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令和２年第２回高山村議会３月定例会会議録（第１号） 

 

令和２年３月５日（木曜日） 

                                  

高山村告示第３号 

 令和２年３月５日、高山村議会３月定例会を高山村役場に招集する。 

          令和２年２月13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 発議第１号 名誉村民 故久保田常吉様への弔詞決議 

日程第５ 議案第３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６ 議案第４号 高山村森林環境譲与税基金条例 

日程第７ 議案第５号 高山村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例 

日程第８ 議案第６号 特別職の職員等の給与の支給の特例に関する条例の一部を改正する条例 

日程第９ 議案第７号 高山村手数料条例の一部を改正する条例 

日程第10 議案第８号 高山村公園条例の一部を改正する条例 

日程第11 議案第９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12 議案第10号 温泉浴場の設置及び管理条例の一部を改正する条例 

日程第13 議案第11号 高山村営住宅等管理条例の一部を改正する条例 

日程第14 議案第12号 辺地に係る総合整備計画について 

日程第15 議案第13号 高山村道路線の認定について 

日程第16 議案第14号 令和２年度高山村一般会計予算 

日程第17 議案第15号 令和２年度高山村国民健康保険特別会計予算 

日程第18 議案第16号 令和２年度高山村診療所特別会計予算 

日程第19 議案第17号 令和２年度高山村介護保険特別会計予算 

日程第20 議案第18号 令和２年度高山村後期高齢者医療特別会計予算 

日程第21 議案第19号 令和２年度高山村温泉開発事業特別会計予算 
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日程第22 議案第20号 令和２年度高山村農業集落排水事業特別会計予算 

日程第23 議案第21号 令和２年度高山村下水道事業特別会計予算 

日程第24 議案第22号 令和２年度高山村上水道事業会計予算 

──────────────────────────────────── 

    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 発議第１号 

５ 議案第３号～議案第22号 

──────────────────────────────────── 

    出 席 議 員（９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       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（２名） 

６番 涌 井 仙一郎 議員       ８番 梨 本 修 造 議員 

──────────────────────────────────── 

    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 ) 
牧   修 三 

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 中 村 沙 紀 
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午前10時08分  開 会 

○議 長（松本 茂議員） 

 ただいまから令和２年第２回高山村議会３月定例会を開会いたします。 

 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３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。 

 本日は、令和２年高山村議会３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１月24日に御逝去をされました、高山村名誉村民久保田常吉様の御冥福を、心

からお祈り申し上げます。 

 久保田常吉様には、稼業の製材業に従事される傍ら、村消防団長をはじめ、村議会議長を経て昭

和51年11月に高山村長に初当選され、以来３期12年にわたり次々と斬新な施策を打ち出され、豊富

な知識と経験をもって地方自治、村政の発展及び住民福祉の向上に御尽力されました。 

 特に村発足以来の悲願であった、高井・山田地区を平坦な橋で結ぶ高山大橋の建設をはじめ、福

祉の充実や産業の基盤整備を推進されるなど、村政発展のために多大な御貢献をいただくとともに、

これら長年にわたる御尽力と数々の御功績により、平成７年には勲４等瑞宝章を受賞されるなど、

村民にとりましても大変名誉なことであり、かけがえのない方でありました。 

 なお、故久保田常吉様の高山村名誉村民条例による村公葬につきましては、御遺族の御意思によ

りまして、告別式は去る１月27日松北木材株式会社会長の久保田仁志様によって執り行われました

ので、その告別式におきまして村民を代表して謹んで弔辞を申し上げさせていただきましたので、

御理解賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、昨年12月に中国の武漢市で見つかった新型コロナウイルスによる肺炎が、世界各国に拡大

し日本国内でも広がっている現状を受け、政府は先月17日、国民向けに発熱などの症状が出た場合

の相談や受診の目安を公表したほか、感染拡大を防ぐための措置として27日、全国小中高の臨時休

校を要請しました。本村では、国・県の対策強化に準じ、去る平成27年２月に作成しました新型イ

ンフルエンザ等対策行動計画に基づき、新型コロナウイルス感染症庁内連絡会議を開催し、村民の

皆様に感染症に対する留意事項を周知し、注意を呼びかけてまいりました。 

 また、国の要請や長野県の対応に基づき、本村でも27日に新型コロナウイルス対策本部を設置し、

村民の皆様の健康管理などについて検討し、情報無線により私自らが村民の皆様にメッセージを申

し上げさせていただいたところであります。村民の皆様には、不安をあおることなく落ち着いて対

応していただき、村政運営に御理解と御協力をお願い申し上げます。 
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 さて、今年の冬は異常とも言えるほど雪の降らない気象状況で、スキー場のある本村にとっては

深刻な状態でしたが、新たにスキー場の運営をしていただきました株式会社山田牧場の経営努力に

より、村内外の皆様にスキーを楽しんでいただくことができ、ほっとしているところでありますが、

株式会社山田牧場様には改めて感謝を申し上げる次第であります。 

 先月17日、内閣府が発表した2019年10月から12月期の国内総生産、ＧＤＰ速報値は、物価変動の

影響を除いた実質が前期７から９月期比1.6％減で５四半期ぶりのマイナスで、このペースが１年

間続くと仮定した年率換算では、6.3％の減となりました。この要因は、昨年10月の消費増税や台

風第19号などの自然災害が影響し、個人消費が落ち込んだこと、アメリカと中国の貿易摩擦で設備

投資や輸出がふるわなかったものと言われていますが、新型コロナウイルスによる肺炎の拡大で世

界経済や日本経済の不透明感が強まっています。 

 このような社会・経済情勢の中で村政運営を実施していくことになりますので、厳しい財政運営

は一段と増すものと思われますが、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。 

 令和２年度の村政運営方針につきましては後ほど申し上げますが、新年度を迎えるに当たりまし

て、改めて「めざす未来は豊かな高山村と、そこに暮らす村民の幸せ」を求め、「元気で活気ある

村づくりを村民の皆様と共に作り上げていくこと」を肝に銘じて取り組んでまいりますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

 今定例会に提案いたします案件は、議案20件でございます。十分に御審議いただき、議決を賜り

ますようお願い申し上げまして、招集の御挨拶といたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配り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、10番 宮川登志一議員、１番 柴田弘男

議員及び２番 湯本辰雄議員を指名します。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第２ 会期の決定 

○議 長（松本 茂議員） 
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 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３月19日までの15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３月19日までの15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。 

 本日の会議に、６番 涌井仙一郎議員及び８番 梨本修造議員が治療のため欠席する旨、届出が

ありましたので、報告します。 

 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、12月及び１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。 

 前定例会会議後に議員の派遣を、議長において別紙のとおり決定しておりますので報告します。 

 報告第２号 女性の農業委員及び農地利用最適化推進委員の登用に向けた要請書があり、別紙の

とおりお手元に配りましたので報告します。 

 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。 

 お諮りします。 

 日程第４ 発議第１号の上程に先立ち、名誉村民故久保田常吉様の御冥福を祈り、黙祷をささげ

たいと思いますが、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、黙祷をささげることにいたします。 

 それでは、全員御起立お願いいたします。 

 黙祷。 
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（黙  祷） 

○議 長（松本 茂議員） 

 お直りください。御着席願います。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第４ 発議第１号 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第４ 発議第１号 名誉村民 故久保田常吉様への弔詞決議についてを議題とします。 

 職員に朗読させます。 

─────書記、中村沙紀さん。 

○事務局書記（中村沙紀） 

＝発議第１号朗読＝ 

令和２年３月５日 

高山村議会議長 松 本   茂 様 

提出者 高山村議会議員 宮川登志一 

賛成者 高山村議会議員 酒井 康臣 

西條 正純 

 

名誉村民 故久保田常吉様への弔詞決議 

 

 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。 

 

弔  詞 

 

 今、高山村名誉村民故久保田常吉様に対し、限りない悲しみとともに往時の姿をしのび、本村の

発展に尽くされた御功績と、常に高山村民の幸せを願われたその慈愛に満ちた精神に高山村民を代

表して高山村議会は決議をもって感謝の誠を捧げるものであります。 

 顧みますと、昭和35年に高山村消防団長に就任され、４期12年間、消防団員の士気高揚と予防消

防の徹底に尽力され、組織の発展に貢献されました。 

 昭和40年には高山村議会議員に当選され、即議長の重責に就かれ、７年１か月にわたり、卓抜な

る識見と指導力をもって議会の円滑な運営に当たられ、村政発展に尽力されました。 

 さらに、昭和51年からは高山村長として３期12年間にわたり、次々と斬新な施策を打ち出し、村

政の発展向上に献身した功績は目を見張るものがあります。 
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 高山村長としての御功績としましては、村の基幹産業である農業の振興において、県営ほ場整備

事業や新農業構造改善事業等、各種の補助事業を導入し、水田の区画整理や稲作の大型機械による

一貫体系も進められました。また、村の基幹作物であるりんご、ぶどうの生産力増加、有利販売、

省力化を図るため、地力増進施設・集出荷貯蔵施設の建設等、農業の近代化と果樹の一大産地づく

りに尽力されました。 

 さらに、生活環境、道路の整備においては、高山村合併以来の悲願であった村の中央を流れる松

川の谷を水平に結ぶ高山大橋を建設するなど、大型交通時代を迎え、住民の足の確保を図られたほ

か、村内全域に下水道整備を計画し、農業集落排水事業の導入による下水道の整備等、農村環境の

整備に尽力されました。 

 教育の推進においては、村内に３校あった小学校を１つに統合した高山小学校の建設をはじめ、

高山中学校の改築等の教育環境の整備や各地区に体育館、運動場などのスポーツ施設を建設し、体

力の向上に力を注ぐとともに、村民のよりどころとして活用できる公民館や青少年センター等を建

設し、住民の自己学習と相互教育の機会の場を提供され、生涯教育の推進に努めてこられました。 

 これもひとえに、剛健にして人間味あふれるお人柄と卓越した御見識、公正な決断力によるもの

でございまして、長年培われた豊富な御経験と不屈の信念をもって幾多の困難な課題に対処され、

本村の発展に多大な貢献をされました。 

 久保田常吉様の御逝去に際し、御遺族の皆様、関係者の皆様の悲しみはいかばかりかと深い哀悼

の情を禁じえないことは、村民とて同様でございます。この悲しみを乗り越えられ、ますますの久

保田家の御発展を願い、地域社会に御貢献いただきますことを願うとともに、衷心より御冥福を祈

るばかりでございます。 

 故久保田常吉様の人間の大きさを偲び、ここに謹んで深く哀悼の意を表し、高山村議会の決議に

よる弔詞といたします。 

 

 令和２年３月５日 

高山村議会 

○議 長（松本 茂議員） 

 本件についての趣旨説明を求めます。 

─────10番 宮川登志一議員。 

○10番（宮川登志一議員） 

 ただいま提案されました発議第１号 名誉村民 故久保田常吉様の弔詞決議につきまして、提案

説明を申し上げます。 

 まずもって、去る１月24日逝去されました、名誉村民故久保田常吉様の御霊に、謹んで哀悼の弔

意を申し上げます。 
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 さて、故人の永年にわたる高山村に対する御貢献を感謝し、その業績をとこしえにたたえながら、

その御霊が安らかなれとお祈りを申し上げ、高山村民を代表して本議会が誠心誠意、心を込めた弔

詞を差し上げたいのであります。 

 併せて、御遺族の皆様方がこの悲しみを乗り越えて、ますます御発展され、地域社会に御貢献さ

れますことを御祈念申し上げるものであります。 

 どうか、議場におられます議員各位におかれましては、何とぞ御賛同を賜りますよう、衷心から

お願いいたしまして、提案説明とさせていただきます。 

○議 長（松本 茂議員） 

 これから発議第１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１号 名誉村民 故久保田常吉様への弔詞決議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８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５ 議案第３号 

～  

日程第24 議案第22号 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第５ 議案第３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

の変更についてから、日程第24 議案第22号 令和２年度高山村上水道事業会計予算までの20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。 
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○村 長（内山信行） 

 令和２年度一般会計予算案をはじめとする各議案の御審議をいただくに当たり、私の村政運営に

向けての所信の一端と主要施策の概要を申し上げ、議員各位並びに村民の皆様の御理解と御協力を

お願いする次第であります。 

 昨年10月に発生した、観測史上最大級と言われた台風第19号は、被害の大きさから「令和元年東

日本台風」と命名され、長野県など東日本を中心に甚大な被害をもたらし、本村においても記録的

な大雨により、家屋の床下浸水をはじめ、道路の損壊や農地災害、出荷を前にした果樹等の落下な

ど、多くの被害が発生いたしました。 

 このため道路などの被災箇所が一日も早く復旧できますよう、災害復旧工事に全力で当たってま

いりますとともに、このたびの台風災害を教訓に、今後の自然災害など有事に備えて万全を期して

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。 

 また、これまで２年間にわたって協議を重ね策定いたしました第六次高山村総合計画につきまし

ては、高山村計画審議会やたかやま未来会議の皆様をはじめ、多くの村民の皆様に御協力を賜りま

したことに、心から感謝申し上げます。 

 今後は、本計画に沿って、村民の皆様とともに、地方分権時代にふさわしい地方創生を進め、

「豊かな高山村とそこに暮らす村民の幸せ」を目指し、活力ある村づくりを計画的に推進してまい

る所存でありますので、一層の御支援、御協力をお願い申し上げます。 

 令和の新しい時代、本村にとっては引き続き人口減少や厳しい財政状況など困難な課題に直面し

ておりますが、今後50年、100年先の将来を見据えながら、職員とともに一丸となって村政運営に

当たってまいる所存であります。 

 平成28年11月の村長就任から４年目となります。 

 そこで、私の公約の一つであります、本村を訪れるお客様の流れをつくる「にぎわいの場」につ

きましては、最終拠点となる山田牧場を先行して着手することとし、これまで以上に村民の皆様や

本村を訪れていただく皆様に利用していただけるよう、魅力ある施設整備に努めてまいります。 

 また、先に成立いたしました国の令和元年度補正予算のうち、全ての子どもに最もふわさしい教

育の推進を図るため、教育のＩＣＴ化に向けた公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助

金の活用により、教育環境の充実に努めてまいります。 

 さらに、本年４月からスタートする第六次高山村総合計画及び第二期高山村総合戦略に沿って、

重点的に取り組む施策を明確化し、着実に実行してまいりますとともに、直面する行政課題や多様

な住民ニーズに的確に対応しながら、本村の将来像である「ずっと住みたい また訪れたい いい

ね信州高山」の実現に向けて、村民の皆様が将来にわたって「生活の質」や「心の豊かさ」、「高

山村に暮らす幸せ」が実感できる村づくりに取り組んでまいりますので、なお一層の御支援を賜り

ますようお願い申し上げます。 
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 以下、主な施策につきまして順次その概要を申し上げます。 

 まず、初めに「活力とにぎわいのある産業のむら」について申し上げます。 

 本村の基幹産業であります農業につきましては、恵まれた自然条件や村を挙げての環境保全型農

業の推進等によって、りんごやぶどうなどの果樹は安全で安心なおいしい農産物として市場や消費

者の皆さんから高い評価をいただいており、特にりんごにつきましては「高山村産りんご」として

ブランド化されてきておりますが、農業従事者の高齢化や後継者不足などにより樹園地の面積が減

少し、生産量の確保が課題となっております。 

 このような状況を踏まえ、農業委員会やＪＡなどと連携し、農地中間管理機構事業等を活用し、

認定農業者や認定新規就農者など、経営の規模拡大を目指す担い手農家の皆さんへの農地集積を図

るとともに、りんごやぶどう等の優良系の苗木の更新や棚資材の導入等を支援し、ＩＣＴ技術等を

活用しながら生産量の確保に努めてまいります。 

 さらに本村で新規就農を目指す皆さんを村外から積極的に受け入れるため、県外での就農相談会

等へ参加し、本村の魅力をＰＲするとともに、就農に関心のある方には就農体験会等の開催や、

「就農おためし住宅」の活用により、新規就農者の確保に努めてまいります。 

 また、熊、イノシシなどの有害獣から農作物や人命を守るため、地域の皆さんによって恒久電気

柵等の維持管理が行われておりますが、高齢化とともに維持管理が大きな負担となってきておりま

すことから、電気柵維持管理交付金制度により、地域の負担軽減を図るとともに、適正な維持管理

が行われるよう支援してまいります。 

 将来を見据えた魅力ある農業の基盤づくりにつきましては、県営中山間総合整備事業により、引

き続き水路等の改良工事を進めるとともに、老朽化が著しい地力増進施策の改修工事のほか、ゲリ

ラ豪雨など異常出水に対応するため、用排水路の整備に取り組んでまいります。 

 林業振興では、森林の健全な育成や森林景観の保全の観点から、被害の拡大が懸念されています

松くい虫の防除対策について、国・県の補助金を活用しながら重点的に駆除を実施してまいります。 

 さらに、昨年から新たな森林管理システムがスタートしたことに伴い、森林環境譲与税を財源と

する民有林の境界や森林整備の現状等の調査を行い、森林の適正な管理に努めてまいります。 

 商工業の振興につきましては、引き続き商工会のプレミアム付き商品券発行事業に支援してまい

りますとともに、県の中小企業振興資金並びに村の制度資金の借入れに対する利子補給や信用保証

協会保証料の補給などにより、商工業者の支援に努めてまいります。 

 観光の振興につきましては、村内各地にある村固有の資源を活用し、私の公約である多くの来訪

者を招く「にぎわいの場構想」を実現するため、山田牧場に「にぎわいの場」の施設整備を進めて

まいります。 

 また、本年５月に開催される日本将棋連盟第78期名人戦への開催支援や都市部などで開催される

観光ＰＲ事業等に積極的に参加し、村の知名度アップに努めてまいります。 
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 さらに、村民をはじめ多くの皆さんにご利用いただいております、蕨温泉ふれあいの湯につきま

しては、引き続き空調設備等の設置などの大規模改修工事を行って、多くの皆さんが安心して快適

に村営温泉施設を御利用いただけるよう努めてまいります。 

 次に、「笑顔あふれる健康・福祉のむら」について申し上げます。 

 我が国の人口は、平成17年に減少局面に入り、少子化問題は社会経済の根幹を揺るがしかねない、

待ったなしの課題であります。 

 子どもは、社会の希望であり地域の宝であります。次代の社会を担う子どもを安心して産み育て

ることのできる環境を整備し、子どもたちが健やかに育つことのできる社会の実現を目指し、引き

続き、村では結婚から妊娠、出産、子育て、教育に至るまでのライフステージに応じた総合的な少

子化対策と子育て支援に取り組んでまいります。 

 また、少子化の一因と言われております未婚化や晩婚化につきましては、長野県婚活支援センタ

ーと連携した結婚相談や、社会福祉協議会並びに商工会等の皆さんとともに婚活イベントを開催す

る等、出会いの場の拡大に努めてまいります。 

 さらに、結婚を機に村内に定住された方には、結婚祝い金を支給するとともに、住宅建設及び賃

貸、引っ越し費用を補助するなど、結婚に対する経済的不安の解消とともに、人口の流出防止と定

住を促進してまいります。 

 子育て支援につきましては、出産祝い金や乳幼児家庭育児給付金を引き続き支給するほか、不妊

治療に対する治療費を助成し、経済的な負担軽減を図ってまいります。 

 また、たかやま保育園内にある子育て支援センターにつきましては、現在３歳未満児の保育室と

して使用せざるを得ない状況となっておりますことから、新たに保健福祉総合センター内に子育て

支援センターの専用スペースを確保し、本年４月からは子育てする皆様が利用したいときにいつで

も利用することができますので、親子がともに遊び、自由な交流ができる場として活用していただ

きたいと思っております。 

 また、保育園につきましては、多様化する保育ニーズに的確に対応するため、たかやま保育園の

受入れ体制を整えるとともに、３歳から５歳児及び住民税非課税世帯に属する３歳未満児を対象と

する、国が行う幼児教育保育無償化に併せ、副食費を全額公費負担し、子育て世帯の経済的な負担

軽減を図ってまいります。 

 高齢者施策につきましては、民生児童委員会など関係の皆さんと連携を図りながら、独り暮らし

高齢者等の皆さんに対する安否確認の見守り活動を充実するとともに、地域包括ケアシステムの構

築に向けて、地域住民をはじめ、ボランティア、企業等と連携して生活支援体制整備事業とともに、

在宅医療・介護連携推進事業を一体的に提供し、高齢者の皆さんが安心して暮らせる社会づくりに

努めてまいります。 

 障がい者施策につきましては、社会福祉協議会や須高地域総合支援センターと連携を図りながら、
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障がい者を地域で支え合い、あらゆる活動に参画していただけるよう自立を支援するとともに、須

高３市町村の連携による成年後見支援センターの設置に向けて準備を進めてまいります。 

 また、本村の特定健診において糖尿病及びその他の予備軍の皆さんが依然として多く見受けられ

ることから、食生活改善推進協議会や教育関係機関等と連携し、糖尿病予防対策事業を推進すると

ともに、保健指導において個別指導の充実を図るなど、糖尿病の発症予防、重症化予防に努めてま

いります。 

 本村の死亡原因の第一位であります「がん」の予防対策として、須高３市町村と須高医師会等の

連携により胃内視鏡検査を実施するとともに、全てのがん検診において、節目年齢による無料検診

を行って、早期発見・早期治療により死亡率の減少に努めてまいります。 

 次に、「豊かな自然と共生する安全・快適なむら」について申し上げます。 

 高山村景観条例や高山村地球にやさしい環境基本条例、日本で最も美しい村連合や、志賀高原ユ

ネスコエコパークの理念に沿った、豊かな自然環境の保全に努めるとともに、世界首長誓約の理念

に沿ったアクションプランを実践し、地域創生と地球貢献の実現に向けた気候エネルギー自治の確

立に向けて取り組んでまいります。 

 また、新たに住宅用蓄電池システムの設置に係る支援を行い、さらなる再生可能エネルギーの活

用に努めてまいります。 

 生活基盤の根幹であります道路交通網の整備につきましては、幹線道路網契約や橋梁長寿命化修

繕計画に沿って、引き続き国の社会資本整備総合交付金等を活用しながら、安全性を重視した生活

道路の確保に努めてまいります。 

 通学路の交通安全対策として平成25年から整備してまいりました村道紫樋沢線の役場前交差点改

良工事につきましては、年内に融雪施設が稼働できるよう早期完了を目指してまいります。 

 移住・定住の促進につきましては、増加傾向にある空き家の活用を図るため、空き家バンクへの

登録や、空き家の利活用を促す支援制度などを推進するとともに、新たに、空き家対策の基本的な

考え方を示す空き家等対策計画を策定し、空き家の有効活用を図ります。 

 上下水道のインフラ整備につきましては、水道水の安定供給と下水道の適正処理の促進を図るた

め、計画的な施設の長寿命化とともに、耐震化の整備を推進してまいります。 

 治山・治水対策につきましては、緊急自然災害防止対策事業債を活用して、不動川等の護岸や河

川の道路横断箇所を整備し、災害の発生予防と拡大防止に努めるとともに、令和元年東日本台風に

よる道路や河川の施設災害復旧工事の早期完了に努めます。 

 安心で快適に暮らせるための公共交通の確保につきましては、今後も利用者の声を聴きながら、

より利用しやすく持続可能なシステムの構築に努めてまいります。 

 また、高齢化の進展とともに65歳以降の高齢ドライバーの割合が増加し、全国的に悲惨な交通事

故が多発していることから、新たに65歳以上の高齢ドライバーが所有する車両への安全運転支援装
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置の設置に対し補助金を交付し、高齢ドライバーの交通事故防止に努めてまいります。 

 村民生活の安全・安心の確保につきましては、東日本大震災から間もなく９年が経過いたします

が、その後も大雨による土砂災害や地震、火山噴火などの大規模な自然災害が全国各地で発生してお

ります。本村においても令和元年東日本台風の検証を踏まえ、今後の集中豪雨や地震等による自然災

害に備えるとともに、実践的な防災訓練等を通して、危機管理・防災意識の醸成に努めてまいります。 

 また、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法を踏

まえ、本村におきましても、県と同様に大規模自然災害に備え、国土強靭化に向けた施策を効果的

に推進するため、「高山村国土強靭化計画」を策定して防災・減災に努めてまいります。 

 さらに、孤立予想地区並びに災害対策本部の機能強化を図るため、非常用電源の確保や発電機の

燃料となる軽油の地下貯蔵タンクを整備するほか、災害ハザードマップの見直しや自主防災組織と

連携して地区防災計画の策定により、ソフト・ハード面からそれぞれの事業の推進により、さらに

安全で安心な村づくりに努めてまいります。 

 次に、「一人ひとりが輝く教育、文化・スポーツのむら」について申し上げます。 

 村教育委員会との相互連携を図り、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき設置した

総合教育会議や教育大綱に沿って、教育行政の推進に努めてまいります。 

 保育園・学校教育につきましては、子どもたちが生きる力を身につけ、個性や創造性を伸ばしな

がら次代を担う人材として成長できるよう、保育園から中学校まで一貫した教育体系の整備充実に

より学力の向上を図るとともに、保育園・学校・家庭・地域が一体となって信州型自然保育やユネ

スコ・スクール等に関する学習を支援するなど、学校支援ボランティアの充実に努めてまいります。 

 小学校では、平成30年度に刊行いたしました、小学３・４年生の社会科等で使用する副読本を教

材に、村のすばらしい自然や文化・産業などについて学び、ふるさと高山村に愛着を持つことがで

きるよう活用を図ってまいります。 

 そうした中で、小中学校における新学習指導要領では、新たに情報活用能力が学習の基礎となる

資質・能力と位置づけられ、小学校におけるプログラミング教育が必須になるなど、児童・生徒一

人ひとりの個別最適化と創造性を育む教育を実現することとされています。このため、パソコンな

どの端末機やインターネット環境を整備するなど、教育のＩＣＴ化に向けた環境整備を積極的に推

進してまいります。 

 中学校では、引き続き数学や英語の少人数学級編成のための学習支援員を配置し、生徒の学力の

向上を図るほか、小中学校に心の悩みを抱えた児童・生徒の相談のためのスクールカウンセラーや、

不登校ぎみな児童・生徒を支援する不登校対策支援員を配置するなど、基本的な生活習慣や学習習

慣の向上に取り組んでまいります。 

 また、小中学校入学時の入学祝金やテストの経費、総合的な学習の時間等に使用するバスの運行

経費や、緊急連絡システムの経費などを引き続き村費負担とするとともに、学校給食費につきまし
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ては、米をはじめとする食材価格の上昇や昨年10月からの消費税率引上げに伴い大変厳しい状況下

にありますが、給食費の公費負担額を１食当たり70円から140円に倍増し、児童・生徒１人当たり

では年間２万8,000円の公費負担を行うほか、非課税世帯の児童・生徒の給食費は全額公費負担と

し、保護者の経済的な負担軽減を図るとともに、学校給食の質の確保と充実に努めてまいります。 

 高校生に対する支援では、奨学金の貸与をはじめ、定期路線バス山田温泉線を利用する高校生を

対象に行っている定期券の購入助成を、現行の25％から70％に引き上げ、保護者の経済的負担軽減

とともに、バス利用者の促進を図ってまいります。 

 生涯学習・文化の向上につきましては、村民の皆さん一人ひとりが心豊かに生きがいを持って充

実した生活を送っていただけるよう、公民館ホールや図書館機能の充実に向けた検討を進めるとと

もに、地域の特性や人材を活用した特色ある講座を開催しながら、現存する文化活動団体の組織及

び活動の活性化を支援し、誰もがいつでも学べる生涯学習の環境づくりに努めてまいります。 

 また、新年度は、隔年で開催しております文化祭の開催年に当たりますことから、文化協会と連

携を図りながら、村民の皆さんが音楽や絵画などの文化に親しんでいただけるよう地域文化の向上

に努めてまいります。 

 スポーツの振興につきましては、高山村体育協会や高山村総合型スポーツクラブなどの関係団体

と連携し、あらゆる世代の皆様が楽しめるスポーツの普及を図るとともに、スポーツを通したコミ

ュニティ社会づくりや健康づくりに努めてまいります。 

 次に、「ともに創る参画と協働のむら」について申し上げます。 

 村民の皆様とともに策定いたしました第六次高山村総合計画が本年４月からスタートいたします

ことから、村民の皆様の御理解と御協力をいただきながら「ずっと住みたい また訪れたい いい

ね信州高山」の村づくりに向けて全力を傾注してまいります。 

 現在、国では地方創生を最重要課題に掲げ、人口減少克服と地域の活性化に向けた対策が講じら

れております。本村におきましては、国が定めた第二期まち・ひと・しごと創生総合戦略を踏まえ、

第二期高山村総合戦略の推進により、関係人口の創出や拡大、子育て支援や定住・移住促進事業等

の施策を通じて、人口減少に歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図ってまいります。 

 また、行財政運営につきましては、地方交付税の増額が見込めない厳しい状況の中で、自律して

持続可能な魅力ある村づくりを実現するため、使用料等の適正な受益者負担の見直しとともに、税

などの収納率の向上に努めるほか、住民との協働による村づくりを一層推進しながら積極的に行財

政改革を進め、効果的な行財政運営に努めてまいります。 

 さらに、本村の特産品等を返礼品とするふるさと納税につきましては、本村の村づくり及び地域

産業の振興をさらに推し進めるため、特産品等の拡充を図り、高山村を応援していただけるよう制

度の充実に努めてまいります。 

 最後に、村政運営に当たりましては、村民の皆様との協働による村づくりを推進するため、ブロ
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ック行政懇談会の開催や出前いろり端会議、きらめきポスト等を通じて地域の皆さんの御意見等を

お聞きするとともに、村内の各種団体・組織等との連携を深め、村民の皆様におかれましても、可

能な範囲で「ずく」を出し合い、村づくりに参画していただくなど、村民挙げての協働による村づ

くりを進めてまいりますので、御理解と御協力をお願い申し上げます。 

 今後とも、本村発展のために、職員とともに一層の情熱を傾け、村民の皆様のための村政運営に

務めてまいる所存であります。 

 議員各位をはじめ、村民の皆様の御理解と御協力をお願い申し上げまして、村政の運営方針とい

たします。 

 なお、提案いたしました議案の提案理由の説明のうち、条例等につきましては副村長から、予算

につきましては総務課長より説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────藤沢副村長。 

○副村長（藤沢敏和） 

 議案第３号から議案第13号までの11件について、一括して御説明申し上げます。 

 議案第３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３月31日付をもって麻績村筑北村学校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４号 高山村森林環境譲与税基金条例について申し上げます。 

 本案は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づいて譲与される森林環境譲与税を、

計画的な森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、新たに基金条例を制定するも

のであります。 

 議案第５号 高山村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例について申し上げます。 

 本案は、デジタル同報系防災行政無線施設の整備に伴い、施設の設置及び適正な管理等に関し、

必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するものであります。 

 議案第６号 特別職の職員等の給与の支給の特例に関す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、特別職報酬等審議会の答申を尊重し、村長、副村長及び教育長の給料月額を引き続き減

額するため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第７号 高山村手数料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等の一部を改

正する法律が改正されたことに関連して、住民基本台帳法が一部改正され、新たに住民票及び戸籍
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の附票の除票に関する規定が設けられたことに伴い、当該規定に基づく住民票及び戸籍の附票の除

票の写し等に係る交付手数料を定めるため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第８号 高山村公園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、ＹＯＵ游ランドの温泉プール棟の利用者の利便性の向上や利用拡大を図るため、新たに

温泉プールの半年会員券のほか、浴場、温泉プール、トレーニングルームの全てを利用できる年間

フリーパス券などの創設に併せて使用料の改定を行うため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第９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、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一部を改正する省令が本年４月

１日から施行されることに伴い、放課後児童支援員の資格のみなし規定に係る経過措置を延長する

ため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第10号 温泉浴場の設置及び管理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、山田温泉大湯並びに蕨温泉ふれあいの湯の利便性の向上や利用拡大を図るため、半年会

員券などの創設に併せて使用料の改定を行うため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第11号 高山村営住宅等管理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、民法の一部を改正する法律が本年４月１日から施行されることに伴い、入居者が退去す

る際の原状回復費用や敷金の取扱い等を見直すため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第12号 辺地に係る総合整備計画について申し上げます。 

 本案は、奥山田地区の辺地に係る総合整備計画を変更したいので、辺地に係る公共的施設の総合

整備のための財政上の特別措置等に関する法律の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであ

ります。 

 議案第13号 高山村道路線の認定について申し上げます。 

 本案は、県の砂防事業に伴い築造された宮関東とや地区の工事用道路を、新たに村道路線に認定

するため、道路法の規定に基づき、議会の議決をお願いするものであります。 

 以上、条例案等11件について、一括して御説明を申し上げましたが、十分に御審議の上、議決を

賜りますようお願い申し上げまして、提案説明といたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────宮本総務課長。 

○総務課長（宮本孝雄） 

 議案第14号から議案第22号までの９件について、一括して御説明を申し上げます。 

 議案第14号 令和２年度高山村一般会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は、39億3,300万円で、前年度の当初予算と比較して2.3％の減であります。 

 歳入の主なものは村税で、法人村民税の税率改正に伴って減収となるものの、令和元年度の税収
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動向等を踏まえ、個人住民税や固定資産税などの増収を見込んで、0.7％増の６億9,824万4,000円

といたしました。 

 地方譲与税では、森林環境譲与税の譲与額が前倒しで増額されることなどから、8.5％増の5,100

万円といたしました。 

 法人事業税交付金では、法人村民税法人税割の税率引下げに伴い、減収補塡される交付金額を見

込んで、新たに400万円を計上いたしました。 

 地方消費税交付金では、消費税の引上げに係る地方財政見通しや、元年度の収入実績等を踏まえ、

5.3％増の１億1,900万円といたしました。 

 環境性能割交付金は、これまで自動車取得税交付金が新たに燃費性能に応じて課税される仕組み

に改正されたことから、交付金額を見込んで新たに200万円を計上いたしました。 

 地方特例交付金につきましては、昨年度新たに幼児教育無償化に伴う子ども・子育て支援臨時交

付金が交付されましたが、本年度から全額普通交付税に措置されましたことから、69.0％減の340

万円といたしました。 

 地方交付税につきましては、幼児教育無償化や会計年度任用職員制度の導入に伴う財政措置など、

地方財政見通し等を踏まえ、2.9％増の16億8,000万円といたしました。 

 分担金及び負担金では、幼児教育無償化に伴い、保育所保護者負担金の減額により31.1％減の

1,530万7,000円といたしました。 

 使用料及び手数料では、公園施設や蕨温泉ふれあいの湯などの使用料改定などに伴い3.5％増の

7,734万5,000円といたしました。 

 国庫支出金につきましては、村道改良事業費や村営住宅取得費の減額などにより、社会資本整備

総合交付金などが減額になったことに伴い、30.4％減の２億4,533万2,000円といたしましたほか、

県支出金につきましては、地籍整備推進調査費補助金等が増となったことに伴い、9.0％増の２億

2,280万2,000円といたしました。 

 寄附金につきましては、企業版ふるさと納税寄附金が、３年間の申出期間の満了に伴い17.8％減

の2,304万1,000円といたしましたほか、繰入金につきましては、人づくり事業や道路橋梁施設整備

事業等に充当するため、ふるさと創生基金や道路橋梁施設整備基金などを繰り入れたことに伴い、

54.0％増の１億6,721万1,000円といたしました。 

 諸収入につきましては、公費負担額の引上げに伴う学校給食費の減額などに伴い、14.4％減の１

億688万円といたしました。 

 村債につきましては、新たに山田牧場に「にぎわいの場」を整備するための辺地対策事業債や減

災を目的とした河川や排水路改修のための緊急自然災害防止対策事業債を増額する一方、前年度に

おいて整備したデジタル防災無線の戸別受信機や移動系防災無線の整備完了により緊急防災・減災

事業債などの減額に伴い、17.6％減の４億2,330万円といたしました。 
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 次に、歳出につきましては、各款ごとに主なものを申し上げます。 

 まず、総務費におきましては、総務管理費の一般管理費で、地方公務員法及び地方自治法の一部

を改正する法律により、市町村の臨時・非常勤職員制度の運用が抜本的に見直され、本年４月１日

から施行されることに伴い、これまでの嘱託職員や臨時職員を新たに会計年度任用職員として任用

するとともに、節賃金の科目を廃止し、会計年度任用職員人件費事業として報酬や期末手当などを

計上いたしました。これ以後の予算科目におきまして、同様の取扱いをさせていただいております

ので、よろしくお願いいたします。 

 財政管理費では、地方公会計財務４表作成に係る地方公会計業務委託料に200万円計上、財産管

理費で、トイレのバリアフリー化や正面玄関の自動ドア修繕など庁舎修繕工事請負費に490万4,000

円計上。企画費で、国土強靭化地域計画策定業務委託料に220万円、新たに住宅用蓄電池システム

設置に係る補助を追加して、地球にやさしい住宅用エネルギー設備等設置費補助金に475万円、高

山村ふるさと景観育成寄附金事業に1,028万1,000円計上、情報化推進費で、ライブカメラ設置のた

めの施設整備工事請負費に235万2,000円、ケーブルテレビ村民チャンネル番組制作委託料に594万

円計上、交通安全対策費で、高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金に100万円計上、諸費で、

自治区施設整備等補助金に362万円計上、基金費で、ふるさと納税寄附金を積み立てるため、ふる

さと創生基金積立金に2,000万円を計上いたしました。 

 選挙費では、任期満了に伴い、村長選挙費に699万円計上、村議会議員選挙費に186万4,000円を

計上いたしました。統計調査費では、国勢調査など統計調査一般経費に360万円を計上いたしました。 

 民生費におきましては、社会福祉費の社会福祉総務費で、商工会の婚活事業や、マリッジサポー

ター事業などの結婚相談事業委託料104万2,000円、婚活新生活支援補助金60万円、定住促進結婚祝

金に160万円計上、母子福祉費で、高校３年生相当の18歳までの医療費負担を軽減する乳幼児等医

療費特別給付金に1,618万2,000円、出産祝金175万円、児童手当9,576万円のほか３歳未満児の乳幼

児を日中家庭で育児する保護者の皆さんを対象に、村内で利用できる商品券を支給する家庭育児給

付金に80万円計上、高齢者福祉費で、高齢者等公共交通ＩＣカード利用者負担金134万5,000円、老

人福祉施設措置費に1,101万円、寝たきり高齢者等家庭介護手当に560万円、老人クラブの加入者促

進を支援するため、老人クラブ育成事業に160万6,000円計上、障害者福祉費で、心身障害児（者）

タイムケア事業委託料に85万7,000円、障害者医療特別給付金に2,037万7,000円、重度心身障害者

家庭介護手当144万円、人工透析等患者見舞金165万円、障害者自立支援給付費１億6,992万円、地

域生活支援事業給付費に442万2,000円計上、社会福祉施設費で、高齢者福祉センターの指定管理料

に978万8,000円、デイサービスセンター屋根の塗装に係る施設改修工事請負費に361万円、ふれあ

い号奥山田牧線及び支線交通運行委託料や地域間幹線系統路線運行補助金など、公共交通事業に

4,143万8,000円計上、地域包括支援センター費で、介護予防サービス計画作成委託料に374万1,000

円計上、保健福祉費で、後期高齢者医療広域連合医療給付費負担金に7,773万1,000円、国民健康保
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険特別会計繰出金に4,424万6,000円、後期高齢者医療特別会計繰出金に2,554万7,000円を計上いた

しました。 

 児童福祉費の保育所運営費で、村外の保育所へ通園する園児の保育所運営費委託料に925万6,000

円計上、児童福祉施設費で、児童クラブ事業に1,679万2,000円計上、子育て支援センター費で子育

て支援センター事業などに998万8,000円計上。災害救助費では、災害備蓄品など災害救助一般経費

に217万円を計上いたしました。 

 衛生費では、保健衛生費の保健衛生総務費で、村保健補導員会補助金30万円、難病患者等見舞金

34万円計上、予防費で、特定年齢無料がん検診など健康診査事業に1,774万8,000円、乳幼児の定期

予防接種や高齢者のインフルエンザ予防接種など感染症予防事業に1,870万円、水中運動などヘル

スアップ事業に57万円、アンチエイジング講習会やスノーシュー体験教室の開催など、アンチエイ

ジングの里づくり推進事業に253万6,000円計上、母子衛生費で、妊婦一般健康審査委託料393万

8,000円、不妊治療助成金100万円計上、公園費で、ＹＯＵ游ランド誘客の拡大を図るため、ＹＯＵ

游ランド雪と光の祭典補助金に200万円計上、診療所費で、診療所特別会計繰出金に2,700万円計上、

環境衛生費で、長野広域連合負担金2,259万9,000円、防犯街路灯設置工事など防犯対策事業に670

万1,000円を計上いたしました。 

 清掃費の清掃総務費で、廃棄物収集所設置補助金に108万円計上、塵芥処理費でクリーンセンタ

ーのストックヤード建設に伴う施設整備工事請負費に1,900万円、一般廃棄物収集委託料に1,955万

2,000円、一般廃棄物処理委託料に924万1,000円を計上いたしました。 

 労働費では、若い皆さんの持家の促進と定住人口の増加を図るため、若者住宅建設資金利子補給

金に180万円、ＵＩＪターン就業・創業移住支援事業補助金に100万円を計上いたしました。 

 農林水産業費では、農業費の農業振興費で、農産物処理加工施設整備に対する農業６次産業化推

進事業補助金に81万円、優良農地の保全を図るため、日本型直接支払制度多面的機能支払事業に

1,517万1,000円、有害鳥獣駆除対策の強化を図るため、電気柵維持管理交付金など自ら守ろう農作

物推進事業に675万9,000円、日本型直接支払制度中山間地域等直接支払事業に2,086万7,000円、新

規就農者への支援など、担い手育成事業に2,440万9,000円、ＩＣＴを活用した最先端農業実証実験

など、世界に誇る力強い産業形勢事業に3,006万7,000円、新規就農を目指す村外の皆さんを対象に、

おためし住宅を活用して農作業体験の受入れを行う就農促進事業に207万3,000円を計上、畜産業費

で、山田牧場放牧推進事業や基幹診療所設置運営負担金など、畜産業一般経費に539万円計上、園

芸振興費で、りんご、ぶどう及びワインぶどうの苗木購入に係る補助金など、園芸振興事業に538

万8,000円、遊休荒廃農地対策事業に179万5,000円を計上、農地費で、将来を見据えた農業の基盤

づくりのための県営中山間総合整備事業に762万5,000円、大雨による水路の氾濫を防止するため、

用水路等維持工事請負費に4,220万円、農業集落排水事業特別会計繰出金に4,906万8,000円を計上、

地力増進施設費で、生ごみホッパーの修繕など、修繕費に396万5,000円を計上いたしました。 
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 林業費の地籍調査費で、地籍調査事業に2,478万1,000円計上、林業振興費で、森林景観整備委託

料341万円、松くい虫の森林病害虫防除対策事業に2,039万7,000円計上、林道費で、林道橋梁点検

業務委託料など、林道維持管理事業に1,405万5,000円を計上いたしました。 

 商工費では、商工業振興費で、商工会のプレミアム付き商品券発行事業へ支援するとともに、村

内での創業を目指す起業家への創業支援事業補助金や商工会婚活事業補助金及び金融機関預託金な

ど、商工業振興事業に4,882万9,000円計上、観光費で、村の観光振興を推進するため、引き続き観

光振興アドバイザーによる調査研究のための観光振興地域活性化事業委託料に400万円、産学官連

携地域文化創生プロジェクト負担金120万円、及び観光情報発信連携事業負担金300万円、観光協会

補助金609万円、桜まつり補助金250万9,000円、将棋の第78期名人戦や山田牧場冬季誘客支援など、

イベント開催補助金470万円、蕨温泉ふれあいの湯では、引き続き施設改修工事請負費に3,298万

5,000円、スパ・ワインセンターに地域おこし協力隊を２名派遣するなど、信州高山アンチエイジ

ングの里スパ・ワインセンター事業に825万6,000円計上、本村に訪れるお客様の流れをつくる、に

ぎわいの場構想を実現するため、最終拠点となる山田牧場に、にぎわいの場を整備するにぎわいの

場創出事業に１億1,233万7,000円を計上いたしました。 

 土木費では、土木管理費の土木総務費で、土捨場の拡張に伴い、土捨場整備工事請負費に368万

1,000円、県の急傾斜地崩壊対策事業工事負担金に750万円を計上いたしました。道路橋梁費の道路

維持で、安全・安心な道路交通の確保を図るため、道路修繕事業に3,063万9,000円、冬期間におけ

る良好な道路環境を維持するため、除雪事業に3,255万7,000円、協働の村づくり「道路おてんま支

援事業」に212万3,000円計上、道路新設改良費でゆうゆう橋の長寿命化修繕工事など、道路新設改

良事業に、6,715万円を計上いたしました。河川費の河川総務費で、大雨による河川の越水等を防

止するため、護岸改修工事請負費など河川護岸改修事業に5,508万円を計上いたしました。下水道

費で、下水道事業特別会計繰出金に１億3,378万円計上、住宅費で、住宅耐震やブロック塀除去事

業など住宅耐震化事業に134万円計上のほか、空き家の利活用を促進するため、空き家リフォーム

等の補助金など、空き家対策事業に326万3,000円を計上いたしました。 

 消防費では、常備消防費で、広域消防事務委託料に１億4,058万円計上、非常備消防費で非常備

消防一般経費に2,567万8,000円計上、消防施設費で、消防用備品購入費など消防施設一般経費に

1,132万6,000円計上、災害対策費で、災害時の業務継続や災害対策本部の機能を維持するため、役

場庁舎非常用発電機の燃料を備蓄する軽油の地下タンク建設の施設整備工事請負費など、災害対策

一般経費に5,592万7,000円を計上いたしました。 

 教育費では、教育総務費の教育委員会費で、小中学校外国語授業のためのＡＬＴを配置するなど、

語学指導等を行う外国青年招致事業に912万6,000円、小学校費の学校管理費で、教育のＩＣＴ化に

向けた環境整備を図るため、タブレット端末など機械借上料のほか、きめ細やかな学習のための学

習支援員及び障がいを持つ子どものための看護師配置、不登校児童対策としてカウンセラー等の配
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置及び小学校入学祝金など、小学校管理一般経費に3,639万3,000円計上、教育振興費で、経済的支

援を要する家庭などに対する要・準要保護児童援助費及び特別支援教育就学奨励費補助金に183万

2,000円を計上いたしました。 

 中学校費の学校管理費では、小学校費と同様に、教育のＩＣＴ化に向けた環境整備を図るため、

タブレット端末などの機械借上料のほか、きめ細やかな学習のための学習支援員等の配置及び中学

校入学祝金など、中学校管理一般経費に3,552万6,000円計上、教育振興費で、小学校費と同様に経

済的支援を要する家庭などに対する要・準要保護児童援助費及び特別支援教育就学奨励費補助金に

179万1,000円を計上いたしました。 

 社会教育費の公民館費で、公民館東側玄関の自動扉を改修するなど、施設改修工事請負費に473

万円、文化祭の開催など文化協会補助金に189万4,000円、信州高山音楽祭の開催や神楽フェスティ

バル出演など、生涯学習推進事業に473万6,000円計上、文化財保護費で、一茶ゆかりの里離れ屋の

壁補修などの修繕費に339万5,000円、一茶ゆかりの里の俳句大会や茶会等のイベントなど、一茶ゆ

かりの里企画展経費に222万1,000円を計上いたしました。 

 保健体育費の保健体育総務費で、体育協会や総合型スポーツクラブへの活動の支援など、保健体

育総務一般経費に788万3,000円を計上いたしました。 

 給食施設費で、施設の維持管理に伴う給食施設一般経費に1,361万円計上、高等学校費で、高校

生定期券補助金119万7,000円を計上いたしました。 

 続きまして、議案第15号 令和２年度高山村国民健康保険特別会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は７億9,083万9,000円で、前年度当初予算比4.7％の減であります。 

 歳出の主なものは、保険給付費に５億5,838万2,000円、国民健康保険事業費納付金に２億646万

1,000円を計上し、歳入では国民健康保険税、県支出金及び繰入金など所要額を計上いたしました。 

 議案第16号 令和２年度高山村診療所特別会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は１億350万4,000円で、前年度当初予算比44.1％の増であります。 

 歳出の主なものは、総務費の施設管理費で7,849万2,000円、医業費に1,884万3,000円を計上し、

歳入では診療収入、繰入金及び村債など、所要額を計上いたしました。 

 議案第17号 令和２年度高山村介護保険特別会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は７億4,343万5,000円で、前年度当初予算比1.5％の増であります。 

 歳出の主なものは、介護サービス等給付費など保険給付費に７億589万円、地域支援事業費に

2,634万7,000円を計上し、歳入では保険料、国庫支出金及び支払基金交付金、県支出金など所要額

を計上いたしました。 

 議案第18号 令和２年度高山村後期高齢者医療特別会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は9,393万6,000円で、前年度当初予算比18.4％の増であります。 

 歳出の主なものは、総務費に206万3,000円、後期高齢者医療広域連合納付金に9,177万1,000円を
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計上し、歳入では後期高齢者医療保険料及び繰入金など、所要額を計上いたしました。 

 議案第19号 令和２年度高山村温泉開発事業特別会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は3,611万1,000円で、前年度当初予算比9.6％の減であります。 

 歳出の主なものは、山田温泉及び奥山田温泉の源泉施設改修工事など、温泉給湯事業費に3,527

万1,000円を計上し、歳入では使用料及び手数料、諸収入など、所要額を計上いたしました。 

 議案第20号 令和２年度高山村農業集落排水事業特別会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は9,070万円で、前年度当初予算比1.1％の減であります。 

 歳出の主なものは、処理施設の維持管理など農業集落排水事業費に4,075万5,000円、公債費に

4,929万3,000円を計上し、歳入では使用料及び手数料、繰入金など、所要額を計上いたしました。 

 議案第21号 令和２年度高山村下水道事業特別会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は２億7,600万円で、前年度当初予算比30.5％の増であります。 

 歳出の主なものは下水道費で2,727万6,000円、千曲川流域下水道施設災害復旧事業負担金など、

流域下水道事業費に9,534万6,000円、公債費に１億4,978万1,000円を計上し、歳入では使用料及び

手数料、繰入金、村債など、所要額を計上いたしました。 

 議案第22号 令和２年度高山村上水道事業会計予算について申し上げます。 

 この会計の給水戸数は2,750戸、年間総給水量が78万4,750㎥、１日平均給水量は2,150㎥とした

もので、収益的収入は１億2,681万8,000円で、収益的支出は１億2,526万1,000円であります。 

 また、資本的収入は7,184万4,000円、資本的支出は9,355万4,000円で、主なものは資本的支出に

おいて山田牧場浄水場・七味不動沢水源送水ポンプ更新工事や、松南地区減圧弁設置工事請負費な

ど、所要額を計上いたしました。 

 以上、一般会計及び特別会計等９件について御説明申し上げましたが、十分に御審議いただき、

議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案説明といたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

 しばらく休憩します。 

午前11時40分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午前11時42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。 

 これから議案第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） 
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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３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８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４号から議案第11号までの８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。 

 ただいま議題となっております議案第４号から議案第11号までの８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４号から議案第11号までの８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４号 高山村森林環境譲与税基金条例 

議案第５号 高山村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例 

議案第６号 特別職の職員等の給与の支給の特例に関する条例の一部を改 

      正する条例 

議案第７号 高山村手数料条例の一部を改正する条例 

総 務 文 教 

常 任 委 員 会 
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議案第９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 

議案第８号 高山村公園条例の一部を改正する条例 

議案第10号 温泉浴場の設置及び管理条例の一部を改正する条例 

議案第11号 高山村営住宅等管理条例の一部を改正する条例 

民 生 産 建 

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４号から議案第11号までの８件については、会

議規則第45条第１項の規定によって、３月16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４号から議案第11号までの８件については、３月16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。 

 議案第12号及び議案第13号については、後日審議したいと思います。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12号及び議案第13号については、後日審議することに決定しました。 

 これから議案第14号から議案第22号までの９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。 

 本件については、10人の委員で構成する令和２年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託し

て審査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。 
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 本件については、10人の委員で構成する令和２年度予算審査特別委員会を設置し、これに付託し

て審査をすることに決定しました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました令和２年度予算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

５条第２項の規定によって、お手元に配りました名簿のとおり指名したいと思います。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。 

 令和２年度予算審査特別委員会の委員は、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決定

しました。 

「令和２年度予算審査特別委員会」構成名簿 

職       名 氏       名 

委       員 柴 田 弘 男 

〃 湯 本 辰 雄 

〃 西 原 澄 夫 

〃 西 條 正 純 

〃 酒 井 康 臣 

〃 涌  井  仙 一 郎 

〃 畔 上 孝 一 

〃 梨 本 修 造 

〃 水 谷  清 

〃 宮  川  登 志 一 

 

議 案 付 託 表 

議               案 付 託 委 員 会 

議案第14号 令和２年度高山村一般会計予算 

議案第15号 令和２年度高山村国民健康保険特別会計予算 

議案第16号 令和２年度高山村診療所特別会計予算 

議案第17号 令和２年度高山村介護保険特別会計予算 

議案第18号 令和２年度高山村後期高齢者医療特別会計予算 

議案第19号 令和２年度高山村温泉開発事業特別会計予算 

議案第20号 令和２年度高山村農業集落排水事業特別会計予算 

令 和 ２ 年 度 

予 算 審 査 

特 別 委 員 会 
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議案第21号 令和２年度高山村下水道事業特別会計予算 

議案第22号 令和２年度高山村上水道事業会計予算 

 

○議 長（松本 茂議員） 

 お諮りします。 

 ただいま令和２年度予算審査特別委員会に付託しました議案第14号から議案第22号までの９件に

ついては、会議規則第45条第１項の規定によって３月16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14号から議案第22号までの９件については、３月16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。 

 委員会条例第７条の規定によって、令和２年度予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選

を本日の会議終了後、本議場において行ってください。 

 互選に関する職務は、年長の委員、宮川登志一議員とします。 

 なお、委員会終了次第、委員長及び副委員長の互選の結果を報告願います。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 明日３月６日から９日までの４日間は休会とします。 

 来る10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。 

 御苦労さまでした。 

午前11時48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３月５日 

                 高山村議会議長  松 本   茂 

 

                 署 名 議 員  宮 川 登志一 

 

                 署 名 議 員  柴 田 弘 男 

 

                 署 名 議 員  湯 本 辰 雄 
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令和２年第２回高山村議会３月定例会一般質問目次 

 

令和２年３月10日（火曜日） 

 

３番 西原澄夫議員 ………………………………………………………………………………………30 

   収入保険制度について 

   新たな高山村診療所の運営について 

 

４番 西條正純議員 ………………………………………………………………………………………36 

   新型コロナウイルス対策について 

 

９番 水谷 清議員 ………………………………………………………………………………………42 

   女子美術大学の推薦入学について 

   新型コロナウイルス感染予防対策について 

 

２番 湯本辰雄議員 ………………………………………………………………………………………48 

   女性幹部の登用について 

   高校の旧第２通学区における学校再編計画について 

   人口減少対策について 

 

５番 酒井康臣議員 ………………………………………………………………………………………58 

   新型コロナウイルスについて 

   自伐型林業について 

 

１番 柴田弘男議員 ………………………………………………………………………………………70 

   桜についての樹木医の見解と対策は 
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令和２年第２回高山村議会３月定例会会議録（第２号） 

 

令和２年３月10日（火曜日） 

                                  

    議 事 日 程 

日程第１ 一般質問 

──────────────────────────────────── 

    本日の会議に付議した事件 

１ 一般質問 

──────────────────────────────────── 

    質 問 し た 者 

３番 西 原 澄 夫 議員       ４番 西 條 正 純 議員 

９番 水 谷   清 議員       ２番 湯 本 辰 雄 議員 

５番 酒 井 康 臣 議員       １番 柴 田 弘 男 議員 

──────────────────────────────────── 

    出 席 議 員（９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       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（２名） 

６番 涌 井 仙一郎 議員       ８番 梨 本 修 造 議員 

──────────────────────────────────── 

    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 ) 
牧   修 三 

教 育 次 長 

(人権推進室長) 
涌 井 重 幸    

──────────────────────────────────── 
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    事務局出席職員 

事 務 局 長 荒 井 孝 浩  書 記 中 村 沙 紀 

                                  

 

午前10時00分  開 議 

○議 長（松本 茂議員） 

 これから本日の会議を開きます。 

 

──────────────────────────────────── 

諸般の報告 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程に先立ち、諸般の報告を行います。 

 本日の会議に、６番 涌井仙一郎議員及び８番 梨本修造議員が治療のため欠席する旨、届け出

がありましたので、報告します。 

 令和２年度予算審査特別委員会の委員長から、委員長及び副委員長の互選の結果について報告が

あり、別紙のとおり構成名簿をお手元に配りましたので、報告します。 

 

「令和２年度予算審査特別委員会」構成名簿 

職     名 氏     名 

委  員  長 水 谷   清 

副 委 員 長 湯 本 辰 雄 

委     員 柴 田 弘 男 

〃 西 原 澄 夫 

〃 西 條 正 純 

〃 酒 井 康 臣 

〃 涌 井 仙一郎 

〃 畔 上 孝 一 

〃 梨 本 修 造 

〃 宮 川 登志一 

 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

──────────────────────────────────── 
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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。 

─────３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 おはようございます。 

 それでは、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 まず、収入保険制度についてお伺いを申し上げます。 

 ３月１日、信濃毎日新聞の記事によると、2019年、全国の農林水産被害額は4,637億円で、過去

10年間では東日本大震災、西日本豪雨に次ぐ規模であり、また県内の農業関係被害額は668億円余

りで、記録が残る過去40年間で最大であるということです。近年、豪雨が頻発し、農業被害が甚大

になる傾向が強まっており、政府は自然災害などで収穫量が減ったり、豊作で価格が下落して減収

になった場合に保険金で補塡する収入保険への加入を呼びかけているが、加入条件に青色申告をし

ている農家であったり、事務負担増を懸念する農家が様子見の状況であると、加入率は目標を大き

く下回る状況で低迷しているというふうに書かれておりました。新聞記事にありましたように、近

年、自然災害の大規模化、常態化が進んでおります。 

 そんな中で、災害により減収になった農家の経営の安定、自立に向けセーフティーネットとして

の収入保険制度を村はどのように考えておられるかお伺いします。 

 また、収入保険の加入状況、今後の加入促進に向けた取り組みを伺います。 

 現在、認定農業者などが加入している果樹共済等には村の助成があります。 

 しかしながら、リンゴの場合でいうと基準収穫量の７割を下回った場合にしか補塡はされません。

価格の低下や災害により出荷や販売ができず、収入が減少した場合には補塡されません。そこで、

規模の大きい農家の皆さんほど災害に対する危機感を感じており、基準収入の９割を下回った場合、

下回った額の９割が補塡される収入保険制度に大いに期待をしています。また興味を持たれている

と聞いております。 

 しかし、なぜか農家の皆さんは収入保険への加入を躊躇されていると聞きます。新聞記事で紹介

した理由のほかに、加入初年度に払込みをする保険料が高額のためだというふうに思われます。産

業振興課から頂いた資料によりますと、現在加入されている皆さんは個人が12名、法人が１社です。

払込みされた初年度の保険料平均額はおおよそ40万円です。今後、農家の皆さんが災害に負けずに

自立できるためのセーフティーネットとしての収入保険への加入に対する助成を含めた支援策をお

伺いします。 

○議 長（松本 茂議員） 
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─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 収入保険制度について、お答えいたします。 

 近年、台風や豪雨などによる自然災害が相次いで発生する中、議員お話しのとおり、災害も大規

模化しており、本村の基幹産業であります農業への被害の拡大が大変心配されているところであり

ます。このため、現在の農業共済制度につきましては、自然災害による減収に対する補償制度であ

りますが、議員お話の収入保険制度につきましては、本年度から新たに始まった制度で、青色申告

を行っている農業者を対象に品目の枠にとらわれることなく、自然災害による収量の減少のみなら

ず、農産物の価格低下なども含めた農業収入の減少に対する補償制度でありますことから、農家に

とりましては農業経営全体がカバーされ、長期的に安定した農業経営を行うことができる制度であ

ります。 

 この収入保険の仕組みにつきましては、過去５年間の平均収入を基本に、基準収入額の８割を上

限として補償する掛け捨ての保険方式と、この掛け捨ての保険方式に積立方式を併用する場合は、

さらに１割加算されて上限が９割となっております。この制度の保険料につきましては、国の支援

制度があり、農家が負担する掛け金で保険方式が50％、積立方式は75％を国が負担しております。 

 なお、加入に当たっては農業共済などの類似制度との重複加入はできないこととなっております。

このため、村といたしましては、この収入保険制度によって全ての農産物を対象に自然災害による

収量の減少や価格低下を始め、農業者の経営努力だけでは避けられない様々なリスクによる収入の

減少分が補償されることから、農業経営の安定化を図る上でも大変有効な制度であると考えており

ます。 

 次に、収入保険の加入状況と今後の加入促進に向けた取り組みについてのお尋ねでありますが、

農林水産省が公表している令和元年における収入保険の加入状況を見ますと、全国の加入件数は２

万2,812件で、平成30年に全国農業共済組合連合会が加入目標とした10万件に対して、加入率は

23％と低く、長野県では509件で、加入率は11％と全国平均よりさらに低い状況であります。 

 一方、本村の加入状況につきましては、長野県農業共済組合北信地域センターによりますと、先

ほど議員が申し上げましたとおり、加入件数は13件で、このうち個人は12件、法人は１件というこ

とで、本村の加入割合も全国と同様に低い状況となっております。この加入率の低い要因には青色

申告を行っていることが要件となっており、多くの農家の皆さんが行っている白色申告では加入で

きないことになっており、さらに議員お話しのとおり、初年度の掛け金が保険方式の掛金に加えて、

積立方式の掛金も加わることから高額になってしまうことも要因となっております。 

 しかしながら、村といたしましては議員お話しのとおり、災害等で減収となった農家の経営安定

や自立に向け、セーフティーネットとして極めて有効な制度であると考えておりますことから、収

入保険制度を所管する長野県農業共済組合と連携を図りながら、ＰＲチラシの配布や村広報紙など
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を活用して、より一層収入保険制度を周知し、加入促進を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、収入保険に係る保険料の助成についてでありますが、まず初めに、現在多くの農家が加入

しております果樹共済の掛金に対する県内の自治体の助成状況については長野県農業共済組合北信

地域センターによりますと、平成30年度の果樹共済の掛金に補助を行っている自治体は県下77市町

村のうち66％に当たる51市町村で、このうち本村と同様に農家掛金の20％補助を実施している自治

体は約60％に当たる31市町村と最も多く、本村よりも補助率の高い自治体は19市町村で、補助率は

25％から最高で50％となっており、このほかに１町は補助率が15％ということでございます。 

 一方、収入保険の掛金に対する補助につきましては、制度が始まったばかりということもあり、

現在、長野県内の自治体では無いとのことであります。 

 しかしながら、今後、あらゆる農家の経済的損失に備えるためにも大変有効な制度であると考え

ておりますので、長野県農業共済組合を中心に近隣市町村と連携を図りながら、収入保険制度をよ

り一層周知し、加入促進を図るとともに、収入保険の掛金に対する助成につきましては、農家の安

定した農業経営とともに、経済的な負担軽減が図れるよう今後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） 

─────３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 前向きな答弁を頂いたというふうに思っております。先ほどお話ししましたように、現在加入さ

れている皆さんの初年度の掛金はおよそ40万円弱というようなことでございまして、平均1,000万

円の売上げがあると、大体掛金が32万5,000円というようなことでございます。ですから、先ほど

申しましたように、現在入られている皆さんは、ある程度規模の大きな農家の皆さんが入られてい

るんだというふうに思います。規模の大きい農家の皆さんほどそういう危機に対して危機管理とい

いますか、そういうものを非常に感じておられるんだというふうなことでございます。 

 先ほど、村長もお答えになりましたように収入保険制度、私も今回この一般質問をするに当たっ

て勉強をさせていただいたんですけれども、画期的な制度だというふうに思っておりますので、ぜ

ひ普及をしたいというふうに思っております。そんなことで、もう一度決意を述べていただければ

ありがたいというふうに思いますので、よろしくお願いします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 それでは、再質問についてお答えいたします。 

 先ほど、農家に対してのセーフティーネットと、このようにお話をしました。本村の農作物であ

るリンゴ、ブドウは、リンゴについては風、そしてブドウについては病害と、こういうのが大きい
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だろうというふうに思っております。そういった点で収入というのは場合によってはこういう格好

でかなり変化があるので、そういうものをやっぱり平坦にするというのは非常に大事だというふう

に思っております。そのための今までの共済とは違いますので、収入保険制度については十分検討

し、また諮ってまいりたいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 それでは、次の質問に入らせていただきます。 

 新たな高山診療所の運営についてということで、質問をさせていただきます。 

 昨年４月、高山診療所に新しい医師が就任されました。１年が経過しようとしています。就任さ

れた室林医師はプライマリ・ケアを行う医師、総合医であり、地域医療を行う高山診療所にとって

は最適任の医師だというふうに考えております。受診をされた皆さんにお聞きすると一様に「よく

お話は聞いていただけるし、対応が丁寧」など、評判も上々でございます。 

 年度当初、前任の医師との引継ぎ期間のずれによって、診療所の患者さんが他の医療機関に移っ

てしまったというふうに聞いております。その後、診療所の受診者数はどのようになっているかお

聞きします。 

 室林医師の専門領域であるところの総合診療医のお話を聞かせていただく機会があり、医師の地

域医療への情熱、向上心を強く感じました。今後、医師に村で十分に活躍していただくために何を

すべきかということでございます。 

 １つ目は、村民の皆さんに室林先生の総合診療医としての知見であったり、考え方を理解してい

ただくことがあるというふうに思います。 

 ２つ目、乗合バスなど公共交通機関の使い勝手をよくするなど、高齢者を始めとして全ての村民

が受診しやすい環境を整備することもあると思います。その上で受診者数を増やすことに全力を注

いでいただきたいと思いますけれども、村の考え方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） 

 新たな高山診療所の運営についてお答えいたします。 

 高山診療所の運営につきましては、昨年３月末日をもって御退職されました紅谷先生の後任とし

て、新たに高山診療所長として昨年４月１日付で室林 治先生をお迎えいたしました。室林先生は

自治医科大学の御出身でプライマリ・ケア認定医、いわゆる総合診療医として、これまで御出身地

の富山県の病院や診療所の医師として御活躍され、昨年４月に本村へ着任されましてからも豊富な

知識と経験をもって患者さんに寄り添って診療していただいておりますことから、患者さんからは



－34－ 

非常に評判のよい先生であると伺っております。 

 そこで、まず初めに診療所の受診者数についてのお尋ねでございますが、昨年４月に室林先生が

着任されてから本年１月末までの予防接種や往診を含めた受診者数は4,540人で、前年同時期の

4,939人と比較して91.9％と約８ポイント減少しておりますほか、診察件数は１日平均18人、また

往診件数は１日平均４人と、いずれも前年同時期と比較して１人ないし２人程度減少している状況

にあります。この要因としましては、これまで医師確保に向けて県を始めあらゆる機関等にお願い

してまいりましたが、なかなか紅谷先生の後任の医師が決まらず、ようやく決まったのが紅谷先生

が御退職される直前の３月15日ということで、紅谷先生との引継ぎ時間等もなく、住民の皆様に御

心配をおかけしたことが影響しているものと考えております。 

 次に、受診者数を増やすための公共交通を含めた環境整備についてでございますが、まず、診療

所における環境整備につきましては、本年度新たに電子カルテを導入させていただき、診療記録の

適正管理を図るとともに、今定例会で審議をお願いいたします新年度予算において、診療業務がよ

り効率よく行えるよう、診療所の一部を改装して予診室を整備することとしております。さらに新

年度において、高齢者の皆さんや小さいお子さんが受診される際は少しでも待ち時間が短縮できる

よう、緊急の場合を除き、診療時間の予約制の導入を検討するとともに、火曜日と木曜日の午後の

往診に加え、夕方も診察業務を行うこととしております。 

 また、室林先生についてでございますが、先生には大変お忙しい中、これまで保健補導員会や文

化協会のほか、議会新春講演会などで自己紹介を兼ね、村民の健康づくり等に関する御講演をいた

だいておりますし、議員お話しのとおり、診療の際は患者さんのお話を十分にお聞きした上で総合

診療医としての知見を踏まえ、丁寧に説明をしていただいております。今後も患者さんに寄り添っ

た診療業務を続けていただく中で住民の皆さんとの信頼関係を築いていただき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、高齢者の皆様が診療所に通院される際の足の確保についてでございますが、平成30年10月

にスタートいたしました新たな公共交通サービスのうち、奥山田地区と牧地区の皆様にはふれあい

バス奥山田・牧線が１回当たり100円で御利用いただけるほか、高井地区や中山地区の70歳以上の

高齢者の皆さんにはＩＣカードくるるを御購入いただきますと、高井・中山乗合タクシーを１回当

たり120円と安価で御利用いただけるほか、当初、前日予約としておりました予約を昨年10月から

は当日の10時までに予約いただければ午後便が御利用いただけるよう、村民の皆様に利用しやすい

環境に改善いたしました。 

 しかしながら、こうした割引制度が始まって１年半近く経過いたしますが、いまだ村民の皆様に

浸透していないことなどから、現在、村では老人会等、高齢者の皆様を対象に各地区において公共

交通システムなどについて再度説明会を開催させていただいているところでございます。今後さら

なる丁寧な説明をするとともに、少しでも容易に診療所へ通院できるよう公共交通サービスの充実
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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） 

─────３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 質問をしておきながら何ですけれども、受診者数についてはそれほど心配はしておらないわけで

ございます。こういう受診者というのは口コミで増えていくというのが通例でございますので、ま

ず徐々に増えていくだろうというふうに私は思っております。 

 ただ、診療所の受診者数の目標というのはどのくらいのものか私もよく分かりませんけれども、

その辺がもし分かりましたら教えていただきたいというふうに思いますし、この質問の演題に「新

たな」というふうなことをつけさせていただいたのは、やはりこれからいろいろなアイデアを出し

ていただいて、今までの診療所の運営とは違った形で、もっと拡大するというか、そういうような

形で運営をしていただきたいというような思いを込めて「新たな」を入れたわけでございます。そ

の辺を含めて、これから受診者数を増やすというような決意とまた新たな運営をしていくというよ

うな意味で決意を述べていただければありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いし

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） 

 再質問にお答えいたします。 

 まず、１点目の村としての受診者数の目標値ということでございます。 

 高山診療所として、経営の安定化を図っていく上での一応の目安でございますけれども、１日診

療件数、40人ほど来ていただければ経営が安定できるのかなということを考えております。 

 また、２点目の村としての今後のいろんな施策についてのお尋ねでございますけれども、先ほど

答弁させていただきましたとおり、来年度から予約制の導入等、また診療所の一部を改装しての予

診室の改装等、いろいろな形の中で先生と打合せをさせていただく中で、より患者さんに来ていた

だきやすい環境整備に努めてまいりたいと現在考えております。 

 いずれにいたしましても、受診者の人数につきましては、１年、２年では簡単には一気に増加す

ることは難しいと考えております。これまでどおり先生に丁寧に応対していただく中で住民との信

頼関係を築いていただき、徐々にですけれども、受診者数を増やしていければと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○３番（西原澄夫議員） 

 ありがとうございました。以上です。 

○議 長（松本 茂議員） 
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 以上で西原澄夫議員の質問を終わります。 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 今回は、新型コロナウイルス関連の質問をいたしますが、その前にマスクを着用したいと存じま

す。私自身は発熱もありませんし、感染するようなイベントや集会等に出席しておりませんが、花

粉症を患っており、時々くしゃみをいたします。新型コロナウイルスが心配される状況でくしゃみ

をすると周囲の方々にあらぬ心配をおかけするので、マスクをいたします。最近はマスクを入手す

るにも一苦労で、先日何軒かお店を回って、ようやく見つけたマスクはグレーの色のものしかあり

ませんでした。今回はこのマスクをつけて質問いたします。 

 この質問の通告書を作成したのは、２週間も前になります。ちょうど「今後１、２週間が感染拡

大のスピードを抑えられるかどうかの瀬戸際だ」との見解が出された直後でした。このような状況

で村がどのような対策を考えているのかを質問したわけです。 

 しかし、新型コロナウイルスを取り巻く状況は刻一刻と動いており、通告書を提出してすぐに大

規模イベントの自粛要請が国から出され、矢継ぎ早に学校の一斉臨時休校要請が出されました。村

は要請に応え、速やかにイベントや行事の開催基準を示し、また小中学校の臨時休校に踏み切りま

した。村民の安全と健康を考慮していただいていると考えます。 

 「この１、２週間が瀬戸際」との見解が示されてから２週間が過ぎました。新型コロナウイルス

対策の専門会議は昨日新たな見解をまとめ、国内の感染状況については爆発的な感染拡大には進ん

でおらず、一定程度持ちこたえているのではないかという認識を示しています。ただ、感染者の増

加傾向は続き、警戒を緩めることはできないとしています。 

 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対策についてです。長野県でも新型コロナウイルスの感染者が確認されて

おり、最大の注意を払う局面に来ています。この対策について２点質問します。 

 ちまたには、新型コロナウイルスの情報があふれかえっており、対策についてもテレビなどで繰

り返し流しています。長野県も「新型コロナウイルス感染症に関する県民の皆様へお願い」と題す

る印刷物を作り、私のところにも届きました。印刷物では手洗いや咳エチケット、マスクの着用を

進めています。また、厚生労働省資料の「日常生活で気をつけること」も参考にしてくださいとあ

ります。咳エチケットについては簡単な説明がありました。 

 しかし、正しい手洗いの方法や正しいマスクの扱い方は解説していませんし、厚生労働省の資料

もありません。「日常生活で気をつけること」とはどんなことなのか、この印刷物だけでは皆目分

かりません。感染防止のためには効果的な印刷物とは思えないものが配られました。 

 しかし、村で配布したものがございまして、イラストで正しい手の洗い方、正しいマスクの着用

及び咳エチケット、これらを解説したカラーの印刷物が全戸配付されておりました。私がこの通告



－37－ 

書を出したときにはまだ配られていなかったんです。通告の後、こういうカラーのチラシがもう配

られております。 

 それから、村診療所の室林先生の最近の講演、これ文化協会の講演ですが、２月15日のものです

が、新型コロナウイルスについて取り上げてくださり、正しい手洗いのやり方について分かりやす

く説明されるのを聞くことができました。正しい手洗いはインフルエンザ予防には効果的で、新型

コロナウイルスに対する感染防止方法としても大変有効と思われます。また、正しいマスクの扱い

方も解説していただきました。村民に正しい手洗いのやり方を周知していくことが肝要と思われま

す。まだ村内に新型コロナウイルスが蔓延していない今のうちに、正しい手洗いを全村に浸透させ

るキャンペーンを展開できないでしょうか。 

 次に、行事や集会、イベントの開催についてです。 

 この通告書提出後に一斉臨時休校が始まりましたが、その後、３月後半から４月にかけて、村の

教育関係は今後どのような対応をしていくのか、それから、今度は一般についてです。今後の集会、

イベント開催ですが、主に村民を対象にしたイベントもあれば、信州高山桜まつりのように県外や

村外の人々が多いものもあります。村外、県外から不特定多数の方々が訪れるイベントは感染の危

険度が高いと思われます。村が開催か中止かを判断、またそのようなことを要請する集会やイベン

トはどんなものが考えられるか、また、開催する場合に主催者はどのような感染防止策を講じる必

要があるのでしょうか。 

○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は、昨年12月に中国湖北省武漢市で確認されて以降、中国を中心に感

染が拡大しており、１月30日にはＷＨＯが「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言し、

同日、国においても新型コロナウイルス感染症対策本部が設置されました。 

 一方、県におきましては、１月29日に国に先駆けて長野県新型コロナウイルス感染症対策本部を

設置して、県内での患者発生時における医療機関との連携などの対応手順を確認するとともに、電

話相談窓口を開設されたところであります。 

 その後、大型クルーズ船「ダイアモンド・プリンセス号」での感染が拡大するとともに、全国各

地で感染例が報告され、２月25日には長野県内でも初めてとなる感染者が確認されるなど、今や新

型コロナウイルスによる肺炎の患者は世界的規模で広まっており、国民生活を始め、経済活動への

影響など、大変憂慮すべき事態となっております。さらに、２月26日には国の感染症対策本部から

スポーツやイベントの中止または延期が要請されるとともに、翌日27日には安倍首相から全国一斉

に臨時休校が要請されたところであります。 
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 そのような中で、村におきましては、２月１日に防災無線により感染症予防を注意喚起するとと

もに、２月７日には第１回新型コロナウイルス感染症庁内連絡会議を開催し、情報を共有したとこ

ろであります。また随時、連絡会議を開催する中で、26日には国、県に準じて、新型コロナウイル

ス感染症に係る村主催のイベントや行事の開催基準を定め、村民の皆様にお知らせするとともに、

27日には村感染症対策本部を設置し、厚生労働省が作成した手洗いやＱ＆Ａのチラシを全世帯に配

布して、手洗いなどを徹底するよう協力を呼びかけたところであります。 

 このように国、県において賢明な感染拡大防止の対策に取り組まれている状況に鑑み、同日、私

が直接、村民の皆様にさらなる感染症予防対策に取り組んでいただくよう、防災無線によりメッセ

ージを放送させていただきました。 

 さらに、近隣での患者の発生は確認されておりませんが、高山村教育委員会では安倍首相からの

要請を受けて、急遽３月２日から小中学校の臨時休校を決定するなど、村を挙げて新型コロナウイ

ルスの感染症防止対策に努めているところであります。 

 そこで、正しい手洗いに関するキャンペーンの展開についてでございますが、議員お話の「新型

コロナウイルス感染症に関する県民の皆様へのお願い」と題する印刷物は県から村に配付された文

書を民生児童委員会委員協議会がそのままひとり暮らしの高齢者の皆さんへの注意喚起としていち

早く活用され、配付されたものとお聞きしております。その後、先ほど、村の対応等で御説明申し

上げましたとおり、村対策本部では厚生労働省が掲載した分かりやすいチラシを活用し、全世帯に

配付させていただく中で、正しい手の洗い方や正しいマスクの着用などについて周知したところで

あります。 

 したがいまして、今後も手洗いなどの予防対策については配付したチラシ等に基づき、防災無線

などを通してさらなる注意喚起を呼びかけてまいりますので、御提案の正しい手洗いを全村に浸透

させるキャンペーンにつきましては、今のところ考えておりませんので、御理解賜りますようお願

いいたします。 

 次に、行事や集会、イベントの開催についてのお尋ねでございますが、まず、教育関係につきま

しては、本年２月18日に文部科学省から都道府県教育委員会を通して市町村教育委員会に「学校に

おける新型コロナウイルスに関連した感染症対策について」として、基本的な感染症対策の徹底及

び日常の健康管理や発熱等の症状が見られる場合の対応などが示されました。また、２月25日には

「児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対処について」として、感染症が発生

した場合の当面の間の出席停止及び学校の臨時休校の措置に関する方針などが示されたところであ

ります。 

 こうした状況から、２月25日に村が決定した「新型コロナウイルス感染症に係るイベント・行事

の開催基準」に準ずるとともに、２月27日に安倍首相から全国の小中学校、高校等の臨時休校の要

請を受け、本村の小中学校におきましても３月２日から学校の春休みが始まるまでの間を臨時休校
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することとし、子どもたちの健康を守るとともに、新型コロナウイルスの感染予防を図ることとい

たしました。 

 これに伴い、開催が間近となっております保育園の卒園式や小中学校の卒業式につきましては、

出席者を卒園児または卒業生及び同居する保護者１名並びに来賓等を３人程度にするなど、出席者

を最小限にとどめて開催することとしております。 

 また、年度末を控え、開催が予定されている学校及びＰＴＡの会合やイベントにつきましては、

そのほとんどが中止または延期されることとなっており、開催する場合には出席者及び開催時間を

最小限にとどめて開催するなど、感染予防対策を十分に講じた上で開催されることとなっておりま

す。 

 また、教育関係以外のイベントや集会の開催につきましては、村が主催するイベント等について

は「高山村新型コロナウイルス感染症に係るイベント・行事の開催基準」によることとしており、

多数の参加者が集まるイベント・行事は感染リスクが高いものとして延期または中止を検討する。

また、参加者が多数に及ばなくても飲食の提供を目的とする会合や屋内の狭いスペースに長時間と

どまるものは原則延期または中止することとしております。 

 また、この時期に開催しなければならない総会等や実施日の変更が困難なものについては参加者

を極力限定した上で、参加者への手洗いや咳エチケットの推奨、アルコール消毒液の設置、風邪等

の症状のある方への不参加を依頼するなど、感染防止対策を徹底した上で開催することとしたとこ

ろであります。 

 さらに、国、県・市町村はもとより、スポーツ界やテーマパークなど、イベント関連会社を含め

社会を挙げて新型コロナウイルスの感染防止対策を行っている状況に鑑み、各地区の会合等におか

れましても、村内の経済活動への影響を最小限にとどめていただくよう飲食の提供に御配慮をお願

いする中で、この基準に準じた会議等の開催を検討していただくようお願いしたところでございま

す。 

 なお、この開催基準は村内外の来客者に限らず適用すべきと考えておりますことから、３月18日

以降開催予定の信州高山桜まつりなどを含め、本村の魅力を発信していく重要なイベントにつきま

しては、現時点で実行委員会において開催に向け準備を進めておりますが、村内のイベントの中止

または延期の決定による村内経済活動や日常生活への影響が懸念されますことから、開催の可否に

ついては慎重な判断が求められるものと考えております。 

 したがいまして、新型コロナウイルスへの対策は刻々と状況が変わってまいりますので、村民の

皆様の健康を第一に今後の状況に応じて最善の対策を講じ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） 

─────４番 西條正純議員。 



－40－ 

○４番（西條正純議員） 

 今の村長のお話にもありましたように、新型コロナウイルスの状況、刻一刻と変化してきており

ます。ですから、本当にこの先の状況を見通せないようなところなんですけれども、例えば、学校

関係では４月から入学式関係をどのようにやるかというのは、いつ頃をめどに出すかということも

ちょっとお答えいただきたいと思います。 

 それから、何とか日本は爆発的な感染拡大には進んでいないとのことですけれども、諸外国の様

子はどんどん変わっています。また、国内も各地にクラスター発生の危険性が指摘されております。 

 マスクは、ウイルス感染予防の役には立たないと言われておりますけれども、咳やくしゃみによ

る飛沫の汚染を減少させることができます。そしてマスクよりも正しい手洗いを実行することが感

染予防には一番だと言われております。 

 全戸配付でカラー版の感染症対策、これが配られました。最初に私のところに配られました文章

説明よりもイラストつきの説明のほうがすごく訴求力が高くて、分かりやすいです。この頃はテレ

ビでも手洗いの仕方、このようにしてくださいということが流れております。動画のほうがやはり

イラストよりも訴求力が高いです。 

 それよりも、すごく訴求力が高かったのが室林先生のお話でした。これは単に情報を流している

のではなく、室林先生が聴衆の反応を見ながら、その都度ここがポイントだということをやりなが

ら、例えば洗い残しやすい箇所なども話されるなどして、話していただくことによると思います。

それでもこれらは単なる知識なんです。実は私、先日、室林先生のお話も聞いた、このように手を

洗ったらいいというチラシを見た、そういうことから手洗いをやってみようとしました、やりまし

た。それでやっている最中に、あれ、ここどの程度に洗ったらいいんだろう、ここどうやって洗っ

たらいいんだろう、戸惑ってしまいました。手を洗い終わってからもう一度チラシを見たりして、

ああ、ここが抜けていた、そういうことが出てきます。 

 つまり、聞いた、見たという情報は単なる情報なんです。やはり数回の実行こそが自分で正しい

手洗いのやり方を身につける方法なんです。ですから、そのような体験会を開かなくても、例えば

職員がこういう手洗いを知識だけじゃなくて実行する。それを各家庭に広めていく。そういうよう

なこともキャンペーンの一つだと思うんです。見た、聞いたという情報では、いざやろうとしたと

きにできないことが非常に多いと思います。ぜひとも職員のところから、ここの各部署ごとでいい

です。一斉でもいいです。ちゃんとした手の洗い方を数回実践してみる、このような形をとってい

ければと思います。 

 次に、もう一つ再質問お願いします。 

 ウイルスの感染の予防なんですけれども、これは結構デマが流れてきております。これ、デマを

流す人は悪意を持ってやる場合もあるでしょうけれども、結構善意から動いており、正しいことを

していると信じていることが多いんです。ひどいのでは27℃から28℃のお湯で死滅する、または生
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姜とかニンニク、唐辛子、こしょうをたくさん食べるとよい、こういうようなものを発信している

のがあります。もう聞いてお分かりのように、26℃から27℃で死滅するならば、人間の体温は35、

６度ですから、体内に入ってきた途端にウイルスは死滅してしまうわけなんです。よくよく冷静に

考えると、これはデマだということが分かるんですが、こういうデマに病院関係者からの確かな情

報などという、そういう正当性を装うものが潜んでいると信じてしまう人が出てくるわけなんです。

また、チラシの中には蜂蜜がよいなどともありました。ところが、蜂蜜というのは１歳未満の赤ち

ゃんにはリスクが高い食品なんです。しかもウイルスへの蜂蜜の効果は証明されていませんし、そ

こに赤ちゃんへのリスクも何も触れておりませんでした。このような情報を変な風に流すのはよく

ないと思いますし、しかもやっかいなのは、先ほども言いましたけれども、善意から発信している

場合が多いんです。 

 このようなデマに惑わされないようにするための方策も村のほうにひとつお願い、やらなければ

いけないと思っております。この２点お聞きします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 それでは、再質問にお答えいたします。 

 私は、再質問３点というふうに捉えております。 

 まず、１点目は小中学校の入学式はどうするんだと、こういう御質問ですが、先ほど議員も言わ

れましたし、私も申し上げておりますけれども、本当に刻一刻、人の命にも関わるということで、

その辺の対応は非常に難しい、そういうものになっています。教育委員会とも密に連携を取りなが

ら対応をしているところでありますが、その間にも変わってきますので、やはり国、あるいは県、

あるいは村内の子どもたちの状況を見ながら適切な、そして的確な判断を早め早めにしていきたい

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。 

 続きまして、手洗いとか先ほどの室林先生、聞くよりも実際にやったほうがという、こういうお

話がありました。 

 しかし、私はなかなかそういうふうなものは非常に難しいだろうというふうに思っております。

チラシ等、あるいはいろんなものを入れて、そして実際に、いわゆるそのためには村民の皆様がい

かにそういう知識を高めていただくか、この辺が大事だと思いますので、ともすれば手洗いも適切

じゃないかもしれませんが、とにかく回数を重ねるとか、そういうふうなことをやっていただくと

いうことで村民の皆さんの意識を高めていただくということが何よりも大事だと考えておりますの

で、よろしくお願いします。 

 そして、３番目のデマとか風評ですね、こういうふうなものにつきましては、村内の防災無線等

でお知らせしております。その辺りはということで、しっかりと落ち着いた対応をしていただきた
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いということで、あとは村民の皆さんがどう取るかは、やっぱりデマとかそういったものは、この

辺については医学的にどうこうということもありますけれども、私どもには医学的な根拠が全く分

かりません。現在言われている県・国の指示に従って情報等を的確に流していきたいと、このよう

に思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○４番（西條正純議員） 

 はい、ありがとうございます。 

○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。 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 女子美術大学の推薦入学についてお尋ねいたします。 

 産学官事業として、女子美術大学との交流事業も平成18年から今年で約14年たち、交流関係も

年々深くなってきたという思いがいたします。そこで、交流関係をさらに進める意味で、デザイン、

工芸など美術に興味のある高山村の子どもたちに対し、大学の推薦枠を確保し、大いに大学との親

交を深めてはどうかと考えております。村としてのお考えをお聞きいたします。 

 ちなみに、小布施町は公表はありませんが、法政大学と連携で年に２人の推薦入学の枠を確保し

た実績があります。よろしくお願いします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────柴田産業振興課長。 

○産業振興課長（柴田 亨） 

 女子美術大学の推薦入学についてお答えいたします。 

 今年で創立120周年を迎え、これまで女性芸術家等を多く輩出してきている女子美術大学は地域

の情報等をケーブルテレビ網で伝えている株式会社Ｇｏｏｌｉｇｈｔと高山村との３者で「デザイ

ンとアートを生かした地域づくり」を目的に平成18年４月、産学官連携地域文化創生事業に関する

協定を締結し、事業がスタートしてから今年で14年目を迎えようとしております。これまで女子美

術大学からは延べ1,200人もの学生や教員の皆さんが高山村にお越しいただき、本村の特産品であ

りますリンゴやブドウの贈答箱のデザインを始め、手拭いなどのお土産品の製作や色あせたバス停

をリニューアルするバスストップギャラリーなど、様々な取組によって村内の子どもたちを始め、

多くの村民の皆様にも参加していただき、大いに交流を深めていただきました。 

 さらに、平成30年度からは台湾にある国立台湾芸術大学の皆さんとも交流が始まり、この事業は

海外まで拡大するグローバルな交流に発展してきております。 

 そこで、美術に興味のある高山村の子どもたちに対し、大学の推薦枠を確保してはとの御提案で

ございますが、大学の推薦枠につきましては、大学への入学希望者を選抜する方法の一つとして、
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一般的な試験による入試とは別に推薦入試と呼ばれるものであります。推薦入試の中には附属の高

校からの推薦や自己推薦といった推薦入試もございますが、一般的な指定校推薦につきましては、

毎年特定の高校からその大学へ優秀な学生を数多く送り出している実績に基づき、大学側と高校側

との信頼関係を深めた上で、大学側でその特定の高校を指定校に位置づけ、何人かの推薦枠を与え

る制度でございます。このため、大学への入学を希望する高校生自身も当然その大学を第一志望に

していることに加え、その大学へ入学できる一定基準以上の基礎学力を持った優秀な高校生でない

と大学との信頼関係が成り立たなくなってしまいます。 

 そこで、議員から御提案のありました推薦枠の確保についてでありますが、大変すばらしいお考

えと思いますが、女子美術大学のようなアートやデザイン等の美術に特化した専門大学の場合、一

定基準以上の基礎学力のほかに、美術に対する能力も兼ね備えていることや、さらに女子美術大学

で一層能力を高めたいと希望する高校生でないと推薦は難しいものと思われます。 

 これまで本村出身者で女子美術大学を卒業された方は僅かしかいないと思われますが、仮に女子

美術大学から高山村に推薦枠を頂いたとしても、現在、本村には高校がなく、また女子美術大学を

第一志望と考えている村内の高校生の把握やその高校生がどの程度の学力や美術に対する能力を有

しているのかを把握することは困難なことから、女子美術大学へ本村の高校生を推薦することは難

しいものと考えております。 

 なお、議員お話の小布施町から法政大学への推薦枠につきましては、法政大学現代福祉学部が実

施するまちづくりチャレンジ入試と呼ばれる制度の中で、新しい福祉社会を地域で担う才能ある人

材を発掘、育成し、地元に返して活躍していただくという趣旨のもとに、平成18年度から設けられ

た制度で、全国の自治体の中からまちづくりのモデルと評されている10か所程度の自治体のみ推薦

枠が与えられているとお聞きしております。中でも小布施町につきましては、議員お話しのとおり、

平成22年度から実施しておりますが、近年では入学希望者がいない状況が続いたことから、平成30

年度をもって推薦枠を辞退し、現在は実施されていないと伺っております。 

 しかしながら、本村におきましては、今後も女子美術大学等と交流を深める中で、村内の子ども

たちが身近にアートやデザイン等に触れる機会を増やすことで美術に興味を持ち、一人でも多くの

子どもたちが女子美術大学へ入学したいと考えるようになっていただければ、今後、村といたしま

しても推薦枠について大学側と可能かどうか相談してみ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） 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 御丁寧な答弁ありがとうございました。 

 課長も御存じのとおり、小布施町ではいろんなそういう全国的に知名度を上げるためにやった経
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緯もありますし、高山村においてもそういうこともできないことじゃないもので、ちょっと村長に

お聞きしたいと思うんですけれども、御存じのとおり、産学官事業として、Ｇｏｏｌｉｇｈｔの丸

山社長もこの事業に対して大変力を入れていただいております。女子美術大学との関係を強化する

意味でも村の子どもたちに関心を持ってもらうことが大事ではないかと常日頃語っていただいてお

ります。女子美の方々には、先ほど課長も言われたとおり、高山リンゴの箱のデザイン、ワインボ

トルのデザイン、また古くはバス停のイラスト、いろんな形で御協力を頂いており、さらにいろい

ろな方法で高山村をアピールしていかねばならないと思っております、これからも。 

 現在、日本の大学生の2.6人に１人は貸与型の奨学金を利用しており、返済に多くの学生が厳し

い状態であります。そこで、女子美術大学推薦枠を設け、その特典として給付型の奨学金制度を用

意するなど、将来の高山村への貢献など、将来ある女性を期待して夢を与えるような事業を行うべ

きではないかと思いますけれども、村長のお考えをお伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 水谷議員の再質問にお答えいたします。 

 産学官ということでありまして、14年目ということで、その効果は少しずつ出ているだろうとい

うふうに思われます。そして、女子美術大学の学生がこれまでに高山村へ来ていただいて、その結

果はどうかといいますと、なかなか数字には表せませんけれども、少しずつ高山村というものを意

識していただき、そして学生を通して高山村を知っていただくと、こういう効果は出ているものと

いうふうに思っております。 

 そして、丸山社長を通して、学生を通じて高山村からというふうなことにつきましては、先ほど

課長が御答弁させていただきましたけれども、かなり美術とか芸術に非常に興味のある生徒という

ふうにお話を聞いていて感じられます。ある学生さんとお話ししましたところ、休日あるいは余暇

はどうされるのかという話をしましたところ、常に美術館巡り、常に博物館巡りをしていると、こ

ういう学生さんというふうにお見受けしました。そういうふうなことで、高山村で育った子どもた

ちも自然の美しさの中で育った子どもたちがそういうふうな興味を持っていただける、こういうふ

うな子どもを１人でもまた育てていければ、議員お話の女子美術大学を目指す子どもが出てくるも

のと、こういう期待もありますので、またよろしくお願いしたいと思います。 

○９番（水谷 清議員） 

 それとあと、奨学金の貸与…… 

○村 長（内山信行） 

 奨学金ですよね。奨学金につきましては、今、村の高校生あるいは大学生に対して村の奨学金も

ありますので、そういうふうなことであれば当然、その枠に入って申し込みされれば、そういう枠
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に入ってくるだろうと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 なるべく村長も常日頃言われている人口の減少につながらないように、やっぱり村に若い子をと

どめておくということは大事だと思うので、その辺はまた貸与型とか、まだ今そうやっている奨学

金はありませんけれども、そういうのを増やしていただければ人口増加にもつながると思うので、

よろしくお願いします。 

 次にまた、先ほど同僚議員が言いましたけれども、かぶるところがありますけれども、新型コロ

ナウイルスの予防対策についてお伺いいたします。 

 長野県でも、とうとう新型コロナウイルスの感染者が出てしまい、パンデミックになりつつある

ようです。政府ではなるべく不要不急の外出を控えていただき、イベントなどの自粛を呼びかけて

おります。本村でも観光地でもあり、他県の人々が来村しており、他の村と比べて感染する機会も

多いと思われます。 

 そこで、３月、４月の保育園、小中学校で行われる卒園式、入学式等、一堂に会する場が多く、

感染率の度合いが高まると思いますが、村としてはどのような対策で臨むか、お伺いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────涌井教育次長。 

○教育次長（人権推進室長）（涌井重幸） 

 新型コロナウイルス予防対策についてお答えいたします。 

 先ほど、西條議員の質問に村長が答弁申し上げましたとおり、このたびの新型コロナウイルスの

感染に伴う予防対策につきましては、去る２月18日に文部科学省から都道府県教育委員会を通して

市町村教育委員会に「学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について」として、

基本的な感染症対策の徹底及び日常の健康管理や発熱等の症状が見られる場合の対応などが示され

ました。さらに、２月25日には「児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応に

ついて」として、感染症が発生した場合の当面の間の出席停止及び学校の臨時休業の措置に関する

方針などが示されたところであります。 

 こうした状況から、２月25日に村が決定しました「新型コロナウイルス感染症に係るイベント・

行事の開催基準」に準ずるとともに、２月27日の安倍首相からの全国の小中学校、高校等の臨時休

業の要請を受け、本村の小中学校におきましても、３月２日から学校の春休みが始まるまでの間を

臨時休校することとし、子どもたちの健康を守るとともに新型コロナウイルスの感染予防を図るこ

とといたしました。これに伴い、開催が間近となっております保育園の卒園式や小中学校の卒業式

につきましては、出席者を卒園児または卒業生、同居する保護者１名、来賓等を３名程度とするな
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ど、出席者を最小限にとどめて開催することとしております。 

 また、年度末を控え開催が予定されております学校及びＰＴＡの会議やイベントにつきましては、

そのほとんどが中止または延期されることとなっており、開催するとした場合には出席者及び開催

時間を最小限にとどめるなど、感染予防策を最大限に講じた上で開催されることとなっております。 

 また、入園式及び入学式につきましては、現時点では例年どおり開催することとして準備を進め

ておりますが、新型コロナウイルスの国内の感染状況を勘案するとともに、国、県等関係機関の動

向を注視し、開催方法等を検討しなければならないものと考えておりますので、御理解賜りますよ

うお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 再質問いたします。 

 教育長として、今、唐突な休校で大変だと思いますが、今まで申し上げた中でいろんなお考えを

お聞かせいただきたいと思います。 

 まず、児童クラブを現在どのような形で解放しているのか、また何人ぐらいの子どもたちが利用

しているのか。保育園はどのようなスケジュールで開園しておるのか、また塾などへの自粛要請な

どをしておられるのか、また１か月以上の休校になるとカリキュラムの遅れをどのような形で対処

していくのかお伺いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────山岸教育長。 

○教育長（山岸深志） 

 ただいまの御質問についてお答えさせていただきます。 

 １つ目、児童クラブの状況でありますけれども、安倍首相が休校要請をしまして、３月２日から

でありますが、約２週間の休校となります。この間、一番の問題は、１つは今、議員がおっしゃっ

たように、お休みになったときの児童生徒の受入場所、それからもう一つはカリキュラムの問題に

なります。授業時数が足りるのか足りないのか、内容がきちんと消化されているのかどうかという

ことであります。 

 そこで、１つは児童クラブについては春休みは午前中から申込みのあったお子さんたちについて

はすぐに受入れをすると。今までは放課後ですので、午後の下校時刻の後ですけれども、朝から受

入れをしております。今回は休校を受けて既に今、朝８時から、お勤めがあって家庭で面倒の見ら

れないお子さんたちについては児童クラブの場合には１年生から３年生まで、それからさらに学童

クラブさんのほうは６年生までの受入れが可能でありますので、要請をしまして、同じように午前

中も受入れをしてもらっているところであります。人数的には人数が増えるのかなというふうに思
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っていたところでありまして、新たな希望の方も受け入れる態勢はとっていたわけでありますけれ

ども、ニーズ的には特に多く増えてはおりません。朝から学校でもらった宿題などをみんなで見た

り、遊んだりして、何とか運営は進んでおるところであります。 

 保育園は、通常どおりに運営をしているところであります。 

 それから、塾に対しての要請でありますけれども、これは１つの企業でありますので、私たちの

ほうから塾に対しての自粛要請というものはしておりませんので、それぞれのところで適切な配慮

をしていただくように考えていただければと、こんなふうに思っております。 

 さて、もう一つの大きな問題のカリキュラムというか授業時数の問題でありますけれども、これ

は、この年度末に来ての２週間の休校というのは非常に学校にとっても大きな時数であります。そ

れで、すぐに教務主任、それから教頭等を中心に年間の授業の進行状況、それから今まで行われて

いた授業の内容について今精査しております。その結果、卒業生、６年生、それから中学の３年生

については学習内容は全て終わっております。 

 しかし、３年生については受験勉強などがございますので、ちょっと気になるようなお子さんに

は声をかけて、学校に来てもらって勉強を見たり、または自主的に来たお子さんについては３年生

中心でありますけれども、授業を見るようにしております。それから小学生については児童クラブ

で宿題などを見るようにしております。 

 それで、小学校の場合には１年生から５年生まで、それから中学校の場合には１、２年生につい

ての授業時数は標準授業時数は足りておりますし、それから文部科学省からも標準時数をこのこと

をもって下回るだけでは法律違反とはしないと、こういう通知が来ておりますけれども、標準授業

時数は全て今、小中学校とも足りております。 

 しかし、その中身については精査をしたところ、若干まだ全部終わっていないという部分が認め

られましたので、これについては４月にその部分については再度また補習などをしながら完全に終

わるようにしていきたいと、こんなふうに考えております。 

 以上であります。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 ありがとうございました。 

 今、児童クラブの人数は教育長にこの前お伺いして、70名ぐらいだということでよろしいんです

よね。 

○教育長（山岸深志） 

 はい。 

○９番（水谷 清議員） 
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 それで、ちょっと先ほど西條議員も言われたとおり、刻々変わってくるもので、今日も私がテレ

ビを見ていましたら、学校給食は返還するという国の方針が出ましたよね、多分村長も御存じだと

思うんですけれども。それでちょっと再三になりますけれども、村長にお尋ねしたいと思うんです

けれども、今、児童クラブ70人の生徒は弁当を持参しているとのことです、村においてはね、子ど

もたちは。 

 しかし、他の市町村の中には弁当を支給しているところもあると伺っております。さらに御存じ

のとおり、昨年より消費税のアップ、急な休みにおいて家計に対して非常に厳しい出費がやっぱり

親御さんにかかっていると思うんです。その中において、児童手当だとか臨時補助金など、至急に

考えるということは考えておられるのか、村長にお伺いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 児童クラブとか、当然、昼食を伴うものですし、そしてまた臨時休校の期間の額、この辺も国の

ほうも検討すると、そういうふうになっていますが、ただ内容がどのようにしているのか、その辺

が分かりませんので、その辺については対応できるかどうか、また検討してまいりたいというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 本当に皆さんも大変自治体の方もお疲れであると思いますけれども、その辺は臨機応変にやって

いただきたいと思います。 

 以上で質問を終わります。 

○議 長（松本 茂議員） 

 以上で水谷 清議員の質問を終わります。 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 それでは、通告に従いまして質問いたします。 

 初めに、女性幹部の登用について質問いたします。 

 「原始、女性は太陽であった。今は月である。」これは明治時代の女性活動家、平塚らいてうの

言葉であります。日本では戦前からの男尊女卑、個人の尊厳の否定などの思想が根深くあります。

男女差別、女性の人権が尊重されない事態が次々に噴き出して、最近でもセクハラ事件や医学部入

試の女性差別事件がありました。一向に解決されない保育所の待機児童問題、女性の６割近くが非

正規雇用、男女の賃金格差などの職場での女性差別、そして政治の面でも国会議員に占める女性の
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比率は、衆議院は10.1％、参議院は20.7％という状態であります。 

 日本は、男女平等度を示すジェンダーギャップ指数で153か国中で121位です。これは2019年、昨

年12月の段階です。なぜこうした深刻な遅れが残されているのでしょうか。安倍政権は女性の活躍

を看板にしてきましたが、大企業、財界の言いなりで、職場の男女差別や非正規雇用の差別の改善

など、平等と女性の地位向上のための法整備や施策に背を向けてきました。 

 今年は、あらゆる女性差別の禁止、撤廃を求める女性差別撤廃条約が国連で採択されてから41年

になります。1979年の女性差別撤廃条約の採択以来、世界では男女差別をなくすための法整備や社

会条件づくり、意識改革も含めた努力が積み重ねられてきました。日本でもこうした努力に学び、

女性差別撤廃条約の全面実施、個人通報制度を実現する選択議定書の批准、ＩＬＯの主要な条約の

批准を進めなければなりません。社会のあらゆるところから女性差別をなくし、女性も男性も平等

に人間らしく生きることのできるジェンダー平等社会の実現に向けて、本格的に歩み出すことが必

要です。 

 そのような中で、県内の中学校では男女別の制服ではなくて、どちらも選べるようにした学校が

あると聞いております。また、本村では長年にわたり、男女共同参画いきいきフォーラムを開催し、

今年は１人１人が性別によって制約されることなく暮らせる地域社会を目指すことを宣言しました。

私も男女が同一条件により対等、平等で仕事ができるようにならなければと思っています。 

 それでは、本役場での女性幹部の登用についてはいかがでしょうか。学校を卒業後、新規で採用

になってから、結婚、出産、育児、また本人の病気、家族の病気など、女性が仕事を継続するには

困難な事例はたくさんあります。マスコミでも育児や子どもの教育、家族の病気に伴うことも女性

の負担になり、仕事の継続が困難になっていることを伝えております。 

 そこで、質問いたします。私は、今までの役場において、女性で課長等になられた方は多くはな

いと思っておりますが、本来はおおむね男女の職員数に沿った形で幹部への登用を求めたいと思い

ますが、いかがでしょうか。答弁をお願いします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────藤沢副村長。 

○副村長（藤沢敏和） 

 それでは、通告に従って答弁申し上げたいと思います。 

 女性幹部の登用についてお答えをいたします。 

 議員お話しのとおり、1979年12月18日の第34回国連総会において、男女の完全な平等の達成に貢

献することを目的に、女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とした女子差別撤廃条

約が採択されてから今年で41年目を迎えます。我が国においては1985年の女子差別撤廃条約の批准

を受けて、様々な不平等を是正し、1999年に男女共同参画基本法を制定し、基本法の前文では「男

女が互いにその人権を尊重しつつ、責任も分かち合い、性別に関わりなく、その個性と能力を十分
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に発揮することができる男女共同参画社会の実現を目指す。」とうたっております。 

 そのようなことから、村におきましては、この法律の趣旨に沿って男女共同参画社会の実現に向

けて毎年、男女共同参画いきいきフォーラムを開催し、男女の固定的役割分担意識にとらわれた習

慣を改め、１人１人の個性と能力を十分発揮することのできる、女性にとっても男性にとっても活

躍できる社会のあり方を共に学び、共に輝く社会を目指しているところであります。 

 そこで、役場職員の女性幹部の登用の実態についてでありますが、現在、村におきましては、課

長級または課長補佐級の管理職のうち女性の管理職は課長補佐級の１名のみで、これまでで最少人

数となっております。この主な要因としましては、職員全体に占める女性職員の割合が低いことや

女性職員の年齢構成が偏在していることなどがその要因の一つと考えております。 

 また、参考までに前年度までの状況について申し上げますと、以前は同一年度内に女性管理職と

して会計室長や保育園長、会計室長補佐など複数人いた時期もありましたが、先ほど申し上げまし

たように、女性職員の年齢構成の偏在等によりまして、本年度は最少人数にとどまっている状況で

ございますので、よろしくお願いをいたします。 

 次に、今後の女性幹部の登用計画についてでありますが、村では係長相当職以上の任用や個々の

昇給に当たっては人事評価制度に基づき、公平公正な視点に立って、それぞれ運用を図っておりま

す。このため、毎年、村では公平公正な評価を行うために、専門機関から講師を招いて評価者研修

を実施した上で適正な人事評価に努めておりますほか、毎年、全職員を対象に直接自分の思いを私

ども理事者に伝えることができる自己申告書を提出していただき、本人の希望等も含めた中で、人

事評価制度とともに総合的な判断により、任用や人事異動などに反映しているところでございます。 

 そうした中で、国内でも企業の経営者や役員、国会議員や地方議会議員として活躍されている女

性が着実に増えてきております。このため、村におきましても職員採用に当たっては学力が一定基

準以上であることはもとより、積極的にやる気のある女性を採用してきておりますことから、近年

では相対的に女性職員が増加してきており、職場環境も徐々にではありますが、意識改革が進んで

いるものと思っております。 

 したがいまして、今後ますます少子高齢社会が進展する時代において、多様性のある組織をつく

るためにも女性の視点によるきめ細やかな政策の実現や行政サービスの質の向上とともに、女性活

躍社会の観点から女性管理職の登用は重要になってくるものと思っております。そのためにもまず

は意思決定や職員のマネジメントなどの管理職として必要な知識や経験を積んでいただくとともに、

管理職向けの研修の強化を始め、管理職に必要なリーダーシップや部下の育成能力を養成すること

で全体の底上げを図ってまいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いをいたしま

す。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────２番 湯本辰雄議員。 
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○２番（湯本辰雄議員） 

 ありがとうございます。 

 前向きな答弁というふうに受け取りました。当然、村当局としましては、職員の皆さんの全能力

を発揮していただいて村政運営に当たっていただくということを目指されているものだというふう

に思いますので、しっかりまた研修もいろんなレベルの皆さんもいらっしゃるかと思いますが、人

材をぜひお育ていただいて、村民の生活向上のために御活躍いただければというふうに思います。 

 また、私自身からも、女性職員の皆さんにもぜひいろんな様々な困難もあるかというふうに思い

ますが、また御家族の皆さんの御協力をいただきながら、村民生活向上のために十分能力を発揮し

ていただけたらなというふうに思いますので、ぜひ女性の方々にもエールを送りたいというふうに

思います。 

 それでは、次の質問に移りますので、お願いします。 

 高校の旧第２通学区における学校再編計画についてお尋ねします。 

 全国では、少子高齢化が進行しています。本村も同様ですが、私たちが子どもの頃は中学校は１

学年おおよそ150人ぐらいはいまして、４クラスありました。その後、年々減少し、現在の中学生

は１学年２クラスというふうに聞いております。また最近の保育園児の数は40人ぐらいというよう

な年もあったかというふうに聞いております。当然、近在の市町村も同様で少子化が進んでおりま

す。そのため、県教委では現存する高校を再編成しようと、今回は第２期再編計画を進めようとし

ております。 

 およそ15年ほど前には、第１期高校再編計画により、ここ旧第２通学区の中では中野市にある中

野高校と中野実業高校が統合され、中野立志館高校が発足し、須坂市でも須坂園芸高校と須坂商業

高校が統合され、須坂創成高校が発足しました。第１次高校再編計画では従来の教育体系だけでは

なく、総合学科高校、総合技術高校、多部制・単位制高校、中高一貫高校が発足しました。そのた

め、従来の12通学区制が崩壊しているわけであります。 

 今回の第２期再編計画では、都市部高校と中山間地域高校を分け、別途の条件で進めようとして

おります。県教委は第２通学区地域においては長野広域連合に再編計画を依頼したようですが、結

局、旧第２通学区の高校の将来像を考える協議会を発足させました。その委員には各市町村の首長、

教育長、産業界でつくり、同窓会だとか中学や高校のＰＴＡ、また高校の現場の教員は入っていな

いというふうに聞いております。高山村の若者たちの多くが進学する高校は従来の第２通学区域に

なる方向になります。旧第２通学区地域は都市部高校枠に入り、県立高校は５校あります。県教委

はこの中でできるだけ早く１校でも減少させようという思いがあるものと私としては思っておりま

す。 

 そこで質問いたしますが、今回の第２通学区の高校再編計画はどのように進んでいると考えてお

られるのでしょうか。また、私は本村から参加されている委員の皆さんには現在のまま存続させる
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立場で御出席いただけることを求めたいと思います。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────山岸教育長。 

○教育長（山岸深志） 

 第２通学区の高校再編計画についてお答えいたします。 

 現在、ＩＣＴの普及、人工知能の活用等を始めとする技術革新が急速に進むとともに、人口の急

激な減少に伴い、これからの社会は大きく変化し、将来を予測することが大変難しくなってきてお

り、子どもたちを取り巻く教育も大きく変わろうとしております。 

 長野県教育委員会では、このような新たな時代の変化に即した教育改革として、2017年３月に高

校のあり方基本理念・方針となる「学びの改革基本構想」を策定しました。この基本構想では高校

改革を少子化に対応するための単なる縮小・統廃合計画とするのではなく、長野県の高校教育を新

たな時代に対応する学びへと改革するための機会とし、新たな教育の推進と新たな高校づくりに一

体的に取り組んでいくこととしました。 

 この基本構想を踏まえ、同年11月には「県立高校『学びの改革 実施方針』策定に向けて」を公

表し、地域懇談会等の議論を経て、基本構想の考え方をより具体化した「高校改革～夢に挑戦する

学び～実施方針（案）」を2018年３月に公表しました。この実施方針（案）では、これからの時代

に対応する新たな学びの推進と急激な少子化を迎える高校の再編・整備計画の２点について、それ

ぞれ基本的な方針が示されました。 

 その後、県教育委員会は旧通学区ごとに高校の将来像を考える地域の協議会を設置し、再編・整

備計画について地域の方々の意見、提案を聴取し、旧通学区ごとの再編・整備計画を策定すること

としました。長野県教育委員会の依頼を受け、旧第２通学区では学区内の市町村、教育長、産業界

関係者、地域振興局長、ＰＴＡ連合会、中学校長会、大学、高校の関係者29名で構成する旧第２通

学区の高校の将来像を考える協議会を立ち上げ、同年６月３日に第１回の協議会を開催しました。

この席上で、県教育委員会から再編・整備計画の方向性並びに旧第２通学区における今後の卒業生

の推移に基づいた実情報告がされ、意見交換が行われたところであります。 

 ８月には、各地区で分化会を行い、須高地区では８月６日に須坂東高等学校、須坂創成高等学校、

須坂高等学校の３校から各校の学びの現状、将来の展望、そして本協議会への要望等をお聞きしま

した。 

 11月18日の第２回協議会では、中野立志館高等学校、須坂創成高等学校の現地視察を行い、それ

ぞれの技術高等学校の特色や地域との連携について実情をお聞きしました。 

 第３回協議会を今年１月31日に開催し、そこでは今まで協議会で出された意見調整を行い、さら

に論議を深めました。次回はこれらをもとに協議会としての意見、提案をまとめ、その後、パブリ

ックコメントを行った上で、本協議会として長野県教育委員会に提言をする予定であります。 
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 最終的には、各地区の協議会の提言をもとに全県的な立場から県教育委員会が高校の再編を進め

ていくこととなりますが、地域の希望を踏まえつつ、子どもたちの願いに十分応えられる教育内容

と、今後迎える急激な少子化に対応した適正な高校規模や高校配置が実現していくことを期待して

おります。 

 以上であります。 

○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、再質問いたします。 

 今年２月１日の信毎によりますとということで、今、答弁がありました１月31日の会議の模様と

いうことになりますが、三木須坂市長が私見として、「財源的なことを考えるならば高校数を減ら

すなどの再編を行うべきだ。」との認識を伝えたというふうに、これは信毎ですね、伝えておりま

す。私は今回の再編計画で須高地域で問題になるのは須坂東高校と須坂高校の統合かというふうに

思います。両校とも歴史のある須高地域にとってはなくてはならない高校であります。 

 ところで、高校が減少するということになりますと生徒の進学先の選択が減少するということに

なります。例えば、高山中学の卒業生の何人かは通学できなくなるということになるというふうに

私は思います。例えば、須坂市より遠い学校に行くということもあるかと思います。ある意味、高

校進学を断念ということもあるかもしれません。 

 また、例えば遠い学校に進学するということになれば通学費は増加し、通学時間も多くかかるこ

とになります。そうすると定期バスには乗れなくなる方もいるのではないかというように思います。

家族が送り迎えすることになり、これによって現在でも少ない高校生の定期券の補助券の利用者は

ますます減少してしまうということにもなりかねません。せっかく高山村の長電バス利用者を維持

するための施策も行政自ら減少させてしまうということにもなりかねません。私はそのため、でき

る限り高校が存続できるよう知恵を絞っていただきたいと思います。例えば、35人学級を各高校で

行えば１校は存続できます。 

 委員の皆さんには、今、答弁もありましたが、県教育委の思うままでなく、お金がないとか教育

の効率化のための言葉に惑わされることのないよう英知を結集し、あまり結論を急がないようにお

願いしたいと思い、私は改めて現在のまま存続させる立場で御出席をいただくようお願いしたいと

思いますが、いかがでしょうか。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────山岸教育長。 

○教育長（山岸深志） 

 ただいまの再質問についてお答えをします。 
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 １つは、２月１日の信毎で記事になった三木市長のことでありますけれども、これについては私

どもがどうこう言うことでもありませんので、答えは控えさせていただきたいと思いますけれども、

今のこの審議会の中身については、今のところ、もう具体的にどの高校を統合するとか存続させる

とか、そういうことではなくて、それぞれの高校の皆さんの御意見を本当に具体的に聞いたり、そ

れから実情をつぶさに見たりしてきて、今話し合っているところであります。 

 それで、確かに今の高校がそのまま残ればそれは本当にいいことだなと思いますけれども、もう

一つは確実に急激な少子化が来ておりまして、それに対応するのもどうしたらいいのかということ、

これも十分考えていかなければいけない内容であります。これ以上についてはまた審議会がござい

ますし、私も審議会の一員でありますので、具体的にお答えすることはちょっと難しいかと思いま

すけれども、今頂いた御意見も十分踏まえて、また審議会のほうで審議を進めてまいりたいと思い

ますが、最終的にはこれは長野県教育委員会が決定していくことであります。しかもこれは長野県

全体の子どもの数、それから高校の数を見ながら総合的に考えていくことでありますので、よりよ

い決定がなされることを期待したいと、こんなふうに思っております。 

 以上であります。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 ぜひ、私の意見も御検討いただきながらお進めいただければというふうに思います。 

 もう一つ、最後に、先だってある方の話もありまして、これから数年のうちに国が教育改革を進

めていくということもあります。それは教育委員会が行う改革ではなくて、経済産業省が進めるタ

ブレットを使用した教育に力が入っているというふうに聞きました。例えば、県内のあるモデル高

校がありますが、生徒はタブレットに向かって授業を受けて、そしてそこに当然、教室の中におい

でになる担当される教員はタブレットを見て疑問に思ったり、また、どうも理解できそうもないな

と思う生徒さんがいたときだけ、その生徒に個人的に指導するという授業方法のようです。この方

式になると、それこそパソコンに向かって生徒は授業を受けるだけみたいな形になりますので、先

生との対話があまりないというふうに思います。これは学校教育ではなくて、知識の詰め込みの塾

ではないかというふうに思い、私は今後に大変危機感を持っているところであります。ですので、

これからも教育についていろいろ関心を持っていきたいなというふうに思っています。 

 以上でこの質問を終わりにしたいと思いまして、次の質問に移ります。 

○議 長（松本 茂議員） 

 湯本辰雄議員に申し上げます。 

 時間が12時近くなってきておりますので、しばらく休憩したいと思いますので、よろしくお願い

します。 
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 しばらく休憩します。 

午前11時46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） 

 それでは、引き続き質問いたします。 

 本村の人口減少対策についてお尋ねします。 

 ２月１日付信毎では、総務省が１月31日発表の2019年人口移動報告によると、東京圏の転入者が

転出者を14万8,000人以上上回る転入超過だった。３大都市圏では東京圏以外は人口が流出してい

る。長野県内の総人口は18年連続で前年を下回った。県内でも転入が転出を下回り、出生数も死亡

数も下回っている。県内77市町村のうち人口が増加したのは８町村しかなく、南箕輪村は県内唯一

の自然増を維持し、近隣から子育て世代の流入が続いていることが背景にあるとしていると伝えて

います。県内の各自治体はそれぞれ対策を練っているわけですが、万病に効く処方箋はありません。 

 さて、本村広報によれば、２月１日現在の本村の人口は7,006人です。毎月数人が減少していま

す。県内の各地の様子を見るに一層の努力を重ねなければならないものと思いますが、私は高山村

の地理的位置から、長野市や須坂市への通勤者のベッドタウン化を進めることも必要だと思います。

そのためには子育て支援策を抜本的に充実しなければならないと思います。 

 そこで、質問します。 

 村長の公約の人口8,000人構想に対し、現状をどのように認識されているのか。 

 ２番、ここ数年来の移住者の数と皆さんの職業は。分かる範囲でお答えいただきたいと思います。 

 ３番目、保育園の副食費の無償化及び小中学校の給食費の無償化を求め、答弁をお願いします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 人口減少対策についてお答えいたします。 

 人口減少問題は、我が国にとって喫緊の最重要課題でありますが、長野県が国勢調査人口を基礎

として、各市町村の住民基本台帳の移動状況をもとに推計した令和２年１月１日時点の前年との年

間人口増減を見ますと、１年間の長野県全体の人口は１万4,393人減少し、このうち県外に転出し

た人数が県内へ転入された人数を1,146人上回り、３年ぶりに転出超過、いわゆる社会減に転じま

した。 
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 一方、本村の状況では１年間で97人減少し、このうち社会減が35人、死亡者数から出生者数を差

し引いた自然減が残りの62人で、県下77市町村中、本村を含む約６割に当たる49市町村が自然増減

と社会増減の両方で減少しており、長野県においても人口減少に歯止めがかからない実態が浮き彫

りとなりました。特に人口減少がもたらす弊害は生産年齢人口の減少による経済の縮小や超高齢社

会における高齢者を支える社会基盤の脆弱化、さらにはこうした危機感から生じる個人消費や企業

の設備投資の抑制によるデフレ脱却の後退など、多くの影響が懸念されるところであります。 

 こうしたことから、国では人口減少への対応は待ったなしの課題として、昨年改定した第２期

「まち・ひと・しごと創生総合戦略」では新たに地方とのつながりを持つ関係人口の創出と拡大を

加え、地方への移住の裾野を広げるなど、一層、東京一極集中の是正や地方創生により人口減少対

策を進めることとし、昨年10月１日からの幼児教育・保育無償化に続き、この４月１日からはしっ

かりとした進路への意識や進学意欲があれば、家庭の経済状況にかかわらず大学などへ進学できる

就学支援新制度や私立高校授業料の実質無償化をスタートすることとしております。 

 そこで、人口8,000人構想への対策についてのお尋ねでありますが、村では国の「まち・ひと・

しごと創生総合戦略」に沿い、平成27年に高山村総合戦略を策定し、人口減少を可能な限り抑制す

るとともに、持続可能な活力ある村づくりに努めております。村ではこれまで独自事業として、結

婚定住祝い金や不妊治療の医療費補助、出産祝い金、乳幼児家庭育児給付金、保育料の軽減、福祉

医療費の対象年齢の拡大などの支援を行うとともに、一昨年からは高校生のバス通学費補助や小中

学生の給食費を毎年段階的に軽減するなど、結婚から妊娠、出産、子育て、教育に至るまでライフ

ステージに応じた子育て世代の皆さんへの支援に努めてまいりました。 

 また、本年４月から開所することとして、保健福祉総合センター内に子育てする皆様が利用した

いときにいつでも利用することができる子育て支援センターを整備するとともに、併せて開所する

子育て世代包括支援センターでは妊産婦や乳幼児などの相談に関係者が連絡調整を図りながら、切

れ目のない子育て支援を行うこととしております。 

 さらに、学校教育では昨年、社会科の教材として編集しました「わたしたちのふるさと 高山村」

という副読本を利用していただき、本村への愛着を高め、進学で一度は本村を離れたとしても、ま

た戻って村に住みたい、この村で生活したいと思っていただけるような子どもたちを育ててまいり

たいと思っております。 

 また、農業体験や移住体験で本村においでいただいた皆さんに１泊1,000円で気軽にお泊りいた

だける就農お試し住宅を整備し、就農体験をしていただくとともに、若者定住促進住宅を始めとし

た村営住宅の建設や空き家のあっせんなどに努めているところであります。 

 次に、ここ数年の転入数とその職業についてのお尋ねでありますが、ここ直近の５年間の転入数

を申し上げますと、平成27年は年間で187人、平成28年は173人、平成29年、194人、平成30年、212

人、令和元年は176人の転入状況となっており、中でも結婚や出産を機に転入される皆さんを始め、
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一家族そろっての転入が４割を超えるなど子育て施策の成果ともうかがえますが、転入された方の

職業につきましては、個人情報の観点から把握しておりませんので、御理解をお願いいたします。 

 次に、保育及び小学生の副食費、給食の無償化についてでありますが、先日、本定例会の議案と

して令和２年度予算について提案し、御審議をいただいておりますが、その予算案で本年４月から、

３歳から５歳児及び住民税非課税世帯に属する３歳未満児は国が行う幼児教育・保育無償化に合わ

せ、副食費を全額公費負担とするほか、小中学生の給食費につきましては、１食当たり70円から

140円に倍増し、児童生徒１人当たりでは年間２万8,000円の公費負担を行うほか、非課税世帯の児

童生徒の給食費は全額公費負担とし、保護者の経済的な負担軽減を図るとともに、学校給食の質の

確保と充実に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 しかしながら、まだまだ村の人口減少の歯止めにまでは遠く及んでいないことから、今後とも実

効性のある施策を着実に行っていく必要があるものと考えております。この４月からは多くの村民

の皆さんが携わり、御意見を頂き策定しました第六次高山村総合計画やただいま御審議を頂いて策

定を進めております第二期高山村総合戦略がスタートいたします。今後とも村民の皆さんの声に耳

を傾けながら、ずっと住みたいと思っていただける、そんな村づくりとともに、安心して子育ての

できる村であることや村の農業や観光などの本村ならではの魅力をＳＮＳなど充実した情報媒体に

よって幅広く発信し、移住・定住に努めてまいりますので、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。 

 再質問いたします。 

 令和２年度の当初予算案に保育園の副食費の無償化が提案されています。大変私は心からうれし

く思っております。 

 しかし、ただいまの答弁にありましたように、当局、皆さんの御努力は認めますが、なかなか人

口減少には追いついていないというのも事実だというふうに思います。 

 そこで、村長の公約もありますが、学校給食費の無償化というのも来年度ですね、令和２年度の

予算案に生徒１人当たり約半額まで公費負担するという提案をされておりますが、抜本的な子育て

支援策として、改めて全額の公費負担を求めたいと思います。よろしくお願いします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 小中学生の給食費の全額負担と、こういう再質問でございますけれども、段階的に進めまして、

そして、来年度は全生徒に対しまして半額補助と、こういう施策を来年度の予算に計上させていた
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だき、そして、家庭に御負担のある税の非課税世帯におきましては全額公費負担と、こういう判断

をさせていただきました。 

 そういったことで、ほかの世帯にはどうなのかと、こういう御質問だと思いますが、全体として

公費負担というのは公平でなければならないと、このように思っています。そういった意味で何が

公平なのか、この辺を踏まえてじっくりと検討する必要があるだろうと、もうこういうことで負担

のできる家庭におきましては半額負担していただくと、そして住民税非課税世帯については全額負

担と、こういう判断をさせていただきましたので、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、再々質問として、副食費と併せて、18歳までの子どもさんの医療費の場合、請求手数

料一律500円というのもまだほかにあります。これは県内の一部の市町村では請求手数料が無料化

されたり、また300円というところもあります。こちらのほうも今の給食費等の問題も含めて、併

せて村長の英断をもって子育て世代の負担軽減の強化ということをしていただくように求めますが、

お願いしたいと思います。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 18歳までの医療費の負担ということだと思いますけれども、これについてはこれまでも検討して

まいりました。今のところ最低限の負担はしていただくというワンオペですかね、そういったとこ

ろありますので、今の検討で御了解願いたいと、このように思いますので、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） 

 今後、まだこれからも少子高齢化が進むと思います。ぜひ子育て支援の施策はこれ大変重要だと

思いますし、ぜひますます充実していただくよう要望しまして、私の質問を終わりにしたいと思い

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。 

─────５番 酒井康臣議員。 

○５番（酒井康臣議員） 

 新型コロナウイルスの質問につきましては、先ほど、西條議員、水谷議員の質問と重複をする部
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分がございますけれども、通告をしておりますので、改めて質問を申し上げます。 

 なお、重複する部分については答弁を省いていただいても結構でございますので、よろしくお願

いをいたします。 

 昨年12月、中国武漢市で発生をいたしました新型コロナウイルスの感染症は今月６日時点、世界

で10万人を突破し、日本も含め中国以外の国での感染拡大が続いています。国内では今朝のテレビ

ニュースではダイヤモンド・プリンセス号を抜いた感染者数が506人、死亡者数が16人となってい

ます。これはあくまでも症状があり、感染が確定した数字であります。半面、感染はしているが、

無症状の方などは検査を受けられず、カウントされておりません。ということは正確に感染者は確

定できていないというのが現状だろうと、このように思っております。 

 一般的には、コロナウイルスのＳＡＲＳ、ＭＥＲＳ以外はほっておいても治る、通常の風邪と同

じくらいの症状にとどまるとしております。では、なぜ今回の新型コロナウイルスは大きな問題に

なっているんでしょうか。それは高齢者と持病を持った免疫力の低い人に死者が多く出ていること、

発生原因が確定できず不明確であること、病を治す抗ウイルス薬がなく、現在では対症療法しかで

きないこと、要は全く未知のウイルスということが言えると思います。 

 今回の質問は、半月以上前に通告をいたしました質問であります。通告制でありますので、当時

のまま質問を申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 

 質問１、高山村ではホームページで緊急告知をいたしましたが、ホームページの内容も含め、ほ

かのツールを使った注意喚起を考えておりますかという質問です。これには今まで告知をされてき

た結果報告でも結構です。 

 質問２、全国各地でマラソンの一般参加を取りやめ、イベントの中止、集会の取りやめなどが増

加しておりますけれども、高山村の今後の状況はどのように考えておりますか。これも同様です。 

 質問３、保育園、小中学校での対応と対策はどのようになっているのでしょうか。これも同様で

す。 

 質問４、景気動向指数は５か月連続で悪化が続いております。これだけ続いているのはリーマン

ショック以来とのことであります。そしてこの先、さらに追い打ちをかけているのが新型コロナウ

イルスの感染拡大です。高山村の企業、宿泊業、飲食業、スキー場などに大変大きな影響があると

考えられますが、現況はどうなんでしょうか。村としてできる対策はどのように考えておりますで

しょうか。 

○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についてお答えいたします。 

 私からは、質問１のホームページや他のツールを使った注意喚起についてと質問２のイベントや
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集会の中止などの状況についてお答えし、質問３については教育次長から、質問４については産業

振興課長からそれぞれ答弁させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、ホームページや他のツールを使った注意喚起についてでございますが、先ほど、新

型コロナウイルスの対応等について西條議員からの御質問に村長が答弁させていただいております

ので、一部重複する部分があろうかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 村では、まず防災無線により２月１日のお昼から、新型コロナウイルス感染者予防対策としてマ

スクの着用や外出後の小まめな手洗い等、基本的な感染症対策に努めていただくよう村民の皆様に

御協力をお願いするとともに、村ホームページ及びＳＮＳのフェイスブックを利用して同様の記事

を掲載し、広く周知したところでございます。また、その後も継続して情報無線など、あらゆる媒

体を活用しながら新しい情報や感染予防の周知に努めているところでございます。今後も既に全戸

配付をいたしました感染症対策に関するチラシを始め、新たな情報に関するチラシの配布、広報紙

やＳＮＳなどによる啓発によってさらなる注意喚起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。 

 次に、イベントや集会の中止などについてでございますが、新型コロナウイルスによる村主催の

イベントや行事の開催基準を定めて以降、教育関係を除いて現時点において開催を中止または中止

予定としている村主催のイベントや施設等の使用制限、これにつきましては、公民館の英会話教室

など生涯学習事業のほか、各種農政関係団体の総会、補助金等制度資金に係る説明会、ＹＯＵ游ラ

ンドトレーニングルームを始め、村内社会体育施設並びに図書室を除く公民館、会議室の貸出し中

止などがございます。 

 一方、各種団体及び村が共催あるいは参画している事業につきましては、ＹＡＭＡＢＯＫＵワイ

ルドスノーパークで予定されておりました雪上トレイルランニングの中止や高齢者の暮らしを考え、

必要なサービスを検討する協議体が主催する「寄ったい市場」の３月の開催中止、総合型スポーツ

クラブの各種教室、読み語りの会の発表会、そのほか村内の各種団体等の総会や会議などが中止さ

れている状況でございます。 

 村といたしましては、「高山村新型コロナウイルス感染症に係るイベント・行事の開催基準」に

より、３月17日まではこの基準に基づき、多数の参加者が集まるイベント、行事は感染リスクが高

いものとして延期または中止を検討する。また、参加者が多数に及ばなくとも飲食の提供を目的と

する会合や屋内の狭いスペースに長時間とどまるものは原則延期または中止するとしておりますの

で、当面はただいま申し上げたとおりでございますが、３月18日以降に開催予定の信州高山まつり

などを含め、本村の魅力を発信していく重要なイベントにつきましては、村内のイベントの中止ま

たは延期の決定による村内経済活動や日常生活への影響が懸念されますことから、開催の可否につ

いては今後の国、県の動向等を注視した上で総合的に検討し、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。 
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○議 長（松本 茂議員） 

─────涌井教育次長。 

○教育次長（人権推進室長）（涌井重幸） 

 私からは、保育園、小中学校での対応と対策についてお答えいたします。 

 先ほど、水谷議員の質問に御答弁申し上げたとおり、このたびの新型コロナウイルスの感染に伴

う予防対策につきましては、国内で感染が広まり、長野県内でも感染者が発生して以降、文部科学

省から都道府県教育委員会を通して市町村教育委員会に「学校における新型コロナウイルスに関連

した感染症対策について」及び「児童生徒等に新型コロナウイルス感染症が発生した場合の対応に

ついて」などの方針が示されたところであります。 

 こうした状況から、２月25日に村が決定いたしました「新型コロナウイルス感染症に係るイベン

ト・行事の開催基準」に準ずるとともに、２月27日の安倍首相からの全国の小中学校、高等学校等

の臨時休業の要請を受け、本村の小中学校におきましても、３月２日から学校の春休みが始まるま

での間を臨時休校とすることとし、子どもたちの健康を守るとともに、新型コロナウイルスの感染

予防を図ることといたしました。また、保育園及び児童クラブにつきましては、安倍首相の要請に

もありましたように、児童を持つ保護者の就労環境を確保するために小まめなアルコール消毒や手

洗い、うがいの励行、さらに小まめな換気の実施など、感染予防対策を最大限に講じた上で開所す

ることといたしました。 

 そうした中で、小中学校の臨時休校に伴い、開催間近となっております保育園の卒園式や小中学

校の卒業式につきましては、出席者を卒園児または卒業生のほか、同居する保護者１名、さらに来

賓等を３名程度とするなど出席者を最小限にとどめるほか、例年より開催時間をできる限り短くし

て開催することとしております。また、年度末を控え開催が予定されている学校及びＰＴＡの会合

やイベントにつきましては、そのほとんどが中止または延期されることとなっており、開催する場

合には飲食を中止するほか、出席者及び開催時間を最小限にとどめるなど、感染予防対策を最大限

講じた上で開催されることとなっておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────柴田産業振興課長。 

○産業振興課長（柴田 亨） 

 私からは、高山村の企業、宿泊施設等への影響についてお答えいたします。 

 今回の新型コロナウイルス感染症による村内経済の影響につきましては、３月上旬に商工会で実

施した緊急アンケート調査を始め、観光協会による宿泊施設への聞き取り調査等のほか、村内企

業・事業所関係者の皆様に現在の状況等について伺いました。 

 その結果、建設業や製造業におきましては、一部の事業者で中国など海外からの輸入停滞により、

建材、部品、原材料が入手困難となり、建設や製造業等に支障を来しており、また飲食業や各種商
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店におきましては、年度末を控え、各地区での総会や各種団体の会合に伴う懇親会や送別会が軒並

み中止ということから、宴会予約や料理、飲料の注文キャンセルが相次いで発生しているとの報告

を頂いております。 

 宿泊施設など観光産業におきましては、昨年秋の台風第19号災害により大きな影響を受けた上、

今回の新型コロナウイルス感染症の拡大による国からの自粛要請を受け、海外からの旅行客や国内

団体旅行の自粛などによるキャンセルが相次いで発生しております。また、これから春の桜やゴー

ルデンウイークの旅行客の新規予約が全く入ってこないとの報告をいただいておりますので、観光

産業全体が大変厳しい経営状態となっております。 

 一方、スキー場におきましては、暖冬による積雪量が少ない中でイベントの実施や営業努力によ

って利用者の増加に努めていただいておりますものの、国の自粛要請を受けて、２月末から３月中

旬までの集客イベントを中止されたことや学校の休校の影響により外出を控える傾向が強いことな

どから、親子連れを始めとする利用客が大幅に減少しているとお聞きしております。 

 したがいまして、どの業種におきましても共通する点は新型コロナウイルス感染症の問題がいつ

まで続くのか、また、いつ終息するのかなど現段階では先行きを見通すことができないことから、

不安や懸念の声が多く寄せられている状況であり、村といたしましては、国において何らかの経済

対策等を講じていただくよう県町村会を通じて要請するとともに、村としての支援策等について検

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） 

─────５番 酒井康臣議員。 

○５番（酒井康臣議員） 

 教育長に御質問申し上げますが、よろしくお願いします。再質問です。 

 文部科学省から２月28日に一斉休校要請通知が出されまして、多くの自治体が受入れを決めまし

た。半面、島根県、埼玉県、栃木県などの全国で316校は休校しないで授業を続けていると、こう

いう現実もございます。この問題については賛否両論があるということなんですが、そして、この

お休みは春休みを含めますと１か月以上も休校になって、学校、家庭ともに本当に大変なことにな

ったなと、このように思っております。 

 そして、この休校という決定権というのは地方自治体の教育委員会に多分あるんだろうなという

ふうに思います。高山村は小中学校が休校になりました。保育園と児童クラブは今までどおりとい

うことで、これで本当に新型コロナウイルスの対策防止になるのかどうかと、私は甚だ疑問に感じ

ております。 

 それともう一つなんですね、先生方はこの短い間で家庭での学習問題とかいろいろな作成する部

分というのがたくさんあろうかと思いますけれども、例えば、この約２週間教えることができなか

った。これはあくまでも教えることができなかった部分ですよね、欠陥部分。また、家庭での生活、
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これは親御さんに任せる部分が多いと思いますが、先ほど御答弁にもあったと思うんですけれども、

改めましてどんな対策と対応を考えていますか。 

 １つ目の問題は、教育長として現在の心境といいますか、ざっくばらんな気持ちで結構ですので、

お聞かせをいただきたいということと、教えることができなかった部分、それから家庭での生活に

ついて、どのようにお考えになっているかお聞きをいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────山岸教育長。 

○教育長（山岸深志） 

 お答えをしたいと思います。 

 ２月28日に学校の休校の要請を頂きました。これ本当に急なことでありまして、私も初めて知っ

たのはテレビのニュースで知ったところであります。 

 しかし、それ以前からコロナウイルスの大変な危険性ということは、または感染の拡大というこ

とは十分承知していたもので、いずれ学校、保育園も含めて、これらの子どもたちをこの感染症か

ら守るために対応していかなければいけないということは十分教育委員会内でも検討されてきたと

ころであります。これは要請でありまして、決定権は今おっしゃったように教育委員会のほうにあ

りまして、これ今回の場合は学校保健安全法の第20条ですかね、設置者が感染予防のために学校の

一部または全部を休校にすることができるという、この規定に基づいて、私どもはやっぱり全部把

握できていない状況の中で大変危険を感じていたので、この要請を受けて私どもがこの法律に基づ

いて学校を休校したということであります。 

 しかし、本当に今おっしゃるように、教育長としては先ほども答弁しましたけれども、すぐに大

きな問題が２つ出てきています。それは休みにしたときの子どもたちの受け皿をどうするのかとい

うこと、それから同じように子どもたちの学習をどうやって保障していくかという、この大きな２

つの問題が教育委員会としては突き当たったわけであります。 

 しかし、これは問題でありますけれども、子どもたちの安全とか健康を守るために、もっと言え

ば命を守るためには、この問題に対してはできる限りの対応をしてやっていかなければいけないな

という、こういう思いであります。 

 それで、具体的には子どもたちの学習については学校の先生たちも校長先生も、すぐその夜電話

が来て「どうしますか」と。一応休みにする予定で、明日１日しかありませんので対応してくれと

いうことで、学校は随分早く対応して、その次の日のうちに春休み帳の準備と、それから小学校に

おいては特に学習問題やプリントの宿題の、いわゆる春休みに入ったときは春休み帳で対応するん

ですけれども、そこへ入るまでの宿題や学習プリントの準備は十分とは言えないかもしれませんけ

れども用意して、その次の日に渡して、月曜日から休みに入ったという状況であります。大変急な

対応でありますが、学校としては十分とは言えないんですけれども、しっかり対応してもらったな
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と思います。 

 そして、現在は、これも先ほど述べましたが、児童クラブ等でその宿題、勉強を見ていただいた

り、それから村費の先生たちを児童クラブのほうに増員しまして、その勉強をまた見ていただくよ

うな対応もとっております。 

 それから、これもそうですけれども、学校の授業の未履修問題ですけれども、これも法的に35週

にわたって決められた時数を行うようにという基本があるんですけれども、これはクリアしており

ます、学校は。 

 しかし、クリアしたからいいという問題ではなくて、その中身がどうなのかということが非常に

大事な問題でありまして、これについてはカリキュラムをもう一度精査し、若干未履修部分が出て

きているというところが分かってきましたので、これは４月以降の対応と、こんなことを今学校と

相談して考えているところであります。 

 答えが重複するところも多々ありましたけれども、そのようなことで今対応しておりますので、

今後また状況がどんどん変わってきますけれども、それについてはまたよく相談しながら、できる

範囲で対応してまいりたいと、このように考えております。 

 以上であります。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────５番 酒井康臣議員。 

○５番（酒井康臣議員） 

 本当に子どもたち相手ということで大変だと思いますけれども、頑張っていただきたいと思いま

す。 

 再々質問をいたします。 

 新型コロナウイルスなんですけれども、人混みを避ければマスクは必要ないと言われている学者

もおられますが、マスクはしたほうがよいと、必ず感染防止になるんだと私も皆さんも多分思って

いることだろうというふうに思います。失礼しました。お答えは今度、総務課長に質問いたします。 

 先日、スーパーと薬局にまいりました。トイレットペーパー、ティッシュペーパー、マスクコー

ナーに何もありませんでした。昨日行ったところではトイレットペーパーとティッシュペーパーは

並んでおりましたけれども、マスクはまだありませんでした。私もマスクはしたいわけなんです。

ですが、どこに行ってもありません。 

 本当に必要な方が手に入らない現状というものもあります。これ、私たちまたは日本人の悪い癖

かもしれませんけれども、買い占めをやめる、もう少し必要な人に対して思いやる心が必要なんだ

なと感じたところであります。最近では販売店も１人１個というふうに張り紙をして販売をしてお

ります。 

 一番大事なことは、初動の段階でやはり、私はこの地域でしたら３市町村が連携をして、デマ情
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報に対する早め早めの広報活動というのが必要なのではないかなと考えておりますけれども、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） 

 再々質問にお答えさせていただきます。 

 今、酒井議員さんのほうからお話しありましたように、商店に行きましてもなかなか買いたくて

もマスクが買えないというような状況になって久しいと私もそう思っております。今までであれば

そのまま使って処分できる、いわゆる使い捨てのマスクというのが非常に具合よく購入もできたり、

使うことができていたと思われるんですが、今回は買い占めがあったかどうかはちょっと定かでは

ありませんけれども、お店にはなくなってしまったと。またトイレットペーパー等、そういったも

のまでなくなっている状況、非常に憂慮される状況かと思います。おっしゃられるとおり、必要な

方に行き渡る、必要な方が使えるようなことが望ましい社会なのではないかなと思っておりま

す。 

 しかしながら、現状としてそういう実態でありますので、これは私たちができる方法というもの

を１人１人やっぱり考えなければいけないんだと思うんですね。それはまた自分でできる方法もと

っていくんだということだと思うんです。 

 咳エチケットという部分に関しては、マスクだけではなくてハンカチでありますとかタオルを使

うとか、そういった部分でも十分効果があるんだというふうに言われておりますし、全ての人がマ

スクをつけるということではなくて、これも咳エチケットということでありますので、咳をされて

いる方はできるだけそういうふうに取り組んでいただくんだという中で、そういったお取組をいた

だきたいんだと、このように思っておりますし、家庭でマスクをしておられるような方がおありで

すと、余計やはりマスクの在庫という部分は社会全体で少なくなると思いますので、やはりその辺

のところ、例えば、高齢者の皆さんでありますとか幼い皆さんでありますとか障がいをお持ちの皆

さんとか、そういった施設もございます。そういったところで病院も含めてですけれども、十分使

えるようなことを考えながら社会全体として考えていくべきだと、このように思っております。 

 そして、先ほど、デマ情報というようなこともございました。まさしく今、ＳＮＳでありますと

かいろんな情報というのが非常に誤った情報が出されることが多くございます。そういったところ

に惑わされないようにということで、これは新聞情報でもマスコミ関連でもそういうことが出され

ておりますけれども、まさにそういった部分だと思います。村といたしましても、こういったデマ

の情報というものが仮に出されるということになれば、いち早くそういったことに対しての注意喚

起も呼びかけて行きたいと思いますし、先ほど、新型コロナウイルスに対してのいろんな対策を申

し上げてきた中で、情報無線等を使いながら、いろんな媒体を通じて村民の皆さんに情報をお流し
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して、注意喚起もしていきたいんだと、こんなふうに考えておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────５番 酒井康臣議員。 

○５番（酒井康臣議員） 

 それでは、次の質問に移ります。 

 自伐型林業についてでございます。 

 現在、高山村の森林は85％を超えています。森林は地域の資源と言われながら、日本の林業は衰

退の一途をたどり、現在に至っています。この広大な森林を生かし、多くの生業をつくり出すこと

こそ地方創生なのではないでしょうか。 

 木材は、高品質なＡ材、それより低質なＢ材、Ｃ材に分類されています。戦後、植林された木が

50年を超えたことで間伐または皆伐され、主に合板や燃料として生産されています。私も勉強不足

でしたが、杉、ヒノキは寿命が1,000年とも言われ、50年では人間に当てはめると、まだ幼児期に

当たると言われています。無垢の材として良質な建築や家具などに使われるＡ材を生産するには50

年で切ることは早過ぎることになります。 

 現在は、高性能林業機械を使った低質材の大量生産型の林業が進んでいます。この林業の方向性

を選んだことで様々な弊害が現在生じてきていると言われています。その弊害の一つは採算がまず

取れないということです。安いＢ・Ｃ材を生産することによって大型機械を使うとワンセット約１

億円の高額投資が必要になり、金がかかる林業により、補助金頼みの経営になっている現状があり

ます。弊害の２つ目は急峻な地形に大型機械が入ることによって作業道が広くなり、列状間伐のた

めに表土の流出、土砂崩れ、間伐材の流出など森林劣化を引き起こしています。実際に九州北部豪

雨、西日本豪雨でも過間伐された山、皆伐された山では大量の流木が発生し、被害を増大させまし

た。 

 自伐型林業は、現行林業の問題点でもある採算性と環境保持を両立させ、毎年、間伐材を生産し

ながら、長期的に経営を安定させる林業と言われております。移住・定住策、災害防止策、温暖化

対策など様々な効果を発揮するとも言われています。そして、この動きは全国各地に広まりつつあ

ります。自伐型林業を導入することは地域の活性化にも大きく貢献するものと思いますので、早急

な検討、研究を提案いたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 自伐型林業についてお答えいたします。 

 日本の国土の約７割は森林が占めているとされておりますが、国内の林業につきましては、戦後



－67－ 

や高度経済成長期に植栽された杉やカラマツなどの人工林が大きく育ち、人工林の林齢もおおむね

50年生以上となり、木材として利用可能な時期を迎えている一方で、安い外国産材の輸入等による

国産材の価格低迷等から、森林の管理が行き届かない状況が続いており、特に民有林においてはそ

の傾向が顕著となっております。このように、森林の管理が行き届かない状況となっている原因の

一つには森林の所有形態が小規模かつ分散している状況の中で、効率的な森林経営が難しくなって

いることに加え、長期的な林業の低迷や森林所有者の世代交代により、新たな後継者となった森林

所有者の林業経営が困難となったことが挙げられます。 

 そこで、自伐型林業を推進導入することの検討・研究についての御提案でありますが、自伐型林

業は議員御承知のように、森林所有者自らが主に家族労働で行う自伐林業とは異なり、森林を所有

していない都市の若者であっても家族や仲間と自営の林業ができるところに意味があると言われて

おります。自伐型林業は自伐林家がこれまで蓄積してきた技術を継承するため、丹念な育林・伐倒

がされていることが特徴であり、このほか小規模機械による搬出、少しずつ間伐を行う多間伐等の

ため、土砂崩壊や土砂流出を抑止する防災的な役割や森林内の植物や生物を保全する役割などがあ

ります。したがいまして、作業効率等を重視する大規模林業に比べて自伐型林業は森林に与える負

荷が少なく、環境保全面で優れているとも言われております。 

 東京に本部がある自伐型林業推進協議会によりますと、全国で自伐型林業に取り組んでいる組織

等があるのは46自治体で、フォーラムや勉強会への参加者は過去５年間で約３万5,000人、研修会

への参加者は過去５年間で4,000人、自伐型林業に従事している人数は1,700人余りとのことです。 

 なお、県内で自伐型林業に取り組んでいる組織等を長野地域振興局林務課に確認したところ、今

のところないとのことであります。 

 この自伐型林業を始めるに当たり必要となる経費でありますが、まずは安全に作業を行うための

装具類をそろえた上で、木を伐採するためのチェーンソーや木材を運搬するための軽トラックまた

は２ｔトラックが必要であり、作業路を開設する場合には３ｔクラスのミニバックホーも必要にな

ってくることから、最低でも約800万円余りの事業資金が必要と言われています。 

 事業支援としましては、平成25年度に林野庁で予算化した森林・山村多面的機能発揮対策交付金

制度があり、この制度を御利用されますと、３名以上の組織に対して１ha当たり12万円、作業道１

ｍ当たり800円が交付され、上限500万円と規定されておりますが、自伐型林業に取り組む皆さんに

とりましては効果的な交付金であります。また自伐型林業は将来にわたって山林の価値を高めてい

く林業でありますので、複数年、少なくとも５年間以上にわたる長期での作業が必要であり、５年

から10年先ぐらいまでを見通し、確保すべき必要面積につきましては、専業を目指す場合は１人当

たり60ha以上、兼業なら半分の30ha以上が目安とされております。 

 さらに、森林所有者から森林の経営を受託する必要等がありますので、森林所有者の皆さんなど

から事業地を紹介していただくような仕組みをつくらなければ自立できないのが現状と言われてい
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ます。このため、林業以外に伐採した未利用材をチップ乾燥し、バイオマスガス化発電事業等を併

せて実施し、なりわいに結びつけている組織等もあり、今後どうやって自伐型林業を生業にし、自

立していくことが可能になるように支援していくかが課題であります。 

 このように、自伐型林業の推進につきましては、村域の約85％が森林・原野で占める本村におい

て、新たな林業振興策の一つでありますことから、今後、全国の先進事例等を参考にさせていただ

くとともに、県及び林業関係者並びに森林所有者の皆さん等と連携しながら研究を進め、本村の貴

重な森林資源を未来に受け継いでいけるよう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） 

─────５番 酒井康臣議員。 

○５番（酒井康臣議員） 

 今の村長のお答えは、研究を進めてまいりますという御答弁でありました。 

 再質問をいたします。 

 森林環境譲与税が交付されております、今年度から。来年度は２倍の800万円が交付予定になり

ました。村では今定例会に高山村森林環境譲与税基金条例を提出されております。 

 林野庁によりますと、市町村において間伐や人材の育成、担い手の確保、木材利用の促進の普及

啓発などの森林整備及びその促進に関する費用に充てることとされています。また本税は温室効果

ガスの大幅削減目標の達成や災害防止などを図るため、森林整備に必要な財源を安定的に確保する

という観点から、国民１人１人が等しく分担を分かち合って、森林を支える仕組みとして創設をさ

れています。実際の納税というのは2024年度から１人1,000円ですか、徴収されるわけであります。 

 令和２年度の来年度予算では、交付額の半額の400万円が基金に積み立てられております。もう

今年度から基金に積み立てるということは何か目的があって積み立てるのか、それとも１年間検討

期間というのがあったわけですけれども、何かうまい方策が見つからなかったから、または予想外

に多く来ちゃったから、多く後発される予定だから、それで条例を出されたのかということと、こ

の森林環境税を自伐型林業のための研究費に充てるおつもりはあるのかどうか、お聞きをしたいと

思います。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 再質問は２点あると。 

 １点目は、基金を積み立てるんだけれども、この目的は何かと、こういうことだと思います。 

 ２点目は、自伐型に利用できないかと、この２点だという、まず１点目ですが、当初、本村への

森林環境譲与税の配分計画では令和元年度から３年までが400万円、そして令和４年度から令和６
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年度までは600万円で、その後また４年ごとに配分額が増額されると、このように計画されており

ました。 

 しかし、昨年秋の台風等により山林の倒木が非常にあったということで、停電等あるいは山林が

崩壊と、こういうお金もありました、流木等も。そういう甚大な被害が発生したことから、今年１

月に新たに配分計画がされ、令和２年度から令和元年度の約２倍の森林環境剰余税ということで、

本村においては400万円であったのが800万円と、こういうふうになりました。 

 そういったことで、このため、配分額を単年度で全て使うのではなく、有効かつ計画的に活用す

るため、一旦基金に積み立てる、こういうことで計画というふうにしました。 

 そして、先ほど議員が言われましたいわゆるどちらかというと災害に強い、こういうふうなお話

をされました。私もやはり災害に強い森林をつくると、こういうことが非常に必要であろうという

ふうに思っております。 

 村において植林されたのは、昭和30年代であります。そういったことから九州北部豪雨でしたか

ね、あるいは北海道の胆振東部地震でしたかね、あれを見ますと見事に植林された針葉樹は根こそ

ぎになっています。それを防ぐために何が必要かということで、できれば一部分について私は自然

林、雑木林、こういうふうなことも考えていかなければいけないだろうと、こういうふうに考えて

おります。そういったことで、まだ基金についてはいろいろな利用方法はあると思いますけれども、

そういうことにまた検討していきたいと、このように思っております。 

 続きまして、自伐型に使えないかと、こういうことでございますけれども、この森林譲与税の使

い道につきましては、先ほど、議員お話しのとおり、森林の間伐あるいはそれに従事する人材の育

成とか、そういうふうなことに充てなければならないと、こういうふうに思っております。そうい

ったことで自伐型林業といいますと、先ほどの林業に従事してそういう人材を育てると、こういう

意味では人材を育成するということで、この目的に合っているというふうになりますので、先ほど

検討・研究を進めるというふうな話をしましたけれども、先進地を見学しながら、そんな格好で検

討してまいりたいと、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。 

 ちょっとくどいようですが、村長の５日の日の施政方針では今後50年、100年先の未来を見据え

ながら職員とともに一丸となって村政運営に当たってまいりますと述べられています。自伐型林業

はまさに50年先を見た林業なんですね。そして、環境譲与税というのは地域の森林管理の判断と財

源を市町村にもう丸投げされているわけですよね、自由に使える。ただし、その１年１年に使った

お金の報告はしなくちゃいけない、それはネットで発表するんでしょうかね。何か報告はしなくて
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はいけないと、このようになっております。まさに村自らが使い道を考えていかなければいけない、

もうこういう状況なんですね。 

 ですから、持続的な森林経営と先ほど村長言われた担い手を育てるということに関しては、もう

まさに今がチャンスだと、もうすぐスタートするべきだと、こう思いますが、いかがでしょうか。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 私の公約で、50年先、100年先というふうに申し上げてきました。これはそこには人を育てると

いうのがついています。人を育てるという意味で50年先、100年先かかると、こういうふうに申し

上げているのが１つの趣旨でございます。それは何かといいますと、今おぎゃあと生まれた子ども

たちが、あるいは成人して、そしてまた次の子どもたちを育てるために、これまでに何年かかるか

ということだとすると50年ぐらいはかかるだろうと。 

 といいますのは、今の生まれた子どもたちあるいはそれを育てている親御様たちが本当に子育て

できるのか、そういうふうなことをいろいろ考えたときに、そういう子育てできる人を育てるため

にはやっぱり50年、100年かかると、こういうふうに申し上げてきましたけれども、それはただ人

を育てるだけでなく、今申し上げて議員から指摘されたように、森林の整備においてもそういうふ

うには言えると思います。といいますのは、森林整備が荒廃したのは昭和39年の輸入材の自由化に

始まっているわけですね。それは、そのために安い外材が入ってきた、それによって林業が変わっ

てきたということと景気のほうもいわゆるバブルが崩壊したということも重ねてあるだろうと思わ

れます。 

 そういった点で、やはり社会情勢を見ながら林業をどうしていくか、これは今の自然エネルギー

も含めて検討しなければならないということでありますので、議員御指摘のとおり、しっかりと計

画を練って検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○５番（酒井康臣議員） 

 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。 

─────１番 柴田弘男議員。 

○１番（柴田弘男議員） 

 最後の出番になりましたので、よろしくお願いいたします。 

 桜についての樹木医の見解についての対策について質問します。 

 この冬は、雪が降らなくて暖かい日が続いていますが、この気候だと花の開花が早まりそうです。

信州高山桜まつりの前に開花して花が終わってしまうのか、また、今のコロナウイルスの問題もそ
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うですが、心配しているところです。桜まつりは高山村の春の大イベントであります。 

 しかしながら、花見見物客のブームが終わったのか、年々見物客が減少してきています。以前の

ようにたくさんの観光客、見物客でにぎわってほしいものです。 

 そこで、質問いたします。 

 昨年、樹木医を頼み、桜の木を診断していただいたと聞いていますが、村は指定文化財の景観重

要樹木とされている五大桜とその他の診察また診断はどうだったのか伺います。 

 ２点目、今回の樹木医は治療方法が以前と異なっていて、敷きわらはよくなく、全部取り、太い

根を出して肥料をくれて木を元気づける方法のようですが、何年かにわたって治療するとお聞きし

ています。この治療費が高額のため、各区は大変この費用で悩んでいると思います。村は費用を全

額支援できないのかをお聞きします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────涌井教育次長。 

○教育次長（人権推進室長）（涌井重幸） 

 桜についての樹木医の見解と対策についてお答えをいたします。 

 本村では、自然と人とが共生する山里の原風景を次世代へ継承するため、平成20年６月に景観条

例を制定するとともに、失ったら二度と取り戻せない山里の原風景や環境・文化を守るため、平成

22年に「日本で最も美しい村連合」に加盟させていただき、さらに平成26年には志賀高原ユネスコ

エコパークに全村登録させていただくなど、村民の皆様とともに桜の保護活動や沿道景観の維持、

耕作放棄地を再生する取組や山林の除・間伐など、良好な景観の保全・育成に努めているところで

ございます。 

 そのような中で、村内には樹齢100年を超すしだれ桜が約20本点在しており、水中、坪井、赤和

観音及び中塩のしだれ桜と黒部のエドヒガン桜の５本を五大桜と呼んでおりますが、このうち水中

のしだれ桜、坪井のしだれ桜及び黒部のエドヒガン桜につきましては、高山村文化財保護条例に基

づき、村の天然記念物に指定させていただいております。 

 また、五大桜を含む９か所に点在する桜を高山村の自然・歴史・文化等から見て地域のシンボル

的存在であるものとして、高山村景観条例に基づき、村の景観重要樹木に指定させていただくと同

時に、樹木の現状変更に一定の制限をさせていただいた上で、地元の皆さんにより適正な保全と管

理に努めていただいております。 

 このように、村内の桜はそのほとんどが地元の皆さんによって大切に管理されており、特別豪雪

地帯である本村の大変厳しい自然環境の中ではありますが、村民の皆さんの深い愛情によって守り

育てられてきております。 

 そこで、樹木医の見立てについてのお尋ねでございますが、桜は病気や害虫に弱く、適切な維持

管理をしなければ健全に育てることが困難で、花をつけるまでの過程を慎重に見守ることが大変重
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要であります。このため村ではこれまで樹木医の指導の下、地域の皆さんによって土壌改良や葉面

散布などを施して樹勢回復に努めていただいてまいりましたが、中には樹勢が衰えていると思われ

る桜が多く見受けられることなどから、平成30年11月からは新たな樹木医によって五大桜の診断を

していただいております。 

 そうした中で、新たな樹木医の見立てによりますと、総じて栄養不足とともにわら敷による光や

酸素不足であると言われており、ある地区のしだれ桜につきましては、樹木の腐れ部分からのキノ

コの発生やわらの重ね敷によるカビの繁殖のほか、幹の中に虫のふんが見受けられるなどの診断結

果を頂いております。このため、桜を管理していただいている地元では診断結果に基づき、樹木医

の指導により、根の上部の土を掘り起こして、腐った根を切り取り、植物の根に共生する菌根菌を

使った微生物資材、いわゆる発根促進資材を混ぜた培養土を入れて、新しい根が伸びるような生育

環境を整えるなど、樹勢回復に向けた取組が行われているところであります。 

 次に、桜の管理に対する村の支援についてでありますが、教育委員会が文化財として天然記念物

に指定する桜につきましては、桜の保護のための施肥や土壌改良など、文化財本体の修繕等に係る

経費の２分の１を限度とする補助制度が、また、村が指定する景観重要樹木の桜につきましては、

樹木本体に係る管理経費の３分の２を限度とする補助制度がありますので、地元の皆様にも御負担

を頂くことになりますが、これらの制度を御活用いただきたいと考えております。 

 したがいまして、村といたしましては、しだれ桜などの古木は長い歴史の中で培われてきたもの

であり、失ったら二度と取り戻せない大変貴重な文化財であるとともに、観光資源という財産でも

ありますので、今後とも樹木医の指導を仰ぎながら、桜を管理していただく所有者や地元関係者の

皆様の御理解と御協力をいただきながら桜の保護のための維持管理に支援をしてまいりたいと考え

ておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

─────１番 柴田弘男議員。 

○１番（柴田弘男議員） 

 ありがとうございました。これで終わります。 

○議 長（松本 茂議員） 

 以上で柴田弘男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。 

 本日はこれで散会します。 

 お疲れさまでした。 

午後２時18分  散 会 
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事 務 局 長 荒 井 孝 浩  書 記 中 村 沙 紀 

                                  

 

午後１時32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。 

 

──────────────────────────────────── 

諸般の報告 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程に先立ち、諸般の報告を行います。 

 本日の会議に、６番 涌井仙一郎議員及び８番 梨本修造議員が治療のため欠席する旨、届出が

ありましたので、報告します。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第１ 議案第４号 

～  

日程第10 議案第13号 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第１ 議案第４号 高山村森林環境譲与税基金条例から日程第10 議案第13号 高山村道路

線の認定についてまでの10件を一括議題とします。 

 議案第４号から議案第７号及び議案第９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議案は、議案第４号から議

案第７号までの４件と、議案第９号の計５件であります。 

 審査の経過及び結果について報告をいたします。 

 委員会は、去る３月16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４号 高山村森林環境譲与税基金条例から議案第７号 高山村手数料条例の一部を改正す

る条例までの４件及び議案第９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
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定める条例の一部を改正する条例については、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） 

 議案第８号、議案第10号及び議案第11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案件は、議案第８号、議案第10

号及び議案第11号の全３件です。 

 審査経過及び結果について報告します。 

 委員会は、３月16日午後１時より開催し、委員１名が欠席のもと、所管職員の出席を求め、委員

外議員の発言を許可し、慎重に審査いたしました。 

 議案第８号 高山村公園条例の一部を改正する条例、議案第10号 温泉浴場の設置及び管理条例

の一部を改正する条例、議案第11号 高山村営住宅等管理条例の一部を改正する条例の３件につい

て、特段質疑はなく、討論を省略して採決の結果、全員賛成で可決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議案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） 

 これから議案第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。 

 これから議案第４号 高山村森林環境譲与税基金条例を採決します。 

 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８人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 
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 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５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５号 高山村防災行政無線施設の設置及び管理に関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８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６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６号 特別職の職員等の給与の支給の特例に関す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８人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 
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 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７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７号 高山村手数料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８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８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８号 高山村公園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８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。 
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 これから議案第９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９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８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10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。 

 これから議案第10号 温泉浴場の設置及び管理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７人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手多数です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 
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 これから議案第11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。 

 これから議案第11号 高山村営住宅等管理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８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12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。 

 これから議案第12号 辺地に係る総合整備計画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８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13号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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（「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13号 高山村道路線の認定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８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11 議案第14号 

～  

日程第19 議案第22号 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第11 議案第14号 令和２年度高山村一般会計予算から日程第19 議案第22号 令和２年度

高山村上水道事業会計予算までの９件を一括議題とします。 

 議案第14号から議案第22号までの９件について、委員長の報告を求めます。 

─────水谷令和２年度予算審査特別委員長。 

○令和２年度予算審査特別委員長（水谷 清議員） 

 ただいま議題となっております令和２年度予算審査特別委員会に付託された所管事項について、

審査の経過並びに結果を報告します。 

 付託されました案件は、議案第14号 令和２年度一般会計予算から議案第22号 令和２年度上水

道事業会計予算までの９件です。 

 去る３月５日、10名の委員による令和２年度予算審査特別委員会を設置し、委員２名欠席のもと、

委員長に私、水谷、副委員長に湯本辰雄議員を選出し、３月11日から13日及び16日の４日間にわた

り、所管ごとに慎重に審査を行いました。 

 所管職員による説明に対して各委員から質疑、意見、要望があり、その主なものを所管別に申し

上げます。 
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 初めに、総務課から申し上げます。 

 消耗品はどのようなものか、役場内全体の管理はされていないということか。 

 広報の合冊費用とは具体的には何か。 

 景観形成事業補助金について、景観重要樹木である桜への補助金について、柴田議員の一般質問

であったが、地元区の負担軽減を検討してほしい。 

 今ある太陽光発電設備に蓄電設備を設置するのに補助金は利用できるのか。 

 地区公会堂の新しい情報無線機は家庭用と異なるのか。 

 ドローンをこれから取り入れていく可能性はあるのかなどの質疑がありました。 

 次に、会計室について申し上げます。 

 会計管理者の挨拶の後、担当者から説明がありましたが、特に質疑はありませんでした。 

 続いて、村民生活課について申し上げます。 

 マイナンバーカードの取得率８％は全国と比較してどうなのか。また、村民がマイナンバーカー

ドを持つことで職員の負担軽減になるのか。 

 ＹＯＵ游ランドの使用料の値上げが行われる収入の算出の方法は。 

 ＹＯＵ游ランドの改修工事には長期計画があると思うが、途中で中断するのか。 

 コロナウイルスに関し、高山診療所はかかりつけ医として何か対応のようなものは定めているの

か。また、診療所に予診室を設けるということだが、具体的にどんな改修なのか。 

 次に、産業振興課について申し上げます。 

 東部防除用水貯水施設の利用状況は。 

 ＩＣＴを活用した事業は５年目だが、これまで集めたデータは使用しているのか。これからどの

ように利用するのか。 

 森林病害虫防除対策について、枯損木の伐倒駆除は松くい虫の被害予防にならないのでは。景観

のために行うのか。 

 プレミア商品券について、どんな目的で使われることが多いのか。リフォームや車の利用に偏っ

ているのでは。また、村内の商工業のためになっているのか。高山全体の振興につながるように努

力してほしい。 

 桜まつりは中止が決定なのか。トレッキングやライトアップが中止のことだが、駐車場や仮設ト

イレや補助金はどうなるのか。 

 観光業務委託料について、ツアー手配は外部エージェンシーに委託するのか。また、地域おこし

協力隊の目的は。 

 大湯について、温泉の審議会等はあるのか。また、100円の値上げは利用者に受け入れられるか

大変疑問。従業員の意見、要望等吸い上げているのか。具体的にどんな意見が出ているのか。 

 次に、教育委員会ですが、ＩＴＣ支援員の配置予定はあるのか。 
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 五大桜が弱ってきているように感じる。前の樹木医と管理法が異なり、戸惑っている人もいる。 

 以前の敷きわら方式は間違っていたのか。 

 総合型ＳＣの補助金200万のことだが、各イベントの参加人数は。 

 児童クラブの手伝いに給食センターの職員が行っているということだが、詳細について。 

 次に、議会事務局及び監査委員事務局について申し上げます。 

 議会事務局長より挨拶の後、説明がありましたが、特に質疑はありませんでした。 

 次に、建設水道課について申し上げます。 

 村道鎌田入り線に待避所を造ってほしい。 

 本年は除雪の稼働時間が少ないが、除雪委託料に最低保証料等は含まれているのか。 

 空き家の現状の動きは。村の空き家バンクを介して取得軒数は。 

 降雪量が少なく水不足が懸念されるが、どのように考えているのか。また、村内での水の融通は

できるのか。 

 続いて、総括質問ですが、令和２年度一般会計予算で、湯本辰雄委員からにぎわい場についての

質疑がありました。 

 にぎわいの場利用客見込み数は、利用期間は、利用受付方法は、管理は誰が行うのか等の説明を

求めたいという質疑があり、内山村長から、利用客数の予想は難しい。利用期間は通年営業で考え

ている。利用受付方法は現地対応になります。管理については地元関係者等に委託しますとの答弁

がありました。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略し、挙手による採決を行いました。 

 その結果、議案第14号 令和２年度高山村一般会計予算については賛成多数、議案第15号 令和

２年度高山村国民健康保険特別会計予算については賛成多数、議案第16号 令和２年度高山村診療

所特別会計予算については全員賛成、議案第17号 令和２年度高山村介護保険特別会計予算につい

ては全員賛成、議案第18号 令和２年度高山村後期高齢者医療特別会計予算については全員賛成、

議案第19号 令和２年度高山村温泉開発事業特別会計予算については全員賛成、議案第20号 令和

２年度高山村農業集落排水事業特別会計予算については全員賛成、議案第21号 令和２年度高山村

下水道事業特別会計予算については全員賛成、議案第22号 令和２年度高山村上水道事業会計予算

については全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 これで本委員会に付託されました９件の審査報告を終わります。 

 委員会の審査に当たりましては、委員より出されました意見、要望など十分に尊重され、村民の

安全・安心な暮らしや村政発展のために反映させることを特に要望するものであります。 

 最後に、委員会の審査に際し、説明と答弁に当たられた職員の皆様に感謝し、長時間の審議に活

発な質疑、意見、要望をいただきました委員の皆様に御礼を申し上げます。 

 これで令和２年度高山村予算審査特別委員会の報告といたします。 
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○議 長（松本 茂議員） 

 これから議案第14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。 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 ただいま議案となっております議案第14号 令和２年度高山村一般会計予算について、反対の立

場から討論を行います。 

 本村の当初予算総額は39億3,300万円です。 

 歳入では、地方消費税交付金が600万円増額されております。 

 昨年10月から消費税が８％から10％に増税されました。ところが、昨年の12月期のＧＤＰはマイ

ナス7.1％となりました。さらに、今年の１月から景気動向指数などは軒並み悪化して、深刻な落

ち込みを示しています。 

 これは新型コロナウイルスの影響が出る前の数値であります。 

 最近は、コロナウイルスの感染を抑えるため、全国の学校は休校、大勢が集まるイベントは中止、

不要不急の外出は自粛せよとの政府の要請により、経済はずたずた、国民生活は大混乱をきたして

おります。新型コロナの打撃は世界各国に及び、世界経済が重大な危機に直面していることでもあ

ります。 

 これはリーマンショックと違い、金融面だけでなく、実態経済そのものの深刻な危機が起こって

います。 

 私は、現在の景気悪化解消のためには、当面、消費税を５％に戻すことが必要ではないかと思い

ます。 

 最近の国会では、自民党からも、短期間であっても消費税の見直しが議論されていることに興味

を持ちます。 

 私はこのような経済状況の中で、地方消費税交付金が増額した予算案とされていることに、予算

案どおりの歳入実績になるのか疑問を感じております。 

 次に、歳出です。 

 自民党政府の極度に貧困な教育政策は、高等教育予算の国内総生産に占める割合は、ＯＥＣＤ加

盟国34か国の平均１％に対して日本は0.5％に過ぎず、加盟国中で最下位です。国民の等しく教育
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を受ける権利を保障した日本国憲法の精神にも合致していません。 

 私は、保護者の学校教育費の負担軽減を図る立場から、一般質問で給食費の無償化を求めました。 

 今年度予算ではおよそ半額までに公費負担としましたが、まだ半分です。 

 また、子ども医療費の１レセプト500円の手数料徴収は継続されます。 

 なお、保育園の副食費無償化は実現されましたが、本来、昨年の10月から行っていただきたかっ

たというふうにも思っております。 

 次に、山田牧場のにぎわいの場創出事業について述べます。 

 本村の大切な観光資源である山田牧場は、本来の牛馬の放牧事業が縮小している中、冬のスキー

客や夏のキャンプ場利用者、また避暑客までも減少してしまいました。 

 関係者の努力で持ちこたえられてこられましたが、今回新たに、村長の公約でもあるにぎわいの

場創出事業として、広場や足湯の建設が提案されました。 

 施設の建設費用はおよそ１億1,000万円ですが、今後は施設の維持管理費に毎年一定額の投入が

必要になるのではないかと思います。また、この投入額が年々膨れないことを希望いたします。 

 概要を聞きますと、昼は足湯につかりながら眺望を楽しみ、夜は足湯につかりながら天空の星を

見る、冬はスキーで疲れた足を足湯で癒してから帰宅する、このような憩いの場になればいいなと

私は思います。 

 しかし、この施設で、この次も山田牧場に行こうというリピーターになってもらえるお客さんが

増加するのだろうかという心配を禁じ得ません。 

 次に、山田温泉大湯事業について述べます。 

 山田温泉大湯は、三十数年前に現在の建物に改築され、その後何度となく施設や機械等を改善し

てきました。 

 近在にない源泉かけ流しの軟らかい泉質、熱い温度、また昔懐かしい建物と、魅力あふれる温泉

と思います。村外からも多くの利用者が年間会員と観光客として、村民とともに和やかに入浴でき

る、村においては貴重な施設だと思います。 

 今回、施設利用料改定が提案され、１回の入浴料金が300円から400円になります。最近の物価上

昇率を考えれば、かなり大幅なものです。 

 また、シャンプーなどを貸出しして、ＹＯＵ游ランドなどと整合を図るとの提案ですが、泉質は

普通の石けんでは利用しにくいものです。洗い場の湯は、蛇口をひねれば十分確保できるという設

備ではないので、設置されている場所に全員が座ればお湯が不足してしまいます。 

 これらの設備そのものが違うものですので、このたびの提案はかなり無理なものではないかとい

うふうに思います。 

 また、管理者も１人ですので、貸出ししたシャンプー等が戻ってこなかった場合、その回収はど

のようにするか。また、湯舟の周りに置きっ放しになってしまうことも考えられます。 
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 また、現在の施設では、脱衣室、壁板、湯舟周りなどにかなり傷みもあります。さらに、管理者

１人体制での脱衣室等の清掃もままならず、とてもＹＯＵ游ランドなどと同様の価格で利用する施

設としては、私は認められません。 

 最後に、本村の基金についてです。およそ31億円あります。 

 今後、令和元年度の決算から令和２年度も基金への積立金が発生するだろうというふうに思いま

す。 

 私は、この基金を子どもの給食費の無料化や子ども医療費の完全無料化に活用することを求めて、

議案第14号 令和２年度高山村一般会計予算案に反対いたします。 

 議員各位に御賛同賜りますようお願い申し上げまして、私の討論といたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

 原案に賛成者の発言を許します。 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 ただいま議題となっております議案第14号 令和２年度高山村一般会計予算について、賛成の立

場から討論いたします。 

 この１年は自然の猛威に翻弄されました。猛暑だった2019年の夏、秋は令和元年東日本台風に襲

われ、冬になると記録的な雪不足と暖冬、そして今は新型コロナウイルスが目に見えない広がりを

見せています。 

 これら自然の猛威は、観光産業をはじめ、農業など村内経済に大きな影響を与えていますし、小

学校や中学校の休校などもあり、生活に不安が広がっています。 

 このような状況に対し、村民の安全と安心のために、村はどんな方策を令和２年度予算に盛り込

んでいるのか、村民も議会も注視しております。 

 さて、村では、今後10年間の村づくりの指針となる第六次高山村総合計画及び第二期高山村総合

戦略を策定し、魅力ある村づくりに向けて各種施策を展開するとしています。この第六次高山村総

合計画の初年度が令和２年度です。 

 令和２年度の一般会計予算ですが、まず、民生費は前年度比2.2％増の９億6,831万円余りで、構

成比でも24.7％と全体の４分の１近くを占めています。これは、住民サービス関連の事業が大半を

占めており、高齢者や障がい者が安心して暮らせる福祉の充実や、乳幼児等医療費特別給付事業の

子育て支援関連、公共交通事業など、住民福祉に重点を置いた予算です。 

 また、衛生費は、内視鏡検査や予防接種など感染症対策や、健康診査事業を強化するなど、村民

の健康増進に重点を置いています。 

 農林水産業費では、基幹産業である農業を中心に、農業６次産業化や農道整備、就農おためし住

宅を活用した体験事業、河川や水路の氾濫から住民を守る河川護岸改修などにより、前年度比で



－89－ 

10.7％、約3,900万円増の４億736万円余りとなっています。 

 商工費では、商工会のプレミアムつき商品券発行事業の継続支援や、山田牧場にぎわいの場を整

備するなど、前年度比で47.1％、約9,900万円と大幅増の３億1,064万円余りとなっており、積極的

な位置づけが見て取れます。 

 土木費では、前年度比で約１億4,400万円減の４億258万円余りで、役場前交差点改良工事は年度

内完成です。 

 教育費では、前年度比で2,191万円増の３億5,975万円余りの予算となっており、小中学校のプロ

グラミング教育の推進、給食費のさらなる引き下げ、高校生通学補助の増額、幼児教育無償化に併

せて副食費の全額公費負担など、保護者負担の軽減や児童・生徒が安心して学業に取り組める教育

環境の整備に力を注いでいるようです。 

 以上のことから、令和２年度の一般会計予算は、少子高齢化と人口減少に対応し、福祉と魅力あ

る産業振興、安全・安心な村づくりの予算と考えます。 

 私は、この予算が効率的に運用されることを期待し、令和２年度高山村一般会計予算について、

予算審査特別委員会委員長の報告のとおり可決することに賛成いたします。 

 議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、賛成討論といたします。 

○議 長（松本 茂議員） 

 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14号 令和２年度高山村一般会計予算を採決します。 

 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６人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手多数です。 

 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15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。 
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 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15号 令和２年度高山村国民健康保険特別会計予算を採決します。 

 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６人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手多数です。 

 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16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16号 令和２年度高山村診療所特別会計予算を採決します。 

 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８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17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。 
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 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第17号 令和２年度高山村介護保険特別会計予算を採決します。 

 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８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18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18号 令和２年度高山村後期高齢者医療特別会計予算を採決します。 

 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８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19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。 
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 これから議案第19号 令和２年度高山村温泉開発事業特別会計予算を採決します。 

 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８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20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20号 令和２年度高山村農業集落排水事業特別会計予算を採決します。 

 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８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21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21号 令和２年度高山村下水道事業特別会計予算を採決します。 
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 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８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22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22号 令和２年度高山村上水道事業会計予算を採決します。 

 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８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。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第20 議案第23号 

～  

日程第28 議案第31号 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第20 議案第23号 令和元年度一般会計補正予算（第11号）から日程第28 議案第31号 令

和元年度高山村上水道事業会計補正予算（第４号）までの９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） 
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 追加で提案をいたしました議案第23号から議案第31号までの９件につきまして、一括して御説明

を申し上げます。 

 議案第23号 令和元年度高山村一般会計補正予算（第11号）について申し上げます。 

 この補正予算は、国の「安心と成長の未来を拓く総合経済対策」として、災害からの復旧・復興

と安全・安心の確保や、未来への投資を実行するための補正予算の成立に伴い、村道改良事業や

小・中学校のＩＣＴ教育に向けた高速通信ネットワーク環境整備などの関連予算を計上するととも

に、事業の終了に伴う精査等により、歳入歳出それぞれ6,636万9,000円を追加し、当初予算からの

累計額を46億3,169万8,000円としたものであります。 

 補正の主なものは、歳出では、総務費の総務管理費で、事業の精査等に伴い住宅用太陽光発電シ

ステム設置費補助金や自治区施設整備等補助金などを減額する一方、ふるさと創生基金利子積立金

の追加など326万8,000円追加、選挙費で参議院議員通常選挙費146万8,000円減額。 

 民生費では、社会福祉費で乳幼児等医療費特別給付金や、障害者自立支援給付費などを追加する

一方、障害者医療費特別給付金や地域生活支援事業給付費の減額など998万4,000円減額、児童福祉

費で保健福祉総合センター内に整備している子育て支援センターの備品購入費などを追加する一方、

臨時職員の賃金や職員の育児休業に伴う人件費を減額するなど823万4,000円減額。 

 衛生費では、保健衛生費で診療所特別会計繰出金を追加する一方、受診者等の確定に伴い健康診

査委託料や、工事費の確定に伴いＹＯＵ游ランドの施設改修工事請負費の減額など3,678万9,000円

減額。 

 労働費では、労働諸費で移住就業・起業支援事業補助金など151万8,000円減額。 

 農林水産業費では、農業費で農業委員会及び農地利用最適化推進委員の能率給が確定したことに

よる委員報酬などを追加する一方、事業費の確定に伴う中山間地域総合整備事業負担金や新規就農

者支援補助金の減額など3,926万1,000円減額、林業費で森林造成事業委託料や村単森林造成事業補

助金など457万2,000円減額。 

 商工費では、令和元年台風第19号災害による融資の増加に伴い、県信用保証協会保証料などを追

加する一方、事業費の確定に伴う国プレミアム付商品券事業負担金や蕨温泉ふれあいの湯の施設改

修工事請負費の減額など3,991万9,000円減額。 

 土木費では、道路橋梁費で村道改良工事請負費の財源となる国の交付金の増額に伴い、道路新設

改良事業の追加など8,950万7,000円追加、住宅費で住宅耐震化事業や空き家対策事業など874万

8,000円減額。 

 消防費では、広域消防事務委託料を追加する一方、移動系デジタル行政防災無線整備事業の事業

費の確定に伴う減額など1,601万1,000円減額。 

 教育費では、教育総務費でマイクロバス購入の入札差金197万5,000円減額、小学校費でＩＣＴ教

育のための高速通信ネットワークの整備やタブレット端末購入などに伴い2,268万3,000円追加、中
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学校費では小学校費と同様にＩＣＴ教育のための高速通信ネットワークの整備やタブレット端末購

入などに伴い1,863万4,000円追加、社会教育費で生涯学習推進事業など332万2,000円減額、保健体

育費で村民体育祭の中止に伴う経費など240万円減額、給食施設費で新型コロナウイルス感染症対

策による休校に伴い給食材料費など534万5,000円減額。 

 公債費では、利子で159万円減額。 

 災害復旧費では、農林水産業施設災害復旧費で災害復旧工事の入札差金など137万8,000円減額、

公共土木施設災害復旧費で災害復旧工事の入札差金など1,095万円を減額いたしました。 

 歳入では、村税で、主に給与所得の伸びによる市町村民税の個人所得割の増額や、固定資産税滞

納繰越分の徴収促進などにより3,690万円追加、地方交付税の普通交付税で5,258万6,000円追加、

使用料及び手数料で温水プール利用者などの減に伴い公園施設使用料など495万6,000円減額。 

 国庫支出金で、事業費の確定に伴いプレミアム付商品券事業補助金や地方創生推進交付金などを

減額する一方、社会資本整備総合交付金や公立学校施設整備費補助金の追加など4,701万6,000円追

加。 

 県支出金で、事業費の確定に伴い子ども子育て支援事業補助金や農業施設等災害復旧費補助金な

どを追加する一方、福祉医療費給付事業補助金や農業次世代人材投資資金の減額など267万5,000円

減額。 

 財産収入で、基金の利子収入1,064万5,000円追加。 

 寄附金で、ふるさと納税寄附金や災害見舞金など211万9,000円追加。 

 繰入金で、ふるさと創生基金繰入金188万1,000円追加。 

 諸収入で、国プレミアム付商品券販売収入や学校給食費など2,939万8,000円減額。 

 村債で、補助対象事業費の増額により村道改良事業債や学校施設整備事業債などを追加する一方、

事業費の確定に伴い森林スポーツ公園施設整備事業債や緊急防災・減災事業債の減額など4,770万

円を減額し、歳入超過となる１億3,018万7,000円を予備費に追加して収支均衡予算といたしました。 

 なお、総務費の総務管理費のほか12事業については、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。 

 議案第24号 令和元年度高山村国民健康保険特別会計補正予算（第３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281万9,000円を減額し、当初予算からの累計額を８億6,404

万9,000円としたものであります。 

 補正の主なものは、歳出では、総務費の総務管理費で電算委託料など133万2,000円減額、保険給

付費の高額療養費で945万2,000円減額、保健事業費で162万3,000円を減額し、歳入では、国民健康

保険税で707万3,000円追加、県支出金で900万4,000円減額、繰入金で一般会計繰入金136万3,000円

を減額し、歳入超過となる1,007万4,000円を予備費に追加して収支均衡予算といたしました。 

 議案第25号 令和元年度高山村診療所特別会計補正予算（第５号）について申し上げます。 



－96－ 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ996万円を減額し、当初予算からの累計額を１億1,564万円と

したものであります。 

 補正の主なものは、歳出では、総務費の施設管理費で高山診療所医師住宅の工事請負費が確定し

たことなどに伴い197万円減額、医業費で医薬材料費500万円を減額し、歳入では、診療収入で

1,410万円減額、繰入金で一般会計繰入金など554万6,000円追加、村債で事業費の確定に伴い高山

診療所等整備事業債180万円を減額し、歳入不足となる299万円を予備費で減額し、収支均衡予算と

いたしました。 

 議案第26号 令和元年度高山村介護保険特別会計補正予算（第３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2,013万6,000円を減額し、当初予算からの累計額を７億

3,690万9,000円としたものであります。 

 補正の主なものは、歳出では、保険給付費の介護サービス等諸費で1,600万円減額、介護予防サ

ービス等諸費で259万4,000円追加、地域支援事業費の包括的支援事業・任意事業費で363万円減額、

介護予防・日常生活支援サービス事業費で221万円を追加し、歳入では、保険料で134万円減額、国

庫支出金の国庫補助金で626万1,000円減額、支払基金交付金で658万6,000円減額、県支出金の県負

担金で413万5,000円を減額し、歳入不足となる556万9,000円を予備費で減額し、収支均衡予算とい

たしました。 

 議案第27号 令和元年度高山村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１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354万5,000円を追加し、当初予算からの累計額を8,288万

2,000円としたものであります。 

 補正の主なものは、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金で335万2,000円を追加し、歳入で

は、後期高齢者医療保険料473万5,000円追加、繰入金で一般会計繰入金168万3,000円を減額し、歳

入超過となる22万5,000円を予備費に追加して収支均衡予算といたしました。 

 議案第28号 令和元年度高山村温泉開発事業特別会計補正予算（第３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32万5,000円を追加し、当初予算からの累計額を4,880万

9,000円としたものであります。 

 歳出補正は、温泉給湯事業費の総務費で消費税160万円を減額し、歳入では、諸収入の雑入で奥

山田温泉源泉ポンプ整備のための地元負担金など505万2,000円追加、村債で事業費の確定に伴い

470万円を減額し、歳入超過となる167万2,000円を予備費に追加して収支均衡予算といたしました。 

 議案第29号 令和元年度高山村農業集落排水事業特別会計補正予算（第４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3,000円を追加し、当初予算からの累計額を9,493万4,000円

としたものであります。 
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 補正の主なものは、歳出では、農業集落排水事業費の総務管理費で、汚泥等処分委託料など29万

5,000円を減額し、歳入では、財産収入で3,000円を追加し、歳入超過となる29万8,000円を予備費

に追加して収支均衡予算といたしました。 

 議案第30号 令和元年度高山村下水道事業特別会計補正予算（第３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2,628万円を減額し、当初予算からの累計額を２億7,010万

7,000円としたものであります。 

 補正の主なものは、歳出では、下水道費の総務管理費で特定環境保全公共下水道管理運営基金積

立金など921万2,000円追加、流域下水道事業費で千曲川流域下水道事業負担金や千曲川流域下水道

施設災害復旧事業負担金など3,915万2,000円を減額し、歳入では、平成30年度決算の確定に伴い繰

越金1,217万円追加、村債で事業費の確定に伴い流域下水道施設災害復旧事業債など3,720万円を減

額し、歳入超過となる366万円を予備費に追加して収支均衡予算といたしました。 

 議案第31号 令和元年度高山村上水道事業会計補正予算（第４号）について申し上げます。 

 この補正予算は、収益的収入において水道料金236万4,000円を減額し、累計額を１億2,685万

6,000円といたしました。 

 資本的収入では、企業債で1,300万円を減額し、累計額を8,015万7,000円としたものであります。 

 資本的支出では、送水ポンプ等更新工事費等の減に伴い769万1,000円を減額し、累計額を１億

755万1,000円としたものであります。 

 以上、９件につきまして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。 

午後２時43分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午後４時32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。 

 これから議案第23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。 
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 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23号 令和元年度高山村一般会計補正予算（第11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８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24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。 

 これから議案第24号 令和元年度高山村国民健康保険特別会計補正予算（第３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８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25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。 

 これから議案第25号 令和元年度高山村診療所特別会計補正予算（第５号）を採決します。 
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 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８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26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。 

 これから議案第26号 令和元年度高山村介護保険特別会計補正予算（第３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８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27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。 

 これから議案第27号 令和元年度高山村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１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８人） 
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○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28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。 

 これから議案第28号 令和元年度高山村温泉開発事業特別会計補正予算（第３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８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29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。 

 これから議案第29号 令和元年度高山村農業集落排水事業特別会計補正予算（第４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８人） 

○議 長（松本 茂議員） 

 挙手全員です。 
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 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第30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。 

 これから議案第30号 令和元年度高山村下水道事業特別会計補正予算（第３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８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31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。 

 これから議案第31号 令和元年度高山村上水道事業会計補正予算（第４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８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。 

 

──────────────────────────────────── 
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日程第29 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29 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30 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30 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。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第31 議員派遣について 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第31 議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣につきましては、お手元に配りましたとおり派遣することにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「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。 

 議員派遣は、お手元に配りましたとおり派遣することに決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────── 

○議 長（松本 茂議員） 

 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。 

 本３月定例会は、３月５日から19日までの15日間の日程で開催され、会議の初めに去る１月24日

に亡くなられました故久保田常吉様への黙祷、弔詞決議から、令和２年度の一般会計予算など来年

度予算、さらには令和元年度の補正予算などについて慎重審議をいただきました。 

 とりわけ令和２年度一般会計予算、特別会計予算など９件につきましては、予算審査特別委員会

を設置し、慎重審議をいただいたことに御礼を申し上げます。 

 さらに、一般質問には６名の議員が立たれ、11項目について質問をされ、村政発展のために御尽

力いただいたことに御礼申し上げるとともに、出された意見・提案を村政に反映していただくよう

要望申し上げます。 

 さて、国においては、２月27日、総理大臣官邸で新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、

安倍晋三総理は全国全ての小学校・中学校・高等学校・特別支援学校について３月２日から春休み

まで臨時休業を行うよう要請しました。 

 その後、ＷＨＯ（世界保健機構）テドロス事務局長のパンデミック宣言もあり、世界各国におい

て深刻な経済的ダメージが避けられない状況となっています。 

 また、春の高校選抜野球大会の中止や、大相撲春場所での無観客試合やイベントの中止など、ま

た、本村においては小学校や中学校で卒業式を縮小、簡素化し執り行われました。 

 また、村内施設を利用した各種教室や集会、会合についても開催を中止して、感染予防に対処し

ているところです。 

 今年の東京オリンピックの聖火リレーがスタートしました。国際的には、東京オリンピックの開
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催が危惧される発言が目立つようになり、心配されています。 

 世界各地での感染予防対策が進む中で、日本では現在38か国からの入国を制限する発表がなされ

るなど、経済活動に悪影響を与えています。 

 中国からの部品の供給なくして製品が完成しない産業の空洞化や、企業の長期にわたる休業は、

株価の大暴落をはじめ、世界経済に悪影響を引き起こしていることが心配されます。 

 さらに、来年度からスタートする第六次高山村総合計画及び第二期高山村総合戦略に沿って、重

点施策を明確に、着実に実行していただき、計画が達成されることによって、「ずっと住みたい、

また訪れたい、いいね信州高山」の実現に向けて、村民皆様が将来にわたって生活の質、心の豊か

さ、高山村に暮らす幸せが実感できる村づくりに努めていただくよう、また、新型コロナウイルス

による影響が強く及ばないことを祈るばかりです。 

 結びに、暑さ寒さも彼岸までと申しますが、地球温暖化の影響などで春先の寒暖の差が大きい日

が予測されています。 

 皆様方におかれましては、健康に十分御留意され、村民の福祉向上のために御尽力、御活躍され

ますよう御祈念申し上げ、議会閉会の挨拶とさせていただきます。 

 この際、村長の発言を許します。 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 ３月定例会の閉会に当たりまして、一言御礼の御挨拶を申し上げます。 

 本定例会は、３月５日から本日までの15日間にわたり、追加提案いたしました議案９件を合わせ

29件の多くの議案を御審議いただきました。 

 議員各位には、活発な御議論と慎重審議の上、全議案について議決を賜りましたことに厚く御礼

申し上げます。 

 特に、今定例会におきましては、令和２年度予算審査特別委員会を設置し、慎重に予算審査をし

ていただき、貴重な御提案を賜りましたことに御礼申し上げますとともに、御苦労いただきました

水谷委員長には改めて御礼申し上げます。 

 今会期中に賜りました貴重な御意見、御提言につきましては、十分にその意を尊重いたしまして、

大変厳しい経済環境と財政状況ではありますが、今後の村政運営に十分生かしてまいりますので、

今後とも格別な御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 今定例会会期中の３月11日は、東日本大震災から９年が経過し、今なお全国各地に避難されてい

る方は４万7,737人に上っていると言われております。 

 また、岩手・宮城・福島３県の仮設住宅には709人の方が御不自由な生活を余儀なくされており

ます。 

 被災された地域の復興はいまだ途上であり、一日も早い復旧を願うものであります。 
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 さて、今定例会におきましては、３名の議員から新型コロナウイルス対策について御質問をいた

だきました。 

 世界中に感染が拡大する中、日本においても、去る10日、安倍首相は新型コロナウイルスの感染

拡大防止に向けて、大規模イベントなどの自粛を本日までの10日間程度継続してほしいと要請され

ました。 

 また、世界保健機関（ＷＨＯ）は、翌11日に世界的な大流行を意味するパンデミックの状態だと

認識を示した上で、各国に対して対策の強化を訴えました。 

 このような状況から、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための改正新型インフルエンザ対策

特別措置法が国会で審議され、13日参議院本会議で可決、成立しました。 

 本村におきましても、新型コロナウイルス感染症に対しましては、職員一丸となって迅速・適

切・的確に対応してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 さて、そのような中、金融市場は世界的に混乱が続いており、金融危機に発展する事態に警戒感

を示し、日米の中央銀行はそれぞれ追加の金融緩和策を決め、日本銀行は約３年半ぶりの追加緩和

策で企業の資金繰り支援と市場安定化に万全を期すと報じられております。 

 このように、経済・財政状況に加え、社会情勢の不透明感は依然として強く、地方の財政運営は

一段と厳しさが増すものと予想されますが、先ほど議決をいただきました新年度予算の執行に当た

りましては、適正かつ着実に推進してまいりますので、議員各位並びに村民の皆様のなお一層の御

理解と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 新年度からは、いよいよ第六次高山村総合計画がスタートいたします。 

 将来像に掲げる「ずっと住みたい、また訪れたい、いいね信州高山」「自然の恵み、豊かさ実感、

幸せ実感」の実現を目指して、誰もが発言し参画する活力ある村づくりとともに、引き続き行政改

革を推進し、自律した持続可能な村政運営に職員一丸となって全力を尽くしてまいりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

 結びに、寒暖の差が激しく空気の乾燥する季節でもありますので、議員各位にはくれぐれも御自

愛され、ますますの御活躍を御祈念申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

○議 長（松本 茂議員） 

 令和２年第２回高山村議会３月定例会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

午後４時55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３月19日 
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                 高山村議会議長  松 本   茂 

 

                 署 名 議 員  宮 川 登志一 

 

                 署 名 議 員  柴 田 弘 男 

 

                 署 名 議 員  湯 本 辰 雄 
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高山村議会事務局 



－107－ 

令和２年第１回高山村議会１月臨時会会議録（第１号） 

 

令和２年１月23日（木曜日） 

                                  

高山村告示第１号 

 下記事件のため、令和２年１月23日高山村議会１月臨時会を高山村役場に招集する。 

記 

１ 専決処分した村管理施設内における物的損害に係る賠償額の承認を求めることについて 

２ 倒木事故による物的損害に係る賠償額について 

３ 令和元年度高山村一般会計補正予算（第10号） 

          令和２年１月16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１号 専決処分した村管理施設内における物的損害に係る賠償額の承認を求める 

           ことについて 

日程第５ 議案第１号 倒木事故による物的損害に係る賠償額について 

日程第６ 議案第２号 令和元年度高山村一般会計補正予算（第10号） 

日程第７ 議員派遣について 

──────────────────────────────────── 

    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１号 

５ 議案第１号～議案第２号 

６ 議員派遣について 

──────────────────────────────────── 

    出 席 議 員（９名） 

１番 柴 田 弘 男 議員       ３番 西 原 澄 夫 議員 
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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（２名） 

２番 湯 本 辰 雄 議員       ８番 梨 本 修 造 議員 

──────────────────────────────────── 

    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 ) 
牧   修 三 

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 中 村 沙 紀 

                                  

 

午前10時02分  開 会 

○議 長（松本 茂議員） 

 ただいまから令和２年第１回高山村議会１月臨時会を開会いたします。 

 議会招集の挨拶をお願いいたします。 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 おはようございます。高山村議会１月臨時会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日は令和２年高山村議会１月臨時会の招集を申し上げましたところ、議員各位には寒い中、ま

た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。 

 日頃皆様方には、議会活動を通じまして村政発展のために御尽力を賜っておりますことに感謝を

申し上げる次第であります。 

 さて、地球温暖化、地球温暖化と言われる中、スキー場を有する本村にとりましては、十分に滑
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走ができる降雪量を期待しているところでありますが、このところ異常とも思えるほどの好天が続

いております。 

 そうした中で、幸いにもヤマボクワイルドスノーパークは標高1,500メートルと高いところにあ

りますので、年末以降スキー客の皆様に楽しんでいただいているところであり、今後とも多くの皆

様に御利用いただきたいと思っております。 

 昨年10月12日から13日にかけて、台風第19号により長野県など東日本各地で甚大な被害が発生し、

今なお御不自由な生活を強いられておられます皆様方に対し、一日も早い復旧・復興をお祈り申し

上げますとともに、今年こそは災害のない年であってほしいと願うものであります。 

 さて、現在、村では第五次高山村総合計画に沿って村政運営を進めているところでありますが、

本年３月末日をもって計画期間が終了し、４月からは新たな10か年の第六次高山村総合計画がスタ

ートいたします。 

 そうした中で、今なお混迷する中東情勢や、アメリカと中国の貿易摩擦により、国際情勢は依然

として不透明感が強まっております。 

 そのような中で、日本の経済情勢が大変心配され、地方においては依然厳しい行財政運営が迫ら

れると思われますが、「豊かな高山村とそこに暮らす村民の幸せ」を求めて、今後とも村政運営に

努めてまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 本日御提案申し上げます議案は、承認案件１件と議案２件の合わせて３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、招集の御挨拶といたします。 

○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、６番 涌井仙一郎議員、７番 畔上孝一

議員及び９番 水谷 清議員を指名します。 

 

──────────────────────────────────── 

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。 
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 お諮りします。 

 本臨時会の会期は、本日１日限り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１日限りに決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────── 

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。 

 本日の会議に、２番 湯本辰雄議員が忌引のため、８番 梨本修造議員が療養のため欠席する旨、

届出がありましたので報告いたします。 

 監査委員から、11月分の執行した出納検査について報告があり、別紙のとおり報告書をお手元に

配りましたので、報告します。 

 報告第１号 高山村商工会から要望があり、別紙のとおり要望書を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。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第４ 承認第１号 

～  

日程第６ 議案第２号 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第４ 承認第１号 専決処分した村管理施設内における物的損害に係る賠償額の承認を求め

ることについてから日程第６ 議案第２号 令和元年度高山村一般会計補正予算（第10号）までの

３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１月臨時会に提案をいたしました承認第１号から議案第２号までの３件について、一
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括して御説明を申し上げます。 

 承認第１号 専決処分した村管理施設内における物的損害に係る賠償額の承認を求めることにつ

いて申し上げます。 

 本案は、平成31年４月29日、信州高山桜まつりの臨時駐車場に指定した高山村大字高井3750番地

において、駐車場出入口付近の整地不足により車両の一部に損害を与えたことに伴い、村は被害者

と示談による和解をすること及び村が保険契約を締結している全国町村会総合賠償保険から保険会

社を通じて直接損害賠償を支払うことについて専決処分したもので、地方自治法の規定に基づいて

報告し、承認をお願いするものであります。 

 議案第１号 倒木事故による物的損害に係る賠償額について申し上げます。 

 本案は、令和元年10月12日、高山村大字奥山田3682番地４において、台風第19号による強風にあ

おられて村管理の立木が倒れ、駐車していた観光バスの一部に損害を与えたもので、村は被害者と

示談による和解をすること及び損害賠償を支払うことについて議会の議決をお願いするものであり

ます。 

 議案第２号 令和元年度高山村一般会計補正予算（第10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１億7,427万3,000円を追加し、当初予算からの累計額を45億

6,532万9,000円としたものであります。 

 歳出補正の主なものは、教育費の小学校費で、国の学校施設環境改善交付金の追加に伴い、高山

小学校のトイレ洋式化を図るための校舎等補修工事請負費など3,630万円計上、災害復旧費の農林

水産業施設災害復旧費で、台風第19号により被災した農業用施設や農地及び林道について、国の災

害査定の結果を受けて、災害復旧工事請負費など4,920万4,000円追加、公共土木施設災害復旧費で、

同じく台風第19号により被災した村道や橋梁及び河川について、国の災害査定の結果を受けて、災

害復旧工事請負費など8,802万1,000円を追加し、歳入では、地方交付税の普通交付税で3,162万

9,000円追加、国庫支出金の国庫補助金で、学校施設環境改善交付金や公共土木施設災害復旧費国

庫補助金で5,361万6,000円追加、県支出金の県補助金で林業施設災害復旧費補助金など3,986万

8,000円追加、村債で公共土木施設等災害復旧事業債や学校施設整備事業債など4,890万円を追加し

たものであります。 

 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15分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午前10時30分  再 開 
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○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。 

 これから承認第１号 専決処分した村管理施設内における物的損害に係る賠償額の承認を求める

ことについてを採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手８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。 

 これから議案第１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。 

 これから議案第１号 倒木事故による物的損害に係る賠償額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８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。 
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 これから議案第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。 

 これから議案第２号 令和元年度高山村一般会計補正予算（第10号）を採決いたします。 

 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８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 議員派遣について 

○議 長（松本 茂議員） 

 日程第７ 議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 議員派遣につきましては、お手元に配りましたとおり派遣することにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（松本 茂議員） 

 異議なしと認めます。 

 議員派遣は、お手元に配りましたとおり派遣することに決定いたしました。 

 

──────────────────────────────────── 

○議 長（松本 茂議員） 

 お諮りします。 

 本臨時会の会議に付されまし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。 



－114－ 

 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。 

 本臨時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。 

 令和２年度第１回高山村議会１月臨時会を開催しましたところ、議員各位にはお忙しい中御出席

いただきましてありがとうございます。 

 本日の協議事項、承認１号から議案第１号、議案第２号の議案につきましては、議決をいただき

ましたこと、ありがとうございました。 

 この補正予算により、昨年の台風19号による村内被災箇所の災害復旧工事が進み、春先の農作業

に影響が出ないよう望みたいと思います。 

 また、スポーツでは、１月19日に行われました天皇杯第25回全国男子駅伝広島大会におきまして、

長野県チームは令和の初王者となったほか、大会で３年ぶり最多となる８度目の栄冠を勝ち取りま

した。長野県の男子駅伝の力は、さきの台風19号の被災者にも大きな励みにつながったことと思い

ます。台風により被災されました皆さんの一日も早い復旧・復興をお祈り申し上げます。 

 また、本日午後４時より、新春講演会を診療所長室林先生にお願いいたしまして開催することと

しております。皆様の御出席をいただきますようお願い申し上げまして、御挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

 この際、村長の発言を許します。 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 １月臨時会の閉会に当たりまして、一言御礼の御挨拶を申し上げます。 

 本日は、御提案申し上げました専決処分した村管理施設内における物的損害に係る賠償額の承認

並びに議案２件の合わせて３件につきまして、慎重に御審議いただき、原案どおり議決を賜りまし

たことに厚く御礼申し上げます。 

 令和になって初めての新年を迎え、早くも３週間が経過し、改めて月日のたつのは早いものと感

じているところでありますが、去る１月12日に、令和になって初めての成人式を挙行させていただ

きました。 

 成人を迎えられました78名の皆様は、見違えるほど立派に成長され、５年ぶりに再会する友達と

の友情を深めておられました。 

 新成人の皆様のこれからの人生に、改めて幸多かれと願うものであります。 
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 さて、先ほどの議長の挨拶にもありましたように、去る１月19日に広島市平和記念公園前を発着

点とする第25回全国都道府県対抗男子駅伝において、長野県チームが優勝し、県民に大きな勇気と

希望を与えてくれました。本村の子どもたちにも、大きな希望を与えてくれたものではないかと期

待をしているところであります。 

 昨年の12月20日、政府は2020年度予算案を閣議決定しました。一般会計の総額は102兆6,580億円

と８年連続で過去最大となり、当初予算としては2019年度に続き100兆円の大台を超えるものであ

ります。 

 また、不透明感の強まる国際情勢の中で、アジア・太平洋の平和と安定を維持する上で、日米同

盟の重みは増しているといわれ、日米同盟の強化が図られていますが、一日も早い平和で安定した

世界情勢を願うものであります。 

 そのような中で、地方におきましては、引き続き厳しい行財政運営が迫られるものと思われます

が、今後とも職員とともに全力で村政運営に努めてまいりますので、議員各位のなお一層の御支

援・御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 結びに、１月はまだまだ寒い季節、これから春先までは空気が乾燥しますので、議員各位におか

れましては、健康に十分御留意いただき、ますますの御活躍を御祈念申し上げますとともに、引き

続き村政発展のためになお一層の御支援を賜りますようお願い申し上げまして、閉会の御挨拶とい

たします。 

 大変ありがとうございました。 

○議 長（松本 茂議員） 

 令和２年第１回高山村議会１月臨時会を閉会します。 

 ご苦労さまでした。 

午前10時41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１月23日 

                 高山村議会議長  松 本   茂 

 

                 署 名 議 員  涌 井 仙一郎 

 

                 署 名 議 員  畔 上 孝 一 

 

                 署 名 議 員  水 谷   清 
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３月定例会に付託された陳情書 

  陳情第１号 

2020年２月13日 

高山村議会議長 

  松 本   茂 殿 

 

                        陳情者 長野県医療労働組合連合会 

                            執行委員長 小 林 吟 子 

                            連絡先 長野市高田２７６－８ 

                            ＴＥＬ ０２６－２２８－９３７６ 

                            ＦＡＸ ０２６－２２４－５７４５ 

 

医師養成定員を減らす政府方針の見直しを求める陳情書 

 

〔陳情趣旨〕 

 総務省「就業構造基本調査」によれば、医師は、週労働時間が60時間を超える人の割合が41.8％

と職種別で最も高く（雇用者全体では14％）なっています。また、「勤務医労働実態調査2017」で

は、救急や産科では、一ヶ月の平均時間外労働時間が平均80～90時間を超えるという結果が出てい

ます。夜間救急対応の当直を含む32時間連続勤務が強いられ、医師の過労死や過労自死が後を絶た

ず、いのちを守る現場で、医師のいのちが脅かされています。この背景には、経済協力開発機構

（ＯＥＣＤ）の2017年調査で、人口1000人当たり医師数がＯＥＣＤ平均3.5人に対し、日本は2.4人

で36か国中31位という、絶対的な医師不足があります。 

 ところが、厚生労働省「医療従事者の需給に関する検討会・医師需給分科会」は、「第３次中間

とりまとめ」（2018.５.31）において、遅くとも2033年頃には医師の需給が均衡するとの将来推計

を根拠に、2022年度以降の医学部定員の減員に向け、医師養成数の方針等を見直していくべきとし、

これを受けて政府は、「骨太方針2018」で2022年度以降の医学部定員減について検討することを打

ち出しました。 

 しかし、厚労省が、定員減の根拠とする医師需給推計は、医師の労働時間をケースによっては最

大週80時間とし、医療需要の見込みは入院ベッドを減らす地域医療構想に連動しています。医療需

要を少なく見積もり、長時間労働解消を前提としない推計を根拠に、医師の養成定員を減らす方向

は、医療現場の長時間労働解消の方向とは真っ向から反するものです。そればかりか、救急や産科、

小児科などの医師不足で「地域医療崩壊の危機」が社会問題化し、長年つづいた医師数の抑制を転

換して実現してきた、今の医師養成の水準を引き下げるなら、再び、地域医療崩壊の危機すら招き

かねません。 
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 ご存知のように、先月31日、阿部守一長野県知事も呼びかけ人の一人である「地域医療を担う医

師の確保を目指す知事の会」が発足しました。その設立趣意書にも「医師の絶対数の不足、地域

間・診療科間の偏在等が極めて顕著となり、いわば「地域医療崩壊」の危機的状況にある」とあり

ます。長野県の医師数も全国平均を大きく下回っています。医師の養成数が減少しては、長野県へ

の医師の誘致も難しさを増す課題となります。日本の医療崩壊を防ぎ、地域住民が安心して暮らせ

る救急医療や地域包括ケア体制の充実のため、医師数を増やすことこそ求められます。 

 以上をふまえ、地域住民のいのちと健康を守る立場から、また、長野県の医師確保に力を入れる

方針にも沿い、貴議会として、国に対し、以下の意見を上げていただきますよう陳情するものです。 

 

記 

 

 2022年度以降の医師養成定員減という方向を見直し、医療現場と地域の実態を踏まえ、医師数を

ＯＥＣＤ平均以上の水準に増やすこと。 

以 上 

 




