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本会議（開会） 

・会議録署名議員の指名 

・会期の決定 

・諸般の報告 

・議案上程 

・説明・質疑・討論 
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・議会報編集 
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午前10時 総務文教常任委員会  

午後１時 民生産建常任委員会 

第８日   11日 木  休会  

第９日   12日 金 午後１時30分 
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・全員協議会 

・議会報編集 

 特別委員会 

 



－1－ 

令和２年第３回高山村議会６月定例会会議録（第１号） 

 

令和２年６月４日（木曜日） 

                                  

高山村告示第12号 

 令和２年６月４日、高山村議会６月定例会を高山村役場に招集する。 

          令和２年５月11日 

                 高山村長 内 山 信 行 

──────────────────────────────────── 

    議 事 日 程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 承認第２号 専決処分した条例の承認を求めることについて（村税条例等の一部を改正 

           する条例） 

日程第５ 承認第３号 専決処分した条例の承認を求めることについて（高山村介護保険条例の一 

           部を改正する条例） 

日程第６ 承認第４号 専決処分した条例の承認を求めることについて（高山村消防団員等公務災 

           害補償条例の一部を改正する条例） 

日程第７ 承認第５号 専決処分した条例の承認を求めることについて（高山村国民健康保険条例 

           の一部を改正する条例） 

日程第８ 承認第６号 専決処分した条例の承認を求めることについて（高山村後期高齢者医療に 

           関する条例の一部を改正する条例） 

日程第９ 承認第７号 専決処分した条例の承認を求めることについて（村税条例の一部を改正す 

           る条例） 

日程第10 承認第８号 専決予算の承認を求めることについて（令和元年度高山村一般会計補正予 

           算（第12号）） 

日程第11 承認第９号 専決予算の承認を求めることについて（令和２年度高山村一般会計補正予 

           算（第１号）） 

日程第12 承認第10号 専決予算の承認を求めることについて（令和２年度高山村国民健康保険特 

           別会計補正予算（第１号）） 

日程第13 承認第11号 専決予算の承認を求めることについて（令和２年度高山村温泉開発事業特 

           別会計補正予算（第１号）） 
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日程第14 同意第１号 高山村農業委員会の委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者と 

           することに関する同意について 

日程第15 同意第２号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第16 同意第３号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第17 同意第４号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第18 同意第５号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第19 同意第６号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第20 同意第７号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第21 同意第８号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第22 同意第９号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第23 同意第10号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第24 同意第11号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第25 同意第12号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第26 同意第13号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第27 同意第14号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第28 同意第15号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第29 議案第32号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び規約の 

           変更について 

日程第30 議案第33号 村税条例の一部を改正する条例 

日程第31 議案第34号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

日程第32 議案第35号 高山村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

           定める条例の一部を改正する条例 

日程第33 議案第36号 高山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 

           を改正する条例 

日程第34 議案第37号 高山村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

           の一部を改正する条例 

日程第35 議案第38号 令和２年度高山村一般会計補正予算（第２号） 

──────────────────────────────────── 

    本日の会議に付議した事件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 諸般の報告 

４ 承認第２号～承認第11号 
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５ 同意第１号～同意第15号 

６ 議案第32号 

７ 議案第33号～議案第37号 

８ 議案第38号 

──────────────────────────────────── 

    出 席 議 員（10名） 

１番 柴 田 弘 男 議員       ２番 湯 本 辰 雄 議員 

３番 西 原 澄 夫 議員       ４番 西 條 正 純 議員 

５番 酒 井 康 臣 議員       ６番 涌 井 仙一郎 議員 

７番 畔 上 孝 一 議員       ９番 水 谷   清 議員 

10番 宮 川 登志一 議員       11番 松 本   茂 議員 

──────────────────────────────────── 

    欠 席 議 員（なし） 

──────────────────────────────────── 

    説明のため出席した者 

村 長 内 山 信 行  副 村 長 藤 沢 敏 和 

教 育 長 山 岸 深 志  総 務 課 長 宮 本 孝 雄 

村民生活課長 宮 川 裕 明  産業振興課長 柴 田   亨 

建設水道課長 小 渕 義 彦  
会 計 管 理 者

（会計室長） 
西 原 一 美 

教 育 次 長 

(人権推進室長) 
涌 井 重 幸    

──────────────────────────────────── 

    事務局出席職員 

事 務 局 長 荒 井 孝 浩  書 記 川 口 里 名 

                                  

 

午前10時04分  開 会 

○議 長（松本 茂議員） 

 ただいまから令和２年第３回高山村議会６月定例会を開会します。 

 議会招集の挨拶があります。 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 おはようございます。高山村議会６月定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 
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 本日は、令和２年高山村議会６月定例会の招集を申し上げましたところ、議員各位におかれまし

ては、大変お忙しいところ御参集いただき、ここに開会できますことに対しまして厚く御礼申し上

げます。 

 まず初めに、去る５月３日に御逝去されました元高山村議長、藤沢勝義様の御冥福を心からお祈

り申し上げます。 

 藤沢勝義様には、３期12年の長きにわたり議会活動に御尽力いただき、その卓抜した行動力を遺

憾なく発揮していただきました。特に高山村議長としての２年間は議会の活性化や議会改革を率先

して推し進められ、その御活躍には目をみはるものがありました。改めて御冥福をお祈り申し上げ

ます。 

 また、去る４月４日に御逝去されました前高山村副議長、梨本修造様の御冥福を心からお祈り申

し上げます。 

 梨本修造様には、14年７か月の長きにわたり議員活動に御尽力いただき、その優れた知識を議会

活動に遺憾なく発揮されました。特に、副議長としての２年間は、議会活性化に率先して取り組ん

でいただきました。改めて御冥福をお祈り申し上げます。 

 さて、昨年12月に中国武漢に端を発した新型コロナウイルス感染症は全世界に広がりを見せ、６

か月余り経った今も依然として拡大し続けており、終息の見通しが見えておりません。 

 このような状況の中で、感染リスクと背中合わせの現場で強い使命感を持ち、献身的な努力を続

けられている医師、看護師、医療スタッフなど、医療従事者の皆様をはじめ、緊急事態においても

私たちの生活を支えるため事業継続をされている皆様方、そして、不要不急の外出の自粛や事業活

動の自粛など、様々な御協力をいただいております村民の皆様、事業者の皆様に対しまして、心か

ら敬意と感謝を申し上げます。 

 日本においても、改正された新型インフルエンザ特別措置法に基づき、去る４月７日に初めて緊

急事態宣言が東京都を含む７都府県に発令され、16日には緊急事態宣言の対象地域が全国に拡大し

発令されました。 

 また、５月４日に、国は５月６日までとしていた緊急事態宣言の期限を５月31日まで延長するこ

とを決定しましたが、５月14日には新規感染者数が減少傾向にあることなどから、長野県を含む39

県の宣言を解除したのに引き続き、21日には大阪、京都、兵庫の３府県を解除し、25日には東京都

を含む残る５都道県の宣言を解除しました。 

 国の緊急事態宣言の発令に伴い、本村においては、４月７日に新型コロナウイルス感染症高山村

対策本部を設置し、国や長野県の基本方針に沿って本村の感染防止策を策定し、村内外の皆様に御

利用いただいております入浴施設やＹＯＵ游ランド及び一茶館等の村営施設を４月14日から休業と

したほか、イベントや行事を自粛し、日常生活の中に手洗いの励行や咳エチケット、マスクの着用

等を村民の皆様にお願いしてまいりました。 
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 なお、国の緊急事態宣言が段階的に解除されたことから、十分な感染防止対策を執りながら、５

月25日にはＹＯＵ游ランドのお風呂やマレットゴルフ場などを、６月１日からは残る入浴施設等の

村営施設を再開いたしました。 

 なお、これまで法律に基づき設置してまいりました新型コロナウイルス感染症高山村対策本部を

緊急事態宣言の解除に伴い、５月29日からは村独自の対策本部に切り替えて、村民の皆様の感染症

防止に努めているところであります。 

 村といたしましては、これまで村民の皆様からは絶対に感染者を出さないことと、感染者になら

ない、このことを基本に全力を挙げて取り組んでまいりました。 

 議員各位並びに村民の皆様の御理解と御協力をいただき、現在のところ村民の皆様からは感染者

は出ておりませんが、引き続き感染者を絶対に出さない安全・安心な村づくりを進めてまいります

ので、よろしくお願いします。 

 しかし、長引く新型コロナウイルス感染症のため、村内経済は停滞し、苦境に陥られております

観光業や飲食業等の皆様を御支援申し上げるため、村独自の支援策として、温泉使用料の減免、事

業継続支援金の給付、消費拡大のためのクーポン券の発行、プレミアム商品券の拡大と、10％から

20％への補助率を拡大し、村内での消費拡大のための政策を行ってまいりました。 

 さらに、小中学校の休業で経済的な負担のかかる御家庭に対して、子育て世帯生活応援給付金事

業を実施し、御支援をしてまいりました。 

 村民の皆様には、これらの支援策を有効に御利用いただき、村内での消費拡大をお願いしたいと

考えておりますので、議員各位には格段の御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 このように、新型コロナウイルスを発端とした世界各国並びに日本の経済は大変厳しい状況にさ

らされております。したがいまして、地方においての厳しい財政運営は一段と増すものと思われま

すので、議員各位の御理解と一層の御支援を賜りますようお願い申し上げます。 

 今定例会に提案します案件は、承認10件、同意15件及び議案７件の合わせて32件でございます。

十分御審議いただき、議決を賜りますようお願い申し上げまして、招集の挨拶といたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

 これから本日の会議を開きます。 

 なお、本日の日程は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議 長（松本 茂議員） 

 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126条の規定によって、３番 西原澄夫議員、４番 西條正純議
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員及び５番 酒井康臣議員を指名します。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第２ 会期の決定 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から６月12日までの９日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 異議なしと認めます。 

 会期は、本日から６月12日までの９日間に決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第３ 諸般の報告 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 本日までに受理した請願、陳情は、お手元に配りました請願・陳情付託表のとおりで、所管の常

任委員会に付託しましたので報告します。 

 それぞれの委員長から、前定例会から今定例会までの間に行った所管事務の調査について報告が

あり、別紙のとおりお手元に配りましたので報告します。 

 監査委員から、２月、３月及び４月分の執行した出納検査について報告があり、別紙のとおりお

手元に配りましたので報告します。 

 報告第３号 高山村土地開発公社の事業計画等について、報告第４号 新型コロナウイルス感染

症に関する要望書（信州高山村観光協会）、報告第５号 要望書（高山村商工会）、報告第６号 

令和元年度繰越明許費繰越計算書について及び報告第７号 高山村土地開発公社の令和元年度事業

報告等についてを別紙のとおりお手元に配りましたので報告します。 

 広報担当職員による写真撮影を会議規則第102条によって許可しましたので報告します。 

 これで諸般の報告を終わります。 

請 願 ・ 陳 情 付 託 表 

請     願 ・ 陳     情 付 託 委 員 会 

陳情第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情書 

陳情第３号 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求 

総 務 文 教 

常 任 委 員 会 
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      める陳情書 

陳情第４号 免税軽油制度の継続を求める陳情書 
民 生 産 建 

常 任 委 員 会 

 

──────────────────────────────────── 

日程第４ 承認第２号 

～  

日程第35 議案第38号 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第４ 承認第２号 専決処分した条例の承認を求めることについて（村税条例等の一部を改

正する条例）から、日程第35 議案第38号 令和２年度高山村一般会計補正予算（第２号）までの

32件を一括議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 高山村議会６月定例会の提案説明を申し上げます。 

 承認第２号から議案第38号までの32件につきまして一括して説明を申し上げます。 

 承認第２号 専決処分した条例（村税条例等の一部を改正する条例）の承認を求めることについ

て申し上げます。 

 本案は、地方税法の一部を改正する法律等が本年３月31日に公布され、その一部が本年４月１日

から施行されることに伴い、村税条例等の一部を改正する条例を専決処分したものであります。 

 改正の主な内容は、所有者不明土地等に係る固定資産税の課税に関する規定を整備するほか、国

民健康保険税の基礎課税額等について、課税限度額を引き上げるとともに、低所得者に係る軽減判

定所得を見直すため、改正を行うものであります。 

 承認第３号 専決処分した条例（高山村介護保険条例の一部を改正する条例）の承認を求めるこ

とについて申し上げます。 

 本案は、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政

令が、本年４月１日から施行されることに伴い、高山村介護保険条例の一部を改正する条例を専決

処分したものであります。 

 改正の内容は、所得段階１から３の低所得者について、これまで段階的に実施してきた保険料軽

減措置を完全実施するため、保険料率を改正するものであります。 

 承認第４号 専決処分した条例（高山村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例）の

承認を求めることについて申し上げます。 
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 本案は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が、本年４

月１日から施行されることに伴い、高山村消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を専

決処分したものであります。 

 改正の内容は、非常勤消防団員等及び消防作業従事者等の損害補償に係る補償基礎額を見直すと

ともに、民法の一部改正により法定利率が改定されることから、所要の改正を行うものであります。 

 承認第５号 専決処分した条例（高山村国民健康保険条例の一部を改正する条例）の承認を求め

ることについて申し上げます。 

 本案は、新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に対する傷病手当金の支給について、国

の要請に基づき、高山村国民健康保険条例の一部を改正する条例を専決処分したものであります。 

 改正の内容は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金を支給する

ため、条例の一部を改正するものであります。 

 承認第６号 専決処分した条例（高山村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例）の

承認を求めることについて申し上げます。 

 本案は、長野県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例が一部改正され、本年４月

27日から施行されることに伴い、高山村後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例を専決

処分したものであります。 

 改正の内容は、後期高齢者医療の被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染等があった被用

者に対する傷病手当金の支給に係る申請書の受付事務を本村において行うため、条例の一部を改正

するものであります。 

 承認第７号 専決処分した条例（村税条例の一部を改正する条例）の承認を求めることについて

申し上げます。 

 本案は、地方税法の一部を改正する法律などが本年４月30日に公布、施行されることに伴い、村

税条例の一部を改正する条例を専決処分したものであります。 

 改正の主な内容は、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい経営環境にある中小事業者等

に対して、償却資産などに係る固定資産税の軽減措置や、徴収猶予制度の特例を規定するため、条

例の一部を改正するものであります。 

 承認第８号 専決予算（令和元年度高山村一般会計補正予算（第12号））の承認を求めることに

ついて申し上げます。 

 この補正予算は、歳入において、地方交付税等の額が年度末に確定したこと及び歳出では、保育

所運営費委託料に不足が生じたことなどから専決処分したもので、歳入歳出それぞれ1,130万6,000

円を減額し、当初予算からの累計額を46億2,039万2,000円としたものであります。 

 歳出補正の主なものは、民生費の児童福祉費で、保育所運営費委託料や児童クラブなどで使用す

る新型コロナウイルス感染症防止対策用マスク購入のための消耗品費など333万2,000円を追加し、
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歳入の主なものは、地方譲与税で地方揮発油譲与税を減額する一方、自動車重量譲与税を追加する

など181万2,000円追加、地方消費税交付金573万4,000円追加、自動車取得税交付金133万2,000円追

加、地方特例交付金で子ども・子育て支援臨時交付金など476万3,000円追加、地方交付税の特別交

付税で5,025万8,000円追加、国庫支出金の国庫補助金で子ども・子育て支援事業補助金264万9,000

円追加、繰入金の基金繰入金でふるさと創生基金繰入金や、道路橋梁施設整備基金繰入金で8,000

万円を減額し、歳入不足となる1,463万8,000円を予備費で減額いたしました。 

 なお、民生費の児童福祉施設一般経費のほか２事業について、その事業の一部を翌年度に繰り越

して実施することといたしました。 

 承認第９号 専決予算（令和２年度高山村一般会計補正予算（第１号））の承認を求めることに

ついて申し上げます。 

 この補正予算は、国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を踏まえ、早急に対応すべき対策

に要する経費を計上したもので、村民１人につき10万円を給付する特別定額給付金や、村単独事業

として、子育て世帯生活応援給付金などの所要額を専決処分したもので、歳入歳出それぞれ８億

1,805万2,000円を追加し、当初予算からの累計額を47億5,105万2,000円としたものであります。 

 歳出補正の主なものは、総務費の総務管理費で特別定額給付金など７億60万円追加、民生費では、

社会福祉費で子育て世帯への臨時特別給付金や、子育て世帯生活応援給付金など2,882万8,000円追

加、衛生費では、保健衛生費で新型コロナウイルス感染症感染防止対策事業に375万4,000円追加、

商工費では、新型コロナウイルス感染症に対する地域経済対策として、村内消費拡大クーポン券事

業負担金や事業継続給付金など8,175万5,000円追加、教育費では、教育総務費でオンライン授業実

施のための備品購入費など308万円を追加し、歳入では、国庫支出金の国庫補助金で、特別定額給

付金給付事業費補助金や子育て世帯への臨時特別給付金給付事業費補助金など７億978万1,000円追

加、繰入金で財政調整基金繰入金１億827万1,000円を追加いたしました。 

 承認第10号 専決予算（令和２年度高山村国民健康保険特別会計補正予算（第１号））の承認を

求めることについて申し上げます。 

 この補正予算は、給与等の支払いを受けている被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した

場合、または発熱等の症状があり、当該感染症の感染が疑われる場合に、感染拡大防止の観点から、

療養のため労務に服することができなかった期間の傷病手当を支給するための所要額を専決処分し

たもので、歳入歳出それぞれ160万円を追加し、当初予算からの累計額を７億9,243万9,000円とし

たものであります。 

 歳出補正は、保険給付費の傷病諸費で傷病手当金160万円を追加し、歳入では、県支出金の県補

助金で特別調整交付金分160万円を追加いたしました。 

 承認第11号 専決予算（令和２年度高山村温泉開発事業特別会計補正予算（第１号））の承認を

求めることについて申し上げます。 
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 この補正予算は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言に伴い、村内温泉旅館等に

対して、観光地を守り事業継続を支援する観点から、温泉使用料を軽減するための所要額を専決処

分したものであります。 

 歳入補正は、使用料及び手数料で温泉使用料1,650万円を減額し、繰入金で一般会計繰入金1,650

万円を追加いたしました。 

 同意第１号 高山村農業委員会の委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者とすること

に関する同意について申し上げます。 

 本案は、農業委員会等に関する法律により、原則として認定農業者が委員の過半数を占めなけれ

ばならないと規定されていますが、例外措置として、認定農業者及びこれらに準ずる者を含めた人

数が委員の過半数を占める場合には、議会の同意を得ることで、過半数の要件を満たすとされてい

ます。 

 今回、農業委員候補者14名中、認定農業者が６名で、過半数に達していないことから、新たに認

定農業者に準ずる者として、人・農地プランに位置づけられた中心経営体３名を加えることにより

９名となり、過半数の要件を満たすこととなりますので、農業委員会等に関する法律の規定に基づ

いて、議会の同意をお願いするものであります。 

 同意第２号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 

 本案は、来る７月19日に高山村農業委員会の委員の任期が満了となりますことから、新たに高山

村農業委員会の委員として、高山村大字高井6366番地、中村春美さんを任命したいので、農業委員

会等に関する法律の規定に基づいて、議会の同意をお願いするものであります。 

 同意第３号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 

 本案も、同意第２号と同様に、新たに高山村農業委員会の委員として、人・農地プランに位置づ

けられた中心経営体である高山村大字高井2866番地、井浦勝美さんを任命したいので、農業委員会

等に関する法律の規定に基づいて、議会の同意をお願いするものであります。 

 同意第４号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 

 本案も、同意第２号と同様に、新たに高山村農業委員会の委員として、高山村認定農業者である

高山村大字高井5047番地、松本寿雄さんを任命したいので、農業委員会等に関する法律の規定に基

づいて、議会の同意をお願いするものであります。 

 同意第５号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 

 本案も、同意第２号と同様に、新たに高山村農業委員会の委員として、高山村認定農業者であり、

人・農地プランに位置づけられた中心経営体である高山村大字高井1796番地、勝山信久さんを任命

したいので、農業委員会等に関する法律の規定に基づいて、議会の同意をお願いするものでありま

す。 

 同意第６号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 
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 本案も、同意第２号と同様に、新たに高山村農業委員会の委員として、人・農地プランに位置づ

けられた中心経営体である高山村大字高井2716番地、牧哲生さんを任命したいので、農業委員会等

に関する法律の規定に基づいて、議会の同意をお願いするものであります。 

 同意第７号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 

 本案も、同意第２号と同様に、新たに高山村農業委員会の委員として、高山村認定農業者である

高山村大字高井4218番地、湯本幸男さんを任命したいので、農業委員会等に関する法律の規定に基

づいて、議会の同意をお願いするものであります。 

 同意第８号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 

 本案も、同意第２号と同様に、新たに高山村農業委員会の委員として、高山村認定農業者であり、

人・農地プランに位置づけられた中心経営体である高山村大字牧504番地、黒岩美信さんを任命し

たいので、農業委員会等に関する法律の規定に基づいて、議会の同意をお願いするものであります。 

 同意第９号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 

 本案も、同意第２号と同様に、新たに高山村農業委員会の委員として、高山村認定農業者である

高山村大字中山817番地、涌井弘男さんを任命したいので、農業委員会等に関する法律の規定に基

づいて、議会の同意をお願いするものであります。 

 同意第10号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 

 本案も、同意第２号と同様に、新たに高山村農業委員会の委員として、高山村認定農業者であり、

人・農地プランに位置づけられた中心経営体である高山村大字中山1949番地５、宮川正康さんを任

命したいので、農業委員会等に関する法律の規定に基づいて、議会の同意をお願いするものであり

ます。 

 同意第11号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 

 本案も、同意第２号と同様に、新たに高山村農業委員会の委員として、高山村大字中山4715番地、

山﨑潔さんを任命したいので、農業委員会等に関する法律の規定に基づいて、議会の同意をお願い

するものであります。 

 同意第12号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 

 本案も、同意第２号と同様に、引き続き高山村農業委員会の委員として、人・農地プランに位置

づけられた中心経営体である高山村大字奥山田303番１地、山﨑良彦さんを任命したいので、農業

委員会等に関する法律の規定に基づいて、議会の同意をお願いするものであります。 

 同意第13号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 

 本案も、同意第２号と同様に、新たに高山村農業委員会の委員として、高山村大字奥山田2683番

地、宮川恵二さんを任命したいので、農業委員会等に関する法律の規定に基づいて、議会の同意を

お願いするものであります。 

 同意第14号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 
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 本案も、同意第２号と同様に、新たに高山村農業委員会の委員として、高山村大字牧517番地、

黒岩妙子さんを任命したいので、農業委員会等に関する法律の規定に基づいて、議会の同意をお願

いするものであります。 

 同意第15号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 

 本案も、同意第２号と同様に、新たに高山村農業委員会の委員として、高山村大字高井5025番地、

西原文子さんを任命したいので、農業委員会等に関する法律の規定に基づいて、議会の同意をお願

いするものであります。 

 議案第32号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び規約の変更につ

いて申し上げます。 

 本案は、本年６月30日付をもって東筑摩郡筑北保健衛生施設組合が解散により脱退することに伴

い、規約を変更するもので、地方自治法の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。 

 議案第33号 村税条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

 本案は、地方税法の一部を改正する法律等が本年３月31日に公布され、その一部が本年10月１日

から施行されることに伴い、村税条例の一部を改正するものであります。 

 改正の主な内容は、未婚のひとり親に対する個人住民税の税制上の措置や、軽量な葉巻たばこの

課税方式の見直しなどにより、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第34号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

 本案は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡

素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の改正に伴い、

引用する法律の題名が改められたことから、所要の改正を行うものであります。 

 議案第35号 高山村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条

例の一部を改正する条例について申し上げます。 

 本案は、国の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等

の運営に関する基準の改正に伴い、特定地域型保育事業者に係る地域型保育事業所卒園後の受入れ

先確保のための連携施設に関する特例を定めるため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第36号 高山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を改正す

る条例について申し上げます。 

 本案は、国の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、小規模保育事業等に

係る家庭的保育事業所卒園後の受入れ先確保のための連携施設に関する特例を定めるため、条例の

一部を改正するものであります。 

 議案第37号 高山村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について申し上げます。 

 本案は、国の放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、放課後児童支
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援員の資格の認定に係る研修を実施できる者として、中核市の長を加えるため、条例の一部を改正

するものであります。 

 議案第38号 令和２年度高山村一般会計補正予算（第２号）について申し上げます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ2,764万5,000円を追加し、当初予算からの累計額を47億

7,869万7,000円としたものであります。 

 歳出補正の主なものは、総務費の総務管理費でコミュニティ事業助成金250万円追加、衛生費で

は、保健衛生費で新型コロナウイルス感染症防止対策用の備品購入費など135万2,000円追加、農林

水産業費では、農業費でワインぶどう作業車の購入を支援するための強い農業・担い手づくり総合

支援交付金事業等補助金180万円追加、商工費では、雷滝の遊歩道を整備する修繕費のほか、蕨温

泉ふれあいの湯や山田温泉大湯の感染防止対策を強化するため、公衆浴場清掃委託料など336万

4,000円追加、教育費では、小学校費で、ＧＩＧＡスクール構想に基づく児童の学習用端末を購入

する備品購入費など1,628万7,000円追加、中学校費で、校舎等補修工事請負費121万円を追加し、

歳入では、国庫支出金で公立学校施設整備費補助金など601万2,000円追加、県支出金で強い農業・

担い手づくり総合支援交付金事業補助金180万円追加、繰越金で1,198万3,000円追加、諸収入でコ

ミュニティ事業助成金など285万円追加、村債で緊急防災・減災事業債や、学校施設整備事業債の

追加に伴い、500万円を追加いたしました。 

 以上、一括して申し上げましたが、十分に御審議をいただき、議決を賜りますようお願い申し上

げ、提案理由の説明といたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

 しばらく休憩します。 

午前10時50分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午前11時50分  再 開 

○議 長（松本 茂議員） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これから承認第２号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 
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 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第２号 専決処分した条例の承認を求めることについて（村税条例等の一部を改正

する条例）を採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は承認することに決定しました。 

 これから承認第３号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第３号 専決処分した条例の承認を求めることについて（高山村介護保険条例の一

部を改正する条例）を採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は承認することに決定しました。 

 これから承認第４号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 
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 これから承認第４号 専決処分した条例の承認を求めることについて（高山村消防団員等公務災

害補償条例の一部を改正する条例）を採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は承認することに決定しました。 

 これから承認第５号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第５号 専決処分した条例の承認を求めることについて（高山村国民健康保険条例

の一部を改正する条例）を採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は承認することに決定しました。 

 これから承認第６号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第６号 専決処分した条例の承認を求めることについて（高山村後期高齢者医療に
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関する条例の一部を改正する条例）を採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は承認することに決定しました。 

 これから承認第７号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第７号 専決処分した条例の承認を求めることについて（村税条例の一部を改正す

る条例）を採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は承認することに決定しました。 

 これから承認第８号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第８号 専決予算の承認を求めることについて（令和元年度高山村一般会計補正予

算（第12号））を採決します。 
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 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は承認することに決定しました。 

 これから承認第９号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第９号 専決予算の承認を求めることについて（令和２年度高山村一般会計補正予

算（第１号））を採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は承認することに決定しました。 

 これから承認第10号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第10号 専決予算の承認を求めることについて（令和２年度高山村国民健康保険特

別会計補正予算（第１号））を採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 
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（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は承認することに決定しました。 

 これから承認第11号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第11号 専決予算の承認を求めることについて（令和２年度高山村温泉開発事業特

別会計補正予算（第１号））を採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は承認することに決定しました。 

 これから同意第１号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから同意第１号 高山村農業委員会の委員の過半数を認定農業者等又はこれらに準ずる者と

することに関する同意についてを採決します。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 
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○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから同意第２号から同意第15号の14件について一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 本案について討論を省略し、採決したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 異議なしと認めます。 

 同意第２号から同意第15号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについての

14件については、討論を省略し、採決することに決定しました。 

 これから同意第２号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決し

ます。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから同意第３号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決し

ます。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから同意第４号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決し

ます。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 
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○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから同意第５号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決し

ます。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから同意第６号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決し

ます。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから同意第７号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決し

ます。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから同意第８号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決し

ます。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから同意第９号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決し

ます。 
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 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから同意第10号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決し

ます。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから同意第11号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決し

ます。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから同意第12号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決し

ます。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから同意第13号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決し

ます。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 
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 これから同意第14号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決し

ます。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから同意第15号 高山村農業委員会の委員の任命につき同意を求めることについてを採決し

ます。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから議案第32号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第32号 長野県町村公平委員会を共同設置する地方公共団体の数の減少及び規約の

変更についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第33号から議案第38号までの６件について一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 
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○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第33号から議案37号までの５件については、お手元に配りま

した議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付託することにしたいと思います。御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 異議なしと認めます。 

 議案第33号から議案第37号までの５件については、議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付

託することに決定しました。 

議 案 付 託 表 

議               案 付 託 委 員 会 

議案第33号 村税条例の一部を改正する条例 

議案第34号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

議案第35号 高山村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に 

      関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

議案第36号 高山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 

      る条例の一部を改正する条例 

議案第37号 高山村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

      を定める条例の一部を改正する条例 

総 務 文 教 

常 任 委 員 会 

 

○議 長（松本 茂議員） 

 お諮りします。 

 ただいま所管の常任委員会に付託しました議案第33号から議案第37号までの５件については、会

議規則第45条第１項の規定によって、６月10日までに審査を終了するよう期限をつけることにした

いと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 異議なしと認めます。 

 議案第33号から議案第37号までの５件につきましては、６月10日までに審査を終了するよう期限

をつけることに決定しました。 

 お諮りします。 
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 議案第38号については、後日審議にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 異議なしと認めます。 

 議案第38号については、後日審議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。 

 明日から８日までは休会とします。 

 来る９日は、午前10時から本会議を開き、一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

 お疲れさまでした。 

 

午後０時08分  散 会 

                                  

 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

          令和２年６月４日 

                 高山村議会議長  松 本   茂 
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                 署 名 議 員  西 條 正 純 

 

                 署 名 議 員  酒 井 康 臣 
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午前10時00分  開 議 

○議 長（松本 茂議員） 

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第１ 一般質問 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 おはようございます。 

 新型コロナウイルスに関する緊急事態宣言は、５月25日に全面解除されましたが、東京都では連

日２桁の感染者が見つかっています。２日には東京アラートが発動され、適切な感染防止対策のさ

らなる徹底やテレワーク・時差通勤の活用など、都民に警戒を呼びかけています。 

 長野県では、５月12日に新型コロナウイルスの感染者が１名確認されてから、昨日まで新たな感

染者は見つかっていません。 

 休止していた村の施設も、緊急事態宣言解除以降、順次再開されています。このまま問題なく推

移すれば、６月19日からは特定警戒地域だった首都圏などへの移動が解除され、観光振興にも積極

的に取り組んでいけます。 

 それでは、通告に従い質問いたします。 

 新型コロナウイルスの緊急事態宣言中の避難対策はどうなっているかについて伺います。 

 このまま新型コロナウイルスが終息すればよいのですが、コロナウイルスは変異することで知ら

れています。今回のＣＯＶＩＤ－19も変異種が報告されています。アメリカの大学の解析では、半

月ごとに変異して17種類に上るという報告もあれば、別の報告では、欧州株は武漢株より感染力が

強いなどと書かれています。いずれにしろ新型コロナウイルスは変異するものであり、変異種によ

る第２波に備える必要があります。 

 近年は異常気象が多発しており、昨年の台風19号では、村は６か所の避難場所を開設し、避難者

を受け入れました。また、日本は地震の多い国であり、大地震がいつ襲ってくるか分かりません。 
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 この先、新型コロナウイルスの第２波などにより緊急事態宣言が出されている中で、自然災害が

発生したときの避難対策が必要です。 

 長野県では、ホームページで、「避難場所・避難所での新型コロナウイルス対策について」と題

し、１人１人に合った避難方法や避難の際の注意点について紹介しています。しかし、一般論ばか

りで、それぞれの地域に合った方策が見えてきません。 

 避難所は密集状態になりやすく、感染症発生リスクが高まります。幾つかの自治体では、指定避

難所の施設に新型コロナ対策を施した場合に、何人収容できるかを検証しています。例えば箕輪町

では、従来350人収容可能な体育館が、190人程度となってしまっています。このように避難所の収

容人数が限られる中で、避難の指示を出さなければなりません。 

 まず、１つ目の質問ですが、高山村の新型コロナウイルス緊急事態宣言中の避難勧告や避難指示

はこれまでと同じか。 

 この内容としては、エリアの細分化で避難対象を絞ったらどうか。また、無理に避難するより自

宅待機はどうか。車や親戚等への分散避難はどうか。それから、県のホームページでは、「風邪の

症状があっても避難を」と呼びかけていますが、発熱症状が出た人が避難しても大丈夫か。 

 ２つ目として、３密を避けるためにどのような対策を講ずるか。 

 内容としては、新型コロナウイルス対策を施すと避難所の収容人数は減ってしまうが、人数制限

はするのか。また、避難所の増設は可能か。 

 ３つ目として、避難所運営マニュアルは、新型コロナウイルスを考慮しているかということです。 

 内容としては、例えば、寒いときの換気も頻繁にしなければいけないのか。高山村は本当に寒い

地ですので、避難が冬の時期に重なれば、換気をするのもはばかられることもあるかもしれません。

それから、ソーシャルディスタンスなど間隔確保はどのようにするのか。それから、感染疑い者は

別のトイレを使うのか。また、衛生面の管理体制はどうするのか。 

 ４つ目として、現在整備している防災備品に、新型コロナウイルス対策としてどんな準備をして

いくか。 

 内容としては、例えば、飛沫感染防止グッズは必須だが、何が足りないか。県のホームページで

は、「携帯トイレをお持ちください」としているが、村民に周知しているか。 

 ５番目です。トリアージという言葉があります。トリアージとは選別を意味し、大事故や大規模

災害など多数の傷病者が発生した際の救命の順序を決めるため、標準化が図られたもので、専任の

医療従事者が行うものです。治療や搬送先の順位を決定するための考え方です。 

 この順位を決めるという考え方を、避難所の収容力が不足する場合にも使おうというのが避難所

トリアージです。避難所の利用者に優先順位をつけ、自宅を失った人、高齢者、障がい者などを優

先して受け入れる考え方。また、逆に、避難所では生命リスクが高まる人がいるかもしれません。 

 医療のトリアージと違って、避難所のトリアージはまだ概念が定まっていないようにも思えます
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が、避難所の限られた収容力を考えると、避難の優先順位を決めるトリアージ導入に取り組んでい

くべきと考えます。 

 以上です。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 新型コロナウイルスの緊急事態宣言中の避難対策について、お答えいたします。 

 新型コロナウイルス感染症につきましては、昨年12月、中国湖北省武漢市において確認されて以

降、中国を中心に日本を含む世界各国に感染が拡大し、本年１月30日には、世界保健機関（ＷＨＯ）

において、「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」が宣言されました。 

 その後、日本国内で感染拡大が続く中、４月７日に、政府は、新型インフルエンザ等対策特別措

置法に基づき、東京都や神奈川県などの７都府県に対して、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣

言を発出したことから、長野県と同様に、本村におきましても、法律に基づく「新型コロナウイル

ス感染症高山村対策本部」を設置いたしました。 

 その後、４月16日に、政府は、緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大するとともに、東京都など

13都道府県に対して、特に警戒を必要とする特定警戒地域に指定しました。 

 これを受けて、阿部長野県知事からは、人との接触機会を極力８割減らすことや、基本、県をま

たいでの移動や不要不急の外出自粛の徹底、日用品の買占めや不当な差別や偏見は行わないよう、

冷静かつ適切に行動することを呼びかけるメッセージが出されたことから、村におきましても、村

民の皆さんに、手洗いやうがいなどの感染防止対策の徹底や、不要不急の外出自粛などの協力をお

願いしたところであります。 

 このような中、本村では、緊急事態宣言が出される以前から臨時休校としておりました小中学校

では、年度が替わった４月６日に、入学式が感染拡大防止の観点から、参加者を限定する中で厳粛

のうちに執り行われました。 

 その後、翌７日には、先ほど申し上げましたように、７都府県に緊急事態宣言が出され、県内で

も単発的なクラスターが発生したことなどから、再び臨時休校をせざるを得ない状況になったわけ

でありますが、心配された学習支援の取組につきましては、小中学校の先生からのビデオメッセー

ジやケーブルテレビの協力をいただいてオンライン授業が放映されるなど、限られた環境の中では

ありましたが、学習機会の確保など最小限できる対策を講じてまいりました。 

 一方、暮らしや経済対策では、国民１人当たり10万円を支給する国の特別定額給付金の受付を５

月13日から開始し、６月１日時点で、全体の87.8％に当たる世帯から申請をいただき、既に６億

2,900万円の支払いが完了しております。 

 また、児童手当への上乗せ分として、児童１人につき１万円を支給する子育て世帯臨時特別給付
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金や、村単独事業として、18歳未満の児童１人につき２万円を支給する子育て世帯生活応援給付金

のほか、事業の継続を支援するための事業継続支援事業やプレミアム付商品券発行事業の拡大、さ

らに村民１人につき3,000円分のクーポン券を発行するなど、村内経済回復のために、国や県の制

度とともに、村の独自支援事業などの対策を講じたところであります。 

 このような状況の中、５月25日には、全国全ての都道府県の緊急事態宣言が解除されたことによ

り、村ではこれまで休館等をしておりました村営施設の再開に向けて、感染症拡大防止対策を講じ

た上で、準備が整った施設から順次再開させていただいております。 

 今後も、コロナウイルスとの共存を図るために、「新しい生活様式」の定着に向けた取組が必要

であり、県で示した「社会経済活動再開に向けたロードマップ」による１人１人の取組が大変重要

であると考えております。 

 そこで、まず初めに、新型コロナウイルス緊急事態宣言中における避難勧告や避難指示について

のお尋ねでありますが、村が発令する避難勧告などの避難情報につきましては、気象庁や長野県か

ら発表される土砂災害警戒情報などの防災気象情報に基づいて、私が危険性を判断した上で発令す

ることとしておりますが、この取扱いにつきましては、これまでと同様に考えているところであり

ます。 

 しかしながら、避難所においては、新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高まることが予想

されますことから、避難される皆さん自らが事前にできる対策を取っていただくことが重要になっ

てくると考えております。 

 そこで、避難情報発令時の避難対象地区の細分化についてでありますが、大雨による土砂災害の

危険が想定される場合には、全戸に配布いたしましたハザードマップに基づいて、土砂災害警戒地

域に含まれる皆さんを対象に避難勧告を発令し、避難を呼びかけることとしておりますが、その際

は、雨量や土砂災害の危険度などが刻一刻と状況変化することが想定されますので、避難地区をピ

ンポイントで特定することは時間的に難しい場合があります。 

 このため、緊急度によっては、緊急一括で全村に避難情報を伝えてしまうこともありますが、村

民の皆さんの混乱を避けるためにも、できる限り避難の対象となる地域ごとの発令に努めたいと考

えております。 

 なお、土砂災害の危険が迫った地域の皆さんの中で、万が一逃げ遅れたときは、自宅の２階や近

くの安全な場所に移動されるケースも考えられますが、基本的には早めに指定避難所に避難してい

ただくことが、自らの命を守る最善の行動であると思っております。 

 さらに、避難される方の中には、親戚等に身を寄せる方や、車等により移動して避難される方な

ど、指定避難所以外への分散避難も有効な手段の一つであると考えておりますが、特に、車で避難

される方には、車内でのエコノミークラス症候群など、健康管理面において十分注意していただく

必要があるものと思っております。 
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 次に、３密を避けるための対策についてでありますが、村では、避難所の開設及び運営を迅速か

つ円滑に進めるため、高山村避難所運営方針を定めておりますが、議員お話しのとおり、３密を避

けるためには、県が示す避難所の運営基準に沿って、受入れ人数を現状の50％程度に人数制限し、

人と人との間隔を空けて、感染症の拡大防止に努めたいと考えております。 

 また、指定避難所につきましては、現在、学校施設や社会体育施設、地域の公会堂など15施設を

指定させていただいておりますが、感染症の拡大防止を図る観点から、避難所の増設につきまして

は、新たな施設を検討するとともに、必要に応じて村内の宿泊施設の皆さんに御理解をいただいた

上で、宿泊施設の利用なども併せて検討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いい

たします。 

 次に、避難所運営マニュアルについてのお尋ねでありますが、村では、高山村避難所運営方針に

基づき、避難者の皆さんが安心して避難生活が送れるよう、避難所の運営方針を規定しております

が、現行の運営方針では、新型コロナウイルス感染症による感染拡大防止対策が十分でないことな

どから、見直す必要があるものと考えております。 

 この見直しに当たっては、避難所における暖房器具や扇風機などの調達方法、窓を開け十分な換

気や、人と人との距離を確保する間仕切りの設置、風邪などの症状がある方への配慮などのほか、

トイレなどの衛生面の対応なども含め、早急に検討してまいりたいと考えております。 

 次に、新型コロナウイルス対策としての防災備品についてでありますが、現在村では、非常時に

おける飲料水や食料、防寒対策用の毛布などの資機材のほか、感染症に対するマスクや防護服を保

管しておりますが、決して十分とは言えませんので、今後、計画的に備蓄品等を補充することとし

ております。 

 一方、村民の皆様には、災害ハザードマップにも記載されておりますとおり、非常時に備えて日

頃から非常食料や緊急医療品、防寒具や携帯ラジオなどの防災グッズのほか、災害の状況にもより

ますが、毛布や携帯トイレなども備えていただきたいと思っておりますので、今後とも啓発に努め

てまいりたいと考えております。 

 次に、避難時におけるトリアージの導入についてでありますが、災害時におけるトリアージは、

一般的に医療・救急・救助活動において、傷病者の程度を判定することと認識しておりますが、大

規模災害が発生し、大勢の避難者が避難所に避難され、避難所の収容力が不足した場合、被災者の

健康状態などを考慮して、受入れの判断をするなどのトリアージを応用した考え方もあるものと思

っております。 

 この場合、災害リスクが高いとされる高齢者や障がい者の方が、避難所に安全に避難され、優先

して避難スペースや受入れ態勢を確保することは極めて重要であると考えております。 

 また、多くの皆さんが避難された場合、受付時に体調などをお聞きし判断させていただくことと

なりますが、村といたしましては、全ての村民の皆様の生命を第一に、安心・安全に災害を乗り切
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るために、地域の皆さんの御協力をいただくなど、適切な対応に努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 なお、自分たちがあらかじめできることとして、避難する際に活用いただいております災害時住

民支え合いマップを毎年見直す中で、隣近所による呼びかけや要配慮者への支援の仕組み、避難所

への移動手段などを確認していただいておりますが、大規模災害時などは大変混乱が予想されます

ことから、１人１人が冷静に判断していただけるよう、改めて御家族、隣組単位で避難方法などに

ついて、日頃から確認していただきたいと思っております。 

 したがいまして、今後もウイルスがなくなるわけではなく、ウイルスとの共存を図っていかなけ

ればならないことから、感染症対策も考慮した避難所運営などの災害対応が必要となりますので、

今後とも、村民の皆さん１人１人が感染症対策を意識して、日頃から防災意識を高めていただける

よう引き続き啓発に努めてまいりますので、御理解、御協力を賜りますようお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 再質問をいたします。 

 私の質問したような緊急事態宣言中の避難についてというのは、まだこれからということですの

で、いろいろな面で準備をしていかなければいけない局面だと思いますが、ちょっと大きく３点ほ

どですが、まず１つ、今いろいろなショッピングでお店に行って体温を測られるんですが、体温計

というのじゃなくて、いわゆる検温計、例えばおでこに向かって機械を向けてすぐ体温を測るとい

うものですが、このような機器が、今回のような私が質問をしている状態の中での避難のときにも

必要になってくるのではないかと思います。一々体温計を持ち出して、その場で体温を測って、あ

なたは熱がありますとはできませんので、検温器を設置して、すぐ避難者の体温を測るというのが

必要になってくると思いますが、そのような検温器は村では準備しているか、また、どのくらいの

数が必要と考えているか。 

 それから、２つ目ですが、私がこの質問を準備したときにも、幾つかの自治体では、各避難所の

収容人数が３密を避けるために準備すると、どのくらい収容人数が減るかというのを検証していた

んですけれども、その後も幾つもの自治体がやっております。 

 うちの高山村も、村の中の各避難所の収容人数を、３密を避けるための対策を施した場合、どの

くらいになるのかということを検証しているのか、実際に図っているのかというのをお聞きしたい

と思います。 

 それと関連しますが、３つ目として、発熱者等が出た場合に、その人たちは同じ避難所の同じエ

リアにいない方がいいわけなんですが、個室とか別室に行くわけです。ですから、避難所にはそう

いうような、ソーシャルディスタンスとは別に、大きく発熱者と分けるようなエリアというのがあ
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るかというところですね。 

 それから、例えば発熱者が子どもだった場合には、幼い子どもやそれから要介護者の高齢者が発

熱していた場合、家族はどうするのか、発熱者だけを隔離するのか、家族も一緒に行くのかという、

そういうものがいろいろ問題が出てまいりますが、今のこと、検温器について、避難所の使用人数

の検証、それから発熱者対策、この３つについて再質問いたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 ３つほどの再質問ということで、お答えしたいと思います。 

 まず、１つ、体温計といいますか、検温器の設備はしているのかと、こういうことですが、この

後にも関連しますけれども、今度の感染症に対するそういう避難所の設置につきましては、今年の

４月の初めに国が指針を示し、そしてそれを受けて５月の初めに県が指針を示し、そして自治体に

方針を示されたというのが現状であります。それに則って、先ほども答弁させていただいたわけで

すけれども、まだまだ見えない部分、あるいはそろえていかなければならない部分、この辺も含め

ておりますので、それを御承知のことでお聞きいただきたいと思います。 

 まず、検温器につきましては、議員も御承知のように、村営施設の休業等につきまして、再開に

当たっては十分な感染拡大防止を図ってまいりました。そこには検温器という問題もあります。

一々体温を測ってくると、こういうことについては感染症防止として非常に弱いということで、い

わゆる検温器ということを急遽設置させていただきました。 

 そういうことになるだろうと思いますので、その辺を含めて全体の設置しています避難所の数、

そういうふうなものも含めて、どれだけ準備していかなきゃいけないか、これは今後大事な要素だ

ろうというふうに思いますので、十分それに対する数のほうも検討してまいりたいと、このように

思っております。 

 次に、３密のことですけれども、結局これも人数の制限があります。先ほども避難所の数等も申

し上げました。そういった点で、正直今の収容人数の50％というふうなところも申し上げましたん

で、単純に計算しますと場所はこの倍になるわけです。そして、そこに次の問題ありますけれども、

いろいろな問題もありますので、そういった問題も含めながら、十分検討してまいりたいと考えて

おります。 

 次に、隔離者のエリアはどうするんだとか、あるいは要介護者はどうするんだとか、こういう問

題につきましては、先ほどトリアージという中でも説明させていただきましたけれども、全部ある

避難所の中で、それぞれの場所でトリアージをするということは非常に難しい。ある程度絞って、

そしてそこでトリアージをすると、こういうことになるかと思いますし、隔離しなければならない

問題もありますので、そういった点では、その医療チームにお任せするとか、そういう判断になる
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と思います。そういったことも含めて、今度の指針については検討をさせていただきたい、このよ

うに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 それではこれで質問を終わりますが、未知の領域になっていくと思うんです。本当にこのような

新型コロナウイルスが襲ってきたときの避難というのか、そのための準備というのを、これからい

ろいろな想定をして準備していくというお答えをいただきました。村人が安心して避難できるよう

なそのような準備をひとつよろしくお願いしたいと思います。 

 じゃ、これで質問を終わります。 

○議 長（松本 茂議員） 

 以上で西條正純議員の質問を終わります。 

─────５番 酒井康臣議員。 

○５番（酒井康臣議員） 

 通告に従いまして質問をいたします。 

 １問目、一般経費中の消耗品費について。 

 この４月から、第六次高山村総合計画がスタートいたしました。基本目標の５番目、共につくる

参画と協働の村の中に行財政運営の項目がありますが、今日は、創意工夫による財源の確保と経費

削減に向けた取組の推進、特に消耗品費について質問いたします。 

 私がなぜこんな細かいことを質問するかと申しますと、無駄という言葉をなくすため、言い換え

れば、経費削減、原価という意識を職員の全員の皆さんに持っていただければ、行財政改革に大き

く寄与できるのではないかと思ったからです。 

 昨年度の予算書を見てみました。項目がたくさんあるわけでありますが、ただ一つ消耗品費だけ

が検証できない項目になっているということに気がついたわけです。 

 民間ですと、パソコン上、または補助元帳等で仕入れ状況が分かり、１か月ごとの棚卸しで物品

や備品、原材料の在庫状況が確認できるとともに、異常な使い過ぎなどが発見できます。また、不

正の防止にもなります。そして、在庫の確認ができることにより、不足しそうな物品の購入ができ

ます。 

 昨年度の消耗品費予算は一般会計で約3,700万、これは正確な数字ではありませんが、約3,700万。

内訳は、総務課が約1,050万、村民生活課が570万、産業振興課440万、建設水道課130万、教育委員

会1,450万円でした。一般会計予算、歳出予算の全体から見ると、ごく僅かな金額ということであ

りますけれども、使用数量というのは大変多く、事務の効率化、コストの意識の徹底を図ることが

できれば、経費の削減が期待でき、ほかの行財政改革にも貢献ができるのではと思います。 
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 質問１、消耗品の調達と処理の流れはどのようになっているのか。 

 質問２、消耗品調達の決裁権限は誰が持っているのか。 

 質問３、過去に仕入れた現在使っていない在庫品、また過大な在庫品はないか。 

 質問４、今までに棚卸しをしたことがあるのか。ないとすれば、予算計上の前に棚卸しを実施し

たらどうでしょうか。 

 答弁を求めます。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────宮本総務課長。 

○総務課長（宮本孝雄） 

 一般経費中の消耗品費について、お答えいたします。 

 まず初めに、消耗品費につきましては、短期間、または一度の使用によって消費されるものや毀

損しやすいもの、著しく長期間の保存に耐えられないものの類であるとされております。具体的に

は、文書を作成するための各種用紙類を始め、封筒やボールペンなどの文具類、新聞、雑誌のほか、

蛍光灯などの各種消耗器材などであります。 

 これら消耗品費を含む歳出予算の計上に当たっては、地方自治法の規定に基づき、「歳出にあっ

ては、その目的に従って、予算を款・項に区分しなければならない」と規定されていることから、

本村におきましては、目内に事業を設け、その事業ごとの目的に沿って予算計上しているところで

あります。 

 そこで、消耗品の調達と処理の流れについてのお尋ねでありますが、ただいま申し上げましたよ

うに、歳入歳出予算は地方自治法の規定に基づき、目的ごと、事業ごとに予算計上していることか

ら、まず事業を遂行する担当課等において、効率的かつ効果的に事業を推進するために必要となる

消耗品についての検討を行い、この検討結果を踏まえて、真に必要な消耗品については必要最低限

の数量を購入し、購入後、納品された物品に誤りがないか、数量や規格等を検収した上で債権者に

対価を支払っております。 

 なお、職員が使用するボールペンや付箋など、事業ごとの予算配分が困難な文具類につきまして

は、会計室所管の予算において一括計上し、在庫の状況を把握した上で必要に応じて補充しており

ます。 

 次に、消耗品調達の決裁権者についてのお尋ねでありますが、高山村事務処理規則によりますと、

村長の決裁を要する事項として、「不動産及び価格50万円以上の物件の取得、交換及び処分に関す

る事項」と規定されており、消耗品などの需用費に係る決裁権者につきましても、価格が50万円以

上の物件等の取得に関しては村長が決裁することとされております。 

 また、それ未満となる30万円以上50万円未満の物件等は副村長が、教育機関の所掌に関わる40万

円未満の物件等は教育長が、30万円未満の物件等は各課長及び室長が「専決する事項」とされてお



－36－ 

ります。 

 このようなことから、支出負担行為や契約などの事件決定金額により、決裁権者はそれぞれ異な

りますが、消耗品の購入に関しては、30万円未満の物件の取得などが大半を占めておりますことか

ら、各課長や室長の決裁権に属するものが多いと考えております。 

 次に、未使用の在庫品、または過大な在庫品に関するお尋ねでありますが、消耗品の調達に当た

っては、事業担当課等において、事業の遂行に真に必要となる最低限の発注に努めておりますこと

から、仮に未使用の在庫品があれば、新たな発注を行わないこととし、職員一丸となって経費節減

に努めておりますので、過大な在庫品はないものと認識しております。 

 次に、過去における棚卸しの実績や予算計上前の棚卸しに関するお尋ねでありますが、消耗品の

管理につきましては、事業ごとに予算計上されておりますことから、それぞれの事業担当課等が管

理しており、これまで役場全体で棚卸しを実施した実績はございません。 

 しかしながら、議員御指摘のとおり、過大な在庫品が発生しないとも限りませんので、真に必要

な数量等を見極め、日頃から適正な発注に努めるよう徹底するとともに、年度末における予算消化

と思われるような消耗品の購入等は厳に控えるよう、会計管理者や財政担当から通達しているとこ

ろであります。 

 一方、新年度予算編成に当たっては、毎年度作成しております当初予算編成方針において、経常

的な消耗品費については、平成17年の自律元年以降、継続して、対前年度予算比で５％から10％の

削減を求めており、令和２年度一般会計当初予算で見ますと、経常的な消耗品費に係る予算は

3,780万円余りで、前年度と比較して約５％、180万円程度を削減しております。 

 引き続き消耗品費に係る予算の削減や予算執行における節減を図り、健全な財政運営に努めてま

いりたいと考えております。 

 現在、新型コロナウイルス感染症の影響などにより、社会経済が厳しさを増すとともに、来年度

以降の地方交付税の動向などが不透明な状況にあることなど、財政運営に大きな不安を抱えており

ますことから、依存財源のウエートが高い本村のような小さな自治体では、最少の経費で最大の効

果を挙げるための行財政改革や、職員の意識改革は極めて重要であると考えておりますので、引き

続き庁内プロジェクト会議などで、改めて無駄な消耗品がないかなどの検証を行い、今後とも創意

工夫により、さらなる経費節減に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────５番 酒井康臣議員。 

○５番（酒井康臣議員） 

 再質問をいたします。 

 ちょっと残念な答弁であったんですけれども、質問３の部分で、在庫品はあるのかないのかとお
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聞きしておりましたが、答えは、ないものと認識をしておりますと。これは何も聞いておらないと

いう答えになっちゃっているんで、この点についてはあるかないか、あるとすればやっぱり検証し

なければいけない部分だというふうに思います。 

 そして、物の売り買いというのは、同じ品質のもの、言い換えれば、同一商品をいかに安く買う

か、そしてその物の適正な扱い方によって経費の削減につながってくるわけです。ただ、先ほど、

対前年に対して５％強、180万円ほど削減をいたしましたという答弁がありましたけれども、特に

学校現場などでは、試験が多くなればペーパーの量が増えるわけでありますから、やっぱりここの

部分は、そんなに重きを置いた経費節減策の上で、重きを置く部分ではないかなというふうに思い

ます。要は無駄をどのくらいなくすことができるかという、それがやっぱり経費削減ということだ

ろうと思います。 

 例えば、原材料については、生鮮食料品などはあまり値引きを強要すると鮮度の落ちた食品など

を買わされることになってしまいます。まさに適正な取引にならないわけであります。物品が適正

な価格で購入をされているのか、この再質問の一番の要旨なのですが、適正な価格で購入されてい

るのか。 

 もう一つは、全く同じ業者から長年にわたって預け金等の購入の実態はないのでしょうか。 

 答弁を求めます。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────宮本総務課長。 

○総務課長（宮本孝雄） 

 まず、在庫品の検証をしているのかどうかということについてでありますけれども、過大な在庫

品はないものと認識しております、こういう答弁申し上げました。庁内一律にどういう在庫になっ

ているかということについては、先ほどお話があったように、現在、棚卸しをやっておらないもの

ですから、実際には確認不足であり、大変申し訳ないと思っております。 

 最後のほうで私が申し上げましたように、今後も検証という作業は行っていかなければならない

と思っておりますので、御指摘のとおりそういった検証を踏まえて、無駄になっているものがない

かどうか、対応してまいりたいと思っております。 

 そして、いかに安く調達するかということについてでございますけれども、まとまったものにつ

いては入札といいますか、見積りをしておりますので、数社からの見積りという中で安く調達でき

ているということになろうかと思うんですが、単品で少額のものについては、そういったスケール

メリットが働いていないと、こういうことも思われますので、そういった部分の経費の節減方法、

これについてもどんな工夫をしていったらいいかと庁内全体で取り組む中で、いかにその辺のとこ

ろを安くできるかということについても、またいろいろ確認をしていきたい、検討してまいりたい

と、このように思っております。 
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 それから、御指摘の中で、対前年度幾ら減らしましたとか、パーセントで減らしましたと、自律

元年からは確実にそういうことで経費削減は行ってきているんですが、政策経費を削っては何にも

ならないと思っております。御指摘のように、学校に関わる経費、これ非常に大きいんです。令和

２年度の当初予算の消耗品費の中で、教育費に係る消耗品というのは各種の教材でありますとか、

今お話のあったテストの経費、こういったもので、令和２年度でも約700万ぐらい消耗品費として

計上しておりますし、非常に大きな部分でございます。こういった政策経費については、極力減ら

さないようにという形が望ましいと思っております。 

 しかしながら、職員が使う事務用品等をできる限り節約することができれば、こういった政策経

費に向けるお金が、財源が出てくると、こういうことでありますので、無駄をなくすよう今後とも

そういった検証を行いながら努力をしてまいりたいと、このように考えておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────５番 酒井康臣議員。 

○５番（酒井康臣議員） 

 再々質問をいたします。 

 これはどうですかという、お考えをちょっとお聞きをしたいと思うんですが、須坂市では、小さ

な一歩からの行財政改革と名前をつけまして、文房具など個別所有の消耗品を課内共有化に取り組

んで、個人所有のものを本当に必要なものだけにするとともに、各課としても必要なものだけを所

有する整理を行って、業務負担の軽減と経費の削減につながったと言われておりますけれども、こ

のような取組は、総務課長どう思われますでしょうか。 

 答弁を求めます。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────宮本総務課長。 

○総務課長（宮本孝雄） 

 今のお話でございますけれども、やはり高山村は小さな自治体でございますので、いかに経費削

減をしていくかと、最少の経費で最大の効果を挙げる、これは行政職員として当然の、そういった

意識を持っていかなければいけないものと考えております。申し上げましたように、職員の意識改

革、この部分につきまして、今、例を挙げていただいた小さな一歩という考え方は非常に的を射て

いるのかなというふうに思っております。 

 現在、かなりこの消耗品費のウエートは全体予算の中で１％と金額的には大したことないかもし

れませんが、そこのところを職員一丸となって意識を集中しながら節約していく、こういうことが

行財政改革につながっていくんだと思っておりますので、またその辺を含めて頑張っていきたいな

と思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 
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○議 長（松本 茂議員） 

─────５番 酒井康臣議員。 

○５番（酒井康臣議員） 

 今、意識改革という言葉がありましたけれども、ぜひ、本当に必要なものは使っていかなければ

いけないと思いますんで、そこら辺の区別をしっかりしていただいて、取り組んでいただきたいと、

このように思います。 

 ２問目にまいります。 

 マイナンバーカードについて。 

 平成25年に制定されたマイナンバー制度は、平成28年から予定どおりスタートをいたしましたけ

れども、システム障害や個人情報が漏れるのではないかなどの国民の不信感やこの制度の国民への

周知不足などによって、今年３月の時点で普及率は15.9％─今現在はもう少し上がっていると思

いますが─にとどまっています。 

 マイナンバーの利用は、法律で定められた社会保障、税、災害対策の行政手続のみに限定され、

行政事務の効率化、国民の利便性の向上、公平・公正な社会の実現が図られるとされています。 

 しかしながら、日本では、国民総背番号制などとして大変不評を買い、カードを持っている人の

利用も進んでおりません。反面、欧米では、今回のコロナ危機で多くが活用をし、アメリカでは４

月に現金支給を決め、約２週間で国民の口座に支払い、デンマークでも失業補償の申告漏れがある

と、ここが大事なんですけれども、失業補償の申告漏れがあると、行政側が直接個人に連絡をして

失業補償金を受け取るようにする。背番号制度を大いに生かす欧米と比べて、我が国では相変わら

ず申請書による給付をしていることからも、マイナンバーの利点は活用されていません。 

 平成28年には、国は、世界最先端ＩＴ国家創造宣言の中で、マイナンバー制度を活用した国民生

活の利便性の向上を掲げています。このような国の方針を受け、各自治体も積極的にマイナンバー

カードを活用し、住民生活の利便性の向上に向けたサービスを提供するよう、国からも求められて

いるのではないかと思っています。 

 マイナンバーカードの取得が進まなければ、サービスの効果は限られてしまい、住民サービスの

向上は図れない。行政は、住民がカードを持つことによって大きなメリットがあるんだ、セキュリ

ティー対策は万全なんだ、このように国民が理解をして認めていかなければ、前に進んでいかない

わけであります。 

 そのためには、まず職員の皆さんがこの制度をよく理解して、多くの手段を講じながら住民の皆

さんの理解をいただいていく、こういうことが求められていると思います。 

 質問１、高山村のマイナンバーカードの取得率は何％になりますか。 

 質問２、住民基本台帳ネットワークシステムとの互換性、関連性はあるのか。 

 質問３、カード取得向上のために今まで行った施策は。 
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 質問４、制度を活用した独自サービスはありますか。 

 質問５、そもそも論として、村はマイナンバー制度をどのように捉えているのか。 

 答弁願います。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 マイナンバーカードについてお答えいたします。 

 国では、行政事務を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現することを目的に、

平成25年５月31日に、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、

いわゆる番号法を公布しました。 

 その後、平成27年10月からは、住民票を有する全ての方に12桁の個人番号、いわゆるマイナンバ

ーが通知され、翌28年１月からは、本人申請に基づきマイナンバーカードの交付が開始されており

ます。 

 このマイナンバーカードの使途につきましては、本人の身分証明書として利用できるほか、カー

ド内のＩＣチップには、ｅ－Ｔａｘによる確定申告などの電子文書を送信する際に使用する署名用

電子証明書や住民票等のコンビニ交付の利用時などに、本人であることを証明する利用者証明用電

子証明書という公的個人認証サービスによる２つの電子証明書が標準として組み込まれております。 

 また、カード内のＩＣチップの空き領域を活用し、市町村や都道府県等は条例の定めるところに

より、独自のサービスとして利用することができることとされております。 

 こうしたメリットを持つマイナンバーカードではありますが、交付から３年余りが経過した本年

５月１日時点における全国の普及率は16.4％と、普及が進んでいない状況であります。 

 この主な要因としましては、本人確認書類として利用できるマイナンバーカードのほかに、運転

免許証があることやマイナンバーカードの申請手続から交付まで約１か月余り要することなどによ

り、手続が面倒と考えている方もいらっしゃること、さらには、マイナンバーカードの紛失によっ

て個人情報の漏えいが危惧されることなどが普及しない要因の一つと言われております。 

 そこで、まず初めに、村のマイナンバーカードの取得率についてのお尋ねでありますが、本年５

月１日時点において、マイナンバーカードを取得されている方は、全村民の8.1％に当たる577名で

ございます。 

 これは、長野県内の市町村平均取得率の13.4％と比較して、5.3ポイント低い状況でございます。 

 次に、住基ネットワークシステムとの互換性・関連性についてでありますが、マイナンバーカー

ドの作成等を行っている地方公共団体情報システム機構、通称Ｊ－ＬＩＳ（ジェイリス）は、都道

府県及び市区町村が共同して運営する、地方共同法人として設立され、マイナンバー制度関連シス

テムの構築や地方公共団体の情報化推進を支援するための各種事業を行っております。 
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 また、住民基本台帳法に基づく本人確認情報処理業務の委任を受けることができる唯一の機関と

して、市町村の区域を越えた本人確認や転出入の事務処理に用いる住民基本台帳ネットワークシス

テムの運営を行い、このシステムを活用し、マイナンバーの付番やマイナンバーカードの作成のほ

か、公的個人認証サービスの運営などを行っております。 

 したがいまして、Ｊ－ＬＩＳは、住民基本台帳ネットワークシステムを活用しながら、基本的か

つ重要な役割を果たすことにより、マイナンバーシステムと相互に関連しながら運用がなされてお

り、互換性・関連性がありますのでよろしくお願いいたします。 

 次に、カード取得向上のために、これまで実施した施策についてのお尋ねでありますが、これま

で、村では、広報紙やホームページ、役場を始めとする村営施設等の窓口にリーフレットを備え付

けるなどして、制度の内容を広く村民の皆様に周知しております。 

 また、窓口における本人確認の際、運転免許証等の顔写真入りの公的証明書をお持ちでない高齢

者等の皆さんには、カード取得に関する声掛けをさせていただいておりますほか、確定申告の際は、

カード活用による電子申告への移行を説明させていただいておりますが、普及促進につながってい

ないのが実情でございます。 

 次に、制度を活用した村独自のサービスについてのお尋ねでありますが、現時点において、カー

ド内のＩＣチップの空き領域を利用して、条例の定めるところによる村独自のサービスはございま

せんが、かつては平成27年度において、須高管内の市町村が共同により、戸籍や住民票、印鑑証明

書などのコンビニ交付について検討した経緯がありますが、その際、導入経費やランニングコスト

などを試算したところ、費用対効果が得られないことなどから、導入を見送った経過がございます。 

 そのような中で、長野県内では、既に住民票などのコンビニ交付を実施している自治体が77市町

村のうち、44％に当たる34市町村で実施しておりますことから、村におきましても、今後先進事例

等を参考に再検討してまいりたいと考えております。 

 次に、マイナンバー制度をどのように捉えているのかとのお尋ねでありますが、マイナンバー制

度は、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が所有する個人の情報

が同一の情報であることを確認できることで、所得状況等を正確に把握し、税や社会保障の負担の

不正受給の防止、さらには、真に困っている方へのきめ細かな支援が可能となるなど、公平で公正

な社会を実現していく上で、極めて重要な役割を持っているものと考えております。 

 そのようなことから、国では、2021年３月を目途に、マイナンバーカードが健康保険証としての

利用も予定されていることなどから、今後さらに利用範囲が拡大されるものと考えております。 

 このため、不安視されている個人情報の漏えいにつきましては、マイナンバーカードのＩＣチッ

プ内に、税や年金などのプライバシー性の高い個人情報が記録されておりませんし、確認する際は

暗証番号が必要となることなどから、セキュリティー対策が十分に取られていることなどを引き続

き村民の皆様に周知するなどして、今後ともマイナンバーカードの普及促進に努めてまいりますの
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で、よろしくお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────５番 酒井康臣議員。 

○５番（酒井康臣議員） 

 再質問をいたします。 

 今、村長の中で、大変重要な役割を占めているんだという表明がございました。何といいますか、

今回の世界のコロナのことを考えても、やっぱりこういう制度を、ちょっと危険性があると言われ

ておりますけれども、もっと早く進めていけばもっと大きく貢献できたんではないかなと思ってい

るところです。 

 それでは、再質問いたします。 

 ７月からマイナポイントの申込みが始まります。この制度は、マイナンバーカードとキャッシュ

レス決済の普及のために実施をされるようであります。スマートフォンや電子マネー、クレジット

カードを使って買物をすると、25％のポイントがつき、１ポイント１円で利用でき、上限が5,000

円で、４人家族ですと２万円という破格の還元率になっています。 

 ただ、総務省のホームページには、予約者数が予算に達した場合には、マイナポイントの予約を

締め切る可能性がありますと、マイナンバーカードの申請は早くしてくださいと記載されていまし

た。村として、これ村民には広報するんでしょうか、しないんでしょうか。 

 それから、先ほど村長のほうから、来年３月から、健康保険証としても利用できるようでありま

すけれども、その仕組みというのはどのようになっているのか、お分かりでしたら御答弁願います。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 再質問、２点ですか。１つはマイナポイントの申込みに対して、どのように広報しているのか。

そして、２つ目として、来年３月に開始される国民健康保険証、これに対してどのような仕組みに

なっているか、この２点というふうに思います。 

 まず、１点目は、国では、キャッシュレス決済の推進と消費の活性化を目的として、マイナポイ

ントと呼ばれるプレミアムポイントつきの政策、いわゆるマイナポイント事業を本年の９月から実

施する予定と発表されています。 

 このマイナポイントは、キャッシュレス決済を通じて獲得できるポイントで、事前にキャッシュ

レス、お金で買うわけです。それから、そのときに、25％のものがプレミアムがつくと。こういう

ことで、２万円のを買うと２万5,000円という、5,000円のプレミアムがつくと、こういう仕組みで

あります。 

 このマイナポイントを受けるためには、マイナンバーカードの取得がまず必要となります。この
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マイナンバーカードの取得後に、８桁の英数字のマイキーＩＤを設定することが必要となりますが、

本年の７月から、マイナポイントの申請の受付が開始されます。 

 そういったことで、お尋ねのこのマイナポイントの事業につきまして、本年３月号の広報紙で掲

載させていただいたほか、今月15日発行の広報紙６月号でも概要を掲載させていただくこととして

おりますが、今後も村ホームページ、あるいは同報無線等を活用して、マイナンバーカードの取得

と併せ、広く周知を図ってまいりたい、このように思っておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 続きまして、マイナンバーカードに保険証の機能が付与されると、こういうことで、どのような

仕組みになっているか、こういうお尋ねでありますが、来年の３月から順次利用が開始される予定

とされております。これは、昨年の５月に、医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健

康保険法の一部を改正する法律が成立し、オンラインでの資格確認の導入に向けた一環として行わ

れたものですが、現在の健康保険証が利用できなくなるわけではありません。それはそれとして持

っていて、それを健康保険証をマイナンバーカードに別に登録されると、こういう仕組みになって

います。そういったことで、マイナポータルに事前登録することによって、マイナンバーカードが

保険証として利用できるということで、外出時に健康保険証を持参していなくても、マイナンバー

カードを持っていれば、健康保険証の役割をすると、こういうことで空きスペースの中に入ってい

ると、こういうことであります。 

 現在、このオンラインシステムの構築に向け、来年の３月ですので、国の関係機関や各保険者が

準備を進めている段階でありますので、詳細がはっきりした段階で、住民の皆さんに周知を図って

まいりたいと、このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────５番 酒井康臣議員。 

○５番（酒井康臣議員） 

 再々質問ですけれども、これ、マイナンバーカードに関連しておりますので、ちょっと村長のお

考えをお聞きしたいと思います。 

 このコロナでも本当に分かったとおり、ＩＴとかデジタル化部分では、日本は、近くの中国や韓

国、台湾などとも相当遅れを取っていることはもう事実であります。日本も、早い段階で国際標準

に近づけるために、マイナンバーに関連づけた様々な電子化、デジタル化を進めてくるものと考え

られます。 

 その過程で、様々な不具合の発生が考えられます。今までも相当不具合が発生して、いろいろ今

回の申請でも不具合が発生したということでありますけれども、各自治体部分での不具合もこれか

らは考えられてくると、その場で修正できるものは修正をしていかなければならない。今は多分全

て電算にお願いして、壊れたら、壊れたよ、早く直してくれやと、このような調子だと思うんです
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けれども、そうではなくて、やはりすぐ現場で対応できるものについては対応していかなければい

けなくなるときが来るのではないかと、このように思っています。 

 ですから、現場で修正をしながら、そのシステムを使っていく。ソフトウエアというのは、そも

そも不具合が出て不思議じゃないんです。それを修正し修正して、そして完璧なシステムに出来上

がっていくんだということであります。そのためには、各自治体も対応できる人材の確保というの

が必要になってくると思っています。 

 今、小中学校で、そのＩＴ技術者ですか、小学校、中学校含めて１名というようなことがありま

すけれども、こういう行政の部分でも、そういうシステムの技術者というのは必要になってくるん

ではないかなというふうに思います。 

 そこで、必要になったからすぐ間に合わせろといってもなかなか難しい問題でありますから、こ

こ２、３年の間に、その道に精通した人材の採用というのはお考えでしょうか。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 再々質問についてお答えをいたします。 

 この質問は、システム上での不具合の対処できる人材の採用を考えているかと、こういうことだ

というふうに思います。 

 そして、その再々質問の中に、マイナンバーカードに対して関係しているということで、再々質

問したと。こういうお話がありましたが、通告の範囲外でありますが、村の基本的な考え方として、

お答えをしたいと思います。 

 いわゆる、よくシステムを変わったときにいろいろな面でグレードアップする、そういったとき

にいろいろな学校でやったときに、インストールをしたときにも、意外にそのときに限ってシステ

ムが止まってしまったりとか、こういうことがあるというのはよく聞いております。 

 そういった点で、それに対処できるかということの御質問だと思いますけれども、いわゆる本村

のような非常に小さな基礎的自治体においては、限られた職員の数の中で、多くの業務を所管しな

ければならない。大きな自治体であれば、専門的な知識を持った人が対応できますけれども、そう

いう構成にはなっていないということを御理解いただけると思います。 

 そのために、専門的な知識を特に必要とするものについては、何かあったときには、専門とする

業者に対して、委託をした業者に対して、万が一不具合が生じた場合には、可能な限り迅速な対応

をお願いすると、こういうふうにしております。 

 したがいまして、御指摘いただきました不具合等につきましては、村民の皆様に、一番は御迷惑

をかけることのないように、これが一番大事だと思いますので、御迷惑のかからないように配慮し

てまいりたい。このように考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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○５番（酒井康臣議員） 

 以上で終わります。 

○議 長（松本 茂議員） 

 以上で酒井康臣議員の質問を終わります。 

─────６番 涌井仙一郎議員。 

○６番（涌井仙一郎議員） 

 自然災害時の避難所の運営と改修について御質問いたします。 

 観測史上最大級と言われる令和元年東日本台風の記録的な豪雨により、県内の広い範囲で災禍に

見舞われました。村内では、笠岳観測所で１日の降水量が285mmという記録的な大雨となり、家屋

の床下浸水を始め県道、村道等に一部破損や農地災害、果樹の落下等、多くの被害が発生しました。 

 村では、この災害に対する被害概要、災害報告書の作成、災害に関わる対応の検証結果を早急に

検証されて、令和元年度東日本台風災害に関わる災害対応検証報告書を本年３月に冊子として印刷

され、関係者に配布されました。これは大いに評価できることだと思います。 

 この豪雨によりまして土砂災害警戒地域に、初めて避難勧告情報を居住者に無線放送で避難勧告

が発令されました。突然の避難勧告で、住民の多くは不安で戸惑っておりました。雨降りの夜、避

難は高齢者や身体障がい者にとっては大変危険な行動でしたが、村内６か所には800人を超える皆

さんが避難され、多くの住民が詰めかけ避難場所は避難スペースが少なく、また情報不足もあり、

安心な避難生活とは言えませんでした。 

 そこで、質問いたします。 

 地区自主防災会の役員は毎年交代されております。これらの災害時の役割、あるいは活動内容は、

どのようなものかほとんど認知されておりません。そして、自主防災会役員はどのような任務があ

り、避難所の運営はどのように進めたらよいのか、困惑されていたと感じます。各避難所の設営や

運営等に関わる初期体制づくりのマニュアルは、各避難所ごとに作成されているのでしょうか。お

尋ねいたします。 

 ２点目、初めての我々避難生活を体験を生かして、少しでも安心して避難生活ができるように、

環境整備の改善等も、村として住民と協議しながら改善しておくべきと考えますが、現状の各避難

所の環境をどのように把握、調査をされているのか、見解をお伺いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────宮川村民生活課長。 

○村民生活課長（宮川裕明） 

 自然災害時の避難所の運営と改修についてお答えいたします。 

 初めに、前段の避難所の設営や運営等に係る初期体制のマニュアルの作成に関する御質問につき

ましては、私からお答え申し上げ、後段の避難所の環境整備につきましては、総務課長から答弁申
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し上げますので、よろしくお願いいたします。 

 昨年10月に発生しました台風第19号は、観測史上最大級と言われ、長野県など東日本を中心に甚

大な被害をもたらしました。 

 この台風は降水量が多く、本村に土砂災害警戒情報が発表されましたことから、村民の皆様の命

を守ることを第一に、避難勧告や避難指示を発令させていただきましたが、消防団や各区の自主防

災会等の皆様の迅速な行動と対応により人的被害等もなく、被害を最小限にとどめることができま

したことに改めて感謝申し上げます。 

 村では、初めてとなる避難勧告や避難指示を発令させていただきましたが、その際、避難された

村民の皆様から、避難所の運営等について大変貴重な御意見等を伺うことができました。 

 一方、初めて避難所の運営に当たった職員は、身をもって体験することで、実際に現場で起きて

いることと机上との違いを強く感じ、多くの問題点等を見いだすことができたものと思っておりま

す。 

 村では、この台風災害での課題等を洗い出し、その対応や課題を検証し、住民や関係機関、災害

対応を遂行する職員等が情報共有することで、今後の自然災害に備え、ひいては災害に強い村づく

りを推し進めるため、本年３月に災害対応検証報告書を作成いたしました。 

 この報告書では、多くの区長さんから、自主防災会の初期行動マニュアルや避難所運営等に当た

ってのマニュアルの作成の必要性について、御要望等をいただいております。 

 特に、避難所運営マニュアルにつきましては、阪神・淡路大震災や東日本大震災のような大規模

災害時において、多くの自治体職員が被災し、行政主体の避難所運営が困難であることが判明した

ことなどから、避難者同士がお互いに助け合い、それぞれに役割分担を担って、避難所の自主的な

運営を行ったと言われておりますことから、有事の際における避難所運営マニュアルは、大変重要

なものと考えております。 

 そこで、各避難所の設営や運営等に係る初期体制のマニュアルの作成についてのお尋ねでありま

すが、平成23年３月11日に発生した東日本大震災を受け、村では、国が示した避難所運営の基準に

基づき、平成23年６月１日、高山村避難所運営方針を策定いたしました。 

 この運営方針では、避難所の受入れ人数は１か所当たり50人程度とし、避難所開設初期の１週間

程度は、村職員及びボランティアで対応することとし、１週間以上にわたり長期化する場合は、自

主防災会の皆様が中心となって避難所の運営を行っていただくことや、生活物資の調達方法、避難

所における生活支援及び健康管理などについても記載がされております。 

 しかしながら、現在ある避難所運営方針は、昨年の台風第19号のように、複数ある避難所を同時

に開設し、800人から成る避難者を受け入れる体制にはなっていなかったことなどから、実際に職

員の手が十分に回らず、避難された皆様に御不便をおかけしてしまったものと考えておりますので、

今後早急に、今の避難所運営方針を見直しし、有事に備えていく必要があるものと思っております。 
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 こうした中、長野県では、平成23年の東日本大震災を始めとする、その後発生した大規模な長野

県北部地震や長野県神城断層地震、熊本地震や西日本豪雨、北海道胆振東部地震など、過去の災害

対応の課題や教訓等を踏まえ、さらに今なお拡大し続けている新型コロナウイルス感染症等の避難

所における感染予防対策を適切に行うため、本年５月26日に長野県避難所運営マニュアル策定指針

を改定されております。 

 この改定された指針では、地域住民が自主的に避難所の運営を行うことを目指し、実際に災害が

発生した場合を想定し、実践的・具体的な内容となっております。 

 このため、村におきましては、今回県が改定した指針を参考に、本村に合った避難所運営マニュ

アルを早急に整備するとともに、自主防災会の皆様と共有を図る中で、今後の災害に適切に対応し

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────宮本総務課長。 

○総務課長（宮本孝雄） 

 次に、自然災害時の避難所の改修についてお答えいたします。 

 指定避難所につきましては、毎年お配りしている村行事カレンダーに合冊してあるハザードマッ

プで周知させていただいておりますが、現在、村内の学校施設や社会体育施設、地域の公会堂など

15か所の施設を指定させていただいております。 

 また、先ほど、村民生活課長が答弁いたしました高山村避難所運営方針に基づき、避難された皆

さんが安心して避難生活が送れるよう、避難所の開設及び運営を迅速かつ円滑に進めてまいります

とともに、避難所生活を送る上で、最低限必要となる環境を整備することが極めて重要であると考

えております。 

 そこで、現在の指定避難所につきましては、強固で大勢の方を受け入れることができる施設とし

て、小中学校や社会体育施設など、主に体育館を指定しております。 

 このため、トイレなどのバリアフリー化を始め、暑さや寒さなどに対応できる備品類の整備やテ

レビ・携帯電話などで情報を取得するための設備、さらにはプライバシー確保のための間仕切り

等々、様々な整備や配備をしていく必要があるため、今後計画的に進める必要があると考えており

ます。 

 近年、自然災害は、風・水害のみならず、地震や雪害、火山のほか、今回の新型コロナウイルス

感染症のような感染症など、様々な災害等が想定されますことから、災害によっては避難所等の対

応も変わってまいりますので、様々な視点から検討を重ね、長期化する避難所生活も視野に入れな

がら、関係する施設管理者の皆さんと調整を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 
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─────６番 涌井仙一郎議員。 

○６番（涌井仙一郎議員） 

 防災官庁に勤められていた内山村長の陣頭のもとで、今回、人災もなくできたことだと思います。

そして、情報もうまく発信されましたが、やっぱりこういうふうな災害は、寺田寅彦先生がおっし

ゃるように、忘れた頃にやってくるというふうなことを言われております。近年はこれ忘れたころ

じゃなくて毎年、災害に見舞われております。今回の検証本当によかったなと思いますし、また、

防災気象官庁におられた内山村長のもとで、陣頭指揮でできたこともよかったなというふうに感じ

ております。 

 それで今、総務課長から、避難所の改修についての御説明がありましたが、実は私、平成30年９

月に同様な趣旨の一般質問を行いました。そして、避難所に対する改修を望んだんですけれども、

一向にそういうふうな跡はないと思いますけれども、自治区施設整備等の補助金等もあるんですけ

れども、これは僅かだとは思いますけれども、こういうものを使いながら、例えば男女別のトイレ

にするとか、ここのところは大勢の男女が来ているんで、旧式なところに行くと一緒の入り口にな

ると思うんですけれども、そうなると皆さん行きづらいということを言われておりますし、その辺

の改造等も必要だと思っております。そして避難場所の広さ、これは先ほど申しましたけれども、

限度があります。１か所じゃなくして、もう１か所とか何かを指定してもいいんじゃないかなと思

うんですけれども、要するに、今、密集じゃないんですけれども、そういうふうに近いところに避

難所も設けられるというふうなことも、これから考えていただければと思っております。そんなこ

とで、今後とも避難所の運営と改善について、極力前進されますようにお願いいたします。 

 続いて、２番目、遊歩道の舞の道の閉鎖についてお伺いいたします。 

 新型コロナウイルス感染規制も解除されまして、自然を満喫できる新緑の季節になりました。村

の舞の道遊歩道は、辺地債２億円ほどをかけて、全長1.3kmを整備されております。アンチエイジ

ングの健康づくりの遊歩道としても利用されるとともに、温泉街にも活気がみなぎると思います。 

 積雪や豪雨等により歩道の一部の崩落や落石箇所もあり、点検等実施がされて安全を確認された

上で、通行ができるようにされていると思います。 

 そして、今は、観光客等の立入り、現在では入り口の立て看板には、安全確保のため歩道等の整

備を行っておりますので、当面の間、閉鎖され、立入禁止とされております。 

 この歩道の路肩には、50種以上の希少価値のある山野草が自生しております。村では年２回、こ

の分野のエキスパートであられる加藤先生の説明等で案内されて、山野草観察会も行われておりま

す。山野草、野生植物の保護等も必要かと思われますが、この遊歩道の閉鎖期間や今後の整備状況

について、どのようになっているのか、お尋ねいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────柴田産業振興課長。 
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○産業振興課長（柴田 亨） 

 舞の道遊歩道の閉鎖期間についてお答えいたします。 

 松川を挟んで山田温泉の対岸に位置する舞の道遊歩道は、本村の魅力的な美しい自然を味わって

いただくため、それまで薪炭の搬出など林業関係で使用されていました山道を、昭和52年頃から整

備、改良を重ね、新緑の春から紅葉の秋までの間、山田温泉街から高井橋を渡り、松川の対岸を周

遊できる全長1.3kmの観光客の皆様に親しまれる遊歩道として御利用いただいております。 

 しかしながら、この遊歩道は、松川渓谷の急峻な岩盤等に位置し、崩れやすい地盤でありますこ

となどから、大雨などの自然災害が発生した際には、落石等により、その都度通行止めをかけて、

緊急に修繕等を行っている状況であります。 

 中でも、平成21年の豪雨災害により発生した大規模な山の崩落事故は、落石等により歩道が抜け

落ちるなどしたことから、平成24年から３年余りにわたり、２億800万円ほどの建設費をかけて安

全対策工事を実施し、観光客など利用される皆さんの安全に配慮しながら、遊歩道の維持管理に努

めてきたところであります。 

 また、議員お話しのとおり、この遊歩道は、恵まれた自然環境から山野草が数多く自生しており、

理学博士の加藤美幸先生を始め、村内外のボランティアの皆さんによる保全活動を実施していただ

いているほか、年２回程度、一般の皆さんを対象とした舞の道遊歩道自然観察会も実施していると

ころでございます。 

 そこで、舞の道遊歩道の閉鎖期間や今後の整備状況についてのお尋ねでありますが、例年であり

ますと、降雪前の11月下旬から春先まで冬期閉鎖とし、春の融雪後、落石の除去など遊歩道の安全

確保のための整備工事を行ってから、ゴールデンウイーク前の４月下旬を目途に冬期閉鎖を解除し

ているところであります。 

 しかしながら、本年は、昨年10月の東日本を中心に甚大な被害をもたらした台風第19号の影響に

より、遊歩道の一部損壊や落石、倒木による復旧工事に時間を要した上、新型コロナウイルス感染

症の影響もあって、５月末まで閉鎖し、去る６月１日に閉鎖を解除したところでございます。 

 そのようなことから、今後とも、観光などで舞の道遊歩道を訪れる皆さんの安全確保を最優先に、

これまでと同様に、大雨などによる自然災害が発生した際や災害発生のおそれがあるときは速やか

に閉鎖し、安全を確認した上で閉鎖を解除してまいりたいと考えております。 

 なお、近年では毎年のように大雨等による自然災害が発生し、落石等で遊歩道が損壊しておりま

すことから、山からの落石防護対策について、県などの専門家の皆さんと協議してまいりたいと考

えております。 

 この舞の道遊歩道は、本村の主要な観光資源の１つでもあり、多くの貴重な植物等が見られる場

所でもありますことから、今後とも安全対策に万全を期すとともに、村の豊かな自然環境の保全に

努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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○議 長（松本 茂議員） 

─────６番 涌井仙一郎議員。 

○６番（涌井仙一郎議員） 

 ５月下旬だったかと思うんですけれども、そこへ行ってみようと思って行ったんですけれども、

まだ閉鎖中ということでありまして、残念だなと思っているんですけれども、その辺、今回、今説

明があったように、５月末で６月から通れるようにというふうにお考えでいられると思うんですけ

れども、冬期間は閉鎖、それから５月まで、それだと遊歩道を通れる期間が本当に少ないんじゃな

いかなと思います。これには、温泉へ宿泊される方とかなんかは、ほとんど歩いてみなくて終わっ

てしまう期間だと思うんですけれども、その辺、崩落があり通行止めということでございますから、

仕方がないとは思うんですけれども、何とか通行止めの期間を短くして、遊歩道を歩けるようにす

る期間を長くしていただきたいなと思っているところでございます。崩落等がありまして、なかな

か難しいことだと思いますけれども、何とか、せっかくの道ですから有効に使われるように整備を

お願いしたいと思います。 

 それから、山野草等もあるということでありますけれども、路肩にありますものですから、普通

に遊歩道を歩いても気がつかない、関心がなければそのまま行ってしまうと思うんですけれども、

その辺何とか保護とか対策ができるようなことも考えていただければ、また歩く人も興味を持つと

思うし、また森林というか木にも名札をもうちょっとつけていただいて、これがこういうふうな木

だなということを記していただければ、いろいろと有意義に散歩ができるんじゃないかと思います

けれども、その辺もちょっと力を入れていただいて、本当に親しまれる舞の道にしていただきたい

と思っております。 

 そんなことで一応要望ということでお願いいたしまして、答えがありましたら、お願いいたしま

す。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────柴田産業振興課長。 

○産業振興課長（柴田 亨） 

 今、閉鎖期間中ということのお話がございました。確かに本年につきましては、昨年の台風第19

号で大変大きな遊歩道の損壊をしてしまったということもありましたし、やはり工事期間、雪が解

けてからでないと工事ができないということで、例年４月の中旬ぐらいから業者さんに入っていた

だいて、危ない場所を点検していただきながら修繕しております。ただ今年に至っては、ちょっと

大変な豪雨がありまして、歩道自体が相当えぐられてしまったということで時間がかかってしまっ

たということ。そして、その復旧が５月に至ったということと、それから今回、新型コロナの影響

で不要不急の外出を避けるという意味も込めまして、６月といいますか、５月いっぱいまで閉鎖と

いうことになったところでございます。 
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 ただ、できる限りこの春の新緑の時期であったり、また夏の深い緑、そして秋の紅葉の時期、大

変な観光資源でございますので、できるだけ多くの皆さんに利用していただけるように、安全が第

一でございますが、そういった観光面でも大事でございますので、整備等を図っていきたいと思っ

ております。 

 また、山野草につきましても、先ほども議員からも御質問がありましたとおり、この地区につい

ては、定期的にボランティアの皆さんたちに活動していただいていて、例えば令和元年度だけでも、

観察会が２回、あとボランティア作業が８回ほど行われまして、延べ50名を超える方々に保護に来

ていただいているという状況でございます。今年に至っては、貴重な山野草のほかに、何かこの間

筑波大学の先生も来られまして、貴重な木もあるというお話でございましたので、今後そういった

保護の観点と、それから貴重な山野草が見られるということで、保護と観光の両面から整備等に当

たって安全を確保していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○６番（涌井仙一郎議員） 

 質問を終わります。よろしくお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

 以上で涌井仙一郎議員の質問を終わります。 

 しばらく休憩します。これより本休憩といたします。 

 会議は午後１時より再開いたします。 

午前11時50分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午後１時00分  再 開 

○議 長（松本 茂議員） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 本日最後となりますが、通告に従いまして質問いたします。 

 新型コロナウイルス感染症時の防災避難所についてお聞きします。 

 新型コロナウイルス感染症については、今年１月から話題になり、ダイヤモンド・プリンセス号

の感染状況が毎日報道され、これは大変な病気であるとの認識が高まったものでした。 

 ２月27日に、安倍首相が、全国全ての小中学校、高校、特別支援学校に、３月２日から春休みま

で臨時休校するよう唐突に呼びかけました。本村でも、３月２日から小中学校を臨時休校させ、そ

の後だんだん延長され、結局５月31日まで延長することとなりました。 

 本村でも、温泉施設も、４月14日から休業となりました。 

 ようやく５月14日に、全国39県の緊急事態宣言が解除され、本村でも、５月25日から小中学校の
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授業が再開され、温泉施設の営業も開始されました。 

 しかし、今後もコロナ感染症対策の３密を避ける努力を継続しながら生活しなければなりません。 

 さて、このような中で、県内でも地震が頻発しております。また、これからは梅雨です。大雨に

よる災害が起きないとは言えません。昨年の台風19号では、本村では800人を超える皆さんが避難

されました。 

 そこで、これからも続くコロナ禍の中で、本村の防災避難所での対応が心配になってきましたの

で、以下について質問いたします。 

 第１、防災避難所で３密を避けるためには、一定の距離を取らなければなりません。１人当たり

の面積は広くなりますが、現在予定されている施設だけで大丈夫でしょうか。 

 第２に、近くということもあり、地域の集会所の有効利用を求めたいと思います。 

 第３、飛沫感染予防にはパーティションなどで一定の面積を隔離することが必要かと思います。

それらの備品の確保を求めたいと思います。 

 第４、それぞれの施設として、換気が大事になりますが、換気扇やエアコンの設置を求めたいと

思います。 

 第５、新型コロナウイルス感染症対策を含めた、村の防災計画の見直しが必要かと思いますが、

いかがでしょうか。 

 以上、答弁を求めます。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────宮本総務課長。 

○総務課長（宮本孝雄） 

 新型コロナウイルス感染症時の防災避難所についてお答えいたします。 

 現在、新型コロナウイルスが世界中で猛威を振るい、国内でも約１万7,000人が感染し、約８割

以上の方が回復しているものの、900人を超える方が犠牲となられておられます。 

 一方、長野県におきましては、これまでに76人の感染者が確認されておりますが、５月12日以降

は、新たな感染者の報告はなく、県内全域で新型コロナウイルス感染症・感染警戒レベルが「１」

に引き下げられており、本村においては、これまで感染者は確認されておりません。 

 しかしながら、全国では、緊急事態宣言解除後も、特定のクラスターの発生と考えられる報告例

や、今後、第２波、第３波への警戒が必要とされるなど、いまだに新型コロナウイルスの終息が見

えない状況にあります。 

 このため、コロナウイルスとの共存を図る新しい生活様式の定着に向けた取組が必要と言われて

おり、新型コロナウイルスと災害が重なった場合の避難対応についても、十分検討していかなけれ

ばならないものと思っております。 

 そこで、感染症対策を講じた場合の避難所の規模などについてのお尋ねでありますが、避難所の
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開設に当たっては、今後は感染症対策を考慮した取組として、密閉、密集、密接のいわゆる３密を

避ける対策が必要となってまいります。 

 長野県避難所マニュアル策定指針によりますと、指定避難所において、「避難生活が長期化した

場合、荷物置場を含めた１人当たりの占有面積」は、これまで２ｍ掛ける1.5ｍの３㎡とされてお

りました。 

 しかしながら、新型コロナウイルス感染症対策を適正に行うために、今回の新型コロナウイルス

感染症対策を講じた、国の避難所マニュアル策定指針が４月初めに示され、これを受けて５月初め

に示されました、改定長野県避難所運営マニュアル策定指針では、１人当たりの占有面積こそ３㎡

と変わりありませんが、４人を基準世帯として、世帯ごとの間隔を２ｍずつ空け、３密にならない

よう改定されておりますことから、この基準で算出しますと、１施設当たりこれまでの半分の人数

しか収容できないこととなります。 

 このようなことから、感染症対策によって避難所に収容できる人数は、これまでよりも大幅に少

なく見込まざるを得ないため、新たな避難所を確保する必要があるものと考えております。 

 また、収容人数を算出する中で、世帯ごとに間仕切りの設置や風邪などの症状のある方の避難場

所の確保など、避難所単位で、しかも部屋ごとに運用方法を明確化する必要があることなどから、

今後に備えて総合的に検討してまいりたいと考えております。 

 次に、地域の集会所を避難所として利用したらどうかとの御提言でありますが、現在、村では、

村内に15か所の指定避難所を指定させていただいておりますが、先ほど答弁させていただきました

ように、今般の感染症対策などを考慮しますと、世帯当たりの占用スペースを算出基準に基づいて

必要な面積を確保するとなると、現在の指定避難所では手狭な施設がありますことから、議員お話

しのように、避難所の増設は検討せざるを得ないものと思っております。 

 なお、避難所の増設に当たりましては、新たな避難所を指定するだけでなく、必要に応じて村内

の宿泊施設などの利用についても可能かどうかを含め、総合的に検討してまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、飛沫感染予防策についてでございますが、飛沫感染予防には、人と人との距離を確保する

間仕切りの設置や室内の十分な換気などのほか、避難者自身による手洗いやうがい、アルコール消

毒、咳エチケットなどが有効であると言われておりますので、徹底を図ってまいりますとともに、

風邪などの症状がある方には、別の部屋へ避難していただくなど、感染症対策に万全を期してまい

りたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、換気扇やエアコン等の器具についてでありますが、村が指定する避難所のうち、保健福祉

総合センターや小中学校の教室などを除く体育施設につきましては、エアコンなどの空調設備が設

置されていない状況でございます。 

 したがいまして、今後、暖房器具や扇風機などの調達方法を検討するとともに、天候にもよりま
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すが、窓を開け十分な換気を行うなど、感染症対策を講じてまいりたいと考えております。 

 次に、防災計画の見直しについてでありますが、避難所は、災害の危険性があり避難した住民等

の皆さんを、災害の危険性がなくなるまでに必要な期間滞在させ、または災害により自宅に戻れな

くなった住民等の皆さんを、一時的に滞在させるための施設として、村が指定させていただくもの

であります。 

 仮に、災害により住宅の倒壊や一部損壊などで避難が長期に及ぶ場合には、応急仮設住宅を建設

するなどして、そこで生活していただくこととなります。 

 このようなことから、どこまでの被害想定をして避難所を確保し運営していくのか、難しい面も

ございますが、村といたしましては、あらゆる災害に対して、避難所で安全に安心して生活してい

ただけるよう、感染症予防対策に万全を期していかなければならないものと考えておりますことか

ら、災害対策基本法第42条の規定に基づき、国の防災基本計画や県の地域防災計画、各種災害対応

マニュアルなどを参考に、今後の村地域防災計画において、必要な見直しについて検討してまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 それでは、再質問させていただきますが、ぜひ村民のこれからの災害もまだまだ、コロナ禍が第

２波、第３波というようなことも予想される中で、ぜひ村民の生活を守るという立場で取り組んで

いただきたいというふうに思います。 

 それで、ちょっとコロナとの関連というようなこともありまして、これからはちょっと要望とい

うようなことで、お聞きいただければというふうに思いますが、１つ、今の感染症の施設内のこと

も含めてですが、アルコールの消毒薬などの適切な備蓄量の確保もぜひお願いしたいなというふう

に思います。 

 それともう一つ、村の診療所において、ここしばらくの対応として、発熱者の方が診療所へ行っ

た場合、なかなか先生に直接診ていただくということができないというようなこともあります。ぜ

ひこれからも、秋冬になっての通常の病気も出てくる、インフルエンザ等もあるというようなこと

もありまして、ぜひ村民としましては、一度は室林先生に診ていただきたいというのが村民の願い

ではないかというふうに思いますので、ぜひその辺りも含めて御検討いただきたいなというふうに

思います。 

 以上は要望ですので、できるかできないかのみお答えいただければと思いますが、いかがでしょ

うか。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────宮本総務課長。 
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○総務課長（宮本孝雄） 

 新型コロナウイルス感染症、これにつきましては、このコロナウイルスがいなくなるわけではな

いと、こういうふうに言われておりますので、そういったことを踏まえて、避難所についても今後

の対策を講じていかなければならないと。そして、今お話のありましたように、いろいろな備蓄品

につきましても、この感染症に対する備蓄品も十分ではありませんので、今後計画的な備蓄に努め

てまいりたいと思っております。 

 今、診療所の関係でお話がございましたけれども、現在、熱等おありになる方は、別室で待機を

していただいて、先生に診ていただくというようなことかと思いますけれども、当然、このウイル

スというのは目に見えないものでありますので、医療に関わるそういった室林先生でありますとか、

看護師でありますとか、やはり十分な注意を払っていても、その辺は慎重にならざるを得ないとい

う部分もございますので、今後また村民の皆さんにいろいろと診療いただくについては、こういっ

た感染症対策も、さらにどんな対応をしていったらいいのかも含めて、十分検討させていただきた

いと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 ぜひ、前向きな御答弁をということで、お願いしたいと思います。 

 次に、質問は変わりますが、山田牧場のにぎわいの場創出事業について質問いたします。 

 本年、今年の３月議会において採択されました山田牧場のにぎわいの場創出事業は、山田牧場の

皆さんからは御期待の声も上がっているというふうに聞いております。 

 しかし、設計プロポーザルを見ますと、ほぼ平地のような図面ということになっています。とこ

ろが実態は、東西南北ともにかなり高低差があるように思います。また、国立公園内ということも

あり、土砂の移動や高い擁壁の建設は、自然保護の観点からあまりふさわしいものではないのでは

ないかというふうに思います。 

 次に、収支についてですが、スタッフの１人は常勤者となれば、売店等の収入で通常経費の捻出

を賄うにはかなりの売上げがなければ成り立たないというふうに思います。また、２か所の足湯か

らの収入が見込めるのでしょうか。 

 ところが、当の山田牧場では、日中の各店舗の収入源は、夏も冬も飲食が中心というふうに思い

ます。そこへ後づけで、カフェや売店が開業するとなると、各店舗の売上げへの影響が心配になる

との思いは自然のことではないかと思っております。 

 また、次に、冬の除雪対策はどのように考えられるのでしょうか。一晩で１ｍもの積雪になりま

すが、駐車場はともかく、施設内のメインデッキの除雪はなかなか厳しいものではないでしょうか。 

 そこで、質問いたします。 
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 にぎわいの場創出事業の、現在までの進捗状況をお知らせください。 

 第２、年間収入のためには、どのような事業を想定されているのでしょうか。 

 第３、冬期間の利用方法及び除雪の方法をお聞きいたします。 

 以上、答弁を求めます。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 山田牧場のにぎわいの場創出事業についてお答えいたします。 

 にぎわいの場構想につきましては、これまで私が申し上げてまいりました高山村の強みでありま

す豊かな自然を基本とする観光資源とともに、その豊かな自然を活用した高山村固有の産業や歴史、

文化等の資源を十分に生かし、村内外から訪れるお客様の心と体を癒やすことのできる拠点を村内

に整備することにより、地域における産業の振興や住民福祉の向上とともに、さらなる地域の活性

化を図ることを目的としております。 

 中でも、本年度整備する山田牧場につきましては、牧場という名のとおり標高1,500ｍの高原で

牛の放牧が行われており、牧場の景観や笠岳登山、山菜取りや避暑、温泉、スキーなどの目的で観

光客などの皆さんにお越しいただいておりますが、ただいま申し上げました目的以外で、幼児から

高齢者に至る皆さんなど、幅広い年齢層の皆さんに気軽に来ていただけるような環境になっていな

いのが実情かと思っております。 

 さらに、近年における山田牧場は、畜産農家の高齢化等による廃業や規模縮小に伴い飼育頭数の

減少などから、年々放牧頭数が減少しているほか、国内におけるスキー人口の減少や今シーズンの

ように暖冬で雪が少なかったこと等による利用者の減少、さらには、奥山田温泉における宿泊業者

の廃業などにより、一段と牧場の活性化が危惧されているところであります。 

 しかしながら、議員も御存じのとおり、この山田牧場から見る善光寺平の夜景スポットや１年を

通しての北アルプスの眺望は大変すばらしく、晴れた夜の星空はどこにも負けないものがあり、ま

さに山田牧場は村の宝であると思っておりますので、ぜひとも山田牧場ににぎわいを取り戻すこと

を最優先課題の１つとして取り組んでいるところであります。 

 そこで、このたびのにぎわいの場創出事業による整備計画では、子どもさんから高齢者の皆さん

に至るまで幅広い年齢層を対象とした施設の中で、お茶やコーヒーなどを飲みながら温泉につかる

ことができる足湯施設を始め、子どもが遊べるアスレチックなどの遊具を兼ね備えた広場など、家

族連れなどで気軽に楽しんでいただき、できる限り牧場での滞在時間を延ばしていただけるよう、

様々な工夫を施してまいりたいと考えております。 

 このため、本年度の予算は、用地購入費や設計監理費、工事請負費や引湯負担金等で１億円余り

の経費を計上し、去る３月２日には、設計業者をプロポーザル審査により選定したところでありま



－57－ 

す。 

 そこで、現在の進捗状況についてのお尋ねでありますが、本年３月以降、新型コロナウイルス感

染症拡大の影響で、会議等が満足にできない状況が続いておりましたが、去る４月16日に開催され

た山田牧場区の総会では、区民の皆さんの御出席のもと、これまでの経過や山田牧場でのにぎわい

の場構想について説明をさせていただき、出席された皆さんなどから多くの御意見、御要望等をお

聞かせいただきました。 

 その後、区長さんや観光協会長さん、リフト会社の代表者や設計業者の皆さんなどにより、牧場

区からの意見、要望等を踏まえ、建設に向けての協議を再開したところであります。 

 なお、この協議の中では、設計に当たり実際にこの施設を管理運営していただく方の意見等も反

映することが望ましいとして、早急に管理運営者を決めてほしいなどといった意見、要望等が出さ

れました。 

 そこで、施設を管理運営していただくためには、まず山田牧場の歴史や環境、さらには気象等を

熟知している方を選定することが肝要であると思っておりますので、公募に当たっては、山田牧場

区を含む村内在住者を対象に募集してまいりたいと考えております。 

 応募に当たっては、高山村や山田牧場への思いのほかに、にぎわい創出のための提案や情報発信

の方法等について、応募者の考え方をまとめていただき、今月開催予定の管理運営委託事業者選考

審査会において、運営管理者を決定していくこととしております。 

 なお、去る６月１日には、理学博士の加藤美幸さんが代表を務める奥山田野生植物研究会の皆さ

んから、今回整備を予定している用地に貴重な植物が自生しているので、植物の保護対策を講じて

ほしいとの御要望をいただいております。 

 このため、村といたしましては、自然との共存は、志賀高原ユネスコエコパークへの全村登録や、

「日本で最も美しい村」連合への加盟、さらには、高山村地球にやさしい環境基本条例を制定して

いる村として、十分配慮しなければならないものと考えております。 

 そのようなことから、今回の整備に当たりましては、山田牧場の景観や自然環境に十分配慮して

いく予定でありますので、今後どのような形で貴重な植物等を保護することができるのかなど、研

究会の皆さんや地元牧場区の皆さんとも検討させていただくこととしております。 

 次に、年間の維持管理費用についてでありますが、この施設に関する維持管理費用につきまして

は、建設後の修繕費用や施設の運営に必要な大型電化製品などの備品類のほか、集客のためのイベ

ント経費や足湯に要する温泉使用料等を村が負担することとしております。 

 一方、この施設の運営につきましては、民間の方に委託する予定としておりますが、受託をされ

た方には、施設を管理運営するための人件費を始め、カフェ等に係る原材料費や光熱水費、行政財

産の使用料等を負担していただきたいと考えております。 

 しかしながら、この施設に関しましては、単に収益を上げるためだけの施設ではなく、山田牧場
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等での滞在時間を延ばし、宿泊等にも結びつけていくための極めて重要な役割を担う施設でありま

すことから、村といたしましては、持続可能な施設となるよう必要な支援等をしていかなければな

らないものと考えております。 

 次に、冬期間の利用や除雪についてでありますが、先ほど申し上げましたように、山田牧場は標

高1,500ｍを超える高原で、春から秋にかけてのグリーンシーズンは大変涼しく快適な環境の中で

牛の放牧等が行われておりますが、一方で、冬期間は、２ｍを超す積雪やマイナス20℃以下に気温

が下がる地域でもありますことから、厳しい環境下での除雪作業等は相当な労力が必要になるもの

と思っております。 

 このため、現在、設計業者とも可能な限り冬期間において維持管理のしやすい施設になるよう検

討しておりますが、冬期間はスキー客が見込まれることから、できる限りこの時期にしかないよう

な観光資源等を生かしながら、集客とともににぎわいを創出してまいりたいと考えております。 

 村といたしましては、年間を通して多くの皆さんに山田牧場に来ていただき、できる限り長い時

間滞在していただけるよう民間活力を活用するとともに、各種支援策等を講じながら、山田牧場の

活性化に取り組んでまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 ありがとうございました。 

 設計そのものもこれからということになりますし、今村長の答弁にありました、来週管理運営委

託業者が決定されるということですので、その方と一緒に合同で、ぜひ詳細設計に入っていただき

たいというふうに思いますし、業務の運営そのものもこれから携わられる皆さんと一緒に、それこ

そ無理のないやり方というものを構築していただいて、進めていただきたいというふうに思います。 

 以上で私の質問を終わりにさせていただきます。ありがとうございました。 

○議 長（松本 茂議員） 

 以上で湯本辰雄議員の質問を終わります。 

 これで一般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれにて散会します。 

 お疲れさまでした。 

午後１時30分  散 会 

                                  

 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

          令和２年６月９日 
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                 高山村議会議長  松 本   茂 

 

                 署 名 議 員  西 原 澄 夫 

 

                 署 名 議 員  西 條 正 純 

 

                 署 名 議 員  酒 井 康 臣 
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令和２年第３回高山村議会６月定例会会議録（第３号） 

 

令和２年６月12日（金曜日） 

                                  

    議 事 日 程 

日程第１ 議案第33号 村税条例の一部を改正する条例 

日程第２ 議案第34号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

日程第３ 議案第35号 高山村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を 

           定める条例の一部を改正する条例 

日程第４ 議案第36号 高山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 

           を改正する条例 

日程第５ 議案第37号 高山村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

           の一部を改正する条例 

日程第６ 議案第38号 令和２年度高山村一般会計補正予算（第２号） 

日程第７ 陳情第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情書 

日程第８ 陳情第３号 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める陳情書 

日程第９ 陳情第４号 免税軽油制度の継続を求める陳情書 

追加日程第１ 発議第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書 

追加日程第２ 発議第３号 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書 

追加日程第３ 発議第４号 免税軽油制度の継続を求める意見書 

追加日程第４ 発議第５号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書 

日程第10 閉会中の継続審査の申出について 

日程第11 閉会中の継続調査の申出について 

──────────────────────────────────── 

    本日の会議に付議した事件 

１ 議案第33号～議案第38号 

２ 陳情第２号～陳情第４号 

３ 発議第２号～発議第５号 

４ 閉会中の継続審査の申出について 

５ 閉会中の継続調査の申出について 

──────────────────────────────────── 

    出 席 議 員（10名） 

１番 柴 田 弘 男 議員       ２番 湯 本 辰 雄 議員 
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３番 西 原 澄 夫 議員       ４番 西 條 正 純 議員 

５番 酒 井 康 臣 議員       ６番 涌 井 仙一郎 議員 

７番 畔 上 孝 一 議員       ９番 水 谷   清 議員 

10番 宮 川 登志一 議員       11番 松 本   茂 議員 

──────────────────────────────────── 

    欠 席 議 員（なし） 

──────────────────────────────────── 

    説明のため出席した者 

村 長 内 山 信 行  副 村 長 藤 沢 敏 和 

教 育 長 山 岸 深 志  総 務 課 長 宮 本 孝 雄 

村民生活課長 宮 川 裕 明  産業振興課長 柴 田   亨 

建設水道課長 小 渕 義 彦  
会 計 管 理 者

（会計室長） 
西 原 一 美 

教 育 次 長 

(人権推進室長) 
涌 井 重 幸    

──────────────────────────────────── 

    事務局出席職員 

事 務 局 長 荒 井 孝 浩  書 記 川 口 里 名 

                                  

 

午後１時30分  開 議 

○議 長（松本 茂議員） 

 これから本日の会議を開きます。 

 なお、本日の日程はお手元に配付しました印刷物のとおりです。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第１ 議案第33号 

～  

日程第６ 議案第38号 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第１ 議案第33号 村税条例の一部を改正する条例から日程第６ 議案第38号 令和２年度

高山村一般会計補正予算（第２号）までの６件を一括議題とします。 

 議案第33号から議案第37号について、委員長の報告を求めます。 

─────酒井総務文教常任委員長。 
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○総務文教常任委員長（酒井康臣議員） 

 ただいま議題となっております総務文教常任委員会に付託されました議案は、議案第33号から議

案第37号までの５件であります。 

 審査の経過及び結果について報告いたします。 

 委員会は去る６月10日午前10時より、委員４名が出席のもと、所管の職員の出席を求め、委員外

議員の発言を許可し、慎重に審査をいたしました。 

 議案第33号 村税条例の一部を改正する条例から議案第37号 高山村放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例までの５件については、特段質疑は

なく、討論を省略し、採決の結果、いずれも全員賛成で可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案５件についての審査の経過及び結果の報告といたします。 

 議員各位におかれましては、適切な判断の上、御賛同賜りますようお願いをいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

 これから議案第33号について委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第33号 村税条例の一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第34号について委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第34号 固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第35号について委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第35号 高山村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を

定める条例の一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第36号について委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第36号 高山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

を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第37号について委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第37号 高山村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第38号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 
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 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第38号 令和２年度高山村一般会計補正予算（第２号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第７ 陳情第２号 

～  

日程第９ 陳情第４号 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第７ 陳情第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情書から日程第９ 陳

情第４号 免税軽油制度の継続を求める陳情書を一括議題とします。 

 陳情第２号及び陳情第３号について、委員長の報告を求めます。 

─────酒井総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（酒井康臣議員） 

 ただいま議題となっております総務文教常任委員会に付託されました陳情は、陳情第２号、陳情

第３号の２件であります。 

 審査の経過及び結果について報告いたします。 

 委員会は去る６月10日午前11時より委員４名が出席のもと、委員外議員の発言を許可し、審査を

いたしました。 

 陳情第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情書並びに陳情第３号 国の責任

による35人学級推進と、教育予算の増額を求める陳情書の２件については、特段質疑がなく、討論

を省略し、採決の結果、いずれも全員賛成で採択すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました陳情２件についての経過及び結果の報告といたします。 

 議員各位におかれましては、適切な御判断の上、御賛同賜りますようお願いをいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 
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 陳情第４号について、委員長の報告を求めます。 

─────西條民生産建常任委員長。 

○民生産建常任委員長（西條正純議員） 

 ただいま議題となっております民生産建常任委員会に付託された陳情第４号 免税軽油制度の継

続を求める陳情書の審査経過及び結果について報告します。 

 委員会は６月10日午後１時より開催し、委員全員出席のもと、委員外議員の発言を許可し、慎重

に審査いたしました。 

 この陳情について特段質疑はなく、討論を省略して、採決の結果、全員賛成で採択すべきものと

決定しました。 

 以上で、本委員会に付託された陳情の審査経過及び結果の報告を終わります。 

○議 長（松本 茂議員） 

 これから陳情第２号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから陳情第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情書を採決します。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

 この陳情は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 この陳情は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 これから陳情第３号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 
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 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから陳情第３号 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める陳情書を採決し

ます。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

 この陳情は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 この陳情は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 これから陳情第４号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから陳情第４号 免税軽油制度の継続を求める陳情書を採決します。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

 この陳情は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 この陳情は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 しばらく休憩します。 

午後１時45分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午後１時46分  再 開 

○議 長（松本 茂議員） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 お諮りします。 

 ただいま柴田弘男議員外２名から発議第２号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程

第１として議題にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 異議なしと認めます。 

 発議第２号を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

追加日程第１ 発議第２号 

○議 長（松本 茂議員） 

 追加日程第１ 発議第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書を議題としま

す。 

 職員に朗読させます。 

─────書記 川口里名さん。 

○書記（川口里名） 

 ＝発議第２号朗読＝ 

令和２年６月12日 

 高山村議会議長 松 本   茂 様 

提出者 高山村議会議員 柴 田 弘 男 

賛成者 高山村議会議員 宮 川 登志一 

    高山村議会議員 湯 本 辰 雄 

 

義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書 

 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 

 

義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書（案） 

 

 義務教育費国庫負担制度は、国が必要な経費を負担することにより、義務教育の機会均等とその

水準の維持向上を図るための制度として、これまで大きな役割を果たしてきたところです。 

 しかし、1985年から政府は国の財政状況を理由として、これまでに次々と対象費目を外し、一般

財源化してきました。 
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 また、2006年、三位一体改革の議論の中で、義務教育費国庫負担制度は堅持されたものの、費用

の負担割合については２分の１から３分の１に引き下げられ、地方財政を圧迫する状況が続いてい

ます。今のままでは財政規模の小さな県では十分な教育条件が整備できず、教育の地方格差の拡大

が懸念される事態になっています。 

 そこで、2021年度予算編成において、義務教育の水準の維持向上と、機会均等及び地方財政の安

定を図るため、次の事項を実現するよう強く要望します。 

 

記 

 

 １ 教育の機会均等とその水準の維持向上のために必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅持 

  し、負担率を２分の１に復元するなど、拡充すること。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 

 令和  年  月  日 

高山村議会議長名 

衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣  あて 

財務大臣 

文部科学大臣 

総務大臣 

 

○議 長（松本 茂議員） 

 本件についての趣旨説明を求めます。 

―――――１番 柴田弘男議員。 

○１番（柴田弘男議員） 

 ただいま議題となっております発議第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見

書の趣旨説明を申し上げます。 

 義務教育費国庫負担制度は、国が必要な経費を負担することにより、義務教育の機会均等とその

水準の維持向上を図るための制度として、これまで大きな役割を果たしてきたところです。 

 しかしながら、政府は国の財政状況や三位一体改革の議論の中で、義務教育費国庫負担制度は堅

持されたものの、費用の負担割合については、２分の１から３分の１に引き下げられ、地方財政を
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圧迫する状況が続いており、財政規模の小さな県では十分な教育条件整備ができず、教育の地方格

差の拡大が懸念されます。 

 本意見書は、義務教育の水準の維持向上と機会均等及び地方財政の安定を図るため、教育の機会

均等とその水準の維持向上に必要不可欠な国庫負担制度を堅持するため、国の負担率を２分の１に

復元するよう要望するものです。 

 議員各位の御賛同をお願い申し上げ、趣旨説明といたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

 これから発議第２号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから発議第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書を採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。 

 ただいま湯本辰雄議員外２名から発議第３号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程

第２として議題にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 異議なしと認めます。 

 発議第３号を日程に追加し、追加日程第２として議題とすることに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

追加日程第２ 発議第３号 

○議 長（松本 茂議員） 
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 追加日程第２ 発議第３号 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書を

議題とします。 

 職員に朗読させます。 

─────書記 川口里名さん。 

○書記（川口里名） 

 ＝発議第３号朗読＝ 

令和２年６月12日 

 高山村議会議長 松 本   茂 様 

提出者 高山村議会議員 湯 本 辰 雄 

賛成者 高山村議会議員 柴 田 弘 男 

    高山村議会議員 宮 川 登志一 

 

国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書 

 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 

 

国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書（案） 

 

 平成23年国会において、小学校１年生に35人学級を導入することが全会一致で法律（義務教育標

準法改正）に盛り込まれ、附則で小２以降順次改訂することを検討し、財源確保に努めると定めた。

しかし、翌年の平成24年度は法改正ではなく加配で小２を35人学級とし、それ以降国の35人学級は

進んでいない。 

 長野県では平成25年度に35人学級を中学校３年生まで拡大し、小中学校全学年で35人学級となっ

た。しかし、義務教育標準法の裏づけがないため財政的負担は大きく、小学校では本来配置される

はずの専科教員が配置されなかったり、学級増に伴う教員増を臨時的任用教員の配置により対応し

ていたりするなど、課題も多く残されている。また、新たに導入された小学校での外国語科、外国

語活動への加配教員は長野県内で60人であり、全355校での授業時間増に対して、まだまだ不十分

な配置状況となっている。 

 いじめや不登校、生徒指導上の様々な問題への対応など多様化する学校現場に対応し、教員が１

人１人の子どもと向き合い、行き届いた授業、きめ細やかな対応を可能にするためには少人数学級

は欠かせない。このために厳しい財政状況の地方公共団体に負担を強いることなく、国の責任にお

いて少人数学級を早期に実現する必要がある。 

 また、長野県では少子化が進む中で、県や市町村が独自に教員を配置するなどして複式学級を解
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消しているが、地方自治体の財政的負担は大きなものとなっている。児童生徒数が少ない市町村に

おいても行き届いた教育が実現するため、国の責任において複式学級を解消するよう学級定員を引

き下げることが大切である。 

 以上のことから、豊かな教育を進めるため以下の点を強く要請する。 

 

記 

 

 １ 国の責任において計画的に35人学級を推し進めるために、義務教育標準法改正を含む教職員 

  定数改善計画を早期に策定し、着実に実行すること。また、そのための教育予算の増額を行う 

  こと。 

 ２ 国の複式学級の学級定員を引き下げること。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 

 令和  年  月  日 

高山村議会議長名 

衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣  あて 

財務大臣 

文部科学大臣 

総務大臣 

 

○議 長（松本 茂議員） 

 本件についての趣旨説明を求めます。 

―――――２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 ただいま議題となっております発議第３号 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を

求める意見書の趣旨説明を申し上げます。 

 平成23年、衆議院、参議院ともに全会一致で義務教育標準法が改正され、小学校１年生に35人学

級を導入することが決まり、附則において、小学校２年生以降も順次改訂することを検討し、財源

確保に努めると定められました。しかし、翌年の平成24年は法改正ではなく加配で小学校２年生を

35人学級とし、それ以降国の35人学級は進んでいないのが現状です。 
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 長野県では平成25年度に35人学級を中学３年生まで拡大し、小中学校全学年で35人学級となりま

したが、義務教育標準法の裏づけがないために財政的負担は大きく、専科教員の配置がされなかっ

たり、教員増を臨時的任用教員の配置により対応するなど、課題も多く残されています。 

 また、いじめや不登校、生徒指導上の様々な問題への対応など多様化する学校現場に対応し、行

き届いた授業、きめ細やかな対応をするためには少人数学級は欠かせないものと考えます。 

 そこで、本意見書は、厳しい財政状況の地方公共団体に負担を強いることなく、国の責任におい

て少人数学級を早期に実現するため、国の責任による35人学級の計画的推進と教育予算の増額を要

望するものです。 

 議員各位の御賛同をお願い申し上げ、趣旨説明といたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

 これから発議第３号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから発議第３号 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書を採決し

ます。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。 

 ただいま西原澄夫議員外３名から発議第４号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程

第３として議題にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 異議なしと認めます。 

 発議第４号を日程に追加し、追加日程第３として議題とすることに決定しました。 
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──────────────────────────────────── 

追加日程第３ 発議第４号 

○議 長（松本 茂議員） 

 追加日程第３ 発議第４号 免税軽油制度の継続を求める意見書を議題とします。 

 職員に朗読させます。 

─────書記 川口里名さん。 

○書記（川口里名） 

 ＝発議第４号朗読＝ 

令和２年６月12日 

 高山村議会議長 松 本   茂 様 

提出者 高山村議会議員 西 原 澄 夫 

賛成者 高山村議会議員 畔 上 孝 一 

    高山村議会議員 水 谷   清 

    高山村議会議員 涌 井 仙一郎 

 

免税軽油制度の継続を求める意見書 

 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 

 

免税軽油制度の継続を求める意見書（案） 

 

 軽油引取税については、平成21年度の地方税法の改正により道路特定財源から一般財源化された。

これに伴い、道路の使用に直接関連しない機械等に使用される軽油について設けられている免税制

度が令和３年３月末で廃止される状況にある。 

 今までこの制度により、道路を運行しない農林業用機械、船舶、製造業などの重機等に使用され

る軽油は免税が認められてきた。特に当村の冬の観光を支えてきたスキー場においては、ゲレンデ

整備で使う圧雪車、人工降雪機に使用する軽油が免税となっており、利用者の減少等厳しい環境に

あるスキー場経営維持に不可欠なものとなっている。 

 しかしながら、免税制度が廃止されれば、スキー場の経営はさらに厳しく、深刻なものとなり、

当村の観光及び経済にも大きな打撃を与えることが危惧される。 

 よって、国においては観光産業や農林水産業等幅広い産業への影響を鑑み、免税軽油制度を継続

するよう強く要請する。 
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記 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 

 令和  年  月  日 

高山村議会議長名 

国土交通大臣  あて 

 

○議 長（松本 茂議員） 

 本件についての趣旨説明を求めます。 

―――――３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 ただいま議題となっております発議第４号 免税軽油制度の継続を求める意見書の趣旨説明を申

し上げます。 

 これまでスキー場産業の発展に大いに貢献してきた軽油引取税の課税免除の特例措置である免税

軽油制度が、令和３年３月31日で廃止される状況にあります。 

 今までこの免税軽油制度により、道路を運行しない農林業用機械、船舶、製造業などの重機等に

使用される軽油は免税が認められてきました。その中で冬の観光を支えてきたスキー場では、ゲレ

ンデ整備するための圧雪車や人工降雪機などに使用されている軽油が免税となっており、利用者減

少などで経営が大変厳しいスキー場の運営にとって、免税軽油制度は必要不可欠なものとなってい

ます。 

 昨年の台風19号、いまだに終息が見えない新型コロナウイルス、本村の観光業は計り知れない打

撃を受けています。冬の観光を支えてきたスキー場の経営の安定継続は地域の経済、特に観光業を

なりわいとしている皆さんにとって欠かすことのできないものです。 

 以上のことから免税軽油制度継続はぜひとも必要と考えます。 

 議員各位の御賛同をお願い申し上げ、趣旨説明といたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

 これから発議第４号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから発議第４号 免税軽油制度の継続を求める意見書を採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。 

 ただいま酒井康臣議員外３名から発議第５号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程

第４として議題にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 異議なしと認めます。 

 発議第５号を日程に追加し、追加日程第４として議題とすることに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

追加日程第４ 発議第５号 

○議 長（松本 茂議員） 

 追加日程第４ 発議第５号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書を議題としま

す。 

 職員に朗読させます。 

─────書記 川口里名さん。 

○書記（川口里名） 

 ＝発議第５号朗読＝ 

令和２年６月12日 

 高山村議会議長 松 本   茂 様 

提出者 高山村議会議員 酒 井 康 臣 

賛成者 高山村議会議員 柴 田 弘 男 

    高山村議会議員 宮 川 登志一 

    高山村議会議員 西 條 正 純 
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地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書 

 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 

 

地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書（案） 

 

 地方分権時代を迎えた今日、地方公共団体の自由度が拡大し、自主性及び自立性の高まりが求め

られる中、住民の代表機関である地方議会の果たすべき役割と責任が各段に重くなっている。また、

地方議会議員の活動も幅広い分野に及ぶとともに、より積極的な活動が求められている。 

 しかしながら、昨年実施された統一地方選挙において、町村では議員への立候補者が減少し、無

投票当選が増加するなど、住民の関心の低下や地方議会議員のなり手不足が大きな問題となってい

る。 

 こうした中、地方議会議員の年金制度を時代にふさわしいものにすることが議員を志す新たな人

材の確保につながっていくものと考える。 

 よって、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点から、地方議会議員の厚生年

金制度加入のための法整備を早急に実現するよう強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

 

 令和  年  月  日 

高山村議会議長名 

衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣 

内閣官房長官  あて 

財務大臣 

総務大臣 

厚生労働大臣 

 

○議 長（松本 茂議員） 

 本件についての趣旨説明を求めます。 

―――――５番 酒井康臣議員。 



－79－ 

○５番（酒井康臣議員） 

 地方議員の厚生年金制度への加入を求める意見書について趣旨説明をいたします。 

 厚生年金への地方議会議員の厚生年金加入については、全国町村議長会で、このように述べてい

ます。「地方議員のみを対象とした旧地方議会議員年金制度の復活を求めるものではなく、一般の

会社員、首長、地方自治体職員と同様に、既存の厚生年金へ加入できるようにするものである」と

なっています。 

 高山村でも議会議員選挙が２回連続で無投票、また、欠員となりました。議員の成り手不足解消

のために議会活性化特別委員会を立ち上げ、現在活動をしておりますが、その中に、議会議員の厚

生年金加入も議員の成り手不足解消策の１つに取り上げられております。 

 こうしたことから、国民の幅広い政治参加や地方議会における人材確保の観点からも、厚生年金

加入のための法整備は大変重要と考えます。 

 議員各位におかれましては、趣旨を御理解の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、趣旨説明

といたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

 これから発議第５号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから発議第５号 地方議会議員の厚生年金制度への加入を求める意見書を採決します。 

 本件は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 

 本件は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。 

 ただいま議決されました意見書について、その条項、字句、数字、その他整理を要するものにつ

いては、その整理を議長に一任されたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議 長（松本 茂議員） 

 異議なしと認めます。 

 条項、字句、数字その他整理を要するものについては、その整理を議長に一任することに決定し

ました。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第10 閉会中の継続審査の申出について 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第10 閉会中の継続審査の申出についてを議題とします。 

 民生産建常任委員長から、目下委員会において審査中の事件について、会議規則第74条の規定に

よって、お手元に配りました申出書のとおり、閉会中の継続審査の申出があります。 

 お諮りします。 

 民生産建常任委員長から申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 異議なしと認めます。 

 民生産建常任委員長からの申出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第11 閉会中の継続調査の申出について 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第11 閉会中の継続調査の申出についてを議題とします。 

 各委員長から、所管事務の調査について、会議規則第74条の規定によって、お手元に配りました

申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。 

 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 異議なしと認めます。 

 委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

○議 長（松本 茂議員） 
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 お諮りします。 

 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 

 会議規則第６条の規定によって、これで閉会したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 異議なしと認めます。 

 本定例会はこれで閉会することに決定しました。 

 会議を閉じます。 

 この機会に、議長として一言御礼を申し上げます。 

 ６月定例会閉会に当たり、議長として一言御挨拶を申し上げます。 

 新型コロナウイルス対策、３密を防ぐための議場配置の中で、６月４日より12日までの９日間、

会期中に承認第２号から11号、専決条例、補正予算、同意１号から同意15号、農業委員任命等、議

案第32号 規約の変更、議案第33号から37号、条例の一部改正、議案第38号 補正予算の全議案32

件の承認及び同意、並び採決をいただきました。 

 また、一般質問には４名の議員が登壇され、新型コロナウイルス、緊急時における防災避難対策

や遊歩道舞の道、山田牧場の観光事業など、７項目にわたり提言されました。諸問題につきまして

は、村政運営に生かしていただければ幸いかと思います。 

 昨年10月13日の台風19号の豪雨台風の痛みが終わらない状況の中で、新型コロナウイルスが中国

武漢より発生して、世界中に猛威を振るい感染者数が増大している中、国内においては発症者が減

少して非常事態宣言が解除される一方、政府より新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐために新し

い生活様式として、１人１人が感染防止の３つの基本である身体的距離の確保、マスクの着用、手

洗いや３密（密集・密接・密閉）を避ける等の対策を取り入れた生活様式を実践することが求めら

れています。 

 また、この新型コロナウイルス感染症予防に当たり失われた経済活動は莫大な数値に上がるとさ

れています。早い経済復興が求められています。国、県、村の経済対策が、運用された村内企業や

飲食店、旅館など、観光業の皆様に効果的に作用し、早い時期に営業活動が復活されますことを期

待いたします。 

 これから、梅雨、夏を迎えられたり、村長を始め理事者の皆様、議員各位におかれましても、例

年より一層熱中症や新型コロナウイルスの感染予防に努めていただき、御健勝、御多幸であられま

すよう御祈念申し上げ、閉会の挨拶といたします。 

 この際、村長の発言を許します。 

―――――内山村長。 

○村 長（内山信行） 
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 ６月定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 本定例会は去る６月４日から本日までの９日間にわたり、専決処分した10件の承認案件のほか、

22議案の合わせて32件と大変多くの案件を御審議いただきました。 

 今会期中に議員各位から賜りました貴重な御意見、特に一般質問を通じましては、村の財政状況

から本村の観光産業の在り方や、今、一番重要視しなければならない新型コロナウイルス感染症防

止対策について御提言等を賜りました。 

 御提言等をいただきました諸問題につきましては、その意を尊重し、今後の村政運営に生かし、

真正面から取り組んでまいる所存であります。 

 さて、新型コロナウイルス感染症につきましては、議会招集挨拶でも申し上げましたが、世界各

国で今なお拡大し続けており、６月８日には感染者数が700万人を超え、１日当たり10万人前後の

新たな感染者が増え続けており、全く終息の見通しが見えておりません。このような状況の中で、

日本においては国や地方自治体が新しい生活様式の定着を推進するとともに、医療・検査体制の整

備充実を図り、第２波への備えを整え、経済の再生を図ることとしております。 

 そのような中、５月27日に政府は新型コロナウイルスへの対策を盛り込んだ総額31兆9,114億円

の今年度第２次補正予算案を閣議決定しました。これは第１次補正予算額の25兆6,000円億円を上

回り、補正予算としては過去最大規模となるものであります。この第２次補正予算は６月８日に国

会に提出され、本日12日に成立する見通しと言われています。 

 このため、本村におきましては、国や長野県が示した対応方針に沿って、本村独自の支援策を併

せて実施し、議員各位並びに村民の皆様の御理解と御協力のもと、村内経済の活性化とともに、新

型コロナウイルス感染症対策に職員ともども全力を挙げて取り組んでまいりますので、今後とも御

指導賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、去る６月８日に、既に中止が決まっている第102回全国高校野球選手権大会への出場を目

指していた全国の高校３年生の野球部員約５万人に甲子園の土入りキーホルダーを贈るとの明るい

話題があり、大変喜ばしく思った次第であります。 

 また、例年６月の第１日曜日に開山祭を実施する県内の山岳では、今年は新型コロナウイルスの

感染拡大で初めて中止されたことにより、去る６月７日の日曜日には登山者が少なく、閑散とした

雰囲気に包まれていたと報道されていました。 

 観光地を抱える本村におきましても、万全の感染防止対策を取って、安全・安心な態勢により、

お客様をお迎えしたいと考えておりますので、御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 今年の梅雨は既に沖縄、九州、四国地方に続き、一昨日の10日、中国、近畿、東海地方が、そし

て、昨日11日に長野県を含む関東甲信地方も梅雨入りしたと発表されました。長野県内もいよいよ

梅雨の季節を迎えることとなります。このため、高温多湿な時期を迎えますことから、議員各位に

はくれぐれも健康に御留意をいただきまして、ますますの御活躍をお祈り申し上げ、閉会の御挨拶
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といたします。 

 ありがとうございました。 

○議 長（松本 茂議員） 

 令和２年第３回高山村議会６月定例会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

午後２時28分  閉 会 

                                  

 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

          令和２年６月12日 

                 高山村議会議長  松 本   茂 

 

                 署 名 議 員  西 原 澄 夫 

 

                 署 名 議 員  西 條 正 純 

 

                 署 名 議 員  酒 井 康 臣 

 



－85－ 

６月定例会に付託された陳情書 

  陳情第２号 

令和２年５月19日 

高山村議会議長 

  松 本   茂 様 

 

                   陳情者（住所）須坂市墨坂１丁目６番１号 

                      （団体）連合長野高水地域協議会須高地区連合会 

                           代表者名 会 長 荻 原 公 和 

                   陳情者（住所）上高井郡高山村高井４５７５番地 

                      （団体）長野県教職員組合 高山単組 

                           代表者名 単組長 浅 沼 裕 美 

 

義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情書 

 

〔陳情事項〕 

 令和３年度予算編成の件につき、以下の内容の意見書を政府及び関係行政官庁あてに提出してい

ただきたい。 

１．教育の機会均等とその水準の維持向上のために必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅持し、

負担率を２分の１に復元するなど拡充すること。 

〔陳情理由〕 

 義務教育の無償化は、憲法に規定されている大切な原則です。この原則を守るために義務教育費

国庫負担制度が1953年に成立しました。それまで県・市町村の負担であった学校の教育活動費、人

件費を含む必要経費が国の負担となり、教育の機会均等が保障され教育条件の差がなくなり、保護

者負担も大きく減りました。 

 しかし、1985年から政府は教育の質的論議を抜きに、国の財政状況を理由として、次々と対象項

目を外し、一般財源化してきました。また、2006年に「三位一体」改革の議論の中で、義務教育費

国庫負担制度は堅持されたものの、費用の負担割合については２分の１から３分の１に引き下げら

れ、減らされた国庫負担金は一般財源として地方に交付税のかたちで配分されていますが、地方交

付税そのものが減らされており、地方財政を圧迫する状況が続いています。今後さらに３分の１と

した国庫負担金の割合が、恒久措置ではなく、制度廃止も含めた検討がなされる可能性もあります。 

 この制度は、教育の機会均等とその水準の維持・向上を図る制度として現行義務教育制度の重要

な根幹をなしています。国が、財政的な責任を果たさなければ、都道府県、市町村による教育条件

格差ができてしまい、住んでいる地域によって教育の質に差ができる事態が生まれかねません。私
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たちは、自治体の財政力によらず子どもたちが等しく教育を受ける権利を保障するため、国庫負担

率を３分の１から２分の１へ戻すべきであり、対象費目の拡大も必要だと考えます。 

 教育水準の維持・向上を図り、県や市町村の財政状況による教育格差が広がらないよう、義務教

育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書の採択をお願いいたします。 
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  陳情第３号 

令和２年５月19日 

高山村議会議長 

  松 本   茂 様 

 

                   陳情者（住所）須坂市墨坂１丁目６番１号 

                      （団体）連合長野高水地域協議会須高地区連合会 

                           代表者名 会 長 荻 原 公 和 

                   陳情者（住所）上高井郡高山村高井４５７５番地 

                      （団体）長野県教職員組合 高山単組 

                           代表者名 単組長 浅 沼 裕 美 

 

国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める陳情書 

 

〔陳情事項〕 

１ どの子にもゆきとどいた教育をするために、国の責任による35人学級の計画的推進と教育予算

の増額を求める意見書を、政府および関係行政官庁あてに提出していただきたい。 

２ 国の複式学級の学級定員を引き下げるよう求める意見書を、政府および関係行政官庁あてに提

出していただきたい。 

〔陳情理由〕 

 2011年、衆議院・参議院ともに全会一致で義務教育標準法が改正され小学校１年生に35人学級を

導入することが決まりました。あわせて附則で小２以降順次改訂することを検討し、財源確保につ

とめると定めました。しかし、翌年の2012年は法改正ではなく加配で小２を35人学級としました。

その後は改善がなされていませんが、2017年の法改正での附帯決議では、学級編成の標準を35人に

引き下げることなどが「特段の配慮をするもの」とされています。長野県では2013年に30人規模学

級（35人基準）を中学校３年生まで拡大し、小中学校全学年35人学級となりました。しかし、義務

標準法の裏付けがないため、国の加配等を利用しながら予算的にやりくりしているために、小学校

では本来配置されるはずの専科教員が配置されなかったり、学級増に伴う教員増の多くを臨時的任

用教員の配置により対応していたりするなど、課題も多く残されています。 

 国が義務標準法を改正することにより計画的に35人学級をすすめていくことで、小学校の専科教

員等を基準に沿って、正規で配置することができるようになります。新たに導入された小学校での

外国語科・外国語活動に対して、本年度も長野県に20人が加配され、合計60人となりました。しか

し、県内355校での時間数増に対してはまだまだ不十分な配置状況です。また、長野県では少子化

がすすむなかで、県や市町村が独自に教員を配置するなどして複式学級を解消していますが、地方
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自治体の財政的負担は大きなものとなっています。児童生徒数が少ない市町村においてもゆきとど

いた教育が実現するため、国の責任において複式学級を解消するよう学級定員の引き下げが大切で

あると考えます。 

 いじめや不登校、生徒指導上のさまざま問題への対応など多様化する学校現場において、教員が

一人ひとりの子どもと向き合い、ゆきとどいた授業、きめ細やかな対応を可能にするためには少人

数学級は欠かせません。厳しい財政状況の地方公共団体に負担を強いることなく、国の責任におい

て早期に実現する必要があると考えます。 

 貴議会におかれましては、本陳情の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政

官庁あてに意見書を提出していただくよう陳情いたします。 
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  陳情第４号 

令和２年５月25日 

高山村議長 

  松 本   茂 様 

 

                   陳情者 

                   所在地 長野県上高井郡高山村山田牧場３６８１－３５ 

                   名 称 株式会社 山田牧場 

                   代表者 代表取締役 藤 澤 一 彦 

                   連絡先 ０２６－２７４－５９５９ 

 

免税軽油制度の継続を求める陳情書 

 

 （陳情の趣旨） 

 これまで冬季観光産業の重要な柱であるスキー場産業の発展に貢献してきた軽油引取税の課税免

除の特例措置（以下「免税軽油制度」という。）が、令和３年３月末日で廃止される状況にありま

す。 

 免税軽油制度は、元来、道路を走らない機械に使う軽油について、軽油引取税（１リットルあた

り３２円１０銭）を免税する制度で、船舶、鉄道、農業、林業、製造業など、幅広い事業の動力源

の用途に認められてきたものであります。 

 スキー場産業では、索道事業者が使うゲレンデ整備車及び降雪機に使う軽油が免税となっており、

この制度がなくなれば索道事業者は大きな負担増を強いられ、スキー場の経営維持が困難となると

ともに、地域経済にも計り知れない影響を与えることとなります。 

 以上の趣旨から、次の事項について意見書を政府関係機関に提出して頂くことを陳情いたします。 

 （陳情事項） 

 免税軽油制度を継続して頂くこと。 


