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会議のてんまつ 

令和元年６月３日    午前９時００分 開会 

 

事務局長（松沢 さゆり） 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」〕御着席ください。〔一同着席〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまです。 

 気持ちのよい爽やかな朝を迎えております。新元号が令和となりました。令和とは秩序あ

る平和な世の中を願いながら、国民一人一人が個性を発揮し、夢を実現する時代という思い

が込められているとのことであります。 

 幅広い世代による初めての定例議会でございます。令和の幕あけにふさわしい活発な議論

が展開されることを願うところです。 

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

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

きます。 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第122条の規定により、３番、原 源次議員、４番、藤城栄

文議員を指名します。 

 日程第２、会期決定の件を議題といたします。 

 過日、議会運営委員会が開催されていますので、議会運営委員長の報告を求めます。 

 山﨑議会運営委員長。 

議会運営委員長（山﨑 文直） おはようございます。 

 議会運営委員会の報告をいたします。 

 本日招集されました令和元年第２回南箕輪村議会定例会の会期日程等について、過日、議

会運営委員会を開催をいたしました。次のように決定しましたので、報告いたします。 

 本定例会に付議された事件は、議案が８件、報告が３件であります。請願・陳情は、請願

が３件、陳情が５件が提出されております。 

 会期は、本日６月３日から６月14日までの12日間とし、この間で４日から11日まで本会議

を休会といたします。 

 また、最終日、14日の開会時刻は午後３時を予定をしています。 

 以上で、議会運営委員会の報告を終わります。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６月14日までの12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。 

 唐木村長。 

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

 令和元年第２回議会定例会を招集を申し上げましたところ、議員全員の御出席をいただき

開会できますことに、お礼を申し上げます。 

 また、今議会は新たな議会構成がされてから初の定例会となりますので、よろしくお願い

をいたします。 

 さて、ことしの４月、５月の天候は比較的穏やかに推移をいたしました。５月末には真夏

日を思わせるような暑い日もありましたが、無事田植えも終わり、水田が青々と育ってまい

りました。なお、４月10日には、季節外れの今期最高の積雪に見舞われ、咲き始めた桜と雪

の共演に驚かされました。また、遅霜の影響によりまして、果樹や野菜に被害が発生をして

しまいました。これから、梅雨の時期を迎え、異常気象による突発的な自然災害も危惧され

ますが、万全な防災対策を講じながら、秋には実りの秋を迎えられますことを、また大きな

災害もなく、平穏な年になることを願っておるところであります。 

 最初に、景気の動向を申し上げます。 

 内閣府が発表した１月から３月期の国内総生産速報値は、物価変動を除く実績で前期比

0.5％の増、このペースが１年続くと仮定した年率換算は2.1％の増となり、２四半期連続の

プラス成長でありました。ただ、アメリカの貿易摩擦を抱える中国経済の鈍化で輸出が振る

わず、内需も企業の設備投資と個人消費が減少に転じて停滞し、内需の弱さに伴い、輸入が

落ち込んだことによる計算上でのかさ上げ効果によることから、実態は勢いを欠いたという

ことではないかと思っております。 

 また、その後に発表されました５月の経済報告では、総括判断を引き下げ、輸出や生産の

弱さが続いているものの、緩やかに回復しているとし、４月までの判断から後退した表現と

なっております。 

 いずれにしましても、米中の貿易戦争の長期化やイギリスのＥＵ離脱にかかわる政情の昏

迷等、世界経済情勢の動向による影響は不透明であり、景気の先行きを注視をしていく必要

があります。 

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

として、生産の一部に弱めの動きが見られるものの、緩やかに拡大しているとの表現がされ、

一昨年からことし３月まで連続していた緩やかに拡大しているから若干景気後退ぎみの表現

となりました。 

 伊那谷の景気動向を見ますと、総合的には良好感は落ち込み、来期では今期と同様の落ち

込み幅が予測されているとのことであります。今後の動向を十分注視をしながら、後退傾向

が長引かずに改善することを期待をしているところであります。 

 さて、本年度は、４月末に平成が幕を閉じ、５月から令和の新たな時代が開幕するという

節目の年度として２カ月が経過をしました。年度当初の人事異動等による慌ただしさも落ち

つき、事業執行も順調に推進をしているところであります。 

 ５月31日をもちまして、企業会計を除く平成30年度の一般会計・特別会計が出納閉鎖とな

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

での概算見込みでありますが、これは現時点の本当の概算であります。若干、数字的な面を

申し上げます。この数値は、若干変動する、そんなことは御理解いただきたいと思います。 

 歳入では65億5,800万円、また歳出では60億7,600万円を見込んでおります。よって、差し
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引きで約４億8,200万円となりますが、このうち、前年度からの繰り越し一般財源が１億

5,700万円ほどありますので、実質の繰越額といたしましては、３億2,500万円を見込んでい

るところであります。なお、この数字につきましても、今年度の当初予算で繰越金を２億円

として計上しておりますので、差し引きますと１億2,500万円余りの余裕財源となるものと

見込んでおります。 

 このところ、この差し引きの繰り越し財源というのは年々少なくなっており、その分、財

政状況の厳しさがあらわれてきているんではないかと思っておるところであります。 

 また、税収は約22億8,200万円で前年度より１億1,200万円余りの増となる見込みでありま

す。 

 本当に税収につきましては、昨年度は順調に伸びたという、こんな感がしておるところで

ございます。 

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

がら９月議会で対応をしてまいりたいと思っております。できることであれば、給食関係施

設の増改築を見据え、学校改築基金への積み増しが少しでもできればと考えておるところで

あります。 

 また、ふるさと納税の対象となる地方団体の指定でありますが、５月14日付で正式に総務

大臣から指定通知がありましたので、報告とさせていただきます。 

 平成30年度の本村へのふるさと納税は、１万3,610件、１億4,795万5,000円で、29年度の

１万1,525件、１億3,569万円を件数で2,085件、金額で1,226万5,000円上回る結果となり、

大変ありがたい状況となったところであります。 

 さて、次に本村の人口動態を申し上げます。 

 平成31年４月１日の総人口は１万5,463人となり、１年間で81人の増加となりました。５

月１日には１万5,492人となり、引き続き増加をしております。住宅地の分譲も継続して見

受けられ、しばらくは人口増の状況は続くと思われます。 

 ６月１日現在の数値が朝方といいますか、この議会が始まる前に報告を受けたところであ

ります。６月１日現在では１万5,532人で、前月より40人の増加ということになりました。

これはいっとき、１万5,500人の第５次総合計画の基本構想の人口、本当に１カ月だけ、１

人だか、２人だったか、超しましたけれども、それ以後１万5,500人を割り込んでおりまし

たけれども、この６月１日に１万5,532人ということで、以後は、当面は割り込むことはな

いだろうという、こういうことであります。平成37年ですね、令和になりましたけども、ち

ょっと、第５次の基本構想につきましては、平成37年ということになっております。それに

１万5,500人という人口目標を設定いたしましたので、本当に１万5,532人ということは、こ

の時代、ありがたいなという数値となっておるところでございます。 

 また、県が発表しました人口動態によりますと、本村の高齢化率では23.5％と最も低く、

年少人口の割合も県内最高の16.1％となり、引き続き県下で最も若い村を堅持をしておると

ころでございます。こういったことが、やはり南箕輪村の特徴であり、村の活力、元気の源

となっております。こういった状況はどのくらい続くかということは不透明でありますけれ

ども、できるだけこういった若い皆さんの活力を引き出しながら、これからの村政運営をや

っていく必要があるだろうというふうに思っておるところでございます。 

 今議会でも象徴されますように、若い議員の皆さんが誕生しております。こういったこと
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を見ますと、本村はやはり若い力の原動力という、このことを大切にしないかなければなら

ないんだろうなというふうに私自身も感じておるところであります。 

 続きまして、地方創生関連事業でありますが、子育て女性再就職支援事業による再就職者

数は事業開始から２年半が過ぎましたが、本年４月までに130名に上り、順調な成果を上げ

てきておるところであります。３月18日、19日、22日の３日間には、若者回帰・定住増進支

援事業として、就職活動中の大学生、高校生及びその保護者を対象に、企業見学ツアーを開

催し、12社の企業を延べ23名の学生、保護者が見学をしました。参加した多くの学生から、

実際に企業を見学してみて、説明会だけではわからないことや、職場の雰囲気がわかってよ

かったという声をいただいたところであります。 

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

回帰・定住増進支援事業等を実施をしてまいります。 

 県事業であります元気づくりの支援金につきましては、本年度南箕輪村フラッグフットボ

ール感謝祭が事業採択となりましたので、昨年に引き続き７月に全国から集まった小学生に

よるフラッグフットボール小学生東西選抜大会等を大芝公園内の屋内運動場で開催する予定

となっております。 

 また、村観光協会が申請しました事業、マウンテンバイクプロジェクト事業ｉｎ南箕輪も

採択となりましたので、大芝村有林内に仮設コースを整備して、７月、８月、９月、マウン

テンバイクフェスを開催をする予定としております。 

 宝くじの助成事業でありますコミュニティ助成事業では、大泉囃子保存会の三味線等々に

かかわる経費、大芝自主防災会の多目的物置、災害用浄水器等にかかわる経費への助成が決

まってまいりました。 

 消防・防災関係では、今月中に消防団第４分団第２部、南原の多目的消防車両及び小型ポ

ンプの更新業務の発注を行い、消防・防災体制の充実を図ってまいります。 

 なお、この更新業務につきましては、議会の議決に付すべき財産の取得となります。議会

開会中の入札を予定しておりますので、入札の結果によりましては、議会最終日に提案をさ

せていただきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 また、昨年から見直しもしております防災マップも縮尺を拡大して、より見やすく、２冊

に分かれてしまいましたが、５月の広報紙の配布に合わせまして、該当地域ごとに全戸配布

をさせていただきました。村民の皆さん一人一人が自分の命は自分で守るという意識を持ち、

事前に必要な情報を確認され、いざというときには、まず危険箇所を避けて逃げていただき、

身の安全を確保できる行動をとられますよう、有効に活用していただくことを願っておると

ころであります。 

 村内巡回バス、まっくんバスについてであります。 

 平成15年より運行しておりました１台目のバスも予定どおり３月に更新をすることができ、

４月よりノンステップ型小型バス２台体制で運行をしております。平成30年度の乗車状況で

ありますが、乗車人数の合計は１万3,479名で、昨年度に比べ、プラス5.2％、667名の増加

という状況でありました。 

 この要因といたしましては、昨年４月から75歳以上の高齢者を無料としたことや、伊那本

線バスや周辺市町への路線バスと連携しながら実施してきている無料乗り放題デーの実施が

考えられます。今後も引き続き利便性の向上及び利用促進を図ってまいります。 
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 高齢者の足の問題、本当にこれから高齢化社会になればなるほど、深刻な問題になるとい

うふうに捉えております。よりよい高齢者の足の確保、これは模索をし続けるという、この

ことが求められておりますので、引き続き模索はしてまいります。いろんなことを組み合わ

せながら、より有効な方法があればというふうに考えておるところでございます。 

 次に、伊那地域定住自立圏関係についてでありますが、伊那本線の平成30年度の乗車人員

の合計は２万319名でありました。運行当初である29年度は１万7,005名、平均して１便当た

り3.34名の利用でありましたが、徐々に増加している状況であります。平成30年度の１便当

たりの乗車人数は4.95名という状況であります。伊那本線も住民の方に認知されてきている

のではないかと考えておりますが、今後も引き続き３市町村で連携・複合し、利用者の増加

を図ってまいりたいと考えております。 

 また、空き家バンクサイト、伊那地域空き家バンクの村内の物件は、現在売却物件６件を

サイト上で公開中であります。今後も利活用できる空き家等の洗い出しを精力的に行い、物

件の増加を図ってまいりたいと考えております。 

 村の三大イベントの一つであります５月18日に開催しました経ヶ岳バーティカルリミット

でありますが、今年は第５回の節目を迎え、選手以外の御家族や友人や、大芝高原に来てい

ただいた一般の方々にも楽しんでもらえるよう、健康と癒しの広場を行いました。スラック

ラインやスタンプラリーで森林浴を楽しんでもらい、体幹を鍛え、代謝をアップするピラテ

ィス、疲れた体を癒やすマッサージなどをボディーケアブース、生協病院による健康チェッ

クなどもあり、大勢の方々に新緑の美しい大芝高原を満喫をしていただきました。今年のバ

ーティカルリミットには、登録者数は1,000人を超えましたけれども、実際の参加者は全国

から884名の参加ということとなりました。 

 ４月の季節外れの雪の影響で９合目付近から上には雪が多く残っていたため、９合目で折

り返すコースに変更し、２キロメートル短縮することになってしまいましたが、晴天の下、

ロング19キロメートルには522名が参加し、521名が完走しました。静岡県から参加した選手

が３回目の挑戦で初めて優勝し、喜びを爆発をさせておりました。ショート12キロでは266

名が参加し、264名が完走しました。キッズの部では97名の参加があり、大会を盛り上げて

いただきました。 

 ゴールした選手は一様に完走した達成感と満足感にあふれて、いい表情をしておりました。

また、多くのボランティアの皆さんの協力もあり、多くの選手から地元の皆さんの歓迎ぶり

を評価する声が聞かれました。来年も参加したいという感想が聞かれ、よい大会となりまし

た。 

 おかげさまで晴天にも恵まれ、大芝高原は選手初め、選手の家族や応援の大勢の人たちで

にぎわうことができました。 

 続いて、観光関連事業でありますが、昨年10月に上伊那観光連盟は発展的に解消し、一般

社団法人長野県伊那谷観光局が設立されました。国が経済活性化策の一つとして、インバウ

ンド観光に力を入れる中、産学官が参加した長野伊那谷観光局は、上伊那版ＤＭＯ候補法人

の認証を受け、市町村単位の取り組みが主となっていた観光事業を2027年リニア中央新幹線

の開通を控え、上伊那８市町村を経済圏にした観光事業の取り組みとしてスタートがなされ

たところであります。 

 村の観光協会も上伊那版ＤＭＯの構成員として、従来の事業を継続・発展させながら、上
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伊那市町村の連携した事業にも取り組んでいく予定であります。 

 その中で、４月に開催をいたしました大芝高原桜まつりは、天候にも恵まれ、大勢の人で

大芝高原はにぎわいました。味工房も４月から、より大勢のお客さんに御利用いただけるよ

う、直売所やパン工房は開店時間を30分早め、９時30分に開店しております。昨年７月にオ

ープンした大芝高原道の駅は、セラピーロードや温泉施設、スポーツ施設やアウトドア施設

が一体となった全国でも珍しい道の駅になっております。道の駅大芝高原や大芝高原を舞台

にして、各種イベントが展開されており、さらに魅力が増した大芝高原となってまいりまし

た。引き続き、大芝高原の魅力発信に心がけ、より多くの村内外からの御家族やグループで

訪れていただけるよう努めてまいりたいと思っております。 

 次に、健康福祉関係であります。 

 本年度から新規事業として取り組みを始めました伊那養護学校へ通学する児童・生徒を早

朝にお預かりする事業につきましては、順調にスタートをし、現在２名のお子様が利用をし

ております。家庭状況の変化により、今後も希望者がふえることが見込まれますので、保護

者の御意見をお聞きをしながら、適切な運用に努めてまいりたいと思っております。 

 昨年度からの繰り越し事業としてお認めをいただきました障がい者生きがいセンターの増

築についてでありますが、大芝高原まつりの臨時駐車場として使用する場所であることも考

慮いたしまして、９月に着工し、年度内完成の予定で今準備を進めておるところであります。 

 昨年度、灯油価格の高騰により、いち早く実施をいたしました福祉灯油券の交付におきま

しては、１枚500円の券を１世帯当たりに10枚とし、308世帯、6,160枚を交付いたしました。

３月末までの使用期限で5,809枚の使用があり、使用実績は94.3％となりました。 

 世界情勢が大きく動いている中、本年度の冬季においても、状況を把握しながら経済的負

担への支援を検討をさせていただきたいと思っておるところであります。 

 灯油価格につきましては、まだまだ高値で推移をしておりますんで、今年の冬もそういっ

た状況が続けば実施をしていく、こんなことを考えておるところであります。 

 子育て支援関係では、昨年度からの繰り越し事業で実施をしております各保育園のエアコ

ン設置工事でありますが、順調に進捗しており、工期の７月末より早い稼働を目指して進め

ているところであります。 

 こども館の利用状況は、平成29年７月の開館以来、２年近くが経過しましたが、５月末現

在の利用者が６万人を超えております。これは大変な数だなというふうに感じておるところ

であります。放課後児童クラブのほか、遊びやイベントなどを通じて、子供の健全な居場所

としての役割を果たしております。引き続き、子供たちの学び・遊び・交流の場として地域

の皆さんに協力も得ながら事業を進めてまいりたいと思っております。 

 続いて、学校関係でありますが、新年度、小・中学校におきましては、順調なスタートを

切ることができ、南部小では新しい教室に新入生を迎えることができました。昨年度からの

繰り越し事業であります小・中学校への空調設備設置工事につきましては、順調に工事が進

んでおり、おかげさまで南部小学校では６月中旬に、南箕輪小学校と中学校では７月当初に

は稼働ができる見通しとなってまいりました。 

 学校給食センターと学校給食施設の整備でありますが、今年度検討の時間をいただくこと

とさせていただきましたが、特に児童数の急増が見込まれる南部小学校につきましては、で

きるだけ早い時期に方向性を決めていきたいと考えておるところであります。これは、南部
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小を含めた給食センター方式というよりも、こちらの南箕輪小学校、南箕輪中学校は給食セ

ンター方式、南部小学校は単独方式ということでいくことが一番経費的にもいいだろうとい

う、こんな考え方を持っておるところであります。固まれば、設計費だけは今年度の補正予

算にお願いができればなという、こんな思いもしておるところでございます。この辺はまた

議会と相談をしながら、しっかりと進めていければというふうに思っております。この南部

小学校の給食施設、本当にもう限界であります。生徒数からいいましても限界でありますの

で、できるだけ早期にと考えておるところであります。 

 また、ＩＣＴ環境整備を今年度と来年度の２年間で行ってまいります。本年度は大型定時

装置の設置や指導者用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。 

 ＩＣＴを活用した教育の実践につきましては、現場の教職員とともに検討し、研修等を重

ねながら、授業の充実、学力の向上に向け、よりよい方向性を見出していきたいと思ってお

ります。 

 この学校関係につきましては、このＩＣＴ、若干遅れておりましたけれども、ようやく今

年度から着手することができました。十分に有効に活用できるよう、研修等もしてまいりま

したので、スムーズな運用が図られるよう努めてまいりたいというふうに思っております。 

 社会教育施設につきましては、これまでも老朽化等による施設改修を行っており、今年度

は村民センターホールの吊り天井の耐震化工事、ステージの吊り物設備のワイヤー交換を予

定しております。６月から９月いっぱいまでの４カ月間、ホールが使用できなくなります。

この点につきましては、御理解をお願いをしていかなければと思っております。 

 また、大芝屋内運動場では、内部基礎の補修や防球ネット改修工事を、村民体育館では、

館内の換気装置である屋根のベンチレータの改修を計画しております。いずれの工事も施設

利用者が制限される期間があり、御不便をおかけしますが、御理解、御協力をお願いをして

まいります。 

 子育て支援策につきましても、これからも積極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

すので、子供たちに欠かせないのは、家庭や地域、関係機関がつながりを大切にしながら、

地域の子として子供たちをみんなで見守り、応援・支援をしていくことと思っております。

これまで行ってきた取り組みも、時代に合わせた検討を行っていきたいと考えております。 

 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。 

 次に、広域のごみ処理関係であります。 

 新ごみ中間処理施設、上伊那クリーンセンターでありますが、３月末の本格稼働後、大き

なトラブルもなく順調に稼働をしております。４月からのごみの分別方法の一部が変更とな

り、燃えないごみの新しい分別方法が浸透していない部分もありますが、各地区の衛生部の

御協力も得ながら、粘り強く周知徹底を図ってまいります。担当課のほうでは、大分落ちつ

いてきたという、こういう報告を受けておるところであります。 

 次に、建設関係の事業についてであります。 

 村計画、地区計画事業はできるだけ早期に発注をし、早期完成に努めてまいります。今年

度は、特に北原北部の村道3008号線道路拡幅工事のための用地買収、久保公園トイレ設置工

事、大芝公園内看板整備等を計画しております。道水路維持管理、橋梁点検、中学校北村道

1178号線の道路改良のための用地買収、また南原住宅団地公園整備など、継続事業につきま

しても、引き続き早期完成を目指して実施をしてまいりたいと思っております。 
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 上水道関係では、北原地区の減圧弁の新設工事を初め、給水管の増径工事、検満メーター

器の更新事業など、継続的な事業を含め、計画的に進めてまいります。特に、昨年度から２

カ年の継続事業として進めております大芝第２配水池の薬注施設更新工事につきましては、

年内の稼働を目標に進めてまいります。 

 下水道関係につきましては、今年度は適切な施設の維持管理と効率的な事業運営を目的に、

平成29年度から３年計画で進めてきたストックマネジメント計画を策定をいたします。この

計画に基づき、令和２年度から終末処理場を初め、計画的に施設の改築更新工事を実施をし

ていきたいと思っております。上下水道事業につきましては、引き続き、安心・安全な水の

安定供給、また、水洗化率の向上等、快適な居住空間の確保に向け、効率的な業務運営に努

めてまいります。 

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

が、引き続き財源確保をしながら、計画的に進めてまいりたいと思っておりますので、御理

解をお願いをいたします。 

 県事業の関係であります。 

 県道伊那北殿線下川原橋クランク改良事業につきましては、伊那土地改良区及び伊那西部

土地改良区の水路補強工事の実施、また県道南箕輪沢渡線改良事業につきましては、河川、

道路等の改良に必要な用地測量の実施が予定をされております。両事業とも来年度から本格

的な拡幅改良、あるいは河川改良等の工事が始まる予定であります。引き続き、早期完成に

向けて要望をしてまいります。 

 今まで申し上げてまいりましたが、行政の基本というのは、産業振興を図り、活力のある

村をつくっていくこと、また、バランスのとれた福祉サービスであります。その実現のため

に、全力で取り組んでまいります。 

 また、住民は村として自立の道を選択しました。将来にわたって健全財政の維持が不可欠

であります。最近は、財政指標が若干悪くなってきております。今後も、財政状況を見きわ

めながら、事業を選択しながら、村政運営を進めていく必要があるというふうに思っており

ます。 

 ただ、先ほども申し上げましたが、学校給食施設を除けば、人口増加に対応した施設整備

というのは一定のめどがついてきたところであります。したがいまして、この学校給食施設

関係を早期に完成させれば、また次の展開も図っていける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。 

 先ほども申し上げましたが、この６月１日の人口が１万5,530人を超えたということであ

ります。本当にこれは人口減少時代に南箕輪村の特徴であるかなというふうに思っておると

ころでありますし、５月の移動の状況を見ますと、転入が上回っておりますし、出生も死亡

者数を上回っております。そういったことで、非常に良好な状況が続いているなということ

であります。そういった動きをとめることのないように、これからの村政運営をしていかな

ければならないというふうに思っておるところであります。 

 元気な、活力のある村、住みよい村にするために、お互いに議論を深めていければと思っ

ております。村のため、村民のために、議員各位の御協力をお願いをいたします。 

 本定例会に提案を申し上げます案件は、議案８件、報告３件であります。全議案原案どお

りお認めをいただきますようお願いを申し上げ、開会に当たりましての御挨拶とさせていた
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だきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 日程第３、諸般の報告を行います。 

 監査委員から、地方自治法第235条の２第３項の規定により、平成31年１月分から４月分

までの例月出納検査報告がありました。報告書はお手元に配付したとおりです。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 日程第４、行政報告を行います。これを許可します。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 行政報告を申し上げます。 

 報告第１号及び第２号は、経営状況の報告であります。南箕輪村土地開発公社と一般財団

法人南箕輪村開発公社の平成30年度経営状況はそれぞれ確定しましたので、地方自治法第

243条の３第２項の規定により報告をいたします。 

 細部につきましては、それぞれの報告書をごらんいただきたいと思います。 

 報告第３号は、平成30年度南箕輪村一般会計繰越明許費繰越計算書であります。別紙11事

業にかかわります繰越明許費計算書を別紙のとおり調製いたしましたので、地方自治法施行

令第146条第２項の規定により報告いたします。 

 細部につきましては、報告書をごらんください。 

 以上で行政報告とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） これで行政報告を終わります。 

 日程第５、請願・陳情の委員会付託を行います。 

 本日までに受理しました請願・陳情は、請願３件、陳情５件です。会議規則第89条の規定

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

定例会の会期中に審査し、本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「南箕輪村住宅等家賃及び敷金徴収条例等の一部を改正する条例」を議題とい

たします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第１号「南箕輪村住宅等家賃及び敷金徴収条例等の一部を改

正する条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、旧教員住宅のうち３棟を村営住宅として追加すること及び地方分権一括法の施行

に伴い、関連条例の一部を改正するものであります。 

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

御決定をお願いをいたします。 

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１号「南箕輪村住宅等家賃及び敷金徴収条

例等の一部を改正する条例」につきまして、細部説明を申し上げます。 

 関連する四つの条例につきまして、新旧対照表にて説明いたしますので、議案書９ページ

をごらんください。 

 初めに、南箕輪村住宅等家賃及び敷金徴収条例の一部改正でございます。 
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 別表第３条関係でございますけれども、現在18戸あります羽場団地の住宅名を羽場団地１

とし、教員住宅のうち、新たに村営住宅とする住宅名を羽場団地２として３戸加え、教員住

宅の戸数を11戸から６戸に改めるものであります。 

 教員住宅の種別につきましては、既に法改正によりまして廃止されているため削除し、羽

場団地１及び羽場団地２の家賃につきまして、それぞれ南箕輪村営住宅管理条例第13条第１

項から第７項の各項の規定により算出した額にするとともに、羽場団地２の敷金につきまし

て、羽場団地１と同様に、入居時における１カ月の家賃の３カ月分として規定するものであ

ります。 

 なお、教員住宅の残る２棟につきましては、引き続き普通財産として村が管理してまいり

ます。 

 おめくりいただきまして、10ページをお願いいたします。 

 南箕輪村営住宅設置条例の一部改正でございます。 

 名称及び位置、第２条中、「村営住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。」に改め、

名称を「南箕輪村営住宅」、位置をそれぞれ「南箕輪村4263番地１」、「南箕輪村4796番地

６」に改めるものであります。 

 続きまして、11ページの南箕輪村営住宅管理条例の一部改正でございます。 

 目的、第１条中、村営住宅の「村営」を「公営」に、また共同施設の次に、「並びに村が

設置する普通住宅」を加え、用語の定義の第２条中、「それぞれ」を削除し、「１号 村営

住宅 公営住宅及び普通住宅をいう。」に改め、「２号 公営住宅 法第２条第２号に規定

する公営住宅のうち、村が賃貸する住宅をいう。」「３号 普通住宅 公営住宅以外で村が

賃貸する住宅（教員住宅を除く。）及びその附帯施設をいう。」を加え、以下、号番号を繰

り下げ、７号中、「村営」を「公営」に改めるものであります。 

 したがいまして、今回追加いたします旧教員住宅３戸は村営住宅のうち、普通住宅に該当

することとなります。 

 12ページ、入居者の公募の方法、第３条から、14ページ、入居者の承継、第12条第４項ま

でにつきましては、今回の改正とともに文言等を改めるものに加えまして、公営住宅の「公

営」を「村営」に、また、先ほど説明しました用語の定義、第２条におきまして、新たに普

通住宅を追加したことに伴いまして、第11条、同居の承認、第３項及び第12条、入居の承継、

第４項にて読み替え規定を追加するものでございます。 

 14ページ、お願いをいたします。14ページ、第13条の家賃の決定につきましても、同様に

村営住宅の「村営」を「公営」に改めまして、第13条第２項に普通住宅の毎月の家賃の算定

方法を追加し、以降の項番号を繰り下げるものでございます。 

 また、第６項では、地方分権一括法の施行に伴い、認知症、知的障害者等、公営住宅の入

居者が収入の申告をすること及び収入状況の報告に応じることが困難な事情にあると認めら

れる場合に、毎月の家賃を定めることができる旨を規定し、第７項では、第６項の規定につ

いて、普通住宅の入居者について準用し、読み替え規定を追加するものでございます。 

 16ページをお願いいたします。 

 16ページの家賃の納付、第16条から17ページの収入超過者に対する家賃、第30条第２項ま

では、普通住宅を追加したことに伴いまして、文言の訂正と、項目等を追加するものでござ

います。 
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 第30条第３項は、普通住宅入居者の収入超過者における家賃算定につきまして、それぞれ

表のとおり加算する額等について、新たに規定するものでございます。 

 おめくりいただきまして、18ページ、同条第４項は、先ほど申し上げました第13条第２項

と同様に、地方分権一括法の施行に伴いまして、収入超過者について家賃を定める旨を規定

し、第５項では、普通住宅の入居者についても、第４項を準用し、読み替え規定を追加する

ものでございます。 

 次の高額所得に対する家賃等、第32条から24ページ、使用許可の取消し、第63条までにつ

きましても、同様に村営住宅の「村営」を「公営」に、また普通住宅について、公営住宅を

準用する旨、項目の追加、文言等の訂正によるものですので、お目通しいただきたいと存じ

ます。 

 25ページの南箕輪村営住宅の整備の基準に関する条例の一部改正でございます。 

 第１条中、「以下「法」という。」及び、「以下「村営住宅」という。」を削除し、共同

施設の次に、「並びに普通住宅（南箕輪村営住宅管理条例（昭和39年条例23号）に規定する

普通住宅をいう。以下これらを「村営住宅等」という。）」を加え、第２条中、「村営住宅

及び共同施設（以下「村営住宅等」という。）」を「村営住宅等」に改めるものでございま

す。 

 ８ページにお戻りいただきたいと思います。 

 附則といたしまして、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上で議案第１号「南箕輪村住宅等家賃及び敷金徴収条例等の一部を改正する条例」につ

きしての細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第１号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第２号「南箕輪村災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例」を議題と

いたします。 

 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「南箕輪村災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を

改正する条例」について、提案理由を申し上げます。 

 本案は、第８次地方分権一括法による災害弔慰金の支給等に関する法律の改正と、それに

伴う災害弔慰金の支給等に関する法律及び施行令の改正により、災害弔慰金の支給遺族の範

囲及び災害援護資金の貸付利率等につきまして、所定の改正を行うものであります。 

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

御決定をお願いをいたします。 

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。 

 村長の提案の理由にありましたように、地方分権一括法による法律の改正と、それに伴う

法律施行令の改正によりまして、条例の一部改正が必要となりましたので、改正を行うもの
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でございます。 

 それでは、議案の新旧対照表に沿って御説明を申し上げますので、議案の３ページをお開

きをいただきたいと思います。 

 まず、一番下、第４条の災害弔慰金を支給する遺族でございます。 

 次の４ページのほうをごらんをいただきまして、一番上になりますが、新たに第３号とし

まして、「死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であっ

て兄弟姉妹（死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。）が

いるときは、その兄弟姉妹に対して、災害弔慰金を支給するものとする。」としまして、兄

弟姉妹を加えるものでございます。 

 また、前のページ、３ページへお戻りいただきまして、改正後の第４条の第１号でござい

ますが、この号と次の第２号におきまして、災害弔慰金の支給対象となる遺族とその順位を

規定をしております。この遺族の中には、兄弟姉妹は含まれておりませんので、括弧書きの

部分になりますが、「兄弟姉妹は除く。」とするものでございます。 

 続きまして、最後のページの６ページをごらんをいただきまして、第14条でございますが、

改正後の名称を「（保証人及び利率）」に改めまして、災害援護資金の貸し付けにおける保

証人と利率にかかわる内容をあわせて規定をするものでございます。 

 第１項では、「災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができ

る。」としまして、保証人について規定をするものでございます。 

 第２項では、利率の取り扱いになりますが、改正前には年３％としておりました利率を、

改正後は保証人を立てる場合は無利子とし、また保証人を立てない場合には利子がかかるも

のとしまして、その利率を年1.5％に引き下げて規定をするものでございます。 

 第３項では、保証人が連帯して負担をいたします保証債務につきまして、違約金を包含す

ることを規定するものでございます。 

 それから、その下の第15条では、改正後の名称を「（償還等）」に改めまして、第１項の

分割の償還方法に、新たに月賦償還を加えるものでございます。 

 第３項では、法律施行令から条例に引用しております保証人につきまして、保証人の規定

が削除されたことに伴い、保証人の文言を削り、同様に引用しております施行令の条番号に

条ずれが生じたことに伴いまして、条番号を改めるものでございます。 

 そのほか、各ページにおけますアンダーラインの部分の改正箇所でございますが、これは

今回の改正に合わせまして、適切な用語の表記への見直し・訂正等、文言等の整理を行うも

のでございます。 

 それでは、２ページにお戻りをいただきまして、附則といたしまして、この条例は公布の

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。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第３号「南箕輪村介護保険条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 
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 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第３号「南箕輪村介護保険条例の一部を改正する条例」につ

いて、提案理由を申し上げます。 

 本案は、介護保険法の改正を受け、低所得者の保険料軽減強化を規定した政令が公布され

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、

御決定をお願いをいたします。 

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号の細部説明を申し上げます。 

 介護保険料につきましては、介護保険法により所得段階に応じて軽減の措置がとられてお

りますが、本年10月からの消費税引き上げに伴い、低所得者に配慮した軽減率強化を規定し

た法律改正がなされました。 

 平成31年３月29日に介護保険法施行令が公布されましたので、これに伴い、村では国で定

めた軽減率を参考に保険料を定めておりますので、条例改正を行うものであります。 

 それでは、新旧対照表に沿って御説明いたしますので、議案２ページをごらんください。 

 左側が改正後になりますが、第２条、保険料率の第１項でありますが、保険料の適用年度

につきまして、改元により表記を改めるものであります。 

 第２項では、前項第１号、いわゆる第１段階の第１号被保険者につきまして、本年度から

令和２年度までの保険料を２万8,200円から２万3,520円に減額いたします。 

 次に、第３項及び第４項を新たに追加し、第３項では、第１項第２号、いわゆる第２段階

の第１号被保険者について、同様に４万800円を３万9,240円に減額し、第４項では、第１項

第３号、いわゆる第３段階の第１号被保険者について、同様に４万7,040円を４万5,480円に

減額いたします。 

 １ページにお戻りいただきまして、附則第１項といたしまして、この条例は公布の日から

施行し、平成31年４月１日から適用いたします。 

 第２項では、この改正した額は平成31年度分の保険料から適用することを規定いたします。 

 以上で細部説明といたします。 

議  長（丸山  豊） 議案第３号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第４号「南箕輪村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第４号「南箕輪村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に

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

 本案は、学校教育法の改正が本年４月１日に施行され、新たに専門職大学の制度が設けら

れたことにより、この専門職大学の前期課程の修了者を放課後児童クラブ支援員の対象とす
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るよう条例の一部を改正するものであります。 

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

原案どおりの決定をお願いをいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 唐澤子育て支援課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） それでは、議案第４号の細部説明を申し上げます。 

 本案につきましては、学校教育法の改正に伴い、放課後児童支援員の資格要件を拡大する

ための改正をするものであります。 

 平成31年４月１日に改正が施行されました学校教育法では、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の制度が設けられました。この中で、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とされたため、放課後児童支

援員の対象に追加するものであります。 

 新旧対照表により説明をさせていただきます。 

 ２ページの新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

 アンダーラインの部分が改正部分でございます。 

 第10条第３項第５号に、「（当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学

の前期課程を修了した者を含む。）」を加えるものです。 

 １ページにお戻りいただきまして、附則をごらんください。 

 この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

 以上で細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第４号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第５号「伊那市との伊那地域定住自立圏形成に関する協定の変更について」を議題と

いたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第５号「伊那市との伊那地域定住自立圏形成に関する協定の

変更について」提案理由を申し上げます。 

 本案は、定住自立圏構想推進要綱に基づき、伊那市との間で平成28年１月７日に締結した

伊那地域定住自立圏形成に関する協定を変更したいので、南箕輪村議会の議決すべき事件に

関する条例により、議会の議決を求めるものであります。 

 細部につきましては、担当課長から説明申し上げますので、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。 

 田中地域づくり推進課長。 

地域づくり推進課長（田中 俊彦） 議案第５号の細部説明を申し上げます。 

 新たに議員になられた方もいらっしゃいますので、改めまして伊那定住自立圏につきまし

て御説明を申し上げます。 
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 伊那地域定住自立圏は、中心市である伊那市と箕輪町及び本村とが協定を締結して形成し

ている定住自立圏でありまして、圏域への人口定着を促進するため、相互に役割分担し、連

携・協力することにより、圏域全体で必要な生活機能を確保することを目的としております。 

 それでは、本案につきまして、協定書の新旧対照表により御説明申し上げますので、議案

書の５ページをごらんください。 

 ５ページから７ページにかけて、下線部分を追加するものでございます。 

 １点目として、５ページから６ページにかけて、産業振興分野中、担い手の確保の取り組

みのほかに、産業振興の取り組みを追加し、甲の伊那市と、乙である本村とが役割分担し、

圏域内の事業者の設備投資、起業、立地及び雇用を促すためにふるさと融資や助成制度の周

知及びそれらの利用促進並びに必要な支援を行うものであります。 

 これにより、特に設備投資にかかわるふるさと融資制度につきましては、市町村からの融

資限度額の上限が35％から45％に引き上がりますので、圏域内における生産出荷額や雇用、

税収の増加に効果を上げることができるものと考えております。 

 ２点目として、６ページから７ページにかけて、地域公共交通分野の地域公共交通ネット

ワークの構築の取り組みとして、新たにＡＩ最適運行・自動配車サービス（ドアツードア乗

合タクシー）の導入を図るものであります。自宅から目的地までドアツードアで移動できる

公共交通に対する圏域住民からのニーズが高まる中、その一方で交通業界におけるドライバ

ー不足は深刻化しており、限られた人員と車両でドアツードアのサービスを提供するために

は、人工知能（ＡＩ）技術を活用した自動配車システムによる効率的な乗合タクシーの導入

が必要であると考え、取り組むものでございます。 

 伊那市での実証運行を先行し、その成果を横展開することにより、県域内での運行が期待

できるものと考えております。 

 なお、実証運行に必要となる移動ニーズの把握・分析等の基礎調査、実証運行にかかる費

用は全額伊那市が負担するものでございます。 

 以上、細部説明を終わります。 

議  長（丸山  豊） 議案第５号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第６号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第２号）」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第６号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第２号）」

について、提案理由を申し上げます。 

 歳入ではプレミアム付商品券事業補助金、コミュニティ助成事業助成金などの補正を、歳

出では移動に伴う人件費の補正のほか、歳入で申し上げましたプレミアム商品券事業、コミ

ュニティ助成事業、県営かんがい排水事業負担金の補正などが主なものであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、それぞれ2,016万6,000円を追加して、歳入歳出予算の総額

をそれぞれ58億2,026万2,000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
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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６号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第２号）」

の細部説明を申し上げます。 

 本補正は、第１条の歳入歳出予算の補正のみで、一般職常勤職員の４月１日人事異動に伴

います補正が主なものでございます。 

 歳出から御説明させていただきますが、各科目にわたりまして給与費の補正がございます

ので、24ページの給与費明細書をごらんをいただきまして、先に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、比較の欄をごらんをいただきまして、その他の特別職

の職員数が１名減、また報酬が9,000円の減となっておりますが、県議会議員選挙事務の実

績によるものでございます。また、長等の共済費の増は、負担金率の確定によるものでござ

います。 

 おめくりいただきまして、２の一般職でございますが、上の総括の表をごらんをいただき

まして、いずれも４月の人事異動等に伴う変更でございます。当初予算編成時には、その時

点での職員配置や職員数をもとにいたしまして、仮定の職員配置をすることで、各科目の給

与費を算定しておりますので、実際の職員配置によります必要額との差異が生じるというこ

とでございます。その差額について、今回増減をさせていただくものでございます。 

 比較欄をごらんをいただきまして、職員数は変更がございません。会計間の異動、再任用、

育児休業等、もろもろの要因によりまして、給料は増額、職員手当、共済費は減額となりま

す。合計額では436万7,000円の減額でございます。 

 なお、職員手当の内訳につきましては、下の表のとおりでございます。お目通しをお願い

いたします。 

 配置人員の変更等によりまして、科目によっては大きな増減となっている場合もございま

すが、以上の説明によりまして、各科目２節、給料から、４節、共済費までの説明は省かせ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、予算書案の10ページをごらんいただきたいと思います。 

 歳出、１款、議会費から、おめくりをいただきまして、２款、総務費の12目、0240地域づ

くり総務事務までは給与費のみの補正でございます。 

 12ページの0242地域づくり推進事業、19節のコミュニティ助成事業助成金の追加でござい

ますが、このほど、大泉囃子保存会並びに大芝区自主防災会の事業に対し助成金が交付され

ることとなりましたので計上するものでございます。宝くじの収益金を原資とする助成であ

りまして、いわゆるトンネルの形で村を経由し、交付がされるものでございます。 

 大泉囃子保存会への交付額は210万円で、篠笛、三味線、太鼓、はっぴ等の整備を行い、

村のイベントの際にも披露・活用していただくこととなっております。 

 また、大芝区自主防災会への交付額は160万円で、大型テント、物置、浄水装置等を整備

をいたします。 

 次の0244移住定住対策事務の財源組み替えでございますが、当初予算に支出を計上し、７

月27日、28日に開催を予定しておりますフラッグフットボール感謝祭の事業に対し、県の地
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域発元気づくり支援金をいただけることとなりましたので、財源として組み入れるものでご

ざいます。 

 次に、13目、0221企画調整管理事務の15節でございます。当初予算に230万円を計上いた

しまして、田畑駅駐輪場移設工事の準備を進めてきております。ＪＲとの協議の中で、追加

の安全措置を求められましたので増額をお願いするものでございます。工事の規模からいた

しまして、そこまで必要かなという思いもございますが、ＪＲの近接工事となるため、保安

要員の増員及び仮囲い等を求められ、100万円の増額が必要となりました。 

 次の17目、0208情報管理事業、７節の臨時職員賃金は、職員１名が育児休業を取得するこ

ととなりましたので、代替の、いわゆる臨時職員を雇用するため、追加をさせていただくも

のでございます。 

 次の２項、徴税費と、おめくりをいただきまして、３項、戸籍・住民基本台帳費は給与費

の補正のみでございます。 

 次の４項５目、0274県議会議員選挙事務の各節でございますが、県からの委託金の額が確

定をいたしましたので調整をし、組み替えを行うものでございます。 

 続きまして、３款、民生費の１項１目、１事業飛びまして、0380プレミアム付商品券事業

でございますが、当初予算編成時には、国の、今回のこの事業の正式な名称が決まっており

ませんでしたので、事業名を地域活性化地域住民生活等緊急支援交付金事業といたしており

ましたが、国での事業の名称がプレミアム付商品券事業と正式に決まりましたので、事業名

の変更をさせていただきます。 

 国の補正予算によります事務費分につきましては、既に当初予算に計上してございますが、

国のほうでは本年度予算となりました事業本体の部分、プレミアム分の負担金等を今回計上

するものでございます。全額が国からの補助金で賄われます。19節のプレミアム付商品券事

業費負担金は、非課税者2,500人分、子育て世帯600世帯分で算出をしてございます。 

 次の２目、0315国民年金事務から、おめくりをいただきまして、15ページ、16ページ、も

う１枚おめくりをいただきまして、17ページまでは給与費の補正のみでございます。 

 次に、18ページの６款、農林水産業費の１項５目、0631村単独土地改良事業でございます

が、現在辰野町内で工事が行われております西天竜土地改良区の幹線水路トンネル工事につ

きまして、このほど、国の30年度補正予算による補助金の追加配分がございましたので、事

業量を増やしたいということでございます。村負担金の増額をお願いするものでございます。 

 次の0643多面的機能支払事業の23節多面的機能支払交付金精算返還金でございますが、30

年度にこの事業を実施をし、交付金の交付を受けました村内８組織のうち、塩ノ井地区が本

年度から事業を休止をすることとなりましたので、会計の残金を村を通じまして返還するも

のでございます。 

 次の２項、林業費は給与費の補正のみでございます。 

 おめくりいただきまして、７款、商工費の１項１目、0701商工観光総務事務でございます

が、８節から13節は、観光分野で活動しております地域おこし協力隊員の活動状況に合わせ

組み替えを行うものでございます。大芝高原みんなの森を活用した森林セラピーのブランド

化を目指し、体験ツアーやイベントを実施するものでございます。 

 次のページ、８款、土木費は給与費の補正のみでございます。 

 おめくりいただきまして、10款、教育費でございます。１項、教育総務費で１目飛びまし
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て、次の４目、1005教育振興事務、７節の臨時職員賃金は、事務局職員１名が育児休業を取

得するため、代替職員を雇用するための追加でございます。 

 次の２項３目、1013給食センター事業の11節で、修繕費を20万円増額としてございますが、

点検の中で、安全の確保が十分でない配膳棚が見つかりまして、修繕が必要となっておりま

す。ですが、年度初めに、ほかの修繕が重なりまして、予算が不足をいたしますので、増額

をお願いするものでございます。 

 22ページに参りまして、１目飛んで、次の６項１目、1030社会教育総務事務の７節でござ

いますが、こちらも育児休業を取得する職員１名の代替職員を雇用するための追加でござい

ます。 

 次の４目、1055文化財保護事業の増額は、田畑及び塩ノ井地区の埋蔵文化財包蔵地の中で、

住宅建設の計画がございまして、試掘調査を実施する必要がありますので計上をするもので

ございます。 

 おめくりいただきまして、14款、予備費で、歳入歳出調整をさせていただきまして90万

2000円の減額といたします。 

 歳出は以上でございます。 

 次に、歳入でございますが、７ページをごらんをいただきたいと思います。 

 まず、16款、国庫支出金でございますが、プレミアム付商品券事業に対する補助金でござ

います。 

 次に、17款、県支出金でございますが、２項２目の総務費県補助金はフラッグフットボー

ル感謝祭に係る地域発元気づくり支援金を追加するもの、３項２目の総務費委託金は県議会

議員選挙の事務に係る委託金が確定をいたしましたので補正をするものでございます。 

 おめくりをいただきまして、22款、雑収入の５項１目、雑入で、４節はコミュニティ助成

事業助成金を追加するもの、６節は多面的機能支払事業精算返還金を塩ノ井の保全会から納

付をいただくものでございます。 

 以上で細部説明を終わります。 

議  長（丸山  豊） 議案第６号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。 

 両方にかかりますけども、プレミアム付商品券事業であります。先ほど対象人数は言って

いただいたところで2,500人と600人ということでありますけれども、このことにつきまして、

一応制度というか、500円を10枚で１セットを、この前お聞きして4,000円ということで、最

大５セットをこの対象人数の方が変えるということであります。その中で最大の発行金額を

ちょっと教えていただきたいと思います。 

 それからあと、対象人数は一応、お聞きしたんですけど、年金の低い方も対象ではなかっ

たかと思いますけど、その点が、対象があったらお聞きしたいと思います。それが一つと、

あと一番最後にありました埋蔵文化の試掘作業ですけども、22ページの、ちょっと、どこの

辺だから、詳しくお聞きしたいと思います。その２点お願いします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 田中地域づくり推進課長。 
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地域づくり推進課長（田中 俊彦） まず、プレミアム分については、こちらに予算計上さ

せていただいた1,550万円ということであります。これを全てということですか。 

議  長（丸山  豊） ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 済みません、これは一応事務費ということで計上ということでい

いんでしょうかということです。 

議  長（丸山  豊） 田中地域づくり推進課長。 

地域づくり推進課長（田中 俊彦） これは事業費でございます。プレミアム分、実際に購

入していただく分の事業費でございます。上乗せ分ですね、個人が買う分の上乗せ分、いわ

ゆるプレミアム分です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 上乗せ分だけということになりますけれども、総額はじゃあ、幾

らになるのかということをお聞きしたいんですが。わかりますね、言ってる意味。 

議  長（丸山  豊） 田中地域づくり推進課長。 

地域づくり推進課長（田中 俊彦） 済みません、後ほどお答えさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） もう１点ありましたね、年金の人も対象かどうか。ちょっと聞き

取れなかったもので、済みません。もう１回、それじゃあ、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 対象人数は子供家庭と非課税世帯ということですけど、低年金の

方は入っていませんでしたっけ。対象となる人数の中に。 

議  長（丸山  豊） 田中地域づくり推進課長。 

地域づくり推進課長（田中 俊彦） 含まれておりません。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 埋蔵、そうですね、済みません。 

 伊藤教育次長。 

教育次長（伊藤 弘美） 埋蔵文化財の関係です。塩ノ井のお宮の上のあたり、道路を広げ

るときに１回、やってらしたところなんですけれども、その田んぼ、住宅を建てるというこ

とで、上ノ平遺跡になろうかと思いますけれども、そちらのほうになります。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 田畑は。 

議  長（丸山  豊） 伊藤教育次長。 

教育次長（伊藤 弘美） 済みません。田畑は、遺跡名は、浮かばないんですが田畑の赤ん

坂を上っていく手前の北あたりですね。そちらになります。済みません、ちょっと遺跡名は、

申しわけございません。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 じゃあ、８番、小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 小坂です。三澤議員が質問されて、幾らかわかってきたというか、

済みません、私がちょっと過去にプレミアム付商品券、いろんな売られ方というか、役場前

に並んで買ったようなときもあったので、ちょっと混乱してる、整理したいところもあって

お尋ねするのが、今、対象者に、いわゆる売り方というか、配り方というか、ちょっと言い

方がわかりませんけれど、対象者に通知が行って、その中から買いたい人が買うっていうこ
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となんでしょうか。あと、そのプレミアム率は、これはもう全国一律で国から決められてる

ことでしょうか。あと、基本的に消費税の増税に対するものだという理解はしてますけれど、

目的というのが、何か今の言葉以外に、以上に何か説明できることがありましたらお願いし

ます。 

議  長（丸山  豊） 田中地域づくり推進課長。 

田中地域づくり推進課長（田中 俊彦） まず、低所得者、いわゆる住民税非課税世帯につ

きましては、まず該当者の抽出を行いまして、それらの方々に申請書を送付させていただい

て、そしてその方々から申請をいただいて、審査をし、いわゆる要件に該当した方々に改め

て購入引換券を送付させていただくというものでありまして、あと子育て世帯については、

もう対象者全員に購入引換券を送付するものでございます。 

 済みません、プレミアム率につきましては、これはもう一律、全国共通でございます。 

 それから、目的につきましては、これはもうおっしゃるとおり、消費税の10％引き上げに

伴う、いわゆる低所得者の方、それから子育て世帯の負担軽減を図るということと、消費の

喚起・下支えをするという、そういった目的で行うものでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ほかにはありませんか。 

 ４番、藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 藤城です。25ページ、26ページを見ると、職員手当がかなりの額

減額されてまして、喜ばしいことに、かなりの方が育児休業に入っていらっしゃると思いま

す。また、歳出の部分で、それに伴う育休代替職員が計上されてるんですが、今現在、全て

育休で抜けられた職員の分が入っているのか、それとも今後、また新たに計上されるおそれ

があるのか、どちらになりますでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 出産の予定がありますと、その時点で、確定ではないんですけど、

ここの期間で休業取得をしますということで届けをいただいております。また、出産の日か

らということの計算になってまいりますので、出産後に、また確定の届けをいただくわけで

ありますけれど、届けが出てきた段階で村のほうでは把握ができるということになってきま

す。 

 きょう、本補正でお願いしてありますのは、現在、もうその届けが出ておって、そういう

見通しがはっきりしている方の分を補正をお願いをしました。今後につきましても、おかげ

さまで、大勢の方、職員の中でも出産をされてという方が多くなっておりますので、今後も

またそういったケースが出てくる可能性はございます。そういう場合には、また改めて補正

予算等でお願いを申し上げてまいります。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） それでは、現在休まれている方の代替職員は全て入っているとい

う認識でよろしいでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 課の中で、フォローができてといいますか、その中で対応できる

ところにつきましては、若干、課の職員のほうに負担が大きくなる部分がございますけれど、

それで回しているというところもございます。 
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 ただ、原則的には、やはり職員１名分の仕事ということになりますので、何らか、職員手

当をしていかないと回っていかないということがございますけれど、年度途中で正規職員補

充ということにはできませんので、翌年の採用も含めてということで大変苦労があるところ

ということで御理解はいただきたいと思います。 

 非常に育児休業を取得をする職員多くなっておりますので、その辺につきましては、また

村長から以前にお話もさせていただいた部分ございますけれど、定数条例の見直しといいま

すか、そういったことも含めて議会のほうにも御相談をさせていただきたいというふうに考

えております。 

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。 

 ２番、山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） ２番、山崎です。 

 先ほど出ました22ページの埋蔵文化財の関係につきまして、村内でも住宅開発が多く進ん

でいるところでありますが、この文化財の試掘作業というのは、何か久しぶりに聞いたよう

な感じがします。その点で、ちょっと確認ですが、現在の方法では、宅地開発がされるとい

う計画が出てきた段階で試掘ということなのだと思いますけども、この場合には、先ほど、

ぜひ後で、田畑と塩ノ井の具体的にわかっている遺跡名がわかりましたら教えていただきた

いですが、後でも結構ですが、そういう遺跡名がはっきりしているところについて、試掘を

するという段階につきましては、開発の、いわゆるオーナーさんというか、それから不動産

の業者さんとか、そういうところから、いわゆる協力金というか、負担金というか、そうい

う制度というのは全然ないものかどうか。この委託料は載ってますけども、収入のほうには

特に載ってませんので、そういう入に関することはないのかどうか。例えば、これがかなり

重要な遺跡ということで、既に幾つかもういろいろわかってるというような段階の遺跡であ

った場合は、この場合に例えば補助金だとか、交付金だとか、そういう対象になるかどうか

っていう、こういうのはどの辺で判断をされるのかなというのを、ちょっと経過を教えてい

ただきたいと思いますが。 

議  長（丸山  豊） 伊藤教育次長。 

教育次長（伊藤 弘美） まず、試掘ですけれども、試掘につきましては、市町村が行うと

いうことになっておりますので、相手の方からお金をいただくということは、負担金をいた

だくということはございません。 

 本当に大事なものになってきますと、試掘ではなくて、実際に発掘ということになってき

ますので、そうなってきたときには、ちょっと私もいいかげんなことを申し上げられません

けれども、土地の所有者の責任ということが生じてこようかと思っております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） じゃあ、名前だけ後でまた調べて教えてあげてください。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ４番の藤城議員からの御質問の中で、副村長がお答えをさせてい

ただきました。定数条例の話も、副村長話をいたしましたので、これまた、議会全員協議会

の中でお話を申し上げ、９月議会に提出できればというふうに考えております。この育児休
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業というのが非常に多くなってきておりまして、現在11名、今後の予定者２名ありますので、

13名という、こういう状況であります。現状の定数条例の中でやっていくと、とても大変だ

という、こういう面が出てまいりましたので、その辺は人口増ともあわせまして議会をお願

いをしていく予定でありますので、ぜひ御理解は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。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はございませんか。 

 田中課長。 

地域づくり推進課長（田中 俊彦） 先ほどの三澤議員の御質問にお答えいたします。 

 総額につきましては7,750万円ということで、うち1,550万円がプレミアム分ということで

ございます。 

 それと、低年金者は該当にならないかというお話ですが、もしそういう方が非課税の方に

なれば、該当すれば、それは対象となりますので、その点、ちょっと再度申し上げます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ただいまから10分間ほど、10時40分まで休憩とさせていただきますのでお願いいたします。 

   休憩 午前１０時３０分 

   再開 午前１０時４０分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほどの遺跡名の件につきまして、教育委員会のほうから。 

 伊藤教育次長。 

教育次長（伊藤 弘美） 申しわけございません。先ほどの遺跡名の関係です、試掘の関係

ですけれども、先ほど塩ノ井、済みません、名前間違いまして、塩ノ井のほうが山ノ神遺跡

でございます。山ノ神遺跡です。それから、田畑ですけれども、田畑遺跡になります。よろ

しくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） それでは、会議を続けます。 

 議案第７号「令和元年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第１号）」を議題といたします。 

 本件について、提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第７号「令和元年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第１

号）」について、提案理由を申し上げます。 

 本案は、人事異動に伴い、収益的支出において職員給料ほかの営業費用を12万5,000円増

額し、水道事業費用の総額を２億7,375万3,000円に改めるものであります。 

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

御決定をお願いをいたします。 

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７号「令和元年度南箕輪村水道事業会計補正

予算（第１号）」につきまして細部説明を申し上げます。 

 初めに、補正予算書の４ページをごらんください。 
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 予算実施計画明細書にて説明をいたします。 

 収益的支出、01款、水道事業費用、01項、営業費用、05目、8005総係事業で12万5,000円

を増額するものです。これは、ただいまの提案理由のとおり、人事異動に伴うもので、02節、

給料から10節、負担金まで、それぞれごらんの額を補正するものでございます。 

 なお、５ページ、６ページにつきましては、給与費明細書として、職員数、給与費、法定

福利費等について掲載をしておりますので、お目通しいただきたいと存じます。 

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

第３条の（１）職員給与費につきましては、予算実施明細書のとおり、総係費のうち、給料、

手当、法定福利費の合計額14万2000円を増額し、職員給与費の総額を2,843万3,000円とする

ものでございます。 

 予算書１ページをお願いいたします。 

 以上の理由から、収益的収入及び支出、第２条の支出におきまして、第１款第１項、水道

事業費用を12万5,000円増額し、総額を２億737万3,000円とするものです。 

 以上で、議案第７号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第７号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第８号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第１号）」を議題といたしま

す。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第８号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第１

号）」について、提案理由を申し上げます。 

 本案は、人事異動に伴い、収益的支出において職員給与のほかの営業費用を10万5,000円

減額し、下水道事業費用の総額を６億2,205万3,000円に改めるものであります。 

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

御決定をお願いをいたします。 

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８号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計補正予算

（第１号）」につきまして、細部説明を申し上げます。 

 予算実施計画明細書にて説明をいたしますので、４ページをお願いいたします。 

 収益的支出、01款、下水道事業費用、01項、営業費用、04目、9407総係事業で10万5,000

円を減額するものでございます。 

 これは、先ほど同様、人事異動に伴うということで、02節、給料から31節、賞与引当金繰

入額まで、それぞれを補正するものでございます。 

 なお、５ページ、６ページにつきましては、給与費明細書として、職員数、給与費、法定

福利費等について掲載をしておりますので、こちらもお目通しをいただきたいと存じます。 

 ２ページをお願いいたします。 
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 議会の議決を経なければ流用することのできない経費、第３条、（１）職員給与費につき

ましては、先ほどの予算実施明細書のとおり、総係費のうち、給料、手当、法定福利費の合

計額3,000円を増額し、職員給与費の総額を1,974万円とするものでございます。 

 予算書１ページにお戻りいただきまして、以上の理由から、収益的収入及び支出、第２条

の支出におきまして、第１款、下水道事業費用を10万5,000円を減額し、総額を６億2,205万

3,000円とするものでございます。 

 以上で、議案第８号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第８号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれにて散会とします。 

 お疲れさまでした。 

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

た。 

 

   散会 午前１０時５０分 
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議 事 日 程（第２号） 

令和元年６月１２日（水曜日） 午前９時００分 開議 

 

第１ 一般質問（質問順位第１番から） 

      ７番  加 藤 泰 久 

      ８番  小 坂 泰 夫 

      ２番  山 﨑 文 直 

      ３番  原   源 次 

      １番  百 瀬 輝 和 

      ５番  笹 沼 美 保 
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○出席議員（１０名） 

 １番 百 瀬 輝 和   ６番 都 志 今朝一 

 ２番 山 﨑 文 直   ７番 加 藤 泰 久 

 ３番 原   悟 郎   ８番 小 坂 泰 夫 

 ４番 藤 城 栄 文   ９番 三 澤 澄 子 

 ５番 笹 沼 美 保  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   隆 

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     浩 

財 務 課 長 唐 澤 英 樹  選挙管理委員長 伊 藤 重 光 

住民環境課長 清 水 恵 子    

 

 

○職務のため出席した者 

   議会事務局長   松 澤 さゆり 

   議会事務局次長   髙 木 謙 治 
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会議のてんまつ 

令和元年６月１２日    午前９時００分 開議 

 

事務局長（松澤 さゆり） 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」〕御着席ください。〔一同着席〕 

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。 

議  長（丸山  豊） 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。時刻掲示板の確認をしながら、時間内で、質問、答弁を終わらせるようお願いい

たします。件名ごとに、それぞれ的確な質問、答弁をお願いします。また、発言は、挙手を

し、議長の許可を得てから行ってください。 

 それでは、質問順に発言を許可いたします。 

 議席番号７番、加藤泰久議員。 

７  番（加藤 泰久） ７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。 

 令和１年、改選後１回目の定例議会であり１番目の質問者ということで、１がそろいまし

た。また、傍聴席には、大勢の傍聴者に来ていただきましてありがとうございます。 

 それでは、張り切って熱く質問させていただきます。 

 まず最初に、１番目の質問といたしまして、低投票率の選挙について質問させていただき

ます。 

 統一地方選挙の年となり県会議員選挙、町村議員選挙が行われ、夏には参議院選挙が予定

されております。近隣の伊那市、箕輪町、辰野町での議員立候補者が定数割れや定数ちょう

どで無投票当選というような状況でありましたが、当村におきましては、早くから立候補表

明がされ２人オーバーの少数激戦の選挙となりました。県下一若い村、活気のある村の印象

を強く与えたところであります。 

 選挙となり、各候補それぞれ公約を掲げ、有権者の支持を求め村内をめぐり支持を訴えて

まいりました。その結果、投票率56.04％で４年前の前回選挙を1.29ポイント下回る過去最

低の投票率となったわけであります。一番身近な議員選挙であり、少数激戦であったのに過

去最低の投票率となったことはゆゆしき問題であります。しかし、無投票当選では、この問

題点や課題、数字はあらわれてまいりません。選挙の重要性を強く感じたところであります。 

 有権者が投票を棄権するということは、投票権または参政権を放棄するということになる

と思うところであります。それぞれの有権者が多忙であったり、仕事の都合であったりする

ために、期日前投票の制度があり便宜を図っております。高齢者や寝たきりの人は仕方ない

ことでありますが、この方々を除いた中では大まかに有権者２人に１人しか投票に行ってな

いと、このようなことになります。議会への理解や関心が薄いことも一因と思われます。 

 投票率の低い要因は何か、選挙管理委員長のお考えをお伺いいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 
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 伊藤選挙管理委員長。 

選挙管理委員長（伊藤 重光） それでは、加藤泰久議員の投票率の低い要因はという御質

問にお答えをいたします。 

 この４月に統一地方選挙が行われました。４月７日執行の県議会議員選挙の本村の投票率

は51.44％と前回よりコンマ41％上がりましたけれども、残念ながら上伊那郡区では最低の

投票率でありました。 

 また、最も身近な選挙であります４月20日執行の村議会議員選挙では、先ほど加藤議員の

ほうから数字ございましたけれども、前回の投票率から1.29％下がり過去最低の投票率で

56.04％となったところであります。投票率につきましては、御承知のとおり全国的に低下

傾向が進んでるところであり、有権者の２人に１人が選挙に行かないという状況であります。

特に、若い方々の年代における投票率の低さというのが目立ってきておりまして、今後、将

来に向けて非常に危惧をしているところであります。 

 投票の傾向についての分析に当たって、平成29年衆議院選挙での結果のアンケートが公表

されておりますので、参考に申し上げます。 

 投票を棄権した理由を挙げていただいて、その多い順番に申し上げます。１番多かった理

由が、選挙に余り関心がなかった。２番目が適当な候補者も政党もなかったから。３番目が

仕事があったから。４番目が政党の政策や候補者の人物像などの違いがよくわからなかった

から。で、５番目が選挙によって政治はよくならないと思ったからの順番になっております。

これを年代別に見ますと、18歳から20歳代及び30歳から40歳では、ともに仕事があったから

という原因と、それから選挙に余り関心がなかったからという結果であります。50歳から60

歳代は、適当な候補者も政党もなかったからということが上位に上がっております。70歳以

上になりますと、体調がすぐれなかったからというのが上位であります。 

 私たちの身近な選挙でありました村議会選挙で考えてみますと、御承知のとおり本村では、

いまだに人口が増加をし転入者の方も増えております。若い世代の皆様が多く転入をしてき

ていると現状でございます。住み始めて間もない方にとっては、誰に投票してよいかわから

ないといったこともあるように感じられます。 

 投票率が低い要因については、以上のようにさまざまなことが考えられますが、先ほど述

べさせていただいたとおり、今の政治に関心がない、それから投票へ行っても何も変わらな

いといったことが挙げられると思います。 

 しかしながら、投票に行くことが政治参加の第一歩であると考えております。どうしたら

政治に関心を持ってもらえるか、また魅力ある政治家を政治を行っていけるのか、さらに選

挙に行ってもらえるのか、非常に難しい面がございますけれども、県の選挙管理委員会等と

協力をしながら取り組んでいきたいと考えております。 

 以上、答弁といたします。 

議  長（丸山  豊） ７番、加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） ただいまの答弁の中では、29年度のそれぞれの選挙に行かなかっ

た理由等が述べられたわけでありますが、今回の村会議員選挙においての理由の中に、私が

ちょっと関心を持ちますのが、この議会、議会に出てくる議員の皆さんの選挙でありまして、

この議会という政治には関心がなくてもこの議会、南箕輪の村政については関心があるとい

うようなふうには考えておりますんで、ここに議会に魅力があるのかないのか、そこら辺の
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ところも含めて、委員長さんに改めてお尋ねいたします。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員、今の質問は委員長の答える範囲とはちょっと違います

ので、質問を変えてください。 

７  番（加藤 泰久） いや、委員長の感じたところで、個人的なところで結構でござい

ます。 

議  長（丸山  豊） 委員長の立場でありますので、個人の考え方を述べてるあれでも

ありませんので質問を・・ 

７  番（加藤 泰久） それじゃあ、選挙管理委員会としての・・ 

議  長（丸山  豊） 選挙管理委員会の書記局のほうから答弁していただきますので、

お願いいたします。 

事務局長（松澤 さゆり） 一番身近な選挙ではありましたが、確かに皆さんそれほど村政

にも関心がないというのが実態だと思います。一番身近な選挙なので一番関心を持っていた

だきたいというところはあると思いますが、やはり今の中でありますように、政治に関心が

ないということは村政にも関心がないということの第一歩というふうに思っておりますので、

そういう部分で投票率はなかなか上がらないというところのように考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） わかりました。 

 しかし、国政と村政とでは身近に感じるのは村政でありますので、その辺は大きく違いが

あると思います。 

 それでは、次に、移りまして、投票率向上に向けての今後の対策をお伺いいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 伊藤委員長。 

選挙管理委員長（伊藤 重光） 投票率向上に向けての今後の対策という御質問でございま

す。 

 村の選挙管理委員会では、選挙時の啓発としまして、該当啓発活動を実施をし、ほかにウ

エブサイトの掲載、有線放送、候補者による巡回等を実施をしております。今年度は新たな

取り組みとしまして、幼児向けの啓発塗り絵を保育園児に向けて配布を行いました。子供を

通じてではありますけれども、若い保護者、御家庭へ向け選挙の周知並びに投票の呼びかけ

を行ったところであります。参議院選挙においても配布の予定をしております。 

 若い方々に対しましては、成人式に選挙啓発用の用品をお配りをしております。また、小

中学校からは、県の選挙管理委員会主催によります「明るい選挙啓発ポスター」に毎年多数

の方から応募いただいておりまして、この中から入選した村の作品につきましては、作品展

を開催をしております。 

 投票率向上に向けて、以上のような対策、取り組みを行っておりますところでありますけ

れども、なかなかすぐに数字上はあらわれにくいというところがございます。しかしながら

引き続き粘り強く進めていきたいと思います。 

 村の選挙管理委員会だけで行うのは、啓発は限界がありますので、村の明るい選挙推進協

議会、また県の選挙管理委員会と協議をし、さらに協力をしながら進めていきたいと考えて

おります。 
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  以上、答弁といたします。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） あるとすれば、普通でいけば４年後の村会議員選挙ということに

なります。この４年間がありますので、地道な活動をされて投票率向上に向けて進んでいた

だきたいと思います。 

 次に、18歳以上若者の選挙への啓発ということで、質問をさせていただきます。 

 2016年から選挙年齢が18歳以上に引き下げられましたが、18歳は高校在学中か卒業間もな

い若者であり、若者の投票率が低いのは現実であると関係者は語っております。箕輪町選挙

管理委員会と上伊那地域振興局で箕輪進修高校で選挙出前講座が開かれたと報じられており

ます。選挙年齢が18歳以上に引き下げされたのを踏まえ、主権者となる教育、議会への理解

や関心を高めていくような啓発活動が必要と思われております。 

 当村においても上伊那農業高校があり、同校への啓発活動を行う考えがあるかをお尋ねい

たします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 伊藤委員長。 

選挙管理委員長（伊藤 重光） 18歳以上の若者の選挙への啓発はという御質問でございま

す。 

 公職選挙法の改正によりまして、ただいま加藤議員のほうから話がございました平成28年

７月の参議院議員選挙から選挙年齢が18歳に引き下げられております。しかしながら、全国

的な傾向でありますけれども、やはり若年層の年代につきましては年代別の投票率を見まし

ても他の年代と比較をして低い状況となっております。 

 平成28年の参議院議員選挙後に明るい選挙推進協会が調べたところが数字がございます。

データがございます。18歳から24歳の方に調べました。それから総務省のほうでは18歳から

20歳の方々にインターネットを通じた調査を実施をしておりまして、その結果を参考に申し

上げます。 

 子供のころ親御さんと投票に行ったことがありますかという質問に対して、ついていった

ことがあるというふうに答えた人は、ついていったことがないというふうに回答した人より

も投票に行ったと回答した人の割合が20％ほど高くなっております。また、誰と投票に行き

ましたかということに関しては50％の人が家族といったというふうに回答をしております。

年齢別では、18歳、20歳の60％以上の方が、家族と一緒に投票に行っております。将来の有

権者への選挙啓発につながるため、子供と一緒に投票所へ来てもらえるような取り組みも必

要だと考えております。 

 小中学校に対しましては、県から主権者教育のリーフレットの配布がありますので、これ

は、学校関係者と協力をして取り組みを進めてまいります。それから上伊那農業高校に対し

ては、県の選挙管理委員会と協力をしながら選挙出前授業を実施していければと思っており

ます。それから、信州大学農学部並びに南信工科短期大学に対しましては、選挙ポスターの

掲示依頼などを行って、対象となる方に周知をお願いをしているところであります。 

 少しでも若い世代の方々に選挙に関心を持ってもらうよう周知を図ってまいります。また、

村の明るい選挙推進協議会委員の方に信州大学の学生２人の方にも御出席をいただいており

ます。この６月25日にもこの協議会を開催をいたしますけれども、その場で投票率の向上並
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びに、投票棄権防止の啓発に関してなどの御意見をお伺いするということになっております

ので、若い方々の意見を聞きながら、２番目の問題と重なりますけれども、投票率の向上に

向けての対策・取り組みを考えていきたいと思っております。 

  最後になりますけれども、冒頭に述べさせていただきましたとおり、若い方の投票率の

低さ、全体の投票率の低さというのは、政治に対しての関心の度合いが低い結果だと考えら

れております。選挙で選ばれた政治家が大切な税金をどのように使うかということを決めて

いただいて、私たちの身の回りのことを議員活動を通じて決めているということを皆さんに

理解をしていただき、政治に対して興味を持ってもらえるような環境づくりを、議員の皆さ

んも一緒に考えていただきたいというふうに思います。 

 以上、答弁といたします。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） ただいま、私が質問した中で上伊那農業高校への啓発活動という

ようなことも述べておりますが、その点についてはどうでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 伊藤委員長、もう一回、上農高校のとこだけお話していただけれ

ばと思います。 

選挙管理委員長（伊藤 重光） 県の選挙管理委員会並びに上伊那の中での各高校に対する

出前研修等実施をしておりますけれども、今のところ当村で実施をする計画はございません

が、先ほど申しましたとおり要請がありましたら行く予定でございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 地道に選挙率向上、また選挙の大切さを訴えていっていただきた

いと思います。 

 次に移りまして、観光施設について質問をいたします。 

 元気支援金事業、これはＭＴＢプロジェクトｉｎ南箕輪、これは申請のときに使った事業

名だそうです。これが認められて131万7,000円が交付されることになり、申請にかかわった

皆さんの努力が報われ、一同喜んでいるところであります。 

 これにより、癒やしと健康の大芝高原にすばらしいマウンテンバイク専用フィールドが生

まれ、利用者が増すことと思われております。まだ、計画中でなぜ質問するかについては、

元気づくり支援事業への交付が決定したことと、この辺では珍しいマウンテンバイクコース

ができることを村民の皆さんに知っていただき期待していただくとともに、経験や体験のあ

る方、情報がある方等に情報を提供していただき、すばらしいよりよい施設になるように願

うところであるからであります。 

 ことし４月に伊那のみはらしファーム西側の山林に中央アルプスマウンテンバイクトレイ

ルがオープンしたとのことでありますが、まだ、見ても体験もしておりません。 

 そこで、最初のマウンテンバイク施設計画の概要をお伺いいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ７番、加藤泰久議員の御質問にお答えをいたします。 

 マウンテンバイク施設計画の概要についての御質問でございます。 

 このもととなっておるのは、平成28年度から３年間大芝高原総合ネイチャーアクティビテ
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ィ事業芝フェスを開催をいたしました。その中でマウンテンバイクは人気のアクティビティ

であり、参加者への満足度調査におきましても参加者の97％が満足をしておるという、そん

な評価をいただいたところであります。 

 このマウンテンバイクは、自転車にさえ乗れれば誰でもが楽しめるアクティビティであり

ますが、近隣のマウンテンバイク施設は急勾配で中上級者向けの施設が多いために、初心者

が気楽に気軽にまた楽しめる場所がなかなかないのが現状であります。その一方で、大芝高

原は数少ない平地であるため、初心者に優しいコースを整備することが可能であるという考

え方を持ったところであります。 

 そうしたことから、本年度の整備計画をしているマウンテンバイクコースは、初心者向け

のコースを予定をしておるところであります。県の地域初元気づくり支援金を活用して整備

をいたしますが、この大芝高原、御存じのとおり村の大切な財産であります健康と癒やしの

森ということでいろんな活用方法が出されておるところであります。私自身の考え方として

は、自然を壊すことなく、そういった施設ができること、このことが一番重要かなというふ

うに思っております。そういう点では、自然を極力生かしながらという、こんなことを考え

ておるところであります。 

 したがいまして、木の伐採とか土の掘削、盛り土は行うことはなく最小限の範囲のやぶを

刈り払い、堆積した落ち葉を除去して路面を踏み固めてコースを整備するということで予定

しております。この事業計画につきましては、３年間というこういうことでありますので、

初年度はそんなことで実施をしてまいりたいというふうに思います。 

 また、関心を高めていただくためにコースの整備に当たりましては、小学生や住民の皆さ

んへボランティアを募り、そうした皆さんにも参加をしていただきながら行っていく予定で

あります。行く行くはいろんなところと連携ができればというふうに思っておるところであ

ります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） このマウンテンバイクのコースが初心者から子供たち、大芝にな

い子供たちの施設となることが、大変希望の持てるところであります。 

 続きまして、２番目と３番目でありますが、計画途中であることを含めまして、コースの

距離、また使用対象者の年齢の制限とかそういうものはないとは思うんですけど、その辺に

ついて質問をさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 年齢制限とかそういうのは特に今のところは考えておりませんけ

れども、今、事業計画をしてこれから始めるところでありますんで、その辺も一緒に詰めて

まいりたいなというふうには思っております。 

 特に、今回つくるコースにつきましては、国際ゴルフ場北側の村有林で広さは約8.5ヘク

タール、こんな状況であります。そういった中で、あのゾーンというのは自然観察というこ

ういう目的でゾーニングはしてあったところでありますけれども、なかなか手が入らなかっ

たということ、自然観察がありますんで極度に手を入れる必要はありませんでしたけれども、

それでも、そうはいっても若干見ばえのよくなるような、そういうことも必要かなというふ

うに考えたところでもありますし、また、今、最近はよく新聞紙上やいろんなあれで熊の出
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没情報がかなりあります。大芝にもそんな情報はあるところではあります。あそこら辺が一

番出やすい場所ということでありますんで、そういったことも含めましてきちんと見通しを

よくしていくという、このことは大切なことかなというふうに思っておるところであります。 

 したがいまして、年齢等の制限は特に設けていく予定はありませんけれども、今後また、

さらに詰め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） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） まだ計画中であるというものも含めまして４番目の将来目標とす

る施設や運営については、計画段階でありますんで、今後の希望、そんなことで答えていた

だければと思いますし、今、答弁の中で村内からボランティアを募集して皆さんでつくって

いくというすばらしい発想であると思いますんで、これはぜひとも村民の皆さん多くに語り

かけて募集していただいて協力していただくと、そんなようなことでお願いしたいと思いま

すんで、将来に向けての希望で結構ですんで、どんな施設にしたいか、運営にしていきたい

かというようなことについてお答えをお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 将来にわたってということであります。 

 今、お答えを申し上げましたように、村民の皆さんにも参加をして一緒につくっていくよ

うなコースにしていけたらというふうに思っておるところであります。大芝自体が大芝高原

道の駅ということで開駅をいたしまして、多くの皆さん、さらに訪れていただけるようにな

りました。交流人口の増加、このことも大切でありますんで、大芝高原の観光推進に寄与で

きるような、そんな施設になればというふうに思っておるところでありますけれども、この

マウンテンバイク、伊那市を初め近隣の自治体でも、かなりこのマウンテンバイクへの機運

が高まってきておるところであります。したがいまして、将来的には近隣自治体と連携して

コースをつなげていくこと、羽広にもできましたんで、そういったコースをつなげて広域的

な観光資源、このことを図っていければという、こんなコース設定を目指していきたいなと

いうふうに思っております。 

 また、いろんなイベントを開催しながら地域の活性化、図っていくことも重要であります。

そのこともやっていかなければならないだろうというふうに思っております。また、マウン

テンバイクを中心に各スポーツ団体や大芝高原の既存施設と連携すること、このことも大切

でありますので、ツアー化やパッケージ化等にも取り組んでいけたらというふうに思ってお

るところであります。今、さまざまな考え方ができるところでありますんで、できるだけ広

域的に結びつけたり、また大芝高原の活性化につながるような、ほかの施設、大芝高原内の

ほかの施設とも連携がとれるような、そんなマウンテンバイク、コースはもちろんでありま

すけれども、事業としてそういった事業ができるようにしていかなければということであり

ます。 

 運営面が一番問題でありますんで、これは利用状況を見ながらでありますけれども、どう

しても民間の皆さんのお力をおかりしなければなりません。このマウンテンバイクの協会だ

とかいろんな団体ありますんで、その皆さんのお力もおかりしながら民間委託等も含めて検

討をしていければというふうに考えておるところであります。 

 幅広い視野を持ってできるだけ大芝高原の活性化につながるような、そんな事業にしてい
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くように努力をしてまいり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。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） そういうわけで、将来にわたっての施設ということでお話を聞い

ておりますが、利用者数が増えたりした中では、将来的に私の希望としては大芝道の駅とい

うことで、向こうから来る方が、子供たちがレンタルバイク、そんなような形で将来的に利

用者が多くなったときは、そんなように進んでいっていただければすばらしいなと思います

し、ただいま村長の答弁の中にあったように、広域的にそれぞれのコースができておるとい

うことは聞いておりますんで、中央アルプス山麓というようなそれぞれをつなぐようなコー

スができれば最高ではないかと、このように希望しております。 

 続きまして、５番目の大泉所ダム周辺整備と看板の設置ということで質問をいたします。 

 ４月から５月の10連休中に大泉所ダムに行く機会がありまして行ってまいりました。何組

かのグループがバーベキューをしたりして楽しんでおりましたが、たき火跡とかの具材が散

乱しており大変汚れておりました。 

 大泉所といいますと、以前、昔ですが、保育園の行事で使わせてもらったときには村へ申

請をして使用許可をいただいて使ったような記憶もございます。そういう中で、今、自由に

それぞれの皆さんが行って使っているような感じもしております。 

 私も以前、一般質問で大泉所ダム周辺で看板の設置をお願いをしてまいりましたが、火の

用心の看板しかありませんでした。美観を促したり使用上の注意を書いた看板の設置が必要

かと思い、また、イベントではカヌー会場になるので、湖畔ぎわの周辺の整備が必要かと思

われますが、村長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 初めに、マウンテンバイクのレンタルの件でありますけれども、

これは当然必要だと思っております。そういったことも設置を視野には入れているところで

あります。 

 続きまして、大泉所ダム周辺の整備と看板設置の問題であります。この大泉所ダム周辺に

つきましては、大泉川水系ということで普通河川になっておるところであります。県が管轄

する砂防指定地にもなっております。湖畔のにぎわいの整備につきましては、これは毎年、

南信砂利資源開発協同組合が砂利採取時に雨等により流出した堆積土砂等が、そういった折

に取り除かれているのが実態であります。なるべく自然に近い形で残していきたいなという

思いはあるところでございます。 

 この大泉所、昔はキャンプも、私もした記憶がございます。ただ、今どの程度利用されて

いるかというのは把握をしておりませんけれども、そうはいっても不特定多数の方がキャン

プやバーベキューや釣りなどで訪れておりますし、最近では公民館事業の川遊びだとか村の

イベントである芝フェスでもカヌーというのをやっております。利用の幅が広がってきてお

りますんで、この辺の看板設置につきましては必要であるというふうに思っております。利

用者の増加に伴いまして不法投棄やキャンプでのたき火の跡も多くなっておりますんで、そ

ういった利用者向けに看板の設置、モラルを問うようなそういった設置も必要であるという

ふうに思っております。 

 今あるのは、本当に古くなってしまっておるということで、一部の部分しかないというの
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が実態でありますんで、総合的に降雨時の避難であるとかごみの不法投棄の禁止であるとか、

あるいはここは届け出が必要な場所であります、ほとんど年に数件しか届け出はありません

けれども、そういった周知も必要かなということでありますんで、そういった啓発看板等々

につきましては、早急に設置をしてまいります。そんなことで、御理解をお願いをいたしま

す。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） いずれにいたしましても、そこへ訪れる方が美観を損ねることの

ないような、みんなで美しく利用して自然を楽しむというような形で維持をしていっていた

だきたいと思います。 

 ３番目に、森林整備に長期的、計画的な予算計上をということで質問をいたします。 

 大芝高原においては、マレット場西側のマウンテンバイク施設計画がただいま質問したと

おりにあって、全ての大芝の場所がそれぞれに利用され整備されてきております。これから

は、維持管理だけの問題になってくるかと思います。居住地域と同じくらいの面積の森林地

域があり、長期にわたり計画的に予算を計上して、治山、治水、林道、間伐等の整備をして

いく必要があるかと思います。 

 大芝高原の祖であります福澤桃十先生、あそこの大芝のところの看板にも書いてあります

が、福澤桃十先生の理念とか精神に基づき、子々孫々とまでは言わなくても長い目で、10年

から20年のスパンで考えて整備をしていっていただきたいと思いますが、村長のお考えをお

伺いします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 森林整備に対する御質問でございます。 

 本村の森林面積というのは、村土の半分以上を占めております。2,292ヘクタールであり

ます40.97平方キロですか、したがいまして半分以上が森林ということであります。そのほ

とんどが針葉樹でありますカラマツ、これが1,375ヘクタールということになっております。

飛び地は、これは戦後、先人の皆さんがカラマツの植林をした人工林ということになってお

ります。先人の努力により植え育てられてきたこの資源をどう生かしていくのか、このこと

も重要であるという捉え方はしておるところであります。現在は、資源が成熟してきており

ますし、一方、手を入れて適正に管理をする必要があるという、そういう森林になっておる

ところであります。 

 こういったことを考えれば、加藤議員、御指摘のように森林整備、奥地林の整備でありま

す、特に、これは必要であるという捉え方はしておるところであります。したがいまして、

今後、しっかりとその辺はいろんな事業を見きわめながらということになっております。今

まではなかなか手が回ってこなかったというのが、これが実態であります。加藤議員も御承

知のとおり財源的には、この人口増加や園児数の増加、生徒数の増加等々にかなりの村の予

算が使われてきたという、こういう状況がありまして、なかなか奥地林の手入れまで手が回

らなかったというのが実態であります。 

 ここを整備していくには、どうしても林道が必要であります。同時に今、森林資源という

この大切さはわかりますけれども、木材価格の低迷というのは一番大きな問題であります。

その中で、このカラマツ、大径木につきましてはかなりよくなってきております。信州産カ
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ラマツは特に人気があるという、こういうことでありますんで、その辺を期待をしておると

ころであります。そういったことを考えれば、林道整備等々の必要性も考えながら、これか

らやっていく必要があるというふうに思っております。 

 そんな中で、国では森林譲与税というのをこの４月から実施をいたしました。行く行くは

森林環境税に変わってまいります。こういったことで、森林管理システムを構築をして総合

的に実施をしていくというこういうことになっておりますけれども、この費用がなかなか本

村に来る森林環境税というのは少額であります。私有林の面積、人口、それから林業従事者

によって配分されますんで、本年は130万というような額であります。最盛期の令和15年、

森林環境税に変わってからの最盛期でも450万ほどであります。制度が変わらない限りそう

いった額であります。この額ではどうにもならないというふうに考えておりますんで、でき

る限り財源を捻出しながら森林の多面的な利用をいうのを図っていく必要があるというふう

に思っております。将来的にもこれは必要でありますんで、この辺は、時間がかかりますけ

れども、そういった考え方で進ませていただきたいなというふうに思いますので、御理解を

お願いをしたいと思います。これは時間がかかるということだけは御理解をいただきたいな

というふうに思います。 

 森林の大切さというのは、本当にこれはみんなが認めておるところでありますんで、多面

的な機能、特に災害防止だとか水源涵養だとか、動植物の生態系の維持だとかいろんな機能

がありますんで、しっかりと守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。長

期的な視野に立ってやってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） いずれにしましても財政上の問題もあったりしますし、人口増と

いうような緊急的な状況がありまして、村としても財政上大変な箱物をつくったりとかいろ

いろな部分があって、この一つには漸落した中でありますんで、ぜひとも学校みたいにつく

ってすぐ成果のあらわれるというものではございませんので、先ほど村長が言っております

ように、地道な長い目で見た形の中で行っていっていただきたいと思いますし、これは、大

きな額とは、今450万というような話も出ましたけれども、継続的に予算計上していただい

て、将来的に先行投資というような考えの中で行っていっていただければと考えるとこであ

ります。 

 以上で、私の質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、７番、加藤泰久議員の質問は終わります。 

 ただいまから９時55分まで、10分ほど休憩といたします。 

   休憩 午前 ９時４７分 

   再開 午前 ９時５５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。 

 議席番号８番、小坂泰夫議員。 

８  番（小坂 泰夫） 議席番号８番、小坂泰夫です。 

 皆さんにお配りされている通告書には、前の任期中の番号を書いてしまいました。おわび

して訂正いたします。 

 まず、先ほどの同僚議員からもお話がありました。時代は令和になり、平成最後の選挙を
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くぐり抜けた10人の新しい議会での初定例会、平均年齢42歳で県下一若い村、今回の議員に

は、30代から70代までの世代がそろい、村の幅広い世代の声が議会、村づくりに反映される、

反映できるものと私自身も議員の１人でありながら期待を持って展望しております。 

 また、その反面、若い村ゆえか、過去最低、郡下でも目立って低い投票率に陥っている現

状については、さきの同僚議員の質問で指摘されたとおりです。その点について、私からも

後ほど少しでも改善につながる提案をしたいと思っております。 

 では、通告１件目の質問です。 

 村のふるさと応援団に村出身の若者を起用してという要望的質問です。 

 前段が少し長くなりますが、御容赦ください。 

 この質問は、昨年３月議会で私から質問・要望した経緯があります。村民皆さんには、最

近配られた６月村報と一緒に、この議会だより配られておるんですけれど、この末尾に一般

質問その後どうなったのコーナーをごらんいただければと思います。 

 早速、余談になりますけれど、全国に数ある議会だより、議会広報の中でも一般質問のそ

の後を紹介しているところは数少ないようです。唐木村政になってから新しく対応し始めた

情報公開とも呼べるものです。議員からの質問の後、行政がどんな対応をしているか、何が

改善されたのかがここを読めばわかります。ある意味、議員が質問しているこの現場より村

民にとって意味のある村の対応現場だといえるかもしれません。ぜひ、各課、現場職員の皆

さんには、そういう意味でも、ただ議員対応のためだけに書き答える場で済ませるのではな

く、職員の村民に役立つ働きを紹介する場と捉えていただき、遂行していただければと思い

ます。 

 さて、昨年３月の私からのふるさと大使に村出身の若者を起用してはの質問に対し、村か

ら村長答弁、若い人を起用するのは大切、村出身者や村に思いを寄せている人がいれば積極

的にお願いしていければと答弁があり、その後の対応として、要綱を改正し観光・文化・芸

術・スポーツ等の分野で活動する人を村特命大使として加え、村出身の若者も応援団にお願

いできるようにした。今後、候補となる方の情報提供を求めていくと報告されております。 

 そこで、私から、今回、その候補の１人にふさわしいと思われる若者を紹介します。 

 お手元の資料をごらんください。 

 神子柴出身、現在も実家が神子柴にある俳優の熊谷魁人さんを紹介いたします。 

 資料にありますように、1996年６月12日生まれ、たまたま今日が彼の23歳の誕生日のよう

です。上伊那郡内で高校出身後東京に行き、俳優を目指しました。私と熊谷魁人さんとの関

係は、彼が南箕輪小学校の時代に私の私塾に通っていた先生と生徒の関係でした。魁人さん

は、現在、有名な俳優、芸能人が多数いる芸能事務所に所属し、舞台を主に活躍しているそ

うです。芸能界での活躍の大きさ、成功とそうでない違いは、私には余りわかりませんけれ

ど、つい先週の金曜日までＮＨＫのＦＭラジオ、全国放送の連続ドラマの主役を熊谷魁人さ

んは演じておりました。そのラジオドラマは、現在皆さんお持ちのスマホアプリの聞き逃し

サービスで今週６月15日土曜日の夜中12時まで彼が演じているドラマを聞くことができます。

皆さんにもぜひ彼のすばらしい演技、活躍ぶりをお聞きいただければと思います。 

 ところで魁人さんは、１年半前の正月、上伊那のとある月刊情報誌の表紙に大きく、東京

でこれから活躍するであろう南箕輪出身の若手俳優という形で紹介されたことがあります。

そのお正月、彼が村に帰省した際、私からふるさと応援団という役割がこの村にあるという
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話を彼にしてみました。私からの話は、村からのオファーでは全くありませんので、あくま

でも私からの個人的な話ということで御容赦、御理解ください。そのときの彼の反応は、活

動には事務所の規制があるものの、もし自分が少しでも村の役に立てるものならと、とても

前向きな反応をしてくれていました。 

 そこで、村長にお尋ねします。私から、私が議員という立場で、熊谷魁人さん１人に限っ

た提案ではありません。提案はできませんが、村からの候補となる方の情報提供を求めてい

くとの経緯もありますから、この新しい時代の始まりを機に、村を内外にＰＲするふるさと

応援団に平成生まれの若者を任命してはいかがでしょう。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ８番、小坂泰夫議員の御質問にお答えをいたします。 

 ふるさと応援団に村出身の若者を起用してはという御質問であります。この問題につきま

しては、以前にも小坂議員から一般質問をいただいたところであります。そのときに、お答

えをしたとおり、ふるさと応援団に若い人を起用することは大切なことだと考えております。

基本的には、これはしていくことを必要だなというふうに思っておるところであります。 

 そういった質問を受けまして、御承知のとおり観光・文化・芸術・スポーツ等の分野に特

化して活動していただける方を特命大使としてふるさと応援団に加えたところであります。

したがいまして、村外で活躍している村出身の若い方で適任であれば特命大使にお願いする

ことは、これはやぶさかではありませんので、今後も積極的に候補者となる方の情報収集に

努めていきたいというふうに思っております。 

 村をＰＲをしていくということは、地方創生時代重要なことであると捉えております。ほ

かの自治体でもさまざまな媒体や方法でそれぞれ市町村をＰＲしているところであります。

この近隣でも修学旅行時に生徒が修学旅行先でＰＲをしておるというような、そんな事例も

あるところでございます。こうしたことを考えますと、さまざまな工夫をしながら活動して

いかなければならないというふうに思っております。 

 この熊谷さんにつきましては、以前もお話をいただきました。そのときは、検討した経過

というのはあります。私含めて、担当課含めてということで、そのときにつきましては、も

うしばらく様子を見ることとしたところでございます。活動の幅が広がってきておるという、

こういった今の資料を見させていただきますと、かなり活動の幅も広がってきたなというふ

うに思っておりますので、前向きに捉えてまいりたいというふうに思います。これは、特命

大使としていくことには、これは何の支障もないというふうに思っております。詳しい情報

をもう少し担当課へ上げていただき、情報交換をお願いをしたいというふうに思います。特

命大使にお願いをしていくという方向で情報提供をしていただければありがたいなというふ

うに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 今、本村のふるさと大使は４名おりますけれども、いろんな場面で名刺を配っていただい

たりＰＲをしていただいたりしております。そのうちの１人の方につきましては、ことし村

民センターでコンサートとかそういうこともやっていただく計画も今しておるところでござ

います。これも大変難しい面もありますけれども、ぜひ実現をしていきたいという思いもあ

りますので、そんな点も御理解をお願いしながら御協力もお願いをしたいと思います。 

 この件につきましては、特命大使にお願いをしていく方向ということで情報提供をもう少
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ししていただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） では、今、前向きに捉えていきたいというお答えをいただいたの

で、ありがたく存じますし、情報交換をしていければという村長の答弁、それ本当、とても

大切だと思います。私も今、たった１人の候補を私から提案させていただきましたけれど、

要は、こういった今までのふるさと大使さん、４名の方々の活動とはちょっと違うことを、

この後（２）で提案したいと思ってるんですけれど、そういったことで村がどのように村外

で、私は若者と提案させてもらってますけれど、そういった方に、もしふるさと応援団にな

ってもらったときにどんな活動をしてもらったらいいか、それが難しいと執行部、現場の声

は聞いておりますし、それは当然だと思っておりますので、まずは情報交換から、任命の前

でも結構ですので、情報交換をぜひしていただければと思います。 

 そこで、（１）の再質問的になるかもしれませんけれど、村民センターでコンサートをさ

れるふるさと大使の方１名ということで、但馬久美さんですよねということで、但馬久美さ

んは、南箕輪で地球サミットという舞台というか、村の子供たちと一緒に取り組みをしてき

てくれた経過がありますし、その地球サミットに、実は熊谷魁人さん、兄弟で演劇をやって

きてるんですけれど、その兄弟、但馬久美さんと一緒に共演してる経過もありますので、も

しよろしかったらこのコンサートもこれからだという村長のお話だと思うんですけれど、そ

ういった点で魁人さんに事前にそのコンサートにも協力いただくような形もよいんじゃない

かと思いますけれど、そういった、ちょっといきなりの提案ですけれど、その点、コメント

できればちょっとお答えをお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） これから具体的にコンサートの話は詰めていかなければならない

というふうに思っております。これがなぜそうなったかといいますと、毎年、文化講演会や

っておりますそのアンケートの中で一番多かったのは、但馬久美さんに、コンサートやって

もらったらという、アンケート調査結果が一番多かったわけであります。と同時に、私も東

京まで行ってコンサートをお聞きをいたしました。これは、本当にすばらしかったなと、い

わゆる但馬さんの生涯の部分、思いを込めたコンサートになっておりました。そういう形で

できれば、すばらしいなというふうに思ったところであります。たまたま担当課長もそのコ

ンサート行っておりましたんで、こういうことはできんかなという話の中から、今年の予算

化につながったということであります。 

 これからの問題でありますけれども、その辺につきましては、また小坂議員を通じまして

お話をさせていただきたい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。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） では、その文化講演会という場面とまた違ったコンサートが村で

できますことを私も願っておりますし、応援できることをしていきたいと思います。 

 続きまして、（２）熊谷魁人さんに限らずということで御理解いただければと思います。 

 村をＰＲするのにインターネットや紙媒体、イベントなど場面はさまざまだと思います。

そこで、今回私が提案している芸能人などがふるさとの市町村をＰＲする他市町村の先進事

例もさまざまであろうかと思います。この村の規模、例えば隣の伊那市さん当たりでも芸能
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人の方にふるさと大使的な任命されている経緯があると思います。この村の規模で芸能人を

使うというのは、規模的というか予算的にも厳しいと思いますし、皆さんにお配りしたふる

さと応援団設置要綱の末尾につきまして、応援団には報酬は支給しないと、旅費のみ支給す

るというような規定もありますので、実際に、例えば東京方面で活躍されてる方に村に来て

もらって、しかも私が望んでるのは、村をこれからＰＲしていくのに、やはりインターネッ

トの動画とか多くの方が今、全国的な、しかも移住・定住とかそういった観光面もしかり、

ＰＲするのに動画の媒体というのは非常に大事だと思ってまして、そこに例えば若者で、し

かも俳優をやっていれば、そこに出てもらうということは非常に効果的なことだなと、ただ

出てもらうのに旅費しか出せないという規定の中で、いろんな限界もあろうかと思います。 

 そこで、まず、先ほどの情報交換からという村長の答弁も当然だと思いますし、手始めに

協力依頼できる場面や媒体があろうかと思います。プロとして働いている芸能人、俳優の

方々でしょうから、村からは想定でよいので依頼できそうな方、検討していきたいと思うこ

とありましたら、これは聞いている村民の皆さんにも、そういった若者ふるさと応援団の彼

ら彼女らが何か活躍しているとしたらどんな姿が、この村を内外にアピールできるのかとい

うことを思い浮かべていただきたいと思いまして、そういった点で村から今お答えいただけ

る想定できる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） お願いできる想定をしていることはどういうことかということで

あります。 

 他の自治体におきましても、かなり芸能人のお願いしたりとか、そういうことはあるわけ

であります。つい先日も水森かおりさんが、しんわの丘のローズガーデンで高遠に関する歌

を歌いまして、観光大使かと思いましたけれども、そういうことになっております。 

 そういった媒体があれば、お願いしていけるという部分がありますけれども、本村には、

なかなかそういったことは難しいかなというふうに思っております。村の特命大使の方には、

才能とか素質だとか、経験、知識、偉業等、できる限り生かして村を広くＰＲをしていただ

きたいというふうに思っております。 

 本村の場合は、若干おくれてきていたのが、村が誕生してから一貫して右肩上がりの人口

増という部分がありましたので、移住・定住対策等々、他の自治体と比べて若干おくれてお

るというのが、これは紛れもない事実でありますんで、しかし、これからはしっかりと取り

組んでいく必要はあろうかというふうに思っております。 

 そういった中で、移住・定住関係の業務で、例えば村の広告宣伝の企画に参加をしていた

だくとか出演をしていただくとか、そういったことが依頼できるんではないかなというふう

に考えておるところであります。この熊谷さんに限ってはそういうこともやっていただける

のかなというふうに思っておるところであります。その辺は、また、いろんな詰めをしてい

かなければならないというふうに思っておりますので、その仲介役はぜひ小坂議員お願いを

したいなというふうに思います。担当課としっかりと詰めていただければというふうに思っ

ております。 

 報酬は支給しないということでありますけれども、広告宣伝に出ていただけるということ

であれば、報酬ということではなくて、ほかの道もあるというふうに思っておりますので、

その辺は、そんな御理解をいただければというふうに考えていただければというふうに思い
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ます。 

 ほかのそういった方があれば、どんどん紹介していただきたいなと、多くてもそれは構い

ませんので、お願いをしたいというふうに思います。また、議会報やこの有線でも流れると

思いますので、一般の村民の方にもそういった方がありましたら、ぜひ村のほうへ情報をお

寄せをいただきたいということであります。 

 今のところ考えられるのは、そういったことを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） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） はい、ありがとうございます。 

 これは再質問ではありませんけれど、例えばこの議場におられる執行部の課長クラスの皆

さんは、私が知る限り昭和時代の後半あるいは終わりごろに役場に入られた職員の皆さんだ

と思います。これからは、平成に採用された職員の皆さんが村の中心になって役場、行政を

しょっていく時代が、もうすぐそこまで来ておりますし、そのすぐ後には平成生まれの職員、

今でも働いてくれてるわけですけれど、その方々が活躍する時代がまた来ると、そういう意

味で村在住、村出身の若者が村出身の若者の外や中での活躍ぶりを見て、村の職員も含め張

り合いやさらなる奮起につながるということもあろうかと思いますので、ぜひ、若者の活躍

を応援できる、この南箕輪であってほしいと思います。 

 では、続きまして次の項目に入りたいと思います。 

 まず、２番目の項目、村観光協会のマウンテンバイク事業につきまして、（１）は、同僚

議員の質問でほとんど済んでおります。マウンテンバイク事業の概要についてお聞きする点

については、もう村長の答弁で私としては済みましたので、次の（２）に入らせてもらいま

す。 

 マウンテンバイクを使った構想に、私自身、一定の評価をしている立場として少し先を見

据えた質問をいたします。先ほどの質問や答弁の中でありました、今後については村側はい

ろいろまた検討していくという段階だと思いますけれど、ちょっと私としては蛇足というか、

そういった質問になるかもしれませんけれどよろしくお願いします。 

 私が調べた限り、マウンテンバイクの業界の専門家の方にお聞きしたところ、マウンテン

バイク愛好者はまだまだ少ない現状だと聞いております。愛好者ばかりでなく、まずは家族

連れなど間口が広く参加し遊べる提案を、例えばここで今、１つ申し上げますと、実はこれ

観光協会の理事会においてこのマウンテンバイク構想の話が出たときに、理事会の中で私も

提案させてもらったんですけれど、例えば今年の５月には、これ長野日報さんの記事で、宮

田村でやはり電動アシストのマウンテンバイクを観光に生かしたいというような記事が載っ

ておりまして、先ほどの質問、答弁でもありました近隣の他市町村でもこういったマウンテ

ンバイクの活用をしていると、その中で、現在私が知る限り村が今回のマウンテンバイク事

業を考えていくに当たって、１つの民間業者さんに相談やアドバイスを受けていることは知

ってるんですけれど、この新聞にも書いてあります伊那にまたほかの有名な、全国的に有名

で土日なんか全国の車のナンバーが集まってマウンテンバイク等の自転車屋さんに集まって

いるような、そういうふうなお店のところにお話を聞いたところ、例えばなんですけれど、

今回村でいわゆるマレットゴルフ場の西側、今までは使われていなかった熊も出てしまうよ
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うなエリアにコースをつくるという発想、これは、現状では、私もそれはそれで当然だと思

います。ただ、専門家にちょろっと聞いた話によると、現在みんなの森のセラピーロードが

普通に利用されているわけで、そこには村民、村外の人も含め多くの利用者がいると、家族

連れが新しくマウンテンバイクなり新しいアクティビティを楽しむということにおいて、み

んなの森セラピーロードのエリアを使わないのはもったいないと、間口を違うエリアで新し

く始めるということは、間口を狭めてスタートするようなことだという話も聞きました。そ

れはそれで当然だと思いますし、ただ、私が今ぱっと申し上げたことを皆さん村の方なら想

像いただければ、今のセラピーロードのエリアというか、例えばセラピーロードの歩くコー

スのちょっと横にマウンテンバイクのコースをつけたらという提案をしてくださったところ

もあるんですけれど、そうしますと、歩く人の動線とやっぱり自転車に乗る人の動線が重な

ったり危険だということも普通に考えられると思いますので、現在村が進めようとしてるコ

ースはそれはそれで私は当然だと思います。 

 ただ、先ほどの質問、答弁にもありましたが、マウンテンバイク事業がその部分だけ成功

すればよいのではなく、大芝高原のほかの施設、特に営利部門の売り上げとかにもつながる

ようなマウンテンバイク事業、新たな事業を広げていくというのが本当の意味のあることな

ので、今回のこの事業は、元気づくり支援金ですか、財源、その制度に縛られた発想なりで

きる事業の範囲があるかと思いますが、公と民間との協力ですね。さっきの村長の答弁にも

民間との協力、連携が必要だとおっしゃっておりましたけれど、そういった点で今のお試し

期間なんでしょうかね。これから３年間やることで模索しつつ、その後につながっていく、

試しで終わってしまうのではなく、つながっていく事業展開をぜひ考えていっていただきた

いので、姿勢というか、大まかな方針を聞くことになろうかと思いますけれど、今後の進め

方につきまして、今の段階で考えられることをお答えいただければと思います。お願いしま

す。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 今回のマウンテンバイクコースにつきましては、３年間事業であ

りますんで、その中で方向性を出していかなければならないというふうに考えております。

コース的には、初心者や余り体力ないお子さん、女性などや個人や家族またグループで楽し

むコース、こういうふうにしていきたいなという思いはあるわけであります。差別化を図っ

ていく、どうしても地形的に中級者、上級者のそういったコースにはなりませんので、そう

いったとこにない面を大芝につくっていくという、このことは必要かなというふうに思って

おります。初心者や子供、若年層、家族層といった気軽に利用できる環境をつくって、まず

はいきたいなと、こういう思いであります。 

 ３年間の取り組みの中でこの事業の有効性や発展性などを試行をし検証してまいりたいと

いうふうに思っております。 

 今、小坂議員のお話にもありました、みんなの森セラピーロード、重複しないようにとい

うこういう御提案であります。この問題につきましては、また、あの地域が生活環境の保安

林になっております、木を余り伐採をすることはなかなかできないという状況で、間伐程度

ということであります。と同時に、あそこは毎日、最盛期にはかなりあそこ歩いております。

１人に大体200人ぐらいは歩いておるところであります。これは健康増進という、この目的

の中で歩いているということであります。そういった皆さんと競合しないようなコース設定
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もしていかなければならないということでありますんで、その辺は慎重に、またどういった

ことができるのかというのは、ちょっとしばらく時間をいただきたいなというふうに思いま

す。とりあえず、この３年間の試行期間の中で検証がしていけるようなマウンテンバイクの

コース事業、これをまずはしっかりと仕上げてまいりたいなというふうに思っております。 

 今ちょっと、異なってはまいりますけれども、自転車がかなりブームになっております。

北部観光連絡協議会、この自転車のサイクリングロードを設定をした取り組みを今年度から

始めることになっております。こういったことも視野に入れながら、そういった事業とも、

どう関連性ができるのかということ、これも含めながらというふうに考えておるところであ

ります。 

 したがいまして、今、小坂議員の提案につきましては、もうしばらくこれは時間をいただ

かないとなかなか難しい問題でありますんで、そんな点は御理解をお願いをしたいというふ

うに思いますので、よろしくお願いをいたします。 

 まずは、今、これから取り組もうとしているマウンテンバイクをしっかりと軌道に乗せて

いきたいなという、このことは先決でありますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） ありがとうございます。 

 それでは、３点目の質問に移りたいと思います。 

 「泣いてもいいよ！」私は通告書に、その後ステッカー・ポスターの普及についてと書き

ましたけれど、ちょっと前段お話ししておきたいのが、本当に今朝も含めて最近子育てに関

するお子さんというか、特に赤ちゃんとかそういった親子の問題、下手をすると怪我どころ

か殺害というような事件が連日のように報道されておりまして、本当にこれが親子や家族関

係だけの問題なのかというようなことを深く考えさせられる事件が続いております。 

 そこで、私が２年前ぐらいに提案的な質問で、泣いてもオーケーコンサートの啓発をと議

会で質問させていただいて、それで、村から対応していただいた、ちょうどこども館が、そ

うですね、できたころということで、こども館で「うまれる」という映画、それも赤ちゃん、

子供同伴ルームをつくって上映をしていただいたところとても好評で、第２回も、そのつぎ

の年の同じ11月にその「うまれる」のシリーズ２の映画の上映を、こども館での上映会は小

さなお子さんが泣いても大丈夫、お子さんと御一緒にごらんくださいというようなイベント

をしていただいて好評をいただいているという経過がございました。 

 それで、これはまたちょっと別個で、通告書に書きました子供連れ入店お断りを掲げる飲

食店も世の中にはございますと。店主の意向や店の雰囲気の維持などからして、それはそれ

でその場所をし切っている方が決めることですので、当然あることだと思いますと。そこで

皆さんお手元に、私の添付資料、先ほどの裏面に配りましたのをごらんいただきながら。 

 一方で長野県は、このステッカー・ポスター、赤ちゃんの泣き声を気にしない「ＷＥラブ

赤ちゃんプロジェクト」ですね。ということで、長野県もこれに賛同してますよということ

を長野県やってるんですけれど、本ステッカー・ポスターは、赤ちゃんの泣き声を気にしな

いという人の気持ちを可視化、目に見えるようにしたものであって、全ての方に赤ちゃんの

泣き声を気にしないでほしいと求める意図のものではないという注釈がついております。 

 村にお聞きしたいことは、まず、この長野県の「ＷＥラブ赤ちゃんプロジェクト」におけ
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るところの泣いてもいいよというか、そういった活動ですね。こういったステッカーやポス

ターを配るということの、県から市町村にお願いがおりてるかと思います。ほかの市町村で

私聞いたので、この村でもおりてきておりますでしょうかと、おりてきたらどんな対応をし

ておりますか、まずその点についてお答えください。 

議  長（丸山  豊） 唐澤子育て支援課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） ただいま「ＷＥラブ赤ちゃんプロジェクト」の関係の取り

組みの県からの依頼ということですけれど、これが、つい先日、５月20日付で各市町村宛て

にポスターの掲示、チラシの配布について広めていただきたいということと、あと市町村で

も実施市町村自身で取り組んでいただきたいという依頼文書が届いております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 今、子育て支援課長がお答えしたように、５月20日付で依頼が届

いておるようであります。 

 御承知のとおり、これは県と長野県将来世代応援県民会議で昨年の11月19日に、いい育児

の日に合わせて、赤ちゃんの泣き声を温かく見守る「ＷＥラブ赤ちゃんプロジェクト」、こ

れに取り組みをし広めていくことになっておるところであります。 

 これから、この取り組みをどうしていくのかという質問でございます。人の感じ方という

のは、さまざまな感じ方がありますんで、それはそれとして尊重し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。村としては、この取り組みは子育てを応援する立場で賛同

をできるものであるというふうに思っております。したがいまして、役場の窓口やこども館、

図書館、村民センター、大芝高原などの施設を協力施設として申請をして、ステッカーやポ

スターを掲示していくとともに、一般の住民の皆さんへもこのプロジェクトについてお知ら

せをしたいと考えております。まずは、村の公共施設からそういったことを広めていきたい

という、こういうことであります。賛同をしながらということで考えております。 

 飲食店につきましても、そういうことをしてもいいよという店もあろうかというふうに思

いますので、商工会を通じましてこの趣旨につきましてお知らせをし、御賛同いただける施

設や店については取り組みをしていただくようにお願いはしていきます。まず、村の施設、

それから商工会を通じて飲食店等々にお願いをしていくということで、できる店からやって

いただくという、このことが重要であるというふうに思っております。 

 これは、余計なことかもしれませんけれども、私の村づくりの基本方針の一つとして、子

供の元気な声が村中から響きわたるようなそんな村にしていきたいなという、こういう思い

があるわけでありますんで、そんな事業、推進ができればと思っております。 

 ただ、先ほども申し上げましたけれども、さまざまな考え方の皆さんもおいでであります。

一時、本村でも保育園をもう迷惑施設として捉えられた事例もあり、大変苦労したという、

こんな事案もあったところでありますので、そういった事案もありますよということだけは

承知をしていただければというふうに思いますし、そういった事案があるということを頭に

置きつつ、賛同していただけるところから始めていきたいな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） 小坂議員。 
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８  番（小坂 泰夫） ありがとうございます。 

 今、担当課の答弁をいただいて、私がなぜこの質問、泣いてもいいよ、ポスター・ステッ

カーの普及についてお聞きするか、そのきっかけの一つともなったちょっと話、これはうち

の村は今お答えいただいたとおりよい姿勢というか、私はそれでそのままいってほしいなと

思うんですけれど、ちょっと悪い事例というか、ちょっと耳に入ったとある自治体では、こ

のポスターの普及ということで担当課にこのものがおりてきたときに、これはどこで使った

らいいんだいといって職員同士で保育所とかに張ればいいのかなとか、そういったちょっと、

何というんですかね、本当にこのステッカー・ポスターを普及する意図というかが、感度が

低いといってしまえば本当にそれまでなんですけれど、そういった点でちょっと感度の鈍い

自治体や現場もあるようなことを聞いて、ちょっと不安になりまして、あえて事前に担当課

にこの質問はしないでここでお聞きさせてもらったので、今の姿勢で十分私はよいと思いま

す。 

 特に、村長お答えいただいた大芝の関連施設とかで、いわゆる飲食店とか、やはり不特定

多数のお客さん、まして営利の関係で入る場面ですね。ほかの公の施設というのは、赤ちゃ

ん連れで来て泣いてしまっても、例えば病院とかでも嫌がる人がいるとかそういう話が聞こ

えたりするのは論外なんですけれど、この時代、マスコミの報道とか番組とか皆さんごらん

いただいてれば、ちょっとやっぱり赤ちゃんの声に過敏に反応するとかそういった点で、実

際これがちょっと現場の切実な声なので、これだけちょっと紹介しておきたいと思います。 

 前回、泣いてもオーケーコンサートの啓発のときに、当時教育長にもお答えいただいたよ

うなことにつながるんですけれど、子育て中の母、父、子育てを経験した人、区切りたいわ

けじゃないんですけど、特に女性、そして障がいや発達特性を持つ親御さんや彼らの支援に

かかわる人たちからの切実な声を紹介いたします。 

 これほどまでに子育てが大事、赤ちゃんを育てる親御さんを応援しようという世の中、時

代になっても、公の場や、例えば外食産業、飲食店ですね。私が考えるには、昭和の一昔前

に比べて明らかに子連れで、本当に小さいお子さんを連れて外食に行くということも、いわ

ゆる日本人のふだんの暮らし方が変わってきたということも大きいかと思うんですけれど、

そういう場において、日本人の特性なのか泣いてる子を黙らせろとか、黙らせないのは親の

しつけがなってないからだという声や視線が、いまだに世間のあちこちにはびこっていて、

これでは赤ちゃんを見たいとか思うままにはならない子供を育てることを社会から疎まれて

いる、世間から追い出されようとしているようでいたたまれないといった思いをする子育て

中の方や特別に支援が必要な方々と一緒にいる人たちが思ったり感じたりしている声がござ

います。 

 もう通告してないので、ちょっともう質問はやめて最後になりますけれど、全国的な他の

市議会でしたかね。赤ちゃん連れで女性議員が議会に出られて退場させられたというような

ことがあって、そのよしあし、世の中をそれで騒がせたというか話題になったこともありま

して、赤ちゃん連れということが、どんな現場ならよくてどんなとこがよくないとか、そう

いったことが、要はその場をし切れる人が、し切れる組織が決めることだと私自身は思って

るんですけれど、これ蛇足になって私の提言で終わるんですけれど、例えば、この議会の傍

聴ですね。議会というのは、村の真面目な話をするわけで、静粛の中で質問・答弁が行われ

るという場であろうと思いますので、ちょっとおかしな提案になっちゃうかもしれないんで
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すけれど、要は赤ちゃん連れの方々が入れないというか入りにくいというか、そういう場面

もあったりするわけで、そこのことを考えるという一つの機会にするためにも、例えば、こ

れ実はこの赤ちゃん連れ件を、とある女性に話しましたら赤ちゃん連れでも議会傍聴に来ら

れる日というのがあってもいいんじゃないのという提案というか質問というかを受けました。

今後、このことは議会運営の話ですので、議会で考えていくべきことだと思うんですけれど、

例えば女性模擬議会とか今までも行ってきましたけれど、子育て・保育・教育をテーマにし

た一般質問や、あるいは議員同士の自由討論会などを議会主催で、そういった赤ちゃん連れ

の世代の方々にも関心を持ってもらう機会をつくるというのも、こういった社会的なテーマ

を考える大事な機会だと思いますし、また、低くなってしまっているこの投票率、議会に関

心が持たれないというこの現状に、何らかのよい影響を与える機会にもなろうかと思います。

そんなことを提案していきながら、また今後、議会活動、議員活動もしていきたいと思って

おります。 

 ちょっと話が広がってしまいましたけれど、以上、泣いてもの・・そうですだから、お答

えをいただきません。済みません。お答えいただかなくていいんですよね。お答えされたい

わけじゃあないですよね。済みません。 

 以上で、私からの質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

議  長（丸山  豊） これで、８番、小坂泰夫議員の質問は終わります。 

 ただいまから11時まで休憩といたします。 

   休憩 午前１０時４２分 

   再開 午前１１時００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、山﨑文直議員。 

２  番（山﨑 文直） ２番、山﨑文直です。議席番号、１つ昇格しまして頑張って務め

ていきたいというふうに思います。 

 二度あることは三度あるというふうなことが以前から言われてます。このごろのテレビや

新聞のニュースを見てますと、同じような事故が非常に続く、これは一体どういうことかな

というようなことで、私の質問も今回それに関連するような質問でありますけれども、高齢

者の事故も続きますし、殺傷事件も数多く起きてます。先日は県内でも廃棄物の処理場等の

火災がやっぱり何件か続いております。こういったことは、昔から言われてることは、そう

いうことはあるんだなということで再認識してるとこであります。 

 今回、私は３点について一般質問をしたいと思います。 

 １番目の質問であります。プラスチックごみの対策についてということで、このプラスチ

ックのごみについては、今回軽井沢で行われるＧ20の中でも重要な議題ということで取り出

され、新聞でも毎日のようにいろんな課題が報じられておるところです。昨年、私も伊那の

合同庁舎でありました講演会にも参加してきたところ、非常に日本等から出てるプラスチッ

クのごみ、その後、同僚議員でも取り上げてその問題が論議されてるところでありますけれ

ども、日本が世界で２番目にプラスチックのごみを出してるということで聞いたところであ

ります。 

 今朝のテレビもちょうどかけたところ、日本から年間６万トンのプラスチックのごみが流

出しており、それが400日でアメリカの西海岸に達する。それから1,000日ぐらいでフィリピ
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ンのところへまた戻ってきているということで、日本から出ていった、流出されたプラスチ

ックのごみが、ほかの国にも非常に迷惑をかけてるという、そういう実態で、これについて

は国際的な問題ばかりでなく、日本がみずからの問題として、これから取り組んでいかなけ

ればならないなというふうに考えるところであります。 

 １人年間数十キロのプラスチックを消費、ペットボトルも100本程度というふうに言われ

てます。そういうふうに言われてみると、確かにそのぐらいは個人個人出してるのかなとい

うふうな気もするところであります。そうした中で、この上伊那では、長年検討して建築し

てきました上伊那のクリーンセンターが稼働を始めました。順調に稼働を始めたという報告

を受けて一安心をしてるところであります。先日も私の場合は南殿ですので火曜日と金曜日

に燃えるごみというのを出すわけでありますけれども、以前に増して燃えるごみの量が非常

に増えて、それに比べましてプラスチックのごみ、埋め立てのごみが非常に減った、そうい

う部分では償却してその分が埋め立てのごみがなくなるということは、いずれプラスチック

のごみが河川に流れて海に行ってということがある程度減るのかなという部分では、大きな

前進だなというふうにも考えてるところでありますが、先日の新聞の中で、１番目の質問で

あります、先日の新聞の中で、今まではリサイクルに回していたプラスチック類、これが中

国への輸出という形で処理されてたわけなんですが、中国のほうで輸入を受け入れないとい

う、そういう方針になってきた。それで、日本の国内にリサイクルといいながら日本の国内

でリサイクルをせずに中国に行ってたもんですから、日本の中では非常にこれがたまってき

てしまっていると、こういうことで、環境省が各県に、各県ではそれぞれの、例えば長野県

では各地区の広域連合や大きな市で持っている、焼却施設を持ってるところにリサイクルに

回す予定だったプラスチックを焼却できないかという要請を行ったところが、各地区ではそ

ういう余力がないと、こういう返答があったというのが報道されてました。上伊那広域連合

でも余力がないということで、返答したという報道がありました。 

 こうした中で、上伊那クリーンセンターが稼働し始めたところなんですけれども、例えば

リサイクルのプラスチックの問題、これについては、このクリーンセンターを建設する検討

の段階、こういう中で、永久に中国に輸出するということも考えられないことだったのでは

ないかなというふうに思います。そういう点で、このクリーンセンター建設に至る中でのリ

サイクルのプラスチック問題、こういったところの検討があったのか、私も勉強不足で全て

の経過を知るところではありませんが、その辺の経過があったのかどうかというのと、現実

的にこういう問題が出てきた段階で、今後、上伊那のクリーンセンターでその分を焼却して

いくというそういう検討はされ得るのかどうか、この辺について（１）の質問ということで

答弁をお願いをしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ２番、山﨑文直議員の御質問にお答えをいたします。 

 廃プラの問題であります。前段として、４月から上伊那クリーンセンター、順調な稼働は

なされておるところであります。確かに、私自身も感じておるのは、燃やせるごみ、これは

かなり増えてきたなという、このことは実感として、また我が家でも増えてきております。

その分、プラ製品が減ってきたという、このことと同時に埋め立てごみ、燃やせないごみが

かなり減ってきたという、こういった面は出ておるところでございます。 
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 環境省は、中国のプラごみ輸入禁止によりまして、産業廃棄物として排出されたプラスチ

ックごみの焼却を全国の市町村に要請しましたが、先日の報道にもありましたとおり上伊那

広域連合としましては余力がないと回答をしております。４月より稼働を開始した上伊那ク

リーンセンターは、上伊那８市町村の一般家庭ごみ、一般廃棄物を受け入れ処理するための

処理能力を想定して建設されており、計画段階で産業プラスチックを処理することは想定は

していなかったということであります。市町村に義務づけられておりますのは、一般廃棄物

の処理というこういう部分でございます。したがいまして、今後につきましても一般家庭ご

みを処理していくことに変わりはないというふうに考えております。 

 産廃問題、今かなり問題となっておる、このことはそのとおりだというふうに思っており

ます。上伊那広域連合のクリーンセンターにつきましても、最大量どのぐらいということで

当初計画よりもかなり人口減少もありまして、家庭ごみも減ってきているというこういう状

況がありまして、当初100確か20トンだった、120だか125トンだったのをかなり減らしてき

ておりますのでトン数を、燃やせる能力を減らしてきております。そういった部分で、これ

は稼働から数年は余力がないというのが正直なところだろうというふうに思っております。

ただ、今後、人口減少が進んできますと、これがどう変わってくるかというこういうことに

なろうかというふうに思っております。 

 国から要請のあった産廃の処理でありますけれども、量的なものがはっきりしていない段

階では検討にも至らなかったという状況であります。どのくらい処理をしてどうだという、

こういう具体例がなかったということでありますんで、検討には至らなかったということで

あります。 

 この問題で一番の問題でありますけれども、仮に人口減少で能力が余ってきたとしても一

番の問題というのは、一般廃棄物を処理する計画があった施設の周辺地区の理解を得ていく

という、これは大変困難なことだなというふうに思っておるところであります。一般廃棄物

を処理するということで、周辺住民の御理解をいただき協定もさせていただいておるところ

でございますので、産廃を処理するという、こういうことは一切考えていなかったというこ

とであります。その辺も御理解をいただきたいというふうに思います。 

 この問題につきましては、また、後の議員の質問にもありましたけれども、やはりプラ製

品をどう減らしていくのかという、こういうことに尽きるんではないかなというふうに思っ

ておりますし、資源としてしっかりと回収していくこと、こういうことも大事かなというふ

うに思っております。産廃の部分につきましては、また一廃と違いますので、この辺は国と

してどう対応するか真剣に捉えていただければなというふうに思っておるところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 現状の理解ができたところであります。 

 村長は県の町村会の中でも重要な任務をされてるところであります。今後、県段階でも先

日の報道によりますと、県でも先日の余力がないといった回答を得た後、無理にとは、ちょ

っと言葉が思い出せませんが、無理にとは言わないというか、そういうような報道でした。

各県とそれから県の中であります各町村やなんかの主な段階で、今後、その問題に対して議

題になるような可能性というのは、今考えられるのでしょうか。この辺だけお聞きしときた

いと思います。 
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議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 県の町村会の段階でどういう御意見が出てくるかというのは、ち

ょっと今わかりません。軽井沢で環境大臣のＧ20の会議があります。そういったことに向け

て、さまざまな動きが出てくるんではないかなというふうには思っておりますけれども、現

段階ではそういったことが想定できるという、こういうことはちょっとわからないというの

が実態であります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） それでは、引き続き注意をして見ていかないといけないだろうな

というふうに思います。 

 （２）の質問であります。 

 昨年から、中学校、小学校のＰＴＡの皆さんも中心になったり中学校でも毎年空き缶の回

収等をしてましたが、南箕輪の中学校では昨年から生徒会の皆さんが自主的に空き缶回収活

動をするということでしてきて、それが自分たちの生徒会の活動としてよかったというよう

な評価をされてるというふうに聞いております。そういう意味では、この学生のうちから将

来の環境づくりに対して自分たちもかかわっていこうということの活動としては、これはい

い活動だろうなというふうに考えてるところであります。 

 昨年の合同庁舎でのプラスチックの問題、このときにもそのときの教授の先生が指摘をさ

れてました。大人になってからレジ袋だとかペットボトルを気楽に捨てちゃうというか、そ

ういう部分が見られるけれども、これについては、やっぱり学生のころから、例えば小学生、

中学生の生徒、そういった段階からプラスチックの問題、ごみを捨てないという問題を取り

組んでいくという学校の教育の現場から取り組んでいくということが重要だろうというよう

な指摘をされてました。私ももちろんそのとおりだなというふうに思いますので、今後の活

動の仕方として、教育現場のところでこういう計画をぜひしていくべきだろうというふうに

私は思いますので、教育長のほうから現場の責任者としての考えをお聞きしたいなというふ

うに思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） ２番、山﨑文直議員の御質問にお答えします。 

 今、中学校の活動を大変認めていただいて、本当にありがたいなとそんな思いをしており

ます。また、小学校も４月６日に南箕輪小学校、それから南部小学校では年に３回でしたか

ね、ということで資源回収をしております。地域の方を含め御協力をいただいてます。本当、

ありがとうございます。 

 今、学校現場からプラごみを捨てない活動をという、そういう取り組みについての御質問

でございます。 

 小中学校では、美化活動、それからごみゼロへの参加、地域でもごみゼロということでご

み拾いをやっておりますが、への参加、子供たちも参加したり、それから資源回収、リサイ

クルなどの学習等を通して、今、議員お話された大人になってもプラごみを含め、いわゆる

ポイ捨てをしない、資源を大切にする気持ちを育てることを大事にしてきております。 

 具体的に申し上げますと、小学校時代からごみを分別して捨てる習慣を身につけさせるよ
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うにしています。教室に入りますとプラ用、燃やせるごみ等々のボックスがあって、そこに

子供たちは教室から出たものを捨てているというか、入れている、そんな状況もございます。

また、給食の片づけで分別について教師がモデルを示したり、特に低学年のお子さんですけ

ども、示すことなどを通して丁寧に指導しております。 

 特別なことをするのではなく、当たり前のことというそういう意識の中で、目的を持って

日常的に行うことで公的マナーを身につけさせていくことが大事、という営みをしておりま

す。 

 また、教科等の学習では、４年社会科の学習を中心にごみの行方ですね。それから減量の

工夫や処理の工夫等を学んでおります。また、領域では小中を通して道徳などで規範意識を

高めることを大切に指導しております。 

 本当、個人的になるかもしれないんですが、私思うのですが、先ほど具体やモデルを通し

てごみの分別あるいはポイ捨てをしない、そういう意識を子供たち、育てることを大事にし

てるわけでございますが、地域の方、大人になるんですけれども、が例えば道路にごみを捨

てたりとか、そんな状況が村の中でもあります。役場の駐車場でもたばこの吸い殻が落ちて

いたり、そんな状況がございます。ごみを捨てない社会、また先日大型店に行ったんですけ

れども、入り口に、どうか正しい分別をというこういう張り紙というか、そういうのが張っ

てあったりとか、なので、しっかりした分別というふうなことを促してるんですけれども、

公的マナーを大事にする姿を、いわゆる大人が子供たちのモデルとして、やはり示していく

必要が大事かなというふうに、そんなことを子供たちの教育ももちろんですけれども、もっ

と大事かなと、それがいわゆる規範意識、社会的なマナーを育てる上でも大事、そんなこと

を思っております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） ありがとうございました。 

 既に各学校現場の中でもいろんな授業や活動を通じて、このごみ捨て問題に対して取り組

んでおられるというのを聞いて安心をしたところであります。ぜひ、今後とも引き続きこの

問題にかかわってほしいなというふうでお願いしたいと思います。 

 私も時々思うんですが、区の中で春と秋にごみ拾いというのがあります。たばこをやめた

私が何で人が捨てたたばこの吸い殻を拾わなきゃいけないんだろうということも単純に疑問

を思いながらも拾ってる段階が、ぜひそういうことがないようなことで、みんなでやってい

きたいなというふうに思います。 

 ２番目の質問に移りたいと思います。 

 介護職員不足への対策ということであります。 

 最初に１番目のところの質問であります。 

 平成29年の12月議会で、私も村内の宅老所が幾つか閉鎖になってきてると、これは閉鎖を

せざるを得ないという状態が来てるんではないかなと、そういうことの中で質問をしたこと

があります。そのときの村長の答弁の中で、いわゆる村内の事業所連絡会等が定期的に開か

れてるようでありますけれども、事業所連絡会を開き情報収集をする等の答弁がありました。

こういうことで、その後の情報収集の結果としてどんなことが把握できてきのか、それに対

して村として地域に住んでる人たちの安心・安全のための政策を構築していくという立場の
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村として、その後の状況はどんなのかということを、まずお聞きしたいなというふうに思い

ます。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 介護不足への対策であります。山﨑議員からもたびたびこの問題、

御質問をいただいておるところであります。 

 介護職員の不足に関してでありますけれども、ここ数年、日本の労働環境が大きく変わっ

て売り手市場となっておると言われております。多くの業界や企業は人材不足に悩まされて

おり、特に介護業界では働き手が足りずサービスを続けることが難しくなってしまう事業所

も珍しくないというふうに言われております。 

 このことは村だけではなくて、全国的な課題であるというふうに思っております。昨年５

月には経済産業省から2035年には約79万人もの介護人材が不足すると、こんな報道がなされ

たところであります。村内における介護職員の状況でありますけれども、事業所連絡会につ

きましては、２カ月に１度の頻度で開催をしております。そこで、さまざまな情報共有を図

っておるところであります。状況をお聞きをする中では、現在でも職員不足は深刻であると

いう、このことはそのとおりであります。募集しても人材がなかなか集まらない。休止をせ

ざるを得ないサービスがあったり、あるいは管理をする職員、管理職であっても夜間に勤務

をせざるを得ないというこういう状況もあるとお聞きをしておるところであります。 

 これは、本村だけではなくて全国的な問題であります。本当に難しい問題であります。こ

れを解消していくには、村だけではなくて国全体で考えていっていただかなければならない

というふうに思っております。 

 この問題は本当に深刻でありますんで、県の町村会としても毎年国に対して要望を上げて

おりますけれども、なかなか前に進んでいかないというのが実態であります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 村だけでどうにもならないというそういう部分があります。特に

介護保険の適用部分等が絡んできますから、これは国の中でもっともっと真剣に高齢者が

日々生活する部分について充実した施策を整えてもらうということは大事だというふうに思

います。ぜひともいろんな情報をして、御苦労ですけども、毎年要望を上げてもらうという

ようなこともひとつよろしくお願いしたいというふうに思います。 

 ２番目の質問でありますけれども、先日、新聞の中に上伊那福祉協会からのスタッフの募

集のチラシが入っておりました。中身を見ますと、お掃除をしたりだとか見守りをするとか

いうような、例えば資格を余り必要としない職種について、働いてくれる人を募集したのか

なというふうに私は受けとめました。なかなか資格を持った人を採用するというのも大変で

すが、そうでない人、そうでなくても働けるんだよというような職種について、わざわざそ

ういうふうにありました。このチラシ、初めて見ましたが、上伊那の福祉協会でもやっぱり

人手不足なのかなというふうに受けとめたところであります。 

 そういう意味で、村内の介護施設の多くでスタッフの不足で今までやっていたサービスを

受け入れを制限せざるを得ないという、ショートステイだとかいう部分も休止せざるを得な

いと、それにプラス、今働き方改革でそれぞれ臨時パートの関係の方にも有給休暇をきちん

ととるようにというのが進められてきてます。それはそれでいいことなんですけども、そう
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いうことで、人がいなくて今までのサービスを継続できない、こういう実態は非常に現実と

して大変厳しいものがあるなというふうに思います。 

 そういう中で、国の施策そのものもありますけれども、村としてここら辺を少し支援をし

ていくという方策を考えられるのかどうか。例えば資格のパートの賃金等に対して上乗せを

するとか、資格を取得するについて村として支援をしていくとか、すばらしい方策がどんど

んあるというわけにはいかないと思いますけども、村として独自の支援策、こういうことに

ついてはどのように考えられるのかというところを、ぜひお聞かせいただきたいなというふ

うに思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 村としての独自支援ということだというふうに思います。 

 村単独で職員不足を解消する、このことは不可能であるというふうに思っております。財

政支援という選択肢もないわけではありません。しかし、人材が不足しているというのは介

護業界だけに限ったことではないところであります。したがいまして、これも難しさがある

んだろうというふうに思います。 

 これまでも対応といたしましては、子育て女性再就職トータルサポートセンターで事業所

を紹介したことで就職につながった事例というのは若干はあるところでありますけれども、

絶対数が少ないという状況であります。やはり、労働条件のよい他産業に流れてしまうとい

う、こういう傾向はあるようであります。 

 公益財団法人が介護労働安定センターが発表した実態調査では、人材が集まらない理由と

いたしましては、他作業に比べて労働条件がよくない、あるいは同業他社との人材獲得競争

が激しいという、こういうこともあるようであります。給与の比較も出ておりましたけれど

も、全産業の平均は月額30万円、介護職員の平均が21万円ということで載っておりました。

本当に大きな差があるんだなということを感じたところでございます。 

 国でも処遇改善加算などの対策は行っておりますが、まだまだ十分でないというふうに捉

えております。この辺につきましては、粘り強く国に要望していく必要はあるというふうに

思っております。これからも続けてまいります。したがいまして、村としての独自の支援策、

これなかなか難しいというこういうお答えしかできないところでございます。職員を回すと

いうわけにはまいりませんし、今、お話がありましたようにパートの賃金の上乗せ、これ介

護職だけでいいのかどうかという問題もあります。中には、本当の零細企業で困ってるとこ

ろもあるというような、こういう状況があるところでありますので、全体的なそういったこ

とを見ていかなければならないというふうに思います。 

 そういうことを考えると非常に難しい問題だなというふうに思っております。ただ、引き

続き情報共有を図りながら離職防止や人材確保につながる公的、多角的な取り組みを全事業

所、行政含めて模索をしていく、このことをやっていきたいなというふうに思っております

ので、今までもやってきておりますけれども、これからもやってまいりたいというふうに思

っております。大変難しいというお答えしかできませんけれども、以上であります。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） いろんな業種の中で人手不足というふうに言われてますので、大

変なところもあると思いますが、一応、村としても子育て施策に対する一定の経過が経て充

実してきてるところがありますので、次の段階として高齢者や障がい者の皆さんが生活しや
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すい、そういうようなところにもう少しウエートをかけていただきたいなというようなこと

をお願いをして、お互いの中で情報を共有していきたいなというふうに思います。 

 ３番目の質問であります。 

 高齢者の事故対策についてであります。 

 御承知のように、毎日のように報道の中で高齢者の事故の報道がされております。本当に

毎日、この前の１週間ぐらいの事故のことかなと思ったら、今日はまた別のところで高齢者

の方が事故があったと。このごろの事故の内容を見てれば、歩行者の皆さんは別に普通に歩

道を歩いてとか、交差点で別にミスをしたわけでもないのに、向こうから自動車が向かって

くるというようなことで、これはもうどこでどういうふうに気をつけていたらいいのかなと

いう、そういうふうな思いになるような事故が続いております。 

 そうした中で、原因を見つけてそれに対する対処は非常に大事なことだというふうに思い

ますが、その中で、平成29年の３月の質問で、免許証の返納制度が村から示されました。75

歳以上や障がい者の方に免許証を返納していただいた方には、回数券100回のプレゼントと、

福祉サービスの1,000円の登録で月２回のタクシーが利用できるといったようなことで、こ

れはすばらしい有効な施策だなというふうに思いますが、その後、どんどんまた事故が起き

てる状況です。 

 これについて、さらなる施策というのを検討されている部分があるのかどうかというふう

にお聞きしたいと思います。というのは、きのうの夜のニュースで、東京都で急発進防止装

置を車に装置をつければ、９割の補助をしていくというような報道がありました。数千円の

負担でということでありますので、相対的には数万円の装置かなというふうに思います。あ

と、外国の話ですけども、アメリカでは70歳以上では視力の検査を強化し、夜間の運転やラ

ッシュアワーでの運転については禁止をするというような法制度もつくってきてるというよ

うなこともあります。いろんなことがあります。考えられますので、そういう点で、とりあ

えず村としては、さらなる施策として検討されてる部分があるかどうかをお聞きしたいなと

いうふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 高齢者の事故防止の御質問であります。本当にこのところ毎日の

ように高齢者が当事者となる交通事故の報道がなされておるところであります。一番有効的

な部分というのは、これは免許返納で車を運転しないという、こういうことだろうというふ

うに思いますけれども、この地域では、なかなかそれは難しいというふうに思います。同時

に足の確保をどうしていくのかという、このことを考えていかなければ免許の返納というふ

うにつながっていかないというのがあるわけであります。 

 免許の返納後の高齢者の足の確保といたしまして、タクシー券の交付、あるいは社協に委

託しております福祉移送サービスの拡充に取り組んでまいりました。こういったことはやっ

てきておるところであります。 

 また、山﨑議員から以前にも質問をいただきましたこの宅配制度につきましても、今後さ

らに検討していく必要があるというふうに考えておるところであります。また、本協議会に

協定の変更をお願いしております定住自立圏でのＡＩ活用したドア・ツー・ドアの試験運転

に関する部分であります。これは伊那市が中心というか、伊那市でやってる事業であります。

そういったことを見きわめながら、いろんな方策が考えられるんだろうというふうに思いま
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す。 

 高齢者による事故の原因で多いのは、やはりアクセルとブレーキの踏み間違いであります。

自動車協会でもこういったことに着目をしながら、急激なアクセル操作の場合にはスピード

を上げないような技術革新に取り組んでいるという報道もあるところであります。そういっ

た業界含めてみんなで取り組んでいるということ、このことはもっと進んでいくだろうとい

うふうに思っております。ハード、ソフト両面からの取り組み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。 

 村としてという話でありますけれども、行政的にはそれは限界もあるところであります。

どうしても足の確保の充実、このことをやっていかなければなりませんので、さまざまな施

策を組み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。一番有効なのが、タ

クシー券の交付ということは有効であろうというふうに思いますけれども、さらに私自身は

福祉輸送サービスという村独自の制度、本当に村がやっている独特の制度があるもんですか

ら、これをさらに拡充していけばドア・ツー・ドアと同じになっていくんではないかなとい

うふうに思っておるところであります。 

 今、社協へ委託しながら前回、月に１回から月に２回利用できるような、これを月に３回

とか台数を増やしたりしていけば、そういうことは可能かなというふうに思っております。

その辺の検討はしていく必要があるというふうに思っておりますので、これはしばらくちょ

っと時間をいただきたいというふうに思います。ドア・ツー・ドアの部分、南箕輪には独特

の福祉輸送サービス車、サービス需要がありますんで、これを充実することによってある程

度の解消は図られていくんではないかなというふうに思っております。お金もかかりますけ

れども、これは高齢者福祉というこういう観点からすれば、やっていく必要はあるのかなと

いうふうに、私自身は捉えておりますので、その辺はまた検討の結果、またお知らせをして

いきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 村も今までもいろんなところで高齢者なりドライバーを守る、歩

行者を守る、そういう施策をされてきてることはいいことですので、ぜひ充実してほしいな

というふうに思います。 

 （２）の交通安全協会との連携というのは、もちろんされると思いますので、後で（３）

のところで一緒に答弁があればお聞かせいただきたいと思いますが、（３）の危険箇所の再

点検の計画ということであります。 

 近ごろの交通事故で交差点で車が向かってきちゃったというような部分、今までだとちょ

っと余り考えられないような事故だとか、そういう部分が増えてきました。あそこにガード

レールがあったらあの事故は起きなんだろうなというようなケースもありますが、それをガ

ードレールでぎしぎし囲むわけにもいきませんし、そういうようなところで今までの危険箇

所に対する考え方というのもこれからまた少し見直しを含めながらしていくべきではないか

なというふうに思います。 

 例えば、朝方の真東から上がってくる日光に対しては、ＬＥＤの信号でさえ判断が難しい

ような、そういう部分があります。そういうのも別のところにもう一つ補助的な信号をつけ

る部分もあるのかなとかいうような対策も、これからは考えていかなきゃならないだろうな

というふうに思います。そういう意味で、危険箇所の再点検というのは、ぜひここでしてい
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くべきだろうなというふうに思います。交通安全協会との連携も含めて、再度、この方法を

進めていく必要があるだろうなというふうに思いますので、２番、３番も含めて、これから

の計画等をお聞かせいただきたいというふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 危険箇所の再点検という御質問であります。 

 村も警察や安協やさまざまなところと協力しながら危険箇所の点検を行っておるところで

あります。特に、交通事故が発生した場所におきましては、会議も開催したり事故防止に向

けた交通安全対策、施設整備、この辺も検討しながらやっておるところであります。 

 常に危険箇所というのは点検をしていかなければならないところであります。こういった

ところは交通部長や区長を通じて危険箇所の安全施設の整備というのもお願いをしておりま

すし、数多くの要望が出されてきております。ただ、それを一気にやっていくということは、

非常に困難であります。村自体でできること、これはやってまいります。やってきておりま

すし、これからもやってまいります。国や県道に関するこういったものにつきましては、な

かなか前に進んでいかないというのが実態があるわけであります。今、信号機の話が出まし

たけれども、補助信号をつけるどころか、必要なところに信号機もなかなかついてこないと

いうのが現実問題であります。この辺は、粘り強くやっていく必要があろうというふうに思

います。さらに要望活動を強めてまいりますし、これからも危険箇所の点検は常にやってい

きたいというふうに考えております。 

 同時に交通事故の部分で考えてみますと、運転者自身のマナー、このことも重要になって

まいります。常に交通安全教室を開きながら、安全運転に心がけていただく、こういった対

応もしていかなければならないだろうというふうに思っておるところであります。特に高齢

者につきましては、老人クラブだとかあるいはマレットゴルフ大会をやったりゲートボール

大会で交通安全何々大会ということもやりながら、そういったことを周知しておるところで

あります。交通マナー等につきましては、これは一般ドライバーの中に含まれてやっており

ますんで、高齢者自身を対象にという、このことはこれから必要かなというふうに思ってお

りますので、この辺につきましては交通安全協会や警察署と連携しながら推進をしてまいり

たいというふうに思っております。 

 統計的に見ますと、長野県の統計によりますと80歳以上の３割ほどが運転免許を保有して

おるということであります。意外と少ないんだなというふうに感じたところでありますけれ

ども、それだけ返納者も大勢になってきておるのかなというふうに思います。あらゆる団体

と協力しながら交通ルールを守っていくという、このことにも力点を置いていきたいという

ふうに思っております。 

 高齢者の運転の対策といたしましては、70歳以上の運転者に対するシルバーマークという

んですかね、高齢者マーク、これが努力義務となっております。ほとんどつけてないという

のが実態ではないかなと、かなりそういう車が目立ってまいりました。この質問をいただき

まして、私も早速自分の乗用車にシルバーマークをつけました。最初はちょっと恥ずかしい

なという感がいたしましたけれども、なれてきますと感じないということで、相手も気をつ

けてくれるのかなという、こういうことであります。70歳以上となっておりますんで、この

辺の推進も図っていく必要があるというふうに思っております。やはり、そういったことを

つけることによって自分自身が自覚をする、安全運転をしようとする、そういった自覚につ
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ながってまいりますんで、こういったことも必要かなというふうに考えております。 

 さまざまな対策をとりながら高齢者の交通事故防止、図ってまいりたいと思っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 私もじきにこのシルバーマークをつける年代になると思います。 

 この田舎でも見てると、お年寄りの方が車から降りたときに杖をつかなければ歩くに不自

由だなというような方が、車で乗って公共施設のあたりまでも来てるという状況を見かける

ときがあります。そうやって移動手段としての車に頼るしかないという面が現実にあるとい

う部分では、地域公共交通という部分も含めて、福祉のサービス、これをさらに拡充を検討

をしてもらいたいなというハードと、それからドライバーのマナーのソフトの両面、答弁が

ありましたけども、より一層検討し実行に移していただくことをお願いをしながら、私の質

問を終わりたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員、ちょっと待ってください。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 済みません。先ほど南部小学校が年に３回というふうに資源回

収、アルミ缶回収ですが、お伝えして、月に１回でございます、済みません。毎月アルミ缶

回収ということで、子供たちが学校へ持ってくる、保護者の方はいつでも学校へというそう

いう状況でございますので、訂正させてください。また、御協力をよろしくお願いします。 

 失礼しました。 

議  長（丸山  豊） 訂正しといてください。 

 これで、２番 山﨑文直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５０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。一般質問を続けます。 

 ３番、原 源次議員。 

３  番（原  源次） 議席番号３番、原です。 

 主に３点について、村長、教育長に御質問します。 

 私、初当選で初質問で大変緊張しております。質問の趣旨に合うかどうかわかりませんが、

的確な御答弁をお願いいたします。 

 私は今まで村政に対して余り関心がなく、区長をしたとき仕事をして以来、村政と離れ、

機会がなかったのでここで改めて村長の政治姿勢をお伺いしたいと思います。 

 １項目め、運営の姿勢について御質問します。 

 日夜、村のために御努力されている姿、大変御苦労さまです。当初は、子育て日本一を目

指してとキャッチフレーズで初当選をし、３期半村長を務めて村内外から高い評価をされて

おりますが、まず、村長の現在までの村政に対する基本的な考え方やいわゆる政治姿勢をど

こに置いて取り組み運営してきたかお尋ねします。 

 よろしくお願いします。 

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） ３番、原 源次議員の御質問にお答えをいたします。 

 村長の村政運営についての姿勢の問題であります。 

 この問題につきましては、施策的な問題と自分自身の運営に対する思いの２つに分けて答

弁をさせていただきたいと思っております。 

 時のたつのは本当に早いもので、私も平成17年の４月に村長に就任をしてから、村長職と

して15年目に入っております。４期目も残すところ１年10カ月となってまいりました。この

間４期目の当選をしたと思いましたら、もう半分を過ぎてしまったというような状況であり

ます。 

 まず、施策状況といたしましては、前々からお話を申し上げておりますが、当時、私に課

せられた大きな任務というのは２つというふうに私自身が捉えたところであります。施策的

には、子育て日本一の村を目指してというような大きなといいますか、当時は亜流としての

施策を掲げさせていただいたところであります。ただ、２つの任務のうちの一つであります

けれども、私が当選したときは合併論議を経ての選挙でありました。村として自立し、持続

可能な村をつくっていくこと、このことが１つ目に私に課せられた大きな課題であったとい

うふうに私は捉えたところであります。 

 ２つ目は、政争の村としてその時々で混乱をした歴史を踏まえ、平穏な村にしていくこと、

このことが２つ目の私に課せられた大きな任務であったというふうに捉えておったところで

ございます。 

 その実現のために、さまざまな公約を掲げさせていただきました。メーン施策といたしま

しては、先ほど申し上げましたが、当時としては本当に亜流でありました子育て施策、特に

働きながら子育てのできる環境づくり、これを目指したところでございます。このことにつ

きましては、将来の人口減少社会を見据え、持続可能な村づくりの基本となる人口をどう維

持していくかという、このことに力点を置いたところであります。子育て日本一という大き

な目標となってしまいましたけれども、これも前々から申し上げておりましたけれども、子

育てに優しい村づくり、これがそもそも私の考え方でありましたけれども、いつしか日本一

の子育て村ということになってしまいました。 

 そのために、長時間保育や放課後児童クラブの充実、保育料等の引き下げ等々の施策の実

施、施設的な建設といたしましては、療育施設たけのこ園、こども館等の建設を行い公約実

現のために努力をさせていただいたところであります。 

 平穏な村づくりということにつきましては、議会との良好な関係を築くことに努めてまい

りました。また、村民との対話等々を実施してまいりました。行政懇談会だとかあるいは各

種団体の懇談会も当初は盛んにやらせていただいたところであります。最近は少し忙しくな

ってしまったということもあって、この辺がおろそかになっているかなということで反省も

しておるところであります。 

 おかげさまで、人口も順調に増加し、持続可能な村づくりに向けて歩み出しておるところ

でございます。また、村も平穏になったとのお話やお声を多くの方からいただいております。

現在は全ての市町村は子育てに軸足を移し、さまざまな施策を実施しており、当時の考え方

は間違っていなかったというふうに自負をしておるところでございます。 

 そんな施策や自分の思いのもとで村政運営をさせていただいたところでございます。この
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まま村として自立をしていく、町制施行というような問題も一時はありましたけれども、私

は村でいきたいなということで、そういった問題も提起せずに、ずっとこのまま村でいけれ

ばなという思いも持っておるところでございます。 

 姿勢といたしましては、常に住民とともにを基本に置き、また、謙虚の気持ちを持って行

政に臨むこと、このことには常に心がけてきたところであります。また、一面では、行政と

は誰のためにあるのか、何のためにあるのか、このことが私の根本的な基本姿勢となってお

るところでございます。このことを常に自問自答しながら、村政運営をしてまいりました。

行政とは、住民のためにあること、また行政とは、誰もが地域の中で大きな格差もなく生活

をしていくことができること、村民生活を守ること、これを第一に考えてまいりました。本

当にそうできたかどうかということは、また村民の評価もいただきたいなというふうに思っ

ておりますけれども、また同時にじくじたる思いもあることも事実であります。ただ、自分

なりに努力はしてまいりました。残された期間も、そのことを自問自答しながら、村のため

村民のために努力をしてまいりたいと思っております。 

 15年たちますと、当時は56歳ということで、今から比べると大分若かったわけであります

けれども、大分体力・気力・能力に衰えを感じておるのも、これもまた事実であります。気

力を保ちながら村民の負託に応え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。 

 また、足らぬところにつきましては、御指摘をいただきながら村政の発展のため、村の活

性化のためにさらに努力をしてまいります。議員の皆様方からさまざまな御意見、御提言を

いただいております。できる限り丁寧にお答えをしながら、実現できるものは前に進めてま

いったところでございます。一時の村政の状況を考えますと、これでよいのかというような

思いもした時期も私自身もありました。今、そういったことがなくて本当に幸せだなという

ふうに思っておるところであります。 

 ただ、残念なことは、２期目、３期目、４期目が無投票であったということであります。

このことは本当に選挙を通じていろんな問題を提起し合いながら、村の活性化を図っていき

たかったなという思いはいまだにしておるところでございます。冗談に、余り平穏になり過

ぎて無投票になってしまったというような話もしたことがありますけれども、やはり選挙と

いうのは、きょう前段でも出ておりましたけれども、活発な議論をしながら村民の選択を受

けていく、このことが大切かなというふうに思っておるところでございます。その点は、本

当に残念だったなというふうに思っておるところでございます。 

 これからも、行政は何のためにあるのか、誰のためにあるのか、このことを自問自答しな

がら、残された任期、全うしてまいり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。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） 県内でも名が通って有名な村ですので、ぜひ引き続きよろしくお

願いしたいとそう思います。 

 次にいきます。 

 ４期目残任期間が２年ありますが、学校給食センター改築の話は聞いておりますが、その

ほかにハード事業、ソフト事業で重点とされる政策は何かありましたらお伺いします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 
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村  長（唐木 一直） 残り２年の重点施策についての御質問であります。 

 考えてみますと、就任以来、人口増加、子供の数の増加に対応するために、施設の増改築

あるいは新たな施設の設置等に追われた日々であったなというふうに思っております。人口

増加に伴う施設不足は、ある程度のめどがつきつつあるという、こんな状況であります。残

された施設につきましては、今、原議員から御指摘を受けましたように小中学校の学級給食

センター、南部小学校の給食施設であります。現在は、昨年度のコンサルへ委託した資料を

もとに検討しておりますが、これを本当に一つにまとめて新築していくとなりますと十数億

の費用がかかってまいります。今の本村の財政状況から考えますと、これは無理があるとい

うふうに私自身は判断をしておるところでありますが、今、検討途中であります。しかし、

増改築の方向でいかざるを得ないと、こんなことも思っておるところでありますが、もうし

ばらく時間をいただきたいと思っております。この事業が村の最大の私の任期中のハード事

業となってまいります。この施設が終了すれば、人口増加に伴う施設不足は、個々それぞれ

まだあります。しかし大規模のものには一定のめどがつく、こういうことになってまいりま

した。 

 また、ハード面でいいますと公共施設の老朽化対応であります。道路を見ていただきます

と、舗装もかなり老朽化をしてきております。計画的に順次、これは整備をしていかなけれ

ばというふうに思っておりますし、また、郷土館の建設というのがまだ残っておるところで

あります。この事業につきましては、計画ではもっと前につくるという、こういうことで計

画がなされていたわけでありますけれども、それより先に子供たちのため保育園や学校の増

改築、このことを優先をさせてきたところでありますし、計画になかった事業といたしまし

て、私の思いを通させてもらいました事業が療育施設たけのこ園の建設であります。これは

どうしてもつくりたかったということで、つくらせていただきました。また、大規模な施設

としてこども館等も実施をさせていただきました。 

 そういうことで、郷土館の新築というのはかなり遅れてしまってきたところであります。

このことにつきましても、任期中、一定の方向性は出していきたいなというふうに考えてお

るところでございます。 

 また、ソフト的な事業といたしましては、超高齢化社会を見据えて医療・介護・福祉の連

携体制の構築であります。これはどうしても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。大変難しい問題でありますが、少しでも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。特に、この問題で大切となることは、医療であります。それを担

っていただける開業医の先生方が本村ではかなり少ないという、こういう状況が生まれてお

ります。往診をしていただく、こういうことにはならないわけであります。そういったこと

も課題というふうに捉えておりますし、現状で考えてみますと、学校の校医や保育園の園医

や、あるいは村の予防接種や健診事業等々、やっとの思いで先生を見つけながらお願いをし

ておるというのが実態であります。したがいまして、この問題も少し前に進めることができ

ればなというふうに思っておるところでございます。 

 さらには、大芝高原の管理の問題や地方創生関連事業の推進等々、まだまだやらなければ

ならないことは山積をしております。財政状況を見きわめながら計画的に進めていかなけれ

ばと思っております。 

 残された任期が２年ということでありますので、どの程度できるかということは、少し厳
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しいなという面もございますけれども、今申し上げた事業等々につきましては、実施をした

りある程度のめどはつけて、この任期中につけていきたいなというふうには考えておるとこ

ろであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） 今、少し触れられましたが、ぜひ、区長のときに感じましたが、

部落内の舗装の修繕とか雨水の排水とか、そういう側溝の整備をぜひしていただければと、

生活密着したところでやっていただければと思いますので、よろしくお願いします。 

 それでは、次にいきたいと思います。 

 今、いろいろ事業等上げていただきましたが、今まで大きな事業を進められてきましたけ

れども、これからは、今言われたように給食センター改築、保育料無料化、高齢化に伴う福

祉事業で大きな費用負担が予想されますが、村長の言う健全財政は維持されるかお聞きした

いです。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 健全財政の維持の問題であります。持続可能な村をつくっていく

ということは、裏を返せば健全財政を維持しながら行政運営をしていく、このことにほかな

らないわけであります。この健全財政の見方というのが、その時々の国の状況によってかな

り変わってきております。私も職員として財政担当を長くやらせていただきましたけれども、

本当に健全財政の捉え方の指標が変わってきておるというのは、その時々の国の状況を反映

しているのかなというふうに思っておるところであります。 

 現在、健全財政の捉え方といたしましては、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債

比率、将来負担比率の４指標で判断をされておるところであります。平成29年度の指標であ

ります。平成30年度はこれから数値等が出されてくるというこういう時期でありますんで、

29年度の財政指標が一番新しいところであります。実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字

であり、これは全く問題がありません。実質公債比率につきましては5.7、将来負担比率に

つきましては17.6と、いずれもこれも健全財政の範囲であります。しかし、将来負担比率に

つきましては、平成29年度より数値があらわれてきたところであります。今までは、これが

もうゼロでありました。これは、人口増加に伴う施設不足解消に伴う起債の借入に伴うもの

で、これはいたし方がないというふうに思っておるところでございます。 

 そのほかの指標といたしましては、２つの指標、財政力指数と経常収支比率、これが大き

な指標となっておるところでございます。財政力指数や経常収支比率は極めて良好でありま

す。県内でも優良な数値となっておるところであります。どのくらいの財政力があるのか、

財政力が１になれば、これは交付税が不交付団体になりますんで一番いいわけでありますけ

れども、今0.59ぐらいで0.1ポイント上がったところあります。一時はこれが0.7を超えたと

いうようなときもありました。そのときに比べますと大分悪くなってきたかなというふうに

思っております。経常収支比率につきましても、大体七十二、三％で推移しておりますんで、

これは本当に良好だなというふうに思っております。 

 そして、一番大事といいますか、今までの指標は健全財政の見方でありますけれども、村

にとりまして一番大事なのは財政調整基金を含む積立金、この額がどのぐらいあるのかとい

うことであります。この額につきましては、見方はいろいろありますけれども、ほかの自治
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体と比べますと決して多い額とはいえません。標準的であります。我が村の半分くらいの人

口のところで我が村の倍くらいの基金のあるところもあります。それぞれの自治体によって

まちまちであります。これは多ければ多いほどいいということではなくて、いかに有効に使

うかということ、そういうことも考えていかなければならないところであります。そういっ

たことを考えれば、総じて健全財政は維持をしておるということであります。 

 先ほど、申し上げましたけれども、この健全財政の維持が持続可能な村づくりの基本とな

ってまいりますので、今後とも財政状況を見きわめながら事業執行をしていくこと、このこ

とが大切であります。 

 また、そうしたことをするためには、より計画的な行政、計画行政の推進、これに努めて

いかなければならないと思っておるところであります。私も前々からといいますか、なった

ときから申し上げておりますけれども、身の丈に合った行政運営ということを申し上げたこ

ともあります。これは、そうしていくことが大切かなというふうに思っておるところであり

ます。行政というのは継続をしておりますんで、今の財政調整基金から含めていろんな基金、

私が就任したときは約17億でありました。今は29億というこういう額となっております。そ

ういった額になったということは、本当にありがたいことだなというふうに思っております

けれども、今申し上げましたような事業を実施しますと、これもかなり取り崩しをしなけれ

ばできないというふうに思っております。そんな点は御理解をいただきたいなというふうに

思います。 

 そういったことをしながら、健全財政の維持に努めてまいりますので、よろしくお願いを

いたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） 今、言われたように引き続きよろしくお願いしたいと、そう思い

ます。 

 次にいきます。 

 学校の安全対策について御質問します。 

 このところ小中学生の登下校時の横断歩道の事故が大変多く見られます。特に、横断歩道

中に車にはねられ死傷するなど大変痛ましい事故が全国的に発生し、毎日のように新聞やニ

ュースで取り上げられております。また、平成30年には、新潟において下校中の児童が殺害

される痛ましい事件が発生しております。交通事故は資料によると、登下校がなれ始めたこ

の時期、子供が被害に遭う交通事故が多く発生している。特に、小学校１年生が被害に遭う

確率が上級生に比べて４倍と言われ死傷者が多く、学年が上がるにつれるにしたがい減少傾

向だと言われています。 

 我が村は、いろいろ施策があると思いますが、登下校中の安全のための方策はいかがかお

伺いします。よろしくお願いします。 

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３番、原 源次議員さんの御質問にお答えします。 

 小中学生の登下校時の安全性についてという御質問というふうに賜っております。 

 全国的に痛ましい事故の報道に村の子供たちはと思いをはせるのですが、先ほども今日は
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雨の中、早く下校ということでグリーンベルト歩いてるかなとか、雨にぬれて大丈夫かなと

か、議員さんと一緒に見させていただきましたけど、その中で、まず交通安全についての取

り組みをお答えいたします。 

 先ほど、小学校１年生が被害、事故に遭う確率が高いと議員お話しされました。そのよう

な状況の中で、保育園生活は保護者の方、あるいはおうちの方等が送迎をし、小学校１年生

になると入学式の翌日から自分の足で１人で通う通学となります。自分で歩く、あるいは道

路に出るとき交差点ではとまって見る、安全確認というのが非常に大事、大切になってまい

ります。保育園生活でも安全指導は保育士さんがやられてるわけですけれども、保育園年長

さんの保護者の皆様に、ちょうど今時分ですが、例えば西部保育園では７日、南原は13日、

南部は14というふうに年長さんの保護者対象に入学説明会といいましょうか、入学に向けて

という話を教育相談の子ども会に常駐していますが、職員がしております。その中で、もう

飛び出し防止、それが最大限のというか、一番大事ということで、飛び出し防止に向けて特

にとまって見る安全確認ということで、練習、練習また練習という言葉を文章に載せてござ

いますが、習慣化できるように願って伝えております。 

 朝、時々私も登校の様子見ていく中で、みんなが渡ると渡るとか、もう大人がいれば大丈

夫というふうにぱっと渡っちゃうお子さんもいないわけではないですが、一人一人のお子さ

んが自分で判断して安全確認をしていく、そこのところを小さいうちからしっかり習慣化づ

けていく、そこが一番大事かなというふうに思っております。 

 また、入学までに親子で通学路を歩いて学校まで登下校の練習といいましょうか、そのと

きに危険箇所、こういうところ危ないね、ここ気をつけようね、この信号見ようね等々の親

子でのそういう営みといいましょうか、安全確認、それも非常に大事ということで保育園の

そのときに合わせて伝えております。 

 入学後ですが、４月の交通安全教室で１、２年生が歩行中心の指導、村内の中で交通量が

多いところで手を挙げる、信号を見る、待つ、確認等々の指導をしています。それから、３

年生以上が自転車指導、また下校指導も全校の中で計画的に行ってきております。教職員、

そしてＰＴＡによる街頭指導ですが、警察、安協さん、それから関係者による春の交通安全

運動や月に１回実施されている伊那の日、17日前後ぐらいに行われてますが、とあわせなが

ら子供たちの指導に当たっております。それから、不審者対策、新潟の例ではございません

が、不審者対策として防犯教室や子供を守る安心の家、南部小学校では24件、それから南輪

小学区では41件の登録で、子供たちの安心・安全に向けてお力をいただいておりますけれど

も、その周知とともに何かあったら周囲の大人の人あるいはお兄さん、お姉さんでもいいで

すが、とにかく助けを求めると、そこのところを大事に指導を行ってきております。 

 防犯教室も行われてきております。南部小は、御存じのように登校班で集団登校をしてお

ります。南輪小では集団登校は行われておらない状況でございます。地方の方の見守りのサ

ポートが大事であるという認識で、学校ともども教育委員会、それから関係の方と動き出し

てるところでございます。 

 いずれにしましても地域社会で子供たちの登下校あるいは安心・安全な状況をみんなでつ

くっていきたい、あるいはみんなでつくっていく必要があるかなというふうに思っておりま

す。ぜひとも、議員の皆様のお知恵、お力をいただきたい、そんなことを強く願っておる次

第でございます。 
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 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） 今も言われたように、地域みんなで子供を見守るということでよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 次にいきます。 

 まだ、記憶に新しい５月８日の日に大津市のレイモンド淡海保育園の事故があります。死

亡２名、けが十数名の大事故です。いつ何時起こるかわかりません。我が村の保育園は万全

な体制を敷いてると思いますが、園外保育で公道を移動する際、安全性は確保されてるかお

尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 保育園の園外保育の安全性の御質問であります。 

 御指摘のように大津市における事故、散歩中に巻き込まれた事故でありました。この事故

の報道後に、すぐに村内保育園には、日常的に利用する散歩の経路について、安全確認を実

施するように指示をいたしました。散歩に出かける際は注意をするように、また園長にも伝

えたところであります。さらには、交通安全運動推進本部長から、５月24日付で園児の交通

事故を受けた緊急交通安全対策についての依頼がありました。依頼内容につきましては、散

歩ルートの安全確認ということで、散歩などの園外活動による移動路線の安全確認を６月に

実施をする。このときには、警察からの署員の派遣もあるということであります。そして、

散歩ルートの不安箇所について聞き取りということも行われます。さらに必要に応じて、道

路管理者を含めた実地点検を７月に行うという、こういうことになっております。 

 この確認点検を行って、安全確保重点箇所を抽出をいたしまして、警察による指導取り締

まり、安全教育、啓発活動や夏の交通安全やまびこ運動などで安全確保重点箇所を中心とす

る集中した取り組みを実施をしたり、あるいは警戒標識や安全看板等、掲示等を行っていく

という、こういう計画になっておるところであります。その結果も待ちたいというふうに思

っております。 

 散歩というのは、子供たちの成長によい影響を与えます。そして、基礎体力が身につくこ

と、自然と触れ合うことで刺激をもらい視野が広がること、そして、交通ルールを覚えるこ

と、こういったことが成長の過程に結びついていくというふうに思っております。この安全

対策を受けて園児たちが安心・安全に散歩できるような安全確認に、これは村としても努め

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） 原議員。 

３  番（原  源次） いずれにしても、いずれどんなに気をつけてても何かあると困り

ますので、ぜひ引き続いて調査等よろしくお願いしたいと思います。 

 次にいきます。 

 南部小学校を中心として30キロゾーンが29年度から運用されておりますけれども、子供た

ちの安全性の確保からその効果があらわれているかお尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ゾーン30の御質問でございます。 

 安全性の効果が確保できているかどうかということについては、今のところ比較できるデ
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ータがございませんので、これにつきましてはお示しをすることができないところでありま

す。しかし、効果という点では、ゾーンの入り口に規制標識や路面表示等があり、通学路で

あると認識をするため危険を察知して自動車の通過速度を抑制する効果が見られていること

も、これまたそんな状況もあるところでございます。 

 また、ゾーン内の住民は、速度が抑制されるため、住民も安全運転に心がけるとともに、

ゾーン30の指定により安心して暮らすことができるというお声もお聞きをしております。そ

ういったことを考えれば、若干の効果はあるのかなというふうに思っておるところでありま

す。効果という点では、そんなことで御理解をお願いをしたいと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） 大泉地区では、西部地区に大分工場ができまして、通勤者の車、

信号とか混雑を避けて旧春日街道ですかね、通行が多く、また間に合わないと困ると遅刻し

そうだということでスピードをかなり出していく車が多数見られます。こういうことから、

それも朝、通学の時間と重なっていますので、ぜひ、大泉地区にもこういうゾーン30みたい

なものができるかどうか、可能かどうかお聞きしたいですが。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ゾーン30につきましては、一定の基準があるところであります。

まずは、２車線以上の幹線道路あるいは河川または鉄道等の物理的な境界で区画された範囲

で、地域住民の同意があれば指定の申請が可能となるということであります。したがいまし

て、こういった条件に該当すれば、ゾーン30が設置できていくんではないかと思っておりま

す。これはあくまでも長野県公安委員会の決定であります。こういった条件が整って地域住

民の合意があればゾーン30の設定は可能であるというふうに考えております。大泉地区の話

がありました、２車線道路で区切れるところがあるのか、あるいは河川だとかそういったと

ころで区切るところがあるのかとか、そういったことを調査してみないと何とも言えません

ので、そこの点につきましては、建設水道課のほうと協議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。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） また、相談させてもらいますので、よろしくお願いします。 

 次に、生活環境についてお伺いします。 

 地区内に耕作放棄地があるが、害虫等が発生し、また、美観を損ねているけれども、数年

耕作しない土地の耕作は、大泉に数年耕作されてないところがあるけれども、アカシア、ク

ルミ等が大木になって手がつけられない。また、アメシロ等害虫が発生し、その対策に区役

員が苦労しているが、村として方策は何かあるのかお尋ねしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 耕作放棄地の問題であります。 

 この耕作放棄地につきましては、本当に頭の痛い問題であります。遊休農地などとも言わ

れており、本当に美観を損ねる、このこともありますし、周辺の環境に悪影響を及ぼしてお

る、このこともそのとおりだというふうに思っておりますし、または、火災の発生の原因に

なるごみの不法投棄の場所となってしまうというような悪循環になっておるところでありま

す。 
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 これは、個々の所有権との問題がありまして、大泉の話がありましたけれども、所有者の

理解が得られないという、こういう部分もあろうかというふうに思います。特に大泉の場合

はそういった部分もあるんじゃないかなというふうに、私ちょっととっさに思った部分で思

い浮かんでまいりましたけれども、この耕作放棄地につきましては、農業委員や農地利用最

適化推進委員、営農センターの役員などでチームをつくりまして、そういったパトロールを

行って所有者に促しておるところでございます。 

 農地全体で見ますと、平成28年度から耕作放棄地が4.4ヘクタールほど減少しております。

このことは農業委員会の皆さんや営農センターの皆さんの御努力のおかげだというふうに思

っておるところでございます。この要因といたしましては、いろんな要因が考えられます。

高齢化、後継者不足、また地域内に引き受け手がいないだとか、遠方で生活しているが相続

により農地を取得したが耕作できない、こんな状況が今はふえてきておるところであります。

特に、相続により農地を取得するという方も増えてきております。さらには、一番困るのは、

所有者不明確な農地というのもまま出てきておるところでございます。そういった状況が見

られますんで、憂慮をしておるところでございます。 

 解消に向けた取り組みといたしましては、営農センターでも荒廃した農地をもとに戻す作

業に補助金を交付して、新しい耕作者へ農地の有効利用を推進をしておるところであります。

そんなこともやっておるという、こういうことで御理解をお願いをしたいと思います。 

 そういった状況もあるところでありますけれども、何といっても地域の中で御協力をいた

がかなければならないということも大きな力となるところであります。特に、農地水保全事

業といった事業が本村でも活発に取り組まれております。このことはありがたいなというふ

うに思っておりますし、この事業が一番活発なのが大泉地区であります。いろんな事業を実

施しております。こういった事業の中で考えていっていただければなというふうに思ってお

るところであります。 

 引き続き、村も努力してまいりますけれども、どうにもならないというところがあれば、

また御相談をいただければというふうに思います。先ほども申し上げましたけれども、いわ

ゆる所有者との関係がうまくいけば解決もできる問題というのもあるわけでありますんで、

また御相談をいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） よろしくお願いします。 

 ちょっと違うかもしれませんが、害虫の発生と美観が損なわれてる場所で苦情が出てると

ころがあります。西部土地改良区の排水路ですけれども、お聞きすると数年前に清掃整備を

やったらしいですけれども、よい対策はないかということでありますが。 

議  長（丸山  豊） 答弁ができますならば。 

 出羽澤産業課長。 

産業課長（出羽澤 平治） その件でございますけれども、実は、今は私、産業課長ですけ

れども、当時、建設水道課長のころ地区の要望によりまして合同排水の清掃作業を行ったこ

とがございます。状況を見ながら、また悪いところが出たときにはその都度対応するという

ことでやってまいりました。先ほどもありましたけれども、ちょっと拡大解釈的になります

けれども、村の対応がまま追いつけない場合につきましては、先ほどの大泉の中の活動の中

で緊急退避的に部分対応も可能ということでありますので、そういったこともあわせてまた
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建設水道課、産業課ともども皆さんと相談しながら事業ができたらというふうには考えてお

ります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） それでは、建設水道課・・ 

議  長（丸山  豊） 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） 今、産業課長のほうで申し上げましたけれども、ただいま建

設水道課のほうで西部の排水につきましては、こちらの管理という約束をしてございます。

昨年度、浚渫の工事を予定しておりましたが、ちょっと周りのほうの工事のほう先行させて

いただいたところがありましたので、今年度早いうちに取り組んでまいりたいと思ってます。

よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） ぜひ、よろしくお願いします。 

 以上で、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

議  長（丸山  豊） これで３番、原 源次議員の質問は終わります。 

 ただいまから２時20分まで休憩といたします。 

   休憩 午後 ２時１３分 

   再開 午後 ２時２０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、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 議席番号１番、百瀬輝和です。 

 新時代を担う４月の村議会議員選挙で大きな使命をいただき、議員として３期目がスター

トしました。どこまでも１人の方を大切に、小さな声を大切にして、村民とともに村民の中

で議員活動をしてまいります。よろしくお願いします。 

 最初に、スクールロイヤーの活用について伺います。 

 スクールロイヤーの活用は、国でもようやく動き出したところです。学校現場はさまざま

な対応が迫られる中で、法律の専門家である弁護士が、その専門的知識、経験に基づき、学

校において法的側面からいじめの予防教育を行うとともに、いじめ等の諸課題の法律的な解

決が期待されます。法的側面からのいじめの予防教育では、弁護士が実例を挙げ、裁判例等

を示しながら人権を守ることの重要性やいじめの法律上の扱い、刑事罰の対象となり得るこ

とや不法行為に該当し損害賠償責任が発生すること等について教えること、学校における法

的相談への対応では、児童・生徒を取り巻く問題について弁護士に相談しアドバイスを受け

ることや、弁護士による教員向けの研修会を受けることで、生徒指導上の諸課題の法律的解

決になる。法令に基づく対応の徹底、学校においていじめ防止対策推進法に基づいていじめ

問題への対応が徹底されているかどうかを弁護士が法的側面から確認してもらう等の取り組

みが挙げられております。 

 特に、家庭との対応の関係で、保護者等から過剰な苦情や不当な要求等への対応が求めら

れる場合や、児童・生徒を取り巻く問題に関し、法的側面からのアドバイスが必要であり、

学校が組織として対応できるよう支援体制を構築する必要があると考えます。 

 この件、教育長、いかがでしょうか。また、原因はいろいろあると思いますけれども、現
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在、休まれている教員の人数等がわかれば教えていただきたいと思いますが。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 済みません。上着を脱がせていただきました。 

 議席番号１番、百瀬輝和議員、教育環境の向上のためにということで、今スクールロイヤ

ー活用のお考えということで御質問いただきました。お願いします。 

 教育現場といいましょうか、学校教育の場において、価値観の多様化という言葉がなじむ

かどうかと思いながらですが、価値観の多様化に伴うというふうに自身思っておりますが、

教職員と保護者、それから保護者同士等、意見が相違することがあり、対応の難しさがある

状況もございます。学校では、学校長のリーダーシップのもと、チームとして複数の教職員

で対応したり、子育て教育支援相談室の相談員、スクールカウンセラー、スクールソーシャ

ルワーカー、あるいは警察、児童相談所等、外部の関係機関と連携したりして対応しており

ます。 

 また、教育委員会事務局に学校教育専門員を今年で３年目になりますが配置し、相談など

に応じ、諸課題の調整、解決に向け、私、あるいは教育次長以下、事務局スタッフが学校と

共同して動いてきてる、そういう状況でございます。 

 ４月の３校校長会で、小学校２名、それから中学校１名の校長会でですが、必要によって

は村の顧問弁護士と相談していくことも大事、そういう話をさせていただいております。で

すので、状況に応じては村の顧問弁護士さんのお力をいただくということもひとつ視野には

入れております。現状としてはその状況はございません。 

 このような支援体制であり、スクールロイヤー制度の導入については、特に議員お話され

ました法的側面からいじめ防止というか、現在のところ、済みません、スクールロイヤー制

度の導入については考えておりません。 

 しかしながら、今後につきましては、先ほど議員お話されましたいじめ予防教育等、事が

起きてからではなくて、いじめ虐待予防のそういう観点からの導入が必要となる可能性があ

るというふうに受けとめております。 

 また、スクールロイヤー導入に当たっては、単に弁護士さんのお力をいただければという

その前に、学校における法的ニーズの明確化、つまりどこまで、あるいは何がスクールロイ

ヤーにできるのか等々、あるいはスクールロイヤーが相談を受けたらどうされるのかとか、

あるいは連携のあり方とか報酬はどうするか等々、互いにいい意味で信頼関係を築く上での

協議が必要かなと、そんなことも現在のところ考えてるところでございます。 

 それから、休まれてる教員がという御質問をいただきました。現在３校において育児休暇

を取得してる教員は１名、療休、休職の職員はございません。昨年度も今年度と同じ状況で

育休１名、それから療休、休職の職員は村内ではおりませんでした。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） １番、百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 教員のおかれてる現場、かなりやはり多様化してると思います。

そういう中で法律の側面から応援できる体制ができればと思いますんで、そこら辺よろしく

お願いしたいと思います。 

 それと、村では子育て相談室もあります。この相談室でも多様化する中、こういう法律の
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専門家、例えば実務者会議等にこういう法律の専門家がいたほうがいいと考えますが、この

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） １番、百瀬輝和議員の御質問にお答えします。 

 相談室に法律の専門家という話でございます。現状では、今のところ相談室で受けている

案件について、直接弁護士に対応をお願いするというようなことは、そういった事案という

のは出てないというのが現状であります。ただ、困難な事案が発生した場合には、村の顧問

弁護士に力をおかりしながら対応はしたいというふうに思っておるところであります。その

前に何とか解決できればという、こういう姿勢で臨んでおるところであります。 

 ただ、学校や保育園や相談室のみならず、今、行政全般考えてみますと、本当に行政とし

て顧問弁護士がいなければどうにもならないという事案がかなり増えてきております。村で

も顧問弁護士に何件も相談をしておるところであります。以前になかったこういったことが

頻繁に対応せざるを得なくなっているということは、頭の痛い問題だなというふうに思って

おるところでございます。こうしたことがないように願っておるところでありますけれども、

現状では事案が増えていく一方でありまして、顧問弁護士もかなり忙しくなってきておりま

す。できることであれば、本当にこういった相談の強化ということは必要だなというふうに

思っておるところであります。職員が参ってしまうとか病気になってしまうとか、こういう

事案もまま発生をしておりますので、この辺につきましては、注意深く私のほうでも見なが

ら、できる限り顧問弁護士に早期に相談するように心がけているところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 学校でも職員の方たち、相談室についても早目の弁護士への相談

ということで、今は対応してるという、学校についてはまた国からの方針も出てくると思い

ますんで、早目の対応をお願いしたいと思います。 

 次に、学校での置き勉の取り組みについて伺います。 

 通学用の荷物が重過ぎる、こんな声が児童・生徒・保護者から上がっております。通学用

のランドセルやかばんが重くなり、児童・生徒の大きな負担になっていることから、文科省

は昨年９月６日に全国の教育委員会などに対し、一部の教材を教室に置いて帰る、いわゆる

置き勉を認めるなどの対策を検討するように通知を出しております。教科書協会の調査によ

ると小中学校の教科書のページ数は2002年と2016年では1.5倍に増えていると言われており

ます。これは学習指導要綱の内容が増えたことに加え、理解を深めるための図表なども増加

したため、また以前の教科書に比べて大判化している、副教材なども増えているとしており

ます。低学年、１年から３年のかばんでも平均7.7キロで、体重が20キロにも満たない子供

の通学が苦行のようになっている状態であると言われております。置き勉の村の各学校の取

り組みについて伺います。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 小中学校での置き勉の取り組みはという御質問にお答えします。 

 小中学校での置き勉の取り組みについてでございますが、議員お話されたように教科書が

Ａ４になったりとかページ数が増えたりとか、副教材的なものも含めながらということで、

子供たちの学習材は非常に数が増えてるかな、あるいは大きくなってるかな、そんなことを
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思っております。 

 昨年、実は８月に保護者の方から教育委員会として御質問あるいは相談を受けたこともあ

ります。朝、私時々立っているときに、ちょっとかばん持たせてといって後ろから了解を得

てですけども持たせてもらって、結構重いのを持ってるなというお子さんもいて、違うとき

には同じお子さんではないですけど、このくらいかな、まあまあかなというか、何そんな状

況も感じるときがございます。 

 小学校では毎日持ち帰るのが基本的に国語と算数の教科書、ノートあるいはプリント類と

いうことで、他の教科のものが必要なければ学校に置いておくということで、登下校の荷物

の重さの軽減には配慮がされているというふうに聞いております。そういう認識で私自身お

ります。 

 また、子供たちへの指導とともにおうちの方へのアナウンスもして理解と協力をいただく

ことが大事かなというふうに思っております。子供さんが荷物が多くて大きな負担を感じる

場合、例えば、学期末とか、あるいは学期初め等の場合には、計画的に荷物の持ち帰りある

いは学校へ持っていく、そんな状況の指導がなされております。 

 中学校でございますが、生徒自身の判断をもっと大事にということで、宿題などで必要な

ものについては持ち帰っている。特に全部持ち帰りなさいなどの指導はしていないというこ

と、美術などの道具は美術室で保管している。長期休業前には学年ごと持ち帰るものと置い

ていくものを決めて子供たちに指導している、そんな状況がございます。 

 先ほど、例えば国語、算数の教科書等とお話をさせていただきましたけれども、一人一人

のお子さんへの指導がどこまで具体的に行われているか、そこのところがひとつ大事かなと

いう、あるいは御家庭にどういうアナウンスが届いているかな、御家庭がどういう受けとめ

をしてるかなということがポイントと考え、また、学校とそのあたりは連絡をとっていきた

いなと思っております。 

 相談を受けたお子さんの御家庭では、教室のほうではさっきのように国語と算数の教科書

は持って帰る。ほかはいいよという話が子供たちになされていたんですけど、そのお子さん

は全部持って帰らないと気が済まない、いい意味でも逆にすごい大変さもあるんですけど、

そういうタイプで、私も昔そうだったなと思ってですけど、そういう状況もあったりで、い

ずれにしろ子供たちがきょうはこれでいいよとか、あるいはきょうはこれ持ってくるとか、

そういうのを御家庭と共有しながらしていくことが大事かな、そんなことを思っております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） わかりました。対応していただいてるということで理解しました。

よろしくお願いします。 

 次に、小中学校のエアコン設置について伺います。 

 昨年10月７日成立した2018年度補正予算は、公明党の強力な推進で公立小中学校の教室へ

のエアコン設置を支援する緊急対策が盛り込まれ、子供の命と健康を守る取り組みが大きく

前進しました。夏の暑さが災害級と言われるほどの暑さに見舞われ、酷暑が恒常化する中、

子供たちの安全な学習環境を整えることは喫緊の課題でした。学校のエアコン設置は、これ

まで自治体が主体となって進めていましたが、しかし全国で約38万ある公立小中学校の教室

のうち半数近い約17万教室が未設置で、設置率100％の自治体がある一方で、０％のところ
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もあるなど、自治体間の格差が拡大していました。設置が進まない主な理由は、財政負担が

重いことが挙げられます。子供の命にかかわる施策が自治体の財政力によって左右されるこ

とがあってはならず、国による後押しが不可欠であると、設置費用に対する国の補助、従来

どおり３分の１とするが、残る３分の２を全て地方債で充当できるようにし、その返済金の

６割を国の地方交付税で賄える仕組みを創設し、地方の負担は４分の１程度になりました。

村もこの制度を利用して進めているエアコン工事、この進捗状況について伺いたいと思いま

す。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 小中学校のエアコン設置の進捗状況はということでございます。 

 小中へのエアコン設置工事につきましては、２月に工事着手、そして７月の上旬にはエア

コンが使えるように工事を進めてまいりました。本当に皆様のお力をいただきながら、村と

しても村長以下最優先ということで取り組んできております。３校とも工事は順調に進んで、

南部小では既に現場での工事が完了、エアコンが使用できるところまで進みました。これか

ら暑い日があれば稼働していきたいというふうに考えております。また、南箕輪小、南箕輪

中学校では、現在、工事の進捗率約80％であり、既に各教室への機器の設置は終了しており

ます。現在、電気の配線、配管工事、配電盤の取りつけ等を行っております。今月下旬には

キュービクルの切りかえ、その後試運転等を行って、順調にいけば７月上旬には使用できる

見通しというふうに考えております。 

 今年の夏に間に合わせたいということで、本当、工事を進めてまいりました。南部小の教

頭先生が、工事の方にうんとお礼を言いたいと、この間電話で、土日もそれから工事を間に

合わせるために本当に一生懸命やっていただいた、ありがたいなと、そんな教頭先生の声も

届いております。当初は機材の調達や空調設備の業者が確保できるかどうか、非常に不透明

なところもあったわけでございましたが、一応のめどが立ちました。施工業者を初めとする

関係の皆様に、本当、御協力をいただいて感謝しております。もう少しで完成でございます。

しっかりと進めてまいりたいというふうに思っております。 

 よろしくお願いします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 私も建設関係にかかわってますんで、現場の苦労というのはよく

わかります。本当に施工されてる皆さん、御尽力いただき、今聞いたとおりに早目に進んで

いる。自治体によれば間に合わない見込みがあるという自治体も聞いておりますんで、南箕

輪村については順調に施工が進んでいるというふうに今、お聞きしました。 

 このエアコン設置工事なんですけれども、学習環境がよくなるということが一歩前進でい

いことなんですが、これからが、また冷暖房、エアコンを稼働させていく中でランニングコ

ストというものが発生してきます。その中で、やはり今後、例えば断熱工事、省エネ化工事、

窓の改修になると思うんですけれども、そういうものも必要になってくると思いますし、電

気代等を減らす取り組み、これは契約電力の基本となるデマンド値が、今度基本料金になっ

てきます。それを下げる取り組みも必要ですし、使用電力の削減を考えていく必要もあると

思います。このデマンド値を下げる、使用電力を削減する、この２つが電気量の削減方法と

言われておりますが、それを監視する方法、保安協会を頼んでいると思いますが、保安協会
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さんが監視してデマンド値が上がらないようにしていくという取り組みもあるそうです。今

後の取り組みになると思いますが、また、体育館へのエアコン設置というのもこれから検討

していかなければいけないと思います。このことは、通告には書いてありませんので、言い

添えておきますということでお願いします。 

 次に、学校の熱中症対策の取り組みについて伺います。 

 熱中症は予防できる疾病です。予防の原則が５項目あります。１として、環境条件を把握

してそれに応じた運動、水分補給を行う。２として、暑さに徐々に慣らしていく。３として、

個人の条件を考慮する。４として、服装を気をつける。５として、具合が悪くなった場合に

は早目に運動を中止し必要な処置をするです。 

 環境条件の評価には、ＷＢＧＴが望ましいとされております。乾球温度を用いる場合には、

湿度に注意をしなさいというふうになっております。村の学校での対策について伺います。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 先ほど、議員申し添えてという言葉を使われましたが、今後の

エアコンの稼働云々、あるいは省エネといいましょうか電気代云々、我々も本当、勉強して

いきますけれども、また、何かいい情報があったらお伝えしていただければと、そんなこと

を思っております。よろしくお願いします。 

 熱中症対策の取り組みということでございます。予防原則の５項目を今お示ししていただ

きました。学校としましては、保健だよりで職員、それから子供たち及び家庭への周知、そ

して注意の呼びかけ、それから小学校では水筒にお茶か水を持ってということで登校してい

ます。必要時に水分補給あるいは教室によっては時間を決めてとか、飲む時間をとっている、

そんな状況もございます。 

 それから、先ほどのエアコンの有効活用も当然、最大限有効活用ということでございます。

それから、まだエアコンの導入前、若干の期間でございますが、もしその場合には昨年度の

対応でエアコンがきく部屋の活用、そんなことも校長以下視野に入れながらおります。扇風

機も昨年度大分買わせていただきましたので扇風機の活用もあわせてございます。 

 それから中学校では、今年ですが、熱中症チェッカー等を活用しながらということで部活

動、体育館などの集会時にその数値等を参考にしていくということ、それから小中学校とも

体育館、校庭への使用について校内で協議をして保健の先生、養護教諭あるいは校長、教頭

等々で協議、状況によっては使用を控える、そんなことも考えております。 

 中学校では、昨年度も実施しましたが、クールビズということで本来制服でございますが、

運動着あるいは短パン、ハーフパンツといいましょうか、そういうような状況でというスー

パークールビズ等々も考えながらということで指導に当たりたい、そんなことも中学校では、

考えております。 

 それから、昨年度うんと悩ましかったのはプール指導をどうするかという、プールの行き

帰り、夏休み中ですが、そういうこともあったんですけど、それは今年どうするか、これか

ら検討の必要の余地ありですが、暑さ指数が高い日はプールを、例えば開放しないとかプー

ルの水温を下げる、水を足しながら下げる、そんなことも考えております。 

 いずれにしましても熱中症に関しては、各教室環境、あるいは屋外の状況等の把握が必要

となってまいります。危機管理意識をすごく高めていく必要があるかなというふうに思って

おります。今年度導入のエアコンの活用によって熱中症対策をしっかりしていくとともに、
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昨年度非常にいろんな教訓を得ています、正直なところ。昨年度の対応、経験を生かしなが

ら、先ほどおっしゃられたＷＢＧＴ値を参考にしながら、子供たち個人差がございますので、

体力差、個人差がございますので、丁寧に子供たちの健康観察をしていく、見ていく、それ

を大事に安心・安全な生活を整えてまいりたいと思っております。考えております。よろし

くお願いします。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） この熱中症、本当に指導する方が知ってるか知らないかで重篤に

なってしまうのか軽度で済むのかということになると思いますんで、以前も私、これ小学校

の運動会等で使ったらという提案もさせていただいたと思いますが、このミスト扇風機の導

入だとか、保健室等には経口補水液等が準備が必要だと考えます。また、日ごろからの緊急

時の対応のための校内対策チームを組織して熱中症対策について教職員の共通理解を図り、

応急手当の研修を実施したり、学校医、消防署、教育委員会、家庭への連絡方法等を明確に

する緊急体制の確立が重要だと思います。こういう点については、今もう学校ではできてる

ということでよろしいんですか。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 今のミスト扇風機とか検討課題かなとさせていただきながら、

緊急体制でございますが、これは熱中症に限らずということで、具合が悪くなったり、怪我

した等の対応については各校でしっかりした体制を整えております。あわせて、熱中症とい

うそこも大事な観点としながら、先ほどの危機管理意識を大事に、そんなことでございます

ので、よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） ぜひとも南箕輪村からそういう事故が起こらないような体制をお

願いしたいと思います。起こってしまったら迅速な対応ということでお願いしたいと思いま

す。 

 次に、部活動指導員制度活用の状況について伺います。 

 教員の働き方改革で部活動指導に係る時間の軽減と、経験のない競技などの指導による心

理的負担の軽減、また、部活動の質の向上が目的で進められた取り組みだと思います。指導

員の職務は実技指導、安全、障がい予防に関する知識、技能の指導、学校外の活動では大会、

練習試合の引率、用具・施設の点検・管理、部活動の管理運営、保護者等への連絡、年間・

月間指導計画作成、生徒指導に係る対応、事故が発生したときの現場対応等があります。中

学校ですが、昨年２名採用されたと思います。１年経過した状況について伺いたいと思いま

す。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 部活動指導員の活用の状況についてお答えいたします。 

 議員、お話しされましたように昨年度、本村では中学校部活動指導員として２名の方を配

置しました。２名とも時間が決まってるんですが、上限の210時間、部活動指導に当たって

おります。 

 成果としてですが、会議などで学校顧問が指導に当たれないときに指導していただくこと

ができた。学校顧問が進路指導、ちょうど３年生ということもあって進路指導に当たる必要

があり、引率などの指導に当たったという、指導員が当たったということ。それから、部活
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の顧問が不在でも安心して練習に取り組むことができた等、全体といたしまして、生徒、そ

れから学校の先生方のメンタル面ということで、先ほど議員お話されましたけど、心理的負

担の軽減、それに大きく関与してるかなというふうに思っています。これは、先生方の、職

員の安心というそこにもつながっていると受けとめております。また、生徒のスキルアップ

向上にも役立っております。 

 本当に一生懸命やっていただく中で、課題なんですけれども、部活動指導員は仕事を持っ

ております。なので、例えばさっき申し上げたとおりに、この日に出張なので、あるいは会

議なので入ってほしいなといってもなかなかそれができない状況があります。それから、上

限が210時間ということで定められているので、そのあたりで随時という、そういうことに

ならない、そんな課題がございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） この活用が南箕輪村の中学校に対して有益だったというふうに感

じております。この制度、国も今年度増額をして昨年の２倍、9,000人に増やしたいとして

おります。教員の働き方改革を進めるために大切な取り組みです。経費は村で３分の１負担

しなければなりませんが、この指導員、増やす考えがあるかないか、教育長、どうでしょう。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 今年度１名増やしていただいて３名配置ということで動いてお

ります。今年度の様子を見ながら次年度をということになると思います。 

 指導員を配置するときに、この議会でもお伝えしましたが、いわゆるどなたでもというわ

けにもいかないということ、それから部活動のニーズ、中学校の部活動としてのニーズも大

事にしなければいけない、そこをどう重ねていくか、そこが大事かと思いながら、今のお答

えに添えさせていただきます。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） わかりました。 

 子供たちのレベルアップまた子供たちの人間形成に寄与していただくことを望みます。 

 次に、わくわくクラブの会費補助と私書いちゃいましたかね、減免と書いちゃいましたか、

補助制度の取り組みということを伺います。 

 現在、中学校の部活は運動系、文化系合わせて14あります。全てが村のわくわくクラブに

登録して活動をしております。会費は入会金、初年度のみですが1,000円、年会費は3,000円、

保険が800円です。村でも教育関係で生活困窮者には支援をしておりますが、こういった面

の一歩進めたクラブの会費の補助制度等に取り組みませんかという提案なんですが、教育長

いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） わくわくクラブの会員、減免制度ということで質問をいただい

ております。 

 現在、村のこれからの子育て支援ということを検討しております。これは村長からの大事

な指示でいただいておるところでございます。教育委員会としても検討を進める中でわくわ

くクラブの会費を免除あるいは減額することにつきましても、その検討の中に案として今、
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持ってるところでございますので、今後、検討を進めるという、そういうことでよろしくお

願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 検討して、ぜひとも実現させていただきたいなと思います。話に

よると、やはりなかなか払えない家庭もあるというところもあるというふうに伺っておりま

すんで、そういうところの村としての子育て日本一という部分でしっかりと取り組んでいた

だければと思います。また、子供たちが、そういうところで伸び伸びとまた健全育成にかか

わっていけるという取り組みが私は大事じゃないかなと思いますんで、よろしくお願いしま

す。 

 次に、通学路の危険箇所の対応・改善はというふうに伺いますが、先ほども同僚議員が質

問がありましたし、この後もあるようなので、私からは、これ通学路の安全対策は文部科学

省と国土交通省、警察庁の３庁がかかわって取り組みなさいというふうに、通学路交通安全

プログラムに基づき点検しなさいというふうに通達が来てると思います、各自治体。その中

で、状況だとか改善をしなきゃいけない部分。また、それを公表するというふうな、村では

なってないと思いますが、国ではこういうチェックリストを出したり、これ諏訪市の例なん

ですが、危険箇所を地図に落として改善されたところは写真に載っけてこんなふうに改善さ

れましたという公表してるわけですよね。そこら辺の取り組みに、村としてどうでしょう、

教育長。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 時間の関係あると思いますんで簡潔にお伝えします。 

 昨年度、登下校防犯プラン等々に基づくということで、緊急合同点検を９月に行っており

ます。警察、それから学校、ＰＴＡの方等々で情報共有を図りながらということで６カ所と

いうことで、村内危険箇所が上がってきてるといいましょうか、それで対応ということも考

えてきております。 

 対応については、例えば防犯カメラの設置とかあるいは登下校の見守りがあれば大丈夫か

なとかというような、住宅が多くあることから、ここのところは特に危険な箇所に該当しな

いというそういう判断が出された場所が２カ所と、等々ございます。 

 今、議員お話の公表のことなんですけれども、大切なのは、私自身思うのは、危険箇所の

情報や他の議員からも質問あるかもしれないですが、安全マップなどの活用ということとい

うふうに思っております。ですので、活用については各児童会、地区児童会ですね、での周

知、それから区、区民の方に知っていただくことが大事、大切と考えております。 

 そういった意味では、公表というより皆様に周知していただく、私どもももちろんですけ

ど、そして危険箇所についての、こういうふうに今、現状なってるけど、ここについてはも

っとこういうところがあるよとか、あるいはここのところは何とかいいんじゃないかとか、

そういうような地域の方から御意見をいただく。そういう活用が大事かなというふうに思っ

ております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 地域もそうですし、行政としてやらなきゃいけない公表という部
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分を私ちょっとお伺いしたんですけれども、やはり村民が知れるという、ホームページ出し

て、教育関係出して、危険箇所って出せば、そこでこんな改善がされてます、こんな箇所が

危険ですというところが一目でわかるような取り組みが、私大事なんじゃないかなと、諏訪

市の例出したんですけれども、諏訪市さんは、本当にわかりやすく出てると思うんですよね。

通学路、こんなところが危険ですとか、あとは、住民の方から危険箇所の連絡というのも、

ちょっと今回は取り上げなかったんですが、アプリを使ってすぐ発信できて、行政側がそれ

にすぐ対応できるというようなアプリも私は必要じゃないかと思ってますんで、そんな取り

組みもしていただきたいと思います。 

 子供を守るということ、また僕は思うんですが、やはり保護者の方が自分の子供を自分で

守るんだという気持ちになって、保護者が一緒に通学路を歩いて危険箇所をしっかりと子供

に教えていくということも大事だと思います。また、地域でもそういうところを見守ってい

くというのも大事だと思ってますんで、よろしくお願いします。 

 先ほどもありましたが、今年１月に１年生の子供が私の近くの横断歩道ではねられた事故

がありました。それ、地域の方130名ぐらい署名を出して村に要望を出しておりますが、そ

の後の経過についてお聞きしたいと思います。村長ですかね、これは。 

議  長（丸山  豊） 藤田総務課長。 

総務課長（藤田 貞文） ただいまの百瀬議員の通学路、旧国道153号の小学生が交通事故

に遭われた関係で要望を上げていただいたものにつきまして、これ伊那警察署のほうへ、私、

直接署長のほうへ要望を提出をしてまいりました。５月に入ってからでありますけれども、

警察署のほうでも、この現場自体が直線道路ということもございまして、なかなかそういっ

た場所での信号の設置というのは厳しいかもしれませんけれども、それ以外にもちょっと危

険な箇所があって、まだ信号機の設置がなかなかできていないというところもありますんで、

優先順位は後位のほうになってしまうかもしれませんけれどということで、あと、その要望

については県のほうへも上げていただけるということで御返事をいただいておりますので、

そんな状況ということで御理解をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） わかりました。 

 しっかりとまた要望していっていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

 次に、幸齢の人生を送るために、幸せの年を重ねるという、幸せの年、それで幸齢と私書

かせていただきましたが、送るためにということで、補聴器の補助金制度について伺いたい

と思います。 

 高齢者の方と一緒に生活していると、話しているのに話題がずれていたりすることがあり

ませんか。高齢者特有の難聴が加齢とともに音が聞こえにくくなる老人性難聴とも呼ばれま

す。程度の差こそあれ、40代から少しずつ症状があらわれ始め60代以上になれば約半数の人

が症状があらわれます。難聴を聞こえないまま放置しておくと、家族や友人、地域とのコミ

ュニケーションの妨げとなるだけでなくて、認知症の原因にもなることがイギリスの週刊医

学雑誌ランセットでも発表されております。高齢者の難聴は少しずつ進行するため、初期の

うちに本人が気づくことが少なく、会話していてコミュニケーションがとりにくい、テレビ

やラジオの音が大きいなどといったことで、家族や周囲の人が気づくことが特徴です。 

 難聴には、伝音難聴、感音難聴、混合性難聴という３種類があります。それぞれ原因が違
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いますが、この難聴を薬や手術などで治療する方法は現在のところ見つかっていません。今

できる最善の策は、難聴の状態で過ごすよりも音をはっきり聞き取れるように自分に合った

医療器具の力を借りることです。早目に補聴器を使い始めることで少しその人間関係が、コ

ミュニケーションがとれたりするというふうに言われております。 

 村でも補聴器の補助制度を始めませんかという提案です。この補助金制度については、他

の自治体でも増えてきているということです。村長、この制度を始めませんか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 補聴器の補助制度という御質問であります。 

 村では高齢者の皆さんが住みなれた地域でその人らしい生活ができるようさまざまなサー

ビスを行っているところでありますけれども、高齢者の方に限った補聴器の補助というのは、

そういった制度はないという、こういうことで、現状はそういうことであります。 

 障がい認定を受けている人は補助制度はありますし、また、小児用矯正目的で医師が認め

る人につきましては保険適用になっておるということでありますけれども、高齢者はこの対

象外でありますんで、高齢者に限ってという補助制度はありません。 

 今、御指摘のように補助制度を設けている自治体もあるわけであります。数は多くありま

せんけれども、そういった自治体も増えてきておるということであります。こういった補助

制度を実施している自治体の様子というか、こういった制度内容を少し調査させていただき

たいということで考えております。 

 私、考えておるのは、非課税世帯であること、さらには65歳以上で医師が補聴器の使用が

必要である、そういったことが認められている方、上限を設けて一部を補助していくという

ことも必要かなというふうに思っております。導入に向けて本当に前向きに検討してまいり

ます。できれば、来年度予算に計上できればというような、そんな考え方を持っております

ので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） これ、切実な願いだと思うんです。本当に他の自治体でやられて

るのは、やはり村長言われたように65歳以上で非課税、医師の判断の診断書、２万円程度と

なってると思いました、確か。本当に高いものは50万円ぐらいのものもあったりというよう

なことも伺ってますんで、ぜひとも実現をさせていただきたいと思います。 

 次に、エンディングノート活用について伺います。 

 以前、終活セミナーの取り組みで公民館講座で開催していただきました。高齢化社会の中

で自分の終末期に備えるエンディングノートの活用、人生の終わりは誰もが避けて通れませ

ん。いつか訪れるその時、大切な人たちと自分らしくお別れしてこの世に生きたあかしや感

謝の気持ちを残したいものです。 

 岐阜県の御嵩町は独自の御嵩町版エンディングノートというのを作成したらしいです。ホ

ームページからダウンロードできるようになっておるということで、特徴とすれば、いろい

ろありますけれども、私の家族、親戚、家系だとかそこはいいんですが、私の希望というこ

とで介護、看病について、また延命治療、これも以前に聞いたんですが、リビングウィルと

いうことになると思います。自分が病気にかかったときに、どういう治療をしていただける

かという希望を書けると、あとは、葬儀の仕方だとか私のベストショットということで、葬
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儀に使える写真をもうつけとくというようなことらしいです。あとは、財産の関係だとかい

うのが主になっているということです。この南箕輪版のエンディングノート、これつくる必

要が私はあると思いますが、子供たちには最初にファーストブックという本のプレゼントが

あります。高齢者にも、このエンディングノートというサービスがあってもいいと思います

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） エンディングノートの御質問であります。 

 現在、どういう部分が必要なのかなというそういったことも整理をさせていただきたいな

というふうに思っておるところであります。御嵩町版のエンディングノート、ちょっと出し

てみました。なかなかよくできているなという、こういう感想を持ったところであります。 

 まずは、終活とは何かエンディングノートとはどういった目的で何を書きとめるのかとい

ったことを理解をしていただくことから始めていくほうがいいのかなというふうに思ってお

りますので、後の質問にも関連しますけれども、そういった取り組みをまずやってみるとい

う、このことから始めていきたいというふうに思っておりますので、ノートの作成につきま

しては、もうしばらく時間をいただければというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） これ、必要だと思います。よろしくお願いします。 

 また、その講座についてなんですが、以前、終活の公民館講座で取り上げていただいたこ

ともあります。社協さんに聞いたら社協さんも今年度何か３回ぐらい計画して、財産の関係、

介護、治療、延命治療だとかリビングウィルの関係だとかいう、葬儀の仕方だとかいうのに

分けてやられるというような話を聞いてます。 

 この取り組み、先ほど村長、答えられましたけど、これからやるということで村長、よろ

しいですか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） これからやってまいりたいなというふうに思っております。 

 まず、手始めに本年度の高齢者交流事業の講演会、これは終活に関する講師をお願いをし

てあります。そこでしっかりと話をまず聞く機会をとってまいりたいと、それから社協でも

今話がありましたように、なるほど・ザ・地域塾等を活用して終活に関する内容を取り入れ

ていきたいという、こういう話もお聞きしております。さらには、公民館で来年度、公民館

講座として終活セミナーを取り入れてやっていくという、こういうことであります。 

 以前にも一般質問をいただいた機運がようやく実現できる、こういうことになっていくの

かなというふうに思っておるところであります。 

 本当に終活、さまざまな問題もあるところであります。こういったことをまず知ることか

ら初めてノートの作成ということに移っていけばというふうに考えておりますので、よろし

くお願いをしたいと思います。 

 時間がありませんけれども、私、以前ちょっとテレビ見ておりましたら、介護状態になる

前に今貯金が自由におろせませんので、定期預金は、何か家族と協議をしながら、協定書と

いいますか何かつくっとくと介護に限った部分は引き出せるよう、本人でなくても指定され

た人は引き出せるというような、そんなテレビを見まして、なるほどなというふうに思いま
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した。私も順に年をとってきましたら、妻との話はこれからのことばかりであります。終活

のことばかりであります。そういった必要性というのは十分承知しておりますんで、前向き

捉えてまいりたいなというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 大変重要な取り組みで前向きに答えていただきありがとうござい

ます。 

 社協で取り組みというのは、やはり高齢者の集まる場で、やはりそういうところをやって

いただく、また、日常になったときに後見人の問題も出てきますんで、任意の後見人をつけ

るのか法的な後見人をつけなきゃいけないのかという問題もあると思います。そこをきちん

とやっておかないと、後々やはり残された遺族の方たちが苦労をしてしまうということにな

ると思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。 

 最後に、「親愛なる子供たちへ」からの抜粋です。「私が服の上に食べ物をこぼしても、

靴のひもを結び忘れても、あなたに色んなことを、教えたように、見守って欲しい。私の人

生の終わりに、少しだけ付き添って欲しい。あなたに対する変わらぬ愛を持って笑顔で答え

たい。愛する子供たちへ。」 

 以上で、質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、１番、百瀬輝和議員の質問は終わります。 

 ただいまから３時30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３０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。 

 ５番、笹沼美保議員。 

５  番（笹沼 美保） 議席番号５番、笹沼美保です。 

 通告書に基づいて質問をさせていただきます。 

 まず、１項目め、通学路の安全見守りについてです。 

 ほかの議員からも質問が出ておりますが、最近、通学途中の交通事故や傷害事件に巻き込

まれるなど、子供たちの安全が脅かされ、各自治体の対応が注目されています。きのうの小

学校からの手紙で知ったのですが、６月６日と６月７日に南箕輪小学校の児童が車とぶつか

る交通事故が２件起きてしまったようです。怪我は軽かったようですが、怪我の重い軽いに

関係なく事故が起きてしまったことが残念です。ついては、南箕輪村での通学路の安全見守

りについてお聞きしたいと思います。 

 まず、１点目ですが、先ほどの百瀬議員の質問の部分と重複してしまう部分があるかと思

いますが、小学校で毎年４月に各家庭から提出してもらっている通学路の危険箇所を記入し

た安全マップを南箕輪小と南部小、それぞれで活用の仕方に違いがあるようでしたら、それ

ぞれどのように活用しているか、また今後どのように活用していくかお尋ねします。 

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５番、笹沼美保議員の御質問にお答えいたします。 

 今、６月の６、７の事故のお話をされました。教育委員会にも連絡を当然ながら受けなが
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ら、校長先生と相談する中で、学校では緊急の臨時全校集会、登下校の安心・安全について、

特に歩行等について校長のほうから子供たちに指導をしている、そんな状況がございます。

軽微とはいえ事故に遭ったということ、ふだんの歩き方、グリーンベルトをしっかり歩くと

か、そういうことを大事ということで確認をしてあります。 

 今、通学路の安全マップをどのように活用しているかという御質問でございます。通学路

の安全につきましては、先ほども御質問いただきましたが、新潟市の事件あるいは昨年度、

大阪のブロック塀が倒れたという、そういうこともありました。大きな事件、事故があり、

ことしもまた子供たちが巻き込まれる事故等が相次ぎ、本当に子供たちをいかに守っていく

か、ますます大きな課題だと認識しております。 

 御質問の通学路の安全マップでございますが、毎年４月に保護者から御提出いただくとと

もに、主にＰＴＡの校外指導部を中心に危険箇所点検を行い危険箇所の把握に活用しており

ます。南部小では南部小学校安全マップを作成し、毎年ではございませんが、これを作成し

ながら家庭に配布し危険箇所について子供たち、保護者、地域への周知、それから見直しの

基礎資料としての有効に活用しております。 

 南箕輪小学校では、安全マップというのが昨年度なくて、今その作成をしていくというそ

ういうことで学校とタイアップしております。 

 家庭からの情報を今後も生かし、活用できる安全マップを作成してまいりたいというふう

に考えます。 

 よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ５番、笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 安全マップは各家庭から提出してもらっている貴重な情報です。

児童とその保護者のみに限らず、広く村の皆さんへ周知して、交通安全と防犯の意識を高め

ていけるようにしていただきたいのと、危険箇所の見直しをさらにきちんとしていってほし

いと思います。 

 次に、２点目です。 

 先日、南箕輪小学校を通じて安全見守りボランティア募集のプリントが配られました。登

録者拡大を目指してということでしたので、既に登録している方たちがいらっしゃると思う

のですが、現在何人の登録があり、どのような活動をしているのかお尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 安全見守りボランティアを募集ということで、現在何人の登録

がありどのような活動をしているか、そういう御質問というふうに賜ります。 

 現在登録人数でございますが、南箕輪小学校ではＰＴＡ役員23名、安全見守り隊45名、計

68名、南部小学校では、まっくん見守り隊、コミュニティスクールのからみもあるんですけ

れども、見守り隊として98名の方に登録をいただいております。中学校では組織されており

ません。 

 活動内容についてですが、学校が用意した名札、私も会員の１人で、こういう名札をつけ

ている方が各地域でおられます。こういう名札、あるいは南部小の場合には腕章等になるわ

けですけども、都合のつくときに通学路などで子供たちの見守りをしていただいております。 

 また、子供たちの様子で気づいたことがあれば、その場で指導をお願いしたり、場合によ
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っては学校や警察へ連絡をお願いしております。登校途中でちょっとおなかが痛くてという

場合に、学校に連絡を入れていただいた、そういう例もございます。また、教育委員会も受

けた例もございます。 

 募集の時期についてなんですが、特に決めておらず、諸会合等でボランティア協力のお願

いについてのプリントを配布したり、参観日等の機会にお願いをしております。先ほど、議

員お話されたのは、５月28日の川崎の事件を受けて登録と協力についてのお願いということ

で、南部小それから南箕輪小学校、教育委員会と連盟で御家庭にプリントを出させていただ

きました。保護者向けということでございます。 

 また、各地域の方向けに広報７月号の中にはさみ込みをさせていただいて、登録募集とい

うか協力のお願い、それをさらに広げていく、そんな予定でございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） ボランティアの活動は、できるときにできる範囲でということで

すので、危険な箇所の見守りがいつもできているわけではありません。しかし、事故や事件

はいつ起こるかわからないもので、最悪の事態が起きてからでは遅いと思います。 

 そこで、３点目です。 

 年度初めや交通安全週間のときには、ＰＴＡの方や安協の方が横断歩道に立って見守りを

実施しています。とてもありがたいことです。しかしながら、先ほど申し上げたように短期

特定の期間のみの見守りでは限界があります。子供たちの安全を確保するために通年の見守

りにしていくよう対策を講じることはできないでしょうか。地域の方で既に毎日のように同

じ場所で見守りをしてくださってる方もいらっしゃいますし、そのような見守りをしたいと

おっしゃっている方もいると聞きました。村報やホームページに掲載したり関係団体を通じ

て広く募集をし、交差点や横断歩道などの危険箇所の見守り場所を決めて通年の見守りをお

願いしてはどうかという提案ですが、いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 議員おっしゃる短期特定の期間の見守りということは、例えば

交通安全運動等ということで特定の期間認知してる関係団体による見守りをさせているとい

うふうに考えます。 

 御質問にありました安全見守りボランティアですが、都合のつくときに見守り活動が行わ

れてきております。登録数ですが、先ほど申し上げました人数となっておりますが、実際に

取り組んでというか、個人個人での動きでございます。どこまでという把握はできてない状

況がございますが、そのあたりをどう見ていくかが先ほど御質問でありました通年というと

ころにもつながるかなというふうに思っております。 

 実際にほぼ毎日同じ場所で活動していただいてる方が、この議員さんの中にもいらっしゃ

いますけれども、数十名、村内にはいらっしゃるかなというふうに聞いております。ボラン

ティア活動を毎日続けるということは、本当に大変なことだと思っておりますが、危険箇所

をお知らせしながら協力をお願いすること、できるんですけども、必ずお願いということは、

なかなか難しいかなということも思っておるところでございます。大勢の方に協力をいただ

くために御自身の運動や、例えば犬の散歩等々、ボランティアに参加したいという方がいら

っしゃいましたら、学校または教育委員会にぜひ御連絡をいただければというふうに思って
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おります。よろしくお願いしたいと思います。 

 教育委員会では、地域ぐるみで子供を育てるという、そういう活動を今模索してる状況が

ございます。今年度、その取り組みの一つとして地域の方が登下校のときに子供に挨拶、声

がけする、いってらっしゃい、おかえりなさい運動を試行しております。新聞等でも先日出

されていますけども、挨拶というコミュニケーションでつながること、それ自体が見守り活

動につながると思います。本当に子供たち見ていて、朝、おはよう、いってらっしゃいと言

うと、例えば交通安全のときに横断歩道を渡って車に、そういう声がけがあるがゆえに丁寧

に挨拶をする子供たちの姿も見られますので、地域で子供たちを見ていく、その活動になる

と、そこをもっと大事にしたいな。それが通年というか、毎日ということになるかどうか、

ちょっと不透明でございますが、地域で子供を育てるということにつながるというふうに思

っております。 

 現在、関係団体の会合等に出向いて社会教育指導員等が説明をさせていただいております。

御意見を伺いながら、できれば来年度から本格的に取り組んでいきたい、地域を挙げて取り

組む、そんな活動になればいいかなということを願っておるところでございます。 

 ぜひまた、お力もいただきたいなと、そんなことを思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） いってらっしゃい、おかえりなさい運動ということで、登下校時

に声かけをして地域ぐるみの見守りにつながっていくのはとてもよいことなので、ぜひ多く

の人に賛同していただけるようにＰＲしていっていただきたいと思います。 

 ただ、日常生活の中での声かけだけでは、いつ起こるかわからない事故や事件を防ぐには

不十分だと思います。できれば、危険箇所の通年の見守りをお願いしたいところです。周知

や募集の仕方も工夫が必要で、ただ掲載するだけでは集まるものも集まりませんので、何か

の集会のたびに募集の声かけをするとか、積極的に動くことが必要かと思います。 

 また、活動の継続が難しいということであれば、やっていて楽しければ続けていけると思

うので、朝の見守りの後で集まってお茶でも飲みながらおしゃべりする場を設けるとか、年

に何度かボランティアと児童の交流会を開くとか、活動する方が毎日活動しても苦にならな

いようなモチベーションを保つことと、活動してみたいと思う人数を増やすための工夫をし

てみたらどうかと思うのですが、いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 今、大事な観点でのお話をいただいてるなというふうに思って

います。 

 例えば、実際に安協さんとか、あるいは伊那の日といいましょうか、月に１回のそういう

ことで通学路に立ったりするんですが、やはりそういう関係の方もお仕事があって８時前に

は、７時45分とかですね、そこで区切らなければいけない、そういう状況もございます。な

ので、もう少し、何といいましょう、お時間のある方がいい形でということが望まれるとこ

ろですが、なかなかそこまで正直なところお願いはできない状況もあるかなというふうに思

っております。 

 先ほど、議会の途中、休憩の時間にある議員さんから、ちょっと年に何回か都合のつく方

で集まったらどうかというそんなお話もいただいています。子供たちに顔を本来見せて、前
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の学校でやったことあるんですが、お願いします、こういう人たちが見守りですよという顔

つなぎというのも大事と思う。ちょっとそこまではいけるかどうかわからないんですが、い

ずれにしろ関係者が可能な中で集まる、年に１回か２回とか、そんなこともちょっと学校側、

あるいはＰＴＡと相談しながら地域の方、ボランティアの方、登録されてる方は電話番号と

かをお名前もいただいてますので、連絡をしてというのも一案かなというふうに思っており

ますが。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 何事も一時的なものでは成果も出ませんし、何かあってからでは

遅いので、ぜひこの機会に積極的に検討していただきたいと思います。 

 次の質問に移る前に、まずお配りしてあります資料をごらんいただきたいと思います。 

 平等と公正の大きな違いが１秒で納得できる画像をごらんください。 

 見づらいかもしれませんが、身長の違う３人が箱の上に立って野球の試合を見ているとこ

ろです。平等と公正は同じようなことをいっているように見えて、実は大きな違いがありま

す。例えば、国や地方自治体が誰かに対して補助を行うとき、平等に行うのと公正に行うの

とでは全く違う結果になります。どう違うのかをあらわしたのが資料の画像です。平等は、

それぞれの状況を鑑みずに全員に対して同じ待遇をし、結果、野球の試合を見られない人が

います。しかし、公正では、それぞれの状況に応じて待遇をかえ、全員が野球の試合を見ら

れるようになっています。説明によると、平等は公正さを推進させるために全員に対して同

じものを与える。しかし、それが正常に機能するのは全員のスタート地点が同じ場合に限ら

れる。この場合では、全員の身長が同じときだとされており、公正に関しては公正さは、

人々を同じ機会へのアクセシビリティ、利用しやすさを確保すること、個人それぞれの差異

や来歴は何らかの機会への参加に対し障壁となることがある。なので、最初にまず、公正さ

が担保されて初めて平等を得ることができるとされています。 

 この後の質問は、平等ではなく公正の考え方で質問していきたいと思います。 

 ２項目め、こども館の利用を断られる現状についてお聞きします。 

 こども館の通常の利用についてですが、見守る大人が付き添っていても障がいがある子供

の利用を断られるケースがあると聞いています。また、放課後児童クラブにおいても障がい

のある子供やお友達とトラブルのあった子供が退所せざるを得ないといった状況もあると聞

いています。放課後児童クラブのしおり、８番、入所の決定についての備考欄に、対人的に

問題行動が出てしまうことが多く見られる場合や、職員が個の特性に添った適切な支援が困

難な場合は、入所をお断りしたり入所中であっても退所勧告を出したりすることがあります、

と明記してありますが、村内の全ての子供たちに開かれているべきこども館で、そのような

対応はいかがなものでしょうか。村として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） ５番、笹沼美保議員の御質問にお答えをいたします。 

 こども館や放課後児童クラブの入所の問題の御質問であります。 

 前段に平等と公正という２つの御説明をいただきました。なるほどなというよりも当然の

ことかなというふうに感じたところでございます。 
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 まず、こども館でありますけれども、障がい、問題行動の有無にかかわらず児童の皆さん

が利用できる施設となっており、利用する前からこども館の利用を断ることはしておりませ

ん。昨年度におきましても支援を必要とする児童の学級や学校がこども館の講座を受講する

などしております。ただ、放課後や土曜日など、個人でこども館を利用する場合では、障が

いや問題行動などをお持ちのお子さんで大人がマンツーマンでつかなくてはならない場合に

限り、基本的には保護者の方と同伴での利用をお願いはしております。特に、土曜日や夏休

みなどの長期休みの際は、来館する児童も多くて、イベントもあり、児童厚生員を中心に少

人数のスタッフで運営をしており、職員がマンツーマンでつくということはなかなかできな

い状況であり、保護者の方々にも御理解をお願いをしております。 

 また、利用している中で、館の運営上支障を来すような行動が見られた場合は、館内での

ルールを説明して状況によっては保護者と連絡をとり利用についての御理解をお願いをして

おります。そんな点は、現状の中ではやむを得ないかなという、こんな面もあるところでご

ざいます。この点、どうしていったらいいかということは、また十分に御提案をいただきな

がら検討はしていければというふうに思います。 

 一方、放課後児童クラブにつきましても、可能な限り受け入れは行っております。入所前

の面談の段階でお断りするということは、基本的にはないわけであります。昨年度の例で申

し上げますと、医療的ケアが必要な児童については、訪問看護ステーションと連携をし受け

入れを行っておりますし、特性がある児童に対しても支援員の加配が必要であれば支援員を

増やして対応をしておるところであります。 

 また、受け入れを行う中で、問題行動を起こしてしまった際には、保護者と今後について

話し合う場を設けております。なお、お子さんの特性等にもよりますが、試験的に１カ月間

の仮入所を実施したり、日ごろの状況や個々の特性を把握しながら保護者との面談も随時実

施し、放課後児童クラブが児童にとって放課後の居場所として利用しやすい場所になるよう

に努めておるところであります。 

 できれば、全ての皆さん、いろんな問題があっても受け入れていくというこういうことが

理想であるというふうには思っております。放課後児童クラブにつきましては、できるだけ

そういうふうにしておりますけれども、こども館につきましては、先ほどもお話し申し上げ

ましたように、長期の休みとかそういった部分につきましては、なかなか難しい問題もある

ということは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。 

 保護者の御協力をいただきながら、できる限り多くの皆さんに利用していただくという、

このことは村としても努めていかなければならないだろうというふうに思っておりますので、

その辺はそんなふうにしてまいりたいというふうに考えております。 

 ただ、理想とすれば、全ての皆さんにそういう部分で対応できればいいわけですけれども、

今の村の現状から申し上げまして、どうしても全ての皆さんに公正というこういう部分、臨

むことは必要でありますけれども、その中におきましてもなかなか難しい面もあるというこ

とだけは御理解もいただければというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 南箕輪村は、子育て日本一の村を掲げているにもかかわらず、一

部の子供たちを初めからではないとはいえ、排除している現状の解決を後回しにしてはなり
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ません。確かに全ての子供を受け入れるには、あらゆる対策が必要です。支援員の育成や専

門の職員の配置などを検討してはいかがでしょうか。 

 支援が必要な子供こそ遠慮なくいらっしゃいと受け入れる場所がなければならないので、

難しいと消極的になるのではなく、積極的に取り組んでいただきたいと思いますが、今後、

取り組んでいただけますでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 子育てに優しい村という点では、そういうふうに取り組んでいき

たいというふうに思っております。積極的に取り組んでいく必要はあろうかというふうに思

いますけれども、ただその個々の問題というのは、なかなか難しい問題もありますんで、そ

の点はぜひ御理解もお願いをしたいなという、そういう場面も出てこうかとは思います。本

当に幾ら加配やいろんな専門的な人をつけましても、どうにもならないという場面もあるわ

けであります。これ本当にそういった事例というのはあります。ほかのお子さんが大変な怪

我をしてしまうというような、そういうことに至らない前に村としてもいろんな措置をさせ

ていただいておりますので、その辺はそんな御理解もお願いをしたいというふうに思います。 

 ただ、全ての皆さんにということは、これはそのとおりだというふうに受けとめておりま

す。できればそうしていきたいという、こんな思いは強いわけでありますけれども、個々の

事案という、このこともいろんな事案が発生しておりますので、そういった事案を見ながら、

また対応はさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 補足説明で。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 答弁書つくってない立場ですが、今お聞きしてて思うんですけ

れども、こども館あるいは放課後児童クラブへお子さんがという場合に、一番願うのは子供

たちの最善の利益、成長に向けて、それを願って、みんないます。それは、村長以下役場の

スタッフもそうですし、保護者の方もそう、地域の方もそうと思ってます。先ほどお話があ

ったように、例えば、お試し期間というか、１カ月様子を見ようとか、それはお子さんのた

めにどういう状況があればいいかという、そういう期間というふうに私は受けとめています。 

 そこで保護者の方、お子さんを中心にしながら、どういう状況がいいんだろう、例えばこ

ども館という状況ではなくて、あるいは事業所さんという状況のほうが、現時点では望まし

いという状況もそのときに生じてくるかなと、そんなことを思っています。ですので、お子

さんにとってどういう状況を整えていくか、こども館も本当、１対１でつけるかといったら、

そうじゃない状況も正直言って放課後児童クラブであるというのを承知しています。集団で、

何というんでしょう、活動というよりもいわゆる子供たちがかなり自由に動いてるそういう

状況でやらざるを得ないというのも承知してる。子供たちにとってトラブルというのをどう

見るかといったときに、成長の一つの大事な過程というふうに思っています。なので、そう

いうトラブル等も大事にしながらですが、今、村長も話されましたけど、本当に例えば双方

にとって大きな不利益になる状況というのは避けていかなければいけない。そこら辺も保護

者と相談しながら、例えば一定期間落ちつける事業所を活用しながら、またこども館、放課

後児童クラブ、そういう選択肢もありましょうし、というふうに私自身は考えていますが、

また、御意見をいただければとそんなことを思っています。 
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議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 今のようなこども館での受け入れが難しいお子さんの場合ですが、

事業所というお話がありましたが、実際、事業所は今いっぱいな状態でして、受け入れが難

しいということを聞いております。それを踏まえて、居場所づくりに関しても課題が残って

いるところだと思いますので、そういうお子さんが安心して利用できる居場所をつくれるよ

うに村のほうでも、民間でも構わないんですけれども、民間の場合は村からの補助とか支援

が必要だと思うんですが、そういうところも考えていけたらいいなと思います。ぜひ、そこ

もお願いしたいと思います。 

 次に、放課後児童クラブの一時利用申し込みについてですが、放課後児童クラブのしおり

の７番、入所、退所に必要な提出書類締め切りについてによりますと、年度当初以外で長期

利用及び長期休業中の一時利用希望者は、利用希望日の最初の日の２週間前までに利用承認

申請書を提出してください。またその他の一時利用希望者は、利用希望日の１週間以上前ま

でに使用承認申請書を提出してくださいとなっています。長期利用にしても一時利用にして

も締切日が早過ぎるのですが、特に一時利用については保護者の緊急時も想定される中で１

週間以上前に申請しなければならないというのは利用をちゅうちょする、もしくは利用した

くても利用できない原因になるのではないでしょうか。なぜ、このような締切日の設定にな

っているのか、またもっと短縮できないのかお尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 放課後児童クラブの申し込みの関係であります。 

 私も質問をいただいて初めて２週間前だとか１週間前だということは知ったところでござ

います。申請を１週間以上前にお願いしていることにつきましては、特に初めて利用する児

童の場合は、児童の日ごろの様子を支援員が知っておく必要があることや、保護者との面談

あるいは支援員のシフトの体制を組む必要があるために１週間の期間を設けさせていただい

ておるということであります。 

 そういった中で、これは全くの基本的なことであります。周知の方法が若干問題があるの

かなというふうに私も感じたところであります。全てがそう受けとめられてしまうと、これ

は大変だなというふうに。一時利用の申し込みにつきましては、緊急時の際は１週間以内の

申請であっても受け入れを行っております。４月に両小学校の全学年の保護者宛てにクラブ

のお知らせを出しましたが、緊急時に一時利用する場合には電話連絡でもよいということで

お伝えはしてあるところでありますけれども、常時そういった文書の中にそういう書き方を

するということは、これはまずいなと、本当に緊急の場合もあるわけであります。それをど

う受け入れていくのかというのは、この放課後児童クラブにとりましても必要なことであり

ますので、この辺は先般の庁議の中でも書き方の問題、あるいは周知の仕方の問題、少し検

討してという話をさせていただいたところであります。 

 したがいまして、緊急の場合には電話連絡でいただければ結構でございますので、よろし

くその点はお願いをしたいと思いますし、そういった周知は村側でしていかなければなりま

せんので、しっかりとさせていただきます。 

 基本的な事項は基本的な事項として、そして緊急時の場合は緊急時の場合としての周知の

方法ということは、これは当然必要であるというふうに思っておりますので、そんな周知に

変えていきたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 
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 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 緊急時には電話連絡でもよいということですので、その辺の周知

の徹底をお願いしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐澤子育て支援課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） 周知の仕方につきましてなんですけれど、本年４月10日付

で南箕輪小学校、南部小の保護者の皆さんに放課後児童クラブの利用についてのお願いの通

知を出してございます。その中で緊急時の一時利用の場合は電話連絡をお願いしますという

項目を書いてありますが、ちょっといろいろ書いてある中でのとこですので、ちょっと目立

ちにくい面があるかと思いますので、そこら辺は改良していきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員、済みませんでした。どうぞ。 

５  番（笹沼 美保） 項目３、ファミリーサポートセンターの周知と利用についてです。 

 村の子育て支援活動として依頼会員と協力会員を仲介して会員同士が支え合うファミリー

サポートセンターがあります。依頼会員は、おおむね生後３カ月から小学６年生までの子供

の保護者で、協力会員は講習を受けた20歳以上の方となっており、現在、協力会員の募集を

しています。先月５月24日の時点の協力会員数は24人と伺いました。実際にはサポートを利

用する人が少なく、今年度から協力会員にすくすくハウスの託児に行ってもらうという話も

お聞きしました。協力会員の登録数に比べて依頼数が少ないのは周知不足もあるのではない

でしょうか。今までの周知の方法と、これからどのように周知していくのかお答えください。 

議  長（丸山  豊） 唐澤課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） ファミリーサポートセンターの周知につきましては、子育

て支援ハンドブック、黄色い冊子でございます。それから村のウエブページ、それからチラ

シを通じてお知らせしてるところでございます。 

 依頼件数につきましては、平成29年度が21件、平成30年度は34件と増加傾向にあるわけで

すが、近隣市町村においても協力会員に比べて依頼件数が少ないのが現状であります。 

 依頼数については、一概に周知不足だけではなく、依頼できる内容など制度全般にもかか

わってきますので、総合的に判断しながら利用を希望する保護者が事業について理解しやす

いように周知方法も含め見直しをする必要があれば行っていきたいと考えております。 

 ちなみに29年度以前は、１桁台の利用ということで、そんなことで徐々ではありますが利

用は増えてるという状況になっております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 利用したい保護者は、多分もっとたくさんいると思うんですけれ

ども、それに関連して、利用の際に支払う報酬が高くて利用しづらいとの声があります。確

かに１時間当たり１人700円から800円、兄弟２人で1,050円から1,200円とパートの時給を上

回ってしまうほどの報酬金額なので、よほど困っているときでも利用をちゅうちょしてしま

う金額です。会員同士が支え合うという観点からも、今後利用料を見直すという考えがある

かお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 



89 

村  長（唐木 一直） ファミリーサポートセンターの料金の問題であります。 

 確かに御指摘のとおり、依頼会員、協力会員の会員同士で支え合う組織であるという、こ

のことが基本としており、料金につきましては両会員の負担を考慮した上で近隣市町村と均

衡をとりながら設定はしておるところであります。１人のお子さんを預かるのに対して送迎

費などを含めますと平日は１時間当たり700円となっております。この額が高いか安いかと

いう点につきましては、また議論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け

れども、これ最賃よりもかなり安くなっております。そんな点は御理解をいただければとい

うふうに考えておるところでありますし、また、市町村の枠を超えたサポート、このことも

できる体制になっております。したがいまして、料金につきましては極端な差があってはな

らないというふうに思っておるところであります。その辺も御理解をいただく中で、現段階

ではこの利用料の見直しというのは考えていないところであります。 

 そんな点は、伊那市や箕輪町含めてというようなことでありますので、よろしくお願いを

いたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 会員同士が支え合うといいながら、実際金額は高いという理由で

利用したくても利用できない御家庭があるならば、それは支え合うということにはなってい

ないのです。協力会員は支えたいという気持ちで登録していると思うので、報酬金額が少な

くなったことだけを理由に集まらないとか、やめていくということは余りないと考えます。

もちろん、周辺地域との均衡もあるかとは思うんですけれども、まずは保育園や小学校でフ

ァミリーサポートセンターについてのアンケートを実施して、知っていたかとか金額は妥当

かどうか、利用するに当たっての要望などを聞いてみてはいかがでしょうか。また、協力会

員にも報酬金額が妥当か、依頼を受けての感想や要望を聞いてみていただきたいと思います。 

 その上で、改善するべき点は改善していただきたいのですが、どうでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐澤課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） そこら辺のアンケートとか協力会員含めた調査については

実施できますので、取り組んでいきたいと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 担当課でその辺は実施できるということでありますんで、実施は

していけるというふうに思っております。ただ、その中で余り安いと、この協力会員が本当

に受けてくれるかどうかという、この辺もしっかりと話をといいますか、聞いていく必要が

あろうかというふうに思っております。その辺が一番課題になるのかなというふうに考えて

おるところであります。 

 お互いにもう少しというか、協力会員がもう少し安くてもいいよということになれば、そ

れはそれでまた考える余地はある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。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 支払う報酬が見直されて少しでも多くの御家庭の助けになればい
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いと思います。よろしくお願いします。 

 次に、ファミリーサポートセンターは、障がい児にも対応できるかという質問です。 

 もちろん前提として、障がい児の預かりを想定していないはずはないと思いますが、いか

がでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐澤課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） 障がい児の方のお預かりですが、依頼される方の障がいの

内容にもよるということで、対応できる協力会員がいれば、その障がいに対していればでき

るということで、ケース・バイ・ケースということでお願いしたいと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 障がい児の預かりに関しては、その保護者にしてみればとても勇

気のいることです。断られるのではないかとか、預けることで迷惑をかけないだろうかとか、

なれない人に預けることで子供のストレスにならないだろうかと心配になって二の足を踏ん

でしまうことが多々あります。 

 公正の考え方でいえば、障がい児とその過程にこそ目を向けて、しっかりとした支援をし

ていかなければならないのであって、対応できる協力会員を待っているのではなく、募る育

てるなど積極的に対策を講じる必要があると思います。ぜひ、障がい児の預かりにも柔軟に

対応できるようにしていただきたいのですが、いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 障がいあるなしにかかわらず、できるだけ受け入れていくという

のはファミリーサポートの重要なところかなというふうに思っております。 

 そういったことで、対応できる協力会員がいればということであります。今、お話の中に

はそういった会員を育てていくという、このことがありましたんで、その辺はこれから十分

考えさせていただきたいというふうに思っております。 

 障がい者には優しい村づくり、そういった一環もありますので、対応できる面につきまし

ては対応してまいりたいというふうに思っております。ただ、対応できる会員をつくってい

くという、そのことが一番大切なことでありますんで、そういった対応も考えてみたいとい

うふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 障がいのある子供もない子供も同じようにサポートを受けられる

ように、公正を念頭に前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

 最後に、子育て支援においても、高齢者支援においても村全体の考え方を平等ではなく公

正にしていただくよう要請をして、質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、５番、笹沼美保議員の質問は終わります。 

 なお、２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と

いたしまして、本日はこれにて散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

事務局長（松澤 さゆり） 御起立願います。礼。〔一同礼〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまでした。 
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   散会 午後 ４時１０分 
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議 事 日 程（第３号） 

令和元年６月１３日（木曜日） 午前９時００分 開議 

 

第１ 一般質問（質問順位第７番から） 

      ４番  藤 城 栄 文 

      ９番  三 澤 澄 子 
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○出席議員（１０名） 

 １番 百 瀬 輝 和   ６番 都 志 今朝一 

 ２番 山 﨑 文 直   ７番 加 藤 泰 久 

 ３番 原   源 次   ８番 小 坂 泰 夫 

 ４番 藤 城 栄 文   ９番 三 澤 澄 子 

 ５番 笹 沼 美 保  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   隆 

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     浩 

財 務 課 長 唐 澤 英 樹    

 

○職務のため出席した者 

   議会事務局長   松 澤 さゆり 

   議会事務局次長   髙 木 謙 治 
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会議のてんまつ 

令和元年６月１３日    午前９時００分 開議 

 

事務局長（松澤 さゆり） 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」〕御着席ください。〔一同着席〕 

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。 

 日程第１、きのうに引き続き一般質問を行います。 

 質問順に発言を許可いたします。 

 それぞれ、的確な質問、答弁をお願いいたします。 

 ４番、藤城栄文議員。 

４  番（藤城 栄文） おはようございます。４番、藤城です。 

 先に通告しました４項目について質問させていただきます。 

 時間の関係で、質問の順番を変えるやもしれません。事前に御承知おきください。 

 １つ目は、若者回帰事業等についてです。 

 今月７日に厚生労働省が発表した人口動態統計では、人口自然減が44万人と、初めて40万

人を超えました。減少していく労働力人口を補うためにも、今後もこの村が若くて元気で暮

らしやすい村であり続けるためにも、都市部に出た挑戦した若者が地元に戻ってきたい、地

元に戻ってこようかな、そう思ったとき、彼ら、彼女らがＵターンをしやすくする若者回帰

事業は、さらに重要さを増していると考えます。 

 こうすると必ず若者が戻ってくる、という明確な答えはありません。そこで一つの参考資

料として、隣の岐阜県にある関市のＮＰＯ法人「ぶうめらん」という団体が、トヨタ財団の

助成を受けて平成29年に実際にＵターンした人を対象に行った調査結果を取り上げさせてい

ただければと思います。調査結果は、お手元にお配りしております。 

 自治体の規模や立地条件など異なる部分は多いですが、調査結果の中でＵターンを阻む課

題として、右側の下段の４番、外に出ると地元の情報が届かなくなるという情報の遮断が起

きているということ。続いて５番、そしてＵターン時の多くの不安は仕事の不安であるとい

うことが挙げられており、これは我が村にも共通した課題であると考えられます。 

 さらに調査の具体的なデータとして、情報が遮断されている中でも、都市部に出た若者が

地元の情報をどのように入手しているかですが、１位が圧倒的に多くて、親・親戚・友達等

の口コミ情報、そしてその次に自治体のホームページが挙げられています。実際にはこの

親・親戚なども、地元の情報をさらに探るには自治体のホームページを見ておりますので、

この自治体のホームページ20％という数字は、さらに上がってくるものと思われます。 

 また、仕事の不安があると述べましたが、Ｕターン時の具体的な不安は、１位が公共交通

機関の不便、２位が一定の収入があるか、３位は就職・転職先の確保と、職に関する不安が

出ております。加えて左側の２番なんですが、これは私も若いころそうだったんですが、地

域を支えている企業やその産業構造を知らないという若者が多いという結果も出ています。 

 これらの課題を解決し若者のＵターンを促進するには、さまざまな切り口からのアプロー
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チが必要であると考えます。言いかえれば、キャリア教育などもそうですが、若者の人生に

対していかに多くのタッチポイントを地元がつくっていけるかが鍵になるのではないかと考

えます。 

 そこで一つのアプローチ、タッチポイントとして考えられる、誰もが知っている就職先で

あり地元の有名企業とも言える、村役場の職員採用ページのあり方についてお伺いいたしま

す。 

 現在のように採用時期のみ情報を掲載する仮設の形では、非公開時に訪れた場合には、や

っぱり村だから全然採用してないんだな、とか勘違いしてしまう若者も多くいると考えられ

ます。情報が遮断されていますので、人によっては、村なので過疎地域と思う人もいるかも

しれません。民間も含めてこちらに戻ってくる選択肢がここで除かれてしまうおそれもあり

ます。 

 少なくとも採用基本情報、過去の採用状況、採用日程、先輩職員のメッセージなどがいつ

でも確認できる常設の職員採用ページが必要であると考えています。 

 さらに攻めるのであれば、これは縦割りの意識が薄い村だからできることなんですが、南

箕輪村や上伊那の地域情報、上伊那就活プロジェクトなどの就活イベント情報、公の機関で

協議をして実施している民間企業の各種就職イベント。 

 先日の長野日報の報道では、ことしの10月には上伊那広域連合が中心となって、30歳前後

の転職組を対象にした就活イベントを東京で開催するという報道もありました。その他子育

て女性再就職支援、郷土愛プロジェクトなど、職に関する情報を統合した常設の職のポータ

ルサイト、アクセスが集まりやすい役場職員採用ページを主として設置できれば、親も子供

に役場の採用ページをナビゲーションするだけで済みますし、より効果が高いと考えますが、

この件に関して村の考えをお伺いいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ４番、藤城栄文議員の御質問にお答えをいたします。 

 初めに村の役場の常設の職のポータルサイトをという御質問であります。 

 確かにＵターンをしやすくする施策、あるいはさまざまな切り口が必要、そのことは当然

のことだろうというふうに思っております。そういったことで、他のいろんな情報もリンク

できたり載せていったりということ、このことは大切かなというふうに思っておるところで

あります。今までそれができていたかというと、全くできていなかったというのが今の実態

であります。 

 まず初めにでありますけれども、この公務員の就職というのは景気が悪くなると高くなり、

景気がよくなると低くなるという、こういう傾向があるわけであります。で、ここ数年の傾

向といたしましては、民間企業の景気がよいことから、応募者数は若干減少傾向にあります。

また選考段階や採用決定後の辞退者も増加をしてきているのが、最近の傾向であります。こ

こ２年内定を出した人が２人とも辞退をされてしまったという、こういうことであります。 

 その原因といたしましては、どうしても公務員の場合は、国が受かれば国、県が受かれば

県、市が受かれば市というような、そんな序列があるわけではありませんけれども、どうし

てもそちらに流れてしまうというこんな状況もあるところでございます。 

 今の村の状況は近隣市町村と全く違った試験日で実施をしておりますんで、応募者数とい
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うのは長野県内でも圧倒的に多くなっております。それだけ町村の資料でありますけれども、

南箕輪村、町村としては人気が高いのかなという、そういうことはうかがえる、そういう応

募者数になっておるところであります。 

 今年度につきましては、昨年と全くといっていいほど変わってないわけでありますけれど

も、来年度につきましては、これは試験時期や試験内容や広報等について、大きく変更を予

定をしておるところであります。これはいろんな辞退者が出たりというようなことがありま

したんで、方法を大きく変えていったほうがいいよということで、今から検討をし出してお

るところであります。 

 採用状況につきましてもいつでも見れるという、こういうことになっていなかったわけで

あります。その時期だけ職員募集のということでありましたんで、常に掲載していく必要は

あると思っております。来年度からそんなふうにしていければというふうに考えておるとこ

ろであります。 

 本年度採用した職員につきましては、近年では珍しいほど、ほとんどが村内出身者となり

ました。学生として都市部に出た後、地元に戻り活躍しようと思う若者が多くなっているこ

とは、このことは本当に喜ばしいことでありますし、そんな中で全くのＩターン職員もいた

ところであります。情報をどうして入手したかということをお聞きいたしましたら、村のホ

ームページとお聞きし、やはりホームページを充実させることは不可欠だということで考え

ておるところでございます。 

 そんなことで、来年度から大きく変えていこうかなということで検討を始めておりますの

で、そんな御理解をお願いをしたいと思いますし、また職員の採用情報にかかわらず、さま

ざまな就職活動などに関する情報へのリンク等ができるような工夫も考えていかなければな

らないと思っておりますので、御提言としてできるだけそういったことに沿うようにしてい

きたいな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） ４番、藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 役場で一番アクセスが多いページは、恐らく入札に関するページ

だと思います。職員採用ページも入札のページと同じように、非常にアクセスが集まりやす

いページとなっておりますので、当初はデザインなど費用をかける必要は少ないと感じます。

最初はシンプルなページでも構いませんので、速やかな設置をしていただければと願ってお

ります。 

 引き続いて、職員の採用ページが常設で設置された後の話なんですが、移住者がこちらに

Ｕターンしてくる際に、配偶者はフルタイムでない職を希望し、探しているケースも少なく

ないと思います。そこで、最新の臨時職員や育休代替職員の募集情報も同時に掲載していく

ことで、スピーディーな職の提供と職員不足による住民サービスの低下防止につなげていく

考えはありませんでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 合わせまして、臨職等の募集情報もということであります。この

ことにつきましても必要だというふうに考えております。 

 今御承知のとおり、人手不足ということがありましてなかなか集まらないという、来てい
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ただけないというそういう実態もあるわけでありますんで、できるだけ来ていただけるよう

な、また目に触れやすいような、そういったことを考えていかなければならないというふう

に思っておりますんで、このことも合わせて実施をしていければというふうに思っておりま

す。 

 特にこの保育士、慢性的な不足が生じております。そういったことを考えれば、正規職員

のみではなくて臨職につきましてもホームページに掲載し、最新情報が常にわかるようにし

ていくこと、これも大切だというふうに考えておりますので、同時に行ってまいります。 

 これも議会の中でお話を申し上げましたけれども、育児休暇職員が大変多くなってきてお

ります。これは喜ばしいなという、こういうことで思っております。トータルとして13人ほ

どとなっております。そのほかの本当の病気といいますか、そういった病気あるいは心の病、

そういった皆さんもおいでになりますんで、約１割の方が今休んでいるというような状況で

あります。本村の職員数150人でありますけれども、そのうちの１割の余が離れておるとい

うことでありますんで、今実態といたしましては、本当に役場の中てんてこまいという状況

となっておるところであります。 

 そういったことを考えれば、できるだけ臨時職員の皆さんにおいでをいただけるような、

そんな情報の手段も必要かというふうに思っておりますので、このこともあわせてしっかり

とやっていきたいというふうに思っておるところであります。 

 またこれ、この質問とは関係ありませんけれども、本当にいろんな提言や提案をしていた

だいておりますけれども、なかなか職員不足ということですぐ手がつけられないという、そ

ういう状況がありますんで、またこの辺は議会と相談をしながらこの育児休業の部分をどう

していくかということは相談をさせていただきたいなというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、行政は住民サービス低下を招いてはいけないという、こういう

ことでありますんで、この辺がうまく回るようなそんな方策もやっていく必要があるという

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） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 今回の提案は職員の充実にもつながる内容になっておると思いま

すので、ぜひよろしくお願いします。 

 先ほど採用の方式の変更を検討しているという話がありました。やはり公務員、ある程度

高い人気を誇っておりますが、やはり採用人数が多いほうが、魅力的で人が集まりやすい傾

向があります。そこで発信力や魅力をさらに高めることを目的に、広域的に就職先を提示す

ること、そして先ほどもありましたが、辞退者による採用計画の狂いを防ぐことを狙いとし

て、上伊那の８自治体または町村合同、もしくは一番現実的な、既に合同で職員研修を実施

している定住自立圏内で協議をして採用試験を実施することを、ほか自治体に働きかけてい

く考えはございませんでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 協働して合同試験の実施をしてはどうかという、こういう御質問

であります。広域的に連携をして就職や転職の情報を提供していくということは、これは大

変よいことだなというふうに思っておりますが、ただいろんな市町村の状況がありまして、
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これは本当に難しいというふうに思っております。いろんな考え方がありましたり選考基準

や試験方法、内容も違いますし、上伊那広域連合につきましては、長野県内の中では一番う

まくいっている広域連合であります。その中ですらいろんな問題点はありますので、これは

すぐにというわけにはまいりません。申しわけないなというふうに思いますけれども、一緒

にやるいうことはこれは本当に難しいことでありますので、現在のところこれは困難である

というふうに考えておるところであります。 

 行く行くはそういうことができればという、こういうことになっていくような広域連携を

さらに強めていく、このことは必要かなというふうに思っております。いろんなところで私

も申し上げておりますけれども、上伊那は一つというこういう感度の中で、いろんなことを

今までもやってきております。しかしその中におきましても、市町村によりまして温度差と

いうのはかなりあるわけでありますんで、この辺がもう少し解消できてきた暁にはそういう

ことは可能であるのかなというふうに思いますけれども、現状ではそれはちょっと難しいと

いうことで、御理解をお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ４番、藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） この件に関しては、議員としての活動としてほかの自治体の議員

に働きかけていくというところも重要だと考えております。今日をスタートに取り組んでい

ければと、私のほうでは考えております。 

 次の質問に移ります。 

 次は公共施設と総合管理についてです。 

 村の公共施設等総合管理計画は、現在の財政状況で試算した場合、集約化や長寿命化を進

めても40年間で40％の施設量の縮減が必要であるとしており、乱暴に言いかえれば40年間で

半分近くの公共施設を減らさなくてはならない状況です。利用率の向上は当然ですが、今後

のあり方を検討するために、村民の関心を高めていく必要があります。 

 また、多くの公共施設は建設してから相当期間が経過しており、建設当時の時代背景から、

例えば村公民館などは地区公民館と非常に混同しやすい名称になっています。職員や住民の

間では既にアンオフィシャルで、村公などと呼んでいる人も少なくありません。しかしなが

ら私のような移住者やほか地域の方にとって、村公って何、と思ったことがしばしばあるの

ではないでしょうか。 

 対してインターネットが普及した現代においては、ＳＮＳを用いて個々人が情報発信でき

る時代となりました。広告費についても、今年はいよいよネットがテレビを抜く見通しとな

っており、インターネットの影響力の大きさがうかがえます。 

 そのような中、インターネットでの発信を考えた場合、公共施設に魅力的でわかりやすい

名称をつけることは、利用率及びブランドの向上にも資すると考えられます。例えば情報発

信には、最近はＳＮＳ上ではハッシュタグが用いられることが多く、日本語では井桁と言い

ますが、ハッシュタグの後にキーワードをつけることで、そのキーワードにかかわる話題を

追いかけやすい仕組みとなっています。 

 実際に、これフリップを用意したんですが、これですね、これがハッシュタグというもの

です。例えばこれを現状の村公民館で実施した場合、どうなるか。恐らく世の中に存在する

あまたの村公民館の情報を追いかけることになるか、もしくは名称が魅力的でないので、誰
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も投稿してなくて情報が広がっていかない、そういった現実があります。 

 そこでお尋ねします。 

 村公民館、屋内運動場、村民体育館などすばらしい施設があるのに、特に差別化が図られ

てない名称の公共施設について、名称を変えると条例変更が必要なので大がかりになります

が、愛称を村民に向けて募集する考えはありませんでしょうか。村の考えをお伺いいたしま

す。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 公共施設の関係でございます。 

 公共施設等総合管理計画も策定したところであります。これは策定時にいろんな御質問も

いただきましたし、説明も申し上げました。これをつくらないとなかなか有利な財源が確保

できないという、この一面もありまして、本村の場合でもこれが義務づけられましたので、

つくったところでございます。40年で40％の削減が必要だという、こういう結果となりまし

た。 

 しかし本村の場合にはいまだに人口が増加しておりますんで、現在のところは当面現在の

施設量を維持した上で効率的な管理運営を行っていく、財政バランスを考えながら施設の適

正配置というのも検討をしていくという、こういうことになりました。この問題につきまし

ては、村民の皆さんの意見や合意形成を図っていくことは極めて重要だというふうに思って

おります。 

 その中の御質問として、愛称を募集してはという御提案であります。考えてみますと、本

村の場合には既に半数以上の皆さんがおいでをいただいた皆さんでありますんで、それは当

然かなというふうに思っておるところであります。私のような、この村で生まれ、この村で

育ってきた人間からすると、村体だとか村公というのは非常によい名称であるというふうに

は考えておりますけれども、来た人にとりましては、これはわからないんだろうなというふ

うに思っております。 

 それで施設を新しく建設したような場合には、名称として違う名称をつけておる場合もあ

ります。例えば療育施設につきましてはたけのこ園というような名称、そんな名称をつけて

おるところであります。近隣でも辰野町では荒神山ほたるドーム、箕輪町ではながたドーム

といった、こういう愛称をつけておるところであります。村の公共施設にそういった愛称を

つけていくことがふさわしい特徴のある施設があれば、これは当然愛称を募集していくとい

うことは必要だというふうに思っております。 

 またどんな、今現在ある村内の施設でどんな施設に愛称をつけていったらいいのかという

ことは内部で十分検討させていただきたいと思いますし、藤城議員もいい名称、募集はしま

すけれども、こんな名称がいいんだなというものがあったら、また御提言もいただければと

いうふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） １つ目の若者回帰事業の関係でも述べましたが、子供たちに多く

応募が集まるような工夫をしていただければ、村、地元とのかかわり、タッチポイントにも

つながってまいると思いますので、そこの部分をよろしくお願いいたします。 

 済みません、時間の関係で、４つ目の南箕輪村版ネウボラについて先に質問させていただ
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きます。 

 先日箕輪町でも、ネウボラ制度に取り組み始めたという報道がありました。フィンランド

発祥のネウボラは、子育てに関して非常に有効な制度でありますが、まだまだ日本ではなじ

みが薄く、さらに南箕輪村版となるとそれがどういったものなのか、共通認識をこれから広

げていく必要があります。正直まだ私も力強く語れる知識を持っておりません。将来一人一

人の村民がネウボラを語れるようになれば、子育ての村の口コミがより力強いものになると

も考えます。 

 そこでお尋ねします。 

 村長の冒頭挨拶でもありましたが、ネウボラの拠点施設であるこども館の利用者が延べ６

万人に達したこと、そしてその多くがネウボラ制度のターゲットの若い世代であることから

も、こども館を中心にネウボラの説明や切れ目のない支援などで、象徴的なよい効果をもた

らした事例があればそれを紹介し、ネウボラの理解と認識を広げていく考えはありませんで

しょうか。村の考えをお伺いたします。 

 議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 南箕輪村版ネウボラにつきましての御質問をいただきました。 

 この制度につきましては、本村はそうはいっても先進的にこういったものをやっていこう

ということで、こども館をつくるに当たりましてこども館をそういった施設にするようにと

いう、こんなことができればということで打ち出したところでございます。 

 ただ、まだまだこの制度というのはなかなか周知がされておらないということと同時に、

運営する私どものほうもワンストップの子供、子育て、教育のサービスというのになかなか

難しさを感じておることも、これは事実というふうに捉えておるところであります。 

 徐々にそういった方向に向かっていけばいいのかなということでありますし、これをつく

ったことによりまして、それぞれ各課が関係しております子育て世代の包括センターを構成

している子育て支援課や健康福祉課、教育委員会、この３つの組織がかかわっておるところ

でありますけれども、この連携が非常によくなってきたということ、これは本当によかった

なというふうに思っております。 

 さまざまなケース、さまざまな相談があるわけでありますけれども、こういった連携を図

りながらそういったことに対応をすることができたということで、できておるということで、

これは本当にありがたいなと思いますし、さらにこのことを充実をさせ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。基本的にはワンストップということであり

ますけれども、これはなかなか今の本村の組織体系からいって、まだまだ先に行く話かなと

いうふうに思っております。 

 今御提案がありましたネウボラの組織といいますかそういった理念といいますか、そうい

ったものをもう少し村民に広げていく方策ということであります。事例紹介をしてはどうか

ということであります。 

 こども館につきまして、ネウボラの制度というものはこういうもんだよということを掲げ

ることは、これは可能でありますし、それはしていく必要があるかなというふうに思ってお

ります。ただ事例紹介となりますと、これはさまざまな事例があります。それと同時に、当

事者が特定されないように配慮をしていかなければならないということ、また本人の御了解

等々もある場合もありますんで、その点がクリアできるような事例があれば対応していきた
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いというふうに考えております。これはまた内部で検討させていただきたいと思います。検

討というのはそういう事例があるかどうかという、このことを検討させていただきたいとい

うふうに思います。あればこども館で紹介をしていくということは、これはやっていきたい

というふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 事例につきましては、村のを提示できれば一番身近なものなので

いいとは思いますが、村だけでなくても、例えばフィンランドやほか自治体であったよい事

例を紹介してもネウボラの理解は進むと思いますので、そこも含めてぜひ検討をお願いでき

ればと考えています。 

 今まだまだ運営の面でも、南箕輪村版ネウボラはこれからという話がありましたが、村長

の中でどのぐらいのタイムスケジュールで、いや、この南箕輪村がいよいよ稼働したという、

そういったタイムスケジュールはどの程度考えていらっしゃいますでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） タイムスケジュールというお話がありました。これは長い目で見

ていくことも必要かなというふうに思っております。 

 このこども館建設時に、私が急遽ネウボラ構想というのを打ち出してしまったという、こ

れはなかなかいろんなところと調整をする間もなくて打ち出してしまったなという、そんな

反省もしておるところでありますけれども、私自身の考え方といたしましては、やりながら

考えていくということも必要かなというふうに思っておるところであります。いろんなもの

が固まってから実施をしていくというのはなかなか立ち上げが遅くなってしまいますんで、

走りながら考えていく、こういうスタイルにしていきたいなということで先行させていただ

きました。タイムスケジュールはこれからまたしっかりと立てていかなければなりませんけ

れども、私の残された任期もあと１年10カ月であります。この中である程度意図とするよう

な形が見えるようにはしていきたいなという、考え方としてはそんな考えを持っておるとこ

ろであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 私のような子育て最中の親にとっても非常にありがたい制度とな

っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。 

 最後に質問に移ります。最後は村内イベントについてです。 

 現在村内で実施するイベントは、村三大イベントに代表されるように、大芝高原を活用し

たものが中心となっています。村長の冒頭挨拶にも、道の駅となった大芝高原を舞台にして

といった趣旨の発言がありましたが、減少傾向にある利用客を再度増加の方向に向かわせ、

さらには交流人口の増加、南箕輪村のＰＲ、経済効果などにもつなげていかなくてはなりま

せん。 

 我が村は特性としてコンパクトシティーであることが挙げられ、いい意味でも悪い意味で

も、現在大芝高原以外に大きな観光資源がありません。このことから、大芝高原に今後も村

の資源が投下されることは、現在検討されているコテージの増設やおもてなしプリンの製造

所の建設がそうであるように、明らかです。これは過去の経緯を振り返ってみてもそうであ
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ると思います。 

 そういった、大芝高原が村の観光拠点であるという必然性がある中で、３年後の令和４年

には、現在の指定管理の期間が満了となります。その際、プロポーザルになるにせよ何にせ

よ、道の駅となった大芝高原をどうしていきたいのかを村は描いて、用意しておかなくては

ならないと思います。 

 その描いていくに当たり、令和４年までまだ日がございます。そこで今回は、道の駅イベ

ントについてお尋ねいたします。 

 道の駅大芝高原のイベントについて、今後どのセクションが軸となって構想し、動かして

いくべきと考えているのか、村の考えをお伺いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） イベント関係、大芝高原の活用関係の担当課の問題であります。 

 今、藤城議員が御指摘のように、本村はまさにコンパクトシティーであります。今国で打

ち出しておりますそういったものは、本村は必然的にそうなっておるということで、これは

本当に効率のよい行政運営ができていけるなというふうに思っておるところであります。 

 観光事業等々につきましては、これは当初私は余り積極的ではなかったわけであります。

というのは、口癖のように、観光では村は生きていけないよという話を従来からしてきてお

りました。しかし地方創生の時代になりまして、交流人口や関係人口の増加というこういう

ことを考えていけば、この観光というものも非常に重要なポイントになってまいりますんで、

方針転換をさせていただいたところであります。 

 したがいまして、本村の観光資源というのは大芝に集中をしているというのは、これは紛

れもない事実であります。そういった中で、大芝を中心としながらさまざまなイベントをし

ております。三大イベント以外でも、常にいろんなイベントをしておるところであります。 

 この三大イベントを考えてみましても、これは全てが産業課主管のイベントとなってとな

ってくるところでありますし、道の駅は建設水道課ということでありますけれども、イベン

ト関係につきましては、これは今現在やっております農泊モニターツアーとか森林セラピー

のモニターツアー等々考えてみましても、これは観光部分を担っておる産業課でやっておる

ところでありますし、またこういった観光を推進していく観光協会の産業課の中に隣接して

事務局を置いておるということでありますので、産業課が担っていく、このことが一番いい

のではないかというふうに思っております。そうすることによって、よりこの連携がスムー

ズにいく、こういうことになろうかというふうに思っております。 

 イベントも多くなってきております。これは本当に大変なことだなという感じは持ってお

りますけれども、人的な面も充実しながら産業課に集中していければというふうには思って

おるところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 選挙期間中にやはりこの村の方々、大芝高原を愛している方がた

くさんいらっしゃいまして、道の駅になってどう発展していくんだ、そこのところを多く聞

かれることもありました。例えば試験的な意味合いを兼ねて既に実施しているイベント、大

芝高原のイベントとしてうたっておりますが、それらのイベントについて原則道の駅イベン

トに統一することで、外には統一的なＰＲが可能になりますし、中に向けてはイベント間の
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連携を生み出すきっかけ、導線になるかもしれません。 

 そういったことを道の駅イベントに統一する、そういったことを試験的に実施していく考

えはないでしょうか。お伺いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 道の駅の２周年がじきやってくるわけであります。そこに集中し

て道の駅イベントというようなことという御質問であるというふうに思っております。 

 ちょうどこの時期につきましては、フラッグフットボール、藤城議員も深くかかわってい

ただいておりますこのイベントもあるわけであります。また、わくわくクラブ等々のイベン

トもあるわけでございます。したがいまして、イベントをまとめて実施するということは、

これは非常にインパクトを与えるということで、いいことだなというふうに思っております。 

 今後は、時期的なものもありますけれども、可能なイベントは提案のような形にしていけ

ればというふうに思っております。手始めに今年度からそういったことを実施できればとい

うふうに思っておりますので、この辺は早急にそういったことで取りまとめていきたいとい

うふうに思っております。 

 広告関係につきましても、１つのイベントにまとめることによりまして、かなりインパク

トの強い宣伝ができていくんではないかなというふうに考えておりますので、今年の場合に

は７月27日、大芝高原で村や観光協会、開発公社主催のイベントが計画されておりますんで、

このイベントを道の駅１周年記念イベントとして、村でまとめて広報をしたり実施をしてい

きたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 先ほどセクションの話で、産業課が中心となって動かしていくと

いう話がありました。今後道の駅１周年イベントに続くイベントがあり、そこに横断的に幾

つもの団体が、課がかかわっていた場合、その旗振りをするのは産業課が担っていく、そう

いう認識でよろしいでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 主体的には産業課が担っていければというふうに思っております。 

 ただ、今村で検討を始めておる、これからしていかなければいけないという部分があるわ

けであります。近ごろのイベント、数多くありますけれども、観光に限らず農業だとか健康

だとか移住定住だとか、単一的な要素での取り組みというよりは、それらが複合的に絡み合

ったイベントというのが多くなってきておりますんで、さまざまな事業に対応していく必要

性が出てきております。そういったことで、同日日に複数のイベントや事業が行われること

が多くなってきておることもあります。 

 今年からでありますけれども、地域づくり推進課において各課が関係する村内で行われる

イベント等を調査し、今整理を始めたところであります。効果的な事業やイベントを打つこ

とが目的でこういうことをやっておるところでありますんで、その調査結果によりまして、

これからの方向性を出していきたいというふうには思っております。 

 主体的には産業課でありますけれども、今検討しているのは地域づくり推進課で、一定の

方向が出されるというふうに思っておりますんで、その点はぜひ御理解をお願いをいたしま

す。 
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 いずれにいたしましても、その手法がばらばらでは外に向けてのＰＲというのが非常に弱

くなってまいります。これも効果的にＰＲをしていく、あるいはいろんな仕組みづくりを考

えていく、このことは地域づくり推進課を中心に今、イベントや事業の担当者が集まって研

究をしていかなければならない、し始めたところでありますんで、その結果を待ちながらと

いうことになりますけれども、担っていくのは産業課でありますけれども、それを主体的に

取りまとめ、検討していく部分は地域づくり推進課でやっていく必要があるというふうに思

っておりますし、そのことはやって、やり始めたところでありますんで、またいろんな結果

が出れば、議会と相談をしながら進めてまいりたいというように思っております。 

 いずれにいたしましても、今までのようなイベントのやり方を変えていかなければならな

いという意識も庁内に芽生えてまいりましたんで、一緒にやっていく方策というのを今考え

出しておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） ぜひ道の駅ができたということをうまく使っていただいて、進め

ていっていただければと思います。 

 最後になります。 

 私、今から、今年から議員になりました。これからもこの村が元気で若くて暮らしやすく、

そして熟年者が生きがいを持てる、こんな村にしていきたいと思い、一般質問ではなるべく

明るい話題をどんどんぶつけていきたいと思っております。今後ともよろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） これで、４番、藤城栄文議員の質問は終わります。 

 ただいまから９時50分まで休憩といたします。 

   休憩 午前 ９時４２分 

   再開 午前 ９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。 

 ９番、三澤澄子議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤澄子です。 

 あらかじめ通告いたしました２つの項目について質問をいたします。 

 第１項目めとして、憲法を暮らしに生かす取り組みについてであります。 

 改選後の第１回の一般質問ということであり、掲げた公約の実現に向けて努力をと村長の

発言もありました。前期の第１回でも取り上げた憲法について、まず質問をいたします。 

 そのときにも言いましたが、私の議員活動の原点は、憲法だと思っております。中学３年

生の社会科の最初の授業が憲法の前文、まえぶみとも言いますけれども、暗記をするように

という宿題でありまして、今の村の公民館長倉田健郎先生のお父さんで、倉田ﾀﾛｳ先生が担

任で社会科の先生でありました。そのときの教えが私の原点だというふうに思っております。 

 ここに「あたらしい憲法のはなし」という冊子があります。この前のときにもこれを示し

たんですけれども、この内容については詳しくはそのときにはお話はしませんでした。今回

はこれをしっかりとお話しするということで、出させていただきました。 
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 この冊子は、昭和22年８月文部省発行で、中学１年生の教科書として学んだものです。当

時の中学生だけでなく、教え子を、我が子を再び戦場に送るなと誓い合い、新しい平和と民

主主義の教育への熱意に燃えていた教師・父母に深い感動と明るい希望を呼び起こしました、

とあります。しかしこの教科書は二、三年使われただけでした。日本が昭和25年に始まった

朝鮮戦争の基地にされ、日米安保条約が結ばれ、警察予備隊が自衛隊に変わっていくという

時代の流れの中で、教室から姿を消してしまったのです。この「あたらしい憲法のはなし」

は、今もう一度学ぶ必要があると考えております。 

 この中で、憲法とは何か、そのことについて書いてあります。国をどういうふうに治め、

国の仕事をどういうふうにやっていくかということを決めた一番根本になっている規則が憲

法で、これを国の最高法規、これは98条でありますけれども、というとまず書いてあります。 

 国のやり方のほかに、もう一つ大事なことが書いてあります。それは国民の権利のことで

す。国の力のもとは一人一人の国民にある、国民の力をはっきり認めてしっかり守る、大事

な権利のことを基本的人権という。憲法は日本国民が全体の意見でつくったもの、総意でつ

くったものということです。前文には、誰がこの憲法をつくったかということやどんな考え

でこの憲法の規則ができているかということなどが記されています。 

 前文は２つの働きをするということで、１つは憲法を読んで意味を知る手引きになります。

前文にある考えと違った解釈はできないということです。もう一つは、これから先憲法を変

えるときに、この前文に記された考え方と違う変え方をしてはならないとしております。前

文にある大事な３つの考えは、民主主義・国際平和主義・主権在民主義だと記しています。 

 前期の質問でも99条、憲法尊重擁護の義務について質問しました。ちょっと私の一般質問

のちょっと資料をつけておきましたので、見てくださるとわかりますが、99条、最初略しま

して、公務員はこの憲法を尊重し擁護する義務を負う、に対し、村長さんのお答えは、職員

は憲法を尊重し擁護する立場だ、子供や孫を二度と戦場へ送ってはならない、平和憲法を尊

重すると答えていただいています。 

 そこを踏まえた上で、質問の１でありますけれども、あわせて５月15日の中日新聞の記事。

「安保法改憲・・・「戦争できる国」着々」という記事をつけておきました。これは長い記

事ですので、後でまたしっかり読んでいただければという補助資料としてつけましたので、

よろしくお願いします。 

 2017年５月に安倍首相は、自衛隊を違憲とする議論が存在するので、９条１項、２項を残

して自衛隊を明文で書き込む、派遣を2020年までに制定を目指すと発言しました。今年２月

には再び自衛隊を明記するとし、理由は２年前の憲法学者の違憲論でなく、自衛隊の新規隊

員募集に都道府県の６割以上が協力を拒否していると述べています。長野県内77市町村のう

ち、18年度に適齢者名簿を自衛隊で紙媒体で情報提供したのは、44市町村だと報道されてい

ます。 

 そこで、村の対応はどうだったのか、その法的な根拠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） ９番、三澤議員の御質問にお答えをいたします。 

 憲法問題の御質問であります。大変難しい部分かなというふうに思っております。初めに

何回か質問を受けております基本的な部分、変わらない部分、そういったものをまず答弁を
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させていただきたいと思います。 

 公務員が憲法を尊重し擁護する義務を負うことは、これは当然のことであるというふうに

思っております。採用時にもそのことは宣誓書として、書面で提出をしていただいておると

ころであります。公務員にかかわらず全ての国民が憲法を尊重するということは、これは当

然の義務であるというふうに思っております。三澤議員の議員の原点が憲法の部分だという

ことは、それはそのとおりだろうというふうに思っているところでございます。 

 憲法改正のいろんな議論がありますけれども、私自身は憲法を変えるべきところがあれば、

それは国民投票というのが最終的な判断でありますんで、変えるべきところがあれば変えて

いくというそのことは否定するものではありません。時代に即したそういうところは変えて

いってもいいんじゃないかなというふうに思っております。ただ根本となる平和憲法のその

部分、これは私は尊重していかなければならないということで、前々から考え方を申し上げ

ておるところでございます。その点はそんな御理解をいただければというふうに思います。 

 自衛隊の募集の関係の御質問であります。 

 村では、名簿の提供につきましては、これは閲覧により書き写しをしてもらう形での対応

をしております。書類では提出をしておりません。こういうことで御理解をお願いいたしま

す。 

 これは防衛大臣からは、紙媒体、電子媒体での提出を要請されておりますが、義務ではあ

りませんので、閲覧での対応をさせていただいているということであります。その法的根拠

といたしましては、住民基本台帳法第11条の、国または地方公共団体が機関の請求による住

民基本台帳の一部の写しの閲覧によるものであります。また、同法第11条第２項第２号の請

求理由としましては、自衛隊法第29条第１項及び第35条に掲げる、自衛官等の募集や採用に

かかわるものであります。 

 平成30年度の閲覧状況について申し上げます。閲覧申請は11月と１月の２回ありました。

内訳では、11月の閲覧では日本人の男子のみを対象とし、昭和61年４月２日から平成８年４

月１日に生まれた方、また平成９年４月２日から平成12年４月１日に生まれた方。１月の閲

覧では日本人の男女を対象として、平成13年４月２日から平成14年４月１日に生まれた方、

あるいは平成９年４月２日から平成10年４月１日に生まれた方、この閲覧をしていったとこ

ろであります。村としては今後も引き続き閲覧による対応をしていきたいというふうに考え

ておるところでございます。 

 質問の中にありましたけれども、こうした事務の扱いが憲法、自衛隊の問題として捉える

ということは、私は別であるというふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ただいま村長の答弁で、閲覧のみを許可しているということであ

りました。ちょっと、せんだって統一地方選のちょっと最中に、総務課にちょっとお聞きし

たところ、村では何かその紙媒体で出しているというようなことをちょっとお聞きしたもん

ですから、そこのところをちょっとしっかり確認してというふうに思ったんですけれども、

村長のそういうことで、内容についてはこういう今、11月と２月の内容についてもお知らせ

いただいたので、そこはきっちりとそういう対応をされているということであれば、それは

それでいいというふうに思います。先ほど、今村長も言われましたように、住基法の11条で
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はその閲覧しか認めていないということでありますし、当然のことかなというふうに思いま

す。 

 今村長も言いましたように、安倍首相が憲法改正まで口にするのは、やはり日本、戦前の

日本が国民の人権や地方自治の上に軍があって、個人情報を理由に出さないのはもう許され

ないというようなことを言っています。９条改憲の狙いでありますけれども、戦力不保持を

規定した２項を死文化させ、海外での武力行使を無制限に可能にすることだと言われていま

す。 

 私には５人の孫がいますが、上はもう18歳になりました。この適齢者名簿を強制的に提出

させるということで名簿を出すということになれば、それだけはどんなことがあっても認め

られないというふうに、私は思っております。 

 それでもう一つお聞きしたいんですけれども、適齢者名簿は今言うように、こちらから紙

媒体で提供すべきでないということは今、村長の言われたとおりだというふうに思いますけ

れども、もう一つ個人情報利用停止制限を出されたら、請求者の個人情報を提供できないと

いうことができるかどうかをお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 急に難しいことを言われましたので、若干時間をいただければと

いうふうに思います。 

 後ほどお答えをさせていただければ。お願いします。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 今そういうわけで、私自身ももし出せと言われても、子供の、孫

の名簿をお断りしたいなというふうに、開示そのものをしたいなという思いでありますので、

その点の確認であります。９条はやはり紛争解決の武力行使を禁じております。その理念に

ふさわしい対応をこれからもしていただきたいというふうに思います。 

 では、２に移らせていただきます。 

 前期の議会では、この前の４年間でありますけれども、私たちの議会は2015年６月には安

全保障関連法案に反対する意見書、それから2015年12月には沖縄の米軍の辺野古新基地の即

刻中止と県民に寄り添う計画見直しを求める意見書、2017年３月には核なき世界を目指す核

兵器禁止条約への賛成と核廃絶の平和外交の推進を求める意見書等、平和や安全に関する陳

情を採択し、国へ意見書を上げてきました。 

 沖縄では知事選、住民投票、衆議院補選等たび重なる民意が示されても、さらに埋め立て

土砂等を強行し、異常な事態が続いています。基地問題は民主主義や基本的人権の尊重とい

う憲法としっかりつながった問題であります。同じようなことが繰り返されてしまうと、玉

城知事は言っています。 

 ５月14日には、上伊那上空を２機のオスプレイがまた目撃をされています。先日はうちの

屋根の上をというか、時々あるわけでありますけれども、超低空での輸送機の飛来がありま

した。日本の上空は米軍の思いのままというのは事実であります。国内でも秋田県で、地上

配備型迎撃システムイージス・アショアをめぐり、配備候補地の陸上自衛隊新屋演習所を適

地とした防衛省調査に誤りが見つかったと、大問題というふうにニュースで言われておりま

す。特に安倍政権になってからの軍事増強が進む中、戦争で北方領土を取り戻す発言も許さ

れる空気感というか、そういうのが本当に今蔓延してるんだなという思いがあって、とても
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危機感を覚えます。 

 2002年の安倍総理が官房副長官時代には、核兵器保有は違憲ではないとか、2006年以降麻

生外相らが核保有を議論するとか、憲法は核保有を禁止していないとかの、繰り返し発言が

されております。憲法の根幹にかかわる発言が続いているわけでありますが、村では2016年

に庁舎前に建っていた非核平和都市宣言の標柱を、老朽化して危険ということで撤去し、懸

垂幕で対応するということになりました。３月議会で取り上げました昭和63年12月議会の南

箕輪村議会の総意ということで議決した、安全で平和な村民生活を確保するために米国軍用

機の飛行中止に関する決議を全会一致で上げているという、その内容について、そのころか

らやはりきちんとそういうことを村として表明していこうという機運が生まれていたという

ふうに思いますけれども、そのときに建てたそういうものを、やっぱりそのことを起点に、

延長線上にある民意をあらわす標柱は、常設してこそ生きていくということで、再建を検討

していただきたいと思います。 

 その点についてお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 非核平和都市宣言の標柱の御質問であります。 

 御指摘のとおり、役場正面駐車場の入り口の左右に４面の標柱を立てて、中身は非核平和

都市宣言や人権宣言、総合計画のスローガン、税の標語など４面に書き込み、そういったも

のを設置いたしました。ただ建設当時から長年が経過し、標柱が老朽化したことによって撤

去をさせていただきました。これは議会の御意見もお聞きし、平成29年に撤去をしたという

ことであります。村が勝手に撤去したということではなくて、議会の御意見もお聞きをしと

いうことで撤去をさせていただいたところであります。 

 標柱の再建とのことでありますが、建設当時は非核平和都市宣言などのアピールに一役買

っていたというふうには思っております。しかし撤去後の周辺を見ますと、駐車場入り口が

見通しもよくなってすっきりしておりますし、あそこは今路線バスといいますかまっくんバ

スも通りますし、伊那本線もあそこを通りますので、ここ数年のそういった状況の変化もあ

ります。景観保全という観点からも考えますと、今いろんな看板を立てる場合は、景観に配

慮した三風の会で推奨するデザインを統一して立てるというこういうことになっておるとい

いますか、そういったことでできるだけやっていこうということになっておりますんで、そ

の点はなかなか大きい標柱というのはなじまないというふうに考えておるところでございま

す。したがいまして、議会でも相談をして撤去いたしましたので、今のところ立てるという、

こういうことは考えておりません。 

 ただそのかわりに懸垂幕を設置してということで申し上げた経過もあります。ただこの設

置箇所は１カ所しかありませんので、もう１カ所増やしていきたいと。で、そこに懸垂幕を

長くかけられるような、そういった措置はしてまいりますので、そんなことで御理解をいた

だければというふうに思っております。 

 非核平和都市宣言につきましては、当時の議会として宣言をしていただきました。これは

非常によいことだなというふうに思っておりますし、私自身も私になってから平和首長会議

にも参加をしておるところであります。そういったことで、あらゆる手段でこの平和を守っ

ていくという、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ります。 

 ただ、今いろんな御質問、お話がありましたけれども、日米安保条約というのもあること
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もこれは事実でありますし、国を守っていくこの義務というのは国にあるわけでありますの

で、そういったことを両面で考えていく必要はあるんではないかなというふうに思っておる

ところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。先ほどの質問の答弁を、先によろしいですか。 

 では藤田課長。 

総務課長（藤田 貞文） 先ほどの最初の御質問、名簿の公開の関係、住民名簿の公開の関

係になりますが、個人情報の開示の拒否ができるかどうかということでございます。 

 これにつきまして、住民基本台帳法にも明記されておりますけれども、もうこの閲覧につ

きまして正当な理由があれば開示ができるということになっておりまして、そういった中で

は拒否が、個人から申し出がありましても、その拒否をすることはできないということでご

ざいますので、御理解のほど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。 

９  番（三澤 澄子） ありがとうございました。 

 ちょっと時間がないので次に移らせていただきます。 

 小中学校の憲法学習について質問してきました。今の議会報にも書いてありますけれども、

また教育長さんからもお答えをいただいているところであります。また最近の若竹祭とかの

発表でも、戦争体験を子供たちが聞きとりの発表をしたり、ＰＴＡでも平和学習の取り組み

をしているということで、それぞれ学校現場では学びがありうれしいところだなと思ってお

ります。 

 先日満蒙開拓平和祈念館館長の寺沢秀文さんの講演を聞きました。この方は両親が満蒙開

拓へ行かれ、その後大変苦労された方でありますけれども、この中で一番最後の結論のとこ

ろがとても教訓がありましたので、ちょっとそこのところを読み上げたいと思います。 

 満蒙開拓の史実から何を学ぶのかということで、満蒙開拓の史実を通じて戦争の悲惨さ、

平和の尊さを改めて確認していく。開拓という言葉で多くの人々を旧満州に送り込み、現地

の人々の家や土地を奪い、多くの犠牲者を出した歴史を繰り返してはならない。そのために

歴史をしっかりすることだ。例え国策であっても、おかしなことにはそれは違うと感じる感

性を持った賢い国民であるために、過去の歴史から学ぶことが必要だということで、前事を

忘れず後事の教訓とするという中国の故事を挙げられました。 

 それから、今の若い人たちは歴史を知らないと責める人もいる。それは近現代史をきちん

と教えていない私たち大人の責任で、学校に押しつけるだけでなく地域、家庭の中でも近現

代史の学びをという話もありました。そして、平和を祈ることは大切なことだと。しかし祈

っているだけでは平和は守れない、行動してこそ平和は守られるということと、事実を先に

知った者の社会的責任、それは次の人に伝えることというお話をいただきました。 

 地域で戦争体験を語れる人はだんだん少なくなります。ケーブルテレビで多くの村民が語

っていただいています。あと社協などの集会でも、語る会等取り組んでおります。そういう

記録を村の図書館とかでいつでも見られるように残していくことが大事ではないかというこ

とで、その点を教育長さんにお聞きいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 
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 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 議席番号９番、三澤澄子議員からの御質問にお答えします。 

 まず学校での平和教育への取り組みですが、前回も、私が前お答えしてありますが、再度

と思っております。小学校３年、４年、６年の国語や社会科の歴史の中で、戦争の悲惨さ、

平和の尊さを学習しております。また外国語活動、社会科、道徳などの教科領域等で国際理

解や異文化との共生、仲よくすることの大切さ等を学んでおります。 

 中学校では３年社会科の公民分野で学習しておりますが、昨年度は元731、細菌の関係で

ございますが、731部隊の少年隊員の方においでいただき、平和学習を深めたクラスがあり

ました。 

 憲法学習については、小学校では６年の社会科で、中学校では３年社会の公民分野で取り

組んでおります。 

 また、村では原爆ポスター、８月の上旬になりますが、ポスター展を開催しておりますが、

昨年度から小中学校の皆さんにも戦争と被爆の実態、実相や平和の大切さへの理解を深めて

いただきたいという強い願いから、小中学校でもこの原爆ポスターの展示を、期間を決めて

行ってきております。７月に入ってからの展示でございます。 

 先ほどのお話にありましたが、戦後74年目を迎え、戦争体験者は75歳以上になりました。

戦争体験者のお話をお伺いすることについては、公民館講座等も一つの場として考えられま

すが、講座等こちらにつきましては、生涯学習という観点から地域の方のニーズといいまし

ょうか、それをうんと大事にしながら講座を定め、あるいは運営しておりますので、またそ

ちらのほうもニーズに寄せていただく、それが講座の開設につながるかなというふうに思っ

ております。 

 また先ほどお話をいただきましたことですが、伊那ケーブルテレビジョンで戦争体験を聞

くという番組があります。映像をダビングあるいはＤＶＤ等で残し、村の図書館で資料とし

て保有することができないかと相談を進めてまいりました。このたび伊那ケーブルテレビジ

ョンさんの御厚意により、以前にまとめられたＤＶＤを譲っていただけることになり、図書

館に保管しながら今後活用していけるようにしたいというふうに思っております。 

 また、図書館ではスタッフが定期的に子供たちに読み聞かせをしておりますが、その中で

戦争のころのお話を題材にすることもあります。戦争の、平和のありがたさ、また大切さを

いろんな場面で子供たちの年齢、発達に応じながら伝えていく、そこが大事かなっていうこ

とで思っております。 

 よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 村のロビーでも原爆展やっておりますが、学校でもやっていただ

いているということと、ケーブルテレビのものを資料として残していただけるということで、

やはりこれを村民の皆さんにもお知らせしながら、またこれをしっかりまた私たちが学んで

いくことをしたいというふうに思いますし、また広報でもしっかりとしていただければいい

なと思います。また講座については皆さんと共有している思いをまた持ち上げていきたいな

というふうに思っております。 

 じゃあ、以上で１については終わりにして、２のほうに移っていきたいと思います。 

 ちょっと通告書のほうには書きましたけれども、再度ということでありますけれども、国
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民主権、基本的人権の尊重、平和主義の理念を持つ憲法を暮らしに生かす取り組みをさらに

一層進めていただきたいというふうに思います。 

 ２に移らせていただきます。 

 上伊那クリーンセンターの本格稼働とごみ処理の問題点についてであります。 

 ４月から上伊那クリーンセンターが本格稼働となりました。その運営の状況とごみの分別

変更によるごみ量の変化等をお聞きします。 

 １として、クリーンセンター可燃ごみの状況は。資源プラスチック、可燃プラスチックの

分別の状況は。家庭系、事業系の処理量の変化はどうなったか。資源プラスチック不燃ごみ

の変化はどうなったかをお聞きします。 

 お願いします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） クリーンセンターの稼働に伴う質問でございます。 

 上伊那クリーンセンターはこの３月に稼働となり、ごみの分別方法も４月から変更となり

ました。したがいまして、この１カ月程度の実績しかないところでありますので、傾向がう

かがえる程度であるということを御承知はいただきたいなというふうに思います。 

 １カ月の実績で申し上げますと、比較できる数値ではありませんので、内容によりまして

は具体的な数値は申し上げられないという部分もあります。上伊那クリーンセンター稼働後

の運転状況は本当に順調に行っておりますし、大きなトラブルもなくて動いておるところで

ございます。 

 可燃ごみの状況であります。搬入量を昨年の４月と本年の４月で比較してみますと、１日

当たり10.5トンほど増加になっております。廃プラスチックが可燃ごみになったことに伴う

増加が主な要因であります。これ、増えております。 

 また、資源プラ、可燃プラスチックの分別状況につきましては、資源プラスチックは前年

４月の受け入れ量に対しまして、これは14％ほど減少となっております。可燃ごみが増加し

ている状況と思われます。分別の変更によりまして、資源プラスチックの可燃ごみへの誤排

出というのが懸念されますので、引き続き住民周知に取り組んでまいります。 

 家庭系・事業系の処理量の変化につきましては、家庭系の可燃ごみの４月の受け入れ量は

前年度の４月よりも増加いたしました。事業系可燃ごみは前年度に引き続き増加傾向で推移

をしておるところであります。 

 資源プラスチック・不燃ごみの変化につきましては、資源プラスチックは先ほど申し上げ

ましたとおり減少であります。不燃ごみにつきましては、クリーンセンター八乙女への搬入

量は、前年度４月に比べてこれも減少しております。これは分別方法の変更による可燃ごみ

への移行は、順調にスタートをしたと考えてよいというふうに思っております。 

 ただ、今も申し上げましたように、廃プラスチック類が不燃ごみの袋に入れられて排出さ

れている実態というのもあるわけであります。汚れのひどいものは燃えるごみということで

ありますんで、これはそういうことであります。ただ一般的な廃プラスチックが燃えるごみ

に入らないような分別状況、こういったことが必要でありますんで、広く周知はしていきた

いというふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 
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９  番（三澤 澄子） そのとおりかなというふうに思いますけれども、やはり可燃ごみ

のほうにかなり、先日も村報で、ごみの分別と指定ごみ袋が変わっていますというわかりや

すいものをいただきました。これを見ると可燃ごみが増えたという理由がわかるわけであり

ますけれども、先日の４月の当初ごろですね、不燃ごみを持っていったらこれはほとんど可

燃ごみになりますといって返されたという、うちも実はそうなんですけれども、そういう方

が多くおりまして、こんだけたくさんのものが今まで埋め立てっていうのは、今の状況を見

れば大変なことなんですけれども、これはこんだけ燃やすほうへ回すということになると、

またそのストレスがかなりかかるんだという思いがあったんですけれども、そのことについ

てこれからどのようにきっちりと、やっぱり可燃が増えて廃プラがこういうふうに埋め立て

でなくなるのはいいことなのかどうかっていうことも、ちょっとなかなか難しいわけですけ

ど、その点はともかくとして、この分別が大きく変わって増えているといった中で、ごみ袋

が不足してくるんではないかという心配があります。 

 それと、乳児や介護のおむつ等は特に、一定の量が排出されるために不足の状況があると

いうふうに聞いております。チケットの追加もありますけれども、それを超えると負担が、

現物っていうか現金でまた買わなければならないということになるので、それを超えると負

担が多くなる、そういったときの対応をまたしっかりとちょっと検討、指導していただきた

いということと、また高齢世帯でありますけれども、分別、ごみ出し等が変わったことによ

って、大きく苦労している状況が見受けられます。村ではどのような支援体制をとっている

のかお聞きしたいと思います。 

 私自身も地域包括のほうに支援を何人かお願いをするということもありましたが、例えば

区や組の衛生係を通じて等、困っている人の把握、実態調査をしながら具体的な支援をする

というようなことができないかどうかをお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 当初ごみの分別方法が変わったということで、若干の混乱はあっ

たという、このことはそのとおりであります。で、今まで不燃へ出したものはほとんどが燃

やせるという、こういうことであります。我が家庭を考えてみましても、私が全部分別をし

直したという例があります。女房はそういうものを見ないでどんどんどんどん今までどおり

してたもんですから、となりますと不燃に出すごみはかなり少なくなってまいりました。し

たがいまして、ごみ量の変化というのはありますけれども、袋が足りないということは、可

燃は増えますけれども不燃が減りますので、トータルとしてどうかという、このことは大丈

夫かなというふうに思っておるところであります。 

 その中でおむつを使用しているだとか、そういった関係の御質問でありますけれども、指

定ごみ袋購入チケットが終了するころには、申請により購入チケットの追加無料配布をして

おりますので、このことはしっかりと周知をしていきたいというふうに思っております。今

までもそういうことをしておりますんで、この辺はスムーズに行くんではないかなというふ

うに考えております。 

 分別につきましては徐々によくなってきておりますんで、大分周知ができてきたかなとい

うふうに考えております。引き続き周知はしてまいります。 

 高齢世帯のごみの分別の支援体制の質問であります。 
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 分別に関しましては、相談があれば電話での対応や、職員が自宅までお伺いして分別の話

はさせていただいております。高齢者世帯ということで、そんなきめ細かな対応もさせてい

ただいておるところであります。 

 また、ごみを出せないというこういう方につきましては、まっくん生活支え愛事業を活用

していただいております。そういったことも紹介をしておりますので、マッチングもしてい

ただいたりということでやっておりますので、そういったことで対応ができておるというふ

うに考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 私も担当課のほうへ御相談して、何人かそうやって直接お伺いし

ていただくということがありまして、全て住民環境、福祉課も含めて両方で対応していただ

いてる点では連携できているというふうに思いますし、その点はまたしっかり、特に困難世

帯には周知もしながら、しっかりと取り組んでいただきたいというふうに思います。 

 それでは３に移らせていただきます。 

 資源プラスチックとペットボトルについては分別され、再利用されるものでありますけれ

ども、今まで洗って廃プラにしたものが洗わず可燃ごみに出してしまっているものがかなり

見受けられます。そういうことで今の状況は、例えばこの表を見ても、例えばマヨネーズが、

洗わないものはこのまま燃える、可燃ごみというのに出してありますけれども、やはりそこ

ら辺の指導は今までどおり、もっとさらにしっかりと、廃プラとペットボトルはきちんと再

利用されるものだという認識を持っていただいて、その指導もやっぱりしっかりしていただ

かないと、トータルとしてやはり本当に生かされるものが生かされなくなる、ごみの総量だ

け増えるということの中でも財政負担が増えるということになるわけでありまして、その点

は今まで以上に分別とリサイクルの循環の指導をする必要があるんじゃないかということで、

その点についての具体策をお持ちでしたらお聞きしたいというふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ごみの分別方法が変わりました。このことにつきましてはしっか

りと周知をしていくということでありますけれども、本当に今御質問ありましたように、マ

ヨネーズのものをきれいに切ってしっかり洗わないと落ちませんので、そういうことが必要

なのかどうか、燃やせれば燃やすほうへ当然出してしまいます。 

 この忙しい世の中におきましてそこまでやるということは、私はどうかなというふうに思

います。ごみの量を減らすということは当然必要でありますけれども、手の本当にかかるも

のについてはそれは私はやむを得ないと思っております。手がかからないで洗えるものにつ

いては洗って廃プラのほうへ出すという、このことは指導はしてまいりますけれども、手の

かかるものについてはやむを得ないなというふうに思っております。 

 これは家庭を顧みてもそうでありますんで、これなかなか大変であります、今の若い皆さ

んがそういうことやるということは。その辺はやむを得ないということで、御理解をいただ

きたいなというふうに思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 次の産廃プラについてでありますけれども、これはきのうもあり
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ましたので、上伊那広域連合では受け入れていないということでお聞きをいたしましたので、

つけ加えておきましたその中日新聞の記事でありますけれども、「廃プラ処理 もう限界」

ということと、分別しても７割は焼却と、こういうような事態が進んでいて、世界の状況や

世界の環境にかかわるいろんな汚染の問題なんかも書いてありますので見ていただきながら、

ぜひこのことがどういうふうにやっぱり産廃プラそのものを進むのかっていうことも含めて、

５番につながる問題でありますので、ちょっとそのまま４番は省略いたしまして、５番に行

きたいと思います。 

 世界的に問題になっているプラごみも含め、環境負荷を減らすために、上伊那広域連合一

般廃棄物ごみ処理基本計画、ごみ処理基本計画あります、これです。これでありますけれど

も、ごみ処理基本計画では、持続可能な資源循環型の社会の実現による人と自然に優しい上

伊那ということが大前提でありまして、理念として。で、基本方針はごみ減量化、資源化に

より、のより一層の推進が挙げられています。 

 地方議会人５月号の議会のところに置いております内容の中で、さまざまな取り組みが特

集されている地方議会人という冊子であります。この中で、徳島県の上勝町のごみゼロ、ゼ

ロ・ウェイスト宣言があります。2020年までに焼却、埋め立て処分をなくす取り組みであり

ます。究極ではありますけれども、目指すべき姿だというふうに考えます。今言うように、

燃やすことは仕方がないっていう発言もありましたが、手間暇をかけて。上勝町では、その

ことを完全にリサイクルするまでやり遂げる、分別の量がすごいわけでありますけれども、

それを町を挙げてやっている、で、できつつあるということなんですよね。 

 村の取り組みも、新クリーン施設ができました。センターの稼働、運営の中で財政負担も

これからどうなるかということもあります。燃やす量も増えればそれだけ財政負担も多くな

るわけでありまして、そういうものも含めて減量ということが、何よりもごみ処理について

は求められるというふうに思います。その具体策を進めるべきではないかということであり

ます。 

 15、16日には軽井沢町で20カ国地域エネルギー環境関係閣僚会合が開かれます。プラごみ

抑制県民、これを機に県は、プラごみ抑制県民運動を始めるとして、スマート運動というの

を提言しています。中身はいろいろですけれども、例えばチョイス、チェンジ、コレクトの

３Ｃ推進、ストロー、レジ袋を受け取らない選択、マイバッグ持参等それぞれ周知し、さま

ざまな団体との連携を呼びかけているところであります。村でも、ごみゼロっていうことま

で急に行くことは難しいでありますけれども、少なくとも上伊那広域連合の基本計画にある

ような取り組みをどのように進めていくのかをお聞きをいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ごみの減量化であります。これはやっていく必要があるというふ

うに考えております。そのために村でも、生ごみ処理機の購入に補助を出しております。こ

ういったことで減量化が図られればという考え方は持っております。 

 この燃やせるごみの約40％は厨芥ごみであります。いわゆる家庭の調理関係から出るごみ

でありますんで、これは生ごみ処理機設置補助金制度を継続をさせながら、さらに周知をさ

せながらということでやっていきたいというふうに思っておるところであります。 

 また、広報紙だとかいろんなことを通じまして、減量化の取り組みというのもＰＲをして

いきたいなと考えておるところであります。 
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 三澤議員、前々から上勝町の話はよくお聞きをしております。ただ上勝町とうちの村の置

かれている立場というのは、これは大分違いますんで、このとおりにということはこれは私

は不可能だというふうに思っております。不可能を可能にしていかなければならないという、

こういうこともあるんでしょうけれども、多くが山林に囲まれた1,500人の村と、都会的な

部分も持つ南箕輪村とではかなり状況は違いますんで、その点はぜひ御理解もいただきたい

なというふうに思います。いわゆる、住んでいる住民の皆さんの環境というものも違ってく

るわけであります。農業主体や林業主体の本当の山村と、勤労者主体の南箕輪村との違いと

いうのは、これは理解をいただく必要はあるかなというふうに思っておるところでございま

す。 

 県でも今いろんな取り組みを始めたというお話ありました。これは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。最近よくテレビで、レジ袋の有料化の話が盛んに

出てきております。一番多いのは１円から３円ぐらいはやむを得ない、５円ぐらいもやむを

得ない、含めますとかなり大勢の皆さんがそれは理解をしているのかなということでありま

す。こういったことにすることによってもレジ袋は削減ができていくんだろうというふうに

思いますし、マイバッグを何よりも持参をしていく、このことの周知も必要かというふうに

考えておりますし、最近はこの詰めかえ容器もかなり普及してきております。ほとんどは詰

めかえれば使えるという、こういうことになってきておりますんで、この辺の徹底も必要か

なというふうに考えておるところであります。 

 引き続き、海洋のプラの問題もありますんで、不法投棄パトロールも強化をしていくとい

うこのことも一緒にやっていきたいというふうに考えております。いろんな活動をしながら

ごみの減量化やあるいはプラスチック類の削減という、このことは常にやっていかなければ

なりませんので、また村もいろんな場面で周知をさせていただきたいと思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 上勝町と南箕輪村での条件はたしか10倍、うちは10倍ですので、

その人口といろんな規模の中で難しいというところがあると思います。ただ、その考え方と

いうか、じゃあこの村で一体何ができるのかということを、やはり南箕輪村は子育て日本一

を標榜しておりますけれども環境でも日本一と、長野県の中でもまたそういう取り組みをし

ている村だというふうに言えるような何か大きなものを少し打ち出していただければなと思

いながら、やっぱりしっかりと広報しながら私たちも住民の立場でいろんな提言もしていき

たいというふうに思いますし、そういう村であってほしいなというふうに思っております。 

 以上で私の質問を終わりにします。 

議  長（丸山  豊） これで、９番、三澤澄子議員の質問は終わります。 

 これで一般質問は終わります。 

 あす14日の会議は、議事の都合により、特に午後３時に繰り下げて開くことにいたします。 

 以上で、本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会いたします。 

事務局長（松澤 さゆり） 御起立願います。礼。〔一同礼〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまでした。 

 

   散会 午前１０時３８分 
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議 事 日 程（第４号） 

令和元年６月１４日（金曜日） 午後３時００分 開議 

 

第１ 行政報告 

 

第２ 議案第９号～第11号                        提案～質疑 

 

第３ 請願・陳情の採決（審査結果の委員長報告）             質疑～採択 

 

第４ 発議第１号～第３号                        提案～採決 

 

第５ 議案第１号～第11号                        討論～採決 

 

第６ 継続調査事項の採決 

 

第７ 議員派遣の件 
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会議のてんまつ 

令和元年６月１４日    午後３時００分 開議 

 

事務局長（松澤 さゆり） 御起立願います。〔一同起立〕こんにちは。 

〔一同「こんにちは」〕御着席ください。〔一同着席〕 

議  長（丸山  豊） お疲れさまです。 

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

きます。 

 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。 

 山﨑議会運営委員長。 

議会運営委員長（山﨑 文直） こんにちは。議会運営委員会の報告をいたします。 

 本日、追加議案並びに発議が提出されたことに伴い、先ほど議会運営委員会を開催いたし

ました。次のとおり決定したので、報告をいたします。 

 議案が３件、報告が１件、発議が３件、議員派遣１件が提出されていますので、本日の会

議日程に加えます日程としますので、お願いをいたします。 

 以上で、議会運営委員長報告を終わります。 

議  長（丸山  豊） ただいまの議会運営委員長の報告のとおり、追加議案３件、報告

１件、発議３件を本日の会議日程とします。 

 日程第１、行政報告を行います。 

 これを許可します。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 行政報告を申し上げます。 

 報告第４号は、１件50万円以内の損害賠償の報告であります。 

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

で、同条第２項の規定により、報告いたします。 

 細部につきましては報告書をごらんを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２、追加議案の上程を行います。 

 議案第９号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第３号）」を議題といたします。 

 職員に議案を朗読させます。松澤事務局長。 

事務局長（松澤 さゆり）  朗読 

議  長（丸山  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９号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第３号）」

について提案理由を申し上げます。 

 本案は、過年度分の法人村民税において還付の必要が生じたため、補正を行うものであり

ます。 



119 

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

いただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 原副村長。 

副村長（原 茂樹） 議案第９号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第３号）」の細

部説明を申し上げます。 

 事項別明細書により御説明申し上げますので、予算書案の４ページをごらんをいただきた

いと思います。 

 村長からの提案説明で申し上げましたとおり、このほど過年度において、法人村民税の法

人税割の申告納付をいただきました法人１社から、課税標準額の減少を理由といたします更

正の請求がございました。還付をする必要がございますが、還付額が大きく予算が不足いた

しますので、２款２項１目、0260税務総務事務の23節で増額をお願いするものでございます。 

 なお更正の対象となりますのは、昨年決算までの４事業年度に係る法人村民税ということ

でございます。 

 おめくりをいただきまして、14款予備費で歳入歳出調整をさせていただき、同額を減額い

たします。 

 以上で細部説明を終わります。 

議  長（丸山  豊） 議案第９号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。 

 ４年にわたっての還付請求ということでありますけれども、この課税のこの減額が生じた

その責任というか算定というか、そこのところの責任はどちらの側にあるのかということで

すけれども、その辺を教えていただきたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐澤課長。 

財務課長（唐澤 英樹） ただいまの三澤議員の御質問でございますけれども、法人税につ

きましては申告納税ということでございまして、この企業におきましても税理士がおられる

わけですけれども、その税理士が基準となります課税額を計算しておるんですけれども、解

釈の違いでこういうことが生じたということで、税務署との協議も整っておるということで

あります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 唐澤課長。 

財務課長（唐澤 英樹） ですから、どちらの責任ということではないと思います。 

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10号「財産の取得について」を議題といたします。 

 職員に議案を朗読させます。 
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 松澤事務局長。 

事務局長（松澤 さゆり）  朗読 

議  長（丸山  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10号「財産の取得について」提案理由を申し上げます。 

 本案は令和元年度南箕輪村消防団消防車両、小型動力消防ポンプ車購入事業の入札を去る

６月７日に実施したところ、契約予定価格が南箕輪村議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得または処分に関する条例第３条に定める額となりましたので、地方自治法及び条例の規

定により議会の議決を求めるものであります。 

 細部につきましては担当課長から説明申し上げますので、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。 

 藤田総務課長。 

総務課長（藤田 貞文） それでは議案第10号の細部説明を申し上げます。 

 議案の最後のページになりますが、２ページのこちらの説明資料のほうをごらんをいただ

きまして、入札の結果につきまして説明をさせていただきます。 

 初めに入札会の時期でございますが、令和元年６月７日に実施をしております。 

 ２の事業内容でございますが、消防車両１台、小型動力消防ポンプ１台でございます。 

 消防車両は緊急防災減災事業債の対象となりまして、充当率100％で、交付税措置率70％

の有利な起債を活用し、小型動力消防ポンプにつきましては消防整備事業債の対象となりま

して、充当率70％で交付税措置率30％の起債を活用するものでございます。 

 どちらも南箕輪村消防団第４分団第２部南原地区に配備をするものとなります。 

 消防車両の概要でございますが、小型ポンプ積載可能車両としまして、ガソリンエンジン

のオートマチック四輪駆動車としております。また、災害時の資材運搬、緊急時の車椅子に

よる乗車等を可能とし、普通運転免許での運転が可能な車両となっております。 

 ３の入札結果でございますが、指名競争入札としまして５社を指名し、４社から応札をい

ただき、晴海産業株式会社が落札をしております。 

 落札金額は1,119万8,000円でございます。 

 なお納期につきましては、議会議決の日から来年の３月31日までを期限として予定をして

ございます。 

 それでは議案の１ページにお戻りをいただきまして、初めに取得の目的でございますが、

消防施設整備。財産の種類でございますが、消防団消防車両、小型動力消防ポンプ。契約の

方法につきましては指名競争入札。取得価格につきましては1,119万8,000円でございます。 

 契約の相手方につきましては、南箕輪村885番地１、晴海産業株式会社。代表取締役堀秀

徳でございます。 

 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。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 
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 続いて議案第11号「損害賠償の額を定めることについて」を議題といたします。 

 職員に議案を朗読させます。松澤事務局長。 

事務局長（松澤 さゆり）  朗読 

議  長（丸山  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11号「損害賠償の額を定めることについて」、提案理由を

申し上げます。 

 本案は職員の公務中の公有自動車による事故に伴う損害賠償についての案件であります。 

 損害賠償の内容につきましては、対人損害賠償が主なものとなりますが、このほど全ての

損害賠償の示談が成立する運びとなりましたので、損害賠償の額を定めることにつきまして、

地方自治法の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 細部につきましては担当課長から説明申し上げますので、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11号の細部説明を申し上げます。 

 議案の１ページをごらんをいただき、「損害賠償の額を定めることについて」でございま

す。 

 事件名は交通事故による損害賠償。 

 事故発生年月日につきましては、平成30年５月30日午後２時40分ごろ。 

 事故発生場所は南箕輪村5586番地２先、県道伊那箕輪線高原医院前でございます。 

 賠償の相手方は記載のとおりでございます。 

 ５の事故の概要であります。 

 ただいま御説明をいたしました日時・場所におきまして、村職員が公務執行中、公有自動

車を運転をしていたところ、右折のため停止をしていた自動車があり、それを停止して待機

をしていた相手方自動車へ追突し、運転していた相手方が負傷し、自動車が破損をしたもの

でございます。 

 この自動車の同乗者はございませんでした。 

 ６の賠償金額でございますが、272万4,531円でございます。 

 このほど対人及び対物損害賠償の示談が成立する運びとなりましたので、村から相手方に

対して支払います損害賠償の額の決定をお願いするものでございます。 

 続いて、次の２ページのほうをごらんいただきたいと思います。 

 こちらの説明資料でございますが、賠償金額の内訳となっております。 

 １の、今回賠償金額の内訳でございますが、対人損害賠償額、治療費、休業補償、慰謝料

としまして272万455円、対物損害賠償額、自動車修理にかかわる精算分といたしまして、

4,076円でございます。この両方の額を合わせまして272万4,531円とするものでございます。 

 参考までに、２の既決賠償金額といたしまして、昨年８月の第３回議会臨時会におきまし

て御決定をいただき、支払いのほうが完了をしております対物損害賠償額、自動車の修理費、

レンタカー代等の金額と、またこの既決賠償金額と今回決定をお願いをいたします賠償金額

を合計をいたしました賠償金総額を、一番下の行に記載をしておりますので、お目通しのほ
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うをいただければと思います。 

 なお、この損害賠償額につきましては、全額保険により補塡をされるものでございます。 

 また支払いにつきましては保険会社から相手方に直接支払われるということから、村の予

算措置は伴わないものでございます。 

 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。 

 質疑はございませんか。 

 ８番、小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） ８番、小坂です。 

 ２点お尋ねします。 

 まず、このいわゆる事故にかかわる件で、以前長くこの損害賠償のこの解決に至るまでか

かったので、その間私も議会で発言させていただいた経過もありますので、それで質問しま

す。 

 まず１件目が、いわゆるこの賠償額の決定で解決に至ってよかったなと思うのと、あと事

故に遭われた方も大変だったと思いますし、またその村側の対応も本当に御苦労だったなと

いう思いで確認するんですけれど、それで当時この事故に遭われた方も、ちょっと私つなが

りで近い方でもありましたので、いわゆるこの保険で対応、今も説明がありました保険で対

応する結果になったとは思うんですけれど、その保険の対応、担当者がその事故の相手方に

対する間を取り持つというかやりとりの中で、非常に不快な思いをするっていうようなこと

があったというふうにお聞きしてまして、それもこの議会で私質問したかと思うんですけれ

ど、そういった対応というか保険会社へのもう少しよい対応をしてほしいというか、そうい

ったことを役場側にも私、お願いもしたかと思うんですけれど、そこら辺について何か対処

というか、どんなことがありました、どんなふうに村からはお願いしておきましたとか、何

かあればそこら辺をひとつお答えいただきたいのと、あと２点目が、今回この事故の場所に

ついて書いてありまして、私の自宅のそばでもあるんですけれど、ここちょっと直線道路で

病院のほうに入る車がこういった形でとまったり、そしてその後ろの車が追突を起こすとい

うような事故の多いところだと理解しております。村でもそんなふうに注意もしてるんじゃ

ないかと思いますので、安協を含め、この箇所について、近くに信号も求められている交差

点もあるかと思うんですけど、この場所について何かその村側で気をつけてることとか考え

るべき、検討していること等ありましたらお答えください。 

議  長（丸山  豊） 藤田総務課長。 

総務課長（藤田 貞文） まず保険会社の担当者への、相手方の心象を悪くしてしまったと

いう対応についてでございます。 

 これにつきましては、保険会社のほうで決まりきった言い方といいますか、ちょっと機械

的な対応っていった部分も、四角四面の言い方もあったかと思います。その点につきまして

は村側のこの保険の担当者のほうから、もう少しやわらかいといいますか丁寧な説明、対応

をしていただきたいということで申し入れをしたところでございます。 

 それは当初にそういったお話、小坂議員からございましたので、その対応はさせていただ

いたところであります。 

 それから事故の場所の村側での交通安全対策といいますか、気をつけている点ということ
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でございますが、道路自体は県で管理をする県道となります。で、大変見通しのいい直線道

路でございますので、やはり村側で気をつけることとしましては、職員による交通安全運転

というところになってまいります。道路に関しましてはこれ以上対応のしようがないかと思

っているところでございますので、あくまでも職員のほうで安全運転に心がけて、必ず前方

をよく確認をして交通をしていくといった、交通安全への徹底等は周知を図っているところ

でございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 対応の問題であります。私はこの県の町村会が事務を請け負って

おります町村有の共済であります。この責任者の方にできるだけ早く解決をしていただくよ

うにという、これは直接町村会の役員会のときにお願いをした経過はありますので、そうい

った村側も努力はしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 日程第３、請願・陳情を採決いたします。 

 総務経済常任委員会付託の請願陳情の審査に関し、常任委員長の報告を求めます。 

 百瀬総務経済常任委員長。 

総務経済常任委員長（百瀬 輝和） 総務経済常任委員会に付託されました請願１件、陳情

５件について、南箕輪村議会会議規則第91条に基づき、委員長報告いたします。 

 請願３号「沖縄県名護市辺野古における米軍新基地建設の中止を求める請願」。６月３日

に内容説明を紹介議員の山﨑議員、請願者の上伊那地区労働組合会議北原様から受けており

ます。 

 意見としまして、賛成意見、村の議会が国政について議論するのはどうかと思うが、国民

的議論になってほしい。議論を深めてほしい。反対意見としまして、今までの経過もあり、

それを中止しろとはならない。日米安保等もあり、過去の経過もあり、安全保障上やむを得

ない。普天間にかわる基地は、位置的、場所ですが、場所的に必要である。中では継続との

意見がありましたが、否決されました。 

 採決の結果、採択１、不採択３。結果、請願３号は不採択。 

 陳情５号「辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、

国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求

める陳情」。意見は請願３号とほぼ同じです。 

 継続との意見がありましたが、否決されました。 

 採決の結果、採択１、不採択３、結果、陳情５号は不採択。 

 陳情７号が５号と同じ内容になってますんで、７号を先言います。 

 陳情７号「辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について、

国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の採択を求

める陳情」。継続との意見がありましたが、否決されました。 
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 採決の結果、採択１、不採択３。結果、陳情７号は不採択。 

 陳情６号「新たな過疎対策法の制定に関する意見書等の提出」。６月３日に内容説明を藤

田総務課長から受けております。 

 賛成意見として、南箕輪村に恩恵がなくても、上伊那は一つの考えで出すべきである。反

対意見として、昭和45年に制定された法律で、当時は価値があった。南箕輪村には何の恩恵

もない。上伊那の当該地域から出てくれば考えたいという意見です。 

 一部採択の意見がありましたが、否決されました。 

 採決の結果、採択２、不採択２、同数で委員長採択をし、結果、陳情６号は採択。 

 陳情８号「消費税の複数税率導入中止を求める陳情書」。６月３日に内容説明を陳情者の

上伊那民主商工会鈴木様から受けております。 

 意見として反対意見、複数税率反対は裏を返せば消費税10％賛成ということになります。

根本のことではなく方法論の意見である。消費税は10月に上がることになっている。今さら

中止とはならない。説明が陳情書の内容と異なる。継続との意見がありましたが、否決され

ました。 

 採決の結果、採択ゼロ、不採択４。結果、陳情８号は不採択。 

 陳情９号「消費税の適格請求書（インボイス）保存方式導入中止を求める陳情書」。６月

３日に内容説明を、陳情者の上伊那民主商工会鈴木様から受けております。 

 意見として反対意見。消費税は納める義務がある。インボイス導入は難しくない。消費税

を納めるシステムは決まっている。中止はできない。小手先の意見には反対。 

 採決の結果、採択ゼロ、不採択４。結果、陳情９号は不採択。 

 以上、総務経済常任委員長の報告とします。 

議  長（丸山  豊） 委員長報告に対する、請願第３号「沖縄県名護市辺野古における

米軍新基地建設の中止を求める請願」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。 

 請願第３号の討論を行います。 

 先に原案に賛成の討論はありませんか。原案に賛成の討論はありませんか。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） じゃあ賛成の討論ということで、９番、三澤です。 

 2015年12月議会で南箕輪村議会としては、沖縄の米軍辺野古新基地の即刻中止と県民に寄

り添う計画見直しを求める意見書を６対３で採決し、意見書を上げている経過があります。 

 また、３月議会には地域協定の見直しの意見書を上げました。この請願の中身にあります

ように、地方自治の出来事として看過することはできない今、繰り返し沖縄県民が選挙結果

や県民投票で辺野古を中止の結論を出しているにもかかわらず、もう一顧だにしないという

異常な事態ということで、一般質問でも申し上げましたけれども、この県民の民主主義に本

当に根本を揺るがす問題だというふうに思います。これは一沖縄の問題ではなくて、こうい

うことが続けば日本全国に同じことが起こり得るということで、国民としてしっかりとこの

ことを受けとめていかなければならないというふうに思います。 

 続けてやはり環境の問題でもありますけれども、当然辺野古の海は埋め立てられていると
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ころを見ますと、本当にきれいな美しいところに生物多様性とかいろんな自然が残されてい

るところが、そのまま埋め立てているということや、軟弱地盤の存在が指摘されていても何

の改良の責任や工事の予定も明確にできないまま続けているということ自体が異常なことで

はないかというふうに思いますし、直ちに中止して、民意を踏まえたその話し合いをとにか

くしてほしいということが当然な要求だというふうに思いますので、賛成いたします。 

議  長（丸山  豊） 原案に反対の討論はありませんか。 

 ８番、小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） この請願を採択できない私の意見を申し上げます。 

 ちょっと自分の考え方は変わっているというふうに見られるかもしれませんけれど、まず

はこの新しい議会のメンバー、初定例会で、また今後も沖縄の基地や日米地位協定のことや

自衛隊の賛否、また憲法９条擁護など陳情は続くことと思われますので、あえて私の考え方、

基本を申し上げたいと思います。３分強いただくと思います。お許しください。 

 私はこの村でただ一人の自衛官募集相談員を拝命しております。自分の国は災害からも他

国の侵害からも、自国民で守るべきだという思いで、自衛官、自衛隊を応援しています。 

 さて、近年続いている日本領土を取り巻く防衛上の危機を挙げれば、北朝鮮のミサイルが

日本上空を飛び越え日本近海に落とされている事実があり、また韓国、中国とは近代法から

見て日本の島、領土であるのにもかかわらず侵犯されている事実があります。 

 そもそも地政学的に見れば、単純に地図の位置関係で見れば、今挙げた国々から太平洋を

臨むと、海洋資源の宝庫でもある大海、太平洋に出ていく際に、まるで防波堤のように存在

し、ある意味かの国から見れば邪魔な存在、国、島々というのが日本。その日本に我が民族

は2,000年以上命をつなぎ続けてきた、そういうこの日本の領土であります。 

 公海上船が行き来する中では、日本の領土が邪魔になったり侵犯されやすいのは、日本国

土の薄いラインであり、したがってそのエリア、特定地域が日本の防衛上の拠点となるのは

日本国、国民全体を守るに当たっても、地政学上いたし方ない場所ということにもなろうか

と思います。 

 さて、日本の国は日本人が守るべきと冒頭私申し上げた、大切な自分の考え方、以前も議

会で、大分何年も前ですけれど発言したことがありますが、基本的に大事なことなので御容

赦ください。 

 遡って2001年平成13年９月11日、日本人も忘れ、ここに、議場におられる方は皆さんわか

っていると思います。911のテロと呼ばれるものがアメリカで起きました。世界的な事件だ

ったと言えると思います。 

 その911のテロが起きてすぐ米国では、リメンバーパールハーバー、真珠湾攻撃を思い出

せ、忘れるなといった報道がなされました。私はたまたまその年１年ほど米国ハワイ州に住

んでおりまして、ハワイ州は日系人が30％以上暮らしているところでしたので、その新聞報

道、真珠湾攻撃を思い出せというような米国の報道、米国民の意識についてその日系人、ア

メリカにいはするものの日系人としてとても憤りを感じた、日本国民としても憤りを感じら

れる事件の報道だったと思っております。 

 そういう中で私は、例え米国ですね、日本と今仲よくすべきとしているという状態の米軍

であっても、しょせん他国であるので、その他国に日本を守ってもらい続けるということ自

体に、とても違和感を感じております。ですからこの陳情にもあるような、米軍が日本に基
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地そのものを置くことには、私自身もろ手を挙げて賛成などできません。 

 ただし日本国土を守るためには、沖縄のような位置が防衛拠点にならざるを得ない、その

観点からこの請願、沖縄に基地の中止を求める内容について私としては採択できないと。今

後も、今回もそれと似た陳情もありますし、今後も出てくると思います。もうこれ以上余り

この発言をしないと思いますけれど、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ほかに討論はありませんか。 

 ７番、加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 賛成の立場から発表させていただきます。 

 私はこの中止というよりも、こういうことになった時点で、県知事や県民投票で沖縄の県

民の民意が、７割以上が反対であるというようなことがなされている中で、政府はどんどん

工事を、民意を尊重せずに工事を進めているというようなことであります。 

 一番問題になるのは沖縄県民の民意を踏まえた、そういう真摯な話し合いと、こういうこ

とは絶対必要なことであるし、基地を沖縄に預けておいて日本の安全を沖縄だけに負担をか

けると、こういうようなことを沖縄の人たちは切実に感じているんですけど、日本全国の人

は沖縄に基地があっても仕方ないと、こういう考え方でいることが大きな間違いであると思

うし、それはひいては日米安保条約、また日米地位協定の見直しというようなことにかかわ

ってきますので、世論を盛り上げてみんなで議論していくということが絶対必要じゃないか

ということで、賛成といたします。 

議  長（丸山  豊） 山﨑委員、ちょっとお待ちください。 

 賛成か反対か、どちらか。 

 反対の討論の人、おりますか。 

 じゃあ２番、山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） ２番、山﨑です。 

 賛成の立場で。 

 意見書にうたってある１番の、辺野古新基地建設工事を直ちに中止するということで、１

行になっておりますけれども、この背景にはいろいろあるということで、私が一番申し上げ

たいのは、この普天間基地から辺野古へ行くという。で、普天間の周りには人がいっぱいい

るからそれは廃止をして、辺野古は余りいないからそこで何とか我慢しろというようなやり

方は、これはとても、私も現地へ行ったことありますけれども、許されるべきではないかな

と。 

 同時に日本の立場が、韓国やドイツ、ベルギー等にも米軍の基地はあります。その米軍の

基地の、何かあったときにはその国の法律が適用されるという状況になっているにもかかわ

らず、日本だけがこの日米地位協定の中でほとんど何も言えない、何かあっても捜査すらで

きないという、こういう背景をも、厳しいんですけど、粘り強くこれをはねのけて、新しい

形にしていくということを込めながら、現実今進められている部分については工事を直ちに

中止すべきだろうと、こういうことを踏まえてこの請願に賛成するところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ほかに討論はありませんか。 

〔討論なし〕 
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議  長（丸山  豊） これで討論は終わります。 

 請願第３号を採決いたします。 

 この請願を採択することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 起立少数です。 

 したがって、請願第３号は、不採択とすることに決定しました。 

 続いて、委員長報告に対する陳情第５号「辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の

沖縄県外・国外移転について、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決す

るべきとする意見書の採択を求める陳情」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） 質疑なしと認めます。 

 陳情第５号の討論を行います。 

 先に、原案に賛成の討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

 反対の討論はありませんか。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） これは先ほどの３号とはまた異質な内容だというふうに、私は思

っています。 

 最初の辺野古新基地建設の即時中止というところは３号と一緒でありますけれども、次の

普天間基地の沖縄、県外、国外移転について国民的議論により民主主義及び憲法に基づく公

正に解決するというふうに言っておりますけれども、これは全く切り離されたという問題だ

と思います。普天間基地の危険なことは、もう既に撤去するということでアメリカとも合意

されていることでありまして、これは直ちに中止すべきものであって、これはまた日本の国

内へ持ってきて建設するという問題は全く別の問題だというふうに思いますので、私はこの

陳情には反対をいたします。 

議  長（丸山  豊） 賛成の討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） これで討論は終わります。 

 陳情第５号を採決いたします。 

 この陳情を趣旨採択とすることに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 起立少数です。 

 したがって、陳情第５号は、不採択とすることに決定しました。 

 続いて、 委員長報告に対する陳情第６号「新たな過疎対策法の制定に関する意見書等の

提出」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６号の討論を行います。 
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 今度は、先に原案に反対の討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成の討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 陳情第６号を採決いたします。 

 この陳情を採択することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 起立多数です。 

 したがって、陳情第６号は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 続いて陳情第７号「辺野古新基地建設の即時中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転に

ついて、国民的議論により、民主主義及び憲法に基づき公正に解決するべきとする意見書の

採択を求める陳情」について申し上げます。 

 既に同じ内容の陳情第５号が不採択とされておりますので、陳情第７号は不採択とされた

ものとみなします。 

 続いて、委員長報告に対する陳情第８号「消費税の複数税率導入中止を求める陳情書」の

質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ８番、小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） ８番、小坂です。 

 委員長さんに２点お尋ねします。 

 陳情８号と第９号、あわせて聞きたいんじゃないんですけど合わせることになってしまい

ます。御容赦ください。 

 消費税そのものを、消費増税を上げるという前提があっての複数税率導入、その後のイン

ボイスのことだと思いますので、先ほどちょっと審議の説明で、消費増税そのものに反対だ

という意見というかがちょろっと説明あったかと思います。そのことも今回の審議において

はやはり大切なことになるのじゃないかなと思いまして、そこら辺についてはその全委員さ

んがどう表明されたかわかりませんけれど、消費増税そのものについて委員会内で増税反対

だって、そういうような御意見というのが、把握している限り、委員長さんがわかっている

限りでどういうふうに見えたかお尋ねしたいのと、あと８号、９号も含めなんですけれど、

この複数税率とその後のことも、中小企業にとって、特に消費税を納税する形でない1,000

万円以下の会社ですか、そういった方々にとっては大変な負担になるっていう声も世の中に

多数聞こえておりまして、そういった点について、村で、中小企業も多いこの村の中に対し

ての委員会の委員さんたちの審議、意見はどのようなものがありましたでしょうか、お尋ね

します。 

議  長（丸山  豊） 百瀬委員長。 

総務経済常任委員長（百瀬 輝和） 陳情８号についての消費税反対という御質問です。小

坂議員からの御質問です。 

 意見の中では、今の景気が悪い中、消費税を上げるのは反対という意見が出ております。 

 中小企業の負担っていうのは、具体的には出ていないです、その意見は。 
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 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。 

 陳情第８号の討論を行います。 

 先に、原案に賛成の討論はありませんか。 

 ９番、三澤議員。 

議  長（丸山  豊） ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 先の３月議会でも10％増税は、今上げるべきではないという陳情

に賛成をし意見書を上げた議会であります。議会は変わりましたけれども、そのことは今先

ほど委員長さんも言われましたように、今本当に景気が、指標がいい、いいと政府は言い続

けてきましたけれども、ここへ来て後退という数字も出、その世界情勢もありますけれども、

いろんな意味で負担がふえ続けている中で、このことを、消費税10％を導入することによっ

てどれだけの影響があるかということを不安に感じている方は、本当に多いと思います。 

 特に中小企業の皆さんは、この複数税率がまことに複雑で本当に煩雑なものを処理しなけ

ればならなく、また中小企業がそういう対応はできないということが多くあります。その中

でまた、今も言いましたように消費税全体として今の状況の中で上げることがどういう影響

があるかということを考えると、今は上げるべきではないということで、消費税10％の引き

上げと同時に、やっぱりこういう、手当しているという内容についてもやめてほしいという

陳情には賛成であります。 

議  長（丸山  豊） ほかに討論はありませんか。 

 ８番、小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 私もこの陳情の内容に賛成する立場で意見を、なるべく簡単に申

し上げます。 

 基本は消費税増税そのものを私、反対したい立場なんですけれど、細かく言えば複数税率

につきましては、消費税を上げるのならもう複数税率は用いないで、全体を上げるしかない

んじゃないかと言いたいところです。要は、これどう考えても小学生とか、あと御老人には

本当にわからないこの複数税率の仕分けが、どういうふうに分けたところでこれ、それが絶

対正しいとか間違っているっていうことがもう本当にわからない判断だと思います。 

 そういったわからないことを国を挙げてやるということ自体、それであと根本的には消費

増税をする前提で、その増税感を抑えるためということで複数税率を導入するという理由も、

安倍首相を含め言っておられる場面があって、一方では上げると。それでそれを抑えるため

にまたその施策を。どっちもこれ、公務員もそうですし民間も、上げることの大変さと下げ

ること、下げるというか、上げないことですね、この複数税率。両方のこの世の中の無駄な

動きが働くという、普通に考えて矛盾するこの施策そのものに、どう考えても賛成できない

ので、以上、陳情に賛成いたします。 

議  長（丸山  豊） 原案に対して反対の討論はありませんか。 

 ４番、藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） ４番、藤城です。 

 この８号の陳情の件だけ見ると、これ中止になった場合全て10％になってしまいます。そ
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うなると特に若い世代、今負担が多い中でかなり、より苦しくなりますので、８％の部分安

くなるのであれば、そちらのほうがいいと私は考えます。 

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） これで討論を終わります。 

 陳情第８号を採決いたします。 

 この陳情を採択することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 起立少数です。 

 したがって、議案第８号は、不採択とすることに決定しました。 

 続いて、委員長報告に対する陳情第９号、「消費税の適格請求書（インボイス）保存方式

導入中止を求める陳情書」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９号の討論を行います。 

 先に、原案に賛成の討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 反対の討論はありませんか。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） このインボイスでありますけれども、適格請求書保存方式という

ことで。賛成です。インボイス方式というのの導入、対策、先ほど言いましたように10％を

上げるについての対策ということで導入されているわけでありますけれども、特にこれ私今

回の中で直接は出て、民主商工会のほうから出ている陳情でありますけれども、請願であり

ますけれども、ＪＡとの懇談をせんだってやった経過があります。で、ＪＡの中でもやはり

この規模の事業、経営をしているところがすごく多いわけでありまして、このＪＡの農業を

やっている皆様方がこの制度を導入されたら本当に複雑で、いずれにしてもこのきちんとし

た煩雑な事務をできるだけのものを持っていないということで、負担は納税だけにとどまら

ず大変な負担が課せられる。しかも10％になればそれを減らしていくという努力をもうでき

ないということで、このインボイスということの制度がわかりにくい上に複雑だということ

で、私はこれをやめるべきだというふうに思います。 

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。 

 陳情第９号を採決いたします。 

 この陳情を採択することに賛成の方は起立願います。〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 起立少数です。 

 したがって、議案第９号は、不採択とすることに決定しました。 

 次に、福祉教育常任委員会に付託の請願の審査に関し、常任委員長の報告を求めます。 

 三澤福祉教育常任委員長。 
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福祉教育常任委員長（三澤 澄子） 会議規則91条に基づき、福祉教育常任委員会の報告を

いたします。 

 ６月３日本会議終了後、委託された請願２件の審査を行いました。出席者は委員５人と議

会事務局次長、提出者の教職員組合上伊那支部副執行委員長のﾔﾏﾓﾄｺｳｽｹ氏、南箕輪支部執行

委員長の深澤宏之氏が請願理由の説明のために出席いたしました。 

 ﾔﾏﾓﾄ先生からは、毎年請願を出すことについて、国の状況は義務教育費国庫負担率は変わ

らない。出し続けることで国への働きかけを強めたい。また、行政の財政力の違いで加配な

ど格差が出ることを上伊那全体の問題として捉え、進めたいとの説明があり、参考資料も提

出されました。 

 また、臨時採用の先生の雇用は１年ごとで不安定であり、子供の落ちついた学びに影響が

出るとの報告もありました。 

 意見として、国の責任で少人数学級をすることで、将来への子供を育てていく。子供はよ

りよい教育を平等・公平に受ける権利がある。義務教育は無償の憲法の理念で、せめて３分

の１を２分の１に戻すことは必要。高額な負担がある行事も多く、就学援助でも限界がある。

子供に向き合える時間を保障し、長時間勤務の解消を、と出されました。 

 請願１号「義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める請願書」について採決を諮った

結果、賛成４で採択と決し、意見書を上げることとしました。 

 請願２号「国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める請願書」について、

同じく採決を諮った結果、賛成４で採択と決し、意見書を上げることとしました。 

 以上、報告いたします。 

議  長（丸山  豊） 委員長報告に対する請願第１号「義務教育費国庫負担制度の堅

持・拡充を求める請願書」の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 １番、百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） １番、百瀬です。 

 委員長報告にあったように、請願１号、請願２号もそうなんですが、毎年出されておりま

す。私も議員になってから８年間同じ内容を見ているわけですけれども、説明の中では、出

し続けることに意義があるというような説明もあったそうなんですが、その委員会の中で、

この内容、２本です、基本的に教職員組合から出てきているものが。多様な今、課題を抱え

ている教育現場のほかに請願なり陳情なりする内容がなかったのかっていうような質問があ

ったかどうか、それに答えがあれば、そういうことを質問した委員さんがいるかどうか教え

ていただきたいと思いますけれども。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

福祉教育常任委員長（三澤 澄子） 教育現場の様子は、例えば定数の問題とかは質問があ

りましたけれども、多様な教育現場ということの具体的な質問はございませんでした。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑は。 

 三澤議員。 

福祉教育常任委員長（三澤 澄子） 加配の分担については、障害のあるお子さんとかの加

配の問題については発言もありましたし、そういう中で不安定な雇用の中で落ちついて接す

ることができないという内容はございました。 
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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。 

 請願第１号の討論を行います。 

 原案に反対の討論はありませんか。 

 １番、百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） １番、百瀬です。 

 これ毎年出てきてまして、毎年私は反対しているわけですけれども、先ほど言ったように

教職員組合から出てきているものがこの教育現場、毎年毎年多様な対応をしながら変わって

いると思います。そういう中で、毎年毎年同じ内容を出してくるというのはどういうことな

のかなっていうことを思っております。 

 この国庫負担制度っていうのは、８年間私も言っているので、８年反対をしているとおり

ということになります。で、教職員の方たちももう少し現場を見ながら、そこに合ったもの

を出してきていただくのが筋なんじゃないかなと思いますんで、私はこれについては反対さ

せていただきます。 

議  長（丸山  豊） 原案に賛成の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。 

 ２番、山﨑議員。済みません。 

２  番（山﨑 文直） 今、毎年という話がありました。もちろん毎年で、私も紹介議員

になったりして、毎年今までの運動の中での成果等どうなんだっていうような話も聞きまし

て、長野県的には非常に進んできておりますし、この一番身近な南箕輪の村内でも、後で出

てきます少人数学級の問題についても進んでおります。現場の先生たちからも、とりわけ南

箕輪の教育に対する姿勢については、学校の先生たちは転勤でいろんな学校回ってきますか

ら、そういうところを見ても、南箕輪は非常に恵まれているというか、教育に対する行政の

姿勢がすばらしいということの話もお聞きしてます。 

 その中で先生たちの組合も、保護者の負担軽減の問題だとか学校の設備だとかそういう部

分について、先ほどもありました現場の実態等についても別の要求事項で毎年しているとこ

ろで、これは市町村ごとによって内容が変わってくる部分もありますから、そういう部分で

も取り組んでいるという話がありました。 

 この義務教育国庫負担の分については、全国の運動の経過の中で続けているということで

あります。そういう意味で、若干この各市町村の実態とずれるところがあると思いますけれ

ども、総合的な運動の活動の中での目標と、こういうことであると思います。 

 そういう意味で、引き続き私も賛成をしてい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。 

 請願第１号を採決いたします。 

 この請願は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 
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〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 起立多数です。 

 したがって、請願第１号は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 続いて、委員長報告に対する請願第２号「国の責任による35人学級推進と、教育予算の増

額を求める請願書」の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 請願第２号の討論を行います。 

 原案に反対の討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 原案に賛成の討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 請願第２号を採決いたします。 

 この請願は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 起立多数です。 

 したがって、請願第２号は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 ただいまから５分間、４時５分ぐらいまで休憩といたします。 

   休憩 午後 ４時００分 

   再開 午後 ４時０５分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 日程第４、発議第１号「義務教育費国庫負担制度の堅持・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。松澤事務局長。 

事務局長（松澤 さゆり）  朗読 

議  長（丸山  豊） 本案について趣旨説明を求めます。 

 ２番、山﨑文直議員。 

２  番（山﨑 文直） 発議第１号の意見書について、提案説明をいたします。 

 義務教育費の国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書ということであります。 

 費用の負担割合について、２分の１から３分の１に引き下げられたということで、これを

ぜひ元へ戻してほしいという切実なる意見書でございます。 

 2020年度の予算編成についても、義務教育の水準の維持向上、機会均等及び地方財政の安

定を図るために強く要望するということで、内容につきましては１の教育の機会均等とその

水準の維持向上のために必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅持し、負担率を２分の１

に復元すること。 

 以上の内容でございます。どうか御賛同をよろしくお願いします。 

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。 
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〔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。 

 反対討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 発議第１号を採決いたします。 

 発議第１号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 起立多数です。 

 したがって、発議第１号は、原案のとおり可決されました。 

 発議第２号「国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書」を議題と

いたします。 

 職員に議案を朗読させます。松澤事務局長。 

事務局長（松澤 さゆり）  朗読 

議  長（丸山  豊） 本件について趣旨説明を求めます。 

 ８番、小坂泰夫議員。 

８  番（小坂 泰夫） 本案の趣旨説明を、記書きを読んで説明といたします。 

 １、国の責任において計画的に35人学級を推し進めるために、義務標準法改正を含む教職

員定数改善計画を早期に策定し、着実に実行すること。またそのための教育予算の増額を行

うこと。 

 ２、国の複式学級の学級定員を引き下げること。 

 以上の意見書を提出としたいと思いますので、御賛同をよろしくお願いします。 

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２号の討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成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号を採決いたします。 

 発議第２号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 起立多数です。 

 したがって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 
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 発議第３号「新たな過疎対策法の制定に関する意見書」を議題といたします。 

 職員に議案を朗読させます。松澤事務局長。 

事務局長（松澤 さゆり）  朗読 

議  長（丸山  豊） 本案について趣旨説明を求めます。 

 ７番、加藤泰久議員。 

７  番（加藤 泰久） それではこの意見書の説明をいたします。 

 この過疎法については、ここにありますように45年に制定以来４次にわたって制定されて

おりまして、それが今の措置法が令和３年３月末をもって失効するということで、新たな過

疎法の制定を求めるものであります。 

 この過疎法によって、我が南箕輪においては恩恵は受けておりません。しかしながら、上

伊那におきましては中川、伊那、長谷、高遠ですか、この伊那が恩恵をこうむっております。

上伊那は一つという考えの中で、我が村に恩恵がなくても中川、伊那に恩恵があるからとい

うような意味合いにおきまして、新たな過疎対策法の制定を望むものであります。 

 以上で説明を終わります。御賛同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３号の討論を行います。 

 反対討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 賛成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号を採決いたします。 

 発議第３号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（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。 

 日程第５、議案に対する討論・採決を行います。 

 議案第１号「南箕輪村住宅等家賃及び敷金徴収条例等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号を採決いたします。 

 議案第１号を採択することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 
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 議案第２号「南箕輪村災害弔慰金の支給等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号を採決いたします。 

 議案第２号を採択することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 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「南箕輪村介護保険条例の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第３号を採決いたします。 

 議案第３号を採択することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 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「南箕輪村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第４号を採決いたします。 

 議案第４号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 議案第５号「伊那市との伊那地域定住自立圏形成に関する協定の変更について」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５号を採決いたします。 

 議案第５号を議案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第５号は原案のとおり可決されました。 

 議案第６号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第２号）」の討論を行います。 
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 討論はありませんか。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。 

 反対です。 

 プレミアム商品券、今予算の中で補正されております。これは消費税10％を上げるための

対策として、ゼロから３歳以下の子供のいる家庭2,500人、非課税世帯600人を対象として、

最大２万円を買った場合に5,000円の負担軽減になるプレミアム商品券を売るという内容で

あります。またポイント還元とか軽減税率とか、先ほどインボイス制度とか、複雑、煩雑な

税率で大変な混乱が予想される消費税増税でありますけれども、このプレミアム商品券につ

いて、私は非課税世帯の方にお聞きいたしました。これが出ますが、買いますかと。私は買

いませんというお答えをいただいたんでありますけれども、このプレミアム商品券が一体ど

れだけの効果がこの1,550万を使ってあるのか、本当に私は疑問に思います。３月31日まで

に使い切るという２万円を出す力がないというふうに言われました。 

 効果のある対策とはとても思えませんので、この制度そのものを私は反対いたします。 

議  長（丸山  豊） ほかに討論はありませんか。 

 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。 

 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） 起立多数です。 

 したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 議案第７号「令和元年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第１号）」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔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） 全員起立です。 

 したがって、議案第７号は原案のとおり可決されました。 

 議案第８号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第１号）」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第８号を採決いたします。 

 議案第８号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 
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 したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 議案第９号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（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号を採決いたします。 

 議案第９号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第９号は原案のとおり可決されました。 

 議案第10号「財産の取得について」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10号を採決いたします。 

 議案第10号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第10号は原案のとおり可決されました。 

 議案第11号「損害賠償の額を定めることについて」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11号を採決いたします。 

 議案第11号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 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６、閉会中の委員会所管事務の調査の件を議題とします。 

 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の申し出

のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 日程第７、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 
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 議員派遣の件について、お手元に配りましたとおり派遣することにしたいと思います。 

  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。 

 したがって議員派遣の件は、お手元に配りましたとおり派遣することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 会議を閉じます。 

 ここで村長の挨拶を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。６月定例会、12

日間の会期、お疲れさまでございました。また、全議案可決決定をいただき、ありがとうご

ざいました。議案審議や一般質問でいただきました御意見や御提言は、今後の行政執行に可

能な限り生かしてまいります。ただ、全てを行政にということは不可能でありますので、そ

の点はぜひ御理解をお願いをいたします。 

 今議会は令和になりまして初の定例会となりました。令和の時代を令和の元号に込められ

た思いのように、平穏で平和な時代であってほしいと思います。また、私たち自身もそうし

た時代になるように努力してまいりたいものであります。 

 この地域も梅雨に入りました。全国的には毎年災害が発生しておりますが、災害のないこ

とを願っております。最近は異常気象により、雨の降り方も変わってまいりました。それに

伴いまして、防災情報も警戒レベルの導入となってきたところであります。警戒レベル１か

らレベル５までの５段階となり、レベル３で高齢者等避難、レベル４で避難勧告・避難指示

となってまいりました。 

 その時々の状況判断によりますが、この警戒レベルが基本となってまいります。特に土砂

災害警戒情報には注視をしていかなければなりません。村民の皆さんにしっかりと周知をし

ながら、災害には万全を期してまいりたいというふうに思っております。 

 出納閉鎖期間も終わりましたので、決算の状況を分析しながら、また平成30年度の事業を

総括しながら、令和元年度の事業の推進に努めてまいります。 

 税収も補正予算でお認めいただきました過去の法人住民税の還付、また今年度の固定資産

税も償却資産の伸びがなく、今後当初予算を3,200万円程度減額しなければならない、そん

なことが生じてまいりました。全般的な税収の動向も注視しながら財政運営をしていかなけ

ればなりません。さらに厳しさが増してきたところでございます。 

 まずは平成30年度からのエアコン設置等の繰越明許事業をしっかりと完了させ、令和元年

度に計画しました事業の推進に努めてまいります。 

 今後最大の事業は、お話を申し上げておりますとおり、各学校の給食センター、給食施設

の増改築事業であります。今検討をしておるところでありますが、検討しながらまた進めさ

せていただきますし、議会にも相談をさせていただきたいと思っております。 

 ８月には村最大のイベントであります大芝高原まつりを開催していかなければなりません。

村の元気と活力を発信できるよう、さらにみんなが楽しめるようなお祭りにしていかなけれ

ばならないと思っておりますので、議員各位の御協力もお願いをいたします。 

 さらに頭の痛いのは、幼児教育の無償化への対応であります。３歳から５歳の保育料が無
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償化となります。10月から３月までの無償化分は国で全額を賄うことになっていますが、来

年度からは市町村立は全額村負担となってまいります。約１億円という、こういったことと

なります。消費税がどの程度ふえるのか、地方交付税でどう算入をされるのか、全く不透明

であります。 

 特に地方交付税につきましては、算入をされても交付税総額が減額となればその部分は消

えてしまうところであります。地方は大変難しい判断を迫られておるところであります。 

 その中で、給食費は徴収となります。基本は月額4,500円であります。その設定をどうす

るのか、これもまた難しい判断となってまいります。 

 いずれにいたしましても、９月議会には条例案等を提出をしていかなければなりません。

他市町村動向等を踏まえながら、また本村の状況等もさらに分析をしながら決めてまいりた

いというふうに思っております。 

 イベントが多くなり、職員も大変になってきております。協力体制を構築しながら対応し

てまいります。同時に行政の基本であります村民生活をしっかりと守り、村の活性化のため

に努力をしてまいりますので、議員各位の重ねての御協力をお願いをいたします。 

 慎重な御審議をいただきましたことに重ねてお礼を申し上げまして、閉会の御挨拶とさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

議  長（丸山  豊） これをもちまして、令和元年第２回南箕輪村議会定例会を閉会し

ます。お疲れさまでした。 

事務局長（松澤 さゆり） 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 ４時２６分 
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