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会議のてんまつ

平成２７年 ６月 １日 午前９時００分 開会

事務局長（唐澤 英樹） 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。

田植えも終わり、水田の緑が日増しに濃くなりましたが、例年になく暑い日が続

いており、作物の生育も進んでいるように感じます。

早いもので、議員改選から１カ月が経過し、それぞれ慌ただしい日が続いてまい

りました。

それでは、ただいまから、平成27年第２回南箕輪村議会定例会を開会いたします。

ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の

会議を開きます。

会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第122条の規定により、３番、山﨑文直議員、４番、

丸山豊議員を指名いたします。

会期決定の件を議題にいたします。

過日、議会運営委員会が開催されておりますので、議会運営委員長の報告を求め

ます。

山﨑議会運営委員長。

議会運営委員長（山﨑 文直） それでは、議会運営委員長報告をいたします。

本日招集されました平成27年第２回南箕輪村議会定例会の会期日程等について、

過日、議会運営委員会を開催し、次のように決定しましたので報告いたします。

本定例会に付議された事件は、議案７件であります。請願・陳情は、請願が４件、

陳情が２件提出されております。

会期は、本日６月１日から６月12日までの12日間とし、この間で２日から９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６号と議案第７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６月12日までの12日間に決定いたしました。

なお、本定例会の日程は、お手元に配付の表のとおりです。

それでは、ここで、村長の挨拶をお願いいたします。
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唐木村長。

村 長（唐木 一直） 改めまして、おはようございます。〔一同「おはようご

ざいます」〕

平成27年第２回議会定例会を招集申し上げましたところ、全議員の御出席をいた

だき開会できますことに、お礼を申し上げます。

議会議員選挙後初の定例議会となりますが、よろしくお願いいたします。

さて、ことしの４月、５月の天候は、４月は長雨が続き、日照不足でありました。

５月に入ると、真夏日を記録する日があり、また台風６号の接近があるなど、不順

な天候が続いておりましたが、無事田植えも終わり、水田が青々と染まってまいり

ました。しかし、沖縄の梅雨入りが例年に比べ10日以上おくれ、また、これほど早

い時期に台風が日本に接近する年は冷夏になるとも言われており、大変心配すると

ころでありますが、秋には実りの秋を迎えられますことを、また平穏な年度である

ことを願っておるところであります。

また、先週は、口永良部島で噴火がありました。また、小笠原列島で地震があっ

たところでございます。本当に、災害といいますか、そういった地震を含めて、そ

んな恐怖といいますか、そんなことが最近起こっておるところでございます。そう

いうことを考えれば、より一層災害に強い村づくりもしていかなければならないの

かなと感じたところでございます。

最初に、景気の動向でありますが、2015年３月期東証一部上場各企業の決算状況

の報道がありました。金融機関を除く企業の税引き後の利益が19兆4,330億円に達

し、リーマンショック前の2008年３月期を上回って、過去最高となっております。

円安を追い風に、自動車、電気機器などの海外売上比率の高い製造業等、増益が顕

著であります。一方、小売業では、消費増税の影響での減益となっておりますが、

今春闘での賃上げ状況を勘案しますと、来期決算では増益に転じるのではないかと

いう、そんな予想もされておるところであります。

また、株価も２万円を超しております。高水準を維持しており、上場企業の株式

配当も初の10兆円を超える見通しで、設備投資など、将来を見込んだ成長投資に振

り向けられる動きが広がってきたと言われており、こうした動きが地方経済にも波

及をしてくることを期待するところであります。

こうした全国的な動きの中で、県内企業の決算状況を見ますと、やはり円安基調

の継続を追い風に、輸出系製造業を中心に業績が拡大し、特に自動車関連やスマホ

関連事業は好調に推移しております。伊那公共職業安定所の管内の求人倍率も、直

近ではありませんけれども1.17倍と、前年同期の0.96倍に比べ、0.21倍の改善が見

られております。つい先日発表になった直近の数値では、若干1.17倍を下回ったと

ころであります。

また、地元の金融機関が公表しております伊那谷経済動向では、よかったとする

企業は18.5％、また悪かったとする企業は41.3％になりましたが、個人消費は消費
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税引き上げに伴う駆け込み需要の反動が見られるものの、緩やかに回復しつつある

とされています。しかし、来期の予想では、各業種とも総じて悪化することが予想

されており、今後も同行に注視をする必要があります。

農業面では、米価を取り巻く状況につきましてでありますが、昨年、14年産米の

概算金が大幅に引き下げられたことが問題となりました。このことが店頭価格の低

迷につながったとの指摘があったことから、全国農業協同組合連合会は、15年産米

の仮払いを増額すると表明しました。しかし、米価は米の消費動向によるところが

大きく、また現在、ＴＰＰ交渉の中で、米の取り扱いについても協議がされており、

この結果も大きく影響されることが予想されております。政府においては、国の基

幹産業である農業をどう自立させていくのか、適切な政策の展開を望むところであ

ります。

さて、５月31日をもちまして、平成26年度の企業会計を除く一般会計、各特別会

計が出納閉鎖となりました。長引く景気低迷の中で、大変厳しい年度ではありまし

たが、現在、平成26年度の決算状況につきまして取りまとめに入ったところであり

ます。

現在の概算ではありますが、若干数値的な面を申し上げます。収入面では、昨年

度より約５億500万円増の約64億3,000万円、また歳出面では、約５億8,000万円増

の約59億5,000万円を見込んでおります。このため、一般財源ベースで約４億8,000

万円の繰越財源となる予想ですが、本年度当初予算に繰越財源といたしまして約２

億円強を、また繰越明許費といたしまして約4,000万円も含まれておりますので、

大体ではありますが２億4,000万円が本年度執行できる一般財源になるんではない

かと見込んでおるところであります。なお、この繰越財源につきましては、今後の

地方交付税の算定数値を見きわめながら措置をしてまいりたいと考えております。

平成27年度がスタートし、２カ月が経過をいたしましたが、今のところほぼ順調

なスタートが切れたものと理解をしております。

村の状況につきまして、少し触れさせていただきます。

まず、４月に業務を開始しました村観光協会の最初の大きな事業として取り組ん

でまいりました、経ヶ岳バーティカルリミットトレイルランニングでありますが、

先日５月23日に、好天に恵まれ開催することができました。21キロメートルのロン

グコースに599名、12キロメートルのショートコースに205名、ボランティア、スタ

ッフなど関係者を含めますと約1,000名の皆さんが全国各地から参加をしていただ

きました。特に、県外の参加が600人を超しておるというような、こんな状況であ

ります。レース後の交流会では、参加者からお話をお聞きしますと、変化にとんだ

コースで、楽しく走ることができた、ぜひ来年も参加したい、南箕輪村は豊かな自

然に恵まれたすばらしい場所だと感じたので、今度は家族や友人を誘って、ゆっく

り温泉につかったり、キャンプを楽しみたいとの話もお伺いをしたところでありま

す。この大会の当初の目的でありました交流人口の増加や村のＰＲという面で、成
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果があった取り組みだと感じたところでございます。

今回は初めての取り組みということで、試行錯誤を重ねながらの開催でありまし

たが、今回の反省をもとに、来年度以降、さらに充実をした大会として開催をして

いきたいと考えております。

これで、村におきましては、春のバーティカルリミット、夏の大芝高原まつり、

秋のイルミネーションフェスティバルと、大きなイベントがそろってまいりました。

これからも活力ある村となるよう、さらに取り組んでまいります。

続きまして、長年の懸案事項でありました南原住宅団地の焼却灰除去の問題であ

ります。

当初は、平成26年度に着手する予定で地元説明会を開催してまいりました。焼却

灰の処理につきましては、県とともに検討をしてまいりましたが、処分方法が限定

されるため、処理業者がなかなか見つからず、平成26年度中の着手ができなかった

ところであります。処理業者につきましては、現地調査も行いながら慎重に検討を

してまいりました。今は、排出者責任が問われる時代であります。そうしたことを

考えまして、排出した焼却灰を焼成し、無害化した上で、管理型の最終処分場に埋

め立てる処理が可能な業者に決定し、５月に入りまして、処理業者と契約すること

ができました。この処分場につきましては、担当課長以下職員も見に行ってきまし

て、これなら大丈夫だということで決定をさせていただいたところであります。こ

れから土地開発公社において、焼却灰撤去の工事業者を決定して、鋭意事業を進め

てまいります。

今後の予定でありますが、７月には地元説明会を開催する予定で進んでおります。

８月から撤去工事に入れればと思っておるところであります。この工事自体には、

やはり２年間かかる、こんな計画でありますので、工事終了は平成29年度の夏ごろ

になる見込みでありますが、御理解をいただきたいと思います。

予算的には、27年度、28年度の繰越継続費としてお願いしてありますが、工事の

関係上、29年度一部にかかってしまうという、こんな今のところの予定であります。

また、この辺は、議会にお諮りをしてまいりたいと思っております。

続きまして、４月15日に、行政評価委員会から、平成25年度の事務事業行政評価

結果につきまして答申をいただいたところであります。

委員の皆さんには、全347事業のうち23事業を抽出していただき、評価をしてい

ただきました。その結果、必要性ありと評価された中で、拡充が４事業、現状維持

が８事業、改善の余地ありが10事業、また要検討が１事業となっております。これ

らの事務事業の中には、すぐにできるものから、住民の意見を求めるものまで幅広

く、また費用対効果により、一律ではかり切れないサービス面での効果や長い時間

をかけて効果があらわれるものなど、多種多様なものがありますので、その点を踏

まえまして、５月の庁議には、行政評価委員会より出されました意見に対しまして、

各課で検討をするよう指示をしているところであります。委員長からは、財政状況
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と事業の重要性を考慮しながら、めり張りをつけた事業推進をとの御意見もいただ

きましたので、庁内で検討を進め、よりよい事業執行に努めてまいります。

これからはめり張りのついた事業執行ということは、これは必要になってくると

いうふうに思っております。しかし、行政の事業というのは、一律でははかり切れ

ない面もあるわけであります。住民サービスも十分考慮していかなければならない

という、こんな点もありますので、その辺も十分勘案しながら検討をしてまいりま

す。

景観計画についてでありますが、４月に南箕輪村景観条例の一部を施行し、パブ

リックコメントや南箕輪村都市計画審議会の答申及び南箕輪村景観審議会の答申を

受けまして、南箕輪村景観計画を策定いたしました。７月１日からは、景観条例及

び景観計画を全部施行し、住宅建築等、一定の行為は届け出をしていただき、景観

計画区域内の行為適合通知書が受けられた場合に工事等に着手できることとなりま

す。村民の皆さんの御理解と御協力により、すばらしい景観を後世に引き継いでま

いりたいと思っております。この点につきましては、住民に十分に周知をしながら

進めてまいります。

次に、南箕輪村地方創生総合戦略についてであります。

国は、昨年、まち・ひと・しごと総合戦略を策定しました。その中で、地方にお

ける安定した雇用の創出、地方への新しい人の流れをつくる若い世代の結婚・出

産・子育ての希望をかなえる、時代に合った地域をつくる、安全・安心を守るとと

もに、地域と地域を連携するという、４項目を基本目標として設定されております。

各自治体は、国の戦略を受け、本年度中に地方版総合戦略を策定すべく取り組んで

おります。

当村でも、５月20日に、計画策定につきまして、村づくり委員会に諮問をさせて

いただきました。また、専門委員として、金融機関の皆さんの委嘱をさせていただ

いたところであります。地方創生会議は、産官学、それに加えまして金融機関、金

も加えるということになっておりますので、御委嘱をさせていただいたところであ

ります。村づくり委員会は、現在、第５次総合計画の内容について検討いただいて

いるさなかであり、地方創生総合戦略につきましても、当然、第５次総合計画に沿

った内容となっていくことから諮問をさせていただきました。

南箕輪村は、現在も人口が増加し続けており、他の自治体とは違った状況ではあ

りますが、将来的には必ず人口減少の時代を迎えることになりますので、そのとき

を見据えた施策を今からどう組み立てていくのかを考慮した計画になっていくのだ

ろうと考えております。

策定の際には、議会に報告をさせていただく予定でありますので、よろしくお願

いいたします。

村の人口の推移の状況であります。

５月１日現在、１万5,098人となっており、年度末の転出等はありましたが、村
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内の造成された宅地もまだまだ存在しておりますし、これから宅地造成をするとい

うお話も伺っておりますので、今後も増加傾向にあると言えます。

また、昨年中に新たに誕生したゼロ歳児であります。これ、学齢人口であります

が、183人となりました。本当に、これは大勢だなという感じを思ったところであ

ります。久々に180人ということになりました。従来でいきますと、160人前後で推

移をしていたところでありますので、そういったことを考えますと、これからも大

変だなという、こんな思いもしてきたところであります。この子供たちが、保育園、

小学校、中学校と通うことになります。そうしたことを考慮した施設整備を今から

考えていかなければなりません。

こうした人口増加に対応するための各種事業を今年度と来年度の２年間でめどを

つけてしまいたいと考えております。これは、前々から申し上げておるところでご

ざいます。

最初に、保育園の状況でありますが、今年度は年度途中の入園を希望される家庭

が多く、年度末には昨年度より30名多い690名を超える園児数となることが今から

予想されております。園児数増加に対応するため、中部保育園並びに西部保育園の

増改築につきましてですが、先日の議会全員協議会で説明させていただいたとおり、

それぞれの保育園に２部屋ずつ園児室を増設し、給食室及びトイレの増改築を行う

ものであります。中部保育園は平成27年度、28年度の継続事業として、また西部保

育園は今年度中の完成を目指して工事を進めてまいります。先日、工事の入札を行

い、落札業者が決定しましたので、工事請負契約の締結につきまして、今議会に議

案として提出させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。

園児数につきましては、この数年間、本当に伸びてきております。数字で申し上

げますと、５年間だと思いました。10年間だか、５年間だか、ちょっと記憶が定か

でないところがありますが、130人ほど伸びております。130人ということは、１園

増園、新設をしなければならない人数であります。こういった状況も生まれており、

この辺は大変ありがたいなと思っておりますけれども、しかし財政的には大変であ

ります。したがいまして、不要不急といいますか、そんな事業につきましては、先

送りをしなければならない事業も来年度からは出てくるんではないかと、そんな気

がしておるところであります。当面は、人口増加対策、施設不足を優先させていた

だきますので、そんな点はぜひ、議員の皆さんの御理解もお願いしたいというふう

に思います。

続きまして、仮称こども館の構想であります。

この計画につきましては、南箕輪村子ども子育て支援事業計画にも掲げておりま

すが、子育てをめぐる現状と課題を踏まえ、さまざまな機能を有した複合施設、か

つ子育て支援の中心的な拠点となる施設を整備していきたいと考えております。特

に、放課後児童クラブ、子育て支援相談室、中間教室、村民交流センター、すくす

くハウス、児童館など、どういった機能が有効なのか、総合的に検討をしてまいり
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ます。

また、仮称こども館と同様、平成29年度から使用開始を予定しております中学校

特別教室棟建設でありますが、両事業とも、本年度設計、平成28年度建設、29年度

開設の予定であります。こども館につきましては、これは放課後児童クラブ、これ

がどうにもなりませんので、どうしても建設をしていかなければならないというこ

とで議会の御理解もいただいたところでございます。

建設に向けては、さまざまな課題もあります。今後、課題も含め、詳細につきま

して、まとまり次第、全員協議会におきまして説明をさせていただき、また御意見

も伺いたいと思っておるところであります。

教育関係事業につきましては課題も多くあります。さらに多額な再現が必要とな

る事業ばかりであります。御理解をお願いいたします。

教育関係事業、既に、少し難しい事案が発生してきております。これは、前回の

議会の中では御説明申し上げたところであります。この辺を今クリアすべく、検討

しております。まとまり次第、また議会に報告をさせていただきます。

教育関係でありますが、信州型コミュニティスクール事業についてでありますが、

既に南部小学校での取り組みが始まりました。５月13日に発足を行い、地域住民と

学校が連携して一緒になって子供を育てていくことは、今の時代に必要であり、大

変意義がある取り組みと捉えております。引き続き、南箕輪小学校、中学校での取

り組みに対する支援を行ってまいりたいと考えておるところであります。３校とも

実施できれば、これは理想でありますので、そうしたことも考えながら、これから

進めてまいりたいと思っておるところであります。

続きまして、松くい虫の発生状況についてであります。

村内では、平成22年度に初めて松くい虫の被害が確認され、その後、徐々に被害

エリアが拡大するとともに、被害木の量もふえております。５月に入りまして、大

芝高原東の大泉川沿いにおいて、松くい虫、松の材線虫が確認をされました。処理

もしたところであります。大芝村有林に本当に近い場所であります。心配もしてお

るところであります。大芝村有林につきましては、御承知のとおり、薬剤の有効期

間中でありますが、完全には防ぎ切れないものと思っておるところであります。状

況を注視しながら、早目の対処ができるよう対応してまいります。

味工房直売所の拡大についてであります。

味工房プロジェクトチームの検討を受けまして、７月11日のまっくん軽トラ市に

合わせ、味工房直売所のコーナーを拡張オープンさせる計画で進んでおります。あ

じーななどの他の直売所とのすみ分けをするために、南箕輪産の農産物に限定し、

特徴を出していくとともに、生産者の顔が見えるよう、形態と地産地消につながる

直売所を目指していきたいと思っておるところであります。

また、この事業をさらに拡充させるためには、地域おこし協力隊の採用に取り組

んでまいります。先日、全員協議会の折にも説明させていただきましたが、私たち
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には気づかない魅力を都市圏の感覚から再発見していただければ、ありがたいなと

いうふうに思っておりますし、元気な村づくりの一翼を担ってほしいと考えており

ます。採用につきましては、全力を挙げてまいります。

昨年、本村と長野朝日放送株式会社との間で、森の里親契約を締結いたしました。

この協定期間は今年度で終了となります。本年度は、４月29日に、村内外から約

100人の親子が参加し、みんなの森の樹種転換エリアに広葉樹を植樹していただき

ました。大芝高原も、さらに魅力ある森に将来的にはなっていくものと思っており

ます。

次に、道路関係事業でありますが、本年度の主な工事として、橋梁の長寿命化計

画に基づく花窪橋の修繕工事と中央道にかかる南原の中野原橋の落下防止対策工事

を計画しております。また、伊那インターアクセス道路の岩月人形センター付近の

交差点改良工事につきましては、伊那建設事務所によるアクセス道路の工事とスケ

ジュール調整をしながら実施し、年度内には横断歩道と信号機が設置できる見込み

となっております。この道路につきましては、中間に信号機がないと、どうしても、

これ、交通安全上、大変なことになりますので、そんなお願いを県にしてきたとこ

ろでございます。

また、かねてからの懸案事項でありました、ＪＲ神子柴踏切の拡幅についてであ

りますが、歩道整備のために行う踏切拡幅は、他の踏切を閉鎖せずに実施できる可

能性が出てまいりました。今年度は、ＪＲと事前協議を進めながら測量を実施し、

踏切拡張協議を実施する予定でおります。事前の打ち合わせの中では、ＪＲ協議か

ら工事着手まで３年を要するとのことであります。しばらく時間がかかりますが、

実現できるように全力で取り組んでまいります。

この事業は、何十年と前からの懸案事項でありましたが、踏切を潰さなければ拡

幅できないという、こんなことになっておりました。しかし、歩道設置ということ

であれば、これはやむを得ないということと、長年の村の要望でありますので、Ｊ

Ｒ側も何とかしなければいけないという、こんな話になってきたところであります。

しかし、特殊な工事でありますので、これはかなりお金がかかります。ＪＲで出し

てくれるわけではありませんので、その辺をどうしていくのか、これからまた村の

財源状況を見きわめながら、実施年度を何年にしていくのか、この辺はまた検討を

させていただきたいと思います。

その他では、大芝高原の50メートルプールの撤去と駐車場の整備、遊具１台の整

備を予定しておりますが、いずれも国の社会資本整備交付金事業を活用して実施い

たします。しかし、今年度の社会資本整備事業の内示率は、事業希望額に対して極

端に低く、当初予定しておりました事業量を全部実施することが不可能な状況とな

っております。来年度以降、引き続いて実施せざるを得ない状況でありますので、

そんな点も御理解をいただきたいと思います。これは全国的な自治体の状況であり

ます。国の財政事情によるものでありますので、何ともいたしかねますが、財政状
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況を勘案しながら、事業を進めてまいります。基本的には、補助金の範囲内で、継

続になってもやっていきたいということでありますので、そんな点もぜひ御理解も

いただきたいというふうに思います。

地区計画事業についてであります。

５月の区長会の折に、各工事の実施予定時期を区長の皆さんにお知らせさせてい

ただきました。これ、初めてのことであります。ただ、そのとおりに行くかどうか

というのは、用地交渉等々もありますので、大変難しい面もありますということは

区長会へも話をさせていただいたところであります。また、折を見て、区長会にそ

の進捗状況もお話し申し上げるということになっております。そんな点も御理解を

いただきたいと思います。

次に、県事業であります。

県道伊那北殿線の下川原クランク改良事業は、当初からかなりおくれておるとこ

ろであります。伊那建設事務所の計画説明では、現在、詳細測量まで終わり、天竜

川の河川区域やＪＲ伊那西部土地改良区の用水路の施設などのいろいろな制約があ

りますので、緩やかなＳ字型の道路線形が計画されておるところであります。これ

も以前、議会全員協議会でお話をさせていただいたところであります。現在計画さ

れている道路は、制限速度20キロメートルで、曲線部は道路幅が9.5メートル、２

車線であり、４トンのロングボディのトラックがすれ違える道路線形となっており

ます。県からは、今年度中に道路線形を決定し、来年度以降に用地取得と工事着手

する計画が示されておるところであります。これは大分おくれておりますので、今

後も県に強力にお願いもしていきたいと思っておるところであります。

また、村民の健康増進に関してでありますが、今年度から新たな取組として健康

ポイント制度を導入し、まっくん健康ポイントと称し、４月下旬から開始をいたし

ました。現在、482名の方にポイントカードを発行させていただいております。こ

れから健診等もふえてまいりますので、この発行数もふえていくんではないかと思

っております。健診の受診率や健康教室等に意欲的に参加いただいているところで

あります。また４月下旬からがん検診、５月下旬からは特定健診が始まっておりま

す。昨年度から、住民税非課税世帯の方につきましては、自己負担の1,000円を無

料化し、また循環器健診の受診者を１歳引き下げ、19歳から行えるよう改善をいた

しました。健康ポイント制も活用しながら、一人も多くの方に受診をしていただき

たい、健康寿命を延ばしていただきたい、こんなことにつながっていけばと考えて

おるところであります。

最後に、この４月24日をもちまして、交通死亡事故ゼロの日が1,000日を超えま

した。1,000日を達成することができました。平成24年７月29日の事故以来、死亡

事故が発生していないことは、ひとえに、村交通安全協会の皆様をはじめ、関係各

位、また住民の皆様のたゆまぬ努力の結果であると感謝申し上げるとともに、敬意

を表する次第であります。この記録は、一つの通過点といたしまして、一日でも長
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く継続をしていくよう、今後も交通安全運動に力を入れてまいります。

今、申し上げましたように、地方創生に向けて大きく動き出しております。市町

村の力量が問われる時代となってまいりました。地方創生というのは、本当に困難

性がある問題でありまして、一市町村ではどうにもならない、こんな問題もありま

す。雇用の確保、このことが最重要となってまいります。この辺は、全市町村で取

り組んでいかなければならないと思っておるところであります。地方版の総合戦略

も含めまして、しっかりと取り組んでまいりますので、議員各位の御理解と御協力

もお願いをいたします。

本定例会に提案申し上げます案件は、議案が７件、諮問１件であります。全議案

原案どおりお認めをいただきますようお願いを申し上げまして、開会に当たりまし

ての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 次に、諸般の報告を行います。

監査委員から、地方自治法第235条の２第３項の規定により、平成27年２月分か

ら平成27年４月分までの例月出納検査報告がありました。報告書はお手元に配付し

たとおりです。

これで諸般の報告を終わります。

続いて、行政報告を行います。これを許可いたします。

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をい

たします。

報告第２号及び第３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年度決算がそれぞれ認定されました

ので、地方自治法第243条の３第２項の規定により報告いたします。

報告第４号は、平成26年度南箕輪村一般会計の繰越明許の繰越計算書であります。

別紙12行にかかわる繰越明許費計算書を別紙のとおり調整いたしましたので、地方

自治法施行令第146条第２項の規定により報告いたします。

報告台５号は、南箕輪村障害者福祉計画の報告であります。この計画は、障害者

基本法に定める南箕輪村障害者計画と障害者総合支援法に定める市町村障害者福祉

計画を策定することが市町村に義務づけられているものであります。国からの指示

に基づき、障害者計画の中に障害者福祉計画を組み入れ、今年度から３年を経過期

間とする第４次障害者福祉計画を策定しましたので、障害者基本法第11条第８項の

規定により報告をいたします。

細部につきましては、それぞれの報告書をごらんいただきたいと思います。

以上で、行政報告を終わります。

議 長（原 悟郎） これで行政報告を終わります。
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本日までに受理しました請願・陳情は請願４件、陳情２件です。会議規則第89条

の規定により、お手元に配付の請願・陳情等文書表のとおり、所管の常任委員会に

付託いたします。

これから議案の上程を行います。

議案第１号「南箕輪村国民健康保険条例の一部を改正する条例」を議題といたし

ます。

本件について提案理由の説明を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） 議案第１号「南箕輪村国民健康保険条例の一部を改正す

る条例」について提案理由を申し上げます。

本案は、国民健康保険法の一部を改正する法律が施行されたことにより、南箕輪

村国民健康保険条例に引用しております同法律の条ずれに伴い、条例中の引用条項

番号を改正するため提案するものであります。

細部につきましては、担当課長から説明を申し上げますので、よろしく御審議を

いただき、御決定をお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 細部説明を求めます。

藤田住民福祉課長。

住民福祉課長（藤田 貞文） それでは、私のほうから、議案第１号につきまして

細部説明を申し上げます。

この条例につきましては、村長の提案理由にございましたとおり、国民健康保険

法の一部を改正する法律が施行をされたことによりまして、同法律の条ずれに伴い、

条例中に引用をしております条項番号の改正をするものでございます。

条ずれにかかわる法律改正につきましては、市町村国保の安定的な運営を確保す

るため、平成26年度までの暫定措置となっておりました保険者支援制度が恒久化を

されまして、改正前までは附則に規定をされていた条文が、新設の条文として本則

に追加し、規定をされたということによるものでございます。

それでは、議案書の２ページの新旧対照表のほうをごらんいただきたいと思いま

す。

第８条の１行目、アンダーラインの部分でございますが、改正前の法第72条の４

を改正後の法第72条の５に改めるものでございます。

１枚戻って、１ページをごらんいただきたいと思いますが、附則といたしまして、

この条例は公布の日から施行するものでございます。

以上で、細部説明とさせていただきます。

議 長（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。
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次に、議案第２号「平成27年度南箕輪村一般会計補正予算（第２号）」を議題と

いたします。

本件について提案理由の説明を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） 議案第２号「平成27年度南箕輪村一般会計補正予算（第

２号）」について提案理由を申し上げます。

本案は、歳入では、畜産競争力強化対策緊急整備事業補助金と工場用地売り払い

収入が主なものであります。歳出では、人事異動に伴います人件費補正と伊那南箕

輪畜産クラスター協議会補助金及び工場用地造成にかかわります工事費と用地取得

が主なものであります。

既定の歳入歳出予算の総額に２億3,176万6,000円を追加し、歳入歳出の総額を63

億9,460万6,000円とするものであります。

細部につきましては、副村長及び担当課長から説明を申し上げますので、よろし

く御審議をいただき、御決定をお願いいたします。

議 長（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２号「平成27年度南箕輪村一般会計補正予算（第

２号）」の細部説明を申し上げます。

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御説明を申し上

げますが、歳出の各科目にわたって人件費の関係が出てまいります。27ページ、28

ページに給与費明細書がございますので、ごらんをいただきたいと思います。

１の特別職につきましては、比較欄をごらんいただきまして、長等の給料、共済

費が増額となっておりますが、時限で実施をしておりました減額措置が終了したこ

とに伴う増額でございます。また、２の一般職でございますが、いずれも４月の人

事異動に伴う変更となります。予算編成後に申し出があり、退職した職員がござい

ましたので、職員数では１名の減となり、給料、職員手当ともに減額となっており

ます。職員手当の内訳は、下の表のとおりでございますので、お目通しをお願いい

たします。

なお、各歳出科目の説明におきましては、２節の給料から４節、共済費まで、詳

細の説明を省かせていただきますので、御了承をいただきたいと思います。

それでは、予算書の13ページをごらんください。

歳出、１款、議会費でございますが、給与費のみでございます。

次に、２款、総務費でございます。

１項１目、0201一般管理事務と、次の３目、0220財政管理事務は、給与費のみで

ございます。

次の12目、0242地域づくり推進事業では、大芝高原味工房の新たな展開を図るた

め、農産物の直売、加工、また食堂の見直し、拡充を進めてまいりたいと思います
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が、これらの企画運営を主体的に担っていただく人材を求めまして、地域おこし協

力隊員２名の募集をさせていただきたいと思います。この募集に係る経費を12節と

13節、合わせまして200万円計上いたします。全額が交付税措置されることとなっ

ております。

また、おめくりいただきまして、19節のコミュニティ助成事業助成金でございま

す200万円ですが、北殿地区自主防災会の資機材購入について申請をしておりまし

たところ、このほど市町村振興協会から助成決定の通知がございましたので計上を

させていただくものでございます。いわゆるトンネルの補助となります。

次の13目、0221企画調整管理事務の財源組み替えは、マイナンバー制のシステム

整備に対する国庫補助金の内示がございましたので、組み替えるものでございます。

次の２項、徴税費、３項、戸籍住民基本台帳費は、給与費のみでございます。

続きまして、３款、民生費でございます。

１項１目では、0301社会福祉総務事務の７節で、恩給事務、また低所得者支援の

商品券交付事務等の事務量の増大及び職員の病気療養に対する必要から、臨時職員

２名分の賃金204万2,000円の追加、また、11節で、松寿荘の定期検査を行いました

ところ、屋根と排煙設備の修繕が必要になりましたので、この修繕費70万2,000円

の追加をお願いいたします。

次の２項１目、児童福祉総務費は、給与費のみでございます。

おめくりをいただきまして、２目、0340保育園運営事業では、大変申しわけござ

いませんが、当初予算で保育園の電話料が計上漏れとなりましたので、12節に45万

円の追加をお願いいたします。

次の0342児童発達支援事業、次の４款、衛生費にまいりまして、１項１目の予防

費、２目の0407環境衛生事業は、給与費のみでございます。

次の0408墓地公園事業でございますが、近年、墓地公園区画の永代使用権の返還

が増加傾向でございます。本年度４区画を見込んでおりましたが、さらに増加する

ことが見込まれることから、４区画分の使用料返還金104万円の増額をお願いいた

します。

おめくりをいただきまして、６款、農林水産業費でございますが、１項１目、農

業委員会費及び次の２目、農業総務費は、給与費のみでございます。

次の３目、0605農業振興事業では、大芝高原味工房の農産物直売コーナー拡充の

ための経費、合わせまして112万9,000円の追加をお願いいたします。味工房では、

現在も農産物の直売を行っておりますが、直売機能を強化し、村民の皆さんや大芝

高原においでいただく皆さんに、安全・安心な村の農産物を提供するとともに、農

業の振興に結びつけてまいりたいと思います。将来的な施設整備を見据えながら、

当面は現施設のウッドデッキを活用し、オーニングテントと言われる差しかけを設

けて、売り場を拡大いたします。７月11日のオープンを目指してまいります。

12節から14節は、農産物の受け入れ、保管、管理のためのプレハブハウスを設置
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する費用、15節はオーニングテントの設置工事費、18節はワゴン７台の購入費等で

ございます。

次の４目、0620畜産振興事業でございますが、19節で、伊那南箕輪畜産クラスタ

ー協議会への補助金5,700万円の追加をお願いいたします。この協議会は、伊那市、

南箕輪村の酪農家各１名と伊那酪農業協同組合ほかで構成をされ、連携計画という

ものをつくった上で、国庫補助金の受け手となり、各酪農家が施設整備を行いまし

て、事業拡大を図ろうというものでございます。いわゆるトンネル補助になります

が、村内酪農家分につきまして計上をさせていただくものでございます。実施者は

大芝の酪農家の方でございます。

次の５目、農地費及び２項１目の林業総務費は、給与費のみの補正でございます。

次の２目、おめくりをいただきまして、0653森林セラピー推進事業で、森の交流

施設に設置をしておりますエアロバイク３台のうち、１台が故障をしてしまいまし

て、修理の見積もりを徴したところ、購入したほうが安いということでございます。

更新をさせていただきたいと思います。18節に、１台の購入費14万5,000円の追加

をお願いいたします。

続きまして、７款、商工費でございますが、１項１目の商工総務費は給与費のみ

でございます。

次の１項２目、0702商工振興事業では、かねてより村内の企業のほうから、事業

拡大に伴う工場用地の確保ということで依頼がございましたが、これに基づきまし

て、当該地の調査、測量、また設計を進めてまいりました。用地面積、補償物件価

格が確定し、工事の設計ができましたので、関連予算合わせまして１億5,604万円

の補正計上をお願いするものでございます。内訳では、15節で、工事請負費5,000

万円、17節で、当該地5,248平方メートルの土地購入費として１億400万円、22節で、

物置、ビニールハウス等の移転補償費200万円等でございます。なお、土地の売買

契約につきましては、一段で5,000平方メートルを超える予定でございますので、

仮契約後に臨時議会をお願いし、議決のお願いをしたいというふうに考えておりま

す。

おめくりをいただきまして、８款、土木費でございますが、１項１目、土木管理

費は給与費のみでございます。次の２項２目、0806国庫補助道路改良事業でござい

ますが、13節で、村道７号線神子柴踏切の測量委託料400万円の増額をお願いいた

します。ＪＲとの協議の結果、ＪＲの仕様に基づき、またＪＲの資格を持った業者

で実施をすることが求められております。安全管理費等の経費が増大をいたしまし

て、増額をお願いするものでございます。なお、この増額分につきましては、社会

資本整備総合交付金を財源として見込んでおります。また、15節と17節につきまし

ては、県道伊那インター線と交差する村道2110号線の道路改良で、用地測量の結果、

取得しなければならない用地面積が増加いたしましたので、本年度の事業内容を変

更いたしまして、工事費から900万円を用地費に振りかえるものでございます。
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続きまして、10款、教育費でございます。

１項、教育総務費、２項、小学校費は、給与費のみでございます。

３項、中学校費では、おめくりをいただきまして、１目、1020中学校管理事務の

18節で、容量不足により不具合が出てきておりますので、ファイルサーバーの更新

をさせていただきます。39万6,000円の追加でございます。

次の６項、社会教育費では、１目、1030社会教育総務事務の11節で、県民コンサ

ートの開催に必要な消耗品、印刷代24万円の追加をお願いいたします。県に希望を

出しておりましたところ、開催決定の通知がございましたので、追加をお願いする

ものでございます。開催は12月を予定しており、出演は諏訪交響楽団でございます。

出演料は県の負担となります。

次の14款、予備費で、歳入歳出調整をさせていただき、1,671万7,000円の増額と

いたします。

歳出は以上でございます。

次に、歳入でございますが、７ページをお開きいただきたいと思います。

まず、12款、地方交付税でございますが、歳出の総務費で申し上げました地域お

こし協力隊員の募集に係る経費、これは特別交付税で措置されることとされており

ますので、経費の全額に当たります200万円を追加するものでございます。

次の14款、分担金及び負担金の２項２目、総務費負担金でございますが、外部へ

派遣しております職員の異動によりまして、退職手当負担金額が減少したことによ

る減額でございます。

おめくりをいただきまして、16款、国庫補助金でございますが、２項２目、総務

費国庫補助金は、歳出については、当初予算に計上し、社会保障・税番号制度、い

わゆるマイナンバー制度関連のシステム整備を行うこととしてございますけれど、

このほど、これに対する国庫補助の内示がございましたので計上をさせていただく

ものでございます。厚生労働省関係分、総務省関係分、合わせまして845万8,000円

でございます。

次の８目、土木費国庫補助金は、道路の交通安全事業に係る社会資本整備総合交

付金の内示がございましたので、220万円の増額をするものでございます。

続きまして、17款の県支出金でございますが、２項２目の総務費県補助金は、経

ヶ岳バーティカルリミットの関連で、企画申請をしておりました経ヶ岳を活用した

交流促進事業が事業採択されたことによりまして、91万3,000円を増額するもので

ございます。

次の６目、農林水産業費県補助金は、歳出の農林水産業費で申し上げました伊那

南箕輪畜産クラスター協議会へ補助をする、これに対応した国・県補助金5,700万

円の増額でございます。

おめくりをいただきまして、18款、財産収入は、１項１目で、墓地公園の使用権

の返還に対しまして、新たな使用も見込まれますので、48万円を追加するものでご
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ざいます。また、５月から新たに利用に供しました北殿駅南の駐車場の賃料という

ことで、６件分19万8,000円の追加をお願いするものでございます。

次に、２項１目の不動産売払収入でございますが、歳出、商工費で申し上げまし

た工場用地の造成完了後、企業へ引き渡す際の土地代金として、総経費と同額の１

億5,924万円を計上するものでございます。

最後に、22款、諸収入でございますが、これもトンネル補助となりますコミュニ

ティ助成事業助成金200万円を計上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２号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。

４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） ４番、丸山です。

23ページ、ＪＲの踏切のこと、ちょっとお尋ねいたします。

難しいＪＲ協議ということでありますけれども、粘り強く要望していただいて、

本当に感謝と敬意を表します。

それで、踏切が狭いわけで、あそこの地区の方は、田畑を回らなければ緊急自動

車は入れないということで、本当に危険な踏切であったことは事実でありますので、

ぜひ拡幅していただきたいということでありますが、今、歩道設置ならという、こ

ういうようなお話でありました。今、村がこれからＪＲと協議する中で、歩道の部

分がどれぐらいふえてくるのかどうなのかという、村としての要望みたいなのがあ

ろうかと思いますけれども、じゃあ、１メーター分ぐらいふえるのかとか、車道の

部分は現況でどのぐらいなのかとか、何か、そこら辺の案みたいなのはございます

でしょうか。

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） 現在、村で考えている部分でありますけれども、実

際の踏切の中の車道部分でいきますと、２メーター弱ぐらいしかありません。とて

も、ちょっと危険な状態がありまして、できれば、歩道プラス車道という言い方も

変ですけれども、道幅は４メーターぐらいは確保したいということでＪＲと協議を

進めていきたいと思っております。

以上です。

４ 番（丸山 豊） わかりました。

議 長（原 悟郎） よろしいですか。

ほかに。

３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） ３番、山﨑です。

入のほうでいきますと、コミュニティ事業ですね、12番のいわゆる自主防災会の

備品整備のための補助金の関係でありますが、ことし、歳出のほうでは、北殿地区
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が決定をしたという説明でありました。これ、村の中に自主防災会それぞれ各地区

に全部結成をされて、それぞれいろんな備品を整備をされつつありますが、ほかの

地区でも要望を出して、200万とか、そういう感じでしてますが、毎年、そこの地

区が要望に当たるわけではないということであります。そうしますと、例えば、備

品だとか、そういうものも、３年、４年向こうまで決まらないと、型も古くなって

くるとか、そういうことも出てくるかと思います。そんな点で、今のところは各地

区で、ことしは、例えば、北殿が200万の要望を出した。次は、どこそこの地区と、

こういうことになってくると思いますが、こういう方法でこれからも行くのかどう

かということで、要望を出しても３年とか、４年とか、かなり待たなければいけな

いという事態が出てくることになりますので、この辺の考え方。例えば、ある地区

が200万ですけれども、そこを100万ずつ分けて、割り振っていくというような考え

方はできるのかどうか。これから、さらに、この助成金そのものが、これからもず

っと継続していく可能性があるのかどうかというところをお聞きしておきたいと思

いますが。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 補助金の性格上、地区を分けてというわけにはまいりま

せん。200万というのは、その地区のその箇所へついてきた補助金でありますので、

分けて使うというわけにはまいりません。この補助金、地域防災、あるいはコミュ

ニティ事業ということで、過去には、本当に本村でも３カ所ぐらいはついてきた時

代もあったわけであります。申請数がかなりふえてきた。南箕輪が申請し出したこ

ろは、本当に数が少なくて、申請したものは全部いただいたという、こういう時代

もあったわけでありますけれども、今はついても１カ所であります。そんなことは

御理解いただきたいというふうに思います。

どのぐらい続くのかということは、それは補助制度のことでありますので、まだ

まだ続いていくとは思いますけれども、確定したことはお答えできませんので、お

願いいたします。

議 長（原 悟郎） よろしいですか。

６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） ６番、唐澤です。

19ページの味工房のウッドデッキを利用した道の駅というか、販売、農産物の販

売なんですけれども、南側なのか、北側なのか、どこ、通路上なのか、ちょっと教

えていただけたらと思います。

議 長（原 悟郎） 唐澤産業課長。

産業課長（唐澤 孝男） 北側の入り口の横を予定しておりますので、メーンの駐

車場から入っていたところですぐに利用できるような形で考えております。

以上です。

議 長（原 悟郎） よろしいですか。
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ほかに質疑はございませんか。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

15ページの総務費の中のマイナンバー、財源が国庫支出金に財源組み替えという

ことで、全額、国庫支出金になるわけですけれども、前に説明は多分出ているとは

思うんですけれども、この情報内容と、それからセキュリティがどのように確立さ

れるのかというところをお聞きしたいと思います。

議 長（原 悟郎） 堀総務課長。

総務課長（堀 正弘） お答えいたします。

今回補正させていただいたこの金額につきましては、情報センターにおいて、上

伊那で一緒に使いながら、このマイナンバー制度を整備していくということで、そ

のシステム改築というところでの予算となりますので、今後、セキュリティにつき

ましても、そちらの構築に合わせまして鋭意検討しながら、また本村の役場内でも

そういった設備が必要になっておりますので、情報委員会等の中で精査しながら、

セキュリティについてもしっかり検討していくというところで考えております。

以上です。

議 長（原 悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

幾つか、お尋ねをしてまいります。

３款の01項01目の節の７でありますが、先ほどの説明の中で、この07節の賃金の

ところでありますが、職員の体調不良というような御説明があったかと思いますが、

非常に、今、職員、ぎりぎりの数で膨大な事務量をこなしているというような実態

があると思うんですが、こういう故障している、故障しているというと失礼になる

のかな、職員のかわりに、臨職なり、そのカバーをしていくというようなことで、

そういった職員が現在何人ぐらい、業務に差し支えのある職員がいらっしゃるのか、

なおかつ、それらに対しての対応はどのようにされているのか、その辺について詳

しく御説明を求めたいと思います。

さらに、04款の02目の節の23でありますが、墓地公園の問題であります。これは、

今度は返還をしていくというのが計上されておりますが、今、村全体を見たときに、

人口がふえる、新しい住民の方が流入をされてくる、そういったときに、この自分

の終のすみかとしての最終的なこの墓地の確保というのが、現在、村内でどのよう

に行われておるのか、十分、住民のそういったことに対する対応ができているのか

どうか、その辺について詳しく御説明をいただきたいと思います。

さらに、06款でございます。01項の04目の節の19であります。これはクラスター

事業で、トンネルということでありますが、非常に村内、酪農家も高齢化をしてい
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て、畜産をおやめになる、または環境面で、今までほとんど苦情がなかったのが、

周りに住宅がどんどんできて、においとか、そういったもので縮小を余儀なくされ

る、またはやめていかざるを得ないというような状況にあるわけですが、本村の、

今、農業生産の一番の金額を占めるのは酪農かと思いますが、その辺について、今

後、酪農に対する村としてのお考えをお聞かせいただきたいと思います。

それから、10款の06項の01目、節の11であります。先ほど、諏訪交響楽団の演奏

による、そういう催しをされているということですが、これ、事前に説明が予算の

段階であったのかもしれませんが、そのとき、私は在籍をしておりませんので、こ

の諏訪交響楽団、どのようなもので、どういうところを対象におやりになるのか、

詳しく御説明を求めるものであります。

以上です。

議 長（原 悟郎） それでは、先に唐木村長。

村 長（唐木 一直） 人数等につきましては、また課長のほうから申し上げま

す。

この賃金の職員でありますけれども、これは外科的の病気でありますので、経過

も順調ということで、２カ月ぐらいで復帰できるというふうに思っておるところで

あります。

最近、いろんな病気がありますけれど、外科的な部分の病気の方もふえてきてお

ります。そういったことで、健康診断等、常に全職員、受けておるようにしており

ます。そういう中から見つかる場合というのが多いものですから、比較的早く完治

するというふうには思っておるところであります。

ほかの部分につきましては、担当課長から説明を申し上げます。

議 長（原 悟郎） 堀総務課長。

総務課長（堀 正弘） それでは、私のほうから、その他の、いわゆる心の病的

なもので今休んでおる職員ですが、３名います。このうち１名はまだ自宅療養中、

残り２名ですが、現在、いわゆるリハビリ出勤という形で、１日時間を限定しなが

ら、あるいは自分の体調を見きわめながら、リハビリの仕事を今して、調整をし、

正式復帰を目指しているという状況であります。

以上です。

議 長（原 悟郎） 続いて、藤田住民福祉課長。

住民福祉課長（藤田 貞文） それでは、墓地公園の整備状況でございます。

村内の墓地公園につきましては、村内８カ所に公園がございます。区画数につき

ましては、全体で717区画という状況でありますが、その中で、今のところあいて

いるのが３区画といった状況でございます。これにつきましては、場所的なことも

ございまして、なるべく自宅に近いということが理想ということで、なかなか離れ

たところにあきが出てしまうような状況もございます。

今回の補正の中でもお願いをした返還の関係でありますが、年間大体６区画ほど、
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昨年は６区画ほどの返還がございました。その中で、公募をかけまして募集をした

ところ、大体その倍近い11人ぐらいの応募がございまして、その中で御利用いただ

く形をとったところでございます。

今後、墓地公園の数ということでございますけれども、人口がふえていく中では、

墓地公園の設置というものも今後また検討が必要ではないかと考えているところで

ございます。そんなような状況であります。

以上です。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 墓地公園の件につきましては、検討もしていかざるを得

ないというふうに思いますけれども、ただ、最近は葬式の形態が変わってきており

まして、なかなかそこら辺を見きわめていく必要もあるというふうに思っておりま

す。

以上です。

議 長（原 悟郎） 唐澤産業課長。

産業課長（唐澤 孝男） 村内の酪農家の関係ですけれど、現在、村内は、昔より

は減っていることは事実で、15戸ほどの酪農家があります。その中で、昔のように

１けたで頭数を飼っているという酪農家はほとんどなくなってきまして、比較的大

規模でやっていらっしゃいます。中には、大芝南原では、次の代の方が後継者で、

しっかり確保されてまして、さらに規模拡大、今回のクラスターの関係もあります

けれど、規模拡大の動きもあります。ただ、やはり後継者のない方もありますので、

そこら辺は、また行く行くやめられた場合は、農地が、牧草地等が遊休荒廃地にな

らないように、また規模拡大される方と調整し合って、中で有効利用していきたい

と思います。

それで、あと、公害問題等もありますけれど、規制が厳しくなっているわけです

けれども、酪農家の方は法を熟知されてまして、堆肥の野積み等はないような形で、

適正に管理していただいておりまして、苦情は余り、ほとんどないような状態とな

っています。

以上でございます。

議 長（原 悟郎） 県民コンサートは、藤澤教育次長。

教育次長（藤澤 隆） 今、計画しております県民コンサートの交響楽団、諏訪

交響楽団であります。これは、この間、新聞にも出ておりました、県内で最も古い

アマチュアの楽団ということであります。宣伝につきましては、これは県の事業で

やっていただいておりますので、こちらが指名したわけではございませんので、そ

ういった経過がございます。

内容につきましては、全体で２時間程度のコンサートをしておりまして、12月と

いうことで、詳細につきましては今後検討してまいりますので、よろしくお願いい

たします。
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以上でございます。

議 長（原 悟郎） よろしいですか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） 先ほど、総務課長から御説明をいただきましたが、心の

病の職員が３人ほどおられると、今、復帰に向けてリハビリを懸命にやっていると、

こういうお話を聞きましたが、平均的に大体何カ月ぐらい、いわゆる、そういう病

のために欠席をされているのか、その辺の経過がわかりましたら、御説明をさらに

お願いいたします。

議 長（原 悟郎） 堀総務課長。

総務課長（堀 正弘） お答えいたします。

個人によって違いますので、平均という捉え方はちょっと難しいわけですが、人

によっては、２年、３年と休まざるを得ないという職員もおります。その中で、だ

んだん、お医者さんとも相談しながら、じゃあ、少しずつ役場で勤務してみようか

というところで、基本的には主治医の指導のもと、役場で勤務時間を少しずつ延ば

しながらというところであります。短い職員は、１年ほどで、もう一回リハビリに

入ってくるというところでありますが、今、自宅のほうにいる職員については、や

はり２年ちょっと既に過ぎているという状況であります。

以上です。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 非常に多くなってきて、この辺も社会的な傾向かなとい

うふうに思っております。限度が３年ということでありますので、３年目はもう無

給でございます。限度３年ということでは考えておるところであります。

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） 質疑なしと認めます。

議案第３号「平成27年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第１号）」を議題とい

たします。

本件について提案理由の説明を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） 議案第３号「平成27年度南箕輪村水道事業会計補正予算

（第１号）」について提案理由を申し上げます。

本案は、収益的支出で、人事異動に伴う職員の人件費308万3,000円を減額し、資

本的支出で、27年度予算で予定していました水道施設監視制御装置整備事業を平成

26年度の地方創生先行型事業で実施することとしましたので、5,000万円の減額を

お願いするものであります。
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これによりまして、資本的収支における不足額及び過年度分損益勘定留保資金で

補塡する額を9,091万3,000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３号の細部説明を申し上げます。

議案書の１ページをお開きいただきたいと思います。

まず、第２条でございますが、収益的収入及び支出におきまして、支出を減額す

るものでございます。

内容につきまして、５ページの予算実施計画明細書にて御説明いたしたいと思い

ます。

５ページをお開きください。

収益的支出、8005事業、総係事業で、308万3,000円を減額いたします。その内容

につきましては、４月の人事異動によりまして、職員が４名から３名体制に変更と

なりましたので、給与費を減額するものであります。なお、給与費の明細につきま

しては、７ページ、８ページにありますので、後ほどごらんいただきたいと思いま

す。

続きまして、１ページの第３条の資本的収入及び支出で、支出を5,000万円減額

するものであります。

６ページの予算実施計画明細書で御説明をいたします。

資本的支出の8032事業、配水施設改良事業によりまして5,000万円を減額いたし

ます。その内訳につきましては、01節の工事請負費で、中央監視装置制御システム

設置工事で5,000万円を減額いたします。この事業につきましては、先ほどの村長

の説明にもありましたが、平成26年度の地域創生事業の先行型事業といたしまして、

平成26年度に先行いたしまして実施するものとしたためであります。

なお、１ページのまた３条のほうにお戻りいただきたいと思います。

資本的支出で5,000万円の減額をいたしますので、不足する額及び過年度分の損

益勘定留保資金で補塡する額につきまして、9,091万3,000円に改めるものでござい

ます。

第４条につきましては、流用の関係でございます。議会の議決を経なければ流用

することのできない経費といたしまして、職員給与費といたしまして、274万3,000

円を減額いたします。

以上で、議案第３号の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。

９番、大熊議員。
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９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊です。

ちょっと、今聞き取りにくかったので、もう一度、改めてお伺いをいたします。

この支出のところで、工事請負費が5,000万円減ということですが、これ、３月の

予算でこれは計上されておったと思うんですが、早くも5,000万の減ということで、

これ、計画に甘さがあったのかどうか、それとも制度的によるものなのか、もう少

し詳しく御説明をいただけないでしょうか。ちょっと聞き取りにくかったので、も

う一度お願いいたします。

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） 大変申しわけございませんでした。

その部分につきまして、少し御説明をしたいと思います。

今回、5,000万円減額をさせていただくこの監視装置の関係です。これは、水道

ビジョンの中におきまして、年次計画で整備するものという位置づけの中で計画を

してきたものでございます。昨年12月、国のほうから、地域創生先行型事業という

ことで、各市町村で取り組みを検討しろという御指示をいただきまして、その中で、

水道監視装置と住民の安全・安心を守るそのシステムの結合が何とかできないかと

いうことで検討をいたしまして、その計画をもちまして国のほうへ申請をしたとこ

ろ、オーケーの返事をいただきましたので、当初予定をしておりました27年度事業

を26年度で先行させていただいたものでございます。したがいまして、当初の計画

を前倒しをさせていただいたので、27年度においてはその分を減額させていただく

ということでお願いいたします。

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40分まで休憩いたします。

休憩 午前１０時２１分

再開 午前１０時４０分

議 長（原 悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。

議案審議を始めます。

議案第４号「平成27年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第１号）」を議題と

いたします。

本件について提案理由の説明を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） 議案第４号「平成27年度南箕輪村下水道事業会計補正予

算（第１号）」について提案理由を申し上げます。

本案は、収益的支出では、人事異動に伴う職員の人件費70万7,000円を減額し、
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資本的収入では、平成26年度から２カ年で行う浄化センターの修繕事業におきまし

て、機械設備のふぐあいにより、当初計画を緊急に変更して実施したため、修繕工

事が27年度になりましたので、この事業に伴う起債の借入額の増額をお願いするも

のであります。

これによりまして、資本的収支における不足額及び過年度分損益勘定留保資金で

補塡する額を２億2,371万6,000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、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４号の細部説明を申し上げます。

議案書の１ページをお開きください。

まず、第２条の収益的収入及び支出におきまして、支出を減額するものでありま

す。

その内容につきまして、６ページの予算実施計画明細書（補正予算１号）で説明

をいたします。

６ページをお開きください。

収益的支出の9407事業の総係事業で、70万7,000円を減額するものであります。

その内訳につきましては、まず一般職員３名のうち、２名の人事異動に伴う給与費

に伴いまして減額するものであります。給与費の明細書につきましては、８ページ、

９ページに記載がありますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。

続きまして、２ページの第３条で資本的収入及び支出で、収入を増額するもので

ございます。

同様に、７ページの予算実施計画明細書により御説明をいたします。

資本的収入、01目、企業債で、1,230万円を増額するものでございます。その内

訳につきましては、先ほど村長の説明にもありましたが、浄化センターの修繕計画、

平成26年、27年の２カ年で継続して行う修繕計画でございますが、そのうちの26年

度事業につきまして、当初の計画を差しかえまして、当初の計画におきましては、

汚泥棟のかき寄せ機の修繕を予定しておりましたが、同じく汚泥棟のしさの運搬用

コンベアー、要するに浄化する際に出るごみの処理にかかわるものでございますけ

れども、そちらの機械から異音が発生するようになったということで、どちらも修

繕計画にあるものではございますが、修繕の順番、計画順番を入れかえたというこ

とで、国に申請をし、認められましたので、26、27で行う事業でございますが、27

年度に繰り越して行うことといたしました。つきましては、その事業の実施に伴う

借り入れを1,230万円増額するものでございます。なお、この事業に伴う補助金に

つきましては、26年度に決定を受けておりまして、27年度へ繰越済みでございます。

２ページの第３条にお戻りをいただきまして、したがいまして、不足する額と当
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年度分の損益勘定留保資金で補塡する額につきまして、２億2,371万6,000円に改め

るものでございます。

また、第４条の起債につきましては、先ほど説明をいたしましたように、事業の

実施に伴いまして、1,230万円増額をいたしますので、起債についても6,380万円に

改めるものでございます。

第５条につきましては、議会の議決を経なければ流用できない経費ということで、

職員給与費で61万9,000円を減額するものでございます。

以上で、議案第４号の細部説明を終わります。

議 長（原 悟郎） 議案第４号に対する質疑を行います。

質疑はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

この特別会計から企業会計になっているわけですが、現在の下水道の接続率とい

いますか、加入率といいますか、こういったことが、これ、９月の決算議会で、前

年度のものがはっきりしてくると思いますが、これ、プライマリーバランスをもし

とる場合に、どう料金改定をしていくのか。それで、現在、本村の下水道使用料が、

近隣の上伊那郡下において、どの辺の位置にあるのか。これ、一般会計からの持ち

出しが相当あって、村財政を圧迫しているという側面もあるわけですが、そういっ

たプライマリーバランスをとっていく場合に、料金改定が必要なのかどうか。一気

に、経過措置として、一般会計からの補助金というようなこともあるわけですが、

この辺も、いつまで、何％にするというような、そういうメルクマール、そういっ

たものがあるかどうか、お尋ねをいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 下水道事業会計、公営企業会計にしたわけであります。

ただ、この会計の部分というのは、交付税で補塡する分、補塡になってくる分があ

るわけでありますので、それがかなり多額であります。その部分は、必然的に下水

道の企業会計、出していかなければならない。それを除いて、どのぐらいの収支の

部分があるのかということ、これは常に見ていかなければならないということであ

ります。その分につきましては、今は手元に資料を持ち合わせておりませんので、

また決算の折に御説明申し上げたいというふうに思います。

それを除いてどれぐらい上げていけばということにつきましては、今のところ、

確たる数字というのを試算をしていないところであります。前回上げたときに、確

か７％、８％、７％でしたか、８％上げさせていただいたところであります。交付

税補塡がないとするんであれば、今の倍の余の使用料をいただかないと、これはな

かなかプライマリーバランスをとれていかないというのが実態でありますけれども、

交付税算定分というのを必ず下水道企業会計に入れなければなりませんので、その

辺を精査しながら、また資料としてはお出ししたいというふうに思いますので、よ
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ろしくお願いいたします。

今のところ、料金改定につきましては、今年度どうしていくのかということは、

また審議会等にも、するとするのであれば、お諮りをしていかなければならないと

いうふうに思っております。

以上です。

議 長（原 悟郎） よろしいですか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊です。

本村がこの下水道事業を推進してくる中にあって、下水道がなかなか進まないと

いうような状況の中で、合併浄化槽という一時的といいますか、公共下水が行かな

いところは合併浄化槽と、こういったことで処理をしてきたのでありますけれど、

合併浄化槽を設置する場合も、村から補助金が出ておりますし、その場合に、３年

以内に下水道が、本管が来たら、３年以内に接続をするというような、設置者との

取り交わしも確かされているはずであります。そういった、３年を経過してもまだ

接続していないというような御家庭については、さまざまな事情で接続できないと

いう方もいるのかもしれませんが、この辺の接続率をまず高めることが、この下水

道会計の健全化につながるんだなと、こういうふうに理解を私はしておりますが、

その辺について、どのように現在考えているのか、御説明をいただきたいのと。

それから、もう一つは、合併浄化槽の点検が、非常に真面目にやっている設置者

と不真面目にやっている設置者、場合によっては地区の側溝にまで合併浄化槽の排

水が流れると。真面目にやっていないと、生そのものが出てくると、こういう不衛

生な部分もあるわけであります。その辺について、点検、当然、合併浄化槽を設置

されている場合は、組合といいますか、協会といいますか、そういったところでき

ちんと点検をされているはずでありますけれど、それがまま手抜きをされていると

いう経過もあるわけでして、その辺の管理監督、指導、そういったことをどのよう

に考えているのか、わかる範囲で結構でありますので、御説明をお願いいたします。

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、接続率の関係になるかと思いますが、接続率

については、具体的な、正確な数字はちょっと持ち合わせておりませんが、八十

数％程度であったと思います。

合併浄化槽の設置についてですが、現在におきましては、村内において、一通り

ハード的な部分、整備が終わっております。したがいまして、現在、お家を建てら

れる方については、基本的に下水道への接続となっております。ただ、やっぱり地

理的条件で、どうしても高さ的な部分で、下水道に接続ができないという特殊な場

合等につきましては、合併浄化槽で対応していただいているという状況があります。

ただ、ここ二、三年の状況を見ますと、合併浄化槽での申請もごくわずかでござい

ます。年に一、二件程度、そのほかについては、基本的に下水道接続という形で、
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今、住宅等が建築されております。そういった部分でいきますと、年を追うごとと

いいますか、住宅が建つ都度、少しずつ接続率が上がっている、利用状況が上がっ

ているという状況であると思います。

また、あと、料金のことを考えますと、利用量がふえていただくと、実は収入が

ふえるということでありまして、そういった面で見ますと、大口の需要者がふえて

いただくと、料金的には収入がふえてありがたいなというところでございます。で

すので、工場等の拡張とか、従業員がふえまして、下水道への接続口がふえるとい

うことは、こちらとしても願うところではあります。

そんな形で、接続に関しては、事あるごと、家が建つときの相談によりまして、

下水道接続をお願いしながら、無理な場合については合併浄化槽、県・国の補助金

を合わせて、村も補助しながらということで進めております。

それから、合併浄化槽の点検関係でございます。年に一度の点検は必ずやってい

ただいております。その結果についても、県のほうから状況が来ております。良好

な管理がされている、中には、見ますと、ちょっと適正な管理じゃない、清掃が十

分ではないよという指摘もあるようではございますが、それらについてはまた当事

者のほうへ、もう少しきちんとやってくださいというお願いをしているところでは

ございます。

簡単ではございますが、以上でございます。

議 長（原 悟郎） 最後です。９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） 終末処理場の処理能力、農集も廃止をして、今、公共へ

接続をされているということでありますけれども、現在の処理場の処理能力と、現

在、村が進めている接続の関係で、まだ十分にこの処理能力はあるというふうに理

解はしているんですが、その辺のシミュレーションといいますか、処理場の能力に

ついて確認をしたいと思いますので、説明をお願いいたします。

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） 済みません。また、具体的な数字はちょっと持ち合

わせておりませんので、ここではちょっと説明できませんが、能力的にはまだまだ

十分余力がございます。ふえてもかなりオーケーという状況でございます。ただ、

強いて難を言えば、施設等については、当然、何年か、長いスパンになりますけれ

ども、その段階で修繕なりする必要が出てきます。そのときに、やっぱり代替施設

がないとぐあいが悪いかなということはあります。ただ、その点が現在心配になる

だけで、通常の処理においては、全く問題なく処理できている量と、能力を持って

いるというところであります。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございませんか。

〔質疑なし〕

議 長（原 悟郎） これで質疑を終わります。

次に、議案第５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。
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本件について提案理由の説明を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） 議案第５号「南箕輪村村道路線の認定について」提案理

由を申し上げます。

本案は、沢尻区におきまして、農地の宅地転用が行われ、開発された５軒の宅地

に面する道路敷につきまして、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、担当課長から説明を申し上げますので、よろしく御審議を

いただき、御決定をお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 細部説明を求めます。

出羽澤建設水道課長。

建設水道課長（出羽澤平治） それでは、議案第５号の「南箕輪村村道路線の認定

について」御説明をいたしたいと思います。

それでは、議案書の１ページをお開きください。

まず、村道認定をお願いする道路の状況でございます。

路線番号につきましては、村道2351号線になります。起点につきましては、南箕

輪村字大林9567番地３先から南箕輪村大林9568番地２先までの延長で60.52メート

ルになります。敷地の幅員につきましては、道路幅として、有効幅員が５メートル、

あと、既存の村道に接続する部分のすみ切り幅も含めた９メートルということで、

幅員につきましては５メートルから９メートルということでございます。

次に、場所の説明に入ります。

１枚おめくりいただきまして、２ページをごらんいただきたいと思います。

そちらに地図をつけてございますが、まず、この村道2185号線、太く真ん中に、

中央部に、南部小のほうへ向かって走っているこの路線ですが、これは伊那市の火

葬場から、ずっと信大のほうにのぼっていく、昔の県道になりますけれども、この

村道の10号線をのぼっていきまして、その途中から分岐して南部小のほうへ行く、

これが2185号線になります。この2185号線、村道の10号線の南部小入り口から入っ

ていただきまして、南部小方面に走っていただき、西天竜の幹線水路を越えた西側

の部分で、南のほうの村道2187号線に接続する部分であります。このちょうど赤く

塗った部分が、今回認定をお願いする場所というふうになります。

それから、道路等の周囲の状況でございますけれども、１枚めくっていただきま

して、３ページのほうで御説明をしたいと思います。

今回認定をお願いする道路に面しまして、既に何軒かの住宅が建っております。

ここでいいますと、住宅が建っているのが9567－１、それから9567－３、それから、

現在建築中なのが9568－３、9568－５、9568－２、それから9570－１、9570－３と

いう形で、数軒の住宅が現在建築中という状況でございます。

道路の状況につきましてはアスファルト舗装、道路の中には、下水道の施設、そ
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れから水道管が敷設されております。また、この道路の西天寄りの東側の端につき

ましては、雨水排水施設として自由勾配側溝が敷設をされております。雨水対策も

された道路ということでございます。

農地転用に伴いまして、道路を整備し、この道路については村へ寄附するので、

村として道路認定をお願いしたいということでございますので、今回、道路認定に

ついて提案をするものでございます。

以上で、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。

〔質疑なし〕

議 長（原 悟郎） 質疑なしと認めます。

議案第６号「工事請負契約の締結について」を議題といたします。

本件について提案理由の説明を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） 議案第６号「工事請負契約の締結について」提案理由を

申し上げます。

本案は、中部保育園増築工事、建築工事の入札を去る５月25日に実施し、仮契約

を結びました。工事請負契約予定価格が、地方自治法の規定に基づき、南箕輪村議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得及び処分に関する条例第２条に定める額と

なりましたので、同法及び同条例の規定により議会の議決を求めるものであります。

細部につきましては、担当課長から説明を申し上げますので、よろしく御審議を

いただき、御決定をお願いいたします。

議 長（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、私のほうから、議案第６号「工事請負

契約の締結について」につきまして細部説明を申し上げます。

議案第６号の議案書の１番最後のページの説明資料をごらんいただきたいと思い

ます。

建築工事の入札結果でございます。

入札会の時期は、平成27年５月25日、午前10時でございます。

工事の内容につきましては、中部保育園の保育室と給食室及びトイレ等の増改築

工事でございます。構造が鉄骨づくり、平家建て。規模は、増築部分の延床面積

202.93平米、改修部分の延床面積は70.50平米でございます。

３の入札結果でございますが、応札者数４者、落札金額9,050万4,000円、落札業

者につきましては、原建設株式会社。

４の工期でございます。着手が、南箕輪村議会議決の日から次年度への継続事業

といたしまして、平成28年７月28日までが工期となります。
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それでは、済みませんが、１枚戻っていただきまして、工事請負契約の締結につ

いて。

契約内容、１、契約の目的、平成27年度中部保育園増改築工事、建築工事。２、

契約の方法、制限付一般競争入札。３、契約の金額、9,050万4,000円。４、契約の

相手方、南箕輪村3898番地１、原建設株式会社、代表取締役社長、原武光。

以上で、細部説明を終わります。

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。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

予定金額に対しての落札率をちょっと教えていただきたいと思います。

議 長（原 悟郎） 平嶋財務課長。

財務課長（平嶋 寛秋） 中部保育園の落札率でありますけれども、中部保育園の

増改築工事につきましては、落札率が96.9％になっております。

以上です。

議 長（原 悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

この制限付一般競争入札でありますが、私もしばらくぶりでありますので、ちょ

っと再確認の意味でお尋ねもいたします。

今、業者選定委員会があるわけですが、今、副村長が業者選定委員長、従来です

と、村長ではなくて副村長が業者選定委員長というふうになっておると思いますが、

その辺について、この業者選定委員の業者を選定する際に、他町村との絡みもあり

ましょうが、どんなふうにされておるのか、詳しく説明をお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 原副村長。

副 村 長（原 茂樹） 今、議員おっしゃいますように、私を委員長といたしま

して、通称、業者選定委員会という言い方もされておりますが、現在は南箕輪村建

設工事等請負人選定委員会というふうに申しますが、委員会を構成しまして、いわ

ゆる業者の選定をさせていただいております。

今、御質問の制限付一般競争入札でございますが、御承知のとおり、そのほかに

指名競争入札、あるいは随意契約という方法もございますけれど、建設工事等につ

きましては、基本的に、何ら特別な事情がない限り、制限付の一般競争入札という

ことでさせていただいておるところでございます。

これも、今お話にありましたように、地域要件ということで勘案をさせていただ

いております。工事の規模等にもよりますけれど、できるだけ村内の企業の方の育

成という点もございますので、その辺も加味しながら、村内の業者中心に参加がで
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きるような形で地域要件をつけさせていただいております。また、その他の条件と

いうことで、近年、除雪ですとか、あるいは災害ということが大きなものになって

きておりますので、そういったものへの協力も条件づけをさせていただいていると

いうことでございます。

以上でございます。

議 長（原 悟郎） よろしいですか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊です。

今、副村長のほうから説明をいただきました。村内業者育成、これは大事な要件

だと思いますが、除雪や災害等にも積極的に御協力をいただきたいと、こういう附

帯といいますか、そういう要望を兼ね備えて、村内業者育成というようなことで落

札をしているということでありますが、ただ、業者によって、元請は村内業者です

が、下請が村外というのが結構あるんです。下請も村内の業者にぜひ出していただ

きたいという要請も、当然、私は、村内業者育成の観点から、大事なことだと思い

ます。大きな工事には参加できないけれど、下請としてぜひ使っていただきたいと、

それが、すなわち末端に至るまでの業者育成につながると思いますので、そういっ

た点について、どのように村として対応されているのか、御説明をお願いいたしま

す。

議 長（原 悟郎） 原副村長。

副 村 長（原 茂樹） 村内は比較的小さな業者の育成ということでの御質問で

ございますけれど、これにつきましては本当に大切なことでございますので、常々

機会に触れて、そういったお願いを、元請になるような業者さんにお願いをしてお

るところでございます。また、別に村のほうからも、小規模な工事につきましては

小規模なところにやっていただくというようなことで、登録制度を設けまして、入

札にかからないような小規模なものでございますけれど、随意契約等の方法により

まして工事もやっていただくというふうなこともやっております。

以上でございます。

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７号「工事請負契約の締結について」を議題といたします。

本件について提案理由の説明を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） 議案第７号「工事請負契約の締結について」提案理由を

申し上げます。

本案は、西部保育園増築工事、建築工事の入札を去る５月25日に実施し、仮契約
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を結びました。工事請負契約予定価格が、地方自治法の規定に基づき、南箕輪村議

会の議決に付すべき契約及び財産の取得及び処分に関する条例第２条に定める額と

なりましたので、同法及び同条例の規定により議会の議決を求めるものであります。

細部につきましては、担当課長から説明を申し上げますので、よろしく御審議を

いただき、御決定をお願いいたします。

議 長（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７号「工事請負契約の締結につ

いて」につきまして細部説明を申し上げます。

議案第７号の議案書の１番最後のページの説明資料をごらんいただきたいと思い

ます。

建築工事の入札結果でございます。

入札会の時期は、平成27年５月25日、午前10時でございます。

工事内容につきましては、西部保育園の保育室と給食室、トイレ等の増改築工事

でございます。構造が鉄骨づくり、西部保育園の西側の増築部分は木造でございま

す。平家建てでございます。規模は、増築部分の延床面積299.79平米、改修部分の

延床面積は165.97平米になります。

３の入札結果でございますが、応札者数３者、落札金額１億627万2,000円、落札

業者につきましては、原建設株式会社。

４の工期でございます。着手が、南箕輪村議会議決の日から平成28年３月31日ま

でが工期となります。

それでは、済みませんが、１枚戻っていただきまして、工事請負契約の締結につ

いて。

契約内容、１、契約の目的、平成27年度西部保育園増改築工事、建築工事。２、

契約の方法、制限付一般競争入札でございます。３、契約の金額、１億627万2,000

円。４、契約の相手方、南箕輪村3898番地１、原建設株式会社、代表取締役社長、

原武光。

以上で、細部説明を終わります。

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。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

先ほどと同じように、落札率と、それから応札者の残りの２者の名前を教えてい

ただきたいと思います。

議 長（原 悟郎） 平嶋財務課長。

財務課長（平嶋 寛秋） 西部保育園の増改築工事の落札率でございますけれども、

落札率は97.0％でございます。
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それから、応札をいただきました業者さんは、原建設株式会社、それから株式会

社宮坂組、それから株式会社伊那総建の３者でございます。

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。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

落札される場合に、村長の腹づもりといいますか、議案６号も落札率が96.9％、

今度のも97％、ほぼ同じ落札率でありますけれど、本来、目的といいますか、むや

みな歩切りは謹んでいかなければならないということは当然のことだろうと思いま

すが、村長として、その辺をどのように精査をし、なおかつ、これが最も適切であ

るという判断のもとに落札を、金額を定めるわけですが、その辺について、村長の

お考えをお尋ねいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 予定価格の設定の御質問ということだと思います。

私は、従来から、予定価格というのは推計額から切ってまいりました。ただ、最

近は、最近です、国や県の指導が厳しくなりまして、歩切りは違法だと、これ、品

確法で決まってますので、そういうことで、これ、前からありましたけれども、そ

れを、私は違法を承知で切ってきた部分もあるわけでありますけれども、このとこ

ろ、かなりの指導が入っておりますので、できるだけ歩切りは避けてまいりたいと

思っております。ただ、一般単独の部分につきましては、これは、私は、若干それ

は必要かなという思いはあります、思いということで御理解をいただきたいと思い

ます。

ただ、今回の場合には、いわゆる交付税措置のある起債もついておりますので、

そういった検査もあります。そういう部分からすると、今回は歩切りはしておりま

せん。

以上です。

議 長（原 悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

公契約法という考え方があります。うちの村では、今、公契約法ということは結

んではいないとは思いますけれども、そこのところはやっぱりきちんと指導してい

くということ、大事かと思いますけれど、その辺の考え方をお聞きしたいと思いま

す。

議 長（原 悟郎） 原副村長。

副 村 長（原 茂樹） 国のほうで、公契約というようなことで、もう既にされ
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ているかと思いますけれど、村のほうではまだ検討段階ということで、いわゆる条

例化ですとか、そういうところまでは至っておりません。

議 長（原 悟郎） 三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 今、検討はしているのかどうかということで、やはりき

ちんと賃金を確保していくというところがもとですので、そこのところはきちんと、

今なくても、そこは指導の中で見ていくということが大事かと思いますので、よろ

しくお願いします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 今検討しているということで御理解いただきたいと思い

ますが、なかなか、うちあたりの自治体規模できちんとしていくということは、こ

れは難しいのかなという部分は考えております。人手がいるという、こういう部分

もあるわけでありますけれども、しかし時代の流れとして、そういうことがありま

すので、その辺は十分検討してまいります。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。

これから、議案に対する討論、採決を行います。

議案第６号「工事請負契約の締結について」の討論を行います。

討論はございませんか。

〔討論なし〕

議 長（原 悟郎） 討論なしと認めます。

議案第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） 起立全員です。

したがって、議案第６号「工事請負契約の締結について」は原案のとおり可決さ

れました。

議案第７号「工事請負契約の締結について」の討論を行います。

討論はございませんか。

〔討論なし〕

議 長（原 悟郎） 討論なしと認めます。

議案第７号を採決いたします。

議案第７号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（原 悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第７号「工事請負契約の締結について」は原案のとおり可決さ
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れました。

次に、「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を議題といたし

ます。

本件につきましては、村長から配付資料のとおり、議会に意見を求められており

ます。

村長から、本件についての説明を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） 「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについ

て」説明を申し上げます。

人権擁護委員の委嘱につきましては、法務大臣より行われておりますが、市町村

長は、法務大臣に対し、人権擁護委員の理解にある者を議会の意見をお聞きして推

薦をしなければならないということになっておりますので、御意見をお聞きすると

ころであります。

今回は、１名の委員が本年９月末日に任期満了となるため、長野地方法務局長か

ら時期委員の候補者について推薦依頼がありましたので、高橋紀美代氏を推薦した

いものであります。

推薦書のほうをお願いいたします。

氏名は、今申し上げましたように、高橋紀美代氏であります。生年月日は昭和24

年11月４日、満65歳、住所は上伊那郡南箕輪村4241番地６でございます。略歴につ

きましては、別紙をごらんいただきたいと思います。

高橋さんにつきましては、男女共同参画推進委員を歴任し、また現在も村社会教

育委員、村づくり委員として御活躍をいただいております。人権擁護委員として適

任者であるということで、御意見をお聞きするものであります。よろしくお願いい

たします。

議 長（原 悟郎） 本件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。

本件に対する討論を行います。

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。

お諮らいいたします。

本件につきましては、原案を適任者とする意見に決することに御異議ございませ

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。
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したがって、「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は原案を

適任者とする意見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。

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（唐澤 英樹） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕御苦労さ

までした。

散会 午前１１時２４分
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議 事 日 程（第２号）

平成２７年６月１０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 加 藤 泰 久

６番 唐 澤 由 江

７番 都 志 今朝一

４番 丸 山 豊

９番 大 熊 惠 二

２番 小 坂 泰 夫
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○出席議員（１０名）

○欠席議員

なし

○説明のため出席した者

○職務のため出席した者

議会事務局長 唐 澤 英 樹

議会事務局次長 城 取 晴 美

１番 加 藤 泰 久 ６番 唐 澤 由 江

２番 小 坂 泰 夫 ７番 都 志 今朝一

３番 山 﨑 文 直 ８番 三 澤 澄 子

４番 丸 山 豊 ９番 大 熊 惠 二

５番 百 瀬 輝 和 １０番 原 悟 郎

村 長 唐 木 一 直 子育て支援課長 有 賀 由起子

副 村 長 原 茂 樹 産 業 課 長 唐 澤 孝 男

教 育 長 征 矢 鑑 建設水道課長 出羽澤 平 治

総 務 課 長 堀 正 弘 教 育 次 長 藤 澤 隆

会計管理者 小 澤 久 人 代表監査委員 原 浩

財 務 課 長 平 嶋 寛 秋 教育委員長 清 水 篤 彦

住民福祉課長 藤 田 貞 文
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会議のてんまつ

平成２７年６月１０日 午前９時００分 開議

事務局長（唐澤 英樹） 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。

陽気も暑くなっておりますので、議員、職員、それぞれ上着を脱いでいただいて

結構ですので、よろしくお願いいたします。

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。時間は、答弁を含め１人50分とします。時刻掲示板の確認をしながら、時間

内で、質問、答弁を終わらせるよう、お願いいたします。件名ごとに、それぞれ的

確な質問、答弁をお願いいたします。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、質問順に発言を許可いたします。

１番、加藤泰久議員。

１ 番（加藤 泰久） １番、加藤泰久です。

通告どおり、３件について質問をいたします。

まず、全国的に投票率の低迷が続いております。26年12月に行われた国政選挙で

ある衆議院総選挙の投票率は、本村においても59.75％であり、26年８月に行われ

た県知事選挙では、49.92％というような数字であります。また、27年４月に行わ

れた県会議員選挙では、51.03％でありました。

ことし、４月26日の村会議員選挙においては、57.33％の投票率であり、最も身

近な選挙であるにもかかわらず、10人の村民のうち５人半ぐらいしか投票に行って

いないということになるわけであります。村政に興味はないのか。また、議会や議

員に魅力がないのか。低い投票率であり、特に若年層においては、関心が薄いよう

に思われております。今後、村を背負っていかなければならない若年層に期待する

ところでございますが、関心のないところが心配でございます。

有権者の意識の低さが問題であるかと思われますが、村長としてはどのようにお

考えか、お願いいたします。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） １番、加藤泰久議員の御質問にお答えを申し上げます。

投票率の関係であります。

投票率、年々低下してきております。本当に低くなってきております。そういっ
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た状況につきましては、私自身も非常に危惧をしておるところであります。

今、議員に御指摘をいただきましたように、今回の地方統一選挙、一番身近な選

挙である村議会議員選挙でさえ、60％を割り込んで57.33％、過去最低となりまし

た。県議会議員選挙におきましては、上伊那郡区は本当に激戦と言われていたわけ

であります。そういった中におきましても51.03％と、この率につきましては、上

伊那郡市内では最低というような状況でありました。

30年ほど前でありますけれども、昭和の後半ごろには、村議選といえば、92％か

ら94％、県議選でも85から87％と、非常に高い投票率の維持をしていたところであ

ります。しかし、今、全国的な傾向の中で、本村においても投票率、年々低下して

きております。特に、本村の場合には、転入者が多いという状況がありまして、身

近な選挙におきましても投票率が大きく低下をしてきておるところであります。

やはり一番の原因というのは、国民、村民でありますけれども、その政治離れ、

無関心さではないかと、これは御指摘のとおりだというふうに思っております。特

に、若年層の政治離れは顕著でありまして、年代別の投票率調査状況でも、その傾

向ははっきりとあらわれているところであります。

投票の呼びかけや啓発運動というのは、選挙管理委員会でも事あるごとに行って

おりますが、なかなか、これ、数字にはあらわれていないのが実態であります。昔

は、各家庭で、親から選挙に行けよという、そんなことも言われておったところで

ありますが、今はそういったことを言う親もだんだん減ってきているんではないか

なというふうに思っております。

投票に行くということが、政治への参加の第一歩であります。どうしたら政治に

関心を持ってもらえるのか、魅力のある政治を行っていけるのか、選挙に行っても

らえるのか、このことは大きな、国も含めて課題であるというふうに思っておると

ころであります。粘り強い啓発活動を選挙管理委員会にお願いしておりますし、こ

れからもしてまいります。

村政に魅力がないのか、議員に魅力がないのかというような、そんな御質問であ

りましたけれども、魅力があるとか、ないとかというのは、やはり村民が判断する

ということでありますので、その辺は大変難しい面もあるわけであります。ただ、

関心を持っていただけるような行政をやっていかなければならない、また議会活動

をやっていかなければならないだろうなという、このことはそのとおりだというふ

うに思っております。これからも、執行側も、議会も、政治に関心を持っていただ

けるよう、考えていかなければならないところでありますので、御一緒にどうした

らよいのかということを考えていっていただければというふうに思います。

以上であります。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） やはり、行政も、議会も、議員も、それぞれの村民の皆

さんに関心を持ってもらえるようなことを、今後、念頭に置いて、推し進めていか
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なければならないというように感じたところであります。

続きまして、選挙権年齢が18歳以上に引き下げられる見込みであるということで

ありますが、これをどう対応するかということについて質問をいたします。

折しも、国会において、公職選挙法改正案が今国会で成立する見通しとなりまし

た。私的には、親のすねをかじっている学生が多く、納税の義務を果たしていない、

また少年法や民法等のかかわりがある中で、権利だけを与えることはどのようなも

のかというふうに考えております。しかし、そのようなことを言っておられず、法

案が成立すれば、来年の夏予想される参議院選挙に適応される可能性があるわけで

あります。

18歳以上19歳は、有権者全体の３％、240万人と、有権者になるというふうに言

われております。本村でも対象者があり、また村内の高校であります上伊那農業高

校生においても、対象者があるものと思われるところであります。

これは、選挙管理委員会だけの問題だけではないかと思いますが、村長はどのよ

うにお考えでしょうか。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 選挙権の年齢の問題であります。

今国会で、18歳以上に引き下げられる、そんな見込みであります。この改正によ

りますと、本村におきましても300人余、これは６月１日現在でありますけれども、

18歳の方が144人、19歳の方が167人という、有権者が新たに誕生いたします。

法改正も含め、選挙啓発に関する活動については、選挙管理委員会に担っていた

だいておりますが、国や県でもこの法改正を受けて、高校生に対しての啓発活動に

力を入れております。これも、ニュース等で御承知のことと思いますが、５月19日

には、伊那弥生ヶ丘高校におきまして、県選管による県内で初めてとなる選挙出前

講座が行われました。県からの依頼を受けまして、本村の選管からも担当職員が出

向いて、実際の選挙と同様な模擬投票を全生徒に体験をしていただいたところであ

ります。この模擬投票では、南箕輪村１年生を担当させていただきました。

そんなことで、県でも、高校生に対する啓発というのを強めておるところであり

ます。したがいまして、事あるごとに周知をしていく、このことは重要なことであ

るというふうに思いますし、本村にも上伊那農業高校があるわけでありますので、

その辺も、また県との連携もあろうかと思いますけれども、村としても啓発活動、

強めていければというふうに思っております。

弥生ヶ丘高校の実施後の感想でありますけれども、今までは考えたこともなかっ

たが、実際に模擬投票を体験してみて、選挙ということに関心が持てた、選挙権が

与えられたら、棄権することなく、絶対に投票に行くといったような感想も述べら

れていたところであります。

何でもそうでありますけれども、学生のうちからきちんと教育、啓発を行う、そ

のことが重要であるというふうに思っております。選挙の大切さをどう認識してい
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ただけるのか、このことがかぎであるというふうに思っておりますので、投票率の

アップにもつながるよう、啓発活動を強め、高校との連携も強めていかなければな

らないと思っております。実際は、高校との連携ということは本当に大切になると

いうふうに思っております。その辺はきちんとやっていくつもりであります。

以上です。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） ただいまの答弁の中にもありましたように、高校生への

働きかけということが非常に大切なことになるんじゃないかと思います。その中で、

うちの行政区の中にあります上伊那農業高校があるわけで、ぜひとも、高校、県、

教育委員会とか、そういうものも含めて、村の行政としても働きかけをぜひとも進

めていただきたいと思います。

続きまして、ふるさと納税制度について質問をいたします。

私は、この件に関する質問は過去に２回ほどしております。それ以後、私も、友

人とで、全国の20市町村のふるさと納税の様式について、カタログ等を取り寄せた

り、納税をしてみたりして研究してまいりました。

南箕輪村の公式ウェブサイトで、返礼用の特産品リストを見ましたが、非常に細

かく、わかりにくく、他町村に比べて見劣りがいたしました。しかし、実績は、平

成24年が18件で28万円、平成25年が31件で100万円、平成26年が371件で496万6,000

円というような実績が残っております。26年にふえた原因としては、ホームページ

に掲載されてから急増したというように聞いたり、考えております。

他町村のカタログを見比べると、写真が鮮明で、見る目にもおいしそうで、年配

の方でも見やすく、納税意欲をそそられます。村長さんのところにも、パンフレッ

トを御用意してありますけれど、南箕輪のウェブサイトと比較して見ていただけれ

ばいいかと思います。大変わかりやすく、誰が見てもおいしそうだと、これなら、

ぜひ納税をしたいと、そんなように誰もが思うようなチラシであります。

そこで、本村においても、プロの企画会社を使ってでも、ウェブサイトを更新し、

納税者が見やすくすることと、カタログ、パンフレットを作成する必要があるんじ

ゃないかと痛感しております。また、インターネットのポータルサイトで、ふるさ

とチョイスというようなコーナーがあって、そこに掲載しているかどうか、ちょっ

とわかりませんが、伊那市等でも掲載しております。本村においても、積極的に取

り組んでほしいと思うところであります。

納税者にわかりやすい返礼品のカタログ作成を希望します。このことについて、村

長のお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） ふるさと納税につきましての御質問であります。

ふるさと納税、平成20年度から始まりました。近年、ふるさと納税の寄附金額、

かなり高額にのぼっている市町村もあるわけであります。下伊那では４億を超すよ
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うな、そんなふるさと納税がある村も出ております。

今御指摘のとおり、本村でも、徐々にではありますけれども、ふるさと納税、伸

びてきております。平成25年度では31件、100万円が、平成26年度では321件、496

万6,000円というふうになってまいりました。しかし、まだまだ本当に低い額であ

りますので。

この要因といたしましては、平成26年の１月より、返礼品を充実させた上で、寄

附をしていただいた方が村のホームページで御自分で返礼品を選べるようにしたこ

と、また申し込み手続も村のホームページからも直接申し込みができるように改善

したことによるものと考えております。この内訳を見てみますと、村内のホームペ

ージからの申し込みが371件のうち318件と、大半を占めております。残りの53件が

郵送、またはＦＡＸでの申し込みといった状況であります。こういったことを見ま

すと、ホームページの充実、改良、このことはしていかなければならないだろうと

いうふうに考えております。

したがいまして、今後、民間専門業者への委託も視野に入れながら、ホームペー

ジの改良や、利用者がさらに選択しやすい商品カタログの作成をしながら、利用者

数の拡大に努めてまいりたいと考えておるところであります。やっていきたいと思

っております。

ふるさと納税制度につきましては、加藤議員から、過去にも御質問いただきまし

た。その折に、本来の趣旨からちょっと逸脱しているというような、こんな答弁も

申し上げたこともあったところでありますし、国からも、いわゆる返礼品競争にな

らないような通達もいただいておるところであります。本来の趣旨から若干かけ離

れているかなというような面もあるわけでありますけれども、やはり制度がある以

上は、それに乗っかって、できるだけ多額なふるさと納税をしていただくという、

このことは必要なことでありますし、経済の部分、産業振興と結びつけていくこと、

このことが重要であるというふうに思っておりますので、その辺も考慮しながら、

今御質問にあったことにつきましてはやってまいります。

以上です。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） 村長は、本来、ふるさと納税の趣旨にちょっとそぐわな

いというようなことを前々から言っておられるのはわかりますけれども、過当競争

にならないような形は村もとっていると思います。今、財務課から聞くところによ

りますと、１万円の納税者に対して、大体3,500円ぐらいの返礼品を出していると、

これは全国、近隣でも平均的な数値化と思われております。

それで、今言われたように、371件のうち318件がホームページからというように

言われておりますけれども、それにホームページというのが、今そこに見えており

ますように、南箕輪のホームページ、非常に見にくい。年配の方なんか、眼鏡をか

けて、拡大鏡を使わなきゃ見られないというような状況、これじゃまずいと思いま
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すし、これをまたじっくり時間をかけて検討をしてというような案件も、それはい

いかもしれないけれども、これは一つの今の流れの中で、ふるさと納税が、伊那も

最近新聞紙上をにぎわしておりますけれども、充実させていくということが、納税

額だけじゃなくて、南箕輪の特産品、産業の活性化にもつながるという形の中で、

この流れの中で、流れに沿ったふうに、早急に取り組んでいただきたい、スピード

感を持ってやってもらいたい。これがおくれると、二番煎じになって、効果が非常

に薄くなるというふうに考えておりますけれども、早急に対応していただくように

思いますが、村長、どのようでしょうか、お考えをお願いします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） スピード感を持って取り組んでという御質問でございま

すので、スピード感を持ち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、予算も伴うことでありますので、また議会にもお願いをしてということになり

ます。ホームページ等々の改良や専門業者への委託ということもあるようでありま

すので、その辺を踏まえて、また議会へ関係予算もお願いしてまいりたいというふ

うに思っております。

やはり、時代の流れといいますか、そういった面もありますし、議員御指摘のよ

うに、産業振興という観点から、村の、後の質問にも関連がありますけれども、そ

ういった特産品というのをつくっていくこと、このことも大切であります。

加藤議員のほうから、玄海町のふるさと納税のパンフレットを見させていただき

ました。本当にわかりやすいなというふうに思っております。比較しますと、これ

は本当、本村の場合は見にくいなということでありますので、その辺は早急に改善

をしていきたいというふうに思います。この玄海町を見ますと、本当に豊かな品物

をかなり用意してあります。海辺でありますので、海産関係のもの、それから農産

物や肉類というようなもの、いろんな分が載っており、非常に魅力があるなという

ふうに思います。ただ、本村の場合には、海があるわけでありませんし、どういっ

たものをどうやって返礼をしていくか、このことも考えていかなければならないと

ころでありますので、その辺はまた知恵を絞りながら、産業振興につながるような、

そんなことも考えながらやってまいります。

以上です。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） ぜひとも、予算のかかることでもございますけれども、

投資として考えるならば、投資した以上のものは必ず戻ってくるというふうに考え

ますので、ぜひ、その辺をよろしくお願いいたします。

関連しますが、返礼品の開拓と充実ということで質問をいたします。

現在、村の返礼品は30種類で、ウェブサイトに掲載されておりますが、平成26年

に１回も注文がなかったものが16種類もあります。ウェブサイトの写真にも問題が

あるかとも思いますが、農産物、加工品、全てがＪＡの店舗からのものでございま



４８

す。

議員の皆さんのお手元に配りました資料も見ていただければわかると思いますが、

ふるさと納税の実績と、今、村で返礼品として扱っておるものでございます。この

平成26年のところを見ますと、それぞれ数字のあるところはその件数でございます。

それぞれ魅力のある農産物、たくさんある中で、やはり村内の生産者が顔の見える

生産品をということが望ましいと思うところであります。

それで、村内の農産物の生産者や特産品、物産品、または工業製品もあります。

開拓の余地は十分あると思っております。これを財務課だけではなく、産業課や商

工会、まっくんファームなどの横の連絡を密にして、南箕輪の特産品を開拓してい

ただきたいと思うところであります。

ちなみに、先ほど言ったように、伊那市の報道が大変されておりますが、納税者

の返礼特典を充実したところ、ふるさと納税が急増しているというように報じられ

ております。確かにふえております。伊那のまねをするつもりはございませんが、

特産品を開拓することが村の産業の活性化にもつながると思いますし、特典競争に

加わらない範囲で、多くの人に南箕輪を知っていただくよい機会になると思います

ので、その点について、村長のお考えをお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 返礼品の開拓と充実をという御質問でございます。

資料として、議員が示されましたとおり、平成26年度の集計結果を見ますと、や

はりナシだとかリンゴ、リンゴが種でありますけれども、98件ということで、圧倒

的に多くなっておりますし、地元企業製品の化粧水、これも83件あるところであり

ます。信州大学の農学部のワインなども20件あります。そういったことを考えます

と、返礼品の開拓というのは必要であるというふうには思っております。これ、産

業振興という面からいっても必要でありますので、ぜひ開拓していければというふ

うに思います。

地元農産物の開拓ということ、特にこれは必要になってまいります。返礼品を見

ましても、農産物関係で言いますと、ほとんどないということであります。旬の野

菜セットなんかがあります。コシヒカリ、森の大地等もあるわけであります。この

辺につきましては、野菜類、どう開拓していくのか、どう製品化をしていくことが

できるのか、この辺は十分考えてやっていきたいというふうに思います。くどいよ

うですけれども、産業振興につながるようにという、このことを基本として考えて

いきたいというふうに思っております。

平成27年度税制改正によりまして、個人住民税特別控除額の上限引き上げになり

ました。と同時に、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税をする、簡素な

手続になったところでありますので、このふるさと納税というのは、これからさら

にふえてくるというふうに予想しておるところであります。時代に乗りおくれない

ように、先ほども申し上げましたが、専門業者への委託も視野に入れながら、いろ
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んなことを充実していければというふうに思っておりますので、その辺は御質問の

趣旨を踏まえましてやってまいりますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） ただいま言ったように、開拓ということでございますけ

れども、財務課だけでものをやっても、なかなか大変な部分があるわけでございま

して、産業課にもぜひお願いしたいところでございます。そうした中で、このリン

ゴが、さんふじ、これが85件というような形で残されておりまして、リンゴの生産

組合等もお話をした中でございますが、それなりきにやっぱり南箕輪村内で生産さ

れたもの、または生産者の顔が少しでも、写真でも何でも入ったりすることによっ

て、南箕輪の特産品というようになるわけでございます。ＪＡ上伊那のラベルじゃ

あ、ちょっといけないと。そうした中で、生産組合と栽培契約を結んで、ことしは、

これ88件だったら、100件分ぐらいのものを事前に確保するとか、そんなような形

のものが産業課を通じてものをやっていかなきゃ進まないと思うところであります

が、その辺、産業課長としてはどのように。このリンゴだけにかかわらず、それじ

ゃあ、コシヒカリ、森の大地、これがわずか13件。南箕輪のお米は大変おいしく、

私も、知人、親戚には生産したお米を送っておりますが、大変おいしいという評価

を得ております。南箕輪の米も、自信を持って送り出していいものだと思います。

そんな形の中で、まっくんファーム等もあります中で、どのような取り組みをやっ

ていくかというようなことについて、今、突然でございますけれども、取り組んで

いく姿勢があるか、ないか、産業課長にお聞きしたいと思います。

議 長（原 悟郎） 加藤議員、村長に通告がありますので、先、村長のほう

から答弁をいただきます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） 産業課も巻き込んだという話でありますけれど、これは

当然のことであります。生産者組合等々とも話をしていく必要があるというふうに

思っております。

コシヒカリ、森の大地の話が出ました。この辺につきましては、私ももう少し、

これは何とかしていかなきゃいけんなという、こういう思いで、話をしたところで

あります。ただ、この問題につきましては、精米といいますか、ロット数だとか、

そういった部分もあるようでありますので、この辺もクリアしながらやっていきた

いというふうに思います。そんなことで考えておりますので、よろしくお願いいた

します。

産業課との連携というのは、これは欠かすことのできないことでありますので、

やってまいります。

以上です。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。
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１ 番（加藤 泰久） ただいま村長からいただいた、産業課ともタイアップし

ていかなきゃいけないという言葉でありますので、ぜひとも、何か、こういう特産

品とか、ふるさとの特産品を開拓するような、何か連携した組織というか、そうい

うものができれば最高かなと思っております。

工業品も大明化学の天使の美肌だけではなく、去年ですか、行った諏訪工業メッ

セにおいても、村内の業者が防犯のカメラ等、非常に安く、一般家庭でも使えるよ

うな製品というようなものがたくさん開発されておりますので、その辺も商工会等

を通じた中で、声かけをして、開拓に臨んでいただきたいと思うところであります。

次に、経ヶ岳バーティカルリミットについて質問をいたします。

５月23日に行われた経ヶ岳バーティカルリミットは、天候にも恵まれ、大勢の人

の参加があり、スムーズな運営で、第１回としては大成功だったと思うところであ

ります。900人者大勢の参加者を募集できるのか、また運営はどうするのか、少な

い情報の中で、大変心配していたところでございます。

当日は、全国から900人近くのランナーが集まり、またスムーズな運営や進行が

なされ、大変感心したところであります。これも、民間会社の情報発信での参加者

募集での集客や、ほかの地域で行ったレースの企画や運営の経験があるからだと、

改めて民間会社の力に感服したところであります。

参加した大勢の方々に、南箕輪を、また経ヶ岳を堪能してもらったものと思って

おります。

観光協会設立の第一の大きな事業であったため、大変成功したわけでございます

が、いろいろの、この次にもありますけれども、課題も残った中で、大変成功だっ

たと思うわけでありますが、村長はどのように思われたか、村長のお考えをお願い

します。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） バーティカルリミットについての御質問であります。

成功であったか、なかったかということであれば、成功であったと私は思ってお

るところであります。そもそもの目的が、ふるさとの山、経ヶ岳を使って何かやり

たいという、この思い、それから交流人口をふやしたいという思い、南箕輪村を全

国に向けて発信していきたいという思いもあったところでありますので、一定の効

果はあったんではないかなというふうに思っておるところであります。第１回とい

うことで、本当に心配をいたしました。どうやってやったらいいだろうか、こうい

った心配をいたしましたが、成功裏のうちに終了することができたということであ

ります。

成功の要因といたしましては、やはり民間会社に委託をしたという、このことは

非常に大きかったということでありますし、同時に、この大会が日本スカイランニ

ング連盟シリーズ第１戦に指定をされたということも大きかったというふうに思い

ます。このスカイランニングレースというのは、ポイントレースになっているよう
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でありますので、ポイントがつく大会へ参加が非常に多くなるということのようで

あります。そういったことで、指定されたことによりまして、日本の第一線級のラ

ンナーも参加をされたということと同時に、スカリランニングの専門誌に、主要レ

ースとして紹介をされたと、これ、私も見ましたけれども、かなり大きな見出しと

ともに、数ページにわたりまして紹介をされていたところであります。こういった

ことも大きかったのかなというふうに思います。心配いたしましたけれども、大会

運営をしていただきましたネイチャーシーンという会社の皆さんに、本当に御協力

もいただいたところであります。

あと、いろんな感想、懇親会の中でもお聞きいたしましたけれども、本当にすば

らしかったという感想が多かったところであります。来年もまた来たいという、こ

んなお言葉もいただいたところでありますし、同時に、大芝高原、本当にいいとこ

ろだなという感想もいただいて、今度はバーティカルリミットではなくて、家族連

れでぜひ来たいというようなお声もいただいたところであります。そういったこと

からすると、一定の効果も合ったんではないかなというふうに思っております。

そもそも、この経ヶ岳バーティカルリミットというのは、南箕輪中学校の経ヶ岳

競歩に端を発している、長い歴史の中から生まれた競技であります。私は、このこ

とも一つの成功につながったんではないかなというふうに思っておるところであり

ます。たまたま、第60回の中学校の競歩大会、記念大会の講演会でお願いをした人

がその会社の方だったという、こんなつながりもあったところであります。こうい

ったことも成功した一因になったんではないかなというふうに思います。そういっ

たことを考えますと、長い伝統と歴史の上に立った大会であったというふうに、私

自身は認識をしておるところであります。そういったことも、成功の一つになって

いるのかなという感じも受けたところであります。

以上です。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） 大変成功裏に終わったというような感想もいただいた中

で、続いて、村民参加や協力体制についてということで質問をいたします。

計画や発案より、時間、短時間であったために、周知徹底ができなかったことが

原因かとは思われますが、観光協会の会員へのイベントへの協力要請があれば、ス

ポンサーとしても商品等の提供には協力できたというような声も聞いております。

また、今話にもありました中学校の競歩登山が３日前というようなことで、たまた

ま生徒さんたちに疲れがあったためかと思われますが、参加者がちょっと少なくて

残念だったという感じも持っております。また、商工会に関しましても、急な要請

で、十分な対応ができなかった、そのような声も聞いております。やっぱり、村民

にイベントの宣伝がいまいちだったというところもあり、応援等、村民が見える村

民参加が少なかったようにも思われております。

村の春の一大イベントにしていくためにも、スポーツ団体をはじめとして、各種
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団体への呼びかけ等、参加が今後は必要かと思われております。

そんな中で、今回、沖縄の国頭村から２人が、村の宣伝やら、第３回目になると

いう国頭トレイル、これの宣伝を兼ねて、この村にも来ていただいて、レース関係

者、また村民の皆さん、参加者の皆さんにもぜひ沖縄の国頭村へいらしてください

と、こんな活動もやっているところもあります。これから、南箕輪は、この大会を

一級の大会にしていくためにも、またそれぞれの関係者の努力が必要かと、そんな

ように思ったところでもあります。

そういうわけで、今回の課題等について、村長のお考えをお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 村民参加や協力体制、今後の課題等の御質問をいただき

ました。

村民参加という点では、やはり第１回ということで、本当にできるのかな、どう

やったらいいだろうかなという、このことに追われてしまったという面があります。

そんな点は、２回目からは十分な体制がとれていくんではないかというふうに思っ

ておるところであります。

やる前から、本当に心配した大会でありました。900人募集定員で、私は本当に

300人ぐらいは来てもらいたいなという、当初思っておったところであります。こ

ういったトレイルランということ自体、私には余り認識がなかったところでありま

して、そういったことで、900名を超えたときには本当にありがたいなと思ったと

ころであります。

住民の参加協力体制という点では、大芝高原森林自然保護の会に登山道整備をし

ていただきました。また、一般の皆さんにも募集をして、ボランティアとして汗を

流していただいたところであります。そういったことはやってまいりましたけれど

も、観光協会発足の一大イベントという、そういう捉え方をいたしましたが、そん

な点では若干手薄だったかなというふうには考えております。第１回ということで、

やることに精力をとられてしまったということでありますので、２回目からはその

辺の課題も解決しながら、できていくんではないというふうに思っております。こ

れは継続をしていきたいと思っておりますので、第２回目に向けて、また早くから

準備をしていくことも大切であろうというふうに思います。

時期につきましては、５月、これは全国の大会の部分からいって、これはどうに

も動かすことのできない日程でありますので、その点はぜひ御理解をいただきたい。

ポイントレースにしていただいたということで、本当にありがたいなと思っておる

ところであります。本村の場合には、一番後発組でありますので、日程をどうにか

というわけにはまいりませんので、そんな点は御理解をいただきたいというふうに

思いますし、商工会関連のほうからも、もっといろんな販売ブースができないのか

とか、いろんな御意見をいただきました。同時に、待ち時間というのがありますの

で、そこで何か組み合わせたイベントができないのかというような、そんなお声も
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いただいたところであります。

そういったことを総合的に考えながら、来年度は、ぜひ、ことし以上な盛り上が

りができるような大会にしていければというふうに思っておるところであります。

経済効果が出るようになっていけば一番いいわけであります。そんなことで考えて

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） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） 今大会で見えた今後への課題ということで、これはこれ

として聞いたんですが、ロングコースがスタートした後、ショートコーススタート

までに２時間ぐらいの時間があるわけでございます。広い大芝高原なので、音楽や

ほかのイベントを企画して、あいた時間を潰すことが、村民、または多くの家族連

れ等、集まった方々に実感してもらえればいいかと思うような提言がございました。

また、協議を終わって、汗をかき、疲れた体を癒やすためにも、大芝の湯の無料券

ぐらいは提供してほしかったと思っておるところであります。

それぞれの課題をクリアしながら、村外からの選手や付き添いの家族等、また多

くの村民が集う一大イベントになるように、また南箕輪村や経ヶ岳、大芝高原を内

外にアピールするよい機会だと思いますので、この大会を第一線級の大会に盛り上

げるようにするためにも、実行委員会の設立、実行委員会というものを設けなけれ

ば、これだけ大きいイベントはできないと思いますので、そこらのところを含めた

中で、村長のお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） 継続していきたいという思いで、今いるところでありま

すので、第２回に向けて、どういうことが課題であったのか、今その洗い出しをし

ておるところであります。運営会社のほうとも、そういった反省会を持つ予定でお

りますので、それらの意見を参考にしながら、またいろんな工夫をしてまいりたい

というふうに考えております。

実行委員会形式というお話でありました。今回も実行委員会形式、名前が実行委

員会ということでありました。ただ、第１回ということで、大会をすることに精力

をそがれてしまったという面がありますので、２回目からはどういった形式がいい

のか、実行委員会形式という話であります。今回も実行委員会形式でやりましたけ

れども、実質的には運営会社に担っていただいたということであります。運営会社

に担っていただかないと、このことはできないところであります。それをどう実行

委員会としてサポートすることができるのかという、この辺は十分検討していく必

要があるというふうに思っております。

いろんな御意見もいただきました。後の反省会といいますか、懇親会でも、もっ

とどうなのかとか、いろんな御意見もいただきましたけれども、これはあくまで運

営会社のほう、全国でやっておる運営会社の皆さんからの部分でやっておりますの
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で、余りそういったことに対しての村からのというのは、これ、なかなか難しいと

ころもあるわけであります。もっと料理出したほうがいいんじゃないとか、無料券

を出したほうがいいんじゃないかとか、運営会社としては、いろんなことを考えな

がらやっていただいておりますので、それはもう運営会社におませをしておるとい

うことであります。どう、それをサポートしていくことができるのかという、この

ことを考えていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。

以上です。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） このイベントが、村の３大イベント、春のバーティカル

リミットの経ヶ岳の大会、大芝高原まつり、イルミネーションと、南箕輪の３大イ

ベントになるように念願しまして、私の質問をこれで終わらせていただきます。

議 長（原 悟郎） これで、１番、加藤泰久議員の質問は終わります。

次に、６番、唐澤由江議員。

６ 番（唐澤 由江） ６番、唐澤です。

あらかじめ通告いたしました３項目について一般質問させていただきます。

今回の選挙戦に当たり、幾つかの公約を上げております。三つについて質問です。

まず、その前に、議員とは何かということを考えたいと思います。

４年前、２年間、議会活性化特別委員会の副委員長ということで、まず議会基本

条例作成にかかわり、よその自治体を研修視察し、議会テレビ中継が全戸に放送さ

れ、自分の選んだ議員の姿を見てもらっている、これは大事だ、情報公開していか

なければならない。また、住民の皆さんとの議会報告会も開きました。議会だより

委員長ということで、１人１ページを目指して、一般質問の記事を導入しました。

辰野町からも取材に来られました。また、議員間での勉強、議員間討論を行って、

問題解決に向けて取り組んでまいりました。委員長会議等の意見を踏まえて、大芝

の太陽光発電も景観条例で開発を規制したらどうかというようなことも、議会から

要望書として提案しています。議員の職務は何か。住民の負託に応えられているか。

モラルや倫理はといったようなことを踏まえまして、スピード感を持って村をよく

するために前向きに取り組んでいきたいと思っています。

１件目の質問です。子育て日本一の村にするために、子供の貧困対策はというこ

とですが。

花満開、女の孫はただ１人、私の孫は５人おりまして、村内に住んでおります。

人口減少に待ったなし、日本の人口は半減するということですが、本村だけは人口

がふえております。全国的には、働き盛りの人数が減ってしまい、高齢者の数がふ

え続け、年金や社会保障制度が維持できなくなり、いずれは、高齢者も含めて、人

口が減少していくということだそうです。

子育てをする女性や小さな子供たちが快適に過ごせる社会というのは、働く女性
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にも、男性にも、高齢者にも、若者にも、みんなに優しい社会になれるのだと思い

ます。

村は、他町村の分まで受けていて、人口が増加している。園児の数が５年間で

130人ふえ、昨年の出生数は180人と、最も多く、年度末には園児は690人を超える

と言われています。村長は、この２年間で人口増加対策にめどをつけていくという

ことで、中部・西部保育園とも部屋をふやし、給食室、トイレもふやしていくとい

うことだそうです。

子供の貧困対策で、経済的に苦しい家庭や３人以上の子供のいる多子世帯を、安

倍首相は４月に応援していくとしております。17歳以下の子供の割合が16.3％とな

り、６人に１人しかいない。全国で325万人の子供の貧困率が問題になっておりま

す。13年では、大人が２人いる世帯の貧困家庭は12.4％だったのが、母子家庭では

54.6％と高くなり、大学進学率が、一般家庭は73％なのに対し、母子家庭は42％と

いうようなことで、貧困の格差が広がっております。

とまらぬ少子化、めり張りある対策が必要だということで、まず出生数が減った

からには、まず第一子をふやすことが大事。急ぐべきは結婚支援。そのためには、

若者の雇用を安定させる。一方、第二子以降が生まれなければ、人口減少はとまら

ない。夫の休日の家事、育児時間が長いほど、第二子以降の出生が増加する。長時

間労働者では、子供、子育ては難しい。基本給が安く、残業代を当てにすることが

できない、ボーナスも出ないといった家庭がふえております。第三子以降となると、

経済的な悩みが大きくなり、お金がかかり過ぎることを理由に、皆さん、出産を控

えております。三子以上の子供がいる多子世帯への優遇を打ち出して、思い切った

経済支援を図ってもいいのではないでしょうか。あるまちでは、４人目が生まれれ

ば100万円。今、子育てにお金がかかるので、塾へ行くお金、3,000円から5,000円

を出す自治体もあります。

そういっためり張りのある対策を、村長、とってはいかがでしょうか。第三子の

保育料を無料にできないか、それから就学援助費の実態はどうか、若年の生活保護

の実態はどうか、お聞きします。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） ６番、唐澤由江議員の御質問にお答えをいたします。

子供の貧困対策の御質問であります。

めり張りをつけた行政運営、そのことは必要だというふうに思いますけれども、

第四子、100万円という、そんな例の紹介もありました。そういったことを本村は

やっていく状況にはないところであります。したがいまして、めり張りをつけてや

っていきたいと思っておりますけれども、そういった面での財政的な支援というの

は、これは大変難しいというふうに私自身は捉えておるところであります。

それよりも先に、いろいろすることがあります。本村の場合には、本当に子供の
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数がふえてまいりました。この施設整備をどうしていくのか、大きな課題となって

おります。したがいまして、前々から申し上げておりますように、この２年間で一

定のめどをつけてしまいたい。そして、さらに、それから先に大きく動いていけれ

ばというふうには思っておるところであります。

少子化対策として、本当にお金を配ることが少子化対策になるんだろうかという、

この思いはいつも私は問い続けておるところでございます。したがいまして、めり

張りをつけてやっていきたいというふうには思っておりますけれども、むやみに、

個々の子供にお金を出すということは、これは考えていく必要があるというふうに

思っておるところであります。

子供の貧困につきましては、今、18歳未満の子供、６人に１人、約3,000万人が

貧困状態にあるという、こんなデータも出ておるところでありますし、先進国の中

でも割合が高くなっておるところであります。

国では、平成26年１月に、子供の貧困対策の推進に関する法律を施行しまして、

子供の貧困対策に関する大綱を閣議決定しております。こういったことに基づいて、

本村もやっていかなければならないというふうに思います。

生活保護受給者もふえてきておる、このことも事実でございます。６月１日現在、

54世帯、76人の方が受給をしておるという、増加傾向にあるということはそのとお

りであります。しかし、他町村の状況というのはわかりません。これは県でやって

おりますので、一切公表がないところでありますので、本村が多いのかどうかとい

うことにはちょっと言及ができないところでございます。

多子世帯の保育料無料化についての御質問がありました。従来から、本村の場合

には、保育料、本当に安くしておるところでございます。制度として、多子世帯の

制度というのはできました。本村の場合には、同一世帯から複数の子供が通ってい

る場合は、第二子が半額、第三子以降は無料としておるところであります。これは、

保育園に子供が３人いるということであります。第三子以降につきましては、上限

6,000円の減額措置を行っておるところでございます。この減額措置につきまして

は、本村では、第一子が例え20歳以上であっても、それは第三子とした捉え方をし

ておりまして、そういった制度を適応させておるところでありますし、さらに、母

子、父子家庭、ひとり親世帯につきましても、保育料は全て半額としておるところ

であります。したがいまして、そういった配慮はしておるところでございます。

保育料につきましては、この４月から子ども・子育て支援新制度の施行によりま

して、村の保育料の基準額、大幅に改定をさせていただきました。下げさせていた

だいたところであります。しかし、今どこの市町村でも、この保育料というのを下

げている傾向にございます。本村の場合は、10年前から、保育料を本当に減額して

きて、郡下で最低の保育料という、こういうことで今推移をしてきたところであり

ますけれども、この新制度によりましての保育料の改定、各市町村で出そろいまし

た。比較してみますと、本村が一番低いという状況にはないところであります。低
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い部分というのはかなりあります。一番低いと言えるかどうかということは、今ま

では言えましたけれども、今回は一番低い部分もあれば、全体的からすると２番目

くらいかな、下からというような状況となっておるところであります。この辺は、

またいろんな状況を勘案しながら考えていきたいというふうには思っております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） 飯島町が、第三子を6,000円、県から6,000円の補助が来

ているんですけれども、それを全部無料にしたり、入学時にはランドセルを配った

りとか、いろんなこともしているわけですけれども、そういった相対的に保育料は

安いということですので、ぜひ、そういったことも配慮して、今後検討していただ

きたいと思います。

それと、もう一つ、その貧困対策にやはり問題があるのは、学力不足とか、食生

活の不全、児童虐待、不登校、問題行動、非行とか、そんなようなことがあります。

子育て支援、教育支援相談室の実態が、私がいろいろ調べた荒川区の状況と似てお

りまして、子ども支援家庭センターと言っているんですけれども、児童虐待の相談

とか、専門相談員もいております。心理、それから発達相談検査なども行って、18

歳未満の子供と、そういった子育て全般の相談、支援をしております。保育園の巡

回相談にも行っているということで、ＤＶに関する講座とか、いろんな相談にも乗

っているということで、子育て支援相談室は前から大事なところだと思ってはおり

ますが、子供の貧困、そういった経済的な問題に対する支援として、村長、どうい

うふうにお考えか、お聞きします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 貧困対策の部分につきましては、いろんな財政的な支援

から、いろんなほかの分野に及ぶ、そういったこともあろうかと思います。今ある

現行制度の中で、十分それは対応をとっておるところであります。したがいまして、

あとはケース・バイ・ケースで対応していかざるを得ないというふうに思っておる

ところであります。

本村の場合の福祉水準というのは、決して低くはありません。そういったことを

考えますと、これ以上そういったことを推進するという、今そういった状況にない

ところでありますので、その辺はぜひ御理解もいただきたいなというふうに思って

おります。

子供、子育て教育相談の関係、件数が本当にふえてきて大変であります。相談員

もふやしていかなければというふうに思っております。今、４人体制が、またちょ

っと事情によりまして３人体制となってしまいました。今、募集もしておるという

ようなことでありますので、そんな点も御理解をいただきたいというふうに思いま

す。

以上です。
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議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） やっぱり、心理の先生とか、それから言語の関係の専門

家、２人体制から３人体制というように、やっぱりフル稼働中だというようなこと

で、こういった先生方の連絡、子育て支援課、教育委員会、それぞれの連絡をとり

ながら、保健師等にも連絡を取り合って、よりよい施策というか、対策を練ってい

ってもらいたいと思います。

次に、学童クラブに移らせていただきます。

４月になって、学童の登録者が、学童クラブ120人になったようで、１、２年生

がクラブ室、大体、通常66から70名だそうです。３、４、５が村体ミーティングル

ームに２部屋で、間借りをしているわけですけれども、既に予約でいっぱいのとき

は使えないときもある。６年は希望がないというようなことです。コーディネータ

ーの先生が新聞紙を持っていったりすると、それを剣にして、どんどんどんどん、

たたき合ったり、ダンボールがあれば、それをじゃんじゃん、たたいて壊すという

ようなことで、学校と、それから家ではちょっと我慢していたものが爆発をして、

結構大変だというような話も聞きます。１、２年生も、口がやはり汚いんです、言

葉が汚いんだけれど、とにかく３、４、５年になると口が達者になって、口げんか

等も始まるというようなこともお聞きしております。

先日、学校訪問をしました。南部小学校へ行けば、給食費の未納者はゼロ、不登

校はゼロですよというようなお話を聞き、教室棟増築の場所も見学しました。１年

生は34人なので２クラスにして、算数の少人数学級にして、苦手な算数も大丈夫だ

ろうな。また、そのほか、中国の日本語学習をしたり、特別支援学級の子供さんた

ちが学習指導を受けておって、広くて穏やかな時間が流れておりました。新任校長

先生も、こんなすばらしい環境はない、学校はとてもいい環境であるということで、

大変心強い限りでした。南部小の学童クラブは狭いので、図工室を使っているとい

うようなお話も聞きました。

学童クラブの歴史は、昔は村民体育館の２階のミーティング室を使っておりまし

た。十二、三人のことですから、指導員の先生とのどかに散歩したり、川を眺めた

り、遊んだりしていました。その後、すくすくハウスに子育て支援センターと学童

クラブが同居していたんですが、夏休みになると、朝から１日過ごすため、未就園

児を寝かせられない、うるさい、狭いということで、急遽、県の補助事業をやっと

の思いで受けて、今の学童クラブ室ができたわけです。

今後、こども館というものがどうなっていくのかということですけれど、こども

館というのが、いつでも誰が行ってもいい場所なものですから、ちょっと複合施設

としてやるのはどうなのかなというようなことも思いました。

東京の稲城市に、ゼロ歳から６歳までの複合施設が誕生し、３階建てで、１階は

保育園、150人、学童クラブが２階で70人、誰でも自由に使えるこども館、子育て

や家庭に関する保護者の相談を受ける子育て相談室のようなものというようなこと
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でできたわけですけれども、それがうちの村に当てはまるのかどうなのかっていう

ようなことをちょっと心配をしております。

そして、やはり子供さんたちの、子供の貧困と言われる子供たちに、４月から生

活困窮者自立支援制度というものができまして、地域ぐるみで、京都市では主に平

日夕方から夜にかけて、住宅街の一軒家で無料で食事や学習をしている。荒川区で

もやっているんですけれど、信州型コミュニティスクールというのが南部小で行わ

れているということで、学校へ行くと巣箱がありました。その指導をしているとい

うことですけれども、この中に学習支援も取り入れて行ったらどうかと思いますが、

どうでしょうか。それと、南小でも、南中でも、やっぱり学習支援ということをし

ていかないと、やはり、ちょっと問題が出てくる場合があるのではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。

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） 唐澤由江議員さんから、学童クラブ、現在は放課後児

童クラブと言っておりますけれども、これら、またこども館についての御質問があ

りました。

歴史については省かせていただきます。よろしいでしょうか。

放課後児童クラブにつきましては、本年度から全学年の児童が対象となりました。

そのために、行っている場所につきましては、先ほど議員さんがおっしゃったとお

りということであります。なお、仮称こども館の建設につきましては、現在、個々

に設置している子育て支援相談室、または中間教室、放課後児童クラブ室、村民交

流センター、すくすくハウスですけれども、それと子育て支援相談室等々、多機能

を有する複合施設、これは仮称でございますけれども、それを視野に入れた建物で

すが、それが29年度開設に向けて庁内の調整会議、これは子育て支援課、住民福祉

課、建設水道課、教育委員会でございますが、それらで建物の構造について検討を

始めたところでございます。

複合的な支援や機能を持ち合わせたい理由が幾つかございますけれども、その一

つとしては、現在は、核家族化、家庭環境の多様化、地域のおける家族間のつき合

いの減少が見られます。それに伴って、人を思いやる心が非常に希薄化している現

状ではないかと考えます。これらの現状を踏まえまして、子供と地域の人たちとの

交流の機会をふやすこと、そして、そこに参加する方々が、互いにコミュニケーシ

ョンをとりながら、創意工夫を凝らして学べる場所を提供していくことが大切であ

ると、それが、ひいては子供たちの生きる力を育み、社会性を育てていくことにな

ると考えております。

二つ目ですけれども、子育て機関の情報共有による機能強化ということを考えて

おります。村の中には、先ほど申しましたように、子育て支援をする施設が点在し

ております。もう、それらにつきましても、見詰め直す時期だと考えております。
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子育てへの不安を持っておられる方々を支援するために、現在携わっている支援員

や相談員、そういう方々、またはスタッフが、そんな方々が情報を共有できる仕組

みを構築していかなければならない、そして、子育て支援に対する機能強化を図る

ことが必要だろうと考えております。しかし、これについては、多くの機能をあわ

せ持つことが本当によいのかどうなのか、子育ての現状、または課題、費用対効果

を踏まえながら、施設運営の基本理念を明確にしていきたいと思っておりますし、

効率的な施設となるよう検討してまいりたいと考えておりますので、御理解をよろ

しくお願いいたします。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） 今おっしゃったことは、本当に理想的であり、本当に大

事なことだとは思いますけれども、今計画の予定地である場所で、一緒に全てが、

複合体としていられる場所があるのかどうか、駐車場もあるのかどうか、そういっ

たことをよくよく考えてやっていただければ、私は別に何もいうことはありせんが、

ちょっと狭いんではないかなと、学童クラブだけで、もう本当に手いっぱいではな

いかなというふうに思っております。

次に移ります。

特別支援学級、発達障害などの園児生徒の支援はどう思うかということなんです

が。

保育園での加配の対象児童が、児童数、平成27年度は62名、保育士が32名で、加

配をして寄り添っていくという話をお聞きしました。また、南部小では、けやき情

障が８名、さくら知障が６名、14名、南箕輪小学校では、１、２年生に学習習慣形

成に４人先生と支援員２人の先生、不安定クラスにいるけれども安定してきている

というようなお話でした。ことしは、情緒障害児のクラスが一つふえて５クラス、

男29名、女４名、33名というようなことで、その他介助員の先生も３人いて、自立

を促しているというお話がありました。

昔といいますか、大分、五、六年前なんですが、教育相談の先生が加配をしたり、

いろいろ大変苦労したんですけれども、手厚く村費で見てくださっているというこ

とは本当にありがたいなと思います。

そういった村の方針について、今後も続けていただきたいと思いますが、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） 加配や発達障害の支援、今後どうするのかという御質問

であります。

本村の場合には、特に、保育園や学校や、そういった面につきましては受け入れ

をしておるところであります。したがいまして、加配保育士を配置しながら、ある

いは学校ではそういった支援員を配置しながら受け入れを行っておるところでござ

います。今、この発達障害傾向のお子さんが本当にふえてきております。原因はな
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かなかわからないようでありますけれども、そういったことを考え合わせますと、

村ではたけのこ園という療育施設を建設させていただきました。この施設でも、親

子通園や並行通園やにじいろクラブなどの大勢の皆さんが利用していただいておる

ところであります。そういったことを考えますと、ある程度のこういったことには

対応してきていると私は思っておりますし、これからも、やはり地域の中で生活を

していくということを考えれば、支援はしていきたいというふうに思っております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） 以前の一般質問で、ある教員の先生の発言の中に、加配

が自立を妨げるというような発言があって、それに疑問を抱いて質問したんですが、

言葉が足りずに、私がそう言っているということでとられてしまったので、名誉挽

回の意味で、加配というものは寄り添って、自分で自立できるように、自立を促し

ているためにお願いしているということは、改めて言っていきたいと思います。ま

た、村の配慮があって、ありがたいなと思っております。

次に移ります。

特定健診が、メタボリックシンドローム撲滅、医療費の削減をということが言わ

れています。私も、特定健診と胃がん、大腸がん検診を受けました。

メタボリックシンドロームが10年目に入って、当時、初め、薬漬けになっていた

生活習慣病を減らすための治療を、内臓脂肪を減らすために、生活習慣の改善に重

点を置いて、病気予防にしていこうという方策だったんだそうです。

40歳から74歳以下の全国民を対象とする、この世界に類を見ない施策であり、成

果が出ているという話でした。特定保健指導を受けた人と受けない人、健診を受け

た人、受けない人では、体重が２キロ前後減少したり、腹囲も二、三センチ減って

いるということで、ウエストが、男性85センチ、女性90センチ以下、女性の場合75

センチ以下なら記録はしないでもいいというような、健診の中でお話がありました。

村の健診の実態はいかがでしょうか、お聞きします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 特定健診、メタボリック関係の御質問でございます。

健診の状況という話であります。平成25年度の受診率45.9％、保健指導率は

54.2％、こういう率となっております。制度がスタートしたときに比べますと、か

なり上昇してきております。また、特定保健指導の実施率というのは、県内平均よ

り高い状況となっております。こういったことを今後も継続していきたいというふ

うに思っておりますし、健診を受けていただく、このことは第一番でありますので、

そのことに重点を置きながら、特定保健指導率を上げていきたいというふうに思っ

ております。健診を受けるだけで終わるんではなくて、その指導を行っていく、こ

のことの率を上げていきたいというふうに思っております。

医療費の抑制という部分では、やはり高額のものは、脳血管疾患や虚血性疾患、
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人工透析、こういったことが非常に高額となっております。こういったものは、や

はり日常生活から来ている面というのが非常に大きいわけでありますので、こうい

ったことも予防していこうという、このことにも力を入れていかなければならない

というふうに思っております。重症化を防いでいく、こういったことに力を入れて

まいります。

そういった点で考えますと、この保健師の役割というのが非常に大きくなってま

いります。栄養士ももちろんであります。したがいまして、今年度採用につきまし

ては、保健師も採用していきたいという、こんな、今準備をしておるところであり

ます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） ありがとうございました。

健康ポイント制について、運動習慣をしていきましょうということで４月から、

１年前に私が医療費抑制のために健康ポイント制度を導入してはということを一般

質問しておりますが、実現してよかったなと思います。

健康教室というか、ゲートボール教室だとか、またマレット同好会、親交会など、

そういった運動習慣をしていても医療費は抑制につながるので、健康ポイントをも

う少し拡大していったらいかがかと思いますが、どうでしょうか。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 健康ポイント制度の拡大という御質問であります。

ことしから始めた制度でありまして、健診や教室、元気アップクラブなど、こう

いったことを対象にしている制度であります。もう少し幅広くという御質問であり

ます。公民館の講座やそういったもの等々でありますけれども、この辺は十分今後

の検討課題とさせていただきたいというふうに思います。始めたばかりの制度であ

りますので、どういった意見があるのか、その辺もお聞きしながらというふうに思

っておるとこであります。

いろんな運動というのは大切であります。ことしは、おかげさまで、てくてく健

康教室、昨年より多い26名の申し込みがあったということで、本当にこれはありが

たいなというふうに思っております。私は、せっかく松本大学と連携をしながら、

インターバル速歩等々、行っておるところでありますので、大勢の皆さんに参加し

ていただければという思いでおるところであります。そんな中で、申込者がふえた

りということで、ありがたく思っておるところであります。

問題は、教室を出た後であります。続けていくということ、このことが必要であ

りますので、私自身の考え方といたしましては、このＯＢ会というのを充実させて

いきたいと。このＯＢ会、今でも月１回はやっておるわけでありますので、そうい

ったことを考えれば、このＯＢ会に出てきた皆さんにはポイントを付与してもいい

んじゃないかと、これは把握できますので、そんな考え方を持っておるところであ
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ります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） 私も、松本大学の健康教室を受けたいとは思ったんです

が、お話を聞いて、インターバル速歩、朝晩やっております。上を向いて歩こうの

曲に合わせて、ある程度速足で歩かないと効果がないということで、ここに、歩か

ないと気が済まなくなりましたというのですけれども、朝起きたり、夕方になると、

歩かないと気が済まなくなりましたという気分ですので、ぜひ、こういったことで

医療費抑制につながるように、お年寄りにはいろいろお話をして、ちょっと、あっ

ちに行ったり、こっち行ったり、動かなきゃだめだよというような話をしておりま

す。

日本の農業を守るにはということに移らせていただきます。

カッコウの声で進める粗摘果ということで、リンゴ農家ですので、リンゴの摘果

をやっております。都会から過疎地に若者が移り住み、さまざまな地域協力活動に

取り組むための地域おこし協力隊が、2014年に初めて1,000人を突破したというこ

とで、私のリンゴ畑の横でナシをつくらなくなった家へ若者が来て、いろいろ何人

かで、摘果をやったり、草刈りをやったりしてやっております。

村では、味工房だけに限らず、本当に味工房をやってほしいということでしたけ

れども、農業を守るために、いろいろ草刈りをやったり、いろんな事業をやってほ

しいなというふうに思います。例えば、生活道の草刈りや地ならし、農業の手伝い、

買い物代行や家具の移動など、住民の生活支援や空き家管理、イベント企画等、い

ろいろな面で、こういった地域おこし協力隊が活躍しているようですが、村として

はどのようにお考えか、お聞きします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 地域おこし協力隊の話で、今、草刈りだとか、そういう

御質問がありましたけれども、実動部隊として頼む、採用していくつもりはござい

ません。恐らく、ほかの市町村でも、そういったことで採用しているところはない

というふうに思っております。したがいまして、うちの場合には、農業振興という

ことで、味工房を拠点として、農業団体とのいろんな連携、そういったことをやっ

ていただくということで採用をしてまいりたいという、こんな、今準備をしておる

ところでございます。実動部隊、いわゆる作業の実動部隊としての採用ということ

でありませんので、その点はぜひ御理解をお願いしたいと思います。この地域おこ

し協力隊の目的自体が、作業の実動部隊ということでありませんので、よろしくお

願いいたします。

以上です。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） 村としては作業の実動部隊は採用しないということです
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けれども、全国的に見ると、農業生産法人やＮＰＯ法人等へ採用して、そういった

こともやっているようですので、頭の隅に置いておいて、味工房だけで息が詰まる

ということのないように、よろしくお願いします。

次に、サブリースについてお願いいたします。

サブリースというのは、クローズアップ現代でクローズアップされたものなんで

すが、農地にアパートを建ててもらって、経営については任せながらも、家賃をき

ちんと払ってもらうというようなことなんですが、それが、やはり、いろんな人口

減少だとか、大都市への移転により、急速に空き家がふえてきてしまって、こうい

った譲歩せざるを得ないような、本当に古くなって、空き家だけとアパート乱立の

状況というのがテレビに映っていたので、そういったことについてどうかというふ

うにお伺いします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） サブリースによるアパート乱立問題の御質問であります。

確かに、村内でも、10年ほど前までは、農地転用を伴うアパートなど、集合住宅

の建設というのが非常に多かったというふうに思います。ただ、本当にここ何年か

は、農地に対する集合住宅建設というのは、平成25年に１件の申請があっただけで

ありますので、それはかなり落ちついてきております。アパート乱立の時代から比

べると、本当に今、落ちついてきたなというふうには思っておるところであります。

農地につきましては、農業委員会で十分審議を行っての状況でありますし、また

こういったことがどうかと言われてみましても、いわゆる家主と借り上げ業者との

個々の契約になりますので、行政としてどうこう言う問題ではないというふうに私

自身は思っておるところであります。その辺はぜひ御理解をいただきたいというふ

うに思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） 目の前にそういったアパートが建っておりますので、や

はりこういう農地を手放すというやり方はどうなのかなと、いつも疑問に思ってお

りました。

さて、次に、大芝高原の営農型太陽光発電の許可に至る経緯についてお伺いしま

す。

初めは、ヤギを飼って農業をする計画だったものが、何回も不許可となっていた

ので、これで酪農家も緑も景観も守れるのかなと思っていたのですが、残念でなり

ません。いろんな問題があって、一等地の農業地帯をやはり農振除外して、広い面

積を太陽光にするということはなかなか無理かとは思いますが、どういう経緯で今

回は許可になったの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） 答弁を求めます。

北條農業委員会長。
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農業委員会長（北條 欣一） ６番、唐澤由江議員の御質問にお答えいたします。

営農型の太陽光発電施設計画が農業委員会で許可相当となった経過についての御

質問でございます。

御質問のありました農地につきましては、大芝地区、大芝高原の東、堆肥センタ

ーの西になります。農業委員会が、ことしの３月と４月に、営農型の太陽光発電施

設計画について許可相当と判断した案件であります。これらの農地で太陽光発電を

行うため、太陽光パネルや発電に関する機器を農地へ設置するとして、農地法の第

５条に定める申請、また太陽光発電パネルが農地の上空部分を覆うため、その権利

であり区分地上権の設定を行うため、農地法の第３条に定める申請があったもので

す。

経過といたしましては、当該の農地は、御存じのとおり、農業振興地域整備計画

区域内の農用地であります。また、周辺の農地と合わせて、大規模で集約的に効率

的に営農できる農地の形態をしておりますので、農地の種別といたしましては、農

地としては優良度が一番高い第一種農地の区分であります。この農地では、通常の

太陽光発電事業を行うには、農振地区内の農用地の除外の申請が必要であります。

また、農地としての優良度が一番高い第一種農地の区分でありますので、農地転用

は原則は不許可であります。

しかし、平成25年３月31日付で、営農の農林水産省から支柱を立てて営農を継続

する太陽光発電設備等についての農地転用許可制度上の取り扱いについてといった

通知が出されました。この通知では、太陽光パネルの下で適切な確保が確実であれ

ば、農用地区内の第一種農地であっても、３年以内の一時転用でありますが、農地

転用の審議の対象とすることが示されました。この通知の中で、営農の適切な確保

の定義とは、パネルの下で営農に用いる機械が使用できる空間があるのか、またパ

ネルの下の作物に影響がない日照量が確保されているか、地域の平均的な反収と比

較して、約２割以上の減少がないこと、パネルの下で生産された農産物に著しい劣

化がないことなどがあります。発電施設の構造などにも定めがありまして、容易に

撤去できる支柱などの構造になっているかなどとなっております。

今回の申請は、この国の通知によって行われたものであります。個人情報のかか

わる部分にはちょっとお答えできませんが、農地を所有している複数の方と太陽光

発電の事業者が、連名で農地法の申請をしたものであります。

農業委員会が３月と４月に許可相当と判断するまでに、３回不許可相当と判断し

ました。

第１回目は、議員の説明がありましたとおりに、昨年の４月に審議を行いました

が、営農の内容が今と同じ牧草によるもので、そこにヤギを飼って、乳を搾って、

チーズをつくって売るよというようなことでありましたが、営農者と、それから事

業者を総会にお呼びして、質疑、意見を求めました。パネルの下の日陰で作付され

る牧草の品質、または収量についても基準を満たす可能性が低いこと、また、チー
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ズをつくって販売するという具体的な計画がなされていないというようなことから、

営農の確実な継続が確実でないと見込まれるとして、不許可相当と判断しました。

２回目の申請は、昨年の９月に審議を行いました。このときの営農の内容は、パ

ネルの下も含めた牧草地へヤギと羊を放牧して、肉用として出荷すると、畜産への

変更の申請でありました。２回目の審議も、営農者、また発電事業者も総会へお呼

びしまして、質疑、意見を求めました。このときも、パネルの下で作付される牧草

の品質が懸念され、その牧草を食べて生育するヤギや羊の品質、また畜産としての

営農の計画に不備があったため、不許可相当と判断しました。

それから、３回目の申請は、昨年の12月に審議を行いました。作付する作物を変

えて、日陰で栽培する薬用ニンジンでの営農計画となりました。やはり、営農者、

また発電業者も総会へお呼びしまして、質疑、意見を求めましたが、申請の営農計

画では、地域の平均的な収量８割を確保できないと、そのため、不許可相当と判断

しました。

それから、ことしの３月と４月の申請では、薬用ニンジンの作付面積をふやした

ため、地域の平均的な収量の８割を確保できるような計画になりました。また、農

林水産省からの通知に示された、その他の事項につきましても、全てがクリアされ

ているところであります。また、営農者も意欲を持って、確実に営農していくこと

を約束しました。農業委員の中には、地域の酪農家が効率よく酪農している場所に、

大規模な太陽光発電施設ができることになるので、感情的に問題視する意見もあり

ました。しかし、農業委員会としましては、農林水産省の通知に照らし合わせ、ま

た関係機関の国や県などとも何回も相談、協議を行ってまいりました。農業委員も

畜産の計画のときは、県の畜産試験場、畜産をされている農家の方を訪問したり、

営農内容が薬用ニンジンになってからは、県内の薬用ニンジンの栽培地へ研修に出

かけ、独自に勉強会を開催するなど、研修を随時行ってまいりました。農業委員会

としましては、大変厳しい、難しい判断をしたわけですが、感情的な理由で不許可

ということにはできないと。また、農林水産省が示した数値の内容をクリアしてい

るとして、３年間の一時転用の許可相当と判断しました。

この許可につきましては、３年ごとに申請が必要で、その都度審査をしていくこ

とになります。今後は、毎年、農業委員会が実際の営農状況や作付様子を確認して

いき、営農が確実に継続されているかを中心にチェックしていくことが重要になっ

てまいります。

以上で、経過の報告といたします。

以上です。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） 本当に、営農実績を誰がどのように評価するのか、達成

度はどうなっているのかというようなことも心配になりますし、原状復帰する、う

まくいかなくなったときの、営農ができなくなったときに、本当に太陽光を撤去す
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るのかどうか、いろいろ心配になりますし、ただ、再生エネルギーという意味で、

太陽光であるからいたし方がないのかなと思ったりもしますけれども、じゃあ、酪

農家がどこに牧草を求めていくのかというような問題もあります。いろいろ問題で

すし、景観上も心配で、残念でなりません。確か、村長も残念だとコメントしてい

たと思います。

以上で、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

議 長（原 悟郎） これで、６番、唐澤議員の質問は終わります。

ただいまから10時55分まで休憩いたします。

休憩 午前１０時４０分

再開 午前１０時５５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。

７番、都志今朝一議員。

７ 番（都志今朝一） 議席番号７番、都志今朝一です。

私は、さきに通告いたしました４項目について、村長、並びに農業委員会長にお

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項目めの全国的にも問題になっているドローン対策についての村の

考えをお伺いいたします。

４月22日に、首相官邸の屋上で小型無線機ドローンが発見された事件後、多数の

人の集まる公園や観光地などでドローンの使用を禁止したか検討を進めている自治

体が、47都道府県と20政令市のうち、約半数の32自治体にのぼっている。事件、事

故の発生を危惧する各自治体が、既存条例を活用して自衛に乗り出してきている状

況である。既に、規制済みの大半、既存の公園条例などを活用し、管理区域での使

用を禁止している。落下のおそれのあるドローンの飛行について、公園の管理に支

障のある行為や他人への迷惑行為などの条文を根拠に禁止している自治体もあり、

また、鳥取県では、砂丘環境や観光客の安全を守るために、３月に、日本一の鳥取

砂丘を守り育てる条例で、無線操縦ヘリなどの飛行を禁じている。

長野県内でも、独自に規制を検討する動きが出てきている。阿部知事は、定例記

者会見で、県管理の９公園での規制を視野に、条例改正を検討する方針を示してい

ます。５月９日には、善光寺御開帳の大法要の最中に落下する事故もあり、県管理

以外の公園でもドローンの飛行を禁止する動きも出ている。

多くの自治体の都市公園条例では、これまでドローンの飛行などは想定されてお

らず、公園での持ち込みや使用が禁止されていない。

大芝公園内においては、ことしに入り、桜の開花時期の空撮と、５月23日の経ヶ

岳バーティカルリミットの折に、ドローンによる空撮が行われていた模様でありま

す。多くの人の集まる場所での飛行制限など、一定の規制は必要とも思われます。

それではお伺いいたします。
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ドローンの大芝公園内規制についての考えをお伺いし、１件目の質問といたしま

す。答弁をよろしくお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） ７番、都志今朝一議員の御質問にお答えをいたします。

ドローン対策の御質問であります。

最近は、ドローン対策といいますか、ドローンという言葉が盛んに言われるよう

になってまいりました。

ドローンにつきましては、有効の部分と危険性な部分と両面を持ち合わせている

ところであります。特に、人の手で撮影することが困難な場所においては、カメラ

やＧＰＳ端末や測量機材を搭載したドローンが災害現場等で活躍をしておりますし、

御指摘のありましたように、５月に実施した経ヶ岳バーティカルリミットなど、多

くのイベントにおいて上空から撮影した映像など、今まで見たことのない映像が見

られるようになっておるところであります。また、こういったこと以外に、農業分

野だとか、林業分野だとか、いろんな面で活用がなされておるところであります。

特に、奥地林や大芝高原の林業分野では、本当に有効な手段となっておるところで

ございます。こういった状況の中で、御指摘もありましたように、ドローンが首相

官邸の屋上で発見された事件や、善光寺御開帳で落下する等、全国的に多くの事故

が発生し、報道され、その使用方法や安全性が問題となっておるところであります。

６月２日に、政府は、夜間の飛行、繁華街や住宅密集地、空港周辺での飛行を原

則として禁止するといたしました。安全な運行に向けたルールの骨子をまとめ、今

国会中での関連法案の改正を目指しておるところであります。また、東京都など、

既存の条例の解釈の中で、公園等でのドローン飛行を規制する自治体もふえてきて

おります。

本村の場合はどうかということであります。大芝公園におきましては、南箕輪村

の都市計画公園条例で、公園の管理に支障がある行為の禁止についての規定がある

ところであります。この条文に当てはめて規制することは可能であるというふうに

思っております。今後、このルールづくりといいますか、国の動向に注視ししなが

ら、他の自治体の動きも見ながら、公園利用者の安全性の確保を図りつつ、ドロー

ンの使用方法等について一定のルールづくりというのは必要であるというふうには

思っておるところであります。

したがいまして、当面の間、大芝公園内におけるドローン等の一般使用につきま

しては、大芝高原まつり、あるいはイルミネーションフェスティバル等々、多くの

人が集まるイベント等での使用については、主催者側にドローン運行規制等の協力

を求めていきたいというふうに思っております。

有効な手段、危険性の伴う部分、両方ありますので、その辺は一定のルールづく

りが必要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、今申し上
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げましたとおり、イベント等につきましては自粛をしていただくというような、こ

んなお願いはしていきたいというふうに思います。

ただ、イルミネーションフェスティバル等におきましては、空中からのこういっ

た映像というのも必要になってくる場合がありますので、その辺もただ一律にとい

うわけにはまいらないというふうに思っております。安全性という部分で考えてい

きたいというふうに思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ７番、都志議員。

７ 番（都志今朝一） 土曜、日曜、祭日など、大芝湖の周りや多目的広場には、

多くの幼児や子供たちが元気よく遊ぶ姿が見受けられております。大きな事故につ

ながるおそれも考えられますので、早い時期の取り組みをお願いし、２件目の他の

公園施設の規制についてをお伺いいたします。

村で管理している施設、特に学校、並びに保育園には、グラウンドも併設してお

ります。また、役場、村体育館などの駐車場の広場があり、ドローンを飛行させる

ためには、余り狭い場所より、広い場所が必要とも思われます。学校のグラウンド

には、フェンスなどもない場所もあり、自由に出入りできる場所もあります。公営

施設での各種イベントも行われており、会場での空撮なども考えられます。このよ

うな場所での行為の規制も必要と思われます。

６月５日付の報道に、ドローンで撮影された御嶽山山頂付近の様子が空撮されて

おります。御嶽山総合観測班が飛ばしたドローンで、ドローンは８枚のプロペラを

持つ業務用で、火口より約３キロの場所より飛行し、上空3,000メーター以上から

山頂付近を撮影しております。このように、本当に必要な用途で使えなくなったり、

不便になり過ぎないことも考える必要もあります。

それではお伺いいたしますが、２件目の村管理、他の公営施設でのドローンの使

用の規制についてのお考えをお聞きし、２件目の質問といたします。答弁をよろし

くお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 大芝公園以外の公営施設での規制の考え方の御質問であ

ります。

これも、同様に、国の動向等を見ながら、検討はしていきたいなというふうには

思っております。ただ、どういったことを規制していくのか等々、十分検討をして

いく必要があろうかというふうに思います。したがいまして、議員の御指摘もあり

ましたけれども、ドローンの持つ有効性をできるだけ阻害しないように利用できる

ことは、私は必要であるというふうに思っておるところであります。その辺の兼ね

合いを考えながら検討していく必要があるというふうに思います。目視範囲内での

操縦、これは必要でありますし、夜間の飛行というのは当然これは禁止してもいい

んじゃないか。あるいは機械器具の安全点検等の確認という、そういったことにつ
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きましても考えていかなければならないというふうに思います。

いずれにいたしましても、他の動向を見きわめながら、当面はイベント等での自

粛ということでやっ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、都志議員。

７ 番（都志今朝一） ドローンの規制については、賛否両論が考えられると思

います。事故などのないうちの規制も必要とも思われます。検討をお願いし、２項

目めの大芝公園ないの観光案内所の設置についてをお伺いいたします。

この問題については、平成25年９月の定例会の一般質問で、同僚の議員さんが質

問され、村長の考えも、将来的には必要と思うが、早急には考えていない、老朽化

している施設の改修を優先し、集客方法を加味しながら、次の段階で考えたいとし

ております。

平成26年度の大芝施設、大芝荘、大芝の湯、味工房、公園施設利用者の数が59万

5,000名を超えており、公園内のみに来ている人、セラピーロードを利用されてい

る人のカウントはされておりません。また、春には、観光協会の設立を記念して、

経ヶ岳バーティカルリミット、夏には、30回目を迎える大芝高原まつり、また、秋

には、ことしで10回目を迎える信州大芝高原イルミネーションフェスティバルなど

の多くのイベントが大芝高原で行われており、大芝高原全体の集客数は60万人を超

えていると思われます。

この人たちが全てリピーターではなく、初めて大芝高原を訪れる人も多く、高原

内の施設がどこにあるかわからなく、大芝の湯のフロント、味工房、大芝荘のフロ

ントなどでの対応となっています。公園内にビジターセンターの開設の考えと、現

在ある公園管理事務所を観光案内所に併用できないかのお伺いと、また、公園入り

口より管理事務所までの誘導看板などの設置をお伺いし、２項目めの観光案内所設

置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） ビジターセンターの開設の考え方はということでありま

す。道の駅構想にもつながる部分で御質問もいただいた経過もあるところでありま

す。

このビジターセンターというのは、一般的には自然公園法施行令で、公園の地形、

地質、動植物、歴史等に関し、公園利用者が容易に理解できるよう解説活動、標本

や模型、写真、図表等を展示するための施設とされており、自然との触れ合い活動

を推進した施設で、公園の情報発信の場であり、環境学習等も行え、休息のできる

施設であるという、こんな定義もあるところであります。

大芝高原を考えてみますと、豊かな大芝高原の自然を体験、学習、案内するため

の情報基地であり、また周辺の観光案内なども含めた総合窓口であり、来園者の憩

いの場のような施設であると考えられます。大芝高原内には、運動施設や味工房、
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大芝の湯、森の交流施設やセラピーロードなど、来園者がそれぞれのスタイルで楽

しむことのできるような施設があるところであります。これだけの施設のある総合

公園というのは、近隣にはないというふうに思っております。また、高原内では、

大芝高原まつりやイルミネーションフェスティバル、大きなイベントも開催されて

おりますし、ことしから経ヶ岳バーティカルリミットも行いました。こういった参

加者に見られるように、村外からの来園者が非常に多いということであります。

こういったことから考えますと、大芝高原を利用する上で、総合観光案内を兼ね

た施設を設置するということは、これは有効なものであるとは考えておるところで

あります。その前段といたしまして、平成26年度に大芝高原の施設等の管理修繕に

よる各施設の長寿命化と付加価値を加えたリニューアル、従来のイベントに加えて、

大芝高原の自然環境を利用した体験学習や、企業などの参加、協力を得て行う、子

供を対象にした化学実験などにより、子供が喜び、大人は滞在時間をふやすなどの、

工夫による大芝高原の魅力アップを図り、また災害時の避難所や災害支援物資の輸

送受け入れ拠点、及びボランティアの活動拠点としての機能強化を図るという内容

の計画策定に取り組んだところであります。

いずれにいたしましても、公園の総合窓口として、各施設へ誘導するためには、

駐車場とトイレ、終日利用でき、来園者の情報提供をする拠点施設を持たなければ

なりません。特に駐車場とトイレ、これは重要であるというふうに言われておりま

す。かつ、わかりやすい場所に開設するか、もしくはわかりやすくそこへ誘導する

必要があるということが大切であります。ことしから、50メートルプールを撤去し、

駐車場へ整備する工事に着手してまいります。不足する駐車場を確保しなければな

らないと思っておるところであります。大芝高原は、このほかに、今年度は子供が

遊べる遊具を設置する予定であります。これは年次計画でやっていきたいというふ

うに思っております。

引き続きまして、来年度以降も、高原の総合窓口となる拠点施設を念頭に置きつ

つ、計画的に整備を進めていかなければならないと思っております。駐車場を広げ

たり、あるいはトイレを整備したり、このことは必要であります。と同時に、そう

いった施設改修をしていく上からも、将来のビジターセンターの設置を頭に置きな

がらやっていくこと、このことは必要であるというふうに思っておるところであり

ます。道の駅構想、この部分でもあります。この辺は、十分検討していく必要があ

るというふうに思っておりますし、今までの議会の答弁の中でも、将来の課題とさ

せていただきたいということで申し上げたところであります。

実は、国交省のほうからも、そんな御意見も、そんなというか、議会の御質問も

ありましたので、国交省へも見に来ていただいたと、ついこれは最近の話でありま

すけれど、そういった中で、意見交換もさせていただいたところであります。そん

なことを踏まえまして、また検討課題として位置づけてまいりたいというふうに考

えております。
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現在の状況でありますと、それよりも先に整備しなければならない施設、リニュ

ーアルをしていかなければならない、このことに重点を置いているところでありま

すので、この辺と含めて、十分考えていきたいというふうに思っております。また、

国等の御意見もいただかなければなりません。そういった糸口をつくったところで

ありますので、また議会とも相談をしながら考えていきたいというふうに思ってお

ります。今までの議会答弁よりも、若干、一歩進んだ部分というのは、国交省にも

見に来ていただいたという、この部分が若干進んだのかなというふうに思っており

ます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ７番、都志議員。

７ 番（都志今朝一） ビジターセンターは、先の話というような形なんですけ

れども、現在ある公園管理事務所を観光案内所のような考えは、どんなふうに持っ

ているかをお伺いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 観光案内所の設置というのは必要であります。今、公園

の管理事務所となっているところをどうかという話でありますけれども、現状では、

施設的に観光案内ができるような状況にはないところであります。ただ、いろんな

皆さんがおいでになりますので、観光案内的なことはしておるところであります。

看板ぐらいの設置はすぐにできるわけでありますけれども、ただ専門の職員といい

ますか、精通した職員がおるわけではありませんので、できれば大芝荘の事務所を

案内にしていくのがいいんではないかなと、当面の策としてでございます。そんな

ことも思っておるところでございます。いずれ、管理棟はリニューアルをしていか

なければなりません。そういったときに、総合的に考えてまいりたいと思っており

ます。

本当に、大芝の施設、古くなってまいりました。大芝荘や大芝の湯、そして今申

し上げました大芝公園管理事務所、これをどうしていったらいいんだろうかなと考

えると、本当に頭の痛い問題でありますけれども、そうはいっても、大事な場所で

ありますし、大事な施設でありますので、できる限り、将来にわたって検討してい

く必要があるというふうに思っております。多額な費用がかかる状況にもなるわけ

でありますけれども、まずは本村の場合には、人口増加対応に一定のめどをつけて、

こういったことに進んでいかなければならないというふうに考えておるところであ

ります。ただ、並行して、いろんな、そういったリニューアルはやってまいります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ７番、都志議員。

７ 番（都志今朝一） 観光協会も設立され、南箕輪村の観光の核となる大芝公

園です。多くの人々に愛される公園づくりをお願いし、３項目めの違法農地改善の

進展についてをお伺いいたします。
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この質問については、平成24年度第３回の定例会において、同じ質問を行ってお

ります。農業委員会の改選も行われ、再度の質問といたします。

この農地は、本人が農業用施設をつくる場合においても、農業振興地域整備計画

区域内の農地であり、先に農業振興地域の整備に関する法律の規程により、村の農

業振興地域整備計画の軽微の変更の手続が必要であります。また、農地の転用につ

いては、農地用の施設の転用の場合は、転用面積が200平方未満の農業施設の設置

については許可不要でありますが、この農地については、所有者と使用者が別であ

り、農地全体が農業外の目的で使用されており、農振法、並びに農地法のいずれの

法律にも違反であります。

前回質問の答弁では、所有者が地域外であり、ここ数年の農地パトロールにおい

てピックアップされ、是正指導などをしている農地であり、現在も解消に向けて関

係者との話を進めており、もう少し時間もかかるとの答弁でありました。

現在も以前とは変わりなく、産業廃棄物が山積みになっており、アレチウリの繁

殖時期には、中の産業廃棄物が見えない状態にもなり、異様な感じにもなります。

また、以前よりも、不法投棄などにより廃棄物の量もふえており、村景観計画も７

月より施行になります。農地の景観も大切な計画です。

以上、大芝地区、通告書に記載農地の違法農地解消に向けて、現在までの進行状

況をお伺いし、３項目めの質問といたします。答弁をよろしくお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

北條農業委員会長。

農業委員会長（北條 欣一） ７番、都志今朝一議員の御質問にお答えいたします。

農地法の許可をとらずに転用している農地、いわゆる違反転用についての御質問

でございます。

今回御質問いただいている農地は、大芝地区の堆肥センターの東で、中央道の西

になりますが、約３年前に火災があった場所で、先ほども都志議員のほうから説明

がありましたとおり、都志議員が村議会の一般質問にて御質問いただいた農地であ

ります。個人情報に関する部分もあり、全てをお話しするわけにはいきませんけれ

ども、そういうわけで御了承いただきたいというふうに思いますが。

お問い合わせの農地ですけれども、地目は畑、面積は642平米、約６畝であり、

農業振興地域整備計画区域内の農用地です。ここには、農地の所有者とは別の人が

廃棄物を置いている状況であり、農業振興地域の整備に関する法律の規程による村

農業振興地域整備計画の除外の手続及び農地転用の手続がとれておらず、廃棄物が

置かれているために、農振法、農地法、いずれにおいても違法な状態であると認め

られます。また、以前に、県の環境部局から、廃棄物を置いた人に対して指導を行

い、本人からも改善計画書が出された経過もあるようです。しかし、その方は、そ

の後、お亡くなりになりまして、残された御家族も高齢のようであります。また、

農地の所有者の方は、村外に居住の方ですが、やはりお亡くなりになっておりまし
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て、農地の相続手続もされていない、そんなような状況であります。

以上のように、この案件につきましては、以前から農業委員会として状況の把握

をして、関係部局と連携をとって対応していましたけれども、関係者が亡くなった

りしておりまして、解消の進展は非常に難しい状況となっております。

また、村内全体の違反転用の状況でありますが、平成26年度末現在で、約２万

4,000平方メートル、約2.4ヘクタールとなっておりますが、ここ数年、今申し上げ

た事例のように、比較的小規模で過去からの違反転用が見つかることがございます

が、規模の大きな違反転用は新たには発生しておりません。これは関係団体や関係

者の御理解と御協力、また農業委員が日常の職務としての監視、相談、指導などを

行っておりますので、これが未然防止につながっているものと考えられます。例え

ば、農地に重機が入っている場合などは、転用許可や農地改良届の有無を確認する

とともに、事情をお聞きするなどして、違反転用とならないように努めてまいって

おります。そうした中、ほかの違反転用の案件ではございますが、長年の違反転用

の現場で、少しずつですが現地の状況を改善して、農地への状況に戻している場所

もございます。

農地の違反転用の状態からもとの農地へ戻すには、大変な労力と金銭的な面、そ

れから抵当権等の権利関係が関係するなど、簡単には解消できず、長期にわたり対

応をしていかなければならないものばかりがあります。粘り強く対応してまいりた

いと思います。また、新たな違反転用の案件をふやさない点からも、農業委員会が

発行しております農業委員会だより等によりまして、引き続き、周知を図ってまい

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） ７番、都志議員。

７ 番（都志今朝一） 今、説明がございましたけれども、前回の質問の折に、

ほかにも13件の違法転用農地の案件が残っているという答弁がありましたので、現

在まで、ここ２年ばかりたっているわけなんですけれども、現在までの進展が幾ら

か、今あるようなお話でございましたけれども、件数が減っているかどうかをお伺

いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐澤農業委員会事務局長。

農業委員会事務局長（唐澤 孝男） 現在、11件残っております。したがいまして、

２件が解消していることになっております。これは、資材とかが置いてあった案件

が解消したということですが、盛り土をしてあるとか、そういったものがまだ事案

として残っているような状態です。

いずれにしましても、毎年11月には農業委員会で、農地パトロール等でいろいろ

耕作放棄地も含めまして調査しておりますので、そんなことも、そんな活動の中で

違反転用が減っていくように努力をしてまいりたいと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。
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議 長（原 悟郎） ７番、都志議員。

７ 番（都志今朝一） 違法の転用農地も、農業委員会の皆さんの監視、指導、

相談などで、各委員の皆さんの努力により減少してきていると思われます。粘り強

い活動をお願いし、４項目めの各地域に設置してある掲示板の利用状況についてを

お伺いいたします。

役場及び各公民館の入り口には、インフォメーションボックスが設置されており、

役場入り口にある掲示ボックスには、条例の公布など、掲示が行われております。

また、各公民館にある掲示ボックスには、各種のお知らせ、募集など、多種多様で

あり、活用頻度も１年を通じて活用されております。その他にある屋外掲示板につ

いては、各区に管理を委託していると思われます。利用内容と頻度も各掲示板によ

って異なっていると思われます。

また、場所によっては、掲示板を補修して使用している掲示板も見受けられます。

各区の管理状況も違い、ここ数年間使用されていない掲示板もあります。以前は、

自衛官の募集時などの掲示があり、活用もされておりましたが、現在は使用されて

いません。また、掲示板の骨組みが鉄骨のために、さびなどによる腐食なども始ま

っています。

それではお伺いいたしますが、各地区に設置してあるインフォメーションボード

の利用状況はどのようなものであるかをお伺いし、４項目めの質問といたします。

答弁をよろしくお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 各地域に設置してありますインフォメーションボードの

利用状況の御質問であります。

この掲示板につきましては、調べてみますと、25年ほど前に、各区の要望をお聞

きして、選挙時には選挙ポスター掲示板を設置できるような構造で、各区１カ所程

度の場所を選定し、選挙管理委員会が所管で設置したものであります。選挙時以外

の通常時における使用と通常の管理につきましては、各区にお任せをしてある状況

であります。各区では、行事等のポスターの掲示など、有効に活用していただけれ

ばというふうに思っております。公民館の前に設置してあるこの掲示板につきまし

ては、かなりの利用度があるというふうに思っております。それ以外のところにつ

きましては、ほとんど利用されていないんじゃないかなと、こんな状況も見受けら

れるところであります。

したがいまして、設置後、かなり年月が経過しております。また、御指摘のとお

り、フレームやさび等、老朽化しております。そんなことも考えますと、今後、各

区の希望をお聞きする中で、修繕をしていかなければならない、また、場合によっ

ては、もう要らないというところにつきましては撤去をしていくという、こんな対

応をとってまいりたいと考えております。この辺は、区長会でお話をしながら、調

査をし、希望もお聞きしていきたいということで考えております。



７６

以上です。

議 長（原 悟郎） ７番、都志議員。

７ 番（都志今朝一） 南箕輪村の文字も入っております。補修して、使用でき

るものは使用し、現在設置してある場所の確認を行い、有効利用をすることをお願

いし、以上で、私の質問を終わります。

どうもありがとうございました。

議 長（原 悟郎） これで、７番、都志今朝一議員の質問は終わります。

ただいまから午後１時30分まで休憩いたします。

休憩 午前１１時３２分

再開 午後 １時３０分

議 長（原 悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。

４番、丸山豊議員。

４ 番（丸山 豊） 議席番号４番、丸山豊です。

さきに通告いたしました大項目２点についてお願いいたします。

私は、今回の選挙で、多くの皆様の応援をいただき、２回目の当選をさせていた

だきました。地域の皆様一人一人の熱い思いとお力添えによりまして、南箕輪に本

当に住んでよかったと実感できる地域づくりに全力で取り組み、安全で安心できる

南箕輪村を目指したいと考えています。

１期目のときもそうでしたが、２期目初めての質問でありますので、やはり選挙

中に大勢の村民の皆さんからお聞きした地域の課題などについても、村の考え方を

質問したいと思います。

社会環境が大きく変貌してきております。少子高齢化社会の到来であります。内

閣府の26年版高齢社会白書をもとに、実質的に生産への寄与が難しい高齢者を、現

役世代に該当する人口が支える場合の負担率、言いかえれば、何人の働き手が１人

の高齢者を支える社会となるのかを確認していきますと、我が国の人口は、2010年、

平成22年の国勢調査の１億2,800万人を頂点に、減少傾向の推移予測にあり、1950

年時点では、12人の生産年齢人口で１人の高齢者を支えていました。現在、高齢化

率25.1％、高齢者１人を支える生産年齢人口は2.3人であり、注目される年、2025

年には高齢化率30.3％で、高齢者１人を支える生産年齢人口は1.9人、2050年には

高齢化率38.8％で、高齢者を１人支える生産年齢人口は1.3人と減少する見込みに

なっております。県下一若い我が南箕輪村においても、他市町村と違い、人口の増

加が見られますが、第５次村総合計画原案の数字では、10年後の2025年、平成37年

は、25.5％の高齢化率となり、右肩上がりの傾向を示しております。

また、インターネットなどの高度な情報化社会やＴＰＰ、金融などの国際化の進

展、国民ニーズの多様化、温室効果ガス抑制やエコチル調査などの環境に対する意

識の高揚などがあり、このような背景から、国づくり、村づくり、地域づくりのあ
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り方が変革を求められております。これらの地域づくりは、社会資本の整備だけで

なく、今あるものを維持活用や環境保全、その地域の持つ歴史と伝統への配慮など、

総合的に考えていくことが不可欠な時代になってきております。

もちろん、村においても、これらの社会環境の変化に対し、それぞれの施策を実

施し、公共の福祉の増進のため御努力いただいた、先人、先輩の行政・議会の関係

者の皆様には、多大なる感謝と敬意を表さなければならないと感じていますし、現

在でも、やはり南箕輪村には課題が数多くあるものの、事業実施の基板となる財政

指標、国が定める財政健全化判断比率が、近隣他市町村比べ上位に安定しているこ

とについては、高く評価できるものと存じます。これらを勘案の上で質問いたしま

す。

大きな１項目め、地方創生、まち・ひと・しごと創生についてであります。

これは、人口の減少に歯どめをかけて、将来にわたって活力ある社会を維持して

いくためとして、昨年12月、国において、まち・ひと・しごと創生長期ビジョンと

総合戦略が決定されました。３月議会でも、同僚議員が質問しておりましたが、き

ょうは取り組み内容などについて伺いたいと存じます。

目的としての長期ビジョン、手段としての総合戦略でできておりまして、二つの

中長期目標、先ほど申しました人口の減少に歯どめをかけることと将来にわたって

の活力ある社会を維持、経済活性化でありますが、それに四つの基本目標と多くの

政策パッケージで構成されています。そして、同じ形式の計画策定を都道府県及び

市町村に、地方人口ビジョン、地方版総合戦略策定を今年度中に求めており、努力

義務としております。先日の新聞報道によれば、村版地方創生総合戦略（仮称）の

策定について、村づくり委員会に諮問したとの記事がありました。人口の増加して

いる村の現状とは異なりますが、もう一つの目的である経済活性化とは合致すると

ころであります。

１点目の質問であります。

取り組み方針と村民の参加、または議会への説明についてであります。村版地方

創生総合戦略（仮称）の策定は、どのような方針とスケジュールで進められるか、

また３月の同僚議員の質問にもありましたが、村民の参加をどのように考えている

か、村長が村民の意見を聞くと答弁されましたが、具体的にどういう形で入っても

らうのか、そして議会はどの時点でどういう形で報告されるのか、お伺いいたしま

す。また、あわせて、諮問ということであるが、素案、原案作成などの実務は誰が

するのか、お伺いいたします。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） ４番、丸山豊議員の御質問にお答え申し上げます。

地方創生の中の１点目であります。取り組み方針と村民参加、議会への説明につ

いてであります
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最初に、地方創生に関する御質問の中で、昨年５月に、民間研究機関の日本創成

会議が、消滅自治体リストを公表したことが呼び水となりまして、日本の人口減少

の歯どめと地方創生の機運が急速に高まってまいりました。その後で、国が、ま

ち・ひと・しごとの総合戦略を策定し、各自治体も地方版の総合戦略を策定すべく、

検討を進めているところであります。

取り組み方針でありますが、先月末に総合戦略等の策定支援業務を業者委託しま

した。その中で、村における人口の分析を行い、また住民意識調査も行った上で、

今後目指す将来の人口推計、将来展望を示す村の人口ビジョンを策定いたします。

これを基礎といたしまして、今後５年間の目標や施策の基本方向、具体的な施策目

標を定める総合戦略を策定しております。

策定に当たりましては、国でも、産学官金労言や女性、若者、高齢者などの参画

が望ましいとされております。こうしたことを受けまして、今現在、村では、村づ

くり委員会というのを発足して、第５次総合計画の策定に取り組んでおるところで

あります。そういった機関がありますので、この機関に金融機関の代表３人を専門

委員としてお願いして、村づくり委員会に諮問をさせていただきました。総合計画

と地方創生の地方版の総合戦略というのは、やはり整合性がなくてはならないとい

うふうに思っております。したがいまして、別々の機関でお願いするよりも、一緒

にお願いしていったほうがいいだろうという判断をしたところであります。

この素案の作成につきましては、今進めております業者の調査結果や現在策定中

の第５次総合計画における村の方向性を勘案して、庁内で策定をしてまいりたいと

考えておるところです。調査というのは民間に委託しますけれども、実際の策定に

つきましては庁内で素案を策定していければと考えておるところであります。

今後スケジュールでありますけれども、10月30日までに総合戦略を策定した自治

体に対して、国が緊急支援交付金の上乗せ分を交付する、こういうふうに決まって

おります。したがいまして、それを受けることができるよう、８月末までに人口ビ

ジョン総合戦略の素案を策定し、その後、村づくり委員会にお諮りし、９月中には

議会に説明をさせていただき、御意見をいただく予定であります。また、これらを

踏まえて、10月中に総合戦略を策定していかなければならないと。どうしても、こ

の交付金に間に合うように策定をしてまいりたいというふうに思っております。現

在調査中の部分がありますので、これからという部分があります。本当にきつい日

程となっております。精力的に策定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。

広く村民から意見を聞くというような、こんなお話がありました。これは、住民

意識調査の中でお聞きしていきたいというふうに思っておりますし、村づくり委員

会も広範な村民の皆さんの中から選んでいただいておりますし、各区からも１名ず

つお願いをしているところでありますので、そんな点は住民代表というようなこと

で御意見がお聞きできるというふうに思っておるところであります。
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以上であります。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） 村づくり委員会の委員さんが村民であるということと、

それから、村づくり委員会でない村民のほうが多いわけで、この方たちにどういう

形で参加してもらうかということは、今の段階では、今の説明ではちょっとはっき

り見えないところがあったんですけれども、何か、外へ出向いていって、村民から

意見を聞くだとか、あるいは村づくり委員会に何かオブザーバー的に来ていただく

ような働きかけをして、発言してもらうのか、もらわないのかはちょっとともかく

としても、そんなような機会を設けるとか、そういうことはありませんか。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 大勢の村民の皆さんから意見をお聞きするということは、

これは大切なことだというふうには思っておりますけれども、もう６月の中旬であ

ります。10月いっぱいということであれば、本当に急ピッチでこの策定をしていか

なければなりません。そういった中で、住民の意見等々につきましては、アンケー

ト調査の中で十分お聞きしていきたいと思っておりますし、先ほども申し上げまし

たけれども、村づくり委員会というのは広範な村民の中からや、各種団体、各区の

代表、そんな皆さんで構成されておりますので、そういった皆さんの意見を聞くこ

とによって、住民の意見ということで考えておるところであります。したがいまし

て、全村民を対象にしたということにつきましては、アンケート調査ということで

御理解をお願いいたします。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） それでは、もう一回、議会のほうへ、９月に報告という

ことなんですかね。これ、議会のほうへ、この９月というのが策定段階をもう終え

ておられるのか、どうなのかというのは、ちょっと今の説明で私もよくわからない

んだけれども、政策効果というか、そういうものを検証する段階だとか、いろんな

文言がちょっと乗ってたんですけれども、策定段階あたりのところでということに

なるんでしょうか、この９月というのは。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 当然、議会の御意見もお伺いしていかなければならない

ということでありますので、策定段階ということで御理解をお願いいたします。決

まってから説明という、こういうことではなく、議会へ説明をして、議会の意見も

反映させていきたいというふうには考えております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） はい、わかりました。

それでは、２点目のほうの質問に移らせていただきます。
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５カ年の地方版総合戦略と第５次村の総合計画の整合性ということについてお尋

ねいたします。

国から求められている今年度中策定の５カ年の地方版総合戦略が、現在策定段階

である28年度から始まる第５次村総合計画の下位計画という位置づけになるのかど

うなのかということと、また、整合がとれるのかということで、先ほどのお話だと、

村づくり委員会に任せるから整合がとれるという、こういうお話がありましたけれ

ども、ここら辺のところをちょっともう少し説明していただければと思います。

両者の目的や政策の範囲というものが、必ずしも同じではありません。特に、４

次の総合計画の中では、数値目標を示していましたが、これ、５次の総合計画でも

示す予定があるかということもお尋ねいたします。

また、総合戦略では、重要業績評価指標といって、ＫＰＩという設定が設けられ

ております。これは、村からいただいた資料にもちゃんとそういうものが載ってお

ります。手引書によりますと、地方版総合戦略としての内容を備えているような場

合には、総合計画と総合戦略を一つのものとして策定は可能としております。この

点についてどう考えるか、お願いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 地方版の総合戦略と第５次総合計画の整合性の問題であ

ります。

どちらの計画が上か、下かという、このことはそういうことはないというふうに

思っておりますけれども、ただ、村におきましては、第５次総合計画ということが

やはり最上位に位置づけられてくるというふうに私は思っております。そういう中

で、地方版総合戦略をどう策定していくか、これからの業務となりますので、整合

性が十分できるようには取り組んでいきたいというふうに思います。まず、将来実

行ビジョンを策定し、その達成のために、どのような戦略に取り組むかという計画

をつくらなければなりませんので、まずは将来人口ビジョン策定に着手しておると

ころであります。

地方創生の一番の目的というのが、地域経済の活性化ということもあるわけであ

りますけれども、人口減少に歯どめをかけるということが一番の目的となっており

ます。このことがあるものですから、本当に今いろんな取り組みというのが、本村

の場合、非常に難しくなっている状況であります。どう整合性をとっていったらい

いだろうかという悩みもあるところであります。いろんな、国ともお話、担当の部

分で話をしておりますけれども、どういう戦略をして、どういうふうにしていくの

か、人口が減っておるところであれば、それに目標を掲げてやっていけるんですけ

れども、そこが一番難しいのかなというふうに思っておりますけれども、そうはい

っても、将来的には人口は減ってまいりますので、そういったことを織り込みなが

ら、やっていくつもりでありますし、同時に、必須事項というのがあるわけであり

ます。数値目標や重要業績評価指標、ＫＰＩの設定が求められておりますので、こ
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れはしっかりと、そういったものもやっていく必要があるというふうに思いますし、

第５次総合計画におきましても、数値目標というのはつくる計画になっております。

今、その取り組みをしておるところであります。いずれにいたしましても、ＰＤＣ

Ａサイクルの確立をしていくということも総合計画の中でも求められておりますの

で、そういった整合性はできていく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。

十分整合性は図っていかなければ、二つの計画が別々に始動しても、なかなか難

しくなりますので、そういったことのないようにはしてまいりたいと思っておりま

す。しかし、どういう計画をつくるかというのを地方版の総合戦略、まだ固まって

おりませんので、この場でのお答えはこのぐらいしかお答えができないところであ

ります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） ホームページから、村づくり委員会の中で出している５

次の素案というのですかね、基本構想だか、何か、これ、私が抜き出して見たとこ

ろなんですけれども、これ、確かに、整合させるというのは非常に難しいんだろう

なという、そんなような気がして見せていただきました。非常に偏ったものになっ

てしまうんじゃないかなというような、そんな印象は受けたんですけれども、ただ、

数値目標を今また入れるということで、総合計画に数値目標を入れているというの

は、そうはいってもなかなか進んだ取り組みかなという、そんなような印象を持っ

ていますので、やっていただくのがいいのか、どうなのかということなんです。村

がやるということですから、そのほうがいいと思いますけれども。

もう一点、数値目標の中には、今、総合戦略の少し指示書みたいなのを読んでみ

ますと、アウトプットでなくて、アウトカムで表示しなさいという表記がありまし

た。アウトプット、ちょっと言い方があれなんですけれど、数値目標をここに今、

うちの総合計画に乗っている達成状況なんか、これ、26年の３月版で、これ、ほと

んどが目標値というのはアウトプットという、こういう、一つ例を挙げれば、先日、

ある現場を見たときに、舗装の話を現場でしたことがあるんですけれども、その舗

装率を何％に村で上げるかという、80をじゃあ90に上げるかという、これはアウト

プットという言い方ですよね。それは、国の指示書ではそういうふうに書いてあり

ます。これは、事故がじゃあどのぐらい減ったかという、それがアウトカムの方式

で、方式といいますか、そういうことで、そのアウトカムを表示しなさいというの

が、今、国の指導で、多分これ、出ておりますから、多分そうだと思います。だか

ら、先ほど同僚議員も言ってた特定健診を受けて、じゃあ、何人の方が受けたとか、

何％の方が受信したとか、これを上げるのがアウトプットで、どのぐらい医療費が

削減されたかというのはアウトカムなんです。だから、そういう表示の仕方を求め

られてきているんだけれども、そういうものも大丈夫かなというのをちょっと、じ
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ゃあ、それだけをこの２番目のところはお聞かせください。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 数値目標、アウトプット、アウトカムのお話がございま

した。大変難しい問題といいますか、難しさは伴ってまいります。数値目標を達成

して、それに伴って、どう効果が出たのかという、そこまで求められておりますの

で、それは数値として載せていかざるを得ないというふうに思っております。ただ、

それが達成できるかどうかというのは大変難しさもありますけれども、達成するよ

うに努力はしていかなければならないという考え方は持っております。全てが目標

を設定して、その成果という部分が大切になってまいりますので、できるだけ成果

が出るようにはしていかなければならないと、こんな考え方は持っておるところで

あります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） ４次も、５次も、数値目標を掲げられるということであ

りますので、まことに結構なことだと思いますので、ぜひ大変なことかもしれませ

んけれども、できる範囲で、アウトカムできない場合はアウトプットでもよいとい

う、こういう表記もありますので、取り入れていただければ結構だと思います。

次の質問に移らせていただきます。

人口動向や将来的な推計分析をもとにした住民調査の実施とは何かということを

質問にしましたけれども、これは報道された新聞の記事を、普通の人が読んでも、

これは何だろうなというふうに多分見えると思いましたので、私もこの質問事項を

使わせていただきました。例えば、どのような事柄を調査して、何を得ようとする

のか、説明をお願いしますということでございます。

国の長期ビジョンを勘案しつつ、地方公共団体ごとに現状と課題を整理し、人口

に関して目指すべき将来の方向性を提示するとなっております。仮に、結婚、出産、

子育てに関する意識、希望などについて、住民調査をすることによって新たな結果

としてわかった事柄などは、５次総合計画とｿﾝが生じることなどは考えられないか

ということでございます。正確には、５次の総合計画の今進捗状況、ちょっと先ほ

どもインターネットから引っ張り出したと言いました。これの進捗状況がちょっと

わからないものですから何とも言えませんけれども、手戻りのようなことにはなら

ないかということをお尋ねいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） まだ、第５次総合計画、今策定している最中で、そのさ

なかに地方版の総合戦略が出てきましたので、若干の戸惑いはあります。しかし、

その整合性につきましては図っていかなければならないという考え方には変わりな

いところであります。

住民意識調査はやっていかなければならないというふうには思っておりますし、



８３

人口動態を把握して、今後の人口の変化を勘案しながら、地域の将来にどのような

影響があるのかということまで考えていかなければなりませんので、そういった分

析をしながら策定もしていくということであります。意識調査の中では、医療や買

い物など、生活圏に関すること等につきましても意識調査をしていく予定でありま

す。そういった総合的な調査をしながら、自然増減や社会増減に関する見通しを立

てていく、こんな予定となっておるところであります。

本村の場合、先ほども申しましたように、現在のところは、自然増減も増であり

ますし、社会増減も増であります。したがいまして、人口動態がどういった課題に

なってくるのかという、このことは大変難しい問題も積んでおりますけれども、し

っかりとその辺を把握しながら、将来的なビジョンをつくっていかなければならな

いというふうに思っておるところであります。

手戻りはないかという御質問でありますけれども、若干の手戻りはあるんだろう

なというふうに、現段階ではそんなふうに思っておるところであります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） ちょっと、そこのところが、私も今わからないところな

んですけれど、もう一回、ちょっと一番最初のところに戻るんですけれども、これ、

業者さん、まちづくりの計画の業者さんと今度の業者さんは違いますか。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 異なります。第５次総合計画につきましては、素素案ま

でつくっていただくということであります。地方版の総合戦略につきましては調査、

このことをお願いしたところでありますので、異なっておるところであります。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） やっぱ、２番目のところの質問にもちょっと戻ってしま

って、応えいただかなかったような気がするんです。結局、総合計画と総合戦略は

同じ、別立てでいくということで、こういう考え方でいいわけですか。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 別立てでいかざるを得ないというふうには思っておりま

す。

もう少し前に、地方版の総合戦略という、いろんな構想が出てきておれば、一緒

にやっていくことはできましたけれども、時期が異なったために、別立てにせざる

を得ないという状況でございます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） そうすれば、３番のところの質問にちょっともう一回入

りますけれども、１万5,500人という数字がこのまちづくりの基本構想ですか、１

万5,500人という数字が出ており、平成37年度です。これ、社人研が出したのとほ
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ぼ似通っている、１万5,551人だったから、51人ほど違っているんですけれど。だ

から、この数字と、これから将来展望で調査をかけて、いろんな資料が多分上がっ

てきたときに、数字が違ってくると思うんです。だから、この違った数字は違った

数字としていくのか、あるいは今年度中にもちろんこの数字は上がってくるもので

すから、これはどういうふうに解釈するかということなんですけれども、今年度中、

もちろん同じ時期に上がってきますから、今１万5,500人という数字が変化するか

もしれませんよね、この調査によっては。そのときはどうなるんですか。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） いずれにいたしましても、今これから調査をするところ

でありまして、その人口ビジョン、どういうふうになるのか、その辺をこれから調

査し、検討していくところでありますので、その結果がどういうふうになるかを見

て、また判断をしていかざるを得ないというふうに思っております。ただ、策定は

同じ委員会でありますので、その辺は整合性をとっていけるというふうには思って

おります。１万5,500人というのは、第５次総合計画の中で将来の人口として現在

固まっておるところの人口ということであります。将来人口ビジョンのいろんな調

査をして、それがどうなるのかという、その結果を見て、またその辺は検討してい

きたいというふうには思ってはおります。

ただ、この人口ビジョン、全国全て取り組むところでございます。足し上げると、

かなり現状と違うんじゃないかなという気もしておるところであります。いわゆる、

国でつくる人口ビジョン、将来目標があります。各市町村ごとで人口ビジョンをつ

くって積み上げると、これはかなりのどういった差になるのかなという、そんな思

いはあるところであります。達成目標ということでありますので、それは違ってい

てもやむを得ないなというふうには思っております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） 多分、私も、これ、グラフなんか見てるとわかるかもし

れませんけれども、取り組む政策によって今の将来展望というか、入ってくるもの

ですから、南箕輪の場合は右肩上がりに人口が上がっていっているんですけれど、

右肩上がりのやつを超えて、超えながら、徐々に急カーブを描くというか、ふえて

いくんだったらばそういう格好で、人口減少の市町村によっては、下がってくるの

が緩く下がってくるという、こういう表示を多分されるんだろうなというようなこ

とでありますので、そんな程度でちょっと今理解しておきます。

次の４番目の質問に移らせてください。

市町村間の連携についてということでございます。

まち・ひと・しごと法案によって、全国の自治体が長期ビジョン、総合戦略に取

り組みます。上伊那８市町村も既に取り組みが始まっているところもあります。こ

れもわかりやすい例として広域観光がよいと思いますが、今までも議会からも連携
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を促されていたはずでございます。今回の総合戦略で連携ができるのか、お伺いい

たします。上伊那観光連盟、北部３町村との共同の取り組みよりは期待できるのか、

お伺いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 地方創生で広域連携というのは、本当に重要なことであ

ります。そういう中におきまして、上伊那地域におきましても、県の企画振興部と

上伊那地方事務所の地域政策課、上伊那の市町村等の担当者によりまして総合戦略

策定研究会を立ち上げて、広域的な取り組みの検討を始めております。これは、県

にも入っていただきまして、上伊那８町村でこの総合戦略策定研究会を立ち上げま

したので、そういった情報共有とか、そういうことはできていくというふうに思い

ますし、同じ方向で進めるんじゃないかというふうには思っておるところでありま

す。

広域観光の例が出されました。広域観光というのは、本当に重要になってきてお

ります。ただ、取り組みとしては徐々には進んできております。ただ、かけ声の部

分のほうが大きいところがありますけれども、取り組みとしては進んできておると

ころであります。北部観光連盟といいますか、協議会の話も出ました。これは、小

さな単位でできることをやっていくということで、最終的には上伊那観光連盟とい

うのが主体となってくるというふうには私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、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） いつもこの席から、一つの市町村というか、一つの自治

体だけではもうだめだということは何度も、私だけじゃなくて大勢の方がおっしゃ

っておりましたので、ぜひ、この地方創生をいい機会として捉えていただいて、積

極的な働きかけをあちこちでやっていただければと思います。

５番の推進組織のほうに移らせてください。

先ほどもちょっと村づくり委員会のお話が出ましたけれども、まち・ひと・しご

と創生を効果的、効率的に推進していくためには、住民、ＮＰＯ、関係団体や民間

事業者等の参加、協力が重要であることから、幅広い年齢層からなる住民、産業界、

市町村や国の関係、行政機関、教育機関、金融機関、労働団体、メディア、産官学

金労言等で構成する推進組織で、その方向性や具体案について審議、検討するなど、

広く関係者の意見が反映されるようにすることが重要であるとされています。

村では、報道によれば、金融機関から３名を加えるとしておりますが、本村の推

進検討組織、これ、諮問された村づくり委員会に該当するのか、どうなのかなんで

すけれども、十分といえるのか、伺います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 先ほどから申し上げておりますとおり、村づくり委員会

は広範な村民の皆さんにお願いしておるところであります。産業界からも出ていた
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だいておりますし、学のほうの部分、信州大学のほうからも出ていただいておりま

す。そういった部分で、かなり広範な体制となっていくというふうに私は思ってお

るところであります。ただ、金融の金の部分が少し欠けておりましたのでお願いを

したということであります。組織の人員を見ますと、産あり、官あり、学あり、金

あり、金を加えましたので、労ありというような、こんな状況となっておりますの

で、広範なそういった組織であるというふうに私は捉えておるところでありますし、

女性の方もかなり何人も入っていただいておりますので、こういった女性の視点か

らの捉え方というのもできるんではないかというふうに期待をしておるところであ

ります。十分であるというふうに私は思っておりますので、お願いをしたいと思い

ます。

この地方版の総合戦略ができたときに、また新たな組織をつくってみてもどうか

なという思いはいたしました。組織ばっかりできてしまうという、そのことは避け

たいというふうに思ったところでありますし、ちょうど第５次総合計画で村づくり

委員会というので検討していただいておりましたので、そこへ必要な人員を加えま

して、推進組織にしたところであります。

以上であります。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） 区の推薦と、それから村長が指名したというこういう方

が今名簿には載っておりまして、村づくり委員会を利用というか、お願いするとい

うのは、これはこれで結構だと思うんですけれども、私はぱっと見たときに、区の

推薦の方というのはやっぱり区の代表じゃないかなというのは、まず最初に思いま

した。それから、産官金というのは、金は後から入れる、入っていただくというこ

とでありますので、産官金はいいんじゃないかなというような気がしますけれども、

学労メ、メというのはメディアのことなんですけれども、この方たちは村長指名の

ところで、やっぱり金融から３名というのと同じように、学労、労働団体ですね、

それからメディアの方、こういう方たちを村長の指名として加えたらいいかなとい

うふうに私は思ってはおるんですけれども、そういうことは今からではやっぱりで

きませんか、お願いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 学につきましては、たまたま信大の教授の先生が入って

おりますので、兼ねることができるというふうには考えておるところであります。

労につきましては、勤労者の皆さんもおいでになりますので、そういったことで兼

ねることができるというふうに考えたところであります。言につきましては、これ

はメディア等々の部分であります。これは大変難しい部分がありましたので、その

部分までお願いをしなかったということであります。組織自体につきましては、十

分行けるんじゃないかというふうに私は思っておるところであります。

以上です。
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議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） 村長がそういうふうに責任持っておっしゃっております

から、それはそれとしてやっていただければ結構だと思いますけれども、私は大学

の先生よりも、小学校だとか、中学校の先生も入ってもらっても、高校の先生も入

ってもらってもいいんじゃないかなと勝手には思いました。

次の６番目の質問に移らせていただきます。

現時点で具体的な取り組みはどうかということでございます。

今までの政策は全国一律で、国から地方へと流れてきて、一定の成果は上げまし

たが、縦割り、全国一律、ばらまきなどの要因で、地方の人口流出に歯どめがかか

っておりません。今回は、地方が主役となって、国や省庁が横断的に取り組んで、

情報支援、人材支援、財政支援を切れ目なく展開することとしておりまして、地方

特性に応じた地方創生に取り組むとしております。

村にも、これまで継続している事業の中で対象となり得る事業がたくさんあると

思われますが、特徴的なものとしてどんな事業があるか、お伺いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 具体的な取り組み状況の部分で、まず村づくり委員会に

諮問させていただいたということと、人口ビジョン、住民アンケートにつきまして

は業者委託をして、作業を始めた段階であるということであります。

先ほども申し上げましたが、うちの村で一番難しいのは人口増の問題があります。

これは、既に毎年人口が増加してますので、どう取り組みをしていっても、なかな

かこの国で言う、そういうものに当てはまってこないという面があるところであり

ますので、それが一番の悩みとなっておりますし、やはり具体的な今までやってき

た部分でという話もありましたけれども、本村の場合には、いち早く、子育て支援

ということに力を入れてまいりました。その部分は継続してやっていく必要がある

というふうに思っております。

私は、この地方創生で一番大事なことは、子育て支援等々、教育を含めて、そう

いったことも必要でありますし、同時に、やはりどう雇用を創出していくかという

ことに尽きるだろうなというふうに思っておりますし、同時に、行政だけで子育て

支援と言っていても始まりじゃないところであります。これは、経済界で理解をい

ただかないと、本当に子供を産み、育てる環境づくりは、経済界が主になって進め

ていかないと、これはなかなか難しいというふうに思っております。

そういったことを考えますと、大変難しい戦略になるだろうなというふうに思っ

ておるところでありますけれども、やはり何としてもいい計画をつくりたいという

思いはありますので、そんな思いでつくってまいりますので、よろしくお願いいた

します。また議会にも意見をお伺いする場がありますので、お願いしたいというふ

うに思います。

お金等の交付金等もあるわけでありますけれども、これはなかなか使い勝手の悪
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い部分というのがあります。この辺はまた問題だなというところであります。こと

しの部分につきましては、７月26日から地域消費換気型のプレミアム商品券発売を

行っていく予定で今準備をしております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） 済みません。時間がちょっと押してしまったので、１点

だけ、ちょっと追加で話をさせてください。

基本目標が今四つあるわけですが、今、村長が言われた雇用は、一番大事な基本

目標の１に出てきます。今、２のお話として上げたいのが、地方への新しい人の流

れをつくるということでございまして、先ほど同僚議員も、地域おこし協力隊のと

ころで、近くで、都会から来ているという話がありました。

それで、実は、先日、私と議長は研修に行かせていただいて、そのときのある講

師の先生が言った、田園回帰という、農林水産省が出しているというか、農業白書

の中に出てくるわけなんですけれど、これが５月26日に出たわけなんですが、この

ときの話の大臣の記者会見をちょっと読ませていただきます。内閣府が26年度に行

った調査で、都市の住民の方の約３割が農山漁村に定住してみたいという。17年度

に比べて、20.6％から31.6％にふえているという。これが田園回帰だと言っており

ます。自然との触れ合いや人とのつながりを求める新たな価値観が、特に若者の間

で広がってきて、数字を見ても20代が多いと。この田園回帰の数字を高めていくこ

とを農林水産省としては非常にバックアップしたい。

これらは、地方創生の基本目標２にまことに合致してくると思いますので、ぜひ、

これも取り組みの一つにして上げていただければと思います。もしコメントできま

したら、本当に簡単で結構ですので、ちょっと一言お願いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 田園回帰ということは盛んに言われるようになってまい

りました。若い人たちにそういった趣向が強いということも承知をしておるところ

であります。しかし、その皆さんが、本当に安定して生活できる場というのをつく

っていかなければ、それはなかなか実現として難しいところであります。そういう

ことで、やはり雇用の創出というのが一番重要かなというふうに申し上げたところ

でありますし、同時に、本村におきましても、移住・定住促進ということ、このこ

とはやっていかなければならんというふうに思っております。やるつもりでおりま

す。ただ、一定の整備が済んでしまわないと、ちょっと難しい面もありますけれど

も、並行しながら進めていきたいなと私自身は思っております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） ありがとうございました。

次に、大きな２項目めに移らせていただきます。
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大きな２項目めは、村の事業じゃなくて、村の事業は私どもが直接会に行って、

直接お話ができるものですから、これはこれとして結構なんですけれども、実は、

県とか国の事業にかかわるものでございまして、これも選挙のときから要望を受け

てますし、もう何年も前から同じ質問を繰り返しているわけなんですけれども、１

点目は大清水川の見返し部分のことについてであります。

質問書のところに写真を添付させていただきました。これは24年６月12日から13

日の大雨のときにとった写真でございますけれども、両側の壁を支えているつなぎ

ばりというものが、あそこに七、八本あったわけなんですけれど、これが全部落っ

こってしまっております。必要であったから、この大きなつなぎばりというのが入

っていたわけなんですけれども、これがなくなったということで、両側の壁という

のは非常に不安定な状態になっております。これは、隣接されている方なんかは、

背中側へ大水で水が回った場合は、もう倒れてしまうんじゃないかなという心配が

ありまして、実は、この川は、南箕輪沢渡線から上流部へ向かって900メーターが

未改修であります。これをかなり前から要望しているんですけれども、私も役員に

なってはおるんですが、村へどのような話が来ていて、また村からどのような要望

というか、働きかけをしてお願いするということにしているのか、そこのところを

ちょっと今の現状をお話していただければと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 大清水川の問題でありますけれども、抜本的な河川改修

には至っていないのが実態、事実であります。毎年要望し、現地調査も県と一緒に

行っております。県も必要性は認めておりますけれども、なかなか予算的な状況が

あって前へ進んでいないというのが実態であります。断面不足の河川として、県も

そういう河川とはなっておりますが、計画案の策定まで至っていない状況でありま

すので、これからも強力にその辺は要望してまいりたいというふうに思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） これも何十年と前からお願いしてあって、要望事項であ

りまして、ついこの間までは、大清水の上流部のところで、堰堤とかそういうもの

を取り組まれていたというのが現状でございまして、向こうが一応一段落してくる

ものですから、ぜひ、こちらのほうに働きかけをしていただいて、南箕輪沢渡線の

旧道の153号線のところは、もう非常に小さい断面の円形の１メーター80だか、だ

ったとは思いますので、あそこが海になってしまいますので、ぜひ、あそこのとこ

ろから上流部へ向かっての回収をお願いしたいということを強く村からも要望して

いただきたいと思います。

それでは、２点目のほうの話をさせていただきます。

こちらも、神子柴の河段地区のことになるわけなんですけれども、段丘斜面の保

安林箇所についてであります。
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２度目の質問になります。昨年の７月30日には地方事務所の林務課より、河原の

集会場において、斜面の整備についての説明会が行われております。地区の役員の

ほか、役場からも出席されていたわけですけれども、その後の進展状況について伺

いたいと思います。段丘斜面の景観がどういう方向に進もうとしているのか、村に

説明している内容を伺いたいと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 黒川の右岸部分の斜面の問題であります。

今年度につきましては、国、県の予算の関係上、のり面工事の実施は難しい状況

であり、危険な樹木につきまして、地元の要望に基づき伐採を実施していくという

ことになっております。と同時に、来年度以降につきましては、国庫補助事業を前

提に、予算がつき次第、段丘斜面の測量、のり面工事に移っていけたらというふう

に思っております。国庫補助事業前提ということでありますので、この辺も強力に

県のほうへ働きかけをしていくということで今考えております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） 昨年の７月30日のお話では、地方事務所の方は、ぜひ補

助の中に入れて取り組んでいきたいということをおっしゃってくださいました。だ

から、非常にあの河段地区の皆さんたちは、それを聞いて非常に安心したわけなん

ですけれども、県へ上げたときに、県も、幾つもそういう要望箇所があちこちから

やっぱり上がってくるものですから、その中でふるい落とされないように、地区の

皆さんの熱い気持ちを一生懸命出してくださいということも地方事務所の方からは

言われておりますので、ぜひ村からも積極的に働きかけていただければということ

をお願いいたします。

以上で、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

議 長（原 悟郎） これで、４番、丸山豊議員の質問は終わります。

続きまして、９番、大熊惠二議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊惠二であります。

久々に、この本会議上で質問の機会を得るということは、私のシミュレーション

する中では考えておりませんでしたが、このたびの選挙におきまして無投票という

状況になりそうだと、こういう中から告示日４日前に意思決定をしまして、ほとん

ど選挙運動らしい選挙もできずに告示日を迎えて、議席を得させていただいたとい

うことでございます。村長にこうして質問をさせていただくのも久しぶりだなと思

っております。ひな壇に居並ぶ管理職の皆さんも顔ぶれがみんな変わりまして、非

常にフレッシュな精鋭部隊だなと改めて思うところであります。村長も、就任され

てちょうど10年が経過いたしました。上伊那郡下でも、今２番目に古い首長として

大変忙しい毎日を過ごされております。村外、いわゆる県内、または県外、役職上、

非常に庁内を留守にすることが多い村長だと思いますが、その分、副村長に対する
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期待も大きいわけであります。また、管理職の皆さんに対しても、そういった責任

の重さが一段とあるなと思うところであります。枕言葉はこのぐらいにさせていた

だきまして、本題に入らせていただきます。

まず、村長の政治姿勢についてをお尋ねいたします。

村長が立候補、そして当選をされたときに、民間感覚のすぐれた村長として、非

常に期待も大きく、村民の期待を集めて、今日に至っているわけですが、大変、今

までよく村政運営に当たられてきたなと思うところであります。

選挙の際に上げました民間感覚、こういったものが果たして健在なのかどうかと

いうのをここで改めて村長にお尋ねしたいと思います。民間感覚は健在なのかとい

うお尋ねであります。そんな中で、村長としてのお考えをまずお尋ねいたしますの

で、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） ９番、大熊惠二議員の御質問にお答えいたします。

民間感覚は健在かという御質問でございます。

大熊議員も申されたとおり、本当に月日のたつのは早いなというふうに感じてお

るところであります。村長に就任し、９年余が経過し、３期目の任期も折り返しを

過ぎてしまいました。この間、不十分な面は多々あろうかと思いますが、自分なり

に努力しながら、公約に基づき、また村の発展のために、村民生活を守るために、

村政運営をしてまいりました。

10年前、私の最初の選挙時のときを思い出しました。この質問によりまして、あ

のときは、時代の流れの中で、官か、民かの選択が大きな争点といった時代でもあ

ったのかなというふうに思っております。その中で、私は常に民間感覚を持ちなが

ら、職員として、助役として、そして職務を推進してきたことを申し上げた、その

こともそのとおりでございますし、また同時に、民間感覚と行政感覚を持ち備える

ことも大切ではないかというお話もさせていただいたところであります。10年間村

政を担当させていただいて、このことは今も変わらないところであります。民間感

覚と行政感覚、両方持ち合わせながら村政運営をやっていくということは重要だと

いうふうに思っております。

健在かという質問であります。民間感覚を持ちながら行政を担当させていただい

ておるつもりであります。しかし、この年数の経過というのは、何事もそうであり

ますが、感覚が鈍ったりすることもあろうかというふうに思いますし、ずれたりす

ることもあろうかと思います。したがいまして、常に足跡を振り返りながら、また

日々反省をしながら、そうならないように努力はしてきているつもりであります。

そんなつもりで行政運営をしておりますけれども、足らないところも多いと思いま

す。そういった足らざるところは、折に触れ御指摘をいただければ、ありがたいな

というふうに思っておるところであります。
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ただ、10年前と比べますと、行政もかなり忙しくなってまいりました。本当に忙

しくなってきたなというのは体で実感をしているところでありますし、大変な時代

となってきております。本当に忙しさが先に出てしまうことが多くて、腰を据えて

行政がしにくくなってきておることも事実であります。そうならないよう、気を引

き締め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。

同時に、これだけは事実かなというふうに思いますけれども、年齢とともに体力

的な衰えというのは、やはり若干出てきているのかなという思いはしておるところ

であります。しかし、気持ちは前向きに捉えながら、行政運営をさせていただきた

い、してまいりましたし、これからもさせていただきたいと思っておりますので、

そんな点は御理解をお願いいたします。

民間感覚が健在であるかどうかという質問にはなっていないような気もしますけ

れども、健在のつもりでやっております。そのことだけは申し上げておきたいとい

うふうに思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） 大変、昔から十年一昔と言われますが、今は五年一昔、

または三年一昔、こういう非常にサイクルが早まってまいりました。行政を取り巻

く環境もかなり厳しくなっている、また複雑多岐に及んでいるということは事実か

と思います。

そこで、村長が就任して、子育てに優しい自治体、子育てがしやすい村づくり、

こういったことを大きな目玉として上げて、進んでまいりました。そういったこと

が大変功を奏して、そのことだけではありませんが、時代の流れもあり、本村の人

口も大変ふえてまいりました。ふえるばっかりがいいわけではなく、当然、そこに

副作用というものも生じてくるわけであります。それが、先ほど村長の言われた、

非常に行政も大変な時代になったということであらわしているのかなと推測をいた

すところであります。

私がこの質問を通告させていただいた中で、村長は十分御存じではありますが、

多くの方に不易流行とは何だと、こういうお話を随分聞かれました。村長は十分承

知をされておりますので説明するまでもないかと思いますが、知らない方もおりま

すので少し触れておきたいと思います。

村長の考える不易流行についてお尋ねをするわけですが、これは多くの方が御存

じかと思いますが、松尾芭蕉の有名な言葉であります。江戸、深川の芭蕉庵という

ところで、句会を催しておったときの門下生といいますか、弟子といいますか、ど

うしたら芭蕉先生のようなすばらしい句が詠めるのか、何かこつがあったら、先生

教えていただけませんかとお尋ねがありました。芭蕉先生いわく、不易と流行だよ

と、こういうふうに言ったというのが事の始まりであります。

不易とは、変わってはいけないこと。行政でいうならば、住民の安心・安全を届
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ける一番の根底の部分で、しっかりそれを守っていかなくてはならないと、こうい

う大きな目的があるわけであります。流行とは、その時代に合わせ、またそのとき

に合わせ、新しい施策を取り入れる。俳句でいうならば、春夏秋冬を含めて、その

地方、その地方の新たな発見をする中で句を詠んでいく。そういったことが、芭蕉

先生の一番言われているところであります。

村長は、子育ての優しい村、しやすい村、そういったことで10年やってまいりま

した。当時は、非常に先進的な取り組みでありました。上伊那郡下でも、保育料の

問題をはじめ、長時間保育も含めて、非常に先進的な取り組みで、各自治体からも

非常に注目を浴びてまいりました。しかし、今日、果たして、保育料についても、

午前中の村長答弁でもありましたが、本村が今一番保育料が安いということではな

くなってきております。やはり、その時代、その時代に合わせて、何が流行なのか、

何が必要なのか、こういったことをやはり職員の英知を集めて、そして発信してい

かなければ、この人口がふえる南箕輪とて、先が思いやられる状況にあります。

そういった中で、今、村長が考える不易、そして流行について、何か具体的な策

をお持ちでしたらお聞かせをいただきたい。また、お持ちでないならば、どういっ

たことにこれから注意をして、こういったものを取り入れていく必要性を感じてい

るのか、その辺もお聞かせいただきたいと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） ２点目の質問であります。村長の考える不易流行の問題

であります。

大変難しい質問をいただきました。この言葉は、いろんな方が用いられておりま

す。松尾芭蕉の部分から来ておるということは、その時代から今の時代にも、脈々

として引き継がれてきておるという言葉でありますので、それだけ重要なことなん

だなというふうには捉えておるところであります。

普遍の真理を知らなければ確立せず、変化を知らなければ新たな進展がない。今、

議員が申されたとおり、変えてはいけないもの、変えていかなければならないもの、

村の行政の中にも多々あるかというふうには思っております。しかし、最近は、こ

の不易というよりも流行が重視される風潮が顕著となっております。その辺はどう

なのかなという思うようなところもありますけれども、村政においても、不易をし

っかりと捉えていかなければならない、これは私もそのとおりだろうというふうに

思っております。

基本的には、村には、歴史や伝統や文化、こういったものがあるわけであります。

そういったものを大切にしながら、時代のニーズにマッチした施策を推進していく、

まさにこれが不易流行であるというふうには思っておるところであります。しかし、

これは大変難しいことだなというふうに思います。

不易流行に当てはまるかどうかわかりませんけれども、私の村政運営の基本は、

当初から変わっておりません。健全財政を維持し、自立し続けること、そして村民
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の生活を守ること、安心・安全な村や地域をつくっていくこと、産業振興を図りな

がら、活力と元気な村を維持していくこと、こういったことが基本となっておりま

す。当時から、これは変わっていないところであります。このことを推進、これか

らもしていきたいというふうに思っております。ただ、時代の背景というのがあり

ます。今、まさに人口減少、少子高齢化時代になってまいりました。この時代背景

をどう捉えていくか、対応できる施策を展開していかなければならないところでご

ざいます。

議員が御質問といいますか、その中でおっしゃった中で、いち早く子育て支援を

実施した、このことは私は本当によかったなというふうに思っております。そのこ

とは今の南箕輪の基礎であるというふうに思っております。ただ、今は、どこの市

町村でもこの子育てやそういったことが中心の施策になってきております。まさに

これが時代の流れ、流行となってきたんだなというふうに思います。

私は、これからは子育てニーズを把握しながら、南箕輪の場合には、この内容を

どう充実させていくかということを考えていかなければならないというふうに思い

ます。これは模索し続けていかなければならない、こんなことを思っておるところ

であります。

では、どんな施策がいいのかというのは、今、ちょうど第５次総合計画、あるい

は地方版の総合戦略の策定をしておりますので、その計画に沿ってやっていくこと

が必要かなという思いがしておるところでございます。

内容の充実を図ることと同時に、子育てだけではなくて、これから後の質問にも

関係があろうかというふうに思いますけれども、教育の問題も本当に捉えていかな

ければならない問題だなというふうに思っております。教育、経済的な部分で内容

が一律ではないという分野もありますし、学力の問題も重要な分野となってくるだ

ろうというふうに思っております。こういったことをどう向上させていかなければ

ならないのか、この辺も十分検討しながら行ってまいりたいなという思いがしてお

るところであります。

同時に、これから、やはり南箕輪村といえども、人口減少の時代が来ますので、

それに備えまして、移住・定住促進というのもあわせてやっていきたいというふう

に考えておるところであります。交流人口もふやしていかなければなりません。先

般行われました経ヶ岳バーティカルリミットもその一環でありますし、この行事も

まさに南箕輪の伝統の上にのっとった事業であるというふうに思っております。そ

んなことも今考えておるところであります。

ただ、具体的にと言われますと、第５次総合計画、どういう部分で策定になって

くるのか、それに沿ってこれからはやっていかなければならないということと同時

に、やはり産業振興をどう図っていったらいいだろうかなという思いもあるところ

であります。きのうも６次産業化の提言もいただきました。箱物よりも、いわゆる

内容をもっと重視していくべきだという提言になっておったところであります。私
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もそのとおりだというふうに思います。６次産業化を含めまして、農業振興、ある

いは商工業をどう活性化していったらいいだろうかなという思いもしておるところ

であります。特に、本村の場合には、商業の部分が弱い面があるところであります。

これは、地域的にいって、やむを得ない面もあります。そんなことを考えますと、

安心・安全な、そういう部門では、生活への安心ということも考えていかなければ

ならないだろうなと。きょうの新聞でも、辰野町では、移動販売というようなこと

をニシザワさんと提携して始めているというような記事が載っておりました。そう

いうことも考えられるのかなという思いも、今朝、新聞を読みながらしてきたとこ

ろであります。

お答えにはならないと思いますけれども、不易という部分はしっかりと捉えてま

いりたいと同時に、流行に乗りおくれないように施策の展開を図っていかなければ

ならないという、このことはそのとおりだというふうに思っております。お答えに

ちょっとなっていないような気もしますけれども、継続性と変革性、このことを私

は常に頭の中に置きながら行政運営をやっていきたいなというふうに思っておると

ころであります。行政は継続しております。それにどう変革をしながら発展をさせ

ていくのか、このことを考えながら、これからも村政運営に当たりますので、よろ

しくお願いいたします。

具体的な部分につきましては、ちょっとここでお答えができない面はお許しをい

ただきたいなというふうに思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） なかなか多岐にわたっておりますので、これだというも

のはないわけですが、いずれにしても、この南箕輪が、光り輝く自治体としてこれ

から生き残っていくには、やはり流行という分野をどう組み込んでいくか、そうい

ったことが特に大事だということを感じます。

そういう中で、最近、午前中から午後に至っても、地方創生という言葉が多用さ

れておりますが、地方創生に何が必要か、どう地方創生を考えるか、さきの日本創

成会議では、自治体の896自治体が消滅すると、こういうショッキングな報道もな

されたところでありますが、最近の一つの方向性を見ますと、村長も今触れており

ましたが、雇用の場をつくる、そして教育と医療という分野がこれから特に大切だ

と、地方創生には言われております。そんな中で、ひとつ、しっかり基本に不易を

捉えながら、ひとつチャレンジをしていただきたいというお願いをしておきたいと

思います。

３番目に、村の施設、業務等の指定管理者、委託後の管理、チェック等にする問

題点はないのかいうことについてお尋ねをいたします。

この問題は、我々が今度の選挙で当選証書付与式の後、８名のこの本会議上にい

る議員が、村体育館の２階の会議室において会合を持ったと。会合を持ったことは
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別に批判するわけではありません。その施設を、どういう立場で、どうして使った

のか。記録簿にも載っていない。使った形跡が残っていない。担当者にも聞きまし

たが、知りません、わかりません。あげくの果てには、個人の秘密にかかわること

だから言えません。まことに、そこにいた職員も、対応がなっていない。

今年度の３月の予算を見ますと、予算書の10款07項２目の13節で、村民体育館指

定管理者委託料ほかというもので550万計上してございます。これはどこに委託を

したのか、お尋ねをいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 教育費の委託料につきましては、体育館管理はわくわく

クラブへ委託をしてあります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） わくわくクラブというお答えをいただきました。これは、

元来、教育委員会からやっていくものだと思いますが、指定管理者制度そのものに

も全体的にかかわってまいりますので、あえて教育委員会は今回は外して、村長に

お尋ねをしているわけであります。教育委員会も、このことについては、しっかり

耳を傾けていただきたい。

どういう形で、議員風を吹かして借りたのか、それとも黙認をしたのか、その辺

のいきさつがわかりませんから、その辺について調査を依頼してあります。その調

査の中身等について。それから、今後の対策等について、どのようにされたのか。

このわくわくクラブの今後、対応をどうしていくのか。その点について再度お尋ね

をいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） わくわくクラブの対応といいますか、指定管理の部門の

御質問であります。

御指摘を受けました件につきましては、私も担当部署を通じまして調査をいたし

ました。御指摘のとおりの内容である、このことはそのとおりであります。初めに、

施設の設置者、指定管理の管理元としては私でありますので、そういった対応があ

ったということは大変申しわけなく思っておるところであります。この場をおかり

しておわびを申し上げたいというふうに思います。

調査の内容からしますと、なれ合いになっていた面もあったのかなという、こん

な面もあるところであります。そういったことで不適切な事務処理となってしまい

ました。以後、こういったことのないよう、強く申し渡しました。絶対にそういう

ことはあってはならないと、きちんと申請をして、お貸しをするようにということ

で、きつく話をしたところであります。他の施設におきましても、こうしたことの

ないよう、適正管理運営には努めるように、また指示をしたところであります。そ

ういうことで、議員御指摘のとおりの内容もあるところであります。
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職員も、借りるでという話の中で、お金を払っていただけなければ困るよという

話はしたようであります。ただ、その中で、持ち合わせがないのでということで、

後で徴収する予定であったという報告は受けております。それで、終わった後、議

会のことであったんだなということが判明したようであります。終わった顔ぶれを

見て、そう感じたようであります。議会のことであるので、言わないほうがいいで

あろうととっさに判断してしまい、大変申しわけなかったという、こんなことでお

るところであります。私の方からもきつく注意をしておきました。

以後、こういうことのないようにはしたいと思っておりますし、議員各位にも、

ぜひ村の管理の施設でありますので、きちんと申請をして使うようにということ、

これは私が申し上げるまでもなく、議員の立場としても私はそうであってほしいと

いうふうに思っておるところであります。職員と同時に、議員の皆さんにも、そう

いったことは認識をしていただければ、ありがたいなというふうに思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） いずれにしても、そういう手続を踏まずに村の財産を、

議員といえども、きちんと筋道を立ててやるというのが本来であります。

午前中の答弁でも、６番議員の、この私の右隣にいる唐澤議員が、４年間議員と

して、モラルや倫理はどうあるべきかということについてもこの４年間取り組んで

まいりましたと、こういう発言が午前中の一般質問の冒頭でありました。どこにモ

ラルや倫理があるんだと、私は最初聞いてそう思いました。そういうものがあるな

らば、きちんと対応されるべきであったなと。

今、村長の言われたなれ合いという、これは大変危険なことでございます。なれ

合い、そしてお互いに仲よしクラブ的な発想では、最大の議会の使命はチェック機

能であります。チェックすべき議員がチェックされるようなことでは、うちの村は

よくなってまいりません。どうかそのことを肝に銘じて、職員も、そして私を含め

た議員も、身を正して事に臨んでいくということは原理原則であります。当たり前

のことであります。そういったことが判断できないような人間が、どうして村をチ

ェックできるんでしょうか。

先日、委員会で、今議会に提出をされております議案第５号でありますが、村道

の認定の問題も、私も長年携わってまいりました。あんなひどい状況で、道路認定

の現地調査をしたのは初めてであります。これも、やはり申請する側も、受ける村

側も、緊張感が足りない。もう少し仕事に緊張感を持って臨んでいただきたい。全

てがそうであります。

村長の言う民間感覚というのは、100引く１は99じゃないんです。100引く１はゼ

ロなんです。今、教員の世界でも、そして警察官の世界でも、１人の警察官が、１

人の教師が問題を起こすと、みんながそういう問題を起こすんだというマスコミの

報道等もあり、非常に輪が大きく広がってまいります。ほとんどの人はみんな真面
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目にやっているんです。１人がそういう間違いを起こすことによって、全体が批判

をされるという最近の流れの中で、緊張感を持って、どうか仕事に取り組んでいた

だきたい。また、我々も、緊張感を持って、チェック機能を果たしてまいりたい、

そして新たな提案や提言もさせていただきたい、こう強く思うところであります。

先ほど村長が言っておりました歴史も、本村には長い歴史があるわけですから、

どうかそういう意味で、先人が育んできたこの南箕輪の伝統を守り、言い古された

言葉ではあろうと思いますが、賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶと言います。

どうか歴史をしっかり、村の歴史を汚さないように、我々を、私を含めて、身を正

してやっていかなければいけない。こう一般質問をさせていただくこの壇上から、

強く私も自覚するところであります。

職員の皆さんには、どうかポジティブな気持ちでチャレンジをしていただきたい。

ポジティブな気持ちで失敗をするならば、さらにその次へ進んでいただきたい。ど

うか萎縮することなく、自由闊達な意見を出していただいて、村発展のために、ぜ

ひ御努力をいただきたい。我々とともに、いい村づくりを進めていただきたい。こ

うお願いをして、村長の政治姿勢についてを終わりといたします。

続きまして、時間も大分押し迫ってまいりましたが、教育委員会にお尋ねいたし

ます。

村の教育委員会としてのあるべき姿について、どのように考えておられるか、基

本的なお考えをお尋ねいたします。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 大熊議員さんから、村の教育委員会としてのあるべき

姿について、どのように考えているかという御質問をいただきました。

初めに、大熊議員さんは、県教育委員会信州型推進委員会、この副委員長の要職

でおられます。教育に関する見識も深くお持ちのことと存じます。今後、村の子供

たちの教育に対しましても、よろしくお願いいたします。

さて、議員さんから出されました御質問のお答えとなるか、ちょっと私自身も疑

問でございますけれども、お答えさせていただきます。

子供たちは、家庭、学校、それに地域社会の中で育まれ、成長してきております。

子供たちにとって家庭、これは人間の基礎をつくる場である。また、安らぎの場で

もあり、喜びの場でもある。そして、生きる活力を与えてくれる場所であると考え

ます。したがって、教育の基本というものは、私は家庭にあると考えております。

本村では、人口や家庭数の増加に伴って、子供の数もふえてきております。これ

は、ほかの議員さんからも言われているところでございます。しかし、核家族化の

進行、共稼ぎ家庭の増加など、家庭において、子供を取り巻く環境は大きく変わり、

地域外の子供同士、また子供と大人がかかわる機会、こういったものが少なくなっ

てきているのが現状であります。
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教育委員会におきましては、子供たちの体験を通して学ぶことが、学習意欲を向

上させることにつながり、生きる力を育むことになると考えておりますので、県教

育委員会の基本計画である基本目標、３点ございますけれども、知、徳、体の調和、

社会的に自立した人間の育成、多様性を認め、ともに生きる社会の実現、社会全体

でともに育み、ともに学ぶ教育の推進、これを基本目標３点と８項目の重点的な施

策を根底に置きながら、学校教育を推進してきております。また、各学校、小中学

校におきましては、学校の教育目標や重点目標を地域の皆様にも御理解いただく。

そういうことから、村報へ、回覧としてお配りしております。見たこともあろうか

と思います。

昔から、よく遊び、よく学べと言われていましたが、いずれこの村を背負ってい

く子供たちです。この時代に、さまざまな体験を通しながら、学ぶことへの興味、

関心など、学習意欲の向上に結びつけられればと考えております。

次に、学力、体力のことについてちょっと申し上げてもよろしいでしょうか。

2007年に始まった全国の小学校６年生、また中学校３年生を対象とする学力調査、

これは個人の成績そのものをはかるということよりも、平均値の推移などから、実

態を把握することであろうと考えます。そして、他人と比較するのではなく、自分

の学力を伸ばす、これが本来あるべき姿と思っております。ことしも４月に、全国

学力テストが実施されました。毎年のことですが、テスト結果が公表されると、点

数等々の開示が問題として取り上げられます。教育委員会としては、それらに惑わ

されることがないようにしていくつもりでございます。学校では、毎年、文章で家

庭連絡をしております。教育委員会としても、開示について検討しているところで

ございますが、子供たちに余分なプレッシャーを与える、そういうことはどうした

ものかなと、また学校にとっても、地域にとっても、必ずしもよいとは言えないの

ではないかと考えております。これにつきましては、体力テスト等々についても同

様と思っております。

次に、信州型コミュニティについてでございますが、学校と地域住民の協同によ

る、地域に開かれ、信頼される学校の構築を目指して、本年度、南部小学校で５月

13日に発足いたしました。南部小学校では、平成21年から22年度にかけて、学校支

援地域本部事業等々を経験しております。今回の発足に当たっても、学校ボランテ

ィア運営委員会というのですか、南部小学校フクロウの会とか言っておりましたけ

れども、ボランティアとして67名の方々が登録してくださっております。南箕輪小

学校・中学校、これらについても開設する方向で準備を進めてきておりますので、

今後も見守っていただければと思っております。

あと、いろいろございますが、一応そこで答弁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） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） 今、委員長さんから御答弁をいただいたわけですが、子
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供にとって義務教育というのは、非常に大事なといいますか、自分の一生を左右す

る学びの場としての大変重要なところであります。今、南部小の信州型コミュニテ

ィスクールのボランティアが67名登録をされたと言いますが、もう一遍、お尋ねを

いたしますが、このボランティアの中から67名ですが、コーディネーターという方

は何人いらっしゃるのか、おわかりになりましたらお教えをいただきたいと思いま

す。

議 長（原 悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） コーディネーターは１人でございます。

名前まで必要ですか。

９ 番（大熊 惠二） いえ、いいです。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） これから、南部小でも、今年度から信州型コミュニティ

スクールをスタートして、67名ものボランティア、いろんな分野の方だろうと思い

ます。教育であり、運動であり、音楽であり、いろいろそういう分野があろうかと

思いますが、それをコーディネーターの方が、学校と、そしてそのボランティアの

間に入って、いろいろ進めていくわけですが、やはりコーディネーターの方のスキ

ルアップというのが非常に大切になってまいります。それで、本村の場合は、現在、

県では、32％実施率でありますが、今年度中には50％にしたいという目標がござい

ます。行く行くは75、100ということになるんでしょうけれど、そういう中で、し

っかりこの信州型を南部小で成功させて、さらにはこちらの小学校にもしっかり導

入をしていただきたい、または中学校にも導入をしていただきたい、そんなお願い

でございます。本村の実態は、進んでいるほうでもなければ、おくれているほうで

もないと、中間どこと。どうか、先ほども地方創生の中で、これから教育が非常に

重要だということを申し上げました。やはり、これから教育をしっかりやっておく

ことによって、村としての力がついてくると、そういう大事な教育の場であります。

どうか自信を持って教育委員会は取り組んでいただきたいというお願いをしておき

ます。

それから、もう一点聞いておきたいわけですが、最近、一昨年の11月に、教育法

が改正となりました。設置自治体の判断で、土曜日の授業ができるようになりまし

た。それに呼応するように、全国では土曜日の授業を再開したところがあるわけで

すが、まだ長野県では一校もありません。先日の新聞等で見ておりましても、鹿児

島県が全国学力テストの中で下位に低迷しておりまして、鹿児島県、県の教育委員

会のお願いで、各市町村の教育委員会にお願いをしたところ、月に１回、土曜日の

授業を再開すると、これは2015年からやっていくと、こういう方向がことしの２月

だったですか、出ております。

やはり、学力テストは、個人の競争をあおるということではなく、やはり学力が

上であれば、それにこしたことはないわけです。特に、地道に取り組んで、全国の
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上位に顔を並べておりますのが福井県、そして秋田県であります。地道な取り組み

で、非常に県単位で学力が上がっております。どうか、本村の教育委員会におきま

しても、それらの先進地事例をしっかり研究していただいて、先ほど村長にも申し

上げた不易流行の中のきらりと光る南箕輪の教育体制をどうかつくっていただきた

い。そういうお願いをしたいと思いますが、ここで決意を求めていいものかどうか

判断に迷うところですが、お考えがありましたら、お尋ねをいたします。

議 長（原 悟郎） 清水教育委員長。

時間が少ないので、端的にお願いします。

教育委員長（清水 篤彦） 学力の問題についてでございます。

土曜日の授業の問題等も御質問かと思いますが、土曜日の授業につきましては、

東京でも月２回、第１、３だったと思いますが、やっているところがございます。

そういう問題も、教育委員会の会議の中ではございました。考えていく時期ではあ

ろうかなと考えておりますが、広域の関係もございまして、なかなかそこら辺が難

しいところでもございます。

それと、学力を向上させるというようなことから見れば、極端に言えば、小学校

においても、またこれは個人的な意見でございますけれども、４年生ないし５年生

あたりから教科担任制と、これもまたいい案ではあろうと思いますけれども、これ

にはそれなりきの教科ができる先生が来ていただかないとできない、そういう問題

もございます。

現在、小中学校におきまして、11月から12月にかけて、中学校の先生方が小学校

へ出向いて、授業を１ないし２時間程度行ってくれて、もっとあったかな、もっと

あったそうですが、行ってくれておりますので、これもある程度は効果が出てきて

いるのかなと思っております。

いずれにつきましても、今後も取り組めるところは取り組んでいきたいと考えて

おりますので、よろしくお願いします。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

時間が過ぎてますので、端的にお願いします。

９ 番（大熊 惠二） 教育委員会につきましては、もっと道徳の問題ですとか、

さまざまな分野について質問を予定しておりましたが、時間が参りました。また、

次回の楽しみとさせていただきます。

どうかひとつ、しっかりと南箕輪の教育が、足が地についた、南箕輪ちょっと違

うよと言われるような、ひとつ教育委員会として御活躍を、委員長さんを筆頭に御

活躍をいただくことを念願いたしまして、この問題は以上といたします。

以上をもちまして、村長の政治姿勢について、そして教育委員会の基本的な考え

方についてを質問させていただきました。これで質問を終わります。

議 長（原 悟郎） これで、９番、大熊惠二議員の質問は終わります。

ただいまから午後３時30分まで休憩いたします。
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休憩 午後 ３時１０分

再開 午後 ３時３０分

議 長（原 悟郎） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けますが、ただいま１番、加藤泰久議員から、午前中の一般質問の

発言について訂正の申し出がありました。

これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議 長（原 悟郎） それでは、１番、加藤泰久議員。

１ 番（加藤 泰久） 午前中の私の一般質問の中で間違いがございましたので、

訂正をさせていただきます。

来年の夏に予定される参議院選挙というところを衆議院選挙と言い間違えました

ので、その点を訂正させていただきます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ただいまの発言のとおり、議事録のほうの訂正もするこ

とといたします。

それでは一般質問に入ります。

２番、小坂泰夫議員。

２ 番（小坂 泰夫） 議席番号２番、小坂泰夫です。

私からは、事前通告いたしました大きく２点についてお尋ねいたします。

まず、味工房での農産物の直売についての質問です。

この質問につきましては、若干その背景を説明するため、最近地元の新聞に記載

された内容を少しちょっと読み上げたいと思います。この６月定例会に、村が農産

物加工販売所、味工房の拡充に向け、約113万円を盛った一般会計補正予算案を提

出しております。店舗北側のウッドデッキを活用して、販売スペースを広げ、村内

農家にこだわった農産物などを扱うとあります。また、村は、本年度、地域活性化

に都市部の住民の力をかりる、総務省の地域おこし協力隊、予定では２人のようで

すけれど、２人を初めて募集し、味工房の新たな事業展開を担ってもらう計画と、

このようなことがまずあります。

その味工房での農産物の直売、拡充を機に、上伊那地域ではまだ少ない農産物、

果物はあるんですけれども、特には生鮮野菜ですね、この生鮮野菜のインターネッ

トによる販売というのは、この上伊那地域でも、農協関係ほか、まだまだ少ない現

状です。そのネット販売を視野に入れて、都市圏域には多いネットによる野菜購入

者向けに、農産物の販路の拡大を図ってはいかがかと質問いたします。

まず、農産物を、野菜を、この地域の私どもが買うとしますと、基本的に、例え

ば、スーパーで現物を見て、手にとって選んで買うというのが、大方の野菜の買い

方かなと思います。ただ、今、都会の特にお母さん方にとってみますと、例えば、

車での移動ばかりでなく、公共交通機関、電車とか、あるいは徒歩による買い物と
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いう中で、野菜は価格的には安くて、でもかさばったり、重かったりして、買うの

はいいんだけれど運ぶのもちょっと大変だと。顕著な例がお米でありまして、お米

をスーパーで買って、これをまた歩いて自宅玄関まで持ってくるというのが大変だ

ということで、農産物のネット販売も、都市部の人たちには多く利用されている現

代であります。

そういった観点で、今回、味工房で農産物の直売をまずは店舗で販売をされるよ

うですけれど、ぜひ、ネットの販売も視野に入れて、農産物の販路の拡大を図って

はいかがかという質問をいたします。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） ２番、小坂泰夫議員の御質問にお答えをいたします。

味工房での農産物直売、拡充に、ネット販売も生かしてはという質問であります。

味工房の農産物直売につきましてであります。現在も、小さいスペースながら、

店頭に直売コーナーがあるわけでありますが、来月11日のまっくん軽トラ市に合わ

せまして、拡充した直売所としてオープンする予定であります。現在、ワゴンが３

台あるわけでありますが、これを10台にふやして、テラスにテントを設置いたしま

して、日差しが直接当たらないような形といたします。これは、あくまで仮設的な

ものであります。しかし、状況によりますが、好評であれば、行く行くは拡充を目

指していきたいなというふうに思っております。

この拡充につきましては、６次産業化検討ワーキングチームからの提案の一つで

あり、味工房プロジェクトチームでの検討を経て、まずは仮設的にやってみること

にしてはどうかという御意見の中で、実施に踏み切るところであります。

目的といたしましては、品質のよい南箕輪産のものにこだわった、安全・安心な

農産物の販売を行ってまいりたいと思っております。また、ワーキングチームの皆

さんの農業者からは、村でつくっている野菜にはどんなものがあり、誰がつくって

いるのかを村の人に知ってもらいたいという希望もあり、まさに、そのような直売

所になることが、地産地消や食育の拠点となり、一つの大きな目的となるんではな

いかと思っております。

ネット販売であります。これは、配送サービス、大都市での直販活動などと同様

に、直売所を発展させるためには取り組む必要があると考えております。これは取

り組む必要はあるというふうには思っております。しかし、直売所の拡充について

は、何とか今の人員体制で対応できるか、ぎりぎりのところであります。店頭での

直売事業以外の活動となりますと、今募集をしております地域おこし協力隊の活用

など、人的な体制整備も必要となってまいります。それに加えまして、供給する農

家側につきましても、ネット販売等に対応する、さらなる野菜の供給等が必要とな

りますので、まずはこのシステムづくりやネットワークづくりが必要となってまい

ります。
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したがいまして、味工房の直売所につきましては、最初に、村民から顔の見える

地産地消の直売所を目指しての活動から始め、次の段階として、地域おこし協力隊

員の活動状況を見ながら、ネット販売のシステムづくりや農業者とのネットワーク

づくりを行いながら、検討はしていきたいというふうに思っております。

ネット販売というのは重要でありますので、視野には入れていきたいというふう

に思います。しかし、まず、直売の部分から始めて、ネット販売に拡大ができれば、

これは理想的でありますので、そういったことを視野に入れてまいりたいというふ

うに思います。くどいようですが、この農業者とのネットワークづくりを実施して

いかないと、直売所自体もうまくいかないというふうに思っております。したがい

まして、この辺に力を入れながら、行く行くはネット販売ができるような直売所に

なればいいなというふうに考えておるところであります。そんなことで御理解をお

願いいたします。

以上です。

議 長（原 悟郎） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 今の答弁をいただきまして、私も、質問の冒頭で現状を

申し上げたとおり、地域おこし協力隊がまた加わって、要は、都会から来たお二人

かな、が新しく加わって、味工房の新たな事業展開を担ってもらうということはわ

かっておりますので、この議会で私が質問して、また答弁をいただいたからといっ

て、即ネット販売をじゃあオーケーだとか、そういうことをいただきたいのではな

く、ただ、地域おこし協力隊が来られて、まして都会の方だと思いますので、そう

いった方々が来られるからには、村側の姿勢としても、そういうことに協力的であ

ってほしいということで意味を込めて、質問をいたしておるところです。

再質問になるんですけれど、まず、ちょうど今朝のＮＨＫのＡＭラジオで、全国

的にトレイルランニングが非常にはやっているという放送がありました。いろんな

よしあしの内容もあったんですけれど、全国20万人の愛好家がおられるということ

で、きょうの議会の中でもバーティカルリミットのことで取り上げられたとおり、

今このトレイルランニングへの注目、また、これから、村がまたできれば定例化し

ていきたいというこのイベントは非常に合っているんじゃないかなと。たまたまで

すけれど、そのトレイルランニングの話題の直後に、南箕輪村の女性の投稿がＮＨ

Ｋで読まれまして、何と不思議なタイミングかなと私は思ったところですけれど。

そういった中で、先ほどの質問や村長の答弁の中に、例えば、トレイルランニン

グに今回来ていただいたアスリートの方が、南箕輪自体、大芝高原とか、この自然

風景でしょうかね、すばらしかった、改めて来たいというお声があったということ

で、それも本当にありがたいことですし、ただ、全国からせっかく大勢の方に来て

いただいて、改めて実際に来ていただくのは当然ありがたいことなんですけれど、

せっかくこの村を気に入っていただけたのなら、これもまた先ほどの前議員の質問

にかぶるところがありますけれど、例えば、ふるさと納税とか、そして自然を気に
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入ったということで、村内の農家さんの農産物をじかに定期購入したいというよう

な発想も出てくると思うんです。気に入ったから通うというのは、もちろん通って

もらいたいけれど、そう簡単にはいかないと思いますので、そういう点でも、この

村のファンやリピーターをふやすためにも、ネットの直売というのは本当に生かす

べきところかなと。

また、さっきの村長、ふるさと納税のところで答弁されてました、農産物の開拓

もしたいということで、議員さんの紹介では、ＪＡ上伊那の加工品の産品ばかりで

なく、村のものを独自でという宣伝のアイデアというか、お願いもあったし、村長

もそれに答えていたんだと思うんですけれど。ふるさと納税のところでまず注目さ

れるというのも、これからどんどんふえていくに当たって、そこにまた、例えば、

味工房で農産物の直売をしていることもリンクさせれば、ホームページですぐにつ

ながっていれば、単に納税だけでなく、じゃあ、せっかくだから野菜も買ってみよ

うかと、よかったら定期購入、２週間に１回とか、１カ月１回とか定期購入すると

いうことが、野菜を買われる方の大方の買い方のようですので、ぜひ、この農産物

の直売を、単に味工房のデッキをふやす、試し的にはもちろんそこからなんでしょ

うけれど、ぜひ中途半端に終わらないように。

蛇足になりますけれど、あじーながあります。あじーなは、もう皆さん御存じの

ような、すばらしい利用のされ方で、それに比べたら、今回の味工房での拡充とい

うのは、まず試しの段階ももちろんですけれど、これからもあじーなを直売所の形

で超えるということは、そう簡単にはいかないことだと思います。似たものが、ま

して規模的に小さなものが大芝高原、味工房にできるとしましたら、やはり上伊那

でほかにやっていない販売方法をぜひ取り入れていただきたいと思います。

しつこくなりますけれど、これについてお答えをいただきます。お願いします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 直売の関係、あじーなのお話もありました。

あじーなを超えるということ、これは至難のわざだというふうに思っております

し、あじーなとどう差別化を図っていくのかということを考えていかなければなら

ないというふうに思っております。近くに同じような直売所があるということは、

大変難しい面でも出てくるところであります。

この味工房の直売は、村内産にこだわってみたいなというふうに、まずは思って

おるところであります。したがいまして、先ほども申し上げましたように、この農

業者とのネットワークをどう構築していくか、このことがかぎになろうかというふ

うに思います。本当に、出してくれ、出してくれと言っているだけでは、これはな

かなか難しいだろうなというふうに思いますので、そういった組織的なネットワー

ク構築をしてく、これができないと長くは続かないというふうに思っておりますの

で、ぜひ、それはやっていきたいというふうに考えております。

それから、定期購入等々の話もありました。トレイルランから始まってのそうい
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った皆さんに、地元産の宣伝をするということはいいことだというふうに思います。

第２回目からはそんなふうにやっていければ一番いいのかなというふうに思います

し、そういったことが進んで、交流人口の増加にもつながってくるというふうに思

いますので、そんな点も視野に入れながらやっていきたいというふうに思います。

地域おこし協力隊につきましては、募集をしているところでありますので、いい

人がいればいいなと思っております。これは議会の中でお話も申し上げましたよう

に、いい人がいなければ、１年向こうに行っても仕方がないなというふうには思っ

ておるところであります。随時募集はかけてまいりますので、１年向こう行くこと

のないようにはしていきたいなというふうに思います。

そういった中で、農業振興を図っていければというふうに思いますし、同時にそ

れが交流人口につながってくる可能性というのも大きいわけでありますので、そん

なことはぜひ実現をさせていきたいという思いでおります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） これについて、もう少しつけ加える言葉を申し上げつつ、

次の質問に移っていきますけれど、今、村長の答弁に、地域おこし協力隊にいい人

材が集まらなければ、最初の予定では、聞いておるところではこの６月中に募って、

面接もしということを聞いておるんですけれど、そこで、もしいい人材がいなけれ

ば、先になっていくというようでありますので、直売が始まるのは、そうはいって

もこの７月の軽トラ市に間に合わせるということでありますので、せっかくですか

ら、ぜひ早目に手をつけていただきたいと。それで、さっき村長の言葉に、直売所

があって、ネット販売は次の段階の考慮だよと、人が足らないよというようなこと

もおっしゃっていましたので、情報的に申し上げますけれど、村の社協のｂ型作業

所、ひまわりの家さんの利用者さん方は、実際にまず農産物を生産されています。

また、あじーなにその農産物を出したりして、販売もしておると聞いております。

障害者の支援の中で、施設外就労という言葉があるんですけれど、例えば、ひまわ

りの家の利用者さんが、これは例えばの提言ですけれど、今度新しく味工房のプレ

ハブハウスで出荷作業をされるということでしたら、ネット販売、最初はそんなに

多く注文もされないでしょうから、ぽつぽつとでも構いませんので、本当に１日１

時間でも、利用者さんがそこに行って、箱詰めをして発送するというような、作業

的にも、工賃としても安価に、そしてその作業ができますので、ぜひ、そういった

ことも検討の一つにしていただきたいと思います。

次の質問に移っていきます。

２番目の大きな質問としまして、障害者の就労の場をふやし、これは障害者はも

ちろんのこと、ほか健常者、多くの皆さんが元気に働ける職場づくりを目的に質問

をいたします。

（１）としまして、村内企業に就労体験を促し、企業、あるいは地域と障害者が、
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お互いを知り、ともに暮らせる地域づくりを進めてほしいという質問であります。

就労体験ということで、具体的に一つ紹介いたします。村のほうにはもう提示し

てありますけれど、例えば、近隣では、岡谷市の施策としまして、障害者就労体験

補助金というものがあります。これは、例えばですけれど、福祉サービス事業所に

通う障害者の方が、市内の事業所に１日実習体験に入ると、市から企業に6,000円、

１日6,000円、１企業最大３万円とありまして、大体１週間、月曜から金曜まで実

習をするというパターンが多いんですけれど、５日間、３万円、市から企業に補助

を出すというようなことの制度を構えて、障害者が一般企業に就労するきっかけに

つながるような、障害者も働く体験をするし、企業側も障害者の皆さんがどんな仕

事ができるのか、どういった働きができるのかを体験する、それを促す、これは市

の制度であります。

上伊那郡下、あと県の事業としましても、障害者短期トレーニング促進事業とい

うような形で、実際に上伊那ですと、伊那市のきらりあというところだと思います

けれど、障害者就業生活支援センターを通じて、そういった障害者の短期職場実習

にかかわる経費の助成等も行っておるようです。

この点について、まず、就労体験をこの南箕輪村でも後押しできないか、質問い

たします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 障害者の就労の場の御質問であります。

県内の障害者の雇用というのは、着実に進んできておるところであります。上伊

那地域における雇用率につきましても、この２年間で大きく伸びております。そん

なことで、障害者の皆さんが地域の中で働ける環境づくりというのは、進んできて

いるのかなというふうには思っておりますけれども、ただ、まだまだ大変難しい面

もあるところであります。

そういった中で、一般企業の補助金のお話をいただきました。こういった障害者

の皆さんの就労体験補助金があるということ自体、私も承知はしていなかったとこ

ろであります。制度の内容がどうなのか、もう少し詳しく見ていきたいなというふ

うに思っておるところであります。

一般的に、企業への補助金というのは、障害者雇用納付金制度によりまして、法

定雇用率に満たない事業所から共同出資により、そういったものを原資として、法

定雇用率を超えている事業所に対する助成金の支給というのがあります。また、障

害者をハローワーク等の紹介により、継続して雇い入れている事業所に対して、一

定の期間、助成金を支給する制度などがありまして、障害者の雇用の促進というの

が図られておるところであります。そういった中で、そういったことをやっておる

市町村もあるということでありますので、もう少し、ちょっと研究させていただき

たいなというふうに思います。

当村の状況であります。当村は、73名の方が、就労支援を行う障害者福祉サービ
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ス事業所において就労支援を受けております。この中で、一般企業への就労に向け

ての就労移行支援サービスを受けていた方で、一般就労に結びついた方は、この２

年間ではないという状況であります。この辺、本当に寂しいなという気もしておる

ところであります。就労支援を受けながら一般就労に結びついていけば、これは理

想でありますので、そんな後押しをどうできるのかということは、考えていく必要

があろうかというふうに思っておるところであります。

一般企業への就労につきましては、今後、障害者が職場で働くに当たっての仕様

を改善するための措置が義務づけられるなどの法律改正もあり、一般企業での就労

が可能な障害者については、就労も進むことになるんじゃないかと予想しておりま

す。こうしたことによって、一層、相互理解を深める機会を設けることも重要とな

ってくるんではないかと思っております。

そんなことで、研究はちょっとさせていただきたいなというふうに思っておりま

す。

以上です。

議 長（原 悟郎） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 私ごとになりますけれど、現在、仲間とともに障害者の

就労支援の会社を興しまして、実際に障害者の皆さんと一緒に仕事をしている実情

があります。

そういう中で、例えば、岡谷市の例じゃないんですけれど、障害者の皆さんが企

業に入って体験する、その支援者として横について仕事をしたこともあります。重

い自閉症の例えば人がいまして、その方は、言葉によるコミュニケーションという

のは、正直、私どもが何かを質問して、そのとおりに的確に答えられるようなこと

ではなく、コミュニケーションは本当に難しい方だったりするんですけれど、そう

いった方が、工場の作業工程で決まった流れのものを、視覚支援と言いまして、一

つ、一つ、工程を写真に撮って、どういった形でこの流れの仕事をするんだよとい

う決まったものがあれば、そういった重い障害を持った方でも、かえって決まって

いるものは得意で、また長時間続けられるという特質を持っておられる方もおられ

ます。そういった方のサポートをしておりますので、やはり障害者といっても、い

ろんな方がおりますので、一般に地域で多くの皆さんが障害者の方をどんなふうに

思っておられるか、また仕事は本当にできるんだろうかというような思いをされて

いる方も多いかと思いますけれど、まずはどんなところでもかかわっていただいて、

そしてその人、その人でできることというのはありますので、ぜひ、そういった場

をこの南箕輪のほうでも、村長、まだちょっと勉強不足だというような答弁をいた

だきましたので、ぜひ、積極的につくっていただきたいなと。

それで、また、今回この質問、私、通告しましたら、それを知った方から、こう

いった質問もしてくれというような言葉をいただきましたので、障害者の保護者の

皆さんとか、そういった方々からのお声なんですけれど、村側でもこれ御存じか、
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障害者を雇用している企業に対して、公共事業入札の際にインセンティブ、先ほど

村長ありました、法定雇用率を達成している企業は、点数が10点加点されるという

利点がある。そういうメリットをぜひ行政から企業にも強調して、広報して、より

障害者の雇用が進むよう、働きかけをお願いしますと、こういったお願いを、実際

に養護学校の保護者の皆さんが、県や市町村に今までもお願いしてきているそうで

す。この声を南箕輪ほうでも届けてほしいというふうにいただきましたので、そう

いった点も含めて、村長お答えをお願いいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） さまざまな障害者の皆さんがおいでになります。人それ

ぞれによって程度というのが違ってまいりますので、大変難しい面というのはある

わけでありますけれども、そうはいっても、障害者の皆さんが働くということは推

進していかなければなりません。この地域の中で、障害をお持ちの方も一緒に働き

ながら、心豊かに生活ができるという、そんな理想の社会の追求はしていきたいな

というふうに思っております。

したがいまして、先ほども出た助成金等につきましても、研究をさせていただき

たいというふうに思いますし、ＰＲの部分の質問をいただきました。点数が10点加

算されるよというようなＰＲもということでありますので、その辺は行政としても

できるところでありますので、やってまいりたいと思います。ただ、入札参加の部

分の資格基準につきましては、建設業がほとんどといいますか、それが主でありま

すので、そういう中でどういう雇用ができるのかというのも、これも見きわめてい

かなければならないだろうなというふうには思います。

そんなＰＲをさせていただくことは、やぶさかではございませんし、本村でも、

確か、障害者を雇用した場合には、補助金の交付要綱というのがあります。南箕輪

高齢者等雇用促進奨励金というのがあるわけであります。これは障害者にも該当さ

せておるところであります。１人１回限りということでありますけれども、10万円

を交付するという制度がありますので、この辺の周知も図っていく必要はあるのか

なと。本村は、これはかなり前に、平成13年につくった要綱であります。現在、こ

れが利用されているのかどうかというのは、今のこの場でわかりませんけれども、

そういった周知も図っていく必要はあるというふうには考えております。高齢者の

ほうの雇用は、確かに以前はあったというふうに記憶しておるところであります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 今、10万円のお答えをいただきまして、私も不勉強だっ

たところがありますので、ぜひ、また私のほうでも広めていきたいなと思っており

ます。

（２）番としまして、村役場においても、例えば、県事業であるんですけれど、

知的・精神障がい者チャレンジ雇用を参考に、障害者の雇用の拡充をという質問で
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あります。

先ほど、村長が、例えば、建設業、工業事業の入札ということで、建設業の関係

が多いんだよというお答えをいただきましたけれど、障害にもいろんな分類がある

んですけれど、今は、例えば、精神障害とか、コミュニケーションにおいても、見

た目、ほとんど、この方が障害をお持ちなのか、手帳をお持ちなのかということを

疑うような方々も該当されていることもあったりしまして、例えば、建設業におい

ても、事務の分野で働ける方もあろうかと思います。

働き方は、本当、探していけば絶対あるはずですので、そういった点で、村役場

でも、事務の仕事が多い役場ですけれど、これは県の事業で、知的・精神障がい者

チャレンジ雇用というのは、障害者の雇用機会の拡大、一般就労に向けた支援のた

め、長野県の場合は、本庁及び現地機関に非常勤職員として雇用すると、雇用期間

を１年から最長３年に延長して、雇用人数も５から６名に拡大、配置予定は、県庁

２名、現地機関４名ということで、職場の定着支援や職業能力開発支援を実施して

いるそうであります。これは、県独自の事業で、こういったものが村への補助とか

ないかなと思って探してみたりもしているんですけれど、村でもぜひ、こういった

事業をまねしてというか、拡充を考えていただきたいなと。

それで、次に、ちょっと事前通告してありますけれど、最近ふえているとされま

す発達障害者を雇用しと書きましたけれど、発達障害という分野でも手帳をお持ち

の方、現在おります。後で、また詳しく述べますけれど、そういった発達障害の方

が働きやすい環境づくりをすることで、現在の例えば、この役場ですね、現状の職

場の環境、また、あるいは雰囲気を、実際に、今、大きく言えば心の病で求職され

ている方もおられるというこの村役場の現状もあるわけですけれど、障害をお持ち

という意味で、ある意味、はっきりと支援が必要だという方が職場の入ってくるこ

とで、職場自体も今までの環境や雰囲気を改善できる機会になろうかと思います。

そういった点で、ちょっと雑駁で、発達障害を雇用しというのがどのように理解

されるか難しいところですけれど、現状の職場のことで、今までも障害者の雇用を

募集かけてきて、昨年は確か応募がなかったんだという村長の答弁もいただいたか

と思いますけれど、現状も含めて、障害者の雇用について、役場の関係ではどのよ

うになっているか、お訪ねいたします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 役場の雇用関係、障害者の雇用関係であります。

地方公共団体にも、障害者の雇用の促進等に関する法律というのは適応されてお

ります。地方公共団体は、2.3％以上の雇用が義務づけられております。したがい

まして、役場におきましては、２人以上の雇用が必要となります。現在は、２人分

の雇用は確保されておるところであります。法定雇用率につきましてはクリアして

いるというところであります。これは、正規の部分で今行っておるところでありま

す。臨時職を含めますと、全てを臨時職を含んでやっていかなければなりませんの
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で、臨時職は100人おりますので、そうすると、かなり法定雇用率が下がってしま

うという面もあるところであります。

村も、定年等の関係もありますので、障害者の雇用、拡充というのは必要に迫ら

れた問題であります。したがいまして、昨年も募集をいたしましたけれども、応募

していただける方がなかったという状況であります。今後も、募集につきましては

やってまいりたいというふうに思います。

ただ、障害の程度ということも絞ってありますので、これはいわゆる正規の採用

ということでありますので、それはやむを得ないのかなというふうに思っておりま

す。臨時職関係におきましては、今、県の事業のお話もありましたので、こんな例

を参考にしながら、そういった事業に取り組んでいくことは本当にいいことだなと

いうふうに思っておりますので、この辺もまた研究させていただきたいなというふ

うに思います。

現在は、短時間の作業というようなことでお願いをしている部分もあるわけであ

ります。村報の挟み込み等々のような単純な作業的なものにつきましては、お願い

をしておるという状況もあります。村でも、できる限り、そういった皆さんがやっ

ていただけるような仕事は、また社協、ひまわりの家等でも話をしながら、推進を

図っていく必要があるのかなというふうに思っておりますので、その点はこれから

もやってまいります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 例えば、今質問、答弁の中で、じゃあ、役場、この庁舎

の事務の職場という中で、働ける障害者がおられるんだろうかとか、何となくそう

いった疑問というか、これを聞いておられる皆さんも思ったことがあろうかと思い

ます。そんな中で紹介したいんですけれど、私もかかわっている中で、発達障害と

いう分類、あるいは申しませんけれど、発達障害という分類の中で、コンピュータ

ーを私以上に非常によくわかって、事務作業をされる方も存じております。役場の

事務でも結構ですけれど、そういった職場の中で、能力的に全くできないというも

のではなくて、能力的にできる、ただ、ほかのコミュニケーションにおいて、ちょ

っと難しい問題を抱えているという方もおられますので、ぜひ、雇用を考えるとい

う点では、間口を広げて考えていただきたいなと思います。

役場の中の休職の問題も含めて、ちょっと発展していきますけれど、発達障害に

ついて、少し説明と、それの関係の質問をしたいと思います。

まず、今、きょう、２冊持ってきましたけれど、「発達障害に気づかなかったあ

なたが自分らしく働き続ける方法」という本がありまして、そこには、発達障害と

はどういうものかといいますと、発達にアンバランスがあり、自分の努力だけでは

改善できない生物学的な特性があるとか、日常生活での著しい支障、適応障害やス

トレス、対人関係のトラブルなどがある。こういった方を総称して発達障害という
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ふうに捉えるんだというようなことが言われております。特には、発達障害そのも

のが、本当、普通の職場でもそういった特性のある人は多いんじゃないかというこ

とがありがちなんですけれど、発達障害の特性に早く気づくことができないで、２

次障害、うつや適応障害など、障害のほかにも症状を引き起こしてしまうことにな

ってしまった人については、専門的な支援や医療の助けが必要ですというようなこ

ともうたわれております。

これは、発達障害というのがまたどういったものなのか、住民の方にも、またこ

の場の皆さんにも御理解いただきたいと思いまして説明するんですけれど。まず、

発達障害は、基本的に、見た目、性格とも思われるかもしれませんけれど、でこぼ

こでありますけれど、特定のことには異彩な能力を発揮するのに、ある分野は極端

に苦手といったようなことを指しますと。日常生活では、コミュニケーションは苦

手だけど、事務仕事はきちょうめんにこなせる。あるいは、ミスは多いけれど、大

胆な発想やひらめきのよさはおどろくほどすばらしい。どんな職場にもこういった

方、どちらも思われる方多いんじゃないかなと思いますけれど。

例えばですけれど、発達障害でよく分類されるＡＤＤとか、ＡＤＨＤですけれど、

これは言葉とか、会話をしていて、考えがあちこちに飛ぶ。私なんかもそういう性

質があるなと自分で思っておりまして、例えば、ＡＤＤという発達障害があれば、

その逆で、性格的には頑固やこだわりに見えるかもしれませんけれど、今までどお

りに仕事を進めることが得意、あるいは今までと違ったことを極度に嫌うというよ

うなＡＤＤに対して、今度はアスペルガーという性質があるんですけれど、そうい

った発達障害の、例えば、２極化するとそういったものがあります。

仕事の中では、先ほどの質問や答弁にありましたけれど、変えてはならないこと

を得意とされる方や、変えていくべきことをまた見つけていくことを得意とする方

とか、そういった方々が普通の職場の中にも多くあらわれると思います。ただ、そ

の特質が強いばかりに、要は、皆さん御存じのように、今の時代は基本的に、大方、

多くの普通と思われる方に同調を求める社会であります。同じようであるべきだと。

先ほど村長が、発達障害のことについて、答弁の中で、原因がわからないという

ような答弁、発言があったりしたんですけれど、発達障害を考えますと、発達障害

者が今現代だからふえているという話ではなくて、現代の環境が変わってきたせい

で、皆さん御存じのように、この世の中を生きやすい時代だと思われるか、生きに

くい時代だと思われるが、それぞれですが、この世の中が、例えば、役場の仕事に

おいても、二、三十年前は和気あいあいとしていたんだという村長の発言があった、

また今のこの役場の職務の多さや雰囲気があると思いますけれど、環境が変わった

せいで、そういった人たちの特質が両極端にあらわれて、またその人たちが、それ

までは受け入れられていたのに、受け入れられない、そこの部分は抑えるというよ

うなことで、ストレスがたまり、うつや２次障害に発展することも多いのではない

かと思っております。
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話が長くなりまして済みません。

心の病ということで、例えば、休職されている方、全ての方が発達障害だと私は

言いたいわけではなくて、ただ、職場の中には、発達障害傾向を持ついろんな方が

働いておられるのがこの世の中だと私は思いますし、そういった中で、多くの職員

が、過去にも質問する中では、本当に、学歴や成績的に優秀な方々が、今、多くこ

の役場にも応募してきて、その中でふるいにかけられて雇用されている新入職員の

方々が多いと思います。けれど、学力がただ優秀だからといって、精神もまた強い

かとか、多くの人とのコミュニケーションが本当に難なくできるかというのは、ま

た別の問題だと思います。

発達障害を雇用し、働きやすい環境づくりをすることで、職場の環境、雰囲気を

改善できる機会を検討してみてはいかがかという質問の意図、ちょっと通じにくい

かもしれませんけれど、心の病を抱えて、休職されている職員の皆さんが、いかに

職場に戻ってきやすくできるか、またそういった方々がふえていかない職場をつく

るかという点では、それぞれの特質をお互いに持っていることを自覚することも大

事だと思います。まとまりませんけれど、こういったことに関して、村長、御答弁

あれば、お願いいたします。よろしくお願いします。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 発達障害傾向のある皆さんがふえてきておること、これ

は事実であります。そういった状況が小さい保育園のうちからあらわれておるとい

うことであります。したがいまして、原因がわからないというような申し上げ方も

したところであります。環境の変化というのは、そうだろうということは言われて

おるところであります。そのために、エコチル調査なんていう調査も、長い年月を

かけて実施を今しておるところであります。そういった方々を雇用することによっ

て、役場の雰囲気のというような質問であります。

正規の部分につきましては、法定雇用率の関係で、どうしても採用していかなけ

ればならないという状況であります。臨時職関係で、もしいい人がいれば、それは

採用するにはやぶさかではないところでありますので、ぜひ、そんな人の紹介もお

願いしたいというふうに思います。また、職員採用につきましては、私自身も、学

歴や学力ということを重視するんではなくて、人間性重視でいきたいなということ

で、面接試験を重視するようにしております。集団面接という手法も取り入れてお

ります。そんなことで、確かにおっしゃることはそのとおりだろうというふうに思

います。

ただ、雇用となりますと、どういった仕事ができるのかと、そういった面、どの

程度のことまでできるのか、そういった面というもの考えていかなければならない

ところでありますので、それは個々で対応していかざるを得ないだろうというふう

に考えておりますので、またそんな話等がありましたら御紹介も、先ほども申し上

げましたが、お願いをしたいと思います。こういった皆さんを雇用するということ
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は、決してやぶさかではないことでありますので、ぜひお願いしたいと思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 以上で質問を終わります。

議 長（原 悟郎） これで、２番、小坂泰夫議員の質問は終わります。

なお、３名の議員の質問が残っておりますが、あす11日の午前９時から一般質問

を続けるといたしまして、本日はこれにて散会いたします。御苦労さまでした。

事務局長（唐澤 英樹） 御起立願います。礼。〔一同礼〕

御苦労さまでした。お疲れさまでした。

散会 午後 ４時１６分
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事 日 程（第３号）

平成２７年６月１１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）

５番 百 瀬 輝 和

８番 三 澤 澄 子

３番 山 﨑 文 直
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○出席議員（９名）

○欠席議員

９番 大 熊 惠 二

○説明のため出席した者

○職務のため出席した者

議会事務局長 唐 澤 英 樹

議会事務局次長 城 取 晴 美

１番 加 藤 泰 久 ６番 唐 澤 由 江

２番 小 坂 泰 夫 ７番 都 志 今朝一

３番 山 﨑 文 直 ８番 三 澤 澄 子

４番 丸 山 豊 １０番 原 悟 郎

５番 百 瀬 輝 和

村 長 唐 木 一 直 子育て支援課長 有 賀 由起子

副 村 長 原 茂 樹 産 業 課 長 唐 澤 孝 男

教 育 長 征 矢 鑑 建設水道課長 出羽澤 平 治

総 務 課 長 堀 正 弘 教 育 次 長 藤 澤 隆

会計管理者 小 澤 久 人 代表監査委員 原 浩

財 務 課 長 平 嶋 寛 秋 教育委員長 清 水 篤 彦

住民福祉課長 藤 田 貞 文
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会議のてんまつ

平成２７年６月１１日 午前９時００分 開議

事務局長（唐澤 英樹） 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。

会議に入る前に御報告いたします。

９番、大熊惠二議員から、腰痛による通院のため、欠席する旨の連絡がありまし

た。

ただいまの出席議員数は９名です。定足数に達していますので、これから本日の

会議を開きます。

昨日に引き続き、一般質問を行います。質問順に発言を許可いたします。

それぞれ的確な質問、答弁をお願いいたします。

それでは、５番、百瀬輝和議員。

５ 番（百瀬 輝和） 議席番号５番、百瀬輝和です。

多くの皆様の応援をいただき、２期目の仕事ができることを大変ありがたく、ま

た同時に、大きな責任も感じております。

今回の統一地方選挙を見てもわかるように、今、地方議会に厳しいまなざしが向

けられているのは確かです。政治的な責任を有し、その政治的な力量が問われてい

ます。地方創生とは、実は地方議会の生き残りをかけた戦いであると自覚しており

ます。みずからが地域の宝になるのか、課題になってしまうのか、どちらの可能性

も有しています。危機的状況における重大な存在意義を自覚すれば、次なる行動は

見えてくるはずです。私も、村民の目線で、村民のため、村のために全力で働いて

まいります。

最初に、安心安全な村づくりのために、村の防災、減災の取り組みについて伺い

ます。

１期目の最初の質問も、被災者支援システムの質問でした。その後、村でも導入

されて、防災訓練でも実践を行ってきています。しかし、まだ完全な状態ではあり

ません。

平成25年10月施行された災害対策基本法の一部を改正する法律では、被災者の援

護に関する事務が円滑に行われるように、被災者台帳の整備があります。支援漏れ

が起こらないように、関係部署の共有活用や個人情報の目的外使用も可能になりま

した。被災者支援システムでは、機能追加や改善、改修がなされ、今月、４月に、

最新バージョン、バージョン６で、これはｅラーニング資料の公開や個人番号制度

への対応、被災者台帳の汎用項目の追加、罹災証明書の汎用項目の追加などが加わ

りました。地震や台風など、いつ起こるかわからない災害における村の業務をトー



１１８

タル的に支援してくれるシステムです。また、全国サポーターセンターもあり、無

償で提供を受けられます。

このシステムを一日も早く完成させるために、村として、台帳に掲載する項目の

内容、作成と運用手順のルールを決めておくことが重要です。情報を集約する部局

と情報を提供する部局、本人同意確認や申請を受け付ける窓口、システム担当部局

の責任者が横断的に検討を行い、訓練のシミュレーションを実施するなど、準備し

ておくことも大切だと考えます。システムの整備状況について伺うのと同時に、

（２）のＢＣＰ事業継続計画の取り組み、これも非常に大きな関係があると思いま

すので、同時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） ５番、百瀬輝和議員の御質問にお答えいたします。

安心・安全な村づくりのためにということで、幾つかの項目にわたって御質問と

なっております。

このところ、全国各地で大規模な地震や火山の噴火が発生しております。この原

因はいろいろあると思いますが、東日本大震災の際に、日本列島が乗っているプレ

ートが大きく動いたことで、地下の状況が非常に不安定な状態になっていることが

要因と考えられるとのことです。県内でも、御嶽山の噴火や神城断層地震が発生し

ており、常に災害への備えというのはしておかなければならない状況にあります。

その中で、被災者支援システムに関する御質問でありますが、被災者支援システ

ムにつきましては、平成26年４月に、最新バージョンであります、御指摘のありま

したバージョン６がリリースをされ、当村におきましても、最新版による運用は行

っております。議員御指摘のように、このバージョンにおいては、個人番号制度へ

の対応やｅラーニングによるシステム操作方法の疑似体験、避難所関連システムの

マルチブラウザ対応などが実施できるようになっておるところであります。被災者

支援システムにつきましては、被災者管理だけではなく、緊急物資の管理や仮設住

宅の管理、義援金管理などの幅広い対応ができ、災害時には重要なシステムとなっ

ておる、このことは承知をしておるところであります。

こういった最新のシステムでありますので、スマートフォンやタブレット端末な

どに搭載されているブラウザでも、避難者の登録、検索が可能となってまいりまし

た。避難者支援システムは住民記録を扱っておるという部分もあるわけであります

ので、スマートフォンやタブレット端末での利用は情報セキュリティの上から困難

であるだろうなという判断はしておるところであります。今回の年金の情報漏れ

等々のことを考え合わせましても、これは便利なシステムでありますけれど、その

辺をしっかりと検証していかないと、一般的に使うということは難しいというふう

に私自身は思っておるところであります。また、個人の生命、身体、または財産の

保護のために、緊急かつやむを得ない場合には、目的外使用ということが認められ
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るようになったところであります。災害時には、適切な対応ができるよう、関係部

局で調整を図り、避難者システムの運用を進めていきたいと思っております。

完全な状況ではないという御指摘であります。確かに、まだ完全な状況ではあり

ません。本当にこれが完全になるためには、まだまだ年数を要するのかなというこ

とは思っておるところでありますし、しかし、災害というのはいつ起こるかわかり

ませんので、整備は進めていかなければならないという考え方に立っておりますの

で、その辺の御理解はお願いいたします。

事業継続計画であります。事業継続計画につきましては、本当に重要な業務であ

るというふうには思っておるところであります。特に、大災害時には、職員も被災

しますので、どのぐらいの職員が出てこられるか、どうかという、このことも頭に

入れておかなければならないところであります。現在では、職員数が半数程度にな

ったことを想定しながら検討をしているところであります。どの業務から再開して

いくか、また優先順位を決めておく、こういったことが必要となってきております

し、担当者が不在だった場合に、どう業務を行っていくかなど、復旧に対する手順

等を定めていかなければならないところであります。

村の状況におきましては、現在では、下水道事業におきましては事業継続計画が

策定されております。これだけでございます。他の部署の計画は、これからといっ

た状況ですので、まずは各課において担当業務の緊急時における順位づけを行い、

庁内全体での優先順位を決めて、業務が停滞しないように、計画づくりを進めてい

かなければなりませんし、今進めておるところであります。なかなか前でに進んで

いかないというのは実態であります。日常業務に追われる中で、あわせてやってい

かなければなりませんので、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、徐々にではありますけれども進めておりますので、そういった御理解も

お願いしたいと思います。

本当に、被災者支援システムや事業継続計画につきましては、おくれぎみである

ということはそんな御指摘のとおりであります。そういったことでありますけれど

も、徐々に進めておるということで御理解をお願いしたいというふうに思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 大変、これ、村の安心・安全を守っていくために重要な

システムでありますし、事業継続計画の策定も、本当に職員の方たちが被災したと

きに、何から手をつけていくか、何を守っていかなければいけないのかということ

になると思います。その中で、内閣府の資料で、被災者台帳製作のチェックリスト

だとか、実務指針が今ホームページでも見られるようになっております。このぐら

い厚い、プリントアウトするとこのぐらい厚くなっちゃうんですが、こういうもの

が内閣府の資料として誰でもとれるようになってますので、そういうものも使いな

がら、ゴールをどこにするのか、最終的にどこに持っていって、どこで完成させる
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のかという考えを持ちながら進めていただきたいと思います。

次に行きます。

村の防災計画の、この厚い防災計画が村でもつくられております。この第２章第

５節に、広域総合応援計画があります。広範囲に災害が起きたときは、近隣市町村

との情報の収集、情報のやりとりなどが迅速に行われるようにしておく必要があり

ます。近隣市町村、また県との連携状況を伺います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 近隣市町村との連携はという御質問であります。

防災計画につきましては、本村でも、今、議員御指摘をいただいたような、膨大

な防災計画ができておるところであります。この計画をつくりましたので、まずは

職員が読み取ること、頭に入れておくこと、どう対応したらいいのかという、この

ことはしっかりとやっておりますし、そういった指示もしておるところでございま

す。このことが抜けてしまいますと、常に、災害時に何をどうするということが進

んでいきませんので、そういったことに重きを置いておるところであります。した

がいまして、防災訓練、毎年実施をしておりますが、まずは職員が、その防災計画

を読み取り、どう行動するかということに基本を置いておるところであります。

近隣市町村との連携はということであります。

長野県では、長野県市町村災害時相互応援協定が制定されており、広範囲に災害

があった場合には、この協定に基づき応援体制をとるということになっておるとこ

ろであります。例えばでありますけれども、上伊那管内のある自治体が被災し、応

援が必要な場合には、被災市町村は上伊那地域の代表市町村である伊那市に連絡を

して、伊那市が応援体制の調整をとることとなります。また、上伊那全体が被災し

た場合には、県内を８ブロックに分けてあり、相互に応援することとなっておりま

す。上伊那が被災した場合には諏訪から、諏訪または範囲が被災した場合には、上

伊那が応援に行くことになっております。応援の内容といたしましては、物資等の

提供、あっせん、人員の派遣等、このことになっておるところであります。また、

衛星携帯電話が全ての市町村に配備されております。こういった中で、非常時に備

えた体制が整備されておるということでお願いしたいと思います。

被災した場合に、さらに大切なことは、医療活動というのも大切になってまいり

ます。このことにつきましては、上伊那地域包括医療協議会で、平成25年11月に災

害時の医療救護マニュアルを策定して、協力体制は整えておるところであります。

昨年でしたか、村の防災訓練の中でも、これに基づき一部実施をしたところであり

ます。

この相互の応援というのは大変重要になってまいりますので、常に近隣市町村と

の情報の共有を図って、連携を強めていかなければならないと思っておりますし、

今もそうしておるところであります。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、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 近隣市町村との連携、今お聞きしてわかりましたけれど

も、先ほどの１番目の被災者支援システムの関係にもなりますけれども、近隣市町

村がじゃあ、どういうシステムで被災者台帳を整備しているのかというのも大事に

なってきます。また、職員の応援だとか、例えば、南箕輪村から職員が応援に行っ

たとき、応援に来ていただいたときの、そのシステム状況がどうなっているかって

いうのも非常に大変重要なところだと思います。また、広範囲の罹災証明書を出す

ための被災者の台帳をどう互換性を持たせるのかっていうのも非常に大事な取り組

みになっていきますので、そこら辺も含めて、会議のときに情報交換をしていただ

ければと思います。

次に行きます。

防災対策基本法の改正法の中に、防災マップがあります。村の、現在配付されて

いるのは、こういう防災マップが全戸に配付されて、保存版として置いてあります。

これ、2009年にできたものです。最新版が必要だと考えますが、そのお考えをお伺

いしたいのと、また村のウェブサイトから国土交通省のハザードポータルサイトへ

リンクできるような、南箕輪村の地図で、拡大して見られるようなサイトになって

いるんです。そういうサイトへリンクして、見られるようにしたらどうですかとい

うお伺いなんですが、村長、いかがでしょうか。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 防災マップの作成につきましての御質問でございます。

御指摘のとおり、平成21年３月に作成し、全戸配付をしておるところであります。

それから、年数が、既に６年余過ぎておるという状況であります。今配付をしてあ

るマップにつきましては、天竜川、大泉川、大清水川の浸水想定区域や土砂災害の

警戒区域、あるいは特別警戒区域等を地図上に落としたものでございます。

大変、６年余が経過して、地域の状況というのも変わってきております。例えば、

今のそのマップの中には、153号伊那バイパスも入っていないところであります。

そういったことで、防災マップの作成、今、準備をしておるところであります。も

う一点、長野県が箕輪町の区域で、土砂災害の警戒区域の指定を実施し、久保地区

の村境の一部で、新たに土砂災害警戒区域、特別警戒区域が指定されたところであ

ります。そういった状況もありましたので、それを待ってということで作成を考え

ていたところであります。これらの情報を精査しながら、最新の防災マップを作成

し、９月に実施します村の総合防災訓練までに全戸配付をしていければということ

で、今、準備をしておるところでございます。

前々からも御指摘もいただいておるところでありますけれども、見やすい防災マ

ップをつくっていく。このことには力点を置いていかなければならないというふう

に思っておるところであります。したがいまして、表示方法等についても検討しな

がら、今、作成をし、さらには９月の防災訓練までには何とか間に合わせたいなと
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いうことで今進んでおりますので、よろしくお願いいたします。

さらに、国交省のホームページに載せられております、あなたの町のハザードマ

ップ、さまざまな情報が記載されておるところでありますし、長野県のホームペー

ジでも、信州の暮らしのマップというようなものを掲載しておるわけであります。

そういったところへ村のホームページからリンクできれば最適でありますので、そ

のことは検討というより、実施できるのかどうか、実施できないということはない

と思いますので、やってまいりたいというふうに思っております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） しっかりとした取り組みをお願いしたい思います。

平素からの防災への取り組みが大変重要だと考えます。その活動をしているのが

各地域の自主防災組織です。役員の方々は、大変御苦労されて活動をしていただい

ております。しかし、地域差も生まれているように感じております。そこで、活動

を活性化させるために、目標をつくり、それに向かって取り組めるようにしてはど

うでしょうかという提案です。

ある自治体では、活動マニュアルとか、自主防災のチェックリストだとかを使い

ながら、どこまで活動を取り組んで、どういう自主防災会にしていくのかという取

り組みをしているそうです。そういうことによって、各地域の自主防災会が平準化

されていくと思いますが、村長、いかがでしょうか。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 自主防災の取り組みであります。

今、本当に災害につきましては、地域での支え合い、共助というのが大切になっ

てきておるところであります。神城断層地震におきましても、そんな点が大きくク

ローズアップされて、報道がなされたところであります。そういった取り組みが、

本当に、命を守っていくということに非常に大切だということで、そういうことを

考えますと、自主防災組織という、この重要性というのは認識しておりますし、活

動を活発化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。

現在でも、この自主防災組織につきましては、自分たちの地域は自分たちで守る

という理念で活動をしていただいておるところであります。ただ、この自主防災組

織、地域差、温度差というのがあることはそのとおりであります。そういったこと

をできるだけ解消するように、防災アドバイザーや防災士等を活用して、支援を、

実施をさらに強め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。おかげ

さまで、この防災士の資格をとっていただく方がふえてきておりますので、そんな

皆さんも活用していければというふうに思っておりますし、自主防災組織連絡協議

会を年４回程度開催しておるところであります。情報共有という点では、この連絡

協議会というものの果たす役割というのも大きくなってまいりますので、こういっ

た協議会を開きながら、情報の共有を図って、全地区で適切な活動がなされるよう、
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地域の取り組みを支援してまいりたいと思っておるところであります。

ただ、先ほども申し上げましたように、地域によってかなりの差があります。と

同時に、本村の場合の災害想定というのは、それぞれ地区によって異なる面という

のがあるわけであります。浸水区域、これ、全く関係のない地域というのもあるわ

けでありますし、そういったことを考えますと、同じマニュアルを使っての取り組

みというのは大変難しいんじゃないかというふうに考えておるところであります。

ただ、将来的な課題といたしましては、そうはいっても統一的なマニュアルという

のは必要になってくるんではないかなというふうに思います。

もう少し、自主防災組織の地域間格差というのを縮めながら、そういったところ

につなげていければいいというふうに思っております。まずは、この各地区の自主

防災の活動というのを活発化できるよう支援をしていく。そのための防災士等、よ

り多くの皆さんに資格取得を促していくことから始めておりますので、そんな実態

は御理解をして、お願いをいたしますし、また自主防災組織連絡協議会の中で、そ

の辺の問題提起等につきましては、問題提起、村側からしてまいりたいというふう

に思いますので、そういった中で、また御意見もいただいていく機会というのはあ

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） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 大変、これ、重要な位置を占める自主防災会組織の活動

ですので、行政側としてもしっかりとした取り組みをお願いしたいと思います。

（６）の個人情報の取り扱いについては、先ほどの被災者支援システムのところ

でも、村長から、個人情報の取り扱いの目的外使用、運用手順、ルール等をしっか

りと決めておく必要があると思いますので、そこはしっかりとやっていただきたい

と思います。

次の災害時の難病患者や長期疾病患者、支援の必要な方に、避難したときに必要

な支援を周囲に的確に伝えるための災害時支援手帳をつくりませんかという提案で

す。これは、患者の名前や病名、治療歴、服用薬など、家族やかかりつけの医者の

連絡先などを書いておいて、災害時に支援手帳を見せれば、そこにいる役員の方が

的確にその方の支援を行えるというようなアイテムになっています。これについて、

村長、導入いたしませんか。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 災害時の支援手帳の導入、これ、できれば、それはいい

わけでありますけれども、長野県では、今、実施はしておりません。他県では手帳

作成をしている事例もあるようであります。その辺を参考にしながらとは思ってお

りますけれども、ただ、現在、長野県におきましては、難病患者につきましては県

のみで把握しているため、村には全く情報がないところであります。したがいまし

て、長期疾病患者についても把握は難しい状況となっておるところであります。あ
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くまで、これは本人申請、実施をするならば、本人から申請をしていただかなけれ

ばならないという状況に現在はあるところであります。全員がしていただければい

いんですけれども、いろんな考え方もありますので、全ての把握というのは難しい

状況になってくるんではないかなというふうに思っております。

本村は、災害用ではありませんけれども、百瀬議員の御提言によりまして、緊急

医療情報キットを65歳以上のひとり暮らしの方や障害者手帳を所有するひとり暮ら

しの方に配付しておるところであります。この利用をもう少し徹底させたほうがい

いのかなと。その中から、災害時の支援手帳の導入のお声が出てくれば、また検討

していくということになろうかというふうに思います。ただ、御指摘をいただきま

した災害時支援手帳というのは必要である、そのことはそのとおりでありますので、

将来的には検討していく課題かなというふうに思っております。その前に、もう一

回、この緊急医療情報キットというのを周知しながら、家庭に備えつけていただく

ということにちょっと力点を置いてまいりたいなというふうに思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 先ほどの個人情報の関係にもかかわるんですが、難病指

定は本当に県が把握してて、各基礎自治体におりてこないというお話を伺っており

ます。難病は、現在110疾患あるんですが、ことしの７月からは196ふえて、306疾

患にふえます。そういう中で、やはり南箕輪村の中でもおられると思います。そう

いう目的外使用の中でルールを決めて、県との連携をとって、一番やはり現場がか

かわっていくわけですから、そこら辺の情報もしっかりと管理していければいいな

と思いますので、行政としての対応をよろしくお願いします。

それと、緊急医療情報キット、本当に、これ、大切な取り組みですので、これを

どう活用していくかという検討もしっかりとしていっていただければありがたいで

す。

空き家対策特別措置法が先月26日に施行されました。放置された空き家の撤去や

活用を促すものです。特措法は、税情報を活用して、所有者の把握ができ、所有者

に修繕、撤去を促す指導、勧告、命令ができるようになりました。また、空き家を

資源として活用する取り組みも大変重要だと考えます。

現在、村では、93軒の空き家があると聞いております。実際は、実態把握から始

めることになると思います。これからの取り組みになりますが、第６条１項の空き

家等対策計画、７条１項の協議会をつくって進めていきますかという質問です。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） 空き家対策についての御質問であります。

空き家というのは、本当に、防災や防犯や景観やいろいろな面から、地域住民の

生活環境に深刻な影響を及ぼし、こんな事例も問題になってきており、全国的な課
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題となっておるところであります。こういった状況もありまして、本村でも、特に

防犯上という観点から、平成24年度と昨年、平成26年度にも調査を実施したところ

であります。これは区長さんに御依頼を申し上げまして、調査を実施しました。村

内には8,200棟余りの建物があり、そのうちの93棟の空き家がある、そんな報告が

あるところであります。

この調査に基づきまして、現在、現地確認を行い、目視による状況把握を進めて

おるところであります。全てが適正に管理をされていないということではありませ

んので、特に適正管理が必要な空き家につきまして、今、状況把握を進めておると

ころであります。

今、御指摘のように、特措法、空き家等対策の推進に関する特措法ができたとこ

ろでありますので、まずは庁内の関係部局でプロジェクトチームをつくり、連絡体

制づくりを行うとともに、現地調査の結果をもとに、所有者等への意識・意向調査

を進め、適切な管理が行われるように対応はしていきたいというふうに思ってはお

ります。これは進めていかなければならないと思っております。

そういった中で、どういったニーズがあるのか。これは難しいことではあります

けれども、移住だとか、定住促進の上からも必要なデータとなるんではないかなと

いうふうに思っておりますので、その辺を絡めて調査ということもやっていく必要

があるというふうに思っております。

協議会の設置につきましては、特定空き家等に該当するか否かの決定をどう行っ

ていくのか、こういった状況が生じたときに、必要に応じて設置をしていきたいと

思っております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 今後、村としての貸与計画を策定していくと思いますけ

れども、昨日質問もありましたけれども、村づくり委員会との計画の連動だとか、

地方創生の取り組みとの連動だとか、長中期的な取り組みが必要になってくる、こ

の空き家対策だと思います。しっかりとした取り組みをお願いしたいと思います。

次に、支え合う村づくりのためにということで、生活困窮者自立支援法がことし

４月に施行されました。仕事や健康などで、深刻な問題を抱えた人を生活保護に至

る前に支え、新たな人生への挑戦を後押しする画期的な法律です。

村では、松寿荘内に、長野県上伊那生活就労支援センター、まいさぽ上伊那が４

月から設置されました。しかし、このことを知っている方が少ないです。余り知ら

れていません。制度のきめ細かな周知が必要と考えます。また、まいさぽ上伊那と

の連携が必要だと考えております。声なきＳＯＳをキャッチする取り組みで、早期

発見、早期支援の体制構築が重要だと考えます。地区社協や民生委員さんとの連携

や地域包括ケア会議等の連携が必要と考えますが、村長、いかがでしょうか。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。



１２６

村 長（唐木 一直） 生活困窮者自立支援制度の実態、あるいは考え方の御質

問であります。

御指摘のとおり、４月１日から生活困窮者自立支援法が施行されました。長野県

におきましては、まいさぽ上伊那の部分で設置をされました。これは、福祉事務所

設置自治体単位に生活就労支援センターということでありますので、上伊那管内の

町村を対象に、南箕輪村社会福祉協議会、松寿荘内に設置をされたところでありま

す。本村に県の施設が設置されたということで、このことは本当にありがたいな、

活用が容易になるなというふうには思っておるところであります。

４月の上伊那全体の相談件数というのは、11件あったということであります。１

カ月で11件という報告をいただいております。周知につきましては、できたばかり

でありますので、４月の民生・児童委員協議会定例会にこの職員の出席をお願いい

たしまして、生活就労支援センターまいさぽの役割や関係機関との連携の必要性な

どについて説明をしていただきました。今後も、住民や関係機関への説明会への出

席等を呼びかけるとともに、広報により周知を図ってまいりたいというふうに思っ

ております。

この生活困窮者というのは、多くのケースがさまざまな課題を抱えておるところ

であります。したがいまして、関係機関との連携というのが極めて重要となってま

いります。そういったことで、関係機関とのケース会議を行っておるところであり

ます。さまざまな支援、どうしていくのかというケース会議を行っております。そ

んなことでやっていきたいと思っておりますし、今もやっております。

緊急的な支援というのも起きてくるわけであります。一時的には、食料の確保に

ついては村の職員が対応しておりますし、住居や生活等につきましては、生活就労

支援センター、福祉事務所、村社会福祉協議会が、それぞれの役割を分担する中で、

連携して、対応しているところであります。村単独での全ての対応というのは本当

に不可能でありますし、関係機関が連携をとりながら、ケース・バイ・ケースによ

って対応していく、そんなことに努めておるところであります。

こういった事例というのは、これからさらにふえてくるというふうに思います。

今、社会福祉協議会の中で、就労支援という相談よりも、緊急的な生活資金の相談

がかなりふえてきておるという話も聞いておるところであります。これからの社会、

そういったことがさらにふえてくるだろうなと、そういった対応をどうしていった

らいいだろうなという、このことをこれからの課題となってくる、今も課題となっ

ておりますし、課題となってくるというふうに考えておりますし、前々から申し上

げておりますように、本当に今、精神の病を持っている人の対応というのが大変に

なってまいりました。そういったことを含めて、それぞれ連携をすることが必要で

ありますので、充実はさせていきたいというふうに思っております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。
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５ 番（百瀬 輝和） 早期発見、早期支援というのが、非常に大事な取り組み

だと聞いております。また、昨年、議会でも視察した大阪の豊中なんかは、ＣＳＷ

さんの活動というのがそういう取り組みになってくると思います。

職員の中でも、やはりこの地域福祉コーディネーターの配置だとか、やはり相談

に来られる方は多岐にわたって、食料、衣類、住居、生活費などの相談がほとんど

で、一時的な支援が必要だと聞いております。村としてできること、一時的な支援

が、体制がとれれば、そういう体制もとっていただきたい。また、まいさぽ上伊那、

職員が２人しかいなくて、あと、家計の支援員は、長野県半分ぐらいを飛び歩いて

いるということです。そういうところの連絡協議会なんかもつくりながら検討して

いっていただければと思います。

次に行きます。

村では、いろいろな相談窓口がありますが、その相談者が平日は仕事で、土曜、

日曜にしか来られない場合の対応を伺いたいと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 相談窓口の御質問でありますけれども、各課には、さま

ざまな窓口があり、対応しております。基本的には、役場の業務につきましては、

休日は休みであるということは基本でありますので、相談につきましてはできるだ

け平常日にお願いしているところでありますし、中には、どうしても休日でなけれ

ば時間がとれないという方もあろうかと思います。そんな方につきましては、事前

にそういったことをお話しいただければ、日曜日にも相談窓口というのは開設をし

ていくことが可能でありますし、現在もしておるところであります。そんな対応で

お願いをしたいと思います。

緊急な場合につきましては、宿直、日直から、各担当職員に連絡がとれる体制と

なっております。これ、どんな職務におきましても、そういう体制をとっておりま

すので、緊急時につきましては、そういった体制の中で職員が駆けつけるというこ

とが可能でありますので、お願いいたします。

できる限り、相談者のニーズに合わせた臨機応変な対応ということは必要であり

ますので、これからもとってまいりたいというふうに思っております。そのことが

行政の役割でありますので、できるだけきめ細かなそういった体制はとれるという

ふうに思っております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 本当に、丁寧に対応していただいていると思いますけれ

ども、平日は来られなくて、土日だけ、どうすればいいという相談も受けておりま

すので、事前に、じゃあ予約をしておけば受けられるということで、よろしくお願

いしたいと思います。

子供の貧困対策について伺います。
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最初に、貧困の定義ですが、国や地域でさまざまあります。大きく分けて、絶対

的貧困、これは人間が生きるのに必要な最低限の衣食住を満たす生活水準以下であ

ること、相対的貧困、国や地域の平均的な生活水準に比べて著しく低い状態にある

こと、この二つの考え方に基づきます。先進国では、相対的貧困が問題視されてお

ります。

これを用いて、厚生労働省が国民基礎調査結果を用いて、ＯＥＣＤ基準によって

算出した結果、日本では６人に１人、特にひとり親の２人に１人が貧困状態である

ことがわかりました。先ほどの生活困窮者自立支援法の中にも、これ、うたわれて

おります。生活困窮家庭の子供に学習支援、また昨年１月施行された子どもの貧困

対策推進にかかわる法律の第１条、目的に、子供の将来がその生まれ育った環境に

よって左右されることのないよう、貧困の状況にある子供が健やかに育成される環

境を整備するとともに、教育の機会均等を図るため、子供の貧困対策を総合的に推

進することとされています。また、法律に基づいて、昨年８月には、子供の貧困対

策に関する大綱、全ての子供たちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を

目指してという閣議決定がされました。大綱では、チルドレンファースト、すなわ

ち第一に子供の視点という、置くことが大切だと、そして、その生活や成長を権利

として保障するための切れ目ない施策が実現されるよう配慮することとしています。

学校をプラットホーム、子供の貧困対策を総合的に展開するための最も重要な施

設と位置づけております。学校、教員、スクールソーシャルワーカーなどが連携し

て、その子供に寄り添って、伴走型の支援体制を構築することが期待されておりま

す。教育に福祉的な手法を導入しないと、貧困の連鎖は食いとめられないという判

断です。

村の教育委員会としての取り組みを伺います。

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） 百瀬輝和議員から、子供たちの貧困対策について御質

問がありました。それについてのお答えをさせていただきます。

この御質問につきましては、昨日も同様の御質問が議員さんのほうからございま

した。しかし、教育委員会としての取り組みについてお答えをいたします。

村では、現在、経済的な理由により、就学が困難と認められる南箕輪村の小中学

校に在籍する児童生徒に対しまして、義務教育の円滑な実施に資することができる

よう、就学援助費を支給しております。支給対象として、病気、災害。

５ 番（百瀬 輝和） 議長、済みません。

学力の支援を私は聞いているので、生活のやつはきのうお伺いしましたので、学

力の支援、教員とか、学校が、伴走型で、貧困の子供たちの学力差をなくすために、

どういう手当をしていくのかという質問です。

教育委員長（清水 篤彦） 学校のほうとしてですか。教育委員会としてですか。
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支給される援助費としては、学用品ですね、これは通学用かばん、郊外活動、そう

いうものがありますし、幾つかのものに分かれますけれども。あと、新入学児童生

徒に対する学用品、それと学校給食費、または中学校の体育実技用具、これは中学

生の武道に関係するものだと思いますが、主なものはそういうものでございますが、

そのほかにも幾つか、修学旅行費とか、医療費とか、ＰＴＡ会費とか、児童生徒会

費等々がございます。

平成26年度の実績で申しますと、小学校が64世帯、670万円、中学校が42世帯、

650万円、これだけ交付しておりますが。こうした費用につきましては、貧困家庭

子供に対する全ての経費を支給するのではありません。また、要保護とか、準要保

護についても、毎年申請をいただき、審査を経て援助させていただいております。

個人の内容等々いろいろありまして、難しい問題等もございます。県の計画策定

等の内容を見ながら、村として検討をしていきたいと考えておりますので、御理解

をよろしくお願いいたします。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 済みません。生活の面ではなくて、学力保障の場として、

学校がどういう取り組みをしていくかという質問なんですが、それについてはどう

ですか。

議 長（原 悟郎） 征矢教育長。

教 育 長（征矢 鑑） 実際のところは非常に難しいということであります。先

生方の毎日の活動の時間が長くなっている上に、夜、家庭訪問をする、あるいは家

庭の中で、教科書を持ってこさせて、ひろげて、今、ここをやっているんだよと、

こんなような指導も中にはやっておるわけですが、なかなか家庭の中で、１時間、

２時間というような時間を割いて、先生方が一人一人の子供に寄り添うような学習、

それが身につくかどうかも含めてですが、非常に難しい、困難な問題を抱えている

と。それから、学校のほうには、中間教室的なものがありまして、そこへ子供さん

たちに来ていただくと、あるいは連れに行って、来て、そこで１対１の、あるいは

１対複数の子供たちの学習支援は行っておりますが、なかなか難しいところに来て

いると。

したがいまして、家庭学習のノートというようなものを各校つくっております。

ことしは、小学校と中学校の家庭学習のノートをドッキングさせる試みを始めてお

ります。そんな程度で、本当に身につくような学習が保障できているかどうかにつ

きましては、家庭の問題、個人の問題によって随分違うということを御理解いただ

きたいと思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） この取り組みが、今回、こういう状況であるという、子



１３０

供の貧困対策というのがかなり注目され、実際は日本では６人に１人、特にひとり

親では２人に１人というような状況で、南箕輪の実態はちょっとわかりませんけれ

ども、かなり近いものがあるんだろうと思います。

そういう中で、相談室に相談に来られる方もふえているとお伺いしております。

村として、やはり教育委員会として、このことをどう取り組んでいくのか、これが

非常に大事だと思います。上辺だけ、こうやってます、こうやってますじゃなくて、

じゃあ、その子を、将来の村の宝です、子供は。そういう子供をどう、じゃあ、教

育委員会が行政として救い上げてあげるのかという取り組みが、非常に私は大事に

なってくると思いますので、そのことをしっかりと踏まえながら、例えば、村でス

クールソーシャルワーカーを１人雇ってもいいんじゃないかと思います。県では非

常に少ない関係で、今、村の３校で、時間が限られて、なかなか余裕がない中で相

談をしているということも伺ってますので、よろしくお願いします。県で採用して

いるのは１人200万ほどだということなんで、済みませんがよろしくお願いします。

最後に、済みません。アメリカのルネッサンスの詩人ソローの言葉です。人生と

は闘争であり、立ち向かう勇気を示す場である。

これで質問を終わります。

議 長（原 悟郎） これで、５番、百瀬輝和議員の質問は終わります。

続きまして、８番、三澤澄子議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤澄子です。

あらかじめ通告いたしました四つの事柄について質問をいたします。

なお、公約に基づいて、四つを質問いたしますけれども、ちょっと久々の一般質

問でありまして、ちょっと通告の仕方も前とちょっと変わっておりましたので、１

問１答ということですけれども、一つの項目について全部質問をいたしまして、そ

の後でちょっと御答弁をいただきたいと思います。場所によっては、分けてお答え

いただくところもありますので、そのようによろしくお願いしたいと思います。

あらかじめ、たくさんの資料をおつけしましたので、もし目を通していただけて

あれば幸いですけれども、参考にしていただきたいというふうに思います。

それでは、福祉医療の窓口無料化についてお尋ねいたします。

全国で、子ども医療費窓口無料化が進んでいます。実施主体は市町村ですが、都

道府県による助成制度を基礎として、市町村が追加助成を行っています。

データファイルを２枚お配りいたしました。

長野県では、通院が就学前、入院が小学校３年生までがベースですが、本村は18

歳まで、県内町村は多くが18歳までとなっています。市は中学３年生が多いところ

ですが、18歳までの運動も進んでおります。

保険協会の調査でも、経済的理由から治療を中断中にする事例がふえ続けていま

す。また、データファイル２を見ていただけばわかりますけれども、歯科検診で要

治療になった小学生の半分、中学生の３分の２が、歯科を受診していないことも調
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査でわかっております。

一方で、少子化が深刻な社会問題になっています。このままなにもしなければ、

自治体が消滅するという報告が上伊那でもあります。子供を産み育てられる社会に

と、多くの市町村で子ども医療費無料化拡大に取り組んできました。しかし、子育

て世代の置かれている状況は厳しいものがあります。正規雇用が減り、非正規労働

者がふえ続けています。95年では、正規雇用が3,779万人、80％、非正規雇用が

1,003万人、20％、それが13年では、正規が3,294万人、63％、非正規が1,906万人、

約４割近くにもなっています。このような状態の中で、１世帯当たりの平均所得は、

95年では664万、これがピークだったんですけれども、2012年は537万円と、120万

円まで低下しています。

社会保障の切り捨てが進み、先ほども百瀬議員のほうでも言われましたけれども、

相対貧困率が16.1％、子供の貧困率は16.3％まで悪化していると言われています。

子ども・子育ての調査でも、子育てに関して、経済的負担、特に医療費が負担にな

るというのが29.3％と答えています。求められる支援としては、医療費の無料化が

50％近くになっています。成長期にある子供に、また親の経済状況で受診を抑える

ことはあってはならないというふうに思っております。

長野県では、こういう運動の中で、県をベースに、各市町村の子育ての柱として

年齢拡大をしてきました。しかし、現在、償還払いとなっているため、窓口で２割、

３割は払い、後で負担金を引いて戻る制度になっています。

きょうお配りした資料もちょっと見ていただきたいと思うんですけれど、福祉医

療費の窓口無料化を求める取り組みということで、これは福沢さんというお宅の記

録なんですけれども、窓口無料なら払わなくて済むお金がこんなにということで、

きちんと記録をしてございます。2012年は５万1,390円を窓口で支払いました。返

ってきたお金が２万7,000円、14年では５万6,500円を払って、返ってきたお金が２

万9,500円、要するに、手数料として払っているのが500円、１件ごとにかかってお

りますので、52％は実際には戻ってこないということになります。この方も言って

おられますけれども、手数料というのがどこで、どう使われているのかわかりませ

んし、窓口無料にすれば全く必要のないお金ですというふうになっております。

こういう状況の中で、その次のデータファイルで、子ども医療費問題関連という

のを見ていただきますと、全国の都道府県の医療費援助の実施状況という表であり

まして、その右の方に、窓口無料になっている市町村が書いてあります。39都道府

県が原則窓口無料です。若干、いろんな併用した制度になっておりますけれども。

この三角になっているところは、2015年から16年にかけて、知事答弁や議会議決を

して、窓口無料に取り組むということになっております。そして、バッテンのとこ

ろ、あと残されておりまして、我が長野県を含めて４県という実情になっています。

こういう状況の中で、私たちは署名に取り組みながら、県や自治体に向けて運動

を進めてまいりました。知事選に向けては、昨年７万筆の署名を持って阿部知事に
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申し入れを行いましたが、やらないというお答えでありました。ことしは、３月県

議会に向けて署名活動を行いました。さまざまな団体に申し入れて、取り組んでい

ただきました。村関係では、福祉医療ということで、ひまわりの家にお願いしまし

た。短期間で数十の署名と余白に書かれた一言から、障害者の皆さんの思いが伝わ

ってきました。

村の図書館と役場の窓口でもお願いしました。１週間後に、役場の窓口で言われ

たことは、村の議会が否決しているので、この署名は扱えないということで、その

場で本当にショックを受けたわけでありますけれども、後で議会報を見たところ、

賛成は久保村議員だけでありました。ちなみに、伊那市議会は、全会一致で採択さ

れておりますし、上伊那でも５自治体が採択をされて、上げております。今回、ま

た議会に送っていただき、議会基本条例を前回の議会で制定したということであり

ますので、見せていただいたところ、第３章７条にて、請願・陳情などを政策に関

する提案と捉え、誠実に処理しますというふうになっておりますけれども、こうい

う結果だったということ、本当に残念に私は思っております。議員の皆さん、ぜひ、

よろしくお願いしたいと思います。

福祉医療の窓口無料は、この間の署名や対話を通じて、強い要望であります。

そこで、村長さんにお伺いいたします。

全国39都道府県で実施していることでもあり、町村会等を通じて、県へ一日も早

い実施を求めていただきたいというふうに思います。また、児童福祉法２条では、

国及び地方公共団体は、児童を心身ともに健やかに育成する責任があるというふう

にうたっておりまして、ＯＥＣＤで見ますと、イギリスやカナダ、デンマーク、イ

タリア、スペイン、ギリシャ、ハンガリー、ポーランド、スロバキアでは、患者の

一部負担は全くないということであります。フィンランドでは18歳までは無料とな

っているということであります。この市町村レベルで頑張って、15歳から18歳と拡

大してきたこの医療費無料制度でありますけれども、国としても制度化することを、

また全国町村会に続いて、ぜひ上げていただきたいということと、国保の国庫負担

金調整金、要するにペナルティーと言われているものでありますけれども、この廃

止も全国町村会を通じて、ぜひ国のほうへも村長として上げていただきたいと思い

ます。お答え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） ８番、三澤澄子議員の御質問にお答えをいたします。

福祉医療の窓口無料化について、３点ほど御質問をいただいたところであります。

御指摘のとおり、現在は、長野県は自動償還払いということで行っております。

本村の場合は、高校３年生までに医療費の無料化拡大をしたところであります。た

だ、一部負担金の500円につきましては、自己負担はいただいておるということで

あります。そういった中で、窓口の完全無料化ということであります。これは、長
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野県におきましては償還払いでありますけれども、全国的に見ますと、今資料で示

されたように、多くの県で窓口無料化ということになっておるところであります。

ただ、助成制度の対象といいますか、助成内容ということも見ていく必要がある

だろうというふうに思っております。これは、県によってかなり差があるところで

ありますし、市町村によっても差があるところであります。そんなことで、窓口完

全無料化というようなことを県や国にというお話でありますけれども、問題は財政

という部分も考えていかなければならないところであります。その辺も加味しなが

らやっていかなければならないというふうに思っておりますし、今、長野県自体が

償還払いという方法をとっておりますし、県の補助制度も各市町村は受けておりま

すので、その点につきましては県と方向性を同じにしていかなければならないとい

うふうに考えておるところでございます。そんな点で御理解、御理解と言っても理

解はいただけないだろうというふうに思っておりますけれども、そういう考え方で

あります。

本当に、子供を育てるということは大変なことであります。しかし、私どもが子

供を育てた時代、福祉医療無料化なんてことはありませんでしたし、児童手当もな

かったところであります。長時間保育というのも途中からできたというような状況

で、いろんな、そういったことを乗り越えながら子供を育ててきた時代に比べると、

本当に今の時代はこういう時代になったんだなということをつくづく感じるところ

でございます。それはそれといたしまして、本当に完全無料化がいいのかどうか、

全てが無料という、このことがいいのかどうかということは、これは抜本的に考え

ていかなければならない問題だろうというふうに思っておるところであります。本

当に、所得がどうにもならないという皆さんにつきましては、それなりの制度を考

えていく必要はあるというふうには思っておりますけれども、全ての部分でという

ことになりますと、これは本当に難しい問題だなという捉え方を私自身はしておる

ところであります。

長野県の場合には、所得制限というのを設けてない、確か設けてなかったという

ふうに思います。本村の場合も所得制限を設けていないところであります。そこら

辺の差異というのもかなりあるわけでありますので、相対的な制度の内容を見なが

らお願いもしたいというふうに思います。

それから、署名の話もございました。昨年でしたか、一昨年ですか、知事選があ

ったわけであります。その争点にもこの窓口無料化というのがなったわけでありま

すけれども、圧倒的にしないという部分での知事が当選なされたわけでありますけ

れども、その辺もそんな理解もしておるところでございます。

国についての御質問もありました。ペナルティーにつきまして、そういうことが

行われないように申し出てということであります。ペナルティーを行わなければ、

本村の場合には、確実に国のほうからの負担が減ってくるわけであります。今、国

保財政は大変であります。平成26年度も4,000万円、赤字補塡をいたしました。な
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おかつ、この４月から、10％の国保税の引き上げもさせていただいたところであり

ます。そうさせていただいても、なおかつ、国保財政が大変だといっております。

そういった中で、医療費の完全無料化をするということは、私は今の段階ではいか

がなもの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、本当に困っている生活困窮者の皆さんをどうしていくのか、こ

の観点で考えていくべきだろうというふうに思います。一律ということ自体、この

ことはどうなのかなという思いもしておるところであります。この問題につきまし

ては、議論をしてもなかなか難しい問題であります。そんな点で御理解をいただき

たい。本当に、生活困窮者をどうしていくのかという観点から、いろんな施策とい

うものを考えていくべきだろうというふうに私は思っておるところであります。

基本的な政治、私の姿勢といたしましては、本当に困っている皆さんをどうにか

していかなければならないし、支援をしていかなければならないという思いという

のはあるわけであります。そんな制度の部分で考えていければというふうに思って

おります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

今の国庫負担金調整金の問題であります。せんだっての４月14日に、参議院の厚

労委員会で、小池晃議員が質問をしております。ペナルティーというのは、前、こ

ういう言い方をしてるんですね、無料にすれば医療費がふえると、コンビニ受診を

すると、前、村長が言われたような気がしましたけれども、欲でお医者さんに行く

人はありませんし、数字的にも、この根拠はもう崩れているということを申してお

ります。そして、自治体間の格差ができて不公平になるというふうに言っておりま

すけれども、子供の医療費を無料化した場合の影響は、不公平になるということで

はなくて、それぞれの自治体の、本当に今言われたように、一律ではないというふ

うに言われましたけれども、多くの自治体は、むしろ小さい自治体ほどもう18歳ま

でというふうに、この制度が必要だということで取り組んでいるわけであります。

塩崎厚労大臣も、このペナルティー問題も、この医療費、国保のあり方について、

検討課題になるということで、これからはもうなくしていく方向、もちろんなって

くんじゃないかと思います。

その点では、やはり一日も早く、国の段階で、最低限の医療費無料化ということ

をベースにすることとともに、やはりこういう制度が早く通ることがいいというふ

うに思います。今回の議会でも請願が出ておりますけれども。そのことと、やはり、

それでもなおかつ、全国39都道府県は窓口無料なんです。残された４県がそれでい

いのかということをやはりもう一度問い直していきたいというふうに思いますし、

先ほども言いましたように、障害者の皆さんには、本当に切実な思いで署名をして

いただきました。こういう思いを私は何としても実現していきたいなというふうに
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思っておりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

そして、次に移らせていただきます。

介護保険についてであります。

昨年、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律が成立しました。それによって、今年度から一気に、医療・介護

等の切り下げが進んでいます。

選挙の期間中にも、村内の要支援１という女性から、今まで週２回のデイケアが

１回に減らされてしまった、介護２でほとんど車いすの生活の女性は、週３回のデ

イケア、そして２回の訪問リハを受けていましたが、それが１回に減らされてしま

ったと、訴えが相次いでいます。また、自宅で高齢の母親を介護している息子さん

からは、体は今のところ自分でできているんだけれども、認知が進んで困っている、

そういう中で、役場からは介護認定をしないと言ってきたというふうに言われまし

た。

今上げたような訴えは、ことし配られた介護保険利用ガイドをよく見れば、改正

のポイントというところがあるんですけれども、ことし、これが配られたんです。

利用ガイドというのですけれども、この一番最初のページを見ますと、１から11ま

で、改正のポイントと書いてあるんですけれども、全部がポイントと言いますけれ

ども、介護報酬は増えて、サービスは全部切り下げという内容になっているんです。

その中で、一つ一つ詳しく、ちょっと、やっぱり見ていきたいというふうには思う

んですけれども、全部はちょっと見きれませんので、項目を上げて、ちょっとお聞

きしたいお思います

４月からの変更によって、役場に相談はあったかどうか、お聞きします。

特養の入所は、原則介護３以上でないと入れません。そのため、駆け込みで特養

入所が進んで、多くの老健施設にあきが出ています。利用料の２割負担は８月から

になるわけですけれども、既にサービスの抑制が起こっています。今までも、全部

の介護保険料、認定されたものを使っている人は少ないというふうに思いますけれ

ども、そういう中で、さらにその抑制が進むのではないかというふうに思います。

長野県では、在宅介護を支える柱として、たくさんの宅幼老所を補助金を出して

つくってきました。村内でも４カ所かな。今度の介護保険の改定で、介護者の報酬

が大幅に下がり、介護の体制が維持できない施設が大量に出るのではないかと心配

されています。本村での実情は早く把握しているでしょうか。

そして、これからの介護は、一に自助、自分のことは自分でやれ、互助というの

は、近所やボランティアで助け合えということで、共助というのが一応介護保険な

んですけれども、公助の要素はほとんどありません、社会保障の要素は。今回は、

２点でありますけれども、地域包括支援センターの体制はどのように進んでいるの

か。

そして、保険料は、資料としてつけましたように、今も大幅に上がりました。本
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村は、そうはいっても、順番では43番目というふうになっています。上げ幅も

9.8％というふうになっているわけでありますけれども、上伊那の中で見れば、ち

ょっと高いほうかなというふうに思いますが、その中で、日常生活支援総合事業と

いうことで、それらのサービスが、かなりの部分、村に移管されるというふうに今

度なってまいりました。特に、要支援の部分で、生活介護のところは村のほうでと

か、そういうのを言えば、ボランティア組織なんかで、そうやって支えていこうと

いうような事業になるわけでありますけれども、その点で、村の体制はどのように

なっているのか、お聞きしたいと思います。

村長さんは、常々、サービスを落とすことのないように取り組むと言っておられ

ますけれども、もう現に、この制度の中では、相対としても悪くなっているのが実

態でありまして、ボランティアの育成や専門職の配置など、どのように対応してい

くか、お聞きをしたいと思います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 介護保険全般につきましての御質問をいただきました。

サービスを落とさないようにということは、基本的には考え方は変わっておりま

せん。しかし、国の制度が変わってきておりますので、そういう中のサービスが落

ちていく部分は、これはいたし方がない、本当にこんな思いでいるところでありま

す。ただ、問題は、ふえ続ける社会保障をどうしていくのかという、このことも考

えていかなければならないところであります。この社会保障のサービス水準を落と

さないように、また消費税を上げないように、そういったことでいろんな運営がで

きていけば、これは理想でありますけれども、これはなかなか難しいところであり

ます。よく、昔から、高負担、高水準というふうな言われ方もしてきておりますし、

今、いろんな国の例が出されましたけれども、北欧なんか、本当に福祉が進んでお

りますけれども、消費税率は日本の倍ぐらいになっておる実態もあるところであり

ますので、その兼ね合いというのを考えていく必要があるというふうに私自身は考

えておるところであります。本当に、社会保障を充実して、消費税を上げなんで、

いろんなそういう国家運営ができていけば、それはそれで理想でありましょうけれ

ども、現状ではそういうふうになっていないところでありますので、そういった社

会をつくっていくために、三澤議員も頑張っておられるんじゃないかというふうに

は思います。ただ、現状で考えますと、現状の中でやっていかなければならないと

いう、このことは御理解をいただかなければ、それはどうにもならないことであり

ます。そういった中で、市町村がどういうことができるのか、国の制度の中で、市

町村はどういったことができるのか、考えているところであります。

したがいまして、いわゆる介護保険法が改正されまして、要支援者の介護サービ

スというのが予防給付事業、市町村が実施する地域事業に移行になってきたという

ところであります。29年度からは、この既存の介護事業所による既存のサービスに

加えて、ＮＰＯ法人や民間企業やボランティアなどの地域のさまざまな主体を活用
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しながら、サービスが低下しないように取り組んでいくと、こういう必要は感じて

おるところであります。したがいまして、今、各地区における課題や要望の把握、

地域の担い手の発掘、育成につなげるために、地域ケア会議を村の社協とともに協

力して各地区において実施していかなければならないというふうに思っております。

これは、地域でどうしていくことができるのかということを考えることは重要なこ

とであります。これは実施をしていかなければならないと思っております。

その第一歩といたしまして、今年度に入りまして毎月１回ではありますけれども、

赤松荘でボランティアによるコミュニティサロン的な交流の場が設けられておりま

す。こういった取り組みが各地域に波及していって、介護予防の拠点として発展し

ていただければありがたいなというふうに思っておりますし、同時に今、地区社協

というのもかなりこういった取り組みを行ってきていただいておりますので、その

辺を充実していくことも要支援者にとっては必要かというふうに思います。それは、

また地区社協のほうに働きかけていきたいなというふうに思います。

老人ホーム、特別養護老人ホームへの入所の関係につきましては、要介護３以上

のという限定になりました。これもそのとおりでありますし、ただ、その中におき

ましても、本当に困難な皆さん、知的障害や精神障害や、あるいは虐待の心配や、

認知症の高齢者で常時見回りが必要だと、こんな見守りが必要だという介護につき

ましては、要介護１または２であっても入所できるシステムになっておりますので、

その辺は村も的確に把握しながら、入所できるようにしてまいりたいなというふう

に思っております。

この８月から、１割から２割になることであります。現地点の推計では、30名程

度になるんではないかと、ごくわずかであります。所得の多い方が対象になってく

るということでありますので、全ての方が２割負担となるわけではございません。

本当にわずかな方が２割負担になる。こういうことで御理解もいただきたいなとい

うふうに思っておるところであります。

介護報酬の話がありました。介護報酬が2.27％引き下げとなりました。このこと

自体は、社会保障との関係もあるんでしょうけれども、今のこのいわゆる高齢化社

会の中で、こういうことが本当にいいのかどうかという、このことは国でもっとし

っかりと議論をしていただきたいなというふうに思います。むしろ、この辺は充実

しながらやっていく必要があるというふうに私自身は思っておるところであります。

したがいまして、事業者の把握といいますか、実態調査ということもしていかなけ

ればならないだろうなというふうに思っておりますけれども、サービス低下になら

ないように対応を、そういった事業者と連携をしながらやっていくことも必要だと

いうふうに考えております。

介護保険料というのも、３年ごとにかなり上がってまいりました。本村の場合は

5,020円、最初のときと比べると倍になっているのかなと思います。今回も450円、

増額をさせていただきました。この額につきましては、基金の繰り入れも行って、
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必要最低限の増額をさせていただいたところであります。県では真ん中より低い位

置でありますけれども、ただ、このままの推移をしていくと、どのぐらい上がって

いくだろうなという、そういう心配はあるところであります。そんな心配を持ちな

がら、これからもこの高齢化社会に対応した部分というのはしっかりやっていかな

ければならない。国へも、そういったことはお願いをしていかなければならないと

いう、この部分については私はそういうふうに思っておりますので、お願いいたし

ます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 今、村長が言われましたように、介護保険料がもう際限

なく上がるという今の状況の中であります。

実は、福祉懇話会、私も入れていただいて、計画をつくってきたんでありますけ

れども、前回の福祉計画懇話会のときに、原医院の先生が、この計画はもう既に破

綻していると言われたんですけれども、本当に、今の状況では、このまま行けば、

本当に成り立たない状況がかなり進んでしまうということで、国が一定の責任を持

って、介護や医療についての責任を持っていくということが大事かなというふうに

は思っております。

今度のこの改定というか、改悪というのは、要するに2025年問題と言いまして、

私たちがちょうど75歳になったときに、団塊の世代がどっとふえるのを見越して、

今上げておかなければということでこういうことをしているようなんでありますけ

れども、やはり今も言われましたように、財政の中でということがありました。こ

れは使い方だと思います。要らないところへ使っているものもたくさんあります。

そういうことも含めて、やはり私たちは、納めた税金がきちっとそれなりに還元さ

れるようなシステムを求めてきたいというふうに思います。

次に、平和学習の取り組みについて質問をいたします。

今、国会では、平和、安全とか、国際平和とか、平和という名前を使って、日本

が海外で戦争をする国づくりに変える法案を、今国会のわずか80時間程度の審議で

８月上旬に成立させようとしています。日本国民より前に、アメリカの大統領に約

束をしてきたからであります。本当に許せない思いです。

この選挙の中で、私は、平和憲法を守ることを訴えてきました。選挙後も、スー

パーのレジで、運動会の会場で、お会いするたくさんの人から、戦争は嫌だと、９

条を守ってほしいという今までにない強い思いを聞いてまいりました。平和憲法を

暮らしに生かす政治信条としてきたことも訴えてきました。なぜ私がそうなったか

といいますと、私は手良中学校でありまして、中学３年に合併しまして、東部中学

校に入りました。その３年生になった授業で、授業を受けた担任の先生のおかげな

んでありますけれども、先生は、今の南部小学校の校長先生のお父さんで、倉田太

郎先生といいます。社会科の教科の先生で、最初の授業が日本国憲法の前文を暗記
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して発表することでした。そして、憲法９条を持つ国として、二度と紛争解決の手

段として武力を用いないこと、戦力を持たず、国の交戦権を認めないこともしっか

りと学びました。

選挙の中で、20代、30代の青年や40代、50代、60代の人たちに、皆さん、どこか

で憲法を学びましたかという質問をしました。そしたら、誰一人学んだ記憶がない

という、とっても驚いていたんですけれども、お手元に資料２として届けてありま

す。たくさんの資料がくっつけてありますので、ちょっと見にくいかと思いますけ

れども、見ていただいたかと思います。これは、あたらしい憲法のはなしという冊

子であります。教本です。これは、憲法という項を読みますと、家に例えると、柱

に当たるのが憲法で、最高法規という、と誇りを持って子供たちに教える姿があり

ます。残念ながら、今見ていただいて、あたらしい憲法のはなしというところに書

いてありますけれども、日本国憲法が公布されて10カ月後の昭和22年８月、文部省

によって発行され、全国の中学生が１年生の教科書として学んだものです。しかし、

この教科書は、二、三年使われただけでした。日本が、昭和25年に始まった朝鮮戦

争の基地にされ、日米安保条約が結ばれ、警察予備隊が自衛隊に変わっていくとい

う時代の流れの中で、教室から姿を消してしまったのですというふうに書いてあり

ます。でも、この中身は、本当にすばらしい中身で、これでずっと教育していただ

いてきたら、今の安倍総理大臣のような人は生まれないというふうに思うんですけ

れども。

きのうは、教育が大事だという話がありました。学力や地域の支えということも

大事でありますけれども、日本国民として、どんな存在なのか、そのために憲法学

習が基本ではないかと思います。村の小学校での憲法学習はどうなっているでしょ

うか、お聞きしたいと思います。

２の項目は村長さんにお聞きするところですので、ちょっとそれは後にいたしま

して、その上で、３として、戦後70年たって、私自身、戦後の生まれで、戦争その

ものは体験していません。おじ２人が戦死しています。そのうちの１人は、南方で

８月15日の直前に亡くなっております。体験のあるお年寄りから話を聞くことも少

なくなってきました。平和学習をすることが今求められていると思います。前にも

言いましたけれども、高森町では、町のバス１台を毎年、広島の平和記念式典に親

子で派遣しております。そして、それを20年以上続けております。阿智村には満蒙

開拓記念館ができました。全国一、満蒙開拓に送り出した、多くの犠牲者を出した

県として、その実態を学ぶことも大事ではないでしょうか。今、ケーブルテレビも、

戦後70年の特集で、体験者の皆さんの話など放映されております。二度と教え子を

戦場に送らないのスローガンを胸に、毎年、平和行進に先生たちも参加されており

ます。あらゆる場面で平和学習を今こそ求められております。教育委員会のお考え

をお聞きしたいと思います。お願いします。

議 長（原 悟郎） 答弁を求めます。
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清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 三澤議員さんから、小中学校での憲法学習についての

御質問でございますが、これにつきましては教育長よりお答え申し上げます。

議 長（原 悟郎） 征矢教育長。

教 育 長（征矢 鑑） 時間もないようですので、端的にお答えを申し上げます。

小学校の場合は、社会科、６年生で、私たちの暮らしと政治という単元がござい

まして、26時間が当てられております。その中で、日本国の憲法、その精神である

基本的人権の尊重、国民主権、平和主義の３本の基本柱、原則について学習を約３

時間ぐらい、ほかにもたくさん教えなくちゃいけない内容がありますので３時間ぐ

らいということでございます。なお、秋には修学旅行が行われまして、実際に国会

議事堂の中に入って、そこで先生方や、あるいは国会に勤めている職員から説明を

受けてくると。これは、なかなか子供たちにとって好評で、憲法が身近なものにな

っていると考えております。

それから、中学校の場合は、公民の分野で、３年生、１学期から２学期にかけて、

約13時間から20時間の割り当てで憲法学習をしております。中学生になりますと、

理解力、それから、視野が広がりまして、このぐらいの時間はかけてもらわな困る

なと思っておるところでございます。

ちょっと蛇足ですが、きょうも新聞を見ますと、18歳の選挙権、参議院の中で質

問が出ているようですが、一体、教育現場の混乱、懸念というものを考えているの

かと、こんな見出しで、ちょっとした記事が載っております。とにかく、高校３年

生になると、半分ぐらいは選挙権が行使できると。学校というようなところでは、

政治活動は禁止されていますので、その辺の整合性をこれからどういうふうにつけ

ていくのか、これ、注視をしていきたいと思っております。それから、個人的な見

解になりますが、ケーブルテレビで、戦争体験について、実際にいろいろな経験を

されたお年寄りが話をしておりまして、私も欠かさずこれを見るようにしているわ

けですが、多くの教職員がやはりこういうものを教材にしていいのではないかとも

考えるところでございます。

あたらしい憲法のはなし、これ、もう読んでもらえば一目瞭然、戦後直後、日本

人が、あるいは文部省が、どのようにしてこの憲法を位置づけようとしていたのか

ということがわかる、非常にわかりやすい、私にとってもバイブルであると、そん

な感想を述べて、私のほうからの答弁を終わりたいと思います。

議 長（原 悟郎） 清水教育委員長。

教育委員長（清水 篤彦） 済みません。教育長の言ったことに対して、一つ訂正

させていただきます。

国会訪問のときに説明してくれるのは、向こうに勤めている方ではありません。

ここから選出されている議員さん、または議員さんの秘書に説明していただいてい

るということですので、済みませんが訂正させていただきます。
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議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ちょっと答弁をいただきたいとことでありますけれども、

ちょっと時間がありませんので、とりあえず、次にちょっと移らせていただきます。

職員の憲法に対する認識について、村長さんにお聞きします。

役場の職員の皆さんは、就職して最初の日に、日本国憲法を遵守しという宣誓を

多分行うというふうに思います。けれども、憲法を読んでいますかということなん

です。

役場の仕事をする上で、13条や25条は基本になります。第10章の最高法規、基本

的人権の本質や憲法尊重擁護の義務も大事だと思います。公務員は憲法を必ず守ら

なければならないという擁護ですね。今議会の開会の日に、予算審議の中で、マイ

ナンバーの情報はどのようなものかというふうにお聞きしました。セキュリティは

どうなっているかという質問をしましたけれども、全く答えがありませんでした。

そして、その日のニュースでは、年金の個人情報が125万件流出したという情報が

あり、本当に国民の皆さんも心配しております、自分の年金はどうなっているのか

ということも含めて。本当に、これから、こういうことがどんどん業者のために漏

れていく、使われるというような心配がされるわけですよね。皆さんの日々の仕事

は安心・安全と言っておりますけれども、村民の命や暮らしに直結しているという

ことを忘れないでほしいというふうに思います。国が戦争をする国になれば、真っ

先に片棒を担ぐのは公務員だということであります。日々起こっていることは憲法

が判断基準になると思いますが、村長のお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） 時間がありませんので端的にお答えいたします。

職員は、日本国憲法を尊重し、擁護する立場で職務を推進しておるというふうに

思っておりますし、私も職員を信じております。

私の考え方で申しますと、戦争、子供や孫を二度と戦場へ送らないという、この

ことは私はそのとおりだというふうに思っておりますし、今の日本国憲法、基本的

人権を守る、平和憲法、このことはそういう部分で尊重していかなければならない

と。今、安全保障関連の法律の部分が審議されておりますけれども、本当に慎重に、

かつ議論をしていただきたいという思いをしておるところであります。戦争は起こ

してはならないという、このことは三澤議員と同じ立場であります。御理解をお願

いいたします。

以上です。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ありがとうございました。

あと、先ほど言いましたように、例えば、長野県にできた満蒙開拓記念館への学

習とか、いろんな援助を。私がここへ一度行ったときにも、木曽清峰高校かな、高

校の皆さんが学習に来ておりました。かなりたくさん、開館以来たくさんの子供た
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ち、学生たちが、今、学習に来ているということで、長野県においては特にこの満

蒙開拓を全国一送り出して、先生たちもその反省の上に立って今あるわけでありま

すけれども、ぜひ学ぶ場として使っていただきたいなというふうに思っております。

また、この後、望郷の鐘とか、いろんな映画の上映会とか、いろんなこともそれ

ぞれ取り組んでおりますが、そういういろんな機会を捉えて、学習の場に生かして

いただけたらなというふうに思っております。

じゃあ、次に進ませていただきます。

上伊那広域ごみ処理建設についてであります。

きょう、ちょっと資料をお届けしましたので、ちょっとまだ目を通していただい

ていないかもしれません。先日、議員が学ぶ学習会というのが村民センターの２階

でありまして、そのときに出していただいたデータなんであります。

建設と運営費用が250億円と言われており、将来にわたって負担金として村税が

使われます。予定されているガス化溶融炉は、今や時代おくれだと言われておりま

す。安全性でも、経済性でも、大きなリスクを抱えていると言われております。そ

れで、施設検討の経過についてということでありますけれども、私が知っている限

り、最初に少しデータが出ましたけれども、ここにもありますように、平成10年、

ガス化溶融炉で上伊那の一本化となっております。もうそのときから、もうガス化

溶融炉ありきで、全くその後の検討はなされないで、今日まで進んでおります。そ

のころ、視察といえば、全国のガス化溶融炉の施設を見て、何でも燃やせて、残渣

が少なくて、余熱の利用ができてということで、いいことばっかり見て歩いてきた

わけであります。この社会の背景には、バブルが崩壊して、大手の鉄鋼業界の仕事

が急激になくなった中で、その施設を生かした、ガス化溶融炉のこれをつくるとい

うのがあったというふうに思っております。

それで、２としての最終処分場の掘り起こし、再溶融が行われない経過について

ということで、最初は、掘り起こしをして処理するというふうになっておりました

けれども、つい先日、突然、掘り起こして再溶融が行われないとなってまいりまし

た。それの経過についてもとても不審な点があります。もしそうだとしたら、今の

ガス化溶融炉はもう要らないんじゃないかと。計画の面で、ちょっと村で、処理に

係る経費とか、建設に係る負担金を出していただきたいとお願いをしましたが、せ

んだっての広域議会でも要求した書類、資料が出てこなかったようでありますので、

多分、出していただけなかったのかなというふうに思います、資料を要求いたしま

したが。

それで、４として、南原の住宅団地で、焼却灰が掘り起こされて、それが処理で

きなくて、今度やっとできるということでありますけれども、これは、当時、焼却

灰は埋めていいという法律だったわけです。それで埋めたんですけれども、掘り起

こされたところを見ると、本当に危険なダイオキシンが全く減らずに、大量に出て

きたという実態です。それの上に住宅が建っていたということで、本当にそのとき
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の法律でもいいと言われていたことでありますけれども、今になってみると、これ

だけの大きな本当に負担、財政的にも、環境的にも残されるわけでありまして、私

たちは、やっぱりそういう教訓をもとに、このときの責任は誰にも問われていない

わけでありますけれども、やはり行政には本来責任があるというふうに思いますし、

これから先、20年、30年と、本当にこの施設でいいのかどうかという情報も明らか

に本当にされてはいないというふうに思います。広域に出ていらっしゃる議員さん、

村長さんは理事者のほうになっているわけでありますけれども、せんだっての議会

でも、確か、村長さんはちょっと欠席されたのかな。そういうことで、本当に、出

されている心配に対して、きちんとお答えをいただけないものですから、やはり本

当に20年、30年、負担がふえ続ける心配があるというこの処理場建設計画に対して、

きちんとやはり住民に説明できるような情報を出していただきたいというふうに思

います。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

時間が少ないので端的にお願いします。

村 長（唐木 一直） 時間がありませんので、端的にお答えを申し上げます。

このごみの中間処理施設建設につきましては、本当にかなり前から検討してきて

おるところであります。ここへ来て、ようやく地元同意を得て、建設ができること

になりました。そういった経過につきましては、上伊那広域連合が出す、村報と一

緒に、そういった上伊那広域連合の広報で毎回お知らせをしておるところでありま

す。処理能力も、一時の134トンから118トンに減らしてきたところであります。同

時に、ガス化溶融炉、ストーカ炉の議論もいろいろあるところでありますけれども、

残渣を少なくするということが私はポイントだろうというふうに思います。南原住

宅団地の話もありましたけれども、残渣はできるだけ少なくしていきたいと、いく

ことが必要だというふうに思っておりますし、現在の世の中、域内処理ということ

も重点に置いていかなければならないという、上伊那広域連合、上伊那８町村で燃

やしたものをよその県へということにはならないだろうなというのを思っておると

ころであります。

それから、掘り起こしをしないという理由であります。

水銀の含有物が混入していないと言い切れないことと、それから硬度プラスチッ

クが一番大きいところでありますけれども、減容物の処理が困難であるという、そ

して、さらに遮水シート破損のリスクというのがあるという、こういうことで掘り

起こしをしないということになりました。これは平行してやっていけばよかったん

ですけれども、地元合意ということに重点を置いたという、そのことは私はやむを

得ないなというふうに思っております。したがいまして、かさ上げをし、延命化を

図っていく。このことがごみの減量化にもつながってくるということであります、

つなげていかなければならないということであります。20年程度の埋め立てという、

このことは可能であるということであります。
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負担金がどうなるのかということ、これ、入札をしてみなければわからない部分

があるわけであります。250億という言われ方をいたしましたけれども、確実にそ

れよりもはるかに安いという、現状ではそういう試算もしておるところであります。

建設費と運営費、15年間委託するＤＢＯ方式ということで今進んでおります。新た

なごみの中間施設につきましては、伊北環境の部分も含まれるということで合意が

なされておりまして、それに向かって進んでおるところでありますので、本村の運

営につきましては、従来のごみ処理の運営費と伊北環境の運営費を合わせますと、

今度の新たなごみ処理の施設と比較すれば、安く推移するというふうに私は考えて

おります。試算的にも、そんな試算も出てきておるところであります。伊北環境行

政組合の部分というのが減ってまいりますので、そういったことを考えれば、安く

なるというふうに思っておるところでございます。

建設にかかわる負担、これは入札をしなければわかりませんけれども、いろいろ

施設本体のほかにも、周辺整備や地域振興や解体ということも出てくるわけであり

ます。これは交付税算入という部分もあるわけでありますので、そういったことを

除けば、当村の負担金は５億円程度というふうに見込んでおるところであります。

これは、あくまでも今の試算の段階であります。５億円程度ということで、こんな

言い方でお願いしたいと思います。15年間ということであります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

時間ですので、終わりにしてください。

８ 番（三澤 澄子） 資料をまたぜひ見ていただきながら、実際にはいろんな

経費が余分にかかるというようなことも出ておりますので、ぜひ見ていただきなが

ら、またしっかり情報のほうは、要求したときには出していただけるようにしてい

ただきたいと思います。

以上で終わります。ありがとうございました。

議 長（原 悟郎） これで、８番、三澤澄子議員の質問は終わります。

ただいまから11時５分まで休憩いたします。

休憩 午前１０時４３分

再開 午前１１時０５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。

最後になりましたが、３番、山﨑文直議員。

３ 番（山﨑 文直） ３番、山﨑文直です。

この６月議会、最後の一般質問となりました。

私は、今回の村議会議員選挙において、生活者の視点で、活力ある平和な日本一

の村づくりに取り組むということを公約に掲げて、多くの皆さんの御支持をいただ

いて、２期目を活動することになりました。この気持ちをしっかり持ち続けて活動

していきたいというふうに考えています。
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今回、３点について質問をするわけですが、この考えに基づいて行うということ

であります。

１番目の質問であります。

まっくん生活支え愛隊ということで、質問の中に生活が抜けておりますが、

「日々の生活の中に少し不安な点がある」点で字が抜けたかと思います。正しくは、

まっくん生活支え愛隊の件であります。

昨年の５月の全協で、村側から説明がありまして、それ以後、民生委員の説明だ

とか、該当者へのお知らせ、村報を通じての募集等されながら、10月から、このボ

ランティア制度が開始をされたわけであります。サービスの内容としましては、ご

み出しやごみの分別、除雪、電池や電球の交換、買い物、灯油の給油といったサー

ビスの内容についての説明であったわけであります。私も、最初のころの質問で、

高齢者が日々の生活の中で、ごみ出し等も、国道を横断して袋を持っていくという

のが非常に大変だというようなことで、質問した経過もございます。そういった経

過も踏まえながら、こういった制度ができてきたということで、村長も前々からの

計画ということで説明をされました。

こういったことで、非常にすばらしい制度で始まったわけでありますが、ふだん、

地域の中で高齢者の方とかと話をしていると、まだまだこの辺のところの認識が深

まっていないんではないかなと、こういうこともありまして今回の質問をするわけ

でありますが、まず最初に、このボランティア制度のサービスを希望する人の申し

込み、それからボランティアをしてもいいという登録の状況、それからこの希望す

るサービスの内容、先ほども言いました幾つかサービスがありますけれども、どう

いったところが多いサービスの希望があるのか、この辺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） ３番、山﨑文直議員の御質問にお答えをいたします。

まっくん生活支え愛事業の実施の御質問であります。昨年の10月から始まりまし

たこの事業は、住民の支え合いによる地域の助け合いによって行われる新しい取り

組みであり、将来的にも大変意義のある重要な制度であるというふうに考えており

ます。

サービスの利用申請者は現在33名であります。ボランティア登録者は43名となっ

ております。

その中で、サービス利用者の８割以上が除雪を希望しておりますが、登録ボラン

ティア不足により、ボランティアが決まっていな利用者が13名の約４割という状況

となっております。この辺につきましては、ボランティア登録者の可能な作業が軽

度な内容に限られ、除雪、灯油の給油といった力を要する作業は体力的に困難とい

ったことが上げられるところであります。また、除雪が可能であっても、希望者の

地区からは遠く離れてしまっているといったこともあるところであります。本当に、
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生活の部分の事業といたしまして、ごみ出しとか、電池、電球及び蛍光灯の交換の

みについては、約２割の方が希望され、全ての方がサービスは受けております。ま

た、残りの４割の方は、除雪を含めた各種サービスを複合的に受けることのできて

いる状況であります。したがいまして、６割の方がサービスが受けられておるとい

うことであります。除雪につきましては、先ほども申し上げましたように、労力

等々のこともありますので、この部分が進んでいないという実態があるところであ

ります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） 今、希望者が33名、ボランティアが43名ということであ

ります。この数字、まだ制度として始まって間もないわけですから、爆発的にふえ

るということも期待はできないというふうには思いますが、将来に向けて、こうい

った事業、非常に大事な事業だというふうに考えています。始めた村としての、村

長として、この数字、最初の思いからして多いのか、少ないのかという思いはいか

がでしょうか。

議 長（原 悟郎） 唐木村長。

村 長（唐木 一直） 多いのか、少ないのかという思いであります。ただ、こ

れ、始めての制度でありますので、どのぐらいあるのかなという思いはありました

けれども、数字的に多いのか、少ないのかという、こういうことは余り考えていな

かったところであります。必要な方がサービスを受けて、受けるように申請してい

ただければ、それはそれでよいというふうに捉えておるところであります。

この利用申請者が少なければ少ないほど、そういった部分、必要性がないのかな

という思いもあるところでありますけれども、まだ周知がどの程度されているのか

という、この点も見きわめなければならないというふうに思っておりますので、多

いのか、少ないのかという点につきましては、特別な感想は持っていないところで

あります。周知をしながら、本当に利用を希望する方が受けられるという制度にし

ていくことが大切であるというふうに思っております。

以上です。

議 長（原 悟郎） ３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） それこそ、始まって間もないですから、さらに周知を進

めていくということが大事だなというふうに思います。私も、近くの人と話をして、

こういう事業ができたんだよという話をしているんですけれども、意外と、私は

前々から近所のおじさんがごみ出しするときに、自分のごみを出すときに一緒に持

っていってもらうから、それでしてもらってるんだよとか、そういう形で、まだ有

償のボランティアの制度という部分について理解が浸透していないのかなと思いま

すので、その辺の周知については今後ともぜひ進めていっていただきたいなという

ふうに思います。
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（２）ですけれども、そういうこの制度、より充実していくために、どんな改善

点があるか。事務局の体制は、一部の事業については社協のほうでも担当されてい

ると、それから、役場の住民福祉課のほうでも事務局員が今のところ１人で担当さ

れているというような話であります。より充実していった段階で、こういった事務

局体制が十分であるのかどうか。あと、有償ということに対して、まだ住民の人た

ちが、お金を払ってまで頼むというのもまだまだどういうものかなというようなた

めらいを持っている部分もあると思います。そういった改善をする点、こういった

ところで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） この制度の改善点という御質問であります。

先ほども申し上げましたけれども、今後はさらに高齢化が進んでまいります。そ

れから、核家族化も進んでまいります。そういった状況の中で、利用希望者の増加

が見込まれるところであります。現在33名でありますけれども、さらに高齢化が進

んできますと、この制度というのは重要になってくるというふうに思っております。

現状で申し上げますと、先ほども申し上げましたけれども、ボランティアが不足

している、一部の部分につきましてであります。そういうこともありまして、民生

児童委員や各区長、組長、老人クラブや地区社協等を通じて、利用希望者のいる地

区や組からのボランティアの推薦等をお願いしているところであります。利用者の

近所に居住する方にボランティア登録をしていただければ、これが一番いいことで

あります。サービス提供をお願いしていけるよう、今後も広報や関係機関を通じて、

ボランティアの自立を図ってまいりたいと考えております。同時に、利用希望者に

つきましても周知を図っていきたいと思っております。

先ほども申し上げました除雪に関しましては、人力での対応というのは本当に困

難な状況でもあろうかというふうに思います。この部分につきましては、ボランテ

ィア報酬の単価の見直しを含め、またまっくん除雪隊への協力要請のよる対応も視

野に入れていかなければならないのかなと、こんな検討はさせていただきたいと思

います。

事務局体制の御質問であります。

事業の拡大によりまして、この事務局体制どうなのかという御質問でありますが、

ボランティアと利用者のマッチングにつきましては、現在も、一部は南箕輪村社会

福祉協議会へ委託して実施しております。今後も協力体制をとりながら対応できる

んではないかという判断もしておるところであります。将来的には、地区単位、各

地区、地区で、地域において支え合っていけるような、そんな体制づくりも重要で

あります。そういった体制ができれば一番いいわけでありますけれども、さまざま

な皆さんと意見交換を深める中で、こういったことにつきましては検討していきた

いというふうに考えております。各地区社協の中で、そういった利用申請なり、ボ

ランティアなりのマッチングをしていただけるような体制ができれば、一番理想で
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あります。その体制に持っていけるよう努めていきたいとは思っておりますけれど

も、これはなかなか難しい面もあろうかと思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） 除雪の問題は非常に困難だということで、別の方法でそ

の辺も検討していただきたいなというふうに思います。

あと、ボランティアの登録が不足しているということで、地区の中でボランティ

アの登録が多い地区と、もうほとんどないという地区があるというような話もあり

ます。そういった意味で、最初に答弁でありました、希望者のいるところとボラン

ティアが登録されているところに格差があって、結局、遠く離れてしまうというよ

うなこともあると思いますのでの、この辺もさらに周知なりが大事かなというふう

に思います。

将来的に、地区社協等も通じた地区単位ということで、私も、小さなサービス内

容については地区社協が担当していくという部分も非常に大事かなということで、

そういう意味では、地区社協の体制も、今はほとんどのところで交流事業だとか、

花植えというようなボランティア事業等が主でありますけれども、こうなってくる

と、いわゆる仕事の振り分けとか、そういった部分も必要になりますので、そうい

ったところの支援体制もぜひこれから研究を重ねていっていただきたいというふう

に要請をしながら、この１番目の質問を終えたいと思います。

２番目の買い物弱者の対策であります。

昨年、村議会でも、商工会との懇談会を行いまして、その中でも、近年の買い物

に困っている人たちがいると、村としてはこれからどんなような対応をしていくの

かというような意見も出ました。それから、ＪＡとの懇談会の折でも、ＪＡの中で、

具体的にはＪＡの西箕輪支所の範囲内の中で、軽トラックによる、いわゆる山沿い

のところを移動販売車がいるということで、特に南箕輪としては該当しておりませ

んけれども、そういった買い物弱者という部分で、これからは一つ大きなポイント

になってくるなというふうに思います。

あと、時々話に聞くのは、まっくんバスの時間調整です。今は２台でいます。そ

れから、具体的に言うと、ベルシャインに寄ってくるということで、買い物という

部分についてはある程度解決するということがありますけれども、中にはベルシャ

インに行って、次のバスが来るまでが非常に長いと、お年寄りにしてみると待ち切

れないというような意見もございますが、まっくんバスの時間調整も、２台で回し

てますから、なかなかこれ以上きめ細かに回るというのも大変だなということも考

えられるところであります。

そういった点で、今、具体的には、南箕輪の中込地区に、箕輪の業者が木曜日の

午前９時から９時20分まで移動販売車が来ています。それから、大泉新田のほうに

回っていくということであります。そこに、私も２度ほど買い物をしながら、どん
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な車かを見させていただいたわけでありますが、３トン車を改造して1,800万円か

かったそうです。国の補助金1,000万、町の補助金400万、業者が400万を投資して、

改造して、運営して、ちょうど今ごろですと１年半ぐらいになるそうです。品数に

すると約130品目、トラックの荷台を改造した中に、冷蔵庫を備えて、魚だとか、

肉なども、名古屋から直接安く仕入れて販売していると。そのほかには、乾物、日

用品、お菓子類などもそろえて移動販売をしているということであります。中にホ

ワイトボードがありまして、130品目の中にない部分について、希望品をお客様が

書いておくと、次回また来るときにはそれを届けてくれると、こういうようなお話

でした。回る順序は、今のところ木曜日ですけれども、半年ぐらいでコースを見直

しながらしていくということであります。そういった業者がみずから立ち上げてや

ったこの移動販売車ですけれども、その売れ行きの状況でいくと、意外と町の中で

すね、旧国道沿いの旧市街地、そんなようなところのほうがかえって今売れ筋だと。

郊外のほうは、意外と郊外の人たちというのは、家族がそれぞれ会社に行って、帰

りに買い物して帰ってくるというようなことで、お年寄りと若い人の好みの違いは

あるけれども、買い物の部分については意外と市街地の人たちのほうが困っている

という話を聞いて、この辺について、私も意外な部分を感じたところでありますけ

れども。

かつては、この南箕輪も国道沿い、旧道沿い、各地区に全て八百屋さんだとか、

雑貨屋さんだとか、お魚屋さんは、各地区に１件ぐらいはあったものですけれども、

今はほとんどない。車のある人は、大型店へ行くことができるけれども、車のない

人は非常に買い物に困難だということで、こういった状態は、これからはさらにふ

えていくんではないかなというふうに思います。そういう点で、消費者の皆さんが、

今、何を希望するか、そういったことがこれから出てくると思います。そういう点

で、今すぐ移動販売車をどうするかという問題ではなくて、村としても、この買い

物弱者の対策、それから地域の人たちが買い物に対してどういう考えを持っている

か、こういったことを、希望の調査をして、それから取り組んでいくというような

ことが必要ではないかなというふうに思うところでありますので、村としてこうい

う考えがあるかどうか、調査はぜひしてもらいたいなというふうに思いますけれど

も、その辺のところ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） 買い物弱者の対応をどうするのかという御質問でありま

す。

昨年度、第５次総合計画の策定のために、村民アンケートを行いました。その調

査結果におきましても、買い物の便利さの満足度という評価が最も低い結果となっ

たところであります。しかし、自由に意見をお聞きいただける欄も設けましたが、

その対応策につきましては特に意見はなかったところであります。

アンケート調査の部分で御質問であります。
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御意見をお聞きするということであります。これのみで意見をお聞きするという

ことは大変困難な状況にありますので、現在作業を進めております南箕輪村地方創

生戦略の策定に向けての住民意識調査のためのアンケートを行う予定になっており

ますので、その中で買い物の利便を高めるにはどうしたらよいのかもお聞きしてま

いりたい。その結果を見ながらということになろうかというふうに思います。

先ほどの質問もそうでありますけれども、この問題につきましても高齢化社会に

なればなるほど、買い物弱者への対応というのは大きな課題となってまいります。

今後、地域に出向いての出張販売、必要性が増してくるんではないかなというふう

に思いますし、また一方では、宅配サービスということの必要性も増してくるとい

うふうには思います。今、箕輪の業者が中込地区には出向いての販売をしておると

ころでありますし、最近の新聞でいきますと、辰野町がニシザワと連携をしながら

というような記事も載っておりました。伊那市では、伊那市の町なかの皆さんがそ

んなこともやっておるという記事も見たところであります。そういった民間業者も

出てくることは予想されますので、そういった皆さんに期待を持っているところで

あります。

本来、買い物弱者の直接的な仕事としては、行政の仕事ではないわけであります。

どうかかわっていくか、これは村民生活を守るためにどうかかわっていくことがよ

いのかという模索はしていかなければならない、そんなことは考えております。そ

ういった中で、住民意識調査等を参考にしながら、また検討していくことになろう

かというふうに思います。

本村の中でも、そういった業者が出てきてくれれば一番いいわけでありますけれ

ども、ある業者の会長さんと話をした中におきましては、将来的にはそういうこと

もやっていきたいよというような話もいただいている業者もあるわけであります。

そんな期待も持っておるところでありますけれども、ただ、これからは、いわゆる

出張販売といいますか、地域に出向いての販売と同時に、地域に出向いての販売と

いうのは、そこに行って、車、乗って買い物しなければならないという面もあるわ

けであります。したがいまして、宅配サービスというのが出てくるんじゃないかな

と、今もやっておりますけれども、さらにこの辺は充実されていくんではないかな

というふうに思います。家庭に届けていただくということは、これからの高齢化社

会の中で必要になってくるというふうに思いますし、コンビニ関係でもそんなこと

は始めておるというような報道もあるところであります。高齢化社会になればなる

ほど、みんなで知恵を出し合って、そういったこと、そういった社会になっていく

んではないかなというふうに思います。その中で、行政がどうかかわっていくこと

ができるのか、このことは考えていく必要があるというふうに思っておるところで

あります。

今回の一般質問を見てみましても、本当に生活部門のという部分の質問が多いわ

けであります。行政はどこまでしたらいいのだろうかなという思いもあるところで



１５１

ございます。村民生活を守ることは大切なことでありますけれども、やはり行政は

行政としての限度ということもあるところでございますので、その辺は民間の皆さ

んに担っていただければ一番ありがたいなというふうに思います。このまま世の中

が進んでいきますと、行政が全てをしなくてはならない時代になってしまうのかな

と、そんな時代というのになってまいりたくはないわけでありますけれども、本当

に一人一人のことまで考えていく時代になってきたなということをつくづく今感じ

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） 先ほども話をしましたけれど、意外と市街地、町なかの

人たちのほうが買い物に困っているということで、今、村長の答弁にもありました、

これからコンビニとか、宅配サービスもいろんなことが考えられると思います。

少し前のテレビを見てましたら、新宿区でさえ、少し入ったところでは買い物、

お年寄りが買い物ができなくて、買い物を頼んで買ってきてもらうという、そうい

うのを生業として始まったというようなことで、あの大都会の新宿でもそうなのか

なということですので、私たちがふだん考えているのとは大違いな現場の実態もあ

るというふうに思います。

辰野の話も出ました。辰野も、これは町のほうも業者のほうに依頼をしながら進

めていって、今度、８月から移動販売が始まるというような経過があるそうです。

伊那市でも、町なかを中心にして、車は民間の輸送業者に依頼をして進めていく

ということで、そうしたことが始まってくれば、行政として今どこまでタッチをす

るのかという話もありましたが、そうすれば、行政としても車の改造費だとか、そ

ういった部分について、やっぱり相談に乗っていくということが必要だというふう

に思います。

箕輪の業者にお聞きしますと、県外からも、広島からもそういった視察が来て、

業者の皆さん自体がびっくりをしていると。世の中、全国的にそういったところが

進んできているのかなというふうで驚いておりましたけれども、そういった意味で

は、行政が、これからも生活を安心して暮らすという部分については、何らかの形

でかかわっていかなければならないなというふうに思いますので、ぜひ、そのアン

ケートの結果を見ながら、かかわり方、これからも研究をしていっていただくこと

を要請して、２番目の質問は終わりたいと思います。

３番目の質問であります。

職員全員がユニバーサルデザインを学び、共有して行政に当たってはということ

であります。

ユニバーサルデザインの件につきましては、私も過去に２度ほど、特に大芝高原

でユニバーサルデザインの調査等をしてはどうかという質問をしてきました。今回、

その大芝高原はもちろんでありますけれども、これからの行政を進める上で、ユニ
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バーサルデザインという考えを、行政を進めていく職員の皆さんに勉強していただ

いて、ふだんの行政の中に生かしてほしいなということであります。

ユニバーサルデザインというのは、全ての年齢や能力の人々に対し、可能な限り、

最大限に使いやすい製品や環境のデザインという説明をされているそうです。これ

は、アメリカの建築家で、工業デザイナーのロン・メイスという人が言葉として使

い始めたというふうに言われております。

日本では、今まで、バリアフリーという言葉が最初に使われ始めました。ユニバ

ーサルデザインというのが、そのバリアフリーの延長にあるというふうに理解をし

ている人もいますけれども、ロン・メイスさんに言わせると、いや、そういうわけ

ではないということであります。バリアフリーとは意味が違うと、こういう言い方

をする人もいるそうです。バリアフリーとは、高齢者や障害のある人が、社会とか

かわろうとするとき、それを妨げる障壁、そういう妨げる、これをいわゆるバリア

と、それを取り除くことがバリアフリーということで、先にこの言葉がはやったも

のですから、バリアフリーの延長という解釈をする人もありますけれども、ユニバ

ーサルデザインというのは、もっともっと広い意味でのみんなのためのデザインだ

ということだそうです。

私も、具体的に言うと、それはまだバリアフリーの段階だとか、こういうふうに

言ってます。ここ何十年かの間に、いろんな施設の中にスロープができたり、障害

者トイレができたり、部屋に入るときの段差がなくなったりとか、そういう部分に

ついては、これはまだバリアフリーという段階だそうです。ユニバーサルデザイン

というのは、もっともっと広い範囲だよということで、私もまだまだわかったよう

な、わからんような部分はありますけれども。

例えば、先般、大芝高原のボランティアの会議で、村長も出席されたおりました

中で、みんなの森が今、非常に大きく利用されつつありますが、そうすると、今後

はそこで、例えば、具合の悪い人が出ているかもしれない、そういったときに、み

んなの森の入り口の中に、車が入れないようにコンクリのおもりガードがあるけれ

ども、例えば、救急車両が来たときに、それよりもガードパイプで抜けるようにし

といたほうがいいんではないかなという意見もありました。確かに、そんなような

考えもありますが、これも言ってみれば、まだバリアフリーの段階だなというふう

にありますし、先般、南殿の区民運動会がありまして、小学校のグラウンドの西、

学校のほうへ入っていく道がありますけれども、公道から学校の中に入ってくる段

階で、非常に段差があります。車で行ったときに、すごく横に揺れていますが、い

や、これはなかなか衝撃の大きいところだなというような部分もありますし、せっ

かくガードパイプがありますけれども、そのガードパイプが抜けないように鎖でと

めてあるというようなところもあります。

いろんなところで、少しずつ、みんなで考えを共有しながら、これから行政を進

めていければ、もっと広い意味での安心・安全が生まれてくるかなというふうに思



１５３

いますので、ぜひ、そういった勉強する機会を、村としても、職員の中でも進めて

いただいて、行政を進めていってもらえればいいのかなという提案ですので、この

辺についての村長のお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） ユニバーサルデザインを学び、共有して行政に当たって

はということであります。

まず、全職員意識の共有をという御指摘でありますけれども、職員が、このユニ

バーサルデザインの意識を持ちながら職務に当たることは、本当に重要なことであ

ります。重要な要素でありますので、そういった職務の推進をまた指示していきた

いというふうに思います。

研修を行ってはということでありますけれども、人権研修会等でも、こういった

ユニバーサルデザインに関する研修は行っておるところであります。そんな点は御

理解をいただきたいというふうに思います。

大芝高原や、あるいはさまざまな公共施設があるわけであります。そんな点検も

行いながら、みんなが使いやすい環境整備にはしていきたいというふうに思います。

大芝の話も出ました。小学校の話も出ました。

大芝高原のみんなの森につきましては、出入り口というのは決まっておるわけで

あります。この辺の改善は必要かなというふうに思っております。同時に、私も懇

談会に出席をさせていただきましたが、障害者駐車場のことも言われました。これ、

山﨑議員もおいでになりましたので承知していることと思います。私も、そのとき

は承知しておりませんでしたので、そんなことがあるのかなというふうに思ってお

りましたけれども、駐車場のところに障害者駐車場をつくったじゃないかなという

御指摘をいただきましたけれども、あれは出入り口ではなくて、駐車場を先につく

ったということだそうであります。いつしか出入り口になってしまった、そんなこ

ともあるようでありますので、大芝の公園内の出入り口には、一定の出入り口とい

うのがあるわけでありますので、そこを利用していただくということが基本である

というふうに私自身は思っております。

小学校の話も出ましたけれど、本来、小学校というところは、車で乗り入れると

いう場所ではないわけであります。そういったことも加味しながら、いろんな施設

運営をやっていくことも重要であるというふうに思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） 人権研修でも行っているということであります。それは

それで大事ですので、ぜひ、このユニバーサルデザインという部分を一つ研修課題

に掲げていただいて、毎年新しい職員も入ってきます。ベテランの職員もいますか

ら、そういった中で、みんなが共有できるように、ぜひ、ぜひ、研修、学ぶ機会を

設けていただいて、これから行政に生かしていってほしいなということを要請しな
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がら、私の質問を終えたいと思います。

ありがとうございました。

議 長（原 悟郎） これで、３番、山﨑文直議員の質問は終わります。

以上で、通告のありました９議員の一般質問は終わります。

あす12日の会議は、議事の都合により、特に午後３時に繰り下げて開くこととい

たします。

以上で、本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれで散会いたします。

事務局長（唐澤 英樹） 御起立ください。礼。〔一同礼〕

議 長（原 悟郎） 御苦労さまでした。

散会 午前 １１時４６分
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議 事 日 程（第４号）

平成２７年６月１２日（金曜日） 午後３時００分 開議

第１ 議案の撤回

第２ 請願・陳情の採決（審査結果の委員長報告）

第３ 発議第１号～発議第４号 提

案～採決

第４ 発議第１号～発議第４号 討

論～採決

第５ 継続調査事項の採決
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○出席議員（１０名）

○欠席議員

なし

○説明のため出席した者

○職務のため出席した者

議会事務局長 唐 澤 英 樹

議会事務局次長 城 取 晴 美

１番 加 藤 泰 久 ６番 唐 澤 由 江

２番 小 坂 泰 夫 ７番 都 志 今朝一

３番 山 﨑 文 直 ８番 三 澤 澄 子

４番 丸 山 豊 ９番 大 熊 惠 二

５番 百 瀬 輝 和 １０番 原 悟 郎

村 長 唐 木 一 直 子育て支援課長 有 賀 由起子

副 村 長 原 茂 樹 産 業 課 長 唐 澤 孝 男

教 育 長 征 矢 鑑 建設水道課長 出羽澤 平 治

総 務 課 長 堀 正 弘 教 育 次 長 藤 澤 隆

会計管理者 小 澤 久 人 代表監査委員 原 浩

財 務 課 長 平 嶋 寛 秋 教育委員長 清 水 篤 彦

住民福祉課長 藤 田 貞 文
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会議のてんまつ

平成２７年６月１２日 午後３時００分 開議

事務局長（唐澤 英樹） 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、議案の撤回請求及び意見書案が提出されました。それに伴い議会運営委員

会が開催されておりますので、議会運営委員長の報告を求めます。山﨑議会運営委

員長。

議会運営委員長（山﨑 文直） 議会運営委員長報告をいたします。

本日、議案の撤回請求及び意見書案が提出されたことに伴い、先ほど議会運営委

員会を開催し、次のとおり決定しましたので報告いたします。

議案第５号「南箕輪村村道路線の認定について」を村長より議案の撤回請求が提

出されました。また、意見書案４件が提出されておりますので、本日の会議日程と

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、議案の撤回

請求及び意見書案４件を本日の会議日程といたします。

議案の撤回の件を議題にいたします。

議案第５号「南箕輪村村道路線の認定について」、議案撤回の理由の説明を求め

ます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） 議案第５号「南箕輪村村道路線の認定について」の議案

の撤回をさせていただきたいということで、議長宛てに、会議規則の規定によりま

して請求をさせていただいたところであります。

撤回理由につきましては、当該道路の舗装及び車道境界ブロックに破損箇所が認

められたため、不備があるということで撤回をさせていただきます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ただいまの説明に対し、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。

したがって、議案第５号「南箕輪村村道路線の認定について」、議案の撤回の件

を許可することに決定いたしました。

これから請願・陳情を採決いたします。
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福祉教育常任委員会に付託の請願の審査に関し、常任委員長の報告を求めます。

小坂福祉教育常任委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 福祉教育常任委員会の委員長報告をいたしま

す。

本委員会に付託の請願を審査した結果、下記のとおり決定いたしましたので、会

議規則第91条の規定により報告いたします。

まず、請願第１号「年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運

用に関する意見書（決議）の採択を求める請願」につきまして、当委員会の審査結

果は採択であります。

その審査内容を報告いたします。

まず、審査の月日は６月１日、出席者は紹介議員の唐澤由江議員、また当委員会

の全委員であります。

まず、主な質疑としましては、基本ポートフォリオとは何かと、請願中にある言

葉ですけれど、基本ポートフォリオとは、長期的な観点から、安全かつ効率的な運

用を行うため、各資産を組み合わせた資産構成割合。続きまして、請願中に、年金

保険料の納付率は60％前後で推移とあるが、当村の現状はという質問に対し、平成

27年４月１日現在、この村の人口が１万5,058人、20歳から60歳未満の8,319人のう

ち、国民年金加入者は2,742人、平成25年度末、年金の納付率は66.9％、納付免除

者は605人とあります。

討論ですけれど、国民年金制度は、民間のものよりはるかによく、この制度を守

るため、ずさんな運用をせず、確実な管理運営を求めるなどを理由に、委員４人全

員が採択ということで、当委員会で採択という審査結果を出しました。

続きまして、請願第２号「「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める請願書」

につきまして、当委員会の審査結果は採択であります。

審査の内容は、まず、審査の月日は６月１日と８日です。出席者は、８日の日に

来ていただきましたけれど、請願者の南箕輪村公立学校教職員組合執行委員長の加

室優氏、また紹介議員の山﨑文直議員、そして当委員会全委員の出席であります。

請願者から、まず、南箕輪村は教育に手厚い配慮があり、この請願はあくまでも

国に対するものであり、この南箕輪村にも御協力いただきたいと注釈がありました。

国庫負担が少なく、長野県の持ち出しやこの村の加配等に頼る結果、十分な正規職

員が足らずに、臨時講師等で補うものの、例えば、事務分掌は正規職員に負担が重

くなっているなどの説明がありました。

主な質疑としましては、以前の請願、毎年この請願は出ておるんですけれど、以

前の請願にあった旅費や教材費の復元を求めるものがないのは、なぜないのかとい

う質問に対し、国庫負担復元に重点を注ぐためとの答え。また、ほかの自治体の実

情はという質問で、学校が小規模で学校数が多いところでは、加配や支援員が複数

校をかけ持ちで回ることも多いと。
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討論の内容としましては、まず採択が３人であります。教育予算は持続的に国が

責任を持つべきものという理由で採択３人でありましたが、趣旨採択が１人、国は

教育以外にも均衡を持った地方への財源振り分けが必要という意見でありました。

委員会としましては、採択３人ということでの審査結果は採択であります。

続きまして、請願第３号「国の責任による35人以下学級推進と教育予算の増額を

求める意見書提出に関する請願書」、当委員会の審査結果は採択であります。

審査の月日は６月１日と８日の日であります。８日の日には、請願者の先ほどの

同執行委員長、加室優氏、また紹介議員、山﨑文直議員と全委員の出席で、請願者

から、日本では、人口減少で子供の数も減り、また教師も退職していくと、そのま

ま教育に関する予算が減らされがちだが、当南箕輪村ではほぼ35人以下学級で、児

童一人一人の成長を見られているのではないかと。また、請願書内にありますＯＥ

ＣＤ諸国との比較では、日本は、一つの学校規模が大きく、１クラスの生徒数もＯ

ＥＣＤの中では最上位にあると。また、教職員の給与は最下位であるという説明が

ありました。

主な質疑としまして、複式学級はこの村にはないがという質問に対し、本来、音

楽、理科、家庭科などの専科が担任を持たないわけでありますが、こういった場合

も、専科に充てたい先生が担任に充てられることもあるそうです。また、一つの学

校で、学級数の担任が１人ずついれば、学級数の分だけ先生がいれば、足りるんじ

ゃないかと誤解されますが、研修や休暇時にほかの先生が当たる必要があり、そう

いった人数では足りませんと。また、35人学級と45人学級との違いはということで、

日中は全生徒に果たして目が行き届いているか、40人にもなると目が行き届いてい

るかが心配であり、また５人の違いではあっても、例えば、日記や通知表など、事

務処理量はふえまして、残業や持ち帰りにつながることもあるということでありま

す。

討論といたしましては、採択が３人、その理由は、長野県が35人以下学級を実施

していることがすばらしいのであって、国の責任でこれを行うべきだと、当村でも

臨時職員加配を充てているわけですけれど、正規職員に負担がかかっている現状は

改善せねばならない、こういった理由が述べられました。趣旨採択は１人でありま

して、国会財政の現状を見ると、いたし方ないのではないかと。

委員会の審査結果としましては採択といたしました。

続きまして、請願第４号「地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求

める請願書」につきまして、当委員会の審査結果は趣旨採択であります。

審査の月日は６月１日と８日の日で、８日の日には、紹介議員の百瀬輝和議員、

また全委員の出席で、紹介議員から主な説明は、国保の国庫負担減額調整措置、い

わゆるペナルティーが足かせとなっているので、見直しの検討をしてほしいと。

討論としましては、採択が２人、窓口を無料化しても、例えば、余計に医者に通

うようなことなどあり得ない。ペナルティーは撤廃すべきだという意見がありまし
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た。また、趣旨採択が２人、ペナルティーはなくすべきだが、国保財政が当村でも

大変厳しい中、窓口無料化を進めるのは財源の問題としてもいかがなものかという

意見があり、委員長の趣旨採択により、当委員会の審査結果としましては趣旨採択

と決しました。

以上で、委員長の報告を終わりにいたします。

議 長（原 悟郎） これから、委員長報告に対する、請願第１号「年金積立

金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関する意見書（決議）の採

択を求める請願」の質疑を行います。

質疑はございませんか。

５番、百瀬輝和議員。

５ 番（百瀬 輝和） ５番、百瀬輝和です。

済みません。年金積立の安全かつ的確に運用する意見書の今報告があったんです

が、この運用状況なんかはしっかりと調べて、検討をしてきたわけですかという質

問ですが。

議 長（原 悟郎） 小坂委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 運用状況といいますか、基本ポートフォリオ

で定める資産構成割合ということで、この請願書内にもあります年金積立金管理運

用独立行政法人の報告書によるところの国内債券、国内株式、外国債券、外国株式

の現在の比率や、またしばらく前の比率等を調べて、実際には外国株式、外国債券

がふえつつある危惧について、調査した上で審査いたしました。

以上です。

議 長（原 悟郎） よろしいですか。

ほかに質疑はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

大変、御熱心に委員会をやられた形跡が伺えますが、年金の中に国庫負担分とい

うのがあるわけです。この辺について、これは平成12年に、多分、国会で決まって

いると思いますが、基礎年金の国庫負担がどの程度年金に入っているのか、そうい

ったことも議論されましたでしょうか。

それから、一口に年金といっても、共済年金と厚生年金が確か統合されたと思い

ますが、そういった議論がその中でされておったかどうか。

以前は、基礎年金の国庫負担は３分の１でありましたけれど、その後、変わって

いるかと思いますが、その辺について御見識をお伺いいたします。

さらに、この日本の公的年金制度は積立方式と賦課方式があるわけですが、現在、

この基礎年金、公的年金の基本となる方式は、積立方式なのか、賦課方式なのか、

その点についても御議論なされたのかどうか、その点についてお尋ねをいたします。

とりあえず、そこをお尋ねいたします。
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議 長（原 悟郎） 小坂委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 当委員会の審査の経過と結果に対する質疑だ

と思われます。当委員会の審議に当たりまして、今、大熊議員さんから質問されま

した国庫負担について、共済・厚生年金について、基礎年金については、審議の内

容では上がっておりません。

以上です。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） これは請願書になっておりますので、紹介議員にお尋ね

をしたいと思うのですが、よろしいでしょうか。

議 長（原 悟郎） それはできません。

９ 番（大熊 惠二） そうしましたら、なぜ、そういう問題がこの委員会の中

で出なかったのか。それがないと、ただ上っ面の審議ということになって、年金本

来の問題にメスが入らないということになると思うんです。ただ、一般的にこの請

願書を見ますと、要するに、株式の運用をやめるべきだという上っ面の請願書にな

っております。ＧＰＩＦの話もありますが、そういう上っ面のことだけじゃなくて、

要するに、年金というものがどういう組み立てででき上がっているのか、その基本

をやはりもう少し勉強していただかないと、ただ単に、株式の運用をリスクが多い

からやめるべきだと、平たく言えばそういう意味でありますけれど、その辺につい

ての議論がなかったのは大変残念なことであります。一生懸命勉強された形跡はあ

りますが、肝心の年金の仕組みそのものに議論が及んでいないというところは、い

ささか軽い議論であったなと思うわけですが、委員長の見解をお尋ねいたします。

議 長（原 悟郎） 小坂委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 私としましては、委員長の報告としまして、

審査の中でそういったものが議論に上がらなかったということだけ申し上げます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございませんか。

〔質疑なし〕

議 長（原 悟郎） これで質疑を終わります。

請願第１号の討論を行います。

討論はございませんか。

百瀬議員、反対ですか。

それじゃあ、５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 私は、この年金運用についてなんですが、「日本再興戦

略」改訂ということで昨年の６月24日に行われているんです。これ、リスク、初め

あったんだと思います。初めは、これ、国がやっていたことなんですけれども、そ

れをここの年金運用のＧＰＩＦに任せて、リスクを伴わずに年金を継続してやれる

方法ということで取り組んでいるところです。
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昨年の運用益、先ほど聞いたんですが、正確な答えが出てこなかったものですか

ら、昨年は運用資産が137兆358億円ということになっております。実績の収益が47

兆9.093億円です。

そういう中で、やはり法律があるんです。国民年金保険法、厚生年金保険法の中

にも、この運用については具体的に書いてないんですが、その文面からいくと、や

はり国民に安定した年金を与えられるようにしていかなければいけないという法律

です。

その中で、支給する部分は保険料税の収入と税金から今賄っております。年金の

今、運用している部分は、この積立部分を運用して行いましょうというふうになっ

ております。その中のＧＰＩＦが行って、この見直し、昨年の見直しの中で、リス

クを伴わないインフラ投資への開始、パッシブ運用だとか、株式インデックスの採

用だとか、日本版スチュワードシップ・コードの受け入れだとかいうものを着実に

して、そのリスクを減らしながら、どう年金を持続させていくかという取り組みを

やっている中の運用ですので、そのリスクについても、1.7％というような数値を

決めて、見直しをして、先ほど言った基本ポートフォリオを見直しされて、今運用

しているわけです。ですから、私は、このことについては、やはり運用をしていく

べきだろうなという意見で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。

賛成討論はないですか。よろしいですか。

９番、大熊議員。反対ですか。

９ 番（大熊 惠二） 反対です。

賛成討論がありませんので、反対討論をさせていただきたいと思います。

先ほども委員長報告に対する質疑をさせていただきましたが、先ほど質疑の中で

聞くのを忘れましたが、グリーンピアという問題、どういう問題だったのかなと、

はるか以前の話ですので、よく忘れかけていたことが幾らか、こういう事件だった

なと、こういう案件だったなというのを思い出しているところでありますけれど。

つい最近では、３年前でしょうか、ＡＩＪという投資顧問会社が約2,000億円とい

う年金基金を受託運用していたわけですが、これがほぼゼロになってしまったとい

うことで、大きな社会問題となっております。被害者は88万人と言われているわけ

ですが。

そういう中で、先ほども委員長報告に対する中で、以前は国庫負担が３分の１で

ありましたけれど、現在は２分の１が国庫負担となっております。そして、積立方

式、賦課方式ということでありますけれど、現在の日本の公的年金制度は賦課方式

を基本としてやっているというのが実態でございます。その中で、一定のリスクが

あるものの、本体に及ばない中で運用を高めていくという、安全面も当然年金機構

として持っているわけでして、これらをただ株式の運用が危ないからというだけじ

ゃなくて、今は御存じのように株式も２万円台を超えて、本日も２万円を超えて、
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朝方マイナスでありましたけれど、もうきょう３時で終わりましたけれど、多分、

幾らかのプラスで終わったのかなと推測するところでありますけれど。やはり、絶

えず、こういうポートフォリオでバランスシートを見ながら運用していくという、

この今のＧＰＩＳのやり方は、私は、当然、国の経済のために株を買うということ

ではなくて、やはり資産を多面的に運用することによって安定した年金を支給して

いくというのが、もう、はなから損をするという発想からスタートしているわけで

はなくて、やはりそういったことを織りまぜながら運用していくというのが、ひな

形の意見書の中にもステークホルダーとありますが、これは利害関係を調整する関

係者ということです。それで、この利害関係者の中には、投資家がおり、なお債権

者がおり、消費者がおり、社員がおり、それから地域の住民、またはＮＰＯなども

含めて、これらを総括してステークホルダーというふうに言われております。これ

らがしっかり機能して、初めて安定した年金が安定的に支給されるということだと

思います。

したがいまして、この株式をもう最初からリスクありというふうに決めつけてい

くという発想は、ちょっと、いささか時代おくれの感があるなと思います。そうい

う意味で、こういう一方的な考え方に立っての意見書については、反対せざるを得

ないというのが私の考え方であります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかにございませんか。

〔討論なし〕

議 長（原 悟郎） これで討論は終わります。

請願第１号を採決いたします。

この請願に対する委員長の報告は採択です。この請願は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（原 悟郎） 起立多数です。

したがって、請願第１号「年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確

実な運用に関する意見書（決議）の採択を求める請願」は、委員長の報告のとおり

採択することに決定いたしました。

委員長報告に対する請願第２号「「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める請

願書」の質疑を行います。

質疑はございませんか。

５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） ５番、百瀬輝和です。

済みません。これ、毎年、南箕輪村の教職員組合から出てきております。その中

で、この国庫負担の２分の１から３分の１になった三位一体改革の中でなってきた

という流れなんですが、その件の話し合いはどんなふうだったんでしょうか。
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議 長（原 悟郎） 小坂委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 話し合いというのは特になく、ここの請願理

由にもあります、2006年に以下書いてある事実、また全委員の自分たちの認識の中

で検討・審議したということであります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊です。

先ほど委員長報告の中には出ておりませんでしたが、この請願理由の頭の部分で

ありますけれど、義務教育の無償化は憲法の規定されている大切な原則ですと書い

てありますが、ここに憲法という言葉、これは枕言葉ではなくて、これ、紹介議員

は当然こういう見識があって紹介をされていると思いますが、委員会の中で、憲法

の何条にこういうことがあるのか、委員会の中で出たか、出ないか、御理解をいた

だいているかどうか、その辺についてお尋ねをいたします。

議 長（原 悟郎） 小坂委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 委員会の中の審議には出てきておりません。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございませんか。

〔質疑なし〕

議 長（原 悟郎） これで質疑を終わります。

請願第２号の討論を行います。

討論はございませんか。

百瀬議員、反対ですか。

５ 番（百瀬 輝和） 反対です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） ５番、百瀬輝和です。

毎年、私は、これが出てきて、反対討論をさせていただいているんですが、教育

費を減らしていいという考えではないんです。なぜ、この国庫負担が２分の１から

３分の１になってきたか。また、その教育の現場は、今、大変な状態になっており

ます。その中で、文科省もいろいろ考えながら、教員の数をふやしたり、補助員を

ふやしたり、教員体制をどうしていったらいいのか、子供たちのいい環境をどうし

ていったらいいかということで、27年度も文科省には予算をかなりつけて取り組ん

でいただいております。

その中で、国庫負担制度、毎年、これは出てきている問題なんですが、早く言え

ば、先生のお給料をちゃんと国で責任を持って確保しろよということだと思います。

ただ、その中で、なぜ、この三位一体改革がされ、３分の１になってきたかとい

う流れなんです。国の方策として、これに取り組んできたわけです。国のやはりひ
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もつきになっていたところが、地方に財源移譲して取り組む流れの中で、総額裁量

制が導入されて、教員の数もその地方によってふやせるようになってきたという流

れです。

また、この６団体の請求は全額を地方に財源移譲しろというような意見も出てき

ていて、47都道府県の知事会がそういうことを言っていたわけです。ただ、それだ

と、やはり義務教育の差が出てしまうということで、いろいろ検討してきたわけで

す。中央審議会の中で検討をしてきて、結果として３分の１、国で保証しましょう、

あとは地方でお願いしますということで財源移譲して、地方に合った教育をきちん

としていただきたい。それは、閣議決定をされて、約束をされているわけです。

そういう中で、やはり教育現場の今置かれている状態が、この国庫補助制度を２

分の１に戻せということでいいのか、どうなのか。また、南箕輪の議会として、こ

れを毎年、毎年採択して、国へ上げることが意義があるのか、どうなのかというの

を私は疑問に思います。

教育現場、非常に、文科省のことしの取り組みを見ていただいてもわかりますけ

れども、きちんとやはり取り組んでいただいていると思います、私は。そういう中

で、じゃあ、足りない部分は何なのかということで上げていくべきじゃないかなと

いうことで、私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。

賛成ですか。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

今、百瀬議員が言われた、地方に裁量が任されて、交付税としておりてきている

ということでありますけれども、先生の御説明でもありましたけれども、地方で財

政力が豊かなところはいいですけれども、交付税総額そのものが減らされておる状

況の中で、この部分が教育の部分だというところがはっきりしない中で、財政力の

弱いところは、その部分も含めて、ほかの財源に回されるという可能性もあります

ので、本来なら、きちんと教育費として出すべきものではないかというふうに思い

ます。

ちなみに、今、大熊議員の質問のありました憲法の問題でありますけれども、教

育を受ける権利、教育を受けさせる義務、第26条の２項であります。「すべて国民

は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を

負ふ。義務教育は、これを無償とする。」というふうに書いてありますので、よろ

しくお願いいたします。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

９番、大熊議員、反対ですか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊です。
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「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める請願書について、反対討論をさせて

いただきます。

さすが、８番、三澤議員だなと思いまして、憲法のこの26条、１項では教育権を

うたっており、２項では無償をうたっているのが、この憲法の中身であります。さ

すが勉強されているなと思って、感心をいたしました。

ただ、国のプライマリーバランス、そういったことを今、国では、借金を何とか

バランスがとれるようにやっていこうと必死になってやっているわけですが、今度

も大枠で、少子化に伴い、教員の数を減らしていかざるを得ないという国会の考え

方も報道されているところでありますけれど、こういうものを、３分の１を２分の

１に戻せという要求はわからないでもない。何でも多くくれればいいんですが、片

やで、消費税の負担は相ならんと、声高に言いながら、こういったものではおねだ

りをするという、この要求をするという、非常に日本国民としてアンバランスな考

え方、無造作に、無尽蔵に穴を掘れば、財源が出てくるものではありません。そう

いった中で、国としても、財政の問題については先進国の中で一番大きな借金を、

今1,000兆円を超える状況になっているということを考えますと、やはり我慢する

ものは我慢し、その中で効果を上げる施策をとってくというのが、これからの知恵

であります。何でも行政に要求をすれば、国に要求をすれば、県に要求をすればと、

こういうものが余りにも最近乱れております。そういった中で、こういうものをき

ちんと見据えて、我々は行動を起こしていかなければならないという観点から、こ

の負担制度に反対をするものであります。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

〔討論なし〕

議 長（原 悟郎） これで討論は終わります。

請願第２号を採決いたします。

この請願に対する委員長の報告は採択です。この請願は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（原 悟郎） 起立多数です。

したがって、請願第２号「「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める請願書」

は、委員長の報告のとおり採択することに決定いたしました。

委員長報告に対する請願第３号「国の責任による35人以下学級推進と教育予算の

増額を求める意見書提出に関する請願書」の質疑を行います。

質疑はございませんか。

５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） この35人学級と複式学級というのが書かれているんです

が、今、国の中の各都道府県の現状はどんなふうか、検討されましたか。

議 長（原 悟郎） 小坂委員長。
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福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 当委員会の審議では、南箕輪村には複式学級

はないということで、あとはここに書いてあるとおり、あるいは全委員の認識のと

おりであります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに質問はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

委員会の中での審議の中で、かつては45人規模学級から40人になって、それで今

度35人ということですが、これらにだんだん変遷をしてきた歴史というものが委員

会の中で話し合われたかどうか。そういったものがきちんと話し合われて、なるほ

ど、現在こういう状況になっているんだなという御理解があっての委員会審議であ

ったかどうか。その辺について、お尋ねをいたします。

議 長（原 悟郎） 小坂委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 当委員会としましては、まず、当委員会の構

成する委員も、年齢、世代、それぞれですし、また、請願者の加室先生ですか、加

室先生自身の経験も含め、大熊議員がおっしゃった45人とか、つまり過去において、

もっと人数の多かった時代の教育についての認識や、それぞれの感想的なものは、

審議の議題に上がりつつ、現在の問題について話し合ったというところです。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊です。

そういったことが、45人から40人になったということが上がりつつという、ちょ

っと、その辺の意味が理解できませんが、紹介議員もおりますので、その辺を紹介

議員に尋ねることも十分委員会の中でできるわけですから、そういうことをやらな

かった。紹介議員は、十分こういったことを踏まえて、理解をされた上で、見識を

持って紹介議員になるわけですから、その辺の委員会としての紹介議員を呼んで聞

くと、そういったことができなかったのかどうか、お尋ねいたします。

議 長（原 悟郎） 小坂委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 当委員会としましては、先ほど申しましたけ

れど、請願者も含め、また全委員の経験の中で、生徒数が少なくなってきている実

情を知り、また現代の教育の状況において、この人数等についての審議をいたして

おります。紹介議員に対して、あえて質疑、あるいは問いただすようなことはあり

ませんでした。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございませんか。

〔質疑なし〕
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議 長（原 悟郎） これで質疑を終わります。

議案第３号の討論を行います。

討論はございませんか。

百瀬議員、反対ですか。

５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） 済みません。この件も毎年、教職員組合から出てきてお

ります。その中で、いつも言わせていただいているんですが、35人学級、全国を見

ても、平均数でいくと、そこを超えている県はほとんどありません。実態はどうか

がわかりませんが、資料、私の見た中では、35人以下に平均値はなっているという

ことです。少子化が進む中で、やはり、まだほかに考えていかなければいけない教

育現場の実情があると思います。そういうところをやはり請願として出してくるべ

きだろうなと思います。

あと、複式学級についてなんですが、複式学級が必ずしも悪いわけではありませ

ん。いいところもかなり多くあるということです。地域と、やはり根差した教育が

できるだとか、悪いところは先生の質の問題なんです、複式学級になった場合に。

あとは、人数云々よりかは、複式学級のほうが子供たちが地域に根差したり、教育

力も上がるというような報告も出ております。

そういう中で、やはりこの請願について、南箕輪村の議会として取り上げる、や

はりもう少し全国的なものを見ながら、研究していくべきではないかという意見で

反対させていただきます。

議 長（原 悟郎） 賛成討論はございませんか。

６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） ６番、唐澤です。

やはり、南箕輪村というか、長野県知事、県の配慮があって35人以下学級になっ

ているという、すばらしい実態をやはりアピールし、南箕輪村は加配をつけたり、

支援員がいたりということで、子供たちのためにこういった状況をやはりアピール

することも大事かと思います。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

大熊議員、反対ですか。

９ 番（大熊 惠二） 反対。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

長野県内においては、もちろん、これクリアをしておりますし、今、６番議員が

言ったようなことで、長野県内ではいいわけですが、これは何年か前だったですか、

阿部知事になりましてから、長野県は中学１年生をやり、そして２年生については

知事は触れられておらなかったわけですが、大変、本村でも、唐木村長も２年生や

ってくれるのかなと、やってくれんと困るなと、こういう心配をしていたのを、確
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か、私、家におりながらお聞きしたようなことがありました。今、中学３年まで、

これができているわけですけれど。

これは変遷をたどってまいりますと、学級規模の縮小というのは45人から40人、

そして1980年度以降、31年ぶりに改革がなされてまいりました。これは、民主党が

2009年に政権をとりまして、そこの少人数学級と実現、こういったことでマニフェ

ストという言葉がはやりましたが、このマニフェストを上げて、民主党政権がスタ

ートいたしました。中身は、８年間をかけて少人数学級に進んでいくんだというこ

とでありましたけれど、残念ながら財政が思うようにいかないと、財政難であると

いうようなことで、特例的な教員をもって、今現在、確か小学校２年生までだった

んですかね、１年生ですか、確か２年だと思いましたが、１年ですか、やっている

わけですね。特例的な処置で。これは、法改正が財源が伴うものですから、なかな

か行えないという実態がございます。

したがいまして、やはり、これらも財源の問題で、長野県はやっているわけです

けれど、これ、非常に県も努力をし、それから中学１年生でも始めたものですから、

大変、77自治体の首長の皆さんも、ぜひ、それは引き続きやってほしい、そういう

強い要望で長野県がそれに応えているということだろうと思いますけれど。

この民主党政権のマニフェストによって、こういう35人規模学級というふうにな

ってまいりました。これは、財源が伴えば、当然、国としても８年かけてやってい

こうということで、民主党政権のときに決めているわけですから、これをやってい

くのが筋だと思いますが、財源がそれに伴っておらないという実態を踏まえますと、

何でもこういうものをねだればいいんだということじゃなくて、さらに他県におい

ても、長野県を見習って、どこをどういうふうに工夫すれば、こういう財源が生ま

れてくるのか、それらも検討していただきながら、自助努力といったことも各自治

体に求めていくべきだというふうに私は考えるところであります。

趣旨としては、決して悪い制度ではなくて、いいことだろうと思いますが、先立

つものがなければ、幾ら言ってみても始まらないと。何でも国へ上げればいいんだ

という発想、これはぜひ紹介議員も含めて、こういう自分を支持してくれた団体を

応援するような紹介はやめてほしいと、こういうお願いであります。

以上をもちまして、反対討論といたします。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

〔討論なし〕

議 長（原 悟郎） これで討論は終わります。

請願第３号を採決いたします。

この請願に対する委員長の報告は採択です。この請願は委員長の報告のとおり決

定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（原 悟郎） 起立多数です。
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したがって、請願第３号「国の責任による35人以下学級推進と教育予算の増額を

求める意見書提出に関する請願書」は、委員長の報告のとおり採択することに決定

いたしました。

委員長報告に対する請願第４号「地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直

しを求める請願書」の質疑を行います。

質疑はございませんか。

５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） ５番、百瀬輝和です。

済みません。趣旨採択ということで委員長報告があったんですが、この減額調整

措置について話し合いをかなりされたと思います。私も紹介議員になっているんで、

説明もしていったのが、説明も不十分な面がありました。

その中で、国庫負担の法律が見直されて、改正されて、今回の国民健康保険法の

中で、安定的な持続可能な制度にしていかなければいけないというところの部分で、

どんなふうな議論がされたのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

議 長（原 悟郎） 小坂委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 当委員会としましては、まず、参考といいま

すか、事実としまして、昨年、この議会、またこの福祉教育委員会に付託された、

医療費窓口無料化を県に求める陳情が上がってきて、委員会としての審議結果、あ

るいは議会として不採択という結論を出しました。その請願は、医療費窓口無料化

を求めるものですけれど、今回の国保の減額調整措置につきましては、紹介議員に

申し上げるのも釈迦に説法でございますけれど、その医療費窓口無料化も一つとす

る国保の国保負担減額調整措置、いわゆるペナルティーの問題について審議しまし

たので、どうしても窓口無料化に関する考え方も、委員会の構成員の皆さんとして

は、そこを気にする委員もおられたのかなと、そういう意味での趣旨採択という、

数字的な、採択２人、趣旨採択３人というような審議結果でありました。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

委員会審議の中で、先ほど委員長報告の中で、窓口を無料化したから患者がふえ

るわけではないと、こういう議論もなされたというふうに聞いておりますが、実態

とか、そういったことが話し合われたのかどうか。今、国を挙げて、医療費の抑制

という大きな流れが出てまいりました。医薬品にしても、ジェネリックを大幅にふ

やすというようなこと。それから、今、社会問題にもなっておりますが、救急車を

タクシーがわりに使って、病院へ駆け込むというようなこと。いろいろ、そういう

モラルの問題も含めて、本当に救急車が必要だったのかどうかというような議論も

出ているところであります。そういったことが、もろもろ、この医療費に関して、
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国の抑制の方式とあわせて、そういった議論がどの程度できたのか、再度お尋ねい

たします。

議 長（原 悟郎） 小坂委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 委員長報告の中でも申し上げましたが、まず、

大熊議員がお聞きになった、正直、窓口を無料化しても、医者に通うのがふえない

とか、そういう御意見を言われた委員さんはおりますけれど、実際に、じゃあ、そ

れがふえるか、ふえないかの数的なもの、統計的なものを審議の中で調査したり、

求めたりはしておりません。それで、また、つまり無料化しても医者に通う人がふ

えるわけではないという意見を持つ委員さんもおられれば、また、現状、いうまで

もありません、この南箕輪村の国保財政が厳しい中で、果たして窓口無料化を進め

て、大熊議員さんも懸念される、医療費自体への影響というのを懸念している委員

さんがおられた、はっきりした発言がちょっと今、思い出せませんけれど、そうい

ったものを気にする中での医療費無料化を即進めるのはどうだろうという意見もあ

りつつ、ペナルティーはなくすべきだが、窓口無料化に直結することはどうなんだ

ろうという意見がありました。医療費のことを気にしておられる委員もおられた上

での審議だったと思います。

以上です。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） もう一つ聞いておけばよかったんですが、参考までに、

本村の現在、国保の現状です。応能と応益がありますが、これの割合が話に出まし

たでしょうか。また、理解をされておりますでしょうか。

議 長（原 悟郎） 小坂委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 審議の中では、過去、私も議員経験はありま

すので、応能、応益の話が出ることもよくあったかと思います。当委員会の審議の

中では、応能、応益の率について、調査も、また討論、意見の交わし合いもありま

せんでした。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございませんか。

５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） ５番、百瀬です。

済みません。先ほどの委員長報告の中の窓口無料化という話が出たんですが、今

回の請願については、窓口無料化ということではないんです。国が、ちゃんと国保

負担調整措置の見直しだとか、地方から、今、高齢化が進んでる中の医療費の中で、

乳幼児医療に対して、国がしっかりとした方向性を持ってもらいたいという、地方

単独事業で今行っている部分について、しっかりとした方向性を出していただきた

い。窓口を無料化にするのは、各自治体で考えていくことでありまして、国が減額

措置しているためにできないということで昨年は議論してきたと思いますけれども、
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今回の場合は、窓口を無料化にしろということではなくて、国がしっかりとした方

向性を持ちながら、この医療の問題、医療の現場の問題を検討していただきたいと

いう請願になっているので、そこら辺については、少し、ちょっと勘違いがあるん

じゃないかなと思いますが、委員長、どうでしょう。

議 長（原 悟郎） 小坂委員長。

福祉教育常任委員長（小坂 泰夫） 当委員会の審議の内容の報告としましては、

百瀬議員さんおっしゃるように、窓口無料化のことが関連しておるので、私の報告

としましても曖昧になっている点はあろうかと思いますけれど、基本的に委員会で

審議したのは、減額調整措置のあり方について、採択が２人で、趣旨採択が３人で

あったと、そういう事実であります。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございませんか。

〔質疑なし〕

議 長（原 悟郎） これで質疑を終わります。

請願第４号の討論を行います。

討論はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） 反対討論をさせていただきます。

これ、今まで特定政党から、割とこういったものが今まで出ておりましたが、国

保も今度、今年度というか、今開かれている国会の中でも、全国的に平成18年から

だったですかね、国保の運営母体が今度、都道府県ということになります。2018年。

ですから、そういった意味でも、すぐそこまで来てますので、今度、村自体で云々

ということじゃなくて、非常に小規模自治体にとっては渡りに船だと思いますし、

財政力の豊かなところはちょっとペナルティーみたいなものがちょっと多くなるな

と思うわけですが、77市町村が一斉に、国保は県に移管をしていくと、こういう体

制が決まりました。

だから、そんな中で、こういったものを進めるというのは、確かに窓口が無料に

なるというのは、いとも簡単にかかって、そこでお金を払わずに帰ってくるという

ことですけれど、本当にちょっとした、うがいでもすればいいやつをお医者に飛ん

でいってしまうというような軽い気持ちで、そういう患者がふえるということも事

実あるようですし、その点を考えて、それぞれの自治体でペナルティーも科せられ

るので、その無料化についてはやらないということで、かかった人は後から、本村

の場合でいえば、ゼロ歳児から高校生までが今、無料化になっているわけですから。

そういう中で、後から申請をする、そのための手数料が幾らかかるとか、何とか、

それは多少のことはやむを得ないということで、どうしてもそれで生活がやってい

けないといったら、また相談を窓口ですればいいことであって、何でもかんでもか

かったら、そこでその場でただだというような安易な、最近の政治は何でもただ、
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ただ、もらうとか、ふやしてもらい、そして消費税は上げると言えば、もう大反対。

もう、最近の日本国民はおかしくなっているんじゃないかというぐらい、おねだり

構造が蔓延しておって、非常に私は日本の将来に危機感を覚えます。

そういった点で、この医療費の問題についても、ペナルティーが科せられるわけ

ですから、反対をさせていただきます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

〔討論なし〕

議 長（原 悟郎） これで討論は終わります。

請願第４号を採決いたします。

この請願に対する委員長の報告は趣旨採択です。この請願は委員長の報告のとお

り決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（原 悟郎） 起立多数です。

したがって、請願第２号「地方単独事業に係る国保の減額調整措置の見直しを求

める請願書」は、委員長の報告のとおり趣旨採択とすることに決定いたしました。

続いて、総務経済常任委員会付託の請願・陳情の審査に関し、常任委員長の報告

を求めます。

百瀬総務経済常任委員長。

総務経済常任委員長（百瀬 輝和） 総務経済常任委員会に付託された陳情の審査

について、結果を報告いたします。

陳情第１号「「非核平和村宣言」に反する集団的自衛権の行使にもとづく安保関

連法案に反対の決議を求める陳情」、これについては、話し合いの結果、継続審査

となりました。

陳情第２号「「安全保障関連法案の慎重審議を求める意見書」の提出についての

陳情書」、これについても継続審査ということになりました。

以上で、委員長報告を終わります。

議 長（原 悟郎） 総務経済常任委員会の報告については以上のとおりであ

ります。

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「年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確実な運用に関

する意見書」を議題といたします。

職員に議案を朗読させます。唐澤事務局長。

事務局長（唐澤 英樹） 朗読

議 長（原 悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。

６番、唐澤由江議員。

６ 番（唐澤 由江） ６番、唐澤です。



１７４

発議第１号について趣旨説明をさせていただきます。

公的年金の規模と役割ということで、公務員の共済年金を含む公的年金制度全体

の財政状況については、2014年度予算ベースで、保険料34.3兆円に対し、給付は

53.9兆円、国庫負担は11.8兆円となっております。足りない分を年金積立金154.5

兆円を運用して賄っております。そのうち厚生年金、国民年金の年金積立金、約

130兆円を管理・運用しているのが年金積立金管理運用独立行政法人、ＧＰＩＦで

あります。

公的年金制度について、2004年改正で、保険料収入、積立金、国庫負担からなる

収入が固定され、その上で、100年安心の年金をうたい文句にしております。しか

し、向こう100年を見通すことなど不可能であります。

今回は、アベノミクスを意識した内閣府試算が大もとになっておりまして、今後、

バブル期のような成長が永遠と続くシナリオが描かれておりますが、あり得ないよ

うな賃金上昇率や長期金利の設定となっております。政府が日本戦略、再興戦略な

どで、厚生年金保険料等の趣旨を逸脱し、専ら被保険者の利益のためではなく、経

済成長のために運用の見通しを掲げられていることが問題であります。

内容は、これまで安全とされてきた国内債券の比率を大幅に引き下げる一方、国

内外の株式の比率を大幅に引き上げ、リスクが高いということなんです。リーマ

ン・ショック時の損失をはるかに上回るポートフォリオ、資金構成割合であること

は明らかであり、国民は、受給額削減という大きなリスクを抱えております。当初

より、複数の専門家が、１年間の保険料水準に匹敵する30兆円規模の損失が生じる

可能性があると指摘されておりました。しかし、政府は明言せず、2014年12月22日、

ＧＰＩＦの議事要旨の公開で、ようやく明らかになっております。

ガバナンス、組織運営の問題として、独立行政法人であるため、業務の権限、責

任が理事長１人に集中している。６人制となっており、運用委員会が経済や金融の

識見者などで、労使代表、ステークホルダーとして参画できる形になっていないと

いうのが問題であります。グリーンピア等、公的年金流用問題は、以前にも、年金

給付以外の用途に安易に使われており、56年間で６兆7,878億円にのぼると言われ

ております。

それでは、意見書を読み上げていきます。

年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ的確な運用に関する意見書。

公的年金は高齢者世帯収入の７割を占め、６割の高齢者世帯が年金収入だけで生

活しています。また、特に高齢化率の高い都道府県では県民所得の17％前後、家計

の最終消費支出の20％前後を占めているなど、年金は老後の生活保障の柱となって

います。

こうした現状に鑑み、本議会は政府に対し、下記の事項を強く要望します。

１ 年金積立金は、厚生年金保険法等の規定にもとづき、専ら被保険者の利益の

ために、長期的な観点から安全かつ確実な運用を堅持すること。
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２ これまで安全資産とされてきた国内債券中心の運用方法から、株式等のリス

ク性資産割合を高める方向での急激な変更は、国民の年金制度に対する信頼を損な

う可能性があり、また、国民の財産である年金積立金を毀損しかねないため行わな

いこと。

３ ＧＰＩＦにおいて保険料拠出者である労使の代表者も参画し、確実に意思反

映できる組織運営体制を構築すること。

以上、意見書を提出します。

御賛同、よろしくお願いいたします。

議 長（原 悟郎） これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） どうせ反対なんですから、意見を言っても意味のないこ

とかもしれませんが、ちょっと老婆心ながら申し上げますと、この２番目に、今、

唐澤議員が読み上げた、国民の財産である年金積立金を毀損しかねないという、こ

の毀損という意味でありますけれど、これをどういうふうに捉えておるのか、お尋

ねをいたします。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） 減少、あるいは全く失ってしまうと、そういう意味であ

ります。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） 全く失ってしまうということであるならば、この毀損と

いう字句は不適当かと思いますが、この言葉を引用するに当たって、大体、毀損と

いうのは名誉毀損とか、そういう場合に使う言葉ですね、この毀損は。ものを壊す

こととか、またはものが壊れることとか、それから名誉毀損でいうならば、傷をつ

けることとか、そういう意味でこの毀損という言葉が確か使われると思いますが。

老婆心ながら申し上げますと、この毀損という文言は変えたほうがいいんじゃない

かなと、こういうふうに私は、私もそんな知識があって立派なことを言うわけじゃ

ありませんが、この毀損という意味をよく理解した上で、仮に意見書を上げるとす

れば、南箕輪村議会の名誉のためにも、間違った、よりわかりやすい文言を私は使

ったほうがいいということを老婆心ながら申し上げますが、もう一度お尋ねをいた

します。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） 唐澤です。そういうことにならないことを願って言って

いますので、年金をぜひ確保していかないと、やはり大変だという気持ちでござい

ます。

議 長（原 悟郎） ほかに質疑はございませんか。

〔質疑なし〕



１７６

議 長（原 悟郎） これで質疑を終わります。

発議第１号の討論を行います。

討論はございませんか。

５番、百瀬議員。反対ですか。

５ 番（百瀬 輝和） 反対です。

先ほども申しましたけれども、ここに書いてある、先ほどの文言の話ではない、

ないというか、この日本再興戦略は、2013年のものを見れば、こういうふうになる

のかもしれないですが、2014年のものが、最新版が出てるんです。その中で見直し

をされてきているんです、このリスクについても。そういう中で、これをやはり検

討して、上げていくべきなんだろうなと思います。

あと、過去の四半期ごとの公表がされております、この運用状況が。その中を見

れば、決して国民に不利益になるような運用の仕方はしていないんです。リスクも

非常に少ない中で、この基本ポートフォリオを見直しされて、今、運用状態を見れ

ば、ここに書かれているような内容ではないと私は考えます。

そういう中で、やはり年金をどうしていくのかというのも非常に大事なことなん

です。そこもしっかりと捉えながら、南箕輪議会としてもやはり意見書は正確なも

のを上げていくべきなんだろうなと思いますので、私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。

〔討論なし〕

議 長（原 悟郎） これで討論は終わります。

発議第１号を採決いたします。

発議第１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（原 悟郎） 起立多数です。

したがって、発議第１号「年金積立金の専ら被保険者の利益のための安全かつ確

実な運用に関する意見書」は原案のとおり可決されました。

発議第２号「「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書」を議題といた

します。

職員に議案を朗読させます。唐澤事務局長。

事務局長（唐澤 英樹） 朗読

議 長（原 悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。

７番、都志今朝一議員。

７ 番（都志今朝一） 「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書につ

いて趣旨説明を行います。

義務教育費国庫負担制度は、国が経費を負担することにより、義務教育の機会均

等の水準を維持向上を図る制度として、大きな役目を果たしてきました。

昭和60年から、国の財政状況を理由に、次々に対象項目を外し、一般財源とした。
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平成18年、三位一体改革の中で、義務教育費の国庫負担制度は堅持したものの、負

担割合が２分の１から３分の１に引き下げられ、財政規模の小さい県では、十分な

教育条件整備ができず、教育の地方格差の拡大が懸念される事態にすらなっている。

平成28年度予算編成においては、義務教育の機会均等、その水準の維持向上のた

め、必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率を２分の１に復元する

ことを強く要望するものであります。

以上、趣旨説明といたします。

賛同をよろしくお願いいたします。

議 長（原 悟郎） これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

〔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。

５番、百瀬議員。反対ですか。

５ 番（百瀬 輝和） 反対です。

先ほども申しましたが、やはり、いろいろな流れの中で、かなり検討されて、こ

ういうふうな形になってきたわけです。これをまた逆行させて、国のひもつきにし

ていくのかということになっていってしまいます。地方の財源以上されて、地方の

裁量でいろいろな取り組みができるようになってきたわけです。そういう中の地方

に合った教育体制をとれるように、やはり予算というものは必要なんですけれども、

それは政府と与党合意の中で、しっかりとした予算をとって取り組んでいきます。

また、文科省についても、いろいろな取り組みを今されている中で、やはりこうい

う昔の掘り返すような意見書はどうなのかなということで、私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。

賛成討論ですか。

６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） ６番、唐澤です。

やっぱり、教育費にお金がないということで、図書館の司書さんが、昔、やっぱ

り県費だったのが村費になったり、それで２校を受け持ったり、いろいろな面でし

わ寄せが来ております。それから、就学援助費も、お金のない町村では満額払えま

せんので、あれはだめ、これはだめといって、払えないような状況がありますので、

やはり、こういったことは守っていただいて、この意見書のようにお願いします。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊です。
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先ほど、委員長報告の中でも質疑をいたしましたが、一番の原点は、やはり財政

難であります。そういう意味で、何でも要望すればいいといっても、国にも限界が

ありますし、ないそでは振れないということもありますので、私は財政難、大きな

意味での財政難を克服して、その次へ進める段階で、こういったことは図っていっ

たほうがいいと。長野県においては、もう既に実施しているわけですから、よその

全国的にこういったことを進めてもらいたいというのは団体の趣旨かもしれません

が、私は、十分、長野県においては満たされておるということを前提に、反対をさ

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。

〔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「「義務教育費国庫負担制度」の堅持を求める意見書」

は原案のとおり可決されました。

発議第３号「国の責任による35人以下学級推進と、教育予算の増額を求める意見

書」を議題といたします。

職員に議案を朗読させます。唐澤事務局長。

事務局長（唐澤 英樹） 朗読

議 長（原 悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。

８番、三澤澄子議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤澄子です。

発議第３号についての趣旨説明をいたします。

35人学級は、長い間の父母教師の運動があって、2011年３月に、義務教育標準法

が改正され、４月からスタートしました。小学校１年生でスタートしまして、12年

は、予算措置だけでありますけれど、２年生からになっております。その後、定数

是正は進まないのが今現状であります。

2011年の法改正の附則では、２年から６年まで及び中学校にかかるまで、順次改

定することを検討しとあります。そして、その結果に基づいて、必要な安定した財

源の確保に努めるとなっておりまして、これは自民公明が修正案を出し、全会一致

で法律に基づき書き込んだものであります。

２月23日、衆議院の予算委員会で、我が党の畑野君枝議員が質問に立ち、安倍首

相は、小学校一、二年生は今実現しているが、さらに35人学級の実現に向けて鋭意

努力していきたいと答弁しています。その際、畑野議員は、財政見込みも示し、初

年度の小学校２年生だけなら16億円、中３まで全て完成する2023年度でも56億円の
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国家負担であり、今、政治の腐敗のもととなっている政党助成金の６分の１の予算

でできることを示しています。

2013年、安倍政権の教育再生実行会議の提言では、これはいじめ問題についての

ものでありますが、本質を突いております。国及び教育委員会は、教職員配置を改

善、充実し、少人数指導、少人数学級の推進を明記しておりまして、安倍首相はこ

の第１次提言について、スピード感を持って提言の実行に取り組むように指示をし

ております。少子化が進む今だからこそ、行き届いた教育の実現のために、国の責

任で35人以下学級推進と教育予算の増額を求めるものです。

１として、国の責任において35人以下学級を推し進めるために、義務標準法改正

を含む教職員定数改善計画を策定し、実行すること。また、必要な教育条件整備を

進めるために、教育予算の大幅増額を行うこと。

以上とします。

よろしく御採択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。

発議第３号を採決いたします。

発議第３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（原 悟郎） 起立多数です。

したがって、発議第３号「国の責任による35人以下学級推進と、教育予算の増額

を求める意見書」は原案のとおり可決されました。

続いて、発議第４号「「安全保障関連法案」に反対する意見書」を議題といたし

ます。

職員に議案を朗読させます。唐澤事務局長。

事務局長（唐澤 英樹） 朗読

議 長（原 悟郎） 本案について趣旨説明を求めます。

６番、唐澤由江議員。

６ 番（唐澤 由江） 発議第４号の趣旨説明をさせていただきます。

集団的自衛権の行使を可能にする安保法案、憲法学会を代表する３人の憲法学者

がそろって憲法違反だと述べたのは重大であります。天につばする行為であります。

砂川事件判決は関係ありません。判断基準は何もなく、政府の一方的判断で、海外
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での武力行使ができるようになることは違憲だと思っております。

「安全保障関連法案」に反対する意見書。

安倍政権は、2014年７月１日の集団的自衛権容認を柱とした閣議決定を具体化す

るための「安全保障関連法案」を2015年５月15日に国会に提出しました。

その中身は、

①米軍等が世界のどこであっても戦争を始めたら、自衛隊が「戦闘地域」に行っ

て軍事支援をする。

②ＰＫＯ法決定で、自衛隊が戦乱が続いている地域で治安維持活動に取り組める。

③日本に対する武力攻撃がなくても、時の政権の判断で集団的自衛権を発動し、

米国の先制攻撃の戦争にも参戦する。

というものです。この法案に対し「地理的制約がなくなり、武力行使の範囲の拡

大で戦争への不安がある」「現行憲法の理念、憲法９条に反する」との声が多く聞

かれ、各種世論調査でも、この法案に対して反対する声が圧倒的です。

さらに６月４日の、そこはちょっと先ほど述べましたので割愛させていただきま

す。

１、恒久法を含む「安全保障関連法案」の今国会での成立を断念することを強く

求めます。

以上、趣旨説明とさせていただきます。

御賛同をよろしくお願いします。

議 長（原 悟郎） これから質疑を行います。

質疑はございませんか。

５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） これ、委員会とすれば、継続というような内容で話し合

いをしてきたわけです。今回の件、先ほどの趣旨説明にもあったように、今、国会

のほうで大変議論をされているわけです。昨年の７月、閣議決定された中で、集団

的自衛権は許せないじゃないかということで、うちの議会もそういう意見書を出し

たという、ただ、それとはまた違って、今回は法整備をしていくという、11にのぼ

るような法律の改正を今、国会のほうで議論しているわけです。そういう中で、今

回、こういう意見書を南箕輪村議会として出して、５人の方たちが名前を連ねてい

るわけなんですが、その方たちに少しお伺いしたいんですが、日本の国を守ってい

く中で、例えば、この９条に違反するだけでいいのか、憲法には前文にも国民の幸

福、平和を守るということや、13条にも書かれております。そういう中において、

日本が本当にこのままでいいのか、法整備が必要ではないのかという質問と、あと、

その方たちが自衛隊も憲法違反で反対なんだということなのか、あとは、日本は今、

日米安全保障条約を結んで、アメリカに守っていただいております。それも憲法違

反なんだよというのかどうなのか、その点について、ちょっと５人の方たちに伺っ

てもいいですかね。
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議 長（原 悟郎） ５人の方にお伺いすることはできませんので、提案者、

６番、唐澤議員、ただいまの質問に対して答弁をお願いします。

６ 番（唐澤 由江） ちょっと詳しいことはわかりませんが、もう危険きわま

りない感じなので、５人の孫がおりますので、本当に戦争に行かれたら困ると、そ

ういう気持ちで反対した、今だからこそ反対したい、そういうことであります。

５ 番（百瀬 輝和） ３つ今聞いたんですが、自衛隊についてとか、日米安保。

議 長（原 悟郎） 法整備、11項目の法整備について、どういうふうに考え

るかということ。自衛隊に対しても反対なのか、あるいは日米安保条約にも反対な

のか、そこの点が出されております。

６ 番（唐澤 由江） 意見書には書いてありませんので、お答えすることはな

いと思います。

議 長（原 悟郎） よろしいですか。

１番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） １番、加藤でございます。

この意見書の中に、自衛隊という言葉が数度出てまいりますが、この自衛隊とい

うものをどういう職務、または権限であるか、どんなかということで使っているの

かということをお尋ねいたします。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） 現在の自衛隊は、まだ戦争には参画してはおりませんが、

現実は、何か、遺書を書かれたとか、そんなようなうわさは聞いておりますが、そ

れ以上はお答えできません。

議 長（原 悟郎） 唐澤議員、自衛隊そのものをどういうふうに唐澤議員が

捉えているかということを、そういう感じは、答弁はできませんか。

６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） ちょっと、わかりません。

議 長（原 悟郎） ちょっと、大熊議員、お待ちください。

特に、賛同者の中で、今の答弁に答えられる方はおりますか。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 今、集団的自衛権と個別的自衛権というふうに論議され

ておりまして、この中で、集団的自衛権が問題になっているわけでありますけれど

も、自衛隊は、今、心配されているところは中国とか、韓国とか、今、危険な動き

があるという中で、心配されているというふうに思いますけれど、攻められたら守

るというのが自衛隊の仕事ですので、個別的自衛権として認められていると思いま

す、現状では。

議 長（原 悟郎） １番、加藤議員。

１ 番（加藤 泰久） 私がお尋ねしたのは、自衛隊がどういう職務を持ちなが

ら、どれだけの権限を持ちながら、もう一つ言ってみれば、戦力を保持しているか、
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いないかということをお尋ねしたわけです。

議 長（原 悟郎） 唐澤議員、答えられますか。

三澤議員、それじゃあ、答えられますか。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 戦力としては持っていると思います。ただ、使ってはい

けないという憲法がありますので。

以上です。

議 長（原 悟郎） その点に答えられますか、賛同者。

２番、小坂議員。

２ 番（小坂 泰夫） 役割の質問だったかなと思いましたので、そういうこと

について。

自衛官募集相談員という立場もありますので、自衛隊の役割について、後ほど討

論の中で発言しようかなと思っておりましたので、加藤議員の質問に自衛隊の役割

はどういうものかという質問なのかなと私は思いましたのでお答えしますが。

自衛隊の大きな役割としては三つありまして、国防と災害派遣と国際貢献の三つ

が、自衛隊の大きな役割として防衛省が発表しているところであります。

以上です。

議 長（原 悟郎） 加藤議員、最後です。

１ 番（加藤 泰久） 憲法９条を非常に言っておられますが、憲法９条第２項

において、戦力を保持しないというふうに言っていますけれど、三澤議員は今、戦

力と言いましたね。この取扱いはどうなるわけですか。

議 長（原 悟郎） ８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） そうですね、だから、今現状では、厳格に言えば憲法違

反です、自衛隊は。

議 長（原 悟郎） ９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

発議第４号でありますけれど、提出者が６番議員でありますが、先ほどの質問に

対して６番議員の答弁が答弁になってない、わかりません、知りません、そんなレ

ベルでの質疑で、これを国に上げようという。したがいまして、これは、もう既に、

今議会で総務経済常任委員会にも付託をされたわけですが、審議の結果は先ほど委

員長報告のように、今、国会で真剣に専門家を交えて議論をされている大事な議案

であります。したがいまして、知識のない我々が、先ほど提出者も知識があるとは

思えない発言の中で、こういったものを安直に出していくという姿勢がいかがなも

のかなと。しかも、その中に、この総務経済常任委員会の副委員長まで名前を上げ

ている、これはどうなっているんだと。

議 長（原 悟郎） 大熊議員、意見書の対する質問をしてください。

９ 番（大熊 惠二） ですから、したがいまして、知識のない者が、これをあ
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るかのごときに、こういう文章にして出すということ自体、私は大変問題があると

思うわけですが、６番議員にお答えをいただきたいと思います。十分な知識をお持

ちで、自信を持って、私にも孫がいると、危ないと、そんなレベルで言ったんだと

すれば、これは大変問題があると思いますが、既に総務経済常任委員会では、今、

国会で審議中だから、その成り行きを見て我々も判断させていただこうということ

で、委員会としては継続審査ということになった経緯があるという報告もしてあり

ますので、その点について、あわせて御返答をお願いいたします。

議 長（原 悟郎） ６番、唐澤議員。

６ 番（唐澤 由江） 連合が推している民主党議員のあの意見をお聞きして、

勉強不足ではありますが、私なりに判断して、提出したほうが、今だからこそしな

ければいけないという立場でありました。

議 長（原 悟郎） よろしいですか。

９番、大熊議員。

９ 番（大熊 惠二） 質問するだけ、何か意味がないような気がしますんで、

やめておきます。

議 長（原 悟郎） ちょっと、暴言を吐かないようにしてください。

ほかに質問はございませんか。

〔質疑なし〕

議 長（原 悟郎） これで質疑を終わります。

発議第４号の討論を行います。

討論はございませんか。

４番、丸山豊議員は反対ですか。

４ 番（丸山 豊） 反対です。

議 長（原 悟郎） ４番、丸山議員。

４ 番（丸山 豊） ４番、丸山です。

この意見書に対しては反対の立場で申し上げたいと思います。

私は、昨年の陳情第３号「集団的自衛権に関する憲法解釈を変更しないことを求

める意見書の提出を求める陳情書」、この意見書に賛成したわけではありますが、

今回はそれを可能にする安全保障関連法案が国会に提出されまして、国論を今二分

しているような状態になっております。私は、立憲主義国家である我が国が、時の

政府の判断で憲法解釈を勝手に変更できるなどということはあってはならないと思

っておりまして、昨年はそのことを理由にして賛成の判断をいたしました。

今回、関連法案の審議状況を見ておりますと、当初段階は、政府側には首相と防

衛大臣の集団的自衛権の行使の食い違いもあったりいたしまして、専守防衛の考え

方だとか、戦闘地域、非戦闘地域の曖昧さによる自衛隊の海外活動リスク、それか

ら後方支援などについて、野党側の追求にきちんと説明できていないという状況で

あったと思います。また、最近では、憲法審査会での参考人質疑、３人の憲法学者
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が安全保障関連法案は違憲であると判断したことに、政府・与党側も反論はしてお

りますが、説得力が伴わない状況であるとされています。しかし、学者さんの意見

は尊重されるべきでありまして、真摯に受けとめるべきものであると思いますが、

責任をとれるのは政治家でないかと私は思っております。内閣法制局を中心とした

これらの解釈というものは、理屈の上では理解できるものだと私は思います。

護憲を目指す立場の皆さんは、違憲という判断に、法案撤回だとか、仕切り直し

をということでありましょうが、私のような改憲の立場、改憲を考える立場で考え

るならば、まず現状認識をした上で、現実を直視した実態に憲法を直すべきもので

あると考えるところでございます。憲法学者は、この法案を今の憲法に照らした場

合はどうかといえば、大多数の人が違憲と判断される、今の現状が全くそのとおり

であると思います。ただ、この憲法学者の中には、違憲であるから憲法を守れ、そ

ういうことを言っているわけではなくて、改憲を望む学者も相当数いることも理解

しなければいけないと私は思っております。

私の言う現実を直視した実態というのは、実は、自分の本心を暴露するような格

好になってしまうんですけれども、平和を守るために最低限のことをすることで、

自国の防衛する自衛隊の現状を憲法に反映するということ、それから、侵略戦争は

絶対に行わない、これらを明記することと、それにかかわる今関連法案になってま

すけれど、一連の法体系というものを全部つくり直すというか、それは国際法上だ

とか、国連軍参加だとか、いろいろあろうと思いますけれども、先ほど国連、国際

貢献という話も出てきましたが、そういうものは国民世論のそういう声を聞きなが

らつくり上げていくべきものだと私は思っております。

今回の陳情１号、２号については、先ほど委員長の報告もありましたが、国会で

の議論も、また世論調査も伯仲しております。マスコミ各社の論説も、右から左ま

でさまざまであります。付託された当委員会の議論も、護憲であったり、改憲であ

ったり、さまざまでした。５人いるうち、みんなそれぞれの意見が違っております。

今後、さらに研究、検討を重ねるためということで、全員一致で継続審議としたと

ころでございます。よって、発議された意見書については、私は反対の立場をとら

せていただきます。

以上です。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

賛成討論ですか。

３ 番（山﨑 文直） 賛成です。

議 長（原 悟郎） ３番、山﨑議員。

３ 番（山﨑 文直） ３番、山﨑です。

賛成者の中に私の名前があるというのがおかしいという話もありましたが。

この陳情内容を審議している段階から、さらに現在、国会での審議はもうどんど

ん進んでいるわけです。その中の違憲の発言があったとか、先日は弁護士会での国
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会での会議があったとか、そういう部分でも出てます。それだけ注目をされている

議案でありますし、大事な議案であるということで、そういう意味では変化してき

ている部分でありますので、なぜ変化してきて、注目されているかというと、議論

が進んでないということですから、そういう意味では、今国会の中で無理やり通す

ということではなくて、さらに審議をしていくべきものであろうと思います。

戦後70年戦争をしなかったと、こういう形で来ていますが、ここ一、二年の間に

戦争が可能になるおそれがあるような行為を慌ててする必要は何であるのかなと、

こういうことを見きわめながら議論をしていく。それには、余りにも時間がなさ過

ぎるから、ぜひ、今回については成立反対、断念をしてもらうように、我々として

意見を述べていきたいと、こういう思いからのことでしたものでありますので、よ

ろしくお願いします。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

百瀬議員は反対ですか。

５ 番（百瀬 輝和） 反対です。

議 長（原 悟郎） ５番、百瀬議員。

５ 番（百瀬 輝和） ５番、百瀬輝和です。

常任委員会の話は先ほどからありますので、継続になっております。ただ、今回

の法律、この安全保障の法律の問題、非常に私は難しい問題で、いろいろな意見が

あっていいんだと思います。ただ、その中で、昨年の閣議決定の文面を見ると、集

団的自衛権と言っているんですが、国の存続を全うし、国民を守るための切れ目の

ない安全保障法制の整備についてなんです。それを受けて、今回の法整備という議

論になってきています。

先ほどからありますが、憲法の前文には、国民の平和的に生存する権利と書いて

あります。また、憲法の13条には、生命、自由、幸福を追求する権利がうたわれて

おります。それと矛盾するような、矛盾するというか、憲法９条は、戦争を放棄し

て、海外で武力による威嚇や行使をしてはならない。また、念を入れて、陸・海・

空軍、その他の戦力はこれを保持しないというふうに書かれております。一見矛盾

する書き方がされているのが、今、日本国憲法だと思います。そこで、憲法学者が

反対したり、左翼的な方が反対したりしているんだと思います。

ただ、国民を守るのは、ここに書いてある憲法学者ではないんです。政治家の使

命だと思います。政府がどういうふうに国民を守っていくのか、日本の国を守って

いくのか、その中で、自衛隊がつくられて、自衛隊が自衛のため、存立自体、国を

守るためにつくられてきたわけです。そして、アメリカ、日米安全保障条約が結ば

れて、日本とアメリカで日本を守っていこうという体制をつくってきました。

今、そこで、この法律をどう国を守っていくためにつくっていくんだということ

が、今、国の中で議論されているので、南箕輪議会とすれば、これを出すことには

私は反対したいと思います。
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議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

小坂議員、賛成ですか。

２ 番（小坂 泰夫） そうです。

議 長（原 悟郎） はい、賛成ですね。

２ 番（小坂 泰夫） 意見書につきましては賛成ということで、討論を端的に

申し上げたいと思います。

まず、私自身は憲法改憲、変えるべきだと、改憲主義者であります。先ほど、お

二人の反対を述べられた議員さん、お二人の発言の中にも、私も通ずるものがあり

まして、ただ、ここで意見書を出すという、まず、私の考え方は、今の政府・与党

を見ていると、国論を二分して、きちんと審議し続けてくれればいいんですけれど、

今の政府・与党の今までの進め方や、これからの懸念を考えると、このまま法整備

という名のもとに、いわゆる集団的自衛権を含む法案を通していってしまうのでは

ないかと。先ほどの反対議員さんの意見にもありましたけれど、国を守るのが第一

でありまして、そのために、まず第一は、日本国憲法が一番の土台としてあるはず

で、その土台が今、矛盾の状態に陥っていまして、その土台が矛盾のまま法整備と

いう、次のものだと思うんです。次の段階のものを整備して、今、対処しようと、

政府・与党は考えておられるんじゃないかと。私としましては、それは順序がおか

しいと。憲法そのものをこの現代に合わせてつくり直すべきでありまして、法整備

というのは方法論的に順序が違うと思います。それを推し進められてしまいそうな

状態でありますので、ここの法案につきましては取り下げていただきたいというこ

とで、反対する意見書に賛成ということです。

以上です。

議 長（原 悟郎） 本日の会議時間は、議事の都合によって、あらかじめ延

長をしたいと思います。

１番、加藤議員。反対ですね。

１ 番（加藤 泰久） 反対です。

先ほどから言っておりますように、憲法９条守る会、擁護、いろいろ、それぞれ

ありますけれども、憲法９条はすばらしい、第一項、すばらしい中で、９条であり

ます。第２項においては、大きな矛盾を持っている９条であります。

そうした中で、この意見書が、今ここで質問が出ても、答弁もできないような、

吟味されていないような意見書を出すべきではないというふうに思います。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） 賛成です。

この法案が、平和安全法制整備法案と、それから国際平和支援法案と、平和の名

を頭に置いているわけであります。

安倍首相は、積極的平和主義といって、今度の法案を出してまいりました。その
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一番最初の説明のときに、赤ちゃんを抱いたお母さんの絵を出しまして、外国で危

険な目に遭ったら、自衛隊が行って助けるんだという説明をして、この法案を出し

てきたわけでありますけれども、自衛隊が民間人をそこに行って連れてくというこ

とは、そもそもできないことで、あり得ないことであります。

そういう中で、この法案は、集団的自衛権を行使して、海外で武力行使ができる

道を開くようにするものなんです。戦争放棄を掲げる憲法を踏みにじって、日本に

対する武力攻撃がなくても、米国など、日本と密接な関係がある他国が攻撃された

場合、武力行使を可能にするものなんです。集団的自衛権行使は、限定的だと政府

は説明していますが、時の政権の一存で幾らでも広げることが可能です。

かつて、満蒙は、日本の生命線だといって、中国に対する侵略戦争に突き進み、

多くの犠牲を生み、その悲しみは今も消えません。この過ちを再び繰り返すことは

許されません。

安倍総理大臣は先月、アメリカに行って、８月までにはこの法案を通すと、まだ

出す前に通すというふうに約束してきました。こんなことはとっても許されること

ではないと思います。ですので、今こそ、この法案を上げるべきだというふうに、

議会の名として上げるべきだというふうに思っております。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

〔討論なし〕

議 長（原 悟郎） これで討論は終わります。

発議第４号を採決いたします。

発議第４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（原 悟郎） 起立多数です。

したがって、発議第４号「「安全保障関連法案」に反対する意見書」は原案のと

おり可決されました。

これから議案に対する討論、採決を行います。

議案第１号「南箕輪村国民健康保険条例の一部を改正する条例」の討論を行いま

す。

討論はございませんか。

〔討論なし〕

議 長（原 悟郎） 討論なしと認めます。

議案第１号を採決いたします。

議案第１号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（原 悟郎） 起立全員です。

したがって、議案第１号「南箕輪村国民健康保険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。
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議案第２号「平成27年度南箕輪村一般会計補正予算（第２号）」の討論を行いま

す。

討論はございませんか。

８番、三澤議員。

８ 番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

私が、開会日の質疑のところで、総務費国庫補助金のところで、マイナンバー、

社会保障税番号制度システム整備費補助金について質問をいたしました。通称マイ

ナンバー制度というふうに言われておりますけれども、その日の夜に、国民年金の

情報が流出したというニュースがありました。

このマイナンバー制度ですけれども、この前に、ずっと前に住基ネットと言いま

して、それぞれの情報をカードで管理するということで制度を入れまして、そのと

きもずっと私は質問し続けてまいりました、これが国民のためになるのかどうか。

結局それは、毎年たくさんの税金をつぎ込んでいるわけでありますけれども、ほと

んど利用度がなく、そのまま何の意味もなく、そうやってコンピューター、インタ

ーネットの会社にお金をつぎ込んだだけというような状況の中で、今度、マイナン

バー制度が出てきたわけなんですけれども、これも毎年何千億円というような税金

をつぎ込んで、これが進められます。

この前、御答弁いただかなかったんですけれど、公的年金の個人情報の大量流出

は、個人情報管理の脆弱性と絶対安全ではないことを示しております。この10月に

番号通知を開始する共通の番号制度の前提が崩れているというふうに思います。

この制度は、今回流出した年金情報を含む社会保障と税などの膨大な個人情報を、

行政が一元的に把握・活用するもので、来年１月から利用を始める計画であります。

しかし、安倍首相は、まだ成功もしていないのに、国民の預貯金や健康診断情報な

ど、民間機関が扱う情報にも拡大する法案の本国会成立も狙っています。さらに、

カルテや診療報酬・明細など医療情報、戸籍や自動車登録など、次々と拡大する方

針を打ち出しています。

マイナンバーは、税金や社会保障料などの徴収強化と社会保障などの給付抑制を

狙うものである上に、一たび実施すれば、はかり知れない損害を招くものでありま

す。ですので、このことは、もう少ししっかりと庁内でも議論した上で出すべきで

はないかというふうに思いますし、これは、国が税金を全部出すからいいのかどう

かということも疑問に思いますので、私は反対をいたします。

議 長（原 悟郎） ほかに討論はございませんか。

〔討論なし〕

議 長（原 悟郎） これで討論は終わります。

議案第２号を採決いたします。

議案第２号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕
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議 長（原 悟郎） 起立多数です。

したがって、議案第２号「平成27年度南箕輪村一般会計補正予算（第２号）」は、

原案のとおり可決されました。

議案第３号「平成27年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第１号）」の討論を行

います。

討論はございませんか。

〔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「平成27年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第１

号）」は、原案のとおり可決されました。

議案第４号「平成27年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第１号）」の討論を

行います。

討論はございませんか。

〔討論なし〕

議 長（原 悟郎） 討論なしと認めます。

議案第４号を採決いたします。

議案第４号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

議 長（原 悟郎） 全員起立です。

したがって、議案第４号「平成27年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第１

号）」は、原案のとおり可決されました。

ここで、委員会の閉会中の所管事務の調査の件を議題といたします。

総務経済常任委員長、福祉教育常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第

72条の規定により、お手元に配付のとおり、所管事務の調査事項について閉会中の

継続調査の申し出がありました。

お諮りいたします。

委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ございません

か。

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕

議 長（原 悟郎） 異議なしと認めます。

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、閉会中の継続審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。
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会議を閉じます。

ここで、村長の挨拶を求めます。

唐木村長。

村 長（唐木 一直） 議会定例会の閉会に当たりまして、一言、御挨拶申し上

げます。

６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、さまざまな御

意見、御提言もいただいたところであります。今後の行政執行にしっかりと生かし

ていきたいと思っております。

この地域も、いよいよ梅雨入りとなりました。災害のないことを願っております。

また、災害対応には、万全を期してまいります。

出納閉鎖期間も終わりましたので、平成27年度の事務事業の推進に全力で取り組

んでまいります。特に、今議会で、中部保育園、西部保育園の工事請負契約の議決

をいただきました。保育園という危険性の伴う場所での工事であり、安全面には最

大限の配慮をしてまいります。また、同時に、工期内に竣工できますよう、努力し

てまいります。

地方創生事業の一環であります、地域消費喚起・生活支援型のプレミアム商品券

を７月26日から販売いたします。景気の下支えになればと思っておるところであり

ます。

また、地方版の総合戦略の策定に着手をいたしました。本村の場合は、本当に条

件的に難しい面があるなという思いがしておるところでありますが、10月までに策

定できるよう取り組んでまいります。

課題も多く、悩みも尽きませんが、村の発展のために、一歩、一歩、着実に歩ん

でまいりますので、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まして、閉会の御挨

拶とさせていただきます。12日間、ありがとうございました。

議 長（原 悟郎） 改選後初の定例議会でありましたが、各位の御協力によ

り順調な運営ができましたこを感謝申し上げ、これをもって、平成27年第２回南箕

輪村議会定例会を閉会いたします。御苦労さまでした。

事務局長（唐澤 英樹） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕

議 長（原 悟郎） お疲れさまでした。

閉会 午後 ５時０８分
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