいしかったかな、ちょっとどうだったかなというよう
なことがわかると、反忚を見ていればというようなことを話してくれました。
南部小ではランチルームで全校児童、職員が給食を食べているために、児童の反忚とか、
給食に対する意見や感想などが直接聞くことができるというふうに聞いております。
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） 私も、実は、ここ一、二カ月ぐらいの間に保護者の方と会う機会

もありまして、いろいろお尋ねしたところでありますが、非常にお昼については栄養バラン
スがとれていて非常においしいという、そういうような意見でございました。非常に結構な
ことだなと思いながら、子供たちに聞いてみますと、本当にさまざまでありまして、気にい
った食事だったらおいしいと言ったかもしれませんけれども、うまくないという子供もおり
まして、そういう点はぜひ学校のほうでもいろんな調査をしながら、もちろん栄養のことは
重点的に考えなければいけませんけれど、おいしいとか、なるべくみんながおいしく食べて
いただけるような、そんなような食材に持っていっていただきたいと思います。
それで、６点目になりますけれども、給食費だの会計処理云々は、先ほど加藤議員のほう
から質問があって、事情はよくわかりました。ただ、口座振替でやっているから安全だとい
う、こういう認識でいていいのかということもありますので、ぜひ学校の中の会計処理云々
を帳簿上できちんとやっていただけることだけは申し述べておきたいと思います。
以上で、１点目の質問は終わらせていただきます。
２点目のほうの質問に入らせていただきます。
食育についてでございますけれども、村が出している食育推進計画と、こんな立派な冊子
が出ております。私は、これ、前回のときもそうだったんですけれど、いろんな計画を出し
て村はいただいております。だから、これを計画に本当に実施されているのか、実行されて
いるのか、そういうことを確認したいということで、今回、質問もさせていただくわけです
けれども、そんな点でお願いいたします。
これも、４次の総合計画の中に、第１章に心豊かな人づくりの村、学校教育の中に主要施
策として義務教育の充実、その下に学校給食の充実をうたっています。その下に、Ａとして、
Ｂというのもあるんですけれど、Ｂは地産地消をうたっています。Ａについては、「生産か
ら消費までの食の安全性や食べ物と健康等について学ぶ食育を推進します。また、食事マナ
ーや食べ残しなどについても指導します」とあります。また、国においては、改正学校給食
法に、学校における食育の推進を位置づけ、栄養教諭が学校給食を活用した食に関する指導
を充実させることを明記しております。このことについてお伺いいたします。
１点目として、食育推進について具体的にどのようなことをされているのか、保育園と学
校で両方ともお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 食育についての具体的な実践であります。

保育園部分につきましてお答えをいたします。保育園の食育というのは、保育園活動、保
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育園事業全般にかかわってくる問題であります。ただ食べることだけではなくて、保育士が
手洗いの仕方、あるいは食器の並べ方、はしの使い方、挨拶やマナー、歯磨き、好き嫌いが
あっても挑戦できるような、そういった指導を日常的にやっております。そういったことか
ら、総合的な立場から食育というのが成り立っております。そんな点はぜひ御理解をいただ
きたいなというふうに思います。
季節、季節によっては、伝統食やいろんな食も大切にしておるところでありますし、触れ
合い等々にも力を入れておるところであります。保育園はそんな状況であります。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 小中学校に関係する食育のことについてでございますけれども、
子供たちに対する食育というものは、心身の成長及び人格の形成に大きな影響を与えており
ます。生涯にわたって健全な心と体を培い、豊かな人間性を営んでいく基礎となるというふ
うに考えております。そのため、学校では、いただきますといった挨拶、こういう習慣やお
はしの持ち方、食事のマナーなどについて定期的に指導を行っておりますし、児童会、生徒
会の給食委員会の活動として、学校給食の趣旨の理解や充実といったものを図っております。
また、毎日のお便りですけれども、らんらんランチというのがありますが、これとか、
月々の給食便り等でも、その時々でマナーや食材がどんな体の支えになっている栄養分なの
かということについて全体指導を行っております。
食べ残しについての指導でございますが、配膳の段階で学級ごとに全てを残さず盛りつけ
る、尐ない子供には尐なくということになりますが、それで自分の給食を残さず食べるとい
うことを心がけさせております。南部小では、給食習慣に残さず食べる習慣をつけるため、
学級ごとに食べ残しの量をはかり、掲示、発表し、残飯の量を尐なくすることを目標に活動
しております。しかし、児童生徒によっては、好きとか、嫌いとか、またアレルギーとまで
いかなくても、身体的に受け付けないといったような食べ物もありますので、そこら辺は臨
機忚変な対忚も必要と考えております。
最後に、つくってくれた方々への感謝の気持ちや食べ物、こういったものを大切にしてい
く、こういう心を育てていきたい、これからもそう育てていくことが当然のことと我々は考
えております。
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。

いろんな活動をされているということはもう十分理解できました。
２点目のほうなんですけれども、今説明いただいた中、この中で成果というものは上がっ
ておられるかどうか、そこのところをお尋ねいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 保育園におきましては、成果は上がっております。これは、４月

の入園当初と尐したったころとは、大分これは変わってまいりますので、そういった保育園
全体の指導というので成果は上がってきておるところであります。
また、保護者には、給食展示というのを行っております。給食参観というのもあります。
そういったことで見ていただいておるのが実態であります。
以上です。
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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） 今申しましたように、好きとか、嫌いとか、アレルギーとまで
はいかなくても受け付けないというような食べ物がありますので、即効性というのは難しい
のかなというふうに思っております。長期的な展望に立って、改善されている姿が見受けら
れますので、今後も継続した指導を行っていくということが大切であるというふうに私ども
は考えております。
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。

保育園、実は、私ども議会の中で、南部保育園で給食をとらせていただきました。子供た
ちと本当に仲よく歓迎していただいて、仲よく食べさせていただいて、非常に好感度という
か、そういうものが非常に高かったというふうに印象を持っております。子供たちの話を聞
きながらでも食に対して、メロンが出てきたんですけれども、これはもう夕張だと、だから
高かったのかどうか、それはわかりませんけれども、そんなようなことも出てきたり、また
ものが落ちてでも、ちゃんとそれを拾って食べてしまう、ちょっと危険なところもあったん
ですけれども、そんなようなもったいない運動というのも教育されていて、これも食育の一
つかなというふうな、いい印象を持って私たちは現地の調査を終えることができました。
次のというか、２番目の質問の続きになるんですけれども、学校のほうの食育担当責任者
というのは担任でありますでしょうか、それとも栄養士さんがやっておられるんでしょうか。
そこのところでお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 食育担当者につきましては、栄養教諭というのが本村にはおり
ませんので、担任と栄養士、双方で担当をしております。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） 栄養教諭さんがおらないということで、私も、最初ちょっと調べ

る前に、質問する前に本当は調べなきゃいけなかったんですけれども、実はわからなかった
ものですから、ここのところまで記述が質問の中に書くことができませんでした。しかし、
栄養教諭さんというものの重要性というか、大変な職種であるということをこの職に関係し
てくるところを読めば読むほど栄養教諭さんの必要性というのが出てくるわけなんですけれ
ども、この推進計画、うちの村の、学校における現状と課題の中にも、各学校の栄養職員や
学級担任等による食育が行われているということでありまして、この成果は今、委員長さん
が言われたとおりだと思います。担任さんが、もし仮に栄養教諭さんがおらないから栄養士
さんと担任と２人でということで、２人というか、そういうチームでやっておられるという
ことであれば、学校の時間割りの中で、どこにそういう時間をとって、食育の時間というか、
教える時間にしているんですか。先ほどから、私は指導というところをちょっと強めに言っ
ておるんですけれども、食の指導というのは、栄養士さんじゃなくて、本来は栄養教諭さん
の仕事であろうと思いますけれども、文部省の出してくれた二百何ページの食に関する指導
の手引きを読んでみても、ここのところは間違いないような格好になっているような格好に
なっているんだけれども、今、村の教育委員会として、そこのところはどういうふうにお考
えなのか教えてください。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。
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教育委員長（清水 篤彦） 栄養教諭のほうはよろしいですかね。
議

長（原

６

番（丸山

議

長（原

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） 栄養教諭のことも含めてお願いいたします。
悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 栄養教諭というのは、中学校とか、小学校とか、高校の免許、
教諭免許プラス栄養教諭の免許が必要なんです。プラス栄養士の資格を持ってないとだめな
んです。ということで、私もよくわかります。事務職のほうがわかっているかもしれません
が、郡下でも三、四人しかいないかなと、それだけの免許を持っている人たちは、というこ
とでとるのが難しいということがあろうかと思います。大変なところであります。
学校では、栄養士が各学級を回りまして、担任と一緒に学級の時間、また学活の時間、そ
ういうところを利用いたしまして食について、または栄養等について指導する時間を設けて
おります。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） 今、何か上伊那でも三、四人とかいうようなお話だったんですけ

れど、私は、正直言って長野県だけの数を調べてみましたら亓十何人おられる数字になって
おります。
栄養教諭さんが必要なのか必要でないのかというそういうことになりますと、村としては
どういうふうにお考えになるわけですか。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） 今、委員長の答弁に三、四人という話があったわけですが、しっ

かり調べましたら５人、上伊那では。これは法的に置きなさいという位置づけのものではご
ざいません。職員の異動のときに要望があれば、そういう方を教育事務所のほうへ希望を出
したいとは思っております。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） この栄養教諭さんの歴史といいますと変なんですけれども、給食

法ですか、学校給食法ですか、これができて、栄養教諭さんというか、そういう方が位置づ
けられてきたということなんですけれども、私たちの村というのはもう今、給食センターで
扱っているのが1,100から1,200食つくられていると思うんですけれども、これだけの言って
みれば大きな学校になってきているところに、そういう栄養教諭さんが必要であろうと思う
んですが、それについての見解はどういうふうに思っています。先ほどの質問にも答えてく
れていないので、ちょっと。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） 現在、大きな学校しかこの栄養教諭を置いてないんです。具体的

には、辰野中学、箕輪中学、伊那東部中学、赤穂小学校、伊那小と、こんなところなんです。
ここへ本当はおければ一番いいわけですけれども、そんな数の限りもあったりしますので、
要望はしていきたいかなとは思っているんですが、そんなことで御理解をお願いしたいと思
います。現時点でお願いします。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） 唐突な質問だったものですから、検討不足というか、そんなとこ
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ろで申しわけないとは思うんですけれども、今言われた上伊那の学校の中でいえば、うちの
今、給食センターでつくっている数ぐらいのところにほとんど似たような数字になるんじゃ
ないでしょうか。とすれば、やっぱり指導というところを見れば、栄養士さんがやらなきゃ
いけない仕事と、それと指導にかかわる仕事、食に関する指導は栄養教諭さんの仕事という
ことに位置づけられているものですから、ぜひそんなところで進めていただきたいと思いま
すけれども、これはお願いということでしておきます。
次の３点目の質問なんですけれども、献立をつくられるのは栄養士さんでありましょうが、
これは検討する機会、献立の会議というのが、こういうものがあるか、ないか。それから、
また保育園と学校、あるいは学校同士、そういう中で栄養士さん、多分、南箕輪には給食セ
ンターのところと南部小と、それから役場の中におられるということで、３人ほどおられる
と思うんですけれども、こういう方たちの連携するというか、連絡を取り合う会議というの
は持っておられますでしょうか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 時間がありませんので端的に申し上げます。

連絡会議は持っております。保育園の場合には、栄養士だけでなく、調理員、保育士含め
て献立の委員会もつくっておりますので、また村の栄養士との連携というのも図っておりま
す。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） わかりました。

続いては、４点目のほうに移らせていただきます。
６月議会でもお聞きしたところなんですけれども、食育推進計画、先ほども推進計画の15
ページには行政の役割について載っております。これは、村長から前回の６月議会のときに
も取り組んでいるというお話をいただきましたが、もうちょっと何とか会議とかいう、何か
そういう名前の会議とか、そういうものがあるわけですか。そういうのをちょっと教えてく
ださい。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 食育の行政としての取り組みであります。

これは取り組んでいるというような答弁もした記憶もあるところであります。食育は本当
に大切な部分でありますので、事あるごとに進めておるところであります。食生活推進協議
会が共同で保育園で実施をしていただいております、まっくん食育忚援団。最近では、食育
木育事業というような、こんな事業も展開を始めました。
また、会議といたしましては、農と食の審議会、こういったものもやっておるところであ
ります。また、地場農産物給食利用調整会議というのも持っていっております。
したがいまして、あらゆる会議、あらゆる機会を通じながら、食育を推進しておるという
ことで御理解をお願いいたします。ただ、計画を達成できているかどうかというのは、これ
はなかなか難しい問題でありますので、達成するように常に努力はしていますけれども、そ
んな点をお願いいたします。
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） 本当にそのとおり、実はそういう会議のその後にどういう成果と

いう、ちょっとそんなこともお聞きしたかったんですけれども、わかりました。
それでは、次の５点目の質問に移らせていただきます。
６月６日に大手の報道機関が、これは食育に関する調査結果というものを公表いたしまし
た。それでは、家庭で食育が進まない本当の理由は親の知識不足でありました。母親の９割
が食育は必要だと思うが、そのうちの６割は実践できていないというものであったが、我が
村の実態はどうでありましょうか、ちょっとお尋ねいたします。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） ６月のところの資料がようやく整いましたので聞いてみましたら、

６月の実績で47％と、それからこれは季節によって、夏は地元産の野菜がとれますので、そ
んなことで出てるからと、こんなふうに思っているわけですけれど、最終的には冬場のこと
も考えますと、食育推進計画、平成22年度の目標数値の35％ぐらいかなと、こんなふうに栄
養士と話をしてきたところであります。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 食育関係の調査の話がありました。

全体的に保育園とすれば、これに近いようなアンケートというのは実施しておりません。
ただ、食事をとっているか、とっていないか、あるいは食事の内容、起床時間等々のアンケ
ートをとっております。これは毎年やっておりますので、また数値につきましてはお聞きい
ただければというふうに思います。保護者にもお知らせをしておるところであります。
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。

次に、地産地消についてお願いいたします。
質問のところだけ読ませていただきます。
食料自給率はうちの食育推進計画17ページで、平成22年度の使用量ベース35％、目標は
50％としています。保育園については、先日の現地調査で25年７月の実績で61.7％だそうで
す。学校において、最近のデータというのはどんなものがあるか教えてください。簡単な数
字だけでいいです。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） 先ほど、ちょっと勇み足をして済みません。

47％ぐらいが６月であったと、こういうことでございます。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） 本当は、一番ここが重大な２点目の質問なんですけれども、大事

なところだと思うんですけれども、地産地消の取り組みとして、地元産食材使用をさらに拡
大しようとするときの問題点、対忚。文科省でも地産地消、郷土食、行事食を積極的に取り
入れるという、こういう指導をしております。村の実情というのを簡単で結構ですので教え
てください。学校給食でのです。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） 食材でございますが、村の業者であるあじ～なから地元産を優先

ということで納入をしていただいてます。それから、まっくん野菜屋の野菜が出荷される時
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期になりますと、バレイショであるとか、タマネギ、ニンジン等の食材を積極的に納入する
ようにしております。なお、平成24年度からは味工房のみそを使っております。
地元産の食材をさらに拡大したいという考え方を持っているわけですが、冬期間などの年
間を通じて安定した食材の確保や価格面での課題があるのかなと、こんなふうに思うところ
であります。
それから、郷土食でございますが、何が郷土食になるのか、ちょっとこの辺のところの定
義も困るわけですが、具体的に亓平もちであるとか、塩イカの和え物、これは昔からありま
す、それから寒天料理であるとか、しみ豆腐の料理、そんな昔から食べ継がれてた郷土食が
盛り込まれ、提供しております。
行事食のほうでは、七夕であるとか、ハロウィンであるとか、冬至、クリスマス、節分、
ひな祭りなど季節に忚じた行事に、献立に盛り込みをして提供しているところであります。
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。

それでは、次の質問に移らせていただきます。
尐し、何でこの質問をするかというところの前段のほうを尐し飛ばさせていただきまして、
質問事項のところだけお願いいたします。
国民健康保険事業についてでございます。
お盆を前後いたしまして、医療、介護、年金、尐子化対策の社会保障制度改革国民会議の
報道があり、推進法に定めた８月21日の最終期日には、改革の法整備や実施時期を定めた行
程表なるものが閣議決定されております。この国民会議の報告書の内容は、直接国民の社会
保障に大きくかかわることで、大変な改革であることを認識しなければならないと思います。
その報告書の中で、医療分野のサービス提供体制において、国民健康保険の都道府県への
移行が明記されております。この件についてお伺いいたしますが、１点目として、現行の国
保事業について、過去数年の村長答弁の内容を見ますと、厳しい状況という表現をしながら、
保険税の値上げで対処してきております。現在の市町村国保事業についてどんな見解をお持
ちなのか教えてください。赤字と黒字の市町村の数だけでも教えてください。
以上です。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 国保事業についての御質問であります。

申すまでもなく、国保事業というのは、医療保険制度の最後の砦であります。これは守っ
ていかなければならないと、何としても守っていかなければならないと私自身は思っておる
ところであります。国民皆保険制度、これも堅持をしていかなければならないというふうに
思います。
財政的な問題であります。大変厳しい状況が続いておることは、これは事実であります。
黒字か赤字かという、こういう問題であります。23年度の資料しかございません。24年度
はこれからでありますので。申し上げます。黒字決算、県内では36市町村、赤字決算41市町
村であります。上伊那管内では、黒字が４市町村、赤字が４市町村であります。本村は黒字
決算の中に入っております。
これは、算出方法が私もおかしいなと思います。23年度におきましては、7,000万近い赤
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字補塡をしております。24年度も3,000万余の赤字補塡をしております。赤字補塡をしても、
それは黒字の中に入ってくるということで。したがいまして、本村の場合にも、赤字補塡し
なければ完全な赤字であります。そのことだけは申し添えておきます。
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。

今の数字を見ても、非常に厳しいというよりも、もう大体全国的にも破綻している状態じ
ゃないかなというのは、そのような気もするわけですけれども、２点目の質問といたしまし
て、県では市町村国保を広域化・財政安定化支援方針が策定され、準備が着々と進んでいる
ように見受けられるが、国保業務の都道府県移管についてどう思うか、お考えをお聞かせく
ださい。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 現状の国保運営を考えれば、私自身は広域的な運営は望ましいと

思っております。
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。

そこの件につきましてなんですけれども、この支援方針、県の委員会があるようなんです
けれども、この委員会にも広域代表として代表が、どこかの市町村長産だと思うんですけれ
ども、行かれると思うんです。そのときの情報というのは市町村のほうに流れて、その会議
の内容というのは流れてくるわけでしょうか。
議

長（原

悟郎） 清水住民福祉課長。

住民福祉課長（清水 麻男） 御質問の市町村国保財政安定化支援方針の策定なんですけれ
ども、平成21年度に策定いたしまして、これは平成24年度までというものでございまして、
その策定方針については随時、改定を含めて市町村のほうに流れてきます。
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。

次の質問に移らせていただきます。
５月ごろの報道で、国保の保険者を市町村から県に移管したとして、平成22年度の保険料
をもとに都道府県内の平均額を一本化すると仮定した場合の報道がされております。最も影
響を受けるのが離島、山間部などで、１人当たり平均保険料が最大３万9,000円値上げにな
るという、こういう厚労省のほうの試算が出ておりました。
南箕輪村は22年度については、私が勝手に数字を見たところ１万円程度低いのかなという
ふうに読み取れたんですけれども、最新のデータからいうとどんなもんでしょうか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 国保税が統一された場合の御質問であります。

これは、比較が大変難しい面があります。データとして出ているのは、23年度の長野県の
平均額、１人当たりの保険料、調定額で７万1,412円、こういう数字が出ております。当村
の場合が７万6,437円ということでありますので、調定額は5,000円ほど県の平均を上回って
60

おります。ただ、これも介護保険の納付金分が除かれていたりという、こういう面がありま
すので大変難しい面であります。これから、詳細にこの辺はデータとして出していかなけれ
ばならないというふうに思っております。
ただ問題は、この問題、保険者の都道府県の移行という表現がまだ出てきておりませんの
で、移管の内容、これがはっきりするのが来年の年末ごろというふうに予想しております。
保険者の定義をどうするのか、これによってかなり違ってまいりますので、その辺は注視を
してまいりたいなというふうに考えております。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山豊議員。
豊） わかりました。

この新聞報道を見ても、年額４万円あたりのところから10万円以上のところまで、長野県
の場合は非常に格差が激しいという、そんなようなこともありまして、うちの村はたまたま
中間ぐらいに位置しているということでありますので、多分、県で仮にこれが事業主体が県
になったとしても、そんなに大きく変わってこないだろうなと思います。
それに関連してなんですけれども、４点目のほうの質問になります。
広域化の最たる目的というのは健全化であろうと思います。それで、持続可能な安定した
制度にしたいということだと考えますが、村民にとって不利益をこうむるような広域化では
本末転倒でもあろうと思います。
この国民会議の最終報告書は、事業主体が県に変わるが、保険料の徴収は市町村が行い、
保険料率も自治体ごとに異なる現状を容認するということになっております。ここの辺のこ
とについて、村長はどんなふうにお考えでしょうか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 詳細は先ほど申し上げましたように、まだ詰まっていないのが実

態であります。したがいまして、その辺の注視はしていく必要があるというふうに思います。
私は、広域化につきましては、やはり運営から、保険料から、いろいろな部分を全て広域
化することが望ましいという私自身の見解を持っております。その中で、どう格差是正をし
ていくのか、この辺は必要かなと。ただ、今の状況でいきますと、保険税の決定等々につき
ましては市町村というような、そんなお話も確かに出てきておることも事実であります。そ
の辺はなかなか難しい判断になってくるのかな。
本村の場合にはなから中間ぐらいという、こういうことであります。長野県の場合は、本
当に格差が大きいところであります。
先日も、町村会の社会環境部会が開催されました。私もこの社会環境部会の一員でありま
す。しがたいまして、賛成というところから反対というところまで、さまざまな意見が出さ
れました。一番低いようなところは、いや、これは広域化には反対だという、こういう端的
な意見でありました。しかし、全体的な意見とすれば、これからの社会状況や医療費の動向
等々を踏まえれば、広域化をしていくことはやむを得ないんじゃないか、推進をするという
立場で意見統一ができたところでありますので、その辺も申し添えておきたいと思います。
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した。
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後期高齢者医療特別会計というのも広域連合がやっているということになりますと、ここ
と同じような考え方になろうかなという、広域連合なのか、長野県なのか、それはわかりま
せんけれども、そんなようになっていくのだと思うんですけれども、そうなった場合は一般
財源の繰り入れということも考えて、今の状態だったらいかざるを得ないような気もするん
ですけれども、そういうわけにはいかないものですから、そんなところはどんなふうにお考
えになりますか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） そこら辺の制度設計がどうなるかによってでありますので、現段

階ではお答えすることはできないところであります。
ただ、本村の場合には、ここ何年か赤字補塡というのをやってきておりますので、その辺、
保険税の徴収、賦課がどういうふうになってくるのかによってかなり変わってくるのではな
いかなというふうに思います。できるだけ村民負担が生じないような、そういう面は考えて
いく必要が私自身はあるというふうに思っております。しかし、それは医療費との絡みがあ
りますので、その辺の勘案はしていかなければならないというふうに思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ６番、丸山豊議員。

時間が尐ないので端的に。
６

番（丸山

豊） ありがとうございました。

実は、私も同じような気持ちでおるものですから、ぜひ村民の方に迷惑のかからないよう
な、なるべく優しいというか、温かいというか、そんなような施策になっていただければと
そんなふうに思います。
時間もいただきましたので、以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうござ
いました。
議

長（原

悟郎） 以上で６番、丸山議員の質問は終了いたします。

ただいまから50分まで休憩といたします。
休憩 午前１０時３０分
再開 午前１０時５０分
議

長（原

悟郎） 先にお知らせをいたします。

Ｊアラートによる全国一斉情報伝達訓練が本日行われております。11時並びに11時半にサ
イレン並びに放送があると思いますが、御承知をいただきたいと思います。窓を全部閉めて
ありますので御承知ください。
それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
一般質問を続けます。
９番、唐澤由江議員。
９

番（唐澤 由江） ９番唐澤です。一般質問をさせていただきます。
先日、101歳のおじが亡くなりました。ほとんど介護保険を使わず、薬なし、昼には息子

の介護だけで、訪問介護、吸引機の借り入れもつい最近ということで、保険料は天引きされ
ていても在宅のため、税金はほとんど使われていません。村のとってもよいことでした。超
高齢化社会に向け、80歳はひよこ、100歳以上はざらになっていくのではと考えます。
先日の大芝高原まつりが無事過ぎました。議員も３日間参加しました。テントセットの点
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検、準備で、駐車場のライン引き、当日はごみ袋配付、会場管理の一貫です。また、翌日の
片づけで、花火のごみかす拾い、昨年のテニスコートが大変だったので、ことしはかぎを開
けてもらって拾ってみましたが、行けども行けどもかすだらけ、疲れました。しかし、達成
感はありました。来年は、そこだけの動員を願います。
９月定例会、全国的に話題になった給食費の横領事件、ようやく南部小だけでなく宮田小
でもあったということで懲戒免職になり、名前が初めは公表されました。住民から言われた
ことは、教育現場で子供に説明がつくのか、人の金を自分で使って、見つかったからお金を
返せば罪にならないのかと、子供たちは納得できないと思うということでした。悪いことを
してもいいんだなと教えているようなもの。
また、村のいいところをほめなければだめという支援者、村が唯一人口がふえ、１万
5,000人も目前です。この４月から高校生まで医療費無料化、息子の孫は飯山にいて医療費
500円打ち切り。また、教員住宅の水道開栅代1,000円とか、家族がいるのに１人用世帯に入
れられ、孫が湿気のため湿疹だらけ、頼んでようやく世帯用に入れてくれるのが個人持ちの
費用で謝るでもないということで、村のサービスが至れりつくせり、死亡届の一元化がされ、
給食費の個人の2,000円補助、中学部活で吹奏楽器個人負担なし等、数え切れません。
はじめに、一つ目の高齢者交流事業についてお聞きします。
村は生きがいと健康づくりのために、大芝荘で参加費1,000円で食事をしながらの交流事
業、大芝荘招待事業を開催しています。ある日、この事業の前に、アルパ、スペインのハー
プを弾いてくれる人を連れてきたいという声があったので担当に聞いてみましたが、もう決
まっているという返事。平成24年度は対象者1,820名、昭和16年３月30日以前に生まれた方、
72歳以上の方が対象で、平成25年度は同じ対象者なので70歳以上とか、そのうち介護保険認
定者で来られない方、またまだ高齢者ではないといって来ない方が大分いるのではないかと
思われます。元気なお年寄りの方の交流事業、今後も続けますか、村長にお聞きします。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） 高齢者交流事業等々の質問をいただきました。９番、唐澤由江議

員の御質問にお答えいたします。
前段で、村の住民サービスがすばらしいという話がありました。私も村の住民サービスは
充実しているというふうに思っております。ただ、この村の住んでいると、なかなか実態と
してわからないという、こういう面がありますので、その辺は細かくＰＲをしていく必要も
あるのかなと思っております。
高齢者交流事業に対する御質問であります。
ことしで24回目、平成２年に県の補助事業を受けて始めておりますので、24回目を迎えて
おります。対象者、72歳以上の方、1,820人、参加者368名、これは昨年の実績であります。
参加率が20.2％であります。平成23年度からは１歳ずつ引き上げております。したがいまし
て、平成27年度からは完全に75歳以上、後期高齢者の皆さんを対象とすることになるところ
であります。
350人を超える人が参加していただいておりますので、この意義は本当にあるというふう
に私は思っております。村の行政評価委員会からも、事業の必要性について要検討というこ
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とをいただいておりますけれども、負担金も引き上げさせていただきました。そういった面
で、余りお金のかかる事業ではありませんので、続けていくことが必要ではないかと思って
おりますし、何年か前にアンケート調査も行いました、大多数の人が継続を望んでおったと
ころであります。
私は、長野県は世界一の長寿県、長寿国、長寿県であります。そういう中で、健康寿命を
どう延ばしていくか、このことは課題だというふうに思っております。平均寿命は世界一で
ありますけれども、健康寿命はそれに比例していないのが長野県の実態であります。健康寿
命を延ばしてくことを考えていく必要がある、そのためにはいろんなものに参加をしていく
という、こういうことが大切でありますので、その辺のＰＲもさせていただきたいなという
ふうに思っております。したがいまして、継続はしていきたいというふうに思っております。
また、唐澤議員のほうから、こういう人を使ったらどうかというような話も出ました。そ
ういう要望がありましたら、始まる前といいますか、年度当初に御提案をいただければとい
うふうに思っております。
したがいまして、今年度につきましては、これは喫緊の課題となっております交通安全の
推進、それから特殊詐欺、これへの対忚、このことにつきまして交流事業の中で訴えていき
たいと、こんな考え方を持っておりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） ２番についても、早目に言ってくださればということでしたので、

ありがとうございます。
次に移ります。
南部小学校の給食費横領事件の扱いですが、先ほど、今後の防止策について委員長から話
されましたので割愛させていただきます。
２番についてお聞きします。
なぜ、横領が見つかり、金を返還すれば罪に問われないのか。教育委員長さん、一言でお
願いいたします。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 横領関係の御質問でございます。
この事件の記者会見後に、教育委員会に何件かの電話とか、メールがございまして、御意
見をいただきました。その中で、お金さえ返せば罪に問われないのかという御意見もいただ
いております。村といたしまして、村の顧問弁護士とも相談した結果、横領されたお金の回
収を最優先として考えました。それで、被害金額が全額弁済されれば実害がないというよう
なことを考えましたので、また任命権者である県教育委員会において懲戒免職処分が実施さ
れたわけですけれども、そういうような社会的制裁、これも受けたということになりました
ので、刑事告訴は行わないということといたしました。御理解いただければと思います。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） よほどの事情があったようです。２人とも県職員であったのに、

なぜお金に困っていたのかというようなことも話題になったりしました。大幅な材料費が不
足すれば、給食献立も年度末には工夫するのでしょうか、多尐のお金の緩みというか、そう
いったことが考えられたり、それから給食費の入金状況、それから子供たちの出た、出ない
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というか、欠席状況、食べた、食べないというような管理をしっかりやっていただいて、不
正が起きないように予防していっていただきたいと思います。お願いいたします。
次の質問に移らせていただきます。
夏祭りの席上、あるい会社経営者から、何とか補助制度はないのか、補助してくれないか
という相談を受けました。農業の場合、なり手不足の影響か、大分手厚いもので、住民にな
って農業をやってみたいと言えば、150万を５年間、計750万支給され、準備型、経営開始型、
それぞれ100万ほど支給されるといいます。商工業は利子補給制度があるものの、設備投資
もちゅうちょするような景気であり、商工会の指導員の話によると、どこも経営が苦しく、
ただ、いただける助成金へは10倍の倍率で殺到していて、競争率が厳しいと。零細企業には
回らない、単なる加工だけでは難しい、技術開発などの内容が入らないとだめらしいのです。
アベノミクスのため、海外進出を図る企業が多い中で、村で頑張っている企業への支援はな
いのか。国の助成金だけでなく、村独自の支援はないのか、村長におき聞いたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 商工業者に対する補助制度についての御質問であります。

昔はよく、農業は手厚くて、商工業よりもいいなという、こんなお声も聞かれたところで
あります。しかし、現状では全く逆転しております。補助制度につきましては、商工業のほ
うが圧倒的に多い状況でありますし、村が支出している額につきましても、商工業の補助金
のほうがかなり多くなってきております。そういった面を見れば、以前と比べると、かなり
商工業は充実をしてきておる、このことは御理解をいただきたいと思います。
現在、村で行っている商工業者の補助制度につきましては、多種多様な支援を幅広く行っ
ております。まず、企業振興事業補助金であります。新規既存商工業者等が固定資産税を基
準額以上に取得した場合や、償却資産等々、設備投資をした場合には、段階に忚じて補助を
しております。これは多いときは2,000万ほどあったわけであります。今、設備投資は若干
控えられておりますので、1,000万ちょっとであります。また、工場や店舗、事務所など賃
貸した場合は、空き工場等活用事業補助金、この制度もございます。これは本村の独自制度
ということであります。資金調達につきましては、県や村の制度資金があり、本当に優位な
融資制度となっております。特に、本村の制度資金につきましては、保証料の補給金、全額
これは村で負担しております。また、利子分も補助をしております。こういった制度、本当
に有利になっておりますので、そういったものを活用していただければというふうに考えて
おります。また、村の独自の補助金といたしましては、人材育成に対しても補助を出してお
ります。企業が講習会や視察等をした場合、受講費等につきましての補助金を出しておりま
す。また、高齢者や障害者、要事供用した企業に対しては、高齢者等雇用促進奨励金という
のも出しております。さらには、退職共済契約をした企業には、中小企業退職共済掛金補助
金としての掛金の一部を補助しております。また、機械をリースで借りた場合、このリース
代に対しても補助をしております。
したがいまして、本当にありとあらゆる補助制度というのを設けておりますので、それら
を活用していただければというふうに思っておるところであります。しかし、本当に経済状
況、地方では大変厳しい状況となっておりますので、また商工会等ともお話をしながら、ど
うしたらさらに充実していけるのかという、こういったことは考えていきたいというふうに
思います。そんな点はぜひ御理解をお願いいたします。
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以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） この若い経営者の困っている内容について、また商工会の指導員

の皆さん等でまた対忚していただけるようお願いしたいと思います。
その次に、「村の駅、昭和の香り」民間直売所への補助をということですが、民間で宅配
弁当を営業するということで、買い物弱者、高齢者の毎日の食を守るには、家まで届けるこ
とが一番大切。村長、私の質問で、食材宅配をとる低所得の老人世帯に補助したらというよ
うなときに、移動購買者事業へは支援するというお答えをいただきましたが、それよりはよ
り直接的で住民要望にかなっているよい方法と思います。
この若い経営者の方に話を聞いたところ、伊那市の社協からは宅配の仕事を請け負って、
各お宅へ届けているようです。この村の駅というのは、金土日だけの駅ということで、私も
キュウリとナス、そのほかいろいろ買ってきましたけれども、この経営者の方が、きょう来
たまっくんバスを利用したおばあさんが言うには、バス停でおりて、わざわざここまで歩い
て大変だったと、停車するのにこの広い場所に移ればいいなという声もあったとか。
そんなことで補助の実態と実情をお聞きします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 村の駅への質問であります。

塩ノ五地区にできました村の駅は、地元でとれた新鮮な野菜をはじめ、地元産の素材や、
またあわせて海産物等、これらを取り扱う直売所として９月６日オープンをいたしました。
私もオープニングにはお招きを受けたところであります。村にとりましても、この地域にと
りましても、本当にこれはありがたいことであります。商業施設撤退後にそういった施設が
入ってくれたということでありがたいなというふうに思います。
この村の駅につきましては、これは公の施設ではないために、先ほど申し上げましたよう
な助成制度を使っていただければというふうに考えております。直接的な補助というのは、
これはできません。ただ、この施設は、国の支援制度を半額ほど受けておるとお聞きしてお
るところでございます。したがいまして、村の制度、現状の中で補助制度の条件に合えば、
幾らでも補助をさせていただきたいというふうに思っております。
宅配の話も出ました。
これから超高齢化社会の中で買い物弱者、この対策をどうとっていくか、これも行政に与
えられた大きな課題であるというふうに考えております。そういう観点からすれば、宅配業
者に対してどう補助ができるのかという、この辺の検討はまたさせていただきたいというふ
うに思っております。この業者も宅配事業も視野に入れておるという、こういうことであり
ますので、その辺はこれからの検討課題ということでお願いいたします。ただ、買い物弱者
の皆さんに直接的な補助というのは、これはちょっと難しいかなというふうに思っておりま
す。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） 直接的な補助じゃなくて、こういった何か適忚する制度を利用し

ていただければというお話でしたので、それは業者さんが考えるかと思うんですが、あそこ
が空き工場になっていて、それが村の駅というような名前を、ネーミングを考えてやってい
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る直売所へ多くの方が行ければいいなと思って、うれしいなと思った次第です。ありがとう
ございました。
次に、中部保育園の園庭のバラの管理は誰がするのかということについてお聞きいたしま
す。
ローズガーデンを以前から欲しいと思っていたのですが、伊那市のバラのまちフェスタを
見て、にわかに我が家の中庭にスタンダードバラを中心に植えました。本当は、３月に植え
るのが理想でしたが、早く、早くということでバラが植えられ、常に咲いている心地よい空
間が生まれました。知人が、植えただけではいけない、もったいないということで、草取り
や消每等管理をしてくださっています。
先日、中部保育園を訪問する機会があり、中庭のバラが見事でした。20本のバラが植えら
れておりました。特別難しいというわけではないですが、毎日での観察、花がらとりなどが
必要で、葉がコガネムシやダニにやられて枯れることがあり、管理が必要です。バラ空間を
主催した先生の紹介で植えたバラのようなんですが、伊那市の小中学校などで一律料金で市
で予算化されて、バラの管理がされているようです。まだまだ、この村ではバラがなじみで
ありません。余りにも美しく、そしてとげがあります。保育園でもバラは要らないと始めは
言っていたようです。植えさせてくれれば、消每液や肥料さえ買ってくれれば、ただで見る
からというようなことがあったり、お互いにうまくいっていなかったんですが、しかし、今、
この間行ってみて、バラがきれいに整理され、きれいに美しく咲いていて、園長先生も子供
たちもこのバラをしっかり楽しんでおり、情緒的にもいいのではないかというお話でした。
こういったバラも放っておけば、ただ植えればいいというものではなく、草だらけとなり、
枯れる可能性もなきにしもあらず。知人は心配なので、先生のところでバラづくりの勉強を
しているということで、しょっちゅう見に行ってって世話をしていたようです。会議に来た
他の保育士からも、うちの園にも植えてほしいと言っているようなわけです。そうなったら
ば、誰が花の世話をするのでしょうか。ある程度、勉強していないと適切な管理はできませ
ん。時間給プラス内容によっては１本幾らの単価計算で、私も自分ではできないのでしてい
るわけですけれども、バラは存在感があって人気があります。村中がバラで埋まれば、心が
なごみ、穏やかなよい村になるのではないかと思っています。
農地水保全事業で、たまたま大泉花園楽座ということで私が主催となり、大泉地区社協
「日の出会」やＪＡ生活班と一緒になり、原医院の北側のあぜ道、コメリ、サークルＫ西側、
サルビアとニチニチソウが花を咲かせ、また唐松公園の街道沿いにヒャクニチソウも元気な
大きな花を咲かせています。これもバラのように華やかにみんなを喜ばしてくれると信じて
植えました。発展する村が花でいっぱいになることを願ってやみません。
１について、管理委託契約してやってみるということはいかがでしょうか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） バラの経過につきましては、今御指摘のとおりであります。１年

目で大変見事な花が咲きましたし、今も愛好家の会員の皆さんが時々来て管理をしていただ
いてくれております。消每液や材料費など、村で負担をしておるところであります。今後は、
職員や環境整備員で管理していければいいなというふうには思っておりますが、その辺はま
たこの方とも話もしていかなければならないというふうに思います。
保育園というのは、保護者のみでなくて、地域の皆さんからも野菜づくりのお手伝いをい
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ただいたり、花等の提供をいただいたりと、さまざまな御好意の中でやっておるところであ
ります。今後も地域の皆さんに御協力いただきながら、地域ぐるみでお願いをしたいと思っ
ております。
したがいまして、委託契約をしてという、こういうことは今の段階では考えていないとこ
ろであります。もちろん、村中を花で飾るということは、これはすばらしいことであります。
伊那もバラを主にしながら、商店街を飾っております。あれは、商店の皆さんが鉢植えでや
っておるという、こういうことでございますので、そこが違うということでありますし、ロ
ーズガーデンにつきましては、あれは観光の部分ということでやっておるところであります。
バラにつきましては、唐澤議員も始められたようであります。本当に手がかかります。消
每、選定、花がら摘み、あるいは肥料、施肥の部分、本当に手間がかかる花でございます。
そんなことも考えながら、保育園や学校ともそれぞれ特色を出した花壇づくりを行っていけ
ればいいなというふうに思います。バラにつきましては、私もほかの皆さんよりも詳しいと
いうふうに思っておりますので、その点はそんな御理解をいただければというふうに思いま
す。
本当に、放っといたんではこれは育ちません。花が咲きませんので、かなりの労力がかか
るという、このことだけはそのとおりであります。それぞれ工夫しながら、どういった花の
村にしていけるのかという、こういう検討も必要かなという、その必要性は感じております
ので、また総合計画策定の時期も迫ってきております。そういった中で、検討もしていくこ
とも必要ではないかというふうに思っておるところであります。
私も、本当に職員時代、全村公園化というような全協の中でも話がありましたように、そ
んな構想も考えたことがありました。そういった理想的な村になればいいなというふうに思
っております。そのためにはいろんな団体の皆さんのこれは御協力をいただかなければいけ
ない、やっていけないという、こういう実態でありますので、今、村でも農地水保全会等々、
いろんな団体の皆さんが出てまいりましたので、そういった皆さんに期待をしておるところ
であります。そういった団体を村がどう支援をしていけるのか、このことは考えてまいりた
いというふうに思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） バラが枯れないように、適切な管理をお願いしたいと思います。

総合計画の中で、他園や小中学校へも植えていただけるのかどうか、いかがでしょうか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） それは、総合計画全体の計画の中でどう位置づけていくのか、村

のこの景観とあわせて、そういうことも考えていかなければなりませんので、そういった一
つの方策としてどう位置づけることができるのか、その辺はバラだけではなくていろんな花、
こういうことも考えられるというふうに思います。そういった定義の中で検討していければ
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） ありがとうございました。前向きに取り組んでいただけるようお

願いいたします。
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次に、うたごえの輪の活動のアセスメントをということで、きょう、新聞に、由紀さおり
と童謡に親しむ催しということで、伊那の保育園で10月に100万円をもって、由紀さおりさ
んが各園を回って、童謡を歌うという企画を見ました。これは、子育て支援課の意図は、小
さいうちから童謡を聞いて、成人しても故郷を忘れないよう、愛せるような子供を目指して
いくというようなことが載っておりました。歌というのは、とてもよい影響を与えている者
だと思っています。
私も、５年ぐらいはこのうたごえの輪に参加しておりましたけれども、ちょっと今は遠の
いていますが、倉田加代子さんがやっているうたごえの輪、どんなに認知が強くても大声が
出ますし、御飯のときは手が進まなくても、音楽がかかると目がらんらんとしてマイクを持
って歌うこともできますし、知っている歌であれば必ず認知の方も口ずさみます。まさに音
楽療法で、大きな声でも小さな声でも食欲は出て、夜はぐっすり眠ります。倉田さんのお歳
を言ってはいけませんが、若々しいんですが、もうすぐ80歳になられるということです。こ
としで11年目に、うたごえの輪が入って、村民センター、あるいは公民館で月１回のうたご
えの教室を続けられておりまして、これが山村うたごえの輪のそのときの歌集です。ここを
見ますと、月とかウサギとか、十亓夜お月さん、月の砂漠、荒城の月、それから七つの子、
シャボン玉、花火、砂山というように童謡もありますし、文部省唱歌も入っております。こ
れをずっと長年続けておられ、ここ４年間は障害者生きがいセンターができてから支援して
いるようですけれども、毎月第２火曜日うたの喫茶を開いていて、そこの通所者20名ぐらい
と養護老人ホームの方が13人ぐらい、それから認知症のはつらつクラブが加わって40人近い
そうで、歌声で、倉田先生がオルガンを弾くんですけれども、その音もかき消されるぐらい
の大きな歌声となっているようです。こういった活動というのは、なかなか個人でやられて
いるいんですけれども、ずっとしていると。継続は力なりということで、基準６、学術、芸
術、体育、その他文化の向上に顕著な功績があった者というようなことで表彰等、あるいは
支援等を考えていっていただければと思いますが、いかがでしょうか。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） 山村うたごえの輪、十分に私も理解をしているつもりでございま

す。代表者の方、毎回、教育委員会のほうに顔を出して、楽譜をとったり、いろいろそのと
きにやりとりしている言葉も耳に入っているところでございます。また、村文化団体の連絡
協議会の一員でもあります。同じようなものとしてハーモニカのグループもあったり、たく
さんそういう皆さんたちのサークルが公民館活動の中でも行われているところは十分承知し
ております。したがいまして、よくやっているなと、そこまでで切っておきますが、よろし
いでしょうか。
支援のほうですが、文化団体の加入団体でありますので、減免処置２分の１を行ったりし
ながら、あるいはコピーも幾らかとったりというようなことで支援を行っておりますので、
御承知をお願いしたいと思います。
表彰の件ですが、教育委員会のほうでは表彰規則や規定がありませんので、村の表彰規定
や、あるいは規則に該当するようであれば御推薦をいただいて、該当に値するかどうか、そ
ちらのほうで検討させていただきたいと、こんなふうに思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。
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９

番（唐澤 由江） 活動については知っているかということで、知っていると思うん

ですが、ちょっと表彰の関係で村長にお聞きしたと思ったんですが、ちょっと教育委員長と
いうことで、答弁者の求める方を間違えてしまいましたので、村長、心の中に刻んでおいて
いただいて、よき計らいをお願いしたいと思います。お互いの信頼関係のもとによろしくお
願いいたします。
次に移らせていただきます。
防災訓練から考えること。
９月１日、防災訓練が行われ、避難者の登録が行われ、テントによる防災本部ができ、ま
たはファミリールームもお目見えし、ようやくプライバシーについて考えられるようになっ
たかなという機運を感じました。やはり、災害時は人命第一であり、避難勧告が出ても、家
は安全だからといって避難しないのはどうかと思います。
環境省からの５月11日の通達で、ペットを持ち込むことができるよう方針を決めたといい
ます。拒まれることなく受け入れられるようにしていくことも大事ですが、アレルギーへの
配慮、嫌いな人への配慮、泣き声、ふんの後始末、ペットといることで安心できる飼い主だ
けの問題ではない、感染症などの問題等、配慮すべき点が多々あるのではないかと思いまし
た。なぜ、訓練時に各区を通じてペットの扱いだけを住民に聞いたのかお聞きします。それ
から、ペットの扱いについて、その手段があるのかどうか。
また、ＡＥＤにかぎがかかっている場合、非常時はどうしていくのか。各公民館にＡＥＤ
設置が必要ではないかと思いますが、お考えをお聞きします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 防災訓練の中で、何点か御質問いただきました。

まず、この防災訓練、避難等々につきましては、やはり命を守ること、これを最優先に考
えていかなければならないところであります。
ペットの扱いでございます。なぜ住民に防災訓練で聞いたのかということでありますけれ
ども、これもこの議会の中で２人の議員から御質問をいただきまして、その中のお答えとし
て、ペットの問題につきましては自主防災会で検討していただきましたが、大変難しい問題
でありますので再度検討していただくという、そういう答弁を申し上げました。せっかくの
機会でありますので、そういった機会を捉えてペットの扱いをどうしていくのかという、こ
のことを問いかけたところであります。
しかし、この問題は本当に難しい問題であります。ペットというのは、今家族の一員にも
なっておるようであります。私はペットを飼っておりませんので、飼っている人に聞くと、
それは本当に家族の一員だと。ただ、避難所へのペットの持ち込みという、この部分につき
ましては賛否両論といいますか、いろんな難しい問題もあります。環境省の通達の話もあり
ました。したがいまして、どう場所を確保するのか、どういった管理ができるのか、この辺
は十分検討していく必要があります。
私も北殿地区の防災訓練、１泊泊まり、ちょっと参加をさせていただきましたけれども、
この問題が話し合われておりましたけれども結論は出ません、やはり。いろんな御意見があ
りました。これは本当に難しいことだなというふうに思います。したがいまして、避難所の
中で飼うことができるのかどうか、その辺を含めて、これはまださらに検討を詰めていく、
こんなことが必要だというふうに思っております。
70

ＡＥＤの問題の質問が出されました。
ＡＥＤにつきましては、現在は役場、村民センター、保育園などの公共施設、あるいは村
内の企業においても数多く設置されております。以前に、設置場所の一覧を全戸に配付をさ
せていただいたところであります。これは村報と一緒であります。また、各区におきまして
も、公民館、消防屯所などに設置している区もあります。公共施設等では昼間、人のいる時
間帯には持ち出しが可能となりますけれども、夜間等は各室の防犯上の問題もあり、またＡ
ＥＤというのはこれは本当に高価な機械でありますので、遭難防止のために各施設、開けて
おくというわけにはまいりませんので、施錠をしているのが実態でございます。
したがいまして、消防団にも検討をいただいたところでありますし、各区にも検討をいた
だいたところであります。区にもお願いをいたしましたら、一つの区では工夫をしながら、
公民館には施錠をしてありますけれども、非常時にはＡＥＤが取り出せるような方法で設置
をしていただいている区もあります。そういった取り出し方法を周知しているところであり
ます。こんな事例を紹介しながら、また区や消防団に投げかけはしていきたいというふうに
思います。
ＡＥＤの設置というのは必要なことでありますので、できれば各区の公民館に１台ぐらい
は配備できればという考え方は持っております。しかし、置く場所の問題がネックになって
おる、このこともそのとおりであります。消防屯所を含めて検討していく必要があろうかな
というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。ただ、昼間だとか、各区の行事だ
とか、そういう面につきましては貸し出し用のＡＥＤというのもありますので、御利用いた
だければというふうに思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） ペットを飼っている、猫の７匹飼っている友達に聞いたら、私は

災害時はもう避難所へ連れていけないので、車の中に一緒にいるとか、何かそのようなこと
を言っていました。今後、その扱いをちょっとやっぱり考えていっていただければと思いま
す。
それから、次に移ります。
要援護者の防災マップづくりということで、自主防災と各区と一緒になっているところで、
自主防災のないというか、独立していない区の場合のマップづくりの支援を行政がしていた
だけるかどうかお聞きします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 村の認識としては、自主防災は全区に設置されておるという、こ

ういう認識でおるところであります。ただ、区長イコール自主防災会の会長という区もあり
ますので、その辺は区の独自性にお任せをしておるところであります。
現在の作成状況を申し上げます。４地区が作成済みで、４地区が作成中、残りの４地区が
未着手と、ちょうど３分の１ずつとなっております。未着手の自主防災につきましては、村
でも支援をしてまいります。そういった機運が高まるようにお願いをしたいというふうに思
っておるところであります。
防災アドバイザーの設置も行いましたので、その皆さんに協力をいただきながら、マップ
づくりを前に進めてまいりたいというふうに考えております。既に、この防災訓練前から、
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防災アドバイザーが地区自主防災会と協力しながら、マップの作成に向けて動き始めた区も
あります。南原区、北原区であります。そういった区もありますので、村のほうへ御相談い
ただければ、そういった支援もさせていただきたいと思っております。全区でこの支え合い
マップができることを願っておりますし、そうできるように村も支援をしてまいります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） ありがとうございます。じゃあ、その作業について、担当課の指

導をお願いいたします。
次に、生ごみ処理機の関係ですが、南箕輪小学校は１日80キロの生ごみが出るということ
で、昔は業者に委託し、清掃センターへ運搬委託して焼却されていました。その後、豆腐の
おからとまぜ、堆肥にするというので、ずっとその会社へ運んでもらっておりました。平成
22年度にヨロズヤの機具を南信美装で２基購入し、200万掛ける２基ということで、土の中
へ埋めて微生物で分解するという、いわゆるコンポスト型の深さ180センチのものが徐々に
すき間が埋まっていくはずなのに、下がっていかないということで処理することができず、
４月から運搬し、投入し、今回も運搬料の補正が上げられております。
先日、中部保育園で生ごみ処理機を見学し、水分解処理消滅型で、１日に30キロ、事業費
が141万7,500円で、水とＣＯ２に分解し、処理水を下水道に排水していくということで、バ
イオの補充とか、水道代等のほかの必要なお金が要るということでありました。余裕がある
ので、今後、北部保育園も入れていきたいというようなことでした。この型式をはじめ、学
校でも南箕輪小学校へ導入しようと検討していたが、下水道に流す許可が得られなかったと
いうことで、こういったコンポスト型にしたという話。また、南部小へ今年度入れるのもこ
れにしようとしたが、おがくずをまぜる方式を視野に入れているという。西部保育園では、
堆肥型の処理などで煙害もあったり、使用できにくい、量もそんなに要らないというような
ことで、担当によって機種が違ったり、生活環境係を通じて、息の長い持続可能な循環型の
管理ができるようなものを設置していってほしいと思います。
役場には、予約なく、お構いなしの営業マンが来ます。口車に乗せられない、毅然とした
職員態度が大切ではないかと思います。
１、南箕輪小学校の今後の方法と、それから今後の連携で有効なものを選定したらどうか
ということについてお聞きします。
議

長（原

教育次長（田中

悟郎） 田中次長。
聡） 南小の今後をどうするかということですが、学校給食センターで

発生する生ごみの処理につきましては、平成23年６月から、バクテリアによる生ごみ分解す
る自然還元方式の生ごみ処理機を２基設置しまして、処理を始めました。しかし、１年後に
はほぼ満杯の状態となり、夏休み期間中も含めまして２カ月ほど使用休止としました。その
後、現在に至るまでに２回ほど休止するなど、生ごみの処理状況については思わしくない状
況にあります。
今後の対忚ですが、生ごみ処理設備販売代理店の担当者に現場を見てもらって、検証をし
てもらっていますので、その結果により最終的に判断をしたいと考えておりますが、当面、
村内に、木材チップにバイオ菌をまぜたものを生ごみと攪拌して、１日１トンぐらいの生ご
みを処理できる堆肥化リサイクルを行っている事業所がありますので、そこに処理を委託し
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てたいと思います。また、既存の生ごみ処理設備についても、併用して使用したいと考えて
おります。なお、生ごみの運搬費用はかかりますが、処理費は無料ということになります。
以上です。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 各課の連携等について。征矢教育長。
鑑） 各公共施設ばらばらの機械が入っているということでの御質問と

解釈をしておりますが、保育園、学校等、それぞれの施設によって生ごみの量等に違いがあ
ります。統一された設備を導入することがいいことかどうか、一概には言えないところがご
ざいます。また、堆肥化する設備についてもさまざまな種類があり、年々新しい機会も開発
されております。どれがベストなのかは、その時々によって変わってくるというのが現状で
あります。環境に優しく、一番費用対効果がある方法というのを住民福祉課、生活環境係が
取りまとめ役になって、それぞれの施設担当者と連携する体制を構築し、その施設にあった
有効な方法を選定していただくよう検討を重ね始めたところでございますので、しばらく様
子を見ていただければありがたいと、こんなふうに思います。
以上。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） 今までは、尐なからず各課に担当に任せていた面があるかと思い

ますが、私もごみの担当をしたことがありまして、やっぱり伊那市の給食センターの生ごみ
処理機がほとんど動いていない、失敗であったというような話も聞いていますので、しっか
りと熟慮しながら機種を選定して、ありとあらゆる方法を考えながら、よいものを導入して
いただきたいと思います。
以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。
議

長（原

悟郎） これで、９番、唐澤由江議員の質問は終わります。

午後の都合がございますので、本日は特に午後１時15分から再開いたしますので御承知お
きください。それまで休憩いたします。
休憩 午前１１時４０分
再開 午後 １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。
３番、山﨑文直議員。
３

番（山﨑 文直） ３番、山﨑文直です。

私は、４項目について一般質問を行いたいと思います。
最初に、９月１日、村内でも総合防災訓練が各地で行われました。私も地区のスタッフの
一員として参加したわけでありますが、去年の反省の中でもありましたが、マンネリ化しな
いように、いろんな想定をする中で訓練を重ねていくことが大事だというころで、尐しずつ
新しい訓練方法を取り入れて実施をしてきたところであります。
それにしても、先日のオリンピックの招致プレゼンテーションの中で、安倍首相が福島は
コントロールされているという発言をされて、私にはあの発言は非常に驚いたところであり
ます。多くの人もそう感じた方もいるのではないでしょうか。何か慌てて国が関与していく
という、そういう対忚にも見えたところでありますが、やっぱりこういう災害の問題だとか、
そういう部分につきましても、長期的な視野に立って、計画的にことを進めていくというこ
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とが大事なんじゃないかなということを考えたところであります。そういう部分の気持ちも
含めて、一つ目の質問に行きたいと思います。
村内の主要道路の歩道の設置計画と維持管理についてということであります。最初に、村
内の主要道路、これは国道、県道、それから村道の中でも比較的規模の大きい道路と幾つか
あります。そういったところを見るときに、かなり歩道につきまして設置、整備をされてき
ているところもありますが、残念ながら途中で途切れているという箇所が見受けられます。
車の通る道路は続けども、歩道については途中でとまってしまうという、非常に残念な部分
が時々あります。アクセス道路や153号線、いわゆる春日街道、それから広域農道、県道吹
上線、村道では北殿から大泉に上っていく路線や153号線から大芝に上っていく路線等につ
いては、歩道が整備をされてきています。非常に、歩道が整備されている部分だけを見ると
美しく、非常に機能的だなということを覚えますが、残念ながら国道361についてはまだ歩
道がないと、こういうことで、やはりこれからの生活、行政を執行していく中でも、歩道と
いうものをもう尐し重点的に、計画的に整備をしていくことが大事ではないかというふうに
思います。
そういった観点から、①の質問として、まず国道や県道の村道でない道路、これに対して
の歩道の設置状況とその部分について、村としてはこの計画に対してどのような観点でいる
のかということをまず質問したいと思います。よろしくお願いします。
議

長（原

悟郎） 山﨑議員、①、②、③は一括質問をしてください。

３番、山﨑文直議員。
３

番（山﨑 文直） ①、②は一緒でいいですか。③は村道ということですが、一緒で

回答していただければ、それで結構です。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ３番、山﨑文直議員の質問にお答えを申し上げます。

国・県道を含めた村内の歩道関係の御質問であります。
理想的なことを言えば、将来的な問題として、理想な村づくりからすれば歩道の設置は必
要であると、そういう認識は持っておりますが、なかなか進んでいかないのが実態としてあ
るわけであります。多額な費用と用地といろんな状況がありますので、その辺は理想的な村
づくりと乖離している面もあるところであります。
最初の国道や県道の歩道の設置状況と計画は村に示されているのかという御質問でありま
す。
国・県道の歩道につきましては、基本的に国や県から示されるという、こういう面という
のは非常に尐ないわけであります。村からの要望に対して国・県が設置をしていくという、
こういう事例が多いわけであります。現時点では、歩道計画のあるところは、今改良もして
おります県道吹上北殿線、国道153号線の交差点、これは本格的な歩道設置をこれからして
まいります。それ以外では、計画に上っているところはないところであります。しかし、村
の要望といたしましては、これは前々からこの議会の一般質問の中にも出ておりますけれど
も、国道361号住宅地域内の歩道設置、この必要性も感じておりますので、これは毎年要望
しております。ただ、なかなか設置に至らないのが現実であります。また、そのほかでも、
国道、県道で歩道の途切れているところもあります。153号線の部分にしても途切れている
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ところがあるわけであります。そういったところにつきましては、毎年要望もしております
し、現地調査も建設事務所と一緒にしておるところであります。本村の国・県道につきまし
ては、全て県管理でありますので、伊那建設事務所が管理をしておるところであります。そ
んなことで、要望は強めてまいりますので、時間がかかりますけれども必要なところから設
置はなされていっている、そういう努力は村としてもしてまいります。
それから、どのような手順というような御質問でありますけれども、今申し上げましたよ
うに村から上げていくという、このことが一番多いわけでありますし、基本となっておると
ころであります。ただ、村から上げる際にも、この用地の確保ができるのかどうか、こうい
った面も大事になってくるわけでありますし、そういった協力が前提となってまいります。
過去に要望した箇所につきましても、地権者との協議がうまくいかずに断念をしておるとい
うところもあるわけであります。そんな点は、これからも努力をしてまいります。ただ、１
番の問題は予算があります。県の予算、なかなか厳しいところがありまして、十分な予算確
保ができないという、こういう悩みもあるところであります。これからも要望活動を強めて
まいります。
村道の歩道の状況、計画であります。
村道の歩道は、村全体では総延長で約11キロ、歩道が設置をしてあります。主として、今
御指摘のありましたように、主要な１級及び２級村道、広域農道に設置をしておるところで
あります。しかし、全線に歩道があるというのはごくわずかであります。広域農道にしまし
ても、全線にあるという状況ではありませんし、村道６号線、大芝に続く道にしても全線に
あるという状況には至っていないところであります。現在、歩道の計画は、県営事業で広域
農道の大萱信号機南側から伊那技術専門校までの間に設置する事業を今実施しておるところ
であります。これにつきましては、確実に実施をしてまいります。平成26年、27年、これに
は完成をするという、こういう計画で進んでおるところであります。それ以外の歩道の設置、
村道につきましては、今計画は持っていないところであります。しかし、必要性としまして
は中込線の歩道の設置、このころも前々から話題となってきておるところであります。そん
なところも検討をしていく必要があるというふうに考えておるところであります。
また、同時に、いろんな場面で申し上げますけれども、来年度からは尐し道路部分に力を
入れていきたいなという、こんな思いもありますので、その辺はまた今後の中で検討をさせ
ていただきます。
通学道路等々についても、歩道の設置ができればいいわけでありますけれども、通学道路
は幅員が狭いという、こういうこともありますので、歩道の設置というのはなかなか難しい、
不可能な状況に近いということであります。代替といたしましてグリーンベルト、これを延
ばしていきたいと、これは計画的にやってまいります。全学校、グリーンベルトでつながる
ような、そういった今計画を立てて、事業を実施し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。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） ハードな事業ですから、やっぱり予算というものが立ちはだかる

原因にもなると思いますが、計画的に、特に吹上線なんかを見ていると、北殿と大泉の宅地
化が進んで、もう境がもうじきわからなくなるくらいですが、その部分については歩道が既
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にできている。そういうのでいくと、非常に宅地化された後も、いろんな意味で便利だなと
いうふうに思ったところであります。これから、宅地化をされていくと思われる場所につい
ても、調査等を通じながらリストアップして、地道な努力になると思いますけれども進めて
いっていただきたいなというふうに思います。
（２）の質問に移ります。
各地にあります歩道でありますけれども、秋から冬、春先にかけては雑草等がありません
ので、非常に機能的な部分が見えますけれども、ちょうど今のころ、夏から秋にかけては、
歩道の付近に雑草等が伸びて、歩道が２メートル近くあるところでも人一人が歩くのが精い
っぱいというようなところも多々見受けられます。そういうのを見たときに、こういうこと
は何とかならんのかと私も思ってきたところであります。村としても多分そういう気持ちは
あると思うんですが、その中で、隣に耕作地があって、気持ちのある方は、自分の水田の草
を刈るときに歩道や車道に出た雑草を刈るという人も多くありますけれども、中には、そこ
は村道だよと、私のところではないということで、自分のところは刈るけれどもそういうと
ころの公共の部分についてはもう手を出さないということで、尐し残念な気持ちのするよう
な場所もあります。そういうところで、やっぱりこれから歩道が、道路が整備されていきま
すから、その部分をみんなで守っていくと、こういうことが大事じゃないかというふうに思
います。
そういう点で、質問でありますけれども、これも①、②、③、一緒で結構でありますけれ
ども、国道や県道の歩道はとりあえず建設事務所がされているということになると思います
が、この辺のところの整備状況は十分なのか。村道の部分についても村で全部、役場の職員
がやるということは到底無理ではないかというふうに思っています、そういう点で、③に書
いておきましたけれども、現在でも各地区で雑草を刈ったり、中にはボランティアのグルー
プの皆さんが自主的に草刈り等をされている部分もありますが、それに全部依存していてい
いのかということになると、これはそういうわけにはいかないというふうに思います。これ
は、歩道ができたり、そういう部分のときに、各地区代表の方やボランティアのグループの
皆さんと話をしながら、ここの部分は誰が維持をしていくのかという部分、草刈りとか、そ
ういう部分について話し合いをしながら、多尐の委託料を出しても、管理する区域を明確に
していきながら、みんなで村の緑を守っていくと、景観を守っていくと、こういうことを進
めていく必要があるのではないかというふうに思いますので、この辺についての見解をお伺
いしたいというふうに思います。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ２点目の歩道の管理の問題であります。

御指摘のとおり、国道や県道につきましては伊那建設事務所の管理となっております。村
との協定は特別ないところでありますけれども、なかなか手が入っていないというのが実態
であります。お願いはしております。
村道の関係でありますけれども、村道の歩道につきましては、シルバー人材センターへの
委託、早急な対忚を要する場合には建設水道課の職員が草刈りを実施しております。しかし、
この草刈りにつきましても、何回もしなくてはならないという、そんな状況でありますので、
十分でないという、こういう認識は持っておるところであります。また、景観上、問題も出
てきておる、また通行に支障を来すという、こんなことを感じておるところであります。
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基本的なことを申し上げたいというふうに思います。基本的には、できるだけ自先の皆さ
んの御協力をお願いしたいと思っております。この辺は、既に御協力もいただいておる面も
ありますけれども、さらに共助の力に頼らざるを得ないというふうに考えております。歩道
のみならず、車道周辺の民有地の草刈りや樹木の手入れがまだなされずに、通行に危険な箇
所もあるわけであります。この辺につきましては、今後、村としても何らかの対忚をしてい
かなければならないだろうなというふうに考えております。その辺は、そんなことで御理解
もいただきたいというふうに思います。
先ほど申し上げましたが、道路というのは公共のものであります。農地に面する道路や水
路、これにつきましてはさきの耕作者の皆さんに御協力をお願いしていきたい。また、区の
一斉清掃の折にもお願いをしていきたいというふうに思っておるところであります。また、
村でも、国・県道などでアダプト制度によって環境美化の活動をしている団体が３団体とな
ってまいりました。この皆さんにも大変お世話になっておるところであります。アダプト制
度につきましては、保険の加入だとか、清掃用具などの提供が行われておるところでありま
す。
このように、できる限り住民や区やボランティアグループの皆さんが手を入れていただけ
ればというふうに思いますけれども、そうは言ってもなかなか行き届かないというのが現実
であります。そういった面を含めまして、村でももう尐し積極的に管理をしていく必要性と
いうのは感じております。予算増額というのも、これも考えていかなければということで、
来年度その辺も取り組んでいければというふうに思います。
また、村道のアダプト制度、このことにも取り組んでいく必要があろうかと思っておりま
す。この辺は担当課に指示をしたところであります。せんだって、県道のアダプト協定をし
ている団体と対話集会をさせていただきました。月に１回、春日街道の草取り、草刈り等々
を実施しております。したがいまして、その地区の歩道は本当にきれいであります。それを
過ぎると、雑草が生えているという、こういう状況であります。各地域にそういった団体が
できれば、なおありがたいなというふうに思います。そういったことをつくる部分、これも
行政が支援していかなければならないだろうなということは感じたところであります。この
団体はごく尐人数であります。６人で始めて、月に１回行い、その後は必ず懇親を深めてお
るというような、そんな状況の話でありまして。したがいまして、こういったアダプト制度
ができるだけ各地域に広がるような努力を行政としてやってまいりたいと、そういったこと
が村内全域に広がっていけばいいなというふうに思います。
また、前々から申し上げておりますけれども、農地水保全会、これも村内で４地区が立ち
上がってまいりました。こういった皆さんにも御協力をいただきながら、本当に美しい景観
づくりをしていければ理想でありますし、先ほどの質問にも出ておりましたけれども、村内
を花で埋まるような、そんな活動が理想であります。時間がかかると思いますけれども、よ
り理想的な村づくりのために、いろんな知恵を出していただきたい、村でも出してまいりま
すのでよろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） 今、村長の答弁にありました共助の精神ということで、まさしく

そのとおりだと思います。ただ、住宅地から離れたようなところは広い分野が残ってしまう
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部分もありますので、共助に対して、ボランティアのグループやなんかの存在も広報等いろ
んなところで紹介をしながら、ほかのボランティアのグループが興ってくるという、そうい
う機運をいろんなところで工夫しながら盛り上げていっていただきたいなというふうに思い
ます。よろしくお願いしたいと思います。
２項目目の質問に移ります。
緑と豊かな農地を守るために、まっくんファームに強力な支援をということであります。
農業耕作者の高齢化によって、近年、今まで耕作を委託していたんですけれども、その受
託をしていた経営者が高齢化になってきて、これ以上農地を借りて耕作ができないというこ
とで返ってきてしまったと。しかしながら、返ってこられても、自分のところはそもそも高
齢化で耕作ができなかった部分でありますので、自分の土地でありながら返ってくるのが困
ってしまう、こういうような話を近年あちらこちらで聞くようになりました。その受け皿と
して発足しました農業法人のまっくんファーム、このまっくんファームの目的の中にも、生
産部という部署をつくって、そういうところで直接農地の維持管理もするというようなこと
も乗っております。非常にこの時期に合った目的が乗っているなということでいます。
私が担当する水利組合の区域でも、ことしから、まっくんファームがいきなり1.5ヘクタ
ールの農地を受託して管理をしていく。来年はさらにふえるというようなことで、こういっ
た状況、この近年の間に急激にそういう状況が出てくるんではないかなというふうに思いま
す。ＴＰＰの話もありますけれども、これがもしもっと進めば、村中が荒廃農地でいってし
まうんではないかというような、私も危惧をするところであります。
そういった受け皿として、まっくんファームが組織をされていることだと、これはすばら
しいことだなというふうに思っていますが、ただ、そのまっくんファーム自体も、運営する
人たちが毎年一つ一つ歳をとっていくわけでありますから、先日もコンバインの入魂式に行
きまして、組合長さんが、まっくんファームのオペレーターの皆さん、30代が７人、あと四、
亓十代以降の人で約数十人のオペレーターの方が登録されているという話をされました。30
代が７人もいるということはすばらしいことだなというふうに思いながら、逆に見ますと、
じゃあ20代はいないんだなということで、受け皿となるまっくんファームでさえ、そういう
これから高齢化になっていく。そうしたときに、村の農地を守っていくには、やっぱり根本
的なところから対策をとっていかなければいけないんだろうなと、こういう思いであります。
そんな点で①の質問でありますけれども、南箕輪村の緑、景観行政団体の計画も進んでい
ますけれども、景観を守るという、そういう意味でも、村で唯一の組合法人まっくんファー
ムが、今の臨時の方じゃなくて、常時若い人たちが３人ぐらいは雇用できて、常々の農作業
も直接維持管理ができるような、そういう部分に村としても強力な支援体制を組んでいくこ
とが必要ではないかというふうに思うわけでありまして、若者が雇用できるということは雇
用政策の一環にもなります。そういう点で、ぜひこれからも強力な財政支援をしていくとい
うことを提案したいというふうに思いますが、村長の考えをお聞かせ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） ２点目のまっくんファームの支援の問題であります。
御承知のとおり、まっくんファームにつきましては、平成25年当初で農家数579人という

大規模な農業法人となっております。当初はコンバインの共同作業、このことを主としなが
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ら始めたところであります。コンバインのオペレーターにつきましては、46名の方がおられ
るというふうにお聞きしておるところでございます。
一方、御指摘のありましたように、自分では耕作できないので、まっくんファームにつく
っていただきたいという、管理をしてほしいという、こういう方がふえてきております。農
地利用集積事業として賃貸借権設定を行って、直接管理もしておるところであります。まっ
くんファームができました当初は、平成23年度は３筆のみでありましたが、平成24年度には
30筆と増加しており、今後も要望がかなり多くなってくるというふうに予想しておるところ
であります。事実、私のところへも、農地を管理し切れないので何とかしてほしいという、
そういう御要望もいただいておるところであります。つくっていただいていた人から返って
きてしまうという、こういうことが近年、本当に多くなってきております。個人的なことを
申し上げて申しわけありませんけれども、私のところもことしで返ってきてしまいます。さ
て、どうしようかなという悩みもあるところであります。
また、まっくんファームは、そのほかにも水稲育苗センターの運営も実施しておるところ
であります。自主的に村の農業の最大の担い手、本当になってきたなというふうに感謝をし
ておりますし、もう一つは、一つの組織でありますので、効率化も非常によいわけでありま
す。そういった取り組みもできるのではないかなというふうに考えております。
今、本当に高齢化社会となってきておりますし、農業の担い手をどうしていくのか、この
ことが大きな課題となってきております。村の農地をどう守っていくか、これは行政として
もしっかり考えていかなければなりません。重要な課題であります。また、農業というのは、
農業耕作のみならず、農業の持つ多面的な機能、このことも重要視をしていかなければなら
ないところであります。景観の保全だとか、災害の防止だとか、そういった大きな機能を持
っておりますので、行政としても何らかの対忚をしていく必要はあるというふうに考えてお
ります。
したがいまして、直接経営する農地の状況等々を把握しながら、まっくんファームの体制
強化、体制の構築、このことをやっていく必要があるかなというふうに感じておるところで
あります。やっていかなければならないと思っております。この辺は、またまっくんファー
ムと検討していきたいというふうに思います。余りむこうへいかない将来的には、今、山﨑
議員のような提案というのが必要となってくるというふうに私自身も考えておるところであ
ります。
農地を守る、農業をするという、農業につきましては受けても利益が上がらないというの
が現状では実態でそうなっております。土地利用型農業では、収益が上がりません。したが
いまして、まっくんファームで雇用をして農業経営をやっていくには、その赤字補塡をどう
するのか、この辺をしっかり議論していかなければならないというふうに思います。
先ほども申し上げましたけれども、農地を守っていく、農業の持つ多面的な機能、こうい
うことを考えれば、行政がしっかりと支援していく必要があると私自身はそう思っておりま
すので、また議会の皆さんとその辺の議論もさせていただきたい。それには、まずまっくん
ファームの体制をどう強化していくことができるのかという、この辺はまっくんファームと
も議論をしていきたいというふうに思っております。その辺は御指摘のとおりでありますの
で、よろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。
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３

番（山﨑 文直） 前向きな発言をいただいて安心したところでありますが、いずれ

というような言葉でしたが、予想以上に進むんじゃないかと、できるだけ早目に対策をとっ
ていくことが必要ではないかというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
３番目の項目に移ります。
大芝高原道の駅構想にビジターセンターをということで、前回の一般質問で、私も道の駅
の質問をしたところであります。回答の中で村長から、大芝高原そのものを道の駅に登録で
きないか検討していくと、こういうことでありました。その後の産業課を通じての村の回答
の中では、道の駅登録には付近の道路情報を提供する施設も必要だということでありました。
確かに、自分のところの場所だけの中だけを案内するということじゃ、道の駅の本来の目的
にはならないかというふうに思います。当然、付近の道路、観光地等も含めた情報を提供す
る部分が必要だなと。ただ、現状の大芝高原を見ると、広域農道からいろんな施設があるの
が250メートルとか、そういう形で中へ入ったところであります。道路を走っている人から
見るとどうしてもわかりづらい、こういうマイナスの要素と言えばそういうことになるかと
思いますので、一つの提案として道路状況を提供する施設とあわせて、大芝高原内のいろん
な施設、さらには南箕輪の村内のいろんな直売所だとか、道路、駅の状況、付近の施設のイ
ベント、そんなようなものも兹ね合わせて案内ができるような、周辺の観光案内を兹ねた遠
来者の皆さんへの案内所ということで、よく言うビジターセンターというのを入り口付近に
設置して、道の駅部分も兹ねてしていけば、さらに関心が深まり、存在もＰＲできるんでは
ないかというふうに思いますので、一つの提案でありますけれども、①のことに対して回答
があればお聞きしたいと思います。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 大芝高原道の駅構想にビジターセンターをという御質問でござい

ます。
道の駅構想につきましては、先にも御質問いただいたところであります。いろんな条件が
ありまして、なかなかすぐには難しいという、こういうお話をさせていただきました。
ビジターセンターでありますけれども、将来的な面から言えば、それは理想的であるとい
うふうには考えております。しかし、今、早急にということになれば、これはなかなか難し
い問題であります。私自身、入り口にビジターセンターの設置、このことにつきましては大
芝高原全体のいろんな面から考えていかなければならないというふうに思っております。自
然保護をどうしていくのか、この辺、それから設置には費用がかかりますし、当然、つくれ
ば人を置かなければなりませんので常時の人件費の負担、多額な費用もかかってくるところ
であります。今、村の最大の課題は何かという、このこともあわせて考えていかなければな
らないところであります。当面は人口増にどう対忚していくのか、施設不足を解消していか
なければなりません。そちらのほうを優先させて進めていく必要があるというふうに思って
おります。
また、大芝高原内の整備につきましても、新たに施設をつくるということではなくて、既
存の施設もかなり老朽化している施設も出てまいりました。そういった施設改修を先にすべ
きであるというふうに私は思っておるところであります。したがいまして、そういう改修が
終わり、次の段階としてビジターセンター等々の設置というのは考えていくべきかなという
ふうに思います。将来的な課題として捉えさせていただきたいと思います。
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大芝高原の利活用をどうしていくかという、このことも村政に課せられた大きな課題であ
りますけれども、当面は私自身、大芝の山は守っていきたい、自然保護という、こういう観
点に立っております。したがいまして、あの山林の中に大きな施設をつくるとか、そういう
ことはしたくないというのが私の考え方でございます。あの自然を守りながら、どう今ある
施設の利活用を図っていくかという、この点に力点、重点を置いてまいりたい。それと同時
に、集客というのも必要であります。このことも考えていく必要がありますので、そういっ
たことを加味しながら、将来的な検討課題とさせていただければというふうに思います。現
状では、今の大芝高原、村民の健康といやしの憩いの場という、こういう位置づけをしてお
ります。広域的な高原になってまいりましたので、多くの人が訪れていただいておるところ
であります。この辺の集客というのも現状の中で努力していきたいというふうに思いますの
で、そんな点はぜひ、そんな捉え方で御理解を願えればというふうに思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） 大芝の山林内にいろんな施設はこれ以上できない、つくるのは困

難だという部分については承知をしておりますので、入り口の付近という、私は書き方をし
てみましたけれども、その辺のところも考えの中に入れながら、今後の検討材料にしていっ
ていただきたいなというふうに思います。
４番目の項目に移ります。
ふるさと大使が誕生して１年ということで、同僚議員の方から、この同じ質問がありまし
たので、私は②のこれから先、この大使を現在４人の方をふやす、増員をしていくという考
えがあるのかどうか、これが近い将来なのか、将来的とか、そういう部分、活動の内容を広
めるとか、こんなようなことが構想としてあるかどうか、この辺をお聞きしたいと思います。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ふるさと大使の質問でございます。

きょうも５番議員さんから質問をいただきました。ふるさと大使全体の考え方につきまし
ては、５番議員の御質問にお答えしたとおりでございます。
ただ、ことしの大芝高原まつりでさまざまな懇談をさせていただきまして、本当に勉強、
私どもも考えなければならん、勉強になったところであります。生かせるものはこれからも
生かしていきたいなと、そういう思いでいるところであります。
大使をふやすことができるのかどうか、構想はあるのかという御質問であります。
大使の数は、できればふやしていくことが理想であるというふうに思っております。ただ、
大使を委嘱する際にも、議会にもお願いしたり、村民の皆さんにもお願いしたりして紹介も
いただいたところでありますけれども、なかなか上がってこないというのが実態でございま
す。昨年も１人の方にふるさと大使のお話をさせていただきましたが、どうにもなりません
でした。この方はかなり有名な方でありますので、そんな努力もしているところであります。
したがいまして、これからも村報等によりまして情報提供を呼びかけ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。
そういったことができれば、さらに村のＰＲや村に対しての御意見、御提言もいただける
のじゃないかなというふうに思っておるところであります。ことしの懇談会の中におきまし
ても、いろんな意見をいただきました。その中で、友好都市提携だとか、姉妹都市提携だと
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か、災害協定だとか、そこら辺の話もいただいたところであります。私もその辺のところは
必要だなというふうに感じておるところであります。そういった皆さんを確保しながら、話
が進めばいいなと、こんな思いもし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。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） いずれにしても、息の長いおつき合いをしていくということを先

ほども村長は答弁されていました。まさしくそのとおりだと思います。将来を見詰めながら、
増員をすべきときはしていくというようなことも前向きに考えながら進めていっていただき
たいなというふうに思います。
これをもちまして、私の質問を終えたいと思います。ありがとうございました。
議

長（原

悟郎） これで、３番、山﨑文直議員の質問は終わります。

続きまして、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。

７月の参院選では、国民の多くが政治の安定を求めました。その結果、ねじれを解消して、
最優先で経済の再生と被災地の復興を加速させることができました。特に、日本経済の景気
回復を国民は一番望んでいることであります。その期待に忚えるように、山積する課題の優
先順位を間違えないように、しっかりと取り組んでいっていただくことを望みます。
また、2020年のオリンピック開催が東京に決まりましたことは、大変、大変喜ばしいこと
です。しかし、東京だけに集中しないように、地方への振り分けもしっかりとお願いしたい
と願います。
最初に、安心して暮らすために、先日、９月１日に行われた防災訓練について伺います。
北殿地区と北原地区の２地区は31日から泊まりで行われましたが、村一斉に行われた防災
訓練、避難訓練の中で、いろいろな課題が出されたと思います。昨年改正された災害対策基
本法の中でも、避難の概念の明確化、被災者支援の充実、減災等の理念の明確化と多様な主
体による防災意識の向上などが示されていますが、訓練への取り組みと訓練の課題をお伺い
したいと思います。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） １番、百瀬輝和議員の御質問にお答えをいたします。

安心して暮らせる村にするために、６項目の質問をいただいております。
まず、避難訓練での今後の課題はという御質問であります。
訓練を終えたばかりでありますので、現在、各地区の自主防災会、また庁内におきまして
も各課で反省課題をまとめていただいておるところであります。反省課題がまとまりました
ら、自主防災組織連絡協議会等で検証し、情報を共有しながら、今後の必要な施策につなげ
ていきたいと考えております。したがいまして、今回の防災訓練では、１泊による避難訓練
所の訓練、また通常の避難訓練等を実施しておりますので、さまざまな御意見、御指摘があ
るものと思っております。取りまとめ次第、次の段階へ進んでまいりますので、その点はぜ
ひ御理解をお願いしたいと思います。
ことし初めて１泊の訓練をいたしました。避難所運営につきましては、前々から私も申し
上げておりますけれども、各地区の自主防災会にお願いしているところであります。今回、
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避難訓練で、自主防災会での運営訓練というのは、本村にとりましては初めてであります。
したがいまして、自主防災会の役員の皆さんがどのように行動できるのか、また順次整備を
進めてまいりました備品等の確認など、実践を通じて初動体制の確認を行うことを目的とし
ておりましたので、必ずしも災害基本対策基本法の中で示されておりますガイドライン等に
沿っておらなかった、若干目的が異なっておりました。その点はぜひ御理解をお願いいたし
ます。
私は、常々申し上げておりますけれども、防災訓練というのは常に行いながら、課題を次
の訓練に生かしていく、このことをしていかないとなかなか前に進んでいかない、充実して
いかないという、そういうことでございますので、その辺の課題をまとめまして、また議会
へも報告をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
私も北殿地区の１泊訓練に参加させていただきました。自主防の役員の皆さんからは、役
員の割り当て分担というのももう尐し明確にしておく必要があるのかなというような御意見
も出されておりました。自主防としてのマニュアル化の必要も感じたところであります。ま
た、私自身が感じたことは、照明器具の充実だとか、夏でありましたので、これが寒いとき
だったら暖房器具もこれは本当に必要かなという、これは前々からそんなことは思っており
ました。そういった課題もかなり数多くあるのではないかと私も感じたところであります。
しかし、一気にというわけにはまいりませんので、一歩一歩、進めてまいりますので、その
辺のところは御理解をお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） 毎年同じ質問をと思われる方もおられるかもしれませんが、東日

本大震災から２年半が過ぎて、地域の災害への対忚力をしっかりとつけていくことが大切だ
と考えているからです。災害は地震だけではなく、先日の竜巻の被害や豪雤の被害など、ど
んな災害が襲ってくるかわかりません。想定外の事態です。そのことをなくす取り組みが重
要だと考えるからです。全てを想定内で考えることは、費用や技術面で非常に困難で、現実
的ではありません。被害を軽減していく減災への考え方や、災害が起こってからの適忚力を
強化する取り組み、耐災、災害を耐える、の取り組みが重要なのです。ハード面、ソフト面、
両方の取り組みになります。それを訓練するのが年に１度の防災訓練ではないかと考えます
ので、しっかりとした取り組みの姿勢をお願いしたいと思います。
今回、宿泊体験をされた方のお話も伺いました。夜眠れなかったということです。避難所
の備品に、いびき防止グッズなんかも加える必要があるのかなということで、検討をお願い
したいと思います。
ハード面のことをお伺いします。
各避難所までの避難経路の危険箇所等の問題等があると思います。例えば、私の住んでい
る久保の線路東の地域などは、久保第一踏切と旧国道を渡らないと第一避難所に行けません。
歩いていける方はいいですが、緊急車両などで避難したいという場合、踏切が普通車が通れ
ない現状なんです。また、地域によっては、道路際に危険なブロック塀があったり、耐震性
のない建物があったりする箇所もあると思います。各地区からの吸い上げが、これから大事
になってくると思います。
村では、地区要望として地域の問題箇所を吸い上げていますが、道路、水路などについて
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は地区で４カ所ぐらいが限定されているみたいです。確かに、地区要望はよいシステムだと
は思いますが、地区から上がってこなければやらないことになってしまいます。きょう、傍
聴に来られている地区の区長さんたちが一番よく知っているんだと思いますので、担当部署
はしっかりと区長さんの話を聞いて、実行に移していっていただきたいと思います。
住宅地が多く建つ地域は、急速に地域環境が大きく変わっています。その中で、久保の線
路東は、踏切が大きな問題になっていると思います。軽自動車しか通れないのです。区内で
通れるルートが箕輪境にしかないのです。私も、ＪＲ東海と警察の交通課に聞いてみました。
踏切の幅員の決め方について聞いたところ、道路管理者と協議して決めたと回答をいただき
ました。ＪＲ東海では、道路管理者が目的、計画概要、費用を申請すれば、個別に協議する
という回答をいただきました。警察交通課は、普通車が通れる幅員がとれれば、標識を外し
てくれるそうです。緊急時だけの問題ではなく、学校、保育園の通学路にもなっています。
通学路の冬場の雪かきのトラクターも今では通れません。そのことを村長はどう考えるかお
伺いしたいと思いますが。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 避難経路等の改善整備計画等々につきましての御質問でございま

す。
大規模災害時につきましては、直接公民館の指定された避難所へ避難する地区や、あるい
は班や組単位で一時避難所に避難し、そこから地区で決められた避難場所に避難するという、
こういった地区によって避難の方法というのはさまざまでございますし、またさらなる大規
模災害となりますと、これは体育館や学校等々が避難所になってまいります。さまざまなこ
とを考えていかなければならないところであります。
村では地震だけではなくて、天竜川浸水区域だとか、土砂災害災害特別警戒区域等の危険
箇所につきましては、村の防災マップ等を通じて広報しておるところであります。身近な危
険箇所等々につきましては、地域で住民支え合いマップ、記録として残しておくことが必要
かなと、そんな思いでおります。自主防災会にまた充実強化をお願いしていきますし、村で
も必要な支援をしてまいります。
地区計画と道路との問題、ＪＲとの問題等々いただきました。
村では、本当に何十年も前から、地区計画という制度で村政の運営を行ってきているとこ
ろであります。これは本当に本村独特の制度であります。したがいまして、本当にいい制度
だなというふうには考えておるところであります。毎年のことでありますけれども、各地区
が平等、公平に整備されていくことが望ましいわけでありますので、区長の皆さんにお願い
して地区要望を取りまとめていただいておるところであります。
道水路舗装事業、今、議員が御指摘のとおり、４カ所させていただいているところであり
ます。これは数年前からそうさせていただいたところであります。この理由につきましては、
工事箇所を多くしても、予算との関連でなかなか事業実施ができないという、こういう実態
があったわけであります。したがいまして、要望箇所だけが項目として残っていってしまう
というような、そんな状況でありましたので、何年か前から、この現在の方法をとらせてい
ただいておるところであります。
基本的には、この地区計画、来年度あたりから尐し予算をふやしたいなと、こんな思いを
しているところであります。この辺につきましては、財政フレーム、財政の健全化をにらみ
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ながらやっていきたいというふうに考えております。したがいまして、地域の危険箇所やそ
ういった道路等につきましては、地区計画として御要望いただければというふうに思います。
その中で、村計画にするのが望ましい事業につきましては、村計画として実施をしてまいり
ます。そんなことはぜひお願いしたいと思います。
ＪＲの踏切の件が出ました。この問題につきましては、過去にも何人の議員さんからも同
様の質問をいただいておりますが、ＪＲ側の対忚はこれはかなり厳しい、このことはそのと
おりであります。本村では久保地区のＪＲの踏切の件、これは本当に狭いということで村も
承知しております。と同時に、神子柴の河段地区につきましても緊急車両も入れないという、
こういう状況であります。そんなところから、この御子柴の踏切改良につきましては、何回
も何回も話をしてきておるところでございます。数年前には、ＪＲと専門的なコンサルと協
議をしながら、希望が持てるのかなというようなところまでまいりました。しかし、やはり
最後はできませんでした。その折にも、金銭的な問題等々につきましては、村が負担するか
らぜひ拡幅してほしいという、このことも申し上げたところでありますけれども、断念をせ
ざるを得なかったところであります。ＪＲの踏切を拡幅する場合には、どこかの踏切を削除
してほしいという、このことがＪＲ側の見解であります。今、議員が申されたように、協議
には忚じていただけます。しかし、実際問題といたしまして、それが可能になるということ
はなかなか困難でありますので、これからも協議はしてまいりますけれども、ぜひ議員も政
治活動の一環としてお願いしたいというふうに思っておるところであります。
この問題というのは、本村のみの問題ではありません。多くの市町村がこの問題で悩みを
抱えておりますので、近々、飯田線の活性化協議会、期成同盟会ができる予定であります。
そんな折にも問題を提起していきたいなという考え方は持っております。
ＪＲ東海とは、リニア問題でかなり意見交換もなされておるところであります。その折に
も、私はリニアの問題、これは必要でありますけれども、踏切問題を何とかしていただけな
いかという話を公式の席上の中で行いましたけれども、できないということで片づけられて
しまいました。これは、ほかの市町村長の皆さんも啞然としたところでございます。したが
いまして、この辺は粘り強くやっていく必要があるのかなというふうに思いますので、そん
な点は御理解をいただきたいなというふうに思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） 私も、ＪＲの関係はかなり困難だということは伺っております。

ただ、尐しでもできることなら働きかけをお願いしたいと思います。また、ＪＲ側は、やは
り車の脱輪事故をかなり起こらないようにということが念頭にあるみたいで、脱輪事故がか
なり踏切で起きているという事態にも触れているみたいです。
今の言った第一踏切、軽しか通れないんですが、今現在、普通車も通ろうと思えば通れる
状態でありまして、多くの普通車がやはり便利なものですからそこを通っているという現状
で、警察もそれを把握しているんですが、多尐多目に見ているという部分もあるそうですの
で、危険がないような形でお願いしていきたいと思います。
各地域で、安全を確保するための公園だとか、やはり消火栅なんかも地区要望になってき
ていますが、これもやはり地区ではなかなか難しい問題になってきていると思います。村全
体としての計画を立てていく必要があると考えますが、その点は村長いかがでしょうか。
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議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 消火栅、公園の御質問をいただきました。

消火栅につきましても地区要望として上げていただくという、これは地域の皆さんが一番
実態を承知しておりますので、御希望のところには極力つけるようにしておるところであり
ます。現在、村内、消火栅381基ございます。防火水槽につきましても100基を超える防火水
槽があるところであります。本村の場合は、住宅がふえてきておりますので、必要な箇所は
必然的に多くなってきております。そういった面は、ぜひ、村も把握をしてきますけれども、
地区計画で上げていただければというふうに考えております。
公園につきましても同様の考え方を持っておるところであります。公園につきましては、
地域の皆さんに管理をしていただかなければならないという実態もあるわけでありますので、
その辺を踏まえて地区計画で上げていただければというふうに考えておるところでございま
す。ただ、これは、さきの全員協議会の中でも、あるいは予算決算審査の中でも若干お話を
申し上げましたけれども、やはりこれからの景観形成をいろいろ考えていきますと、この公
園の設置、児童公園の設置というのは私は必要になってくるというふうに考えておるところ
であります。しかし、今の村の負担金や設置要綱では、これはなかなか難しいなという、地
区でそれだけお金を払い切れないという、こういう状況もあるわけでありますので、この辺
につきましては実現できるようなことを考えていかなければならないというふうに私自身も
思っておりますので、それは尐し時間をいただきたいなというふうに思います。多くの近く
に公園や児童公園があって、子供が伸び伸びと遊べるような場所、そういったことも必要で
あります。しかし、管理はやはり区でしていただかなければ、地元でしていただかなければ
ならないという、こういう実態もありますので、その辺は各区とまた協議もさせていただき
ますし、まずはどういった改正ができるのか、負担金、分担金、そういったものの改正がで
きるのかという、この辺はこれからの検討となりますので、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） しっかりとお願いしたいと思います。

次に、都市計画道路について伺います。
災害時には、避難も含めてライフラインになる道路の計画に、村では昭和53年１月に都市
計画道路の計画がされております。今から35年前の計画ですが、これら実行されていくので
しょうか。また、計画で線引きされた部分は、いろいろな制約があると聞いていますが、今
後の計画等について村長に伺いたいと思います。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 都市計画道路でございます。

御指摘のように、昭和53年１月に長野県で計画決定されたところであります。村内の計画
道路３万5,710メートルあります。改良済みが5,242メートルでありますので、整備率は
14.67％、低い整備率となっております。計画から35年がたっておりますが、なかなか進捗
していかないというのが実態であります。こういった状況は、各市町村でも起きております
ので、県からも見直しを行うよう指導があるところであります。村では、３カ年の実施計画
の中で見直し作業に着手をしてまいります。都市計画概要等々につきましては行為の制限
等々ありますので、また見直す場合につきましても住民の皆さんの御意見をお聞きしてまい
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りたいというふうに思います。３カ年実施計画の中で見直しに着手をしてまいります。この
ことを申し上げて、答弁とさせていただきます。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） 35年前の計画でかなり制限された方もおられるそうなので、よろ

しくお願いしたいと思います。
次に、ソフト面について伺います。
昨年、防災訓練で取り組んだ被災者支援システムのことについてですが、今回の運用につ
いてお伺いします。被災者支援システムには、避難所、１泊で開始された２地区がありまし
たので、避難所関連システムを運用されたのか、また支え合いマップができている４地区な
んかでは、要支援者支援システムなんかを運用されたかどうかということを伺いたいと思い
ます。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 被災者支援システムであります。

今回の避難訓練等々につきましては、若干目的を異にしておりましたので、そういったシ
ステムを使用はしませんでした。そんなことはそんな御理解でお願いしたいと思います。
１泊訓練をしたところ等々につきましてでありますけれども、現在のこのネットワークで
ありますけれども、これは公民館とつながっていないというのが実態であります。スタンド
アローンで運用しておるという、こういうことであります。この辺が悩みとなっておるのは
実態でございます。この辺につきましては、今、無線によるネットワークの構築というのを
検討しておるところであります。ただ、これを全ての公民館、あるいは村体等々と構築して
いくためには、多額な費用がかかってまいります。この辺の国庫補助の状況等々を見きわめ
て今おるところであります。国の補助事業に該当すれば、こういったことも必要かなという
ふうに思っておるところであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） やはり、災害はいつ起こるかわからないものですから、１日も早

い対忚をお願いしたいと思います。
次に、ハード面にまたなりますが、昨年の６月の定例議会の中の一般質問でお伺いした非
構造部材の耐震化促進について伺います。
そのときの答弁では、計画的に取り組むとのことでした。対忚については、小中学校の体
育館の天五部分でも定期点検で改善を求められている、村３カ年計画に上げて、早期に改善
を図るというものでした。非構造部材は、東日本大震災で落下事故が相次いだことから、建
物本体の耐震化がされていても、つり天五や照明器具などの落下防止が必要であると確認さ
れました。国でも、公共の建物の点検、実施を進めています。特に、公立学校の関係は、文
部科学省は落下防止対策の手引きを公表しています。手引きでは、点検を実施し、天五撤去
を中心とした対策を要請しています。また、照明器具、音響設備、バスケットゴール、ガラ
ス窓なども含まれます。公立学校の落下防止対策には、地方の負担が13.3％で済む交付金制
度も今回できたそうです。活用して、早く進めることを考えませんか。
これ、ちょっと済みません。通告には村長のみになっていたんですが、議長、もしよけれ
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ば教育委員長にも伺いたいんですがお願いします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 公共施設の非構造部材の耐震化計画であります。

今年度の予算で、役場庁舎、村民センター、学校等の公共施設につきましては、専門家に
よる非構造部材の耐震調査費を計上しているところであります。また、ことしの防災訓練の
災害対策本部訓練としては、職員が公共施設内におけるオフィス家具等のレイアウト等のチ
ェックもさせていただきました。あらゆるところで、そういったことを行っておるところで
あります。
したがいまして、これらの調査の結果を踏まえまして、公共建物の非構造部材等の耐震化
につきましては、ことし調査を行っておりますので、来年度から必要な部分につきまして予
算化して、工事を実施してまいります。その折には、今言われました交付金制度の活用をと
いう話でありますので、できるものは活用していきたいなという思いでやってまいりますの
でお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 百瀬議員から御質問がありました耐震化のことについては、教
育次長のほうからお答えいたします。よろしくお願いいたします。
議

長（原

教育次長（田中

悟郎） 田中教育次長。
聡） 小中学校施設の非構造部材の耐震調査につきましては、先ほど村

長も申しましたように、本年度、点検調査を行うように進めております。小中学校の体育館
につきましては、児童生徒の学習、生活の場であり、地域の避難所となる施設でありますの
で、より安全性を確保するために、来年度、体育館の天五等の落下防止対策工事を行う予定
です。
工事に当たっては、学校施設環境改善交付金、防災機能強化事業の国庫補助金及び地方交
付税算定の際、基準財政需要額に元利償還金の80％が算入される有利な地方債がありまして、
実質的には先ほど百瀬議員もおっしゃったとおり、地方負担が13.3％で済む財政措置があり
ますので、活用して事業実施をしたいと考えております。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） 文部科学省でも、平成27年までに学校関係は完了する目標で、地

方の負担のない交付金を考えているらしいので、取り組みをよろしくお願いしたいと思いま
す。
次は、済みません、私の住んでいる区内で実際に起こった事例ですが、私の住んでいると
ころは、平成６年に村の開発公社が個人住宅用に分譲販売された地域です。その住宅地の中
に、突然、住宅を壊して、賃貸アパートを建てる工事が始まったのです。工事を始める前の
２日ぐらい前ですか、近所４軒ほどにチラシを入れて、工事が始まりますということで工事
が始まりました。近隣、組内の方はほとんど知らない状態で、その賃貸アパートが建てられ
るということがそのチラシを見た方から聞いて知ったわけなんですが、そこに賃貸アパート
を建てること自体は法律違反ではありませんが、工事車両の搬入路や騒音、ほこり、工事車
両の駐車場など、工事のときの計画もありますし、完成後のアパートの入居した後の入居者
の指導方法もどうなっているかわからない状態で始まったのが事実です。災害時の入居者へ
の対忚が一番大事になってくるんだと思いますが、村として、そういうことがこれからどこ
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でも起きてくることが予想されます。管理者とか、大家の義務として、事前に近隣との打ち
合わせ、協議の義務づけのルールづくりが必要だろうと考えますが、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） 百瀬議員の近くのアパートの件であります。

災害時には、御指摘のとおり、本当にふだんからの地域、隣近所のきずな、つながりが重
要であります。しかし、近年は、地域によっては隣にいても顔がわからないという、こうい
うコミュニケーションの希薄化が進んできております。地域のきずなというのは極めて大切
なことでありますけれども、実践となると、これはなかなか難しいなという、これが率直な
思いであります。自主防としても、南殿区や北田畑地区では、組の未加入者も取り入れた地
区もあります。自主防災を切り口としながら、そういった対忚もしてきておるところであり
ますけれども、区の行事や保育園や学校など、いろんな場面を通じながら、つながりが深ま
っていけばいいなというふうに考えておるところであります。
御指摘のアパートの問題でありますけれども、これは個人の権利関係等あります。理想と
すれば、建築確認ができたときにそういう話ができれば一番いいわけでありますけれども、
本村の場合は数多くの建築確認が出されてまいります。これは県に上げるという、こういう
面でございます。そういったことで、以前にもいろんな観点から、そういった管理条例的な
ものはできないだろうかなという、こういう検討を行った経過もございます。しかし、なか
なか難しいという、これはつくっても強制力はない条例となってしまいますので難しいとい
う、こういうことで断念をしたところでございます。今、空き家等の問題も、非常に防犯上
だとか、災害上問題となってきておるところでございます。この辺を含めて、尐し考えてい
く必要があるのかなという、こういう思いでおりますので、その点はそんな御理解もいただ
きたいなというふうに思います。
この建築確認の面につきましても、今、個人情報保護法というのがありまして、なかなか
難しい面もあるわけでございます。この辺もネックになっているのかなというふうに思いま
すけれども、できるだけそういった機会を捉えてお願いをしていく、これ以外に手がござい
ませんので、そんなことは強化をしていきたいというふうに思います。
また、今、法案としての動きでありますけれども、空き家対策等の増加を受けまして、防
災や治安確保の対策を図るために、新たな対策法案をつくる方針が固まっております。早け
れば、この臨時国会に提出する見込みであると報道されたところであります。それらの状況
を見ながら、また村でも検討していき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） 百瀬議員、時間が尐なくなっています。簡潔に。

１番、百瀬輝和議員。
１

番（百瀬 輝和） ちょっと、急ぎます。

済みません、どこでもこれは起こり得ると思うんです。業者の説明会が、ちょっと私は出
られなかったんですが、６日の日にありまして、そのときに10項目ぐらい質問を書いたもの
を組長さんにして、回答をいただいたんですが、建てる前に、やはり村に相談したそうです。
建てる建築主さんから業者に話があったときに、村のほうにこういうものを建てたいですが
ということで相談をしたら、いいですよという答えをいただいて進めていますというような
回答もいただきましたので、ぜひとも軽く受け流すのじゃなくて、やはり一番迷惑をこうむ
るのは地域であったり、組であったり、隣近所が一番迷惑をこうむるわけです。そういう中
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で、やはり条例化できれば一番いいんですが、災害のときに一番困ってくるのが組長さんだ
ったり、区長さんだと思いますので、個人情報保護法の絡みがありますが、災害時のみの条
件で組長、区長への報告義務を課すとか、そういう義務づけをする必要がやはりあるんじゃ
ないかなと思います。また、近隣よりの苦情は必ず役場へ来るはずです。そうすれば、役場
の職員が、それにいちいち対忚しなければいけないという事態になります。ですから、それ
をなくすための対策を打っていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思いま
す。
次に、済みません、急ぎます。小中学校の熱中症対策について伺います。
年々、夏の暑さは最高気温を更新し、上がっております。そのために、熱中症になる人の
数もふえているのが実態です。そこで、小中学校の熱中症対策について、どんなことを行っ
ているかお伺いしたいと思います。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 熱中所にかかった児童生徒等につきましては、現在のところ、
南箕輪小学校の児童で軽い熱中症の疑いがあったという児童が２人おりました。しかし、そ
れ以外はおりません。しかし、来年度以降のことを考えると、しっかりとした対策を考えて
いかなければならないなというふうに思っております。
もう一つは何でしたか。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） 行っていること、熱中症対策で行っていることです。

議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 対策ですね。
小学校児童は、家庭より水筒を持参しております。登下校時はもとより、校外授業のとき
にも水筒の水で水分補給を行うようにしております。校内においても、適時、水分補給をで
きるよう促し、声かけをしているところでございます。保健室にはエアコンが設置されてお
りますので、体調のすぐれない児童は早目に保健室に行かせるような対忚をとっております。
なお、中学校におきましては、保健便りで熱中症についての記載をし、呼びかけておりま
すし、担任や部活動の顧問が症状や対忚についての指導を行っております。そういうことで、
自己管理ができる力を育てておりますし、また梅雤明けから９月中旪ごろまで水筒の持参を
認めております。暑さによる体調不良者等につきましては、中学校では涼しい保健室で休ま
せるなどの対忚をしております。
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） 熱中症対策、水筒を持参というのを僕も中学、小学校を回らせて

いただいて、校長先生に話を伺ってきました。その中で、自由に飲んでいいんですよという
お話を伺いましたが、ある保護者の方から、実は学校では飲めないんですよというお話を伺
って、ちょっとこの件も取り上げたんですが、やはり保護者の方とか、子供たちはちょっと
認識が違っちゃっているのかなと思います。行き帰りの通学路では飲んでいいんだという考
えで、学校では飲んじゃいけないんだと。飲んでいた子がいて、その子に対して飲んじゃい
けない、飲んじゃいけないというような、いじめまで行かなかったみたいですが、そんなよ
うな茶化しみたいなこともあったみたいなんで、基本的には自由で、授業中には飲んじゃい
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けないというようなルールのもとで、熱中症対策のために飲んでいいんですよという、保護
者にも子供たちにも徹底をしていただければと思います。
それと、昨年、各教室に扇風機をつけていただいたと思いますが、普通教室に設置された
と思います。これは特別教室にはついていないとお伺いしたんですが、特別教室には扇風機
はつける計画なのかどうなのか、その点をお伺いしたいと思います。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 昨年、扇風機は各教室、それにつけさせていただきました。こ
としは暑かったために、非常に助かったということをお聞きしております。特別教室につき
ましては今後検討していきたいと、そのように考えております。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） 特別教室につきましては、今、昼休みに確認をさせていただきま

したが、南箕輪小学校にも冷房機がついておりますので、コンピューター室のほうについて
おりますので、ほかの特別教室で必要があれば今後検討していきたいと思います。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） やはり、特別教室も子供たちが授業を受ける場だと思いますので、

よろしくお願いしたいと思います。
それと、何か職員室もかなり扇風機がなかったりするみたいですので、そこら辺のところ
もしっかりと対忚をお願いできればと思います。
それと、学校職員への熱中症にかかったときの対忚の指導会なんかをどう取り組んでいる
かお伺いしたいんですが、わかりますかね、よろしくお願いします。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） 当然のことながら、養護教諭がおります。校長のほうからも指示

が出ておりまして、この熱中症対策については養護教諭を中心に、そして担任のほうにも行
き渡るような形での指導を行っておりますので、つけ加えておきます。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） 熱中症にかかったときは、本当に軽く考えがちなんですが、非常

に内臓にダメージを受けて、入院しなければいけないぐらいの事態になります。そこら辺は、
しっかりと間違えないように対忚をお願いしたいと思います。
次に行きたいと思います。
他県ではこの熱中症、校庭で休み時間に遊んで、戻ってきて、教室で熱中症にかかったと
いう事例がありました。それで、ミスト扇風機なんかの設置を考えられないかどうかお伺い
したいと思います。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） ミスト機につきましては、現在のところ計画がありませんが、こ

れからの学校の様子を見ながら検討を図っていきたいと、こんなふうに思っております。よ
ろしくお願いします。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） これは、水のタンクをしょって移動式のものはそんなに高くなく

て買えると思います。また、ミストを出さなければ扇風機としても使えますので、体育館な
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んかでは非常に有効なんだろうなと思います。一つ前向きに検討をお願いしたいと思います。
次に、村民にわかりやすい周知のことで、ごみ袋の購入チケットの年度末の回収事業のこ
とをお伺いします。
これはちょっと調べましたら、大変申しわけないです、上伊那の広域連合の環境衛生課の
事業で取り組んでいることなんですが、村としてもこの事業にかかわって取り組んでいると
思いますので、村の取り組みについて質問したいと思います。
この取り組みは、平成21年度より始まった取り組みですが、皆さん御存じのようにチケッ
トの有効期間は１年です。毎年２月、３月になると、チケットを無駄にしてはもったいない
ということで、どうせ必要だからとごみ袋の販売量がふえる傾向にあるそうです。それを何
とかしたい。ごみ袋が多くあると、どうしてもごみを多く出してしまうという傾向になりが
ちなんですが、それを何とかしたいということで、このごみ袋のチケットの回収事業を始め
たということをお伺いしました。
これは、私も余剰チケットの回収だけなんだなと思ってましたら、学校児童の児童会とか、
ＰＴＡ活動に利用されるというころで、学校ではＰＴＡ用と児童用でこんなチラシが配られ
ているみたいです。このチケットを組内の衛生係の方が回収したり、役場の入り口に回収ボ
ックスが設けられているんですが、ほとんどこれを知らないと思うんです。このチケットを
回収して、このチケットが１枚10円になって、各学校の児童会の活動だとか、ＰＴＡの活動
に使われるということみたいです。ことしの村報の２月号にお知らせのところで、この余剰
ごみチケット回収ということで住民福祉課が出しているんですが、生活係が出しているんで
すが、この内容ではこのチケットがどう使われるかってよくわからないんです。その点、こ
の周知の仕方をもう尐し考えてできないかということをお伺いします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 御指摘をいただきましたとおりであるというふうに思います。

ごみの減量化の意識の向上等々によりまして、余剰チケット回収をさせていただいており
ます。これは小学校の授業としてやっております。ただ、本村の場合には、衛生部を通じま
してお願いしているところであります。そんなことで、広報等につきましては、もう尐し親
切丁寧な広報が必要かなというふうに思いますので、次回からはそんなふうにさせていただ
きたいと思っております。学校の奨励金という、こういうことに使われていきますので、で
きるだけ協力をお願いできればということであります。
村では、今申し上げましたように主体は小学校でありますけれども、小学生のいない家庭
もおりますし、本村の場合にはさまざまな需要がありまして、学校でなかなか主体的に取り
組めないという状況がありますので、その辺は御理解を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） よろしくお願いしたいと思います。これは周知されたら、もうち

ょっとチケットの枚数が集まるんじゃないかなと思いますのでよろしくお願いします。
それと、本当に毎月広報みなみみのわ、すばらしい内容で出てきているんですが、やはり
今も言ったように、お知らせの欄が文字ばっかりでなかなか読みづらい、わかりづらいとい
う面がありますので、多尐なりとも全体的に工夫をしていただいて、村民がわかりやすく変
えていく努力が大切なんだろうなと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。担当
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職員の方は、大変忙しい中で取り組んでいて大変だとは思いますが、一つ要望として聞いて
いただけたらと思います。
村では、来週にかけて敬老会が各地で開催されます。先輩たちの皆様に敬意を込めて、済
みません、ちょっと詩がありましたので紹介したいと思います。
明治、大正、昭和、平成と生き、90歳から詩を書き始め、ことし１月101歳で亡くなった
柴田トヨさんの詩です。「人生はいつだってこれから。何を始めるにも遅過ぎることはない。
元気が出てきます。私ね、人から優しさをもらったら、心に貯金しておくの。さみしくなっ
たときは、それを引き出して元気になる。あなたも今から積んでおきなさい。年金よりいい
わよ。」
以上、質問を終わらせていただきます。
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。

ただいまから３時10分まで休憩します。
休憩 午後 ２時４９分
再開 午後 ３時１０分
議

長（原

悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。
４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） 議席番号４番、小坂泰夫です。

私からは、今回、自分の実体験や現在行っている活動などを披瀝しながら、村民と一緒に
考える機会、質問となれば幸いだと思ってさせていただきます。
まず、はじめに、１番の項目、介護中のカードより、支援中、あるいは介助中といったカ
ードというか、言葉が普及すべきではないかという質問をいたします。
村の福祉の窓口でも、このように介護中という、これは静岡県が全国的に最初に始めた介
護中というマークだそうで、それで特にはこうやって介護をする方が、目的は認知症の方を
介護する方が、認知症の方がはた目から見てわかりにくいと、介護をしている方が例えば女
性を男性がトイレに連れていくとか、男性が女性用の買い物をするとか、そういったときに
誤解されにくいように介護中だよとわかるように静岡県がつくって、これが今、厚労省とか
でも全国的に進めて、うちの村の福祉の窓口でも登録すればもらえる、そういうマークにな
っております。
ここで、私ごとなんですけれど、ここ２年のうちに妻と母が亡くなりまして、そこの介助
を行ってきた際、また現在、障害者の支援をさせていただいているところで、やはり目に見
えにくい介助が必要な場合に介護中というカード、これは例えば障害者の分野でも、介護中
でこういったカードを使って支援者が支援している場面が多いんですけれど、現在、全国的
には介護中がほとんどでして、ただ介護という言葉が、これは認知症の方を助けるためでこ
れで始まったわけですけれど、実際には現在若い病人の方や、また障害者、いろんな方がお
られる中で、介護中という言葉だけじゃなくて、例えば支援中とか、私は支援中と自分で勝
手につくり直して、こうやってかけたりしていますけれど、支援中とか、介助中、そういっ
た言葉の考え方も必要ではないかということで、これは村単独の事業でありませんけれども、
村長に御理解、コメントをいただきたいなと思って質問いたします。
以上です。
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議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ４番、小坂泰夫議員の御質問にお答えを申し上げます。

介護中、支援中、介助中というようなお話がありました。介護マークというのは、今議員
御指摘のとおりであります。介護する方が介護中であることを周囲に理解をしていただくた
め、静岡県で考案されました。厚生労働省においても、各自治体を通じて介護マークの普及
を図っており、長野県での採用を受けて、当村におきましても希望者には無償で配付をさせ
ていただいておるところであります。この介護マークにつきましては、高齢者だけではなく
て障害者も利用することはできますが、障害者によっては、この介護マークには抵抗がある
方もいるかと思います。したがいまして、さまざまな表示方法があってもいいなじゃないか
と私自身は思っておるところであります。介護中にしろ、介助中にしろ、支援中にしろ、そ
の時々によっていろんなマークといいますか、そういったものがあってもいいというふうに
思っております。
これは、実際につい先日あった話であります。私のところに話があったところであります。
障害を持つ御家族の方から、障害によっては外見では障害を持っているように見えない人も
おり、障害のお子さんが病院で騒いだり、大声を発してしまう様子を近くにいた人が見て、
しつけのできない、またしつけられていない親と子といったような目を向けられたと、非常
に嫌な思いをしている、周りの方の理解が欲しいというお話がありました。その方につきま
しては、この子は障害があることを何とかして伝えたい、わかってほしいと思い、「障害が
あります、御理解と御協力を」というワッペンを自費で製作したということであります。共
通の悩みを持っている方へ、ぜひ普及してほしいというお話をいただいたところであります。
障害を持つ御家族には切実な思いであり、当村においても、このワッペンの普及を支援し、
希望者には住民福祉課が窓口となり、普及に協力をさせていただくというお約束をいたしま
した。
このように地域社会への理解を広めるための活動は、障害を持つ御家族の間でも広がりを
見せております。御質問の支援中カードにつきましても、障害者の御家族や障害者を支援す
る方々の御意見もお聞きしながら進めてまいりたいなというふうに思っております。私自身
は、介護中だけではなくて、介助中だとか、いろんな言葉があってもいいというふうに考え
ております。したがいまして、問題は周囲にわかりやすいこと、それから理解が得られやす
いこと、また当事者の気持ちを大切にすること等々、総合的に検討していく、考えていく、
このことが必要であるというふうに思っておりますので、当事者の御意見をお聞きし、本村
独自のそういったものを作成することもやぶさかではないというふうに思っておりますので、
そんな御理解をお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） 村長からも協力的なお答えをいただきましたので、私も実際の障

害者の支援の場面で、私はこんなジャンパーをつくりまして、支援中ということで派手にと
いうか、これは保護者の理解があってやっていることですけれど、やはり気づかれにくいも
のではいけませんので、そういったことも私は実践の中で感じているんですけれど、村でも
ぜひできるものをまた村の活動として生かしていただきたいと思います。
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２番目の質問に入りたいと思います。
さまざまな生きづらさ、障害を抱える子供、大人とともに地域で暮らすためにということ
で、二つの質問を続けていたします。
まず、高機能障害の存在をもとに、例えば、今、南箕輪小学校でも二つのクラスが問題が
あるというふうに言われている部分もありますけれども、私が考えるには、そういったクラ
スには例えば高機能障害を持ちながらも、そういうふうには周りからも、本人ももちろん、
保護者も認識はしていない、そういった生徒も、そのクラスに限らずですけれど、ふえてい
るのではないかという、これは私の考えです。そこで、教育現場、保護者の皆さん、そして
クラスそのもので、現実に学校現場が苦労されている点があると思いますので、そこら辺で
現状と、あるいは対処している方策等があればお尋ねしたいと。そして、また、子ども・子
育て審議会がこの議会にかけられておりますけれど、審議会ができた暁には、障害者教育に
精通した経験者をぜひ一員にしていただきたいと。こういう二つの質問をいたします。
内容に入りますと、まず、高機能障害というものをちょっと私、皆さんにお手元に資料を
ちょっとお配りしております。高機能障害についての概念ということで、言葉はいろいろあ
りますので、私が今回この場で使わせていただく高機能障害、高機能広汎性発達障害という
言葉もありますけれど、いわゆる発達障害の中でも知的障害を伴わないものを言いますと。
高機能とは、知的障害を伴わないアスペルガー症候群とか、高機能自閉症などが含まれ、
自閉症の軽症例と言えますと。注意すべきは、障害として認知されないと、わがままや性格
の問題として扱われることになるため、よって不適切な対忚が、例えば学校とか、家庭とか
で不適切な対忚がなされ、不登校やさまざまな不適忚行動に発展するケースが多く見られま
す。高機能であっても、興味や関心が偏っていたり、相手の気持ちを推しはかれなかったり、
その場に合った行動ができなかったりすることで、特に社会行動やコミュニケーションが困
難です。学習面でも問題の意味や求められていることをイメージすることができません。子
供によっては、特定の音や味に対して異常に敏感なために、音楽室や給食などの場面で激し
いストレスが生じて、そのことが不適忚行動につながってしまうことが多々あります。これ
らの問題を親のしつけが悪いから、子供がわがままだとか、性格が悪いとか決めつけるので
はなく、障害について理解した上で対忚することがとても重要です。子供自身が自分の障害
を理解することも重要ですと。こういったことが言われております。
そこで、例えばの例なんですけれど、現在34歳で、20歳を過ぎてからアスペルガー症候群
だと診断された女性、作家にもなっておられるので、作家になれるぐらいの方がアスペルガ
ー症候群で、どのように普通学校で過ごしたか、ほんのエピソード、この一つを紹介して差
し上げます。
「小学校高学年のとき、私は理科室の実験机の中に閉じ込められた。私は発狂しかけた。
暗くて狭いところが極端に苦手なので、一緒に入っていたいじめっ子がおののいて飛び出し
たぐらい、私は錯乱したのだ。」いわゆる、これはパニック状態だと思いますけれど、「そ
のときの理科の先生は理由も聞かず、最後に出てきた私の頭を教科書の角でぶった。優等生
をやらされていたので、みんなの前でぶたれたのが恥ずかしかった。プライドも傷ついた。
だけど、こっちは過呼吸を起こして」過換気症候群ですね、「過呼吸を起こして泣いている
のだ。子供ながらにたたくなよと思った。これを読んだ大人や教師がどう思うかはわからな
いが、子供だった私はその先生を人でなしと思った。」そういった高機能の障害を持つ人が、
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普通のクラスに現実いる中で感じたことを言っておられます。
こういった一見普通に見えるというか、私どもの特別支援学級とかに配置されていない、
そういった支援を受けていない子供たちも学校内にはおられるんじゃないかなというのが、
これは私の思いですけれど、学校の現場の今の実情や方策についてお答えいただければ。
また、続きますけれど、先ほど子ども・子育て審議会に一員にということで、今つけまし
た資料の裏面に、私としてはぜひこの方なんかも一員に検討していただいてはどうかと、村
にお一人紹介したいという意味で御案内します。南箕輪村田畑出身で、現在は松本に住んで
おられます。県内の養護学校などで障害児教育に携わってきた三沢準さん、松本養護学校長
を最後に、現在も知的障害者の就労支援センター所長として活躍されています。こういった
方が村の出身者でおられます。ぜひ、この方に限りませんけれど、障害者教育に精通した経
験者を子ども・子育て審議会の一員に入れていただきたい。この２点についてお答えいただ
ければと思います。
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） ４番、小坂議員から御質問のありました高性能機能障害の存在、
教育現場と保護者の理解を求める方策等々につきまして御質問がありました。
このことにつきましては、教育長のほうからお答え申し上げます。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） 大変難しい課題をいただいて、どう答えていいかなというのが頭

の中で思案しているわけでありますが。村長が最初にお答えしたように、外見では非常にわ
かりにく、障害を持っていることが親も不思議に思うような、信じがたいような、そういう
子供さんたちも、確かに議員の御指摘のように普通教室の中に紛れているだろうと、こんな
認識ではおります。しかし、直接的に親御さんに指摘をするということは、これは大事なこ
となんですが、なかなか言いづらいし、もしそういう話をしても理解が及ばない、学校の先
生は何をしているんだと、こういうようなことになりかねないわけで、したがいまして、今、
村の公民館のほうに子育て相談員、それから教育相談員の部屋を一つ設けてございます。一
番最初は、議員になっておられる唐澤議員に教育相談員や子育て相談の仕組みをつくっても
らったわけでありますが、今、そこは村長さんのほうから随分援助をいただきまして、子育
て相談員と教育相談員が合わせて３名、そのほかに臨床検査技師が１名と、４人体制で対忚
をしているところであります。
どんなことをしてますかと言いますと、各保育園を回りまして巡回相談です。子供をよく
見て、これはどうだろうかと、どんなふうな障害なんだろうかと、そしてさらには、これは
親御さんにも相談しなくちゃまずいなということで、北部保育園なら北部保育園に行くとき
に、お母さんにも出てきていただいて、保育園の一室で話をしたり、相談に乗ったりと、そ
んなことをしているわけであります。
もちろん、私も、最後の最後は就学相談委員会のところで、保育園から小学校へ上がる段
階の子供をどこの教室に入れるのか、どんなふうな教育が必要かと、こういう最後の決断を
下すために、一忚、全保育園を巡回しまして、子育て相談員にあの子だよと、こんなところ
の障害があるんじゃないかと、そういうことをお聞きしながら様子を見ると、そして最終的
には就学相談委員会の中での、就学相談委員会というのは全部で15名の委員になっておりま
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して、小坂議員、先ほど質問にありましたが、親御さんの中からも１名入っていただいたり、
それから中央病院の専門の先生にも入っていただく、そして小中の全ての学校の校長と、そ
れから担当の職員、それから保育園の園長さんたちにも入っていただくようなシステムにな
っておりまして、そこで一人一人の子供さん方を小学校に上がったときにどのような形で教
育するか、これを最後に見きわめをやるわけであります。保護者の中には、自分の子供に障
害があっても、地域の学校で通常の学級で学ばせたいという希望が非常に強いわけでありま
す。したがいまして、相談の日時を決めても、その日と、その時間に出てこない親御さんも
かなり多数おります。出てきてくださっている家族、家庭の親御さんたちの理解は、始めは
信じがたいような顔をしておりますが、最終的にはそういう症状にあるんだなと、こういう
ことを納得してもらって、あるいは見きわめてもらって、そして就学相談のほうで、これは
幅広いいろいろなテストも含まれた、知能検査だとかいろいろありますけれども、そういう
ものも客観的な資料として出まして、判断を下すわけであります。中には、食べることもま
まならず、排せつもまだままならずというような形の子供さんも含まれるわけでありまして、
そういう子供さん方の就学について、非常に苦慮をしているところであります。
今問題になりました高機能障害の子供さんたちの概念を、テキストを拾い出してもらって
非常にありがたいわけでありますけれど、やっぱりお互いに、私も知らない部分がかなりあ
ります。それから、親御さんたちも理解しがたい部分もたくさんあります。やっぱり、お互
いにどこかで勉強会をしていかなければいけないだろうと、これがまず１点であります。そ
の勉強会をやるについては、先ほど話をしました村報において。
議

長（原

悟郎） 教育長、もう尐し端的にやってください。

征矢教育長。
教 育 長（征矢

鑑） わかりました。

相談員さんたちを介在しまして勉強会を開けばいいかなと、このように思っているところ
でございます。
済みません。
議

長（原

悟郎） 続いて、唐木村長。

村

長（唐木 一直） 子育て審議会の話であります。

子ども・子育て支援法の基本でありますけれど、全ての一人一人の子供が健やかに成長す
ることができる社会の実現ということを目的としております。現在、国の子ども・子育て会
議が５回開催され、今後、国から子ども・子育て支援法に基づく基本指針と詳細が示されて
まいります。
村でも、御指摘のように、今議会に子ども・子育て審議会条例を上程し、お認めをいただ
いた後、早い時期に審議会を設置してまいります。審議会の委員には、村の状況を適正に反
映させた支援事業計画等を策定していくために、教育や保育や子育て、この３本の柱を中心
としてバランスを配慮して、子育て当事者の参画や、議員の御質問にもありましたように、
障害者教育に精通した経験者の方にも加わっていただく、こんな予定をしておるところであ
ります。人選につきましては、議会の議決をいただいた後、決めてまいりますので、そんな
点はぜひ御理解をお願いいたします。
新聞記事、私も読ませていただきました。読ませていただいたというよりも、これが載っ
た日に見ました。なぜ目を引いたかと言いますと、私が何代も前にお仕えした村長さんと同
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じ名前だからと、こんなことで目を引いて呼んだところであります。南箕輪出身者にもこう
いう方がいるんだなと、こういう認識を持ったところであります。そんなことで、経験者、
いずれにいたしましても審議会の一員と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） ４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） 今、教育長の御答弁をいただいて感じたことで、私が、最近、こ

の障害者、発達障害とか、こういった関係の質問を繰り返しているのも、一番には地域や、
また保護者、学校はそんなことはないと思うんですけれど、保護者の障害というものが何か
悪いことだと、障害を持ってしまったことが悪いことでは全くないんだよと、そういうこと
をぜひ保護者もそうですし、地域も、その考え方というか概念はぜひ共通していただきたい
なと。それで、また障害を持ってしまった子たちは、先ほども言いましたけれど、特別な支
援というか、やはりそれに合った適正な支援を受けたほうが、その子にとっても、周りにと
ってもよいことにつながるわけですから、どうか保護者や周りが障害は悪いこととか、世間
体とか、そういったとにかく悪いイメージを払しょくして、受けるべく支援を選んでいって
いただきたいと、そういう思いがしております。
続きまして、三つ目の質問に移らせていただきます。
自殺対策についてということで、村では、例えば、近年はこういった書類を挟むものとか、
こういった書類、こういったものを地域住民に配っております。村中に配っておられます。
１人の命、大切な命、心のサインに気づいてください。とにかく、１人で悩まないで、自殺
というかなしい方向に行かないでというのが、これが村側の今とっておる施策の一部でござ
いますけれど、こういったものに限らず、例えば演劇とか、これは全国的にはいろいろやっ
ておられる活動、多々あると思うんですけれど、そういった人の心を動かすような場面、そ
ういった場所を村としても創出、主催してほしいという質問をいたします。
私ごとではありますけれど、私は22歳のときに二つ上の兄は自殺してしまいました。その
とき、やはり私も含め、家族はぼろぼろになりまして、そんな思いを感じるんですけれど、
私の言葉ではなく、これは全国的に今回この近く、藤圭子さんが亡くなられて、その娘さん
が公式コメント、家族のコメントを出されております。ちょっと紹介させていただきます。
「母はとても長い間、精神の病に苦しめられていました。その性質上、本人の意思で治療
を受けることは非常に難しく、家族としてどうしたらいいのか、何が母のために一番よいの
かずっと悩んでいました。母の病気が進行していくのを見ていました。症状の悪化とともに、
家族も含め人間に対する不信感は増す一方で、現実と妄想の区別が曖昧になり、感情や行動
のコントロールを失っていきました。私はただ翻弄されるばかりで、何もできませんでした。
最後の行為は余りにかなしく、後悔の念が募るばかりです。」これが藤圭子さんの娘さんが
出されている公式コメントです。
自殺防止、家族や、また周囲の人、地域、また行政ができることというのは本当に尐ない
んじゃないのかなと、私も実体験の中で思っております。そういう中で、せっかく村が、行
政が、お金をかけて自殺防止の啓発をしていくのでしたら、ぜひ人の心が尐し動かされるよ
うな、また本人が直接相談とかっていうのは本当にしにくいものだと思いますので、地域や
周りの人間がこういったことを考える機会を、例えば演劇等の場を村のほうで創出してみて
いただいてはどうかという質問です。お答えをお願いします。
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議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 自殺対策の御質問であります。

昨年の自殺者、全国では15年ぶりに３万人を切りました。長野県でも減尐しております。
しかし、大勢の方が亡くなられておるという、このことには変わりなく、引き続き継続した
取り組みが必要であるというふうには思っております。
本村の自殺対策事業につきましては、県からの補助金を受けた相談事業や各種啓発事業を
実施しておるところであります。この補助金につきましては、当初、平成21年から23年の３
年間とされておりましたが、24年度、25年度も交付されておりますし、されるということで
ありますので、村も活用してまいります。
御指摘の演劇による自殺対策の啓発、このことにつきましては、以前、小坂議員からも御
質問いただきました。費用が高いという問題もありまして、見送らせていただいたところで
あります。啓発にもいろんな方法があります。確かに、演劇というのも見ていただいた方に
は印象に残りやすく、一つの方法であるというふうに思います。補助事業はどうなるか不透
明な状況でありますので、このことを踏まえながら、また検討させていただきたいというふ
うに思います。しかし、問題は、演劇をやってもなかなか見ていただけないという悩みがあ
るわけであります。これは、どんな事業にも共通して言えることであります。講演会をやっ
ても人が来ていただけないというような、いろんな悩みをどう克服していくか、この辺を踏
まえて、また考えさせていただきたいなというふうに思います。
いずれにいたしましても、深刻な状況もあります。村の場合にも、本当に職員、心の病が
ふえてきております。こういったことを含めて、総合的にやっていかなければならないとい
う思いが強いところでありますので、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） 心の病というのは、本当に自殺してしまう本人はもちろんのこと、

残された家族、また自殺に至らなくても心の病を抱えている方が、私が感じるのは、自分を
傷つけるか、周りを傷つけるか、本当にどっちかを選ぶということがよくあるなというのを
実感しております。心の病で、もちろん本人が苦しんでいるのは確かですけれど、それによ
って周りがもっとまた苦しんで、周りも心の病になってしまうような、そういう現場も感じ
たりします。どうか、こういったことをまた村の啓発としても、なるべく効果のあるものを、
また費用もかかり過ぎるような問題があるかと思いますけれど、ぜひ多くの方に考えていた
だける場を創出していただきたいと思います。
４番目の質問に入ります。
退職自衛官雇用や予備自衛官のあっせんなど、村内企業向けに広報協力をというお願い的
な質問であります。
村報の毎年８月号には、自衛官募集ということで、防衛省では自衛官等募集していますと
いうようなお知らせが毎年８月号で案内されております。私自身、自衛隊の募集相談員を拝
命しておりまして、現在、この９月は自衛官の受験期でありますので、上伊那の受験生をサ
ポートしております。ことしも受験生が何人かおられる中で、特に女子で防衛医科大学の看
護生を目指したり、航空機の整備士になりたいという、そういう受験生たちもおります。南
箕輪中学校では、職場体験で自衛隊の松本駐屯地に最近では18人ほど行っておられるようで
すし、私としましては、ぜひ自衛官を目指す人が村や地域からふえていってほしいなと思っ
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ているんですけれど、今回の質問では、自衛隊員は、私の質問の次のページにちょっと資料
を用意させていただきましたけれど、自衛隊の持つ特質、すばらしさが、例えば人間性、経
験、資格とありますけれど、自衛隊で頑張られた人たちが、比較的若いうちに退職すること
が多いので、そういった元自衛官を村内企業にもぜひ有能な元自衛官たちを雇用していただ
きたいなということを周知するためにも、この質問をいたしております。
また、予備自衛官といいまして、実際の自衛隊員ではないわけですけれど、普通の民間で
普通に働いている我々が、予備自衛官に登録、研修を受けるわけですけれど、そうしますと、
例えば被災地の支援や有事の際、予備自衛官として後方支援ができるというような制度も現
在ございます。村でも、自衛隊員の協力は今までもしてきておるわけですけれど、ぜひ退職
自衛官の雇用や予備自衛官のあっせんなどもしていただきたいというお願い的な質問であり
ます。お尋ねします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 退職自衛官の御質問でございます。

自衛官の皆さんが、訓練を通じて、さまざまな技能を習得され、その後の活動や職務を通
じて、実践的で豊富な経験があるということにつきましては理解しておるところであります。
また、さきの東日本大震災をはじめ、今、全国各地で大きな災害が発生しております。その
災害時における派遣活動につきましても敬意を表するものであります。
自衛隊そのものにつきましては、本当に活動範囲が広がってきておるなという、そういう
認識を持っておるところであります。したがいまして、自衛官募集等の広報につきましては、
村でも積極的に対忚をしておるところでございます。しかし、退職自衛官のあっせん、これ
は民間企業やという、こういうこともあるわけであります。そういった面につきましては、
これは行政として村が採用するということであれば、これはそういった状況になれば雇用す
る必要性というのは出てくるんじゃないかなと、災害対忚等々で出てくるんではないかとい
うふうに思いますが、あっせんとして村が民間企業へするということは、これは村の仕事と
いうことではございませんので、行う予定はございません。自衛隊関連関係組織の広報活動
の中でやっていただければというふうに思いますし、小坂議員も自衛隊の協力員であります。
そういったことを生かしていただければというふうに思います。村がやるべきことと、そう
でないこと、きちんとすみ分けをしながらやっていかなければならないかなというふうに考
えております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） 村長、お答えになった答え、十分にわかりますので、無理は申し

ません。
郡下では、現在でも100人を超える自衛官ＯＢたちがおられるということで、その技能を
生かして、いろんな場面で働いておられると思います。この村でも、地域でも活躍してくだ
さるよう、村民の方にも周知をしたいところです。
５番目の質問に入らせていただきます。
この質問につきましては、まず私の質問の意図としましては、例えば、この６月に給与削
減、村職員も給与削減を議会でも通しまして、3.7％の給与削減を行ったわけですけれど、
これはもちろん、言うまでもなく村職員が悪いことをしたわけでもなく、自分たちの今の世
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の中の情勢を見て、みずから給与を削減したということで、私からは意見としまして、より
プライドを持って職員には職務に当たっていただきたいというお願いもしたところでありま
す。
先ほど来の中で、きょうの質問の中でも、小学校の給食の横領事件等、残念な問題もあり
ましたけれど、私がきょうこれから取り上げる問題に関しましては、基本的に学校側に何の
非もないと思う話でありますが、なぜか学校側が謝っているように、住民の皆さんに謝って
いるように見えることでありましたので、謝る必要もないのに謝ることはよくないんじゃな
いかという意味で質問をいたします。
資料配付させていただきました。
プールにコイ、メール配信ということで、８月２日から６日まで、これ以降も関係したメ
ールが配信されておりましたけれど、まず８月２日に、プール開放中止のお知らせ、「南箕
輪小学校からお知らせします。プールの開放は中止します。プールの中にコイが死んでいた
ため、水質の検査を行います。」これが最初のメール配信です。３日後の８月５日は、「８
月２日の朝、低学年プールにコイが４匹死んでいました。水質検査を依頼したところ、水質
には問題なく、コイは塩素で死んだと。大変御心配をおかけして申しわけございませんでし
た。今後も気をつけてプール管理をしてまいりますので、よろしくお願いします。」と、５
日まではこういった情報が小学校のメール登録をしている方、私も含めてですけれど届いて
おります。現実のところは、６日にメール配信がされます。「コイが４匹死んでいた事件は
心ない何者かによるいたずらで、プールにコイを放流したものと思われます。以下。」要は、
何者かのいたずらだと。それが、なぜ、この３日間、最初の１回目、２回目のメール配信に
おいていたずらだと、コイがプールにいたということも、とにかくいろんな疑念をわかせる
１回目、２回目のメール配信、３回目にしてようやくわかるということで、私がお尋ねした
いのは、教育委員会からはこれの説明の文章等もいただいておりますので、なぜ１回目、２
回目に何者かのしわざだという当たり前のことを伝えなかったのか、そのことをお尋ねいた
したいと思います。
この低姿勢、謝罪しているような姿勢というのは、住民、保護者の声ですけれど、「何で
もかんでも下からものを言えばいいというもんじゃない。学校をよくするのは教育委員会も
保護者も地域の人も同等なんだから、こんなメール配信をされても困る」というような保護
者の意見もありました。また、村長にもお尋ねしますけれど、例えば、こういったメール配
信がプライドある職務執行なのかなと。私は、唐木村長御自身の職務はとてもプライドを持
ったお仕事をされていると見ておりますけれど、職員がこういった態度はいかがなものかと、
村長にコメントをお願いいたします。
以上です。
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） 小学校の低学年のプールにコイが死んでいたという件につきま
して、議員さんのおっしゃるとおり、学校から８月２日、これにつきましては学校から出し
たメールにしてはちょっと何か起きたのかよくわからないし、的確な文章表現とはいかない。
何か、学校から出したメールにしては情けないなと、そのように思っております。今後、メ
ール配信等、有線も通じてですけれども、放送なんかも含めて、適正な文書表現をするよう
に心がけさせていきたいと、そのように思っております。
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続いて、南箕輪小学校からのお知らせについては、落ち度がないというようなことでござ
いますが、一忚、学校管理者としては、常識の範囲で謝罪するということは必要ではないか
というふうに認識しております。
以上でございます。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 職員がプライドを持って仕事をする、このことは当然のことであ

ります。現在もプライドを持って仕事をしていただいておりますし、これからもプライドを
持って職務の執行をするように指導をしてまいります。
さまざまな御意見があろうかと思いますけれども、今回のこの件につきましては、管理者
としては悪いところはないわけであります、本当に心ないいたずらというふうに。ただ、そ
れが特定できるまで何で時間がかかったという、そういう面も御理解をいただきたいと思い
ます。
今、教育委員長の話にもありましたけれども、私は、一般的な、慣例的な、そういう言い
回しであると、管理者としてはやわらかい文面で流していく、このことも必要かなというふ
うに思っておるところであります。私自身が優し過ぎるのかなという思いもありますけれど
も、できるだけ村民に優しい、そういう姿勢は貫いていきたいなというふうに思います。
ただ、何でもかんでも謝るということではなくて、理解を得られるような、いろんな広報
の仕方等々を考えていく必要があるという、今回の一連の問題につきましてはそういった感
想を持ったところであります。プライドを持って仕事を、このことは職員の基本であります
ので、これからも指示をしてまいります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） 以上で、私の質問は終わりにいたします。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。

最後になりましたが、２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） ２番、久保村義輝です。

私は、３点の件につきまして、村長に質問をいたします。
まず、１番目であります。ＴＰＰ交渉の現状と問題点は何であるか。この点についてお尋
ねをいたします。
（１）であります。政府は、ＴＰＰ交渉に参加をしましたが、国民に情報が開示をされな
い、この状態で進んでいる。交渉では、日本の主張が通らず、どんどん決まっていく、この
ような状況だというふうに伝え聞くわけであります。国民への、自民党も、あるいは政府も、
約束をした重要な品目については必ず守ると、そして国民に大きな支障のないようにする。
こういう点について、この約束が守れない状態になれば、これは交渉から脱退すべきだ、こ
ういうふうに考えるわけであります。これは、村長が交渉に参加する問題ではないので、そ
ういう点で私がお尋ねしたいのは、今までの一般質問の中でもこの地域農業を守る、あるい
は地域産業を守る、こういうことがやはり行政の大きな支援が必要だという問いかけもされ
ているように、この地域産業が地域の活性を担っているわけでありますし、地域の環境を守
るために、それぞれこの地域で生活している皆さんがいろいろな場面で参加する、このこと
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によってこの村が成り立っている観点から見ますと、やはり農業にしろ、他の産業にしろ、
この村において今取り組んでいる産業を振興させる、こういう目的から外れるような交渉に
なってはまずい、こういうふうに考えるわけであります。そういう点で、地域産業と国民、
村民の生活に大きな影響を与えるＴＰＰ交渉でありますから、情報公開と我々地域が取り組
んでいるそれぞれの生産活動を阻害しないように、こういうこの地域の主権の問題でありま
す。こういう主権を守るという観点からも、村長としてどのようにお考えになっているのか。
この秘密交渉という制約がある。そして、また交渉に参加している政府の重要な人物が、国
益を守るというよりもアメリカの言い分に従っているような、こういう雰囲気が見えるとい
うことについて、村長のお考え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。

ＴＰＰ交渉の現状と問題点はという御質問であります。国にかかわる問題であり、大変難
しい質問をいただきました。私の私見ということであります。
前々から、この問題につきましては、この場でも答弁をさせていただいております。まず、
全国町村会で、このＴＰＰにつきましては反対をしております。したがいまして、村もその
一員として反対をする立場ということで御理解をいただいてきたところであります。しかし、
実際の交渉が始まってしまったわけであります。一番の問題は、これは交渉でありますので
情報開示がなされないという、今どうなっておるのか、このことが全くわからない状況であ
ります。そういう中で進められておるということであります。しかし、これはいろんな国の
思惑が絡んでおりますので、やむを得ない面もあるのかなというふうに思います。
ＴＰＰにつきましては、農業のみならず、いろんな分野に関係することであります。した
がいまして、私の立場からは、全国町村会の一員として反対はしておりますけれども、商工
業の関係もありますし、いろんな関係がありますので、余り明確に態度をしてこなかったと
いうのもあるわけであります。
しかし、私は、この農業問題におきましては主要５品目、これは絶対に関税は守るべきだ
というふうに思っております。これが守られないならば、本当に日本の農業は大きな打撃を
受けてしまいます。最低限、このことはしっかりと守っていただきたい。それと同時に、日
本の農業を守る方策というのはまだ確立されていないわけであります。農業制度というのは、
ころころころころ毎年変わってまいります。政権が交代するたびにも変わってまいりますけ
れども、同じ政権内でも施策は変わってまいります。このこと自体もしっかりと日本の農業
を守る制度、政策を示していただきたいなというふうに思っておるところであります。した
がいまして、主要５品目の関税を守っていただく、日本の農業を守る立場から、しっかり農
業施策を確立していただくこと、このことをお願いといいますか、願っておるところであり
ます。
情報公開、情報開示がなされない、主権を守る観点ということからすれば、これは大いに
問題があるなと、これは私自身の思いであります。ただ、ＴＰＰ自体が農業問題だけではな
くて、ほかの分野にも影響してまいりますので、その点につきましては国民的な議論という
のは必要かなという思いがしております。今、農業分野だけに限れば、今申し上げましたよ
うに、しっかりと私が申し上げたことを守っていただければいいなという、これは期待を含
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めて、そういう思いがしておるところであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） 今、村長、農業を中心に述べられましたが、農業も大きな問題で

ありますし、一つは国民皆保険が実際に守られるかどうか、これも大きな問題になっており
ます。また、食品の安全を守るために、いろいろと日本では安全性の確保のために規制をし
えおりますが、これも規制が外されてしまう、こういうような疑念がたくさん出されている
わけであります。薬品の問題、これは治療薬の問題でもジェネリックの対忚が外されるとか、
いろいろな疑念が示されているように、大きく国民の生活に関連する部分があるわけであり
ます。それぞれの産業団体、自分たちの行っている活動にマイナスになるという点を主張し
て運動をすることが大切でありますが、やはり行政としても今まで培ってきた、村で言えば、
村民の生活を守るために取り組んできたいろいろな施策が実際できなくなる、こういうよう
な制約をかぶせられるということも今問題になっているわけでありますので、村長、今申さ
れたように、多方面の問題もあるということですけれども、村が取り組んできた本当に産業
振興策が無駄にならないように、政府もこれからそれぞれの産業を守る諸施策をするという
ことは言っておりますが、その中身は全く不明になっております。この点で、今後とも私ど
ももそれぞれの団体としての活動もしますが、村としてもぜひそのような観点から発言すべ
きときはするということで取り組んでいただきたいと思います。
（２）であります。ＴＰＰによる影響の試算というのはたくさん出されておりますが、こ
れも各分野をわたりまして、いろいろな制約つきの影響ということで一つ、これは東大教授
の鈴木教授の話も聞いたわけであります。この中で、長野県の農林業に及ぼす影響というこ
とでは、全産業で考えると生産減尐が1,884億円、そして長野県の全産業における雇用の減
尐が４万5,000人、農林水産業の生産減尐額は1,029億円、県民総生産の減尐で言えば1,032
億円、そして多面的機能が喪失する、この観点で言えば390億円と、一つの試算が出されて
おります。それぞれ、いろいろな条件を加味しながら出される試算で、一つだけで正確だと
いうふうには言えませんが、もし村として国や地域から出されているそういう試算として新
たなものがあったら一つ示していただきたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ＴＰＰによる影響額であります。

新たな試算は出ておりません。今、久保村議員が御指摘されました。ＪＡが東京大学の鈴
木教授に委託して、県内の影響を試算したという、この資料が一番新しいのかなというふう
に思っております。ただ、これは主要５品目を含めた全ての農産品の関税を撤廃した場合の
生産減尐額という、こういうことになっております。この主要５品目が仮に関税が守られた
とすると、けた数は一けた尐なくなるというふうに言われております。しがいまして、この
影響が非常に大きいのかなという感じを持っておるところであります。
このＴＰＰ問題につきましては、本当に参加国の利害関係が複雑に絡み合っておりまして、
これは難しい交渉になるだろうなというふうに思っております。ただ、日本全体的な中にも、
この団体によりまして利害関係が対立いたします。ＴＰＰ賛成だ、そういう団体も数多くあ
るわけであります。こういった調整というのも非常に難しいんだろうなというふうに考えて
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おるところであります。したがいまして、村の現状として、農業を守る立場からすれば、先
ほど申し上げたように主要５品目、農業施策の確率、この辺のことをしっかりとやっていた
だきたいと、慎重に対忚していただきたいというのが私のこれは願いであります。そんなこ
とで御理解いただきたいと思います。
いずれにいたしましても、これは国政の問題でありまして、私が云々するには尐し大き過
ぎる問題でありますので、その辺はぜひ御理解をお願いしたいと思います。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） 先日、金子勝、これは慶忚義塾大学の教授でありますが、この人

の話も聞いたわけであります。そこで、今、この（１）（２）合わせて村長にお聞きします。
今、利害関係だけで言いますといろいろあります。特に、金子さんの言われた最終的な部
分で言いますと、いろいろとそういう利害の金額的なものがあると。しかし、一番大事なの
は、それぞれの地域がビジョンを持って取り組んできた産業振興策、あるいは村民の生活、
こういうものをずっとつくり上げてきたものを壊す方向へ動くことは阻止すべきだと。先ほ
どから、この中でも論議されているように、多面的な水や環境を守る活動、そして地域住民
が道路清掃、草刈りをする、この地域に根づいた多くの皆さんが協力をしてこの地域を形成
し、環境を守ってきた。こういうものがこの交渉によってずたずたにされる、こんなことが
あってはならない、こういうふうに思うわけです。ですから、今までそれぞれの地域住民の
合意の中でつくり上げてきた、その地域、地域の大きな景観を守り、生活をその中でしてい
く、そういう築き上げてきたものを壊されないよう、壊されるようなことがあるならば地域
住民一致して反対すべきだと、こういうことを金子さんは言われました。まさに、そのとお
りだと思います。これは、単にお金がどうだとかいう問題ではなく、食物の安全を守り、地
域の皆さんの生活を守る、こういうことが最終的な役割だと思うので、こういう点では我々
もさんざん村にも意見を言い、村長も努力をされてきた、こういう村のずっと動いてきた、
こういうものを守り続けていく必要があると、こういう観点で村のビジョンを壊すことのな
いように我々も頑張るべきだろうと思っておりますが、そのことについて村長に一言お聞き
いたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 大変難しい質問をいただいております。本当にこれは国の部分、

分野で、私が幾ら声を大にして言っても、どうにもなる問題ではありません。そのことは理
解をいただきながら、この地域が壊れるようなこと、これはしてもらってはまずいわけであ
りますし、防いでいかなければならないわけであります。そういったことを考えながら、本
当に情報がないという不安があるわけであります。その辺、注意深く注視をしていきたいな
というふうに思っておるところであります。
また、同時に、農業団体の皆さんにも頑張ってもらいたいなと。当初は、ＴＰＰ反対、Ｊ
Ａも高々と打ち上げておりましたけれども、このごろは何かえらい声が聞こえなくなったな
というような思いもしておるところであります。そんな点もありますので、ぜひ久保村議員
も、自身の政治活動を通じて頑張っていただければというふうに思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） １番を終わります。
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２であります。今、介護保険の制度をまた大きく変えようという論議が起こっております。
（１）に入りますが、これは要支援者の部分を介護保険から外して、自治体に任せようと、
こういうような論議が今されているわけであります。以前にも、サービス内容を変えて、特
にヘルパーの作業時間が減らされたりして、非常にこれは介護をする側とされる側とでいろ
いろともめごとも起こる、こういうような状況も起こっております。今度、今までは介護保
険の中で一体的に取り組んできたものを自治体に任せようというような話であります。介護
保険としては適用するんだというような論議もされておりますが、非常にわかりにく論議だ
というふうに私は思いますが、この点について、村長の知り得るところでお聞きいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 介護保険制度の改正論議の問題であります。

御承知のように、この介護保険制度につきましては、平成12年の発足時、介護認定区分は
要介護１から５まででありました、５段階。現在、要支援１、２が加わりまして、要介護１
から５の７段階になったのが、これは平成18年４月であります。本当に７年前のことであり
ます。特に、この要支援１の人は、予防サービスを利用することで状態を維持改善させるこ
とが求められてきました。
今回の社会保障プログラム法案骨子によりますと、国では、この要支援者へのサービスを
介護保険から切り離すと、ボランティアやＮＰＯなどを活用した市町村事業に移行すること
を検討しておるということであります。また、その財源につきましては、非常に低く抑えら
れるということは、これは予想されておるところであります。そういったことを受けますと、
このサービスのサービス水準の低下というのが危惧されておるところであります。現在、要
支援者という皆さんが利用しているサービスの内容というのは、ヘルパーによる買い物や掃
除などの生活支援サービス、またデイサービスの居宅サービスが中心となっておるところで
あります。特に、ひとり暮らしの方にとっては、一定の水準のもとに実施をされております
生活介護やデイサービスなどがなくては暮らせない人も多くおいでになります。一律に要支
援者を保険対象から外し、市町村事業に移行させるような制度改正というのは、これは本当
に乱暴な改正だなというふうに私は思っておるところであります。
しかし、これは現実的には国による制度改正でありまして、それに向けたスケジュールが
進められている以上は、要支援者切り離しの準備も市町村としてはしていかざるを得ないと
いう、このことはそういったことであります。財源的な問題等々もあります。ボランティア
組織だけではサービスの安定的な供給というのは困難、こういったことも考えられます。し
たがいまして、社協をはじめ、民間事業者の委託も視野に入れた調整をできるだけ現在の水
準が保てるような方向で努めていきたいと、私自身は考えておるところでございます。本当
に、弱った改正だなというふうに思っております。これの要因といたしましては、やはりふ
え続ける社会保障費の削減、これが強く感じられるところでありますし、市町村にその負担
を肩がわりをさせるという、そういったことも感じられるところであります。
検討段階でありますので、その動向を注視はしてまいります。そして、事業主体がどこに
なろうと、大切なことはサービス水準の低下にならないような、そういった方策が必要であ
ります。それは市町村としてやっていく必要があるんじゃないかというふうには考えておる
ところであります。
以上です。
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議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） （２）に村長も答弁の中で触れておられますので、この１、２を

合わせてお聞きをします。
介護支援は、地域でさらに充実させることが必要ということで、村としては非常にいろい
ろな独自の取り組みをされてまいりました。そういう点では、それぞれの自治体の取り組み
がプラスになることは結構なんですが、根幹部分を今言われたように乱暴に制度を変えてし
まう、こういうようなことがあってはならないと私は思うわけであります。そして、介護保
険そのものにもいろいろと批判もありましたが、尐なくともそのことを利用しながら定着を
してきた、このことがまたがらがらと崩れるようなことがあってはならない、こう考えるわ
けであります。そういう意味で、今、村長も言われた、国が改正をしようとしているという
ことでありますが、その中身としては、やはり乱暴な変更については市町村としても声を上
げ、是正を求める、こういうことが必要だろうと思います。やはり、今まで行政が取り組み、
また施設や介護される人、その中で働くヘルパーたち、みんながそれぞれ信頼関係を持って
進めてきたことがまた崩されてしまう、こういうことがあってはならないと思うわけであり
ます。そういう今までの努力を無にしないように、制度改正も必要な部分はそれはあると思
いますが、乱暴な、壊してしまうような変更、これについてはやっぱり村長としても大いに
上に対して苦言を呈する、こういうことも必要だと思いますので、そんな点についてお聞き
いたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 先ほども申し上げましたけれども、この要支援者の中には、軽度

の認知症の皆さんや、体力が低下し、要介護状態に近い方も含まれておるわけであります。
特に、このひとり暮らしの方などにとっては、一定の水準のもとに実施されている生活介護
やデイサービスなどがなくなっては、暮らせないという人も出てくることと思います。その
ために、要支援者の生活を支えるには、サービスの質を低下させないための基準と、それを
保障するだけの財源を国が確保することが私は必要だと思っております。事業主体がどこに
移されようと、そういったサービス低下にならないように、また財源が確保されるようにと
いう、そういうことが必要であるというふうに思います。そうでなければ、これは、市町村
間でサービスの格差というのは生じる可能性はあります。このことは、さまざまな機会を捉
えて国に要望をしてまいりたいと思います。
特に、国保制度の問題も質問の中にありました。私も県の社会環境部会の一員として、
国・県の要望といたしまして、国保制度の問題と介護制度の問題、これに絞って国や県に要
望していくという、こういう決定をしたところでございます。あらゆる機会を通じて、制度
の後退にならないような、そういった訴えはしていきたいというふうに思います。
特に、介護保険を含めまして、福祉施策というのは、市町村間の格差というのは生じやす
い問題であります。私は、福祉というのは全国どこに住んでいても一律のサービスが理想か
なというふうには思いますけれども、市町村の力点、力の入れ方によって、現在でもかなり
差が生じてきておるところであります。本村の場合には、この福祉施策を含めて、介護もそ
うでありますけれども、かなり制度的には充実をしておるというふうに考えておるところで
ありますので、今の生活水準、サービス水準を落とさないように、村としてもこれはやって
いかなければならんなというふうに考えております。ただ、その前に、国として財源確保、
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サービス水準低下を招かないように、そういった取り組みを要望してまいりますのでお願い
いたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） 村長の今までの取り組みの中での決意もお聞きしました。ぜひ、

そういう立場で頑張っていただきたいと思います。
３であります。防災訓練の成果を聞くということであります。
昨年の９月のこの場での質問で、昨年の防災訓練の中での避難者確認の方法について、迅
速性に欠けるのではないかという指摘もしたわけであります。そういう点で、今回は、その
点が改定をされました。避難者本人がそこで記入をすると、こういうことでありましたので、
受付のところで３人でも５人でも並んで書ける、こういう状況になっていまして、すぐに参
加者が把握できるという点では非常によかったのではないかと考えます。そして、役場の職
員も、それぞれのところへ、それだけの人数をとられることなく、もっと全体的な業務に当
たることができたのではないかと私は思うわけであります。そういう点では、各区ごとにそ
ういう点については、第一段階では各区ごとのまず確認に任せるということがよかったので
はないか、こう考えるわけであります。
また、テントの配備もたくさんされ、会議テントによるプライベートルーム等も確保でき
たということで、今までにないプライバシーを守る点もできたと、これが非常にたくさんの
避難者になれば、まだまだ足りないんですが、まず試みとして、尐なくとも幼児を抱えたお
母さんとか、女性たちの着がえとか、最低限のことができるなと、こういう点は非常に大き
く前進したのではないか、こんなふうに私も拝見したわけであります。
そして、ペットの問題についても、これはなかなか難しい、先ほどもそんな答弁がされま
したけれども、いろいろな面で取り組みが進んでおります。
今回については、村として取り組んだ中でどうであったかということだけをお聞きしたい
と思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 防災訓練の成果であります。

尐し長くなります。時間がありますので、ちょっとしゃべらせていただきたいなというふ
うに思います。
今年度の防災訓練につきましては、実践に備えた幾つかの訓練を実施しておりますが、そ
の総括につきましては先ほどから申し上げておりますけれども、今後開催します自主防災組
織連絡会等におきましてまとまってくるというふうに思っております。今の段階では成果に
つきましてお答えすることができませんので、そんな点は、まとまったところでまたお示し
してまいりたいなというふうに思います。
ことしの防災訓練は、初めての試みとなります１泊での避難所開設訓練を北殿区、北原区
の２地区で行いました。また、各地区の防災訓練では、昨年度から実施しております防災行
政無線を使った情報訓練のほかに、避難時の危険箇所の確認、あるいはペットにおける扱い、
住民の皆様で考えていただくことを大きな柱に実施をいたしました。また、昨年度、御意見
の多かった避難者支援システムの名簿による受付訓練につきましては、避難者カードを用意
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し、住民の皆さんに、今御指摘のように必要な情報を記入していただく方法に変更して、実
施したところであります。また、災害対策本部の訓練といたしましては、村管理施設の被害
状況の確認訓練と施設内の家具、ＯＡ機の耐震チェック、災害時における救護所となる保健
センターにおける検討訓練を実施いたしました。また、大規模災害時を想定して、学校職員
と協力をしながら、中学校体育館での避難所の開設訓練、また避難所として教室等を含めた
学校施設の活用方法につきまして、先生方と検討を行ったところであります。こうした取り
組みは、初めて実施をしたところでありますので、そんな点は私は有意義な訓練ができたと
いうふうに考えております。
１泊の避難所開設訓練でございますが、電気、ガス、水道、電話が使えない、通常のイン
フラが使えないという、こういう想定の中で行ったところであります。必要物資や資材、運
営方法等を検討し、実際の訓練で課題が見出せるように実施をしたところであります。先ほ
ど申し上げましたが、現在、反省点、課題をまとめているところであります。
私も実際に参加してみましたが、先ほども申し上げましたが、照明の重要性というのは本
当に感じました。したがいまして、この辺をどうしていくのか、今お話にありましたように
パーティションは100基用意いたしまして、各区に配備をしておるところであります。照明
器具につきましては、それぞれ地域コミュニティーや防災の補助金を活用して、入れてある
地区もあるわけであります。こういったこともこれからふやしていく、こういうことも必要
かなというふうに感じるところであります。発電機を動かした複数の投光器で明かりをとっ
ておりました。しかし、避難所の中は本当に暗いという、不安を感じるという、こういうこ
とを感じたところでありますと同時に、この投光器というのは本当にうるさいなというのを
実感したところであります。これもいたし方ないところであります。
本当に、大規模災害というのは予想がつかないわけでありますので、最低限の備蓄という
のは、これはしておく必要があります。私も各地区全部回れたわけではありませんけれども、
大分いろんな機材がそろってきたなという、このことは実感をいたしました。南殿を見させ
ていただきましたけれども、浄水器の機械やら、炊き出し訓練でも最新鋭の機械を使ってや
っておりました。そんなことを考えると、大分そろってきたなというふうに思います。南殿
では、この投光器ではなくて、こういうバルーンの照明器具、これも用意をされておったと
ころであります。したがいまして、徐々にでありますけれども、自主防災会のそういった器
具もそろってきたところであります。そんなことで、本当に望ましい状況かなというふうに
感じました。
昨年の反省を踏まえまして、避難者カード内容、自主防災会と協議をしながら見直しを行
いましたけれども、これは常時備えつけておかないと意味がありませんので、このことはま
た自主防と相談をしながら、避難所に備えつけ、整備をしてまいります。災害のときに持っ
ていくのではなくて、常に備えて、つけておいていただきたいということでお願いをしてま
いります。
今回は、各地区でも趣向を凝らしながら、防災訓練の実施をしていただいたところであり
ます。大切なことは、やはりまず命を守ってもらうということ、自分の命を守ってもらう、
家族の命を守ってもらう、それから地域の活動へ参加していただきたい、このことを強く思
っておるところであります。しがたいまして、自分たちの地域はみずから守っていくという、
この自主防の精神、自主防の充実強化が必要であるというふうに感じました。
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また、同時に、避難訓練におきましても、本当に緊張感を持った避難訓練ができたのかど
うかというのは、私も尐し疑問に思うところもあるわけであります。非常持ち出し用袋を背
負って避難した人がどのぐらいあるのか、ほとんどないんじゃないかなというふうに感じた
ところであります。実際の災害を想定し、そういったところまで訓練が行き届くような訓練
にしていきたいなという思いもありますので、この辺は来年に向けての課題とさせていただ
きたいと思います。常に、非常持ち出し用品につきましては、寝るところに用意しておく、
わかるところに用意しておく、それを背負って避難をしていただくという、こういうくせを
つけていくことも大切かなというふうに考えております。その辺もこれからの検討課題とい
うことでお願いしたいと思います。
いずれにいたしましても、いろんな課題がこれから出てくると思います。問題点も出てく
ると思います。それをどう来年に生かしていくか、こういった活動の積み重ねが大事であり
ますので、それはその辺、そういうことでさせていただきます。
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） 昨年の役場職員による名簿によって確認をした、これは無駄だっ

たというふうには私は思いません。職員がそれぞれの地域に行って、ああいう活動をした、
このことは非常に重要だったというふうに思いますが、迅速性で言えば、ことしのようなや
り方がよかったのかなと思います。その点で、役場職員が、ことしの場合、張りつかないで
やったという点での、ほかのところに何らかの活動ができたというようなことがあれば、村
としてそういう振り分けとして、昨年よりもことしのほうがよかったかなという点があった
らお答えをしていただきたい。
それから、もう一点は、実際、徒歩で公民館へということでしたが、なかなか徒歩で行く
というようりも、車で近くまで行く人がいたわけであります。これは、実際に訓練会場に行
くという点で言えば、それでもいいと思うんです。その中で、私の組の中でも、本当に被害
があったときに、場合によっては中央道の橋が渡れなければ、無理に公民館に来なくてもい
いよねという問いかけもありました。そういう点で言えば、隣組とか、両隣とか、安全確認
ができるならば、その地点にとどまることも含めて、何らかの形で区の中の全体が掌握でき
ればいいと。だから、何が何でも公民館へ来なくてもいいんだよと。だから、当然、隣近所
でみんなで声をかけ合って、安全確認をし、５人はここにいる、３人はここにいるというよ
うな報告ができればいいじゃないかというような、実際に起きたときの対忚も、そんな論議
をしたわけであります。ですから、避難袋を必ず持って会場までいけなくても、そういう点
検をしたり、水の確保をしたとかいうことが、もう尐し具体的に各家庭ででき、お互いが認
識を深めれば、これはこれで防災訓練としてはそこまで持っていかなくても、いつもそうい
うときに必ず水なら何リットルか用意しろとか、食料も二、三日分はどうしてもまず確保し
ろとかということを各自がやっぱり考える、こんなこともあっていいのだろうと思います。
この２点について、お尋ねをいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 職員がそれだけ張りつかなくてという、その面につきましては、

先ほども申し上げましたけれども、新たな訓練というのが実施できました。これは、本当の
大規模災害になりますと、村民体育館、小学校、中学校の体育館、あるいは小中学校が避難
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所となってまいります。そういった開設訓練ができたという、これは一つの大きな成果で会
ったのかなというふうに思っておるところであります。また、同時に、これから検討されて
いくことになりますけれども、救護所の開設ということも必要になってまいります。保健セ
ンターが主になろうかと思います。この検討訓練も実施をすることができました。各地区へ
人をとられなくて済んだということも大きかったのかなというふうに考えております。そう
いったことでは、有意義な訓練であったという総括は私自身はしております。
また、村の場合は、いわゆる避難するところは結構あるわけであります。大都会と違いま
すので、まず一番安全なところに避難をしていただく。それは、組や区でいろんなところを
指定してありますので、まずは第一、集まるところへ集まっていただく。そこで確認ができ
れば、それでまた次の段階の手が打てますので、そういったことも必要かなというふうに思
います。
また、各家庭では、防災訓練を通じまして、１年に１回は非常持ち出し用品の確認だとか、
そういったことはしていただきたいな、こういったＰＲも周知していく必要があるというふ
うに思います。私は、先ほど、持ち出してということを言いましたのは、そうすることによ
って確認ができるという、こういうことも含まれておりますので、その辺の御理解はお願い
したいと思います。やはり、非常持ち出し用品というのは常に整理をしておくという、この
ことは必要だというふうに思います。こんなことも、これからの活動に生かしていきたいと
いうふうに思いますので、よろしくお願いいたします。
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） さらに次から次へという課題は出てくると思いますが、何もかも

ということでなく、全村の中でお互いにそういう点を確認し合いながら、防災の意識を高め、
安全性を高めていきたい、ともにそういうことに努力をしたいと思います。
以上、質問を終わります。
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した。

通告のありました全議員の一般質問を終わります。
ここでお諮りいたします。
本日、一般質問が全て終了いたしました。よって、明日12日は休会としたいと思いますが、
御異議ございませんか。
〔異議なし〕
議

長（原

悟郎） 異議なしと認めます。

したがって、９月12日は休会とすることに決定いたしました。
明後日13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。
お願いをいたします。先日の全協で、13日の全員協議会は取り消しということでありまし
たが、急遽、伊那消防署の件について報告をしたいということでありますので、まことに申
しわけありませんが、13日午後２時から全協を開きたいと思いますので、お願いしたいと思
います。ですから、午後２時から全協、２時40分から議運、３時から議会ということで日程
が変更になりましたので、御協力をお願いしたいと思います。
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。
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事務局長（堀

正弘） 御起立願います。礼。〔一同礼〕

議

悟郎） お疲れさまでした。

長（原

散会 午後 ４時３８分
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議 事 日 程（第３号）
平成２５年９月１３日（金曜日） 午後３時００分 開議
第１ 請願・陳情の採決（審査結果の委員長報告）
第２ 発議第１号～発議第３号

提案～採決

第３ 議案第16号・議案第17号

提案～質疑

第４ 議案第１号～議案第３号

討論～採決

第５ 議案第４号～議案第９号（委員会の審査報告）
第６ 議案第４号～議案第17号

委員長報告・質疑
討論～採決

第７ 継続調査事項の採決
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聡

会議のてんまつ
平成２５年９月１３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） 本日は真夏のような暑い気温でありますが、大変御苦労さまです。

ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開
きます。
本日、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２件、意見書案３件が提出されておりますので、本日の会議日程とします。
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２件、意見書案

３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。
請願・陳情の審査に関し、常任委員長の報告を求めます。
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から、請願・陳情に対する審査の
報告を行います。
陳情第５号につきましては、「国に対し、消費税増税中止の意見書を提出することを求め
る陳情書」が出されておりました。
この陳情につきましては、５月に陳情が出されています。それから、３カ月半経過をして
いるところでございまして、経過がかなりの期間になっております。そういう中で、論議の
中で、今、消費税の反対ということではなくて、今の時点では上げるべきではないという意
見や、この中止を求める趣旨には賛同するけれども反対まではいかないという、こういうよ
うな意見、それから福祉に回すという部分で、目的が変わってくる可能性があるとか、景気
の動向を見ても、今はまだ景気の回復が実感がない、弱者対策というものがまだ明確でない
というような、いろいろな意見がございまして、結果として、この陳情に対しては、意見書
を上げることにつきまして、採択することにつきまして賛成が２名、趣旨の採択でいこうと
いう形が２名ということで同数となりましたので、委員長判断として採択をするという結果
になりました。
陳情第６号につきましては、「森林吸収減対策及び地球温暖化対策に関する地方の財点確
保のための意見書採択に関する陳情」が出されております。
審査結果については、県の森林税についても有効に活用されている、それからＣＯ２削減
につきましても木を燃やす段階では短いサイクルでＣＯ２が出るけれども、これについては
期間が短い、そういう部分で財源を確保していくということが必要であると、こういうこと
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の中から委員全員が賛成をして、採択になったところでございます。
以上、２件につきまして意見書を提出するということになりました。報告をいたします。
議

長（原

悟郎） 委員長報告に対する陳情第５号「国に対し、消費税増税中止の意

見書を提出することを求める陳情書」の質疑を行います。
質疑はございませんか。
７番、山口守夫議員。
７

番（山口 守夫） 山口です。

この消費税の値上げについての審議においては、現在の国におかれている借金、あるいは
社会保障、これについて語らないで、この消費税の問題を解決できないと思います。そこで
お伺いしたいのが、現在、国に借金がどのぐらいあるか、それで社会保障が年間どのぐらい
使われているか、それから社会保障が年間どのぐらいの金額になっているか、その点につい
てお伺いします。
議

長（原

悟郎） 総務経済常任委員長。

総務経済常任委員長（山﨑

文直）

今、その金額について、私も約1,000兆円とか、１人

当たり790万円というような形で推移しているという話はありますけれども、委員会の中で
はそういう部分についての論議は特にされておりませんが、今の時点で上げるべきかどうか
ということについての論議がされてきているわけであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ７番、山口守夫議員。

７

番（山口 守夫） 実際、今の場合に、そのところを審議されなくて、この消費税の

意見書の提出、こういうものを審議できたということは、これは実際審議が中途半端で終わ
っているんじゃないかと私は思うわけであります。そういう形の中で、もう一度、委員会に
これを戻して、きょうは取り下げて、審議するつもりはありませんか。
議

長（原

悟郎） 総務経済常任委員長。

総務経済常任委員長（山﨑 文直） ２日間にわたっての委員会をしてきたところでありま
すけれども、その中でも、陳情の２件のうちのこの陳情５のほうが時間を割いて論議をして
きたところでありまして、その結果として趣旨採択にということの形になったわけでありま
す。したがいまして、議論としては、これ以上してもまた同じような形になると思いますの
で、今のところ差し戻しするということは考えていないところであります。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

これから、陳情第５号の討論を行います。
討論はございませんか。
反対ですか。７番、山口守夫議員。
７

番（山口 守夫） 私は反対する立場で討論したいと思います。

今、いろいろ話を聞いておりまして、国の現在の状況がはっきりしない中で行われている
ということ、私も消費税は上がらないことには大賛成なんです。しかし、今の国の状況の中
で、上げざるを得ないんじゃないかという状況であります。と言いますと、国の借金は、も
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う既に1,000兆を超えてます。それで、先ほど言われたように、800万の個人の借金というよ
うな形にもなります。それから、社会保障は大体年間100兆円を超えている状態です。それ
で、今、国の予算が今年度92兆円の中で、約３割、29兆ぐらいの３割ぐらいの負担をしてお
ります。これが、年々１兆円ずつふえていくというような、こういう状況なんです。
そういう形の中で、確かに景気そのものを見分けながら上げていかなければならないとい
うことは当然そのとおりでありますが、実際、今の状態を、ここのところのＧＤＰとか、い
ろいろな形を見ますと、今を除いては消費税を上げる時期はないんじゃないかと、このまま
いったら、多分上げる時期はないと思います。確かに、反対だけしていればいいわけじゃあ
りません。そういう形の中で、これからの健全財政を保つためには、やっぱり財源が必要な
んです。そういう形の中で、消費税を上げ、また当然、その弱者に対しての保障をしながら
消費税を上げていくというような、こういうことをせざらないとだめじゃないかと。
そういうことで、我々議会としたら、当然、南箕輪の一忚最高機関だと思っております。
そういう中で、簡単な結論を出していくということは、やっぱり我々議会としたら恥ずかし
いことじゃないかなと、そんなことを思っているわけで。今回の消費税においては、やっぱ
り上げるべきであると、そのように思っておりますので、そのような討論とさせていただき
ます。
議

長（原

悟郎） ほかに討論はございませんか。

百瀬議員は賛成ですか。
１

番（百瀬 輝和） 反対です。

議

長（原

悟郎） 賛成意見の方。

６番、丸山豊議員。
６

番（丸山

豊） 昨日の報道で、安倍首相が、もう既に消費税を上げるのは決めた

とかいう、そんなような報道が流れておりますけれども、私は今の現状、今という、そうい
う時期的な判断をおいて、この意見書に、中止ということに賛成したいということで意見を
述べさせていただきたいと思います。
それには三つ理由が、私なりに考えてみました。
１点目は、昨日、ハローワークのほうで有効求人倍率を聞かせていただきました。全国的
には0.9くらいいっております。伊那のハローワークはまだ0.72ということでありまして、
足元の経済が非常にぐあいが悪いということ。私は、この件については１近くになってから、
全国的なものとは違いますけれども、１ぐらいに近くなってからでもいいんじゃないかとい
うふうにはちょっと思っております。
２点目、３点目になりますと、実は経済原則の話になってしまいますけれども、実は金利
と景気のバランスといいますか、その考え方に立ちますと、実は消費者物価指数というのは
もう既に上がりかけていて、国とか、日銀が定めた２％近くまでいっておると思います。こ
の主な中身の要因というを見ますと、輸入物価という、こちらのほうに非常にウエートが高
くなっていて、そこら辺のところでほとんど海外にキャッシュが流れていってしまうという、
そういうような、いわゆる悪いインフレ、こういうような状況が起こっているわけでござい
まして。それで、政府と日銀は、今２％から３％からのインフレターゲットを定めておりま
すので、本来ならばこれに向かっていくのは結構なんですけれども、悪いインフレが今そう
やって上がってきていると。
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長期金利が、今、日本のところで５月のあたりに0.9ぐらいまではいったんですけれども、
それで私はきのう、９月11日のデータを見てみますと、まだ0.72ということで、全然上がる
要素がない。だから、高金利と好景気というのは、非常に経済原則の中で言えば、バランス
のとれた指標になるわけでございまして、経済の変数というか、経済の数値をいろいろバラ
ンスの中で調べてみると、やっぱりそこら辺のところの、いわゆる金利にかかわるところが
非常に高いウエートを占めてくるという、重要な位置を占めてくるという、そういうことに
なります。だから、長期金利というのは、まだ0.73の状態はまだまだ景気が上向いていない
という、そういうことを示しておって、本来ならばここのところも、長期金利、10年債の長
期金利が上がっていてしかるべき、もう世界的にはみんな上がっております。米国にしても、
それからユーロ圏にしてもみんな上がっておりまして、だから、日本も本来ならばもう尐し
上がっていっていいはずな、全然上がっていかないというのは、やっぱり数字の上では景気
のぐあいが悪いと、こういうことになろうと思います。
３番目のやっぱりこれに関連してくるわけなんですけれども、これも経済原則の一つとし
て、この不景気の状況がそういう数字でもあらわれているということであって、そこのとこ
ろに増税をしたら、結局、足元といいますか、実態のないような景気の悪さという、とても
景気のいい状態で増税はすると、この先、失速してしまう。駆け込み需要で、一時的には上
がるかもしれませんけれども、よって来年の春、あるいはもう１年ぐらいを待ってから考え
てもいいんじゃないかというのが私の見解でございます。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬輝和議員。

１

番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。

私は、この中止を求める、反対をすればいいという意見書がどうなのかなという思いがあ
って、やはり先ほども言ってた景気が回復してという附則条項がついているんですが、実際、
私は個人経営をしている中では、やはりかなり景気というか、世の中の流れは確実によくな
っているという見方をしているわけです。その中で、判断するのは、10月１日に安倍総理が
判断しますということで、報道関係はきょう決定したというような報道もなされているわけ
ですが、それよりかはやはり低所得者へのどういう手当てをしていくのかとか、例えば８％
になった場合に、次の年に10％に上がっていくときに、じゃあ、その景気の度合いとか、消
費する中の軽減税率なんかの対忚をどうするんだとかいうところのほうが、僕は大事になっ
てくるんだろうなと思います。
1,000兆円を超える借金がある中で、これをしなければ、やはり世界的にも日本の信用が
なくなると言われていますし、実際、上げなければ、どうなるのかなというところはまだ見
えないわけですから、やはりしっかりと将来にツケを回さない方法をとっていただくしかな
いんだろうなというふうに思います。
やはり、議会としての意見書ですから、無責任な意見書を僕は出すべきではないというふ
うな考えでいます。その中では、やはりしっかりと判断する中で意見書を出すべきだという
考えなんで、今回はこの中止を求める意見書というのは、僕は反対したいと思います。
議

長（原

悟郎） ほかに意見はございませんか。

４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） 私は、今の段階では陳情に賛成です。委員会の採択の賛成に賛成
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なんですけれど。私は、商工会の商業者と一緒にちょっとさせていただいている関係で、そ
こから聞こえてくる声は、先ほどの意見にもありましたけれど、段階的にこの消費税を上げ
ることを見込んでいるというか、その時点で、商業者は特に消費者に直接お金をいただくと
いうことで、そこでの消費税が段階的に短い年度で上がっていくということは、本当に経営
者にとってはこれほど大変なことはなくて、そういった中小零細の多くの国民の生の声をど
う考えても国のほうは考えていないんじゃないかと思うような、まずは８％と。きょうの報
道も、本当にそれを実行するかのような報道もされておりまして、この段階は、どう考えて
も今消費税を上げるという決断がされてしまっては困るというのが普通の村民の考えではな
いかなと思いますので、この採択に賛成です。
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。

これから、陳情第５号を採決いたします。
この請願に対する委員長の報告は採択です。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、陳情第５号「国に対し、消費税増税中止の意見書を提出することを求める陳
情書」は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。
委員長報告に対する陳情第６号「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源
確保のための意見書採択に関する陳情」の質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

これから、陳情第６号の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

陳情第６号を採決いたします。
この請願に対する委員長の報告は採択です。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） 全員起立です。

したがって、陳情第６号「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保の
ための意見書採択に関する陳情」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。
それでは、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「消費税増税の中止を求める意見書」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。
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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。２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） ２枚目の意見書案を読み上げまして、趣旨説明にかえます。よろ

しくお願いいたします。
消費税増税の中止を求める意見書。
アベノミクス効果で株高となり、景気が上向きつつあると言われているが、特に地方にお
いては、雇用・個人消費は依然大変厳しい状況にある。
このような経済情勢においての消費税増税は、消費・景気を大きく後退させ、消費税を価
格に転嫁しにくい広範な中小企業・自営商工業者・農業者に大打撃を与えることは必至であ
る。また、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法
等の一部を改正する等の法律」附則に照らしても、平成26年４月からの消費税増税ができる
状況にはない。
よって、平成26年４月からの消費税増税の中止を求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
以上であります。よろしく御賛同のほどをお願いいたします。
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。
７番、山口守夫議員。
７

番（山口 守夫） 今、先ほども申し上げたんですが、国の財政は待ったなしの状態

にあると思います。これは、また時期を、契機をずらしてとか、そういう意見もあったよう
ですが、待ったなしなんですが、もしこの財源がどのような形でほかに確保できるか、それ
についてお伺いします。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） 先ほどからの議論もある中ですが、本日の新聞でも、首相がいよ

いよ引き上げを固めると、こういう報道もあります。その中で、また社会保障に充てると言
っていた消費税が、ほかの開発事業、いろいろに使われるということで、言ったことがうそ
じゃないかという報道もされているわけであります。ですから、財源をつくるという、その
中身そのものに既にうそがあるということが言われているわけであります。
そして、予算については、まさに国の執行者である皆さんが決めてきたものであります。
その中で、ただ財源が足りないという、そういう言い逃れでやることは許されないというふ
うに私は思います。財源は、まさに執行者がどんどんと決めていくべきものであって、それ
を全て丸投げして、国民に負担をするということが間違っている、そのように思います。
議

長（原

悟郎） ７番、山口守夫議員。

７

番（山口 守夫） 私は、財源をどのように確保するかと、そこまで考えた形で意見

書を出さないと、ただこれは反対、それから財源確保は国の責任だというような形ではまず
いんじゃないか。要するに、財源が、こういう財源があるから、これだから税制をしなんど
けと、値上げをするなと、こういう意見書にしなかったら、これは意見書の価値がないと私
はこのように思っています。この意見書を取り消す考えはありませんか。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） 先ほども趣旨説明をした中で、この法律を、消費税を上げるとい
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うことを決めた法律の中にも、附則として国民の生活に無理がいかないように、景気の動向
を見て決めるということでありますから、そういう法律の趣旨に従った中での、今上げるべ
きではないという意見書でありますから、それ以上の財源がどうのこうのという問題ではな
く、まさに国民に対する責任をきちっと果たすべきだと、こういう立場で意見書を出してお
ります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ７番、山口守夫議員、最後の再質問です。

７

番（山口 守夫） 中止を求めるなら、そこまで突っ込んだ形で、こういうものがあ

るから中止をしてくださいというのが本来の、我々の議会としての責任ではないでしょうか。
ただ他人任せで、ただ反対だけしていればいい、これになると、次世代へ、ただツケを回す
だけの話になってしまいます。そのような形でよろしいでしょうか。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村義輝議員。

２

番（久保村義輝） まさに、国政の論議を今しているというふうに思いますが、私は、

国の法律の決めた附則に従っても今上げるべきではない、こういう非常に限定した話をして
いるわけであります。
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〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

これから、発議第１号の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

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

長（原

悟郎） 起立多数です。

したがって、発議第１号「消費税増税の中止を求める意見書」は、原案のとおり可決され
ました。
次に、発議第２号「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための
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

８番、都志今朝一議員。
８

番（都志今朝一） 意見書を朗読し、趣旨説明といたします。

森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保のための意見書。
地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず、地球規模の重要かつ
喫緊の課題となっており、森林の持つ地球環境保護、国土の保全、水資源の涵養、自然環境
の保持など、「森林の公益的機能」に対する国民の関心と期待は大きくなっている。
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また、我が国は、平成25年度以降においても、京都議定書目標達成計画に掲げられた温室
効果ガス６％削減、そのうち3.8％を森林吸収量により確保することとしている。
このような中、「地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例措置」が平成24年10月
に導入されたが、「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保」について
は、「早急に総合的な検討を行う」との方針にとどまっている。
もとより、地球温暖化防止をより確実なものにするためには、森林の整備・保全等の森林
吸収源対策や豊富な自然環境を生み出す再生可能エネルギーの活用などの取り組みを山村地
域の市町村が主体的・総合的に実施することが不可欠である。
しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、後継者
不足など、厳しい情勢にあり、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組むための恒久
的・安定的な財源が大幅に不足している。
よって、下記事項の実現を強く求めるものである。
二酸化炭素吸収源として、最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する市町村
の役割を踏まえ、「石油石炭税の税率の特例」による税収の一定割合を森林面積に忚じて譲
与する仕組みを早急に構築すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
以上、趣旨説明といたします。賛同をよろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） これから質疑を行います。

質疑はございませんか。
４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） この意見書の内容なんですけれど、文字の修正をお願いしたいな

ということで、７行目と10行目と記の上の下から３行目の吸収源が減るという字になってお
りますので、これは多分、上のタイトルや以前の陳情内容を見ますと源が正しいのかなと思
いますので、できれば正しいものに直して提出していただきたいと思いますが、いかがでし
ょう。
議

長（原

悟郎） 文章の字の誤りは訂正して、正規のものに直して出していただく

と、直すように指示いたします。
ほかに質問はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

これから、発議第２号の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます

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

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第２号「森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保の
ための意見書」は、原案のとおり可決されました。
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発議第３号「道州制導入に断固反対する意見書」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。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

４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） 発議第３号の趣旨説明を申し上げます。

まず、今回、意見書案提出に至った経緯は、さる８月27日付、長野県町村議会議長会会長
から当議会議長宛てに依頼の文章が届きました。内容は、与党及び野党の一部において、道
州制導入を目指す動きが見られるので、地方議会が足並みをそろえて、国及び政府に意見書
を提出してほしいというものです。そこで、当議会としても道州制導入反対の意思表示をす
べきと考え、意見書案を提出いたします。
それでは、お配りしてあります意見書案を朗読して、趣旨説明とさせていただきたいと思
います。早目に読み上げたいと思いますのでよろしくお願いいたします。
道州制導入に断固反対する意見書。
我々町村議会は、平成20年以来、町村議会議長全国大会において、その総意により「住民
自治の推進に逆行する道州制は行わないこと。」を決定し、本年４月15日には全国町村議会
議長会が「町村や国民に対して丁寧な説明や真摯な議論もないまま、道州制の導入が決定し
たがごとき法案が提出されようとしていることはまことに遺憾である。」とする緊急声明を
行った。さらに、７月18日には「道州制は絶対に導入しないこと。」とする要望を決定し、
政府・国会に対し要請してきたところである。
しかしながら、与党においては、道州制導入を目指す法案の国会への提出の動きが依然と
して見られ、また野党の一部においては、既に「道州制への移行のための改革基本法案」を
第183回国会へ提出し、衆議院内閣委員会において閉会中審査となっているなど、我々の要
請を無視するかの動きを見せている。
これらの法案は、道州制導入後の国の具体的な形を示さないまま、期限を区切った導入あ
りきの内容となっており、事務権限の受け皿という名目のもと、ほとんどの町村においては、
事実上の合併を余儀なくされる恐れが高い上、道州はもとより、再編された「基礎自治体」
は、現在の市町村や都道府県に比べ、住民と行政との距離が格段に遠くなり、住民自治が衰
退してしまうことは明らかである。
町村は、これまで国民の生活を支えるため、食料供給、水源涵養、国土保全に努め、伝
統・文化を守り、自然を生かした地場産業を創出し、住民とともに個性あるまちづくりを進
めてきた。それにもかかわらず、効率性や経済性を優先し、地域の伝統や文化、郷土意識を
無視してつくり上げる大規模な団体は、住民を置き去りにするものであり、到底地方自治体
と呼べるものではない。多様な自治体の存在を認め、個々の自治体の活力を高めることが、
ひいては全体としての国力の増強につながるものであると確信している。
よって、我々南箕輪村議会は、道州制の導入に断固反対する。
という意見書案でございますので、皆様の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。
１番、百瀬輝和議員。
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１

番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。

意見書を出すということなんで、私は、ちょっとこれにかなり迷ったんですが、反対の立
場なんですが、この道州制のこの推進基本法案については、私の理解では、これから道州制
をどうしていくかという国民会議をつくって、いろいろ地方からの意見も聞きながら、どう
いう形がいいのかということで進めていくため、テーブルに上げるための法案であるという
理解をしているんですが、この意見書ではもう絶対反対なんだ、道州はもう合併を余儀なく
される、住民のサービスが停滞するなんていうことを言っているんですが、果たしてそうい
う法案なんでしょうか、これ。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂泰夫議員。

４

番（小坂 泰夫） この議会では、全員の議員さんが御存じのように、全協を通じて、

この意見書提出まで至った経緯を皆さんそれぞれが御存じのとおりでここまで進めてきまし
たので、その法案の内容について知っている、知らないを申せるものではないと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ほかに質疑はございませんか。

〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑は終わります。

これから、発議第３号の討論を行います。
討論はございませんか。
１番、百瀬輝和議員。
１

番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。

先ほども申すとおり、この法案は、道州制をどう考えていくかということだと思うんです。
議長会から要請で出てきているというのはわかるんですが、これはかたくなに反対するもの
なのかどうなのかというのは、尐し私は疑問に思います。というのは、今、日本の現在は、
尐子高齢化が進んできて、人口も減尐傾向にある中、各自治体が苦労しながら運営を行って
いるわけなんですが、南箕輪村も見てもわかるように、近隣市町村との広域化を図りながら
運営をしているわけです。都道府県についても、やはりそういう広域化を図っていかなけれ
ば、今、東京、2020年のオリンピック開催が決まりましたが、東京に一極集中する流れがで
きているわけです。税収を見ても、１人当たりの税収は、東京１人当たりの各都道府県はそ
の半分ぐらいしかないんです、東京は２倍なんです。そういう中で、地方の財政の格差が出
る中で、やはり新しい日本の形というものは考えていかなきゃいけないのかなということは
僕は思うわけなんです。その税収が足りない分を地方では地方交付税だとか、国庫支出金で
賄っているわけなんです。
中央から地方への流れ、地方分権という形で進んでいるわけなんですが、なかなかそれも
道半ばで進まない状態、じゃあ、それをどうしたらいいかというと、やはりこういう道州制
の制度の導入が必要になってくるではないだろうかという考えができるわけです。
また、国会議員の数の問題だとか、１票の格差の問題だとか、あとはいろいろな税金を無
駄遣いしている既得権益を持った団体なんかもできているわけです。そういうものをどうし
たらなくしていけるかというと、やはりこういう機構改革をするしか手がないんだろうなと
いう考えを持っています。
ですから、そういう中で、この道州制推進基本法というのは、それをようやくテーブルに
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載っけて議論できるという法案だと僕は考えていますので、地方が一方的に不利になるとい
うことはない法案だと思っていますので、この意見書には私は反対したいと思います。
議

長（原

悟郎） ほかに討論はございませんか。

２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） 新たなこのような道州制という問題を立ち上げる前に、今、実際

に営営として国と県と地方で論議をしながら行政を進めているわけです。当然、地方からの
いろいろな意見をもっと吸い上げて、今の機構の中で無駄のない、地方に優しい、全ての国
民が同じ土俵に立った生活ができる、こういうことをしようとすればできるわけであります
から、新たなこういう道州制という問題を取り上げる前に、まさに法律に従って、地方の立
場をしっかり考える、そういう行政がされれば、こういう問題はなくなる、こういうふうに
私は思います。
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。

これから、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「道州制導入に断固反対する意見書」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16号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第６号）」を議題といたします。
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16号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第６号）」

について提案理由を申し上げます。
本案は、南部保育園園庭用地購入について地主の御理解がいただけましたので、用地の購
入費及び関連費用の補正を行うものであります。歳入が歳出に対して不足する額は予備費で
調整するものとし、既定の歳入歳出予算の総額に変更はありません。
細部につきましては、副村長及び担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議い
ただき、御決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

原副村長。
副 村 長（原

茂樹） 議案第16号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第６号）」

の細部説明を申し上げます。
事項別明細書により御説明申し上げます。
予算書案の４ページをお開きいただきたいと思います。
125

第３款、民生費でございます。２項２目0340保育園運営事業で、南部保育園の園庭用地を
取得するための経費を計上させていただくものでございます。南部保育園の園庭は、園児数
の増加等に伴いまして狭小となっておりますので、村道を挟み、南側にある農地、約1,200
平方メートルを新たな園庭用地として購入をさせていただきたいと思います。11節の２万円
は、所有権移転の嘱託登記をする際の登録免許税の納付に用いる収入印紙代、17節の1,660
万円が土地購入費でございます。
おめくりいただきまして、第14款、予備費でございますが、1,662万円の減額調整をさせ
ていただきます。
以上、細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） 議案第16号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

次に、議案第17号「教育委員会委員の任命について」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

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17号「教育委員会委員の任命について」の提案理由を申し

上げます。
平成17年10月から２期８年お勤めをいただきました有賀志津子教育委員が、９月30日で任
期満了となります。新たに、林百代氏を教育委員として任命したいので、地方教育行政の組
織及び運営に関する法律第４条第１項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものであり
ます。
議案書をお願いいたします。
住所につきましては、南箕輪村9637番地５、氏名、林百代、生年月日、昭和42年３月７日、
満46歳でございます。
経歴につきましては添付資料をごらんください。
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） これから議案第17号に対する質疑を行います。

〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

これから議案に対する討論・採決を行います。
議案第１号「南箕輪村職員定数条例の一部を改正する条例」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第１号を採決いたします。
議案第１号は、原案のとおり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１号「南箕輪村職員定数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「南箕輪村子ども・子育て審議会条例」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

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

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第２号「南箕輪村子ども・子育て審議会条例」は、原案のとおり可決さ
れました。
議案第３号「南箕輪村鳥獣被害対策実施隊設置条例」の討論を行います。
討論はございませんか。
２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） 鳥獣被害は、比較的当村は尐ないわけですが、それでもまいた種

が抜かれるとか、あるいは収穫直前のものが食べられるという、大変農家にとっては困難が
起こっております。だんだん高齢化した今までの猟友会の皆さん、ぜひ、こういう立場で、
皆さんにしっかりと頑張っていただける組織をつくって、忚援をしていくことによって、鳥
獣被害を減らすために一層の努力をお願いしたい。
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「南箕輪村鳥獣被害対策実施隊設置条例」は、原案のとおり可決
されました。
議案第４号から議案第９号までは、総務経済常任委員会に付託されていますので、ここで
委員長の報告を求めます。
総務経済常任委員長。
総務経済常任委員長（山﨑 文直） それでは、議案第４号から第９号までの審査の結果を
報告いたします。
総務経済常任委員会に付託をされました議案第４号から議案第９号までの６議案につきま
しては、２常任委員会における連合審査にて審査を行いました。
ここで審査の結果を報告いたします。
議案第４号「平成24年度南箕輪村一般会計歳入歳出決算の認定について」は、審査の結果、
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認定すべきものと決しました。
議案第５号「平成24年度南箕輪村介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」は、
審査の結果、認定すべきものと決しました。
議案第６号「平成24年度南箕輪村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」は、
審査の結果、認定すべきものと決しました。
議案第７号「平成24年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」
は、審査の結果、認定すべきものと決しました。
議案第８号「平成24年度南箕輪村水道事業会計決算の認定について」は、審査の結果、認
定すべきものと決しました。
議案第９号「平成24年度南箕輪村下水道事業会計決算の認定について」は、審査の結果、
認定すべきものと決しました。
なお、決算審査は、今後の行政執行に生かす目的で行われるものであります。審査の過程
において、各議員から出されました指摘事項等を十分留意の上、より一層の効率的な事業展
開を図り、今後とも健全な行財政運営に当たるよう、また、特に収入未済や不納欠損は、税
等の公平性から、きちんと取り組みがなされるよう要望いたしまして、以上、総務経済常任
委員長報告を終わります。
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４号「平成24年度南箕輪村一般会計歳入歳出決算の認定について」の討論を行いま
す。
討論はございませんか。
〔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。
この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお
り認定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第４号「平成24年度南箕輪村一般会計歳入歳出決算の認定について」は、
認定することに決定いたしました。
議案第５号「平成24年度南箕輪村介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について」の
討論を行います。
討論はございませんか。
〔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。
この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお
り認定することに賛成の方は起立願います。
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〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第５号「平成24年度南箕輪村介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定
について」は、認定することに決定いたしました。
議案第６号「平成24年度南箕輪村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について」の
討論を行います。
討論はございませんか。
〔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。
この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお
り認定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第６号「平成24年度南箕輪村国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定
について」は、認定することに決定いたしました。
議案第７号「平成24年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について」
の討論を行います。
討論はございませんか。
〔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。
この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお
り認定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第７号「平成24年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認
定について」は、認定することに決定いたしました。
議案第８号「平成24年度南箕輪村水道事業会計決算の認定について」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔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。
この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお
り認定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第８号「平成24年度南箕輪村水道事業会計決算の認定について」は、認
定することに決定いたしました。
議案第９号「平成24年度南箕輪村下水道事業会計決算の認定について」の討論を行います。
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討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第９号を採決いたします。
この決算に対する委員長の報告は認定とするものです。この決算は、委員長の報告のとお
り認定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第９号「平成24年度南箕輪村下水道事業会計決算の認定について」は、
認定することに決定いたしました。
議案第10号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第５号）」の討論を行います。
討論はございませんか。
９番、唐澤由江議員。反対ですか、賛成ですか。
９

番（唐澤 由江） 賛成ですけれども意見を。

議

長（原

悟郎） 反対はおりませんね。

９番、唐澤由江議員。
９

番（唐澤 由江） 24ページの南箕輪小学校の学級経営、形成学習習慣形成について

ですが。
議

長（原

悟郎） 唐澤議員、項目の質問じゃなくて、全体の討論です。

９番、唐澤由江議員。
９

番（唐澤 由江） 全体ですね。

議

長（原

悟郎） 討論の意見を言ってください。

９番、唐澤由江議員。
９

番（唐澤 由江） クラス運営が困難な指導員の、予算化されておりますけれども、

30人規模学級もできておりますし、特別支援学級もあることですし、介助員とか、支援員の
8.5人も村独自でつけているわけです。学級運営が大変ということであれば、しばらく教育
相談の先生とか、クラスを見守っていただくとか、そんなようなことで様子を見られてはい
かがでしょうかということです。
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10号を採決いたします。
議案第10号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第10号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第５号）」は、原案の
とおり可決されました。
議案第11号「平成25年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算（第１号）」の討論を行
います。
討論はございませんか。
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〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第11号を採決いたします。
議案第11号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第11号「平成25年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算（第１
号）」は、原案のとおり可決されました。
議案第12号「平成25年度南箕輪村国民健康保険特別会計補正予算（第１号）」の討論を行
います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第12号を採決いたします。
議案第12号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第12号「平成25年度南箕輪村国民健康保険特別会計補正予算（第１
号）」は、原案のとおり可決されました。
議案第13号「平成25年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）」の討論を
行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

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

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第13号「平成25年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１
号）」は、原案のとおり可決されました。
議案第14号「平成25年度南箕輪村水道事業会計補正予算（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。

議案第14号を採決いたします。
議案第14号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第14号「平成25年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第３号）」は、原
案のとおり可決されました。
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議案第15号「長野県上伊那広域水道用水企業団規約の一部を改正について」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15号を採決いたします。
議案第15号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第15号「長野県上伊那広域水道用水企業団規約の一部を改正について」
は、原案のとおり可決されました。
議案第16号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第６号）」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第16号を採決いたします。
議案第16号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第16号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第６号）」は、原案の
とおり可決されました。
議案第17号「教育委員会委員の任命について」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第17号を採決いたします。
議案第17号に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17号「教育委員会委員の任命について」は、同意することに決定され
ました。
ここで、議案審議が終わりました。
委員会の閉会中の所管事務の調査の件を議題といたします。
総務経済常任委員長、福祉教育常任委員長及び議会運営委員長から会議規則第72条の規定
により、お手元に配付のとおり、所管事務の調査事項について閉会中の継続調査の申し出が
ありました。
お諮りいたします。
委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。
〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議

長（原

悟郎） 異議なしと認めます。
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したがって、総務文教常任委員長、福祉教育常任委員長及び議会運営委員長から申し出の
とおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
会議を閉じます。
ここで村長の挨拶を求めます。唐木村長。
村

長（唐木 一直） ９月定例議会、12日間の会期、お疲れさまでした。また、全議案、

可決、認定をいただき、ありがとうございました。議案審議や一般質問でいただきました御
意見、御提言につきましては、今後の行政執行に生かしてまいります。
今議会で、平成24年度の決算の認定をいただきました。24年度の決算は通年ペースの決算
となりましたが、ソフト事業として、健康福祉分野で新たな村単独事業の実施や景観環境面
でも新たな取り組みができました。また、ハード事業では、保育園、学校等の施設の充実を
図ることができました。財政指標も実質公債費負担比率等さらに改善が進み、健全財政の維
持推進が図られ、人口１万5,000人に向けての村づくりの基礎がさらに評価できたのではな
いかと思っております。
きのうときょうの午前中、副村長、教育長と手分けをしながら、高齢者の敬老訪問を行い、
祝い品等をお届けいたしました。また、すばらしい南箕輪村を築いていただきましたことに
感謝を申し上げたところであります。お元気な方も多く、この皆様方がこれからもお元気で、
心豊かに暮らせる村づくりをしていかなければならないと強く認識をしたところでございま
す。今後も可能な限り、さまざまな福祉に優しい村づくりの推進に努めてまいります。
今議会の補正予算におきましても、生活介護事業所の設置の設計費をお認めいただきまし
て、ひまわり家の改修をし、平成26年度後半には開所していきたいなというふうに今考えて
おります。また、ひまわりの家、ぽっかぽかの家も利用者がかなり多くなってきており、手
狭となってまいりました。近い将来的には、増築をしていかなければなりません。そんな点
もあわせて御理解もお願いいたします。
平成25年度も半分が経過をいたします。今のところ計画いたしました事務事業は、ほぼ順
調に推進ができております。これからも着実に推進ができていくよう努めてまいります。
また、今議会中に、2020年のオリンピックが東京開催で決定となり、オールジャパン勝利
となり喜ばしいことであります。日本がさらに元気になるよう、また若者に夢と希望がもた
らされるよう、そんなオリンピックになることを期待しておるところであります。
しかし、一方では、東日本大震災の復興がおくれぎみでありますし、福島第一原発事故の
対忚につきましても、これからの部分がかなり多いところであります。国が、責任を持って、
早期に進めていくことを強く要望するところであります。
これから、台風シーズンに入ってまいりますが、災害対忚には万全な体制をとってまいり
ます。今、実りの秋を迎えております。豊作になることを願っておるところでございます。
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、閉会の当たりましての御挨
拶とさせていただきます。ありがとうございました。
議

長（原

悟郎） これから収穫の秋になります。保育園、学校の運動会等をはじめ、

議会行事等、何かと御多忙のことと思います。また、気候も尐しずつ寒くなりますが、体に
は十分気をつけて議会活動をお願いしたいと思います。
これをもって平成25年第３回南箕輪村議会定例会を閉会いたします。大変御苦労さまでし
133

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１４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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