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聡

会議のてんまつ
平成２６年 ３月 ３日
事務局長（堀

午前９時００分 開会

正弘） 御起立願います。〔一同起立〕おはようございます。

〔一同「おはようございます」着席〕
議

長（原

悟郎） 御苦労さまです。

２月も２週連続の大雪がありましたが、幸いにも若干の農業施設の被害でおさま
り、安堵したところであります。
３月に入り、これから三寒四温を繰り返し、春に向かっていくものと思います。
本日より３月定例議会でありますが、今議会は、26年度予算をはじめ、重要案件
がございます。内容等十分審査されることをお願いし、ただいまから、平成26年第
１回南箕輪村議会定例会を開会いたします。
ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の
会議を開きます。
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第115条の規定により、９番、唐澤由江議員、１番、
百瀬輝和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。
久保村議会運営委員長。
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26年第１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28件であります。請願・陳情は、請願２件、
陳情１件が提出されております。
会期は、本日３月３日から３月14日までの12日間とし、この間で４日から11日ま
でを休会といたします。
なお、議案審議の関係で、議案第11号、議案第13号、議案第15号、議案第16号及
び議案第23号を即決といたします。
以上で、議会運営委員長報告を終わります。
議

長（原

悟郎） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり決定すること

に御異議ございませんか。
〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議

長（原

悟郎） 異議なしと認めます。

したがって、会期は、本日から３月14日までの12日間に決定いたしました。
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なお、本定例会の日程は、お手元に配付の表のとおりです。
今議会は、平成26年の第１回の定例会であります。予算編成方針を含め、村長の
挨拶をお願いいたします。
唐木村長。
村

長（唐木 一直） 改めまして、おはようございます。〔一同「おはようご

ざいます」〕
平成26年第１回議会定例会を招集申し上げましたところ、大変お忙しい中、全議
員の御出席をいただき開会できますことにお礼を申し上げます。
平成25年度１年間を総括しながら、平成26年度の予算の概要等を含め、御挨拶を
申し上げます。
ことしは、穏やかな年明けで始まり、１月下旬には４月を思わせる暖かい日に包
まれた暮らしやすい日々が続いておりましたが、前線を伴った低気圧の影響により、
２月７日から、また14日から週末にかけて、２週連続で記録的な大雪に見舞われま
した。中でも、14日からの大雪は、東日本の各地で観測史上初めてとなる積雪量と
なり、伊那消防署でも63.5センチを記録したと報道をされております。本村でも同
様に、50センチから60センチの積雪があったものを見込んでおりますが、この大雪
は、広範囲で交通機関や主要道路のマヒ状態が続き、大変心配されたところであり
ます。
村内の被害でありますが、農業用のパイプハウスの全壊等が11棟ございました。
被害として740万円余となっております。しかし、おかげさまで、最小限にとどま
りました。
また、村民の皆様方には、連日の除雪に追われ、体力的にも大変だったと痛感し
ておりますが、互いに助け合う共助の精神が生かされていることも感じたところで
あります。村では、区と協力し、除雪に全力を挙げながら、職員による通学路の歩
道の除雪、高齢者・障害者のひとり暮らし世帯等の除雪も実施し、安全安心な村民
生活を優先したところであります。
また、昨年、除雪ボランティアの組織を立ち上げました。北原区を除く各区に組
織されました除雪ボランティアには、86名の方から登録をいただきました。近年ま
れに見る大雪であったため、村で委託しております業者だけでは除雪が追いつかず、
大変御不便をおかけいたしましたが、除雪ボランティアの皆様が、各区内の生活道
路、通学道路や歩道など、精力的に除雪をしていただき、その機動力には大変感謝
をしているところあります。
また、２月18日を南箕輪村の日と制定する記念事業の一環として、15日には県民
コンサートｉｎ南箕輪、また16日にも記念式典等を計画しておりましたが、村民が
一丸となって除雪をしていただいているときでもございましたので、中止とさせて
いただきました。また、改めて実施してまいりたいと考えておりますので、御理解、
御協力をお願いするものであります。
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３月に入りまして、大分暖かくもなってまいりました。また、春が待ち遠しい時
期であります。先ほど申し上げましたとおり、年々異常気象がふえてきており、ま
た規模も強くなってきております。ぜひ、穏やかな１年であってほしいと願うもの
であります。
さて、先日、南箕輪村議会が全国町村議会特別表彰を受賞されたと報告をいただ
きました。まことにおめでとうございます。この表彰は、議会活動を通じ、地方自
治の進展に大きな役割を果たしている議会として、全国から２団体が表彰を受けら
れたとお聞きいたしました。このことは、本村が自立の道を選択して以降の、これ
までの村議会の改革の動きや、最近の議会活性化の活動が大きく評価されたことに
よるものと敬意を表するところであります。
本村は、転入人口が多くなり、住民の意見をどう村政に反映させるかも大きな課
題であります。議会が取り組まれております情報発信、また議会と語る会や各種団
体との意見交換などを通して、ぜひ、多くの御意見をお聞きいただき、これからの
村政運営に対し、建設的な御意見をいただくことをお願いするものであります。
さて、内閣府が公表しております２月の景気動向は、景気は緩やかに回復してい
るとしておりますが、先行きにつきましては海外景気の下振れや、消費税引き上げ
に伴う駆け込み需要から、その反動が見込まれますので、注意が必要となります。
また、地元金融機関の伊那谷・経済動向でも、上伊那地区内の状況を総合的に判断
し、好転企業から悪化した企業の割合を差し引きした数値では、悪化している企業
が多い中で、前期より５ポイント改善しております。円安、株高の中で、住宅など
の消費税率の引き上げに伴う駆け込み需要などが影響しているものと理解しており
ます。しかし、地方では、一部の企業の業績回復は見られるものの、依然として厳
しい状況には変わりなく、逆に、今後の消費税率の上昇により、景気の後退を危惧
しているところであります。
月日のたつのは早いもので、平成25年度も１カ月を切ってまいりました。今年度
は村長選もございましたので、骨格予算でスタートしたところでありますが、５月
に肉づけ予算をお認めいただき、事業の推進をしてまいりました。今年度は、村民
生活に優しく、また地域を元気にする予算に心がけ、取り組んでまいりました。主
な主要建設事業は、田畑公民館の建設事業、南原保育園増・改築工事、役場庁舎増
築工事、中野原橋修繕事業など、大型事業が山積し、７億円を超える予算を計上し
てまいりましたが、１月末の支出負担行為の執行率では、89.4％となり、計画どお
りに竣工できるものと判断しているところであります。また、主なソフト事業でも、
扶助費といった申請に応じた支出もございますが、同じく１月末の支出負担行為の
執行率では、72％となっており、平成25年度もあとわずかとなりましたので、最後
の確認を怠らないよう指示をしたところであります。
初めに、平成25年度の村税の状況につきまして報告を申し上げます。
一部の大手企業では、業績も回復され、ベースアップも計画している企業もござ
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いますが、住民税への波及には27年度以降となりますので、まだまだ厳しさが続く
ものと判断しております。
25年度の村税でありますが、全体といたしまして19億9,400万円余りの収入を見
込み、前年度の決算額に対しまして、約1,300万円の減収となるものと算出してお
ります。しかし、この数値につきましては、若干厳しく見込んだところであります
ので、最終的には前年度と同様に20億円を超えることも予測しておるところであり
ます。
その主な内容でございますが、個人村民税につきましては、景気低迷による給与
所得の減収により、前年度決算額より約1,600万円の減の６億7,600万円を見込んで
おります。また、法人村民税でありますが、村内の主要企業の一部で業績の回復が
見られますので、昨年と同様の決算規模が見込まれるため、１億9,000万円と見込
んだところであります。しかし、固定資産税では、地価の下落、また企業の設備投
資等が進んでいないため、前年度より約700万円減の９億1,200万円と見込んでおり
ます。軽自動車税及び村たばこ税、入湯税につきましては、前年度の決算より微増
になるものと見込んだところであります。
次に、昨年１年間の人口動態でありますが、県全体では１万2,067人の減となり、
12年連続して減少しております。しかし、本村を含む８市町村が人口増となり、本
村は、軽井沢町の195人、御代田町の141人に次ぐ、３番目の121人の増となったと
ころであります。中でも特筆すべきものは、出生数から死亡数を引いた自然増減で
増加となった市町村は、南箕輪村64人、宮田村１人の２村だけとなったところであ
ります。本村では、未満児のお子さんもふえており、生活優先の住みやすい点を高
く評価していただいているものと感じておりますし、また大変ありがたいことでも
あります。
したがいまして、新年度の保育園の園児数につきましても、年度当初では614名
を予定しておりますが、例年、転入等により増加してまいりますので、最終的には
670名を超えるものと予測をしております。特に、母親の就労による３歳未満児の
入園希望者が増加しており、定員を上回っている保育園もございますので、本議会
で南原保育園、中部保育園の定数改正をお願いしたところであります。また、平成
27年度には、中部保育園と西部保育園の増改築も計画しておりますので、26年度に
は基本設計を実施してまいりたいと考えております。
一方で、共働き等により、長時間保育を御利用していただく世帯も多くなってき
ております。保護者の負担軽減や不公平感の解消を図るため、来年度から長時間の
保育料を見直し、保護者が利用しやすい料金体系に変更してまいります。
また、平成27年４月から本格的に施行されることとなっております、子ども・子
育て新制度につきましては、26年度中に子ども・子育て支援事業計画を策定する予
定でございます。現在、調査結果の取りまとめを行っておりますので、今後、審議
会で検討していただき、次世代を担う子供たちの行く末を行政、家庭、地域が連携
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しながら、支援をしてまいりたいと考えております。
続きまして、社会福祉の現状でございます。
高齢者の介護や子育て、障害者サービスなど、社会福祉に対するニーズが多様化
してきており、本村でも徐々に高齢化が進み、村民の健康や福祉に対する意識がま
すます高まっております。このため、高齢者や障害者の皆様が安心して暮らせる福
祉、介護体制の充実、安心して子供を産み、育てられる環境の整備、村民の健康と
安全な暮らしを支えるための医療体制の充実などを推進してきておるところであり
ます。
平成24年度から始まりました第５期介護保険事業計画につきましては、今のとこ
ろ順調に推移しております。しかし、今年度に入り、介護サービス費が急激に増加
しておりますので、１月末現在の介護給付費では、昨年同期と比較しまして、約
10.7％の高い伸びを示しております。この要因につきましては、高齢化の進展によ
り、要介護認定者の増加に伴うサービス給付費の増によるものであります。
また、国民健康保険につきましては、医療費の増加が続いておりましたが、１月
末現在の医療給付費は、昨年同期と比較しまして、ほぼ同額となったところであり
ます。医療費を抑えるためには、まず特定健診、循環器健診、各種がん検診の受診
者数の増加が重要となってまいりますので、受診料の引き下げや受診料が無料とな
る節目年齢をふやし、受診しやすい体制や保健師による保健指導の強化に努めてお
ります。なお、国保被保険者数は、若干ではありますが減少傾向にあります。この
ことは、若干、景気の動向等によるものと推測しておるところであります。また、
低所得者層が増加している状況を見ますと、今後も保険税の伸びは期待することは
できず、厳しい財政運営が強いられますが、29年度に予定されております市町村国
保運営の広域化までは維持をしてまいりたいと考えておるところであります。
障害者対策といたしまして、自立支援法に基づいた障害福祉サービスに係る介護
給付、訓練給付や地域生活支援事業の提供を図りながら、サービス利用の円滑な推
進に努めております。また、障害者の方の中には、今後の生活に不安を抱えている
方が多くおります。特に、グループホーム等への入所希望者が多くおられますので、
昨年、グループホームを検討する組織を立ち上げており、27年度中には御提言をい
ただく予定となっております。
戦後、米の生産技術の向上と食事の欧米化などによる過剰米を調整するため、昭
和45年から米の生産調整が始まっております。しかし、現在、交渉しております環
太平洋パートナーシップ、いわゆるＴＰＰ交渉を見据え、農業の自由競争と体力強
化を図るべく、５年後をめどとしまして減反政策を廃止する方針としております。
この転換によりまして、米の直接支払交付金が10アール当たり１万5,000円から
7,500円に減額されますが、新たに日本型直接支払制度が創設されることとなりま
す。今までの農地水保全管理支払交付金が多面的機能支払いに変更され、また農地
中間管理機構による農地の集積化の推進など、農業政策の大きな転換期を迎えます
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が、詳細につきましては、現段階でも明らかになっていない部分があります。ＴＰ
Ｐの交渉とあわせまして、注視をしていく必要があるものと考えております。
また、６次産業化につきましては、若い子育て世代が多いという村の特徴を生か
し、忙しい母親がどのような加工品を望んでいるかを把握するため、アンケートを
実施しました。対象者を保育園、小中学校の保護者と限定し、約900人から回答を
得ることができました。この結果を分析し、今後、方向性を絞ってまいります。
平成26年４月に、長野朝日放送株式会社と村が森林の里親協定を締結する予定で
ございます。この協定は、平成26年４月29日から平成28年３月31日までの約２年間
にわたり、長野朝日放送株式会社が、森林の里親制度を活用し、地球を守ろうプロ
ジェクトの一環としまして、大芝高原村有林をフィールドとし、森林づくりの交流
活動を行うものであります。村は支援金を活用し、イベント、除伐、枝打ち作業等
を年に３回程度実施する予定でございますが、この活動につきましては、地球を守
ろうプロジェクトの番組で放送される予定であります。
また、平成26年は、名古屋長野県人会と村が連携してイベントを行っていく予定
であります。先月の２月８日には、名古屋長野県人会の新春懇親パーティーに参加
し、勇壮な本村の太鼓を披露するとともに、村のＰＲを行ってまいりました。また、
９月には、名古屋県人会の全国祭りが開かれるため、さらに村のＰＲに努めてまい
りたいと考えております。
このように、新たな地域連携が始まる年となりますので、多くの皆様の御協力を
お願いするものであります。
続きまして、平成６年から稼働しておりました農業集落排水施設いずみ苑は、昨
年度、公共下水道処理場への接続も完了いたしました。今年度、郷土資料保管庫、
防火水槽、防災備蓄倉庫等に改築し、新たな施設として生まれ変わりましたので、
今議会で南箕輪村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例を廃止し、また、
新たに南箕輪村文化財資料保管倉庫設置条例の制定をお願いするものであります。
この下水道関係につきましては、公共下水道一本で運営をすることができるように
なりました。南箕輪村は、本当にそういった点では効率のよい村であります。そん
な特徴も生かしていかなければならないと考えておるところであります。
また、長年の懸案事項でありました県道吹上北殿線の道路改良につきましては、
計画より１年早く、ことし３月末で国道から北殿公民館東までの拡幅改良工事が完
了する見込みとなったところであります。同時に、県より、県道伊那北殿線の下河
原橋の改良工事につきましても、天竜川の河川区域を避ける形で橋を拡幅し、クラ
ンク形状の道路を緩やかなＳ字状のカーブに改良する工事計画が示され、来年度か
ら事業の着手ができる見込みとなりました。長年、通行に不便をおかけしておりま
したが、もうしばらく御理解と御協力をお願いするものであります。
今年度末で指定管理期間が終わります28施設につきまして、南箕輪村公の施設指
定管理者選定審議会で審議をしていただき、答申をいただいたところであります。
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村でも答申を尊重し、今議会に社会福祉施設等の指定管理者、並びに大芝高原等関
連施設の指定管理者、村民体育館の指定管理者の指定につきまして審議をお願いす
るものであります。
さて、今議会は、新年度予算の審議をお願いいたしますので、予算編成の概要に
つきまして申し上げます。
基本方針といたしましては、人口増加対策を基本とする積極的な予算を編成した
ところであります。当初予算といたしましては、昨年度肉づけ予算より、8.1％増
の過去最大規模の57億8,000万円といたしました。特に、重点課題といたしまして、
保育園、小中学校の増改築等など大型事業を計上し、あわせて住民の声を反映する
ため、これまで抑え込んでおりました地区計画事業も1,000万円程度を増額し、住
民生活に密着した道路の整備の強化を図ったところであります。また、一方では、
子育て、福祉、教育面のソフト事業の充実も図り、ソフト、ハード事業の両面で人
口増加に向けた予算としたところであります。
初めに歳入であります。
村税につきましては、一部企業の業績回復も見られることから、法人村民税は、
前年度より3,526万円の増額を見込みました。個人住民税では、給与の収入の伸び
が期待できないことから、1,131万円の減としました。村民税全体では2,395万円の
増としたところであります。また、固定資産税、軽自動車税、入湯税につきまして
は、前年度とほぼ同額を見込んでおりますが、村たばこ税につきましては、売上本
数の減少見込みにより、前年度より1,470万円の減額を見込んでおります。したが
いまして、村税では、1,021万円増の19億9,300万円余りとしたところであります。
地方消費税交付金でございますが、消費税率の増加に伴い、地方へと配分もふえ
るものと理解しておりますが、不明な点もございますので、増加分につきましては
県の試算を参考にいたしまして、2,770万円の増としたところであります。
そのほかでは、分担金及び負担金では3,421万円の増、また国庫補助金では１億
5,760万円の増、県補助金につきましては5,015万円の減となったところであります。
事業に伴う増減となっております。また、今年度は大型事業が重なりましたので、
財政調整基金から２億円を取り崩し、村債では、伊那消防署の建設等に伴い、１億
9,210万円の増となったところであります。
次に歳出であります。
初めに、ハード事業でありますが、子育て、教育に関する事業では、人口増加対
策、また各施設の安全対策の整備を実施するものであります。平成27年度には、南
部小学校の児童数の増加が見込まれ、あわせて教員数も増加してまいりますので、
二つの教室と職員室の増改築工事としまして、１億900万円余りを計上しておりま
す。また、中部、西部保育園につきましても、園児数の増加が見込まれることから、
増改築に向けた基本設計を委託するものであります。
各施設の安全対策では、小学校体育館の耐震補強工事とサッシガラスの修繕工事、
10

南部小学校のトイレの改修工事、中学校プールのろ過器の取りかえ工事、また村公
民館の耐震改修工事の実施設計や村民センターの冷暖房装置の改修工事などを計上
しております。
時事共同に関する事業といたしましては、伊那消防署建設関連で２億1,500万円
余りと、久保の消防屯所建設工事では2,500万円、第１分団第２部の小型可搬ポン
プ積載車の購入などを計上しております。
また、生活環境に関する事業といたしましては、南原住宅団地焼却灰処理関連で
は１億3,400万円を、道路関係では、今年度から塩ノ井区から久保区の旧道の舗装
修繕工事を実施し、そのほかには、荒井坂橋の修繕工事といたしまして4,800万円
を、南原区の農道整備として3,400万円を計上したところであります。
次に、主なソフト事業でございますが、障害児のサービス等の利用計画を担う相
談支援事業所の開設や、南信交通災害事業では、未就学児の共済掛金を村が負担し
てまいりたいと考えております。
また、昨年実施しました１泊による避難訓練の検証から、少しでも快適な避難生
活を送るために、仕切り板を補充し、新たにバルーン型の投光器と発電機、またＡ
ＥＤなどの配備などを計上しております。
産業面では、ブランド米の開発及び販路の拡大、奥地林の森林整備、調査研究な
ども盛り込んだところであります。
教育面では、特別支援が必要とする児童や生徒の支援や介助につきまして小中学
校の特別支援教育支援員の増員や、小学校１、２年生を対象として学習習慣形成支
援員の増員を行い、教育環境の整備、充実を図るものであります。
また、扶助費につきましても1,133万円を増額し、市には障害者自立支援給付費
の増となったところであります。
また、大芝高原の利便性向上に向けた補助事業に採択されるよう事業計画を策定
する費用といたしまして、1,100万円も計上いたしました。大芝高原の利便性活用、
今の施設につきましては、補助事業に持ち込み、計画的に整備をさせていただくと、
こんな予定でおるところであります。
以上が一般会計の新年度予算の概要であります。
平成26年度の当初予算では、緊急的な課題の取り組みのため、近年にない財政調
整基金の取り崩しや起債の借り入れも実施しましたが、一過性のものであり、村の
財政状況に影響するものではないと判断しております。しかし、過去最大規模の当
初予算を編成しましたので、今まで以上に経常経費の節減はもとより、効率的な行
財政運営をしていくように努めていくものであります。
人口が増加していくということは大変ありがたいことであります。昨年も、人口
増加対応につきまして視察もいただいたところでありますが、本村では、人口増加
定住化対策につきまして、具体的な施策というのは何ひとつ実施をしていないとこ
ろであります。そんな点は驚いておられるところであります。しかし、県下でもト
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ップクラスの一つ一つの事業の積み重ねと事業の厚みが、子供から高齢者までバラ
ンスよく実施していることが、住みよい、また安心して暮らせる村を育んでいるも
のと理解しておるところであります。こんな点を評価していただき、人口が増加す
る力となっているものと判断しております。
３期目の村長に就任し、１年が経過しますが、前２期は、どちらかといえば、子
育てをはじめ、住民生活を支えることを優先させながら、健全な財政運営と持続可
能な村づくりの礎を築くため、起債残高の減少、また基金の増額も図りながら、将
来に向けての力をためていた時期でもありました。しかし、これからは、推進力の
あるときに、人口増加の受け皿づくりといたしまして、積極的な行政を打ち出した
ところであります。あわせまして、住民生活を守る、このことは基本としながら、
今後は積極的なそんな対応もしてまいりたいと考えておりますので、議員各位にお
かれましても、村の発展の推進力として御理解と御協力をお願いするものでありま
す。
本定例会でお願いいたします議案は、条例改正及び各会計の新年度予算等28議案、
報告が４件であります。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） それでは、ここで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11月分か
ら平成26年１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。
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、１
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。
報告第２号は、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画を策定しましたの
で、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、議会に報告するものでありま
す。
細部につきましては行動計画書をごらんいただきたいと思います。
報告第３号及び第４号は、経営状況の報告であります。南箕輪村土地開発公社、
並びに一般財団法人南箕輪村開発公社の平成26年度予算が、それぞれの自治会、評
議委員会において議決されましたので、地方自治法の規定により報告をいたします。
細部につきましてはそれぞれの報告書をごらんいただきたいと思います。
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以上で、行政報告とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） これで行政報告を終わります。

本日までに受理しました請願・陳情は請願２件、陳情１件です。会議規則第89条
の規定により、お手元に配付の請願・陳情等文書表のとおり、所管の常任委員会に
付託します。今定例会の会期中に審査し、本議会において報告をお願いいたします。
それでは、これから議案の上程を行います。
議案第１号「南箕輪村税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

長（原

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第１号「南箕輪村税条例の一部を改正する条例」に

ついて提案理由を申し上げます。
本案は、地方税法の一部を改正する法律及び関連政令等が平成25年３月及び６月
公布されたことに伴い、南箕輪村税条例の一部を改正するものであります。
細部につきましては、担当課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議を
いただき、原案どおりの決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

山﨑財務課長。
財務課長（山﨑 久雄） それでは、細部説明をさせていただきますが、議案第１
号を見ていただきたいと思います。
最初に、今回の改正につきましては、大まかに言いますと、公的年金からの特別
徴収制度の見直しと、それと金融証券税制関係、これらの改正が主なものになりま
す。
新旧対照表により細部説明をさせていただきますが、４枚目の新旧対照表をごら
んいただきたいと思います。14分の１ページになりますが、それぞれアンダーライ
ンの部分が改正箇所ということになります。改正後の条項に沿って説明をさせてい
ただきます。
最初に、公的年金等に係る所得に係る個人の村民税の特別徴収の第47条の２の改
正であります。
これにつきましては、今までは個人村民税を公的年金から特別徴収されていた方
が、徴収額決定後に金額が変更された場合、あるいは賦課期日後に他の市町村に転
出した場合等につきましては、特別徴収から普通徴収に切りかえられるということ
になっていました。このことになっていたわけでありますが、特に切りかえる理由
がないことなどから、特別徴収を継続できるというように改正するものであります。
それらに伴う規程の改正ということになります。このことによって、納税者の納付
の手間が省けますし、また事務の効率化が図られるということになるかというよう
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に思います。
この改正条例につきましては、平成28年10月１日から施行ということになります。
それから、次に、その下になりますが、年金所得に係る仮特別徴収税額等の第47
条の５の改正であります。
これにつきましては、現在、個人住民税の公的年金からの特別徴収につきまして
は、その年の前半の４月、６月、９月を仮徴収といたしまして、後半の10月、12月、
２月を本徴収という形で調整されて、徴収をされておるわけでありますが、この本
徴収の最後である２月の税額が、次年度の仮徴収の４月、６月、９月の徴収額と同
じ額になるというように現在のところはなっているわけであります。ですが、ある
年度の特別徴収額が大きく変動したような場合につきましては、この仮徴収額と本
徴収額に大きな差が生じてしまうということがあります。それで、翌年度以降もこ
れが継続されてしまうということで、大分差が出てしまうということであります。
そこで、納税者の理解を得やすいようにするということ、それが納税額を平準化す
るという見直しを行っていくものであります。前年度徴収の年額を基礎として、仮
徴収額を決定するということに改めるものであります。
この条例改正については、同じく平成28年10月１日から施行ということになりま
す。
次に、14分の２ページになります。
１ページめくっていただきますと、中ほどの附則になります。寄附金税額控除に
おける特別控除額の特例の第７条の４の改正であります。
ここにつきましては、今回の改正により追加された条項がありますが、この条項
に関係する村の条例のところに追加になりますので、それをつけ加えるものであり
ます。
これについては、平成29年１月１日から施行ということになります。
次に、16条の３のところ、下の方になりますが、上場株式等に係る配当所得等に
係る村民税の課税の特例の第16条３の改正であります。
14分の２ページから14分の４ページにかけてということになりますが、この条項
につきましては、今回の改正により、幅広い金融商品から生じる所得を一体として
課税するという、金融所得課税の一体化を進める改正が行われたわけでありますが、
平成28年１月１日以降に支払いを受ける利子等や譲渡損益について、現在のところ、
上場株式等の配当及び譲渡損益の間でのみ認められていた損益通算範囲を公社債等
の利子や譲渡損益まで拡大するという改正であります。ちょっと難しいですが、そ
ういう改正になります。
また、損益通算範囲の拡大にあわせて、現在非課税とされております公社債等の
譲渡益について、申告分離課税の対象となるということに改正され、また公社債等
に対する課税制度が所得税及び地方税ともに見直されたということによる既定の整
備を行うものであります。
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この条例につきましては、29年１月１日から施行ということになります。
次に、14分の４ページの中ほどになりますが、一般株式等に係る譲渡所得等に係
る個人の村民税の課税の特例第19条と、14分の５ページ、その下のページの上場株
式等に係る譲渡所得等に係る個人の村民税の課税の特例第19条の２の改正でありま
す。
これはあわせて同じものでありますが、同じものといいますか、改正内容は同様
であります。
株式等に係る譲渡所得等の分離課税が、いわゆる一般株式等に係る譲渡所得の分
離課税と、それから上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税というように区分をさ
れたことによる規定の整備を行うものであります。二つに分かれたということであ
ります。
この条例につきましては、28年１月１日から施行ということになります。
それから、５ページの右側の改正前の条項になりますが、１番下の段になります。
19条の２から13ページまでずっとありますが、削除の項目になりますが、13ページ
までの４まで。それから、最終ページの14分の14ページです。それの19条の10です。
これが、みんな削除になるわけでありますが、この理由につきましては、単に課税
標準の計算の細目を定めてある規定であるということで、総務省からの通知により
まして、条例から削除することが望ましいとされたものでありますので削除するも
のであります。
この改正条例は、29年１月１日から施行ということになります。
次に、13ページから14ページを見ていただきたいと思いますが、13ページの条約
適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の村民税の課税の特例19条の９第５項に
なります。
先ほど、上場株式等に係る配当所得等に係る村民税の課税の特例で説明を申し上
げましたが、公社債等に係る課税制度が、所得税及び地方税ともに見直されたこと
に伴いまして、規定の整備を行うものであります。
これにつきましては、平成29年１月１日から施行ということになります。
なお、説明は省略させていただきますが、本文の３ページのところに、附則にお
いて経過措置も設けられておりますので、御了承願いたいと思います。
以上が、今回改正の細部説明とさせていただきます。
以上です。
議

長（原

悟郎） 議案第１号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

次に、議案第２号「南箕輪村保育園設置条例の一部を改正する条例」を議題とい
たします。
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職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

長（原

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第２号「南箕輪村保育園設置条例の一部を改正する

条例」について提案理由を申し上げます。
本案は、保育園の定員を増加するための改正であります。
園児数は依然として増加傾向にあります。平成26年４月からの受け入れ園児数が
ほぼ固まりましたので、定員を上回る二つの保育園の定員をふやし、受け入れ園児
数の対応を図るための条例改正であります。
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。

有賀子育て支援課長。
子育て支援課長（有賀由起子） それでは、議案第２号「南箕輪村保育園設置条例
の一部を改正する条例」の細部説明をさせていただきます。
保育園の入園数は、人口の増加や３歳未満児の入園増により、毎年増加していま
す。中部保育園の入園児数は、ここ何年か定員を超えておりまして、また南原保育
園につきましては、定員を大幅に超えております。中部保育園、南原保育園とも、
今後とも園児が増加することが見込まれるため、条例の定員の改正を行うものです。
議案の最後のページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
中部保育園を170名から10名増員し、180名とし、南原保育園を110名から40名増
員し、150名とするものです。したがいまして、５園の定員合計は、現在の610名か
ら50名増員し、660名となります。
なお、この条例につきましては、平成26年４月１日から施行するものでございま
す。
以上で説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） 議案第２号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

議案第３号「南箕輪村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改
正する条例」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

長（原

唐木村長。
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村

長（唐木 一直） 議案第３号「南箕輪村特別職の職員で常勤の者等の給与

に関する条例の一部を改正する条例」について提案理由を申し上げます。
本案は、村の常勤の特別職の職員に対する給与及び報酬について、村特別職報酬
等審議会よりの答申を受け、所要の改正を行う必要が生じたため提案するものであ
ります。
この答申を尊重し、村長、副村長、教育長の報酬について、答申どおり、４月か
ら支給される給料月額を本則の月額から３％減ずる条例改正をお願いするものであ
ります。
細部につきましては、担当課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議を
いただき、御決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

松澤総務課長。
総務課長（松澤 伸夫） それでは、議案第３号に係ります細部説明を申し上げま
す。
ただいま提案説明で申し上げたとおりでございます。平成26年度、村の常勤の特
別職の給料額等につきまして、村特別職報酬等審議会より答申をいただいたところ
でございます。今回の改正につきましては、この答申の内容を尊重し、内容に沿っ
た所要の条例改正を行うものでございます。
それでは、新旧対照表によりまして説明を申し上げます。
附則条項につきまして、１項を追加し、23項を設けております。第１条に規定す
る常勤の職員の給料月額は、平成26年４月１日から平成27年３月31日までの間にお
きまして、条例の規定にかかわらず、規定による給料月額から100分の３に相当す
る額を減じて得た額とするものでございます。ただし、期末手当及び退職手当の算
出基礎となります給料月額につきましては、減額前の給料月額を適応するものでご
ざいます。
２枚目のお戻りをいただきまして、附則でございますけれども、この条例は平成
26年４月
１日から施行するものでございます。
以上で、細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） 議案第３号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

議案第４号「南箕輪村国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を議題といた
します。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読
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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４号「南箕輪村国民健康保険税条例の一部を改正

する条例」について提案理由を申し上げます。
本案は、地方税法の一部を改正する法律及び関連政令等が平成25年３月及び６月
に公布されたことに伴い、南箕輪村国民健康保険税条例の一部を改正するものであ
ります。
細部につきましては、担当課長から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。

山﨑財務課長。
財務課長（山﨑 久雄） それでは、お手元の議案に基づきまして説明させていた
だきますが、最初に、４ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
これも、それぞれアンダーラインの部分が改正箇所になるわけでありますが、左
側の改正後の条項に沿って説明させていただきます。
最初に、一番上であります。
端数処理の特例の第12条の２の追加になりますが、現在、国民健康保険税の納期
分割につきましては、年税額を年10回に分割して納付していただいております。１
期目で端数処理を行いまして、２期目から10期目までを同じ額となるように分割さ
れております。現在は、分割による端数処理が1,000円単位となっているというこ
とで、１期目と２期目以降の分割金額に大きな差が生じてしまうということで、納
税者の負担が大きくなってしまうという現象があります。そこで、端数処理を100
円単位として、年間の分割額を平準化することにより、負担の軽減を図るという特
例を追加するものであります。このことによって、納税者の負担割合が平準化され
て、負担も少なくなるということであります。
それで、この条例につきましては、平成26年４月１日から施行ということになり
ます。
それから、次に４ページから最終ページになります９ページまでの附則第３項か
ら第11項までの改正でありますが、これは、先ほど村税条例の一部改正について説
明をさせていただきましたように、地方税法の改正によりまして、上場株式等に係
る配当所得等の分離課税や条約適用配当等に係る分離課税について、公社債の利子
が対象に追加されたこと、それから、株式等に係る譲渡所得等の分離課税が、一般
株式等と上場株式等に区分されたということに伴う規定の整備を行うものでありま
す。
この改正条例については、29年１月１日から施行ということになります。
次に、６ページの右側の改正前の条項になりますが、附則８項及び９項、それか
ら７ページの11項、それから最終ページ、９ページの15項につきましては、これが
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削除になります。
これにつきましては、先ほども村税条例の一部改正でも説明申し上げましたけれ
ど、単に課税標準の計算の細目を定めた項目であるということから、総務省に通知
によって削除が望ましいとされたために削除をするものであります。
この改正条例につきましては、29年１月１日から施行ということであります。
なお、附則では、規定において執行期日を交付の日からとさせていただいたもの
もありますので、また見ていただきたいと思います。
以上、細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） 議案第４号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

次に、議案第５号「南箕輪村印鑑登録及び証明に関する条例等の一部を改正する
条例」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

長（原

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第５号「南箕輪村印鑑登録及び証明に関する条例等

の一部を改正する条例」について提案理由を申し上げます。
本案は、上伊那広域連合管内にある伊那市飯島町及び宮田村に設置してあります
証明書自動交付機について、平成26年３月末をもって全て廃止することになりまし
たので、廃止に伴う関係条例の整備を行うための改正であります。
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。

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５号について説明を申し上げます。
今の提案理由にありましたとおり、伊那市飯島町、宮田村にある各種証明書を発
行する自動交付機につきまして、３月31日をもって廃止することになりました。こ
のことによりまして、上伊那広域連合管内の自動交付機は全てなくなりますので、
自動交付機に関係する印鑑登録及び証明に関する条例、手数料徴収条例、住民カー
ド条例の三つの条例を整備する必要が生じましたので、一括改正をするものでござ
います。
議案書をおめくりいただきまして、第１条関係の印鑑登録及び証明に関する条例、
新旧対照表の１ページ、３分の１ページをごらんください。
対照表右側の改正前、第９条第３項中、自動交付機と自動交付機の定義の文言を
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削除するものであります。左側の改正後では、９条第３項の第１行目の第２条第２
号の箇所にアンダーラインがありますが、これは後ほど説明する住民カード条例の
改正についても同様に自動交付機を削除するため、多機能端末機の定義が３号から
２号にずれるために改正をするものでございます。
次に、新旧対照表の２ページの手数料徴収条例新旧対照表をごらんください。
別表８と22の欄の自動交付機を削除する改正であります。８は住民票の写しの交
付、22は印鑑登録証明書の交付に関する自動交付機を削除いたしまして、窓口のみ
での交付手数料に改正するものでございます。
次のページをごらんください。
第３条関係、南箕輪村住民カード条例新旧対照表であります。
第２条には、用語の意義を規定してありまして、改正前の第２条第２号の自動交
付機に関する規定を削除いたします。したがって、第３号及び第４号は１号ずつ繰
り上がり、改正後では第２号、第３号になります。
第３条では、利用目的を規定してあります。改正前は、自動交付機と多機能端末
機による利用を規定してありましたが、自動交付機を削除し、多機能端末機のみの
利用といたします。したがって、１号のウ、課税証明書等とエの戸籍に関する証明
は、多機能端末機では現在利用できませんので、削除をするものであります。
第３条第２項は、１項エに関連した規定でありますので、削除をいたします。
第９条では、住民カードの交付を規定してある条項で、第３条第１号の関連項目
を削除したことにより、改正前アからエまで及び同上第２号をア及びイに改めるも
のでございます。
本文に戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は平成26年４月１
日から施行するものでございます。
以上で細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） 議案第５号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） ４番、小坂です。

私の質問はちょっと条例の改正に関することではないんですけれど、住民カード
そのものについて質問いたします。
今後は、多機能端末機、いわゆる住民カードを役場の外で利用するのは多機能端
末機で利用できるものなんですけれど、実際に私は住民カードを持っていまして、
当時、住基カードができたころ新しく申請したせいか、持っているカードのＩＣが
古いと、それで実際にコンビニでその機械に当てますと、読み取りができなくて、
結局その多機能端末機そのものを利用できないというような実情がありまして、役
場の担当者にお聞きしましたところ、ちょっと古いものとか、ＩＣが読み取れない
場合があるというようなことも聞きましたので、実際そういう実情が、ほかの村民
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も困っていることがあるのか、またそういった場合に、再発行をする必要があるの
かと思うんですけれど、そういった案内とかをされているか、そういった実情をお
尋ねします。
議

長（原

悟郎） 清水住民福祉課長。

住民福祉課長（清水 麻男） 確かに、古いカードでは、小坂議員が言ったとおり、
中には使えないものもあるということで、たまにそういった問い合わせがございま
す。そういった場合には、無料で新しいカードに更新をさせていただいて、お配り
をしているところでございます。なお、広報については、その都度、広報をさせて
いただいております。
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） 議長、今の質問で結構です。

議

長（原

悟郎） よろしいです。

ほかに質疑はございませんか。
９番、唐澤由江議員。
９

番（唐澤 由江） 昔、こういった自動交付機をどんどん普及しておいて、

今また、なぜ廃止するのか、お聞きします。
議

長（原

悟郎） 清水住民福祉課長。

住民福祉課長（清水 麻男） 自動交付機、何年もたちまして、自動交付機を設置
していなかったのは、南箕輪村と中川村の２村だけでありました。あとの６市町村
は自動交付機を設置してありましたけれども、これが経年いたしますと、修繕をし
ていかなければいけないということで、かわりの部品がなくなってきてしまってい
るということと、あとコンビニ交付が定着をしてきたものですから、維持管理費が
非常に安くなってきたということで、上伊那管内全て自動交付機を撤去するという
ことになった次第でございます。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

議案第６号「南箕輪村研修センター設置条例の一部を改正する条例」を議題とい
たします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

長（原

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第６号「南箕輪村研修センター設置条例の一部を改

正する条例」について提案理由を申し上げます。
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南箕輪村研修センターの資料室は、資料室として使われておらず、倉庫としての
使用となっております。そのため、資料室としての使用料を徴収することが適当で
ないため、別表から資料室の部分を削除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、原案どおりの御決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

唐澤産業課長。
産業課長（唐澤 孝男） それでは、議案第６号「南箕輪村研修センター設置条例
の一部を改正する条例」について細部説明を申し上げます。
それでは、２枚おめくりいただきまして、新旧対照表をごらんいただきたいと思
います。
研修センターの使用につきましては、実情に合わせるために、別表の改正前の資
料室の欄を削除するとともに、使用料及び特別使用料についても削除するものであ
ります。
本文に戻っていただきまして、附則といたしまして、この条例は平成26年４月１
日から施行するものでございます。
以上、細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） 議案第６号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

議案第７号「南箕輪村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例を廃止する
条例」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

長（原

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第７号「南箕輪村農業集落排水施設の設置及び管理

に関する条例を廃止する条例」について提案理由を申し上げます。
本案は、平成22年度に公共下水道事業への統合を決定して以来、公共処理場への
接続がえ工事などを行い、今年度はいずみ苑の改築工事を実施しました。これによ
り、農業集落排水事業が公共下水道事業へ統合が完了しましたので、条例を廃止し、
また関係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、原案どおりの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。
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建設水道課長（出羽澤平治） それでは、議案第７号の細部説明を申し上げます。
１ページをごらんいただきたいと思います。
ただいま説明がありましたとおり、農業集落排水事業につきましては、公共下水
道事業に統合されました。よって、南箕輪村農業集落排水施設の設置及び管理に関
する条例を廃止するものであります。
附則としまして、この条例を平成26年４月１日から施行いたします。
なお、経過措置といたしまして、従前、農業集落排水事業の使用料等につきまし
ては、まだ未収の部分がございますので、農業集落排水施設の使用料及び分担金に
関する事務の取り扱いについては継続して行うものであります。
また、関係する条例の一部改正でございますが、附則の第３項、第４項につきま
しては、１枚おめくりいただきまして、新旧対照表のほうで説明をしたいと思いま
す。
まず、南箕輪村上下水道事業運営審議委員会設置条例の一部改正についてでござ
います。改正部分につきまして、アンダーラインでお示しをしてございますが、第
１条の設置の中に農業集落排水事業の規定がございます。この農業集落排水事業を
削除しまして、あわせて文言の整備を行うものであります。
次に、南箕輪村環境保全に関する条例の一部改正についてでございます。第41条
の排水処理施設に農業集落排水事業が含まれてございます。村の近接する伊那市等
について、農業集落排水施設がございませんので、排水をそちらに接続する例はご
ざいません。したがいまして、これを削除し、あわせて文言の整備を行うものであ
ります。
以上で、議案第７号の細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） 議案第７号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

議案第８号「南箕輪村水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改
正する条例」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

長（原

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第８号「南箕輪村水道事業及び下水道事業の設置等

に関する条例の一部を改正する条例」について提案理由を申し上げます。
本案は、今年度、水道事業で進めておりました水道事業計画の見直しによる変更
と農業集落排水事業の廃止に伴いまして、水道事業及び公共下水道事業の経営の基
本を変更するものであります。
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細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい
ただき、御決定をお願いいたします。
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８号の細部説明を申し上げます。
３枚目の新旧対照表をごらんいただきたいと思います。
改正する箇所につきましてアンダーラインを引いてございますが、まず、一つ目
としまして、水道事業計画を今年度見直しておりまして、その変更によりまして、
上水区域の一部を変更するものであります。二つとしましては、給水人口につきま
して、１万3,500人に拡大するものでございます。三つ目としまして、１日の最大
給水量を6,300立方メートルまで減少いたします。以上は事業計画の変更によるも
のでございまして、この内容を条例に反映させるものでございます。
第１条第１項におきまして、村民をという項目につきましては、水道使用者に改
めます。また、水道事業名につきましては、南箕輪村村営水道に改めるものでござ
います。第２条第２項第１号におきましては、給水区域を従前の久保、中込、塩ノ
井、北殿、南殿、田畑、神子柴の一部区域、沢尻の一部区域、南原、大芝、大泉、
北原、伊那市中の原の一部区域に加えまして、伊那市の西箕輪の一部区域改めるも
のでございます。また、同条第２項第２号におきまして、給水事項を１万3,500人
に改めるものであります。また、同条同項第３号におきまして、１日の最大給水量
を6,300立方メートルに改めるものでございます。
続きまして、農業集落排水事業の廃止に伴う改正でございます。
第１条第２項から農業集落排水事業を削除し、文言の整備を行います。また、第
２条第４項を削除するものでございます。
お戻りいただきまして、附則といたしまして、平成26年４月１日から施行するも
のであります。
以上で、議案第８号の細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） 議案第８号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

議案第９号「南箕輪村村営水道条例の一部を改正する条例」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

長（原

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第９号「南箕輪村村営水道条例の一部を改正する条

例」について提案理由を申し上げます。
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本案は、南箕輪村水道事業及び南箕輪村下水道事業の設置等に関する条例と水道
事業について、内容が重複する部分がありますので、文言等について整備を行うも
のであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい
ただき、御決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

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９号の細部説明を申し上げます。
議案書の３枚目をごらんいただきたいと思います。
新旧対照表によりまして御説明いたします。アンダーラインの部分が改正の部分
になります。
まず、この条例の第３条、第４条の内容につきましては、村営水道の設置、それ
から給水区域等についての規定でございます。先ほどの議案第８号の「南箕輪村水
道事業及び下水道事業の設置に関する条例」の第１条第１項と第２条第２項の内容
と重複する部分であります。したがいまして、この条文を削除するものであります。
第１条におきましては、この削除にあわせまして、文言も整備も一部行います。
第５条以降につきましては、条名が二つずつ繰り上がりますので、引用等も含め
まして、文言の整備を行うものであります。
附則といたしまして、平成26年４月１日から施行するものであります。
以上で、議案第９号の細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） 議案第９号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） 今の提案の村営水道の給水というふうになっていますが、

前議案で、片方では上水道というふうな扱いになっていますが、ちょっとこの村の、
要は村営水道の扱いなんですが、ちょっとこの文言がどうなのかということをお聞
きしたいと思います。どのように、それぞれ上水道ということと、片方では村営水
道、上水道とまでは書いていないですが、ここら辺の扱いについてお聞きします。
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） ここの文言の扱いの関係ですけれども、上水事業に
つきましては、市町村で一つということでなく、複数で運用されているところもご
ざいます。この村の場合につきましては、上水道事業につきましては村営水道一本
でございますので、そういった意味合いで文言をちょっと使い分けております。
以上、よろしいでしょうか。
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〕
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議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

議案第10号「南箕輪村文化財資料保管倉庫設置条例」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10号「南箕輪村文化財資料保管倉庫設置条例」に

ついて提案理由を申し上げます。
本案は、農業集落排水事業を公共下水事業へ統合したことにより、農業集落排水
処理施設いずみ苑を文化財資料保管倉庫等として利用するため、設置条例を定める
ものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい
ただき、決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

田中教育次長。
教育次長（田中

聡） それでは、議案第10号「南箕輪村文化財資料保管倉庫設

置条例」について細部説明を申し上げます。
先ほど提案理由でありましたとおり、農業集落排水処理施設いずみ苑の跡利用で、
文化財資料保管倉庫として利用するため、設置条例を制定し、施設の維持管理をし
ていくものであります。
第１条の趣旨では、この条例で規定しようとする事項の内容を要約して掲げてい
ます。
第２条では、保管倉庫を設置する目的について掲げております。
第３条では、保管倉庫の名称及び位置について掲げております。
第４条では管理、第５条では委任について掲げております。
附則の施行期日ですが、平成26年４月１日から施行をいたします。
以上、「南箕輪村文化財資料保管倉庫設置条例」について細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） 議案10号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
５番、加藤泰久議員。
５

番（加藤 泰久） この施設については、今までの施設から、目的外の保管

倉庫というような形でなされているわけでございますけれども、あの施設について
結露、もしくは湿度の調整、その点については十分配慮したものであるか、お聞き
したいと思います。
議

長（原

教育次長（田中

悟郎） 田中教育次長。
聡） いずみ苑の施設につきましては、今年度工事をして、改

修したわけでありますが、既存の施設をベースにしてやっておりますので、湿度等
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の整備については、特に新たに除湿機を設けたりとか、そういうのはしておりませ
んので、今後は必要に応じて、除湿機等の設置も考えていきたいと思っております。
以上です。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

５番、加藤泰久議員。
５

番（加藤 泰久） それじゃあ、まだ、そういうものがされない、考慮をさ

れたりしない中で物は搬入したりするというふうに、それからあと除湿とか、そう
いうものを考えていくというようなことですか。そうすることにより、搬入された
ものが変化するというようなことは考えられませんか。
議

長（原

教育次長（田中

悟郎） 田中教育次長。
聡） 現在、資料の搬入を考えているのは、現在の郷土館の地

下にあるものだとか、村体の地下にあるということで、上のいずみ苑よりも条件的
には悪いところでありますので、今のところよりも条件は整っておると思います。
それで、各部屋の湿度計などをつけたりして様子を見まして、先ほども言いまし
たように、必要ならば除湿機等も考えていきたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

ただいまから10時45分まで休憩といたします。
休憩 午前１０時２８分
再開 午前１０時４５分
議

長（原

悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案第11号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第10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11号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第

10号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、村税をはじめとした歳入見込み額の調整と、歳出では事業の完結等に伴
う不用額の調整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1,902万2,000円を増額し、歳入
歳出予算の総額を57億3,102万7,000円とするものであります。
細部につきましては、副村長及び担当課長から説明を申し上げますので、よろし
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く御審議をいただき、御決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

原副村長。
副 村 長（原

茂樹） 議案第11号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第

10号）」の細部説明を申し上げます。
予算書案をおめくりいただきまして、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まして歳出から申し上げますが、各科目にわたりまして
人件費の関係が出てまいります。裏表紙の１枚前になりますが、66ページ、67ペー
ジに、給与費明細書がございます。お目通しをお願いいたしたいと思いますけれど、
いずれも職員の人事異動等に伴うものでございます。67ページの下に職員手当の内
訳の表がございますが、この表中、時間外手当の増額につきましては、さきの大雪
での除雪等の対応による不足が主なものでございます。
なお、各歳出科目の説明におきましては、２節、給料から４節、共済費まで、詳
細を省かせていただきますので御了解いただきたいと思います。
予算書案の24ページをごらんいただきたいと思います。
１款、議会費でございます。
１項１目、0101議会事務で564万円の減額であります。委員会室の録音設備改修
工事の内容変更によるものでございます。
次に、25ページの２款、総務費でございます。
１項１目、0201一般管理事務で334万1,000円の減額であります。９節、旅費の不
足額4万円及び11節、需用費で、本年４月採用職員の対応被服の購入費29万円を増
額させていただくほかは、実績見込み、入札差金等による不足額の減額でございま
す。
次に、0202庁舎管理事務では、196万3,000円の増額をお願いいたします。燃油、
ガス等の値上がりによりまして、11節、需用費で97万4,000円の増額。おめくりい
ただきまして、工事請負費ですが、役場庁舎増築等工事費で、工事により床の段差
が生じます村長室につきましても、あわせてＯＡフロア化するための経費等352万
円の増額をお願いいたします。そのほかは不用額でございます。
次の２目、0210文書広報事務では、世帯増に伴う広報誌ほかの配布委託料3,000
円を増額させていただくほか不用額で、目の計では72万5,000円の減額でございま
す。
次の３目、0220財政管理事務は、全て不用額で、46万9,000円の減額でございま
す。
続きまして、５目、28ページの0241財産管理事務で、不用額２万2,000円の減で
ございます。
次の７目、0251防犯対策事務では、19節で防犯灯電気料補助金32万円の増額をお
願いいたします。いわゆる、すずらん灯等も含めました設置数の増に伴うものでご
28

ざいます。そのほかは不用額で、差し引き17万6,000円の増額をお願いいたします。
続いて、0252防犯灯施設整備事業では、防犯灯の修繕を必要とする箇所が増加し
ておりまして、20基分50万円の増額をお願いします。新たな設置となります工事請
負費につきましては減額いたしまして、差し引き46万7,000円の減額でございます。
次の８目、0255交通安全対策事務は17万円の減額であります。
29ページにわたりますが、全て不用額でございます。
次の９目、基金費では、利子の見込みによりまして、0257財政調整基金積立金で
22万9,000円の増、0222減債基金積立金で20万3,000円の減でございます。
次に、10目、0258南信交通災害共済事務では、本年度から加入事務の手続を改め
ましたが、当初見込みより経費がかかりませんでしたので、27万3,000円を不用額
とするものでございます。
次の12目、地域づくり推進事業で68万4,000円の減額でございます。いずれも実
績見込みによる不用額でございます。
次の13目、企画調整管理事務では114万6,000円の増額でございます。上伊那広域
連合負担金の確定によります121万7,000円が主なものでございます。
次の17目、0208情報管理事業は全て不用額で、合わせて660万6,000円の減でござ
います。主なものといたしまして、31ページになりますが、18節のネットワーク機
器更新の入札差金等による不用額385万円などとなっております。
次に、２項１目、0260税務総務事務は17万9,000円の減額で、11節、燃料費12万
円ほかの不用額ということでございます。
次に、２目、0261賦課徴収事務も286万5,000円の減額で、19節、情報センター負
担金175万8,000円ほかの不用額でございます。
次の３項１目、0265戸籍住民基本台帳事務も同様に、19節の情報センター負担金
等の不用額で、目の計で204万7,000円の減額でございます。
次の４項１目、0270選挙管理委員会事務も同様で、４万8,000円の減でございま
す。
続きまして、３目、0272参議院議員選挙事務では21万2,000円の減額、おめくり
をいただきまして、５項、統計調査費につきましては、合わせて7,000円の減額で
ございますが、それぞれ国政選挙及び指定統計の委託金が確定したことによるもの
でございます。
34ページにまいりまして、６項１目、0299監査委員事務でございますが、旅費の
不用額4,000円の減額でございます。
おめくりをいただきまして35ページ、３款、民生費でございます。
１項１目、0301社会福祉総務事務で314万3,000円の減額でございます。いずれも
不用額で、大きなものは20節、扶助費の寝たきり老人介護者手当給付金でございま
す。
次の0302福祉医療費給付金事業は1,075万5,000円の減額でございます。12節で、
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医療機関申請手数料等の増加により247万2,000円を追加いたしますが、20節、扶助
費につきましては、各事業の給付が当初予算額を下回る見込みとなりましたので、
合わせて1,309万4,000円を減額するものでございます。
次の0306障がい者福祉事業では、23節で前年度の補助金が確定しましたことによ
りまして返還金が生じましたので、38万8,000円を追加させていただき、そのほか
は不用額の減額でございます。
次の0310在宅障がい者等タクシー利用料金助成事業は、補助金の不用額16万円の
減額でございます。
おめくりいただきまして、37ページ、0360未熟児養育医療費給付事業では、対象
事案の増加によりまして、19節の負担金で21万5,000円の増額をお願いいたします。
続きまして、２目、0315国民年金事務では全て不用額で、19万6,000円の減額で
ございます。
次の３目、0311介護予防・地域支え合い事業で50万7,000円、次の0312家族介護
支援対策事業で20万円、いずれも不用額の減額でございます。
続きまして、0316高齢者福祉総務事務では、介護給付費分の増加に伴いまして、
28節の介護保険事業特別会計繰出金を68万9,000円増額するほかは不用額で、差し
引きでは９万5,000円の増額でございます。
次の0317社会福祉協議会委託事業では、13節、委託料で、法人運営事業に係る増
加分として94万9,000円、19節の補助金で26万9,000円、合わせて121万8,000円の増
額をお願いいたします。
おめくりいただきまして、0318老人クラブ活動助成事業で６万2,000円、次の
0324高齢者日常生活用具貸出事業で６万9,000円の減額でございます。全て不用額
でございます。
次の0327老人保護措置事業では、養護老人ホーム入所措置費を実績見込みにより
まして350万円減額をいたします。
次の0328高齢者の生きがい対策推進事業は全て不用額でございまして、70万
6,000円の減額でございます。
40ページに移りまして、0329後期高齢者医療事業では、医療費の増加に伴いまし
て、19節で広域連合療養給付費負担金を312万円、28節で保険基盤安定繰出金を43
万4,000円増額し、その他不用額との差し引きでは322万5,000円の増額でございま
す。
次に、２項１目、0330児童福祉総務事務では、11節の需用費ですくすくはうすの
電気料１万円と13節で病児・病後児保育の利用者数の増加に伴う委託料136万円の
増額、これ以外は不用額でございまして、差し引き108万円ということでございま
す。
次の0331児童手当給付事務は、給付見込みによります減額等で252万9,000円の減
でございます。
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続きまして、２目、おめくりをいただきまして、0340保育園運営事業は、補正額
が531万円の増額でございます。内訳では、７節の賃金で、全ての園児数、あるい
は加配等が必要な園児数、それぞれの増加等に伴いまして、臨時保育士等の賃金が
1,120万円増額をお願いするものでございます。18節で、転入等により、今春の入
園見込み実数が伸びておりますので、これに対応するための机、椅子等の備品の購
入費179万3,000円の増、19節では、情報センターの負担金167万7,000円の増、その
ほかは不用額でございます。そのうち、13節、15節の南原保育園増築工事関係の委
託料、工事費が主なものということになっております。
次の0342児童発達支援事業は583万6,000円の減でございます。７節の賃金で、た
けのこ園の上半期の利用者が少なかったことによりまして、臨時職員賃金の減額等
でございます。
続きまして、４項１目、0350災害救助事務で４万8,000円の減額、いずれも不用
額でございます。
おめくりをいただきまして、４款、衛生費でございます。
１項１目、0400保健衛生総務事務ですが、11節で保健センターのガス代６万円、
公用車の修繕費３万円の増のほかは不用額の減額でございます。大きなものでは、
19節の伊那中央行政組合病院費負担金の減額939万3,000円でございます。これは、
伊那中央病院の黒字化に伴う減でございます。
次のページにまいりまして、0401予防事業は全て不用額で、387万8,000円の減額
でございます。大きなものは、13節で子宮頸がんワクチン接種の減による予防接種
委託料242万円の減でございます。
次の0402保健指導事業は、８節、報償費の不用額18万円でございます。
次の0403健康増進事業はいずれも不用額で、主なものは７節の保健師の臨時職員
賃金137万円の減、13節の各種健診委託料184万4,000円などとなっており、合わせ
て462万3,000円の減額でございます。
おめくりいただきまして、0405食生活改善事業は、不用額７万7,000円の減額で
ございます。
次の0406市町村母子保健事業も不用額として192万7,000円の減額でございますが、
大きなものは13節の妊婦健診委託料の減額142万7,000円で、これは実績見込みによ
るものでございます。
次に、２目、0407環境衛生事業で337万6,000円の減額でございます。19節の住宅
用新エネルギー施設設置補助金の申請数が、ここにまいりまして急激ににぶってお
ります。200万円を減額するのが主なものでございます。
次の0408墓地公園事業では、墓地公園維持管理委託料の不用額30万円の減額、次
の0409排水処理対策事業では、合併浄化槽の補助金等の不用額41万8,000円の減額
でございます。
続きまして、２項１目、0410清掃総務事務で108万7,000円の減額でございます。
31

19節の伊那中央行政組合し尿処理施設運営負担金確定によります不用額107万1,000
円ほかでございます。
次に、２目、おめくりをいただきまして、0411塵芥処理事業は、13節のごみ収集
委託料の不用額230万円、19節で伊北環境行政組合、上伊那広域連合、それぞれの
負担金が確定したことによります減額663万4,000円など、合わせて929万6,000円の
減額でございます。
48ページ、６款、農林水産業費でございます。
１項１目、0601農業委員会事務は、７節で農地制度事務臨時職員の勤務時間の増
がございまして、７万6,000円の増加等で、合わせて３万9,000円の増額をお願いい
たします。
次の２目、0604農業総務事務は人件費関係のみでございます。
次の３目、0605農業振興事業では169万2,000円の減額でございます。おめくりい
ただきまして、23節の中山間地域直接支払事業交付金の返還金１万1,000円のほか
は不用額でございます。
次の0606経営所得安定対策推進事業は、国の制度による事業でございますが、推
進事業費補助金の増38万1,000円、青年就農給付金で給付決定にならなかった２名
分300万円の減など、事業の確定によりまして、合わせて276万6,000円を減額する
ものでございます。
続きまして、５目、0630農地総務事務は給与費関係のみでございます。
次の0631村単独土地改良事業は19万4,000円の増額でございます。農村公園関係
の不用額を減額いたしますが、19節で西天竜土地改良区の水路改修事業費の増加に
伴いまして、補助金47万4,000円を増額させていただくものでございます。
次の0641農道保全対策事業は広域農道改修の関係でございますが、本年度事業費
の確定によりまして、県及び長野県土地改良事業団体連合会特別賦課金、合わせて
53万円を増額するものでございます。
次の0642農業体質強化基盤整備促進事業は栃ヶ洞の水路改修の関係でございます
が、これも本年度事業の確定によりまして、長野県土地改良事業団体連合会特別賦
課金16万6,000円を計上するものでございます。
次の0643農地・水保全管理事業は、不用額33万円の減額でございます。
次の６項、0635西部開発振興事業ですが、県営基幹水利ストックマネジメント事
業の本年度事業費確定による減額112万3,000円でございます。
続きまして、２項１目、0650林業総務事務は給与費関係のみでございます。
次の２目、おめくりをいただきまして、0651林業振興事業で291万5,000円の減額
でございます。大芝村有林整備作業委託で、間伐区域の設定の都合上、事業量が減
少したことによるものでございます。
次に、0652森林病害虫等防除対策事業では、大芝のアカマツ樹幹注入の薬剤購入
費、業務委託料の入札差金等で110万円の減額でございます。
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次に、0653森林セラピー推進事業では、森の交流施設のエアロバイクの修繕費７
万5,000円を増額いたします。
次の0654間伐対策事業は、間伐対策事業補助金の申請が少なかったことによりま
して、30万円を不用額として減額をいたします。
続きまして、７款商工費でございます。
１項１目、0701商工総務事務は給与費関係のみでございます。
次に、２目の0702商工振興事業は295万7,000円の減額でございます。19節で、企
業振興事業補助金157万7,000円、住宅リフォーム補助50万円、空き工場等活用事業
補助金85万円の減額等でございます。
次に、３目、0703観光振興事業は、観光ＰＲイベント会場使用料20万円の減額で
ございます。
おめくりをいただきまして、８款、土木費でございます。
１項１目、0801土木総務事務は給与費関係のみでございます。
次の２項１目、0803道路維持事業では791万5,000円の追加をお願いいたします。
この冬、２回の大雪に見舞われました関係で、道路除雪委託料800万円の追加をお
願いするものでございます。
続きまして、２目、0806国庫補助道路改良事業は、中野原橋の修繕が当初見込み
より少ない金額で完了をいたしましたので、不用となる1,100万円を減額いたしま
す。
次の0808村単道路改良事業では988万円の増額でございます。主なものは、17節
の南原雨水排水調整地土地購入費1,200万円の増で、これは設計を進める中で、容
量及びのり面の強度を確保するため、用地の増が必要になったことによるものでご
ざいます。
続きまして、４項１目、0820都市計画総務事務では、８節の景観計画策定委員会
報償費を２回分６万7,000円増額し、不用額との差し引きで３万円の増でございま
す。
２目、0823村単公園整備事業は515万円の減額でございます。平成26年度以降、
国庫補助事業として実施が見込める工事につきまして、本年度の実施を見合わせ、
不用額として減額させていただくもの等でございます。
次の５項１目、0830住宅管理事務は72万3,000円の減額でございます。13節に議
案第28号で提案をさせていただきます村営住宅に係る訴訟提起に要する弁護士委託
料16万円を追加させていただき、ほかは不用額でございます。
次に、56ページ、９款、消防費でございます。
１項１目、0901常備消防事務で、伊那消防組合ほかの負担金確定によりまして、
不用額104万9,000円の減額でございます。
次の２目、0902非常備消防事務は106万1,000円の減額、次の３目、0910消防施設
整備事業は34万1,000円の減額、おめくりいただきまして、次の４目、0920水防事
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務は5,000円の減額でございますが、いずれも不用額でございます。
続きまして、５目、0930防災対策事業も全て不用額で、293万6,000円の減でござ
いますが、主なものは13節の防災無線個別受信機アンテナ設置委託料77万円、15節
のいずみ苑改築工事費の106万3,000円となっております。
次に、教育費でございます。
１項２目、1002教育委員会事務局事務は、給与費等の不用額13万円の減額でござ
います。
次の４目、1005教育振興事務は364万8,000円の減額でございます。７節で、学童
クラブ、中間教室の指導員賃金の減140万円、13節で、学校施設非構造部材耐震調
査委託料の入札差金等219万8,000円でございます。
次の1006学校改築基金積立金は運用利子分8,000円の追加でございます。
続きまして、２項１目、おめくりいただきまして、1010南箕輪小学校管理事務で
115万7,000円の減額ですが、18節で、26年度１学級増となりますので、不足する机、
オルガンを購入する費用13万2,000円を増額させていただくほかは不用額でござい
ます。
次の1017南部小学校管理事務は334万3,000円の減額であります。灯油の値上がり
により、11節で、燃料費を７万5,000円増額させていただくほかは不用額でござい
ます。
次の２目、1009小学校教育振興事務は、補助事業の財源組み替えを行うものでご
ざいます。予算額の増減はございません。
次の３目、1013給食センター事業では、７節で、アレルギー対応等のため、雇用
時間が増加をしております。これの不足分ということで、臨時職員賃金23万7,000
円、また11節で、値上がりにより灯油代７万2,000円、ガス代26万7,000円を増額さ
せていただき、他の不用額との差し引きで19万8,000円の増額でございます。
次の1019南部小学校給食事業は221万7,000円の減額でございます。おめくりをい
ただきまして、15節で、別の処理方法をとったことによりまして見送った生ごみ処
理機設置の不用額197万3,000円が主なものでございます。
次の４目、1015小学校改築事業は152万5,000円の増額でございます。現在、南校
舎２階の女子便所の改修を行っておりますが、隣接をしております男子便所の壁の
傷みがここに来て激しくなっておりますので、あわせて施行するための工事費の追
加でございます。
続きまして、３項１目、1020中学校管理事務で85万1,000円の減額でございます。
11節で、上下水道量が不足する見込みとなり、50万5,000円を増額させていただく
ほかは不用額でございます。
次の1022中学校教育振興事務は消耗品の不用額１万6,000円の減額、次の６項１
目、1030社会教育総務事務は燃料費の不用額２万円の減額でございます。
続きまして、２目、1040公民館総務事務は991万4,000円の減額でございます。15
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節で、田畑公民館建設工事の不用額963万3,000円が主なものでございます。
次の３目、おめくりをいただきまして、1050青少年健全育成推進総合対策事業は
不用額49万2,000円の減額でございます。
次の６目、1058社会教育施設事業は127万円の減額でございますが、村民センタ
ーの屋根に修繕を要する箇所が生じましたので、11節の修繕料に26万円を追加させ
ていただきます。
次の７目、1059図書館管理事業は財源組み替えのみで、予算額の増減はございま
せん。
続きまして、７項１目、1060保健体育総務管理事務は全て不用額で、38万7,000
円の減、次の２目、1061体育施設管理事業は財源組み替えのみで、予算額の増減は
ございません。
次の1063大芝高原管理総務事務は85万円の減で、不用額でございます。
おめくりただきまして、14款、予備費でございますが、今回補正の財源調整額１
億3,288万7,000円の追加をお願いし、２億9,115万3,000円とさせていただくもので
ございます。
次に、歳入でございますが、９ページをお開きください。
１款、村税でございますが、１項、村民税では、個人村民税で思ったほどの回復
が見られず、1,343万円の減額といたしますのが、法人村民税では、予想以上に法
人税割が伸び、3,568万円を増額し、合計では2,225万円の増でございます。
３項、軽自動車税は18万円の減額、４項、村たばこ税は、税率改正による増を見
込んでおりましたが、消費の減少により1,130万円の減額でございます。
続きまして、10ページの２款、地方譲与税では、１項、地方揮発油譲与税が170
万円の減額、２項、自動車重量譲与税が430万円の減額でございます。
おめくりいただきまして、11ページの３款、利子割交付金は20万円の減額でござ
います。
12ページの６款、地方消費税交付金は、確定によります微増で、234万1,000円の
増額でございます。
おめくりいただきまして、12款、地方交付税でありますが、普通交付税の調整額
分200万1,000円の増額でございます。
続いて、14ページの14款、２項、負担金でございます。全体で898万9,000円の減
額でございますが、いずれも事業費の確定、あるいは見込みによる増減でございま
す。大きなものは、３目２節の保育園児童措置費負担金が200万円の増、10目の田
畑公民館の建設負担金が631万円の減でございます。
おめくりいただきまして15ページ、使用料及び手数料が住宅使用料ほか51万
1,000円の増額でございます。
続きまして、16ページの16款、国庫支出金でございますが、１項の国庫負担金が
6,379万円の増額、２項、国庫補助金が1,296万6,000円の減額、３項、委託金が１
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万5,000円の増額、また、おめくりをいただきまして、17ページからの17款、県支
出金につきましては、１項、県負担金が2,594万1,000円の減額、２項、県補助金が
1,019万1,000円の減額、３項、委託金が15万9,000円の減額でございます。主に事
業費の確定、あるいは見込みによるものでございます。
大きなものとして、16ページにお戻りをいただきまして、国庫支出金では２項６
目、農林水産業費国庫補助金で、森林整備加速化・林業再生基金事業補助金が362
万1,000円の減、大芝の森林整備にかかわる分でございます。
次の８目、土木費国庫補助金で、中野原橋改修に係る社会資本整備総合交付金が
665万5,000円の減、また17ページの県支出金では、２項３目１節の福祉医療費給付
事業補助金が351万5,000円の減、３節の安心こども基金事業補助金が291万6,000円
の減、さらに６目２節の南部保育園増築に係る木の香る環境づくり総合推進事業交
付金が599万1,000円の減などとなっております。
それから、何度も前後して恐縮ですが、16ページの１番上、国の児童手当負担金
6,376万4,000円の増と、17ページの一番上、県の児童手当負担金2,644万9,000円の
減につきましては、当初予算に誤りがございまして、ここで補正をお願いするもの
でございます。結果的には、合計で3,731万5,000円の収入増となりますが、おわび
を申し上げます。
おめくりをいただきまして、19ページ、18款、財産収入でございますが、１項１
目、財産貸付収入で、大芝荘賃借料の支払い猶予額の減によります増加額等790万
円、２目で、各基金の運用収入見込みにより、合わせて３万5,000円、２項２目の
物品売払収入で15万7,000円、それぞれ増額をするものでございます。
20ページの19款、寄附金は、ふるさと納税の増加によりまして80万円を増額させ
ていただきます。
おめくりいただきまして、21ページ、20款、繰入金は、人材育成派遣事業費の確
定によりまして、人づくり基金繰入金を33万9,000円減額するものでございます。
次の22款、諸収入では、１項の延滞金が120万円の増額、５項、雑入では、実績
見込みによる増減で、合わせて１万4,000円の増額でございます。
おめくりいただきまして、23款、村債でございます。
３目、民生債で、南原保育園増築工事に施設整備事業債640万円ということで当
初予定をしておりましたが、この事業に地域の元気臨時交付金を充当いたしました
ため、皆減とするものでございます。
また、９目、消防債は、事業費確定により70万1,000円を増額するものでござい
ます。
歳入歳出予算については以上でございます。
続きまして、第２条の地方債の補正でございますが、６ページの第２表、地方債
補正をごらんください。
ただいま申し上げました村債の変更にかかわります地方債補正でございます。詳
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細につきましてはお目通しをお願いしたいと思います。
以上で、細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） 議案第11号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
３番、山﨑文直議員。
３

番（山﨑 文直） ３番、山﨑です。
30ページの総務費の0221企画調整管理事務の中に、広域連合の負担金が121万

7,000円、負担金がふえてきているということで、最終補正に近づいている中で、
いろんなところで減額がふえてますが、広域連合の中で、例えば、大きな事業があ
っての負担金の増額なのかというのがおわかりになりますか、どうかということで
あります。
その件でいいです。
議

長（原

悟郎） 松澤総務課長。

総務課長(松澤 伸夫) 広域連合の負担金でございますけれども、今、議員から話
がありましたけれども、年度末になりまして、それぞれの事業が精査を行いまして、
今回補正をお願いするということになります。広域連合としましては、今回、増と
なるのが、たかずやの里の整備事業だとか、またはごみ処理の広域化事業、こうい
ったものに対しては大幅な増となります。一方で、例えば情報センターの管理負担
金だとか、クリーンセンターたつの管理というようなことではマイナスという形で、
合計で2,466万9,000円の増となったところであります。したがいまして、こういっ
た事業、それぞれの事業の中で、均等割、人口割の中で負担された部分として、総
務費としては121万7,000円の増というような形になりまして、また各項目に情報セ
ンターの負担金というような形で出てきておりますけれども、これはそれぞれの今
度は細かい事業に対応した事業コードのに対応しておりますので、増減が発生する
というような形でありますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

続いて、２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） 53ページです。国庫補助道路改良事業の中で、中野原橋

の修繕ということで1,100万円の減額になっていますが、この工事内容、それと長
寿命化を目指したわけですが、この工事により、どの程度これから先を手を入れな
くていけるのかという、この想定をお聞きいたします。
それから、54ページで、南原雨水排水調整池ですが、どの程度の流入、何立米ぐ
らいはこの調整池で受けとめることができるのか、そこについてお聞きいたします。
議

長（原

悟郎） 出羽澤建設水道課長。

建設水道課長（出羽澤平治） まず、中野原橋の橋梁の修繕工事の関係でございま
すが、修繕内容としましては橋全体にかかわるものでございます。一番目につくと
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ころは、道路面、橋梁上部、それからあと側面の保護安全策、それから構造的な部
分での修繕というふうになっております。今回の修繕でどのぐらい手を入れなくて
いいのかということになりますと、これは何年ということはございません。ただ、
通常の点検は行いつつ、この工事によりまして悪いところは直しましたので、その
部分での修繕にかかわる工事が軽減されると、先送りになるというものでございま
す。したがいまして、点検等につきましては今後も継続して行いますが、大規模な
修繕は当分の間ないということで理解をしております。
それから、もう一つ、南原の調整池の関係ですけれども、済みませんが、これは
また後ほど、どれぐらいの流量かは御説明をしたいと思います。よろしくお願いし
ます。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

１番、百瀬議員。
１

番（百瀬 輝和） １番、百瀬です。

済みません。63ページのところの村民センター図書館の修繕費26万円ほど持って
あるんですが、これは、今回の雪で、南側のピロティーの部分がかなり雨漏りをし
ていて、天井が抜けている部分が見受けられたり、縦といが凍ってしまった部分が
見受けられていたんですが、その部分なのかどうなのかと、あとは冬場雪が降ると、
あの構造だと、図書館に通う通路が通行どめに毎年されているみたいなんですが、
その部分の抜本的な見直しをされるのかどうなのかと、あと今回、雪が多かったた
めに、軒といがかなり垂れている部分が見受けられるんですが、その修理について
はどうするか、また保険が適応になるのかどうなのかというのを伺いたいと思いま
す。
それと、除雪ボランティア、今回、豪雪でかなり尽力をされたと思うんですが、
取り決めの中では、時間1,500円と1,000円というようなうたわれ方がしていたんで
すが、その部分について、豪雪対応のときに、少しボランティアの方たちに聞くと、
あの値段じゃ、ちょっと無理なんじゃないのなんていうお話も聞いたりしていたん
ですが、その点についての見直しがされるのかどうなのか、ちょっと伺えたらと思
いますが。
議

長（原

悟郎） 先に、田中教育次長。

教育次長（田中

聡） 村民センターの修繕の関係ですけれど、これは２階の廊

下の部分の陸屋根の部分の天井から雨漏りがするということで修理するということ
ですが、これについては防水シートを上にかぶせる改修をするということで、計画
をしております。
それと、図書館の通路の除雪の関係ですけれど、１回目のときは、除雪ができて
通れましたが、２回目については量が多かったため、しばらくの間は通行どめにし
て、歩道というか、東側の通路のほうから入ってきてもらうようにいたしました。
量が今年度は多かったものですから、このようになりましたが、通常でいくと除雪
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して、通れないという状態はないと思います。
あと、軒といの関係ですけれど、やはりどうしても凍結等もしてしまい、凍って
しまう部分がありますので、この辺のところはまた改善を図っていきたいと思いま
す。
あと、保険の適応については、ちょっと確認をして、また検討をしていきたいと
思いますのでよろしくお願いします。
以上です。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 除雪ボランティアの単価の見直しという御質問でありま

す。
当初設定して、ことしが初めてであります。いろんな状況を加味しながら設定を
させていただきましたけれども、あくまでもこれは除雪ボランティアということで
ございますので、その辺は御理解をいただくようにお願いをしてまいります。した
がいまして、見直しということは考えておりません。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

百瀬議員。
１

番（百瀬 輝和） 村民センターの部分は、じゃあ、１階のピロティーの部

分の天井が抜けちゃった部分のこれは修繕じゃないということですか。
議

長（原

教育次長（田中

悟郎） 田中教育次長。
聡） これは、２階の照明室とかから、下のステージのほうに

下っていける通路があるんですが、そこの通路のところの天井から雨漏りがした部
分の修繕であります。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

６番、丸山豊議員。
６

番（丸山

豊） 丸山です。

ちょっと、５点ほどお願いいたします。
35ページ、医療機関申請手数料220万ほど計上されております。この原因が何か
というところを教えていただきたいと思います。
そして、41ページ、委託料として、南原保育園の工事監理の委託料不用額51万
5,000円が上がっています。この51万5,000円の減額というのは、その下の段にある
工事請負費が550万減額なっているものですから、その関係で工事監理の委託料が
51万5,000円減額になっているかどうかというのを少し確認させてください。
それから、53ページ、今もちょっとお話にありました道路除雪の委託料なんです
が、この業者委託料とボランティア委託料、これは多分一緒になっているんじゃな
いかと思われますが、この内訳を、業者のほうが幾らで、除雪ボランティアのほう
が幾らだったのかというのがわかったら教えてください。
それから、58ページ、委託料219万8,000円、学校施設非構造部材耐震調査委託料
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不用額、これが219万8,000円ですけれど、この原因が何なのか、お尋ねいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） それでは、先に清水住民福祉課長。

住民福祉課長（清水 麻男） まず、35ページの福祉医療費の委託料247万2,000円
の増であります。これは医療機関の申請の手数料でありまして、これは当初年間で
３万500件ほど見込んでおりましたけれども、25年度については件数が非常に多く
なっておりまして、４万1,800件ほどになる見込みであります。１件195円の手数料
を支払うものですから、この分の差し引きで手数料が多くなってしまったと。
６

番（丸山

豊） 件数がふえたということ。

住民福祉課長（清水 麻男） そうです。ただ、ここの20の扶助費を見ていただけ
れば、1,300万ほど医療費は減になっています。申請件数はたくさんふえているん
ですけれども、それに伴って普通は医療費がふえるんですけれども、医療費が減っ
てきたということは、１人当たりの医療費というのはかなり減ってきたというふう
に見受けられます。
以上であります。
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） 今お尋ねの13の委託料の南原保育園の監理委託料
の減額でございますけれども、15の工事費のほうも減額になっておりますけれども、
その関係で契約が減額になっております。委託料、これは設計のほうは前年度に行
いまして、監理のほうは平成25年度に行っております。その不用額ということでご
ざいます。
議

長（原

悟郎） 続いて、建設水道課長。

建設水道課長（出羽澤平治） 53ページ、除雪委託料の関係ですけれども、除雪ボ
ランティアと業者に支払う割合、金額等でございますけれども、今のところ正確に
は把握しておりません。除雪ボランティアにつきましては、一応３月31日をもって
報告をしていただくようになっております。ただ、活動状況をお聞きする中で、夜
間、大分活動していただいたということ、それは業者もボランティアの皆さんも皆
同じでございましたので、その中で増額とさせていただきました。
以上です。
議

長（原

教育次長（田中

悟郎） 続いて、教育次長。
聡） 58ページの学校施設の非構造部材の調査委託の関係の不

用額です。これは、入札による差金によります不用額ということであります。
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。

今の南原の保育園の工事費に対する監理の減です。これは、実はもう一つ、62ペ
ージに田畑公民館があるわけなんですが、ここで963万円減額になってきておりま
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す。これに伴っても、やっぱり監督工事の監理という面では減額になってくる可能
性というのはあるわけですか。
議

長（原

教育次長（田中

悟郎） 田中教育次長。
聡） 設計監理の段階で、パーセントで契約しているわけでは

ないので、例え入札で請負金額が減っても、設計監理は減らないということで考え
ております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ちょっと、何かわからんな。

丸山豊議員。
６

番（丸山

豊） そうしますと、南原保育園のほうは、工事の費の減額に

なって、委託料が減ってきたということに、何か、今、先ほどの説明だとそうなん
ですけれど、違いますか。
議

長（原

悟郎） 有賀子育て支援課長。

子育て支援課長（有賀由起子） 工事の金額のほうなんですけれども、平成25年度
の第１回の補正のときに600万ほど増額しております。管理費のほうは、予算がも
ともと乗ってあったんですけれども、そのバランスの関係ですけれども、実績がこ
うなったということですけれども、よろしいでしょうか。
６

番（丸山

議

長（原

６

番（丸山

議

長（原

豊） はい、わかりました。
悟郎） まだ、納得できないかね。違う質問。
豊） いや、今の質問です。
悟郎） それじゃあ、もう一回。

丸山豊議員。
６

番（丸山

豊） 済みません。

そうしますと、工事監理の委託料というのは何％とかいう、そういう決め方じゃ
なくて、じゃあ、この金額で受けていただけますかという、そういうので決まって
いるから、そう決まったというか。だから、減額の理由がちょっとわからなかった
ものですから。
後でお聞きしますので、結構です。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。ちょっと、また後でいってください。

ほかに質疑。
９番、唐澤由江議員。
９

番（唐澤

由江）

44ページの保健師の臨時職員の賃金137万円の減額とい

うことですけれども、これは健診のときに保健師をやとってやるんではないかなと
思うんですが、新年度予算も139万円にしてあるので、多分、これはほとんどまた
同じように減額になるんだろうなということですので、そこの具体的な内容をお聞
きしたいと思います。
議

長（原

悟郎） 清水住民福祉課長。
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住民福祉課長（清水 麻男） この0403の健康増進事業の賃金でありますけれども、
これは１名、正規の保健師が現在休んでいまして、その代替の臨時保育士の賃金と
いうことでありまして、丸々見ていたんですけれども、旦那さんの扶養の関係で、
これ以下に抑えたいということで、かなり大幅な減額になってしまったということ
で137万円の減額をさせていただいたところであります。また、新年度につきまし
ては、また新たな保健師が必要になるかもしれないということで計上をさせていた
だいております。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） それでは、これで質疑を終わります。

議案第12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12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３号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、歳入では、介護保険料の増額と介護保険給付費の増額に伴う国県支出金
支払基金交付金の増額が主なものであり、歳出では、保険給付費の増額が主な補正
内容であります。
既定の歳入歳出予算の総額に1,593万5,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそ
れぞれ８億2,194万4,000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12号「介護保険特別会計補正予算
（第３号）」につきまして細部説明を申し上げます。
予算書の６ページの歳入から説明をいたしますので、６ページをごらんいただき
たいと思います。
介護保険料を539万3,000円増額するものでありまして、これは確定見込み金額に
近づけるものであります。被保険者数の増加によるものということであります。
次に、７ページの国庫支出金でありますけれども、１年間の介護サービス給付額
がほぼ固まり、当初予定額より増額になる見込みとなりましたので、国県支払基金、
村、それぞれの負担割合に基づき、増額補正をするものであります。
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まず、国庫負担の介護給付費、介護給付負担金でありますが、352万2,000円増額
します。その下の国庫補助金は、消費税引き上げに伴う介護報酬のシステム改修費
補助金として22万1,000円増額いたします。
８ページの支払基金交付金ですが、503万3,000円増額するものです。
めくっていただきまして、９ページの県支出金ですが、介護給付費にかかわる負
担金を366万5,000円増額します。その下の県補助金については、包括的支援事業費
の減額に伴い、11万9,000円減額するものであります。
10ページの繰入金の一般会計繰入金でありますが、01目の介護給付費分は350万
2,000円増額し、地域支援事業の包括分を11万9,000円減額、事業費に繰り入れるそ
の他分を269万4,000円減額し、一般会計繰入全体については68万9,000円の増額と
させていただきます。
基金繰入金につきましては、介護給付費は増額になりましたが、これは予備費で、
予備費は若干多く持っておりましたので、予備費で調整できることから、基金の取
り崩しはせずに、予算額を271万8,000円全額減額するものであります。
11ページの諸収入でありますが、交通事故による第三者納付金が発生いたしまし
たので、24万9,000円増額し、25万円とするものであります。
12ページの歳出の1301一般管理費ですが、役務費の手数料を３万8,000円増額し、
19負担金を224万3,000円減額します。内訳といたしまして、情報センター負担金を
７万4,000円増額し、社協からの職員派遣負担を231万7,000円減額をいたします。
25年度から、社協の職員が入れかえになりましたので、それに伴う減額になります。
1315認定調査費でありますが、賃金10万円の不用額と役務費の不用額７万円の計
17万円減額し、一番下の1318認定審査会共同設置負担金の広域連合負担金の不用額
９万8,000円を減額するものであります。
次に、13ページの保険給付費でありますが、全体の保険給付費は当初予算は７億
4,800万円を見込んでおりましたけれども、2,800万円ほど伸びる見込みとなりまし
たので、介護サービス以下、それぞれの確定見込みに近づける補正を行うものであ
ります。
13ページの１番上の1321介護サービス等諸費でありますが、これは要介護１から
５の方の介護サービス費を3,615万2,000円増額し、その下の要支援の方の1322介護
予防サービス等諸費を737万8,000円減額し、国保連に支払う1342審査支払手数料を
１万8,000円増額し、1347高額介護サービス等費を112万6,000円増額し、14ページ
の施設入所者への軽減措置であります1351特定入所者介護サービス費を165万1,000
円減額させていただきます。
おめくりいただきまして、15ページの地域支援事業費の1361介護予防事業費は、
賃金を20万円増額し、1362包括的支援事業は包括支援センターの事業の確定により
まして、需用費と扶助費の不用額59万8,000円を減額するものであります。
最後に、16ページの予備費でありますけれども、歳入歳出の調整を行いまして、
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946万1,000円減額し、950万2,000円とするものでございます。
以上で、細部説明を終わります。
議

長（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。
３番、山﨑文直議員。
３

番（山﨑 文直） 15ページの介護予防事業の中で、この時期に賃金の20万

の増額ですが、これからまた何かするという、事業をするということの内容でしょ
うか。ちょっと、その辺の中身を教えていただきたいと思います。
議

長（原

悟郎） 清水住民福祉課長。

住民福祉課長（清水 麻男） 包括支援センターには、それぞれ保健師とか、ケア
マネとかおりまして、現在、１名、正規の職員が長期休業という形でございまして、
そのかわりに臨時職員の保健師を新たに加えた増額補正であります。
以上です。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

議案第13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13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３号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、歳入では、収入確定見込みによる国庫支出金と共同事業交付金の減額が
主なものであり、歳出では、保険給付費のうち、一般被保険者と退職被保険者の療
養給付費と高額療養費の増額及び共同事業拠出金の減額が主な補正であります。
既定の歳入歳出予算の総額から2,406万円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれ
ぞれ12億8,263万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。

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「国民健康保険特別会計補正
予算（第３号）」について細部説明を申し上げます。
予算書の６ページの歳入をごらんいただきたいと思います。
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使用料及び手数料の督促手数料を確定見込み数字に近づけるため、５万円減額い
たします。
次に、７ページをおめくりいただきまして、国庫支出金の01項、国庫負担金は、
02目、療養給付費等負担金を3,100万円減額し、04目、高額医療費共同事業負担金
を34万5,000円減額するものであります。25年度分の療養給付費負担分と高額療養
費共同事業負担分の額がほぼ確定したことによるものであります。
次に、02項、国庫補助金の02目、財政調整交付金を2,000万円増額し、その下の
高齢者医療制度円滑運営事業補助金を３万6,000円減額いたします。財政調整交付
金は市町村間国保の財政力の不均衡を調整する補助金でありまして、当初予算に比
べ、大幅な伸びになっております。
８ページの県支出金でありますが、高額医療費共同事業負担金の額が確定したこ
とにより34万5,000円減額するものであります。
続いて、９ページの療養給付費交付金ですが、これは退職被保険者の療養給付費
にかかわる交付金でありまして、確定見込みにより929万6,000円増額し、１億788
万6,000円とするものであります。
10ページの共同事業負担金は、30万円以上の医療費に対し、国保連から一定割合
が交付されるものですけれども、25年度の確定見込みによりまして、2,311万8,000
円減額するものであります。
続いて、11ページの諸収入の一般被保険者延滞金に80万円を増額し、雑入では、
交通事故による第三者納付金34万2,000円と一般被保険者返納金31万円と66万6,000
円を増額するものであります。
続いて、12ページの歳出になります。
1501一般管理事務の負担金、これは情報センター負担金でありますが、14万
3,000円減額をします。運営協議会費は、国保運営協議会の委員報酬不用額７万円
を減額します。
13ページの保険給付費の01項、療養諸費を3,083万円増額します。内訳として、
1504一般被保険者療養給付費2,000万円と1505退職被保険者等療養給付費1,100万円
の医療給付費不足見込み額を増額計上させていただきました。また、1507退職被保
険者等療養事業、これは針、きゅう、マッサージ等に要する費用でありますが、３
万円増額し、国保連支払う1508審査支払手数料事務を20万円減額するものでありま
す。
次に、02項高額療養費に高額医療給付費不足見込み額423万円増額いたします。
内訳として、14ページの1509一般費保険者に330万円、1510退職被保険者に93万円
を増額させていただきます。
おめくりいただきまして、15ページの1543後期高齢者支援金は、額に変更はあり
ませんが、財源組み替えのみ行うものであります。
その下の16ページの介護納付金につきましても財源組み替えのみを行うものであ
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ります。
次に、めくっていただきまして、17ページの共同事業交付金ですが、80万円と30
万円を超える医療費の一定割合を拠出金として国保連へ納付するものでありますが、
額が確定したことによりまして、1516高額医療費拠出事業と1540保険財政共同安定
化事業を合わせまして、1,393万1,000円減額します。
18ページの1517保健衛生普及事業の役務の不用額20万円減額するものであります。
その下の1547特定健診診査事業は、特定健診の業者委託料が確定したことにより、
70万円を減額するものであります。
最後に、19ページの予備費でありますが、歳入歳出調整を行い、4,407万6,000円
減額し、2,933万円とするものであります。
以上で、細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） 議案第13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） 15ページ、16ページ、さらに17ページに、それぞれ財源

組み替えがあります。当然、財源が組み替えられるそれぞれの性格、事業の性格が
あると思うんですが、これについて、３ページについて説明をお願いします。
議

長（原

悟郎） 清水住民福祉課長。

住民福祉課長（清水 麻男） 財源組み替えですけれども、後期高齢者支援金と介
護納付金については、これは一般財源から支払うものが多くなっておるのが、性格
上多くなっております。いろいろな計算をする中で、ここに影響が出てしまって財
源組み替えをするというもので、どうしてこうなったかというのは、ちょっと計算
式でいろいろやるものですから、もし必要でしたら、また改めて御報告をさせてい
ただきたいと思います。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） それでは、これで質疑を終わります。

ただいまから、午後１時30分まで休憩といたします。
休憩 午前１１時５７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。

ここで、午前中の質問で答えができなかった部分につきまして、追加の説明をさ
せていただきたいと思います。
まず、有賀子育て支援課長。
子育て支援課長（有賀由起子） 済みません。
一般会計の補正予算41ページでございます。
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0340保育園運営事業の13委託料ですけれども、先ほどの御質問のこの委託料の不
用額ですけれども、減額は工事費が減ると連動して減額になるものかという御質問
をいただいたんですけれども、私のほうで曖昧に答えてしまって申しわけなかった
んですけれども、工事の監理委託料につきましては、増築工事の当初設計費から計
算して、管理委託料を算出して契約してあるものです。工事費に率を掛けて算出し
てあるものではございません。したがって、今回の委託料の減額は、監理費の契約
額の差金ということになりますのでよろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 続いて、出羽澤建設水道課長。

建設水道課長（出羽澤平治） 11号議案の補正予算の54ページになりますが、久保
村議員のほうから、南原の雨水排水調整池の流入容量ということで御質問をいただ
きました。
現在計画しているこの池につきましては、南原の広域農道から東の部分の、面積
にしまして26.1ヘクタールの雨水を調整して、戸谷川に流す計画のものであります。
したがいまして、池の規模としましては2,700立方メートルを予定しております。
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） 議案第13号の国民健康保険特別会計補正予算の15ペ
ージ、16ページ、1543の後期高齢者支援金と次のページの1537介護納付金の財源内
訳の理由ということでございます。
ごらんのとおり、補正額については変更にない、支出額については変更はありま
せん。それで、国庫支出金が、後期高齢者支援金では74万1,000円の減、それから
介護納付金では16万9,000円の増ということで、この国庫支出金につきましては、
国庫の負担金の療養給付費の負担金の中の算定に、療養給付費と、それから後期高
齢者支援金と介護納付金の三つの枠がございまして、今回の国庫負担金の療養給付
費の負担金3,100万円減額するわけでありますけれども、その中で、後期高齢者支
援金については74万1,000円の減、介護納付金については16万9,000円の増という計
算になりまして、したがって、後期高齢者支援金では国庫を減額するものですから、
一般財源を同額増額すると、それから、介護納付金については16万9,000円の増で
ありますので、一般財源を同額減額すると、こういうものでございます。
以上です。
議

長（原

悟郎） 以上で、追加説明は終わりにします。

続いて、議案第14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
２号）」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本件について提案理由の説明を求めます。

長（原

唐木村長。
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村

長（唐木 一直） 議案第14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２号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、歳入では保険料の減額と、歳出では保険料の減額に伴う広域連合負担金
の減額が主な補正であります。
既定の歳入歳出予算の総額から209万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそ
れぞれ１億176万4,000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14号「後期高齢者医療特別会計補
正予算（第２号）」について説明申し上げます。
予算書の６ページをごらんいただきたいと思います。
歳入でございます。
01款、後期高齢者医療保険料でありますが、25年度の保険料見込みのめどがつき
ましたので、特別徴収保険料と普通徴収保険料、合わせまして253万3,000円減額い
たします。これは、12月分までの徴収実績と25年６月の所得確定により計算された
額でありまして、長野県の後期高齢者医療広域連合から指示のあった額でございま
す。
めくっていただきまして、７ページの繰入金であります。一般会計から繰り入れ
る事務費繰入金12万1,000円の減と保険基盤安定繰入金が確定いたしましたので、
55万5,000円増額し、歳入合計で43万4,000円を増額いたします。
次に、８ページの歳出であります。
1802徴収費ですが、郵送代等の減額として、役務費を12万1,000円減額するもの
であります。
めくっていただきまして、９ページの後期高齢者医療広域連合納付金であります
が、歳入で、保険料の減額と保険基盤安定繰入金の増額がありましたので、保険料
と安定繰入金の差額分197万8,000円減額するものであります。
以上で、細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） 議案第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。

続いて、議案第15号「平成25年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第４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
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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「平成25年度南箕輪村水道事業会計補正予算

（第４号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、上伊那広域水道用水企業団からの受水が増加したことによる受水費の増
額と、年度末となり事業が確定しましたので、事業費の減額補正等をお願いするも
のであります。
このことによりまして、資本的収支における既定の不足する額及び過年度分損益
勘定留保資金を2,838万6,000円に改めるものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい
ただき、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「平成25年度南箕輪村水道事
業会計補正予算（第４号）」について細部説明を申し上げます。
まず、年度末となりまして、それぞれの事業費が確定してまいってきました。不
用額等を中心として補正をお願いするものであります。
まず、７ページをごらんいただきたいと思います。
実施計画明細書によりまして御説明していきたいと思います。
初めに、01款、水道事業収益でございますが、922万1,000円の減額をお願いする
ものであります。内訳でございますが、01項01目01節の給水収益でございますが、
当初の計画より１戸当たりの使用水量等の減少によりまして、全体としまして800
万円の減額をお願いするものであります。01項02目01節の受託工事の収益でござい
ますが、消火栓の設置等の工事の減に伴う受託工事の収益が減となりまして、110
万円の減額をお願いするものであります。03目01節の材料売払収益でございますが、
検満メーターの交換済みメーター、水道メーターの売却額の確定によりまして減額
をお願いするものでございます。03目04節、雑収益でございますが、工事に伴う補
償料の確定によりまして11万5,000円の減額をお願いするものでございます。
続きまして、８ページをごらんいただきたいと思います。
収益的収支でございます。
01款、水道事業費用でございますが、655万7,000円の減額をお願いするものであ
ります。この中で、8001事業の原水及び浄水事業の第11節の受水費でございますが、
これは上伊那用水企業団からの受水量の増加分としまして、30万円の増額をお願い
するものであります。また、8002事業の排水及び給水事業の第８節の保険料でござ
いますが、水道事業の賠償責任保険の掛金の増加分といたしまして、12万円の増額
をお願いするものでございます。その他の項目につきましては、事業の確定等に伴
う不用額の減額をお願いするものであります。
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続きまして、10ページをごらんいただきたいと思います。
資本的収入となります。
01款、資本的収入でございますが、430万円の減額をお願いするものであります。
その内訳でございますが、01目の加入金でございます。当初新規加入を82件ほど見
込んでおりましたが、現在78件程度となっておりますので、30万円の減額をお願い
するものであります。次の02目の負担金でございますが、これは下水道工事等に伴
います舗装工事の関係でございまして、該当がございませんでしたので400万円の
減額をお願いするものでございます。
次に、11ページをごらんいただきたいと思います。
資本的支出となりますが、01款、資本的支出につきまして4,700万円の減額をお
願いするものであります。その内訳としまして、8031事業、排水施設拡張事業の第
２節の委託料でございますが、水道事業計画の策定業務の確定によりまして250万
円を減額するものであります。また、8032事業の排水施設の改良事業の第１節の工
事請負費で4,050万円を減額し、第２節の委託料で400万円を減額するものでありま
す。この内容につきましては、本年度、大泉区に埋設された古い石綿管の撤去、改
修工事を予定しておりましたが、１年先延ばししたことによります減額でございま
す。
それでは、１ページをごらんいただきたいと思います。
第２条は収益的収入及び支出となります。
はじめに、収入の水道事業収益でございますが、922万1,000円を減額しまして２
億3,628万6,000円とするものであります。次に、支出の水道事業費用でございます
が、655万7,000円を減額しまして２億4,268万7,000円とするものであります。
続いて、２ページをごらんいただきたいと思います。
第３条の資本的収入及び支出となります。
はじめに、資本的収入でございますが、430万円を減額し、720万円とするもので
あります。また、資本的支出におきましては、4,700万円を減額し、3,540万6,000
円とするものであります。したがいまして、不足する額及び過年度分損益勘定留保
資金を2,938万6,000円に改めるものでございます。
以上、議案第15号の細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） 議案第15号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
３番、山﨑文直議員。
３

番（山﨑

文直）

今、７ページの給水収益で800万の減額ということの説

明の中で、１戸当たりの使用水量が減ったという説明をいただきましたが、これは
今年度部分にかかわる、例えば一過性のものなのか、こういう傾向がこれから続い
ていくのかどうかという。そうすると、いろいろ水道事業の長期的な計画にも影響
してくるのかなという部分のところの、それか、あと大量に使っているところが減
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ったとか、そういうこともあるのかどうか、この辺のところをもう少し詳しく説明
をいただければと思いますが。
議

長（原

悟郎） 出羽澤建設水道課長。

建設水道課長（出羽澤平治） では、その部分について御説明をしたいと思います。
まず、全体の傾向としまして、１戸当たりの使用水量が年々減少しつつあります。
昨年あたりまでは、大口の需要者の減少もありましたが、大口の需要者の減少につ
きましてはほぼとまりました。現在としましては、１戸当たりの使用水量が減少し
ていくということで、水道の加入件数はふえておりますけれども、それに比して、
１戸当たりの使用水量が減るということで、全体としまして給水量というか、提供
する量が減っております。したがいまして、収入も減ってくると。この傾向は、う
ちの村ばかりでなくて、上伊那全体にあらわれている状況であります。
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。

続きまして、議案第16号「平成25年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（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16号「平成25年度南箕輪村下水道事業会計補正予

算（第５号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、管渠の長寿命化計画の策定にかかわる事業の実施を先送りしたこと及び
年度末となり事業が確定しましたので、事業費の減額補正等をお願いするものであ
ります。
このことによりまして、資本的収支における既定の不足する額を２億5,531万
8,000円に、また過年度分損益勘定留保資金を5,914万7,000円に、当年度分損益勘
定留保資金を１億9,617万1,000円に改めるものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい
ただき、御決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

出羽澤建設水道課長。
建設水道課長（出羽澤平治） それでは、議案第16号「平成25年度南箕輪村下水道
事業会計補正予算（第５号）」につきまして細部説明を申し上げます。
年度末となりまして、それぞれの事業費が確定してまいりましたので、不用額等
の補正をお願いするものでございます。
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まず、予算書の７ページをごらんいただきたいと思います。
実施計画明細書によりまして御説明していきます。
01款、下水道事業費用でございますが、76万1,000円を減額し、４億8,045万円と
するものであります。その内訳でございますが、9407総係事業で、人件費にかかわ
る費用の確定分によりまして、76万1,000円の減額をお願いするものであります。
次に、８ページをごらんいただきたいと思います。
01款の下水道事業資本的収入でございますが、1,610万円を減額し、１億5,372万
2,000円とするものであります。その内訳でございますが、01項01目の企業債で
1,500万円を減額し、05項01目の国庫補助金で110万円の減額をお願いするものであ
ります。これは、管渠の長寿命化計画策定事業の実施の先送りや、国庫補助事業の
確定などによりまして減額をするものであります。
次に、９ページをごらんいただきたいと思います。
01款、下水道事業の資本的支出でございますが、1,329万9,000円を減額し、４億
904万円とするものであります。主な内容でございますが、9430事業の施設建設事
業では1,199万9,000円の減額をお願いするものであります。減額の主な内容につき
ましては、事業等が確定したこと、それから職員の共済費を増額し、負担金、工事
請負費、補償金、それぞれの費用の減額をお願いするものであります。また、9432
事業の建設改良事業でございますが、施設改良事業にかかわる工事費や保証金が確
定しましたので、130万円の減額をお願いするものであります。
それでは、１ページをごらんいただきたいと思います。
第２条の収益的収入及び支出におきまして、第１款、下水道事業費用を４億
8,045万円とするものであります。
次に、２ページをごらんいただきたいと思います。
第３条の資本的収入及び支出でございますが、下水道事業資本的収入を１億
5,372万2,000円とし、また下水道事業の資本的支出を４億904万円とするものであ
ります。
また、第４条の企業債でございますが、下水道事業が確定してまいりましたので、
起債の借入限度額を3,180万円とするものでございます。
以上、議案第16号の細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） 議案第16号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

議案第17号「平成26年度南箕輪村一般会計予算」、議案第18号「平成26年度南箕
輪村介護保険事業特別会計予算」、議案第19号「平成26年度南箕輪村国民健康保険
特別会計予算」、議案第20号「平成26年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計予算」、
議案第21号「平成26年度南箕輪村水道事業会計予算」、議案第22号「平成26年度南
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箕輪村下水道事業会計予算」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17号「平成26年度南箕輪村一般会計予算」につい

て提案理由を申し上げます。
平成26年度当初予算は、村税をはじめとする歳入で、昨年に引き続き大変厳しい
状況でありますが、村民の生活と地域の安全を守り、人口増加に対応する積極的な
予算編成といたしました。
概要につきましては、開会の挨拶の中で申し上げたとおりであります。前年度当
初予算に対して12.2％増の歳入歳出予算の総額をそれぞれ57億8,000万円と定める
ものであります。
地方自治法第96条第１項第２号の規定により、議会の議決をお願いするものであ
ります。
議案第18号「平成26年度南箕輪村介護保険事業特別会計予算」について提案理由
を申し上げます。
本案は、高齢者福祉の向上を図るため、平成24年度から平成26年度までの第５期
介護保険事業計画及び平成25年度決算見込みに基づき、新年度予算編成を行いまし
た。
介護保険給付費については、介護認定者数の増加に伴い、前年当初予算に対し
7.4％増の８億328万5,000円を見込みました。平成26年度予算につきましては、前
年度当初予算と比較して7.3％増の８億4,088万6,000円とするものであります。
地方自治法第96条第１項第２号の規定により、議会の議決をお願いするものであ
ります。
議案第19号「平成26年度南箕輪村国民健康保険特別会計予算」について提案理由
を申し上げます。
国民健康保険被保険者数は横ばい傾向にあり、加入世帯数は増加傾向にあります。
医療給付費は、高額医療費を中心として依然として増加が予想されます。安定した
国民健康保険財政運営のため、特定健診、保健指導の一層の充実を図り、医療費の
抑制と国保税徴収率の向上に努めてまいります。
平成26年度予算については、前年度当初予算と比較して２％増の12億3,329万
3,000円とするものであります。
地方自治法第96条第１項第２号の規定により、議会の議決をお願いするものであ
ります。
議案第20号「平成26年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計予算」について提案理
由を申し上げます。
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平成20年度から始まった後期高齢者医療制度は７年目を迎え、安定した医療制度
となってきました。村が行う後期高齢者医療特別会計は、保険料の収納や後期高齢
者医療広域連合への保険料納付が主な内容となっています。
平成26年度予算については、前年度当初予算と比較して8.3％増の１億979万
9,000円とするものであります。
地方自治法第96条第１項第２号の規定により、議会の議決をお願いするものであ
ります。
議案第21号「平成26年度南箕輪村水道事業会計予算」について提案理由を申し上
げます。
水道事業につきましては、水道ビジョン及び水道事業計画に基づき、水道施設の
重点項目について計画的な取り組みを推進していきます。したがいまして、平成26
年度の水道事業会計は、事業計画に基づいて、石綿管の撤去改修と老朽管の更新、
第２排水池のろ過砂の入れかえと監視装置の強化、上水道地図情報システム導入、
大芝高原内の井戸を利用した水源施設の設計委託及び下水道事業に伴う水道補修工
事にかかわる経費と維持管理等にかかわる経常経費を計上しております。
収益的収入及び支出の予定額で、収入額２億8,958万6,000円、支出額３億59万
3,000円と定め、基本的収入及び支出の予定額では、収入額1,102万円、支出額１億
8,389万7,000円と定めるものであります。資本的収入額が資本的支出額に不足する
額１億7,287万7,000円は、過年度分損益勘定留保資金で補塡するものであります。
地方公営企業法第24条第２項の規定により、議会の議決をお願いするものであり
ます。
議案第22号「平成26年度南箕輪村下水道事業会計予算」について提案理由を申し
上げます。
平成26年度からは、終末処理場の施設、機械設備に係る長寿命化計画に基づく設
備の修繕工事や宅地開発等に伴う環境整備や公共ますの設置工事などが主体となり
ます。したがいまして、平成26年度の下水道事業会計は、これらに係る経費と維持
管理等に係る経常経費を計上しております。
収益的収入及び支出の予定額で、収入額６億7,645万2,000円、支出額６億8,556
万2,000円と定め、基本的収入及び支出の予定額では、収入額２億16万5,000円、支
出額４億1,602万7,000円と定めるものであります。資本的収入額が資本的支出額に
対し不足する額２億1,586万2,000円は、当年度分損益勘定留保資金で補塡するもの
であります。
地方公営企業法第24条第２項の規定により、議会の議決をお願いするものであり
ます。
以上、当初予算関係の議案につきましては、予算審議の際、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。
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議

長（原

悟郎） お諮らいします。

ただいま議題となっております議案第17号から議案第22号については、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」という者あり〕
議

長（原

悟郎） 異議なしと認めます。

したがって、議案第17号から議案第22号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。
議案第23号「上伊那広域連合規約の一部を変更する規約について」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23号「上伊那広域連合規約の一部を変更する規約

について」の提案理由を申し上げます。
本案は、上伊那広域連合の規約でございますが、地方自治法に基づき提案をする
ものでございます。障害者自立支援法が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律に改正されたことに伴い、認定審査会の名称とあわせて、入
所判定委員会の名称を改めるものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい
ただき、御決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

松澤総務課長。
総務課長（松澤 伸夫） それでは、議案第23号にかかわります細部説明を申し上
げます。
ただいまの提案説明で申し上げたとおり、審査会等の名称を改めるものでござい
ます。上伊那広域連合を構成する関係市町村の議会議決が必要となりますので、地
方自治法第291条の11の規定により提案をするものでございます。
それでは、新旧対照表によりまして説明を申し上げます。
第４条、第５条、また別表のそれぞれに該当してまいりますが、障害者自立支援
法が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に改正されまし
たので、障害程度区分の記述を障害支援区分に改正するものでございます。また、
あわせて、介護保険法の施行により、特別養護老人ホームへの入所につきましては
介護認定審査によることとされているため、入所判定委員会では養護老人ホームの
入所判定のみとなりますので、老人ホームの記述を養護老人ホームに改めるもので
ございます。
２枚目にお戻りをいただきまして、附則でございますけれども、この規約は平成
55

26年４月１日から施行するものでございます。
以上で、細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） 議案第23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24号「南箕輪村村道路線の認定について」を議題といたします。
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24号「南箕輪村村道路線の認定について」の提案

理由を申し上げます。
本案は、南原区におきまして、民間業者が分譲しました住宅地に面する道路敷地
について、道路法第８条第２項に基づき、村道路線として認定するものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、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。

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24号の細部説明を申し上げます。
議案書を３枚おめくりください。
案内図がございますので、その図を使って場所等の説明をしていきます。
まず、この案内図の中央部左側に、南原運動場と書かれた部分があります。これ
は、南原保育園の東にあります南原グラウンドになります。また、この南原グラウ
ンドの上の道路がございますが、この道路は村道８号線でございます。この村道８
号線を東方向、右方向になりますが、150メートルほど進みますと、北から村道
2215号線と交差します。この交差した道路、村道2215号線を北へ150メートルほど
行った左側に15区画の住宅団地がございます。
１枚おめくりいただきまして、認定路線図をごらんいただきたいと思います。
青色で囲った部分が今回認定をお願いする道路になります。赤色の線で丸い点を
起点といたしまして、矢印方向へ進み、矢印の先が終点となります。
１枚めくっていただきますと、この認定する道路に関する公図を確認していただ
けます。
民間業者が住宅地と一緒に宅造しまして、現在、この道路はアスファルト舗装で、
道路側溝と地下浸透ますが整備されております。道路の雨水排水の処理につきまし
ては、この道路側溝と地下浸透ますでできる構造となっております。
この道路につきましては、村道認定にあわせまして、村へ寄附されるものであり
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ます。
では、これらの図とあわせまして、議案書３枚目をごらんいただきたいと思いま
す。
１ページになりますが、村道認定をお願いする道路の路線番号は2349号線となり
ます。起点は南箕輪村字中野原8306番地2031先から、終点は南箕輪村字中野原8306
番地1970先までとなります。延長は155.3メートルで、幅員は6.2メートルからコー
ナー部分の10.8メートルとなります。
以上、議案第24号の細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） 議案第24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） この地域については、だんだん宅地化が進んでおります

が、総合的な排水対策の策定との関連で、間に合うのかどうか、どこら辺までそう
いう観点で進めているかをお聞きします。
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） 南原地域につきましては、現在、総合的なといいま
すか、全体の中での雨水排水処理計画が策定されてございます。先ほどというか、
補正予算でもお願いいたしましたが、南原の排水池の関係もその中の一貫でござい
ます。ただ、道路側溝の整備等につきましては計画的に実施してまいりますが、こ
のように民間開発が先行する場合もございます。その際には、そういった計画等を
示しながら、調整をなるべくとって、円滑に進めていけるよう努力してまいりたい
と思っています。
以上です。
議

長（原

悟郎） 久保村議員。

２

番（久保村義輝） この地域、畑地が非常に波打っている地域なんで、排水

側溝等、後づけになりますと、だんだん村の負担も大変になるということで、でき
れば宅地開発するところをできるだけどちらかに流れるような平面にするのか、そ
こら辺、業者との協議も先行してやったほうが効率的だとは思います。なかなか、
これは民間がやることですので、全て村の思うようにはいかないと思いますが、そ
こら辺の先を見越した取り組みが必要ではないかと思いますが、その点だけお聞き
をいたします。
議

長（原

悟郎） 出羽澤建設水道課長。

建設水道課長（出羽澤平治） その点はごもっともなことでございますので、その
ように努力してまいりたいと思います。
幸か不幸か、開発関係にかかわるものにつきましては、建設の窓口が通るものが
多いものですから、その際に雨水計画等の調整を図っていきたいと思います。
基本的な考え方としましては、現在、東西線の、要するに自然勾配的な部分での
57

計画を基本的に整備してまいりまして、あと南北の、要するに横部分につきまして
だんだんに整備をしていくと、こんなような計画でいるところでございます。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。
８番、都志今朝一議員。
８

番（都志今朝一） この間、ちょっと認定したときに見せてもらったんだけ

れども、隅入れのところに電柱があったんだけれど、そこらの扱いはどうなるか、
ちょっとお願いしたいと。
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） 電柱敷地も含めて引き取るという形になろうかと思
います。電柱敷地につきましては、今度は村道部分になりますので、電柱の敷地料
を頂戴するというような扱いをとっていきたいと思っております。
以上です。
議

長（原

悟郎） そういう質問でいい、違う。電柱をどうするかという、

敷地料は当然もらうわけで。
課長。
建設水道課長（出羽澤平治） 電柱につきましては、状況から見ますと、移設がな
かなか厳しい状況でございますので、それはそのまま受け入れざるを得ないかなと
いうふうに判断しております。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかにございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

議案第25号「南箕輪村社会福祉施設等の指定管理者の指定について」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25号「南箕輪村社会福祉施設等の指定管理者の指

定について」の提案理由を申し上げます。
本案は、地方自治法第244条の２第６項及び南箕輪村公の施設の指定管理者の指
定手続等に関する条例第４条第１項の規定により、公の施設の管理を行わせる指定
管理者を指定するため、議会の議決を求めるものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい
ただき、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。
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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25号について説明を行います。
議案書を１枚おめくりいただき、次のページをごらんください。
南箕輪村社会福祉施設等の指定管理者の指定についてであります。
１の指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称及び位置でありますが、
南箕輪村デイサービスセンター松寿荘、南箕輪村ショートステイセンター松寿荘、
南箕輪村生きがいデイサービスセンター、南箕輪村在宅介護支援センター松寿荘、
南箕輪村ボランティアセンター、南箕輪村老人ふれあい共同作業所松寿荘、位置は
いずれも南箕輪村2380番地1212であります。続きまして、南箕輪村障がい者生きが
いセンター、位置は南箕輪村2380番地1179であります。
２の指定管理者となる団体の名称であります。住民の平等利用の確保、安定した
管理能力を有する者と認められることから、社会福祉法人南箕輪村社会福祉協議会
とするものであります。
３、指定の期間、平成26年４月１日から平成30年３月31日までの４年間とするも
のでございます。
以上で、細部説明を終了します。
議

長（原

悟郎） 議案第25号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
１番、百瀬輝和議員。
１

番（百瀬 輝和） 済みません、ここ、一帯、福祉ゾーンになっているんだ

と思いますが、この部分の避難の関係の策定とかはきちんとできていると思うんで
すが、第一避難所になると、グラウンドへの行き方が少し難があるんじゃないかな
と思うんですが、そこら辺については今後どんなふうに対処していくか、ちょっと
伺いたいと思いますが。
議

長（原

悟郎） 清水住民福祉課長。

住民福祉課長（清水 麻男） 社会福祉協議会で防災計画、並びに避難計画をつく
ってありますので、それに従って行いますが、その避難計画が詳細がどのようにな
っているのか、済みません、ちょっと承知していませんけれども、いずれにしても
村の防災担当と十分協議しながら進めていくものと思われますので、よろしくお願
いしたいと思います。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

１

番（百瀬 輝和） しっかりと精査していただいて、施設等、指定管理して

いただく中で、避難についてもきちんとできるような施設にしていっていただきた
いと思いますので、よろしくお願いします。
議

長（原

悟郎） ほかに質疑はございませんか。

議

長（原

悟郎） ３番、山﨑文直議員。

３

番（山﨑 文直） 施設がいっぱいありますので、ちょっとめったに行かな
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いものですから、少し教えてほしいんですが、社協の事務所の入り口のところの上
に看板がありまして、社協のほうでやっている事業の名前、名前というか免許証と
いうか、指定事業所というのが掲げてあったんですが、幾つかは今現在その事業を
実施していないという話を聞いたことがあります。これは、建物を指定管理する意
味なんですけれども、この中にやっていない事業というか、そういうのと連動して
いる部分があるのかどうかをちょっと教えてほしいと思いますが。あと済みません、
この中で愛称というか、ひまわりの家とか、そういうふうなのがあったら、ちょっ
とその辺も一緒に説明していただきたいと思いますが。
議

長（原

悟郎） 指定管理と特に関係のない質問に近いですけれど、答え

られたら、清水住民福祉課長。
住民福祉課長（清水 麻男） ここに掲げてある公の施設については、現在、全て
行っている事業でございます。
愛称については、ちょっと社協のことですので、特に村は関知をしていないとい
う状況であります。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

〔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26号「南箕輪村大芝公園等関連施設の指定管理の指定について」
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26号「南箕輪村大芝公園等関連施設の指定管理者

の指定について」の提案理由を申し上げます。
本案は、地方自治法第244条の２第６項及び南箕輪村公の施設の指定管理者の指
定手続等に関する条例第４条第１項の規定により、公の施設の管理を行わせる指定
管理者を指定するため、議会の議決を求めるものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい
ただき、御決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

田中教育次長。
教育次長（田中

聡） それでは、議案第26号の細部説明を申し上げます。

大芝公園等関連施設の指定管理期間が今年度末で終えるため、指定管理者の指定
をするものであります。
１の指定管理者の管理を行わせようとする公の施設の名称及び位置ですが、今ま
でと同様に南箕輪村ふれあい交流センター「大芝の湯」ほか19施設と、今まで村直
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営だった大芝公園内の森の交流施設を新たに加え、この表に記載されている20施設
を管理委託するものであります。
２の指定管理者となる団体の名称ですが、引き続き、一般財団法人南箕輪村開発
公社です。
３の指定期間ですが、平成26年４月１日から平成30年３月31日までの４年間です。
以上、南箕輪村大芝公園等関連施設の指定管理の指定についての細部説明を終わ
ります。
議

長（原

悟郎） 議案第26号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
５番、加藤泰久議員。
５

番（加藤 泰久） 大芝多目的コート、この場所というか、具体的にはどの

辺にあるか、それをちょっと教えていただきたい。
議

長（原

悟郎） 田中教育次長。

教育次長（田中

聡） 野球場の北側の全天候のテニスコートと、あとゲートボ

ールができるところが多目的コートということであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） わかりましたか。

ほかに質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

議案第27号「南箕輪村村民体育館の指定管理者の指定について」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27号「南箕輪村村民体育館の指定管理者の指定に

ついて」の提案理由を申し上げます。
本案は、地方自治法第244条の２第６項及び南箕輪村公の施設の指定管理者の指
定手続等に関する条例第４条第１項の規定により、公の施設の管理を行わせる指定
管理者を指定するため、議会の議決を求めるものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい
ただき、御決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

田中教育次長。
教育次長（田中

聡） 議案第27号の細部説明を申し上げます。

村民体育館の指定管理期間が今年度末で終えるため、指定管理者の指定をするも
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のであります。
１の指定管理者に管理を行わせようとする公の施設の名称及び位置ですが、南箕
輪村村民体育館です。場所が南箕輪村4802番地１です。
２の指定管理者となる団体の名称ですが、ＮＰＯ法人南箕輪わくわくクラブです。
３の指定の期間ですが、平成26年４月１日から平成30年３月31日までの４年間で
す。
以上、南箕輪村村民体育館の指定管理者の指定についての細部説明を終わります。
議

長（原

悟郎） 議案第27号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

議案第28号「南箕輪村村営住宅使用料の支払いと村営住宅退去を求める訴えの提
起について」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28号「南箕輪村村営住宅使用料の支払いと村営住

宅退去を求める訴えの提起について」の提案理由を申し上げます。
本案は、再三にわたる住宅使用料の納入請求に対し、長年にわたり家賃を滞納し
続け、納付の見込みのない入居者に対し、顧問弁護士に相談の上、村営住宅の明け
渡し請求訴訟と未払い家賃の請求訴訟を提起して、法的に処理するものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をい
ただき、御決定をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 細部説明を求めます。

出羽澤建設水道課長。
建設水道課長（出羽澤平治） それでは、議案第28号の細部説明を申し上げます。
まず、訴訟の被告は、南箕輪村4763番地１の村営住宅羽場団地Ａ－103号に入居
します佐野和昭とその母、佐野はる子であります。
被告らは、平成22年６月分から住宅使用料を滞納し、再三にわたり請求してまい
りました。平成23年９月、明け渡し通知も行いましたが、納付されることなく現在
に至りました。未納額の総額は、議案書では平成26年１月分までという表示で108
万3,000円となっておりますが、新たに平成26年２月分の家賃１万6,000円が未払い
となっておりますので、現在としては総額で109万9,700円となっております。この
ような状況を解決するため、平成25年８月、顧問弁護士へ相談し、対応をお願いし
てまいりましたが、解決することはできませんでした。
したがいまして、３の請求の趣旨のとおり、被告らに対し、一つとしまして建物
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を明け渡すこと、二つ目としまして明け渡し日までの未納家賃を支払うことと、三
つ目としまして訴訟費用は被告らの負担とすること、以上の判決を求めて訴訟を起
こすものであります。
なお、訴訟の遂行方針としまして、顧問弁護士の長谷川洋二氏を村の代理人とし
まして、裁判を進めていく上で、必要に応じて和解や控訴をするものであります。
以上、議案第28号の細部説明とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） 議案第28号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

これから、議案に対する討論、採決を行います。
議案第11号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第10号）」の討論を行いま
す。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

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

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第11号「平成25年度南箕輪村一般会計補正予算（第10号）」は
原案のとおり可決されました。
議案第13号「平成25年度南箕輪村国民健康保険特別会計補正予算（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年度南箕輪村国民健康保険特別会計補正予算
（第３号）」は原案のとおり可決されました。
議案第15号「平成25年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第４号）」の討論を行
います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
63

議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第15号を採決いたします。
議案第15号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第15号「平成25年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第４
号）」は原案のとおり可決されました。
議案第16号「平成25年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第５号）」の討論を
行います。
討論はございませんか。
〔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年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第５
号）」は原案のとおり可決されました。
議案第23号「上伊那広域連合規約の一部を変更する規約について」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23号を採決いたします。
議案第23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23号「上伊那広域連合規約の一部を変更する規約について」
は原案のとおり可決されました。
以上で、本日の日程は全部終了いたしました。
本日の本会議解散後に、本会議で付託されました請願、陳情の審査のため、委員
会を開催してください。
本日はこれで散会いたします。
御苦労さまでした。
事務局長（堀

正弘） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕お疲れさ

までした。
散会 午後 ２時３６分
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議 事 日 程（第２号）
平成２６年３月１２日（水曜日） 午前９時００分 開議
第１ 一般質問（受付順位第１番から）
１番

百 瀬 輝 和

７番

山 口 守 夫

８番

都 志 今朝一

９番

唐 澤 由 江

３番

山 﨑 文 直

２番

久保村 義 輝
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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２６年３月１２日
事務局長（堀

午前９時００分 開議

正弘） 御起立願います。〔一同起立〕おはようございます。

〔一同「おはようございます」着席〕
議

長（原

悟郎） 御苦労さまです。

ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の
会議を開きます。
会議に入る前に御報告いたします。
このたび、唐木村長が全国町村会の自治功労表彰を受賞されました。今までの功
績を評価するとともに、今後のますますの地方自治の発展に御尽力いただくことを
御祈念申し上げ、受賞を心よりお慶びを申し上げます。おめでとうございました。
それでは、本日より一般質問を行います。本定例会の一般質問は、一問一答方式
により行います。質問時間は答弁を含め１人50分とします。時刻掲示板の確認をし
ながら、時間内で質問、答弁を終わらせるようにお願いいたします。件名ごと、そ
れぞれ的確な質問、答弁をお願いいたします。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、先に決定いたしました質問順により発言を許可いたします。
１番、百瀬輝和議員。
１

番（百瀬 輝和） 議席番号１番、百瀬輝和です。

平和の祭典ソチオリンピックが閉幕し、７日からは障害者スポーツの祭典パラリ
ンピックが開催されております。国の代表としてメダルをかけて競技しますが、終
われば相手をリスペクトする選手の姿、人間愛、世界平和を見る思いです。スポー
ツってすばらしいと感じた瞬間です。日本の選手の皆さん、感動をありがとうござ
いました。パラリンピックの選手の皆さんは頑張ってください。応援しています。
そこで、最初に、スポーツの推進で、健康の村づくりについて伺います。
村では、スポーツ推進のために、総合型地域スポーツクラブ、ＮＰＯ法人わくわ
くクラブが13年前に、いつでも、どこでも、誰とでも、そしていつまでもとの理念
のもと設立し、現在に至っております。小学生から社会人までの1,432名の方々が
所属して、多くの種類のスポーツを行って、心身の健康づくりに貢献しています。
2012年登録団体は28団体、スクールは19スクール、ジュニアユース、これは中学の
部活動ですが、14部です。その活動の中でも、とりわけ中学生のジュニアユースは、
わくわくクラブから20名の外部指導者が10種目の部活動の指導に入り、大変よいこ
とだと評価しております。
この総合型地域スポーツクラブは、県下54市町村で74クラブが平成25年までに設
立されています。しかし、どこのクラブも経営に苦労されているようです。わくわ
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くクラブの2012年度の一般会計決算は、収支合計1,235万3,972円です。支出合計が
1,254万4,682円、差し引きするとマイナスの19万710円の赤字です。内容は、会員
の会費収入が全体の36％、事業受託収入が48％です。支出では、コーチの謝礼と施
設使用料、クラブ育成助成金、イベント開催費で約750万円になります。全体支出
の60％です。あとは、マネジャー、事務員の賃金、保険料で全てなっておりますが、
中でもジュニアユースだけを見ると、会費収入が110万円に対して、支出は200万円
以上なんです。見てわかるように、これでは新たな事業展開ができません。
そこで、このわくわくクラブへの委託費の算定はどのように行っているか伺いた
いのと、また村の施設利用料ですが、わくわくクラブは８割減免になっているんで
すが、ジュニアユースの活動で年間17万円ほど支出しています。ジュニアユースイ
コール部活動ということだと、学校監理下の活動とすると、村民運動管理規則の第
３条の㋑で10分の10免除ときされております。これが適応されないのかどうなのか
ということを最初に伺いたいと思います。
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いたします。

スポーツ推進で健康の村づくりをという御質問でございます。
まさに、このスポーツと健康というのは深いかかわりがあるわけであります。ス
ポーツ推進で健康の村づくりをしていく、このことは本当にやっていかなければな
らないと思っておるところであります。
その中で、ＮＰＯ法人わくわくクラブの委託費についての御質問であります。
わくわくクラブにつきましては、今、議員御指摘のとおり、国の考え方の中で設
立したところであります。全国全ての市町村で一つはというような、そんなことで
始まったクラブでございます。従来の行政主導のスポーツ体系から、いわゆる脱皮
して、新しいスポーツ振興の展開や推進が求められておる、こういったことだろう
というふうに思っておるところであります。本村でも、いち早く、この総合型地域
スポーツクラブを立ち上げたところでありますし、立ち上げ後、何年かでＮＰＯ法
人と、こういうことで移行をしたところでございます。
委託費の問題であります。モデル事業としての発足当初につきましては、会費収
入と国の補助金で賄っていたところであります。その３年が経過した後、国の補助
金が終わったということで、村から委託費として支出をしておるところであります。
700万から800万の間ということで、毎年わくわくクラブのほうへ支出をしておりま
す。決算状況を見ながら、その辺は決めておるということであり、本年度は若干増
額もさせていただいたのかなという、こんな予算になっておるところであります。
ジュニアユースの御質問がありました。施設の使用料につきましては、村内の総
合型地域スポーツクラブが使用する場合につきましては、大芝運動場関係について
は８割減免、そして村民体育館につきましてはわくわくクラブに管理委託をしてお
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りますので、そんな関係から10分の10免除ということになっております。考え方の
問題といたしまして、ジュニアユースの活動につきましては、わくわくクラブの活
動に含まれておるという理解をしておるところであります。したがいまして、使用
料等につきましては現状でと考えておるところであります。
委託費につきましては、年々、その決算状況を見て決めさせていただいておりま
す。基本的に発足当時の考え方といたしましては、当時は村で全てこういったスポ
ーツ関係はやっておりました。その額の範囲内ということで、わくわくクラブを立
ち上げるときに、そのことを基本にしながら立ち上げた経過もあるところでありま
すので、そんな点はぜひ御理解もいただきたいというふうに思いますし、こういっ
た団体は、なかなか経営も厳しいという面も理解をしております。いろんな団体が
あるわけでありますけれども、基本的に申し上げれば、会費収入が基本になるとい
うふうに考えております。しかし、今、年間4,000円ですか、そんな会費になって
おりますので、なかなかこれは高い会費といいますか、感じる方もおられるかと思
います。私もわくわくクラブの会員でありますけれども、年に全く利用というか、
使用しませんけれども、会員だけにはなっております。そういった皆さんを含めて、
多くの会員、さらにふえることも考えていただきたいというふうに思っておるとこ
ろであります。基本的に申し上げますと、これは村の税金で全て賄っておりますの
で、村から出す分につきましては、そういった部分を考えれば、できるだけ会費収
入と村の補助金で何とかしていただきたいなという思いでありますので、そんな点
はぜひ御理解をお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） 百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） わかりました。見解が、そういう見解だということで理

解していきたいと思います。
続きまして、関連して、昨年話題になった中学の部活動の朝練習について伺いま
す。
報道では、朝練習の禁止を注目して報道されていましたが、私が少し県のほうへ
問い合わせたところ、2002年６月に部活動の時間が制限されたことにより、社会体
育に移行した部活動がかなり県下ありまして、その責任の所在などの線引きが曖昧
だったために、2012年に４原則の徹底が図られました。それがいまだに半数以上が
守られていない現状に、今回の検討になったと伺いましたが、南箕輪中学の部活動
の対応をちょっとお伺いしたいと思います。
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） 百瀬議員さんから、中学校の部活動の朝練習について
の御質問がございました。それにつきましてお答えをさせていただきます。
この２月に、県の教育委員会から、中学生期のスポーツ活動の指針が出されてお
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ります。その中で、スポーツ活動は、中学生にとって極めて重要な活動であるとし
ておりますけれども、適切で効果的な活動といったことや地域総合型スポーツクラ
ブ等での連携を行うと、こういうことが大切であるというふうに示されております。
本村の教育委員会、また中学校においても、この指針を踏まえまして、生徒の健
やかな成長へ結びついていくようにと検討をしてきたわけでございます。そこで、
南箕輪中学校の部活動につきましては、もう以前から、この活動基準に適した取り
組みをしております。
例えば、朝の活動につきましては、当然スクールバスで通学している子供たちも
おりますので、開始時間は７時半からです。それで、７時55分には終了しておりま
す。ですから、実質25分という形になります。また、毎週月曜日の朝は休息日とい
うふうになっております。県では、１日２時間程度、長くても３時間以内の練習時
間とするようにというふうに言ってきておりますが、南箕輪中学校におきましては、
午後授業等が終わるのは４時半でございます。それから、長くやる時期、それは５
月から８月ですけれども、これは６時に終了となっております。ですから、実質１
時間半しかできません。それ以外は、それより短いという形になります。11月、12
月、１月につきましては、午後の活動時間がございません。ゼロでございます。で
すから、朝、活動を25分間しているということになります。
ですから、今までも、南箕輪中学校におきましては、県の部活動の指針の中に十
分入っていると考えております。この朝の活動練習がなくなると、ほとんど４カ月
間、３カ月間は練習できないという形になりますので、朝練習は、中学校も教育委
員会も継続していくと、続けていくというふうに考えております。
以上でございます。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） 朝練習は続けていくと。この４原則については、南箕輪

の場合は徹底されているということでよろしいですね。
議

長（原

悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） そのとおりです。学習時間や家族との時間を確保する
というようなことで、週末は部活動を行わない、平日に学校全体で部活動を休む日
を設けるというような形になろうかと思いますが、こういうことについては週１日
は休んでいるということでございますが、ただし、大会が近づく１カ月前につきま
しては、顧問の先生と子供たち、また相談して、それとその上で、学校長の許可を
得て行う場合があるというふうに考えております。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） 子供たちのソフト面、ハード面のよい環境を提供すると

いうことが一番大切だと考えます。
それと、13年前にできた総合型地域スポーツクラブです。持続可能な取り組みが
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村にも問われていると思います。特に、高齢化が進む現代、健康への関心を高める
ためのスポーツへの取り組みが非常に大切だと考えます。介護予防の運動の取り組
みは、現在、福祉部門で行っておりますが、その手前の人たち、50代、60歳代のス
ポーツへの取り組みに力を入れていく必要があると考えます。
村のスポーツ振興基本計画にも書いてありますが、官民協働のシステムづくりが
これから必要だと考えます。村のスポーツ振興基本計画には、総合型地域スポーツ
クラブの意義や効果について、住民への普及、啓発とあります。健康寿命を延ばす
ために、福祉の部門で担当していた事業をこれからはスポーツ事業として行う必要
があると考えます。わくわくクラブも村の一緒に各種企画を考えていく必要があり
ますが、シニア向け、高齢者向けのスポーツ教室、また障害者の方々へのスポーツ
教室を開催すべきだと考えます。健康増進、体力向上のみならず、ハイレベルなス
ポーツに至るまで、当然、施設整備も必要となりますが、この点について、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） 先ほども申し上げましたけれども、健康とスポーツは密

接に関係しております。現在は福祉関係の分野は、住民福祉課で福祉としてやって
いる面もあるわけであります。今、議員御指摘のとおり、介護の手前の皆さんをど
う取り込んでいくか、このことは極めて重要だというふうに思っております。した
がいまして、それらをどう取り込めるのか、その辺を含めて検討していく必要があ
るというふうに思いますし、同時にさまざまなそういったプログラムをつくってい
くことが必要であります。わくわくクラブとの連携、その辺でどう構築をしてくこ
とができるのか、重要なこれからの問題となってまいりますので、その辺は十分検
討させていただきたいというふうに思います。健康寿命をどう延ばしていくか、こ
れは日本全体の大きな課題となっておるところであります。長寿世界一であります
けれども、大切なことは健康寿命でありますので、そういった考え方の上に立ちま
して、さまざまな取り組みができればというふうに思っておりますので、そんな点
はこれからの検討課題ということで、早急にまた着手をしていかなければなりませ
ん。そんなことで御理解をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） スポーツ部門の取り組みというのが非常に大切になると

思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
次に、前から気にかかっていたんですが、ＮＰＯ法人わくわくクラブが設立され
て、私の中では廃止されたと思っていたんですが、社会教育関係登録団体について
伺います。
今年度、12団体が登録されております。これは、登録すると施設使用料が50％免
除、条件とすれば、村内居住の方が10名以上で、村外の方も登録できるということ
になっているそうなんですが、このことを私もこれは一本化するべきなんだろうな
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という考えがあるんです。
スポーツを通して地域貢献しているのは、わくわくクラブの関係者の方たちは村
の行事の駅伝大会、夏季、冬季の村民体育祭、文化祭等にスタッフを出して、協力
をしていただいております。社会教育関係団体の方たちは、自分たちがスポーツを
楽しめればいいというもとでここの登録をして、やられているようなんですが、聞
くところによる、50％免除で施設使用料を払うというのと、わくわくクラブに入っ
て会費を払って80％免除の施設使用料を払うというところの損得で決めておられる
みたいですが、やはり地域の活性化という面を考えて、地域貢献をしていくという
面では、村とすれば、ＮＰＯ法人わくわくクラブに一本化をしてスポーツ振興を進
めていったほうが、私はより地域の活性化だとか、村民のための健康づくりに貢献
できるという考えを持っております。ですから、この関係団体の方に理解をしてい
ただく必要があるとは思いますが、広い視野でこれからの将来、村の将来のスポー
ツ振興というものを考えた上では、この一本化というのが大切な動きになってくる
と思いますが、それについてどうお考え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） ３月の村報にこのチラシが入っていたと、そう思いま
す。
その中には書いてありますが、そのことは後で説明させていただきますが、わく
わくクラブが発足した当時、13年前になりますけれども、登録団体の中に準会員制
度というものがありました。現在、社会教育関係団体、そういうところに加入をし
ているナイターソフトボール連盟、こういう団体も当時はわくわくクラブに加入し
ていたわけですが、平成15年度に団体制度が廃止をいたしまして、個人会員、家族
会員、賛助会員という形になってきているわけです。そのために、会費として個人
会員というような形にしたため、会費と社会教育関係登録団体の施設使用料、こう
いったものが50％減免と比較した場合に、損得勘定、要するに利害関係になります
けれども、それで判断して、ちょっとやめたほうがいいんじゃないかというような
協議が出たということであります。ですから、その機会にわくわくクラブから脱退、
やめてしまって、ナイターソフトボール連盟はナイターソフトボール連盟だけで活
動しているという形になります。
全ての団体が、議員さんが言われましたとおり、わくわくクラブに加入していた
だくということが理想的ではございますけれども、あくまでも、いつでも、どこで
も、誰とでも、いつまでも、こういうような精神に基づいて、趣旨に基づいて賛同
していただいた方々が加入していただくことがいいのではないかと思います。とい
うことから、強制はできませんので、一本化は難しいのではないかなと思っており
ます。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬議員。
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１

番（百瀬 輝和） 村のやはりスポーツを推進していく上では、私はやはり

一本化に向けて動いていただいて、スポーツが地域に本当に根差して、地域貢献も
していくんだという精神が私は大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思
います。
それと、調べますと、先ほど村長が入っておられると言いましたが、議員の皆さ
んだとか、役場の職員の皆さんの加入状況が非常に低いようです。総合型のスポー
ツクラブの理念を理解していただき、健康づくりに取り組んでいっていただきたい
と思います。
次の質問に移ります。
福祉事業の推進について伺います。
現在、村では、高齢者福祉サービス制度があります。その中に、利用が非常に少
ないサービスが見受けられます。サービスの内容が余り知られていないせいなのか、
内容が利用しにくいためなのか、それはよくわかりませんが、利用の少ないサービ
スの項目を担当課では毎年検討されていると思いますが、改善の取り組みなどを少
し伺いたいと思います。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 福祉サービスについての御質問であります。

村は、今、さまざまな高齢者福祉サービスを実施しておるところであります。サ
ービスにつきましても、対象者も異なってまいります。当然、利用の少ないサービ
スにつきましては内容をよく精査して、必要なものはサービス内容の改善を図って
いかなければならないというふうに思っておりますので、その辺は常に改善はして
きておりますけれども、さらに精度を高めていきたいというふうに思います。
周知につきましては、ケアマネの事業所連絡会だとか、あるいは最近といいます
か、少し前から始めました介護保険後期高齢者医療保険の被保険者となる方々に対
しまして、毎月、これは説明会を実施しておりますので、そういったところで周知
も図っておるところであります。同時に、ホームページも掲載してあります。また、
本村の場合には転入も多いところでありますので、そういった機会を捉えて、また
浸透していければというふうに思いますし、一番効果があるのかなと思うのが、高
齢者交流事業を行っておりますので、これには何百人という皆さんも参加をされま
す。そういった機会やら、あるいはげんきあっぷクラブを実施しておりますので、
そういった機会にそういう周知が図っていければ一番理想的かなというふうに思い
ますので、そういった努力はしてまいります。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） サービスの中で、私が調べたところだと、軽度生活援助

事業と訪問理美容サービスについて、利用が非常に少ないと伺いました。そこで、
軽度生活援助事業なんですが、有償ボランティアでの取り組みを考えたらいかがで
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しょうかという提案です。
愛知県の長久手市では、ワンコインサービス事業として、昨年から取り組み始め
ました。利用者から好評を博しているそうです。朝のごみ出しだとか、電球の取り
かえ、高齢者の方ではなかなかできないことについて、10分以内は100円、30分ま
では500円、気楽に頼めるので本当に利用しやすいというお声が届いているそうで
す。ごみ出しが一番多いみたいなんですが、当然、家事の援助も取り組んでいかな
ければならないと思います。また、援助する人の負担を軽減するために、３人程度
のグループで登録をするシステムだそうです。
また、訪問理美容サービスは、大切な本当に事業だと考えますが、他の市町村に
比べて、助成金が1,000円、南箕輪の場合は1,000円なんですが、これは少ないんで
はないかなというふうに思われますが、それについてはいかがでしょうか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 有償ボランティア制度、軽度生活支援事業を含めまして

の御質問をいただきました。
この軽度生活支援事業につきましては、月に10名ほど利用があるところでありま
す。したがいまして、これは社協に委託している事業でありますけれども、継続を
してまいりたいと思っております。
今、議員から提案がありました有償ボランティア、ワンコインサービス、こんな
お話がありました。まさに、私も、このサービスというのは必要であるというふう
に考えておりまして、担当課のほうへ立ち上げの指示をしてあります。今、質問に
もありましたように、ごみ出しだとか、あるいは、そのほかさまざまな要望が出て
くるというふうに考えておりますので、その辺をサービス実施できればということ
で検討を指示したところであります。今、関係団体との調整、意見をお聞きして進
めておるところでございます。
方法といたしましては、村が発行する利用券を使用して、作業終了時に利用券と
一定程度の負担金をボランティアにお支払いしてもらい、報酬につきましては村か
らボランティアへ払うというような、こんなことを今考えておるところでございま
す。今、団体といいますか、関係団体との協議を進めておるところであります。で
きれば、これは10月から実施、発足できればということで考えておるところであり
ます。
南箕輪村は、御承知のとおり、高齢化率が県下で一番低い村でありますけれども、
低いということは将来にわたって高齢化はかなり進んでくるということであります
ので、そういったことを構築をして、今から構築をしていく必要があるという、こ
んなことで発足はしてまいりますのでお願いいたします。
訪問理美容サービスにつきましては、現在、上伊那郡下では７市町村がこの事業
を実施しております。助成額につきましては差があるところでありますけれども、
本村は1,000円というようなことであり、ほかのところも1,000円という助成が多い
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状況であります。その差につきましては2,000円ぐらい、年間でそのぐらいの差で
ありますので、これはまた現状で考えておるところであります。この訪問の理美容
サービスは継続をしてまいりますけれども、今、議員から提案いただきました有償
ボランティア制度、これは構築をしながら、サービスの充実につなげていきたいと
いう、幅広いサービスは必要でありますので、そんなことで検討して、発足をして
まいります。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） よろしくお願いしたいと思います。

次に、万が一のときの備えとして、緊急医療情報キットの導入はしていただきま
したが、これは自宅にいるときの万が一の備えです。今回の提案は、外出時の万が
一の備えの提案です。緊急情報を書ける、私、ちょっと本物を取り寄せたんですが、
これは千葉県が取り組んでいるＳＯＳのハンカチ、黄色いハンカチです。それと、
これは愛知県の豊明市なんですが、まんがいチーフという黄色いハンカチです。こ
の万が一、外出時の万が一に備える、この安心を携帯できるこういう取り組み、村
長しませんか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 今、ＳＯＳハンカチの御提言をいただきました。

外出するときに必ず持っていく、それと同時に、情報を常に更新をしていかなけ
ればならないという、この辺の問題点はあろうかというふうに思います。したがい
まして、このハンカチに対する認識が広がれば、これはいいことだなというふうに
思いますので、そういったことを踏まえて、検討はしてみたいというふうに思いま
す。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬議員。

１

番（百瀬

輝和）

予算は、これは１枚120円程度だそうですから、安心を

確保する事業だと思います。よろしくお願いしたいと思います。
次に、未加入世帯、区外の役場直轄地域について伺います。
これは、伊那のインターの西側、通称神子柴17組のＡ、Ｂと呼ばれる地域なんで
すが、30世帯70名ほどが暮らしている地域です。以前からの経緯はいろいろあった
と伺いましたが、現在、民生委員の方が神子柴区から派遣されています。また、消
防費については、１世帯4,000円を神子柴区に納めているということです。自主防
災会もなく、防災計画もできていない地域です。行政サービスも余り知らないこと
が多いように感じました。地域的には南原区に行きやすい地域になっておりますが、
行政の活動というのは区を介して行うことが多く、少し私自身は問題ある地域なの
かなというふうに感じております。区への加入を、これは行政として取り組む必要
があると考えますが、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） 神子柴の17組Ａ、Ｂの未加入世帯の取り組みをという御

質問でございます。
この神子柴区の17のＡ、Ｂ、そしてまた18組、19組、これは村の直轄区域となっ
ておるところであります。経過につきましては、いろんな皆さんにお話をお聞きい
たしましたが、その経過については不明であります。どうしてこうなったのかとい
うのは全くわからないという状況であります。したがいまして、過去には、村から、
神子柴区やこの組の皆さんに投げかけた経過というのはあります。しかし、現状の
ままがいいんじゃないかというような、そういう御返事があった、こんな時代もあ
ったところであります。しかし、これはかなり前の話でありますので、そのままで
いいのかどうかといえば、直轄と区とにつきましてはかなり差がありますので、こ
のままでいいというわけにはまいらないかなというふうに思います。当然、いろん
なサービスにつきましては組のほうで行っておりますし、村から出しております事
務委託費等々につきましても、支払いはしておるところであります。
この問題につきましては、神子柴区やこの組の皆さん、この意向というのが大変
重要となってまいりますので、大変難しい問題もありますけれども、また投げかけ
ていく必要性は感じておりますので、神子柴区や、あるいはこの組の皆さんの考え
方もお聞きしてまいりたい。できれば、そういった直轄区というのはないほうがい
いわけでありますので、解消に向けて努力はしてまいりますけれども、なかなか難
しい問題であるということだけは御理解をいただきたいというふうに思います。双
方の合意といいますか、一致したところがないと難しいということでありますので、
よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） 住んでいる方が、神子柴区のほうのマレットゴルフのサ

ークルに入ろうと、入れてほしいと申し込んだところが、区外だから入れないよと
いうふうに断られたという方もおられるそうです。仕方なく、村のマレットゴルフ
のサークルに入ったというふうなお話も伺いました。また、雪かきのボランティア
もいない地域になっているみたいですので、地域的にも高齢化が進んでいる地域で
すので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。
次に、行政の情報公開の推進の取り組みについて伺います。
村の第４次総合計画の広報、公聴、情報通信の情報提供の充実、推進で、村のホ
ームページにおいて、住民が必要としている最新情報を必要なときに容易に取り出
せるように、各担当で内容を更新できるシステムの導入や、検索機能の向上等を図
りますとあります。高齢者や障害者が利用しやすいように、ユニバーサルデザイン
化を促進します。携帯電話向けのホームページの充実、積極的な情報公開を図りま
すと書いてあります。
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昨年８月に、村のウェブサイトがリニューアルされました。その後、総合計画に
沿っての内容等の検討などはなされたかどうか、最初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） 行政情報の公開の御質問であります。

第４次総合計画の中にも、今、議員御指摘がありましたように、高齢者や障害者
の皆さんも利用しやすい、こういったシステムをということになっておりますので、
昨年10月に村のウェブサイトをリニューアルをいたしました。この導入をするとき
に十分検討したということでありますので、そんな点は御理解をお願いしたいと思
います。
リニューアルに当たりまして、一番重要視した点につきましては、いわゆる障害
があり、マウス操作が困難な方だとか、視覚や色覚に障害のある方などにも配慮す
るため、日本工業規格で定めておりますウェブアクセシビリティ、ＡＡ、この達成
をすることを目標にしたところでございます。したがいまして、十分検討しながら
更新をしたということでありますので、その点はそんな御理解もいただきたいとい
うふうに思います。また、今後も常にチェックをしながら進んでいく、このことが
大事だろうというふうに思いますので、更新を気にしながら、またできるだけ利用
しやすいものにしてまいります。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） リニューアルしたウェブサイトの中で、写真が、村を紹

介する写真が出てくるんですが、少し残念だと思うような写真もありましたので、
ぜひとも時間をかけてよいものにしていただきたいと思います。
次に、オープンデータについて伺います。
総合計画の積極的な情報公開になりますが、オープンデータとは、広く開かれた
利用が許可されているデータのことをいいます。行政が保有する公共データを利用
しやすい形で公開することを指すのが一般的です。近年、より透明性を高め、住民
の参画や行政と住民との協働を促進する流れを受けて、このオープンデータへの関
心が高まりつつあります。
国でも、平成25年６月、世界最先端ＩＴ国家創造宣言が閣議決定されました。宣
言において、公共サービスがワンストップで、誰でも、どこでも、いつでも受けら
れるように、国民利用者の視点に立った電子行政サービスの実現と行政改革への貢
献がその柱の一つとされております。より便利で、利用者負担の少ない行政サービ
スの提供を災害や情報セキュリティーに強い行政基盤の構築と徹底したコストカッ
ト及び効率的な行政運営を行いつつ、実現することが掲げられております。平成25
年５月には、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する
法律が成立し、地方公共団体に対しても番号制導入までの今後４年間、これに適切
に対応した情報システムの整備や活用が求められているところです。総務省からは、
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10の指針、参考資料、チェックリストも出されております。
福井県鯖江市などは先進的な取り組みを行っています。2013年４月現在、公開デ
ータは39、公園のトイレの位置だとか、災害時の避難所、ＡＥＤの設置施設、循環
バスの位置情報などがあります。また、地元企業が市のオープンデータ化の動きを
アプリ開発するなど、支援しているとお聞きしております。オープンデータから80
のアプリが開発されたそうです。鯖江市は、オープンデータ流通推進コンソーシア
ムから最優秀賞を受けております。
横浜市でもオープンデータ流通推進コンソーシアム、これは提携という意味だそ
うですが、趣旨に賛同し、市民に必要な地域情報を提供するための仕組みを検討、
議論を始めたそうです。住民の方、地域の企業などのアイデアや指針、ガイドライ
ンなんかもつくりながら、全庁的な体制で取り組みを始めたそうです。
南箕輪村としてもこういう取り組みをこれからしていきませんか。どうでしょう。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） オープンデータの取り組みについての御質問でございま

す。
当然、番号制度というのが導入されてまいりますので、こういったことを踏まえ
て、今検討もしておるところでございます。小さな自治体でなかなか難しいという
側面は持っておりますけれども、しかし、それは時代の流れでありますので、そう
いったことをしていかなければならないというふうに考えております。
また、今年度から、村のウェブサイトにつきましてはクラウドに移行しており、
電子自治体に向けての一歩を踏み出したところでありますので、これからさまざま
な国の取り組みもあります。自治体独自としても取り組んでいかなければならない
問題がありますので、その辺は、今、第一歩を踏み出したところでありますので、
将来的にはこのオープン化というのは本当に重要な分野となってまいりますので、
できるだけ充実をしながら、前に進めるようにしてまいりますのでよろしくお願い
いたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） １番、百瀬議員。

１

番（百瀬 輝和） オープンデータについては、現場の担当者の負担もかか

っていくわけですから、そこら辺も配慮しながら、できることから進めていただき
たいと思います。
また、各自治体では、やはり根強い抵抗感もあるそうです。データの正確性や責
任の所在といった不安からの抵抗感だそうですが、職員研修もしっかりと行ってい
ただきながら、身近なものから公開を進めていっていただければと思います。
最後に、私が少し心に残った言葉がありました。本当に、どんなにつらいことで
も、それが正しい道を進む中での出来事なら、峠の上りも下りも、皆、本当の幸福
に近づく一足ずつですから。これは宮沢賢治の銀河鉄道の夜の一節です。刻んでき
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た不屈の一歩、一歩、その使命の足跡は、苦難の冬を踏み越え、勝利の幸福の春へ
と近づきます。
これで質問を終わります。
議

長（原

悟郎） これで、１番、百瀬輝和議員の質問は終わります。

次に、７番、山口守夫議員。
７

番（山口 守夫） 議席番号７番、山口でございます。

私は、先に通告してあります２点についてお伺いをいたします。
その前に、冒頭でも紹介がありました村長の自治功労賞表彰おめでとうございま
す。
それから、昨日は３月11日、東日本大震災がありました３年目の日であります。
犠牲に遭われた皆様方に、改めて御冥福をお祈りするところでございます。
さて、最初に質問は、信州山の日についての質問であります。
長野県は県民共通の財産であり、貴重な資源である山に感謝し、山の恵みを将来
にわたり持続的に享受していくために、県独自の信州の山の日を制定されました。
７月の第４週の日曜日を信州の山の日と定め、７月15日から８月14日までを信州山
の月間とすることを決めました。一方、国では、海の日があるように、山の日を８
月11日に制定し、祝日とすることを国会で検討されており、今国会に法案が提出さ
れる予定であります。
日本の国土の７割が森林であり、長野県においては８割が森林であります。また、
全国3,000メートル級の山が23岳ある中で、15岳が長野県にあり、日本の屋根と称
される山があり、その山は世界に誇るべきものがあります。そして、そこに生息す
る生物たちの宝庫でもあります。
南箕輪村といいますと、面積の約５割が豊かな森林であります。この広大な森林
は、ここに降った雨水を蓄え、ゆっくりと浄化して、村内の多くの場所に湧水をも
たらしてくれています。村民歌で歌われているように、清らかな流れをつくり、栄
養分を含んだ水は、たくさんの魚や多様な生物が生息する海を育てております。す
なわち、緑のダムであります。また、森林は、待機中のＣＯ２、いわゆる二酸化炭
素を吸収し、酸素をつくり出す重要な役割を果たしております。最近の異常気象も
地球温暖化であり、その原因の一つにＣＯ２の影響だと言われております。こうし
たことも、森林は大切な資源であり、空気、水、環境など、何ひとつとっても欠か
すことのできないものです。このような森林は、大自然とともに生きる喜びを私た
ちに与えてくれています。都会から信州にみえて多くの人が、空気がうまいと言わ
れます。こうしたことを考えたとき、県が信州山の日を制定されたことは、大変意
味深いものがあると思います。南箕輪村にとっても、この日を大事にしたいもので
す。
しかし、私たちは、こうした環境の中で育っていると、この恵みを恵みと感じな
い人が多くなっているのではないかと思います。それに、今、山は、残念ながら
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徐々に活力を失い、荒廃の進む山林も目立ってきております。山の管理が思うよう
にいかず、野生動物による食害は山里の暮らしを脅かし、森林の樹木を枯らし、貴
重な高山植物の群落にも深刻なダメージを与えています。私たちは、こうした環境
を克服し、豊かな恵みを受けていることを再認識し、信州山の日を機会に、山を知
り、山に親しむことにより、人と自然の恵みを取り戻すことが大事なことだと考え
ます。南箕輪村の森林は、豊かな恵みをもたらしてくれることは先ほど申したとお
りですが、この恵みを育て、守る、親しむ、学ぶを通し、山を生かす取り組みを展
開する必要があると考えます。また、村民のみんなで考えていくときではないかと
思います。
前置きが長くなりましたが、３項目に分けての質問になります。
最初にお伺いしたいのは、村長は、今ある南箕輪村の山の資産、恵みを分析し、
どのように評価しているか、まず最初にお伺いいたします。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ７番、山口守夫議員の御質問にお答え申し上げます。

信州山の日が制定された、そのことに伴いましての山全体についての御質問であ
ります。
一般論といたしましては、今、議員が申されたとおりであります。森林というの
は、木材の価値、木材生産、このことが主でありますけれども、しかし、そのほか
に、本当にさまざまな多面的な機能を有しておるところであります。自然環境の保
全、あるいは災害防止だとか、さらには動植物の自然体系の維持など、多くの恵み
を私たちにもたらしてくれているという認識は、一般論としては持っておるところ
でございます。
この森林に対する関心度というのは、今、本当に高くなってまいりました。異常
気象の問題も御指摘をいただきました。最近は異常気象がふえてきております。い
ろんな災害もふえてきております。そういった中で、この山に対する、あるいは森
林に対する関心というのは、非常に高くなってきておるという、この高まりは感じ
ておるところでございます。
村の状況につきまして若干申し上げます。
今、議員の質問の中にもありましたけれども、村内の山林でありますけれども、
里山と奥地林といわれる二つに分かれておりますけれども、全体で2,150ヘクター
ル、村の全面積の52.6％、これが山林であります。したがいまして、大変大きな面
積を占めておりますし、その役割というのは大きいというふうに思っておるところ
であります。
里山林につきましては、全体的には農地や住宅地、また工業団地周辺における生
活環境保全を目的とする森林が多くなってきております。また、その多くは個人有
林であります。そんなことで、一定の我々の生活環境という面では役割を果たして
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いただいておるというふうに思いますし、また南箕輪村は段丘の部分があります。
中段地区には恵まれた森林があるわけであります。この地域につきましては、保安
林指定をされている森林が数多くあります。したがいまして、土砂崩落等を防ぐ大
事な役割も果たしていただいておるところであります。
一番の特徴は、大芝高原林だろうと思っておるところであります。大芝高原林に
つきましては、この山菜やキノコもとれ、村民の憩いの場所、そして同時に、環境
や健康増進の場所として今活用しておるところであります。前々から申し上げてお
りますように、この大芝林につきましては、私は健康といやしの森にしていきたい
なという、そんな思いも強いところであります。観光も大事なことでありますけれ
ども、それ以上に、村民の健康増進の場所にしていければという、こんな思いもあ
るところでございます。したがいまして、これからさまざまなことを検討しながら、
考えながら、そんな理想に近づけるように努力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。
もう一方は、やはり山林は、木材を育むといいますか、木材を生産するところで
ございますので、そっちの部分につきましても活用していかなければならないとい
うことであります。森林というのは、やはり放っておけば本当にだめになってしま
いますので、手を入れていくこと、これが一番大切なことであります。そういった
ことを考えれば、定期的に、計画的に除間伐を行ったりしていく必要があるという
ふうに考えておるところでございます。
そういったことから、奥地林につきましては、来年度から本格的に信州大学との
研究を通して、資源量の具体的な把握と長期的な山の管理の策定を始めてまいりま
す。これは、将来にわたって森林を維持するという、こういうことでその研究を始
めていきたい、そんな予算も新年度予算に計上させていただいたところでございま
す。
また、県では、信州Ｆパワープロジェクトによりまして、塩尻市に木材加工施設
や森林バイオマスによる発電施設の建設が行われ、平成27年４月には完成をいたし
ます。この施設の木材の調達範囲というのが50キロ圏域を予定しているということ
でありますので、村もその中に入ってまいります。上伊那地方の木材の需要という
のは高まってくるのではないかと、期待をしておるところであります。自然エネル
ギーの活用といった面からも、期待も高まっておるところであります。
そういったことを考えれば、これから、本当に大切な資源となってまいりますの
で、さまざまな分析や評価をしながら、今言ったようなことを検討しながら前に進
めてまいりたいというふうに思っておるところであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ７番、山口議員。

７

番（山口 守夫） 次に、今ある資源をどう生かしていくかということなん

ですが、先ほど大芝高原と奥地林も今ちょっと答弁の中で出たわけですけれど、奥
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地林のほうはちょっとあとでまた質問に入っています。そういうことで、大芝高原
の関係について、健康とか、木材というような話がありましたので、大芝高原をち
ょっと中心に質問をしていきたいと思います。
村には、他に誇れる資源があると申しましたが、地形的にも恵まれています。村
も信州山の日に合わせ、豊かな自然環境と恵みに感謝し、資源を生かし、育てる責
任があります。山を守り、育て、子、子孫まで引き継いでいくことが、ここに暮ら
す一人一人の責任であると考えます。今、村には、森の里親制度により、協力して
いただいている企業もあり、山の手入れをしていただいております。ありがたいこ
とであります。
村では、大芝高原の森林を生かし、森林浴、森を歩くセラピーロードを生かした
ウオーキングも始め、マレットゴルフ、野球、ソフトボール、テニスなどのスポー
ツに、キャンプ、またいやしの森として活用され、大芝高原まつりをはじめ、育樹
祭など、多くの催し物を行っております。他の市町村にまさる、触れ合いの場とし
て活用されております。こうしたことは、多くの村民のためにも、憩いの場、生き
がいの場として貢献されていると思います。
しかし、今行われている事業に一貫性のないことを感じるものであります。恵ま
れた資源をもう一度見直し、恵みを生かすため、環境に、生活に、観光に、病気予
防や介護予防を取り入れた事業体系をつくり、企業イベントを行い、村民、また周
辺市町村にも誇れる村の顔として資源活用していく必要があります。
県は、信州山の日に当たり、26年度、5,000万の予算計上でイベントを行うよう
ですが、県と市町村一体になって取り組まないと成功しないとも言われております。
村としても一層の取り組みを行い、内容を充実させ、村内はもとより、村外にも村
の魅力をアピールしていくことが必要と思いますが、こうしたことに対してどのよ
うに考えるか、お伺いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 大芝高原の御質問が出されました。

森の里親制度につきましては、現在１社と協定をしておりますし、来年度の４月、
この４月からは長野朝日放送と森の里親制度の協定をしていくという、これの協議
が整ったところであります。そういったことを通じながら、これは大芝高原を中心
としながらやっていきたいというふうに思っておりますので、いい機会であります。
ＰＲをしてまいりたいと思っておるところでございます。
大芝高原を生かす取り組みというのは、前々から行ってきておるところでござい
ます。特に、この大芝高原につきましては、いち早く森林セラピーロードに手を挙
げまして、その指定を受けました。現在、大勢の皆さんに活用をしていただいてお
るとことであります。人数のカウント計もつけましたけれども、平均しますと300
人前後というような数値が出てきておるところでありますので、本当に毎日大勢の
皆さんに活用いただいて、健康の一助となっておるのかなというふうに思っておる
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ところであります。
また、その事業の一環といたしまして、森林セラピーツアーも開催しておるとこ
ろでありますけれども、この事業、なかなかうまくいかないというのも側面にある
ところでございます。希望者が少ないという状況もあるところでございます。この
辺につきましては、また内容を工夫していくことも大切かというふうに思っており
ますので、そんな反省を踏まえまして、新たな取り組みとして日帰りの森林セラピ
ーツアーと、また翌日には村内ウオーキングイベントというような、そんな組み合
わせで実施をしていく予定でおるところであります。今までは、きちんとスケジュ
ールを組んでやってきましたけれども、日帰りと合わせて、宿泊の部分を取り入れ
ていくという、こんな新たな取り組みもやってまいりたいと、日程に自由度を高め
ていきたいという、多くの皆さんが参加しやすい、そういったイベントにするよう
に検討して、実施していく予定であります。
また、ウオーキングイベント等につきましては、大泉所ダムのウオーキングコー
スも一つのコースとして考えております。この辺につきましても、来年度はチラシ
作製を行って、積極的なＰＲをしながら、広範囲に実施ができればというふうに考
えておるところでございます。
先ほど申し上げましたが、やはり大芝高原の役割といいますか、大芝高原の存在
といいますか、そういった目的を整理してみる必要もあるのかなというふうに思っ
ておるところであります。私は常々申し上げておりますけれども、今も申し上げま
したけれども、健康といやしということ、村民の健康増進の場所になる、これをま
ず第一に考えていきたいというふうに思っておるところであります。それから、さ
らに新たな展開として、観光的な要素の部分も組み合わせてやっていければという
ことで、森の交流施設も設置をいたしましたし、また松本大学との連携協定もいた
しました。そして、村単独で健康運動士というのを採用いたしました。そういった
下地はできておりますので、これからそれをどう活用していくか、同幅を広げてい
くか、この辺が少しおくれておるところでございますので、この辺は長い目で見て
いただきながら、充実をしていきたいというふうに思っております。
それと同時に、大芝高原、樹種転換というのを今進めておるところであります。
今、アカマツとヒノキの二段林という林でありますけれども、広葉樹を主体とした
エリアを設けるということで樹種転換を始めておるところでございます。いわゆる
森の持つ多様性といいますか、コナラだとか、そんな広葉樹を植えていくことによ
って、カブトムシだとか、いろんな生態系が維持できるのではないかと、そういっ
たことも一つの観光的な要素になるんじゃないかというふうに思っておるところで
ありますので、そんな点は積極的にこれから樹種転換をやってまいりますので、よ
ろしくお願いしたいと思います。
さまざまな可能性がありますので、それをどう生かしていくか、これはまさに今
行政や開発公社に求められておるところでございますので、この辺は十分に連携を
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しながらやってまいりたいというふうに考えています。
以上です。
議

長（原

悟郎） ７番、山口議員。

７

番（山口 守夫） 次に行きますけれど、先ほど奥地林の話もありましたが、

経ヶ岳についての質問に入ります。
経ヶ岳は、伊那市、辰野にまたがっておりますが、南箕輪村の山と言ってもいい
ぐらい村の森林も多く、また山の恵みを受けております。里から眺めても美しい山
であり、日本200名山の一つに数えられていますし、甲信越の100名山の一つでもあ
ります。村の景観10景の一つにもなっております。
しかし、この山が広く知られているかといいますと、まだまだマイナーでありま
す。この山の価値を高めようとするために、今までは植林をし、木材を生み出すた
めに管理もしてきました。その木も大きく育っておりますが、価格は外国材などの
影響もあり、低迷しており、切り出しても採算の合うものではありません。
私は、この身近な山の恵みを享受するために、信州の山の日を契機に、山に感謝
し、山に恵みを将来にわたり、山を守り、育てながら生かしていくには、どのよう
なことがよいかと考えたときに、今、登山は静かなブームになっております。経ヶ
岳が、こうした登山の山の活用の仕方もあるのではないかと思います。中学校の伝
統行事である経ヶ岳競歩大会も、教育の現場として生かされています。教育委員会
主催の登山も行われておりますが、まだまだ少数です。登山は、3,000メートル級
の山だけが登山ではありません。この山をミニ登山の山として整備をし、樹木の整
備もしていくことにより、楽しめる山、そして中高年でも気楽に登ることのできる
山になると考えます。また、登山訓練の場としても利用することが期待できます。
すばらしいものが備わった経ヶ岳だと思います。
富士山も世界遺産に登録されました。今後、信州の山の日や国会で討論されてい
る山の日の祝日などが制定されれば、多くの国民が今まで以上に山に関心を抱くよ
うになり、登山者もふえてくると予想されます。経ヶ岳をレクリエーションの山、
ミニ登山の山として土壌づくりをし、山を守り、育てていくことがよいことではな
いかと考えます。そうして、いろいろな角度から経ヶ岳を紹介し、宣伝することに
より、村内外から多くの利用者が訪れることも予想されます。利用者も多くなれば、
その暁には、注目度も高まり、村のアピールにもつながることだと考えます。こう
した構想に対して、村長はどのように考えるかお伺いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 経ヶ岳の御質問でございます。

信州山の日や国でも山の日制定の動きがありますので、こういったことによりま
して、山に対する関心というのは高まってくる、このことは期待しておるところで
ございます。しがたいまして、そういった傾向といいますか、雰囲気といいますか、
そのことを大事にしながら、さらに力を入れていく必要があるというふうには思っ
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ておるところであります。経ヶ岳でありますけれども、日本200名山のうちの一つ
に指定をされておるところであります。そういったことを考えれば、全国的にも若
干知られているのかなという思いもしておりますけれども、今御指摘がありました
ように、まだまだマイナーな山でございます。
中学校の伝統行事の経ヶ岳競歩も、ずっと伝統的に行われているということであ
ります。
観光資源の一つであります経ヶ岳を今後どう整備して、どう生かしていくかとい
うことでありますけれども、現在でも経ヶ岳の登山道入り口には、駐車場だとか、
トイレの設置はさせていただいておるところでありますし、登山道の案内看板も設
置はしておるところであります。通常、経ヶ岳は８合目までということで、中学校
の経ヶ岳競歩など行われておるところであります。それから上につきましても、定
期的にササやそういうものを刈って、登山道の整備をしておるところであります。
ただ、９合目から頂上まで、これは眺望が本当にきかないところであります。この
ことにつきましては、登山者からも御質問をいただいているというようなことであ
ります。ただ、これは保安林になっておりますので、木材の伐採というのが大変難
しいということでございます。経ヶ岳の登山ルートというのは、大泉所から登るル
ートと伊那市側の仲仙寺から登るルートがあります。連携をとりながら、維持管理
はしております。インターネットで経ヶ岳の登山をした人の書き込みなんかを見ま
すと、県外から来ている人も数多くいるんだなということであります。人気のある
山と違った静かな雰囲気を楽しんでおるというような状況であります。同時に、思
った以上にハードな山であるというような書き込みもいただいておるところでござ
います。全般的には、毎年、春の登山シーズンを前に登山道の確認をしながら、整
備はしております。さらに、この整備をしながら、また案内看板等も充実をしなが
らやっていきたいというふうに思っております。
ただ、ＰＲというのも非常に大事でありますので、今、先ほども申し上げました
ように、信州山の日、国でもそんな制定の動きもあります。そういった機運の高ま
りと同時に、外に向かってのＰＲもしていく必要がありますので、その辺はこれか
らやっていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
現状では、整備はしておるということであります。それをどう生かしていくかは、
外に向かってのＰＲの仕方、これは十分検討していく必要があるというふうに思い
ますし、現状でいいのかという部分は的確に捉えながら、さらに登山道の整備や案
内看板など、あるいは眺望だとか、そういったものもあわせて考えていく必要があ
るというふうに思っております。十分生かしていければ、そんなことを思っておる
ところであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ７番、山口議員。

７

番（山口 守夫） 今、ハードな山だという書き込みがあるというような話
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だったんですけれど、確かに、経ヶ岳というのは日本中に幾つも同じ名前の山があ
るそうです。それで、やっぱり一番高いのが南箕輪にある経ヶ岳だそうです。そう
いうことで、何も上まで行かなくても、途中で休める場所だとか、そんなような形
のものがつくれれば、何だかんだ上まで行かなくても楽しめる山になるのかなと思
っております。
それから、先ほど大芝高原のほうで樹種転換の話もありました。この経ヶ岳も、
今ほとんど植えられているのがカラマツであります。こういうものも、もう少し広
葉樹のような形のものがとれれば、もっと一層いろんな形で楽しめるのかなと思っ
ております。
そんな形で、これを先ほど村長が言われたんですが、観光にも利用できないかと、
私もこれ、観光というのは何も今あるのを利用するだけじゃなくて、つくっていく
ことによって観光というのは成り立つのかなと思っております。南箕輪には観光資
源がないと私も申し上げてきたし、村長、そんな答弁も何回ももらっているわけで
すけれど、ある面では、これからというのは、いろんな今の工業体系を見ますと、
日本でものをつくって売るという形での外貨が稼げないということになると、いろ
んな形で観光面に力を入れ、1,000万の観光人口、外国からの観光人口を2,000万に
しようとか、国の政策もそんな形でいくと思うんです。ですから、その外国人が来
るほどの山になるかどうかは別にしても、こういったことも視野に入れながら、観
光もやっていく必要があると、そんなことを思っております。
それで、実は、いろんな形で南箕輪も山に対しての恵みもあるし、また大芝高原
とか、経ヶ岳を語らずして南箕輪を語れないというぐらい関係も深いと思っており
ます。そういうことで、実は、南箕輪の日が２月18日に制定され、行事を行う予定
でしたが、大雪のために延びたわけです。こういうものを信州の山の日あたりに合
わせて、あの森の中で南箕輪の日を一部を計画したらどうかなと、こんなことも考
えるわけであります。その辺はどんなふうでしょうか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 信州山の日が４月の第４週の日曜日ということに決まり

ました。それに合わせてどういう事業ができるのかということは、考えていく必要
があるというふうに思います。ただ、村の日の事業を一部そちらにというような話
がありました。これは、長い目といいますか、少し期間をいただかないと、なかな
か難しい面もございますので、そんな点は御理解をお願いいたします。
南箕輪村の日は２月18日であります。今年度につきましては、大雪のために延び
てしまいました。その日を今、６月22日ということで調整をさせていただいておる
ところであります。これは決まれば、またいろんなＰＲもしていきたいというふう
に思います。山の日に合わせて、いろんな事業をどうしていくのか、同構築をして
いくのかということは、今後の検討課題ということで捉えさせていただきたいと思
います。何らかのイベントができれば、それは理想でありますので、そんなことを
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考えながら、また検討もしていきたいというふうに思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ７番、山口議員。

７

番（山口 守夫） 次に、農業についての問題であります。

今日の農業は、高齢化等により、地域の担い手の確保が困難な状態であります。
これは、南箕輪村だけの問題ではなく、全国全てで起きている問題であります。今
後の大きな課題でもあります。村も営農センターを中心に、生産性向上に、食糧供
給確保に、地産地消に力を入れています。また、国は、平成19年に農業法人等育成
緊急整備事業の創設を行い、農業法人の育成を図ってきております。南箕輪村も１
村１法人で、まっくんファームを立ち上げました。西天地区の農業の一部を引き受
け、管理作業を行っており、今日に至っております。村も、今後の農業の担い手に、
まっくんファームに期待しております。また、これまで支援もしてきていたところ
でございます。
議会も、先般、まっくんファームの役員の皆さんと意見交換会の場を持ちました。
有意義な会であったと思います。多くの意見を聞く中でも、この組織を運営してい
くにはなかなか困難な点も多くあり、まだこれといった方向が見い出せない状態だ
と感じたものでした。今後は、農家も、まっくんファーム等に農地を託したい農家
も多くなるのではないかと思います。
しかし、まっくんファームも、小さな農地を依頼されても採算に合わず、引き受
けがたい状態だとも言っております。そのようなことがあるとしたならば、その農
家はどうしたらよいのでしょうか。今、政府が進めているのが農業の大規模化であ
り、減反政策の廃止を打ち出し、戸別所得補償方式も廃止しています。いろいろな
条件により、小規模農業者の農家離れがますます進むと考えられます。担い手不足
がこのまま進めば、その果ては耕作放棄地が多くなることが予想されます。まっく
んファームの役員の中には、今ある農地を大規模にして、作業の効率化を図って、
対応していくことがよいのではないかと、農業の行く末を真剣に考えている人もい
ます。
また、こうした相談も受けたものでした。現在の西天の水田は、一部は大規模化
されているところもありますが、昭和９年の完成を見た田は、当時は世間に誇れる
農地であったと思いますが、現在では農業機械も大型になり、農地が小さいため、
非常に効率の悪いものになってきています。手間だけかかって、生産コストで採算
の合うものではありません。こうした現状から、１枚当たりの農地面積を大きくし
て、作業能率をアップしていくことも必要ではないかと考えます。そこで、現在の
西天竜の農地を集約化した基盤整備で、農業の作業効率のよい田にし、今後、農業
を継続できない農家は農業後継者やまっくんファームに委託していくことが、これ
からの農業維持、また農地維持の一つの方法ではないかなと考えます。いっそ、こ
の農地をなし崩しに宅地化していくことも考えられないことではないですが、西天
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竜地区の水田は農業だけではなく、環境にも大きく貢献していることを忘れてはな
りません。こうしたことも考えると、許されることではありません。農地の構造改
善は簡単なことではなく、かなりのエネルギーのいることですが、検討してみるこ
とはできないかお伺いし、質問といたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 圃場整備、西天竜の関係の御質問であります。

御指摘のとおり、西天竜の水田地帯は、大正から昭和にかけて10アール圃場とし
て整備されました。実質耕作面積８アール少しということであります。この圃場に
つきましては、現在の大型機械からすると、本当に圃場が狭いという、このことは
そのとおりであります。器械の能力を生かし切れないという側面もあるわけであり
ますし、圃場の分散ということもあるわけであります。西天の基盤整備は、御承知
のとおり大泉川南地区で、平成11年から16年度にかけて38ヘクタールを整備いたし
ました。久保地区では、平成12年から14年度にかけて8.8ヘクタールの整備をした
ところでございます。それなりに圃場整備はしてきておりますけれども、このとき
に全体的な圃場整備の機運というのは高まらなかったという、このことはそんなふ
うに御理解をいただければというふうに思います。
また、一方、今、兼業農家がほとんどであります。したがいまして、自分で作業
を行うにはちょうどいい圃場であるというような声も聞かれないこともないわけで
あります。そういった側面も持っている、このことも考えていかなければならない
というふうに思います。
しかし、今、御指摘もありましたように、担い手不足でありまして、南箕輪村の
場合には、おかげさまで１村１農場としてのまっくんファームが法人化をされて、
活動していただいておるところであります。この担い手不足をどう解消していくか、
これは圃場整備とも密接に関連はしてくる問題でありますけれども、ただ、この圃
場整備につきましては、今、御指摘がありましたように、多額な費用、そして住民
合意という、かなりハードな面も出てくるところでございますので、その辺につき
ましては大変難しいと思っております。
ただ、問題といたしまして、まっくんファームとの懇談会の中で、そういった声
が出されたという、この言葉をお聞きしておるところでありますけれども、村民の、
農業者の全般として圃場整備をという声は上がってきておりませんし、余り聞かれ
ないところでございます。これは、今の農業状況では、圃場を大型化しても、なか
なか採算性がとれないという悩みもあるのではないかと思っておるところでござい
ます。したがいまして、そういった機運が高まることが一番だと思いますけれども、
今申し上げましたように、多額な費用、それから受益者負担、この問題等々から考
えれば、大変これは難しい問題であるというふうに捉えておるところでございます。
一方、農地の保全ということはしていかなければならないというふうに思います。
まっくんファームが直接経営する面積がふえてきております。これは担い手不足、
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耕作放棄地にさせない、ならないためにも、まっくんファームが受けていただいて、
作物をつくっていただく、このことが一番理想であると私は思っておりますので、
その辺の支援をどうしていくことができるのか、これは来年度中に一定の方向づけ
は出していきたいというふうに思っておりますし、この辺はまっくんファームとも
十分に協議をしてまいりたいというふうに思っております。そういったことによっ
て農地の保全を図っていかなければ、なかなか農地が守られていかないということ
でございますので、来年度いっぱいかけて、この方向性を出していきたいというふ
うに思っておりますので、その辺はぜひ御理解もいただきたいというふうに思いま
す。また、西天竜の農地というのは、景観やいろんな面で大切な農地でありますの
で、行政としてもしっかり守っていかなければなりません。
そういったことで、今、農業は大転換期を迎えております。特に、来年度は農業
の大転換期の一歩が始まってまいります。農政、農業大型化を目指しております。
大規模農家中心ということであります。小規模農家をどうしていくのかということ、
これは地元の自治体として真剣に捉え、考えていく必要があります。そういった中
で、あらゆる制度も活用しながら考えてまいります。
今、神子柴区から始まりました農地・水保全管理事業実施をしておりますけれど
も、新たな制度として変わってまいります。新たな制度の中では、農業者だけでも
そういったことができるというふうになってきております。しかし、私は、地域住
民の皆さんと一体となった、こういった活動がいいのではないかと思っております
ので、その辺も新たな制度の中で、できるだけ活用できるような、村も支援をしな
がら、村の景観や農地、いろんな環境を守っていきたいと思っておるところでござ
いますので、そんな点も御理解をいただきたいと思います。
端的に言えば、西天竜の圃場整備は大変難しいということでお答えとさせていた
だきたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ７番、山口議員。

７

番（山口 守夫） 以上で終わります。

議

長（原

悟郎） これで、７番、山口守夫議員の質問は終わります。

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

長（原

悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。

８番、都志今朝一議員。
８

番（都志今朝一） 議席番号８番、都志今朝一です。

私は、先に通告いたしました４項目について村長にお伺いいたします。的確なる
答弁をよろしくお願いいたします。
それでは、１項目めの新年度予算と村政運営についてをお伺いいたします。
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まず、１件目の平成26年度の予算での重点施策についてをお伺いいたします。
現在の経済状況を見ると、国政では昨年来、安倍政権の打ち出す経済施策アベノ
ミクス効果により、一部の大企業によっては景気の回復の兆しが見え始めておりま
すが、上伊那地域においては、依然として極めて不透明な経済状況が懸念されてお
ります。このような状況は、郡下の企業及び南箕輪村の産業、並びに雇用形態にも
大きな影響が出ております。また、４月１日よりの消費税増税による景気回復の落
ち込みなどが懸念されております。
このようなさまざまな影響を受け、村財政運営にも厳しい状況が続いていると思
われます。南箕輪村の平成26年度の一般会計当初予算案が２月21日付で発表され、
総額57億8,000万円の予算であり、本年度補正後の肉づけ予算との比較で、8.1％に
当たる４億3,000万円の増額である。今定例会冒頭の村長挨拶で、平成26年度の予
算編成の概要説明がされ、基本方針を人口増加に対する積極的予算となっていると
説明、ハード面では久保屯所建設、南原住宅団地の焼却灰処理委託料、南部小学校
の増築など、新規事業が８項目など、継続事業では伊那消防署建設にかかわる負担
金など、４項目の大型事業などで過去最大規模である。大型事業の財源確保のため、
財政基金から２億円の繰り入れ、基金残高が26年度末見込みで27億、村債は、26年
度末見込みで、前年度より１億9,000万ふえる見込みで、５億5,000万となる。財政
基金からの繰入予算でもあり、ソフト面での充実で、住民の生活を守る積極的な予
算編成にしていただき、南箕輪村４次総合計画後期基本計画の冒頭にもある、日本
一の子育ての村を基本とした福祉、教育の充実、活力と元気を育む村、安心安全な
村づくり、生活優先の村づくりなどに加え、共生の村づくりなどの施策が上げられ
ています。また、健全財政を維持する中、村民の皆さんとともに元気な村づくりを
通して、村民の皆さんの満足度を高めていくことが行政の役目だと思います。高齢
者が安心して暮らせ、若い世代が子育てができ、子供たちの声が響く村づくりをお
願いし、１件目の平成26年度予算での重点施策についての質問といたします。答弁
をよろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ８番、都志今朝一議員の御質問にお答えをいたします。

新年度予算編成と村政運営の平成26年度予算での重点施策はという御質問でござ
います。
議会の冒頭の御挨拶の中でも申し上げましたが、平成26年度予算の重点施策につ
きましては、一言で申し上げれば人口増加への対応、この予算であります。そして、
同時に、子育て、福祉、教育のハード、ソフト面からの充実や、防災を含めて、住
民生活を守るための予算とさせていただいたところであります。
当初予算に計上しました具体的な取り組みを申し上げますと、議員も触れられて
おりますが、ハード面では、人口増加への対応事業といたしまして、児童数増加に
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伴い、南部小学校の教室等増築工事の実施、保育園では園児数の増加を見込み、保
育園の増改築に向けた検討と基本設計を行ってまいります。また、住民生活を守る
ための安心安全面では、伊那消防署の建設関連事業や久保屯所の建設事業、南原住
宅団地の焼却灰の処理関連事業、そして生活関連道路の村計画や地区計画事業の拡
大をさせていただいたところであります。
その他のソフト事業でありますが、障害児相談支援事業の開設や小中学校特別支
援教育支援員の増員、そして、また公約として掲げさせていただきました生活介護
事業の機能を持たせたひまわりの家の改築、さらには子育て、福祉、教育環境の充
実を図ってまいる、そんな予算としておるところであります。
加えまして、産業交流面では、信州大学農学部との連携をしたブランド米の開発
や６次産業化に向けてのさらなる検討、大芝高原の利便性を向上させるために事業
計画の策定、各分野にわたり積極的な事業展開を図っていきたいという、そんな予
算としておるところでございます。
予算の額としてはあらわれておりませんけれども、ゼロ予算の関係で少しお話を
させていただきたいと思っております。
これは、さきの議員の質問等々にもありました問題でありますけれども、高齢化
社会へ対応するため、高齢者、障害者の支え合い組織の構築、これは除雪ボランテ
ィア組織と同様、有償ボランティア組織として構築できればと考えております。来
年度の10月をめどに構築をするようにしてまいりたいと今考えておるところでござ
います。さらに、農政の大転換に合わせまして、担い手不足に対応するため、まっ
くんファームの直接経営に対する支援のあり方、この検討も平成26年度の年度内に
一定の結論づけをしてまいりたいと考えておるところであります。加えまして、児
童生徒の将来予測を含め、南箕輪小学校、中学校の用地確保、この必要性の有無の
検討を開始してまいります。将来に向けての検討事項の開始の年度となっておると
ころであります。これは、予算上にはあらわれていないところでありますけれども、
極めて重要なこの３点を来年度の検討事項なり、あるいは中途からでありますけれ
ども、実施をしていく、こういった年度にしてまいりたいというふうに思っており
ます。いずれも、重要な問題でありますので、慎重に検討しながら、将来に向けて
の基礎を築いていければと考えておるところであります。
以上、申し上げましたとおり、平成26年度は、予算規模の大きな事業の実施とと
もに、住民生活に関連するさまざまな事業を実施することといたしまして、それに
伴いまして、積極的な予算となったところであります。
内容といたしましては、財政調整基金の取り崩しや、あるいは起債の借り入れ
等々も行ったところであります。しかし、これは将来に向けての健全財政の範囲内
で検討し、考えております。そんな点は御安心をいただきたいというふうに思いま
す。
これから人口増加にどう対応していくか、本当に費用のかかる問題も数多く発生
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しておりますけれども、これは本当に将来に向かっての村の投資であります。その
辺は、村民の皆様方に御理解もいただいていくつもりでおりますので、よろしくお
願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ８番、都志議員。

８

番（都志今朝一） 人口もふえ、村民の皆様からの要望も多様化しているこ

とと思われます。多くの皆さんの声を聞ける村づくりをお願いし、２件目の人口１
万5,000人に対する村政運営についてをお伺いいたします。
昨年９月30日に、人口が１万5,000人に達成した。特に、９月は１カ月で55人と、
これまでにない増加であった。社会増42人、自然増が13人であり、人口増加は村の
元気と活力である。南箕輪村は、明治８年に人口2,333人で発足し、開村以来、合
併や分村もなく、昭和51年12月には人口が１万人に到達し、その後も順調に人口の
増加を続け、昨年５月以降は月10人以上のペースでの人口増加となり、９月の大幅
増加で１万5,000人を達成した。
他町村では人口が減少する中、村人口の増加は、交通の利便性など立地条件のよ
さと、下水道整備をはじめとするインフラ整備、自然環境のよさに加えて、子育て、
福祉に重点を置く行政が広く知られてきていると思われる。人口増加に従って、地
域コミュニティやハード整備などの面でも、課題も数あると思われます。村民の目
線に立ち、村民一人一人を大切にする村政、６項目にわたる村政の基本方針の達成
をお願いし、２件目の人口１万5,000人に対する村政運営の質問といたします。答
弁をよろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木

一直）

人口１万5,000人に対する村政運営の御質問であります。

今、御指摘をいただきました面も含めて、若干経過をお話をさせていただきたい
と思います。
本村は、平成18年に第４次総合計画基本構想の策定の中で、平成27年目標人口を
１万4,700人と定めたところであります。この定めたときには、私自身は、ちょっ
とこれは本当に厳しい数字だなという、これは感じておりました。そんな中ではあ
りましたけれども、おかげさまで、目標年次よりもかなり早く目標人口を達成し、
昨年の９月30日に人口１万5,000人となりました。日本全体の人口が減少している
中、大変ありがたいことであります。交通の利便性、平たんで災害の少ない土地
等々、さまざまな要因はありますが、私はいち早く子育て施策の充実に着手したこ
とも大きな要因であると捉えておるところであります。したがいまして、今まで進
めてきた子育て、福祉、教育の充実、安心安全な村づくり等を全面に掲げました住
みよい村づくり等々の村政運営には間違いがなかったと、私自身は確信をしておる
ところであります。
今では、多くの市町村が、人口減少にどう歯どめをかけていくか、定住化促進を
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重点施策に掲げておるところであります。おかげさまで、本村は、この定住化促進
ということに重点施策を置かなくても人口がふえておるということで、これは本当
にありがたいなというふうに思っておりますし、特に本村の特徴といたしましては、
自然増が圧倒的に多いということであります。これは、それだけ子供の生まれる数
が多いという、大変ありがたい現象となっておるところであります。人口1,000人
の出生率10.8％というような報道もなされました。これは、長野県下で断トツでト
ップであります。したがいまして、毎年160人前後の子供たちが誕生してまいりま
す。この子供たちの健やかな成長、こういったことにも力をさらに入れていかなけ
ればならないと考えておるところであります。
今後は、この人口増加１万5,000人の村づくりに対応した村政運営をしていかな
ければなりません。今後も、住環境の整備を含めた生活関連道路の整備や、各種住
民サービスの向上、あるいは健康増進、健康寿命、こういったことも重点的にやっ
ていかなければなりません。多種多様な住民要望に応えながら、安全で安心して暮
らせる元気な村、そして村民の皆さんが住んでよかったと言える村づくりを目指し
ていかなければならないと考えておるところでございます。
人口増加や子供の多い村の特徴から、施設不足の解消を早急に図っていかなけれ
ばならない。これは当面の課題であります。同時に、質や内容の充実に努めていか
なければならないと思っております。
また、人口増加に伴いまして、さまざまな問題や課題も生まれてきております。
地域コミュニティの充実は、さまざまな観点から検討して、前に進めていかなけれ
ばなりません。その一つが、昨年末に立ち上げた除雪ボランティア組織であります。
この冬の記録的な大雪で、本当に一定の役割を果たしていただいたというふうに思
っておるところであります。また、来年度は、先ほど申し上げましたように、福祉
ボランティア組織を立ち上げてまいります。そして、住みなれた地域、安心して暮
らすことのできる地域社会の構築を模索していきたいと思っております。
人口増加１万5,000人の村政運営には費用がかかります。本当に費用がかかるな
というのは、私は実感として今ひしひしと感じておるところでありますけれども、
しかし先ほど申し上げました、こういったことは将来に向けての本当に投資であり、
明るい話題でありますので、そんな点は議員をはじめ、村民の皆様の御理解もいた
だきたいなというふうに思っております。
同時に、村政運営の基本は、何といいましても健全な財政を維持することであり
ます。これは、合併議論を契機に、健全財政の維持、持続可能な村づくり、このこ
とが求められておりますので、この辺は重視しながら取り組んでまいります。そし
て、今後も、産業振興をはじめといたしまして、企業誘致や、またさらなる定住化
促進などを積極的に進め、安定した財源の確保を図ってまいります。そして、何よ
り重要なことは、無理をしないという、身の丈に合った財政運営を、これも心がけ
ていきたいというふうに思っておるところであります。
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総じて言えば、人口１万5,000人の村づくりは大変費用もかかり、難しい面もあ
りますけれども、明るい話題や将来に対する投資という、こういった一面、本当に
やりがいのある村づくりであるというふうに思っておりますので、そんな観点から
取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） ８番、都志議員。

８

番（都志今朝一）

人口が１万5,000人を超え、村にとっては、ソフト面、

ハード面とも大事な１年になると思われます。村民の皆様の生活を守るため、健全
財政維持のために、全力で取り組むことをお願いして、続いて、２項目めの村所有
地の跡地利用についてをお伺いいたします。
県道吹上北殿線、国道153号線の交差点より、北殿公民館近くまでの区間、約130
メートルの道路拡幅及び歩道設置事業で、長年の懸案事項であった県単独道路改良
事業であります。関係各位のおかげで、１年前倒しの25年度内での改良工事が完了
見込みとなり、今まで未改良部分は道路の幅員も狭く、カーブになっており、通勤、
通学時の時間帯には交通量も多く、歩行者が危険と隣り合わせの状態が長い間続い
ておりましたが、危険が解消され、大変感謝するところであります。
交差点北側に、伊那建設事務所用地課が用地買収及び物件移転補償を交渉の折に、
関係地権者より、残地の補償で村が取得した255.52平米の土地があります。現在は
改良工事のため、支障となる家の車両の駐車場に使用しております。３月末の工事
完了の予定です。
跡地利用には、公園、駐車場などが考えられていると思いますが、残地の跡地利
用は各地区にもあり、花や樹木の植え込みなどが見受けられますが、管理の手が入
らない状況があります。地区によっては、老人クラブほか、地区の保全会などでの
管理が見受けられます。老人クラブなどでは参加人数にも限りがあり、管理などが
重荷になっている現実があります。公園などの場合には、管理上余り手のかからな
い跡地利用をお願いし、２項目めの県道吹上北殿線交差点部分の村所有地の跡地利
用についての質問といたします。答弁をよろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 県道吹上北殿線の跡地利用、村有地の跡地利用の御質問

であります。
県道吹上北殿線につきましては長年の懸案事項でありました。平成25年度内に改
良完了するということで、本当にうれしく思っておりますし、地権者の皆様方に感
謝をしておるところであります。30年以来の懸案事項が一つ解決したということで、
村政にとりましても大変ありがたいく思っておるところであります。その際に、地
権者等の御要望の中で、村として255.2平米の土地を取得したところであります。
そうしないと、あの改良はできなかったということで議会の御理解もいただいたと
ころであります。
この土地につきましては、公有地の拡大の推進に関する法律に基づいて、都市環
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境の整備のため、公園用地として取得しております。現在は工事が行われており、
３月末に工事が終了する見込みです。工事期間中につきましては、地域の安全等を
考えまして、工事に伴う臨時駐車場や仮設歩道として使用されておるところであり
ます。工事が完了した後どうするのか。これは大変重要な問題でありますけれども、
公拡法に基づいて用地を取得しておりますので、まずはこれは目的に沿った利用を
していかなければなりません。公園用地ということで買ってありますので、その目
的に沿った利用をしていく予定であります。ただ、地元区や商工会や周辺の店舗の
皆さんなどの御意見をいただきながら、周辺の環境を考慮しながら考えていきたい
というふうに思っております。公園用地は管理が大変であります。その辺も含めて、
また地元の皆さんと協議をさせていただきたいと思っておりますが、今も申し上げ
ましたように、公拡法での取得でありますので、まずは目的に沿った利用をやって
いかなければならないということは御理解をお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ８番、都志議員。

８

番（都志今朝一） 今、公拡法の話がありましたけれども、近所には商工関

係の店舗などがあり、車などの駐車スペースなども必要と思われます。村民のため
になる跡地利用をしていただくことと、交通面に対しての安全対策もお願いし、３
項目めの豪雪対策についてをお伺いいたします。
まず、１件目の今後の豪雪に対して、雪捨て場の確保についてをお伺いいたしま
す。
ことしの２月に入り、８日、並びに14、15日の２週続けての大雪に見舞われ、村
民生活にも多大な影響が出ました。昨年の降雪とは違い、８日に降った雪がまだ残
った状態での降雪となり、16日午後６時までの24時間降雪量が観測史上最多記録を
更新し、南箕輪でも記録的な大雪となりました。２回の降雪とも週末であったため、
子供たちの通学に支障が出ず、幸いであったと思われます。また、道路関係でも、
国道、県道で交通障害のため、全面通行どめになった。また、ＪＲ飯田線の運休も
相次いだ。村でも豪雪対応をとったが、東西で結ぶ主要幹線などで、吹きだまりに
などによる積雪での一部通行どめとなり、その他一部の生活道路にも影響があった。
村民の皆さんにも、自宅前や周辺道路の除雪作業に協力していただき、道路の路
肩には除雪による雪の山ができた。村では、田畑の浄化センターと大芝のマレット
ゴルフ場の前での駐車場の２カ所を雪捨て場に開放したが、田畑の浄化センターの
開放は２日間であり、２日目は３時までの時間制限つきであった。大芝の駐車場の
受け入れは、受け入れ日時は長いようではありましたが、下段よりの搬入には距離
があり過ぎ、搬入には不向きとも思われます。また、時間を限ると、勤めている
方々の搬入が困難であるとも思われます。閉鎖をしない雪捨て場などの検討をして
いただき、１件目の豪雪に対しての雪捨て場の確保についての質問といたします。
答弁をよろしくお願いいたします。
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議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ことしの冬の記録的な大雪に対しての御質問であります。

まず、雪捨て場の御質問であります。
雪捨て場は、自動車のアプローチのよさがなければなりません。同時に、アスフ
ァルト等で舗装された場所に限られてきております。ことしの豪雪時に対して、臨
時雪捨て場として、最初に大芝高原内のマレットゴルフ場南の駐車場、約3,600平
米、南箕輪村の浄化センター設置予定地、約2,500平米を確保し、住民の皆さんに
御利用いただいたところであります。その後、順次、南原のグラウンド、天竜川河
川敷を使用して、道路わきにたまった雪を排せつをいたしました。そのほかには、
村道６号線の農村公園や吹上北殿線沿いの中学校第一グラウンド入り口付近、ある
いは久保の上ノ平墓地公園の横等を雪捨て場として確保いたしましたが、これらは
使用することがありませんでした。また、雪捨て場として使用した箇所もいっぱい
になることはありませんでした。しかし、雪の状況によっては、事前に対処できる
ように備えていくことが必要であると感じたところでありますので、そんな備えは
させていただきたいというふうに考えております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ８番、都志議員。

８

番（都志今朝一） 地球温暖化などの影響により、夏の集中豪雨、竜巻、冬

の豪雪など、数多くの異常気象の対応は難しく、予算もかかると思われますが、村
民の皆さんの安全安心の生活が送れることをお願いし、２件目のことしより採用し
た除雪ボランティアの成果についてをお伺いいたします。
本年度より発足した除雪ボランティアの人数が、95名でのスタートだと思います。
１月の除雪には、小型除雪機での対応ができる雪の量でありましたが、２月の２週
続けての降雪には、小型除雪機での対応はできませんでした。除雪の回数をふやし
て対応してみても、自然の力には勝てません。先ほども言いましたが、２月15日の
大雪には、生活路線の東西路線などは、吹きだまりの雪で高さが1.5メートルを超
える場所もあり、トラクターの除雪も困難な場所もありました。観測史上最多とな
った豪雪に対して、本年度より採用した除雪ボランティアの成果は、昨年との違い
などがあれば、また最終の成果については３月末にまとまると思われます。以上で、
２件目のことし採用した除雪ボランティアの質問といたします。答弁をお願いいた
します。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 除雪ボランティアの御質問であります。

一口で言えば、一定の効果はあったと考えております。現在、この除雪ボランテ
ィアにつきましては、現在までの人数、108名の方が登録し、早朝から各地区で村
道を除雪していただきました。今回、除雪時に一つの成果が出たというふうに考え
ておるところであります。
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昨年までは、除雪業者は村道の除雪に追われ、区からの要請による生活路線の除
雪はおくれがちでありましたが、そういった中で、家に入れないという多くの電話
に対応し切れなかった、こんな現象もあらわれておりましたが、各区長さんを中心
に、各地区内の生活道路の除雪が行われ、そのような電話が本当に少なかったとい
う、こういったことを見れば、効果があったというふうに判断をしているところで
ございます。
また、この除雪の数日間で、各地区の路面状況がよくなっていたのは、各区長さ
んをはじめ、ボランティアの皆さんの御協力のおかげであり、生活路線をいち早く
除雪していただいたことによるものだと思っております。
しかし、このボランティア制度というのは始動したばかりであり、まだまだ意見
を聞きながら制度の改善を図っていく必要があるというふうに思っております。そ
ういったことは順次強化をしていきたいというふうに考えておるところであります。
したがいまして、一定の効果があったと、一定のというか、大きな効果があったと
いうふうに考えておるところであります。
ことしは記録的な大雪であります。こういったことが毎年続けば大変だなという
ふうに思いますけれども、十何年ぶりというような大雪でありました。そういった
前に、こういった組織を立ち上げておいて、本当によかったというふうに考えてお
るところであります。この除雪ボランティア組織、他地区の議員さんからのお話も、
既に聞きにきて一般質問されておるというような状況もあるところでありますので、
そんな点も申し添えておきます。
以上です。
議

長（原

悟郎） ８番、都志議員。

８

番（都志今朝一） ２月26日付の報道によりますと、15日より20日まで孤立

した佐久・馬坂地区というのか、地区のルポの記事が載っておりました。佐久市街
地より車で２時間余り、７世帯10人が暮らす県境の集落で、孤立状態の日には停電
もあり、生活を脅かす状態であった。その多くが70代、80代の住民で、住民は落ち
ついて乗りきった。大きな見出しがありまして、お年寄り豪雪に動じず。停電、電
話の不通にも耐え、懸念の薬は空輸に感謝。雪は降るのはしょうがない。どの家も
大変だったけれども、それぞれ工夫をして過ごした。停電のため、ろうそくをとも
し、お茶を飲みながら夜を過ごした。近くに住む方は、電気毛布が使えず、ペット
ボトルにお湯を入れ、湯たんぽがわりに使って過ごした。我々も腰をすえて構えな
いといけないと思うところであります。
続いて、４項目めの村道改良と修繕についてをお伺いいたします。
まず、１件目の村道1098号になっておりますけれど、1087号線だそうです。通称
中込線の先、箕輪の町道への接続についての考えをお伺いいたします。
上伊那消防広域化協議会によると、平成25年12月に、上伊那消防広域化による消
防署の出動区域の見直しが行われ、消防の広域化により、上伊那管内の６消防署は
97

これまでの管轄区域にとらわれず、市町村の境界を越えた消防活動が可能となる。
このことから、災害地点に最も近い消防署からの出動を基本に見直し、現場到達ま
での時間の短縮が期待され、この見直しによる検討の結果、これまでの伊那消防署
の出動区域となっていた地区の一部の変更が生じ、南箕輪村では、北原地区、久保
地区、中込地区、塩ノ井地区が箕輪消防署の管轄区域となった。現在は、箕輪消防
署よりこの４地区に入る道路は、国道153号線及び通称春日街道の経路が考えられ
る。国道と春日街道との間に、緊急車両の通行できる南北線がなく、緊急時の時間
短縮にはならない。このような考えで、箕輪町の町道14号線との接続が必要と思わ
れます。以上、１件目の村道1087号線と箕輪町町道14号線との接続についての考え
をお聞きし、質問といたします。答弁をよろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 通称中込線と箕輪町町道との接続の考え方の御質問であ

ります。
中込線につきましては、久保区から南殿区まで、村内を横断する循環線道路とし
て利用されておるところであります。神子柴から箕輪町の境まで、都市計画道路の
路線となっています。現在は、都市計画道路の規格は満たしておりませんけれども、
中込線につきましては、塩ノ井の村道４号線交差点から久保の村道1236号線交差点
までは２車線路線で整備されております。しかしながら、それから箕輪町境まで約
600メートルは未整備となっております。
箕輪町では、北城といいますか、北城団地といいますか、南までは道路改良され
ており、村境の油ヶ沢側の洞区間で約100メートルを整備すれば、南箕輪村に接続
できることとなっております。この路線が整備されれば、箕輪町までの移動経路が
ふえ、また国道153号及び春日街道の交通車両が分散され、渋滞の緩和が期待され
るところであります。また、今、都志議員の御指摘にもありましたように、消防広
域化に伴いまして、救急車の出動区域が見直され、久保、中込、塩ノ井、北原区は、
箕輪消防署の出動区域となってまいります。したがいまして、この路線の整備によ
り、救急車等の移動経路がふえ、移動時間も短縮できるのではないかと期待してお
るところであります。
この道路につきましては、国の補助を受けながら整備をしていきたいと考え、箕
輪町と連携をとりながら、平成27年度に道路計画の調査と測量に着手し、28年度か
ら事業化ができればと考えておるところであります。したがいまして、洞の部分は
箕輪町の整備、そこから先の部分は南箕輪村の整備という、こういうことになって
まいります。箕輪とも協議をしておりますし、うまく運びでいくんじゃないかと、
こんな今状況となっておりますので、今申し上げましたように、28年度からの事業
化に向けて調査をしてまいります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ８番、都志議員。
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８

番（都志今朝一） 消防広域化の目標時期が、平成27年４月を目標としてお

ります。二つの行政をまたぐ工事になると思います。また、油ヶ沢には川もあり、
沢の高低差もあり、大変大規模な工事になると思われますが、検討をよろしくお願
いいたします。
それでは、２件目の舗装道路、割れ目、マンホール周りの補修についてをお伺い
いたします。
この時期になると、冬の凍みが緩み、舗装面に段差などが発生し、歩行の折、つ
まずくなどの障害が発生する恐れもあります。また、マンホール周りにも段差など
が見受けられます。村道の延長も長く、管理も大変と思われますが、村民の安全に
もつながると思います。管理についての質問といたします。答弁をよろしくお願い
いたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 道路の舗装の割れ目等の補修についてであります。補修

につきましては、順次実施をしておるところでありますし、早急な対応をしていか
なければならないと考えておるところであります。広範囲にわたる面もありますの
で、また御指摘があればお寄せをいただきたいというふうに考えております。
広範囲での補修というのは、予算的に厳しい面がありますけれども、平成26年度
からは計画的な舗装の打ちかえを予定もしておるという、こんな予算となっておる
ところであります。そのほかの補修等につきましては、早急に対応しますのでよろ
しくお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ８番、都志議員。

８

番（都志今朝一） 管理には予算もかかり大変と思われます。維持管理をよ

ろしくお願いいたします。
以上で、私の質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。
議

長（原

悟郎） これで、８番、都志今朝一議員の質問は終わります。

ここで、清水教育委員長より発言の申し出がありますので、発言を許可いたしま
す。
清水教育委員長。
教育委員長（清水 篤彦） まことに申しわけございません。
午後の議会につきまして、所用のために出席できません。まことに申しわけない
ですが、御質問に対する御答弁につきましては教育長が行いますので、よろしくお
願いいたします。
議

長（原

悟郎） ただいまより、午後１時30分まで休憩といたします。

休憩 午前１１時５７分
再開 午後 １時３０分
議

長（原

悟郎） 会議に入る前に御報告いたします。
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８番、都志今朝一議員、並びに有賀代表監査委員から、都合により欠席する旨の
連絡がありました。
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） 震災から３年がたちました。当日出会った方に、役場ロ

ビーで先ほどおいきあいしました。ぽっかぽっかの家で、さき織のバック、それか
らはしづくりの指導をしているということで、これを二つ購入させていただきまし
た。一日も早い復興を望みます。
まず、１番目の質問、成人式について。和服禁止になった経緯は、期間は、今後
は。
南箕輪村成人式が３日、村民センターで開かれた。対象168人のうち109人が出席。
華やかな振りそでやスーツ姿で、新成人たちが晴れて大人の仲間入り。久しぶりに
顔を合わせる級友や恩師との再会を喜びながら、20歳の決意を抱いて式に臨んだ。
中学時代の恩師４人も門出にエール。晴れてお酒で乾杯。成人を迎えた喜びを分か
ち合った祝賀会。昔は和服が派手で、高価過ぎると禁止されていたという。
私は、和服のよさを見直し、たんすの肥やしとなっている和服を、南箕輪の日も
つくられたことですし、もっと気軽に着られるような風潮になって、懐かしみ、祖
先を敬い、尊び、ものを大切にし、古いものでも着ることによって、着ていた故人
をしのんで供養になればいいなと思います。おばが亡くなり、１年が過ぎ、いとこ
とともに多くの着物を残してくれ、またその着物を着ることで思い出がよみがえっ
てきました。辻ヶ花という室町時代の架空の花柄、成人式を手始めに、賀詞交歓会
でも遺品を着ました。村の40代の女性から、私たちのときはいけないと言われ、着
ることができなかったと残念がられました。以後、機会を見つけて着ているうちに、
自分で着つけができるようになったのです。花を添えていただいてありがとうござ
いますと、ある新春の集いで感謝されました。今や高校生も女性は着物にはかま姿、
男性はスーツです。教育委員会のお考えはいかがでしょうか。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

征矢教育長。
教 育 長（征矢

鑑） 教育委員長が午後所用がありまして、かわって私のほう

から回答させていただきます。
議席番号９番、唐澤由江議員からの成人式についての質問でございます。
成人式は、人生の最大の節目の儀式の一つであると思っております。その成人式
へ出席の服装については、案内状に、村の生活改善申し合わせ事項を尊重し、簡素
な服装でとの文言の案内状を出しております。和服を禁止したわけではありません
が、生活改善申し合わせでは、原則は洋服とし、華美にならない服装に心がけまし
ょうとなっております。平成11年の成人式までは生活改善に沿った服装でありまし
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たが、平成12年以降は和服で出席する女性が徐々にふえてまいりまして、平成14年
にはほとんどの女性が和服で出席しているという経過であります。やはり、以前に
比べて、日常生活の中で、和服を着る機会も少なくなってきている、そんなところ
から、成人式の節目として記念写真を撮りたい、あるいはマスコミの影響など、そ
んなところから和服での出席者がふえてきたのではないかと思っております。
教育委員会の考え方ですが、冒頭に申しましたように、案内状の村の生活改善申
し合わせ事項を尊重し、簡素な服装では今後も継続していきたいと、ただし個人の
考えにもいろいろな考え方があるでしょうから、強制すべきものではないと考えて
おります。
以上、答弁とさせていただきます。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤議員。

９

番（唐澤 由江） どこかの議員さんから言われたのかなと思ったのでお聞

きしましたが、それはあくまで簡素に、個人の自由で、おばあさんのものを着てい
もいいわけですので、それはいいかと思います。
次に移ります。
大芝の体育施設の調整会議の予約を柔軟にということで、村の行事から区の行事
を優先させて予約し、次にわくわくクラブ、少年となっています。毎年恒例で営業
実績のある予約を３番目にできないかということですが、大芝荘での懇親会と体育
施設を同時に借り上げて、大きな売り上げに貢献している方が相談してきました。
わくわくも長い目で見れば、よい子をたくましく育て、村のためになるわけですが、
公的な行事は予備日を幾日もとるため、なかなか確定できません。３月１日以降、
やっと予約できるような状況ですので、やはり臨機応変に優遇させていただければ
という声があります。大芝公園は健康増進が第一で、収益は二の次という村長の考
えもありますが、大芝公園管理室では趣旨は理解できるが、教育委員会でオーケー
の返事がないと予約ができないというようなことでしたので、お聞きいたします。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） 大芝の運動施設に限らず、村の運動施設でありますが、

施設の設置の目的は、住民福祉の増進に寄与することを目的とすると、住民の健全
な保健体育のための便宜を供与するためとなっております。したがいまして、村民
が、まず優先的に使えるような施設であるということを前提にして考えていただけ
ればありがたいと。したがいまして、村や区の行事を最優先しまして、次にわくわ
くクラブの行事、あるいは社会教育登録団体の予約、これを先に済ませて、その後、
３月１日からの一般者の利用の予約を受けておるところであります。特に、高齢に
なっているからと便宜を図ってはおりませんが、柔軟には対応しているつもりでお
ります。御理解のほどをお願いします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤議員。
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９

番（唐澤 由江） 柔軟に対応していただいて、いろんなものがクリアされ

て、多くの方に大芝高原が利用されていくようお願いいたします。
文化財の関係に移ります。
大泉の御岳山に補助金を出して、伝承していく必要があるのではということです
が、昔から、大泉には保存の文化財が由来が二つありまして、一つは鹿踊り、もう
一つは民謡御岳山です。鹿踊りについては、14万2,500円等の獅子頭を出すときに
補助金がありますし、そうでないときは４万7,500円というような大金が出ており
ます。しかし、文化財の保護の御岳山については出ていない状況です。その活動に
ついてお聞きしてみましたが、区から３万5,000円をいただいているということで
すけれども、会計は厳しく、１人会費5,000円で、三味線の方へのお礼で終わって
しまうと。会議も、大泉の公民館は費用はかかるが、毎月第２金曜日を練習とし、
村公民館は減免措置があり、ただなので助かっていると言われました。中学校のふ
れあい講座からは2,000円いただいているということで、伊那公民館がこういった
伝統文化の講習会等をしてくれているので大変助かるようですが、そこまで行くに
しても、高齢化していて70代後半から80代。でも御岳山が本当になくなったらどう
すればいいんだろうなというようなことも、このごろ考えさせられたことがありま
す。歴史を知っている俳句の先生から、ぜひにということで140人の集う総会に御
岳山が呼ばれて、伊那市では評価されているのですが、地元はあんまり関心がない
のか、活動費等を予算化していただければありがたいということです。
以上です。
議

長（原

教 育 長（征矢

悟郎） 征矢教育長。
鑑） 御岳山に補助金をというお問い合わせであります。

民謡御岳山は、江戸時代から受け継がれ、平成17年１月に告示になりました村の
指定文化財、無形文化財でございます。御岳山保存会の皆さんの活動によりまして、
現在まで伝承されていると、こんなことをベースに考えております。それらの活動
に対して、村からは直接の補助金は出ておりませんが、御岳山保存会は村文化団体
連絡協議会に加盟しておりまして、そちらのほうから補助金がわずかですが出てお
ります。
会の運営費も必要ですけれど、伝統文化の伝承の一番の課題は、担い手の育成を
いかに育てていくかというところにかかっていると思います。以前にも、保存会の
方々を中心に、担い手についての相談はございましたが、非常にこれは難しい課題
でもあるわけです。できることは支援してまいりたいと考えておりますが、議員さ
ん、地元でありますので、議員さんにも積極的に参加していただいて、御協力をい
ただければありがたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤議員。

９

番（唐澤 由江） 地元ですので、練習に参加しろというようなお話があり
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ましたので、率先して今後は参加しますが、ちょっと教育委員会の車を貸していた
だくとか、そういったいろんな行事で危ないですので、そういった便宜を図っても
らえるよう、また今後、相談していきたいと思います。よろしくお願いします。
次に、移ります。
学校給食に、まっくんやさいやでも地産地消しております。規格外も受け入れ、
調理できないか、保管用に冷蔵庫で二、三日保存できないかという問題ですけれど
も、学校給食センターの村の野菜の地産地消については、何年も前から教育委員会
と農政係とで話をして、あじーなを中心にして、そこで調整して、シルバーの用務
員さんの配達やら、あじーなでも配達して、順調に行われておりました。その後、
まっくんやさいやからも提供しているようです。しかし、まっくんやさいやの方か
ら、野菜というものは全て捨てるところがないので、全部調理してくれればよいけ
れども、規格外はというようなことで注文が厳しいと、ぜひ受け入れて、調理でき
ないのか聞いてほしいというような話がありました。そうするには、保管用に冷蔵
庫で保存するのか、その前にちょっとカットして、まっくんやさいやが出すのか、
それとも、ニンジン、大根、タマネギ等はもつものですから、ジャガイモ、ニンジ
ン、大根、タマネギはまとめて購入してもらえれば手間も助かるのではないかなと
いうようなことがありまして、教育委員会の内容について、この質問についての御
回答をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） １番、２番、一緒でいいですか。

征矢教育長。
教 育 長（征矢

鑑） 学校給食に、まっくんやさいやからも地産地消のための

野菜を購入してはいかがという御質問であります。
学校給食に限らず、食材は安全安心なものを提供してもらうことが当然のことで
あります。村の生産者であるまっくんやさいやの野菜が出荷される時期については、
ジャガイモであるとか、タマネギであるとか、ニンジン等の食材を積極的に給食セ
ンターのほうでも買い入れをしております。ただし、給食センターの場合は、小中
学校の生徒だけでも来年は1,300人に近いところになります。それから、教職員を
含めますと、来年度は1,300食以上をつくらなくてはいけないと、そのために野菜
も、特に下処理がしなくても済むような規格品を買い取って、それを器械で加工し
たりしながら給食時間に間に合うようにつくるわけであります。下処理に時間がか
かり、大変な時間を食うような野菜については、買い入れが不可能でありますので、
これは御理解をいただきたいと思います。
それから、二、三日冷蔵庫へ入れてと、こんな話でありますけれども、原則とし
て、毎日の食事は生鮮食材を基本的に当日の朝納入してもらって調理をすると、こ
れは前提にしておりますので、下処理の必要な野菜は遠慮していただきたいと考え
ております。
それから、冷蔵庫の件が出ましたけれど、当給食センターには冷蔵庫もございま
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せんし、冷蔵庫を設置する場所もございません。まっくんやさいやの大型冷蔵庫が
導入されたようでありますが、主に規格外のものを保存することが多いようでござ
いまして、即学校給食センターで使えると、そういう野菜がないと、こんなことで
御理解をいただきたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤議員。

９

番（唐澤 由江） 学校給食法等で、いろんな決まりがあるようですから、

できないということはあれですから、また、もれなく野菜が使えるような規格に合
った野菜をつくっていただけるようにお願いしたいと思います。
次の質問に移ります。
村道４号線と中込の交差点の交通事故防止についてお聞きしたいと思います。
先日、村の交通安全協会と議会との懇談会があり、その中で、歩道設置等を考え
ていくという記事を見た方から連絡があり、こんなことでよいのかと、おかしいと
いう相談がありました。ここの交差点は事故が多くて、大泉からおりていき、中込
線との交差点ではとまれという標識があります。とまれというわけですから、中込
線が優先ということになるかと思いますが、４号線が広く拡幅されたのに、なぜ中
込線のほうが優先なのか。それ以外の４号線のほかの部分は脇道で、ほかの場所は
停止線ができております。そういう意識があってか、縦線有利と勘違いしてとまら
ないのか、結構事故があるようです。ほとんどが８、２で中込線が有利になってし
まっていると。道幅もさほど変わらないのにおかしいんではないかとか。公安委員
会がつけたものかとも思われますが、村道５号線も６号線もほとんど縦線が優先道
路となっております。それはどういうわけかということで、役場に行って関係者に
聞いてみましたが、昔のことはわからないというようなことで、また道路の交通量
によって優先道路が決まっているのではないかというようなお答えでした。現実は
どちらが多いかは不明でありまして、今は４号線のほうが、西箕輪の方も通るので
多いんではないかとは思います。いずれにいたしましても、この４号線の優先とい
うのはなぜなのかということをお聞きしたいと思います。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ９番、唐澤由江議員の御質問にお答えをいたします。

４号線と中込線との標識の問題であります。
中込線より村道４号線のほうが、拡幅工事が後で実施されたという経過があるわ
けであります。かなりたってから村道４号線が拡幅されたと。当初から村道４号線
に一時停止の標識が設置されております。この工事の後に、地元より何回か道路標
識のつけかえの要望も出されておりますが、その都度、伊那警察署や交通安全課に
相談をしております。標識をつけかることにより逆に事故の増加が見込まれるため
に、変更は難しいということであります。現在に至っておるところであります。
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また、中込線は通学道路として位置づけております。来年度から、歩道整備に向
けて測量等もしてまいりますので、児童生徒が通学するには、村道４号線を一時停
止のほうが安全に通学できることになります。また、他の村道５号線、６号線につ
きましては、この路線が通学道路となっておりますので、４号線とは少し意味合い
が異なってまいります。そんな点は御理解をお願いしたいと思います。
後から拡幅されたということ、同時に、これをつけかえるということは、本当に
今までの慣例というか、通っていた面で危険が伴う。また、同時に、今度は逆のそ
ういう御質問をいただくわけでございます。村道４号線を優先にすれば、逆に中込
線を通っている皆さんから逆の質問をいただきます。そういったことは数多くある
わけでありますので、現状ということで御理解をお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤議員。

９

番（唐澤 由江） この相談を受けてから、私も何回も行ってみましたけれ

ども、私も即座に、それは中込線が優先ですよというふうに言ったんですけれども、
やはりどういうことで、そういうふうに言われるのか、ちょっと私も理解しがたい
ところがありまして、そういうふうに言われれば、村長の言うとおり、後からやっ
ぱりかえれば、またそういった問題が起きるということで、交通道路標識を守って、
標識のとおりに運転するという原則をやっていかざるを得ないのかなと思いますの
で。
次に、事故率が８対２と、４号線が不利になるというような状況だそうです。５
号線、６号線とも優先道路になっていて、一般的にいったら５対５というようなこ
とになるのかなと思いますが、確かに事故率の保険のことについて村長に聞いても
わからないとは思いますが、何かこのことについてお考えがありましたらお願いし
ます。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ４号線と中込線は、４号線がとまれでありますので、そ

れは保険屋さんの判断でそういうふうになっているということであります。今、議
員も言いましたけれども、これは保険の問題でありますので、私がお答えする立場
にございませんので、その点は御理解をお願いいたします。
先ほどの交通量の問題が出ました。これは交通量調査をしてみましても、ほぼ若
干中込線のほうが多いのかなと、ほぼ同台数ぐらいのようであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤議員。

９

番（唐澤 由江） 幸い、私がその事故に遭ったわけではありませんので、

仕方ないんだよということで理解してもらわざるを得ないと。交通事故に遭わない
ように、みんなで気をつけていきたいと思います。
次に、伊那中央病院の救急救命センターの使命は何か。救命の実態と医療事故は。
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待合一部屋。個人情報が守られているか。医師による指導は適切かということでお
聞きしたいと思いますが。
伊那中央病院の救命救急センターが10月１日オープンし、多くの患者が救助され、
命を取りとめられたことと思います。安心安全な医療が守られ、ありがたいことと
思います。しかし、これでよいのかという声も耳にしたので、伊那中央行政組合議
会ではないにしろ、構成市町村の議員としてお聞きしたいと思います。
患者はまず医療の特別室へ、緊急搬送された場合は行き、それ以外の方は広いワ
ンルームに患者や家族、関係者が待つこと、２時間が過ぎ、３時間は当たり前、来
る患者を受け入れたり、聞き取り等を職員がしております。看護師と思われる人が
時折出入りしていても、何の連絡もないというか、とてもちょっと聞いても返事が
返ってこないような状況で、お待ちくださいとしか言われないそうです。誰からも、
今こうこうで、こうなっているから、少しお待ちくださいという説明がなく、ひた
すら待つのみとかということで、引き継ぎ者がいないんだそうです。４時間近く経
過し、恐る恐る尋ね、やっと医師から話を聞くことができて、もし施設から看護師
が行っても、家族から聞きますからいいですと言われて、やむなく四、五時間待っ
ても帰ってくるとか、いろんな苦情があるようです。その間に、診察を待っている
子供と家族、どこかの施設から来た患者と大勢の家族、それから傷口から血を流し
ている人、市に相談しているがお金がないという声、問題は名前や内容を、ここへ
どうして受診したのかということが全て他人にも聞こえてしまい、筒抜けだそうで
す。秘密が守られない。お金がないと言っているそばで、笑っちゃうよとその内容
に対するリアクションまで聞こえてしまう。こんなことでよいのかというような心
配な声を聞かされました。
とりあえず、１番の救命の実態と医療事故についてお聞きします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 伊那中央病院の救命救急センターの御質問であります。

平成24年４月１日に、伊那中央病院が救命救急センター指定を受けまして、地域
の救急医療の中核病院として、医師や看護師の増員などに努めているところであり
ます。また、平成25年10月１日からは、地域医療再生計画の基金を活用いたしまし
て、現病院の南側に新棟を建設し、その中に救命救急センターが入って、環境的に
は整備ができたところであります。救急救命センターは大変忙しいところでありま
す。本当に、医師を確保するだけで大変なところであります。
実態を少し申し上げます。救急件数でありますが、平成24年の１年間の救急受け
付け件数は１万5,696件でありました。このうち、自家用車等で受診された件数が
１万2,520件、救急車で受診された件数が3,137件、ドクターヘリ30件、ドクターカ
ー９件、こういった状況になっております。圧倒的に自家用車で来た方が多いとい
うことであります。今年度の状況、１月までの総件数でありますが１万3,467件で、
救急車2,690件、ドクターヘリほか52件となっております。24年度と25年度を平均
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件数で比較すれば、24年度が1,308件、25年度が1,347件ということで、救急救命セ
ンターを利用される患者さんはふえておるということであります。
ただ、一番困るのは、前々からもそんな指摘もし、ＰＲもさせていただいたとこ
ろでありますけれども、救急救命センターを受診するコンビニ受診者と言われてい
る方がかなり多いという、こういうことの実態もあります。こういう方が多いと、
重症患者の受け入れや入院患者の急変に対応が大変難しいということであります。
この辺は、また周知もしていく必要があろうかと思います。
先ほども申し上げましたように、医師の超過勤務や過労の問題も深刻な問題であ
ります。救急救命センターに勤める先生方、これは本当に大変な職務であります。
その辺は、ぜひ御理解もいただきたいというふうに思っておるところであります。
体制も充実してきておりますけれど、まだまだ大変な状況は続いておるということ
であります。
医療事故につきましては、中央病院に確認をいたしましたが、そういった事例と
いうのは今のところないというお答えでございました。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤議員。

９

番（唐澤 由江） ２番の待合が一部屋というのも、何とかならないかなと

思いますが、何か対策はありますか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 救命救急センターの患者さんの問診等につきましては、

確かに一部屋、待合室の部分で一部屋でやっているということであります。これは、
常に患者さんを見渡せるようにという配慮もあるようであります。本当に、少ない
人数でやっておりますので、特に夜間が多いという実態を見れば、そういったこと
もあるようでありますけれども、ただ、その中で、周りに十分配慮するように心が
けていく必要があるんじゃないかというふうに思います。家族の要望があれば、カ
ーテンを閉めるなどしているようで、プライバシーの保護が図られるよう院内で徹
底をしているということでありますし、また、さらにそういった面では徹底をして
いく必要があるというふうに言っていましたので、その辺は改善がなされていくん
ではないかというふうに考えております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤議員。

９

番（唐澤 由江） ありがとうございました。

じゃあ、３番目なんですが、ある施設での話です。夕方、つえをついている片麻
痺の方がトイレで転んでしまって、その日の当直者は上司に報告し、指示に従って、
痛みを訴えたので朝まで放置できないので骨折を疑い、レントゲンでの診察を仰ぐ
ため、家族による搬送で９時ごろ救急センターに着きました。そこでレントゲンに
より骨折していることが判明したわけです。ここで、介護タクシーで家族だけでな
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ぜ来させたのか、それが悪い。救急車で施設の誰かが付き添って来ないのがいけな
いといって怒られたというようなことで。その後の具体的な内容については詳しく
は申し上げられません。しばらくは伊那中央病院の夜間は行きたくないというよう
な気持ちだそうです。
とにかく、骨折だとわかって、手当がなされ、患者さんが痛みから解放されたの
であるので、ありがたいなと思っております。病気を治すのが医者であって、苦言
を呈するのはどうなのでしょう。夜間勤務の疲れがあるかとは思いますけれども、
人によっては家族であろうと、なかろうと、何にも言われずにスムーズに行く場合
もあるようです。長期の入院見込みは、急性期医療の対象外ということで、補助金
がおりないので、短期入院でないと困るというわけで、ある病院から患者を搬送し
たら、自分のところで見るようにと返されたとか、必ず施設で預かるように約束で
きるかと強く言われたり、いろんな事例があるようです。
利用者にアンケートをとる。あるいは、第三者委員会等で検討し、改善を望みま
す。村長の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） 救急に限らず、さまざまな御意見やいろんな苦情や、そ

ういったことはあろうかと思います。そういった場合には、院内に設置してある提
言・苦情箱に入れていただければ、病院で適切に処理が行われ、状況にもよります
が、改善が図られているという、図られるようにしていかなければならないと思っ
ております。
しかし、中央病院の場合には第三次医療で、本当に急性期の医療ということであ
り、今、上伊那の医療体制につきましては、公立３病院を中心としながら、民間の
開業医の先生たちの御協力をいただきながら、医療体制を構築しておるところであ
ります。上伊那地域は医師数が少ないということで、いわゆる地域関係型の医療を
目指して、機能分担ということを行っておりますので、その辺はぜひ理解をしてい
ただかなければ、本当に大変な患者さんの対応ができないということは防いでいか
なければなりませんので、それぞれ公立３病院が機能を分担しながらやっておりま
すので、その辺はぜひそんな御理解をお願いいたしたいと思います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤議員。

９

番（唐澤 由江） 次の問題ですけれども、社会福祉協議会の介護保険事業

の撤退はどういうことか。一つには、施設設備と財政難からの理由という。また、
村の半額補助で穴埋めをしていたという。通所介護も同じ実態か。民間でやってい
ないときは官がやり、困難となれば民間に託すべきではということで、今回、認知
症の通所介護とショートステイをやめるという方針が出た介護保険事業の今後を考
えたとき、もっと早めるべきではなかったのかと私も思っております。通所事業も
今のところ成り立っているが、関係者のお話をお聞きすると、定年でやめる人がい
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て、何とか、他の部署へ異動をしていただいて、デイサービスの正規職員が多くい
たけれども、人件費がばらけるようにしたとか、いろんな話を聞きました。
介護保険は、居宅にいる人のサービスを主にケアマネジャーが主役となり、利用
者の通所、ショート利用や、施設入所などをお互いに相談しながら決めていきます。
現在、村内ケアマネは、社協が４名、民間３名、個人１名がいて、それぞれ各自の
利用場所を決めるわけですが、私も８年前、８年間介護保険にお世話になった母の
場合、ケアマネは伊那市で、通所は村内託老所でした。皆、社協に通う人ばかりで
はありません。知っている人に会いたくない。あんな姿になってしまったのかと言
われたくない。今の私を見られたくない。こんな心理が働きます。
通所も建物が古くなって、手を入れなければならないところも出てきています。
託老所も村内４カ所もでき、小規模多機能の施設や特養２カ所、サービスつき高齢
者賃貸住宅、グループホーム、これらはみんな全て民間です。今後の見通しについ
て、時期を見ながら、民間への利用に変えていったほうがよいのではないかという
ような気がします。
介護保険が始まって12年から15年が経過しており、会計が村からの経費で賄って
いるのでわかりづらいところもあります。いろんなところで、村の補助金を当てに
しないで、事業主として実績を上げていくことが大事なわけで、近隣の市では、指
定管理者としての委託を社協がやらないと言ったら、どうしてもやってほしいと言
われて契約を結んだというようなことを聞いておりますが、今後生き残るには相当
な試練が必要で、民間の企業の実績は相当な実績があるようですので、またそこら
辺のことを考えて、社会福祉協議会の１、２、３、一緒でいいですので、村長のお
考えをお聞きします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 社協の村とのかかわり、介護保険とのかかわり、御質問

をいただきました。
村と社協というのは、密接にかかわっている部分というのはあるわけであります。
特に、介護保険事業でない村が本来行うべき事業につきましては、社協へ委託をし、
補助金として出しております。介護保険事業の分野で村から補助金を出していた部
分は、このショートステイ事業、これは出しておりました。なぜ出していたかとい
うのは、介護保険事業が始まった当初、まだまだ民間業者が少なかったという実態
や、社協に通所をしている、来ている人が、そのままショートステイを利用したい
という要望もかなりあったわけであります。そういったことで出しておったところ
でございますけれども、当初は黒字経営で推移ができました。しかし、介護保険制
度の報酬単価の引き下げ等々に伴いまして、赤字経営となってしまったということ
で、村も赤字経営になったときから補助金を出していたということであります。し
かし、あくまでも介護保険対象事業でありますので、平成26年度、来年度からの社
協のショートステイ部門につきましての補助金は廃止をさせていただいたところで
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あります。したがいまして、その後、社協として検討した結果、やっていけないと
いうことで、６月をもって事業を終了する予定であるということはお聞きしており
ます。村は、あくまで村の事業として社協に委託している部分、この部分はこれか
らもお願いしていきますけれども、介護保険事業者としての分野につきましては、
これは他の民間事業者との公平性の問題もありますので、平成25年度をもって廃止
とさせていただいたところであります。その辺は御理解をお願いしたいというふう
に思います。
通所介護も同じ実態かということであります。介護保険事業の中で村が補助して
いるものは、今申し上げましたショートステイ事業だけであり、通所介護事業のデ
イサービスについては社協が介護保険事業の中で運営をしておりますので、それは
通常の運営となっております。
民間と行政の関係であります。介護保険事業に限らず、民間でできない必要なも
のは、これはもちろん行政の責任として村がやっていかなければならないというふ
うに、私自身は考えておるところであります。民間で実施している事業につきまし
ては民間で行っていただく、このことがいいだろうというふうに思っております。
したがいまして、今後は、そういう考え方の中でやっていきます。ショートステイ
事業につきましては、当初は利用者の利便性を考慮して今まで続けてきたというこ
とでありますけれども、平成25年度を持って廃止をさせていただきましたので、こ
れから社協の介護保険分野につきましては、社協独自の部分ということでやってい
ただくということでありますので、そんな点はぜひそんな御理解もお願いいたしま
す。
以上です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤議員。

９

番（唐澤 由江） 次に、自動交付機が粗大ごみとなった。行政が国の方針

で進めた結果、その責任は誰がとるのか。問題意識を持った対応をということにつ
いてお伺いします。
住基カードによる自動交付機での住民票等の発行が、機械のメンテナンス等で近
い将来中止すると言われております。平成15年ぐらいに上伊那情報センターが行政
をリードし、総務省の勧めで、自動交付機を盛んに設置してきました、あちこちの
役場で。役場窓口で、顔と顔を合わせ、会話して交付できるのに、役場の隅、ある
いは外に、まるで今のＡＴＭのような大型のものがオンラインでつながっているの
はとても変ではないかなと思った次第です。そのとき、私もその業務を担当してい
たので、これは何のメリットも感じないからということで村は導入しませんでした。
やはり、今になっては間違っていなかったのかなと思っております。
こういった税金投入の無駄遣いというのは、誰が責任を負うのかと言われても、
もう10年もたっておりますし、誰ということもないかもしれませんが、こういった
考えでいけば、本当に行政もいろんな困難な面が出てくるのじゃないかなと思いま
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す。人間も同じ粗大ごみにはなるわけですけれども、中川と南箕輪対象外で、こん
なこと、どうして問題意識を持たなければいけないのかというようなことも言われ
たんですけれども、やっぱりこういった自分の感覚で考えて、何でもこんなものを
導入するのかという問題意識を持って、職員もやってもらえれば、今後、村も生き
残っていくのではないかなと思いますので、村長に１、２について感想をお伺いし
ます。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 自動交付機につきましては、今御指摘のように、平成15

年から設置が進みました。これは、国の当時の方針もありましたし、国の補助金が
活用できたということで導入が進んだというふうに思っております。そのとき、そ
のときの住民サービスのあり方、一定の役割を果たしというふうに私は思っており
ます。南箕輪村のように、本当にコンパクトにまとまっている村であれば、それは
それで必要ないということでありますけれども、かなり広範囲な自治体におきまし
ては、窓口に来られない、あるいは夜間に利用したいという、そうした住民サービ
スを考えて設置したということであります。南箕輪村と中川村は設置しなかったと
いうことであります。
しかし、本村でも、年間100件程度はよその自動交付機を利用していた人がおっ
たということでありますので、その点はそんな認識をお願いしたいというふうに思
いますし、今、コンビニ交付ができるようになりましたので、そちらに移行してま
いりました。ただ、コンビニ交付の場合には、住民票と印鑑証明だけであります。
自動交付機の場合には、これに加えて、戸籍や所得証明も利用できたということで、
大変便利なサービスであったというふうに思います。ただ、近年、今申し上げまし
たように、技術も進んでまいりましたし、コンビニ交付というようなことが定着し
てまいりましたので、自動交付機は廃止ということになります。多額な費用、維持
管理がかかっていたという、このことはそのとおりであります。申し上げましたよ
うに、自動交付機は一定の役割を果たしたということであります。
その中で、責任がという問題でありますけれども、これは自動交付機というのは
設置市町村が全額持って設置した、こういう経過であります。したがいまして、南
箕輪村は設置しておりませんので、責任問題について私がいろいろ言う立場にはな
いということで、御理解をお願いいたします。問題意識は持った対応というのはし
てまいります。
以上です。
議

長（原

悟郎） 唐澤議員、先ほどの質問の中に、人間も同じ粗大ごみに

なるというのはちょっと品位に欠け、不適切発言ですので、訂正をお願いしたいと
思います。
９

番（唐澤 由江） これは私の考えではありませんが、そういうふうに言わ

れているということを言った人がいたので、それを比喩、例えで言ったところです。
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私の意見ではありません。済みません。
議

長（原

悟郎） 今後は気をつけて発言をしていただきたいと思います。

９番、唐澤議員。
９

番（唐澤 由江） 以上で、私の質問は終わります。

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。

次に、３番、山﨑文直議員。
３

番（山﨑 文直） ３番、山﨑です。

震災から３年がたちました。この３月11日が来るたびに、その後において何度か
のボランティア活動に、大槌町でのがれきの姿、釜石での港のすさまじい姿、石巻
での山のようながれきの姿、それから飯館村での除染の活動が遅々として進まない、
誰もいないああいうところを見ながら、このところテレビ報道も何カ所か映ってい
ますけれども、進んでいない状況が変わっていないというのを改めて思って、もっ
と国としてもきちんとやらないといけないだろうなということを思いながらも、私
どもも日々の防災についても準備をしなければいけないなということを思っておる
ところであります。ということで、防災、非常に大事なことであります。
私は、３点について質問をしたいと思います。
１番目の質問でありますが、村の除雪体制の強化という点であります。
先日の２月の２週連続の大雪、全国的にも記録的な積雪ということで、テレビを
見ていますと、山梨の方が、大雪でこれはやっぱり災害だと、行政がこの災害に対
して対応がおくれたということをテレビの前で憤慨して、発言をしていました。や
っぱり、この大きな雪になって、生活が滞ってくるということになると、これはや
っぱり災害ということになると思います。
村の災害対策の計画の中にも、積雪に対するものがうたっておるわけであります
が、そこへ行きまして、この村の対応は、ことしに対しては私は非常に進んだなと
いうふうに評価をしています。とりわけ、村の職員の皆さんが、大雪の中をスコッ
プを担いで、歩道だとか、すくすくハウスのほうだとか、保育園とかいうようなと
ころ、生活に困っているような人たちのところを除雪に出かけた。これは、大雪に
対する体制というのがまた進んできたなということで、大いに評価をしているとこ
ろでありますが、大雪のために、ふだんの村の中の主要幹線は、業者に委託をして
除雪をすることになっている、そういうようなところの分では、除雪がおくれてし
まって、２日目になってもまだ開通してなかったというようなところが、メールの
中でも知らせを受けていたところであります。
こうした場合には、やっぱり一番心配されるのが緊急車両の通行ということでは
ないでしょうか。車が入っていけないというようなところに、救急車、消防車、こ
ういうところの事態が発生すると、命にかかわってくるということも考えられます。
そういうことの中で、これからも災害に対する準備ということでは、積雪の場合も、
これからはもっと体制を整えていくことが必要だなというふうに思っています。
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最初の質問としてです。除雪ボランティアがことしから発足をいたしました。昨
年の対応に基づいて、ことしから初めて取り組まれたわけです。この取り組み、そ
のものに対しては、すばらしい行動だというふうに思っています。そういう点で、
まだ３月、これからも上雪が心配されるような時期もあるかと思いますが、村とし
ては、除雪ボランティアが発足した現時点での中間的な評価というのをどういうふ
うにしているのかなと。例えば、各区のほうから、改めて何か要望があったとか、
そういう部分等について、午前中の同僚議員では、村長も一定の成果があったとい
うことも言っておられますが、具体的な問題みたいなものがありましたらお聞かせ
いただきたいと思います。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ３番、山﨑文直議員の御質問にお答えを申し上げます。

除雪体制の強化の問題であります。
ことしは、御承知のとおり、記録的な大雪となりました。本当に、交通面では苦
労をした、あるいは生活面でも苦労した、こんな状況が生まれてしまったところで
あります。
本村の場合、除雪ボランティアを昨年末に結成いたしまして、現在では108名の
皆さんの登録があり、この皆さんに本当に精力的に除雪をしていただいたところで
あります。一定の評価はあったという言い方をしましたけれども、本当に一定の評
価だけでなくて、大いに評価があったというふうに、私は役割が果たせたというふ
うに思っておるところであります。
豪雪時は、区長から業者に除雪を指示する体制となっていますが、実際には業者
も出払っていて、出動できない場合が多々あったわけであります。しかし、この除
雪ボランティアの発足によりまして、区内で誰が除雪機を持っているのか、その人
の連絡先、現場に近いかどうか等を区長がすぐ把握できていたために、第二の手を
打つなど、敏速な対応ができたところであります。多くのボランティアの皆さんが、
作業依頼時に前向きに協力をしていただきました。早朝から夜間まで、精力的に除
雪をしていただきました。こんなことがありまして、本当にありがたいなというふ
うに思ったところであります。
現在、中間的な部分でのまとめということでありますので、まだまだ去年発足し
たばかりでありますので、ことしが初めてそういった年になってしまいました。さ
まざまな御意見をお聞きしながら、改善できるものは改善をしていかなければなら
ないというふうに思っておるところであります。ただ、今のところ、これといった
各区からは問題点というのは上がってきていないということであります。また、明
日、区長会がありますので、いろんな御意見がいただけるんじゃないかと、それら
をもとに、さらに充実した体制をつくっていければというふうに考えております。
逆に、除雪ボランティアの部分もありましたので、村民の皆さんが、村内どの道
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も村や区で除雪してもらえるものだと思っているというお話もお聞きしたところで
あります。したがいまして、やはりこれは自先というのは、村民の皆さんに御協力
をいただかなければなりません。その周知は図っていく必要性を感じたところであ
ります。村民全員が協力して除雪体制に当たるという、この大原則だけはまた村民
の皆さんにもお願いしてまいりたいというふうに思っております。
記録的な大雪になった今考えれば、昨年末にこの組織をつくってよかったなと、
これが１番の感想でありますし、大いに機能をしたというふうに評価をしておると
ころであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑議員。

３

番（山﨑 文直） やってよかったなということで、お互いに、この経験を

さらに生かしていきたいなというふうに思います。後でもそういう質問があると思
いますので、この点についてはこのくらいにしておきたいと思います。
（２）の件ですけれども、村が保有するペイローダーがあります。この機械がか
なり老朽化しているんではないかと思います。少し聞きましたら、30年以上になる
んじゃないかということで、とりわけことし、私も家が近いものですから見ておる
と、このペイローダーが朝早く出かけていって、夜に一旦帰ってきますけれども、
その後、また出動する。１日に何回も出動するというような風景がことしは特にあ
りました。オペレーターの皆さんも大変だというふうに思いますけれども、村にあ
る除雪の専門の機械ということになれば、あの機械しかないようなことであります
ので、ふだんの除雪道路以外のところも要請があって出かけたんではないかという
ふうに考えています。ここ何回か、修繕もしているという話も聞きましたので、一
つはここを新たに更新すると、26年度の予算の中では修繕の予算等も乗っています
けれども、冬が来て、いよいよというときに壊れてしまっては何にもなりませんの
で、新しく更新するという計画も必要ではないかというふうに思います。
さらに、委託業者が６社あるという話でありますが、委託業者の皆さんも、除雪
のための専門の機械を持っているわけではなくて、ふだんの建設のための作業の機
械であります。十分に除雪できるかということでは、専門の機械には勝てないとい
うふうに思います。ある業者さんの話も、こういうような状況が今後も起きるとす
れば、業者の機械だけでも対応ができなくなる恐れもあります。そういうことで、
できれば村のほうでも複数の機械を、例えばリースで借り上げて、その業者に委託
をするというようなこともしてもらえるとありがたいなということで、大きなお金
がかかる部分を１年間１業者が置いとくというのもなかなか大変ではないかという
ふうに思います。そんな点で、ことしも大雪、１月ごろまではことしは余り少なく
てよかったなと思っていたところが、２月に来て、どんと雪が降ったということで、
こういうような状況は温暖化とも関係があるというふうに言われていますけれども、
これからも十分起こり得る事態でありますから、こういうものに対する備えという
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ことで、専用の除雪車を複数確保しながら対応していくということも、これからは
大事だなというふうに思いますので、この辺のところの村の考えをお聞きしたいと
いうふうに思います。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 機械の御質問であります。

更新費用であります。村がペイローダー１台持っておりますけれども、更新費用
がかなり高い機械でありまして、4,000万から5,000万、１台かかるわけであります。
相当、これは年数がたって古くなってきておりますけれども、修繕をしながら使っ
ておりますので、まだまだ使えますので、それまでは使ってまいりたいと、その後
はどうするのかというのはまたその時点で考えていきたいというふうに思っており
ます。
新たなリースにつきましては、通常の場合、シーズンのリース契約ということに
なりますので、本当は冬だけのリース契約ができれば一番いいわけでありますけれ
ども、なかなかそれはできないということでありますので、この辺は大変難しいの
かなというふうに考えております。リース会社が保有するペイローダーというのは、
村が所有するものより小型なものであります。予定された台数を保有しているもの
で、緊急時リースには対応はできないということであります。こんなことは御理解
をいただきながら、こういった状況が数多く続けば、村としても除雪体制を真剣に
考えていかなければならないだろうなというふうに思います。この辺は、また建設
業組合のほうとも一緒に検討をしていく必要があろうかというふうに思いますので、
その辺はこんな御理解をお願いしたいと思います。
今、除雪ボランティアの話を先ほどさせていただきましたけれども、大型トラク
ターを持っている人がかなりいるわけであります。この威力というのは、かなり大
きな効果があらわれておりますので、さらにそういった皆さんの発掘だとか、依頼
だとか、そういったことも考えていく必要があろうかというふうに思っております。
両面を組み合わせながら対応してまいります。除雪ボランティア組織をつくりまし
たので、トラクター等につきましても村で保険を掛けている、そういったことは実
施をしておりますので、その辺も御理解をいただきながら、さらにそういった皆さ
んがふえていただければいいな、また村のほうからも要請はしていきたいというふ
うに思っております。
したがいまして、御質問の村で持っているペイローダーにつきましては、使える
だけ使っていく。リースにつきましては、年間契約となってしまいますので、これ
は多額のお金がかかりますので、その辺はまた村の建設業組合のほうとも協議をし
てまいりたいというふうに思います。３点目として、新たな除雪ボランティア、ト
ラクター、大型トラクターによるそういった面を発掘してまいりたいと、こんなこ
とで対応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。
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議

長（原

悟郎） ３番、山﨑議員。

３

番（山﨑 文直） ペイローダーなんですが、確かに4,000万から5,000万と、

非常に高いものであります。ですが、あのペイローダー、作業中でしたか、突然と
まっちゃったときもあるという話も聞きました。それも30年もたつということです
ので、修繕はするにしろ、いつ動かなくなるかもしれないという心配もあるわけで
すから、例えば２年後ぐらいにはとか、あるい程度決めて、それに向けて計画をし
ていって、そこまで一生懸命使うんですけれども、そのときには何とか更新という
ことで、いつまで使えるかというのを、30年使った機械をもたせるのも大変じゃな
いかなというふうにありますが、具体的にあと何年ぐらいで更新はとりあえずする
とか、そういう考えは持てないんでしょうか。
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、かなり手をかけて修

繕しておりますので、まだまだ使えると思っております。その辺の年数につきまし
ては、また機械の状況を見ながら考えてまいります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑議員。

３

番（山﨑 文直） 多額のお金がかかるものですから、いわゆる積み立てじ

ゃないですけれども、年数を決めて、いつごろ更新するというような計画をぜひ立
てていただいて、これからも起こり得るだろう雪害対策に備えていただきたいなと
いうふうに思います。
それでは、２番目の質問に移ります。
上伊那の医師確保には、長期的な取り組みが必要ではないかということでありま
す。
先日、村で開催をいたしました健康講演会で、信州大学の本郷先生からの話を聞
きました。生活習慣病や糖尿病等について、すばらしい話でありました。私も若干
そちらのほうに心配な部分もありますので、身にしみてお聞きしたところではあり
ますが、その話の中に、先生からも上伊那の医師不足という話も出ました。そうい
うことの中で、今回、この医師のこれからの確保という点について質問をいたしま
す。
平成22年度の県内の医療従事医師の数は、長野県が10万人当たりで205人という
ことで、これは全国でも33位という下位のほうにありますが、上伊那はその中でも
さらに少ない131.8人ということで、医療圏が、長野県の中で10地域ある中で下か
ら２番目というように、非常に医師が不足しているということを数字を見て改めて
不安になったところであります。本郷先生の話によりますと、信州大学医学部には、
300名余のお医者がいるということですが、意外とこの長野県内の出身者が少なく、
他県からこの大学に行っている方が多い。そうしますと、卒業すると、結局は出身
の県外に帰ってしまう。本郷先生は飯田の出身で、信大を出て、この地域にとどま
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っている先生ということで、信大の中でも何か珍しいというような話を本人の方が
言っておられました。そういう話も聞けば、さらに上伊那の医師の数が少ないとい
うことが考えられますし、これからも不安になるかなという点では、これはやっぱ
り人材を確保するという意味で取り組んでいかなければならないだろうなというこ
とであります。
そこで１番目の質問でありますが、地域医療再生計画ということで、上伊那でも
21年から25年度にかけて取り組んでおりますが、この医師の確保という部分につい
ては、どの程度の、これは数年の中ですから、お医者さんが数年で誕生という部分
は非常に難しいかというふうに思いますが、そういう点で成果はどの程度出ている
かという部分についてお聞きするところであります。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 上伊那の医療体制についての御質問であります。

上伊那では、医療の機能分担と連携、医師不足などの地域医療の問題、課題を解
決するために、地域医療再生計画に基づきまして、上伊那地域医療再生推進協議会
を設置し、公立３病院、上伊那医師会、行政が一丸となって取り組みを進めてまい
りました。それは平成25年度、今年度で終了するところであります。その結果、公
立３病院を中心とした急性期から回復期までの機能の再編や医療従事者の確保など、
一定の成果はあったところであります。その辺は成果があったということで御理解
をお願いいたします。
医師不足の取り組みの成果といたしましては、平成23年３月に信州大学医学部附
属病院と上伊那地域の間で、研究教育に関する協定を締結しまして、その結果、平
成23年度から伊那中央病院救急科に１名、昭和伊南総合病院には小児科１名、整形
外科が１名の医師の派遣をしてもらうことができました。また、伊那中央病院では、
内視鏡の技術のトレーニングと医療従事者の資質向上のための研修の場としての研
修センターを整備しました。この４月から稼働が始まってまいります。医学生や地
域の医療スタッフが利用可能となる施設であり、上伊那全体のスキルアップや医師
確保につながっていくものと期待をしておるところであります。
全国的にも医師不足は解消されておりません。再生計画の人口10万人当たり医師
数152人という目標に対し、平成24年末現在で137.9人となっております。したがい
まして、まだまだ及ばない状況であります。今後は、この事業で整備した医療施設
やあらゆる施設を最大限に活用し、地域医療を推進し、引き続き各病院で信大と連
携して、医師確保に努めてまいります。
おかげさまで、伊那中央病院は医師の数がふえてきております。増加をしてきて
おります。診療科として、また新たに充実をする部門も出てまいります。これは、
またこの３月末に行われます行政組合の議会で、その辺はお諮りをしてまいりたい
ということで今準備を進めておるところであります。したがいまして、地域医療再
生計画は効果があったということで総括をしておるところであります。
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医師不足は大変な問題であります。確保するのは大変であります。長野県の場合
は、信州大学医学部との連携、これが非常に大切になってくるわけでありますので、
その辺の連携を大切にしながら確保していきたいというふうに思っております。
また、上伊那の状況を見ますと、上伊那というのは公立３病院が主体となってお
ります。ほかの地域へ行きますと、国立病院や県立病院、あるいは日赤の病院、厚
生連の病院、数多くあるわけでありますけれども、上伊那地域はそういった病院が
ありません。公立３病院が主体となっておるところでありますので、その辺は公立
３病院を中心としながら、開業医の先生に今協力をいただくということで、今救急
部門につきましても医師不足の間はそういった措置もとらせていただいたところで
ございます。そういった協力体制も必要であります。
一番の問題は、やはり研修医制度の変更が大きかったかなというふうに思ってお
ります。大学病院の医局の部分の縛りが効かなくなってしまっている。研修医はど
こでも研修に行けるようになってしまったという、こういったことが一番大きかっ
たのかなというふうに思いますけれども、最大限この医師確保には努力をしてまい
ります。よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑議員。

３

番（山﨑 文直） ここ、ずっと努力をされていることについては同意をす

るところでありますが、そもそもお医者さん、今お医者さんになっている方を確保
するというのも大事なところでありますけれども、医師の免許をとるには非常に長
い期間がかかるわけでありますから、これは長期的な計画ということが必要ではな
いかと。信大の先生も言っておられましたが、先生の話はそのときは、小さいうち
からの、青少年からの医療なり、生活習慣も大事だということも言っておられまし
たが、同時に、この地域で医師を確保しておくために、小学生、中学生のころから、
医療に対する体験だとか、勉強だとか、病院を視察するとか、交流をするとかいう
ようなことを通じて、将来医師になろうというような人たちを育てていくというこ
とも大事ではないかなと。お医者さんになってからの人を確保するというのは、非
常に難しい部分がありますが、小さいうちからのそういう取り組み、こういうこと
も大事ではないかなというふうに思いますので、（２）の質問でありますけれども、
学校教育とか、そういう部分で、こういうような取り組みというのは考えられない
ものかどうかということでお聞きしたいと思います。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

征矢教育長。
教 育 長（征矢

鑑） ３番、山﨑文直議員の質問に答えます。

学校教育の中で小さいうちからということでございますけれども、やはり小学生
のうちは社会の仕組みもよくわかっていない、職業がどんな職業で、どんなに困難
な場を踏んでいかなければ医師になれないというような理解がまだできないわけで
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あります。なおかつ、小学校は、最近、ゆとり教育から学力向上を主体とした詰め
込み教育に変わりつつあります。具体的に言いますと、道徳教育が教科として、１
週間35こまの中に１時間組み入れられていくと、あるいは英語の教育が今５年、６
年におりてきたわけですが、これも３年生以上というような形で数年後にはなると
いうことで、子供たちにゆとりのある教育の中で、医療はどうだと、あるいは看護
の環境はどうだというような教育がなかなか時間がとりにくくなっているというこ
とが一つございます。
中学生に入りますと、１年ではキャリア教育のカリキュラムができておりまして、
例えば中学１年生の場合は、将来への志望、希望、あるいは自己理解、あるいは身
近な職業等々、こういったテーマを設けて、考えたり、話し合いをしたりというよ
うなこともできるわけであります。特に、１、２年生の場合には、職場体験学習が
始まりまして、１年生で１日、２年生では２日間、３年生ではキャリアシンポジウ
ム等の職業についての学習をしており、また中央病院等で医療関係の職場体験学習
をする生徒もございます。昨年の場合には、ＰＴＡの講演会で、諏訪中央病院副院
長の吉澤徹先生のお話を聞く機会があったようでありまして、生徒もそれに参加し
ております。実は、３年前の３．11以降、南三陸町と中学校の生徒との間で交流が
進んでおりまして、３年間交流を続けてきたわけでありますが、そういった裏打ち
がございまして、この吉澤先生の講演に対して、生徒からは、被災地での医師不足
についての質問がたくさん出たようでございます。そういう一つの体験を通じて、
医療の関係に目を向けたり、あるいは将来そういうものに進もうという子供たちも
出てこようかと思うわけですけれど、一斉一律の教育の中では、なかなか小学校と
同じように学力向上の問題が中心に座ってきますと、余裕を持って職業選択をして
いこうという場が欠けてくるのではないかと、こんなことを心配しているわけであ
ります。
なお、ちょっと調べてみますと、大学へ入るには、希望だけでは入れないわけで
ございまして、医学部の定員は極力少なくて、お金もかかるわけですので、しかも
６年制であると、しかも高い学力、つまり偏差値の高い実績を持っていかないと、
なかなか医学部にも入れないと。そこを出て、国家試験を受けて合格しても、実際
に医療に携わる技術を身につけるまでには、かなりの時間を要するというようなこ
とで、医者をつくる方の問題において、非常に大きな今問題が、彼らの前に、若い
者の前に立ちふさがっている状況であるというようなことを実は教育に携わった者
として、これは問題点の一つとして提起をしていきたいと。
そんなことでございまして、委員の質問からちょっと離れましたけれど、小学校、
中学生のうちからの教育は、なかなか難しくなってきているなと、こんな御理解を
いただければありがたいと思います。
以上でございます。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑議員。
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３

番（山﨑 文直） 今までわからなかった話を聞かせていただいて、ありが

とうございました。実際の問題となると、いろんな壁があるということで、職場体
験で中病にも行く機会もあるというようなこともありますので、ぜひそういう機会
も大事にしながら、そもそも長期的に取り組まないといけないということでありま
すので、来年、再来年どうするかというだけでなくて、常日ごろから少しずつ、そ
ういうものに対して取り組んでいくという教育の分野での努力をまたよろしくお願
いしたいと思います。
（３）であります。
村長からもこれからも取り組んでいくという話もありましたし、確かに上伊那は
赤十字や国立、県立、大学病院等もないわけでありますので、これからの医師確保
ということになれば、上伊那が団結して、いろんな知恵を出し、事業に取り組んで
医師確保ということをしていかなければいけないだろうなということであると思い
ます。同時に、その構成市町村として、一村としては、例えばどんなことができる
のかというような、村長からの意欲なりを聞かせていただければと思いますが、
（３）の質問であります。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 今、医療に対して、村としてどういうことがしていける

のかということでありますけれども、やはり上伊那の場合には、非常に統一がとれ
た地域であります。公立３病院も連携をしながら統一がとれておるところでありま
す。医療再生事業が平成25年度で終了しますけれども、引き続き、上伊那医師会や
歯科医師会や薬剤師会や県や行政やいろんな公立病院とで組織する、これからは上
伊那地域包括医療協議会で、この上伊那全体の地域医療推進について協議をしてま
いりますので、この協議会の中でさまざまな議論がなされると思います。また、専
門部会の中に、地域医療急速委員会というのがありまして、医師をはじめとする医
療従事者の確保や医師育成への支援及び援助などの検討が行われていくということ
でありますので、そういった中で十分検討が図られていくのではないかというふう
に考えております。また、医師だけではなく、看護師の不足につきましては、引き
続き、上伊那広域連合として奨学金制度を継続したところでありますので、そんな
点も御理解をいただきたいなというふうに思います。
医師の養成にはかなりの年数がかかります。10年かかると言われております。信
州大学医学部でも、確か長野県枠というのを設けられた経過もあるように記憶して
おります。そんな活用もしていければいいなというふうには思います。ただ、今、
教育長が言いましたように、医師確保というのは学力等の問題も出てまいりますの
で大変難しいなと。国立や公立病院につきましては、医学部偏差値はかなり高いも
のですから、誰でも行けるという状況ではなりません。民間の医学部につきまして
は、これはかなりお金がかかるものですから、これも本当に至難のわざだなという、
こういう面も今答弁を聞いていましたら、なるほどなというのを感じました。この
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辺は、また国で考えていただければというふうに思うところであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑議員。

３

番（山﨑 文直） 信大の県内の枠があるということもありますし、あと、

学力の問題につきましては私も大きなことは言えませんので、ぜひ長期的な課題に
立っています。お金の問題につきましては、奨学金ですか、医療再生計画の中にも
支援する制度もありましたので、こういう部分をさらに充実していきながら、それ
こそ長期的な取り組みをこれからも進めていっていただきたいなというふうに要請
をしながら、２番目の質問を終わりたいと思います。
３番目の質問であります。
大芝高原の植林提唱者の福沢桃十先生の顕彰をしてはということであります。
大芝高原の件につきましては、私も何回か質問をしてきているところであります。
いやしの場としての大芝高原、さらにみんなで大切にしていくということは大事だ
なと。村のほうでも、整備も順次進められていることについては評価するところで
ありますが、この大芝の山、大芝の森林というのが、中には自然林だと思っている
人も、村の中でも多いのではないかなというふうに思います。このごろ、この大芝
の森林が、明治28年に福沢校長先生の提唱により植林、消失した学校を再建するた
めの植林を提唱して、それから始まってきたということ。さらには、戦後の開拓の
中で、木を切ってきたりしたところへ新たな植林をしてきたということで、大芝の
山は、この先人の皆さんたちの努力によって、今この中央道の沿線の中では、あれ
だけの平地林として残っているのは大芝くらいしかないんだろうと、非常に貴重な
林であるということをさらに所有者の村としては後世に伝えていく、観光面でも、
教育面でも伝えていくということが大事ではないかなというふうに思います。
そういうことで、それに関連しまして（１）の質問ですけれども、明治に植林を
提唱した、それからもう120年ぐらいになるんでしょうか。そういった歴史を築い
てきた最初の提唱者としての福沢先生、例えば顕彰碑等を学習林のところへつくる
とか、大芝高原のどこかにつくるとか。それから、今でも一部山の経緯を説明した
文がありますけれども、そういった説明板も兼ねて、こういう顕彰碑等の建立等を
してはどうかなというふうに思います。これからも、いろんなところから訪れるで
あろう村外からの皆さんにも、こういうのを伝えていきながら大芝を伝えていくと
いうことを思いますが、村長の考え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） 大芝高原林の御質問でございます。

御承知のとおり、大芝高原林は、明治28年に福沢桃十先生が着目し、議会や村に
働きかけて、小学校の児童が植林したのが起源となっておるということはそのとお
りでありますし、人工林であります。そういった中で、すばらしい財産を残してい
ただいたということは大切にしていかなければならないというふうに思っておりま
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す。一時中断をされておりました中学校の生徒による育林作業が、22年に復活をす
ることができました。今までは植林ということでありましたけれども、今の時代は
育林ということで継続がなされておるということ、本当にありがたいなというふう
に思っております。私も中学時代に植林をした１人であります。そういったことを
考えれば、いまだにそういったことが続いておるということは貴重なことだなとい
うふうに思います。
その作業の際に、大芝の話はしておるようであります。福沢先生の話を含めてし
ておるようであります。また、看板も設置してあるところであります。しかし、も
う少し詳しい看板というのは、看板といいますか説明板といいますか、そういった
ものは必要かなというふうに思っております。福沢桃十先生の名前も入れながら、
大芝のあの村有林を後世に伝えていく、そういった一例としての看板類の設置、こ
れはかなり自然にマッチした丈夫なものをつくっていく必要はあるのかなというふ
うに思っておりますので、この辺は必要性を感じておりますので、また何とかして
いかなければならないというふうに思います。顕彰碑につきましては、今のところ
つくる考え方はありません。そういった福沢先生の名前を入れながら、大芝高原林
の歴史を知ることのできる何かをつくっていきたいという、これは早急に検討させ
て、実施していきたいというふうに思っております。
福沢先生の遺族に対しましては、村政100周年のときに感謝状をお送りをしてあ
るところでありますし、また私になってからも、何年か前に御遺族御夫妻を大芝に
お招きをいたしまして、現在の大芝高原を見ていただきました。そして感謝を申し
上げたところであります。こういったことはたまには続けていく必要があるのかな、
感謝していく必要があるのかなというふうに考えておりますので、よろしくお願い
いたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑議員。

３

番（山﨑 文直） よく学校に行くと、昔、二宮尊徳の像があったりして、

昔の事業に対して、勉強も兼ねて後世に伝えていくということがいろんなところで
ありますので、ぜひこの部分、平成24年８月14日の長野日報に、福沢さんのお孫さ
んが夫婦で訪れていかれたという新聞が載っていまして、ぜひそういう交流も通じ
ながら、ブロンズ像というと姿がなければわかりませんので、それでも顕彰碑とい
うふうなのは考えてないという話でありますが、説明板の中にもそういった事業の
取り組みをした経過、ぜひ詳しく載せていただきながら、立派なものをつくってい
ただいて、顕彰碑にかわるようなぐらいのものをつくっていただきたいなと、ぜひ
検討をお願いしたいというふうに思います。
（２）でありますが、関連してということで、これからも大芝高原を伝えていく
ということで。平成28年に、52年ぶりとなる第67回の全国植樹祭が長野県で開催さ
れるということで、先日決まったということです。内容についてはこれから決めて
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いく。主会場は長野のエムウェーブということだそうですが、聞くところによると、
各地方事務所単位でも希望をとるのか、植樹するなり、育樹するようなところをし
て、この植樹祭の中で実施をしていきたいというような話を聞いたところでありま
すので、ぜひこういう機会に福沢先生の話の説明文もつくるも、兼ねながらこうい
うところにも手を挙げて取り組んでいったらどうかと思います。いかがでしょう。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 全国植樹祭が平成28年、長野県で開催されるということ

は決まっております。県も、去年の９月に全国の植樹祭長野県実行委員会を設立し
て、今準備を進めておるところでございます。開催規模につきましては、全体で１
万5,000人という参加者、それと同時に、長野県全域をステージとした県民主体、
県民参加による広域開催型になるように取り組みをしていくということでなってお
るようであります。主会場は、今御指摘のありましたようにエムウェーブというこ
とでありまして、長野県全体が参加できるような植樹祭にしていきたいということ
で、上伊那もその一つの会場になるんではないかというふうにお聞きはしておりま
すけれども、内容が全くわかりませんので、内容がわかった段階で協力できるもの
は協力していきたいというふうに思います。ただ、大芝自体につきましてはもう植
林するところはございませんので、そういった部分につきましてはちょっと難しい
のかなというふうに思っておるところであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ３番、山﨑議員。

３

番（山﨑 文直） 植樹する場所、ああいうところですので限りがあると思

いますけれども、こういう機会を通じながら後世に伝えていく、いろんな取り組み
を兼ねてやっていくという前向きな姿勢で、これからも行っていただくことを要請
しながら、私の質問を終わりたいと思います。
議

長（原

悟郎） これで３番、山﨑文直議員の質問は終わります。

ただいまから３時25分まで休憩といたします。
休憩 午後 ３時０７分
再開 午後 ３時２５分
議

長（原

悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。
２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） 議席２番、久保村義輝です。

私は、大きく二つの問題について村長に質問します。
まず、１番として、ごみの資源化向上で処理費削減の取り組みを進めるべきでは
ないか、こういう立場で質問をいたします。
（１）として、可燃ごみの収集において、水分の多いものを減らしていくこと。
このことの啓蒙努力が必要ではないか、こういう立場であります。私も地区の集積
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所の当番として時々出るわけでありますが、そういう中で、可燃物の袋に水がたま
っているような状態で出される場合があります。係やそれぞれが指摘をして、名前
が書いてありますので連絡をしたり、持ってきてそこにいる場合には、すぐにこれ
はまずいよという指摘をする。いろいろそういうことを地元でもしております。そ
ういうことを繰り返しているうちに、その人は出さなくなるということで、いずれ
にしても指摘をし、みんなで見ていくということが大事で、私の地区でも２年に１
遍ぐらいという周期で、全区民が当番で立ち合いをするようなことをやっておりま
す。そうすると、まず立ち会っているほうがきちっと分別をするということになり
ますので、そんな教育がされているわけであります。そんな点で、私も前に追跡調
査したときも、本当にみそ汁がそのまま袋に入れられていたというようなこともあ
って、収集車も本当に嫌だよという話もしておりました。現状は、もっと改善され
ているんだとは思いますが、この点について、この村内で、全体ではどのような状
況になっているのかお聞きしたいと思います。
そして、この上伊那広域の調査でも、燃やせるごみの42％が台所からの厨芥ごみ
が出ているというような一つの集計がされております。これらは、生ごみ処理によ
って、大幅に燃やせるごみの量を減らすことができる部分ではないかというふうに
考えております。こんな点で、上伊那広域でもごみの減量でずっと計画的に削減を
してきた経過がありますが、広域の資料でも、今計画よりも実際にはごみが減って
いる状況だというふうになっております。この厨芥ごみを減らし、また減少傾向に
あるごみの量ということで考えると、新しいごみ処理施設の規模も大幅に縮小する
こともできるのではないかと考えますので、いずれにしてもこのごみを資源化する。
そして、その中で特に水分を減らし、燃やさなくてほかに処理の方法がある生ごみ
等について処理をする。このことによって、大幅に減量することができるのではな
いか。この点で、ごみを出す皆さんにも大いに啓蒙して、自分たちの負担そのもの
も減るんだというあたりを啓蒙していく必要があるのではないか。こんなことにつ
いて、現状と対策をお願いします。
以上です。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ２番、久保村義輝議員の御質問にお答えいたします。

可燃ごみで、水分の多いものを減らす啓蒙努力の御質問であります。
まさに必要なことでありますし、そのとおりだというふうに思っております。上
伊那地域でも、新ごみ処理中間施設建設に向けて動き出しております。そういった
中で、いかにごみの減量化を図っていくか、このことが大きな課題であるし、重要
な問題となっておるところであります。
平成24年度から、上伊那広域の取り組みとして、村では年に４回、家庭から出さ
れるごみの組成調査を行っております。この調査は、無作為に抽出したごみ袋の中
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身を組成ごと分離し、重量をはかり、重量比でどの程度のごみが出ているか、実態
把握する調査でありますが、その結果から、今御指摘のありましたように、可燃ご
みの重量のうち、平均して約４割が生ごみ、厨芥ごみであるという結果が出ており
ます。また、この４割のうちの６割程度が水分であるという結果が出ておるところ
であります。したがいまして、いかに水分を減らしていくかがごみの減量化に大き
くかかわってまいります。これは調査からいって、そういう結果にもなっておりま
すし、まさにそのとおりだろうというふうに思っております。
この点から、村でも、平成10年度より、生ごみ処理機の補助金要綱を設置し、家
庭ごみへの生ごみの処理の推進を図ってきていますが、25年度は補助金の金額の上
限を２万円から３万円に上げました。２月末現在で45件の補助申請を受け付けまし
た。近年、この補助金の申請は、年間で十数件と、こんなことでとどまっておりま
したけれども、補助金額を増額したことにより、大幅な伸びとなっております。生
ごみ処理機の普及推進に効果があったというふうに考えておるところであります。
このことも生ごみを減らしていく一定の施策であるというふうに思っておるところ
であります。
平成25年度の可燃ごみの収集量でありますが、１月末までの実績で1,765トンで、
前年比５％減少しております。家庭で生ごみ処理機を使う世帯の増加、ひいては生
ごみステーションに出さない、あるいは乾燥させて減量化して出す、これがこの
５％の減少の全てとは言いませんが、生ごみ処理機の普及により、言ってみれば、
清掃センターに持ち込まれるごみの減量化に一定の効果があったものと考えておる
ところであります。
可燃ごみとして生ごみを出すときは、水分を切って出していただくことは大事な
ことであります。昔は、南箕輪村の可燃ごみが搬入されると、水分が多いせいで、
消防車が来たと言われた、そんな時代もあったようであります。そうすると、燃焼
コストは余計にかかることになります。上伊那広域連合の広報誌にも、何度か生ご
みの水分を絞って出すことについて掲載しております。村の広報誌にも、今後掲載
するようにしてまいります。また、あるいは転入時に出前講座など、住民の皆様と
接するあらゆる機会を捉えてお知らせをし、御理解をいただけるよう取り組んでま
いりたいと考えております。
御指摘の点はごもっともな点でありますので、さらに努力をしてまいります。い
かにごみを減らしていくか、これが新ごみ処理施設の大きな課題となっております
ので、そんな点はさらに徹底をさせてまいりたいというふうに思いますし、さらに
生ごみ処理機の普及、これは宣伝もしてまいりたいというふうに考えておりますの
で、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村議員。

２

番（久保村義輝） 状況は少しずつよくなっているのだろうというふうには
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思いますが、特にここで問題になりますのは、区に参加していない皆さんが勝手に
ほうり込んでいくというようなことがやはりまだあるわけであります。各区にきち
っとそういうことを知らせることも大事なんですが、どうしてもこれがいつも問題
になるように、なかなか村と直接つながっていない、区とつながっていない人たち
の不法投棄といわれるようなもの、これがやはり大きな部分だろうと思いますので、
転入するときも含めて、あらゆる機会を通じて、区だけでなく、そういうところに
徹底できるような方法もまたぜひ考えてほしいと思います。
各集積所で、今言ったような不法投棄といわれるような部分というのは、かぎは
かけているところもありますが、この村内全体ではそんな点の悩みは今ないのかど
うか、その点をちょっとお聞きいたします。
議

長（原

悟郎） 清水住民福祉課長。

住民福祉課長（清水 麻男） 議員さん御指摘のとおり、未加入世帯のごみの出し
方が非常に問題になっております。特に、アパートの多い沢尻区等については、衛
生部長さんがいつも御苦労なさっておりまして、村でも相当な協力をしながらお手
伝いをさせていただいております。アパートの関係につきましては、年度末にごみ
のチケット、それからごみカレンダーを送りますので、そのときに説明会を去年か
ら開催をしておりますけれども、とにかく説明会を開催しても、出てきてくれる管
理者の方が余りにも少な過ぎるという状況でありますので、またこれらも徹底をし
ていく方策を考えていきたいなというふうに考えております。
あとは、ごみステーションの関係につきましては、各地区それぞれ衛生部が、本
当に衛生部長を中心に活躍をしていただきまして、毎年スムーズに運営をされてお
りまして、これを私が見てみると、年々ごみの出し方は、区に加入されている方の
ごみの出し方は非常に徹底してよくなってきているなというふうに感じております
ので、さらに一層の推進をしていこうというふうに考えております。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村議員。

２

番（久保村義輝） 非常に御苦労な部分ですが、一層の御精進をお願いした

いと思います。
そして、（２）であります。
不燃ごみの中から、これはもっと資源化できるものがあるのではないかと私は思
うわけであります。それで、資源化できるものの項目をふやすべきではないかと思
うわけであります。特に、これはプラスチック、ビニール類であります。ちなみに、
ここに村がごみの分別の、ずっと各戸に配って、これに従って分別してくれという
表です。ここで非常に、この資源物という中で、缶、瓶、ペットボトル、それから
資源プラスチック、これがいろいろと説明がついて、これは資源になりますという
ことになっています。
他方、これに合致しないものは、言ってみれば燃やせないごみという形で袋に入
れるわけです。そうすると、ビニール類でひも等も、いろいろな包装のひも類、こ
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れはだめで、包装された袋はいいということで、ほとんど材質は同じじゃないかと
いうのが、持ってくる人たちが、何でこれはだめで、これはいいんですかとよく聞
くんです。役場の現場では、こういう分類に従ってきちっとやってくれということ
しかしょうがないんです。基本的に、これはだめなんだということになっているん
ですが、持ち込む人から見ると、何でこれがだめなのかわからないという疑問がい
つも提起されるんです。これは、いろいろと取り決めの中で、プラと、私もここに
書いてあります、矢印でプラと書いて、矢印で回るように、資源として循環できる
というものと、そうではないものというふうになっているわけですけれども、非常
にわかりにくい。
それで、私はその提起をしているのは、これは３で特に言っているんですが、不
燃ごみの中で、もっと材質として、これは資源としてできるんじゃないかというあ
たりをもう少しふやしてもらいたいと、そのことがごみを減らす、埋め立てごみを
減らす部分にもなるわけですけれど。担当者に聞いたんですが、これはこういうふ
うに決まっていますと。ですから、今、村としては、これが決まっているか、こう
いうふうにやってくれと言うしかないんです。これは、村長にそれこそ、今後、そ
ういう村のごみ処理を責任を持ってやらざるを得ない立場になっているわけですか
ら、ここら辺、もっとわかりやすく、できるだけ資源になるような、材質としてき
ちっと製造業者にも分類して、できるだけごみにならんものをつくる必要があるん
だと思うんですが。ここら辺で、より資源になるようにすべきではないかというこ
とであります。
伊北環境行政のクリ―センターでも、不燃ごみ、粗大ごみの６割が、結局不燃残
渣、プラ残渣というふうになるわけです。これは、ここにいただいた表にもありま
すけれども、結局、資源化できるペットボトルやビニール類として、資源になるも
のは全部それでいいんですが、結局、粗大ごみやプラの入ったものでクリーンセン
ターに入ると、それは破砕して、金属は改修するけれども、最終的にプラはみんな
残渣になっていくんだということで、ここら辺が大きな問題ではないかと私は思う
んで、この（２）については、今の取り決めでは、今の分類表ですけれども、もっ
とこれを改善する必要があるのではないかという観点で村長に起き聞いたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 不燃ごみ、資源化できるものをもっとふやすべきではな

いかという御質問であります。
端的に言えば、現状でやっておる以外は難しいということであります。現在でも、
22種類分別の排出をお願いしているところであります。非常に数多い分別をお願い
しております。不燃物として出されるものの中で、スチール缶とか、アルミ缶だと
か、そういうものは資源化できてまいります。また、古紙も資源化できてまいりま
す。容器包装リサイクル法に基づきましたプラスチック類も、資源化ができている
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ということであります。それ以外のものは、みんな、燃やせないごみという分類で
今収集をしておるところであります。クリ―センター八乙女の施設でも、その中に
おきましても、自動選別機によりまして５種類の分別を行って、資源化できるもの
は売却をして売っておるという状況であります。
プラスチック類が以前よりふえてきておることは、実態として、統計として出て
おるところであります。同じプラスチックでも、例えば容器包装プラスチック以外
のプラスチックとして、バケツとか、洗濯バサミだとか、いろんなプラスチックが
あるわけであります。これは不燃ごみ、燃やせないごみとして出していただかざる
を得ないという現状であります。
この要因でありますけれども、これは処理してくれる業者がないということであ
りますので、その点は御理解をお願いしたいと、現状ではどうにもならないという
ことでお願いしたいと思います。
処理料を支払って処分してもらうしか方法が今のところはないところであります
ので、この辺は問題であるというふうに認識はしておりますけれども、現状はそん
な実態でありますので、一村としてどうにもならないということの御理解はお願い
いたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村議員。

２

番（久保村義輝） まさに村長が言われたとおり、現状はこうだというふう

に私も思います。願いを込めて質問したわけでありますが、現状はこうだというこ
とですので、（３）にまいります。
そこで、私が前からも言っているわけですけれども、プラスチック製品の製造者
の責任の問題でありますが、プラスチックで循環でできますよと、リサイクルでき
ますというものをつくるべきだと、そういう方向へ動くべきではないかと思うわけ
であります。このプラが循環できるという表示のあるものは、全部リサイクルでき
るということで分別しているわけでありますから、今後こういうものをつくる業者
が、リサイクルできる製品をつくるという方向へ、ぜひ誘導してほしいと思うわけ
であります。そんな点で、リサイクルできるような方向への抜本的な対策をとるべ
きではないかと思うわけであります。
そこで、平成23年の12月議会で、この当議会で、拡大生産者責任、ＥＰＲ、責任
及びデポジット制度ということで、缶や何か捨てても、そこにちゃんと既に預かり
金があるので、缶を持っていけば、10円なり、20円なりが返ってくるよというよう
な、そういう意味で、不法投棄されずに有効にまた回収されるというために、デポ
ジット制度法制化を求める陳情が出されたわけであります。これが採択され、意見
書を提出した経過があるわけであります。23年、２年ちょっとになります。だから、
やはり、この拡大生産者責任の今の現状の状態をより改善する方向へ法制化を進め
てほしいというのが願いでありました。どうしても、複雑な化学合成でつくられた
128

製品でありますから、製造者が一番内容を知っているわけであります。製造者でな
ければ安全な処理ができないものが多いわけであります。
ですから、先ほど村長が言うように、現状の分類というのは、もう処理のできな
いものは不燃物というふうになってしまう。このあたりをもう少し、全国の自治体
の皆さんを含めて問題提起をして、何とかごみにならないように、資源として有効
に生きるような方向へ、これは本当に全国の担当する皆さんの思いだと私は思いま
す。そこら辺のことを今すぐできるということではなく、そういう方向へ動いてい
くべきではないかと思うわけであります。その点について、村長にお聞きいたしま
す。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） プラスチック製品につきましては、先ほども申し上げま

したように、容器包装リサイクル法で定めたものが対象となっておりますので、そ
れ以外に、かなり数多くのプラスチック製品もあるというふうに私は思っておりま
す。本当に、この循環型社会の構築を図っていく必要があるんだろうなという思い
はしておるところであります。ただ、現状の中ではどうにもなりませんので、これ
は国の責任できちんと対応していただく以外には道はないのかなというふうに思っ
ております。
したがいまして、どういった運動を起こしていけばいいのか、これは大変難しい
ことだと思いますけれども、力を合わせていけば動かしていけるということもあり
ますので、その辺はちょっといろんな検討もさせていただきたいと思いますし、一
番はこの南箕輪村でできるということは、議会でもまた陳情、そういった議決をい
ただいて、要請書を出していただくとか、私の立場からすれば、全国的なそういっ
た団体、全国町村会の中で、そういったことを提起していくとか、そういうことし
かありませんので、その辺はぜひ御理解をお願いしたいというふうに思います。
大変難しいといいますか、大切な問題でありますけれども、長い目で見てやって
いく必要があるんだろうというふうに思いますので、そういった努力はしていく必
要があろうかなというふうに思います。そんなところで、大変難しい問題でありま
すのでお願いいたします。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村議員。

２

番（久保村義輝） それでは、ごみの問題、非常に我々がすぐ手をつけるこ

とができないことですが、あらゆる場でそういう訴えをしていきたいと私も思いま
すので、村長にも御努力をお願いします。
次に、２の農産物の地産地消の推進のほうへ移ります。
地場産品の地域への紹介を積極的にという提起であります。
今、いろいろな店に行きましても、シイタケ等を見ても、非常にたくさんあって、
これは安くていいなと思うと中国製品であったり、すぐ隣に国産のものが半分ぐら
いの量であるということで、それを見て、においもよくないしということで国産を
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購入するわけですが、やはり量がたんと安ければ、家族の大勢いる場合にはそうい
うものを買うというようなこともありますので、一人一人が、本当に食品のよしあ
しを見分けていくことを今後大いにするべきだろうなと。そのためには、そういう
知識も必要だろうしというふうに思います。
南箕輪のあじーなの店内に行きますと、先日も行ってみますと、全国との提携を
して、農産物を供給しているということで、いろいろな地域の紹介、それからまた
夏になりますと、南箕輪の農産物が売り場の半分近くを生産者が持ち込むものが並
べられているわけです。それぞれがいろいろと有機栽培であるとか、地元でとれた
ものだとかいうふうに紹介をして、地元の宣伝をしているわけであります。残念な
がら、冬期だけはあじーなにも地元の野菜というのは非常に少ないわけであります。
アスパラが今はあると、あとは保存のきくジャガイモ等があるということで、菜物
はないというこの地域の天候の問題もありますので、そういう状況があります。大
いに地元でとれたものを宣伝していくことが必要だろうと思います。
味工房でも、季節の野菜が夏は並んでおりますし、非常に心を込めたものがある
ということで宣伝されて、来訪者もそれを買っていくということが結構見られます。
そんな点で、販売する皆さんはそれぞれ努力をしておりますが、結局、年間を通
してどんなものがこの地元ではとれて、どんなふうに供給できるよという、やはり
都会から来て、大芝等へ来た人に、そんな紹介のできるようなことも必要ではない
かと思うわけであります。今は現物がないと、一月たつと出るよとかいうことで見
ると、年間の南箕輪での農産物がこんなふうに生産されるというような紹介が、大
芝荘やら、あじーな、味工房、そういうところで、もっと言えば、大芝の湯でも、
来た皆さんに何らかの形で訴えかける、そんな宣伝も、紹介も必要ではないかと思
います。ここら辺について、そういうものを見た、あるいは持ち帰った人から、ま
た都会からも問い合わせや注文も来るのではないか、こんなことも感じるわけであ
ります。１回つながったお客さんというのは、またリピーターとして購入もされる
ということがありますので、この点で、今、村の取り組みと、こんな点をどのよう
にお考えかお聞きいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 農産物、地場産品の地域への紹介の御質問でございます。

重要な問題であるなというふうに思っております。食の安心というのは本当に大
切なことでありますし、生産者はもちろんでありますけれども、消費者が真剣に考
えていくことがポイントだろうなというふうに思っております。私は買い物が好き
でありますので、野菜とか、いろんなものをよく買いに行きますけれども、国産品
以外は絶対買わないことにしております。ちょっと高くても、やはり安全で安心な
食ということは必要であるというふうに思っております。
今御指摘もありましたように、村にはあじーながありまして、村内の農家の皆さ
んが農産物を出荷し、多くの村民の皆さんに利用されております。また、営農セン
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ターにおきましても、子供のころから地場産品が大切だよというようなＰＲをする
ために、保育園児対象にブルーベリー狩りの体験やスイートコーンのプレゼント、
また保育園と小学校にリンゴやナシのプレゼント、同時に保護者へも通知で、地元
の農産物の地産地消をお伝えしております。保護者には、そういった周知も、宣伝
もしていただいておるところであります。また、大芝高原味工房におきましては、
地元産の農産物を使ったパンやおやき、ジェラードを販売しており、加工品により
地場産品の拠点となっておりますし、直売もしておるところであります。同時に、
軽トラ市も始めました。こういったことで定着し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。
その中で、今御質問ありましたように、年間を通して、南箕輪村ではこんな農産
物ができますよという紹介だとか、宣伝が必要ではないかというお話であります。
そういったことにつきましては、公共施設、例えば大芝荘であるとか、大芝の湯で
あるとか、味工房であるとか、そういったところへは、そういったものを置いてい
くことはできるというふうに思っておりますので、少し検討させていただきたいな
というふうに思います。あじーなも置くことができるんじゃないかなと、これはあ
じーな自体でそういうことを考えて、チラシを置けば、季節、季節に野菜がわかる
んじゃないかというふうに思いますので、その辺はＪＡのほうにも、そんなお話は
担当課を通じてしてみたいというふうに思います。重要なことでありますので、そ
ういった実施できるものにつきましては検討させていただきたいというふうに思い
ます。
村も、できる限り地産地消ということに力を入れておるところであります。きょ
うも御質問に出ましたけれども、学校給食につきましては、できるだけ地元産を使
っていきたいという思いで、今取り組んでおるところであります。しかし、一番難
しいのは、安定的に供給ができるかどうか。欲しいときに安定的に供給ができるか
どうか。それと同時に、品ぞろえといいますか、ものがあるかどうか。そして、ま
たこれもいろんな御意見をいただきますけれども、どうしても規格がある程度そろ
っていないと調理ができないという問題点があります。そこが一番の難しいところ
であります。あと、できないものをどうするかという、このことを今、６次産業化
の検討委員会で検討させていただいておるところであります。無駄にしない。でき
るだけ地元産のものを消費者に提供したい。そういったことで、何ができるのかと
いう、この辺はまた時間をかけながら今検討しておりますので、結論が出次第、ま
た議会にも報告しながら、実践に向けて今度やっていかなければなりませんので、
そんな点はそんな御理解をお願いしたいというふうに思います。
これから、地場産品、いわゆる地産地消、大切な問題となってまいりますので、
行政も真剣に取り組んでまいります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村議員。
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２

番（久保村義輝） それでは、（２）にまいります。

これは、先ほど同僚議員も述べました学校給食への問題であります。
既に、以前から、学校、保育園への給食への使用ということでは、地場産品の使
用ということでは、大分前からそういう議論があり、村も取り組んで、今現実に供
給されているわけであります。特に、あじーなをその中核にして品ぞろえをすると
いうことが一番いいということで今進められております。
問題は、もう少し生産者のつながり、生産者と使用する側との協議等をもう少し
回数をふやしながら、いろいろな意見調整をしていく必要があるんではないかと考
えるわけであります。地場農産物給食利用調整会議ということで、村が間に入って、
利用者と生産者、この調整会議をしているわけであります。ここで必要な食材と供
給できるものの調整をして、あじーながその間に入って品ぞろえをしていくという
ことで、実績も上がっているわけで、安定した運営がされていると思います。これ
をさらに今村長も言われたように、大勢の生産者が関与しながら、できるだけ多く
の品目をつくっていく。そして安定供給できるようにする。これは昔から言われて、
伊那市やそれぞれのところでも言われて、なかなか生産者組織をつくることも非常
に難しいということと、必要量以上につくらなければならないわけです、本来。と
ころが、できない場合があるということで、どうしても地元だけでそれができない
という心配もあるわけですので、あじーなは全国からの集荷力を持っておりますの
で、必要なものは確保するという点では、あじーなのやっぱり役割は大事だと思い
ます。そういう中で、地元産をできるだけ生かしていくということが大切だと思い
ます。その点で、非常に、またお聞きしたところ、品目も限られている。このこと
をもっと多品目にできないかどうか。それに対して、生産をする方をできるだけふ
やしていく。そうすると、これは単に給食だけではとても処理できないので、販売
をしていく方向も含めて、村の主要な生産物としての位置づけをして、売り出しを
していくというような方向へ発展をさせる必要があると思います。
こんな点で、もう少し協議をふやし、お互いのやっぱり言い分があるわけです、
今村長が言われたように。使う側から見れば、そろったものが欲しいし、生産者か
ら見れば、言えば、できたものをみんな扱ってほしいということで、完全に相反す
る部分が出てくるわけであります。その点は、やはり使いやすいものを供給するし
かないというふうに思いますので、そうすると、これは新しい３のほうでまた言お
うと思っておりますが、これは給食にはそろったものを提供し、あとのものをまた
別の用途で使っていくということが必要だと思うんです。そんな点で、今の給食の
調整会議、もう少し回数をふやしたり、参加できる皆さんをもう少しふやしていく
ような、生産者も含めて。ここら辺について、村としてはどのように今捉えている
のか、お聞きいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 御指摘のとおり、村では地場農産物給食利用調整会議を
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発足させ、現在行っております。会議のメンバーにつきましては、学校保育園の給
食関係者、あじーな、ＪＡ特流直販課、まっくんやさいや、各関係の行政機関とな
っており、使用者側、供給側、お互いの意見を出し合いながら、よりよい方向へ進
むように協議をしておるところであります。この会議がきっかけで、まっくんやさ
いやから、あじーなを通じて給食側に提供してもらうという体制もできたところで
あります。これをさらに連携をとり、いかに発展をさせていくかということは、こ
れから大切なことになってまいります。メンバーの構成を含めて、検討していく必
要があるんだろうというふうに思います。これはしていく必要があると思っており
ますので、やってまいります。一番は、今まっくんやさいやという組織ができまし
たので、この辺にちょっと頑張ってもらいたいなというふうに思っておるところで
あります。
生産者側の体制を整えるということは大変難しいことであります。本当に、学校
給食なりで使う場合には、そのとき、そのときの多品目のものをつくっていただか
なければならない。それがうまく回っていくと、非常にいい、いろんな体制が構築
できていくんだろうなというふうに思います。
私もかなり前に、産業課長時代に、そんなことを考えまして、緑健虹の会という
のをつくらせていただきました。構想は大変すばらしい構想だと思っておりますけ
れども、実践ができませんでした。これは本当に難しいなというのを感じたところ
であります。その皆さんに集まってもらって、どういう野菜をつくってもらって、
給食へ提供してもらうというような構想まで考えたところであります。それは有機
栽培、大芝の肥太くんを使ってやっていこうという、こういった連携をとりながら
ということを考えましたけれども、なかなか私の力不足で、実践ができなかったと
いうことであります。
そんな点を考えれば、本当に、今そういう時代になってきたなという思いがあり
ますので、利用調整会議、もう少し回数もふやしたり、メンバーを考えたりという
ことで、うまく連携がとれるようにはしてまいりたいと思っております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村議員。

２

番（久保村義輝） 今の状況を発展させるということで頑張っていただきた

いと思います。
それで、（３）にまいります。
村として、価格差等について大いに助成も考えるべきではないかという立場で私
は質問をしたわけであります。ただ、当事者に聞きましたら、価格を自分たちのだ
け高く買ってくれということはなかなか難しいということで、これは６次産業化へ
向けて、つくり手をふやし、多品目の作付を考えていくという中で、そういう皆さ
んがまとまって６次産業化の担い手になっていくという場合に、組織づくりだとか、
今度は施設づくり、これは製品の加工であったり、１次加工。だから、先ほど出た
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のは、これは私も聞いたんですが、まっくんでは大きいやつも何とかカットして貯
蔵できないかということでしたが、これは学校給食向けには無理だろうと私は思う
んです。ただし、製品加工していく、１次加工するというような立場ならば、地元
でたくさんとれたときに、それをまた用途向けにそれぞれ１次加工していく。これ
を貯蔵しながら安定出荷するというようなことは考えられるというふうに思います
ので、先ほど教育長さんも言ったように、学校給食は新鮮なものをその日、その日
に供給するのだというのが私も原則だと思います。ここは、やっぱり切り離して、
生産されたものをまた有利に販売していくためには、１次加工や製品加工をしてい
くということが、今後６次産業化、まさに村長もまたブランド化も研究ということ
でいますので、大きく野菜をつくっている方は有機栽培というのはとても無理だと
いうことも言われております。ですから、本当に有機栽培に取り組むならば、これ
は希少価値として、少ない量であってもブランド化が逆にできるのではないか、こ
んな点も含めて、それぞれの特性を生かした生産をしていくべきだと思います。
そんな点で、６次産業化への中で、生産者からも意見があり、加工施設が必要だ、
貯蔵施設が必要だというような場合には、そういう設置に対して、これは農協が主
体になるんだろうと私は思いますけれども、そういう場合に行政も支援をしながら
立ち上げていくと。立ち上がりについては一定の支援をして、定着するような方向
へ導く必要があると思うんですが、そういう点での、これからどうしても加工施設
ということが浮上すると思います、いずれにしても。その点については、今から幾
つかの想定をしながら、研究はすべきだろうと思いますが、この６次産業化、ブラ
ンド化について、少し村長の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） ６次産業化、加工を含めてという御質問であります。

前段の価格差につきましては、村も価格差補塡をしております。若干、その話だ
けさせていただきたいと思います。
みそであります。これは学校給食に使うようにいたしました。これが村の補助金
として18万価格差を補塡しております。これは、本当に地元でつくった大豆で、地
元の皆さんにみそをつくっていただき、学校給食に提供しているということは必要
かなというふうに思っております。また、米粉のパンを保育園のおやつに提供する
場合には、この米粉に関しても助成を行っておるところであります。私は、村でと
れたものを村の皆さんに使って、子供たちに使ってもらう場合は、価格差の補塡は
やむを得ないと思っております。していくべきだろうというふうに思っております
ので、その点はこれからも続けてまいります。
加工施設の話が出されました。６次産業化を今検討しておりますけれども、私は
長いスパンでちょっと考えさせていただきたいということでお願いを、議会も説明
申し上げたところであります。これは余り急ぐと、なかなかうまくいきません。し
たがいまして、少し時間をいただきながら、一つずつ詰めていきたいなという思い
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であります。
なぜ、長いスパンということを申し上げましたかといいますと、これは私の過去
の苦い経験の中で、担当課長のときに加工施設から一連の問題に手をつけましたけ
れども、ちょっと急ぎ過ぎて、うまくいったものが余りありませんでした。自分が
村長になったときに、その思いで今の味工房をつくらせていただきましたので、時
間をかけて検討していくことは必要かなと思っております。
一番先の提起というのは、やはりまっくんやさいやからもありました。農業委員
会の建議の中で、そういった問題が提起されました。本当に野菜をつくって、売れ
るものは売るけれども、かなり無駄になってしまうものもあると。それを加工して
利用できれば、本当にまだ収益も上がるし、消費者の方も喜んでもらえるんではな
いかというお話の中で考えてきたところであります。
今、１次加工の可能性がありました。これは、私は本当に必要だろうなというふ
うに思います。今、スーパーに行っても、カット野菜がかなり売れているようであ
りますので、そういったことを考えれば、１次加工というのは私は必要であるし、
可能だというふうに思っております。ただ、これも研究の中で、誰がやるのか、ど
こが担うのかという。このことは大切というか、重要だな、難しいなというふうに
思っております。しかし、そうはいっても、前に進めていかなければなりませんの
で、１次加工を含めて、どんな加工品ができるのか、この辺はもう少し時間をいた
だきたいというふうに思いますし、きっちり仕上げていければいいなという考え方
でおります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ２番、久保村議員。

２

番（久保村義輝） 大変難しい課題ではありますが、大いに研究を重ねてい

ただくことをお願いして、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す。

以上で、本日の一般質問は終わります。
なお、３名の議員の質問が残っておりますが、明日13日の午前９時から一般質問
を続けたいといたしまして、本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。
事務局長（堀

正弘） 御起立願います。礼。〔一同礼〕

お疲れさまでした。
散会 午後 ４時１３分
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議 事 日 程（第３号）
平成２６年３月１３日（木曜日） 午前９時００分 開議
第１ 一般質問（受付順位第７番から）
６番

丸 山

豊

５番

加 藤 泰 久

４番

小 坂 泰 夫
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聡

会議のてんまつ
平成２６年３月１３日
事務局長（堀

午前９時００分 開議

正弘） 御起立願います。〔一同起立〕おはようございます。

〔一同「おはようございます」着席〕
議

長（原

悟郎） 御苦労さまです。

ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の
会議を開きます。
昨日に引き続き、一般質問を行います。
質問順に発言を許可いたします。
それぞれ的確な質問、答弁をお願いいたします。
それでは、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。

東日本大震災から３年が経過いたしました。犠牲になられました方の御冥福をお
祈りいたしますとともに、一日も早い復興を願うところでございます。
通告いたしました大項目２点ということでありますけれども、両方とも建設業に
関係することを、また入札契約に関係することということでありまして、相互に関
連がありますので少し重複するところもあろうかと思いますけれども、よろしくお
願いいたします。
それでは、第１番目の建設業界の現状と課題についてお願いいたします。
１点目でありますけれども、村の建設業界の現状と今後の公共事業について。
地元の建設業は地域に密着した社会資本整備の担い手であり、村民が安全で安心
して快適に暮らせる地域づくりの推進力で、なくてはならない産業であります。我
が村の建設業就業人口は、平成17年と22年の国勢調査によれば、就業人口総数の
8.2％から6.8％、人数でいえば、603人から518人と減少していますが、地域の経済
や雇用の面におきましても、重要な役割を果たしている産業であります。この数字
は農業就業人口と比較すれば、ほぼ同じであります。さらに、災害時には緊急対応、
復旧対応において、中核的な存在として活動をしておりまして、村民の皆さんの生
命と財産を守るために、大きな使命と役割を果たしております。先月の２度にわた
る大雪の際にも、除雪等、中心的な役割を果たしていただいたのは御案内のとおり
であります。
一方、国、地方自治体における公共事業において、厳しい財政状況の中、小泉政
権から民主党政権までは、公共事業費削減が進行していた状況にありましたが、政
権交代後は、国土強靱化基本法の成立や公共事業費予算の増額など、建設業界には
変化が生じてきています。しかし、長い建設不況で、業界を去られた建設技術者の
回帰は望めそうにありませんし、公共事業依存度が高い地方の中小建設業者は、地
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域全体の建設投資の大幅な縮小という厳しい状況に直面しているのが現状でありま
す。
本村におきましても、下水道や公共建設物の一部を残し、耐震化が終了してきて
いますが、人口増対策の整備や公共施設の長寿命化は新たな取り組み材料でもあり
ます。税収、補助金の減少、並びに地方財政計画の縮小などの状況下において、建
設業界の現状及び今後の村の公共事業等について、どんな将来展望を持たれている
のかお聞かせください。もちろん、国、県事業ほか、民間事業もあるわけですが、
地域を支える建設業という意味において、村長の思うところをお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ６番、丸山豊議員の御質問にお答えを申し上げます。

建設業界の現状と課題についての村の建設業界の現状と今後の公共事業について
の御質問であります。
御指摘もありましたけれども、全国的な建設業界の動向といたしましては、平成
19年度までは横ばいで、平成20年からは、民間事業の減少や民主党政権の交代等に
より公共事業予算の大幅な減少などにより、業界は悪化し、平成23年ごろからは、
東日本大震災の復興事業や民間の設備投資の増加などにより、回復傾向があらわれ
てきております。今後、東京オリンピックを控え、鉄道網や高速道路などのインフ
ラ整備に伴う事業の一層の伸びが予想されていますが、新たな需要に対して人材不
足などにより、事業が停滞することが懸念されているところであります。いっとき
は、大変事業量が減少いたしまして、人員がかなり減ってきております。ここにき
て、一気に需要がふえてきておりますけれども、それに対応する人手が足りないと
いう現象が今あらわれてきておるところであります。企業にとっては、需要が増加
することは好ましいことでありますが、事業所の従業員が減少している現状で、新
たな需要に対して技術者等が不足し、人材確保などによる人件費の高騰が経営を圧
迫することなどを懸念しておるところであります。新聞やテレビなどで、たびたび
公共事業の入札が不落になったと報道され、建設業界の体力は弱くなってきている
と感じております。今後、劇的に改善するということはないと思っております。
さて、村の関係でありますけれども、村の土木事業費につきましては、平成６年
から平成16年までの間は、年間約10億円程度で推移をし、その後、減少し、平成25
年度の道路、河川、公園、下水道等の工事予算というのは、１億2,570万円となっ
ており、約12％まで減少をしております。これは、あくまで土木関係であります。
これの要因といたしましては、下水道事業が一段落したと、これが大きく影響して
おるところであります。普通建設事業全体では７億から８億ぐらい、こういったこ
とが新年度予算でも盛り込まれておるところであります。しかし、いっときに比べ
ますと、普通建設事業全体でもかなり減少してきております。
建設業の事業者の数でありますけれども、村政要覧で見ますと、五つの事業所が
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減となっております。そして、166人従業員が減となっている、こんな統計も出て
おるところでございます。
今後の村の公共事業でありますけれども、補助事業等を最大限に活用しながら、
計画的に予算化し、安心安全な村づくりの一環として、道路舗装や橋梁の修繕工事
や公園整備事業などの土木事業、そして下水道事業の長寿命化計画、こんなことが
主になろうかと思っております。また、同時に、本村の場合は、まだまだ人口増加
に対応していかなければなりませんので、保育園や学校等の施設整備も入ってくる
というふうに考えております。
３カ年実施計画で見ますと、事業量は増加しております。かなり、普通建設事業
の事業量が増加しておりますけれども、財政との関連も考えていかなければならな
いところであります。したがいまして、投資的事業につきましては、５億円程度が
限度であります。そんな推測をしておるところであります。
要因といたしましては、やはり一番大きいのは社会保障費の増であります。扶助
費をはじめとする一連のそういったものにかなり予算が食われていくという状況が
これからも続いてまいりますので、今申し上げましたように、本村の普通建設事業
全体では５億円程度で推移をしていかないと、なかなか財政的に大変だという状況
であります。
現状につきましては以上であります。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山議員。
豊） 今の建設業者さんのピーク時というのは、村の建設業者

さん、３分の１程度にみんな売り上げが減ってきているという現象であります。こ
れは、今村長が言われたとおり、下水道だとかが非常に大きかったという要因もあ
るものですから、それが維持されるということは多分ないにしても、安定的に持続
できる建設業であってほしいということをお願いしておきたいと思います。
また後で、いろんなことをお願いするようなお話もさせていただきますけれども、
２点目のほうに入らせていただきます。
地元建設業の振興策についてということで。
建設業者としては、建設投資額が縮小しても、地域においては不可欠な産業であ
ることから、企業としての生き残り策を懸命に模索するのでありましょう。そのた
め、建設業の発展は、一義的には建設業者の直面する課題となるわけですが、行政
としては、技術力のある優良な建設業者を失うことは、地域経済の大きな損失であ
り、また地域の雇用や生活の確保を図ることからも、真剣に取り組む必要がある課
題と考えます。かつてのように、仕事が潤沢にあれば問題はないですが、実際は財
政面のこともあり、そう簡単にはならないことは誰もが承知しています。
村の中には、安全安心と利便性を求める改良改修、インフラ点検、補修工事等を
必要とする箇所は数多くあることから、村では限られた税源の中で、きちんと計画
性を持って実行をしています。ただ、投資額の絶対量が縮小傾向であれば、企業の
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自助努力を促すための行政責任として、対応策の検討として、建設課、産業課、あ
るいは他の部署でも、建設業が振興できるような効果的な政策立案できる部署の設
置が必要と思うが、御見解をお願いいたします。あわせて、村で対応できる技術者
不足対策もお聞きいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 建設業の振興策につきましてであります。

御指摘もありましたけれども、建設業が衰退をしていくとか、後退をしていくと、
こういうことは地域経済の損失、これはそのとおりでありますし、また一番心配を
することは、災害や今冬のような大雪の除雪対応、本当にこれは心配なところであ
ります。特に災害につきましては、地元建設業の御協力をいただかないと、なかな
か乗り切っていかないということがありますし、一時的な緊急対応につきましては、
どうしても地元業者の皆さんにお願いをしていかなければなりません。そんなこと
で、大変心配する面もあるところであります。しかし、かといって村の公共事業で
建設業界を支える、これは到底無理なことであります。事業量減少というようなこ
と、あるいは財政的な面、こういうことを考えれば、それは大変難しいなというふ
うに思っております。
したがいまして、地元でできるものはできるだけ地元の業者に発注をしていく。
このことは今までもそうしてきましたし、これからもしていきたいというふうに思
っております。同時に、建設業界自体も自助努力、今御指摘もありましたけれども、
こういったことも必要であるというふうに思っております。いろんな分野、これは
大変難しい面もありますけれども、農業関係や林業関係、あるいは海洋関係など、
地域に密着した分野に参入をしていただければ一番理想的かなというふうに思って
おります。異業種へ参入し、成功するには、村単独で取り組むということも大変難
しいことでありますけれども、できる限り業者の自助努力をお願いするところであ
りますし、村内業者でも福祉分野に参入し、大きく事業展開をしている建設業者も
あるわけでありますので、そういったことにも期待をしておるところであります。
それから、そういったことを支援する組織はどうかというような御質問がありま
したけれども、村で単独でその組織というのは、これはちょっと今のところ考えて
いないところでありますので、建設課や産業課や、そういうところが連携をとりな
がら、そういったことを支援する体制ができれば一番いいわけでありますので、そ
れらにつきましては、また建設業界から御相談があれば、また対応してまいりたい
というふうに思いますし、特に農業関係につきましては、信州大学農学部がありま
すので、そんなところとプロジェクトを立ち上げながら、研究することも一助かな
というふうには考えておるところであります。
以上であります。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山議員。
豊） 本来の建設業で生きていけるようにしてあげるのが行政
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の役割でもあると私は思っております。全て手伝えということではないんですけれ
ども、もちろん自助努力はしなければいけないんだけれども、行政としてのやらな
ければいけない仕事というのが十分あると思っておりまして、そういうのの支援事
業をやっていただきたいといって、政策立案部署をつくったらどうかということを
提案しているわけであります。
一昨年の補助金不正のときも、私も政策立案部署を設けてやったらどうだという
お話をしたことがありましたけれども、ここ３年ほど、私も議会の中でいろいろお
話を聞いていますと、村長は昨日もおっしゃった、６次産業化は真剣に取り組む課
題だという発言をされておりますし、また、まっくんファームの存続といいますか、
これからの運営についても真剣に取り組んで、どういう将来像を描くかということ
を、今ビジョンというものもまっくんファームの中には投げかけられております。
これらを自分たちでやれといっても、今まっくんファームだとか、６次産業化も自
分たちでやれといってもコンサルを入れてきたとか、そんなようなことをやってい
るわけでありまして、だから建設課の中に、今私は、建設行政の中で応援する、こ
ういう政策を上げたらということを言っているわけじゃなくて、役場の中の組織の
どこかに、そういうセクションを設けたらどうだというのを言っているわけであっ
て、だから産業課の問題にしても、建設課にも起こっている、国土交通省の事例も
幾つかあるわけなんですが、それらを含めて政策立案できる箇所がどうかというこ
とであります。
通告の文章にも少し記させていただいたんですけれども、建設業と地域の元気回
復助成事業であるとか、建設企業の連携によるフロンティア事業だとか、あるいは
また、建設産業の再生と発展のための方策2011、2012というのは出てきているわけ
でありまして、これらというものを職員皆さんがちゃんと熟知というか、勉強して
いるかどうかということにもつながってくるわけなんです。だから、こういうこと
を、これは先ほど出ている産業課に関係する話もそうなんですけれども、全てそう
いうものをひっくるめたところで政策立案部署をつくったらどうだというのを提案
しているわけであって、今、私が直接、３年議員として見せていただいたときに、
産業課の中で、まっくんファームのこれからの将来像、誰が担当するのかって思っ
たら、ちょっとどうかなという。みんな、それぞれ忙しい仕事を持っていまして、
だから事業化の中では大変じゃないかとか、また建設課、水道課においてもそうな
んです。だから、今、国土交通省のお話をしましたけれども、その事例を持ってき
て、建設水道課のどなたのところでこの事業をやらせたらいいのかといったら、ち
ょっとこれも人材的にも不可能でありましょうしというようなことになります。だ
から、前回の補助金不正のときの国からとか、そういう政策の中身みたいなものも
精査することというのは、どこか重要なそういうものを設ける必要があるんじゃな
いかということを私は申し上げているんであって、そこら辺の取り組みというのは
どんなふうにお考えになるかということであります。
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一昨年前のときの話は、村長はちょっと検討してみたいということと、もう一つ
は小規模の村だからということで、そんなにいろいろ広げられないというような回
答があったと思っております。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 役場全体にかかわる問題であります。建設業のみならず、

全体的な分野にかかわってくる問題であります。
私自身が一番感じておるのは、政策立案の分野は、それぞれ担当課でできるもの
はやっておりますし、総枠は総務課の企画係という係りも設けておるところであり
ます。しかし、なかなか細かい分野につきましては、担当課でないとわからない部
分があるところであります。しかし、本村で、やはり一番これから真剣に取り組ん
でいかなければならない分野は、それぞれの課にまたがるいろんな事業が今出てき
ているわけでありますので、それらを統括していくことも真剣に考えていかなけれ
ばならないなというふうに思っておるところであります。そういった組織といいま
すか、今ある組織をどう充実させていくかといったことを含めて検討していく必要
性は感じております。これは、早急にやっていきたいと思いますけれども、職員数
との問題、これもかなりあるわけであります。それぞれの担当課で対応をしながら、
そういったことをきめ細かに目を通していく部署という、この必要性を私は一番感
じておりますので、何とかそういった方向へ持っていければということを思ってお
ります。早急といいますか、期間はちょっといただきたいと思いますけれども、そ
ういったものはやっていきたいという、これはそういう気持ちでありますので、そ
んな点は御理解をお願いいたします。
本村の場合、人口はふえている割に、職員数はふやしてこなかったという、これ
も私も反省をしておるところであります。後の議員の質問にもありますけれども、
統計的に若干過去を振り返ってみましたら、人口8,000人ちょっとの時代が、総職
員数が122人でありました。人口１万5,000人の今は139人でありますので、人口倍
近くになっても職員数は十何人しかふえていないという現状、その中で、またさら
に地方分権がかなり進んできております。そういったところにもう少し目を配れば
よかったのかなというふうには感じておるところでありますので、必要性は十分わ
かっておりますし、私も一番そこを強化しなければならないところだと思っており
ますので、もうしばらく時間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

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山議員。
豊） ありがとうございます。

前回のときも、企画係が政策の中心のところだと、中枢のところだという話もい
ただきましたけれども、今、企画係の方もそれぞれ５次の策定とか、策定のもとを
つくるのが仕事でやっておりまして、それを具現化するのはやっぱりどこかという
話になってきて、だから、それが各課へおりていくというのが今の姿だろうと思い
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ますけれども、余りにも多様化している今の中身でございますので、それなりのこ
とが必要だと思います。
それと、ちょっと１点、技術者不足対策ということについてのお答えがちょっと
聞けなかったものですから、もしわかるようでしたら。
どういうことかといいますと、国とか、県では、現場代理人だとか、主任技術者、
こういう方たちが、現場代理人だったら現場に１人常駐しなさいというルールとい
うか、約款があるわけなんですけれども、そういうのがちゃんと緩和されてきてい
るということに対して、村はどう考えているかということをちょっとお尋ねいたし
ますけれども。
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） その件につきまして、基本的には品確法とかの絡み
でいけば、一現場一監督員ということでお願いしたいところではございますけれど
も、そうはいっても、それを厳格にというか、そのとおりに行いますと工事が回ら
ないという現実だと思います。したがいまして、全く工期というか、工程的に重な
る部分で兼ねられる分については、賛成できませんけれども、工程的に、要するに
併任しても大丈夫と、現場は回るということであれば、そのような形で運用をして
いきたいと、そのようにすることが工事を順調に進めることだというふうに考えて
おります。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山議員。
豊） わかりました。ありがとうございました。

次の大きな項目の２点のほうへ進みたいと思います。
公共工事の入札契約適正化法に関することについてと、それからもう一つは、公
共事業の円滑な施工確保対策というのが２月に出されておりますので、それに関係
することとして幾つかお尋ねいたします。
１点目なんですけれども、25年の公共事業の入札結果等についてということで。
年が明けてから、建設関係者から入札不調の話を伺いました。村のホームページ
はよく見るわけですが、入札契約関係には結構多くのことが掲載されているのには
感心いたしました。もう少し項目が整理できればなお結構だと思います。入札結果
についてですが、２月６日入札日までに不落件数16件、不調１件とのことでありま
す。昨年度とほぼ同数であります。受注者側の積算と合致しないため落札とならな
いわけで、このことは両者において積算の信用性が問われることであり、単価や経
費の違いなど、数量については質問回答書にて処理が可能であるわけですけれども、
これらのことについて原因の追及、検証がされているのかどうかお伺いいたします。
土木と建築では、内容が大分異なると思います。土木については公共の単価があ
り、また公表もされていますので、入札者は同じ条件で見積もりすることが可能で
あります。建築については、細心の注意を払っていただかなければと思いますがい
かがでしょうか。
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建築は職員でなく、委託した設計者がそれぞれ積算していますので、単価とか、
考え方が違うことが考えられます。提出された成果品の設計書の調査は大丈夫か、
単価見直しはできているかなど、検収方法を伺います。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 公共工事の入札結果であります。

今、議員御指摘もありましたけれども、平成25年度の２月末までの結果、入札件
数は99件であります。そのうち、落札が82件、不落・不調が17件ということで、不
落・不調がかなり多くなってきておるところであります。
この原因でありますけれども、一つには村の入札の制度といいますか、これが、
かつてはほとんどが指名競争入札ということで行っておりましたけれども、今はそ
のほとんどが制限つき一般競争入札、これに切りかわったことが一番大きいのかな
というふうに思っております。指名競争入札では、２回まで札を入れることができ
たわけでありますけれども、一般競争入札は１回の応札ということであり、不落に
なる率も、こういったことも高くなっている要因であるというふうに考えておると
ころであります。しかし、不落につきましては、内容を精査しながら、再度、入札
に付しております。案件、案件につきまして、設計業者とともに検証を行い、不備
があれば、当然設計内容を変更して、再度、入札に付しておるというのが実態であ
ります。
ただ、建築につきましては、専門業者にお任せをしております。職員にその能力
というのはちょっと不可能でありますので、設計業者に請け負っていただいておる
ところであります。設計業者につきましては、その道の専門家でありますので、当
然、単価等につきましては把握をしており、適正な見積もりをいただいていると思
っておるところであります。単価差、工事内訳書等も出してもらっておりますので、
そういった単価差につきましては、大きな開きがある場合には調査を行い、原因が
はっきりすれば、内容変更等も行っておるところであります。
土木関係につきましては、公共単価というのがありますので、そうはいっても、
そうは変わらないだろうというふうには思っておるところでございます。
同時に、一番は、今の不落・不調、入札の制度自体の問題もありますけれども、
やはり一気にここに来て工事が出てきたということ、受け切れないという部分と、
それから資材がかなり高騰、期間によってどんどん上がってきておりますので、そ
ういった分野も影響をしているのかなと思っ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、丸山議員。
豊） 入札制度の違いということでの影響は、私個人的には、

もうそんなになれてきたものですから、業者さんも、余り影響は出ていないとは思
っております。ただ、設計の内容というか、村長が言われたように、専門業者とい
うか、役場の職員ではもう不可能だからというお話でありましたけれども、実は設
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計は確かにできないと思います。しかし、入札に付すときの設計書の中身ぐらいは
幾らかでもチェックしないと、設計の業者さんが全て100％合っているとはとても
思えませんし、私も経験的にはそういうことを思っておりますので、誰かがチェッ
クしなければまずいんじゃないかということは、本来ならば、もうちょっと前の段
階からその話はしなければいけなかったかもしれませんけれども、今は入札のとこ
ろのレベルで私は今お伺いしています。
実は、３年前、私が議員になったときから、この話は指摘させていただいている
んですけれども、徐々にあのときも提案はさせていただいたんですけれども、土木
の幾らかでもわかる担当者に設計書を、大きな金額のところもでも見てもらったら
どうだという話をしてきたんです。だから、どうも、今ここに来て、いろんな話を
聞く中でも、ほとんど設計業者さんから出てきた数字が、そのまま入札に付されて
いるんじゃないかということを今伺っているわけなんですけれども、実際に幾つか
の内訳書の中で、入札のときに出していただきますから確認できるわけなんです、
役場のほうとしては。だから、どこが違うかという大きなところだとか、違いの大
きいところ、あるいは設計書の中で一番金額をのすところとかいうところの単価ぐ
らいのチェックというのは、別に教育委員会だとか、子育て支援課の中の担当者が
わからなくても、土木の担当者のところに行って、この単価どうなんだということ
を確認するとか、そのくらいのことはやってもらったっていいんじゃないかという
のは、私がちょっと最近、今いろいろ思ったところなんですけれども、どうなんで
しょうか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 職員が精通をしている職員ばっかりではありません。村

の職員の性格上からいけば、一般行政職という職で採用され、長くても４年か５年
ぐらいで異動をすると。現場担当の職員につきましては、できるだけそういった期
間を長くとるということが必要かなというふうに思っております。
確認をということであります。あとの部分、単価差が大きいところは、不落にな
った部分は常にチェックをしておるところであります。事前のチェックというのは
必要である。このことは御指摘のとおりであります。そういう体制がとれれば一番
いいわけでありますので、その辺は体制づくりをしていかなければというふうには
考えております。そのために、昨年の４月に一定のそういった精通をした職員をお
願いしたところでありますので、そういった努力は認めていただきたいと。さらに、
その内容をどう高めていくかということは、全体の職員体制の問題もありますので、
また考えてみたいというふうに思っております。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山議員。
豊） ぜひ、そんなようなシステムに持っていっていただけれ

ばと思います。
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設計事務所の話にちょっとなりますけれども、設計事務所がやっぱりいろんな設
計書を持ってくると、南原の保育園だとか、たまたま田畑の公民館だとか、いろん
な現場がありました。だから、設計事務所がそれぞれみんな違っております。今、
ここ役場の庁舎も今やっておりますけれども、これも違っております。こういうと
ころで、本来ならば、単価そのものというのは同じものであれば、仕様であれば、
同じ単価になってしかるべき、同じ時期であればしかるべきものだと思うんだけれ
ども、そこら辺のところは、ぜひ今後チェックの中で確認していっていただきたい
と思います。
次のほうへ行かせていただきます。
２番目のほうで、平均落札率等についてということで上げさせていただきました。
落札額について、23年度から資料を担当課からいただきました。最低制限価格の
導入もあったせいか、上昇傾向を示しています。ただし、予定価格が積算されてい
れば、利潤を含んだ設計書となっていますので、厳しい建設業界においても、品質
の確保と少しでも利潤の上がる仕事をしていただくことは大事なことであると考え
ます。豊富な仕事量に支えられていたときならば、設計額と予定額のある程度の端
数調整は理解するところですが、公共工事の入札契約の適正化指針においても、公
正な競争の促進という措置として、財務規則の取引実例価格等を考慮による市場価
格の採用や建設業の健全な発達のためにも、端数調整は行わないとすることが強く
指摘されていますので、この現下においては設計額と予定額の差を最小限の端数調
整でお願いしたいものです。お考えをお願いいたします。
建設産業の給与水準が全産業平均を大きく下回っていることで、数年前から労務
単価、資機材単価が上昇し、平成25年の公共単価の普通作業員労務単価は、２月よ
り１万5,700円から１万7,100円に、8.2％のアップです。アップせざる得ない理由
を理解していただきたいと思います。
その後、インフレスライド条項と特別措置についてもお聞きいたしますけれども、
インフレスライド条項は対象となる現場はありませんが、特例措置の現場が何件で
あって、この取り扱いをどうされるのか、一緒にお尋ねいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 平均落札率関係の御質問でございます。

議員が言われますとおり、業者にとっては、これは利潤が出ないと、なかなか請
け負ってもらえないということ。発注側の村といたしましては、できるだけ安く請
け負ってもらいたいなという、このことは差があるわけであります。発注側の村は、
これは村民の皆さんの税金でいろんな工事の関係を支払っていかなければなりませ
んので、できるだけ、できる限りそういった面では安くしていただければありがた
いなという思いもあるところであります。しかし、利潤が出なければ、なかなか請
け負ってもらえないということでありますので、その辺は考えていく必要があると
いうふうに思います。
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予定価格の設定につきましては、予算執行者、ほとんどが私か副村長になるわけ
でありますけれども、これは経済状況や業界の現状等々も勘案をしながらつくって
おるところであります。したがいまして、予定価格に対する請負率は年々高くなっ
てきております。25年度は93.3％ということであります。前年に比べると上がって
きて、24年が予定価格に対する請負率が87.3％でありますので、かなり上がってき
ております。これは、業者の皆さんの見積もりもより的確になされてきている結果
かなというふうに思っておるところであります。したがいまして、予定価格をつく
る上では、その辺は考慮してつくっておりますけれども、税金でありますので、そ
の辺もぜひ御理解いただきたいというふうに思います。
この問題につきましては、過去の議会でも、かなり逆の面からの御指摘もいただ
いたわけであります。少し予定価格を厳しくなんていう質問もいただいたところで
ありますけれども、しかし、今の状況を考えますと、それは余り厳しくというわけ
にはいかないだろうなということは思っております。
御質問のとおり、設計額は公共単価等々、あるいは実勢単価等々で設計されます
ので、設計額イコール予定価格というのは、これは本来の考え方だろうというふう
には思っておりますけれども、そうはいっても、村民の税金をどう有効に使ってい
くかという観点から、若干のそれは予定価格で調整はさせていただいておるという
ことであります。その辺はぜひ御理解をいただきたいなというふうに思います。
その予定価格が、私自身が厳しいかどうかというのは、ちょっとわかりませんけ
れども、状況の勘案はしておりますのでお願いいたします。
スライド条項の関係であります。特例措置内の内容に合致するものであれば、こ
れは協議に応じていく。この必要はありますので、そう考えております。ただ、こ
れが該当するものがあるかどうかは建設水道課長のほうから答弁をいたします。
議

長（原

悟郎） 出羽澤建設水道課長。

建設水道課長（出羽澤平治） 今、建設水道課で発注しているものにつきましては、
工期が長期にわたるものは特にはございません。ということは、長期にわたらない
というころは、当初設計をかけた単価のその金額でほぼ工事が進んでいるんだろう
なというふうに考えております。当然、スライド条項によりまして単価が大きく変
わっていれば、業者の申し出により当然応じていくということで今考えております。
ですので、該当する件数としては今、こちらで把握しているものはなしということ
で考えております。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山議員。
豊） インフレスライド条項のほうは多分ないと思います。だ

から、特例措置についてどうなのかというのを土木と建築のほうで、今、対象件数
をお聞きしたいなと思って質問したわけなんですけれども。だから、２月１日が非
常に関係してくるわけであって、２月１日以前でも、工事が始まったのが２月に入
ってから工事が始まったというのは特例措置として単価の変更が認められるという、
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こういう特例措置になっているやつでありますので、２月以降に発注したものは当
然、新しい新単価でやるものですから、だけど、新単価に間に合わない１月のうち
に設計書ができて、その場合は２月前に単価になりますので、それは２月以降の単
価に変更ができますよという特例措置があるわけなんだけれども、その研修会だか、
何かも受けておられるわけだと思うんだけれど、それ対象がないというのも、私も
入札の結果を幾つか見ておるわけなんだけれど、対象はありませんか。建築の中で
もないですか。なければ結構ですけれども。
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） 済みません。建設関係というか、建築関係につきま
しては、建設水道課のほうでは直接の発注がありませんので把握はしておりません
が、土木関係、確かに１月段階での設計積算に基づく工事の発注で工事が続いてい
るものはございます。ただ、その単価契約の見直しをするかどうかについては、今
のところまだやっていないというところが現状です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山議員。
豊） こういう建設業界の危機的な状況であるということはよ

く理解した上で対応していただきたいと思います。今、それ以上のことはちょっと
申し上げません。
次の、それじゃあ時間ありませんので、３番目のほうへちょっと移らせていただ
きます。
対象件数云々については、ちょっと調べておいてください。それで、やるか、や
らないか、取り扱いをどうするかということも検討しておいてください。
入札契約に係る情報の公表についてということでお願いいたします。
公共工事の入札契約の促進に関する法律が施行されてから十数年が経過していま
す。この法律は、国とか、地方公共団体の発注者全体を通じて、入札契約の適正化
の促進により、公共工事に対する国民の信頼の確保と建設業の健全な発達を目的と
して、全ての発注者の義務づける事項として毎年度発注見通しの公表、入札契約に
かかわる情報の公表などが定められています。村の公表状況はどんな様子かお伺い
いたします。お願いします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 情報の公表であります。
毎年年度当初に予定価格250万以上の公共工事の発注は、村のホームページで公

表しておるところであります。しかし、この中に、大変申しわけないわけでありま
すけれども、それ以降の変更や追加等については公表ができていないところであり
ますので、これは公表していくようにいたします。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山議員。
豊） 発注の見通しだけじゃなくて、ほかのものも公表がいっ
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ぱいあるわけなんです。特に、入札の経過等の公表についてはどんなふうにされて
いるのかお伺いいたします。
議

長（原

悟郎） 山﨑財務課長。

財務課長（山﨑 久雄） 入札の公表。
６

番（丸山

豊） 入札の契約の中身が公表されておると思うんですけれど

も、先日、私はちょっと伺って、いろいろ聞いたときに、閲覧室にみんな置いてあ
るというお話を聞きました。ホームページを見ても、本来ならば、先ほどの、今村
長に答えていただいた発注見通しから、それから、どなたが入札して、どんな札を、
金額を入れて、それがどうだったかというところまでみんな公表するということに
なっているわけなんです。それが、ホームページには載っていないんじゃないかと
いうことを私は今ちょっとお聞きしているんだけれども。
財務課長（山﨑 久雄） 済みません。
今、村長のほうからもお答えいたしました当初の予定については、ホームページ
のほうに載せさせていただいております。それから、あと補正予算とか等でまた新
たに出てきたもの、あと工事の内容がちょっと変更になったようなもの等々につき
ましては、大変申しわけないわけでありますが、変更等についてホームページでま
た、再度掲載をしていません。そんなところは大変申しわけないわけですが、今後
は変更等は載せていきたいと思っております。
それから、あと入札の結果については、うちは入札が終了した段階でホームペー
ジに結果等を、こちらとしては内容等について掲載しているというように考えてお
りますが、不足するようなところがあるということでありますか、内容等について。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山議員。
豊） 入札の結果のところだけは、どなたがとったかというと

ころまでしか載ってないんです。だから、どういう方たちが参加したというところ
まで載せなければまずいんじゃないかということを言っているわけ。入札の公表っ
てみんなそういうものだと思うんですけれども。
議

長（原

悟郎） 山﨑財務課長。

財務課長（山﨑 久雄） 大変済みません。
確かに、うちの公表結果では業者の参加者数しか載っておりません。御指摘があ
りましたとおり、今後はそのような細かいところにも配慮をして、載せていきたい
というふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山議員。
豊） それから、これ、工期のことなんですけれども、少し工

期のことをちょっと、私、ちょっと時間のこともあって読まなかったんですけれど
も、工期が第四四半期というのが大分、発注見通しの中ではゼロだったんですけれ
ども、その後、幾つも今、第四四半期になって相当量が発注されているという状況
について、何かこの時期にずれ込んだ理由というのは全体的にどういう理由が主だ
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ったんですが。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 一般的な話として申し上げますので、なかなか工事発注

までには時間がかかる部分というのがあります。地権者の交渉や、あるいは関係者
への交渉だとか、いろんな面があるわけであります。したがいまして、なかなか予
定どおりには進まないという。これは御理解をお願いしたいというふうに思ってお
ります。
一番いいのは、一年目に設計をして、ある程度いろんな方との調整ができれば一
番いいわけでありますけれども、設計工事、同一年度でありますと、どうしてもそ
ういったことが関係をしてまいります。したがいまして、この辺はできる限りそう
いった方法がとれればと思っておりますが、なかなか予定どおりにはいかないとい
う、このことはそんな御理解でお願いしたいと思います。これも職員体制の問題も
大きいところであります。したがいまして、また臨時議会をお願いしながら、繰越
明許の議決もいただけなければなりませんけれども、かなり数多くの繰越明許が出
る予定であります。この大雪のせいもありますけれども、よろしくお願いいたしま
す。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山議員。
豊） 今、大雪の影響でということでちょっとお尋ねしようと

思ったんですけれども、大型工事が、ちょっと目につくところがここの役場の庁舎
のところだとか、あと田畑の公民館とか、幾つかあるわけなんですが、大きなとこ
ろでは工期内に終えられそうですか、お尋ねいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 大規模工事につきましては、田畑の公民館は３月27日だ

と思いましたけれども、私も行って検査をする、検査というか見るということにな
っております。役場の庁舎も、私は心配しておりますけれども、業者との調整の中
では年度内に完成するということになっておりますので、そこはちょっと厳しいか
なという面もありますけれども、そういうことでございます。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山議員。
豊） ここの役場のところなんか、少し見させていただきます

と、着工が非常に、何か遅かったんじゃないかなという、そんなような認識もして
いますので、施工管理をどなたがやっているかちょっとわかりませんけれども、そ
ういうところをしっかり管理というか、監督していただいて、工期に間に合わせる
ようにしていただきたいと思います。
答えだけで結構です。次の質問にちょっとお答えください。
社会保険等の未加入企業という話が今話題に盛んになっておりますけれども、役
場の中では、この建設業者さんの社会保険等の未加入企業というのは把握しておら
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れるかどうか、お尋ねいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 未加入業者につきましては、経営審査事項の結果通知書

は添付されていますので確認はできます。しかし、必要性は理解しておりますけれ
ども、なかなか法的な義務づけが行われていないということでありますので、その
ことによって云々ということは今のところはしていないということであります。
以上です。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山議員。
豊） ルール的には29年度から義務づけられるのかなというよ

うな、そんなような情報をいただいておりますけれども、またちょっとほかに、こ
の件を入札契約の事後審査基準の対象にされるかどうかというのを最後にちょっと
１点お聞きしたいと思います。
議

長（原

悟郎） 山﨑財務課長。

財務課長（山﨑 久雄） 現在のところは、例えば県だとか、そういうところがそ
ういうことをしていませんので、今のところは考えてはいませんけれど、今後はそ
ういう状況が出てくれば検討することだと思います。
議

長（原

６

番（丸山

悟郎） ６番、丸山議員。
豊） ありがとうございます。

やっぱり、こういうことをきちんとしていかないと、余計この業界というのが、
建設業界というのが少し、余り認めていただけないようなことになりますので、ぜ
ひ行政のほうからも積極的にそこら辺のところを指導していただきたいと思います。
以上で終わります。
議

長（原

悟郎） これで、６番、丸山豊議員の質問は終わります。

次に、５番、加藤泰久議員。
５

番（加藤 泰久） 議席番号５番、加藤泰久です。

通告どおり、４件の質問をいたします。
今回の大雪の除雪の反省と対策について質問いたします。
昨日、同僚議員の質問がありましたので、重複する部分においては省略させてい
ただきます。
今回の降雪は想定外であり、十数年ぶりの大雪となりました。土曜、日曜と２回
の大雪で、村民の皆さんも除雪に大変苦労なされ、また村の農業用ハウス等農業施
設においても、被害が少なかったことが不幸中の幸いでございました。昨年設立し
た除雪ボランティアも108名の登録となり、すばらしい組織づくりができたと、ま
た今回も活動され、地域の皆様より感謝された、また高く評価されております。
今回の豪雪は、土曜、日曜日であり、通学、通勤には影響が少なかったわけでご
ざいますが、これが平日の降雪であったならば大変でなかったかと思われます。区
長さんが要請されて、出動された除雪ボランティアですが、大雪のため、早い時期
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から２度、３度除雪してくれた方もおります。特別の手当等の配慮も考えていただ
ければと思うところでございます。風も強く、吹きだまりができ、対応が大変だっ
たと思われております。５センチか30センチぐらいまでなら対応ができるかと思い
ますが、今回のような豪雪では、除雪事故、死亡事故等もありましたけれども、限
界ではないかと思われております。
村道を担当する委託業者も一生懸命対応していただきましたが、いずれにしても
豪雪でありましたので、時間等がかかったわけでございます。今回のような豪雪の
場合は、協力業者が必要じゃないかと。また、建設、水道等の会社にも要請があっ
たようでございますが、今後は協力体制の依頼や連絡網づくりが必要かと思われま
す。生活道路や緊急性のある除雪が終わった後、１日後でもよいのですが、二次的
な除雪、つまり道路幅の拡幅や道路幅の確保や余った余分な雪の運搬等についても、
業者に対応を要請する必要があるんじゃないかと思います。
区長を中心とした地域除雪に、除雪ボランティアが、または組長、近所の皆さん
等、除雪での協同・共助の心が大変必要さを強く感じたところであります。このよ
うな豪雪による村行政、地域行政、業者、除雪ボランティア、住民の連携をどうつ
くっていくかが課題と思われますが、村長のお考えをお尋ねいたします。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ５番、加藤泰久議員の御質問にお答え申し上げます。

大雪の除雪につきまして、反省と対策という御質問でございます。
何人かの議員からも御質問をいただいておるところであります。
ことしの雪につきましては、申し上げておりますとおり、記録的な本当に大雪で
あったということであります。幸い、土日、土日という状況で、これが平日であっ
たら、なお大変だったろうなという思いがしたところでございます。
そういった中で、昨年末に構築をいたしました除雪ボランティアの皆さん、108
名の登録がありましたけれども、その皆さんに本当に精力的に御協力をいただけた
というふうに思っております。村で指定をしてあります業者につきましては、指定
をされた村道を中心的にお願いをしておりますので、なかなかほかの生活道路まで
手が回らないという状況であります。したがいまして、この除雪ボランティアの皆
さんに精力的に除雪をお願いした結果、かなりきめ細かな除雪ができたというふう
に考えておると思っておるところであります。その要因といいますか、できたと思
っている部分につきましては、通常の年と比べますと、かなり苦情の電話が少なか
ったということを見ても、本当にこの組織が機能したんじゃないかというふうに考
えておるところでございます。
ただ、全てをというわけにはまいりませんので、これは村民の皆さんの御協力が
不可欠であるというふうに思っております。この辺は周知をこれからもしていきた
いというふうに思います。ただ、今、本当に忙しい世の中になってまいりましたの
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で、なかなかみんなで、総出で除雪をするということは困難でありますし、またこ
としのような大雪につきましては、手で作業というのは本当に大変な作業となりま
す。したがいまして、除雪ボランティア、今年度つくったばかりでありますので、
これから、その問題や反省点を踏まえまして、さらに充実をさせていきたいという
ふうに考えておるところであります。
村内の建設業者をはじめ、あらゆる業者につきましては、連絡体制等々も整えて
ありますし、協力もお願いしてありますので、その辺はそんな御理解をお願いした
いというふうに思います。
記録的な大雪になりますと、行政での対応というのは限界があります。その中で、
どう乗り切っていくか、このことはこれからの検討課題だなというふうに思います。
また、後で除雪も必要だというお話がありましたけれども、それは順次やってお
りますので、その辺も御理解をお願いしたいというふうに思います。
特別な手当のお話もございましたけれども、ことしは初年度ということでありま
すので、1,000円と1,500円という１時間の規定の中でそれぞれお支払いをしていく
ということになっておりますので、その辺は考えていないところであります。この
辺もまた、それぞれ皆さんの御意見をお聞きしながらというふうには考えておりま
すけれども、あくまでも有償除雪ボランティアということでありますので、１時間
1,000円、１時間1,500円、機械を持っている方ですか、その単価が適正かどうかと
いうのは、これはいろんな御意見があろうかと思いますけれども、私はその額でお
願いをしていきたいというふうに思ってるところであります。
地域、地域のいろんな状況があります。各区の区長さんの御配慮や御努力、こう
いったことによりまして、本当に苦情が少なかったということだけは事実でござい
ますので、この除雪ボランティア組織が大きな効果があったと、私自身は思ってお
るところでございます。
各市町村の一般質問も始まって、いろんな問題、この大雪に関する質問も出てお
りますけれども、区に対する、そういった部分はどうかなんていう御質問が出てお
ります。それは各地区でというような、そんな答弁になっておる面もありますけれ
ども、そういったことを考えれば、うちの除雪ボランティア組織というのは先進的
な組織ではないのかなという思いがしておるところであります。さらに充実してい
くようには検討してまいります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤議員。

５

番（加藤 泰久） 他地区に先駆けたすばらしい組織ができたということで、

ますますの充実を希望するところでありますし、昨日の話の中でも、きょう、区長
会があるということでございますので、地域において陣頭指揮をとった実務の区長
さんからは、それぞれのまた御意見が出るかと思いますので、その辺の意見を酌ん
だ中で、また今後の対応、課題としていただければ幸いと思います。
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続きまして、ふるさと納税について質問をいたします。
ふるさと納税が話題になっておりまして、先日、テレビで放映されたのを私は見
たところでございますが、１万の納税で2,000円相当の郷土の特産品をお礼として
送られるというようなことで見ておりました。しかし、それも今、大変エスカレー
トして、3,000円、4,000円、最高では5,000円相当の特産品を送るというような話
も出ておりました。
本村においては、ふるさと納税が何件ぐらいで、またそれに対するお礼と申しま
すか、納税謝礼をどんなものを幾らくらいで送っているかというようなことをお聞
きしたいと思います。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ふるさと納税につきましての御質問でございます。

この制度につきましては、平成20年度から始まりました。今までの実績で申し上
げますと、平成20年度から24年度までですが、寄附していただいた方の人数は年に
よってばらつきがあります。少ない年で７人、多い年で21人となっております。金
額では、少ない年が12万円、多い年は41万円ほどとなっております。これは過去の
実績ということでございます。また、村から他町村への寄附をされた方が、震災の
関係もありますので、これはかなり多くなってきております。多い年では30人の方
が240万円ほどの寄附をされております。
過去にも御質問をいただきまして、内容を充実すべきではないかというような御
意見をいただいておるところであります。平成25年度でありますが、ことしの１月
から寄附をされた方へお礼としてお送りする特産品について、見本写真をホームペ
ージに掲載し、寄附をされた方が特産品を選択できるようにさせていただきました。
これはリニューアルをして、そういうふうに制度としてしたところであります。ま
た、申込方法につきましても、今までは申込書を郵送やファクスでお願いしており
ましたけれども、ホームページから直接申し込みができるよう簡素化を図ったとこ
ろであります。したがいまして、それから２カ月余りでありますけれども、２月だ
けでも６人から寄附をいただいたところでございます。平成25年度は、２月末まで
で24人から92万円の寄附をいただいた結果となっております。結果を見ましても、
ホームページの内容をリニューアルした効果が出てきているのかなというふうに思
っております。
お礼の特産品の額等につきましては、財務課長のほうから答弁申し上げます。
議

長（原

悟郎） 山﨑財務課長。

財務課長（山﨑 久雄） それでは、お礼の品等のことについてでありますが、金
額的には今までも同じですが、１万円相当で3,000円から3,500円程度のお礼をさせ
ていただいております。それから、今村長のほうからも答弁ありましたけれど、今
回、写真でホームページに載せたということで、その中でも、１万円で９種類ぐら
いの特産品を載せてありますが、3,000えんから3,500円程度のものをお礼としてお
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返しするということ、それからそれ以上になりますと、その中から２点を選べると
か、そういう方法で掲載をしております。現在、そういう方法でやっております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤議員。

５

番（加藤 泰久） ただいまの説明もありましたように、村外で活躍してる

方、またホームページを見られた方、特産品を希望する方に納税していただくこと
は金額の問題ではなく、本村とのつながりを大切にし、本村をアピールしていくこ
とが大切と思いますが、今後の取り組みについてお伺いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ふるさと納税制度につきましては、賛否両論があるとこ

ろであります。これは、加藤議員に御指摘をいただいたとおりであります。近年で
は、自治体が特産品の豪華さを競い、それにより特典目的の寄附がふえるなど、地
域を応援する制度の趣旨から少し外れているんじゃないかなというような面も見受
けられるところであります。しかし、制度は制度としてありますので、村もこの１
月からリニューアルをしながら、いろんな取り組みをしておるところでありますの
で、当分はちょっと様子を見ていきたいと考えておるところであります。
ふるさと納税につきましては、ふるさとを応援したいという、私はこのことが本
来の趣旨であるというふうに思っております。本村の場合には、ここをふるさとと
する皆さんよりも、違うところをふるさととしている皆さんの人口のほうが圧倒的
に多いわけでございます。6,000人対9,000人、このぐらいの割合になるのかなと。
南箕輪村をふるさととしている皆さん、この40年間では6,000人ぐらいであります。
転入した皆さんが9,000人ということでありますので、そういったことを考えれば、
なかなか本村の場合は難しいのかなという面もあります。しかし、制度としてあり
ますので、内容を充実しながら、できる限り村をＰＲできればと考えておりますの
で、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤議員。

５

番（加藤 泰久） 南箕輪にも、お米をはじめ、農産物それぞれのすばらし

い特産品がありますので、そこらも紹介を兼ねて、今後やっていっていただければ
ありがたいところでございます。
続きまして、中学校の朝練原則廃止の対応ということで質問いたしますが、前日
の同僚議員からの質問があり、教育委員長からの本村の方針がわかりました。一部
わかったところでございます。ですので、あとお聞きしたい点について質問をいた
します。
今回の県教委からの早朝練習原則廃止の提示があってから、生徒にはどのような
反応があったのか、どのように考えているのか、生徒の意見を聞いたかお聞きした
いところでございます。
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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） 議席番号５番、加藤泰久議員から、中学校の朝練原則
廃止の対応、また生徒の考え等についての御質問をいただきましたので、お答えさ
せていただきます。
もう新聞紙上で御存じのことと思います。24年の12月の信毎等々でも生徒の声と
か、指導者の声とか、保護者の声等々が載せてありました。
南箕輪中学校におきましては、朝の部活動につきまして、生徒全員にアンケート
をとったわけではございませんが、顧問の先生を通じて、また担任の先生を通じて、
無作為に意見を出していただいた結果でございますけれども、朝の部活動はあった
ほうがいいとする意見が大部分でありました。その中で、朝の部活動はあったほう
がいいけれども、配慮もあったほうがいいと、そういう意見も一部にありました。
よって、否定的な意見というものは全くありませんでした。あったほうがいいとす
る意見の中では、短時間ではあるけれども、基礎練習を行うこともできるし、体力
もつくというふうに考えている。朝の部活動をすることで、一日が始まるという気
持ちになり、やる気が出てくる。放課後の部活動でできない冬期間、これは朝の練
習が必要である。朝早く起きることが習慣化されている。また、一日の生活のリズ
ムと意識が持てる。こういう意見がありました。配慮があったほうがいいとする意
見としては、朝の部活動は自主練習としたほうがいいのではないかという意見とか、
勉強時間が減って、学力が低下するようであれば、やらないほうがいいと、こんな
意見も出されております。これらの意見を聞き、学校内では、部活動プロジェクト
会議というものを開き、検討を重ねてきております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤議員。

５

番（加藤 泰久） ただいまもありましたように、新聞等で県教委の意見が

出されて、学力向上に向けて、授業に差しさわりがあるような朝練の廃止をするよ
うにというふうに書いてあるように私は受け取りました。ただいま行われておりま
す朝練、また部活動が、県教委によっては軽視されているんではないかというよう
なふうに受け取れました。学力向上授業の点数制度を重視するような、ただいまの
方針の中で、部活は生徒自身が選択し、自分の希望する部活動をすることで、生徒
の自主性を育て、仲間づくりや友達づくり、授業以外の重要な時間と考えておりま
す。廃止とちょっと違ってきますが、この部活によって、体力、精神力、また文化、
音楽等の個人の個性を育てる大切な時間であると思われます。指導者の責任問題や
指導時間等の問題はあるかと思いますが、部活動に十分な時間を使うことを希望す
るところでございます。廃止とちょっと違ってきますが、部活動を充実してほしい
という希望も込めてのお話でありますので、ちょっとその答弁をお願いいたします。
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） 今の御質問に対してお答えになるかどうか、ちょっと
疑問ではございますけれども、中学校の部活動については昨日もお話ししましたよ
うに、朝につきましては７時半から７時55分までの25分間であるということ。この
練習につきましては、一日の練習時間も近隣の学校と比べて少ない状況であるとい
うことは昨日もお話ししました。
中学校では、部活動プロジェクト会議で検討を重ねてきた結果、次のように教育
委員会のほうに報告がありました。朝の部活動は今までどおりとし、活動内容に関
しては各部単位に任せる。朝、開始時間を７時半とすると、これも言いました、昨
日。そんなようなことがありまして、教育委員会を２月27日に開催した、その中に
おきましては、中学校で検討してきた最終報告を尊重するということにしておりま
す。
私個人的には、今の議員さんがおっしゃったことのようなふうに考えております
が、朝練習を全県的に制限することは、果たしていかがなものかなと。県から決め
られた方針に従ってやるよりも、私は個人的には、自分たちで考えて、選んでいく
ということのほうが、教育的な意義が大きいのではないかなと思います。そんなこ
とで、できる範囲のことで、南箕輪中学校の部活動に対しては、今までどおりに進
めていきたいというように考えておりますので、よろしくお願いいたします。
議

長（原

悟郎） ５番、加藤議員。

５

番（加藤 泰久） 教育委員長もそのように言っていただいて、安心したと

ころでございます。ますます中学校でも、生徒個人の個性を伸ばすような教育を心
がけていっていただきたい、うれしいかと思っております。
続きまして、大芝プールの跡地利用について質問をいたします。
大芝プールが老朽化で取り壊しが決定しましたが、このスペースをどのように活
用していくのかということでございます。
大芝には、野球場、陸上競技場、テニス場等のスポーツ施設は大変充実しており
ます。また、高齢者にマレット、ゲートボール場等の施設があり、近隣の地域や村
民の方々の多くが利用されております。この現在のプールの跡地横には、幼児用の
プールがあり、夏には多くの親子でにぎわうところでございます。この跡地に、幼
児用遊具等を用意し、親子で楽しめるゾーンにしてはいかがと思うところでありま
す。まだまだ先のことではありますが、多くの村民の提案や希望を聞き、大芝の活
性化を望むところでございますが、御意見をお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 大芝高原のプールの跡地利用の御質問でございます。

50メートルプール廃止ということで、去年から使っていないところであります。
その跡地を幼児用プール、さらに充実をしてはという御質問だというふうに思いま
す。
大芝高原全体の計画といいますか、リニューアルにつきましては、平成26年度当
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初予算にも事業費1,100万をお願いして、国の補助事業で、さまざまな施設をリニ
ューアルできればということで、計画づくりの予算化をお願いしたところでありま
す。大芝高原内には、プールのほかに屋内運動場やテニスコートや野球場やトイレ、
さまざまな施設がありますので、更新や修繕などの整備が今必要となってきており
ます。平成26年度に公園の長寿命化計画を策定し、平成27年度から、その補助事業
を活用しながら、計画的に修繕や更新を実施してまいりたいというふうに考えてお
ります。幼児用のプール、あるいはプールの管理棟等につきましても、機能強化を
していく必要もあるというふうに考えておりますので、そういった中で、あわせて
検討ができればというふうに思います。
ただ、50メートルプールにつきましては、駐車場用地にしていくということで、
以前からお話を申し上げてきたところであります。大芝公園につきましては、各種
団体のスポーツ大会やイベントが数多く開催され、駐車場が不足しておるという状
況にあるわけであります。大会がありますと、味工房前の駐車所が満杯となりまし
て、あそこに来たお客様からかなりの苦情をいただいておるところであります。し
たがいまして、駐車場スペースをできるだけ広くとっ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。50メートルプールにつきましては、駐車場として利用
していきたいという考え方でおります。
この事業につきましては、先ほど申し上げましたように、公園の長寿命化計画の
中で、補助事業として27年度に実施ができればというふうに考えておるところであ
ります。それとは別に、さまざまな今施設のリニューアルもしていかなければなり
ません。例えば、屋内運動場もかなり古くなってきております。テニスコートにつ
きましても芝というような要望もかなりあるところであります。野球場も古くなっ
てきております。また、トイレにつきましても、公共下水道へのつなぎ込みという
のが必要になってきております。そういった面、さまざまなことを検討しながら、
この公園の計画をつくっていきたいと思っております。その中で幼児用プールをど
うするのか、こういったことも補助事業で充実ができれば、本当に理想的でありま
すし、いいなというふうに思っております。その中で、十分検討はしてまいります。
また、大芝高原には、数多くの遊具等もあるわけであります、アスレチックをはじ
め。そういったことも、こういった事業の中で充実ができていけば一番いいわけで
ありますので、その辺も踏まえて、全体的な計画をつくってまいりたいというふう
に考えておりますので、そんな御理解でお願いいたします。
ただ、プールにつきましては、費用対効果を考えますと、本当に難しい事業であ
ります。お金がかかりますけれども、なかなかそこの収益というのは期待できない
ところでございます。しかし、村民や、あるいは集客といいますか、交流の場とし
ては必要な施設でありますので、幼児用プールにつきましてはその時点でまた考え
ていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。
以上です。
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議

長（原

悟郎） ５番、加藤議員。

５

番（加藤 泰久） 幼児から高齢者まで、みんなに楽しんでいただける大芝

高原で、ますます活性化されるように努力することを希望して、私の質問を終わり
ます。
議

長（原

悟郎） これで、５番、加藤泰久議員の質問は終わります。

ただいまより10時45分まで休憩といたします。
休憩 午前１０時２２分
再開 午前１０時４５分
議

長（原

悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。

その前に、先ほどの６番、丸山議員の質問に対して、建設水道課長から特例措置
の関係について答弁があるそうですので、先にお聞きください。
出羽澤建設水道課長。
建設水道課長（出羽澤平治） 先ほどの丸山議員の質問の中でありました特例措置
の該当件数ということで聞かれまして、ちょっとこちらのほうで返事ができません
でしたので、ここで改めてお答えしたいと思います。
まず、特例措置の関係ですけれども、実は伊那建設事務所のほうへ問い合わせし
まして、上伊那の状況ということでお聞きしました。この特例措置につきましては、
そもそも２月１日現在を基準にしました契約が対象ということで、その前後におい
て、人件費等の単価が相違する場合について、市町村等から相違する分について特
例措置によってスライドすることを希望しますかということを業者に通知して、業
者が応じれば対象とするということの内容のようですが、この対応をしているのが
国から県へ通知、県は当然しなさいということのようです。市町村については、市
町村の判断にお任せをしますということの中で、上伊那の状況につきましては、こ
れを適応している市町村はないですよということであります。これは、あくまでも
２月１日基準での話で、今後、もしくは現在もありますけれども、物価等のスライ
ドにより、契約について変更が必要な場合については、契約約款に基づく物価スラ
イドを適応して対応するということで取り扱ってよいということでありますので、
先ほど質問のありました件につきましては、現在、契約のもの、工事で動いている
もの、十数件ほどありますけれども、この対象となったものは１件もございません
ということでお答えしたいと思います。お願いします。
議

長（原

悟郎） はい、そういうことで、また細かい質問がありましたら、

担当課のほうでお聞きください。
それでは一般質問を続けます。
４番、小坂泰夫議員。
４

番（小坂 泰夫） ４番、小坂泰夫です。

今回の私からの一般質問の目的を述べます。
現在、村役場では、端的に言えば、気を病んで休職している職員がいて、職場と
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しても苦慮しているようであります。このことは、非常にナーバスな問題ですが、
私と執行部のやりとりを通して、できることなら悩みの渦中にある人たちを、優し
く言えば気遣いたい、またはっきり申せば勇気づけたい、これが目的です。また、
あえてつけ加えるなら、現在さまざま場面で悩みを抱えておられる村民一人一人の
方々にとっても、この質問から何らかの気づきを得てもらえることを願って質問を
始めます。
質問項目としまして、村職員が、明るく、積極的に働ける職場づくりを求めてと
題しました。
村長は、この３月定例会挨拶、特に平成26年度予算編成の説明に当たり、村長の
３期目は、特に積極的な行政を目指すと宣言されました。これは、ひとえに村の全
職員が積極的に職務に励めてこそなし得るものだろうと思います。
そこで、まず１番、（１）の①としてお尋ねいたします。村職員の受験者数と採
用人数をお聞きします。参考経過としまして、平成元年ごろのバブル期、また10年
ほど前、そしてここ３年ほどの受験者、村職員を受験する方、そして採用人数をお
尋ねします。
議

長（原

悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ４番、小坂泰夫議員の御質問にお答えいたします。

初めに、村職員の受験者数と採用人数の御質問であります。
初めに、年代ごとの職員の受験者数と採用人員であります。バブル期、昭和61年
12月から平成３年２月までの最盛期の平成元年は、事務職の受験者数は６名に対し
て４名、また保健師は１名に対し１名を、調理師では２名に対し１名を採用してお
ります。次に、10年前の平成15年度では、事務職の受験者数は17名に対して５名を、
また保育士では８名に対して１名を、調理師では３名に対して１名を採用しており
ます。続きまして、この３年間の状況でありますが、平成24年度は、事務職の受験
者数は54名に対して５名を、また保育士では41名に対して６名を、栄養士では５名
に対して２名を、作業療法士では２名に対して１名を採用しております。続いて、
平成25年度では、事務職の受験者数は48名に対して１名を、また保育士では33名に
対して３名を採用しております。また、26年度採用であります。事務職の受験者数
は51名に対して６名を、保育士では36名に対して４名を採用する予定でおります。
このように、バブル期のころは、職業を募集してもなかなか受験者数が集まらな
い状況でありましたが、リーマンショック以降の平成20年を過ぎたころから、受験
者数が急増しております。景気のよいときは民間に、不景気になれば公務員といっ
た傾向がはっきりとこの数値からもあらわれているというふうに思っております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂議員。

４

番（小坂 泰夫） ここで、再質問をさせていただきますが、今の村長の答
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弁ですと、バブルのころ、25年から30年ほど前だと思います。10名ほどの職員が受
けられ、またここ最近では、一般職や保育士さん、合わせて100名近くの方が受け
られていると。採用人数は、またその年々の退職者数とか、そういったところに関
係するんだと思いますが、それほど狭き門をこの現代は村役場職員を目指して入ら
れた方々、落ちた方々を考えれば、本当に有能な方々が採用されたんだと思いたい
ところですが。
先ほどの村長、ほかの同僚議員からの質問で答弁されていた、やはり30年ほど前、
人口が１万人にも満たないときには、職員定数は120人ほど、現在１万5,000人にな
っても定数は139人ということで、正規の職員だけ見ると、本当に大変な職務の量
が正職員にかかっているだと思います。
当時の30年ほど前の決算カードを見ますと、職員の平均給与が19万6,000円、現
在の村の人口の平均年齢は41歳ぐらいなんですけれど、多分、当時ももう少し年上
だったのか、そのぐらいの年齢だったのか、40歳ぐらいの平均年齢で19万6,000円
だったんじゃないかなと。現在は、職員の平均年齢が41歳に対して、職員の給料は
29万円です。これが高いのか、安いのかはわかりませんが。
村長も長い役場の経験もございますし、その30年ほど前と、そして現在と比べて、
職員、正規職員に職務の精神的な、心理的な負担というのはどのように変わってい
るか、お気持ちがあられたらお願いいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 30年前と今現在で、職員の精神的な受ける状況は変わっ

ているのかどうかという御質問であります。
これは、大変、個々の問題、受けとめ方がありますので難しいというふうには思
います。私が感じている範囲であります。南箕輪村は御承知のように、人口がふえ
てきております。30年前と比べると5,000人ぐらいはふえているのかな。ここに統
計的には昭和52年ですから、40年弱ぐらい前の部分があります。そのときは8,100
人という時代でありました。そういったことからすると、人口がふえてくるという
ことは、いろんなニーズを持った、いろんな考え方を持った村民の皆さんがふえて
きておるということであります。そういうことを考えれば、職員の精神的な負担と
いうものも当然多くなってきているんだろうなというふうには感じておるところで
あります。
私も、役場生活、職員生活が長いわけでありますけれども、私の若いころという
のは、本当に村民、村の中が職員と村民の関係といえば、本当に和気あいあいとし
たといいますか、そんな状況の時代でありましたので、そういった精神的なストレ
スというのは余り感じなかったところであります。むしろ、上司からのストレスの
ほうが感じたかなと、こんな思いも今しておるところでございます。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂議員。
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４

番（小坂 泰夫） では、２番目の質問に入っていきたいと思いますけれど、

そこで、残念ながら心元気に働けている職員ばかりではないのが今の村の役場、村
職員の実情かなと。そして、身体的にはともかくとして、心元気でない理由といい
ますか、それは個人的事情だったり、またあるいは職場の人間関係、村長も今答弁
ありましたけれど職場の人間関係、上下関係でしょうか、そういったものもあろう
かとも思われます。
私、今回の質問をするに当たりまして、駒ヶ根にあります長野県看護大学の先生
方、５人の先生方からお話を聞いてきまして、特に心のケアといいますか、あと職
場の問題、そういったことを看護大学さんとしては先駆的に活動されておりますの
で、聞いてきました。基本的には、生徒向けの対応ではありますが、看護大学では、
悩みを抱える当人が、臨床心理士や、また精神看護専門看護師といった看護大独自
のポジションのようなんですけれど、そういった悩みを聞くための配置をされてお
り、また職場の人間関係の調整を図るために、これはまた後でちょっと説明します。
資料１としまして、例えばハラスメント防止委員会というのを、資料１のハラスメ
ント防止委員会そのものはちょっと説明はあえてここにわかるようには載っていま
せんけれど、そのハラスメント防止委員会を設けたりして、悩みや人間関係の調整
を看護大学さんでは図っておられます。
そこで質問ですけれど、村の職場内でのそういった職員が抱える悩みや、また人
間関係への対応、また機関というのがあれば、どうなっているかお尋ねします。ま
た、例えばですが、この長野県看護大学でも、村でそういったことに苦慮されてい
るようなら、ぜひ連携、協力したいというようなお声も聞いてきております。内部
だけで対応するのが難しければ、ぜひ外部にも頼ってよいんじゃないかと思います。
そのあたりをお尋ねいたします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 御質問の前に、若干だけお話をしたいという部分があり

ます。先の質問でお答えできなかったところであります。これは、村民向けに一つ
お答えをしておきたいなと思いますのでお願いしたいと思います。
職員数の問題であります。
平成17年度に集中改革プランというのを作成しまして、22年度までの５年間に職
員数を13人減らしてきております。人口はふえてきて、地方分権が進んできても、
職員数は減らしてきてまいりました。こういったことが、職員の負担ということに
もつながっているのかなというふうに感じておるところであります。当時の職員１
人当たりの受け持ち人口は70人から90人台、現在では110名ということであります
ので、職員１人当たりが抱える村民人口というのはかなりふえてきておるという実
態があるわけであります。そんなことも若干職員のストレスに影響してきておるの
かなということであり、そういったことを解消するために、あるいはさまざまなも
う少し住民サービスを充実するために、またきょうも質問が出ておりましたけれど
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も、いろんな分野を充実するために採用人数をふやしてきておるところであります。
定数も増加を認めていただいたところであります。これからは、効率化も追求して
まいりますが、住民サービス等を勘案しながら採用をしていきたいというふうに思
います。これは（１）の質問で言い落とした面であります。
職場内の関係であります。
本当に、いわゆる悩みを抱える職員がふえてきております。この辺は本当に心配
をしておるところでもあります。これは、本村だけの問題、公務員だけの問題では
なくて、どこの職場もそういう方がふえてきている、増加傾向にあるというお話は
お聞きしておるところであります。
職場での対応の部分であります。
ハラスメント関係でいきますと、男女が対等な、平等な関係で、快適に働くこと
のできる職場環境を実現することを目的といたしまして、職場におけるセクシャル
ハラスメント防止に関する要綱を定めております。この要綱では、相談等の窓口を
設け、実施することになっておりますが、実際には相談されたケースはありません。
しかし、心の健康問題により休職している職員がおります。この職員につきまし
ては、ハラスメントというよりもメンタルヘルスが起因であります。従来から、こ
のメンタルヘルスに関する研修会の実施や、また長野県村町職員互助会が実施して
おりますメンタルヘルス相談会の情報も提供し、予防に努めてきたところでありま
す。残念ながら、心の健康問題で休職される方もあるところであります。
村の対応でございますが、休職者としての対応では、全員ではありませんが、原
則として休職者の了解をいただく中で、担当課、衛生委員会というのもありますの
で、この衛生委員会を含め、これは保健師であります。一緒に主治医と相談するよ
うにしておるところであります。これは従来から改めまして、そういうふうにして
おるところであります。また、職場復帰につきましても、主治医の指導のもとで、
休職中から段階的にならし勤務を始めておるところであります。このことは必要で
あるというふうに思っております。職場の受け入れ側でも、休職者の対応につきま
して学習していく必要がありますので、先ほども申し上げましたが、県の町村職員
互助会が実施しておりますメンタルヘルス相談会に参加してまいりたいと考えてお
ります。今月開催されます相談会にも出席をする予定であります。
26年度の当初予算で、職員の健康管理委託費を計上させていただいております。
心の問題を未然に防ぐには、まず自己診断が必要であるとの観点から、職員のスト
レス診断を実施することとしております。職員のストレス状態を把握して、あわせ
て診断後のカウンセリングなどの相談もしていきたいというふうに考えておるとこ
ろであります。初めての試みでありますので、どの程度効果があるかわかりません
が、この結果を踏まえて、次のステップを考えていきたいと思っております。
３点目といたしましては、地方公務員法や労働安全衛生法に基づきまして、職員
の健康管理につきましては職員健康管理規定を定めております。この産業医の規定
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もしておるところであります。従来は、全てを含めまして１名の方に産業医として
お願いをしておりますが、26年度からは外科、内科的な面で１名、精神的な面で１
名、この２名体制にしていきたいと、そんな予算も計上させていただいておるとこ
ろであります。さまざまな相談体制をとりながら対応してまいります。
そして、今議員から提案もありました。看護大学との連携につきましては、外部
の相談窓口として設置ができれば一番いいことでありますので、そんな点、検討を
させていただきたいと思います。そういう提案でありますので、すぐに設置すると
かそういうことではなくて、検討してまいりたい。でき得れば、本当にこれは大変
な、深刻なそういう問題にもつながってまいりますので、設置をしていければいい
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、小坂議員。

４

番（小坂 泰夫） ありがとうございます。

それでは、（３）としまして、ここでは、まず村長、理事者、また管理職や職員、
それぞれの職務に対する自身の姿勢を聞くと書きました。先ほど自己診断という言
葉もありましたけれど、私としましては、村長が、また管理職の皆さんが、職員皆
さんが、それぞれ御自分が職務にどのように向き合えているだろうかということを
評価、自覚してもらうということで、資料２をもとにいろいろお話をしていきたい
と思います。資料２につきましては、看護大の先生からも学んできた、ここは心理
学と言える部分でありますけれど、御紹介しつつ、村長に幾つかいろいろ質問を繰
り返していきたいと思います。
まず、この資料２としましては、全ての人の悩みは対人関係である。全ての人の
悩みは対人関係だけであると言ったのがアドラー心理学、アルフレッド・アドラー
なんですけれど、これはフロイトやユングと並ぶ心理学の三大巨頭と世界的には言
われていまして、日本でもフロイトやユングの名前はよく聞かれるかと思いますけ
れど、アドラーのことは私もつい最近しりました。単純に言いますと、フロイトや
ユングは原因論を訴え、アドラーは目的論を訴えました。原因論というのは、私は
過去こういうことで傷ついたから、だから今気持ちがなえているんだとか、目的論
については後ほど述べます。
では、ここで、例えば役場のお話ですけれど、今村長もどんな職場でもとおっし
ゃいました。また、心の問題でもあることにも通じますので、まずＡと書きました。
全ての人の人生、あるいは仕事の目的、これは行動面であらわれる部分ですけれど、
１番は自立すること、そして２番は社会と調和して暮らせること、これがアドラー
が捉える全ての人の人生、仕事もそうだと思います。自立すること、社会と調和し
て暮らせること、これが仕事の目的であります。その行動面を支える心理的な面、
適切な信念としまして、自立することには、後ろ盾となるのは私には能力があると
いう心理面、社会と調和して暮らせることを支える心理面は、人々は私の仲間であ
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る。私には能力があり、人々は私の仲間である。これが自立して、また社会と調和
して暮らせる心理的な後ろ盾となると言っております。
Ｂになりまして、ここから村長と何度も質問を繰り返していきたいと思います。
いろいろ述べますと切りがありませんので、まずここで村長にお尋ねしたいと思い
ます。私一議員なんですけれど、10人のうちの議員として、１人の代表としまして、
私は村長にいろんな提言をしてきているつもりですけれど、村長としましては、私
の提言はどの程度聞いてくださっていると思われますか。心理学的な話でもありま
すので、本音でお答えいただければありがたいです。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 答えにくい部分もありますけれども、心理学ということ

でありますので、答えられる範囲でできるだけ答えていきたいというふうに思いま
す。
小坂議員の質問や提言をどの程度聞いているのかという質問であります。
全ての議員さんもそうでありますけれど、本当に村民のためになる、村のために
なるということであれば、積極的に提言は受け入れていくと、そういう御理解をお
願いいたします。いろんな御意見や御提言がありますけれども、可能な部分と不可
能な部分がございます。可能な部分につきましては、今申し上げましたように、私
は村、村民を常に視点に置いていますので、それに対して、本当にいいことなのか、
そういう判断ができれば取り入れているということで御理解をお願いいたします。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂議員。

４

番（小坂 泰夫） それでは、村長に、まず村長としての職務を果たされて

いる自己評価をお尋ねしたいために聞いていきます。
まず、ここの資料にあります自己受容、自己肯定ができて全てが始まるというこ
となんですけれど、村長は御自身、村長としての御自分を認めておられますか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 大変難しい質問といいますか、答えにくい質問でありま

す。私自身が村長としての肯定をしているかどうかという御質問だと思いますけれ
ども、村長職というのはいろんな面がございまして、難しいなという思いはありま
すけれども、これは自分で立候補して、村民から選ばれておりますので、肯定をし
ながら前に進んでおるということしか答えようがございませんけれども、そんな点
でお許しをいただきたいなというふうに思います。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂議員。

４

番（小坂 泰夫） それでは、村長が自分を認めておられるかどうか、今の

御答弁どおりだと思います。
続きまして、他者を信頼しているかが次に大事になるとアドラーは言っておるん
ですけれど、村長は住民の皆さんを、また役場の職員を信頼されておりますか、お
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尋ねします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 信頼をするということは大切なことだというふうに思い

ます。村民にしろ、職員を信頼する。このことは根本的な問題で、私は信頼をして
おります。しかし、なかなかそうならない面もありますので、その辺はそんな御理
解もお願いいたします。基本的には信頼をしております。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂議員。

４

番（小坂 泰夫） あくまでも村長、唐木一直さんがどのように思われてい

るかをお尋ねしているので、それでありがたいんですけれど。
３番目としまして、村長は他者に、この場合は住民だと思いますけれども、貢献
されていると御自身で思われておられますか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 村民から信頼をされているかどうかということでいいわ

けですか。
４

番（小坂 泰夫） はい。村民に貢献しているか。

村

長（唐木 一直） 貢献しているかどうかね。

その評価はさまざまだと思います。選挙に当選して、今現在、村長職を続けてお
るということは、貢献ができて、認められている部分があると思っております。全
く貢献がなくて、評価されていなければ、この席にはいないんだろうなということ
じゃないかと思います。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂議員。

４

番（小坂 泰夫） これを聞いておられる皆さんが、何を聞きたいんだと思

われていることだと思いますけれど、まず、私は、唐木一直村長御自身を私なりに
見させていただいて、私が評価する立場でありません。でも、私自身が申し上げれ
ば、村長はしっかり自分を持っておられて、そして他者を信頼し、他者に貢献でき
ている方だと、これは私が言うことではありませんけれども、そういうふうに私は
思っております。
そこで、これはもう項目には書きましたけれど、お答えはいただけるのかな、管
理職の皆さんや職員の皆さんも、御自分を受容され、御自身の考えをまずは認め、
自分の能力を認め、そして他者を信頼し、他者に貢献できているか、そこをお尋ね
したかったんですけれど、しつこくなりますのでちょっと飛ばさせていただきます。
これが、私たち議員でもありますし、村長もまた選挙で選ばれる人間、これは本
当に非常に難しい立場であるんですけれど、ここに書きました。承認欲求、他者か
らの評価ありきでは自滅するというふうに書いてあります。例えば、これは公務員
の皆さん、お仕事をされている公務員という立場は、本当に全ての住民になるべく
貢献しなさいという皆さんの信念や、また他者からの言われることもあるかと思い
167

ますけれど、これが下にありますが、他者からの承認、他者から認めてもらうこと
ばかりに気をとられると、他者から悪評をされると、２番の他者には信頼でなく、
他者を敵と感じ、そして自分自身を劣等感、劣等コンプレックスに陥ると、そして
また他者に貢献できないという、こういう悪循環が働くというのがアドラーの考え
方であります。
そこでお尋ねします。これは、私は、今日は特に村長としかまず議論できません
ので、あえて村長にお尋ねするんですけれど、村長は今、議員に対して、全村民に
役に立つことなら聞いていくよというふうなお答えをいただきました。議員に比べ
て、この質問はちょっと痛いかもしれませんけれど、議員と比べて、村長は職員の
皆さんからの進言や提案をどの程度聞いておられると思いますか、お尋ねします。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 職員の提言をどの程度聞いているかという質問でありま

す。
基本的には、それは聞いているというふうに私は思っております。ただ、いろん
な意見の食い違い等は当然あります。したがいまして、議論をしながら進めていく
ことがいいだろうなというふうに思いますけれど、ただ私も私としての考え方があ
ります。それが全て正しいかどうかというのはわかりませんけれども、そういう部
分を議論しながら、職員のほうがなるほどなということがあれば聞いていくという、
このことが基本的な姿勢であります。しかし、なかなかトップダウンということも
必要なときがありますので、そんな点は、必要なときはそういう面も出てまいりま
す。そうしていかないと、なかなかうまくいかないという面もありますので、その
辺は両面で考えていく必要が私はあるんだろうなというふうには思っておるところ
であります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂議員。

４

番（小坂 泰夫） 村長、お答えいただいていること、私にはとても腑に落

ちております。
村長は、御自身をもって、この村を引っ張っていっておられるんだと思います。
また、先ほど最初にお尋ねしました、多くの中から選ばれた村職員として採用され
た方々も、御自身の能力、御自身の人格というか、人柄というか、全ていろいろ吟
味された上で役場の職員に採用されたんだと私は思います。ですから、村職員、こ
こにおられる管理職の皆さんももちろんですけれど、でき得るなら、村長と同じよ
うに、まず御自身をしっかり持って、そして他者を信頼し、他者に貢献できる、そ
ういった働きをしていただきたいと思うんですが、ここは、私は今回の質問は、あ
くまでも悩みを抱えている皆さんは個人的な悩み、御自身の悩みが中心だとは思っ
ておりますけれど、あくまで役場という職場の働きやすさや、御自分たちが元気に、
心健康に働けるような職場を目指すためにも、ちょっと心の問題として、また人間
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関係としてお尋ねするんですけれど、資料１につけました。１番左の下の部分です。
３行読みます。これは、職場の問題であります。「無視やうわさ話など、言葉や
態度により、繰り返し相手の人格や尊厳を傷つけ、精神的、身体的苦痛を与え、職
場の環境を悪くさせる。」、これはモラルハラスメントと言うけれど、こういった
ことが職場の中では、ある職場もあると。また、右のほうに行きまして、ハラスメ
ントを起こさないためには、一番最後のところです。ここは、特に村長とか、私議
員とか、そういった立場として、お互い気をつけるべきじゃないかなと思うので、
あえて申させていただきますが、ハラスメントで気をつけなければいけないパワー
ハラスメントです、特に。「社会的地位や権限を持つ相手に対しては、拒否できな
いこともあります。明確な意思表示がないからといって、それを合意と勘違いしな
いようにしましょう。」というふうに書いてあります。
私自身の自戒もあるんですけれど、ここでお尋ねします。村長は、村長職を、職
務を進める中で、心理学的なことですのであえてお尋ねしますけれど、意見が食い
違うことも多々あるかと思います。そういった中で、村長として怒ることはありま
すか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 怒ることがないと言えばうそになります。それは怒るこ

ともあります。怒らざるを得ないときがあるということであります。しかし、私自
身、自分の性格を考えると、顔はおっかない顔をしていますけれども、余りそうい
ったことでけんかをするとか、怒るとか、そういうことがないというふうに自分自
身は判断しております。そのことは、私の一つの欠点かなと、こういう自戒も持っ
ております。口では厳しいことを言うときもありますけれども、全ては村のためと
いうことでありますし、私は働きやすい職場というのは常に目指していきたいなと、
職員が本当に健康で、いきいきと働ける職場になってもらいたいということは願っ
ておりますし、それぞれ心の病ばかりではなくて、さまざまな病気をすることもあ
ります。本当にしっかりして、また職場復帰をしてもらいたいというのが私の真の
願いであります。いろんなことは言われますけれども、本当にまだまだ先のある若
い皆さんでありますので、しっかりと体を治していただいて、寄与してもらいたい
という、これが本当の気持ちであります。また、役場全体、職員全体もそういうふ
うにしていかなければいけないだろう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、怒ることはありますけれども、怒る回数というのは非常に少ない
と。ただ、管理職には厳しいことは言います。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂議員。

４

番（小坂 泰夫） 今の村長の答弁、私は、今回最後に村長にぜひお聞きし

たいなと思ったことをおっしゃってしまいました。ですが、私としましては、なぜ
怒るかなんていうことをお聞きしたわけですけれど、これはちょっと心理学的に、
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皆さんにぜひ、余り普及していない考え方ですので、理解していただきたいために
お尋ねするんですけれど、村長はなぜ、たまにだと思いますけれど、怒ってしまう
んだと思いますか。なぜ自分が怒ってしまうと思いますか。怒ってしまった瞬間、
なぜ怒ってしまったんだと思いますか。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 怒ってしまった瞬間、なぜ、それはめったに怒りません。

本当に、言われたことを何回言ってもやらないときは怒ります。これは、職員とし
てもっと成長してもらいたいなという気持ちがありますので、そういうときもある
ということであります。
以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂議員。

４

番（小坂 泰夫） まさしく、村長に御答弁いただいたことなんですけれど、

村長は二つの面をお答えいただいたと思います。まず、原因論と目的論、ここで出
てくるんですけれど、人はなぜ怒ってしまうか、村長が怒ってしまった原因という
は、多分自分が気に食わなかったから、特には自分の言うことを、今おっしゃいま
したけれども、自分が望む方針と何度言っても違うことをするからというような、
これを原因論と言います。しかし、村長が今怒ったのも、実は役場の職員にしっか
りしてほしいからだと、これは目的論という、先のことを考えた目的論になります。
ただし、ここで気をつけなければいけませんのは、先ほどハラスメントのところで、
右側の真ん中を読ませてもらいました。社会的地位・権限を持つ相手から何か言わ
れた場合、特に怒られたような場合には、果たしてその村長のしっかりしろよとい
う気持ちが通じるのか。これが、私の今回、人間関係においての原因論と目的論で、
皆さんがまだ余り普及していない考え方だと思いますので、あえて言わせてもらっ
たんですけれど、怒ってしまうよりも、ほかの方法はあるかと思うんです。ただ、
やはりこれだけ激務で、また村職員全員が抱えている仕事が多い中で、怒るという
のは、なるべく端的に、早く、相手に理解してもらう、悪く言えば簡単な逃げたや
り方だそうなんです。ですので、できれば村長には、御自身の性格と思われている
ところもあるかと思いますけれど、怒りはあくまでも村長としてはパワーハラスメ
ントになってしまいますので、その点を怒りというツールを使わずに、違った伝達
方法をお願いしたいと思います。
これは、あえて今は怒りのことだけ言いましたけれど、人の悩みも原因論で考え
る場合が大方なんですけれど、目的論に照らしてみてほしいと、私としてはここま
でとりあえず言っておきます。悩みが原因論で終わってしまうのか、目的論に考え
なおせばどうなるのかということをお願いしたいと思います。
村長から職員の皆さんに、村役場の職員としての職務を遂行するため、どうあっ
てほしいというのが、もう先ほど答弁にありました。ただ、気をつけてほしいのは、
私が今考えているのは、自分の心の問題で役場の職務を休んでおられる方がおられ
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るとしたら、原因論にはまってしまっているんではないのかなと。目的論としまし
ては、役場の職務を果たすための自立と調和、自己受容、他者信頼、他者貢献だと
思います。
村長から、最後にもう一度繰り返しになってしまいますけれど、村長が思われる
役場の職員に、住民に対してどのように働いてほしいか、村長の思いをもう一度お
聞かせください。
議

長（原

悟郎） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 大変難しい質問といいますか、デリケートな質問でござ

います。１点だけ申し上げておきたいのは、私はめったに怒りません。私が怒った
ときはよっぽどだというふうに捉えていただければというふうに思います。ただ、
パワハラの問題もあります。権力がある人が怒るということはパワハラの問題もあ
ります。その辺は気をつけてやっていかなければならないだろうなというふうには、
戒めていかなければならないというふうに思います。
私は職員の部分、どういう職員にという御質問でありますけれども、職員、それ
はさまざまなタイプがあります、本当に。能力差も、それは事実としてないという
ことではありません。したがいまして、職員個々の部分におきましては、本当に生
活のこともあります。これは一番根本にすえていただかなければなりません。自分
で生活をしていけるということを基本にしながら、村民や住民サービスに徹してい
ただきたいなと。言うべきことはきちんと言う。そして、村の発展や住民サービス
につながるような仕事をしていただければというふうには思っております。しかし、
それは本当に難しいことでありますし、またさまざまなタイプ、能力差もあるわけ
であります。しかし、そこは全体で補っていかなければならないというふうに私は
感じております。お互いに、どうやったらそういったものを補完することができる
のか、職員として職員同士でどうやったら認め合うことができるんだろうか、私は
そのことも大切なことだなというふうに思っております。お互いに認め合って、補
完し合って、そして村のため、住民のために働けるような職員、職場環境をつくっ
ていけたら、これが一番私は理想的かなというふうに思っております。そういった
職場に近づけるように、私自身も努力をしていかなければならないだろうなという
ふうに感じておるところであります。くどいようですけれども、さまざまなタイプ
がありますので、その辺は実態を見ながら、またいろんなお話もさせていただきた
いというふうに考えておるところであります。
パワハラとか、セクハラというのは、本当に気をつけなければいけないなという
ふうには感じておるところであります。特に、パワハラにつきましては、今議員お
っしゃったように、受けとめる相手に対しては、私が言うと本当にそう感じるのか
なと、そんな点も感じながら、またこれから対応をしていければというふうに思い
ます。セクハラにつきましては、村長が一番危ないと言われておりますので、気を
つけていきたいというふうに思います。
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以上です。
議

長（原

悟郎） ４番、小坂議員。

４

番（小坂 泰夫） 以上で質問は終えますけれど、私、自分の職務柄、ちょ

っと自閉症を持っている彼らと交流しております。その中で、自閉症の人には特に
気をつけなければいけないのが、怒ってはいけないということなんです。それで、
それを優しくしなさいという意味ではなくて、怒るという感情表現、激しい感情表
現は、彼らにとっては不適切行為、やってはいけない行動をより怒られた印象が自
分に残りまして、さらに悪化する性質があるから怒ってはいけない。彼らと交流し
ていますと、本当に、普通の人間がどういうふうにお互いにかかわり合うべきかな
ということをつくづく感じさせていただくことがあります。村長が今お答えいただ
いたように、役場の職員の皆さんが、健康に、心健康に働けることを祈念いたしま
して、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
議

長（原

悟郎） これで、４番、小坂泰夫議員の質問は終わります。

通告のありました全議員の一般質問は終わりました。
なお、あす14日の会議は、議事の都合により、特に午後３時に繰り下げて開くこ
とにいたします。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。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。礼。〔一同礼〕

議

悟郎） お疲れさまでした。

長（原

散会 午前１１時３３分
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議 事 日 程（第４号）
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総 務 課 長

松 澤 伸 夫
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田 中
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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
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教
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聡

会議のてんまつ
平成２６年３月１４日
事務局長（堀

午後３時００分 開議

正弘） 御起立願います。〔一同起立〕こんにちは。

〔一同「こんにちは」着席〕
議

長（原

悟郎） 御苦労さまでございます。

ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の
会議を開きます。
本日、意見書案が提出されました。それに伴い議会運営委員会が開催されており
ますので、議会運営委員長の報告を求めます。久保村議会運営委員長。
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、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いたします。
意見書案２件が提出されておりますので、本日の会議日程といたします。
以上で議会運営委員長報告を終わります。
議

長（原

悟郎） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、意見書案２

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。
山﨑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、今議会において、請願２本、陳情
１本が提出されまして、総務経済常任委員会に付託をされました。その審査につい
ての結果を報告いたします。
この３件とも、３月３日、３月10日の２回に分けて、総務経済常任委員会を開催
して、審議をしてきたところであります。
請願第１号の「長野地方裁判所支部における労働審判の開設に関する請願」につ
きましては、この長野県、非常に大きなところで、長野の地方裁判所のみで労働審
判ができるという現状のところでは、特に南信のところからの審判の問題が起きた
ときに、非常に遠距離であり、なかなか大変というようなことで、長野県の弁護士
会から出されていたものであります。この担当区域の弁護士さん等も電話連絡等い
ろいろ説明を受ける中で、労働審判がこのごろ多くなってきているという現状を鑑
みて、各支部でもできるように、とりわけ中信の松本支部で早急に審判ができるよ
うなことで、ということを、意見を採択して、審査結果は採択ということになりま
した。
請願第２号につきましては、「労働者保護のための法整備を求める意見書採択に
関する請願」であります。これは、日本労働組合総連合会の長野県連合会会長から
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請願が出されてきているところであります。紹介議員の唐澤議員からの説明も受け
ながら、とりわけこの労働法制が非常にこのごろ変わりつつある中で、労働者の保
護も求めるためということで、説明を受けながら重要なことだということで、委員
会としては採択ということになりました。
陳情第９号につきまして、「最低制限価格の設定に関する陳情書」につきまして
は、同様の陳情が平成25年のところにも出されております。本村では、この後、最
低制限価格の制度が設定をされております。そういうことからして、この陳情の内
容については理解はできるということで、趣旨採択ということに委員会としては決
定いたしましたので御報告します。
以上です。
議

長（原

悟郎） 委員長報告に対する請願第１号「長野地方裁判所支部に

おける労働審判の開設に関する請願」の質疑を行います。
質疑はございませんか。
１番、百瀬輝和議員。
１

番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。意見書については賛成です。ただ、

ちょっとその審査のときに、どんな審査をなされたか、ちょっと質問をさせていた
だきたいと思います。
労働審判手続自体は、本庁でしか、支部の本庁でしか扱っていないということが
全国的な流れです。その中で、各支部までというのは大切な動きなんだろうなと私
も思います。その中で、労働審判の手続の許可代理人という制度があるんですが、
許可代理人が弁護士以外認められていないという事実がありまして、ただし書きの
中で、認めた場合は許可代理人を認めるという文言があるんですが、全国的には３
件しか今まで認められていないという中で、なぜこの質問をするかということなん
ですが、弁護士費用が非常にかかるものですから、労働審判の申し立てをしても、
費用倒れをしちゃうということがあるそうです。その中で、許可代理人についても
幅を広げていただきたいということもつけ加えていただければありがたかったんで
すが、その点については審議なさったかどうか教えていただきたいと思いますが。
議

長（原

悟郎） 山﨑総務経済常任委員長。

総務経済常任委員長（山﨑 文直） この請願につきましては、全国でも各支部で、
普通は各県１カ所ということできているようであります。とりわけ、全国でほかの
ところというのは多少の事例があるそうですが、長野県は特に広いということの中
で出てきたものであります。許可代理人につきましては、特に弁護士さんからの説
明に来ていただくことができなかったわけで、さらに深い話までは聞くことができ
なかったわけなんですが、その点についての論議は尽くされてはおりませんが、結
果的に、この趣旨には採択をしていくということになりましたので、御承知おきを
お願いします。
議

長（原

悟郎） ほかに質疑はございませんか。
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〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

請願第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。

請願第１号を採決いたします。
この請願に対する委員長報告は採択です。この請願は委員長の報告のとおり決定
することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、請願第１号「長野地方裁判所支部における労働審判の開設に関する
請願」は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
委員長報告に対する請願第２号「労働者保護のための法整備を求める意見書採択
に関する請願」の質疑を行います。
質疑はございませんか。
１番、百瀬輝和議員。
１

番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。

済みません。ちょっと、私はこの採択について反対です。というのは、この審議
の中で、どういう審議をされたかというのをまたちょっと質問したいんですが、政
府内の一部の会議体の論議というのが、恐らく政府の内閣府の中の規制改革会議の
ことを指しているんだろうなと思うんですが、規制改革会議自体は、改革する内容
をかなりの多くの項目を検討しながら、各省庁に設けられている、ここで言ってい
る労働政策審議会というところにおろしてから法整備がなされていくという流れに
なっているみたいですが、ここで言われている中では、やはりそこら辺も言ってい
ますんで、ちょっとこの意見書自体に私は矛盾があるんじゃないかなという思いが
あったりするものですから、雇用問題については改革していかなければいけない、
派遣の労働者の安定した法整備というのは求められているわけです。ただ、その中
で、今国会に出される予定になっているという審議の内容で、キャリア支援だとか、
雇用安定措置というものも、これから出されてくるわけなんですが、そこら辺の審
議については、どんな審議をされて、こういうふうな意見書になってきたか、ちょ
っとお伺いしたいと思います。
議

長（原

悟郎） 山﨑総務経済常任委員長。

総務経済常任委員長（山﨑 文直） こういう論議がされてきているということの
中で、確かに、労働の自由度を高めていくというような部分等が、中にはそういう
ことを希望する働く人もおるということは現実おりますし、派遣制度の中で、ずっ
と仕事をしていくというところもあるわけで、全てこれということでありませんけ
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れども、現実の中では、この日本の働く人の社会が雇用社会ということの従来から
のものであります。こういうものが大きく変わっていくという部分で、この連合会
から出された請願については、新しく変わってくる部分はこれから論議していくと
して、とりあえず性急な改悪をしないように、これから政府にももっと国民の意見
を聞く姿勢を持って伝えてほしいということで、現段階の中では、この請願に対し
て理解ができるということで、委員会として採択をしてきたところでありますので
お願いいたします。
議

長（原

悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） これで質疑を終わります。

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

番（百瀬 輝和） 私は、１、２、３あるんですが、この中の１については

今決定もされていない内容だと思います。先ほど言ったように、内閣府の中の規制
改革会議で項目として上がっている部分です。解雇の金銭解決制度というのも事後
型なのか、事前型で全然変わってくるわけで、その中で、どちらかというのがまだ
決まっていません。そういうちょっと時期尚早なのかなという思いがあります。３
については、労働政策審議会で必ず審議をされて、法案になってくるという流れな
んで、ここで言っていることはちょっと違うということで、私はちょっと反対意見
です。
議

長（原

悟郎） ９番、唐澤由江議員。

９

番（唐澤 由江） 労働者を保護する法律やルールを改悪しようということ

で、派遣法ができているんですけれど、さらにまだそれを見直そうということで、
限定正社員という、店長とか、見かけだけの店長、そんなことが正社員をふやすの
ではなくて、低賃金の派遣ばっかりになる派遣法の改正を許さないということなん
ですけれども、残業代はゼロ、首切り自由、裁判に訴えてもお金さえ払えば、もう
首にできるというような、本当に改悪の法律が通ろうとしていて、労働政策審議会
でしっかりルールを決めた中でやってもらいたいと。残業代ゼロ制度の導入等、本
当に悪法ですので、これは絶対反対して、意見書を上げていくべきであると思いま
す。
議

長（原

悟郎） ほかに討論はございませんか。

〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） これで討論は終わります。

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

長（原

悟郎） 起立多数です。

したがって、請願第２号「労働者保護のための法整備を求める意見書採択に関す
る請願」は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。
委員長報告に対する平成25年陳情第９号「最低制限価格の設定に関する陳情書」
の質疑を行います。
質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

平成25年陳情第９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。

平成25年陳情第９号を採決いたします。
この陳情に対する委員長報告は趣旨採択です。この平成25年陳情第９号を趣旨採
択とすることに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、平成25年陳情第９号「最低制限価格の設定に関する陳情書」は、趣
旨採択とすることに決定しました。
ここで意見書案が提出されておりますので、会議日程といたします。
発議第１号「長野地方裁判所支部における労働審判の開設を求める意見書」を議
題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘）

議

悟郎） 本件について趣旨説明を求めます。

長（原

朗読

５番、加藤泰久議員。
５

番（加藤 泰久） それでは趣旨説明を行います。

意見書を朗読しまして、説明といたします。
平成18年４月に始まった労働審判制度は、個々の労働者と事業主との間に生じた
労働関係に関する紛争を裁判所において迅速、適切かつ実効的に解決することを目
的とした制度である。制度の導入以来、全国的に労働審判事件の申し立て件数は増
加しており、労働問題解決の必要性が高まっている。
しかし、長野県においては、労働審判事件を取り扱える裁判所は、長野地方裁判
所のみのため、中南信地域の住民が労働審判事件の申し立てを行うには、長野市ま
で出向かなければならない。広大な面積を有する本県においては、時間的、経済的
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な負担が強いられることになり、申し立てを諦めざるを得ない事態が生じることも
懸念される。
国民に対する司法サービスの提供は、地域間で差があってはならず、審判を受け
る権利を実質的に保護するには、地方裁判所の支部においても取り扱うことができ
ることが必要である。
よって、国において、地域における司法の充実のため、下記事項について実現さ
れるよう強く要望する。
記。
１、長野地方裁判所各支部において、労働審判事件の取り扱いを開始すること。
とりわけ、長野地方裁判所松本支部においては、早急に取り扱いを開始すること。
２、取扱事件の拡大に伴う必要な裁判官及び裁判所職員の増員、並びに施設整備
を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成26年３月14日。上伊那郡南箕輪村議会議長、原悟朗。
以上でございます。
議

長（原

悟郎） これから質疑を行います。

質疑はございませんか。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

発議第１号の討論を行います。
討論はございませんか。
〔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） 全員起立多数です。

したがって、発議第１号「長野地方裁判所支部における労働審判の開設を求める
意見書」は、原案のとおり可決されました。
発議第２号「労働者保護のための法整備を求める意見書」を議題といたします。
職員に議案を朗読させます。堀事務局長。
事務局長（堀

正弘） 朗読

議

悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。

長（原

２番、久保村義輝議員。
２

番（久保村義輝） 意見書案を読みまして、趣旨説明といたします。よろし

くお願いします。
労働者保護のための法整備を求める意見書。
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我が国は、働く者のうち約９割が雇用関係のもとで働く「雇用社会」であり、安
定的な雇用と公正な処遇のもとで、安心して働くことができる環境を整備すること
が、デフレ脱却、ひいては日本経済、社会の持続的な成長のために必要である。
政府内に設置された一部の会議体では、「解雇の金銭解決制度」や「ホワイトカ
ラー・イグゼンプション」の導入、解雇しやすい正社員をふやす懸念のある「限定
正社員」の普及、労働者保護の後退を招く恐れのある労働者派遣法の見直しなどと
いった、不安定雇用が懸念される議論がなされている。働く者の犠牲の上に成長戦
略を描くことは、政府が掲げる「経済の好循環」とは逆の動きであると言える。
また、政府内の一部の会議体の議論は、労働者保護ルールそのものにとどまらず、
労働政策に係る基本方針の策定のあり方にも及んでおり、労使の利害調整の枠を超
えた総理主導の仕組みを創設することも提言されているが、こうした提言は国際標
準から逸脱したものである。雇用・労働政策は、国民や労働者の声を聞くことが必
要であるため、ＩＬＯの三者構成原則に基づき、労働政策審議会において議論すべ
きである。
よって、国に対して、下記の事項を強く要望する。
記。
一つ、不当な解雇として裁判で勝訴しても、企業が金銭さえ払えば職場復帰の道
が閉ざされてしまう「解雇の金銭解決制度」、解雇しやすい正社員をふやす懸念の
ある「限定正社員」制度の普及、長時間労働や過労死を誘発する恐れのある「ホワ
イトカラー・イグゼンプション」の導入などは行うべきではないこと。
二つ、低賃金や低処遇のまま派遣労働の拡大につながりかねない法改正ではなく、
派遣労働者のより安定した直接雇用への誘導と処遇改善に向けた法改正を行うべき
こと。
三つ、雇用・労働政策に係る議論は、ＩＬＯの三者構成原則に基づき、労働者代
表委員、使用者代表委員、公益委員で構成される労働政策審議会で行われるべきで
あること。
以上の趣旨に、皆さんの御賛同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。
〔質疑なし〕
議

長（原

悟郎） 質疑なしと認めます。

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

番（百瀬 輝和） １番、百瀬輝和です。

先ほども申しましたが、この意見書の中のやはり１番については、議会として出
す内容なのかなという、僕は思いがあります。まだ決定もされていない内容です。
181

マスコミ報道で先走って報道はされている内容なんだと思いますが、この解雇の金
銭解決制度についても、それがなければ、やはり金銭解決ができないという方もお
ります。メリット、デメリットがあると思います。ホワイトカラー・イグゼンプシ
ョンについても、アンケート的には半数以上、６割近くの方が賛成している内容な
んです、実際は。長時間労働については、やはりブラック企業という問題が多くあ
ると思います。ですから、意見書とすれば、そういうところをやはり焦点を当てて
出すべき内容なんだろうなと思います。
２については、やはり先ほども申しましたが、労働政策審議会において、今回改
革案が出されてきます。ただ、それが絶対だとは言いませんので、この内容につい
ては、やはり派遣労働者の関係の改革は進めていかなければいけない内容だと思い
ます。
３についてなんですが、これは政府では労働政策審議会を通して法整備はされて
くる内容ですので、議会としてこれを出すべきなのかなという思いがあります。
したがって、そういうことで、私は、全体的なワークライフバランスというもの
を考えていく上で、やはりしっかりと考えて意見書は出していくべきなんだろうと
いうことで、今回の意見書については反対させていただきます。
議

長（原

悟郎） ほかに討論はございませんか。

９番、唐澤由江議員。
９

番（唐澤 由江） 派遣法ができたときが小泉内閣のときでありまして、派

遣によって賃金を安くして、経済を本当に低価格というか、低賃金で安上がりな労
働者をつくってきたと思います。日雇い派遣というようなものが、つい５年前に禁
止になったんですけれども、それも解禁すべきというような、本当に若い子供たち
というか、労働者、若い労働者が未来を築くことのできない、本当に労働者に対す
る派遣法のルールが守られていない、処遇改善が図られないというようなことで、
断固反対していきます。
議

長（原

悟郎） ほかに討論はございませんか。

〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） これで討論は終わります。

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

長（原

悟郎） 起立多数です。

したがって、発議第２号「労働者保護のための法整備を求める意見書」は原案の
とおり可決されました。
これから議案に対する討論、採決を行います。
議案第１号「南箕輪村税条例の一部を改正する条例」の討論を行います。
討論はございませんか。
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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１号を採決いたします。
議案第１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第１号「南箕輪村税条例の一部を改正する条例」は、原案のと
おり可決されました。
議案第２号「南箕輪村保育園設置条例の一部を改正する条例」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

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

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第２号「南箕輪保育園設置条例の一部を改正する条例」は、原
案のとおり可決されました。
議案第３号「南箕輪村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改
正する条例」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

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

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第３号「南箕輪村特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条
例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されました。
議案第４号「南箕輪村国民健康保険税条例の一部を改正する条例」の討論を行い
ます。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

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

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第４号「南箕輪村国民健康保険税条例の一部を改正する条例」
は、原案のとおり可決されました。
議案第５号「南箕輪村印鑑登録及び証明に関する条例等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５号を採決いたします。
議案第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第５号「南箕輪村印鑑登録及び証明に関する条例等の一部を改
正する条例」は、原案のとおり可決されました。
議案第６号「南箕輪村研修センター設置条例の一部を改正する条例」の討論を行
います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

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

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第６号「南箕輪村研修センター設置条例の一部を改正する条
例」は、原案のとおり可決されました。
議案第７号「南箕輪村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例を廃止する
条例」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

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

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第７号「南箕輪村農業集落排水施設の設置及び管理に関する条
例を廃止する条例」は、原案のとおり可決されました。
議案第８号「南箕輪村水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改
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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８号を採決いたします。
議案第８号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第８号「南箕輪村水道事業及び下水道事業の設置等に関する条
例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決されました。
議案第９号「南箕輪村村営水道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９号を採決いたします。
議案第９号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第９号「南箕輪村村営水道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10号「南箕輪村文化財資料保管倉庫設置条例」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第10号を採決いたします。
議案第10号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（原

悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第10号「南箕輪村文化財資料保管倉庫設置条例」は、原案のと
おり可決されました。
議案第12号「平成25年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算（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。
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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12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３号）」は、原案のとおり可決されました。
議案第14号「平成25年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」
の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第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年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算
（第２号）」は、原案のとおり可決されました。
議案第17号から議案第22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。
山﨑総務経済常任委員長。
総務経済常任委員長（山﨑 文直） それでは総務経済常任委員長報告をいたしま
す。
総務経済常任委員会に付託されました議案第17号から議案第22号までの６議案に
つきましては、二つの常任委員会で３月６日、７日の２日間にわたり、理事者、管
理職の出席もいただき、連合審査で行いました。
会議規則第74条の規定により、ここで審査の結果を報告いたします。
議案第17号「平成26年度南箕輪村一般会計予算」につきましては、審査の結果、
原案どおり可決すべきものと決しました。保留という意見もありましたが、その後、
撤回されていますので御承知おきください。
議案第18号「平成26年度南箕輪村介護保険事業特別会計予算」は、審査の結果、
原案どおり可決すべきものと決しました。
議案第19号「平成26年度南箕輪村国民健康保険特別会計予算」は、審査の結果、
原案どおり可決すべきものと決しました。
議案第20号「平成26年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計予算」は、審査の結果、
原案どおり可決すべきものと決しました。
議案第21号「平成26年度南箕輪村水道事業会計予算」は、審査の結果、原案どお
り可決すべきものと決しました。
議案第22号「平成26年度南箕輪村下水道事業会計予算」は、審査の結果、原案ど
おり可決すべきものと決しました。
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なお、審査の過程において、数多く出された意見、要望等があります。今後の予
算執行に十分反映し、適切な行財政運営を図られるよう望みます。また、予算書作
成に関して出された指摘事項につきましても、改善されるようお願いいたします。
以上で、総務経済常任委員長報告を終わります。
議

長（原

悟郎） ただいまの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。

引き続き、議案に対する討論、採決を行います。
議案第17号「平成26年度南箕輪村一般会計予算」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号に対する委員長の報告は原案可決です。本案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、議案第17号「平成26年度南箕輪村一般会計予算」については、原案
のとおり可決されました。
議案第18号「平成26年度南箕輪村介護保険事業特別会計予算」の討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第18号を採決いたします。
議案第18号に対する委員長の報告は原案可決です。本案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、議案第18号「平成26年度南箕輪村介護保険事業特別会計予算」につ
いては、原案のとおり可決されました。
議案第19号「平成26年度南箕輪村国民健康保険特別会計予算」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19号を採決いたします。
議案第19号に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長の報告のとおり
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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19号「平成26年度南箕輪村国民健康保険特別会計予算」につ
いては、原案のとおり可決されました。
議案第20号「平成26年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計予算」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20号を採決いたします。
議案第20号に対する委員長の報告は原案可決です。本案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、議案第20号「平成26年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計予算」に
ついては、原案のとおり可決されました。
議案第21号「平成26年度南箕輪村水道事業会計予算」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21号を採決いたします。
議案第21号に対する委員長の報告は原案可決です。本案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、議案第21号「平成26年度南箕輪村水道事業会計予算」については、
原案のとおり可決されました。
議案第22号「平成26年度南箕輪村下水道事業会計予算」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22号を採決いたします。
議案第22号に対する委員長の報告は原案可決です。本案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。
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したがって、議案第22号「平成26年度南箕輪村下水道事業会計予算」については、
原案のとおり可決されました。
議案第24号「南箕輪村村道路線の認定」についての討論を行います。
討論はございませんか。
〔討論なし〕
議

長（原

悟郎） 討論なしと認めます。

議案第24号を採決いたします。
議案第24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24号「南箕輪村村道路線の認定」については、原案のとおり
可決されました。
議案第25号「南箕輪村社会福祉施設等の指定管理者の指定について」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25号を採決いたします。
議案第25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25号「南箕輪村社会福祉施設等の指定管理者の指定につい
て」は、原案のとおり可決されました。
議案第26号「南箕輪村大芝公園等関連施設の指定管理者の指定について」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26号を採決いたします。
議案第26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26号「南箕輪村大芝公園等関連施設の指定管理者の指定につ
いて」は、原案のとおり可決されました。
議案第27号「南箕輪村村民体育館の指定管理者の指定について」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27号を採決いたします。
議案第27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27号「南箕輪村村民体育館の指定管理者の指定について」は、
原案のとおり可決されました。
議案第28号「南箕輪村村営住宅使用料の支払いと村営住宅退去を求める訴えの提
起について」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28号を採決いたします。
議案第28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28号「南箕輪村村営住宅使用料の支払いと村営住宅退去を求
める訴えの提起について」は、原案のとおり可決されました。
ここで、閉会中の委員会所管事務の調査の件を議題といたします。
総務経済常任委員長、福祉教育常任委員長及び議会運営委員長から会議規則第72
条の規定により、お手元に配付のとおり、所管事務の調査事項について閉会中の継
続審査の申し出がありました。
お諮りいたします。
委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございませんか。
〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕
議

長（原

悟郎） 異議なしと認めます。

したがって、総務経済常任委員長、福祉教育常任委員長及び議会運営委員長から
申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
会議を閉じます。
ここで、長い間、村行政発展のために御尽力いただきました中尾由美子会計管理
者、並びに清水麻男住民福祉課長が、今月をもって退職されますので、退職に当た
っての挨拶をお願いしたいと思います。
先に御紹介を申し上げます。中尾由美子会計管理者は、昭和49年４月１日、村職
員として採用されまして、農林課、生活課、農業委員会、議会事務局等を経て、平
成５年５月、生活課保健衛生係長に就任し、５部署、五つの部署で係長を務めた後、
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議会事務局次長を経て、23年３月１日、会計管理者に昇任いたしました。平成26年
３月31日に、このたび定年により退職ということになります。
清水麻男住民福祉課長は、昭和53年４月１日、村職員に採用されました。生活課、
総務課、税務課等を経て、平成３年４月、産業課商工観光係長に就任し、やはり５
カ所で係長を経て、平成20年４月、住民福祉課長に就任され、現在に至り、26年３
月31日、定年前でありますが、都合により退職ということになります。
それでは、最初に中尾会計管理者に、壇上にて一言御挨拶をお願いいたします。
会計管理者（中尾由美子） 本日は議会の終わりに当たり、私のためにこのような
時間を設けていただきましてありがとうございます。
このたび、３月31日をもちまして、南箕輪村職員を定年退職することとなりまし
た。昭和49年に南箕輪村職員としてお世話になりはじめてから40年間、私にしては
山あり、谷ありの人生でしたけれども、こうして無事、職を全うし、退職を迎える
ことができました。退職後は、一南箕輪村村民として、村の職員であったことに恥
じることのないように、また笑いのある楽しい日々が過ごせるよう努力していこう
と思っております。これからも、皆様にはお世話になることがあろうかと思います
が、よろしくお願いいたします。
40年前就職した当時は、定年退職をするなどとは思ってもおりませんでしたが、
こうして勤められてこられたのも、理事者をはじめ、議員の皆様、諸先輩や職員の
皆様方が支えてくださったおかげと、心より感謝申し上げます。皆様におかれまし
ては、忙しい日々連続で、大変なことと思いますが、今後もますます御健勝で、御
活躍されることを祈念いたしまして、簡単ではございますが、退職に当たりお礼の
御挨拶をさせていただきます。本当にありがとうございました。お世話になりまし
た。
議

長（原

悟郎） 続いて、清水住民福祉課長、お願いいたします。

住民福祉課長（清水 麻男） ３月定例議会、お疲れさまでございました。また、
議場におきまして、このような機会を設けていただきまして、大変恐縮でございま
す。
私ごとでありますけれども、定年まで２年を残しまして、今月末で退職させてい
ただくことになりました。役場職員といたしまして、36年間お世話になりました。
中でも、課長職として６年間、議員の皆様には大変お世話になり、またいろいろふ
できな私を議員の皆様、擁護をしていただきまして、この場をおかりいたしまして
お礼を申し上げます。
４月からは、一村民として、36年間役場で学んできたことを地域活動に生かせる
人間でありたいなというふうに思っておる次第であります。
議員各位におかれましては、地方自治発展のために御健勝にて、またますます御
活躍されることを祈念申し上げます。長い間、本当にありがとうございました。
議

長（原

悟郎） お二方につきましては、退職されても、引き続き村政に
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御理解と御協力をお願いいたします。長い間、大変御苦労さまでした。お疲れさま
でした。
それでは、ここで村長の挨拶を求めます。
唐木村長。
村

長（唐木 一直） ３月定例会、12日間の会期、お疲れさまでございました。

また、全議案可決決定をいただき、ありがとうございました。議案審議や一般質問
でいただきました御意見、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。
平成25年度も半月となってまいりました。事務事業の再点検をしながら、未執行
がないよう、また次年度につながるよう指示をしたところであります。
今議会は、新年度予算の御審議をいただき、お認めをいただきました。新年度に
向けての準備が整ったところであります。人口増加への対応、子育て、福祉、教育
の充実、安心安全面への対応等々、過去最大規模の積極的な予算となりました。そ
の分、職員は仕事量も増加し、大変となります。職員の力を結集し、村民生活を守
るため、また村の発展のために努力してまります。
第４次総合計画も残り２年となってまいりました。行政の指針であります第４次
総合計画をしっかりと点検しながら、さらにその着実な推進と村の将来像でありま
す。協働、共助が根づき、住みよい村にするために努力してまります。
景気は回復基調にあり、大企業や一部企業にとどまらず、指標でも景気回復が実
感できる年になることを願っておるところであります。
また、農業につきましては、減反政策の廃止に向け、大転換の年となってまいり
ます。国の動向を注視しながら、厳しさを増す担い手不足に対応するため、村の農
地を守るべく、検討をしてまいります。
これからは、日一日と春の訪れを感ずる季節となってまいります。また、活動的
な季節となってまいります。県下一若い村の活力と元気を発信しながら、施策の展
開を図ってまいりますので、議員各位の御理解と御協力をお願いいたします。
慎重な御審議をいただきましたことに重ねてお礼を申し上げ、平成26年度が村に
とりまして、希望が持てる年になることを願いながら、閉会に当たりましての御挨
拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。
議

長（原

悟郎） これから春に向かって、いろいろ行事が重なるかと思い

ますが、ますます充実した議会活動をお願いし、これをもちまして平成26年第１回
南箕輪村議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。
事務局長（堀

正弘） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕

議

悟郎） お疲れさまでした。

長（原

閉会 午後 ４時０３分
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