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よう村の予算

牧場でコンサートを

!!

昭和 年 月に造られた牧
場のカリヨンホールが老朽化
のため改修することになりま
した。改修するのは屋根と外
壁で新しくよみがえります。
新装なったホールを、おお
いに使って文化・芸術を楽し
みましょう。
（事業費 １３８０万円）

産業振興課に新しい係

10

３月定例会

一般会計

平成 年３月定例会は、３月９日から 日までの
日間の日程で開催しました。
予算は、予算審査特別委員会を設置し、３日間に
わたり慎重に審査をし、一般会計及び、特別会計と
企業会計を可決しました。
一般質問は９名が行い、今問題となっている水資
源の保全や、原発事故による放射線対策、村の基幹
産業である農業関係まで幅広く質問しました。
23

れます。
今までは試合前に砂埃が立
たないように水をまいていま
したが、これからは水をまく
必要もなく、健康的にゲート
ボールが出来ます。
（事業費 ６８２万円）

63

水資源の保全や森林の整備
を図るため、産業振興課に新
しい係「林務地籍調査係」が
設置されました。
主な業務は山林の地籍調査
事業ですが、豊かな自然を守
るための業務につなげて欲し
いと思います。

一般会計補正予算

平成 年度高山村一般会計
補正予算が出され、役場庁
舎に非常用電源設備が増設
されることになりました。

59

夏もスヤスヤ
昼寝が出来る
保育サービスを充実するた
め、たかやま保育園の年長園
児室２部屋にエアコンが設置
されます。今まで西陽があた
り、暑くて困りましたが、こ
れで暑い夏も快適に昼寝が出
来ます。
（事業費 １８９万円）

これからは水まき不用
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［2］
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24 年度に屋根を吹き替えるカリヨンホール

この事業は、東日本大震災
を踏まえて実施されるもので
す。現在の電源設備は昭和
年の庁舎建設と同時に設置さ
れたもので、既に 年が経過
しています。
電源設置当時は、庁舎電源
の一部をまかなっていまし
た。しかし、老朽化とパソコ
ンの普及拡大による容量不足
を補うことと、緊急防災のた
め増設するものです。
（事業費 ４７２０万円）

23

24

YOU游ランドの屋内ゲー
トボール場に、人工芝が張ら

皆さんの強い要望で人工芝になります
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いっしょに考え
［ 一 般 会 計 ］

譲与税・交付金
1 億 2100 万（3.3％）
（国からのさまざまな交付金です）

その他
9800 万円
繰出金
人件費
（2.7％）
3 億 7000 万円
6 億 3400 万円
（10％）
（17.3％）
補助費等
4 億 3100 万円
（11.8％）

の
そ

費
の経

物件費
6 億 9100 万円
（18.8％）

歳出

地方

費

他

国・県支出金
4 億 9800 万（13.5％）
（使う目的が決められ
たところに使います）

高山村

務的経
義

村 債
2 億 5600 万（6.9％）
（村が事業をするため
の借入金です）

その他
１億 2000 万（3.2％）

投 資的経 費

村 税
6 億 3300 万（17.2％）
（村民税・固定資産税等）

扶助費
3 億 5100 万円
（9.5％）

公債費
5 億 8000 万円
（15.7％）

普通建設事業費
5 億 3200 万円
（14.4％）

36 億 8800 万 円

付さ
交付
ら交
か
税 1
中
7 億 2000 万円 46.7％）（国税の
（

）

財産収入と諸収入等
1 億 6600 万
（4.5％）

繰入金・繰越金
1 億 7400 万（4.7％）
（不足分を村の基金から入れます）

れ

ま

す

歳入 3
6 億 8800 万円
■歳出されるお金の項目ごとの使われ方

項

目

お金の使われ方

人件費

職員の給与や議員報酬などに使われます

扶助費

生活保護、児童手当、障害者への支援などの社会補償関係です

公債費

保育園・学校などの施設を建てた時に借りたお金の返済に当てます

普通建設事業費
物件費
補助費等
繰出金
平成 24 年 4 月 25 日

発行

道路の建設や改修工事、用地の購入などに使われます
消耗品や備品の購入費、光熱水費などに使われます
各種団体への負担金や補助金などに使われます
国民健康保険や介護保険などの特別会計へ支出されます
［3］

延長10 ㎞

牧・福井原・水中・二ツ石

平成
平成

年度予算

年度予算審査特別委員会を３月

日の３日間開きました。

・

・
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企 業 会 計 ）の 予 算 に 対 し 活 発 な 質 疑 を し ま し た 。

選出、予算総額５７億７７００万円（一般、特別、

委員長に篠原誠議員、副委員長に沖田重男議員を

14

新たに、村独自に６カ月児か
ら中学３年生までの子供たち
に、季節性インフルエンザ予
防接種の一部補助が実施され
ます。対象者見込みは４５０
人です。
（事業費 １４０万円）

公共施設防犯対策
駐車場に防犯カメラ設置

犯罪防止・防犯意識の高
揚、防犯活動の充実のため、
ＹＯＵ游ランド駐車場と、ふ
るさとセンター駐車場に防犯
カメラが設置されます。
車上あらしが頻繁に発生し
ていることから、犯罪防止に
役立つといいですね。
（事業費 万円）

環境型農法の支援

「冬期湛水栽培」「アイガ
モ農法」など美しい自然環境
の中で自然に配慮した、米作
りに取り組んでいる皆さんに
資材などを支援していきま
す。 （事業費 ２２０万円）

ワインブドウの
振興支援

ワインブドウ栽培に取り組
んで７年目を迎え、ワインぶ
どう研究会の皆さんを中心に
栽培面積が年々増加していま
す。ひき続き支援を行い、将
来の高山ブランド化に向けて
取り組みます。
（事業費 １１２万円）

総括質疑＆答弁

内山信行 委員

24 年度に工事予定の村道荒井原駒場線の法面

質疑 業務量に合った職員
増の対応は。
答弁 産業課内の 林
｢ 務・
地籍調査係 を
｣ 設置すること
から、嘱託職員や臨時職員を
配置し住民サービスに努めま
す。
質疑 水資源や美しい自然
を維持する広葉樹の植栽計画
は。
答弁 広葉樹のモミジ・ミ
ズナラ・ナナカマドなどの育
成を図ります。
質疑 村の案内板、公衆ト
イレの表示を検討してほし
い。
答弁 村入り口の案内板に
トイレの表示を行います。

101 号
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〝自ら守ろう農産物〟
有害獣対策に
電気柵設置
国の補助金「東日本大震災
農業生産対策交付金」を有効
活用し、村内４地区に本格的
電気柵を合計 ㎞設置する事
業です。
農産物に限らず、村民の安
全、安心のためにも待ちに
待っていた事業です。残る奥
山田地区にも早急に設置でき
ることを願っています。
（事業費１億２６１０万円）

高齢者にインフルエンザの
予防接種補助がありますが、

子供たちの
インフルエンザ
予防接種に補助

10

78

19
宮関区 朋友団による神楽新調御披露目会

24
24

ぐるっと電気柵

加入させないよう地域で見守
り、排除することを責務とし
ます。
暴力団の不当行為など恐れ
ないで、村や警察と連携を図
りながら、安心・安全の村づ
くりに村民が一丸となって取
り組むことが目的です。

高山村暴力団排除条例を新設

24

２５

慮し「特例」を設け 段階に
なりました。
このことにより、基準月額
は９８０円引き上げ４８５０
円になります。これからも高
齢化が進み、介護保険料が上
がることが心配されます。

村民の安全・安心確保に荒井原地区に新設された駐在所
２月から駐在さんが常駐されています

収益的支出７６１２万円
資金的支出２１４８万円

温泉開発事業特別会計
（２９８６万円）
農業集落排水事業特別会計
（１億４１１８万円）
下水道事業特別会計
（１億９１７９万円）
上水道事業会計（企業会計）

特別会計・企業会計予算

国民健康保険特別会計
（７億１８２２万円）
診療所特別会計
（７８３０万円）
介護保険特別会計
（６億２８３６万円）
後期高齢者医療特別会計
（６１６０万円）
水道事業特別会計
（１億４２４６万円）

［5］

発行

平成 24 年 4 月 25 日

10

入居が始まった荒井原地区の村営住宅

社会全体で、暴力団の排除
を推進し、村民の安全で平穏
な生活の確保と、社会経済活
動の健全な発展に寄与するた
め、新しく条例が制定されま
す。
青少年が、暴力団から被害
を受けない、さらに暴力団に

25

第５期介護保険料 平均 ・３％の引き上げ
「高山村老人福祉計画」及
び「介護保険計画策定懇話
会」の答申を受け、平成 年
度から３年間、 歳以上の方
の介護保険料を平均 ・３％
引き上げる条例改正です。
さらに保険料区分を現行の
８段階から、低所得者層に配
65

孝一

酒井

議員

康臣

40

介護保険条例
畔上
議員

64

29

の創設を進めてください。
同和行政では団体補助金は
他団体並みにすべきです。
必要な職員は正規雇用で確
保することが必要です。

21

秀治

高齢者の保険料が ・３％も
引き上げることについては到
底納得できません。
また、近隣市町村と比較し
ても基準第４段階の保険料も
高すぎます。
高額所得層の第７、第８段
階の所得対比の保険料率が極
端に低く設定されていると考
えます。
応能負担の見地からしても
税・保険料等の優遇としか思
えません。
保険料率の見直しと、負担
軽減策のさらなる努力を求め
ます。

65

介護保険創設以来、認定
者・利用者が増加、費用も急
速に増大しているとともに、
一層の高齢化が見込まれま
す。
介護保険の財源は、公費負
担が ％、 歳以上の第一号
保険者が ％、 歳から 歳
までの第二号保険者が ％を
負担することになっていま
す。
今回の条例改正は、第一号
保険者の保険料改定で、村の
３年間の介護サービス給付費
が賄えるよう所得段階別に保
険料が算出され、基準額で現
行より月額９８０円の値上げ
となっています。
現在８に分かれている負担
段階を に増やすとともに、
所得の多い層の負担率を高く
して所得の低い層の負担軽減
が図られています。高齢者の
暮らしを支えるため、保険料
の引き上げはやむを得ないも
のと判断し賛成します。

賛成

50

10

反対
第５期介護保険計画の保険
料改正にあたり、負担段階８
段階から特例を設け 段階に
するなど、低所得者層に配慮
されたことは一定の評価をし
ます。
これだけ経済が冷え込み、
国民所得も右肩下がりに減少
しているときに、 歳以上の
10

65

一般 会 計

23
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重男

％増となりました。
歳出の主なものは、自ら守
ろう農作物推進事業での有害
鳥獣対策の強化で、電気柵延
長 ㎞の取り付け。
カリヨンホール修繕、たか
やま保育園の年長室へのエア
コン設置事業、村営住宅２棟
の建設、高齢者施策では緊急
通報システムの管理センター
への委託などで、住民要望に
配慮し、村民の期待に応える
内容で高く評価します。

介護保険でのデイサービス利用

議員

沖田
議員

年度の一般会計予算は
億８８００万円で、前年度
に比べて２億３２００万円、

賛成
24

36

6.7

10

山嵜

18

国の地方財政計画では、地
方交付税が前年度並みに確保
されています。 年度の村普
通交付税は 億円余、 年度
予算は 億２０００万円、も
う１億円見積もることが可能
で、さらに住民要望にこたえ
ることができます。
歳出では、医療費無料化の
１レセプト５００円の手数料
は廃止を求めます。
子育て支援では、保育料・
給食費の軽減が必要です。
介護保険料は、値上げで高
齢者の負担は限界です。一般
会計で所得の低い方の軽減を
求めます。
景気対策の効果が検証され
た、住宅リフォーム助成制度
24

反対
16

25

皆さんからの

国 に 対 し、 消 費 税 増 税
反対の意見書を提出す
ることを求める請願書
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

の悪化や地域産業の衰退を招
くことは必至です。それは税
収減となって跳ね返り、財政
危機の打開にもなりません。
国民生活と地域産業を支援
する税制・政策。税制に失わ

反対１委員）、本会議でも継
続審査（継続に賛成９議員、
反対２議員）としました。

直轄事業の継続と適正な
維持管理、地元業者への
支援を求める陳情書
陳 情 者

国土交通省管理職ユニオン
北陸支部
執行委員長 土肥 和広
他４者
陳情要旨

政党助成金の
廃止を求める意見書

提出者 畔上 孝一 議員
賛成者 山嵜 秀治 議員
意見書要旨

多くの国民が社会的格差と
貧困に苦しんでいるとき、政
党運営が税金で賄われるのは
容認できない。
総務文教常任委員会で審査
賛成少数（１委員）否決、本
会議でも賛成少数（２議員）
で否決しました。

涌井仙一郎 議員
沖田 重男 議員
畔上 孝一 議員

直轄事業の継続と適正な
維持管理、地元業者への
支援を求める意見書
提出者
賛成者

意見書要旨

同趣旨の陳情が採択された
ことを受けて意見書が提出さ
れたものです。
賛成多数（ 議員）で可
決、関係機関に送りました。

議会豆知識

〜質疑と質問〜

質疑 は、議題の堤案説明を
聞いたのち、討論・評決の前
に、議案の提出者（村長等）
に対して疑問をただすことで
す。
本会議では、回数に制限が
あり１議員３回以内、常任委
員会等では、発言回数の制限
はなく自由にできます。

質問 には一般質問と緊急質
問の二つの種類があります。

◆一般質問

定例会で行われます。一般
質問は、自治体行政の広範な
分野にわたる質問ができま
す。住民の多面的な要望等を
縦横に取り上げることができ
ます。
一般質問は通告制がとられ
ていて、村議会では開会日の
１週間前までに、議長に質問
要旨を通告し、くじを引いて
質問順を決めています。

◆緊急質問

議会が緊急を要すると認め
て同意した場合のみに行われ
ます。本村では近年例があり
ません。
（山嵜 秀治）

［7］

発行

平成 24 年 4 月 25 日

れた 所
｢ 得の再配分 機
｣ 能を回
復、真の内需拡大に向かうこ
と、財政支出のあり方を見直
すことが必要です。国に消費
税増税反対の意見書を提出し
てください。
総務文教常任委員会で審査
の結果、さらに調査が必要と
継続審査（継続賛成４委員、

国民の生命・財産を守るた
めに必要な公共事業は、国の
責任で実施してください。国
土交通省の出先機関を廃止し
ないこと。
地震・津浪・豪雨・豪雪な
どの防災対策を見直し、支援
体制と防災予算を拡充するこ
と。
道路・河川などに必要な維
持管理予算を増額し、住民の
安全・安心につながる適正な
維持管理を実施することを求
める意見書を提出してくださ
い。
民生産建常任委員会で審査
全委員賛成、本会議でも全議
員賛成で採択しました。

10

請願要旨

野田首相は、年度末までに
消費税増税法案を提出しよう
としています。
消費税増税は、国民所得の
さらなる実質低下、雇用条件

議会 本会議場での討論

一般質問

再質問 村民の意見を取り
入れていくのか、村からの提
案で進めるのか。
答弁 皆さんの意見を取り
入れて、歴史ある施設を、若
者に受け継いでいく必要があ
ります。

地下水や湧水などの
水資源の保存は
質問 水道水などに、利用
する山林の地下水や湧水は貴
重な水源であります。村内の
森林は外国資本に買収されて
いないか、県とともに対応策

をとっては。
答弁（藤沢建設水道課長）
軽井沢町では法人の取得があ
るが、村内では外国資本の買
収はありません。
村の条例では地下水を採取
する際の規制はありますが、
土地取引に関する法律は、契
約後の届けとなっています事
から、買収の抑止は出来ませ
ん。
再質問 県・村の条例で保
全管理されているがこれでよ
いのか。
答弁 森林や水源など多目
的なので、規制の必要性はあ
ります。
再再質問 村民が全員で
守っていくと考えるが。
答弁 売買は、双方の話し
合いで決まってしまうが、村
としても対応したい。

地域防災計画の、原子力
災害対策編の策定を

整備が必要な山林

質問 村民が県外に避難す
る場合、県と市町村の役割分
担に、意見の食い違いがある
が。
答弁（久保田村長）県で
は、「住民等の避難は災害対
策基本法により基本的に市町
村が主体となって行う」こと
から、市町村が主体的に調整
を行うことを想定している。
これが基本姿勢ですが、県と
しても調整する、となってい
ます。
再質問 村では担当者がい
なくて対応が出来ないのでは
ないか。
答弁 県と、村で事故対応
マニアル作りが重要と考え
る。

101 号

［8］
［9］

村の文化施設整備を
質問 高山村文化振興懇話
会から村長に報告書が提出さ
れたが、報告書の内容をどの
ように進めていくのか、また
既存施設との役割分担は。
答弁（久保田村長）文化振
興懇話会の皆さんの文化芸術
に対する思いをお聞きし、今
後の文化振興シンポジウムや
文化講演会の開催に活かして
いきたい。又、ブロック懇談
会などを通じて、村民の理解
を得ながら、取り組んでいき
たい。

昨年は中止になったが今年は 40 演目を披露された

議員

内山 信行

一般質問

50

５１

20
30

10

３％、職員数は 年の 人か
ら現在 人に削減を行って来
ました。 年度からは平均
０・ ％減額する給与条例の
改正をしました。
これまでどおり人事院勧告
に準じた取り扱いとし、今回
の国家公務員の給与削減に合
わせた引き下げは考えていな
い。
24

16

89

首都直下型地震の対応は

施設は 年までに 施設のう
ち 施設の耐震化が終了し、
残る施設も耐震化診断を行う
こととしています。
このほか、食料品や日常品
の備蓄、さらに避難所の運営
に必要な資機材を順次、備え
ていきます。
首都直下型の地震も含め、
いつ起こるか分からない大震
災に対し、万全な準備をして
行きます。
再質問 首都圏で災害が起
きた時の受け入体制を事前に
考えては。
答弁 村として、どの程度
受け入れることが出来るか県
の防災計画と合わせて対応し
ていきたい。

村の人も集まる和室

78

23

質問 東大地震研究所の教
授が、マグニチュード７を超
える地震が ％の確率で起こ
るという論文を発表した。そ
の時村の対応を伺いたい。
答弁（黒岩総務課長）村の

［9］

発行

平成 24 年 4 月 25 日

になるが、高齢化により地域
で面倒を見なければならなく
なるので、共同住宅で安心し
て住めるようにしてはどう
か。
答弁 サービス付き、共同
住宅は県と相談していきま
す。

22

地方公務員給与
引き下げは

14

17

59

57

65

70

陽当たりのよい泰阜村〝ゆうゆう〟

質問 国家公務員の給与
％引き下げが予定されてい
るが、村独自に考え方を出し
て定める必要がある。
答弁（久保田村長） 年度
から、特別職 ％削減、 年
から 年まで一般職の給与
7.8

やがて迎える
２０２５年問題の対応は
質問 高山村における要介
護１から５までの人数は何人
か。今後増加すると予想する
ならばその対応施策は。
答弁（小林村民生活課長）
村の要支援認定者は 人、要
介護者１は 人、２は 人、
３は、 人、４は 人、５は
人となっています。
これから十年後には、 ・
４％の伸びを予想しているこ
とから、高齢者が住みなれた
地域で安心して暮らし続ける
サービスをしていきます。
再質問 国の試算では ％
36

議員

梨本 修造

13

23

15

一般質問

YOU游ランドの
１００回券の販売と、
温泉３施設の改善は
質問 蕨温泉、大湯に１０
０回券の販売や、各温泉利用
者だけでなく、他の直売所、
食堂などに温泉湯けむりスタ
ンプサービスを。
答弁（澁谷産業振興課長）
「公金の徴収、若しくは収納
等を私人に委託してはならな
い」規定があります。ＹＯＵ
游ランドには一般職員を配置
し、現金の取扱員を命じてい
ることから、村営温泉施設で

環境と景観は

質問 道路などに空き缶
や、ペットボトル、ゴミ袋な
ど投棄されています。さらに
犬の糞は、村の指導にも関わ
らず改善されていません。散
歩や、通学されている方が気
持ち良く歩けるようさらなる
改善を。
答弁（小林村民生活課長）
最近、この様なポイ捨てを含
めた不法投棄は後を絶ちませ
ん。村内の道路沿い、田畑に
は煙草の吸殻や空き缶、ペッ
トボトルなどが捨てられてい
ます。
又、河川敷や山林には、家
庭ゴミ、さらにはテレビ、冷

蔵庫などの大型家電製品が不
法投棄されていました。
２月までに不法投棄 件
１３００㎏、このうち３件は
警察を通じ、本人に回収して
もらいました。
糞については、犬の飼い主
のマナーが悪く、多くの方が
迷惑しています。しかも、相
変わらず苦情が後を絶たない
のが現状です。衛生組合や環
境サポータの巡回などによ
り、持ち帰りの徹底を図って
いきます。
再質問 看板などに人の目
のイラストを入れては。
答弁 看板も様々です。参
考にしていきます。

101 号

［10］
［11］

村民に親しまれている ふれあいの湯

共通に利用できる１００回券
の販売を行っています。
この「湯けむりカード」
は、あくまでも村営温泉施設
のリピータ利用者を増やすた
めのものであり、民営施設の
利用者までサービスを拡大す
ることは、特定の営業活動に
結び付き、公平な行政の執行
に反することになり、実施は
出来ません。
再質問 案内板を出して、
広くＰＲしてはどうか。
答弁 利用者を増やすため
に、村広報たかやまに載せて
いきたい。

11

自然豊かな高山村スキー場

議員

沖田 重男

一般質問

学校給食で利用されている
食材は、村内産、県内産とも
安全性に問題はないと考えて
います。
村の水道水源は、表流水７
カ所、湧水９カ所及び地下水
６カ所の水源を有し、塩素消
毒をした後に安全・安心な水
道水として、各家庭へ供給し
ています。
村で購入した放射線量測定
器は、役場で月、水、金、の
週３回、保育園、小中学校、
ＹＯＵ游ランドで木曜日週１
回測定し、結果をホームペー
ジに公表していきます。

ウラン鉱から原子力発電用燃料棒の出来るまで

原発事故の
放射能対策は
質問 放射能による地球汚
染が日本はもとより、世界中
に不安を与えていますが、村
の現状と対策はどのように
なっているのか。
答弁（久保田村長）須高地
域の農産物放射性物質の測定
につきましては、昨年６月
「プラム」９月の「ブドウ」
月の「リンゴ」の他、「原
乳」「エノキ茸」など検査が
行われ、そのいずれも放射性
物質は、検出されませんでし
た。

木材を利用した発電施設

す。
「市町村は、広域な避難に
備えて他の市町村と避難所
の相互協定等の締結に努め
る。」と規定されていますの
で、住民の生命を守るため、
安全な場所へ適切に避難でき
るよう、予防計画を進めてい
く。
全国瞬時警報システム、通
称Ｊ‐アラートは、昨年３月
に整備が完成し、４月から運
用を開始しています。

［11］
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危機管理対制は

質問 住民の命を守ること
に想定外とは言い訳できませ
ん。そこで、刈羽原子力発電
所事故のシュミレーション
を。さらに、Ｊ‐アラートの
活用は。
答弁（黒岩総務課長）柏崎
刈羽原子力発電所から、役場
まで直線で ・４㎞と近く、
風向きにより、影響を受ける
ことは十分あると考えていま
85

議員

堀江 繁太郎

10

一般質問

10

を得る努力が必要です。
増税だけが前面に出ている
現状には、慎重に対応してい
く。
再質問
％になった場合
の消費税と社会保障を一体で
考えては。
答弁 消費税も、社会保障
ももっと議論する必要があ
る。

教育問題は

10

質問 中学生の体育授業
に、武道が必修になったが、
村では何を取り入れたのか。

学校給食センターの耐震化に
問題はないか。現在米飯給食
を民間に委託しているが、セ
ンターで炊飯することが出来
ないか。又災害の時、炊き出
しは出来ないのか。
答弁（山﨑教育長）高山中
学校では、すでに剣道の学習
を平成元年から実施している
ので、武道の中の剣道を選択
しました。
答弁（藤沢教育次長）給食
センターは新しい基準で建築
され問題はない。炊飯のため
のスペースが確保できないの
で、今は無理であります。

村内の道路は

インフルエンザの予防接種に補助金が出ます

質問 村道の痛み、破損が
目につくが現状を把握されて
いるのか。県道の消雪道路で
も雪の解けないところがある
が県へ要望しては。
答弁（藤沢建設水道課長）
路面などの損傷状況は、雪解
け後にパトロールして緊急性
を考慮して順次整備をしてい
きたい。
再質問 一茶館上部信号機
の停止線のところが傷んでい
るが。
答弁 雪が解けた後、必要
性の高いところから直してい
きたい。

101 号

［12］
［13］

消費税大増税は
質問 国では消費税を、
２０１５年までに ％に引き
上げる法案を成立させようと
しています。日本共産党は反
対しています。村長の所見
は。
答弁（久保田村長）欧州債
務危機のような国家の信用が
失われることが無いようにす
るためには、消費税率の引き
上げはやむを得ないものと考
えています。
社会保証制度など、広く国
民に分かりやすく説明し理解

着々と工事が進む 村道原大崖線

議員

畔上 孝一

一般質問

46

村が管理する
公衆トイレは

町村会を通じ、国や県に要望
して参ります。
再質問 地下水の保有権は
私的財産ともいえるが、共有
財産です。川の水を将来に
渡って使用するには、法的な
対応を取るべきだと考える。
答弁 水を大切にするに
は、土地や森林を守っていく
ことです。外国資本に対応す
るためには、広域的な法整備
が必要です。

水路確保のため整備を行なう地権者

質問 公衆トイレは、一般
に公開されているか、分かり

にくいところに表示を、清掃
管理の状況は。
答弁（小林村民生活課長）
村が管理する、公衆トイレ
は、高杜神社、原宮バス停、
チャオル東側は通学用に、そ
のほか体育施設、公園などに
合計 カ所です。
表示板が無いところや、分
かりにくい所は、皆さんの意
見を聞きながら、考えていき
ます。
又、掃除は社会福祉協議会
や個人の方に委託をし、週２
回から３回行っています。
答弁（山﨑教育長）歴史民

俗資料館の外部トイレは、冬
季期間を除く８カ月間開放し
ています。
冬期は、トイレの凍結防止
対応になっていません。除雪
が必要になりますので、冬季
の利用は地元区長さんと相談
していきたい。
再質問 歴史民俗資料館外
部トイレの、通年使用の声が
あるが。
答弁 冬季使用出来る設備
になっていないので、水道を
止めてあります。さらに冬は
様々な問題もあるので、区長
さんと相談していきたい。

卒業おめでとうございます ６年生

水資源の保全を
質問 村の森林は、国有
林、村有林、民有林で構成さ
れていますが、水資源確保の
ために規制をしてはどうか。
答弁（久保田村長）村の森
林面積の約 ％にあたる、
３７５２ヘクタールが水源涵
養などの保安林に指定されて
います。
水資源や水源林の大切さに
ついて、村民の皆様に広報な
どを通じて啓発していきま
す。
今後も、国や県の動向を注
視しながら、水資源に関する
法の整備や促進について、県

［13］
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議員

酒井 康臣

12

一般質問

び「黒部区から二ツ石区の樋
沢橋」にかけて、本電気柵が
整備出来るよう国に要望して
います。
このほか、本電気柵の未設
置の地区につきましては、猟
友会による駆除や、簡易電柵
の補助を継続していきたい。
再質問
年に ㎞設置予
定になっていますが、未設置
部分の対応は。
答弁 農地を守るには、電
気柵は必要です。県営事業
や、それぞれの事業で積極的
に設置し、農地を守っていき
たい。

武道必修化は

質問
年度から中学１・
２年生で、武道が必修科目に
変わるが、生徒が安全、安心
して授業に望めるか。
答弁（山﨑教育長）高山中
学校では、柔道・剣道・相撲
の中から剣道を選択し、現行
の学習指導要領以前から、男
子の選択科目として剣道の学
習に取り組んできました。
現在は、男女共修で１学年
全員が剣道を履修し、２学年
でダンス、３学年でダンスと
24

10

いつも明るい五年生

剣道選択履修しています。
剣道必修の時間は、１年生
で 時間を予定し、基本の打
ち方と防具の付け方を中心に
学習をしています。
さらに、剣道の礼儀作法を
通して、生き方を考える場面
を取り入れています。
再質問 生徒が安全で、授
業を受けられることが基本で
す。
答弁 安全面では、授業前
に防具の点検し怪我のないよ
うに十分注意しながら指導し
ています。

101 号

［14］
［15］

有害鳥獣対策は
質問 農作物被害は防護
柵、電気柵の設置が有効で
す、未設置部分の対応を伺い
ます。
答弁（久保田村長）毎年被
害防止対策の実施計画を定
め、クマやカラスの個体調整
を猟友会に委託するととも
に、農地への侵入を防ぐため
の電気柵の設置に対する支援
を行い、被害防止に努めてい
ます。
新年度事業として、「牧区
から福井原区にかけての集落
周辺の農地」や「水中区」及

田畑を荒らさないで山に帰ってほしい「カモシカ」

議員

篠原 尚元

24

10

一般質問

10

放射性物質に汚染された
堆肥の取り扱いは

に、一般会計からの繰り入れ
は出来ないと認識していま
す。

地力施設に保管されているコンポスト

質問 セシウム汚染の恐れ
があるコンポストが地力施設
内で保管されている。処理を
どうするのか。
セシウム等検査料、汚泥処
理料等の東電への賠償請求は
進んでいますか。
答弁（澁谷産業振興課長）
汚染された疑いの「コンポス
ト」約７００㎥は、農地以外
の公園や桜の古木になどに活

用していきます。
東電には２月 日、６００
万円余を賠償請求していま
す。
再質問 処理はいつまでに
行うか。
答弁 少しでも早く出荷し
ます。

どうする村職員給与

17

質問 国では国家公務員給
与を平均 ％削減、村職員給
与はどうするか。
答弁（久保田村長）村職員
給与は、人事院勧告を踏まえ
て適正に対応していきます。
再質問 臨時職員等の賃金
7.8

は時給最低１０００円以上に
すべきだ。
答弁 臨時職員等の賃金
は、県の最低賃金等を踏ま
え、業務内容を考慮して対応
します。

公契約条例は

質問 労働者の適性な賃金
を保障し、公共工事等の質の
向上のため、公契約条例の制
定を求めます。
答弁（黒岩副村長）労働者
の労働条件に関する規制は、
国の統一的な施策として、制
度化されるべきと考えていま
す。

［15］
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介護保険は
質問 介護保険料基準額が
３８７０円から４８５０円に
引き上げるが、引き上げ幅を
抑える努力はされたか。
答弁（久保田村長）低所得
の方の影響を少なくするた
め、保険料負担段階を、今の
８から 段階に細分化し負担
を抑えました。
再質問 支払い能力に応じ
た負担に。
答弁 高所得層の負担を高
くしました。
再再質問 一般会計から繰
り入れて軽減を。
答弁 保険料軽減のため

広報無線の呼びかけで東日本大震災で
亡くなられた方の黙とうを行なった

議員

山嵜 秀治

一般質問

農薬散布を請け負う農業後継者

としてブランド化がされまし
た。
これまで、高山村で畑地の
ほ場整備が行われなかった要
因としては、村の基幹農産物
であるリンゴやブドウなどの
果樹が永年性作物であり、果
樹園のほ場整備に当たって
は、整備のための抜根や、整
地後の新たな埴付けにより、
工事期間を含め、改埴し収入
を得るためには数年を要し、
農家の農業所得に影響するこ
となどが大きな要因であった
と思います。
村の進める、農業振興策と
合致した「栽培協定」を締結
していただいた場合は、「受
益者分担金」徴収を猶予し、

８年以上、協定に基づいた農
地利用を行なっていただいた
場合は、「受益者分担金」を
減免する措置を取って、農家
負担の軽減を図るなど支援策
を取っていきたいと考えてい
ます。
いずれにしても、畑地のほ
場整備は、近代的な農業を進
めていく上で欠かすことので
きない大変重要な事業である
と考えていますので、地権者
をはじめ関係する多くの皆さ
んの意見を聞き、若い人たち

に魅力的な元気のでる農業の
推進を図っていきたい。
再質問 農地の流動化を進
めるために、売買を含めた調
査をする必要があります。
また責任をもって、生産を
行う団体組織や農業生産法人
などを支援していく必要はな
いか。
答弁 農家の皆さんの理解
を求め、それぞれの現状を考
え、生産体制を整えてから組
合など設立されることが望ま
しいが。
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農産物栽培団地化の
進捗状況は
質問 農産物の価格低迷に
より、農業経営の悪化、農産
物の生産意識が低下していま
す。
県営中山間地総合整備事業
の中で、圃場を整備し団地化
が計画されています。それに
は、合意形成を図ることが重
要と思うが。
答弁（久保田村長）恵まれ
た自然条件や、卓越した農家
の栽培技術によって、安全・
安心な美味しい農産物の産地
として、市場や消費者から高
い評価をいただいています。
リンゴについては、高山村産

将来の農業を考える 第４ブロックの会議

議員

涌井 仙一郎

ふたたびおとずれる郷に
〜３か所を見る〜

安全・安心の整備
県道山田温泉線
改良工事の進捗状況

工法をを採用、工事単価が高
額であり予算の範囲での実施
のため、長期の日数を要した
との説明です。
改良により、幅員が推雪帯
も含め８メートルと大変広く
なったことで、除雪及び投雪
が容易になり路面保守状況は
大幅に改善、通行車両の安
全・安心に大きく寄与してい
ます。

環境への配慮
山田牧場公衆トイレの
利用状況
昨年 月、地元のみなさん
願望の、愛称「トアレッテや
まぼく」が竣工しました。

山田牧場の厳しい気象条件
に耐え、周辺の景観との調和
がはかられた素晴らしいトイ
レです。
地元からは「トイレの新設
で非常に便利になりありがた
い」お客様からは「素晴らし
いトイレですね」との声があ
りました。管理は、冬期がス
キー場、夏期は牧場区が担当
されます。
委員からは風徐室に長椅子
の設置、トイレ内に小物置の
設置、男子小便所水洗の自動
化が提案されました。観光地
のトイレは清潔さが求めら
れ、これからの管理と、新設
による顧客増に期待します。

震災復興応援 第 20 回信州高山温泉郷スキー大会

スキー場の取り組みは

ヤマボク、ワイルド
スノーパーク入込状況

関谷社長から、スキー場の
現状についてお話をいただき
ました。
今期はシーズン入りの 月
は雪が少なく、営業日数が減
少し、また、年始の曜日まわ
りが悪く稼げる日数が減った
結果、収益も同様に落ち込ん
でいるとのこと。
しかしながら、平成 年度
以降の搭乗人員推移をみる
と、他のスキー場のようにト
レンドで減少しておらず、特
に名称を変更した平成 ・
年度は十数パーセントの増加
があったことから、経費削減
策に加え、タコチコースを含
めたバックカントリ（アンチ
エイジング）関連商品の充実
と、滞留人口の増加策など魅
力づくりを推進することによ
り、安定した顧客の確保が出
来るのではないでしょうか。

（酒井

康臣）
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車に乗っていると見えないが アンカー壁工法

16

この路線は紅葉１００景に
選ばれた松川渓谷や山田牧場
への観光路線として大型バス
の通行も多い。改良区間は、
日陰部分が多く幅員も狭く、
積雪による冬期間の通行に支
障が生じているため、平成
年から本年度まで、堆雪帯設
置工事を進めています。
工事区間が、約２キロメー
トルをなぜ９年も要するので
しょうか。山側、川側とも急
傾斜のため盛り土工事が出来
ず、垂直な土留めアンカー壁

11

民生産建常任委員会
平成 24 年２月８日

景観と調和のとれた「トアレッテやまぼく」トイレ

「信濃風土記より小林一茶」当時放映禁止

年間入場者数
12806

3942

総務常任委員会
平成 年２月８日一茶館をおとずれ、平林館長か
ら新たな視線で事業運営をし、入場者数の減少に歯
止めをかけた企画運営の説明を受けました。

茂）

会、県信濃美術館移動展、高
山村の天神様展から、販売用
グッツ（絵馬トラップ）など
様々な行事を行ってきまし
た。
各俳句大会や、俳句箱、イ
ンターネット投句などで、年
間２４８０句あまり集まりま
す。このことから、俳句愛好
者が多数います。今後団塊世
代の愛好者も増えるのではな
いかと思います。
年度は俳句大会や、俳画
展はじめ、一茶生誕２５０年
にあたり記念事業として、一
茶の足跡ウォ―キング、小林
一茶といわさきちひろ展、一
茶館販売用グッズ（一茶カル
タ、冊子）制作や、はじめて
の俳句教室など、イベントが
盛り沢山で楽しんでいただけ
るよう計画しています。是非
一茶館へ来館してください。
（松本

7668 7939

6239

7500

12

一茶館の、入場者推移を
見ますと、グラフにあるよう
に平成８年に完成し 月より
開館しています。平成９年か
ら 年までは、ほぼ１万人
位で推移ですが、 年以降
５０００人位に減っていま
す。
このような入場者の減少
は、主に経済の低迷により団
体のお客さんが少なくなった
のが原因と思われます。
一茶館運営委員会が年に１
回開かれ、集客を高めるため
に、信州高山温泉郷に泊られ
た方に帰りに寄っていただけ
ないものか、イベントを行
う、小布施町との連携を取っ
てはなどの意見が出されてい
ます。
村民の皆さんに、一人でも
多く訪れていただくように、
年度は、新たに月１回一茶
館瓦版の発行、一茶ゆかりの
里フェスタ２回、一茶を学ぶ
24
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ひんのべ汁をいただく

一茶ゆかりの里フェスタ

17

23

一茶ゆかりの里 年間別入場者数
15000

2500

一茶ゆかりの里フェスタ
ミニ公演会「一茶さん」を歌う、語る

16ミリ・モノクロ 昭和16 年 亀井文夫監督の
特

集

天 神 様

村内にうずもれていた、正月に飾る天神様を一茶
館で 年 月から 年１月まで展示しました。
多くの来館者は、これと同じものが家にもある、
とても懐かしい、初めて見る、きれい、それぞれ感
動されていました。
平林館長の説明によります
と、天神様はお正月に、掛け
軸や、木像を飾り勉強、習
字、ピアノ、スポーツなどい
ろいろな分野で人生の道を極
めてもらいたいと、子供の成
長を願う習慣です。
天神様を飾る習慣は、全国
どこにでもあるものではな
く、富山県、福井県、石川

よって失脚、左遷され９１３
年大宰府で（福岡県）死亡。
その後、京で異変が続いた
ことから、雷神信仰と結びつ
き、道真を学問の神、すなわ
ち天神様とあがめる「天神信
仰」が全国に広がりました。
江戸時代中期から寺子屋と
いって今の小学校にあたり、
そこでは道真公を学問の神、
手習いの神として毎月 日の
天神講で道真公の掛け軸を拝
んでいたといいます。
天神様を飾る風習は、関東
や関西、九州で男の子が生ま
れると破魔弓、女の子には羽
子板などの飾る風習に変わ
り、高山村でも最近はこれが
多いと話されていました。
小布施町より来館されてい
ました方にお聞きしましたと
ころ、「私の実家にも明治時
代の天神様を大切に保管して
あります。
」又、時代の移り変
わりによって、画かれている
人物も変わり、特に女性をき
れいに書かれていて感動しま
した。と話されていました。
これからも、高山村には数
多くの美術品がありますので
展示されたらいいなと思いま
す。
（篠原 誠）
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開館 15 周年を記念して
一茶ゆかりの里フェスタ ひんのべ汁無料提供

県、長野県の一部、島根県、
鳥取県、愛知県東三河地区で
行われているだけです。
長野県では、北信地域に伝
えられてきた風習です。一説
には、江戸時代の末福井藩松
はるたけ
平春嶽や、石川前田藩が推奨
し、富山の薬売りが広めたと
いわれています。
みちざね
学問の神様、菅原道真公を
画かれている場合いが多く、
菅原道真は平安時代の貴族
で学者、政治家、延喜元年
ざんげん
（９１０）藤原時代讒言（人
を陥れようと目上の人に事実
を曲げて悪く言うこと）に

25

12

村内の天神様を展示するイ
ベントが、一茶ゆかりの里・
一茶館で開かれました。子供
が生まれて、親類のみなさん
がお祝いに上げたものです。
古くは明治、大正、昭和さ
らに平成と、総展示数 本壮
観で見事です、自分が生まれ
た時代が懐かしく思いまし
た。

古い物はいたみも進んでいるが、これは私達の時代物ね

24

80

23

わたしの

声

キラキラ

★キラリ ★

第 回卓球大会が、２月５
日、高井トレーニングセン
ターで開かれました。
卓球を通じて、スポーツ人
口の拡大を図ることなどを目
標に開かれています。
小学生から中学生、高校生
と一般、最高齢 才まで総勢

清

てとても楽しい」また一般
の方は「この大会に来て、
勝った負けた、それはしょ
うねけど、出ることによっ
て交流は深まるし、地域の
発展にもつながるださ」ま
さにその通りです。
大会が成功するのは、い
かに多くの選手を集めるか
が重要です、皆さんも参加
して交流を深めましょう。
（篠原 誠）

水谷
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人の選手で、予選はリーグ
戦、決勝はトーナメント戦で
行われました。
このところ奥山田地区の参
加者がなくて残念ですけど、
中学生を指導されている顧問
の先生のおかげで中学生のレ
ベルが上がり須坂市や長野市
のクラブに所属されているみ
なさんもいます。
高山女子中学生は、「小学
校より、この大会に出てい

発 行 / 〒 382-8510 長野県高山村議会

県より委託され看板を立てた猟友会〝またぎの会〟の皆さん

また、過去見る事も無かっ
たニホンジカにおいても多数
捕獲されています。
野生鳥獣被害に対し、県で
は「市町村との連携を強化
し、国を含めてより広域的な
視点で対策に取り組む事が大
切」と方向付けをしました。
当村でも、農作物のみ成ら
ず「松川渓谷」を含む里山の
「日本で最も美しい村」が無
残な姿になる前に早急の対策
が必要です。
先人から受け継いだ村を、
「誰もが住みたくなる村」そ
んな村にしたいものです。

編集 / 議会報編集委員会

牧
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危機が訪れようとしていま
す。
県の野生鳥獣対策室は、ク
マの推定生息数を、 年前に
比べ約８割の増加と発表しま
したが、このうち県北部では
１９７頭から５７５頭と実に
約３倍の増加率です。
その結果、本村でもクマに
よる人的被害や過去例がない
日滝原まで農作物被害が及び
ました。原因はドングリの生
育状況だけでなく、個体数増
加が要因と思われます。

一般・高校生・中学生・小学生が
いっしょにプレーが出来る大会

☆住みたくなる村☆

雨上がりの朝、小鳥のさえ
ずりに目がさめ庭に出る、雲
海の彼方、朝日に輝く北アル
プスを背に北信五岳の大パノ
ラマが広がっています。
今日もこの美しい大自然に
出会うことができた満足感と
其処から頂く感動を全身で受
け止める一瞬です。
雄大な景観にみせられ、都
会より転居された方も少なか
らず、と耳にする昨今です。
しかし、近年有害鳥獣の生
態系変化により、この自然に
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★
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