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会議のてんまつ
平成３１年２月２８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。

外はあいにくの天気ですが、過ごしやすい日もあり、ようやく春を感じさせるころとなり
ました。
本日開会の定例議会は、31年度の事業や予算を審議する重要な議会であるとともに、平成
最後の、また私どもの任期の最後の議会でもあります。内容等しっかり議論、審議していた
だくことをお願いして、ただいまから平成31年第１回南箕輪村議会定例会を開会します。
会議に入る前に、報告いたします。原 悟郎議員から欠席する旨の連絡がありました。
ただいまの出席議員数は９名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開
きます。
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、２番、小坂泰夫議員、３番、山﨑文
直議員を指名します。
日程第２、会期決定の件を議題にします。
過日、議会運営委員会が開催されていますので、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。
本日招集されました平成31年第１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。次のように決定をいたしましたので、これから
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17件、報告２件であります。このうち議案第６号
は、議案審議の関係で即決とさせていただきます。請願・陳情につきましては、陳情４件が
提出をされております。
会期は、本日２月28日から３月15日までの16日間といたしまして、この間３月１日から３
月11日までと３月14日は本会議を休会とさせていただきます。また、最終日の15日の閉会時
刻につきましては、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報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
議

長（丸山

豊） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり決定することに御異議

ありませんか。
〔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３月15日までの16日間に決定しました。
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。
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唐木村長。
村

長（唐木

一直）

改めまして、おはようございます。〔一同「おはようございま

す」〕
平成31年第１回議会定例会を招集申し上げましたところ、お忙しい中、１人欠席でござい
ますけれども、御出席をいただき開会できますことに、お礼を申し上げます。
ことしの冬は、全国的に暖冬ということで平均気温も例年よりも高かったようであります
が、この地域では年明けから天候には恵まれたものの、厳しい寒さも続きました。北日本や
日本海側では大雪に見舞われた地域もありますが、おかげさまで、この地域は例年に比べ、
雪の降る回数や量も少なく、暮らしやすい年で安堵をしているところであります。まだまだ
寒い日はあるかと思いますが、少しずつ春の気配を感じられる季節となってまいりました。
さて、今定例会は、平成31年度の予算審議をお願いする議会であります。ここ数年は、子
供の増加に対応するため、子育て関連施設の整備に注力をしてまいりましたが、給食関連施
設を除き、おおむね整いましたので、平成31年度は普通建設事業費を若干抑制させていただ
きまして、財政面の体力の回復を図りながら、次のステップにつながる予算案とさせていた
だきました。その点はよろしくお願いをいたします。
まず、経済状況であります。
内閣府が先日公表しました2018年10月から12月期の国内総生産の速報値は、物価変動を除
く実質で、前期に比べ0.3％の増、年率換算は1.4％増で、２四半期ぶりにプラスとなりまし
た。これは、個人消費の増加や企業の設備投資の復調、輸出もプラスになったことが寄与し
ているようであります。景気は緩やかに回復しているとの見解もありますが、その反面、事
実上足踏み状態だったとの評価もあり、内需の柱である個人消費が依然として不安定なこと
や、中国経済の停滞による輸出の減速が挙げられております。また、今後の米中貿易摩擦の
行方やイギリスのＥＵ離脱問題を抱える欧州経済など、こうした世界経済の行方による日本
経済への影響が危惧をされているところであります。
国内を見ますと、いよいよ春闘の季節となってきました。連合と経団連のトップ会談では、
連合はベアを含む月例賃金の引き上げを強く求めたのに対し、経団連はベアを１つの選択肢
としながら、手当や賞与を含めた年中ベースでの引き上げを呼びかけました。先日、日銀松
本支店が２月の県内経済動向を発表しました。昨年の９月から６カ月連続で緩やかに拡大し
ているとの判断で、設備投資は増加し、個人消費は底がたく推移している。また、製造業の
生産が引き続き高水準、横ばい圏内で推移し、雇用、所得は着実な改善が続いているとされ
ておりました。
いずれにいたしましても、こういった経済の改善傾向が継続し、賃金アップにつながり、
個人消費の拡大が景気の好循環を生み出すことを期待するところであります。
このような中、本年度の村税収入の状況でありますが、個人住民税と法人住民税は緩やか
な景気回復による所得の増加、固定資産税は新築家屋や償却資産の増により、平成30年度の
村税は全体といたしまして22億4,000万円余と、29年度の決算額に対しまして、約7,600万円
の増収を見込んでおります。
その内訳でありますが、個人村民税につきましては、当初予算より約4,500万円増の８億
1,000万円を見込んでおります。その要因でありますが、先ほど申し上げましたように、緩
やかな景気回復のほか、人口増による給与所得者数の増加によるものであります。法人村民
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税でありますが、企業業績が堅調なことから、当初予算より約1,600万円増の２億2,700万円
を見込んだところであります。また、固定資産税は、９月定例会で補正をしておりますが、
当初予算より約1,500万円増の10億円余りを見込んでおります。
さて、平成30年度も残すところ１カ月となりました。本年度予定しておりました事業はお
おむね予定どおり実施できるものと考えておりますが、現在の村の情勢につきまして報告を
させていただきます。
２月18日、村の日に合わせまして、その前日の17日に議員の皆さんも御出席をいただき、
本年度の表彰式を開催させていただきました。各分野で村政発展のために御尽力をいただい
た４名の方を表彰させていただき、21名の方に感謝状を贈らせていただきました。先人の皆
さんがつくり上げていただいた歴史の上に、今、私たちがあり、表彰させていただいた方々
を初め、村民の皆様の御協力により現在の村の発展があると感じており、感謝を申し上げる
次第であります。
また、当日は、記念イベントといたしまして、文化団体の呼びかけにより、小学生の太鼓
演奏や演劇のステージ発表など、多彩な催しがあり、村の活気と活力が感じられる１日であ
りました。特に小学生のステージ発表は、村をもっと知りたい、村のよさを伝えたいという
思いがひしひしと感じられました。来場者の皆様からも、大変よかった、心に響くいいもの
を見せてもらったとの声が寄せられ、村の未来は明るいと感じられた一幕でもありました。
また、村の日の関連事業といたしまして、村内の小中学校、保育園及び介護施設での特別給
食の提供や、芝コンｉｎ大芝、なるほど・ザ地域フォーラムなどのイベントを開催いたしま
した。
そんな活力のある１日となったところでございますし、145年目に向かって、力強く歩ん
でいかなければならないと決意も新たにしたところであります。
既に報道で御承知のことと思いますが、先日、昨年１年間の人口動態に関する数値が発表
されました。県の数値としてでありますが、南箕輪村は99人の増加で、緩やかな増加傾向に
あり、県下では増加数は３番目、増加率は２番目でありました。自然増減では、増加したの
は本村のみでありましたが、１人の増加にとどまっております。平成29年も自然増は３人で
あり、少子化の波は確実に本村にも押し寄せてきております。危機感を持ちながら、さらな
る移住定住策に取り組んでいかなければならないと感じておるところであります。
一昨年は、県下で増加数トップ、増加率もトップということでありましたけれども、その
辺は若干後退をしたといいますか、増加数につきましては、スキー場を抱えているところが
この時期は外国人を含めまして、大勢の雇用というようなことで人口が増加する傾向という
のは毎年あるところであります。
地方創生関連事業につきまして申し上げます。
子育て女性再就職支援事業による再就職者数が、事業開始から本年１月までに109名にの
ぼり、順調な成果を上げております。
若者回帰・定住増進支援事業につきましては、来月春休みで帰省中の大学生及び高校生、
保護者を対象に地元企業を訪問するバスツアーを実施する予定であります。
移住定住関係では、全国に向けた村のＰＲを目的として、全国の小学校を対象にまっくん
ボールのレンタルを行っております。これまでに首都圏、中京圏、関西圏から貸し出し希望
があり、都内の小学校との連携を図っている東京大学を含む17校へ貸し出しを行いました。
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まっくんボールのレンタルに合わせまして、村のＰＲを記載した副読本を贈ることで、小学
生が村に触れるきっかけとなっております。
地域公共交通関係でありますが、伊那地域定住自立圏事業で取り組んでおります、伊那本
線につきましては、運行を開始した平成29年度は１便当たり利用者数が３人程度でありまし
たが、昨年の８月以降は、５人ほどとなってきており、圏域住民にも認知がされて、定着し
てきたものと考えております。今後も高齢者等への周知を図りながら、利用者の増加に努め
てまいりたいと考えております。伊那バスの独自路線であります西箕輪線につきましては、
これまでも運行補助をしてまいりましたが、赤字が続いているとして、昨年、伊那バスから
改めまして支援要請があり、伊那市、伊那バスとともに運行の継続を前提に検討してまいり
ました。４月１日からは、伊那市の地域公共交通協議会路線となりますが、村も村内の運行
分を負担しながら、土曜日の４便を削減して、西箕輪線の運行は継続をしてまいります。
高齢者福祉関係の事業であります。
認知症初期集中支援チームの活動の一環で、誰もがかかる可能性のある身近な認知症につ
いて知識を得る機会をつくり、暮らしやすい家庭や地域を目指すため、認知症を正しく知る
講座を開催しております。全３回の講座のうち、初回は公開講座として開催したところ、約
100名の参加があり、関心の高さが伺えました。今後も有意義な事業展開を模索していきた
いと考えております。
また、村の日の記念事業の一環として、２月14日に開催しました、なるほど・ザ地域フォ
ーラムには、約70名の参加がありました。講師からは、人と人とのつながりの貧困社会にな
っているとの話から、全国のつながりの事例紹介や村内で活動している団体や個人の活動発
表がありました。高齢者が安心して暮らせる地域づくりに向けて、今後も地域の活動を支援
してまいります。
次に、保育園関係であります。
幼児教育無償化に伴い新年度予算は、９月までの半年分の保育料を見込んだ予算となって
おります。給食費の対応につきましては、近隣の状況も参考にしながら、考えてまいりたい
と思っております。
保育園関係、さらに入所者数も固まってきております。昨年よりはるかに多い、保育園児
の入所の予定となっております。最終的には780名近くになるという、こんな数値となって
おるところでございます。
こども館の利用者数でありますが、順調に推移しており、平成30年度は、毎月延べ2,800
人以上が利用し、１月末時点で累計延べ人数は２万8,000人を超えております。毎週土曜日
には子供が楽しめるイベントや学習支援も開いております。
土地開発公社が進めてまいりました南原住宅団地の焼却灰撤去工事でありますが、昨年３
月で焼却灰の搬出作業と最終処分が終了し、６月までに焼却灰撤去後の埋め戻し作業が終了
しました。その後の利用といたしまして、住宅用分譲地の計画立案と公園や道路等の設計を
行い、造成工事を発注させていただきました。住宅地や公園、道路の造成工事は、ことしの
６月末には完了の予定で、平成30年度村の事業の繰越明許で行う公園に附随する遊具や東屋
などの工事は、７月には終了する予定であります。造成工事終了後、７区画の住宅用地を販
売していく予定となっております。おかげさまで、長年にわたり抱えておりました負の遺産
の解消を図ることができ、行政としての責任を果たすことができましたことは、ありがたく
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思っておるところであります。
産業関係であります。
５月には、計画しております経ヶ岳バーティカルリミットは、交通の利便性のよさや、恵
まれた自然環境、そして大芝高原や大会運営など、多くの面で参加者の評価が高く、リピー
ターが多く定着してきております。ことしは第５回目の節目の大会となることから、大会参
加選手のみならず、選手の家族や職場のグループなど、競技に参加しない皆さんにも参加し
ていただけるよう、森林セラピーの体験や癒やしと健康の新たな企画を用意し、道の駅大芝
高原とセラピーロードやマレットゴルフ場、大芝の湯など、大芝高原のよさをさらに大勢の
皆さんにアピールできる大会にしたいと考えております。
会場となります大芝高原の状況でありますが、昨年４月の味工房のリニューアルオープン、
７月の道の駅大芝高原のオープンにより、駐車場には県外ナンバーの車も多く、味工房の利
用者も大幅にふえ、販売は大きく伸びましたが、初期投資もかなりかさんだところでござい
ます。と同時に、経費も多くなり、初年度の営業成績は芳しくはありませんでした。地域お
こし協力隊や大芝の湯、また村観光協会では、季節ごとのイベントや週末イベントを数多く
企画し、にぎわいの創出に務め、一定の効果はありました。さらにＰＲをしながら、４月か
らは味工房の開店時間を30分早め、９時30分には開店し、直売所、パン、おやき、ジェラー
ドやカフェ、それぞれの営業形態を改善し、大芝荘宿泊客や一般客などの利用者の拡大を図
ってまいります。あわせまして、経費の節減、これにも努力をしていかなければと思ってお
るところであります。
味工房直売所では、生産者農家の登録もふえてきており、今後シーズンを迎え、地元の野
菜などがふえていくものと期待をされております。地域おこし協力隊の内山隊員は、３月で
任期が終了し、４月からは自立し、村内で引き続き産地間提携や農産物の販路拡大など、農
産物の流通に携わることとなっております。いずれは農産物の宅配を行うことを視野に入れ、
自立により、今までの味工房を中心とした活動から、離れた活動になります。しかしながら、
味工房のリニューアルに伴い拡張した直売所は、まだまだ発展途上であるため、引き続き味
工房の直売所のコーディネートをお願いし、また３年間の協力隊の活動で培ってきた産地間
連携を生かし、味工房直売所ならではという特色の具現化をお願いしてまいります。
さらに、自立に伴って、協力隊のときには余りできなかった東京、名古屋方面への新たな
販路開拓や定着について、各店舗等での出張販売の回数をふやし、販売担当者やバイヤーと
の関係を密接にし、村産の農産物の販路・定着化と拡大強化にもお願いをしてまいります。
来年度の予算で、この委託に係る経費を予算化させていただきましたので、よろしくお願い
いたします。
味工房のカフェで活動していただいた楠隊員も３月で３年間の任期を全うし、４月からは
自立してカフェを運営してまいります。６次産業化に端を発し、ガレット専門店のル・ブル
ターニュとの協定を実現し、地元産の農産物にこだわったガレットづくりに取り組んでいた
だきました。ガレットは味工房の名物となり、村の名産にもなりました。また、協定をきっ
かけとして、村産のソバや農産物の評価が良好で、ル・ブルターニュ本店での食材に採用さ
れ、特に村産のソバに関しては、需要に供給が追いつかない状況となっております。味工房
のカフェは楠隊員に再委託というようなことでやってまいりたいと考えておるところでござ
います。
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また、30年度から国の転作制度が大きく変わり、米の需給バランスに対応した生産を推進
しております。昨年の米の生産は、目安内の生産を達成しましたが、その中で村がブランド
化を推進している風の村米だよりにつきましては、首都圏等のスーパーで行ったＰＲを兼ね
たスポット販売は好評で、店頭販売のスペースの確保にはある程度の量の確保が必要とされ
る中、昨年度は一昨年の約1.5倍になる約28ヘクタールに作付が拡大されました。安定した
量の確保に向け、ことしも作付の拡大を推進いたします。また、ソバ等村の振興作物の作付
拡大にも取り組んでまいります。こうした取り組みを進める中、農家の高齢化が進行し、農
地管理等をまっくんファーム等の担い手に期待する傾向が見られます。インターン制度など
活用し、担い手農家の育成等にも力を入れてまいります。
また、ことしの10月から予定をされている消費税の増税に伴い、国の補助によるプレミア
ム商品券の発行を予定しております。プレミアム商品券は、来年度の10月から３月までの間
で使用できるようになっております。この事業につきましては、既に新聞報道がなされ、低
所得者とゼロ歳から２歳児のいる世帯を対象に、１人最大２万5,000円までの商品券が購入
できる制度であります。プレミアム商品券は、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金
事業として実施され、具体的な事務手続等につきましては、これからとなりますが、今年度
からその準備に着手し、この事務費につきましては、今年度と来年度の予算で実施をしてい
き、今年度分につきましては、今議会の補正予算に計上させていただきましたので、よろし
くお願いいたします。
さて、心配しておりました降雪に伴う除雪関連事業につきましては、おかげさまで降雪量
が少なかったため、融雪剤散布の出動はかなりありましたが、除雪作業は２月上旬までに１
回の出動にとどまり、委託料は例年によりも少ない状況であります。まだ降雪の可能性もあ
りますので、引き続き交通機能の確保に努めてまいります。
橋梁の点検についてでありますが、５年に１回の頻度で点検をすることが法定化され、今
年度は６橋を実施して、一巡目の定期点検は村内９１カ所全て完了しました。来年度から二
巡目の定期点検を実施する予定であります。この点検により修繕が必要と認められる橋梁も
ありますので、今後必要な修繕工事につきましては、財政状況を見ながら計画的に進めてま
いります。
村計画の道路改良事業につきましては、現在、田畑駅前道路、村道1063号線舗装修繕など、
大規模な工事を実施しており、３月末までには完成の予定となっております。懸案事項であ
ります南原地区雨水排水対策についても測量・設計を実施している状況であります。また、
村道3008号線北原ＫＯＡ前道路の測量業務を初め、諸事業により予算の繰り越しをお願いし
なければならない事業もありますが、引き続き事業の進捗に努めてまいりますので、御理解
をお願いいたします。
地区計画事業につきましては、今年度は測量を含む31事業を実施しました。平成31年度は、
継続実施の12事業を含む35事業について実施予定であります。早期完成を目指し事業の推進
を図ってまいります。
上下水道では、今年度から着工しております大芝第二配水池薬注機械施設の整備工事であ
りますが、予想以上に設計業務に時間を要し、建築工事と機械電気工事に分離し、ようやく
１月上旬に発注できたところであります。当初計画より発注がおくれたため、今議会で継続
費の補正について提案させていただきますので御理解をお願いいたします。
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なお、施設整備工事は本年12月までの完成を目指しております。
下水道関係につきましては、３年間で計画策定を進めております、ストックマネジメント
計画でありますが、２年目となる今年度は、施設全体のリスク評価と点検・調査を実施しま
した。来年度は、今年度実施した結果に基づきまして、具体的な修繕・改築計画、ストック
マネジメント計画の策定を予定しております。
上下水道事業の経営状況につきましては、住宅の新設とともに、使用量も増加傾向にある
ため、平成30年度決算では、各会計ともに経常利益が見込まれております。引き続き安定し
た企業経営に努めてまいります。
県事業関係でありますが、下川原のクランク拡幅工事については、今年度は用地を追加買
収し、平成31年度から地下に埋設されている伊那土地改良区及び伊那西部土地改良区所有の
水路の入れかえ工事を実施する予定であります。現時点では、４年後の2022年に完成予定と
なっておりますが、早期完成に向け、強くお願いをしていきたいと考えております。これは、
本当の直近の情報でありますが、国土強靭化関係の補正予算が採択され、工法を含む検討を
しながら、３年間で完成するとの話も伝わってきておるところであります。
教育委員会関係の施設整備でありますが、村公民館の耐震改修工事が無事終了し、１月７
日から使用を開始しております。
今年度の大型工事であります南部小学校教室等増改築工事は順調に進んでおります。予定
どおり３月末に竣工し、４月に新入学児童を迎えることを楽しみにしております。また、先
日、臨時議会でお認めをいただきました小中学校の空調設備の設置工事でありますが、来年
夏までの設置に努力をしてまいります。
学校給食センター等学校給食施設の整備につきましては、本年度中に方針を決定していく
予定でありましたが、調査結果を踏まえ、もうしばらく検討の時間をいただくこととさせて
いただきましたので、その点はぜひ御理解もお願いをいたします。
文化財関係では、村の史跡の改訂版がこの３月末にでき上がる予定であります。村誌の編
さん作業は2025年の開村150周年の補遺集発刊を目指して作業を進めております。
学校教育関係では、ＩＣＴ環境整備を来年度からの２カ年で行ってまいりますが、平成31
年度は、大型提示装置設置や指導者用のコンピューターの整備を中心に行っていく予定であ
ります。
南箕輪小学校でいじめのない学校づくりのために、児童会が中心となり、「いじめはぜっ
たいしま宣言」がつくられ、２月８日にその出発の会が行われました。南部小の「なかま宣
言」、中学校の「南中人権宣言」と並んで、いじめのない楽しい学校生活への取り組みが始
まっております。村と教育委員会では、３月中に南箕輪村いじめ防止基本方針を策定します。
いじめを防ぐため、家庭や地域の理解や協力、関係機関の連携が欠かせません。子供たちの
健やかな成長のため、多くの大人がかかわり、社会全体で見守っていくことがいじめ防止に
つながるものと思っております。今後も議員を初め、村民の皆さんの御理解と御協力をお願
いをいたします。
広域関連の事業でありますが、新ごみ処理中間施設上伊那クリーンセンターにつきまして
は、外構周辺工事も含め、ほぼ完了しております。昨年12月から試験運転を行っております
が、大きな問題もなく、予定どおり３月22日には竣工式を迎える運びとなっております。４
月からの上伊那クリーンセンターの本格稼働に伴い、ごみの分別収集の方法の一部が変更と
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なってまいります。広報紙やケーブルテレビ、新聞等で周知を行っているほか、各区からの
求めに応じまして、説明会を開催するなどして周知を図ってきておるところであります。引
き続き、ごみの減量化、分別の徹底への御協力をお願いするところであります。
さて、今議会は、新年度予算の審議をお願いいたしますので、各項目の中で説明した部分
もありますが、予算編成の概要につきまして、簡単に申し上げます。
まず、一般会計予算案であります。前年度となります平成30年度は、南部小学校の改修工
事、大芝公園の道の駅化に伴う整備工事などがありましたが、31年度はこうした大型事業が
一段落したことから、予算総額が前年度当初予算と比べまして、３億3,000万円、5.4％減の
58億円と設定をさせていただいたところであります。
なお、平成31年度は、南箕輪村第５次総合計画前期基本計画の終盤であり、村創生総合戦
略の最終年度であるため、これらの目標達成に向けた事業を着実に推進し、計上する事業の
選定に当たっては、各種計画との関係、実効性、緊急性及び優先度を整理し、厳しい財政状
況の中でも実施する必然性のある事業を主体とさせていただきました。特に、教育環境の整
備、学力向上を含め、教育内容の充実に力点を置きながら、子育て関係も他市町村よりおく
れている、そんな部分も出てきておるところであります。子育て関係のさらなる充実を図る
べく、検討しながら、施策の展開を図ってまいります。子育て関係につきましては、他の市
町村がかなり充実をしてきておるということであります。ことし前半にしっかりとまた見直
しを含めまして、検討をさせていただきながら、さらに充実ができればというふうに思って
おるところであります。
ただ、予算との関係、財政との関係というのがありますので、慎重にこの辺は見きわめな
がら、将来に大きな負担とならない、そんなことも考えながら、検討をさせていただければ
と思っておるところであります。
歳入面でありますが、主要なもののうち、村税は、引き続き、景気の回復等による個人・
法人住民税の伸び、家屋の新増築や償却資産の増による固定資産税の伸びなどを見込みまし
て、前年比約9,100万円、4.2％増の22億6,500万円余を計上をさせていただきました。
また、普通地方交付税は、税収増による基準財政収入額の伸び等を考慮しまして、前年度
に比べまして、1,500万円、1.1％減の13億円を見込み、計上をさせていただきました。税収
全体につきましては、本当に順調に伸びてきており、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。半面、普通地方交付税につきましては、国は出口ベースでは増という、
こういうことになっておりますけれども、本村の場合は、基準財政収入額が国の算定よりは
るかに大きく上回ってきておりますので、この辺は逆に1.1％の減ということで見込まさせ
ていただいたところであります。これは毎年の状況であります。基準財政収入額が大きく国
の平均を上回っております。また、基準財政需要額も国の平均を上回っておりますけれども、
収入額の伸びがかなり大きいということで、減とさせていただいたところであります。
歳出であります。
主なものといたしましては、物件費が各種委託料の増などにより増加したものの、補助費
等が上伊那クリーンセンター建設に伴う上伊那広域連合への負担金の減により、普通建設事
業費が大型事業の減少により、それぞれ前年度当初予算に比べ、減額となります。
物件費につきましては、人口増に伴うところのこの賃金の伸びというのが非常に大きいと
ころでありますし、特に学校関係におきましても、支援員だとか、いろんな関係、手厚くそ
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の辺は手当をさせていただいております。そういった実質的な子育て関係、教育関係、内容
を重視をした予算とさせていただいたところであります。そんな点はぜひ御理解もいただき
たいというふうに思います。
主なハード事業といたしましては、小中学校のＩＣＴ導入、村民センターホールの吊り天
井の耐震化工事、ステージの設備のワイヤー交換などを行います。また、建設事業は抑制を
しておりますが、道水路改修など地区計画に基づく事業の費用は増額をいたしまして、生活
に密着した施設整備の充実を図ってまいります。
ソフト事業といたしましては、子育て・教育関係では、新たに導入する事業や、継続のキ
ャリア教育など、引き続き手厚く内容の充実を図るべく予算配分をいたしました。また、地
方創生関連の継続的な事業を引き続き推進し、しっかりと取り組んでまいります。人口増加
とともに、社会保障費や保育園・学校の人的経費の増加により、財政状況は年々厳しさを増
してきておりますが、創意工夫をしながら活力のある村づくりを目指してまいります。
以上が、一般会計の新年度予算案の概要でありますが、細部につきましては、予算審議の
中で御説明を申し上げたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。
本定例会にお願いいたします議案は、条例改正及び各会計の新年度予算等17議案と、報告
は２件であります。いずれも原案どおりお認めをいただく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。
また、今定例会につきましては、議員の皆様方には任期最後の定例会ということでありま
す。この辺を振り返っての御礼等につきましては、閉会の御挨拶の中で申し上げさせていた
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。
以上で開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。
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11月分から12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） 報告第１号、第２号行政報告であります。

報告第１号及び第２号は、経営状況の報告であります。
南箕輪村土地開発公社並びに一般財団法人南箕輪村開発公社の平成31年度予算が、それぞ
れの理事会、評議員会において議決されましたので、地方自治法の規定により報告をいたし
ます。細部につきましては、それぞれ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、陳情４件です。陳情第１号から第４号については、
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「南箕輪村職員定数条例の一部を改正する条例」を議題とします。
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本件について提案理由の説明を求めます。
唐木村長。
村

長（唐木 一直） 議案第１号「南箕輪村職員定数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、児童数の増加及び学校教育施設の整備による学校教育部門の業務量の増加に対応
するため、職員定数の総数はそのままとし、村長部局の職員定数を１人減とし、教育委員会
部局の職員定数を１人増とする改正を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。

藤田総務課長。
総務課長（藤田 貞文） それでは、議案第１号の細部説明を申し上げます。
村長の提案理由にありましたとおり、人員定数につきまして、教育委員会の職員数を増員
をするため、職員定数の総数はそのままとし、村長部局及び教育委員会部局の職員定数の改
正を行うものでございます。
新旧対照表によりまして、説明をさせていただきますので、議案の２ページのほうをごら
んいただきたいと思います。
第２条に規定をしております職員定数のうち、村長の事務部局の職員を138人から137人に、
１人減とし、教育委員会の事務部局の職員を10人から11人に、１人増と改正をするものでご
ざいます。
１ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は、平成31年４月１日
から施行するというものでございます。
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１号に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
８番、三澤議員。
８

番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

一応、総数は変わらないという中で、教育委員会の事務局を１人強化ということでありま
す。全体から見て、人口増、緩やかになったとはいえ、ふえている中で、特に福祉の部分が
まだまだ足りないということも考えられますし、保育園のほうも含めて、大体臨時で対応し
ている部分が多いというふうに思いますけれども、特に専門職について不足しているのでは
ないかということもありまして、その辺の強化が必要ではないかということと、また、全体
として、その辺の調整は今後の課題ではありますけれども、もう少し定数をふやしていく考
えがあるのかどうかお聞きします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村長（唐木 一直） 定数全体につきましては、これは人口増加とともにふやしていかなざ
るを得ないというふうには思っております。これにつきましては、また議会と相談をさせて
いただきながら、進めさせていただきたいというふうに思っておるところでございます。
特に、専門職というお話がありました。保育園につきましては、４月１日から、これは実
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質的には２人増加をさせていただきたいと思っております。同時に、栄養士につきましても、
措置をしてまいりたいということで採用を予定をしております。
一番の悩みは、悩みといいますか、これは本当にいいことでありますけれども、育児休暇、
育児休業の職員が非常に多くなってきておるということ。これは庁内含めて、多くなってき
ております。これは本当に喜ばしいことでありますけれども、この辺の措置というのは、ま
た考えさせていただきたいというふうに思いますし、福祉分野含めて、できるだけきめ細か
な住民サービスをしていくには、もう少し職員定数が必要かなという思いはしておりますの
で、この辺につきましては、また相談をさせていただきたいというふうに思います。
採用で決めた後、昨年もことしもそうでありましたけれども、辞退があるということ。ほ
かで受かればそちらへ行ってしまわれてしまうというような、そんな状況もあります。そこ
ら辺も採用の方法等も含めて、これからは検討していく必要があるかなというふうには思っ
ております。今は本当にこの売り手市場でありますので、なかなか行政、地方自治体といえ
ども、採用には厳しさがあるところであります。どうしても公務員志望の皆さんは、国、県、
市、そして町村となってしまいますので、その辺は採用の方法等も検討していく必要はある
のかなということは感じております。ここ２年そんな状況が続いておりまして、採用の予定
者が確保できなかった、そんな状況が続いておるところであります。
以上です。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑はありませんか。

６番、唐澤議員。
６

番（唐澤 由江） 今、専門職ということで、やはりほかの町村を比べてみますと、

伊那市が30人から、保健師ですけれども、駒ケ根市が16人ということで、余りにも南箕輪は
少ないのではないかなというような気がしますので、また御検討、どうかなと思いますが、
どうでしょうか。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 伊那市、駒ケ根市と規模的には違います。箕輪町あたりと比べて

も遜色ないという、こういう部分、今、現状はなっておるところでありますけれども、この
保健師につきましても、育児休業が出てきたりとか、そういった状況はありますので、その
辺も含めて、また全体的な部分で検討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） ほかに質疑はありませんか。

９番、大熊議員。
９

番（大熊 惠二） ９番、大熊です。

根拠もなく人数をふやせというようなことはあってはならないと思いますが、先ほど村長
が触れたように、大変うれしいというか、産休というのは、それだけ赤ちゃんが生まれると
いうことですので、それは結構なことなんですが、今、職員で心の病で長期休暇をされてい
る職員がいると思いますが、その辺について、どこでこのけじめをつけていくのか。その辺
のチェックのあり方、そういったものがどのようになっているのか。
それと一番大事なのは、非常に本村の職員一人一人を見たときに、非常にスキルの高い、
よく頑張っているなと、こう思う職員が多いわけですけれども、頭数よりもやはり職員の質
の問題が大きくこれからクローズアップされてくると思います。その点で、職員のレベルア
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ップをどう図っていくのか。その辺については副村長も頭を痛めていることかなと思います
が、その点について、御所見をお伺いしたいと思います。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

原副村長。
副 村 長（原

茂樹）

まず、前段の心のほうが病んでしまってということで長期の休

みになった職員ということでございますが、現在のところ１名ということでございます。過
去には、いわゆる分限処分というような形の中で、一時に７人の方が勤務ができないという
状況があった時期もございました。その後にそういった状況、いろいろな面での体制整備も
行い、個々のそういった皆さんに対するケアも行いながら、改善に努めて、一時ゼロという
時期もございましたが、現在は１人ということでございます。
総務課のほうが中心となりまして、あるいは、また衛生委員会という組織もございます。
保健師が兼務をしておりますけれども、衛生管理者がその中で中心的に対応もしていただき
ながら、職員のメンタルヘルスということで、今もできるだけの取り組みを進めているとこ
ろでございます。
この辺につきましては、また新年度予算のほうでも御説明を申し上げますが、やはり、い
わゆる医師の皆さんのお考えですとか、あるいは、カウンセリング、そういったことも必要
になってまいりますので、その辺の予算もちょっとお願いをしながら、来年度以降、さらに
強化をしていきたいということで考えております。
心だけでなくて、やはりストレス社会といいますか、仕事の中でも職員の抱えるストレス
というものは大きく、日々大きくなっているというふうに考えております。そういった面で
は、いわゆる体、体調のほうでちょっと崩れてしまうという場面もありますので、心だけで
なく、体のほうも含め、健康に仕事をしていただけるのが一番ですので、そんなふうに努め
てまいりたいと思いますし、どこかで区切りといいますか、けじめといいますか、要るよう
な御発言がございましたが、健康になっていただいて、職務にちゃんと、きちんと戻ってい
ただくというのが一番だと思いますので、そういったところに向けて、今後も進めさせてい
ただきたいと、そんなふうに考えております。よろしくお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 藤田総務課長。

総務課長（藤田 貞文） 職員の質、レベルアップをどう図っていくかという御質問でござ
います。
職員の研修は毎年恒常的に職域段階ですとか、また専門職の研修は行っているところでご
ざいます。また、それに加えまして、今は経営者協議会の関係の研修に職員を送り出してい
るといったこともございます。また、来年度からは、当初予算の予算審議の中でもお願いを
するところでございますけれども、ＪＣ関連の研修会にも職員を送り出していく予定をして
いるところでございます。
あとそれから、今まで行ってきております村の行政を知る講座、これもちょっとお休みを
しておりましたけれども、また、来年度から四半期ごとに各課を順番に回りまして、それぞ
れの職員が講師となりまして、各職員へ村で行っている事業の内容をしっかりと周知をして
いくといった研修も予定をしているところでございます。
以上でございます。
議

長（丸山

豊） ９番、大熊議員。
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９

番（大熊 惠二） よく理解できました。ぜひ努力を、人数をふやすということは、

最終手段として、現在の精力でまたは能力で最大限の効率のいい業務を行っていただきたい
というのが、原点であります。職員の働き方改革でなかなか代休もとれないという、そうい
う悩みも承知をいたしておりますけれども、その辺についても、この職員の健康管理やいろ
いろそういう面でもこれから気を配っていかなきゃならんなと。実は私も外部から見ておっ
て、そう感じるところであります。休みたくても休めないと、代休もとれないと、そんなよ
うなことが頻繁にあるようでありますので、その点、職員の働き方改革等についても、これ
は相反する問題だと思いますが、その辺ももう一回お聞かせをいただきたいと思います。
なお、この本村が長野県下、村の部門で一番大きな村として、存在をするわけですが、や
はり村が将来的に発展していくためには、どうしても中央とのパイプの構築というものが大
事になってまいります。県への出向、また国への出向、そういったことについて、今後村と
してどのように、現在もできる範囲で頑張っていると思いますが、その辺についてもお聞か
せを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） 働き方改革等々の御質問でございます。これは、大変難しい面も

あるところであります。本当に職員忙しくなってきておりますし、代休もとれないという、
こんな状況であります。
１つには、地方創生関連という部分がかなり大きく入ってまいりました。イベント、これ
は非常に大きいなということは感じておるところであります。ただ、これもそうは言っても、
やっていかなければならないということでありますので、工夫をしながらというふうに思っ
ております。質を高めていく、そのことは当然のことでありますので、各種研修等々、しっ
かりとやっていきたいというふうに思います。
それと同時に、国県への派遣というような、こういうことであります。県へは、このとこ
ろ毎年、交流という職員ということで、県に出しており、県からも来ていただいておるとい
う、こういう状況であります。国につきましては、ここのところしばらく途絶えております
ので、この辺は定数や内部の職員の部分との関連もありますので、できることであれば、そ
ういったことも必要かなというふうには思っておりますので、その辺はまた十分に検討させ
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） 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２号「南箕輪村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び南箕輪村特別
職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」を議題と
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「南箕輪村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関す

る条例及び南箕輪村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を
改正する条例」について提案理由を申し上げます。
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本案は、南箕輪村特別職報酬等審議会の答申に基づき、議会議員の報酬及び非常勤の特別
職の職員の報酬の一部を改正するものであります。
細部につきましては、担当課長から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。

藤田総務課長。
総務課長（藤田 貞文） それでは、議案第２号の細部説明を申し上げます。
これにつきましては、南箕輪村特別職等報酬審議会の答申を尊重いたしまして、平成31年
度の村の議会議員の報酬、非常勤の特別職で条例で定められているその他の委員及び消防団
員の一部の報酬の改正を行うものでございます。
なお、答申に関係をいたします２件の条例をあわせて改正を行いますので、第１条で議会
議員の報酬に関する条例の一部改正、第２条で非常勤の特別職の報酬に関する条例の一部改
正を行うものでございます。
それでは、議案の新旧対照表によりまして、説明をさせていただきますので、２ページの
ほうをごらんいただきたいと思います。
初めに、第１条関係。南箕輪村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改
正でございます。
第１条の議員報酬でございますが、報酬月額になりますが、議長を30万8,000円に、副議
長を23万4,000円に、常任委員長を22万4,000円に、議会運営委員長を22万4,000円に、議員
を21万1,000円に改めるものでございます。
続いて、おめくりをいただきまして、３ページでございます。
こちら第２条関係の南箕輪村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条
例の一部改正でございます。
別表第１の改正になります。条例で定められているその他の委員でございますが、報酬の
時間額となりますが、会長を1,300円に、委員を1,100円に改めるものでございます。
それから、その下の消防団でございますが、改正前の幹部名の表記に、こちらちょっと統
一性がございませんでしたので、消防団規則に規定をされております幹部の階級名、これを
基準としまして、幹部名の表記を改めるということとしまして、消防団長を団長に、本部幹
部、分団長、ラッパ長を分団長階級に、副分団長、副ラッパ長、副救護長を副分団長階級に、
班長を班長階級に改めるとするものと。また、年間の報酬額につきまして、分団長階級を８
万4,000円に改め、副分団長階級を６万7,000円とするものでございます。
１ページにお戻りをいただきまして、附則といたしまして、この条例は、平成31年４月１
日から施行をするものでございます。
以上、細部説明とさせていただきます。
議

長（丸山

豊） 議案第２号に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
８番、三澤議員。
８

番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

この改正によって、どのくらいの財政的な負担がふえるのかということと、それから、審
議会の答申を尊重ということでありますけれども、議会に対しては、厳しい指摘もあったよ
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うに思います。それを踏まえてということで、よろしいでしょうか。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

藤田総務課長。
総務課長（藤田 貞文） 財政的な負担という御質問であります。この中でその他の委員の
特別職の委員の報酬につきましては、各種委員ございますので、この委員も各課にまたがっ
ておりますので、ちょっとその部分は把握できない状況でございます。あとその他、議会議
員の関係でございますが、約190万円ほどの増となってまいります。また、消防団幹部につ
きましては、もう人数限られますので、わずか一、二万程度となってまいります。
以上でございます。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 議員に関する御質問でございます。答申を尊重させていただいた

ということであります。その答申内容につきましては、議員各お手元に配付もさせていただ
きましたので、お読みをいただければというふうに思います。私がいろいろ申し上げる立場
にございませんので、議員それぞれの御判断でお願いをしたいと思います。
以上です。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑はありませんか。

〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） これで質疑を終わります。

ただいまから、10時20分まで休憩といたします。
休憩 午前１０時０４分
再開 午前１０時２０分
議

長（丸山

豊） 休憩前に引き続き会議を続けます。

議案第３号「南箕輪村指定地域密着型サービスの事業の人員、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「南箕輪村指定地域密着型サービスの事業の人員、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、介護保険法の改正により、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関
する基準等の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、所定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。

堀健康福祉課長。
健康福祉課長（堀

正弘） それでは、議案第３号につきまして細部説明を申し上げます。

介護保険法の改正によりまして、新たに共生型サービスが導入されました。この共生型地
域密着サービス事業を規定した厚生労働省令が施行されました。この事業は、これまで障が
い者で65歳を迎えた方は、障害者福祉制度から介護保険制度へと移行となり、それまで利用
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していた障害者福祉事業所が利用できなくなるという弊害が指摘されておりました。そこで、
共生型サービス事業所として指定を受けることで、引き続き同一事業所を利用できるように
していこうというものであります。
それでは、新旧対照表に沿って、御説明申し上げますので、議案２ページをごらんくださ
い。
第１条、趣旨では、介護保険法において共生型サービスが規定された条番号と共生型サー
ビスの名称をつけ加えます。
第２条、定義におきまして、第３号に共生型地域密着サービスの用語の定義を追加します。
次に、第33条を新たに追加し、共生型地域密着型通所介護の基本方針を規定します。
以下は、第33条の追加による条ずれに伴う改正であります。
１ページにお戻りいただき、附則として、この条例は公布の日から施行するものでありま
す。
以上で細部説明とさせていただきます。
議

長（丸山

豊） 議案第３号に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
６番、唐澤議員。
６

番（唐澤 由江） 村内の事業所、該当する事業所はどのくらいありますか。

議

長（丸山

豊） 堀健康福祉課長。

健康福祉課長（堀

正弘） 現在、この共生型サービスに係って事業実施したいと申し出

ているところは、今のところはないという状況でありますが、現在、かいご家さんが、介護
と、それから障がい者の方、これはそれぞれで事業所の指定を受けて支援をしているという
状況であります。
以上です。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑はございませんか。

３番、山﨑議員。
３

番（山﨑 文直） 山﨑です。

適用が変わったという、そういうようなことの中で、例えば、こういう事業をしていくた
めには、いろんな介護する人の側で資格という部分がありますけれども、新しくサービスが
加わることによって、この新しい資格を得る必要があるのかどうか。今、事業所の話は出ま
したので、それはいいですが、そういう資格を持っていないと、できないのかどうかという
部分があるのかどうかを聞かせていただきたいと思います。
議

長（丸山

豊） 堀健康福祉課長。

健康福祉課長（堀

正弘） 資格者につきましては、これまでもそれぞれの事業に沿って

その指定に係る資格審査というのがありますので、新たにこういうものが必要だというもの
はありません。これまでと同じように、介護、それから障がい者、それぞれの制度に沿った
支援ができるという事業所であれば、指定が可能であるという内容であります。
以上です。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑はございませんか。

８番、三澤議員。
８

番（三澤 澄子） ８番、三澤です。
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村内では今、かいご家さんだけが該当しているということでありますけれども、今まで障
がい者が65歳になると、今までの事業じゃなくて、介護保険に一律に動かされる。うちの村
では、一律に動かさないという答弁はいただいておりますけれども、今度今までどおりに障
がい者の部分で同じように介護ができるということだと思いますけれども、現状、村でかい
ご家以外にどの事業所で、今受けていただいているのかちょっとお知らせいただきたいと思
います。
議

長（丸山

豊） 堀健康福祉課長。

健康福祉課長（堀

正弘） 現在、介護と障がい者、ともにというところは、１カ所のみ

ということの状況であります。
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４号「南箕輪村布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資
格基準に関する条例の一部を改正する条例」を議題とします。
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「南箕輪村布設工事監督者の配置基準及び資格基準並

びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例」について、提案理由を
申し上げます。
本案は、学校教育法の一部を改正する法律及び技術士法施行規則の一部を改正する省令が、
平成31年４月１日から施行されることに伴い、所定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。

藤澤建設水道課長。
建設水道課長（藤澤

隆） 議案第４号の細部説明を申し上げます。

まず、学校教育法関係でございます。
専門職業人の養成を目的とする新たな高等教育機関として、専門職大学及び専門職短期大
学の制度が設けられまして、専門職大学の前期課程を修了した者は、短期大学を卒業した者
に相当することになるため、大学等の卒業者に、専門職大学の前期課程修了者が含まれる旨
を法令上明記するものでございます。
また、技術士法施行規則関係では、技術士法２次試験の専門科目の上下水道部門におきま
して、選択科目の水道環境が上水道及び工業用水道に統合されることによるものでございま
す。
それでは、新旧対照表で説明を申し上げますので、２ページをごらんいただきたいと思い
ます。
布設工事監督者の資格、第３条第３号中「短期大学」の次に「（同法による専門職大学の
前期課程を含む。）」を、「卒業した後」の次に「（同法による専門職大学の前期課程にあ
っては、修了した後）」を加え、同条第６号中による」を「に基づく」に改め、同条第８号
19

中「又は水道環境」を削除いたします。
３ページをお願いいたします。
第４条、水道技術管理者の資格、第２号中「前条第１項第１号」を「前条第１号」に改め、
「卒業した後」の次に「（学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した
後）」を加え、「同項第１号」を「同条第１号」に、「同項第３号に規定する学校を卒業し
た者」を「同条第３号に規定する学校を卒業した者（同法による専門職大学の専門課程にあ
っては、修了した者）」に、「同項第４号」を「同条第４号」に改め、同条第４号中「前条
第１項第１号」を「前条第１号」に改め、「卒業した」の次に「（当該学科目を修めて学校
教育法に基づく専門職大学の前期課程（以下この号において「専門職大学前期課程」とい
う。）を修了した場合を含む。）」を加え、「同項第１号」を「同条第１号」に、「同項第
３号に規定する学校の卒業者」を「同条第３号に規定する学校の卒業者（専門職大学前期課
程の修了者を含む。次号において同じ。）」に、「同項第４号」を「同条第４号」に改める
物であります。
１ページにお戻りいただきまして、附則１としまして、この条例は、平成31年４月１日か
ら施行するものとし、２の経過措置といたしまして、この条例の施行前に行われた技術士法
第４条第１項の規定による第２次試験のうち、上下水道部門において合格し、水道環境を選
択したものは、本条例の改正後、第３条第８号の適用について、上下水道及び工業用水道を
選択したものとみなすものであります。
以上で細部説明とさせていただきます。
議

長（丸山

豊） 議案第４号に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。

議案第５号「南箕輪村いじめ問題対策連絡協議会等条例」を議題とします。
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「南箕輪村いじめ問題対策連絡協議会等条例」につい

て提案理由を申し上げます。
本案は、いじめ防止対策法の規定に基づき、いじめ防止等の対策に取り組むための組織に
ついて、条例の制定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。

伊藤教育次長。
教育次長（伊藤 弘美） それでは、議案第５号につきまして、細部説明を申し上げます。
この条例は、いじめ防止対策法の規定により、地方公共団体がいじめ防止等の対策に取り
組むための組織を設置することができるとされております。この組織の設置に関しましては、
条例で定めるものとされておりますので、条例の制定を行うものでございます。
なお、２月12日に開かれました議会全員協議会で御指摘をいただきましたが、いじめ問題
対策連絡協議会の表記につきまして、複数の表記がございました。この件につきましては、
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いじめ防止対策推進法に準じまして、いじめ問題対策連絡協議会で整えておりますのでよろ
しくお願いいたします。
それでは、議案書の１ページをごらんください。
まず、目次でございますが、第１章、総則を第１条で規定し、第２章、南箕輪村いじめ問
題対策連絡協議会を第２条から第８条まで、第３章、南箕輪村いじめ問題専門委員会を第９
条から第12条まで、第４章、南箕輪村いじめ問題再調査委員会を第13条から第16条まで、第
５章、雑則を第17条で規定する形で条例を構成しております。
まず、第１条で趣旨を規定し、第２条はいじめ問題対策連協議会の設置を、第３条は協議
会の任務として、いじめの防止等に関する機関及び団体相互の連絡調整と、連携・推進に関
する事項を協議することを規定いたします。
第４条は協議会の組織として、委員の人数と教育委員会が委嘱を行うことを、第５条で委
員の任期を規定いたします。
１ページから２ページにかけてでございますが、第６条で会長について、第７条で会議に
ついて規定をいたします。
第８条では守秘義務を規定いたします。第９条はいじめ問題専門委員会の設置を、第10条
は専門委員会の任務として、いじめ防止等のための対策を行うための調査研究と、重大事態
に係る事実関係の調査に関することを調査審議することを規定いたします。
第11条は専門委員会の組織として、委員の人数と教育委員会が委嘱を行うことを規定いた
します。
第12条は専門委員会の委員の任期、会長、会議、守秘義務につきまして、協議会の規定を
準用することを定めるものでございます。
３ページをごらんいただきまして、第13条はいじめ問題再調査委員会の設置を、第14条は
再調査委員会の任務として、重大事態に関する専門委員会等による再調査の結果につきまし
て、村長の諮問に応じて必要な調査を行うことを規定いたします。
第15条は再調査委員会の組織として、委員の人数と村長が委嘱を行うこと、調査が終了し
たときに、任期が終了することを規定いたします。
第16条は再調査委員会の会長、会議、守秘義務につきまして、協議会の規定を準用するこ
とを定めるものでございます。
第17条は委任について規定をするものでございます。
附則といたしまして、この条例は、平成31年４月１日から施行するものでございます。
以上で細部説明とさせていただきます。
議

長（丸山

豊） 議案第５号に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
８番、三澤議員。
８

番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

先ほども村長が説明されましたように、南箕輪いじめ防止基本方針を３月末までに決める
ということで、この中でいろんな詳しい考え方などが出ており、その上に立って、やっぱり
いじめ問題対策連絡協議会を設置するということで理解はしております。
内容については、協議会の委員数とか、やるべきことということは10条で規定されており
ます。このことは理解はして、当然必要なことだというふうに思いますけれども、せんだっ
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ても千葉の親の虐待による児童が亡くなるという事例がございました。そのときには、子供
自身が学校の中でそのアンケートに答えて、助けてくださいってＳＯＳを発しているわけで
すけれども、このことについては、虐待でありますので、そのほかのいろんな機関とも連携
が必要だというふうに思いますし、適切な対応がされたかということについては、今、いろ
いろ問題になっています。
そういう中でこれは児童虐待ではなくて、いじめ問題ということで限定されたことになる
わけでありますけれども、きょうの報道でも、それは高校でありましたけれども、いじめで
亡くなったにもかかわらず、それでなかったことに、自然死にしてほしいとか、学校からは
ね、そんなことがあったとかいうような話もありまして、やっぱり重大事態になる前に的確
な対応をこの中でしていただきたいというふうに思うわけでありますけれども、その辺の対
応、やっぱり学校と、あといろんな機関との連携が図られて、あってはならないことだとい
うふうに思いますので、ぜひその辺のところの関連とか、あってはならない、防止するとい
う観点のところをしっかりと対策とってもらえるのかどうかということをお聞きします。
議

長（丸山

豊） 清水教育長。

教育長（清水 閣成） いじめ防止基本方針、現時点で案でございますが、学校のほうでは、
いじめ対策基本方針といいまして、学校の方針を定め、もしいじめが起きた場合には、対応
マニュアル、それも整えております。
議員おっしゃるように、マニュアルがあるから、あるいは基本方針があるからではなくて、
子供たちの状況を丁寧に見ながら、本当に丁寧に見ながら、そして背景にある家庭の状況も
酌みながら、子供たちの指導、支援をしていく、それが基本というふうに思っております。
先ほど千葉の関係のお話がありましたけれども、子供たちにもいじめに関してのアンケー
トをとっています。あるいは、例えば保健室とか、担任に限らず、いろんなところで相談で
きる。教育委員会もそうですけれども、いろんなところで窓口を持っています。その相談を
受けたことに関して、あるいはアンケートが出されたことに関しては、当然そのお子さんを
しっかり守るというかね、守秘義務的なものを含めて、しっかりそこは丁寧に対応していく
必要があるかなと。
それから、関係機関との連携等でございますが、きょうも午後、幼体協の実務者会議が開
かれたりして、教育委員会はもとより、関係部署が当然入って、それが庁内に限らずという
ことで連携・連絡をとっています。同じように、子供たちの状況によって、いじめという言
葉を重ねたときには、当然これにのっとりながら連携・連絡をしっかりとっていく。防止に
関しても連絡協議会を中心にという、そんな動きになると思いますので、よろしくお願いし
ます。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑はありませんか。

３番、山﨑議員。
３

番（山﨑 文直） 山﨑です。

このごろのいろんな報道の中にも、いろんな調査をする場合に、第三者委員会とか、そう
いうのがありますし、調査している段階で、その身内の人が調査をするというような事例が
あって、きちんとした調査ができないんじゃないかというような報道もあります。そんなと
ころで、この中に幾つかの協議会の委員のメンバーが載ってきていますけれども、例えば、
こういうときに弁護士だとかいった法律関係の方を委嘱するということが考えられるのでは
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ないかと思いますけれども、そういう考えがあるのかどうかということと。
そうした場合には、この中でいうと、例えば、学識経験者とか、その他の教育委員会が必
要とする、認める者というか、そういう部類に入ってくるのかどうか、この辺のところの考
え方をお聞かせいただきたいと思います。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

伊藤教育次長。
教育次長（伊藤 弘美） この条例の中では、重大問題が発生した場合の調査機関として設
けられます、いじめ問題専門委員会。そちらのほうが第三者委員会的な立場になろうかと思
っております。組織のところ、第11条になりますけれども、そちらに書いてございます。今、
こちらのほうで考えておりますのが、お医者様であるとか、弁護士であるとか、あと臨床心
理士、そういったような福祉の関係であるとか、そういった専門的な方、そういったものを
第三者の参加を求めて行ってまいりたいと、そんなふうに考えております。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑はありませんか。

清水教育長。
教育長（清水 閣成） 重ねてでございますが、いわゆる第三者ということで、基本方針案
のほうにもうたってございますけれども、「当該いじめ事案の関係者と直接の人間関係また
は特別な利害関係を有しない」、これを第三者として、専門委員会等々に置きながら、当該
調査の公平性、中立性、客観性をしっかり確保する、これが基本となる。これを大事にして
いきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑はありませんか。

９番、大熊議員。
９

番（大熊 惠二） ９番、大熊です。

この議案第５号でありますが、この条例制定については、時節柄こういうふうになって、
要はこの条例を必要としないような状態が生まれることが最善の策だというふうに思います。
この条例で、弁護士がどうだとか何だとかという前にですね、こういうものを利用しない態
勢をつくることが特に大事だというふうに思います。村長も開会の御挨拶の中で、南箕輪小
学校のもうしませんと言いましたかね。しま宣言っていうやつですね。南部小は、なかま宣
言っていう、それから中学校は、南中人権宣言というようなことで、もう既にスタートして
いるわけですが、そういう中におきまして、先日、県の教育委員会から発表がありまして、
全協の席でも社会通念上今までは、これがいじめなのかなというものまで今度カウントして
いくということでありますが、このいじめの定義についてですね、こういう条例をつくって
も、魂が入らない条例であってはならんわけで、文科省では、このいじめの定義を「児童が
心身の苦痛を感じてしまう、感じているもの」、これがいじめなんだという文科省では、そ
ういう定義をされております。
それで、長野県内でも、小中学校で88校がいじめなしという報告を出しました。しかし、
この文科省のこの「心身の苦痛を感じているもの」、こうなってまいりますと、今までゼロ
というふうに報告したところが、数百件いじめというふうに認定をされる部分が出たという
報道があります。そういう中で、この88校にしても、実際に今度のいじめの定義に合わせる
と、数百件その中で出てくるということであります。
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要は、この原点は何かというと、やはりこの背景にはいじめる側を含めて、家庭環境の乱
れ、そして、この学業不振、これが大きく影響しているというふうに言われております。非
常に今の子供を持つ親から教育をしていかないと、この問題は解決できないだろうというふ
うに言っておりますが、これらについて、やはり父兄にこれからそういう啓蒙を図っていく
ということが特に大事だと思います。この条例を定めても。
で、このいじめの定義について、非常にこれは荷が重いなと、教育委員会の荷が重いなと、
こう思うわけですけれども、今まで悪ふざけたとか、そういったレベルでいじめではないと
いう認定をしたところでも、今度それがいじめになってくるという、それがいじめの根底に
あるんだというふうになってくるという方向に今度決まるわけですけれども、このいじめる
側を含めて家庭環境の乱れ、これをどうするか。そして、学業不振をどう克服していくか。
〔議場 「議長、質疑なので、簡潔にお願いしたいと思います」という者あり〕
議

長（丸山

豊） 簡潔にお願いします。

９

番（大熊 惠二） 大事な問題ですので、しっかり答弁をしてもらうために、私が意

見を申し上げております。〔議場 「討論みたいなんで」という者あり〕やじはよしてくだ
さい。やじはやめてください。〔議場 「議事進行」という者あり〕
議

長（丸山

豊） 質問を続けてください。簡潔に続けてください。

９

番（大熊 惠二） 今、教育委員会が中心になって、先日配られました「わかたけ通

信」、これを見ますと、非常に放課後学習、これが非常に、先日、私も教育長に御無理を申
し上げて、中学校の放課後学習に見学をいたしました。非常にみんな、数学と英語をやって
いるわけですが、真剣にやっている。非常にそういう姿を見て、放課後学習、大事だなとい
うふうに。
議

長（丸山

豊） 大熊議員、簡潔にお願いいたします。

９

番（大熊 惠二） 感じてまいりました。これ学業不振、一番大事なところですから、

ポイントが。学業不振をどう克服していくか。この子供たちの感想を聞くと、わからないと
ころがわかったということが非常にうれしかったというふうに、子供たちが言っております。
非常にそういう点で、村長もこのことについては、予算をつけてですね、克服しようという、
そういう努力が村側に認められるわけで、ぜひそういったことも教育総合会議の中に厚く入
れていただいて、この学業不振を克服できるように。そうすると、自動的にいじめというも
のがなくなってくるということでありますので、その点を含めて、これからの取り組みにつ
いて、条例はつくっても魂が入らないということのないように、ぜひしていただきたいと思
うわけですが、その点について、教育委員会のほうから御所見を賜りたいと思います。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） いじめの定義に関してをベースとしながらの御質問というふうに賜
っています。
いじめの定義は、議員おっしゃるとおりでございます。この案のところにもございますが、
未然防止のところに、「児童生徒間のささいなトラブルは人間関係づくりをする大切な機会
と捉える」、ですので、いわゆるいじめという状況と、それから今のトラブル、そこをどう
見ていくかというのは本当、我々教育委員会、あるいは学校職員、あるいは保護者の方、地
域の方にとって本当に大事な点かなというふうに思っています。ただ、いじめは、ある意味
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一方的なという、そういう受けとめを私はしております。
件数に関しては、全協でも申し上げましたけれども、以前数件だった件数が、例えば、80
件近くに、昨年度なったりとか、件数は村内ふえています。ただ、ふえているからというこ
とじゃなくて、先ほどのように、いじめというものをしっかり見ていく。そういうことでの
この件数というふうに理解していただければ、あるいは自分たちも受けとめております。
それから、いじめの関係で、いわゆる案にも記してございますが、子供たちの自己有用感、
あるいは自己肯定感、そこをどう高めていくか。それはいじめという角度づけでなくても、
当然のことでございますが。例えば、今おっしゃったように、授業をわかりたい。あるいは
何かしっかりできたい。そういう願いは子供たち持っております。それを学校サイド、教員
が学校として、あるいは教育委員会も受けとめながら、子供たちの伸びたい力をしっかりサ
ポートする。あるいは指導していく。そこが一番大事であり、それが学力にもつながると、
そう思っています。
放課後学習、小学校もそうですけれども、子供たちは本当に一生懸命やっている。大熊議
員が感動という言葉を使われたので、それを講師の方にもお返ししてありますけれども、子
供たちが一生懸命物事に取り組んで、自分を高めていく。その姿を周りが認めていく。ある
いは授業もしっかり教師が整えて、子供の力を引き出していく。そこがやっぱりないと、非
常に、単にいじめだめよって言っても、子供たちのフラストレーション、ストレスというの
が変な方向に向かう可能性は当然ございます。それが学力に関して思うことでございます。
それから、家庭に関しても、ここにうんと大事なことがうたわれているなと思っています。
例えば、家の中でゲーム云々のことに関しても、ルールづくりとか、家族でしっかりコミュ
ニケーションをとろうよと。子供さんの思いを親御さんがしっかり受けとめていこうと、そ
ういうことがここに記してあります。
ですので、この案が単にここでというか、この場云々、あるいは庁内云々、教育委員会
云々ではなくて、地域の方に、あるいはＰＴＡの方にどう発信していくか。そこがうんと大
事ということで、定例の教育委員会でも委員の方から、やっぱりこれを伝えていくことがも
っと大事だよねと、そういうことをいただいておりますので、しっかりやっていきたいなと
思っております。よろしくお願いします。
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。

議案第６号「平成30年度南箕輪村一般会計補正予算（第８号）」を議題とします。
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「平成30年度南箕輪村一般会計補正予算（第８号）」

について提案理由を申し上げます。
本案は、村税を初めとした歳入見込み額の調整と、歳出では、事業の完結等に伴う不用額
の調整が主なものであります。決算に近づけるための補正でございます。
既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ3,826万2,000円を増額し、歳入歳出予算
の総額を歳入歳出それぞれ66億7,660万4,000円とするものであります。
細部につきましては、副村長及び担当課長から説明を申し上げますので、よろしく御審議
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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６号「平成30年度南箕輪村一般会計補正予算（第８号）」の

細部説明を申し上げます。
本補正は、入札差金等によります不用額を減額し、決算の数値に近づけるのが主な内容と
なっております。
まず、第１条の歳入歳出予算の補正につきまして、事項別明細書により御説明を申し上げ
ますが、歳出の各科目にわたりまして人件費の補正を求めますので、69ページを、一番最後
になりますが、お開きいただきまして、給与費明細書により一括して御説明を申し上げます。
まず、１の特別職でございますが、３番目の比較の欄をごらんいただきまして、その他の
特別職の報酬の減額は、会議開催の減ですとか、欠席等によるものでございます。また、長
等の共済費の減額につきましては、負担金の確定による減ということでございます。
次に、70ページ、２の一般職でございますが、（１）の総括の表をごらんいただきたいと
思います。
育児休業の取得、負担金額の確定、そのほかの異動等によりまして給料及び職員手当、ま
た共済費がそれぞれ減額となっております。職員手当の内訳につきましては、下に職員手当
の内訳の表がございますので、ごらんをいただきたいと思います。
なお、ただいまの説明によりまして、各歳出科目の２節から４節、共済費まで、説明を省
かせていただきますので、よろしくお願いいたします。また、やはり歳出の各科目にわたり
まして、19節で広域連合の負担金、不用額を計上しております。総務費等一般の関係で合計
189万9,000円の減額、ごみ処理関係では、新ごみ中間処理施設建設事業費の本年度分の確定、
あるいは今動いております各施設の経費削減等によりまして、1,474万1,000円の減額、また、
情報センターの関係では、一部科目的には増加もございますけれども、全体では入札差金等
によりまして、991万1,000円の減額ということで、広域連合の関係、合計で2,675万4,000円
の減額となっております。負担金の額確定によるものでございますので、こちらも特別なも
のは除き、説明を省かせていただきますので、よろしくお願いいたします。そのほか主な事
項のみ御説明をさせていただきますので、お願いいたします。
それでは、予算書案の26ページをお開きいただきまして、まず、１款、議会費でございま
すが、全て不用額の減額でございます。
おめくりをいただきまして、２款、総務費でございますが、１項１目、0201一般管理事務
では、４節の社会保険料が増額としておりますが、対象となります臨時職員の増によるもの
でございます。
次に、32ページまでお進みをいただきまして、13目、0221企画調整管理事務の13節、説明
１行目になりますが、巡回バス運行業務委託料の増額でございます。人件費の上昇等により
まして不足が生じたことによるものでございます。こちらのほうは、特別交付税の措置がな
されるものでございます。
次に、37ページになりますが、３款、民生費の関係でございます。
１項１目、0301社会福祉総務事務の28節でございますが、本年度、国保会計の繰出金のう
ち、出生が見込みを下回ったことによりまして、出産育児一時金に係る繰出金は、減額とな
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ります。また、基盤安定負担金のほうでございますが、こちらは医療費給付が大きくなった
ことによりまして、増額となっております。こちらは、いずれも法定による繰り出しでござ
います。
次のページ、0306障がい者福祉事業の７節でございますが、当初には臨時職員賃金に計上
しておりましたが、正規職員を配置したため、不用額となったものでございます。また、８
節でございますが、タイムケア事業、減額になっておりますが、これはタイムケア事業以外
の事業で、ケアを受けられる、そういった事業もございます。そちらの別の事業を利用する
ケースが多かったことによる減額ということでございます。
そのページの一番下、0380地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業でございます
が、国の政策により、これから取り組んでまいります低所得者、子育て世帯向けのプレミア
ム付商品つき商品券の発行に係ります印刷費等の事務費を計上するものでございます。国の
補正予算による内示がございましたので、本年度分をこの補正８号に計上をし、あわせまし
て、繰越明許をお願いするものでございます。
なお、来年度分の事務費につきましても、同じく内示がございましたので、この後、議案
第11号で御提案を申し上げます31年度当初予算に同様に計上をしてございます。ただ、プレ
ミアム分を含みます事業本体の予算につきましては、国のほうでも31年度予算となりますの
で、村の当初予算のほうには計上はしてございません。こちらは年度中途での補正をお願い
することになりますので、あわせてよろしくお願いいたします。
おめくりいただきまして、39ページの一番下の事業でございます。３目、0316高齢者福祉
総務事務の、次のページになりますが、28節介護保険事業特別会計繰出金不用額でございま
すが、介護保険給付の伸びが想定したものよりも小さかったことによりまして、減額をする
ものでございます。
そのページの下のほう、0328高齢者の生きがい対策推進事業の11節で、福祉入浴券印刷費、
金額少ないですが、５万4,000円追加させていただいております。来年度からは、年度当初
から御利用がいただけるようにということで、その準備をさせていただくため、追加をお願
いするものでございます。
おめくりいただきまして、41ページの中ほどになりますが、２項１目、0330児童福祉総務
事務の13節で、こちらいちごハウスとあるぷす、２つの施設合わせまして、見込んだ人数よ
りも100人以上多くなる利用がございました。170万円の増額をお願いするものでございます。
次に、すぐ下の0331児童手当給付事務の20節、児童手当不用額でございますが、見込みに
より35人ほど対象者が少なかったことなどによる減額でございます。
次のページ、２項２目、0340保育園運営事業の７節の賃金でございますが、480万円の増
額としております。園児増に対応する中で不足が生じましたので、お願いをするものでござ
いますが、補正後の賃金の総額につきましては、２億3,733万5,000円というふうになります。
また、13節の１行目でございますが、広域入所者保育委託料不用額でございます。当初希
望されていた方が実際には入園をしなかったということによる減額でございます。
19節の２行目、施設型給付費負担金不用額でございますが、こちらは幼稚園、認定こども
園に通う子供さんが対象ということになりますけれども、利用する各施設の利用料が違いが
ございまして、その利用料の違いですとか、あるいは加算のあるなしということで、保育園
ごとに違ってまいります。そんな関係で負担金の額が変わって、本年度は見込みを下回った
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ということでございます。
次の0341保育園施設整備事業でございますが、おめくりをいただきまして、15節になりま
す。全員協議会のほうで御説明をさせていただきましたとおり、保育園空調設備設置工事費
につきまして、増額をお願いするものでございます。
そのページの下のほうになりますが、３目、0345こども館運営事業の７節、放課後児童ク
ラブ支援員賃金の不用額でございますが、こちら土曜日の利用もということで、対応をさせ
ていただくようにいたしましたが、平均１人程度ということで、少なかったということで、
あるいは、またこのクラブのほうにおいでになった特性のある児童の方がほかの支援事業の
ほうに移られたというようなこともありまして、不用額となったものでございます。
44ページ、４款、衛生費でございますが、中ほどからの１項１目、0401予防事業の11節、
ワクチン薬剤ほか不用額及び13節の説明１行目、予防接種委託料不用額でございますが、い
ずれも出生数が見込みより少なかったこと等によりまして、対象者が減った、少なかったと
いうことでの減額でございます。
おめくりいただきまして、中段の0406市町村母子保健事業の13節、不用額が大きくなって
おりますが、やはり出生数が少なかったこと等により減額をするものでございます。
おめくりいただきまして、48ページから６款、農林水産業費でございますが、もう１枚め
くっていただき、49ページ、１項３目、0605農業振興事業の19節、説明１行目になりますが、
稲等収穫作業機械購入補助金不用額200万円としてございます。まっくんファームのコンバ
イン導入に対しまして、本年度はちょうど活用ができる国の補助事業、たまたまということ
でございますが、補助事業の制度がありましたので、村単の補助から切りかえたことにより、
全額を減額するものでございます。
また、次の行、地域果実振興総合対策事業補助金の増額でございますが、苗木購入に対す
る補助ということで、リンゴ、ブルーベリー等の苗、苗木2,000本分ということでございま
す。
次の0606経営所得安定対策推進事業の19節で、説明１行目の南箕輪村産地づくり事業補助
金ということの不用額でございますが、これまで県単の助成を受けまして、村農業再生協議
会のほうへ同額の補助を行っていたものでございますけれども、本年度から補助のハードル
が高くなりまして、対象外となったことにより、全額を減額するというものでございます。
次の0611農業経営基盤強化推進事業の19節、農業次世代人材投資事業給付金の不用額でご
ざいますが、前年度まで青年就農給付金というふうに呼んでいたものでございますけれども、
実績が当初見込みより１人減ということになったために減額をするもの、次の農地中間管理
事業機構集積協力金の不用額につきましては、今年度からこちらのほうもハードルが高くな
ったということで、協力金の対象となるような農地集積が進まなかったということによる減
額でございます。
次に、50ページの５目、0643多目的機能支払事業の19節、多目的機能支払交付金事業補助
金不用額でございますが、対象面積及び対象事業量が減ったということでございます。
おめくりをいただきまして、２項の林業費、２目、0651林業振興事業の13節、大芝村有林
整備委託料の不用額と、次の0652森林病害虫防除対策事業の11節、アカマツ樹幹注入剤購入
費不用額につきましては、入札差金でございます。
52ページから７款、商工費になりますが、１項１目、0701商工観光総務事務につきまして
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は、職員の給与費のほかは、地域おこし協力隊の活動状況に合わせた事業費の組み替えでご
ざいます。
おめくりいただきまして、54ページになりますが、８款の土木費でございます。下段のほ
うの２項１目、0802道路維持総務事務の11節で、金額は少しですが、融雪剤購入費の増額を
お願いしております。この冬は降雪が少ないわけでありますけれども、雨の後等も含め、融
雪剤の散布回数は多くなっております。不足が生じますので、お願いをするものでございま
す。
おめくりいただきまして、0803道路維持事業の13節でございますけれども、昨年の冬の、
さきの冬のしみ込みによりまして、村内道路、大分傷みました。穴埋め等の修繕費用がかさ
んだため、増額をお願いするものでございます。
次の２目、0806国庫補助道路改良事業の13節と17節になりますが、社会資本整備総合交付
金を受けて、村道3008号線、北原の改良工事に向けた用地買収を予定しておったところでご
ざいますけれども、まとまった額の補助を受けることができなかったということで、村道
1098号線中込線になりますけれども、ほかの測量調査にまきかえをし、実施をさせていただ
きたいというものでございます。
次の0808村単道路改良事業の19節でございますが、南原焼却灰除去の関連で計上をさせて
いただいておりましたけれども、前年度末に除去が完了したことにより、減額をするもの、
22節は村道1178号線、中学校北側道路の一部用地買収を計画しておりましたが、地権者との
交渉の都合上ということで、先送りをさせていただき減額をするものでございます。
次の４項１目、0820都市計画総務事務で、次のページになりますが、28節、公共下水道事
業への繰出金を当初３億2,000万円としておりましたが、本年度の経営状況を勘案いたして、
1,000万円減額をするものでございます。
次の２目、１事業飛んで0823村単公園整備事業の15節でございますが、全協のほうで御説
明を申し上げましたとおり、南原住宅団地の公園整備工事費を増額させていただくものでご
ざいます。
おめくりをいただきまして、９款、消防費、こちらのほうは省略をさせていただき、もう
１枚おめくりをいただきまして、10款、教育費でございますが、60ページをごらんいただき
まして、２項１目、1010南箕輪小学校管理事務の７節の賃金でございますが、学級経営形
成・学習習慣形成員として、７人の雇用をしておりますけれども、児童の状況等に応じて勤
務の縮減も図りましたので、結果として不用額ということになったものでございます。
その下の14節、及び次の1017南部小学校管理事務の、やはり14節、同じようにパソコンリ
ース料の不用額がございますけれども、これはリースアップをしたことによるものというこ
とでございます。
おめくりをいただきまして、62ページになりますが、２項４目、1016南部小学校改築事業
の15節、南部小学校校舎等改修工事費の不用額でございます。工事のほうは、おかげさまで
順調に進捗をしており、増工等見込まれませんので、減額をするものでございます。また、
その下の南部小学校プールサイド改修工事費につきましては、地面を掘削しましたところ、
プールサイドに多くの配管がなされておったということで、切り回しですとか、あるいは老
朽化した管の取りかえが必要な部分があったということで、増額をお願いするものでござい
ます。
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次に３項１目、1020中学校管理事務の７節でございますが、中学校でも多くの臨時教職員、
お願いをしております。積み上げた総額でこの金額、不用額となるものでございます。
また、11節でございますが、燃料費及び光熱水費が若干不足ということで増額をお願いし
てございます。
次の1025英語指導助手招致事業ですが、おめくりをいただきまして、11節のほうになりま
す。ＡＬＴ委託料不用額は入札差金ということでございます。
続いて、２目、1022中学校教育振興事務の20節ですが、要保護及び準要保護生徒就学援助
費の不用額でございますが、対象者が少なかったことによる減額でございます。
おめくりをいただきまして、66ページの、最後になりますけれども、７項２目、1063大芝
公園管理総務事務の13節、こちらは、やはり全協のほうでお願いを申し上げましたが、本年
度、燃油高騰の影響ですとか、道の駅オープンに関連する初期費用等がございまして、大芝
関連施設等指定管理者委託料の増額をお願いするものでございます。
おめくりをいただきまして、12款、公債費でございますが、政府資金の10年ごとの利率見
直しを行ったことによる補正でございます。利率が下がりましたので、公債費全体では減額
となりますが、元利計算の関係で、１目の元金につきましては、若干の増額というふうにな
ります。なお、利率見直しの対象となったのは、平成19年に借り入れをした臨時財政対策債
でございます。
次のページ、14款、予備費で、歳入歳出調整をさせていただきまして、補正後の予備費の
額は２億3,447万5,000円というふうになっております。
歳出は以上でございます。
次に、歳入でございます。
10ページをごらんをいただきたいと思います。
１款、村税でございますが、１項の村民税、個人、法人とも堅調な経済状況にあって、増
額を見込むものでございます。
２項の固定資産税も償却資産の伸び等により、増額の見込みとなりました。
また、滞納の解消に努めた結果、個人村民税、固定資産税、軽自動車税で、それぞれ滞納
繰越分を増額するということになりました。これによりまして、村民税及び固定資産税とも
に10億円台の税収を見込むこととなりました。
次の４項、たばこ税は、喫煙者の減少により、また10項の入湯税につきましては、利用者
の減少により、減額となるものでございます。
おめくりをいただきまして、３款、利子割交付金から、13ページの６款、地方消費税交付
金まで、それぞれ県のほうから本年度の決算見込みという数値が示されましたので、増減を
させていただくものでございます。お目通しをお願いいたします。６款の地方消費税交付金
の補正額1,400万円余ということで大きくなっております。
次に、12款、地方交付税でございますが、本年度は、普通交付税の調整交付分の配分がご
ざいました。計上をさせていただくものでございます。
おめくりいただきまして、14款、分担金及び負担金でございますが、２項３目、民生費負
担金は、２節の細説、01保育園児童措置費負担金、いわゆる保育料等でございますが、それ
ぞれ事業量の確定したこと等により、増減をさせていただくものでございます。
また、８目の土木費負担金につきましては、南原住宅団地内の焼却灰除去工事の関係で、
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土地開発公社からの負担金を計上しておりましたが、29年度中に処理が完了したことにより、
収入がなかったということで減額するものでございます。
続いて、15款、使用料及び手数料は、お目通しをお願いしまして、おめくりをいただいて、
16款、国庫支出金でございます。
それぞれ事業の確定、あるいは実績見込みによりまして増減をさせていただいております
が、主なものとして、17ページ、中段になります２項２目１節の総務費補助金、細説の09で、
マイナンバー関係のシステム改修に関する経費の追加交付ということがございましたので、
増額をさせていただいております。
それから、次のページになりますが、８目１節の道路橋梁費補助金の減額でございますが、
社会資本整備総合交付金の配分が少なかったということによる減額でございます。
おめくりいただきまして、17款、県支出金でございますが、こちら事業の確定等により、
増減が主なものということになりますけれども、19ページの一番下、２項６目１節、農業費
補助金の細説33水田農業経営確立推進指導事業補助金でございます。歳出で申し上げました
が、ことしから条件が変更され、補助を受けることはできなかったということで減額するも
のでございます。
また、次の２節、林業費補助金の説明の24長野県森林づくり県民税事業補助金につきまし
ては、南部小学校で屋外活動で利用させていただいております、学校南側の山林の間伐に伴
います枝条処理に対し、補助金をいただけるということになりましたので、追加させていた
だくものでございます。
おめくりいただきまして、18款、財産収入でございますが、下のほう、２項１目１節の不
動産売払収入でございます。現在、道路としての利用がなされていない、村内３カ所の土地
につきまして、払い下げを行ったことによる収入、次の２節は、関西電力が飛び地の村有林、
送電線がございますけれども、その送電線下の立木、伐採をいたしました際に生じました、
売払収入を計上するものでございます。
次のページ、19款、寄附金につきましては、ふるさと納税分を除く一般寄附金分を追加さ
せていただくものでございます。
おめくりいただきまして、20款、繰入金は、事業費確定による減額でございます。
次の22款、諸収入では、１項１目、延滞金になりますが、村税の滞納繰越分の増加に伴い
まして、延滞金収入も見込みを上回りましたので、増額をさせていただくものでございます。
５項１目４節の雑入のほうでは、細説の59になりますが、古紙等売払金が当初見込んだ単
価よりも高値であったということで、比較的な大きな増額となっております。
おめくりいただきまして、歳入、最後になりますけれども、23款、村債でございます。１
項３目、民生債は、保育園空調設備設置事業費の増加に伴い増額となるもの、８目の消防債
は、それぞれ事業費の確定により、減額をするものでございます。
地方債の補正につきましては、第３条のほうに規定をさせていただき、内訳につきまして
は、７ページ、第３表、地方債補正の表のとおりとなりますので、お目通しをお願いしたい
と思います。
歳入については以上でございます。
最後に、第２条の繰越明許費でございますが、６ページの第２表、繰越明許費補正をごら
んいただきたいと思います。
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国の補正予算によります地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金事業、プレミアムつ
き商品券のほか、国の補助事業の巻きかえ実施ですとか、あるいは、不足の増工等、いろい
ろな事情によりますけれども、本年度中の支払い完了が困難な７つの事業につきまして、繰
り越しをお願いする、追加をさせていただくということでございます。また、下の段になり
ますが、既にお認めをいただいております、保育園の空調設備設置事業の繰り越しについて、
金額の変更をお願い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。よろしくお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 議案第６号に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
８番、三澤議員。
８

番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

今も出ました民生費の保育園の空調設備の事業費であります。補正前と補正後の大きな差
があるわけでありますけれども、こういう事業をやっぱり、先ほどの職員の中での専門職と
いう話もしましたけれども、これを出していく根拠をつくるところのやっぱり一定の知識が
ないと、こういう大きな差が出てしまうのではないかということで、その辺の設計について
の専門職は、委託する場合もあるとは思いますけれども、その辺の乖離がないような予算の
立て方というものをどのように考えているのか、お聞きします。
それから、あとちょっと細かいことですけれども、プレミアム商品券であります。先ほど
も説明がありました。今回は事務手続だけでありますけれども、ちょっともう一度、対象者
とその人数について、プレミアム商品券については、お知らせいただきたいと思います。
それから、健診についてちょっとお聞きします。
議

長（丸山

豊） ページがわかったら、教えてください。

８

番（三澤 澄子） ページですね。45ページであります。健診も若干の減であります

けれども、健診の受診率というか、その推移についてちょっとお聞きしたいと思います。健
診が向上できているのかどうかということです。
それから、教育費の60ページと、それから62ページにあります要保護、準要保護の関係で
あります。
これも減額になっているわけでありますけれども、この間の入学前準備金の支給と合わせ
て、利用者がどのくらいの数で今、推移しているのか。減額になっているということは予定
よりも少なくなっているということですけれども、小学校と中学校と合わせてちょっとお聞
きしたいなと思います。
それから、あと病後児保育のところであります。すごい増額になっているわけであります
病後児保育でありますけれども、ことしは、インフルエンザが特別はやったせいかなとは思
いますけれども、病後児保育がこれだけちょっといっぱいになってくると、もう少し対応で
きるところが必要なのかどうかということも含めて、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） 私のほうから、設計に係る専門職の質問がございました。全協でも御
説明申し上げましたけれども、本来でありますと、設計をしてからある程度めどがついたと
ころで工事費をお願いしていくというのが本来の筋だというふうに思っておりますけれども、
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この事業、急ぎましたので、そういうことができなかったということであります。
乖離の部分につきましては、全協で御説明申し上げましたとおりでございます。設計関係
で専門職を置くというのは、これはちょっと無理であります。ただ、道路だとか、いろんな
分の専門職の分野でも若干見れますので、その辺は若干手当をしていく必要があるのかなと
いう、こういう思いはしておりますし、できることであれば、その部分は、増強していけれ
ばというふうに思っております。そういったことによりまして、若干こういった設計の分野
も目を通して、今でも目は通していただいておりますけれども、１人しかおりませんので、
そういったところを増強でき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） 続いて、プレミアム商品券について、地域づくり推進課長。

地域づくり推進課長（田中 俊彦） プレミアム商品券の対象となる人数でございますけれ
ども、いわゆるこちら低所得者といいますのは、来年度の住民税の非課税の方、それから子
育て世帯、対象としてはそのお子さんの人数ということになりますが、こちらまだ来年の６
月１日が基準日、済みません。６月１日が基準日でございますので、そういったことでちょ
っと確定ではございませんけれども、おおよそ合わせて2,600人ということで想定をしてい
るところでございます。
以上です。
議

長（丸山

豊） 続いて、唐澤住民環境課長。

住民環境課長（唐澤 英樹） 確認いたしますけれども、特定健診の受診率の関係でよろし
いでしょうか。特定健診の関係でありますけれども、毎年50％前後であります。平成29年に
つきましては、49.7であります。今年度はまだ出ておりませんけれども、28年度が51.7とい
うことで、50％ぐらいで推移をしております。
議

長（丸山

豊） 続いて、伊藤教育次長。

教育次長（伊藤 弘美） 要保護・準要保護の関係でございます。
平成29年度ですけれども、小中学校を通じまして131人でございました。ことし、そうい
うわけで140人の予算を見たわけですけれども、今年度２学期末ということで御理解いただ
きたいと思いますが、116名ということでございます。
それから、貸し付けの関係でございます。
昨年度、２名、中学校で２名ございましたが、平成31年４月の入学の関係ですけれども、
今、募集をかけております。募集といいますか、申し込みの受け付けをしておりますが、今
のところはゼロという状況でございます。
議

長（丸山

豊） 続いて、病後児保育、唐澤子育て支援課長。

子育て支援課長（唐澤

孝男）

病後病後児の利用の関係が、まず平成29年度が月平均で

33.5人いたところが、ことしは44.6人。これ１月までの10カ月分でいっております。その中
で、いちごハウスの定員が10人、あるぷすが６人ということですけれども、やはり日によっ
て、お断りをする状況も若干出ています。逆に余裕があっている日もありまして、そんなと
ころもありますが、お断りされたところは、うちの村でいくと、月に二、三人くらいの状況
で、確かに日によっては、ちょっとそういった状況も出ております。
これらの施設の規模としては、かなり限界になっておりますし、うちの村単独ではちょっ
と拡大というのは難しい状況ですので、また関係市町村で必要性についても検討していきた
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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。

６番、唐澤議員。
６

番（唐澤 由江） 先ほどの特定健診の受診率アップの問題なんですが、たまたま駒

ケ根市の受診率がとても低いということで、全く受けていない方の受診勧奨と、それから再
検査をしていない人の受診勧奨の在宅看護職「信濃の会」というのに私も参加しておりまし
て、電話作戦を、今の現状の保健師ではそれやっている暇がないので、その看護職でやれば
というような相談を受けて、たまたまきのうも会議があって行ってまいったわけで、やはり
看護師、保健師等が不足していると、そういったことができないというふうに思いますが、
そういう必要性を感じていますか。それとも現状どういうふうにしていますか。
議

長（丸山

豊） 堀健康福祉課長。

健康福祉課長（堀

正弘） 御質問の件につきましては、当村では保健師が未実施者につ

いては電話あるいは訪問もして、受診の勧奨をしているという状況でありますので、現状そ
ちらには力を入れてまいりたいと考えております。
以上です。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑はございませんか。

９番、大熊議員。
９

番（大熊 惠二） ９番、大熊です。

細かいところでありますが、10ページになります。歳入の部分で入湯税のことについて、
お尋ねをいたします。
これは開発公社の理事会等でも多分話題にというか、議題になっている部分かと思います
が、最近温泉離れという言葉が聞こえるわけですが、大芝の湯をつくるときに、上伊那郡の
福祉団体、または障がい者の団体とか、そういうのがこの大芝の湯は、特別な貸し切りの部
分があるわけですが、それに陳情があったり、お願いがあったりで、つくる際に大騒ぎをし
たわけですが、それが効率よく使われていないというふうに認識をしておりますが、その辺
の今後、大芝の湯ができてもう何年になりますかね。もう二十数年になるわけですね。17年
ですか。この辺をどう活性化させていくか、どう使っていくか、福祉団体というか、そうい
う障がい者の人が積極的に、当時、陳情があったような使い方をされているとはとても思え
ない。今、考えると、振り返ると、無責任な陳情や、そういったことに村も一時振り回され
たなという感じを受けるわけですけれども、その辺の利活用の問題。入湯税を入る人が多け
れば、入湯税もふえるわけですけれども、その辺の方向性について、お尋ねをいたします。
それと、この保育園の空調設備でありますが、これ緊急防災ということで、幾らか可能性
があるのかなというようなお話もある中で、ここに計上してあります、補正後が2,790万円
と、こうなっておりますけれども、これについて、御説明をいただけたらというふうに思い
ますが。
以上です。
議

長（丸山

豊） 答弁と求めます。

唐木村長。
村長（唐木 一直） 入湯税の問題が出されました。家族風呂の関係を含めてであります。
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当時、担当しておりましたんで、振り回されたなという、そんな感じは持っております。入
湯税自体は、どこの施設も減っておりますけれども、その落ち込みというのは、うちはかな
り少ないという、こういう、今までの状況からいくと、そうなっております。
家族風呂でありますけれども、利用はあります。ありますけれども、当初予定した利用が
あるかどうかというのはちょっと手持ち資料がないもんですから、申しわけありませんけれ
ども、あることはありますけれども、それが常にフル活用しているかと言われますと、そう
なっていないという、こういう状況もありますので、これはもうちょっとＰＲをしていく必
要があるのかな。非常にそういった分野では、特殊性がありますので、もう少しＰＲしてい
く必要があるというふうに思っております。
この辺は、御指摘をいただきましたので、ちょっとそこまで私も気が回らなかったところ
であります。しっかりとＰＲをして、大芝の湯の特徴になっておりますので、この辺をさせ
ていただきたいというふうに思います。
それから、保育園の緊急防災の記載であります。きちっと分けて、緊急防災の申請をした
ところであります。当初もしまして、その後変更があるかどうか県からの問い合わせに対し
て、追加で額を変更して提出をしてありますので、今のところ、全くわかりませんけれども、
追加で出すということは可能性があるのかなという、この感触程度で申しわけありません。
これはもうしばらくしますと、決まってくるのではないかなというふうに思っております。
そんなことでございます。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑はございませんか。

３番、山﨑議員。
３

番（山﨑 文直） ３番、山﨑です。

１件目は、22ページの寄附金のところで、181万7,000円の増額ですが、ふるさと納税を除
くという説明をいただきましたけれども、除いて180万円というと、かなり大きな金額です
が、これは１件だけなのか、何件も合わせて、こういう金額になったのか。私にとってみれ
ば、180万円っていうのは大きな金額だなというふうに思いますが、この辺のところもわか
りましたら、お願いしたいと思います。
それから、63ページの、これは教育費の中学校の関係で、一番上にあります委託料で、Ａ
ＬＴの委託料不用額で、これ説明ですと、差金ということのようでしたが、190万余の差金
が出るということは、こんなに出るものなのかなという。先日も中学校の授業をやっている
風景の中で、ＡＬＴの方が英語の先生と一緒に授業をしている風景も見させていただいたん
ですけれども、そういう面で、これからＡＬＴの必要性は重要かというふうに思いますけれ
ども、この辺のところは、こんなに安くなるのかなというか、そういうところの様子がわか
れば。例えば、今は１人なんですけれども、臨時的に３月の高校入学に向けて、臨時的に増
員をするとか、そういうことっていうことは考えられないのかなというふうに思うんですが、
その２点をお聞きしたいと思います。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

１点目の寄附金、平嶋財務課長。
財務課長（平嶋 寛秋） 寄附金の関係について、お答えいたします。
当初予算で町村会の分70万円を見込んだわけでありますけれども、実績として、251万
7,000円ということで、今回補正をお願いしているものであります。そのふえましたという
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か、増加の要因でありますけれども、お一人、歯医者さんのほうから、保育園の図書にとい
うことで100万円、それからあと企業さんのほうからの、大芝の湯のほうで活用ということ
で40万円、それからあともう一社、寄附のほう、従業員、あと会社の関係で30万円等々とい
うことで、今回の補正ということであります。よろしくお願いします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村長（唐木 一直） その後ある企業からちょっと何十周年記念だか、ちょっと忘れてしま
いましたけれども、私のところに電話がありまして、３月中には記念ということで、300万
円の寄附の申し出が既に来ております。それは入っておりません、ちょっとこれ間に合いま
せんでした。そんなところでございます。
以上です。
議

長（丸山

豊） 続いて、委託料、伊藤教育次長。

教育次長（伊藤 弘美） ＡＬＴの関係でございます。平成30年度から２人お願いをしてお
ります。小学校の関係、前倒しで完全実施ということでやっております。それで、金額自体
が、実際の契約金額が990万円というような大きな金額でございます。当初1,200万円ほど考
えていたんですけれども、プロポーザル等でやった結果、それだけの差金が生じたというこ
とですので、そんなふうに御理解をいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑はございませんか。

９番、大熊議員。
９

番（大熊 惠二） もう１点、お尋ねをいたします。９番、大熊です。

51ページを見ますと、アカマツの樹幹注入剤が不用ということで、250万2,000円計上され
ておりますが、実績はどんなふうなのか、250万円というのは、何本分に当たるのか。なぜ
この不用になったのか。その辺の状況について、お知らせをいただきたいと思います。
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） 今お尋ねをいただきましたアカマツの樹幹注入の関係です。
まず、実績から申し上げますと、樹幹注入を行ったアカマツの本数は613本でございます。
それに要した薬品の数につきましては、4,915本というのが実績でございます。これは入札
差金のほか、これ樹幹注入は７年に一度ということで行っておりまして、７年前の実施状況
から木の成長等を見込みまして、もう少し木の本数が多いのかなということで予算計上させ
ていただきましたけれども、実際は思いのほか、成長が進んでいなかったということで注入
をする木の本数も減ったということで、その両面からこれだけの入札差金等が出たというこ
とでございます。
以上です。
議

長（丸山

豊） よろしいですか。

ほかに質疑はありませんか。
８番、三澤議員。
８

番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

あと１点、ちょっとお願いします。
55ページでありますけれども、道路維持事業ということで、その前の融雪剤の購入費がふ
えているということであります。ことしの場合は、雪が降らなかったわけでありますけれど
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も、結構その道路が凍結というか、もう寒さによってかなりこう変形といいますか、割れた
り、盛り上がったりという箇所がかなり見受けられていると思います。それはもし工事する
としたら、大がかりな工事になるわけでありますけれども、そういうふうな箇所を今回ちょ
っと多かったように思いますので、建設課のほうでどのくらいそれ把握しているのか。今後
の道路管理というか、そのことについて、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。

藤澤建設水道課長。
建設水道課長（藤澤

隆） 道路の通行に支障のありそうな変形とか、ゆがみ等あります。

一般的には近隣の方や職員が出ているときに見ながら、危険な物はその都度、穴埋めでした
り、修正をしておりますけれども、予算の限りもありますので、その中で今、危険な物は常
に修繕をかけておりますけれども、引き続き、危険のないように対応してまいりたいと思っ
ています。日ごろの管理状況は、そういったことで対応しております。
以上であります。
議

長（丸山

豊） よろしいですか。

ほかに質疑はありませんか。
〔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年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」を議題とし
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年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算

（第３号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、歳入では、年度末を迎え、保険料及び交付金等が確定したことによる減額が主な
ものであり、歳出では、実績見込みによる保険給付費の減額、また、事業費の確定見込みに
よる不用額の減額が主な内容であります。
既定の歳入歳出予算の総額から2,749万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ
10億955万1,000円とするものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
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。

堀健康福祉課長。
健康福祉課長（堀

正弘） それでは、議案第７号の細部説明を申し上げます。

予算書の６ページをごらんいただき、歳入から御説明いたします。
歳入につきましては、これまでの保険料及び介護サービス給付額等の実績から、決算に近
づけるための補正をするものであります。
まず、１款、保険料、１項１目、第１号被験者保険料でありますが、実績見込みからの減
額であります。
７ページをごらんいただき、３款、使用料及び手数料、２項２目、督促手数料は、収入見
込みからの減額であります。
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８ページの４款、国庫支出金でありますが、１項１目の介護給付費負担金では事業の確定
見込みから590万5,000円を減額するものであります。２項、国庫補助金、１目、調整交付金
の360万3,000円の増及び４目の事業費補助金22万3,000円の増額は、国からの追加交付の決
定によるものであります。
続いて、９ページになりますが、５款１項、支払基金交付金であります。１項１目、介護
給付費交付金で1,394万7,000円を減額するものでありますが、事業費の確定見込みによる減
額となります。
10ページの６款、県支出金、１項、県負担金でありますが、１目の介護給付費負担金で事
業費の見込み確定により、国と同様減額をするものであります。
続いて、11ページになりますが、10款、繰入金の１項、一般会計繰入金では、１目の介護
給付費分でありますが、給付金の減額に伴い、減額をするものと、２目、地域支援事業交付
金から、５目、その他一般会計繰入金までの減額と増額につきましては、それぞれの繰り入
れに該当する事業の確定見込みによるものであります。
12ページの13款、諸収入、１項１目、第１号被保険者延滞金及び２項１目、預金利子につ
きましては、収入の確定見込みによる調整であります。
次は、13ページからの歳出となります。
１款、総務費、１項１目、1301一般管理費で、19節では、情報センター負担金の確定によ
る不用額、それから３項２目、1315認定調査費では、12節、役務費、手数料では実績見込み
により減額、及び３目、1318認定審査会共同設置費負担金では、19節の負担金で上伊那広域
の認定審査会の設置負担金の確定により、減額をするものであります。
続いて、14ページの２款、保険給付費、１項１目、1321介護サービス等諸費でありますが、
19節、負担金で、介護サービス費が見込みより少なかったことによりまして、2,500万円減
額をするものであります。
２項１目、1322介護予防サービス等諸費では、19節、負担金で、要支援の方に対するサー
ビス費が見込みほど伸びなかったことによりまして、437万6,000円を減額するものでありま
す。
４項１目、1347高額介護サービス等費でありますが、19節、負担金で、高額介護合算サー
ビス費の伸びによりまして、60万円を増額するものであります。
続いて、15ページの５款、地域支援事業費の１項１目、1364介護予防日常生活支援サービ
ス費、いわゆる総合事業におきまして、ケアマネジメントにかかわる委託費用が伸びなかっ
たことにより減額をするものであります。
２項１目、1361一般介護予防事業費から、３項１目、1362包括的支援事業費・任意事業費
につきましては、それぞれ事業費の確定見込みによりまして、不用額を減額いたします。
続いて、16ページ、４項１目、1365の審査支払手数料でありますが、総合事業に係る審査
手数料の実績見込みから増額をさせていただきます。
17ページの８款、諸支出金、１項１目、1381第１号被保険者保険料償還金でありますが、
実績見込みにより、減額といたします。
18ページの９款１項１目、1399予備費でありますが、歳入歳出調整を行いまして、527万
円を増額するものであります。
以上で、細部説明とさせていただきます。
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議

長（丸山

豊） 議案第７号に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
８番、三澤議員。
８

番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

全体に要支援の部分と、それから総合事業の部分が、若干の減額でありますけれども、減
っているわけでありますけれども、その部分で地域でやっているいろんなサロンとか、地区
社協でやっている事業とか、いろんな予防事業が広がって、全体としては総合事業とか要支
援が減っているのか、その辺のその見方について、ちょっとお聞きしたいなと思います。
議

長（丸山

健康福祉課長（堀

豊） 堀課長。
正弘） 総合事業につきましては、平成30年度で全体的に移行された

ということで、その効果がどうなのかというのはまだ近々に判断はできないところでありま
すが、そうした活動が地域で活発に行われるようになったということで、それぞれ、いわゆ
るつながりができてきているのかなというふうに判断しておりますので、この辺の活動は今
後も強化してまいりたいと考えております。
以上です。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑はありませんか。

〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） これで質疑を終わります。

ただいまから１時半まで休憩といたします。
休憩 午前１１時５２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。

議案第８号「平成30年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）」を議題
とします。
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年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計補正

予算（第３号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、歳入では、収入確定見込みによる国民健康保険税及び県からの保険給付費等交付
金の減額が主なものであります。
歳出では、保険給付費の減額が主な補正内容であります。
既定の歳入歳出予算の総額から１億2,649万4,000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれ
ぞれ12億7,327万8,000円とするものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
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。

唐澤住民環境課長。
住民環境課長（唐澤 英樹） 議案第８号につきまして、細部説明を申し上げます。
予算書の７ページをごらんいただき、歳入から説明をいたします。
１款１項、国民健康保険税でございますが、確定見込みの数字に近づけるために、84万円
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を減額するものであります。現年度分につきましては、当初予算見込みより被保険者数等が
減少したことにより、１節から３節までの合計で187万円の減となります。
滞納繰越分につきましては、４節から６節までの合計で103万円の増となっております。
これは収納係また窓口との連携によりまして、収納率の向上に努めた結果かと思われます。
８ページの４款、県支出金でございますが、１項１目、保険給付費等交付金で、１億
2,928万5,000円の減額となります。この後、歳出でも説明いたしますが、保険給付費の減に
よるものでございます。
おめくりいただきまして、９ページの８款、繰入金でございます。１項、１目、一般会計
繰入金でございますが、村の繰り入れ分がほぼ確定したことによりまして、141万円の増額
となります。このうち、４節の出産育児一時金につきましては、当初15人を見込んでおりま
したが、決算見込みで11人ということで112万円の減となっております。
10ページの10款、諸収入でございます。１項１目、一般被保険者延滞金でございますが、
190万円の増、２項３目、一般被保険者返納金が61万円の増、８目、雑入は特定健診個人負
担金の減で28万9,000円の減となっております。
おめくりいただきまして、11ページからは歳出となります。
ほとんどが決算数字に近づけるものでありますので、主なもののみ説明をいたします。
12ページの２款、保険給付費の1504事業、一般被保険者療養給付事業の負担金でございま
すが、確定見込みによりまして、１億975万8,000円を減額するものでございます。
1505退職被保険者等療養給付事業の負担金でありますが、288万6,000円を減額するもの、
1506一般被保険者療養事業の保険者負担金ですが、119万1,000円の減であります。
次に、２項、高額療養費事業ですが、確定見込みによりまして、一般分、退職被保険者分
を合わせまして、1,486万円を減額するものでございます。
以上、いずれも原因といたしましては、被保険者数の減少と、それから高額療養費等が少
なかったことによるものでございます。
13ページの1533出産育児費給付事業でございます。出産件数の減によりまして、168万円
を減額するものでございます。
14ページの３款、国民健康保険事業費納付金につきましては、いずれも財源組み替えに伴
うものであります。
15ページの保健事業費につきましても、決算見込みに伴い、それぞれ減額するものであり
ます。
16ページの７款、基金積立金でありますが、今年度分の積立金といたしまして、400万円
を増額し、利子分の積み立てとして9,000円を計上するものであります。
17ページの９款、諸支出金につきましては、それぞれ決算見込みの額に合わせるものであ
ります。
18ページ、10款、予備費でございますが、歳入歳出調整で419万円を増額するものであり
ます。
以上で細部説明とさせていただきます。
議

長（丸山

豊） 議案第８号に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
８番、三澤議員。
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８

番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

確定によるものが多いわけでありますけれども、一つ基金の積立金が出たわけであります
けれども、今現在の基金は幾らになっているのかを、教えていただきたい。
議

長（丸山

豊） 唐澤住民環境課長。

住民環境課長（唐澤

英樹）

29年度末で約5,400万円ほどでございます。ただし、今年度

の予算の中で1,200万円ほどを基金から繰り入れるということで予算化しておりますので、
総体的には、5,400万円、来年度の見込みは5,400万円ほどになるかと思います。
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。

議案第９号「平成30年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」を議題と
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年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予

算（第３号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、歳入では、保険料の増額、歳出では、保険料の増額に伴う広域連合への納付金の
増額による補正であります。
既定の歳入歳出予算の総額に545万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億
3,545万2,000円とするものであります。
細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
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。

唐澤住民環境課長。
住民環境課長（唐澤 英樹） それでは、議案第９号につきまして細部説明を申し上げます。
予算書の６ページをごらんいただき、まず、歳入から説明をいたします。
１款１項、後期高齢者医療保険料を545万5,000円の増額をするものでございます。30年度
の保険料の見込み額の確定により増額するものでございます。
おめくりいただきまして、７ページの歳出でございますが、1804後期高齢者医療広域連合
納付金でございますが、歳入で保険料の増額がございましたので、保険料と同額の545万
5,000円を増額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９号に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。

議案第10号「平成30年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第３号）」を議題とします。
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「平成30年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第３
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号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、平成30年度の事業費等が確定してまいりましたので、決算額に近づけるため、継
続費の補正及び不用額等所要の補正をお願いするものであります。
収益的支出の事業費を775万5,000円減額し、支出予定総額を２億6,042万9,000円に、資本
的収入で5,788万円減額し、収入予定総額を1,182万円に、資本的支出で１億3,000万円減額
し、支出予定総額を4,219万9,000円に、資本的収支において、資本的収入額が資本的支出額
に対し不足する額及び過年度分損益勘定留保資金にて補塡する額を3,037万9,000円に改める
ものであります。
また、第二配水池薬注機械施設整備事業に伴う継続費の年割額について、平成30年度の１
億2,600万円を1,000万円に、平成31年度の１億2,600万円を２億2,400万円にそれぞれ改める
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） それでは、議案第10号の細部説明を申し上げます。

詳細につきましては、予算実施計画明細書により、説明をいたしますので、議案書７ペー
ジをごらんいただきたいと思います。
収益的支出の１款１項１目、原水及び浄水費で、６節の修繕費の減によりまして、470万
円を減額するものでございます。同じく、５目の総係費では、３節、手当から、20節補助金
まで、事業費等の確定によりまして、不用額により307万5,000円を減額するものでございま
す。特に、20節、補助金の伊那市水道事業区域補助金につきましては、対象件数の59％の申
請にとどまっており、200万円の減額をするものでございます。
おめくりいただきまして、支出を先に説明いたしますので、９ページをごらんいただきた
いと存じます。
資本的収入及び支出の支出でございます。
１款１項１目、8031配水施設拡張事業で、１億1,170万円を減額するものでございます。
先ほど来説明しておりますが、これは１節、工事請負費で１億1,600万円を減額、２節、委
託料では、入札差金100万円を減額するものでございますが、平成30年度、31年度の継続費
にて計画しております薬注施設の整備事業につきまして、全協でも説明いたしましたが、当
初は９月ごろに発注をしたいというふうに計画しておりましたが、委託しました設計業務、
業者等の調整等々、予想以上に時間がかかりまして、平成31年、本年の１月の発注となりま
した。したがいまして、この間、施設予定地の造成等の準備工事のみとなってしまったこと
によりまして、減額の補正をお願いするものでございます。
なお、挨拶にもありましたように、この機械の設備に関しては、本年の12月には稼働でき
るよう整備を進めてまいりますので、御理解をお願い申し上げます。
２目、8032配水施設改良事業の1,300万円の減額でございますが、１節、工事請負費にお
きまして、配水管の造型工事、それから気圧弁等の更新工事の入札差金等で不用額といたす
ものでございます。
８ページにお戻りいただきまして、資本的収入及び支出の収入でございます。
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１款１項１目、企業債につきましては、ただいま申し上げましたように、第二配水池の薬
注機械施設工事の減額補正に伴いまして、5,800万円を減額するものでございます。
４項２目、負担金で12万円の増額でございますが、これは北殿地区の道路改良工事により
まして、配水管等が支障となり、補償工事として負担金が発生したため、新たに予算を計上
したものでございます。
10から19ページでございますが、給与明細書につきましては、給与等の確定によりまして、
手当、法定福利費の合計額27万5,000円を減額するものでございます。
12ページにつきましては、継続費補正に関する調書でございますので、これは後ほどお目
通しいただければと思います。
１ページにお戻りいただきまして、以上の説明によりまして、第２条、収益的収入及び支
出の支出、第１款、水道事業費用で、777万5,000円減額し、支出予定額を２億6,042万9,000
円とするものでございます。
２ページをお願いいたします。
第３条、資本的収入支出の収入第１款、資本的収入では、5,788万円を減額し、収入予定
総額を1,182万円、支出の第１款、資本的支出で１億3,000万円を減額し、支出予定総額を
4,219万9,000円とするものでございます。
なお、資本的収入が資本的支出額に対して不足する額及び過年度分損益勘定留保資金で補
塡する額を3,037万9,000円とするものでございます。
第４条、継続費では、先ほど説明しましたように、第二配水池薬注機械施設整備事業の継
続費の総額を２億3,400万円、年割額で30年度を1,000万円、平成31年度を２億2,400万円と
それぞれ改めるものでございます。
次に、３ページの第５条、企業債につきましては、事業の確定に伴いということで、企業
債の限度額を500万円に改め、第６条、議会の議決を経なければ流用することができない経
費につきましては、職員給与費を27万5,000円減額し、2,611万8,000円とするものでござい
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10号に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑をなしと認めます。

議案第11号「平成30年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第３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11号「平成30年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第３

号）」について提案理由を申し上げます。
本案は、平成30年度の事業等が確定してまいりましたので、決算額に近づけるため、不用
額等所要の補正をお願いするものであります。
収益的収入及び支出の事業収益を1,000万円減額し、収入予定額を６億2,521万2,000円に、
事業費用で725万8,000円減額し、支出予定総額を６億2,792万6,000円に、資本的収入及び支
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出の資本的収入を890万円減額し、収入予定総額を２億1,020万2,000円に、資本的支出を123
万6,000円減額し、支出予定総額４億4,976万6,000円とし、資本的収支において資本的収入
額が資本的支出額に対し不足する額及び当年度分損益勘定留保資金で補塡する額をそれぞれ
２億3,956万4,000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11号の細部説明を申し上げます。

詳細につきましては、予算実施計画明細書にて説明いたしますので、議案書８ページをお
願いいたします。
収益的収入及び支出の収入、１款２項２目、他会計補助金につきましては、委託料あるい
は消費税及び地方消費税等々の減額等によりまして、平成30年度事業費が確定してまいりま
したので、今回の補正によりまして、１節、一般会計補助金を1,000万円減額するものでご
ざいます。
９ページ、支出でございますが、１款１項２目、9403処理場事業で、12節、委託料の不用
額により、100万円を減額するものでございます。これは、終末処理場等における汚泥処理
量が予想より少し少なかったということが要因でございます。
同じく４目、9407総係事業で125万8,000円減額するものでございます。これは給与費等の
確定によりまして、３節、職員手当、４節、法定福利の減額とともに、12節、委託料では下
水道台帳システム委託料の入札差金による不用額で100万円を減額するものでございます。
２項４目、消費税及び地方消費税の500万円の減額につきましては、納付額の確定による
ものでございます。
10ページをお願いいたします。
資本的収入及び支出の収入でございます。１款１項１目、企業債で870万円を減額するも
のでございますが、これは造成工事に伴う公共下水道事業の勧告工事が、今予定より少なか
ったことに起因するものでございます。
同じく５項１目、国庫補助金の減額20万円につきましては、下水道ストックマネジメント
基本計画業務委託の入札差金によるものでございます。
次のページです。
１款１項１目、9430施設建設事業89万6,000円の減額につきましては、12節、委託料でス
トックマネジメント基本計画策定業務の入札差金、また25節、工事請負費は、単独管渠工事、
公共ます設置工事等の不用額によるものでございます。
同じく２目、施設改良費の34万円の減額につきましては、25節、工事請負費でマンホール
ポンプ交換工事の入札差金による不用額となります。
おめくりいただきまして、12ページ、給与費の明細書でございますが、これは給与費のう
ち、手当、法定福利費の確定によりまして、25万8,000円減額となるものでございますので、
ごらんいただきたいと思います。
１ページにお戻りいただきまして、以上の説明によりまして、第２条、収益的収入及び支
出の事業収益を1,000万円減額し、収入予定総額を６億2,521万2,000円とし、事業費用で725
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万8,000円減額し、支出予定総額を６億2,792万6,000円とするものでございます。
２ページをお願いいたします。
第３条では、資本的収入及び支出の収入を890万円減額し、収入予定総額を２億1,020万
2,000円、また、支出を123万6,000円減額し、支出予定総額を４億4,976万6,000円とするも
のでございます。
なお、資本的収入に対し、資本的支出で不足する額及び当年度分損益勘定留保資金で補塡
する額を２億3,956万4,000円に改めるものでございます。
第４条、企業債につきましては、事業等の確定に伴いましての限度額を2,380万円に改め
るものでございます。
３ページ、第５条の議会の議決を経なければ流用することができない経費につきましては、
職員給与費を25万8,000円減額し、2,023万2,000円と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11号に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。

日程第７、議案第12号「平成31年度南箕輪村一般会計予算」、議案第13号「平成31年度南
箕輪村介護保険事業特別会計予算」、議案第14号「平成31年度南箕輪村国民健康保険事業特
別会計予算」、議案第15号「平成31年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計予算」、議案第16
号「平成31年度南箕輪村水道事業会計予算」、議案第17号「平成31年度南箕輪村下水道事業
会計予算」を一括議題といたします。
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12号「平成31年度南箕輪村一般会計予算」について提案理

由を申し上げます。
平成31年度は、南箕輪村第５次総合計画前期基本計画の終盤であり、南箕輪村創生総合戦
略の最終年度となります。こうした中、前期基本計画を締めくくるとともに、後期基本計画
の策定を開始する中で、財政面では財政力の回復を図りつつ、生活に密着した予算、次のス
テップにつなげる予算としました。ここ数年は、子育てや教育関連施設の整備に努めてまい
りましたが、平成30年度までに給食センター関係を残しまして、おおむね整いましたことか
ら、平成31年度予算は、前年度当初予算に対し、5.4％減の歳入歳出予算の総額をそれぞれ
58億円と定めるものであります。
地方自治法第96条第１項第２号の規定により、議会の議決をお願いするものであります。
続きまして、議案第13号「平成31年度南箕輪村介護保険事業特別会計予算」について提案
理由を申し上げます。
本案は、高齢者福祉のさらなる向上を図るため、平成30年度から平成32年度までの第７期
介護保険事業計画及び平成30年度決算見込みに基づき、新年度予算編成を行いました。
介護保険給付費につきましては、30年度の介護サービス利用状況を勘案し、前年度当初予
算額に対して2.9％減の９億2,401万円を見込みました。平成31年度の歳入歳出予算総額につ
きましては、前年度当初予算に対し２％減の９億9,150万円とするものであります。
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地方自治法第96条第１項第２号の規定により、議会の議決をお願いするものであります。
続きまして、議案第14号「平成31年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計予算」について
提案理由を申し上げます。
制度改正により、平成30年度から大きく変わった国民健康保険事業特別会計でありますが、
今年度の決算見込みを勘案した上で、平成31年度は、保険税率を据え置きといたしました。
引き続き、特定健診、保健指導のさらなる充実を図り、医療費の抑制と国民健康保険税の徴
収率の向上に努めてまいります。
平成31年度の歳入歳出予算総額につきましては、前年度当初予算に対し7.5％減の12億
6,981万円とするものであります。
地方自治法第96条第１項第２号の規定により、議会の議決をお願いするものであります。
続きまして、議案第15号「平成31年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計予算」について提
案理由を申し上げます。
平成20年度から始まった後期高齢者医療制度は12年目となり、安定した医療制度となって
きました。村が行う後期高齢者医療特別会計は、保険料の収納や後期高齢者医療広域連合へ
の保険料納付が主な内容となっています。
平成31年度の歳入歳出予算総額につきましては、前年度当初予算に対して6.1％増の１億
3,649万円とするものであります。
地方自治法第96条第１項第２号の規定により、議会の議決をお願いするものであります。
続きまして、議案第16号「平成31年度南箕輪村水道事業会計予算」について提案理由を申
し上げます。
平成31年度の水道事業につきましては、安全で良質な水の安定供給と快適な居住空間の確
保を目的に、水道ビジョン、アセットマネジメント及び経営戦略に基づく水道施設の更新工
事を計画しております。
平成30年度からの継続事業であります大芝第二配水池の薬注機械、計装室等の更新工事が
主な事業となりますが、そのほか、減圧弁の設置、更新工事、給水管の造型工事、検満メー
ターの更新、伊那市営水道使用者補助金交付等の事業を予定しております。
収益的収入及び支出の予定額で、収入額を２億8,110万9,000円、支出額を２億7,362万
8,000円と定め、資本的収入及び支出の予定額では、収入額を１億2,610万円、支出額を２億
9,759万9,000円と定めるものであります。
なお、資本的収入が資本的支出に対し不足する額１億7,149万9,000円は、過年度分損益勘
定留保資金で補塡するものであります。
以上、地方公営企業法第24条第２項の規定により、議会の議決をお願いするものでありま
す。
続きまして、議案第17号「平成31年度南箕輪村下水道事業会計予算」について提案理由を
申し上げます。
平成31年度下水道事業につきましては、快適な居住空間の確保を目的に、公共下水道への
接続の推進及び浄化センターの長寿命化、また事業経営の健全化と効率化を目的に、ストッ
クマネジメント計画の策定とともに、宅地開発等に伴う下水道管渠整備と公共ます設置工事
等を予定しております。
収益的収入及び支出の予定額で、収入額及び支出額をそれぞれ６億2,175万8,000と定め、
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資本的収入及び支出の予定額では、収入額を２億1,262万9,000円、支出額を４億4,976万
2,000円と定めるものであります。
なお、資本的収入が資本的支出額に対し不足する額２億3,713万3,000円は、当年度分損益
勘定留保資金で補塡するものであります。
以上、地方公営企業法第24条第２項の規定により、議会の議決をお願いするものでありま
す。
各会計予算の細部につきましては、予算審査の中で、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） お諮りいたします。

ただいま議題となっております議案第12号から議案第17号につきましては、質疑を省略し
て、議員10人全員で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託して審査することにした
いと思いますが、御異議ございませんか。
〔議場 「異議なし」という者あり〕
議

長（丸山

豊） 異議なしと認めます。

したがって、議案第12号から議案第17号は、10人の委員で構成する予算特別委員会を設置
し、これに付託して審査することに決定いたしました。
お諮りいたします。
ただいま設置が決定いたしました予算特別委員会の正副委員長には、申し合わせにより、
委員長に総務経済常任委員長、副委員長に総務経済副委員長がつくことが決定されておりま
すので、委員会での互選を省略して、議長が指名したいと思いますが、御異議ありませんか。
〔議場 「異議なし」という者あり〕
議

長（丸山

豊） 異議なしと認めます。

予算特別委員会委員長には小坂泰夫議員、副委員長には都志今朝一議員を指名します。
日程第８、議案に対する討論、採決を行います。
議案第６号「平成30年度南箕輪村一般会計補正予算（第８号）」の討論を行います。
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。

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） 起立全員です。

したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。
以上で、本日の日程は全部終了しました。
本日はこれで散会いたします。
お疲れさまでした。
事務局長（小澤 久人） 御起立願います。〔一同起立〕礼。〔一同礼〕お疲れさまでした。
散会 午後 ２時０２分
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議 事 日 程（第２号）
平成３１年３月１２日（火曜日） 午前９時００分 開議
第１ 一般質問（受付順位第１番から）
５番

百 瀬 輝 和

１番

加 藤 泰 久

２番

小 坂 泰 夫

７番

都 志 今朝一

３番

山 﨑 文 直

６番

唐 澤 由 江
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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

健康福祉課長

堀

正 弘

副

村

長

原

茂 樹

子育て支援課長

唐 澤 孝 男

教

育

長

清 水 閣 成

産 業 課 長

出羽澤 平 治

総 務 課 長

藤 田 貞 文

建設水道課長

藤 澤

地域づくり推進課長

田 中 俊 彦

教 育 次 長

伊 藤 弘 美

会計管理者

松 澤 厚 子

代表監査委員

原

財 務 課 長

平 嶋 寛 秋

住民環境課長

唐 澤 英 樹

○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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隆
浩

会議のてんまつ
平成３１年３月１２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。

会議に入る前に御報告いたします。
３番、山﨑文直議員から、会議におくれる旨の連絡がありました。
ただいまの出席議員数は９名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開
きます。
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
とします。時刻掲示板を確認しながら、時間内で、質問、答弁を終わらせるようお願いしま
す。件名ごとに、それぞれ的確な質問、答弁をお願いします。また、本定例会より、村長な
ど執行部側の反問権を認めております。発言者は、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、さきに決定しました質問順に発言を許可します。
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。

東日本大震災から８年を迎えました。どれほどの歳月がたとうとも、大切な人、愛する故
郷を失った心の傷は消えることはないでしょう。それでもあの人の分まで、帰郷できる日を
目指してと懸命に前を向き、歩み続ける人がいる。奪われた２万2,000を超えるとうとい命
に思いをめぐらせ、鎮魂の祈りをささげます。
近年、豪雨や大震災など全国各地で自然災害が相次いでいます。加えて、政府の地震調査
委員会の報告によると、今後30年間にマグニチュード７から８クラスの大地震が起こるおそ
れが高いとされております。そうした中で迎えた3.11は、特別な意味を持ちます。改めて失
われた命を決して無駄にしないとの思いを強く持ち、命を守る防災を考える日にしていきた
いと思います。
防災には、自分で身を守る自助、近隣や地域で助け合う共助、行政など公的機関による公
助の三つがあり、とりわけ自助がかなめでありますが、防災白書に掲載された調査結果では、
半数を超える人が防災への備えは重要だと思うがほとんど取り組んでいないと答えています。
防災を自分事として捉えることが重要です。いま一度防災への取り組みを考え、できること
から実践してみる。それが自身と大切な人の命、そして故郷を守ることになるからです。
東日本大震災などの教訓から、平成25年12月、消防団を中核とした地域防災力の充実強化
に関する法律が定められました。そこで、最初に、地域の安心・安全を守る消防団、赤十字
奉仕団について何点か伺います。
南箕輪村の消防団組織は、明治28年に各耕地消防組を、昭和23年、法律の施行を受けて南
箕輪村消防団が発足し、今に至っております。現在は５分団11部で組織されて、地域の安全
を守ってくれております。また、各種訓練、講習会等にも参加して、スキルアップを行って
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おります。特に年末年始等は夜警を行い、住民に安心・安全を与えてくれております。地域
防災の中核を担う消防団の任務がますます重要になってきております。
そこで、消防団員の報酬、出動手当について伺います。消防団員の身分は特別職、非常勤
の地方公務員であります。したがって、報酬、手当は自治体の条例で決まっております。今
議会の議案第２号で改正する条例が出されておりますので、各階級の報酬額については改正
する条例案が出されているので触れませんが、訓練出動手当の部分をお聞きします。村の条
例では村外１日7,500円、半日3,750円、村内年間１万1,000円とあるだけです。近隣自治体
では訓練１回幾らとか、出動１回幾ら、夜間幾らとか、もう少し細かく規定がありますが、
この件、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） ５番、百瀬輝和議員の御質問にお答えを申し上げます。

消防団関係の質問でございます。
申し上げるまでもなく、この防災というのは今非常に関心が高くなってきておるところで
あります。全国的な災害等々を見れば、もう少し防災に対する備え、大切さというのを訴え
ていかなければならないだろうなというふうに思っておるところであります。
その中核を担うのが消防団であります。本当に大切な組織でありますけれども、近年はこ
の団員確保等々に大変苦労しておりますし、これは全国的なそんな傾向、問題、課題となっ
ておるところであります。この辺をどう解決していくかというのが一番大きな問題であるな
というふうに思っております。
さて、御質問の報酬、費用弁償等でございます。消防団の報酬だとか手当等につきまして
は、非常勤の特別職ということで条例に規定をされておるところであります。訓練手当につ
きましては特に規定がないという、こういうことであります。そのかわり本村では、村外の
訓練手当、訓練手当といいますか、出動手当にはないということでありますけれども、その
かわりに、村外の訓練手当、村内の訓練手当の報酬額が規定をされておるところでございま
す。村内の訓練手当につきましては年間で数十回の訓練があるという、そんな状況となって
おります。
この訓練手当は訓練に出ても出なくても一律年間１万1,000円という、こういう額が支給
されておりますので、この手当等のあり方につきましては、特別職報酬等審議会におきまし
ても、実態に基づいた消防団や消防委員会による検討をとの答申をいただいたところでござ
います。したがいまして、出動手当につきましては、必要であるという認識は持っておりま
すので、訓練手当とあわせまして消防団に検討をお願いしておるところであります。その検
討結果を踏まえまして、方向づけができればというふうに思っております。
ただ、出動手当はありませんけれども、他町村の出動手当や訓練手当等を比較してみまし
ても、南箕輪村の場合には村内の訓練手当が１万1,000円ということで、かなりほかと比べ
高くなっておりますので、そういった点では余り遜色がない、見劣りをする額とはなってい
ないという、こんなふうに考えておるところでありますけれども、出動手当というのは必要
であるという認識は持っておりますので、今その点を踏まえて検討をさせていただいておる
ところでございます。
以上です。
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議

長（丸山

豊） ５番、百瀬議員。

５

番（百瀬 輝和） 消防団員の報酬、出動手当は地方交付税措置が講じられているも

のです。消防団員の報酬、出動手当は、その労苦に報いるための報酬であり、出動した場合
の費用弁償として支給されるものでなければならないと考えます。また、災害によっては長
時間の活動を余儀なくされる場合の手当についても検討しておく必要があると考えますので、
この点よろしくお願いします。
次に、消防委員会で、これ検討していただかなきゃいけない部分になってくる、全てがそ
うだと思いますけれども、消防団員の確保についてを伺いたいと思います。
現在の団員のほとんどがサラリーマンであります。各地域、先ほど村長言われたように、
大変苦労されて団員確保を、近所を回って歩かれて、取り組みをされているということを伺
います。昔のイメージで、厳しい、きつい、恐ろしいといったイメージで入ってもらえない、
家族が反対する、また、個人の価値観の違いがあるのでということが言われております。
この後もちょっと質問に出ますけれども、団員への何か特典、優遇措置が、こういうもの
も考えていく必要があると思います。何がいいかというと、何なのかということになります
けれども、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律が施行され、この法律は
国や地方公共団体がやらなければならないことをはっきりさせているほか、住民の皆様にも
やっていただくこと、そのことについて行政からの支援をするなど定めております。どんな
災害があってもみんなが元気で生きていくことができる法律です。この件、村の取り組みに
ついて少し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） 消防団の確保対策でありますけれども、先ほども申し上げました

が、ここのところが一番頭の痛い問題であります。
現在の状況を申し上げますと、定員が230名で、この３月１日現在で190名ということで、
40名の欠員となっておるところであります。これは、欠員数につきましては過去最大の欠員
であります。200名を割り込むということはなかったわけでありますけれども、ついに200名
を割り込んでまいりました。そんなことで、さらにこの消防団確保につきましてはさまざま
な工夫をしながら確保していく必要があるというふうに考えております。
団員の確保につきましては、区長会の皆さんにもお願いをし、区の協力依頼をしておると
ころであります。また、消防団でも独自の活動というようなことで、広報を充実したり、勧
誘のお願いをしたりということで、活動をしてきておるところでありますけれども、なかな
か団員の確保につながっていないというのが実態であります。さらに、途中入団も許可して
おります。引き続き今後も関係機関と協力しながら努力をしてまいりたいというふうに考え
ております。
その中で、恩典というような、そういった話もありました。村の取り組みといたしまして
は、法律の施行に伴う部分でありますが、学生消防団活動の認証制度というのも導入してお
ります。これは何人か信州大学の学生がおりますので、就職に有利になればというようなこ
とで、こんな制度も導入しております。
そして、同時に、女性消防団員がふえてきておりますので、消防団員の装備の改善、この
辺につきましてはかなり改善をしてきておるところであります。各地区におきましても、屯
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所の改築等がある部につきましては、女性消防団員が活動しやすいような、そんな消防団屯
所を建設をしていただいておるということや、あるいは、県等々にもありますけれども、消
防団協力事業所の表示だとか、そんなことも行っておるところであります。
そういったことを通じながら、さらにどんな活動ができるのか、どんな村が措置ができる
のか、この辺はまた消防団の御意見もお聞きをする必要があるというふうに思っております。
この辺は常に聞いておりますけれども、なかなかいい答えが出てこないというのが実態でご
ざいます。
本当にこの消防につきましては、以前と比べまして、価値観の違いといいますか、時代の
流れを私自身も感じておるところであります。我々の時代は入るとか入らないとか、自分で
返事をする前にもうはっぴが玄関に置かれていたという状況の時代を過ごしてまいりました。
今となれば、大変苦労もしましたけれども、よかったなという思い出も残っておるところで
ございますけれども、ただ、それでは今の時代通用いたしませんので、いろんな方策も考え
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） 百瀬議員。

５

番（百瀬 輝和） 特典とか優遇措置についてなんですが、団員の方から話を聞くと、

物やお金でやっているのではないというふうに返事が返ってくるんですけれども、ただ、消
防団の皆様の御苦労さまの気持ちを大切にするということで、団員のいる例えば世帯の、区
によって違いますが、消防団費って、私のいる久保区は区費に全て含まれて、消防費も払っ
ていますので、消防費を払っている地域についてはそういうものの減免をしていただいて、
それを、村全体がやらなきゃいけないものですから、区ごとでやっても差が出ちゃいますか
ら、それを村が区に対して補填をしていくとか、村内で使える商品券を消防団員の方に御苦
労さまということで配るとかいう検討なんかはしてみてはどうでしょう。村長、この件いか
がでしょうか。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 区費の減免をというような、そんな趣旨の御質問であると思いま

す。区は独自に各区の区費の中から消防団に対する補助というのを部という単位で行ってお
るというふうに思います。多い区、少ない区ありますけれども、一般的に平均で言えば大体
100万前後かなというふうに、そんな額になっているんじゃないかと思っております。多額
な額が村からのほかに各区から払われておるということであります。それによって地域の安
心・安全が保たれているというところもあるわけであります。
ただ、それはそれぞれの区の状況によって違いますし、村が区費に対しての、そういった
ものにいろいろ申し上げていくということはできませんので、その点につきましては御理解
をお願いをしたいというふうに思います。
また、いろんな特典をということであります。現在行われているのは、村独自といたしま
しては、大芝の湯の入場料の100円割引というような制度くらいでありますので、この点に
つきましては、またできることはしていければというふうに思っております。今、団員報酬
や訓練手当の検討をいただいておりますので、そういった中で、またどんな応援ができるの
かということもあわせて検討をお願いをしていければと思っております。ただ、時間もかか
りますので、もうしばらく時間をいただきたいなというふうに思っております。
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以上です。
議

長（丸山

豊） 百瀬議員。

５

番（百瀬 輝和） しっかり検討をお願いしたいと思います。

次に、（３）の多様化への対応と（４）の機能別団員のことは、関連性があるので、一緒
に伺いたいと思います。
国の消防審議会で平成25年、法律の成立を踏まえ、取り組みが特に急がれる事項を中心と
して、消防団を中核とした地域防災力の充実強化のあり方に関する中間答申が出されており
ます。ここで言われているのは、消防団に対するニーズ、人材の多様化に合わせて、消防団
に入るプロセス、ルートの多様化も必要と言われております。消防団の知名度、イメージア
ップが必要、加入促進キャンペーン、勧誘強化期間等を設ける、女性のさらなる加入促進、
女性団員の幅広い活動が必要、多様な活動事例等を周知していく、ＯＢ団員の活用、これに
ついては公務災害補償の対象とするかどうかという検討が必要というふうに書かれておりま
す。自主防災組織との連携強化、連携が進むような仕組みづくりを検討する、消防団に入ら
ないが災害ボランティアへの興味がある若者が多い、こういった層をどう取り込むかが課題、
大学等と連携し、導入促進が考えられる、企業の理解促進が非常に重要、消防団協力事業所
の導入促進、長野県は特殊で、この優遇制度をやってるわけですね。この制度の周知、あと
は、転居や本業が多忙に伴う退団をなくす仕組みづくりが必要、つながりを持ち続けていく
工夫が必要、より多様な住民が活動できる仕組みづくりが必要、そこで機能別団員制度の導
入を考えてはどうでしょうかということです。
機能別団員の定義ですが、機能別団員制度は平成17年１月26日の消防課長通知による、基
本団員のみでは地域に必要な団員を確保することが難しい消防団が増加している現状を踏ま
えて、基本団員と同等の活動ができない人が特定の活動のみに参加する制度を設けて、地域
住民が参加しやすい環境をつくろうとしたものであります。災害時に技能、職能等を生かす
団員、例えば重機隊だとかバイク隊、看護隊、短時間勤務の団員、昼なら出れる、夜なら出
れるという時間限定ですね。一部の役割のみを担う団員、啓発活動、イメージアップの活動
です。それと大規模災害限定団員などがあります。これら大切な、必要な取り組みと考えま
すが、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） 消防団の役割の多様化と機能別消防団員の導入についての御質問

でありますが、消防団活動というのはかなり大きく変化をしてきております。従来は火を消
す消火活動というのは主力であったわけでありますけれども、今、広域消防体制というのが
かなり充実をしてきておりますので、むしろそういった活動につきましては、後方支援とい
うような、そんな役割を担っておるところでございます。
あわせまして、消防団員が一番今重要視をしている活動といたしましては、予防消防、火
災を出さないという、こういったことに力を置いておるところでありますし、同時に後方支
援という、こういったことを考えますと、各地区の自主防災組織との連携が極めて重要とな
ってくるというふうに考えておるところであります。そういったことを考えれば、本当に役
割は多様化をしてきておるなというふうに思っておるところであります。
したがいまして、村のできることといたしましては、いろんなものに対応できる資機材を
そろえていく、このことはかなり今変わってきております。昔では考えられないような、チ
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ェーンソーだとか、いろんな資材をそろえておりますし、つい先日、第１分団第３部に導入
をいたしました多目的車両というもの、これも新たな、そうした車両になってきておるなと
いうのを感じておるところであります。そんなことも重要でありますので、消防団の御意見
を聞きながら、さらに充実はさせていきたいなというように思っております。
機能別消防団の導入でありますけれども、今、そのあり方等につきましては、やはり手当
だとか、そういった部分等を含めまして、消防団に投げかけをしてきておるところでありま
す。まずは予備消防団を少し充実をさせていこうということで、消防委員会の御意見もお聞
きしながら、この辺は改正をさせてきていただいております。この辺から将来的に機能別消
防団の体制へつながっていけばと考えておるところであります。まずこの予備消防団員を確
保して、しっかりと消防団の足元を固めていくという、このこと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。その辺から徐々に機能別消防団の体制構築ができていけ
ばという、こんな考え方であります。
県の優遇制度の話がありましたけれども、これはさらに周知をしていく必要があるという
ふうに思っております。長野県はかなり、企業の税の減税だとか、そういったことを含めて
やっておりますので、十分周知をしてまいりたいと思いますけれども、これは毎年商工会を
通じて各企業の皆さんにはお知らせをしておるところであります。
それと同時に、私自身は企業の理解というのを、これは大切だろうというふうに思います。
消防団に対する企業理解が進まない限り、なかなか民間企業にお勤めをなされている方は入
りにくいんじゃないかという、こういう考え方を持っておるところであります。役場の該当
年齢にある皆さんはほぼ100％入っておるところであります。今ではその数かなりウエート
を占めております。これがいいのか悪いのかというのはまた違う議論になってきますけれど
も、やはり各企業に入っている皆さんが、勤めている皆さんが入ってくれるのが一番いいん
じゃないかなというふうに思っております。
そんなこともありまして、昨年、上伊那広域連合は毎年企業の皆さん、そういったトップ
の皆さんとの懇談会をしておるところであります。経営者協会という上伊那の、これは私の
ほうから、そういった皆さんに、ぜひ消防団に対する理解をお願いしたいということを去年
初めて訴えさせていただきました。この辺を粘り強くやっていく必要があるのかなというふ
うに思っておりますので、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） よろしくお願いします。

村の地域防災計画の中にもいろいろな取り組みが書かれておると思います。その中で書き
方が、図るとか努めるというふうな書かれ方がされております。これ一歩進めるためには、
動いていかないと何も進まないので、その点もよろしくお願いします。
今の日本はいつどこでどんな災害が起きても不思議ではない状況にあると言っても過言で
はありません。また、住宅火災も高齢世帯、ひとり暮らしのお年寄りの方の犠牲がふえてお
ります。身近な火災、災害への対応、即応力、動員力等すぐれた消防団の働きがますます重
要です。時代の変化に対応できる仕組みづくりをしていくことが求められていると思います。
次に、ポンプ操法、ラッパ吹奏大会への対応について伺います。
新聞紙上では南箕輪は参加していくというふうに書かれておりました。この件については
55

同僚議員からも質問がこの後出てくると思いますので、私からは、現場の皆さんの検討委員
会、消防委員会はあるんですけれども、現役の皆様ですね、消防団の団員の方たちのこうい
うものを検討していく委員会をつくって、しっかりと１年間かけて検討していく必要がある
と思いますが、先ほどの機能別も検討していくというお話なんですから、どこでそれを検討
していくかということになるんだと思いますけれども、現役の皆様でしっかりと話し合って
いただくような委員会をつくって検討していく必要があると考えますが、村長、その点いか
がでしょうか。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ポンプ操法、ラッパ吹奏大会への対応の件でございます。

辰野町、箕輪町が今年度から参加しないということで、これは少し私も衝撃を受けました。
だんだんそんなことになっていくのかな、時代の流れを先ほども申し上げましたが、感じた
ところでありますし、そういった時代になってきたのかなという思いもしておるところであ
ります。
消防団のあり方は、ポンプ操法大会のみならず、訓練や行事を含めて消防団のあり方を今
検討していただいております。行事等もできるだけ簡素化していこうじゃないかというよう
な、そんな方向性となってきておるところでございます。ポンプ操法につきましては、とり
わけ団員の意見を聞いていくということが大切であるという、こういう中から、各分団の各
部までおろして、１年間かけて検討していくということにさせていただきましたので、その
点は御理解をいただきたいなというふうに思います。その意見を集約した上で、どうしてい
くのかという、こういうことになろうかと思います。とりあえずは今年度は出場するという
ことで決まっております。
その中で、私自身は訓練期間という、これは考えていく必要があると思います。何カ月も
朝早くからやっておるという、これは本当に負担になると思いますので、期間を区切って、
２週間なら２週間、半月なら半月、そういった部分でやっていく必要もあるのかなというふ
うに思っておるところでありますし、また、行事等につきましては、既に４月１日に行われ
ます任命式につきましても大幅にこれは改正を、改正といいますか、改定をしながら臨むと
いうことで、消防委員会でも報告がありました。来賓は呼ばないということで、消防団だけ
でやっていくという、こういうことになったところであります。そういったことも進んでき
ておりますので、この１年がそういった検討をする期間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） 百瀬議員。

５

番（百瀬 輝和） 先ほどの報告書の中でもあったように、操法の訓練等がかなり負

担で重たいというような意見もかなり出ていたそうです。多様な取り組みでも、本当に若い
人たちが、子育て世代の団員さんが多いものですから、そこら辺はしっかりと検討結果を踏
まえて結論を出していっていただきたいと思います。
企業の理解促進が、これ非常に大事になってきております。先ほど村長言われていて、企
業のトップとの懇談会の中でもお願いしたというお話を伺いました。従業員が消防団活動に
参加しやすい環境をつくるため、事業所が消防団に協力することを、地域を挙げて、地域貢
献と捉えて、地域で称揚する消防団協力事業所表示制度というのがあります。この導入の推
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進の取り組みが重要だと考えております。
長野県の優遇措置も全国的に珍しい取り組みなんですね。法人税だとか個人事業主に対し
て税額の２分の１、限度額は10万円というような制度で減免するという取り組みになってお
ります。この周知が少し足りないのではないか。村長は今、上伊那でやっていますよという
お話なんですが、この村内での取り組みについて、村長、この件いかがでしょうか。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 村内の取り組みにつきましては、消防団本部から商工会を通じて、

村内企業の各事業所へ消防団員の活動への御理解と御協力を依頼し、消防団協力事業所の認
定を受けていただく制度を紹介をさせていただいておるところであります。県の制度が主で
あります。そんなさまざまな優遇措置があることをお知らせしながら、働きかけはしており
ますけれども、今、村内で14社がこの認定を受けております。ただ、これがふえてきていな
いというのは、少しこの周知が足りないというように思っておりますので、この辺はさらに
周知を図ってまいります。商工会へもお願いをしながらというようなことになろうと思いま
すけれども、図ってまいりますので、よろしくお願いをいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 百瀬議員。

５

番（百瀬 輝和） どんどんどんどん変えていかなきゃいけないと思います。よろし

くお願いします。
それと、信州消防団員応援ショップというのがあります。これネットでも出てるんですけ
れども、上伊那では141店舗、南箕輪村では11店舗が登録されております。ただ、これ団員
世代の皆様が使えるかというと、金融機関だとか、はり・灸だとかいうところがありまして、
果たして子育て世代の皆さんが家族で使えるものなのかってちょっとはてながついたんです
けれども、登録していただいていることはありがたいことなので、どんどんどんどん利用し
ていただきたいんですが、この取り組みもさらに進めるために、村の商工会だとか観光協会
も含めて応援をしていく必要があると思いますが、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） 応援ショップでありますけれども、御指摘のとおり、長野県では

1,401店舗、村内では11店舗の登録がありますけれども、今、議員御指摘のとおり、本当に
使いやすいのかどうかというのは、これは少し疑問がつくところであります。
子育て応援ショップというの、ちょっと名前がそんな名前であったかどうかと思いますけ
れども、そういう事業所もあるわけであります。これとあわせて使っていただければ一番い
いのかなというふうに考えておりますけれども、そういった、いわゆる飲食店でそういうこ
とをやっていただければ一番いいわけでありますけれども、そこはなかなか難しい面もあろ
うかというふうに思います。これにつきましては、また商工会との懇談の中で話は提供して
いきたいというふうに思っております。
以上です。
議

長（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。

次に、赤十字奉仕団の活動内容等を検討していく必要があるんじゃないかということで伺
います。
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村では県の規定で、私も資料いただいたら、こんな厚い資料をいただいたんですけれども、
第５条の奉仕の内容について、１で災害援護に関する奉仕、２で保健衛生等に関する各種事
業への奉仕、３で社会福祉施設等、援護を要する者への奉仕、４でその他赤十字の理想を達
成するために必要な奉仕とあります。村では各地域から、充て職と言っちゃいけないんです
が、１年間参加していただいているわけです。消防団と並んで地域防災で重要な組織と考え
ます。これからの取り組みについて伺いたいと思いますけれども。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 赤十字奉仕団の活動内容等々の御質問であります。毎年赤十字奉

仕団につきましては、充て職でお願いをしておるところであります。この充て職というのも
必要かなというふうには思っております。こういうことを経験することによって、防災意識
や地域の活動の大切さというのがわかってくるという、そういう意味もあるところでありま
すので、これは続けていければというふうに思っておりますし、赤十字奉仕団につきまして
はさまざまな福祉活動を行っていただいております。とりわけ消防と関係するところにつき
ましては、ＡＥＤなどの救急法の講習、こういうことはしっかりやっていただいておるとこ
ろであります。
ただ、この御意見の中で、春季演習の訓練など消防団との合同訓練、これは本当に精神的、
身体的にも重圧になっているというような御意見もあるところであります。この辺は常に改
善をしていく必要があろうかというふうに思っておりますし、今もそういったことを改善を
してきておるところであります。これからも過度な負担とならないよう、消防団ともに協議
をしながら、訓練内容を検討していきたいと考えております。
災害になったときには、どうしても女性の力というのが必要であります。女性には女性の
視点というのがあります。例えば避難所を開いた場合には、この女性の視点からということ
も大変重要になってくるんではないかなというふうに思っておりますので、赤十字奉仕団の
負担軽減もしながら、過度な負担にならないような、そして活動ができるような、そんな方
策というのは考えてまいります。常に考えていかなければならな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） 百瀬議員。

５

番（百瀬 輝和） 多様な人を活用する特別奉仕団の考え方もあると思いますので、

検討をよろしくお願いします。また、予算の面も、かなり少ない予算で活動されておるみた
いなんで、その検討もお願いしたいと思います。
今回、消防団の装備については、村長も年々装備をそろえていますよというお話がありま
した。今回触れませんでしたが、今の時代、大規模になった場合に、ドローンというものの
活用も考えていく必要があると思いますので、よろしくお願いします。
次に、小規模事業者の応援充実について伺います。
村では小規模工事受注希望者登録制度があります。これは村内の小規模業者の受注機会の
拡大を図る目的です。随意契約で小規模工事は130万円、修繕は50万円を超えない工事です
が、平成29年、30年度の登録業者は20社、平成29年度の発注件数は172件あります。その中
で登録業者が受注した件数は10件です。村長、この結果をどう感じるか、この制度どおりに
なっているかをちょっと伺いたいと思いますが。
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議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 小規模事業者の関係の質問で、どう感じるかということでありま

す。
御指摘のとおり、平成29年度、172件のうちの登録業者10件という受注でありました。こ
れは６％という数字でありますので、これは趣旨が生きていないなという、こういうことで
あります。そういった結果を受けまして、昨年は、年度途中ではありましたけれども、この
趣旨を十分に理解して、できる限り小規模事業につきましては小規模事業者を活用するよう
にということで、庁議の中で徹底をさせていただいたところであります。
ただ、無理からぬことというのもあるわけであります。修繕だとかというものにつきまし
ては、できるだけ短期間でお願いしなければならない。対応できる業者というのが比較、本
当に少ないわけであります。いつまでにやってくださいよという、こういうお願いをします
と、人手がなくてできないのでという、そういった回答もかなりあるわけでありますので、
その辺はぜひ理解をお願いをしたいと思います。
ただ、目的に沿っておるかということであれば、沿っていないというふうに言わざるを得
ませんので、さらに徹底はさせてまいりますし、もう少し受注がふえるようにはしていきた
いということで指示をしてありますので、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） よろしくお願いしたいと思います。発注する各課で責任を持って

やっているみたいですから、担当課の意識が足りない部分もあるんじゃないかなと思います。
調査票をつくって、こういう調査票で見せていただくと、村長が言われたようなところと
はちょっと違う、対象業者がいないというようなところも見受けられるんですけれども、た
だ、登録している業者ではその工事ができるんじゃないかなという業者もありますので、そ
の調査票の登録名簿の業種、工種の統一ができていないんじゃないかなと思います。登録は
こっちでかなり業者が書いてくる工種だけになってますが、こっちでは工種がもっと細かく
なっているような感じがします。だから、そこら辺を統一をしていただいて、登録業者がも
う少し多くなるような取り組みをお願いしたいのと、また、商工会に登録している業者さん
も利用していく必要があると思います。それも検討していかなければいけないと思いますの
で、その点、村長、もう一度いかがでしょうか。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 小規模業者につきましては、商工会を中心としながら、建設労連

という組織があります。この総会の中で私何回もお願いをしておりますし、資料をもって説
明をした時期もあります。そういうことで、ぜひ登録をしてくださいというお願いはしてお
りますけれども、登録があっても受注はないということになれば、これはなかなか登録して
いただけないということでありますので、いかに受注をふやしていくのか、この検討はして
いく必要があるというふうに思います。
その辺はもう一度各課へ徹底をさせてまいりますので、お願いをいたしますし、同時に、
今、これは村のいろんな、この制度だけに限ったことではありませんけれども、手続だとか、
後の処理が複雑だとか、こういったことがありますので、できるだけ簡素化をしていく必要
があると私は思っております。本当に小さな業種の皆さんに、写真をつけて出せだとか、い
ろんな書類を細かく書けだとか、そういうことはなかなか難しいと思っておりますので、そ
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の簡素化というものを含めて徹底をさせていきたいというふうに思っております。
以上です。
議

長（丸山

豊） 百瀬議員。

５

番（百瀬 輝和） よろしくお願いします。

次に、村では村の花を菊、品種が多く清楚で、可憐な菊の姿は人々を和ませます。私たち
の村南箕輪村もこの菊のようにさりげなく可憐でありたいと願いを込めて、昭和50年11月制
定されています。村の木はアカマツ、１年中青々とした葉が美しい、天に向かい伸びる姿が
明るい南箕輪の未来を象徴しています。これも昭和50年11月制定されています。これ村民に
は余り知られていないと思いますが、積極的な周知が必要だと思いますが、村長、この点い
かがでしょうか。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 時間がありませんので、端的にお答えをいたします。周知がされ

ていないんではないかということでありますけれども、そういうことであればさらに周知を
してまいりますけれども、村報だとか、暮らしの便利帳だとか、そういった中でも周知をさ
せていただいております。よりまた周知に努めてまいります。
菊だとかアカマツにつきましては、菊につきましてはかなり菊をつくっておられる方もお
いでになります。特に久保の場合には小菊クラブというのが盛んに行われておりますので、
この辺も活用させていただきたいなというふうには考えておるところでございます。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） せっかく村の花が菊ですので、その菊が咲き誇る時期に大芝高原

でイベントを考えてもいいと思いますし、取り組みをお願いしたいと思います。
アカマツについてなんですが、松くいの、同僚議員が質問もありますので、余り深く追及
しませんけれども、大芝以外の村に生えているアカマツも見受けられます。そういう分布状
況も村では多少把握しているみたいなんですが、その保護についてはどんなふうなお考え、
樹種転換という考えで、アカマツをどんどんどんどん切っていっちゃうという考えもあると
は思いますが、ただ、それを保護していくというのも大切な取り組みだと思いますが、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） アカマツのほうにつきましてでありますが、アカマツは松くい虫

の被害がかなり蔓延しておりますので、そういった中で守るべき松は守っていくという、こ
ういうことで考えておるところであります。本村では、森林簿の数字でまいりますと250ヘ
クタール、アカマツがあるということであります。その大半が大芝高原と飛び地、この半分
がそういうことになっております。しかし、全域にわたりましてアカマツというのは分布し
ております。こういったことを考えれば、守るべきものは守っていくということで、今、樹
幹注入等もやっておりますし、一本松だとか文化財で貴重なものにつきましては、そういっ
たところまで広げておるところであります。
ただ、活用の方法というのも考えていかなければなりませんので、大径木のアカマツの活
用の方策も検討し始めたところであります。はりとかそういう部分、一時立ち切れになって
残念だなと思ったのは、名古屋城のはり、大芝のアカマツでという、若干聞こえてきた部分
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がありまして、そういうことを期待していましたけれども、立ち切れになってしまったとい
うことで、残念だったな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） アカマツのブランド化という検討も始められているというお話で、

これはいい取り組みだなと思います。評価しております。本当にこのアカマツの保護を含め
た取り組みというのが大事で、菊とアカマツという周知が必要だと思います。まっくんばっ
かりが前に出るのではなくて、実物の菊もアカマツもしっかりと周知していくということだ
と思います。
最後に、新たに一歩という詩がありました。復興が進み、整備されゆく町並みにかつての
面影がない。そこに何があったのか。そこで何が起きたのか。あれから８年、復興と風化は
常に同時並行で進む。忘れることで踏み出せる一歩もあれば、忘れないことが生きる力にな
ることもある。それぞれの歩みで被災地はあしたへと生きている。苦楽を抱きしめて一歩を
踏み出す。
以上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10時５分まで休憩といたします。
休憩 午前 ９時５１分
再開 午前１０時０５分
議

長（丸山

豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。
１番、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３件について質問をい

たします。
まず、成年後見制度について質問をいたします。
県下一若い村と言われる本村においても高齢化率は23.4％となっております。また、社会
情勢の変化により、核家族化が進み、高齢生活者や独居高齢者がふえております。そうした
状況の中で、特に認知症高齢者や軽度の認知症者がふえて、事件、事故等が日々報道されて
おります。
事例としては、新聞に載っていた事例でありますが、80代の女性のケースでありますが、
認知症が進んでごみ出しができなくなったり、近所から悪臭が漂って苦情があったり、銀行
のカードでお金をおろす手順がわからなくなったりして、買い物をするにもお金に事欠くよ
うなことがあると。また、認知症で独居の70代女性においては、健康食品を通信販売で買い
込み、わからなくなり、家計が成り立たなくなったというような事例、また、80代の男性で
身寄りがない方ですが、脳梗塞で要介護状態なのに、認知症のために施設へ契約ができなく
なったりと、このような事例が報道されております。
本村では民生委員やヘルパーの方々がそれぞれ対応されているかと思います。それで、ち
ょっと言葉で説明しにくいので、資料をそこにお願いしてありますので、見ながらお願いい
たします。
成年後見制度は2000年４月に始まっております。認知症や知的障がい者などで判断能力が
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十分でない人に、預貯金などの財産管理、福祉サービス利用施設入所契約などを支援する制
度であります。判断能力の度合いにより、そこの図にもありますように、後見、保佐、補助
があり、判断能力があるうちに将来の後見人を決めておく任意後見があります。500万人を
超す認知症高齢者がいると言われております中で、制度の利用者は21万人、これは2017年12
月の調査であると。
そうした中で、成年後見制度促進法が16年に施行されております。それに伴う中核機関の
設置については、自治体が設置するものとなっておりますが、努力目標なので設置がなかな
か進まないという現状であります。こういう状況は、これは人ごとではなく、後期高齢者に
近い我が身でも心配されるところで、あすは我が身かという切実な思いがするところであり
ます。成年後見制度の必要性はどうか、村長に質問をいたします。
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いたします。

成年後見人制度の必要性の御質問であります。
成年後見制度につきましては、今、議員御指摘のとおり、認知症や障がいなどによって判
断能力が不十分になってしまった方が安心してその人らしく暮らしていけるよう、その人の
財産や権利を法律的に守る制度であります。近年、少子高齢化や生活形態の変化に伴いまし
て、ひとり暮らしや高齢者のみの世帯がふえてきております。加えて、この認知症の方もふ
えております。身近に支援できる親族がいない方も多くなってきておることから、成年後見
人制度は必要であり、その重要性はますます高まっていると考えております。そんなことを
思えば、極めて重要な制度であると認識をしております。それに向けていろんな体制を整え
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。
以上です。
議

長（丸山

豊） １番、加藤泰久議員。

１

番（加藤 泰久） そういう状況の中で、村としては今後、相談支援機関の設置とい

うような計画はあるかどうか、質問をいたします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 設置機関の御質問であります。

相談支援機関としては既に地域包括支援センターや社協などが活動しております。また、
上伊那には上伊那８市町村で共同設置している上伊那成年後見センターというのがあります。
住民や市町村からの相談を受けたり、センターが後見人業務を直接受任するなどの活動をし
ております。こういったセンターで受任をしていくという、こういった形態となっておりま
す。
国は成年後見人制度促進に向けまして、関係機関や福祉、法律の専門職等で構成する権利
擁護ネットワークを構築することや、個別事例についての支援方針の専門的判断を行う中核
機関の役割を市町村に求めております。村では来年度、後見センターや社協、福祉、法律の
専門職の方々との協議を進めまして、平成32年度中には権利擁護ネットワークを有機的に機
能させていくための協議会を発足させていきたいと考えておるところでございます。この制
度につきましては充実をしていかなければならないということ、このことを基本に踏まえな
がらやってまいります。
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また、本村の社会福祉協議会の状況を申し上げますと、これは村の社会福祉協議会が日常
生活の判断に不安があるとした人を対象にいたしまして、金銭管理や書類等の預かり、手続
の代行、代理を行う業務、これを日常生活自立支援事業と言っておりますけれども、平成19
年度から先進的に取り組んでおります。平成31年２月時点で46名の方と契約をしておるとこ
ろでございます。必要とされている方というのは、この社協の制度、大分助かっているので
はと思っているところであります。本村の社会福祉協議会はこの問題に早くから取り組み、
社協の先進的な取り組みとしての評価が高い事業となっておるところであります。村は感謝
をしております。県的にも本村のこの、成年後見人制度とは申しませんけれども、日常生活
自立支援事業、本当に評価が高い事業ということでなっておりますので、その点も御紹介を
しておきたいというふうに思います。
以上です。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

１

番（加藤 泰久） いずれにいたしましても、困っている方、悩んでいる方、痴呆の

傾向が見られる方が気安く相談できる機関、そういう施設をぜひお願いしたいところであり
ます。
次に、箕輪町では終活セミナーというようなものが開かれて、人気なようでございます。
これは2012年度に始まり、６年目であるということでございます。相続の基礎知識や遺産分
割での争いを避けるための遺言、エンディングノートの書き方を指導していると言われてお
ります。いずれにしても、間近に控える終活でございますので、その終活セミナーの実施と
いうようなことは、村長、どのようにお考えでしょうか。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 終活セミナーの御質問であります。

村でも平成26年度に公民館講座として開催をした経過はあります。開催をしておりますが、
現在は開催がされていないところであります。今、お話のとおり、最近、終活やエンディン
グノートといったキーワードが報道でも取り上げられるようになり、住民の皆さんも興味が
ある分野ではないかと考えております。
したがいまして、今後、公民館事業としても検討していると伺っておりますし、この終活
セミナー自体、高齢者福祉の事業の中でも取り入れられないか検討したいなというふうに思
っております。必要であるという認識は持っておりますし、平成26年度の公民館講座として
開催したときにどのくらいの参加者があったのかどうか、この辺も検証し、踏まえながら、
公民館事業としてやっていただければ一番いいわけでありますけれども、高齢者福祉の事業
の中でもできるかどうかというのは考えてまいり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） それぞれの状況や悩みを持った方が気楽に出会えて話せるような

会をぜひお願いしたいと思います。
次に移りまして、ふるさと納税について質問いたします。
平成20年に始まったふるさと納税でありますが、返礼品をめぐり、大阪府の泉佐野市と総
務省が対立しているというようなことが報道されております。そもそもふるさと納税は、故
郷に貢献する、また、故郷や気になる地域に寄附をして応援をするというような制度だった
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わけであります。しかしながら、最近、近隣の市では72億円の寄附で総務省より注意、指導
を受けています。
そこで、資料を用意してあります。用紙の節約のために縦グラフと横と両方、紙面を横に
使わせていただいておりますので、済みませんがよろしくお願いいたします。
本村において、当初慎重な取り組みで低迷をしておりましたが、25年、ウェブサイトを見
やすくし、特産品を選択できるようにし、28年より民間に業務委託をして、ふるさと専用サ
イトに掲載し、急激な伸びを見せました。ここにあります30年、この伸びで、このところに
金額も載っております。返礼品についても３割以下を遵守しており、品目についても、ジェ
ラートの特産品ができ、風の村米だよりが人気で、作付面積の増加があり、梨、リンゴにお
いても地場特産品として人気があります。これらは関係する部署の皆さんの努力と創意工夫
のたまものであると思います。制度本来の目的であり、特産品の開発、地域産業の活性化が
あり、ふるさと納税の取り組みは我が村においては成功であったと思いますが、村長はどの
ように思われておりますか。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ふるさと納税の御質問であります。

御指摘のとおり、平成20年度からふるさと納税の制度というのが始まっております。私自
身は当初、消極的でありました。この制度は本当に故郷を思い、故郷に貢献する制度になる
のかどうかという、そういう疑問符がありましたので、若干取り組みがおくれてしまったと
ころであります。しかし、ほかの町村が寄附を拡大する中で、本村だけがそういった姿勢を
かたくなに守っていていいのかどうかという、そんな思いもありまして、積極的に展開を図
るようにしたところであります。
そういった中で、平成28年の１月にふるさと納税専門業者に業務委託をしました。これに
よりまして、ふるさと納税専門のウェブサイトに掲載されるとともに、宣伝効果を高めるこ
とができましたし、クレジット決済もできるようにすることにより、利便性の向上も図って
まいりました。あわせまして、この当時は返礼品割合についても引き上げをさせていただい
たところであります。おくれを取り戻したいという、こういう思いもあったところでありま
す。
こうしたことによりまして、平成28年度、味工房のジェラートというのが本当に3,000万
の寄附をいただいたところであります。29年度になりまして、風の村米だよりを本格的に出
品をいたしました。これも返礼品を高目に設定したことによりまして、非常に多くの寄附を
いただいたところでございます。
御指摘もありましたけれども、平成30年度に入りまして、加熱する返礼品競争に対して総
務大臣より返礼品割合を３割に、また地場産品という通知が出たところでありまして、これ
を受けまして、本村でも９月から返礼品割合を３割以下に引き下げ、一部地場産品でない返
礼品につきましては中止をさせていただきました。現在、総務省の方針どおりに行ってきて
おるところであります。
したがいまして、これによりまして寄附の減少というのは本当に心配をしたところであり
ます。平成29年度が１億3,000万円でありましたので、半分いけばいいのかなという、そん
な思いもしておったところでありますけれども、本年の２月までの実績を見ますと、昨年よ
りも多い額となっております。２月末までに約１億3,600万円という、そんな数値となって
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おります。これはジェラートが一番でありますけれども、それに加えて、梨、リンゴの申し
込みが好調であったと、こういったことにまで幅を広げたということであります。そんな状
況が現状でありますけれども、そのほかにつきましても、このパンだとか、そういったもの
も出るようになっております。そういった品目を多くしながら、今、ふるさと納税事業を行
っておるところでございます。
ただ、この制度というのは本当にどうなのかなと思うところもあるわけであります。本当
に地場産品、こういうものがあるところは強いわけであります。この地場産品の中で特に強
いのが海産物、そして牛肉であります。そしてブランド化となっております果物、こんなと
ころが非常に人気が出ておるところであります。そういったもののないところは本当に苦戦
をしておるというのが、これが実態でございます。そういった部分では疑問もありますけれ
ども、村をＰＲするよい機会でありますし、地場産業を活性化するよい機会でありますので、
その点はこれからもできるだけ開発をしながらということで考えておりますので、よろしく
お願いをいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

１

番（加藤 泰久） それで、今後の方針についてお尋ねいたしますが、納税金の有効

活用と特産品の開発、また地域産業の活性化を推し進めるべきと考えております。制度の趣
旨に従い、ルールを厳守して、継続、拡大していくことが必要かと思われますが、村長のお
考えをお尋ねいたします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 方針の質問でございます。

おっしゃるとおりだというふうに思っております。地場産品の活性化等々、村内の皆さん
のそういった収入の増につながっていけば一番いいわけであります。同時に、今、返礼品を
送るときに村のＰＲも添えております。そういったこともしながら村を宣伝していけるよい
機会であるというふうに考えておるところでございます。
これに伴いまして、逆の面というのもあるわけであります。村の皆さんもほかの自治体に
ふるさと納税をなされるということでありまして、本村の住民税の寄附控除というのも年々
多くなってきておるところでありまして、平成29年度は約800万円という、こういったこと
が外へ出ていってしまうという、そういう状況となっております。30年度どうなるのか、
1,000万円を超えてくるのかなという、こういうことで考えておるところであります。
ただ、ふるさと納税の、本村の場合、純収入というのは、住民税の寄附控除あるいは返礼
品の額、手数料、郵送料を除きましても、平成30年度につきましては、途中から３割に引き
上げたというようなこともありますので、5,000万円程度、5,000万円を若干下回るのかなと
いうふうに思っておりますけれども、４月から１年間で換算しますと、大体6,000万ぐらい
になる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。本当に大きな収入源にな
っておりますので、さらにこれをどう拡大していくかということは常に考えていく必要があ
るというふうに思っておるところであります。
平成30年度につきましては、新たにリンゴ農家２軒との契約ができました。パン屋さんと
の契約で出店もできました。それぞれ一定の成果、効果があったというふうに思っておりま
す。また、新たに本来のふるさと納税の趣旨に沿った空き家だとかお墓の管理だとか、そう
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いったものもメニューに加えたところでございます。これはちょっと寄附金額が高くなって
しまいますので、今のところありませんけれども、そういったものも加えております。
今後の方針といたしましては、来年度につきましては委託業者をふやしていきたいという、
こういうことで考えております。複数のウェブサイトから閲覧、寄附ができるようにするこ
とによりまして、目にとまりやすいという、こういうことも狙っておるところでございます。
当初はこの扱う業者というのは少なかったわけでありますけれども、今はかなり多くの業者
が出てきておりますので、複数の業者に登録するということも必要ではないかというふうに
考えております。そうしたことによってこの寄附金額が伸びていければということでありま
す。
ただ、今、風の村米だよりにつきましては、３割にするとなかなかそれは難しいという面
もございます。まだまだブランドという米になっておりませんので、いかにこれをブランド
化していくかということにこれからは力を注いでまいりますし、若干委託業者との間の問題
もありまして、今現在はとまっておるところでございます。この辺も再開ができていけばと
いうことで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） 納税によると、この南箕輪から、ただいまの説明の中で800万円

ほど減税になるというようなことがありましたけれども、これは6,000万からの納税がある
中の一部というふうに考えれば、問題じゃないかと思いますので、今後、有効なこの制度を
活用して、趣旨に従って、ルールを遵守して拡大していってほしいと思います。
続きまして、新年号制定に伴うところの10連休について質問をいたします。
今までに経験したことのない10連休でありますので、役場庁舎内の体制はどのようなふう
になっているかということをお尋ねいたします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 10連休の問題であります。

今回の連休につきましては、新天皇の即位の日を休日とする法律の公布による祝日、それ
を挟む土日の休日や国民の祝日が重なり10連休となるものであります。この10連休というの
は本当に長期の休みでありますし、大いにこの10連休を生かしていただければというふうに
思っております。不便も感じる面、できるだけこれを軽減させていかなければならない、行
政の側からするとそういうことになろうかというふうに思っております。
ただ、全員が10連休になるという、こういうことではありません。先般、この10連休につ
きましては新聞報道がありました。10連休となる人よりも、ほとんど休めない、10連休のう
ち３日程度の休みしかとれないとした人を合わせますと、10連休の人よりもはるかに多いパ
ーセントになっておったところであります。そういったことを考えますと、職種によってか
なりこういった休みというのは異なるんだなということを改めて痛感をしたところでござい
ます。
本題でありますけれども、長期の連休における庁内の体制につきましてでありますが、こ
れまでも年末年始休業におきまして長期間となるケースもあり、ことしから来年にかけまし
ての年末年始の休業、９日間の連休となります。過去にも、これは周期的に年末年始が９連
休になるというのが回ってくるわけであります。こういったことを見ましても余り混乱はな
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いというふうに考えておるところであります。
こういったことで、庁内につきましては、基本的には通常の土日の週休日の対応と同様に
させていただきたいと思っております。閉庁日につきましては、昼間の通常の勤務は１名の
職員が勤務に当たるということであります。日直として電話や来庁者の対応をしてまいりま
す。今回の連休に当たりまして、同様の対応をとってまいりたい、そのように思っておりま
す。
緊急時の対応につきましては、これは必要な部署により休日に対応する担当職員を割り振
る、こういうことも考えております。業務継続計画や職員の連絡網等によりまして常に対応
できる体制をとっておりますので、この点は連休前に改めて事前の確認を徹底をしてまいり
ます。緊急の場合はすぐ対応できるように常にしてありますので、御理解をお願いをいたし
ます。
その中で一番問題点といいますと、報道にも出ておりますけれども、５月１日の即位の日
が大安と重なるというようなことで、記念日としての各種届の殺到が予想されることも想定
をされております。そんなことで、５月１日を開庁とするところの自治体もあるようであり
ますけれども、本村の場合は届け出があってもそう多くはないだろうということであります
ので、日直当番に当たる職員１名であります。ただ、この辺を２名にしていくかどうかとい
うのは現在検討しておるところであります。庁内体制はそんな状況としてまいりたいという
ふうに思います。
以上です。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

１

番（加藤 泰久） 一番村民が心配するところの、長期休暇によるところの保育、医

療、福祉、これらの対応についてはどのようになっているか、お願いいたします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） まず、保育園であります。４月27日の土曜日については、通常と

同様に土曜保育を実施をしてまいります。また、５月１日の天皇即位の日と、それに伴い４
月30日と５月２日も休日となります。このため、例年では平日に当たる４月30日から５月２
日につきましては、４月に保護者のニーズの把握を行い、必要があれば受け入れ体制を整え
てまいります。通常の年は平常日でありますので、必要であれば体制を整えてまいりたいと
考えております。
また、放課後児童クラブにつきましても、同様に考えております。それ以外の休日につき
ましては、例年のゴールデンウイークと同様ということでありますので、休みにする予定で
あります。
また、医療機関でありますけれども、伊那中央病院につきましては、５月２日の木曜日に
通常どおり診療をするという、こういう予定で今おります。開業医や薬局につきましても、
これまで同様、休日当番医、当番薬局で対応するとお聞きをしております。この点につきま
しては村のホームページでもお知らせをしてまいりますので、確認をいただければというふ
うに思っております。
また、福祉関係のデイサービス等を行っている福祉関係の事業所につきましては、通常ど
おりの支援を行うことですので、連休中であっても事業所ごとの決まった休業日以外は事業
を実施をしていくということとなっております。そのことで保護者のニーズやそういったも
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のを把握をしながら、通常のゴールデンウイークと同じような体制をとっていければという
ふうに考えておるところでございます。
いずれにいたしましても、保育や医療、福祉に支障が出ないようにはしてまいりますので、
よろしくお願いをいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

１

番（加藤 泰久） それで、３番目にはライフライン、ごみ収集などの体制はどのよ

うになっているか、お尋ねいたします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ライフラインの10連休の対応であります。

10連休中のライフライン、ごみ収集などの対応ということで、まずは各家庭での上下水道
の緊急的な修繕であります。これは通常の休日と同様、それぞれの業者等へ直接連絡をとっ
ていただいての対応となります。上水道の開栓業務につきましては、原則は連休前までに申
し込みをいただいての対応となりますが、緊急の申し込みがあった場合については、日直や
宿直が担当者に連絡をして対応することにしております。これも通常の休日対応と変わりま
せん。したがいまして、連休であっても通常の休日対応と変わらず対応してまいります。
ごみの収集につきましてであります。可燃ごみについては、例年のゴールデンウイーク同
様、土曜日以外の月曜日から金曜日は祝日であっても上伊那クリーンセンターは稼働してお
りますので、収集を行います。燃えるごみにつきましては、通常どおり収集を行っていくと
いうことであります。あわせて、住民の直接持ち込みについても受け入れを行ってまいりま
す。燃えるごみにつきましては全く問題ないというふうに考えております。
燃やせないごみであります。資源、プラスチック等を含めたごみでありますが、クリーン
センター八乙女は土日祝日は休みとなっておりますので、収集は行いません。したがって、
第１水曜日の５月１日が収集日となっている久保、中込、南殿、田畑地区につきましては、
収集日が第２水曜日の５月８日に変更となります。この燃えないごみにつきましては、収集
日が月に２回ということでありますので、そこに当たった週休日、今言った４地区につきま
しては、１週間延ばしていただくということで考えております。その他の地区につきまして
は変更はありません。そんなことを考えておるところでございます。この辺につきましては、
新たに平成31年度のごみ収集カレンダーを配布する予定でありますので、その中で記載をさ
せていただいております。
し尿のくみ取りであります。連休中は衛生センターが休みとなりますので、くみ取りは行
いません。連休前にくみ取りを行っていただくよう、早目に業者に依頼するよう周知をして
まいります。
いずれにいたしましても、広報紙やケーブルテレビなどを活用しながら周知をしながら、
混乱のないように努めさせていただきたいと思っております。その中におきましても、本当
に緊急的なものにつきましては対応してまいりますので、安心して生活できる10連休にして
まいりますので、よろしくお願いをいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 加藤議員。

１

番（加藤 泰久） ただいまの説明によりまして、10連休の連休中、村民の皆さんも
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安心して旅行、また農作業に専念できるんじゃないかと思います。
以上をもちまして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。

ただいまから10時50分まで休憩といたします。
休憩 午前１０時４１分
再開 午前１０時５０分
議

長（丸山

豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。
２番、小坂泰夫議員。
２

番（小坂 泰夫） 議席番号２番、小坂泰夫です。

今任期、私の最後の質問になります。16年議員活動をやってきまして、議場に立てるのも
もしかしたら今回が最後になるかもしれませんので、今回は、今任期中に私が聞いてきた質
問の再検証や、１期目から私が掲げてきたテーマを取り上げたいと思います。
では、一つ目の質問です。通告書、春日街道と村道109号線交差点に信号をという、平成
27年、４年ほど前の私の一般質問のその後の経過、現状をお聞きします。
この質問あるいは要望は、田畑地区、私も含む近隣住民、あるいは通勤など他地区からの
通行車両、皆さんからの長年の要望です。私としましては、村側に以前聞いた部分から先の
ことを、核心部分だけを答えて、教えていただきたいと思いますので、この質問をお聞きい
ただく議場、住民の皆さんのために、私から前段、背景を簡単にお話しさせていただきます。
平成27年、４年前の12月議会の私の一般質問に対し、村長からは、信号設置は簡単に進ま
ない理由を説明いただきました。答弁を抜粋すると、村から公安委員会に信号機設置要望を
している。公安委員会に現地調査もしてもらっている。設置には道路改良が必要だ。改良は
この交差点の東側、標高が低い下側の109号線、これも何年か前に結構大変な改良をしてき
たわけですけれど、その改良と同程度の難しい、大変な改良を、この交差点の西、標高上側
の線にもしなければならない。すなわち、その道路沿いの地権者の用地買収、敷地を削るな
どの協力や、西天竜土地改良区の水路の再整備、電柱の移転などが必要で、これら工事を
109号線の西の端の西天竜用水路、ほぼ村の西端になるんですけれど、そこまでやるには多
額な費用がかかる。財政状況を見ながら、補助金活用も検討していると村長から答弁があり
ました。以上が信号機が簡単にはつかない、難しいという村側からの説明、私の今から質問
する質問の背景です。
究極のところ、近隣、田畑地区、通行車両の皆さんの要望、疑問点は、いつになったら信
号機がつくのかですから、私からはまず、以下の質問をします。
村長の前回の答弁の終わりの部分に、人口増加対応の一定のめどがつく平成28年度まで着
手できません。そのめどがついたら、これはすなわち人口増加対応の多額がかかる事業のめ
どがついたらという意味だと思います。そのめどがついたら、測量業務に入りたいと村長は
おっしゃっております。そして、今回、この議会の３月議会初日の村長挨拶に、給食施設を
残して人口増加対応の事業に一定のめどがついた旨の発言もありましたので、そろそろ測量
業務に入れるのですかと私からお聞きしたいんですけれど、制限時間の都合上、私、３分か
けてないので、村長にも短目、３分程度でまず御答弁お願いいたします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。
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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。３分程度とい

う話でありましたけれども、これは長い経過がありますので、若干時間いただければなとい
うふうに思っております。
この村道109号線信号機の設置につきましては、村としても平成23年度から毎年要望して
きております。今年度も本年の１月23日に要望したところでございます。危険な交差点とい
う、こういう認識のもとに行ってきております。
小坂議員の御質問の件につきましては、小坂議員の申されたとおりであります。人口増加
に一定のめどがつき次第、測量に入りたい旨の答弁をしたということでございます。
当時であります。これは当時ということで御理解いただきたいと思いますが、信号機の設
置につきましては、県との話の中で条件といたしまして、県道西側を東側と同様に２車線道
路に拡幅改良しなければ、信号機の設置はできないという、こういうことで話がありました。
そんなことで関係者の皆さんに話をしながらということで行ってきたところであります。
信号機の設置につきましては、村としても必要であるという認識は変わっておりません。
今後もそうした要望はしてまいります。ただ、この道路につきましては、下水道の終末処理
場の建設に伴う地元要望の条件の一環であります。そこから長年かかりましたけれども、年
数が経過してきておりましたので、私の就任時から、平成17年度からでありますけれども、
19年度までの３年間、県道沢尻箕輪線までの拡幅改良を実施をさせていただきました。その
中で、西天竜までの道路改良につきましては、状況により考えていくということで了解いた
だいたところであります。これは、まずは県道までということでお願いをいたしましたし、
その上のほうにつきましては農地でありますので、本当に道路改良が必要であるかどうかと
いう、そういうことも含めてもう一度再検討も必要ではないかということをお願いした記憶
もあ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、また地元と相談をして
いただかなければならないというふうに思っておるところであります。
ただ、あの交差点につきましては、危険でありますので、信号機の設置が私自身は必要だ
と思っております。したがいまして、どの程度の改良をすれば信号機が設置できるのかどう
か、これは県や公安委員会とも政治的な要望も含めまして早急に、早急といいますか、話を
詰めてまいりたいなというふうに思っています。どの程度の改良ができれば本当にできるの
かという、このことから始めてまいりたいと思いますので、そんな点はお願いをしたいと思
いますし、ただ、この伊那署管内でも信号機の設置というのはかなり多くあるわけでありま
す。ただ、その中でつくのはごくわずかであります。したがいまして、この辺はいろんな状
況を踏まえまして精力的な活動をしてまいりたいなというふうに思っております。
人口増加に一定のめどがつけばという話もさせていただいたということでありますけれど
も、一番最大の給食センターが残っておりますので、それを踏まえてということでまたお願
いをいたします。答弁というのもその時代時代の流れ、それから先の状況によってかなり変
わってきますので、この辺は御理解をいただきたいと思いますけれども、変わらないことは、
信号機の設置は必要であるということ、このことは変わっておりませんので、精力的にまた
どの程度の改良でいいのかということはやってまいりますので、お願いをいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 小坂議員。
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２

番（小坂 泰夫） この点について再質問はしませんが、村長、今の御答弁に村長の

考えが十分伝わっております。私も今回の質問をするに当たり、地元区の役をやっておられ
るような皆さんにちょっと調査というか、調べたりしまして、区の役員さんは１年交代が多
かったりして、この要望が実際に本当にどれくらい田畑区として要望がしっかり続いている
のかというのは私も、春日街道までは改良したんだよという村長の答弁で理解できるところ
でもあります。
ただ、これちょっと私的な話になってしまいますけれど、あの交差点の角に私が住んでお
りまして、ちまたでは小坂が積極的に協力しないからあそこに信号がつかないんだと誤解さ
れたり、議員もやっておりますので、議員としての力がないからできないんだと、そんなふ
うに怒られる。これはまた特に私を支持してくれるお気持ちから来るかもしれませんので、
ただ、村長おっしゃるように、本当に危険な交差点ではありますから、私としましては、区
にも頑張っていただきたいですけれど、私もできるならこれは、村全体の大事な危険箇所を
直すということだと思いますので、もし次期、私の議員活動があるようでしたら、ぜひ議員
生命かけての公約としていきたいなと思います。
次の質問に移ります。自治会、区、係の負担を少しずつでも減らして、区、組に加入する
皆さんの負担軽減を目的にお尋ねします。
その一例というか、一方法としまして、各区のごみ収集分担作業に現在も出ておられるシ
ルバー人材の手助けの人数ですね、そういった人員数を追加してほしいという要望的質問で
す。この声は地域の元衛生部担当からの声でもあります。区、組に加入してもらえない人た
ちへの加入の呼びかけも村としては大事だと思うんですけれど、最近では、私が申すまでも
なく、高齢化してひとり住まいをされている皆さんの事情などから、役や作業をやり切れず、
組をやめたいという声も村内あちこちに聞こえている声だと思います。
そんな中、村の財政的支援で各区の現場の苦労、負担を軽くすることも必要なことなので
はないかということで、これはあくまで一例ですけれど、現場の衛生部からの要望も上がっ
ていると思います。各区のごみ収集分担作業にシルバー人材からの人員数を追加してほしい
と思いますが、いかがでしょうか。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 負担軽減の御質問であります。

まず、各地区の衛生係の皆さんには、ごみステーションの管理及びごみ提出日の立ち会い
など日々御協力をいただいておりますことに感謝を申し上げます。ごみというのは生活する
中で必ず出てまいります。一人一人のごみの分別ができていれば問題はなく、衛生係の方々
に負担をおかけすることがなくて済むわけでありますけれども、まだまだマナーを守らない
皆さんがいるために、正しくごみを出す指導を行っていただく必要が出てきております。そ
こで、シルバー人材センターに委託をしながら、分別指導を行っている、そんな状況であり
ます。
問題は、このシルバー人材センターが大分高齢化をしてまいりまして、なかなか人員確保
ができない、新しい人が入っていただけないという、そんな悩みもあるようであります。こ
のために、各地区の衛生係の皆さんには大変な御負担をおかけをいたしましたが、引き続き
ごみステーションの管理等の御協力をお願いをしなければならない状況となっておるところ
でございます。村といたしましても、各地区の衛生係の皆さんに御迷惑、御負担をおかけし
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ないよう、転入時等のごみ収集に関してはきちんと説明を行い、理解をいただくように、さ
らに努力をしていかなければならないと思っております。
その中での話でありますけれども、各部の衛生部で必要性があり、シルバー人材センター
の人員が確保できれば、このことは可能であります。したがいまして、また担当のほうへ御
相談をしていただければというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
区の負担軽減の話もございました。できるだけ負担軽減していくことは必要であるという
ふうに思っておりますので、今申し上げたような、可能であればそういったこともやってま
いりたいなという思いがあるところでございますので、お願いいたします。
最近といいますか、ここ何年かの話でございますけれども、村の部であります。昔は土木
部長だとか共済部長というのも区の役員としてお願いをしておったわけでありますけれども、
これを廃止をさせていただきました。これも区の係の負担軽減を図るという目的で行ってき
たところでございます。
本村の特徴といたしましては、転入者が非常に多い村でありまして、この辺の自助だとか
共助だとかそういった面につきましては難しさがあるところでありますけれども、地域の維
持というのは地元の共助が基本でありますので、その点はぜひ御理解をいただいていかなけ
ればならないと思っておりますし、全てを行政で行うということには、これは限界がありま
すので、不公平感もあることと思いますが、この点も御理解をいただきたいなというふうに
思っておるところであります。
区の幹部になりますと、本当に責任を持って一生懸命務めていただいており、ありがたい
なと思っております。こういった皆さんの御協力によりまして村は成り立っているというこ
とを常に感謝を申し上げておるところでございます。
組を抜けたいという、そういったいろんなことができない高齢者の皆さん、このことにつ
きましてはそういうお声も確かにお聞きをしておりますので、その点につきましては、ぜひ
これは組の中でお願いをしたいなと、また、そんな話は区長の皆さんに話をしていきたいと
いうふうに思っております。できない人は組に入っていても係は飛ばしていただきたいなと
思っておるのが私の気持ちであります。私の組でもできなければ次の方へ回してやるという
ような、そんなことも行っておるところでありますので、その辺はまた区にお願いをしてい
きたいなと思っております。
同時に、各区のお手伝いをする集落支援員という制度がありますので、今１人であります
が、空き家対策を専門というようなことでやっておりますけれども、この辺はふやしていく
ことは可能であります。特別交付税の措置がありますので、ほかの事業と組み合わせながら
やっていくことは可能でありますので、この辺は考えてみたいなというふうに思っておると
ころであります。
以上です。
議

長（丸山

豊） 小坂議員。

２

番（小坂 泰夫） シルバー人材の確保ができればということで、ありがとうござい

ます。
この区、組加入未加入の不公平感の是正につきましては、私も長年取り上げてきたテーマ
で、本当８年ほど前の村長の答弁にもいただいてるんですけれど、小坂議員もこの問題、大
変難しい問題であるという、この認識は私と一致しているというふうに思います。今のまま
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でいいという、こういうわけにはまいりませんので、少しでも前進するようにお願いをいた
します。努力をしてまいりますので、お願いしますという村長からの答弁、今の御答弁、変
わっておられないと思います。
本当に、区、組、自治会の問題と村の行政との問題は本当に難しく、村長おっしゃるとお
り、住民に任せたいというか、住民が積極的にやってくれることというのはやっぱりやって
もらうというのが行政のとるべき立場だと思います。ですが、これ以前にも話しましたけれ
ど、私の組なんかでも若い世帯が組に入ってくれているんですけれど、入ってない若い世帯
も近所に多くあるので、そういった入らなくて済んでいる世帯を見ると、若い世帯の人たち
ですらやっぱり続けていることが本当に不公平に感じて、せつなくなるというような声もあ
ります。本当に区、組加入未加入関係なく村のことをみんなで頑張っていければいいと思い
ます。本当難しい問題ですけれど、村も、また議員や自治会の皆さんもこの問題をしっかり
捉えていくべきだと思います。
３番目の項目に入りたいと思います。大芝公園の指定管理者、私はあえてこの指定管理者、
特に営利・経営部門に限ってお聞きするんですけれど、その指定管理者、営利・経営部門の
今後のあるべき姿をお尋ねします。
ちょっとこの質問、私の質問ちょっと長くなるかも。御容赦ください。この質問をするに
当たり、村民の皆さんに、たまに、あるいは多く誤解されがちな村と公社の関係をあらかじ
め説明しておきたく、その上で行政に質問、やりとりすることで、大芝公園の今後のあり方
を行政や村民皆さんと考えていく機会にできたらと思います。
基本、議会議員からの村、行政への質問や意見は、あくまで行政組織に直接かかわること、
行政の直接管轄下の物事、関係などに限られます。今回の私の質問に出てくる大芝公園内施
設の指定管理者である南箕輪村開発公社は、村行政の組織とは別の組織ですから、すなわち
村イコール公社ではありませんから、公社の直接経営に関する限られた質問はここではでき
ませんが、そういった公社に限った質問ではないという前提で質問に入っていきたいと思い
ます。
まず、この南箕輪村開発公社は、俗に言う第三セクターと呼ばれる組織だと思います。第
三セクターは、第一セクターは国、地方公共団体が経営する公企業、公の企業、第二セクタ
ーは私企業、つまり民間だと思います。それと異なる第三的方式が第三セクターというもの
で、その第三セクターの効果は、利益追求を目的とする手法ではなく、専ら公共的事業をコ
ストミニマム、コスト最小に実行するための手法である。株式会社形態、これは以前の言葉
で、今は一般財団法人もそうでしょうけれど、そういった形態の利点を活用することにより、
第一セクター、公にかかわる収支改良、多くの場合赤字軽減が可能となる。自治体から付託
された仕事、公共領域をもっと効果的、効率的に実行するための自主性を持ったプロ集団で
ある。こんなふうに第三セクターは言われておりますけれど、我が村開発公社は今述べたよ
うな効果があらわせているのか、余りそうではないという部分もあるかと思い、全国的な第
三セクターの現状をちょっと申しますと、公共施設の管理委託を受けている第三セクターも
多いが、指定管理者制度の導入においても、住民サービスの向上、低コスト化といった本質
よりも、当面の処理として既存の委託先に第三セクターを選定した自治体、うちでいえば大
芝公園の管理を今まで頼んでいた開発公社、第三セクターを選定した自治体も多く、行政改
革が不十分な面がある。しかし、地方財政の逼迫度は増しつつ、行政改革の一つとして第三
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セクターについても検討が求められると言われております。これは全国的な問題だし、うち
の村も似ている部分が大きいんじゃないかと。
そこでお尋ねします。大芝公園の村民にとっての福利厚生、いわゆる癒しやもうけにつな
がらないスポーツ施設の管理などを除いた営利・経営部門に焦点を当てた部分での大芝公園
の指定管理者の、具体的に言って申しわけありませんけれど、村長、任期中、あるいは村長
を続けておられる時代を見据えておられると思いますので、今後例えば１年から５年先ぐら
いまでの指定管理者のあるべき姿を唐木村長は今どのように考えておられるか、お尋ねしま
す。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 指定管理者、大芝公園のあり方の御質問であります。

これは大変難しい部分も絡んでおるところでございます。小坂議員も御指摘もありました
けれども、この難しいという中で幾つかの点があるわけであります。まず、大芝公園につき
ましては、村の直営施設としての大芝の湯、味工房、コテージ、スポーツ施設、こういった
施設があるわけであります。これは村の直営施設であります。本来であれば、村が一般会計
なりの中でやっていかなければならない運営でございます。それと同時に、開発公社の独自
施設としての大芝荘があるわけであります。この村の直営施設と開発公社の独自施設が混在
をしているということ、そして、現在はあわせて指定管理をしていただいておるという、こ
んな特殊性があるわけであります。
今までは一般の皆さんは大芝の湯、味工房、コテージ、スポーツ施設、スポーツ施設はそ
うではないと思いますけれども、大芝の湯や味工房やコテージというのは、これは開発公社
の事業じゃないかと思っている人がかなり多くいるわけでありますけれども、これは村の事
業であります。それを指定管理という法律に基づいて開発公社に管理をしていただいておる
ということでございます。この点はしっかりと捉えておく必要があるのかなというふうに思
っておるところであります。
同時に、今、村は多額な部分での経費をかけながら、大芝公園全体の管理を開発公社に指
定管理をお願いをしております。したがいまして、大芝荘自体の事業は指定管理ということ
ではありませんので、その点はぜひ御理解をいただきたいと思います。大芝荘につきまして
は指定管理料を入れていないということであります。
今申し上げましたような、本来村で行わなければならない施設を指定管理として開発公社
にしていただいております。ここにまたいろんな大きな問題といいますか、特殊性があるわ
けでありまして、この指定管理の中にみんなの森、都市公園を含めた森林管理まで持たせて
いるということでありますし、それと各種のスポーツ施設の管理もお願いをしておるところ
であります。また、全く赤字になっております大芝の湯に併設したふれあいプラザ、これも
指定管理としていただいておるところであります。
このみんなの森、都市公園の管理、スポーツ施設、ふれあいプラザ、この管理料というの
は全体の管理料の６割を超す管理料となっておるところでございます。この辺は明らかにし
ていく必要があるかなというふうに思っておるところでございます。これは、村がつくった
ときの条例の目的からして、福祉、厚生面というようなことがうたわれておりますので、そ
ういったことで施設建設を行いました。そういったことを受けてということであります。し
たがいまして、大変ないろんな施設が混在をしていて難しい問題があるということだけは御
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理解をいただきたいというふうに思っておるところであります。
その中で、これからどうしていくのかという、そのことが一番の論点かというふうに思い
ますし、大事なことであるというふうに思っております。今後のあり方を見きわめる期間、
これは来年度だというふうに私は思っております。なぜならば、味工房からカフェを切り離
します。これによりまして、次年度どういう状況になってくるのか、これを見きわめていく
必要があるというふうに思っておるところであります。カフェを切り離して、村から持ち出
す赤字部分が、これは減っていくということになります。これは完全にお任せするというこ
とにしていきたいと思っておりますので、これにかかる経費というのは、光熱水費等だけで
あります。今の考え方でいきますと、売り上げの10％ぐらいは入れていただくという考え方
でおりますので、そういったことでいってこいになるのかなというふうに思っています。そ
ういったことの見きわめ期間に、ことし来年度１年間していきたいということであります。
それと同時に、検討を始める期間にしたいなというように思っておるところであります。
私自身はこのままでいいというふうには思っておりませんので、検討期間にしていきたいと
いうふうに思っております。ただ、基本的な考え方の中で、検討の結果どうなるかというこ
とでありますけれども、大芝関連の施設が赤字がわずかであれば、村民の福祉、厚生、健康
の場として、今までどおりが私は理想であると思っております。ただ、これが大きくなれば、
指定管理のあり方を、これは根本から見直していかなければならないということであります。
したがいまして、私の任期あと２年ありますので、この間に方向づけができればというふう
に思っておるところでございます。
ただ、その中で難しいことがあるわけであります。今申し上げましたように、開発公社が
直接経営の大芝荘と村の経営しなければならない施設が混在化をしておるということ、それ
から、大芝村有林の中にある施設であるということ、これ村民理解も得ていかなければなら
ない、これにも時間を要するということになろうかと思います。と同時に、営利でないみん
なの森の管理や都市公園の管理、それとスポーツ施設の管理、これをどうしていくのかとい
う、この問題も解決をしていかなければなりません。これは本来であれば村の一般会計の中
で行っていかなければならないところであります。これ一般会計でやるとさらにお金がかか
ってまいります。職員を抱えなければならないという、こういう問題もありますので、そう
いったことも考えていかなければならない。それと同時に、大芝公園の中には指定管理施設
でない大芝荘があります。その扱いをどうしていくのか。こういうことを総合的に考えてい
く必要があるというふうに思っております。総体的に検討する期間にさせていただきたいと
いうふうに思っております。
こういった問題につきましては、各市町村で頭を悩ませている問題であります。伊那市で
も話題に上がっておるところであります。羽広荘を切り離して、ほかのものは売却をするよ
うな話も出ておりますし、いろんな考え方も出ておるようであります。本村の場合、売却と
いうわけにはまいりませんので、大芝村有林の貴重な林の中にありますので、その辺はどう
いうふうにしていくのか、検討結果はということで考えていきたいなというふうに思ってお
ります。まずは庁内で検討させていただきたいというふうに思っております。しっかりとそ
の辺の資料を煮詰めながらやっていきたいなというふうに思っておるところであります。
それと同時に、味工房自体が、今申し上げましたように、カフェを切り離していく、それ
から直売所は農産物の販路拡大等重要な部分を担っていただいておりますので、そのことも
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考えながらということであります。
あと、大芝の湯につきましては、これはやり方によっては黒字化をできるんじゃないかな
と。光熱水費が非常に上がっておりまして、大変であります。この入浴料をどうするのかと
いう、こういうことにもつながってまいりますけれども、そういったことの措置をすれば、
余り赤字にはなっていかないんじゃないかなというふうには思っておるところでございます。
くどいようですけれども、村が出している60％くらいが、今申し上げました、営利を目的
としない施設に出しておるということでありますので、こんな御理解はぜひお願いしたいと
いうことと同時に、しっかりと検討する機会にしてまいりたいという、このことであります。
これは任期中に何とか方向性を出してまいりたいということであります。既に委託をという
ような部分で見に来ている業者もあるようでありますので、先はそう暗くないなというよう
に思っておるところであります。
以上です。
議

長（丸山

豊） 小坂議員。

２

番（小坂 泰夫） 答弁ありがとうございます。これも質問にはいたしません。私以

外にも大芝のあり方について、ここにおられる議員さんの掲げている問題というか、疑問点
も多いと思います。私以降の質問もそうですし、今後の議員活動に皆さんがまた取り組んで
いってほしいなと思います。
今、答弁いただいた中で、６割ぐらいは指定管理の部分に充ててるんだということにおい
て、だから、福利厚生に充てる分には、これは仕方がないかなと私も思うんですけれど、で
は、実際に赤字補填は本当どれぐらいの額なんだと。ただ、赤字補填も公社だけでなくて、
実際村の直営施設で、そこを赤字補填的な部分があるんだというお答えなので、やはり、こ
れは公にありがちだと思うんですけれど、施設、建物をつくるだけつくって、やはりその経
営、運営継続が実際に難しいとか、つくるべきだったのだろうかとか、そういうところにま
た戻ってしまうこともあろうかと思います。長期的な問題でもあろうかと思いますので、ま
た皆さんにお任せしていきたいとも思います。
最後の質問に移らせていただきます。いじめ・虐待の原因の一つを探る中で、スクールカ
ウンセラーなどの必要性をお尋ねするということで、この質問につきましては、あらかじめ
申しますと、限られた時間内である意味専門的でわかりづらい質問をしてしまうことをまず
御容赦ください。
昨今のちまたで、特にマスコミで取り沙汰されているいじめや虐待の問題は、特にテレビ
などでわかりやすく伝えるために、子供たちの視点や子供同士の問題解決の必要性よりも、
教師や親など大人が子供とのかかわり方の不適切さ、ひいては教育委員会や児童相談所など
組織の失敗点のあら探しに重点を置いた悪い人探し、悪い組織探しの観点で語られ、評論さ
れることばかり目につくような気がします。
私が考えるいじめや虐待、ひいては不登校や、不幸な場合には自殺など、これらの原因は
目には見えにくくて、多くの人にはまだわかってもらいにくいことだと思いますけれど、以
下に私が掲げるキーワードなどが、実は大きくどれも密接にかかわっているとも私は考えて
おります。
皆さんお手元の、議場におられる皆さんには添付資料お渡ししました。読める限り読んで
いただきたいと思いますけれど、キーワードとしましては、発達障がいやマルトリートメン
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ト、マルトリートメントというのは私も最近知った言葉ですけれど、大人の不適切なかかわ
り、育て方といった意味だそうです。
まず、発達障がいについて、これがいじめとどう関連するのかということをちょっと思い
浮かべてもらいたいと思いまして、発達障がいのことを広くわかりやすく説明するために、
のび太・ジャイアン症候群という例え的な表現をしたものがございます。ちまたで子供にも
わかってもらえるような表現として、医学、学術的な話ではありませんけれど、そういう意
味でお聞きいただければと。
ジャイアン型は多動・衝動性が優勢する場合で、自分の思いどおりにならないと、ほんの
ささいなことでもすぐ不機嫌になり、瞬間湯沸かし器のように怒りの感情を爆発させる障が
い傾向の一つ、ジャイアン型。続いて、のび太型。不注意が優勢するということは、やはり
ささいなことで不機嫌になるのですが、逆に気持ちが落ち込んでめそめそします。テレビ番
組や漫画で見るジャイアンやのび太のことを考えてもらえればですけれど、このどちらか一
方だけではなく、例えばこれを総称してＡＤＨＤという感じになるのかなと私は思っていま
すけれど、この両者の混合型、ジャイアンものび太も、テレビで見るジャイアンの性格、の
び太の性格どちらも障がいとして、切れたと思ったらめそめそ落ち込んだりするケースが少
なくありません。こういったことが障がい傾向としてありまして、このため、発達障がい者
の人格、これは大人、成人としても気分屋で情緒不安定でストレスや欲求不満に耐えられな
い未熟な人格とみなされることが多い。発達障がい者、大人になったパートナーや友人たち
はよく大きくなった子供と形容されることが多いといいます。
続いて、マルトリートメントです。なるべく短く、真ん中ら辺にマルトリートメントと書
いてあります。言葉による脅し、威嚇、罵倒、あるいは無視する、放っておくなどの行為の
ほか、子供の前で繰り広げられる激しい夫婦げんかもマルトリートメントとみなすというこ
とで、こう言えば、マルトリートメントが全くないという家庭など存在しないでしょうと書
いてあるとおりです。どんな親子、家族も日常の中ではありがちなことだと思うんですけれ
ど、ただ、ここで科学的に理解してもらいたいことなんですけれど、激しい夫婦げんかを見
たくないと思う子供が、これ科学的に検査した結果、子供の脳の視覚野、見たくないという
強烈なその思いから、脳の視覚野が６％小さくなったと、そういう科学的研究が進んでいる
そうです。必ずしもと言えるかどうかわかりませんけれど、そういう子供が実際におられる
ということをちょっと御理解いただきたいと思います。
そういった発達障がいやマルトリートメントについて、マルトリートメントは特に昨今耳
にする、テレビで見る身体的虐待ばかりではない、そういったことなど、本当にこの発達障
がいやマルトリートメントのことを私がいじめや虐待のことで上げますと、まだ多くの皆さ
んに理解してもらいにくいところはあると思います。ただ、それがやはり今世の中に見えて
いるいじめや虐待に関連しているんじゃないかなということは想像いただけるんじゃないか
と期待しまして、教育長にお尋ねいたします。発達障がいやマルトリートメントなどの観点
からも、いじめや虐待問題に対応するため、スクールカウンセラーの必要性について、まず
清水教育長の見解をお聞きします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

清水教育長。
教 育 長（清水 閣成） 議席番号２番、小坂泰夫議員のスクールカウンセラーの必要性、
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いじめ、虐待等々の中でございます、にお答えしたいと思います。
議員お話しされましたように、発達障がい、マルトリートメント、悪い扱いといいましょ
うか、不適切なかかわり、そういうことを教えていただいてますが、ここでのマルトリート
メントは、いじめや虐待問題を見ていく上で大事な観点というふうに考えます。ただ、議員
御承知であると思うんですが、発達障がい、発達に特性があるというふうに私受けとめてい
ますが、とマルトリートメントというのは同じステージの観点ではない、そういうふうに思
っております。いずれにしましても、関係性の中でいじめあるいは虐待の様態が生じている
というふうに受けとめております。
学校、家庭等におけるこの関係性に関しまして、スクールカウンセラーは子供たち、親御
さんのさまざまな悩み、不安を受けとめ、保護者を支援しております。児童生徒、保護者と
の電話とか、あるいは個別相談、それから子供たちへの支援について学校職員に助言する
等々、子供を中心に置いた支援に当たっております。基本的には、先ほど申し上げましたが、
悩み、不安に関して、いじめる側、いじめを受ける側、いじめについて、それから不登校、
虐待、そういう内容が含まれております。それらに関して個別に相談を受け、個に返してい
く。個に返すことを大事にする中で、私は個が自分を語り、自分を見返すことを通して自分
を整え、その子が前に進んでいく、そういう営みと考えております。
今、特性があるお子さんというふうに私受けとめていますが、発達障がいのところで、私
ものび太ジャイアン症候群、司馬先生の本が出たときすぐ読ませていただいたものですが、
若干この中の、先ほど議員おっしゃられた、このために発達障がいの人格はということで引
用されてましたが、司馬先生の見方であるという、そういう御理解をいただきたいというか、
私はそう思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。
子供さんが育つ上で、その子が持ち得る特性に応じた適切な支援が望まれる。それがマル
トリートメント、虐待を含むと私は考えておりますが、適切な支援がなされないと、いわゆ
る障がいというカテゴリーの中で、今、合理的配慮がなされないということが動いてますが、
そういうことになっていく、いわゆる二次障害として、いじめ、不登校等の様態を生じる場
合があると考えております。そのような場合、カウンセラーは、先ほど申し上げた営みを通
して、本人の自己統制力やコミュニケーション能力の向上の後押し、それから学校職員、保
護者、それから関係の職員等々への関係調整がなされる、助言をしているというふうに思っ
ております。スクールカウンセラーの必要性は非常に高い。本村でもカウンセラーのお力を
大きくいただいております。また、国もかなり力を入れてという、そんな状況がございます。
それから、カウンセラーとちょっと若干ずれますが、今、学校等々子供さんを取り巻く状
況の中で、スクールソーシャルワーカー、いわゆるＳＳＷという、そういうことでいじめ、
不登校、暴力行為などの背景にある家庭的な問題に対して福祉関係機関等を適切にコーディ
ネートしていく、子供たちを取り巻く環境を整えていく、関係機関をうまく調整していく、
そういう専門家がおります。県でもそこの人数をふやしてきております。村では５年前から
この立ち位置といいましょうか、この動きができる方を、丸々１日ではなくて半日という形
で、心の相談員としてお力をいただいています。今この方は県のＳＳＷとしても活躍をされ
ています。そういうようなところで、ＳＳＷあるいはスクールカウンセラー等々のお力をい
ただきながら、子供たち、職員も含めてみんなで子供たちの育ちを見ていくということにな
るかなというふうに思っております。スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー
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の必要性は高いというふうに思っております。
また、スクールカウンセラー、臨床心理士に関しては、村で教育委員会でも予算を持って
いまして、緊急の場合には村で相談室にいるスクールカウンセラー、臨床心理士を、スクー
ルカウンセラーになってませんが、臨床心理士のお力をいただくとか、あるいは、南箕輪小
学校には子どもと親の相談員がここ２年間、県のほうで配置をされています。現時点で来年
度も配置をいただけるという、そういう見通しでございますので、子どもと親の相談員、そ
れから、こども館の中にある子育て教育支援相談員の方、それから教育委員会事務局では学
校教育専門員が、これからもしよければ私もっと含めていただいて、相談窓口としてしっか
り動いていきたいなというふうに思っております。いじめ、不登校、虐待など子供さんが不
利益をこうむらないよう、みんなで最善を尽くしたいと思っております。
以上でございます。
議

長（丸山

豊） 小坂議員。

２

番（小坂 泰夫） 真摯な答弁ありがとうございました。今回、広報みなみみのわ３

月号で自殺対策強化月間ということで、この文章、あと、村報に書かれている、こういった
ことというのは、これ大人向け、成人向けの心の問題を抱えた場合のことだとは思いますけ
れど、私が究極思ういじめ、虐待もそうかもしれませんけれど、例えば自殺とか命を落とす
ことにまでは本当にいってほしくないという願いがあって、この質問をしました。簡単に解
決できるような問題では決してありません。と思いますけれど、今回はこの質問は以上にし
たいと思います。
以上で私の質問を終わりにいたします。
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１時半まで休憩といたします。
休憩 午前１１時３８分
再開 午後 １時３０分
議

長（丸山

豊） 会議に入る前に御報告いたします。

２番、小坂泰夫議員から、午後の会議を欠席する旨の連絡がありました。
ただいまの出席議員数は９名です。定足数に達していますので、会議を再開します。
一般質問を続けます。
７番、都志今朝一議員。
７

番（都志今朝一） 議席番号７番、都志今朝一です。

私は、さきに通告いたしました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。
なお、質問については、信濃毎日新聞を引用しています。
それでは、１項目めの村の防災対策の１件目、南海トラフ地震、半割れの対策についてを
お伺いいたします。
中央防災会議は南海トラフ巨大地震に関して、東西に長い震源域の半分でマグニチュード
８クラスの地震が起きる半割れケースの場合、広範囲で震度６弱が予想されている飯田・下
伊那地方の南部を中心に人命救助などの応急対策活動が必要となると想定している。また、
西側で半割れが起きた場合も、地震の規模が小さい場合は後発地震の規模が大きくなる可能
性がある。一部割れ、ゆっくりすべりのケースも後発地震として最大規模のマグニチュード
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９クラスの地震が想定され、南信地方を中心に震度６弱への備えが必要となる。今までの半
割れは南海トラフ震源の半分に当たる東側か西側でマグニチュード８クラスの巨大地震が起
きるケース、地下の岩盤破壊を割れと表現したもので、直近では２例ある。いずれも東側で
地震が発生、安政東海地震は32時間後、昭和東南海地震は２年後、西側でも同規模の地震を
観測している。南海トラフ巨大地震の特別措置法による防災対策推進地域には南信地域全域
と南佐久郡、木曽郡の計34市町村が指定されている。震度６弱以上が想定される市町村に対
して、防災対応の計画作成を求めている。震度６弱以上が想定される地域で求められている
村の防災対応の計画作成はどうであるかとお伺いし、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。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ７番、都志今朝一議員の御質問にお答えをいたします。

南海トラフ巨大地震、半割れケースの対策はという質問でございます。
中央防災会議の防災対策実行会議ワーキンググループにより、南海トラフ沿いの異常な現
象への防災対応のあり方が発表されました。異常な現象、いわゆる半割れ、一部割れ、ゆっ
くりすべりのケースに対する防災対応を実行するに当たっての計画づくりや情報のあり方、
仕組みの検討が必要とされたところであります。この辺は都志議員の御指摘のとおりでござ
います。
それを踏まえまして、防災対策実行会議により、災害対策基本法の枠組みのもと、地震に
備えた住民の避難や企業の対応につきまして、自治体、企業向けのガイドラインの作成や実
効性のある仕組みづくりを進めることになっております。これにあわせまして、中央防災会
議による防災基本計画見直しがあります。その後に県、市町村への説明が予定をされておる
ところであります。そうしたことを踏まえて、対策を地域防災計画に追記をし、あわせて住
民の皆さんへの周知を図っていきたいと考えております。
今のところ、この見直しがまだこれからということでありますので、そうしたことを踏ま
えまして、村の地域防災計画にも載せていきたいと。そして、住民の皆さんに周知をしてい
きたいという、こういうことで今考えておるところでございますので、よろしくお願いをい
たします。
以上です。
議

長（丸山

豊） ７番、都志議員。

７

番（都志今朝一） 南海トラフ巨大地震は発生確率も高く、被害も広範囲に及ぶもの

と思われます。最小限の被害で済む対応、対策をお願いし、２件目の大雨防災情報、５段階
による対策についてをお伺いいたします。
大雨土砂災害時に行政が出す防災気象情報をわかりやすく伝えるために、切迫度に応じて
５段階に区分した警戒レベルで発信する対策を政府は大筋で了承した。ことしの梅雨、台風
シーズンを迎えるまでの運用を目指しております。西日本豪雨で自治体が避難勧告や避難指
示を出しても危険性が十分理解されず、住民が逃げおくれたことを教訓とし、情報発信のあ
り方を見直し、早期の避難を促している。情報発信時に警戒レベル１から５の区分も同時に
伝えるとし、具体的には、警報級の大雨が数日中に降ると気象庁が予報を出す場合はレベル
１、洪水注意報、大雨注意報や河川の氾濫注意報はレベル２、避難準備・高齢者等避難開始
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や大雨警報はレベル３、自治体が出す避難勧告と避難指示は同じレベル４とし、レベル５は
実際に災害が発生したことを知らせ、命を守る行動をとるように求めている。このように、
５段階のレベルで示して、情報の意図をわかりやすく解説しやすくなる。大雨防災情報５段
階区分についての村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） 大雨情報５段階による村の対応でございます。

平成30年７月の豪雨による水害・土砂災害からの避難に関するワーキンググループより、
住民の避難行動等を支援する防災情報の提供につきまして報告がされたところであります。
わかりやすい防災情報の発信が必要であり、風水害関係が主であります。議員御指摘のよう
に、５段階に区分したレベルに避難準備、避難勧告、避難指示の発令を位置づけ、情報発信
することで、危険度が理解しやすくなると思っております。避難勧告等に関するガイドライ
ンにおける追記も計画されており、避難情報の後に警戒レベル数値を伝えるといった伝達方
法となる形で計画がされておるところであります。したがいまして、警戒レベルの運用が具
体的に示された、その内容がガイドラインに追記をされていくというふうに思います。これ
によりまして地域防災計画の見直しと避難勧告等の伝達方法などの変更を図ってまいります
し、あわせて、住民の皆さんに周知をしてまいります。５段階の情報ということであります
ので、今までよりもはるかにわかりやすくなってくるというふうに思っております。ただ、
現在でも避難準備、避難勧告、避難指示、こういうことはやっておりますので、それによっ
て今までも避難準備をしてもらったりというようなことで、早目早目にということでやって
まいりました。
大雨だとか土砂災害につきましては、これは地震と異なります。ある程度事前に対応がと
りやすい面があるということでありますので、これも常々申し上げておりますけれども、早
目早目に避難情報を発信すること、このことが重要であるというふうに思っておりますので、
今までどおりそういった対応はしてまいります。昨年も避難準備情報や土砂災害警戒情報等
も出させていただきました。早目のタイミングで出していくということに心がけてまいりま
すので、よろしくお願いをいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

７

番（都志今朝一） 昨年７月の豪雨では避難勧告、避難指示が住民に届かなかったケ

ースが見られた。改善策を示し、各自治体に取り組みも促している。避難のおくれによる犠
牲者を出さない対策をお願いして、３件目の防災士の資格活用についてをお伺いいたします。
現在、南箕輪村では24名の防災士が活躍しています。地域の防災体制づくりのリーダーと
して期待されている資格の防災士の取得者がふえている。自主防災など防災に関する講演な
ど啓発活動、防災訓練開催時のリーダー役など、災害時初期消火や被害者の救出・救助、避
難所運営のリーダー役、被害者支援活動などがある。防災士の資格をどう生かし、意義ある
ものにするかの問題点もあり、防災士という肩書での活動は難しい。防災士には地域に入り、
自分の地域で活動しやすい体制を整える必要も求められている。防災士にどう力を発揮して
もらえるかはまだ手探りの部分も多い。南海トラフ地震、防災対策推進地域にも指定されて
いる。今後、防災士の資格がより一層必要になると思います。今後、資格をどのように活用
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するかをお伺いし、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） 防災士の質問であります。御指摘のとおり、村内では現在24人の

防災士が北原地区以外の各地区に１人から３人おり、各地区を担当する防災士としてお願い
をしております。防災訓練時における応援であるとか、あるいは地区防災計画の作成、各地
区の自主防災組織へのアドバイス等をいただいておるところであります。防災士には平時に
おける防災にかかわる啓発活動であるとか、避難訓練の運営、災害時における避難誘導、救
出活動、被災地の支援活動といったさまざまな役割があります。資格の取得につきましては、
村からの今補助制度というのも設けられております。より多くの皆さんが防災士の資格を取
っていただければというふうに思っております。そういった中で、24人ということであり、
取り組みを始めてからかなりふえてきておるのが実態でございます。
こういった中で、防災士という資格は民間資格であります。特定の権利が得られたり活動
が義務づけられたりするという、こういうことはありません。したがいまして、あくまでも
自発的なボランティア活動ということが基本となっております。そういったことを考えます
と、地域の中でさらに活動の範囲を広げ、村全体の中での活動の展開など、さまざまな活躍
の場があろうかと思いますが、現状の活動におきましては、そういったところまでいってい
ないというのが実態であります。これは、申し上げましたように、あくまでも自発的なボラ
ンティア活動ということでありますので、いたし方がない面もあるのではないかなというふ
うに思っております。今後の具体的な活動といたしましては、学校や地域における防災教育
の取り組みなど、そういったことを行っていただければというふうにも思っておるところで
あります。
この防災士の皆さんというのは、それぞれ志と使命感を持っての役割を担っていただいて
おります。村としてもその力を大いに発揮していただけるよう、防災士の皆さん、自主防災
会などの意見を聞きながら、無理なく自主的に取り組める具体的な活動を模索をしてまいり
たいと思っております。
村でも防災士会というのを組織をしてあります。そういった中で、また意見もお聞きでき
ればと思っておりますし、自主防災組織の合同の会議というのも行っております。こういっ
た会議をやっていくことも一つの意識づけであるというふうに思っております。こうした取
り組みが途絶えないようにしていくこと、このことも大切であると思っておりますので、毎
年防災士会や自主防災組織の会議を開催しながら、その中でよりよい方向づけができていけ
ばというふうに思っておるところでございます。よろしくお願いをいたします。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

７

番（都志今朝一） 政府の地震調査委員会によると、日本海溝沿いの海域で今後30年

の間にマグニチュード７から８の地震が起きる可能性が高いとの予測が公表された。今後も
より一層の防災対策が重要になると思われます。万全な対策をお願いし、２項目めの松くい
虫対策の１件目、30年度、松くい虫の被害状況はどうであるかをお伺いいたします。
県内のアカマツ民有林の松くい虫被害は、1981年に旧木曽郡山口村、現在の岐阜県中津川
市で初めて確認され、2017年度末までの被害量は52市町村と旧山口村の部分の一部分の計
149万立方メートルに上っている。村内でも神子柴地区より被害が発生し、全村に広がって
おります。北殿の松林寺にあった樹齢約150年ほどのクロマツの大木も被害に遭い、枯れて
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しまいました。30年度の被害状況はどのようであるかと、処理の状況をお伺いし、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） 松くい虫の対策に関する御質問でございます。

御指摘のとおり、長野県全体としては昭和56年に旧山口村で最初の確認をしてから40年近
くが経過しております。平成25年度には過去最高の被害量７万8,870立方を記録してから、
その後若干減少傾向にあるものの、被害はとまっていない状況であります。
村における今年度の被害状況につきましては、森林監視員の定期的な見回りや住民の方か
らの通報等の情報を含めますと358本の枯損木が見つかっております。被害地は主に久保、
南殿、田畑、神子柴区に多くありましたが、他の地区にも被害が偏在しております。処理状
況につきましては、現在213本の処理を行ったところでありますが、被害に対して処理が追
いついていないというのが、これが現状であります。
また、松というのは年越し枯れ等で春にはまだまだ被害木が出てくることが予想されます。
被害が増大して、予算的にも村内の全枯損木の伐倒駆除はさらに困難な状況になってくるの
ではないかと思っております。
そんな中で、村では森林協議会の検討結果をもとに、大芝村有林内や大芝村有林からおお
むね２キロの範囲内、または通行の安全を確保するための道路沿いや民家に近いところから
優先的に伐倒駆除を進めておるところであります。
さらに、松くい虫対策といたしまして、県や森林整備を行う企業体と協力して、大芝等の
守るべき森林、松林はしっかりと守り、その他の松林は被害拡大を防ぐため森林経営計画を
樹立するなど、樹種転換等の対策も進めておるところであります。
また、大芝高原におきましても、この枯損木が確認されております。全国的に珍しい大芝
高原の平地林約100ヘクタールのアカマツでありますし、先人の方々が守り抜いてきたこの
大芝高原のアカマツを何とか守っていくために、枯損木につきましては発見次第即伐倒駆除
を行っております。大芝高原につきましては発見次第すぐやっておるということであります
し、その他の地域につきましては、今申し上げましたところを優先的にやっておるというの
が実態であります。
松くい虫の予防対策といたしましては、大芝高原につきましては引き続き薬剤の樹幹注入、
これは計画的にやっていきたいというように思っておりますし、守るべき文化財的な松につ
きましてもこういった措置をとっておるところであります。それ以外につきましては、樹種
転換だとか、被害を拡大させないような、そんなふうにしていくことが大事かなというふう
に思っております。
松くい虫、これとめることはできませんので、できるだけ伐倒処理をしていくという、こ
ういうことであります。ただ、追いついていないという実態でありますので、今申し上げま
したような地区を中心としながらやっていくということで、あとはこれはやむを得ないのか
なと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） まだ被害が続くと思われます。対処をお願いし、２件目の松くい

虫に強いアカマツによる森林再生についての考えはどうであるかをお伺いいたします。
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県内の苗木生産者でつくる長野県山林種苗協同組合が、松枯れ被害の原因となる松くい虫
が侵入しても枯れにくいアカマツの試験販売を行う。生存率は県の調べで４割を超える。組
合によると、苗木の高さはおおむね25センチから30センチ。価格は一般的な苗木と同じで１
本68円。数が限られていて、県内に出荷の予定をしている。松くい虫が侵入しても枯れにく
いアカマツ、抵抗性アカマツは2018年３月末現在で263品種あり、各地の採種園に植えられ、
苗木生産に活用している。このような抵抗性アカマツの苗木販売に期待を寄せている山林所
有者も多い。道の駅大芝高原のアカマツも樹種転換への考えもありますが、抵抗性アカマツ
の活用による松林再生の考え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） 松くい虫に強い松という話であります。
松くい虫の関係でありますけれども、少し前までは標高800メートル以上は大丈夫だとい

う、そういうことが言われておりましたけれども、地球温暖化でそういったこともなくなっ
てきたところであります。高冷地でも被害が確認をされてきておるところでございます。こ
れは気象条件がかなり変化してきておりまして、マツノザイセンチュウを運ぶマダラカミキ
リが高冷地でも活発化してるんではないかというふうに思っておるところであります。
そういったことの中で、今春から県内でも長野県山林種苗協同組合が、松くい虫が侵入し
ても枯れにくいアカマツの苗木を試験的に販売を始めておるところであります。県の林業総
合センターが2015年から2018年にかけて実施した抵抗性のアカマツの苗木196本にマツノザ
イセンチュウを接種して調査したところ、暫定値でありますが、88本が生き残り、生存率は
44.9％という結果が出ておるところであります。
この数値はこういう数値でありますけれども、現状では枯れない松というのは存在しない
というふうに感じておるところであります。４割がそういったことであるということであり
ますけれども、６割は枯れたということでありますので、完全ではないというふうに思って
おるところであります。もう少しこういったことが確立されれば、そういった抵抗性のある
松を植林をしていけばいいのかなというふうに思っております。それまでは守るべき松林は
守り、その他の森林については被害拡大防止に全力を注いでいくというのが一般的といいま
すか、基本的な考え方でありますので、もう少しこの辺は様子を見てみたいというふうに思
っております。その点はぜひ御理解をお願いをしたいというふうに思います。いろんな研究
が進んできますので、まだまだ品種改良というのがなされていくのではないかと思っており
ます。そういった面で期待をしておるところでございます。
以上です。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

７

番（都志今朝一） 里山にあるアカマツの林が松くい虫の被害によりなくなり始めて

います。抵抗性アカマツの苗木によるアカマツ林が再生できることを願うところであります。
続いて、３項目めの国道153号線バイパスの施設管理についてをお伺いいたします。
早いもので、バイパスが平成22年10月19日に新天竜橋が開通し、供用を開始して９年に入
りました。通行量も日を増すごとにふえて、祭日、週末には渋滞の状態も見られるようにな
っています。また、施設も９年をたち、点検の必要も出てきていると思います。
ことし１月13日に地下歩道に５平米ほどの水たまりができ、長靴でないと歩行が困難にな
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る出来事がありました。日曜日でしたが、建設課が対応していただき、通行できるようにな
りました。原因については、排水ポンプの劣化による稼働不良が原因と思われます。ポンプ
室には鉄扉があり、鍵も閉錠されており、中の確認もできません。施設管理は伊那建設事務
所が管理していると思いますが、緊急の場合の対応が問題です。鍵などについては役場での
保管も必要と思われます。施設の点検も必要な時期になってきていると思います。今後、村
での対応についてをお伺いし、質問といたします。答弁をお願いいたします。
議

長（丸山

村

長（唐木

豊） 唐木村長。
一直） 御指摘のように、北殿駅の東側の国道153バイパスの地下歩道に

湧水処理としてポンプが設置されております。一定の水位になると排水される仕組みになっ
ておりますけれども、このポンプが故障したというようなことで対応をさせていただきまし
た。
このポンプは県の管理であります。ポンプのセンサーが故障し作動しなかったために、地
下歩道が一部水がついてしまったということでございます。たまたまこの日が休日であった
ということで、急遽グレーチングを設置して通行ができるように、村の建設担当の職員で対
応をしたところでございます。長野県は後日このポンプの交換工事を実施し、現在は通常の
状態に復旧をしておりますが、村としても早急に対応できるよう、再度県にお願いをしたと
ころであります。休日でも対応できるような、そんなお願いをしたところでありますので、
よろしくお願いをいたします。どうしても対応できないときには、村の職員が対応していく
ということ、これは協力しながらやっていかざるを得ないというふうに思っておりますので、
よろしくお願いをいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

７

番（都志今朝一） 朝には学童も通学しており、万全の管理をお願いし、続いて、２

件目の防犯カメラの画像の確認についてをお伺いいたします。
地下歩道には防犯のためにカメラが設置されており、通行人があると自動で稼働するシス
テムとなっています。撮影した画像は役場での画像確認となっていたと思います。地下歩道
供用以来大きな事件もなく過ぎています。画像の確認はどのように行われているかをお伺い
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） 御承知のように、地下歩道には犯罪の予防を目的として６カ所に

防犯カメラが設置をされており、これは村が管理をしております。各カメラとも約３カ月間
分が録画できる、そういった構造となっております。この防犯カメラにつきましては、まず
は個人情報保護という観点から、常時確認するということはありません。主に警察からの依
頼に応じて映像を開示をすることとしております。したがいまして、警察の依頼で開示をし
ているということであります。そのほかは村で３カ月間は保存しているという、そういうこ
とでありますから、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） 近隣住民にとって必要不可欠の施設です。施設管理、安全・安心

の対応をお願いし、続いて、４項目めの燃やせないごみ対応のスプレー缶の廃棄についてを
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お伺いいたします。
従来は使い切ってから缶に穴をあけて捨てることを推奨してきたが、穴あけ時の破裂事故
などが相次ぎ、環境省は2015年に穴あけをしないのが望ましいと全国の自治体に通知した。
県下では穴あけ不要は３市にとどまっている。穴あけが推奨された理由は、収集車での缶の
爆発するケースがあったため、一方、穴あけ時に缶が破裂したり中身の液体が飛び散って目
に入ったりする事故があり、環境省の通知につながった。上伊那では伊北環境から上伊那広
域に引き継がれ、スプレー缶の扱いは穴をあけての対応となっている。今後、環境省通知へ
の対応はどのよ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） スプレー缶の問題でございます。

2015年に環境省はスプレー缶の廃棄については穴あけをしないのが望ましいと全国の自治
体に通知をしているところであります。これは札幌の爆発事故を受けて、テレビのニュース
や新聞等で報道がなされまして、こういうことが広く住民の皆さんに周知をされたのかなと
思っておるところであります。こういった報道を受けて、本村におきましても問い合わせの
電話というのは何本かあったところでございます。
上伊那広域連合の中では、現状ではいわゆる穴をあけて、中身を全部使い切って穴をあけ
て出すという方向で来ておるわけでありますけれども、この事故を受けまして再度検討をい
たしましたが、従来どおりということで結論づけを現状はしておるところでございます。理
由といたしましては、穴をあけずに出す方法にした場合には、スプレー缶のみを回収して、
今度は手作業で穴をあけて、残っている内容物を出した上で処理をする、これは非常に手間
とお金がかかることとなります。したがいまして、従来どおりということでいくということ
で、そういう決定がなされたところであります。ただ、当面のということでありますので、
今後もまた検討は続けられていくという、こういうことになっておりますので、その点は御
理解をいただければというふうに思っております。
これは、申し上げましたように、回収方法、コストの問題等々が、そういったことになっ
ておる要因であります。現状では穴をあけて不燃ごみの袋に入れて出していただくというこ
とが徹底されておりますので、当面はこういった状況でやっていくということで検討がなさ
れておりますので、よろしくお願いをいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

７

番（都志今朝一） メーカーも安全にガス抜きができるガス抜きキャップなども開発

しており、ほとんどの製品で導入している。安全面に考慮をお願いし、５項目めの学級閉鎖
などの対応についてをお伺いいたします。
ことしもインフルエンザの流行が続き、共働きやひとり親などの家庭が子供の学級閉鎖の
対応に苦慮しています。子供が感染せず元気でも、公立の学童保育施設の多くは利用が制限
され、ほかのサービスも限られる。共働きや核家族がふえる中、関係者からは実態に沿った
対応を考えてほしいとの声も出ている。伊那市教育生涯学習課は、閉鎖学級の児童を預かる
ためには通常平日は放課後のみの施設を朝から開く必要があるとし、指導員の急な手配も難
しいとしている。南箕輪の小学校も１月16日から２月６日まで４クラスで学級閉鎖し、中学
も１クラスが学級閉鎖を行った。村でも共働きやひとり親などの家庭も多くあると思います。
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働く親が何に困り、どんな支援ができるか、実情を把握する必要があると思います。学級閉
鎖時の村の対応はどうであったかをお伺いし、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、インフルエンザ感染など学級閉
鎖による共働き家庭などへの対応についてということで答弁をさせていただきます。
この冬でありますが、県は年末、昨年末近くにインフルエンザの注意報を、それから年明
け、たしか１月７日からの週でございますが、警報を発令する状況がありました。学校にお
いては手洗い、うがいの励行、それからマスクの着用等、感染予防に力を入れてきておりま
す。その中で、ことしに入り、インフルエンザによる本村の学級閉鎖、小学校４学級、１、
２年生でありますが、中学校１学級、２学年でありました。二、三日の学級閉鎖を行いまし
た。学級閉鎖は言うまでもなくインフルエンザの感染拡大を防ぐために行われ、学級閉鎖の
目安はインフルエンザ罹患後の出席停止の児童生徒を含めて20％を超えた場合とされており
ます。
今、御質問にあります共働き家庭等への対応でございますが、共働きに限らず、ひとり親
の家庭等々、インフルエンザに罹患した子供さんへの看護を安心できる、子供さんが一番安
心できる身近な親御さんまたは御家族などの方が行ってきている、そんな状況でございます。
また、学級閉鎖の場合、発症してないお子さん、インフルエンザに罹患しているかどうかわ
からない、潜伏期間、あるいはかかっていない状況もあるかもしれませんが、等の子供さん
がいるわけですけれども、いわゆる濃厚接触者として考えられ、感染予防を考えたときに、
集団で活動する、これは適切でないというふうに考えております。よって、罹患していない
と思われる状況であっても、人が集まる場所など感染させる可能性があるところへの外出は
控える、また、感染の予防に努めるよう学校でも指導を行っているところでございます。
ですので、学級閉鎖となった場合に、感染が疑われるというか、罹患してないお子さんの
場合には宿題をやったりとか、家の中で過ごす、それを基本として考えております。学級閉
鎖になった学級をまた学級閉鎖というのも非常にせつない状況でございますので、そんなこ
との起こらないためということも含めております。
今、御質問いただきました村の対応ですが、罹患した子供さんで、罹患したお子さん、薬
飲んでいて服薬中のリスクも当然あるわけですので、そういうことも含めながら、どうして
も親御さん等が看護できない場合、病児・病後児保育ということでいちごハウス、あるいは
中病のほうで開かれたあるぷす、こちらのほうは１歳から小学校６年までの利用が考えられ
ます。現に今シーズン１名のお子さんがそこを利用しているという、活用といいましょうか、
状況がございます。
それから、学級閉鎖で発症していないお子さんの場合、人が集まるところ、例えばすくす
くはうすとか、あるいは、これは保育園、小さいお子さんですが、こども館とか、放課後児
童クラブは、先ほど申し上げましたけれども、集団という集まりになりますので、適切では
ないかなというふうに思っております。
親御さん等から学校あるいは教育委員会にはこういう状況で子供さんをどうしていいかわ
からないという、そういう困り感は寄せられてはいませんでしたが、今後そこをどうしてい
くかの御質問だと思うんですけれども、例えば教育委員会で、じゃあ何人かの方がそういう
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状況にあるとして、じゃあ例えば５人なり10人なりの方を一緒にということは適切でない、
先ほど申し上げたとおりのことでございますので、個々対応のところという、そんな状況が
あるかなというふうに、難しいかなと思っております。
今シーズン、ファミサポセンターを活用された方が１名います。御存じのように、ファミ
サポセンターは会員登録されている方、それからニーズのある方とうまくマッチングしてと
いうことで、１名の方がその家庭で生活したという、そういう状況がございます。
思うんですけれども、先日行われたパートナーシップ南みのわでも話が出たんですけれど
も、いろんな御意見が飛び交う中で、やっぱり子供さんがインフルエンザになったときに、
親御さん、やっぱりうちの子を見たいよねという、そういう気持ちが当然あるというふうに、
それを前提としながら、お仕事を休む、そこのところの兼ね合わせをどうするか。お子さん
の看護休暇等が企業さんでも、本当それが整っていくといいんだろうなという、そんなこと
を話題にというか、願うというところでございます。
以上でございます。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

７

番（都志今朝一） 時間がなくなってきておりますので、読み原稿はつくってありま

すけども、６件目の学校教育の現場での対応、対策についてお伺いいたします。
１番の小学校で教科になった道徳教育の現状、それから、２番も一緒ですので、来期より
教科になる中学の道徳教育授業への対策についてお伺いいたします。答弁をよろしくお願い
します。
議

長（丸山

豊） 清水教育長。

教 育 長（清水 閣成） 学校教育現場での新しく道徳が始まりましたので、その現状はと
いうことについてお答えします。
今、議員お話しされましたように、今年度、小学校で特別な教科道徳として、教科書を活
用しながら授業が行われてきております。今年度の小学校の特別な教科道徳の授業の実情で
ございますが、南部小、南箕輪小、両校を通してということでお答えしたいと思いますけれ
ども、週１時間、これは今まで道徳としての授業が当然なされてきているわけで、授業時間
数そのものはふえておりません。年間35時間でございます。子供さんの実態に合わせ教科書
を活用するとともに、先ほど議員おっしゃられましたテーマとも関連しますけれども、一つ
一つの項目の内容がとても豊富なため、いろいろな授業展開が考えられます。子供さんの実
態に合わせたり、タイムリーにその時々の題材を扱ったりする授業を展開、それから、心情
を扱う難しさがあるんですけれども、ここが一番大事だと思うんですけれども、友達の考え
や気持ちを聞き合い、自分の考えを深めたり、互いに理解し合ったりすること、これは今回
の指導要領で言われている主体的・対話的で深い学び、ここにつながるわけでございますけ
ども、これを大事に、単なる資料の読み取りにならない、読み物ではないということに心が
けております。
それから、これはやっぱりいいなと思うのは、授業の終末に子供たちが自分の心根のよさ
ということを感じられるように先生方が心がけて指導している、そういうことが学校のほう
から寄せられております。
それから、評価に関しては、前も議会でお伝えしましたが、数字的な評価は適切でないの
で行っておりません。ノート、学習カード等を活用して、子供たちが自分の思いを記述し、
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その記述からその子の考えや変容、気づきのよさを認めていくことを大事にしています。こ
れがいわゆる通知表等々へ反映されていく、あるいは懇談のところで親御さんに伝わってい
くというふうに思っています。
あと、低学年のところでも、つぶやきを聞きとめ、基幹支援といいますか、遵守しながら、
子供たちの育ちを時間の中あるいは継続的に見届けていく、そういうような営みをされてい
ます。
先生方は研究授業を重ねながら、指導力の向上に努めてきております。
以上でございます。
議

長（丸山

豊） 都志議員。

７

番（都志今朝一） 道徳の授業は人をつくる授業だと思います。なるべく実のある授

業にしてもらって、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２時25分まで休憩といたします。
休憩 午後 ２時１７分
再開 午後 ２時２５分
議

長（丸山

豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。
３番、山﨑文直議員。
３

番（山﨑 文直） ３番、山﨑文直です。

昨日は２時46分に黙祷をささげましたが、８年前のきょう、忘れてならないのは、長野県
の北部の栄村での大きな地震、ややもすると東日本大震災の陰に隠れがちですけども、この
同じ県内で起きた大きな地震ということで、私もボランティアに参加して、農地等がいまだ
に復旧されてない部分があるということで、早い復旧を望むところであります。
そのようなことで、防災関係の質問もございます。本日私は３点について質問を行いたい
と思います。
１点目は、消防団のポンプ操法大会等、ラッパ吹奏大会等もありますから、そのあり方と
今後の方向についてということで質問をしたいと思います。
午前中、同僚議員も同様の質問をされまして、内容をお聞きしましたら、31年度について
はポンプ操法等は実施をすると。さらに１年間かけて検討するという答弁だったと聞いてお
ります。
先日の報道の中でも、辰野町が先にポンプ操法等を実施をしない、それから箕輪町も同様
に実施をしないという発表がされました。この二つの町については、私ども南箕輪の消防団
も参加している伊北消防連絡協議会の仲間であります。そういう意味では、この南箕輪に対
しても大きな影響はあるんだろうなということで質問をするところであります。とりわけ、
辰野町の消防団の団長は県の協会の要職にもあるということもあります。そういう意味で、
今後の伊北消防の連携等にも大きな影響があるのではないかというように思います。
その中で、伊北協議会の中でも、突然のような感もありますけれども、協議会の中でこう
いった議論がされたのか、そういう点の中で今後村がどうかかわっていくのかという部分に
ついて、まず１点目の質問をしたいと思います。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。
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唐木村長。
村

長（唐木 一直） ３番、山﨑文直議員の御質問にお答えをいたします。

午前中でも議論がありました消防団のポンプ操法大会等々の問題でございます。
まず、北部消防連絡協議会でそういった議論がなされたのかという、こういうことであり
ます。団長を含めたそういう会議では、当然そういう話題にはなっておるというところであ
ります。ただ、それはポンプ操法、ラッパ吹奏大会、出るか出ないかというのは、その団の
方向性でありますので、統一してとか、そういった問題を議論するということは好ましくな
いという部分がありますので、話は出たというふうに思いますけれども、そこで統一とか、
そういうことは出されないということでありますので、その点はそんな御理解をお願いをし
たいというふうに思います。
最初に辰野町でポンプ操法大会、ラッパ吹奏大会の郡大会に出場しないという報道が出さ
れたときは、本当にこれはびっくりいたしました。とりわけ辰野町ということであります。
消防が熱心な。ラッパ吹奏大会では常に県大会へ出場して優勝したり、３位までには必ず入
るというような、こういった団でありますので、そんな点では驚きをいたすところでありま
すし、とりわけ辰野町の消防団長は長野県消防協会の協会長でありますので、よく自分のと
ころからそんな決断をしたなという思いもあったところでございます。
この問題につきましては、村は来年度は出場するということで決めておるところでありま
す。これ以降どうするかということにつきましては、１年かけて本部幹部、分団長会、部ま
でおろして消防団の御意見を聞きながらということで、あり方を検討していくということに
なっておりますので、その方向性を見きわめてまいりたいというふうに思います。
消防団の活動というのは、村にとりまして、これは本当に必要不可欠なものであり、その
機能を発揮するための、実践面での技術的な向上だとか団員間の連帯感、また団と地域の連
帯感などの組織としての活動を継続する、このことは本当に大切なことでありますので、ぜ
ひそういったことに重きを置いていただきたいなというふうに思っておるところであります。
消防団員が活動しやすい環境づくりに努めていくということは、これは当然村の責務であり
ますので、そのことはしてまいりたいなというふうに思っております。
村のかかわり方といたしましては、そういった検討会が出した意見につきまして、その方
向性が決まりましたら、その結果に従っていくということ、そしてまた村としてできる範囲
で支援をしていくということ、こういうことになろうかというふうに思っております。ポン
プ操法もそうでありますけれども、訓練の内容であるとか、あるいは行事であるとか、そう
いった面まで含めて検討していくということになっております。
これも午前中申し上げましたけれども、既にこの４月１日の任命式から簡素化をしていく
ということであります。来賓は呼ばないと。そして参加者も新入、いわゆる幹部という、こ
ういうことと、新入団員の部分になろうかというふうに思いますけれども、そんな検討もな
されており、そういう方向でいくということになっておりますので、徐々にそういうことは
方向性が出てきたのかなというふうに考えておるところであります。
私自身は時代の流れを本当に感じておるところでありますし、せんだっての消防委員会に
おきましても、特に消防団員は子育て世帯が多くて、生活や子育て等々本当に忙しい面もあ
るというような、そんなお話もあったところであります。何らかの対応策というのは必要で
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。
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ただ、ポンプ操法大会というのは伝統もある大会であります。先輩の皆さんには賛否両論
はあるんではないかなと、当然そんな思いもしておりますけれども、まずは団を存続させな
がら地域を守っていく、そのことが大事かなというふうに思っておりますので、負担軽減を
図りながら最低限の任務を果たしていただける方向性を考えていただければいいんではない
かなというふうに思っておるところでございます。いろんな御意見があろうかと思いますけ
れども、これは消防団にお任せをするというのが大前提でありますので、その結論の検討結
果を待って、また村も方向づけを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。
今、団員不足、40名が欠員という、こういった状況となっておるところであります。200
名を切ったということは本当に寂しい気持ちがいたしますけれども、現実としてそういう状
況であるという、そういうことはしっかりと正面から受けとめながら、消防団どうしていく
のかということを、これを考えていく必要があろうかというふうに思っておるところでござ
います。
郡大会におきましても、２団が出ないということでありますので、六つでやるというよう
な、こんな状況であります。寂しい部分もあるわけでありますけれども、それはそれとして
受けとめながら、しっかりやっていくという、こういうことになろうかというふうに思いま
す。ただ、六つになるか、さらにこういったことで出場しないという団も出てくるんじゃな
いかという、そんな話もありますので、その辺はまた注視をしていく必要はあるのかなとい
うふうには思っております。
以上です。
議

長（丸山

豊） ３番、山﨑議員。

３

番（山﨑 文直） ポンプ操法、私どもも若いころ、ポンプ操法に参加をしまして、

当時はまだ水を放水をしない訓練の方法で、放水をしないような訓練は意味はないんじゃな
いかと幹部に食ってかかって、その後何年かしたら今のような放水をするような訓練法にな
ったというような時代の移り変わりを非常に感じているところであります。ぜひ村として消
防団との連携なり、検討会の中でも指導を発揮して、助言等をしていっていただきたいなと
いうふうに思います。
２番目のところで、そういう私も、ここ冬場の間は夜警等もされています。何回か消防団
の屯所に行って、激励をしたりしているわけですが、そんなようなところで、幹部の皆さん
も新しい年度からの団員確保について非常に苦労されている現状があります。まだまだわか
らない部分で、たしかあそこのお家には高校を出た若い人がいるんじゃないかというような
話をするんですけれども、幹部が行くと、うちの息子は二交代制の職場にいて、とても訓練
等には参加ができないと言われて、仕方なく帰ってきたというような話はよく聞く話であり
ます。団員であっても、入ったけれども、結果的にほとんど訓練や活動に出れないもので、
僕は入ってても仕方がないのかな、やめてもいいのかなというような話まで聞く現状があり
ます。
そういう点では、企業の状況等が、消防団で左右するというわけにもいきませんけれども、
そういう点でこれからも非常に厳しい状況が続くのかなということではありますけども、基
本的な訓練、今までの訓練が非常にきついものであったら、基本的な訓練という部分につい
ては何とか実施をしていくという、そういう内容も必要ではないかいうことに思います。こ
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の辺については、訓練内容の簡略化というか、そういうような検討等はされているのでしょ
うかという二つ目の質問であります。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ポンプ操法から団員不足、勧誘の問題までの質問であります。

確かに勧誘時には、ポンプ操法の練習が大変だから入団は考えさせていただきたいという
理由は聞かされることがあるようであります。しかし、理由はそればかりではなくて、時代
の流れの中での要因も大きく影響しているのかなというふうに思っております。ポンプ操法
がなければ団員が確保できるのかというと、果たして本当にそうなるのかなという、そんな
心配もあるところであります。
しかし、そうはいっても、その人がきついという、そういう状況はあるわけであります。
私も、４年くらいでしたか、選手として出場しましたけれども、朝は本当に嫌でありました。
しかし、それも使命だということでやってまいりましたけれども、今考えると、本当に楽し
かったかなという思い出もあるところであります。そんな思い出でというわけでは今はいか
ないわけでありますので、この辺はしっかりと検討が始まっておるところであります。
消防団のあり方というのも変わってきております。今、広域消防になりまして、常備消防
はかなり強化をされてきておりますので、消防団の消火活動、以前とかなり変わってきてお
ります。後方支援という、このことが主体となってきておるところでありますし、予防消防
に徹していただくという、このことも重要な任務となってきておるところであります。した
がいまして、最低限ポンプを扱う、消火作業を行うための最低限の技術習得訓練、このこと
はやっていかなければならないというふうに思っております。そんな点は消防団とも意見、
意識というのは共有をしておるところであります。こういった消火作業の技術力を維持をし
ながら向上を図っていくという、このことは継続的にし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。
ただ、ポンプ操法大会における内容等々につきましては、十分これから検討が始まってく
るというふうに思っておりますし、来年度は出場するということではありますけれども、私
自身は先駆けて練習期間につきましては早期に結論を出していただきたいなという思いも持
っておるところであります。何カ月も練習するということではなくて、短期間に集中してや
っていくという、そのことも必要かなというふうに思っておるところでございます。その辺
はまた消防団のほうでも考えていただけるんじゃないかなというふうに考えておるところで
ございます。
いずれにいたしましても、消防団員をどう確保していくかということは、これは本村ばか
りではなくて、全国的な問題であります。どんどんどんどん消防団員、人数が少なくなって
きております。この辺を踏まえて、またいろんな方策が国のほうからも示されてくるのでは
ないかなというふうに思っておりますし、村自体としても努力をしていかなければならない
というふうに考えておるところでございます。そんな点はさまざまな皆さんと意見交換をし
ながら、消防団もそれなりの努力はしておりますので、また多くの皆さんにお力をおかりを
しながらというふうに思っておりますので、ぜひ入りそうな方がおりましたら、消防団のほ
うにお伝えをいただければ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。
以上です。
議

長（丸山

豊） 山﨑議員。
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３

番（山﨑 文直） 若者が今の職場以外で地域の中で、例えば文化活動やスポーツ活

動以外で交流する場としたら、消防団はある意味で数少ない交流の場ではあるのかなと。そ
ういう意味では、消防団の活動以上に人生のために消防団活動も役に立つというような視点
をみんなで持てるような機会を持てればいいのかなと。そのために村でもある程度支援等を
これからも考えていっていただきたいなというふうに思います。
２番目の質問に移ります。防災の質問でありますけども、役場庁舎は災害になったときに
は防災センター、災害対策本部の役割を持つ一番のかなめであります。そういう点で、防災
センターの付近にいろんな、避難物資だとか、そういうものを備蓄しておくというのは大事
なことであります。
そういう点で、（１）でありますけども、役場庁舎付近にも防災倉庫が幾つか整備をされ
てきております。こういう点では器具関係、浄水器だとか、食料品だとか、土のうとか、そ
ういったものの備品等もあります。避難所での用品を支給をする、そういうものもされてい
るかと思います。そういう点で、現状では備蓄状況というのは十分であるのかどうかという
計画に対して、現状の状況について、概略で結構ですが、お聞きしたいと思います。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 防災センターの役割、備蓄の状況についての御質問であります。

役場は当然のことながら防災拠点であり、庁舎の北側には防災倉庫があります。そこにい
ろんな備蓄品を入れてあるところであります。地域防災計画に記載している人口の５％、２
食分の備蓄はしております。これは確保してあるところであります。内容につきましては、
主食としてアルファ米などが2,626食、補食として卵スープが500食、水は500ミリリットル
のペットボトル1,032本を保管しております。その他毛布につきましても備蓄をしておると
ころであります。
また、役場北側の倉庫だけではなくて、大泉の旧いずみ苑も防災倉庫という位置づけをし
てあります。避難所用のパーティション等を備蓄しております。また、役場庁舎の中には避
難所開設に必要な避難者カードであるとか災害用電話機、ケーブルテレビの配線、防災無線
を緊急時にすぐ配備できるように準備をしておるところであります。また、各自主防災会に
はバルーン灯光器や発電機等を配布してありますし、夜間における照明の配備ができるよう
に備えております。
ただ、現状としてないのは、小さい子供たち、赤ん坊、赤ちゃん含めてでありますけれど
も、おむつなど生理用品につきましては現在は備蓄はないところであります。この辺につき
ましては、災害対策本部による業務継続計画を検証した結果に基づいて今後の備蓄等を検討
することとなっております。この辺の備蓄もしていく必要があるのではないかと思っておる
ところであります。
また、避難所における必需品につきましては、各地区の自主防災会での備蓄品の状況の調
査を行い、緊急時の食料、生活用品についての備蓄体制について把握をしているところであ
ります。必要最低限の備蓄品の確保につきまして再度検証し、準備は行っていく、このこと
は常に繰り返していく必要があるんだろうというふうに思っております。
この備蓄品につきましては、これは保存期限というのがありますので、常に入れかえてい
かなければならないという、こういうことがあるわけであります。
こういったこともありますので、災害時における飲料水だとか生活物資の供給に関する協
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定を５団体と締結をして、随時補充できる体制を整えておるところであります。災害規模が
大きくなれば、このような協定は多いほどその効果が大きく発揮されます。今後も災害時に
有効な応援協定を検討し、食料や生活物資などの不足により避難生活に不便が生じることの
ないように努めていければと思っておるところであります。
参考として申し上げておきますけれども、現在、協定しているこういった関係につきまし
ては５団体であります。主食につきましてはＪＡ、飲料水につきましては伊藤園、北陸コ
カ・コーラ、生活用品につきましてはコープながの、水を含む防災用品につきましては株式
会社アクティオ、この５団体と協定をさせていただいておるところでございます。したがい
まして、必要最小限の備蓄は備えておるということであります。よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 山﨑議員。

３

番（山﨑 文直） 備蓄状況、順次整備をされてきているというふうに感じました。

今後とも食料品等の入れかえ等が出てきますから、この辺のところも計画的に進めていって
ほしいなというふうに思います。
そこで、今、東日本の大きな地震が30年以内に起こり得るだろうということも言われてま
すが、私はそれよりも、この村に関連するとすれば、南海トラフの大地震がより一層心配で
あります。天竜川が流れ込む駿河湾沖は5,000メートルの海溝があると言われています。
5,000メートルと地上の赤石山脈3,000メートルを合わせると8,000メートルのヒマラヤ山脈
に匹敵する山脈がそこにあり、ここは今でも毎年上昇を続けていると言われています。この
赤石山脈が誕生したのが約200万年前と、途方もない歴史の中であります。80年前に赤石山
脈が木曽山脈を押し上げて誕生したと、こういうふうに言われてますから、およそ人間の誕
生している以前からこういうものが動いているわけでありますから、もう本当に人間が今い
るのは、本当にこのささやかな状況の中で暮らしてるなということで、それでも災害に対し
てはできるだけ備えていかなければならないというのがこの気持ちであります。
そういう意味で、この南箕輪を見たところ、先ほどもペットボトルの備蓄等もありました
けれども、何が一番大事かというと、の中で水の確保というのがより一層大事ではないかな
ということを思います。
村の配水池は大泉、大芝、南原等に配水池が設置をされております。地震のときにはそこ
が遮断されて、配水池が流れ出してしまわないようにはなっておりますが、地震のときに大
地にひびが入って、車が通れない、人が通るのも大変だということになれば、その水を配る
のも大変だというふうな状況が出てくるのではないかと思います。昨年の大阪の地震でも、
橋に抱かしてあった水管橋から勢いよく水が噴き出ている状況をテレビで見ましたけれども、
そういった状況もこれからも大いに考えられるわけであります。
そうしたときに、やはりこの下のほうの東のほうの地域、とりわけこの役場の庁舎のとき
に、私はこの駐車場の地下に大規模な貯水槽を備えるということも必要ではないかなという
ふうに考えます。浄水器を使ってそれを消火にも使い、飲料水にも使うと、そういったこと
もこれからは必要ではないかなということでありますので、これから防災計画等にも入れて
いただいて、近くの貯水槽も一つなくなるようでありますから、こういった対策等も必要で
はないかというように思いますが、この辺についての考えをお聞きしたいと思います。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。
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村

長（唐木 一直） 災害関連の水の問題でございます。

日本は災害列島と言われておりまして、災害がいつ起こってもおかしくない状況でありま
すし、毎年大規模な災害が起こっておるところであります。一番は南海トラフだとか、ある
いは首都直下型の地震だとか、そういった心配もあるところであります。できるだけ災害が
起こったときに速やかに次の行動に移っていける、そんな訓練等々必要であるというふうに
思っており、毎年行っておるところでございます。
貯水施設につきましては、議員御指摘のとおり、大泉の第１配水池、大芝の第２配水池、
南原の配水池の３カ所と、深井戸である大芝公園非常用の水源、大芝の第４水源の２カ所の
計５カ所で取水施設があるところであります。こういったところが災害に遭ってそこまで行
けないという部分があれば、これどうにもならないことかなというふうに思うところであり
ます。
村の地震防災給水計画では配水管の応急復旧を地震発生後３週間以内としております。応
急復旧であります。応急給水の目標を地震発生から３日目までは１人１日３リットル、10日
目までは１人１日20リットル、このことを目標水量として計画をしておるところであります。
地震発生から３日目までは、今後、水道指定業者組合の皆さんに協力をいただき、タンク積
載車による運搬給水を行っていきたいと考えておりますけれども、このタンクを積んでとい
うことであれば、なかなか効率も悪いという、こんなことも考えられるわけであります。村
としては、災害等有事の際、災害以外でも断水ということは起こりますので、応急給水がで
きる給水タンク車の購入、これはやっていきたいというふうに思っております。これは早急
に考えてまいります。
また、御質問の大規模な貯水槽につきましてであります。これは多額な費用がかかり、維
持管理も必要となってまいります。今後、財政状況を見ながら、設置箇所だとか設置規模だ
とか、総合的な検討が必要であるというふうに考えておるところであります。
計画の中では、こういった大規模貯水槽の設置をするという、こういう計画にたしかなっ
ておったというように思いますけれども、この辺につきましては、今後の検討課題として捉
えさせていただきたいと思います。給水タンク車につきましては、これはできるだけ早い機
会に購入をしていければというふうに思っております。
以上です。
議

長（丸山

豊） 山﨑議員。

３

番（山﨑 文直） 災害関係の準備はなかなかコストも高いし大変だとは思いますが、

この計画に入れていただいて、購入する、建設する、ぜひ実現に向けて検討を重ねていって
いただきたいなというふうに思います。
最後の３番目の質問であります。一級河川大泉川の整備についてであります。
村の中には一級河川、幾つかございます。この村の中心を流れるところに一級河川の大泉
川も流れております。この大泉川も、通ってみますとかなり河床が荒れてきたなという感を
持っております。この大泉川もそうですが、ほかの天竜川も今、大分護岸の工事は進んでき
ておりまして、そのことがなかなか、要するに車が入るとか、そういうことはできないわけ
であります。人が入ることもなかなか困難になってきたなと。
私たちが小さいころについては、こういった河川もスムーズに川の中に入っていけて、遊
んだり、家畜に水をやったとか、そういう思い出もあります。そのころについては、そこで
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草を刈っていく人たちもいます。そういう中でありますが、近年は護岸の整備が進んでおり
まして、一般の人が河床の中におりることが非常に困難な状況になってきています。そうい
ったことで見ますと、川の上から見ると、川の中にヨシ等がかなり大きくなって、ここに木
が生えれば非常に危険かなというふうな思いもありますし、川の流れが非常に変わって、片
側に偏ったり、そういったことで非常に荒れてきてるなというふうに感じます。
以前は県のほうで時々重機を入れて整備をするという状況も見られましたが、近年その辺
が、護岸の立木については時々整備をされています。同時に地域の人たちのボランティアで
草刈り等をされたり、植樹をされたりすることもありますが、河床についてはなかなか手が
入っていない状況ではないかなというふうに思いますので、こういう点について、村として
も県に整備を要請をしていく、熱心に要請していくというか、そういうことで、できないも
のかということの１点目の質問であります。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 大泉川の整備の問題であります。議員御指摘のとおり、大泉川、

南殿地区から大泉地区までの範囲は樹木の繁茂や土砂が堆積をしているため、以前から県へ
河川整備を要望はしております。これまでも３年前に越場橋から下流、２年前には高根橋上
流、今年度は荒井坂橋下流を、小規模でありますが、県で整備をしていただいたところであ
ります。今後も河川の状況を確認しながら、引き続き要望してまいります。この辺は毎年し
ておりますけれども、なかなか県の予算との関係で進んでいかないというのが実態でありま
す。強くこの辺もお願いをしてまいりますので、よろしくお願いいたします。
また、地域住民と一緒になって河川の管理をしていくということも重要であります。大泉
区は県とアドプト協定をしながらそういった整備をやっております。そういったことができ
ていけば一番いいのかなというふうには思っておりますので、今回南殿区におきましても、
山﨑議員が中心となりながらそんなことができればいいのかな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） 山﨑議員。

３

番（山﨑 文直） 今後とも諦めずに強く要請をお願いをしたいというふうに思いま

す。
それで、大泉川では西天竜の土地改良区の受益地以外でも幾つかの耕作地があります。上
流では大泉の上手田地区等もありますし、下流のほうへ来ても、右岸、左岸両方で大泉川か
ら用水を取り入れている箇所があります。面積的には少ない部分でありますけれども、その
下流、用水を取り入れた先ではそれを水田等にも使ったりしているのが、そういう箇所が幾
つかあります。
そういう箇所を見て回ったところでありますけれども、先ほども話をしましたように、河
床の流れが変わったりしてて、せっかく用水の取り入れ口等があってもなかなか水の取り入
れが難しいということで、地域の住民の方からももう少し水がスムーズに取水ができないも
のかという相談もありました。
そういう点でも先ほどの河床の整備も必要だというふうに思いますが、この用水の取り入
れ部分については、県のほうの整備もあわせて、村としても取水をした先は防火用水等の使
い方もあるわけでありますので、この点については村としてもかかわりながら取水がしやす
いような対応をしていけないものかどうかということで、この辺についての考えをお聞きを
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したいと思います。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 大泉川は当然、県の管理であります。過去にも大泉川の整備の際

に用水の取り入れ箇所が破損して県で復旧したという、そんな経過もあるというふうにお聞
きをしております。用水の取り入れ困難な箇所等につきましては、一番は水利権の問題もあ
るところであります。難しい問題も絡んでおるということ、そういったことを考えれば、地
域住民だとか地元のところで直接対応していただくのが一番いいのかなというふうに思って
おるところであります。そういった中で、水利権者が県への要望をしていく際に何らかのお
手伝いは可能であると思っております。そんな折には御相談をいただければというふうに思
います。
基本的な考え方だけ申し上げますと、取り入れの問題は村が直接かかわっていくというこ
と、このことは難しいというように判断しております。しかしながら、そうはいっても、区
だとか、そういった皆さんがかかわっている問題でありますので、地元で手のつけられない
ような状況、そういった状況であれば、また村に相談をいただければ一緒に考えていきたい
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。
以上です。
議

長（丸山

豊） 山﨑議員。

３

番（山﨑 文直） 昔から生活用水、それによって水田をつくってきたとかいう部分

もございますので、ぜひとも地元からの要請なりがあった場合には、村としても一緒になっ
て対応をしていっていただきたいなと、こういうことを要請をしながら、私の質問を終わり
たいと思います。
以上です。
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。

ただいまから３時25分まで休憩といたします。
休憩 午後 ３時０８分
再開 午後 ３時２５分
議

長（丸山

豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。

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、唐澤由江です。

東日本大震災から８年、被災された方々の御冥福をお祈りします。
議員になり８年の活動を振り返ってみます。議員活動の原点はやはり一般質問です。市長
との間で住民を代表するチェックバランスを働かせる、これが地方自治の原則と思います。
32回目となります。青森のある議会は28年ぶりの質問がゼロ、2015年から１から３人がする
程度とか、県会でも質問しない議員がいるとか、そういう記事を見ました。そういえば、昨
年の今ごろは定数増を見据えた議論をしていたようにも思います。
８年間を振り返り、たけのこ園建設で障がい児、児童発達支援ははるかに進んだのではな
いのかなと思います。訓練により改善し、学校での生活がスムーズにいっていると思われま
す。ふるさと納税、平成20年は20万3,700円であったものが、リンゴを取り入れ、農家が直
接業者とのやりとりをし、農家の軒先へ物をとりに行くという利便性で広がったのではない
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かと分析しております。平成29年からやっていて、その年は１億3,500万、30年が１億6,200
万ということでした。
まず、あらかじめ通告した７件について質問をします。
道の駅開駅後の今後の整備計画はということで、大芝高原味工房が南箕輪ブランドの加工
販売における拠点となった。リニューアルされた味工房はガレット、クレープを加え、直売
所、パン・おやき工房、多目的体験室を兼ね備えて、平成30年４月20日にオープンした。改
築工事１億4,300万円、2,670万円の指定管理料に、開駅に伴う宣伝や味工房の消費税を繰り
入れ1,700万円、30年に限ってとのこと。電気料も1,300万円上がったというようなわけで、
2,648万円の事業費で備品を購入し、整ったわけです。多大な経費をかけたが、土日はにぎ
わいがあるも、普通日はなかなか人が行かない、行きにくいということでしたが、１年の営
業での改善点は、雇用する人も大勢いるように感じましたが、味工房におけるカフェ、直売
所の改善点は何かお伺いします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ６番、唐澤由江議員の御質問にお答えをいたします。

味工房におけるカフェ、直売所の改善点の質問でございます。
大芝高原味工房を含めた一帯は、道の駅として整備をいたしました。味工房等々につきま
しては、昨年の４月にリニューアルオープンをさせていただいたところであります。まずカ
フェについてであります。これはル・ブルターニュとの提携が実現をし、現在運営がなされ
ておるところでございます。ことし２月までの11カ月の売り上げと平成29年度の売り上げを
比較しますと、カフェ部門では約２倍、カフェを除く味工房の売り上げでは約1.5倍と大幅
な売り上げが伸びたところでございます。初年度ということもありまして、初期投資にかな
りお金がかかりましたので、この辺は、先ほども申し上げましたが、平成31年度、来年度が
どうなるのか、しっかりと注視しながらいろんなことを考えていきたいというふうに思って
おるところであります。
カフェにつきましては、夜間営業等もやりましたけれども、今は予約営業で形態を変えて
おるところでございます。
また、味工房の直売所につきましては、スペースが広くなってきておりますけれども、来
年度は味工房の直売所の南側にオーニングテントを設置して、暫定的に売り場を拡張できる
ようにしていければというふうに考えておるところでございます。そのほか、体験室等々も
設置をいたしまして、各種イベントを開催し、にぎわいの創出にも取り組んでおるところで
ございます。
問題は冬場どうしていくのかという、こういったことが残っておりますけれども、つい先
日の土日につきましても、かなり人が出てにぎわっておったという、こういうところであり
ますし、私も一般質問をやりながら昼に行きましたら、かなり大勢の人でにぎわっていたと
ころでございます。本当にありがたいなというふうに思います。これからは収入と支出、経
費バランスをどうしていくのかという、こういうことの注視をしながら、改善できるところ
は改善をしていくという、こんなことで考えておるところであります。
以上です。
議

長（丸山

豊） ６番、唐澤議員。
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６

番（唐澤 由江） 売り上げも伸びているということで、初日の村長の挨拶の中でも

カフェの部分、ガレット、ル・ブルターニュの部分を新しい地域おこし協力隊の方に委託を
していくというような前向きなお話がありまして、本当にル・ブルターニュというブランド
が本当に生きていけばいいなと思ったところです。
この方たちの、村報３月号に２人が一応区切りが来るというような記事が載っておりまし
た。今までの経験を生かし、村で起業し、観光や地産地消を担っていくということですので、
今後の地域おこし協力隊の任用計画と２人の起業について、どのような内容かお聞きします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 地域おこし協力隊の任用計画、あるいは今後ということでありま

す。現在、大芝関連では４名の協力隊員がおり、そのうちの２人の隊員が本年度末をもって
終了をいたします。この２人とも村内に残っていただき、１人につきましては味工房のカフ
ェを担っていただくということで、これは完全に指定管理者を開発公社から再委託をしてい
くということで考えております。これは４月からやってまいります。今度はその部分の経費
というのはかからなくなってくるということであります。赤字にならないようにしっかりと
やっていっていただければいいなということで、そんな願いを持っておるところであります。
これからは赤字になったでというわけにはまいりませんので、自分で自分の責任として運
営をしていっていただくという、こういうことで考えておるところでありますし、もう一人
は地産地消を担っていきたい、将来的にはといいますか、村内で起業をして、宅配を中心に
しながら起業していきたいということでありますけれども、味工房、１年たったところであ
りまして、直売所、コーディネートをする人が必要であるということで、そちらのほうのお
手伝いもしていただくということと同時に、村の産品のＰＲをしていただくということで考
えておるところであります。
２人がここで任期が終わりますので、大芝関連では２人ということであります。できるこ
とであれば増員募集をしていきたいというふうに思っております。この辺は募集してあるの
かどうなのかという、こういうことだろうというふうに思いますけれども、できるだけ地域
おこし協力隊の活用を考えていきたいと思っております。
以上です。
議

長（丸山

豊） 唐澤議員。

６

番（唐澤 由江） 今、あちこちで地域おこし協力隊員が観光分野に特化して活躍し

ている、村の活力を生み出す手だてを模索しているということで、大変喜ばしい方向ではな
いかなと思います。
また、ほかのところを見ると、企業人を起用し、ドローンやロボットなど行政ではなかな
かできないこともしております。そうかと思えば、直売所を中止して、ＪＡに任せようとい
うような町もあるようで、いろいろなさまざまな動きがあるわけですけれど、味工房の中で
ジェラートなどふるさと納税がふえたということで、当然の繰り入れではないのかなと。い
い傾向ではないかなというような気がしました。
地元、地産地消で地元産の農産物の販売をしたり、移動購買をしていくというようなこと
ですので、またそういった面での支援をしていただくようにお願いして、次の２番目に移り
ます。
第４次保健計画策定に当たって、村の第５次総合計画に基づいて、安全・安心、健やかに
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手と手をとり合い、清らかな自然環境の村づくりを基本理念として、全ての村民が元気で暮
らせるよう、地域、行政、医療機関が連携した健康に関する啓発、相談支援などの体制を整
えるよう、村民が主体となる健康づくりを今推進しています。
最近、自宅で死亡したときの警察の検視ということにかかわって、近所でそのような、何
の騒ぎかなと思われるような事態がありました。在宅での死亡には死亡診断書を速やかにと
思うんですが、村内のかかりつけ医になる内科医が３人しかいないということで、果たして
往診してもらえるのかどうか、誰もがいつかは死を迎えるものですが、どこの医院と提携す
るとか、どういうふうにしたらいいのかと本当に心配になっているかと思います。そのこと
についてどう考えているのかお聞きします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 医療関係の御質問であります。

現状では、御承知のとおり、上伊那地域は木曽に次いで２番目に医師数が少ないという、
そういう地域となっております。今一番問題は、医師不足、医師の偏在であります。本当に
都会へ都会へという、こういう流れが大きいところであります。通常診療の中におきまして
も、開業医の負担というのは非常に大きくなってきておるところであります。いかにこの在
宅医療を充実していくか、これは課題であります。本当に大きな課題だな、頭の痛い問題だ
なというふうに思っておるところであります。そういった中で、どうしていくのかというの
は、これは村の最大の課題となってくるのではないかというふうに考えておるところであり
ます。
検視の問題も出されましたが、これは専門の先生がおいでになるようでありますので、そ
れはそちらのほうでお願いをしたいなというふうに思っておるところでありますけれども、
医師不足を含め、医療、介護、福祉の連携、これにつきましては最大の課題でありまして、
どうしていくのかということを一生懸命考えておりますけれども、なかなかいい方策がない
というのも実態、事実でありますけれども、そうは言っておられませんので、真剣にこの辺
は捉えながら、前に進めていければというふうに思っておるところであります。総体的には
本村でも開業医が不足している、こんな状況も見受けられるところでございますので、この
辺の努力もしていきたいというふうに思っております。
以上です。
議

長（丸山

豊） 唐澤議員。

６

番（唐澤 由江） 医師というのは廃業したとしても資格というものが失うものでは

ないと思います。昔の患者から死亡診断書を書いてと依頼されたという話も聞いたりします。
私もあるところで、ちょっと相談があるけれどなどといっていろいろよろず相談など、保健
師という立場もあるのかもわかりませんが、そういったこともあります。資格があるという
ことはそれなりのことができるのではないかと思います。
それと、先日、105歳のおばが亡くなり、近親者のみで見送りました。近所の人には後日
知らされたのでと残念がられました。昔からそのおばは面倒見がよいとされていたんですけ
れども、都会にいる子供たちにとっては近所などは無縁社会なのだなというような現実を感
じたところです。
次に、２番に移ります。介護が必要となる原因疾病とその予防策はということで、さまざ
まな介護の認定率は横ばいで、国と県と比較すると低いというわけですが、さまざまな病気
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の名前が浮かんできますが、村の実態は何でしょうか。原因疾病は。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 介護の原因疾病という御質問でございます。

本村の場合につきましては、１位が認知症、２位が脳血管疾患、３位が骨折及び関節疾患
という状況であります。こういった状況が上位を占めておるという、こういう実態となって
おるところであります。
これらをどう予防していくかというのが一番重要なことになるわけでありますけれども、
やはり食事だとか運動、喫煙などを見直し、糖尿病や高血圧などの生活習慣病を予防してい
くということ、このことが一番大切かなというふうに思っておるところであります。また、
治療が必要になったときには重症化にならないように、そんな適切な治療を受けていく、こ
ういうことも重要であるというふうに思っておるところであります。こういったことを総合
的に考えながら、健康増進事業というのをやっていかなければならないというふうに思いま
す。
今、第４次保健計画を策定中であります。食事や運動などの健康づくり、あるいは検診に
よるチェック、健康相談など、訪問などの個別支援を実施しながら、生活習慣病の予防に努
めていくことが必要であるというふうに思っておりますし、そう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。
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。ロコモティブ予防に活動量計をポイント化して

おりますが、高齢者は何歩がよいのか。また、水中ウオーキングのポイント化をどうしたら
いいのか。8,000歩を目標に歩いている人も多いわけですけど、高齢者がつえをついて、座
り椅子を持って、１万2,000歩くらい歩いている人もいます。もっと少なくてよいのではな
いかと思いますが、このことについてお伺いします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ウオーキング関係、ロコモティブ予防についての御質問でありま

すけれども、一般的に言われている部分であります、これはある研究機関の調査ということ
でありますけれども、１日8,000歩という目標を設定をしておるところであります。調査研
究機関のそういった数値をもとにそういった設定をしておるところでありますけれども、こ
れは人によって違いますし、年齢によって違います。それらは自分に合った歩数、運動とい
う、このことが必要であるというふうに思っておるところでございます。したがいまして、
高齢者の目標歩数につきましては、一概に何歩という、こういうことは言えないところであ
ります。研究によっても多少の違いがあるようであります。
高齢者につきましては、自分の健康状態に合った運動をしていただくということ、そうい
うことが一番いいのではないかと思っておりますので、そんな指導といいますか、周知もし
ていきたいというふうに思います。げんきあっぷクラブもありますし、今、森の交流施設の
運動というのは非常に盛況のようであります。予約制にしてもなかなか予約がとれないとい
う、こういう状況もあるようでありますので、こういったことを通じて、自分に合った運動
をしていっていただければというふうに考えております。
健康ポイントにつきましては、水中教室やそのＯＢ会の活動も対象としております。した
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がいまして、膝の負担が気になる方は水中教室を御利用いただければというように思ってお
ります。せっかくふれあいプラザをつくりましたので、水中ウオーク、やっていただければ
というふうに思います。先ほども話がありましたけれども、これにも約1,000万弱ぐらいの
委託料がかかっておるところでありますので、よろしくお願いをいたします。
健康ポイントにつきましては、１日8,000歩ということで１ポイントということになって
おりますが、歩く人はどうも月に30ポイントぐらいはなるようであります。そんな効果も出
てきておるのかなということでありますし、健康に応じて歩くということ、これは周知をし
てまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 唐澤議員。

６

番（唐澤 由江） ４番に移ります。
人生100年時代の健康寿命の延伸策はということで、国保連合会で主催する在宅看護職信

濃の会から、村長が会長なんですが、依頼されまして、ある市の未受診者への受診勧奨があ
ります。それを、重症化を予防して、医療費の伸びを抑制するための電話かけ作戦というこ
とで、ちょっとボランティアをしたいと思っています。
昔の保健師というのは個々の保健師として働いておりましたが、その後、平成12年に介護
保険が始まり、その分野にも保健師が必要、職員の衛生管理にも必要、社協にも保健師が要
る、子育て教育支援にもと、何でも屋の肩書から伊那市が30名の保健師を設けているんです
が、あちこちばらけて、育休もあり、大変足りないというような話を伺っております。
まず人生100年時代の健康寿命の延伸策について、どのようにしたらいいのかお聞きしま
す。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 健康で長生きというのは、これは誰でも願っておるところであり

ます。乳幼児から高齢期までそれぞれのライフステージに応じた心身の健康づくり、病気の
予防や早期発見早期治療などが重要であるというふうに思っております。そのためには、先
ほど申し上げましたが、食事や運動、喫煙、飲酒などの生活習慣の改善、こういうことも大
切でありますし、これが一番かなというふうに思っております。これにプラスして、生きが
いだとか地域との交流などさまざまな要素があるというふうに思っております。そうしたこ
とをしっかりやっていけば、人生100年時代、健康寿命は延伸できていくのではないかと考
えております。
したがいまして、子育てから高齢者までのあらゆる関係機関、各部署が連携をいたしまし
て、健康部、さらには食生活の改善推進協議会などとも連携をしながら、さまざまな健康増
進策、健康寿命の延伸に取り組んでいくつもりでおりますので、よろしくお願いをいたしま
す。
保健師の問題が出されました。本村におきましても決して保健師が多いという、こういう
状況ではないところであります。また１人産休が育児休業に入る、こういう保健師が出てま
いりましたので、この辺はまた来年度の中で考えていく必要もあるのかなというふうに思っ
ておるところであります。当面は臨職でしのいでいければというところであります。
お話にもありましたように、昔は保健師というのは全て１カ所でいろんなことをやってお
りましたけれども、今は各部署にばらけておりまして、本当に保健師の数というのは必要に
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なってきております。本村考えてみましても、健康福祉課の保健師、あるいはその中でも地
域包括支援センターの保健師、こども館にも保健師というような、こういう状況になってき
ておりますので、その辺は実態を考えながらやっていければというふうに思っております。
以上です。
議

長（丸山

豊） 唐澤議員。

６

番（唐澤 由江） 次に、なるほどザ地域フォーラムから学ぶということで、きょう

行くところがある、きょう用があるということで出かける計画が介護予防になるというよう
なことで、社会的に孤立している人が多いと思われるわけですけれども、どういうふうに地
域で支えていくかということで、お聞きはしてるんですが、一応資料をつけておきました。
おいでなんしょ縁側サロンということで、平成28年に地区社協日の出会がおいでなんしょ縁
側サロンを２カ所、東西に長いということで、立ち上げまして、食事、お茶を飲んだり、そ
れから話し合いをしたり、それから演歌体操をしたり、それから、なるほどザ体操というの
が普及されましたので、それをやったり、いろんな面で地域づくりをやっております。とい
うことで、特に村長からどういう方法がいいの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） なるほどザ地域フォーラムから学ぶことということであります。

行く場所と行く用事がある、このことは社会参加につながるということであります。その
ことがまた介護予防に有効であると言われておるところであります。したがいまして、いか
に行くところがある、行く用事がある、こういったところをつくっていくかということだろ
うというふうに思っておるところであります。
したがいまして、地域懇談会や地域フォーラムでは組織的なサロン等の取り組みを初め、
お茶飲み会であるとか、おすそ分けであるとか、そんな個人的なおつき合いを再評価しなが
ら、支え合いにつながる価値があることへの意識づけを促しているところでございます。な
かなかこれは一気にはというわけにはまいりません。こういった大泉の活動の報告もありま
した。こういった縁側サロン的なことがそれぞれの地域で始まってきておりますし、また始
まりつつありますので、できるだけこういったことを活発化していければということと同時
に、またどういう支援ができるのかということも考えていく必要があるというふうに考えて
おるところであります。
また、どうしても地域のかかわりを好まない方というのもあるわけでありますけれども、
そういう皆さんには周囲からの言葉がけ、こういうことも必要であるというふうに思ってお
りますので、こんなこともまた、民生委員会等とも連携をしながらやっていければというふ
うに思っております。よろしくお願いをいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 唐澤議員。

６

番（唐澤 由江） ２番の介護は人手不足だが方策はということで、高齢者が４人に

１人から３人に１人になる時代が来ております。元気な高齢者がボランティアで支えていく
ということも大事ではないかなと思います。民生委員さんだけに頼るというのも限度がある
のではないかなと思います。今のところは話し相手やお茶入れとか、傾聴ボランティアなん
かの講座を受けた人たちはもう10年間も社協へ行って、定期的にそんなようなことをボラン
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ティアでやっているようです。
伊那市の事例を紹介したいと思います。ボランティアを登録して、１時間１ポイントとし、
最終的には5,000円券を付与されるというもので、清掃、洗濯、買い物、配膳、話し相手、
レクリエーションなど２ポイントまでよいと。社協へ登録して、要支援１・２の総合事業と
して行うものということで、村の社協でやってるのはチーム、集団でのボランティアが多い
んですが、伊那市は個人がこの制度をことしから利用していくというようなお話ですが、何
か方策はある、考えはどうでしょうか。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 今、伊那市の事例が話されたところであります。これは健康ポイ

ントと同じような福祉に対するボランティアポイント制度かなというふうにお聞きをしたと
ころでございます。伊那市を含めた先進事例を参考にしながら、本村でも検討していくには
値することだなというふうに思ったところでございます。こういったことも人材確保につな
がっていくんではないかな、そういった努力をしていく必要もあるというふうに思いますの
で、この辺につきましては少し検討させていただきたいというふうに思います。
介護につきましては、これは本当に人手不足であります。この方策はという御質問で、今、
話がありましたようなボランティアのこういった登録制度、このことは必要であるのかなと
いうふうに思います。本村でも助け合いといいますか、そういう制度をつくりました。まっ
くん支え愛事業であります。その合いは違う合いでありますけれども、そういったことで有
償ボランティアとしてお願いをしている、こういった部分もあるわけであります。
そういったこととの整合性も図りながら考えていく必要があるなというふうに思いますし、
また、2025年問題というのもありますので、これは本当に人手不足が心配だなという時代が
やってくるというふうに思います。この辺は国でも介護職員の処遇改善加算だとか、そうい
ったことも行っておるところでありますので、もう少しこの辺も考えていただければという
ふうに思っております。
また、この村でもこども館の相談室で行っているママの就業お仕事相談ではこれまで６名
の方が村内の介護事業所への就職ができたということで、そういった努力もしておりますの
で、よろしくお願いをいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 唐澤議員。

６

番（唐澤 由江） みんながボランティアをしなきゃならないんじゃないという意識

になるようになっていけば、よりよい社会が生まれてくるのかなと思います。
ひとり暮らしの方の安否確認をどうするのかというのは、先日、大泉の田園景観のワーク
ショップの中でも出されました。ひとり暮らしになって組を抜けていく人がいるんだけど、
安否確認はどうしていくんだねというような話があり、なるほどザ地域フォーラムの中でも
ある地区のＫさんとＮさんの事例も紹介されて、お互いに安否確認をし合う仲間がいるとい
うようなことも言われました。
隣近所の声のかけ合いだとか、ゲートボールへ誘うだとか、いろいろなことがあるかと思
うんですが、平成７年１月に起きた阪神・淡路大震災では、災害復興住宅に入居した高齢者
をどうケアするのかということで、見守り推進員というのを置いて、見守りの訪問や生活相
談の受け付けや地域のコミュニティーづくりの支援などを行っているというような事例もあ
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るようですけれども、高齢者向け公営住宅をつくって、自然災害の折に９世帯14人の公営住
宅をつくって、みんなで買い物の、スーパーの車が来たり、いろんな集まりをしながら安
心・安全に暮らしているというような事例もあるようですので、またどんな考えがあるかお
聞きします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 高齢者のひとり暮らしの安否確認、あるいは高齢者世帯の安否確

認という御質問であります。
現在、村内の高齢者のひとり暮らし世帯は255世帯、また高齢者の二人暮らし世帯は257世
帯という状況であります。合わせますと500世帯余という、こういう世帯になっております。
私も、余談でありますけれども、高齢者の二人暮らし世帯の257世帯の１世帯であります。
民生委員さんにはふだんから活動の中でのつながりをつくっていただき、見守りにつなげて
いただいております。本村の場合は地域が割とまとまっております。そういった点では恵ま
れている状況もあるのではないかなというふうに思っておりますし、緊急通報装置も用意を
しておるところであります。人が通れば感知する、通らなければ感知しないというような、
そういう装置にも切りかえてきておるところでございます。
そんなことで、一番大事なことは、近所同士のおつき合いをどう構築をしていくかという
ことだろうというふうに思います。民生委員さんの活動にも限度というものがありますので、
隣同士の声かけという、これからはそういったことに力を注いでいかなければならないとい
うふうに思っております。したがいまして、その辺はまたどんな方策がいいのか、御提案も
いただければ、一緒に検討していけるんではないかと思いますので、よろしくお願いをいた
します。
以上です。
議

長（丸山

豊） 唐澤議員。

６

番（唐澤 由江） 勤労統計の不正問題で厚労省に蔓延している事なかれ主義の事例

が問題になっております。2004年に毎月の勤労統計で厚労省が都内の対象事業所の調査方法
を不正に変更したりとか、2006年に郵送調査で実施されている実態を厚労省が把握したとか、
いろいろ、全事業所を調査すべきものを３分の１の調査にしたとか、いろんなことがあって、
いろんな問題が出されておりますが、村への影響はあるのかどうかお聞きします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 村への影響という話でありますけれども、端的に申し上げますと、

統計による直接の影響というものはないと。村への、行政への影響というのはないというこ
とであります。
この統計不正の発端となったのは、毎月勤労統計調査であります。これは本当に国の重要
な基幹統計の調査の一つでありますが、この調査につきましては、県が主管となり実施して
おり、村では調査員の推薦のみのかかわりとなっておるところであります。また、厚労省に
つきましては、この勤労統計データの不正によりまして、労災だとか、過去の問題でありま
すけれども、雇用保険等の給付額に大きな影響が出ておるということであります。対象者は
2,000万人、総額は530億円に上るというふうに言われておりますけれども、こうしたことが
しっかりとフォローしていっていただきたいというのが末端行政の願いでございます。漏れ
がないようにしっかりと支給をしていただくという、このことが大切かなというように思っ
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ております。
こういった統計の調査の不信感がありますと、村も国勢調査とか農業センサスだとかの大
きな統計調査というのがありますので、協力が得にくくなることもあるのかなという、そん
な危惧はありますけれども、特段この村に影響があるということはありません。
以上です。
議

長（丸山

豊） 唐澤議員。

６

番（唐澤 由江） インフルエンザの学級、学年閉鎖の問題なんですが、先ほどの同

僚議員からの回答にも関係するんですが、やはり感染拡大を防がなければならないというこ
とはわかりますが、雨や雪がなかなか降らず、空気が乾燥し、インフルエンザの猛威により、
今後もちょっとパンデミック寸前の大流行というようなことも出てくると、災害と言われる
ようなことにもなってくると思うんですよね。インフルエンザのパンデミック、大流行。そ
ういったときに、災害対策の視点で感染拡大を防がなきゃいけないんだけれども、一堂に会
するとか、そういうことは別として、この対応がまた難しいと思いますので、また村でも研
究されてほしいなと思います。
次の野田市の小４の事件を受けて、村の対応案件ということですが、目黒の５歳児の虐待
死の一連と、それから千葉県の問題の中で、余りにもひどいということで、安倍総理から緊
急対策をする案件があれば対応をというような指示が出されたと思います。そのことについ
て村の対応した事例はあったのかどうかお聞きします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 野田市の事件を受けての質問であります。村の虐待に対する対応

につきましては、保育園や学校などに通う子供につきましては、所属先に安否確認やあざな
どの状況確認、実際に子供との面談、保護者には面接指導、こういったことも行っておると
ころでございます。子供の年齢を見ると、３歳から学齢期前の子供の虐待件数が一番多くな
っております。38.1％。次いで小学生が31％であります。
この虐待の原因でありますけれども、これは家庭環境、家庭の貧困、子供の発達特性の課
題、保護者の疾病、保護者の疾病というのもあります。本当に複雑化してきておりまして、
対応がより困難になってきておるところでございます。
村では児童相談所など、警察、子供にかかわる村の関係機関、県の福祉事務所などと連携
して、深刻化をする前に相談を勧めることができればということで日々努力しているところ
であります。深刻化をしないうちに何とかしたいということで努力をしておるところでござ
います。これからさらにこういった問題が多くなってくるというふうに思いますので、より
力を入れながら、注視をしながらということで考えております。そんな点は御理解をお願い
をしたい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） 保護者の体罰を法的に禁止したり、児童福祉司の質の向上だとか、

弁護士や医師の配置だの、いろんな面で対策がとられているようですけれども、依然として
解決がいかない問題かと思います。本当に現状を把握しながら適切な対応をお願いしたいと
思います。
小中のＩＣＴ教育の推進についてお聞きします。
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平成14年から交付税措置がされまして、箕輪町だとか伊那市だとか、あちこちで整備計画
が示されております。ＩＣＴ教育ということで、2018年度に伊那市では762台が整備され、
19年度以降、2,700から2,800台までふやす計画ということだそうです。前に以前、一般質問
をして、まだまだ対応できないというお話でしたけれども、今年度、来年度というか、31年
度にしっかりと対応してくださるということですので、その内容についてお聞きしたいと思
います。
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６番、唐澤由江議員、小中のＩＣＴ教育推進についてと
いうことで答弁をさせていただきます。
ＩＣＴ教育につきましては、今までの議会、あるいは全協等々でもお伝えしてきてますけ
れども、平成29年度に改訂され、2020から小学校全面実施という、それに向けてということ
で、学習の基盤となる能力ということを大事にしながら、情報活用能力、この育成というこ
とで、プログラミング教育等が位置づけられて、環境設定が必要、そういうことになってお
ります。
ＩＣＴ機器の整備については先んじている市町村も、議員おっしゃられたとおり、ござい
ます。地域間、市町村間の格差が拡大しているということも指摘もあるわけで、村も本格的
にということで、今回計画をしっかり立てて進めているところでございます。
授業の質の向上、機器の整備イコール質の向上ではないので、機器をどういうふうに使っ
て授業の質を向上させるか、これが学力の向上につながる大事なポイントと考えております。
今回の機器の整備に当たりましては、教育委員、あるいは教職員、教育委員会事務局等によ
る先進地の視察等々を何カ所か行ってまいりました。また、総合教育会議でも話題にし、村
長からも大事な御発言をいただいて今があります。小中の３校からの教職員、情報教育の委
員等々、それから事務局の職員と会議を重ねて、機器等の選定等をどうしたらいいかという、
そんなことを方向性を見出しております。そういうことをもとにした整備計画であるという
ことで御理解いただきたいと思います。
御質問の大型モニターの整備計画でございますが、文科省から出されています30年度以降
のＩＣＴ環境の整備方針、これに基づきながらということで、村内小中学校の普通教室、特
別教室全室に常設の大型提示装置、これが電子黒板という言い方をしますが、を整備したい
と考えております。整備の具体については教育次長のほうから答弁させていただきたいと思
います。よろしくお願いします。
議

長（丸山

豊） 伊藤教育次長。

教育次長（伊藤 弘美） 来年度からの整備計画ということで申し上げます。
来年度予算に全室に必要な95台分の大型テレビ装置分、予算計上させていただきました。
できれば夏休みまでには設置いたしまして、２学期から使用できるように進めていきたいと
考えておりますので、よろしくお願いいたします。
来年度ですが、あと指導者用のコンピューター、それは全指導者分整備をしていく予定で
ございます。それから、学習者用、いわゆる児童生徒用ですが、そのタブレットになります。
コンピューターの端末になりますけれども、特別支援学級分ということで入れさせていただ
く予定でおります。数といたしましては110台を入れていく予定でございます。その後、順
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次32年度にかけまして、最終的にはタブレットにつきましては全校３クラスに１クラス分と
いうような形で入れていきたいと考えております。あと、統合型校務支援システムの関係、
そういったものも入れていく予定で準備を今行っている途中でございます。
整備が必要なＩＣＴ環境につきましては、大型モニターだけではなく、そういった来年度
予算には無線ＬＡＮの構築であるとか、先ほど申し上げましたタブレットの整備費、そうい
ったものを計上させていただきまして、整備方針に基づく整備を順次進めていきたいと考え
ておりますので、よろしくお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 唐澤議員。

６

番（唐澤 由江） やはり写真とか動画で視覚に訴えたり大型画面に映したりすると

いうことで、子供の関心・興味を引き出し、効果的な学習ができるように願うところです。
伊那市の台数の大幅アップというのは、やっぱりふるさと納税を充てるというようなこと
だそうです。平成32年度から小学校でプログラミング教育を必修化するということで、こう
いった体制がとられるということは本当にありがたいことかなと思いますので、教員の先生
方全員が子供たちに教えられるように、しっかりとよろしくお願いします。
最後に、引き続きさまざまな角度から住民の生活を守るため、村をよくするために、長年
の行政経験を生かして今後も頑張ります。運動習慣を続け、正しい食生活から心と体の健康
を保ち、住民の幸福度アップ、福祉の向上を目指します。生き生き元気で健康長寿な村を目
指します。
これで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。

なお、３名の議員の質問が残っていますが、あす13日の午前９時から一般質問を続けるこ
ととしまして、本日はこれにて散会します。
お疲れさまでした。
事務局長（小澤 久人） 御起立願います。礼。〔一同礼〕
議

長（丸山

豊） お疲れさまでした。

散会 午後 ４時１３分
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議 事 日 程（第３号）
平成３１年３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７番から）
９番

大 熊 惠 二

８番

三 澤 澄 子

４番

原

悟 郎
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１番

加 藤 泰 久

６番

唐 澤 由 江

２番
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７番
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３番
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５番
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豊

○欠席議員
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村

長

唐 木 一 直
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長

原

茂 樹

健康福祉課長

堀

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

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
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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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正 弘

隆
浩

会議のてんまつ
平成３１年３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） お疲れさまでございます。

ただいまの出席議員数は10名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開
きます。
日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。
それぞれ、的確な質問、答弁をお願いします。
それでは、質問順に発言を許可します。
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、これから村長にお尋ねをしてま
いります。よろしくお願いを申し上げます。
質問の中で、したためた原稿といいますか、メモといいますか、半分ばっかうちへ置いて
きちゃいまして、ちょっと途中で蛇行する場面があろうかと思いますが、蛇行したさいは御
容赦をお願いしたいと思います。
まず、本題に入ります前に、昨日、あと500日で東京オリンピックという報道がなされま
した。オリンピックといえば、今回私が通告をさせていただいたがんの問題でありますが、
ちょうどひと月半ぐらいになりましょうか、競泳会のエースであります池江璃花子さん、こ
の方が血液のがんと言われる白血病を発症いたしました。非常に若い方にかかりやすいとい
いますか、そういう病気だそうであります。しかしながら、この若い世代の７割がこの白血
病については、しかも体力のある若い人であれば７割は完全に治癒するというか治るという、
そういう医療の進歩もあり、今、余りこの、昔はだめと言われた白血病が今はもう非常に克
服されて、希望が持てると、そういう病気になってきたそうであります。医学的な知識は、
私持ち合わせてないわけですけど、そういうさまざまな書籍や報道等でも言われております
ので、もう既に御存じのことかと思います。あと500日、一国民として思いますことは、こ
の池江選手につきましては、早く白血病を克服していただいて、オリンピックで日の丸を上
げていただきたいなと、こう強く願っているところであります。一日も早い回復をお祈りし
たいと思っております。また、その後、芸能界から昔のアイドルであります堀ちえみさんと
いいましたかね、この方が舌がんというような病気で、これも非常に話題を呼びました。以
来、骨髄の提供者が非常にふえたということで、そういう意味では日本国民もまんざらでは
ないなと、自分の骨髄を提供して、多くの人に治ってほしいな、そういう強い願望があって、
これぞ日本人という胸を張りたくなるような、そういう状況が生まれてまいりました。大変
喜ばしいことであります。
今、２人の１人ががんにかかるという時代でございます。そういう中で、先日、厚労省が
発表いたしましたデータによりますと、この半世紀で日本人の寿命は15年伸びたと、こうい
う報道がなされました。データ的には1964年からのデータでありますが、当時は男性は67点、
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端数があるんですが67歳、それから女性が72歳ということでありますが、現在は、男性は81
歳、女性は87歳と非常に長寿になってまいりました。人生100年時代の到来ということで、
私自身もまだまだ頑張っていかなければならないなと、こんな報道を見るたびに、また聞く
たびに自分自身を奮起させている次第であります。
非常に日本は、今度の予算議会で、国保でもいろいろ議論は出ましたが、日本の皆保険制
度と、こういったものは非常に世界に冠たる制度でありまして、これは日本が誇るすばらし
い医療制度というふうに先進国からも評価を受けている制度であります。みんなで支え合っ
て、そして最高でも３割の負担で日本全国どこへ行っても治療していただける、そういう制
度であります。この制度をぜひ維持するために、今少子高齢化でこの制度が非常に足元が揺
らいできているという厚生省の心配もありますが、この制度を一つしっかり日本として支え
ていくことにしなければならないということで思います。
そんなことで、この半世紀で15年寿命が延びたということ。そして今までだめだった病気
もだめじゃなくなってくると、治ってくると、そういう時代に入ったということをまずもっ
て通告した質問に先立ちまして申し上げておきたいと思います。
それと、がんの種類でありますが、最近男性の死亡率の一番大きいがんは前立腺がんと言
われております。女性は乳がんということで、非常に、データをとり始めました1964年の時
代にはがんで亡くなったというデータはないそうでありますが、がんというのが今トップに
躍り出て来ております。その次が脳卒中、それから肺がん、それから大腸がん、胃がん。女
性の場合は、胃がん、肝臓がん、子宮がんと、こういうふうになっているそうでありますが、
お互いに健康にはこれから十分注意をして、健康診断をしっかりやっていただいて、人生
100年にふさわしい、生き生きとした一つ人生を過ごしていきたい。また、県下一若い村と
言われる本村が、やはりお年寄りの中でも県下一健康老人がふえていると、こういう村であ
ってほしいということを強く願いながら質問をさせていただきますので、よろしくお願いを
申し上げます。
通告をさせていただきました問題につきましては、小児がんの治療等で免疫低下、そして
この免疫がなくなってしまう、消失してしまう子供に対して、今、再予防接種の問題が、こ
の地方では余り話題になっておりませんが、厚労省または日本全体、都市部においては非常
にこういう問題が最近クローズアップされてまいりました。本村は、御存じのように安心し
て子育てができる村、日本一の子育てしやすい村としてその知名度も高く、全国の自治体か
ら視察も相次いでいる村であります。村長が唱えるネウボラ思想、この普及と、そして切れ
目のない、いわゆる病気以外のいろんな子育てに対する施策、そういったものが非常に本村
の場合は、他の市町村よりも先行しておるわけですが、医療面からの問題として、私が過去
に提案をさせていただきました、新生児が、赤ちゃんが生まれたときに聴覚検査を今まで自
費でやっていたわけですが、これが村がこの補助制度を創立して、今長野県下77市町村ある
わけですが、その中で赤ちゃんの生まれる率が本村は県下一であります。そういう赤ちゃん
に対して聴覚検査をやるということ、これを提案しましたところ、子育てに対して少しでも
応援ができるならということで、村ではこの制度がスタートいたしました。
それから、産後うつの問題でもありますが、非常に最近核家族の問題がどこの自治体でも
多くなってまいりまして、やはり第２子、第３子を産むのに非常に産後うつが大変で、第２
子、第３子の誕生をためらうという、そういう状況下にあります。この産後うつをスムーズ
112

に行政で応援することによって、第２子、第３子が生まれるというようなことにもつながる、
この制度の助成制度を昨年の10月から本村はスタートさせております。非常にそういう子育
てに対する、または医療面に対する制度の厚さ、中身、そしてこの住民に対する姿勢、そう
いったものが非常に分厚くなってまいりました。大変結構な話で、子育て日本一の村に恥じ
ない、そういう施策が次から次へ打ち出されているということも本村の特徴であろうかと思
います。
そんな中で、このたび私が申し上げる小児がん治療等で免疫低下、そして免疫が消失する
子供たちに対して再予防接種の助成制度の創設をお願いしたいという提案であります。なお、
この制度も、非常に、全国に小児がんを扱う拠点病院というのが全国に今15カ所あるそうで
あります。15カ所のうち長野県は安曇野にあります県立こども病院、これがその対象になっ
ております。ですから、この免疫をまた再度受けに行くという場合は、安曇野の県立こども
病院まで行く。長野県はまだめぐまれているほうで、全国15カ所ですから全然ない県もある
わけであります。そういった中で、行くための交通費の問題、それから家族が仕事を休んで
行かなければならないというような、さまざまなそういう経済的な負担が生じるわけであり
ますが、これらを少しでも緩和できるように、この再接種の制度をぜひ導入をしていただい
て、少しでもその対象になる家族の負担を減らすことによって、少しでも応援できたらとい
うような思いが強くありまして、このことを申し上げる次第であります。
南箕輪村が全国から視察においでいただく、そういう自治体に対して名実ともに子育てに
熱心な村、子育てに優しい村、そして隅から隅まで行き届く、そういった体制を南箕輪村が
とっているという、自負できる、そういう体制をまだまだこれから築いていく必要があろう
かと思います。
子育てというのは、どこでも今力を入れているわけですが、本村はその中でも一歩先んじ
てやっておりまして、村長も昨年九州の熊本だったですかね、そこへ経済同友会ですか、そ
こから、九州のほうから御招待があって、どうしたら子供がふえるのかとか、さまざまなそ
ういう、ぜひお知恵を拝借したいということで、村長が熊本へも行って、九州のほうでも南
箕輪の存在感というのは高まっていると、こんなことも非常に一議員として胸が張れるなと、
そういうふうに思うところであります。
そういった意味で、名実ともに子育てに熱心な自治体として、一層の厚みを増すことも大
切ではないかと、強い思いから村長にお伺いをする次第であります。よろしくお願いを申し
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をいたします。

前段、さまざまなことが話されました。切れ目のない施策、子育てというような話から健
康診断を含めましての、いわゆる平均寿命の延伸等々の話もあったところであります。私自
身は、14年前振り返ってみますと、初めて選挙に出させていただくときに、何をメーンテー
マにしようかなということで考えさせていただきました。これからは人口減少時代に向かっ
て、子育て施策を充実していくことが大切だろうという思いで、子育てに優しい村というこ
とをメーンの取り組みとさせていただいたところであります。それが、選挙を始まる前に変
わってしまいまして、日本一の子育て村になってしまったような経過はあるわけであります
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けれども、この施策につきましては、決して間違っていなかっただろうなというふうに私自
身は思っているところであります。
それ以降、人口減少問題との絡みの中で、全国の多くの町村、多くというよりもほとんど
の町村が子育て、子育てということでいろんな施策を充実をしてきておるところであります。
そういった中で、本村の施策というのはまだまだそういった面に比べますと先進的という、
こういうところから後退をしてきておるのかなという、そんな思いもあるところであります。
子育ての施策につきましては、大変難しい部分もあります。単なる財政的に補助をすれば
いい、こういう考え方もあるわけでありますし、その内容をどうしていくのかという、こう
いった考え方もあるわけであります。そういった面におきましては、自治体の財政力により
まして差もついてくるという、そんな状況もありますけれども、私は両面でできればという
ふうには思ってはおりますけれども、その内容におきましてどういうふうにしていったらい
いだろうかということはさらに充実をさせていく必要があるというふうに思っております。
前段はそんなことでお願いをしたいと思います。
御質問の内容につきましては、小児がん治療等で免疫低下や消失の子供に対しての再予防
接種の助成制度の創設をということの御質問であります。
一般的に、この小児がんの治療というのは、成人に比べて強力な抗がん剤を使った化学療
法が行われると言われております。抗がん剤は、免疫力を下げるのに、既に受けた予防接種
の抗体が弱くなることがあるといいます。
また、白血病治療における造血幹細胞移植や骨髄移植などでも抗体が低下することがあり、
感染症を防ぐには再び予防接種を受ける必要があります。抗体が低下をすることによって、
既に受けた予防接種が効かなくなってしまっておるという、こういう傾向が出ておるようで
あります。再び予防接種をする必要があるということであります。
再予防接種につきましては、予防接種法に基づくものではなく任意接種となるために、費
用は全額自費となってまいります。
また、仮にそういった病気にかかった場合には、治療は長期間にわたり、付き添いのため
の保護者のどちらかは仕事をやめざるを得なくなったり、あるいは接種費用も高額となりま
すので、保護者の負担は大きいものとなってきております。
再予防接種の助成につきましては、長野県内でも助成を行っている市町村は幾つかあり、
また制度化を検討している市町村もあるようであります。現在までのところ、村内ではそう
いった要望は出ていないところでありますが、経済的負担の軽減や子育て支援の充実といっ
た観点から先進事例を踏まえて検討をさせていただきたいというふうに思っておるところで
あります。
県内でどれぐらいの事例がということでありますけれども、これは、長野県の場合は10人
程度かなという、こんな状況であります。したがいまして、対象者も多くなく、費用的にお
きましても本村に該当するのかどうかという、あるのかどうかというそういった状況であり
ますので、制度として創設していくことは、これは可能であるというふうに思っております。
したがいまして、財政的にも負担が大きくない、当面はゼロということであります。そうい
ったことを考えれば、制度としてつくっておくということが、これは可能でありますので、
前向きに捉えてまいります。
この問題につきましては、参考の部分でありますけれども、全国市長会におきましては、
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平成29年度と30年度に国に要望しております。こういったことに補助金を出していただけな
いだろうかということであります。
30年度の厚労省の調査では、全国1,700余ある自治体のうち89の自治体がもう制度化をし
ておるということであります。県内でも飯田市、飯島町、高森町、木曽町この４自治体が制
度化されておりますので、本村でも制度化をしていければということで、答弁とさせていた
だきたいと思います。
同様自治体の助成基準を見ますと、これは20歳未満が対象でありますし、定期予防接種の
対象となっているものということになっておりまして、全額補助をしているようであります。
そういう制度になっているようであります。
人数も少ないということ、そして費用も、個人負担の費用がかなり多くなるということ。
そして何よりも子育て切れ目のない施策、やっていく必要があるということで創設をしてい
きたいということで答弁とさせていただきます。
以上です。
議

長（丸山

豊） ９番、大熊議員。

９

番（大熊 惠二） 今、村長の御答弁で制度的には可能だと、こういうお言葉をいた

だきました。ぜひこれからもいろんなそういうさまざまな、例えば保育料の問題。それから、
または給食の問題。いろんな子育てに対する問題がありますが、医療面からの今回は問題と
いうことで、制度的には可能ということで、非常に南箕輪に安心して赤ちゃんが産める、そ
して子育てができる、こういう体制づくりが非常に大切であります。そういう点でこの制度
をやることによって、より一層ネウボラ思想の厚みが増しますし、それから子育て日本一と
いう、そういう中身の問題についても厚みが増してまいりますので、これは本当に結構なこ
とだというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。
なお、今村長も触れられましたが、全国の自治体1,741あるわけでありますが、そういう
中で村長も今言われておりましたが、89の自治体がこの制度を取り入れていると。パーセン
テージで行くと5.1％という数字になるようでありますが、ぜひこういった点を一つ南箕輪
は取り入れましたよと、こういうことが一つ大きい声で、単なる保育料を安くするとか、そ
ういう問題だけではなくて、そういう面からも一生懸命支えますよという、そういうメッセ
ージを多く住民に語りかけていくということも大事な要素だと思います。
これらの扱い方でありますが、一つ細部にわたりまして御検討いただいて、一つ制度に盛
っていただきたいというふうにお願いをいたします。
通告はこれ１問でありますが、平成最後の定例議会となりまして、まだ臨時議会等も控え
てはいるわけですが、この壇上で発言できる一般質問としては最後の質問となるわけであり
ます。そういう中で、私は常々議員活動をする中で、本村のそういう魅力といいますか、人
の育て方、そういったもの等についても、少し質問の趣旨とはずれますが、持ち時間があり
ますので、その中で、大熊がいつも最後に何をしゃべるのかという、大変期待されている方
もおりますので、一言触れておきたいと思います。
いろいろ、今、ＢＳ放送で黒田官兵衛というのを再放送してて、その中で黒田如水の水五
訓について少し言ってみようかなと思ってみましたり、いろいろ考えもしましたが、きょう
は荻生徂徠という、この人の話を少ししておきたいと思います。資料を置いてきちゃったの
で、私のうろ覚えの頭の中から一つ申し上げますので。
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議

長（丸山

豊） 大熊議員さんに申し上げます。

簡潔にお願いいたします。一般質問の中の通告は終わっておりますので、簡潔にお願いい
たします。
９

番（大熊 惠二） わかりました。

この荻生徂徠というのは、江戸中期の儒学者であります。この人がなぜ、有名なのは、赤
穂、大石内蔵助を筆頭に47士の討ち入りがありまして、その後の47士の処断をどうしたらい
いかという議論の中で、荻生徂徠が時の将軍綱吉の、第５代将軍ですね、綱吉の学問の相手
であったと。この荻生徂徠のお父さんというのは、綱吉のお抱え医師という立場にあったよ
うでありますが、その中でやはり法を犯したものは厳罰に処すべしという荻生徂徠の発言が
あって、それを綱吉が重く受けとめ、切腹という断を下したというのは余りにも有名な話で
あります。
この荻生徂徠の言葉に、修身の則というのがあるんですが、これ７項目あります。７項目
あるんですが、私の好きな最後の言葉に、用うる上は、要するに部下を用うる上は、十分そ
のことを委ねるべしと。それで、かくして、よく用うればことに適し、ときに応ずるほどの
人物は必ずこれにあり、功を他に着せ罪を我に着すと、つまりうまく成功したときは皆さん
のおかげですよと、うまくいかなかったときは自分のやり方が悪かったということで、功を
他に着せ罪を我に着すという、こういう言葉が残っております。この修身の則の中に。
これは、私も村長とは長いつき合いですから、こう見ますと、村長常々一生懸命やれと、
責任は俺がとるよと、だから頑張れと、職員を叱咤激励する場面を数多く見てまいりました。
その結果、非常に伸び伸びとした職員が育ち、非常に活気ある村となってきたということも
非常に大切な要素であります。非常に、村長は荻生徂徠を意識したかどうかはわかりません
が、その中で、要するに功を他に着せ罪を我に着す。また似たような言葉で言いますと、山
本五十六の、して見せて言って聞かせての中にも同じような文言が載っております。また、
芭蕉の不易流行という場面でも載ってまいります。不易というのは、前にも村長にお聞きし
たことありますが、これは変わらない言葉、流行はその時代、その時代に合った施策を盛り
込んで成功させていく。まさにこの芭蕉の不易流行にしても、山本五十六のリーダーシップ
論にしましても、それから、今申し上げました荻生徂徠の修身の則の言葉にいたしましても、
やはり部下をどう育てていくか、限られた人数で、最少の人数で最大の効果を上げるという
のが行政の一番大切なところであります。
その点を一つ、通告をしておりませんが、一つ村長の政治姿勢として、私ずっとそれを見
てまいりまして、これが本村発展の原動力になっているなということをつくづく思うわけで
すが、そういう意味で村長から一言御答弁をいただければありがたいと思います。よろしく
お願いをいたします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 通告にありませんので、端的にといいますか、意を得たお答えに

なっておるかどうかはちょっとわかりませんけれども、大熊議員の最後に言われる言葉につ
きましては参考になるところが多いところであります。最近では不易流行ということ。変え
るべきところは変えながら、残すべきところは残すという、このことは私もそういう、そん
なことでやらせていただいておりますし、荻生徂徠自体は、名前は承知しております。５代
将軍綱吉に仕えながらという、そういう部分は承知をしておりますけれども、修身の則とい
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うのはどこかで聞いたことのあるかなという、そんな程度であります。
私、振り返ってみるときに、この用いるときという、こういう部分も言われました。任せ
るという、このことは非常に大事かなというふうに思っておりますけれども、この部分が私
に一番足りないのかなという、逆に感じるところもあるわけであります。
一般質問におきましてもほとんど私が答えてしまっておりますし、そういった面では職員
が育たないのかなという、こういう思いもあるところであります。任せるところは部下に任
せるという、このことはそうしていきたいなというふうに思っております。
功を他に罪を我にという、この部分でありますけれども、まさしく首長たる者の信念とい
たしまして、責任は自分でとる、これは当然のことだというふうに思っております。その責
任のとり方もいろいろあろうかと思いますけれども、最終的には最高責任者としての村政全
般におきましては私が責任をとるべきだという、この信念というのはいまだに持っておりま
す。いろいろうまくいったときはよくやったなという、こういうことを職員にかければ一番、
こういった言葉をかければ一番いいわけでありますけれども、私もどうか性格的に余りしゃ
べることが得意ではありませんので、どちらかというと人見知りをして臆するほうでありま
すので、こういったことはちょっと欠けているのかなという、そんな反省もしておるところ
でございます。これからはそういったことを教訓としながら、またさまざまなことに当たっ
ていければと思っております。感想としてはそんなところでございます。
以上です。
議

長（丸山

豊） 大熊議員、一応通告はもう既に終わっておりますので、最後のま

とめに入ってください。
９

番（大熊 惠二） 今、議長からも指摘がありましたように、まだ時間はありますが、

最後に、この３月をもって退職をされます財務課長の平嶋課長、そして議会事務局長の小澤
局長、本当によく職員としてしっかりやっていただいたなと、こう思いがしております。議
会を構成する一議員として大変お世話になりました。これからもさらに発展していく村の原
動力の影となって、一つお力添えをいただくとともに、一つ南箕輪村で蓄えたそういう知識、
経験、そういったものを一つぜひ後輩にまた教えてもいただきたいし、御指導もいただきた
い、そういったことを一議員の立場から感謝を申し上げておきたいと思います。
いろいろ申し上げましたが、以上をもちまして９番、大熊惠二の一般質問を終わらせてい
ただきます。
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９時45分まで休憩といたします。
休憩 午前 ９時４０分
再開 午前 ９時４５分
議

長（丸山

豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。
８番、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項目につきまして質問をいたします。今期最後の質問になり
ます。
ことしも東日本大震災の３月11日、８年目を迎えました。この議場で感じた、経験したこ
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とのない揺れ、その後起こったことは決して忘れてはいけないし、忘れることはできません。
そして、この地でできる原発ゼロの声を上げ続けていくことが私にとっての震災の支援にな
ることだというふうに思っています。
それでは、１番目の子供の権利条例の村制定についてお聞きします。
このことについては、一番最後の項目でお聞きしますので、最初に１として、児童相談所
の児童虐待相談対応から見て、村の状況はということでお聞きします。
子供たちの置かれている状況をつかみ、一人一人に的確な対応が重要であると考えます。
つけておきました資料を見ていただきたいと思います。これは長野の子供白書2016からの
抜粋でありますけれども、長野県のこども・家庭課で出した資料を引用させていただいてお
ります。県の児童相談所の児童虐待相談対応件数でございます。平成22年から平成26年で見
ても２倍近く、1,638件となっておりまして、平成２年からとった統計でも過去最高となっ
たとあります。その原因としては、１として、児童虐待に関する認識の高まり、関係機関や
県民の皆さんの認識が高まり、これまで気づかれなかった児童虐待を児童相談所が把握でき
るようになった。２として、家庭・地域の養育力の低下、核家族化や地域のつながりが希薄
になってきたことにより、家庭での子育てが孤立しやすくなっている面がありますとありま
す。県の調査では、相談経路は、１番が警察、２番が市町村、３番が学校の順となっており
ます。対応は、面接指導が91.9％、児童を家庭から分離する必要が生じる前に発生の予防や
早期発見、早期対応に努めることが重要となっています。
村では、子育て支援課の体制になってから相談室とも連携し、より早い対応ができるよう
になったと思います。また、時間外の対応も多く、担当の皆さんの御苦労も伺えますが、村
の状況はどうかお聞きします。
また、千葉の事件を見ても、学校で出したＳＯＳが届かなかった。どこも救いにならなか
ったということで胸が痛む思いであります。子供の命を守る対応はどのようにすべきかお聞
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） ８番、三澤澄子議員の御質問にお答えをいたします。

児童虐待の問題であります。昨日も同僚議員から出されたところでございます。
本村の児童虐待件数と虐待の種別につきましては、県の統計と同様に心理的虐待と育児放
棄であるネグレクトが増加をしている状況であります。
平成25年８月に子供虐待対応の手引きが改定され、心理的虐待に、実際に虐待を受けた子
供の兄弟に虐待行為を行うことが追加されたため、件数が増加をしております。また、子供
の面前でのＤＶ行為も心理的虐待として通告がありますので、件数がこのことにつきまして
も増加をしておるところであります。本村でも県と同様警察からの通報がふえてきておりま
す。これは、憂慮すべき状況かなというふうには考えておるところであります。主な虐待者
も県と同様であります。実の母からの虐待、次いで実の父からの虐待が多くなっておるとこ
ろであります。
虐待の部分につきましては、これは常に状況を把握しているということ、このことが一番
大事だというふうに思っておりますので、状況把握にできるだけ努めておるところでありま
す。同時に、現状の状況というのを共有していくということ。これも大切でありますので、
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常にこの二つを大切にしながら、心がけておるところであります。
さらには、この個別ケース会議で確認をしていくということ。これも重要であるというふ
うに思っておるところでございます。
まずは、深刻化をする前に相談を受けていくこと、相談を進めていくこと、このことが重
要でありますので、これにつきましては日々努力をしております。
また、時間外対応につきましてもしっかりとやっておりますので、その辺はそんな御理解
をいただきたいなというふうに思っております。
時代の流れの中で、この問題さらに重要な問題となってくるというふうに思っております
ので、力も入れていきたいというふうに思っております。
千葉の事件、ＳＯＳが届かなかった、このことは私自身ちょっと考えてみましても、なぜ
届かなかったんだろうかなという思いはあります。そういうＳＯＳが出されたらきちんと対
応していくというのは、これは原則でありますので、この辺は、南箕輪からはこういった問
題が起こらないという、そういう強い決意でこれからもやってまいりますので、よろしくお
願いをいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） ８番、三澤議員。

８

番（三澤 澄子） 南箕輪からは絶対出さないという決意をお聞きいたしました。

次に、２番として、子供の貧困について、実態と取り組みはということで、ちょっと内容
が多岐にわたっておりますが、時間の都合で全部一括して質問をいたしますので、ちょっと
よろしくお願いしたいと思います。
つけました資料の２番を見ていただきたいと思います。２枚目を見ていただきたいと思い
ます。
これは、生活保護世帯、それから児童養護施設の関係の調査であります。子供の貧困対策
のアンケートでございますが、高校進学率、生活保護世帯で行きますと、全日制が48.4％、
全体から見ると91.7％という数字。それから、大学等におきましては、生保世帯は10.6％、
全体は46.1％、児童養護施設では、高校の全日制は95.6％と全体と余り変わりませんが、大
学になりますと5.7％、全体は46.1％で、親の経済状況で高校、大学の進学が大変厳しくな
っています。県の創設の無償還奨学金というのがありまして、下のほうに書いてありますが、
下のほうというか次のページに書いてありますが、裏面ですね、県が創設した制度でありま
す。大学生は32人、専門学校生が４人利用していると書いてあります。
日本の子供の貧困率は16.3％、６人に１人と言われ、深刻な状況にあると言われています。
2013年からは、生活保護のうち生活扶助の基準を平均6.5％引き下げが行われ、子育て世代
では、３年間で月２万円の引き下げとなっています。本村の準要保護基準変更はあったかど
うかをお聞きします。これはなぜかというと、生活保護にリンクすると言われておりますの
で、その点まずお聞きしながら、また、要保護及び準要保護の人数、認定率はどのくらいか
お聞きいたします。
2019年の就学援助の状況が示されました。支給内容と金額案が示されていますが、入学準
備金につきましては、小・中学校とも１万円の増になっています。また、新たに卒業アルバ
ム等が新設されました。この就学援助でありますけれども、憲法26条で保障された制度であ
り、必要な人には確実に届くことが求められています。新潟市の例でありますけれども、大
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都市は一般的に高い認定率になっています。小・中学校とも25％の認定率でありますが、収
入と所得を具体的に示して、対象となる人へのお知らせが、私が利用できるのかどうかとい
うのがよくわかるような書き方をしながらお知らせしているわけであります。先生たち、子
供の状況をよくつかめる状況にあると思いますので、細やかな対応をしていただきたいなと
思います。
そしてまた、入学準備金についてでありますけれども、入学前支給は村の要綱でことしか
ら実現いたしました。しかし、借り入れという制度がちょっとわかりにくいというか、使い
にくいのではないかと思いますので、ほかの自治体、かなりの部分が、日本全国でも就学前
に支給されておりますけれども、ほかの自治体も参考にしながらちょっと検討、見直しが必
要ではないかと思いますので、その点もお願いいたします。
また、大学等高等学校について、県の無償奨学金は、貧困世帯出身学生の県内大学が条件
で利用も限定されます。また、国でも給付型奨学金をふやしてきましたが、非課税世帯とい
う制限もあり、多くの有利子学費ローンに苦しんでいる若者たちにとっては厳しい状態とな
っています。駒ヶ根市では、来年度から、給付型とかそういうのじゃないんですけども、現
在ローン返済をしている方を対象に、市に居住して、上伊那で就職している方に年５万円５
年間補助をするという制度を創設しました。村でも学費ローンに苦しむ若者をなくすという
観点からも、新たな学生支援制度を検討していただきたいと思います。
そして、子供食堂と居場所づくりについてでありますけれども、安心してできる場所を誰
でも利用できるというように支援をしていただきたいということでありますけれども、次の
議員もお聞きするようですので、この点は簡単で結構でございます。
２番は以上です。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 子供についてのさまざまな質問でありますので、教育長から答弁

をさせていただきます。
その中で給付型奨学金を新設をと、こういう質問であります。
本村は、いち早く奨学金関係につきましては、貸付制度に対する利子補給だとか、保証料
の補助だとか、こういったことで多くの自治体に先駆けて実施をしておるところであります。
しかし、それが、今給付型奨学金というようなことに変わってきておりますので、この辺は
今ある制度をどう移行できるのか。あるいは今ある制度を置いておいて、こういった制度を
どう新設していくことが一番いいのかなということは少し検討させていただきたいと思いま
す。これは、多くのところでやり始めておりますので、本村でも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ので、しばらく時間をいただきたいというふうに考えてお
りますので。
何回か申し上げておりますけれども、子育て、教育全般につきまして、６月までに私のと
ころにいろんな制度設計を出すようにという、こういう話をしてありますので、それを見な
がらまた議会とも相談をしながら、可能なものにつきましてはやってまいりますのでお願い
をいたします。
そのほかにつきましては、教育長のほうから答弁をさせていただきます。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

清水教育長。
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教 育 長（清水 閣成） 議席番号８番、三澤澄子議員、子供たちの経済状況の関係のこと
で御質問というふうに賜っております。
まず、要保護及び準要保護の人数及び認定率はについてでございます。
要保護の方ですが、就学に係る費用のほとんどは生活保護費として支給されております。
要保護として支給対象となるのは、基本的に修学旅行費ということで小学校６年生、中学校
３年生に該当するお子さんということでございますので、お子さんがいない場合は支給とい
うことはないということであります。ちなみに、平成29年度ですが、小学生で２名の方がこ
の支給ということで、今年度は該当ありません。
それから、準要保護につきましてですが、平成30年度末の見込みですが、小学生78名、中
学生53名、計131名が認定をされてきております。認定率ですが、平成30年度の申請者138名
に対して認定者131名ということで、認定率94.9％、数字上はなっております。
先ほど基準という言葉を議員使われました。基準そのものは今と変わっていないものでご
ざいます。このうち、今年度から実施しております入学準備のための前倒し支給は、小学生
３名、中学生１名の計４名が申請をされてきております、ということでございます。
それから、就学援助の拡充と、それから必要な人への細やかな対応をということでござい
ますけれども、小・中学生の入学準備につきましては、先ほど申し上げた要保護、準要保護
の支給が入学後であるということですので、一番費用が必要なときに間に合わないというこ
とから、平成29年度から入学準備金の貸し付けを実施、村でそれをやってきております。国
の制度による要保護、準要保護の前倒し支給がかなわず実施をしてきたという経緯もござい
ます。
先ほど御指摘いただきましたが、わかりやすく説明していく、周知していく、その必要性
は検討させてください。
また、前倒し支給については、今年度から国も支給を認めているんですけども、貸付制度
は引き続き実施してまいりたいというふうに考えております。
それから、就学援助という言葉の中にいろんなものがあるかなというふうに私自身思って
おります。例えば、給食費、子供たち１人2,000円とか、あるいは総合的な学習の時間の活
動費、１人500円とか、あるいは校長先生のほうに30万ということで、子供たちが学力をつ
けるためにということでお金。それから、学校として10万、総合的な学習の時間。それから、
観劇等々での１人500円の補助とか、いろいろな内容を村としても子供さんのために補助し
ているかなというふうに思っております。
それから、先ほど村長の話にありましたが、大学等進学のために金融機関からの教育ロー
ンを借りた際の利子や保証料に対する補助も実施しております。今お話あったようにこれも
検討ということでございます。
済みません、時間の関係がありますので端的に行きますが、それから、大学生等への就学
支援のための村独自で給付型奨学金を新設等々の御質問でございますが、大学等における就
学の支援につきましては、国が2020年度から授業料等の減免を制度化するということで動い
てきています。現在、低所得者世帯の学生を対象に支給する返済不要の給付型奨学金を大幅
に拡充する等の措置を講ずる予定であるというふうに聞いております。また、貸与型奨学金
につきましても貸与基準を緩和、意欲と能力のある学生、生徒が経済的理由により進学を断
念することがないよう、大学等奨学金事業の充実を進めているというふうに認識しておりま
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す。
本村としましても、向学心のある学生、生徒が経済的理由によって進学、就学を断念する
ことがないようにしていくことは非常に大事なことというふうに認識しております。駒ヶ根
市のお話もいただきましたが、給付型奨学金を新設してはということ、これにつきましては
財源の絡み、それから、制度内容、近隣市町村の状況等も見ながら、ＵＩＪターン等の支援
とあわせて検討してまいりたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
それから、子供食堂といいましょうか、それに関係して少し話をということでございます
ので、現在、村の中で、私知っているボランティアの方が動いています。子供さん15名ぐら
い、それから、ボランティアの方15名、最大で集まって30人近くの子供、ボランティアの方
で、一番の課題、悩みは場所をどこにしていくかということであります。公民館とか村公と
かを活用しながらですがということで、毎回ボランティアの方から、あるいは家庭から100
円ということで会場費等々で動いています。それから、食材についてはボランティアの方の
持ち寄り、社協からの提供等々であります。学習支援も最近行ってきていますが、このボラ
ンティアの活動は村の子育てサークル活動支援補助金制度、これを活用して年２万円という
ふうに、そのお金を有効活用ということであります。
済みません、まだいろいろお伝えしたいですが、また後でということで、失礼しました。
議

長（丸山

豊） 三澤議員。

８

番（三澤 澄子） 今の点の中で、入学準備金の入学前支給であります。ことしも借

り入れの制度でやるということですけども、国でも制度として認めたということであります
ので、借り入れというのは何かすごく負担感というものが多分あると思うんです、親御さん
たちに。なので、そうでなくてできる取り組みをお願いしたいということをちょっと一言添
えておきます。
それでは、３番目のこども館の運営についてお聞きします。
この間何回かこども館について質問してきました。児童数増で、必要に迫られてこども館
の主な部分を占める放課後児童クラブについてでありますけれども、南部小も含めて設置基
準、面積、指導員の体制は満たされているのか、家庭、学校との連携はどうなのかというこ
と、今まで課題として出してきたことについてちょっと触れておきます。
平成29年の３月定例会で利用料について質問をしております。有料と無料の混在の中での
問題点を上げて利用料の減額を求めました。村長は、次期村長の課題というふうにお答えい
ただきましたが、その後、そのままで行くというお答えでありましたけれども、伊那市議会
の事務局の調査をいただいております。駒ヶ根市、宮田村が年１万2,000円、箕輪町では月
額4,000円、伊那市と南箕輪が5,000円になっています。伊那市では来年度からこれを半額程
度に下げるというふうに報道されています。見直しをするというふうに報道をされておりま
す。この際村でも利用料の見直しを求めるものです。
また、成長期の小学生にはおやつが必要ではないかということで検討されたかどうかお聞
きします。
子育て相談室は、村公民館からこども館に移り、児童虐待等でも重要な役割を果たしてい
ます。村公民館では単独設置でいつでも入りやすかったが、安全上の問題があり、専用の入
り口は今は閉まっている状態で、相談しにくいという声がありますが、状況についてお知ら
せいただきたいと思います。
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こども館全体については、村版ネウボラということで、たくさんの期待を込めてスタート
しています。一般利用については、利用者が通える範囲と時間の制約があり、固定化、限定
化されていないか。また、イベントや行事等さまざまな工夫はしていますが、子供が主役と
なる運営、取り組みをどう組み立てるかをお聞きいたします。
きのうの質問の中でもありました、インフルエンザ学級閉鎖での緊急対応であります。私、
こども館でできないかという質問をする予定でありましたが、きのうの答弁では集団での対
応はできないということで、個々の対応になり難しいとのことでありました。中には、うち
に親御さんがいなくなるということで、マイサポを利用したっていうお話がありまして、こ
の人が利用したその利用料はどのくらいかかっているのか。また、緊急対応でありますので、
利用料の減免はできないかをお聞きいたします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 幾つか御質問いただきました。順を追って答弁申し上げます。

まず、放課後児童クラブ、基準を満たしているかという問題であります。放課後児童クラ
ブの基準というは、目的、職員数、開所日数及び時間、面積、支援の単位などがあります。
現在、両放課後児童クラブとも全ての基準を満たしております。また、長期休業など児童数
がふえる場合にも職員数、児童数にあわせた面積など基準を満たしている中で運営をしてお
るところであります。そんなことで基準は満たしておるということでお願いをいたします。
さらには、家庭連携というのを重視しております。お迎え時には支援員と保護者間ででき
るだけやりとりができるような、そんなことにも心がけておるところであります。
それから、インフルエンザの閉鎖でありますけれども、マイサポの利用料どのくらいかと
いう話であります。これにつきましては、担当のほうからお答えを申し上げます。ファミリ
ーサポートですか。
相談室の入り口の問題であります。これは、入り口、確かに正面玄関と西側にある職員玄
関であります。一般的には正面玄関でありますけれども、建物西側にはこの相談室だとか中
間教室が設置されております。利用者の中には正面玄関から入ることができないという方も
おります。しかし、正面玄関は職員の目が届かないという、こういう状況もありますので、
インターホンで知らせるということになっております。したがいまして、入り口につきまし
ては、当面は現状のままということで御理解をお願いいたします。
放課後児童クラブの料金の問題であります。これも本村の場合は月5,000円ということで、
当初、確か１万円から始めたような記憶もありますけれども、１万から下げてきて5,000円
ということであります。かなり他市町村も利用料下げてきておりますので、前の話の中では
次期村長がという話も、ちょっと私記憶がないものですから、いけませんけれども、話をし
たかねそんな、そういう話をしたようでありますけれども、これもくどいようでありますけ
れども、６月までにこういった問題全て洗い出して、私のところに報告が上がるように指示
をいたしました。その中でまた可能なものについては実施をしてまいりますので、よろしく
お願いをいたします。現状は、当面は月額5,000円ということでありますけれども、できる
ことであり、可能であれば10月から大幅にいろんなものを見直していかにゃならない時期が
来ますので、そこら辺からできるものがあればということであります。これは、放課後児童
クラブだけではなくて、ほかの子育て、教育の分野におきましてもやってまいりたいという
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ふうに思っております。
おやつにつきましては、これはアレルギー対応ということもありますので、現状どおりと
させていただきたいなというふうに思っております。そんなことは御理解をいただきたいと
いうふうに思います。
それから、こども館の運営問題であります。子供が主役、これはそのとおりだろうという
ふうに思っておりますけれども、放課後児童クラブにつきましては、放課後児童クラブとし
て運営をしていかなければなりません。そのほかの独自事業につきましては、児童厚生員と
いう方がおりますので、そういった方が企画をしているものもあるわけでありますし、未就
園児から高校世代まで各世代にわたって利用があるわけであります。
先日、この女性模擬議会でも提案がありました住民によるワークショップ、実施をいたし
ました。この中から必要なものは取り入れていけるものがあればということで、参考にして
まいりたいなというふうに思っております。これも女性模擬議会から出てきて実施をした問
題ということであります。できる限り開かれたこども館の運営をしていく、こういうことに
努めてまいりますので、その辺はまた御意見等いただければというふうに思います。
既に開館からかなりの皆さんが利用をされておるということで、本当にありがたいなとい
う思いはしておるところであります。これをいかに充実していくかというのは、これは毎年、
毎年の課題でありますし、これでいいということではありませんので、年々充実をしながら
やっていくということは基本でありますので、その辺はそんな捉え方をしていただければと
いうふうに思っておるところであります。
答弁、今出された質問は以上でよろしいですかね。そういったことでしっかりやってまい
ります。
議

長（丸山

豊） 三澤議員。

８

番（三澤 澄子） ファミリーサポートの金額をちょっと教えていただきたい。

議

長（丸山

豊） 子育て支援課長。

子育て支援課長（唐澤 孝男） インフルエンザ時のファミリーサポートセンターの利用につきま
しては、１名が６時間利用されました。１人が１時間700円かかりますので、4,200円という
ことで伺っております。
それから、減免については、６月までの検討課題としてお願いします。
こども館の利用につきましてですけど、先日土曜日に、先ほど村長がお話しましたとおり、
こども館がワークショップを開きました。参加者９名、お子さんも入れて９名ということで、
小坂議員にも出てきていただきましたけど、いろんな御意見が出ております。その中で対応
できるものについては検討していきたいと思います。またその結果についてはホームページ
等からでも公表したいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。
以上です。
議

長（丸山

豊） 三澤議員。

８

番（三澤 澄子） それでは、４番で、阿部知事２期目の公約として、子どもの権利

条例制定を掲げ、長野県の未来を担う子供を支援する条例が平成26年７月に制定されました。
それにつきましては、参考資料として条例そのものをおつけしておきましたのでまたごらん
ください。
松本市では、平成25年に条例をつくっております。これは、松本市の条例はとてもすぐれ
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た内容だというふうに思います。子供の権利に関する総合的な条例で、権利の理念を実現す
るために行政、家庭、学校、地域での大人の役割を明らかにするとともに、全ての体制を総
合的に支援するということであります。時間がないので端的に、村でも村版子供の権利条例
を検討することはありますかということです。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 子供の権利条例の御質問であります。

子供の権利に関する条例につきましては、百瀬議員からも今まで２回ほど質問をいただい
ておるところでございます。県が検討をしておるというよりも、７月に、26年６月議会で可
決成立いたしまして、公布されておるところであります。
村の状況でありますけれども、子供の権利等々につきましては、県の条例以外でも日本国
憲法、児童福祉法、子ども・子育て支援法などでもうたわれており、非常に重要な部分とい
うのは、こういったことで保護されておるというふうには思っておるところであります。
これ以上にどういったものをということでありまして、松本市の条例がすぐれておるとい
う、こういうことでありますので、その辺は参考にさせていただければというふうに思って
おります。
たまたま村におきましても、子ども・子育て支援事業計画というか、そういった計画を32
年度から５年間の支援施策を策定をしていかなければならない、こんな期間になっておりま
す。平成31年度中にということであります。
子供の権利の保障については大事なことと受けとめておりますので、そういった委員会を
つくっていかなければなりませんので、その中で十分意見を聞いてまいりたいなというふう
に考えております。さまざまな法律等で守られておりますし、それ以上本当に定めることが
必要であるのかどうかを含めまして、この委員会で意見を聞いてまいります。
ともすると利点的な条例になってしまうという、こういう可能性というのもありますので、
こういったものを制定する場合は自主的なものが私はよいというふうに思っておりますので、
十分ここら辺を考慮しながら意見を聞いてまいりますので、よろしくお願いいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 三澤議員。

８

番（三澤 澄子） 時間がなくなってきましたので次に移らせていただきます。

２として、種子法と食の安全を守るためにということであります。
資料をおつけいたしましたが、ＪＡるーらる２月号の特集をつけさせていただきました。
これはしっかり読んでいただくと種子法廃止が何が問題かよくわかるということで、とても
すぐれた資料でありますので、ぜひ読み込んでいただきたいと思います。
戦後の日本の食糧安全保障の土台を支え、主要農産物の種子を守る種子法が国会でまとも
な議論もせずに廃止になりました。そのため、各都道府県で行っていた種子を維持する義務
はなくなり、その予算づけがなくなりました。地域で保全、育成した優良品種を民間という
か多国籍出資企業ですけども、思うままに使われることになります。県でも独自の種子を守
るために、主要農産物等種子条例を検討していると聞いています。村でも米のブランド化等
独自の取り組みをどう守っていくかお聞きします。
また、２に続けます。ＴＰＰ批准で食の安全が脅かされています。米国基準の食品添加物
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やポストハーベスト農薬等、今までも問題になってきました。日本はホルモン汚染牛肉の大
輸入国で、米国産牛肉の脂身は日本の140倍、赤身では600倍の残留があると言われています。
先ほど大熊議員からもありましたけれど、乳がんとか前立腺がんの発症が急増しています。
食糧自給率は39％以下にならざるを得ません。食糧安全保障の観点から、地産地消の推進と
食の安全等、食育教育を村全体で進めるための施策は何かをお聞きします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 種子法の関係の質問であります。

この種子法というのは、国や県が主導して、優良な種子を確保する目的で米、麦、大豆な
どの主要農産物の種子の生産、普及を都道府県に義務づけた法律となっておったところであ
ります。
しかし、ＴＰＰをきっかけにした、こういったいろんな動きの中で民間参入、これを可能
にする、こういうことで昨年４月に種子法が廃止をされてしまったという状況であります。
県が実施しました稲や麦や大豆の優良種子の生産及び普及を促進するための義務づけがなく
なってしまったという、こういうことであります。
こうしたことを受けまして、農業関係者とか消費者から何らかの対策を求める意見が出さ
れているのは現状の状況であります。そういったことを受けて、長野県では、信州の伝統野
菜等の継承の支援をしたりとか、いろんなことをやっておりますけれども、県の主要作物等
種子条例の条例化をこの６月県議会をということで目指しておるところでございます。そう
いった県の状況を見守りながら本村でもどうしていくのかということは考えていく必要があ
るというふうに思っておるところでございます。県の条例の取り組みを注視してまいりたい
というふうに考えております。
また同時に、いろんな関係機関と食の安全を守っていけるような取り組み、このことはや
っていく必要があるというふうに思っておるところでございます。そういったことのために、
三澤議員の２番目の質問の中の、食糧安保の地産地消の促進、食育教育を村全体でという、
こういう質問であろうかというふうに思っております。
本村でも、平成28年度に地産地消促進計画、あるいは第２次食育推進計画を策定をしてお
ります。その中で、地産地消計画の中では、ＴＰＰによる食の安全を危惧した中での地産地
消の大切さをもうたっておるところであります。そういったことを受けまして、村では特別
栽培米の風の村米だよりのＰＲ、この作付拡大、村の資金を投入しながらかかっておるとこ
ろでありますし、味工房直売所の拡充や田んぼ体験隊などの農業体験の充実、さらには、学
校給食への地元食材の提供等を具体的な取り組み目標としておるところであり、現在ほぼ計
画どおりに推進ができております。
さらに、こういった推進をしていくということで、さらに計画値が上がっていくのではな
いかというふうに思っておりますし、小学校の総合学習の中でも村の農業に関することを取
り上げられる機会がふえてきております。子供のころからこういった学習をしていくことも
重要でありますので、あらゆる面で地産地消が進むような、そんな取り組みをやっていきた
いなというふうに思っておるところであります。そのために、味工房の農産物の売り場を広
くいたしました。これは、本当に南箕輪産のものを主流でやっていくという、こういうこと
で行っておるところでございます。
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あらゆる機会を通じながら、さらに広めていくことができればというふうに思っておりま
すので、よろしくお願いをいたします。
以上です。
議

長（丸山

豊） 三澤議員。

８

番（三澤 澄子） 農と食の審議会でしっかり審議した内容でありますし、しっかり

とまたこれらの計画について進めていただければというふうに思います。
時間がないので３番に移らせていただきます。
日米地位協定とオスプレイ飛行訓練についてであります。
昨年の７月17日５時54分ごろ、辰野町でオスプレイ２機が確認されたと報道がありました。
南箕輪でも昨年２回ほど、ことしの１月30日は午後３時ごろ村公民館の上空でオスプレイの
飛行が確認されました。私も目撃いたしました。平成28年９月、県知事、市長会長、町村会
長で国へ事前説明を求めていると聞いております。何回も飛行しているオスプレイについて、
村への説明はあったかお聞きいたします。
保育園へ行っております４歳の孫がおりますけれども、保育園の上空に飛んだオスプレイ
の様子をリアルに表現して、興奮して話をしてくれました。本当に素直にその様子を話をし
てくれたんですけども、その恐ろしさを私は感じました。
沖縄だけではなく日本全国で起きている米軍機の事故がいつどこで起きても不思議ではあ
りません。村として、どう村民の安全を守るのか、その対応をどうするのかをお聞きいたし
ます。
続けて言います。日米地位協定についてであります。
本議会にも、全国知事会の米軍基地負担に関する提言の趣旨に基づいて、日米地位協定の
見直しを国に求める意見書出ております。陳情が出ております。日米地位協定は、正式名称
は、日本国とアメリカ合衆国の間の相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域
並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定だそうでありますけれども、これは、
米軍基地と米軍人の地位を定めた米軍地位協定でありまして、全てにおいて平等なところを
不平等であります。
故翁長知事は、生前日米地位協定がある意味で憲法の上にあって、日米合同委員会が国会
の上にある。ある意味では、日米安全保障体制が司法の上にあるという意味からして、日本
の全ての権限の上にあるというふうに言っておりました。
日米地位協定は、米軍機が全国自由に飛び回る特権が与えられ、日本の空は米軍によって
支配されています。全国知事会の提言は、住民のこうした状況の中で安全を確保するための
当然の主張であると思います。
平成元年２月１日の議会報を資料としておつけしました。これは、村長が議会事務局長の
ときに扱ったのかなというふうに思いますけれども、これが実に感動的なものだというふう
に私は思います。
ちょっと読み上げます。米国軍用機の飛行中止に関する決議。これは、昨年の８月下旬か
ら９月上旬、さらに11月中旬、米軍ジェット機の低空飛行訓練を実施していると。住民の生
活環境を守る立場から議会は中止に関する決議を行いましたということで、伊那谷に飛来し、
低空訓練をしながら木曽方面へ通過していくジェット機は、マスコミなどの写真撮影により
米国軍用機であることが確認されている。このため、奈良県、岩手県等における軍用機事故
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の経過もあり、地域住民に不安感を与えるとともに、その爆音は子供やお年寄りをおびえさ
せ、学校の授業を妨害するなど、村民生活に被害を及ぼしているところである。南箕輪村議
会は、安全で平和な村民生活を確保するため、米国軍用機の飛行中止を決議し、あわせて政
府及び関係機関が米軍に対して軍用機の飛行訓練を将来にわたり中止するよう申し入れるこ
とを強く要望するという決議でありまして、尊敬する先輩の有賀文雄議員や堀議員の提出で
全会一致で可決されたと書いてあります。
議会と村行政は、この決議の立場で村民生活を守ることが今求められていると思いますが、
村長のお考えをお聞きします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） 日米地位協定とオスプレイの飛行訓練についての御質問でありま

す。
オスプレイの飛行訓練につきましては、議員御指摘のとおり、平成28年９月20日付で、県
知事、市長会長、町村会長名の連名で、その安全性と訓練の具体的な内容について事前に十
分な説明や自然環境への影響の低減の対応を求めているところであります。
また、オスプレイの安全性に関する不安や生活環境等への影響に対する懸念も払拭されて
いない状況にあることから、飛行訓練における具体的内容を事前に十分に説明することを要
請をしたところであります。これは、県の町村会の役員会の中でも議論をして、足並みをそ
ろえてということで、私も役員の一員として参加をしておるところであります。
議員御指摘のように、県内各地におきまして、頻繁にオスプレイの飛行が確認されるよう
であります。しかし、公表されたルート以外での飛行が繰り返され、抗議や申し入れが相次
いでいるとのことであります。この飛行に当たりましての村に対する事前の説明は全くなさ
れておりません。これは、どこでも同じことであります。なされていないという、こういう
ことであります。
この辺につきましては、また知事や市長会や町村会や、そういったところと歩調を合わせ
ていかなければならないというふうに思っております。
日米地位協定の話もされましたけれども、外交上の問題でありますので、これは要請行動
しか道はないというふうに思っておりますし、議会でもそういった陳情が出されておるとい
うことでありますので、議会は議会としての立場でしていただければというふうに思います。
外交上の問題、私どものような一地方自治体ではどうにもならないということは理解をして
いただいていると思いますけれども、いろんな団体と一緒に要請行動をする以外にはないと
いうことであります。その点はぜひ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） 三澤議員。

８

番（三澤 澄子） そういうことでしかないというふうに思いますし、でもやっぱり

この米軍機が本当沖縄だけの問題とか横田だけの問題とかと思っておりましたところ、もう
頻繁に本村の上にも飛来するというような状況。それは日米地位協定で米軍が全て日本国憲
法の上にあるという状況があっての全国知事会要請だというふうに思います。歩調を合わせ
てしっかりやっていくということでありますし、何よりもこのことが大事だというふうに思
うんですけども、やはり平成元年の南箕輪議会でやった決議、住民の安全が守られなければ
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もう将来にわたり中止せよという、軍用機の、いうほど強い決議をやっぱり全会で一致して
やっているということの重さというのを、やはりしっかり私は受けとめて、やはり私たちの
今議会がそういう姿勢を引き継いで、受けとめて前へ進むべきではないかというふうに思い
ます。
以上で私の質問を終わらせていただきます。
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50分まで休憩といたします。
休憩 午前１０時３４分
再開 午前１０時５０分
議

長（丸山

豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問を続けます。
４番、原悟郎議員。
４

番（原

悟郎） ４番、原悟郎でございます。

きょうは、ベテラン議員の一般質問で、それぞれ迫力がある質問の後で大変質問をしにく
いところでありますけれども、頑張って質問をしたいと思います。この一般質問が私には16
年間の議員生活の本当のラストであります。
質問する前に、私ごとでありますが、このたびの入院治療で多くの方に御迷惑をおかけし
た。その中で、特に一番の御迷惑は、国保会計の医療費の増になったことで、大変申しわけ
なく思っております。国保会計の医療費の制度のおかげで負担も少なく、退院し、元気を取
り戻したことに心より感謝を申し上げながら一般質問をしたいと思っております。
私が一般質問の通告を、本当は入院してなければ、過去16年間の一般質問を全部洗いなが
ら、今まで質問したことの中で実現していないことを村長に質問しようというふうに思った
ところでありますが、入院中の一般質問の通告をこの最後の一般質問をどうしてもしたいと
いう思いがありましたので、簡単な一般質問でございますけれども質問をさせていただきた
いというふうに思っております。
唐木村政は、日ごろ村政発展のために御尽力をいただいていることに敬意を表するところ
でありますけれども、４期目も残り２年となりました。４期に入り、学校施設の新増設や保
育園の新築、村民体育館や屋内運動場の改築、味工房や大芝高原の道の駅化等々に大型ハー
ド事業が続いて進んでまいりました。
今定例会の施政方針を聞いておりませんし、予算関係の関係資料も手配してありませんの
で、私の意見に誤りがあるかもしれませんが、御容赦をお願いしたいと思います。
そんな中で、31年度予算では、次のステップにつなげる予算として、財政力回復に努める
予算編成をしたということであります。次年度以降において、給食センター、郷土館等の事
業に加え、保育料の無料化、高等教育の無償化、高齢化に伴う福祉予算対策、債務負担の増
加等々ソフト事業でも予算の増大が考えられます。
そこで、よく健全財政に努めるという言葉が多いわけでございますが、当然村では総合計
画の中で、財政計画で取り組んでおりますので、これだけ続けた大型事業でも計画以上の事
業が進んでいることというふうに思っております。
年度により予算規模が大きくなり、それは事業の拡大によって仕方のない予算編成になろ
うかと思いますけども、また、年度によっては特別に予算が縮小するという、安定的な財政
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計画を立てるべきだというふうに思っております。
過去に三位一体改革で財政危機と言われ、また、現在の景気減速予測でも出ておるとおり、
どのようにこの日本の経済が変化するかわかりません。唐木村政は間違いのない財政運営に
取り組まれてきたことは重々承知しておりますが、そんな財政運営の将来について、どのよ
うにお考えかお尋ねをいたします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

唐木村長。
村

長（唐木 一直） ４番、原悟郎議員の御質問にお答えをいたします。

健全財政の取り組みの御質問でございます。
原議員におかれましては、既に今議会で議員を退くというようなことで表明をなされてお
り、本当に最後の一般質問ということであります。原議員とは職員時代から何十年とおつき
合いをさせていただいております。本当にお世話になりましたことに感謝を申し上げます。
健全財政の取り組みでありますけれども、私は、いろんな事業に取り組む中におきまして、
基本的な考え方とすれば、ハードも大切であるけれどもよりソフトの事業が大切であるとい
う、こういう基本的な理念というのは持っておったところでございます。
しかし、いざ実際にやってみますと、足りないものばかりでかなりハード事業に力を注い
できた、そういったところは財政力弱めてしまったのかなという、そういう思いはあるとこ
ろであります。
ただ、そういった事業につきましても、今年度の南部小学校の増築をもって、人口増加対
策、とりわけ児童生徒対策という部分はおおむね完了できたのかなというふうに思っており
ますし、これからの大きな課題といたしましては、学校給食センターを残すのみとなってま
いりました。この問題につきましても、次年度しっかりと検討をしながら、南部小学校、南
箕輪の小・中学校の給食センターどうしていくのかということで、一定の結論をつけてまい
りたいというふうに思っておるところであります。
また、そのほかの事業といたしましては、人口増に伴う業務量の増加というのが本当に大
きかったなというふうに思っております。とりわけ、この人件費、物件費の増加、これが大
きかったというふうに思っておるところであります。児童生徒の増、あるいは園児数の増、
また要支援者の増、こういったところの対応に苦慮したところでございます。
こういった面もありまして財政運営が徐々に厳しくなってきておる、このことは御承知の
とおりであります。端的に財政指標としてあらわれてきたのが、将来負担比率が今までゼロ
だったのが、平成29年度決算で17.6％と数字的にあらわれてまいりました。これは、いつか
はあらわれるだろうというふうに想定しておりましたけれども、平成29年度にあらわれたと
いうことであります。私の任期が終わってからあらわれてくれればいいなと思ってましたけ
れども、任期中にこういった数値が出てまいりました。これは、今までの大型事業をやって
きた、その関係であり、やむを得ないというふうに思っておりますけれども、早期健全化基
準、これは350％というのが基準になっておりますので、17.6というのは健全財政の範囲内
も範囲内であるというふうに思っておるところでございます。
基本的な考え方といたしましては、施設整備等を見据えて基金の積み立てを行ってまいり
ました。私が引き継いだときは、基金総額が17億弱でありましたけれども、今29億というふ
うになっております。そういった面で財政健全化に取り組んできたところでございます。
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上伊那の状況を、他市町村のことを申し上げてはいけませんけれども、上伊那の各市町村
というのは、本当にこの財政状況というのはかなり厳しい市町村が多いわけであります。そ
ういった中では比較的まだ健全な財政を維持しておるというふうに思っておるところでござ
います。
そういった中で、議会の開会でも申し上げました、原議員が欠席ということでありました
けれども、財政力の回復を図る、こういった年もあってもいいんじゃないかということで、
平成31年度につきましては、次のステップにつながる予算とさせていただいたという話もさ
せていただいたところでございます。今後は、これは、学校給食センターの問題はもちろん
でありますし、既存施設の老朽化対策、これまで以上に必要となってまいります。そして、
同時に高齢化に伴う扶助費等の増加も懸念をされてきておるところであります。
そして、何より、今財政は景気の堅調な景気に支えられて税収も順調に伸びておるという、
こういう中で財政運営をさせていただいておるところであります。この景気が今後どうなっ
ていくのか一番心配なところでございます。新聞紙上の中では景気は減速状況に入ったとい
うような、そんな報道も出ていたところであります。この辺一番心配なところであります。
そういった心配もありますけれども、残り任期につきましては、必要なものはしっかりと
仕上げていく、そして、さらにこれから続けていってもらいたいなと思うことは、国や県の
補助金をどうとってくるのか、どう有利な起債を使っていくのか、このことに注力をしてい
かなければならないということであります。そのためには、国への人事交流というのも私は
必要かなと、１回やっただけでありますので、今後できればいいなと思っております。そう
いったことも必要であります。そのためには定数もふやしていただかなければなりませんけ
れども、村の財政状況の部分では結構プラスになるのではないかなというふうに思っておる
ところでございます。
基金の状況で申し上げますと、財務省は、財政調整基金につきましては、地方の隠し財産
ということで目をつけておりますので、現在では特定目的基金に積み立てをしておるところ
であります。私は、できることであれば、これからの財政運営考えますと、学校建築基金に
もう少し積み増しをしていきたいなという、こんな思いはありますけれども、平成31年度そ
れができるかどうか、このことはまだわかりませんけれども、できれば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。職員におきましても、できるだけ有利な財源を探し
てくる、これが職員の今一番大切な仕事となってきておるところでございます。
今最終日に補正予算として提出をさせていただきます共同作業所の増築も地方創生の交付
金がつきました。これも単独でやるつもりでおりましたけれども、できることであればとい
うことで、庁内の部分、担当課や副村長を中心にとれる努力をしていただいたということで
ありますし、これもついきのう、おととい、通知が来ましたけれども、保育園のエアコンに
つきましても緊防債が認められたという、こういう通知が来ました。通常では認められない
ものが認められたということで、これも大きかったかなというふうに思っておるところでご
ざいます。
そういった有利なものを使っていくという、これからはそんな姿勢で行かなければ、本村
の財政状況というのはかなり厳しくなってくるというふうに考えておるところであります。
基金も29億弱ありますけれども、他市町村に比べると決して多いわけではありません。その
点も御理解もいただければというふうに思っておりますし、他の財政指標につきましても、
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ほとんど健全財政の範囲内で行っております。とりわけ本村は、経常収支比率が他市町村と
比べるとかなりいいものですから、弾力的な財政運営がまだできておるという、こういう範
疇でありますので、その辺を常に見きわめながらやっていければというふうに思っておりま
す。
この２年間でしっかり事業をやりながら、また財政状況も健全にできればというふうに思
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

４

番（原

豊） ４番、原議員。
悟郎） 村長、任期２年で財政状況を大変、今まで収支をよく検討しなが

らやってきているということでありますので、２年後、あるいはまたその次の代でも引き続
きできるような方策を基本として考えていっていただきたいというふうに思うわけでありま
す。
次に、子供の居場所づくり構想についてであります。
通告には、子供（大人）とありますが、今回は子供のことを考えて質問をするところであ
ります。
これは、私が昨年６月議会一般質問で、村版ネウボラ子育て日本一に近づいたが、村長と
して今後実施したいと考えていることは何かと尋ねたら、子供の交流の場はこども館でかな
り進んでいるが、この中で本当に格差が進んでいる社会でありまして、その施設を利用でき
る皆さんと利用できない皆さんに、今子供食堂とかカフェだとか、いろんな言い方されてお
りますが、本当に困ってお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と、その
ことを真剣に考えなければと思っておりますという、この問題については、ボランティアだ
とかＮＰＯが中心に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、行政がどう支援したらその組織を立ち上げていくことができるか、その辺に力を入
れたいという答弁をいただきました。
今、家庭で食事がとれない、いわゆる貧困層は世界的に高いと言われております。確かに、
他町村では民間ボランティアが自主的に運営していることが多いと思うが、先ほど教育長よ
り、子供それからボランティア、それぞれ人数はいるんだが場所をどうするか、そんなよう
な話が出されておりましたが、昨年の６月から９カ月、早いか遅いかわかりませんが、村長
として何か構想的なものがあるならお尋ねをいたします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 子供の居場所づくりの子供食堂の問題につきましての質問であり

ます。
今議会でも２人の議員さんからこの問題、質問があるところであります。
それ以後どう進めたかという、こういうことでありますけれども、端的に申し上げれば、
それ以降前進はないという、こういう状況でございます。この辺は、一気に進むという問題
ではないということ、そのことは御理解をいただきたいなというふうに思っておりますし、
原議員御指摘のとおり、ボランティアであるとかＮＰＯ法人であるとか、こういった団体が
積極的にやっていただくのが一番いいわけでありまして、そういった団体に村がどう支援を
していけるのか、支援をしていくということは、一番私自身は理想的かなというふうに考え
ておるところでございます。
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本村の場合には、比較的若い村でありますし、転入者が多いという特徴がありまして、ボ
ランティア、ＮＰＯ、こういったものがなかなか他の市町村に比べると前に進んでいかない
という悩みもあるわけでありますけれども、そうはいってもそうばかり言っておられません
ので、何とかしていきたいという気持ちは変わっておりません。
場所につきましても、これは本当に問題であります。どこでやっていくのがいいのかとか
いろんなことがあります。一番場所の提供としてしやすいのは、村の公民館改修しましたの
で、村の公民館が利用できないかどうか。この辺も一つの場所の候補となってくるのではな
いかなというふうに考えておりますし、同時に、今度つくりますひまわりの家、共同作業所
にもこういった施設つくってまいります。ただ、あそこは遠いものですから、足をどうする
かということも考えていかなければなりません。その辺も詰めながら、少しでも前に進める
ような方策をつくり出していければというふうに思っております。
議員も指摘されましたように、この格差社会というのはこれからどんどん進んでまいりま
す。食堂だけの問題ではなくて、学力の問題、いわゆる高額所得者のお子さんは塾へどんど
ん通って学力にも差が出てくるという、こういうことも考えていかなければ私はならない時
代だというふうに思っております。そういったことを含めまして、小学校から放課後学習と
いうことを取り入れさせていただきました。これもさらに進め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。
食堂の問題、学力の問題含めて、総体的に底上げができれば理想でありますので、なかな
か前に進んでいかない部分でありますけれども、少しでも前に進むようにさらに努力をして
まいりますので、よろしくお願いをいたします。
教育長のほうから何か補足があれば答弁を申し上げますが、以上です。
議

長（丸山

豊） 清水教育長。

教 育 長（清水 閣成） 今、村長の答弁に、私の立場で少し加えさせていただきたいなと
思っております。
先ほども申し上げましたが、場所の確保ということ、非常にそこがということでございま
す。今、ボランティアの方々、今後どういうふうにしていけばいいか、今月に１回土曜日と
いうことで、８時から１時ぐらいまでの時間帯を活動しているんですけど、平日にはちょっ
とできない、マンパワー的にも。それから回数的なものも、いろんな課題があり、それから
参加される、呼びかける子供さんをどうしていこうかという、そこも大きな課題というふう
になっています。
今、１案としては、つい今週、県のほうから、民間協働子供居場所づくり推進事業という
ことで、信州こどもカフェ運営支援事業、新たな事業が、新聞にも前載っていましたが、新
規事業として、これに今活動しているものを重ねていくことができないか、今後そんなこと
を含めて資金面といいましょうか。村も、先ほど申し上げましたけど、子育てサークル活動
支援補助金を活用していますので、それを重ねていいものか、いろんなものを検討していく
という、そんなことでおりますが、子供たちの今の状況の中で本当できることはということ
で、私もっと考えながら、村長申し上げた放課後学習もそうなんですけども、いろんなこと
をアプローチしながらということを願っています。
あと、やはり地域力、地域の方、ボランティアの方も含めて、放課後学習も地域の方のお
力をいただいているという、そんな状況もございますので、そこもつなぎたい、広げていき
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たいなと、そんなことを思っています。
以上です。
議

長（丸山

４

番（原

豊） 原議員。
悟郎） 大変難しい問題ではあろうかと思いますけども、少しずつ前へ進

めるような形で事業を展開していただければというふうに思います。
続いて、３番目の保育料や教育費の無償化についてお尋ねをいたします。
19年10月より実施されます保育料や20年４月より実施の高等教育無償化については、主体
的は国ですので、確実に実施されることと思います。本来は国の施策ですから国が負担すべ
きと思いますが、当然、最後の、また次年度以降になると自治体負担が求められる仕組みに
なっていくような気がいたします。２歳以下の住民税非課税世帯の子供と３歳以上の全ての
子供の保育料が対象になりますが、未満児の住民税課税世帯や給食費について徴収すること
で無償化でないという思いが保護者たちの中に生まれるのではないかと、こういうふうに思
うわけであります。
その後、2020年４月より低所得者世帯の者であっても、社会で自立し、活躍することがで
きる人材を育成する大学等に就学することができるようにと、高等教育の無償化が始まりま
すが、保育料の無償化とこの高等教育無償化について、村負担がどのようになるのかお尋ね
をいたします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 保育料や教育無償化の問題であります。

まず、高等教育。高等学校の無償化につきましては、これは村ではなく国がやるというこ
とであります。国・県ということでありますので、村の負担というのはありません。問題は、
保育料の無償化であります。３歳から５歳までの全ての子供、それから、ゼロ歳から２歳ま
での当面住民税非課税世帯、これを無償化にするということであります。また、就学前の児
童の発達支援につきましてもあわせて無償化を進めていくとしております。これに沿って進
められてくるんだろうというふうに思っておりますし、もう既に固まっておるところでござ
います。
問題は、これは山積をしております。消費税と地方消費税と地方交付税で賄うということ
であります。平成31年度の10月から半年間は全額国で見るよと、こういうことでありますけ
れども、次の年からは、公立につきましては全て市町村負担という、こういうことになって
おりますので、これは大変だなという思いもあるわけであります。
この保育料の無償化というのは、３歳以上を預けている世帯につきましては、本当に恩恵
があるというふうに思っております。ただ、問題もないことはないわけであります。保育料
というのは所得に応じて保育料が設定されておりますので、所得の高い家庭も所得の低い家
庭も一律に無償化になってくるということ。これは本当に所得が多い世帯ほどメリットが大
きいことになりますので、さらに格差社会が増大をしていくのではないかなという、私自身
はそんな心配もしておるところでございます。しかし、これは国で決まっているということ
でありますので、これはこれでやむを得ないというふうに思っております。
また、一番問題は、その中の給食費、これは無料化の対象にはならないということであり
ます。従来、市町村の場合には、保育料は給食費を含めていただいておりましたので、保育
料と給食費と別に集めていなかったという、こういうことがありますので、この給食費をと
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るということは、これは決まっておりますので、この給食費をとれば、何だ保育料は無料化
にならないじゃないかという、そういう声は出てくる心配はありますけれども、その辺はし
っかり説明をしていく必要があるというふうに思っております。
この給食費の国の基準は月額4,500円ということであります。これを基準にしながらこの
額を熟慮しながら、これから検討がそれぞれ市町村始まってくるものと思います。
その中で、また私も心配なところがあるわけであります。これは、子供の少ないところは
給食費かなり下げられます。うちの場合には、これだけ子供が多くなりますと、これを下げ
ると大変な負担増になるという、この悩みもあるところでございます。その辺も踏まえてし
っかりと検討を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。
ちなみに、年間３歳から５歳までの保育料、現状では9,600万円であります。したがいま
して、給食費をもらわないとするということであれば毎年9,600万円村が払っていかなけれ
ばならない、これはこの村はもちません。したがいまして給食費は徴収をさせていただくと
いうことで今考えておるところであります。
国のほうは、2019年から財政措置、一部は普通交付税で補塡するとしております。と同時
に地方消費税で賄うとされておりますけれども、ただ、地方消費税がどのくらいふえるかと
いうこともまだ今のところ全くわからないところでありますし、地方交付税がどう措置され
るのか、これは普通交付税でありますので、本当にしっかり見ていかなければわからないと
いう部分があるわけであります。普通交付税自体は、交付税総額が減らされれば、交付税措
置をされておると言われても減ってくるわけでありますので、こういったところもしっかり
見詰めていかなければならないなというふうに思っております。
こういった問題含めまして、この６月までにある程度の結論を出していきたいなというふ
うに思っております。また議会と相談をしながらやっていければというふうに思っておりま
すので、よろしくお願いをいたします。
以上です。心配はあるということでありますので。
議

長（丸山

４

番（原

豊） 原議員。
悟郎） これも行政負担が伴うような大変難しい問題でありますけれども、

きちんと方向を決めて取り組んでいただければというふうに思います。
次に、迎える人口減少対策でありますが、平成37年の人口予測１万5,500人が７年近く早
く達成したということですが、２月１日現在は少し減少をしております。ただ、この数字に
こだわるわけではありませんが、今後の村の人口動態はどのようになるのか予測できません
が、また、村内では一部宅地造成等を進めている場所もありますので、若干の社会増はしば
らく続くかもしれません。ただし予定より７年早く目標に達したとしても、その反面、今が
ピークと考えれば、これからは減少していく可能性も高いと思われます。ただ、本村の適正
な人口規模はわかりませんが、多少の減少はやむを得ないが、現状維持で行政を進めるにし
ても、従来どおりの対策だけでよいのか危惧するところであります。
各町村でも人口増を目指していろんな施策を打ち出しております。子育て日本一を早く取
り組み、その施策が定着はしておりますが、町村ごと手厚い施策が競争になっている。中で
も、ばらまきがよいとは思いませんが、村として今まで進めてきた施策をさらに充実して、
安心して妊娠、出産、子育てができるような施策の強化、充実と、高齢者に手厚い村のイメ
ージを高め、そして子供たちが成人になり、村に住みたくなるような魅力ある村づくりを進
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めたらいかがでしょうか。村長の考えをお尋ねいたします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 人口減少対策の御質問であります。

３月１日現在の人口は１万5,487人という状況となっております。一時は１万5,500人行き
ましたけれども、この１月から３月、４月１日がどうなりますか、そこまでは毎年のことで
ありますけれども人口減少いたします。これは転出の時期であります。それ以降ふえてまい
りますので、１万5,500人はことしも達成をしながらさらにふえていくというふうに思って
おります。
本村の人口の将来推計におきましては、2019年から2040年まではふえるということであり
ます。これは、いろんな指数を換算しながら計算をしておりますけれども、私もこれまでは、
そこまでは大丈夫だというふうに思っております。しかし、そこから次は減ってまいります。
ただ、一番心配は、本村の場合は自然増でふやしてきた部分というのはあるわけであります。
40人から60人ぐらいの増加まで自然増がありましたけれども、これも平成29年には３人、平
成30年には１人ということで、本村もいよいよ少子化が始まったというふうに思っておると
ころであります。
自然増は多かったのは、他の自治体に先駆けて子育て支援策充実をさせてきたというとこ
ろでありますけれども、現状で考えますと、もうその子育て支援策も中の下のほうかなとい
う気がしております。イメージダウンは避けていかなければなりませんので、この辺も少し
考えさせていただきたいということで６月までにいろんな考えを出していただき、９月まで
にまとめていければというふうに思っておるところでございます。
私自身は、一番の基本は、子育てにつきましては、いろんな支援策はあると思います。財
政的な支援策、あるいは中身の充実した支援策、相談体制中心とした人的支援策。これを総
合的に組み合わせていかなければならないだろうなというふうには思っておりますけれども、
基本は働きながら子育てができる環境づくり、これが一番だというふうに思っておりますの
で、そのことにはさらに力を入れてまいりたいなというふうに思っております。と同時に、
これからは自然増は期待できないという、こういう状況になってまいりましたので、社会増
を図っていかなければなりません。そこが本村の場合は少し今まではおくれておりました。
というのは、いろんな施設整備に追われて施策が回らなんだということと同時に、これ以上
ふえるとまた大変になるなという思いもありましたけれども、それも一段落しましたので、
いよいよ社会増を図る方策というのを考えていかなければなりません。これは、移住定住の
促進をどうしていくのか。あるいは若者回帰をどうしていくのか。こういったことも考える
時期に来ておりますので、先ほどからも出ておりますように、給付型の奨学金制度、村民を
対象にしながらというようなことを考えたり、あるいは若者が帰ってきやすいような、そん
な施策もしていく必要があるというふうに思っております。
移住定住という部分もやっていかなければなりませんけれども、これはなかなか難しい面
もありますけれども、空き家対策を含めて、あるいは村をＰＲ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。首都圏からという、こういうことが基本になってまいりますの
で、よろしくお願いをしたいと思います。
そういったいろんな施策、これからさらに充実をさせながら選ばれる地域づくり、このこ
とを目指してまいりますので、よろしくお願いをいたします。
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議

長（丸山

４

番（原

豊） 原議員。
悟郎） 移住定住、社会増をふやすということであります。これは、近隣

の町村でも社会増をふやすという目標を持っておるようでございますので、対等な活動をし
ていただければというふうに思っております。
大きな２番です。時間が少ないので答弁も簡単で結構です。私の解釈不足で誤りがありま
した。ちょっと熱にうなされていたせいか、働き方改革で外国人労働者がふえるというのは
誤りで、外国人労働者受け入れ拡大を目指す改正出入国管理法が改正されるということで、
外国人労働者がふえるということで御理解をいただければというふうに思います。
４月より実施されるこの法律に基づいて、最大34万人の外国人が各分野に就労するとされ
ております。県内でも外国人が４年連続増加していることであります。きょうのニュースで
も、上田市とか長野市とか、向こうのほうの都市がそれぞれ外国人をふやしているというこ
とで、今後は介護や建設など14業種が対象で、技術労働者として定着することが考えられま
す。あわせて、上伊那のＤＭＯにより、インバウンドとして外国人観光客の誘致に力を入れ
るということになります。身近に外国人が増加することが考えられますが、ただ、すぐにこ
の南箕輪で人口がふえるということでは思いませんが、将来的に考えて、定住する外国人に
対する村の窓口対応や生活指導、ごみ等の問題や言葉の問題等、どのように対応するのか。
また、ＤＭＯと連携した観光事業を行うには、村あるいは観光協会として取り組むことが
できるのか、その辺についてお尋ねをいたします。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 外国人労働者への対応であります。
まず、ことしの１月１日現在の本村に在住する外国人は317名でございます。ピーク時に

比べますとかなり少なくなってきておりますが、ここ数年は横ばいで推移をしております。
外国人労働者の受け入れということで、この辺が多くなってく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。
窓口対応の件でありますけれども、役場内には多言語に十分対応できる職員がいないとい
う、これは人的な課題もあります。これは御指摘のとおりであります。しかし、通訳がつい
てくる部分がありますので対応は可能であります。ただ、通訳がいないときには職員が工夫
をしながら対応をしております。これは、これから少し力を入れていかなければならないと
思っております。
さらに、ごみの出し方だとか防災マップだとか、いろんな部分につきましては、翻訳をし
た部分で出しておりますので、多言語も入れておりますので、その点はそんな御理解をお願
いしたいというふうに思います。
ＤＭＯでどのぐらいの外国人がふえるかということでありますけれども、本村の場合は余
りその影響はないかなというふうに思っております。観光地と言いましても大芝高原、経ヶ
岳は観光地になるのかどうかという、こんなことでありますので、それは大幅に増加するこ
とはないだろうなというふうに思っておりますが、ただ、介護だとかいろんな分野でふえる
可能性というのはあります。それにどう対応していくかということは、今から十分検討して
いく必要があるなというふうに思っておりますけれども、専門の職員を採用していくわけに
はまいりませんけれども、一例考えられるのは、村内には多言語に精通している方もおるわ
けであります。英語が得意だとか、あるいはほかの多言語が話せるとか、そうした皆さんを
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有償ボランティアとして登録制にしとくことも必要かなというふうに思っております。私の
親戚にも英語が堪能の人がおりまして、英語の部分の文書が来ますと訳してもらっておりま
すけれども、本当に皆さんを有効に使っていくことを考えていきたいなというふうに思って
おります。そうしたことによって、また働きがい、生きがいというのも出てきますので、多
くの人材を生かす方策にもつながってくるのではないかなというふうに思っておるところで
ございます。
また、今すばらしい機械もあるようであります。多言語に対応する、日本語で話すと、何
かすると、私は見たことありませんけれども、英語でしゃべるとか、何語でしゃべるとか、
そんな機械もあるようでありますので、こういったものは庁内へ備えつけておく必要もある
のかなという、そんな必要性も感じたところでございますので、そこら辺につきましても担
当課のほうで検討がなされていくのではないかなというふうに思っております。
以上です。
議

長（丸山

４

番（原

豊） 原議員。
悟郎） 最後に教育長にお尋ねをいたします。

少し飛躍し過ぎた話になるかもしれませんが、先ほど申し上げたように、すぐ外国人がふ
えると思いませんが、定住外国人や観光客が今後ふえることで、小・中学生には何らかのき
っかけによって外国人に何かを学べるチャンスが生まれることもあるのではないかと。そん
な機会を教育の中で取り入れて、少しでも子供が世界に目を向け、世界に羽ばたくような夢
が持てる子供たちが生まれることを期待しております。
そこで、近くには信大農学部の留学生が既に定着しているわけでありますけれども、外国
人との交流の機会を持つような教育は考えられないかお尋ねをいたします。
議

長（丸山

豊） 清水教育長。

教 育 長（清水 閣成） 今、議員チャンスという言葉を使われて、すごく大事な言葉だな
というふうに思っております。現状の中で子供たち非常に、特に南部小ですが、南部小に限
らず、南部小さんには外国人の人がいて、子供たちって外国籍の子だから云々ではなくて非
常に仲間として活動していると。その中で、風習、文化等々の違い。今後大事にされるいわ
ゆる多様化というか、今ダイバーシティ、インクルージョンと言われますけど、そこのとこ
ろを学んでいく機会というのを思っています。
農学部の学生さんとの交流、留学生との交流というのは２年ほど前からちょっと途絶えて
いまして、それまではやられたというふうに聞いています。途絶えた理由としては、やはり
言葉が非常にネックになっているということでありますので、大学との交流については、留
学生のニーズと小・中学校のニーズ、それを重ねる中でまた無理のない国際交流ができれば
いいかなというふうに思っています。多様性を学ぶ、あるいは国際交流を通しながら、議員
描かれる世界に目を向けた子供の育ち、これをうんと期待したいなと思っています。
先ほど、村長も言葉のことで話があったんですけれども、外国籍のお子さんが大勢来た場
合の状況として、大きく観点二つを大事にしていかないといけないなと思っています。一つ
は言葉のこと。今もポルトガル語を中心にしてスタッフが村費で入ってますけども、じゃあ
それ以外の言葉ってなったときにどういうふうに対応できるかなというの、特に南箕輪小と
かに入った場合にどうしていくか。そこら辺も大きな課題になってくるかなというふうに思
っています。
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それから、もう一つが、外国籍のお子さんは就学の義務がないので、そこをどういうふう
に学校に保護者の意向を大事にしながらという、そこも大きな観点かなというふうに思って
おります。外国籍の以前ポルトガルのお子さんの学校が箕輪にあったり、あるいは私伊那に
あったことは知っているんですが、それが今なくなっている状況がございますので、今後そ
このところもどうなるかな、大人の方の日本語指導の教室って今県も国からのあれ受けなが
ら上田と松本に開かれるとか、長野等でもこれが開かれるという話は聞いてますが、日本語
指導教室に関しても文科省の動き、あるいは文化庁とかその辺の動きを見ていく必要がある
かなというふうに思っています。
以上でございます。
議

長（丸山

４

番（原

豊） 原議員。
悟郎） ありがとうございました。冒頭申し上げたとおり、私の一般質問

はこれで終わりますが、最後の質問としては少しお粗末だったかなという反省をしておると
ころであります。
16年間で28回の質問をいたしました。その成果のほどはわかりませんが、職員時代から議
員の間、理事者や職員の皆さんには大変無理なお願いをし、またそこに対応していただき、
心より感謝を申し上げます。
また、議員各位には、16年間いろいろなことがありましたが、おかげさまで私も少しは成
長をさせていただいたかなというふうに思っております。
これからは一村民として、村行政や村議会のますます発展するところを田んぼの土手で眺
めていたいなというふうに思っております。
村行政や村議会のますますの発展するところを期待をしておるところでございます。理事
者、職員、また議員各位のますますの発展、御多幸を御祈念申し上げて、ちょっと最後、い
ろいろ考えたんですが、シンプルに最後を飾りたいなという思いで、以上でございます。
これで、４番、原悟郎の一般質問を終わりといたします。ありがとうございました。
議

長（丸山

豊） これで、４番、原悟郎議員の質問は終わります。

これで一般質問を終わります。
３月15日、最終日の会議は、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しました。本日はこれで散会します。
事務局長（小澤 久人） 御起立願います。お疲れさまでした。礼。〔一同礼〕
議

長（丸山

豊） お疲れさまでした。

散会 午前１１時４０分
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議 事 日 程（第４号）
平成３１年３月１５日（金曜日） 午後３時００分 開議
第１ 議案第18号～議案第19号

提案～質疑

第２ 請願・陳情の採決（審査結果の委員長報告）

質疑～採決

第３ 発議第１号～発議第３号

提案～採決

第４ 議案第１号～５号、７号～11号

討論～採決

第５ 議案第12号～議案第17号（予算特別委員会の審査報告）

質疑～採決

第６ 議案第18号～議案第19号

討論～採決

第７ 諮問

提案～採決

第８ 発言の取り消しの採決
第９ 継続調査事項の採決
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正 弘

隆
浩

会議のてんまつ
平成３１年３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。御着席ください。
〔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名です。定足数に達していますので、これから本日の会議を開
きます。
本日、追加議案及び意見書案が提出されました。それに伴い議会運営委員会が開催されて
いますので、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） こんにちは。
先ほど、議会運営委員会を開催いたしまして、これから申し上げる内容等について決定を
いたしましたので、御報告を申し上げます。
本日、追加議案２件、諮問１件、意見書案３件、発言の取り消し１件、委員会の継続審査
３件が提出をされましたことに伴いまして、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。
追加議案２件、諮問１件、意見書案３件、発言の取り消し１件、委員会の継続審査３件を
本日の会議日程とさせていただきたいと思います。
以上で、議会運営委員会より報告を終わります。よろしくお願いをいたします。
議

長（丸山

豊） 日程第１、追加議案の上程を行います。

議案第18号「平成30年度南箕輪村一般会計補正予算（第９号）」を議題とします。
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）
議

長（丸山

朗読

豊） 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18号「平成30年度南箕輪村一般会計補正予算（第９号）」

について提案理由を申し上げます。
本案は、歳出では、地方創生拠点整備交付金の内示に伴う生涯活躍交流センターの整備費
用と、小中学校空調設備工事の増額が歳入では、地方創生拠点施設整備交付金と村債の補正
が主なものであります。既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ95万円を追加し、歳
入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ66億7,755万4,000円とするものであります。
細部につきましては、副村長及び担当課長から説明申し上げますので、よろしく御審議を
いただき、御決定をお願いをいたします。
議

長（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18号「平成30年度南箕輪村一般会計補正予算（第９号）」

の細部説明を申し上げます。
まず、第１条の歳入歳出予算の補正につきまして、事項別明細書により歳出から御説明を
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申し上げます。
予算書案の11ページをごらんいただきたいと思います。
歳出、２款１項３目、0220財政管理事務の13節で、ふるさと納税業務委託料の増額をお願
いいたします。第１回臨時会で議決をいただきました７号補正で増額したところではござい
ますが、昨年12月以降の寄附が予想を大幅に上回ったことにより不足が生じるものでござい
ます。
次に、12目、0242地域づくり推進事業の11節でございますが、エアー式のまっくんの着ぐ
るみが、これまでの疲労によりまして気密が保てなくなってきております。傷んだ部分の修
繕を行うため追加するものでございます。
次に、12ページの３款民生費、１項１目、0313社会福祉施設整備事業の13節と15節でござ
いますが、全員協議会で御説明をいたしました生涯活躍交流センターの整備に係る設計管理
費及び工事費でございます。国の地方創生拠点整備交付金事業に申請をしておりましたとこ
ろ、このほど採択の内示がございましたので、追加をさせていただきます。既存の障がい者
生きがいセンターと一体的に障がい者の作業所として利用をするほか、多世代が交流する場
として利用ができる施設として整備をするものでございます。
おめくりをいただきまして10款教育費、１項４目、1005教育振興事務も全員協議会のほう
で御説明を申し上げましたが、小中学校３校の空調設備設置工事におきまして、それぞれキ
ュービクル関係で増工が必要となりましたので、増額をお願いするものでございます。
次の14款予備費で歳入歳出調整をさせていただきまして、補正後の予備費の額は１億
5,778万4,000円というふうになります。
次に、歳入でございますが、８ページをごらんをいただきたいと思います。
歳入、16款国庫支出金の２項３目民生費国庫補助金は、生涯活躍交流センターの整備に係
ります地方創生拠点整備交付金を計上するものでございます。補助率が事業費の２分の１と
いうふうになります。
おめくりいただきまして19款寄附金の１項１目一般寄附金は、ふるさと納税分の寄附金の
増額でございます。これによりまして、ふるさと納税分の寄附金の予算額は１億4,400万円
というふうになります。
次に、23款村債の３項３目民生債でございますが、生涯活躍交流センターの整備に係る補
助残の全額が補正予算債の対象となりますので、起債するものでございます。借り入れが10
万円単位となるため端数切り捨てで2,800万円としてございます。償還の50％が交付税措置
をされるものでございます。
また、次の10目教育債でございますが、小中学校空調設備設置事業に係る起債につきまし
て、県から同意通知により借り入れできる額が確定をしてまいりましたので、減額をさせて
いただくものでございます。
この２つの起債につきましては、第３条のほうに規定をいたしまして５ページに、第３表、
地方債補正として詳細を示してございますので、お目通しをお願いいたします。
また、２条の繰越明許費の関係でございますが、４ページのほうに第２表、繰越明許費補
正の表を載せてございます。生涯活躍交流センターの整備事業の追加及び小中学校空調設備
設置事業の変更をお願いを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。
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議

長（丸山

豊） 議案第18号に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
８番、三澤議員。
８

番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

13ページのキュービクルに関する増工であります。入札が済んで、これでということであ
った後で、またこういう増工になったわけでありますけれども、本来ならあり得ないことだ
というふうに思いますが、この設計のときの積算をきちんと教育委員会のほうでどんなふう
な捉え方をしていたのかということと、それから、この業者がほかの設計も担当してきたの
か、その実績などをお聞きしたいと思います。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

伊藤教育次長。
教育次長（伊藤弘美） 設計の関係でございます。
電気の関係ということで、なかなか細かいところまで、こちらも限りなく努力はしてみた
んですけれども、実際には、そういうところで専門の方が見ていただくとやはり落ちがあっ
たということで、実際の新設ではなく改修ということもございますので、その辺の中で、そ
ういった違いがあったということで御理解いただければと思いますので、よろしくお願いい
たします。
議

長（丸山

豊） 平嶋財務課長。

財務課長（平嶋寛秋） この業者さんが、以前に村の仕事を請け負ってるかになりますけど、
ちょっと資料がありませんのであれですけど、私の記憶では、過去にはちょっとなかったと
思います。
以上です。
議

長（丸山

豊） ８番、三澤議員。

８

番（三澤 澄子） 保育園の関係は、この業者さんでいいでしょうか。

議

長（丸山

豊） 平嶋財務課長。

財務課長（平嶋寛秋） 保育園のエアコンについても小中学校の業者さんと同じ業者さんで
あります。
議

長（丸山

豊） よろしいですか。

ほかには、質疑はありませんか。
２番、小坂泰夫議員。
２

番（小坂 泰夫） ２番、小坂です。

１カ所、12ページの生涯活躍交流センター整備工事で、この工事、このセンターができる
ことは本当すばらしいことだと思います。関連してでお答えいただきたいんですけれど、い
わゆる障がい者の皆さんが働いておられる生きがいセンターだと、そこにつくられるので、
障がい者の皆さん働いておられるＢ型だと思いますんで、大変、働いて月にどれだけ稼いで
おられるか、要は、障がい者の皆さんが頑張っておられて、でも毎月のお金になるのは大変
なことなんだということを実態をお聞きしたいということで、月額、いわゆる平均工賃です
けれど、どれくらい社協のＢ型では稼いでおられるか、わかればお尋ねします。わからなか
ったら調べて後ほどでも結構なんですけれど、お願いいたします。
議

長（丸山

豊） 堀健康福祉課長。
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健康福祉課長（堀

正弘） 御質問の件につきましては、御指摘のとおり社協の事業とし

て行っているもので、ちょっと手元に今、資料がありませんので、調べてみます。
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。
１番、加藤議員。
１

番（加藤 泰久） １番、加藤です。

先ほど、三澤議員が質問した小中学校空調設備工事の増工についてでありますが、これは、
南箕輪小学校の47、南部小学校37だとか中学39というような数字が出ている中で、これを設
計した中で容量の積算等は当然行わなければいけないことだと思います。変電設備等にそれ
なりきの変圧器の容量等については、全て設計に入る前から調査をして設計しなきゃいけな
いことであると思います。これは、設計ミスじゃないかというふうに思うわけですが、その
辺はいかがでしょうか。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） 設計業者、かなり件数もあるわけでありますけれども、この設計

につきましては、電気が専門というのは多く含まれていたところであります。そういった関
係の中で、キュービクルにつきましては、当然、電圧は大丈夫だろうという中で設計がなさ
れたということだろうというふうに思っておるところであります。そういったところを考え
れば、もう少し慎重にやっていただきたかったということでございます。
以上です。
議

長（丸山

豊） １番、加藤議員。

１

番（加藤 泰久） そういう設計ミスが認められるというような中で、この設計業者

もお答えの中では、過去にはそういうあれがないということであります。こういう設計ミス
があった場合は、やっぱり設計業者のペナルティーみたいなものが、今後の発注等にかかわ
る中で、ペナルティーとかそういうものというのは、生じるもんでしょうか。
議

長（丸山

豊） 唐木村長。

村

長（唐木 一直） ペナルティーにつきましては、いろんな規定があります。法令に

違反したとか、そういった談合をしただとか、そういった部分でペナルティーは生じるとい
うことであります。そのほかにつきましては、設計業務は指名競争入札ということになって
おりますんで、その中で十分、考慮はなされていくものというふうに考えております。
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。

９番、大熊議員。
９

番（大熊 惠二） ９番、大熊です。

今、エアコンの問題について、幾つか質疑が出ましたが、この完成予定でございますけど、
当初、前倒しをしてできるだけ早いうちに使えるように設備をしたいというお考えを示され
ておりますけど、これによって工事がおくれるとか、そういうような障がいがあるのかない
のか、その辺についての見通しはいかがでしょうか、お尋ねをいたします。
議

長（丸山

豊） 伊藤教育次長。
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教育次長（伊藤弘美） 28日に臨時議会ということでお願いしてございますけれども、その
日にお認めいただければ、今のところ７月の頭ですかね。上旬には間に合うということでお
伺いをしております。
議

長（丸山

豊） よろしいですか。

ほかには、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19号「南箕輪村農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて」を議題と
いたします。
職員に議案を朗読させます。小澤事務局長。
事務局長（小澤 久人）
議

長（丸山

朗読

豊） 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19号「南箕輪村農業委員会委員の任命につき同意を求める

ことについて」提案理由を申し上げます。
農業委員会委員のうち、地区推薦の農業委員に１名の欠員が生じましたので、後任の委員
の任命に当たり、農業委員会等に関する法律の規定に基づき、議会の同意をお願いするもの
であります。
細部につきましては、私のほうから説明申し上げますので、よろしく御審議をいただき、
御決定をお願いをいたします。
それでは、細部も一緒に申し上げます。
議案書をごらんください。
今回、同意をお願いする委員さんにつきましては、氏名、唐木義秋氏、生年月日、昭和27
年９月16日、住所は、長野県上伊那郡南箕輪村5351番地１、区分等につきましては、地区推
薦ということで、南殿区ということでございます。
以上で、細部説明も終わりにいたします。よろしくお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 議案第19号に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。

日程第２、請願・陳情を採決します。
請願・陳情の審査に関し、常任委員長の報告を求めます。
小坂総務経済常任委員長。
総務経済常任委員長（小坂 泰夫） お手元の請願・陳情審査報告書に沿って報告いたしま
す。
総務経済常任委員会に付託の請願・陳情を審査した結果、下記のとおり決定しましたので、
会議規則第91条の規定により報告します。
まず、この今回の審査につきまして、審査日は平成31年３月８日、午後３時から役場第１
委員会室にて、出席委員は委員メンバー５人と議会事務局の小澤局長と行いました。
まず、一番上にあります受付番号平成30年陳情第８号、件名が「消費税率10％への増税中
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止の意見書を提出することを求める陳情書」につきまして、審査結果は不採択です。
この陳情につきましては、後ほど報告します陳情第３号、消費税増税関連の審議とほぼ同
じでございますので、後ほど、陳情第３号のところで申し上げます。
続きまして、陳情第１号「全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の趣旨に基づいて、
地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出する事を求める陳
情書」につきまして、審査結果は採択であります。
まず、審議の内容で、討論としまして、趣旨採択とすべきものの意見として、地位協定を
見直せずにきたのは、対米関係において日本の弱さのあらわれ、普天間からの辺野古移転は
やむを得ず趣旨は賛同できる、というものです。採択すべきものの意見として、地位協定の
見直しに賛成する。駐留米軍による騒音・事件・事故等問題が多い。また、地位協定は撤廃
すべき。世論喚起のため、また北方四島がもし返還されましたら、その後、米軍基地が地位
協定によりまして米国の自由に、例えば基地が北方領土に置かれる懸念があっては、ロシア
からの返還もあり得なくなるなどの意見がありました。不採択とすべきものの意見としては、
辺野古移転は既に進んでいて、地位協定も必要だということです。
採決の経過を報告します。趣旨採択とすべきものは賛成少数１名で否決となりました。次
に、採択すべきものに賛成と反対が同数となりまして、委員会条例第13条第１項の定めによ
り委員長が決するところの採択すべきものに決しました。
後ほど、意見書の提出も行いたいと思っております。賛同いただければと思います。
続きまして、陳情第２号「「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」の採
択を求める陳情書」につきまして、審査結果は採択です。
審議内容を申しますと、まず、審議に当たって、現在、国会等で統計問題が騒がれる中、
陳情書内の各種データ、数値の信憑性について、慎重に調査した上で審議いたしました。討
論としましては、趣旨採択すべきものの意見として、すぐに最低賃金を1,000円に引き上げ
るのは無理があるという意見、続きまして、採択すべきものの意見として、非正規雇用、ワ
ーキング・プアが多く、地域経済再生には最低賃金の引き上げと中小企業支援の拡充が必須
であるというもので、採決の経過は趣旨採択とすべきものは賛成少数１名で否決となり、次
に採択すべきものに賛成多数３名で採択すべきものに決しました。
続きまして、陳情第３号「国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める陳
情書」について、当委員会の審査結果は不採択です。
その討論の内容につきまして、趣旨採択とすべきものの意見として、消費増税の必要性に
賛同するが、軽減税率などの問題も多々ある。採択すべきものの意見として、現経済下での
消費増税は、日本経済に大打撃を与える。増税と軽減の同時執行は公務、民間業務、消費者
いずれにも無駄である。不採択とすべきものの意見として、消費増税は決定事項である。
８％から10％へたった２％上がるだけである、という意見が出ました。
採決としまして、趣旨採択とすべきものは賛成少数１名で否決となりました。次に、採択
すべきものに賛成少数１名で不採択とすべきものと決しました。
それで、先ほど言いました陳情第８号、継続審査となっていた「「消費税率10％への増税
中止の意見書」を提出することを求める陳情書」につきましても、同じ内容でございます。
最後に、陳情第４号「奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税（仮称）で順
次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書」につきまして、審査結果は不採
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択であります。
審議内容、討論は、不採択とすべきものの意見として、陳情書内の皆伐を進める策が書か
れてるんですけれど、皆伐を進める策は、山崩れ、土砂崩れの危険性を生み、現在、日本や
地域の林業は、山に手も入れられない現状なのに、こういった訴えは現実的でないというも
のでした。採決の流れは、継続審査とすべきものが賛成少数１名ありましたが、否決となり
ました。次に、採択すべきものに賛成はなく、不採択とすべきものと決しました。
以上、当委員会の審査結果報告といたします。
議

長（丸山

豊） 委員長報告に対する平成30年陳情第８号「「消費税率10％への増

税中止の意見書」を提出することを求める陳情書」の質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。

平成30年陳情第８号の討論を行います。
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30年陳情第８号を採決します。
この陳情を採択とすることに賛成の方は起立願います。
増税の中止ということでございます。わかりました。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 起立多数です。

したがって、平成30年陳情第８号は採択とすることに決定しました。
委員長報告に対する陳情第１号「全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の趣旨に基
づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出する事を
求める陳情書」の質疑を行います。
質疑はありませんか。
５番、百瀬議員。
５

番（百瀬 輝和） ５番、百瀬です。

１点聞かせてください。
請願・陳情両方だったと思うんですが、こういう地方議会で国の外交面に対する請願だと
か陳情については慎重であるべきで、内容についてはなかなか難しいところがあると思うん
で、そういうものについては、なるべく地方議会とすれば、かかわらないという言い方いけ
ないんですけれども、外交面についてはなかなかわからない部分があるんで、地方議会とし
ては慎重審議をするべきだというようなことだと思いますけれども、その点については、委
員会ではどんなような意見が出たんでしょうか、話し合い。
議

長（丸山

豊） ２番、小坂委員長。

総務経済常任委員長（小坂 泰夫） 百瀬議員の懸念というか心配というかもおっしゃると
おりで、当委員会も最初にいわゆる国防の問題ですね。そして、米軍基地の問題も日本では
難しいことですし、まして日米地位協定ということで、慎重審議は当然のことなんですけれ
ど、結局日米地位協定そのものの、何ていうんですかね、日本の不利さですか、不利な状態
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だというのが、多分、当委員会多くの皆さんのお持ちだった考え方だということで、これに
ついてはそういった審議をいたしました。
以上です。
議

長（丸山

豊） ほかに質疑はありませんか。

〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） これで質疑を終わります。

陳情第１号の討論を行います。
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。

陳情第１号を採決します。
この陳情を採択とすることに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 起立多数です。

したがって、陳情第１号は、委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。
委員長報告に対する陳情第２号「「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見
書」の採択を求める陳情書」の質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔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。
討論はありませんか。
〔討論なし〕
議

長（丸山

豊） 討論なしと認めます。

陳情第２号を採決します。
この陳情を採択とすることに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 起立多数です。

したがって、陳情第２号は、委員長の報告のとおり採択とすることに決定しました。
委員長報告に対する陳情第３号「国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求
める陳情書」の質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。

陳情第３号の討論を行います。
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。

９番、大熊議員。
９

番（大熊 惠二） ちょっと待ってください。これ不採択なんだね。この陳情は。
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議

長（丸山

豊） 不採択と委員長報告はなっております。

９

番（大熊 惠二） 不採択に賛成をするという意見でよろしいですか。

議

長（丸山

９

番（大熊 惠二） 普通、反対討論から入る。

議

長（丸山

豊） 討論ですので、どちらでもあれ。
豊） 反対討論から入ってください。反対討論はありませんか。

ないようですので、どうぞ。
９

番（大熊 惠二） ９番、大熊です。

この不採択に賛成をする立場から討論を行います。
この消費税増税につきましては、もう日本経済10％に照準を合わせて、今、国のほうでも
進んでるわけでありますが、過日、国民負担率というものが財務省から発表をされました。
その中身を見ますと、本年10月に一応消費税が２％増税されるという前提で国民の負担率を
計算をされたものが財務省から発表されました。今、日本の国の借金が1,087兆円という膨
大な金額でございます。その中で、おぎゃあって生まれてきた赤ちゃんにも背中にもう900
万円という借金を背負うという時代に入ってまいりました。そういう中にありまして、この
消費税を上げるべきではないというような意見があるわけですが、国民負担率から見てまい
りますと、いわゆる2019年度、これにつきましては、消費税増税でも消費税は２％上がるわ
けですが、いわゆる国民負担率からいけば微増と0.1％という数字でございます。
御存じのように、国民負担率というのは、どういうものなのかという議論があるわけです
が、これは、税の部分とそれから福祉の部分と別々にあるわけでございまして、これを合わ
せるとヨーロッパ諸国では50％を超えてるのがほとんどであります。日本の場合は、この消
費税10％を計算してやったとしても42.8％と、これが財務省の消費税を上げた後の試算であ
ります。したがいまして、借金を子や孫、ひ孫にまでしょわせていくのかという、このあり
方を問われる大きな問題だと思います。
したがいまして、消費税は本来であれば先進国で10％というのは、非常にまだ低い段階に
あるわけでありまして、その点を考慮しても、もっともっと日本は、現在42.8％の国民負担
率でありますけど、これを50％を超えるまでもっていかないとヨーロッパ並みの福祉もでき
ませんし、先進国とは言えないということでありまして、この消費税を上げることに反対と
いう意見にはくみしないということで、意見として申し上げておきます。
以上です。
議

長（丸山

豊） ほかに討論はありませんか。

８番、三澤議員。
８

番（三澤 澄子） 陳情第３号に対して採択すべきという意見です。

今月７日に発表した１月の景気動向指数であります。内閣府３カ月連続で悪化したという
ふうに景気判断を足踏みから下方への局面変化に引き下げたとしています。これまで、戦後
最長と宣伝してきた景気拡大は、統計不正などで信頼性は揺らぎ、景気動向指数が2.7ポイ
ントのマイナスで、完全失業者は２カ月ぶりの悪化と報道されています。10％増税前に食料
品など既に値上げが相次ぎ、今でもこれ以上削るとこがないほど家計は落ち込んでいます。
ポイント還元も対応できない中小業者からも不安の声、インボイス導入で161万業者が廃業
の危機になると言われています。農業者も課税業者になるとの懸念を示しています。予算審
議の中でも保育料無償化で村費負担増の一方、税収入減が心配されており、10％の増税は一
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旦中止し、暮らし立て直しを優先させるべきだと考えます。
以上を賛成の討論とします。
議

長（丸山

豊） ほかに討論はありませんか。

９

番（大熊 惠二） 議長に申し上げます。

冒頭、反対討論から入るというお話でありました。
議

長（丸山

豊） そうです、間違えました。

９

番（大熊 惠二） 反対討論がないので、不採択に賛成討論を私はさせていただきま

した。後から、反対討論が出ました。これは、議事の進行上、大変まずいことであります。
発言を許すべきではありません。
議

長（丸山

豊） 討論は、原案に対して反対者を先に発言させということでありま

した。たまたまちょっとそこも最初は、私、言わなかったんですけれども、原案に対して反
対の方が先ということでございましたので、この原案について、大熊議員は反対ということ
であったものですから、原案に対しては反対ですから、ルールどおりといいますか、順序ど
おりで、できたと思っております。
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３号を採決いたします。
この陳情を採択とすることに賛成の方は起立願います。
この陳情を増税の中止とすることに賛成の方は起立を願います。
この陳情を採択とすることに賛成の方は起立願います。
この陳情を採択とすることに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 起立少数です。

したがって、陳情第３号は、委員長の報告のとおり不採択とすることに決定しました。
委員長報告に対する陳情第４号「奥山等のスギ・ヒノキ放置人工林を、森林環境譲与税
（仮称）で順次計画的に皆伐を進め、天然林に戻すことを求める陳情書」の質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔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。
討論はありませんか。
〔討論なし〕
議

長（丸山

豊） 討論なしと認めます。

陳情第４号を採決します。
この陳情を採択とすることに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 起立ゼロです。

したがって、陳情第４号は、委員長の報告のとおり不採択とすることに決定しました。
次に、継続審査となっていました福祉教育常任委員会付託の陳情に関し、常任委員長の報
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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） 本委員会に付託の請願・陳情を審査した結果、下記の
とおり決定したので、会議規則第91条の規定により報告します。
平成30年陳情第６号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳
情」、審査結果は採択です。
福祉教育常任委員会の報告をします。
会議は、２月28日本会議終了後、第３委員会室で行いました。
本委員会に付託され、継続審査となっていました平成30年陳情第６号「安全・安心の医
療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情」について、採択すべきものの意見と
して、医療現場では、医師・看護師ともに不足している状況であり、増員は緊急に求められ
ている。不採択とすべきものの意見として、病院経営の中でもっと努力すべき。継続審査と
すべきものの意見として、医療現場が法律等に違反していなくても医療従事者が不足してい
るのか判断がつかないというものがありました。
継続審査とすべきものとの意見があったため、まず、継続審査とすべきものの採決をしま
した。採決の結果、継続審査とすべきものに賛成少数でしたので、改めて採択とすべきもの
の採決をした結果、賛成・反対同数であったため、議会委員会条例第13条第１項の定めによ
り委員長が決するところの採択すべきものと決しました。
以上で、福祉教育常任委員会の報告を終わります。
議

長（丸山

豊） 委員長報告に対する平成30年陳情第６号「安全・安心の医療・介

護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情」の質疑を行います。
質疑はありませんか。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） これで質疑なしと認めます。

これから平成30年陳情第６号の討論を行います。
討論はありませんか。
９番、大熊議員。
９

番（大熊 惠二） ９番、大熊です。

これは、私が所属してる委員会でも議論がありました。この中身等につきまして、これは、
病院といえども民間企業であります。企業内努力を怠ってるかどうかはわかりませんが、や
はり企業内で努力をして医師をふやす看護師をふやす、そういった作業がなされずに、ただ
単に民間企業の努力不足を国の機関に意見書を上げるなんていうことはとんでもないことで
あります。民間企業がもっと努力をして、しっかり取り組んでいくということが一番の原点
だと思います。日本全国の病院が、みんなそうなのかと錯覚を起こすような文章があります
けど、民間企業はもっと努力をして、その中で健全経営をし、患者を安心させるという医療
業務の遂行が特に重要になってまいります。
以上のような意見をもちまして、私は、反対討論といたします。
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。
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平成30年陳情第６号を採決します。
この陳情を採択とすることに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 起立多数です。

したがって、平成30年陳情第６号は、委員長の報告のとおり採択とすることに決定しまし
た。
ここで、陳情第８条が採択と決しましたので、意見書案検討のために暫時休憩といたしま
す。
休憩 午後 ３時４６分
再開 午後 ４時２５分
議

長（丸山

豊） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

日程第３に発議第４号を追加といたします。
意見書案が提出されておりますので、議題といたします。
発議第１号「全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の趣旨に基づいて地方自治の根
幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書」を議題とします。
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）
議

長（丸山

朗読

豊） 本案について提案説明を求めます。

１番、加藤泰久議員。
１

番（加藤 泰久） 発議１号の提案説明を行います。

「全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の趣旨に基づいて地方自治の根幹を脅かす
日米地位協定の見直しを国に求める意見書」ということで、意見書を朗読しながら説明して
いきたいと思います。
全国知事会は、平成30年７月27日に日米安全保障体制と日本を取り巻く課題、米軍基地負
担の現状と負担軽減及び日米地位協定をテーマに研究され、改善すべき課題が確認されまし
た。
国民の生命・財産・領土・領海等を守る立場からも米軍基地負担に関する提言書に記され
た事項を要約して述べます。
１．米軍機による低空飛行訓練等については速やかに事前情報提供を必ず行い、自治体や
地域住民の不安を払拭すること。
次に、２番目として、航空法や環境法令など国内法を原則として米軍にも適用させること。
これは、日本が主権国家でありながらもヘリコプター等の事故が起きても事故調査委員会が
立ち入ることもできないというようなことがあり、これらが地位協定にかかわっているとい
うところであります。
３番目としては、基地の整理、縮小、返還を積極的に促進することについて取り組まれる
ように望みます。
特に日米地位協定は不平等であり、早急な見直しが必要です。
よって、南箕輪村議会は、下記事項を要望します。
このことにつきましても1960年より地位協定については見直しがなされておりません。
記１．日米地位協定の見直しをすること。
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２．地方自治の権限を保証すること。
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。
同意を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。

質疑はありませんか。
〔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「最低賃金の改善と中小企業支援の拡充を求める意見書」を議題とします。
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）
議

長（丸山

朗読

豊） 本案について提案説明を求めます。

４番、原 悟郎議員。
４

番（原

悟郎） 陳情第２号の趣旨説明を申し上げます。

この陳情につきましては、30年３月議会に同様に提出され、採択及び意見書の提出に賛成
多数で採択されており、今回１年ぶりに提出がありました。
内容等、若干の違いがありますが、慎重審議した結果、意見書の提出と決議されましたの
で、その内容について説明いたします。
非正規雇用労働者が全労働者の４割に達し、労働者４人に１人が年収200万円以下という
ワーキング・プアに陥っている状況や、地域別最低賃金で各地で違いがあり、いずれも毎日
フルタイムで働いても手取りが少なく、憲法が保障する健康で文化的な最低限の生活はでき
ない切実な意見もあり、安倍首相は、最低賃金を毎年３％程度引き上げ、加重平均で1,000
円を目指すと、最低賃金の引き上げを進めています、と言われていますが、今すぐ1,000円
に引き上げてほしいとの意見が強く、最低賃金引き上げによることでの、少しでも人間らし
い生活ができると要望しております。
その中で、意見書の下記の５項目を読みまして内容とさせていただきたいと思います。
１．ワーキング・プアをなくすため、政治決断で最低賃金を1,000円に引き上げること。
２．全国一律最低賃金制度の確立など、地域間格差を縮小をさせるための施策を進めるこ
と。
３．中小企業へ支援策を拡充すること。中小企業負担を軽減するための直接支援として、
中小企業とそこで働く労働者の社会保険料負担や税の減免制度などを実現すること。
４．中小企業に対する大企業による優越的地位の濫用、代金の買い叩きや支払い遅延等を
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なくすこと。
５．雇用の創出と安定に資する政策を実施すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。内容でございます。
以上でございます。
議

長（丸山

豊） これから質疑を行います。

質疑はありませんか。
〔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２号を採決します。
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。
発議第３号「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書」を
議題とします。
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）
議

長（丸山

朗読

豊） 本案について提案説明を求めます。

３番、山﨑文直議員。
３

番（山﨑 文直） 御苦労さまです。発議第３号の提案説明を行います。

医療や介護現場での人手不足はいまだに深刻な状態であるということは、多くのところで
認められてるところであります。そこで、このたび、医師や看護師、介護職員の大幅増員、
夜勤改善を図るための対策を講じられるよう、国に対して要望するというものでございます。
記以下を朗読して、説明にかえさせていただきます。
１．医師・看護師・医療技術職・介護職などの夜勤交替制労働における労働環境を改善す
ること。
①１日かつ１勤務の労働時間８時間以内を基本に、労働時間の上限規制や勤務間のインタ
ーバル確保、夜勤回数の制限など、労働環境改善のための規制を設けること。
②夜勤交替制労働者の週労働時間を短縮すること。
③介護施設や有床診療所などで行われている「１人夜勤体制」をなくし、複数夜勤体制と
すること。
２．安全・安心の医療・介護を実現するため、医師・看護師・医療技術職・介護職を増員
すること。
３．患者・利用者の負担軽減をはかること。
以上を、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。
よろしく御審議の上、御賛同をよろしくお願いいたします。
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議

長（丸山

豊） これから質疑を行います。

質疑はありませんか。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。

発議第３号の討論を行います。
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３号を採決します。
発議第３号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 起立多数です。

したがって、発議第３号は原案のとおり可決されました。
発議第４号「消費税率10％への増税中止を求める意見書」を議題とします。
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）
議

長（丸山

朗読

豊） 本案について提案説明を求めます。

８番、三澤議員。
８

番（三澤 澄子） ８番、三澤です。

発議第４号の提案理由を申し上げます。
先ほど、陳情８号が採決されましたので、「消費税10％への増税中止を求める意見書」を
議会で上げることにいたしました。
私たちの暮らしや地域経済は今、大変深刻な状況です。増税と年金カット・医療・介護な
ど社会保障費負担増、そして、実質賃金低下、物価上昇の三重苦のもとで、これ以上節約す
るところがないと悲鳴が上がっています。もちろん、全国各地で相次ぐ大規模自然災害によ
る被災地・被災者の方々への影響もはかり知れないことは言うまでもありません。
税率引き上げと同時に実施を狙う複数税率には、重大な問題があります。飲食料品と週２
回以上発行の新聞代などの一部は税率８％に据え置かれますが、運送費や加工費、広告宣伝
費など10％の分の値段は値上がりします。また８％と10％の線引きは単純ではありません。
そして、2023年に導入されるインボイス（適格請求書）制度は、先ほども申し上げましたけ
れども、地域経済を担う中小業者にとって大きな負担となり、161万人が廃業の危険がある
というふうに言われております。免税業者が商取引から排除されるという重大な問題であり
ます。
日本国憲法は応能負担原則にのっとった税制の確立を要請しています。
今必要なことは消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を
優遇する不公平税制をただすべきです。不要不急の大型公共工事への歳出を減らし、暮らし
や社会保障、地域経済振興優先に税金を使い、内需主導で家計を温める経済政策をとるべき
です。
住民の暮らし、地域経済、地方自治体に深刻な打撃を与える2019年10月の消費税率10％へ
の引き上げは中止することを強く求めます。
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以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。
以上、提案理由です。皆さんの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。

質疑はありませんか。
９番、大熊議員。
９

番（大熊 惠二） ９番、大熊であります。

この意見書の中身等について、お尋ねをいたします。
日本国憲法は、応能負担原則というお話がありました。今、必要なことは、消費税増税で
はなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優遇する不公平税制をただすべ
きですと、不要不急の大型公共事業の歳出を減らすというふうに文言が書かれておりますが、
もう少し具体的に御説明をいただけないでしょうか。国民がわかりやすくなる、どういう税
金の集め方がいいのか、どういう税金の集め方がよくないのか。
それから、大企業や富裕層といいますが、何でも一口に口を開けば大企業、富裕層という
言葉が躍りますが、どういうこの辺が意味を持ってるのか、どこが富裕層なのか、どこが大
企業なのか、大企業のいわゆる定義といいますか、それについてお知らせをいただきたいと
思います。
不要不急の大型公共工事とありますが、どういうものが不要不急なんでしょうか。その辺
の説明をお願いいたします。
2020年には、東京オリンピックもまいります。そういったことで、もう少し具体的にわか
りやすい説明をお願いいたします。
議

長（丸山

豊） 答弁を求めます。

三澤議員。
８

番（三澤 澄子） 今の税金の集め方のところで、大企業の問題ということを今言わ

れました。
この大企業の税金の問題であります。今、具体的にどの範囲とかいうのがちょっとあれな
んですけれども、この間、消費税を今まで導入してきて、税収がふえたかどうかという問題
でありますけれども、それと同じくして今言うように、大企業の優遇税制で消費税増税分が
そっくり消えているというデータがあります。その分は、減税によってふえた利益は企業の
内部留保、12年度から17年度で約92兆円ふえているという報告があります。今、2.5兆円、
１％で上げるわけでありますけれども、その分10％25兆円が、そのまま社会保障に回るわけ
ではないということを言っているわけであります。
また、一貫して大企業に対しては、優遇税制がひかれてきてるということの中で、庶民に
対しては、やはり生活実感が実質賃金が上がっていないというような状況の中で、今回の増
税はやめるべきだということを言っているわけであります。
不要不急という大型公共事業でありますけども、具体的に今ここの中でちょっと申し上げ
ることはできませんが、ちょっとここに書いてないわけでありますけれども、例えばになっ
てしまうとちょっと今の質問と違うかとも思いますけれども、今、戦闘機を27兆円でこれか
ら買っていくというような問題があります。そういうようなところにもメスを入れていって
いただきたいという思いがあるというふうに思います。
いずれにしても地域経済を充実させるには、例えば、医療・介護の部分の充実とか、そう
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いうことの中で地域経済をもう少し温めるような施策をしてもらいたいということで、この
文章を上げているところであります。
済みません。
議

長（丸山

豊） 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） 答弁漏れです。答弁漏れを指摘してください。

議

長（丸山

豊） 税金の集め方、使い方、それと大企業と富裕層の定義みたいなの、

それから不要不急の大型工事を、今の。
８

番（三澤 澄子） 不要不急の、ちょっと今、税金の集め方であります。

研究開発減税などの租税特別措置や配当益金不算入制度、連結納税制度などの大企業優遇
税制を見直すことで４兆円、大株主優遇の証券税制の見直しで1.2兆円、その他所得税や相
続税の最高税率引き上げ、富裕税や為替取引税の創設、被用者保険の限度額引き上げ、軍事
費など歳出の見直しなど、歳入歳出の改革で当面17兆円、将来的には23兆円を確保すること
を提案しています。
大型公共事業というのは、ちょっと具体的に中身についてはちょっとあれですけども、軍
事費のところでは、そんなことで今、申し上げました。
議

長（丸山

豊） よろしいでしょうか。

９番、大熊議員。
９

番（大熊 惠二） 特定政党の新聞を読むとこういうことが書いてあるわけですが、

軍事費では飛行機減らせ、船を減らせというような文言ですけど、そういう考え方が果たし
て日本国が独立国家としてしっかり地に足をつけて国民に安全と命を保証する、そういう国
家として自立していくためには、必要な項目が数多くあるわけであります。一政党のそうい
う一方的な意見だけでこういった意見書は、私は出すべきではないということであります。
何かあれば、飛行機減らせ、何を減らせって、やはり最低、我々末端議会でありますが、国
の議会であります国会でこれらが決まっていくわけです、我々の選んだ議員が。そういう中
で決めていったものに対して、一部のそういう意見が、あたかも正しいような意見として世
の中を闊歩するということは、本来あってはならんことであります。
議

長（丸山

豊） 大熊議員、質疑のほうをお願いいたします。

９

番（大熊 惠二） だから、したがいまして、この公共大型工事という問題について

も不明確でありますし、それから、使い方を見直すというやり方も今の飛行機を減らせとい
うような使い方、これはよくないというこういう御意見でありますけど、いわゆる富裕層、
やっぱり頑張った人が報われる、そういう世の中にしていかなきゃならんと思うんですね。
黙ってて裕福になる方はいないわけでして、みんな努力をして裕福になろうと、そういう努
力をしていくわけですから、むしろそういったものを巻き込んで、やはり日本の税制という
ものは考えていかなきゃならん。先ほども私は、国民負担率のことで申し上げましたが、消
費税10％ということは、自民党が政権から落ちたときでも野田総理のもとで10％ということ
は、もう閣議決定にもなっておりますし、そういう方向で今、日本は消費税10％、本年10月
から実施ということで、全てが進んでるという理解を私はしております。
したがいまして、この文章の中身については、とても納得できるものではありません。
以上です。
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もう一度、説明をお願いいたします。
議

長（丸山

豊）

２番、小坂議員。

２

番（小坂 泰夫） 議事の進行についてのちょっと意見というか、申し上げたいんで

すけど、よろしいですか。
議

長（丸山

豊）

簡潔にお願いいたします。

２

番（小坂 泰夫） 発言内容の制限という会議規則52条３項に、議長は質疑に当たっ

ては、ごめんなさい、議長じゃない議員はです、ごめんなさい。議員は、質疑に当たっては
自己の意見を述べることができないと、当然わかっておられる議員さんの集まりだと思いま
すので、よろしくお願いします。
議

長（丸山

豊）

そのようにお願いいたします。

ここでちょっと連絡いたします。
会議が午後５時までに終了しないことが見込まれますので、あらかじめ延長することをこ
こで宣告しておきます。
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。

発議第４号の討論を行います。
討論はありませんか。
５番、百瀬議員。
５

番（百瀬 輝和） 百瀬です。

済みません。この南箕輪の議会として出す意見書になってるわけです、今、この発議第４
号なんですけれども、その前の陳情審議の中で、同じ内容の陳情第３号については、不採択
されているわけです。継続審議になってた陳情第８号が採択されて、暫時休憩をしながら、
この意見書をつくってきたということなんですけれども、本当に南箕輪議会としてどう対処
するかという、私はその点が非常にはてなが今回ついたわけなんですけれども、この意見書
の内容について、やはり時間がなかった面もあると思いますけれども、中身については、非
常に私は、この南箕輪議会として出す意見書がこれでいいのかというふうに思います。やは
り、しっかりと陳情にしても請願にして、議会として深掘りをしながら一人一人の議員が、
違う意見を持っているのはいいと思います。その中でしっかりとそれについて深掘りをしな
がら意見を言って、ただ出てきたものを表面的に、ああそうだよねで済ませるようなことが
ないような形、また、同じものが出てる中で、一つは不採択、一つは採決、これは非常に私
は、どう考えたらいいかという、ちょっと不適切な言葉を使っちゃいけないもんですから注
意しますけれども、非常に今回は、私とすれば、はてなの意見書になってるなということで、
これには私は反対させていただきます。
議

長（丸山

豊） ほかに討論はありませんか。

〔討論なし〕
議

長（丸山

豊） これで討論は終わります。

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

長（丸山

豊） 起立多数です。

したがって、発議第４号は原案のとおり可決されました。
ここで、先ほど小坂議員の質問に対しまして、生きがいセンターの月額平均工賃について
質問がありました。これについて報告してください。
堀健康福祉課長。
健康福祉課長（堀

正弘） それでは、先ほど小坂議員から御指摘があった件であります

が、障がいの内容によって個人差はありますけれども、平均しますと１人月２万円が工賃と
して支払われてるという状況であります。
以上です。
議

長（丸山

豊） よろしいですか。

日程第４、議案に対する討論、採決を行います。
議案第１号「南箕輪村職員定数条例の一部を改正する条例」の討論を行います。
討論はありませんか。
〔討論なし〕
議

長（丸山

豊） 討論なしと認めます。

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

長（丸山

豊） 起立全員です。

したがって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。
議案第２号「南箕輪村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例及び南箕輪村特別
職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」の討論を行
います。
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。

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

長（丸山

豊） 起立全員です。

したがって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。
議案第３号「南箕輪村指定地域密着型サービスの事業の人員、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。
討論はありませんか。
〔討論なし〕
議

長（丸山

豊） 討論なしと認めます。

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

長（丸山

豊） 全員起立です。
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したがって、議案第３号は、原案のとおり可決されました。
議案第４号「南箕輪村布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資
格基準に関する条例の一部を改正する条例」の討論を行います。
討論はありませんか。
〔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） 起立全員です。

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「南箕輪村いじめ問題対策連絡協議会等条例」の討論を行います。
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。

議案第５号を採決します。
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） 起立全員です。

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７号「平成30年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算（第３号）」の討論を行
います。
討論はありませんか。
〔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） 起立全員です。

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年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）」の討論
を行います。
討論はありませんか。
〔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） 起立全員です。

したがって、議案第８号は、原案のとおり可決されました。
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議案第９号「平成30年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）」の討論を
行います。
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。

議案第９号を採決します。
議案第９号は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 起立全員です。

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「平成30年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第３号）」の討論を行います。
討論はありませんか。
〔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） 起立全員です。

したがって、議案第10号は、原案のとおり可決されました。
議案第11号「平成30年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第３号）」の討論を行います。
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。

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

長（丸山

豊） 起立全員です。

したがって、議案第11号は、原案のとおり可決されました。
日程第５、議案第12号から議案第17号までは、予算特別委員会に付託されていますので、
ここで委員長の報告を求めます。
小坂予算特別委員長。
予算特別委員長（小坂 泰夫） 予算特別委員長報告をいたします。
予算特別委員会に付託されました議案第12号から議案第17号までの６議案について、会議
規則第74条の規定により、ここで審査の結果を報告します。
時間の都合上、早口になることを御容赦ください。
議案第12号「平成31年度南箕輪村一般会計予算」は、審査の結果、原案どおり可決すべき
ものと決しました。
議案第13号「平成31年度南箕輪村介護保険事業特別会計予算」は、審査の結果、原案可決。
議案第14号「平成31年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計予算」は、審査の結果、原案
可決。
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議案第15号「平成31年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計予算」は、審査の結果、原案可
決。
議案第16号「平成31年度南箕輪村水道事業会計予算」は、審査の結果、原案可決。
議案第17号「平成31年度南箕輪村下水道事業会計予算」は、審査の結果、原案可決すべき
ものと決しました。
なお、審査の過程において出された意見、要望等は、今後の予算執行に十分反映し、適切
で効率的な行財政運営を図られるよう望みます。
以上で、予算特別委員会の報告を終わります。
議

長（丸山

豊） ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。

議案第12号「平成31年度南箕輪村一般会計予算」の討論を行います。
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。

議案第12号を採決します。
議案第12号に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長の報告のとおり決定する
ことに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 起立全員です。

したがって、議案第12号は、原案のとおり可決されました。
議案第13号「平成31年度南箕輪村介護保険事業特別会計予算」の討論を行います。
討論はありませんか。
〔討論なし〕
議

長（丸山

豊） 討論なしと認めます。

議案第13号を採決します。
議案第13号に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長の報告のとおり決定する
ことに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 起立全員です。

したがって、議案第13号は、原案のとおり可決されました。
議案第14号「平成31年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計予算」の討論を行います。
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。

議案第14号を採決します。
議案第14号に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長の報告のとおり決定する
ことに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
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議

長（丸山

豊） 起立全員です。

したがって、議案第14号は、原案のとおり可決されました。
議案第15号「平成31年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計予算」の討論を行います。
討論はありませんか。
〔討論なし〕
議

長（丸山

豊） 討論なしと認めます。

議案第15号を採決します。
議案第15号に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長の報告のとおり決定する
ことに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 起立全員です。

したがって、議案第15号は、原案のとおり可決されました。
議案第16号「平成31年度南箕輪村水道事業会計予算」の討論を行います。
討論はありませんか。
〔討論なし〕
議

長（丸山

豊） 討論なしと認めます。

議案第16号を採決します。
議案第16号に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長の報告のとおり決定する
ことに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 起立全員です。

したがって、議案第16号は、原案のとおり可決されました。
議案第17号「平成31年度南箕輪村下水道事業会計予算」の討論を行います。
討論はありませんか。
〔討論なし〕
議

長（丸山

豊） 討論なしと認めます。

議案第17号を採決します。
議案第17号に対する委員長の報告は原案可決です。本案は委員長の報告のとおり決定する
ことに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 起立全員です。

したがって、議案第17号は、原案のとおり可決されました。
日程第６、引き続き、議案に対する討論、採決を行います。
議案第18号「平成30年度南箕輪村一般会計補正予算（第９号）」の討論を行います。
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。

議案第18号を採決します。
議案第18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） 起立全員です。

したがって、議案第18号は、原案のとおり可決されました。
議案第19号「南箕輪村農業委員会委員の任命につき同意を求めることについて」の討論を
行います。
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。

議案第19号を採決します。
議案第19号に、同意することに賛成の方は起立願います。
〔賛成者起立〕
議

長（丸山

豊） 起立全員です。

したがって、議案第19号は、同意することに決定しました。
日程第７、諮問「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」を議題とします。
本件につきましては、村長から配付資料のとおり議会に意見を求められております。本件
について説明を求めます。
唐木村長。
村

長（唐木 一直） 「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」の説明

を申し上げます。
人権擁護委員の委嘱につきましては、法務大臣により行われておりますが、人権擁護委員
法の規定により、市町村長は法務大臣に対し人権擁護について理解がある者を議会の意見を
お聞きして推薦しなければならないとされております。
今回１名の委員が、本年６月末をもって任期満了となるため、長野地方法務局長から次期
委員候補者の推薦依頼がありました。つきまして、現人権擁護委員であります小椋信子氏の
後任として、沢尻の桑原たか子氏を推薦してまいりたく、御意見をお聞きするものでありま
す。
お手元の資料をごらんをいただきたいと思います。
推薦する方は、桑原たか子氏であります。生年月日は昭和25年２月15日、満69歳、住所は
上伊那郡南箕輪村9305番地１であります。経歴等につきましては、資料の経歴書をごらんく
ださい。
桑原氏は、長年村の社会福祉協議会に勤務され、社会福祉士、介護福祉士などの資格を有
し、またボランティア活動にも積極的に参加するなど、特に高齢者や障がい者とのかかわり
は深く、人権擁護委員として適正適任であると考えております。現在、村赤十字奉仕団委員
長を務められており、人格、見識とも高く、人権擁護委員としてふさわしい方でありますの
で、新たに推薦させていただきたく思います。よろしくお願いをいたします。
議

長（丸山

豊） 本件に対する質疑を行います。

質疑はありませんか。
〔質疑なし〕
議

長（丸山

豊） 質疑なしと認めます。

これから本件に対する討論を行います。
討論はありませんか。
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〔討論なし〕
議

長（丸山

豊） 討論なしと認めます。

お諮りします。
本件につきまして、原案を適任者とする意見に決することに御異議ありませんか。
〔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。

「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」は、原案を適任者とする意見に
決定いたしました。
日程第８、発言取消申出書が提出されていますので、議題とします。
３月12日の会議での唐澤由江議員の発言において、不適切な部分がありましたので、会議
規則第62条の規定によって、お手元にお配りしました発言取消申出書に記載した部分を取り
消したいと申し出がありました。
お諮りします。
これを許可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、唐澤由江議員からの発言取り消しの申し出を許可することに決定いたしまし
た。
日程第９、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。
お諮りします。
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ありませんか。
〔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しました。
以上で、本日の日程は全て終了しました。
会議を閉じます。
ここで村政の発展のため、長い間御尽力をいただきました平嶋寛秋財務課長、小澤久人議
会事務局長が、今月をもって退職されます。退職に当たり、一言、御挨拶をお願いいたしま
す。
初めに、平嶋寛秋財務課長ですが、昭和57年に役場に奉職され、37年間の勤務で財務課長
を最後に退職されます。
それでは、平嶋課長、お願いいたします。
財務課長（平嶋寛秋） ただいま議長の許可がありましたので、本議会中の貴重なお時間を
頂戴しまして、退職に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。
役場に奉職以来、理事者を初め多くの先輩や後輩の方々に支えられ、大過なく職務を全う
することができ、人生の大きな節目であります退職の日を間もなく迎えられますことは、感
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無量であり、本当にお世話になった方々に感謝の気持ちでいっぱいであります。
また、議員の皆様には、御指導、御鞭撻を賜りまして厚く御礼を申し上げます。
最後になりますが、南箕輪村のますますの発展と議員の皆様の御健康とこれからますます
の御活躍を御祈念申し上げまして、簡単ではありますが、御礼の挨拶とさせていただきます。
本当に長い間、ありがとうございました。
議

長（丸山

豊） 御苦労さまでした。

次に、小澤久人議会事務局長は、昭和54年に役場に奉職され、40年間の勤務で議会事務局
長を最後に退職されます。
それでは、小澤局長お願いいたします。
事務局長（小澤 久人） このたびは、貴重な時間をいただきありがとうございます。
40年間の勤務の区切りとして、定年まで２年ほど残しておりますけれども、退職をさせて
いただくことにいたしました。
この最後の１年を議会事務局として議員の皆様におつき合いをさせていただきありがとう
ございました。至らぬ事務局長として、議長を初め議員の皆様には御迷惑をおかけしたこと
を心苦しく思っておるところでございます。
一昨日、原議員の一般質問にもございましたけれども、私は、今後も畑の中や田んぼの土
手から議会の皆様の御活躍を見詰めていきたいと存じております。
今回最後の議会ではありませんけれども、感謝を申し上げ挨拶といたします。
議

長（丸山

豊） 挨拶をいただきました２名の課長、局長につきましては、退職さ

れましても引き続き村政に御理解、御協力をお願いいたします。
長い間、大変お疲れさまでした。
ここで、村長の挨拶を求めます。
唐木村長。
村

長（唐木 一直） ３月定例会、16日間の会期、お疲れさまでした。また、全議案、

原案どおりお認めをいただきましてありがとうございました。議案審議や連合審査、一般質
問でいただきましたさまざまな御意見、御提言は、今後の行政執行に生かしてまいります。
特に、平成31年度の各会計予算が成立をいたしました。予算編成方針に基づき、また第５
次総合計画、村創生総合戦略の着実な推進に努めるとともに、村の発展や村民福祉の向上、
子育て教育の充実に向け努力をしてまいります。
さらに、繰越明許事業となっております小中学校保育園の冷房施設の整備や授業や園生活
などをやりながらの工事となってまいりますが、困難性もあるところです。安全性に最大限
の配慮をしながら、万全を期してまいります。
平成30年度もあと半月余りとなってまいりました。しっかりと年度の締めくくりができる
よう尽くしてまいります。
さて、議員各位には、今任期最後の定例会が閉会となります。平成27年４月から４年間、
村の発展や地域の活性化、村民福祉の向上等と村の代表として御活躍をいただく中、また、
さまざまな建設的な御意見、御提言をいただき、村政発展のもとを築いていただきました。
議員各位の御理解と御協力によりまして、人口も増加しながら全国的に注目をされる村に、
また選ばれる村になりましたことにお礼を申し上げます。
この４年間は、人口増加、特に児童生徒数の増加の対応に追われた４年間となりました。
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南原保育園の増改築事業を初め、各保育園の増改築事業、生涯学習センターの建設、南部小
学校の増築を初め、学校施設の増改築、村民体育館、屋内運動場の改修、大芝関連施設の改
築等により大芝高原道の駅の開駅、そして４年間最大の事業でありましたこども館の建設事
業等々、多くのハード事業を実施することができました。特に、こども館は多くの事業を実
施する中で、利用者数もふえ確実に南箕輪版ネウボラに近づいてきております。
また、村の元気と活力の源となっておりますことは、ありがたいことであります。
また、地方創生関連事業も成果を上げてきております。特に、子育て女性再就職トータル
サポート事業は、その効果も大きく、私の信念であります働きながら子育てのできる環境づ
くりを支えていただいております。
こうした事業の推進ができましたのも、議員各位の村に対する熱い思いのあらわれであり、
重ねてお礼を申し上げます。
振り返ってみれば、切りがありませんが、何より議員の皆さんと村のため村民のために議
論ができましたこと、また信頼関係ができましたことは、本当にありがたかったなというふ
うに思っております。
さて、今期を最後に引退をなされる方、また来期に臨まれる方、道は分かれますが、それ
ぞれの立場で御活躍をお願いをいたします。来期に臨まれる方は、再び村の発展のために議
論できますことを願っております。
意を尽くせませんが、お礼の御挨拶とさせていただきます。４年間の御協力に感謝を申し
上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。
ありがとうございました。
議

長（丸山

豊） これをもって、平成31年第１回南箕輪村議会定例会を閉会します。

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 ５時２０分
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会議の経過の記載に相違なきことを証するためにここに署名する。

南箕輪村議会議長

南箕輪村議会議員

南箕輪村議会議員
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