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令和元年第３回高山村議会６月定例会会議録（第１号） 

 

令和元年６月６日（木曜日） 

                                  

高山村告示第２号 

 令和元年６月６日、高山村議会６月定例会を高山村役場に招集する。 

          令和元年５月15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３号 専決処分した条例の承認を求めることについて（村税条例の一部を改正す 

           る条例） 

日程第５ 承認第４号 専決処分した条例の承認を求めることについて（高山村介護保険条例の一 

           部を改正する条例） 

日程第６ 承認第５号 専決予算の承認を求めることについて（平成30年度高山村一般会計補正予 

           算（第８号）） 

日程第７ 承認第６号 専決予算の承認を求めることについて（平成30年度高山村国民健康保険特 

           別会計補正予算（第４号）） 

日程第８ 承認第７号 専決予算の承認を求めることについて（令和元年度高山村一般会計補正予 

           算（第２号）） 

日程第９ 議案第31号 財産の取得について 

日程第10 議案第32号 財産の取得について 

日程第11 議案第33号 平成31年度高山村防災行政無線（移動系）デジタル化整備事業工事請負契 

           約について 

日程第12 議案第34号 須高行政事務組合規約の変更について 

日程第13 議案第35号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第14 議案第36号 村税条例等の一部を改正する条例 

日程第15 議案第37号 高山村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

           を改正する条例 

日程第16 議案第38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 
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           の一部を改正する条例 

日程第17 議案第39号 山田温泉使用に関する条例の一部を改正する条例 

日程第18 議案第40号 奥山田温泉条例の一部を改正する条例 

日程第19 議案第41号 森林スポーツ公園温泉条例の一部を改正する条例 

日程第20 議案第42号 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

日程第21 議案第43号 高山村農業集落排水処理施設設置条例の一部を改正する条例 

日程第22 議案第44号 高山村営水道条例の一部を改正する条例 

日程第23 議案第45号 高山村下水道条例の一部を改正する条例 

日程第24 議案第46号 令和元年度高山村一般会計補正予算（第３号） 

日程第25 議案第47号 令和元年度高山村診療所特別会計補正予算（第２号） 

日程第26 議案第48号 令和元年度高山村介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第27 議案第49号 令和元年度高山村温泉開発事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第28 議案第50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１号） 

日程第29 議案第51号 令和元年度高山村下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第30 議案第52号 令和元年度高山村上水道事業会計補正予算（第１号） 

──────────────────────────────────── 

    本日の会議に付議した事件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 諸般の報告 

４ 承認第３号～承認第７号 

５ 議案第31号～議案第34号 

６ 議案第35号～議案第45号 

７ 議案第46号～議案第52号 

──────────────────────────────────── 

    出 席 議 員（11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 宮 川 登志一 議員       ６番 涌 井 仙一郎 議員 

７番 松 本   茂 議員       ８番 畔 上 孝 一 議員 

９番 水 谷   清 議員       10番 梨 本 修 造 議員 

11番 酒 井 康 臣 議員 

──────────────────────────────────── 
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    欠 席 議 員（なし） 

──────────────────────────────────── 

    説明のため出席した者 

村 長 内 山 信 行  副 村 長 藤 沢 敏 和 

教 育 長 山 岸 深 志  総 務 課 長 宮 本 孝 雄 

村民生活課長 宮 川 裕 明  産業振興課長 柴 田   亨 

建設水道課長 小 渕 義 彦  
会 計 管 理 者

（ 会 計 室 長 ) 
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07分  開 会 

○議 長（酒井康臣議員） 

 ただいまから令和元年第３回高山村議会６月定例会を開会します。 

 議会招集の挨拶をお願いします。 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 おはようございます。高山村議会６月定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 去る５月１日に元号が平成から令和に変わり、新しい時代を迎えて１カ月余りが経過し、村民の

皆様誰もが災害のない平和な時代であってほしいと願っているところであります。 

 そのような中、本日は令和元年第３回高山村議会６月定例会の招集を申し上げましたところ、議

員各位におかれましては大変お忙しいところ御参集いただき、ここに開会できますことに対しまし

て厚く御礼申し上げます。 

 日ごろ皆様方には、議会活動を通じまして村政発展のため御尽力を賜っておりますことに、重ね

て御礼申し上げる次第であります。 

 去る５月17日から24日までの５日間にわたり開催させていただきましたブロック行政懇談会にお

きましては、春先の農作業や一日のお仕事でお疲れのところを多くの村民の皆様に御出席いただき、

誠にありがとうございました。御説明申し上げました重点事項等を着実に進めてまいりますととも

に、いただきました貴重な御意見等につきましては、今後の村政運営に活かしてまいる所存であり

ますので、よろしくお願い申し上げます。 
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 10連休という大型連休においては、村内のしだれ桜の一部がまだ咲いており、村内を訪れていた

だいたお客様に楽しんでいただけたものと思っています。この間、信州たかやまさくらまつりの関

係者の皆様には、大変な御苦労をいただきましたことに改めまして感謝と御礼を申し上げますとと

もに、今後の観光産業の発展につながるよう努力してまいる所存であります。 

 さて、今年も去る６月１日から６月30日までの１カ月間にわたり、高山村の公・共有林の入山規

制を解除させていただき、初日の６月１日早朝には須高地区山岳遭難防止対策協議会の皆様の御協

力により、タケノコ採りによる遭難防止の街頭啓発活動を実施させていただきました。解除期間中

における遭難防止対策としましては、関係機関と連携を図りながら看板の設置やトラロープ等を整

備し、立ち入り危険区域の表示をするほか、新たに携帯電話を持って入山していただくための携帯

用のビニール袋を配布するなど遭難防止の強化を図り、タケノコ採りのシーズンが無事終了するこ

とを願っております。 

 また、世界に目を向けてみますと、去る５月13日、米国が中国からの全ての輸入品に関税をかけ

る手続に着手し、米国と中国の貿易摩擦は長期化する可能性が強く大変憂慮されていますが、その

ような中、５月25日にトランプ米大統領が来日し、28日に開かれた日米首脳会談では、日米貿易交

渉をめぐり早期妥結への協議を加速させる方針で一致したと報じられています。 

 このように米国と中国の貿易摩擦により中国経済は減速し、日本の産業界も大きな影響を受けて

いるとされ、緩やかな回復を続けているとされている日本経済に不透明感が出てきたと言われてい

ます。政府が公表した５月の月例経済報告では、景気全体は緩やかに回復しているとの認識を維持

する一方、輸出や生産の不振が続いていることから、わずかに下方修正しました。したがいまして、

地方にとりましては引き続き厳しい財政運営が迫られるものと思っております。 

 このような厳しい財政状況の中ではありますが、今年も重点施策にしっかりと取り組む中で、高

山村商工会と連携してプレミアム付商品券の販売を実施するほか、高山村子育て支援センターを整

備し、子育てしやすい環境を推進してまいりますとともに、第六次高山村総合計画の基本構想を着

実に策定してまいりますので、議員各位並びに村民の皆様の御支援を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

 今定例会に提案いたしました案件は、承認５件、議案22件の合わせて27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（酒井康臣議員） 

 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 
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○議 長（酒井康臣議員） 

 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、８番 畔上孝一議員、９番 水谷 清議

員及び10番 梨本修造議員を指名します。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第２ 会期の決定 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第２ 会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日から６月14日までの９日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 会期は、本日から６月14日までの９日間に決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第３ 諸般の報告 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第３ 諸般の報告を行います。 

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

委員会に付託しましたので報告します。 

 また、本日までに郵送された陳情は、別紙のとおりお手元に配りましたので報告します。 

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

あり、別紙のとおりお手元に配りましたので報告します。 

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

手元に配りましたので報告します。 

 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 高山村土地開発公社の事業計画等について、報告第３号 平成30年度繰越明許費繰

越計算書について及び報告第４号 高山村土地開発公社の平成30年度事業報告等についてを、別紙

のとおりお手元に配りましたので報告します。 

 広報担当者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。 
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請 願 ・ 陳 情 付 託 表 

請     願 ・ 陳     情 付 託 委 員 会 

陳情第１号 第62回長野県母親大会開催の歓迎をお願いする陳情書 

陳情第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情書 

陳情第３号 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求 

      める陳情書 

総 務 文 教 

常 任 委 員 会 

 

──────────────────────────────────── 

日程第４ 承認第３号 

～  

日程第30 議案第52号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第４ 承認第３号 専決処分した条例の承認を求めることについて（村税条例の一部を改正

する条例）から、日程第30 議案第52号 令和元年度高山村上水道事業会計補正予算（第１号）ま

での27件を一括議題とします。 

 本案について、提案理由の説明を求めます。 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 高山村議会６月定例会の提案説明を申し上げます。 

 承認第３号から議案第52号までの27件につきまして一括して説明を申し上げます。 

 承認第３号 専決処分した条例（村税条例の一部を改正する条例）の承認を求めることについて

申し上げます。 

 本案は、地方税法等の一部を改正する法律等が本年３月29日に公布され、その一部が本年４月１

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

 改正の主な内容は、ふるさと納税制度の見直しに関する規定を整備したほか、国民健康保険税の

基礎課税額について課税限度額を引き上げるとともに、低所得者に対する軽減判定所得を見直すも

のであります。 

 承認第４号 専決処分した条例（高山村介護保険条例の一部を改正する条例）の承認を求めるこ

とについて申し上げます。 

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

令等が、本年３月29日に公布され本年４月１日から施行されることに伴い、高山村介護保険条例の

一部を改正する条例を専決処分したものであります。 

 改正の内容は、所得段階１の低所得者に対する保険料軽減を強化するとともに、新たに所得段階
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２及び３について軽減を拡大するものであります。 

 承認第５号 専決予算（平成30年度高山村一般会計補正予算（第８号））の承認を求めることに

ついて申し上げます。 

 この補正予算は、歳入において年度末に地方交付税等の額が確定したことや、歳出では障害者自

立支援給付費に不足が生じたことに伴い専決処分したもので、歳入歳出それぞれ6,470万7,000円を

追加し、当初予算からの累計額を44億3,364万5,000円としたものであります。 

 歳出補正は、民生費の社会福祉費で障害者自立支援給付費の確定に伴い650万6,000円を追加し、

歳入の主なものは、地方譲与税の自動車重量譲与税など289万8,000円追加、地方消費税交付金

1,734万5,000円追加、自動車取得税交付金386万4,000円追加、地方交付税の特別交付税に3,847万

4,000円を追加し、歳入超過となる5,820万1,000円を予備費に追加して収支均衡予算といたしまし

た。 

 承認第６号 専決予算（平成30年度高山村国民健康保険特別会計補正予算（第４号））の承認を

求めることについて申し上げます。 

 この補正予算は、歳出において年度末に保険給付費が確定したことや、歳入となる県支出金が確

定したことに伴い専決処分したもので、歳入歳出それぞれ１億5,156万7,000円を減額し、当初予算

からの累計額を７億9,216万9,000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療養諸費で一般被保険者療養給付費など１億1,829万

7,000円減額、高額療養費で一般被保険者高額療養費など3,325万円を減額し、歳入では県支出金の

普通交付金１億5,156万7,000円を減額したものであります。 

 承認第７号 専決予算（令和元年度高山村一般会計補正予算（第２号））の承認を求めることに

ついて申し上げます。 

 この補正予算は、高齢者福祉センターの浴室天井を緊急に改修する必要が生じたため専決処分し

たもので、歳入歳出それぞれ640万円を追加し、当初予算からの累計額を40億3,849万3,000円とし

たものであります。 

 歳出補正は、民生費の社会福祉費で高齢者福祉センター事業に640万円を追加し、歳入では繰越

金に640万円を追加して収支均衡予算としたものであります。 

 議案第31号 財産の取得について申し上げます。 

 本案は、国の社会資本整備総合交付金及び辺地対策事業債により、冬期間における生活道路の安

全・安心な交通の確保を図れるよう除雪ドーザ１台を取得するため、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32号 財産の取得について申し上げます。 

 本案は、学校教育事業や社会教育事業等で使用するマイクロバス１台を取得するため、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。 
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 議案第33号 平成31年度高山村防災行政無線（移動系）デジタル化整備事業工事請負契約につい

て申し上げます。 

 本案は、導入から30年が経過し老朽化が著しい移動系アナログ防災無線をデジタル式防災無線に

更新するため、去る５月15日に公募型プロポーザルに付し応募者のうちから最優秀提案者を決定し、

協議の結果、最優秀提案者と契約を締結するため、地方自治法の規定に基づいて議会の議決をお願

いするものであります。 

 議案第34号 須高行政事務組合規約の変更について申し上げます。 

 本案は、これまで休診としていた須高行政事務組合が共同処理する須高休日夜間診療所を廃止し、

新たに須高医師会、信州医療センター及び須高行政事務組合の３者共同で試行運営している須高休

日緊急診療所を本組合の共同処理する事務に位置づけることに伴い、須高行政事務組合規約の一部

を変更するため組合長より協議があったので、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35号 職員の勤務時間及び休暇等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、民間労働法制において長時間労働を是正するため、働き方改革を推進するための関係法

律の整備に関する法律が制定され人事院規則が改正されたことを踏まえ、正規の勤務時間以外の時

間における勤務に関して所要の措置を講じるため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第36号 村税条例等の一部を改正する条例について申し上げます。 

 本案は、地方税法等の一部を改正する法律等が本年３月29日に公布され、その一部が本年10月１

日から施行されることに伴い、村税条例等の一部を改正するものであります。 

 改正の主な内容は、個人住民税の非課税措置を拡大するほか、消費税率引き上げに伴う対応とし

て軽自動車を取得した場合、環境性能割の税率を軽減するため、条例の一部を改正するものであり

ます。 

 議案第37号 高山村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正す

る条例について申し上げます。 

 本案は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の改正に伴い、家庭的保育事業者等によ

る卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保の要件などを緩和するため、条例の一部を改正する

ものであります。 

 議案第38号 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改正に伴い、放課後児童支援員

の基礎資格を緩和するため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第39号 山田温泉使用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。 
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 本案は、本年10月１日から消費税率が８％から10％に引き上げられることに伴い、山田温泉の内

湯貸付料に加算する額の算出について貸付料に乗ずる割合を改定するほか、貸付料を月額に改定す

るため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第40号 奥山田温泉条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

 本案も、山田温泉使用に関する条例の一部改正と同様に、消費税率の引き上げに伴い奥山田温泉

の温泉料金に乗ずる割合を改定するため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第41号 森林スポーツ公園温泉条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

 本案も、山田温泉使用に関する条例の一部改正と同様に、消費税率の引き上げに伴い森林スポー

ツ公園温泉の温泉料金に乗ずる割合を改定するため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第42号 廃棄物の処理及び清掃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。 

 本案も、山田温泉使用に関する条例の一部改正と同様に、消費税率の引き上げに伴い、し尿の収

集運搬及び処分手数料に乗ずる割合を改定するため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第43号 高山村農業集落排水処理施設設置条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

 本案も、山田温泉使用に関する条例の一部改正と同様に、消費税率の引き上げに伴い排水処理施

設使用料に乗ずる割合を改定するため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第44号 高山村営水道条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

 本案も、山田温泉使用に関する条例の一部改正と同様に、消費税率の引き上げに伴い給水事業費

分担金及び村営水道の料金に乗ずる割合を改定するため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第45号 高山村下水道条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

 本案も、山田温泉使用に関する条例の一部改正と同様に、消費税率の引き上げに伴い下水道使用

料に乗ずる割合を改定するため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第46号 令和元年度高山村一般会計補正予算（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9,099万7,000円を追加し、当初予算からの累計額を41億

2,949万円としたものであります。 

 歳出補正の主なものは、総務費の総務管理費でコミュニティ事業助成金や総合行政情報システム

の機器使用料など979万9,000円追加、民生費では社会福祉費で介護保険特別会計繰出金など216万

6,000円追加、商工費では本年10月の消費税率引き上げへの対応として国プレミアム付商品券事業

負担金や委託料など3,650万5,000円追加、土木費では道路橋梁費で入札差金などにより備品購入費

を減額する一方、国からの交付金の追加に伴い村道改良工事請負費を増額するなど4,078万7,000円

を追加し、歳入では自動車取得税交付金200万円減額、国庫支出金で社会資本整備総合交付金やプ

レミアム付商品券事業補助金など3,710万4,000円追加、繰越金で1,479万3,000円追加、諸収入で国

プレミアム付商品券販売収入など2,550万円追加、村債で辺地対策事業債を減額する一方、公共事

業等債の増額に伴い1,320万円追加、平成31年度の税制改正において自動車の車体課税が見直され
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自動車取得税が廃止されるとともに、新たに自動車税環境性能割が創設されたことに伴い、環境性

能割交付金に100万円を計上いたしました。 

 議案第47号 令和元年度高山村診療所特別会計補正予算（第２号）について申し上げます。 

 この補正予算は、診療に要する備品を購入するため補正するもので、歳出において総務費の施設

管理費で備品購入費に20万9,000円を計上し、歳入不足となる20万9,000円を予備費で減額いたしま

した。 

 議案第48号 令和元年度高山村介護保険特別会計補正予算（第１号）について申し上げます。 

 この補正予算は、本年10月の消費税率引き上げに伴い、低所得者に対する保険料軽減を強化する

ため公費による財源振替を行うための補正で、歳出では保険給付費で居宅介護サービス等給付費の

財源を振り替え、歳入では保険料の第１号被保険者保険料159万9,000円を減額し、一般会計繰入金

を同額追加いたしました。 

 議案第49号 令和元年度高山村温泉開発事業特別会計補正予算（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25万6,000円を追加し、当初予算からの累計額を4,020万

9,000円としたものであります。 

 歳入では、本年10月の消費税率引き上げに伴い、温泉使用料を改定するため使用料及び手数料で

25万6,000円を追加し、歳入超過となる25万6,000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50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９万4,000円を追加し、当初予算からの累計額を9,176万

7,000円としたものであります。 

 歳入では、本年10月の消費税率引き上げに伴い、排水処理施設使用料を改定するため使用料及び

手数料で９万4,000円を追加し、歳入超過となる９万4,000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51号 令和元年度高山村下水道事業特別会計補正予算（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22万円を追加し、当初予算からの累計額を２億1,170万4,000

円としたものであります。 

 歳入では、本年10月の消費税率引き上げに伴い、下水道使用料を改定するため使用料及び手数料

で22万円を追加し、歳入超過となる22万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52号 令和元年度高山村上水道事業会計補正予算（第１号）について申し上げます。 

 この補正予算は、本年10月の消費税率引き上げに伴い、給水分担金及び水道料金を改定するため、

収益的収入において水道事業収益の営業収益で水道料金等38万8,000円を追加し、累計額を１億

2,922万円としたもので、収益的支出では水道事業費用の営業外費用で消費税38万8,000円を追加し、
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累計額を１億2,618万9,000円としたものであります。資本的収入では繰入金の負担金88万6,000円

を追加し、累計額を3,865万7,000円とし、資本的支出では道路改良工事に伴う消火栓移転など工事

請負費88万6,000円を追加し、累計額を5,676万6,000円と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（酒井康臣議員） 

 しばらく休憩します。 

午前10時44分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午前11時12分  再 開 

○議 長（酒井康臣議員） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これから承認第３号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第３号 専決処分した条例の承認を求めることについて（村税条例の一部を改正す

る条例）を採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手10人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手全員です。 

 本案は承認することに決定しました。 

 これから承認第４号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 
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 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第４号 専決処分した条例の承認を求めることについて（高山村介護保険条例の一

部を改正する条例）を採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手10人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手全員です。 

 本案は承認することに決定しました。 

 これから承認第５号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第５号 専決予算の承認を求めることについて（平成30年度高山村一般会計補正予

算（第８号））を採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手10人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手全員です。 

 本案は承認することに決定しました。 

 これから承認第６号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 承認第６号について質疑をしたいと思います。 

 平成30年度高山村国民健康保険特別会計、補正が第４号で４回目ですが、今まで補正が出たと思
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うんですが、その中で今まで説明が全然ございませんでしたが、最終的に保険給付費で合計１億

5,156万円減額ということは、それだけ村民の皆さんが医者へかからなかった、医療費が少なく済

んだということは結構なことなんですが、保険給付費は２カ月後でないと多分精算できないので、

３月の集計が５月までずれ込んだものと理解しております。 

 しかしながら、３月議会あるいはその前でも途中の経過、１月までの経過あるいは10月までの経

過を見て、このくらいになると、なりそうだというような見込みはできたはずだと思うんです。し

かし、今までこの保険給付費がこれだけ減額になりますというような説明は、全協でも１回もなか

ったように記憶しております。補正の話は出ても、これだけ保険給付費が減額になる、また村の皆

さんが元気で病院にかからなくて給付費がこれだけ少なくなりそうだというようなことは、３月議

会のときの全協でも１月までの経緯を見ればある程度予想がついたんだと思うんですが、そういう

説明がなかったように思います。もう少し情報を出していただきたいと思いますが、よろしくお願

いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────宮川村民生活課長。 

○村民生活課長（宮川裕明） 

 ただいま御質疑いただきました件でございますけども、保険給付費につきましては畔上議員が申

し上げておりますとおり、大幅な減額と今年度なっております。金額で申し上げますと、平成24年

度から平成27年度までは給付費約５億5,000万ぐらいで推移してまいりました。そして、平成28年

度には６億1,100万、そして29年度には６億2,700万と、大幅にここ２年ほど急激に伸びてきており

まして、30年度につきましても29年度ベースで若干伸びるだろうという予測のもとに予算計上させ

ていただき、ここまでやってきております。 

 そういった中で、今回、最終的に決算額といたしますと保険給付費で５億2,100万ということで、

大きく予算より少なく済んだということでございます。この間、畔上議員おっしゃられております

とおり、説明が不足であったということを十分反省しながら、早めに今後皆さんのほうに情報提供

なり説明を申し上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 
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 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第６号 専決予算の承認を求めることについて（平成30年度高山村国民健康保険特

別会計補正予算（第４号））を採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手10人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手全員です。 

 本案は承認することに決定しました。 

 これから承認第７号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第７号 専決予算の承認を求めることについて（令和元年度高山村一般会計補正予

算（第２号））を採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手10人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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31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（酒井康臣議員） 

 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31号 財産の取得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10人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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32号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第32号 財産の取得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10人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手全員です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第33号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（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第33号 平成31年度高山村防災行政無線（移動系）デジタル化整備事業工事請負契

約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。 
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（挙手10人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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34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（酒井康臣議員） 

 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34号 須高行政事務組合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10人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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35号から議案第45号までの11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（酒井康臣議員） 

 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35号から議案第45号までの11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（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 議案第35号から議案第45号までの11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。 
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議 案 付 託 表 

議               案 付 託 委 員 会 

議案第35号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条 

      例 

議案第36号 村税条例等の一部を改正する条例 

議案第37号 高山村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め 

      る条例の一部を改正する条例 

議案第38号 高山村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準 

      を定める条例の一部を改正する条例 

総 務 文 教 

常 任 委 員 会 

議案第39号 山田温泉使用に関する条例の一部を改正する条例 

議案第40号 奥山田温泉条例の一部を改正する条例 

議案第41号 森林スポーツ公園温泉条例の一部を改正する条例 

議案第42号 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

議案第43号 高山村農業集落排水処理施設設置条例の一部を改正する条例 

議案第44号 高山村営水道条例の一部を改正する条例 

議案第45号 高山村下水道条例の一部を改正する条例 

民 生 産 建 

常 任 委 員 会 

 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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35号から議案第45号までの11件については、会

議規則第45条第１項の規定によって、６月12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（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 議案第35号から議案第45号までの11件については、６月12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46号から議案第52号までの７件については、後日審議にしたいと思います。御異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 議案第46号から議案第52号までの７件については、後日審議することに決定しました。 
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 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 あすから10日までは休会とします。 

 来る11日は、午前10時から本会議を開き、一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

 お疲れさまでした。 

午前11時26分  散 会 

                                  

 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

          令和元年６月６日 

                 高山村議会議長  酒 井 康 臣 

 

                 署 名 議 員  畔 上 孝 一 

 

                 署 名 議 員  水 谷   清 

 

                 署 名 議 員  梨 本 修 造 
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令和元年第３回高山村議会６月定例会会議録（第２号） 

 

令和元年６月11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 

４番 西 條 正 純 議員       １番 柴 田 弘 男 議員 

９番 水 谷   清 議員       ２番 湯 本 辰 雄 議員 

７番 松 本   茂 議員       ８番 畔 上 孝 一 議員 

６番 涌 井 仙一郎 議員 

──────────────────────────────────── 

    出 席 議 員（10名） 

１番 柴 田 弘 男 議員       ２番 湯 本 辰 雄 議員 

３番 西 原 澄 夫 議員       ４番 西 條 正 純 議員 

６番 涌 井 仙一郎 議員       ７番 松 本   茂 議員 

８番 畔 上 孝 一 議員       ９番 水 谷   清 議員 

10番 梨 本 修 造 議員       11番 酒 井 康 臣 議員 

──────────────────────────────────── 

    欠 席 議 員（１名） 

５番 宮 川 登志一 議員 

──────────────────────────────────── 

    説明のため出席した者 
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(人権推進室長) 
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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（酒井康臣議員） 

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。 

 

──────────────────────────────────── 

諸般の報告 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程に先立ち、諸般の報告を行います。 

 本日の会議に、５番 宮川登志一議員が療養のため欠席する旨、届け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 一般質問 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 改めまして、おはようございます。 

 暖かな３月、冷涼な４月、とても暑かった５月と続いて、天候がどうなるのかなと思いながら、

６月に入りまして大体平年並みに梅雨に入りました。空梅雨にならず、また水害も起きないよう、

願っております。 

 では、通告に従いまして、質問いたします。 

 最初に、カリヨンホール改修後の利用見込みについて伺います。 

 山田牧場のカリヨンホールは、開設されてから30年を超える年月が過ぎています。電子音ではな
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い、本当のカリヨンが山々に響くすばらしい装置もあると記憶しています。しかし、さすがに設備

の老朽化が目立っているようです。このカリヨンホールが新年度の予算で改修されます。トイレの

バリアフリー対応と洋式化も行われます。既存の施設が使いやすくなることは歓迎いたします。 

 トイレに関してですが、長野県では信州の観光地のイメージアップを図るため、一定の基準を満

たした観光地のきれいなトイレを「信州まごころトイレ」として認定しています。女性や高齢者、

子どもや外国人など全ての旅行者が快適に利用できるよう、洋式化やバリアフリー化など一定の基

準を満たし、きれいなトイレを維持していく取り組みが行われている観光地の公衆トイレこそ、観

光誘客の戦略ツールだと考えているのです。 

 その主な認定基準は、洋式トイレが大便器総数の２分の１以上ある、トイレは水洗化している、

バリアフリーのトイレがある、男女トイレともに手すりが１カ所以上設置してある、清潔な床面で

ある、明るい照明を備えている、悪臭がない、便器や壁、洗面台等に汚れがない、きれいなトイレ

を維持する継続的な取り組みをしている、定期的に清掃がなされているなどです。３月末で、長野

県内ですね、91カ所が認定されています。 

 さて、カリヨンホールに戻ります。 

 このカリヨンホールは、山田牧場でイベントがあるときの中心施設になりますが、効果的に使わ

れているのでしょうか。年間の稼働率と稼働日数、また、そのうち演奏会で使われた日数はどのく

らいありますか。 

 今年度、大きな改修を行うのですが、利用が増える見込みですか。 

 トイレもバリアフリー対応を施してきれいになった、このカリヨンホールをもっともっと利用し

ていきたいものです。コンサートに限らず、定期的なイベントも企画できないでしょうか。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────柴田産業振興課長。 

○産業振興課長（柴田 亨） 

 おはようございます。 

 カリヨンホール改修後の利用見込みについてお答えいたします。 

 高山村山田牧場野外音楽堂につきましては、温泉観光地のシンボル的な施設の役割を担うととも

に、魅力ある地域づくりに寄与することを目的に、昭和63年に標高1,500ｍの夏でも涼しい山田牧

場へ、多くの観光客の皆さん等にお越しいただくために整備された野外音楽施設で、通称、カリヨ

ンホールと呼ばれ、多くの皆様に親しまれております。 

 このカリヨンホールは、建設してから30年余りが経過し、中でもトイレにつきましては、屋内・

外ともに設置当時の和式トイレのままで未改修であります。このため、村では、高齢者の方や足腰

の不自由な方などへの配慮から、公共施設のトイレを順次、和式から洋式化に改修する工事を進め

てきており、本年度において、山田牧場のカリヨンホールのトイレの洋式化やバリアフリー化をす
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ることで、おおむね公共施設のトイレ改修が完了する運びとなっております。 

 そこで、カリヨンホールの稼働率や稼働日数及び演奏会の日数についてのお尋ねでございますが、

このカリヨンホールを建設した当時は、山田牧場の関係者の皆さんで実行委員会を立ち上げ、村か

らの補助金により著名な音楽家等を招き、夏の恒例イベントとして、平成14年までは比較的規模の

大きな音楽祭等を開催し、村内外から多くの皆さんに御来場いただいておりましたが、実行委員の

皆さんの高齢化等や村からの補助金の削減などにより徐々に規模が縮小され、開催されなくなった

経過がございます。 

 また、最近では、平成24年から29年まで有志の皆さんにより開催されたハッピーファームミュー

ジックフェスティバルや、平成24年、25年に観光協会が主催したカリヨンやまびこフェスタ、さら

には、村内外の音楽団体や愛好家による演奏会などの音楽イベント会場として利用されております

ほか、毎年８月には神奈川県二宮町との地域間交流の場や、今年も行われましたヒルクライムチャ

レンジの表彰式会場、山田牧場の星空を見るイベント会場や山田牧場区民の集会施設として幅広く

活用されております。 

 しかしながら、この施設は冬期間は雪のため閉鎖しており、例年５月から10月のグリーンシーズ

ンに利用されておりますことから、年間の稼働日数を６カ月間の180日とした場合に、平成28年度

の稼働日数は38日で稼働率は21％、平成29年度は34日で19％、平成30年度は18日で10％という状況

でございます。このうち、演奏会など音楽イベントとして利用された日数は、平成28年度が５日、

平成29年度が２日、平成30年度は開催されませんでした。これは、徐々に大きなコンサート等がな

くなってきていることなどから、年々稼働率が下がってきているものと思っております。 

 しかしながら、このカリヨンホールは温泉観光地としてのシンボル的な役割を担うとともに、災

害時における避難場所にも指定されておりますことから、有事の際には牧場区の皆さんや観光で訪

れる皆さんの避難所として使用することとしておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、改修工事による利用の増加についてでございますが、トイレの洋式化やバリアフリー化の

みでは利用者の増加を見込むことはできませんが、施設として利便性の向上につながるものと思っ

ておりますので、多くの皆さんに御利用いただけるよう、ＰＲに努めてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、定期的な音楽イベントの企画についてでございますが、音楽イベントの開催につきまして

は、地元の山田牧場区や観光協会、村内の音楽サークルなど関係者の皆さんに相談させていただく

とともに、村の「にぎわいの場構想検討委員会」などにおいて、カリヨンホールの施設利用のあり

方を始め、山田牧場の活性化や自主的なイベントを促進するための支援策等について総合的に検討

していく必要があると考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────４番 西條正純議員。 
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○４番（西條正純議員） 

 音楽関係のイベントの開催が30年度は全然なかったという、私も音楽団体に入っておりまして、

何回かカリヨンホールで演奏したこともあるんですが、去年はそんなだったのかと、改めて思った

次第ですが、せっかくここで改修を行って、使いやすくなるものですから、もっと積極的な形を、

いろんな団体と連絡して、定期的というのも毎年という定期的もありますし、２年に１回という定

期的なものもあります。 

 村の体育祭が２年に１回ということならば、交互に何かできるのではないかというものもありま

すし、そちらの管轄ではないでしょうけれども、信州高山音楽祭というのも毎年、こちらのほうで

やらなければいけないのか、たまには向こうでやってもいいのじゃないかという、そんな思いも出

てきたりします。ぜひとも積極的に、いろんなことにチャレンジしていっていただきたいと思いま

す。どうでしょうか。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────柴田産業振興課長。 

○産業振興課長（柴田 亨） 

 今、議員から御提案のございました、確かに平成30年度に至りまして、一度も音楽関係のイベン

トがなかったということでございまして、先ほどお話ししたとおり、例年、かつてはいろいろイベ

ントがあったわけでございますが、減ってきたということでございまして、ここでトイレの改修で

ございますが、その利便性を図りながら、先ほど御提案のありました、例えば信州高山音楽祭など、

そういった音楽サークルのイベントを、ちょっとこちらから遠くはなりますが、夏の暑い時期に涼

しい高原で行うとか、そういった御提案もできるのじゃないかと思いますし、また、今後、山田牧

場に学生とかそういった音楽団体が御利用できるように、また広くＰＲをして利用率を高めていき

たいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 ぜひとも積極的に進めていただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 新公共交通網について伺います。 

 このところ、高齢者が運転する自動車の暴走による事故のニュースが後を絶ちません。俳優の杉

良太郎氏は、以前から８月の75歳の誕生日に運転免許証を返納しようとされていたようですが、こ

のような高齢ドライバーが起こした痛ましい交通事故が相次いでいるのを見て、予定を２カ月前倒

しして、自主返納の手続を行ったそうです。 

 運転免許証を返納すると生活の足は徒歩か自転車、そして公共交通に頼ることになります。昨年
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10月から高山村の公共交通網が新しくなりました。まだ１年もたっておりませんが、大分なじんで

きたと思います。評判や成果をお聞きします。 

 村の公共交通網、これは長電バス、それからふれあい号、それとデマンドタクシーとありますが、

利用者は増えましたか。デマンドタクシーは前日予約など制約があります。改善要望の声は来てい

るのでしょうか。 

 ＩＣカードくるるは、70歳以上の方は７割公費負担で大変お得感があります。そのくるるの発行

枚数は何枚ですか。発行枚数のうち、７割公費負担になるのはどのくらい出ているのでしょうか。

発行枚数は当初の予想と比べてどんなでしょうか。 

 今年度は、ＹＯＵ游ランドに停留所を整備しますが、どんな停留所を計画しているのでしょうか。

利用者にとってどのように使いやすくなりますか。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────宮川村民生活課長。 

○村民生活課長（宮川裕明） 

 新公共交通網についてお答えいたします。 

 村では、村民の皆さんの重要な交通手段であります公共交通システムの見直しを行い、昨年10月

１日から新たな公共交通サービスをスタートさせていただいております。この公共交通システムの

見直しにつきましては、バス利用者の急激な減少に伴い、長電バスが山田温泉線からの撤退を検討

される中、路線バスの維持存続を図ることを目的に再編させていただいたものであり、利用者が相

当数見込めるＹＯＵ游ランドまでを路線バスが運行することとし、あわせて運行経路や運行本数な

どの大幅な見直しを行っております。 

 こうした中、保育園児や小中学生、高校生、さらには移動困難者である高齢者の皆さんなどの交

通としての足を確保するため、新たに支線交通となる奥山田牧線や高井・中山地区における予約制

乗り合いタクシーをスタートいたしました。また、バス利用者の利便性を高めるため、ＩＣカード

くるるを導入し、中でも70歳以上の高齢者の皆様につきましては、ＩＣカードくるるの「ふれあい

パスポート」を利用していただくと、通常料金の３割程度で利用できる割引制度を導入し、より利

用しやすい環境を整えさせていただいております。 

 そこで、まず初めに、公共交通の利用者の増加についての御質問でございますが、長電バスにつ

きましては、運行経路等が再編前の７系統から２系統に見直しされたことにより、単純に比較する

ことは困難とされておりますので、これまでのＩＣカードの利用件数等から１日当たりの利用者数

を推計しますと、平日で上下線合わせて130人程度、休日は80人程度と言われております。また、

支線交通となる奥山田牧線の利用者数は、休日を含め、１日当たり８人で、デマンドタクシーの高

井・中山乗り合いタクシーの利用者数は１日当たり２人から３人ということであります。 

 次に、デマンドタクシーの前日予約などの改善についてのお尋ねでございますが、このたびの新
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公共システムは、昨年10月のスタートから半年程度しか経過しておらず、計画では１年ごとに利用

者等の声をお聞きしながら利用状況等を検証させていただくこととしております。検証に当たりま

しては、関係する公共交通事業者の皆さんや利用者の皆さん、各種団体の皆さんなど30名の皆様に

よる高山村地域公共交通協議会において御審議をいただき、デマンドタクシーの予約方法等も含め

て、必要に応じて運行方法等の変更をさせていただき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。 

 次に、ＩＣカードくるるの発行枚数についてでございますが、本年３月末時点で定期券用を含め

た一般カードの販売枚数は191枚で、70歳以上の方に御購入いただいております、ふれあいパスポ

ートは129枚でございます。このふれあいパスポートにつきましては、３割程度の料金でバス等が

利用できることから、運行開始前後の９月から10月にかけて80枚程度購入していただきましたが、

その後は一月当たり10枚以下という状況でございます。そのようなことから、定期券用を含めた一

般カードにつきましては、バス利用者の減少などから、当初計画に対し、半分程度となっておりま

す。 

 一方、ふれあいパスポートにつきましては、予想を若干下回るものの、徐々にではありますが、

利用していただく方が増えてきており、実際にバスを利用されている方からは「バス代が安くなっ

てよかった」などといったお話を伺っております。 

 こうしたことから、今後、多くの高齢者の皆さんに制度等の内容を御理解いただくことにより、

さらに利用枚数が増加するものと思われますことから、引き続き制度の周知に努めてまいりたいと

考えております。 

 次に、ＹＯＵ游ランドのバス停留所の整備についてでございますが、村では、今年度、公共交通

網の乗り継ぎ拠点となるＹＯＵ游ランドにバス停留所を整備させていただくこととしております。

このバス停留所の整備に当たりましては、お客様の安全を第一に考えるとともに、ＹＯＵ游ランド

前の駐車場も含めて整備することとしておりますほか、ＹＯＵ游ランド前の混雑を防ぐため、停留

所とは別にバス専用の待機所を確保してまいりたいと考えております。 

 このため、現在、駐車場を含めたバス待機所整備のための測量設計業務の発注作業を進めており

ますが、今回のバス停留所の建設予定地は一部、保安林区域内に含まれておりますことから、まず

はこの保安林解除の業務を先行させていただきたいと考えております。なお、この保安林解除手続

きには相当な日数が必要と言われておりますことから、実際に工事に着手できるのは本年度の後半

以降になってしまうものと考えております。 

 したがいまして、バス停留所本体の設計につきましては、今後、内容等を検討していく段階であ

り、詳細をお話しできる状況にはありませんが、基本的な考え方としましては、北向きに配置し、

雨や雪が吹き込まないよう扉等を設置するなど、利用される皆さんの視点に立って、安全性等に配

慮した建物にしてまいりたいと考えております。また、バス停留所の建設に当たりましては、今後、
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計画されております、「にぎわいの場構想」とも整合性を図りながら検討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（酒井康臣議員） 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 くるるの高齢者、70歳以上の方へのこのサービスですね。これは非常にいいなと思ったんですが、

やはりそのように大体、予想に近いような販売があるということで、ああ、よかったと思っており

ます。本当に皆さんに勧めていって、中にはまだ、これはバスしか使えないんじゃないかとか、タ

クシーには使っていいのを知らないとか、あと須坂でも、須坂のは７割公費負担というのは使えま

せんけれども、よその地域でもくるるがそのまま使えるということを知らない方もいるかもしれま

せんので、ぜひとも周知に努めていっていただきたいと思います。 

 それと、デマンドタクシーですが、確かにまだ半年ちょっとしか過ぎておりませんので、どのよ

うな要望が来ているか、それを聞きたかったんですけれども、当日利用が可能にできるかどうか、

今のお話ですと、１年ごとの検討を協議会とともに行うということですから、10月以降ということ

になるのでしょうが、ぜひとも当日利用の可能性を探っていただきたいと思います。そうすること

によって、すごく利便性が増えると思いますので。 

 これから、今の団塊の世代がどんどん高齢になっていくと、免許返納者という方はどんどん増え

ると思います。そうなると、やはりここの足を確保するということが本当に大切になってくると思

いますので、ぜひともいろんな意見を聞きながら、使いやすい公共交通網構築をお願いしたいと思

いますが、いかがでしょうか。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────宮川村民生活課長。 

○村民生活課長（宮川裕明） 

 くるるの使用につきましては、議員おっしゃるとおり、まだまだ皆さんに周知徹底が不十分かと

考えております。そういった中で、機会があれば集落の中に入っていって、高齢者の皆さんにふれ

あいパスポートの周知を十分に今後もさせ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。 

 また、デマンドタクシーの予約の方法でございますけれども、これにつきましては、当初からそ

ういった御意見もいただく中で、村としてもそういったことも考えております。今後、デマンドタ

クシーを委託させていただいておりますタクシー協会等とも十分に協議させていただく中で、そう

いったことが可能なのか、また協議会の中で十分に検討させていただきたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○４番（西條正純議員） 



－28－ 

 これで終わります。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 以上で西條正純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） 

 おはようございます。 

 通告に従い、質問いたします。 

 雷滝の整備について質問いたします。 

 本村は、志賀高原ユネスコパークや、「日本で最も美しい村」連合に加盟し、自然と人とが共生

する、地域福祉の充実したアンチエイジングに取り組む健康長寿の村を目指しております。松川渓

谷沿いは新緑と温泉、秋は紅葉街道として県内外から多くの観光客の皆様に親しまれ、にぎわいを

見せております。 

 主要街道であります山田温泉から五色温泉間の松川渓谷沿いの右岸の山沿いを通るルートは幅員

が狭く、交通や防災面からも難所となっています。特に、八滝から五色温泉間が狭く、ゴールデン

ウイークや紅葉の期間中の交通は観光バス、自動車の交通量が多く、紅葉見物どころではなく、交

通渋滞から危険な場所となっております。このような場所を通って、五色温泉、七味温泉、山田牧

場へ行く観光客は、客足は減少します。 

 そこで、次の４点について質問いたします。 

 本村の観光産業の活性化の第一歩は主要道路であります。冬のヤマボクへ行くスキー客の観光街

道、牧場の住民等の生活街道として重要であり、特に除雪の際、道路の幅員が狭く、すれ違いは容

易でありません。毎年、車両がスムーズに通行できるように改良されてきてはおりますが、しかし

ながら、車両の交互通行にはまだまだ狭い箇所があります。今後の対応と県の方針、行政の考え方

をお聞きします。 

 ２点目、雷滝の駐車場は狭く、車５、６台がやっとです。観光バスは駐車できません。日本でも

数少ない裏見の滝として有名な見事な滝は、ゴールデンウイークには600から700人、紅葉見物では

１日1,000人以上の見物客が訪れる名所です。駐車場の新設の検討をお尋ねします。 

 ３つ目、雷滝にはトイレがありません。山の中です。観光地には必ずトイレは必要です。新設す

る計画はあるのか、お尋ねします。 

 ４点目、雷滝には駐車場やトイレがないことから、前のカーブを鉄骨でふたをして駐車スペース

をつくるか、前の山をとって駐車場、トイレ、売店のごろごろ亭をつくる。駐車料金を取ったらど

うでしょうか。八滝、雷滝で駐車料金を取ったほうがよいと思いますが、考えをお尋ねします。 

 以上の４点、お伺いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 
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─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 観光地の整備についてお答えいたします。 

 主要地方道豊野・南志賀公園線は、長野市豊野町の豊野駅付近の一般県道399号の交点を起点と

して、小布施町、須坂市、高山村を通って、下高井郡山ノ内町平穏の国道292号線の交点を終点と

する総延長34㎞に及ぶ幹線道路です。中でも、本村の山田温泉から山田牧場間のルートにつきまし

ては、松川渓谷の新緑を始め、美しい紅葉、眺望や滝めぐりを楽しまれる皆様、山田温泉や五色・

七味温泉など名湯・秘湯に癒やしを求めて全国から来村される皆様など、四季折々に大変多くのお

客様に訪れていただくための観光道路であるとともに、重要な生活・産業道路でもあります。 

 しかしながら、山田温泉から五色温泉までの間につきましては、Ｖ字に刻まれた深い渓谷沿いの

急峻な地形のため土砂崩落や落石などが発生しやすく、また急勾配でカーブが連続しているため見

通しが悪く、多くの危険箇所を抱えている県道でありますことから、県において安全・安心な道路

として拡幅改良や土砂崩落などを防止する工事を計画的に進めていただいておりますが、まだまだ

改良しなければならない箇所が多く残っております。 

 このため、本県道の道路改良につきましては、当議会におかれましても、長野県特別豪雪地帯指

定市町村議会協議会を通して、豪雪地帯の道路整備や落石等災害防止の法面保護工事を推進される

よう、毎年、県知事に陳情活動を行っていただいております。さらに、関係市町村の御協力をいた

だきながら、主要地方道豊野南志賀公園線改良期成同盟会などを通じて、国・県の関係機関に安全

対策等について要請しているところであります。おかげさまで、県当局の御理解を賜り、議員各位

始め、関係各位の御尽力をいただく中で、狭隘箇所の拡幅改良などの道路改良事業につきましては

毎年多額の事業費を確保していただき、安全な幹線道路としての整備が着実に進んでおります。 

 そこで、まず初めに、雷滝付近の道路拡幅計画についてのお尋ねでございますが、村では以前か

ら道路管理者である須坂建設事務所と毎年、事業調整会議を開催させていただき、県道における危

険箇所の改善や拡幅改良等の要望箇所について積極的に改良事業を進めていただくよう、強く要望

してまいりました。 

 お尋ねの雷滝周辺の道路改良計画につきましては、雷滝入り口のごろごろ亭から山田温泉側に

200ｍ下りました第28号カーブから第29号カーブの90ｍの道幅は特に急峻な地形であるため、普通

車でもすれ違いが厳しい狭隘な区間となっています。この区間については、昨年度に詳細設計がな

され、上り車線は既存の道路を通行し、下り車線は新たに鋼製の桟橋をかけ、通行する道路を建設

し、上りと下りを分離する道路改良工事を計画されております。さらに、上流の第30号カーブから

雷滝入り口上の第32号カーブまでの間は、現在、概略設計をしていただいている状況でありますが、

カーブが連続し、12％もの急勾配となっている区間もあるため、大変設計に苦慮されているとお聞

きしています。 
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 このように、須坂建設事務所では、急な勾配でカーブが連続する狭隘な危険箇所の予備調査や概

略設計などの内容を検討し、令和２年度以降につきましても、順次詳細設計を行い、国の社会資本

整備総合交付金や防災・安全交付金による補助事業などを活用し、改良工事がさらに進捗するよう

計画していただいておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、雷滝付近の駐車場整備計画についてお答えいたします。 

 名勝「雷滝」につきましては、松川渓谷沿いの人気が高い神秘的な観光スポットとなっており、

その雷鳴のごとく、轟音を立てて落下する豪快な滝の流れを間近に見て、息をのむお客様も多く、

全国各地からおいでいただいております。また、今年の10連休となったゴールデンウイーク中には、

最も多い日で１日約620人ものお客様に訪れていただいております。 

 しかしながら、ごろごろ亭前の駐車場は７台分のスペースと狭く、観光シーズンには不便をおか

けしていることから、村では秋の紅葉シーズンに五色温泉下の鼻つき岩付近にある県道敷地等を一

時使用させていただき、観光バスの臨時駐車場の確保を図るなど、交通渋滞の緩和を図っていると

ころでございます。 

 そこで、観光地における駐車場の確保は非常に大切なことで、この雷滝の駐車場対策につきまし

ては、村並びに関係者の皆さんといたしましても、以前から大きな課題になっているところでござ

います。しかしながら、山田温泉から七味温泉までの間は深い渓谷沿いの急峻な地形で、道路幅員

を確保するために松川の谷側に桟橋をかけるなどして何とか道路用地を確保している状況であり、

雷滝付近におきましても、安全で十分な駐車場用地を確保できるような適地がないのが現状であり

ます。 

 このため、須坂建設事務所を始め、長野地域振興局としましては、雷滝周辺の道路整備や観光地

の駐車場不足の地域課題を、村との連携と協働によって解決する県の地域戦略公共事業として位置

づけ、重点的かつ効果的に取り組んでいただくこととしておりますので、雷滝付近の第30号カーブ

から雷滝入り口上の第32号カーブまでの間については、道路拡幅工事を中心とした道路改良計画に

沿った駐車場用地の確保を要望させていただいておりますので、御理解賜りますようお願いいたし

ます。 

 次に、ごろごろ亭前の山をとって駐車場やトイレ等の整備についてお答えいたします。 

 前段で説明いたしましたとおり、雷滝周辺は急峻で崩れやすい地形である上に土砂流出防備保安

林に指定されている地域であり、さらに自然公園法の特別地域でもありますことから、御提案の山

を削るような大規模な工法につきましては許可をいただけない可能性が高い上に、莫大な経費もか

かると予想されることから、実現することはかなり厳しいものと考えております。 

 また、雷滝下のＳ字カーブに鉄骨でふたのようなものをかけ、広場をつくってはとの御提案であ

りますが、こちらにつきましては、先ほどもお答えしましたが、県の道路改良計画の中でできる限

り用地を確保していただけるよう要望した上で、用地が確保できた場合には村で駐車場やトイレ、
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売店、さらには滝までの遊歩道の整備を行っていかなければならないものと考えているところであ

ります。このため、まずは村の要望につきまして、県計画の中で取り入れていただけるよう要請し

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、駐車料金をいただくことにつきましては、現在の雷滝の駐車場を含め、周辺の土地は村の

所有ではなく、山田生産森林組合から無償でお借りしている土地であり、借地について料金をいた

だくことの是非や八滝など他の観光施設の駐車場との関連はどうか、さらには料金をいただく場合

に人員を配置するのかなどについても、地主や観光協会など関係者とともに十分検討していかなけ

ればならないものと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

 観光の主要な名所である雷滝の入り口には、駐車場を含むトイレなどの用地確保が以前から大き

な課題になっておりますので、現在、須坂建設事務所において、道路拡幅工事を中心とした道路改

良計画を御検討いただいておりますので、村ではこの計画に対しまして、要望を含め、一定の方向

性を出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よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────１番 柴田弘男議員。 

○１番（柴田弘男議員） 

 この質問は、平成26年とか27年とか、たびたびこの問題、質問されているようでございますが、

須坂建設事務所に積極的にお願いしてもらって、できるだけ駐車場、トイレができるようにお願い

したいと思います。 

 これで私の質問を終わります。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 以上で柴田弘男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） 

 高齢化による農業の実態と影響についてお伺いいたします。 

 当村において、平成27年度農林業センサスによる統計では、農家数が746軒です。平成７年から

平成27年までの20年間に100軒以上の農家が減少しております。来年は５年置きの調査の年に当た

りますが、ますます減少の傾向と高齢化になっていると思われます。 

 70歳以上の高齢農業従事者が当村において何人おいでになるのか、また、近年、高齢者の運転事

故が目立ち、全国的に免許返納の方向に向かっております。ただ、御存じのとおり、農作業におい

て軽トラックや農耕作業車などは絶対的に必要であり、免許返納は農業継続が不可能となり、高山

村にとって大きなマイナスとなります。そこで、村としてどのようにお考えになっているか、お伺

いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 
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─────柴田産業振興課長。 

○産業振興課長（柴田 亨） 

 高齢化による農業の実態と影響についてお答えいたします。 

 本村の基幹産業であります農業は、りんごやぶどうなどの果樹栽培を中心に安全で安心なおいし

い農産物の産地として、市場関係者や消費者の皆さんから高い評価をいただいております。しかし

ながら、近年、農業従事者の高齢化が急速に進行し、農産物の栽培面積や生産量の減少とともに後

継者や担い手不足が大変深刻な問題となっております。 

 そのような中で、農林業センサスに基づく果樹園面積は、平成７年が309haであったものが、平

成27年は241haで、20年間で68ha減少するとともに、農家数は111戸減少しており、さらに田畑全体

の経営耕地面積は平成７年に519haであったものが、平成27年は451haで、68ha減の13％も減少して

いる状況であります。 

 そこで、70歳以上の高齢農業従事者数についてでございますが、明確な基準で対象人数を調査し

ている資料は、議員がお話しいただきました５年ごとに行われる農林業センサスしかありませんの

で、最新の数字につきましては、平成27年度に実施した2015農林業センサスになってしまいますが、

その調査結果で、農業を主として従事する基幹的農業従事者数が、本村では718人で、このうち70

歳以上の方は全体の55％に当たる398人と、実に２人に１人が70歳以上ということから、本村の農

業は高齢者の皆さんによって支えられている状況が顕著にあらわれており、本年度の１月以降に実

施される2020農林業センサスにおいても一層、高齢化が進行しているものと思われます。 

 このように、高齢化の進行に伴い、動体視力の低下や複数の情報を同時に処理することが困難と

なり、瞬時に判断する力が低下するなど身体的機能に変化があらわれ、車を運転する場合、ハンド

ルやブレーキ操作に遅れが出るなどから、75歳以上の高齢ドライバーによる交通死亡事故件数が、

75歳未満の運転者と比較して、免許保有人口10万人当たり件数は２倍以上多くなっており、警察で

は、運転に不安がある人には免許証を自主的に返納していただくよう呼びかけているところであり

ます。 

 そこで、免許返納による農業への影響についてでございますが、現在、日本では諸外国に例を見

ない速さで高齢化が進んでおり、平成30年版高齢社会白書によりますと、平成29年10月１日現在で、

総人口に占める65歳以上の高齢者の人口の割合は27.7％に達し、国民の４人に１人は65歳以上とい

う超高齢時代を迎えております。 

 そのような中、警察庁が公表している運転免許統計（平成30年度版）では、平成30年度末の全国

の運転免許保有者数は8,231万人で、このうち75歳以上の免許保有者数は全体の6.8％に当たる564

万人で、10年前の平成20年度における75歳以上の免許保有者数304万人と比較して260万人も増えて

おります。一方で、有効期間内に運転免許証を自主返納すると交付を受けることができる運転経歴

証明書の75歳以上の方への交付につきましては、10年前の平成20年に１万867人であったものが、
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平成30年度では24万4,726人となっており、実に22倍に増加しております。 

 しかしながら、本村のように公共交通機関の利便性等のよくない地域におきましては、農作業や

日常生活を送る上で自動車は必要不可欠であり、運転免許証の自主返納が大変難しい地域でもあり

ます。特に、農作業におきましては、軽トラックのほか乗用トラクター、スピードスプレヤーなど

多くの農業機械を取り扱う機会が多く、運転免許証の自主返納は農業の縮小や廃業にまで及ぶこと

から、手が回らなくなった農地は必然的に遊休荒廃化してしまう状況にあります。 

 このようなことから、近年では車の先進技術が著しく向上し、事故を回避したり、事故による被

害を軽減する衝突被害軽減ブレーキや車線維持支援制御装置、踏み間違い防止装置など先進安全装

備が搭載された普通自動車も販売されており、軽トラックにおいても衝突被害軽減ブレーキ、いわ

ゆる自動ブレーキを搭載している車両が販売されておりますが、全ての農作業用の車両にまで搭載

されるようになるまでには相当な時間がかかるものと思われます。 

 したがいまして、村といたしましては、このような免許返納によって発生する農地の遊休荒廃化

を未然に防止するためには、優良農地が遊休荒廃化する前に、農業委員会などで新たな引き受け手

を探していただくほか、高山村営農支援センター等による農作業の受託、新規就農者の確保や担い

手農家の育成などによる後継者確保対策を推進するなど、農業委員会やＪＡ、県の農業改良普及セ

ンターなどの関係機関等と連携を図りながら、本村の農業振興に取り組んでまいりたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 今、柴田課長のほうから驚くべき数字が挙がっております。今、２人に１人が高齢者であるとい

うことで、本当、このままでいくと農家が半分になるということになりますよね。それで、今言わ

れたとおり、後でいろんな支援だとか後継者とかそういうのをやるといっても、それはなかなか追

いつけるような数字ではないと思うんですよ。 

 そこで、私も以前質問いたしましたけれども、課長が言いました衝突防止のブレーキだとか支援

について、一応質問したことありますけれども、なかなか前向きなお答えをいただけないのが現状

でありました。 

 そこで、例えば農地の団地化、それから今言ったブレーキシステムの支援というものに対して、

具体的に村としてはどう考えておりますか。これは費用がかかりますもので、できれば首長に答弁

をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 
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 ２点の再質問だと思いますが、まず、農地の団地化ということですけれども、これは議員も御存

じのとおり、何年前ですか、７、８年前ですか。団地化ということで、全地域を団地化計画にして

いただきました。しかし、この団地化計画をしていただきましたけれども、その計画を余り守られ

ていなかったというのが現状だろうと思います。そういった点では、団地化計画を守るということ

も改めて確認していきたいというふうに思っています。 

 そして、２点目の自動ブレーキ、これについては正直、今、いろいろな装置のものが出ておりま

す。そして、そういうふうなものも取り入れるということも検討していかなければならないことに

なっていると思いますが、まだまだ軽トラックにどのようなものがあるかということも検討してい

かなければなりませんので、その辺も含めながら、また検討してまいりたいと思いますので、よろ

しくお願いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 この問題、本当に大きな問題になりますもので、できるだけやっぱり真摯に受け止めていただい

て、前向きに考えてもらいたいと思います。 

 じゃ、次の質問にまいります。 

 空き家の現状についてお伺いいたします。 

 村の空き家が毎年増えております。村として、空き家バンク、空き家再利用の対策は出しており

ますが、空き家に対し、各地域より苦情が大分出ております。建物崩壊状態、木々の倒木、擁壁や

ブロック塀の倒壊、ネズミや害虫の発生などの実態があり、各区としても、持ち主との連絡がとれ

ず、苦慮しておるそうであります。 

 そこで、村としてこの現状を把握して、持ち主に対して注意喚起対策など講じてもらいたいんで

すが、どう思われるか、お伺いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────小渕建設水道課長。 

○建設水道課長（小渕義彦） 

 空き家の現状についてお答えいたします。 

 国は、空き家等対策につきまして、市町村が空き家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進す

ることを目的とする空き家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空き家対策特別措置法を平

成27年５月に施行しています。 

 この法律は、防災、衛生、環境等地域の生活環境の保全を図るもので、市町村は空き家等に対す

る施策を総合的に推進することを目的として、空き家等対策計画の作成を行うことができます。ま

た、法律に規定する限度において、空き家等の所有者を把握してデータベース化を図り、情報提供
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や活用のための施策に生かし、倒壊などや衛生上、有害のおそれのある、景観を損なっている特定

空家等と判断した場合には、除却、修繕、立木の伐採、その他周辺の生活環境の保全を図るため必

要な助言、または指導、勧告、命令をすることができることとされ、所有者等に対して強い公権力

を行使することができることとなったものでございます。 

 村では、空き家対策特別措置法が施行される以前の平成22年度から23年度にかけて、本村への移

住・定住、新規就農を希望される方への情報提供を行うため、空き家等の実態調査を行ってまいり

ました。このときの調査では、空き家と思われる物件が107棟でございましたが、平成27年度の調

査では空き家と思われる物件が28件多い135棟であり、増加している状況でした。 

 このため、村では、平成28年度に村内で不動産取引業の資格を有しておられる事業者の皆さんの

御理解と御協力をいただいて、高山村空き家バンク事業を立ち上げ、村のホームページに移住・定

住・空き家バンクに関する専用のサイトを設け、移住・定住を検討されている方に空き家情報を提

供しております。また、空き家活用事業推進助成金を創設し、空き家バンクに登録されている物件

を転入者が購入する場合や、空き家所有者が賃貸のためにリフォームした経費、家財を処分する経

費に対しての補助制度を設け、空き家対策に取り組んでまいりました。 

 その後、このような取り組みを通じ、空き家バンクや不動産業者などを通し、村が平成28年度末

に確認できた空き家に移住された方は14件、取り壊しがされた空き家は６件であり、計20棟につい

て空き家の状態が解消され、平成28年度末では115棟であることがわかりました。 

 しかしながら、平成28年度以降、居住者が転出、死亡などにより新たに空き家の状態になってし

まった家屋が現存していると思われることから、今年４月になり、各区長さんに御協力をいただき

空き家実態調査を実施したところ、空き家と思われる物件が137棟であり、平成28年度末に把握し

ました棟数よりもさらに22件増加していることがわかりました。 

 このように、空き家が増加することにより、管理が不十分な空き家は建物やブロック塀、宅地の

土どめ擁壁等の老朽化が進み、倒壊などの危険があるほか、庭木等も繁茂し、野生動物等のすみか

となり、地域の安全性の低下や公衆衛生の悪化、景観の阻害など多岐にわたる問題を生じさせると

ともに、地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼすことが懸念されています。 

 そこで、お尋ねの空き家等の持ち主への注意喚起につきましては、これまでも、こうした不快に

思われていることや危険であるとするなどの相談や苦情などが、議員お話しのとおり、村にも寄せ

られております。不適正な管理の空き家等に関しましては、その都度、現状を把握して、所有者等

に対し、文書等により適正な管理をお願いしているところでございます。 

 また、所有者等が遠方にいるため頻繁に空き家を訪れることができず、庭木の手入れ、草刈り等

の管理ができない所有者等からのお問い合わせについては、空き家の管理業務を請け負う須高シル

バー人材センターを紹介し、所有者等の責任において、空き家が適切に管理されるようお願いをし

ているところでございます。 
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 今年度は、空き家対策特別措置法に基づく空き家対策計画を策定することとしておりますので、

空き家等の所有者や周辺住民からの相談体制の整備、また不適正な管理の空き家等の所有者に対す

る注意喚起について計画の中で検討し、実行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（酒井康臣議員） 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 ちょっと１点だけ再質問させていただきます。 

 今、長年、私も言っていましたけれども、連絡がとれない持ち主に対しての、一応、草取りに対

しては、連絡がとれないので、もし村のほうでもやっても改善されない場合、例えば区としてやっ

た場合、この費用というのはどういう形になるんでしょうか。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────小渕建設水道課長。 

○建設水道課長（小渕義彦） 

 ただいまいただきました御質問でございますが、区のほうで、もし負担をするというようなこと

があった場合ということと思いますけれども、基本的には所有者の負担となることとなります。で

すので、その場合は区のほうで負担するということではなくて、村のほうに御相談をまずいただき

まして、村からの指導によりまして進めるということでお願いしてまいりたいと思いますが、よろ

しくお願いいたします。 

○９番（水谷 清議員） 

 以上で終わります。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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、村ホームページの充実をについて質問いたします。 

 毎年、４月の桜の時期には村外から多くの皆さんが村内に観光に見えられます。私は、今年の桜

の時期に、まだ桜はつぼみでしたが、観光に見えられた皆さんと行き会いました。「まだ、つぼみ

ですので、来週もう一度来てください」と言いましたところ、観光に来られた皆さんも笑って「そ

うしますか」なんておっしゃってもいました。 

 せっかく、高山村まで桜を見に来られた方にこのような思いをさせてしまい、大変な残念なこと

と思いました。私は、日々の桜の開花状況を伝えていくべきではないかと思います。そのためには、
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村のホームページをもっと活用すべきではないかと思います。 

 そこで、第１に、村内の桜の開花状況や紅葉状況の周知はどのように行っていらっしゃるかとい

うことをお聞きしたいと思います。 

 次に、２に、毎年桜の時期になると、新聞やテレビなどで高山村の桜の開花状況は何パーセント

ですという報道があります。ところが、やはり村独自としまして、現在のそれぞれの状況を映像で

発信するということの意義は大きいものと思います。現在、村ホームページでは交通情報用の高井

橋の映像はアップされておりますが、桜や紅葉の情報発信になっているとは、ちょっと私には思わ

れません。 

 そこで、質問します。村内それぞれの桜の開花状況を日々の映像として発信できるように、ライ

ブカメラの設置を求めたいと思います。お願いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────宮本総務課長。 

○総務課長（宮本孝雄） 

 村ホームページの充実についてお答えいたします。 

 近年、情報化社会の進展とともにＩＴ環境も複雑化する中で、サイバー攻撃の高度化やそれに対

応するシステムの脆弱性が指摘されており、情報セキュリティー対策は喫緊の課題となっておりま

す。このため、本村のホームページにつきましては、セキュリティーの強化を図るとともに、情報

をより見やすくするため、本年４月にホームページをリニューアルし、運用を開始したところでご

ざいます。これにより、スマートフォンからの閲覧のほか、読み上げ機能や振り仮名機能を追加す

るとともに、子育て支援サイトを開設するなどホームページの充実を図ったところでございます。 

 そこで、桜の開花状況や紅葉情報の発信についてのお尋ねでございますが、桜や紅葉は本村の大

変重要な観光資源であるとともに景観資源でもありますことから、村観光協会を始め、商工会や高

山村古道復活みちおしえの会、地元関係者の皆さんなどが、それぞれに実行委員会などを立ち上げ、

事前に祭りの期間やトレッキングイベントなどの日程を調整した上で、広報たかやまや村のホーム

ページを活用し、情報発信しているところでございます。 

 具体的には、桜情報につきましては、１カ月前からホームページに開花予想日等を掲載しており

ますほか、桜まつりの期間中は担当者が現地を確認した上で、五大桜や和美の桜など村内にある主

要な10本の桜を対象に、開花状況や満開時期などの予想日を毎日更新するとともに、過去４年間の

開花日や満開日などの情報も詳しく掲載しております。また、同様に紅葉情報につきましても、山

の色づき状況を確認した上で、標高差のある笠岳や万座峠付近からの山田温泉までの区間を５つに

分けて、見ごろの情報を掲載しております。 

 このように、ホームページに情報を掲載することで、桜や紅葉の時期にはちょうど見ごろを迎え

た適期に大勢の皆さんにお越しいただき、満足してお帰りいただいているものと思っております。 
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 次に、情報発信のためのライブカメラの設置についてでございますが、ライブカメラにつきまし

ては、定点カメラとして役場庁舎の屋根や山田温泉の大湯広場、山田牧場にある旅館の屋根をお借

りして、これまでに３台設置し、村民チャンネルやホームページに定点カメラ周辺の映像をアップ

しましたほか、移動用のライブカメラ１台を使って、桜の時期にはライトアップに合わせて和美の

桜や黒部のエドヒガン桜を、また、紅葉の時期には八滝の風景を一時的にホームページにアップし

た経緯がございますが、その後、ライブカメラが経年劣化等により頻繁に故障が続いたため、適切

な情報を伝えることができないことなどから、近年では、全てのライブカメラが休止している状態

でございます。したがいまして、ライブカメラの更新等につきましては、観光協会を始め、関係者

の皆さんなどの御意見等もお聞きしながら、今後検討してまいりたいと考えております。 

 なお、ライブカメラは休止しておりますが、このたび、リニューアルいたしましたホームページ

につきましては、庁内のプロジェクトチームや利用者の皆さんの御意見等をお聞きしながら、さら

に利用しやすく、より多くの皆さんにアクセスしていただけるよう心がけてまいりますとともに、

観光地にふさわしいタイムリーな情報発信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（酒井康臣議員） 

─────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。 

 ライブカメラの再検討といいますか、再設置ということも含めて、ぜひ観光情報については十分

発信していただくようにお願いしたいと思います。 

 それでは、引き続き、次の質問に移りたいと思います。 

 地形にならって道路等の建設及び管理について質問いたします。 

 初めに、第１に道路工事の関係についてお聞きします。 

 今年の春、赤和地区、篠原さんというお宅の南側の道路になりますが、横断側溝の修理が行われ

ました。冬の除雪時に道路を横切る側溝を破損させたものです。ここでは、坂道道路を横切ること

になるものですので、平たん地と同様のＵ字構設置をしていれば、でこぼこした道路をつくるとい

うことになります。そうすれば、当然、住民の皆さんの通行には不便を来し、再度、冬の除雪機に

よる破損も起こり得ます。 

 私、高山村は傾斜地にある村落ですので、村内どこでも、その当地の道路状況を考慮した工事を

していただくようにお願いしたいと思います。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 続けて。これで終わり。 

○２番（湯本辰雄議員） 
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 失礼しました。 

 次に、第２、道路標識について質問いたします。 

 たかやま保育園北の交差点は、南北の平たん道路が村道荒井原駒場線、東西の坂道の道路が千本

松荒井原線になっております。そこで、交差点の一時停止標識は、坂道道路側の千本松荒井原線側

に設置されております。平たん道路の荒井原駒場線が優先道路となっております。 

 私、毎年、積雪のあったときに、千本松荒井原線、坂道道路側を須坂方面に通行する場合、この

交差点の手前になると、毎回緊張感を持ちます。当然のことですが、下り坂ではブレーキのききが

心配になるからであります。今のところ、駐在所の話では、この交差点で冬の事故は確認してはい

ないということです。しかし、私は以前から坂道側の千本松荒井原線で一時停止標識をなぜ設置し

ているのか、大変疑問を持ってきました。 

 ところが、同じような坂道との交差点である赤和の大宮団地北側、村道堀之内荒井原線と荒井原

赤和線の交差点では、南北方向の平たん道路側、堀之内荒井線側に一時停止の標識が設置されてあ

り、坂道側の荒井原赤和線を優先道路としております。これが、高山村においての安全な道路づく

りではないかと思います。冬の雪道の交差点では、大きな事故が心配されます。現在までは事故が

起こらなくても、これからのことはわかりません。事故はいつ起こるかわかりませんので、私はた

かやま保育園北の交差点の一時停止標識、またその表示も含めて、変更をお願いしたいと思います。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────小渕建設水道課長。 

○建設水道課長（小渕義彦） 

 地形にならい道路の建設及び管理についてお答えいたします。 

 本村の村道は、中山間地特有の傾斜した道路が多く、また集落内にある道路側溝は一部、用水路

と兼ねるなどして網目のように集落と耕地を結んでおります。 

 そこで、まず初めに、斜面状況を勘案した道路横断側溝の設置についてのお尋ねでございますが、

村内の道路横断側溝は、道路の路面排水が１カ所に集中して、人家等に被害を及ぼさないよう、勾

配のある道路を中心に設置しております。このため、勾配のある道路に横断側溝を設置する場合は、

道路勾配に合わせて側溝を斜めに設置することはできませんので、斜面とは反して水平に設置しな

ければならないことから、車両の走行に支障を来さないよう舗装をすりつけるなどして、スムーズ

に通行できるよう配慮しております。 

 しかしながら、議員御指摘の箇所につきましては、現場において請負業者との協議が十分でなか

ったことなどもあって、地元の皆様には大変御迷惑をおかけしましたが、変更協議が整いましたこ

とから、現在、道路と側溝との段差解消の工事は完了しておりますが、今後の村内の工事につきま

しては、良好な施工に努めてまいりたいと考えております。 

 そのようなことから、道路横断側溝の整備に当たっては、地域ごとに施工条件は異なりますが、
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車両のスムーズな走行と通行の安全に配慮した施工に努めるとともに、近年、新たに道路勾配に沿

って施工ができる二次製品の側溝が開発されましたので、費用対効果も含め、その製品の活用につ

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。 

 次に、地形を考慮した交差点の一時停止の標識についてでございますが、道路沿いに設置してい

る標識は、案内標識を始め、警戒標識や規制標識、指示標識の４種類がございますが、このうち、

村道の管理者として村が設置できるものは観光地等への誘導を促すための案内標識や警戒標識と、

規制標識のうち道路の最大幅や重量制限、高さ制限などでございます。一方、信号機や一時停止の

標識を始め、車両の速度制限などの既成標識は道路交通法に基づき、都道府県の公安委員会がその

権限に基づき、現地調査や関係者に意見聴取をするなどして、重要性や緊急性を考慮しながら設置

しておられます。 

 このため、公安委員会に一時停止標識の設置基準についてお聞きしましたところ、一般的に一時

停止の標識等を設置しない道路側、つまり優先道路とする判定基準は、道路幅員が広く、しかも交

通量が多いことや、公共施設の所在位置などの実態に合わせて優先道路としておりますことから、

一方の道路を一時停止にしていると言われております。 

 そこで、議員お尋ねの、たかやま保育園からＪＡの薬液調合施設までの南北を結ぶ、いわゆる横

線となる村道荒井原駒場線と、東西を結ぶ縦線となる村道千本松荒井原線との交差点につきまして

は、県の公安委員会によりますと、村道荒井原駒場線を優先道路とし、村道千本松荒井原線につい

ては、村道荒井原駒場線よりも幅員が狭く、車の速度が増す坂道で屈曲し見通しが悪いため、一時

停止の標識を設置しているとのことでございます。 

 このため、村では一時停止の標識が設置されている村道千本松荒井原線側に、公安委員会と協議

をしながら、交差点を示す警戒標識や一度停止を促すカラー舗装のほか、カーブミラーを設置する

など事故防止に努めているところでございます。このほか、公安委員会では、夜間における一時停

止の視認性を高めるため、夜間に発光する一時停止の標識を更新していただいております。 

 こうした改善等により、この交差点内における人身事故や物損事故の発生件数は、須坂警察署に

よりますと、過去５年間では雪によるスリップ事故はないとのことでございますが、交差点内の事

故としては、平成27年が２件、平成28年はゼロで、平成29年は３件、平成30年は１件で、いずれも

出会い頭によるものとお聞きしております。 

 こうしたことから、村といたしましては、今後とも交通事故を防止するために、須坂警察署や高

山村交通安全協会などと連携を図りながら、冬期間におけるスリップの注意を促す標識や、優先道

路側にも路面に速度の減速を表示する表示などいたしまして、村民の皆さんを始め、村外から来て

いただく皆さんにとりましても、安全な交差点とな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（酒井康臣議員） 
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─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 それでは、再質問させていただきますが、今年の５月８日に滋賀県の大津です、大きな事故があ

りました。これは、対向車同士が衝突したということです。保育園児が13人とか保育士が３人の列

に突っ込んだということで、園児２人が死亡して、１人が重体というような事故がありました。こ

のときも、通常、運転手さんの事故のミスといいますか、不注意、それこそ右折で対向車をよく見

ていなかったというような報道もありますけれども、ところが、マスコミによれば、交差点にガー

ドレールがあったらよかったんじゃないかという、安全ではなかったかとか、以前には文部科学省

では、小中学校の通学路の安全調査はしていたんですが、保育園児、幼稚園児の通学路はやってい

ないというようなこともあった、そんな報道もありました。 

 そういうことで、事故というのはどこで何があるかわからないという面もありますので、１つは、

それでは課長に、この事故に対して、安全道路だったかどうかというようなことについて、この事

故について感想はいかがでしょうか。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────小渕建設水道課長。 

○建設水道課長（小渕義彦） 

 ただいまお話のありました滋賀県の事故の関係につきまして、所感といいますか、どのようなこ

とを考えておるのかという御質問をいただいておりますが、私もその新聞報道、あるいはテレビ等

におきまして、見る限りにおきまして、なかなか道路管理者といたしましても、この事故を防ぐの

は難しいかなと、こんなふうには思っているところでございます。 

 しかしながら、やはり村内の危険箇所というようなことも十分考える中で、今後ともそういった

事故を踏まえながら、道路交通に対する、道路管理者とします安全標識、あるいは道路におけます

区画線とか、そういったものをより有効に使うようなことも含めて、さらに検討していかなければ

ならないかなと、こんなふうに思っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 私は、本村は積雪ですということがまずあると思います。先ほど、最初の質問のとき、県の管轄

になると、標識等についてですね、ですのでというような話がありました。ぜひ、今の課長の答弁

も含めて、改めて村内の道路状況と自然環境も含めてですが、ぜひもう一度御検討いただいて、こ

の大津の事件も多分、道路の管理者としまして、その地域の管理者としては、それこそ想定外だっ

たというようなこともあったんではないかというふうに思うんですね。ですから、この村としても、
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自然環境も含めて、想定外ということのないような取り組みをぜひお願いしたいと思います。 

 改めて、今の課長の再質問での答弁も含めて、村内の各地域それぞれ御検討いただくということ

をお願いしまして、以上で私の質問とさせていただきます。ありがとうございました。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 以上で湯本辰雄議員の質問を終わります。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────７番 松本 茂議員。 

○７番（松本 茂議員） 

 山田牧場に全天候型のクロスカントリー場の設置をということで質問させていただきます。 

 民生産建常任委員会では、高山村の高原、山田牧場の多面的な活性化により牧場地区の旅館、民

宿、ホテルの経営者が施設整備を期待されていることなどから、須坂市が設置しました峰の原高原

クロスカントリーコースを５月14日、委員会視察いたしました。概要等は別紙のとおりです。 

 畜産農家数の減少は牧場経営の収益を圧迫し、冬場のスキー場利用客が減少するなど、イベント

やスポーツ競技などで宿泊施設利用につながる活性化対策として、山田牧場に全天候型クロスカン

トリー場の設置について、村当局の事業として対策を望みますが、いかがでしょうか。 

 また、コース整備や工事費には事業認可されますと辺地債が利用可能であることから、高山村第

六次総合計画の未来会議でも意見が出ていることから、村事業として計画を策定し、にぎわいの場

構想に盛り込んで実現を目指したらいかがでしょうか。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 山田牧場に全天候型クロスカントリー場の設置についてお答えします。 

 議員御質問のとおり、山田牧場につきましては、春から秋にかけての放牧シーズンには、育成牛

等を里から標高1,500ｍの涼しい山田牧場に預ける放牧事業を行っていただいておりましたが、近

年の畜産農家や飼育頭数の減少により、山田牧場へ放牧される牛が年々大幅に減少していることで、

山田牧場組合の経営を圧迫している状況が見受けられます。 

 さらに、冬期間のスキー場に訪れるお客様も減少してきている状況で、何らかの対策を講じない

と山田牧場で営業されている皆さんの事業の継続が困難となり、大変危惧をしているところであり

ます。このため、何としてでもお客様が山田牧場にお越しいただくための対策を講じていかなけれ

ばならないと考えております。 

 議員お尋ねの、峰の原高原に設置されているような全天候型のクロスカントリー場の設置につい

てでありますが、須坂市の峰の原高原に設置されております全天候型のクロスカントリー場につき

ましては、須坂市が仁礼会の所有する山林約10haを借り受けまして、平成15年度には延長2,000ｍ
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の芝のコース等を、平成22年度にはコースの中に延長400ｍのゴムチップ弾性舗装の全天候型のト

ラックを、平成30年度には延長2,000ｍのゴムチップ弾性舗装の全天候型の走路を、これまでに約

３億7,000万円をかけて整備したものであります。 

 また、標高1,500ｍという立地条件を生かし、陸上競技などにおいて必要とされる酸素摂取能力

を高め、心肺持久性を鍛えるトレーニング方法として効果が認められている高地トレーニングのコ

ースとして広く知られ、シーズンには多くの陸上競技関係の実業団や大学等が訪れ、周辺のホテル

や旅館、ペンション等に宿泊しながらトレーニングを行っているとお聞きしております。 

 さて、山田牧場に峰の原高原と同様の施設をつくることにつきましては、現在、山田牧場は名前

のとおり、100年以上の長い歴史を誇る山田牧場組合による放牧事業が行われてきており、10haに

も及ぶ全天候型のクロスカントリー場をどこに整備するのかなど、さらに放牧事業で預かっている

牛に与える影響等を十分考慮した上で、山田牧場組合の皆さんと協議していかなければならないと

考えております。 

 また、山田牧場の放牧事業が行われている採草放牧地は、国の草地造成事業で草地改良等が行わ

れてきていることや、現在、中山間地域等直接支払事業に取り組んでいただいておりますこと、さ

らに農地法等の規制等も関係してまいりますことから、今後、採草放牧地からの転用等を含め、あ

らゆる許認可関連についても十分検討していく必要があると考えています。 

 山田牧場は、年々観光客等が減少してきている厳しい現実がありますので、議員からの全天候型

のクロスカントリー場の設置につきましては、１つの貴重な御提案として検討させていただきたい

と考えております。 

 次に、昨年度から策定を進めてまいりました第六次高山村総合計画の「たかやま未来会議」の中

でも、「山田牧場に高地トレーニング、ランニングコースを設け、大学、高校、社会人の宿泊者を

増やす」との御意見を頂戴しているところであります。 

 さらに、昨年度から検討してまいりました、にぎわいの場構想検討委員会の中でも、山田牧場は

複数あるにぎわいの場構想の候補地の１つであり、重点的に取り組んでいく必要があることを委員

会の中でも確認してきたところであります。また、これらの構想を実現するための財源として、御

提案のあった辺地債を活用することにつきましては、山田牧場を始めとする奥山田地域全体がこの

辺地地域に指定されておりますことから、財源として活用することは十分可能であると考えており

ます。 

 このため、議員お尋ねの、村事業として計画を策定し、にぎわいの場構想に盛り込むことにつき

ましては、先ほども御説明いたしましたが、山田牧場へ多くのお客様にお越しいただくための１つ

の貴重な御提案として、にぎわいの場構想検討委員会の中で十分検討させていただきたいと考えて

おりますので、御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 



－44－ 

─────７番 松本 茂議員。 

○７番（松本 茂議員） 

 前向きな御返答をありがとうございます。 

 牧場の組合長さんも、放牧牧草地については許可とかいろいろ大変なところがあると、林地を優

先して考えていったらどうだというような意見もいただいております。そんなようなことで、いろ

いろ場所を選定する会議からまず入られて、どういうところにコースを設けたらいいかとか、そう

いうようなところを検討する、まず会議を設置していただくのがベターじゃないかというふうに思

っておりますので、そこら辺の点、ひとつよろしくお願いしたいと思いますが、お考えいかがでし

ょうか。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 今の議員御提案のことにつきましては、山田牧場あるいは牧場組合と、そしてにぎわいの場構想

検討委員会とも十分連携をとりながら、また委員の皆さんともお知恵を拝借しながらやってまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○７番（松本 茂議員） 

 以上で質問を終わります。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 以上で松本 茂議員の質問を終わります。 

 しばらく休憩します。これより本休憩とします。 

 会議は午後１時から再開します。 

午前11時39分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午後１時00分  再 開 

○議 長（酒井康臣議員） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 それでは、通告に従い、質問いたします。 

 まず最初に、村の観光事業についてお伺いいたします。 

 現在、山田牧場スキー場が話題になっておりますが、山田温泉、八滝、雷滝、五色、七味、山田

牧場、この間は村にとっても観光の、やはり核となる場所だと考えます。山田牧場がなければ観光

が成り立たないといっても過言ではないかと思います。また、冬の観光の主たる部分として、スキ
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ー場が今まで大きな役割を果たしてきていました。 

 しかし、少子高齢化によるスキー人口の減少、そしてまた、牧場の放牧牛の減少、牧場の組合長

さんは一生懸命、牛を集めていらっしゃいますが、しかし、畜産業者の減少などでなかなか放牧牛

も増えない、そんな状態が続いております。 

 現在、山田牧場を取り巻く環境は以前に比べて大きく変化し、大変厳しいものがあると考えます。

村長の公約のにぎわいの場創出事業においても、牧場なしでは考えられないのではないかと思いま

す。牧場のあり方を、この時期に抜本的にも考える、そういう時期になってきたのではないでしょ

うか。山田牧場の今後についても、また観光について、村当局はどのようにお考えか、お伺いいた

します。答弁、お願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 観光事業についてお答えいたします。 

 標高1,500ｍに位置する山田牧場につきましては、1902年に池の平牧場として開放されてから100

年以上の歴史を持つ、由緒ある牧場として、毎年、自然環境の中で牛の飼育を目的に放牧されてお

ります。 

 この山田牧場は高低差があるため、丈夫で骨太の良好な牛が育ち、夏でも気温が低いので、この

環境は暑さに弱い牛にとって快適な場所であると同時に、人間にとっても同じで、爽やかな風が通

る最高のロケーションの中でキャンプや、信州のサンセットポイントに選ばれた「山田牧場からの

北アルプスの夕方の景色」は絶景であります。また、秋になると紅色が高原一帯を彩り、そして冬

になると笠岳の南斜面に広がる開放的なゲレンデでスキーやスノーボードを楽しめる、ある意味、

山田牧場は隠れた高級リゾート地として多くの皆さんに親しまれてきました。 

 そのような中で、議員のお話の、山田牧場のスキーリフト事業につきましては、昭和30年代後半

ごろから約半世紀以上にわたって、村内の民間企業によりスキー場の運営が行われてまいりました

が、今年３月のスキーシーズン終了と同時に、リフト会社の社長さんから村に対しまして、リフト

運営が厳しいことなどを理由に来シーズン以降はリフト事業を行わない旨のお話がございました。 

 このため、村では、村の宝でもあります山田牧場は、四季を通して多くの観光客の皆さんに訪れ

ていただいておりますとともに、山田牧場で営業されている旅館や食堂、さらにはスキークラブ等

の皆さんにとりましては死活問題でもあり、本村の観光にとりましても大変大きな影響を受けてし

まいますことから、何とか継続できる方向で検討していただくよう、お願いをしてまいりましたが、

リフト会社の社長さんよりますと、近年、スキー人口の減少とともに、年々、スキー場への来場者

数が減ってくる中で、シーズン初めの昨年12月から今年３月末までは、積雪が十分あったにもかか

わらず売り上げが前年の８割まで落ち込んでしまい、人件費や電気料などの経常経費を賄うことさ
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え難しくなってきている上に、今シーズンの営業期間中において、第３リフトのシリンダーの油漏

れなどにより、緊急に応急手当てするため営業を１週間程度休んだことなど、施設の老朽化等によ

る故障が多く、収入減につながったと言われております。このため、来シーズン以降も営業を続け

るには必要最低限の施設修繕を行わなければならず、そのための融資や増資が大変難しい状況など

からリフト事業を断念せざるを得ないとのことであり、この方針につきましては、去る４月に開催

された同社の取締役会や臨時株主総会でも承認されたと伺っております。 

 そのようなことから、急遽、地元牧場区を始め、観光協会やスキークラブの皆さんなどから、何

としてでも冬のスキーリフト事業が継続できるよう、継続を希望される皆さんが中心となって、そ

の方策等を検討されてきたところであります。 

 そうした中、去る５月下旬にリフト会社とスキー場を継続したいとする関係者で協議の場が持た

れ、来シーズンの１年間はリフト会社から有償で施設等を借り受けて、リフト事業を運営すること

で合意したところであります。 

 しかしながら、施設の賃借料や電気料などの経常経費を含め、安全にリフトを運行するために必

要な修繕費用や、その経費を賄うための資金の調達方法、さらには誰が中心となって法人を立ち上

げ、責任を持って営業するのかなど、現在、関係の皆様によってさまざまな課題解決に向けて協議

が進められているところでありますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、山田牧場組合の放牧事業についてでありますが、山田牧場は明治35年から放牧事業を開始

以来、今年で117年目を迎える歴史ある公共牧場であり、旧山田村135軒の農家の皆さんが組合員と

なり、農事組合法人山田牧場組合を立ち上げ、放牧事業を行っております。 

 この山田牧場には約160haの牧草地があり、毎年５月中旬から10月下旬まで放牧事業を行ってお

り、これまで山田牧場には血統のよい種牛がいることから放牧している間に交配し、いい肉用子牛

が生まれるとの評判で、年間150頭を超す育成牛が放牧されておりましたが、近年では畜産農家の

高齢化に伴い、廃業等により飼育頭数が減少し、平成27年度以降は100頭を割るようになり、昨年

に至っては49頭にまで減少している状況であります。 

 そのような中で、現在、村内の畜産農家は４軒で、このうち山田牧場組合員で実際に牛を飼育し

ている農家は１軒ということから、山田牧場に放牧する牛の多くは村外で、特に県外から運ばれて

きた牛によって維持されている状況であり、このため、組合長さんを中心に県内外の農家を訪ねて、

頭数の確保に努めていただいている状況であります。 

 そのようなことから、村といたしましては、山田牧場での放牧事業ができなくなった場合、単に

畜産業だけでなく、スキー場運営など山田牧場の観光業に大きな影響を及ぼしかねないことから、

幾度となく山田牧場組合の皆さんと話し合いを重ね、何としてでも継続できる方向で検討していた

だいてきたところであり、村としましては、山田牧場放牧推進事業補助金のかさ上げなどを始め、

さまざまな支援策を講じてきたところであります。 
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 しかしながら、議員お話しのとおり、山田牧場は冬場のスキー事業やグリーンシーズンの放牧事

業が危機的な状況になっておりますことから、何とか再生できるよう専門家の御意見やにぎわいの

場構想検討委員会でも十分検討していただくほか、村としても抜本的な対策を打ち出していかなけ

ればならないものと考えております。 

 したがいまして、このまま山田牧場の牧草地や冬場のゲレンデに樹木等が繁茂し、山に戻ってし

まうことは、多くの村民の皆さんにとって、山田牧場でのキャンプや登山、スキーなど数多くの思

い出の場所であり、村の宝であると考えておりますので、山田牧場の存続に向けて、議員各位を始

め、村民の皆さんのお知恵をおかりしながら、何としてでも牧場の存続に向けて尽力してまいる所

存でありますので、御支援、御協力を賜りますよう、お願い申し上げます。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 再質問いたします。 

 確かに、先ほど同僚議員からお話ありましたように、カリヨンホールも30年以上たっているとい

うことで、各施設が大変老朽化してきていることは確かですが、今までその放牧とスキー場に頼っ

たといいますか、30年以上、そのところに安住をしてきたという部分もあるんではないかと思うん

ですよ。ぜひ、牧場については、それぞれの皆さんと村当局とよく話をされて、抜本的な対策を考

えていただきたいと思います。 

 それは、そうとして、村の観光について、少し私の考えを述べさせていただきます。 

 村では、観光事業ということで各種の事業、たくさん実施されておりますが、その効果が私はほ

とんど出ていないように感じるんですが、いかがでしょうか。にぎわいの場創出、観光情報発信連

携事業、インバウンド整備、情報発信事業、産学官連携事業、そして桜まつり、高山まつり、そし

て村の温泉施設の改修等々、この部分だけでも相当な金額になると思います。それなのに、お客さ

んがほとんど増えていない。この現状をどうやって打破したらいいか、真剣に考えていただきたい

と思いますので、提案をいたします。 

 春は桜まつり、夏は信州高山まつり、そして秋には紅葉トレッキングなど、もみじ狩りなどがあ

りますが、今現在、この時期、共有林、公有林を入山を許可して１カ月間、根曲がり竹のタケノコ

狩りのシーズンの真っ盛りですが、村の特産品となるべきタケノコを使ったお祭りというのは全く

ないんですが、なぜなんでしょうか。 

 商工会の皆さんや観光協会の皆さん、そしてまた山田温泉旅館組合や温泉の皆さん、そして山田

牧場の皆さん、それぞれが一致団結して、根曲がり竹をとってきて、各自のお店、おうちの前の入

り口のところに根曲がり竹のサバ缶のタケノコ汁を提供する。それを村のホームページや須高ケー

ブルテレビ、あるいは新聞等でＰＲをすれば、絶対お客さんが来てくれると思うんですが、なぜ今



－48－ 

までそういうことがなされなかったのか、村で検討されたことがあるのかどうか、ちょっと私も不

思議なんですが、村の特産品のタケノコでお客さんを呼び込む、そんな手だてはできないでしょう

か。もちろん、無料じゃありません。無料で振る舞う必要はありません。有料でいいと思います。 

 そして、各商店の前のところにタケノコ汁を用意しておいて、前にはのぼり旗ですね。信州高山

桜まつりと同じように、タケノコまつりとしてタケノコ汁ありますよと、のぼり旗を立ててＰＲを

すれば、もちろん毎日というわけにはいきません。とってきてもらって煮なきゃいけませんので、

毎日というわけにはいきませんでしょうが、土曜、あるいは日曜日限定、期間限定で、そういうこ

とができないでしょうか。これは私だけの考えじゃありません。村の皆さんの中にも桜まつりをや

って、秋には紅葉トレッキングとかいろいろやるけれども、何でタケノコだけやらないのと言われ

る方も何人かいらっしゃいます。 

 もちろん、それには商工会や観光協会の皆さん、各団体が一致して、同じ方向で同じものを提供

しなければならないと思いますが、そのために村当局が一番リーダーシップをとる必要があるんで

はないかと思いますが、いかがでしょうか。そして、お客さんが、どこへ行っても高山村に来れば

タケノコ汁飲めるよということになると、今、村長が進めておられるにぎわいの場創出にもつなが

るんではないでしょうか。 

 それと、もう一点、２つ目、秋のもみじ狩り、このもみじまつりというのは、紅葉トレッキング

は結構やっていらっしゃいますが、村としてもみじまつり、紅葉まつりとして改めてやってはいら

っしゃいませんよね。それで、高山村にもキノコを栽培している農家があるわけですよ。そして、

また今、農家の皆さんは原木キノコ、ナメコにしろシイタケにしろ、原木キノコを村の方大勢つく

っていらっしゃるはずです。そのキノコを集めて、それもタケノコまつりと同じように、キノコ汁

を振る舞う。もちろん、11月３日の蕨温泉まつりのときは、蕨温泉でキノコ汁を振る舞ってもらっ

ていますが、ああいうものを期間限定で、それこそ村中で、村の中の商店から牧場まで、お店のと

ころでキノコ汁を振る舞う。そうしたこともやろうと思えば可能だと思うんですが、今までそうい

う話が全然聞こえてこなかったんですが、ぜひ検討していただきたいと思います。 

 そのためには、材料であるタケノコ、キノコをどうやって確保するか、また、どの店も同じもの

を提供するように、一遍集まって講習して、こういうふうにつくるんだというつくり方まで講習は

やらなきゃならないかと思いますが、ぜひ村でリーダーシップをとって、そういう方向にやってい

ただきたいと思います。せっかく村のタケノコ狩りといって、各地から大勢の皆さん、タケノコを

とりには見えますけれども、食べに来たくても食べるところがない。タケノコ汁をやってくれると

ころが、どこの食堂に行ってもないという話もお聞きしました。ぜひ、検討していただきたいと思

いますが、私から提案しますが、答弁お願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 
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○村 長（内山信行） 

 いろいろと御提案、ありがとうございます。 

 大きく分けて３つかなということで、お答えさせていただきたいと思います。 

 １点目は、いわゆるいろいろな観光協会とか、そういったことでの連携強化と、これが１点目だ

ろうと。２点目については、いろいろ観光資源がありますけれども、その観光資源等を有効に利用

していないじゃないかと、この点が２つ目。そして、３点目はそれに類似しますけれども、特に紅

葉がきれいだということで、秋のもみじまつりとして何か組まないかと、そういう３つの質問かな

というふうに受け止めましたので、そういった点で答弁させていただきたいと思います。 

 まず、私はこの職に当たる前に、皆さんに申し上げてまいりました。村外から見えられたお客様

に流れをつくる。こういうふうなお話をさせてもらっています。それは、いわゆる高山村の観光資

源、そういったものをいろいろ利用して、そしてそれぞれの地点で回っていただいて、そしてそれ

ぞれのところでそれぞれの土産物を買い求めていただいて、そして回ってもらって、最終的には山

田牧場へと。こういうことで皆さんに申し上げてまいりました。そして、それは各地区拠点とも、

それぞれ特色のあるものをということで、同じものはどこへ行ってもあると。これでは価値があり

ませんので、そういうふうなことで提案をさせていただいております。 

 そうした点で、高山村には以前から非常に牧場とかスキー場、あるいは温泉とか、そういった資

源があります。そして、あと、りんごとぶどうという非常にブランドの高いもの、これを生かすの

が我々リーダーの役目だろうと。新たなものをつくる必要はないんです。そうした点で、りんご、

ぶどう、そして観光資源を生かす、これはやっぱり村の生き方だろうと、こんなふうに私は思って

います。 

 そういった点で、まず１点、各連携ということで、山田牧場を中心に、先ほど言われましたけれ

ども、そういった点で、今一番、何といいますか、大きな課題となっています。そういった点で、

山田牧場、あるいは山田温泉、そういった観光業者の皆さん、あるいは商工会の皆さんとともにま

とまっていただくということを最初に申し上げてまいりました。ということは、まとまりイコール

連携ということで、そうした点で、今の観光協会を中心として、まとまってきているものというふ

うに思っております。そういった点では、先ほど申し上げましたように、スキー場とかそういうふ

うな点で立ち上がったというのは１つの連携強化というふうに、私は評価したいと思っております。 

 ２点目の観光の効果といいますか、資源がいろいろあるけれども、その辺で生かし切っていない

と、こういうことでありますけれども、議員御存じのとおり、昨年、今年ということで専門家をお

招きして、資源の生かし方とか、そういうふうなことをお願いしております。 

 それともう一つ、土産物がないと、こういうことでありますので、土産物をつくるということで

も今年の課題としておりますので。そして、先ほど言われましたように、タケノコというものもあ

りますので、そうした点を、今年の中で検討していかれればいいかなと、こういう格好で資源も有
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効資源、有効活用するというふうなところでは検討はしておりますけれども、またいろいろとお知

恵をお願いしたいと思います。 

 ３点目はもみじまつりということで、確かに言われますように、非常に有効な観光資源でありま

す。それを十分に生かし切れていないということについてはおわびを申し上げたいと思いますが、

先ほど柴田議員のほうの質問にもお話ししましたけれども、実際に紅葉はきれいなんだけれども、

見えられたお客さんが十分楽しめるだけの、そういうふうな道路になっていない、そういうふうな

駐車場の設備がない、そういうふうなのがやっぱり問題だろうと思うんですね。ですから、そうい

ったものも含めて、紅葉のことを総合的にまた考えていきたいと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 牧場の件もそうですが、村長の公約のにぎわいの場プロジェクトも、これによってにぎわいの場

が幾つかできて、お客さんが来てくれて、人の流れができる。そういう部分もたくさんあると思う

んですよ、これだけじゃないと思うんですけれども。ですから、村の資源を有効に活用して、観光

に皆さん大勢来ていただけるような方向をぜひ考えていただきたいと思いますが、よろしくお願い

いたします。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 きょうはそれほど暑くないんですが、先日は大変暑い日がありました。特に、昨年は大変な猛暑

に見舞われ、熱中症になる人が増えて大きな問題になりました。その中で問題になったのが、小中

学校のエアコンということで機運が盛り上がり、国も補助を出して、小中学校のエアコン設置とい

うことが大きく取り上げられまして、村の小中学校へもエアコンが設置されました。工事中でした

が、工事もほぼ終了したようで、５月28日の信濃毎日新聞１面に写真入りで、高山小学校のエアコ

ンの試運転ということで、子どもたちの手を差し出して喜んでいる姿が写真に載っておりました。

小中学校のエアコン設置に向けて尽力されました村当局には感謝を申し上げるところでございます。 

 そこで、暑さ対策、熱中症対策ということで２点ほど伺います。 

 まず、高齢者福祉センターが暑さの避難所として毎年、高齢者福祉センター大広間を無料で開放

されていますが、今年の予定はどうなっているか、お聞きします。 

 同じく高齢者福祉センターについて、お風呂の天井が傷んでいるということで修理をされるよう

ですが、今シーズンというか夏のシーズンは間に合わないようですが、その分はＹＯＵ游ランドで

対応されているようですが、高齢者福祉センター開放中は、福祉センター入浴は無料でしたが、今

年はどのように対応されるのか、お伺いしたいと思います。 

 それから、２点目、家庭保育されている小さな子どもさんやひとり暮らしの高齢者の方、また高
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齢者のみの世帯への熱中症対策、暑さ対策についてはどのようなことを考えられているのか。どう

しても、高齢者は少しぐらいのことは、私もそうですが、我慢をする習慣がありますので、ちょっ

と無理してもいいやということで我慢される方が結構あるかと思うんですが、熱中症対策として、

村でどのようなことを考えておられるか、伺いたいと思いますが、答弁をお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────宮川村民生活課長。 

○村民生活課長（宮川裕明） 

 夏の暑さ対策についてお答えいたします。 

 去る５月24日に気象庁が発表した、今年６月から８月にかけての３カ月予報によりますと、この

夏は太平洋高気圧の張り出しが弱く、去年のような猛暑になる可能性は低いと見られております。

そこで、夏季における高齢者福祉センターの無料開放についてでございますが、高齢者福祉センタ

ーは村内に住所を有する60歳以上の方や福祉団体等を対象に、年間を通じて和室等の施設の利用料

を全額減免により無料開放とさせていただいておりますが、入浴施設を御利用いただく場合は基本

利用料として100円をいただいております。 

 しかしながら、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による東京電力福島第一原子力発電所

の事故を背景に、中部電力浜岡原子力発電所が全面停止したことを受け、長野県では、さわやか信

州省エネ大作戦として、夏の節電・省エネの取り組みを進めたことにより、本村におきましても県

に倣って省エネを村民の皆様に呼びかけてまいりました。 

 その際、一般家庭において冷房機器の使用を控えることで高齢者の皆さんなどが熱中症にかから

ないよう、村では熱中症予防対策の一環として、７月から９月末までの間、高齢者福祉センターの

入浴施設を無料にするとともに、和室等を開放してゆっくり涼んでいただくなどの対応をしてまい

りましたが、昨年の利用実績を見ますと、無料開放期間中だけで延べ3,000人の皆様に御利用いた

だいております。 

 そのようなことから、本年度におきましても、例年どおりに無料開放を予定しておりましたが、

去る４月16日に高齢者福祉センターの浴室天井が湯気等により劣化し、早急に修繕する必要が生じ

たことから、急遽、入浴施設を臨時休業するとともに、その代替として、施設修繕が完了するまで

の間は、ＹＯＵ游ランドの入浴施設を午前10時から午後４時までの時間帯に限り、高齢者福祉セン

ターと同額の100円で御利用いただくことといたしました。なお、利用される方には、村内に住所

のある60歳以上の方であることを確認させていただくため、窓口で運転免許証などの身分証明書の

提示をお願いしております。 

 そこで、まず、今年も例年どおり開放の予定はあるのかとのお尋ねでございますが、高齢者福祉

センターにつきましては、年間を通じて、和室等の施設の利用料を全額減免により開放させていた

だいておりますので、特に暑くなることが予想される７月から９月までの間は、８月まで入浴こそ
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できませんが、涼しい室内でゆっくりとくつろいでいただけるよう無料開放することとしておりま

す。 

 また、お風呂の修理期間及び料金についてでございますが、浴室の修繕工事につきましては、既

に設計が完了し、先週の５日に工事の入札を実施させていただきましたが、工期は８月末までを予

定しております。このため、工事期間中の７月及び８月の２カ月間は、ＹＯＵ游ランドの入浴施設

を御利用いただくこととし、料金につきましては、これまで夏季における高齢者センターの入浴を

無料としておりますことから同様の扱いとし、時間は午前10時から午後４時までの時間帯に限定さ

せていただくこととしております。なお、これまで高齢者センターを御利用いただいております皆

様には、工事期間中、大変御不便をおかけしますが、皆様の御理解と御協力をお願いいたします。 

 次に、家庭保育をされている子どもさんや、高齢者等への対応についてでございますが、まず保

育園や幼稚園に入園されていないお子さんにつきましては、現在、保健福祉総合センター内で行っ

ております子育て支援センターを有効に御活用いただき、熱中症予防に努めていただきたいと考え

ております。 

 また、高齢者等の皆様には、毎年70歳に到達された方を対象に、首用冷却バンドを配布させてい

ただいておりますが、今年も６月中には各地区の保健補導員さんを通じて、お配りさせていただく

こととしております。 

 なお、高齢者の皆様を始め、村民の皆様には、広報紙や情報無線等を通じて小まめな水分補給を

とっていただくとともに、十分な睡眠や風通しのよい部屋で過ごしていただくなどの啓発により、

引き続き熱中症予防対策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（酒井康臣議員） 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 ありがとうございます。 

 今、課長が答弁いただきましたが、入浴はＹＯＵ游ランドで対応するということですが、窓口で

確認作業のときに、何でおまえが100円で俺が幾らなんだということのトラブルのないように、十

分注意して、当たっていただきたいと思います。 

 あと、70歳になられる高齢者に首へつける冷却バンド、あれは非常に有効だと、私もいただきま

して、使わせてもらいましたが、有効だと思います。ぜひ、それもまたよろしくお願いいたします。 

 また、ぜひ広報、無線等々で、熱中症予防を啓発をしつこいぐらいやっていただきたいと思いま

す。先ほども申し上げましたが、私みたいな立場である高齢者になるとどうしても我慢する。少し

ぐらいならいいかと我慢しちゃいますので、ぜひ広報あるいは無線等でしっかり啓発をしていただ

きたいと思いますが、よろしくお願いします。答弁お願いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 
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─────宮川村民生活課長。 

○村民生活課長（宮川裕明） 

 窓口におきましては張り紙、また無線等を通じまして、混乱の生じないように十分注意してやっ

てい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。 

 また、熱中症予防対策といたしまして、無線、広報等、議員おっしゃるとおり、重ねて十分な対

応を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（酒井康臣議員） 

 以上で畔上孝一議員の質問を終わります。 

─────６番 涌井仙一郎議員。 

○６番（涌井仙一郎議員） 

 本日、最後の質問になりますけれども、よろしくお願いいたします。 

 まず、地区振興計画調査についてお尋ねいたします。 

 毎年、村から調査されております地区振興計画に基づく予定事業調査表は、今年度（平成31年度

から平成33年度）の環境等施設整備等の事業について調査されました。某区では、道路計画、区内

の道路の安全確保のためと、道路の拡幅改修の事業等４件について要望いたしました。これらの事

業に対する村長から区長宛ての回答には、同文で「必要性、重要性及び緊急性などを考慮して、当

面は実施予定がありません」と書かれております。これは、区民皆さんのところに配布されたチラ

シというか、区長からのものでございますけれども、これを見て、区においての懸案であり、重要

性、必要性があるから要望している事業案件です。要望の中の１つには、村道の小区間における路

肩整備事業があります。村から区長等には十分説明されていると思いますが、これでは次回の要望

にもできません。現場からの直接要望できる地区振興計画でありますのに、余りにも誠意のない回

答としか思われません。 

 道路改良等は住民にとって一番身近な問題です。そして、行政への関与も高まるためには優先し

て取り組んでいただきたい課題であります。これらの地区要望した計画の相談にも今後乗ってもら

えず、村政への関心はさらに薄れていくものと思われます。 

 村の限られた予算であるが、自治区の身近な地区要望でありますので、もっと現状を把握した、

また実情を踏まえた、情熱を持った調査計画の回答であっていただきたいと思います。それらの案

件の対応と今後の推進についてお尋ねいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────小渕建設水道課長。 

○建設水道課長（小渕義彦） 

 地区振興計画の調査についてお答えいたします。 

 毎年、村では各地区の振興計画として要望事項などの調査を実施し、自治区の主要な事業に位置
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づけ、その実現に向けて取り組んでおります。このため、毎年、各地区において、区長さんを中心

に住みよい地域づくりのために地区振興計画を策定していただいており、この地区振興計画に基づ

く予定事業調査表により、村に提出していただいているところでございます。 

 村では、この調査表をもとに、所管する課が、直接区長さんから目的や内容等の詳細をお聞きし、

御要望にお応えできるのか検討するため、現地踏査や、必要に応じて区長さんと一緒に現地を確認

するなどの作業を行っております。その後、村全体を把握する中で、緊急性や実効性などを考慮し

た上で予算化をするとともに、年度末の３月には要望箇所の可否について、区長さんへ回答させて

いただいているところでございます。 

 そのような中で、議員お話しのように、地元区から要望された地区振興計画は、懸案事項として、

それぞれの地区において重要性や必要性があるものと承知しておりますし、また、村が３月に回答

させていただきました内容等に関して、地元への誠意が感じられないとの御指摘でございますが、

説明不足の点がありましたことに対しまして、地元区長さんを始め、区民の皆様に大変御迷惑をお

かけしましたことを申し訳なく思っておるところでございます。 

 なお、各地区から提出いただきました地区振興計画は、防犯灯やごみステーション等の整備、道

路、河川、水路等の改修など生活に密着した御要望を多くいただいておりますが、村では、防犯灯、

ごみステーション等の安全・安心な環境づくりのための施策につきましては、できる限り御要望に

沿えるよう、優先的に実施することとしております。 

 議員御指摘の村道の路肩整備事業等の工事につきましては、村民の皆さんにとりまして日常の生

活路線でありますので、今後はなお一層、区長様などと十分話し合いをする中で進めてまいりたい

と考えております。 

 したがいまして、財政状況が厳しい本村におきましては、道路・水路等の改修工事について、な

るべく国・県の補助金等を有効に活用しながら、村全体を把握する中で、地域の皆様の御理解をい

ただいて順次、施工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申し上げま

す。 

 なお、簡易で小規模な工事等につきましては、村が原材料を提供し、地域の皆様と協働して実施

をしていただく、おてんま支援事業を積極的に進め、地域の皆様の御協力をいただきながら、環境

整備を図ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────６番 涌井仙一郎議員。 

○６番（涌井仙一郎議員） 

 身近な生活道路や自治区の施設など小事業は、改善にはもっと現場の身近な課題として対応して

いかないと、住民から行政への参加は遠ざかります。村長の言う現場主義における住民の生活環境

の向上には、地域の活性化にはつながりません。再度、調査内容の見直しと前向きな回答を期待し
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ております。簡単な答弁で結構ですけれども、お願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────小渕建設水道課長。 

○建設水道課長（小渕義彦） 

 ただいまは涌井議員のほうからお話を頂戴いたしまして、まことに村内のこれから実施していこ

うとしております地区振興計画の要望事業におきましては、再度、村のほうでも現地を確認しなが

ら、次年度に向けまして、どのように持っていけるのかということも踏まえながら進めてまいりた

いと、こんなふうに思っておりますが、よろしくお願いしたいと思います。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────６番 涌井仙一郎議員。 

○６番（涌井仙一郎議員） 

 次の質問にまいります。 

 地域の活性化のために住民参加を高めるということでお願いいたします。 

 村内の小さな自治会には、区長を快く引き受ける人が少なく、自治会活動が順調に進めていくこ

とが大変困難になっているという声が聞こえます。自治会長さん等には、他の職業を持つ傍ら、行

政からの任務が多く、大変重荷になってきております。小さな自治会では、そこに暮らす人は年々

人口が減少し、高齢化が進み、人を育てる地域力は弱体化してきております。 

 近年、人とのつながりが薄れてきていると言われております。住民活動が低調で、住民からの意

見をまとめる地域のリーダー格になる人が少なくなってきております。そして、地域の活力は弱体

しつつある中で、地域振興に貢献する人材を育てることや、住民みずからが村づくりに参加してい

るという意識を高めることが必要だと考えております。 

 今、村では、村の広報紙、防災行政無線、村のホームページを通して行政への参加を広められて

おりますが、さらに多くの住民参加ができるように、住民意識の向上は村づくりの肝要であります。

年２回開催されておりますブロック懇談会は、村政に関する当面の事業や計画の内容が認識できる

いい機会であります。この諸課題について、職員と問いながら事業の推進ができるこれらの会合に

は、自治会の役員を始め、住民の多くへの説明になり、村政への関心につながってきております。

さらに住民参加への周知と充実をどのように考えておられるか、お伺いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────宮本総務課長。 

○総務課長（宮本孝雄） 

 地域の活性化のために住民参加を高めることについてお答えいたします。 

 近年の社会情勢を見ますと、経済を始めとした急速なグローバル社会が進行し、ＩＣＴ・情報通

信技術の発達によりパソコンやスマートフォンなどの普及が進むなど、情報化社会の進展に伴い、
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便利さとは相反して人とのつながりが希薄になってきていると言われております。また、少子高齢

化や人口減少などが大きな社会問題となっている中で、家族のあり方やコミュニケーション等が変

化するなど、１人１人の価値観が多様化してきています。 

 そのような中で、本村の行政区につきましては、幾つかの統合を経て、現在、大小26の行政区が

ありますが、村などが主催する隔年の村民体育祭や信州高山まつりなどの参加状況を見ますと、都

市部に比べてまだまだ地域のつながりは強いものと思っております。しかしながら、少子高齢化の

進展とともに行政区の世帯数が減少する中で、小規模な自治区では毎年何らかの役員が回ってくる

ことや、地区の共同作業などにも影響が生じているものと思っております。 

 そのようなことから、こうした状況は大変深刻な問題であり、地域の自治区が安定して運営され、

活性化していくことが村にとって大変重要なことと考えております。 

 そこで、区長さんの業務につきましては、地域のリーダーとしての役割のほか、村からの配布物

やイベント等への参加依頼など多忙な日々を送られておりますことから、少しでも負担軽減を図っ

ていかなければならないと考えております。 

 そのため、文書類の全戸配布や回覧文書、各種大会やイベントなどへの参加要請も含め、さらな

る負担軽減について検討するなど、区長さんのなり手不足の解消に向けて環境の整備に努めてまい

りますとともに、今後とも地域の課題や悩みを共有しつつ、問題の解決に向けて協働の村づくりを

進めてまいりたいと考えております。 

 また、地域振興に貢献する人材につきましては、かつての青年団や婦人会などは、行政とは別に

村や地域を支える重要なコミュニティー活動団体として活発な交流や事業展開を行っていただいて

まいりましたが、時代の潮流の中で青年団や婦人会は解散し、今日に至っております。 

 このような状況の中で、村内では地域コミュニティーの活性化をリードする分館活動を始め、人

命や貴重な財産を守るための消防団活動や交通安全協会の活動、さらには見守りや支え合い活動、

子どもたちの健全な育成を目的とした育成会活動などのほか、老人クラブの皆さんによる花いっぱ

い運動など、地域に密着した活動や各種団体などのスポーツ・文化活動などが積極的に行われてお

ります。したがいまして、このような活動に携わる方々を地域で大切に育てていただき、地域を挙

げてリーダーとして育んでいただければありがたいと思っております。 

 そこで、住民参加への周知と充実についてでございますが、昨年、全ての行政区で開催させてい

ただきました地区懇談会は、361人の村民の皆様に御参加いただくとともに、本年５月に開催いた

しましたブロック行政懇談会には、５つのブロックで136人の皆様に御出席いただき、村づくりへ

の思いや総合計画や予算、重点施策等々について、大変多くの御意見や御要望などを賜ったところ

でございます。その際、懇談会の開催に当たりましては、各地区の区長さんを始め、役員の皆様に

大変な御協力を賜りましたことに感謝申し上げます。 

 また、議員お話しのとおり、広報活動としましては、広報たかやまや行政無線を始め、ホームペ
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ージや、株式会社グーライトの村民チャンネルなどさまざまな媒体を使った情報発信のほか、直接

村民の皆様と対話ができるブロック行政懇談会や気軽に村長室、出前いろり端会議やきらめきポス

トなどにより、広報・広聴活動に取り組んでいるところでございます。 

 特に、本年度は無線の個別受信機にかわり、雑音の入らない、村内どこでも音質がクリアにお聞

きいただける有線式のＦＭ告知放送戸別受信機を全ての世帯に設置させていただくこととしており

ます。録音式で聞き逃しにも対応できますので、災害時はもとより、平時の行政情報などが確実に

伝達できる手段として、大いに期待しているところでございます。 

 したがいまして、引き続き広報・広聴活動の充実を図るとともに、ブロック行政懇談会につきま

しては、今年の秋にも開催することとしておりますので、その際は１人でも多くの村民の皆様に足

を運んでいただき、村づくりに参画していただけるよう周知に努めてまいりたいと考えております。 

 また、議員お話しのとおり、住民参加は村づくりの基本であると考えておりますので、特に本年

度は、令和２年度を初年度とする今後10カ年の村づくりの指針となる第六次高山村総合計画につい

て、昨年の基本構想に基づき、引き続き村民の皆様の貴重な御意見等をお聞きしながら、前期基本

計画を策定してまいることとしております。 

 今後とも、この重要な計画に基づき、村民の皆様の参画と協働のもと、地域の活性化や産業振興

とともに、さらなる魅力ある村づくり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（酒井康臣議員） 

─────６番 涌井仙一郎議員。 

○６番（涌井仙一郎議員） 

 先月23日に中山会館で行われました、中山地区懇談会には数十名の出席があり、盛会でありまし

た。村が輝くためには、自治区内の連帯感が相互に支え合う暮らしの地域づくり、先ほどありまし

た、おてんま事業ですけれども、これには先立つリーダー、そして先導すべき村からの職員も必要

です。地域おこしの活性化には住民の参加をもっと盛り上げなくちゃいけない、村も活性化につな

げなくちゃいけないと考えます。 

 地域の活性化には住民の自治意識を高めること、行政への住民参加を増やし、身近な農作業や生

活環境等の情報交換をする場、文化活動の進める話題等が必要になると思います。地域のリーダー

育成について、村ではどのように考えておられるか、もう一度、お尋ねいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────宮本総務課長。 

○総務課長（宮本孝雄） 

 地域のリーダー育成という再質問でございます。 

 先ほども申し上げましたが、教育委員会でもいろいろな分館活動、それから社会教育活動、こう
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いったものも盛んに今、取り組みをしております。なかなか農繁期になりますと、地域の皆様の参

加も難しい面もあろうかと思いますが、いろいろな工夫の中で、御参加いただけるように工夫をし

ているところでございます。 

 先ほども申し上げましたが、議員お話しのとおり、住民参加は村づくりの基本であると思います。

そのような中で、もっと身近な行政に感じられるような、そういったことを考えていかなければな

らないと思います。その中の１つが、やはり行政懇談会であるというふうに思っております。広報

たかやまでありますとか、行政無線、こういったものは一方通行のお知らせになるかと思っており

ますが、その点、行政懇談会につきましては、出前いろり端会議とか、気軽に村長室もそうでござ

いますけれども、双方でいろいろな悩みでありますとか、地域の課題、職員も含めて、そして理事

者と直接お話しできるよい機会でありますので、非常にメリットがあると思っております。まさに、

現場主義であるのではないかと思っております。こういう機会を大いに利用していただいて、御参

加いただく、そこから始まってくるのではないかなというふうに、思いは一緒だと思っております。

引き続き、大勢の皆様に足をお運びいただいて、村づくりに参加していただけますように、ブロッ

ク行政懇談会につきましては、周知にさらに努めていきたいと思っておりますので、よろしくお願

いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────６番 涌井仙一郎議員。 

○６番（涌井仙一郎議員） 

 調子のいいことを申しましたけれども、やっぱり地道にやっていかないと住民はついてこないと

思うんですけれども、その辺、職員の方も、もうちょっと住民に寄り添う行政であり、活動につな

げていかれるように御努力をお願いしたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 以上で涌井仙一郎議員の質問を終わります。 

 これで一般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれにて散会します。 

 お疲れさまでした。 

午後２時03分  散 会 

                                  

 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

          令和元年６月11日 

                 高山村議会議長  酒 井 康 臣 
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                 署 名 議 員  畔 上 孝 一 

 

                 署 名 議 員  水 谷   清 

 

                 署 名 議 員  梨 本 修 造 
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令和元年第３回高山村議会６月定例会会議録（第３号） 

 

令和元年６月14日（金曜日） 

                                  

    議 事 日 程 

日程第１ 議案第35号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第２ 議案第36号 村税条例等の一部を改正する条例 

日程第３ 議案第37号 高山村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部 

           を改正する条例 

日程第４ 議案第38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５ 議案第39号 山田温泉使用に関する条例の一部を改正する条例 

日程第６ 議案第40号 奥山田温泉条例の一部を改正する条例 

日程第７ 議案第41号 森林スポーツ公園温泉条例の一部を改正する条例 

日程第８ 議案第42号 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

日程第９ 議案第43号 高山村農業集落排水処理施設設置条例の一部を改正する条例 

日程第10 議案第44号 高山村営水道条例の一部を改正する条例 

日程第11 議案第45号 高山村下水道条例の一部を改正する条例 

日程第12 議案第46号 令和元年度高山村一般会計補正予算（第３号） 

日程第13 議案第47号 令和元年度高山村診療所特別会計補正予算（第２号） 

日程第14 議案第48号 令和元年度高山村介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第15 議案第49号 令和元年度高山村温泉開発事業特別会計補正予算(第１号) 

日程第16 議案第50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１号） 

日程第17 議案第51号 令和元年度高山村下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第18 議案第52号 令和元年度高山村上水道事業会計補正予算（第１号） 

日程第19 陳情第１号 第62回長野県母親大会開催の歓迎をお願いする陳情書 

日程第20 陳情第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情書 

日程第21 陳情第３号 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める陳情書 

日程第22 発議第４号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書 

追加日程第１ 発議第５号 第62回長野県母親大会開催歓迎の決議 

追加日程第２ 発議第６号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書 

追加日程第３ 発議第７号 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書 

日程第23 閉会中の継続調査の申出について 
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日程第24 議員派遣について 

──────────────────────────────────── 

    本日の会議に付議した事件 

１ 議案第35号～議案第52号 

２ 陳情第１号～陳情第３号 

３ 発議第４号 

４ 発議第５号～発議第７号 

５ 閉会中の継続調査の申出について 

６ 議員派遣について 

──────────────────────────────────── 

    出 席 議 員（10名） 

１番 柴 田 弘 男 議員       ２番 湯 本 辰 雄 議員 

３番 西 原 澄 夫 議員       ４番 西 條 正 純 議員 

６番 涌 井 仙一郎 議員       ７番 松 本   茂 議員 

８番 畔 上 孝 一 議員       ９番 水 谷   清 議員 

10番 梨 本 修 造 議員       11番 酒 井 康 臣 議員 

──────────────────────────────────── 

    欠 席 議 員（１名） 

５番 宮 川 登志一 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 

                                  

 

午後１時30分  開 議 
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○議 長（酒井康臣議員） 

 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。 

 日程に先立ち、諸般の報告を行います。 

 本日の会議に、５番 宮川登志一議員が療養のため欠席する旨、届け出がありましたので、報告

します。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第１ 議案第35号 

～  

日程第18 議案第52号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第１ 議案第35号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例から日程

第18 議案第52号 令和元年度高山村上水道事業会計補正予算（第１号）までの18件を一括議題と

します。 

 議案第35号から議案第38号について、委員長の報告を求めます。 

─────畔上総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（畔上孝一議員） 

 ただいま議題となってい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35号から議案

第38号までの４件であります。 

 審査の経過及び結果について報告いたします。 

 委員会は６月12日午後１時より、委員全員出席のもと開催。所管職員の出席を求め、委員外議員

の発言を許可し、慎重に審査をいたしました。 

 議案第35号 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例の一部を改正する条例、議案第36号 村税

条例等の一部を改正する条例、議案第37号 高山村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例、議案第38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の４議案とも特段質疑はなく、質疑を終結し、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、適切な御判断の上、御賛同賜りますようお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 議案第39号から議案第45号について、委員長の報告を求めます。 

─────松本民生産建常任委員長。 
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○民生産建常任委員長（松本 茂議員） 

 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ました議案について、委員長報告

をさせていただきます。 

 去る６月12日10時より、役場３階委員会室において、委員１名が欠席、委員４名出席のもと、所

管の職員の出席を求め、委員外議員の発言を許可し、慎重に審査を行いました。 

 民生産建常任委員会に付託されました案件は、議案第39号 山田温泉使用に関する条例の一部を

改正する条例、議案第40号 奥山田温泉条例の一部を改正する条例、議案第41号 森林スポーツ公

園温泉条例の一部を改正する条例、議案第42号 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正

する条例、議案第43号 高山村農業集落排水処理施設設置条例の一部を改正する条例、議案第44号

 高山村営水道条例の一部を改正する条例、議案第45号 高山村下水道条例の一部を改正する条例

の以上７件です。 

 議案第39号から議案第45号の７議案全てにおいて特段の質疑はなく、討論を省略して、採決の結

果、賛成少数で否決すべきものと決定しました。 

 以上で、民生産建常任委員会に付託されました案件７件の審査及び経過及びその結果の報告とい

たします。 

 議員各位におかれましては、適切な判断を賜りますようお願い申し上げ、委員長報告といたしま

す。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 これから議案第35号について委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第35号 職員の勤務時間及び休暇等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９人） 

○議 長（酒井康臣議員） 
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 挙手全員です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第36号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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36号 村税条例等の一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手全員です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第37号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第37号 高山村家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部

を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（酒井康臣議員） 
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 挙手全員です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第38号について、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（酒井康臣議員） 

 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38号 高山村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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39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（酒井康臣議員） 

 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。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

─────３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 ただいま議題となっております議案第39号 山田温泉使用に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、賛成の立場から討論いたします。 

 消費税の10％への引き上げについては、これまでの景気の動向等を踏まえ、平成27年10月からの

引き上げを延期した上で、本年10月１日と明確化されております。 

 したがって、法律で決定されている消費税率の引き上げに対応するため、受益者負担の原則に立
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って、温泉を使用する受益者の皆さんに引き上げとなる消費税分の負担をしていただくことはやむ

を得ないものと考えております。 

 仮にこの条例が否決された場合、消費税は８％分を受益者からいただき、国には10％分を支払わ

なければならず、２％分は会計の持ち出しとなり、おそらくめぐりめぐって村の税金で負担するこ

とになってしまうものと思われます。 

 このことを踏まえた上で、委員会においてなぜ反対をされたか、疑問を感じます。 

 繰り返しになりますが、受益者の皆さんに引き上げとなる消費税分を負担していただくことは、

受益者負担の原則に立ってやむを得ないものと考えております。 

 議員各位におかれましては、ぜひとも賢明な判断をされ、この条例に賛成されることをお願いし

ます。賛成討論といたします。 

 以上です。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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） 

 ただいま議題になっております議案第39号 山田温泉使用に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、反対の立場で討論いたします。 

 本議案は、政府が本年度10月１日から消費税を８％から10％に引き上げる計画のため、村民に周

知が必要なので今議会で上程したいという御担当者の説明もありました。本日現在、安倍首相の最

終判断が定まっていない中で、早々に村民に周知されるというものは甚だ疑問と思います。自民党

の幹部でさえも増税実施の延期はまだ間に合うと発言しているところであります。私は、７月に行

われます参議院選挙の結果、これもかなり左右されるものと考えております。 

 そもそも消費税は、30年前の1989年４月に税率３％で開始され、５％、８％と引き上げられてき

ました。安定財源の確保や社会保障対策が理由でしたが、実態を見ればそれらは破綻しております。

この消費税は、生活必需品を含め原則として全ての商品とサービスに課税されるため、低所得者ほ

ど負担が重い逆進的な税金であります。 

 あわせて、消費税導入当時、直接税と間接税の比率を是正すると称しまして、所得税や法人税の

最高税率引き下げや、所得に応じ税率を引き上げる累進性の緩和が同時に行われたため、大企業や

高額所得者の負担は減少しました。過去30年間の消費税収は372兆円ですが、同じ期間の大企業向

け法人税などの減税分は290兆円、配当金などで利益を上げた大金持ちの減税などで、所得税や住

民税は267兆円減少しております。このため消費税収が社会保障費や教育費には回っておりません。 

 今回は８％と10％の複数税率導入も計画されています。小売業の店舗では大変な手数と費用がか

かることと思います。機械を導入するにしましても、大きな投資が必要となります。本村の実情を
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考えると、かなり大変なものと思います。 

 安倍首相は、今回の消費税10％増税について、消費税率引き上げが経済に影響を及ぼさないよう

あらゆる施策を総動員すると述べました。中小、小売業に対しポイント還元なるものを実施すると

いいますが、この制度は中小、小売り業者に多大な負担と混乱を強いることになります。ポイント

５％還元、プレミアム付商品券などの消費税10％増税対策は、東京オリンピックまでと言っており

ます。９カ月間で、一時的な対策ということになります。消費税２％増分の５兆円の負担増は、毎

年毎年続きますので、増税分の一部を一時的に戻すくらいなら、初めから増税しなければいいとい

うことになります。 

 前回の増税時に、政府は臨時福祉給付金などの一時的なばらまきを行いましたが、何の効果もあ

りませんでした。失敗した施策の繰り返しになることは明らかです。景気対策というなら、増税を

中止するということが最良の景気対策ではないでしょうか。 

 また、４年間の経過措置後に導入を予定されているインボイス制度にも深刻な問題があります。

この制度のために500万ともいわれる免税事業者が取引から排除されたり、新たに納税義務と煩雑

な事務負担を伴う課税業者にならざるを得なくなります。また、雇用契約がない請負労働者や建設

職人などにも深刻な影響が生じます。インボイスの導入には、消費税増税には賛成という日本商工

会議所も含めて、中小企業団体、商工団体が反対しております。 

 さて、ここまで問題点を上げてきましたが、そのかわりの財源というものも問題になります。私

は、大企業を優遇する税制を改め、中小企業並みに税負担率を10％から18％にするということで約

４兆円の財源、大金持ちの皆さんの株で大もうけした分の税金をせめて欧米並みに、最高税率を今

より引き上げるということで3.1兆円、そのほかアメリカ軍への思いやり予算などを廃止というこ

とで0.4兆円、合計7.5兆円も生まれてくるという試算があります。 

 安倍首相は、さきに来日されたトランプ大統領の言いなりで、１機116億円もの欠陥戦闘機Ｆ35

ステルス戦闘機105機も追加で購入するということも約束しました。武器の爆買いもやめればさら

に財源は生まれてきます。 

 以上、申しまして、私は議案第39号 山田温泉使用に関する条例の一部を改正する条例について

反対いたします。議員の皆さんの御賛同をお願いし、討論といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 原案に反対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39号 山田温泉使用に関する条例の一部を改正する条例を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 起立をされない方は、反対という意思表示とみなします。 



－69－ 

 本案に対する委員長の報告は否決です。 

 したがって、原案について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立６人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 起立多数です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第40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（酒井康臣議員） 

 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。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 原案に反対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40号 奥山田温泉条例の一部を改正する条例を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 起立されない方は、反対という意思表示とみなします。 

 本案に対する委員長の報告は否決です。 

 したがって、原案について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立６人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 起立多数です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第41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（酒井康臣議員） 

 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。 

 原案に賛成者の発言を許します。 
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 原案に反対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41号 森林スポーツ公園温泉条例の一部を改正する条例を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 起立されない方は、反対という意思表示とみなします。 

 本案に対する委員長の報告は否決です。 

 したがって、原案について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立６人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 起立多数です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第42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（酒井康臣議員） 

 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。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 原案に反対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42号 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 起立されない方は、反対という意思表示とみなします。 

 本案に対する委員長の報告は否決です。 

 したがって、原案について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立６人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 起立多数です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第43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。 
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（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 原案に反対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43号 高山村農業集落排水処理施設設置条例の一部を改正する条例を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 起立をされない方は、反対という意思表示とみなします。 

 本案に対する委員長の報告は否決です。 

 したがって、原案について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立６人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 起立多数です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第44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（酒井康臣議員） 

 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。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 原案に反対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44号 高山村営水道条例の一部を改正する条例を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 起立されない方は、反対という意思表示とみなします。 

 本案に対する委員長の報告は否決です。 

 したがって、原案について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立６人） 
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○議 長（酒井康臣議員） 

 起立多数です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第45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（酒井康臣議員） 

 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。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 原案に反対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45号 高山村下水道条例の一部を改正する条例を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 起立をされない方は、反対という意思表示とみなします。 

 本案に対する委員長の報告は否決です。 

 したがって、原案について採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立６人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 起立多数です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第46号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 議案第46号 高山村一般会計補正予算（第３号）について、１点質疑をいたします。 

 一般の17ページ、商工業振興事業の国のプレミアム付商品券発行の件について少し伺います。 

 これは10月１日から政府が消費税を引き上げる、所得の低い人にその分を商品券発行事業として

実施されるわけですが、事業費として3,250万円ほど盛られております。そしてその財源の内訳を

見ますと、商品券発行事業で発行した商品券の２万円、これ、国で決まっております２万円分です

が、2,600万円、つまり1,300人分が財源として予算に組み込まれております。 

 このプレミアム付商品券、低所得者対策、所得の低い人の対策ということで、住民税非課税世帯
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に販売ができるということですが、これを村で使用してもらうということになりますと、発行委託

は商工会に委託されるのは、それはやむを得ないとしましても、この商品券を村内で使いますと、

見る人が見れば国の対策で、低所得者対策で買ったものだなと一目瞭然でわかってしまうわけです。

つまり個人のプライバシーが全然守られない。そういう懸念がされますが、その点についてどのよ

うにお考えでしょうか。 

 この商品券発行事業、村だけでなくて広域で事業をしていただければ、例えば須坂市、あるいは

小布施町でこの商品券で買い物をしても、どこの人だかわからない、個人のプライバシーはそれほ

ど漏れないという部分もあるんではないかと思いますが、その点、どのようにお考えでしょうか。 

 そしてまた、所得の低い方、２万円で２万5,000円分の買い物ができる、5,000円のプレミアムが

ついているということですが、期間がそれほど長くありません。その中で前もって２万円分を買う、

その余裕のある人がどのくらいいらっしゃるでしょうか。低所得者対策といいながら、本当に低所

得者に対する思いやりといいますか、ちょっと欠けているのではないかと思いますが、その点につ

いてどのようにお考えか伺います。 

 ぜひ、これを村だけでやらないで、広域でやっていただいたほうが、個人のプライバシーも守れ

るし、また経済効果も広域のほうが経済効果が大きいのではないかと思いますが、その点について

お伺いいたしますが、お願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────柴田産業振興課長。 

○産業振興課長（柴田 亨） 

 国のプレミアム付商品券発行事業についてお答えします。 

 この事業の目的でございますが、消費税の引き上げが低所得者や子育て世帯の消費に与える影響

を緩和するとともに、地域における消費を喚起、下支えするとしておりまして、ただいま御質問い

ただいた点がございますが、まずプライバシーの配慮ということでございます。できるだけ広域で

やったらどうかということでございますが、まずこの１つ目的の中にございますように、地域にお

ける消費を喚起、下支えするということでございまして、できるだけ該当される皆さんには地域に

ある商店を御利用していただいて、地域で頑張っている商店を支援していきたいということでござ

います。 

 また、広域ということでございますが、今のところ他市町村で広域に実施するような動きがない

ということでございますし、また本村だけ実施するということは大変難しいというふうに考えてお

るところでございます。 

 また、低所得者に対するプライバシーの配慮につきましては、これは全国的な課題ということで

十分配慮するように指示も出ておりますが、本村の場合におきましては、引きかえ券等の発行事務

や商品券の販売ですね、こちらについては役場または村の施設のみで販売をするということで、他
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の商工会等では販売しないということにさせていただくことと、それから商品券を商店等で使用す

る場合には、たまたま当初予算にお認めいただいております同じ時期に商工会で発行しております

商品券事業がございますので、できるだけ商工会の商品券と同じようなデザインで、他のお客様か

らこちらの商品券を使っているかわからないように配慮していきたいと考えておりますし、また商

品券を扱う商店においても、商工会を通じてプライバシーには十分配慮していただくように要請し

てまいりたいと考えておるとことでございます。 

 また、２万円を出して２万5,000円分使っていただけるかということでございますが、確かに厳

しい部分はあるかと思いますけれども、できるだけ村内の商店にとってはこのチャンスを利用して

消費を拡大するということでございますので、できるだけサービス等を提供していただきながら、

村内にこの国からついたプレミアムをうまく活用しながら、また村の毎年やっております商品券も

発行して、商工業の振興や該当する世帯の消費に対して影響を緩和できるようにしていきたいと思

っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 ほかに質疑はありませんか。 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 今の課長の答弁によりますと、村の商工会で発行する商品券とこの国のプレミアム付商品券、同

じ券を使うというふうに考えていいんですか。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────柴田産業振興課長。 

○産業振興課長（柴田 亨） 

 同じといいますか、できるだけデザインを今、商工会で検討していただいておりますが、デザイ

ン、例えばバックの絵とかそういったものを似たり、印刷の色を同じにしていく形にして、明らか

に商工会で発行したものと、この国のプレミアム付商品券を、外から見てわかるような形じゃなく

て、できるだけ同じような商品券の１つとして捉えられるようにしていきたいということで、全て

が一緒ということではございません。 

 以上でございます。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 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46号 令和元年度高山村一般会計補正予算（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（酒井康臣議員） 

 挙手多数です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第47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（酒井康臣議員） 

 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47号 令和元年度高山村診療所特別会計補正予算（第２号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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48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（酒井康臣議員） 

 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48号 令和元年度高山村介護保険特別会計補正予算（第１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９人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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49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（酒井康臣議員） 

 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49号 令和元年度高山村温泉開発事業特別会計補正予算（第１号）を採決します。 

 本案は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（酒井康臣議員） 

 挙手多数です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第50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（酒井康臣議員） 

 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50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９人） 
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○議 長（酒井康臣議員） 

 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51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（酒井康臣議員） 

 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51号 令和元年度高山村下水道事業特別会計補正予算（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９人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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52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（酒井康臣議員） 

 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52号 令和元年度高山村上水道事業会計補正予算（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９人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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19 陳情第１号 

～  

日程第21 陳情第３号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第19 陳情第１号 第62回長野県母親大会開催の歓迎をお願いする陳情書から、日程第21 

陳情第３号 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める陳情書までの３件を一括議

題とします。 

 陳情第１号から陳情第３号について、委員長の報告を求めます。 

─────畔上総務文教常任委員長。 

○総務文教常任委員長（畔上孝一議員） 

 ただいま議題となっております総務文教常任委員会に付託されました陳情は、陳情第１号から陳

情第３号までの３件です。 

 審査の経過及び結果について報告いたします。 

 委員会は６月12日午後１時より委員全員出席のもと開催、委員外議員の発言を許可し、慎重に審

査いたしました。 

 陳情第１号 第62回長野県母親大会開催の歓迎をお願いする陳情書については、特段質疑はなく、

質疑を終結し、討論を省略し、１名退席の後、採決の結果、賛成２名、反対２名の可否同数となり

ました。したがいまして、高山村議会委員会条例第13条第１項の規定によって、委員長が陳情第１

号は採択すべきものと裁決をいたしました。 

 陳情第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情書については、特段質疑はなく、

質疑を終結し、討論を省略し、１名退席の後、採決の結果、賛成少数１名で不採択すべきものと決

定いたしました。 

 陳情第３号 国の責任による35人学級推進と教育予算の増額を求める陳情書については、特段質

疑はなく、質疑を終結し、討論を省略し、１名退席の後、採決の結果、賛成多数（３名）で採択す

べきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました陳情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、適切な御判断をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 これから陳情第１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。 
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（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから陳情第１号 第62回長野県母親大会開催の歓迎をお願いする陳情書を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 起立されない方は、反対という意思表示とみなします。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

 この陳情は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立５人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 起立多数です。 

 この陳情は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 これから陳情第２号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから陳情第２号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情書を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 起立されない方は、反対という意思表示とみなします。 

 この陳情に対する委員長の報告は不採択です。 

 この陳情を採択することに賛成の方は、起立願います。 

（起立５人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 起立多数です。 
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 この陳情は、採択することに決定しました。 

 これから陳情第３号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから陳情第３号 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める陳情書を採決し

ます。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

 この陳情は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手８人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手多数です。 

 この陳情は、委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第22 発議第４号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第22 発議第４号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書を議題とします。 

 職員に朗読させます。 

─────書記 中村沙紀さん。 

○書 記（中村沙紀） 

 ＝発議第４号朗読＝ 

                                    令和元年６月14日 

 高山村議会議長 酒 井 康 臣 様 

                           提出者 高山村議会議員 梨本 修造 

                           賛成者 高山村議会議員 畔上 孝一 

                               高山村議会議員 西條 正純 

                               高山村議会議員 涌井仙一郎 
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                               高山村議会議員 西原 澄夫 

                               高山村議会議員 水谷  清 

 

新たな過疎対策法の制定に関する意見書 

 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 

 

新たな過疎対策法の制定に関する意見書（案） 

 

 過疎対策については、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」制定以来、４次にわたる特別措置

法の制定により、総合的な過疎対策事業が実施され、過疎地域における生活環境の整備や産業の振

興など一定の成果を上げたところである。 

 しかしながら、依然として多くの集落が消滅の危機に瀕し、また、森林管理の放置による森林の

荒廃や度重なる豪雨・地震等の発生による林地崩壊、河川の氾濫など、極めて深刻な状況に直面し

ている。 

 過疎地域は、我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史・文化を有するふるさとの地域であ

り、都市に対する食糧・水・エネルギーの供給、国土・自然環境の保全、いやしの場の提供、災害

の防止、森林による地球温暖化の防止などに多大な貢献をしている。 

 過疎地域が果たしているこのような多面的・公益的機能は国民共有の財産であり、それは過疎地

域の住民によって支えられてきたものである。 

 現行の「過疎地域自立促進特別措置法」は令和３年３月末をもって失効することとなるが、過疎

地域が果たしている多面的・公共的機能を今後も維持していくためには、引き続き、過疎地域に対

して総合的かつ積極的な支援を充実・強化し、住民の暮らしを支えていく政策を確立・推進するこ

とが重要である。 

 過疎地域が、そこに住み続ける住民にとって安心・安全に暮らせる地域として健全に維持される

ことは、同時に、都市をも含めた国民全体の安心・安全な生活に寄与するものであることから、引

き続き総合的な過疎対策を充実強化させることが必要である。 

 よって、新たな過疎対策法の制定を強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 

 令和  年  月  日 

                                    高山村議会議長名 
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内閣総理大臣 

総務大臣 

財務大臣    あて 

農林水産大臣 

国土交通大臣 

 

○議 長（酒井康臣議員） 

 本案について趣旨説明を求めます。 

─────10番 梨本修造議員。 

○10番（梨本修造議員） 

 ただいま議題になっております長野県市町村過疎地域対策協議会会長、長和町町長、羽田健一郎

氏より要請のありました新たな過疎対策法の制定に関する意見書等の提出について、趣旨説明をい

たします。 

 議場の皆さんは既に御覧になっておるように、この法案は、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法

として成立し、過疎地域における生活環境の整備や産業に一定の成果を上げております。現代では、

過疎地域自立促進特別措置法と名前は変わっておりますが、その目的とするところはいずれも過疎

地域に対する特別な措置を求めております。 

 この法の第１条は、目的であります。この法律は、人口の著しい現象に伴って地域社会における

活力が低下し、生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較して低位にある地域にあって、総

合的かつ計画的な対策を実施するために必要な特別措置を講ずることにより、これらの地域の自立

促進を図り、もって住民福祉の向上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格のある国土の形

成に寄与することを目的とするとあります。 

 高山村は、幸か不幸か第２条に規定する市町村に分類されております。そして、この法律の意味

は広く、そのもとに省庁横断でたくさんの関連の法律がつくられているのが特徴です。例えば、国

土交通省ですが、高山村では積雪に対して村の予算がオーバーしても、交付税措置がされるのはそ

の一例であります。また、沖縄県の例では、２島間のコミューターエアー、これが維持されており

ますが、これもこの特別措置法によるものであります。例えば文部省関連では、小学校や中学校の

建設に関して補助金が普通は３分の１でありますが、割増で２分の１というふうに負担されていま

す。ほかに農林水産省、経産省といろいろありまして、過疎地域に住む人々の生活に深くかかわっ

ております。これの関連で、政府予算から出される金額は2,000億円と言われております。割増の

金額が2,000億円です。 

 過疎地域は我が国の国土の過半を占め、豊かな自然や歴史、文化を有するふるさとの地域であり、

都市に対する食糧、水、エネルギーの供給、国土自然環境の保全、癒しの場の提供、災害の防止、
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森林による地球温暖化の防止など、多大な貢献をしております。現行の過疎地域自立促進特別措置

法が令和３年３月末をもって失効いたしますが、この法案が果たしてきた役割を高く評価し、引き

続き新法により過疎地域に特別な措置がされることを希望します。 

 議場の皆さんの御賢察をお願いし、以上をもちまして新たな過疎対策法の制定に関する意見書の

趣旨説明といたします。 

 どうもありがとうございます。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 これから発議第４号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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４号 新たな過疎対策法の制定に関する意見書を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手全員です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 しばらく休憩します。これより本休憩とします。 

 会議は午後３時から再開します。 

午後２時30分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午後３時00分  再 開 

○議 長（酒井康臣議員） 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 お諮りします。 

 ただいま水谷 清議員外１名から発議第５号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程

第１として議題にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 
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○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 発議第５号を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

追加日程第１ 発議第５号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 追加日程第１ 発議第５号 第62回長野県母親大会開催歓迎の決議を議題とします。 

 職員に朗読させます。 

─────書記 中村沙紀さん。 

○書 記（中村沙紀） 

 ＝発議第５号朗読＝ 

                                    令和元年６月14日 

 高山村議会議長 酒 井 康 臣 様 

                           提出者 高山村議会議員 水谷  清 

                           賛成者 高山村議会議員 涌井仙一郎 

 

第62回長野県母親大会開催歓迎の決議 

 

 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。 

 

第62回長野県母親大会開催歓迎の決議（案） 

 

 令和元年９月に、須高地区では24年ぶりに第62回長野県母親大会が高山中学校で開催されること

となりました。 

 母親大会は、「生命を生み出す母親は 生命を育て 生命を守ることを望みます」のスローガン

のもとに、地域で、職場で、母親・女性の願いを語り合い、歩み続けてきました。母親大会は、誰

でも参加できる大会です。子どものこと、暮らしのこと、教育のこと、平和のこと等悩みや願いを

持ち寄って本音で語り合い、元気や勇気をもらえる大会です。 

 午前中は分科会・特別講座・見学分科会等を行い、高山村の温泉や雷滝、一茶館なども見学いた

だく予定です。午後の全体会・記念講演では、須坂市出身の映画監督坂田雅子さんをお迎えして映

像を見ながらの講演があります。 

 長野県母親大会が、自然豊かな高山村で開催されることになり、全県から集まる方々に村の素晴
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らしい自然や文化・歴史に触れていただきながら高山村の良さを知っていただく良い機会になると

思われます。 

 本村議会は、第62回長野県母親大会が高山村で開催されることに際し、その成功を祈念し歓迎の

意を表します。 

 

 以上、決議する。 

 

 令和  年  月  日 

                                       高山村議会 

 

○議 長（酒井康臣議員） 

 本案についての趣旨説明を求めます。 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 ただいま議題になっております発議第５号 第62回長野県母親大会開催歓迎の決議に対する賛成

の立場で趣旨説明をいたします。 

 そもそも母親大会の起源については、1954年３月のアメリカによるビキニ環礁での水爆実験に対

する日本の女性団体の怒りの訴えを受けた国際婦人連盟は核実験から子どもを守ることを中心に、

世界中の母親の要求を話し合う母親の大会（世界母親大会）の開催を決定したのが始まりでありま

す。 

 母親としての権利主張である子どもの命を戦争などから守るというごく自然な感情をあらわす

（生命を生み出す母親は生命を育てることを望みます）をスローガンと、その運動のシンボルとし

て活動しております。その中において令和元年９月に須高地区で24年ぶりに第62回長野県母親大会

が高山中学校で開催されることになりました。 

 母親大会は誰でも参加できる大会で、子どものこと、暮らしのこと、教育のこと、平和のこと等、

悩みや願いを持ち寄り本音で語り合い、元気や勇気を与える大会です。一人でも多くの参加をお願

いしたいと思います。 

 また、大会当日は内山村長も出席され、激励の挨拶があると聞いております。この機会に自然豊

かな高山村をアピールするよい機会でもあり、村民を挙げて大会を盛り上げていこうではありませ

んか。 

 最後に、常日ごろ議会と行政は車の両輪と言われております。議員各位においても御理解をいた

だき、大会の成功を導くためにも賛同をお願いし、趣旨説明といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 
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 これから発議第５号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから発議第５号 第62回長野県母親大会開催歓迎の決議を採決します。 

 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５人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手多数です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。 

 ただいま西原澄夫議員外３名から発議第６号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程

第２として議題にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 発議第６号を日程に追加し、追加日程第２として議題とすることに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

追加日程第２ 発議第６号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 追加日程第２ 発議第６号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書を議題としま

す。 

 職員に朗読させます。 

─────書記 中村沙紀さん。 

○書 記（中村沙紀） 

 ＝発議第６号朗読＝ 

                                    令和元年６月14日 
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 高山村議会議長 酒 井 康 臣 様 

                           提出者 高山村議会議員 西原 澄夫 

                           賛成者 高山村議会議員 柴田 弘男 

                               高山村議会議員 湯本 辰雄 

                               高山村議会議員 畔上 孝一 

 

義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書 

 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 

 

義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書（案） 

 

 義務教育費国庫負担制度は、国が必要な経費を負担することにより、義務教育の機会均等とその

水準の維持向上を図るための制度として、これまで大きな役割を果たしてきたところです。 

 しかし、昭和60年から政府は国の財政状況を理由として、これまでに次々と対象項目を外し、一

般財源化してきました。 

 また、平成18年「三位一体」改革の議論の中で、義務教育費国庫負担制度は堅持されたものの、

費用の負担割合については２分の１から３分の１に引き下げられ、地方財政を圧迫する状況が続い

ています。今のままでは、財政規模の小さな県では十分な教育条件整備ができず、教育の地方格差

の拡大が懸念される事態になっています。 

 そこで、令和２年度予算編成において、義務教育の水準の維持向上と機会均等及び地方財政の安

定を図るため、下記の事項を実現するよう強く要望します。 

 

記 

 

 １ 教育の機会均等とその水準の維持向上のために必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅持

  し、負担率を２分の１に復元すること。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 

 令和  年  月  日 

                                    高山村議会議長名 

衆議院議長 
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参議院議長 

内閣総理大臣  あて 

財務大臣 

文部科学大臣 

総務大臣 

 

○議 長（酒井康臣議員） 

 本案について、趣旨説明を求めます。 

─────３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 ただいま議題になっております発議第６号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見

書について趣旨説明をいたします。 

 義務教育費国庫負担制度は、昭和28年に成立しました。それまで県・市町村の負担であった必要

経費が国の負担になり、教育の機会均等や教育条件の差がなくなり、保護者負担も大きく減りまし

た。しかし昭和60年度から見直しが行われ、教育費の削減により保護者負担増、旅費の一般財源化

により研修や行事の下見などに制限がかかり、教育活動にも支障が出ています。平成18年から国庫

負担が２分の１から３分の１に引き下げられ、ほとんどの都道府県が財源移譲額に不足が生じてお

ります。このことにより市町村に負担を求め、市町村の財政にも大きな影響を与えることになって

おります。 

 議員各位の御理解と御賛同をいただきまして、意見書を関係機関に提出できますようお願いいた

しまして、趣旨説明といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 これから発議第６号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 ただいまいただいた文書のほうでは、平成31年度予算編成においてという文書になっております

が、ちょっとすみません、読みのところでどう読んだか、僕も記憶定かでないんですが、いただい

た文面のほうでは、平成31年度予算編成においていろいろやってくれとなっていますが、もう平成

31年度予算というのは令和元年ということですから、ことしのことで、もう予算はとっくに終わっ

て今動いているわけですね。これは一体どういうことなのか、ちょっと説明願います。 

○議会事務局長（荒井孝浩） 

 ただいまいただきました御質問に際しまして、お答えをさせていただきます。 
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 このお配りをいたしました意見書では、平成31年度と表記されておりますが、朗読は令和２年度

と朗読させていただいております。この部分につきましては、皆様にお配りした資料の訂正をお願

いしたいと思いますが、何分よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 ありがとうございます。 

 私の耳にもそのように聞こえたのですが、いただいた文書がこのようになっていたもので、確認

でした。承知いたしました。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 ほかに質疑はありませんか。 

 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６号 義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める意見書を採決します。 

 本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５人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手多数です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。 

 ただいま西條正純議員外２名から発議第７号が提出されました。これを日程に追加し、追加日程

第３として議題にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 発議第７号を日程に追加し、追加日程第３として議題とすることに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

追加日程第３ 発議第７号 

○議 長（酒井康臣議員） 
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 追加日程第３ 発議第７号 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書を

議題とします。 

 職員に朗読させます。 

─────書記 中村沙紀さん。 

○書 記（中村沙紀） 

 ＝発議第７号朗読＝ 

                                    令和元年６月14日 

 高山村議会議長 酒 井 康 臣 様 

                           提出者 高山村議会議員 西條 正純 

                           賛成者 高山村議会議員 水谷  清 

                               高山村議会議員 西原 澄夫 

 

国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書 

 

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第13条の規定により提出します。 

 

国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書（案） 

 

 平成23年国会において、小学校１年生に35人学級を導入することが全会一致で法律（義務教育標

準法改正）にもりこまれ、附則で小２以降順次改訂することを検討し、財源確保につとめると定め

た。しかし、翌年の平成24年度は法改正ではなく加配で小２を35人学級とし、それ以降国の35人学

級はすすんでいない。 

 長野県では平成25年度に35人学級を中学校３年生まで拡大し、小中学校全学年で35人学級となっ

た。しかし、義務教育標準法の裏付けがないため財政的負担は大きく、小学校では本来配置される

はずの専科教員が配置されなかったり、学級増に伴う教員増を臨時的任用教員の配置により対応し

ていたりするなど、課題も多く残されている。 

 いじめや不登校、生徒指導上のさまざまな問題への対応など多様化する学校現場に対応し、教員

が一人ひとりの子どもと向き合い、ゆきとどいた授業、きめ細やかな対応を可能にするためには少

人数学級は欠かせない。このために厳しい財政状況の地方公共団体に負担を強いることなく、国の

責任において少人数学級を早期に実現する必要がある。 

 また、長野県では少子化がすすむなかで、県や市町村が独自に教員を配置するなどして複式学級

を解消しているが、地方自治体の財政的負担は大きなものとなっている。児童生徒数が少ない市町

村においてもゆきとどいた教育が実現するため、国の責任において複式学級を解消するよう学級定
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員を引き下げることが大切である。 

 以上のことから、豊かな教育をすすめるため以下の点を強く要請する。 

 

記 

 

 １ 国の責任において計画的に35人学級を推し進めるために、義務教育標準法改正を含む教職員

  定数改善計画を策定し、着実に実行すること。また、そのための教育予算の増額を行うこと。 

 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出します。 

 

 令和  年  月  日 

                                    高山村議会議長名 

衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣  あて 

財務大臣 

文部科学大臣 

総務大臣 

 

○議 長（酒井康臣議員） 

 本案について、趣旨説明を求めます。 

─────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発議第７号の趣旨説明を申し上げます。 

 2011年に公立の小中学校の学級編制の標準は、義務標準法により規定され、それまでの学級編制

標準40人が小学校１年生は35人に引き下げられました。翌2012年には、加配措置で小学校２年生を

35人学級としました。そして、2017年には法改正の附帯決議で教職員定数の計画的な改善に当たっ

ては、小学校２年生以上においても学級編制の標準を35人に引き下げるなど、平成23年の改正義務

標準法附則第２項の趣旨の実現を期すべきこととされ、政府及び関係者は本法の施行に当たり特段

の配慮をすべきであるとしています。長野県では小中学校全学年が35人学級になりましたが、義務

標準法の裏づけがないため、国の加配措置等をやりくりして対応している状況で、課題が多く残っ

ています。 

 本意見書は、国に対し35人学級の推進と教育予算の増額を求める内容です。全議員の賛同をお願
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いいたしまして、趣旨説明といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 これから発議第７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（酒井康臣議員） 

 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７号 国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める意見書を採決し

ます。 

 本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（酒井康臣議員） 

 挙手多数です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 お諮りします。 

 ただいま議決されました意見書について、その条項、字句、数字、その他整理を要するものにつ

いては、その整理を議長に一任されたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 条項、字句、数字その他整理を要するものについては、その整理を議長に一任することに決定し

ました。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第23 閉会中の継続調査の申出について 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第23 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、お手元に配付しまし

たとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。 
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 お諮りします。 

 委員長からの申し出のとおり、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（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第24 議員派遣について 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第24 議員派遣についてを議題といたします。 

 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（酒井康臣議員） 

 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しました。 

 

──────────────────────────────────── 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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、これで閉会としたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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６月定例会は６日に開会し、本日までの９日間の会期で開催されました。 

 この間、提案のありました承認案件及び条例の改正、補正予算、そして議員発議の意見書など御

審議をいただき、ここに終結できますことに御礼を申し上げます。一般質問では、７名の議員に御
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登壇をいただき、活発な議論を交わしていただきました。行政におかれましては、さまざまな意見

に耳を傾けられ、村民の福祉向上に御尽力をいただきますようお願いをいたします。 

 さて、近年、さも長く総理大臣の任にある安倍首相が６月６日のコメントで、約束をした一つ一

つの政策をしっかりと前に進めていくことで責任を果たしていきたいと言っておりましたが、北朝

鮮の拉致問題、北方領土問題、年金問題、福島原発問題等々、実際にはほとんど前進していない現

実があります。また、衆議院の解散がなければ、夏の参議院選挙は７月４日の公示、21日の投票と

なりますが、安倍首相はこの６月19日に実施予定の党首討論の結果や内閣不信任案など野党の動き

などを踏まえ、最終決断をするのではないかと見られています。 

 いずれにいたしましても、選挙は実施をされるわけでありますので、高山村の有権者の皆さんに

は各政党の主張を適切に判断され、積極的に投票に参加されますことを願いたいと思います。 

 長野県も梅雨に入り、湿度の高い不快な日々が続きます。皆様方におかれましては、健康に十分

御留意をいただき、ますますの御活躍を御祈念申し上げまして、閉会に当たりましての御礼の挨拶

といたします。 

 本日は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） 

 ６月定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 本定例会は、去る６月６日から本日までの９日間にわたり、専決処分した５つの承認案件と22の

議案を合わせて27件の多くの案件を御審議いただきました。 

 議会招集挨拶では申し上げませんでしたが、本村にとりまして大きな課題でありました高山診療

所の後任医師として室林先生をお迎えし、去る４月１日から診療業務に当たっていただいておりま

す。議員各位並びに村民の皆様に改めまして感謝を申し上げますとともに、引き続き高山診療所の

業務運営に御理解をいただき、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 今会期中に議員各位から賜りました貴重な御意見、特に本村の宝であります山田牧場のスキー場

並びに放牧経営の存続につきましては、大変大きな課題であり、関係者の皆様はもとより、議員各

位並びに村民の皆様に多大な御心配をおかけしておりますが、業務継続に向けて全力を挙げて取り

組んでまいりますので、今後とも御支援賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、世界が注目しているＧ20首脳会議は、今月28日から29日にかけて日本で初めて大阪市で開

催されることとなっており、それに先立ち、去る６月８日から９日にかけて福岡市で財務大臣・中

央銀行総裁会議が、また、茨城県つくば市では貿易・デジタル経済大臣会合がそれぞれ開催されま

した。 

 一連の会議での成果は大阪市での首脳会議に反映されますが、米中の貿易摩擦の鎮静化が最大の
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焦点となっており、両首脳の歩み寄りに期待をするものであります。 

 去る６月７日、気象庁は県内を含む関東甲信地方が平年に比べて１日早く梅雨入りしたと発表し

ました。これから雨の時期を迎えますので、須坂市消防署高山分署並びに高山村消防団と連携を強

化しながら、豪雨などによる自然災害には十分警戒を強め、安全対策には万全を期してまいる所存

でありますので、よろしくお願い申し上げます。 

 また、本年は例年にも増して県内では熊の目撃情報が多く寄せられており、村内でも先日、赤和

地籍で熊の目撃情報が寄せられました。引き続き高山村猟友会と連携を図りながら、村民の皆様や、

特に小中学校の児童生徒の皆さんの登下校の際の安全には十分配慮してまいりますので、よろしく

お願いいたします。 

 さて、議員各位並びに村民の皆様にことしも明るい話題をお伝えしたいと思います。去る６月８

日に開催されました「第52回交通安全子供自転車大会須高地区大会」において、高山小学校の選手

の皆さんが見事12連覇という輝かしい成績をおさめられました。来る７月13日に長野市内で開催さ

れます県大会に出場されることとなりました。 

 須高地区大会での優勝にお祝いを申し上げますとともに、長野県大会での御健闘をお祈りし、村

民の皆様とともに応援したいと思いますので、選手の皆さんには練習の成果を遺憾なく発揮され、

優勝を目指して頑張っていただくことを御期待申し上げる次第であります。 

 結びに、村内では梅雨に入りアジサイの花の美しい季節を迎えておりますが、梅雨明けとともに

暑い夏の季節がやってまいります。議員各位におかれましては、くれぐれも健康には十分御留意い

ただき、ますますの御活躍を御祈念申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 令和元年第３回高山村議会６月定例会を閉会します。 

午後３時34分  閉 会 

                                  

 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

          令和元年６月14日 

                 高山村議会議長  酒 井 康 臣 

 

                 署 名 議 員  畔 上 孝 一 

 

                 署 名 議 員  水 谷   清 

 

                 署 名 議 員  梨 本 修 造 
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６月定例会に付託された陳情書 

  陳情第１号 

2019年５月７日 

高山村議会議長 

  酒 井 康 臣 様 

 

                      陳情者 第62回長野県母親大会実行委員会 

                          実行委員長 小 池 瑞 恵 

                          住所 松本市南原２－１６－４ 

                      陳情者 第62回長野県母親大会実行委員会 

                          地元実行委員長 片 山 康 江 

                          住所 上高井郡高山村大字高井２４５０ 

 

第62回長野県母親大会開催の歓迎をお願いする陳情書 

 

 今年度、第62回長野県母親大会を、高山村のご理解ご協力をいただき高山中学校で開催する運び

となり心から感謝申し上げます。 

 母親大会は、「生命を生み出す母親は 生命を育て 生命を守ることを望みます」のスローガン

のもとに、地域で、職場で、母親・女性の願いを語り合い、歩み続けて参りました。 

 母親大会は、誰でも参加できる大会です。子どものこと、暮らしのこと、教育のこと、平和のこ

と等悩みや願いを持ち寄って本音で語り合い、元気や勇気をもらえる大会です。 

 午前中は分科会・特別講座・見学分科会等を行い、高山村の温泉や雷滝、一茶館なども見学いた

だく予定でおります。午後の全体会・記念講演では、須坂市出身の映画監督坂田雅子さんをお迎え

して映像を見ながらご講演頂きます。 

 この意義ある長野県母親大会が、自然豊かな高山村で開催されることになり、全県から集まる皆

さんに村の素晴らしい自然や文化・歴史に触れていただきながら、高山村の良さを知って頂くとて

も良い機会になると思われます。 

 須高地域では24年ぶりに開催されるこの母親大会を成功させるため、村をあげてのご支援ご協力

をいただきたく、ここに高山村村議会として歓迎の決議をお願いしたく陳情致します。 

記 

 １、 期  日  2019年９月８日（日）午前９時～午後４時 

 ２、 会  場  高山中学校 

 ３、 内  容  午 前  分科会・特別講座・見学分科会 

          午 後  記念講演 坂田雅子さん（映画監督） 
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 ４、 参  加  目 標 1000人 
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  陳情第２号 

2019年５月28日 

高山村議会議長 

  酒 井 康 臣 様 

 

                   陳情者（住所）須坂市墨坂１丁目６番１号 

                      （団体）連合長野高水地域協議会須高地区連合会 

                           代表者名 会 長 荻 原 公 和 

                   陳情者（住所）上高井郡高山村高井４５７５番地 

                      （団体）長野県教職員組合 高山単組 

                           代表者名 単組長 小 松 綾 実 

 

義務教育費国庫負担制度の堅持・拡充を求める陳情書 

 

〔陳情事項〕 

 令和２年度予算編成の件につき、以下の内容の意見書を政府及び関係行政官庁あてに提出してい

ただきたい。 

１．教育の機会均等とその水準の維持向上のために必要不可欠な義務教育費国庫負担制度を堅持し、

負担率を２分の１に復元すること。 

〔陳情理由〕 

 義務教育の無償化は、憲法に規定されている大切な原則です。この原則を守るために義務教育費

国庫負担制度が1953年（昭和28年）に成立しました。それまで県・市町村の負担であった学校の教

育活動費、人件費を含む必要経費が国の負担となり、教育の機会均等が保障され教育条件の差がな

くなり、保護者負担も大きく減りました。 

 しかし、1985年から政府は教育の質的論議を抜きに、国の財政状況を理由として、次々と対象項

目を外し、一般財源化してきました。また、2006年に「三位一体」改革の議論の中で、義務教育費

国庫負担制度は堅持されたものの、費用の負担割合については２分の１から３分の１に引き下げら

れ、減らされた国庫負担金は一般財源として地方に交付税のかたちで配分されていますが、地方交

付税そのものが減らされており、地方財政を圧迫する状況が続いています。今後さらに３分の１と

した国庫負担金の割合が、恒久措置ではなく、制度廃止も含めた検討がなされる可能性もあります。 

 この制度は、教育の機会均等とその水準の維持・向上を図る制度として現行義務教育制度の重要

な根幹をなしています。国が、財政的な責任を果たさなければ、都道府県、市町村による教育条件

格差ができてしまい、住んでいる地域によって教育の質に差ができる事態が生まれかねません。 

 私たちは、自治体の財政力によらず子どもたちが等しく教育を受ける権利を保障するため、義務
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教育費国庫負担制度を堅持・拡充すべきであり、国庫負担率を３分の１から２分の１へ再び戻すべ

きと考えています。 

 貴議会におかれましては、本陳情の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政

官庁あてに意見書を提出していただくよう陳情いたします。 
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  陳情第３号 

2019年５月28日 

高山村議会議長 

  酒 井 康 臣 様 

 

                   陳情者（住所）須坂市墨坂１丁目６番１号 

                      （団体）連合長野高水地域協議会須高地区連合会 

                           代表者名 会 長 荻 原 公 和 

                   陳情者（住所）上高井郡高山村高井４５７５番地 

                      （団体）長野県教職員組合 高山単組 

                           代表者名 単組長 小 松 綾 実 

 

国の責任による35人学級推進と、教育予算の増額を求める陳情書 

 

〔陳情事項〕 

 どの子にもゆきとどいた教育をするために、国の責任による35人学級の計画的推進と教育予算の

増額を求める意見書を、政府および関係行政官庁あてに提出していただきたい。 

〔陳情理由〕 

 2011年、衆議院・参議院ともに全会一致で義務教育標準法が改正され小学校１年生に35人学級を

導入することが決まりました。あわせて附則で小２以降順次改訂することを検討し、財源確保につ

とめると定めました。しかし、翌年の2012年は法改正ではなく加配で小２を35人学級としました。

その後は改善がなされていませんが、2017年の法改正での附帯決議では、学級編成の標準を35人に

引き下げることなどが特段の配慮をするものとされています。 

 長野県では2013年に30人規模学級（35人基準）を中学校３年生まで拡大し、小中学校全学年35人

学級となりました。しかし、義務標準法の裏付けがないため、国の加配等を利用しながら予算的に

やりくりしているために、小学校では本来配置されるはずの専科教員が配置されなかったり、学級

増に伴う教員増の多くを臨時的任用教員の配置により対応していたりするなど、課題も多く残され

ています。 

 いじめや不登校、生徒指導上のさまざま問題への対応など多様化する学校現場において、教員が

一人ひとりの子どもと向き合い、ゆきとどいた授業、きめ細やかな対応を可能にするためには少人

数学級は欠かせません。厳しい財政状況の地方公共団体に負担を強いることなく、国の責任におい

て早期に実現する必要があると考えます。 

 貴議会におかれましては、本陳情の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政

官庁あてに意見書を提出していただくよう陳情いたします。 


