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過去最大の大型補正

防災 ･ 減災事業対策費１億 7800 万円追加 

６月定例会

平成 年度
一般会計補正

102 号

［2］
［3］

平成 年６月定例会は、６月８日から 日まで
の日程で開催されました。
一般会計及び、特別会計の、補正３件と村条例
の改正５件を可決。
また、陳情と請願それぞれ１件を採択し、議員
発議による意見書を２件可決しました。
一般質問は７名が行い、村政の課題や 月の村
長選出馬等の質問をしました。

この他、原大崖線と堀之内
荒井原および駒場９号線の３
路線です。この４路線の工
事費は９８００万円になりま
す。

高井トレセン
耐震工事

業債を使って耐震補強をし、
併せて屋根の張り替えと外壁
の塗装工事が行われます。
工事が完了すれば屋内ス
ポーツや避難所として安心し
て利用出来ます。
経費は６０００万円。
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耐震工事が行われる 高井トレセン

専決された平成 年度一般
会計補正予算を全員一致で承
認しました。
年度の補正予算は地方交
付税等が確定したためです。
確定した地方交付税は１億
２０００万円です。
これにより歳出歳入をそれ
ぞれ５８００百万円を追加
し、６０００万円の村債が減
額されました。
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村民の健康維持施設として
有効に利用されている高井ト
レセンは、災害時の避難所と
なっています。
高井トレセンは建設されて
から 年が経過し、屋根と外
壁のいたみが激しくなってい
ます。
このため、緊急防災 減
･災事
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平成 年度
一般会計補正
平成 年度一般会計補正予
算（第１号）は、昨年発生し
た東日本大震災に関連した防
災減災事業対策工事費とし
て、過去最大となりました。
その補正額は１億７８００万
円で、大規模な工事は次の２
つです。

新設改良工事が行なわれる
道路は、荒井原～駒場線の駒
場橋の南側で、工事費は７８
００万円です。
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24
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道路新設改良事業
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奨学資金貸付基金７０００万円に
ー村条例改定４本可決ー

住民基本台帳法等
の一部改正
この条例改正により外国人
住民の皆様にも、日本人と同
様に住民票が作成され、行政
手続きが楽になります。

高山村 福祉医療費
特別給付金

皆さんからの

﹁義務教育費国庫負担
制度の堅持﹂を求め
る陳情書
陳 情 者

連合長野須高地区協議会
議長 小林君夫
県教職員組合高山単組
単組長 松村 勉
陳情要旨

教育水準の最低保障を担保
するために必要不可欠な義務
教育費国庫負担制度を堅持
し、負担率を２分の１に復元
すること。国庫負担金から除
外した教材費、旅費などを復
元することを求め意見書を政
府等に送っていただきたい。
全議員賛成で採択

国に対し︑消費税増税
反対の意見書提出を求
める請願書

︵３月定例会からの継続審査︶
請 願 人

須坂北信濃民主商工会
高山支部長 宮川光男
紹介議員 畔上孝一議員

請願要旨

消費税増税反対の意見書を
国に提出してください。
賛成多数︵ 議員︶で採択

意見書

提出者
賛成者

請願が採択されたことを受け
て提出され︑政府等関係機関
に送りました︒

両意見とも同趣旨の陳情

山嵜 秀治 議員
堀江繁太郎 議員
篠原
誠 議員
内山 信行 議員

消費税増税を行わない
ことを求める意見書

提出者 篠原 尚元 議員
賛成者 堀江繁太郎 議員
篠原
誠 議員
内山 信行 議員

﹁義務教育費国庫負担
制度の堅持﹂を求める
意見書
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６月の定例会に４本の村条例改定案が提出され可決
しました。可決した条例と内容は次のとおりです。
の利用申し込み者が急増した
ため増額したものです。
この制度を有効に利用して
下さい。

平成 年の税制改正により
精神障がい者保険福祉手帳２
級保持者の所得制限について
も、扶養控除の見直しによる
影響を受けないように改正し
たものです。

固定資産税の
一部を改正
平成 年 月に地方税法の
一部が改正されました。
このため、固定資産税が上
がります。
12

･

［3］

発行

平成 24 年 7 月 25 日
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奨学資金貸付基金
が５００万円増
引き続く厳しい経済状況
は、高校生 大
･ 学生を持つ家
庭に重くのしかかっていま
す。村に設置された奨学資金

保健福祉窓口

一般質問

村政二期目の総括は
質問 掲げた諸政策を、最
後まで責任を持って取り組む
のが首長の責務と思うが。三
期目への挑戦の決意は。
答弁（久保田村長）現在、
第５次高山村総合計画に沿
い、未来につながる自律を目
指した活力ある村づくりの根
幹となる産業振興や、生活基
盤、文化振興を図るための基
礎となる計画づくりに、村民
の皆さんとともに取り組んで
いる処です。

ＹＯＵ游ランドの屋外ゲー
トボール場入口の駐車場整
備とトイレの洋式化を

質問 現在屋内ゲートボー
ル場入口付近に駐車されてい
ますが、きちんと駐車場とし
て整備をする必要がある。
又、YOU游ランド入口付
近の公衆トイレの洋式化は。
答弁（小林村民生活課長）
東側にはバッテリーカーコー
スがある。南側には渓流広場
に通ずる通路がある。又西側
にはマレットコースが隣接し

て、新たな駐車場用地の確保
は困難。駐車場が満車の場合
は、障がい者の方や高齢者の
方をゲートボール場入口付近
に利用できるよう案内をして
いきたい。
公衆トイレの洋式化につい
ては、必要なことで順次洋式
化に向け、整備をしていきた
い。
再質問 敷地が６ と広く
利用者が多いので、早めのト
イレ改修が必要では。
答弁 駐車場は無理だが、
トイレの洋式化は財政と相談
していきたい。

102 号

［4］
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施設整備が計画されている地力増進施設の建物

農道・水路のほか畑地の圃
場整備、農業生産基盤整備事
業や農村情報連絡施設など、
道筋をつけ任期満了まで続け
ていき、その後のことは考え
ていない。
再質問 手がけたものを最
後まで行っていただきたい。
答弁 任期の中で選ばれた
ので、任期の中で職責を全う
したい。
再再質問 農業を守るため
の政策は。
答弁 若い人に、魅力ある
農業を後世に残すことが大切
と考えていく。

洋式化の要望がある YOU 游ランド入口の公衆トイレ

議員

内山 信行

ha

一般質問

人・農地プラン
（地域農業マスタープラン）

作成を
質問 本村の基幹産業であ
る農業を、将来にわたって持
続可能にする取り組みは。
答弁（久保田村長）（人・
農地プラン）は、農業振興地
域整備計画の実現に向け具体
的な取り組みをしている。
若い「Ⅰ・Ｊターン」者に
よる自ら独立して農業を始め
て間もない新規就農者に支援
をしたい。意欲的な農業経営
者の育成や農地の流動化を推
進し、規模拡大を図ると共

に、恵まれた自然条件を活か
したりんごやワインぶどう等
の農産物のブランド化を促進
する。又、村ならではの「プ
ラン」づくりを進めていきた
い。
このプランを６月中にまと
め、農業団体で組織してい
る、高山村農業再生協議会の
構成団体の中から構成する検
討会を設置し、調査をもと
に、若い人たちに魅力ある農
業振興につながる策定を進め
ていきたい。
再質問 ５から 年先を見
た方針で、村をひとつの単位
と考えては。
答弁 作物ごとに整備をす

格納庫 ･ 作業所も（人 ･ 農地プラン）

る。
再再質問 青年就農給付金
の説明を。
答弁（牧産業振興課長）今
年新たに出来た青年就農給付
金には、経営開始型と準備型
の２つがあります。

農業と観光の一本化を

質問 りんご・ぶどう等、
果物類が贈答用として全国へ
送られています。その中に観
光ＰＲパンフレットを入れて

は。
答弁（牧産業振興課長）
「信州高山村みどころスポッ
ト」として、村内のさくらや
松川渓谷を始めとした観光施
設を掲載したパンフレットを
同封すると共に、高山共選所
のりんご、ぶどうの直売所
に、各種パンフレットを置い
て、観光ＰＲに努めている。
再質問 個人用のパンフ
レットを作っては。
答弁 今後の課題とする。

［5］
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平成 24 年 7 月 25 日

議員

篠原 尚元

10

農産物と観光ＰＲをセットで全国発信を（農業と観光の一体化）

一般質問

間中を支援する「準備型」と
農業を開始して経営が安定す
るまでの間を支援する「経営
開始型」に分けて、今年度新
たに創設されました。
「準備型」については、
歳未満で就農する者に対し、
県の里親制度や県農業大学校
での研修を受ける期間中に、
年間１５０万円を最長２年間
給付する制度です。
「経営開始型」は、 歳未
満で自ら独立した就農者に対
して、年間１５０万円を最長
５年間給付する制度です。
再質問 就農者に住宅を。

答弁 生活の安定が最重要
と考え、空き家を調査してい
る。

通学路歩道に
事故防止対策を

質問 ブロック懇談会で、
歩道整備要望がでました。危
険個所の把握と歩道の整備、
又歩道のない所の計画は。
答弁（藤沢建設水道課長）
横断歩道などの設置や、ス
ピード抑制などの標識看板に

子供の水遊び、気をつけて ! !

ついては、県公安委員会など
の関係機関へ要望するととも
に、村道の軽微な施設整備
は、その都度対応し、通学路
の安全確保に努めています。
再質問 歩道全てにポール
または、ガードレール設置
を。
答弁 現場の状況を見て、
安全対策を考える。
再再質問 紫区内の、歩道
の安全対策は。
答弁 本線・支線ごとに分
けて安全策を取っていく。

102 号

［6］
［7］

新規就農者受け入れは

23

質問 現在、村に新規就農
に関する問い合わせはあるの
か。さらに、どのような支援
制度があるのか。
答弁（久保田村長）平成
年度に就農を目的として問い
合わせが７名で、いずれも県
外の方で、そのうち１名の方
は既に村内に就農をされ、り
んごと米作りに頑張っていま
す。
国の補助制度については、
青年就農給付金として研修期
45

ぶどうを美味しくする為のふさ切り

議員

沖田 重男

45

一般質問

老人クラブ主催による、ふれあい寄席講座
三遊亭遊雀 師匠

治法で、市町村に設置が義務
付けられています。
教育委員会、選挙管理委員
会、監査委員会、農業委員
会、固定資産評価審査委員会
などの行政委員会がありま
す。
村が意思決定の際に意見を
求める諮問機関として、条例
によって設置している審議
会、そのほか、個別の法令や
条例に基づき設置の必要のあ
る組織、また、それぞれの目

的に沿って設置している任意
の委員会や懇話会がありま
す。
これらの委員会は、根拠法
令やそれぞれの役割を果たす
ために委員構成も異なって、
委員会の目的に沿って十分に
機能を発揮していただき、村
の発展に貢献する委員会で、
統合は無理があります。
行政委員会の活動日数は、
業務内容により１日から 日
間程度開催している。
又、審議会は、特別職報酬
審議会のように毎年度開催す

る必要がある審議会と、保育
料等審議会のように料金改定
の見直しが生じたときに開催
する審議会もあります。
高山村計画審議会など、中
長期的計画策定の審議会は審
議事項が無い場合は開催され
ない時もあります。
再質問 専門部会で、総合
的に考えて答申を出しては。
答弁 村は総合行政です、
専門分野の意見も重要なので
委員会の答申を経て行政を
行っていきたい。

［7］

発行

平成 24 年 7 月 25 日

諮問機関の見直しを
質問
の諮問委員会があ
ります。条例や、任命者、目
的および任期も異なるが、関
連する委員会は併合や、改称
など見直すべきと考えるが。
中には、審議事項が無けれ
ば開かない委員会もあるがそ
れぞれの審議会、委員会、懇
話会の年間活動は。
答弁（久保田村長）地方自
51

議員

涌井 仙一郎

20

宮関地区の男獅子

一般質問

放射能測定経費を東電へ請求する

﹁原発﹂問題

答弁︵久保田村長︶医療費
無料化は︑順次対象範囲を拡
大して︑子育て世代に対する
負担軽減を図ってきました︒
１レセプト５００円は︑県
の負担制度にあわせているの
で現行でお願いしたい︒
再質問 ３００円に据え置
いている所が 市町村ありま
すが︒
答弁 村単独で︑入院時の
食事代２分の１の支援をして
保護者の負担軽減をしていま
す︒
27

質問 ﹁東電﹂に賠償請求
されているがその後の進展
は︒

答弁︵久保田村長︶原子力
損害賠償請求手続きに基づい
て︑下水道事業︑農業集落排
水事業︑地力増進施設関連経
費を含め総額６１２万６５６
０円を東電へ請求しました︒
東電から︑下水道事業分︑
７万８７５０円︑今月支払わ
れました︒
尚︑集落排水事業で︑１４
４万７８４４円︑汚泥肥料の
放射能測定経費︑１０４万７
９４１円が７月上旬ころ賠償
金として支払われる予定で
す︒
再質問 脱原発をめざす首
長会議に入っては︒

答弁 長期的には脱原発に
賛同︑首長会議への参加は見
合せ︑活動状況を注視しま
す︒

﹁大阪教育条例﹂

質問 橋本﹁大阪維新の
会﹂の教育条例を︑どのよう
に受け止めているのか︒
答弁︵山﨑教育長︶﹁教育
基本条例﹂を見てみますと︑
首長による教育行政への関与
や︑学校長︑副校長を任期付
き職員に切り替えるなど︑児
童︑生徒への適切な指導が出
来るか心配です︒

102 号

［8］
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子育て支援を
質問 保育料の無料化を求
めるが︒
答弁︵山﨑教育長︶保育料
について︑仮に朝日村と同程
度の無料化を実施すれば３千
万円ほどの歳入減となり︑財
政にもかなり影響を及ぼすの
で調査し考えていきたい︒
再質問 少子化対策と考
え︑対策を立てては︒
答弁 子育て支援を総合的
に検討します︒

医療費無料化を
質問 受給者負担金を︑１
レセプト５００円から以前の
３００円にすべきと求める︒

子育て支援を総合的に（砂場遊び…たかやま保育園）

議員

山嵜 秀治

一般質問

15

質問 現在、黒部北のバス
停は利用者がありません。も
う少し二ツ石村住よりに移動
できないか。
答弁（小林村民生活課長）
福祉センターや、樋沢バス停
と比較的近く、利用される皆
様の意見を聞いていく。

村内循環バス
「ふれ合い号」の
バス停を変えては。

内にある照明を、全てＬＥＤ
に交換すると費用がかかり、
総合的に勘案すると難しい。
再質問 役場庁舎への導入
は。
答弁 現在、考えていな
い。

期間中に忘れずに利用して

再生可能エネルギー （電力）
の全量買い取り制度は
質問 国の定めた固定価格
で、各電力会社が買い取るこ
とになりました。
現在、小中学校に設置され
ている太陽光発電の売電料金
額を、中部電力と話し合われ
たのか。全量買い取りになる
と採算が取れるので、村の施
設へ導入しては。
答弁（久保田村長）村の施
設に太陽光発電を導入するこ
とは、厳しい財政状況の中で
大きな初期投資となり、見合

中学校ソーラー発電のモニター

プレミアム付
商品券発行事業は
質問 発行早々売り切れに
なったが、もっと多くの村民
に購入できる販売を考えて
は。
答弁（牧産業振興課長）村
内４カ所で販売しているが、
完売結果を商工会とともに協
議し、限度額など審議してい
く。
再質問 利用金額を少なく
しては。
答弁 最高 万円の額は変
えていかない。

うだけの効果が期待できな
い。
答弁（山﨑教育長）中部電
力に、売電単価がいくらにな
るのか、どのような設備が必
要なのかを問い合わせたとこ
ろ、現段階では回答できない
という。
再質問 保育園に設置して
は。
答弁 国の制度を見守りた
い。

ＬＥＤ照明の普及を

質問 村の施設、街灯、村
営住宅などにＬＥＤ照明を導
入しては。また、家庭にも補
助をして省エネを推進して
は。
答弁（黒岩総務課長）施設

［9］
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議員

畔上 孝一

一般質問

山林の固定資産税は
質問 山林所有者は収入の
見込めない中で、固定資産税
を納めています。
森林の多面的な機能を考え
ると、固定資産税の減免、課
税休止等の処理は当然と考え
るが。
答弁（久保田村長）山林の
固定資産税の減免または経済
活動の休止等は、地方税法及
び村税条例の減免規定に該当
しない。
租税公平主義における税負
担の公平性や適正課税の原則
に見て適当でない。

再質問 財産価値でなく、
応益的な見方をしては。
答弁 財産価値なので、補
助は無理と考える。

景観計画に思う
質問 景観計画施行以後
の、高山村景観賞の実施実績
はあるのか。建築物及び工作
物の形態意匠、色彩が条例に
よって制限されているが、届
け出と変更命令は出されたの
か、また無届等、守られてい
ない件数は。屋外広告物の規
制が、３路線に掛けられた
が、他の道路も色彩、意匠を

統一出来ないのか。
答弁（黒岩総務課長）景観
条例施行後の表彰は 年度に
第２回の表彰を行った。
いままで建築物等の、届け
のあった屋根など見直しをし
ていただいたケースもある
が。変更命令や、無届などの
違反行為はありません。
村の公共看板は、屋外広告
物の規制の中で統一的な看板
のデザインにしていきたい。
再質問 景観に、対する意
識は高まったのか。
答弁 規制によって進める
のではなく、住民の意識を高
めることを目標としている。

有害鳥獣
捕獲後の処理は

お祭りで山に入り、森林浴を

質問 村民の安心・安全の
ために努力されている猟友会
員の負担軽減のために、村が
個体処理することを提案す
る。
答弁（牧産業振興課長）現
在は駆除に当たっている、猟
友会の皆さんに報償費を支払
い、個体処分も含め適正な処
理をお願いしている。
今後近隣市町村や、猟友会
関係者の意見を聞きながら研
究していく。

102 号
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酒井 康臣

「村内を美しく」、プランターの花の苗を配る
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文化 施 設 の 視 察

「志賀 高 原 総 合 会 館 9 8 」

常任委員会 合同研修

使い勝手も悪くなっていま
す。その上、一茶館や歴史民
俗資料館、そしてカリヨン
ホールは村のあちこちに散在
し一ヶ所に固っていません。
このため、村はこのような
文化施設のあり方を、高山村
文化振興懇話会に諮問し、本
年２月 日村長に答申されま
23

した。
このような事から議会では
５月 日、民生産建、総務文
教の両常任委員会の合同の研
修会を行いました。研修先は
山ノ内蓮池にある〝志賀高原
総合会館 〟です。
この施設は平成 年の冬季
長野オリンピック用に造られ
たもので、現在山ノ内町に移
管され財団法人和合会が管理
しています。
１階には１２００名収容の
ホールがあり、スポーツや各
イベントが行なわれる多目的
ホールとなっています。この

他１階には大小３つの会議室
と消防施設が整備されていま
す。
２階には志賀高原自然保護
センターがあり、志賀高原の
自然を紹介しています。又、
オリンピック施設として建設
されたため、冬季長野オリン
ピックとパラリンピックの記
念写真等が展示されていま
す。
この施設を見学し、高山村
の文化施設拠点がどのような
規模であれば良いのか、文化
施設のあり方を考えた一日で
した。

［11］
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村民ホール、図書館等
文化施設の充実に向けて
平成 年度にスタートした
第５次高山村総合計画では、
「住民一人ひとりが生きがい
のある生活をするため、文化
の振興と向上を図る」ことと
しています。
しかし、文化施設の現状
は、築後 年を経過した村の
公民館は老朽化が激しく、又
22
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98 会館 放送施設

10

98
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志賀高原自然保護センター

わたしの

声

正純

ト ピ ッ ク ス

水谷

清

中高生や女性の方も大勢参
加して下さい︒
また２コースを回ると約
８０００歩近く歩きます︒健
康のためには最高です︒高齢
の方も大勢参加されていま
す︒皆さん︑健康と運動にマ
レットゴルフをやってみませ
んか︒
ちなみに今回の優勝は福本
孝夫さん︑準優勝は布施谷敏
夫さん︵共に二ツ石︶でし
︵畔上孝一︶
た︒

長

発行責任者

議

議会報編集委員会

委員長 篠原
誠
副委員長 内 山 信 行
委 員 沖田 重男
委 員 松本
茂
委 員 畔上 孝一
委 員 山嵜 秀治
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緑ケ丘区

西條

0.1

では上限を設けることが多
く︑スイス・フランスは 以
下︑ドイツ・オーストリアは

第７回YOU游ランドマレッ
トゴルフ大会が︑５月 日
YOU游ランド樋沢川コース︑
及びチャオルの森コースの計
ホールで行なわれました︒
須坂市や小布施町からも大勢
参加されました︒
開会式には村長も出席し︑昨
年度優勝の二ツ石︑林さんの力
強い選手宣誓の後︑各ホールに
分かれ一斉にスタートしまし
た︒
当日は久しぶりに五月晴れの
好天にめぐまれみんな﹁暑い暑
い﹂と言いながら︑和やかに
ホールを回り気持ちのいい汗を
かく事ができました︒
YOU游ランドの大会は中学
生から参加できますが︑今回も
中高生の参加はありませんでし
た︒また︑女性の方も少ないと
感じました︒

TEL（026）245-1100

☆美味しい水で お茶を☆

〝とてもじゃないがこんな
水道水は︑生では飲めない〟
いえいえ高山村のことじゃ
ありません︒長野市街地に住
んでいたころのことです︒ま
ずくて︑臭くて︑湯冷ましし
ないと飲めませんでした︒高
山村の水道水はおいしいです
ね︒ここに移り住んだ一因で
す︒
さて︑水道水には塩素が投
入されますが︑国によって基
準が違います︒日本は下限を

発 行 / 〒 382-8510 長野県高山村議会

矢車菊

茶﹂︒九州の一部で生産され
嬉野が有名︒澄んだ水色︵ス
イショク＝椀に注いだお茶の
色︶でさっぱりした清涼感が
夏向きです︒入手困難かも︒
京番茶もクセがあって一興
です︒京都の番茶ですが豪快
で︑茶葉なんかまるで落ち葉
みたい︒香りも大変きつい︒
紅茶ではレディグレイを冷
やしてどうぞ︒アイスティに
してもクリームダウン︵白
濁︶せず︑香り高いお茶で
す︒茶葉の中の青い矢車菊の
花がきれいです︒入手容易で
す︒
ウーロン茶は香りを楽しむ
お茶︒熱いお茶が基本で︑四
〜五煎楽しみます︒台湾には
﹁東方美人﹂なんて銘柄も︒

編集 / 議会報編集委員会
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ナイスショット！ 樋沢川コース

★
０ ･ 以下です︒上限を決め
たのは︑塩素は毒物との認識
からでしょうか︒
塩素は仕方ないですが︑高
山村は水源が山の水で素が良
いから料理も飲み物もおいし
くなります︒このお水で様々
なお茶を楽しみましょう︒
煎茶も色々ありますね︒最
近は濃くて渋みの少ない深蒸
し茶が好まれていますが︑夏
にお勧めなのが﹁釜炒り玉緑
05

茶葉の中に青い花びらが

★

定め︑蛇口で 以上が必要で
す︵単位はｐｐｍ︶︒他の国
0.1
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