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会議のてんまつ 

平成３０年６月４日    午前９時００分 開会 

 

事務局長（小澤 久人） 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（丸山  豊） お疲れさまです。 

 ６月に入り、水田の緑も日増しに濃くなり、まさに目には青葉、爽やかな季節となってま

いりました。 

 議員各位には、何かとお忙しいことと思いますが、ただいまから、平成30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。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第122条の規定により、８番、三澤澄子議員、９番、大熊惠

二議員を指名いたします。 

 日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

 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。 

 大熊議会運営委員長。 

議会運営委員長（大熊 惠二） おはようございます。 

 議会運営委員会より御報告を申し上げます。 

 本日招集をされました平成30年第２回南箕輪村議会定例会の会期日程等につきまして、過

日、議会運営委員会を開かせていただきました。次のように決まりましたので、御報告を申

し上げます。 

 本定例会に付議されました事件は、議案10件、報告５件であります。請願・陳情は、請願

２件、陳情１件が提出をされております。 

 会期につきましては、本日６月４日から６月15日までの12日間といたします。この間で５

日から12日までの本会議を休会とさせていただきます。また、最終日の15日でありますが、

開会時刻は午後３時を予定しております。 

 以上で、議会運営委員会より御報告を申し上げました。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり決定することに御異議

ございませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から６月15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。 

 ここで、村長の挨拶を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 改めまして、おはようございます。〔一同「おはようございま
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す」〕 

 平成30年第２回議会定例会を招集を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。 

 さて、ことしの４月、５月の天候は、比較的穏やかに推移しました。５月中旬以降、真夏

を思わせるような暑い日もありましたが、例年心配される遅霜の影響もなく、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。これから梅雨の時期を迎えてまいりますが、

秋には実りの秋を迎えられることを、また災害もなく平穏な年であることを願っております。 

 最初に景気の動向を申し上げます。 

 内閣府が発表いたしました１月から３月期の国内総生産速報値は、物価変動を除く実質で、

前期比0.2％の減、このペースが１年続くと仮定した年率換算は0.6％の減でありました。マ

イナス成長は、15年10月から12月期以来、９四半期、２年３カ月ぶりであり、天候不順によ

る野菜価格の高騰の影響などで、個人消費が落ち込んだことに加え、好調だったアジア向け

輸出が伸び悩んだことが背景にあるとのことであります。景気の足踏みは一時的との見方も

ありますが、４月以降の食品値上げや原油高の影響、アメリカの安全保障を理由とした自動

車の輸入制限策の動向による影響等々、景気の先行きは不透明であります。 

 県内の状況を見ますと、日銀松本支店の発表した５月の県内金融経済動向では、総括判断

として緩やかに拡大しているとの表現が昨年の10月から８カ月連続となり、製造業では堅調

な生産がしばらく続く見込みであるとしております。 

 しかし、伊那谷の景気動向を見ますと、前々期のプラス転換から前期の回復基調と、２期、

上向き傾向でありましたが、今期は、一部でわずかに回復基調の維持が見られるものの、総

じて好調感が後退し、いまだに景気回復が実感できるまでには至っておらず、今後とも注視

していく必要があるとされております。 

 さて、平成30年度がスタートし、２カ月が経過しました。年度当初の人事異動等による慌

ただしさも落ちつき、事業執行も順調に推移しているところであります。 

 ５月31日をもちまして企業会計を除く平成29年度の一般会計、特別会計が出納閉鎖となり

ました。現在、決算状況につきまして取りまとめに入っておるところであります。現時点の

概算見込みでありますが、若干数字的な面を申し上げます。あくまでも概算ということで御

理解をお願いいたします。 

 歳入では71億6,600万円、また歳出は67億4,000万円を見込んでおります。よって、差し引

き４億2,600万円となりますが、このうち繰越一般財源が約3,925万円ありますので、実質の

繰越額といたしましては約３億8,600万円を見込んでいるところであります。 

 なお、当初予算で繰越金を２億円として計上しておりますので、差し引きしますと１億

8,600万円が余裕財源となるものと見込んでおるところであります。 

 また、村税収入につきましては21億7,000万円で、前年度より8,100万円余りの増となりま

した。久々に21億円台となったところでございます。 

 余裕財源につきましては、今年度の地方交付税の動向や補正予算財源の確保を見きわめな

がら、９月議会で対応してまいります。できることであれば、学校給食センターを初め、そ

の他の学校施設、ＩＣＴやエアコン設置などの御要望もあります。また、公共施設の老朽化

への対応もあります。できることであれば、今年度の取り崩しを埋めていければと考えてお

るところであります。 
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 次に、本村の人口動態であります。 

 平成29年４月１日の総人口は１万5,330人でありましたが、ことしの６月１日には１万

5,434人で、過去最高を更新し、引き続き増加しております。過去最高につきましては、１

万5,401人ということしの２月でありましたか、そんな数値が過去最高となっておりました

けれども、大幅にそれを更新したところであります。 

 住宅地の分譲地もあちらこちらにまだ見受けられますので、しばらくは人口増の状況が続

くものと思っております。人口減少時代、本当にありがたい傾向かなというふうには思って

おるところであります。 

 また、県が発表した人口動態によりますと、本村の高齢化率は23.3％と最も低く、年少人

口の割合も県内最高の16.2％となり、さらには生産年齢人口比率も県下で一番高いという数

値となっております。引き続き、県下で最も若い村を堅持しておるところであります。 

 事業の内容を若干申し上げます。 

 地方創生関連事業であります。 

 子育て女性再就職支援事業による再就職者数は、事業開始から本年４月までに73名にのぼ

っており、順調な成果を上げておるところであります。 

 また、３月８日、９日には、若者回帰・定住増進支援事業として、就職活動中の大学生、

高校生を対象に、上伊那企業見学ツアーを開催し、企業は昨年よりも６社ふえて24社、学生

は35名の参加がありました。参加した多くの学生から、実際に企業を見学してみて、仕事の

内容や職場の雰囲気がわかってよかったという声をいただいたところであります。 

 本年度も、引き続き、地方創生推進交付金により、子育て女性再就職支援事業、若者回

帰・定住増進支援事業等を実施してまいります。 

 県事業であります元気づくり支援金につきましては、今年度、大芝高原総合ネイチャーア

クティビティイベントが採択となり、スラックラインフェスティバルを７月に、芝フェスを

８月に、９月には芝コンを開催する予定であります。 

 また、昨年、日本フラッグフットボール協会と連携協定を締結いたしましたフラッグフッ

トボール関係の事業も採択となり、議会全員協議会でも詳細を御報告させていただきますが、

７月にフラッグフットボール全国小学生選抜大会等を大芝高原内の屋内運動場で開催する予

定で、今計画を進めておるところであります。 

 宝くじ助成事業であるコミュニティ助成金につきましては、北殿区の備品購入にかかる経

費、また村消防団への助成が決まりました。 

 消防防災関係では、今月中に、消防団第５分団第１部大泉屯所の移転建設工事及び第１分

団第３分中込の多目的消防車両の更新事業の発注、業務継続計画の策定を行い、消防防災拠

点等の施設整備及び防災体制の充実を図ってまいります。 

 なお、多目的消防車両の更新業務につきましては、議会の議決に付すべき財産の取得とな

りますが、今会期中には間に合いませんので、議会臨時会におきまして提案をさせていただ

く予定となっておりますので、よろしくお願いいたします。 

 村内巡回バス、まっくんバスの平成29年度乗車状況でありますが、乗車人数の合計は１万

2,812名で、昨年度に比べマイナス14.8％、2,217名の減少という状況でありました。今後も、

引き続き、利便性の向上及び利用促進を図ってまいります。 

 本年４月から利用者の利便性を向上させるため、75歳以上無料化を実施しております。 
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 減の理由といたしましては、中央病院利用者等、伊那本線へ流れたことが要因であります。

今後も、福祉移送サービスなどと組み合わせながら、高齢化社会の中、高齢者の足の確保を

図っていかなければならないと思っておるところであります。 

 次に、伊那地域定住自立圏関係であります。 

 縦断バスによる伊那本線の１年目でありました平成29年度の乗車人数の合計は１万7,005

名でありました。運行当初の昨年の４月１日の１便当たりの人数2.7名から徐々に増加をし、

本年３月の１便当たりの乗車人数は4.23人という状況でありました。伊那本線も少しずつ住

民の方に認知されてきているのではないかと考えております。 

 今後も、引き続き、３市町村で連携、工夫をしながら、利用者の増加を図ってまいりたい

と考えております。 

 なお、両バスにつきましては、本当に利用人数の少ない便につきましては廃止をさせてい

ただいたところでございます。 

 また、空き家バンクサイト、伊那地域空き家バンクの村内の物件は、現在、売却物件４件

をサイト上に公開中であります。今後も、利活用できる空き家の洗い出しを精力的に行い、

物件の増加を図ってまいりたいと考えております。 

 先月の区長会に、空き家と思われる物件調査も依頼したところであります。それをもとに、

また実際にどうなのかという調査もしてまいりたいと思っております。 

 スポーツ関連といたしましては、５月19日に開催いたしました経ヶ岳バーティカルリミッ

トでありますが、第４回となることしは、トレイルウオークを新しく加え、また競技者以外

にも自由に遊べるスラックラインを行いました。早朝までの雨も上がり、晴天の中、全国か

ら885人が参加して、880人が完走いたしました。ロング21キロメートルは、京都府から参加

した16歳の高校生が２時間14分49秒で優勝しました。 

 選手は、満足感にあふれたいい表情をしておりましたし、雨上がりの空気が澄んだ８合目

付近からの見事な眺めに感動し、また、多くのボランティアの皆さんの御協力もあり、多く

の選手から、地元の皆さんの歓迎ぶりを評価する声や、来年も参加したいという感想が聞か

れ、好評のうちに大会を終えることができました。おかげさまで、大芝高原は、選手を初め、

選手の家族や応援の大勢の人たちでにぎわったところであります。 

 大芝関連では、４月20日リニューアルオープンした大芝高原味工房も、約１カ月半が経過

いたしました。新しい味工房を大勢のお客様に御利用いただき、昨年同期比、大幅な売り上

げ増になりました。 

 味工房は、リニューアルオープンに合わせ、新メニュー等を加え、御家族連れ、子供たち

や女性など、幅広い年代のお客様に御利用いただきました。さらに、子供や女性向けに、新

しく、地元産牛乳、おもてなし牛乳など使ったプリンをベースにした大芝高原特製スイーツ

を加え、さらに利用しやすい味工房を目指してまいります。そのための補正予算を今議会で

お願いしておるところであります。これ、100万程度でございますけれども、ぜひお認めを

いただきたいというふうに思っております。現在でも、大芝の湯で販売いたしますこのスイ

ーツが大変好評でありまして、味工房含めて、全体的に販売してまいりたいという考え方で

ございます。 

 ただ、週末のカフェ、夜９時まで営業してきましたが、利用者が少なく、ＰＲ不足を痛感

しております。夜の味工房、カフェをお楽しみいただけるよう、ＰＲを充実させていかなけ
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ればと思っております。 

 直売所のコーナーにつきましては、産地間連携による宮崎産の産物が多くの消費者に受け

入れられました。今までなかった取り組みの中で、日常では手に入れることのできないモ

ノ・コトの提供を目指し、さらに大勢の方に愛される味工房にしてまいりたいと思っており

ます。 

 これまで取り組んでまいりました事業効果により、さらなる需要見込みのある風の村米だ

よりは、南箕輪村産地づくり事業で、その生産拡大に取り組み、昨年の17ヘクタールに比べ、

約２倍となる29ヘクタールの作付となりました。さらに販売促進活動を積極的に行い、南箕

輪村をＰＲしてまいります。また、村産のソバと小麦も利用が高いことから、生産力のアッ

プの取り組みを続けてまいります。 

 次に、健康福祉関係であります。 

 健康意識の向上を図り、みずから積極的に健康づくりに取り組む姿勢を推進することを目

的として導入いたしました、まっくん健康ポイント制度については、さらなる見直しを図り、

今年度からポイント有効期限をなくし、ポイントがたまった場合の景品との交換を随時でき

るように変更いたしました。また、活動量計を活用したウオーキングを新たにポイントに加

えるなどの取り組みを始めております。多くの方に参加いただき、健康寿命延伸の効果に期

待するところであります。 

 昨年度、灯油価格の高騰により実施をいたしました福祉灯油券の交付におきましては、１

枚500円の券を１世帯当たり15枚として、259世帯に3,885枚交付いたしました。３月までの

使用期限で3,817枚の使用があり、使用実績は98.25％となりました。非常に高い使用実績と

なっておるところであります。 

 世界情勢が大きく動いている中、本年度冬期においても状況を把握しながら、経済的負担

への支援を行ってまいりたいと考えております。今、本当に原油価格が高騰しており、心配

しておるところであります。 

 子育て支援関係につきましては、保育園の園児数の増加に伴い、ことしの４月から保育園

の定員を全園で660名から720名に改正いたしました。増加が著しい地区と横ばいの地区があ

りますが、今後３年ほど園児が特に多い状況が続く見込みとなっております。今後も園児数

の推移を見ながら対応し、待機児童が出ないように取り組んでまいります。 

 こども館の利用者数につきましては順調に推移しております。毎月延べ2,000人以上が利

用しており、毎週土曜日には、子供が楽しめるイベントや、特に学習支援の場を開設してお

るところであります。 

 続いて、学校関係でありますが、新年度も２カ月が過ぎ、落ちついた学校生活が送れてお

ります。 

 本年度は、新学習指導要領への移行の年となります。 

 小学校における外国語教育の充実のため、ＡＬＴを２名体制とし、英語教育コーディネー

ターを新たに配置させていただきました。おかげさまで、小学校５・６年生では70時間、

３・４年生では35時間の外国語教育の前倒しによる完全実施ができるようになりました。小

中連携を図る上でも大きな役割を果たせるものと期待しておるところであります。 

 ＩＣＴの導入検討も、昨年に引き続き実施しております。中学校へ、ＩＣＴに主にかかわ

る人員の配置を行い、本格的な導入のための準備を行っております。ＩＣＴを活用した教育
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の実践と教職員の働き方改革における情報機器の利用を重ねながら、現場の教職員とともに

検討し、方向性を見出していきたいと思っております。 

 学校施設につきましては、今年度も児童数の増加に伴う施設整備として、南部小学校教室

棟の増築工事を実施し、学校給食センターにつきましては、増改築か、移転新築かの今後の

方向を決定してまいります。 

 南部小学校教室棟の増築工事につきましては、今月の発注を予定しております。議会の議

決に付すべき契約となりますので、さきにお話を申し上げました多目的消防車両の更新業務

とあわせまして、議会臨時会におきまして提案をさせていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

 子供たちの健やかな成長を願い、安心・安全な、そして、子供たちの生活が安定した子育

ての村としての各種施策を行ってまいります。 

 信州型コミュニティスクールも、村内小中学校３校での取り組みがされております。学校

と地域がつながりを大切にしながら、地域ぐるみで子供たちの育ちを見守り、応援できたら

と思っております。 

 社会教育施設につきましては、老朽化による施設改修を行ってきております。今年度は村

公民館の耐震改修を行います。駐車場の整備を行い、より使いやすい施設となるものと思わ

れます。８月から12月までの施設の利用ができなくなります。また、村民センターと図書館

では、トイレの一部洋式化も行ってまいります。いずれの施設も利用度の高い施設でありま

すので、利用される皆様には御不便をおかけすることとなりますが、御理解、御協力をいた

だきながら、事業を進めてまいります。 

 文化財関係では、村誌編さん作業を進めておりますが、本年度、南箕輪の史跡の改訂版を

発行いたします。昭和54年に発刊以来、約40年ぶりの発行となります。現在、近年のものも

追加掲載し、再編さんの作業を行っておるところであります。 

 次に、南原住宅団地焼却灰処理関係であります。 

 ４月の議会全員協議会でも報告させていただきましたが、焼却灰撤去の工事につきまして

は順調に進み、本年３月中に掘削・撤去処分が終了いたしました。現在は掘削後の埋め戻し

工事を進め、７月中には終了する見込みであります。本年度は、埋め戻し工事終了後に測量

を行い、南原区からの要望等を踏まえまして、公園整備や住宅地の再分譲に向けた工事を行

ってまいります。 

 また、焼却灰の最終の搬出処理量は8,401.37トンと、当初想定いたしました処理量5,200

トンを3,200トンほど上回ることとなりました。昨年の最終の増加分574トンにつきましては、

組織市町村による分担金の清算がこれからとなりますので、９月議会で歳入の補正予算案を

提出し、予算計上させていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。

今年度の増加分につきましては本村で立てかえをして払っておるところでございます。 

 次に、建設関係の主要事業についてでありますが、まず大芝公園道の駅であります。４月

25日の登録を受け、５月18日に中部地方整備局が登録証の伝達がありました。今後、７月21

日の道の駅大芝高原オープンに向け、道路改良、案内看板の設置工事等、準備を進め、交流

人口の拡大と大芝高原のさらなる魅力アップを図ってまいります。 

 その他、ＪＲ田畑駅の村道2038号線の改良を初め、中学校北側の村道1178号線の用地買収、

道の駅関連整備で、村道3170号線のロータリー改良工事、また、塩ノ井地区の村道1063号線
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舗装修繕工事、橋梁点検など、計画をしております。 

 県費用となりますが、県道伊那北殿線の下川原橋クランク改良事業につきましては、伊那

土地改良区及び伊那西部土地改良区の水路補強工事を実施してまいります。それが終わり次

第、道路改良に移っていくということとなっております。 

 県道南箕輪沢渡線改良事業につきましては、伊那市御園から神子柴ロータリーまでの路線

測量が予定されております。これも予算化されたところであります。早期完成に向けて、引

き続き要望をしてまいります。 

 上水道関係では、中長期的な水道経営の計画といたしまして、昨年度策定しました経営戦

略に基づき、順次水道施設等の整備を進めてまいります。特に、今年度から２年間で、大芝

の第２配水池の薬注施設を更新する予定であります。 

 また、今年度、改めて予算化しました伊那市営水道利用者の補助金交付につきましては、

申請に基づき、適正に処理し、不公平感の改善に努めてまいります。 

 下水道関係につきましては、平成29年度から３年間で適切な施設維持管理と効率的な事業

運営のためのストックマネジメント計画を策定中であります。本年度は中間年度となり、主

に下水道台帳の整備、処理場等の施設点検を実施いたします。平成31年度中には計画を策定

し、平成33年度から、終末処理場を初め、計画的に施設の改築更新工事を実施する予定であ

ります。 

 こうした住民生活に直結するインフラの整備に関しましては、厳しい財政状況であります

が、引き続き財源を確保しながら、計画的に進めてまいりますので、御理解をお願いいたし

ます。 

 今までも常に申し上げてきておりますが、行政の基本というのは、産業振興を図りながら、

活力のある村をつくっていくこと、また、バランスのとれた福祉サービスの充実を図りなが

ら、安心・安全な住みよい村をつくっていくことであると思っております。その実現のため

に全力で取り組んでまいりますので、議員各位の御協力をお願いいたします。 

 本定例会に提案申し上げます案件は、議案10件、報告５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（丸山  豊） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 監査委員から、地方自治法第235条の２第３項の規定により、平成30年２月分から平成30

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。 

 日程第４、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号及び第２号は、１件50万円以内の損害賠償の報告であります。 

 別紙のとおり、地方自治法第180条第１項の規定により、２件の専決処分を行いましたの

で、同条第２項の規定により報告をいたします。 

 報告第３号及び第４号は、経営状況の報告であります。 

 南箕輪村土地開発公社並びに一般財団法人南箕輪村開発公社の平成29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。 
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 報告第５号は、平成29年度南箕輪村一般会計の繰越明許費の繰越計算書であります。 

 別紙10事業のかかわる繰越明許費繰越計算書を別紙のとおり調製いたしましたので、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。 

 細部につきましては、それぞれの報告書をごらんいただきたいと思います。 

 以上で、行政報告とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） これで行政報告を終わります。 

 日程第５、請願・陳情の委員会付託を行います。 

 本日までに受理しました請願・陳情は、請願２件、陳情１件です。会議規則第89条の規定

により、お手元に配付の請願・陳情等文書表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。

今定例会の会期中に審査し、本会議において報告を行ってください。 

 日程第６、議案の上程を行います。 

 議案第１号「専決処分事項の承認を求めることについて」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第１号「専決処分事項の承認を求めることについて」の提案

理由を申し上げます。 

 本案は、南箕輪村税条例の一部改正であり、評価替えに伴う土地にかかる固定資産税の負

担調整率等の継続が主な改正であります。 

 地方税法等の一部を改正する等の法律が、平成30年３月31日に公布され、そのうちの一部

が平成30年４月１日から施行されることに伴い、地方自治法第179条第１項の規定により、

南箕輪村税条例の一部を改正する条例を平成30年３月31日付で専決処分をいたしましたので、

同条第３項により、議会の同意をお願いするものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御同意をいただきますようお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 平嶋財務課長。 

財務課長（平嶋 寛秋） 南箕輪村税条例の一部を改正する条例の専決処分についての細部

説明を申し上げます。 

 この改正は、南箕輪村税条例のもととなります地方税法等の一部を改正する法律が、平成

30年３月31日に公布され、その一部が平成30年４月１日から施行されるため、３月31日に専

決処分といたしました。 

 新旧対照表により説明をいたしますので、議案書６ページの新旧対照表をごらんください。 

 アンダーラインの部分が改正箇所となります。左側の改正後の条項に沿って説明をさせて

いただきます。 

 最初に、第20条の改正です。これは後ほど説明いたします第48条及び第52条の改正に伴い

ます項ずれ文言と条文の整備となります。 

 次の第24条の改正は、地方税法等の文言の修正に合わせ、同様の修正を行うものです。 

 第31条の改正も文言等の整備であります。 

 おめくりいただきまして、７ページの第36条の２の改正は、地方税法施行規則の改正によ

る適用条項の項ずれ、文言等、条文の整備を行うものです。 
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 ８ページをお願いいたします。 

 下段にあります第47条の３と、次の第47条の５の改正は、地方税法の改正による文言等、

条文の整備であります。 

 おめくりいただきまして、10ページをお願いいたします。 

 第48条、法人の村民税の申告納付の改正ですが、法人税法、地方税法等の改正により、内

国法人、すなわち日本国内に本店や主たる事務所を有する法人が、外国関連会社との二重課

税を排除するため、二重課税額の控除において、国税から控除し切れなかった額を法人税割

から控除することを定めた条文の整備となります。 

 おめくりいただきまして、12ページをお願いいたします。 

 ページの下のほうでありますけれども、第52条の改正は、地方税法の改正により、法人住

民税にかかる納期限の延長の場合の延滞金について、申告後に税額構成がされ、その後に増

額構成となった場合には、増額構成等により納付すべき税額のうち、延長後の申告期限前に

納付がされていた部分は、その納付がされていた期間を控除して計算することを定めたこと

による条文の整備であります。 

 おめくりいただきまして、15ページをお願いいたします。 

 第54条の改正は、地方税法施行規則の改正による適用条項のずれに伴う条文の整備であり

ます。 

 次に、その下の附則の改正です。 

 第３条の２の改正は、この条例の第48条及び第52条の改正に伴う所要の規定の整備であり

ます。 

 16ページの第４条の改正も、第52条の改正に伴う所要の規定の整備であります。 

 おめくりいただきまして、17ページをお願いいたします。 

 第10条の２、見出しの法附則第15条第２項第１号等の条例で定める割合とは、わがまち特

例のことでありまして、地方税の特例措置について、全国一律の特例措置ではなく、法律の

定める範囲内で地方公共団体が、地方公共団体の裁量により減額の割合等を条例で定めるこ

とができる仕組みでありますけれども、このわがまち特例の対処に追加及び見直しが行われ

た上、２年間延長がなされました。改正後の再生エネルギー発電設備におきましては、対象

施設の出力によりまして区分が設けられまして、18ページの第７項は水力5,000キロワット

以上のもの、第８項は地熱1,000キロワット未満、第９項はバイオマス１万キロワット以上、

第10項は太陽光1,000キロワット以上、第11項は風力20キロワット未満、第12項は水力5,000

キロワット未満、第13項は地熱1,000キロワット以上、第14項はバイオマス１万キロ未満の

ものについて、それぞれ規定をしてあります。なお、今回定めました村の特例割合は、国が

示した参酌割合としております。 

 おめくりいただきまして、19ページの第10条の３は、新築住宅等に対する固定資産税の減

額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告の改正であります。新築住宅にかかわる税

額の減税措置を２年延長する改正となります。 

 少し飛びまして、22ページの第12項の改正は、地方税法の規定の新設に合わせて追加され

たもので、主に実演芸術の公演等を行う劇場、音楽堂等について、障害者、高齢者に対応し

たバリアフリー対策を行い、基準を満たした家屋に対する固定資産税の３分の１に相当する

額を２年度分減額する特例措置が設けられましたので、その申告手続について規定したもの
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であります。 

 おめくりいただきまして、23ページの第11条は、土地に対して課する固定資産税の特例に

つきまして、第11条の２は、土地の価格の特例について、24ページの第12条と26ページの第

12条の２は、宅地等に対して課する固定資産税の特例について、27ページの第13条は、農地

に対して課する固定資産税の特例について、第15条は、特別措置保有税の課税の特例につい

て、それぞれ現行の負担調整の仕組みを平成32年度まで３年間延長するための改正となりま

す。 

 最後に、議案書の５ページのお戻りをお願いいたします。 

 附則でありますけれども、この条例の施行日は平成30年４月１日からとなります。また、

あわせまして、村民税と固定資産税に関する経過措置をそれぞれ定めております。 

 以上、専決処分とさせていただきました南箕輪村税条例の一部を改正する条例の細部説明

とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第１号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第２号「専決処分事項の承認を求めることについて」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第２号「専決処分事項の承認を求めることについて」の提案

理由を申し上げます。 

 本案は、南箕輪村国民健康保険税条例の一部改正であり、基礎課税額にかかる課税限度額

の引き上げと軽減判定所得の見直しが主な改正であります。 

 地方税法施行令の一部を改正する政令が、平成30年３月31日に公布され、平成30年４月１

日から施行されることに伴い、地方自治法第179条第１項の規定により、南箕輪村国民健康

保険税条例の一部を改正する条例を平成30年３月31日付で専決処分いたしましたので、同条

第３項により、議会の同意をお願いするものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御同意をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 平嶋財務課長。 

財務課長（平嶋 寛秋） それでは、南箕輪村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の

専決処分について、細部説明を申し上げます。 

 この改正は、地方税法施行令の一部を改正する政令が、平成30年３月31日に公布され、平

成30年４月１日から施行されるため、３月31日に専決処分といたしました。 

 新旧対照表により細部説明を申し上げますので、議案書２ページの新旧対照表をごらんく

ださい。 

 アンダーラインの部分が改正箇所となります。左側の改正後の条項に沿って説明をさせて

いただきます。 

 まず、第２条第２項、課税額の改正です。国の制度に合わせまして、税負担の適正化を図
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るため、基礎賦課額にかかわる賦課限度額を現行の54万円から58万円に引き上げるものです。

第21条第１項前段の改正も同様であります。 

 次に、第21条第２号の改正は、軽減判定所得の見直しとなります。この改正は、物価上昇

の影響で軽減対象者が縮小しないようにするもので、第２号の改正は５割軽減にかかわるも

のです。この対象となる世帯の軽減判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額を、

現行の27万円から27万5,000円に引き上げるものです。 

 おめくりいただきまして、３ページの第３号は、同じく２割軽減の対象となる世帯の軽減

判定所得の算定において、被保険者の数に乗ずべき金額を、現行の49万円から50万円に引き

上げるものです。 

 続く第22条の２の改正は、特例対象被保険者等にかかわる申告の改正です。これは、解雇

や倒産などで職を失った失業者が、在職中と同程度の負担で医療保険に加入することができ

る制度であり、この軽減制度を受ける場合には届け出が必要となりますけれども、マイナン

バーによる情報連携による把握ができるのであれば、雇用保険受給資格証明書の提示が不要

になることによる改正であります。 

 議案書の１ページにお戻りをお願いいたします。 

 附則でありますけれども、この条例の施行日は平成30年４月１日からとなります。あわせ

まして、この条例の適用区分について定めております。 

 以上、専決処分とさせていただきました南箕輪村国民健康保険税条例の一部を改正する条

例の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第２号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ８番、三澤議員。 

８  番（三澤 澄子） ８番、三澤です。 

 この改正により、国民健康保険税に与える影響はどのぐらいか、教えていただきたいと思

います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 平嶋財務課長。 

財務課長（平嶋 寛秋） 今回の改正、３月の議会で税率等の引き上げをお願いしてありま

す。それも含めての影響額ということで御理解いただきたいと思いますけれども、限度額の

引き上げによる影響額の試算ということでありますけれども、こちらのほうにつきましては、

全体で13世帯、人員とすれば28人、均等割額の減額といたしましては144万5,650円となって

おります。それから、５割軽減、２割軽減の引き上げによる影響額の試算でありますけれど

も、５割軽減のほうにつきましては、10世帯、人員につきましては14人、均等割の減額とし

ましては223万7,840円。２割軽減のほうにつきましては、世帯数で18世帯、人員でいきます

と31名、減額のほうにつきましては79万970円ということで、合計いたしますと28世帯、45

人、302万8,810円となっております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 



 

14 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 議案第３号「専決処分事項の承認を求めることについて」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第３号「専決処分事項の承認を求めることについて」の提案

理由を申し上げます。 

 本案は、平成29年度南箕輪村一般会計補正予算（第12号）であり、補正内容は、繰越明許

費１件の追加であります。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、平成30年３月30日付で専決処分をいたしました

ので、同条第３項により、議会の同意をお願いするものであります。 

 細部につきましては、副村長及び担当課長から御説明申し上げますので、よろしく御審議

をいただき、御同意をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 議案第３号「専決処分事項の承認を求めることについて」、平成

29年度南箕輪村一般会計補正予算（第12号）の細部説明を申し上げます。 

 予算書案の１ページをごらんください。 

 第１条の繰越明許費でございますが、次のページ、第１表、繰越明許費に記載のとおり、

10款２項の南部小学校教室棟増築工事実施設計業務につきまして、学校現場との調整に時間

を要しまして、年度内での完了が困難となったため、繰越事業とさせていただいたものでご

ざいます。なお、この事業につきましては、４月27日に完了をしております。 

 以上で、細部説明を終わります。 

議  長（丸山  豊） 議案第３号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ２番、小坂議員。 

２  番（小坂 泰夫） ２番、小坂です。 

 細かい質問で大変恐縮ですけれど、専決処分の日付というんですか、先ほどの１号、２号

の専決処分は３月31日付、今回、この３号の一般会計補正予算の専決の日付が３月30日、金

曜日と土曜日とかの関係かなと思うんですけれど、何かあるんでしょうか、お尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 平嶋財務課長。 

財務課長（平嶋 寛秋） 税と国保税の関係が３月31日専決処分となっておりますのは、先

ほど細部説明で申し上げましたけれども、法律が通りましたのが３月31日でありましたので、

それ以降ということであります。 

 それから、ただいまのほうの関係が３月30日になっておりますのは、３月31日、土曜日と

か、日曜とか、祭日でありました。３月30日は多分金曜日でありましたので、その日に専決

処分とさせていただきました。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 
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〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 議案第４号「南箕輪村税条例等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４号「南箕輪村税条例等の一部を改正する条例」について

提案理由を申し上げます。 

 本案は、地方税法等の一部改正に伴います、個人住民税の基礎控除等の見直し、生産性向

上特別措置法の施行に伴う固定資産税の免除措置、村たばこ税の税率引き上げが主な改正で

あります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 平嶋財務課長。 

財務課長（平嶋 寛秋） 南箕輪村税条例等の一部を改正する条例についての細部説明を申

し上げます。 

 この改正は、南箕輪村税条例のもととなります地方税法等の一部を改正する法律が平成30

年３月31日に公布されました。このうち、平成30年４月１日施行分については、議案第１号

で説明したとおりであります。ここでは、平成30年４月１日施行分以外の改正内容について

御説明をいたします。 

 新旧対照表により説明いたしますので、議案書14ページの新旧対照表をごらんください。 

 アンダーラインの部分が改正箇所となります。左側の改正後の条項に沿って説明をさせて

いただきます。 

 最初に、第１条関係です。 

 まず、第23条、村民税の納税義務者等の改正です。 

 第１項は地方税法の文言が改正されたことに伴い、同様に改正するものであります。 

 第３項は、今回の税制改正では、一定規模以上の法人に対して、ｅ－Ｔａｘによる申告書

の提出が義務づけられましたが、人格のない社団等、すなわち法人でない社団または財団で、

代表者や管理人の定めるのある社団等については、電子申告義務化による規定を適用しない

こととする改正であります。 

 次に、第24条の改正は、働き方改革を後押しする観点から、給与所得控除、公的年金等控

除を10万円引き下げるとともに、基礎控除を同額引き上げる改正となります。 

 具体的には、おめくりをいただきまして、15ページの第１項第２号では、障害者、未成年

者、寡婦及び寡夫に対する住民税非課税措置の合計所得要件を125万円以下から135万円以下

といたします。第２号では、住民税均等割の非課税基準を10万円引き上げる改正となります。 

 次の第34条の２、取得控除の改正は、今まで、基礎控除は所得の多寡によらず、一定の金

額を控除してまいりましたが、高所得者まで税負担の軽減効果を及ぼす必要性が乏しいとの

指摘があること等から、基礎控除額に所得要件を創設する改正で、控除額が所得金額2,400

万円超から低減し、2,500万円で消滅する仕組みを設けるものです。 

 16ページの第34条の６、調整控除の改正です。調整控除とは、配偶者控除、扶養控除、基
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礎控除について、所得税と住民税の間に控除額の差が生じているため、その差による影響を

なくすため、住民税所得割額から調整控除額を税額控除する制度でありますけれども、この

調整控除についても、先ほどの改正と同様に、所得要件を創設するものです。 

 おめくりいただきまして、17ページの第36条の２の改正です。平成29年度税制改正におい

て、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われたことに伴い、年金所得者にかかわる

配偶者特別控除の申告要件の見直しによる適用条項、文言等、条文の整備を行うものであり

ます。 

 18ページから19ページの第48条、法人の村民税の申告納付の改正は、国税と同様に、資本

金１億円超の法人に対し、法人村民税の電子申告が義務づけされたことに伴い、新たに規定

を整備するものであります。 

 次に、村たばこ税にかかわる改正です。 

 改正の概要は、たばこ税率の引き上げと、近年急速に市場が拡大している加熱式たばこに

ついての課税方式を見直すものです。 

 加熱式たばこは、現行ではパイプたばこに分類されておりますが、今回の改正で、喫煙用

の製造たばことして、加熱式たばこの区分が施設されることになりました。19ページの第92

条がそれに当たります。 

 そして、第93条の２で、加熱式たばこを製造たばことみなす場合の定義を行っております。

これによりますと、加熱式たばこは喫煙用具であって、加熱により蒸気となるグリセリン、

その他の物品、またはこれらの混合物が充塡されたものは製造たばことみなして、地方税法

の規定を適用させることとしております。 

 おめくりいただきまして、21ページの第94条は、紙巻きたばこの本数への換算方法の見直

しのための改正となります。現行では、葉たばこ１グラムにつき紙巻きたばこ１本と換算し

て税率を算出しておりますが、加熱式たばこは使われている葉たばこの量が紙巻きたばこよ

り少ないため、税額が低くなっておりましたが、今回の改正により、葉たばこと加熱により

蒸気となるグリセリンの重さを指標としながら、これに製品価格を勘案して課税額を算出す

ることとなりました。具体的には、加熱式たばこの本数は、重量0.4グラムをもって紙巻き

たばこの0.5本の換算する現行の換算方法による換算本数に0.8を乗じた本数と、紙巻きたば

こ１本当たりの平均小売価格をもって加熱式たばこの小売価格の0.5本に換算する新換算方

法の本数に0.2を乗じた本数との合計となります。 

 25ページをお願いいたします。 

 第95条は、たばこ税の税率を平成30年10月１日から３段階で引き上げる改正で、ここでは

1,000本当たり、現行の5,262円を5,692円に引き上げるものです。 

 続く第96条の改正は、第92条の条ずれに伴う条文の整備です。 

 26ページの第98条は、先ほどの第94条において定義を定めたことに伴う条文の整備となり

ます。 

 おめくりいただきまして、27ページをお願いいたします。 

 附則の改正です。 

 第５条は、地方税法の改正による所得割非課税限度額引き上げに伴う条文の整備となりま

す。 

 次の第10条の２の第19項の改正は、地域の中小企業による設備投資の促進を図るものです。
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さきの第196回国会で、生産性向上のための臨時措置法が成立し、この法の規定により、市

町村が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資

産税を２分の１からゼロまで軽減することを可能とする３年間の時限的な特例措置が創設さ

れましたが、本村ではこれに該当する固定資産税を「零」、ゼロとする改正です。 

 続く第20項の改正は、第19項が入ったことによる項ずれ等の改正であります。 

 28ページの第17条の２の改正は、租税特別措置法の改正に伴う条ずれの対応となります。 

 おめくりいただきまして、29ページをお願いいたします。 

 第２条関係です。 

 先ほどの第94条で、加熱式たばこの課税の見直しの改正がありましたが、この見直しは平

成30年10月１日から５年間かけて段階的に移行されます。 

 第94条では、加熱式たばこにかかわる紙巻きたばこへの本数の換算に当たって、平成31年

10月１日より、現行の換算本数に0.6と新換算本数に0.4をそれぞれ乗じて計算した本数の合

計本数とする改正であります。 

 次の第10条の２の改正は、条例の項ずれによる改正であります。 

 おめくりいただきまして、31ページをお願いいたします。 

 第３条関係です。 

 第94条の改正は、先ほどの第２条の関係の改正と同様に、平成32年10月１日より、現行の

換算本数に0.4と新換算本数に0.6をそれぞれ乗じて計算した本数の合計本数とする改正です。 

 次の第95条の改正は、同じく平成32年10月１日より、たばこ税を1,000本当たり5,692円か

ら6,122円に引き上げる改正です。 

 おめくりいただきまして、33ページをお願いいたします。 

 第４条関係です。 

 これも、先ほどの第２条、第３条関係の改正と同様に、平成33年10月１日より、現行の換

算本数に0.2と新換算本数に0.8をそれぞれ乗じて計算した本数の合計本数とする改正です。 

 次の第９条の改正は、同じく平成33年10月１日より、たばこ税を1,000本当たり6,122円か

ら6,552円に引き上げる改正であります。 

 おめくりいただきまして、35ページをお願いいたします。 

 第５条関係です。 

 ここの改正は、段階的に引き上げてまいりました換算本数の見直し移行が完了することに

より、平成34年10月１日より、現行の換算本数と新換算本数にそれぞれ率を乗じる必要がな

くなり、新換算本数のみとなることによる改正であります。 

 38ページをお願いいたします。 

 第６条関係ですが、平成27年度、たばこ税関係法令の改正によりまして、エコー、わかば

などの旧３級品にかかわる特例税率が廃止され、平成28年４月１日から段階的に税率改正が

実施されることとなっておりましたが、このうち、附則第５条第２項第３号の改正は、当初、

平成31年４月１日に予定されておりました税率引き上げを平成31年９月30日まで延期するた

めの改正です。 

 同じく、39ページの第13項、40ページの第14項の改正も、実施時期の延長と手持品課税の

税率の改正となります。 

 最後に、議案書の６ページのお戻りをお願いいたします。 
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 附則でありますけれども、この条例の施行日は平成30年10月１日からとなります。 

 ただし、それぞれの条文にありますとおり、住民税は平成33年１月１日から、固定資産税

のうち、わがまち特例関係は平成31年４月１日から、生産性向上特別措置法関係はその施行

の日から、村たばこ税のうち、紙巻きたばこ関係は、税率引き上げ時期によりまして、平成

30年10月１日、平成32年10月１日、平成33年10月１日、紙巻き式たばこ関係は平成30年10月

１日、それ以外の字句改正の関係につきましては平成32年４月１日から施行となっておりま

す。 

 また、あわせまして、村民税、固定資産税、村たばこ税にかかわる経過措置をそれぞれ定

めております。 

 以上、南箕輪村税条例等の一部を改正する条例の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 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、大熊です。 

 基本的なお考えについて、ちょっとお尋ねいたします。 

 今御説明をいただきました村民税の部分で、未成年者という文言がありますが、平成30年

度における未成年者の定義についてお尋ねいたします。 

 それから、たばこ税の課税の部分ですが、前年度は1,000本につき5,692円、今年度は

6,122円と増になるわけですが、第１回の村議会で、歳入の部分で、村たばこ税は１億1,500

万計上してございますが、これに変化が、どのぐらい増になるのか、または減になるのか、

その辺について、この後、議案７号で審議されます中に、たばこ税の文言が載っておりませ

んので、おわかりになりましたら御説明をいただきたいと思います。 

 それから、設備投資の文言が、今度の新しい村条例の中に出てまいりますが、現在、アバ

ウトで結構でありますが、固定資産税は９億8,700万という歳入が予定されておりますが、

現在、村を取り巻くこういう企業環境の中で、設備投資というものがどんな状況下にあるの

か、御説明をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 平嶋財務課長。 

財務課長（平嶋 寛秋） 何点か御質問をいただきました。 

 未成年の定義であります。税のほうにつきましても、未成年は20歳以下であるかと思いま

すけれども、税のほうにつきましては、年齢というよりも、所得のほうで分類いたしますの

で、年が何歳にあるかということについて、具体的に、20歳であるからその控除が云々とか、

そういうものはありませんので、その方の所得の多い少ないによって分けといいますか、さ

れていると思っております。 

 それから、次のたばこ税の関係、今後の予算のほうの変化ということのお尋ねかと思いま

すけれども、当初の予算のときにも御説明をいたしましたが、最近、健康志向ということで、

たばこ税は年々減ってきております。ですが、当初予算につきましては、今回のたばこ税の

引き上げがもうわかっておりましたので、その分を見込んで去年と同額程度に見てあります

ので、今回、改めてこの分についての補正はとき考えておりません。 

 それから、次の設備投資の状況がどんなものであるかという御質問でありますけれども、
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住民税の関係は、御存じのとおり、１年おくれとか、そんな格好でまいりますので、ここの

ところの日本景気の緩やかな改善がありますので、堅調に推移してきておりますので、固定

資産税のほうにつきましても、ことしの評価替えで、例年ですと少なくなるのが通例であり

ますけれど、ことしの予算につきましては、その償却資産等の伸びが大きかったものですか

ら、例年並みの予算で見込んでありますので、償却資産については、村の固定資産について

は堅調なものであると考えております。 

 それから、済みません、一番最初で、未成年者の定義、20歳以下と申し上げましたが、20

歳未満であります。訂正いたします。よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 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（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 議案第５号「南箕輪村財政調整基金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５号「南箕輪村財政調整基金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、財政調整基金に属する現金を南箕輪村土地開発公社に貸し付けることができるよ

う改正するものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 平嶋財務課長。 

財務課長（平嶋 寛秋） 南箕輪村財政調整基金条例の一部を改正する条例についての細部

説明を申し上げます。 

 今回の改正は、財政調整基金に属する現金を南箕輪村土地開発公社に貸し付けることがで

きるように、所要の改正を行うものであります。 

 新旧対照表により説明をいたしますので、議案書２ページの新旧対照表をごらんください。 

 アンダーラインの部分が改正箇所となります。 

 最初に、中ほどの第３条、管理の改正をお願いいたします。 

 新旧対照表では省略されておりますけれども、第３条第１項は、基金に属する現金は、金

融機関への預金、その他、最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。第２項

は、基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に変えることができる

と規定されておりますけれども、今回、同条に第３項として、基金に属する現金は、確実な

償還方法、期間及び利率を定め、南箕輪村土地開発公社に貸し付けることができる旨の規定

を追加いたします。 

 これは、村土地開発公社は、南原住宅団地の焼却灰の処理も終わりましたけれども、今後

も、これらの処理等のために借り入れました借入金の返済が続いてまいりますが、その額が

多額となっておりますので、村の財政調整基金の余裕資金から、市中銀行等からの借り入れ

よりも低利で貸し付けを受けることができるようにすることにより、村都市開発公社の返済
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額の軽減を図ろうとするものであります。また、この貸し付けによりまして、村の財政調整

基金の受取利息も、現在の基金の預け入れ利息よりも高くなりますことから、現状より受取

利息がふえる見込みとなります。 

 それ以外の第１条、第２条、第６条の改正は、今回の改正に合わせまして、それぞれアン

ダーラインのとおり、送り仮名、句読点など、文言の修正を行うものであります。 

 最後に、議案書の１ページにお戻りをお願いいたします。 

 附則でありますけれども、この条例の施行日は公布の日からとしております。 

 以上、南箕輪村財政調整基金条例の一部を改正する条例の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 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。 

 ９番、大熊議員。 

９  番（大熊 惠二） ９番、大熊です。 

 この条例でありますが、全協のときにも少し申し上げましたが、会計管理者との協議がき

ちんと議事録、その他で整備されていると思いますが、それらがきちんとできたのかどうか、

なおかつ、この議事録及び決算の内容については監査の対象になると思いますが、その点に

ついてお答えをいただきたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 平嶋財務課長。 

財務課長（平嶋 寛秋） 会計管理者との細かい詰めといいますか、については、これから、

さっき言いました利率ですとか、それから償還期間等については、これからの話になってま

いりますので、そのときにまた細かい詰めをして、協定書なり、議決書を進めていくという

ことになろうかと思います。そのようにする予定でございます。 

 監査のほうにつきまして、当然、監査の対象になっているものと考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ９番、大熊議員。 

９  番（大熊 惠二） 再質問じゃなくて、ちょっと課長の発言のお言葉が、こちょこち

ょこちょって、はっきり聞こえません。もう少しゆっくりで結構でございますので、もう一

度お願いいたします。 

財務課長（平嶋 寛秋） 申しわけございませんでした。 

 会計室との協定につきましては、これから、その利率ですとか償還方法等、細かいところ

は詰めてまいる予定であります。そのときにまた、当然、協定書なりを結んでいきますので、

そこではっきり書面とかに残してまいります。 

 それから、監査のほうにつきましては、当然、今回のものも監査の事項に含まれるものと

して理解しております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ９番、大熊議員。 

９  番（大熊 惠二） 代表監査委員にお尋ねいたします。 

 今のような状況で、当然、監査の対象になると思いますが、十分心して監査をお願いした

いと思いますが、代表監査委員の御意見をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 原代表監査委員。 
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代表監査委員（原   浩） 適正に監査してまいります。 

議  長（丸山  豊） ９番、大熊議員。 

９  番（大熊 惠二） １点、これは余談みたいな話ですが、何でこんないい話を今まで

できなかったのかなと、我々もそういう提案もしたことがございませんし、これ、うっかり

していたなというふうに一議員としても思うわけですが、何か村長のほうで所感がありまし

たらお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 前々から、この制度を承知していたところであります。ただ、土

地開発公社との貸し付けというか、借り入れの期間が１年、３月31日にはというような部分

もありまして、ちょっと難しいのかなという思いもありましたので、若干といいますか、大

分おくれてしまって、大変申しわけなかったなというふうに思っております。 

 広域連合でも、実は広域連合の基金を貸し付けておりますけれども、それは償還期限との

関係で借り入れることができなかったということであります。 

 そういったことで、今度、全て工事が終わりましたので、きちんとその額がわかるように

なりました。償還の額というのがわかるようになりましたので、ここで改正をして、双方に

有利な部分で運営ができればというふうに思っております。おくれたことにつきましては、

そういう部分もあるということは承知しておりましたけれども、踏み切れなかったというこ

とでございますのでお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 ここで、10時半までトイレ休憩といたします。 

   休憩 午前１０時１９分 

   再開 午前１０時２９分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第６号「南箕輪村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第６号「南箕輪村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

関する基準を定める条例の一部を改正する条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、厚生労働省の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の省令の一部

改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件を拡大するための改正を行うものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 唐澤子育て支援課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） それでは、議案第６号の細部説明をさせていただきます。 

 現在の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の放課後児童支

援員の資格につきましては、国の従来の基準をもとに制定しておりましたが、厚生労働省の
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省令が改正されたことに伴い、放課後児童支援員の資格要件を拡大するための改正をするも

のであります。 

 新旧対照表により説明をさせていただきます。 

 ２ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

 アンダーラインの部分が改正部分でございます。 

 第10条第３項第４号の改正前は、「学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、

高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者」を「教育職員免許法（昭和24年法

律第147号）第４条に規定する免許状を有する者」に改めるとともに、第10条第３項に第10

号として、「５年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、村長が適当と認めた

もの」を加えるものです。 

 １ページにお戻りいただき、附則をごらんいただきたいと思います。 

 この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第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。 

 10条で５年以上放課後児童に従事した者であって、村長が適当と認めたものというものを

つけ加えたというふうに思うのですけれども、この中の９項、高等学校卒業者等であり、か

つ２年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、村長が適当と認

めたものという項があるんですけれども、この項との整合性をちょっとお聞きしたいと思い

ます。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐澤子育て支援課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） ９条の２年以上については、児童福祉の関係に従事した者

というのがありますので、その関係ですが、５年以上は放課後児童健全育成事業に従事した

者という、そういったことになりますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 ６番、唐澤議員。 

６  番（唐澤 由江） 資格を持っている教諭の方は何名いらっしゃいますか。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐澤子育て支援課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） 現在、放課後児童クラブの支援員につきましては、全部で

20人体制、こども館が16人、南部小が４人でいますが、40人以下を一つの支援として２人以

上で見るということで、そのうち１人は補助員を当てることができるということになってお

ります。半数以上につきましては、教諭の免許、または保育士の免許を持っておりますので、

その基準を満たしております。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 唐澤課長。 
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子育て支援課長（唐澤 孝男） 済みません、ちょっと、現在手元に具体的な人数について

は持っていませんので、また後ほど答弁させていただきたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 後ほど回答ということでございますのでお願いいたします。 

 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） 今の質問ですが、何人資格を持ったのがいるかという議案じゃあ

りません。したがいまして、後ほどの報告は、個人の議員が事務的に聞いていただくことが

いいと思いますので、議長の判断をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 個人でお聞きください。 

 唐澤課長、そのようにお願いいたします。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 議案第７号「平成30年度南箕輪村一般会計補正予算（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７号「平成30年度南箕輪村一般会計補正予算（第１号）」

について提案理由を申し上げます。 

 歳入では、社会資本整備総合交付金の補正を、歳出では、異動に伴う人件費の補正のほか、

大芝公園内のトイレ下水道設備工事費の補正が主なものであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額にそれぞれ1,842万8,000円を追加して、歳入歳出予算の総額を

それぞれ61億4,842万8,000円とするものであります。 

 細部につきましては、副村長及び担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議を

いただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 議案第７号「平成30年度南箕輪村一般会計補正予算（第１号）」

の細部説明を申し上げます。 

 まず、第１条の歳入歳出予算の補正でございますが、一般職職員の４月１日人事異動に伴

います補正が主なものでございます。歳出の各科目にわたり人件費の補正がございますので、

28ページの給与費明細書をごらんいただきまして、先に一括して御説明を申し上げます。 

 一般職でございますが、総括の表をごらんいただきまして、いずれも４月の人事異動等に

伴う変更でございます。当初予算編成時には、その時点での職員配置や職員数をもとに、仮

定の職員配置をいたしまして、各科目の給与費を算定しております。実際の職員配置による

必要額との差異が生じますので、その差額について増減をさせていただくものでございます。 

 比較覧をごらんいただきまして、職員数でございますが、当初予算の編成後に職員の減員、

また企業会計との間での取り合い等がございましたので、これらによりまして、一般会計と

しては２名減ということでございます。 

 これに加えまして、再任用、育児休業等のもろもろの要因によりまして、給料、職員手当、

共済費、いずれも減額となっております。合計で436万3,000円を減額するものでございます。
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なお、職員手当の内訳につきましては、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。 

 科目によりましては大きな増減となっている場合もございますが、以上の説明によりまし

て、各科目２節、給料から、４節、共済費までの説明は省かせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

 それでは、予算書案の12ページをごらんいただきたいと思います。 

 歳出でございます。 

 １款、議会費、１項１目、0101議会事務の８節でございますが、こちらは一般村民にも公

開する形での議員研修会の開催を９月ごろに予定されているということで、その講師謝礼を

計上するものでございます。 

 おめくりいただきまして、２款、総務費でございますが、13ページは人件費の補正のみで

ございます。 

 14ページの１項12目、0242地域づくり推進事業の19節、細節の02になりますが、コミュニ

ティ助成事業助成金は、北殿区で実施いたします一般助成事業につきまして、このほど内示

があり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形で村を経

由し、交付をいたします。公民館の備品等を整備するものでございます。 

 次の0244移住定住対策事務の財源組み替えでございますが、当初予算に計上いたしまして、

７月29日に開催予定のフラッグフットボールの全国大会の事業につきまして、このほど県の

地域発元気づくり支援金をいただけるということの決定がございましたので、財源として組

み替えをさせていただくものでございます。 

 次の２項、徴税費、３項、戸籍・住民基本台帳費、いずれも人件費の補正のみでございま

す。 

 次の４項、おめくりいただきまして、４目、0273県知事選挙事務の11節でございますが、

県から示されました試算に基づき増額をするものでございます。 

 続きまして、３款、民生費は、次のページまで全て人件費の補正のみでございます。 

 続きまして、４款、衛生費も、全て人件費の補正のみでございます。 

 おめくりいただきまして、６款、農林水産業費でございます。 

 １項で、１目飛びまして、次の２目、0604農業総務事務の９節から19節は、大芝高原味工

房を中心に活動しております地域おこし協力隊員の活動状況に合わせました組み替えでござ

います。その中で、協力隊員１名の住居が変わりまして、14節の賃借料がふえ、総額で20万

7,000円の増額となっております。この増額分につきましては、村の基準を超える分という

ことで、当該協力隊員に負担をしていただきます。 

 次の３目、0605農業振興事業は、人件費のほか、15節でございますが、現在まで、大芝高

原味工房の新たな商品にということで、地元産のおもてなし牛乳、卵を使ったプリンの研究

開発を進めてきており、大芝の湯で試験的に加工販売を行ってまいりました。好評で、売れ

行きが好調でありますので、量産と品質の安定化を図るために、スチームコンベクションと

いう製造機を導入しようとするものでございます。プリンは、味工房、大芝の湯、合わせま

して、月1,000個の販売を目標といたします。 

 次の５目、農地費、次の２項、林業費、おめくりいただきまして、７款、商工費は、人件

費の補正のみでございます。 
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 続きまして、22ページ、８款、土木費でございます。 

 １項１目、0801土木総務事務は、人件費のほか、19節でございますが、道の駅大芝高原の

認定登録に伴いまして、これから加盟してまいります道の駅の連絡会の会費を計上させてい

ただくものでございます。中部ブロックとしてございますが、この中には全国連絡会の会費

分も含むということでございます。 

 次の２項２目、0808村単道路改良事業の13節と22節は、地区計画事業の進捗に合わせまし

て組み替えをさせていただくものでございます。14節は、県及び県下市町村が共同で利用し

ております設計積算システムの使用料の算定方法が変更されたことに伴います増額をお願い

するものでございます。 

 次の４項、都市計画費では、おめくりいただきまして、２目、0821国庫補助公園整備事業

の15節でございますが、道の駅化の関係もあったためか、本年度は例年と比べて、公園関係

の社会資本整備総合交付金を多目にいただくことができそうだということで、このほど内示

がございました。公園内のトイレの下水道接続工事を事業費ベースで1,000万円分前倒しし、

進めさせていただこうというものでございます。 

 次の９款、消防費では、１項２目、0902非常備消防事務の18節でございますが、非常時の

救助や輸送路の確保をするために、チェーンソーを配備したいという消防団からの要望を受

けまして、コミュニティ助成事業の申請をしておりましたところ、このほど、長野県市町村

振興協会から交付をいただけるということになりましたので、追加をお願いするものでござ

います。11台を購入いたしまして、各部へ１台ずつ配備いたします。 

 おめくりいただきまして、10款、教育費でございますが、１項飛びまして、次の２項１目、

1010南箕輪小学校管理事務は、医療的ケアが必要な児童に対応するために、当初は看護師を

雇用するということとしておりましたが、確保が困難だという状況の中で、業務委託が可能

な法人がございましたので、委託契約をさせていただき、予算を巻き返させていただくもの

でございます。 

 １目飛ばしまして、４目、次のページの1016南部小学校改築事業、19節の下水道受益者負

担金の追加でございますが、既存校舎の南側に増築をする部分につきまして、トイレを設け

ることによりまして、下水道受益者負担金の口数が増加するために追加をさせていただくも

のでございます。 

 次に、７項２目、1063大芝公園管理総務事務の財源組み替えでございますが、マレットゴ

ルフ場南トイレの改築工事の財源として、社会資本整備総合交付金及び補助裏の公共事業等

債の追加充当をするものでございます。 

 おめくりいただきまして、14款、予備費で歳入歳出調整をさせていただきまして、854万

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、８ページをごらんください。 

 まず、16款、国庫支出金でございますが、公園事業にかかります社会資本整備総合交付金、

内示額に合わせまして増額するものでございます。 

 おめくりいただきまして、17款、県支出金でございますが、２項は、内示を受け、フラッ

グフットボール全国大会に係る地域発元気づくり支援金を追加するもの、３項は、県から示

されました試算により、県知事選挙委託金を追加するものでございます。 
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 続きまして、22款、雑収入の５項１目４節の雑入では、歳出で申し上げましたコミュニテ

ィ助成事業助成金及び地域おこし協力隊員の家賃個人負担分を追加するものでございます。 

 おめくりいただきまして、23款、村債につきましては、社会資本整備総合交付金の増額に

伴いまして、補助裏分の公共事業等債についても増額計上させていただくものでございます。

こちらにつきましては、第２条に規定をいたしまして、５ページのほうに、第２表、地方債

補正ということで表を載せてございますので、お目通しをお願いいたします。 

 以上で、細部説明を終わります。 

議  長（丸山  豊） 議案第７号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第８号「平成30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８号「平成30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、人事異動に伴い、収益的支出において、職員給料ほかの人件費等330万4,000円を

増額し、上水道事業費用の総額を２億6,841万8,000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（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） 平成30年度水道事業会計補正予算（第１号）について細部説

明を申し上げます。 

 初めに、予算書の５ページ、６ページをお開きいただきます。 

 説明にありましたように、職員の人事異動、今年度３名から４名になり、１名増員となり

ました。したがいまして、その関係での予算、補正ということになります。詳細につきまし

ては、またお目通しいただきたいと思います。 

 ４ページをごらんいただきたいと思います。 

 水道事業会計、予算実施計画明細書によりまして説明をさせていただきます。 

 収益的支出、01款、水道事業費用、01項、営業費用、05目、8005総係事業で330万4,000円

を増額するものです。今申し上げました人事異動等に伴う増額でございます。02節、給料か

ら、31節、賞与引当金繰入額までをそれぞれ増額するものですが、17節、賃金につきまして

は、増員に伴いまして、臨時職員賃金を減額するものであります。 

 ２ページにお戻りいただきたいと思います。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第３条の職員給与費につきまして

は、今申し上げましたとおり、総係費のうち、給料、職員手当、共済費等の合計額256万

6,000円を増額し、職員給与費の総額を2,661万2,000円とするものであります。 

 予算書１ページをお願いいたします。 

 以上の理由から、第２条、収益的収入及び支出におきまして、第１款第１項、営業費用
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330万4,000円を増額し、水道事業費用の総額を２億6,841万8,000円とするものです。 

 以上で、議案第８号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第８号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ９番、大熊議員。 

９  番（大熊 惠二） ９番、大熊です。 

 職員の人員増に伴う補正予算でありますけれど、これは事前に予測できなかったのかどう

か、その点についてお尋ねいたします。 

議  長（丸山  豊）  唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 職員の人事異動につきましては、予算書をつくるのが12月から始

まります。それで、確定が１月末ごろということになります。人事異動の検討につきまして

は、正直申し上げまして、今の段階で申し上げますと、２月の末から３月議会中にいろんな

検討をしていくというのが今までの一般的な例であります。水道事業会計につきましては、

今までの状況を見まして、補強をする必要はあるというふうに思っておりましたけれども、

その時点では考え方が固まっていなかったということで今回の補正ということになったとこ

ろでありますので、そんな点は御理解をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 議案第９号「平成30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９号「平成30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、人事異動に伴い、収益的支出において、職員給料のほかの人件費を６万4,000円

減額し、下水道事業費用の総額を６億3,514万8,000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（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） 議案第９号「平成30年度南箕輪村下水道事業会計補正予算

（第１号）」につきまして細部説明を申し上げます。 

 初めに、予算書の４ページをお願いいたします。 

 予算実施計画明細書にて説明をいたします。 

 収益的支出、01款、下水道事業費用、01項、営業費用、04目、総係費、9407総係事業で６

万4,000円減額するものです。これは、今説明がありましたとおり、人事異動に伴いまして

の人件費の減額でございます。03節、職員手当27万4,000円の増額以外、02節、給料から、

31節、賞与引当金繰入額までをそれぞれ減額するものです。 



 

28 

 なお、５ページ、６ページの給与費明細書につきましては、人員等の変更がございません

ので、またお目通しをお願いしたいと思います。 

 ２ページにお戻りいただきまして、議会の議決を経なければ流用することのできない経費、

第３条の職員給与費につきましては、予算実施明細書のとおり、総係費のうち、給料、職員

手当、共済組合費負担金の合計額６万4,000円を減額し、職員給与費の総額を2,044万1,000

円とするものです。 

 予算書１ページをお願いいたします。 

 以上の理由から、第２条、収益的収入及び支出のうち、支出におきまして、第１款第１項、

営業費用６万4,000円を減額し、下水道事業費用の総額を６億3,514万8,000円とするもので

す。 

 以上で、議案第９号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第９号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第10号「南箕輪村村道路線の認定について」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第10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、南原地区の宅地造成に伴う道路認定の申請により、道路法第８条第２項の規定に

基づき、村道路線として認定するものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明を申し上げますので、よろしく御審議をいただき、

御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） 議案第10号「南箕輪村村道路線の認定について」、細部説明

を申し上げます。 

 本案は、南原区におきまして、宅地造成に必要な宅地に面する道路が設置されたことに伴

い、当該道路につきまして、道路法第８条第２項の規定に基づき、村道路線として認定する

ものであります。 

 初めに、村道認定調書の２ページ、位置図をごらんください。 

 場所は、南原区のそこの村道８号線という表示の隣に、地図マーク、地図記号、工場、こ

こにありますけれども、これは伊那プラスチック株式会社でございます。この北側に位置す

る表示箇所の路線となります。 

 おめくりいただきまして、３ページをお願いいたします。 

 路線認定図でありますが、村道2213号線に接する起点から、村道2349号線に接続する終点

のかぎの手の路線ということでございます。 

 １ページにお戻りいただきたいと思います。 

 当該路線につきましては、その他路線、路線番号2354、路線名、南原下段66号線とし、起
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点、南箕輪村字中野原8306番地2068先から同8306番地2043先までの延長91.6メートル、敷地

の幅員は6.2メートルから10.2メートルと認定するものであります。 

 以上で、議案第10号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第10号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会といたします。 

 御苦労さまでした。 

事務局長（小澤 久人） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕お疲れさまでした。 

 

   散会 午前１１時００分 
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 議 事 日 程（第２号） 

平成３０年６月１３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） 

      ８番  三 澤 澄 子 

      ４番  原   悟 郎 

      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 
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○出席議員（１０名） 

 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 原   悟 郎   ９番 大 熊 惠 二 

 ５番 百 瀬 輝 和  １０番 丸 山   豊 

 

 

○欠席議員 

   なし 

 

 

○説明のため出席した者 

村 長 唐 木 一 直  住民環境課長 唐 澤 英 樹 

副 村 長 原   茂 樹  健康福祉課長 堀   正 弘 

教 育 長 清 水 閣 成  子育て支援課長 唐 澤 孝 男 

総 務 課 長 藤 田 貞 文  産 業 課 長 出羽澤 平 治 

地域づくり推進課長 田 中 俊 彦  建設水道課長 藤 澤   隆 

会計管理者 松 澤 厚 子  教 育 次 長 伊 藤 弘 美 

財 務 課 長 平 嶋 寛 秋    

 

 

○職務のため出席した者 

   議会事務局長   小 澤 久 人 

   議会事務局次長   松 澤 さゆり 
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会議のてんまつ 

平成３０年６月１３日    午前９時００分 開議 

 

事務局長（小澤 久人） 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（丸山  豊） お疲れさまです。 

 ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開

きます。 

 会議に入る前に御報告いたします。 

 原代表監査委員が、公務のため、終日欠席する旨の連絡がありました。 

 日程第１、一般質問を行います。 

 本定例会の一般質問は、一問一答方式により行います。質問時間は、答弁を含め１人50分

といたします。時刻掲示板の確認しながら、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、それぞれ丁寧な言葉遣いで、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。 

 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三つの事柄について質問いたします。 

 １番目の質問ですのでちょっと緊張しておりますけれども、よろしくお願いいたします。 

 昨日は、米朝首脳の世紀の対談が行われまして、世界が注目した一日でありました。核の

ない平和な朝鮮半島が実現、ひいてはアジアの平和が実現できればいいなというふうに、何

よりだというふうに思っております。そして、日本における問題も、やがて解決できればな

というふうに思っております。 

 それでは、１番目の上伊那地域のおける高校教育のあり方について質問をいたします。 

 その中の（１）といたしまして、2017年３月に県教委から、県立高校の第２期再編計画と

いえる「学びの改革基本構想」が発表されました。このときは、７月から８月に旧通学区ご

とに地域懇談会を開催、10月に実施方針の案を、そして2018年３月には学びの改革実施方針

の策定、2018年以降、まとまったところから個別に再編計画を進める計画でした。 

 そのとき、６月議会で私は質問をいたしまして、生徒数の減少を理由に、クラスと生徒数

の基準以下になると、統廃合することが第一の目的であるということで、上農高校がある村

として、上伊那地域の高校のあり方、生徒数減だけで統廃合を決めてよいのかを質問しまし

た。村のお答えは、大学入試制度も変わるということで、それに合わせて、また人口減に伴

う生徒数減があり、まとまったところから再編をしていくというふうに答えられております。 

 2018年３月には、県教委は、昨年出したタイトルを「高校改革～夢に挑戦する学び～実施

方針（案）」と変更し、再編計画の方向を明確に示し、旧通学区ごとの再編に踏み出しまし

た。 

 この「夢に挑戦する学び」というものの中の方針６というのが中にあります。つけた資料

は、最初の「はじめに」というところと第８通学区の編成だけをちょっとつけ加えましたの
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で、中身については触れておりませんが、最後の方針６のところで、地域での検討を踏まえ

て再編整備計画を確定し、再編を実施しない既存校も含め、計画的に整備するということで、

今年度の方針では、2019年９月までに、つまり来年までに、12通学区ごとに地域協議会を設

置するということです。2021年３月に、協議会の意見を踏まえ、総合教育会議を経て、全県

の再編整備計画を確定するというふうに、つまり今から３年後までで確定というふうになっ

ておりまして、昨年出された文書とは大きくおくれていると、実施方針の策定などは大きく

おくれているというような状態になっているというふうに思います。 

 そこで、私は、昨年、そしてことしと、地域懇談会には出席いたしました。第１回のとき

に、保護者、住民、学校関係者、200人ぐらいが参加しまして、私は、「長野県は全国に先

駆けて、中学校まで少人数学級を実現し、豊かな学びを実践してきた。高校においても少人

数学級にすることで、再編ありきでない学びの改革になるのでは」というふうに質問いたし

ました。これは、そのときに出された多くの意見だというふうに思います。 

 ことしの地域懇談会もまた参加させていただきました。県教委は、第１回の説明で出され

た、たくさんの疑問が出たわけですけれども、それに全て答えるということで、例えば、夢

に挑戦する学びというところでは、モデル校としてスーパー探究科、信州型ＳＧＨ校、国際

バカロレア研究校、産業スペシャリスト育成校、少人数で研究する高校等を挙げて、種々説

明をいたしておりました。 

 この資料１で見ますと、「はじめに」というところがあるわけですけれども、これをちょ

っと見ていただきたいと思います。 

 「私たちは、社会の大きな変化の中で、将来を見通すことが困難な時代を迎えています」

ということで、「ＡＩをはじめとする先端技術の急速な進歩」以下いろいろ書いてありまし

て、真ん中あたりに、①として、自ら立てた問いに対し、チームとして協働しながら解を見

つけ、新しい価値を主体的に創造してくことができる資質・能力の育成、②として、「一度

しかない人生を自分はどう行きたいか」という自分の人生を構想する力（キャリアデザイン

力）の育成、③として信州に根差した確かなアイデンティティと世界に通じる広い視野、資

質・能力の育成として示しております。その中で、先ほども言いましたように、新たな学び

の推進、それから再編計画について、一つ一つの項目で同じようなタイトルでつくっており

ます。 

 そして、見ていただきたいいのは、第８通学路再編計画の方向を見ていただきたいと思い

ます。 

 次のページの、ここで言いますと「再編計画の方向」であります。隣接通学区への進学希

望にも応えつつ、地域の子供を地域で育てる観点も大切にしながら、地域の中学生の期待に

応える学びの場を整備していく必要がある。この地区の今後の少子化の進行を考えると、再

編の実施を前提に地域の高校の将来像を考えていく必要がある。専門学科の小規模化が想定

される中で、専門教育の活力を維持充実させていく必要がある。これらの観点を踏まえると、

伊那市と駒ヶ根市に適正数を考慮しながら規模の大きさを生かした都市部存立校を配置する

とともに、中山間地存立校配置と、それから総合技術高校の設置等により専門教育の維持充

実を検討していくというふうに、いずれにしても、もう既にそこそこでささやかれているよ

うに、弥生と伊那北が一緒になるんじゃないかというようなことが、同窓会にもお知らせし

て、そんなふうに進んでいるという話であります。 
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 しかし、この２回の地区の懇談会で出された意見は、少子化が進む中で、社会の変化が大

きいからこそ、行き届いた教育を実現する少人数学級が柱になるべきという意見が圧倒的で

ありました。県の学びの改革の説明と出された意見に大きな乖離があると感じました。 

 村は、この間の２回の説明会にも、高校再編について、その都度、懇談会に出ていただい

ております。県教委の説明と出されたさまざまな意見について、どのように受けとめている

か、お聞きします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 議席番号８番、三澤澄子議員の御質問にお答えします。 

 今、議員述べられましたように、平成29年３月に県教委から出されました「学びの改革基

本構想」をもとに、上伊那、旧第８通学区でございますが、２回の地域懇談会、８月と12月

というふうに記憶していますが、開かれ、ことしの３月に、今お話がありました「高校改革

～夢に挑戦する学び～実施方針（案）」が出されました。また、上伊那では、県内の他地区

に先駆け、地域協議会、上伊那地域の高校の将来像を考える協議会、以下協議会と言わせて

いただきますが、が動き出しました。 

 今お話がありましたように、本当に少人数で行き届いた教育、地域の特色を生かし、生徒

を伸ばす高校等々、懇談会では参加された方々から多くの御意見が聞かれました。 

 村教育委員会として直接、いわゆる教育委員会に直接意見を伝える機会というのはござい

ませんが、２回の地域懇談会への参加、それから、先日の協議会を傍聴し、私自身でござい

ますが、生徒の多様な学び、それから地域の魅力、学校の規模的なものをどう考えていくか

が私の胸の中にキーワードとしてあります。少子化が進む中で、上伊那の子供たちが、どう

確かな学びをしていくか、その学びを保証していくか、そのためには、私、高校入試も含め

た高校のあり方、また、それは中学校、あるいは小学校の学びのあり方にも関連してくると

いうふうに思っております。それを自問しているとこでございます。 

 高校改革、今、再編という言葉がありましたが、その検討については、県立でございます

ので、県教委が主体となって進めております。その中で、先ほど申し上げました協議会の第

１回の会議では、つい先日行われましたけれども、上伊那の将来を見据えた高校教育のあり

方について、本当に率直な意見、また提案がなされました。今後、グループ、あるいは個別

のヒアリング等が行われ、いろんな意見を吸い上げながら、この協議会のほうで論を呼んで

いくと思っていますけれど、それを踏まえながら、ことし９月には「高校改革～夢に挑戦す

る学び～」の実施方針が、案がとれて、策定ということになっていきます。議員御指摘のと

おり、単なる数合わせではなく、本当に数合わせではなく、協議会で活発な議論がなされる

こと、多方面からの意見聴取を踏まえた十分な問いがなされることを本当に期待していると

ころでございます。私自身もなんですが、地域が本当に真剣に地域のことを自分ごととして

受けとめ、地域の声を届けていく、それがうんと大事なことかなというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） ８番、三澤議員。 

８  番（三澤 澄子） ありがとうございました。 

 本当に、教育長さんは一貫して出ていただいておりますので、私も聞いてきた中で、本当
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にそのとおりだなというふうに思います。ここのところがきちんとできることが、今回これ

を取り上げた私のまず第一の目的でありますので、その点を、やはり教育長さんのおっしゃ

るように、本当に地域全体で子供たちにどういう教育をしていったらいいのかということを

考えていきたいなというふうに思っております。 

 その中で、（２）として、平成30年３月15日に、上伊那広域連合正副連合長会で県教委に

提出された「上伊那地域における高校教育のあり方について」をお聞きします。 

 昨年、県の学びの改革が発表され、上伊那の高校が大きく変わる心配があるとして、上伊

那広域連合議会への一般質問の通告を飯島光豊市議が提出いたしました。そこでは、教育行

政は所管事務ではないと受け付けを拒否された経過があります。ところが、その後、広域連

合の正副連合長会で、上伊那地域では、社会から求められる人材を輩出するための高校教育

のあり方について考える。また、学びの改革の議論に先んじて、高校教育の目指す方向性に

ついて確認するとして、有識者から意見聴取することにしました。メンバーは、行政１、産

業団体が４、農業団体が２、教育関係は１、福祉関係が１、学識経験者等が２の計11名とな

っております。計４回の非公開の意見聴取で、県教委への具申として提出し、その後の、今

回、協議会の設置になるわけですけれど、協議会の設置まで踏み込み、県教委と広域連合の

共同事務局まで決めて、設置をするということは決めております。 

 議会や住民に全く知らされていない中、所管事務にない教育行政を取り上げた経過につい

てお聞きいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ８番、三澤澄子議員の御質問にお答えいたします。 

 長野県教育委員会へ具申した「上伊那地域における高校教育のあり方について」の御質問

であります。 

 このことにつきましては、年々減少する上伊那地域の出生数や、今月初めに、地方新聞上

で大きく取り上げられた上伊那地域の中学校卒業した生徒の他地域への中高一貫校への流出

など、地域としての県立高校の魅力づくりが欠かせないという危機感を、上伊那８市町村長

でそれぞれ感じている中、正副連合長会におきまして、上伊那地域の高校教育のあり方につ

いて、一刻も早く考える必要がある。また、昨年来の県教委の県立高校学びの改革に係る取

り組みを背景に、高校教育の目指す方向性について、県教委と意見確認をし合う必要がある

との認識で一致し、地域の有識者らが高校教育のあり方について聞き取りした内容を、あく

までも上伊那地域の事情として、目指すべき方向性をまとめたものであります。 

 一般質問で拒否をされたという部分の御質問もありましたが、そのときは、この問題につ

きましては、出されたときにつきましては、広域連合として議論がなされていなかった、そ

んなことだろうというふうに思っております。 

 広域連合で、所管事務にない教育行政を取り上げた経過はということでありますけれども、

もちろん、この教育行政というのは、上伊那広域連合の所管事務にはないところであります。

その中で、本件につきましては、上伊那地域や日本を背負って立つ人材の育成の一翼を担う

高校教育のあり方に対する意見や提案など、広域的に重要な課題でありますので、広域連合

規約のその他広域的に重要な課題で広域連合長が必要と認める事項に関することに該当する

ものとして、広域連合の処理する事務として取り扱ったところでございます、事務局を広域
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連合と県が一緒に行っていくということとなりました。その他広域的に重要な課題で広域連

合長が認めたものという、そういう中で広域連合の事務としてやっていくということにした

ところでございます。 

 先ほども申し上げましたけれども、このままでは地域の若者は地域外に流出してしまう、

地域で必要とする人材教育は喫緊の課題として検討していくことが重要であるとの８市町村

長の思いが一致したと、こういうことで、上伊那としての意見具申をしたところであります。

この意見具申につきましても、それぞれ協議会の中で検討していただいて、地域の目指す高

校の姿をまとめたということでございます。 

 したがいまして、高校再編を前提としたものではなくて、上伊那地域としてどういう高校

が必要なんだという、こういうことを主眼として検討して、意見具申をしたということであ

りますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

８  番（三澤 澄子） 高校再編を目的としたものではないということでありますけれど

も、この中で、例えば、ちょっと資料にもその内容については全部つけておきましたので、

また目を通していただければと思いますけれど、１として、上伊那の高校教育の現状は県の

資料から見てありますし、育てたい生徒像、上伊那地域が目指す高校教育のあり方、目指す

あり方を実現されるための具体的な学校像ということで、４項目になって、御答弁をいただ

いてありますが、その４の中で示してあるところは、全体としては、人間力を高める、生き

生きと学ぶという言葉はありますけれども、ベースには、産業界に必要な人材の確保、その

ための支援体制に貫かれているというふうに思いますし、この意見聴取を見てもそのとおり

でありますし、４については、県の再編計画に書かれた内容を先取りしたものということで、

触れてはいないと言いますけれども、実際にはそのことが最終的には目的だというふうに読

み取れるものだと思います。 

 私自身は、広域連合でこうしたものを出したこともつい最近知ったところでありまして、

中を見ても、本当に県の方針に合わせて踏み込んだ内容だというふうに思いますし、議事録

も含め、住民に開示をすることが必要というふうに思います。そして、議会には全く報告が

なかった議会軽視の最たるものだというふうに考えておりますけれども、もう一度、村長の

答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 先ほども申し上げましたけれども、このままでは上伊那地域の若

者はかなり流出していってしまうという、そういう危機感もあるわけでありますので、そう

いったことをどうしていこうかということで検討したということであります。産業界の部分

に重きを置いているんではないかという、今こういうお話もありましたけれども、やはりこ

の地域というのは、製造業を中心としながら上伊那地域が成り立っておるという面もあるわ

けでありますので、この地域が必要としている人材を育てていく必要があるという、このこ

とは私はそのとおりだろうというふうに思っております。そうしていかないと、この上伊那

地域というのが衰退していってしまうということも起こり得るところでございますので、こ

の地域が求めている人材をどう育てていくかという、そういった分野にも踏み込まれておる

ということでございます。 

 議会に報告がなかったということでありますけれども、これを提出する前に、上伊那８市
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町村、議会に報告した市町村はございません。というのは、県教委の出された、あるいは出

されるであろうという部分を先取りしたというような面もあろうかと思いますけれども、そ

れは、上伊那としてこういう高校にしていただきたいという思いの中からこういう意見具申

をしたということでありますので、その点は議会軽視とか、そういう問題ではないというふ

うに思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

８  番（三澤 澄子） それでは、（４）として、次に移っていきたいと思います。 

 資料にもつけてありますけれど、５月30日、信毎の記事であります。上伊那に来月地域協

議会、来年１月高校再編案ということで、どうする高校再編という記事が出されました。こ

のときに初めて私も、上伊那が先んじて協議会を設置するということを知りまして、高校第

２期再編の高校配置のあり方などを話し合う「高校の将来像を考える地域の協議会」を発足

させる方針を明らかにしたということであります。ここで初めて、広域連合が協議会の主体

となることを知りました。 

 県下では、通学区と一致している広域連合に実は協議会設置を全て働きかけたそうであり

ます。全部のところで、所管にないことだというふうに答えて断られている中で、上伊那に

おいては、県教委が２名ですね、事務局。広域連合事務局長と次長とリニア推進課長とリニ

ア推進課地域振興係長、このメンバーで事務局を担当するということであります。委員は18

人でスタートいたしました。教育行政について所管ではない、先ほども何回も言っておりま

すけれども、所管がないので、リニア推進課が係として担当するということでありますけれ

ども、この間の経過については先ほどもお聞きしましたけれども、上伊那だけがどうしてこ

ういう形で推進することになったのかということについてはとても疑問に思うわけでありま

す。 

 そこで、６月４日の第１回協議会でありますけれど、私はまた傍聴させていただきました。

初回は公開でしたが、この内容を見ますと、回を追うごとに一部非公開、一部公開、非公開

というふうに透明性がだんだんなくなるわけであります。杉本会長も、さすがに最初から非

公開ではよくないというふうに発言されておりましたけれども、地域のあり方が変わる高校

再編では、なおのこと原則全て公開を求めるべきではないかと思います。 

 今後の日程であります。ことしは、今年度の６月から７月に30名程度の意見聴取、９月か

ら10月に再編案の検討、12月、地域懇談会、パブリックコメントで、１月中旬、再編案の成

案作成、２月下旬、成案公表と、次々と進んでいくわけであります。 

 ところが、先ほども言いましたように、夢に挑戦、高校改革というナンバー２によれば、

2019年９月までに全通学区ごとに地域協議会を設置なんです。来年の９月までに全県はそろ

うと、協議会が。ところが、上伊那だけは６月４日ももう発足したわけでありますけれども。

県教委は各協議会の意見、提案を踏まえ、総合教育会議の議論を経て、全県的視野に立って、

2021年３月に全県の再編整備計画を確定するとなっています。全県の再編整備計画を策定す

るのは３年後であります。上伊那は前のめりで進めていますが、全体が決まらなければ早い

者勝ちとはならないわけであります。再編ありきの結論を急ぐべきではないし、むしろ不信

を招くことになると思います。 

 意見聴取も30人程度の人数で実施するのではなく、高校、ＰＴＡ、同窓会、中学校、高校
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生、保護者、教職員、市民など、多数の対象の公聴会等、広く意見をくみ上げ、納得できる

議論をすることが求められているというふうに思います。逆に、先ほど村長が言いましたよ

うに、協議会が上伊那広域連合主体ならば、直接物が言えるようにというふうに思いますの

で、そのところは村長からしっかりと進言すべきだというふうに思います。その点について

お聞きします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 高校教育のあり方の中で、高校教育の将来像についてという部分

で、上伊那地域の高校の将来像を考える協議会を設置したところであります。これは、申し

上げておりますように、事務局は県教委と上伊那広域連合が担っていくということで、それ

ぞれいろんな団体の中から委員をということで選出して、第１回の協議会が開かれたところ

でございます。 

 この協議会につきましては、さまざまな意見を生かしていくということで、さまざまな経

験や経歴を有する住民などへのグループヒアリングや、委員に含まれない団体などへの個別

ヒアリング、こういった意見聴取、地域懇談会、もちろん地域懇談会も実施していくという

ことになっておりますし、パブリックコメントも計画しており、幅広い意見の聴取の機会が

設けられておるというふうに考えておるところであります。そういった各方面からの十分な

意見が協議会に生かされて、協議会において活発な意見交換がなされることを期待しておる

ところでございます。 

 公開化という話の中で、会議は公開する、原則的には公開ということでありますし、８日

の正副連合長会におきまして、私は、この点につきまして、原則公開にすべきだという御意

見は申し上げたところであります。やはり閉ざされた中で議論すべきではないということを

前提としながら、公開にすべきだという意見は正副連合長会の中で意見とし申し上げました。

どうしても非公開にしなければならない場合には、前もって非公開だよということを言わな

いと、そこに行って非公開では大変失礼になるという、そんな話もさせていただいたところ

であります。基本的には原則公開ということを申し上げてありますので、それはそういうふ

うに実施していくんではないかな、いかれるんではないかなという思いはあるところであり

ますし、また、月に１回、正副連合長会をやりますので、その都度、そんな話もしていきた

いというふうに思っております。原則公開につきましては、私はそういう考え方でおります

ので、よろしくお願いしたいというふうに思います。 

 前のめりという話もありましたけれども、これは決して前のめりではなくて、県の方針と

しては、2019年までに全県へ設置して、2021年３月までにということになっておりますけれ

ども、上伊那地域としては、直面している生徒数の減少を踏まえて、あくまで上伊那地域の

高校教育のあるべき姿を検討していく、このことは必要であるという認識に立っておるとこ

ろであります。したがいまして、この協議会の中で具体的な再編については大変難しいだろ

うなというふうに私自身は思っておるところでございます。議論の場は十分確保する、こう

いったことも申し上げていきたいというふうに思っておりますので、その点は御理解もお願

いしたいというふうに思います。決して、誰も知らないところで議論して決めるということ

はないというふうに考えておりますし、そういう場面があれば、またそれなりに私自身は申

し上げていきたいというふうに思っております。この問題は、あくまでもオープンの中で、

お互いに議論をしながら、どういう高校のあり方がいいのかというのを決めていくのが私は
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原則だと思っております。その辺はそんな態度で臨んでまいりますので、御理解をお願いし

たいというふうに思います。 

 会長の杉本駒ヶ根市長も、やはりそういった考え方は持っております。この間もそんなお

話もありましたので、同時に、これは大変難しい問題だと、日程ありきで進むということは

かなり難しいだろうという話もしておりますので、十分な時間をとって議論がなされていく

というふうに考えておりますので、その点はそんな御理解をいただければというふうに思っ

ておりますし、また、そんな場面があれば、御指摘をいただければ、私も、正副広域連合長

会の中で申し上げていきたいというふうに思っております。 

 みんな、有識者、かなり立派な皆さんでありますし、それぞれ教育関係の皆さんもおりま

すし、ＰＴＡの代表の方もおりますので、そういった面では余り心配はしていないところで

ございます。産業界の中からも、かなりきちんとした考え方を持っている方もこの中に参加

しておりますので、そういったことではかなりいい議論ができるんではないかなというふう

に思っておりますし、やはり根底は、この地域の高校教育でありますので、この地域の必要

としている人材というのをある程度育てていく、このことも私は必要だというふうに思って

おるところでありますし、世界で活躍する人材も育てていかなければなりません。そういっ

た両面から考えていく必要があるということは、この上伊那の中の具申にもあるというふう

に思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

８  番（三澤 澄子） 進め方においては、今、村長が言われたとおりだというふうに思

います。 

 私も、先日の協議会の論議を最後まで聞いてきましたので、その中で感じたことでありま

すけれども、杉本会長以下それぞれ委員の皆さんはしっかりとした意見を述べられておりま

したし、そういう点では安心した協議会のメンバーだなというふうに思いました。 

 その中で感じたことでありますけれども、この間、一貫して、ＫＯＡの会長さんもおっし

ゃったことでありますけれど、このあり方を、夢に挑戦する高校改革を、中身をしっかりと

論議していくと、そのことを県教委がどこでそうやって実践するんですかという質問も県教

委にしたところ、県教委がえっと言いまして、そのことについてはまだ検討してありません

と、幾ら意見を言っても、実際にそれをするということを県教委は答えませんでした。答え

たところは、要するに再編計画をあなたたちはつくってくれればいいと、それをもとに、県

教委は再編をするんだというような捉え方です。そして、とにかく小さい学校になったら、

ろくな学校にならないというような例を出しまして、県教委は小さい学校はだめだという説

明を繰り返ししたので、私はこの県教委の姿勢は本当にいかがなものかと感じたわけであり

ます。 

 この中で、先ほど村長も言いましたように、それだけではないということを申し上げまし

たし、しっかりとした議論を地域として積み上げていくと言っていただきましたので、その

点については安心しておりますし、またこれからもその意見を言っていきたいというふうに

思いますけれども。 

 一つ、６月10日の信毎にありました。伊那北高校同窓会、改革への学習会ということで、

県教委担当者を招き、学習会をしたと、県教委の担当者を招いた学習会、伊那市内で、同窓
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会員約100人が参加したと。再編を前提とせず、少人数学級で対応してはどうかという発言

があった。担当者は、第８通学区の中学生が卒業するとの予測を示して、都市部で小規模校

が分離するとの状況の回避を目指すとして方針案を説明しましたが、同窓会員からは、引き

続き、生徒が減っても少人数できめ細かいほうがいい、高校の数は減らしたり統廃合したり

する必要はないといった意見が出たというニュースがたまたま載っておりました。これが、

やっぱり地域の本音ではないかなというふうに私は思いますし、そのことも踏まえて、しっ

かりとした議論をしていただければというふうに思います。 

 それでは、学校教育についてに移らせていただきます。 

 時間がなくなってきましたので、ちょっと急いでやります。 

 この間、質問してきた学校教育の問題点について、その後、どのように改善されてきたか

をお聞きします。 

 （１）として、教職員の超過勤務が依然としてふえている中、平成29年11月15日付で、長

野県の学校における働き方改革推進のための基本方針が出されてました。資料をつけておき

ましたのでごらんください。 

 実施に当たり、市町村の取り組みによって違いがありますが、本村で改善された点と課題

は何か、また、部活の活動基準に沿って改善はできているのかをお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） いわゆる教職員の働き方改革ということで御質問をいただいてお

ります。 

 今出されましたように、学校における働き方改革の推進のための基本方針が出されて、村

教委としても、定例の教育委員会等を含めながら、学校との協同、それも大事にしながらそ

れを進めてきておるところでございます。 

 現在の状況についてでございますが、前も申し上げましたが、長時間勤務といいましょう

か、それにつきましては、単に数字が、時間数が減ればいいというものではないということ

を前提としているわけですけれども、その中で、教員の勤務時間の把握については、今、予

算上のことも正直言ってございますので、次年度に向けて、いわゆるＩＣＴ活用等々、タイ

ムカードを実施している学校、市町村もございますが、等を含めながら、学校、教育委員会

で検討を進めているところでございます。それから、勤務時間の割り振りについては、４月

の３校校長会でも確認をしてありますが、そこを丁寧に周知、実施していくということでご

ざいます。 

 それから、今お話がありました部活動についてでございますが、南箕輪中学校、村として

の部活動ガイドラインをこの４月に策定いたしました。それをもとに、それにのっとりなが

ら、遵守しながら、部活動指導員２名の導入等々を含めて、例えば、今、朝の部活動は基本

的にないというような状況等々で動いています。 

 それから、学校閉庁日につきましてですが、８月13から８月16、お盆の期間としていく方

向でいます。その間は、電話などの学校での対応はなく、教育委員会で受けると、事務局で

受けるということで、今後、教育委員会から保護者の皆様、それから地域の方に趣旨につい

てお伝えしていく方向でおります。 

 それから、いわゆる子供たちのＩＣＴ環境に合わせて、統合型校務支援システムの導入と
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いうのは検討していかなければいけないかなという考えでおります。業務の効率化という面

で、全国的にもこれはする方向でいますのでということでございます。導入については、県

との共同購入ということも視野に入れながら協議を進めているところでございます。 

 それから、新聞、あるいはテレビ等でも報道されましたが、大町市のほうでかなり先駆け

ながらいろいろな取り組みをしています。そこをもう参考にしながら、あるいは県の動き、

それから上伊那の動き等々も大事にしながら、私うんと思うのは、教育委員会でこうやりま

しょうというのもうんと大事なんですが、先生方がどういう意識で、どうしていったらいい

かという、私は内なる改革と外からの改革という言葉をうんと考えていたんですが、その間

をつなぐ先生方の意識というものをうんと大事にしていく必要もあるかな、そんなことも大

事にしながら今後進めていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

８  番（三澤 澄子） 確かにそのとおりだなというふうに思います。やっぱり、長時間、

時間がなくなったけれども、あと家へ持ち帰りされたとか、それぞれのところで、また無理

なところがほかのところに出るということがないように、お互いに先生たち同士がきっちり

と腹を割って話し合うというか、そういうことの中で、子供とどういうふうに接していくか

ということを共通の課題としながら、しっかりと取り組んでもらえればなというふうに思い

ます。 

 （２）として、小学校の英語教科とプログラミング教科です。これは前もありましたけれ

ども、ＡＬＴの先生２人配置し、コーディネーターも配置して、いち早くスタートとなって

います。子供たちの反応と、例えば、運動会の行事とかが、今、半日にして時間を削るとか、

いろんなことがあるわけですけれども、そういうことの影響が出ているのかどうかというこ

とをお聞きしたいと思います。 

 ちょっと時間がないので、続けて質問をしてしまいます。 

 特別の支援を必要とする子供の増加と村の支援体制についてでありますけれども、資料と

してつけておきましたけれども、全国の状況と長野県の状況で見ると、児童数に対する比率

で1.2％多い状況があります。 

 特別支援教育は、村としては加配をたくさんつけていただいて、しっかりとしていただい

ておりますけれども、その点について、財政の支援について、県と村との配分もあると思い

ますけれども、また負担がふえているということの中で、どういうふうな体制になっている

のかをちょっとお聞きしたいと思います。 

 済みません、続けていってしまいます。 

 それから、学力テストのところまで行きますけれども、学力テストによって、点数の評価

が学校の評価となっています。テスト対策の授業や宿題を家庭に採点させると、負担感が大

きいということで。 

 福井県では、学力テストが全国１位だということの中で、公立中学で、大きな事件をきっ

かけに、県議会で教育行政の根本的見直しを求める意見書を上げました。そういう中で、村

としてはそこの偏重にならない、本当に子供たちに豊かな教育を保障できる体制が、これは

福井県が県として決議したわけでありますけれども、その辺についてのしっかりと大きな取

り組みが必要じゃないかなというふうに思いますが、（５）までよろしくお願いいたします。 
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議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） まず、英語教育、外国語、英語教育の関係ですが、今、議員おっ

しゃるとおりに、しっかり村としてもサポートしながらということで動いています。時間数

はふえているので、そのあたり、今、学校は動いて、完全実施ということで動いております

が、学校の状況等を把握しながらというふうに思っております。今のところ、だから云々と

いう、会議をどうするかとか、そこら辺の日程のとり方等は課題というふうに聞いておりま

すが。 

 それから、プログラミング教育なんですけれども、20年度からということで、それにはＩ

ＣＴの関係の環境整備が必要というのは前提でございますので。あと、プログラミング教育

というのは、ここまでやりなさいとか、そういう仕組みというのは現在打ち出されていない

ので、学校の中で、例えば、３年から６年生で、総合的な学習、理科の時間、算数等々、学

校の中でアレンジできるという、そういう状況でございますので、今後、いろんな研究が進

んでいくと思っております。よろしくお願いします。 

 それから、特別な支援をというところで、村の体制についてでございますが、お話があり

ましたように、村として村費の支援員を本当に厚くつけていただいてあります。子供たちに

応じながらということですが、三澤議員さんの資料の中に、支援級の資料がありましたが、

私は支援級の子供たちは丁寧なサポートを受けているというふうに思っております。なので、

通常級の中で、いわゆる配慮を要する、そのお子さん方へのどう、そこが一番支援員さんの

活躍のしどころかなというふうに思っております。その間にも中間教室等々、いろんなとこ

ろで村としてサポート体制をとっているところであります。 

 それから、いわゆる支援体制を考えたときに、ソーシャルスキルトレーニングを１、２年

生まで行っています。それから、保小の接続を大事にしています。委員会も動いています。

それから、運動保育士による小学校での運動保育といいますか、運動遊び、それも取り入れ

てきております。 

 そのようなことで、マンパワーも含めながらというところでございますが、私、一つ思っ

ているのは、県費、県の関係で、いわゆる発達障がい等の通級指導教室、その設置をぜひ南

箕輪に欲しい、去年、おととしから県には要望していますが、なかなかほかにできているの

で、上伊那はそこまではいかないよということでございますが、ぜひそれを実現したいなと

いうことを思っています。それから、私、特別な支援、特別な配慮という言葉でよく思うの

は、いわゆる全ての子供が特別な支援、特別な配慮が必要だと。村のお子さんは、支援学校

も含めて1,496名だったと思うんですが、子供たちみんな、みんなが特別な支援を必要とし

ているよと、そんな立ち位置で考えたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 

 それから、学力状況調査の関係ですが、議員さんからの資料を見て、いや、ショックを隠

せない状況で、日本一を維持しなければならないというようなプレッシャーとか、そういう

ものがあるのかなということを思っていますけれども。学調をめぐっては、事前に過去問、

過去の問題をやったりとか、あるいは試験中に教員がここ違っているよと教えたりする、そ

んなことが全国ニュースでもあったわけですけれども、やはり通過率、いわゆる点数もうん

と大事なんだけれども、もっと知識をどう活用していくか、人とどうかかわりながらつくり

上げていくか、学びを深めていくか、そこがうんと大事だなということは思っております。

それは、先ほどの高校改革、それともつながることかなというふうに思っておりますのでと
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いうところでございます。 

議  長（丸山  豊） ８番、三澤議員。 

８  番（三澤 澄子） それでは、（６）ですけれども、県の子供の貧困の連鎖を断ち切

るための対策事業という資料をつけておきました。この中で、居場所の中のコーディネータ

ー、ボランティア育成という項目がありまして、居場所づくりに要する経費は県の補助が出

るという項目がありました。後の議員さんもちょっとお聞きになるようでありますけれども、

あと、学びの中で、給付型奨学金というのが出ておりまして、その点は条件はいろいろある

わけですけれども、村としてこの部分を活用できているのかどうかという点をお聞きしたい

というふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 県の奨学金給付、ちょっとそこのところは私自身確認できていな

いところでございますが、県としていろいろな施策がございます。子供の居場所等々も含め

ながら、村の状況とそこを重ねて何ができるか、何を今すぐできるか、そういうことを前向

きに検討していきたいなというふうには思っております。ちょっと、県の奨学金の関係、済

みません、後で。 

議  長（丸山  豊） ８番、三澤議員。 

８  番（三澤 澄子） 子供の貧困については、別仕立てで、どういう対策ができるのか

ということ、どう係われるかと、しっかりとまたやっていきたいと思いますけれども、県の

事業も、国を通じてでありますけれどもあるようでありますので、そういうものも活用しな

がら、またしっかりと地域で支援できたらなというふうに思います。 

 それでは、３でありますけれども、介護保険第７期計画であります。（１）と（２）を簡

単に申し上げます。 

 要支援の生活介護総合事業は、従来型とＡ型も含めて、今までどおり、施設に委託して、

サービス低下のないようにしてきたところであります。各事業所では、委託費が下げられた

結果、赤字事業で、経営を圧迫する事態が報告されております。事業を休止した宅老所も、

オレンジカフェの形で再開したいが、介護職員がいないためにできないというふうにお話し

しておりました。また、総合事業の予算には、直接、施設運営補助などが必要ではないかと

いうふうに思います。そうしないと、今やっていただいているところも、次々とその事業に

ついてはもうお断りということがありかねないというふうに思います。また、受け入れ困難

な場合には、村社協で対応できるような形にならないかということでお聞きします。 

 （２）として、2025年に向けて、地域包括支援センターの充実、体制の整備充実が求めら

れていますが、特に村の医療と介護の連携がおくれているというふうに思います。医療機関

との関係が問題化。問題が、村の人的体制が不足化。村では、入院できる医療機関がないた

めに、往診も訪問介護も含めて対応できていないんですけれども、実際には近隣の医療機関

で、往診、訪問介護含めて対応しておりますので、その部分で、やはり村の中でもしっかり

とした受け入れる体制をしないと、実際には個々に対応していただいております。私も何回

かそういう場面があるわけでありますけれども、１人の人が、あっちに飛んだり、こっちに

飛んだりということで、村全体としてきちんとその体制がとれていないという問題がありま

す。そこのところは課としてもしっかりとその体制を確立していく必要があるというふうに

思いますので、その点、お願いいたします。 
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議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長、簡潔にお願いします。 

村  長（唐木 一直） 介護の御質問であります。時間がありませんので、簡単でありま

す。 

 総合事業が始まって、全て総合事業に移行しております。その中で、いろんな勉強会もし

たり、通所事業所連絡会を開催しながら、検討も勉強会もしておるところであります。金銭

的な支援というのはありませんけれども、事業所のニーズに応じて、リハビリテーション専

門職等を派遣できる制度を整備していきたいというふうに考えておるところであります。 

 また、医療と介護の関係がという質問でありまして、医療の分野がという話がありました。

この点はそのとおりだというふうに思っております。本村の場合の医療体制、本当に大変で

あります。これまで突っ込んでやっていただけるところがないというのが一番の悩みであり

ます。いわゆる訪問の部分が弱いという、これは御指摘のとおりでありますので、この辺は

近隣の医療機関とも連携しながらというふうに考えておるところであります。医療、介護、

このつなぎをしっかりとやっていかないと、なかなかこの問題はうまくいきませんので、そ

れはこれからも重点的に取り組んでいかなければならない問題だというふうに捉えておりま

す。ただ、難しいという部分は御理解もいただきたいなというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

８  番（三澤 澄子） 時間になりましたので、以上で質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） 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10時までトイレ休憩いたします。 

   休憩 午前 ９時５２分 

   再開 午前 ９時５８分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き一般質問を続けます。 

 ４番、原悟郎議員。 

４  番（原  悟郎） 議席番号４番、原悟郎です。 

 さきに通告いたしました２項目につきまして、村長の考えや思いをお聞きしたいと思いま

す。 

 もう少し細かく丁寧に通告書を記載すればと、今、反省をしておりますけれども、村長な

らほとんどのことが答弁できるんじゃないかというふうな思いもありまして、簡単に通告を

させていただきました。 

 今回の通告内容を検討していましたら、村の広報６月号が届きまして、早速読みましたら、

２ページから５ページまで、まことに丁寧に、子育て支援、こども館等、福祉制度等々、記

載されておりまして、私がこの質問をしても、村長答弁は村の広報６月号を見ていただけれ

ばそのとおりですというような答弁があるんじゃないかというような懸念もいたしましたが、

多少内容の違う質問をしたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 まず、子育て支援の充実についての１番目でございます。 

 こども館の利用状況と内容についてでありますが、過日、担当課から資料をいただいた内

容で見ますと、昨年の７月18日に開館し、順調に運営をされてきていることが見受けられま

す。資料によりますと、昨年度のこども館の利用者数は、開館から３月31日までは総数
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6,849人、内訳は、こども館主催こども館主催事業、あるいは一般の利用者5,674人と、子育

て相談が924人と、就労相談が251人となって、資料をいただきました。それぞれの分野で大

いに利用され、成果が上がっていることが理解できるところであります。 

 そこで、特に子育て相談室の事業は、こども館での利用件数にあらわれない、相談員が出

向いて相談する件数も含めれば、相当の件数に上がることと思いますが、若い村としては大

変重要な事業と思いますが、どのような傾向の相談内容があったのか、実態についてお聞き

いたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ４番、原悟郎議員の御質問にお答えいたします。 

 子育て支援の充実についての中のこども館の問題でございます。 

 こども館の相談事業内容、人数等につきましては、今、原議員がおっしゃられたとおりで

ございます。その中の感想といたしましては、９カ月間で子育て相談室に924人の相談があ

ったということ、これは本当に生かされているのかなという思いがしておるところでありま

す。非常に多い相談が子育て相談室に寄せられておるということだろうというふうに思って

おります。 

 内容につきましては、大きく分けて、子育てに関することの中で、発育や発達、障がいに

関すること、この問題が多くなっておりますし、あるいは、教育や保育園生活に関すること、

中には虐待の相談、こういうこともあるわけであります。したがいまして、どの相談という

ことではなくて、数多く多様な相談があるということで捉えておるところでございます。 

 この924人の相談に対しまして、相談室には４名の相談員と作業療法士と臨床心理士１名

ずつ配置をしております。こういった皆さんがそれぞれに対応に当たっていただいておると

ころでございます。相談室の対応だけではなかなか解決しないという問題もあるわけであり

ます。庁内の関係課や医療機関などの関係機関と連絡をとる、このこともしておるところで

ございます。特に医療機関などの関係機関との連絡、このことも重要になってきておるとこ

ろでございます。相談者のニーズに沿った支援ができるように心がけておるところでござい

ます。 

 相談室につきましては、以前と比べまして、かなり人数的にも充実させました。そういっ

た面では、相談しやすい体制ができているのかなというふうに考えておるところであります

し、保健師としての係長も、全体部門でありますけれども配置したところでございます。そ

の中で、さらにきめ細かな相談に応じていけたらというふうに思っておりますし、そういう

相談体制をとっていきたいというふうに思っておるところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ４番、原議員。 

４  番（原  悟郎） 私がなぜこのようなことをお聞きするかということでありますが、

村では、現在、若者夫婦の転入もふえていることや、あるいは核家族での子育て等に、私ど

もでは想像できない悩みがあるのではないかというふうに思っております。最近でも、若い

夫婦が幼い命をいとも簡単に奪うことがマスコミの報道で多くあります。若い夫婦が子育て

に悩んだり、あるいは子育てが思うようにできない結果が多く見受けられておるわけであり

ます。先ごろは、東京で、５歳の女の子がノートに記載された、両親に許しを請う文章が公
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表されました。そんな悲惨な状況も全国ではあるわけです。 

 そこで、村内でのそのような悲しいことが起きないように、より的確な状況把握が必要だ

というふうに思うわけでありますし、児童相談所との違いはあるかと思いますが、これらも

相談を受ける側のより親密な対応、また十分な相談体制も必要かというふうに思います。 

 村長も、今、スタッフも十分配置してあるし、関係機関との連携も十分とれているという

ふうに説明をいただきましたけれども、今の体制の中で、スタッフ、あるいは関係機関との

連携、十分整っているというふうに再確認の意味でお尋ねいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 今、新聞報道でも、児童虐待の部分、かなり取り上げられており

ます。命の大切さというのが失われておるのかなという、そんな傾向も感じておるところで

あります。 

 したがいまして、この辺につきましては、児童相談所との連携というのは欠かせないとこ

ろであります。これはしっかりやっておるというふうに認識しておるところであります。と

同時に、一般的な相談、そういったものもかなり多くなってきておるというふうに思ってお

ります。人数は十分配置してありますけれども、連携というのは大変重要となってまいりま

す。先ほども申し上げましたけれども、医療機関や児童相談所や、あるいはそのほかの関係

機関との連携ということをしっかりとやるように、また指示もしていきたいというふうに思

います。必要があれば、担当課長からお答えを申し上げます。 

議  長（丸山  豊） 唐澤子育て支援課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） 相談内容ですけれど、現在、対応している実人数について

御報告したいと思います。 

 924人というのが、先ほど、こども館のほうで相談室ということですが、これには相談事

業を伴わない来庁者もおりますので、実際の相談対応は584人を対応しております。その中

で、保育園等の巡回相談が207人、子育て相談が102人、学校就学に関する相談が96人、虐待

に対する相談が64人、ＳＳＴ、集団生活の訓練になりますけれど46人、計画相談42人、親の

支援講座ということで27人となっておりまして、合計が584人という相談実績になっており

ます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

４  番（原  悟郎） ありがとうございました。 

 これからも、ぜひ、村内から悲しい事例が出ないように、しっかり対応をしていただきた

いというふうに思うわけであります。 

 ２番と３番につきましては、これは村長自身にお聞きする項目であります。 

 村長が、子育て日本一と掲げて、今まで行政主導で進めてきまして、今回、こども館を南

箕輪村版ネウボラとして取り組んできました。御承知のとおり、ネウボラは、フィンランド

の言葉で、アドバイスを受ける場所等々の意味があるというふうに示されております。最近

では、日本版ネウボラとして、新たな子育て支援に取り組み、あるいは取り組もうとする市

町村が全国で150市町村ほどあるというふうに言われております。 

 ただ、ネウボラには、特に数値で評価する、評価を求めるものではありませんが、村長の

理想とするところや、こども館の建設をするときの構想をどこに置いたかわかりませんが、
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村の広報６月号でも、妊娠・出産から就学までの育児を切れ目なく継続的に支援するという

ふうに書いてあります。ネウボラについては、いろいろな取り組み、また施設の内容等々、

個々に解釈があると思いますが、村長の目標としていたネウボラに近づいているのかどうか、

お聞きいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ネウボラの話でございます。 

 こども館を開館して、本当に間もなく１年となるところであります。こども館の中の子育

て教育支援相談室には、妊娠期から子供が18歳になるまで切れ目のない支援を行う南箕輪村

ネウボラとしての事業を行う、子育て世代包括支援センターの事務局も置いておるところで

ございます。この事務局等を中心としながら、南箕輪村版ネウボラに近づけていければとい

う考え方を持っておるところでございます。 

 フィンランドで言うネウボラ、これは支援する子供に１人の保健師が継続して担当する、

これがフィンランド流のネウボラでございます。特徴となっておるところであります。理想

はこのことだろうというふうに私自身も思うところであります。１人の保健師が１人の子供

に最後までかかわっていくという体制ができれば一番理想でありますけれども、これはなか

なか、保健師の確保、財政的な面、そういったことで大変であります。 

 そういったことを考えれば、さまざまな機関につないでいく、また、この支援センターの

中で最後まで目をかけていくという、こういうことが必要であろうというふうに考えておる

ところであります。この辺はしっかりやっていきたいというふうに思います。 

 完全に近づいておるかというと、まだ道半ばであるというふうに私自身は思っておるとこ

ろでございます。もう少し、これはちょっと場所が離れているものですから、子育てをする

部分、こども館と、同時に教育委員会や健康福祉課、こういった部分に場所が分かれており

ます。この辺の連携をもう少し密にしていく、この必要性は感じておりますので、そんなこ

とはこの一般質問を協議する庁議におきましても、しっかりと連携をとるように指示をした

ところでございます。こども館にも保健師がおります。役場の健康福祉課にも保健師はおり

ます。分け隔てなく、子供にかかわれるようにという指示もしたところでありますし、そし

て、これからそうなっていくだろうというふうに思っておるところでございます。そんなと

ころで、まだ道半ばでありますけれども、徐々に近づけていく努力はしていきたいというふ

うに思っております。 

 子育て包括支援センターというのは、平成32年度末までに設置の義務づけをしております。

設置の義務という、努力義務でありますけれども、これは全国的にこういった努力義務を課

しておるところであります。村は、いち早くこのことを取り入れてやっておるということで

ございます。 

 相談につきましては、さまざまな相談があります。発達が気になるという相談を初めとし

て、さまざまな相談がありますので、ネウボラの体制として一貫して支援が得られるような、

できる限りそういったワンストップ体制を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。 

 それと同時に、子供のいろんな問題を共有していく、これも大切なことであります。その

こともしっかりとやっ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。今後、

さらにこの情報の共有を充実することによりまして、特に不安や問題を抱えている妊婦に対
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して早目に対応することが必要かなというふうに思っておるところであります。 

 出産後の子育て支援、虐待防止、保育園や上の学校へ上がる時点での途切れのない支援、

これに特に力を入れていきたいと考えております。いろんな情報を共有しながら、問題を共

有しながら、今申し上げたこの部分につきましてはしっかり対応しながら、南箕輪村版ネウ

ボラ機能の充実を常にやってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

４  番（原  悟郎） 今、村長、大分、連携、あるいは共通認識というようなことで、

子育て支援を充実させていくという考えであります。理想的には、先ほども村長も申し上げ

ていたとおり、妊娠から子育てまで、窓口を一つにして、施設に専門家を配置して、医療や

福祉の連携、そして家庭環境の問題点等の早期発見等がポイントになるというふうに言われ

ております。村でも、施設は離れておりますけれども、内容的には充実してきております。

ただ、場所的な問題は、離れているという欠点はありますけれども、南箕輪版ネウボラがま

すます理想に近づくように、さらに努力をすることを期待しておるところでございます。 

 ３番の件でございます。 

 このごろは、各市町村長選挙の公約に、子育てしやすい日本一の村とか、子育てをしたく

なる日本一の市だとか、あるいは日本一の子育て福祉の町だとか等々、村長公約に子育て福

祉が以前より増して多くなってきております。村長は、いち早く子育て日本一の村という、

当時としてはえらい大きな公約を掲げたなと思っておりましたが、これが今、普通になって

きているということであります。 

 そんな中で、特に差別化を図るために競争的になる必要はありませんが、村長として任期

がまだ３年ほど十分ありますので、現状の中で、今後こういうことに取り組みたいと思う施

策や現在の施策でさらに充実したいと思う施策は何があるかをお尋ねしたいと思います。先

ほど、福祉の関係については、熱い思いで語っておられましたので、そこら辺のことを含め

て、改善、あるいは充実をしていくという考えもあるのかなと思いますが、まだまだ足りな

いなと思う施策、あるいはこういう施策を取り入れていきたいと、任期の中で、どういうふ

うに考えているかをお尋ねいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 最近、子育てということが一般的になってまいりましたし、その

ことが主流となってきております。いろんな選挙の公約を見ますと、子育てしやすい、日本

一だとか、いろんな言葉が並んでおります。みんな私の公約に近づいたなと、そういうこと

はいいことだというふうに自負しております、誰も言ってくれませんので。 

 そのことはそういうことだろうというふうに思っておりますけれども、一番心配な部分は

財政的な支援の部分、これが競争になること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。財政力というものは自治体間に差がありますので、そういった面で競争す

る必要はないだろうというふうに考えておるところであります。 

 この子育てということがなぜ必要かというのは、少子化に歯どめをかけたいという、かけ

るという、このことが一番の根本でありますので、そのことをもう少し充実していく必要が

あるんじゃないかと、少子化に歯どめをかけるにはどうしていったらいいだろうかという、

このことにもう少し力を注げればなというふうに思っておるところでございますし、さらに

は発達障がいの部分、これが非常に大変になってきておるというような状況もあるわけでご
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ざいます。この辺につきましては、たけのこ園という施設もつくらせていただきましたので、

この辺の発達障がい部分も充実させていけたらという思いもあるわけでございます。 

 これから私自身やっていきたいなと思うのは、今、村が一番おくれておる交流の場であり

ます。子供の交流の場、これはこども館でかなり交流の部分というのをやっておりますけれ

ども、この中で格差、今、本当に格差が進んでいる社会であります。普通にそういうところ

に来られる皆さん、利用できる皆さんは、それはそれでいいわけでありますけれども、本当

に格差社会の中で、そういったところを利用できないだとか、そういう皆さんをどう支援し

ていけるのかということも考えてやっていく必要があるんだろうなというふうに思っておる

ところであります。今、子供食堂だとか、カフェだとか、いろんな言い方がなされておりま

すけれども、本当に困っている皆さんのそういう場の提供をどうしたらできるだろうかとい

う、このことを真剣に考えられればというふうに思っております。 

 ただ、この問題につきましては、ボランティアだとか、ＮＰＯが中心とならないと難しい

問題であります。行政主体というわけにはまいりませんので、行政がどう支援しながら、そ

ういった組織を立ち上げていくことができるのか、この辺に力を入れていきたいというふう

に思っております。 

 と同時に、３本の柱という部分で考えておるところであります。子供の体験、子育て支援、

村民交流、この三つの施策を組み合わせながらやっていければ、一番理想かなというふうに

考えております。同時に、学習支援ということも重要な要素となってくるというふうに思い

ます。こども館を中心としながら、この辺も始めておるところでありますので、この辺が充

実できればというふうに思います。こども館の学習支援につきましては授業料は要りません

ので、そういった格差の部分にもこういったことが利用できるような、そういった施設にな

っていけばいいのかなというふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

４  番（原  悟郎） まだまだ思いはあるしと思いますが、財政的な問題等々も加味し

ながら、残りの任期をさらに充実した施策ができるように期待するところであります。南箕

輪へ行ったら、もう一人子供を産みたいなというような、そんな感じが出るような村にぜひ

していただくことを期待しております。 

 次に、２項目めの村の産業や観光事業の充実についてでございます。 

 第１番は、最近、新聞報道によりますと、村内企業が村外に工場用地を確保し、転出する

ことがわかりました。現在の好調な経済情勢からして、投資拡大のチャンスと、各企業が経

営努力をして拡大を図ることは、大変喜ばしいことと思います。 

 昨年12月議会で、企業誘致の取り組みについて質問をしておりますが、そのときは、企業

誘致は用地がないために新規団地は困難、既存企業の拡張や制度面でさらなる支援をすると、

さらに、総合計画に基づき進める等々の答弁がありました。 

 現在、村内に工場用地が確保できていない状況からすれば、急な用地の確保等、対応がで

きませんので、少し残念な気がするところでありますが、常日ごろより、そういう企業等の

大きな動きを、アンテナを張りながら情報を集めることが必要ではないかというふうに思う

わけであります。 

 今回は仕方ない、仕方ないと言ったら怒られてしまいますけれども、ただ、転出を見てい
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るだけではなくて、転出後の村内の現在の工場の活用や必要な支援の方法について、会社側

にお願いし、どのように考えているか調査し、せめて空き工場だけにならないような、必要

な協議をすべきと思うが、そんな取り組みをする考えはあるのか、お尋ねいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 村内企業の転出というのは、最近、新聞紙上で報じられておりま

す。南箕輪からも２社ほどですか、最近載りました。この状況を見ますと、これはやむを得

ないなという思いであります。というのは、拡張の余地がない、こういうところに立地にし

ているところでございます。それはやむを得ないのかなというふうな思いもしておるところ

でございます。 

 今、経済動向、本当に回復基調にありまして、設備投資等につきましても活発に行われて

おりますし、前年で比べますと、20％余が大幅な増額計画となっておるところでございます。

こういったことに支えられて、今、企業経営がなされております。 

 そういった経済状況を踏まえる中で、本村の場合には、申し上げておりますように、企業

誘致できる用地はありませんし、拡張できる用地も数少ないところでございます。そういっ

た中では、前回も原議員の御質問にお答えしましたように、新たな法律制度によって用地を

確保していくと、このことも必要かなということで、今、１件進めておるところであります。

これは希望どおり行くのかなという、こんな感触を持っております。 

 転出企業の協議というのは大変難しい問題であります。ただ、そういった意向等々につき

ましては、どういった活用を考えていくのか、このことは聞いていく必要がありますので、

それは調査をさせていただきたいというふうに思っております。そのことはしていく必要が

あるというふうに思います。 

 と同時に、本村には空き工場や空き店舗を活用する補助制度もありますので、その辺のＰ

Ｒもしながら、新たに小規模な、そういうところでもいいよというところがあれば、誘致し

てまいりたい。この補助制度を活用しているところはかなり多くありますので、そういった

制度の活用も促していきたいというふうに思っておるところでございます。 

 村内既存企業につきましては、たまには企業訪問を実施しながら、そういった展望も聞い

ていく必要はあるなというふうに思いますので、この辺は商工会とも連携をとりながらやっ

ていきたいというふうに思っております。 

 最近、村内の動きだけちょっとお知らせをしておきます。 

 事業縮小のために撤退をした企業があります。その跡地は、村内企業、これ、大規模な用

地でありますけれども、大規模な用地を村内企業が取得する予定ということでお聞きしてお

ります。これは本当に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。それから、

伊那市に事業拡大で出た企業につきましても、本社は村に置いて、事業継続をしていただけ

るというお願いをいたしました。これは私自身が出向きまして、お願いもしたところであり

ます。そういったことはさせていただいておりますし、本村に本社を置いて事業は進めると

いう、こういう話をいただいたところであります。また、二つ、村内にある場合には、１店

舗を閉めて、違う店舗を拡張したという企業もあります。そんな集約化という部分もありま

すので、あと、その残った店舗をどうするのかということにつきましても話も若干あったと

ころでございます。そういった面はしっかりと進めていきたいというふうに考えております。 
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 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

４  番（原  悟郎） ありがとうございました。 

 次に、時間が減ってきましたので、６次産業化の成果についてであります。 

 平成25年から２年間、村の６次産業化検討ワーキングチームにより検討され、「若さが輝

く、食育・農育・６次産業の村」を目指しての提言書が、27年６月に示されております。 

 その中で、６次産業化のキーワードとして、今、村では、若い女性、子育て世代が多い、

学び、信大農学部、上農高校の存在、そして、大芝高原、体験、健康、森林セラピーなどを

キーワードとして挙げてあります。 

 今、それを基本に、それぞれ試作品の開発や体験プロジェクトの取り組みを進めてきたよ

うです。その一例が、野菜生産者の情報発信カードをつけた学校給食カレーの発売。これは、

残念ながらもう既に消滅しております。まっくん田んぼ体験隊の実行については、信大、上

農の生徒も協力して、その中にミニ講座の開催等も含めて実施しておると。さらに、味工房

の会のパン、みそ、おやきの手づくり体験会を開催し、学び、成長する、教え、伝えるを提

案され、さらに、非農家の農業への理解を深めるために、信大や上農の協力を得て、食や農

に関する学びの場を用意し、日常的に食育、農育にかかわることの重要性をまとめ、それが

先ほどの「若さが輝く、食育・農育・６次産業の村」の趣旨であるというふうに提言書に書

いてあります。 

 私は、最近、６次産業化という言葉が余り聞こえないので、既に死語になっているのかな

というふうに思っておりましたら、第５次総合計画の農林業の振興では、６次産業化による

産業振興に取り組み、南箕輪村ブランドを目指す。あるいは、販売体制の強化や観光農業の

促進に、６次産業化の推進を図る。６次産業化という言葉が大変大きく、総合計画の中に生

きておりました。 

 今までに、同僚議員から、この６次産業化の提言書に対するコーディネート料680万につ

いて、過去に質問が何回かあったわけでありますけれど、さらに、それの上に、ちょこっと

農業塾コーディネート料1,559万円の委託料が出されております。その両方の金額、これは

同じ内容でコーディネート料じゃございませんけれども、６次産業化にかかわるコーディネ

ート料として、この提言書の内容に基づいて総合計画が生かされ、それによって現在も６次

産業化が進んでいるというふうに解釈してよいのかどうか、お尋ねをいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ６次産業化の質問であります。 

 ６次産業化というのは、本当にこれは難しい問題であります。うまくいっているところ、

なかなかうまくいっていないところ、破綻をしたところ、いろんな全国的には６次産業化、

話題といいますか、そういった面があるわけであります。 

 今、村の６次産業化の取り組みにつきましては、原議員の御指摘のように、４年間検討を

進めてまいりました。検討ワーキングチーム、２年間の活動もやってまいったところであり

ます。提言書としてまとめられておりますし、ちょこっと農業塾につきましては、地方創生

の部分、100％補助でありますので、一般財源が適応しなかったということで、ちょこっと

農業塾につきましては、それなりの成果はあったというふうに思っておるところでございま

す。今でも続いておりますし、そのことによって、観光部門にも発展している部分がありま
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すので、続いておるということで御理解をいただければと思います。 

 この提言書の中で、いろんなことが提言されております。この提言をもとにして、味工房

なり、そういった部分に取り組んでおるところでございます。高校生や信大、上農高校や信

大の活用をしながら、まっくんファームの部分では、風の村米だより、これもネーミングし

て、原産地呼称もとりましたし、商標登録もしたところであります。かなり、これも販売の

部分では知名度は若干上がってきておるのかなというふうに思っておるところでございます。

味工房、今回つくるに当たりましても、体験コーナー室をつくらせていただきました。そこ

でいろんな体験ができるようにということでありますし、つくっているところが見えて、そ

して、そこで販売をするという、こういったスタイルにもさせていただいたところでありま

す。これも、この提言書の中からということでなっております。また、ジェラートにつきま

しては、かなり好調であります。こういった面も生きているんではないかなというふうに思

いますし、差別化を図っていく、こういう点では、ガレットのル・ブルターニュとの提携と

いうこともやってまいりましたし、直売所も広くいたしました。また、見える化もしてまい

りました。こういったことも、この働く若い皆さんの再就職事業にも通じておるというふう

に考えておるところであります。 

 したがいまして、大変難しい部分はありますけれども、一定の成果はあったというふうに

考えております。ただ、この６次産業化というのは、先ほども申し上げましたが、大変難し

い事業でありまして、これからも、検討をしながら、研究をしながらということになろうか

と思います。余りお金をかけずにこれからはやっていく必要があるなという思いもしておる

ところであります。 

 道の駅に登録ということで大芝高原がなりましたし、７月に開駅をさせていただきます。

そういった面で、また、さらにいろんなソフト事業を打って出る必要があるというふうに思

っておりますので、そんなことも踏まえて、一定の成果はあったという部分は申し上げてお

きたいというふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

４  番（原  悟郎） 再質問で、一定の成果があったと解釈していいかという質問をし

ようと思ったら、一定の成果があったということですので、それはそれで素直に受けとめた

いと思いますけれども。 

 ただ６次産業化で、議会でも、直売店やそういうところを視察したりしてきておりますけ

れども、この６次産業化を進めるには、やっぱりある程度カリスマ的な指導者がいないと、

ただ、米をつくって、ネーミングがいいから売れたというものではないと思うんです。今度

の味工房も、大分中身が充実してきておりますけれども、村が６次産業化に取り組んで、南

箕輪ブランドを目指すという、それにしては、かかわる人間がちょっと少ないんじゃないか

というような感じがしておりますので、ぜひ、この６次産業化という言葉で村の産業を発展

させるとしたら、人材の育成ということを考えていただきたいなというふうに思いますが、

その点について、村長はどうでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ６次産業化、大変難しい事業だということを申し上げました。本

当に、これを前に進めていくためには、今、原議員の話の中にありましたように、カリスマ
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的な、そういった指導者、このことが必要だというふうに思っておりますけれども、なかな

かそれは難しいという思いもしておるところであります。 

 人材育成をしていくということは、これはそのとおりだろうというふうに思います。ただ、

今、どうやって人材を育成していくかという分野、大変難しい分野となっておりますので、

当面はこの味工房なり、道の駅なり、そういった部分をリニューアルオープンしたり、開駅

していくところでありますので、当面はこの事業に全力を尽くしてまいりたい。その中から、

また余裕があれば、いろんなことを考えていきたいというふうに思いますけれども、６次産

業化で地域おこし、村を活性化していくということは、これは大変難しいことであるという、

このことは感じておるところであります。 

 したがいまして、村の生き方として、どういうふうにしていったらいいだろうかなという

ことは、これからまたいろんな計画の中で考えていきたいというふうに思っております。６

次産業化ということも私は申し上げましたけれども、余りこれに前のめりになることは、若

干立ちどまって考えていく必要はあるのかなという思いもしておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

４  番（原  悟郎） 次に、３番の広域連合が取り組むＤＭＯと村の観光事業の関連に

ついてであります。 

 複数の自治体にまたがる区域を一体とした観光地域として、マーケティングやマネジメン

ト等を行うことにより、観光地域づくりを行う組織として、本年10月に、地域連携ＤＭＯ

「信州伊那谷・上伊那観光局」（仮称）が設立されるという計画が示されております。 

 構成を見ますと、各種公共団体や民間企業、あるいは行政や各市町村の観光協会等も連携

することになり、地域の稼ぐ力を引き出し、観光消費額の増大による地域経済の活性化を目

標に、法人化を目指すものであるというふうに示されております。 

 この法人を運営していくのに、組織団体として加わる村や観光協会の資金的負担が必要に

なるのか、あるいは、そのＤＭＯの組織はどこに置くのか、まずお尋ねいたします。 

 そして、村では、現在、観光協会を中心に、各種広告宣伝、イベントや文化事業を行って

おりますが、ＤＭＯは上伊那全体で滞在プログラムやインバウンド事業を行うのが中心と思

いますが、その事業の一部でもタイアップすることができるのか、あるいは、ＤＭＯで計画

したことは市町村は関係なく、市町村独自で観光事業を計画し、進めることでよいのか、こ

の点についてお尋ねいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ＤＭＯの御質問でございます。 

 ＤＭＯにつきましては、上伊那においては必要であるという結論となりまして、10月をめ

どに、ＤＭＯ、一般社団法人として設立するということで決まっております。上伊那観光連

盟を発展的に解消して、上伊那ＤＭＯを設立していくという、このことはそういうことで決

まっております。 

 資金的には若干必要となってまいります。観連の部分にも出しておりますので、これから

またいろんな状況が決まってくるというふうに思っておるところであります。 

 上伊那の観光につきましては、この二つのアルプスを抱えながらも、観光客数、あるいは

消費額等、本当に低い数字であります。この辺を打破していきたいということで、一般社団
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法人としてのＤＭＯになったところであります。インバウンドを含めまして、そういった観

光客を取り込んでいくということであります。 

 一体的に観光事業で地域づくりを進めるというのが目的でありますので、情報の一元化、

これはどうしてもやっていかなければならない。今、個々で情報発信しておりますけれども、

情報を一元化して、１カ所でわかるようにしていく、このことが大切でありますので、それ

はまずやっていく必要があるというふうに思っております。それから、観光地の周遊着地型

旅行商品をみずから販売していくということも必要になってくると思います。そういったこ

とが計画に挙げられておるところであります。 

 したがいまして、各市町村におきましては、各市町村や観光協会におきましては、そこと

の連携というのはかなり大切となってまいります。その辺もこれから、今も検討されておる

ところであります。 

 ただ、それだけでうまくいくかというと、なかなかうまくいかないだろうなというふうに

思っておりますので、独自部門としては、今やっておるような経ヶ岳バーティカルリミット

だとか、今、大芝高原を中心とした観光の部分、農泊推進事業等々も独自で行いながら、上

伊那版のＤＭＯとどう連携がとれるかということも考えていく必要があるというふうに思っ

ております。長期的視野に立っての施策を目指していければというふうに思っておりますの

で、その点は少し長い目で見ていただければというふうに思います。 

 南箕輪村の場合には、本当に観光資源が豊富にあるというわけではないわけであります。

今ある資源をどう生かしていくか、これはＤＭＯの中で組み入れて、こちらにも足を運んで

いただけるような、こんな着地型の旅行商品というのも考えていただくことになろうかと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

４  番（原  悟郎） 以上で、４番、原悟郎の質問は終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、４番、原悟郎議員の質問は終わります。 

 ただいまより11時10分まで休憩といたします。 

   休憩 午前１０時４８分 

   再開 午前１１時０８分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き一般質問を続けます。 

 ６番、唐澤由江議員。 

６  番（唐澤 由江） ６番、唐澤です。 

 さきに通告いたしました４点についてお聞きします。 

 先ほどの同僚議員の質問の子育て相談室の関係ですが、伊那市教育支援相談室、モデルと

して、私と教育相談の２名で立ち上げた当時を思い起こし、いかに充実してきたか、村長に

感謝しているところです。 

 さて、大芝高原の整備と活用、観光の振興について、大芝高原のグランドデザインは何か

ということについてお聞きします。 

 大芝高原が５月25日、国土交通省の道の駅に登録され、中核として味工房をリニューアル

オープンさせた。道の駅の24時間利用可能なトイレ、ビジターセンターなどの情報発信施設

や農産物直売所なども、駐車場からどこへどう行くのか、イメージがわいてきません。 
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 次の大芝高原、味工房のホームページのトップページというのを見ていただければ、同僚

議員がつくってくださったので参考にしていただければいいんですが。 

 大芝高原は、普通で行くと、駐車場まで走って、大芝公園管理事務所まで行ってしまうの

ではないか。何か、大芝の湯、森林セラピーロード、案内看板などが、どこにどう設置して、

誘導していくのかがイメージしがたいと思います。そこで、トイレでどこへ行くのか、離れ

て散在しているために、どこへ行くのかが、人の動きが読めない。大芝荘、パル大芝、味工

房、大芝の湯、目的が違うとどうも利用されにくいのではないか。 

 味工房は、設備投資したから売り上げが伸びたということだそうで、人も若返り、多くの

スタッフを雇っているため、経営見通しをどう見るのか。経費と売り上げを考えれば、なか

なか難しい。農産物や加工品も、宮崎産でもうかるのならば、そのやり方もいいのではない

か。パン、おやきはどうなのか。 

 開発公社評議員会に出席してみて、赤字、黒字グループがあるとすると、開発公社として

は、役場の職員がやっていたのでは到底もうからないから、民間委託をしたということで、

もう何年も前に指定管理者制度を導入しております。大芝荘、大芝の湯、味工房、公園管理

など、各セクションに競わせるのが当然と思うのだが、売り上げがよいのがコテージとか、

経費がかからないからだろう。すなわち、人件費が一番高いのです。例えば、準役場職員と

も言える地域おこし協力隊の方々に多くを担っていただくことで経費節減するしかないと私

は考えております。大芝開発公社にかかわる純益は、赤字分はコテージで穴埋めするから黒

字だということで、何となく親方日の丸的な考えと見ました。 

 ところで、道の駅としての大芝高原は、何か、どこが食事処となるのか、基本設計、構想

についてどう考えているのか、お聞きしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ６番、唐澤議員の御質問にお答えいたします。 

 大芝高原の関連の質問でございます。 

 大芝高原の施設、点在をしております。これは、施設の成り立ち、大芝高原の成り立ち

等々からいって、やむを得ないなというふうに思っておるところでございます。 

 御承知のとおり、大芝高原には、大芝荘、味工房、大芝の湯、スポーツ施設、セラピーロ

ードなどのさまざまな施設があり、施設一つ一つの機能が最大限発揮され、ときには連携す

ることで、その魅力はさらに高まっていくというふうに考えておるところであります。した

がいまして、どの施設を核とするということは難しいところでありますし、考えていないと

いうことであります。ただ、そのもとを占めるのは、開発公社ということで決まっておると

ころでございます。 

 道の駅の話が出ました。大芝高原につきましては、大芝公園の管理棟、味工房管理棟前の

駐車場及び味工房の駐車場一帯を道の駅の区域としており、情報発信機能を管理棟併設の情

報発信コーナー及び味工房内の展示板で行ってまいります。 

 案内板につきましては、これから設置してまいります。道路案内板は２カ所ほど設置する

予定でありますし、管理棟の前の駐車場の入り口に各施設の案内板を設置する予定でおりま

す。現在、開駅に向けた工事も進めておるところでございます。また、味工房の前には大型

の公園施設マップが設置されております。この二つを組み合わせながら誘導ができればとい
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うふうに考えておるところでございます。そうしたことによって、さらに大芝公園の利用が

高まっていくんではないかなというふうに思っております。 

 管理棟には情報発信の施設、これから整備してまいります。今準備をしておるところであ

りますし、案内板もつけてまいります。 

 道の駅の区域というのは決まっておるわけでありますけれども、村の考え方としましては、

大芝高原全体を道の駅という捉え方はしております。区域は決まっておりますけれども、大

芝の湯やセラピーロードや、そういったところを一帯に含めた部分を考え、そういう捉え方

としておるところでありますし、また、防災、道の駅としての機能も有しておるところでご

ざいます。既に、長野県版でありますけれども、道の駅夏号で１ページにわたりまして道の

駅大芝高原が紹介されたところであります。これからカーナビだとか、あるいは地図等へも

掲載されてまいりますので、その情報発信の面ではかなり効果があるんではないかというふ

うに思っております。 

 それから、開発公社のいろんな質問も出ました。その辺につきましては、また同僚議員の

御質問がありますので、若干控えさせていただきたいなというふうに思っております。 

 昨年度は赤字となったところであります。赤字の部分は大芝荘ということで、あとは管理

料で埋めておるということであります。もともとの部分につきましては、公園管理、これに

多額なお金がかかるということでありますし、大芝の湯につきましても、ふれあいプラザに

多額な金がかかるということであります。したがいまして、この二つを除けば、採算はとれ

るというふうに考えておるところであります。 

 味工房の問題も出されました。 

 味工房の経営、これからどうなるのか、この１年が勝負でありますので、しっかりと目を

通してまいります。４月分を見ますと、かなり売り上げを伸ばしておりますけれども、経費

もかかっております。そういった部分を、これから５月分が出されてまいりますし、６月分、

この辺もしっかりと目を通して、黒字化できるようにしていければというふうに考えておる

ところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ６番、唐澤由江議員。 

６  番（唐澤 由江） 道の駅が、人々が行き交うところになるように祈っております。 

 経ヶ岳バーティカルリミットが盛況だった。垂直の極限を超えて走るトレイルランニング

とは、舗装していない山野を走るということだそうで、アメリカが本場で、いろいろ盛況な

上に波紋が起きているようです。これは、ある市で、バーティカルリミットを導入して、健

康都市宣言をしたということではありますが、もう経ヶ岳のバーティカルリミットも本当に

だんだん人が多くなってきたなと思います。 

 そんな中で、私も８年ぶりのＪＡ生活班の役員ということで、ボランティアとして、村か

らのお茶とおにぎりを握りました。16人の職員や班員で握ったおにぎり、風の村米だより

400キロ、もう1,000人分を本当に勇んで握って、前の支所長がランナーだったので、こうい

うのを渡したらどうかということで渡したところ、本当に、ありがとうという声、うれしい

というような声、記念写真も撮らせていただきました。 

 そのところで、本当に、ガレットやそのほかの出店がありましたが、そういった村への経

済効果はどうなのか。それから、安全性の配慮とか、村民向けトレイルウオークをして、そ
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の効果はどうであったのか。いろいろとトラブルがあったりするかと思うんですが、その三

つについてお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 経ヶ岳バーティカルリミットの御質問でございます。 

 ５月19日に、盛会のうちに経ヶ岳バーティカルリミットを終了することができました。 

 参加者につきましては、エントリーが984名、当時の実際の参加者は885名ということで、

年々ふえてきておるという状況であります。北は福島県から南は沖縄県までの参加があると

ころであります。都道府県別に見ますと、長野県が383人で多いわけでありますけれども、

他の都道府県、愛知県が211名、東京都が96名、神奈川県が43名、埼玉県が33名というよう

なことで、かなり県外から参加していただいておりますので、南箕輪村に来ていただいてお

るという、こういう交流人口の部分や関係人口の部分では効果があったというふうに思って

おるところでございます。 

 経済効果の御質問がありました。 

 端的に言うと、この大会で経済効果がかなりあるという状況にはないところであります。

宿泊の部分につきましては、大芝を中心としながら、村内でも、ルートインやホテル多香野、

神子柴の旅館等々にも宿泊していただいた方もおりますので、そういった面では一定の経済

効果があるというふうに考えておるところでございます。その程度の経済効果ということで

あります。売れるものにつきましては、大芝荘というか、味工房を中心としながら、そうい

ったものは売れておるところでありますけれども、そのほかのものにつきましては、ほかへ

寄っていくという、そういうあれがないものですから、村内の経済効果というところには至

っていないということであります。したがいまして、宿泊施設の場所ということで効果は若

干あるということであります。そんな御理解でございます。 

 ただ、先ほども申し上げましたけれども、非常に評判のよい大会となってきておりますの

で、大芝高原のＰＲ効果というのはあるんじゃないかということで、高い評価をいただいて

いる大会でありますので、継続していきたいというふうに思っております。 

 それから、安全性の配慮だとか、あるいはトレイルウオークの問題でありますけれども、

安全性は十分確保されておるというふうに考えております。中には、血を流して帰ってくる

人もおりますけれども、これはトレイルランニングでは普通のようでありますので、大きな

事故がなくてよかったなというふうに思っておりますし、しっかり注意事項等が守られてお

ります。違反が認められた場合は失格となってしまいますので、その点では心配していない

ところでありますし、エスケープのポイントにつきましては、ＡＥＤの配置もさせていただ

いておるところでございます。 

 トレイルウオークにつきましては、ことしから初めて実施いたしました。これは、参加者

の家族、この辺もありますので、待っている間、何もすることがなくてはいけないというこ

とで、ことしはスラックライン、それからトレイルウオーク、この二つを実施いたしました。

スラックラインには58名の参加ということで、参加していただいたところでございます。こ

れはあくまでも村民の方も参加という部分もありますけれども、一緒に来た家族の皆さんへ

のサービスという部分で実施したところであります。そういったことも、大会の評価を上げ

ておるというふうに考えておりますので、この評判のいい大会が継続して開かれるように、

これからも充実させていきたいというふうに思っております。 
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 以上です。 

議  長（丸山  豊） 唐澤議員。 

６  番（唐澤 由江） ３番に移ります。 

 屋内運動場の活用状況はということですが、以前、一般質問でお願いした、屋内運動場が

国の交付金で人工芝に全面改修され、健康増進やスポーツ振興で、健康寿命延伸という目標

ができ、うれしいと思っております。 

 今後は、フットサルやフラッグフットボールやゲートボールで利用されているんですが、

砂が多い場所で練習しているため、力かげんがわからず、コートから出てしまったり、スパ

ークすると滑るため、失敗して、自分のボールを打ってアウトになる。また、あげくの果て

に、仲間のボールまで出してしまうということで、教育委員会に電話をして、練習してみよ

うと空き状況を聞きました。台帳が大芝管理事務所にしかないということで、屋内運動場は、

以前から、午前中や昼間は意外とあいていることが多く、また冬場に使われることが多かっ

たのですが、２時間借りると仮予約したんですが、1,500円ということで、誰もうんと言わ

ないわけで、使用しなければ何の意味もないのではないでしょうかということで、無料開放

日をつくって、有効活用していただけたらなと。 

 少年野球のコーチからも苦情を聞いたんですが、壁面に打ちつけての練習が、ネットがな

いためにできないというようなこともお聞きしました。 

 ボッチャというのが、これは重度の障がいのある人のために開発されたルールですけれど

も、2020年には東京パラリンピックに正式種目になっているということで、松川町では、ス

ポーツフェスティバルで、カーリングに似たものをニュースポーツとしてやったそうです。 

 私は、あるゲートボール、お年寄りのチームで練習しているわけですが、骨密度が低く、

足や腰や手が悪く、痛い人が多いわけですが、家にいては病気を探す、フレイル対策、足腰

を鍛えるために、ゲートボールに出かけるようにということで、また、頭を使って作戦を練

るようにというようなことで意見交換をしております。もぐもぐタイムというのもあるんで

すが、そういうのもやめていこうねとか、いろんなことでお話をさせていただいております。

よいこと尽くめ、口腔ケア、血糖値対策などにもなるゲートボール。ことしは、初めて、３

年ぶりの教室開催ができたということで、本当に人が多くなってきております。 

 そんなわけで、コートを休耕田にでもつくっていただいて、新たなゲートボール場をつく

っていただくように、今あるのは、南殿、田畑、神子柴、久保ということで、大泉は唐松公

園に道具さえ用意されれば、すぐできるのではないかと思いますが、３番の１から３につい

てお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 屋内運動場関係、あるいはゲートボール関係につきましての御質

問をいただきました。 

 屋内運動場につきましては、全面改修をいたしまして、人工芝にいたしました。地方創生

の交付金が活用できたということで、本当にありがたかったなということで、長年懸案にな

っていた施設改修ができたところでございます。 

 アリーナ部分を拡張し、人工芝といたしました。ゲートボール３面、フラッグフットボー

ル等の正規のコート、面積確保は可能となったところであります。公式戦もできるようにな
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り、大会等も開催されるようになってきております。大いに利用していただければというふ

うに考えておるところであります。 

 無料開放ということでありますけれども、これは現状では考えておりません。使っていた

だくことは結構でありますけれども、村の施設、全て有料ということでありますので、無料

開放というのは考えていないところでございます。 

 それから、少年野球の話がありました。 

 壁に向かって打てないということの苦情であります。若干、私もそんなことは耳にしたと

ころでありますけれども、これがいつからそうなったのかということであります。というの

は、いつからだったというのは、少年野球に使用を許可したときには、そのことは禁止事項

になっていたところであります。これがいつから緩んでしまったのかなという思いがあった

ところであります。長年利用している中で、そういったことがだんだん薄れてきてしまった

ということであります。したがいまして、今回の改修を機に、その辺はきちんと徹底をさせ

ていただきました。壁には打ちつけないという、このことのルールは守っていただくという

ことにいたしました。そうしないと傷んでしまいますので、利用者の皆さんには御理解をい

ただいたところであります。 

 バッティング練習につきましては、ネットは設置されておりますので、中央にネットがあ

り、その前にバッティング用ネットを置いてバッティング練習をするようにお願いしておる

ところでございます。そんな点は御理解もいただいたところでございます。 

 それから、ボッチャ、バウンドテニスの普及、ニュースポーツの問題であります。 

 ボッチャにつきましては、障がい者のために考案されたスポーツで、パラリンピックの正

式種目になっておるということであります。ニュースポーツということでありますので、普

及していく部分はあろうかと思いますけれども、村では、そのボッチャに似た形で、スポー

ツ推進員がペタンクというニュースポーツに取り組んでおりますので、幾つもというわけに

はまいりませんので、そんな御理解はお願いしたいというふうに思います。 

 バウンドテニスにつきましては、以前、体育館で実施いたしましたが、全く普及いたしま

せんでした。そんな経過がありますので、この辺につきましては、取り組んでいくというこ

とは考えていないところであります。 

 ニュースポーツにつきましては、これからもスポーツ推進員を中心としながら普及させて

いければというふうに考えておるところでございます。 

 続きまして、各区にゲートボール場をつくる考え方はということであります。 

 議員御指摘のとおり、地区のゲートボール場につきましては、現在、久保、南殿、田畑、

神子柴にあるところでございます。管理運営につきましては全て地元で行っていただいてお

るということであります。各区にゲートボール場をつくる考えということでありますけれど

も、現在そういった要望は全くいただいていないところでございますので、その点はそんな

御理解をお願いいたします。つくるということであれば、管理も必要となってまいります。

きちんと管理がその区でできるのかどうかということも考えていただく必要があるというふ

うに思っております。要望をいただいておりませんので、現状ではゲートボール場をつくる

という考え方は持っていないというところでございます。大芝屋内運動場も新しくなりまし

たし、今申し上げましたように、南殿、久保、田畑、神子柴にもありますので、それぞれそ

ういったところを活用していただければなというふうに思っておるところであります。 
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 以上です。 

議  長（丸山  豊） 唐澤議員。 

６  番（唐澤 由江） 要望があればということですので、まだまだ人口は少ないのかな

と思いますが、健康によいことは確かだと思います。そういった住民のニーズに沿ってとい

うことですけれども、行政というのは、ある程度、主導していくのも大事かと思いますので、

今後、御検討をお願いします。 

 次に、マレットゴルフの委託管理を拡大してはということで、マレットゴルフの公園管理

料というのがあると思いますが、それの入金状況と、それから、マレットゴルフ同好会に、

あずまやでの受付、用具の貸し出しを依頼する考えはあるのか、ないのか、お聞きします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） マレットゴルフ場の関係の御質問であります。 

 以前、唐澤議員から御質問をいただきました、そういった経過を踏まえまして、平成29年

度から年間30万円を、開発公社がマレットゴルフ同好会に再委託をして、マレットゴルフ場

のコース上の通常整備は行っていただいております。これ、その範囲内で、自主的にかなり

整備をしていただいておるところであります。ただ、昨年は、台風が何回か来まして、かな

り苦労したようであります。この30万じゃ、とてもというような話をいただきましたけれど

も、村はこれでお願いをまた今年度もしたところでございます。そうしたことによって、か

なりきめ細かな管理ができるようになったというふうに思っておるところでございます。 

 マレットゴルフ同好会にあずまやでの受付、用具の貸し出しの委託をしてみてはというこ

とであります。 

 現在は、大芝管理事務所で全てを一括して行っておるところでございます。その中で、場

所を２カ所ということにつきましては、これは本当に非効率かなという思いがあります。と

同時に、かなりこれは人件費がかかります。大体４月から12月まで、約９カ月間、マレット

ゴルフの期間があるわけでありますので、一般の方も含めてということになれば、そこに８

時半から５時までいていただかなければならない、その人件費はかなり多額になりますので、

費用面でも現状が妥当であるというふうに考えておるところでございます。これを委託とい

うことになれば、本当にこの同好会でやってくれるのかどうか、９カ月間、毎日やっていた

だかなければなりませんので、これはちょっと不可能かなというふうに考えておるところで

あります。同時に、効率的な面からいっても、１カ所でやるのが一番効率的であるというふ

うに考えておりますので、そんな点はそんな御理解をいただければというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 唐澤議員。 

６  番（唐澤 由江） 大芝公園管理事務所というのができて、そこでやるという前提の

もとにつくったと思うんですが、それをやめて、上だけでやると、そういう考えなんです。

８時半から５時15分までだけは管理しているけれど、それ以外はもうきせるで、ただ入って

やっている人が見受けられるということで、同好会の人たちも、そういうことをほかの町村

もやっているので、やらせてほしいという要望ですので、また今後御検討をお願いします。 

 以上で、次の質問に移ります。 

 ５月12日は看護の日、看護協会も地域包括ケアを目指すということで、フローレンス・ナ

イチンゲールの誕生日にちなんで制定されました。 
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 団塊の世代が75歳になる2025年以降、高齢者のみの世帯や認知症の高齢者の大幅な増加が

見込まれております。そんな中で、住みなれた地域で暮らし、地域包括ケアシステムの構築

が課題になっております。そういった意味で、看護職の人材確保、スキルアップが重要とな

ると思われます。 

 その意味で、構成市町村である伊那中央病院の看護力アップの研修を実施しているかどう

か、それについてお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 伊那中央病院での看護力アップの御質問であります。 

 伊那中央病院は、御承知のとおり、急性期医療や高度医療を提供するとともに、地域の医

療、介護、福祉などと連携し、地域の中核病院としての機能を果たしているところでありま

す。 

 看護部では、安全で質の高い看護を提供するために、さまざまな研修制度があります。新

人期から看護管理期まで、各レベルに応じての研修を行っております。専門分野に関する研

修も行っておりますし、接遇研修、倫理研修、学会への参加等、さまざまな研修を行ってお

るところでございます。そういった研修をすることによって、看護師の質を高めておるとい

う、この努力は常にやっております。 

 特定の看護分野に熟練した看護技術と専門知識を用いての水準の高い看護を提供できる認

定看護師につきましても、計画的に育成をしておるところであります。認定看護師も何人か

出てきておりますので、看護の質は上がっていくんではないかなというふうに考えておると

ころでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 唐澤議員。 

６  番（唐澤 由江） ことしの３月ですが、入院していた患者さんが、認知症もあって、

服を脱いだら、点滴をつけたまま退院していたという事例がありました。そういうようなこ

ともある中で、やっぱり中央病院にも、クレームなどの対応はきちんとやっていただきたい

なというふうに思います。 

 次に移ります。 

 サロン、カフェに補助金が創設されたということで、大泉の縁側サロンも３年目となりま

した。条件は、地区社協事業と切り離せばよいということで、上限２万円ということでやっ

ております。ほかの地区社協も２カ所、地区社協事業で却下されたと。立ち上げたところ、

１カ所は辞退があったということで、やはり社協としてももう少し申請してほしいというよ

うな話でありました。やっぱりもう少し、サロン、カフェに対して、皆さんが理解をいただ

いて、やっぱり自主的な活動を続けていってほしいと思いますが、そのことについてお願い

します。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） サロン、カフェに対する補助申請の状況の御質問であります。 

 これ、社協で補助しているということでありますので、私がお答えする立場でないわけで

ありますけれども、村でも、なるほど・ザ・地域懇談会等を開催しておりますので、こうし

た折にも、社協を含めた福祉施策の説明をしながら、地域活動の支援をＰＲしてまいりたい

というふうには思っております。社協でこういった取り組みをやっておりますよという話も
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させていただくつもりでおります。よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐澤議員。 

６  番（唐澤 由江） こういうものは申請主義なので、さすが社協の担当者は、こうい

ったことを申請したらどうですかということで連絡をしたようですが、残念だというような

ことをおっしゃっておりました。ボランティア活動補助金ということは、気軽に申請できる

ような雰囲気づくりをお願いします。 

 次に、子育て支援の充実ということで、子供食堂、子供カフェを実現するにはということ

なんですが、今、子供の６人に１人が貧困ということが周知されつつあります。 

 県の次世代サポート課が生活状況調査をしたようです。そのところで見ると、小学校１年

と５年、中学２年、16から17歳の子供と保護者の6,000人から有効回答を得て、一般家庭が

59.9％、困窮までは行かないが生活困窮家庭に当たる周辺家庭が15％、困窮家庭が9.3％と

いうことで、お金が足りなくて食料が買えないことがあったとか、よくあった、時々あった

ということに丸をしてほしいということで、45.8％の困窮家庭はそういうことがよくあった

と、一般家庭はゼロ、また、カップめんを食べると回答した困窮家庭は46.1％で、やっぱり

一般に比べて11ポイント多く、コンビニ弁当を食べると回答した困窮家庭は46.1％というこ

とで、本当に、学習塾の先ほどの通いや通信教育は受けて、困窮家庭は63.5％が受けていな

いというようなことで、やはり子供の経済的な問題というのは健康状態にもかかわることが

わかっております。 

 それで、最近新設された子育てサークル活動補助金というのが子供食堂に該当するものだ

そうで、１年間の試行期間を経てから申請するというのがほとんどのようです。それで、大

泉の地区社協でも、田園景観保全事業の抱き合わせで、年２回行っているわけですが、本当

に子供たちは大勢来て、小学生といえども、本当に100人以上います。母子家庭の悩みとか、

そういう相談や、土日でも働かなければならない、手づくりのものが食べさせられないとい

うような問題があるようです。 

 それで、村では、お年寄りに月２回配食サービスをしています。子供食堂というのも、そ

の支援に加えて、やっぱりそういうところへは出てこられないお家があるというふうに聞い

ていますので、配食サービスをしたり、持っていって、そういった子供の食べられないお家

のタブルケアというか、両方からやって、子供食堂プラス配食サービスということをされる

といいと思うんですが、そのことについてお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 子供食堂等々の御質問をいただきました。 

 子供食堂につきましては、貧困家庭の子供のための食事場所の提供という、こういう言わ

れ方をしておりましたけれども、現在ではもっと多様な、地域での居場所、この役割を担っ

ておるというふうに感じておるところであります。先ほどの議員の質問にもありましたけれ

ども、格差社会というのはこれからさらに進んでくるのかなというふうに思っておりますし、

このことが問題になってくるというふうには考えておるところであります。 

 したがいまして、子供食堂なり、子供カフェなり、そういったことを継続して月に複数回

開設されるところがあればいいなということは私自身も感じておるところでございます。こ

のことを行政が主体となって実施することは大変難しのかなという思いもあるところであり

ますので、先ほども申し上げましたけれども、ＮＰＯや、あるいはボランティアが主体とな
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ってやっていただければ、ありがたいなと、行政はそれを後方支援していくと、資金的な援

助を含めて、そういった本当に複数回やっていただけるようなところがあれば、そういった

ことも考えていきたいというふうに思っておりますので、またこの辺は十分検討してまいり

ます。 

 配食サービスという話がありました。 

 これは、社協では高齢者の方に配食サービスをしております。村でこの配食サービス、こ

のことまでは実施できないというふうに思っておりますので、これはなかなか難しいなとい

うふうに感じております。 

 したがいまして、まず、子供食堂、子供カフェ当たりが実現できるように、今、若干やっ

ておるという部分もありますので、そういったものを拡大するような方向で、村も後方支援

の中で、そういった団体と検討してまいりたいなというふうに思っております。 

 子育てサークルの補助金の問題であります。 

 子育てサークル活動支援補助金というのは以前からあります。活用している団体もあるわ

けでございます。本年度は４団体が申請しておるようであります。こういったものにも使え

ればという話でありますので、これは非常によいことかなというふうに思いますので、申請

をしていただければというふうに思いますけれども、今年度は５月10日ということでもう締

め切りになってしまっておりますので、来年からこういう部分もさらに周知をしてまいりた

いというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 唐澤議員。 

６  番（唐澤 由江） 子供食堂も配食サービスも社協でやるようになるといいなと言う

理想論をちょっとお願いしたいなと思います。 

 次に、４番目ですが、健康づくりということで、あなたの心臓は大丈夫、骨密度アップや

急増する心不全を予防するにはということで、活動量計がこのたび導入されたんですが、48

名しか、てくてくの人が12名、新たに36名が申し込まれているということで、どんな方式で

やるのかなということを、運動を習慣化するために具体的な政策は何かということをお聞き

します。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 先ほどの質問の続きであります、社協でやっていただければいい

なという思いのようでありますので、社協へ申し入れてください。私は社協と全く関係がな

いというか、社協の以前は会長でありましたけれども、今は全部民間ということで任せてあ

りますので、よろしくお願いいたします。 

 活動量計であります。 

 これにつきましては、地方創生交付金を活用して導入した事業であります。そういった交

付金がありますので、健康づくりに活用できればということで計画いたしました。いろんな

数値が読み取れるような活動量計のようであります。それを役場と大芝の森の交流施設に専

用カードリーダーを設置して、そのデータをパソコンで読み取れるという機械のようであり

ます。パソコンで歩数や時間ごとの活動量グラフなどが表示できます。そういったことで、

自分の運動量を目で見ることができるという、こういったことに役立てるということで導入
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したところであります。 

 これは、もともとは、一番は日々の活動をふやしていく、運動習慣をするきっかけになれ

ばということで導入したところでありますので、登録者48名、多くないところであります。

この辺につきましては、これからさらに周知をもっとしていく必要があるだろうという、ま

た後ほどの質問にありますけれども、健康ポイントへも反映するシステムにしてありますの

で、さらに広報をしていければというふうに考えておるところであります。ふだんの健康習

慣というか運動習慣、これを意識づけていくということに役立てばということであります。 

 この48人の中に私も含まれておると思います。注文いたしました。運動不足でありますの

で、はかってみたいということであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 唐澤議員。 

６  番（唐澤 由江） 活動量計は、駒ヶ根市で推進しておりまして、東京都の健康長寿

医療センターの青柳さんという方の講演を聞いて、そして、村のように各地区を守るげんき

アップ、理学療法士さんの指導のもと、1,246人が登録したということですので、げんきア

ップのときにそういった注文をとるようなことができたらいいなと思いますので、お願いし

ます。 

 時間がありませんので、２番と３番、４番を一緒にお願いします。 

 健康ポイントは、その活動量計によって反映されるということですので、健康増進になる

かと思います。ボランティアをやって健康増進の体操をしたりしても、そういうのが全部反

映されるということですので、励みにもなって、健康ポイントのスタンプも押されると、景

品ももらえるようになるようですので、いいことだなと思います。 

 特定健診にＣ型肝炎の予防の検査を入れてはということなんですが、既にＣ型肝炎は、健

康増進法で40歳のときに通知が行って、やっているということですので、毎年80人から90人。 

 糖尿病予防の歯科検診も80人から90人はやっていて、ほとんどの人が要治療、96.3％とい

うことで、本当に糖尿病にならないように、透析にならないような指導がされているようで

す。ちなみに、医療費を聞いてみましたら、透析は年間400万の治療代がかかるという話で

したので、そういった歯科検診を導入されているということですので、そういうことは大い

にＰＲして、啓発していきたいなと思いますが、答弁をお願いします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 健康ポイントの部分につきましては、１日8,000歩以上で１ポイ

ント付与ということであります。8,000歩というのは大変な歩数かなという思いはしており

ますけれども、そういうことであります。いろんなポイントを合わせますと、100ポイント

で1,000円、新たなクーポン券も加えましたので、活用していただければと思います。 

 あとの問題につきましては、特定健診、Ｃ型肝炎、これはもう入れてありますので、検査

をするようになっておりますので、ＰＲをしてまいります。 

 歯科検診につきましても、それぞれ指定の歯科医院や健康センターで実施しております。

御指摘のように、昨年の受診者数94人で、そのうちの96％が治療や検査が必要とされており

ますので、かなりこれは高い率で口腔ケアというのは必要だなというふうに考えておるとこ

ろであります。その96％のうちの94％の方が医療機関を受診しておりますので、そういった
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ことを考えると効果はあるんじゃないかと、ほとんどの人が医療機関を受診しておるという

ことでありますので、この点につきましては本当にありがたいなというふうに思っておりま

す。こういったことをさらに充実させながら、糖尿病や心臓病などに口腔ケアの部分で寄与

ができればというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 唐澤議員。 

６  番（唐澤 由江） 活動量計の注文を５月で打ち切ったということですけれども、や

はり送料と振込手数料をみんなで割って、もうちょっとＰＲをしても、駒ヶ根市並みに、千

二百何人ぐらいになるようにして、ぜひ健康な村づくりを目指していただきたいと思います。 

 これで私の一般質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、６番、唐澤由江議員の質問は終わります。 

 ただいまから午後１時30分まで休憩といたします。 

   休憩 午前１１時５６分 

   再開 午後 １時３０分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 最初に、教育長より、先ほどの三澤議員の給付型奨学金についてのことで説明をお願いい

たします。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 先ほど、三澤議員さん、失礼いたしました。奨学給付金のことに

ついてということで御質問をいただきながらでございます。 

 奨学給付金ですが、県が実施している高校教育費の負担軽減事業ということであります。

授業料以外の教育に必要な経費で、低所得世帯を対象にということになっております。教科

書、あるいは教材費とか、それから学用品費、あるいは入学学用品費等々の負担を軽減する

ためにということでございます。申請は、高等学校が窓口になっていて、県の動きになって

いますので、村として、私どもの立ち位置では、そこに関与していないというか、県と家庭

と高校ということでございます。 

 先ほど、県のほうへちょっと確認したところでございますが、人数の公表はできないとい

うことでありますが、おおむね１割程度の御家庭で活用している、受けているということで

ございます。金額についても、生活保護世帯の場合には３万2,300円等々、また幾つか項目

がございますので、問い合わせをしていただければというふうに思います。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） それでは一般質問を続けます。 

 ２番、小坂泰夫議員。 

２  番（小坂 泰夫） ２番、小坂泰夫です。 

 早速、一つ目の質問を重点的に質問していきたいと思います。 

 まず、７月21日、あと１カ月半ぐらいですかね、１カ月半ぐらい先の道の駅オープン前に、

大芝高原内施設のＰＲの整理、大芝高原には特に営業にかかわる施設があるわけですけれど、

そういったところの私が言いたいのは特にネット上のＰＲの整理、そして観光面の今後の組

織のあり方、組織の関係や担当、役割の明確化について問いていきたいと思います。 

 まず、皆様には、お手元に資料をお配りさせていただいております。カラーの１ページ目
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はめくっていただいて、次のページに、私としては、観光面にかかわる施設（エリア）と担

当課・部署、役職担当及び関係事業というように書かせていただいた相関図をちょっとごら

んいただいて、まずは、今回、私は味工房を中心にちょっと質問するんですけれど、要は味

工房関連で、大芝高原の観光面の特にネット上のＰＲ、ホームページとかページ、またＳＮ

Ｓ等あるんですけれど、それがちょっとうまく現状に合った情報が出されていないんじゃな

いかというような点で質問していきますので、ネット上のことですので、本来なら議場の皆

さん、そして議会中継をごらんの皆さんには、パソコン、ネット画面をお見せしながら質問

のやりとりをしたいところなんですけれど、そういうわけにいきませんので、ここでそれが

わかるように、この相関図を議場の皆さんには特にごらんいただきながら、まず私のほうで

背景の説明をしたいと思います。 

 まず、南箕輪村と観光協会と、あと大芝高原、そういった関係の一番上の段です。南箕輪

村行政機関、ＨＰとあります。ホームページがありますよという意味です。南箕輪村のホー

ムページがあります。真ん中に村観光協会と書いてありますけれど、こちらにもホームペー

ジがあります。そして、右側、大芝高原、線を引きました。そこにＨＰ、大芝高原のホーム

ページがあります。それで、あえて皆さんに説明しやすくするために、こういった村のホー

ムページ、観光協会のホームページ、大芝高原のホームページという大くくりがあるとして、

そのホームページの中に、細かくページがあるというふうに御理解いただきたいので、あえ

て次にページと言っていきますけれど、特には、まず大芝高原のホームページの中に、大芝

荘のページや、下に行きまして味工房のページ、大芝の湯のページ、公園管理のページなど

があります。それが、それぞれにあるわけですけれど、特に私が今回問題だと思った大芝高

原の左の上かな、味工房のページ、これについてちょっとお話をしていきたいと思います。 

 そこで、皆さんのお手元の資料のカラーの１枚目をごらんください。 

 １番上に小さい写真があります。①としまして、５年前の大芝高原味工房の、ホームと書

きましたけれど、これは私の今の説明ではページになるかと思います。ページのトップ画像

ということで、あえて５年前というのは、単純に、私が５年前にこのトップ画像を紹介して、

自分のフェイスブックで大芝高原をちょっと私のフェイスブックでつながっている方に公開

で宣伝したいと思ったのでこれを投稿しました。そこに残っていましたので、その写真をこ

こで引っ張ってきました。 

 その５年前のトップ画像はここにあるとおりで、そこの説明に関しましては、次、下で、

あとで説明しますけれど、味工房のガレットが生まれる前の手づくりパン、ジェラート、お

やき、ふくろうの目玉といった、ここの写真に載っているような説明と味工房の写真が、つ

いことしの５月の前半ぐらいまではこの画面の状態だったわけです。それで、強いて言いま

すと、４月20日リニューアルオープンした味工房、あえて説明しますと、皆さん、村報５月

号、こちらを村民の皆さんもごらんいただいているかと思いますけれど、新しく色合いも変

わった、改築された味工房が、村報５月号、つまり４月のうちの編集されて、５月に村民に

配られた。この新しい味工房が、味工房のホームページには、４月20日リニューアルオープ

ンしましたという言葉だけ載っていまして、あとは前の写真が頭に載っている。文章も、ガ

レットの紹介もない。そういうページだったわけです。 

 ちょっと細かい話になりますけれど、私、これ、４月29日、ことしのゴールデンウイーク

の前半の中日に、日曜日だったんですけれど、気がつきまして、これは幾ら何でも、味工房
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をせっかく新しく、１億円超えて改築した南箕輪の味工房なのに、そのページがこのままで

よいのだろうかと思いまして、私なりに危機感を感じまして、日曜日ですが、村長の携帯に

電話を差し上げました。村長は、即、それはまずいということで対応してくださる反応だっ

たと思うんですけれど、そういった現状がありまして、それで（１）の質問をいたします。 

 ４月20日リニューアルオープン時に、味工房のページの、いわゆる更新なり改訂がされて

いなかった、その事情をお尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ２番、小坂泰夫議員の御質問にお答えいたします。 

 ホームページの更新に関する部分を含めて、ネット上の質問が多いわけであります。なぜ

と言われても、大変申しわけなかったという、このこと以外にないわけであります。 

 大芝高原の各施設のホームページについては、大芝公園の指定管理者であります村の開発

公社において、味工房を含めて管理を行っておるところであります。常に更新をしていけば

いいんでありましょうけれども、人員体制等々の問題もありまして、現状、そうならなかっ

たということであります。言いわけではありませんけれども、オープンに間に合わせるのが

精いっぱいの状況であったかなというふうに思っておるところであります。小坂議員からそ

ういった指摘をいただきまして、すぐさま指示をしたところであります。 

 いろいろ、これから後の質問にも関連いたすと思いますけれども、どうも機械上のいろん

な状況もあるようでありまして、なかなかすぐにそういうふうにはならなかったというよう

な面もあるようでございます。技術的な問題、私はまさにアナログ人間でありますので、な

かなかネットだとか、そういうものは理解しがたい面もあるところでありますので、そうい

った問題等々、後の問題につきましては、組織体制だとか、いろんな部分にかかわること以

外につきましては、担当課長のほうからお答えをさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。 

議  長（丸山  豊） 出羽澤産業課長。 

産業課長（出羽澤平治） 今、小坂議員から、なぜできなかったかという御質問でございま

す。その点についてお答えしていきたいと思います。 

 実は、大芝荘のホームページにつきましては、以前からいろんな面で指摘をされておりま

した。一つには情報が、今ありましたけれども、まさにそのとおりの情報が古いという部分

であります。それからもう一つは、ホームページの表示が、展開が遅いという大きな問題が

あります。ネット上で検索をかけて、一番最初のエクスプローラーの起動をかけて、情報を

探す。あの画面で、大芝とか、大芝高原とか、キーワードを入れて検索をかけると、一番最

初にというか、一番最初に出てくる一覧の情報では、大芝荘に関連したものがずらっと並び

ます。それぞれに、ここを選んで表示をさせようという操作に入るわけですが、その情報を

選んでも、次に出てくる肝心の情報が表示されるまでの時間が、他のホームページの時間よ

りかなり時間がかかるということで、その部分につきましては、前々から大芝荘のほうと話

を進めておりまして、これは改善しないとまずいだろうということで、実は、その改訂作業

といいますか、システムの更新作業に入っていたのが現状であります。 

 そのような過程がございまして、実は、そういった修正の過程の中で、たまたま、そのタ

イミングの中で味工房がリニューアルしたと、その情報を更新したかったんだけれども、改
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訂作業中であるということが一つの理由となりまして、まず、そちらの作業が手つかず状態

となってしまったというのが一つであります。そうはいっても、小坂議員から指摘もありま

して、それはまずいだろうということで、そのとおり、まずいという判断の中で、じゃあ、

今のというか、古いといいますか、そのページの中で最低限できることをやりましょうとい

うことで、修正作業をさせていただいたということであります。現在といいますか、新しく

なっていませんので、現在のという形で表現しますけれども、現在のホームページでいきま

すと、そのシステムがちょっと複雑でありまして、末端ユーザー、ここで言いますと大芝荘

の職員でも簡単に直せる仕組みになっていないというところがあります。そんなところもあ

りまして、はっきり言いますと、これから新しくなるのに、古いシステムにお金をかけるの

はいかがなものかというところもありまして、職員で直せる最大限と言いましょうか、最低

限と言いますか、の範囲ということで、文字情報だけの更新となってしまったというのがで

きなかった理由ということになります。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

２  番（小坂 泰夫） 一番の現状はわかりました。 

 先ほど、私が、済みません、相関図で皆さんに補足を忘れてしまった件があるので、でき

ましたら書き込んだいただきたいのがあるんですけれど、中ほどに、村の行政機関の一番右

側、産業課の下に農政係と書きました。この農政係の上あたりでもいいんですけれど、ペー

ジと、ページ丸とちょっと書いてもらいたいんですけれど、どういうことかといいますと、

私、きょう、気がついたんですけれど、大芝高原、味工房、ガレットという３単語を検索か

けて入れますと、南箕輪村のホームページの中の産業課農政係が担当しているであろうペー

ジ、ガレットを主とするカフェ、右側にあります味工房の下のカフェのメニューがこの村の

産業課の農政係担当のページで見ることができます。そういうページがあるということをち

ょっとまず御指摘しておきます。 

 その上で、村長、ネットの疎いということをもうずっと以前から聞いておりまして、私も

それを責めるつもりは全くありません。その感度をぜひ生かしていただきたいので、あえて

２番の質問の前に、村長に率直な感想をお聞きしたいです。私の資料のカラーページの②、

下の大きいというか、大きい四角です。これが味工房の現在のページであります。開発公社

が担当しているページだと思います。 

 これについて、村長、現状の味工房、村長は御存じだと思いますけれど、また、村が売り

たい味工房は、多分、私が思うには、村報５月号には大分丁寧によく載っているんじゃない

かなと。村長、ぜひ、このページに対する、素人なりで結構ですので、御感想をお願いしま

す。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 感想ということでありますので、これは古い味工房で、まさに本

当にこれはまずいなという、率直な感想でございます。ただ、これを直すということになり

ますと、今申し上げましたように、今その修正作業を加えておるということでありますので、

時間的におくれてしまったことについてはまずかったなということであります。その中で、

誰も気がつかなかったというのは、本当、これはまずいことだなということに尽きるわけで

あります。もう少し早く気がついて、機械上のいろんな問題点があるなら直していくべきだ
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ったというふうには思っておるところであります。１点つけ加えさせていただきますと、こ

ういうことがあって気がついたということであります。もう少し早い指摘をいただければ、

よかったのかなというふうに思って、それも率直な感想でございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

２  番（小坂 泰夫） それでは、早い指摘と言われますので、ちょっとシステム上の問

題だということなので、ここの部分について、私、これからさらに突っ込んで聞いていきま

すけれど、全部、何か、今までできなかったことを私が聞くようで申しわけないですけれど、

私の意図としては、これを変える、最低限の改変だということを産業課長が今答えられまし

たけれど、最低限にしても、最低限はもう少しあるだろうと、方法があるだろうということ

でちょっとお聞きしていきます。 

 まず、その後、修正したページは、今、皆さんのお手元の大きなところなんですけれど、

それで、もう言わずもがなですけれど、今回、１億円を超える改築を味工房はしたわけです。

それを、村報でもそうですし、地域おこし協力隊員さんがＳＮＳで、いろんな場面で紹介も

しています。味工房のカフェも、新しい味工房の紹介をＳＮＳでしています。終いには、そ

のカフェ、味工房、リニューアルした味工房を４月20日以降利用したお客様個人が、御自分

のブログに新しい味工房をネット上で紹介してくれている、ありがたい状態ですし、それを、

主として味工房の宣伝しなきゃいけないページが、システムの都合であれ、外観がこのまま、

改築前のが頭にありますし、その後、写真を追加できているので、これ、せめて新しい、関

係性もあれなんで、総務課なり、広報係なりで写している画像もよい画像がいっぱいあるん

ですけれど、村報を見ていただければわかりますが、そういった画像の入れかえだけでもで

きないというのは、幾ら何でも理解できないんですけれど。 

 そういった点で、もうできない理由を聞いても仕方ないんですけれど、なぜ関連というか、

私に指摘をしてくれればよかったって村長が言ってくださったので、私も指摘したい一ユー

ザーですけれど、関係者はここの相関図に私が書かせていただきました。いろいろあります

よね。広報、総務課の広報では、村報で新しく味工房を紹介し、さっき言いました産業課の

農政係では、ガレットができている2016年11月、１年半前にはガレットができて、新しいカ

フェのメニューが、最近のメニューですけれど、そういったものを紹介するページを村の中

ではつくっている。また、大もとへ行きますけれど、大芝高原のホームページ、トップペー

ジは、新着情報が、一番最近、いや、もう今月に入ってでもどんどん新着情報が載るページ

になっています。この味工房のページだけが、なぜかこういう状態というか、新しくしたに

もかかわらずこういう状態で、あわせて聞きます。 

 まず、だから、このページに、このページでお願いしますというか、こういう状態でいい

ですと、つくって改変したのは、開発公社の仕組みがちょっとはっきりしないんで、誰って

聞きたいわけじゃないんですけれど、担当している担当者というか、私、ちょっと自分の例

で恐縮ですけれど、役場で25年前に商工観光を担当し、20年前は広報を担当した人間としま

しては、この味工房が改築されたことを紹介するという担当者であったなら、こういった改

変でよいと思えないと思うんです。そういった点で、関係機関、関係する産業課を中心とし

たほかの関係機関でも、私以外が気づかないと思えないので、そういった点で指摘はなかっ

たのか、そこら辺をお聞きします。 
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議  長（丸山  豊） 指摘がなかったのかということでよろしいですか。 

 答弁を求めます。 

 出羽澤産業課長。 

産業課長（出羽澤平治） 指摘がなかったのかといいますと、指摘がなかったわけではあり

ません。味工房の改築に合わせて、いろんな形の紹介をしていこうというスタイルで進んで

いましたので、当然、その部分については、ホームページなりなんなりは整備していこうと

いう話で進んでおりました。ただ、実は、工事の関係は３月末まで、いっぱいまで行ってお

りました。最終的にでき上がったもの、引き取り検査を行った後の写真撮影、それから、写

真の入れかえについては直接できない。ましてや、トップページに相当する部分については、

もともとの開発業者というか、システム構築業者にお願いしなきゃいけないということで、

とても時間的にオープンまでには間に合わないという中で、そのまま、その部分については

お蔵入りしてしまったのかなと、しつこくそれを言っていれば多分直ったんだろうと思いま

すけれども、その部分がちょっと欠けてしまったので、大変申しわけなく思っているところ

であります。ただ、情報発信の必要性は感じておりまして、それなりの努力はしてきたとこ

ろであります。 

 また、先ほど、小坂議員が、行政機関の村のホームページの産業課の農政係のところに、

今、メニュー等のページが加わっているということをおっしゃっていただきましたが、その

点につきましても、小坂議員の指摘を受けまして、開発公社のページが全然思うように動い

ていない、機能していないという中で、急遽、村の中に特別にそのページをつくり込んだと

いうことで、今、表示をされている状況であります。 

 ただ、その形がずっといいとは思っておりません。現在、開発公社の大芝荘のホームペー

ジ、新しいホームページの公開に向けて準備中でございます。その中に全ての要素を含んだ

もので新たな情報発信をしていくということで準備しております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

２  番（小坂 泰夫） ネットの仕組みがちょっとわかりにくい方も、この議場の中はと

もかく、議会中継を見ていただいている住民の方にもお知らせしたいですし、そこら辺でち

ょっとお話をするんですけれど、私がこのネットのことについてちょっとこだわるのは、こ

の議場におられる皆さんは、大芝高原関連の現状や大芝高原に関係する村の機関や観光協会

の状態を御存じなので、この相関図や今の事情やシステムの問題だとか、そういうふうにお

聞きすると、何となく納得されてしまうんじゃないかなと思うんですけれど、でも、今の時

代は、村外の方、上伊那より外の方、まして県外、全国の方が、今、ぱっと瞬間に、大芝高

原や味工房のことを見ることができるわけなんです。それは、すなわち、よい宣伝をすれば、

どんどんそれも広げられるし、生かさなければそれまでなんですけれど。 

 次の質問にちょっと移ります。 

 道の駅のことが、これから道の駅になっていきますので、この組織図の一番右、大芝高原

内に道の駅ができるということで、道の駅と書かせていただきました。その上に、ホームペ

ージ、クエスチョンマークで書かせていただいたんですけれど。これは、今、全国の道の駅

のホームページ、いわゆる国交省の管轄だと思いますけれど、全国の道の駅から、中部、そ

して長野、そして長野県内の18の道の駅が紹介されて、そうやって誘導されていきます。 
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 例えば、近くで言いますと、南アルプスの道の駅ということで伊那市さんです、長谷のと

ころにある。そこに道の駅の南アルプスに入りますと、南アルプス道の駅というか、つまり

伊那市が押したい南アルプスのホームページに移れるようになっています。道の駅の南アル

プスのページから、伊那市の南アルプス道の駅関連のホームページに移れます。 

 ということで、実はもう大芝高原の道の駅も、正式にはオープンしていませんが、今言っ

た私の全国からの道の駅のホームページに、大芝高原の場所、名前が載っております。既に

もう載っております。だけど、そこから大芝高原の案内や南箕輪村の案内には特段飛べませ

ん。ことしなんでしょうか、今、県内に18の道の駅が登録されていまして、そのうちの15、

16、17、18の16番目に今、大芝高原は道の駅ということで国交省のページに出ております。

恐らく、今後、そこから大芝高原のホームページなりに飛べるようになると思いますので、

それ以外に村が単独で道の駅のホームページをつくる必要はないんじゃないかなと私は思っ

ておりますけれど。 

 そういった点で、（４）番です。道の駅オープンまでには、大芝高原各施設、特に店舗な

ど営利施設のネット上の整備、新しい情報、画像を紹介することが必要なんじゃないでしょ

うか。それを行うのは、今までも開発公社と聞きましたけれど、開発公社の正規職員の数か

らしても、あとこのシステムに関しても、正直信じられない状態なんですけれど、改変して、

また、それを今のまんまの部署のままでよいのか。どのように思っておられますでしょうか、

お尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 出羽澤産業課長。 

産業課長（出羽澤平治） 道の駅の関係になります。 

 おっしゃったとおり、道の駅、国交省の一覧ページから村の道の駅のサイトへ飛べるよう

にしてまいります。その際の村の道の駅のサイトの基本的な考え方を今詰めているところで

ございますが、基本的に道の駅は何物かという話になります。単なる休憩施設、情報発信施

設、それからお楽しみができる、そういった施設だけなのかという話になりますけれども、

基本的な道の駅の要素としては、やっぱり地域創生の拠点であるということが一番でありま

す。それを考えたときに、産業課としましては、地域創生の拠点とするのであれば、やはり

それは、それをトップにすえたページを一つつくる必要があるんではなかろうかというふう

に考えております。国交省からの一覧ページからは、そこのページへ飛べるようにリンクを

張っていくつもりであります。 

 それから、道の駅が、基本的には大芝高原道の駅になりまして、その中のいろんな施設が

その道の駅の要素になっていきます。それぞれの施設につきましては、それぞれの管理者、

管理者といいましても、指定管理の大芝荘が施設そのものは運営していきますけれども、そ

の中のソフト面の事業につきましては、それぞれの部署、例えば、味工房で行われるいろん

なイベントについては、多くの場合は産業課の係が主体となって企画するものでございます。

また、観光協会が主体になるものもあります。そういったものもありますので、それらにつ

いては、それぞれのホームページの中で、この議員の示していただいた図面でいきますと、

村のホームページの中のそれぞれの部署の中で基本的にはまとめていくと。ただ、その情報

を、先ほど言いました道の駅大芝高原のトップページのほうへ全てリンクすると。基本的に、

道の駅で検索をかけて、トップページが出たときに、そこでどんな情報が得られるか、全て
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わかるようなページ構成をこれからつくっていくということで今準備を進めているところで

あります。 

 したがいまして、全体の道の駅のトップページの部分につきましては、産業課のほうで担

当し、管理していきたいと思っております。また、その中身になるコンテンツについては、

それぞれの部署といいますか、担当で管理をしていただくという方法を考えております。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

２  番（小坂 泰夫） では、今、産業課長、大体、私も望む方向性の、そちらに進んで

いきたいとお答えいただいたと思いますので、追加になりますけれど、そこら辺の質問とい

うか、こうしたらどうだというお話をさせていただきます。 

 まず、相関図で、私が書きました観光協会のホームページの下というわけじゃないんです

けれど、フェイスブックの観光協会のページを観光協会さんが持っています。フェイスブッ

クで、ＳＮＳで新たしい情報、この間だったら、バーティカルリミットの紹介等、随時出し

ております。地域おこし協力隊、いろんな分野で活躍されていますので、地域おこし協力隊

のＳＮＳもあります。カフェの味工房ブルターニュ独自のＳＮＳもあります。広報や、ほか

産業課ですか、例えばですけれど、村報３月号の表紙には、あなたのそばに上農高校とあり

まして、上農高校さん、高校生なりが、風の村米だよりで協力してくれたり、あと、牛パン

とか、おばちゃんみそをつくられているということで、この村報には４月20日にリニューア

ルオープン、上農商品を大芝高原味工房で販売というような情報も村報に載っております。

これが本来だったら、４月20日リニューアルオープン、味工房って村報で紹介しているんで

すから、私がさっきから指摘している味工房のページに入ると、新着情報の上農高校生が頑

張っているというようなところに行けると、そういうような部分をつくったらどうでしょう

かと。 

 それをシステムの問題だから、システムの業者のせいだというふうに言ってもらいたくな

くて、そういうシステムを早く選んで、もう早く、道の駅はオープンしますので、それまで

に何とかしてほしいということで言うんですけれど、村も十分承知しておられます。５月30

日付南箕輪新聞で、「まっくんがツイッターを始める。つぶやきで南箕輪を発信」とありま

して、多分、これは新聞記者さんが村にインタビューしたことを書いてくれているんだと思

います。まっくん公式サイトはあるが、すなわちまっくんのホームページなりはあるけれど、

更新を知らせることができない受けの面があり、受けるばっかりの面ですね、公式サイトか

らでは、いろんな人に、まっくんの新しい情報を出せない。そこで、ツイッター、ＳＮＳは、

新しい情報が出ましたよということをフォロワーにすぐ伝わる利点を生かせる。サイト更新

情報や夏に向けてふえてくるイベントなど云々、観光情報もつぶやき、村を発信すると、ま

っくんのツイッターの新しい事業としてやっておられるわけです。この仕組みを村はもう十

分わかっておられますので、まっくんの情報もリンクできるようにするべきですし、いろん

なことのリンクの話になってしまいますので、これ、管轄されるところが本当は大変だと思

いますけれど、要は、新着情報の、仮にＳＮＳなり、新しいページを各部署で書きかえたも

のが、お客さんが入ってきやすいページのところでぜひ見えるように変革していただきたい

と。もう、課長は十分わかっていただけいていると思いますので、まずそこまでにいたしま

す。お答えは結構です。済みません。 
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 最後、行きます。 

 （５）番です。 

 大芝高原を主とする観光面の今後の組織、関係の見直し、再整備が必要と思うが、いかが

かという質問をお尋ねするわけですけれど、今はネット上に見えた、たった一つかもしれま

せん。味工房のページを中心とした関連性のなさに、私は、各現場の皆さんはそれぞれ頑張

っておられると思うんです。村長が言ってくださったように、４月20日のリニューアルオー

プンに向けて、味工房関連、開発公社関連、そして役場内の関係の皆さんも頑張っておられ

るのは十分承知していますが、それがつながっていない。ネット上でもつながっていない。

そうすると、現場の頑張りが、村民は村報でわかってくれているかもしれませんけれど、地

元紙でわかってくれているかもしれませんけれど、ネット上というわかりやすい場面で、そ

れぞれが発信している情報が、外から来たい、これから道の駅を通じて来たいというお客様

に、ぜひつながっていってほしいということで、それも組織上、もしかしたら必要なやりと

りというか、権限なんでしょうかね。例えば、村報が、村長言われました、画像が新しく撮

られたにもかかわらず、これが新しく使われていないというのは、何かしら不備があると思

うんです。そういった点の組織の見直し、全てを入れかえろとまでは言いませんけれど、そ

ういった関連性です。ネット以外も、大芝高原にかかわる担当者が多過ぎるから大変だとは

思うんですけれど、あくまでも役割、分担、関係性をはっきりさせる必要があるんじゃない

かという点で、ちょっとわかりにくい質問になっているかもしれませんけれど、村長、見解

をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ネット上のことに関しましては、全てのことはリンクできるよう

にしてけるというふうに思っております。そういった作業を今しておるということでありま

すので、その辺はそんな御理解もいただきたいと思いますし、道の駅の開駅が７月21日とい

うことになっております。それに間に合うかどうかは、間に合わせなければいけないなとい

う思いもしておるところであります。 

 同時に、この組織上の問題であります。開発公社含めてということであります。 

 村には、大芝にかかわる分野というのは数多くあるわけであります。また、観光協会を含

めますと、イベントにかかわる分野も数多くあるわけであります。それぞれの課でそれぞれ

のイベントもやっておりますけれども、その体制というのは、お手伝いをしながら、協力体

制はできておるところであります。 

 したがいまして、この開発公社、特に大芝関連をどうしていくのかというのは、現行の中

では、大芝、開発公社にお任せというのは多いわけでありますけれども、本当にそれでいい

のかなという思いもしておりますので、この辺はしっかり整理して、道の駅の開駅までにき

ちんとしていきたいというふうに考えております。指定管理委託の分野でいきますと、教育

委員会関連の分野まで入ってまいりますので、そこら辺はきちんと整理をして、すっきりさ

せていければというふうに思っております。早急に結論を出していきたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

２  番（小坂 泰夫） もう少し具体的にちょっとお聞きしたいので、先日、開発公社の
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評議員会がありまして、村長が同じ理事長でありますので、理事長を含めて、そこに出席し

た皆さんはわかっておるところもあると思うんですけれど、例えば、指定管理のもとの味工

房です。村が大きくお金をかけて、どれもそうですけれど、つくっている施設であるから、

それを開発公社に指定管理委託しているわけですけれど、現状、開発公社の職員も、大芝荘

の運営から始まって、大芝公園の中は広いですので、そういった点で、公社の職員が全てち

ゃんとやり切れるのかなというふうに私も見ている点があります。そういった点で、全部が

開発公社の職員の責任で、ネット上のこともしかりですけれど、現場の責任、そこら辺も公

社職員だけなのか、それとも、関係する役場のほうからも、多分、開発公社全体は所管が産

業課ということで関連されているとは思いますけれど、それぞれの大事なところ、指定管理

の施設的にも、担当といいますか、そういった部署なりに、係なり、当てる必要が、もしか

したて当たっているのかもしれません。そこら辺、どういうふうに考えておられるのか、当

たっているのか、当てていきたいのか、ちょっとお尋ねいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） その辺は、ちょっと複雑な部分がありますので、要するに、今こ

こで副村長ともいろいろやりとりしましたけれども、若干複雑な部分を整理していかなけれ

ばいけないのかなというふうに思っております。例えば、運動部分の指定管理分野につきま

しては教育委員会、契約も教育委員会で行っておるというようなことにもなっておりますし、

主は産業課が開発公社部分、大きくかかわっておるわけであります。味工房だとか、大芝の

湯だとか、そういった部門は産業課が大きくかかわっておるところであります。運動場は、

スポーツ施設は教育委員会、公園管理含めてという、こういう分野もあるところであります

ので、その辺はもう少しすっきりしていったほうがいいのかなというふうに、私も今質問の

中で感じたところでありますので、この辺は早急に整理をさせていただきます。御指摘をい

ただきましたことにお礼を申し上げます。ありがとうございました。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

２  番（小坂 泰夫） では、一例で、ちょっと具体的に、今、村長が決められないこと

といいますか、そういった状況だというのは私も理解できるんですけれど、箇所、箇所、具

体的に見ていくと、本当にその責任というか、それは誰が決めているんだということが結構

多いんじゃないのかなと、私以外の議員さんも、この大芝関連のことについて、責任の所在

がわかりにくいと思っておられる方は多々おられる気がしますので、そこで一例としてちょ

っと最後にお尋ねします。 

 村長が、６月、この議会の冒頭の挨拶で、味工房のカフェは週末の夜の営業が、来客が芳

しくない。ＰＲが不足しているのでという意味でしょうかね、充実させると、ＰＲを充実さ

せるとおっしゃられたんですけれど、道の駅のオープン後、夕方から夜間、味工房エリアに

そういった味工房の利用者ということで、道の駅の利用者さんなのかな、道の駅を利用して

くるというようなお客さんも含め、これからふえていくと予想されているんでしょうかと。

まず、道の駅という性質上、もし農道を通って、道の駅を通過点としてもし利用される方々

が車をとめられるという場合に、じゃあ、味工房で夕食を食べていこうというふうな気持ち

になるのかどうか。また、そもそもこれは皆さんも十分わかってくださっていると思います

けれど、そもそも林の中の公園で、農道から林の中を入っていくという公園なり味工房なの
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で、昼間は公園を利用するという意味でも、そこに入っていこうというのは当然、今がもう

味工房が人気がある状態のとおりだと思うんですけれど、夜になって、あの農道の状態で、

玄関、大芝高原の玄関をどうするか、私は別にどうもする必要はないとは思いますけれど、

今の状態で夜に営業をする。それをＰＲをどのようにするかわかりませんけれど、ＰＲをし

ても、現状、聞いている限りでは、来客が少なくて、スタッフはただその時間にいるだけと

いうことで、士気、やる気をそいで、経費の悪化につながっているんじゃないかと。それで、

道の駅はこれからできるところなので、私もすぐやめろとは言えませんけれど、実際に公園

だとか、あと道の駅という性質上、味工房が温泉の中にある飲食の場面ならともかくですけ

れど、味工房という、ちょっと孤立したスペースに、夕食の時間帯、夜９時までというのを、

週末であっても、ずっと続けられるのか。それを見きわめるのが、村長、挨拶してください

ましたけれど、村長ではないと私は思うので、どの部署がそういったことを判断、決定して

いくのか。開発公社の中のことかもしれませんけれど、味工房についても、さんざん村も、

ＰＲというか、強くかかわっておりますので、ここら辺について、どのように今お答えでき

るのか、お願いします。これは、全般的に大芝高原の関連施設の担当責任者が見えにくいと

思いますので、お聞きする一例であります。お尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 開発公社の関連施設、複雑多岐にわたっておるという部分はお話

ししたとおりであります。これをもう少しすっきりしていきたいという話もさせていただい

たところであります。主には産業課が大きくかかわっておりますので、その辺を核としなが

ら、どうしていくのがいいのかということで答えを出していきたいというふうに思っており

ます。 

 開発公社に関しましては、私が理事長を務めておりますので、その判断は私がさせていた

だきたいというふうに思っております。 

 ただ、道の駅にして、どういうふうに変わってくるかというのは、ちょっと、若干見てみ

たいなという思いはしておりますし、これから夏に向かってまいります。８時ごろまで明る

い部分がありますので、それらを見きわめて、判断をしていくというふうに考えておるとこ

ろであります。現状でも、金、土の２日でいいのかなという、そんな御意見も出ております

ので、そこら辺もあわせて、夏に向かう時期と道の駅の開駅、その部分がつながってまいり

ますので、その状況を見ながら判断をさせていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

２  番（小坂 泰夫） 時間がなくなってきましたので、最後、批判めいた質問になって

しまいましたので、気持ちとしては応援しているということで御理解いただきたいんですけ

れど。例えば、本日の地元紙には、フラッグフットボールを親しんでということで、この７

月29日に、村の大芝の屋内運動場で初めて開かれるフラッグフットボールの全国大会がある

という記事があります。私が書いた相関図の地域づくり推進課の関係だとも思いますけれど

も、結局、大芝という場を利用したいろんな村の施策も、本当に産業課に限らず、開発公社

の運営に限らず、いろいろ多岐にわたっていると思いますので、それをぜひ、ぶち切れで情

報が広がっていかないんじゃないことを、もっともっと連携をうまくできるように、大変だ

と思いますけれど、ぜひ村のほうで、これは開発公社が単独でできることでは到底ないと思
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いますので、村のほうでまとめていっていただきたいと思います。 

 今回は、以上で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。 

議  長（丸山  豊） これで、２番、小坂泰夫議員の質問は終わります。 

 ただいまから２時25分まで休憩といたします。 

   休憩 午後 ２時２０分 

   再開 午後 ２時２４分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き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６項目について、村長並びに教育長にお伺いいたします。

的確なる答弁をお願いいたします。 

 それでは、１項目めの通学時の安全対策についての１件目、登下校時を見守る、まっくん

見守り隊の現在の活動についてを教育長にお伺いいたします。 

 また、児童が犠牲になる事案が５月７日、新潟市西区の市立小学校２年生、７歳の女児が

殺害され、自宅近くのＪＲ越後線に遺棄される事件が発生した。女児は、この日、午後２時

45分に授業を終え、３時ごろに友人と下校した。学校から約300メートル先にある踏み切り

を渡るまでに、友人と別れた。踏み切りから自宅までは約200メートル。ふだん女児は、踏

み切りを越えて、線路沿いの細い路地に入って帰っていた。住宅街の身近な線路が現場とな

った事件に、近所の住民は、ふだんは治安がよい地域なのにと、近隣住民も言葉を失った。 

 新潟市西区の小学校２年女児が殺害された事件では、行方がわからなくなった現場付近で、

登下校時の見守りをしていた地域ボランティアが高齢で引退し、受け持つ人が誰もいない状

態であった。活動を支える人たちは、スタッフの高齢化や担い手不足に危機感を訴えている。

また、全国各地での防犯ボランティア団体約４万7,000の団体が、子供の見守り活動に取り

組んでいる。参加者の平均年齢が60歳を超える団体が６割を超えている。また、長野県内で

も、通学路の見守りをしている地域ボランティアの高齢化が課題になっており、新たな試み

が必要との声もある。新潟市の事件についても、見守り活動が続いていれば防げたかもしれ

ないと思うところが大であります。 

 南箕輪小学校、南部小学校ともに、以前の一般質問の時点では、南部小学校では、登下校

時の児童の安心・安全を支えるボランティア団体が、平成22年より、まっくん見守り隊が組

織化され、活動が始まっているとも思われます。南箕輪小学校では、平成23年度に、南部小

学校と同じような組織をつくるとの意見が出され、39名の方に登録をしていただき、その他、

ボランティア協会から１名加盟してもらい、内容の充実に努めていくとの回答であり、また、

努力をして機能する形にしていきたいとの回答でもありました。 

 それではお伺いいたします。 

 登下校時を見守る、まっくん見守り隊の現在の活動はどうであるかをお伺いし、質問とい

たします。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 議席番号７番、都志今朝一議員の御質問にお答えします。 

 まっくん見守り隊の活動、現在の活動でございますが、議員の御質問にありましたとおり、
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南部小学校では、地域の方々に御協力をいただく中で、継続した活動が行われております。

登下校時に、通学路に出ての声がけやウオーキング、あるいは犬の散歩などなどで、子供た

ちの様子を見守ることが主な活動となっております。あくまでボランティアということであ

りますので、できる範囲での御協力をいただいているところでございます。また、南部小に

おいては、４月にまっくん見守り隊と子供たちの顔合わせ会を行っております。現在、個人

では97名の方が登録をされておりますが、立ち上がってからの累積の人数でございますので、

そこをどう見ていくか、今後の課題かなというふうに思っております。現在は若干少ない人

数になっているかなというふうに思いますが。ほかに、信州型コミュニティスクール等でお

力をいただいている方々でふくろうの会、あるいは地区ＰＴＡの校外指導部等が見守り隊の

活動を行っております。 

 南箕輪小学校なんですけれども、平成23年度に見守り隊が立ち上がりました。なかなか継

続せずに、現在、残念ながら活動がなされていない状況かなというふうに受けとめておりま

す。その大きな要因としては、定期的な会がなかなか持てなかったこと、それから、組織運

営が学校に結構お任せのような状況もあったのか、それから、地域の方々が年ごとに変わっ

ていきますので、そこの引き継ぎのあたりでも課題があったかな等の要因があるというふう

に受けとめております。南箕輪小学校では、昨年度、信州型コミュニティスクールも立ち上

がりました。学校が大きいというゆえの難しさもあるかとは思いますが、教育委員会、私も

当然でございますが、先頭に立って、一緒に全体を整えていく方向、それを考えたいなとい

うふうに思っています。地域の方々の御協力、あるいは御理解をいただけるよう、また、お

知恵もいただきながら構築を進めてまいりたいというふうに思っております。 

 村内における子供たちの見守り関しましては、まっくん見守り隊のほか、校外指導、ＰＴ

Ａの方の防犯等、あるいは防犯部、議員の方々も動かれています。ありがとうございます。

青パトとか、交通安全協会、安協さんによる街頭指導等が、御理解をいただく中で行われて

おります。 

 今お話がありましたが、本当に痛ましい事件が置きました。村で事件が現状としては発生

しておりませんが、登下校の子供たちをいかに守っていくかは大きな課題かなというふうに

思っております。学校の近くだけではなくて、地域の中で見守りの目が隅々に届くように、

多くの方々のお力をいただきたいなというふうに思っております。 

 重なりますが、議員を初め、地域の皆様のお知恵、お力をぜひ拝借して、前に進みたいな

というふうに思っております。よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） ７番、都志今朝一議員。 

７  番（都志今朝一） 私の孫も、ことし南箕輪小学校に入学して、毎日元気に通学して

おります。児童の痛ましい事故、犯罪を防ぐためにも、見守り隊などのボランティア活動が

必要不可欠と思われます。学校、ＰＴＡ、地域が、ふだんから連携をとり、活動をより一層

強力に進めていただくことをお願いし、２件目の子供を守る安心の家、表示板設置の効果に

ついてをお伺いいたします。 

 平成９年11月にこの表示板が設置され、早いもので21年がたっております。南箕輪小学校

関係の安心の家の協力をいただいている件数は、平成30年で、各部落に依頼して、全体で40

件の協力をいただいております。また、南部小学校関係については17件の協力をいただいて
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おります。 

 設置場所は、個人宅、商店、工場、事務所など、多くの地域の皆さんに協力をいただいて

成り立っております。 

 いただいた南箕輪小学校の資料には、保護者宛てで、小学校ＰＴＡ会長、学校長、校外指

導部長の連盟でのお知らせ文書です。安心の家についての設置の趣旨、いざというときの対

処方法を子供と話し合ってもらい、安全の家の場所の確認などをお願いしますと記されてい

ます。その下に、安心の家に飛び込むときはこんなときです。３項目が記載されています。

注意事項として、水が飲みたいとか、トイレや電話を貸してほしいということで入ってはい

けませんとの注意書きがあります。下に、平成30年度安心の家一覧名簿が載っています。た

だ、気になる点が、配付の日付が平成30年６月４日付であることが気にかかります。入学時

点での配付が必要と思われます。 

 南部小学校関係のいただいた資料には、部落別の地図で、安心・安全の家で配付されてお

ります。 

 また、表示板の表示が、長い年月で使用しているため、劣化していて、見づらくなってい

る場所もあり、点検も必要と思われます。 

 以上、２件目の表示板設置効果についての質問といたします。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 子供を守る安心の家につきまして、通学路にある一般住宅、店舗

等に、子供たちが何かあったときに逃げ込める場所となっていただいております。 

 きょう、看板を持ってきたんですが、少し前の看板がこれ、今、議員さんの御指摘の。こ

れに、裏には、目的、それから、この看板を掲げている方々、お家の方等々の役割、それか

ら、安心の家の看板は云々、子供からよく見える場所に提示してください等々の入れ込みが

ございます。最近のは少し、これなんですけれども、両面でこういうふうに、子供を守る安

心の家という、こういうライポくんが入っている、こちらも入っている、こういうものでご

ざいます。 

 村内通学路を中心に、この表示板が至るところにあるかなというふうに思っております。 

 現在、今お話がありましたけれども、南箕輪小学校では40件、南部小では17件の御協力を

いただいております。中には、コンビニ等の店舗、あるいは事業所等も含まれております。

子供にとってわかりやすい場所、わかりやすく表示するわけですけれども、それから、何か

あったときに安心してすぐ逃げ込める場所になっております。それで、子供本人、また保護

者の皆さんの安心につながっているというふうに受けとめております。 

 それから、効果といいましょうか、不審者、不審車両を目撃した場合の警察への通報とか、

情報提供もお願いしていますので、犯罪の抑止効果も非常に大きいのではないかと感じてお

ります。幸いにして、これまで村内で子供が助けを求めたというケースは発生しておりませ

ん。 

 議員御指摘の南箕輪小学校区の安心の家一覧名簿が６月４日付ということで、保護者宛て

に出されておりますが、安心の家の登録の継続の有無の確認を４月に入ってからということ

で、そこが６月４日付になったかなというふうに考えております。新１年生を除いて、在校

生は以前から周知されていても、新１年生は周知されていない状況にありますので、確認手

続をできるだけ前年度にして、４月当初には新１年生も含めて、そのような対応ができるこ
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とを学校とタイアップしながら考えたいなと思っております。 

 なお、表示板、古くなった場合等ということでございますが、交換が可能であること、こ

れ、伊那本署の生活安全課のほうでその確認もとれていますので、古くなったら交換という

ことで。また、活用についての再確認等々、警察とも連携して、効果が最大限発揮されるこ

とを大事にしていきたいなというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 都志議員。 

７  番（都志今朝一） 小学校の低学年生には、理解することも難しいと思われます。保

護者の方にも理解していただき、より一層、登下校時のときの安全確保のための安心の家の

活用をお願いし、続いて、３件目の通学路の支障木などの対策についてをお伺いいたします。 

 通学路沿いには、土手なども多くあり、また、土手には木々も植えられております。道路

沿いにある立木の枝などが通学路にかかり、日が当たらないため、夕方になると早く暗くな

り、安全面にも不安を感じる場所もあります。 

 当然、立木は個人の所有物であり、個人の管理が原則であると思われます。しかし、場所

によっては、持ち主が高齢で、施設に入っていて、個人の管理が難しい場所も見受けられま

す。土手草などの管理にも手が入らない場所もふえており、通学路に設置してあるグリーン

ベルト上にかかり、支障を来している場所も多くなっております。 

 今後、支障木、土手草などへの対応について、どのような対策をお持ちであるかをお伺い

し、３件目の支障木などの対策についての質問といたします。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 通学路の支障木などへの対策についての御質問でございます。 

 通学路の支障木などにつきましては、今お話がありましたけれど、通学路の安全確保の観

点から、自分たちも把握に努めてございますが、支障木、あるいは土手草の除去等の対応は、

原則、所有者にお願いしております。通学路の支障木除去につきましては、村の間伐材、間

伐事業の補助金の中で、除去の事業費の30％以内の補助の実施もしているところでございま

す。 

 先ほど御指摘がありましたが、所有者が不明、あるいは連絡がとれないという場合もござ

います。御指摘にように、グリーンベルト上に木とか草がかかっている場合、支障を来して

いる場所もあり、重大な事故とつながることも想定されますので、必要に応じて、道路管理

者とも連携し、対策をとっていきたいと考えております。実は、あさって午前中、事務局の

スタッフが、通学路のこの案件があって、一つ動こうかなという現状もございます。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 都志議員。 

７  番（都志今朝一） これからも管理できなくなる場所も多くなってくると思われます。

よりよい対策をお願いいたします。 

 続いて、２項目めの児童引き渡し訓練の現状についてをお伺いいたします。 

 最高裁第二小法廷が、５月30日付で松島市の上告を退ける決定をした。津波からの避難を

めぐり、犠牲者遺族が起こした訴訟で、自治体の賠償責任を認めた判決が確定するのは初め

てと見られる。確定判決によると、震災発生後、女児は小学校の体育館に避難。同級生の父

親が女児を家まで送り届けると申し出たため、学校側は女児を引き渡した。女児は自宅に送
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られた後、津波に巻き込まれ死亡。校長は女児を帰宅させると津波に巻き込まれると予見が

できたのに、全く考慮せずに引き渡した。校長の過失を認定した。昨年４月の二審仙台高裁

判決後、事前に登録した保護者が引き取りに来るまで、学校での保護を継続すべき義務があ

ったとして過失を認めた。 

 南箕輪村には、津波の災害はありませんが、地震による被災が考えられます。宮城県東松

島市立野蒜小学校の判決の確定を受けて、児童引き渡し訓練についての考えをお聞きいたし

ます。お聞きし、質問といたします。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 東松島市野蒜小学校、学校の過失確定を受けての考えは、村内の

引き渡し訓練等々の状況をお伝えしたいというふうに思っております。 

 平成23年に発生した東日本大震災では、東北地方を中心に、地震、津波により、多くの人

命が失われました。平日の昼間に発生し、学校の管理下での災害として、さまざまな課題が

提示され、また多くの教訓が残されている。あるいは、その教訓を生かさなければならない

というふうに思っております。 

 子供たちの保護者への引き渡し訓練でございますが、村内の小学校においては、毎年実施

しております。今年度は５月に実施をいたしました。地震の警戒宣言発令や不審者情報等の

緊急時を想定して行っております。 

 今回の東松島市立野蒜小学校の判決の確定は、今後の教育現場における災害対応について、

非常に大きな影響があるというふうに受けとめております。大災害の混乱の中で、好意的な

行動が悲劇を生んでしまいました。 

 村内の各学校では、児童引き渡しのマニュアルを整えておりますが、学校の危機管理体制

を改めて確認するとともに、災害時、緊急時には、引き渡しが適当と判断できるまでは、子

供たちを学校にとめ置くこと。それから、児童の安全確認、これが第一優先というふうに思

っておりますが。そして、保護者への児童引き渡しは、引き渡し名簿というのがございます

が、お一人だけではなくて、何人かの記載があり、その名簿に記載された方のみということ

をマニュアルにうたってありますけれど、それを遵守徹底していくことを再確認していきた

いというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 都志議員。 

７  番（都志今朝一） いざというときに備えての訓練です。マンネリ化にならないよう

な努力をお願いし、３項目めの所有者不明の土地の現況についてをお伺いいたします。 

 所有者不明の土地を有効利用するための特別措置法が６日の参議院本会議で可決成立した。

知事の判断で、最長10年間、使用権を設定し、公園や農産物の直売所など、公益性のある事

業に使用できる内容である。相続後の未登記など、持ち主がわからなくなっている土地は、

全国に約410万ヘクタールあるとされている。国や地方自治体が、まちづくりや道路整備な

どの目的で用地を使用する際の手続も簡素化し、来年６月までに全面施行するとしている。 

 それではお伺いいたします。 

 南箕輪村で、道路整備などで所有者不明の土地などがあり、支障があったことがあるかを

お伺いします。また、相続登記での問題など、現状はどうであるかをお伺いし、質問といた

します。答弁をお願いいたします。 
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議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ７番、都志今朝一議員の御質問にお答えいたします。 

 所有者不明土地等々の御質問であります。 

 議員御指摘のとおり、所有者の特定が難しくなっている土地が全国的に広がり、問題とな

ってきており、法律という形になってきたというふうに思っております。 

 本村の状況でありますけれども、一筆ごとの調査というのは、国土調査事業以降はしてい

ないところであります。したがいまして、この辺の把握につきましては、固定資産税の納税

通知書を送っております。その発送状況からの調べということとなります。しかし、この固

定資産税の納税通知書につきましては、課税対象者のみでありまして、課税対象以外の本当

に少額な土地の所有者につきましては不可能ということになっております。課税がされない

という、一定の額以上にならないと課税されませんので、そういった皆さんにつきましては

不可能であります。 

 これをもとにした結果でありますけれども、納税通知書の発送件数が6,560件であります。

このうち、最終的に送付することのできないのは10件ということで、この内訳といたしまし

ては、倒産等により会社が存続しないもの３件、相続人が全員相続放棄してしまったものが

５件、相続人の住所が不明なものが２件となっており、これらにかかわる土地の合計面積と

いうのは14筆で、7,702平米となっております。 

 こういった状況を見ますと、本村におきましては、大きく問題となるような面積ではない

というふうに考えておるところであります。ごくわずかという捉え方をしております。 

 過去にそういったことで道路改良や公共用地の部分で支障があったかどうかという御質問

でありますけれど、所在者不明というよりも、相続に時間がかかっておるという、この事例

は発生しております。相続をしていないという方がかなり多くなってきておりますので、そ

ういった部分はそういった問題もあるところであります。 

 固定資産税におきましても、非相続人の負債を相続することを拒否したことによる相続人

が不在の土地、あるいは一番多いのは所有者が死亡した相続がなされていないため、課税に

当たりまして、相続人を調べるために相当の時間を要する、このことが一番時間がかかって

いるところであります。本当に大変な作業となってきているなというふうに考えております。 

 この問題がなぜ起きるかというのは、現行の制度の中では、相続登記は義務ではなく任意

となっておるということであります。このため、名義変更の手続を行うかどうか、またいつ

行うかというのは相続人の判断に任されているということであります。そのため、こういっ

たことが生じておる、死亡したままで実際の相続人が誰か、その土地を利用しているという

のは誰かという、こういう確定がなかなか難しいというか、時間がかかるということであり

ます。 

 この問題につきましては、相続をしていかないと、将来にわたっては本当に大変な問題と

なってまいります。ネズミ算式に相続人がふえていってしまいますので、こういったことに

ならないように願っておるところであります。 

 こうした中で、都志議員の御指摘のように、特別措置法が成立いたしました。所有者不明

の土地であっても、市町村などが公園や広場、駐車場など、公共目的のためにこうした土地

の利用を希望する場合は、都道府県知事が最長10年の利用権の設定ができる新制度の創設が
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なされたところであります。また、国や自治体が公共事業を行うに当たりまして、不明地の

所有権を強制的に取得する収用手続の簡素化も盛り込まれました。さらに、国は、今後、相

続登記の義務化や所有権を手放せる制度の検討も始めており、関係制度の改正も検討をして

いるということでありますので、その動向に注視しているところでございます。一番の問題

は、相続の登記が任意となっておるということであります。このことを法律できちんと明確

化していただければ、いろんなそういった問題が防げていくの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。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 都志議員。 

７  番（都志今朝一） ただいまも言われましたが、相続登記は、土地所有者が自分の権

利を守るために行うもので、しないで放置していても罰則はなく、今後一層の増加も懸念さ

れております。さまざまな施策が必要と思われます。今後、相続登記の数がふえることを期

待して、４項目めのまっくんバスの運行のまっくんバス利用者の減少に対する対策について

をお伺いいたします。 

 村巡回バス・まっくんバスなどを運行する村地域公共交通会議の会合が５月23日に開かれ、

まっくんバスや伊那定住自立圏で運行する伊那本線の昨年度の利用状況の報告がありました。

まっくんバス乗車人数は、平成29年度と比べ、85％に減少し、昨年度は伊那本線が新設され、

バスの重なる中央病院、箕輪町のベルシャイン箕輪店でのまっくんバスの利用が減った反面、

伊那本線での乗降が多いことから、利用の分散化が見られた。乗車人数は延べ１万2,812人、

月平均1,068人、１便当たり2.6人、運行日は245日であった。まっくんバスの利用減の原因

は、養護学校へ通学する生徒の減少と伊那本線の新設による利用者の分散化が大きな要因で

あるとした。本年度は、まっくんバス１台の更新が予定されております。 

 今後、まっくんバスの利用者増に向けての対策はどのような対策であるかをお伺いし、質

問といたします。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） まっくんバスに対する御質問であります。 

 まっくんバスにつきましては、昨年度に比べて減少いたしました。これは都志議員御指摘

のとおりでありますし、要因といたしましては、伊那養護学校の通学に利用している生徒数

の減少、伊那本線、昨年から運行しておりますので、それに伴う減ということであります。

伊那本線につきましては、沿線住民の皆さんにとりましては、伊那中央病院やベルシャイン

箕輪店などに行くにはかなりの時間短縮になったということで、本当に利便性が向上したと

いうことであり、この点につきましてはよかったなというふうに思っておるところでありま

す。また、養護学校の利用者につきましては、増減というのはいたし方ないというふうに考

えております。 

 こういったことを受けまして、４月からは、75歳以上の皆さんを無料にしたところでござ

います。また、昨年も実施いたしましたけれども、無料乗り放題というのを実施してまいり

たいと考えております。昨年の実施した状況を見ますと、２倍以上の方が利用しておるとい

うころでありますので、こういったことも行いながら、バスの利用促進、バスに親しんでい

ただく、まずこの辺もやっていく必要があるだろうということであります。また、保育園に

つきましても、児童館、いわゆる大芝公園だとか、こども館、こういったところに来る場合
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にはバスを利用していただくような、そんな習慣づけも、団体で行っている取り組みもして

おるところでございます。さらに、御要望もお聞きしながら、まっくんバスの利便性向上、

利用促進を図ってまいりたいと思っておるところであります。 

 一方では、利用者減に伴いまして、極端に少ない南コースと沢尻南原コースの５便を廃止

させていただきました。経費の部分の圧縮にこういった面では努めておるところでございま

す。 

 高齢者の足の確保といたしましては、私自身はさまざまな方法を組み合わせてやっていく

必要があるというふうに思っております。本村の場合では、まっくんバスのほかに、福祉移

送サービスの充実もさせていただきました。年齢を下げたり、あるいは要件を緩和したり、

月に２回を３回にしたというような、こういったこともしておるところであります。高齢化

が進めば進むほど、高齢者の足の確保というのは重要な問題となってまいりますし、課題と

なってまいります。さまざまな施策を組み合わせることが必要であります。福祉タクシー利

用券等々も充実させながら、いろんな施策の組み合わせで、こういったことを乗り越えてい

かなければというふうに思っております。そのうちには、移動販売車というような話も出て

くるんではないかなと、この辺は本当に大変な問題であります。お隣の自治体でも、どうす

るかというような議論もなされているようでありますけれども、この辺も、また状況を見な

がら、考えていく必要も出てくる時代が来るんではないかというふうには思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 都志議員。 

７  番（都志今朝一） ４月より、75歳以上の方が無料になり、一層利用がしやすくなっ

たと思います。まっくんバスの利用がふえることを願って、続いて、５項目めの企業誘致の

推進について、村内企業の転出が続いている問題についてをお伺いいたします。 

 この質問は、午前に先輩議員が質問をしており、重ねての質問になると思いますが、答弁

をよろしくお願いいたします。 

 南箕輪村第５次総合計画の前期基本計画、基本計画４に、産業と観光の振興で活気を生む

村、施策の体系４－１、商工業・サービス業の振興、３項目めに、既存企業の支援として４

件、１、村の融資・補助制度の充実、２番目として、国・県との連携、３として、農林業等

との連携促進、４番目として、人材確保の支援、４項目めには、企業誘致の推進が掲げられ

ており、１番目に、誘致用地の確保、２番目として、優良企業の誘致など、多くの施策が挙

げられております。 

 この１年間を見ると、この施策とは反対の動きが企業に出ているように思われます。企業

に景気の回復基調があり、業務拡張により用地が手狭になり、大きな敷地のある工業団地を

持つ隣接の市に移動する件数がふえています。第５次総合計画の前期基本計画の基本目標の

達成に向けて進んでいくことを強く願うところであります。 

 企業の転出をとどめるには、どのような施策をお持ちであるかをお伺いし、質問といたし

ます。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 企業の転出の問題であります。 

 ここへ来て、新聞紙上で２件ほど載ったところでございます。隣の市に転出するという記

事も報道されたところであります。 
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 この背景につきましては、景気が本当によくなってきており、工場用地を拡大したいとい

うことであります。転出した企業を見ますと、それ以上の用地がないという、こういうやむ

を得ない事情でありますので、これはいたし方がないというふうに考えておるところであり

ます。本村には、工場等を拡張したくてもできない、立地したくてもできない、こういう状

況があるわけでありますので、なかなか難しいなという思いもしておるところであります。 

 その中でも、午前中もお話し申し上げましたけれども、縮小した大規模な工場用地を村内

企業に買い取っていただく。あるいは、伊那市も工場をつくりましたけれども、本社は南箕

輪で、操業もしていただくというような、こんな話もさせていただいたところであり、御了

解もいただいたところでもあります。そういった努力はしてまいります。 

 あとは、農振法との絡みもあります。いろんな分野で複雑に絡み合ってはまいりますけれ

ども、地域未来投資促進法だとか、農村農業法、農村産業法、ここら辺の活用を考えていか

なければならないというふうに思っておるところでございます。この法律を利用して、現在

１社、こんなことも進めておるところであります。この辺はうまくいくんではないのかなと

いうふうには考えております。 

 あとは、午前中もお話し申し上げましたけれども、空き店舗や空き工場等の補助制度もあ

るところであります。この活用はかなり活発になされておりますので、この辺のところを利

用していただくような算段もしていかなければならないというふうに思っております。ちょ

うどその規模ぐらいで操業を始めたいというような方、そういった方がおれば、そういった

ところをあっせんしていくということになろうかというふうに思っております。 

 企業誘致につきましては、今言ったような状況で、なかなか難しいというのが現状であり

ます。地域未来投資促進法、農村産業法の場合には、大芝の一部と北原あたりを定めてある

ところであります。定めてあっても、なかなか、いろんな条件がありますので、難しい面も

あるところでありますけれども、この辺を活用してく以外にはないというふうに思っており

ます。あとは、山林であれば一番問題ないわけでありますけれども、そうはいっても、そう

いう場所ももうないところでありますので、その辺はいたし方ないというふうに思っており

ます。北殿から塩ノ井にかけての下段地区につきましても、比較的村内大手と言われる企業

２社につきましても、箕輪の部分へ用地拡大、続きが箕輪でありますのでしております。こ

の辺は仕方がないというふうに思っておりますし、その企業にとっては規模拡大ということ

はいいことでありますので、村としてはやむを得ないという見方、捉え方をしておるところ

であります。そんなことは御理解をいただきたいというふうに思っております。 

 ほかの部分で、できるだけ、企業が来て、そういう用地がないなら何ができるのかという、

このことの追求もしていきたいというふうに考えております。前々から申し上げております

けれども、勤労者主体の一戸建て住宅を建てていただいて、そういったことで伸びてきてお

る村でありますので、その辺ももう少し伸ばしていけるような方策ということも必要かなと

いうふうに考えておるところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 都志議員。 

７  番（都志今朝一） 転出していく企業にも企業の事情があると思われます。空き工場

がふえることは避けなければいけないと思います。さらなる努力をお願いし、６項目めの梅

雨時の防災について、土砂災害区域、土砂災害特別区域への対策についてをお伺いいたしま
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す。 

 ６日に関東甲信越地方が梅雨に入りました。梅雨に入ると、日本列島の各地で土砂災害が

発生し、2014年には木曽郡南木曽の梨子沢で土石流災害が起こったことは記憶に新しいとこ

ろであります。 

 土砂災害防止法に基づき県が指定した土砂災害警戒区域が全国都道府県で３番目に多く、

このうち著しく損害が生じる恐れがある土砂災害特別区域でも４番目に多くなっています。 

 県では、想定を超える災害もある。施設があるから絶対安心とは言えない。 

 ことし４月、６人が亡くなった大分県中津市の山崩れでは、現場周辺が特別区域に指定さ

れていたが、事前の対策は不十分であった。 

 南箕輪村の防災マップにも、土砂災害警戒区域に特別区域が重なり、急傾斜崩壊危険箇所

とも重なっている場所が多く、村の下段地区に点在している。 

 村の土石災害に対しての対策はどうであるかをお伺いし、質問といたします。答弁をお願

いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 答弁に入る前に、先ほどの企業誘致のことで若干言い忘れました。 

 国道153沿い、旧の部分といいますか、現在の久保・塩ノ井地域、かなりいっときさみし

くなってしまったわけであります。その後、新たな店舗や企業等々、あるいは空き店舗の活

用というのがかなり進んでまいりまして、以前よりもそういった店舗等がふえたという実態

もあるわけでありますので、そういったことも念頭に置きながらやっていきたいというふう

に思っております。 

 続きまして、土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域への対応という問題であります。 

 いよいよ梅雨に入ってまいりました。今のところ空梅雨っぽい状況でありますけれども、

これから、今、かなり集中豪雨だとか、ゲリラ降雨というようなことが起こる状況でありま

すし、全国的には災害も起きておる部分、毎年そういったことを繰り返しているところであ

ります。 

 現在の状況でありますけれども、村でも防災マップに土砂災害警戒区域だとか、土砂災害

特別警戒区域を明記してあるところであります。本年度は、土砂災害防止法の改訂を踏まえ

まして、現在の防災マップの更新を予定しておるということであります。 

 今の状況を見ますと、気象庁や国の機関も、大雨警報だとか、あるいは土砂災害の警報と

いうのはかなり頻繁に出されるようになりました。大雨警報が出されますと、職員が詰める

ということで村も決めておりますので、そういったことをしながら、注意深く住民周知をす

る準備をしておるところであります。そしてまた、土砂災害関連につきましては、特別の警

報が出ますと、避難準備情報を出さなければならないということになっております。したが

いまして、土砂対策の警戒区域だとか、特別警戒区域がわかっておりますので、その皆さん

にはそういったお知らせもしていくということに努めていきたいというふうに思っておると

ころでございます。災害対応をきちんとしていくことが必要でありますし、まずは住民の皆

さんが危険を感じたときには逃げていただくという、こういったことを意識づけていく。こ

の機運をどう高めていくか、このことが重要だというふうに思っておりますので、また村報

等で周知もしてまいりたいなというふうに思っております。 

 本村は、比較的災害が少ない地域であります。しかし、いつそういった災害が起きるかわ
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かりません。特に地震の場合、本村の場合は地震であります。そういった危機意識をどう高

めていくかというのが一番問題でありますので、その辺はしっかりと周知していきたいなと

いうふうに思っております。まずはソフト面の対応、しっかりやってまいります。そのこと

によって、命を守るということだけはしっかり行政としてやっていかなければならないとい

う考え方でおりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 都志議員。 

７  番（都志今朝一） 梅雨の時期、災害の起こらないことを願いながら、以上で、私の

質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） 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３時半まで休憩といたします。 

   休憩 午後 ３時１３分 

   再開 午後 ３時２９分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き一般質問を続けます。 

 議席番号３番、山﨑文直議員。 

３  番（山﨑 文直） ３番、山﨑文直です。 

 １日目の最後の質問になりました。お疲れのことだと思いますが、もうしばらくのおつき

合いをお願いしたいと思います。 

 先日の土曜日の日に、南殿のコミュニティセンターで、村の重点地区になっています、な

るほど・ザ・地域懇談会というのが開催されまして、私も自主防の関係で出席したところで

ありますが、すばらしい懇談会ではあったんですけれども、人数がもう少し集まればよかっ

たかなという感想を持っております。土曜日の午前中は非常に大切な日だなというふうに思

いますので。その中で、話をされた高齢者の見守りという、大切さということが言われまし

て、そういう点で、きょうもこの点について質問をしたいと思います。 

 きょうは３項目について質問をしたいと思います。 

 １番目の質問であります。 

 上水道の新監視システムを高齢者の見守りに活用できないかということであります。 

 先日のテレビの報道等も参考にしまして質問をしたいというふうに思いますが、まずもっ

て、村で把握しているひとり暮らしの高齢者の世帯、また高齢者のみの家族の方の世帯等は、

村としてはどのような形で把握しているのかということでお聞きしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ３番、山﨑文直議員の御質問にお答えしてまいります。 

 村で把握しておりますひとり暮らしの高齢者世帯、高齢者家族のみの世帯、人数の御質問

でございます。 

 どのような形でということでありますけれども、住民票等々によって確認をしておるとこ

ろでございます。初めに、本村の70歳以上のひとり暮らし世帯数でありますが、本年６月７

日現在であります、402世帯となっております。また、高齢者家族のみの世帯数は、70歳以

上で802世帯、75歳以上では502世帯となっております。率にいたしますと、本村のいわゆる

アパート世帯だとか、そういった世帯を１世帯としてみますと、6,054世帯ということにな
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っておりますので、70歳以上で高齢者家族のみの世帯数というのは13.2％、75歳以上を合わ

せまして約20％が高齢者家族のみの世帯ということであります。70歳以上では約20％という

ことでありますので、これ、大変な数かなと、世帯かなというふうに思っておるところであ

ります。 

 蛇足ではございますが、もう２年ばかりすると、我が世帯もこの中に入ってまいります。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 山﨑文直議員。 

３  番（山﨑 文直） それでは本題に移りたいと思います。 

 先日のテレビの報道ですか、坂城町で、県と、ここには私は書いておきませんでしたが、

県と、あと企業局、それから町が協力して、上水道のシステムを利用して、ひとり暮らし世

帯の安否確認制度を開始したという報道がされまして、思わず聞き込んだわけでありますが、

その点で、坂城町では、登録制度で、現在37人の方が利用しているということで、町では利

用者の拡大をこれからも図りたいという報道でありました。そういう意味で、ひとり暮らし

の部分と上水道のシステムを利用しながら、高齢者の見守りを実施していくということであ

ります。そういう点では、非常にうまくいけばいい制度かなということでありますので。 

 村を見たときに、本村でも上水道の中央監視システムを更新されました。そういう意味で、

近代的なシステムですので、うまくそういうのを利用すれば、本村でも高齢者の見守り活動

というものに応用できるんではないかなというふうに考えたところであります。 

 担当者にお聞きするところによると、家庭側のほうに電子メーターをつけたり、そういう

必要があると。それから、電子信号で役場のほうへ送って、安否、水が要るわけだけれども、

長い時間使われていないことでは、その家庭で何か不安なことがあるのではないかというよ

うなことが考えられる。そういうふうに利用できるんではないかということであります。 

 そういう意味で、村としては、更新されたシステムを使って、見守りの部分に活用するか

どうかと、こういう計画があるかどうかというのをお聞きしたいというふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 上水道の新監視システムを高齢者の見守りに活用できないかとい

う御質問でございます。 

 御質問の水道メーターを利用した高齢者のひとり暮らしの見守りシステムにつきましては、

議員御指摘のとおり、県の企業局は、坂城町をモデル地区といたしまして、全国初となる水

道メーターを使った見守りシステム、高齢者元気応援システムＫＩＺＵＫＩの実証実験を昨

年の９月から取り組んでおります。 

 このシステムは、水道メーターの使用状況を把握して、受信センターを通して、見守る人

たちに、状況に応じたメール配信がされるというものであります。そういったシステムとな

っておりまして、朝起きて、水道を使い始めると、登録先に元気メールが届いたりだとか、

あるいは、水道を一定時間使っていない、または使い続けていると、異変メールが配信され

るという、こういったシステムのようであります。利用者からは、朝起きるのが遅かったり

すると、家族から心配の電話が入り、ありがたい。また、家族からは、毎日のメール受信に

より、電話する回数もふえるといった声が聞かれているようであります。したがいまして、

双方から本当に安心だというような声が届いておるということのようでございます。 

 実証実験期間につきましては、平成30年度末までとして、検証開始後１年経過する本年９



 

88 

月に、利用者へのアンケート調査を予定しているとお聞きしております。 

 本年３月に策定しました南箕輪村水道事業経営戦略では、ひとり暮らしの高齢者等の見守

りシステムの取り組みも視野に入れて、2022年度、2023年度の２年間で、電子メーターへの

更新を計画しておるところであります。もう少し先になりますけれども、そういった経営戦

略を立てております。 

 今後、県企業局から、実証期間を経て、高齢者世帯の見守りについての検証結果も示され

るものと思いますので、そうした検証結果を参考にしながら、水道メーターを活用する高齢

者の見守り支援につきまして、関係機関も含めて、総合的に検討をしていきたいというふう

に考えております。長期計画の中では、そういったことを視野に入れて、電子メーターの計

画もあるところであります。ただ、費用的な部分もありますので、十分この辺は検討しなが

ら、総合的に判断をしてまいりたいというふうに思っております。 

 現在の高齢者の見守りにつきましては、ペンダント方式と固定式センサー方式で対応して

おるところであります。ペンダント方式は自分で押さなければなりません。センサー方式に

つきましては、一番使う部屋で、24時間反応がなければ対応しておるということであります。

時代の変化によりまして、システムも変わってまいります。ただいま申し上げましたように、

水道システムを利用しての見守りも有効であるとは思われますので、経営戦略の中で検討す

るということになっておりますので、そういった検証結果を踏まえて、十分に検討してまい

りたいというふうに考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

３  番（山﨑 文直） 今、村長も、近々この世帯に入るということですが、団塊の世代

の皆さんがこの年代に入ってくるということになれば、20％がさらにふえるという可能性が

出てきます。 

 そういう点で、聞きましたら、いわゆる電子メーターですから、あと通信費だとか、それ

に対する、誰がそれを負担するのかという部分で、補助制度も考えるとかいうこともいろい

ろ考えられるわけでありますので、ぜひ、この22年から23年に向けての計画中、これに対し

て、前向きに取り組んでいただくということで、高齢者の世帯は待ったなしで、どんどんや

ってきますから、これに対する計画を一つ前向きに取り組んでいただきたいなというふうに

思います。 

 ２番目の質問です。 

 経ヶ岳をさらに発信するために、サミット開催を企画してはということであります。 

 先日の経ヶ岳バーティカルリミット成功、大変お疲れさまでした。スタッフの皆さんは、

前々から言っていますが、このごろ、役場の職員の皆さんもいろんなイベントで忙しいんだ

なということで、そういう点では本当にお疲れさまということでありますけれど、バーティ

カルリミットについては984人でしたか、先ほどの答弁でありました。あと何回かすれば、

1,000人を超えるということになると思います。そういう点では、また、新しい種目ですの

で継続を願うところであります。 

 経ヶ岳ということで、私も前々から、経ヶ岳という南箕輪で最高峰2,296メートルのこの

山の名前というのに非常に前から興味があったところであります。駒ヶ岳というのは、雪形

のこまに似ているとか、そういうことがありますけれども、経ヶ岳というのは、お経の経で
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すかね、そういう字を書きますので、そういう意味では、南箕輪の経ヶ岳、麓にある仲仙寺

にかかわる慈覚大師が、11面観音を刻んだ残りの木片にお経を写して、山中に埋めたと、そ

のことから、以来、経ヶ岳というふうに呼ばれるようになったというふうに言われて、そう

いうことを学んだわけでありますけれども、そういう意味でいくと、非常に歴史のある、意

味のある山の名前だなというふうに思われて、このバーティカルリミットに関連して、イン

ターネットを見てみましたら、全国に八つぐらいの経ヶ岳という名前がつく山があることが

わかりました。詳しくは、もっとあるかもしれませんけれども、そういう意味で、恐らく南

箕輪の経ヶ岳がその中でも最高峰ではないかなというふうに思います。そういったことで、

中には、日蓮聖人にかかわるような山もあるそうですし、観光面でもかなり力を入れている

他の山の自治体等もあるようであります。そういった意味では、この経ヶ岳というのは非常

にこれからも興味のある山だなということであります。 

 そんな意味で、村長も、前々からこの南箕輪の観光資源というのは余りないという解釈で

今までも来たわけですけれど、バーティカルリミットも成功になってきていますし、そうい

う意味では、この経ヶ岳をさらに広めて、観光の面でも、宗教的な面もありますけれど、観

光資源としてもより発信できるんではないかなということで、これ、提案みたいなものであ

りますけれども、こういった幾つかある経ヶ岳、例えば、経ヶ岳サミットというようなもの

を開催して、お互いに交流をしていけば、観光資源としての発信にもつながるんではないか

なと思います。九州の佐賀だとか、福井県、山梨県、神奈川県、奈良のほうですか、そちら

のほうにもこの経ヶ岳という名前の山があるようですから、全国的に存在しているわけです

ので、そういう意味では、非常に交流するサミットを開くというような意味もあるんではな

いかというふうに思いますので、この辺について、村長の考えをお聞きしたいというふうに

思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 経ヶ岳の名前を使ってのサミットの開催の御質問でございます。 

 経ヶ岳バーティカルリミットにつきましては、年々盛会になってきており、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。さらに充実をさせながら、継続していければと

いうふうに思っております。 

 なぜ、このバーティカルリミットかといいますと、歴史や伝統の中で、南箕輪村にはもと

もとその素地があったということで始めたイベントであります。中学生が既に六十数年とい

うことで登っておる山であります。そういったことに端を発しまして、バーティカルリミッ

トというのを考え、実施してきたところであります。そういった歴史の中でやっていくとい

うことは本当によかったのかなというふうには思っておるところであります。 

 御質問でありますけれども、経ヶ岳という名前の山につきましては、全国には、福井県に

二つ、神奈川県に一つ、佐賀県と長崎県の県境に一つ、京都府と滋賀県との境に一つあるよ

うであります。県境をまたいで一つずつでありますので、合わせますと八つになりますかね、

本村を入れると。そんなことになろうかというふうに思います。 

 経ヶ岳という名前を共通項として、全国的なサミットを開催することは興味深いところで

はあります。サミットを行ってどれだけ交流につながるか、こんなことも疑問の部分もある

ところでもあります。そんなことで、サミットの招集や運営等のことを考えますと、大きな

規模の自治体であれば、中心となってサミットをするということは可能であるというふうに
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思っておりますけれども、行政規模が本村ぐらいでのサミットを本格的に本村が音頭をとっ

てやっていくということは、それだけのメリットがあるかどうかという部分につきましては、

若干私も疑問があるところであります。 

 と同時に、今、前段のほうで、山﨑議員も話がありましたように、今、本当にいろんなイ

ベントが盛んになってきております。産業課のみならず、地域づくり推進課だとか、教育委

員会だとか、そんないろんなところで、ほかにも健康福祉もいろんなイベントがあるわけで

あります。それをこなしていくのも現状では大変なことでありますので、これに全国的なサ

ミットの開催というのは、本村規模の今の南箕輪村の体制では、これは少し難しいんではな

いかというふうに思っております。余裕がないということで御理解をいただければと思いま

す。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

３  番（山﨑 文直） 私、いきなりサミットというふうに発言をしてしまったわけで、

それを大きな取り組みとして考えると、確かに大変だなというふうに思いますので、手始め

として、そこのところの関係者ぐらいが集まって、交流をするぐらいから始めるのも一つの

手かなというふうに思います。余り大々的に始めるのも、村の規模から声をかけるのは大変

だなというふうに思います。ほかには、市とか、そういうのもあるようでありますので、そ

この首長さんが、ちょっとどこかで１回集まって交流しようじゃないかというぐらいから始

めるのもいいかがかなというふうに思いますので、これは今後の課題として、過多の重荷に

ならない程度に考えながら始めていくというのも一つの手かなというふうに思いますので、

以後の検討をしてみたらどうですかというふうに提案をしていきたいというふうに思います。 

 ３番目の質問です。 

 大芝高原道の駅登録後の取り組みについてということでございます。 

 先日も、登録証が村に届いたと、いよいよ７月から大芝高原道の駅がスタートするという

ことで、これは私が以前に大芝の農業公園構想の復活というような質問をしたときに、村長

から大芝高原の中を道の駅ということで登録していきたいという答弁がされて、その後、準

備を進めて、今になったということでありますので、私としても非常に期待をしているとこ

ろであります。 

 ただ、この大芝高原の道の駅というのを、全国にはもう1,100カ所ぐらいあると思うんで

すが、他の道の駅と比べたときに、この大芝高原の道の駅、お金もかなりかけて、味工房の

リニューアルとか、管理棟もしたんですけれども、最初の中で、道の駅大芝高原は、村道を

つくって、登録すれば、道の駅ということができるということで、若干、他の全く新しく道

の駅をつくるという計画からしてみると、少し簡単というのはおかしいと思うんですが、気

楽に道の駅というのができたという感触があるんではないかなというふうに思います。近年

では、田切の里とか、組合の会社等をつくって、そこの地元の人たちが一生懸命になって事

を起こしてきたという状況から見ると、大芝高原は素材がもともとあったということであり

ます。そういう意味で、これから道の駅が登録されて、運営するわけなんですけれども、こ

ういった施設をつくった後の運営が非常に大切になってくるんではないかなというふうに思

います。 

 そこで、（１）の質問でありますけれども、ちょっと古い例えなんですけれども、かつて
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大芝に子供未来センターが来るということで、私も他県のところで幾つか似たような施設、

県立の科学博物館というようなものを視察に行ったことがあります。県立ですので、例えば、

補助金をもらって、科学博物館をつくったということですけれども、その最初の投資は一生

懸命するんですけれども、科学博物館でありながら、つくった後は、なかなか継続する投資

が続かない。そういう意味で、科学博物館といえども、つくったその後からは、どんどん古

いものになっていってしまうということで、１年目は、修学旅行だとか、大いにいっぱい見

学者が来たようなんですが、２年、３年たつと、尻すぼみに見学者が減っていってしまう、

こういう、例えば、官製のこういった事業の非常に苦しいところかなと。それに比べれば、

例えば、ディズニーランドなんかは、当時のオリエンタルランドという会社が１兆円かけて

オープンして、ですが、その後も毎年、物すごい多額な投資をして、常に新しいイベントだ

とか施設をつくっていくという。そういうことによって、お客さんが絶えることなくふえて

いくという。そういうことの中で、大きな投資はするんですけれども、それ以上に入ってく

るものもあるということで、いまだに人気の高いパークということであります。そういった

官製の取り組みと民間の取り組みの中での気合いの入り方というか、そういう違いが出てく

るんではないかなというふうに思います。 

 道の駅がそこまで規模ということではありませんけれども、この創生の交付金を使っても

のはできた、それを今後ともずっと維持していくという部分で、それになりにやっぱり投資

がかかると思います。そういう点で、村長として、できる前、オープンする前からきついこ

とを言うような形になりますけれども、できたその後の運営が非常に大切であるということ

で、そこら辺に対しての村長の今後の考えを、決まっているわけではないと思いますけれど

も、考えがありましたら聞かせていただきたいというふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 道の駅関連の御質問でございます。 

 まず、道の駅でありますけれども、道の駅にするために特別な施設をつくったということ

は余りないわけであります。管理等は古くなってきておりましたので、もともと改修する予

定でおりました。また、味工房を含めてのあの辺の整備につきましては、地方創生交付金を

利用して整備するということで考えていたところであります。道の駅にするということを主

案として改修したということではないわけであります。 

 道の駅をするということの部分で考えますと、中央園路の道路改良、それから情報発信施

設、あるいは看板類、この部分でございます。したがいまして、多額な費用をかけて道の駅

をつくったということにはならないわけでございます。もともと、大芝高原という本村の一

番の観光的な要素、にぎわいをつくる場所、このことをどうしていこうかなという中で、山

﨑議員のほうからも道の駅の提案もございました。そういった中で、登録ができれば、余り

費用をかけずに登録ができれば、していくことがいいのではないかというふうに考えて登録

に向けて準備を進めてきたところであります。登録することによりまして、情報発信施設が

充実してまいります。そういったことの活用だとか、あるいはナビや地図、あるいは雑誌等

にも載ってまいります。そういった宣伝効果もあるんではないかなというふうに考えておる

ところでございます。そんなことは、他の道の駅と若干異なるという、その部分だけは御理

解をいただきたいというふうに考えております。 

 ハード事業の部分でありますけれども、御承知のとおり、平成29年度の事業としては、地
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方創生拠点整備交付金を活用いたしまして、味工房のリニューアル、道の駅関連事業として

管理棟、これはそういう部分も考えてのことで、トイレ等、休憩施設や情報発信施設の整備

をしたところであります。ただ、この管理棟につきましては、老朽化に伴って、しなければ

ならないということもあったところでございます。さらに、屋内運動場につきましても、一

定の整備ができました。人工芝化もでき、会議室等の増改築もできたところでございます。

今年度は、マレットゴルフ場南のトイレを改修する計画であります。公園内のトイレにつき

ましては、順次、下水道に接続していく計画を持っていたところであります。そういった中

で、ことしの場合は、かなり交付金事業が公園関係は多くついてきたということは、本当に

ありがたかなったなというふうに思っておるところであります。社会資本整備交付金、従来

だと、要望の30％ぐらいしかつかなかったわけでありますけれども、この公園に関しては

70％ぐらいついてきたということで、本当にこれはありがたいなというふうに思っておると

ころであります。そういうことで、またこういった社会資本整備の交付金を利用しながら、

大芝公園内のトイレは、順次、下水道に接続をしていくということで考えております。そう

することによって、トレイも改修をしながら、より公園にあるトイレというような清潔感も

出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。 

 今後、大芝公園で行うハード面の整備ということを考えますと、現在の施設の老朽化等に

よる改修、トイレを除いてでありますけれども、そういった改修が主になってくるというふ

うに思いますし、大芝湖のしゅんせつもしていかなければならないのかなというふうには思

っております。１回、つくってからやりましたけれども、かなりの重労働でございました。

そんなことはこれからやっていかなければならないというふうに思います。ただ、それ以外

に施設をつくって云々ということは余り考えていないところであります。 

 道の駅というのは、当然、地方創生の拠点施設の位置づけというのもあります。これから

はリニューアルした味工房を十分に活用しながら、ソフト面の充実を図っていく、こちらの

ほうが大切であるというふうに思っておるところであります。 

 （２）の質問にも出てくるとは思いますけれども、観光協会は、ことし初めて、桜キャン

ペーンを開催いたしました。この桜キャンペーンにつきましては、ことしは桜の時期がずれ

てしまいましたので、不調に終わってしまったということであります。 

 それから、味工房を改修した関係で、地域おこし協力隊につきましては、役場からそちら

のほうに移動していただきました。多目的体験室を中心に、体験的なイベントも常時開催さ

せていただいておるところでございます。そうしたことを行うことによって、大芝高原の魅

力につながればというふうに思っております。今までも、セラピーロードだとか、味工房を

核にしながら、さまざまなイベントが行われてきたところでございますけれども、そういっ

たソフトの部分をこれからどう充実していくかということも考えていかなければならないと

いうふうに思っておるところでございます。 

 それから、軽トラ市も開催しております。この辺もできるだけ、さらにレベルアップでき

たらなというふうに思っておりますし、農産物の直売所につきましては、産地間連携も模索

しておるところでございます。こんなこともやっていたらというふうに思っておるところで

あります。 

 それから、これは大芝高原ということではなくて、味工房という組織があるうちに、いわ

ゆる、そういった先輩の皆さんから郷土食を若い皆さん、移住者に伝えていくことも大事か
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なというふうに考えておりますので、そんなこともやっていけたらというふうに思っておる

ところであります。 

 今、農泊推進事業を行っております。着地型のこういった旅行の部分ができれば一番理想

であります。そうなるように取り組んでいかなければというふうに考えておりますし、昨年

のちょこっと農業塾もかなり好評でありましたので、この中から、その関連で大芝高原へ企

業が旅行に来たということもあります。ことしもその中に組み入れられておるという話も聞

いておりますので、そういった方向へ進んでいければというふうに思っておるところでござ

います。 

 重要な観光資源と同時に、南箕輪の貴重な財産として、逆に守っていかなければならない

面もあるところであります。両方を見据えながら、村民の心のよりどころとなるような高原

になっていけば一番理想かなというふうに思っておるところであります。そういうふうにな

るように努力はしていきたいと考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

３  番（山﨑 文直） お金のかけかたの部分について、私の理解と村長の解釈、ちょっ

とまだ疑問のところもあるわけですけれど、あしたも関連するような質問等もありますので、

そちらに譲りたいというふうに思います。 

 （２）の件ですが、桜の話であります。 

 思い出すと、今の野球場の外野の上だとか、陸上競技場にある桜も、かつて私たちがまだ

若いころ、桜の会から苗をプレゼントしてもらって、どこへ植えるだという形の中で、大芝

のところが、つくったばかりのグラウンドで、ほこりがいっぱいというところで、じゃあ、

その桜を植えて、ほこりよけになりゃいいんじゃないかなということで苗木を何度も植えま

して、赤土ですので、枯れて、また次の年も植えたりとかいう形の中で、やっと根づいて、

思えば、今行ってみると、私の体の倍ぐらいもあるような桜が育っています。長い年月をか

けると大したもんだなというふうに、大芝高原に行くたびに思うところであります。 

 そういった意味で、観光資源も含めて、何かをするというのは、将来も含めて、将来に期

待を持って事を進めるのも、また一ついいことだなというふうに思いまして、その後、多目

的広場に、今、平らなところに桜を植えていきました。これも、大芝を利用していただける

喜寿の会の皆さんだとか、いろんな記念のところで苗木を植えたいということの話がありま

して、20年後、30年後に、平らなところでござを引いて、お花見ができればいいかなという

ようなことで、いい桜の苗を提供してもらって植えてきたのが、そろそろ見ばえのするよう

な桜に育ってきました。 

 そういう点で、観光協会でもキャンペーンがありました。この辺の桜も目玉商品として活

用していくと、こういうことも期待ができるのではないかなというふうに思いますので、こ

の辺のところにもぜひ力を入れていけばいいんじゃないかということで、提案じみた話です

けれども、そういうことで記しておきました。村長としての何か考え、答弁がありましたら、

一言お願いしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 桜を使ったいろんなイベント等の考え方の質問でございます。 

 観光協会ができましたので、今年度、何かやらなければということで、桜キャンペーンと
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いうのを試行的にやりましたけれども、４月20日、味工房のリニューアルオープンに合わせ

ることができればというようなことで計画したところであります。これは、開発公社と観光

協会が協力してということであります。 

 通常でいきますと、大体その辺で日程的には合ってくるわけでありますけれども、ことし

は桜の開花がかなり早くて、時期を逸してしまったというようなことであります。 

 土日には、パル大芝で桜をモチーフにしたテイクアウト弁当の販売をしたり、あるいは観

光協会によるウオーキングイベントや夜間の桜のライトアップも試行的に行いましたし、大

芝の湯の露天ぶろで桜色の風呂の実施もいたしました。いろんなことをやってはみましたけ

れども、ずれてしまったということで、残念な結果といいますか、当初のもくろみが若干外

れてしまったというような結果となったところであります。 

 こういった桜を含めてのイベントというのは、本当に開花の時期の予想というのは大変難

しいわけであります。そういったこともかみ合わせながら、また来年も検討してまいりたい

なというふうに思っております。 

 余談でありますけれども、高遠の桜もかなり早く咲いてしまったということで、大幅な集

客減になったという報道がなされておりました。本当に難しいんだなというふうに感じたと

ころであります。 

 大芝高原自体は、先ほども申し上げましたが、村唯一といいますか、経ヶ岳含めましての

観光資源的な要素を持っておるところであります。集客力も年間50万人余を超えておるとい

うようなことで、上伊那地域ではかなり多い人数であります。ただ、これは日常的に気軽に

来られるという、訪れることができるというよさもあるところであります。上伊那の観光資

源を見ますと、やはり高遠の桜と駒ヶ岳のロープウェイ、これら二つが最大の部分でありま

すけれども、そのほかに、二つのアルプスに囲まれた田園風景だとか、原風景だとか、そう

いうことがかなり今は重要視されてくるようになってまいりました。そういうことを考えま

すと、これからはそういった部分にも力を注いでいかなければならない。原風景部分といい

ますと、上伊那でいえば、中川村あたりがそんな要素があるわけであります。そういった原

風景部分というのも大事な観光要素になってくるのかなというふうに思っておるところでご

ざいます。 

 大芝高原は、これからいろんな面で活用していきたいというふうに思っておりますし、先

ほども申し上げましたけれども、南箕輪の村民の心のよりどころとなるような高原になって

いけば、一番いいのかなというふうに考えております。前々から、健康といやしの森にでき

ればということも申し上げてきておるところであります。健康の部分で生かしていく方策も、

今、森の交流施設でも、週２回やっております健康運動士も地方創生事業の中でお願いする

ことができました。かなりといいますか、若干そういう部分も広まってきているようであり

ますので、そんなことも中心としながら、さまざまな事業を展開できればと思っております

ので、またいろんな御提案をいただければありがたいなというふうに思います。よろしくお

願いします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

３  番（山﨑 文直） 大芝の桜、当初は高遠の桜より１週間ぐらい咲くのが遅くて、し

だれ桜は連休過ぎまで見られるということで、ことしは特に早かったんですが、そういう意
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味で、若干時間がずれるということで売り出しすれば、期待が持てるかなという意味合いも

ありました。大芝高原はいやしの森プラス観光資源ということも生かしながら、常に夢を持

って取り組んでいければいいんじゃないかなというふうに思いながら、私の質問を終わりま

す。 

議  長（丸山  豊） これで、３番、山﨑文直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いますが、あす14日の午前９時から一般質問を続けると

いたしまして、本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

事務局長（小澤 久人） 御起立願います。〔一同礼〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまでした。 

 

   散会 午後 ４時１７分 
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議 事 日 程（第３号） 

平成３０年６月１４日（金曜日） 午前９時００分 開議 

 

第１ 一般質問（受付順位第７番から） 

      ９番  大 熊 惠 二 

      ５番  百 瀬 輝 和 

      １番  加 藤 泰 久 
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○出席議員（１０名） 

 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 原   悟 郎   ９番 大 熊 惠 二 

 ５番 百 瀬 輝 和  １０番 丸 山   豊 

 

 

○欠席議員 

   なし 

 

 

○説明のため出席した者 

村 長 唐 木 一 直  住民環境課長 唐 澤 英 樹 

副 村 長 原   茂 樹  健康福祉課長 堀   正 弘 

教 育 長 清 水 閣 成  子育て支援課長 唐 澤 孝 男 

総 務 課 長 藤 田 貞 文  産 業 課 長 出羽澤 平 治 

地域づくり推進課長 田 中 俊 彦  建設水道課長 藤 澤   隆 

会計管理者 松 澤 厚 子  教 育 次 長 伊 藤 弘 美 

財 務 課 長 平 嶋 寛 秋  代表監査委員 原     浩 

 

○職務のため出席した者 

   議会事務局長   小 澤 久 人 

   議会事務局次長   松 澤 さゆり 
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会議のてんまつ 

平成３０年６月１４日    午前９時００分 開議 

 

事務局長（小澤 久人） 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（丸山  豊） お疲れさまでございます。 

 ただいまの出席議員数は10人です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開

きます。 

 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 質問順に発言を許可いたします。 

 それぞれ、丁寧な言葉遣いで、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。 

 議席番号９番、大熊惠二議員。 

９  番（大熊 惠二） おはようございます。議席番号９番、大熊惠二であります。 

 事前に通告をさせていただきました問題等につきまして、これから、村長並びに代表監査

委員にお尋ねするものであります。よろしくお願い申し上げます。 

 通告をさせていただきました議題といいますか問題等につきましては、今、国会でも審議

されております働き方改革についてであります。 

 この問題は、国会でも以前から問題となっておりまして、今回が３度目の議案提出という

ことで、今、南箕輪議会の定例会の初日に衆議院を通りまして、そして、４日から参議院で

現在審議をされていると聞いております。多分、この国会期日内において成立するものと思

っております。産業界、経済界から通してほしいという要望が大変多くある議案でもありま

すので、その点についてこれからお尋ねいたします。質問する私も、まだまだこの問題等に

ついては深く突っ込んだ勉強もしておりませんので、非常に歯がゆいところでありますが、

現在わかる範囲といいますか、私の持てるキャパシティの中でこれから村長並びに代表監査

委員にお尋ねしてまいります。 

 この問題が大きくクローズアップされましたのは、御存じのように、広告大手であります

電通という会社の新入社員の過労自殺が発覚いたしまして、長時間労働是正への社会的要請

が高まる中、長年の課題でありました残業規制に合意をするべくということで、17年、いわ

ゆる2017年３月、昨年の３月にまとまった実行計画の目玉として、少子高齢化に対応する多

様な柔軟な働き方や生産性向上を説きながら、消費増、または出生率の改善につながるとし

て、働き方改革の意義を強調し、政府はこれをもとに法案を作成したと聞いております。一

部専門職の高プロという創設もあって、この辺が、今、野党と与党の駆け引きの問題かと思

いますが、通る、通らんは別問題といたしまして、我が村において、働き方改革、どうなっ

ていくのか、いるのか、そういったことをこれからお尋ねしてまいります。 

 （１）の庁内の働き方改革の施策は、今、村としてどのように考えておられるのか、お尋

ねするところでありますが、本村は人口がふえておりますけれど、いわゆる全国の自治体の

中で、人口減少、または少子高齢化の影響が、今、自治体にも色濃く出始めていると。世の
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中の課題が多様化し、それに対応するために、自治体の業務はふえ続けるが、行財政改革に

よって、自治体は職員定数を減らしてきた経過がございます。2017年度こそ23年ぶりに増加

したと言われておりますが、各自治体はぎりぎりの職員数で日々の業務を賄っている。職員

が育児や介護などの課題に直面した際にも、仕事か、生活かではなく、仕事も生活もという

選択ができるような仕組みづくりが欠かせないと言われております。働き方改革を推進せず

に放置していると、貴重な戦力を失う可能性が高まってくると、こういう危機意識が自治体

にはございます。いわゆる仕事か、生活かではなく、仕事も生活もと、両立するような、そ

ういったことが大変重要だと言われております。 

 それで、５万人以下の自治体につきましては、そのうちの、この（２）でも指摘してござ

いますが、５万人以下の自治体では、７割の自治体が時間外勤務、いわゆる残業手当、これ

をいかに削減するかということでありますけれど、昨日の一般質問等を聞いておりましても、

最近やたら本村でもイベントがふえてきております。したがいまして、イベントは土日に集

中いたしますので、そういう中で、いわゆる代休、または残業というものがふえてきている

ということで、果たしてイベントというものが次から次へ、各議員からも出る質問が、これ

をやったらどうだ、あれをやったらどうだと、やめるということはなくて、やれ、やればっ

かりがふえてきているものに、多少、議員の１人として危機感を覚える今日であります。 

 そこで、村長にお尋ねいたします。 

 庁内の働き方改革の施策はどう考えておられるのか、質問をしますので、よろしくお願い

申し上げます。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ９番、大熊惠二議員の御質問にお答え申し上げます。 

 働き方改革についてという質問で、大変難しい質問をいただいておるところであります。

庁内の働き方をどう捉えているかという御質問でございます。 

 まず、今、自治体を取り巻く働き方の状況、国の動向を踏まえて、若干お話をさせていた

だきたいというふうに思います。 

 議員御指摘のとおり、国では、日本経済再生に向けて、働く人の視点に立ち、労働制度抜

本改革を行い、働く方一人一人がよりよい将来の展望を持ち得るようにするために、働き方

改革を進めております。 

 今日の日本の労働制度と働き方の課題といたしまして、正規労働、非正規労働の不合理な

処遇の差、また、本当に長時間労働という過労死まで起こすようなそんな働き方が上げられ

ておるところであります。 

 この中で、自治体に大きくかかわってくるものといたしましては、会計年度任用職員とい

うものが始まってまいります。この問題につきましては、現在、国の動向を見ながら、調査、

研究を進めているところであります。現在、本村でも、多くの臨時職員の皆さんに働いてい

ただいております。そうしないと、自治体の運営が成り立っていかないということがあるわ

けでございます。この会計年度任用職員をどうしていくのかという、この制度改正によって

かなり処遇が変わってまいります。詳細が、まだ国や県からも明らかにされておりませんの

で、詳細が固まり次第、また議会へ報告をさせていただきたいというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、平成31年度の早い時期に、会計年度任用職員制度の実施運用に
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向けての条例整備等もしていかなければならないということになっております。その辺につ

きましては、本当に大まかなところが示されているだけで、では、この会計年度任用職員の

位置づけをどうしていくのか、恐らく定数には入ってくるだろうというふうに思っておりま

すし、また、給料の格付をどうしていくのか、いろんな整備をしなければならない問題があ

るわけであります。これは本村だけではなく、多くの自治体、もちろん、国、県、多くの臨

時職員がおります。そういった中で、どう整備がなされていくのか、こういうことも注視し

ていかなければというふうに考えております。 

 また、国と同様に、課題は時間外勤務の増加であります。また後の質問であるようであり

ますけれども、今、議員御指摘のとおり、年々、地方創生にかかわる事業や人口増加に対す

る事業、多様化する福祉事業、地域を活性化させるためのさまざまな土日ごとのイベント等、

役場の業務というのは本当に増加する一方であります。本村の場合には、ほかの自治体と比

較して、人口増加への対応というのは他の自治体よりも多くなっておるところでございます。

そういう中で、業務量を考慮しながら、議会にも御理解をいただく中で定数をふやしていた

だき、毎年、適正な人事配置をしておりますが、これでも時期的なものや、事業課に負担が

多くなっていることは認識しているところでございます。その中で、業務量は増加しており

ますし、特に福祉分野における相談業務というのは本当にふえてきております。こういった

人員確保もしていかなければなりません。 

 そういった中で、議員御指摘のように、仕事も生活も両立していけるということが理想で

あるというふうには思っております。時間外を減らしていく、あるいは、子育てがしやすい

庁内環境、職員環境をつくっていくことも必要かなというふうに思っておるところでありま

す。 

 そういう思いとは逆に、先ほど申し上げましたような、業務量の増、イベントの増により

まして、代休や残業が増加してきており、特にイベントは土日に開催されますので、代休制

度ということで、代休が与えられるわけでありますけれども、これをなかなか取得できない

ということにもつながってきております。残業時間も増加しております。本村、残業時間、

昨年でいきますと89時間、１人平均、年間89時間であります。したがいまして、さほど多い

残業時間ではないわけであります。民間企業の多いところでは、月に80時間というようなの

もあるところでございます。ただ、その中で、もう一つ問題となっているのは、代休をとれ

ないということ同時に、有休の取得率がかなり悪いという、このことも何とか考えていかな

ければならないかなというふうに思っておるところであります。有給休暇ゼロという職員が、

かなりというか、結構います。これで本当にいいのかなという思いもしておるところでござ

います。 

 そういった中で、働き方、庁内の働き方をどうしてくのかということは、本当に私に課せ

られた大きな課題であるというふうに思っておるところであります。事業をいかに効率化し

ていくのか、このことも考えていかなければならないところでございます。そんなことを考

えながら、事業の取捨選択ということもやっていかなければならないのかなというふうに思

っておりますし、仕事と家庭を両立、生活を両立させていくという両面を達成していくには

どうしたらいいかということ、みんなで知恵を出し合いながらやっていく。この中には、働

き方の方法を変えていくという検討もしていかなければならないだろうというふうには思っ

ておるところであります。 
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 そんなことで、これから検討課題、いろいろ出てまいりますので、その辺はまた庁内で議

論しながら進めていきたいなというふうに思っております。 

 ここでの答弁は以上とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） ９番、大熊議員。 

９  番（大熊 惠二） 今、村長に御答弁いただいたように、職員が、イベント等で代休

の権利を持ちながら、また平日に戻れば、仕事を一生懸命やっていかなきゃならん、おくれ

てはならんと、そういう責任感もあり、有休の取得率がとても低いというのは、非常に議員

の１人としても頭が下がるというか、それだけ熱心に一人一人の職員が一生懸命やっていた

だいているんだなということを、今の村長のお話を聞いても再確認が、そうかなと思いなが

らも、村長の今の言葉で再確認をさせていただいたというようなことで、非常に職員の皆さ

んには御負担をかけているなと思うところであります。 

 臨時の職員も、やがて定数に入れていかざるを得ないというようなお話もありましたが、

自治体、どこも財政難でございまして、非常勤職員がふえ続けているわけであります。この

人たちの待遇改善、それから、正規、非正規の賃金格差を是正して、同一労働同一賃金、こ

れを推進する目的の法律、改正地方公務員法及び地方自治法が、2020年、東京オリンピック

の年でありますが、４月の施行を控えております。2020年の４月からこの公務員法や自治法

が施行されると、それに備えた動きがこれから、今、村長の御答弁にもあったように、平成

31年の早い時期に条例整備をしていかなくてはならないというのは、そこにあるのかと思い

ます。 

 本村の残業、ことしの４月議会の予算書でも、説明の中に時間外手当の金額が載っており

ます。本村の場合、2,833万7,000、これを時間数で計算いたしますと、１万2,405時間と、

職員１人平均89時間と、これは年間でありますが、平成25年から５年間を見てみますと、

年々ふえております。もちろん予算もふえております。したがいまして、どこの部署が一番

残業が多いのか、その辺はこれから庁内でよく精査していただきたいと思いますが。 

 それじゃあ、県はどうなっているのかといいますと、本村の場合は、１人平均89時間であ

りますが、長野県の場合は124時間、それじゃあ、お隣の伊那市は何時間かと言いますと、

90時間、ほぼ本村と一緒と、箕輪町が71時間、辰野に至っては67時間と、本村より低いわけ

であります。この辺は、やはり仕事のやり方、進め方等についても、これから改善の余地が

ある。 

 例えば、今、県レベルでは非常に大きな動きをしておりまして、例えば、京都では人件費

を４億5,000万円削減したということが、過日、新聞報道されました。残業を減らして４億

5,000万、いわゆる歳出削減を図ったということであります。 

 ただ、時間帯によりまして、残業の場合は125％が最低基準でありますが、時間帯では

150％というような、深夜になれば時間もふえる。災害が起きたとき、また雪が降ったとき、

台風が来たとき、さまざまな場面で緊急出動、それから、水道管が破裂したとか、いろいろ

そういう緊急出動の場合は、一生懸命、職員がそういう時間外でも頑張らなきゃならんとい

う実態もあるわけで、非常に、本村としては、他の市町村と比べても平均点、または平均点

よりちょっと低いかなということで、効率のいい行政をやっているのかなと思うところであ

ります。 

 ただ、一つ要望をしておきたいんですが、予算書にも、それから決算書にも、これは代表



 

102 

監査委員にも言っとかなきゃいかんのですが、残業に対する所見が全く載っていない。それ

で、今、残業する場合は、各係長、課長の判がなければできないんでしたっけ。だから、そ

ういう許可をするんだけれど、その辺をもっと厳しい目で見ていただく。または、同じ課の

中で、チームワークで処理して、残業を減らしていくという仕事のやり方。そういったこと

もこれから、できるものからやっていく。先日、私の所属しております福祉教育委員会で、

各課ヒアリングをさせていただきました。その際にも、一人一人の職員の職務分掌が載って

おります。それは、その職員が専門にそこをやるわけですが、やりながら、その部分がおく

れていることについて、同じ課の中で協力できるものは協力してやっていこうという機運が

果たして今の庁内にあるのどうか。その辺の一つ再点検といいますか、そんなお考えを聞か

せていただけないでしょうか。とりあえずそこまで、お願いいたします 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 庁内の働き方の、残業を含めての部分であります。 

 御承知のとおり、南箕輪村の規模ぐらいの自治体になりますと、１人の職員の仕事の範囲

が非常に広くなってきております。幾つも担当しなければならないという性格を持っておる

ところでございます。 

 そういった中で、時間外につきましては、最終的には係長で課長の決裁ということになっ

ております。課長が全てに目を通していくという、システム的にはそうなっておるところで

ございます。 

 毎月の時間外集計、課ごと、保育園を含む園ごと、全て集計いたしまして、昨年度と比べ

てどうか、前月と比べてどうかというのを一月に１回、庁議の中で検討しております。極端

にふえた場合には、その理由、あるいは今の現状の状況等も確認を毎月しております。そう

いったことはさせていただいておるところでございます。 

 その中で、一番は、やはり課長を中心に柔軟な仕事体制をとっていくことができるのかど

うかという部分だろうというふうに思っております。おくれているところは、若干、そこに

人が応援できる体制ができるのかどうか、こういったことを常に精査、見ていく必要がある

んではないかというふうに思っております。この辺が一番課題であるという、私自身は捉え

ておるところであります。 

 したがいまして、この辺は、また庁議の中で十分議論しながらやっていきたいというふう

には考えておるところでございます。 

 一番は、先ほども申し上げましたように、１人の職務が多いということと同時に、これは

いいのか悪いのかという、だからもうちょっとできるんじゃないかという部分もあるわけで

すけれども、今、仕事というのが全てコンピューター化をされておるところであります。貸

与されたコンピューターの中に、自分の仕事が全部組み込まれて、なかなか他人の、他の人

が手をつけられない面というのがあるわけであります。この辺は今後の検討課題として捉え

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。 

 また、福祉関係の相談業務等につきましては、これは大勢の皆さんでやっていくといいま

すか、１人で抱え込むことのないようにという、こんな指示は常にしておるところでありま

す。チームの中でいろんな問題解決をしていっていただきたいということでお願いしており

ます。 

 このチームで仕事をしていくというのは、これからの課題でありますし、これから議論を
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しながら検討してまいりたいなというふうに思っておるところであります。このメリットと

しては、課題が共有できるという部分であります。このことは、これからの行政の中で本当

に必要なことかなというふうに考えております。主に受け持つ担当は決まっておりますけれ

ども、それも課長の判断の中で柔軟に対応していく。こんなことを検討してまいりたいなと

いうふうに思っておるところであります。 

 それから、同一労働同一賃金の話が出ました。 

 これも2020年に施行していかなければなりません。これも、まだ本当に骨子が決まってい

るだけで、じゃあ、その格付をどうしていくのか、この辺も全くわからない状況であります。

これによっては財政がどうなっていくのかという、これ、うちの自治体だけではなくて、国

もそうですし、県もそうですし、全国全ての自治体にかかわってくる問題であります。この

辺は注視しておるところでございます。 

 とりわけ本村の場合には、150人少しの定数、定員に対しまして、多いときには100人規模

の臨職がいるわけであります。保育園職場が非常に多いという状況でありますけれども、こ

れは本村の特徴であります。この辺の動向によりまして、かなり財政的に影響するのかなと、

この辺も心配しているところであります。したがいまして、その部分を含めますと、いわゆ

る正規職員の働き方というこの部分が機能しないと大変厳しくなるのかなというふうに思っ

ておりますので、この辺はこれから十分検討させていただきたいなというふうに思います。 

 残業の話でございますけれども、常に月に１回やっておりますけれども、私が常々申し上

げておりますのは、届けを出さなくて残業をというサービス残業だけはやめなさいと、それ

だけは防いでいかなければならないかなと、見ていると、かなりあるのかなという状況もあ

ります。それによって、まだ低い残業時間に抑えられているという面もあるわけであります

けれども、やはり今の社会状況の中におきまして、残業するときはきちんと届けを出してや

ると、常日ごろの通常の勤務時間の中で、いかに効率的な仕事をしていくのかという、これ

は職員の一人一人の意識、これを持っていただかなければならないところでありますので、

その辺も促してまいりたいなというふうには考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 大熊議員。 

９  番（大熊 惠二） 毎月、庁議で、残業のチェック、どこの課がどれだけ多いのかと

いうのをチェックされているというお話を聞いて、しっかり、そういう点をやっていただい

ているんだなという、庁議の内容が一部理解できました。大変結構なことであります。 

 課単位、課の単位で、自治体によっては、時間外勤務削減計画をつくっている自治体もあ

ります。それから、業務の見直しなど、一度、もっと効率よくできないか、無駄なものはな

いかということで、見直しを絶えず繰り返してやっているという自治体もあります。だけど、

なかなか、私もこういうふうに話をしているわけですが、言うは易し行うは難しであります

から、私も自分でこう言いながら、それじゃあ、おまえ、どうなんだと言われたときに、私

でできるのかなという一抹の不安を覚えるわけですが、言うのは簡単でありますけれど、や

るのはなかなか難しいと、そういう実情も私はわかった上でこの質問をさせていただいてい

るわけですが、ノー残業デーというようなことで、自治体によっては課単位でそういうチェ

ックを絶えず行うと。自治体によっては、もう７時になるとパソコンの電源を全部切るとい

う自治体も出てきたようであります。 
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 そんなようなことで、いろんなやり方、いろんな方法がこれから出てくると思います。ど

うか知恵を絞って、一つ取り組んでいただきたいということをお願いしておきたいと思いま

す。 

 ５万人以下の自治体の７割は、残業をいかに減らすかということに、どこでも、どこの自

治体でもそれは取り組んでいるということのようでありますので、その辺を一つ突破口に、

御努力をいただきたい。決して、本村の残業が突出して多いということではないということ

も理解した上で申し上げているわけでありますので、その点、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

 それと、もう一点、危惧と言っていいのかどうかわかりませんが、心配することは、職員

の構成であります。先日も報道で、北海道の、知事は何て言いましたっけ、高橋はるみって

言いましたっけ、内定者の６割が採用を辞退すると、そういう報道がございました。それで、

何で辞退するのかというと、北海道で採用して、北海道は広いもんですから、転勤があると、

とてもその転勤をするのは嫌だというのがふえて、民間企業へ就職してしまうというような

ことで、本村の場合は、行っても広域連合、または県に１人とか、国にも行っているんです

かね、１人、行ってないんでしたっけ。そういうことで、転勤が嫌だといって、北海道では

内定者の６割が辞退したということで、知事が嘆いておったという報道がありました。 

 そんな中で、本村の場合でも、年々、女性の職員の比率が高まってくる。高まっているか

どうか、私も数えたわけじゃないんで、その辺はちょっと聞かせていただけませんか。試験

をすると、やっぱり女性の場合、優秀でありますから、第一次試験では女性のほうが点数も

高いわけです、一般的に。２次は小論文と面接ということになるわけですが。そういう中で、

職員構成の中で女性がふえてくる場合は、やはり女性に対しての施策というものも非常に大

事になってまいります。これを男性同様に扱うということではなくて、やはり女性に合った

施策に切りかえていかなきゃならん。そういう悩みも自治体にはあると思います。その点に

ついて、ちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 職員構成から職員の対応等々の話でございます。 

 今、市場は売り手市場であります。本当に公務員志望というのが、いっときよりも減って

きております。景気が悪くなると、公務員志望がかなり高くなります。ただ、その中でも本

村の場合には、他の自治体と比べるというか、町村の場合には町村会の統一試験でやってお

ります。その申し込み状況を見ますと、本村は圧倒的に多い部類に入っております。そうい

った中で、売り手市場という中での職員を確保していかなければなりません。昨年の状況も、

かなり応募はありましたけれども、当日になりますと、試験に来ていただけないという方も

あるわけでありますし、内定辞退ということもありました。これ、他の県職に受かれば、県

に行ってしまう、国家公務員に受かれば、国家公務員に行ってしまうというような状況もあ

るわけであります。そういう中で、試験の方法も若干変えていかなければいけないのかなと

いうことで、ここ数年前から、筆記試験はもちろんやりますけれども、面接重視ということ

にウエートを置いております。集団面接、ほとんどの課長が試験監になりまして、集団面接

を重視しておるところでございます。 

 女性の比率の問題であります。 

 たしか、本村も多くなってきております。というのは、うちの村の場合には、保育士が圧
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倒的に女性でありますので、比率からいくとかなり高くなっております。庁内でも女性職場

に適しているところもありますので、そのバランスは見ながら採用はさせていただいておる

ところであります。福祉部門等々につきましては、やはり女性のほうが適しているかなとい

う、それから現場の部分につきましては、男女共同参画とはいえ、それは男性のほうが適し

ておると、このバランスを見ながら採用はしているつもりでありますので、その辺はこれか

らもそういったバランスを考えながらやっていきたいと。 

 試験の方法も、さらにこれからまだまだ見直していく必要があるのかな、面接重視という

か、一番いいのは保育園は今そんなんやっていますけれども、１年間臨職で来ていただける

人をかなり採用しております。これは、所長、園長に評価をしていただきまして、これは間

違いがございませんので、集団面接で、最終的には私どもも含めた面接をしますけれども、

20分間で判断するということは非常に難しいことでありまして、みんな教育を受けてきてお

りますので、私の18歳や22歳のころの、あんな立派なことは言えなんだなという、本当に立

派であります。そういった部分でいきますと、本当に、今、保育園の場合にはそういうこと

をやっておりますので、いい人を採用できるのかなというふうには考えております。この辺

のところもまた検討させていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 大熊議員。 

９  番（大熊 惠二） 時間も大分迫ってまいりまして、この（３）は最後にいたします。 

 代表監査委員にお尋ねいたします。 

 非常に、本村の監査について御苦労いただいております。代表監査委員として、庁内の監

査をする立場から、どういう働き方改革が望ましいのかどうか、御所見をまず伺いたいと思

います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 原代表監査委員。 

代表監査委員（原   浩） 大熊議員の御質問にお答えいたします。 

 働き方改革の質問の中で、監査をする立場から、どのような姿が望ましいかとのことです

が、幅が広く、また奥深い問題だと思います。 

 働き方改革の目的は、長時間労働の慣行を是正し、ワークライフバランスの改善を図るが

趣旨かと思います。 

 働く人にとって、働きがいのある職場でやりがいを持って働きたい、それが一番の望みだ

と思います。しかし、限られた環境、資源、資質の中では困難です。働きやすい職場はどん

な職場かと、いろいろな条件があるかと思いますが、風通しがよい、仕事の互換性がある、

チームワークがよい、よいリーダーがいる、意見具申ができる、一番大事な管理者が適正な

評価をしている、まだまだいろんな条件があるかと思います。よく言われるのは、意識を変

えると景色が変わる、仕事への向き合い方を変えると職場が変わる、働き方が変わると生産

性が向上する。個人、組織の限られた環境、資源、資質が少しでもアップすることは人だと

思います。一人一人の意識が多いな働き方改革になると思います。 

議  長（丸山  豊） 大熊議員。 

９  番（大熊 惠二） 非常に的確な御答弁をいただきましたが、ぜひ、絶えず、監査、

月例監査等におきましても、さまざまな立場から俯瞰的な視点で、一つ監査をしっかりお願
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いしたいというふうに思います。 

 それで、この監査の際に指摘を監査委員がされた場合に、それらが確実に行われているか

どうか、改善されているかどうか、そういった点については非常に私もよくわからないとこ

ろでありますので、その点についてお尋ねします。ちゃんと行われているのかどうか、また

指摘はちゃんとされているのかどうか、御答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 原代表監査委員。 

代表監査委員（原   浩） 指摘した事項は守られているかとの御質問でございますけれ

ども、時間外勤務に関して言えば、先ほどからいろいろお話がありますけれども、時間外勤

務は全体的に増加傾向です。要因としては、交付金事業が多くなり、業務内容による恒常的

な時間外勤務も見受けられます。決算審査において、担当課に直接状況を聴取したところで

す。係間の不均衡是正の努力と係間の協力に努めるとの回答を得ております。 

 時間外・日直勤務伺い兼命令簿の厳正な運用とチェックを並行し、生産性がある時間外勤

務と職員の健康管理に注意をしてまいりたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 大熊議員。 

９  番（大熊 惠二） 一つ、監査の立場からしっかり、議会も行政に対して監視機能を

持っておりますが、やはり直接の指導、チェックは監査委員の手の中にあると思いますので、

これからもしっかり監査の役目を果たしていただけるよう、切にお願い申し上げます。おろ

そかにしているということではありません。しっかりやっていただいているんですが、それ

をさらに一つまた精度を上げ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。 

 最後になります。 

 改革のキーワードは何かということで、時間も少しですが、村長にお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） キーワードでありますけれども、一番は、やはり職員が生きがい

を持って働ける環境、どういう環境がいいだろうか、職員が職責を本当に全うできるような

環境をつくっていくこと、どうしたらいいだろうかということだろうというふうに思います。

私のトップの責任としては、職員のやる気と能力をどう引き出していくのか、このことに尽

きるだろうというふうに思っております。その努力は怠らないようにしていきたいというふ

うに思っておりますし、常に目を通していかなければならないというふうに考えておるとこ

ろであります。 

 そういうことにつながるためにも、現状はどうなのか、どういう課題がこの課にはあるの

か、あるいは、この部署にあるのかということを常に見ながら、洗い出しながら、点検をし

ていく。そういった機会を、庁議の中でも時間をとりながらふやしていくことが必要かなと

いうふうに思っております。 

 職員の皆さんが、本当にこの村のために働く、住民サービスを一生懸命やっていくという、

そういうやる気にさせること、これが私の職務でありますので、そんなことを心がけながら、

これからも職員管理という点で目を通していきたいなというふうに思います。その点は、副

村長もしっかりとやっていただいておりますので、さらに連携をとりながらさせていただき

たいなというふうに思っています。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 大熊議員。 
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９  番（大熊 惠二） もう少し時間が欲しいところでありますが、最近、近隣の自治体

におきましても、働き方改革の先取りというか、そういう中で、育ボスということが言われ、

飯田市でも市長が宣言をされたと、箕輪町でも町長が宣言をされたと。育ボスということに

対して、村長、どんなようなイメージを捉えているか、一言お願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 最近、育ボス、本当に職員が、いろんな意味があるようでありま

すけれども、いわゆるライフバランスの中で、子育てしやすい環境をつくっていけるような、

そういう目通しだとか、あるいは、それ以上に働きがいを持って働いていく環境をどうつく

っていくのかという、そういう部分にも通じてくるようであります。育ボス宣言をしている

自治体もふえてきております。 

 私自身は、その宣言をしなくても、十分やっているという自負を持っております。そんな

ことで、宣言はしておりませんけれども、常にそういう心がけを持ちながらやっていくとい

うことも、私を含めて、また管理職には、そういう話をしておるところであります。 

 したがいまして、いろんな育児休暇等々もとりやすくなっておるという、男性職員もとる

ようになりました。そんな環境づくりに努めていければと思っております。当面、宣言する

かどうかはまた十分検討をさせていただきたいなと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 大熊議員。 

９  番（大熊 惠二） 時間が参りました。まだ、しゃべりたいことあるんですが、いず

れにしても、働き方改革、今国会で通る予定のようであります。こういう小さな自治体にな

りましても、このことは非常に避けて通れない。本村の場合は、上伊那郡下でも財政的にも

恵まれ、非常に安全運転な行政運営がなされていると思います。ただ、最近、数多くイベン

トの質問やそういったものがあるのに、果たして、そういったことをもう一回見直す必要が

あるのではないかと、スクラップ・アンド・ビルド。禅の言葉ではありますが。 

議  長（丸山  豊） 時間が来ていますので、お願いいたします。 

９  番（大熊 惠二） 脚下照顧という、足元をしっかり見て、そして仕事を、反省をし

ながら、行政を進めていっていただきたいというお願いを最後にいたしまして、９番、大熊

惠二の一般質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） 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10時までトイレ休憩といたします。 

   休憩 午前 ９時５３分 

   再開 午前 ９時５９分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き一般質問を続けます。 

 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。 

 きょうから、ロシアでＦＩＦＡワールドカップが開幕します。期間中は、世界で延べ300

億の人が見るそうです。私も日本代表をしっかり応援していきます。頑張れ、日本。 

 最初に、地方行政サービス改革の取り組み状況等を村も公表しております。こういうふう

に公表しているんですけれども、先ほど先輩議員が質問していた働き方改革にも通じる部分

もあると思います。 
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 これは、各自治体の業務改革を推進するため、取り組み状況を比較可能な形で公表し、取

り組み状況の見える化を実施したものです。行政サービスのオープン化、アウトソーシング

等の推進、自治体情報システムのクラウド化の拡大、公営企業・第三セクター等の経営健全

化、地方自治体の財政マネジメントの強化、ＰＰＰ、指定管理、ＰＦＩ、業務委託の拡大が

項目としてあります。 

 村のサービス改革の状況等について、これを公表している上で、村はこれをもとにしてど

んなふうな判断をしているか、村長に伺いたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ５番、百瀬輝和議員の御質問にお答えいたします。 

 地方行政サービス改革の取り組みの中で、業務改革の効果把握の状況の質問であります。 

 地方行政サービス改革につきましては、多岐にわたっており、各自治体でそれぞれの地域

の実情に合った方法や手法で実施していると考えております。 

 本村では、行政の業務の中で、民間委託できるものについては民間委託という考え方は持

っております。公の施設につきましても、指定管理者制度を活用することにより住民サービ

スの向上につながると考える施設については、指定管理者に管理を委託しております。社協

や開発公社等が主になってきておりますし、各区にも、そういったことで指定管理というこ

とで委託しておるところであります。 

 自治体情報関係のクラウド化の話もありました。上伊那地域８市町村では、共同で運用し

ております。既にクラウド化はできておるということであります。 

 地方財政自治体のマネジメントの強化につきましては、平成28年度に公共施設等総合管理

計画を作成いたしまして、現在は施設の種類に応じた個別施設計画を順次策定する予定であ

ります。順次つくっておるという今の段階であります。 

 また、統一的な基準による地方公会計の整備につきましては、平成27年度の決算からこの

規準に基づいた財務書類を作成しており、財政マネジメントの強化に努めているところであ

ります。 

 また、公営企業法の経営健全化につきましては、上水道事業、下水道事業ともに、経営戦

略を策定し、または策定中であります。その計画に基づきまして、さらなる経営の健全化に

努めてまいりたいと考えております。 

 そのほかの地方行政サービス改革の項目については、村の行財政の状況を鑑みながら、研

究を進めてまいりたいなというふうに考えておるところでございます。できるものからとい

うことで実施をしておるという状況であります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ５番、百瀬輝和議員。 

５  番（百瀬 輝和） サービス改革は、住民の皆さんへのサービス向上が第一でなけれ

ばいけないというのと、あと、職員の負担軽減への改革だと思います。社会変化、特にＳＮ

Ｓの急速な進化や変化を敏感に感じて変えていく必要があると考えます。当然、予算の面も

見ながら進め方も考えていかなければなりませんが、先ほど、クラウド化はもうやっている

といいましたが、ただ、オープンデータの部分で、例えば、村がオープンにするデータなん

かが、サーバーの容量が足りないとかいうことでできませんとかいうお話も聞いております。 
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 そういう中で、さらなるクラウド化の拡大、ＩＣＴを活用した業務の見直し、業務の効率

化をしていく、これ喫緊の課題だと考えますけれど、ここについては、村が特にこれから推

進していく取り組み、考えているものがありましたら、村長、いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 今後、村の部分という御質問であります。 

 今後の部分、行政の効率化は常に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

ますけれども、この辺はなかなか難しい問題もあります。どこまで効率化ができるのか、効

率化していく必要があります。前議員も、働き方改革の中で、効率化という部分も常に追求

してやっていかなければならないだろうというふうには思っております。行政には、もう一

つ、住民サービスをどうしていくのかという、このことが一番大きな、重要な責務となって

おるところであります。そういった両面を考えながら、住民サービスができるようにやって

いかなければならないというふうに思っておるところであります。 

 現在は、スマートフォンだとか、タブレット、ＳＮＳ、ＩＯＴ、そんな情報が飛び交って

おるところでありますし、行政サービスにおいてもＩＣＴは切っても切り離せないという重

要な手段となっておるところであります。 

 先ほども申し上げましたけれども、自治体のクラウド化につきましては既にやっておりま

す。やっている内容といたしましては、戸籍や税の情報等を集約し、管理システムというこ

とで運用しておるところでありますし、コンビニでもそういったものが利用できるというこ

とであります。こういったことは、本当に上伊那の場合はいち早く取り組んでおりまして、

費用も比較的安く抑えるということになっております。クラウド化は、全国における導入率

は20.7％ということでありますので、上伊那地域は他の地域よりもかなり進んでおるという

ことであります。 

 また、こういったものを活用して、窓口業務の見直しができないだろうかということもあ

るわけであります。ただ、本村の場合には、総合窓口というシステムを採用しておりません

ので、住民の方の手続というのが各課にまたがることが多いわけであります。しかし、それ

も職員の努力の中で解決をしております。来客者が、それぞれの担当課に行かなくて済むよ

うに、全て職員が出向いて説明をするようにしておるところであります。そんなことで、そ

のことも乗り切っておるところであります。 

 窓口、民間委託しているところもあるわけでありますけれども、これは私自身の考え方も

あるのかなというふうに思っておるところであります。民営化できるものは民営化を進めて

いく、このことは必要であるというふうに思っておりますけれども、私は、行政というのは、

住民サービス、住民の生活を守る立場、このことが行政の基本的なことであるというふうに

考えております。そういった分野は行政でやっていくということが私の考え方であります。

水道業務も民間委託しているところもあるわけでありますけれども、本当に水という命を守

るそういったものを民間委託していいのかどうかという、この辺は、私はまだそこまでの考

え方に至っていないということでありますので、これは私の考え方ということで御理解をい

ただきたいなというふうに思います。民営化できるものはしていきたいという、その中で、

基本的な分野につきましては、行政でやってまいりたいという、そんな考え方を持っておる

ところでございます。 
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 後の質問の中にあるかと思いますけれども、ＩＣＴの活用等につきましては、また後で御

質問に出てくるわけですね。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

５  番（百瀬 輝和） 当然、住民目線で、住民のためになる改革でなければいけないと

思います。 

 その中で、職員の軽減負担の部分について、各自治体も今取り組み始めていますが、議員

も１人１台のｉＰａｄを借りて持っております。これは、紙ベースの分厚い条例集のかわり

で、条例集がこの中に入っていると。今は各計画なんかも入れていただいておりますが、こ

の取り組みもペーパーレスの経費節減の取り組みなんですけれども、しかし、このｉＰａｄ

の機能上、かなりこれはもったいないと私は考えます。村長、ペーパーレスの取り組みをさ

らに進める必要があると私は考えますが、これ、職員の業務の効率化、経費節減の取り組み

にもつながってくると思います。そういう時代が来ているんだと思いますが、その点、村長

いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ペーパーレス化につきましては、必要であるというふうに考えて

おりますけれども、これを進めるということはかなり時間がかかるかなという思いはあると

ころであります。村会議員の皆さんに対しましても、例規や村の計画、構想等をすぐに確認

できるように、タブレットを活用していただいております。そういった部分では一定のペー

パーレス化というのはできておるというふうに思っておりますし、庁内におきましても既に

例規集は廃止しております。全て端末の中で見ていくという状況となっております。 

 さらにペーパーレス化を進めていく必要はあるというふうに思っておりますけれども、時

間もかかるかなというふうに思っておるところであります。事業等を実施する上での起案文

書の作成や会議資料等について、本村では現在紙ベースで行っていることはそのとおりであ

ります。これをシステム化や電子データ等に変えることは、現状ではすぐには難しいという

ふうに思っております。 

 システム化を検討してくことは大切なことであります。と同時に、これ、行政の仕事とい

うのは外部の仕事もあるわけであります。本当に会議資料をつくらなければなりません。か

なり分厚い会議資料をつくらなければなりません。そういった部分が全てペーパーレス化と

いうわけにはまいりませんので、さまざまな面を考えていく必要があるというふうに思って

おるところでございます。ＩＣＴの活用、重要な問題であります。まずは学校関係のＩＣＴ

化を検討しており、実施ができればというふうに思っておりますので、そこら辺から取り組

んでまいりまして、財政的な面も加味しながら、庁内にもどういったことができるのかとい

う検討はしていく必要はあるというふうに考えておるところでございます。ペーパーレス化

は必要であるという認識は持っておりますので、将来的にはそうなっていくだろうなという

ふうに私自身も思っております。ただ、これ、職員がかなり研修を積まないとなかなか難し

いと。私のような者が庁内から消えれば、かなりペーパーレス化は進んでいくんじゃないか

というふうには思っておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 
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５  番（百瀬 輝和） 私もすぐにとは考えていませんし、紙ベースも必要なところが必

ずあります。ただ、できるものは進めるような検討、今、前向きに村長の答弁をいただいた

ので。 

 このＩＣＴの導入、利活用の手段の一つですが、目的が重要だと思います。それありきで

はないと思います。経費の適正化、業務の効率化、業務品質の確保など、住民の満足度の向

上が得られる取り組みをお願いしたいと思います。 

 各自治体の取り組みも参考にしていただければと考えます。昨年、大賞をとったＩＣＴを

活用した市民協働で、多様な子育てニーズと地域人材活用の両立ということで、こんなもの

が、ＩＣＴを使った取り組みが大賞をとったそうです。また、シラバスに、授業名称、自治

体における効率的なＩＣＴ利活用も出ておりますので、そういうものも参考にしていただい

て、村で取り入れられるものがあれば検討していただければと思います。 

 次に、消防団確保に向けた村の取り組みを伺います。 

 消防団の皆さんは、仕事を持ちながら、日夜、村、地域の安心・安全を守っていることに

本当に感謝いたします。また、今月24日のポンプ操法、ラッパ吹奏大会に向け、早朝より訓

練、本当に頭が下がります。選手の皆さんは、当日、力を出し切っていただき、いい成績を

おさめていただくことを願っております。応援しております。 

 近年、災害が多様化、大規模化し、さまざまな役割が消防団に求められている一方で、団

員数は年々減少しております。今後、発生が危惧される、この地域では南海トラフ地震と、

大規模災害等に備えておくことが必要だと考えます。防災にかかわる地域のさまざまな組織

との適切な役割分担と連携協力のもと、地域が一丸となって防災に取り組むことが求められ

ております。イメージアップの取り組み、入団促進キャンペーンなど、地域を巻き込んだ取

り組みが大切だと考えますが、村長のお考えをお伺いします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 消防団につきましての御質問であります。 

 本当に消防団組織をどう維持していくのか、頭の痛い問題であります。先日も、消防委員

会でいろんな協議をさせていただきました。現状の部分も若干申し上げて、考え方を申し上

げたいというふうに思います。 

 現在の消防団員につきましては、火災発生時の消火活動における上伊那広域消防本部の後

方支援という考え方を持っております。さらには、風水害時における水防活動、水防団活動、

これも重要な任務となって、あるいは、そのほかに行方不明者の捜索活動など、住民の生命、

財産を守る大きな役割を担っていただいておるところでございます。 

 火災につきましては、初期消火活動、いち早く取り組む、このことは地元消防団の役割で

あります。同時に、上伊那広域消防本部の後方支援という分野と組み合わせてやっていく必

要があるだろうというに考えておるところでございます。問題は、大規模災害が起こったと

きには、本当に昼夜を問わず働いていただかなければならない組織であります。そういった

消防団員が年々減少してきておるというのは、本当に悩みの種でございます。 

 これは、本当に社会環境の変化、就業構造の変化、あるいは国民意識、住民意識の大きな

変化、こういったことによるものだというふうに思います。新たに団員として参加する若年

層が年々減少してきておるということでございまして、本村の場合でも、定員230名に対し

て、現状191名だと思いましたけれども、かなりの定数割れをしておると。しかも、その191
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人の中には、予備消防団員も含めての人数であります。さらに、五十数名だったと思います

けれども、役場の職員が含まれての団員数ということであります。この辺をどう克服してい

くかというのが一番の課題でありますし、消防団でもいろんな対策も考えておるところでご

ざいます。勧誘は12月から１月にかけて、区長会にもお願いしながら、区の役員と回ってい

ただいているような団も部もあるわけでありますし、チラシをつくって、精力的に勧誘に取

り組んでいるところもあるところでございます。ただ、なかなか団員がふえていかないとい

う悩みであります。 

 年度当初から加入できなくても、途中からでも加入をしていただいているという方式をと

っております。仕事になれてから消防団に入っていただくことも一つの方法だろうというこ

とであり、そんな方法の中で年度途中の加入も見られるようになってまいりました。そんな

ことで、辛うじて維持しておるというようなことであります。 

 団員の優遇制度がいろいろありますけれども、本村の中でも、長野県の応援ショップ12店、

加盟していただいております。開発公社も参加しております。こういったこともＰＲをして

いるところでありますけれども、このことが決定打になるというわけにはいかないところで

ありますし、団員報酬や訓練手当等もうちの場合は遜色ない部分でやっておるところであり

ますけれど、それ以上に、消防団活動の重要性というのをもっと住民の皆さんにどうやった

らわかっていただけるかという、このことも考えて理解を求めていかなければならないのか

なというふうに思っておるところであります。 

 一番は、なかなか理解が進まないというのは、消防をやってきた衆のお子さんも親が反対

をしておるというような状況も見られる中におきましては難しいのかなというふうに思って

おります。 

 しかし、230人という最低限の消防団の団員数は確保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ので、今、村で考えていることは、この予備消防団員、消防経験者に予

備消防団員ということで、消防団に予備消防団員という形で入っていただくということを今

考えておるところであります。地域の中で活躍されている消防団ＯＢの皆さんに、さらなる

協力をお願いしたいと。この役割でありますけれども、通常の消防業務とは若干異なる形を

とっていかざるを得ないというふうに思います。火災時のお手伝い、あるいは災害時のお手

伝い、こういったことを主にしながらということであります。そんなことを考えて、来年度

から実施ができればというふうに思っております。第一次的には団員を確保していくこと。

このことは当然のことでありますけれども、その次の段階として予備消防団員の確保、この

組み合わせによって230人という定員を確保しながら、村の安心・安全、村民の生命、財産

を守っていきたいというふうに思っております。 

 この予備消防団員につきましても、年俸だ、訓練手当だ、そういうものは一定程度同じよ

うに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。そんなことで、

消防ＯＢの皆さん、理解ある皆さんを、もう少し負担軽減をする中で、消防団に所属してい

ただきたいというお願いをしていこうかということで検討を始めておるところでありますし、

早急に結論を出しまして、来年度からそんな体制が組めれば、今でも２名という枠でやって

おりますけれども、この枠を取っ払いまして、３名、４名ということで協力をお願いできる

人にはというふうに考えております。年齢的には、そうは言っても50歳未満ぐらいというこ

とで思っておるところでございます。 
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 消防委員会でも、この辺は説明申し上げて、御理解もいただいたところでございます。よ

ろしくお願いいたします。これ、区を挙げて、住民を挙げてやっていかないとなかなか前に

進んでいきませんので、よろしくお願いいたします。議員の皆さんにも、機会あるごとに消

防団の重要性を問いていっていただければというふうに思います。よろしくお願いいたしま

す。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

５  番（百瀬 輝和） 南箕輪村の、村長が言われたように、230人のところが、今、マ

イナス39人ぐらいですかね、だそうです。191人。 

 国でも、大規模災害団員という概要が出ていますけれども、南箕輪村の場合は予備消防団

員があるものですから、それを拡大して取り組んでいただければ、人手不足が少しでも解消

されればと思います。また、親が反対するというのを私もよく耳にするんですけれども、勧

誘のキャンペーン期間を決めて、役場の担当部局と消防団、区役員、自主防災役員と協力し

て勧誘に回る取り組みも強化して、これ、必要だと考えます。また、将来の地域防災の担い

手を確保するため、少年消防クラブ等の取り組みを通して、消防団員へ自然に進むような工

夫を行うことも大切な取り組みと考えます。また、今、村では取り組んでいるんですが、特

に消防団協力事業所制度、これ、かなり事業者さんが優遇されている制度だと思います。と

か、学生消防団活動認証制度、信大生も入ってきておりますので、その拡大に促進に力を入

れていただきたいと思います。村長の強いリーダーシップのもと、地域を挙げて消防団員の

確保の取り組んでいっていただきたいと思います。 

 次に、消防団の処遇、装備等について伺います。 

 先日の全協で、チェーンソーが各部に配備されると伺いました。倒木被害などのときに力

を発揮することを期待します。今後も計画的に装備等、配備をお願いします。 

 消防団は５分団で、部が、本部まで入れると12部あります。 

 配備されている車両の運転についてなんですが、昨年３月、道路交通法が改正されました。

準中型免許が新設されるとともに、普通免許で運転できる範囲が、車両総重量3.5トン未満

で最大積載量２トン未満のものと変更になりました。改正以前は、車両総重量５トン未満で

最大積載量３トン未満でしたから、改正以後に普通免許を取得した新規の加入団員が運転で

きない車両が村の中で七つの部、配備されている車両が運転できなくなります。そこで、消

防庁からは、改正後に普通免許を取得した新規加入団員が準中型免許を取得する経費に対し

て、地方公共団体が助成を行った場合の助成額について地方財政措置を講じるとしておりま

す。このことで、村が助成を行ったときに、その助成額について特別交付税措置を講じると

しているものであります。また、新制度化の普通免許で運転可能な消防自動車の活用もよび

かけております。もちろん、必要とされる消防力等、地域の実情を十分勘案した上で、更新

の機会に合わせてとなっておりますが、村の今後の対応について伺いたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 先ほど、団員確保の部分で若干補足させていただければというふ

うに思います。 

 役場の職員が大半の部分というのもあるわけでありますけれども、これ、企業の協力は不

可欠であります。企業でそういった対応をとっていただければ、かなりふえていくのかなと

いう淡い期待を持っておるところでありますので、この辺は私自身、経営者協会との話し合



 

114 

いというのも広域連合は持っておりますので、この辺でちょっと問題提起していこうかなと

いうふうには思っておるところでございます。 

 それから、免許証の問題が出されました。 

 御指摘のとおり、平成29年３月12日以降に免許を取得している消防団員というのは、3.5

トン以上の消防車両の運転ができなくなったところでございます。本村の消防車両を見まし

たら、普通免許、これに該当しないのが４車両、たしか四つだと思いました。あとは全て

3.5トン以上ということになりますので、運転できないということになってしまいました。

これから入ってくる団員、ほとんど普通免許でありますので、運転できないということであ

ります。 

 本村、車両の更新の時期を見ますと、まだ当分更新は先になっているという状況でありま

すので、その間どうしてくのかということを考えていかなければなりません。消防車両の更

新時には、普通免許対応車両というのがかなり出てきておりますので、そういうものに切り

かえていくということは私自身は必要だというふうに思っております。 

 また、免許取得につきましては、ただでさえ消防に入っていただけないという状況の中で、

免許証を自分で取れというわけにはまいりませんので、これは村で助成をしていく必要があ

るというふうに思っております。財政措置がどれぐらいになるか、特別交付税の措置がある

ということで示されておりますけれども、その額がどうであろうとも、私自身は今のところ、

100％の補助をしていくべきだという考え方は持っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

５  番（百瀬 輝和） よろしくお願いしたいと思います。 

 普通免許、オートマチックを取ると29万円ぐらいだそうです。マニュアルだと30万。普通

免許から準中型免許を取ると15万円ほどかかるそうです。ただ、18歳から取れる準中型を直

接取りに行くと37万円ほどで済むんです。ですから、早目に声をかけて、免許を取るんだっ

たらそちらをというふうに言ったほうが経費的には安く済むということだと思いますけれど

も、よろしくお願いします。 

 糸魚川市の大規模火災を教訓として、消防水利確保重要性等から、消防防災設備整備補助

金が平成30年度から増額されております。耐震性貯水槽の地下埋設型、容量区分に200立米

型が追加され、300立米型以上も100立米単位の単価設定が追加され、防火対策事業債の充当

率及び交付税措置率が引き上げられることとしております。こういうものも、村として利用

できるものがあれば利用していっていただきたいと思います。 

 次に、生活困窮者のセーフティーネットの取り組みについて伺います。 

 平成25年12月に、生活困窮者自立支援法が成立し、社会経済構造の変化に対応し、生活保

護受給者以外の生活困窮者への支援を抜本的に強化するものです。一般的に、社会保険や労

働保険は第一のセーフティーネット、生活保護は第三のセーフティーネット、その間の第二

のセーフティーネットがこの取り組みになります。１と２のすき間で生活に困窮している人

に対して、生活保護受給に至る前の段階で自立に向けた支援を行うことです。それによって、

課題がより複雑化、深刻化する前に、自立支援をする取り組みなんですが、村の支援体制に

ついて伺いたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 



 

115 

村  長（唐木 一直） セーフティーネットの村の取り組みの状況ということであります。 

 生活困窮者自立支援法が創設され、４年目となったところであります。村の取り組みとい

う部分でありますけれども、この生活困窮者の中は、単に経済的な困窮だけではありません。

病気や失業など、複合的な問題を抱えている、こういった皆さんが多いわけであります。 

 したがいまして、村では、その人らしい自立を支援するために、あらゆる制度や機関の中

から適切な支援につなぐということを大切にしておるところであります。村の社協や生活就

労支援センター、マイサポ上伊那等の関係機関との連携を図り、包括的な支援体制を整え、

確実に支援につながるようにしておるというのが村の現況であります。なかなかすぐに解決

というわけにはいかないという面も多いわけでありますけれども、議員おっしゃりましたよ

うに、生活保護に行く前に、そうした体制をつくっていくということは本当に大事なことで

ありますので、この辺はしっかりとこれからも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（丸山  豊） 百瀬議員。 

５  番（百瀬 輝和） 本当に、そういう方たち、複雑化したり、深刻化する前の手だて

が非常に重要だと考えます。 

 自治体の支援決定内容の中に、住宅確保給付金があります。 

 また、厚労省では、平成26年度より、低所得者高齢者等住まい・生活支援モデル事業を平

成28年度まで、全国でモデル地区を決めて、15自治体で行われたそうです。多様な効果が報

告されております。 

 平成29年度に入り、国土交通省の新たな住宅セーフティーネット制度が始まり、居住支援

制度の環境は急速に進んでおります。 

 ハード面の住まいの確保とソフト面の住まい方の支援を一体に行う地域善隣事業、これ、

大正から昭和にかけて、そういう方たちを支援した善隣館というのがあったらしいんですが、

それをもとにしたネーミングだそうですが、地域社会包摂型セーフティーネットの概念の取

り組みになります。 

 居住継続困難な高齢者の有無の確認、居住支援協議会の設立まで至らなくても、ネットワ

ークの強化や充実により、住宅問題を含めた複合的な課題解決を図る支援体制が必要であり

ます。その上で、居住支援について、空き家、民間アパートを活用した取り組みも必要だと

考えます。これ、国でも、大家さんに対して、改修費用の補助制度があるんですよね。 

 これ、以前も、私は質問させていただいたんですが、村長、この件について、いかがでし

ょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 居住支援の御質問であります。 

 この問題につきましては、これからさらに深刻になってくるのかなという思いはしておる

ところであります。住むところがないということが一番問題かなというふうになってくる、

社会環境にあるのかなという思いがしておるところであります。 

 そういった中で、どうやって住宅を確保していくのか。今、空き家、民間アパートの話も

ありました。空き家が活用できれば一番いいわけであります。こういった事業というのは、

さまざまな方面から取り組んで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
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ます。ソフトとハードをどう組み合わせていくかということも必要であります。 

 ハード面といたしましては、村社協では、入居保証事業に取り組んでおります。この事業

は、県社協が、アパートの貸し主との間で入居債務保証契約、入居者との間では入居保証利

用契約を結び、生活困窮者の住まいの確保につなげていくものであります。そういったこと

で、村の社協でも入居保証事業にも取り組んでおるところであります。この辺の周知もして

いく必要があるかというふうに思っております。 

 また、生活困窮者自立支援法におきましては、離職などにより住居を失った方、また失う

恐れの高い方につきましては、就職活動を支えるための家賃費用を有期で給付を行う住居確

保保証金の制度もあるところであります。こういったことも説明しながらというふうに考え

ておるところでありますし、国交省が行っている住宅セーフティーネット、これは以前にも

御質問をいただいた件であります。住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律、いわゆる新たな住宅セーフティーネット制度につきましては、昨年の10月25日に施

行となりました。県では、今年度、対象者の状況や居住施設の有無、または登録以降の状況

など、福祉施設と関係機関への調査結果によりまして、住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の

供給促進計画の策定をするとしております。民間賃貸住宅等への家賃補助や住宅改修に対す

る補助なども盛り込まれるものと考えられておりますので、この辺の策定状況を少し見てま

いりたいなというふうに思っておるところであります。県のこの計画の内容を踏まえて、市

町村としてどう対応ができるのか、村としてどう対応ができるのかは検討していきたいとい

うふうに思っております。 

 村は、障がい者の家賃補助というのを月額１万円しておるところであります。これをやっ

ているところも余り数多くないわけであります。そういった部分も参考にしながら、できる

部分はやっていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

５  番（百瀬 輝和） これから、本当に真剣に取り組んでいかなければならない事業だ

と思いますので、よろしくお願いします。 

 それと、一つ、村営住宅の入居の規約を見ると、やはり保証人という欄がついております

よね。今、高齢者の方たち、この保証人をつけるのに苦労して、住まいを探せないとかいう

方たちもふえてきておるみたいですので、そこら辺も含めて検討していただければと思いま

す。 

 このモデル事業の報告書には、転居を必要とした理由の一番の理由が家賃の負担、経済的

な問題、次いで立ち退き、住居喪失、家庭内問題だとあります。また、必ずしも一つではな

く、複合的な理由によるケースも見られたそうです。居住支援は予防なんですね。予防的対

応が求められていますので、しっかりとした取り組みをお願いしたいと思います。 

 今議会開会の挨拶で、村長が燃油高騰と福祉灯油に言及しました。村では、昨年度末行っ

ておりますが、灯油高騰により、経済的弱者の負担軽減を目的に行われ、大変評価できる取

り組みです。 

 県が公表する店頭価格が１リットル85円以上になったときに、対象世帯に１世帯500円券

を15枚、7,500円分補助を行う事業です。今、その後を見ると、上がり続けていて、直近で

は１リッター90円を超えている状態になっております。これ、まだ上がる可能性があります
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が、今後の対応、村長がどう考えてるか、ちょっとお伺いしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 福祉灯油券の御質問でありますけれども、福祉灯油券、この冬は

支給いたしました。自治体として支給したということはごくわずかではないかというふうに

思っております。いち早く取り組ませていただきました。 

 基準といたしまして、今まで曖昧な部分がありましたので、平成29年度の支給の部分から、

１リッター当たり85円を超えた場合に交付するということで規準をつくったところでありま

す。今、御指摘のとおり、原油価格が上昇しておるところでありますし、昨年は月の中途か

らということで始めましたので、7,500円ということになりました。今の状況からいくと冬

期間、これはそうなっていくだろうなというふうに思っておりますので、以前実施しており

ました１万円という部分で考えていく必要があるのかなというふうには思っておるところで

ございます。今後の状況、灯油の状況を見ながら、９月議会なりに補正予算として計上して

いくつもりではおります。したがいまして、冬期ということで御理解をいただきたいという

ふうに思います。よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

５  番（百瀬 輝和） あくまでも冬期なんですね。今議会の初めに言ったんで、年間を

通してやられる考えがあるのかなというふうに思ったものですから。 

 金額についても、リッター当たりの値段になりますけれども、販売店に聞くと、100円ぐ

らいまでになりそうだよねなんていうお話もあったりするので、そこら辺も見きわめながら、

その支給補助金額についても検討していただければと思います。 

 最後に、イギリスの著名な自然詩人ワーズワースの虹の詩です。「私の心は踊る 大空に

虹がかかるのを見たときに 幼いころもそうだった 大人になった今もそうなのだ 年老い

たときでもそうありたい でなければ生きている意味はない 子供は大人の親なのだ 願わ

くば私はこれからの一日一日が自然への畏敬の念によって貫かれんことを」 

 これで質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、５番、百瀬輝和議員の質問は終わります。 

 ただいまから11時５分まで休憩といたします。 

   休憩 午前１０時４６分 

   再開 午前１１時０４分 

議  長（丸山  豊） 会議に入る前に御報告いたします。 

 田中地域づくり推進課長が、所用のため、この後、欠席する旨の連絡がありました。 

 それでは、休憩前に引き続き一般質問を続けます。 

 １番、加藤泰久議員。 

１  番（加藤 泰久） 議席番号１番、加藤泰久です。 

 通告どおり、４件について質問をいたします。 

 冒頭に、時候の挨拶か、国内、また海外の政治動向についてと思いましたが、思い当たる

適当な言葉がございませんので、身近なところで、人口増加の村として、長野県でも一番若

い村として話題を集めているところでありますが、13年前の平成の大合併で自立の道を選ん

だころによく使われた言葉に、自助・共助・公助、このような言葉が伊那で用いられ、住み
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よい村づくりの合い言葉のように聞こえておりました。しかし、最近では、意識が薄れたの

か、自助・共助・公助、この言葉が聞かれなくなっておりますが、安心して住みよい村づく

り、このために、村民の皆さん、この気持ち、精神を忘れずに持ち続けて、よりよい村にな

ってほしいと村民の皆さんに望むところでございます。 

 それでは質問に移ります。 

 まず、１番の健康づくりについて質問をいたします。 

 まっくん健康ポイント制度が2015年度に導入され、３年を経たということですが、知名度

が低く、私の周り、私も知らなかったところでございます。過去の実績について、どのよう

であったか、質問をいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） １番、加藤泰久議員の御質問にお答えを申し上げます。 

 健康づくりにつきまして、何点か御質問をいただいております。その中のまっくん健康ポ

イント制度の実績の御質問であります。 

 この事業は、健康で長生きという究極の目標に少しでも近づくために、住民みずから健康

づくりに積極的に取り組んでいただきたいということで、平成27年度から始めた事業であり

ます。なかなか周知が行き届いていないという御指摘でございます。しっかりしていかなけ

ればというふうに思います。 

 まず、ポイントカードの発行枚数であります。事業開始から延べで2,762枚の発行となっ

ております。29年度の景品の交換状況でありますが、90人の方が規定のポイントに達し、景

品と交換をされております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） １番、加藤議員。 

１  番（加藤 泰久） この制度が３年たった中で、今年度、リニューアルしたというこ

とですが、その内容、リニューアルした内容について質問いたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） リニューアルを今年度からさせていただきました。大幅なリニュ

ーアルということで御理解をお願いいたします。 

 内容につきましては、４点あります。 

 まず、１点は、これまで２年間としていたポイントの有効期限を撤廃したということであ

ります。ずっと継続してポイントとして加算されていくというふうにさせていただきました。

これまで年１回としていました景品の交換時期を、ポイントがたまったごとに随時行えるよ

うに変更いたします。３点目といたしまして、今議会でも質問が出ておりました活動量計を

使ったウオーキングをポイントの対象に追加したということであります。４点目といたしま

して、景品にクオカードを追加し、選択肢を広げたということであります。今までは、大芝

高原内の利用券ということのみでありましたけれども、クオカードを追加して選択肢を広げ

た。この四つが主な制度の見直しの改正点、リニューアルの点でございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤泰久議員。 

１  番（加藤 泰久） そうした中で、このリニューアルされたポイント制度が、それぞ
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れの健康、個人で行うわけですが、その報酬、お駄賃としていただけるということでござい

ますので、そのポイントが体力づくりの講座とかセミナー、講演会の受講、健康診断の受診

などでポイントがたまると言いますが、それぞれの講座等のポイント数は幾らであるのかと、

またポイントの引きかえの景品は何であるか。これを質問いたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ポイントの内容であります。 

 いろんなポイントがつくようになっております。詳しくは５月号村報の折り込みの中で、

まっくん健康ポイントという折り込みをさせていただきました。それを見ていただければと

いうふうに思います。 

 まずは、講座やセミナー、講演会への参加された場合であります。これは１ポイントから

５ポイントということで、その内容によって異なっております。１ポイントの部分、最低の

部分につきましては、ピンキラ歩こう会等のＯＢ会で、月に１回やっておるとか、そういっ

た事業へ参加した場合が１ポイント。それから、最高の５ポイントにつきましては、出前講

座だとか健康講演会に出席した場合は５ポイントというポイントが付与されております。そ

れから、各種健診を受診された場合、これがかなり高ポイントになっております。10から15

ポイント、健診の内容によって差はありますけれども、10から15ポイントということで付与

ということであります。それから、わくわくクラブ、村でも推進しておりますので、この会

員になった人につきましては10ポイントということで、まずは会員になったことによるポイ

ント付与ということであります。活動量計を使った場合、新しく加えた面でありますが、１

日8,000歩以上歩いて１ポイントということであります。したがいまして、毎日8,000歩以上

歩きますと月に30ポイント、これは大変なことかなという思いはありますけれども、そんな

ポイント付与ということであります。 

 規定のポイントを100ポイントとしております。景品とこのポイントを交換するようにし

ておるところでございます。1,000円の大芝の利用券か、コンビニや、あるいは指定された

商店で使えるクオカード、どちらでも選択できるようにということで、その選択の幅も広げ

たところであります。 

 したがいまして、今まで２年間ということで流れてしまったポイントというのが、これか

らは流れることなく加算されていくということでありますので、ポイントの交換もふえてく

るんじゃないかというふうに考えておるところでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

１  番（加藤 泰久） このポイントが明確になることによって、それぞれの皆さんが

個々で一生懸命健康増進に邁進するかと思います。 

 続いて、国民健康保険を使わなかった不使用者、この方へのポイントはということで質問

するところでありますが、国民健康保険料が高くなったと言われておりますが、医療費の高

騰が原因と思われております。お医者にかからぬ健常者は、ウオーキングをしたり、テルメ

へ通ったり、ジムに通ったり、日常、健康に対する個々の努力の結果であると思います。ま

た、少しの風邪でも家庭常備薬を使用せずに、医者に行って薬をもらったほうが安いという

ような考えの方もいると聞いております。健康保険の不使用者、健康保険を使わなかったと

いう健康な方は、日常の健康への努力がかなりなされていると思います。その方には、努力



 

120 

賞としてのポイントをあげるようにしていただきたいと思うところでありますが、いかがで

しょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 国民健康保険不使用者へのポイントの付与の御質問であります。

加藤議員からは、たびたびこの質問を受けておるところでもあります。 

 健康保険というのは、早期に医療機関を受診することで重症化を防ぐということが大切な

目的となっておるところであります。一方、健康ポイント事業というのは、健康を増進する

ための取り組みをみずから能動的に実施していただく、習慣づけをしていただく、このこと

を目的としております。そのため、現在の事業内容を充実させ、健康寿命の延伸につなげて

まいりたいということで充実させていただいたところであります。それと、保険というのは、

国民健康保険だけではなくて、社会保険もあるわけでありますので、この辺はなかなか難し

い部分もあります。 

 したがいまして、国民健康保険不使用者へのポイント付与というのは現状では考えていな

いところであります。たびたび御質問をいただいて、大変申しわけない回答を毎回しておる

ところでありますけれども、そんなことで考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

１  番（加藤 泰久） 次に、活動量計の制度が開始されまして、先ほどもポイントが知

らされ、また、昨日、同様の質問をなされておりますので、この機器購入、5,000円から

5,500円というように報じられておりますが、これに補助はあるのかどうかということと、

補助をつけていただきたいと。運動習慣や健康維持や健康チェック、この健康意識が高まる

よい制度だと思っております。また、この制度がより広く広がるように、村民、皆が知るよ

うに、各区の回覧板等での村民への推進をしてはいかがかと思いますが、その点について質

問をいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 活動量計の質問でございます。今議会でも何人かから御質問をい

ただいておるところでございます。 

 運動習慣を意識づけたいという願い、それから、いわゆる歩くということは大変健康に大

切なことであるということで、この活動量計の購入をさせていただいたところでございます。

この活動量計には、昨日もお話し申し上げましたけれども、いろんな機能を備えており、健

康チェックができるようにということで、そんな機器になっておるところでございます。 

 現在まで48人の購入希望者ということで伺っております。まだまだ少ないなということだ

ろうと思っております。回覧等で周知をしたらということでありますので、この辺につきま

しては、さらにいろんな機会を捉えて、周知をしてまいりたいなというふうに思っておりま

す。随時購入可能ということでありますので、回覧につきましても検討をさせていただくと

いうよりも、これはすぐにできることでありますので、やっていきたいというふうに思いま

す。 

 それから、機器に補助をという御質問であります。 

 これは、歩くことによりまして意識づけをし、さらに健康ポイントを付与ということで、

そういった景品の部分もありますので、補助という考え方は持っていないところでございま
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す。そんなことは御理解をいただきたいということで、これを購入して歩いていただいて、

毎日8,000歩歩いていただくと、大体４カ月に1,000円、１年に3,000円ということで、１年

半ぐらいでもとはとれますので、そんな考え方でいるところでございますけれども、何より

も、健康維持という部分を目的としておりますので、そんな御理解は村民の皆さんに得てい

きたいなというふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

１  番（加藤 泰久） 次に、この制度に若者向けの、先ほど出ましたクオカードをとい

う話がありましたが、その説明をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） クオカードということで、今までは大芝共通利用券1,000円分の

景品だけでありましたけれども、今、一般的にクオカードというのが使用されております。

コンビニや提携のデパートなどで使える市販されているクオカードでありますけれども、こ

の1,000円分を想定しております。そうしたことによって、若者にも活用できるんではない

かなという考え方であります。景品は選択性にしておりますので、多くの方の参加をお願い

したいというふうに思っておるところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

１  番（加藤 泰久） やはり、この制度を利用して、個々の皆さんが健康意識を高めて、

健康で過ごせるようにということを願うところであります。 

 続きまして、松くい虫防除対策はということで質問をいたします。 

 大変、松くい虫被害が広がっている中で、近隣でも大変見るところであります。松枯れの

処理状況はどうであるかということを質問いたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 松くい虫の被害の御質問でございます。 

 これ、大変大きな問題となっておるところでございます。 

 上伊那管内の部分では、平成７年、中川村で被害を確認されたのが最初でありまして、現

在は北上しておりまして、上伊那北部地域へ拡大をしてきており、辰野町でも見られるよう

になったところであります。ただ、中川村等々におきましては、平成15年がピークとなり、

現在は被害が出にくい状況となっておるというのが実態でございます。松くい虫につきまし

ては、１回蔓延して、弱った松が枯れてしまうと、あとはまた被害がかなり減ってくるとい

う状況になっております。徐々に北上してきておるということで、飯島や駒ヶ根市が平成20

年から21年がピーク、こんなこととなっております。 

 駆除の状況でありますけれども、本村の状況は被害木は518本、被害量が747立方、駆除本

数につきましては147本で、駆除量は288立方となっております。本村でも、当初は全木処理

をしておりましたけれども、なかなか処理量が多くなってまいりまして、年とともに被害が

拡大してきております。そういった中で、駆除量の割合というのは減少してきておるという

のが実態でございます。本当に蔓延した地域につきましては、既に何もしないという地域も

あるわけであります。この問題、いろんな対策をとっておりますけれども、今、話題となっ

ているのが、空中防除がいいのか、悪いのかという、こんな議論もあるところでございます。
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本村の状況はそんな状況でございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

１  番（加藤 泰久） いずれにしても、速やかな処理ということが必要かと考えますが、

これは予算の関係もございますので、今、村長からの数、本数の説明はありましたが、現状、

また今後についてはどのように対応していくかということについて、説明をお願いします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 今後の対応状況であります。 

 村は、森林監視員２人により、定期的な見回りや住民の方からの通報、職員によるパトロ

ール等によりまして、情報を収集しておるところであります。 

 現在確認されている本数につきましては130本、被害量は約200立方が確認されておるとこ

ろであります。被害地域につきましては、主に久保、南殿、田畑、神子柴地区に多くあり、

他の地区にも被害が点在しております。 

 被害が増大するとともに、予算的にも村内の全枯損木の伐倒駆除が困難な状況になってお

り、村では森林協議会というのを設置しております。その森林協議会で協議していただきま

した。その中で、被害拡大を防止する地域とそうでない地域に分けております。大芝村有林

内や大芝村有林内からおおむね２キロ、この地域は全て伐倒駆除をしていくという区域。ま

た、通行の安全を確保するため、道路沿いや人家に近いところを優先的に伐倒駆除というこ

とで区域を決めて定めておるところでございます。優先的にそういった地域をやっていきた

いということであります。 

 今年度も業者が決定いたしましたので、優先順位を見ながら、50本程度を今月中に伐倒駆

除できる、そういった体制を今組んでおるところでございます。ただ、民有林の場合には、

なかなか所有者の同意ということがありますので、このことが大前提になります。したがい

まして、この区域内におきましても進まないという場所もありますけれども、できるだけ早

く処理するように努めておるところであります。 

 大芝高原につきましては、これは前々から申し上げておりますけれども、全国でも珍しい

赤松林であります。と同時に、先人の方々が守り抜いてきた大芝高原の赤松でありますので、

何とか守っていきたいと。枯損木につきましては、発見次第、即伐倒駆除を速やかに行って

おります。３巡目となっております薬剤の樹幹注入、ことしは660本を予定しておるところ

であります。この樹幹注入につきましては、来年以降も計画的に行っていく予定とはなって

おります。薬注の効果という、年々期間が延びてきております。今５年という部分でやって

おりますので、お願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

１  番（加藤 泰久） この松枯れ木の個人が業者へ依頼しての処理や、結局、松が枯れ

てなくなったところに樹種転換への植林というようなことがある中で、これに対する補助は

あるのか、ないのか。また、もう一つは、こういうものに県の森林税が活用できるのか、で

きないのか。その辺をちょっと説明をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 枯損木の処理に関しての補助でございます。 
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 個人での枯損木の処理の補助というのは、今のところないということでございます。村に

つきましては、国庫補助を使って処理しているというのが現状でございます。国・県補助の

活用をしておるということでございます。ただ、全木駆除ができないところが課題となって

おるところでございます。 

 今年度から、県の森林づくり県民税が継続され、更新されました。有効な事業推進に向け

て、県民税の具体的な使途の基本方針が決定されたところでございます。この中では、防

災・減災及び住民等による利活用のための里山等の整備、こういったことが充実されたとこ

ろでございますけれども、松枯れの補助に関しては入っていないというのが実態であります。 

 さらに、国の動きを若干申し上げておきたいと思います。 

 平成36年度から森林環境税がスタートし、１人1,000円課税となってまいります。これは

もう既に決まっております。課税に先立って、平成37年度から平成44年度までの森林環境税

の収入の一部を前借りをする、こういった形で、平成31年度から、来年度からでありますけ

れども、森林贈与税ということで交付されるということになっております。この森林税を前

借りしながら、平成31年度から始めるということであります。31年度、33年度までは200億

円、34年度、35年度が300億円ということで前借りをすることになっておるところでありま

す。 

 これ、私有林の人工林面積、林業就業者数、人口などの配分基準により、贈与税として市

町村へ配分されるということであります。人口の配分基準が入っておりますので、東京都だ

とか人口の多いところはかなりの配分になるというふうに考えております。本村、ざっと計

算してみますと、大体150万円程度かなと、私有林の人工林が少ないということ、林業従事

者が少ないということ、そんなことが影響しております。主は人口という、この部分の配分

が主になっておるところであります。したがいまして、これをどういうふうに活用していく

かというのはこれからの問題でございますので、そういった詳細を見ながら、また詰めてま

いりたいなというふうに思っております。いずれにしても森林贈与税を活用していかなけれ

ばなりませんので、有効な活用の仕方を検討してまいりたいというふうに思っております。 

 枯損木の補助は今のところないわけであります。これ、本当にこれが広がっていくと、も

う手がつけられないという状況になります。これはいたし方がないというふうに思っている

ところでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

１  番（加藤 泰久） これは、松枯れが終息するということはなかなか難しい中で、松

林が消滅するまで待つしかないか、そんな感じでおります。 

 続きまして、村開発公社への村のかかわりについて質問いたします。 

 新聞によりますと、公園や林の管理に多額の費用を要するというようなことが報道されて

おりました。その多額の費用というのは、具体的には幾らぐらいかというようなことでござ

います。開発公社への指定管理の委託や、予算も議会の議決を受けている中で、その話題に

ついて、開発公社に委託してあり、理事会は評議員会で議論されているので、運営や業務内

容について議員が口を出すことではないというような意見も議員の中にはあります。 

 しかしながら、29年度決算において赤字であったと聞きます。29年度一般財団法人南箕輪

開発公社の経営状況報告によると、事業全体の税引き前当期損益は184万5,276円のマイナス、
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赤字と報告されました。赤字の要因につきましては、私が考えるに、観光業務では天気、天

候に左右されやすく、難しい運営や業務である。また、味工房増築工事が12月から３月まで

の間に行われ、その間の休業もあり、大きな影響があったと考えられております。また、一

般財団化に伴い、過去の残額が、公益目的支出実施事業の関係が、３月31日をもって事業が

完了したことも影響をしているのではないかと思うところであります。 

 公園や林の管理に多額の費用を要したとの新聞報道で、村民が新聞を見る中で、具体的に

金額が幾らか、そんなような声も聞かれております。私も、議会の一般財団法人、開発公社

の経営状況についての報告で数字を知ったところであります。スポーツ施設や公園、林は、

村民の健康といやしの森の意味で、健康増進に使われるものであり、ほかの一般財団法人の

利益追求の施設とは多少異なると思うところであります。新聞を見た村民にわかるように、

この金額等の説明をお願いするところであります。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 開発公社の質問でございます。 

 まず、公社の経過と開発公社の性格であります。 

 一般財団法人南箕輪村開発公社は、南箕輪村が策定する村長期計画に基づき、保健、休養、

スポーツ等の施設の経営を行い、近代的、文化的な村の発展を促進し、住民の健康と福祉の

増進に寄与することを目的に設立された、いわゆる第三セクターの一般財団法人が最初であ

ります。これは昭和47年８月１日に設立されております。制度改正に伴いまして、平成26年

度から一般財団法人へと移行したところでございます。この間、地方自治法の施行上の改正

によりまして、指定管理者制度が設けられたことによりまして、平成18年度から大芝公園や

公園内の各施設並びにみんなの森について、村から指定管理を受けて、管理を行っておると

ころであります。ここで、本来の開発公社の財産というのは大芝荘だけでございます。これ

は開発公社の財産であります。今、大芝の中にあります大芝の湯、味工房、公園ももちろん

でありますし、コテージもそうでありますし、セラピーロードもそうでありますが、これは

村の公の施設ということになっております。したがいまして、村が管理、運営をしてくこと

が基本でありますけれども、より事業の効率化を求めまして指定管理という、自治法の改正

によりまして指定管理を受けておるということであります。 

 今議会にも報告してありますが、公園管理事業として区分している事業が、この公園や林

の管理に係る部分であります。この中には、もちろん公園内の公衆トイレにかかる経費とい

うのも含まれておるところでございます。これの中にも、もちろん陸上競技場や運動施設の

維持補修費だとか、プールの光熱水費だとか、あるいは陸上競技場の夜間照明の費用だとか、

もろもろのものが含まれておるというふうに御理解をお願いしたいというふうに思います。 

 こういった中で、平成29年度の公園管理事業にかかる経常経費につきましては、3,463万

8,269円ということであります。事業収益は、運動施設の使用料約750万円ということでござ

います。この差額を村からの指定管理受託料で埋めておるというのが実態でございます。ほ

かの施設、例えば、大芝の湯では１億4,000万円ほどの売り上げがあります。味工房では

6,000万円という事業収益があるわけでありますけれども、公園管理の使用料というのは約

750万でありますので、その差は大きくなってきておるということでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 
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１  番（加藤 泰久） 公園管理業務を、管理事業を指定管理事業から外して、これは使

用料等の収入から見ると、当然赤字、管理費のほうが高くなることは目に見えておりますの

で、これはまた村民の憩いの場として、健康増進の場としての目的がありますので、これは

指定管理の件から分離してやったらどうかというような考えがありますが、その点について

はどうですか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 分離しては、公園部分だけは分離してはというお話でございます。 

 以前は分離しておった時期もあります。公園やみんなの森の管理について、全般の管理と

いうことで、大芝管理事務所に村の職員を置き、村が直接行っていた時代というのもあるわ

けであります。収入は村の一般財源収入ということにしておりました。支出も村の一般財源

で対応してきたということであります。 

 なぜ一緒にしたかという部分でありますけれども、村の職員が上に行って、教育委員会と

離れておりますので、その不都合さもあるわけでありますし、上とのかかわり、運動施設

等々につきましては、開発公社のかかわりも大きく、合宿等の調整とか、いろいろかかわっ

てくるわけでありますので、そういったことを含めまして、村民の皆さんがより利用しやす

い形ということで、公園、スポーツ施設を上で一元管理をすることとしたところでございま

す。それに伴いまして、公園管理も一元管理ということでお願いした経過があるところであ

ります。村といたしましては、効率化、合理化ということができたんではないかと思ってお

るところでございます。 

 ４年間指定管理というのがあります。したがいまして、この３月議会でお認めいただきま

して、この４月１日から４年間は開発公社でということでお決めいただいておりますので、

これは既に契約してありますので、この４年間はそういうことはできないということであり

ます。 

 同時に、私も若干申し上げましたけれども、この４年間の間に、大芝のあり方、もう一検

討していく必要があるということを申し上げました。大変難しい問題でありますけれども、

このままでいいのか、あるいはほかの指定管理、ほかの部分で任せていくことがいいのか、

そこら辺を含めて、検討、指示をしてあるところでございます。 

 ただ、公園というのは約50ヘクタール、みんなの森を含めてあるわけであります。この管

理というのは大変な、多額な費用を要します。これはいたし方がないと考えておるところで

あります。この効率化も図っていかなければならない、そう思っておりますけれども、公園

を含めての管理という、ほかの部分という、これはなかなか難しいのかというふうに思って

おります。開発公社の大芝荘、これの指定管理として受けてくれるところがあるのか、ある

いは直売所や味工房を受けてくれるところがあるのか、大芝の湯を受けてくれるところがあ

るのかという、そういった相対的なことをこれから検討を始めてまいりますので、そんな点

もよろしくお願いしたいと思います。 

 大芝の湯につきましても、ふれあいプラザという施設を併設しております。これも健康管

理のためにつくった施設であります。これがなければ、大芝の湯は赤字にはならないという

状況であります。これに本当にお金もかかります。人を常時置いておかなければいけません、

監視のために。それから、水道料だとか、いろんな光熱水がかなりかかってまいります。そ

ういった部分は健康管理ということで考えておるところでございます。 
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 いずれにいたしましても、このままでいいかどうかという部分につきましては、村民の皆

さんの大きな議論をしていただかなければというふうに思っております。大芝公園は村有林

であります。その中にそういった業者が入っていいのかどうかというのはいろんな御意見が

あると思いますので、その辺を勘案しながら、村でも精力的に検討してまいるということで

今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（丸山  豊） 加藤議員。 

１  番（加藤 泰久） いや、時間がなくなっちゃったな。 

 それはまた、それじゃあ、これから４年間という中で検討して、また二の矢、三の矢で質

問していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それで、職員が増加していることの中で、作業や事業が合理化されているかということで

ありますが、調べてみますと、従業員、大芝にかかわる従業員については、大芝荘が正社員

４人、臨時社員が９人、アルバイトが13人、大芝の湯については、正職員１人、臨時が８人、

アルバイト18人、味工房においては、正社員１人、臨時が１人、アルバイト32人、カフェに

おいては、正社員１人、臨時職員１人、アルバイト10人と、このように従業員数がなってお

りますが、この従業員数の比率からいうと、正職員の担当の臨時従業員、アルバイト従業員

への接客やその他の指導が大変重要かと思われておりますが、この作業の合理化や効率化に

ついては、それぞれの努力をしているかということを質問いたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 開発公社につきましては、正社員を多く採用するわけにはまいり

ません。これ、経営との兼ね合いがありますので、臨時か、ほとんどアルバイトという皆さ

んに依存しているところでございます。これはやむを得ないというふうに思っております。 

 その中で、接客等々につきましては、常に研修をしながら行っておるところであります。

まだまだ至らない点もあろうかと思いますが、これはしっかりと指導してまいりたいなとい

うふうに思っております。 

 正規職員、今、加藤議員言いましたけれども、大芝荘を除いたほかの施設の正規職員とい

うのは３人であります。この３人で、大芝の湯、味工房、カフェ、公園管理、全てやってお

るということでありますので、なかなか大変だなという思いもしておるところであります。

この辺は、公社の理事長としてしっかり目を通してまいりたいというふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

１  番（加藤 泰久） 時間が迫っておりますので、ほかの文書を飛ばしまして、４番の

経ヶ岳バーティカルリミットを顧みてということの中で、村の三大イベントの一つである経

ヶ岳バーティカルリミットが、天候にも恵まれて、大勢のスタッフの協力により、全国より

大勢の選手が集まり、成功裏に第４回大会が終了できたということで、大変うれしく思って

おります。 

 その中で、村民の参加が少ないという大会であったわけでございますが、今回、キッズレ

ースの企画をされ、93人がエントリーし、大勢の小学生が参加でき、地元の南箕輪の小学生

がもっと多く参加してほしいなということを望むところであります。近くの大芝公園で実施

され、また父兄の同伴がなくても、１人で大芝高原へ行くことができる中で、これ、継続的
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に参加して、自分の記録とか、体力増強を体験できるいい機会だと思っておりますので、し

かし、一般の方は、インターネットでのエントリー、申し込みとなっておりますが、小学生

においては大変なことであるかと思いますので、学校の協力をいただき、申し込みができな

いかというようなことを教育長さんに質問いたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 経ヶ岳バーティカルリミット、小学生の多くの参加をということ

でございます。 

 小学生のレース、キッズの小学生レースがスタートしたのは、ランナーが経ヶ岳へ動いて

いる間に、待つ間の時間を有効にという、楽しくというということでございますけれども、

今、お話がありましたように、通常の申し込み方法はランネットということで受け付けをし

ておりますけれども、キッズ小学生レース、特に村の中の小学校２校には、直接、全校児童

に開催の案内をして、申し込みを受けているというところでございます。あくまで希望とい

うことでございますので、その点は大事にしながら、役場で直接受け付けをしているという

ことであります。 

 ただ、大会当日は、御存じのように、上伊那郡の小学生陸上競技大会が開催されておりま

す。もう回数的には53回でしょうか、を重ねてきておるので、そことの日程調整が非常に苦

しいところかなというふうに思っております。 

 その中で、ことし87名の参加、昨年度よりも増ということでございますので、子供たちの

本当、走る喜びとかを大芝の森で感じていただければというふうに思っているところでござ

いますので、御理解を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（丸山  豊） 加藤議員。 

１  番（加藤 泰久） １人でも多くの小学生が、それぞれの学校行事もある中で、土曜

日ですか、土曜日ですので都合をつけて、自分の思い出の１ページになるようなふうに続け

ていって、体力増進につながってほしいと思うところであります。 

 もう一つ、これも以前からお願いした質問でありますが、参加選手に大芝の湯の無料券を

ということでございますが、ことしも競技終了後、私も大芝の湯に入浴いたしましたが、選

手は汗を流して、マッサージをして、速やかに出ていくということで、大勢の入浴客がいた

わけですが、混雑もなく、スムーズな流れであったと見ております。1,000枚のパンフレッ

トより1,000人の口コミのほうが宣伝効果は大きいかと思うところであります。 

 入浴中にも、遠方からの選手から聞かれたことでありますが、それぞれの皆さんが車で来

たり、いろいろしておりますので、コテージ、バンガロー、オートキャンプ場の料金は幾ら

だと聞かれたわけですが、私はちょっと答えることができませんでしたが、やはり一連の施

設の料金の一覧表というようなものもつけることが必要じゃないかなと思っております。い

ただいたパンフレットの裾のほうに、本当によく見なきゃというぐらいの小さい字で、使用

料、利用料が書かれておりましたが、一連の施設の料金の一覧表というものが必要じゃない

かなと思われました。 

 そんなことで、大芝の湯の無料券の提供を要望するものであります。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 
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村  長（唐木 一直） バーティカルリミットを成功裏に終わらせることができました。

加藤議員にも大会に出場していただいて、毎回出場していただいており、本当に頭が下がる

思いでございます。 

 大芝の湯の部分であります。 

 今のところ考えていませんけれども、来年は第５回目、５回となりますので、連続出場等

の賞あたりを今後考えていかなければならないのかなというふうには考えております。そう

いったことを含めながらということでございます。 

 また、この大会には、多くの皆さんの御協力をいただいております。スペシャルパーティ

では、多くの協賛品をいただいて、料理等もほとんどそれで賄っておるというような状況で

ございます。ありがたいなというふうに思っております。こういった関係を大切にしてまい

りたいなというふうに思います。 

 全員の入浴券ということは、今のところは考えていないところであります。 

 料金等につきましては、担当課長もいますので、来年から工夫がなされるんじゃないかな

と思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

１  番（加藤 泰久） パーティでも、地元料理等を皆さんが堪能して帰られ、また来年

の大会にも参加したいというような約束をしていただいております。ますますこの大会が、

大勢の参加者を得て発展することを望むところであります。 

 以上で、私の質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、１番、加藤泰久議員の質問は終わります。 

 以上で一般質問を終わります。 

 明日15日の会議は、議事の都合により、特に午後３時に繰り下げて開くことにいたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれで散会いたします。 

事務局長（小澤 久人） 御起立願います。礼。〔一同礼〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまでした。 

 

   散会 午前１１時５６分 
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議 事 日 程（第４号） 

平成３０年６月１５日（金曜日） 午後３時００分 開議 

 

第１ 請願・陳情の採決（審査結果の委員長報告）             質疑～採決 

 

第２ 発議第１号～第２号                        提案～採決 

 

第３ 議案第１号～第10号                        討論～採決 

 

第４ 継続調査事項の採決 
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会議のてんまつ 

平成３０年６月１５日    午後３時００分 開議 

 

事務局長（小澤 久人） 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（丸山  豊） お疲れさまです。 

 ただいまの出席議員数は10人です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開

きます。 

 会議に入る前に御報告いたします。 

 田中地域づくり推進課長が、所用のため、本日欠席する旨の連絡がありました。 

 本日、意見書案が提出されました。それに伴い議会運営委員会が開催されておりますので、

議会運営委員長の報告を求めます。 

 大熊議会運営委員長。 

議会運営委員長（大熊 惠二） 皆さん、こんにちは。 

 議会運営委員会より御報告を申し上げます。 

 本日、意見書案が提出されたことに伴いまして、先ほど議会運営委員会を開かせていただ

きました。次のように決定をいたしましたので、御報告を申し上げます。 

 本日提出されました請願に伴う発議２件を本日の会議日程といたします。 

 以上で、議会運営委員会報告とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。 

議  長（丸山  豊） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、発議２件を本日の会

議日程といたします。 

 日程第１、請願・陳情を採決いたします。 

 総務経済常任委員会付託の請願・陳情の審査に関し、常任委員長の報告を求めます。 

 小坂総務経済常任委員長。 

総務経済常任委員長（小坂 泰夫） 総務経済常任委員会より、本委員会に付託の陳情を審

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します。 

 報告書の順に報告いたします。 

 「米の生産費を償う価格下支え制度を求める陳情」につきまして、審査結果は趣旨採択で

ありました。 

 まず、この３件とも、平成30年６月４日、６月議会の開会初日、本会議終了後、役場第一

委員会室において、委員５人全員の出席により審議いたしました。 

 この陳情第13号につきましては、採択が１、趣旨採択が３で、採択は、米価の価格保証を

すべきではないかということで採択という意見でしたが、趣旨採択の３人は、農業政策全体

の中で、米の生産費を償うといいますか、こういった米の政策だけではなくて、何が農家に

とってふさわしい政策なのか、今後の政府動向を見きわめる必要があるということで、趣旨

は採択できるが採択までには至らないという結果でありました。 

 続きまして、陳情第２号「「緊急事態条項」を新たに憲法に設けないことを求める意見書

提出に関する陳情」につきまして、審査結果は不採択であります。 

 ４人全員が不採択ということで、国家の防衛上、高度な判断を必要とする内容で、自治体
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議会が意見書を上げる類いのものではないという判断理由からであります。 

 続きまして、「憲法原理に反する改正提起と自衛隊明記の自民党改憲案に反対の意見書提

出を求める陳情」につきまして、審査結果は不採択です。 

 この背景としましては、昨年12月議会で、当委員会並びに本会議ともに不採択した以前の

陳情書の内容とほぼ同様なこと、また、一政党である党の改憲案について、例えば、他党、

複数党の改憲案について、地方自治体議会がそれぞれ審議することがふさわしいのかどうか、

そういったことを全委員が懸念しながらも今回審議を行いました。結果、不採択４人であり

ますけれど、改憲すべきか否かも含めて、国会、国民が今こそ向き合って検討していくべき

という点など、陳情の大方の内容に同意できないのが理由でありました。 

 以上、当委員会の審査報告であります。 

議  長（丸山  豊） 委員長報告に対する平成29年陳情第13号「米の生産費を償う価格

下支え制度を求める陳情」の質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 平成29年陳情第13号の討論を行います。 

 先に、委員長報告に対し反対の討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成の討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 平成29年陳情第13号を採決いたします。 

 この陳情に対する委員長報告は趣旨採択です。この陳情を委員長の報告のとおり趣旨採択

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 起立全員であります。 

 したがって、平成29年陳情第13号は趣旨採択とすることに決定いたしました。 

 続いて、委員長報告に対する陳情第２号「「緊急事態条項」を新たに憲法に設けないこと

を求める意見書提出に関する陳情」の質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 陳情第２号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 反対の討論があったら、お願いいたします。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成の討論はありませんか。 

 ８番、三澤議員。 

８  番（三澤 澄子） ８番、三澤です。 

 ちょっとこの陳情の内容が長く書かれておりますので、全部読み上げることはしませんけ



 

133 

れども、やはり趣旨に書かれている緊急事態の概念が不明確であるということの中で、国民

代表機関である国会のコントロールが及ばない危険性がある。内閣の権限が極度に肥大化し、

立憲主義を脅かす危険があるというような、この基本的なところについては、そのとおりだ

なと、この文面を読めばわかることだというふうに思いますし、まず一番先に国民の安全に

かかわることなので、一自治体で判断できないという問題ではないというふうに思います。

採択すべきだというふうに思います。 

議  長（丸山  豊） ほかに討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） これで討論は終わります。 

 陳情第２号を採決いたします。 

 この陳情に対する委員長報告は不採択です。この陳情を採択することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 起立少数であります。 

 したがって、陳情第２号は不採択とすることに決定いたしました。 

 続いて、委員長報告に対する陳情第４号「憲法原理に反する改正提起と自衛隊明記の自民

党改憲案に反対の意見書提出を求める陳情」の質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 陳情第４号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 反対の討論があったら、お願いいたします。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成の討論を。 

 ８番、三澤議員。 

８  番（三澤 澄子） ８番、三澤です。 

 先ほどと同じですけれども、やはりこれは憲法議論に関することでありますけれども、よ

く読めばそのとおりだなという文書だというふうに私は思っております。 

 憲法99条で憲法尊重擁護の義務というのがあります。この99条は、国務大臣、国会議員、

裁判官その他の公務員というふうにありますけれども、やはり地方議会の長もそうですし、

公務員もそうですし、私たち議員も、やはり同じように憲法を擁護するという義務があると

いうのがこの基本であります。これはどこに書いてあるかというと、第10章の最高法規であ

るという点であります。 

 そのことを踏まえて、これは５月３日付の信毎の社説であります。ちょっとここのところ

を引用させていただきたいと思います。自衛隊は違憲かもしれないけれど、命を張って守っ

てくれているというのは無責任だ。違憲論争に終止符を打とうと首相は言う。憲法に明記し

ても任務や権限は変わらないとも説明している。何も変わらないなら、憲法を改める必要、

緊急性は乏しい。政府は、自衛隊を合憲とし、多くの国民もその見解を受け入れている。曖

昧な条文の追加はかえって論争を引き起こす。そもそも今、９条改憲を論じられる状況なの
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か。南スーダン国連平和維持活動とイラク派遣での日報問題を見ると、うなずくことはでき

ない。存在しないとされた日報が残っていた。文民統制に対する疑念を生じさせているとい

うふうに書いてあります。そして、安全保障関連法を初め、首相が進めてきた防衛政策の転

換にも改めて目を向けたいということで、憲法解釈を変更し、この間、歴代政権が認められ

るとしてきた集団的自衛権の行使に道を開いた。海外派遣では、非戦闘地域の考え方をなく

している。戦闘の可能性があっても、現に起きていなければ活動できる。戦後、基本方針と

してきた専守防衛が変質している。違憲論争に終止符を打つどころか、むしろ安倍政権によ

って世論が分断され、対立が深まっている。このまま自衛隊を書き加えれば、さらに根深い

矛盾を抱え込むことになる。現状の問題点を洗い出し、歯止め確かなものにすることが憲法

論議の前提であるということで、この書いてあるとおりだというふうに思いますので、これ

を採択すべきだというふうに思います。 

議  長（丸山  豊） ほかに討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） これで討論は終わります。 

 陳情第４号を採決いたします。 

 この陳情に対する委員長報告は不採択です。この陳情を採択することに賛成の方は起立願

います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 起立少数です。 

 したがって、陳情第４号は不採択とすることに決定いたしました。 

 次に、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。 

 唐澤福祉教育常任委員長。 

福祉教育常任委員長（唐澤 由江） 委員会に付託された福祉教育委員長報告をいたします。 

 義務教育費国庫負担制度の変遷の歴史をたどると、教職員の確保と適正配置から、教職員

給与費をこれまで国が一貫して保証してきました。昭和28年から49年には、地方の教育条件

の整備のため、国は負担対象を拡大しました。昭和60年から平成16年、給料手当以外を一般

財源化されました。平成16年に、総額裁量性を導入し、これで正規を抑制し、臨時的任用が

多くなりました。平成18年、国庫負担率を２分の１から３分の１に変更。これによって、教

育水準の確保で就学援助費の国庫負担が打ち切られ、全額一般財源化で、県下でも格差が生

じることとなりました。学校司書は国庫負担の対象外、１時間だけや２校兼務の司書もある。

賛成３、反対２で採択とします。 

 「国の責任で35人学級推進と、教育予算の増額を求める請願書」については、長野県にお

いては、中３まで拡大されました。県標準どおりとは言えません。小学校において、専科教

員が配置されない。35人学級、教員が、臨任の教員が当てられるなど、課題があるといいま

す。義務標準法を改正し、小２以降の35人学級を推進し、30人学級を求めていくことが求め

られています。また、複式学級については、国の規準は、小学校は16人、中学校は８人、長

野県は、小学校８人、中学校８人となっております。教職員の定数は義務標準法に決められ

ており、長野県においての小学１年は35人、小２から中学３年までは40人として、学校の定

数が決められております。国による財源措置がされ、国庫負担３分の１及び地方交付税措置、

国の責任で35人学級が拡大すれば、県が単独でさまざまな加配措置、複式学級解消や非免許
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教科解消、生徒指導などをしているが、さらなる加配、例えば、専科教員の配置などが可能

となる。賛成３、継続審査２で、意見書採択となりました。 

 地方自治体の負担が２分の１から３分の２に変わり、その財源は自治体ごとの税収と地方

交付税で賄われます。義務教育費国庫負担金の減少額、代替財源の所得譲与税の比較ですが、

これは税収額が都会と地方では大きく違い生じ、不足する道府県では。 

議  長（丸山  豊） 簡潔にお願いします。 

福祉教育常任委員長（唐澤 由江） 地方交付税で調整されることになっております。 

 以上のことから、委員長報告といたします。 

議  長（丸山  豊） 委員長報告に対する請願第１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。 

 ２番、小坂議員。 

２  番（小坂 泰夫） ２番、小坂です。 

 私も片方の委員会の委員長をやっておりますので、委員長の報告としてちょっとふさわし

くないのではないかなと思いますので、ちょっと詳しくお聞きしますけれど、私たちの議員

必携には、この委員会の報告につきましては、討論内容を端的にわかるように報告していた

だくべきじゃないかなと。私に関しましても、自分の委員長の意見はともかくとして、反対、

賛成、両意見をわかるように報告いたしております。今の委員長のどちらの請願に関しても、

２件ともその請願を、この後、意見書の提出を願うという結果になっているんでしょうけれ

ど、反対だったり、継続を求める委員の考え方、意見につきましては全くわかりません。そ

の報告をぜひしていただきたいと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ６番、唐澤委員長。 

福祉教育常任委員長（唐澤 由江） 組織率が３割で、内容ですけれども、ワンパターンな

請願書を毎年出しても意味がないとか、地方分権といって、国から財源移譲し、自由度が高

まるのだと、しっかりこういったことは考えていくべきだというような話。それから、給料

は決まっていて、国が交付税だとしても、実際にきちんと使えるかわからない。憲法に保証

するようにきちんとひとしく保証するべきだ。皆さんとは見解の相違がある。村は恵まれて

いる。最低限のところを底上げするために組合運動があるというような具体的な意見はあり

ました。たまたまちょっと見解の相違がありまして、まとめて言ってしまいました。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 小坂議員。 

２  番（小坂 泰夫） 委員長さんの経験もある程度長いわけですから、今のお答えも、

何か、余りわかりにくいお答えでしたけれど、今後の報告に関しましては、もう少しわかる

ように、両方にひいきのないように報告をお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 



 

136 

 請願第１号の討論を行います。 

 先に、反対の討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成の討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 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（丸山  豊） 起立多数です。 

 したがって、請願第１号は委員長の報告のとおり採択とすることに決定いたしました。 

 続いて、委員長報告に対する請願第２号「国の責任による35人学級推進と、教育予算の増

額を求める請願書」の質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 請願第２号の討論を行います。 

 先に、反対討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 請願第２号を採決いたします。 

 この陳情に対する委員長報告は採択です。この陳情は委員長の報告のとおり決定すること

に賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 起立多数です。 

 したがって、請願第２号は委員長の報告のとおり採択とすることに決定いたしました。 

 日程第２、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「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。小澤事務局長。 

事務局長（小澤 久人）  朗読 

議  長（丸山  豊） 本案について趣旨説明を求めます。 

 ８番、三澤議員。 

８  番（三澤 澄子） ８番、三澤澄子です。 

 発議第１号の趣旨説明をいたします。 

 前日の一般質問でも、特別支援する子供たちが長野県は1.2％ふえているというお話もし、

それぞれ、県、村で手厚い支援をしていただいているというお話はいたしましたが、教育長

さんによれば、どの子もやっぱり特別な一人一人が大事にされる教育をしてもらいたいとい



 

137 

うか、そういうお話もございました。 

 そういう中で、やっぱり義務教育は原則無料ということに憲法でもなっております。 

 義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書を読み上げて説明といたします。 

 義務教育費国庫負担制度は、国が必要な経費を負担することにより、義務教育の機会均等

とその水準の維持向上を図るための制度として、これまで大きな役割を果たしてきたところ

です。 

 しかし、昭和60年から政府は国の財政状況を理由として、これまでに次々と対象項目を外

し、一般財源化してきた。また、平成18年「三位一体」改革の議論の中で、義務教育費国庫

負担制度は堅持されたものの、費用の負担割合については２分の１から３分の１に引き下げ

られ、地方財政を圧迫する状況が続いています。今のままでは、財政規模の小さな県では十

分な教育条件整備ができず、教育の地方格差の拡大が懸念される事態になっています。 

 そこで、平成31年度予算編成において、義務教育の水準の維持向上と機会均等、及び地方

財政の安定を図るため、下記事項を実現するよう強く要望します。 

 １ 教育の機会均等とその水準の維持向上のために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。 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出いたします。 

 よろしく御賛同をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 発議第１号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 反対の討論を先にお願いします。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成の討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 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（丸山  豊） 起立多数です。 

 したがって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 発議第２号「国の責任による35人学級推進と、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。小澤事務局長。 

事務局長（小澤 久人）  朗読 

議  長（丸山  豊） 本案について趣旨説明を求めます。 

 山﨑文直議員。 

３  番（山﨑 文直） 御苦労さまです。 
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 発議第２号の趣旨説明を行います。 

 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書の趣旨説明でございます。 

 先ほどの前案の討論の中にもありましたが、長野県では、既に小中学校全学年で35人学級

達成をしているということではありますが、国全体としてはまだそこまでに至っていないと

いう中で、実施をしている中でも、地方の財政負担が非常に大きいということで、そこに１

番と２番の趣旨の具体的な説明がありますので、それを読み上げて説明にかえさせていただ

きます。 

 １ 国の責任において計画的に35人学級を推し進めるために、義務標準法改正を含む教職

員定数改善計画を早期に策定し、着実に実行すること。また、そのための教育予算の増額を

行うこと。 

 ２ 国の複式学級の学級定員を引き下げること。 

 以上で趣旨説明といたします。 

 よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） これから質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 発議第２号の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 反対の討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成の討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 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（丸山  豊） 起立多数です。 

 したがって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

 日程第３、議案に対する討論、採決を行います。 

 議案第１号「専決処分事項の承認を求めることについて」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

 反対討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第１号を採決いたします。 

 議案第１号を承認することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第１号は承認されました。 

 議案第２号「専決処分事項の承認を求めることについて」の討論を行います。 

 反対討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第２号を採決いたします。 

 議案第２号を承認することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第２号は承認されました。 

 議案第３号「専決処分事項の承認を求めることについて」の討論を行います。 

 反対討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第３号を採決いたします。 

 議案第３号を承認することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第３号は承認されました。 

 議案第４号「南箕輪村税条例等の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 反対討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第４号は、原案のとおり可決されました。 

 議案第５号「南箕輪村財政調整基金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。 

 反対討論、賛成討論もございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 
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 議案第５号を採決いたします。 

 議案第５号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第５号は、原案のとおり可決されました。 

 議案第６号「南箕輪村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第６号は、原案のとおり可決されました。 

 議案第７号「平成30年度南箕輪村一般会計補正予算（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（丸山  豊） 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（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第７号は、原案のとおり可決されました。 

 議案第８号「平成30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（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第８号を採決いたします。 

 議案第８号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。 

 議案第９号「平成30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（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第９号を採決いたします。 

 議案第９号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 
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議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第９号は、原案のとおり可決されました。 

 議案第10号「南箕輪村村道路線の認定について」の討論を行います。 

 討論はございませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第10号を採決いたします。 

 議案第10号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。 

 日程第４、閉会中の委員会所管事務の調査の件を議題といたします。 

 総務経済常任委員長、福祉教育常任委員長及び議会運営委員長から、会議規則第72条の規

定により、お手元に配付のとおり、所管事務の調査事項について閉会中の継続調査の申し出

がありました。 

 お諮らいいたします。 

 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（丸山  豊） 異議なしと認めます。 

 したがって、総務経済常任委員長、福祉教育常任委員長及び議会運営委員長から申し出の

とおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 会議を閉じます。 

 ここで村長の挨拶を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 ６月定例会、12日間の会期、お疲れさまでございました。全議案可決決定をいただき、あ

りがとうございました。議案審議や一般質問でいただきました御意見、御提言は、今後の行

政執行に生かしてまいります。 

 この地域も梅雨入りとなりました。全国的には毎年災害が発生しておりますが、災害のな

いことを願っております。最近は、大雨警報や土砂災害特別警報の発令の機会が多くなって

きております。避難準備情報を発令する機会もあろうかと思いますが、村民の皆さんにしっ

かりと周知しながら、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、決算の状況を分析しながら、また平成29年度の事業を

総括しながら、平成30年度の事業の推進に全力で取り組んでまいります。 

 本年度最大の事業であります南部小学校増改築事業につきましては、今のところ、今月中

に臨時議会を開会し、工事請負契約の締結の議決をお願いする予定であります。ただ、文科

省からの内示がいまだ来ておりませんので、これを待ってということになりますので、その

辺はそんな御理解もお願いいたします。年度内に竣工させ、平成31年度４月入学に対応して

まいりたいと思っております。 
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 道の駅大芝高原の開駅を７月21日土曜日に予定しております。今、開駅に向け、道路改良、

案内標識等々、準備をしており、開駅式の式典には、議員全員の御出席をお願いしてまいり

ますのでよろしくお願いいたします。 

 大芝高原も、地方創生関連施設のリニューアル、道の駅の開駅により、一連の整備が終了

いたします。ソフト事業を充実しながら、さらににぎわいを求めていかなければならないと

思っております。 

 さらに、７月29日の日曜日には、初めてとなりますフラッグフットボール全国小学生選抜

大会を開催してまいります。最初が重要でありますので、継続して開催ができますよう、し

っかりと取り組んでまいります。全国的に南箕輪村を知っていただく機会になれば、ありが

たいことでありますので、この辺もしっかり準備をしてまいります。 

 また、８月には、村最大のイベントであります大芝高原まつりを開催していかなければな

りません。村の団結と村の元気を発信できればと思っておりますので、村民の皆さんの御協

力をお願いいたします。 

 イベントがかなり多くなってきており、職員も大変でありますが、協力体制をつくりなが

ら対応してまいります。同時に、行政の基本であります村民生活をしっかりと守り、村の活

性化のための努力してまいりますので、議員各位の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、閉会の御挨拶とさせていた

だきます。12日間、本当にありがとうございました。 

議  長（丸山  豊） これをもちまして、平成30年第２回南箕輪村議会定例会を閉会い

たします。お疲れさまでした。 

事務局長（小澤 久人） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまでした。 

 

   閉会 午後 ３時３８分 
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