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会議のてんまつ 

令和元年12月２日    午前９時００分 開会 

 

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。 

 早いもので師走に入り、本格的な冬の到来を感じてまいりました。10月の台風19号により

まして、国道361号権兵衛トンネル出入口が崩落し、通行止めを余儀なくされました。この

ことによりまして、この道路の重要性が再認識されるとともに、ネットワークの脆弱性が露

呈したことは残念であります。国のご努力によりまして仮橋対応が決定されたことは、喜ば

しいことではありますが、早期の復旧を願うところでございます。 

 ただいまから令和元年第４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、２番、山﨑文直議員、３番、原源次

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４回南箕輪村議会定例会の会期日程につきまして、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14件であります。このうち議案第９号については、

議案審議の関係で即決といたします。請願・陳情につきましては、陳情が１件提出されてお

ります。 

 会期は、本日12月２日から12月13日までの12日間です。この間で３日から10日までは本会

議を休会といたします。 

 最終日の13日ですが、開会時刻は午後３時を予定をしておりますので、よろしくお願いを

いたします。 

 以上で、議会運営委員会の報告を終わります。 

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12月13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。 
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 唐木村長。 

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

す」〕 

 令和元年第４回議会定例会を招集を申し上げましたところ、全議員の御出席をいただき開

会できますことに、お礼を申し上げます。 

 早いもので、今年もあと１カ月を残すのみとなりました。この１年を振り返ってみますと、

今年も台風の接近や上陸が多い年でありました。北九州や中国地方を初め、関東甲信、東北

地方等の各地で土砂崩れや河川の氾濫等による災害が発生し、９月から10月にかけて発生し

た大型の台風15号や19号では、強風や河川の氾濫により、停電や建物の損壊などの被害が拡

大しました。県内でも東北信地域におきまして、千曲川等の堤防の決壊により甚大な浸水被

害が発生し、いまだに460名を超える方々が避難所生活を強いられ、災害から１カ月半とな

りますが、再建の道半ばの状況であります。犠牲となられました方々の御冥福をお祈り申し

上げますとともに、被災された皆様方にお見舞いを申し上げます。 

 この被災支援に当たりましては、本村からは、緊急の支援物資として非常食の提供を行い、

中長期の人的支援といたしまして、今月、今日からでありますけれども、来年の３月までの

４カ月間にわたり、１カ月交代の体制となりますが、長野市での被災者の生活再建支援金の

申請受付事務、支給等に当たる職員を本日から１名派遣をしたところであります。これから

一段と寒い時期を迎えるに当たり、一刻も早い復旧・復興を願うとともに、継続的な支援が

必要でありますので、できる限りの協力をしていきたいと思っております。 

 本村におきましては、暴風による倒木により、公共施設内等での被害や果樹等への被害が

発生しましたが、大きな災害に至らず、安心をしたところであります。公共施設内の倒木処

理等の災害復旧費用にかかわる補正予算につきましては、早急に復旧する必要があることか

ら、専決処分とさせていただきましたので、今議会におきまして専決処分事項の承認をいた

だけますよう、よろしくお願いをいたします。 

 また、国道361号の権兵衛２号橋の道路崩落による通行どめにより、伊那谷と木曽谷を結

ぶ道路が遮断され、住民生活や観光、経済、医療など、さまざまな面に大きな影響を及ぼし

ております。この復旧は県にかわって国が代行して当たり、仮橋の設置で年内に仮復旧が行

われる予定となりました。トラックやバスも通行できる強度で、片側の交互通行であります

が、早期に通行が可能となることは大変ありがたいことであります。一方、本年度内の本復

旧は難しいとの見方が示されておりますが、一刻も早い復旧を願うところであります。 

 続いて、経済状況を申し上げます。 

 先日公表されました７月から９月期までの国内総生産、いわゆるＧＤＰの速報値では、年

率換算で0.2％の増となりましたが、成長率は前期の1.8％から鈍化し、低い伸びにとどまり

ました。内容を見ますと、個人消費は、消費税増税前の駆け込み需要があったものの、規模

は小さく、前期の改元と大型連休の効果で活発だった反動もあり、伸びは低調でありました。

輸出は0.7％減で、米中貿易摩擦を背景とした世界経済の減速や、輸出に計上される訪日客

の消費が日韓関係の悪化で減ったことも影響したとのことであります。今後の先行き見通し

では、内需の柱となっている個人消費が、消費税増税や年明けの春闘での賃上げ率の鈍化が

予想されている中、消費の勢いが鈍く、悪化することが懸念されるところであります。 

 消費税、本村の影響でありますけれども、11月交付分までが入ってきたところであります
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けれども、７月から９月期まで駆け込みを期待をしたところでありますけれども、昨年と比

べてかなりの減となっております。本当にこの消費税につきましても厳しい状況だなという

ことを感じておるところであります。 

 県内の状況でありますが、日銀松本支店が発表した９月の県内企業短期経済観測調査によ

りますと、業況観は、製造業は悪化している一方、非製造業では改善しているということで

あります。また、11月の県内金融経済動向の総括判断では、生産に弱目の動きが続いている

ものの、緩やかに拡大しているとし、個人消費は底がたく推移している、雇用・所得は労働

需給が引き締まった状態が続いており、改善しているとしております。その反面、地元金融

機関が公表しております伊那谷の経済状況では、業況判断指数は5.9ポイントの下降で、業

況観は厳しさを増しております。来期の見通しとしまして、総合的に見ますと、悪いと予想

する企業がよいと予想する企業を上回り、今期を上回る悪化幅が予測されているとのことで

あります。伊那公共職業安定所が発表した９月の上伊那地方の有効求人倍率は1.48倍となり、

前月及び前年同月を若干下回っておりますが、就職者数は前月を上回り、雇用情勢は堅調に

推移をしているとのことであります。今のところ、県内の経済も緩やかな拡大が続いている

ことから、この状況が今後の伊那谷経済にも波及してくることを期待をしております。 

 こうした経済状況の中で、村税の収入見込みでありますが、現年度分上半期９月末の状況

を前年同期で比較してみますと、個人住民税は1,800万円、4.3％の減、法人住民税は150万

円、1.3％の減となり、昨年までの順調な伸びと比較し陰りが見え始めております。最終的

には当初予算を1,000万円ほど上回る10億2,800万円ほどと見込んでおります。固定資産税も、

企業等の設備投資が伸びなかったことから、９月議会で3,400万円の減額をお願いし、最終

の収入見込みは９億9,400万円となっております。また、軽自動車税、たばこ税、入湯税は

順調に伸びており、村税全体では現予算額の22億1,400万円は確保でき、最終的には22億

3,000万円ほどになるものと見込んでおります。引き続き徴収率のアップに努めてまいりま

す。 

 ふるさと納税の寄附金につきましてでありますが、返礼品割合の見直しによる落ち込みを

心配をいたしましたが、現在までのところ、前年同期と比べて400万円ほど多い6,900万円と

なっており、順調に推移をしております。例年寄附金控除の期限となる12月は駆け込みで寄

附が増え、昨年度と同額程度の収入が見込めることから、今議会で補正のお願いをするとこ

ろであります。また、10月からふるさと納税のポータルサイトも増やし、窓口を広げており、

新たなサイトからも、少しではありますが、寄附をいただいておりますので、いずれにいた

しましても、税収が落ち込んでいる中、このふるさと納税に財源は大変ありがたいものであ

ります。 

 さて、村内の情勢でありますが、９月定例会以降、主な行事につきまして報告申し上げま

す。 

 10月には、イルミネーションフェスティバルや農産物フェアが開催され、村内外から多く

の皆さんにおいでをいただきました。イルミネーションフェスティバルは台風の影響で不順

な天候等により規模の縮小を余儀なくされ、来場者の少なかった日もありましたが、最終日

にはその反動か、多くの来場者で大変にぎわい、期間中多くの皆さんに楽しんでいただくこ

とができました。 

 10月19日の農産物フェアは、雨にもかかわらず予想をはるかに超える大勢の皆さんが集ま
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りました。この日は２回目のプリンフェスの同時開催もあり、上伊那の各店舗自慢のプリン

が一堂に集まったこともあり、雨の影響で低調になると予想された農産物フェアが、プリン

目当てのお客様効果や生産農家による農産物の対面販売などで大いに盛り上がりました。二

つのイベントがうまくマッチし、悪天候にもかかわらず集客があったことは、今後のイベン

トの持ち方などについてのヒントが得られたと感じました。なお、あらかじめ用意されたプ

リンは午前中で全て完売し、追加したおもてなしプリンも完売して、人気の高さを改めて感

じたところであります。 

 また、各地区で区民祭、文化祭が行われ、私も幾つかの地区にお邪魔させていただきまし

たが、どの地区も非常に晴れやかで、地域の活力を実感をしてまいりました。村でも11月２

日、３日に村民文化祭が開催されました。２日には、村民の皆さんからの熱い御要望を受け、

ふるさと大使の但馬久美さんによる、御自身の人生を歌とナレーション、ピアノ演奏で紡ぐ

スペシャルライブ、レジュールブリアン～輝きの日々～の公演を開始しました。村内はもと

より村外からの来場者にも恵まれ、村民センターも満席となり、盛況の中で、村民文化祭に

ふさわしい、芸術や文化の薫り高い公演となりました。村民の皆さんからは1,200点を超え

る作品を出展していただくとともに、２日目のステージ発表では38団体500人を超える皆さ

んに御参加をいただき、盛況のうちに終了することができました。 

 続きまして、地方創生関連事業であります。 

 箕輪町との広域連携事業として実施しております子育て女性再就職支援事業による再就職

者数が、事業開始から本年10月までに152名に上り、引き続き順調な成果を上げております。

若者回帰・定住増進支援事業につきましては、今月７日、村民センターにおきまして、保護

者向け就活セミナーを上伊那の他市町村との共催をいただき開催します。また、来年２月に

は、就職活動中の学生を対象に、昨今の就職活動ではインターンシップの重要性が増してい

ることから、昨年まで実施していた地元企業訪問ツアーバスにかわり、地元企業インターン

シップを実施する予定であります。 

 10月には、バイオリン演奏者・指揮者である、塩ノ井区出身の征矢健之介さんにふるさと

大使を委嘱いたしました。ふるさと大使としまして５人目となります。征矢さんには音楽を

通じてぜひとも本村の文化・芸術の発展のために御尽力をいただきますよう期待をしている

ところであります。 

 また、ＶＣ長野トライデンツＶ１リーグ公式戦が今年も10月から始まりました。リーグ戦

中ホームゲームは７試合松本市総合体育館で行われます。村ではバスでのホームゲーム応援

イベントを実施しておりますので、多くの方々に御参加いただき、選手を盛り上げていただ

きたいと考えております。土曜日に行われました試合で勝ちまして、最下位を脱しました。

８位ということで、今シーズンは若干の期待が持てるのかなというふうに思っておるところ

であります。 

 続きまして、保育園の状況であります。 

 10月から幼児教育・保育の無償化が始まりました。現在のところ特に混乱はなく、順調に

移行できたものと考えております。無償化に伴う減収分につきましては、消費税の増税など

により国から交付されることとなり、今年度分については来年３月に示され、交付されるこ

ととなっておりますが、今までは村の努力によって保育料を引き下げてきたわけであります

が、この無償化による減収分については、国の基準の保育料をもとに交付されることを期待
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するところであります。しかし、国の財源確保や来年度の交付額がどうなってくるのかとい

った先行きが不透明であります。この動向を注視をしていかなければならないと思っており

ます。 

 また、来年度の入園希望者の調査を行った結果、五つの園を合わせた定員が720人のとこ

ろ、当年度当初では718人、年度末では739人になる見込みであります。今年度に比べて当初

で９人の増、年度末で19人の減の見込みとなっております。園児数は今まで増加の一途をた

どってきました。現時点で未満児の保育園入園率がかなり高いことや、出生数の減少傾向か

ら、しばらくは多い状況にあるものの、数年後は緩やかに減少していくことが見込まれてお

ります。このことから、村におきましても少子化の傾向が見えてきたことが考えられます。

ただし、入園希望が定員を大きく超える園もあり、特に西部保育園につきましては、保護者

の理解を得ながら、他の保育園に移っていただくことをお願いをしていきたいと思っており

ます。 

 次に、健康・福祉関連事業であります。 

 今年度の新制度として導入を予定しておりました、特別な理由による再予防接種補助事業

及び骨髄提供者への助成事業を10月１日から開始をいたしました。また、新規事業として計

画していました子育てアプリは、10月１日から運用を開始し、現在87人の方が登録をしてい

ただいております。今後も妊娠届や健診時にパンフレットをお渡しし、子育て支援につなが

るよう運用をしてまいります。 

 ９月議会でお認めいただきました福祉灯油券の申請受け付けを開始いたしました。依然、

原油価格は高どまりしており、また、消費増税もありますので、経済的負担の軽減につなが

ればと考えております。 

 次に、産業関係であります。 

 国の地方創生拠点整備交付金事業のお試し住宅（コテージ）は、８月以降の着手でありま

したが、11月25日からコテージのログの組み上げ工事が始まり、コテージの外観があらわれ

てきました。工事は順調に進んでおり、年度内に完成する見込みであります。現在のコテー

ジは扇風機で暑さ対応をしてきましたが、近年の異常なほどの暑さの中、夜間の閉め切った

建物の中での熱中症も心配され、今議会でベッドのある２階にエアコンを設置し、より快適

なコテージになるよう、請負工事契約の変更をお願いしておりますので、よろしくお願いを

いたします。 

 村の特別栽培米、風の村米だよりでありますが、化学肥料を使わず、農薬は６成分以内の

安全・安心な、環境に優しくおいしいと評価されております。作付面積の拡大と販路開拓に

積極的に取り組み、今年の作付面積は33ヘクタールに増えましたが、まだまだブランド力強

化に不足する生産量であります。さらに作付面積を増やしていきたいところであります。ま

っくんファームでは今後３年間で50ヘクタールの作付を目指して取り組んでいくこととされ

ております。南箕輪の米は風の村米だよりと認知されるよう、村内全作付面積の約半分とな

る100ヘクタールを目標に作付拡大を推進をしていきたいと考えております。 

 50ヘクタールの作付があると、カントリーエレベーターでおおむね一つのサイロを使って

対処できるようになります。それだけのまとまった量の生産が見込める場合には施設の優先

的利用が可能となり、そうしたことにより一定の品質確保が見込め、安定した高品質米の集

荷ができることは、風の村米だよりのブランド力を一層高めていくことになります。 
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 一方、販売面では、東洋ライスの無洗米仕上げした金芽米は、シンガポールなど海外で健

康によいお米に認定され、輸出米として躍進をしております。その状況はＳＢＣのテレビ番

組でも紹介されておりました。また、健康特性が高いと言われる金芽米を食育の一環として

保育園の給食に導入し、子供のころから健康づくりに取り組んでいるところもあります。 

 特別栽培米、風の村米だよりは、東洋ライスの環境に優しく健康によい米の製造に適し、

今年度の取り組み試験により、令和２年度の風の村米だよりは複数年契約にして、全量を東

洋ライスへ集荷する計画であります。米の複数年契約による栽培はその他の米より有利販売

が見込め、さらに、国の米の目安配分制度におきまして、複数年契約による米の作付面積に

ついては、契約の全面積が作付できる有利配分が受けられます。基幹作物である米離れに一

定の歯どめとなり、農業振興につながるものと考えております。村といたしましては、風の

村米だよりと金芽米のブランド力を融合した新たな魅力や価値観を創造していきたいと考え

ております。 

 また、今年収穫された風の村米だよりからつくった金芽米、風の村米だよりを村の日の給

食で試験導入してみたいと考えているところであります。健康づくりは主食の米から、まず

は保育園の給食に導入し、米から始める健康づくりの村も推進していきたいと考えておりま

す。病院食やふるさと納税などの健康志向に乗って利用拡大を目指していきたいと思ってお

ります。まだまだ生産量や栽培技術面など課題はありますが、実現に向けて実践をしていき

たいと思っております。 

 次に、建設関係であります。 

 村３カ年実施計画、地区計画事業を初め、それぞれ順調に推移をしております。引き続き

各事業の推進とともに、道水路の安全確保のための維持・補修工事を進めてまいります。 

 県関係工事の状況でありますが、県道伊那北殿線下河原橋改良事業のクランク拡幅工事に

つきましては、地下に埋設をされている伊那土地改良区及び伊那西部土地改良区所有の水路

補強工事が進んでおります。おかげさまで国の国土強靱化工事により実施されることになっ

たため、工事の完了も２年前倒しとなる来年度の予定となり、この点は大変ありがたいなと

思っておるところであります。 

 また、大清水川河川改修及び県道南箕輪沢渡線改良工事につきましては、伊那市御園まで

の拡幅計画が示され、今年度は道路改良に向けた測量と工事の詳細設計の実施が予定をされ

ております。いずれの工事も引き続き早期完成を要望してまいります。この工事につきまし

ては、地権者の関係もありまして、長年かかりましたけれども、ようやく前に進むことがで

きるようになりました。大清水川の改修と道路の拡幅、歩道設置といった、そんなところま

でこぎつけられるのではないかなというふうに思っております。 

 上水道関係であります。大芝の第２配水池薬注室の建てかえ及び機械設備の更新工事につ

きましては、計画どおりの施設の稼働は年内を予定しておりますが、台風19号の被災対応に

よりまして電気事業者の対応が困難となったことから、契約工期を１月末までに延長させて

いただきましたので、御理解をお願いをいたします。ただ、申し上げましたとおりに、稼働

につきましては年度内ということを予定しております。 

 下水道関係につきましては、平成29年度から始めておりますストックマネジメント計画の

策定が完了予定であり、下水道施設全体の老朽化を踏まえ、長期的な視点で施設の点検調査、

修繕、改築の計画づくりに取り組んでいるところであります。 
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 上下水道事業につきましては、引き続き各事業計画を基本に、財政状況を見きわめながら、

健全な企業経営に努めてまいります。 

 次に、教育関係の状況であります。 

 施設の整備でありますが、屋内運動場の防球ネット張りかえと基礎部分の改修工事を行っ

ております。12月までに竣工を予定しております。いましばらく利用できない状況でありま

すが、御理解、御協力をお願いをいたします。 

 施策的におきましては、引き続き地域ぐるみでの子育てを念頭に進めております。子供を

真ん中にした地域づくりとして、学校、家庭、地域がこれまで以上に連携し、子供たちの健

やかな育ちを応援をしていきたいと考えております。毎月23日をともに育つ教育の日として、

学校では挨拶運動、家庭ではアウトメディアデー、地域では見守り、声かけ運動への取り組

みを呼びかけてまいります。小中学校における信州型コミュニティスクールや、見守りボラ

ンティアの方々の御協力をいただきながら、地域ぐるみでの子育てにつなげていきたいと思

っております。今後も議員を初め村民の皆さんの御理解と御協力をお願いをいたします。 

 さて、これから新年度の予算編成の時期となってまいります。決算審査等でいただきまし

た御意見を考慮しながら、住民生活を守り、地域の活性化が図れるような予算にできればと

思っております。基本的には、第５次総合計画、村創生総合戦略に基づく事業の着実な推進

に取り組んでまいります。時代も平成から令和と変わり、新たな時代が動き始めている今、

変化の激しい時代となっており、従来の制度や仕組みの改革、ＩＴなどの活用による技術革

新が進んでおります。その動きを見きわめながら、住民ニーズを的確に捉え、時代に対応し

た村政運営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。 

 両計画の推進とともに、全国的な大規模災害が頻発していることを捉え、安心・安全な村

づくり、地域づくりに視点を置くことも急務となってきております。インフラの整備は計画

的に実施をしてきておりますが、来年度は避難所への空調設備の整備、飲用水の供給体制を

整えていきたいと考えております。 

 また、人口につきましてもまだまだ増加しており、これに伴う諸施策の推進も一定のめど

はつきつつありますが、小中学校の給食センター整備における方針・建設計画の樹立、保育

園の整備計画の検討等の課題もあります。給食センターにつきましては、じっくりと検討を

今しておるところであります。この方向性も見きわめながら、また議会に話をしていきたい

というふうに思っております。南部小学校の給食につきましては、改修でいけるというめど

がつきましたので、来年度予算づけをお願いをしていきたいというふうに思っておるところ

であります。保育園はほぼ整備終わりつつありますけれども、先ほども申し上げましたが、

西部保育園の園児数がかなり増えてきております。遊戯室の増改築、これは必要となってま

いりますので、この辺も計画的にやっていかなければというふうに思っておるところであり

ます。 

 人口増加対策の事業に重点を置いたために、既存施設の老朽化対策がおくれている面もあ

ります。これは本当におくれているなということを感じております。長寿命化を図るための

施設整備も計画的に今後実施していく必要がありますので、長寿命化計画の整備を進めなけ

ればなりません。この事業につきましては、計画がなければ交付税補填がある起債がついて

こないという、こういうことになっておりますので、その辺はしっかりと計画をつくりなが

らということで考えておるところであります。来年度は、とりあえずといいますか、第一弾
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ではございませんけれども、中学校のプールがかなり老朽化をして、けがをしてもやむを得

ないなというような、こんな状況にもなってきておりますので、更衣室の整備、このことに

視点を置きながら、プール全体を改修をしていく長寿命化計画、これを樹立して、事業実施

を来年度予算づけをしていければと考えておるところであります。 

 そのほか、諸施策や地区要望に伴う事業の推進につきましても、できる限り予算づけをし

ていかなければと思っております。福祉は村の生命線でありますし、地区からの要望という

のはそれぞれの地区で本当に必要な事業という、こういうことでありますので、できる限り

地区要望につきましては予算づけをしてまいりたいなというふうに考えておるところであり

ます。 

 一方、健全財政につきましてであります。健全財政は維持をされておりますが、実質公債

費比率は上昇傾向にあり、将来負担比率は数字としてあらわれてきております。先ほど申し

上げましたとおり、歳入面の税収につきましては、今年度は昨年度より減収となり、来年度

は今年度より厳しくなってくるものと推計をされております。また、消費税が８％から10％

となりましたが、その効果がどの程度あらわれてくるのか不透明であり、歳入は大変厳しい

状況になってくるものと見込んでおります。消費税が、この後半が消費増税分に影響が出て

くるところでありますけれども、その影響がどの程度あるのか、第１回分の交付を見てみな

いと何とも言えませんけれども、本当にこの辺が注視をしていく最大の問題かなというふう

に思っております。 

 また、加えて、幼児教育・保育の無償化の影響も注視をしていかなければなりません。ま

た、会計年度任用職員制度が来年４月から施行となりますが、今年度と同じ人員体制としま

しても、2,500万円程度の財源が必要となってまいります。こうした新たな制度の発足もあ

り、村財政もかなり厳しくなってまいります。今日の新聞報道を見ますと、この会計年度任

用職員につきまして、国の支援が必要ではないかというような記事が載っておりました。こ

の辺がどうなってくるのかなということであります。 

 先月の11月は予算獲得の陳情・要請行動というのが非常に多く行われてきたところであり

ます。私も何回か国に出向いてまいり、要望してまいりましたけれども、なかなか厳しいな

という、こんな状況も伝わってくるところであります。こうした中にありましても、活力の

ある元気な村、安心して暮らせる住みよい村、住んでよかった、住んでみたいという村を目

指していかなければなりません。そのためには、効果的な事業選択をしながら予算編成をし

てまいります。この辺はしっかりと予算編成会議の中で職員に指示をしたところであります。 

 さて、いよいよ降雪のシーズンとなってまいります。日々の気象予報等に注意しながら除

雪作業を実施してまいりますが、例年のように、主要幹線道路の除雪については村内の建設

業者や水道業者が行い、生活道路や歩道、また区と区を結ぶ生活道路などは、まっくん除雪

隊を中心に、住民の皆様の御協力をいただきながら交通機能の確保に努めていきたいと思っ

ております。このまっくん除雪隊というのは本村特有の団体であります。本当にこの団体つ

くってよかったなというふうに思っておるところであります。そのためには何より地域の皆

さんの御協力が必要でありますので、この辺もしっかりとお願いをしてまいります。 

 本定例会に提出をいたしました議案は14議案であります。全議案お認めいただきますよう

お願いを申し上げ、また、職員の給与関連等の議案につきましては最終日に提案をさせてい

ただく予定でありますので、よろしくお願いをいたします。 
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 以上を申し上げまして、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。どうぞよろ

しくお願いをいたします。 

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、令和元年８月分から10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、請願・陳情の委員会付託を行います。 

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

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

の会期中に審査し、本会議において報告を行ってください。 

 日程第５、議案の上程を行います。 

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

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 提案理由に入る前に、若干お断りをしておきたいと思います。若

干風邪ぎみで声が出ませんので、大変お聞き苦しいところがあろうかと思いますが、お許し

をいただきたいと思います。 

 議案第１号「専決処分事項の承認を求めることについて」、提案理由を申し上げます。 

 本案は、令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第８号）であります。去る10月12日から

13日にかけ、長野県内にも大きな被害をもたらした台風19号による被害の災害対応及び災害

復旧にかかわる費用であります。村内でも倒木等による被害が多数発生し、早急に復旧する

必要があることから、当面の復旧費用を専決処分させていただき、処理をしたところであり

ます。 

 この補正につきましては予備費から調整するものであり、既定の歳入歳出予算の総額に変

わりありませんが、細部につきましては副村長及び担当課長から説明を申し上げますので、

よろしく御審議をいただき、御同意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１号「専決処分事項の承認を求めることについて」に係り

ます令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第８号）の細部説明を申し上げます。 

 歳入歳出予算の補正となりますが、本補正では、歳出の組み替えだけをさせていただいた

ものでございます。なお、全て災害対応の支出でございますので、特別交付税に算入をいた

だけますよう手続を行ってまいります。 

 それでは、事項別明細書により申し上げますので、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。 

 ９款、消防費、１項５目、0930防災対策事業の11節でございます。台風19号により発生を

いたしました災害において、長野県市町村災害時相互応援協定に基づきまして村が備蓄をし

ております食料の一部、570食分でございますが、上田市に提供をいたしました。不足する

分を補充するため計上したものでございます。 

 おめくりいただきまして、11款、災害復旧費でございますが、台風19号の影響で、村の公
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共施設におきましても被害が発生をいたしましたので、早急な対応、復旧が必要となったも

のについて計上をさせていただいたものでございます。 

 まず、１項３目、1116林道施設災害復旧事業（村単）の13節でございます。林道大泉線、

飛び地の大泉所登山口に至る林道の部分でございますが、通行の妨げとなった倒木５本及び

落下した枝等の除去作業の委託料でございます。 

 次の２項１目、1121道路橋梁災害復旧事業（村単）の13節でございますが、村内４カ所で

倒木により村道が通行できなくなるなど、道路施設にも被害がございました。倒木撤去等に

要する経費を計上したものでございます。 

 次の３項２目、1132教育施設災害復旧事業の13節でございますが、南部小学校敷地内の倒

木３本の除去作業委託料でございます。 

 次の３目、1133観光施設災害復旧事業の13節は、大芝の湯のまつの湯のほうでございます

が、露天風呂外側の松の木が倒れ、目隠しのフェンスが一部破損するなどしたため、修繕料

を計上したものでございます。 

 次の４目、1134公園施設災害復旧事業は、11節のほうで、風でプールの北側にございます

公園の管理用の作業小屋、このトタン屋根がめくれてしまったということで修繕料を計上し

たもの、13節は、公園内の倒木、10本ほどでございますが、それらや、あるいは落ちた枝等

の除去の作業の委託料ということで計上したものでございます。 

 おめくりいただきまして、調整のため、14款、予備費を566万9,000円減額させていただき

ました。 

 以上で細部説明を終わります。 

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、災害弔慰金の支給等に関する法律の改正により、市町村による災害援護資金の貸

し付けにおける償還金の支払い猶予の明確化、償還免除の対象範囲の拡大、災害弔慰金等の

支給における合議制の機関の設置等が定められたことに伴い、法律の改正内容を条例に反映

して規定するため、条例の一部改正をお願いするものであります。 

 細部につきましては、担当課長から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。 

 この改正につきましては、災害弔慰金の支給等に関する法律等の改正によりまして、災害
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援護資金の貸し付けにかかわる償還につきまして、償還金の支払い猶予等にかかわる規定が

法律に新たに追加されたことに伴い、条例の一部改正が必要となりましたので、改正を行う

ものであります。 

 それでは、新旧対照表に沿って御説明を申し上げますので、議案の２ページをお開きくだ

さい。 

 第15条の第３項であります。全文の改正となりますが、この項で引用しております法律及

び政令につきまして、政令で定められておりました償還金の支払い猶予の規定が法第13条と

して加えられたこと、これに伴う条ずれ、猶予に当たり市町村が貸し付けを受けた者等に対

し収入または資産の状況の報告等を求めることができる規定が法第16条として加えられたこ

とによるもの、また、政令の条番号の削除による条ずれと、猶予における政令で定めるやむ

を得ない理由に関する規定が第12条として加えられたことにより、条文の文言と引用する法

令の条番号等、この項全文を改めるものでございます。 

 続いて、第16条でございますが、新たに加える条項となります。法律に新たに加えられま

した第18条の規定に基づき、第１項では、村長は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に

関する事項を調査審議する場合に、災害弔慰金等支給審査委員会を置くことができるものと

しまして、第２項におきまして、委員会の組織、任務その他必要な事項は村長が別に定める

とすることを規定をするものでございます。 

 １ページにお戻りをいただきまして、附則としまして、この条例は公布の日から施行をす

るとするものであります。 

 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「南箕輪村公共下水道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３号「南箕輪村公共下水道条例の一部を改正する条例」に

ついて提案理由を申し上げます。 

 本案は、宅内排水設備工事検査手数料、また指定工事店登録に必要な新規登録手数料及び

更新登録手数料を新たに徴収するため、南箕輪村公共下水道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、

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３号の細部説明を申し上げます。 

 本案につきましては、この後提案いたします水道法改正に伴う各種手数料の改正にあわせ

まして、宅内の排水設備工事の検査手数料、また指定工事店登録に必要な登録手数料及び更

新登録手数料を新たに徴収するため、南箕輪村公共下水道条例の一部を改正するものでござ
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います。 

 新旧対照表で説明いたしますので、議案書２ページをごらんください。 

 第５条第２項中「第４条」を「前条」に、第13条第１項中「別表」を「別表第１」にそれ

ぞれ文言を改めるものでございます。 

 第14条では、第14条の２、手数料の徴収として、「手数料は、別表第２の種別により、申

請者からの申請の際これを徴収する。」を新たに加え、第15条の見出しを「使用料及び手数

料の減免」に改め、同条中「使用料」の次に「及び手数料」を加えるものでございます。 

 第27条第８号は条番号を改め、「別表」を「別表第１」とし、同表の次に別表第２として

種別、１件当たりの金額を、それぞれ工事検査（新築、増改築）3,000円、下水道排水設備

指定工事店の新規登録１万円、下水道排水設備指定工事店の更新登録5,000円とするもので

ございます。 

 １ページにお戻りいただきまして、附則としまして、この条例は令和２年４月１日から施

行するものでございます。 

 以上で、議案第３号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（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「南箕輪村村営水道条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 

 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「南箕輪村村営水道条例の一部を改正する条例」につ

いて提案理由を申し上げます。 

 本案は、水道法の改正により、指定給水装置工事事業者の指定の更新規定が新たに追加さ

れたことに伴い、当該更新手続に係る手数料の追加、また給水装置検査手数料の算定金額の

変更及び開閉栓手数料を新たに徴収するため、南箕輪村村営水道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） 議案第４号の細部説明を申し上げます。 

 本案は、平成30年12月の水道法改正によりまして、指定給水装置工事事業者の指定の更新

に伴う更新手数料の追加、また給水装置検査手数料の算定金額の変更及び開閉栓手数料を新

たに徴収するため、南箕輪村村営水道条例の一部を改正するものでございます。 

 新旧対照表で御説明いたしますので、議案書２ページ、また３ページをごらんいただきた

いと思います。 

 第１条、第３条、第20条第１項、第23条第１項、第34条第２号、第35条第１項につきまし

ては、それぞれ条文中の文言を改めるものでございますので、御確認をお願いいたします。 

 第20条、消火栓及び私設消火栓の使用、第２項につきまして、新たに「ただし、管理者が
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認める場合は、この限りでない。」を加えるものでございます。 

 おめくりいただきまして、４ページをお願いいたします。 

 別表第３につきまして、種別、設計審査、工事検査、材料検査の金額を、「工事費の100

分の５」から「１件につき8,000円（水道メーターを２個以上設置する場合は、１個につき

3,000円を加算した額）。ただし、管理者が別に定める軽微な工事については、１件につき

3,000円」に改めるものでございます。また、種別、指定給水装置工事事業者の更新及び開

閉栓を新たに加えまして、それぞれの金額を１件につき5,000円、１件につき500円とするも

のでございます。 

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

る。ただし、別表第３の改正規定は令和２年４月１日から施行するものでございます。 

 以上で、議案第４号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第４号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。 

 水道につきましては、今、規定がなかったところを今度新たにするということで、一応給

水を受ける人の責任というものも金額によって少し明らかにしたほうがいいなということで、

これはいいというふうに思うんですけども、実は先日の住民の声を聞く会のときの話であり

ますけれども、これは31年前の話ですので、かなり前の話になるんですけれども、給水区域

でないところに住宅を新築するということで、自分のうちのところへ水道管を引いていくに

ついて、100万円を自分で払ったということで、その後来るうちについては、その自分が引

いた本管から全部とっていくので、その後の人は負担はないということなので、そういう不

満があって、その後の村の対応もなかなか丁寧な説明がなかったというようなお話がござい

ました。 

 今、新築がかなり増えている状況の中で、給水区域でないところに建てるということは今

考えられないわけですけれども、今、給水区域でないところにもし建てていく場合、また新

たに新屋というか、子供が同じ敷地内でもちょっと遠くに建てるとかいう場合に、やはりそ

ういう事例はあるというふうに思いますので、その辺の条件というか、その負担金について

どのような規定になっているのかちょっとお聞きしたいと思います。また、村の対応がなか

なか納得できるものではなかったというお話もありますので、その辺の説明をちょっと丁寧

にしていただけたらなというふうに思いますが、お願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） 質問にお答えいたします。 

 村は給水区域は全部給水区域でございますので、区域がないというところはないというふ

うに認識しております。ただし、いわゆる配水本管から離れたところに家を建てる場合のお

話だと思うんですけれども、今現在はやはり１軒だけ水道管を引いていく場合は、その周囲

に今後造成が見込まれたり、建物を建てるのが見込まれる場合は、村が材料を支給をいたし

まして、そこには増加分の費用は見て設置していただくということでやっております。設置

した後は、メーターのいわゆる配水管側、これは村に帰属することになっておりますので、

これはどうしても村の施設になってしまうということが、これは条例上決められておるもの
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であります。 

 したがいまして、今、御指摘のありました、その管を次の方が給水にとりにいくといった

場合は、どうしてもまた負担がかかってしまうということはそのとおりであります。ただ、

これはいわゆる受益者の負担という原則に基づきまして設置をしていただいておりますので、

その後のいわゆる給水に関して、これは前の方が設置したのでということでいろいろと条件

をつけるということはできないというふうに思っておりますので、ここは丁寧に説明をして

御理解いただくしかないと思っております。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 ７番、加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） ７番、加藤ですが、今、指定業者として登録されている業者は何

社ほどあるんでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） 済みません、細かい数字を記憶しておりませんで、申しわけ

ありません。数十社、100社はないと思うんですが、数十社あります。後ほどお答えさせて

いただきます。 

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５号「南箕輪村村民運動場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５号「南箕輪村村民運動場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、村の社会教育施設等の使用料につきまして、消費税等の値上がりに伴い全般的に

見直しを行い、改正を行うため、提案をするものであります。 

 なお、本案につきましては、南箕輪村村民運動場条例、南箕輪村村民体育館条例、南箕輪

村立小中学校体育施設使用料徴収条例、南箕輪村村民センター条例及び南箕輪村公民館使用

料徴収条例の５条例の一部改正をお願いするものであります。 

 細部につきましては、担当課長から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。 

 伊藤教育次長。 

教育次長（伊藤 弘美） それでは、議案第５号の細部説明を申し上げます。 

 社会教育施設につきましては、これまでの消費税の改正などの際に使用料の見直しを行わ

ずにまいりましたが、今回、消費税の引き上げに伴い、全般的に見直しをさせていただきま

した。 

 なお、関係する５条例を改正しますので、第１条から第５条まで、個別の条例改正とさせ

ていただいております。 
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 それでは、各条項につきまして、新旧対照表に沿って説明をさせていただきますので、議

案の７ページをごらんください。アンダーラインの部分が改正部分でございます。 

 初めに、第１条関係の南箕輪村村民運動場条例の一部改正でございます。 

 別表第１でございますが、大芝マレットゴルフ場の開場期間を実情に合わせ11月30日まで

に改正いたします。 

 別表第２は、表全体を改め、時間帯による時刻区分のものと時間及び回数区分のものの二

つの表で規定をいたします。まず、１の南箕輪村村民運動場使用料、時刻区分の表でござい

ますが、時刻区分につきまして、表の左側から４列目、午後１時から５時までであったもの

を、正午から午後５時としまして、時間に空白がないようにいたしました。野球場につきま

して、これまで片面の規定がございましたが、実際の使用はなく、今回削除をいたします。 

 ８ページをごらんください。 

 陸上競技場全面と野球場全面を同額としております。陸上競技場の片面は全面の半額とし、

小運動場、富士塚運動場、南原運動場は陸上競技場の片面と同額といたしました。 

 次に、２の時間及び回数区分の表でございますが、テニスコート場と多目的コート場につ

きまして、テニスコート２面分と多目的コート１面分を同額に設定をいたしました。 

 ９ページをごらんいただきまして、村民プール場に変更はございません。マレットゴルフ

場でございますが、年間使用料を5,000円とさせていただきます。屋内運動場につきまして

は、１面当たりの使用料をテニスコート場と同額といたしました。暖房機使用料、照明使用

料に変更はございません。多目的室の使用料と冷暖房使用料は村民体育館会議室と同額とな

っております。 

 なお、今回の改正におきまして、屋内施設の使用料につきましては、屋内運動場のアリー

ナを除く屋内施設全般でございますけれども、昼間でも照明が必要となることから、使用料

に照明使用料を含めた額で設定をしております。屋内運動場の多目的室も同様でございます。 

 10ページをごらんください。 

 第２条関係、南箕輪村村民体育館条例の一部改正でございます。 

 別表を全面改正いたします。１の村民体育館使用料につきましては、これまで時間帯によ

る設定をしておりましたが、実際には時間当たりで利用することが多いことから、時間単位

の設定といたしました。使用料は照明料を含む金額でございます。 

 12ページをごらんいただきまして、２の設備使用料ですが、ラケットやボールは利用者が

持参し、実際には貸し出しを行っていないという実情から、これらを規定から除きまして、

これまでの用具使用料から設備使用料といたしました。 

 13ページをごらんください。 

 第３条関係、南箕輪村立小中学校体育館施設使用料徴収条例の一部改正でございます。小

中学校の体育館と校庭を学校開放する場合の規定でございます。 

 第６条につきましては、設備を使用する際の使用料について、村民体育館条例を準用する

規定でございます。先ほど第２条関係で説明をさせていただきましたが、用具使用料を設備

使用料に改めることによるものと、条例の準用元である条項に条ずれが生じていたため、改

めるものでございます。 

 別表ですが、全面改正をいたします。１の小中学校体育館使用料でございますが、村民体

育館に準じ、１時間当たりの金額設定といたしました。 
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 14ページをごらんいただきまして、２の小中学校校庭使用料でございます。校庭につきま

しては、大芝陸上競技場の片面に準じて設定をいたしました。 

 15ページをごらんください。 

 第４条関係、南箕輪村民センター条例の一部改正でございます。 

 15ページから17ページにわたりますが、別表１、ホール等施設の使用料を全部改正いたし

ます。使用区分において、入場料の徴収区分を1,000円と3,000円を基準としておりましたが、

これまでの利用状況が2,000円までであったため、区分の見直しと使用料の見直しをあわせ

て行いました。 

 18ページをごらんください。 

 第５条関係、南箕輪村公民館使用料徴収条例の一部改正でございます。 

 第３条、使用料の額を全部改正いたします。冷暖房使用料につきまして、大会議室と調理

室で変更いたしました。大会議室には８台、調理室には２台のエアコンを設置しております

が、大会議室においては１台のみの稼働ができない設置となっております。また、エアコン

が複数台ある部屋におきましては、１台のみを稼働した場合、エアコン機器にかかる負荷が

多いということで、全てのエアコンを稼働しての使用をお願いすることから、部屋ごとの金

額ということに改めさせていただきました。 

 議案書の６ページにお戻りいただきまして、附則といたしまして、この条例は令和２年４

月１日から施行するものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第５号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ４番、藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） ４番、藤城です。 

 議案のうち、南箕輪村村立小中学校体育施設使用料徴収条例について質問させていただき

ます。新旧対照表について質問させていただきますので、14ページをごらんください。 

 今回新たに括弧書きで１時間当たりの使用料が変わりました。それぞれ午前５時から、午

前８時からと区割りされていますが、それぞれ割ると、左から１時間単位の金額が333円、

午前５時からですね。午前８時からは375円、正午からは300円、午後５時からは500円、午

後７時からは、２時間半ですが、こちらは村民体育館の条例を準用するという規定があるの

で、３時間と今回考えますと平均500円となる中で、一番安いのが真ん中の正午で、その次

が午前５時からとなっているんですが、ここの括弧書きはそこの整合性がとれておりません。

今回、利用料金を整える趣旨でこの条例改正が行われておりますので、ここの整合性がとれ

てない理由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。 

 伊藤教育次長。 

教育次長（伊藤 弘美） 議員おっしゃるとおり、確かに時間単位で割りますと整合性がと

れてないというのは理解できるところでございます。ただ、校庭におきましては、昼間使う

場合、半日単位で使うところが結構多いということがございます。ただ、学校開放につきま

しては、基本的に社会登録団体、それからわくわくクラブ、あとは村長が特に必要と認める

団体、今現在私のほうで把握しておりますのは北殿区の区民運動会とか、そういったような
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ものに使用することが多くなってございます。ほかの団体については基本的には使用を認め

てないというような状況がございます。ですので、その時間帯の中で、基本的には陸上競技

場、そちらのほうの使用に合わせてということで考えさせていただきましたので、御理解の

ほどお願いできたらと思います。よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 今、教育次長の答弁に若干補足させていただく形でよろしいでし

ょうか。お願いします。 

 今、帯で使ってほしいというそういう願い、あるいは帯で使える状況、子供たちの活動、

そちらのほうが比較的多いかなと思うわけですが、最初、説明のところでありましたように、

時間帯をどう見るかというところが大事かなというふうに思っておりますので、400円、500

円という時間帯がここにあるわけですけども、使用頻度といいましょうか、一番使われる時

間帯の時間を400円ということで整えていく。それに帯をどう見るかというところが出てく

るかなというふうに思っています。 

 それから、午後の時間帯のところですが、正午から１時の間、その１時間をどう見るとい

うところが、例えば部活動の場合、ユースの場合には連続して午前午後にまたがらないとい

う、そんな条件もあるわけですけれども、このお昼のところをどう見るかが悩ましいところ

かなというふうに思っております。一番使いやすい、あるいは使ってほしい時間帯をこのよ

うに設定したということで、事務局あるいは教育委員会のほうでもそこは論を呼んだところ

でございます。よろしくお願いします。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 １番、百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） １番、百瀬です。一つ教えてください。 

 僕自身はこれ上げないほうが村民は使いやすかったのかなという思いがありますが、時代

の流れでしようがないかなという思いがあります。その中で、規則のほうで減免がうたわれ

ておると思います。その減免について、統一見解が出てると思うんですが、教えていただけ

ればと思いますが。 

議  長（丸山  豊） 伊藤教育次長。 

教育次長（伊藤 弘美） 減免の関係ですけれども、教育委員会の訓令の中で、社会教育施

設、それから体育館施設の使用料減免に関する基準というものを設けてございます。その中

で一番多く使われるかなと思うのが、まず、小中学校の関係で管理している、小中学校の部

活動であるとか、学校が使用する場合、事務の中で使用する場合ですけれども、その場合に

は100分の100、全て減免、使用料ゼロでございます。それからあと、わくわくクラブの関係、

そちらにつきましては80％減免しておりますので、実際の使用料は20％分払っていただいて

おります。それから、社会登録団体、そちらのほうにつきましては、50％の減免ですので、

半額の使用料をいただいているというような感じでございます。主なところはそんなところ

でございます。 

議  長（丸山  豊） １番、百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） わくわくクラブの部活動、イコールジュニアユースについては、

100分の100という理解でよろしいわけですね。 
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議  長（丸山  豊） 伊藤教育次長。 

教育次長（伊藤 弘美） 議員さんおっしゃるとおり、部活動につきましては、ジュニアユ

ース、100％の減免ということでございます。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに。 

 ７番、加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） これ料金の見直しということで、使用者にとっては負担が増える

と、こういうことになるわけですけど、ただいま説明があった減免、それについての、今説

明いただいたんですけれども、明文化して、文章化したものがちょっと欲しいななんて思う

ところであります。いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 伊藤教育次長。 

教育次長（伊藤 弘美） 後ほどお渡しするような形でよろしいでしょうか。お渡しさせて

いただきます。 

議  長（丸山  豊） ほかに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。 

 これは消費税が今まで上がってきたものに対しての、上げなくてきたものを上げるという

理由になっていますが、消費税については、一応設定としては内税という考え方でいいわけ

でしょうか。消費税、その点と、消費税の扱いがどのようになっているのかをお聞きしたい

と思います。 

議  長（丸山  豊） 伊藤教育次長。 

教育次長（伊藤 弘美） 今回ですが、全体的に見直しを行いました。利用料が多いところ

少ないところございますけれども、平均すると16％ぐらいの増になっているかなと思ってお

ります。消費税が10％引き上げになっております。そのほかに人件費でありますとか、管理

費の増であるとか、それから物価の増とか、その辺も含めた中で16％、おおむねそんなとこ

ろかなと。あと、他市町村の状況も含めて、あわせて検討も一緒にさせてはいただいており

ます。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 税金の中に入っているかどうか。税金というか、内税かどうかと

いうこと。含めてということなんでね、今の答弁だと。含めてあると。 

 伊藤教育次長。 

教育次長（伊藤 弘美） 申しわけございません。村は非課税でございますので、村がその

分について税金は払っておりませんので、税はそこにはないというふうに御理解いただけれ

ばと思います。済みません。 

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。 

 ここで、10時半まで休憩といたします。 

   休憩 午前１０時１６分 
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   再開 午前１０時３０分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先に、先ほどの加藤議員の質問について、議案第４号の件について建設水道課長のほうか

ら答弁をお願いいたします。 

 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） 先ほどの指定給水装置工事事業者の今の現在の指定数であり

ますが、大変記憶違いで申しわけございません。135社でございます。大変失礼しました。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 議案審議を続けます。 

 議案第６号「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の

整理に関する条例」を議題とします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第６号「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等

を図るための関係条例の整理に関する条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備

に関する法律の施行により、地方公務員法等の一部が改正されたことに伴い、これらの改正

された規定を引用している南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例、南箕輪村企業職員の

給与の種類及び基準に関する条例、南箕輪村印鑑登録及び証明に関する条例、南箕輪村家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の４条例の一部改正をお願いするも

のであります。 

 細部につきましては、担当課長から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６号の細部説明を申し上げます。 

 この関係条例の整理に関する条例につきましては、関係法律の整備に関する法律の施行に

よりまして、地方公務員法等が改正をされたことに伴い、関係する条例の一部改正をするも

のでございます。 

 この法律の改正につきましては、成年被後見人及び被保佐人の人権が尊重され、成年被後

見人及び被保佐人であることを理由に不当に差別をされないよう、成年被後見人等を資格、

職種、業務等から一律に排除する規定、いわゆる欠格条項から成年被後見人または被保佐人

を削る等の改正が行われました。これに伴い、関係法律等の規定を引用している条例４件に

つきまして、主に引用条項の見直し、該当する文言を削除する改正を行うものでございます。 

 それでは、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ページをごらんをい

ただきたいと思います。 

 まず、第１条関係でございますが、南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例の一部改正

であります。この改正につきましては、地方公務員法の第16条で規定をしております欠格条

項から第１号の成年被後見人または被保佐人が削られることに伴い、改正をするものでござ

います。 
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 第26条でありますが、改正前のアンダーラインの部分を削除をするものであります。この

引用条文におきましては、欠格条項の中で、成年被後見人または被保佐人に該当するに至っ

たときに職を失うということを規定をしているものであります。それによりまして、法第16

条第１号が削られることによりまして、失職する要因が消滅するということになりますので、

削除とするものであります。 

 続いて、第27条第３項でありますが、改正前のアンダーラインの部分を削除をするもので

あります。この「失職し」というのは、成年被後見人または被保佐人に該当するに至って失

職することを示しておりますので、第26条と同様に削除とするものであります。 

 次の第27条の２で、次の４ページになりますが、第２号以降から第29条、第30条第１号に

つきましては、先ほどの第26条及び第27条と同様の理由により、改正前のアンダーラインの

部分を削除をするものでございます。 

 続いて、５ページの第35条第４項につきましても、アンダーラインの１行目から２行目ま

ではこれまでのものと同様に削除をするものでありますが、最後の３行目につきましては、

字句を適正な表記に改めるものでございます。 

 続いて、第２条関係になりますが、南箕輪村企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

の一部改正となります。 

 第16条第２項第２号でありますが、次の６ページにかけての改正前のアンダーラインの部

分を削除をするものでございます。先ほどの第１条関係と同様に、地方公務員法の欠格条項

の成年被後見人または被保佐人が削除されたことにより、削除をするものでございます。 

 続いて、第３条関係になりますが、南箕輪村印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正で

あります。 

 第２条第２項第２号におきまして、改正前の成年被後見人を「意思能力を有しない者（前

号に掲げる者を除く。）」と改めるものであります。この改正につきましては、印鑑登録証

明事務処理要領の一部改正に伴い、要領と同様に改正をするものでありますが、成年被後見

人であっても、心身の故障等の状況を個別的、実質的に審査し、必要な能力の有無を判定す

る規定として設けられたことによりまして、一律に成年被後見人であることを理由に権利が

損なわれることのないよう、文言を訂正するものでございます。 

 続きまして、第４条関係の南箕輪村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正でございます。 

 この改正につきましては、児童福祉法第34条の20の規定から第１項第１号の成年被後見人

または被保佐人が削られることに伴いまして、２号以下の号が１号ごと繰り上がることから、

６ページから７ページにかけましての第24条第２項第２号におきまして、引用している法律

の号番号を改めるものでございます。 

 以下、第29条第４号、第38条第４号、及び次の８ページにかけてでございますが、附則の

第３条までの改正につきましては、引用している条項番号及び字句の表記を改めるものでご

ざいます。 

 済みません、このページで訂正がございますので、お願いしたいと思いますが、この新旧

対照表の下から２行目の一番最後の年数、５年としてありますが、これにつきましては、９

月の前回の議会の定例会の際に条例改正が行われまして、10年となっております。これがシ

ステム上、例規の改正が間に合わなかったということで、そこに気づかずに旧のままの年数
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として載せてしまいましたので、この部分について５年を10年に訂正をお願いをしたいと思

います。大変申しわけございません。よろしくお願いをいたします。 

 続いて、２ページにお戻りをいただきまして、附則としまして、この条例は公布の日から

施行するものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（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。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第７号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例」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７号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律

の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により新たに制度化さ

れ、来年度から適用となる会計年度任用職員制度の実施に当たり、これに関連して改正が必

要となる12件の条例の一部改正をお願いするものであります。 

 細部につきましては、担当課長から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７号の細部説明を申し上げます。 

 この関係条例の整理に関する条例につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部改

正に基づきまして、会計年度任用職員制度にかかわります改正が必要となる12件の条例を改

正をするものでございます。 

 それでは、新旧対照表に沿って御説明申し上げますので、議案の10ページのほうをごらん

をいただきたいと思います。 

 まず、第１条関係でございますが、南箕輪村職員の分限に関する条例の一部改正でありま

す。 

 第４条の第４項に会計年度任用職員に適用する分限休職の期間等につきまして新たに追加

し、定めるものであります。第１項で定めております一般職の職員に適用する休職の期間と

して「３年を超えない範囲内」を「任命権者が定める期間の任期の範囲内」に、また、休職

の期間の更新に当たりまして、「３年に満たない場合」を「当該任期に満たない場合」と読

みかえて定めるものでございます。 

 次の第２条関係であります。南箕輪村職員の懲戒に関する条例の一部改正でございます。 

 第３条におきまして、括弧書きの中になりますが、パートタイムの会計年度任用職員の減

給の対象となる額につきまして、報酬の額とし、「（給料に相当するものに限る。）」とす

ることを加えて改正をするものでございます。 

 第３条及び11ページの第４条の月数の部分につきましては、字句を改めるものでございま
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す。 

 続きまして、第３条関係になりますが、南箕輪村公民館設置管理条例の一部改正でござい

ます。 

 改正前の第４条第２項につきましては、公民館長の任期を定めておりますが、公民館長の

職は会計年度任用職員へ移行となりますので、削除をするものでございます。 

 第３項につきましては、公民館職員の定数について定めておりますが、公民館職員は教育

委員会の職員に含まれますので、不要な項となります。こういったことで、今回の改正にあ

わせて削除をするものでございます。 

 続いて、第４条関係の南箕輪村職員定数条例の一部改正であります。 

 第１条におきまして、職員の定数に該当する職員を定義をしておりますが、定数から除く

職員につきまして、改正前の括弧書きの中の「６か月以内の期間を定めて任用される職員」

を「臨時の職員（臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。）」に改

めるものでございます。この改正につきましては、改正前の表記では、定数から除く職員の

中に、定数に含まれる臨時職員である常時勤務を要する職員に欠員を生じた場合に採用され

る職員も含まれているということから、職員定数に含まれる臨時職員を除くために改めるも

のでございます。 

 次の12ページになります。第５条関係としまして、南箕輪村特別職の職員で非常勤の者の

報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正であります。 

 別表第１でありますが、改正前の表にあります公民館長と社会教育指導員が会計年度任用

職員へ移行となりますので、それぞれの職の欄を削除をするものでございます。 

 続いて、13ページの第６条関係になります。南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例の

一部改正となります。 

 第１条から第２条第１項の１行目、３行目、５行目までの改正部分につきましては、今回

の改正にあわせまして、引用している地方公務員法の項ずれによる項番号を改め、その他表

記している字句を適正な表記に改めるもの、また、廃止となっている手当を削除をするもの

でございます。 

 第２条第１項の最後の改正部分につきましては、非常勤職員についての規定でございます

が、ここで示しております非常勤職員は改正後の会計年度任用職員に当たることとなり、会

計年度任用職員の給与については別に定めるということとなりますので、この部分を削除を

するものであります。 

 次の第２項の改正につきましては、第１項で規定をしております再任用短時間勤務職員及

びその根拠となる法令の条項番号が削除となることから、改正後の第２項におきまして、改

めて再任用短時間職員の根拠法令の条項番号を追加をするものでございます。 

 続いて、14ページでございます。 

 第３条第１項及び第27条の３第４項につきましては、引用している条項番号の字句を改め

るものでございます。 

 最後の39条では、見出しを「非常勤職員の給与」から「会計年度任用職員の給与」に改め

まして、会計年度任用職員の給与につきましては、この条例の規定にかかわらず、常勤の職

員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別の条例で定めることとするものであ

ります。 
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 次の第７条関係の南箕輪村一般職の職員の旅費に関する条例の一部改正であります。 

 第１条につきましては、括弧書きの部分になりますが、公務のために旅行する職員から非

常勤の職員を除くことを加えるものであります。なお、再任用の短時間勤務の職員と会計年

度任用職員のフルタイムの職員はこの条例を適用することを定めるものでございます。 

 15ページの第３条でありますが、引用する地方公務員法の制定年月日等につきまして、既

に第１条に記載をされておりますので、削除をするものでございます。 

 次の第８条関係の南箕輪村職員の育児休業等に関する条例の一部改正であります。 

 第１条につきましては、字句の表記を適正な表記に改めるものでございます。 

 続いて、改正後をごらんをいただきまして、第２条第３号アから19ページにわたりまして、

追加となる規定でございますが、非常勤職員の育児休業にかかわる未整備部分につきまして、

今回追加し、定めるものであります。内容としましては、育児休業をすることができない非

常勤職員の要件、育児休業をすることのできる非常勤職員の休業期間の上限、特に必要と認

められる場合の休業期間の上限の延長について定めるものでございます。 

 続いて、19ページの第２条の５につきましては、条ずれにより条番号が変わるものでござ

います。 

 それから、次の第３条第１号から20ページの第２号までと20ページの下の７号、８号につ

きましても、未整備部分を追加し、定めるものでございますが、特別の事情により育児休業

をすることができる要件が追加をされたことによるものでございます。 

 20ページのそのほかの部分につきましては、字句を改めるものと、号ずれにより号番号を

改めるものでございます。 

 続いて、21ページ、第５条の３でありますが、育児休業をしている会計年度職員には期末

手当は支給をしないことを追加し、定めるものでございます。 

 第６条でありますが、括弧書きを追加をしまして、育児休業から職務復帰をした場合の号

俸調整をすることができる職員から会計年度任用職員を除くといったことを定めるものでご

ざいます。 

 第７条につきましては、未整備部分を整備し、全文を改正するものでありますが、部分休

業を請求することができない職員について定めるものでございます。 

 続いて、22ページになります。 

 第８条につきましては、部分休業にかかわる勤務時間につきまして、正規の勤務時間の根

拠条例を引用し示すものと、括弧書きの中になりますが、非常勤職員についてはそれぞれに

定められた勤務時間となることを追加し、定めるものでございます。 

 第９条第１項では、部分休業をしている職員の給与の取り扱いとなりますが、会計年度任

用職員についての取り扱いを別に定めるために、職員から会計年度任用職員を除くというこ

とを定めるものと、引用条例の字句を改めるものでございます。 

 第２項では、会計年度任用職員の部分休業における給与等の取り扱いについて追加し、定

めるものであります。 

 第11条でありますが、委任事項となりますので、見出し以下全文を改正するものでありま

すが、この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は村長が別に定める

とするものでございます。 

 23ページの附則の５項につきましては、引用している条番号等の字句を改めるものでござ
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います。 

 続いて、第９条関係となります。南箕輪村職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部

改正でございます。 

 第２条第４項、第６項及び、次の24ページになりますが、第５条まで、表記をされている

字句等を適正な表記に改めるものでございます。 

 第15条につきましては、改正前に規定をしている非常勤職員は改正後の会計年度任用職員

に当たりますので、見出しを会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に改め、会計年度任用職

員の勤務時間、休暇等につきましては、規則の定める基準に従い任命権者が定めるとするも

のであります。なお、この規定につきましては、規則で定めているということになります。 

 それから、次の25ページの第10条関係になりますが、外国の地方公共団体の機関等に派遣

される職員の処遇等に関する条例の一部改正でございます。 

 第２条第２項第３号でございますが、引用している地方公務員法の第22条につきまして、

今回の改正により、１項を残して他の項が削除されて、１項のみの条文となったことに伴い

まして、条項番号を第22条に改めるものと、字句の訂正を行うものでございます。 

 それから、次の第11条関係でございます。公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一

部改正でございます。 

 第２条第２項第３号と、次の26ページの第10条第３号につきましては、この前の第10条関

係の条例改正と同様に、引用している地方公務員法の第22条の改正に伴うものと、字句の改

正を行うものでございます。 

 そのほか、26ページから27ページにかけましての改正部分につきましては、表記をされて

おります字句等を適正な表記に改めるものでございます。 

 続いて、第12条関係になりますが、南箕輪村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

の一部改正でございます。 

 第３条第１号では、括弧書きにおきまして、報告の対象外となる非常勤職員等を規定をし

ているものでございますが、その中で、報告の対象となる非常勤職員にフルタイムの会計年

度任用職員を追加をして定めるというものでございます。 

 ９ページにお戻りをいただきまして、附則として、この条例は令和２年４月１日から施行

するものでございます。 

 以上、細部説明とさせていただきます。 

議  長（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。 

 ９番、三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ９番、三澤です。 

 村長挨拶のほうでも会計年度任用職員に伴う財政負担が2,500万円ほど今度増えるという

お話をいただいています。この間、全協などでも説明してきていただいておりますけれども、

基本的には現在の賃金表を基準にして、総額で下がることはないという説明をいただいてい

るところであります。この間、最低賃金などが上がってきていますが、そういうことも含め

て、それとあと、期末手当が現行2.2カ月が国の法律で2.6までというように規定されてきて

いますが、その辺について、最低賃金の関係と、賃金表の関係、それから期末手当について

ちょっとお聞きしたいと思います。 
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議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） まず、2,500万円増えるということであります。人数が同じ場合

には。したがいまして、確実に採用されている会計年度任用職員の皆さんはトータルで

2,500万円ほど報酬額が増えるということであります。最賃はクリアをしております。この

点は心配はないということであります。 

 期末手当分につきましては、説明申し上げましておりますように、来年は2.3、次の年は

2.6にしていくということ、これは出してないところがほとんどでありまして、うちの場合

は2.0という部分、割り増し賃金という形で出しておりましたんで、その辺を考慮して、再

来年度につきましては2.6にしていくと。来年度につきましては2.3でありますけれども、新

たに2.6にする市町村よりも多くなるという、こういう試算が出ておりますので、そんなこ

とで条例を改正を提案をさせていただいたところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 本当に200人を超える方々が対象になって、一律のこういうわか

りやすい会計年度ということでなってきたので、その点はいいことだというふうに思います。

ただ、各職場、いろんな職場がありまして、学校教育の現場、それから保育士の関係が特に

そうなんですけれども、働き方がちょっといろいろ、さまざまな場合がありますし、条件と

して、突発的なというか、対応もしなければならないという場面もありますので、各職場で

どのようにきちんとお話して、働き方について話し合い皆さんなされたのか、その点につい

てお聞きしたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 組合につきましては、組合にこういった内容でやっていくという

ことで提示をいたしまして、了解はいただいておるところであります。今、各職場ごとに説

明会を設けております。特段その中では大きな問題というのは上がってきていないという、

こういうことであります。 

 これは初めての制度設計ということであります。一番は勤務時間が短くなるという、この

部分をどうしていくのかという部分を、これは保育園の関係出てきます。この辺は時間外手

当できちんと措置をしていくということで説明もしております。そういうことで、いろんな

問題点、やっていくうちには出てくるんじゃないかなというふうには思います。それはその

ときの状況の中で解決していけるものというふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 議案第８号「南箕輪村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」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８号「南箕輪村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関
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する条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行により、新たに制度化

され、来年度から適用となる会計年度任用職員制度の実施に当たり、会計年度任用職員の給

与及び費用弁償に関する事項について新たに規定するため、条例の制定をお願いするもので

あります。 

 細部につきましては、担当課長から説明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８号の細部説明を申し上げます。 

 この条例につきましては、地方公務員法及び地方自治法の一部改正によりまして、会計年

度任用職員の給与及び費用弁償に関する事項を定めるために制定をするものでございます。 

 まず、１ページをごらんください。 

 第１章は総則であります。第１条では趣旨を、第２条ではフルタイム及びパートタイム会

計年度任用職員それぞれの定義を定めるものであります。第３条では、会計年度任用職員の

給与としまして、フルタイム会計年度任用職員に対しては、給料、通勤手当、時間外勤務手

当、休日勤務手当及び期末手当を支給し、パートタイム会計年度任用職員に対しましては、

報酬及び期末手当を支給するものとしまして、その支払い方法等について定めるものでござ

います。 

 続いて、第２章になりますが、フルタイム会計年度任用職員の給与について定めるもので

あります。第４条から２ページにかけましての第６条までは、給料につきまして、給与条例

に定める一般職の職員の給料表により職務の級の１級に格付をすること、号俸については規

則に定める基準に従い決定すること、給料の支給方法等について定めるものでございます。 

 第７条から３ページにかけての第９条までは、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当

の支給等について定めるものでございますが、給与条例に定める一般職の規定により支給し、

字句の読みかえ等をして適用することを定めるものでございます。 

 第10条では、時間外勤務等における勤務１時間当たりの給与額を算定をするに当たりまし

て、端数処理について定めるものでございます。 

 第11条から４ページにかけましての第12条までは、期末手当の支給に当たりまして、給与

条例の準用、任期の換算、また在職期間や年齢に応じました手当の額の算定方法等について

定めるものでございます。ここで期末手当の率もお示しをしているところでございます。 

 それから、第13条では、勤務１時間当たりの給与額の算定方法を、第14条では、給与の減

額について定めるものでございます。 

 続いて、５ページの第３章になりますが、パートタイム会計年度任用職員の給与について

定めるものでございます。 

 第15条では、報酬の額につきまして、月額、日額または時間額とし、村長が別に定めると

するものであります。 

 第16条では、時間外勤務にかかわる報酬につきまして、６ページになりますが、第17条で

は休日勤務にかかわる報酬を、第18条では時間外勤務等における勤務１時間当たりの報酬額

を算定するに当たっての端数処理について定めるものでございます。 
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 第19条では、報酬の支給に当たりまして、支給日、支給における日額、時間額及び月額に

よる計算期間等について定めるものでございます。 

 ７ページでございますが、第20条では、月額、日額、時間額における勤務１時間当たりの

報酬額の算定について、第21条では、報酬の減額について定めるものでございます。 

 第22条から８ページにかけましての第23条までは、期末手当の支給に当たり、支給日、任

期の換算、給与条例の準用、また在職期間及び年齢に応じた手当の額の算定方法等につきま

してはフルタイム会計年度任用職員の規定を準用するというものと、算定のもととなる基礎

額の算定方法等について定めるものでございます。 

 続いて、第４章でございますが、パートタイム会計年度任用職員の費用弁償について定め

るものでございます。 

 第24条では、通勤にかかわる費用弁償の支給と額の算定について、第25条では、公務のた

めの旅行にかかわる費用弁償の支給とその額は一般職の職員の旅費に関する条例の規定を適

用するということを定めるものでございます。 

 第５章の雑則でございますが、第26条におきまして、この条例の施行に関し必要な事項は

規則で定めるとするものでございます。 

 附則としまして、この条例は令和２年４月１日から施行をするものであります。 

 また、９ページの附則第２項としまして、一般職の職員の給料表の改定があった場合のフ

ルタイム会計年度任用職員の給料についての改定の効力発生につきましては、条例の規定に

かかわらず、当分の間は条例の施行の日の属する年度の翌年度の４月１日から生じるとする

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。 

 議案第９号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第９号）」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第９号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第９号）」

について提案理由を申し上げます。 

 本案は、歳入では、ふるさと納税の寄附金額の増、歳出では、ふるさと納税寄附金額の増

に伴う業務委託料の増額、後期高齢者医療給付金の広域連合負担金の確定に伴う増額補正な

どが主なものであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に5,294万4,000円を追加し、歳入歳出の総額をそれぞれ61億

4,867万3,000円とするものであります。 

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

いただき、御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 原副村長。 

副 村 長（原  茂樹） 議案第９号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第９号）」
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の細部説明を申し上げます。 

 まず、第１条の歳入歳出予算の補正につきまして、事項別明細書により歳出から御説明を

申し上げます。 

 予算書案の12ページをごらんをいただきたいと思います。 

 歳出、２款、総務費、１項１目、0201一般管理事務の増額でございますが、いずれもマイ

ナンバーカードの利用促進にかかわるものということで、全額が国庫負担金で賄われます。

このページの下のほうにあります12目、0240地域づくり総務事務も同様でございます。また、

23ページに給与費明細書を載せてございますが、この0201事業の時間外勤務手当分のみの変

更となりますので、お願いをいたします。 

 次に、３目、0220財政管理事務の13節、ふるさと納税による寄附が当初見込みを上回る見

通しとなりましたので、これに応じて必要となります業務委託料の増額をお願いするもの、

次の５目、0241財産管理事務の15節は、ＪＲ北殿駅の南にあります駐車場でございますが、

未舗装であるため、接続をしております県道へ砂利が出てしまうということで、交通の妨げ

になっております。入り口部分のみですが、舗装を実施するため、追加をお願いするもので

ございます。 

 次の12目、0242地域づくり推進事業の11節ですが、本年度新たに御委嘱申し上げました征

矢健之介ふるさと大使並びに特命大使のＶＣ長野トライデンツ様に対して贈呈をいたします

委嘱の楯を購入するものでございます。 

 おめくりいただきまして、13目、0221企画調整管理事務の追加でございますが、こちらも

マイナンバーカードの利用促進に係る追加でございます。18節の備品購入費のほうですが、

マイナンバーカードの申請に必要な顔写真をタブレットで撮影をいたしまして、そのまま印

刷することができるモバイルプリンター１台を購入するものでございます。 

 次の２項２目、0261賦課徴収事務の７節は、年度中途での職員異動によりまして財務課の

常勤職員が１名減員となっており、臨時職員での対応をするための増額、次の３項１目、

0265戸籍住民基本台帳事務の７節は、マイナンバー利用促進に係る増額、18節は、現在故障

によりレンタルでレジスターのほう代用しておりますが、これを更新するための追加でござ

います。 

 次のページ、３款、民生費でございますが、１項１目、0360未熟児養育医療費給付事業の

19節でございますが、これまでの給付状況から不足が見込まれるため増額するもの、次の３

目、0329後期高齢者医療事業の19節及び28節は、本年度の広域連合の負担金及び保険基盤安

定繰出金の額の確定によります増額でございます。 

 次の２項３目、0345こども館運営事業の23節は、30年度分の交付金の額が確定したことに

よる精算返還金でございます。 

 おめくりいただきまして、４款、衛生費でございます。１項１目、0406市町村母子保健事

業の30年度分の補助金額が確定したことによります精算返還金でございます。 

 次の２目、0408墓地公園事業の23節は、当初の見込みを上回って墓所の返還希望がござい

ますので、永代使用料の返還金の増額をするものでございます。 

 続きまして、６款、農林水産業費でございます。１項３目、0605農業振興事業の19節は、

認定農業者１名が国の制度を活用いたしまして農業用機械の導入を図りたいということで計

上させていただきますが、いわゆるトンネル補助となるものでございます。次の0611農業経
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営基盤強化推進事業の財源組み替えのほうにあります事務費分の6,000円も含めまして、経

費の全額が国から交付されるものでございます。 

 次の５目、0643多面的機能支払事業の７節の減額でございますが、職員配置の関係で不用

となりました臨時職員賃金について減額をするものでございます。 

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

の各節は、商工関係で活動いただいております地域おこし協力隊２名の活動状況に合わせま

して節間の組み替えを行うものでございます。 

 次の３目、0703観光振興事業では、７節で、観光イベントの実施等によりまして観光企画

推進員の勤務時間増加しておりますので、賃金の増額をお願いするものでございます。 

 また、13節で、公園管理室、大芝の湯、味工房等、大芝高原各施設の連携、情報の共有が

求められておりますが、情報ネットワークの再構築、急務ということで、来年度の整備に向

けてプランニングを行う業務委託費を計上させていただくものでございます。 

 19節は、現在建設を進めております観光とお試し移住拠点としてのコテージにつきまして、

当初、既設の水道管からの分配ということで考えておりましたが、水圧に不安があるという

ことから、新たに本管からの取り出しを行うということにいたしまして、そのため必要とな

ります上水道の加入金を追加させていただくものでございます。 

 続きまして、８款、土木費でございます。２項２目、0806国庫補助道路改良事業につきま

しては、北原の村道3008号線の道路改良事業でございますけれど、用地測量が完了いたしま

して、必要な用地が確定してまいりましたが、その区域内に物置き、立木等の補償対象の物

件がございますので、17節から22節のほうに必要額を組み替えさせていただくものでござい

ます。 

 次の４項２目、0823村単公園整備事業の18節は、大芝公園の大芝湖西側と築山の北側でご

ざいますけれど、遊具を設置してございます。その付近に、付き添いでおいでになった御家

族がお子さんを見守りながら腰かけるベンチがないということで、御要望もいただいており

ます。各１台の設置を行うものでございます。なお、ベンチですとか、あるいはテーブルで

すとか、充実につきまして、公園全体の検討を行いながら、計画的に整備をしてまいりたい

と思います。 

 次の５項１目、0830住宅管理事業の11節でございますが、村営住宅の居住者の退去がござ

いますので、これにあわせまして、湿気による傷み等の修繕を行わせていただくための増額

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。２項１目、1010南箕輪小学校管理

事務、次の1017南部小学校管理事務、その次の３項１目、1020中学校管理事務のそれぞれ11

節のほうに防火設備修繕料を計上してございますが、特定建築物定期報告におきまして改善

の指摘がありました防火扉、シャッターの消耗部品の交換等、修繕を行うものでございます。 

 1010事業のほうに戻っていただきまして、13節ですが、パソコン教室サーバー更新委託料

につきましては、現在の使っておりますサーバーが容量的に不足ぎみでありますので、授業

に支障が出ないよう、計画を前倒しして更新をするものでございます。 

 次の７項２目、1063大芝公園管理総務事務の15節は、多くの皆さんに御利用いただいてお

ります大芝のマレットゴルフ場の関係でございます。長年の使用により松の根がむき出しに

なってしまったり、あるいはグリーン上がいびつにでこぼこになってしまったりしておりま
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すけれども、利用者の皆さんからもこのところ毎年強い要望をいただいておるところでござ

います。このオフシーズンに全面的に整備を行わせていただきたいと思います。工事費450

万円の追加をお願いするものでございます。 

 おめくりいただきまして、11款、災害復旧費でございますが、さきの台風19号の被害に対

しましては、特に緊急を要するものについて、議案第１号で承認をお願いしております補正

予算第８号を専決処分いたしまして対応をさせていただきました。ただ、まだそれで全てと

いうことでございません。中尾ルートの登山口に至ります林道大泉線の上部の区間につきま

しては、現在も通行どめとしてございますので、倒木処理等を行い、復旧を図ってまいりま

す。その委託料を計上させていただくものでございます。 

 次の14款、予備費で、歳入歳出調整をさせていただきまして、697万4,000円の減額といた

します。 

 次に、歳入でございます。８ページにお戻りいただきまして、まず、16款、国庫支出金の

２項２目１節は、マイナンバーカード利用促進に係る補助金で、説明欄に記載の各事務に充

当をしてまいります。 

 おめくりいただきまして、17款、県支出金の１項３目３節は、保険基盤安定負担金の確定

によります増額、次の２項６目１節は、多面的機能支払事業で臨時職員賃金が不用となった

ことによる減額、及び新たに強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業によりまして、機

械整備が行われることになったことによる増額でございます。 

 次の18款、財産収入の１項１目１節、土地建物貸付収入の増額は、墓所の永代使用料３区

画分の増を見込むものでございます。 

 おめくりいただきまして、19款、寄附金でございますが、ふるさと納税につきましては、

返礼の品目からコシヒカリ、風の村米だよりがなくなるということとなったことによりまし

て、前年度から大幅に減少するのではないかと見込んでおりましたが、ありがたいことに、

リンゴ、梨の果樹のお申し込みが多く、前年度並みの収入を見込める状況となっております。

5,000万円の増額計上をするものでございます。 

 歳入は以上でございます。 

 最後に、第２条の繰越明許費でございますが、４ページをごらんください。 

 第２表、繰越明許費の表のほうに記載のとおり、村道2038号線田畑駅前の道路改良工事で

ございますが、現在、付近で長野県によります治山工事が実施をされております。大型の工

事車両通行しておりますけれど、迂回路がないということで、この治山工事が終了する１月

末まで道路改良工事のほうが施工ができないという状況でございますので、年度内の竣工が

困難だということで、繰り越しをお認めいただきますようお願いをするものでございます。 

 以上で細部説明を終わります。 

議  長（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） 歳入歳出にかかりますマイナンバーカードについてお伺いします。

最近またポイントをつけてというような話もありまして、普及しないという状況が進んでい

るわけでありますけれども、新たにこの部分で社会保障や税番号制度、個人番号カード発行

補助金というふうに出ているわけですけども、新たにどのような利点というか、マイナンバ
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ーカードを発行することについての、つくりたいと思うような施策があるのかどうかという

ことと、それから、今現状ではどのくらいのマイナンバーカードの発行になっているのかと

いうことを聞きたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 田中地域づくり推進課長。 

地域づくり推進課長（田中 俊彦） ただいまの三澤議員の御質問にお答えをいたしたいと

思います。 

 新たなメリットということにつきましては、新聞報道でもされておりますとおり、国では

今、健康保険証とマイナンバーカードで活用していくということの中で、令和３年の３月に

運用を開始し、その時点で大体医療機関等で６割程度の健康保険証の利用できるシステムの

導入ということを目指しているようでありまして、国としましては令和５年に全ての医療機

関に導入を目指し、そして、あわせてほとんどの住民がカードを保有するという考え方を持

っております。こういった健康保険証での活用ということを見据えた中で、各種国保ですと

か、そういった関係等での普及を促していくというようなことでありますので、大きなメリ

ットといいますか、そういった点でいきますと、国としては健康保険証というものを掲げて

いる状況であります。 

 それから、村の現在の交付の率ですが、8.8％という状況でございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

 ７番、加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） ７番、加藤です。 

 18ページの住宅管理事業ですけども、これ修繕費ということで、村営住宅修繕費、ここに

前住人の使用者にかかわる部分じゃないところの修繕なんですか。これ説明お願いします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） ただいまの村営住宅の質問でございますが、これは１件既に

転居をいただいたお部屋と、今後１件転居する予定の２部屋分の修繕等になります。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 前住人者からは、退去するときにはそういう修繕、それにかかわ

ったところの修繕費というものはいただいてないんですか。 

議  長（丸山  豊） 藤澤課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） お答えいたします。その都度使用前、後の状況を担当者に確

認をいたしまして、村に原因のあるもの、これはいたし方ないものと両方区別してチェック

をしながら、負担していただくものは負担していただいておりますし、村が修繕しているも

のは修繕しております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ９番、三澤議員。 
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９  番（三澤 澄子） 今の質問に関連してでありますけども、これ先ほど今言われたよ

うに、カビ等が出ていて、その除去という話を伺いました。前からも言われてますけども、

全体としてちょっと不良な住宅ではないかということで、全体にいつも結露が出て、カビが

大量に発生するというのが、どの部屋もそうかどうかわからないんですけども、なかなか改

善されないという状況の中でこういう事態が起こっていると思うんですけども、その辺の全

体の今住んでいる状況などがわかったら教えていただきたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 藤澤課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） 三澤議員の質問にお答えいたします。 

 全18室、全て中身を確認しているわけではないんですけれども、どうも部屋の使い方によ

ってはカビていないところもあるようです。これは多分換気の仕方ですとか、ヒーターの使

い方にも若干影響があるのではないかというふうに思われる部分もありますので、この辺の

状況を把握しながら、できれば、本当はファンヒーターではなくて違う形のヒーター等を使

っていただくのがありがたいんですけれども、踏まえた上で、啓発をしながら対応を考えた

いと思っております。 

 以上であります。 

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「令和元年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算（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10号「令和元年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、歳出では、介護予防サービス事業の増加に伴う増額補正をお願いし、歳入では、

サービス費の増額等に伴う国県からの補助金の増額をお願いするものであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ911万1,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ10億4,313万9,000円とするものであります。 

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

御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 堀健康福祉課長。 

健康福祉課長（堀  正弘） それでは、議案第10号の細部説明を申し上げます。 

 予算書６ページをごらんいただき、歳入から御説明をいたします。 

 まず、４款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１目、介護給付費負担金でありますが、各

種介護サービス費の増加が見込まれるため、国庫負担分を増額するものであります。 

 続いて、２項、国庫補助金、４目、事業費補助金は、介護保険システム費についてこのた

び補助金の交付が決定いたしましたので、増額をするものであります。 

 ６ページをごらんいただきまして、２款、県支出金、１項１目、介護給付費負担金であり

ますが、先ほどと同様、各種介護サービス費の増加に伴う県支出金の増加であります。 



35 

 ８ページからの歳出となりますが、各種介護サービス費の利用実績が当初計画を上回って

現在推移しておりまして、今後予算不足が予定されますので、２款、保険給付費、１項１目

の介護サービス等諸費並びに２項１目の介護予防サービス等諸費、４項１目の高額介護サー

ビス等諸費、９ページになりますが、６項１目、特定入所者介護サービス費等につきまして、

それぞれ増額をお願いするものであります。 

 10ページの９款、予備費でありますが、歳入歳出を予備費で調整させていただいておりま

す。 

 １ページにお戻りいただきまして、以上のことから、既定の歳入歳出予算の総額にそれぞ

れ911万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ10億4,313万9,000円とするもので

あります。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第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。 

 議案第11号「令和元年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計補正予算（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11号「令和元年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計補正

予算（第２号）」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、歳出で、一般被保険者保険税の過年度還付金の補正をお願いするものであります。 

 不足する額につきましては、予備費から調整するものであり、既定の歳入歳出予算の総額

に変更はありません。 

 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。 

 清水住民環境課長。 

住民環境課長（清水 恵子） それでは、議案第11号について細部説明を申し上げます。 

 予算書４ページをごらんください。 

 ９款、諸支出金、1520の一般被保険者保険税還付事務でありますが、20万円を増額するも

のです。これは過年度の税額更正などによる歳出還付でございます。 

 おめくりいただき、５ページの10款、1524予備費でございますが、保険税還付分調整のた

め、20万円を減額するものであります。 

 したがいまして、予算の総額に変更はございません。 

 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。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 
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 議案第12号「令和元年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）」を議題と

いたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第12号「令和元年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予

算（第２号）」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、歳入では、保険基盤安定負担金の額が確定したことによる一般会計からの繰入金

の増額補正と、歳出では、保険基盤安定負担金の確定による後期高齢者医療広域連合への納

付金の増額補正をお願いするものであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ119万7,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ１億3,957万3,000円とするものであります。 

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

御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 清水住民環境課長。 

住民環境課長（清水 恵子） 議案第12号について細部説明を申し上げます。 

 歳入から説明をいたしますので、予算書の６ページをごらんください。 

 ３款、繰入金に119万7,000円を追加するものです。令和元年度の保険基盤安定負担金の確

定により、一般会計より繰り入れるものでございます。 

 おめくりいただき、７ページの歳出でございます。 

 ２款、1804後期高齢者医療広域連合納付金でありますが、繰入金と同額の119万7,000円を

追加するものでございます。 

 １ページにお戻りください。 

 以上のことから、既定の歳入歳出予算の総額に119万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額をそれぞれ１億3,957万3,000円とするものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第12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13号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第３号）」を議題といたしま

す。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第13号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第３

号）」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、増加している村内の住宅建設に伴い、受益者負担金及び施設建設費用をそれぞれ

増額補正するものであります。資本的収入及び支出の資本的収入を427万円、また、資本的

支出を300万円増額し、収入予定総額を２億1,689万9,000円、支出予定額総額を４億5,576万

2,000円とし、資本的収支において資本的収入額が資本的支出額に不足する額及び当年度分
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損益勘定留保資金で補填する額を、それぞれ２億3,886万3,000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13号の細部説明を申し上げます。 

 詳細につきましては予算実施計画明細書にて説明をいたしますが、支出のほうから説明い

たしますので、議案書一番最後の５ページをごらんください。一番後ろでございます。 

 １款１項１目、9430施設建設事業、25節、工事請負費を300万円増額するものでございま

す。提案理由のとおりでございますが、村内の住宅建設に伴い、公共ますの設置工事10件分

を見込むものでございます。 

 ４ページに１枚お戻りいただきまして、収益的収入及び支出の収入でございます。１款４

項１目、受益者負担金、１節、受益者負担金につきましては、ただいま申しました公共ます

設置に伴う受益者負担金10件分、427万円を増額するものでございます。 

 １ページにお戻りいただきまして、以上の理由によりまして、第２条、資本的収入及び支

出の収入補正予定額を427万円増額し、支出補正予定額を300万円増額し、支出予定総額を４

億5,576万2,000円とするものです。 

 なお、資本的収入に対し資本的支出で不足する額及び当年度分損益勘定留保資金で補填す

る額をそれぞれ２億3,886万3,000円に改めるものでございます。 

 以上、議案第13号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第13号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第14号「工事の変更請負契約の締結について」を議題といたします。 

 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第14号「工事の変更請負契約の締結について」、提案理由を

申し上げます。 

 本案は、地方創生拠点整備交付金事業で行うお試し住宅（コテージ）建築事業の請負契約

につきまして、工事内容の変更が生じたため、変更請負契約を締結したいので、地方自治法

の規定に基づく南箕輪村議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第

２条の規定により、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。 

 出羽澤産業課長。 

産業課長（出羽澤 平治） それでは、議案第14号の細部説明を申し上げます。 

 資料２ページをごらんください。 

 今回工事の変更を行う内容につきましては、２棟の新築コテージにそれぞれエアコンを１
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台ずつ設置するという内容のものであります。地方創生拠点整備交付金事業の認可を受けま

して、８月からお試し住宅（コテージ）の新築工事に着手をしてまいりました。当初は既存

のコテージをベースに新築するコテージを検討しておりました。その中では、既存のコテー

ジは扇風機で暑さ対応としており、同様に新しいコテージも考えていたところであります。 

 しかし、その後の利用状況等の調査検討の中で、夜間に窓を開放しておけないということ

や、近年の異常な天候の中、暑さの中で、夜間閉め切った建物の中で熱中症も起こり得ると

いう、このような心配の中から、２階部分にエアコンを設置することによりましてより快適

な環境を確保するということで、エアコンの設置を追加をしていきたいというものでありま

す。 

 それでは、１ページに戻っていただきまして、契約の金額であります。当初の請負金額は

5,691万4,000円でございます。それにエアコン工事費74万4,700円を追加いたしまして、

5,765万8,700円に変更するものであります。 

 契約の相手方については変更ございません。 

 なお、工期についても変更はございません。 

 以上、議案第14号の細部説明をとさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） 議案第14号に対する質疑を行います。 

 質疑はございませんか。 

 ８番、小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） １点お尋ねします。先ほど課長の説明で、既にある５棟のほうは

エアコンはないままなのでしょうか。お尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 出羽澤課長。 

産業課長（出羽澤 平治） 現在はありません。この設置につきましては、今後検討してま

いりたいというふうに考えております。 

 以上です。 

８  番（小坂 泰夫） ほかに質疑はございませんか。 

 ４番、藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） ４番、藤城です。 

 直接関係ないんですが、今後いつから予約ができて、いつから利用できるか、そういった

ことが案内されるのは何月ぐらいを予定されていますか。 

議  長（丸山  豊） 出羽澤課長。 

産業課長（出羽澤 平治） 工期は３月27日でございます。したがいまして、利用可能とな

るのは４月初めからという予定でおります。なお、予約の受け付け等につきましては、３月

から始めていきたいと思っております。まずその前に、このコテージの設置条例、それから

料金の設定等の手続がありますので、それらをなるべく早く済ませて、速やかに利用の申し

込み受け付けを始めていきたいというふうに考えております。 

議  長（丸山  豊） １番、百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） ２点教えてください。この74万4,700円の金額は、先ほどの補正

予算では載ってなかったと思うんですけれども、当初の予定金額から余った金額の分からこ

れは払われるという理解でいいのか、それとあと、この金額の設定方法ですが、増工という、
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業者的には変更契約になるんですが、随契というような形、ここについては、プロポーザル

の中で決めていったという話なんですが、その金額設定は業者から見積もりをとって、その

見積もりから請負比率を掛けてなのか、100％それで支払われるのかというのをちょっと教

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。 

 出羽澤課長。 

産業課長（出羽澤 平治） まず、予算に盛られてないというところでありますが、これは

当初の予算の範囲内でできるということで、追加のお願いをしてございません。 

 また、価格の設定についてでございます。基本的には100％の見積もりをいただくという

中で決定をしております。ただ、その100％の金額をいただく段階で、請負事業者と折衝い

たしましての金額とさせていただいております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 日程第６、議案に対する討論、採決を行います。 

 議案第９号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第９号）」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第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。 

 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。［一同起立］礼。［一同礼］お疲れさまでし

た。 

 

   散会 午前11時47分 
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議 事 日 程（第２号） 

令和元年１２月１１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） 

      ２番  山 﨑 文 直 

      ４番  藤 城 栄 文 

      ８番  小 坂 泰 夫 

      ５番  笹 沼 美 保 

      ９番  三 澤 澄 子 

      ３番  原   源 次 
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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  代表監査委員 原     浩 

会計管理者 松 澤 厚 子    

財 務 課 長 唐 澤 英 樹    

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 

 

 



42 

会議のてんまつ 

令和元年１２月１１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。 

 会議に入る前に御報告いたします。本日、伊藤教育次長が病気療養のため欠席する旨の届

け出がありました。 

日程第１、一般質問を行います。 

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

とします。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します。 

 議席番号２番、山﨑文直議員。 

２  番（山﨑 文直） おはようございます。 

 12月定例会の最初の質問をしたいと思います。 

 初めに10月の全国的に大変な被害をこうむった台風10号、19号の災害に対して、一刻も早

い復旧をお祈りするとともに、いろんな農業面や産業面で非常に被害が大きかったその分に

ついて、いろんな対策がこれからもとられていくように期待をしたいというふうに思います。 

 私は今回、３項目について質問をしたいと思います。 

 最初に、防災対策についてであります。 

 ちょうど５月にこの防災マップ、新しいのが発行されました。今回から２つに分かれて細

かくなっております。全国的に見ますと、国土交通省等で発表しております1000年に一度の

雨量の想定に基づいてということで、新しい対策、防災マップ等のハザードマップ等の作成

を全国的に促したということですが、全国的にはなかなか全部進んでいかないという部分が

あるというふうに聞いております。そういう点で、村としては５月に新しい防災マップが村

中に配布をされたところでありますので、これについては（１）の点ですけども、1000年に

一度の雨量想定に対するということがこの新しい防災マップに全体的に反映されているのか

どうか、この辺のところ、確認というような形でお聞きしたいというように思います。 

 それから、その新しい洪水の範囲ということでは、今までのマップから想定するのとは、

新しいのとでは特徴的なところはどのようなところがこの大きな想定になっているのかどう

かというのをお聞きしたいというふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 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。 

 防災関係の質問であります。 
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 今、御指摘のとおり、近年は全国各地でさまざまな災害が発生し、甚大な被害が出ており

ます。今年は県内でも台風19号によりまして大きな災害が発生をしてしまいました。本当に

このところの気象変動、何かおかしいんではないかというふうに思っております。そういっ

た中で、災害に対する危機意識を持つ、このことを強めていかなければなりませんし、さら

に災害に対する備え、常に前に進めていかなければならないと感じておるところでございま

す。 

 さて、御質問の防災マップでございます。 

 平成30年度に作成した2019年度版の防災マップ、天竜川の浸水想定区域についてでありま

す。この浸水想定区域につきましては、国土交通省が発表いたしました1000年確率で起こり

得る雨量を想定した最大浸水想定区域を盛り込んでおります。この指定に当たりましては、

天竜川上流の48時間総雨量を605ミリとして想定をしており、天竜川の洪水予想区間で破堤

した場合の洪水による浸水区域を天竜川上流河川事務所が想定区域図等を作成して指定した

ものであります。したがいまして、1000年に一度の雨量想定というのは含まれておるところ

でございます。飯田線の東側部分全域が浸水するというふうに予想をされておるところであ

ります。 

 以上でありますが、特徴的なことにつきましては、総務課長から答弁を申し上げます。 

議  長（丸山  豊） 藤田総務課長。 

総務課長（藤田 貞文） 山﨑議員の今回新たに作成しました防災マップの特徴的な面はと

いうことでの御質問であります。 

 この新たに作成したものにつきましては、今回、縮尺を大きくしまして、まず２枚の防災

マップ１と２というように分けまして、地域の皆さんが自分の地域がどういった状況になっ

てくるのかということをわかりやすく示されたものとなっております。 

 それと、あと1000年確率の天竜川の氾濫というようなところで、先ほど村長からもお話あ

りましたとおり、ＪＲの東側の地域一体ほとんどが浸水想定区域となるということで、以前

はそこの全域の部分が、全域といいますかその区域が割と狭かったところがありますが、そ

こが広域化をしたということと、それから浸水想定の深さであります。この深さが若干今ま

での浸水の深さと比べて深くなったといった点が特徴的な部分でございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 自治体によると新しいマップづくりがおくれていると、そういう

ところもあるというふうに聞いております。そういう中では本村としては、いち早く今年の

いろんな大雨の時期の前に新しいマップが配布されたということに、その取り組みについて

は非常にありがたいというふうに思います。 

 そういう中で、２番目になりますけども、新しいマップを見ますと、今も話がありました

ＪＲの東側がほとんど浸水区域に想定されるということで、思い出しますと、かつて村長室

には昭和25年ですか、天竜川が決壊をして、飯田線の東側あたりまで水についた写真が飾ら

れておりました。かつてそういうこともあったということでありますけども、1000年に一度

というのは、この中にいる人たち誰もがまだ経験をしないという災害の想定になるかと思い

ます。その中でかつてそういう大きな被害があったということを改めて私どもも心に込めて、

防災に対する取り組みをしていかなければいけないんだろうというふうに思います。 
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 そういう中で、村内から天竜川に流れ込む川、村内流れる天竜川としては約４キロぐらい

の天竜川の距離があるわけでありますけども、その中に天竜川に流れ込む河川が１級河川２

本を含めて数本あるわけであります。そういう点で、このたびの台風の被害の中で内水氾濫

という新しい言葉というか、そういうのが新聞、メディアでも非常に取り上げられました。

本流のところに支流からの川が流れ込むことができずに、その支流の河川の周囲が大きな浸

水をしたりして被害を受けるという、そういうことが実際に起きてきたわけでありますが、

これについては本村としては、その数本あるうち幾つかのところで途中で水門がある河川も

ありますけども、これらについては現在のところ内水氾濫に対する想定ということでは、対

策方法とかそういうことについて考えがあるのかどうかをお聞きしたいというふうに思いま

す。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 内水氾濫の問題の御質問であります。 

 内水氾濫につきましては定義が２つありまして、宅地内に降った雨が短時間で一挙に流入

し、雨水処理能力を超える場合、または川の水位が上昇して雨水を川に流せずに土地や建物、

道路などが浸水する、この２つのことが想定されるわけであります。 

 御質問の村内に天竜川が流れ込む河川でありますけれども、今、議員が申されたとおり普

通河川を除いては一級河川で大泉川、大清水川、この２本と。準用河川で10本ということで

計12本が天竜川に流れ込んでおります。現在、この天竜川、大泉川、大清水川の河川には洪

水ハザードマップを作成してありますけれども、内水氾濫によるハザードマップというのは

まだ確定をしていないところであります。国では今回のこの台風によりまして、内水氾濫が

各地で起きたことを受けて、全ての都道府県と市町村に対しまして浸水想定区域を示した内

水ハザードマップの作成を進めるよう、策定手引きを周知することとしております。今後、

この内水ハザードマップの策定するこの対策方法につきましては、県と調整をしながら検討

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。示されたと、方針が出されたとい

うことでありますので、これからということで御理解をお願いいたします。 

 危険箇所あります。平成18年、本村でも大きな災害には至りませんでしたけれども、豪雨

災害、経験をしておるところであります。あのときは本当に、これだめかなという、私自身

は思いました。長野県下で一番早く避難勧告を出しました。そんなことが記憶によみがえっ

てくるところであります。そのときの状況を見ますと、３カ所であります。まずは、塩ノ井

の信英蓄電器箔の付近であります。それから、北殿と南殿境の黒川、天竜川に流れ込む黒川

の霞堤になってるところでございます。もう一つは神子柴の天竜川、大清水川の合流地点、

この３カ所、このバックウオーター考えられる、派生が起こり得るんじゃないかという区域

であります。これからも起こり得るの可能性というのはあるわけであります。この地域は特

に県との調整が必要になってく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。

霞堤等の改修につきましては、県へもお願いしておりますが、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し、どういう方法があるのかということ、それからハザードマッ

プ等もつくっていかなければなりませんので、この時点で十分検討をさせていただきます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 
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２  番（山﨑 文直） 流れ込む河川、準用河川のちょっと私も把握が足りなかったわけ

ですけども、非常に数が多いなというふうに改めて思いました。とりわけ塩ノ井、北殿あた

りには南箕輪の一番の工業地帯の大きな企業が創業しておりますし、そのほかの地域につい

ても住宅地がどんどん広がっている現状があります。そういう点で長野の災害を見ても、い

ろんなところで企業が大きな被害を受けたという部分を考えれば、これもまた大変な作業だ

と思いますけども、これに対するハザードマップの作成から始まり、具体的な対策方法をこ

れから検討していかなければならないだろうというふうに思います。大変な御苦労が新たに

生じるわけでありますけども、この辺についても積極的にこれからの取り組みをお願いした

いというふうに思います。 

 ３番目でありますけども、大芝公園が県の災害が起きたときの防災支援の拠点施設という

ことで指定をされました。このことは、この大芝高原の立地条件が防災に対する非常にちょ

うどかなってるのかなと。既存の施設、グラウンドや道の駅としても活用されているトイレ

があったりだとか、駐車場が多くあったりとか、そういうのも考慮されてこの拠点施設に指

定をされたことだろうなというふうに思いますので、こういうここについてはこれからも防

災の拠点として、さらに村としても充実をしていく必要があるんだろうなというふうに思い

ます。 

 私もかつての大震災等のボランティアに行ったときにも多くのところで自衛隊だとか消防

隊、それぞれのボランティアの車両、大槌町に行ったときには災害で流されたスーパーの駐

車場の店の施設、その付近一帯がそういった支援のための車でいっぱいになっているという。

一つ大きな災害が起きると、そういった広い施設が必要になるのかなと、こういうふうにも

感じますし、御嶽山のときには、この153号線とか春日街道においても一時的に消防車両が

多く、ちょっとした渋滞が発生したような時期もありました。 

 そういう点で施設が指定をされたということについては有意義なものがあると思いますけ

れども、実際問題そういうのが起きると、その大芝高原に進入するための道だとか、想像以

上の車両等が集結して、交通の麻痺するような可能性も考えられると思います。そういう点

で指定された対する一つのために、その活動が充実できるために、例えば村としてはどんな

ことの整備が今後あり得るのかどうか。例えば、倉庫みたいなものが建設するという必要性

があるのかどうか。この辺のところについては、今の段階での考え方、県との調整等で明ら

かになっている部分があれば、このことについて教えていただきたいというふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 大芝公園の防災拠点施設の質問であります。 

 これは、本年８月に長野県広域消防防災拠点施設として、長野県と協定を締結をいたした

ものであります。この協定につきましては、長野県広域受援計画に基づくものであります。

上伊那圏域以外での県下で災害が発生した場合、災害活動を行う関係機関等を円滑に受け入

れるための施設使用についての協定であります。御指摘のとおり、大芝公園には陸上競技場

や野球場、屋内運動場等々があります。そういったところを協定締結をしたところでありま

す。航空の拠点、搬送、それから救助の活動拠点、広域物資の輸送拠点、このこと３点が受

援計画に基づいたところでございます。 

 今後の整備ということでありますけれども、この長野県が拠点施設の細部調査を実施いた

しまして、活動上、最低限度必要な施設整備に向けて検討を行っていくという、こういう計



46 

画になっております。県が行っていくということでありますので、村としては特別にそうい

ったものを考えてはおりません。 

 ただ、村は村として、村内の防災という観点からいろんな整備を進めていかなければなら

ないところであります。大芝公園は非常に土地が村有地ということで、いろんな使いやすさ

もあるわけでありますので、そういった利点は生か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。 

 今回もさきの全協でお話し申し上げましたとおり、有利な制度があるうちに整備をしてい

く必要があるんだろうということで、他の機能を含みまして本議会に設計費の補正予算を計

上させていただくということで考えております。庁舎の代替施設も必要になってまいります。

そういったことを含めて設計の費用を計上してまいります。来年度建設ということで進めさ

せていただければというふうに思っておるところであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） この質問を書いた後、全協で村長のほうから研修センターの災害

時の第二庁舎的な役目も果たす建設計画ということも示されました。私も非常にこの大芝公

園、先ほど拠点施設同様に防災の中心の施設ということでも今後、整備していく必要がある

のかなということで、いろんな制度を使って、できれば早目にいろんな施設等の整備が進ん

でいければ大変有意義だというふうに思いますので、今後とも村の施設、県の拠点施設あわ

せて防災の拠点施設としての整備を考えていっていただきたいというふうに思います。 

 ２番目の質問に移ります。 

 先般の全協の中で示されました草の根事業ということで、アフリカのセネガル共和国との

交流を申請をするということで発表がございました。ちょうど来年はオリンピックがござい

ます。かつて長野オリンピックのときにも各市町村の中でオリンピックに参加する国との１

村１国の交流運動が展開されて、いまだにそれが続いている市町村もございます。それから、

今度のオリンピックに対しても、いろんな市町村で、長野県は特に高地トレーニングとかそ

ういう部分もありまして、多くの国との交流が始まっているところもあります。 

 そういう意味でちょうど村の国際交流の事業としては、かつては中国の西安市との保育園

の交流がありましたし、中学校の海外派遣事業の中でカナダだとかオーストラリアだとか、

そういうところへ行った経験がございますけれども、それについては現在は中止になってい

るわけであります。そういう意味でも国際交流をこれからも進めていくということで、復活

という意味でこのセネガル共和国との交流をこれから進めてはどうかなと、こういう思いを

思っております。セネガル共和国については治安も安定しているというふうに話を聞いてお

りますので、そういう意味では期待もできるのかなというふうに思いますので、これについ

ては相対的な意味で村長から、また具体的な部分については教育長からも答弁をいただきた

いというふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） オリンピックの話がありました。それに絡めましての国際交流と

いう、こういう御質問であります。 

 御指摘のとおり、草の根事業といたしましてセネガル共和国との福祉関係の部分、教育関
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係の部分、こんなことで、これは民間の団体が申請、村が申請主体になりますけれども、事

業実施は民間ということであります。そういったことでオリンピックまでには、これはどう

にもなりません。この採択が来年４月であります。採択されればということで始まる事業で

ありますので、とても間に合わないということであります。 

 オリンピックはオリンピックとして、一校一国運動だとか、長野県から始まったそんなこ

ともありますし、ホストタウンということで各自治体、力を入れておる面もあるところでご

ざいます。本村の場合には国際交流という点、これはかつてそういった御指摘の取り組みを

しておりましたけれども、海外との交流というのは本当に難しいなという、このことを感じ

ておるところでございます。 

 そういった中で、今回、セネガル共和国とのこういった事業が採択されれば始まるわけで

あります。この事業は３年間の継続事業でということであります。その間に交流を深めなが

ら、例えば村内の学校とセネガルの学校との交流など、どんな形の国際交流ができるのかと

いうのは、これは見きわめていく必要があるというふうに思っておるところでございます。

考え方といたしましては、そういう考え方を持ちながら、この草の根事業実施ができればと

いうふうに思っております。しかし、まずは採択されなければという、こういうことであり

ますので、その点はぜひ御理解もお願いをしたいというふうに思います。 

 国際交流という、こういう話が出ましたけれども、本村は国内の友好都市の交流がないわ

けであります。かつては静岡県の土肥町と姉妹提携をしておりましたけれども、土肥町の合

併によりまして、これを解消してしまったという経過があるわけであります。今、そういっ

た中で、まずは国内かなと。国内から始めていくことが適当であろうということで、今、商

工会とも連携をしながら、実現に向けて努力をしているところでございます。関係人口、交

流人口、非常に大切な時代となっておりますので、この辺を何としても実現をさせていきた

いというふうに考えておるところであります。したがいまして、そういったことを優先しな

がら国際交流、このセネガルとの国際交流に発展できれば、それが一番理想なわけでありま

す。そういった道筋で今、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） 山﨑議員。 

 採択されたらということでの村長の答弁でしたけど、清水教育長、具体的なものというこ

とで求められていますが。 

教 育 長（清水 閣成） 山﨑議員、採択されたらということを前提としながらですが、

ＪＩＣＡの草の根事業、とても大事な事業かなというふうに私は受けとめております。 

 村長答弁されましたが、交流をどうしていくか、どう見ていくかというところになると思

うんですけども、セネガル共和国、具体的にはティエス州ンブール県ンブール市が拠点にな

るかなというふうに今のところ伺っています。現状として、セネガル共和国は、いわゆる障

がい児の就学に関して、学校が障がい児の把握ができていない。どこのおうちにどういうお

子さんがいるか、その掌握ができていないということ。それから、教員の立場で言うと、子

供たちへの支援、指導の方法、そこのノウハウがまだしっかり構築されていないという、そ

ういう状況もあります。共和国のほうには500人規模の大きな学校があるようですが、それ

以外、地方のほうはいわゆる障がい児教育に手が行き届いていないというふうに伺っており

ます。そのような状況の中でこの事業は、本村の福祉、教育、子育ての営みがセネガル共和
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国への一助となるのではないかという事業というふうに説明を聞いたときに受けとめており

ます。また、本村の営みを見返す一つの機会となるかなという、そんなことも思っておりま

す。 

 この事業が動き出せば、今、申し上げた子供たちの交流というレベルよりもっと広い視点

で、大きな観点といいましょうか、国際交流が期待できるのではないかなというふうに思っ

ております。具体的には、セネガル共和国から教員が本村の学校を視察したり、子供たちと

交流がそこで生まれるわけですけども、それから先生方との交流、それから特別支援学校の

参観、それから伊那市内の事業所等と、いろんなことがこれから見込まれるのかな、含まれ

るのかなと、そんなことを予想しております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） セネガル共和国との交流については、第一条件として採択された

らということであります。採択された暁には、ぜひそういう交流の輪を広げられていくよう

な形の取り組みができればいいなというふうに思いますし、村長から答弁がありました国内

の市町村、自治体との交流、これがまず実現をしたいということで、具体的に強い気持ちを

持っておられるなというふうに感じましたので、その辺についてもぜひ前向きに取り組んで

いただければなというふうに思います。 

 今度の台風15号の災害のときにも、辰野町は千葉の鋸南町にいろんな意味での支援をした

りという、そういう連携がされているというふうに聞いております。そういう点では、多く

のところと交流するということは非常に大事なことだなと、それが自治体だけでなく、将来

を担う子供さんたちがいろんな意味で広く外に出かけたり、交流をしていくということも大

事かなというふうに思いますので、ぜひ前向きな形での取り組みをお願いしたいというふう

に思います。 

 ３番目の質問に移ります。 

 南箕輪小学校の用地確保についてということであります。御承知のように、南箕輪小学校

は上伊那で一番の大規模校になっております。しかしながら、見ますと、南箕輪小学校の学

校用地というのは、東側は国道があり、北にも村道があり、西側も通学路、公民館や住宅地

が広がりながら、もう広がるという部分については非常に無理かなと。そういう点では唯一

南側のところに農地がまだあるわけであります。たまたま村長の農地もありますけども、今

後、小学校のいろんな授業、総合学習や何かで活動が期待をされているところであります。

聞くところによりますと、今、役場の東側で南箕輪小学校の各学年の皆さんが野菜づくり等

をしてた農地がございましたけども、これについても学校通学路を集団で歩いてきて作業を

して、また行くということで、この通学路もかなりの交通量があります。そういう点では、

学校の先生たちも引率等に非常に気を使ってきて作業して、また帰っていくということもあ

りますし、たまたま私も小学校５年の稲つくり教室のお手伝いをさせていただいた部分もあ

りますけれども、そこの農地もほとんどを集団で100、今人数が多いですから、140人、150

人という生徒がこの移動をするというのが非常に安全面でも大変だなという部分で、来年か

らその一部農地をかりて、学校の総合学習等に利用したいというふうな話を聞いております。

そういう点では、非常にそこのところが学校からの移動が近いですし、大きな道もないので

交通の面でも非常に安全だなというふうに思います。 
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 その点で、これからの学校授業が安全でできるようなのを確保するという意味で、今から

南農地を学校の授業に利用できるようなということでの何らかの意味での確保ということを

考えていくことが非常に大事かなというふうに思います。 

 近年、住宅地の中にもいろんなソーラー発電の施設等が非常に建設される光景を見ます。

なかなか後継者がいなくて、農地が農地としての活用をできない部分もありまして、そうい

う住宅地の中にもソーラー施設等がつくられるケースが出てきておりますので、そういうの

も含めて何らかの形で学校用地ということで確保する取り組みが必要ではないかなというふ

うに思いまして質問するところであります。お考えをお聞かせいただきたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 学校問題のことであります。細部につきましては、教育長のほう

から答弁を申し上げます。南箕輪小学校、郡内で一番大きな学校となってしまいました。私

自身もこれだけ人数が増えるとは、本当に予想もしていなかった人数と、今、なっておりま

す。用地が狭いということは、これは理解をしております。 

 また、学校農地の問題、学校田の問題も出ました。私の名前も出ましたですけれども、農

地をお貸しすることは、これは問題ないというふうには思っております。私もただ起こして

草を刈っているだけでありますので、有効に活用していただければありがたいという思いは

持っておるところでございます。 

 あと、細部につきましては、教育長のほうから答弁で申し上げます。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 南箕輪小学校、現在、先ほどお話ありましたけど、上伊那で一

番の大きな学校という状況でございます。学校用地、いわゆる学校の敷地といいましょうか、

用地としてはもう苦しい状況といいますか、限界というか、状況かなというふうに思ってお

るところでありますけども、現状の中で子供たち元気に活動しているというふうに思ってお

ります。 

 現在の児童数ですが、12月１日現在ですが793人、昨年同時期、昨年の12月ですが806人と

いう人数で13人減少ということで現在あります。プラスもう１クラス減少という状況です。

この減少傾向といいましょうか、子供たちの状況、この傾向は今後も続いてまいりまして、

６年後、令和７年度、手元のいわゆる資料では児童数は710名前後になるかなというふうに

思っております。今、手持ちの中の720ぐらいというふうに見てるんですけども、10名ぐら

いは区域外、他の市町村、伊那市、箕輪町等々、机上の中で区域外就学、あるいは特別支援

学校に通われるお子さんもいますので、例年10名ぐらいというふうに思っておりますので、

そうすると710名ぐらいになるかなという、そんな予想でございます。 

 クラス数ですが、１クラスから２クラス減少という状況になっていくのかなと見込んでお

ります。空き教室が出てきます。空き教室の利用方法も有効活用といいましょうか、今後、

子供たちの学習にうまく使えるように学校と一緒に検討してまいりたいと、そんなことも思

っております。 

 ですので、このような状況から現段階では南箕輪小学校の施設整備のためにいわゆる学校

の敷地用地としての必要性は特にないかなというふうに考えております。ただ、議員お話し

されましたように、子供たち、校内で学習が完結するわけではなくて、地域の中、本当に総

合的な学習の時間、トレジャータイムと南箕輪小呼んでいますが、出て、地域の方から、あ
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るいは地域、自然の中から学びを深めていく。例えば、国道を渡って、東側のガードをくぐ

ったところの、あそこの泉の森といいましょうか、非常にいい、ちょっと危険性もあるとこ

ろなんですが、そこの活動とか、あるいは役場東側の土地、今、ここまでの往復の時間が非

常にかかる。それから交通の危険性もという御指摘もいただきましたけども、そんなことも

鑑み、学校近く、学校の南側の土地を探していたところ、今のところその方向でいけるのか

なというところでおります。子供たち、田んぼ、畑、その他、いろんな活動を地域の方のお

力、土地の借用、賃借といいましょうか、お借りしながら動いているかなという、そこのと

ころはしっかり学校と相談しながら地域の方と相談しながら確保していきたいと、そのこと

を願っているところでございます。 

 なお、南部小でございますが、南部小のほうは、令和７年度には現在より60人ほど増にな

るかなという、そんな見込み。中学校は南部小のお子さんが今度、中学校に上がってきます

ので、若干の増で施設面等々は足りていくかなとそんな見通しでおりますけども。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 現状見て、そういうところを確保するというのは大事かなという

ふうに思って質問をしたところであります。 

 今年も中庭で小学校でピザ窯を大工さんの集まりのとこからも支援をいただいて、できた

というようなことで、毎年、各クラス各学年で何らかのいろんな取り組みをされたり、かつ

てはウサギを飼ったり、鶏を飼ったりとかいうようなことで、そういった活動をする部分に

ついては教室と同時にそういった敷地的な確保も必要かなというふうに思いますけれども、

そういった点で今後また新しいアイデアが出てくるかと思います。その点で恒久的にいろん

な施設、活動がしやすいような体制を常々考えていくということが大事かというふうに思い

ますので、ぜひその辺のところも含めてこれから検討材料にしていただきたいというふうに

思います。そんな点を期待、お願いをするとしながら、これで今回の私の質問を終えたいと

いうふうに思います。 

議  長（丸山  豊） 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９時55分まで10分間休憩といたします。 

   休憩 午前  ９時４５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４番、藤城栄文議員。 

４  番（藤城 栄文） ４番、藤城です。 

 さきに通告しました３項目について、質問いたします。 

 本題に入る前に、前回の９月の一般質問でいたしました保険者努力支援制度のインセンテ

ィブの金額ですが、やはり前年より500億円増額された1,500億円規模で政府は進めるようで

す。加えて、介護予防につきましても200億円増額の400億円規模に倍増すると報道がありま

した。これら予防に関する取り組みは、すぐに結果が出ない類いのものではありますが、積

み重なっていく類いのものではあります。早い段階での対応をお願いしたいとともに、担当

課だけでなく、財務や企画の部門なども巻き込んで、ぜひＯＮＥ ＴＥＡＭの精神で進めて

いただければと願っております。私も本議会から40代の仲間入りとなり、介護保険の枠組み
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に入ってまいります。保険料の縮減に向けて、ぜひお願いいたします。 

 さて、通告いたしました１項目め、遊具及び周辺環境等の整備方針についてお聞きします。 

 今回、改めて第５次総合計画を読み返しますと、村の施策の優先度ランキングでは３位に

子供の遊び場など、８位にゆったり過ごせる公園などがランクインしております。今年度７

月に実施された最新の村民アンケートでも子供の遊び場や居場所があるが６位となりました。 

 総合計画の中には、身近な公園の整備促進や児童公園の整備・充実、地域で子供が楽しく

遊べる場の確保など、公園の充実が具体的にうたわれています。私は公園の整備に遊具は切

り離せないツールであると考えます。ただ、遊具につきましては、安全面の問題、耐久性の

問題、そして日本全体で購入事業者が公的な団体に偏っている結果、寡占市場であることも

相重なって、遊具自体が非常に高額であるという費用面の問題もついて回ると認識していま

す。 

 過去の村の事例を見てみますと、昭和59年に大芝高原の遊具の広場にロケット３段コンビ

ネーション、田畑公園に中型の回転式の滑り台、昭和61年に北殿コミュニティー広場に複数

の遊具、昭和63年には大芝高原の多目的広場にジャンボ滑り台、平成２年には大泉と神子柴

に児童遊園が完成しました。それぞれの遊具は職員の努力でさまざまな助成金、補助金、交

付金を活用して整備されました。30年前は地区の公園の遊具が今より充実していた印象を受

けました。 

 ただ、現在、当時のまま、今紹介した遊具が残っているのは、残念ながら大芝高原のロケ

ット３段コンビネーションと神子柴児童遊園の遊具のみとなっています。また、昭和56年に

工業再配置促進費補助を用いて完成した大芝高原のアスレチックも現在は、物見の塔や空中

トンネルなど幾つかのアトラクションが撤去されており、コースがぽっかりあいている状況

になっています。そのような状況ではありますが、大芝高原、都市公園、地域の公園及びア

スレチックの整備方針について、今後のおおよその展望をお聞きできればと思います。答弁

をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ４番、藤城議員の御質問にお答えいたします。 

 まず、基本的な考え方を申し上げます。 

 公園の整備、これ大事だというふうに思っております。自然の中で遊ぶ、走り回る、家族

で楽しむ等々、現在でも多くの人が大芝高原訪れていただいております。さらに、この自然

の中の公園ということで充実をしていく必要がある、またにぎわいの創出をしていく必要が

あるというふうに考えております。 

 同時に身近な公園の確保という御質問もありました。身近な公園というのは、本当に子供

たちがすぐ近くで遊べるということでは整備していく必要があるというふうには思ってはお

りますが、なかなか実態として進んでいないというのが今の現状であります。土地の確保だ

とか、地元負担の問題もございますし、これが一番大きなのかなというふうに思っておりま

す。そういった問題があって、なかなか進んでいないというのは、そのとおりでございます。

これをどう進めていくかということ、これから大きな課題というふうには捉えておるところ

でございます。 

 見通しというようなお話がありました。大芝公園の部分でありますけれども、平成26年度
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にこの大芝公園内の施設の健全度調査を行い、その結果をもとに公園の長寿命化計画を策定

をしました。それを受けまして、平成27年度、28年度、２カ年にわたりまして、国の社会資

本整備総合交付金を活用して、大芝湖西側の遊具を初め、老朽化した現在の設置基準を満た

していない遊具につきまして撤去、更新を行い、新たに低年齢向けの遊具を築山の北側に設

置をしたところでございます。この遊具というのは毎年の点検が義務づけられております。

近隣でも遊具によって事故が発生したというような報道もなされております。こういったこ

とを考えますと、より安全な遊具、こういうことも必要であろうというふうに思っておりま

すし、同時に遊具の選定というのは本当に難しいというふうには思っておるところでありま

す。それは、この後の質問にあろうかと思いますけれども。 

 また、アスレチックの話もございましたけれども、平成23年に老朽化をした危険３カ所の

アスレチック、撤去したままでございます。現在は10カ所ということであります。年に１回

法定点検を行って、ロープの更新や丸太の修繕などの危険防止対策を行っております。まず

は、撤去した３カ所の遊具の番号が欠番となっていますので、通し番号となるよう申請して

いかなければならないと、番号が飛んでおりますので、そういったことは考えております。 

 今後、どうしていくのかということにつきましては、大規模なリニューアル、これをやっ

ていく必要があろうかというふうに思いますけれども、国のこの交付金事業を活用しないと

なかなか前に進んでいかないという、本村の単費でこれを行っていくということはなかなか

大変でありますので、そういったことを視野に入れながらということになります。そんなこ

とはぜひ御理解をお願いしたいというふうに思いますし、最初に申し上げましたように私の

基本的な考え方で申し上げましたけれども、大芝高原のにぎわいの創出だとか交流人口、関

係人口の増加には大芝公園のこの充実というのは必要であります。この一環として、もう少

し整然とした公園といいますか、遊具の設置を含めてできれば理想かなというふうには思っ

ておるところであります。もうしばらくこれは検討期間をいただければというふうに思って

おります。 

 各地区の公園であります。近年では沢尻区、中込区から要望を受けて整備をいたしました。

これには15％の地区負担が生じてまいります。そんな状況であります。 

 財政状況を勘案しながらということで、必要性は感じておりますので、よろしくお願いい

たします。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 地域の公園について、あとアスレチックについて、ちょっと再質

問をさせていただければと思います。 

 地域の公園、現在課題であると御答弁いただきました。私も都市部から移り住んできた当

時は、やはり村より都市部は人口密度が高いですので、地域の公園、大変充実してございま

す。ただ、こちらは逆に人口密度が低いですので、都会のように地域の公園を整備するのは

無理があるかなというのを１年たつと気づいてまいりました。逆に利用するに当たっては、

車を利用して移動することがメーンとなっています。 

 例えば、田畑に交通公園が伊那市との境にありますが、公園の中に道路があって、自転車

で遊んだり、もしくは交通ルールを学んだり、そんなことを前提とした公園だと思うんです

が、駐車場がないんですね。なので駐車場があると助かるなといつも通ると感じてます。こ

の公園に限らず駐車場の整備、案内については、どうお考えなのかお聞きしたいのが一点。 
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 次に、アスレチックなんですが、こちら今、番号が抜けていて、本当に番号が抜けている

ところに行くと、次どこに行けばいいのかわからないような状況になってます。ですので、

単純に番号を振り直しても、少し利用者にとっては不便かなと。逆に大芝高原アスレチック

はお金を取る有料の施設ではありませんので、再整備にお金をかけることには私も村長と同

じように大いに検討の余地があると感じています。ただ、途中ぽっかりコースがあいている

ところは、何とかしなくてはいけないのかなと。既存のアスレチックの価値を高めるという

意味でも。例えばなんですが、そのぽっかり途切れているところに大芝で伐採した木材を使

って、縦にした丸太を10個とか100個とか埋めて、こう飛び移っていけるような、それぞれ

にアルファベットとか数字なんか、もしくは色分けなんかをして、子供たちが自分たちで遊

び方を工夫できるようなもの、そういった費用が最低限で済む範囲でもさまざま検討できる

余地があるのかなと感じています。 

 以上２点について、いかがでしょうか。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 地域の公園であります。 

 御指摘のとおり、地域の公園というのは負担の部分があったりとか、いろんな問題、課題

はあるわけであります。駐車場という問題がありましたけれども、これも地域で確保という

部分も、いわゆる地元負担という部分もついて回りますので、なかなか難しいのかなという

ふうに思います。ただ撤廃するということは、本村の場合、ほとんど地元負担がないのが特

徴になっております。さらに財政負担が重くなるかなという面もありますので、この辺は慎

重にやっていかざるを得ないというふうに思っております。 

 田畑交通公園の話が出ましたけれども、この公園につきましては、終末処理場の条件とい

うことで、田畑区の強い要望によりまして設置をしたところでございますけれども、もう管

理がし切れないという、こういう話があります。この辺もまた課題になってくるのかなとい

うふうに思っております。 

 アスレチック、これは私自身は単純にただそう思ったもんで言っただけでございますけれ

ども、その間に今、藤城議員提案のありましたお金を余りかけなくてもできる方法があると

いう、こういうことでありますので、その辺は十分検討させていただきたいと。お金を余り

かけずに穴を埋めていくということ、これは必要かなというふうに思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 村長、公園の案内についてはどうでしょうかと。 

村  長（唐木 一直） 看板だか案内等々につきましては、これは地域の公園という部分

でありますので、この辺は区長会とも話をさせていただかなければというふうに思っており

ます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 引き続き遊具の選定についてお伺いいたします。 

 総合計画には地域の住民の要望をもとに、身近に利用できる公園や広場、子供の遊び場と

しての小規模公園の整備を地域住民と協働しながら検討しますとあります。今回、オープン

が少しおくれていますが、南原に南原公園が改めて整備されました。公園ができることは非
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常にうれしいことですが、実際に設置された遊具について、子育て真っ最中の立場で正直申

しますと、少し残念だなという気持ちがついてまいります。そこで、遊具の選定について、

どのようなプロセスで実施しているか。地元子育て世代の意見を取り入れることができてい

るのか、お聞きできればと思います。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 地域の公園、地区の公園であります。どういうプロセスでという

話でございますけれども、地域の公園でありますので、選定段階で区でしっかり協議をして

いただきたいという話はしております。したがいまして、十分、区の中でそういった話がな

されて決定してきたものと村は捉えて選定をしておるところであります。その前段階といた

しまして、地区から要望いただいた中では数種類のカタログ等はお渡しをして、参考にして

くださいということは話をしておるところであります。したがいまして、区の選定というこ

とで村はそれに基づいて設置をしておるということであります。 

 今回の土地開発公社の再造成に伴う部分につきましては、これは時間的な部分もあったり、

いろいろありました。そういった状況で、区と協議をこれもさせていただきました。区であ

る程度、区にお任せをしたという、こういうことであります。したがいまして、それ以上は

申し上げられませんけれども、区との協議の中でさせていただいたということでございます。 

 ただ、その中で子育て世代の意見が取り入れられていないんではという質問につきまして

は、これはそういう要望があったときに、そういったことを村からもお返しする必要がある

のかな。十分そういった皆さんの意見を聞いてという話はしていかなければということを今、

感じたところでございます。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） こちらも済みません。２点ほど再質問させていただきます。 

 今、区の要望を踏まえて設置しているというお話をいただきました。実際、その区の要望

以外にニーズを把握するという点で何か努力されている点があれば教えてください。まずこ

れが一点。 

 もう一点が、例えば滑り台といってもいろんな滑り台があります。名前は一つですけど、

本当に実際には今いろんな滑り台が出てきてます。恐らくそういったいろんな滑り台がある

ことを今、カタログは渡しているとおっしゃってたんですが、区の役員や住民も十分知って

いるわけではないと思うんです。こんな滑り台とか、いやいやこんないい滑り台もあります

よとか、そういった提案も含めて村がしていただくのも一つの手じゃないかと思いますが、

そちらも今までそういったことはされたことはありますでしょうか。 

 ２点、再質問させていただきます。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 区の要望以外での努力という話がありました。村も総合計画でそ

ういううたい方してありますけれども、財政的な問題、これは大変な問題になってまいりま

すので、区の要望以外でそういったことはしておりません。 

 滑り台の話がありました。いろんな種類があるということであります。提案という話があ

りましたけれども、いろんなカタログを渡して、こういうものがありますよという話はして

ありますけれども、提案ということはしておりません。と申しますのは、どうしても15％と
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いうこの地元負担の問題がありますので、余り区へも負担をかけるわけにはいかないという、

こういう問題もあるところであります。そういったことを勘案しながら、こういったものや

こういったものやということでありますよということで、話はしていますけれども、村から

具体的な提案というのは特に申し上げている段階ではないということであります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 私が今、この再質問した趣旨としましては、公園の遊具選定一つ

においても多くの住民が参加したか、しなかったかで今後の村づくりに住民が積極的に関与、

参加していくかが変わっていくと思います。遊具は小さなことかと思うかもしれません。た

だ、若い世代に積極的にアプローチできるという面では案外希少な効果的なツールであると

考えます。ぜひ村の姿勢を、村側が責められないためにも、住民参加の方向に導いていただ

ければと思います。 

 引き続き遊具周辺環境の整備についてお伺いいたします。 

 大芝高原の多目的広場の小さな子供向けの遊具がある周辺は、木が成長し、夏は木陰がで

きるメリットがある一方、冬が日が当たらず、ぬかるんでしまいます。また、先日の台風19

号では、遊具の上部を覆っていた木々が恐らく12日から13日未明にかけて折れましたが、周

辺を立入禁止にするなど養生したのが14日だったこともあり、危険な状況を生みました。そ

こで思い切って日当たりを考慮した上で、幾つかの木を伐採する。遊具への日当たりですね。

もしくは、水はけのよい地面に改良を進めるなど、遊具周辺のぬかるみへの対策を検討でき

ないでしょうか。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 遊具周辺の整備の問題、御質問でございます。 

 いろんな苦情等々につきましては、開発公社や村にそういった苦情や要望はお聞きをして

いないところであります。ただ、もう少し遊具の整備、必要性というのは感じております。

そういう要望はあるところであります。 

 あとは、木の問題であります。 

 夏は、ほんとうに日陰でよいという、こういうメリットもあるということであります。 

 そういった事を考えれば、伐採はどうなのかなという思いもあります。 

 降雨時のぬかるみ等につきましては、必要に応じて対策は検討していかなければならない

と思っているところであります。 

 よろしくお願いをいたします。以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 遊具の増設が費用の面で厳しい状況ですので、今ある遊具を最大

限生かすという面で、よろしくお願いします。 

 次に、関連して看板の整備についてお伺いいたします。 

 大芝高原に現状設置してある公園案内の大型看板では、幼児向けの遊具がどこにあるかわ

からないほか、レストランやカフェ、直売所、温泉、マレットゴルフ場など、消費スポット

への案内も十分ではありません。道の駅となって完成した管理事務所隣の情報コーナーには

案内図が設置されていますが、これも屋内に設置されているため、看板としての役割を十分

に果たしているとは言えません。また、公園面積に対して看板の設置数が明らかに少ないと
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感じます。第５次総合計画の中には、大芝公園内の案内看板は意匠の統一等、観光客にわか

りやすい案内システムの整備を図りますとあります。少し過去になりますが、平成20年度に

は南箕輪村大芝高原利活用等審議会からも各施設へわかりやすく案内できる看板の設置に関

する答申が出されています。村長の御挨拶にもありますとおり、道の駅になり、県外者が増

えたことは事実ですので、ニューカマー向けに各駐車場や主要エリアに公園案内の小中型の

ポップなマップ看板を設置してはどうでしょうか。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 看板の整備についての御質問であります。 

 確かに大芝公園の看板類、わかりにくいとかそういう話はいただいております。したがい

まして、整備をしていく必要は感じております。まずはデザインの統一化、これは図ってき

たところでありますが、つけていくものについてはデザインを統一化していくという、統一

のデザインでというこういうことであります。ただ、古い看板もあります。以前から設置さ

れて、そのまま放置されている、この辺の整備はする必要はありますので、早急にこれはし

ていかなければというふうに思っております。 

 今年度につきましては、村道3170号線から味工房への入り口がわかりにくいこともあり、

村道3170号線と野球場との間に味工房、研修センター、フォレスト大芝、森の交流施設での

車両向けの誘導看板１基を設置をする予定であります。これは今年度ということで設置をし

てまいります。今、いろんな御指摘がありました遊具や遊び場だとかそういった部分につき

ましては、相対的に計画的に設置をしていく必要があるというふうに思います。これは極端

にお金のかかる問題ではありませんので、老朽化した看板の整理含めましてやっていくとい

う必要があるというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 私も子育て中ですので、長野県いろんな公園に行きますが、特に

大芝高原の約1.5倍の広さの信州スカイパークにはさまざまな大きさのマップ看板が設置さ

れており、財源が少し違うと思うんですが、非常に参考になると思いますので伝えておきま

す。 

 遊具に関して最後の質問です。大芝高原のシンボルについてということで質問させていた

だきます。 

 マレットゴルフ場やセラピーロード、味工房、森のコテージなど、大芝高原にはすばらし

い施設がありますが、大芝高原のこれがシンボルであるとまでは言えないと感じています。

先日、議会主催で開催した村民の声を聞く会でも、大芝高原はこれといった売りがないとい

う意見が意外なことに年を重ねた方から出されていました。また、立地的にはすばらしい南

アルプスや中央アルプスの眺望が望める環境にあるにもかかわらず、多くの木々に囲まれて

いるため、それもかなわない現状です。 

 そのような背景の中、過去、昭和63年に多目的広場に完成した小高い築山からは眺望があ

る程度確保されたとともにジャンボ滑り台が設置されましたが、現在は眺望は木々が成長し

てしまったことによりなくなってしまい、また、滑り台も残念ながら撤去されてしまってお

ります。 

 平成27年に出された南箕輪村景観計画に記載されているアンケート調査、あなたが大切に
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したい景観資源は何ですかへの回答結果では、１位が山岳、２位が森林、草木、花となって

います。村の唯一ともいえる観光スポットである高原から最も大切にしたいとされる山岳の

景観を望むことができないのは非常にもったいない状況であると考えます。 

 そこで、多目的広場について、例えば築山の東側の木々を間伐し、眺望を確保し、さらに

築山に少し盛り土し、なだらかな斜傾にした上で、大きな芝そり場、大芝そり場を検討して

みてはいかがでしょうか。今回、大芝そり場を検討させていただいたのは、もちろん地名を

生かす点もありますが、高価な遊具を新たに設置すると遊具メーカーは地元企業ではないた

め、お金が村から逃げてしまいます。芝そり場のような地元事業者でも施工が可能な施設、

地元にお金を落として進めることができる、そういった観点からも提案させていただきまし

た。もちろん幅広い年代が汗をかいて楽しめることも大きな魅力です。答弁をお願いいたし

ます。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 大芝高原の問題の最後でございます。大芝高原、御指摘のように

シンボルとなり得るようなそういうものがないということは御指摘のとおりであります。私

もそれは感じておりますけれども、逆にそれが大芝高原のまた一つの魅力になってるのかな

という部分もあるところでありますけれども、やはりシンボルとするものは必要性というの

はあるわけであります。 

 築山の問題が出されました。これは、今は頂上まで登っていくような道は残してあります

けれども、すべり台を撤去してということで安全性に配慮したところであります。 

大芝そり場のお話もありました。これは、庁内職員の公園長寿命化計画の策定に向けて

検討した際に、そり遊び場の整備といった構想の話もありました。 

ただ、当時は遊具のリニューアル、50メートルプールの撤去、管理棟の改築このことが，

厳選をされました。施設の老朽化そういった対策を優先するということで平成30年度まで５

か年かけ再整備をこの計画に基づいて実施してきたところであります。その際に、そりの遊

び場という話もでておるわけでございます。国の交付金事業を活用する場合は、公園事業と

いたしまして５か年で２億５千万以上の計画を作らなければ、交付金対象となってこないと

いう、そういう状況があるわけでありますので、これからいろんな整備が一段落しつつある

部分もありますので、そういった事を見据えまして、こういった計画も立てていく必要があ

るというふうに考えております。以前にもそういった事の話も出ておりますので、そういっ

た計画を立てる際に十分検討してまいりたいというふうに考えております。 

また、私自身の考えでありますけれども、どうしても現在ある屋外ステージちょっと改

修したいなあという考え方は持っております。お金がないので未だに手がついておりません。

そういった所を改修しながら野外で音楽活動やライブ活動ができるそういった場所ができれ

ばいいなという思いはございます。そういったものを含めて大芝公園のシンボルとなりうる

ようなそういった公園にしていく、計画というのは作っていく必要があるというふうに思い

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） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 昔から案が出ていたということで、ぜひ進めていっていただけれ

ばと切に願っております。 

 次に、２項目めのおもてなしプリンの販売戦略等についてお聞きします。 
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 地方創生拠点整備交付金を用いて、おもてなしプリン工房が今年度、大芝の湯に完成しま

す。月3,000個程度の生産が可能となり、今後が期待されますが、まずは次年度以降の販路

の拡大見込みについてお聞きします。現状は生産が追いついていないとお聞きしていますが、

増産後の販路見込みはどのようになっているかをお聞かせください。答弁をお願いいたしま

す。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） プリンの販売戦略でございます。現在、1,700個から2,000個月で

売り上げているものを3,000個安定して製造できるような計画で今建設しているところであ

ります。販売計画もおさえなければなりません。ＶＣ長野トライデンツ応援時の販売数量を

増やしていく、これは当然であります。先般行われた松本での試合4,400人という過去最高

の人数が入りました。 

それと同時に地元菓子店と連携したキャンペーン等を実施していく必要があると思って

おります。即売会を兼ねてということであります。 

それから、地元スーパー、これを卸していく必要があると思っております。今でも要望

がありますけれど、つくりきれないということでお断りをしているという、こういうことが

あるわけであります。それと同時に容器の包装の改善、これをしていかないと賞味期限が延

長できません。したがいまして、それができますと、ふるさと納税やお土産品あるいはネッ

ト販売、こういうことが可能となってまいりますので、これは最終的にはここまでやってい

く必要があると思っています。ただ今回の計画では賞味期限を延長可能にする容器包装機は

購入に入っていないところであります。これは、いろいろなお金の関係があります。これが

完成して様子を見ながら、こういったことをしていくことによっていろんな活用方法がある

というふうに思っておりますので、まずは3,000個の部分を見きわめて、次の段階へという

ことで考えております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 今、村長の説明にもありましたとおり、販路の中で、例えばＶＣ

長野トライデンツだとか地元商店、こちらについては人が開拓したものでございます。 

 次の質問に関連しますので、次の質問に移ります。 

 村長の開会時の挨拶の中でもありましたとおり、大変な好評を得ている伊那谷プリンフェ

スを始め、イチゴやリンゴなどの地元食材や、高遠焼などの地元文化、お茶屋などの地元商

店、伊那養護学校などの地元学校、さらにはＶＣ長野トライデンツとのコラボレーション事

業を主導し、プリンの売り上げやプリンを通じた地域貢献の中心を担っている地域おこし協

力隊の任期があと半年となっています。工房が完成した後のプリン販売の原動力としてだけ

でなく、地域おこし協力隊の去就につきましては移住に関する影響力も少なくありません。

引き続き定住することを願いますが、ほか１名の隊員も含めて20代前半と年齢が若く、不安

定な要素があるのも事実です。 

 先日開催された町村議会議長会全国大会で、安倍首相も言及していましたが、協力隊は起

業が望まれています。ただ、根本的な問題として、この若い人たちが起業するにしても社会

経験が短過ぎて、スキルや人脈面もそうですが、そもそも協力隊の賃金では起業資金がたま

りません。そういったことも配慮していただいた上で人材確保について取り組みは進んでい
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ますでしょうか。いつまでも面倒を見る必要はありませんが、プリン増産分の販売を軌道に

乗せたい村側の事情もありますので、例えば業務委託プラスプリン売り上げのインセンティ

ブ、プラス国費での起業補助金など、起業までの道筋がつく形での積極的な提案を村からし

ていただくよう、強くお願いいたします。村の発展に欠かせない今までで一番優秀な隊員で

あると私は考えます。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 地域おこし協力隊の御質問であります。 

 ２人の隊員が任期が短くなってきております。この去就どうしていくのかということ、村

も今一番これを心配しているところであります。 

 地域おこし協力隊の皆さんには、いろんな分野を担っていただいております。特にプリン

につきましては、いろんな発案だとかイベントだとか、そういった中で活躍をしていただい

ております。養護学校の話が出ましたけども、新聞にも、今日でしたかね、新聞に大きく取

り上げられておりました。そんな部分もありますので、何らかの形で村にかかわりを持って

もらいたいという気持ちは持っておるところであります。 

 ただ、本人の皆さんの気持ちというのもありますので、その辺を今、意見交換をしながら

進めておるところであります。協力隊員の皆さんも何らかの形でかかわりを持ち続けていき

たいという、こういう希望もあるようでありますし、また生活へのこの部分、不安というの

もあるようであります。この両面をきちんと解決をしていかないと、というふうに思ってお

ります。さらに協議を続けながら、協力隊員が村に残っていただくことが一番理想でありま

すので、そういった手助けはしていきたいというふうに思っております。これから今、進め

ておるということでありますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 製造所ができるタイミングで、工房ができるタイミングで中心人

物がいなくなるというのは、非常にネガティブな要素でございます。ぜひ積極的な提案を村

からお願いいたします。 

 引き続き、広報の転換についてお伺いいたします。 

 プリン工房も完成し、おもてなしプリンとの接触をきっかけに、大芝高原や南箕輪村を初

めて知るしつらえに、それに対応する形に広報を転換するタイミングであると考えます。そ

の一弾として、おもてなしプリンの独自商品サイトを制作してはどうでしょうか。原料であ

るおもてなし牛乳は、地元若手酪農家による若い村を象徴する取り組みでありますし、そこ

から盛んな酪農、北海道のような雄大な景観のよさなど、ホームページを通じて村のＰＲに

シンプルにつなげることもできます。そのほかプリン大使の就任やプリン瓶の活用など、多

様な活動も集約して広報することができ、非常に効果が高いと思われます。 

 また、ホームページをつくる過程で、実は内側にもかなりプラスの影響が出てきます。具

体的にはホームページで訴えるべき内容、イメージ、メッセージなどを改めて関係者の中で

整理し、考える必要が生じます。これらを進めるだけでも、その過程で気づくことが出てき

ますし、皆の意識を一つに合わせたり、意見を交換したり、新しいアイデアを生み出すきっ

かけにもなります。おもてなしプリンを一つ上のステージへ押し上げるためには、生産者で

ある大芝の湯や公社、南箕輪村より商品名や商品のおいしさがまず有名にならなければなり

ません。その第一弾として商品独自サイトの制作について、お考えはいかがでしょうか。答
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弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） おもてなしプリンであります。独自サイトの必要性があるんじゃ

ないかというふうな質問であります。 

 ホームページだとか、いろんな面におきまして、行政関係のそういう部分では困難であり

ます。これは観光協会だとか、大芝の部分で考えていく必要があるというふうに考えており

ます。独自の部分につきましても必要性がということでありますので、十分そこら辺は検討

していきたいというふうには思っております。とにかく売らなければなりませんので、さら

に大勢の皆さんに親しんでもらえるように、そんなプリンにしていかなければならないとい

うことであります。一つの宣伝広報の転換、これも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。また、御意見をお聞かせ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） おもてなしプリンにつきましては、私が今住んでいる南原、酪農

が盛んですが、酪農をされている方からもとてもありがたい、うれしいという声を聞いてお

ります。ぜひよろしくお願いいたします。 

 最後に、３番目、管理職への若手職員の登用について質問いたします。 

 突然ではございますが、唐木村長が管理職へ登用されたのは記録によりますと昭和62年に

行政係長から議会事務局長へ就任されたときかと思います。年齢でいうと39歳で管理職にな

られております。村長御自身が優秀であったのは疑いない事実でございますが、職員数が今

よりも少なかったこと、さらには上の世代も少なかったことも少し後押しをしたのではない

かと推測しております。仕事は管理職になってから、経営する立場になってからが本番でお

もしろいです。 

 管理職の動きによって、これからの村の発展が大きく変わってまいります。2040年までは、

この南箕輪村は人口が増えると予想されていますので、職員数が減ることがない中で、今後

も管理職になる年齢が相対的に上昇してしまうこと、これは明白です。直近で管理職になら

れた方も、女性は申しませんが男性であれば53歳とお聞きしております。多様性のある社会

になりつつあり、時代の変化のスピードも恐ろしく上がっていますので、若い職員の管理職

の登用については必要不可欠なことであると考えます。 

 そこで、係長職であれば誰もが挑戦できるなど、門戸が開かれた形での管理職試験の実施

など、若手職員が管理職に登用される制度設計が、今後の村の発展そして職員の切磋琢磨、

モチベーションの向上にもつながると考えます。村長の考えをお聞きしたいと思います。答

弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 時間がありませんので、端的に申し上げます。私の話もありまし

たけれども、私は特に優秀であったというわけではありません。上にたまたま人がいなかっ

たということだろうというふうに考えております。 

 若手職員の管理職の登用の部分でございます。これは必要性があるというふうには思って

おりますけども、ただ本村の場合のような、全部合わせても、保育園合わせても160人ほど

の職場であります。その中で本当にそのことが可能かどうかということ、これは十分考えて
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いく必要があるというふうに思っております。もう少し大きな部分の職場になれば、そのこ

とは可能であるというふうに私自身は思っております。全国的に見ても大きな市や県下でも

一部も市で実施しているだけでございます。というのは、私どもの規模ぐらいになりますと、

お互いの顔がよく見える中で職場の雰囲気という、このことも考えていかなければなりませ

ん。小規模自治体では非常に悩ましい制度、必要であるけれども悩ましい制度であるという

ふうに考えております。したがいまして、当面は今までどおりの方法プラス人事評価も勘案

しながらということになっていこうかというふうに思っております。ある程度の年齢に達し

た段階で管理監督職級のポストなどを設けていく必要、枠を設けていくという必要はあると

いうふうに考えております。 

 今申し上げましたように、小さな職場であります。私の話も出ましたけれども、係長にな

ったときも管理職になったときも若干早かったと、私自身は本当に気まずいといいますか、

冷たい目で見られたそんな思いもあるところであります。そういったことを考えると、この

制度本当に難しいというふうに考えております。ただ、モチベーションを維持するというこ

とについては、どうしたら維持ができるのか。このことは考えていく必要があるというふう

に思っております。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 私がもといた東京都江戸川区では、私の同期がもう既に数人管理

職で活躍をしております。年齢でいうと39、40で活躍をしております。今、この村がこれだ

けすばらしい村に発展したのは、やはり若いころから切磋琢磨した唐木村長のお力があると

思います。ぜひ若い職員を管理職に登用させる、非常に効果が大きいと思います。前向きに

考えていただければと思うのとともに、やはり村及び行政の質を向上させるポイントは、職

員がみずからの専門知識を向上させなくてはなりません。そういった能力開発への取り組み

も枠を増やすのと同時に進めていっていただければと願っております。 

 以上で質問を終わります。 

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。 

 議席番号８番、小坂泰夫議員。 

８  番（小坂 泰夫） 通告書に議席番号２番と今さら書き間違えてしまいました。済み

ません。議席番号８番の小坂泰夫です。 

 まず１つ目の質問に入る前に、昨日、教育長からのお誘いもあり、南部小学校で小学校５

年生、６年生もだと思います。プログラミングの公開授業がございまして、見に行かせてい

ただきました。私の母校でもある信州大学農学部の研究生、学生さんが先生となって信大を

インターネット上で大きなテレビ画面に映し、そしてそこで南部小の生徒たちがプログラミ

ングについて遠隔で教わりながらプログラミングの勉強をしていました。現代ならではの授

業風景ということで、担当されている先生も御苦労されているなと思いました。 

 また、今朝、ＮＨＫのラジオ番組で朝なんですけど、１時間ほど大きな流れの特集があり
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まして、学校職員、教職員の働き方改革をテーマに番組がありまして、全国の多くの学校の

先生が例えば月100時間を超える残業の現状とか、先生方の御苦労の声も多く聞かれました。

そんな中で私、現在の学校教育現場、先生方にしてみると本当大変な環境にあるのかなと思

っておりますので、先生方を私が質問することが余計にまた先生方を苦しめるようなことに

つながることではないつもりで質問していきたいと思っております。 

 学校教育現場に変革の余地、必要性はあるか。こういう大きなテーマを掲げさせていただ

きました。非常に大きなテーマなんで、限られた時間の中なので、ところどころ言葉足らず

になることをあらかじめお断りしておきます。 

 近年、まず取り上げます学校の当たり前はやめたと、これは本になっておりまして、教育

関係、保護者の間でも結構、全国的に売れてもいますし、また全国の例えば議会もそうでし

ょうし、学校現場がこれ東京都千代田区麹町中学校校長の書いた本で、校長が進めている今

５年目、校長先生が独自にこの学校をいろいろ変革をさせてきたことが話題になって、例え

ば今回、今年の秋に我が村の福祉教育の常任委員会でも視察を申し込もうとしましたけれど、

毎月１回定員100人を超える受け入れ態勢をされているにもかかわらず200人ぐらいの応募が

ある中で我が議会は申し込みに漏れたと、申し込みに受け付けをしてもらえる状況になかっ

たということで、人気のある学校でもあります。この学校、校長が本に書いてあること、多

くの変革、提言がなされています。私はこの本書をきっかけに質問していきますけれど、基

本的に私が申し上げたいのは、長く続けてきている当たり前とも思われていることをどのよ

うに変革していくかということで、大きく言えば学校組織に限らず、例えば行政にはよくあ

りがちなんですけれど、組織の変革、組織論に一石を投じる内容だとも思っております。具

体的には教育について聞いていきますので、行政関係者にはそういった組織についてもちょ

っと頭に浮かべながら考えていただければと思います。 

 麹町中学校の示している変革のうち、具体的にまず２つの課題を私は提言して質問します。

けれど、やり方は私がこの麹町中のやり方をぜひ我が村でも進めるべきだというふうに言い

たいわけではありません。実際にこの本書に対して、ほかのやはり学校の教育関係の研究者

の方からも批判的な評価もされている部分もあります。 

 では、まずこれから例えば宿題とか中間期末テストについて聞いたりするんですけれど、

これらの手段なんですけれど、子供たちがこの学校の中でよく課されている宿題や中間期末

テストとは何のためかということを村の学校も見失わないようにというか、学校の学習テー

マ、目標をそれぞれ３校掲げております。ちょっと紹介します。南箕輪中の多分学習に関す

る研究テーマは、確かな学力をつけるための授業づくり。南箕輪小は、主体的に学び続ける

子供たち。そして、南部小は、授業が最大の学級経営を合い言葉に、頑張る自分を支える自

己肯定感、こういったものをテーマに掲げております。この目的に対して、こういった今ま

で当たり前のように続いている手段が果たして正しいんだろうかというところであります。 

 まず１つ目の宿題についての質問に入ります。 

 この麹町中学校では、宿題について、ただこなすだけになっていませんか。生徒がただこ

なすだけになっていませんかと危惧、提言して、実際に麹町中では宿題を出させるというこ

とはやめているそうです。 

 ここからは私の持論というか、私が思うにのお話をさせていただきます。 

 私が思うには、当村小・中学校の先ほど述べた目的達成のために宿題は一定の効果をもた
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らす手段となっていると思います。ただ、およそ30人１つのクラスというクラスという仕組

み上、宿題は生徒児童に同じものが一斉に出されるのが現状で、それは果たしてそれぞれ学

力や特性にばらつきがある一人一人の生徒児童からすると、例えばできる子だったら既にで

きる課題だから何か無駄なことさせられているなと思う部分や、難し過ぎて自分ではできな

いで、宿題がもとで学習すること、勉強することを嫌いになってしまうということもあるの

も現実だろうと。同じ課題を大勢に一斉に出す宿題という手段では、個人に確かな学力をつ

けたり、主体的に学び続ける目的をうまく果たせないかもしれない。このことについてまず

我が村の小・中学校の考え方や方針などを聞かせてください。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 議席番号８番、小坂泰夫議員の御質問にお答えいたします。 

 学校教育現場に変革の余地、必要性はあるか。先ほど申されましたが、非常に大きなテー

マというふうに思っております。ただ、私も学校に一応勤めていた男でございますが、近年、

学校の期というのは非常に早いというか、激しいというか、不易と流行という言葉もござい

ますが、大事なものをいかに根底に置きながら、子供たちのニーズに合わせて教育を営む、

そこが大事かなというふうに個人的には思っております。 

 学校の当たり前をやめた、この書籍、私も読ませていただいて、いろんなことを考えさせ

られたということと、とても元気をいただく書でございました。 

 答弁させていただきます。 

 宿題のあり方についてでございます。中学校あるいは小学校の状況をお伝えしながら所感

を述べたいというふうに思っております。 

 中学校ですが、全学年共通して最低限の宿題を出しております。例えば国語、漢字練習と

いうことでテスト範囲を中心にという枠を決めながら、数学の関係でいいますと、教科担任

によるノート１ページ、プリント、問題集等、英語等、あるいは生活記録等の最低限の宿題

が出されています。議員、お話された大事なことだと思うんですが、基礎学力充実のため、

提出する分量については決めてあるんですけれども、生徒一人一人がやる内容、宿題の内容

については生徒自身が、あるいは生徒が教科担任、あるいは担任の先生と相談して決めるよ

うにしております。また、授業があった日の家庭学習については、学習した内容が定着とい

いましょうか、復習できるように範囲を指定する場合もございます。個に合った、子供たち

一人一人に合った宿題となるように、学習方法、それから内容についてのアドバイスも各教

科で指導をしております。それから、共通して出す宿題以外にも、例えば社会や理科ではプ

リント、あるいはテストの復習というような課題もございます。３年生については、実力テ

ストに向けて、高校受験に向けてという一人一人の課題に取り組むことを大事にしておりま

す。今、中３の子供たちが放課後学習も含めてしっかり学習に取り組んでいる状況になって

おります。 

 宿題のもととなるところなんですが、ベースになるところなんですけれども、授業は詰め

込みということではなくて、生徒が主体的に課題に取り組み、考えを深める。今度の指導要

領の改訂もそこが大きな柱でございますけれども、そこを狙っているため、知識・技能を十

分に定着させる時間はとれない、知識・技能をベースとしながら、考える力、活用する力が

伸びていくので、その定着する時間が授業時間の中、例えば中学校50分ですけども、そこで
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なかなかとれない現状がある。ですので、授業と家庭学習を学びの両輪と考え、学力向上の

ためには家庭学習への取り組みを充実させることが必要であると考えております。 

 それから、先ほど中学校のテーマといいましょうか、改めてお示しするまでも、これ南箕

輪中学校の学校要覧、裏側にグランドデザインとして、こういう子供たちを育てたい、学校

としてこういう営みを大事にする、３Ｍ、学び合い、磨き合い、認め合い、その中の一つ、

議員お示しは研究テーマとして確かな学力をつけるための授業づくりが位置づいております。

その下段のほうに、授業づくりと学級づくりを柱とした学力向上の取り組みの３になりまし

ょうか。全職員参加によるグループ研究として、家庭学習のあり方、これを先生方も論議し

ながら、どういう宿題が一人一人にいいか、あり方はどうだ、こういうことも研究しておる

ところでございます。 

 小学校ですが、教室で学習した内容、漢字とか計算等の基礎基本の定着を図るための、こ

れは全員に取り組んでいるというところになります。それから、なかなか宿題の量が多いと

感じる、そういう子供さんもいますが、そういう児童には保護者の方と相談して、時間を決

めてできる範囲で取り組むことができるようにしたり、子供さんの実情に応じて内容を変え

たり、休み時間等に先生が一緒に補修をしたりしている、そんな状況もあります。高学年で

は、学びに向かう姿勢を高めるために自分で内容を選んでいく、これは学年、あるいは高学

年全部ではないですが、そういうクラスもあります。 

 教育委員会としてですが、子供たちの夏休み期間中に行う３校研修会、今年も７月の26、

27かな、に行われたわけですけども、その研修会で宿題のあり方、３校で家庭学習の手引き

を作成しております。それについての修正、あるいはあり方等々、学校間の情報交換につい

て、先ほど中学校の研究とも重ねながら話題にしてきております。いずれにしましても、ノ

ルマとしての宿題オンリーではなく、児童生徒の主体性を大事にした自分で取り組む姿を、

そこを大事にした宿題にシフトしてきているかなと私自身考えております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 続きまして、中間期末テストの意義についてお尋ねします。 

 麹町中では、年数をかけてですけれど、結果的にこういった中間期末テストはやめました。

何を理由にかというと、本書に書いてあることを読みますと、昭和に生まれた私たち、学校

で中間期末テストみたいなものを受けてきた人間にしてみれば、もしかしたら当たり前かな

と思われるかもしれませんけれど、この当たり前は、要は中間期末テストで結局先生方が生

徒の成績をつけるためになってしまったり、よっぽど言うと高校受験へのテストで点をつけ

て、生徒をはかるための手段というか、それが目的になってしまってないかと、そういうこ

とを麹町中では提言して、結果的にやめてます。 

 これは私が思うにです。私もちょっと自分の私的な話で恐縮ですけど、この１年ほど受験

並みな勉強をちょっと続けておりまして、その中で本当に学習の難しさ、自分に身につける

ことの大切さを53近くになって苦労しておりますけれど、学習力をつける、知識を身につけ

るに当たっては、授業や教科書で学んでインプットするだけよりも、テストなどでその都度

学んだことを確認する、試す、またテストを繰り返すことが学習力を増加させる有効な手段

だと実感してますし、そういうことだと思います。試すということは大事だと。ただ、簡単

に言うと、中間期末テスト、大きく言うと、多分この中学校でも年に５回という、これは勉
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強、学力を身につけていくに関しては少ないという考え方なんですね。それで、もっともっ

と単元テストを繰り返し、子供たちはそのテストになれ、繰り返すたびに自分も理解を深め、

ここでいうと点数も上がっていくと、そういうことをもっと細かくやって、麹町中では中間

期末テストをやめて、生徒の学力を身につくことを求めたということでありますが、我が中

学校では、中間期末テストについてどうお考え、捉えているか、お尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） お願いします。 

 中間テストあり、期末テストということで、御質問をいただいております。 

 その前に考えたいのは、議員と一緒に考え合いたいのは、成績は何のためにあるかという。

議員おっしゃられたのは、生徒のため、子供たちのためということを大事にという、そうい

うふうに受けとめています。そのとおりというふうに。成績は教師のために当然あるわけで

はない、学校のためではないので、そういうことを前提にしながら、中間テスト、期末テス

ト、それについて答弁をさせていただきます。 

 知識、技能の定着状況をはかるために定期テストを行っております。３年生の高校入試を

想定して、広い出題範囲に対応できるように１年次からなれていくことが子供たちにとって

大事かなと、そんなことを学校として考えております。今、高校入試の問題を含め、大学も

すごく変わりつつありますけれども、全国学力状況調査、それから入試等々、単純にいわゆ

る知識、技能というだけではなくて、問題文をよく読んで理解する。それから適切な答えの

選択、あるいは自分の考えを記述したりすること。それから解き方の説明をする力が求めら

れています。次代を担う子供たちに望まれる大事な力というふうに思っております。市販の

テスト、市販の単元テストでは十分な対応が子供たちの実情、授業と重ねたときにできない

状況があるというふうに受けとめています。申し上げましたけども、授業とテストを連動さ

せ、判断力や思考力を問う問題が出題できるのも定期テストであるというふうに考えており

ます。麹町中では、今、議員もお話されましたけども、単元テストを有効に活用し、実力テ

ストを行っているわけでございますが、南箕輪中も生徒自身が自分のことを理解し、自分が

前に進むため、また教師が自分自身の指導の振り返り、どうしてこの問題ができなかったん

だろうとか、教え方がどうだったんだろうかとか、そういうことを振り返る、今後の指導に

生かしていくための一つの大事な機会であるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 次の項目に行きます。 

 固定担任制のメリット、デメリットということで、これは特に小・中学校に向けてお尋ね

します。 

 この麹町中の提言や、また現在、学校で多分考えて言われているその１人の担任ではなく

て、複数の担任で見るということの大切さとか意義ということを、そこが本当にしっかりし

たものがあるんですけれど、私が今から話す話は、ちょっと非常に情緒的、観念的な話なの

で、シンプルで恐縮ですけれど、私の経験から例えば10年ほど前から何回かこの村の学校内

で起きてしまったクラス単位の問題について、保護者から相談を受けたり、保護者を通じて

学校で起きていることの話を聞いたことがあります。そこで見られた中には、担任の先生の

対応に保護者が、子供もでしょうかね、保護者が不信や不満を抱き、担任を変えるべきじゃ
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ないかと複数の保護者が願っているというような案件も残念ながら少しだと思いますけれど

ありました。それらで私が思ったのは、先生も保護者からいろいろ思われて、言われて大変

だろうなということなんですけれど、１人の担任制が悪いと、ただ言いたいわけではありま

せん。ただ複数の目で生徒を見、生徒側からも１人の、これは保護者でしょうかね、１人の

担任に対する責任を押しつけるというか、そういった考え方、見方に陥らないようにという

ことなんですけど、ちょっと言葉足らずで舌足らずですけれど、村の小・中学校の固定担任

生についての考え方についてお尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 固定担任制のメリット、デメリットについてお答えいたします。 

 まず、固定担任制のメリットということで、お答えさせてください。 

 中学校ですが、30名前後の生徒だけではなく、その生徒さんの家庭や保護者とつながりを

深くすることができる。お互いのことがよりわかった状態で相談を受けることができ、適切

な対応、指導、支援ができやすいということ。それから、生徒一人一人に担任の目が行き届

きやすい。それから、中学校は教科担任制ですので、少なくとも10名の職員がクラスに入っ

て子供たちと接するので、さまざまな生徒の理解ができるということ。学年担任制を行わな

くても、担任１人の判断に陥ることは少ない。生徒の様子の変化も察知でき、生徒指導、そ

れからいじめなどの問題行動が発生した場合も学年、さらには生徒指導主事を中心に学校全

体の職員で解決に当たることができるということで、担任１人任せにはしていないという状

況が中学校でございます。 

 デメリットでございますが、議員の御質問と重なるんですけども、担任と合わないといい

ましょうか、相性の問題ではないと思うんですけども、合わない生徒がいた場合、別のクラ

スに行くことができないため、落ちつかない生徒が出る可能性があるということ。学級の生

徒に対する意識も担任のほうが、副担任の先生も学年にいらっしゃるんですけども、副担任

よりも高いという、デメリット的な面からのそういう側面です。それから、担任は通知表、

諸表簿等の作成など、学級事務を担うので、担任に係る負担というものは大きいという、そ

ういうようなことがございます。 

 小学校ですが、メリットとしては、中学校とほぼ内容は一緒でございます。子供たちの状

況をしっかり受けとめることができるということ。長期にわたって子供たちの状況を理解し

ながら、継続的に指導、支援ができるということ。それから、役割分担や時間割り調整のた

めの打ち合わせが必要ないので、子供と向き合う時間が確保できるというようなことがござ

います。 

 デメリットですが、ひとりよがりの学級経営になりやすい。よく学級王国という言葉も使

われていることもあるわけですけれども、そこが一番かなというふうに思っております。子

供の捉えというか、理解の固定化、あるいは担任と児童生徒の関係がうまくいかなかったと

きに、双方に係る負担増加、これも中学校と同じような状況になります。小学校でも高学年

では、今年度、去年から英語もうちは加えてますでの、今まで以上に教科担当制に向けた動

きがあるかなというふうに思っております。このような点がデメリットです。 

 もう少し時間いただいていいですか。 

 端的に言います。デメリットということを学校とも相談しながら挙げていただいたんです

が、そのデメリットを解消といいますか、デメリットをじゃあどうしていくかという点でい
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きますと、例えば中学校ですと、朝や帰りの学活、給食に副担任も教室にいることができる

ので、生徒の気持ちを受ける。担任だけではなく、ほかの職員が受けるということができる。

あるいは、保健室とか相談室とか、どこでも相談できるよという体制はつくっている。小・

中学校みんなそうですけども、というようなこととか、それから情報をオープンにしていく。

１人で抱え込まない。ここを大事にしている中学校の状況。それから、小学校。風通しのよ

り学級、先ほど申し上げた学級王国にならない職員の意識。そこが大事かなということで、

学年会、あるいは小規模な学校ですと連学年会といいます。１、２年、３、４年とか、その

あり方について校長がしっかり職員に指導、助言をしているということ。管理職の先頭に立

って動いている、そんな状況がございます。自分、うんと思うんですけども、チーム支援の

よさというのは、もっとあると思ってます。医療関係はもろそうですし、特別支援学校もチ

ーム支援、あるいは今の小・中学校の関係もあるんですが、チームとした場合の難しさもあ

るなというのも承知しているつもりでございます。ですので、現状として固定担任制のデメ

リットをしっかりして、メリットを生かすことが現状としてのとても大切なことかなと立場

的に考えております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） では、（４）に入りますけれど、私、済みません。通告書も言葉

足らずでした。通告書で書くべきだった私が聞きたい意図は変革できるのは学校長か、ある

いは村の教育委員会か。はたまた先生たちの立場である長野県なのか。そういった書き方を

すればよかったなと。 

 そこでですけれど、まず麹町中の変革の実例を見ると、これ正直１人の一校長によって学

校が大きく変わった感があります。突出して、それが全国的にも注目を浴びていますし、注

目を浴びているから批判もされている部分もあります。私は、かなうんだったらば、この福

祉教育常任委員会で視察もできれば、またこの学校の現場も感じてくることができたでしょ

うけれど、自分なりに見させていただいた中では、この学校の変革について、学ぶところは

多々あるなと思いますし、じゃあ我が村はどうなんだろうと、我が村の小・中学校はどうな

んだろうということを考えまして、例えば、学校の校長先生、私が見させていただいている

のは二、三年で学校長が異動するのが通例であり、こういった大きな変革ばかりじゃなくて、

いろいろ変えられることとか、変えるべきことを変えていくという、そういうことを決断な

り、選択をしていけるのは誰なんだろう。どこなんだろうということを考えまして、それが

我が村の場合、校長先生なのか。先生たちなのか。長野県職ということで長野県の上からの

方向づけみたいなものがあるのか。あるいは、この村の教育委員会が校長先生より長いスパ

ンで村の教育についてものを言える立場でもあるわけなので、そこら辺、実態というか、ど

ういうふうに見ておられるかなということをお尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） お願いします。 

 変革という言葉は、本当に大きな言葉というふうに思っています。変革という言葉をちょ

っと置きかえると、私は学校マネジメントかなというふうに思っております。ですので、そ

れによって学校は変わっていくというふうに。それができるのは校長です。 

 学校マネジメントという観点で少しお話をさせていただきますが、校長には学校という組
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織、教頭、南箕輪小には例えば２人教頭、南部小には１人教頭とか、中学校には１人教頭と

なっております。それから教務主任、それから先生方職員、そして校長には学校、それから

地域、家庭の願い、そして教育委員会の意向、考え、それから文科省研究委の施策等々、総

合的な中での学校運営に関しての最終的な判断が求められるというふうに理解しております。

校長が描くビジョン、先ほどのグランドデザインもそうなんですけれども、校長の願いや方

針、それを実践する、受けとめ、しっかり実践する教頭、それから先生方教職員一人一人の

意欲、実践力がなければ、なかなか絵に描いた餅になってしまうと、これは言わずもがなと

思います。ですので、校長のマネジメント力というのは、本当、今まで以上にさらに問われ

ている時代というふうに思っております。学校のあり方について、教育委員会は学校の管理、

それから職員の服務管理、監督ですね、服務監督等の立場ですけれども、私は施策面の支援、

それから学校運営の相談あるいは助言、ちょっと生意気な言い方をさせていただきますが、

そして教育委員会事務局等々はそのみんな含めて共同の立場というふうに思っています。一

緒に動いていく、一緒に考えていく、一緒に前に進んでいくを大事にしてきております。学

校はすぐ変わりません。麹町中の工藤校長先生も書籍では５年目の今というふうに受けとめ

ていますけれども、すごい魅力ある方というふうに思いますが、村内３校の校長先生方も本

当遜色ないビジョンを持っているというふうに受けとめております。そして、今、しっかり

動いている。実践しているところでございます。 

 それから、二、三年で校長先生が異動というお話しいただきましたけれども、例えば昨年

度末で御退職した中学校の校長先生は５年間とか、それから今、おられる在職の校長先生方

も長くということを願っています。校長職は任期を長くという願いの中で、県、それから市

町村教委の関係、それから校長会とが共有してるかなというふうに思っております。ビジョ

ンをしっかり実現していく、その期間は大事だというふうに思います。 

 以上でございます。 

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。まずお聞きしたことで、とりあえずこの

質問はやめたいと思います。 

 続きまして、大きな２項目めに入りますが、済みません。私、通告出すに当たって議長や

村側には伝えているつもりなんですけれど、通告書の書き方として申しわけないんですけど、

例えば、最初に書いたのが（１）で、（２）として河川管理についてとか、国・自治体の責

任、瑕疵等についてということで、項目ちょっと書いておくべきだったなと思っております。

至らなかったなということで、おわびをしておきます。 

 ２つ目の質問に。私が申すまでもなく、県北部千曲川流域を中心に多大な被害が10月あり

まして、被害に遭われました皆様にお見舞い申し上げ、また安心して暮らせる日がいち早く

訪れることを祈念して、こういうふうに質問をさせていただきます。 

 まず、この質問は特にわかりやすくということを議長からも言われておりますので、なる

べくわかりやすく伝えられるようにと思っております。 

 11月末に村民の声を聞く会を議会で催しまして、村民の方からは災害についても多くのい

ろんな要望があり、その中で議員たるはどういうものか、どういう活動をしてほしいという

ような声も多く聞かれました。そこで、私、議員という立場、今任期全うできれば20年とい

う長きにわたる議員をやっていまして、議員というのは本当住民の代表の１人だという思い
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が自分にはありまして、そういう中で議員と住民て、どう違って、どう同じなんだろうとい

うことを日々考えております。ちょっと今回、議員という立場でこの災害について語ったり、

見たりする中で、行政側もそうなんですけど、住民の方にぜひ災害に対する意識、あるべき

住民がとる行動というのも考えていただけたらと思って、もしかしたら回りくどい表現にな

るかもしれませんけれど、ちょっとお尋ねしていきます。 

 まず、ちょっと例えというか、一つの例えを申し上げます。これから申し上げることは、

ここにおられる10人の議員皆さんは既にわかっていることです。ただ、私がこれからちょっ

と発言をするんですけど、その発言について住民の皆さんから見ると議員のあるべき姿とい

うか、どういうふうに見えているかが人って受けとめ方も違ってくるだろうなということで、

まず村側にこのことをお尋ねします。ちょっと回りくどい表現で申しわけありません。 

 災害がもし起きまして、避難所に議員も住民の１人として避難所に避難することもあろう

かと思います。災害があれば、多分恐らく避難所では自主防災会の皆さんが立ち働くことに

この村はなろうかと思います。実際に今回の10月の災害でも近隣の自治体で起きたことでも

あるんですけれど、食料など物資が足らないというふうになったときに、例えば、私、村会

議員の小坂が村の災害対策本部に連絡をとるなり、いきなり本部に行くなりして、どこどこ

の避難所、例えば自分のいる避難所に何々が足りないからいち早く届けてほしい、早く対応

してくれないかというようなことを議員の立場として村側に聞くというか、訴えに行ったと

します。訴えたりするとします。村長、お尋ねしますけれど、村側の議員に対して臨むこと、

忌憚なくまずお答えいただければと思います。 

議  長（丸山  豊） 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。 

 議員としての立場という部分での御質問でありました。災害が起きれば、当然、避難所そ

れなりの開設をして、避難勧告が出れば議員も避難をということになろうかというふうに思

います。その中での立ち居振る舞いの話かなと受けとめたところでございます。 

 これはどこでもそうだと思いますけど、本村の場合は避難所を開設、これは自主防災会が

開設をしていただくわけであります。そういった中で、村もその自主防災会からの要請に基

づいていろんなことをやっていくわけでありますし、要請がなくてもそれぞれ必要最小限の

物資等を避難所へ供給をしていくという、こういうことになっております。物資というのも

確保はしてありますけれども、大きな災害になればなるほど在庫もなくなるわけであります。

そういった確保も同時にやっていかなければならないという、こういう中で動いておるとこ

ろであります。したがいまして、自主防災会の中には当然、自主防災会の会長を含め物資等

の管理をする責任者、代表者というのが決められますので、そういった方から要請をいただ

く、このことは本来の筋であります。したがいまして、議員の立場として何が足りないので

持ってこいという、こういうことはいかがなものかというふうに私自身は思っております。 

 議員は議員の立場として、いわゆる避難所内のお手伝いができることがあれば、お手伝い

をしていただくということが一番いいのかなというふうに思っておりますし、同時に平成29

年８月に南箕輪村議会災害行動マニュアルというのができておるわけであります。これに沿

った行動をとっていただくことになろうかというふうに思います。議員の立場でいろんなこ

とを訴えられるお気持ちはわかりますけれども、なかなか対応し切れないというと同時に受

けるほうは職員であります。職員というのは、議員から言われるとかなり弱い立場となって
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しまう場合もありますので、私自身も職員時代は議員から言われると、これは大変だなとい

う思いもありましたので、そういうことは考えていただければというふうに思っております。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 今の質問はあえて説明しますと、議員というのは住民からは特別

な議員の対応をできるもの、議員はすべきじゃないかというふうに思われている方もおられ

るんじゃないかなということで、ただ議員もいざ災害が起きれば一住民の立場だけでありま

す。議員が特別な対応を村や災害対策本部に求めることなど、やってはならないことという

ことで、この議会内でも統一されておりますが、近隣の自治体では今回とある議員がそうい

った活動をして、議会内でももめてるんですけれど、本人は地域のために役に立ったという

ことで非常に鼻高々でおられると、そういう姿勢もあったりするそうです。 

 続きまして、これは例え話はわかりにくいといけませんので、あえて説明しますけれど、

済みません。議員である私がこれはもうこんなことを言うのも恥ずかしいんですけれど、例

えばですけど、災害が起きて、その災害後に避難指示があったらしいが、私のところでは防

災無線が聞こえなかったから避難がおくれてしまったじゃないか、どうしてくれるんだ、な

んていうことを一議員が聞いたとしたら、多分、村民の皆さんも議員が何をばかなことを言

ってるんだというふうに思っていただけると思います。議員というのは、簡単な言葉で言え

ば、よりよき住民なのかな。例えばですけれど、思いますし、ですから、村側が特に村長も

言いますし、あといろんな災害が起きるたびにマスコミでも言ってます。まずは自分の命を

自分で守ってくださいというようなことが本来だと思いますので、私はもちろん議員として

避難が自分がおくれたことを誰かのせいにするつもりは到底ありませんけれど、どうか住民

の皆さんも災害が起きる、昨今では本当に予報において指示というか予測されることも多い

ので、指示がないから避難しなくてよいんだなんていうふうに思うのではなく、自分ででき

ることは議員に限らず住民の皆さんもぜひそういった行動をとってほしいと思います。 

 で、私としてはつながっている項目なんですけれど、あえて（２）と、項目ということに

なると思います。例えば、今言いました避難が事前に、避難指示が出るとかというのは多分

いわゆる水害、河川の災害とかそういったことが想像されると思います。そういう中で、千

曲川の今回、長野県民にとっては大きな人ごととは思えないことが起きましたので、今後、

我が村にも襲いかねないということでちょっと住民の皆さん、議員の皆さん、議会の皆さん

に考えてもらえたらと思いまして参考資料を用意しました。 

 簡単に申し上げます。水害が起きたときの河川管理の瑕疵という、すなわち責任の所在に

ついての有名な凡例ということで、２つございます。端的に言いますと、河川管理について

は、上の四角の中の真ん中ですね。河川そのものは自然発生的な公共用物であり、自然界に

もともと危険な状態で存在し、治水事業には多額の費用を要するので、その瑕疵、責任につ

いては予算不足が責任を逃れられる免責事由となる得るという凡例の具体的な判断がありま

す。また、これわかりにくい２つ目ですけれど、同種同規模の河川の管理の一般水準及び社

会通念に照らして是認し得る安全性を備えているか否かを基準とすると、こんな考え方もあ

ります。２つの具体的な判例申しますし、今回、千曲川の氾濫が今後どういうふうになって

いくか、被害を受けた住民の皆さんからしてみても、自治体の対応にしてもどういうふうに

なっていくかなということで、２つの判例、上のほう、未改修河川または改修の不十分な河
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川、下のほうは改修済みの河川で最高裁の判例が違います。中ほどに争点としましては、自

然鉱物、自然の公のものである河川の管理について、その責任が認められるかどうかが争点

なんだよということで、この下の凡例においては未改修の部分で水害が発生しても、河川管

理者たる国は損害を賠償する責任はないと判決したという判例と、下のほうには回収済みの

河川は特にこの多摩川水害におきましては、たびたび水害が起きていたということがある経

過もあるんですけれど、要は住民が管理する国を相手取り損害賠償請求訴訟を起こし、一番

最後ですね、住民が勝訴し、確定したということで、何らかの損害賠償がなされたのかなと

思います。実際に、先ほど１番目に同僚議員が聞かれた我が村で考えられる天竜川の氾濫も

そうなんですけれど、そこに流れ入る内水です。小さな川の内水氾濫のほうがこの我が村の

現状ではその危険を想定しておいたほうがいいかなと思います。で、水害が起きた場合、行

政として考えられる対応、またはさっきも村長おっしゃっておられました平成18年の際のこ

とがあるんですけれど、平成18年の際の村では例えば見舞金程度された実情もあろうかと思

います。浸水想定区域や、ほか住民の皆さんに伝えたいことあろうかと思います。まとまり

ませんけれど、質問いたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 見舞金含めての質問であります。先ほど申し上げればよかったん

ですけれども、平成18年の災害を受けまして、これは本村の場合、災害と言えるかどうか、

災害ということで捉えながら、その教訓をどう生かしていくかということをそれ以降検討し

ながら今日に至っておるところであります。 

 平成18年のときは、本当に長野県で一番早く避難勧告出しましたんで、報道陣が殺到しま

した。この対応なれないもんですから、本当に苦労いたしました。混乱をいたしました。そ

んな記憶がよみがえってきたところであります。したがいまして、ここら辺もきちんと防災

計画の中で定めているところでございます。その折にも感じましたけれども、幾ら呼びかけ

ても避難をしていただけない方もいるわけであります。あのときは戸別１軒１軒全部に促し

ました。そういったことをしても避難をしてくれないというところでありますので、ぜひ自

分の身は自分で守っていただきたいという、このことは常に訴えていきたいというふうに思

っておりますし、当時、災害見舞金ということで、見舞金出したのかなという御質問であり

ますので、出したというふうになっております。 

 今現在はどうなのかということでありますけれども、国の制度もあります。それから国の

制度から漏れたところ、国の支援対象とならないものについては、長野県と村での生活支援

制度、こういった制度もできております。県と村が出し合いながらということで、支援制度

というのができておりますけれども、これは金額にも上限がありますので、とてもそれで全

てがという額にはならないわけであります。したがいまして、自己責任として住民の皆さん

には各自いろんな保険がありますので、必要と思われる保険を選んでいただき、加入をして

いただくことは一番いいのかなというふうには思っておるところであります。行政からの支

援というのは、これは限度があります。したがいまして、自分でそういった保険制度を見つ

けていただき、というよりもいろんな制度ありますので、加入していただければというふう

に考えております。この辺も住民の皆さんに周知をしていければというふうに思っておりま

す。 

 以上です。 
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議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

 時間来てますので、まとめてください。 

８  番（小坂 泰夫） 終わります。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１時30分まで休憩といたします。 

   休憩 午前１１時４９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。 

 議席番号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。的確な答弁をお願いします。 

 まず１項目め、図書館のあり方についてです。 

 村内には２つの図書館、南箕輪村図書館と南部小学校図書館があります。南箕輪村図書館

は平成５年から、南部小学校図書館は平成８年から、地域の方々、また子供たちの憩いの場

として役割を果たしてきました。設立から二十数年たつ中で、利用者数や年齢層も移り変わ

り、さまざまなニーズに応えるためにいろいろな工夫をしてきたことと思います。世間では

活字離れなども話題になることがありますが、本村の図書館の利用状況とイベントなど図書

館のあり方においての工夫、または努力していることなどありましたら教えてください。 

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、図書館のあり方についてという

大きなテーマの中で、図書館の現在の利用状況、それからイベントなどの実施状況について

お答えいたします。 

 図書館と今お話にありました南部小学校合わせてということで説明をさせてください。図

書館の平成30年度の利用状況でございますが、貸し出し利用者数、延べ３万4,153人、資料、

図書館の用語として書籍等々含めて資料という言葉を使いますが資料の貸し出し数が12万

5,300点という利用でございました。このほか、数字には含まれていない利用者として、来

館される方の人数そのものはカウントしていませんので、御理解いただければと思います。

利用者として新聞や雑誌を閲覧する方、自主学習をする方、団体利用者として保育園、小学

校、伊那養護学校、福祉団体の皆さんの利用がありました。 

 公共図書館の特徴は、赤ちゃんから年配の方まで幅広い年齢層の人がいつでも自由に利用

していただけることです。世代ごと違う意見がございます。その中、当館では利用者の方へ

のアンケート等実施し、要望があったトイレの洋式化、あるいは試行的に開館時刻を早める

など、利用者さんの皆さんのお声を聞きながら改善、見直しを図っているところでございま

す。幅広い年齢層の皆さんが資料、時間を共有することを大事にしております。引き続き当

館の図書館運営にしっかり努めてまいりたいと思っております。先ほど申し上げましたが、

赤ちゃんから年配の方、地域の方が集える場、今求められている言葉の一つにインクルーシ

ブという言葉がございますが、インクルーシブな場を願っておるところでございます。 

 次に、図書館のイベントについてです。 

 現在、当村では第３次南箕輪村子ども読書活動推進計画を実施しておるところです。基本
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目標に、「伝えよう！つながろう！広げていこう！読書のよろこび」を掲げており、今年度

は読書週間中、この間といいましょうか、10月末から11月上旬にかけて今年度行われていま

すが、その期間に利用者の皆さんのお勧め本をカードに書いていただいて、図書館玄関先、

玄関入って左側にありますが、みんなの木を完成させたところであります。 

 また、小学生以上の児童、親御さんを対象とした児童書作家による語りを聞くイベントや、

保育園児以上のお子さん、親御さんを対象にした大道芸と絵本の読み聞かせ等のイベントを

企画、実施しております。お話を聞いたり、見たり、楽しい経験をして、本に親しむことが

できることを大事にしております。 

 このほか定期的なイベントとしまして、入園前の親子や保育園児、小学生を対象としたお

はなし会もボランティアの皆さんのお力をいただきながら実施しておるところでございます。 

 また、大人向けのイベントとして、図書館においでになるきっかけ、来館のきっかけにな

るようなリサイクル本市や、本につながる工作も取り入れた講座なども実施しております。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 図書館長である教育長を初め、司書の方や図書館運営にかかわる

方々の熱意があって、さまざまな取り組みがなされていることがわかりました。 

 今後の課題としては、どのようなことが挙げられるとお考えでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） お願いします。 

 当館の課題でありますが、願いでありますけども、開館当時、先ほど議員、平成５年に開

館という言葉をいただきましたけど、そのとき、あるいは南部小の関係、８年からというこ

とで、当時小学生だった皆さんが親御さんとなり、当時親御さんだった皆さんが祖父母とい

う、そういうお立場になって、現在子供さんやお孫さんと一緒に来館される姿に26年という

その重みを感じているところでありますが、あわせて地域の図書館として根をおろすことが

できているのではないかなというふうに思っております。地域の中でも図書館のあり方とい

うのは、今、うんと問われている。そんなことも館長として思っておるところであります。

その中で、開館当時の親子が中心だった利用状況から、現在では60代以上の利用者が当時の

約10倍という数になっております。6,700人以上という人数になりますけど、そうなってお

り、全体の20％を占める利用状況に変わってきております。これからの図書館は、子供さん

だけではなく、60代以上の方々にとって利用しやすい図書館サービスを考えていく必要があ

ります。当村の生涯学習の拠点施設の一つとして、一人でも多くの方に利用される、活用さ

れる地域の図書館づくりを利用者の皆さんのお声をお聞きするなどして考え、つくり上げて

いきたいと思っております。目指すは、みんなの図書館でございます。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 図書館関係者だけでなく、みんなで考えて意見や要望を出し合っ

て、地域のコミュニティーとしての重要な役割を果たしつつ、さらに愛される図書館になっ

ていってほしいと思います。 

 続いて、２項目め、大芝高原のアスレチックについてですが、藤城議員から質問が既に出

され、十分な答弁がなされております。私からは安心して利用できるアスレチックにするた

めに点検・整備に力を入れていただきたいとお願いをして、次の質問に移りたいと思います。 



74 

 ３項目め、小・中学校のＡＥＤ設置についてです。 

 学校における突然死予防については、以前から重要な問題とされてきましたが、その中で

も心臓突然死は心肺蘇生ＡＥＤで防ぐことのできる可能性の高いものです。日本スポーツ振

興センターの報告によれば、学校管理下の心臓突然死は、学校心臓検診の普及や医療の進歩

などに加えて、心肺蘇生ＡＥＤなどの救命処置の普及により減少しています。しかし、残念

ながら救命できなかったり、後遺症を残したりした児童生徒もいないわけではありません。

万が一のときに児童生徒を後遺症なく救命するためには、心肺蘇生の迅速な実施、ＡＥＤの

適切かつ有効な使用が大切です。 

 本村の小・中学校における心肺蘇生及びＡＥＤの使用方法の講習はどのように行っている

か。また、ＡＥＤの設置状況はどうなっているか、お答えください。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） ちょっとお待ちください。済みません。 

 一生懸命、答弁書をつくったんですが、済みません。今、それが出てこないので、済みま

せん。 

 済みません。答弁書なしで申しわけないです。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 現在、各学校にＡＥＤは１台購入されて設置しております。中

学校の場合ですと生徒昇降口、それから南部小学校さんの場合ですと体育館入り口、南小さ

んも同じく体育館の前の廊下のところに設置してあります。平成28年度に村として購入した

ものが設置されています。失礼しました。 

議  長（丸山  豊） どのように教育しているかという。指導しているか。 

教 育 長（清水 閣成） 講習会のことでよろしいでしょうか。 

 ＡＥＤを設置していればいいというものではなく、どうＡＥＤの力をいただくかという、

そこのところに関してでございますが、現在、例えばプール使用の前にＰＴＡの方がプール

の監視に入りますので、その前段階として講習会を行っている。それから教職員の関係です

が、教職員は３年に一度ＡＥＤの講習を受ける義務がございますので、３年に一度は職員は

受けている、そういう状況であります。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） お配りしてあります資料の１枚目の下のグラフをごらんください。 

 心肺停止が発生した状況を見ると、体育、スポーツ活動中が多く、特に小学生の水泳、

中・高校生の体育的部活動が目立ちます。また、ＡＥＤを使用された児童生徒の半分以上は、

それまでに心臓疾患が把握されていなかった児童生徒だということです。 

 資料の２枚目をごらんください。 

 倒れてからＡＥＤの要請に一、二分、ＡＥＤの到着から電気ショックまでにも一、二分を

要することを考慮すると、校内のどこで倒れても片道１分程度でＡＥＤにアクセスできる配

置が理想です。電気ショックが１分おくれると、救命率が10％程度下がると言われており、

１秒でも早く電気ショックを行うことが必要です。先ほどの答弁のとおり、本村の小・中学

校には昇降口あるいは体育館入り口付近にＡＥＤが設置されており、各校１台となっていま

す。南箕輪小学校では、プール実施時にＡＥＤを持っていくことはなく、南箕輪中学校にお
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いてもプールや第一運動場、第二運動場が遠いにもかかわらず、ＡＥＤを持っていくことは

していない状況です。南部小学校は、敷地が比較的狭く、プール実施時にＡＥＤを持ってい

っていますので、学校生活においては問題なさそうです。しかし、南部小学校図書館におい

ては土曜日にも開館し、図書館入り口付近のアスレチックで遊ぶ子供やお年寄りの利用があ

る中で、司書の方が１人で対応している実態を考えると、体育館入り口までＡＥＤをとりに

行くことは難しく、図書館内にももう１台設置したいところです。 

 このように万が一の事態を想定してみると、ＡＥＤは各校１台では足りないと考えます。

南箕輪小学校、南箕輪中学校には、もう１台ずつ設置して、プールの実施時やマラソン大会

の日など心肺停止の危険性が高いときにすぐに使用することができるようにし、また、南部

小学校図書館にも設置が必要ではないでしょうか。また、あわせて子供たちにも心肺蘇生Ａ

ＥＤの講習が必要ではないでしょうか。お考えをお伺いします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） お願いします。 

 今、学校１台のＡＥＤの設置、その状況の中で、例えばプールが実施されているときにプ

ールサイドにＡＥＤが置かれていない状況、あるいは持ち運んでいく状況、それから中学校

では部活動をやっている状況、あるいは行事等で、例えば経ヶ岳登山も競歩もあったりしま

すので、そういうようなときの状況、それからふだんの授業でも第一グラウンドと第二グラ

ウンドまで学校から距離がある、そういう状況を今、議員のお話の中から本当に大事に考え

る必要があるかなというふうに思っております。 

 先ほどお話あったように、心停止から１分で10％という蘇生の率が下がっていくという、

救命率ですね、下がっていく状況もありますので、学校の状況を再考察したいというふうに

思っております。予算の関係もございますので、可能であるならば各校ＡＥＤの複数設置、

もしくはプール使用時のＡＥＤのリース等による設置を検討してまいりたいなとそんなこと

を思っております。 

 リースとレンタルという言葉、両方あるんですけれど、リースのほうが安いかな。金額の

ことを今、ここで云々ではないでしょう。そんな状況も把握しておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 それから、子供たちへ講習会等の参加云々のところなんですけれども、心肺蘇生やＡＥＤ

の操作について小学校の学習指導要領には含まれていないわけですけれども、５、６年の保

健の教科書にはＡＥＤ、それから心肺蘇生のことが紹介されています。命の大切さを学ぶ機

会、互助の精神を学ぶ機会としてとても大事なことかなというふうに思っておりますが、あ

わせて震災時に高学年、子供たちが心停止の場面に直面する状況ももしかしてあるのかなな

んて想定しなきゃいけないのかなということも思っておりますが、命を守る行為として正し

く理解できるよう、保健等の学習で扱うことも望ましいかなと考えます。 

 それから、中学生にとってＡＥＤの使い方を知るということは、今、小学生と同じように

大切なことだと思うんですけども、もう一つ、全体的に万が一、何かそういうような場合が

あっても慌てない、災害に限らずの状況ですけれども、それから指示どおりに動くという中

で大人の人がいなければ呼びに行く、そこも大事なことかなという。初期の動き方を子供た

ちが考え、判断して動ける、そこのことが大事かなというふうにあります。実際にＡＥＤを

じゃあ清水、使ってみろと言っても、若干躊躇する自分があるわけですね。大人の方もいろ
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いろ何度も練習してればいいかもしれないですが、なかなかそうもいかない。躊躇する方も

いらっしゃると思うんですけども、そういうことを重ねながら、小・中学生に人命救助の責

任、重みを余り負わせたくないというか、というふうには思う、そんな気持ちも私の中には

ございます。大人に助けを求めることが大事、命の危険性が迫っているときに自分が何がで

きるか、どんなことができるのか、考え、知る、判断する、そんなことをＡＥＤの使い方、

心肺蘇生の講習会等をきっかけにみんなで考え合うことができればいいかな、そんなことも

思っております。 

 大変失礼しました。以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） もし子供がプール中や運動中に倒れたとき、ＡＥＤが近くにあっ

たら後遺症が残らずに済んだのにとか、ＡＥＤが近くにあったら助かったのにという事態に

ならないとも限りません。万が一のことが起きてからでは遅いので、ぜひ検討していただき

たいと思います。それとあわせて、心肺蘇生ＡＥＤの講習についても積極的に行ってほしい

と思います。 

 ４項目め、放課後児童クラブでのおやつについてです。 

 現在、本村の放課後児童クラブではおやつを出していません。近隣の市町村の状況を調べ

てみたところ、伊那市と辰野町と宮田村は月額1,000円、箕輪町は月額800円でおやつを出し

ています。開設時間は本村と辰野町は午後７時まで、伊那市と箕輪町は６時半まで、宮田村

は６時までです。最長の預かり時間が長いのに、おやつがないのはなぜでしょうか。おやつ

を出してほしいという要望が11月21日に開かれた村民の声を聞く会でも出されています。ア

レルギー対応が難しい、帰る時間がまちまちで、など、理由づけはいろいろあると思います

が、給食の時間以降、おなかをすかせてお迎えを待っている子供たちにおやつを出してあげ

るように検討してはいかがでしょうか。 

 アレルギー対応としては、どの自治体も利用申し込み時にアレルギーの有無を聞いた上で、

対応が難しい場合は、家庭から預かったおやつを出すようにしているようです。おやつを出

す時間は高学年の終業時刻に合わせて４時から４時半ごろに出すところが多いようです。そ

れまでに帰ってしまう場合は持ち帰りとなるようです。子供の人数が多くて手間がかかると

いうこともあろうかと思いますが、熱心な支援員さんに支えられて成り立っている放課後児

童クラブですから、子供たちの笑顔のために頑張っていただけることと思います。近隣の自

治体で対応できているおやつを本村の放課後児童クラブでもという保護者からの声ですが、

いかがお考えでしょうか。お答えください。 

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。 

 放課後児童クラブのおやつについてであります。 

 要望があったという意見を聞く会でそういう中での一般質問の取り上げということであり

ます。ただ、今のところでありますけれども、保護者から、あるいは直接支援員からそうい

った要望はないというところであります。しかしながら、村民の声を聞く会であったという

ことでありますので、そういった要望があるのかなというところでございます。そういった

ことを受けまして、今後、放課後児童クラブを利用している保護者に対して、意向調査の実
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施をしたいと考えております。おやつを実施するかどうかにつきましては、意向調査の結果

に加え、いろんな課題を検討して、考えていきたいというふうに思っておるところでありま

す。今、議員御指摘のように、例えばアレルギーの問題だとか、児童によって帰る時間まち

まちであり、おやつを必要としない時間に帰れる児童もかなりいるということであります。

と同時に同じ児童でも日によって帰る時間が違う、そういったこともあるようであります。

このような条件で保護者にしていただく負担をどう考えていくのか、こんな課題もあるとこ

ろであります。 

 また特にこの南箕輪小学校の放課後児童クラブであります。140人以上の登録があり、１

日の平均利用者が90人を超えておるところであります。近隣の市町村に比べてかなり大規模

な放課後児童クラブとなっておるというのが実態であります。このような中で、それぞれ条

件が違う児童に対してのおやつの対応ができるかどうか、こういったことを検討しながら、

また方向性を定めていきたいというふうに思っておるところでございます。人数が多いとい

うこと、これは本当に大変だなという部分もあるわけであります。ただ、保護者の要望もあ

るということであれば、どういった方向で考えていくのがいいのかということで検討をさせ

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） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 意向調査をした上で検討していくということですので、ぜひ意向

調査をしっかりした上で検討していただきたいと思います。 

 近隣の自治体のおやつについては、ほぼ同じ仕組みになっていますので、それらを参考に

しながら前向きに検討していただきたいと思います。 

 ５項目め、キッズゾーンの設置についてです。 

 今年５月に滋賀県大津市で散歩中の園児ら16人が死傷する事故が発生するなど、子供が被

害者となる交通事故が相次いだことを受け、厚生労働省は11月12日、保育施設園児の安全を

確保するためのキッズゾーンの設置の推進について、都道府県などの通知を出しました。 

 資料の３枚目をごらんください。 

 これは、大津市で事故後、全国に先駆けて設置したキッズゾーンの写真です。キッズゾー

ンは保育施設の周囲半径500メートル以内が対象区域で、路面の塗装などでドライバーへの

注意喚起を図っていくものです。保育園への送り迎えは保護者が行うので、キッズゾーンの

設置は園児の散歩コースになろうかと思いますが、園児の安全を確保するために本村でも設

置していく考えはありますか。お答えください。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） キッズゾーンの設置についての御質問であります。 

 御指摘のとおり、５月に滋賀県大津市において保育場外の移動中に園児が交通事故で亡く

なるという大変痛ましい事故が発生し、その後もたびたび子供が被害者となる交通事故が発

生しております。こうしたことの中で、国では令和元年６月18日に未就学児等及び高齢者運

転の交通安全緊急対策を決定したところであります。施策といたしましては、保育所等が行

う散歩等の園外活動の安全を確保するため、スクールゾーンに準ずるキッズゾーンを創設す

るというものであります。 

 村では、大津市の事故を受けまして、すぐ各園の散歩ルートの安全確認をするよう指示を
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しました。その後、県からも散歩ルートの安全確認の通知があり、警察立ち会いや必要に応

じて道路管理者の立ち会いを行って安全の確認をしております。 

 また、今回、国からは県を通じて各市町村の地域の実情に合わせ、キッズゾーンの設定に

ついて検討するよう通知がされておるところであります。この通知につきましては、警察や

道路管理者に対しても周知をされております。再度、連携をして検討を行い、必要箇所には

キッズゾーンの道路標識を設けるなど対応してまいります。そんなこと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） 安全対策に関しては、やり過ぎということはないと私は思ってお

ります。ここ最近のあおり運転、スマホを見ながらの脇見運転など、運転のモラルが問われ

る中、命を守るための安全対策は積極的に実施していただきたいところです。危険箇所はも

ちろん、危険箇所であるとの認識がないところでも事故は起こり得るので、キッズゾーンを

設置することで少しでも園児の安全の確保につながればいいと思います。 

 ６項目め、宗教食対応についてです。 

 この項目は通告書には（１）（２）としていますが、まとめてお尋ねしたいと思います。 

 本村には信州大学農学部があり、留学生として外国籍の御家族が何世帯かいらっしゃって

います。その御家族のお子さんが南原保育園に通っているのですが、給食に宗教食対応がな

いため、お弁当を持参しているそうです。南原保育園において、以前、宗教食対応をしてい

たことがあったそうで、村民の声を聞く会でも再度の対応をしてほしいとの要望が出されま

したが、現在、どうして対応していないのか。また、今後、宗教食対応をする考えはあるの

でしょうか。お答えください。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 宗教食対応についての御質問であります。 

 現在、南原保育園には宗教関係で保育園の献立による給食が食べられないお子さんが５名

ということであります。南原保育園は平成29年度までは宗教食の対応をしておりました。29

年度までということであります。その後、対応をやめたということであります。この対応と

いたしましては、食べてはいけない食品を除去したり、微量なアルコールが含まれた調味料

や発酵食品が使えないなどの制限に対応した代替食の用意をしておったところでありますけ

れども、このところこのほかの対応にかなり時間がかかってきたということであります。食

物アレルギーを持つお子さんが年々増加し、一人一人対応が違うこと。それから離乳食のお

子さんの入園が増えてきていることなどから、200人以上の給食をつくる調理員の業務とい

うのが本当に複雑で煩雑となっております。ますます調理員の負担が増え、逆に事故が起こ

りかねない状況となっておるのが現実でございます。このために検討を重ねてまいりました

が、平成30年４月から関係する保護者に説明し、理解を得る中で宗教による除去食、代替食

の実施をしないこととし、昼食とおやつを持参していただいておるのが今の実態であります。 

 今後の対応はということでありますけれども、現在、この食物アレルギーの園児は全体で

57名、そのうち南原保育園では16名おります。と同時に、この南原保育園につきましては、

医療的ケアを行っており、医療の対応も行っておると、保育士と看護師の複数で確認をしな

がら食事も提供しておるところであります。こういった特殊事情もありまして、保護者の御
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理解を得る中で実施をしていないというのが現状であります。 

 今後の対応といたしましても、この本当に南原保育園、園児数が多くなってきておりまし

て、事故を起こしてはならないわけでありますので、そういった対応のためにも宗教食の方

は保護者に説明をした上で家庭から持参をしていただくよう、お願いはしてまいりたいとい

うふうに思っております。こういった状況が緩和されれば、それは可能でありますけれども、

今、医療的ケアの子供の対応もありますし、アレルギーを持ったお子さんが非常に増えてき

ております。そういった対応の中でやむを得ずということで宗教食の対応をしていないのは

実態であります。そんな御理解もお願いをしたいというふうに思います。全体的にそういっ

たことが緩和されることの状況があれば、それは考えられる状況にもあるのかなというふう

に思います。 

 このほか、学校にも関係があるようでありますので、教育長のほうからも答弁を申し上げ

ます。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） お願いします。 

 今、保育園の状況について村長から答弁ございましたが、小・中学校においてということ

で、この場を借りてお伝えしたいと思っております。 

 保育園のお子さん、いずれは小・中学校へという、そういう状況でございますけども、学

校給食の個別対応についてなんですが、保育園と同様に食物アレルギーを有する児童生徒が

年々増加傾向にあります。より安心安全な給食を提供していくために、11月の議会、全員協

議会でもお示ししましたけれども、学校給食における食物アレルギー対応マニュアルを策定

し、来年４月より運用してまいるところであります。本マニュアル基本方針はあるんですけ

れども、安全性の確保が当然ながら最優先ということです。 

 先日、保護者に学校給食における食物アレルギー対応マニュアルの概要版をお届けしまし

た。保護者から食物負荷試験についての問い合わせ等もいただいているところでございます。

食物アレルギー等の個別対応の人数の増加とともに、各食品に対応するための個別メニュー、

調理等の多様化、それから現在の施設設備や調理員さんを含め人員の観点から鑑みて、本当、

村長の言葉ではないですが、今でき得ない状況かなということで、宗教食対応は実施してお

りません。保護者の方に直接御理解をいただいてきている、そんなところでございます。 

 今後も現状としては難しい状況かなというふうに考えております。御理解をいただければ

と思います。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 笹沼議員。 

５  番（笹沼 美保） 宗教食対応が難しいということはよくわかりました。宗教食対応

については賛否両論あるかと思いますが、アレルギーや医療的ケアにおいて事故が起きては

困りますので、そのときそのときの状況によっては例え少人数の願いでも目を向けて臨機応

変に対応していただけたらと思います。 

 以上で質問を終わります。 

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。 

 ただいまから２時15分まで休憩といたします。 

   休憩 午後 ２時０５分 
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   再開 午後 ２時１５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９番、三澤澄子議員。 

９  番（三澤 澄子） 議席番号９番、三澤澄子でございます。あらかじめ通告いたしま

した３項目について質問をいたします。 

 最初に、学校給食について質問します。 

 この間、村では人口増対策で保育園、小・中学校の増改築に追われてきました。最後に学

校給食の整備で一定のめどがつくとされています。南部小学校の学校給食は、本議会でも来

年度中の整備、改修で行う方針が示されているところであります。 

 学校給食は、学校給食法で規定されております。学校給食法を資料としてつけておきまし

たので、参考にごらんください。 

 第１条では、学校給食が目的として、「学校給食の児童及び生徒の心身の健全な発達に資

するものであり、かつ、児童及び生徒の食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重

要な役割を果たすものであることにかんがみ、学校給食及び学校給食を活用した食に関する

指導の実施に関し必要な事項を定め、もって学校給食の普及充実及び学校における食育の推

進を図ることを目的とする。」つまり、学校給食は教育の一環という位置づけだというふう

に理解されます。 

 第２条では、目標として７項目設定され、地域の食文化や農業と深く結びついたものであ

り、食を通して生命及び自然の尊重、環境の保全等を学ぶ大事なものであるというふうにさ

れております。中身はまた見ていただければというふうに思います。 

 学校給食法を改めて確認し、本村の学校給食について質問します。 

 １として、南部小は、先ほども申しましたように自校給食で、南箕輪小学校、中学校は給

食センターで今、行ってきたところであります。特に両小学校は調理室と教室が一体となっ

て、お昼には五感で給食の楽しさを感じられ、食育そのものになっていると思います。学校

給食は大事な食育の場であるにもかかわらず、運営の効率化の名のもとに外部での大規模な

センター化が進められ、特に今年は会計年度任用職員移行に当たり、県内でも全く学校給食

に携わったことのない民間業者に丸投げするという行政も出ております。 

 そこで、南部小学校でありますけれども、南部小学校、現在の給食室改修でありますけれ

ども、給食センターのほうはまだ方向性が見えていないということで、この間の人口増対策

への対応としての最後の学校給食の整備について、今後の方向をどう考えるかをお聞きいた

します。 

 中でちょっとたくさん項目があるわけでありますけど、その１の中で１つは方向性につい

て。次に調理員でありますけれども、来年度から会計年度任用職員になります。給食調理は

継続した経験と技術が必要です。栄養士の廃止とともに調理員の働き方、安定した雇用の確

保ができるのかどうかをお聞きします。 

 次に、アレルギー対応でございます。 

 近年ますます複雑化し、命の危険が伴う場合もあるため、先ほども議論になっておりまし

たけれども、一瞬たりとも気が抜けません。給食が口に入るまで何かがあってはなりません。 

 また、Ｏ１５７が発生以降、衛生管理も複雑になっています。エプロン、長靴など食材に

よってつけかえること、野菜や果物の徹底洗浄も求められます。全ての食材を一定期間冷凍
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保管しなければならないなど、やらなければならないことがめじろ押しです。村でも学校給

食における食物アレルギー対応マニュアルも先ほども言われておりましたけれども、作成し

て先日配布されたところであります。現在、アレルギー対応食は何食か。また、衛生管理も

含めて対応と課題は何かをお聞きします。特に、アレルギー対応に関して、先ほどもありま

したけれども、十分な調理員の配置ができているのかどうか、そのことも含めてお聞きした

いと思います。専門のことでありますので。 

 以上を１項目として、お聞きいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 議席番号９番、三澤澄子議員、学校給食についてということで

大きなくくりで御質問いただいてます。お答えします。 

 まず、学校の給食施設における人口増への対応と今後の方向、あり方についての御質問で

ございます。 

 南部小学校につきましては、先ほど議員もお話されましたけれども、今後の児童数の増加

に伴う対応として、今年度検討してまいりましたが、現在の施設を改修することで方向性が

まとまりました。施設の一部改修と備品の一部入れかえ、または新しく設置することで対応

できると判断しております。今後、早いうちに設計に取りかかり、来年度、改修工事を実施

したいと考えております。 

 学校給食センターにつきましては、これからの検討となりますが、来年度の早いうちに方

向性を出したいと思っております。どちらの施設につきましても、現段階では民間業者等へ

の全部委託は考えておりませんが、給食センターを検討する中では部分委託と申しましょう

か、米飯なら米飯等の委託の必要性もどうかなということで検討課題かなというふうに思っ

ておるところであります。 

 それから、栄養士の配置につきましては、学校給食法に基づいて適正な配置をしておりま

す。センターのほうには県の職員、栄養教諭、それから南部小のほうには管理栄養士として

栄養職員が村費で１名入っております。 

 それから、先ほどお話ありました調理員の配置につきましてですが、現場の栄養教諭や栄

養職員等と相談をさせていただきながら配置を行っております。現在、南部小学校に調理員

さん４名、それからセンターのほうには12名の調理員さんが配置され、お力をいただいてい

ます。特にセンターのほうは環境面で若干苦しさがあるんですけども、お力をいただきなが

ら安全安心な給食の提供に尽力をいただいているところでございます。 

 来年度から会計年度任用職員として勤務をしていただくことになりますが、現在、勤務を

していただいておられる方々には、先日、制度の説明をさせていただいたところであります。

村の制度に基づいて対応をしてまいります。 

 続きまして、食物アレルギー対応等につきましてなんですが、現在の食物アレルギー対応

につきましては、保護者の方より提出いただいた申請書類をもとに栄養教諭や栄養職員、養

護教諭が中心となって個別のプランを組み立て、対応をしております。年々増加傾向にある

食物アレルギー児童生徒に対して、より安心安全な給食を提供していくため、先ほど申し上

げましたマニュアルが動き出します。マニュアルがあるから安心安全とは当然限らない。周

知しながら、そこはしっかり手順的にも大事にしていくという、そういうことであります。 
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 それから、大変申しわけない点が１点ございまして、食物アレルギーということで、この

間、議会全員協議会で南部小学校３名と私お伝えしたと思いますが、10名でございます。３

名は栄養士さんが日々対応している人数ということで、私、前お聞きした状況で３という数

字が、覚えてきたのでそれをお伝えして、大変申しわけございません。南部小学校10名が食

物アレルギー対応です。南箕輪小学校が37名、昨年度比12名のプラスです。中学校が10名、

昨年度比３名のプラス、センターとして15名のプラス、計47名ということです。ちょっと南

部小の昨年度の人数、済みません、現段階で把握しておりませんが、昨年度数名だったと思

いますので、増えているかなというふうに思っております。 

 それから、衛生管理にも触れさせていただきたいと思うんですが、当然、基準はかなり厳

しいというふうに思っております。学校給食衛生管理基準というものが国から出されて、そ

れにのっとりながら汚染、非汚染区域別の対応、エプロンをかえたりとか、あるいは調理時

間や温度管理、記録等、本当に徹底した厳しい衛生管理のもとで安心安全な給食の提供に向

け調理を行っておるところでございます。よろしくお願いします。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） １については、今、方向性という中で、まだ給食センターについ

ては来年度早いうちに計画をということの説明をいただきました。民間委託、全部委託とい

うことは考えていないということでありまして、今の状況を見れば、なかなか本当に食数が

多い中でセンターとしてやっていますので、そういうところで一部委託は検討されるかもし

れないということですけども、この辺についてはしっかりと保護者の皆さんとも連携をとり

ながら、よりよい学校給食センターに改築されることを、今、思うところであります。 

 それでは、２項目めに入ります。 

 給食費の徴収管理が私会計から公会計に文科省のガイドラインが、今、示されているとこ

ろであります。全県では、17市町村で移行されていますが、資料として実は全県のものをお

つけしたかったんですけれど、ちょっと不十分なところがあるということで、資料はちょっ

と取り下げてありますけれども、もし必要だと思われる方は後で言っていただければ全県の

調査が出ておりますので、またお渡しをいたします。 

 大町市では、公会計化にあわせて市費の事務職員を引き上げると、公会計になっていいの

かどうかという問題もあるわけでありますけれども、本村の給食費の徴収の状況はどうなっ

てるのかをお聞きします。未納や滞納があるのかどうか。また、滞納が続いた場合、家庭の

状況を把握し、場合によっては就学援助等、他の支援につなげることも大事だというふうに

考えております。その点についてお聞きします。安心して学校へ行ける、担任の先生や保健

の先生とも連携しながら総合的な支援が必要になるのではないかというふうに思います。村

の方針について、公会計についての方針をお聞きします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） まず、給食費の徴収、管理が私会計から公会計にという、文科

のガイドラインが示されて、それに対しての村の対応ということでございます。給食費の公

会計化につきましては、ガイドラインがあるんですけれども、このガイドラインというのは

教職員の働き方改革の一つの施策、方策として出されてというふうに受けとめております。

ガイドラインでは、公会計化により見込まれる効果として、教員の業務負担の軽減、保護者

の利便性の向上、学校給食費の徴収、管理業務の効率化、管理の透明性の向上や、徴収にお
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ける公平性の確保といったものが示されております。 

 村での対応ですが、公会計化を図るのは難しい現状がございます。公会計化により管理に

おける透明性というのは確かに向上すると思いますが、一番の問題は給食費を徴収するため

のシステム構築でございます。税金や水道料の使用料と同じように徴収管理を実施していか

なければなりませんが、現在、そのシステムはございません。１つの自治体だけでシステム

構築というのは莫大な費用がかかってまいります。上伊那郡下では現在、どこの市町村も公

会計化とはなっておらない状況がございます。公会計化を実現するためには、上伊那広域連

合とシステム開発を行うために、郡下の市町村が足並みをそろえていく必要があるかなとい

うふうに考えております。 

 給食費の徴収につきましては、南箕輪小学校と中学校は南箕輪小学校の事務が、南部小で

は南部小の学校事務が徴収業務を行っております。徴収方法についてですが、基本的に口座

振替を行っております。専用の口座で管理を行っております。現在のところ保護者の方から

不便を訴えられるということは聞いてはおらない状況があります。あと、担任のかかわりで

すが、担任が私の今までの経験ですと、うちまで訪問したりとか、徴収のために動いたこと

もありますけど、現在は担任のかかわりは余りないということであります。学校では徴収の

際に、給食費のほかに学年費や修学旅行等の費用も一緒に徴収しております。給食費のみを

公会計化しても一緒に徴収している費用をどうしていくか。そこも検討の課題かなというふ

うに考えております。以上のことから、村独自で公会計化を図るのは難しい現状ということ

で、よろしくお願いしたいと思いますが。 

 あと、未納のお話をいただいてますので、未納、滞納についてなんですが、現在、就学援

助費、議員、先ほどお話されましたが、その援助費等によってそれを納入のときにというこ

とで未納については非常に少なくなっております。去年はありません。一昨年度ですが、現

在、高校２年生になる家庭で１名、それから高校３年生の家庭で１名、あと金額的に大きい

のが二十を超える家庭がございます。督促状を送ってはいるんですけれども、なかなかそこ

のところがというところで滞納処理といいましょうか、滞納整理を考えていく時期かなとい

うふうには思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 今、滞納はないということで、就学援助に適切につなげることに

よってしっかりと対応してるということでありますので、次に移らせていただきます。 

 給食費の公費化ということであります。本来、学校給食法によって給食は教育の一環とす

れば憲法26条によって義務教育とは無償とするということで無料にするのが筋だというふう

に思います。 

 また、保育園の給食はあとに触れますけれども、保育の一環としてあるもので給食費の徴

収は本来おかしなことだというふうに思うわけでありますけれども、この公費化について、

また全県の調査がこの中に入ってあります。県内では５村が主に少子化への対策として全額

補助になっています。給食費は取らないということであります。村では１人当たりに2,000

円、本年度予算で323万円の補助をこの間ずっと村としては給食にこういう補助をしてきて

おるところで、上伊那では宮田に次いで２番目の補助になっているところであります。以前、

無償化というか、学校給食無料にしたらどうかという質問をされた議員さんもありましたが、
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村では現実的ではないという御答弁をいただいておりますし、この質問のほうでも共通する

わけでありますけれども、ではどうするのかということであります。 

 地産地消で村で収穫する農畜産物や果樹と直接、生産者、農家の支援になるような取り組

みとしてこの金額をもっと増やす考えはあるのかどうか、村民に見える形で補助として拡大

していくお考えはあるのかどうか、お聞きします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 給食費の公費化の取り組みということ、あと補助の関係という

ことで御質問いただいております。 

 本村では給食費の公費化は行わず、徴収した給食費の中で食材費を賄う形を取っておりま

す。補助は行っております。先ほども2,000円という額をいただきましたが、１食当たりに

すると2,000円ですので、１食当たり10円ということで補助となっております。なお、来年

度につきましては、給食費の値上げを実施していくことから、補助金をさらに1,000円上げ

まして3,000円、１食当たり15円の補助にしたいと考えております。また、地産地消を推進

する上で、風の村米だよりを学校給食で使用する際の補助も村として実施しておるところで

あります。公費化につきましては、現段階では考えておらないという、そんな状況でござい

ます。よろしくお願いします。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） ５番目として、輸入小麦のパンから除草剤グリホサートが検出さ

れています。資料として新婦人しんぶんをおつけしておりましたので、またしっかり中を読

んでいただければというふうに思います。 

 日米貿易協定交渉でトランプ大統領が食の安全の規制緩和を求めてきました。日本政府は

農薬メーカーの要望に応えて2017年にグリホサートの残留基準値を５ｐｐｍから30ｐｐｍへ

と大幅に緩和。グリホサートは発がん性に関して５段階の上から２番目にリスクが高いと言

われ、オーストリアやチェコはグリホサートの全面使用禁止、ベトナムは輸入禁止など、規

制の動きが世界に広がっていると報道されています。 

 学校給食のパンを調べた結果、輸入パンで残留農薬が検出されました。成長期の感受性が

強い子供が発がん性のある残留農薬の残ったパンを食べ続けることへの心配が広がっていま

す。給食で使う小麦製品の安全性は、また地産地消で国産の安全な食材をという要望も出て

おります。その点についてお願いします。 

 それから、続けて行きます。 

 村では食育推進計画や地産地消促進計画を策定し、計画的に推進することとしています。

推進計画で未来を担う子供の食育では、妊娠から思春期まで現状と課題を分析した上で、学

校における食育を計画的に推進して、さまざまな提言をしています。地場産農産物を活用す

るとともに生産者との交流等を通じ、食料の生産や地域の自然産業等の理解を深めるという

ことも求められています。 

 また、地産地消促進計画では、給食の地産、地場産農産物利用を促進させるために、給食

関係者の利用調整会議の充実と、それから目標値を設定して、学校給食における地場農産物

を使用する割合を目標値設定していますが、その目標値設定に対しての現状を教えていただ

きたいと思います。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 
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 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ９番、三澤議員の御質問にお答えいたします。 

 教育関係、数多く質問いただいております。特に学校給食センターが、あと最後残ってお

るわけであります。この辺につきましては、教育長が答弁で申し上げたとおりでありますけ

れども、来年度しっかり基本計画ができればと、再来年度、設計、次の年から建設ができれ

ばというふうに思っております。ただ、一番問題は財源どうしていくのかという、その部分

も考えていかなければなりませんし、同時に改築で行くのか新築で行くのかという点、一番

問題は、改築の場合には学校給食をとめなければならない。この間、つくってくれるところ

があるのかどうか。1,500食でありますので、これはちょっと不可能かなという、そういう

部分もあるわけであります。その点も踏まえて十分検討してまいりますので、よろしくお願

いをいたします。 

 それから、公会計の問題出されました。基本的には私も公会計がいいだろうというふうに

は思っておりますけれども、ただ、これは議員御指摘のとおり、上伊那は統一してやらない

と単価的にどうにもなりません。そんなことで、またそういった時点では考えていっていか

なければというふうには思っております。 

 小麦の問題の質問からであります。上伊那地域での小麦の作付、約464ヘクタールあるわ

けであります。ただ、地域によってこの品質が品種が大別されております。伊南のほうでは

大麦、麦茶等の原料の大麦がほとんどであります。そして、伊北のほうではハナマンテン。

中華麺とかうどんだとか、そちらのほうに使用する品種であります。これからパンができな

いことはないんですけれども、ほとんどがそちらへまわってしまうというふうになっており

ます。南箕輪は34ヘクタール、ハナマンテンの作付があるわけであります。そんなことで上

伊那の作付の小麦というのは、地産地消の中では不可能であります。今言ったような状況で

あります。県内ではパンの原料となるものとしては、上田、松本地域でユメカオリというこ

の作付があるようでありますけれども、上伊那産は全くそういうものはないということで御

理解をいただきたいというふうに思います。 

 そういったことの中で、長野県の学校給食用パン小麦については、公益財団法人長野県学

校給食会で平成27年４月から外国産小麦主体から国産麦主体に変更をしております。そうい

うことで御理解をいただければというふうに思います。 

 それから、食育推進計画等の御質問がありました。これは、前々からも御質問いただいて

おります給食関係者と農業関係者が感化する異業調整会議を定期的に開催しながら、地場農

産物の利用向上、できるだけ地元産を使いたいという思いでやっております。こういった中

であじ～なを通じて供給を受けて、使用をしておるということであります。味工房のみそ等

の加工品も学校給食で取り入れておるところであります。特に力を入れているのが、村の特

色であります農産物である風の村米だより、月に２回、おもてなし牛乳、月に１回程度学校

給食で使っておりますけれども、来年度からは健康によいと言われる金芽米、風の村米だよ

りの給食での回数を増やしていく予定であります。これは、味というか食味といいますか、

そういう部分が全国的にも評価されてきておりまして、取引元でも若干高く買っていただけ

るというようなそんな話も来ておるところであります。ただ、まだ面積を増やしていかない

と、１サイロぐらいになるように、この風の村米だよりを増やしていきたいという思いがあ

ります。この金芽米というのが非常に健康にいいようでありますので、この辺は増やしてい
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きたい。そして同時に額も高くなりますので、その分は学校給食費ということではなくて、

村の地産地消の取り組みの中で補助ということではなくて、村の公費の中でやっていきたい

という、こういう考え方でおりますので、よろしくお願いをいたします。 

 目標値につきましては、ちょっと用意してないようでありますので、また後ほどお答えを

いたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 目標値であります。今、食育推進計画とそれから地産地消促進計

画がありまして、目標値でありますけれども、学校給食における地場産農産物を使用する割

合というようなことで目標値が設定されていまして、南部小は平成32年までにこのときです

けど35.9％に、給食センターでは46.8％というような目標値の設定されています。こういう

ことで検証しているのかどうかちょっとわかりませんけれども、いずれにしても今、風の村

米だよりや地元のものをしっかりと使っていく中で、これは産業課対応ということでありま

すけれども、またさらにそういうことも村の皆さんにしっかりとどちらのこうやって給食セ

ンターまできっちりとお届けするということも生産者の皆さんと利用調整会議もやっている

ということでありますので、そういう取り組みの中でしっかりと村の皆さんにわかっていた

だいて、産業の発展につながるような形で取り組んでいただければと思います。 

 次に移らせていただきます。 

 幼保無償化についてであります。 

 10月から幼保無償化がスタートしました。もともと消費税を10％に引き上げるために選挙

の目玉として突然無償化が打ち出されました。９月の条例改正でも混乱があったわけであり

ますけれども、10月からは３歳から５歳児の保育料は無償化されましたが、副食費は対象外

となりました。村では5,300円で保育料に含まれていた給食費を3,000円とし、徴収すること

になりました。国では既に2019年度分の財源が数百億円程度不足すると、この間、新聞等で

報じられています。一方、税収は当初見込みから大幅に下振れするという見通しが出されて

おりまして、財源の不足分は赤字国債を含む他の歳入を充てるとしております。村への国か

らの財政補塡分はどのようになっているのか、お聞きします。保育料徴収との差はどのよう

になる予定かお聞きします。また、給食費の徴収の状況はどうかお聞きいたします。 

 資料２でお示ししましたが、２番目の資料、ちょっと見ていただきますと、新聞記事であ

ります。全県では今まで独自に実施していた子育て支援制度のアピール効果のツールという

ことで、新聞の記事にあるように県内61市町村で減免し、そのうち30市町村は全ての世帯で

免除となっています。下伊那郡天龍村や南佐久郡小海町は、未満児も免除にしているところ

であります。来年度からの無償化の見通しはどうか、お聞きします。 

 また、来年度予算編成に向けてでありますが、今、給食費は５歳までが減免ということに

なっておりますけれども、本来の公平性で行けば未満児の給食費も5,300円から3,000円にな

っているわけでありますので、その分2,300円が引かれなければおかしいんじゃないかとい

うふうに私は思います。そういうことで、そのことについて保育料の軽減をすべきと考えま

すが、ちょっとその考えをお聞きいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 幼保無償化についての御質問であります。 
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 10月から御承知のとおり３歳以上児のお子さんの保育が無償化されました。トラブルもな

くて移行できたんではないかというふうに思っております。 

 副食費の問題であります。副食費につきましては、国の公定価格4,500円、本村では約

5,300円かかっておるわけでありますけれども、これを3,000円として徴収をしております。

徴収の状況につきましては、後ほど担当課長からお答えを申し上げます。ただ3,000円であ

ります。減免ということであり、全てをという話もありましたけれども、そうはいっても全

て減免をするということになると大変な額がかかるわけであります。本村の保育園児数、か

なり多いもんですから、それはちょっと不可能かなというふうに考えておるところでありま

す。 

 国では年収360万円未満の世帯の第３子の副食費は免除とする。これは一定の基準がある

わけでありますけれども、小学校３年生までの子でカウントして第３子ということでありま

すけれども、本村は年齢にとらわれずに第３子は免除させていただいております。 

 ３歳未満児は無償化の対象外でございます。その分、保育料を減免してはというふうな質

問でありますけれども、３歳以上児というのは主食であります御飯はうちから持参というこ

とであります。未満児は全てが村持ちという、こういうことでありますので、そういったこ

とはできないということでお答えを申し上げたいというふうに思っております。 

 本村の場合、約730人から50人くらいの園児数になります。そのうちの未満児というのが

230人ほどおります。年間にすると800万円余というふうになるわけであります。これを毎年

毎年ということは、ちょっと本村の財政事情からすると不可能でありますので、その点はぜ

ひそんな捉え方でお願いをしたいというふうに思います。全額免除しておるところは、かな

り園児数の少ないとこかなというふうに思っておるところでございます。全ての子供を免除、

本当に園児数がいないところ、本村もそのぐらいの園児数なら全額免除できますので、そん

な御理解をお願いをしたいというふうに思います。 

 予算の部分はどうかということであります。今年度分は措置をされておるという、こうい

うことになっておるわけでありますけれども、国が大幅に足りないという部分、これは措置

をするというふうになります。来年度からこれは全く今のところ不透明な部分ということで

御理解をお願いします。消費税の値上げ分、それから普通交付税の分で補塡するという話に

なっております。そうなることを望んでおりますし、そうなるように働きかけはしておりま

す。要請はしております。そういうことで、もう少し行かないとわからないところでござい

ます。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 徴収状況。 

 唐澤課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） 保育料の徴収状況につきましてでございますが、無償化の

前の９月と無償化後の10月との比較で申し上げますと、９月の保育料の対象が1,309万7,480

円ということでございました。それから、無償化後につきましては、ちょっとこれは副食費

も含んでおりますが、538万4,840円ということで、１カ月で770万円ほど減収ということに

なっております。その中で副食費が96万9,000円というのは、538万4,840円に含まれている

ということになっております。ですので、１カ月で770万余りですので、例えば今年度で半

年単純に掛けますと4,600万、１年で行くと9,200万ぐらいの減額になってきますが、それ分
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以上を国で補塡していただけることを期待いたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 9,200万が全部補塡されるかどうかわからないけども、期待する

というお答えしか今のところわからないということであります。来年度についても実際のと

ころはなかなか状況がわからないということでありますけども、一つ、全額免除のところの

市町村が30市町村ということなので、その中でも例えば市の段階では飯山市しか入っていな

いわけでありますけれども、あとは、村、町の単位かなというふうに思います。小さいとこ

ろでは、未満児も含めて全部無償にしているというところもあるわけでありますけれども、

今ちょっと申し上げたように、未満児は御飯の部分も含めて全部村でやっているということ

でありますけれども、いずれにしても給食費が設定されていた給食費、国では4,500円と言

っておりますが、例えば4,500円でも3,000円にしてるということは1,500円は村で持ってる

ということなので、公平性の理屈から言えば未満児の子供たちにも同じように給食費で取っ

ている部分を1,500円は同じように村が補塡するということの形の中で保育料の軽減という

ことにつなげたらどうかということを言ってるわけであります。その点について、ちょっと

御検討をいただけるかどうか、お聞きします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 先ほど申し上げましたように、全てを村でということであります

ので、検討はしますけれども、やっていくということは不可能であります。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） あと、無償化の中で延長保育や入園希望が増えた事例はあるのか

ということをお聞きします。 

 実は、やっぱり村民の声を聞く会で、延長をお願いしたところ、断られたというか、おう

ちで見ていただきたいということがあったというようなお話もありました。予算が増えたの

は自己負担割合の高かった中高年所得者の利用が予想よりも多くなって、全国的にも本来必

要な利用者がなおざりになってしまったという結果であるというふうに言われていますけれ

ども、2019年は出生が90万人を割って87万人を下回ると報じられています。村では子育て日

本一を掲げて保育の充実に取り組んできたわけでありますけれども、上伊那でも少子化対策

と子育て支援が進んだ結果、おくれた施策も出てきているというふうにあります。必要な保

育の充実と、安心して子育てできる施策の充実を求めるものでありますけれども、これにつ

いてどう進めていくか、お聞きいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 子育て施策につきましては、先んじてやってまいりました。この

結果、かなり人口的にもよそが減っている段階で増えてきているという、そういう状況も生

まれてきていたわけであります。ただ、現状におきますと、うちよりもいい施策をとってお

るというところはあります。それはそれぞれの自治体の考え方でやっておるということであ

りますけれども、本村の場合は特に子供の数が多いということで、いろんな施策、全て一番

いいところに合わせますとこれはどうにもなりません。財政がもたないという、このことは

御理解をいただきたいというふうに思っております。 
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 それから、延長保育を断られたとか、そういう部分につきましては、本来そういうことが

ないというふうに思っておりますので、担当課長のほうから、また答弁を申し上げます。 

議  長（丸山  豊） 唐澤課長。 

子育て支援課長（唐澤 孝男） 延長分を断られたというのを、ちょっとこちらのほうで直

接は把握しておりませんが、基本的には保育に欠ける家が通常保育とか延長保育の代償とな

ってくるわけでございます。したがいまして、無償化で例えば標準時間認定になる方、御両

親とも120時間以上の月の就労が条件となっておりますが、それの方は村では最長11時間30

分が無償ということになるわけですが、そこまで預けていいという問題ではありません。あ

くまでも御両親の就労時間、それからその通勤時間を考慮したのが、そのお子さんの保育の

時間という認識でございます。これについては保育園の入園説明会でも申し上げさせていた

だいておりますし、就労証明書を必ず出してもらって確認しておりますので、そこを徹底し

ないと安易に無料だからといって、安易に長い時間預けてしまうということが出ますと、こ

ちらも職員体制、限られた長時間保育、遅くまで見ていただく保育士さんもかなりちょっと

確保に大変な面もあります。そんなところで安全に保育を進めていく上でもできるだけ早く

迎えに来ていただくことをお願いしたいと思います。お子さんも本当に親御さんが迎えに来

るのを今か今かと待っております。本当に保育室の周囲にも目を配ってて、扉が開くとすぐ

飛んでくるぐらいの本当に絶えず注意を払っているようなことで、今か今かと待っている状

態がありますので、そんな面も考えまして、ぜひ必要時間の保育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） 三澤議員。 

９  番（三澤 澄子） 選ばれる子育て、安心して働ける村ということで、また引き続き

努力をお願いしたいと思います。 

 ３のこども館の運営について質問します。 

 先日、村民の声を聞く会が開かれて、福祉教育委員会のＢの分科会では15名の参加があり、

活発な意見交換がされました。今議会でも笹沼議員が先ほど２項目ほど質問いたしましたが、

村民の声を届けて、村の考えをお聞きします。 

 こども館についてであります。建設から２年を経て、期待が大きかっただけに、運営や使

われ方に大きな疑問が寄せられました。2017年３月議会では運営理念についてお聞きしまし

た。運営理念は子供が健やかに学び、遊び、地域との交流で成長していく場であるというふ

うにお聞きしました。この理念の実現のためには、どんな運営体制をとっているのか、また

館長さんの役割がとても大事だと考えますが、お聞きします。ちょっと時間がないので、全

部一括してお聞きします。また、児童館としての利用者の状況はどのくらいになっているの

か。ほとんど７万人を超えるというこの前お話がありましたけれども、放課後児童が圧倒的

じゃないかというふうに思っております。定住自立圏も含めて近隣からの利用もあるのかど

うか。 

 そして一定のルールはあるが、禁止、制限等、楽しく利用できるところになっているのか

どうか。今の状況では児童館としての役割はほとんど果たせていないのではないかというふ

うに思っております。そして、今までも課題になってきて、私も何回か議会で質問でしてお

りますけれども、これは直接、この間の聞く会の中でも出されたさまざまな疑問であります。
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児童館の利用は、一旦、帰宅してから利用しなければならないということ。それから、夏休

み中の昼食も一旦、来館していてもお昼にはうちへ帰って、それからまた出てくるという規

則。 

 それから遊びの場でありますけれども、中学生の学習支援と混在することになっておりま

して、小学生の活動の制限、例えばうるさいのでそこでは静かにしているようにとか、そん

な状況がまま見られるということであります。 

 そして、調理室でありますけれども、立派なものができておりますが、年２回しか現状で

は使っていない。それはこども館のイベントでありますが、他の団体で利用を申し込んでも

許可がされない。 

 また、こども館の場所としては、本来本当に必要な場所と機会なのでありますけれども、

なかなかこども館利用にはならない。 

 また、ファミリーサポートセンターとしての役割があるわけでありますけれども、支援を

必要としている人にどう向き合うのかということであります。 

 利用料もせんだってアンケートがあったようでありますけれども、明らかに高いというこ

とと、それから本当に短時間の利用しかできない。必要なときに本当に利用できないという

訴えもあります。それと、場所の提供もできればしていただきたいという、本当にファミリ

ーサポートセンターとしてどういうふうに支援していくのかという実態がなかなかないとい

うことが言われております。そういう点について、こども館の運営全般について、お聞きを

いたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 時間がありませんので、端的にお答えいたします。 

 こども館運営についてであります。つくってから、既に数年がたちます。厳しいお声があ

るということでありますので、そういう声を聞きながら、また改善できるところは改善して

いく必要があるというふうに思っております。一定の役割は果たしておるという、このこと

は御理解をいただきたいと思います。 

 それから児童館という話が出てきております。こども館は児童館ではありませんので、児

童館的な取り組みを行っておりますということであります。児童館としての設置はしてあり

ません。合わせもったような取り組みは行っておるということで御理解をいただきたいと思

います。 

 児童館的な取り組みの関係者、11月現在で今年度でありますが、２万819人となっており

ます。これは児童館的な取り組みの関係者であります。開館からは７万2,000ということで

ありますので、大勢の方が利用していただいているというふうに認識をしておるところであ

ります。村外の方につきましては、１割未満という部分であります。９割以上が村民の方で

ございます。 

 それから、人数的な部分がありまして、なかなか使い勝手で思うように使えないという部

分、これはそのとおりだろうなというふうに思っております。夏休み中のこども館というの

は、１日200人超してしまうような日もあるわけでありますので、その中でどう利用してい

ただくかという、こういったことは考えていただければというふうに思っております。放課

後児童クラブが中心という部分もありますし、また、中学生の学習支援という部分もやって

いかなければならないということでありますので、お互いに融通をしながらということで理
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解をお願いをしていかなければというふうに考えております。 

 もともとこども館につきましては、複合的な施設をという部分であります。私自身は放課

後児童クラブ単独という考え方を持っていましたけど、いろんな皆さんの御意見をお聞きす

る中で、複合的な部分を持たせるものがいいじゃないかということで、こども館ということ

で踏み切ったところでございます。 

 それから、ファミリーサポートの質問が出ました。今、公共施設でも可能としております。

このことは、そんなことでということであります。 

 それから、協力会員、依頼会員の皆さんに１時間当たりの利用料につきまして、アンケー

トをとりました。協力会員側につきましては85％の方が現状維持、依頼会員の方が57％の方

が現状維持という、こういう結果が出ております。したがいまして、当面はこの現状維持と

いうことでさせていただきたいというふうに思っております。よろしくお願いをいたします。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 三澤議員、時間が来てますので、まとめてください。 

９  番（三澤 澄子） 今、こども館については、今までも何回も質問してきました。ち

ょっと時間が少なくなってしまいましたが、本当に必要な人に必要な支援ができるというの

が本来の役割だというふうに思いますし、それを地域では連携したいというふうに思ってお

ります。いろんな人が協力したいというふうに思っておりますので、そのあり方については、

やはりもっとしっかりとしたこども館そのものとしての運営、今、村長が言われましたよう

に放課後児童が中心になっているのが現状では仕方ないと思いますけれども、ほかの施設も

あわせて総合的にどういうふうにやっぱり子供たちの活動を支援できるのかということで、

しっかりとこども館中心に組み立てていただきたいというふうに思います。 

 以上で、終わります。 

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。 

 ただいまから３時25分まで休憩といたします。 

   休憩 午後 ３時０５分 

   再開 午後 ３時２５分 

議  長（丸山  豊） 休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続けます。 

 議席番号３番、原源次議員。 

３  番（原  源次） ３番、原源次です。本日最後で、大変お疲れのところですが、的

確に御答弁ください。それでは、通告に基づいて３項目について質問します。 

 まず、令和２年度の予算編成について質問します。 

 来年度の予算編成時期となりました。今までは人口増などでハード面を中心にして予算を

組んできたかと思いますが、先日の村長は保育園、学校などの施設の改築及び増築など力を

注いできたが、一応のめどは立ってきて、一段落になったとの話でした。子育て教育はもち

ろんのこと、これから始まる高齢化社会に医療介護を初めとする社会保障など、必要性の高

いところへも十分対応していただきたい。来年度の税収は減少見込みとの話ですが、限られ

た資源をより効率的に配分されることを望みます。 

 それで（１）ですが、来年度の予算編成に当たり、重点とすることは何ですか。 

 また、予算編成が国連総会で採択されたＳＤＧｓ、いわゆる持続可能な開発目標は特に国

際社会の共通目標17項目ありますが、それなどの取り組み目標はどのように考えているのか、
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質問します。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ３番、原源次議員の質問にお答えいたします。 

 予算編成の質問でございます。重点とすることは何かという御質問でございます。 

 令和２年度の予算は、私の４期目任期の最後の本予算の編成となります。次の年は村長選

挙が間近にありますので、暫定といいますか、骨格予算でありますので、本当に自分自身で

編成ができる最後の本予算かなという思いで編成に当たっていくつもりであります。 

 重点項目でありますけれども、挨拶の中でも申し上げましたけれども、令和２年度につき

ましては、村の第５次の総合計画前期基本計画の最終年度、また村創生総合戦略の最終年度

となります。したがいまして、これらの着実な推進に資するものを最優先としていきたいと

は思っております。同時に両計画をしっかりと締めくくり、次につなげていくことが令和２

年度予算の編成において重要なことであると考えております。この辺を重点としながら、ど

の程度の事業ができるかということで、今、編成を始めておるところであります。 

 また近年では全国的に大規模な自然災害が多発しており、特に今年度は県内におきまして

も台風が甚大な被害をもたらしました。幸い本村では大きな被害はなかったわけであります

が、安心安全な村づくりが急務であると改めて感じたところであります。来年度は交付税措

置率が70％と非常に有利な起債であります緊急防災減災活用ができる最後の年度となってお

りますので、これらを活用しながら避難所の空調設備の設置などを進めていきたいと思って

おります。これに約１億8,000万円余ぐらいかかるんじゃないかなと見込んでおります。 

 また、さきの全協でも話を申し上げました防災研修センター、大芝の研修センターを防災

研修センターとして建設をしていく、こういった予定もお話をさせていただいたところでご

ざいます。約２億円程度、これもかかるんではないかなというふうに思っております。その

一部の設計費につきましては、最終日に補正予算として計上をさせていただきたいというふ

うに思っております。 

 さらには、人口増対策の仕上げといたしまして、南部小学校給食室の改修、学校給食セン

ターの整備計画、西部保育園リズム室の設計を進めていくとともに、人口増対策を最優先し

てきたために十分力を注げなかった老朽化した公共施設及びインフラの修繕や長寿命化につ

いても重点を置き、計画的に推進できるように取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。人口増対策、一定のめどがついたと申し上げましたけれども、一番大きな給食センタ

ーというのが残っておるわけであります。これをどうしていくのかということ、しっかりと

基本計画をつくってまいりたいというふうに考えておりますし、保育園関係では大泉地域の

人口がかなり伸びてきております。西部保育園、ほぼ満杯状態であります。リズム室が本当

に手狭になってきているということで、これも改築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。こうした設計もできればというふうに思っておるところであります。 

 また、長寿命化関係につきましては、中学校プールの老朽化がかなり進んできております。

本当にひどい状態になってきておりますので、更衣室をあわせて改修をしてまいりたい。こ

の予算も考えております。これも１億円余がかかる予定であります。 

 その他、村道関係、舗装かなり傷んできておりますので、計画的にこの辺も村道の舗装修

繕を進めていく予定であります。 
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 また、先ほど申し上げましたけれども、有利な起債というのは期限があるわけであります。

こういったものをどう活用していくかということもしっかりと頭に入れながら、今、考えて

おりますのは、再来年この制度が切れてしまいます災害関係の部分で、五カ井の治山改修事

業を視野に今、入れておるところでございます。そんなハード事業としてはそんな状況であ

ります。ただ、予算編成に先駆けまして本村の場合は３カ年実施計画というのをつくってい

くわけであります。事業と財政計画、この整合性を図るということで、事前につくっておる

ところでありますが、直近の収入の見通しなどによっては計画にのっていても先送りという

状況も出てくる、こういうふうに思っておるところであります。それぞれの業務について必

要性、優先度、費用対効果等しっかりと精査し、厳しい財政状況の中でも活力のある村、安

心して暮らせる住みよい村を目指した予算編成としてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

 また、ソフト事業をいたしましては、新たな福祉施策の補助事業、２本ほど考えておると

ころでございます。高齢化に向けての認知症の保険の補助ができないだろうかなと。いろん

な電車をとめたりすると多額のお金がかかりますので、そういったことも検討の視野に入れ

ておるところであります。また、議会の一般質問でいただいております老人関係の補聴器の

補助につきましても、これは持っていきたいと考えておるところであります。 

 それと同時に若者対策の部分といたしましては、奨学金に対する助成制度、これ既に伊那

市や駒ケ根や箕輪やっておりますので、この辺も創設できたらということで、今、検討をし

ておるところでございます。 

 給食費の補助の上乗せ、これは先ほど答弁を申し上げました。この辺もソフト事業として

しっかりやっていきたいというふうに思っておるところでございます。 

 いずれにいたしましても、ハード、ソフトを組み合わせながら、次につながるような予算

編成ができればというふうに思っております。 

 ＳＤＧｓの問題が出されました。今、盛んにこのことが言われるようになりました。せん

だっても職員対象の研修会といいますか、話も副村長のほうからさせていただいたところで

ございます。その辺も視野に入れていかなければならないところでありますけれども、しか

し、目先の事業をとりあえず完成をさせていかなければなりませんので、そんなことで力を

注いでまいりますので、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） 全体的に見ると、景気は厳しい傾向にあると思います。当村にお

いても税収は減少ぎみだとのことですが、このまま健全な財政状況でいけるのか、お尋ねし

ます。 

議  長（丸山  豊） ２番目ですね。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 健全財政の御質問であります。 

 税収につきましては、今年度よりも落ちるのかなということであります。法人税がかなり

厳しくなってきておりますので、その影響がどの程度あるか精査していく必要があるという

ふうに思っております。 

 住民税、固定資産税につきましては、住民税は人口増による伸び等もあります。固定資産
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税は企業の設備投資によってかなり変わってまいりますので、この辺の状況も注視をしてい

く必要があるというふうに思っております。主は村税と地方交付税、それから今となれば地

方消費税というのがかなり貴重な財源になってくるわけであります。その部分はどういうふ

うに影響してくるのかなというふうに思っております。 

 消費税につきましては、今年分、この11月末現在の収入状況、７月から９月期、上がる前

の額が交付されました。駆け込みを期待しておりましたけれども、去年よりも減りました。

したがいまして、大変厳しいなという思いであります。 

 この10年間ほどに全ての保育園、小・中学校で増改築を行ってまいりました。これらの事

業の実施に当たっては、使えそうな補助金は積極的に活用してきたところであります。しか

し、全国的には人口が減少し、公共施設の集約、施設整理、統合というのは国の施策となっ

ている中で、増築に適用される補助金というのは本当に少なくて、多くの事業で財源として

地方債借り入れを行ってきたところであります。平成21年度の南原保育園の建てかえから昨

年の南部小学校増築まで子供の増加対策事業だけでも約12億円の借り入れをいたしました。

このうち、交付税措置分を除いた村の負担は７億2,000万円余りとなります。これらの要因

もありまして、平成29年度の決算では、それまでマイナスでありました将来負担比率がプラ

スに転じ、17.6％となりました。また、子供の増に伴いまして臨時職員の保育士、調理員な

どの経費も年々増加しており、人口増以外の面におきましても社会保障費の増、事務量の増

加による職員増など、経常経費がかなり増加してきておるところであります。 

 直近の平成30年度決算におきましては、これはおかげさまで税収が好調だったこともあり

まして、将来負担比率は13.7％と、前の年に比べて減少しました。財政力指数も0.59と上が

りました。経常収支比率は73.6％、これは本当に良好な数値を示しております。実質公債費

比率6.3％ということで、全体的には健全財政の範囲内と言える結果でありました。本村の

財政指標というのは、郡内市町村の比較の中でも良好な数値となっております。ただ、郡内

の市町村でありますので、この辺はそんな御理解をお願いしたいと思います。上伊那郡内と

いうのは財政的には大変厳しい市町村が多いという、こういうことであります。 

 また、基金につきましては、財政に余裕があるときにこつこつと積み立てを行ってまいり

ました。平成30年度末現在の残高は、10年前よりも約７億円多い26億円余となっております。

30億が若干切れる、こういうことであります。 

 一方、地方債の残高は、10年前よりも約14億円、54億円余りとなっておりますが、そのう

ちの交付税措置率100％の臨時財政対策債が34億円ありますので、残りは20億円であります。

ほとんどが交付税措置のある起債であるため、村の実質負担は10億円程度となっております。 

 そういったことで健全財政を維持しておるということであります。たまたまこういった数

値が出てまいりましたんで、私、一般質問つくっているときに調べてみましたら、私が引き

継いだときの基金は17億円弱でありましたんで、約13億円近く積み増しができたのかなと。

起債の借り入れも47億円でありますので、７億円ほどこちらは増えたということであります。

そういったことでかなり余裕のあるときはこつこつ積み立ててまいりましたので、これから

の事業にそれを使用できるんではないかなというふうに思っております。 

 今後は、先ほどから申し上げておりますように、学校給食施設の整備が控えております。

これは本当にいわゆる学校関係の施設というのは、補助金というのが非常に少ないわけであ

ります。補助金はありますけれども、基準面積、基準単価が決められておりまして、大変厳
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しい状況が見込まれております。また、既存施設の老朽化対策も喫緊の課題であります。こ

ういったことを考えながら、財政運営をしていくということが大事かなというふうに思って

おります。一番はこの給食センターの整備ができた後の財政状況がどんな形になっているの

か、このことは注視をしていく必要があるというふうに考えておるところでございます。今

のところは健全財政で推移をしている、維持ができているという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） 原議員。 

３  番（原  源次） 安心を少ししました。 

 ３番目です。ハード面で小・中の給食と今ありましたが、西部保育園の遊戯場など拡張な

どの予算づけはありましたが、以前から懸案事項でありました郷土館の建設はどのようにな

っていますか。お尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 郷土館の建設の御質問でございます。 

 村には県宝に指定されました人体文付有孔鍔付土器を初め考古学的にも大変貴重な土器や

資料など多数あり、また、この神子柴遺跡のレプリカもつくったところであります。それら、

貴重な資料を常時展示し、見学することのできる郷土館の整備というのは、以前から課題と

なっていたところであります。 

 現在の郷土館でも予約申し込みをいただければ公開をしておりますけれども、スペース的

にも限界がありますし、気軽に見学できないこともあります。さらに一番の問題は耐震化が

できていないという、こういうことであります。本当に一番危ない施設というふうになって

しまったところであります。そうしたことを考えますと、建設の必要性というのは本当につ

くらなければいけないというふうに感じているところであります。しかしながら、先ほど申

し上げましたとおり、当面は村の財政状況を見ながらということでありますけれども、まだ

まだ優先をして実施していかなくてはならない事業も山積をしておりますので、当面は先送

りということでさせていただきたいというふうに考えております。３カ年実施計画にはいつ

も最終年度にそうやっていつも先送りになっていて、大変申しわけないなというふうに思っ

ておりますけれども、給食センター、あるいは西部保育園、あるいは長寿命化計画、これら

の推移を見ながらということで御理解をいただきたいというふうに思っております。 

 この郷土館で一番の問題は全く単費ということであります。補助金がないという、この悩

みもあるところであります。そんな点も御理解いただければというふうに思います。そうは

いっても、いずれはつくっていかなければ、建設していかなければならないという、こうい

う状況でありますので、そこら辺も視野に入れながらということで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） 財政的には大変厳しくなると思われますが、私たちが住みよい、

それから安心で安全で過ごせる村づくりを目指して予算編成をしていただければと思います。 

 それでは、２番目の質問に行きます。 

 交通問題解消のために質問します。いずれも大泉地区内での交通混雑、危険な場所です。

既に数年前より大泉地区の地区要望にも出されているのもありますが、重ねて要望いたしま
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す。 

 まず１番目に県道吹上北殿線ですが、中央道の上部、田中宅前から高根交差点までの道幅

が非常に狭く、対向車があるとすれ違いが困難です。この道は、下から田中宅あたりまで道

幅が比較的広く、また高根信号機より上部は２車線道路になっています。さきに言った部分

だけ道幅が狭く、交通に支障を来しています。近年は羽広工業団地、また箕輪町工業団地に

通勤する車が多く、朝夕の通勤帯はとても混雑し、危険です。早急に解消を図っていただき

たいと、そう思います。答弁をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） この道は県道でありますので、県で対応をするということであり

ます。以前から地区要望として出されている箇所で、毎年、県や地元県議に現地確認をお願

いしながら、拡幅改良の要望をしている箇所であります。毎年見ていただいております。必

要性は感じておるところであります。 

 この沿線はほとんどが農地で、村道3134号線、広域農道交差点東には、一部工場と住宅地

等の建物が道路両側に接近している場所があります。拡幅工事の場合、そういった物件補償

が影響し、全体事業費が大きくなることもあって、なかなか早期に実現に至っていないとい

うのが今の現状でございます。また、県では道路改良の場合、県の場合は一部だけの拡幅計

画はできないということで、どうしても工場と住宅地の近接地も改良しなければならないと

いうことであります。沿線の地権者の承諾はもちろんでありますが、特にこの建物等物件所

有者の承諾が必要となってまいりますので、確実に全ての関係者の合意をいただければ、さ

らに重要路線として要望してまいりたいというふうに思っております。必要性は本当に感じ

ておりますので、毎年要望をしておりますが、なかなか実現に至らないというのが現実でご

ざいます。 

 下の伊那北殿線のクランクがようやく来年度完了の見通しができました。これも要望して

からかなりの時間がたって、ようやく完成ができるのかなというふうに思っております。県

の事業は本当に長い間要望をしながら実現をしていくというのが今の状況でありますので、

その点は要望をしてまいりますので、よろしく御理解をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） 強く要望をお願いしたいと思います。 

 次に、県道伊那箕輪線、春日街道ですが、村道５号線の交差点に信号機の設置を要望しま

す。県道春日街道は、朝夕の通勤帯は非常に混雑します。また、この交差点は中学生の通学

路になってます。横断歩道はありますが、大変危険です。また、車については５号線から春

日街道に右折時、多くの時間を要します。新規の信号機設置を早急に進めることを質問しま

す。昔の方にお聞きしますと、昔って余り昔ではありませんが、この信号機の要望は過去に

もあったようで、道路春日街道西の改良が必要とのことで、現在、改良済みであります。こ

れを質問いたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 信号機の設置の質問であります。 

 信号機の設置というのは、これはなかなか前に進んでいかないのが実態であります。本村

でも今、９カ所、警察のほうへ上げてあります。継続的に要望をしておるところであります。



97 

信号機につきましては、優先度の高い順からとなり、なかなか新規が設置されない状況にあ

るところであります。伊那署管内でも２カ所かそこらしかつかないという、こういう状況を

お聞きしておるわけでありますので、この辺は強烈に要望はしてまいりますけれども、今、

御質問をいただいた箇所につきましては、以前はという話がありましたけれども、地区要望

として上がっていないのが実態でありますので、これはまずは地区でしっかりと検討をいた

だいて、地区要望として上げていただければというふうに思っておりますので、よろしくお

願いをいたします。 

 ただ、信号機等設置は近接に幾つもあると、これは大変難しい問題があります。この場所

は県道吹上線と春日街道の交差点であります。田畑の６号線と春日街道の交差点に信号機が

設置されております。その中間も行かない中での設置ということになりますので、地区要望

として上げていただければ、しっかりと要望してまいりますけれども、なかなかこれは難し

いなという今、思いがし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） ３点目ですが、大泉橋、旧春日街道ですが、大泉橋から3103号線

経由、県道吹上北殿線までのこの間の速度制限規制はできないか、質問します。 

 この道路も特に朝の通勤帯に羽広工業団地に通勤する車、及び春日街道を混雑を避けて迂

回路としてよく利用されています。しかも、スピードを出しているので、小・中学生の通学

時に非常に危険と思われます。また、大きな事故はないが、ちょくちょく接触事故や事故寸

前の状態がよく見受けられる。何とか交通規制をして、安心安全に通学、通行できるよう要

望いたします。御質問申し上げます。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 速度規制の御質問であります。 

 この道路につきましては、村で村の単独施策としてスピードを抑制するため、道路に路面

標示などの対策を実施してきております。令和２年度に向けての地区要望で、この道路の速

度制限標識設置の要望がありました。速度制限にかかわるものにつきましても、これは公安

委員会が行うこととなっておりますので、今年度中に伊那警察署に要望を上げていく予定で

あります。住民合意がある速度規制という要望でありますので、重点要望として要請をして

まいります。この辺につきましては、地域住民の理解があれば、速度制限の規制というのは

できるんではないかなというふうに思っておりますので、重点要望として上げさせていただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） ありがとうございます。いずれにしても、村単独ではそういうこ

とはできないと思います。先ほども申し上げられたように、県とかそういうとこに関係機関

に強く要望を働きかけていただきたいと思います。 

 ３項目めにまいります。 

 未成年者を取り巻く環境についてお伺いします。 

 未成年者の自殺の可能性の問題です。さきの新聞報道にありましたが、県の子どもプロジ

ェクトチームの発表がありましたけれども、自殺未遂を経験するなど自殺の可能性が否定で

きない未成年者が県内で1,235人、男性326人、女性909人に上るとの調査結果が出ました。
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小学生も１割の124人、年齢の低い世代にも自殺のおそれが及んでおり、県が発足させる精

神科医や弁護士らの危機対応チームは、学校や市町村などと連携して早期支援に乗り出すと

の報道がありました。自殺防止対策に役立てる狙いで調査があったと思います。外部の支援

を必要と判断、片りんを事前に見せない人もおり、潜在的に自殺の可能性の高い未成年者は

さらにいると思われます。村の実態はどうですか。質問します。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 未成年者の自殺可能性についての御質問であります。 

 村ではこの自殺のリスクを抱える未成年者について、この春に調査を行いましたが、学校

現場や子育て相談室において把握したケースが数件あります。 

 なお、近年の自殺統計を見ますと、本村では未成年者の自殺者はありません。ただ、可能

性がある方がもう数件あるという、こういう結果となっております。 

 子供から大人への移行期、いわゆる思春期にはさまざまな悩みがあろうかと思います。子

供たちを取り巻く環境も人間関係やいじめ、虐待、貧困など、多様化・複雑化してきており

ます。一方では、最近報道されました誘拐事件でＳＮＳに投稿された自殺願望からつながり

を持たれ、事件に発展したとのそんな事例もあるわけであります。ＳＮＳの利用については

発見することは難しく、実態を把握することは困難というふうに言われております。 

 学校現場でありますけれども、人権教育や不登校支援事業、学習支援事業などを実施して

おりますが、今年度は新たな取り組みといたしまして中学生を対象にＳＯＳの出し方教育を

実施をいたしました。命の大切さを実感し、困難やストレスに直面したときに信頼できる大

人や相談機関にＳＯＳを出せるようになることを目的としたものであります。相談体制とい

たしましては、学校では担任やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、養護

教諭、学校教育専門員など、一般には子育て教育支援相談室や24時間子供ＳＯＳダイヤルな

どがあり、必要に応じて関係機関との連携をしてまいります。本人、保護者の相談や支援に

当たっているところであります。 

 本村においては、命を支える南箕輪村自殺対策計画を策定しておりますので、関係者が連

携して継続して支援をしながら、誰もが自殺に追い込まれることのないような南箕輪村を目

指していきたいというふうに考えております。学校でもこういった問題、真剣に捉えて、研

修をしておりますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上であります。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） これも新聞報道ですが、18年に全世代の自殺総数は前年より減少

して２万840人、そのうち19歳以下は599人。19歳以下は統計をとり始めた1978年以降最悪に

なったとありました。昨年自殺した10歳未満はおらず、10代の特定できた原因、動機のうち、

最も多かったのは学校問題であった。学校問題の内訳は、学業不振が最も多く、進路の悩み、

学友との不和だと。小学生は家庭環境に起因する理由が多い。中学生以上になると、男子は

学業不振、女子は親子関係の不和が多い。高校生以上になると鬱病が最多と言われています。

考えられることは、いろいろな要因があると思われますけれども、環境因とか心の病とか家

族、性格、衝動的コントロールの悪さ等々あると思います。いずれにおいても予防、早期発

見しなければならないと思います。これらを受けて村における指導、連携体制やネウボラの

機能の成果を質問いたします。 
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議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 指導体制、連携体制、ネウボラの機能の成果の御質問であります。 

 南箕輪子育て世代包括支援センターで進めております南箕輪村版ネウボラにつきましては、

子育て支援課、健康福祉課、教育委員会の３つ組織が学校や保育園などを含めて必要な情報

を共有し、横の連絡をとりながら進めておるところであります。進め方といたしましては、

最初に例えば母子の部分であれば母子の状況を把握したり、相談を受けて担当者が保護者の

同意を得て同センターの事務局である子育て教育支援相談室へつないで、ケースに応じた調

整を行い、関係者が連携をとりながらサービスにつなげていくことを行っております。 

 本村ではこの少子高齢化が進む中にあっても、子育て世代の転入者が本当に多い状況であ

ります。転入者の中には村内に親戚や知り合いがいない場合も多く、子育ての悩みがあって

も誰にも相談できず孤独になってしまう人もおります。また、先ほども申し上げましたけれ

ども、子供の自殺といいますか未成年者の自殺、そういった取り巻く環境というのも本当に

複雑、多様化してきております。いろんな事情が生じてきております。そういったことを含

めてこの組織でしっかりと見守っていく必要があるというふうに考えておるところでござい

ます。 

 ネウボラはワンストップというふうに言われておりますけれども、本村のような場合には

建物がばらばらになっておりますので、場所的なワンストップはできませんけれども、機能

的なワンストップ、これは実施しておりますので、そんなことで御理解をいただきたいとい

うふうに思っております。 

 今までの成果といたしましては、子育て支援課、健康福祉課、教育委員会を中心に子育て

世代包括支援センターの運営会議や子供の健康を考える会、子供の発達について考える会、

重心・医療的ケア部会などで指導・連携体制が充実するよう取り組んでおります。今までそ

ういったことは余りなかったわけでありますけれども、それぞれのケースにおいた支援を行

っております。さまざまなケースの相談があるわけでありますけれども、南箕輪村版ネウボ

ラとしての機能を持たせながら、相談者に寄り添った切れ目のない支援をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 本当に今、社会情勢といいますか、生活環境といいますか、そんな変化によりまして相談

者というのが非常に多くなってきております。特にこの格差社会とも言われるようになって

おります家庭的な状況、そういったことも影響しております。こういったことをどう支援で

きるのかというのは、これは行政に与えられた大きな使命である、課題であるというふうに

思っております。私自身の考え方としては、普通に生活できる人、この方たちは支援の必要

はないというふうに私は思っております。本当に困った人をどう支援していくことができる

のか。このことを真剣に考えていかなければならない時代になったのかなというふうに考え

ておるところでございます。そんな面でいろんな部分で財政的な負担もかかってまいります

けれども、そうは言っても誰でもが一律に補助をもらえるとか、そういうことは私自身はい

かがかなというふうに思っておるところであります。本当に困った人の支援をどうやってい

くのか。このことを最優先して考えるべきではないかなと。例えば、幼児教育無償化にして

も、所得が何千万ある人でも、これは無償化なんです。本当にこれでいいのかなという思い

は私自身はしております。私の感想でありますので、本当に困った人をどう救うのかという、

この点、重点をこれからも置いてまいりたいというふうに思っております。 
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 以上です。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） よく連携をとって、よろしくお願いしたいと思います。 

 ３番目に行きます。 

 南箕輪小・中学生におけるいじめの非行問題について質問します。 

 いじめの対応は冷やかし、からかい、仲間外れ、無視、軽くぶつだけでなく、金品たかり

とか危険強要等も顕著に増加していると思われます。また近年はパソコンや携帯電話などで

陰湿ないじめ、誹謗中傷があると聞きます。先日も新聞等で報道されましたように、いろい

ろ関係した事件等もあります。全国的に見て、小学校が増加傾向があるとのことです。南箕

輪小・中学校の実態はどうですか。また、対策について質問いたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 議席番号３番、原源次議員の御質問にお答えします。 

 まず最初に村長の答弁にございましたが、調査の関係で私も承知しておるところでござい

ますが、いわゆる県の子供の自殺危機対応チームの設置に向けた基礎調査ということで、自

殺のハイリスクがあるお子さんについての調査が６月に行われました。該当のお子さん、数

名ということで承知しておりますので。 

 それから第３次長野県自殺対策推進計画、その重点施策として先ほどＳＯＳの出し方教育、

これは村の保健師さんが中学校に行かれて、養護教諭と連携をとりながら授業をしておりま

す。非常にいい授業を。今年は１年生、２年生、３年生全員。来年度からは該当のお子さん

を中１にするか小６にするか、いずれにしろ中学卒業するまでに１回授業を受けて、ＳＯＳ

発信することって大事だという、そこを大事にということであります。相談の方の中に周り

の中に保健師さんも当然入ってきますので、学校の中だけの関係機関、保健師さんもという

そういう中でございます。よろしくお願いします。 

 それから、今、御質問をいただきました小・中学校におけるいじめということでございま

す。いじめについてお答えいたします。 

 小学校ですが、現在、子供たち同士のかかわりの中で、いさかいや友達に対する暴言など

はしばしば見られます。継続して解決に向けて取り組んでいかなければならない事案は現時

点では確認できておりません。解消をしているかなという、そういうふうに思っております。 

 30年度ですが、先ほど議員もおっしゃられましたけれども、内容は冷やかし、からかい等

が一番多くて、認知件数は全部で97件ございます。南部小、南小合わせてでございます。遊

ぶふりをしてたたくとか、仲間外れ等々が続いていくという状況です。学校においては、い

さかいや友達に対する暴言はもちろんのこと、気になる子供たちのかかわりが見られたり、

子供たちから訴えがあったりした場合は、生徒指導係を中心に担任、養護教諭、学年等で早

急に対応し、事実確認及び指導をしっかり行っています。また、重大事案につながりそうな

ことにつきましては、校内でチーム支援体制を組んで組織として対応をしております。おり

ますというか、現状でそういうことがないことでありますので、そういう方向を持って、組

織を持っているということでございます。それから、学校においては年に数回なんですが、

いじめアンケートを実施し、出された訴えに適切に対応、懇談等々しながらですが、いじめ

の芽の早期発見、いじめ防止に努めています。子供と担任が個別に相談する、懇談する旬間
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等設け、子供たちの悩みや不安に寄り添う機会も確保しております。 

 中学校ですが、２年生において小学校からのいじめ問題を引きずってトラブルになってい

るケースが１件ございます。小学校のときの様子にさかのぼって先生方が聞き取りを行い、

保護者と話し合いを持ちながら、解決に向けて取り組んでおります。校長、教頭、あるいは

生徒指導主事、学年主任、担任、養護教諭等がチームとなって保護者と懇談を進め、解決に

向けて動いております。 

 中学校における30年度の認知件数ですが、16件。内容は、冷やかし、からかいが14でほと

んどです。先ほど携帯電話あるいはスマホ、ＳＮＳ等とお話ありましたけれども、おととし

はそのケースがありました。昨年度の例では、そのケースは上がってきておりません。11月

には中学校の中で相談旬間を設けて、生徒がどの先生とも相談できる、そんな時間を設定し

ております。子供たちの悩みをしっかり受けとめる、それが本当大事なことで、そのように

動いております。いじめにつながりそうな事案については、生徒指導主事を中心に学年全体

でチームを組んで取り組み、早期解決と未然防止に努めております。 

 ３校ともこれは当然のことと言えば当然なんですけれども、子供たちの内面を受けとめ、

家庭と協力のもと感度よく子供たちの状況を見て、早期発見、早期対応に努めております。 

 村ではいじめ防止基本方針を今年３月に策定しております。それから、南箕輪小学校はい

じめ絶対しま宣言、子供たちがつくったものです。南部小仲間宣言も10年以上動いてきてま

す。それから、南中の人権宣言等々、児童会、生徒会等、子供たちも主体的に学校生活を送

る中で人権感覚をしっかり磨いて、いじめをなくす方向を描いている、そういうふうに受け

とめております。 

 以上でございます。 

議  長（丸山  豊） 原議員。 

３  番（原  源次） いずれにしても、人それぞれの心の病はわかりません。それぞれ、

今、話がありましたように連携した指導体制が大事だと思います。 

 以上で、私の質問を終わります。 

議  長（丸山  豊） これで、３番、原源次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、明日12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。 

 

   散会 午後 ４時１１分 
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議 事 日 程（第３号） 

令和元年１２月１２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） 

      １番  百 瀬 輝 和 

      ７番  加 藤 泰 久 
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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  住民環境課長 清 水 恵 子 

副 村 長 原   茂 樹  健康福祉課長 堀   正 弘 

教 育 長 清 水 閣 成  子育て支援課長 唐 澤 孝 男 

総 務 課 長 藤 田 貞 文  産 業 課 長 出羽澤  平治 

地域づくり推進課長 田 中 俊 彦  建設水道課長 藤 澤   隆 

会計管理者 松 澤 厚 子  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１２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。 

 会議に入る前に御報告いたします。本日、伊藤教育次長が病気療養のため、欠席する旨の

届け出がありました。 

 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 質問順に発言を許可します。それぞれ、的確な質問、答弁をお願いいたします。 

 議席番号１番、百瀬輝和議員。 

１  番（百瀬 輝和） 皆さん、おはようございます。 

 今年を振り返ると、元号が令和に変わり何事も令和初となり、災害だけはないようにと思

いましたが、今回被害に遭われました方々にお見舞い申し上げるとともに、迅速な復旧、復

興を願うものです。 

 昨日もパレードがありましたが、ラグビーワールドカップでの日本代表の活躍にわき、チ

ームスローガンのワンチームが新語流行語大賞に選ばれました。議会でも住民の声を聞く会

を開催して、一歩進める取り組みができました。住民目線の議会、住民の方々に見える議会

の努力をしていきたいと思います。 

 最初に、保育園児の安全確保について、伺います。 

 昨日の同僚議員の答弁で村長は、このキッズゾーンの取り組みをしっかり行っていくとい

う答弁がありました。具体的な質問をさせていただきたいと思います。設定の目的として保

育所等周辺で、園児等に対する注意をすべきという意識の啓発、関係機関の協力により、特

に配慮する必要がある箇所に対しての安全対策の一層の推進、それらによる保育所等の周辺

の道路における自動車の運転手等に対する注意喚起を行うことを、目的とするものとありま

す。 

 また、範囲は周囲半径500メートルを原則とするとしておりますが、地域の実情に応じて

柔軟に設定することができるとしております。当然交通安全対策を実施するには、保育所等

を所管する部局と道路管理者、警察、安全協会等の協力が必要です。特に生活道路の対策に

なると思いますので、周辺住民の皆さんの地域の方々の理解がないと進められないと思いま

す。 

 今回私もこの調査をする中で、危険箇所の巡視をしていただいた伊那警察署の交通課、駐

在所、各園に行き園長先生の話を伺ってきました。各園からはもう担当課には要望を上げて

いるというお話も伺いましたけれども、要望等をしっかりと取り組むようにお願いしたいと

思います。 

 その中で私は特に感じたのは、送り迎えをする車で行く方、歩いていく方がいるわけです

が、各園ごとでその生活道路に対するルールをつくって取り組んでおります。それがそのル



105 

ールが保護者だけの理解で行われているということです。なかなか地元の方たちに周知する

のは難しいというお話を伺いました。各園ごとの事情いろいろあると思いますけれども、地

域の皆さんにも周知して一緒に取り組むことができないでしょうかということですが、村長

いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） １番、百瀬輝和議員の御質問にお答えをいたします。 

 キッズゾーンの御質問でございます。昨日も笹沼議員からこんな質問が出されたところで

あります。背景につきましては、きのう申し上げたとおりでありますけれども、大津市の事

故を受けてということでございます。百瀬議員御指摘のとおり、保育園施設と周辺での意識

の啓発や運転手の注意喚起等が目的とされております。村でも大津市の事故を受けまして、

散歩ルートの安全確認を警察と関係機関と行ってまいっております。 

 園でも散歩の際は安全を第一に考えておるところであります。しかし、運転者の安全意識

に働きかけを行うということ、このことも重要な対策となりますので、キッズゾーンの設置

につきましては、運転者に対する啓発や注意喚起を行うということで、有効な手段であると

考えて設置をしていくという答弁を申し上げたところでございます。 

 この設置につきましては、警察や道路管理者、村となりますけれども、関係機関等々と検

討をしながら、より有効な設置ができるようにというふうに考えております。これも今御指

摘がありましたように、地域の実情に合わせてということであります。このことが一番大切

なことかなと思います。半径500メートル以内というような部分もありますけれども、本当

にそのことが必要なのかどうかという、こういうことも関係機関と協議をしながら、決めて

まいりたいというふうに思います。 

 その中で、周辺住民の理解をという御質問もありました。これは何事をするにも周辺住民

の理解、これが必要でございますので、交通安全協会等を通じながらということになろうか

と思いますけれども、こういったことをしていきますよという話はさせていただきたいと思

います。 

 それと、園の送り迎えの話も出ました。そのほか各園から担当課のほうへいろんな要望を

上げてあるということであります。その要望内容につきましては、担当課のほうで精査をし

ておるというふうに思っております。で、保護者にはしっかりとルールを決めて周知はして

おるところでありますけれども、周辺住民の皆さんそのルールを知っているかというと、そ

れはどうなのかなという思いもあるところであります。この辺につきましては、また各園を

通じながらというふうになりますか、安協の皆さんにお願いしてというふうになりますか、

その辺はしっかりと検討をしながら、こういったルールでやってますよというお知らせはし

ていく必要はあるのかなと思っておりますので、今の御質問を参考に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） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 園長先生たちとお話をさせていただいたわけですが、なかなか周

辺住民、地域の方たちには園からは、保育園側からはなかなか言いにくいというお話を伺っ

ております。保護者がやはり中心だと思いますので、保護者会からの理解を求めていくとい

うのが大事なのかなと思います。村では既にスクールゾーンやゾーン30を行っております。
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教育委員会、小・中学校などとあわせて、このキッズゾーンの設置については、混乱を起こ

さないような案全対策を進めていただきたいと思います。 

 次に、保育園周辺のこの周知ということで、現在は看板が立てられております。園によっ

て立てられ方が違うわけなんですが、保育所ありの看板があります。区によっては、地域の

安全協会が独自で設置している場所もありました。村としてこの看板、古くなってちょっと

壊れているような看板もありましたので、この進めていく必要がこの看板についてもあると

思いますが、村長この件いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 看板の御質問でございます。確かに現在保育園周辺には保育園が

あります等の、立て看板が設置をしてあるところもあるということであります。百瀬議員の

御指摘のとおり、地区の交通安全協会が設置をしたものもあります。看板のスタイル、設置

の状況等々はまちまちとなっており、それぞれの看板がいつ設置されたのかというのは、こ

れは全く不明でございます。しかし古い看板、文字が不鮮明になっているという看板もある

ようでありますので、これは保育所周辺の看板にかかわらず、村が主体的にかかわっている

こういった古い看板につきましては、撤去をしていくということは必要かなと思っておりま

すし、一時何年か前に一斉にそういうことをした時期はありましたけれども、その後そうい

った事業を行っておりません。 

 したがいまして、こういったことを機会に村のかかわっている古い看板につきましては、

不必要なものは撤去をしていく、必要なものは新しくスタイルといいますか、統一をしたも

のをつくっていく。このことは村の景観上にとっても必要なことかなと思っております。 

 昨日も大芝高原の看板のお話も出ました。やはり統一化ということ、それから見苦しいも

のは撤去をしていく、このことは常にやっていかなければならないのかなと思っております

ので、またこの辺は各保育所の周辺を見させていただきまして、対応をしてまいりたいとい

うふうに思っております。よろしくお願いをいたします。以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） この子供たち、就学前にしても小・中学校にしても、村の大切な

子供たちの安全を守る取り組みというのは、やはり行政の務めだと思います。この保育園、

５園が立地条件、村長が言われたように立地条件が各園ごとに違うわけですので、地域住民

の協力を受けて、保護者の皆さんとしっかりと進めていっていただきたいと思います。 

 次に、犯罪者とつながる怖さの徹底をお伺いします。 

 これはラインやツイッターなどのＳＮＳを通して、子供たちが犯罪に巻き込まれる危険性

が高いことを改めて、痛感させられた事件が起こりました。行方不明になっている大阪市の

小学校６年生の女子児童が栃木県の小山市で無事に保護され、同市に住む男が未成年誘拐の

容疑で逮捕されました。事件の概要は男が女児と連絡手段として、ツイッターを使っていた

ことがマスコミで大きく取り上げられております。ＳＮＳを通じて児童買春や誘拐などの犯

罪被害に遭った18歳未満の子供は全国で一昨年1,813人、昨年が1,811人です。今回の事件で

目を向けたいのは、スマホ利用が低年齢化している現状です。また、知らない人にはついて

行かないということが、大切だと思います。 

 そこで、村の小・中学校の携帯電話等の実態はどうでしょうか。教育長お願いします。 

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１番、百瀬輝和議員、犯罪者とつながる怖さの徹底を

その中で、小・中学校での携帯電話等の利用実態についてお答えいたします。 

 携帯電話等の所持、利用率についてですが、大まかな数字、パーセントということで御理

解いただきたいと思います。 

 南箕輪村小学校５年生、59％、約６割、これはクラス抽出ということで学年全体ではござ

いません。６割ぐらいのお子さんがということ。６年生ですが、学年全体で42％。それから

南部小学校さんですが、ネット環境に自由に子供たちが触れられるという、そういうお子さ

んということで、学校から報告をいただいております。５年生88％、６年生が87％というこ

とで、約９割のお子さんがネット環境に自由にというか、触れられる環境にあるということ。 

 それから中学校ですが、今年度調査はしておりません。昨年度と同じぐらいかなという教

頭からの連絡を受けていますが、５割程度ぐらいかなという、もう少し高いのかもしれない。

そんなところでございます。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 先ほどの事件の報道によると、女児が男のことはＳＮＳで知り合

った人と話しているそうです。その女児に限らず、多くの子供たちはＳＮＳでつながった相

手との面識がなくても知らない人ではなく、知り合いと認識し警戒心を緩めてしまうという

ことです。相手が犯罪者であるかもしれないという想像力は大人よりも乏しく、言葉巧みに

誘い出され、犯罪に巻き込まれる恐れが大きいことは今回の事件を見ても明らかです。 

 小・中学校の子供たちへの指導について、伺いたいと思います。 

 この本当に今聞くと小学生でも５割近く、南部小のほうはもう９割という、ネット、ゲー

ム機でも今ネットにつながる時代になっております。そういう中で子供たちへの指導という

のはどうされているか。よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 今朝の７時のニュースで、ちょうど見ていたら、家にいてもい

いよ、おいでという、見知らぬ関係の中でもそういうやりとりがＳＮＳの中で行われたとか、

そういう状況の中で子供たちが置かれている状況は非常にリスクがあるかなと、そんなこと

を思っています。その中で、今ＳＮＳの対応、指導につきまして、各学校の取り組みをお答

えいたします。 

 南部小学校ですが、７月の学校公開日に児童と保護者向けで、情報モラル講座を行ってお

ります。本年度はイーネットキャラバンの事業、その一環としてでございます。それ以降、

学年、学級が適宜に児童、子供たちに指導を行ったり、学級通信等で保護者に啓発を促して

おります。 

 南箕輪小学校ですが、セーフティネット総合研究所、長野市にございますが、南澤さん県

内では有名な方でございます。を講師をお願いして、３年、４年生を対象に特別授業、ネッ

トここが心配、ＳＮＳの危険性と留意点を実施しております。 

 中学校ですが、駒ケ根工業高校のコマレンジャーという６人の生徒さんが毎年というか、

郡内で活躍しています、郡内以外でもございますが、コマレンジャーさん、それから伊那警

察署のスクールサポーターの唐澤さんより、スマホキャラバンとして危険性や安全な使い方

を全校指導していただいております。伊那谷ねっとにも紹介されていわゆる本当に正しいス
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マホの使い方、あわせて裏側にはリスクがあるわけでございますが、それについての指導を

しております。また生徒指導だよりで保護者向けに家庭通知を今後出す予定で、あわせて生

徒にも周知していく、確認していく、そんな状況でございます。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 子供たちは本当に、親が例えばスマホを買ってあげる、塾に行く

とか、いろいろ外出しているときに連絡をとりたいということで、スマホを持たせるそうで

す。そのスマホの使い方、親は余りわからないかもしれないんですが、子供たちはすぐに順

応性があって、使いこなしてしまうというお話も伺っております。 

 そこで、ＳＮＳを通じた犯罪から子供たちをどう守るか、警視庁のホームページはこの利

用するサイトやこのアプリは保護者が確認する、知らない人とメッセージを交換しない、困

ったことがあれば必ず保護者に相談する。このルールを各家庭で子供たちと一緒につくるよ

うにと呼びかけております。この村の保護者への対応、先ほどは南部小ですかね、保護者と

一緒に子供たちと研修を受けたというようなお話もありましたけれども、保護者への対応、

指導を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） お願いします。保護者への対応、指導についてでございます。

先ほどの子供たちへの指導と重なっているところがございますけれども、南箕輪小学校では

先ほどのＳＮＳの危険性と留意点の実施について、各家庭にも御都合のつく方、学校におい

でくださいと、子供たちと一緒に授業を受けましょうと、そういう案内を出して、数名の方

が参加しているというふうに聞いております。 

 また、動画の投稿や人間関係の悪化が心配される書き込み事案が現実にあったので、その

ことも含めながら、インターネット使用上の注意点をまとめた生徒指導だよりを発行して、

子供が置かれている状況の認識、保護者がしなければならないこと、それから児童のＳＮＳ

利用についての注意喚起、啓発を行っております。 

 また、学校だよりそれから学年だよりでも注意喚起をしているところであります。先ほど

議員がおっしゃられました保護者の取り組むべきことということに関して、今、南箕輪小学

校の生徒指導だよりの中には、インターネット使用上の注意点として、例えば子供たち向け

はもちろんなんですけれども、保護者向けに年齢確認を行う、年齢によって例えばラインは

年齢制限は保護者によるフィルタリング解除が必要とか、保護者の管理下で使用するとか。

それから先ほど申し上げた若干のトラブルのことでいくと、ティックトックという、そうい

うのがあるそうです。私しっかりわかってないんですが、これは年齢制限が13歳以上、小学

生使えないんですよね。そういうルールがある。そこを保護者もしっかりと周知して、子供

さんと状況について確認あるいは、必要によって話し合ったり、だめなものはだめと、そこ

ら辺のことを家庭の中でも、そういう働きかけをしております。 

 それから、南部小ですが、先ほどお伝えした学校公開日の関係をもとに、家庭で子供さん

と一緒にモラルについて話し合う、そんな促しもしております。 

 中学校ですが、同じく家庭向けの周知、いわゆる保護者向けには啓発ということで、考え

ていかざるを得ないのかなと、そんなところでございます。 

 それから参考までになんですが、保育園で保護者向けに子育て支援課からの案内をもらっ

たんですけれども、スマホ時代の子育て、とこういうものを保育園で保護者に渡しています。
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その中にも先ほど申し上げた保護者がしてあげられること、スマホの安全設定についてとい

うことで、レイティング、先ほどの年齢区分マークを確認しましょう、あるいはフィルタリ

ングを活用しましょう等々、小さいうちから保護者の立場で、子供たちにスマホの利便性は

当然あるわけですが、そこの使い勝手の意識をしっかり高めていく。そんな動きもございま

す。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） そうですね。今子供たち、我々もそうなんですが、もうネット社

会になってきてるんで、これを一概にだめだからといって禁止するというのは、またどうな

のかなという、いいほうへ使えるところもあるわけです。そっちのほうが多いと思いますが、

子供たちが持つスマートフォンや携帯電話から、出会い系サイトなどへアクセスを遮断する

フィルタリング機能の活用も必要だと言われています。警視庁によると被害に遭った子供た

ちの９割がこれを使っていなかったということです。 

 また、最近では機種によるそうですが、保護者のスマートフォンから子供のスマートフォ

ンを管理するペアレンタルコントールというサービスもあるそうです。ＳＮＳには犯罪者と

つながる怖さがあることから、機会あるごとに子供たち、保護者に話していくことが大切で

す。赤信号は渡っちゃいけないという、口を酸っぱくして言うわけです。それと同じように

スマートフォン、ＳＮＳの世界も犯罪者とつながらないように絶対にという、しちゃいけな

いことはしちゃいけないというふうに、常に言っていくことが大事だと思いますので、よろ

しくお願いします。 

 次に、人生100年時代を迎えてということで、これは健康寿命を延ばす取り組みについて

伺います。 

 厚生労働省は、加齢に伴い筋力や心身の活力が衰え、介護が必要になる一歩手前の人を虚

弱の意味で、英語でｆｒａｉｌｔｙが語源でフレイルと呼びます。そのフレイルの人を把握

するため、75歳以上を対象にした新たな検診を2020年度から始める予定です。フレイルの参

考資料としてコピーをつけさせていただいておりますが、これは健康福祉課の窓口で配られ

ているパンフをコピーして入れておきました。フレイルについて説明されております。 

 このフレイルに焦点を当てる理由は、平均寿命と健康寿命の差です。日本人の平均寿命は

昨年男性が81.25歳、女性が87.32歳となり、ともに過去最高を更新しております。一方、自

立して日常生活を送ることができる健康寿命も延びているものの、その差は男性で約９年、

女性で約12年程度になっております。 

 2019年版の高齢社会白書によれば、要支援、要介護と認定された人の割合は65歳から74歳

で4.3％なのに対し、75歳以上は32.1％と約７倍に増えることから、介護が必要になる手前

の取り組みが非常に大切だと言われております。新たな検診の質問票には１日３食きちんと

食べているか、この１年間転んだことがあるか、家族や友人とつき合いがあるか、などの15

の問いで栄養、運動、社会参加のフレイル予防に欠かせない３点に焦点を当てております。

栄養については、食が細ければ筋力が低下してやがては出かけるのも面倒になって、ひきこ

もりがちになると、栄養価の高い食がポイントです。この10の食品群というのが言われてい

るんですが、魚、油、肉、牛乳、野菜、海藻、芋、卵、大豆、果物の10種類です。これを平

仮名の頭をとって、「さあにぎやか（に）いただく」と覚えるそうです。その中の７種類以

上を毎日の食事でとることを勧めております。 
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 また、運動では足の筋肉が低下すると歩行速度が落ちたり、転倒しやすくなって、外出を

控えるようになります。社会との接点が少なくなる、このことで鬱や認知機能の低下につな

がる負の連鎖を生むといわれます。検診後の取り組みが非常に大切だということです。保健

師や管理栄養士などによる適切な個人指導を充実させていく必要があると思いますが、この

取り組み、村長いかがでしょうか。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 健康につきましての御質問であります。 

 いよいよ人生100年時代到来をしてまいりました。平均寿命も延びてきております。平均

寿命が延びる、このことも大切なことでありますけれども、同時に健康寿命を延ばしていか

なければ、これは意味がないわけであります。長野県は全国一位の長寿県でありますけれど

も、健康寿命全国一位になっていないところであります。この差をどう埋めていくかという

のは、今大きな課題であります。 

 フレイルの御質問でありますけれども、フレイルの概念につきましては、議員御指摘のと

おりであります。適切な治療や予防を行うことで、要介護状態に進まずに済む可能性があり

ます。これがあるというふうに言われておりますので、議員御指摘のとおりフレイルを予防

するのには、適度な運動と栄養バランスの取れた食生活、そして社会活動への参加、このこ

とが重要となってまいります。これは昔から言われております運動、栄養、社会参加、これ

健康寿命を延ばす一つの一番大切な基本的なものとなっております。 

 村の今の取り組みといたしましては、保健師や管理栄養士による出前講座の開催や介護保

険事業の総合事業として実施をしている元気アップクラブや、ゆうゆうトレーニング教室、

各地域で行っていただいております各種のサロン等は、正しくフレイル予防につながるもの

であるというふうに思っております。こういったものの積極的な参加を呼びかけていく、こ

のことは必要だというふうに思っております。できるだけ外に出ていただく、この方策を考

えていかなければならない、とっていかなければならないというように思っております。 

 特に、この男性をどうそういうふうに導いていくかという、促していくかという、このこ

とは大切なのかなというふうに思っております。私も先日の土曜日に地区社協と同窓会、南

殿の忘年会に出席をさせていただきました。３分の２の方が女性で、３分の１の方が男性で

ありました。この比率というのは、昔と比べると増えてきておると、一昔前は女性の方がほ

とんどであったわけでありますけれども、男性の方も随分参加するようになったなと思って

帰ってきたところであります。そういったこともいろんな機会を捉えて、周知をしていく必

要があるというふうに思っております。 

 で、検診後の取り組みが大事であります。御指摘のとおりであります。検診結果をその後

の生活のどう反映をさせていくか、現在でも検診結果を指導する際に、個別指導であったり、

数値の悪い方につきましては、受診勧奨を行って治療につなげるようにしておるところであ

ります。今後も粘り強くこういった活動はしてまいります。 

 ただ健康につきましては、個人個人自分の健康を管理というものを考えていかなければな

りません。そういったことも注意をしていく必要もあるのかなと思っておりますし、保健師

や管理栄養士の活動というのは、ますますこれからは大切になってまいります。地域に出向

く、まさに地域密着型のそういった活動ができれば一番いいんでしょうけど、なかなかその
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確保の面等々もありまして、難しい面もあるところでありますけれども、保健師の増員を考

えておるというか、来年採用ということで決めておるところでございます。ただ、２人の採

用を決めましたけれども、１人は辞退されてしまいまして、採用後に辞退されるというのは。

今追加の募集も行っております。これがどうなってくるのかこれは注視をしておるところで

ございます。そんなことで保健師だとか、管理栄養士だとかそういった皆さんの獲得という

のは、これから非常に大切になってくるということであります。まずは、人員体制をしっか

りと整えていく、村としてはそういったことをしてまいりたいというふうに思っております。

以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） しっかりとお願いします。そのほかで村では老人クラブというも

のがあって、私この資料をいろいろ引っ張っているうちに、この老人クラブの活動というの

が、正しくこのフレイル予防の活動をされているんだなという思いがあります。で、これ社

協が事務局でやられていることなので、今回質問に上げておりません。また広域のシルバー

人材センターも、最近ではこの昭和歌謡で歌って踊って楽しく健康づくりだとか、毎日が楽

しくなる御飯づくりとか、横山さんを呼んだり、春日さんの音楽療養士の方を呼んでやられ

てるそうです。 

 また、この老人クラブに入ると、このＮＡＧＡＮＯＳＣカードといって特典があります。

そういう中で、南箕輪はまだこれ配られていないという事務局に聞いたら、お答えでした。

で、村も例えば大芝荘だとか、大芝の湯だとかいうところで、使えるような対策をとってい

ただければありがたいなと思います。フレイル予防は早い時期にその兆候を見つけ、適切な

治療や予防に取り組むことにより、健康な状態に戻すことができると言われております。 

 オーラルフレイル、これは口の中の健康も非常に大切です。全国的には8020運動と言われ

て、これは目標値を達成してるということなんですが、千葉県ではそこに8029という運動を

始めたそうです。65歳以上の人が毎日自分の体重１キロ当たり、１グラム以上のたんぱく質

をとるという取り組みです。老化を防ぐ食事を研究している全国食支援活動協会の理事の熊

谷修氏は、魚にもたんぱく質は豊富だが、肉は油の一種である飽和脂肪酸が多く、少量でも

エネルギーとたんぱく質の両方を効率よく摂取できると、肉を食べると栄養状態の指標であ

るアルブミン、これ血中の中の主要たんぱく質だそうですが、数値も上昇する高齢者はむし

ろ積極的に肉や油を取り入れたほうがいいと指摘をしております。おいしく食べるためには

この口のケアも大切になります。高齢になってからじゃなくて、私は若いころからのケアが

非常に大切だと考えております。 

 村では年に１回歯科検診を受けていない方で、20歳から74歳の方にかかりつけ医がなくて、

１年以上歯科検診を受けていない方に、歯科診察歯周病検査、通常2,100円かかるそうなん

ですが、500円で受けられるこの補助もしております。昨年は聞いたところ107人がこれを利

用したと、これもう少し周知して若いころからのこの口腔ケアというものも必要だと思いま

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） オーラルフレイルの問題です。先ほど老人クラブの質問がありま

した。この辺はまたしっかり調べてみたいなと思っておりますけれども。悩みは南箕輪村老

人クラブが縮小してきているということであります。原因と要因は、役員のなり手がなかな
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かないということが一番の要因になっているようであります。この辺を解決していかないと、

なかなか前に進んでいかないのかなと思っておるところであります。私は今申し上げました

ように、南殿の老人クラブの忘年会に参加をさせていただきまして、本当に大勢の皆さんが

参加をして、こういった雰囲気は大事だなということを実感をしてきました。老人クラブど

うやったらいいのかということを、考えていかなければという認識を新たにしたところであ

りますし、私も南殿では老人クラブの会員として加入はしておりますけれども、回避会員と

いうことで大変申しわけないなというふうに思っております。 

 また、口腔機能の質問でありますけれども、これは、本当に大事なことであります食欲の

低下が全身の機能低下へと進んでまいります。介護状態にある可能性があるというふうに言

われております。村でも口腔ケアの重要性というのは認識しており、歯科医師会に協力をい

ただきながら、訪問歯科検診も実施しておるところでございます。また、今議員の御指摘が

ありましたように、20歳から74歳を対象とした歯科検診事業を行っております。107人とい

うことでありますので、これは本当に少ないなという、そういう思いでありますので、この

辺の周知はしっかりしていく必要があると思います。ただ周知しても、なかなか受けていた

だけないという悩みもありますけれども、その辺は粘り強くやっていく必要があると思って

おります。 

 加えまして、この介護予防の知識を地域に伝達していく、リーダー育成事業を昨年から実

施をしておりますけれども、これはまだ体操が主体の講習でありますけれども、来年から口

腔ケアの講習も加えて実施をしていく、こういう予定を今立てておるようでありますので、

口腔ケアの必要性、さらに伝えていきたいというふうに思っておるところであります。 

 こういったことを粘り強くすることによって健康寿命の延伸につながっていくというふう

に思いますので、村民への啓発も含めて、しっかりやっていきたいと思います。以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 済みません、老人クラブは私はちょっとここに書いてなかったん

ですが、申しわけないです、答えていただいて。 

 老人クラブは、今村12こあるんですが５地区しかないそうです。その中では村では350人

が加入しているというお話です。本当にこの歯科検診も大切だと思いますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

 先ほども管理栄養士さんの関係の採用の話があったんですが、毎日の献立はどの家庭でも

苦労されていることと思います。ましてや高齢世帯になると、この10の食品群を七つ使うと

いう話ですから、非常にこれ大変だと思います。私も時間があれば、自分で食事をつくった

りするんですが、そこでＩＴを利用した取り組みの提案です。 

 献立アプリで、おいしい健康というこれ私もこれを知ってちょっと登録をして、今使って

みているんですが、非常にすぐれたサイトです。生活習慣病、慢性腎臓病だとか、高血圧、

透析患者、糖尿病の患者さん、あとはダイエットしたい女性だとか、美容に気をつけている

女性とか、男性もいると思います。そういう方々が使えるサイトです。年代を問わずに利用

できます。8,572のレシピがあって、これが全て管理栄養士が監修でクックパッドで人気の

レシピ、栄養バランスのすぐれているレシピを栄養価を計算した上で、全てのレシピにエネ

ルギーや塩分を表示しているので安心して選べます。これスマホから個人で登録すれば無料

で使用できるサイトです。栄養士さん達がこれを利用するというのも、検討していく必要が
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あると思いますが、村長この件いかがでしょう。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 健康アプリであります。これはさまざまな種類が提供されておる

ようであります。住民の皆さんがそれぞれの取捨選択の中で、御利用いただければというふ

うに思っております。 

 管理栄養士がという話がありました。管理栄養士は、それぞれ専門的な知見を持っており

ますので、そういったことが自分自身を高めていくためには、必要な部分があろうかと思い

ます。この辺は管理栄養士に投げかけてみたいというふうに思っております。いずれにいた

しましても、村民の健康づくり、保健師や管理栄養士を中心としながら、引き続き取り組ん

でまいります。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） しっかりとデータヘルスのときもされているそうなんで、高齢者

だけじゃなくて、住民の健康管理ということでよろしくお願いしたいと思います。 

 次に、住民の目線で地域の安心安全を守るということで、これはアプリを使った通報シス

テムの導入について伺います。 

 これは、道路に生じた陥没や水漏れをしている箇所、異常を感じたら住民の皆様が速やか

に通報できるように、手持ちのスマートフォンやタブレット端末を利用して、通報するシス

テムです。各自治体でこの導入が増えてきているというお話を伺っております。長野県では

松本市さんがいち早く取り入れて、塩尻市さん、安曇野市さんでも導入されているそうです。

この導入で何が変わるかというと、村の瑕疵責任が減少するということと、このアプリを使

えば時間関係なく通報できるため、最大の利点はふぐあい箇所や位置の状況などが、いなが

らにしてわかって必要な準備をして、現場に向かって迅速に対応できるということです。職

員の負担が減ると思いますが、村長この導入を考えませんか。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） アプリの通報システムの御質問でございます。確かに幾つかの県

や自治体で利用があるということであります。安曇野市の事例を見てみましたら、平成26年

の議員からの提案により平成29年から採用しているようです。月額が５万円程度かかり、現

在までに100件程度の利用があるということのようであります。多いか少ないかというのは、

それぞれの判断に任せたいと思いますけれども。確かに道路管理ツールなど、安心安全の投

稿をしてもらえれば、道路等のぐあいの状況が早くキャッチができますので、早目の対応に

よりリスクの軽減があると思われます。この財政の部分の負担も伴ってまいりますけれども、

もう少しこれは検討させていただきたいなと思います。 

 24時間体制のチェックであるとか、いろいろなものがありますので、チェックを行う職員

体制等々の問題もあります。本村の場合には、職員体制をぎりぎりでやっておりますので、

そんな対応ができるのかどうか、いろんなことを考えていかなければならないことでありま

す。同時に本村の場合は、本当にコンパクトにまとまった村でありますので、今でもいろん

な皆さん、区の役員の皆さんや職員やあるいは、郵便局にもお願いをしてありますし、そう

いったことによりまして通報をいただくことになっておりますので、本村の場合、本当にこ

れが必要なのかどうか、その辺の必要性も含めてということで、考えていく必要があるとい

うふうに思っております。 
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 したがいまして、検討してまいりますけれども、今のところ導入をということは考えてい

ないところでございます。御理解をお願いいたします。以上です。 

議  長（丸山  豊） 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 松本市さんの実績報告、これはホームページに載ってるんですが、

４月から９月までで136件、維持管理課が対応したものが96件、その他が対応したのが20件、

国・県対応が10件、行政発注が２件、その他が８件ということです。導入料、世帯数による

ということなんで、南箕輪村の場合はおよそ20万円から30万円前後だということです。ラン

ニングコストはその10％ということなんで、村長ちょっと後ろ向きな答弁でしたが、職員の

業務効率化という部分と、今言われてる働き方改革というところと、住民サービスの向上と

いう取り組みが私は必要になってくるんだと思います。このアプリだけじゃなくて、今この

各自治体ではＲＰＡと言われる、ロボピックプロセスオートメーション、パソコンの自動処

理と言われておりますけれども、この導入によって、働く時間がかなり短縮されたというお

話も伺ってます。ちょっとこれも通告してありませんので、また参考にしていただければと

思います。 

 最後に中学生詩人、これは伊那の中学生の子なんですが、西澤歩夢君という今高校生です

が、中学生時代に書いた詩集が発刊されました。その中の大切なものという詩です。「この

世界に大切なもの、お金でもなく、命でもなく、それは思う心、相手を思いやる心、この世

界に大切なものは人間一人一人を理解すること、相手の意見に反発するのではなく、相手の

気持ちを取り入れる、それがこの世界に大切なもの」これ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10時まで休憩といたします。 

   休憩 午前  ９時５０分 

   再開 午前 １０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。 

 議席番号７番、加藤泰久議員。 

７  番（加藤 泰久） 議席番号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。 

 まず、１番目の項目であります小・中学生のスマートフォン所持について、というような

質問を用意しましたが、前質問者の百瀬議員が質問を、全く同じような質問条件の中で質問

をしていただきまして、教育長の答弁もいただいております。それですので、重複する部分

がありますので、省略させていただきます。 

 それで、今の答弁を聞いた中で、私の感じたところの意見をちょっと申し述べさせていた

だきたいと思います。この件につきましては先ほども答弁の中で、小学生が南箕輪小学校で

50％、南部小学校で90％近くの児童が所持してるというところで、大変所持の多さに驚いた

ところであります。しかしながら、小学生においては使い方ということも、先ほども百瀬議

員の中からも出ておりましたが、これを上手に使えばすばらしいものでありますけれども、

使い方を間違えると非常に危険が潜んでおるところでございます。小学生においては善悪、

子供には判別が不能な部分がたくさんあるところでございます。 

 そこで先ほどもありましたが、警視庁のＳＮＳを通じて事件に巻き込まれたというような
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事例が、18歳未満で1,811人というように報告されておりますが、これは低年齢化されるこ

とによって、今後ますます増えることが予想されます。そうした中で、学校としては子供に

は先ほども指導しているということでございますが、学校での児童、生徒に対する教育とい

うのは限りがあると私は感じております。そうした中でこの家庭での保護者が子供に買い与

え、また通信費などを払っているという状況では、使用や利用また危険性については、親が

ある程度責任を持って見守っていかなければならないというようなことを感じておりますの

で、小・中学校の生徒に対する教育だけでは解決できる問題ではありません。 

 ですので、これは学校から保護者に家庭においての子供への指導とか、監督をしっかりす

るようにというような通達、またスマホ等の機能の使い道がそれぞれございますので、保護

者へ全員に先ほどもあった中で、保護者希望者は指導を受けるようにということでございま

したが、そうでなくて全保護者に対しての指導会、もしくは教育指導をする必要があるんじ

ゃないかと思うんで、ぜひそれをやってほしいというようなふうに感じましたので、これは

提案でございますが、教育長どのようにお考えかその点について、お答えをお願いいたしま

す。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 加藤議員の御質問、大事な御意見をいただいていますが、それ

についてお答えいたします。 

 まず、南部小学校さんの90％近いというのは、ネット環境にあるお子さんということで御

理解をいただきたいと思います。所持しているという状況ではないということで、例えばお

家の方がパソコンを持っていて、そこに子供もそれを使ってとか、そういう状況あるいはゲ

ーム機とか、いろんな状況あると思いますが、御理解をいただきたいなと思ってます。 

 それから百瀬議員からのお話もいただく中で、やはり保護者の責任は当然、そこが一番あ

りますので、そこに向けてということ、そんなことを強く思っております。 

 それから加藤議員からは、ちょうど１年前でしょうかね、小・中学校のスマホの所持率

等々、そのリスク等についても通告をいただいて、答弁をさせていただいていますが、その

ときの所持率と比べまして、やはり所持率は上がっているなというふうに思っております。

そういう世の中になってきていると思います。今お話しいただいたことで、ちょっとお時間

をいただいて、私は思うことを少し述べさせていただいてもよろしいですかね。 

 ＳＮＳを含めネット社会の中で、私自身大きな課題が三つあるかなと思っております。 

 一つは依存症ということで、ＷＨＯではゲーム障害ということで、アルコール依存とか、

あるいはギャンブル依存と同様にゲーム依存、ゲーム障害をそういうふうに認定しておりま

す。今日も暗いニュースがありましたが、ひきこもりの息子をお父さんが殺して、判決が出

たというか、裁判の関係が話題になっておりましたけれども、ひきこもり、あるいはコミュ

ニケーション能力の低下、それから学校生活や仕事への支障等々、認定する背景にはそうい

うことがあるというふうに思っております。 

 それから二つ目ですが、ネット社会に潜む危険性、これが今日百瀬議員、あるいは加藤議

員からも御指摘をいただいているところだと思います。大阪の小６の女の子は家も学校もい

やという、そういう言葉を使ってというふうに、新聞記事では文字が躍っているわけでござ

いますけれども、他人事ではないなと思っております。依存症とあわせてなんですが、先ほ
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ど南箕輪小学校の特別授業をお願いしたセーフティネットの南澤さん、ここは相談も受けて

いるので、こちらの南澤さんのほうには小学生の相談がうんと増えている、小学生に係る親

御さんの相談が増えている、そんなことも今の特徴かなというふうにお聞きしております。 

 中学校におけるいじめの関係ですが、昨日の答弁でさせていただきましたが、昨年度はネ

ット関係のいじめの報告を受けておりませんけれども、一昨年はありましたということで、

やはりそこもうんと大事な部分だと思うので、丁寧に見ていく必要があるなかと思っていま

す。 

 それから三つ目ですが、やはりコミュニケーションはかなり低下するのかなと思っており

ます。なので健康福祉課のときもお話したときにも、スマホで子守をさせる状況もなきにし

も、泣いたりあるいは子供さんへのアプローチというところで、いわゆる幼児期における愛

着形成が一体どうなるだろうなと、そこが危惧される状況もございます。 

 今後に向けてなんですけれども、先ほど学校教育の中ではいわゆる情報モラルということ

で、講演会なり、親御さん一緒の研修会持っているわけですけれども、今ＩＣＴ教育がうん

と進んできております。村としてもそれを整えるのに、一生懸命やっておりますが、いわゆ

るメディアリテラシーというところで、そこをしっかり子供たちが力をつけて、その判断力

あるいは情報を取り入れる、どう取り入れるか、そこの判断力が問われことになります。も

う10年ぐらい前から言われているところですが、そこをしっかりやっていくことが大事。 

 それから先ほどもお話あったんですけれども、一番守るべきことはネット社会において自

分を守る、名前を外に出さない。それからだめなものはだめ、そこのところをやはりモラル

の育成ということで、家庭でしっかり、学校もしっかり、そこのところが大事かなと思って

います。無料はわなとか、いろんな言葉あるわけですけど、やはりモラルとしてだめなもの

は、そこをしっかり。 

 それから、先ほどの女の子を言葉を借りると、自分のことを大事にできない状況があると

思うんです。そこをどう大事にするか、他人を思いやる気持ち、自分を大事にする気持ち、

それをしっかり育てる、自尊感情というそれは家庭で、学校でもそうですけど、特に家庭が

大きいかなと思っております。学校だけではむしろ限界もございます。ぜひとも家庭内にお

けるルール、ゲーム使用の時間とかあるいは先ほど申し上げた愛されているという心の育ち、

大事だよと、そこのところをしっかりというのを、それが望まれるかなと思っております。 

 もう１件では、ノーメディア、ノーテレビデー等となっている営みずっと続いていってお

ります。子供たち本当に今日はノーテレビだよね、ノーゲームだよね、というそういう言葉

も聞かれる状況もあるんですけれども、社会教育として毎月23日は子供と向き合い育ちを考

える教育の日として、メディアを控える、ノーメディアというとメディアを否定するみたい

になってしまうのですが、少しメディアと距離をとろうと。アウトメディアという言葉を今

使ってきていますが、アウトメディアデーにしていこうという、そういう動きがあります。

それを今後も大事にしていきたいなと思います。 

 それから上伊那のところで上伊那ルールというのがございます。これは上伊那のＰＴＡ連

合会が出している取り組み、自分を大事にしようという取り組みなんですけど、うち南箕輪

に限らずやはり全国的、あるいは上伊那として子供たちをネット社会の中でどういうふうに

守る、あるいは生きていくか、力をつけることが大事だと思っております。地域家庭での摂

行をふす必要があるときかなと個人的には思っております。済みません、大変時間をとりま
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した。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） この問題に関しては、やっぱり家庭での親の責任というものを自

覚することが大きく必要だろうと感じておりますので、そのようにお願いします。 

 次に、２項目の台風19号の被災、復旧についてということで質問をいたします。 

 台風19号により北信地方では風水害による甚大なる被害を受け、被災した皆さんには心よ

りお見舞いを申し上げるとともに、一日も早い復旧、復興を願うところであります。今回の

台風は風も強く、西箕輪地方では農作物、特にリンゴ、ブドウ等の果樹に被害が出たようで

あります。幸い本村においては被害が少なく、胸をなでおろしたところであります。この災

害をもとに今後の防災についても考えてゆかねばならないことと思います。 

 それでは、最初に農作物の被害額はどうであるかということで、質問をいたします。 

議  長（丸山  豊） 答弁を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） ７番、加藤泰久議員の御質問にお答えをいたします。 

 台風19号、本村でも被害がございました。農業関係であります。リンゴでございます。落

下や傷つくまたそのほかにビニールハウスやリンゴ棚などの構築物が被害を受けております。

村内には24戸のリンゴ農家があります。栽培場所の違いによりまして、被害の大小もかなり

あるということで、風の道に当たったところは大きな被害がなってしまったということで、

特にこのリンゴにつきましては、主流品種でこれから収穫となるフジで圃場の30％から50％

の被害となった面積が４ヘクタール、30％未満の被害となった面積が１ヘクタール、被害に

よる減収量12.8トンで、被害見込み額は217万6,000円ということとなっております。 

 その他のリンゴでは収穫が始まったシナノゴールドで30％から50％の被害面積60アール、

30％未満の被害となった面積が５アール、被害による減収は4.9トン、被害見込み額は78万

9,000円となっております。ビニールハウスやリンゴ棚は全部で５件であります。被害見込

み額が23万5,000円ということでございます。本村は辰野、箕輪、伊那市と比べますと被害

額等々少なく済んだということでありますけれども、きょう新聞にも上伊那全体で１億

5,000万円を超えたというようなそんな報道も出されております。 

 大変な状況もあるわけでありますので、この辺は農業者の皆さんとまたいろんな支援策が

ありますので、周知をしていくところでございます。以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 被害に遭われた農家等には支援のほう等をよろしくお願いいたし

ます。 

 続きまして、強風による住居地域の倒木があったと聞いております。倒木の撤去等には何

カ所あったかお尋ねをいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 倒木の関係の御質問であります。まず村道関係でありますけれど

も、役場正面駐車場東側、田畑赤ん坂、信大の正門から先のユリノキ並木、大芝公園の西側、

大泉の旧いずみ苑の南側の５カ所で倒木がありました。これにより通行どめとなりました。

台風の翌日の午前中には全て撤去し、復旧したところであります。倒木は本当に各地で発生

しているわけであります。特に役場正面駐車場東側の倒木は住宅や物置、車両の一部に破損
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が出てしまいました。これは村からしっかり対応を村の責任として、しっかり対応していき

たいと考えているところでございます。 

 また、大芝高原内これもかなり倒木があったところであります。屋内運動場の倒木だけで

はなくて、被害はガラスとシャッターそれぞれ１カ所の破損、大芝の湯の露天風呂のフェン

スの照明の破損、施設管理室の作業小屋の屋根の破損等がありました。作業小屋や待機小屋

を除いて既に全て復旧しております。公園内の倒木につきましては、10カ所ほどありました

が、既に撤去し片づけております。また、みんなの森にも約100本程度の倒木がありました。

これは枝条処理として伐採した木を集積しおおむねこれは終了しております。また後ほどの

質問に出てこようかと思いますけれども、林道大泉線では経ヶ岳中尾ルート登山道の道の間

で10本程度の倒木がありましたが、これも全て撤去、処理済みとなっております。林道大泉

線では吹上から大泉所ダムの間で大泉川に倒れたものを含めて40本程度の倒木がありました。

これも全て撤去済みとなっております。村内の状況はこんな状況でございます。 

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、倒木撤去等に早い対応で住民への影響

が少なくて済んだということで、今後起こり得る災害にも素早い対応をお願いしたいところ

であります。 

 次に、台風の仮橋設置の通行開始予定はということで、質問をいたします。 

 台風通過後の10月20日未明の国道361、権兵衛トンネルの坑口付近での道路崩壊があり、

通行どめとなり、上伊那地域と木曽地域を結ぶ主要ルートであります道路が、１日通行量約

4,400台と言われる、両地域住民においても大きな影響を受けたところであります。南箕輪

地籍でもあり、国が権限代行で早期復旧が期待でき、仮復旧工事も済んでいると聞いており

ます。仮橋による片側交互通行が可能になりますが、関係機関からの情報では通行開始予定

はいつごろになるか、また全線復旧はいつごろになるかというような予想をお聞きしたいと

思います。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 台風19号、権兵衛トンネル入り口の質問でございます。御指摘の

とおり10月20日の未明土砂崩落によりまして、道路は陥没をしてしまいました。トンネルの

手前、南箕輪地籍であります。これを通報を受けまして、私も建設事務所長に直接電話で話

を聞かせていただいたところであります。この通行どめによりまして、本当にこの上伊那地

域と木曽地域にかなりの影響はあったなというふうに思っておるところであります。そんな

状況でありましたけれども、国の権限直轄代行によって災害復旧をしていただけるというこ

とで、今、現在作業が進んでおるところでございます。国土交通省中部地方整備局では被災

状況の評価及び復旧対策工法等を検討する、国道361号権兵衛峠道路災害復旧技術検討委員

会を設置をいたしまして、被災原因の台風19号の豪雨の影響により、相当量の地下水が流出

したことによるものと推計をいたして、仮復旧工法として、まず水抜きを実施して影響を軽

減させ、それから仮僑をかける工事を進めておるということであります。 

 来週の16日でありますけれども、第３回の災害復旧技術検討委員会を開催されるようです。

これを受けて新たな情報提供もあると思いますけれども、現時点では年内に片側交互通行が

できる暫定的な工事がということで、報告を受けておるところであります。したがいまして、

年内ということで御理解をいただきたいと思います。本復旧につきましては、まだいつごろ
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終わるのかというこのことにつきましては、まだそういった情報ないわけであります。いず

れにしろそういった情報も出てくるのではないのかなというふうに思いますけれども、10月

20日から本当に国のやる仕事というのは早いなと今も感じているところであります。年内に

は仮橋で片側交互通行ができるということでありますので、この点につきましては、本当に

一安心をしておるところであります。ただ一日も早い本復旧ができることを要望、要請をし

てまいりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 片側相互通行では、多少の不便があったと思いますが、なるべく

早い全線復旧を望むところであります。 

 ４問目といたしまして、経ヶ岳登山道の倒木の状況はということについて質問をいたしま

す。 

 台風後に議会で奥地林視察に行ってまいりましたが、３合目ぐらいまでしか見ることがで

きなかったということでありますが、大泉所ダムの登山道入り口までは撤去されておりまし

て、通行可能な状態でありました。経ヶ岳登山会のメンバーの情報によりますと、６合目よ

り頂上までは倒木がかなりあるようだということでございます。資料を皆さんにお配りすれ

ばよかったところですが、このような状況で倒木がかなりあるというようなことでございま

す。 

 ５月には中学校の経ヶ岳競歩があり、村の３大イベントであります経ヶ岳バーティカルリ

ミットもあるところであります。ボランティアだけで整備はできない状況であり、業者に依

頼して整備する必要があるんじゃないかと思いますが、それには予算がかかると思いますの

で、復旧の予算計上をお願いしたいと思いますが、村長のお考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） 経ヶ岳登山道の倒木状況の御質問であります。 

 まず、優先的にやっていかなければならないことあるわけでありまして、今御指摘のとお

り来年の５月には中学校の競歩大会があります。さらに経ヶ岳バーティカルリミットもある

わけでございます。このルートにつきましては優先して、早期に復旧を目指していかなけれ

ばならない、それに間に合うようにはしていきたいというふうに考えております。 

 予算の件につきましては、まだ全体の状況がつかめていないところでありますので、これ

からつかみながら、予算づけをお願いをしていくということになります。台風19号の経ヶ岳

の被害状況につきましては、村内外の登山者や経ヶ岳友の会のメンバー、特にそのメンバー

の皆さんからさまざまな情報をいただいておりまして、非常にありがたいなというふうに感

じておるところであります。お寄せいただいた情報を整理し、職員が被害状況の現地確認に

努めていきますが、広範囲なためにいまだ全てを把握できていない状況でありますので、こ

れはそういう状況は御理解いただきたいと山全体でということであります。 

 経ヶ岳登山道の倒木状況は、大泉所ダムルート・中尾ルート・仲仙寺ルートの各登山道ル

ートで50本から100本以上、登山道は崩れた箇所は多数発生をしておるという、そういう報

告を受けておるところであります。被害を受けた後の対応といたしましては、各登山口まで

は13日までに復旧することが決まっております。その先につきましては、広範囲に及んであ

りますので、安全性を考慮して登山道全てを通行どめにしてあるところでございます。復旧

やそういった部分につきましては、登山関係者の知識や修復技術の共有をしあいながら、全



120 

体的な効果的な復旧を進めてまいりたいと、そして、所有者、森林施業者、そして山岳関係

者との情報共有、協力体制を整える取り組みを行っておるところであります。 

 今、写真を見せていただきました。この経ヶ岳の頂上が写っております。本当にひどい状

態なんだなというのを感じたところでありますし、この所有者は南箕輪村は共有林というこ

とで、村の所有になっておらないところであります。そういった手続等もありますけれども、

できるだけ早く復旧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。そ

の節には経ヶ岳友の会の皆さんのお知恵もお借りをしたいというふうに考えておるところで

あります。 

 大泉所ダムルートの復旧であります。頂上までの登山道を確保した上で、ということであ

ります。仲仙寺ルートにつきましては、伊那市と連携しながら復旧をしていく予定でありま

す。そんなところで御理解をいただきたいと思います。また、台風等に直接影響はないわけ

でありますけれども、森の里山整備で手を結んでいる株式会社サンティアの皆さんがこの経

ヶ岳友の会の協力を得まして、大泉所ダムルート登山口から、２合目までの登山道の開通す

ることができたということであります。本当にありがたいなというふうに思っておるところ

でございます。できるだけ早期の復旧に努めてまいります。 

 ただ、これから冬に入ってきますと、非常に心配な面もありますけれども、何としても来

年の５月の中学校の経ヶ岳の登山、あるいは経ヶ岳バーティカルリミットと影響のないよう

にはしていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） 現場はいずれにしましても、遠くまた山道というようなことで、

調査も大変な部分があるわけでございます。そうした中で経ヶ岳友の会としては、現地へ行

って、視察をしてある程度の資料は持っているようでございます。資料提供をお願いしてま

て、それを役立てていただければ、活用していただければいいかなと思います。いずれにし

てもこれからは雪が降ります。雪解けを待っての作業となることだと思いますので、その辺

はよろしくお願いいたします。 

 ３項目といたしまして、村道5001号線、旧権兵衛街道について質問をいたします。 

 村道5001号線、旧権兵衛峠は元国道361として使われていたとき、私も木曽方面に行くと

きにはよく利用したものであります。権兵衛トンネル開通後、平成19年度に村に移譲され村

道5001号線となったと聞いております。村の維持管理となっているわけで、現在維持管理上、

入り口と頂上にゲートが設置され、施錠されて通行どめとなって閉鎖されております。総務

経済常任委員会で権兵衛トンネル土砂崩落の現場検証の折、村道5001号線の状況を視察もい

たしました。沢筋の土砂の押し出しが１カ所、ガードレールの足の不完全な箇所が１カ所ぐ

らいあり、意外と被害が傷みがなかったと感じております。雪解け後は押し出された土砂の

撤去を終わらせると聞きますが、定期的に崩落等危険箇所の調査点検はしているのか、お尋

ねいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 旧権兵衛街道、村道5001号線の御質問であります。この号線につ

きましては、御指摘のとおり国道361号として使用し、権兵衛トンネルの開通によりまして、

村に移管をされたものでございます。それまでは国道自体が県が多額な費用をかけて管理を

しておりました。村に移管をされてからは、ほとんど管理が行き届かないといいますか、定
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期的な管理で終わっておるところでございます。この辺は多額な費用がかかりますので、御

理解をいただきたいと思います。 

 そのために、現在まで約10年間全面通行どめとしておるところでございます。危険箇所の

調査でありますが、特に冬期間の春先、台風や豪雨等があった場合には、職員が直接管理区

間全線の巡視をして状況確認を行っております。雪による土砂崩落や雨水等による土砂崩落、

大きな石の落石等があり、毎年年１回から２回の土砂撤去作業は行っております。以前は土

砂崩落した箇所に、落石の防止フェンス等を設置した経過もありますが、場所によっては設

置後の崩落により、また破壊されてしまうということがあるため、現在は崩落後の土砂撤去

を繰り返すということで、維持管理をしているということであります。 

 また、通行どめ管理につきましては、路面に土砂の堆積や道路沿いに草木が繁茂するため

に、路面清掃を２年に１回の間隔で実施をして管理をしていく状況であります。大半は急峻

な部分でありまして、危険性の伴うということで通常の管理は行っておりますけれども、そ

れ以上の管理というのは、なかなか手がかけられないというのが実態でござます。以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） ２年に一遍というような管理、点検等を行っているということで

ございますが、私たちが視察したときはちょうど業者が入っておりまして、枯れ枝、枯れ落

ち葉等の撤去がなされており、非常によく管理されてると思ったところであります。 

 それでは２番目の5001号線の活用法について質問をいたします。 

 維持管理が村の責任で行われている以上、管理上の責任が問われる立場でありますが、危

険箇所が確認されて、また改修された後保全が確認されれば、村道5001号線には車の通行が

可能になるか、これをお尋ねします。 

 もう一つ、管理上車の通行が認められない場合、今の時期自然回帰の流れの中で、春には

木々の恵みや夏にはハイキング、秋には山菜やキノコ狩り、紅葉といったたくさんの観光的

要素を持ち、健康増進機能等たくさんの要素を持っているところであります。人が通行でき

散策できるように、ゲートの開放はできるかどうか、また二百名山であります経ヶ岳もあり、

米の道として以前は、米の道イベントがあったわけでありますが、旧権兵衛道路もあり、国

道361がすぐ近くを通っているというようなところでありますので、また伊那との協力を得

ながら西部地域周辺を見直すということになれば、すばらしい観光スポットになると思いま

す。 

 また、ホームページでも掲載して広報にも力を入れていただきたいと思いますが、その辺

のお考えをお尋ねいたします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 活用方法の質問であります。 

 その前に、本当に車の通行や人の通行ができるのかどうかという御質問であります。これ

は管理上は伊那市と南箕輪に分かれておるわけであります。南箕輪の地籍のほうが急峻で危

険な状況ということであります。まずはこの管理責任という部分が、常について回りますの

で、通常の管理の部分で本当に車を通していいのか、人を通していいのかという、この部分

は私も疑問であります。できれば人を通すだけという通行というのも理解できるわけであり

ますが、道路管理者としての責任の部分で、完全に毎年整備ができる、こういう状況になれ

ば、それは可能でありますけれども、そのためには多額な予算がかかるわけであります。現
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状本村にはその余力がないわけでありますので、当分の間はそういったことで、通行どめで

やむを得ないというふうに、私自身は思っておるところであります。県管理の時代もかなり

の予算をかけていただいておりました。そんなことでその辺は御理解いただきたいなと思い

ます。 

 で、活用方法であります。私と伊那市長、担当を含めまして、全てどう活用できるかとい

うことで、現地を見ながら話をしたところであります。なかなか急峻な部分もあったり、伊

那市の部分も手の入っていない部分もあったりということで、どう活用するかというのは、

まだ進んでいないところであります。市と村で現地確認を行って、その一歩を踏み出したと

いうことであります。これらをどう利用していくかということで、いろんな利用の仕方があ

ろうかと思います。また様々な御意見をいただきながらなというふうに考えておるところで

あります。今のところはそんな状況であります。よろしくお願いいたします。以上です。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） それで今答弁の中では、車はちょっと無理というような話の中で、

それならば人がハイキングコースとして歩くのには、私は問題がないんじゃないかというふ

うに考えますが、村長のお考えをお願いします。 

議  長（丸山  豊） 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 車、人も含めてということでお話し申し上げましたけれども、完

全に危険の除去ができるという部分ができれば、それはそれで人くらいはという御意見もあ

ろうかと思いますが、道路管理者としての立場、これで大丈夫だというその部分がない限り、

そういった判断ができないところでありますので、その点はぜひ御理解をいただきたいなと。 

 苦情もいただきます。伊那市の住民の方からも苦情をいただきますけれども、道路管理者

としての立場として、今お断りをしておるところであります。どういう整備ができるのか、

あわせて考えていく必要がありますけれども、先ほども申し上げましたように、まだまだ本

村の場合には、先にやらなくてはならないことが山積をしておりますので、多額な費用をか

けられないという悩みもあるわけであります。そんな御理解をお願いをしたいなと思います。

道路管理者の立場としては、そういった答弁をせざるを得ない。私も本当にせつない思いで

ありますけれども、そんなところを御理解をいただきたいなと思います。よろしくお願いし

ます。 

議  長（丸山  豊） 加藤議員。 

７  番（加藤 泰久） あの道も南箕輪だけでなく、伊那市が絡んでいるところでござい

ますので、伊那市とも協議をした中で人だけでも通れるような方策を、考えていただければ

うれしく思うところであります。 

 終わりに、適切な格言や心に残るポエムが見当たりませんでしたので、私のひとり言を述

べさせていただきます。 

 平成の大合併に当たり、平成16年住民投票で自立の村を目指したころ、自助、公助、共助

を合い言葉に自立した村を、豊かに住みよい村にしようという機運が高まりました。しかし

大合併から15年過ぎた今日、自助、公助、共助の言葉が聞かれなくなりました。村民に皆で

当時の気持ちを思い出し、自助、公助、共助を合い言葉にして、住みよい豊かで住みよい村

づくりを皆で頑張りましょう。 

 傍聴者の皆さん、議員が何を考え何をしているのか、議会は何をしているのか、村長が何
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と答弁をするのか見聞きするには、一番よい機会だと思います。一人でも多くの方の傍聴を

お願いいたします。傍聴ありがとうございました。 

 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。 

 これで一般質問は終わります。 

 明日13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４３分 
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議 事 日 程（第４号） 

令和元年１２月１３日（金曜日） 午後３時００分 開議 

 

第１ 諸般の報告 

 

第２ 議案第15号～第19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～採決 

 

第４ 発議第１号                            提案～採決 

 

第５ 議案第１号～第８号、議案第10号～第19号              討論～採決 

 

第６ 継続調査事項 

 

第７ 議員派遣 
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 １番 百 瀬 輝 和   ６番 都 志 今朝一 
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○説明のため出席した者 
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地域づくり推進課長 田 中 俊 彦  建設水道課長 藤 澤   隆 

会計管理者 松 澤 厚 子  代表監査委員 原     浩 
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○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１２月１３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。 

 会議に入る前に御報告いたします。本日、伊藤教育次長が病気療養のため、欠席する旨の

届け出がありました。 

 本日、追加議案、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、意見書案が提出されたことに伴いまして、先ほど議会運営委員会を開催

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。 

 追加議案が５件、発議が１件が提出されております。本日の会議日程とします。 

 監査委員より定期監査報告書も提出されておりますので、諸般の報告として日程に追加を

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、議案５件、発議１件、

諸般の報告を本日の会議日程といたします。 

 日程第１、諸般の報告を行います。 

 監査委員から、地方自治法第199条第９項の規定により、定期監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２、追加議案の上程を行います。 

 議案第15号、「南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」を議

題といたします。 

 職員に議案を朗読させます。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15号「南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例等の一部

を改正する条例」について提案理由を申し上げます。 

 本案は、本年８月に、国家公務員に対して行われました人事院勧告の給与勧告を受け、国

において給与法の改正が行われましたので、村の一般職の職員及び常勤の特別職の職員並び

に村議会議員の、給与、手当等の改正を行うため提案するものであります。 

 なお、本案につきましては、南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例、南箕輪村特別職
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の職員で常勤の者の給与に関する条例及び南箕輪村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関

する条例の、３条例の一部改正をお願いするものであります。 

 細部につきましては、担当課長から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15号の細部説明を申し上げます。 

 この改正につきましては、一般職の職員の給与に関する条例と関係する条例を一部改正を

するものでございます。なお、関係する３条例を本年度分と来年度分の２回に分けて改正を

いたしますので、第１条から第６条までの６件の条例改正とさせていただきます。 

 それでは、各条項につきまして新旧対照表により、説明をさせていただきますので、議案

の９ページをごらんをいただきたいと思います。 

 初めに、第１条関係の南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。 

 この改正は、今年度の一般職の給与を改正するもので、公布の日から施行をするものであ

ります。 

 第30条の改正につきましては、12月に支給する勤勉手当の支給率を0.05カ月引き上げ、

100分の92.5を100分の97.5に改めるものでございます。また別表第１につきましては、一般

職の給料表でございますが、１級の初任給を2,000円、若年層を重点におきまして1,500円か

ら2,000円の範囲で引き上げをするものでございます。 

 続きまして、少し飛びますが、15ページをごらんをいただきたいと思います。 

 第２条関係の南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例の一部改正でございます。第１条

関係と同じ条例名となります。第２条関係では、来年度令和２年４月１日から施行をするも

のであります。第16条の２の改正でありますが、住居手当の支給にかかわる改正でございま

す。住居手当の支給対象となる家賃の月額の下限を、１万2,000円から１万6,000円に引き上

げるものでございます。 

 続く、第16条の３の改正でありますが、住居手当の額にかかる改正であります。条文中の

改正部分につきましては、字句を適正な表記に改めるものであります。第１号では住居手当

の算定の基準となる家賃額を２万3,000円から２万7,000円に引き上げるものと、その基準額

以下の家賃額から控除する額を１万2,000円から１万6,000円に引き上げるものでございます。 

 第２号では、第１号と同様に算定の基準額を引き上げるものと、その基準額を超える家賃

額から控除する額を２万3,000円から２万7,000円に引き上げ、家賃額から控除する額を差し

引いた５の額を２分の１とした額の上限、これを１万6,000円から１万7,000円に引き上げる

ものでございます。 

 第30条の改正は、勤勉手当の改正であります。おめくりをいただきまして、16ページをご

らんいただきたいと思います。 

 初めに、御説明をいたしました第１条関係では、本年度分として12月の支給分で0.05カ月

を調整させていただきますが、来年度は年２回の支給に配分して調整をします。６月分、12

月分それぞれの支給月数を0.95カ月、100分の95に改めるものでございます。 

 続きまして、第３条関係、南箕輪村議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部改正でございます。 
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 この改正につきましては公布の日から施行するものであります。 

 第５条は、議員の期末手当を0.05カ月引き上げる改正でございます。本年度につきまして

は、12月に支給する期末手当で調整をさせていただきますので、100分の167.5を100分の

172.5に改正するものでございます。 

 続きまして、17ページをごらんいただき、第４条関係の南箕輪村議会議員の議員報酬及び

費用弁償等に関する条例の一部改正でございます。 

 第３条関係と同じ条例名となりますが、この改正につきましては令和２年４月１日から施

行をするものでございます。 

 第５条におきまして、議員の期末手当の改正を行うものであります。本年度につきまして

は、12月に支給する期末手当で調整させていただきますが、来年度は年２回の支給に配分し

て調整し、６月と12月のそれぞれの支給月数を1.70カ月、100分の170に改めるものでござい

ます。 

 続きまして、第５条関係の南箕輪村特別職の職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改

正であります。 

 この改正につきましては、公布の日から施行をするものでございます。 

 第２条の改正でございますが、特別職の期末手当の改正であります。0.05カ月引き上げる

ものでありますが、本年度につきましては12月に支給する期末手当で調整をさせていただき

ますので、100分の167.5を100分の172.5に改正をするものでございます。 

 続きまして、おめくりいただき、18ページでございます。第６条関係の南箕輪村特別職の

職員で常勤の者の給与に関する条例の一部改正でございます。 

 第５条関係と同じ条例名となりますが、この改正につきましては、令和２年４月１日から

施行をするものでございます。 

 第２条の改正でございますが、特別職の期末手当の改正でございます。本年度につきまし

ては、12月に支給する期末手当で調整をさせていただきますが、来年度は年２回の支給に配

分して調整し、６月と12月のそれぞれの支給月数を1.70カ月、100分の170に改めるものでご

ざいます。 

 それでは、６ページにお戻りいただきまして、下の段の附則でございます。 

 第１項は施行期日でございますが、先ほど各条項にそって申し上げましたとおりでござい

ます。 

 第２項でありますが、第１条の給料表の改定は平成31年４月１日から遡及適用をするもの

であり、また７ページの第３項につきましては、一般職の勤勉手当の率及び議員特別職の期

末手当の率の改正につきまして、令和元年12月１日から遡及適用とするものでございます。 

 また、第４項及び第５項につきましては、一般職、議員及び特別職の遡及適用における給

料等の内払いの規定でございます。 

 第６項につきましては、住居手当に関する経過措置となります。 

 おめくりをいただきまして、８ページになりますが、こちら第７項につきましては、規則

への委任事項となります。 

 以上で細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） これから、議案第15号に対する質疑を行います。 

 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。 

 議案第16号、令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第10号）を議題といたします。 

 職員に議案を朗読させます。 

 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16号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第10号）」

について提案理由を申し上げます。 

 本案は、歳出におきましては、給料表等の改定に伴います、職員、特別職の給与費、手当

等また緊急を要します黒川の護岸崩落に伴う河川改修工事費、防災研修センターの設計業務

委託料などが主なものであります。 

 歳入では、黒川の護岸改修に伴う緊急自然災害防止対策事業債、防災研修センターの設計

業務に伴う緊急防災減災事業債の借り入れであります。 

 既定の歳入歳出予算の総額に2,500万円を追加して、歳入歳出の総額をそれぞれ61億7,367

万3,000円とするものであります。 

 細部につきましては、副村長並びに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16号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算（第10号）」

の細部説明を申し上げます。 

 本補正予算につきましては、大きく四つほどの事項に対応するための補正となりますが、

一つ目は、本年度の人事院勧告に準じた職員給与の改定等による給与費の補正になります。

この関係は、給与費明細書により一括をして御説明を申し上げます。 

 予算書案の24ページをお開きをいただきたいと思います。 

 １、特別職の表の一番下になりますが、比較の欄をごらんいただきたいと思います。給与

等の改定の内容につきましては、議案第15号の提案説明、細部説明の中で申し上げてござい

ますので、省略をさせていただきまして、まず長等としてございますが、常勤の特別職、村

長、副村長、教育長の３名分でございますが、期末手当、寒冷地手当、共済費をそれぞれ増

額するものでございます。 

 なお、議員の期末手当につきましても改定となりますが、本年度は新たに議員となられた

方々がおられ、６月支給分の期末手当の支払い額が在職期間の関係で少なかったということ

がございまして、予算に余裕が生じておりますので、増額を要しないということで計上をし

ておりません。 

 おめくりをいただきまして、２の一般職でございますが、上段の（１）総括の表の一番下、

比較の行をごらんいただきまして、職員数が１減となっておりますが、年度中途での退職が

あったことによるものでございます。給料は、給与改定によりまして120万円余の増額が必

要となりますが、中途退職や育児休業等によりまして、不用となる額がございますので、そ
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の差し引きによりまして、291万3,000円の減額でございます。 

 次の職員手当につきましては、内訳として下の段に《職員手当の内訳》の表がございます

ので、ごらんをいただきたいと思います。３列目の勤勉手当で給与改定による増額分がござ

いますが、給料と同様、退職や育児休業等による不用額があることや、一方で右から３列目

の時間外手当で台風19号の災害対応等によりまして、不足が見込まれること、その右の退職

手当負担金では、給与改定分を含む負担額の確定によりまして増額となることから職員手当

全体では219万7,000円の増額をお願いするものでございます。 

 もう一度上の（１）総括の表にお戻りいただきまして、共済費のほうも減額となっており

ますが、給料等と同じく給与改定以外の事由によるところが大きいため、差し引きにより減

額となるものでございます。給与改定による影響額は一般職の給与費、共済費全体では400

万円ほどの増額となるわけでございますが、今申し上げましたように、その他の要因による

減額が大きいため、合計では31万8,000円の増額となるものでございます。 

 以上の説明をもちまして、各科目のほうに２節、給料から４節、共済費まで載せてござい

ますけれど、説明のほう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。 

 続きまして、給与費以外の補正につきまして御説明を申し上げます。 

 19ページをごらんいただきたいと思います。 

 歳出８款、土木費でございます。１項飛びまして、３項２目0812、村単河川改修事業の15

節でございますが、先の全員協議会で御報告をいたしましたが、12月１日の日に神子柴下段

地区を流れております普通河川、通称黒川の一部で石積みの護岸が崩れてしまいました。古

い構造物であり、天端を村道2044号線が通っておりますので、路面のほうにも異常が見られ

ていたということで、来年度での改修を計画しておったところでございますが、崩落をして

しまいました。速やかに復旧しなければなりませんので、追加をお願いするものでございま

す。 

 なお、財源につきましては、今年度と来年度の２年間の時限ということで設けられており

ます、緊急自然災害防止対策事業債の起債を急遽ではありましたが、長野県に求めましたと

ころ可能となりましたので、歳入で計上をさせていただきます。 

 次に、９款、消防費の１項５目0935、防災施設整備事業の13節でございます。現在の大芝

研修センターにつきましては、村内外の方々のさまざまな研修や交流の場として、活用をさ

れておるところでございますが、耐震改修がなされていない建築物となっております。今後

のあり方を検討してまいりましたが、来年度限りとされております有利な起債事業、緊急防

災減災事業債を財源といたしまして、平常時の防災を含む多様な研究や交流の場として活用

をし、万が一の災害など非常時には、役場庁舎の代替施設いわゆる第２庁舎としての機能を

あわせ持つ防災研修センターとして、来年度建てかえをさせていただきたいと考えておりま

す。それに向けまして、設計費用1,000万円を計上させていただくものでございます。 

 この経費につきましても、全額が緊急防災減災事業債の対象となってまいります。また、

これからの発注となりますので、年度内では必要な業務期間を確保できないということから、

繰越明許とすることをあわせてお願いをいたします。このことにつきましては第２条で規定

をいたしまして、第２表繰越明許費に示してございますので、お目通しをお願いしたいと思

います。この建築設計に当たりましては、多くの分野が関係をしてまいりますので、設計を

進める中で、十分な調整を行ってまいります。 
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 おめくりをいただきまして、10款、教育費では１項飛んで、２項３目1013、給食センター

事業の13節になりますが、現在給食センターから中学校への給食の運搬につきまして、調理

員が運搬車を運転して行っておるところでございますが、御承知のとおり食数の増加、また

アレルギー対応等で調理の業務が大変繁忙化しておるという状況でございます。運搬業務に

ついては、シルバー人材センターへ委託をしてまいりたいと思います。１月からの３カ月分

ということで、計上をするものでございます。 

 次に、22ページの1011、南部小学校給食施設整備事業の13節でございますが、学校給食施

設のうち、南部小学校の給食室につきましては、最大400食までの対応ができるよう、来年

度改修工事を実施をする予定でございます。給食に支障がないよう夏休み期間を利用した工

期設定が必要となってまいりますので、本年度中に設計をさせていただきたいと思います。

先の全協の中では、長野県住宅供給公社の支援をいただきながら、設計は業者委託をすると

いう旨で御説明申し上げましたが、その後の公社との打ち合わせの中で、比較的小規模な工

事であることから、この設計については公社が直接実施をしていただくということとさせて

いただきました。 

 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287万2,000円

の減額といたします。 

 歳出は以上でございます。 

 ９ページにお戻りいただきまして、歳入でございますが、23款、村債に歳出の説明でも申

し上げましたが、二つの事業債を追加させていただきます。この記載につきましては、第３

条に規定をし６ページのほうに第３表、地方債補正の表を載せてございますので、ごらんい

ただきたいと思います。 

 記載の方法等につきましては、そちらの記載のとおりでございますのでごらんをいただき

まして、いずれの事業債も充当率が100％、交付税措置率が70％のものでございます。 

 以上で、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） これから、議案第16号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第17号、令和元年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第３号）を議題とします。 

 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17号「令和元年度南箕輪村水道事業会計補正予算（第３

号）」について、提案理由を申し上げます。 

 本案は、職員の給与改定等に伴い、収益的支出において、職員の給料等を59万8,000円増

額し、水道事業費用の総額を２億7,435万1,000円に改めるものであります。 

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

御決定をお願いをいたします。 
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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17号の細部説明を申し上げます。 

 職員の給与改定等によりまして、補正予定額の増額をお願いするものでございます。 

 内容につきましては、予算実施計画明細書で説明いたしますので、予算書４ページをお開

きください。 

 収益的支出の01款、１項、５目、総係費、8005総係事業の02節給料から10節、負担金及び

31節、賞与引当金繰入額までは、給与改定に伴う４名分の人件費のあわせまして59万8,000

円の総額をお願いするものでございます。 

 なお、17節、賃金につきましては、臨時職員１名の割り増し賃金、通勤手当の計算誤りが

ございまして、当初見込んでおりました賃金が不足となってしまい、大変申しわけございま

せんが、ここで24万円の増額をお願いするものでございます。よろしくお願いいたします。 

 また、職員の給与改定に伴う給与費明細書につきましては、５ページ、６ページに掲載が

ございますので、お目通しいただきまして、ここでの説明は省略させていただきます。 

 予算書１ページにお戻りいただきまして、第２条収益的収入及び支出の支出、第１款、水

道事業費用、第１項、営業費用の補正予定額を59万8,000円増額して、水道事業費用の総額

を２億7,435万1,000円にするものでございます。 

 ２ページ、第３条の議会の議決を経なければ流用することができない経費として、職員給

与費の補正予定額を58万6,000円増額して、2,901万9,000円とするものでございます。 

 以上、議案第17号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） これから、議案第17号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第18号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第４号）」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） 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第18号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計補正予算（第４

号）」について、提案理由を申し上げます。 

 本案は、職員の給与改定等に伴い、収益的支出において、職員の給料等を７万1,000円増

額し、下水道事業費用の総額を６億2,180万円に改めるものであります。 

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

御決定をお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 細部説明を求めます。 

 藤澤建設水道課長。 

建設水道課長（藤澤  隆） それでは、議案第18号の細部説明を申し上げます。 

 同じく職員の給与改定等によりまして、補正予定額の増額をお願いするものでございます。 

 予算実施計画明細書にて説明いたしますので、予算書４ページをごらんいただきたいと思
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います。 

 収益的支出、01款、１項、４目、総係費、9407総係事業の02節給料から、31節、賞与引当

繰入額までは給与改定に伴う３名分の人件費、合計７万1,000円の増額をお願いするもので

ございます。 

 なお、職員の給与改定に伴う給与費明細書につきましては、５ページ、６ページに記載が

ございますので、お目通しいただきまして、ここでの説明は省略させていただきます。 

 議案書１ページにお戻りいただきまして、第２条収益的収入及び支出の支出第１款、第１

項、営業費用の補正予定額を７万1,000円増額しまして、下水道事業費用の総額を６億2,180

万円とするものでございます。２ページの第３条の議会の議決を経なければ流用することが

できない経費として、職員給与費の補正予定額を６万2,000円増額して、1,980万2,000円と

するものでございます。 

 以上、議案第18号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） これから、議案第18号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 議案第19号「財産の取得について」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） 本件について提案理由の説明を求めます。 

 唐木村長。 

村  長（唐木 一直） 議案第19号「財産の取得について」提案理由を申し上げます。 

 本案は、プリン工房の整備に当たり、プリンの製造に不可欠な機械器具類等の購入のため

の入札を、令和元年12月12日に実施いたしました。契約予定価格は地方自治法の規定に基づ

く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、同法及び同条例の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 契約額は500万円台でありますが、予定価格が定める額の700万円を超えているということ

で、議決をお願いするものであります。 

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

御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。 

 出羽澤産業課長。 

産業課長（出羽澤 平治） それでは、議案第19号の細部説明を申し上げます。 

 現在、地方創生拠点整備交付金、地方創生推進交付金を活用いたしまして、プリン工房の

整備に着手をしております。このたびプリンの製造工程で不可欠な機械器具類などの購入に

関して入札を行い、落札事業者が決定し財産の取得に当たり、議会の議決が必要になりまし

た。説明資料にしたがいまして説明しますので、議案書の２ページをごらんください。 

 入札状況について御説明いたします。入札は令和元年12月12日、木曜日、午後２時から実

施をいたしました。取得するものはプリンの製造に必要な機器類となります。主要な機器に

ついて、一覧表の順序とは異なりますけれども、おおよその製造工程に沿って説明をしてい
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きます。 

 まず、牛乳や卵などの材料を調理台等でまぜ合わせた後、卓上スチームコンベクションオ

ーブンで蒸し上げます。ブラストチラーで急激に冷やし、充填機で容器に詰めてプリンがで

き上がります。一緒に販売されているジャム等につきましては、ＩＨコンロ等で調理をして

いきます。でき上がった製品は冷蔵庫で冷蔵保管をし販売をしていきます。調理器具等の洗

浄についてソイルドテーブルですすぎ洗いを行った物を食器洗浄機で洗浄し、クリーンテー

ブルへ移していきます。 

 入札結果につきまして、６社の応札がありました。税込みで537万9,000円で、長野県上伊

那郡南箕輪村982番地２、株式会社堀建設、代表取締役堀正秋が落札いたしました。納入期

限等につきましては、令和２年３月27日となります。 

 １ページにお戻りいただきまして、取得の目的はプリン工房におけるプリンの製造に必要

な機器類で財産の種類は厨房機器となります。契約の方法は指名競争入札です。取得価格は

537万9,000円、うち消費税は48万9,000円です。契約の相手方は、長野県上伊那郡南箕輪村

982番地２、株式会社堀建設、代表取締役堀正秋でございます。 

 以上、議案第19号の細部説明とさせていただきます。 

議  長（丸山  豊） これから、議案第19号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 日程第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陳情１件、継続

審査１件を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。 

 最初に付託されました陳情第12号から報告したいと思います。陳情第12号、「軽油引取税

の課税免除措置の継続を求める陳情書」です。12月２日に株式会社伊那リゾート松澤様より

説明を受けました。説明の中では最近は温暖化の影響で降雪も少ないこと、それによって人

工降雪機に頼るしかないと、シーズン５万リットルを使用している。入場者数も年々減って

きていて、経営も苦しいが減免措置のおかげで上伊那の子供たちに無料券も配付することが

今できているという説明を受けました。 

 意見としては、賛成意見、道路を利用していないので減免は当然であると、対象になると

いう意見です。反対意見はありませんでした。継続審査、趣旨採択の意見もありませんでし

た。採決の結果、賛成４、採択するものとします。 

 継続審査となっていた陳情10号、「日本政府に対して、国連の「沖縄県民は先住民族」勧

告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書」、意見としては沖縄で先住民族のことは聞

いたことがない。沖縄県の人が声を大きくして言うべきである。撤回してほしいと思うが沖

縄県民の意見がわからないという意見と、あと陳情書の意味がよくわからないという意見が

ありました。継続審査という方はありませんでした。趣旨採択が３、結果趣旨採択すべきも

のとします。 

 以上で、委員長報告を終わります。 
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議  長（丸山  豊） 委員長報告に対する、陳情10号「日本政府に対して、国連の「沖

縄県民は先住民族」勧告の撤回を求める意見書の採択を求める陳情書」の質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 陳情第10号の討論を行います。 

 原案に反対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。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 陳情第10号を採決します。 

 この陳情を委員長の報告のとおり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） 起立多数です。 

 したがって陳情第10号は、趣旨採択することに決定しました。 

 委員長報告に対する陳情第12号、「軽油引取税の課税免除措置の継続を求める陳情書」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12号の討論を行います。 

 原案に反対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。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 陳情第12号を採決します。 

 この陳情を委員長の報告のとおり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） 起立全員であります。 

 したがって陳情第12号は、採択することに決定しました。 

 日程第４、発議第１号「軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書」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。 

 ４番、藤城栄文議員。 

４  番（藤城 栄文） 発議第１号「軽油引取税の課税免除措置の継続を求める意見書」

について、提出理由を申し上げます。 

 この意見書は、陳情第12号の陳情書に基づいて提出する意見書であり、内容につきまして

は先ほど総務経済常任委員百瀬委員長からもありました。また、内容も明確となっておりま

すので詳細については省略させていただきます。 

議  長（丸山  豊） これから質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） 質疑なしと認めます。 

 発議第１号の討論を行います。 

 反対討論はありませんか。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） 全員起立です。 

 したがって発議第１号は、原案のとおり可決されました。 

 日程第５、議案に対する討論採決を行います。 

 議案第１号、「専決処分事項の承認を求めることについて」の討論を行います。 

 反対討論はありませんか。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。 

 議案第１号を採決します。 

 議案第１号は原案のとおり承認することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第１号は原案のとおり承認されました。 

 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号を採決します。 

 議案第２号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 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「南箕輪村公共下水道条例の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第３号を採決します。 

 議案第３号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 



137 

 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「南箕輪村村営水道条例の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第４号を採決します。 

 議案第４号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第４号は原案のとおり可決されました。 

 議案第５号「南箕輪村村民運動場条例等の一部を改正する条例」に対して修正動議が出さ

れています。 

 修正案について説明を求めます。 

 ４番、藤城栄文議員。 

４  番（藤城 栄文） 議案第５号「南箕輪村村民運動場条例等の一部を改正する条例」

に対する修正動議の提出理由を申し上げます。 

 まず、修正内容を説明し、その後修正理由を申し上げます。 

 修正案の内容についての説明を差し上げるに当たり、修正動議の資料に加えまして、議案

第５号の14ページの新旧対照表もあわせてお手元に御用意ください。 

 修正案の表に記載しております金額については、改正前の金額を基準とした内容となって

います。改正前の金額は新旧対照表の右側で御確認いただけます。ただし利用開始時間を午

前５時からとすること、利用終了時間を午後９時半に延長することについては、村の改正案

に異論はありませんので、その部分は村の改正案に準拠しております。 

 左の早朝時間から見ていきますと、改正前には開始時間が８時前とざっくりとした表記で

具体的な時間が明記されていませんでしたので、単純な比較ができませんが金額だけ見ると、

1,600円から1,800円に200円の値上げとなっています。早朝時間帯の金額設定は改正前の日

中時間帯の金額設定が計算すると１時間単位600円になっていますので、それに準拠してお

ります。 

 左から２番目、３番目、４番目の午前８時から午後７時までの金額は、改正前と変更はご

ざいません。また、遅い時間帯は30分延長となりましたが、金額は2,000円で据え置いてい

ますので、実質値下げとなっています。なお、夜間５時以降は日中と同様の理由で800円を

基準に金額を設定いたしました。 

 さて、次に修正案を提出した理由を御説明いたします。 

 議会初日に、村長及び担当課長から今回の条例が何のために改正されるのか、説明があっ

たその理由として、一つは現在まで対応してこなかった積み重なった消費増税への対応、も

う一つは施設ごとにばらばらであった利用料を整える、主にこの２点であったと私は理解し

ております。ただ、私が修正案を提出いたしましたこの小・中学校の校庭の利用料について

は、半額から３割と大胆な減額がされておりますので、消費増税への対応ではなく、利用料

を整える趣旨が主であると判断できます。 

 以上を前提とした上で、三つの観点から修正案を提出した理由を述べさせていただきます。
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一つ目は整合性の問題です。議会初日の質疑において村側は認めましたが、通常利用した場

合と時間単位で利用した場合の料金の整合性が、利用時間の枠組みごとを比較するととれて

おりません。初日の質疑の中でその理由について納得性の高い回答を得ることはできません

でした。条例で規定する以上整合性がとれていなくてはなりません。 

 理解を深めるために簡単に説明します。村側が提示した改正案の一番左の午前５時からと、

２番目の午前８時からの二つの枠組みだけでいいので、見ていただければと思います。修正

動議の２枚目の上の表になります。午前５時から８時の利用時間は３時間です。村側はこの

３時間の利用料を1,000円で設定しています。時間単位にすると1,000割る３で約333円とな

り、１時間の利用価値は333円です。対して午前８時から正午までの利用時間は４時間です。

村側はこの４時間の利用料を1,500円で設定しています。時間単位にすると1,500割る４で

375円となり１時間の利用価値は375円です。 

 以上を整理した上で、村の改正案に示されている括弧書きで記入されている時間単位の利

用料金をごらんください。 

 午前５時から８時までの１時間の利用価値は333円であるのに対して、500円になっていま

す。時間単位の利用で利用料を高く設定すること自体には全く異論はありません。ただ、午

前８時から正午までの１時間の利用価値は375円であるのに対して、こちらは400円になって

います。333円に対して500円、375円に対して400円、なぜこのような整合性が取れていない

逆転現象を条例で定めるのでしょうか。繰り返しますが、条例で定める利用料については、

整合性がとれているべきで、一時的な数字を設定するべきではありません。 

 理由二つ目は、施設の性質の違いです。学校の校庭の利用料については、陸上競技場の片

面の広さに合わせて調整したと説明がありました。ただ陸上競技場はスポーツ施設で、小・

中学校は教育施設で、成り立ちから含めて性質が大きく異なります。例えばＰＴＡや地域住

民が清掃など定期的に協力し、保全に努めているのは、学校が地域の中心である教育施設で

あるからです。 

 三つ目は、財政的な面です。受益者負担を原則とする中で、一定の利用のある学校校庭の

利用料を広さに合わせるという安易な基準で、最大半額にしていいのでしょうか。現状村の

財政の中では理解に苦しみます。さらに小・中学校については利用者が登録団体に限定され

ています。結果利用料を最大でも８割減免の２割しか払う必要がありません。例えば朝８時

から午後５時まで丸一日利用しても、改正前は5,400円の２割、1,080円です。１日利用して

この1,080円という金額に不満が出ることは私は想定できません。 

 さらに今回の村側の改正では、1,080円を540円にしますというものです。これ必要がある

のか、500円安くするなら１日利用した校庭の整備、保全にお金を充ててほしい、学校生活

を送る児童や生徒に事故がないようにと、利用団体も願うのではないでしょうか。 

 以上、３点が修正案提出の理由です。先日の議会全員協議会では、条例は慎重に審議すべ

きと、議員全員から私に御指導、御鞭撻をいただきました。当条例についてもよろしく御審

議のほどお願い申し上げます。以上です。 

議  長（丸山  豊） 修正案に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 ８番、小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） １点質問します。私の聞き漏らしや理解不足だとしたら御容赦く
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ださい。 

 発議者にお尋ねします。修正案の元の案と発議者の案と二つ備考の欄が略になっていまし

て、これは村側の新しい提案の備考の欄、違いでいえば各照明施設の２番が１時間当たり

600円かな、村の新しい案は。それに対して旧は１時間当たり800円になるんですけれど、両

方略と書いてあるので、修正案の備考の略はどちらなのか、その理由もお尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 私が出した修正案は、村側から提出された改正案の修正案になり

ますので、照明料でいえば600円が正しいということになります。以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 済みません、後の関係もあるんで、答弁漏れということでちょっ

と扱いいただきたいんですけど、ちょっと私もきょう今ここで初めて見てるんで、自分の中

でも整理つかないんですけど、要は村側のこの新しい提案の備考の欄については、整合性と

いうかね、先ほどのいろいろ発議者おっしゃっていただきましたけど、この備考の欄につい

てはこの案でよいだろうということですか。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 大変申しわけありません。質問の意図がわかりかねますので、も

う一度お願いします。もしくは議長休憩を求めます。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 私はこの原案も含めて理解不足だったら、本当に恥ずかしい発言

になるんですけれど、大ざっぱに捉えて私の今回の発議者の提案は、ただ安くすればよいも

のじゃないという、本当に大ざっぱな言い方でなんですけれど、それでその800円が照明器

具が600円に下がっている村側の案だと思うので、そこら辺に関しては発議者は何も異論は

ないということでよろしいんですか。私もどっちが正しいとちょっと簡単に言えないんです

けど、そこを確認したいのでお尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） まず、今回の修正案の提出の理由について、小坂議員から言われ

た内容、一部間違っておりまして、説明したとおり整合性がとれていないので、そこの部分

を直す必要がある。それに加えて小坂議員からありました金額の問題がございます。備考に

関しましては、照明料でしたので照明料はどの施設でも変わらないと、整えるべきだと、そ

ういう判断で村側の改正案をそのまま提供しております。以上です。 

議  長（丸山  豊） 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） では、２回目の質問という理解でお願いしたいんですけれど、正

直ちょっと結論について、私今のところこの修正案について、考えあぐねてるところなんで

すけれど、要は先ほど発議者が説明の終わりのころにもおっしゃった、条例を決める際の重

さということを、ほかの議員からもこの間全協の中で言われたということも御理解されてい

るのですけれど、それで私がお尋ねしたいのは、条例について今議会も私ども議員は議決を

するわけですけれど、そのことも基本的には重いはずなんですが、発議者ならわかると思い

ます。使用料というお金のことで、具体的には後ほど申しますけど、要は条例案の改正より

もさらにちょっと重い部分があるんですね。それで、そのことについて全議員この使用料を

きょうのきょうまで、村側の案をもって検討してきているということにおいては、全議員の
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今回の決議は本当に重いものだと思うんですね。使用料だからということでちょっと申し上

げますけれど。 

 そういう中で発議者が何というのかな、ほかの議員について軽んじているとは到底思わな

いんですけれども、これはルール上は、もう発議者がやっておられる今回のこの提出の仕方

で全然問題ありませんので、そこについて何か批判をしたいのではなく、ただやはり使用料

を検討するということにおいて、この本会議上のルールにおいては全く問題ありませんが、

できるならほかの議員やもとをただせば、最初の全協でこの本会議に通じる前の全協から藤

城議員御指摘いただいていた部分でもあるので、何らかの形で村側、事務局側に働きかけた

り、それはちょっとわからないんですけど。 

 あるいは本会議が始まってこのきょう最終日、この間にも議員側、今回議員が審議してま

すので、せっかくの提出案で非常に整合性のとれた説明をされてるなと、私は思います。た

だし物事を理解するには時間もかかります。議員は本当に重きを持って審議するわけですの

で、そこら辺において何か事前の段階で本会議とか提出とか、そういうかたいことではなく

て、ぜひ議員に事前にちょっとこれが伝わるような、ようは賛同を求めることだと思います

ので、そういったことをちょっと御配慮いただけたらよかったのかと、私は思うんですけれ

ど、そこら辺については何かお考えございますでしょうか。お尋ねします。 

議  長（丸山  豊） 現在は修正案と原案についての質疑の話になっておりますので、

説明を今までした発議者が今するかどうかというところについての、そういうものについて

は、ちょっと答えられないとそんなふうに理解しますけれども。 

 質疑として、ほかの質疑はありませんか。 

 藤城議員ありますか。 

４  番（藤城 栄文） 小坂議員の思いを汲みまして少し観点は違うんですが、私今回こ

の修正動議を出すに当たって、四つの点で慎重に進めてまいりました。 

 １点目は、この議案案が出た11月の全協でも村側に意見を申しましたし、議案が配られて

から、教育委員会に行きまして、意見を申しました。さらに私が意見を言ったことで、皆さ

ん御存じかもしれませんが、第５号議案については差しかえが行われております。さらに、

こちら第５号議案を単純に不採択にしますと、ほかの通すべき内容も不採択になってしまい

ますので、修正動議という形で今回は慎重に提案した次第です。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。 

 １番、百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） １番、百瀬です。 

 ２点ほどお伺いします。藤城議員が言われてるこの整合性というのは、今説明を聞く限り

では金額上だけの整合性なのかなという思いがあります。ただ、ここを使用されている使用

頻度、使用している団体等がどういう方たちがここを使われているか、というところの調査

をされて、そこら辺の整合性もとったのかどうか、整合性、整合性って言っても金額だけの

整合性なのか、使われている方たちの利用頻度の整合性なのかというところも僕は見るべき

だと思います。 

 それと、先ほど小坂議員が言われたように、この議員の権利として出せる動議ですこれは。

で、その動議をどうしてもこれを通したいという思いがあるなら、賛同者を募って出さない
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と、ただ出しただけで終わってしまうという形になっていってしまう危険もあるわけです。

そこら辺のお考え、覚悟というものもちょっと聞きたいと思いますが。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 今この場で申すべき内容ではないと思いますので、遠慮いたしま

す。 

議  長（丸山  豊） １点目の問題は、スポーツに関係するところと、あるいは教育に

関係する、いわゆる使用者の、その件についてはお答えを。 

４  番（藤城 栄文） 現状に合わせて、例えば時間単位と全体の金額を変えるとなると、

かなり恣意的な数字になってしまうと思いますので、条例上は整合性のあるべき数字を設定

すべきであると、私は考えます。以上です 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はございませんか。 

 小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 済みません。このことについては、村側がこのあと原案があって

そこの審議があるんですけれど、村側に質問することができせんので、ただ私もこの修正動

議の理由について、理解したいし村側に対して、ちょっと疑問を持っているところもありま

すので、あえて発議者にお尋ねします。 

 今回この議案第５号全体は、主には金額が上がってるのがほとんどかなということにおい

て、この小・中学校校庭使用料は、村側の原案はある意味値下げというのか、下がっている

と。それでこれは村側からの今回説明で聞き漏らしたのか、私の理解不足だったら御容赦な

んですけれども、住民要望が強くあって下げてくれというような、住民の声があった上での

ここだけ下がってるというものではなかったように、思うんですね。これはもう村側に確認

とれませんので、藤城議員はわかっておられると思いますけど、原案に比べたら、私はほぼ

改正前の案が余り変わってないんだよという動議でもあるのかなと思ってるんですけれど、

それを村側は下げるという提案に対して、発議者は無理に下げる分じゃないんじゃないかと

いう、説明の中にはなかった理由としてはないと思うですけれど、私としてはそういう住民

要望が、村側は住民要望に応えて下げたということではないと思う点において、どのように

理解されていますか。お答えられるものでお願いいたします。 

議  長（丸山  豊） 藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 修正動議は村側への質問が認められておりますので、村側に委ね

たいと思います。 

議  長（丸山  豊） ほかに質疑はございませんか。 

 村側へは既に前回のときに、質疑が終わっておりますので。 

議  長（丸山  豊） ４番、藤城議員。 

４  番（藤城 栄文） 規則上認められておりますので、小坂議員から村側に質問を許可

していただけますか。 

議  長（丸山  豊） 修正案に対して、小坂議員。 

８  番（小坂 泰夫） 私はさっきも申しました、村側に聞けるのならば聞きたいという

意味で、ただ発議者にきいたんですけれど。要は村側の説明としてこの５号議案のほかに比

べて、ここの部分だけ値下げされてるという形になっていると思うんですけれど、それに関

しては住民要望で下げてくれと、そういうようなことがあったのか、説明もなかったと思う
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んですけれど。端的で結構ですのでお答えいただければと思います。可能であればで結構で

すよ。 

議  長（丸山  豊） 答えられますか、清水教育長。 

教 育 長（清水 閣成） 全協、あるいは議会の最初の日に住民の方の要望があってという

言葉は使っていない、ないということで御理解をいただければと思います。 

議  長（丸山  豊） よろしいですか。 

 ほかに質疑はございませんか。 

〔質疑なし〕 

議  長（丸山  豊） これで質疑を終わります。 

 議案第５号「南箕輪村村民運動場条例等の一部を改正する条例」の討論を行います。 

 最初に村の原案に賛成の方の討論はありませんか。 

 村の原案に対しての討論。 

 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 村が提出したやつ、賛成ということで討論したいと思います。 

 私もこの使用料については、住民の方たちがそれはただで使えれば、一番いいことだと考

えておりましたけれども、受益者負担の考えの中からは、当然負担する部分があるんだろう

ということです。その中でこの学校施設、学校開放で使える部分については、学校開放使用

規則の中で、限られた団体しか使えないということです。そこで使っている多くは子供たち

の健全育成で使われているという、私もそこで金額が発生することによって、その使ってい

る団体に影響が出るようだったら、それは声を大にして言わなければいけないという覚悟で、

教育委員会さんにも二度ほど行かせていただいて、ここにいる教育長や次長なり担当係長と

話をさせていただきました。それと一番影響があるだろうと思われるわくわくクラブさんと、

あと使われている専門部になっているクラブの方たちともお話をして、どうなんですかとい

う形で伺った中では、ほとんど影響がないという結論に達したもんですから、今回の村側の

提案で私はいいだろうという結論を自分なりには出しております。 

議  長（丸山  豊） 次に、村の原案及び修正案に反対の方の討論はありませんか。 

 村の原案及び修正案に反対の方の討論。 

 村の原案に反対の方の討論はありませんか。 

〔議場「修正案に反対」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 修正案に反対の方の討論。 

〔議場「修正案に」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 村の原案、それから修正案に反対の方の討論。 

〔議場「村の原案に」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 村の原案に反対の方の討論はありませんか。修正案に反対の方の

討論はありませんか。 

 百瀬議員。 

１  番（百瀬 輝和） 藤城議員の修正案の説明は理解したところなんですけれども、た

だ公平性、公平性というものだけで、こういうものが結論づけられるのかということです。

私もわくわくクラブとか使ってるクラブさんの話を聞く中では、村の案について影響はない

というお話ですので、藤城議員は公平性、公平性という中では、村の案よりかはかなり住民
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負担が増える案を出してきております。そこが果たして公平性になるのかどうなのか。使用

頻度等も含めた中で、そこは結論づける。何を基準にして考えるかというのが私は大事にな

ってくるんだろうなと思います。 

 それと、やはり答弁は拒否されましたけれども、覚悟をもって出してくるんなら、それを

通すべき活動をやはりするべきなんだろうなという思いがあります。 

議  長（丸山  豊） 次に、一度戻りまして村の原案に賛成の方の討論はありませんか。 

交互にということでありますので、村の原案に対して賛成の方の討論はありませんか。 

 ２番、山﨑議員。 

２  番（山﨑 文直） 私もこの体育施設の使用料とか、そういう部分についてかかわっ

た経験もございます。こういった施設全部一度にできるということはなくて、過去の例から

も一つの施設ができ、それにさらに改修がされたり、照明がさらに追加されたりということ

で、その都度いろんな使用料の設定という行為がされてきました。 

 そういう意味では、幾つかの段階を経て少しバランスが崩れてきているなという部分につ

いて、今回教育委員会を中心にこの使用料に対して、全体的なバランスをとるための再調査

をされながら、審議をして決定をされてきたということに対して、状況が変わってくればま

たこれからも変えていく必要があるだろうなと思います。 

 私もわくわくクラブの運営に携わっているわけですけれども、それの利用者についても、

それぞれの施設を全て自由にということじゃなくて、皆さんでそれぞれバランスをとりなが

ら、みんなで公平に近い形で利用をしているということでありますので、そういう意味でこ

れからも引き続き動向を見ながら、現状に合ったものにしていくということをお願いをする

と同時に、今回総合的に見直しをされたという努力に対して、敬意を払いながらこの条例に

賛成をするところであります。以上です。 

議  長（丸山  豊） 次に修正案に賛成の方の討論はありませんか。 

７番、加藤議員 

７  番（加藤 泰久） これは全協でもお話がありまして、今出てる中でも利用者の公平

性等も言われておりますが、これは私は全協のときに減免の団体のどういう率であるか、ま

たは減免の団体が減免される率等についても、明文化してそれを求めてわけですが、これは

利用頻度も多かったり、それぞれのそこを利用しなければならない団体は、そんなに減免の

申請をして、そんなようにやってると思いますので、公平性は当然あると思います。ここで

修正案が出てくるということは、ここで村が言った料金の見直し、または消費税というもの

を含めた中での見直しということになると、これは公平性をやっていくには整合性が求めら

れてると思いますので、この修正案には賛成します。 

議  長（丸山  豊） 一巡しましたけど、ほかに討論はありませんか。 

 討論１回の原則というのは。 

〔議場「してない、してない。」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） ８番、小坂議員。申しわけありません。 

８  番（小坂 泰夫） 苦渋の選択で賛成討論をさせていただきます。 

 先ほど私質問の中で、申しましたことがあります。そのことを説明する前に済みません。

百瀬議員さんがおっしゃった部分において、要はこの村側から提案される新しい案よりも、

今回の発議者の案は金額が上がっているということです。そこにおいて村民に対して不利益
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というか、よくないというような御発言もあられて、私としましては、修正前この村側から

の新しい条例改正案が出る前の使用料の金額がそれをほぼ下げる必要はないだろうと、そう

いう観点において、修正案全て合致してるわけじゃありませんけれど、修正案のまず金額に

おいて、あと整合性に関してはもう全て発議者がおっしゃったことで結構なんですけれど 

 それで１点、非常に私は大事だと思っている、先ほど申しました普通の条例と今回の使用

料について、より重いんだということを一応根拠を申し上げますと、要はこれ村側はわかっ

ていることだと思いますし、条例は制定や改廃を住民が直接請求できます。それで、それは

総数の50分の１、だから１万1,000人を有権者と村の場合しますと、220人以上の連署があれ

ば条例に関してつくれとか、やめろとか、改めろとか、なくせとか、そういうことを請求で

きるんですが、地方自治法74条によりますと、地方税の賦課徴収分担金、使用料、手数料の

徴収に関するものを除くとありまして、条例においても、住民から要は住民がお金を行政に

払うものに関しては、直接住民が下げろとか、なくせとか、そういう案を簡単に出せないと

いう地方自治法があるわけなんですね。 

 それでこれは、先ほど重いとこの審議に関しては、重いと言わせてもらったのはそれが理

由ですし、この地方自治法のただし書きがある理由は、そもそも住民が安ければとか、なけ

ればというようなほうに陥らないようにするために、この地方自治法のただし書きがあるわ

けです。としまして、今回のこの村側の提案で、基本的に説明も村側も消費増税があったり

ということで、全般部分の多くは上げるという提案でありましたので、ここの部分だけ本当

に何か下がっているということの整合性なり、理由というのがどうしても住民要望でもなさ

そうですし、あえてだから下げる必要はないんじゃないかと。修正案が上がるから住民にと

って上がるという理屈ではなく、下げる必要がないんじゃないかということにおいて、この

修正動議に賛成いたします。以上です。 

議  長（丸山  豊） ほかに討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） これで討論を終わります。 

 議案第５号を採決します。 

 初めに修正案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、修正案は否決されました。 

 議案第５号を採決します。 

 議案第５号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 起立多数です。 

 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「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係条例の

整理に関する条例」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。 
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 議案第６号を採決します。 

 議案第６号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 議案第７号「地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例」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「南箕輪村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例」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８号を採決します。 

 議案第８号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第８号は原案のとおり可決されました。 

 議案第10号「令和元年度南箕輪村介護保険事業特別会計補正予算(第２号)」の討論を行い

ます。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第10号を採決します。 

 議案第10号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 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「令和元年度南箕輪村国民健康保険事業特別会計補正予算(第２号)」の討論を

行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 
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 議案第11号を採決します。 

 議案第11号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 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。 

 議案第12号「令和元年度南箕輪村後期高齢者医療特別会計補正予算(第２号)」の討論を行

います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第12号を採決します。 

 議案第12号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12号は原案のとおり可決されました。 

 議案第13号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計補正予算(第３号)」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第13号を採決します。 

 議案第13号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第13号は原案のとおり可決されました。 

 議案第14号「工事の変更請負契約の締結について」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14号を採決します。 

 議案第14号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第14号は原案のとおり可決されました。 

 議案第15号「南箕輪村一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」の討論

を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第15号を採決します。 

 議案第15号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。 



147 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第15号は原案のとおり可決されました。 

 議案第16号「令和元年度南箕輪村一般会計補正予算(第10号)」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第16号を採決します。 

 議案第16号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16号は原案のとおり可決されました。 

 議案第17号「令和元年度南箕輪村水道事業会計補正予算(第３号)」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第17号を採決します。 

 議案第17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17号は原案のとおり可決されました。 

 議案第18号「令和元年度南箕輪村下水道事業会計補正予算(第４号)」の討論を行います。 

 討論はありませんか。 

〔討論なし〕 

議  長（丸山  豊） 討論なしと認めます。 

 議案第18号を採決します。 

 議案第18号は原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

議  長（丸山  豊） 全員起立です。 

 したがって、議案第18号は原案のとおり可決されました。 

 議案第19号「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19号を採決します。 

 議案第19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19号は原案のとおり可決されました。 

 日程第６、委員会の閉会中の所管事務の調査の件を議題とします。 
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  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所管事務のうち、

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

の継続調査の申し出がありました。 

 お諮りします。 

 委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

〔議場「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議  長（丸山  豊） 異議なしと認めます。 

 したがって、総務経済常任委員長、福祉教育常任委員長及び議会運営委員長から申し出の

とおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 日程第７、議員派遣の件を議題とします。 

 お諮りします。 

 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、御挨拶を申し上げます。 

 12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さまざまな御意見、御提言

は、今後の行政執行や村づくり地域づくりに可能な限り生かしてまいります。 

 令和元年も半月余りになってまいりました。今年は大きくは二つの事項に尽きるのではな

いかと思っております。 

 一つは、年号が平成から令和にかわり、５月１日から令和の時代が始まっております。令

和の時代も平和で穏やかな時代であってほしいと願っております。 

 二つ目は、台風19号による東北信地域の甚大な被害であります。全力で復旧、復興を行っ

ておりますが、まだまだ道半ばであります。一日も早く普通の生活の戻れること、もとどお

りのなり合いが営まれることを願ってやみません。本村でも12月から来年３月まで長野市の

事務のお手伝いのために、１名を派遣しております。できる協力はしていくつもりでおりま

す。 

 また、国道361号、権兵衛トンネル入り口の土砂崩落による通行どめは、上伊那地域、木

曽地域に大きな影響をもたらしました。国の直轄権限代行により工事が進み、今日の報道等

でも御承知のことと思いますが、順調にいけば12月20日には仮橋による片側交互通行ができ

ることになり、安堵をいたしました。早期の本復旧を願っております。 

 さて、令和元年度も３カ月半となってまいりました。計画いたしました事務事業はほぼ順

調に推進ができております。地方創生拠点整備交付金事業で実施をしております３事業は、

年度末までにはしっかりと完了をさせてまいります。他の事業も職員の協力体制により、や



149 

むを得ない事業を除きまして、繰越明許とならないよう努力をしてまいります。 

 今、新年度の予算編成の作業を行っております。消費税の引き上げに伴う地方消費税の動

向や幼児教育無償化に伴う地方負担の額等々、まだ不透明な部分が多い中での予算編成とな

っております。国の動向、幼保の教育無償化が足りないということで、補正で措置するとい

うような報道も出されております。来年度の地方財政計画がこれからという中での予算編成

でありますので、国の動向をしっかりと注視をしながら、進めていかなければならない、そ

んなふうに感じておるところであります。 

 また、税収も法人村民税を中心に今年度より厳しくなるものと見込んでおり、厳しい予算

編成となるものと思いますが、第５次総合計画前期基本計画、村創生総合戦略の最終年度で

あり、着実な推進に努めしめくくりができる予算となるように努めてまいります。さらに住

民の生活を守ること、村の産業振興が図られ、村の活性化に資する予算としていかなければ

なりません。あわせて、人口も相変わらず増加しており、ありがたいことでありますが、人

口増加に伴うさまざまな課題に、めどをつけることのできるような予算にしていかなければ

ならないと考えております。しっかりと編成をしてまいります。厳しいということだけは御

理解をお願いをいたします。 

 これから本格的な冬となってまいります。豪雪にならないことを願いながら、業者やまっ

くん除雪隊の協力をいただき、雪対策には万全を尽くしてまいります。2020年が村にとりま

して、村民の皆様方にとりまして、希望が持てるような年になることを願い、また村政発展

のために議員各位のより一層の御協力をお願いを申し上げまして、閉会の御挨拶とさせてい

ただきます。長い会期本当にありがとうございました。 

議  長（丸山  豊） これをもちまして、令和元年第４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３３分 
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