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“いま話題になっています”自然を肌で感じ心のやすらぎを
求める、ノルディックウォーキング＆あじさいトレッキングが
行われました。
この広報誌は、再生紙を使い、議員の自主編集で発行しています。

合と税の使い道
１億４８２３万円の黒字
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483,792

63,884

12.7

民生費

822,669

108,632

21.5

衛生費

296,380

39,136

7.8

労働費

13,755

1,816

0.4

農林水産業費

306,038

40,412

8.0

商工費

209,300

27,638

5.5

土木費

496,177

65,519

13.0

消防費

166,379

21,970

4.3

教育費

347,196

45,847

9.1

公債費

605,881

80,005

15.8

3,821,085

504,567

100.0

積立金は前年度に比べ、１
億２２２０万円増加し、現在
村の基金（貯金）は 億３６
４６万円となっています。一
方、村の借金である起債（村
債）は、 億４０７５万円で
す。

村の財政の健全化を示す実
質公債費率は ・７％で前年
度に比べ ポイント上がって

います。
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［2］

平成 年９月定例会は、９月７日から 日までの
日間の日程で開催しました︒ 年度決算について
ふ た く
村から付託︵議案などの審査を任されること︶され
た案件は、認定第１号︵一般会計︶から認定第 号
︵上水道事業会計︶までの 件です︒
このため、決算審査特別委員会を設置し、３日間
の日程で集中審査を行いました︒
本会議では、一般会計、後期高齢者医療特別会計
は賛成多数で、その他の案件は全員賛成で認定しま
した︒さらに、条例の改正３件と平成 年度補正予
算２件を可決しました︒
なお、一般質問には 名の議員が登壇し、村長の
３期目への挑戦や当面する諸問題について質問しま
した︒

総務費

計

23

一 般 会 計

1.9

合

10

・７％

9,708

24

自主財源比率は

平成23年度一般会計決算の使い道

基金︵貯金︶と起債︵借金︶

73,518

12

表−１

およそ５０万４５６７円
村民一人当たり

21

70

10

10

従って、国や県の交付金によ
る依存財源比率は ・３％と
なります。
自主財源の多少は、行政活
動の自立性や安定性の尺度と
なりますが、自主財源が低い
からと言って、財政運営の安
定性を欠いているとは必ずし
も言えません。

議会費

0.1

決算額（単位：千円） 村民一人当たり（単位：円） 割合（％）
分
区
39

24

一般会計の歳入総額は 億
８１００万円で、前年度に比
べ ％、９５００万円の減額
となっています。
歳入のうち、村税など村が
独自に調達できる自主財源は
億８２００万円で、歳入総
額に占める割合（自主財源比
率と言う）は ・７％です。
29

29

39

15

2.3
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平成 23 年度一般会計

村のふところ具

5,682 万円

５万円

水道事業

7,102 万円

6,333 万円

769 万円

温泉開発事業

4,112 万円

4,008 万円

104 万円

農業集落排水事業 １億 4,372 万円 １億 3,349 万円

1,022 万円

下水道事業

1,058 万円
会

5,687 万円

計

２億 570 万円 １億 9,452 万円

監査委員の目

一般会計の執行はおおむね
良好なものとなっていまし
た。
しかしながら、財政力指
数、実質公債費率、経常収支
比率など注視すべき指標も見
受けられました。
従って中長期的視野に立っ
て、財政構造の弾力性確保に
留意した財政運営を図ってい
く必要があります。
そのためには、自主財源の

確保が重要となりますので、
村税等の収入未済額の解消に
なお一層努力されることを望
みます。
特別会計等の事業運営の基
本となる税、及び使用料など
の収入未済額の推移をみる
と、収納の努力が伺えます。
依然として多額の収入未済
を抱える会計があり、一部で
は増加傾向にあることが危惧
されます。新たな滞納者を発
生させない取り組みを望みま
す。
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ＴＰＰをめぐる情勢と今後の
取り組み交渉状況をＪＡ長野、ＪＡ須高から
講師を迎えて勉強会を開いた。

特 別 会 計

430 万円

て多いのが分かります。
このように、私達の健康や
その健康を守るための医療費
の大切さと経費のかかること
を改めて感じます。自分の健
康は自分で守ることを、お互
いに自覚することが必要で
す。

５億 7,751 万円 ５億 7,320 万円

別

後期高齢者

健康が何より大切

特

275 万円

介護保険

7,455 万円
7,731 万円
診療所

74 万円
７億 5,083 万円 ７億 5,009 万円
国民健康保険

59 億 486 万円 57 億 720 万円 １億 9,760 万円
計
合

分
区

39 億 8,134 万円 38 億 2,108 万円 １億 6,025 万円
一般会計

歳入決算額

歳出決算額

差引額

村の特別会計は表︱２のと
おり八つあり、総て黒字の決
算となっています。
歳入歳出決算額で、最も多
いのは国民健康保険です。次
に多いのが介護保険で、他の
特別会計に比べて、群を抜い

平成23年度各会計決算状況 （万円未満切り捨て） 表−２

的に使われたか
別委員会

平成

年度決算

23

公民館文化財伝統
文化記録映像制作

伝統文化記録映像制作は平
成 ・ 年 度、 各 地 区 の 獅 子
舞、 笛、 太 鼓 な ど の 撮 影 記 録
で す。 平 成 年 度 は 久 保、 赤
和、紫、牧、桝形、なかひら、
宮 村、 蕨 平、 高 山 の 民 話 ４ 話
です。
︵事業費３１５万円︶
24

小学校グラウンドの
トイレ改築

小学校グラウンド北側トイ
レの改築工事、洋式化になり
トイレも男女分離形式にな
り、広くなりました。
︵事業費１４１５万円︶
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平成 年度決算審査特別委員会が３日間行なわ
れました︒
民生費は子宮頸がん予防接種の対象者の方達が
接種を受けられました︒
また︑福祉施設では耐震化補助がされ︑建て替
え工事がされました︒
教育費では︑伝統文化記録映像が制作され︑若
い人達に伝統が引継がれて行くのではないでしょ
うか︒
主な内容は次のとおりです︒

福祉施設の耐震化補助
社会福祉施設等整備事業補
助金は、障がい者入所施設の
耐震化建て替え工事に関わる
補助金で、該当は２事業所で
す。
その内訳は、稲荷山太陽の
園（千曲市）へ高山村から１
名が入所、浅間育豊園（須坂
市）へ高山村から３名が入所
しています。
︵事業費６９１万円︶

若い人達に伝統文化が継がれていく。

母子保健の充実
子宮頸がん予防接種、小児
ヒブ感染症予防接種全額公費
負担となりました。
「子宮頸がんワクチンの接
種」対象者と接種回数は、３
回接種で中学１年生から高校
１年相当の年齢の女子が対象
者です。
（計３３２名）
「ヒブ感染症予防接種」生
後２カ月から５歳未満のこど
もが対象で個別接種の助成で
す。
（計 名）
「小児肺炎球菌予防接種」
生後２カ月から５歳未満のこ
どもへの個別接種の助成で
す。
（計 名）
︵事業費１６６１万円︶
86

99

23

23
23

決算審査特

村民の税金が効果
22

14

10

20

11

68

24

総括質疑
山嵜秀治 委員
質問 基金総額が過去最高
の 億円に達した。この基金
を活用すれば様々な事業がで
きたと思うが村長の考えは。
答弁（久保田村長）
経済情勢の難しい中で将来
に負担を残さないで、夢と希
望の持てる村づくりのために
はある程度の基金は必要と考
える。

９月定例会補正

︵全員賛成︶

定例会に 提出 された︑ 補 正予算 は平 成
温泉開発事業特別会計の２案です︒

一般会計

年度一 般 会計︑

ツクイムシ防除事業に３８３
万円、ＹＯＵ游ランド入口の
トイレ改修工事費２１０万
円。
新規就農支援に補助金３０
０万円。村民チャンネル番組
映像保存（デジタル化）委託
で３９９万円。基金に積立金
７４５０万円です。
借入金１０００万円は山田
温泉「舞の道遊歩道」を直す
ための測量設計費に充てられ
ます。

︵全員賛成︶

この一般会計補正は歳入歳
出に１億４２２０万円を追加
し、予算の総額を 億８２５
万円とするものです。
歳入の主なものは地方交付
税、国庫・県支出金及び 年
度からの繰越金などです。
また観光施設事業に１００
０万円の借り入れを行いま
す。
歳出の主なものは学校給食
センターの食材の「放射能測
定機」購入に３６０万円、マ

温泉特別会計

23

24

酸性が強く配管が腐って修
理が必要になりました。今回
はその配管布設替えの工事費
を、設計を含め３０００万円
で、安定した給湯を行ないま
す。

［5］
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40

この温泉会計は、山田温泉
と山田牧場へ温泉水の給湯を
行なっています。
山田牧場への給湯は、五色
温泉下部から取水をして牧場
まで上げています。月の使用
料は、一口５万２５００円で
現在 口が契約されていま
す。
14

23

美しい景観づくり
「日本で最も美しい村連
合」加盟を記念して「フォト
コンテスト」を実施しまし
た。
年 月から 年 月まで
一年間に４２５点の応募があ
りました。
月 日に審査会を開催、
最優秀賞１点、特選３点、準
特選６点、入賞 点がえらば
れました。
行事カレンダーなどですで
に皆さんの目にふれていると
思います。
︵事業費 万円︶

二ツ石区に新設された幟竿の竣工式

12

一般会計決算
秀治

大変厳しい経済状況が続いて
いますが、本村にとって明る
いニュースがありました。
交通安全子供自転車全国大
会において、村立の小学校が
全国優勝するという初の快挙
に、村民は大きな希望と誇り
をいただきました。
さて、第五次総合計画が２
年目にはいりました。
農村環境の保全や健康福祉
の充実、学習支援員の設置等
図られ、基本計画に沿った施

策が計画通り実施されていま
す。
一般会計では、実質収支額
が１億４８２８万円の黒字と
なりました。
大変厳しい経済状況の中、
最少の経費で最大の効果を
あげられます様要望いたしま
す。
理事者・職員が一丸とな
り、計画した事業が順調に実
施されたことを評価し、賛成
討論といたします。

議会豆知識

〜議会の規律〜

議場での職員の言動は、規
律によって規制されるまでも
なく、慎重、公正さが求めら
れます。
①議会の品位の保持
法には「議会の会議または
委員会においては、議員は、
無礼な言葉を使用し、または
他人の私生活にわたる言動を
してはならない」と規定され
ています。
②侮辱に対する措置
議員が、本会議や委員会で
侮辱を受けたと思うときは、
議会に対してその事実を申し
立てて侮辱した議員の懲罰を
要求することができます。
③議長の秩序保持権
議長は、法律や規則に違反
したり、議場の秩序を乱す議
員があった場合、これを制止
したり、その発言を取り消さ
せたり、また、議長の命令に
従わないときは、その日の会
議が終了するまで発言の禁止
を命じることのできる権限が
与えられています。
（山嵜 秀治）
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山嵜

尚元

います。これを３００円に戻
す、無料にすることが必要で
す。
今、賃下げ社会、正規雇用
から非正規雇用の増加、この
影響を一番受けているのが子
育て世代。子ども手当に翻弄
されたのもこの世代、未来を
作る上でも子育て世代をしっ
かり応援することが必要。医
療・保育・教育で経済的にも
しっかり応援する。
基金をため込むだけでなく
有効活用こそ、今、求められ
ているのです。

篠原

議員

計画した事業が
順調に実施された
衆参ねじれ状態の中、輸出
の減少、急激な円高・個人消
費の低迷や長引くデフレ等、

次代を担う子どもたち
— 運動会でがんばる小学生 —

議員

15

基金を活用して
子育て支援の充実を
歳入の収入未済額は１億６
７７万円、このうち村税が８
４２０万円、前年度より 万
５千円減少していますが、こ
れは特別の事由があり手放し
で喜べません。
他の特別会計を見ても保険
税・使用料の滞納が増加傾向
にあり、村民生活の厳しさが
うかがえます。
基金が１億１２２０万円増
え、 億３６４６万円と過去
最高になっています。
医療費無料化は高校卒業ま
で前進しましたが、５００円
の一部負担金が求められて

賛成

反対
24

皆さんからの

オスプレイ配備撤回と
低空飛行訓練中止を求
める請願
請 願 人

飛行訓練を実施する予定で
す。
◎オスプレイの沖縄配備を撤
回すること。
◎ブルールートをはじめ全国
での低空飛行訓練は行わな
いこと。
総務文教常任委員会で審査
の結果賛成多数︵賛成４︑反
対１︶本会議でも賛成多数
︵反対１︶で採択︒
請願書が採択されたことを
受け︑意見書が発議され︑本
会議で可決し関係機関に送り
ました︒

新教職員定数改善計画
の実施と︑教育予算の
増額を求める意見書提
出に関する陳情書
陳 情 者

連合長野 須高地区協議会
議長 小林君男
長野県教職員組合 高山単組
単組長 松村 勉

細かいことは考えない
いつも元気で楽しく

９月６日、テレビ朝日「加
藤茶の旅行いってみよう」の
収録が行われました。
加藤茶さん有吉弘行さんを
中心に女性タレント大島麻衣
さんを加え日本各地を回り、
現地の人と交流しグルメを堪
能する番組です。
高山村は、順天堂大学で抗
加齢学を研究されています白
澤卓二先生により、染色体の
一部テロメアが長いことで全
国に紹介されています。
今年加藤茶さんが、 歳の
方と結婚され１００歳まで頑
張れると宣言、そこで「高山
村はテロメアが長くて長寿で

23

陳情要旨

35

文部科学省は、２０１０年
に新・義務教育諸学校教職員
定数改善計画を策定しまし
た。
長野県では、小学校全学年
と中学２年生までの 人以下
学級が実施されています。
しかし加配定数での学級増
のため、小学校では専科教員
がつかなかったり、臨時的任
用者の対応で学校運営をする
矛盾も出てきています。
教職員定数改善計画の着実
な実行を強く要請するととも
に、教育費のＧＤＰ比をＯＥ
ＣＤの平均並みに引き上げる
よう意見書をお願いします。
総務文教常任委員会で審査
の結果︑全委員賛成︒本会議
でも全議員賛成で採択︒
陳情書が採択されたことを
受け︑意見書が発議され︑本
会議で可決し関係機関に送り
ました︒

現役のお年寄りの皆さんが多
くいますので、ノウハウを伝
授する」という番組です。
当日選考された 名の皆さ
んから事前にアンケートを取
り、それをもとに番組が進行
していきます。長生きの秘訣
は、毎日畑に行く。好きな食
事は、出された食事は全部食
べる。好きな人は誰ですか、
加藤茶さんなど収録がどんど
ん進んでいきます。
収録前は緊張されていまし
たが、いざ番組が始まるとカ
ラオケや自慢話が出て、加藤
茶さんも対応に苦慮されてい
ました。長生きの秘訣は、何
事にも興味を持ち積極的に前
に進む事だと思いました。
（篠原 誠）
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長野県平和委員会
代表理事 永井光明
須高地区平和委員会
代表 小林見法
畔上孝一議員

22

紹介議員

11

60

21

チャオル大広間で行われた収録、
10 月７日にテレビで放映されました。

請願要旨

06

10

日米政府は沖縄県民はじめ
国内世論の大きな反対を押し
切って、ＭＶ オスプレイを
７月末岩国基地に搬入し、
月から普天間基地に配備して
訓練を開始しようとしていま
す。
オスプレイの開発段階から
の墜落事故は８回を数え、量
産決定の 年から 年の５年
間に 件の事故を起こしてい
ます。
全国７つの低空飛行訓練
ルートで、日本の航空法では
認められない地上 メートル
から１５０メートルの超低空
58

一般質問

11

﹁歴史民俗資料館﹂を
通年開館に

質問
①休館日を大幅に増やした理
由は。
②民俗資料館以外の文化施設
も含め文化施設に対する考え
は。
③ホームページが間違ってい
るが。
④開館日を通常に戻すことは
出来ないか。
答弁（山﨑教育長）
①入館者が急激に減少したた
めですが、４、５、８、９、
月は開館しています。
②多くの皆さんに利用出来
る、イベントや企画展を開催
していきたい。
10

③ホームページの更新は万全
を期していきたい。

④開館日の見直しは、利用状
況をみていく。
再質問 歴民条例３条は特
別な理由があるのか。
答弁 特別な理由は、小学
校などの視察の場合です。
再再質問 平成 年の条例
改正の理由は。
答弁 入館者の少ない月は
経費もかかるので、閉館とし
ました。
再再再質問 湯倉洞窟の
国、県指定はどうなっている
のか。
答弁 県の指定に向け調整
中です。

103 号

［8］

不法投棄されたのか？
山林に山積みされた古タイヤ

「廃棄物の処理及び清掃に
関する法律」では、土地、建
物の所有者または管理者が責
任を持ってかたづけるか、不
法投棄の廃棄物と認められる
ものを発見した場合、市町村
長に通報すると規定していま
す。
再質問 不法投棄は犯罪で
あり、罰則など決めてはどう
か。
答弁 村の条例では出来な
いので、国の法律で進めてい
きたい。
質問 タイヤが捨ててあっ
たが。
答弁（小林村民生活課長）
土地所有者と相談し対応しま
す。

17

民俗資料館の隣で金曜日開かれている牧地区の
「よっていかねかい処」
談笑が弾みます。

ごみ不法投棄対策の
取り組み状況は
質問 何年も前から色々な
対策が講じられてきました
が、いまだに不法投棄が無く
なりません。思い切った対策
を。
答弁（久保田村長）廃棄物
は平成 年度 件、今年は８
月現在 件で、主な廃棄物は
家電製品、衣類、図書などの
一般廃棄物で道路に面した山
林です。
条例に基づいて、各地区の
衛生組合や環境サポーターの
皆さんの協力をもとに村、村
民、事業者、土地所有者と協
議して、不法投棄防止に努め
ているところです。
10 23

議員

酒井 康臣

一般質問

はハードルが高いと聞くが、
古建築は老朽化が激しいので
早目の援助が必要と思うが。
答弁（久保田村長）
①高山村の景観は村民の暮ら
しや生産活動によって従来か
ら維持されてきたものであ
り、村民の皆さんの協力で景
観に対し総合的な施策を実施
することで良好な景観が維
持、保全されています。
②村内をりんごなどの果樹地
帯や温泉など点在する松川渓
谷、放牧が行われる山田牧場
など自然環境の違いから５つ
の景観ゾーンに分けました。
村の景観は人々の生活や営
みによって保全・形成されて
きたもので、農業や林業、観
光などの産業を総合的に振興

することによって良好な景観
保全・形成につなげることが
出来ると考えて、「景観条
例」は「産業の基本条例」で
あると考えています。
③「景観重要建造物」や 高
｢
山村景観資産 に
｣ 指定され
ると、建造物、樹木は外観
の修繕に要する経費に対し
て３分２の補助で、上限は
３０００万円、景観資産は、
外観の修繕経費に２分１の補
助で、上限が１００万円の維
持修繕に要する経費の一部を
支援していきたい。
再質問 地域の文化を育て
てきた古くからの集会所を兼
務している。

古きお堂も老朽化が著し
く、伝統的建築物に認定でき
ないなら、それに準じた保全
対策の支援を考慮してもよい
のではないか。
答弁 重要なものがたくさ
んあるが、歴史的な基準で進
めていくのが順当と思う。
再再質問 認定されていな
い歴史・文化・自然物件の現
状を充分把握された上で、保
全施策と景観形成認識を啓発
することを要望する。
答弁 景観も重要です、住
民の気持ちも大事にしていき
たい。

［9］

発行

平成 24 年 10 月 25 日

大正時代の集会所、
縁側にて和服姿で「日なたぼっこ」

村の景観資源の保全を
質問 高山村景観条例の活
用を。
①村景観条例には地域の景観
上象徴的な建造物や樹木な
ど、良好な景観の形成に寄与
する者について、村独自に定
める「高山村景観資産」に指
定して、景観資源の保全に努
めては。
②地区独自で景観の保全・育
成には、景観形成に高い認識
を持つ住民が、景観を育てる
取り組みが必要です。行政は
住民の提案を聞き、後世に失
態が無いように。
③村の景観保全、形成をどの
ように進めているのか。ま
た、景観重要建造物の認定に

江戸時代に建設されたと思われる。
西光寺、地蔵堂は神楽の稽古場に使われて
いたこともあり今も地元区民により守られています。

議員

涌井 仙一郎

一般質問

大干ばつにおける、
水問題は
質問 大干ばつで、今後水
不足が予想されます。
①水道水は確保されているの
か。
②今後に備えて、新規の水源
計画されているのか。
③既存施設利用による、農業
用水の確保は。
④松川酸性水の取り水を考え
ているのか。
答弁（久保田村長）
①村の水道水は、表流水９カ
所、湧水７カ所及び地下水６

たい。
③渇水期における融雪施設の
取水は、還元井戸にその水を
返す循環型であり、地下水位
のバランスを保っているの
で、農業用水に利用するのは
困難です。
④松川の水は酸性水で、生態
系に影響を及ぼすことで、現
在、松川の水に頼ることなく
用水が確保されています。
中山地区の水田は、冬季灌
水による不耕起栽培や、減農
薬・減化学肥料による有機農
法で、ホタルやトンボなど水
生動物が繁殖する良好な生物

環境を保全しています。
村では酸性水の取水は避け
ていきたい。
再質問 農業用水は流水に
頼っているが、今後非常時に
松川から取水する考えは。
答弁 水の重要性は分かり
ます。横道地区の深井戸水を
含め、水利用の計画を国・県
と相談し、出来るだけ酸性水
を取水することは避けたい。
非常時には地元団体の判断に
まかせる。

103 号

［10］

中山水路は、現在使われていないが
いつでも使用できる「松川酸性水取り入れ口」

カ所の水源から取水し、浄水
場を経て塩素消毒をして、各
家庭に供給をしています。
一日当たりの最大総取水量
は、７︐８６８立方メートル
で、水道水は一日当たり３︐
６２９立方メートルで、差し
引きますと４︐２３９立方
メートル余ることになりま
す。
給水制限せず、枯渇するこ
とのないように努めていく。
②貴重な水資源の維持、保全
を始め、計画的に老朽化した
施設の耐震化や、配水池の更
新をなどの整備を図っていき

38 年前に、畑灌に使われていたが
水資源確保に重要度を増す、横道深井戸の機能回復を。

議員

篠原 尚元

一般質問

期目に向けて文化活動の振
興、松川を利用した小水力発
電、さらに村は豊かで恵まれ
ているので、長生きの出来る
村づくりなど若い人に魅力あ
る村づくりを進めていきた
い。

農業用水の確保と、
雨水の氾濫を防ぐ
調整池の設置を

大自然の中で、最高のロケーションに最高の音楽
７月７、８日の２日間行われた、野外ミュージック
フェスティバル。

中山間地域整備事業により、
バス停付近から、前回中山間
整備事業で実施した紫区緊急
排水路への連絡排水路を整備
し、この地区の雨水対策を予
定しています。
再質問 既存の水路整備
を。
答弁 ため池は多額の費用
がかかるので無理ですが、水
の利用には村全体で考えてい
きます。

［11］

発行

平成 24 年 10 月 25 日

質問 次の２点、伺いしま
す。
①各集落の上流にため池を設
置しては。
②高山小学校バス停の雨水氾

来年は小学生です。この子たちの未来は、
若い人に夢と希望を持てる村づくりを。

村政３期に
挑戦する考えは
質問 政治の先行きの見え
ない中で、村政運営を行うこ
とは重要かつ責任の重いこと
ですが、３期目への挑戦は。
答弁（久保田村長）若者に
魅力ある村政へと、これまで
取り組んできた、事業を引き
続き進めていきたい。
再質問 ２期目の取り組み
と、３期目の抱負は。
答弁 ２期目は、ワインぶ
どう栽培の促進、「日本で最
も美しい村」連合への加盟、
などに取り組んできたが、３

濫対策を。
答弁（牧産業振興課長）
①ため池や、ダム建設は多額
の建設費用がかかり、地震や
豪雨などによる決壊で甚大な
被害が想定されることから、
今後需要をみて総合的に考え
ていきます。
②現在県道須坂中野線の道路
側溝により排水を行っていま
すが、排水容量を超えた豪雨
時にはバス停付近の県道が冠
水し、付近の農地の表土を押
し流し被害が発生していま
す。

年度より実施予定の県営
25

議員

誠
篠原

一般質問

れては。
答弁 一般会計からの繰り
入れは考えていません。
再再質問 国の負担を多く
し、村の徴収方法を変えて
は。
答弁 資産割、平均割、所
得割の改正は考えていない。

農業振興

クターを導入して利用料の支
援をしています。
再質問 そば栽培は手がか
からないので、荒廃地をなく
すための支援と考えては。
答弁 単価に上乗せするの
ではなく、機械などでサポー
トしたい。

答弁 経済効果も上がるの
で、現行のままで行きたい。

消費税

質問 消費税が上がると景
気が冷え込むが。
答弁（久保田村長）低所得
者や中小企業に配慮し、景気
動向を踏まえた経済対策を講
じ、対応すべきではないかと
思います。
再質問 大きな負担になる
ので村長として反対しては。
答弁 福祉の充実、生活基
盤の安定ため、今後の推移を
見たいと思う。

103 号

［12］

住宅リフォーム助成制度

質問 リフォーム助成制度
を新たに求めるが。
答弁（久保田村長）他の市
町村の制度は、一回に限定さ
れるなど事業が一過性である
が、村のプレミアム商品券は
複数回利用できるので引き続
き発行したい。
再質問 発行日に完売で買
えない。

コンバインによるそばの収穫作業
（作業料金の 1/2 村が補助します）

集団検診の受診率は 64％ みんなで健診を受けましょう。
検診を受けて、病気の予防・早期発見
健康長寿をめざしましょう。

質問 戸別所得保障制度が
始まり、村のそば奨励金は廃
止されたが、国の制度の上に
村の奨励金を上乗せしては。
答弁（牧産業振興課長）国
の支援額はキロ当たり３４０
円になり、村の奨励金より
円多くなりました。
村では、コンバインやトラ

40

国民健康保険の現状は
質問 医療費が増え財政状
況が厳しい、国保税の引き上
げが避けられない状況か。
答弁（小林村民生活課長）
平成 年の税収は１億６３０
０万円で３％増加したが、大
幅に増えた保険給付費を賄え
ず、３１５０万円の赤字とな
りました。
税負担を抑えるため一般会
計から３０００万円繰入れま
した。
医療費が伸び続けているた
め、保険税の引き上げを考え
ています。
再質問 国の負担増を求め
るが、基金を取り崩し、なお
不足分を一般会計より繰り入
23

議員

山嵜 秀治

一般質問

す。住民基本台帳は、戸籍業
務と同様に毎日業務終了後
に、その日までの住民記録を
また、毎月末には、住民記録
及びシステムプログラムを含
めた全住民記録を磁気テープ
にコピーして保管記録してお
ります。
東日本大震災を教訓とし
て、「自庁管理方式」から庁
外の民間サーバーを利用する
「データセンター預託方式」
への移行を検討する自治体が
増加しています。
村として、今後適正な情報
管理に努めていきます。
②「災害時住民支え合いマッ
プ」を、区・民生児童委員・
社会福祉協議会などが連携し
て作成しています。

災害時にはマップの情報に
より速やかに自主防災会が状
況を把握し、避難誘導や救助
に対応してもらいます。
再質問 重要な情報の漏れ
はないのか。
答弁 情報が漏れるようで

は困るので、慎重に行いた
い。

小中学校の給食時間と
保育園のエアコンは

質問
①小中学校で食事の時間が短
いと聞くが、十分取られてい
るのか。
②保育園の年中組や年少組に

エアコンを取り付ける予定が
あるか。
答弁（山﨑教育長）
①小学校では 分から 分、
中学校では 分から 分の時
間をかけていて、文部省の手
引きに示されている時間内で
す。特に食事の時間が短いと
いう意見は聞いていない。
②年中・年少のクラスは北側
から風が入るので、扇風機で
対応している。当面は現状の
ままで健康上問題が無いと思
います。
再質問 遊戯室にエアコン
をつけては。
答弁 扇風機や窓を開ける
ことで対応したい。

カリヨンやまびこフェスタ
大勢の親子連れでの参加で楽しいフェスタ

55

50

［13］

発行

平成 24 年 10 月 25 日

45

40

大地震で役場機能が
喪失した場合の対策と
災害弱者への対応は
質問 大地震による災害が
あった場合を想定して、２項
目伺います。
①大地震で役場が災害に遭わ
れて機能を喪失した場合、そ
の対応を考えているのか。
②高齢者、乳幼児、障がい者
など災害弱者の救済方法は。
答弁（久保田村長）
①重要な電子情報としては、
戸籍や住民基本台帳、税や各
種料金、国民健康保険や健康
管理、福祉などの基幹業務の
ほか、財務会計やグループウ
エア、庁内例規集の参照や地
図情報などの業務がありま

暑い中チャオルの森の日影で 一休み 一休み

議員

沖田 重男

一般質問

貴重な農業用水の確保を図っ
ていきたい。

森林の里親、促進事業を
導入し森林整備を

親とし森林所有者を里子とす
る。森林づくりや交流による
地域の活性化を進めようとす
る「森林（もり）の里親促進
事業」を平成 年から実施し
ています。
村内の山林所有財産区のう
ち１団体に、この事業の内容
を説明し意向を確認したとこ
ろ、団体が受け入れできなく
て契約成立にはなりませんで
した。
山田生産森林組合は、森林
面積が１１２５ のうち直営
面積が６４５ で、除伐やつ
る切りなどの森林作業を行う
ほか、伐採した原木を利用し

たキノコの駒打ちや、原木キ
ノコ栽培体験も盛りこんだ内
容で、平成 年９月に里子と
して登録しました。

山田生産森林組合所有の山林で始まった間伐作業

15

ha

ha

103 号

［14］

暑い日差しの中 SS で農地に水を搬送する人

質問 村内財産区に、この
事業の里子として登録される
よう進めては。
また、山田生産森林組合の
協賛企業を誘致されるよう、
村として努力が必要ではない
か。
答弁（牧産業振興課長）県
内には、手入れの行き届かな
い森林が 万 あります。県
が仲介役となって、企業を里
ha

農業用貯水池の
新設や増設を
質問 地球温暖化で、水不
足が問題になっています。貯
水池を作って対応しては。
答弁（久保田村長）貯水池
建設には多額の建設費用を要
するので、ため池や深井戸を
新増設することでなく、県営
の農村災害対策整備事業で奥
山田地区の西原水路・長峰水
路の改修や、県営中山間地域
総合整備事業による中山地区
の中山水路の隧道及び水管橋
の改修などを行い、用水の漏
水防止や安全対策を実施し、

25

議員

茂
松本

22

一般質問

で、文化ホールや図書館の施
設整備状況はどうなっている
か。
答弁（久保田村長）文化施
設の充実に対する村民への周
知と理解ですが、
①懇話会の報告書の要旨は、
村広報誌、ホームページ、マ
スコミなどで伝えました。
「報告書の内容は、よく検討
し、提案なされているので行
政も力を入れてほしい」「多
目的ホールを１階に建設して
は」「歴史民俗資料館を、一
茶館に移設してはどうか」な
どの意見が出ました。
②文化振興シンポジウムで
は、懇話会の委員が村民の皆
さんに、直接文化振興の必要

性を熱心に語りかけていただ
きました。
現在の公民館庁舎では、文
化的ニーズにそぐわなくなっ
てきている実態を実感されて
いました。
③より質の高い文化芸術拠点
を、村民の皆さんのための施
設として皆さんとともに作り
上げていきたい。
そのうえで村民の皆さんの
理解を得まして、ワーキング
グループや検討委員会を設置
していきたい。
④県内７０００人以上の村が
７村ある中で、文化的ホール
を持つ村は５村で、公共図書
館は６村が設置されていま
す。

山田牧場カリヨンホールで開かれた
「太鼓による親子触れ合い」

再質問 ワーキンググルー
プ立ち上げ、方向性を出して
は。
答弁 文化振興は施設が
あっても使われなければだめ
なので、村民の皆さんが利用
できるのか、又村にふさわし
いのか意見を聞きワーキング
グループを立ち上げていきた
い。
再再質問 時期はいつごろ
になるのか。
答弁 いつごろか申し上げ
られませんが、慎重に進める
必要があります。
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文化施設の施設充実に
対する村民への周知と
理解を
質問 文化振興懇話会の進
捗状況は。
①ブロック懇話会で出た要望
や意見はどのようなものか。
②文化振興シンポジウムを開
催して、村民への周知度や理
解度をどのように受け止めた
か。
③ある程度周知・理解を得た
段階で、ワーキンググループ
や、検討委員会を立ち上げる
必要があると思うが、村の考
えは。
④県内人口１万人前後の村

真夏の夜のチャオルの森に響く尺八の音

議員

内山 信行

一般質問

60

ろ、村内のお寺の空き区画が
１４０区画、宗派を問わず受
け入れ可能な区画は１０７区
画あります。
当面は、緊急な整備は必要
ないと考えている。
再質問 第４次総合計画前
期基本計画には記載されてい
たが、後期基本計画にない、
なぜか。
答弁 将来的には必要です
が、緊急性が無いのではずし
た。

新型オスプレイ配備は

広がっているが、この危険な
オスプレイ配備と訓練を村長
はどのように考えているか。
答弁（久保田村長）配備や
飛行訓練の内容、影響を政府
が責任を持って説明し、自治
体の意向を尊重するよう求め
ていく。
新型輸送機オスプレイをめ
ぐっては国防上の大変難しい
問題ですが、県や他市町村と
連携した対応をしていきた
い。
再質問 村長は反対なのか
賛成なのか。
答弁 政府は安全と言って
いるが、飛行ルートはより安
全に配慮してほしい。

再再質問 日本の防衛には
関係ないので反対してほし
い。
答弁 住民が懸念する安全
性が確認されない限り、導入
は慎重にと思うが、また各市
町村と連携していく。

103 号
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満杯になっている二ツ石区共同墓地

質問 全国で配備・低空飛
行訓練の中止を求める運動が

米国防総省「MV22」の資料より

村営墓地公園建設を
質問 今まで村で団地造成
を進めてきました。
入居者の高齢化が進行し、
無宗教の村営墓地公園を望む
声があるが。
答弁（小林村民生活課長）
平成 年のアンケートによる
と、全世帯数の一割強世帯に
何らかの墓地取得の希望があ
りました。
このうち約 ％の世帯が村
営による墓地を希望してい
る。しかし購入時期は必要性
が生じた時点で購入をすると
いう人が多かった。
今年８月に調査したとこ
14

議員

畔上 孝一

一般質問
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63
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93
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％を占めています。
その中で安易な利用者はい

ない。
再質問 村民が救急法を学
ぶ機会が必用だが。
答弁 ＡＥＤなど利用して
訓練したい。

オートバイによる騒音は

農産物の保証制度は

質問 農家所得の向上のた
めに六次産業化の取り組み
は。
答弁（久保田村長）村内の
生産販売されている皆さんや
ワインぶどう研究会、観光
業、商工業の皆さんと一体に
なり取り組んでいきたい。

六次産業の振興を

質問 放射線量の検査を。
答弁（牧振興産業課長）給
食センターに導入される機械
で間接的に保証したい。

放射線は役場職員が測定し、
インターネットで公表しています。

70
質問 オートバイの通行量
が増え騒音が問題だ、対策
は。
答弁（小林村民生活課長）
警察への通報はありませんで
した。騒音に悩まされる方は
警察へ連絡をして取り締まり
をしてもらう。
再質問 スパインの足湯が

深夜までライダーのたまり場
になり、騒音で近所に迷惑を
かけている。
答弁 通報はなかったが、
今後警察と相談する。

飲料水の放射能

質問 飲料水も年に一度測
定しては。
答弁（藤沢建設水道課長）
放射性セシウムは検出されて
いないが、３カ月に一度は測
定したい。
再質問 農業集落排水から
のセシウムの原因は。
答弁 当時の雨水が原因か
と思われます。
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救急車の出動は

65

質問 新救急車を寄贈され
た共済連様に感謝したい。高
山分署からの出動内容は、無
駄は。
答弁（黒岩総務課長）緊急
出動は昨年２６５件です。
急病搬送１９７件のうち、
めまい 件、肺炎、心疾患、
発熱それぞれ 件、脳疾患が
件、呼吸困難 件、けいれ
ん９件、腹痛が５件、熱中症
４件、その他高血糖、低血
糖、頭痛など 件です。
年齢構成は、６歳までが７
人、７歳から 歳まで６人、
歳から 歳まで 人、 歳
以上が１８５人で、高齢者が

新たに配備された高規格救急車は、
最新型機器が装備されました。台車も改良され
乗り心地移動が楽になりました。

議員

梨本 修造

察
視

会 報 告

総務文教常任委員会・民生
産建常任委員会では、高山村
のビジョンを考察する為の先
進地視察を行いました︒
総務文教常任委員会では、
岡山県倉敷市「美観地区」と
長野県箕輪町の「蕗原の里」
文化ホールです。

史的景観の保全に努めていま
す。
時代とともに守り開かれた
伝統的建造物群は、本瓦葺き
塗屋造りの町屋と土蔵造りの
蔵などを中心とした町並みが
形成されていました。
その後、美術館、旧役場が
建てられたが違和感はありま
せんでした。
現在残る保存地区の建物
は、この時代の豪商、商家を
原型とするものが多く街並み
の景観を特徴づけています。
自然と調和のとれた、鶴形
山の緑や倉敷川畔の柳並木と
調和し優れた景観を形成して
います。
いま高山村は「日本で最も
美しい村」連合に加盟してい
ますが、古いものを後世に残
すこと、伝統芸能を守ること
など、そこに住んでおられる
皆さんが楽しみながら生活を
することが基本と思います。
長野県箕輪町は、人口２万
５５６３人、９１２６世帯は
県内の町村でそれぞれ一番で
す︒
今回視察に伺ったのは、
「蕗原の里」文化ホール、こ
の施設は壁面収納式電動席が

２６４席、移動席１６８席、
２階固定席 席、合計５００
席のホールが１施設です。
さらに大型映像システムを
持つ学習室、陶芸窯を備えた
創作室などがあり、生涯学習
の拠点施設として整備されま
した。
コンクリートから人へ、何
かと箱ものは無駄ではないか
と言われていますが、必要な
ものもあります。
文化ホールの利用状況をお
聞きしますと、毎年３０００
人から５０００人少なくなっ
てきて、 年度は４万６４７
０人でした。原因を聞
きますとコンサートな
どのイベントが少なく
なったとの事でした。
村でも必要性が論じ
られていますが、使用
される皆さんの意見を
聞いて愛される施設で
あってほしい。
（松本 茂）
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23

紡績を中心に発展をした倉敷市、
クラボウ社長・大原総一郎が町並みの保存を行った。

倉敷市美観地区は﹁重要伝
統的建造物群保存地区﹂とし
て、国から文化財の選定を受
けています︒
さらに町独自で、伝統美観
保存条例、伝統的建造物群保
存地区保存条例、さらに平成
年に倉敷市美観地区景観条
例を制定し、住民の方々と歴
12

総務文教
常任委員会

平成24年７月９日〜11日

箕輪町文化センターは鉄筋コ
ンクリート地上３階で建築面
積、２, ７５９㎡、延べ床面積、
３, ６２２㎡
平成８年７月に完成しました。

15

提供し、更に市民緑化まつり
のイベントに中心的な役割を
果たしています。
現在菜の花栽培面積は、
ヘクタール、新たに農業担い
手に引き渡した農地が６、５
ヘクタールです。
大きく発展出来た要因は、
行政とＮＰＯ法人が共同で実
施することにより資金と物資
の確保が容易に出来ました。
高山村で遊休荒廃地をなく
そうと取り組んでおられる
方々に、農業再生への大きな
ヒントとなりました。
（酒井 康臣）

26

環境と共生する豊かで持続可能な地域づくり
の７つの主要プロジェクトで
す。
菜の花エコプロジェクト
は、我々命の源である食糧生
産の場（農地）を出来る限り
健全な形を維持して、世界的
な食糧危機が予想される次の
世代に引き継ぐことです。
そのために遊休農地の解
消、農業経営の経済的安定、
農業の持つ多面的機能を活か
した美しい農村風景の形成、
地域の環境保全を実現するた
め菜の花をキーワードにした
資源環境型社会の形成を図る
ものです。
このプロジェクトに大きな
力を発揮している団体が、平
成 年に設立されたＮＰＯ法

人「田原菜の花エコネット
ワーク」の皆様です。
活動内容は「遊休農地解消
事業」菜の花を栽培すること
により農地が耕され土が生き
返り、作付けを希望する担い
手への農地の橋渡しを行って
います。
遊休農地を菜の花にするこ
とで、より美しい農村景観を
つくりだします。
菜種油製造、販売事業
（たはらっこ）の商品名で
販売しています。
啓発活動事業
環境学習、総合学習の場と
して保育園から高等学校ま
で、住民には作業体験の場を
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今回の研修は「田原菜の花
エコプロジェクト」でした。
田原市の説明を受けびっく
り仰天、平成 年に「環境共
生まちづくり関係府省連絡会
議」を立ち上げ、全国のモデ
ルになる取り組みをされてい
ました。
「たはらエコ・ガーデンシ
ティ構想」は、地球温暖化、
エネルギー資源枯渇、食糧・
水など地球規模の問題を基
に、菜の花エコ、廃棄物リサ
イクル、エコエネルギー導
入、省エネルギー推進、コン
パクトシティ、グリンネット
ワーク、エコインダストリー

平成の大合併で誕生した田原市は
渥美半島の大部分を占めています。
農業生産額７２６億円で全国一位です。

常任委員
民生産建
常任委員会

18

同
合

わたしの

声

赤和区

キラキラ

★キラリ ★

長

水谷

清

林ツアー」１２０名の参加者
がありました。
お話を聞きますと、演奏者
の方は「バンド仲間と長野市
と上田市でライブを中心に活
動しています。高原で演奏す
るのは最高です。」
横浜市から見えた方は「イ
ンターネットを見て飛んでき
ました。最高！今晩車で泊り
ます。」
茨城県からの親子は「楽し
いけどテントで泊ったら、
持ってきた着るもの全部着た
が寒かった。」
名古屋市からトレッキング
に親子で参加された方は「あ
んな暑くて、ゴミゴミした所
へ帰りたくない。」と感想を
いただきました。
音楽を体で感じ、目で空気
を感じた最高の夏でした。
（篠原 誠）
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千明

山田牧場のカリヨンホール
で、７月から８月にかけて７
回催しものが行われました。
信州高山温泉郷観光協会主
催が「夏だ！山で海の日音楽
祭」３００名「あじさいフェ
スタ～あじさいの花咲く刻、
カリヨンの鐘鳴り響く～」
「ノルディックウォーキン
グ」 名「太鼓による音楽イ
ベント」１５０名「ミニコン
サート」１００名「ヤマボク
ロック」 名「涼しい高原で
子供もワンちゃんも心ときめ
きいっぱい遊ぼう！」３５０
人の各参加がありました。
協会主催以外では「ハッ
ピー・ファーム・ミュージッ
クフェスティバル」５００名
「信州高山村古道を歩く！森
60

☆安心して
頼める近所の職人さん☆

50

長野県建設労連高山支部の、職人さんが
中学校教室で扉を直している

行っています。
大変な仕事もありますが終
わった後、子供たちや先生方
から大変感謝されると大きな
達成感でいっぱいです。
小学校での作業は、子供た
ちが職人の作業を興味深く観
察し、時には質問をしてきま
す。
中学校では、廊下ですれ違
う多くの生徒があいさつして
くれます。
わたしたちはもっと皆さん
の身近で仕事が出来ればと
思っています。
特にお年寄りの世帯では、
住まいの中で困っているが、
誰に相談してよいのかわから
ないといった声を良く聞きま
す。意外に身近な所に親切な
職人がいます。声をかけてい
ただければ嬉しいです。

ウォーキングで汗を流して
XUXU（シュシュ）の歌声でイェー

中村

私たちは地域の皆さんの力
になろうと、ボランティア活
動を年に何度か行っていま
す。
一人住まいのお年寄り宅の
無料改修や、子供たちが楽し
んで頂ける木工教室、高山支
部活動として﹃一茶館﹄の軽
天補修、保育園・小学校の備
品や建具などの補修をおこ
なってきました。
事前に村や、現場の先生方
と打ち合わせを行い仕事の段
取りして、当日限られた時間
の中で少しでも多くの作業を

36

★

★

﹃長野県建設労働組合連合
会連﹄という団体をご存じで
すか、略して﹃長野県建設労
連﹄と申します。約 種に及
ぶ建設関係の仕事に携わる職
人達の組合です。
現在県下 組合、１万９０
００人の会員が毎日仕事をし
ています。
組合の目的は、危険で厳し
い建設現場で働く職人達とそ
の家族の安全を守ること。さ
らに情報交換をして様々場面
で助け合い、絆を深めていく
団体です。
19

