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平成31年第２回高山村議会３月定例会会議録（第１号） 

 

平成31年２月28日（木曜日） 

                                  

高山村告示第２号 

 平成31年２月28日、高山村議会３月定例会を高山村役場に招集する。 

          平成31年２月１日 

                 高山村長 内 山 信 行 

──────────────────────────────────── 

    議 事 日 程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 承認第２号 専決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６号）） 

日程第５ 同意第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

日程第６ 議案第３号 平成30年度防災・安全社会資本整備交付金事業一級村道紫樋沢線無散水融

雪施設工事変更請負契約について 

日程第７ 議案第４号 高山村高井東部防除用水貯水施設の設置及び管理に関する条例 

日程第８ 議案第５号 高山村個人情報保護条例の一部を改正する条例 

日程第９ 議案第６号 特別職の職員等の給与の支給の特例に関する条例の一部を改正する条例 

日程第10 議案第７号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第11 議案第８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12 議案第９号 高山村下水道条例の一部を改正する条例 

日程第13 議案第10号 辺地に係る総合整備計画について 

日程第14 議案第11号 平成31年度高山村一般会計予算 

日程第15 議案第12号 平成31年度高山村国民健康保険特別会計予算 

日程第16 議案第13号 平成31年度高山村診療所特別会計予算 

日程第17 議案第14号 平成31年度高山村介護保険特別会計予算 

日程第18 議案第15号 平成31年度高山村後期高齢者医療特別会計予算 

日程第19 議案第16号 平成31年度高山村温泉開発事業特別会計予算 

日程第20 議案第17号 平成31年度高山村農業集落排水事業特別会計予算 

日程第21 議案第18号 平成31年度高山村下水道事業特別会計予算 
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日程第22 議案第19号 平成31年度高山村上水道事業会計予算 

日程第23 議員派遣について  

──────────────────────────────────── 

    本日の会議に付議した事件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 諸般の報告 

４ 承認第２号 

５ 同意第１号 

６ 議案第３号 

７ 議案第４号～議案第９号 

７ 議案第10号 

８ 議案第11号～議案第19号 

９ 議員派遣について 

──────────────────────────────────── 

    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 

──────────────────────────────────── 

    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 牧   修 三  
会 計 管 理 者

（会計室長） 
臼 田 文 男 

教 育 次 長 

(人権推進室長) 
涌 井 重 幸    

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

事 務 局 長 小 渕 義 彦  書 記 中 村 沙 紀 

                                  

 

午前10時07分  開 会 

○議 長（酒井康臣議員） 

 ただいまから平成31年第２回高山村議会３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３月定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日は、平成31年第２回高山村議会３月定例会の招集を申し上げましたところ、議員各位におか

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

礼申し上げます。 

 日ごろ皆様方には、議会活動を通じまして、村政発展のために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。 

 さて、平成も残すところ２カ月となり、平成最後の議会定例会になるものと思われますが、多く

の思いの中で開催されることに、改めて感慨深さを感じるところであります。 

 平成の時代を顧みますと、世界的には、平成元年11月にドイツのベルリンの壁崩壊があり、その

直後の12月には地中海のマルタ島で行われたマルタ会談で米ソ冷戦の終結が宣言され、平成の幕開

けに当たっては平和の兆しを感じさせるものでありましたが、30年後の現在は、米中貿易摩擦に見

られるように保護主義が台頭し、経済情勢の不透明感を始め、国際情勢は混迷の度を深めておりま

す。 

 また、我が国におきましては、去る２月６日午後９時22分ごろ、北海道胆振地方中東部でマグニ

チュード5.8と推定される地震があり、北海道の厚真町で震度６弱が観測されました。この地域で

は、昨年９月６日に最大震度７、マグニチュード6.7の平成30年北海道胆振東部地震が発生し、多

くの尊い命が失われたほか、甚大な被害が発生したばかりであります。改めて、被害に遭われた皆

様にお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧、復興をお祈り申し上げます。 

 そのような中、日本の社会・経済情勢を見ますと、外交問題を含め困難な課題が山積し、国内企

業の業績に急ブレーキがかかり、先行きに暗い影を落としていると言われております。したがいま

して、厳しい経済情勢の中で地方自治体の財政運営を実施していくことになりますので、一段と厳

しさが増すものと思われますが、議員各位の御理解と一層の御支援を賜りますようお願い申し上げ

ます。 
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 さて、政府は昨年12月21日、平成31年度の一般会計総額を本年10月に予定される消費税対策費の

押し上げなどで101兆4,571億円とし、当初予算としては初めて100兆円を超える予算案を閣議決定

して、現在開会されている第198通常国会で審議中であります。政府におかれましては、一日も早

い予算案の国会通過と、真に景気回復の実感が持てる社会経済の構築を期待するものであります。 

 平成31年度の村政運営方針につきましては、後ほど申し上げますが、新年度を迎えるに当たりま

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

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

ろしくお願い申し上げます。 

 そのためには、返礼品を伴うふるさと納税の取り組みなどにより自主財源の確保に努めるととも

に、村民の皆様を中心とした、にぎわいの場構想検討委員会を設置し、観光地づくりの基盤をしっ

かりとつくってまいりますので、御理解と御協力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、承認並びに同意各１件と議案17件の、合わせて19件でござ

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

す。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配りました印刷物のとおりです。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議 長（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、５番 宮川登志一議員、６番 涌井仙一

郎議員及び７番 松本 茂議員を指名します。 

 

──────────────────────────────────── 

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３月15日までの16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） 
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 異議なしと認めます。 

 会期は、本日から３月15日までの16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、12月から１月分の執行した出納検査について報告があり、別紙のとおりお手元に

配りましたので報告します。 

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

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

 これで諸般の報告を終わります。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第４ 承認第２号 

～  

日程第22 議案第19号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第４ 承認第２号 専決処分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６号））から日程第22 議案第19号 平成31年度高山村上水道事業会計予算までの19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） 

 平成31年度予算案の御審議をいただくに当たり、村政運営方針について所信と予算の概要を申し

上げ、議員各位並びに村民の皆様の御理解と御協力をお願いする次第でございます。 

 今年は平成最後となる年を迎えましたが、平成はバブルとともに始まり、経済はその後、長いデ

フレに入りました。就職氷河期の到来や未曾有の自然災害、そして人口減少社会など、激動の時代
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であったと思っております。 

 本年５月１日には、約200年ぶりに皇位継承が行われ、改元される大変歴史的な意義深い年にな

ります。本村におきましては、改元に向けて新たな気持ちで新年度を迎えるとともに、村の将来を

しっかりと見据えながら村政運営に当たってまいりたいと考えております。 

 そのような中で、国内経済につきましては、本年１月に内閣府が発表した月例経済報告によりま

すと、「景気は緩やかに回復している」とされ、「先行きについては、雇用・所得環境の改善が続

く中で、各種政策の効果もあって緩やかな回復が続くことが期待される」とされています。 

 しかしながら、本年10月には消費税の引き上げが予定されていることに加えて、ＴＰＰ協定や欧

州とのＥＰＡ発効による農林水産業などへの大きな影響、中国経済の先行きなど海外経済の不確実

性、金融資本市場の変動の影響など、十分な留意が必要であります。 

 こうした中で政府は、平成31年度一般会計の総額を前年度比3.8％増の101兆4,571億円と、７年

連続で過去最大を更新し、当初予算段階で初めて100兆円の大台を突破しました。安倍内閣には、

アベノミクスの成果を全国津々浦々まで一層浸透させ、経済の好循環をさらに加速させていただく

よう期待するものであります。 

 平成31年度の村政運営に当たりましては、少子高齢化と人口減少にどのように立ち向かっていく

か、またどのように歯どめをかけていくかが大変大きな課題であります。 

 私は、人口減少対策の柱は人づくりであると思っています。「ここで生まれ育った子どもたちが

ここで生活したい、ここで暮らしたいと思っていただける地域づくりと、そのような子どもたちを

一人でも多く育てていきたい」と申し上げてまいりました。このため、将来を見据え、真に実効性

のある施策や、そのための環境整備を進めてまいりたいと考えております。 

 また、生産性をどのように高めていくかが重要なポイントです。本村の基幹産業は農業と観光業

であり、そこに各種産業をどのように絡めていくかということであります。 

 そこで、豊かな自然を生かした観光振興に取り組み、本村を訪れるお客様の流れをつくる、いわ

ゆる、にぎわいの場を推し進めるため、職員のプロジェクトチームで検討してまいりました構想を

いかに具現化していくか、そして、専門家の御意見をお聞きしながら、村民の皆様とともに、「高

山村観光地づくり」の年にしてまいりたいと考えております。 

 そして、最終年度となります第五次高山村総合計画後期基本計画及び高山村総合戦略に沿って、

重点的に取り組む施策を明確化し、着実に実行していくとともに、直面する行政課題や多様な住民

ニーズに的確に対応しながら、本村の将来像に掲げる「ひと・むら・自然がきらめく信州高山」の

実現に向けて取り組むとともに、今後の村づくりの方向性とその実現のための基本目標を示す新た

な指針として、32年度を初年度とする第六次高山村総合計画を村民の皆様とともに策定し、村民の

皆様が将来にわたって「生活の質」や「心の豊かさ」、「高山村に暮らす幸せ」が実感できるよう、

職員とともに一丸となって村営運営に当たってまいりたいと考えておりますので、なお一層の御支



－7－ 

援を賜りますようお願い申し上げます。 

 平成31年度の当初予算編成に当たりましては、地方財政を取り巻く環境が依然として不透明な状

況の中で、歳入の根幹となる村税は、30年度の税収動向等を踏まえ、法人村民税や固定資産税など

の増収を見込んで、1.2％の増といたしました。 

 地方譲与税につきましては、新たに譲与される森林環境譲与税を見込み、9.3％の増といたしま

したほか、地方消費税交付金につきましては、10月から消費税増税が予定されていることから交付

金を増額いたしましたほか、新たに幼児教育無償化に伴う子ども・子育て支援臨時交付金を地方特

例交付金として計上いたしました。 

 地方交付税につきましては、27年10月の国勢調査人口の減少による影響や地方財政見通し等を踏

まえ、1.4％の減といたしました。 

 分担金負担金では、幼児教育無償化に伴い、保育所保護者負担金の減少により、33.3％の減とい

たしました。 

 国庫支出金につきましては、村営住宅取得費の減少などに伴い、社会資本整備総合交付金等の減

により、5.1％の減といたしましたほか、県支出金につきましても、畜産・酪農収益力強化整備等

特別対策事業補助金等が減となったことに伴い、9.5％の減といたしました。 

 寄附金につきましては、ふるさと納税寄附金が順調に伸びておりますことや、引き続き企業版ふ

るさと納税の申し出により、49.0％の増といたしました。 

 村債につきましては、前年度において農業集落排水第１処理場を防除用水貯水施設に改修したこ

とに伴う公共施設等適正管理推進事業債や、村道藤沢線改良工事の完了に伴う自然災害防止事業債

などを減額する一方、移動系デジタル防災無線の整備に伴う緊急防災・減災事業債等の増に伴い、

27.3％の増といたしました。 

 一方、歳出につきましては、第五次高山村総合計画後期基本計画及び地方創生の高山村総合戦略

に沿って、農業の６次産業化など産業の振興と魅力ある観光地づくりを推進し、元気で活力ある村

づくりに取り組むとともに、昨年10月、ＹＯＵ游ランドを拠点とする新たな公共交通運行サービス

をスタートいたしましたが、持続可能でさらに利用しやすい環境の整備に努めてまいります。 

 また、喫緊の課題であります子育て支援施設につきましては、高山村子育て支援センター整備検

討委員会からの提言を尊重させていただき、早急に施設整備を進めてまいりますとともに、人口減

少抑制対策として、結婚から妊娠、出産、子育て、教育に至るまでのライフステージに応じた祝い

金や小中学校の給食費のさらなる引き下げなど、子育て支援等の充実に努めてまいります。 

 さらに、防災力の向上を図るため、現在、更新作業を進めておりますデジタル防災行政無線施設

を本格稼働させるため、本年度中に戸別受信機の全戸配備を進めるとともに、新たに消防団などに

配備する移動系デジタル防災無線機の更新を行うなど、安全・安心な地域づくりに努めてまいりま

す。 
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 その結果、一般会計予算総額は40億2,700万円で、前年度に対して1.7％の増で、特別会計と企業

会計を合わせた予算総額は22億3,829万8,000円、前年度に対して2.0％の減といたしました。 

 以下、主な施策につきまして、順次その概要を申し上げます。 

 まず初めに、「創意に満ちた活力ある産業のむら」について申し上げます。 

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

業の推進等によって、りんごやぶどうなどの果樹については、安全で安心なおいしい農産物として

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

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

面積が減少し、生産量の確保が課題となっております。 

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

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

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

活用しながら生産量の確保に努めてまいります。 

 さらに、本村で新規就農を目指す皆さんを村外から積極的に受け入れるため、県外で開催される

就農相談会等へ参加し、本村の魅力をＰＲするとともに、就農に関心のある方には、就農体験会等

の開催にあわせ、就農おためし住宅による宿泊の利便を図り、新規就農者の確保に努めてまいりま

す。 

 また、熊、イノシシなどの有害獣から農作物や人命を守るため、地域に恒久電気柵等を整備し、

地域の皆さんによってこの電気柵の維持管理が行われておりますが、高齢化とともに維持管理が大

きな負担となってきておりますことから、新たに電気柵維持管理交付金制度を創設し、地域の負担

軽減を図ってまいります。 

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

き続き農道等の改良工事を進めるとともに、老朽化が著しい防災行政無線の改修を進めてまいりま

す。 

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

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

さらに、本年度から新たな森林管理システムがスタートすることに伴い、森林環境譲与税を財源と

して民有林の境界や森林整備の現状について調査等を行い、森林の適正な管理に努めてまいります。 

 商工業の振興につきましては、引き続き商工会のプレミアム付き商品券発行事業に対し支援をし

てまいりますとともに、県の中小企業振興資金並びに村の制度資金の借り入れに対する利子補給や

信用保証協会保証料の補給など、商工業者の支援に努めてまいります。 

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

の来訪者を招く「にぎわいの場構想」を実現するため、高山村にぎわいの場構想検討委員会で検討
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していただくとともに、これまで国内の観光地の再生等を図ってこられた有識者の皆さんに引き続

き調査を委託し、構想実現に向けた提言をいただきます。また、都市部などで開催されるＰＲ事業

等に積極的に参加し、知名度アップに努めてまいります。 

 さらに、村民を始め、多くの皆さんに御利用いただいております蕨温泉ふれあいの湯並びに山田

温泉大湯につきましては、老朽化等に伴い給湯設備や配管等が突発的に故障し臨時休業にせざるを

得ないなど、大変な御迷惑をおかけしておりますが、継続して大規模な改修を実施し、多くの皆さ

んが安心して快適に村営温泉施設を御利用いただけるよう努めてまいります。 

 次に、「元気な声があふれる健康・福祉のむら」について申し上げます。 

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

待ったなしの課題となっております。 

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

ることのできる環境を整備し、子どもたちが健やかに育つことのできる社会の実現のため、村では、

結婚から妊娠、出産、子育て、教育に至るまでのライフステージに応じた総合的な少子化対策と子

育て支援に取り組んでまいります。 

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

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

るなど、出会いの場の拡大に努めてまいります。 

 さらに、結婚を機に村内に定住された場合は、１年後に結婚祝い金として20万円を支給するとと

もに、新たに住居を構える場合は、一定所得及び34歳以下の夫婦を対象に住宅建設及び賃貸、引っ

越し費用のうち30万円を限度に補助するなど、結婚に対する経済的不安の解消とともに人口の流出

防止と定住を促進してまいります。 

 子育て支援につきましては、出産祝い金とともに、３歳未満の乳幼児を家庭で育児する皆さんに

１万円の商品券を給付する乳幼児家庭育児給付金を引き続き支給するほか、不妊治療を受けている

夫婦への不妊治療費助成金については、年額50万円を限度に助成し、経済的な負担軽減を図ってま

いります。 

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

として使用せざるを得ない状況となっていることから、高山村子育て支援センター整備検討委員会

からの提言を尊重させていただき、新たにその事業を保健福祉総合センター内で行うこととしてお

り、子育てする皆様にとって、利用したいときにいつでも利用することが可能となる専用スペース

を確保するための施設整備を進めてまいります。 

 保育園につきましては、多様化する保育ニーズに的確に対応できるよう、たかやま保育園の受け

入れ体制を整えるとともに、国が行う幼児教育無償化にあわせ、多子世帯に係る給食費の軽減措置

などにより子育て世帯の経済的な負担軽減を図ってまいります。 
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 高齢者施策につきましては、民生児童委員さんなど関係の皆さんと連携を図りながら、ひとり暮

らし高齢者等の皆さんに対する安否確認の見守り活動や、配食サービスの充実に努めてまいります。 

 医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に確保される地域包括ケアシステムの構築に向け

て、地域住民を始め、ボランティア、企業等と連携して生活支援体制整備事業の推進を図るととも

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

りに努めてまいります。 

 障害者施策につきましては、高山村障害者計画に沿って、障がいをお持ちの方が地域で自立し、

安全・安心な暮らしを送ることができるよう、社会福祉協議会や須高地域総合支援センターと連携

を図りながら、障がい者を地域で支え合い、あらゆる活動に参画していただけるよう自立を支援し

てまいります。 

 また、本村の特定健診において、糖尿病及びその予備軍の皆さんが依然多く見受けられることか

ら、糖尿病予防対策事業として、食生活改善推進員や教育関係機関等と連携し、乳幼児期から適正

な食習慣と生活習慣を身につけ、将来にわたり糖尿病にならない体づくりを推進するとともに、保

健指導において個別指導の充実を図る等、糖尿病の発症予防、重症化予防に努めてまいります。 

 本村の死亡原因の第１位でありますがんの予防対策につきましては、特に女性特有のがんに対す

る受診率が低いことから、集団検診や個別検診により受診率の向上に努めてまいります。 

 さらに、胃がん検診においては、須高３市町村と須高医師会等の連携により胃内視鏡検査を実施

するとともに、新たに、全てのがん検診において節目年齢による無料検診を実施し、早期発見・早

期治療による死亡率の減少に努めてまいります。 

 次に、「ずっと住みたい安全・快適なむら」について申し上げます。 

 高山村景観条例や高山村地球にやさしい環境基本条例、また「日本で最も美しい村」連合や志賀

高原ユネスコエコパークの理念に沿った豊かな自然環境の保全に努めるとともに、地球環境に負荷

の少ない地球にやさしい社会の構築に努めてまいります。 

 また、名古屋大学等の提唱するエネルギーの地産地消や温室効果ガスの大幅削減、気候変動など

への適応を推進する日本版首長誓約の理念に沿ったアクションプランを実践し、地域創生と地球貢

献の実現に向けた気候エネルギー自治の確立に取り組んでまいります。 

 生活基盤の根幹であります道路交通網の整備につきましては、幹線道路網計画と安全性を重視し

た生活道路の整備を図るため、引き続き国の社会資本整備総合交付金等を活用しながら進めてまい

ります。 

 村道紫樋沢線の役場前交差点改良工事につきましては、31年度の完成を目指し、早期発注、早期

完成に努めます。一方、橋梁整備につきましては、老朽化の著しい駒場橋の長寿命化を図るため、

新年度は、集中的な投資により早期完成を目指すとともに、新たに高山大橋及び屋知橋の改修に着

手いたします。 
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 また、除雪作業の効率化を図るため、老朽化した除雪機械を更新し、冬期間における道路の安全

確保に努めます。 

 さらに、近年の豪雨による河川区域外の倒木の被害軽減に向けて、柞沢川の子安橋上流において、

長野県森林づくり県民税を活用し立木を伐採するなど、河畔林の整備事業を実施いたします。 

 安心で快適に暮らせるための公共交通の確保につきましては、昨年10月に運行を開始した公共交

通サービスについて、乗り継ぎ拠点となるＹＯＵ游ランドバス停の整備に着手するとともに、今後

も利用者の声をお聞きしながら、より利用しやすく持続可能なシステムの構築に努めてまいります。 

 定住促進につなげる村営住宅の整備につきましては、今までに37棟の村営住宅を建設してまいり

ましたが、引き続き山田保育園跡地に地域優良賃貸住宅１棟を建設いたしますほか、空き家バンク

事業を活用し空き家となっている住宅の流動化を図り、田舎暮らしを希望する方々のニーズに沿っ

た住宅等の受け皿づくりと定住人口の増加を図るため、所有者や購入者に対する助成制度を拡充し、

転入者の増加に努めてまいります。 

 村民生活の安全・安心の確保につきましては、東日本大震災から間もなく８年が経過いたします

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

発生しておりますことから、本村においても集中豪雨や地震災害等による自然災害に備えるととも

に、30年度中に策定を完了することとしております業務継続計画に基づき、実践的な防災訓練等を

とおして防災に対する普及啓発に努めてまいります。 

 また、現在、県営中山間総合整備事業により更新作業を進めております防災行政無線の整備にあ

わせ、音質のクリアなＦＭ告知放送端末機を各御家庭に配備いたします。 

 さらに、火災や自然災害時など、現場からの状況報告や対応指示などのために必要不可欠な移動

系防災無線機のデジタル化の更新をあわせて行うこととしており、ソフト、ハードそれぞれの事業

の推進により、さらに安全で安心な村づくりを進めてまいります。 

 次に、「人を育てる教育・文化のむら」について申し上げます。 

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

合教育会議や教育大綱に沿って、教育行政の推進に努めてまいります。 

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

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

より学力の向上を図るとともに、保育園、学校、家庭、地域が一体となって子どもたちを育むため

に、高山村共育コミュニティ組織と連携を図る中で、教科の学習を始め、信州型自然保育やユネス

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

 小学校３、４年生の社会科等に活用する副読本につきましては、29年度から２カ年にわたって編

さん作業を進めてまいりましたが、30年度末に完成いたしますことから、新年度からこの教材を用

いて、村のすばらしい自然や文化、産業などについての学習を行い、ふるさと高山村に愛着を持つ
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ことができるよう活用を図ってまいります。 

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

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

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

の向上に取り組んでまいります。 

 また、小中学校入学時の入学祝い金やテストの経費、緊急連絡システムの経費を引き続き村費負

担とし、学校給食費につきましては、米を始めとする食材価格の上昇や10月からは消費税の引き上

げが予定されるなど、厳しい状況にありますが、給食費の公費負担額をこれまでの１食当たり40円

から70円に増額し、児童生徒１人当たり年間１万4,000円を公費負担することとし、保護者の経済

的な負担軽減を図るとともに、学校給食の質の確保と充実に努めてまいります。 

 高校生に対する支援としましては、奨学金の貸与を始め、定期路線バス山田温泉線を利用して高

校に通う生徒に対し、定期券の購入補助を継続し、保護者の経済的な負担軽減を図ってまいります。 

 生涯学習・文化の向上につきましては、村民の皆さん１人１人が心豊かに生きがいを持って充実

した生活を送っていただけるよう、誰もがいつでも学べる生涯学習の環境づくりを推進するほか、

地域の特性や人材を活用した特色ある講座を開催してまいります。 

 公民館図書室は、土・日の開放や本の朗読などを行うお話の会の開催により、利用者は年々増加

傾向にありますが、利用者の利便性を高め、さらに多くの皆さんに御利用いただけるよう蔵書の充

実などを図り、幼児から高齢者まで多くの皆様に親しんでいただける図書室の運営に努めてまいり

ます。 

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

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

ュニティ社会づくりに努めてまいります。 

 また、本年度は、隔年で実施しております村民体育祭の年に当たりますことから、子どもから高

齢者に至るまで、それぞれの体力や年齢に応じて参加できるよう、競技種目に工夫を凝らし、村民

総参加による村民体育祭を開催してまいります。 

 次に、「知恵と“ずく”を出し合う参画と協働のむら」について申し上げます。 

 22年度を初年度とした第五次高山村総合計画が目標年度を迎えることから、村民の皆様の御理解

と御協力をいただきながら「ひと・むら・自然がきらめく信州高山」の村づくりに向けて全力を傾

注してまいりますとともに、32年度を初年度とする10カ年計画であります第六次高山村総合計画を、

村民の皆様とともに本年度中に策定してまいりたいと考えております。 

 また、国においては、地方創生を最重要課題に掲げ、人口減少克服と地域の活性化に向けた対策

が講じられております。本村におきましては、総合戦略の推進により、子育て支援や定住対策等の

施策を通じて、人口減少に歯どめをかけるとともに地域の活性化を図ってまいりたいと考えており



－13－ 

ます。 

 行財政運営につきましては、地方交付税の増額が見通せない厳しい状況の中で、「自律して持続

可能な魅力ある村づくり」を実現するため、住民との協働による村づくりを一層推進しながら積極

的に行財政改革を進め、効果的な行財政運営の実現に向けて取り組んでまいります。 

 このため、28年度に策定しました公共施設等総合管理計画に基づき、施設の個別計画の策定を進

めてまいります。 

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

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

充実に努めてまいります。 

 最後に、村政運営に当たりましては、村民の皆様との協働による村づくりを推進するため、ブロ

ック行政懇談会の開催や出前いろり端会議、きらめきポスト等を通じて地域の皆さんの御意見等を

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

な範囲内で“ずく”を出し合い、村づくりに御参加いただくなど、村民挙げての協働による村づく

りを進めてまいりますので、御理解と御協力をお願い申し上げます。 

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

努めてまいる所存であります。 

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

します。 

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

につきましては総務課長より説明いたしますのでよろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────藤沢副村長。 

○副村長（藤沢敏和） 

 承認第２号から議案第10号までの10件について、一括して御説明申し上げます。 

 承認第２号 専決予算（平成30年度高山村一般会計補正予算（第６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、降雪量の増加に伴い除雪経費を追加するため専決処分したもので、歳入歳出そ

れぞれ3,235万円を追加し、当初予算からの累計額を41億8,248万8,000円としたものであります。 

 歳出補正は、土木費の道路橋梁費で除雪委託料など除雪事業に3,235万円を追加し、歳入では、

地方交付税に3,235万円を追加したものであります。 

 同意第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて申し上げます。 

 本案は、人権擁護委員であります大草茂雄さんの任期が来る６月30日に満了することから、後任

に高山村大字高井634番地、山際秀一さんを推薦したいので、人権擁護委員法の規定に基づき議会
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の同意をお願いするものであります。 

 議案第３号 平成30年度防災・安全社会資本整備交付金事業一級村道紫樋沢線無散水融雪施設工

事変更請負契約について申し上げます。 

 本案は、昨年11月22日に契約した紫樋沢線無散水融雪施設工事において、採熱管の削孔本数を追

加する必要が生じたため、この増工に伴い変更請負契約を締結したいので、地方自治法の規定に基

づき議会の議決をお願いするものであります。 

 議案第４号 高山村高井東部防除用水貯水施設の設置及び管理に関する条例について申し上げま

す。 

 本案は、農作物の生育及び品質管理に必要な防除用水を安定的に確保することにより、労力等の

負担軽減や農業の持続的な発展に資するため、防除用水貯水施設の設置及び管理について、新たに

条例を制定するものであります。 

 議案第５号 高山村個人情報保護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、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の

利用等に関する法律の一部を改正する法律等が施行されたことに伴い、個人情報の定義の明確化や

要配慮個人情報の取り扱い等について条例の一部を改正するものであります。 

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

し上げます。 

 本案は、特別職報酬等審議会の答申を尊重し、村長、副村長及び教育長の給料月額を引き続き減

額するため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第７号 災害弔慰金の支給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、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関す

る法律により、災害弔慰金の支給等に関する法律が一部改正され、本年４月１日から施行されるこ

とに伴い、災害援護資金の貸付利子の改定や災害障害見舞金等を追加するため条例の一部を改正す

るものであります。 

 議案第８号 高山村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。 

 本案は、水道事業及び下水道事業運営審議会の答申を尊重し、使用料を改定するため、条例の一

部を改正するものであります。 

 議案第９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、議案第８条と同様に、水道事業及び下水道事業運営審議会の答申を尊重し、使用料を改

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10号 辺地に係る総合整備計画について申し上げます。 

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

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

 以上、条例案等10件について一括して御説明を申し上げましたが、十分に御審議の上、議決を賜

りますようお願い申し上げまして、提案説明といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────宮本総務課長。 

○総務課長（宮本孝雄） 

 議案第11号から議案第19号までの９件について、一括して御説明を申し上げます。 

 議案第11号 平成31年度高山村一般会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は40億2,700万円で、前年度の当初予算と比較して1.7％の増であります。 

 歳入の主なものは、村税で平成30年度の税収動向等を踏まえ、法人村民税や固定資産税などの増

収を見込んで、1.2％増の６億9,371万1,000円といたしました。 

 地方譲与税では、新たに譲与される森林環境譲与税を見込み、9.3％増の4,700万円といたしまし

た。 

 地方消費税交付金では、30年度の収入実績や地方財政見通し等を踏まえ、4.6％増の１億1,300万

円といたしました。 

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

見込み、357.2％増の1,097万2,000円といたしました。 

 地方交付税につきましては、国勢調査人口の減少による影響や地方財政見通し等を踏まえ、

1.4％減の16億3,200万円といたしました。 

 分担金及び負担金では、幼児教育無償化に伴い、保育所保護者負担金の減少により、33.3％減の

2,220万1,000円といたしました。 

 国庫支出金につきましては、村営住宅取得費の減少などに伴い、社会資本整備総合交付金などの

減により、5.1％減の３億5,240万6,000円といたしましたほか、県支出金につきましては、畜産・

酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金等が減となったことに伴い、9.5％減の２億443万9,000

円といたしました。 

 寄附金につきましては、ふるさと納税寄附金が順調に伸びておりますことや、引き続き企業版ふ

るさと納税の申し出により、49.0％増の2,804万1,000円といたしましたほか、村債につきましては、

前年度において農業集落排水第１処理場を防除用水貯水施設に改修したことに伴う公共施設等適正

管理推進事業債や、村道藤沢線改良工事の完了に伴う自然災害防止事業債などが減額となるものの、

移動系デジタル防災無線の整備に伴う緊急防災・減災事業債などの増に伴い、27.3％増の５億

1,390万円といたしました。 

 次に、歳出については、各款ごとに主なものを申し上げます。 

 まず、総務費におきましては、総務管理費の一般管理費で、新たに公用車にドライブレコーダー
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を設置するため、庁用備品購入費に63万1,000円のほか、10人乗り公用車の更新に400万円計上、財

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

公共施設等総合管理計画に基づく個別施設計画を策定するための公共施設調査委託料に330万円の

ほか、健康増進法の改正により、役場庁舎内の喫煙所廃止に伴い屋外に設置するための喫煙所新設

工事費など、庁舎修繕工事請負費に284万1,000円計上、企画費で、第六次高山村総合計画や第三次

土地利用計画策定に係る総合計画等策定業務に395万5,000円のほか、当該計画の印刷製本費に200

万円、総合戦略第二次計画策定の委託料に239万8,000円、住宅用太陽光発電システム設置費補助金

に350万円、景観形成事業補助金に312万5,000円のほか、高山村ふるさと景観育成寄附金事業に

1,028万2,000円を計上、情報化推進費では、農村情報連絡施設事業で防災行政無線の戸別受信装置

である有線型ＦＭ告知放送受信機設置のための施設整備工事請負費に5,016万円のほか、ケーブル

テレビ村民チャンネル番組制作委託料588万6,000円を計上、諸費では、自治区施設整備等補助金に

411万円を計上し、基金費では、ふるさと納税寄附金を積み立てるため、ふるさと創生基金積立金

に2,000万円を計上いたしました。 

 選挙費では、県議会議員選挙費に515万5,000円計上、参議院議員通常選挙費に747万4,000円を計

上いたしました。 

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

ー事業などの結婚相談事業委託料108万8,000円、結婚新生活支援補助金60万円、定住促進結婚祝い

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

療費特別給付金に1,533万円、出産祝い金194万円、児童手当１億908万円のほか、３歳未満児の乳

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

児給付金に90万円計上、高齢者福祉費で、高齢者等公共交通ＩＣカード利用者負担金84万円、寝た

きり高齢者等家庭介護手当に560万円、老人クラブの加入者促進を支援するため、老人クラブ育成

事業に166万7,000円を計上、障害者福祉費で、心身障害児（者）タイムケア事業委託料に72万

2,000円、障害者医療費特別給付金に2,251万1,000円、重度心身障害者家庭介護手当156万円、障害

者自立支援給付費１億4,853万8,000円、地域生活支援事業給付金に460万7,000円を計上、社会福祉

施設費で、高齢者福祉センターの指定管理料に985万円、ＹＯＵ游ランドバス停留所整備や地域間

幹線系統路線運行補助金、地域公共交通協議会負担金など、公共交通事業に6,094万7,000円、地域

包括支援センター費で、介護予防サービス計画作成委託料などで454万円、保健福祉費で、後期高

齢者医療広域連合医療給付費負担金に7,106万7,000円、国民健康保険特別会計繰出金に4,458万

4,000円、後期高齢者医療特別会計繰出金に2,313万円を計上いたしました。 

 児童福祉費の保育所運営費で、村外の保育所へ通園する園児の保育所運営費委託料に1,250万円、

児童福祉施設費で、保育園遠距離通園費助成金10万2,000円、児童クラブ事業に2,745万4,000円、

子育て支援センター費で、子育て支援センターを保健福祉総合センター内に整備するための設計委
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託料150万円を計上いたしました。 

 衛生費では、保健衛生費の保健衛生総務費で、村保健補導員会補助金56万円、難病患者等見舞金

34万円を計上、予防費で、特定年齢無料がん検診など健康診査事業に2,255万9,000円、乳幼児の定

期予防接種や高齢者のインフルエンザ予防接種など感染症予防事業に1,725万3,000円、水中運動な

どヘルスアップ事業に1,673万2,000円、アンチエイジング講習会やスノーシュー体験教室の開催な

ど、アンチエイジングの里づくり推進事業に254万円を計上、母子衛生費で、妊婦一般健康診査委

託料508万6,000円、不妊治療助成金100万円計上、公園費で、ＹＯＵ游ランドは開園から25年が経

過し、老朽化等に伴い引き続き大規模修繕を行うため、施設改修工事請負費に3,440万8,000円、Ｙ

ＯＵ游ランド誘客の拡大を図るため、ＹＯＵ游ランド雪と光の祭典補助金に200万円を計上、診療

所費で、高山診療所医師の紹介委託料などのため、診療所特別会計繰出金に791万9,000円計上、環

境衛生費で、長野広域連合負担金2,192万4,000円、防犯街路灯設置工事など防犯対策事業に563万

2,000円計上、清掃費の塵芥処理費で、一般廃棄物収集委託料に3,007万3,000円、可燃ごみ処理費

負担金に1,564万8,000円を計上いたしました。 

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

給金に200万円、移住就業・起業支援事業補助金に100万円を計上いたしました。 

 農林水産業費では、農業費の農業総務費で、基幹集落センターのトイレを洋式化するため工事請

負費に130万円計上、農業振興費で、農産物処理加工施設整備に対する農業６次産業化推進事業補

助金に580万円、優良農地の保全を図るため、日本型直接支払制度多面的機能支払事業に1,518万

3,000円、有害鳥獣駆除対策の強化を図るため、新たな助成制度として電気柵維持管理交付金など、

自ら守ろう農作物推進事業に588万円、農地現況調査の効率化を図るため、農地情報管理システム

の導入に係る委託料など農地情報事業に473万1,000円、日本型直接支払制度中山間地域等直接支払

事業に2,098万6,000円、新規就農者への支援など担い手育成事業に1,925万6,000円計上、ＩＣＴを

活用した最先端農業実証実験など、世界に誇る力強い産業形成事業に2,714万4,000円、新規就農を

目指す村外の皆さんを対象に、おためし住宅を活用して農作業体験の受け入れを行う就農促進事業

に420万円を計上、畜産事業費で、山田牧場放牧推進事業や基幹診療所設置運営負担金など畜産業

一般経費に568万円計上、園芸振興費で、りんご、ぶどう及びワインぶどうの苗木購入に係る補助

金など園芸振興事業に731万2,000円、遊休荒廃農地対策事業に210万円を計上、農地費で、将来を

見据えた農業の基盤づくりのための県営中山間総合整備事業に3,215万8,000円、農業集落排水事業

特別会計繰出金に5,691万円計上いたしました。 

 林業費の地籍調査費で、地籍調査事業に314万6,000円計上、林業振興費で、新たな森林管理シス

テムの導入に伴う意向調査委託料113万4,000円、緩衝帯整備委託料182万9,000円、松くい虫の森林

病害虫防除対策事業に1,553万円4,000円計上、林道費で、林道維持管理事業に544万円を計上いた

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

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

ど、商工業振興事業に4,898万5,000円を計上、観光費で、村の観光振興を推進するため、引き続き

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

ンホールのトイレ洋式化に伴う施設改修工事請負費247万2,000円、産学官連携地域文化創生プロジ

ェクト負担金120万円、株式会社グーライト海外展開事業の観光情報発信連携事業負担金300万円、

観光協会補助金に569万円、桜まつり補助金に243万4,000円、山田牧場バス運行補助金138万円、蕨

温泉ふれあいの湯では、引き続き施設改修工事請負費に4,105万円、山田温泉大湯についても施設

整備工事請負費1,456万円、信州高山アンチエイジングの里スパ・ワインセンター事業に932万

9,000円を計上、本村に訪れるお客様の流れをつくるにぎわいの場構想を実現するため、にぎわい

の場創出事業に344万円を計上いたしました。 

 土木費では、道路橋梁費の道路維持費で、安全・安心な道路交通の確保のため、道路修繕事業に

3,216万4,000円計上、冬期間における良好な道路環境を維持するため、老朽化した大型除雪機械を

更新するなど除雪事業に5,239万8,000円、協働の村づくり道路おてんま支援事業に227万3,000円計

上、道路新設改良費で、役場前の村道紫樋沢線改良工事のほか、駒場橋長寿命化修繕工事や、新た

に高山大橋及び屋知橋の長寿命化修繕工事のための設計業務など、道路新設改良事業に２億2,624

万5,000円計上、河川費の河川総務費で、河畔林整備事業委託料など河川護岸改修事業に495万円計

上、下水道費で、下水道事業特別会計繰出金に１億3,028万4,000円計上、住宅費で、定住促進につ

ながる住宅の整備として山田保育園跡地に建設する地域優良賃貸住宅の村営住宅等購入費など、村

営住宅事業に4,060万1,000円、住宅耐震やブロック塀除去事業など住宅耐震化事業に422万8,000円

計上するほか、空き家の利活用を促進するため、空き家リフォーム等の助成など空き家対策事業に

489万5,000円を計上いたしました。 

 消防費では、常備消防費で、広域消防事務委託料に１億4,449万2,000円、非常備消防費で、非常

備消防一般経費に3,289万3,000円、消防施設費で、消防用備品購入費など消防施設一般経費に834

万7,000円、災害対策費で、移動系デジタル行政無線の施設整備工事請負費など、災害対策一般経

費に１億4,648万5,000円を計上いたしました。 

 教育費では、教育総務費の教育委員会費で、老朽化したマイクロバスを更新するための公用車購

入費に829万1,000円、小中学校外国語授業のためのＡＬＴを配置するなど、語学指導等を行う外国

青年招致事業に843万2,000円、小学校費の学校管理費で、きめ細やかな学習のための学習支援員及

び障がいを持つ子どものための看護師配置、不登校児童対策としてカウンセラー等の配置及び入学

祝い金など、小学校管理一般経費に4,530万円計上、中学校費の学校管理費において、小学校費と

同様に、きめ細やかな学習のための学習支援員等の配置及び入学祝い金など、中学校管理一般経費

に3,824万6,000円を計上いたしました。 
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 社会教育費の公民館費で、公民館１階トイレの洋式化など修繕費252万4,000円や、文化協会補助

金に109万4,000円、信州高山音楽祭の開催など生涯学習推進事業に410万5,000円を計上、文化財保

護費で、一茶ゆかりの里一茶館の茶会等のイベントなど、一茶ゆかりの里企画展経費に209万3,000

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

保健体育総務一般経費に817万円、村民体育祭経費に194万2,000円計上、体育施設費で、グラウン

ドを整備するための備品購入費に337万4,000円計上いたしました。 

 給食施設費で、施設の維持管理に伴う給食施設一般経費に2,481万8,000円計上、高等学校費で、

高校生定期券補助金120万円を計上いたしました。 

 続きまして、議案第12号 平成31年度高山村国民健康保険特別会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は８億2,975万3,000円で、前年度当初予算比7.8％の減であります。 

 歳出の主なものは、保険給付費に６億126万3,000円、国民健康保険事業費納付金に２億616万

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

た。 

 議案第13号 平成31年度高山村診療所特別会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は7,181万7,000円で、前年度当初予算比6.9％の減であります。 

 歳出の主なものは、総務費の施設管理費で4,518万7,000円、医業費に2,053万6,000円を計上し、

歳入では診療収入及び繰入金など、所要額を計上いたしました。 

 議案第14号 平成31年度高山村介護保険特別会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は７億3,260万円で、前年度当初予算比3.7％の増であります。 

 歳出の主なものは、介護サービス給付費など保険給付費に６億9,868万円、地域支援事業費に

2,357万4,000円を計上し、歳入では保険料、国庫支出金及び支払基金交付金、県支出金など、所要

額を計上いたしました。 

 議案第15号 平成31年度高山村後期高齢者医療特別会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は7,933万7,000円で、前年度当初予算比0.2％の減であります。 

 歳出の主なものは、総務費に107万8,000円、後期高齢者医療広域連合納付金に7,815万7,000円を

計上し、歳入では後期高齢者医療保険料及び繰入金など、所要額を計上いたしました。 

 議案第16号 平成31年度高山村温泉開発事業特別会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は3,995万3,000円で、前年度当初予算比36.6％の増であります。 

 歳出の主なものは、山田温泉及び奥山田温泉の源泉施設改修工事など温泉給湯事業費に3,913万

円を計上し、歳入では使用料及び手数料、村債など、所要額を計上いたしました。 

 議案第17号 平成31年度高山村農業集落排水事業特別会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は9,167万3,000円で、前年度当初予算比3.5％の減であります。 

 歳出の主なものは、処理施設の維持管理など農業集落排水事業費に3,391万4,000円、公債費に
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5,725万3,000円を計上し、歳入では使用料及び手数料、繰入金など、所要額を計上いたしました。 

 議案第18号 平成31年度高山村下水道事業特別会計予算について申し上げます。 

 この会計の予算総額は２億1,148万4,000円で、前年度当初予算比2.5％の減であります。 

 歳出の主なものは、下水道費で2,866万8,000円、流域下水道事業費に3,507万9,000円、公債費に

１億4,628万4,000円を計上し、歳入では使用料及び手数料、繰入金、村債など、所要額を計上いた

しました。 

 議案第19号 平成31年度高山村上水道事業会計予算について申し上げます。 

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

もので、収益的収入は１億2,883万2,000円、収益的支出は１億2,580万1,000円であります。 

 また、資本的収入は3,777万1,000円、資本的支出は5,588万円で、主なものは、資本的支出にお

いて神明下水源に係る電気制御盤改修工事や深井戸揚水管更新工事請負費など、所要額を計上いた

しました。 

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

議決を賜りますようお願い申し上げまして、提案説明といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 しばらく休憩します。 

午前10時31分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午前10時36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２号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

─────10番 梨本修造議員。 

○10番（梨本修造議員） 

 この地中熱を利用して地面を暖めるというこの方法なんですが、この地域ではもともと水温15度

前後の水がない地域なんですよ。それで、地中へパイプを入れて、そこへ水もしくはエチレングリ

コールなんかを入れて、そこから熱までとろうという方式を考えるんですが、実を言いますと、そ

れは大きな設計ミスをしたんじゃないかと、そのように考えています。 

 それで、こういうことを企画するときに、素人が企画すると、どうしても工事費の高いものに企

画してしまうということになるわけですよ。この場合、私に相談されたら……。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 梨本議員に申し上げますが、現在の質問は議案第３号ではないでしょうか。 
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○10番（梨本修造議員） 

 あ、そう。あ、失礼しました。取り消します。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 ほかに質疑はありません。 

（「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２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６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。 

 これから同意第１号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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。 

 本案について討論を省略し、採決したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 同意第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについては、討論を省略し、採決する

ことに決定しました。 

 これから同意第１号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについてを採決します。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 
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（挙手10人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手全員です。 

 本案は同意することに決定しました。 

 これから議案第３号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

─────10番 梨本修造議員。 

○10番（梨本修造議員） 

 先ほどは失礼しました。その樋沢紫線のその無散水道路の設計の件なんですが、どうもこれは、

自分は温泉関係の仕事をしてきて、地中熱の関係の勉強を多少なりともした結果から見ると、大き

な設計ミスをしたんじゃないかというふうに思うんです。 

 これは、どちらかというと、バイオマスエネルギーを使った熱を加えることによって道路の温度

を維持するというこの方式をとったほうがよかったんじゃないかというふうに思います。これはど

このコンサルタント会社に相談したかどうかよくわからないんですが、これは、例えば山に放置さ

れている倒木をチップ化して、それでボイラーを回すと、それによって、そこで経済が発展するん

です。その熱を使って道路を暖めると、要するに、暖めるのはエチレングリコールで、これでいい

わけですよ。ですから、一つの経済の流れをつくる、それで、それをまた村の村民に返していくと

いうようなことを考えながら、熱効率のいいということからになると、地中熱は非常に効率の悪い

考え方なんですよ。 

 実は、私、長野県の温泉審議委員をやっていまして、そういうようなことが幾つか申請で出てき

ているんですが、地中熱をうまく使うというのは相当、温泉熱のあるところ以外はなかなか難しい

んです。それで、そういうことは、私、長野県の温泉審議委員をやっていて、６年から８年やって

いて、いろんなことを経験しているわけですから、ちょっと相談してもらえれば、最もお金のかか

らない、この社会にお金が回る方法を考えてやれたんですよ。 

 地中熱のないところから何本チューブを掘ってやっても、これまた足りなくなるのはわかってい

るんですよ。ですから、そういう意味で、村民の持っている知恵をうまく使っていくというこうい

う姿勢が、結局こういう増工という、1,200万円の増工になるわけですよ。ですから、そういう面

でもうちょっと知恵を働かせていただきたい。村民の持っている知恵をどうやって利用するかと、

そういうことを心がけていただかないと、なかなかこういうことは認められないと、私自身は反対

いたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────牧建設水道課長。 

○建設水道課長（牧 修三） 
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 今の御質問について御説明申し上げたいと思いますが、この役場前の紫樋沢線、この無散水の融

雪工事については、当初の設計で約４億ぐらいかかるという想定で、既に４年の歳月をかけて工事

を進めてまいっております。 

 今回、変更でお願いする件については、当初予算の国のほうからついてきました予算、これを２

工区に分けて分割発注をさせていただいております。で、１工区については、既に工事内容が決定

したということで、今回２工区について変更をお願いするわけですが、当然１工区なり２工区の中

で入札差金等もございまして、予算に対して1,200万ほど、まだ未消化の部分がございましたので、

今回、２工区に変更計画をさせていただいて当初の予算額を消化するという形でございます。決し

て設計の変更という形ではございませんので、そこら辺、御理解いただきたいと思います。 

 先ほど、来年度について、最終年度ということで完成するような形で国のほうにも集中的に予算

の配分をお願いしているところでございます。 

 それから、先ほどの地中熱については、議員おっしゃるとおり、非常に効率的には、特に高山に

ついてはボーリングをしても水がないということで、地熱の熱交換を行うという部分では、水が出

る場所と比較しますと効率が悪いということで、本来であれば、11本もボーリングしなくても水が

出れば少ないボーリングの本数で足りたかもしれませんが、一応、設計段階でも11本掘ると、この

無散水、既設の道路面積をほぼ熱が足りると、で、不足する分についてはボイラーを設置して緩和

するというような設計になっておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○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。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第３号 平成30年度防災・安全社会資本整備交付金事業一級村道紫樋沢線無散水融

雪施設工事変更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。 

（挙手９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。 
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 これから議案第４号から議案第９号までの６件について一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○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４号から議案第９号までの６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４号から議案第９号までの６件については、議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付

託することに決定しました。 

議 案 付 託 表 

議               案 付 託 委 員 会 

議案第５号 高山村個人情報保護条例の一部を改正する条例 

議案第６号 特別職の職員等の給与の支給の特例に関する条例の一部を改 

      正する条例 

総 務 文 教 

常 任 委 員 会 

議案第４号 高山村高井東部防除用水貯水施設の設置及び管理に関する条 

      例 

議案第７号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

議案第８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９号 高山村下水道条例の一部を改正する条例 

民 生 建 設 

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４号から議案第９号までの６件については、会

議規則第45条第１項の規定によって、３月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。 
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 議案第４号から議案第９号までの６件については、３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10号については、後日審議したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 議案第10号については、後日審議することに決定しました。 

 これから議案第11号から議案第19号までの９件について、一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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。 

 本件については、10人の委員をもって構成する平成31年度予算審査特別委員会を設置し、これに

付託の上、審査を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。 

 本件については、10人の委員をもって構成する平成31年度予算審査特別委員会を設置し、これに

付託の上、審査をすることに決定しました。 

 お諮りします。 

 ただいま設置されました平成31年度予算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第

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

ませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 平成31年度予算審査特別委員会の委員は、お手元に配りました名簿のとおり選任することに決定

しました。 

「平成31年度予算審査特別委員会」構成名簿 

職       名 氏       名 

委       員 柴 田 弘 男 
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〃 湯 本 辰 雄 

〃 西 原 澄 夫 

〃 西 條 正 純 

〃 宮  川  登 志 一 

〃 涌  井  仙 一 郎 

〃 松 本  茂 

〃 畔 上 孝 一 

〃 水 谷  清 

〃 梨 本 修 造 

 

議 案 付 託 表 

議               案 付 託 委 員 会 

議案第11号 平成31年度高山村一般会計予算 

議案第12号 平成31年度高山村国民健康保険特別会計予算 

議案第13号 平成31年度高山村診療所特別会計予算 

議案第14号 平成31年度高山村介護保険特別会計予算 

議案第15号 平成31年度高山村後期高齢者医療特別会計予算 

議案第16号 平成31年度高山村温泉開発事業特別会計予算 

議案第17号 平成31年度高山村農業集落排水事業特別会計予算 

議案第18号 平成31年度高山村下水道事業特別会計予算 

議案第19号 平成31年度高山村上水道事業会計予算 

平 成 3 1 年 度 

予 算 審 査 

特 別 委 員 会 

 

○議 長（酒井康臣議員） 

 お諮りします。 

 ただいま平成31年度予算審査特別委員会に付託しました議案第11号から議案第19号までの９件に

ついては、会議規則第45条第１項の規定によって、３月11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11号から議案第19号までの９件については、３月11日までに審査を終了するよう期限をつ

けることに決定しました。 

 委員会条例第７条の規定によって、平成31年度予算審査特別委員会の委員長及び副委員長の互選
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を本日の会議終了後、本議場において行ってください。 

 互選に関する職務は、年長の宮川登志一議員とします。 

 なお、委員会終了次第、委員長及び副委員長の互選の結果を報告願います。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第23 議員派遣について 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第23 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。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 あす３月１日から４日までの４日間は休会とします。 

 来る５日は午前10時から本会議を開き、一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

 御苦労さまでした。 

午前11時52分  散 会 

                                  

 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

          平成31年２月28日 

                 高山村議会議長  酒 井 康 臣 

 

                 署 名 議 員  宮 川 登志一 

 

                 署 名 議 員  涌 井 仙一郎 

 

                 署 名 議 員  松 本   茂 
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平成31年第２回高山村議会３月定例会一般質問目次 

 

平成31年３月５日（火曜日） 

 

２番 湯本辰雄議員 ………………………………………………………………………………………32 

   子育て支援について 

   自衛官募集への協力について 

 

３番 西原澄夫議員 ………………………………………………………………………………………38 

   村が持続可能な発展をする為の施策について 

 

１番 柴田弘男議員 ………………………………………………………………………………………44 

   果樹振興の支援は 

 

４番 西條正純議員 ………………………………………………………………………………………48 

   役場庁舎など村の施設の受動喫煙対策について 

 

８番 畔上孝一議員 ………………………………………………………………………………………52 

   むらづくりアンケートについて 

   小中学校の課題について 

 

６番 涌井仙一郎議員 ……………………………………………………………………………………60 

   ＩＣＴによる気象データ収集と解析について 

   上水道事業の今後の計画について 

 

９番 水谷 清議員 ………………………………………………………………………………………67 

   人口減の現状について 
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平成31年第２回高山村議会３月定例会会議録（第２号） 

 

平成31年３月５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 

２番 湯 本 辰 雄 議員       ３番 西 原 澄 夫 議員 

１番 柴 田 弘 男 議員       ４番 西 條 正 純 議員 

８番 畔 上 孝 一 議員       ６番 涌 井 仙一郎 議員 

９番 水 谷   清 議員 

──────────────────────────────────── 

    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 

──────────────────────────────────── 

    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 牧   修 三  
会 計 管 理 者 

（ 会 計 室 長 ) 
臼 田 文 男 

教 育 次 長 

(人権推進室長) 
涌 井 重 幸    
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──────────────────────────────────── 

    事務局出席職員 

事 務 局 長 小 渕 義 彦  書 記 中 村 沙 紀 

                                  

 

午前10時04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。 

 

──────────────────────────────────── 

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。 

 平成31年度予算審査特別委員会の委員長から、委員長及び副委員長の互選の結果について報告が

あり、別紙のとおり構成名簿をお手元に配りましたので、報告します。 

 これで諸般の報告を終わります。 

平成 31年度予算審査特別委員会構成名簿 

職       名 氏        名 

委   員   長 松  本     茂 

副  委  員  長 西  原  澄  夫 

委       員 柴  田  弘  男 

〃 湯  本  辰  雄 

〃 西  條  正  純 

〃 宮  川  登 志 一 

〃 涌  井  仙 一 郎 

〃 畔  上  孝  一 

〃 水  谷     清 

〃 梨  本  修  造 

──────────────────────────────────── 

日程第１ 一般質問 

○議 長（酒井康臣議員） 
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 日程第１ 一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 おはようございます。 

 通告に従いまして、質問いたします。 

 初めに、一昨年の中学生議会の折、夏の暑さの対策のためにエアコンを設置してほしい旨の要望

がありました。このたび、小学校及び中学校にエアコンの設置が決定されました。私は、心よりう

れしく思っております。関係各位の御尽力に敬意を表したいと思います。 

 それでは、自衛官の募集事務について質問いたします。 

 信濃毎日新聞によれば、自民党の国会議員に対し、自衛官募集に関する防衛相への協力状況をそ

れぞれの選挙区内の地方自治体に確認するよう文章で要請していたことが、２月15日にわかった。

これは、日ごろより安倍首相が、自衛官募集への自治体の協力が不十分なために、憲法９条に自衛

隊を明記する必要があると主張していることを踏まえた対応と見られる。例えば、安倍首相は１月

30日の衆議院本会議で、８割以上の自治体は自衛官の募集事務を拒否している、残念だ、終止符を

打つためにも自衛隊の存在を憲法上、明確に位置づけることが必要だと発言していると伝えており

ます。 

 ところで、自衛官の募集事務とは、本年２月16日の信毎によりますと、自衛隊法97条１項が規定

する事務に当たり、全国632自治体では、住民基本台帳に基づく氏名などの個人情報を電子データ

で提供している。587自治体では、採用条件に該当する人の住民基本台帳の閲覧や書き写しを容認

し、344自治体は、全ての住基台帳の閲覧などを認めている。残り173自治体が協力に応じていない

と記載しています。 

 続いて、信毎によれば、県内の77自治体では、全市町村が募集に協力していると報道しています。

その内訳は、県内77市町村のうち2018年度に自衛官募集に関する個人情報を紙媒体で提供したのは

44市町村で、住民基本台帳の閲覧や書き写しを認めたのは33市町村、全市町村が協力しており、自

衛隊では募集に必要な情報を得られていると伝えています。 

 そこで第１に、本村の自衛官募集事務について、次のことを質問いたします。 

 １つ、自衛隊のどの部署から要請を受けた場合に自衛官募集事務に協力されるのでしょうか。 

 １つ、受け付けからその手順はどのようになるのでしょうか。 

 １つ、協力要請は、書類上は口頭でしょうか。 

 １つ、本村が募集事務に協力する際の資料内容は決まっているのでしょうか。 

 １つ、住民基本台帳の閲覧はあるのでしょうか。 

 １つ、18歳と22歳の者の住所、氏名の開示はありますか。 
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 １つ、18歳及び22歳以外の者の開示はあるでしょうか。 

 １つ、その資料に住所、氏名以外の項目はあるでしょうか。 

 １つ、その媒体は、紙、電子、そのほか何かあるのでしょうか。 

 １つ、資料提供するまでの準備期間はどの程度見ておられるのでしょうか。 

 次に、第２として、個人情報保護法との問題です。 

 本来、個人のさまざまな情報については、20年程度前になると思いますが、個人情報保護法が制

定され、本人の同意なしには住民基本台帳を閲覧させることはプライバシー権の侵害になるものと

いいます。当然、役所としても遵守しなければならないものです。 

 そこで、質問いたします。 

 本村の自衛隊員募集に関し、個人情報保護法に抵触するおそれはないのでしょうか。 

 第３として、村長に質問いたします。 

 安倍首相は、憲法に自衛隊を明記すれば空気が変わると発言されました。これは、自治体に自衛

官募集を強制することになると思いますが、村長はこの安倍首相の発言についてどのような感想を

お持ちでしょうか。 

 以上について質問いたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 自衛官募集への協力についてお答えいたします。 

 まず初めに、自衛隊は日本の防衛のみならず、国際平和のための活動の取り組みや国内外の災害

派遣など、日本の平和と安全及び国際社会の安定を確保するための重要な任務を担っていただいて

おります。 

 そこで、自衛官募集への協力についてでございますが、議員お尋ねの項目が10項目ほどあります

ので、まとめた形でお答えします。 

 自衛官募集につきましては、自衛隊法第97条に「県知事及び市町村長は、政令で定めるところに

より、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定されており、地方自治法

第２条第９項第１号に規定する法定受託事務に位置づけられております。 

 このため、毎年12月に入りますと、自衛隊長野地方協力本部では、書面により自衛官及び自衛官

候補生の募集のために必要な募集対象者情報の提出についての依頼があり、村では、この情報提供

を紙媒体や電子媒体を使って提出しておりませんので、年明けの１月以降に長野地方協力本部から

来庁され、住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書により、あらかじめ依頼のあった18歳の男女だ

けを対象に、村がリストアップした名簿を参考に、対象者の住所、氏名、生年月日、性別の４情報

のみ閲覧されております。 
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 なお、このリストの中には、ただいま申し上げました４つの情報以外の項目は記載されておりま

せん。 

 また、村では、募集対象者情報提供のほかに、長野地方協力本部からの依頼により、広報たかや

まへの自衛官募集記事の掲載や村掲示板等へ募集ポスターを張るなどの協力をしているところであ

ります。 

 したがいまして、募集対象者の情報提供につきましては、閲覧のみによるものとしており、閲覧

するための対象者リストの作成に当たっては、電子化された住民基本台帳に基づき処理しておりま

すので、資料提供までの準備期間はほとんどかかっていないのが実態でございます。 

 次に、個人情報保護法の抵触についてのお尋ねでございますが、情報化の進展に伴い、紙媒体に

よるリストや電子媒体での情報提供が自治体の個人情報保護条例に抵触するのではないかなどと懸

念される声もお聞きしておりますが、本村では、個人情報保護の観点から、以前より住民基本台帳

法第11条の規定に基づき、国からの請求による住民基本台帳の一部の閲覧という方法により情報提

供しており、他の自治体などからの閲覧申請と同様に取り扱っておりますことから、議員御指摘の

件につきましては、何ら法律に抵触するものではないと考えております。 

 なお、本村以外の市町村の中には、名簿等を紙媒体や電子媒体により情報提供している自治体も

ありますが、このような自治体では、個人情報保護法第23条第１項等に基づき、各市町村の個人情

報保護条例において情報の外部提供を行うことができる旨を規定しているため、法律には抵触しな

いものとお聞きしております。 

 次に、安倍首相の発言についてでございますが、去る２月10日の自民党大会において、安倍首相

は、「残念ながら、隊員募集に対して、都道府県の６割以上が協力を拒否しているという悲しい実

態があります。憲法にしっかりと自衛隊を明記して、違憲論争に終止符を打とうではありませんか」

と述べられております。 

 しかしながら、本村では、自衛官募集に関する情報提供は、国からの申請により、住民基本台帳

法の規定に基づいて閲覧による協力をしておりますことから、議員御質問の安倍首相の発言に対す

る私の答弁は差し控え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） 

 それでは、再質問させていただきます。 

 自衛隊法の97条には、募集に関する事務の一部を行うと定め、市町村に資料の提出を求めること

ができるとする施行令120条にあるとされていますので、自治体に義務や強制力はありません。 

 安倍首相の憲法に自衛隊を明記すれば空気が変わるという発言は、今後、国と社会全体で自衛隊

の位置づけが大きく変わり、国民と自治体を戦争に大動員させる危険性を示すものとなります。こ
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れについては、本来自衛隊とは、戦後から始まっているわけですが、本来、自衛隊は、戦争をする

といいますか、戦闘行為をするという部隊であるというふうに私は思っております。災害の復旧や

支援、いろいろ協力はしていただいておりますが、それは２番目の業務ではないかというふうに考

えております。 

 そういう中で、自治体に自衛隊員募集の協力をさせることにより、安保法制が制定されておりま

すが、海外での武力行使が任務とされたために、自衛隊への入隊が敬遠されている最近です。 

 そこで、自治体に協力させて自衛隊員を確保していく、これは憲法上、政府の義務であるという

のが憲法に記載した場合のことですが、憲法上、政府の義務であると主張して、将来は徴兵制も見

据えたものになると、それを危惧するという憲法学者がいらっしゃいます。私はこの意見に賛同し、

憲法９条の変更には反対したいと思っております。 

 そこで改めて質問させていただきますが、このような、将来を見据えれば徴兵制も視野に入れな

くてはならないとする安倍首相の発言になりますが、その見解については、村長はどのようにお考

えでしょうか。改めてお尋ねしたいと思います。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 安倍首相のお考えについての私の意見ですけれども、まず、最初に申し上げましたように、現在

の自衛隊の任務としましては、まず初めに日本の防衛、そして２つ目には、国際平和のための活動

の取り組み、そして３番目は、国内外の災害派遣と、この３つに絞られているわけです。 

 そして、それに対して今、安倍首相の考えについて、湯本議員のほうから私のお考えと、こうい

うふうにされましたけれども、安倍首相の考えについての私の答弁は控えさせていただきたいと、

このように思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 自衛隊の募集についての質問は、以上で終わらせていただきます。 

 村長の見解については、ありがとうございます。感謝いたします。 

 次に、子育て支援事業について質問いたします。 

 須坂市や小布施町のこともお聞きしましたけれども、両市町ともたかやま保育園と同様、公立保

育園では３歳から５歳児には、昼食用の御飯を持参して、調理したおかずとあわせて昼食をとって

もらっております。 

 12月議会において、私の質問に対し涌井次長から、各家庭で毎朝御飯を炊き、子どもに朝食をと

る習慣を身につけさせることが大変重要で意義があるため、そして、現状どおり御飯は持参してい
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ただきたいとの答弁もありました。私は、何という答弁かというふうに当時は思いましたけれども、

その後、保育園の皆さんに御意見を伺うと、賛同されておりました。ですので、そのことについて

の意見は、きょうは述べることはいたしません。 

 しかし、せっかく朝早く温かい御飯を炊いて、弁当に詰めていただいて、それでいよいよ食べる

ときに、冷たくなった御飯をおかずと一緒に食べるということは大変残念なことではないかという

ふうに思います。せっかく温かい御飯を持参しているのに、食べるときは冷たくなったものを食べ

るという、こういう政策、方法は、特にこの寒い冬にちょっとせつないものを感じております。こ

れは、正しい子育ての支援の事業ということに言えるのでしょうかというふうに疑問に思います。 

 そこで、質問いたします。 

 私は、できる限り早く温かい御飯で昼食を提供できるようなことをぜひ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） 

─────涌井教育次長。 

○教育次長（人権推進室長）（涌井重幸） 

 子育て支援についてお答えいたします。 

 保育園は、保護者の勤労や病気などで、日中家庭において十分保育することができない場合、そ

の児童を保護者にかわって保育し、児童の心身の健全な発達を図る役割を担っております。 

 そのような中で、本村の保育園における給食につきましては、子ども・子育て支援法の施設型給

付事業費の規定に基づき、３歳未満児には主食と副食を、３歳以上児には副食を調理し提供してい

るところでございます。このため、３歳児から５歳児につきましては、主食の御飯を各家庭から弁

当として持参していただき、昼食時には、この保護者の心のこもった御飯と副食をあわせ、食べる

こととなっております。 

 そこで、３歳児から５歳児の持参した御飯を温かくして提供できないかとのお尋ねでございます

が、３歳から５歳児が持参した弁当は、保育室の決められた棚に置かれた各園児のバッグの中で保

管されております。この保育室は、冬期間でも子どもたちが園児服を脱いでいても過ごせる程度の

暖房が施されておりますことから、保育室内に置かれた弁当の御飯も冷たいと感じるほどまで冷え

ることはなく、園児同様に弁当を持参し昼食時に食べております保育士も、ごく普通に口に入れる

ことができるとしております。 

 したがいまして、村といたしましては、３歳児から５歳児までの御飯につきまして、現段階にお

きましては現状のままとさせていただきたいと考えておりますが、保温するとした場合にどのよう

な方法が適当であるのかなど、近隣市町村の状況を確認するとともに、調査研究をしていきたいと

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。 

○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、再質問いたします。 

 今、例えば寒い冬も部屋は暖かいからまあいいんじゃないかというふうに、私としては今お聞き

したわけですが、それで、今までの中で、この温かい御飯をということを検討されたことはあるん

でしょうかというのが１点です。 

 もう一つは、これからますます少子化とあわせて村内の人口の減少というのも感じるわけです。

それで、よりよい子育て支援策というのがこれからの村の存立、例えば若い人たちの移住というこ

とを考えられる皆さんにも影響するのではないかというふうに思います。そういう中で、温かい御

飯の保育園での提供というものも、その出発点になるのではないかというふうに思いますので、い

つかどうしても取り組んでいかなければならない課題ではないかというふうに思います。 

 例えば、小中学校の給食センターで、保育園用の御飯を炊いていただくというようなことができ

ないのかということを考えます。予算とかいろいろ条件はあるでしょうけれども、ぜひそこは村長

のリーダーシップも含めて、私としてはお願いしたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────涌井教育次長。 

○教育次長（人権推進室長）（涌井重幸） 

 再質問についてお答えをいたします。 

 過去において、温かい御飯の提供について検討されたかどうかということでございますが、過去

にも、保護者の方からも、温かい御飯の提供等について御意見を頂戴することがございます。そん

なときに、これまでも温かい御飯について内部でも検討してまいりましたが、先ほども申し上げま

したように、国が国庫負担の対象としております経費等の兼ね合い、それから、子どもたちが朝食

をとってきていただく習慣づけをしていただくという意味で、前回の12月の議会にもお答えをいた

しましたが、そういった意味もありますので、従来どおり御飯を持参いただくということとしてお

ります。 

 それから、少子化に伴います人口を増やすための方策についてでございますが、こちらにつきま

しても、その一環としてこういった方策も考えられるわけでございますが、少子化対策につきまし

ては、いずれにしても総合的にあらゆる方策を検討する中で、このことも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よろしくお願いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 以上で私の質問を終わらせていただきます。 
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 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。 

─────３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 それでは、通告に沿って質問をさせていただきます。 

 村が持続可能な発展をするための施策について質問をいたします。 

 ３月定例会は、31年度当初予算を審議するための重要な場でございます。村長を始め、村の職員

の皆さんは、村の未来が健全で持続可能な発展をすることを目途として施策を考え、予算案づくり

をされていると考えます。人口減少、少子高齢化が進む中、現在実施されている施策についてどう

評価され、31年度予算案にはどのような施策が盛り込まれているのか、主な施策について伺いたい

と思います。 

 まず最初に、最も重要な施策と思われる少子化への施策、結婚支援策、子育て支援策について、

当初予算案にはどのような施策が盛り込まれているのか、お伺いいたします。 

 次に、高齢化社会への施策では、２月23日の須坂新聞に、高山中学校、昭和39年卒業生の皆さん

が今年古希を迎えるに当たって同窓会を開いた、高山まつりに花火を上げたいとの記事を見ました。

高山中学では、唯一５クラスあった学年だと記憶をしています。団塊のピークの世代がいよいよ５

年たつと75歳になります。健康であれば、もちろんバリバリ仕事のできる皆さんです。高齢化社会

の中で、健康長寿への施策はどのようなものかお伺いをいたします。 

 次に、人口減少集落への支援についてお伺いします。 

 少子高齢化の中で、区長などの役職や地区の事業などが滞ってしまう行政区が今後ますます増え

ていく現状をどのように考え、またどのような支援ができるのか伺いたいと思います。 

 買い物難民支援策について伺います。 

 今後、高齢者だけの世帯が増えて、運転免許証を返納するなどして、買い物弱者がますます増え

ると考えます。その中で、「孫や子どものアイスクリームが地元で買える店を残そう」を合言葉に

有志で立ち上げたふるさとセンター山田の経営が困窮していると聞いています。村で生活用品が買

える数少ない店の１つです。支援策はないのでしょうか。 

 移住・定住施策についてお聞きします。 

 空き家への支援策について、将来、空き家になるおそれのある空き家予備軍は、既に戸建ての４

戸に１戸に達していると言われています。そこで考えることは、もちろん移住・定住を希望される

方が新規賃貸住宅を希望される方もいらっしゃると思いますけれども、新たな空き家予備軍になる

可能性もあります。 

 まず、空き家を有効活用することがいいと考えます。31年度予算案には、新規の施策が盛り込ま
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れています。どのような施策か説明を求めます。 

 最後に、31年度予算案は、それぞれの担当されている皆さんが御苦労されてつくり上げたものだ

と思います。有効に機能させるためには、村民の皆様に理解していただき、周知することだと思い

ます。いろんな場面で広報していただくことを望みます。 

 以上です。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 村が持続可能な発展をするための施策についてお答えいたします。 

 まず初めに、議員お尋ねの項目が何点かあり、答弁が長くなりますが、よろしくお願いいたしま

す。 

 村では、平成27年10月に高山村総合戦略を策定し、人口の流出防止と移住促進に取り組むととも

に、希望する結婚、出産、子育ての実現などに向けて重点施策を推進しており、毎年度、各施策の

数値目標の達成度を検証しつつ、改善しながら、持続可能な活力ある村づくりに取り組んでいると

ころであります。 

 平成31年度予算案における人口減少と少子高齢化施策についてのお尋ねですが、私は、人口減少

対策の柱の一つは、人づくりであると申し上げてまいりました。そこで、結婚から妊娠、出産、子

育て、教育に至るまでのライフステージに応じた支援の充実を図るため、各種施策に取り組んでま

いります。 

 そこで、来年度の主な施策について、その一部を申し上げます。 

 初めに、少子化施策では、結婚支援として長野県婚活支援センターと連携した結婚相談のほか、

商工会の皆さんなどによる婚活イベントを開催し、出会いの場の拡大に努めてまいります。また、

結婚を機に村内に定住された場合の結婚祝い金20万円の支給、さらに、結婚の新生活を支援するた

め、住宅の新・増改築や引っ越し費用を最大で30万円補助いたします。 

 また、不妊治療を受けておられる夫婦への不妊治療助成金について、年額50万円を限度に助成を

行い、結婚と、結婚された御夫婦への支援を強めてまいりたいと考えています。 

 次に、子育て支援ですが、出産祝い金のほか、３歳未満の乳幼児を家庭で育児する皆さんに１万

円の商品券を支給する乳幼児家庭育児給付金の支給を始め、小中学校入学時にお祝い金として１万

円を支給するほか、経済的負担の軽減といたしましては、保育の無償化に伴い、給食費の軽減や無

料化に取り組みます。 

 さらに、小中学生の給食費では、現在１食40円を公費負担としておりますが、新年度はさらに30

円増額して、１食70円を公費負担することにより、保育者負担を年間で１万4,000円軽減いたしま

す。 
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 なお、安心して子育てできる環境をつくり、保育相談業務を始め、交流会などの各種教室を開催

する子育て支援センターにつきましては、保健福祉総合センター内で行うこととし、新年度では、

施設の設計業務を行うとともに、できる限り早く施設整備を行って、安心して子育てできる環境の

整備を図ってまいりたいと考えております。 

 したがいまして、自然の中で伸び伸び育った子どもたちが、自分のふるさとに愛着心を持つこと

によって、ここで生活したいと思う子どもたちを育てていきたいと考えています。 

 次に、高齢化社会への施策について申し上げます。 

 本村における本年２月１日現在の全村民に対する75歳以上の後期高齢者の割合は16.7％、65歳か

ら74歳の前期高齢者を含めると33.6％となり、３人に１人は65歳以上の高齢者という状況に加え、

国立社会保障・人口問題研究所の人口推計では、2030年には本村の高齢化率が39.8％になると推計

されており、高齢者施策は大変重要であると思っております。 

 村が持続可能な発展をしていく上で、全ての村民が世代を超えて支え合いながら、住みなれた地

域で生涯にわたって健康で生きがいを持って暮らすことのできる環境の整備は必要不可欠です。こ

のため、地域の保健、福祉、医療の総合的な活動拠点として保健福祉総合センターを設置し、各種

の施策を推進しております。 

 そこで、健康長寿への施策でありますが、地域包括支援センターでは、重度な要介護状態になっ

ても住みなれた地域で自分らしい暮らしが続けられるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援

が一体に提供される仕組み、地域包括ケアシステムの構築を目指して事業を進めております。 

 この１つとして、生活支援事業「寄ったい市場」を昨年11月より、多くのボランティアの皆さん

の御協力を得ながら月１回開催し、高齢者のひきこもり対策と買い物支援に努めさせていただいて

おりますほか、高齢者の交通弱者対策として、昨年11月から新たに運行を開始した公共交通サービ

スでは、70歳以上の方のバス等の乗車運賃の７割程度を公費負担とし、高齢者の皆様が運転免許を

返納しやすい環境づくりに努めております。 

 こうした村の施策に加え、日ごろから民生委員さんによるきめ細やかな見守り活動など、地域全

体で高齢者の皆様を支援していただく体制づくりを整備し、健康長寿への支援に努めてまいりたい

と考えております。 

 次に、人口減少集落への支援について申し上げます。 

 東日本大震災から間もなく８年を迎えますが、この大震災の教訓から、地域のつながりの大切さ

が再認識されています。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し、小

規模な区では、毎年何らかの役員を引き受けざるを得ない状況や、地区の共同作業などにも影響が

生じてきているのではないかと思われます。このような状況は、私も深刻な課題であると捉えてお

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であると

考えております。 
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 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、村からの各種の

お願いなどもさせていただいており、多忙な毎日でありますことから、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を含め、さらなる負担軽減に努めるなど、区長さんのなり手不足の解消に

向けて、環境の整備を図ってまいりたいと考えております。 

 また、有害獣から農作物や住民の皆さんの安全を守る電気柵が、高齢化とともに維持管理が大き

な負担となっておりますことから、新たに電気柵維持管理交付金制度を創設し、地域の負担軽減を

図ってまいります。 

 したがいまして、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。 

 次に、買い物難民支援についてお答えいたします。 

 村内の商店につきましては、車社会の進展による生活スタイルの変化や、消費者ニーズの多様化

等により、消費者の商圏域が広域化することに伴い、これまで地域に密着してきた村内の商店はそ

のあおりを受け、売り上げ低迷など、厳しい経営状況にありますが、ふるさとセンター山田につき

ましては、ＪＡの撤退に伴い地域の商店がなくなるとの危機感から、「孫や子どものアイスクリー

ムが地元で買える店を残そう」を合い言葉に、中山地区の有志の皆さんが出資して設立された法人

で、弁当、酒、菓子類など生活必需品の販売のほか、郵便業務の受託や宅配の受け付け、精米業務

などを行うなど、高齢化や人口減少が進行する中で、日常に必要な商品やサービスなどが村外に行

かなくても済ませることができる地域の中核的なコミュニティとなっており、店舗等の運営に携わ

ってこられた中山地区の関係者の皆さんには、感謝と敬意を申し上げる次第であります。 

 そのような地域に密着したふるさとセンター山田ではありますが、売り上げ等につきましては

年々厳しい状況が続いておりましたことから、平成28年４月には、品ぞろえ等消費者ニーズに合わ

せた店舗へと改装工事を行い、集客に努めていただいておりまして、その工事の経費につきまして

は、村からも支援させていただいたところであります。 

 しかしながら、改装を行ったふるさとセンター山田ではありますが、売り上げが想定以上に伸び

ない上に、経費等がかさみ、出資者からの出資金を補塡している状況で、経営が大変厳しいとお聞

きしているところであります。 

 そこで、議員お尋ねのふるさとセンター山田の経営が困窮していることについてでありますが、

村では、商工会の皆さんへの支援策といたしまして、県等の融資資金に対して、利子補給や信用保

証料の一部負担等を実施しておりますが、これはあくまでも融資を受けた場合の支援であります。 

 このようなことから、まずは、ふるさとセンター山田の関係者の皆さん等で、困窮した要因等の

分析を行っていただいた上で、店舗の存続のため、村として支援できる対応策等につきまして、関

係者の皆さんとともに検討させていただきたいと考えておりますが、ふるさとセンター山田のよう
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に地域に密着した商店等は、食料品や生活必需品の買い物に困る皆さんにとって、なくてはならな

い施設でありまして、今後も地域の皆さんや関係する団体等とともに、買い物難民支援についての

研究や検討を重ね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、空き家への支援についてお答えいたします。 

 空き家対策につきましては、空き家の媒介がスムーズに行えるよう、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いただいて、平成28年に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サイトを設け、空き家

に関する情報をきめ細かく提供しているところでございます。 

 また、その際、実施しました村内の空き家実態調査における空き家に該当する物件は134件あり

ましたが、このうち昨年12月までに空き家バンクへ登録された件数は、空き家全体の約１割に当た

る13件で、うち売却は４件、賃貸は２件で、残りの７件が現在も登録されている状況でございます。

そのような中で、空き家活用事業推進助成金の交付実績としましては、空き家の購入事業が４件で

178万5,000円、賃貸のためのリフォーム事業は１件で22万3,000円、家財整理は１件で１万3,000円

という状況でございます。 

 そこで、議員お尋ねの空き家への新たな支援ついてでございますが、村では、新年度において空

き家活用事業推進助成金の拡充として、これまで家財整理を行った場合、空き家を購入またはリフ

ォームする方を対象としておりましたが、新年度からは、新たに空き家の所有者も補助対象者に加

え、所有者みずから空き家バンクへ登録するために家財整理を行った場合、事業費の２分の１以内

の補助率で上限10万円を限度に助成いたしますほか、空き家を取得する際、金融機関から借り入れ

た方を対象に、融資額500万円を限度に５年分の利子総額の20％相当額を助成し、容易に空き家が

取得できるよう支援してまいりたいと考えております。 

 また、現在、空き家所有者を対象に、改めて今後の活用方法などについてお聞きするとともに、

助成金制度の周知や空き家バンクに登録していただくためにはどのような支援を望んでおられるか

などの意向調査を実施してまいりますほか、新年度におきましては、空き家対策の推進に関する特

別措置法に基づく空き家対策計画を策定し、空き家等に対する本村の施策を示しつつ、空き家等の

利活用について検討してまいりたいと考えております。 

 そのようなことから、まずは空き家を所有している皆さんには、空き家バンクへ登録していただ

かなければ助成金制度や空き家も有効活用できないことから、引き続き空き家所有者の皆様を始め、

村民の皆様に対し、ブロック行政懇談会や区長会議など、あらゆる機会を捉えて空き家バンクへの

登録や各種情報提供に努めてまいりたいと考えております。 

 私は、村が持続可能な発展をしていくためには、少子高齢化と人口減少にどのように立ち向かっ

ていくか、また、どのように歯どめをかけていくかということに尽きるのではないかと思っており

ます。そのためには、ただいま申し上げさせていただきました重点施策を確実に推進し、村民の皆
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様が生活の質や心の豊かさ、そして高山村に暮らす幸せが実感できるよう村づくりに当たってまい

りますとともに、それぞれの施策や制度が有効に活用され、効果的に成果を出していくことができ

るよう、広報紙や情報無線、ケーブルテレビ村民チャンネルなどいろいろな媒体を利用して、制度

等の周知に努め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） 

─────３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 再質問させていただきます。 

 ただいま空き家バンクの登録数のお答えがありました。空き家数の１割に達しているというよう

なことでございました。昨年、私が質問させていただいたときには３件だったというような感じを

しておりますので、雲泥の差だというふうに思っております。努力された結果だろうというふうに

も思っております。ぜひ今後も空き家バンクの登録数を増やしていただければというふうに思って

おりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 先ほどの村長の答弁の中で、結婚から妊娠、出産、子育て、教育に至るまでのライフステージに

応じた支援の充実を図るということは、これが人口減少対策の最も有効な施策であるという村長の

考え方は、そのとおりだというふうに私も理解をいたします。子どもたちを含めて、子育て世代の

親御さんたちが高山に住んでいてよかった、また、村外の皆さんが高山村でぜひとも子育てをした

いと思っていただけるような高山村でありたいというふうに考えております。 

 そこで、2000年前後をピークにして、多くの市町村の人口減少が進み、今後ますます減少のスピ

ードは増していくというふうに思っています。ただ、中身を見ていくと、減少幅が市町村で大きく

差があります。少数であるが、増加している市町村もあります。地域的な格差はもちろんあろうか

というふうに思いますけれども、これから市町村の施策のありようによっても差が生まれてくるの

ではないかというふうに考えます。 

 人口増加策は村長の大きな公約でもあり、それなくして持続可能な村づくりはあり得ないという

ふうに考えます。高山方式の人口増加策を考える部署が村の中にもあってもいいんじゃないかとい

うふうに考えていますけれども、いかがでしょうか。 

 ここで、長野の高校へ通学している子どもの親御さんから要望がございましたので、紹介をいた

します。 

 どうしてもやりたい部活があって、長野の高校に入ったけれども、朝は早いし夜は遅い、バスは

使えないので親が須坂駅まで送り迎えをしている、定期バスの定期券の補助はあるけれども、電車

の定期券の補助はないので大変だ、何とか考えてもらえないか。 

 ほかにも、遠距離の高校へ入学して、好きなスポーツや勉強をしたいけれども、通学費が高くて

親に迷惑をかけられないので我慢している子どもさんもいらっしゃるんじゃないかというふうに思
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っております。今後、きめ細かい子育て支援策を要望いたします。 

 以上です。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 それでは、再質問の２点についてお答えいたします。 

 まず、１点目の人口増加策の部署の御提案でございますが、まず、それの御提案いただきました

ことに対しては大変ありがとうございます。私は、結婚から妊娠、出産、子育て、教育に至るまで

の支援策の充実がまず大変重要だと、このように考えております。そのために庁内を横断して、そ

して、それぞれの連携を強めながらそのために全力を尽くしてまいりましたし、また、これからも

そのような格好で尽くしてまいりたいと考えております。 

 しかし、今、議員のほうから御提案いただきましたものは重要なことですので、どのようなあり

方がいいのか、この辺については十分考えさせていただきたいと思っております。 

 次に、高校生の電車での通学に対しての補助と、このお話ですが、昨年10月から実施してまいり

ました公共交通につきましては、施策から山田温泉間の主要幹線を何としてでも守りたいと、この

施策が一番重要、そのために利用者の増を図りたい、こういうことで、そして高校生においても、

今まで親御さんが送っていた、それを可能な限りバスで御利用いただきたい、これが一番の施策、

そのために支援策を行ってきたということであります。そういった点で、昨年からの新公共交通の

その目的はそれが第１でございます。今いただいたものにつきましては、義務教育を過ぎておりま

すので、その辺はどうあればいいのか、この辺については、また先ほどと同じようにどんな格好が

いいのか、子育て支援策として、また総合的に検討することを考えていくかどうか、また考えさせ

ていただ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） 

─────３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 以上で終わります。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 以上で西原澄夫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） 

 通告に従い質問いたします。 

 まず、果樹振興の支援は、について質問いたします。 

 ２点ほどありますが、まず１点目、高山村認定農業者果樹栽培機械購入補助事業や認定農業者機
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械化資金同融資利子補給事業の補助制度について伺います。 

 果樹栽培では、農業経営の規模拡大及び作業の効率化を図るため、機械化が大変必要です。現状、

ＳＳ乗用型草刈り機、高所作業機、棚下高所作業車、乗用トラクター等いろいろ機械が必要であり

ます。毎年、無理な運転、油断、機械の不備、機械なれで事故が起こっていますが、新型機械を購

入するにも大変高額で、多額の費用が必要です。今、高山村のブランドに定着しつつあるりんごは、

まだ単価が安いです。定年帰農者がりんごづくりで頑張ろうと意欲を出しているときに、農機具を

買いたくても農機具の補助金が少ない、では元気が出ないと思いますが、どうお考えでしょうか。 

 ２点目、先日、１月31日に、地球クラブと議員の懇談会があり、りんご・ぶどう・水稲・ワイン

ぶどう、ハーブ、畜産農家の皆さんが出席されました。この懇談会の中で、村の補助金申請期間の

締め切りが短い、りんご、ぶどうのＪＡ高山共撰所がなくなる前に打開策を考えてほしいなどの意

見がありました。このような意見がある中で、新規就農者や兼業農家、定年帰農者などの皆さんに

とって、やる気の出るようなりんごづくりができるよう共撰所の存続が求められます。ＪＡ高山共

撰所が存続できない場合、例えば現状の共撰所の施設をお借りして存続できないかなどＪＡに相談

したのか、行政も知恵を絞って行動してください。 

 前回の一般質問で共撰所存続について質問させていただきましたが、あれから３カ月過ぎたその

後、どのように検討が進められたのかお伺いします。 

 よろしくお願いします。 

○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） 

 果樹振興の支援についてお答えします。 

 国の2015農林業センサスによりますと、村内で農業を主に従事されている基幹的農業従事者は

718人で、その半数以上が70歳以上で、高齢化とともに深刻な状況になっております。このため、

村では、農業の中心的経営体として、５年後の経営規模や栽培する作物の構成、効率的な生産方式

の導入など、経営の合理化を図るための経営改善計画を策定した農業者を認定農業者として、現在

95名の方を認定しております。 

 この認定農業者に対しましては、経営改善計画に基づき、耕作放棄地などを活用して経営規模の

拡大を図るとともに、付加価値の高い農産物の生産に取り組むことにより、これまで以上に所得を

引き上げ、地域の農家のリーダーとして活躍していただくために、村では、地力増進施設のコンポ

スト購入費や果樹共済掛金、果樹栽培機械購入費のほか機械化資金の利子補給などに支援を行って

おります。 

 このうち、認定農業者果樹栽培機械購入補助金につきましては、本村の農業の中心となる果樹栽

培に特化した補助制度で、農業機械のうち、スピードスプレヤーや乗用型草刈り機及び高所作業機
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に限定したもので、認定農業者が計画に基づき認定農業者機械化資金の融資を受けた場合に、購入

費の10分の１以内で、スピードスプレヤーの場合は30万円を上限に助成しております。 

 そこで、議員お尋ねの会社を退職され農業に従事される定年帰農者への補助制度につきましては、

認定農業者のように果樹栽培機械に対する補助はございませんが、兼業農家など農業制度資金を利

用できない農業者に対しましては、農業に必要な資材や農業機械等を購入するための資金として農

業バックアップ資金融資あっせん制度がありますので、その借入金の利子に対しまして利子補給事

業を実施しております。 

 このため、農業に取り組まれる意思のある定年帰農者におかれましては、積極的に認定農業者の

認定を受けていただき、生産性の向上を目指した経営に取り組んでいただきたいと考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

 次に、共撰所の存続についてのお尋ねでございますが、前回、12月定例会の一般質問において柴

田議員に答弁申し上げましたが、平成７年に高井共撰所と山田共撰所が合併して高山共撰所に出荷

されたりんごは、約25万ケースあったものが年々減少の一途をたどり、平成29年にはピーク時の４

割の９万ケースまで減少し、さらに、共撰所機械設備の老朽化などに伴い修繕経費等が増大してき

たこと等から、統合問題が浮上してきたものであります。 

 昨年12月議会で議員から御質問をいただいた後も、ＪＡ関係者には共撰所の存続について要請し

てきておりますが、進展が見られませんので、当面は、これ以上出荷量を減らさないよう出荷体制

の強化を図っていく必要があると考えております。このため、ＪＡながの須高りんご部会高山支部

では、部会員のりんご栽培面積及び部会員の減少に歯どめをかけるため、高齢の方でも積みおろし

が容易な12㎏用のハーフコンテナを3,500箱導入するとともに、共撰所までの搬入が困難な方には、

園地または自宅まで伺う庭先集荷も行っております。 

 このように高山支部では、共撰所存続のために部会員の皆様への支援をしていただいております

ので、部会員の皆様を始め農家の皆様におかれましては、今後とも共撰所への出荷量の確保に御協

力いただきますようお願い申し上げます。 

 したがいまして、ブランド化された高山村産りんごの出荷量の減少に歯どめをかけ、現在の出荷

量を確保していくことが最重要課題であると考えております。その上で、毎年多くのお客様に訪れ

ていただいておりますＪＡ高山共撰所や直売施設を少しでも長く継続していただけるよう、今後と

もＪＡ並びにＪＡりんご部会等と連携を密にし、自然豊かな高山村から生産されるりんごの安全性

と品質の高さを全国の消費者にＰＲするとともに、消費者ニーズに応えられるよう共撰所の存続に

つきまして、引き続き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。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────１番 柴田弘男議員。 

○１番（柴田弘男議員） 
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 再質問させていただきます。 

 ただいまの懇談会のある方の大変切実な問題がありましたので、御紹介いたします。 

 まず、ハーブ農家の方、高山村に来ればおいしいりんごが食べられるよとＰＲしてほしい。それ

で困った問題のことですが、今、人手がなく、作業が回らないため、求人募集しても人が来ない。

ＪＡに相談に行ったが、ハーブは担当外でわからないと言われました。近年の気象状況、台風でハ

ウスが壊れても、村や普及センターは調査するだけでなく、もっと寄り添ってほしいと。共済に入

っているが、年間20万円くらい払っているが、実際には人件費くらいしか保険が出てこないと。こ

んな切実な意見がありました。行政はこういう問題をどのようにお考えか、お聞きします。 

○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） 

 今、議員からお話のあった地球クラブ員との懇談会のお話だと思います。 

 まず、困った点の１つ目で、人手がないということにつきましては、これは果樹におきましても、

ピーク時、作業が重なるときにはどの農家さんも大変困っているという状況は、私どもも把握して

おります。現在、例えばシルバー人材センターであったり、そういった技能をお持ちの方というこ

とで頼んでいただいているわけでございますが、こういった人手不足、ただ安定的にその１年間雇

用ということになりませんので、この辺の中でどうやってそういう人手不足を解決していくかとい

うのは、本当にこれからの農業における課題かなと思っておりますので、今後とも農家の皆さんと

も検討させていただきたいと思っております。 

 それから、ハーブ農家ということで、専門知識がなくて相談するところがないというお話でござ

いました。こちらについては、今、県のほうでも試験場とかそういった形がありますが、野菜を専

門にされている方がどの程度このハーブに対して知識をお持ちかわかりませんけれども、とりあえ

ず今、須高地域は果樹を中心にしておりますので、こういった作物については、また個別に御相談

をいただいて、県のそういう野菜のほうの専門家の方に相談をしながら、そういった栽培知識とか、

そういったものはお伝えできるのかなと思っております。 

 あと、台風被害ということで、この方については園芸作物の共済に入られているかと思います。

共済の掛金については、掛けながらやっておるんですが、人件費しか出ないという中で、とりあえ

ずこちらについても、これから新たに農業所得補償制度とかいろんな形の中で共済のほうも変わっ

てきておりますので、そういった部分についても取り組んでいただきながら、経営の発展といいま

すか、この野菜に関しましては高山でもごくわずかでございますので、できるだけその皆さんが元

気を出していただけるように支援を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。 

○議 長（酒井康臣議員） 
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─────１番 柴田弘男議員。 

○１番（柴田弘男議員） 

 せっかく若い皆さんがやる気を出してやっているんで、しっかり応援してやっていただきたいと

思います。 

 これで質問を終わります。 

○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。 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 通告に従い、役場庁舎など村の施設の受動喫煙対策について伺います。 

 健康増進法の一部を改正する法律（平成30年法律第78号）が成立し、2020年４月１日から全面施

行されます。メディア等では受動喫煙対策法とも言われているように、望まない受動喫煙の防止を

図るための措置について定めています。受動喫煙を憂えている人にとっては、ようやく法律で守ら

れるとの思いが強いでしょう。一方、たばこをたしなむ方々もいらっしゃいます。喫煙場所が今ま

でより制約されると思います。不便に感ずることも出てくるかもしれませんが、行政にかかわるも

のから率先して遵守をお願いしたいと考えております。 

 施行は段階的に実施されると聞いています。 

 まず、2019年１月24日に一部施行１として、国及び地方公共団体の責務等が施行されます。 

 次に、2019年７月１日に一部施行の２として、学校、病院、児童福祉施設等、行政機関が施行さ

れます。最後に、2020年４月１日に全面施行となり、前記以外の施設等も施行されます。 

 村の施設は、この中の一部施行の２に当たり、今年の７月１日から実施することになると思われ

ます。この一部施行の２の対象になる施設は、屋内禁煙だけではなく、敷地内禁煙となります。た

だし、「屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がとられた場所に、喫煙場所を設置すること

ができる」と注釈があります。 

 まず、１月24日の一部施行の１、地方公共団体の責務等についてですが、村はどんな行動をする

のか。 

 次の７月１日の一部施行の２、学校、病院、児童福祉施設等、行政機関についてですが、役場庁

舎など村の施設は全て屋内禁煙となるのか。 

 役場庁舎１階、村民ホールに隣接した喫煙室はどうなるのか。 

 屋外に喫煙場所を設ける場合、受動喫煙を防止するための措置が必要とあります。よく施設の出

入り口のすぐ脇に灰皿等を置くことがありますが、これではその施設に入退室するたびに受動喫煙

のおそれがあります。このことから、村の施設の入り口付近には喫煙場所を設けられないと考えて

よいか。 
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 加熱式たばこの受動喫煙をどのように捉えるのか。 

 喫煙場所を清掃する人への受動喫煙防止対策はあるのか。 

 村の所有する自動車の車内は対象になるのか。 

 そのほか、７月１日の施行に向けてどのような対策を講じているのか。 

 以上、質問いたします。 

○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) 

 役場庁舎など村の施設の受動喫煙対策についてお答えいたします。 

 望まない受動喫煙の防止を図るため、多数の人が利用する施設等の区分に応じ、関連施設等の一

定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、その施設等の管理について権限を有する人が講ずべき措

置等を定めることを目的に健康増進法の一部を改正する法律、いわゆる受動喫煙対策法が平成30年

７月25日に公布され、その後、段階的な施行を経て、2020年４月１日からは全面施行されることと

なります。 

 この段階的な施行として、まず平成31年１月24日以降、国と地方公共団体は、望まない受動喫煙

が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることな

どが責務として規定されています。 

 また、本年７月１日以降、学校、病院、児童福祉施設、行政機関は、第１種施設として敷地内禁

煙とすることが義務づけられておりますが、ここで明記されている行政機関とは、「行政事務を専

ら司る所」と定義されており、行政職員が常駐している役場庁舎、出先機関等が対象となりますが、

現時点で村公共施設をどこまで対象にするかは具体的に明示されておりません。 

 また、体育館や美術館、観光施設など娯楽性の高い施設は含まない可能性が高いとされておりま

すものの、今後、国では何らかの方向性を示したいとしております。 

 なお、今回、第１種施設に該当する小学校、中学校、保育園、児童クラブ、役場及び保健福祉総

合センターは敷地内禁煙が義務づけられますが、屋外で受動喫煙を防止するために必要な措置がと

られた場所に喫煙場所を設置することができるとされております。 

 そこで、まず、本年１月24日施行の地方公共団体の責務等で、村はどう行動するのかとのお尋ね

でございますが、村では今回の法改正を受けて、その内容等について職員等に周知徹底を図るとと

もに、住民の皆様には広報紙等で今回の法改正の趣旨を含め、役場庁舎等における敷地内禁煙につ

いて御理解いただけるよう周知させていただくこととしております。 

 また、2020年４月１日以降、民間施設を含め多数の方が利用され、施設内禁煙が全面施行される

介護老人保健施設など第２種施設の管理者の皆様に対しましては、パンフレット等を配付し、周知

を図ってまいりたいと考えております。 
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 次に、７月１日施行による役場庁舎等、公共施設の対応についてでございますが、今回の法改正

に伴い、現在、役場庁舎１階、村民ホールに隣接する喫煙室と保健福祉総合センター内にある高齢

者センター隣に設置されております喫煙室は廃止させていただくこととしております。これにより、

今後、屋外に喫煙場所を設置する場合には、その喫煙場所が施設の玄関先などに設置することのな

いよう国から通達されておりますことから、施設の出入り口付近など多数の皆様が往来される場所

に設置しないよう、それぞれの施設を管理する部署に対し周知を図ってまいりたいと考えておりま

す。 

 また、今回の法改正において、加熱式たばこにつきましては、紙巻たばこと同様に規制の対象と

されておりますが、今後、国の研究が進み、受動喫煙の危険性がないと判断されれば、適用除外す

る可能性もあると言われております。 

 また、喫煙所を清掃する方に対する受動喫煙防止対策につきましては、現段階において特に明記

されておりませんが、今後、国のガイドラインが示される予定となっておりますことから、その時

点で対応させていただきたいと考えております。 

 なお、今回の法改正において、不特定多数の方が利用される旅客運送事業に係る自動車、航空機、

鉄道、船舶等につきましては、受動喫煙防止法の対象とされておりますが、村が所有する公用車に

つきましては、特段法律の規制はございません。しかしながら、本村の公用車につきましては、こ

れまでも原則禁煙としておりますことから、引き続き周知を図ってまいりたいと考えております。 

 本年７月１日からの役場庁舎等、第１種施設内での敷地内禁煙につきましては、国のガイドライ

ン等で詳細が決まり次第、職員等に周知徹底を図るとともに、住民の皆様にも御理解と御協力をい

ただけるよう、広報紙等を通じまして周知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） 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 再質問です。 

 敷地内禁煙ということは、駐車場も禁煙になると考えられます。では、駐車場にとめた車の中で

の喫煙はどうなるのでしょうか。これは、窓を閉め切ったまま喫煙される方は少ないと考えられる

のですが、窓をあけたまま喫煙すれば、煙はどんどん外へ流れ出します。暑くなると、周囲の車も

窓を少しあけてとめておくことが多いのです。この煙が周囲の車に流入することも当然考えられま

す。実際、スーパーの駐車場で隣の車からたばこの煙が流入して、私も困惑したことが多々ありま

す。喫煙は、車外に出て指定された場所でしていただくことがよろしいと考えますが、いかがでし

ょうか。 

 それと、受動喫煙の防止を図るための措置をとらなかった管理者への罰則はあるのでしょうか。
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また、屋内禁煙や敷地内禁煙となる場所で喫煙した者、また設置された喫煙場所以外で喫煙した者

への罰則はあるのでしょうか。 

 以上、お願いします。 

○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) 

 再質問についてお答えさせていただきます。 

 まず、敷地内であります駐車場における車内での喫煙についての御質問でございますけれども、

あくまでも法律で申しておりますのは、敷地内においても必要な措置がとられた場所に喫煙場所を

設置することができるという法律の言い回しになってございますので、車の中ということになりま

すと、必要な措置が十分にとられていないという考えになろうかと思います。そういったことから、

多分違法になろうかと思いますけれども、その点につきましては、まだ細かい部分につきまして、

十分に国のガイドラインが示されておりませんので、その辺を待って判断させていただきたいと考

えております。 

 また、管理者と、また実際に吸われた方に対する罰則等でございますけれども、これにつきまし

ても、今後、十分に国のガイドライン等を研究させていただく中で、また十分に勉強した上で対応

してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 このような受動喫煙防止が大分明確になってきたので、私もよくなってきたなとは思ってはおり

ますが、このように大きく変わってくるということは、本当にたばこをたしなんでいらっしゃる方

にとっては、ちょっといろいろ不都合なことも多くなると思います。この方たちには、非常に協力

をお願いしなければいけないことだと思います。 

 それから、また国のほうも明確になっていないということが今の答弁でわかってまいりましたが、

そこら辺もはっきりわかるように、村民がわかるような形で周知できるようにお願いしたいと思い

ます。 

 それでは、最後に、昨年の６月の一般質問で、教育施設での受動喫煙防止対策についてを取り上

げたのですが、このときは、中学校体育館の入り口付近は、どこまでが中学校の敷地で、どこから

が村の駐車場かが全くわからないと。学校敷地内を禁煙とするならば、中学校の敷地と村の駐車場

の境界をはっきりさせる必要があるのではないかと質問したのですが、今回の改正で、学校も行政

機関も敷地内は全て全面禁煙となりますので、この境界を明確にする必要がなくなりましたと。こ

のエリアでの受動喫煙防止の措置が速やかに進むと思いますということをお伝えして、きょうの質
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問を終わります。 

○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。 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 通告に従い質問いたします。 

 現在、高山村第六次総合計画策定が進行しております。その総合計画の策定に当たり、昨年12月

に実施されましたむらづくりアンケートの集計の報告書について、１点質問いたします。 

 村長に答弁をいただきたいと思いますが、むらづくりアンケートの最後の部分になりますが、Ⅱ

－６、村への愛着、定住意向についての質問の最後の問20に、「あなたは、今後も高山村に住み続

けたいと思いますか」という問いに、10代の方で「住み続けたい」という方が17.6％しかいらっし

ゃらない。そして、「どちらかといえば住み続けたい」が20.6％、両方、この２つ合わせても38％

の方しか回答されていないわけです。20代の方でも「住み続けたい」と答えた方は26.5％しかおら

れない。つまり、若い方が高山村に住み続けたいという回答は30％以下。 

 村長が言われる持続可能な、そして、住んでよかったと言われる高山村をつくるという、持続可

能な高山村にするということからしますと、私は大変これは見過ごすことのできない重大な結果だ

と受け止めていますが、村長はこの数字、精査されておりますでしょうか、どのように理解されて

いるか、答弁をお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 むらづくりアンケートについてお答えいたします。 

 村では、「ひと・むら・自然がきらめく信州高山～気づいて築くわがふるさと～」を将来像に掲

げ、平成22年度を初年度とする第五次高山村総合計画に沿って、現在、行財政運営を進めていると

ころであります。 

 この第五次高山村総合計画は、平成31年度で計画期間が満了となりますことから、今後の村づく

りの方向性とその実現のための基本方針を示す新たな指針として、32年度を初年度とする第六次高

山村総合計画の策定作業を30年度から進めているところでございます。 

 このため、第六次高山村総合計画の策定に当たりましては、計画審議会委員の皆さんの御意見や

村民の皆様2,000人を対象としたむらづくりアンケートを実施させていただくとともに、村内各団

体からの推薦委員や有識者及び公募委員などで構成する「たかやま未来会議」、さらには、全ての

自治区において地区懇談会を開催させていただくなど、より多くの村民の皆様の御意見をお聞きし

ながら計画づくりに反映させてまいりたいと考えております。 
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 そこで、議員お尋ねのむらづくりアンケートの結果についてでございますが、むらづくりアンケ

ートにつきましては、15歳以上の村内にお住まいの方2,000人を無作為に抽出させていただき、昨

年９月７日から20日にかけて郵送により実施させていただいたもので、このうち878名の方から回

答をいただき、回収率は43.9％でございました。このアンケートに当たりましては、大勢の村民の

皆様に御協力をいただきましたことに、改めて感謝申し上げる次第でございます。 

 そこで、アンケートの中で、今後の定住意向の項目に、「あなたは、今後も高山村に住み続けた

いと思いますか」との問いに対して、全体では「住み続けたい」が48.6％、「どちらかといえば住

み続けたい」が24.8％で、この２つを合わせますと、73.4％の方は今後も住み続けたいと感じてお

られます。 

 しかし、10代の皆さんの結果を見ますと、議員お話のとおり「住み続けたい」は17.6％、「どち

らかといえば住み続けたい」が20.6％で、この２つを合わせますと、38.2％の方は「今後も住み続

けたい」と回答されておりますが、この結果は、ほかの年代に比べて低い数値となっております。

一方で、「どちらともいえない」と回答された方の割合は44.1％と、他の年代に比べて高い数値と

なっており、さらに、「どちらかといえば住みたくない」と「住みたくない」の合計は14.7％とい

う結果でございました。 

 そのようなことから、このアンケート結果を見る限り、10代の皆さんからは住みにくいともとれ

るような結果となってしまい、大変深刻に受け止めなければならないものと思っておりますことか

ら、その要因となる分析を行って、若い皆さんが住み続けたいと思えるような対策を講じていかな

ければならないものと考えております。 

 ただ、私は、子どもは社会の希望であり、地域の宝であると思っておりますので、若い皆さんが、

ぜひ高山村に住み続けたいと思っていただけるような、そんな地域づくりや人づくりを引き続きし

っかりと行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） 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 再質問いたします。 

 今、村長から答弁がありましたように、住み続けたくないという人も相当何人かいらっしゃるん

ですよね。それから、どちらとも言えないという方が、若い方は、10代の場合は高校生、大学生あ

るいは就職したばかりということで迷っていらっしゃる部分もあろうかと思いますけれども、

17.6％という数字は、私は本当に残念だと思います。 

 先ほど西原議員の質問のときに村長が答弁されておりましたけれども、子育て支援や婚活事業、

そしてまた家庭の保護者の負担軽減対策、あるいは高校生のバスの通学の補助等、いろいろ村では

施策が実行されておりますが、それが本当に若い方に理解されているのかどうか。若い方が本当に
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村の施策、村長の施策に、ああよかったと、高山村にいろいろ、子育て支援あるいは就学支援等や

ってもらったの、ああよかったと、本当にわかっていらっしゃらない人のほうが多いんじゃないか

と思うんですけれども、その辺について、村長、もう少し若い方に理解されるような、ただ予算が

できました、予算はこれだけ、こういう事業に使いますだけではなくて、もう少し若い方にもわか

るように説明する必要があるのではないかと思いますが、どうでしょうか。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 再質問についてお答えいたします。 

 支援策というのも、村の支援策は若い人たちには十分浸透していないんじゃないかと、こういう

御心配というふうに受け止められておりますが、私は、人づくりが１つの基本だというふうに申し

上げてまいりました。そしてまた、子どもたちを育てるのは基本は家庭にあるんですよと、これは

常に申し上げてまいりました。そういうことで、地域を挙げて、そして子どもさんを育てる、これ

は先ほど行政的に支援をするというお金じゃなくて、心の問題だと、こういうふうに思っておりま

す。そういう意味で、温かな地域、心配りのできる地域、そういう地域をつくっていくということ

が子どもたちにやっぱりそういう点で浸透して、そして、いずれはここで住みたいと、こういうこ

とにつながっていくというふうに思っていますので、先ほど議員のほうから言われたものを十分に

検討しながら、努力してまいりたいと、このように思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 お聞きします。再質問ですか。 

○８番（畔上孝一議員） 

 再質問。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 今、村長、地域のコミュニティの問題から村でいろいろ施策を講じていられることには、私も理

解しております。その前段の質問の19の質問の「高山村を自分の村として愛着を感じますか」とい

うところでは、38％の人たちが「愛着を感じる」と言っているんですから、その人たちが何で村に

住み続けますかと言われたら17.6％になってしまうのか、その辺をちょっと精査していただいて、

ぜひまた村長の子育て支援対策、あるいは保護者の負担軽減等には、我々も大変感謝を申し上げて

いる部分もありますので、ぜひその点を精査していただいて、若い人たちがもし外へ出ても、また

高山村へ帰ってきたいと言われる村づくりに全力を挙げていただきたいと思いますという要望を申

し上げまして、第１問を終わります。 
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○議 長（酒井康臣議員） 

 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48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、２点目の質問をさせていただきます。 

 高山小中学校の件でありますが、学校で抱えている課題、問題点等について教育長にお伺いいた

します。 

 ４点ほどお伺いいたします。 

 昨年、大変暑い日が続きまして、猛暑日が幾日も続いたということもあろうかと思いますが、県

のほうから夏休みを長くする、日数を増やすという方針が発表されましたが、高山小中学校ではど

うなんでしょうか、その対応をお聞きいたします。もし日数が増えるとなると、保護者、特にお母

さんが働いていらっしゃる家庭では大変になるのではないかと思いますが、その点についてもお願

いいたします。 

 ２点目は、部活の問題です。子どもたちの体力を管理したり、また部活の顧問の先生の負担軽減、

特に体育系の部活の顧問の先生の負担が非常に大きいということで、その軽減も含めて、時間の制

限、あるいは特に長期の休みの間の部活の日数の制限等が報道されました。また、部活の先生の顧

問の先生の負担軽減についても、地域の住民の皆さんに指導をいただくというようなことが必要と

言われておりますが、その対応についてお伺いいたします。 

 ３点目、千葉県の児童虐待ということで、大変悲しい事件がありましたが、それを受けまして、

政府も動き出しました。児童虐待防止法の改正に向けて政府は関係閣僚会議を開いて、１カ月以内

に長期の学校欠席者、要するに不登校の子どもたちの日常、家庭での生活状況を緊急に安全確認を

行えということで、全県に、そして県の児童相談所あるいは教育委員会に生活状況を把握するよう

通知を出すということですが、県のこども・家庭課は、厚生労働省からの通知が届き次第、各市町村

教育委員会に確認を求めるとされておりますが、どのような状況になっているかお尋ねいたします。 

 それから、４点目、現在、沖渡橋のところで、以前に不審者が出たということで通学路から除外

されまして、高山大橋を回って生徒たちが通学しておりますが、一部の中学生の間には、通学時間、

距離が長くなって大変という話もお聞きしますが、今後の対応、村ではどのように考えていらっし
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ゃいますか、お尋ねいたします。 

 以上、４点についてお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────山岸教育長。 

○教育長（山岸深志） 

 小中学校の課題についてお答えいたします。 

 現在、子どもたちを取り巻く社会環境は大きく変化し、これに伴い、学校におきましても、多様

化する新たな課題が生じてきております。特に、近年における気候変動の影響により、子どもたち

の健康管理や長期休みの位置づけ、急激に進む少子化に向けての学校体制のあり方や家庭と学校と

の連携、支援の強化、学校内外における子どもたちの安全対策等、学校が取り組まなければならな

い課題が山積しております。 

 そこで、まず初めに、夏休みの日数増の対応についてでございますが、従来から長野県は冷涼な

気候であり、また学校行事等の関係などから、夏休みは他県に比べて短い傾向にありました。しか

し、近年、長野県は他県と同様に夏季において記録的な猛暑日が多く、この暑さの中で学習する子

どもたちへの健康面や学習効率の面等から、夏休みの期間に対する課題が指摘されてきております。 

 このため、昨年、長野県教育委員会では、県ＰＴＡ連合会を始め、県小中学校長会や市町村教育

委員会など教育関係機関の代表者で構成する夏休み期間のあり方検討委員会を設置し、夏休み期間

の延長に関する課題などについて検討を始めました。検討に当たっては、保護者や教職員など各方

面から意見聴取を行い、夏の猛暑の中での子どもたちの健康や、体験を通して探究的に学ぶ学習の

機会として、夏休みの活用や教職員の研修、教材研究の時間確保など、さまざまな角度から検討が

なされてまいりました。 

 これらの検討結果を踏まえ、本年１月、県教育委員会では、児童生徒の健康を考慮した上で、児

童生徒の主体的、自立的な学びの充実や、専門性を高める教員研修の充実という観点から授業時数

の確保などを配慮しつつ、夏休み期間について、段階的に一定程度延長する方向で検討を進めると

方向性を示しております。この夏休みの期間は、暑さの中での学習効率とともに、子どもたちに確

かな学力を保障するための授業日数、学校行事や他の休業日とのバランスや時期、さらには長期休

みの意義や過ごし方等を総合的に考え、年間計画の中に位置づけていくことが重要であります。 

 そのような中で、夏休みの日数増についてでございますが、本村の小中学校は、夏休み期間中、

小学校６年生及び中学校３年生を対象とした学力向上サポート事業を始め、全学年を対象に、公民

館やわくわく村等が主催する体験的な活動が実施され、有効に夏休みが活用されております。 

 また、今年は新年度に入ってから、春に10連休という大型の休日が控えておりますことや、現在

施行されている小中学校の普通教室棟へのエアコンが整備されることにより、今年の夏は教室内の

暑さがかなり緩和されるものと思っております。そのようなことから、教育委員会としましては、
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今のところ夏休みの大幅な延長の必要性は少ないものと考えております。 

 しかし、学校は常に教育内容を見返し、子どもたちの学力向上を目指し、よりよい年間計画やカ

リキュラムを編成していくことが必要でありますことから、今後とも地域や学校の実情、子どもた

ちの学習内容等を見直しながら、学期や長期休みの期間、時期などを総合的に検討し、よりよい学

校運営に努めてまいりたいと考えております。 

 次に、体育系部活の時間制限、長期休み中の日数制限及び地域住民の指導の拡大についてのお尋

ねでございますが、中学生期のスポーツ活動は、生涯にわたってスポーツを楽しむ習慣を身につけ、

体力、運動能力の向上を図るとともに、仲間と互いに競い、励まし、協力する中で、公正さと規律

を尊ぶ態度や克己心を培うなど、生徒が心身ともに健やかに成長していく上でとても大切な活動で

あります。特に運動部活動は、同好の生徒が参加し、顧問等の指導のもとに学校教育の一環として

行われ、体力や技能の向上を図るのみならず、自己肯定感、責任感、連帯感の涵養など、生徒の多

様な学びの場として大きな教育的な意義を果たしています。 

 一方で、一部の部活動では、大会で勝つことのみを重視し、過度な練習により生徒や家庭への負

担、学習や家庭生活でのアンバランス、生徒の心身の健全な発達の妨げ等の問題も指摘されてきて

おります。また、少子化の進展及び子どもたちのスポーツに対する多様化するニーズにより、これ

までと同じ運営体制では部活動の維持が難しくなってきております。 

 このため、平成30年３月にスポーツ庁は、運動部活動のあり方に関する総合的なガイドラインを

示し、これを受けて、長野県教育委員会では、長野県中学生期のスポーツ活動指針改定版の素案を

作成しました。この指針によりますと、１週間当たり２日以上の休養日を設け、長期休業中は期間

の半分以上を休養日とする、また１日の活動時間は２時間程度で、土・日曜日は３時間程度として、

できるだけ効率的な活動を行うこととしております。さらに、朝の部活動は原則行わないこととし、

部活動の延長としての社会体育も行わないとの方針が示されております。 

 また、競技経験のない教員が担当している部活動が多くなってきていることから、担当教員の負

担軽減を図るため、部活動指導員制度、いわゆる地域の方でその部活動指導に堪能な方が顧問とし

て部活動の指導や大会へ引率することができる制度がつくられました。このため、現在、高山中学

校ではこの指針に沿って、１名の方にサッカー部の部活動指導員をお願いし、限られた時間の中で

効率のよい練習に取り組んでいただいております。 

 また、高山村では社会体育活動が盛んに行われており、よりレベルの高い技術等を求める方には、

各種スポーツ少年団や社会体育に参加していただいております。 

 しかし、生徒の部活動に対するニーズの多様化や少子化による団体競技の継続性、指導者の確保

等の課題が依然として残っておりますことから、中学校では、高山村中学生スポーツ・文化活動運

営委員会等を通して、引き続き多くの方の御意見をお聞きしながら、よりよい部活動のあり方を検

討してまいりたいと考えております。 
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 次に、長期欠席者、不登校者でありますが、その生活状況の把握に関する通知への対応について

でございますが、近年、保護者による子どもへの虐待による痛ましい事件が相次いで発生しており、

このような報道に接するたびに私たちは心が痛み、二度とこのような事件が起きないことを願うも

のであります。 

 このような事件を踏まえ、文部科学省、内閣府及び厚生労働省から、都道府県及び市町村に対し、

児童虐待が疑われる事案に係る緊急点検について調査依頼がありました。この調査の内容は、平成

31年２月１日以降、一度も登校していない児童生徒等を対象に、学校の職員または教育委員会等の

職員による面会を実施し、その結果について報告するものであります。このような調査にかかわら

ず、たかやま保育園及び小中学校では、子どもたちの健康状態や体の傷等について常に注意を払う

とともに、保護者と緊密に連絡をとるよう心がけております。 

 また、学校を３日続けて休んだ場合は家庭と連絡をとり、必要に応じて家庭訪問を行っておりま

すほか、学期ごとに欠席の状況や健康状態、いじめ等も含め、生徒指導の状況について随時、教育

委員会に報告していただくこととしております。 

 このように、保育園、学校では子どもたちの状況についてできるだけ詳しく把握し、対応するよ

うに努めておりますが、私たちはこれに安心することなく、緊張感を持ち続けながら子どもたちを

見守っていく必要がありますことから、今後とも学校や関係機関と連絡を密にしながら、迅速かつ

適切に対応してまいりたいと考えております。 

 次に、通学路から除外されている沖渡橋の今後の対応についてでございますが、中学校の通学路

のうち沖渡橋につきましては、昨年７月に不審者による事案が発生いたしましたことから、これま

で沖渡橋を通学しておりました中山地区及び奥山田地区の生徒には、通学路の安全性が確認される

までの間、急遽、高山大橋を経由するルートに変更いたしましたが、このルート変更に伴い通学に

かかる所要時間は、以前よりも約10分程度長く要することとなります。 

 そこで、今後の対応についてでございますが、通学路につきましては、交通安全や防犯上の安全

等を考慮し、現地確認を行った上で学校長が指定することとなっております。この通学路における

生徒の安全確保のためには、防犯街路灯や防犯カメラの設置であるとか、通学路の視界を確保する

ための支障木の除去及び教職員や地域の皆様による見守り活動の実施など、さまざまな対応が必要

となりますことから、村では、平成30年度中に沖渡橋へ防犯カメラを設置することとしております。

この防犯カメラの設置により、沖渡橋を利用される皆さんにとって安全性は高まるものと思われま

すが、沖渡橋を通学路に戻すことにつきましては、学校と教育委員会が連携を図りながら、登下校

時における生徒の安全確認を最優先に検討するとともに、生徒やその保護者の皆様の意向を確認し

た上で判断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） 

─────８番 畔上孝一議員。 
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○８番（畔上孝一議員） 

 ありがとうございました。 

 高山村の子どもたちに長期の欠席者は多分いないと思われますが、短期の欠席者でもぜひ家庭と

連携を密にして、子どもたちの安全・安心をちゃんと確保していただきたいと思います。 

 それから、沖渡橋の件ですが、確かにあの間は中学生がちょっと遅く帰るころは真っ暗になりま

して、人家もないし、防犯カメラをつけていただくということでしたが、高山大橋ができる前に沖

渡橋を通行していた者にすると、私もそうですが、高山大橋を渡っていってもいいのに必然的に、

今までの癖ですか、自分じゃ認識しないうちに沖渡橋のほうへ回っていることも多々ありますので、

私も結構沖渡橋を通行しますので、そのときはいろいろ周囲を見たりしておりますが、今まで沖渡

橋を通学路として使っていた子どもたちにすれば、下までわざわざ回るのは大変、一部には苦痛の

ように思っている生徒さんたちもあるようですので、またぜひそれも含めて、子どもたちの安全が

第一ですが、検討をしていただきたいと思います。 

 それから、部活の件ですが、部活も体育系の部活、先生方の負担軽減に、地域の住民の皆様に指

導をいただくのはいいんですけれども、やっぱり子どもたちにすれば、学校の先生がいないとどう

しても統制が乱れるといいますか、やる気が低下するというようなこともありますので、地域の住

民の指導をいただくのは非常に結構なんですが、そういう点を注意しながらやっていただきたいと

思いますが、改めて答弁をお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────山岸教育長。 

○教育長（山岸深志） 

 まず、１点目の子どもの安全についてでありますけれども、これは先ほど申し上げましたように、

学校としてもこれは最優先の課題として取り組んでおります。また、家庭訪問等も幾つかしており

ますが、その中でも保護者とのまた人間関係もいろいろございますので、その辺も崩さないように

いろいろな方面に配慮しながらこのような事案またはこれに類似するような事案がないように十分

気をつけていきたいと思います。これは十分考えております。 

 それから、沖渡橋のことでありますけれども、これも子どもたちの安全がやはり優先であります。

また、７月に起きたような事案、高山村でもこういうことが起きるんだなということは、改めて私

たちが考えていかなければいけないというようなことでありますが、今、議員がおっしゃったよう

に、やっぱり時間的には10分というようなことは非常に大きな、登下校については大きなロスにな

ります。これも十分、防犯カメラをつけ、そして通学路として適切かどうかということについては、

学校長、それから保護者の皆さん、中学生の子どもたちの声も聞きながら慎重に考えていきたいと

思いますが、よろしくお願いします。 

 それから、部活動の指導であります。 
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 特にこの高山村は、この部活動指導員の制度だけではなくて、地域の皆様方がスポーツ少年団と

か社会体育というようなものが非常に数多くあって、とてもよく子どもたちの面倒を見ていただい

ています。そのことについては、教育委員会としても大変感謝を申し上げております。これ非常に

地域の方に見てもらうというようなこと、スポーツだけではなくて、わくわく村とかボランティア

の方とか、そういうようなことについても非常にありがたく思っております。そういうものも有効

に活用しながらも、部活動指導員の制度もございますので、またこれ、できる限り導入していきた

いと思っておりますが、部活動全て見てもらうというわけではなくて、時間を区切りまして、部活

動の時間というのは基本的には部活動担当の先生が一応見るということですが、どうしても堪能な

先生がいなくて指導が難しいというものに限りまして、地域の方にお願いしているところでありま

す。今おっしゃるように、やっぱり顧問の先生の指導ということも、学校教育の中ですので、ただ

技術指導ではなくて、そのスポーツに向かう心のあり方とか日ごろの生活指導とかそういうものも

見ていただきながらの部活動ということですので、教員の御指導ということも大事には考えていき

たい、こんなふうに考えております。 

 以上であります。 

○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） 

 では、ＩＣＴによる気象データの収集と解析について御質問いたします。 

 地方創生加速化交付金を活用した最先端技術に関する実証実験であるＩＣＴによる気象のデータ

の収集、解析を目的に、平成27年度より委託調査が継続されております。本村の標高差を活用した

ワインぶどう品種の適応性や果樹栽培の管理等に活用される気象データの収集と解析を用いていく

先進的な取り組みとして注目されております。本観測システムによる気象データの累積年数はまだ

短いのですが、日照時間や降水量等の気象情報は果樹栽培農家では有効なデータです。 

 次の２点について質問いたします。 

 １番目、農作物の発育状況におけるぶどう、りんごの遅霜被害の注意報や園地の降水量による土

壌水分の状態等により、栽培管理や病害虫の予測などに活用されます。ただいま現在、６地点の気

象観測データは、インターネットの本村のウエブ等で検索、閲覧が容易にできることを多くの果樹

栽培の皆さんは知らない、認知されていないんじゃないかと思います。このＪＡりんご・ぶどう部

会の栽培情報紙や病害虫防除暦の紙面等に、身近な気象状況を把握できるように村とＪＡとの連携

が必要と考えていますが、どうでしょうか。 

 ２番目、この実証研究委託には、病害虫の予測、有効積算温度の予測等による果樹栽培への気象

環境の認知が目的とされております。栽培地の果樹生育状況、病害虫発生情報等は、果樹栽培者、
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そしてＪＡ営農センター、農業改良普及センター等の担当者との連携を密にして、把握あるいは的

確な情報を累積できるように記録として残し、的確な予報情報の構築ができるように考えています

が、今の現状はどうかお伺いいたします。 

 ３番目、この事業は、飯綱町のりんご栽培地と気象観測データの連携による実証実験事業でござ

いますけれども、その進捗状況はどうなっているのか、お聞きいたします。 

○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） 

 ＩＣＴによる気象データの収集と解析についてお答えします。 

 村では、農業の担い手や後継者が不足し、耕作放棄地が拡大している現状を改善するため、平成

27年度から飯綱町と連携して国の地方創生交付金を活用し、ＩＣＴ技術を利用した農業技術研究並

びに実証実験事業を継続して実施しております。 

 そして、このような実証実験から得られた研究成果等を活用して、高品質な農作物の栽培方法の

確立や戦略的な商品開発によるブランド化の推進、国内外への販路開拓、観光産業とのタイアップ

等により農業関係者の所得向上を図るとともに、農業の担い手や後継者を安定的に確保していくこ

とを目指しているものであります。 

 そこで、村では、ワイン用ぶどうやワインの高品質、高付加価値化を図るため、農業関係の気象

データが観測できる機器を地域別、標高別に村内６カ所に設置いたしました。この６カ所の観測地

点からのデータは、インターネットの回線を介して、高山村農業気象サービスというホームページ

上で、観測地点ごとに10分間隔で、気温、湿度、降水量、気圧、日射量、風向、風速等の情報が閲

覧できるシステムになっております。 

 また、これらの観測データと植物との相関関係を調査し、病害虫の発生予測や植物生理学的な生

育促進に生かしていくため、平成28年４月から気象データの収集に努めているところであります。 

 そこで、ＪＡ生産部会の栽培情報紙や防除暦の紙面等から気象情報が容易に把握できるように連

携できないかとのお尋ねでありますが、平成28年４月からホームページ上で高山村農業気象サービ

スを開始したことにつきましては、ワインぶどう栽培者のみならず、地球クラブ、認定農業者、農

業委員会、県、ＪＡの生産部会等の総会や会議の場で周知に努めるとともに、多くの皆さんを対象

にした気象データを活用した農業栽培セミナーなどの研修会を開催してきたところであります。 

 なお、気象データの収集、蓄積につきましては、これまで３年間の蓄積がございますが、議員も

御存じのとおり、最近の気象は毎年大きく変動している状況で、まだまだ予測というよりも事後の

結果に対する検証の段階でありまして、蓄積した観測データからの病害虫の発生予察や農業栽培技

術情報の提供につきましては、試行錯誤を繰り返しながら実証実験を積み重ねているところであり、

確立された技術ではございません。 
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 今のところ、気象情報等を収集されている方は、このような状況を理解していただいたワインぶ

どう栽培者の皆さんや、この観測データに関心をお持ちの農家の皆さんに限られておりますが、今

後、利活用等について検討した上で、ＪＡの栽培情報などの紙媒体で農家の皆さんにも情報が手軽

に入手でき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。 

 次に、病害虫発生情報などの予測情報の提供についてのお尋ねでありますが、前段で御説明いた

しましたように、気象データを活用した栽培につきましては、まだまだ実証実験を行っている段階

で、今のところ広く農家の皆さんが活用できる技術ではございません。このため、一般の農家の皆

さんまで普及していくのはまだ先になると思われますが、まずは農家への技術指導等を行う立場の

県の農業改良普及センターの職員やＪＡの技術員等に気象データ等を活用した栽培管理について、

その有効性を理解していただくことが重要であると考えておりまして、ＪＡの技術員の会議等でも

説明を行っているところであります。 

 さらに、須坂市には、県の農業試験場や果樹試験場のような専門的に研究を行う機関もあり、村

で蓄積したデータの活用につきましても、今後連携できるようにしてまいりたいと考えております。 

 次に、飯綱町との連携による実証実験の進捗状況についてのお尋ねでありますが、この実証実験

につきましては、本村はワイン用ぶどうの栽培技術に、飯綱町においてはりんごや米について行っ

ております。 

 飯綱町が実証実験を行っているりんごや米につきましては、本村にも共通する作物であり、今後、

両町村での研究成果やデータなどについても交換していく予定でありますが、飯綱町も試行錯誤の

状況が続いており、今すぐに村の栽培に生かせるものになっていないのが実情であります。 

 しかしながら、先日、議員にもご参加いただいた、りんごの新たな商品化の可能性を検証するシ

ードルセミナーには、本村の関係者のほかに、この事業で連携している飯綱町の皆さんも御参加さ

れており、まずはこのような研修を通じて、飯綱町と情報交換ができればと考えているところであ

ります。 

 今後、地球規模での温暖化が進行する中、地域の詳細な気象データ等を収集、蓄積し、農作物栽

培に生かしていくことは大変重要なことであり、このようなデータに基づく農作物栽培は新たな農

業の可能性を秘めたものでありますことから、事業の目的である農業所得の向上を図るとともに、

農業の担い手や後継者を安定的に確保していくことが可能となるよう、引き続き事業推進に努めて

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） 

 今の回答で、そのとおりだと思うんですけれども、農業も高齢化によりまして、ますます栽培技

術のほうが問題になると思います。近年の温暖化傾向によりまして、農業現場、気象条件を考慮し
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た作物を栽培することが本当に必要というふうに考えております。特に、果樹等の発育状況や病害

虫の認知、それらについては、高齢者等においては情報も得ることがないと思います。 

 こういうふうな先進的なＩＣＴを活用されているならば、地球クラブとかそういうところだけじ

ゃなくして、もうちょっと範囲を広くして、こういうふうな気象観測をしているんだということを

認知すべきだと思うんですけれども、すぐに予測、そういうものはできるものではございません。

データの蓄積こそ宝になるものだと思っておりますけれども、その蓄積の段階において、栽培者の

悩みも一緒に、病害虫の悩みも一緒に取り入れてもらって、今後続く農業に対して、累積データを

欲しいと思っているんですけれども、それにおいて今の現状では、そういう情報がとられていない

んじゃないかというふうに思えるんですけれども、私はここで言いたいことは、ただ観測して累積

すればいいんじゃないかというふうに思っているんじゃないかと思うんですけれども、やっぱりこ

の目的とすれば、現時点で気象観測の遅霜だとか、そういうものに対してこういうふうにやれてき

たというふうなものに発展しなくては意味がないと思っているんです。だから、病害虫予測等は、

こういうふうな気象変動の中にどのように変動するかはわかりません。だけど、現状において、こ

ういう状況であるということを栽培農家の方に知らせるべきだというふうに考えております。 

 もう一度ご答弁お願いいたします。 

○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） 

 今、議員が申し上げたとおり、この事業の目的は、こういうＩＣＴ技術を活用しながら、いかに

農業栽培といいますか、そういったものを容易化させていくかということが一番の主眼でございま

す。今まで経験と勘に頼ってきた農業から、確立したデータに基づいて行う農業ということで、こ

れから新規に来る皆さんも使えるものにしていきたいというふうに思っております。 

 先ほど御説明したとおり、３年たったわけでございますが、なかなか実証できるものがないとい

うことでございます。ただ、例えば、ぶどうのべと病であったり、またりんごでは黒星とかという

部分で、気象との相関関係を調べておりまして、これがある程度うまくできるようになれば、多少

なりともその気象条件になったときにべと病が低減できるとかそういった部分で、もし情報が流せ

るようであれば、農家の皆さんに役立てるんじゃないかなと思っております。 

 そんな形の中で、今は実証実験を行いながら、できるだけそういう普及できるように努めてまい

りたいと思いますので、今後とも、地方創生あと２年でございますが、その後、先も継続できるよ

うに何とか考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○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） 
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 ただいま２年と言われたんですけれども、やはりこういう気象と農業との関係は、そういう短い

期間には予知情報というかそういうものはできないんじゃないかと思うんですけれども、その辺で

続けていっていただきたい。それに、ただ観測しているだけじゃなくして、こういう状況であると

いうふうな気象変化を栽培者の皆さんに伝えていただくことがこの事業の実証であり、目的になる

んじゃないかと考えておりますけれども、よろしくお願いいたします。 

○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） 

 今、御説明ありましたとおり、やはり継続することが大変大事でありますし、先ほども言いまし

たとおり、今後、専門的に研究されている須坂の試験場ともデータの交換をやりながら、今、高山

を実験材料にしてもらっても結構なんですが、そんな形の中でこういう技術が確立できるように、

ただ単に収集するのみではなく、いかに生かしていくかが課題だと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────６番 涌井仙一郎議員。 

○６番（涌井仙一郎議員） 

 では、次にいきます。 

 上水道事業の今後の計画についてお伺いいたします。 

 水道事業は、本村の農民生活のライフラインとして欠くことのできないものであります。水道の

安定供給水のために、村では、日常の管理及び水質検査等の実施により、安全・安心な水の確保に

努められております。 

 次の２点についてお伺いいたします。 

 昨年11月に駒場地区において、２日連続して２カ所に水道配水管の老朽化により、一部地域の水

道が断水になりました。その漏水箇所の復旧工事は、担当者から現況の説明と給水車等の対応で素

早い復旧ができ、大きな混乱もなく直ちに復旧させていただきました。この地区の水道管は、平成

４年ごろ、下水道工事の際に並行して老朽水道管を新しく布設替えされてきました。しかし、昭和

30年ごろに布設された水道管は、六十数年経過しており、下水道管の布設されていない箇所等は、

古い水道管のままで、腐食して漏水が生じます。漏水箇所に直面している古い老朽管の新しい給水

管への布設替えや、補修事業の村内の具体的な事業はどうなのか、残されている箇所はあるんでは

なかろうかというふうに思います。その辺、お聞きしたいと思います。 

 ２点目、平成29年４月から、山田簡易水道等４事業は上水道事業へ経営統合され、水源の確保の

ために施設の工事、改修工事や水道施設の集中監視システム等の有効活用により、使用者の水道使

用量の検索が容易にできるなど、効率的な運営と水道水の安定供給に努められております。 
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 本村の人口減少社会における水道料金の減少、そして各浄水場の貯水量の需要量と供給量のバラ

ンスはいいのかどうか、その辺の現況をお聞きいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────牧建設水道課長。 

○建設水道課長（牧 修三） 

 上水道事業の今後の計画についてお答えいたします。 

 本村の水道事業は、昭和27年に牧地区に、昭和29年には中山地区及び奥山田地区の関場から山田

温泉まで、さらに昭和31年には高井地区に簡易水道が整備され、その後、福井原地区、山田牧場地

区、七味別荘地に水道施設が整備され、昭和48年にはほぼ全村に水道施設が整備されました。また、

平成12年には高井簡易水道と牧簡易水道が統合し、高山村上水道へ移管し、平成29年４月からは、

山田簡易水道、福井原簡易給水施設、七味飲料水供給施設、山田牧場簡易給水施設を高山村上水道

に統合して現在に至っております。 

 そこで、議員お尋ねの老朽管から新たな水道管への布設替えについてでございますが、昭和30年

代に布設された高井、牧、山田簡易水道の配水管は、昭和60年代から平成にかけて、農業集落排水

事業や特定環境保全公共下水道事業により、下水道管の布設にあわせて布設替えを行ってまいりま

した。また、下水道布設箇所以外の老朽化した水道配水管につきましては、下水道布設工事が完了

した後に、順次、老朽管の更新工事を実施し、平成27年に駒場で実施いたしました老朽管の更新を

最後に、村内の石綿管が全て布設替えされたものと認識しておりました。 

 ところが、昨年11月に駒場地区において発生した水道配水管の破損事故の際、約80ｍにわたって

石綿管が残っており、緊急に配水管の布設替え工事を実施いたしましたが、その際、地元の皆様に

は多大な御迷惑をおかけしましたことを改めておわび申し上げます。 

 その後、水道施設台帳の再点検を行ったところ、現時点において石綿管の布設箇所は確認されて

おりません。 

 そのようなことから、今後における配水管等の更新事業につきましては、配水管の法定耐用年数

が40年とされておりますことから、下水道事業と並行して整備された配水管は、30年余りが経過し

ておりますので、今後とも、平成23年度に策定しました高山村水道ビジョンに沿って、計画的に整

備してまいりたいと考えております。 

 なお、新年度は、高井地区の重要な水源であります本沢水源から、黒部浄水場までの導水管の布

設替え工事の測量設計を実施し、平成32年度から３年計画で導水管の布設替え工事を行うこととし

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、本村の人口減少社会における水道料金の減収及び各浄水場の貯水量と需要量など、水道水

源の現状についてでございますが、まず、平成29年度末における給水人口につきましては、7,130

人で、５年前の平成24年度末の7,450人に比べ、５年間で320人、4.3％減少しており、さらに10年
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前の平成19年度末と比較しますと、10年間で747人、9.5％と約１割減少しております。 

 また、給水量につきましては、平成29年度と５年前の平成24年度では6.9％減少し、10年前の平

成19年度では11％減少しております。 

 さらに、水道料金につきましては、平成29年度と５年前の平成24年度では3.1％減少し、10年前

の平成19年度では12.1％減少しております。 

 このような状況から、今後とも人口減少が進みますと、料金収入や給水量は、５年間で約３％か

ら７％程度、10年間では11％から12％程度減少するものと思われます。また、水源の状況は、沢水

等の表流水が７カ所、湧水は９カ所、深井戸は６カ所で、合計22カ所の水源から取水しており、水

源に付随して浄水施設及び配水池があります。 

 今後とも人口減少が進むことにより、給水量の減少が予想されますことから、新たな水源の確保

や配水池の新設は考えにくいと思われますが、深井戸につきましては、施設の老朽化に伴う水量の

減少などにより、新たなに井戸を掘削する必要が生じることも考えられます。 

 このような中で、現在、上水道事業会計は、昭和62年に料金の値上げをさせていただいて以降、

30年以上にわたって値上げをせず、健全経営に努めていまいりました。しかしながら、今後は、人

口減少に伴う料金の減収や施設の更新等に伴い、料金の値上げをお願いすることも考えられますが、

当面は、引き続き経費の節減やさらなる経営の効率化を図りながら、健全経営に努めてまいります

ので、御理解を賜りますようお願いいたします。 

○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） 

 ただいま、よく調べていただいたと思って感謝申し上げるところでございます。 

 そのように、もう老朽箇所は少なくなったと。そして水道料の使用料も減少してきているという

ふうに感じているのが現状かなとみております。 

 そして、先般、下水道料金の値上げになることが提案されておりますが、この上水道料金にもい

つか必ずや将来関係してくる事象だと思っております。その辺、先ほど課長の答弁にあったように、

健全なる水道事業に取り組まれるというふうに言われて、力強く思っているところでございますけ

れども、もう一度、これからの上水道と下水道関係の今後の大きな計画について、大ざっぱなとこ

ろでよろしいですから聞かせていただければと思いますけれども。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────牧建設水道課長。 

○建設水道課長（牧 修三） 

 再質問の関係でございますが、上水道の今後の計画につきましては、先ほど申し上げましたが、

配水管が今後10年程度で、40年の耐用年数を迎えるということから、順次、配水管について更新事
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業をしてまいりたいというふうに考えております。 

 それから、配水池の関係ですが、これは昭和30年代に整備させていただいた配水池、もうかなり

老朽化しているものも残っております。耐震性の問題からも順次、新しい配水池に築造をしていき

たいというふうには考えておりますが、急激な、当初は村民の皆様の水道料の値上げにつながるこ

とでございますので、できるだけ経営の健全化を図りながら、村民の皆さんに御負担がかからない

ような形で更新事業を進めてまいりたいというふうに考えております。 

 それから、下水道の更新事業等につきましては、予算審査特別委員会なり常任委員会のほうでま

たお話を申し上げたいと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────６番 涌井仙一郎議員。 

○６番（涌井仙一郎議員） 

 経営の健全化に向けて取り組まれるという姿勢でございまして、ありがとうございます。本当に

これからの水道事業に対する大きな事業になるかと思うんですけれども、その辺も計画的に、健全

的に推進できるようにお願いしたいなと思います。 

 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。 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 最後の質問者になりますけれども、お疲れのところよろしくお願いいたします。 

 まず、質問に入る前に一言、今月いっぱいで退職されます牧建設水道課長、臼田会計管理者、両

名の方々に対して、長年の職員としての御功労に対して心より感謝と御礼を申し上げます。これか

らもＯＢ職員として、いろんな面で御指導いただければと思います。ありがとうございました。 

 さて、それでは質問に入らせていただきます。 

 先ほどから、同僚議員からもいろんな人口減に対して真剣なやりとりがありましたもので、重複

するところはまた御答弁省いてもらっても結構です。 

 それでは、高山村の人口減と対策についてお伺いいたします。 

 今、現在、当村の人口は7,100名であります。村長が就任されて２年半がたちました。当初、村

長は「目指せ8,000人の村づくり」を公約されました。しかしながら、人口減に歯どめがかからず、

人口減となっております。若者定住促進住宅、お試し住宅などの方針を打ち出し、実行されており

ますが、現実にはかなり厳しい状況になっております。このままの状況ですと、国保、水道料金な

ど村民の新たな負担になりかねません。 

 今現在、村の人口比率は、ゼロ歳から14歳までは782名、15歳から64歳までが3,939名、65歳以上
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の方は2,385名であります。単純に、3,939名の働いている方々に頑張っていただいているのが現状

であります。村の高齢者比率は３割を超えております。これからも高齢者比率は増えていく傾向に

あります。 

 確かに、村民の出産等で人口が増えることを期待しておりますが、かなりの時間もかかります。

村として、村外からの若者等の転入者が増える積極的な子育て支援を打ち出していくことが大事な

ことと思います。ぜひとも人口増加になる対策を期待して、人口が今現在の7,100名を下回ること

にならない対策等についてお伺いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 人口減の現状についてお答えいたします。 

 平成27年10月１日実施の国勢調査結果では、我が国の人口は、大正９年の調査開始以来、初めて

人口が減少となりました。これは、高齢化の進行で死亡者が増え、自然減が大きく影響したと見ら

れております。高齢化、人口減少は、社会保障給付の受給者である高齢者の比率が高まることによ

り、年金や医療などの社会保障費が増加するとともに、生産年齢人口の減少などにより、経済成長

にも大きな影響を与えることが懸念されているところであります。 

 本村の住民基本台帳人口では、平成14年４月１日の8,175人をピークに減少を続けており、高山

村総合戦略を策定しました平成27年12月末の人口は7,336人で、３年を経過しました昨年12月末の

人口は7,109人となり、３年間で277人の減少で、平均に換算しますと、１年で76人、約１％の減少

となっております。 

 このように、人口減少は本村におきましても大変深刻な課題であり、議員御指摘のとおり、少子

高齢化に伴い、今後、国民健康保険などの財政や水道、下水道を始めとした公共施設の運営など、

減少した人口で維持せざるを得ない状況となりますことから、村民の皆さんの生活に影響を及ぼし

かねない、極めて憂慮される状況であると思っております。 

 このような中で、県が公表した2018年１年間の県内の人口の増減では、わずかながら転入超過と

なっており、県内の各自治体による移住促進施策などの効果がうかがえるものであります。また、

本村におきましても、転入者が転出者を９人上回る社会増となっており、これらの状況などから、

人口減少は鈍化傾向にあるものと考えております。 

 しかしながら、こうした状況下におきましても、本村の人口減少に歯どめがかからないことは、

村の出生と死亡の比率から成る自然増減において人口減少が続いており、人口の増加が期待できる

積極的な施策を講じていくことが重要なことであります。 

 そこで、人口減に対する対策についてのお尋ねでありますが、村では、これまで独自事業として、

結婚定住祝金や不妊治療の医療費補助、出産祝金、保育料の軽減、福祉医療費の年齢の拡大などさ
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まざまな支援を行ってまいりましたが、一昨年からは、新たに家庭で乳幼児を育児する皆さんへの

商品券給付を始め、小中学生の給食費の負担軽減を拡大するとともに、昨年からは、高校生のバス

通学費補助を実施するなど、結婚から妊娠、出産、子育て、教育に至るまでのライフステージに応

じた子育て世代などへのきめ細やかな支援を実施してまいりました。 

 また、農業体験や移住体験ツアーなどで本村においでいただいた皆さんに、１泊1,000円で気軽

にお泊りいただける就農おためし住宅を２棟整備するなど、移住体験事業に力を入れるとともに、

若者定住促進住宅を始めとした村営住宅の建設を進め、平成30年度末で、延べ37棟を整備するなど、

定住・移住を促進する施策に重点を図ってまいりました。 

 これらの事業によって、りんごやぶどう、ワインぶどうを中心に、新たに農業を志す皆さんなど

の転入需要に応えるとともに、安心して子育てできる環境の整備などにより、人口減少の抑止に一

定の成果を上げたものと考えております。 

 私は日々、どうしたら豊かな高山村になるのか、どうしたら村民の皆様が幸せになるのかを真剣

に考え、ここで生まれ育った子どもたちが、ここで生活したい、ここで暮らしたいと思っていただ

けるような地域づくりと、そのような子どもたちを育てるための人づくりを村民の皆様とともに行

ってまいりたいと思っております。 

 そして、先ほど西原澄夫議員の答弁でも申し上げましたが、村が持続可能な発展をしていくため

には、少子高齢化と人口減少にどのように立ち向かっていくか、またどのように歯どめをかけてい

くかということに尽きると思っております。新年度におきましては、50年先、100年先を見据えた

村政運営の中で、既存施策の充実に努め、産業の活性化などの新たな施策とともに総合的な人口減

少対策を含め、着実に成果を出していくことができるよう力を尽く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） 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 再質問いたします。 

 今、村長から答弁いただきまして、確かに村長としても、日々努力なさっているのは理解いたし

ます。出産祝い金１万円とかいろいろとそういう面で細かく配慮されているのはわかりますけれど

も、ただ私もいろんなネットで調べますと、今、自治体でやっぱり人口増加しているところはどう

いうことをやっているかというと、私がちょっとやったんですけれども、いろんな、例えば保育園

の２児以降の保育料無償化、または給付型の奨学金の導入など、積極的にこういうことを取り入れ

たところは、意外と人口は増えているんです。ただ、これには相当予算もかかりますし、大変だと

思います。 

 ただ、申しわけないですけれども、こういう１万とかそういうものだと、なかなか全体的な数が
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増えるとは思えない。それで、私も以前、人口問題について村長にお尋ねした経緯がありまして、

そのときは8,000人を目指してお願いするとありましたけれども、それを今ぜひとも、先ほども言

いましたように、7,000人の人口を絶対割らないという決意をお願いしたいと思いますし、また、

村として、今まで自治体でそういう取り組みをやっているところの実際の長の考え方について、村

長はどう思われるか、改めて御質問いたします。よろしくお願いします。 

 それともう１件、今、村の確か平均給与所得と農業者所得が両方とも200万円台だと記憶してお

りますけれども、これが子育て時代の20代、30代の平均所得はどのくらいなのかなというのも１つ

お尋ねいたします。 

 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） 

 ２点ありますが、１点目については私のほうから、２点目の平均所得については担当のほうから

説明させていただきます。 

 まず、１点目の子育て世帯の支援については、お金がかかると。このように今、議員のほうから

お話がありました。確かにお金はかかる。子どもたちに対する支援策は、できれば多いにこしたこ

とはないと思いますが、これは継続経費になりますので、一旦そういうふうなものを始めた場合に

は、どちらかというと際限がないと、こういうこともありますので、財政を当然見ながらやってい

かなければいけない、このように思っています。 

 そういった点で、いわゆる効果がある、そのような政策は何であるのか、この辺はまたじっくり

考えていきたいと思いますし、またお知恵をいただきたいかなというふうに思っていますが、まず

先ほど言いましたように、やはり子どもはこの地域の宝ということでありますので、できる支援は

し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） 

─────宮本総務課長。 

○総務課長（宮本孝雄） 

 平均所得というようなお話がございました。議員のお話の中で、平均200万円程度ではないかと

いうようなお話もございましたが、各世代における平均所得というのは、ちょっと今、手元に分析

資料がございませんのでお答えできませんが、子育て世帯、多くは給与所得世帯であろうかと思っ

ております。先ほどの平均と同じようなことかと思うんですが、ただし、子育て世帯につきまして

は、いろいろとかかるお金がたくさんかかってまいるというようなことで、そういった面では非常

に大変をされているんではないかなと、このように思っております。そんなことで、なかなかそう

いった子育て世帯に厚い支援をしていくというのは、施策の柱にもなっていくのかなというふうに
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も思っておりますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 御答弁ありがとうございました。 

 今、20代、30代というのは、確かに一番その子育てが大事な時代なもので、その給与所得がどの

くらいかによってやっぱり支援していかないと、第２子、３子の希望というのは難しくなると思っ

て、私は今そういう質問をしたわけでありますし、先ほど同僚議員で西原議員が言いました、やっ

ぱり人口減の対策の課みたいのをつくるということは大事なことであると、改めてその答弁をお伺

いして、質問を終わります。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 それでは、人口減に対する決意といいますか、そういうことだと思いますが、先ほど、やはり私

は就任当時、8,000人を目指すと、こういうふうに申し上げてまいりました。これは前にも申し上

げたかと思いますけれども、あえて高いハードルを設定させていただきました。といいますのは、

前にも水谷議員にも申し上げたと思いますけれども、何とか元気を出して、そして皆さんとともに

行こうと、こういう決意のあらわれというふうに申し上げてまいりました。そういった点で、人口

減につきましても、やはり先を見詰めて、減少というのではなくて、増に向けてといいますか、何

とか打開策を見つけていきたいというふうに思いますので、先ほど申し上げましたけれども、行政

のほうでも最善を尽くしますし、また皆さんとも協力していきたいと、このように考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○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。 

 これで一般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれで散会します。 

 お疲れさまでした。 

午後２時10分  散 会 

                                  

 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

          平成31年３月５日 

                 高山村議会議長  酒 井 康 臣 
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                 署 名 議 員  宮 川 登志一 

 

                 署 名 議 員  涌 井 仙一郎 

 

                 署 名 議 員  松 本   茂 

 



－73－ 

平成31年第２回高山村議会３月定例会会議録（第３号） 

 

平成31年３月15日（金曜日） 

                                  

    議 事 日 程 

日程第１ 議案第４号 高山村高井東部防除用水貯水施設の設置及び管理に関する条例 

日程第２ 議案第５号 高山村個人情報保護条例の一部を改正する条例 

日程第３ 議案第６号 特別職の職員等の給与の支給の特例に関する条例の一部を改正する条例 

日程第４ 議案第７号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第５ 議案第８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６ 議案第９号 高山村下水道条例の一部を改正する条例 

日程第７ 議案第10号 辺地に係る総合整備計画について 

日程第８ 議案第11号 平成31年度高山村一般会計予算 

日程第９ 議案第12号 平成31年度高山村国民健康保険特別会計予算 

日程第10 議案第13号 平成31年度高山村診療所特別会計予算 

日程第11 議案第14号 平成31年度高山村介護保険特別会計予算 

日程第12 議案第15号 平成31年度高山村後期高齢者医療特別会計予算 

日程第13 議案第16号 平成31年度高山村温泉開発事業特別会計予算 

日程第14 議案第17号 平成31年度高山村農業集落排水事業特別会計予算 

日程第15 議案第18号 平成31年度高山村下水道事業特別会計予算 

日程第16 議案第19号 平成31年度高山村上水道事業会計予算 

日程第17 議案第20号 一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の 

           一部を改正する条例 

日程第18 議案第21号 平成30年度高山村一般会計補正予算（第７号） 

日程第19 議案第22号 平成30年度高山村国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

日程第20 議案第23号 平成30年度高山村診療所特別会計補正予算（第２号） 

日程第21 議案第24号 平成30年度高山村介護保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第22 議案第25号 平成30年度高山村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第23 議案第26号 平成30年度高山村農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第24 議案第27号 平成30年度高山村下水道事業特別会計補正予算（第２号） 

日程第25 議案第28号 平成30年度高山村上水道事業会計補正予算（第２号） 

日程第26 議案第29号 平成31年度高山村一般会計補正予算（第１号） 

日程第27 議案第30号 平成31年度高山村診療所特別会計補正予算（第１号） 



－74－ 

日程第28 請願第１号 核兵器禁止条約への日本政府の署名・調印と批准を求める意見書の提出に 

           関する請願 

日程第29 請願第２号 米軍基地負担に関する請願 

日程第30 発議第１号 国民健康保険高山診療所所長紅谷明先生に対する感謝の決議 

追加日程第１号 発議第２号 核兵器禁止条約への日本政府の署名・調印と批准を求める意見書 

追加日程第２号 発議第３号 米軍基地負担に関する意見書 

日程第31 閉会中の継続調査の申出について 

日程第32 議員派遣について 

──────────────────────────────────── 

    本日の会議に付議した事件 

１ 議案第４号～議案第10号 

２ 議案第11号～議案第19号 

３ 議案第20号 

４ 議案第21号～議案第30号 

５ 請願第１号～請願第２号 

６ 発議第１号 

７ 発議第２号～発議第３号 

８ 閉会中の継続調査の申出について 

９ 議員派遣について 

──────────────────────────────────── 

    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 

──────────────────────────────────── 

    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 
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午後１時32分  開 議 

○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 議案第４号 

～  

日程第７ 議案第10号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第１ 議案第４号 高山村高井東部防除用水貯水施設の設置及び管理に関する条例から日程

第７ 議案第10号 辺地に係る総合整備計画についてまでの７件を一括議題とします。 

 議案第５号及び議案第６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議案は２件であります。 

 議案第５号 高山村個人情報保護条例の一部を改正する条例及び議案第６号 特別職の職員等の

給与の支給の特例に関する条例の一部を改正する条例の審査の経過及び結果について報告いたしま

す。 

 委員会は、３月12日午前10時より、委員１名欠席のもと開催しました。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５号及び議案第６号とも、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。 
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 議員各位におかれましては、適切な御判断の上、御賛同を賜りますようお願いを申し上げます。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 議案第４号及び議案第７号から議案第９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。 

○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案件は、議案第４号、議案

第７号から議案第９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、去る３月12日午後１時より、委員全員出席のもと、所管職員の出席を求め、委員外議

員の発言を許可し、慎重に審査を行いました。 

 議案第４号 高山村高井東部防除用水貯水施設の設置及び管理に関する条例並びに議案第７号 

災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例の２件については、特段質疑はなく、討論

を省略し、採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決定いたしました。 

 議案第８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並びに議案第９号 高

山村下水道条例の一部を改正する条例の２件については、特段質疑はなく、討論を省略し、採決の

結果、賛成多数で可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議案４件の審査の経過及び結果の報告といたしま

す。 

 議員各位におかれましては、適切な判断の上、御賛同賜りますようお願い申し上げます。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 これから議案第４号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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４号 高山村高井東部防除用水貯水施設の設置及び管理に関する条例を採決しま

す。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 



－77－ 

（挙手10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５号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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５号 高山村個人情報保護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10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６号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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６号 特別職の職員等の給与の支給の特例に関する条例の一部を改正する条例を

採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 



－78－ 

（挙手10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７号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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７号 災害弔慰金の支給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10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８号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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。 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 私は、議案第８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、反対する立

場から討論いたします。 

 今年の３月７日に、内閣府が発表しました１月の景気動向指数は３カ月連続で悪化し、内閣府は

景気判断を「足踏み」から「下方への局面変化」に引き下げました。これは国内景気が落ち込みの
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局面に入ったことを政府自身が認めたことになります。私たちの周りの皆さんのお給料、また事業

者の所得は上昇しているのでしょうか。私には全く景気の浮揚感はありません。 

 このようなときに、千曲川流域下水道事務所から12.5％の値上げが要請されたという理由で、現

在より７％を一気に値上げする議案が提出されました。これはかなり大きな数字と言えます。ここ

数年の給料のベースアップはせいぜい１、２％ですので、村民の負担はできる限り抑えるべきと考

えます。まして今年の10月からはさらに消費税の増税が予定されております。 

 さて、本村の農業集落排水事業特別会計予算の歳入総額は9,167万3,000円ですが、そのうち一般

会計からの繰入額は5,691万円、繰入率は0.14％です。予算書によれば、本年の使用料は昨年比217

万5,000円の増加となっております。これは昨年の約７％分になります。私は、本年度の一般会計

からの繰入額を5,900万円程度にすれば使用料を値上げしなくても事業継続できるものと考えます。 

 したがいまして、私は、議案第８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

例に反対いたします。 

 あわせて、議案第９号も同様の理由により反対いたします。 

 議員各位に御賛同賜りますようお願い申し上げまして、私の討論といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 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８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、賛成の立場から討論いたします。 

 高山村農業集落排水処理施設設置条例は、昭和63年に農業集落における生活環境及び農業用水の

水質保全を図るため設置され、現在に至っております。 

 また、農業集落排水処理使用料については、昭和63年に供用を開始後、平成18年には審議会の答

申を受け、８％の値上げを行い、その後、３年ごとに２回８％の値上げを行うことになっておりま

したが、経済状況が改善されないことから、現在まで据え置き措置となっております。 

 今回、村内に４カ所ある処理場の老朽化に伴い施設の修繕費が増大していることから、平成31年

年度以降実質収支がマイナスとなり、不足分を基金から繰り入れて賄うと経営が厳しくなることが

予想されます。 

 また、建設償還金5,725万3,000円のうち、使用料で賄っている金額は元金、利子のうち200万円

で、残り5,525万3,000円を一般会計から繰り入れしております。償還金のうち40％の2,290万円程

度が交付税措置されていることから、一般財源で3,230万円程度が農業集落排水事業特別会計に繰

り入れされている状況にあります。 

 今回の改正は、基本料金、従量料金とも７％の値上げにより標準家庭で１カ月210円、年間2,520
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円の値上げとなるものです。新聞等の報道によりますと、日本の景気も減速局面に入りつつあると

言われており、住民生活において公共料金の値上げは非常に厳しいと考えますが、村においては使

用料の滞納金額の縮減や下水道への接続率の向上等、経営の改善に努めています。 

 現在、村においては、人口増加対策として、少子化、子育て支援、高齢者対策等重点的に予算配

備を行っていることから、村の財政状況を考えるとこれ以上の一般財源の投入は厳しいものと考え

ます。 

 よって、今回の農業集落排水処理施設使用料の値上げは、やむを得ないものと考えるところです。 

 以上のことから、さらなる農業集落排水事業特別会計の経営の効率化をお願いし、議案第８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きましては、民生産建常任委員会

委員長の報告のとおり可決することに賛成をいたします。 

 議員各位の御賛同を賜りますようお願いを申し上げまして、賛成討論といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 よろしいですか。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第８号 高山村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。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手８人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手多数です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第９号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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９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。 
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 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手８人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手多数です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第10号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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10号 辺地に係る総合整備計画についてを採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手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。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第８ 議案第11号 

～  

日程第16 議案第19号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第８ 議案第11号 平成31年度高山村一般会計予算から日程第16 議案第19号 平成31年度

高山村上水道事業会計予算までの９件を一括議題とします。 

 議案第11号から議案第19号までの９件について、委員長の報告を求めます。 

─────松本平成31年度予算審査特別委員長。 

○平成31年度予算審査特別委員長（松本 茂議員） 

 ただいま議題となっております平成31年度予算審査特別委員会に付託された所管事項について、
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審査の経過並びに結果を報告いたします。 

 付託されました案件は、議案第11号 平成31年度高山村一般会計予算から議案第19号 平成31年

度高山村上水道事業会計予算までの９件です。 

 去る２月28日、10名の委員による平成31年度予算審査特別委員会を設置し、委員長に私、松本 

茂、副委員長に西原澄夫議員を選出し、３月６日から８日、11日の４日間にわたり、所管ごとに慎

重に審査を行いました。 

 所管職員による説明に対し、各委員から質疑、意見、要望があり、その主なものを所管別に申し

上げます。 

 初めに、総務課から申し上げます。 

 消防団員の報酬はどのように渡しているのか、団員個人に渡っていることを確認しているのか、

望まれない天引きをされていると聞くが問題ないのかとの質疑があり、所管の担当者から、本部役

員、団長には直接支払っている。団員報酬は分団にまとめて支払い、分団内で個人に支払いがされ

ているが、そこからは分団の費用として天引きがされていることもある。問題が生じないよう呼び

かけているとの答弁がありました。 

 また、最近報道で、消防技術大会に向けた練習が厳しく県内の２つの町で技術大会への参加を取

りやめたと聞くが、高山村では議論になっているのかとの質疑には、須高消防協会、村の分団長会

議でも話題になったが、現時点では方向性が決まっていないため現状維持との答弁がありました。 

 その他、軽自動車税過年度分の滞納繰越額内訳について、軽四輪自動車登録台数が100台減少の

理由について、公用車ドライブレコーダー早期設置についてなどの質疑がありました。 

 次に、会計室について申し上げます。 

 会計管理者の挨拶の後、担当者から説明がありましたが、特に質疑はありませんでした。 

 続いて、村民生活課について申し上げます。 

 マイナンバーカードの発行状況についての質疑や、カード紛失による個人情報流出が不安なため

発行申し込みをしないという人もいるので不安をぬぐうような広報をしたらよいのではとの意見に

は、カード発行状況は480枚程度であること、マイナンバーカードを紛失してもすぐに個人情報が

流出しないことや、今後いろいろな用途に用いられることについても、今後、広報を行う旨の答弁

がありました。 

 診療所特別会計の診療収入は昨年度予算より減っているが、新しい医師が来る中でその見積もり

は適正なのかとの質疑には、収入は平成30年度決算見込みより14％増額を見込んでいるが、それ以

上診療収入が上がるよう医師と係が一体となって努めたいとの答弁がありました。 

 介護保険特別会計の機器借り上げのＶＲは、どのような目的で使用するのかとの質疑には、家族

の方などが認知症の理解を深めるために使用してもらうことを考えているとの答弁がありました。 

 そのほか、人口増加のためには不妊治療費予算100万円が少ないことについて、ＹＯＵ游ランド
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の営業日数や売り上げ収入の減、会員券販売人数について、一般廃棄物処理委託契約について、国

民健康保険事業基金を利用して子どもの国保税均等割削減についてなどの質疑、意見がありました。 

 次に、産業振興課について申し上げます。 

 須坂や東京で長野ワインフェス等が開催されているが、村職員を派遣して情報を得たりしている

のか、参加者のレポート等を見せてほしい、またイベントの出店に当たってはブース料が高額にな

ると思うので、そういった予算を計上し情報収集をしてほしいとの質疑、意見には、須坂のフェア

は各ワイナリーから参加していると思う。東京フェスについてはワイナリーから２名と村職員１名

が参加したとの答弁がありました。 

 また、多面的機能支払い交付金事業の申請書類が多く煩雑なため、簡素化ができないのかとの質

疑には、国庫補助のため多くの書類が求められており、県にも簡素化できないのか今後要望したい

との答弁がありましたほか、電柵の緩衝帯整備委託料は切り捨て間伐か、搬出間伐にすることで木

材をバイオマス燃料や薪ストーブなどに利用できないかとの質疑には、切り捨て間伐の予算であり、

将来的には利用を検討したいとの答弁がありました。 

 そのほか、若者住宅建設資金利子補給金の利用人数について、多面的機能支払い事業の畦畔芝生

化導入地区について、農地管理のためのタブレット端末の活用方法について、りんご生産者への支

援について、山田牧場の放牧頭数減少と今後の対策について、にぎわいの場構想委員会の村民周知

について、３年目となる観光情報発信連携事業の効果についてなどの質疑がありました。 

 次に、教育委員会ですが、新たに依頼された桜の樹木医には各地区の桜管理のためにどのような

アドバイスをされているのかとの質疑では、桜の生育状況を把握し施肥等管理指導のため区長さん

等を対象に学習会を開催したほか、景観重要指定樹木であれば管理のための村補助金を活用された

いとの答弁がありました。 

 そのほか、公民館３階講堂のステージ改修について、公民館図書館の図書購入費用増額、蔵書数

の拡大、若い女性が求める本が少ないことについて、一茶館学芸員の正規職員を求めることについ

て、歴史民俗資料館の入館者について、１食当たりの学校給食費についてなどの質疑、要望があり

ました。 

 次に、建設水道課について申し上げます。 

 駒場橋の改修工事は大変長い期間となっており大変不便であるが、平成31年度の工事予定はとの

質疑には、村民には大変御迷惑をおかけしていること、現在の工事は舗装の打ち直しなどで５月ま

でかかるが、31年度はかなりの工事期間を要すること、今後橋梁の上部工事が終了すれば下部工事

は通行しながら行える見込みとの答弁がありました。 

 また、下水道料金の今後の見通しはとの質疑には、13年ぶりに値上げをしたこと、料金を決める

審議会は３年に１回の開催でそれまでは値上げはないものと考えているとの答弁がありました。 

 そのほか、橋梁の道路照明をＬＥＤ化する費用について、河畔林整備事業による間伐について、
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村営住宅を集合住宅にして保育園近くに建設することについて、山田温泉の下水道接続率について、

下水道使用料金の値上げについてなどの質疑、意見がありました。 

 次に、議会事務局及び監査委員事務局について申し上げます。 

 議会事務局長より挨拶の後、説明がありましたが、特に質疑はありませんでした。 

 続いて、総括質疑ですが、平成31年度一般会計予算で、畔上孝一委員から２点の質疑がありまし

た。 

 １点目は、にぎわいの場創出事業について、構想の中身が全く見えない、何をしたいのか、具現

化をいかにしていくのか、わかりやすい説明を求めたいとの質疑がありました。 

 内山村長は、にぎわいの場構想は、村内外から訪れていただいたお客様の心と体を癒していただ

ける既存の施設を生かした拠点を村内に整備し、地域における産業の振興や住民の福祉向上と、何

よりも豊かな観光資源を活用することにより地域の活性化を図ることを目的としている構想である

ことや、平成31年度のにぎわいの場創出事業については、高山村にぎわいの場構想委員会の委員報

酬や先進地視察等の費用弁償などで34万円、構想を具体化するためのイメージ図、設計図、必要と

なる施設や備品等の調査等に係る経費として250万円、特産品開発支援事業補助金60万円、さらに、

にぎわいの場を創出するために必要な助言等をいただくための観光振興地域活性化事業として400

万円を計上し、にぎわいの場構想の実現を目指している旨の答弁がありました。 

 ２点目は、各温泉施設、橋梁改修、役場前交差点紫樋沢線改良工事などのハード事業が多いと感

じる。村民の暮らしの応援や少子化対策、子育て支援などソフト事業の予算化をとの質疑がありま

した。 

 内山村長は、村にとって重要な観光施設や社会インフラは設置や整備から相当年数が経過し、老

朽化が進んでいる状況から、今後も適正な維持管理や長寿命化修繕工事を進め、安全性を確保して

いくことは大変重要なことであるため避けては通れない問題であるので御理解いただきたいこと。 

 また、村民の暮らしの応援や少子化対策、子育て支援などの予算化については、来年度は、結婚

から妊娠・出産・子育て・教育に至るまでのライフステージに応じた支援に力を注いだ予算案とし

ているとして、中でも、小中学生１食当たりの給食費は公費負担を30円増額し70円にすることや、

安心して子育てできる環境をつくるための子育て支援センターは保健福祉総合センター内で行うこ

ととして、新年度では施設の設計業務を行うとともに、できる限り早く施設整備を行う考えである

こと。 

 また、全ての面での安全・安心な社会の構築のためインフラ等の維持修繕は当然とし、村民の生

活の質や心の豊かさ、そして、高山村に暮らす幸せが実感できるよう、くらしや生活支援などに重

点を置いた予算編成と村づくりに当たっていきたいと答弁がありました。 

 以上で質疑を終結し、討論を省略し、挙手による採決を行いました。 

 その結果、議案第11号 平成31年度高山村一般会計予算については賛成多数、議案第12号 平成
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31年度高山村国民健康保険特別会計予算については賛成多数、議案第13号 平成31年度高山村診療

所特別会計予算については全員賛成、議案第14号 平成31年度高山村介護保険特別会計予算につい

ては全員賛成、議案第15号 平成31年度高山村後期高齢者医療特別会計予算については全員賛成、

議案第16号 平成31年度高山村温泉開発事業特別会計予算について全員賛成、議案第17号 平成31

年度高山村農業集落排水事業特別会計予算については全員賛成、議案第18号 平成31年度高山村下

水道事業特別会計予算については賛成多数、議案第19号 平成31年度高山村上水道事業会計予算に

ついては全員賛成で、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 これで、本委員会に付託されました９件の審査報告を終わります。 

 委員会の審査に当たりましては、委員より出されました意見、要望などを十分に尊重され、村民

の安全・安心な暮らしや村政発展のために反映されることを特に要望するものであります。 

 最後に、委員会の審査に際し、説明と答弁に当たられました職員の皆様に感謝し、長時間の審議

に活発な質疑、意見、要望をいただきました委員の皆様に御礼を申し上げます。 

 以上で平成31年度高山村予算審査特別委員会の報告といたします。大変ありがとうございました。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 これから議案第11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。 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 ただいま議題となっております議案第11号 平成31年度高山村一般会計予算に反対の立場から討

論いたします。 

 昨年12月21日に閣議決定された2019年度政府予算案は、10月からの消費税10％への増税を盛り込

むとともに、史上初の100兆円を超える超大型予算となりました。 

 しかし、閣議決定後、厚生労働省の毎月勤労統計調査に長期にわたって過去の調査方法に誤りが

見つかり、失業手当などの給付が少なかった例が多数あることが発覚しました。支給不足は延べ人

数で約2,000万人、額にして567億円にも上ります。政府はその不足分の追加支給を行うために、閣

議決定したばかりの2019年度予算案を修正せざるを得なくなりました。政府の不始末で閣議決定し

た予算案を修正するなどということは前代未聞のことです。とても私たちには理解ができないこと

です。 
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 また、国民の多くの人が反対しているにもかかわらず消費税増税を実施する、これも大きな問題

ですが、毎年毎年増え続ける軍事費の増大、過去最大の５兆2,574億円にもなってきました。 

 また、防災・減災、国土強靭化ということで大型公共事業に多額の支出も大きな問題と言えます。 

 財界言いなり、アメリカ言いなりの態度を改め消費税増税をとめる、その決断を政府に求めたい

と思います。 

 さて、本村の平成31年度一般会計予算ではどうでしょうか。予算審査特別委員会の総括でも申し

上げましたが、各温泉施設、道路橋梁、あるいは防災システム等に多額の予算が盛り込まれており

ます。政府の予算と同様に公共工事のオンパレードではないでしょうか。政府の予算の縮小版と言

えるのではないでしょうか。老朽化して激しく傷んでどうしても直さなければならないのはやむを

得ないと思いますが、何で30年度、31年度にこんなに集中するのか私には理解できません。 

 村民の暮らし応援、生活応援、そして少子高齢化対策、あるいは子育て支援にもっと積極的な予

算を組んでほしいと思います。 

 ちなみに申し上げますが、奥山田温泉の源泉改修から蕨温泉、山田温泉、ＹＯＵ游ランドまでを

含めますと、特会の一部まで入りますが、１億7,000万円以上、ＹＯＵ游ランド、蕨温泉は平成30

年度に多額の工事がされていますが、その上また、新年度事業計画、31年度に限らず32年度にも工

事が予定されております。国や県の補助金もありますが、温泉施設が将来村のお荷物になりはしな

いか心配になります。今後の温泉施設のあり方を考え直していただきたい、このように思います。 

 また、道路橋梁関係では、役場前、紫樋沢線の改良、また駒場橋長寿命化修繕工事、そして新た

に高山大橋、屋知橋の長寿命化対策等で31年度には約２億円弱ほど予定されております。また防災

行政無線の改修、移動系防災無線の整備等に約２億円などです。これらが住民の生活の一定の整備

にはなると思います。温泉施設もそうです。道路もそうですが、しかし、その全部を否定するつも

りはありませんが、このうちのほんの一部、５％でも10％でも村民の生活支援、負担軽減につなが

るような税金の使い方に変えていただきたいと思います。 

 保育料の無料化、給食費の無料化、国保税の引き下げ、介護保険料の引き下げなど、やろうと思

えばすぐできると思います。国保税の子どもたちへの均等割額でも、全額公費負担しても何百万円

の単位ではないでしょうか。もう少し住民の生活を考えてほしいと思います。 

 地方自治体は、国の悪政の防波堤の役割を背負っております。住民が安心して暮らせる、安心し

て子どもを産み、育てる村に、そして赤ちゃんからお年寄りまでが住んでよかったと言われる村づ

くりをするために、もう少し福祉や村民の生活応援に予算を回すべきと私は申し上げ、反対の討論

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。 

─────５番 宮川登志一議員。 



－87－ 

○５番（宮川登志一議員） 

 ただいま議題となっております議案第11号 平成31年度高山村一般会計予算について、賛成の立

場から討論します。 

 本年２月に内閣府が公表した月例経済報告によると、景気全体の判断は穏やかに回復していると

据え置いたものの、先行きは、通商問題の動きや世界経済に与える影響や中国経済の先行き、海外

経済の動向と政策に関する不確実性、金融資本の変動の影響に留意する必要があるとされ、まだま

だ地方にとっては景気回復の実感が得られない中で先行きが見えない、依然として厳しい状況にあ

ると思います。 

 さらに、今月７日に内閣府が発表した１月の景気動向指数の速報値では、景気が既に後退期に入

った可能性が高いことを示す「下方への局面変化」に基調判断が引き下げられました。10月に予定

されている消費税の引き上げを控え、さらなる経済の停滞が懸念されるところです。 

 一方、村におきましても、歳入の４割を占める地方交付税が減少するなど大変厳しい財政環境に

おかれております。 

 このような中で、村では、村づくりの指針である第五次高山村総合計画や総合戦略に沿って、農

業の６次産業化や商業観光業など産業の振興を推進するとともに、少子高齢化と人口減少に立ち向

かうため、子育て支援の充実や定住対策等、魅力ある村づくりに向けて各種施策を展開されており

ます。このため、平成31年度一般会計予算総額は40億2,700万円で、昨年度当初予算比1.7％、

6,900万円の増額と積極的な予算編成となっております。 

 特に、新年度予算は、持続可能な公共交通事業のため乗り継ぎ拠点の整備を行うほか、学校給食

費のさらなる引き下げや子育て支援センターの整備を始めとした結婚や子育て支援の充実を図ると

ともに、引き続き防災無線の更新など災害に強い安全・安心な村づくりの予算であります。 

 その中にあっては、住民サービス関係の事業が大半を占める民生費は、前年度とほぼ同額を確保

する９億4,700万円余りで、構成比でも全体の23.6％と約４分の１近くを占めています。これは、

高齢者や障がい者が地域で安心して暮らせる福祉の充実や結婚相談事業の推進、子育てしやすい環

境づくりとして子育て支援センターの整備に着手するなど、結婚・子育ての支援関係並びに公共交

通事業の拠点整備など、住民福祉の向上に重点を置いた予算であります。 

 総務費では、今後の村づくりの指針となる第六次高山村総合計画の策定や防災行政無線の戸別受

信機設置など、村づくりや防災事業に重点を置いた予算となっており、本村で起こり得る大規模自

然災害などに万全な備えができるよう一日も早い本格稼働を期待するものであります。 

 また、衛生費では、引き続き健康づくり施設の拠点であるＹＯＵ游ランドの大規模修繕工事を始

め、特定年齢無料がん検診や予防接種など健康診査事業を強化するなど、村民の健康増進に重点を

置いたものであります。 

 農林水産業費では、村の基幹産業である農業を中心に将来を見据えた基盤づくりのために、農道
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整備や水路改修など中山間総合整備事業やＩＣＴを活用した最先端農業実証実験及び新規就農者の

確保対策、有害鳥獣駆除対策の強化を図るための交付金制度の創設など積極的に取り組むとともに、

新たな森林管理システムの導入に伴う意向調査など、魅力ある農業や森林の適正管理に重点を置い

たものであります。 

 商工費では、商工会のプレミアムつき商品券発行事業へ支援するとともに、蕨温泉ふれあいの湯

の安全確保を図る施設改修のほか、お客様の流れをつくるにぎわいの場創出事業を推進し、村内の

産業振興と活性化を図っていくという観光地づくりに大いに期待するものであります。 

 土木費では、前年度と比較して約3,658万円余り減の５億4,715万円でありますが、役場前交差点

改良工事の早期完成に向けて事業促進を図るほか、老朽化している橋梁の計画的な長寿命化修繕工

事に取り組み道路交通の安全確保を図るとともに、村営住宅購入や空き家バンク事業など定住促進

等につなげるための予算であります。 

 消防費では、前年度と比較して１億5,238万1,000円増の３億3,454万6,000円で、移動系デジタル

行政無線などの整備を行うほか、常備消防並びに非常備消防の充実など、村民の皆さんの安全・安

心な地域づくりに重点を置いた積極的な災害対策関連予算となっております。 

 教育費においては、前年度と比較して1,343万5,000円増の３億3,784万円余りの予算となってお

ります。小学校語学指導員の充実やきめ細やかな学習環境の整備と給食費のさらなる引き下げとと

もに、高校生通学補助を行うなど保護者負担の軽減に一層取り組み、保護者はもとより児童生徒が

安心して学業に取り組める教育環境の整備に力を注いだ予算であります。 

 以上のことから、私はぜひとも、この予算がその効果を最大限に発揮することを期待し、平成31

年度高山村一般会計予算について、予算審査特別委員会委員長の報告のとおり可決することに賛成

するものであります。 

 議員各位の御賛同を賜りますようお願い申し上げ、賛成討論といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第11号 平成31年度高山村一般会計予算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手８人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手多数です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 
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 これから議案第12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。 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 私は、ただいま議題となっております議案第12号 平成31年度高山村国民健康保険特別会計予算

に反対する立場から討論いたします。 

 現行の国保制度がスタートした1960年代には、４割が農林水産業、３割は自営業でしたが、現在

は年金生活者などの無職が４割になっております。こうした中、国保加入世帯の平均所得は1990年

代前半には270万円でしたが、2015年度では139万円にまで落ち込んでおります。 

 ところが、自民党政権は1984年の国保法改悪で定率国庫負担割合を引き下げたのを皮切りに、国

保の財政運営に対する国の責任を後退させてきました。その結果、国保の総会計に占める国庫支出

金の割合は、1980年代前半の50％から2015年度では20.3％にまで下がっております。 

 このように、加入世帯の貧困化と国の予算削減が同時並行で進む中で、国保の１人当たり保険料

は、1980年代が３から４万円、2000年代以降は８から９万円へと上がり続けてきました。低所得者

が加入する医療保険なのに保険料が高いという国保の構造問題は、全国知事会、全国市長会、全国

町村会などの地方団体も解決を求めています。 

 他の医療保険より保険料が高く、負担が限界になっていて、国保を持続可能とするためには被用

者保険との格差を縮小するような抜本的な財政基盤の強化が必要と主張しています。全国知事会で

は、国保税を協会けんぽの保険料並みに引き下げるために１兆円の公費負担増を政府に要望してお

ります。 

 さて、協会けんぽなどの保険料は、収入に保険料率を掛けて計算するだけで家族の人数が保険料

に影響することはありませんが、国保税は、所得に保険料率を掛ける所得割、固定資産税の額に応

じてかかる資産割、世帯員の数に応じてかかる均等割、各世帯に定額でかかる平等割を合算して算

定されております。このうち、資産割、平等割は自治体の判断で導入しないことも可能ですが、均

等割は法律で必ず徴収することが義務づけられています。 

 ところで、全国で均等割、平等割として徴収されている保険税額はおよそ１兆円です。公費を１

兆円投入すれば均等割、平等割をなくすことができ、多くの自治体では協会けんぽ並みの保険税に

することができます。このような中でも、現在全国では、子どもの均等割を全額免除、高校生以下
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の子どもは３人目から均等割を全額免除、高校生以下の子どもは均等割50％の免除など、自治体独

自施策として取り組まれてもおります。 

 さて、本村における国保加入世帯はおよそ1,000世帯、1,760人です。子どもを含む１人当たり国

保税額はおよそ７万1,150円、１世帯当たり12万5,000円です。平成31年度の一般会計からの繰入金

は4,458万円で、昨年より100万円ほど増額されております。 

 ところで、標準家庭での村国保税はおよそ36万円ですが、協会けんぽに置きかえてみるとおよそ

19万円になります。知事会等の要請に従い国から１兆円の国費投入が行われれば、村の国保税も協

会けんぽ並みになるはずです。また村の国保積立基金は１億円以上あります。この基金のうち10％

を取り崩せば、１世帯当たり１万円の減額をすることもできます。子育て支援策としても大胆な施

策を求めます。 

 また、今年は10月から消費税増税が予定されております。私は、払いたくても払い切れない村民

がいるということを念頭に、国保税の引き下げを求め、議案第12号 平成31年度高山村国民健康保

険特別会計予算に反対いたします。 

 議員各位に御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、私の討論といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 原案に賛成者の発言を許します。 

─────１番 柴田弘男議員。 

○１番（柴田弘男議員） 

 ただいま議題となっております議案第12号 平成31年度高山村国民健康保険特別会計予算につい

て、私は賛成の立場から討論いたします。 

 国民健康保険は、住民の健康及び地域医療の確保などに大変重要な役割を担い、国民皆保険制度

の礎となっております。しかし、その一方で、国民健康保険は低所得者や高齢者の加入率が高いと

いう構造上の問題や医療の高度化等に伴い医療給付費が増加傾向にあり、全国的にも厳しい状態が

伺えるところであります。 

 このような中で、本村の国民健康保険の平成31年度の予算は８億2,975万3,000円と、前年度に対

して7.8％の減となっておりますが、これは被保険者の減少と平成30年度からスタートした国民健

康保険制度の改正によるものと理解しております。その内容を見ますと、歳出において予備費を縮

小するとともに歳入においても前年度繰越金を大幅に見込む中で収支均衡予算としており、経営的

には大変厳しい状況にあると思われますが、国民健康保険運営協議会の答申を尊重し保健税率を据

え置きとし、被保険者に対する負担の増加を抑え、予算が編成されております。 

 また、基金については、今後、村の国民健康保険会計が負担する県への納付金の支払い金の上昇

が見込まれる中で保険税を急激に引き上げることのないよう、その財源の調整金として計画されて

おり、今後の動向を勘案する中で被保険者の急激な負担を抑えるための一定額が積み立てされてい
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るなど、安定的な財政運営が行われているものと確信しております。 

 平成30年度からスタートした新たな国保制度のもとでは、医療費の上昇を抑える施策を積極的か

つ効果的に実施した市町村に対し保険者努力支援分として交付金が手厚く措置されることとなって

おります。 

 村におきましては、国民健康保険財政のさらなる健全化を図っていく上で、こうした交付金等の

財源を有効に活用していただくことが必要であり、そのためにも、医師、保健師、栄養士、そして

事務職員が一体となって連携し、医療給付費抑制のための施策を実施していただく必要があるもの

と考えております。 

 今後、村民の健康づくり事業はもとより、特定健康診査受診率の向上、また生活習慣病の予防対

策等きめ細やかな施策を着実に実施いただくことを村に要望しますとともに、議員各位の賛成への

賛同を賜りますようお願い申し上げて、私の討論といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第12号 平成31年度高山村国民健康保険特別会計予算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手８人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手多数です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第13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13号 平成31年度高山村診療所特別会計予算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 
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 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10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14号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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14号 平成31年度高山村介護保険特別会計予算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手10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15号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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15号 平成31年度高山村後期高齢者医療特別会計予算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 
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（挙手10人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手全員です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第16号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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16号 平成31年度高山村温泉開発事業特別会計予算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手10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17号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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17号 平成31年度高山村農業集落排水事業特別会計予算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手８人） 
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○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手多数です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第18号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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18号 平成31年度高山村下水道事業特別会計予算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手８人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手多数です。 

 本案は委員長の報告のとおり可決されました。 

 これから議案第19号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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19号 平成31年度高山村上水道事業会計予算を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は、委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手10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。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第17 議案第20号 

～  

日程第27 議案第30号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第17 議案第20号 一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例

の一部を改正する条例から日程第27 議案第30号 平成31年度高山村診療所特別会計補正予算（第

１号）までの11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） 

 追加で提案をいたしました議案第20号から議案第30号までの11件につきまして、一括して御説明

を申し上げます。 

 議案第20号 一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当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、高山村国民健康保険高山診療所の医師に係る月例給及び医療業務手当等の給与の処遇改

善を図るため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第21号 平成30年度高山村一般会計補正予算（第７号）について申し上げます。 

 この補正予算は、国の「防災・減災、国土強靭化のための３か年緊急対策」として、平時の温室

効果ガス排出削減及び災害時の事業継続性の向上に寄与する再生可能エネルギー設備等の導入を支

援するなどの第２次補正予算の成立に伴い、二酸化炭素排出抑制対策事業のほか、担い手確保・経

営強化支援事業などの関連予算を計上するとともに、事業の終了に伴う精査等により、歳入歳出そ

れぞれ１億8,645万円を追加し、当初予算からの累計額を43億6,893万8,000円としたものでありま

す。 

 補正の主なものは、歳出では、総務費の総務管理費で、事業の精査等に伴い地方公共会計業務委

託料や公衆無線ＬＡＮ環境整備工事請負費などを減額する一方、役場庁舎の温室効果ガスの抑制と

災害時の非常用電源を確保するため庁舎管理経費の追加など１億882万9,000円追加、徴税費で地籍

情報管理支援業務委託料の減額など107万2,000円減額、戸籍住民基本台帳費で職員の育児休業に伴

う人件費の減額など135万2,000円減額。 

 民生費では、社会福祉費で福祉医療費証明事務費負担金や障害者自立支援給付費などを追加する
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一方、受給対象者の減少等に伴う児童手当のほか、公共交通事業の精査等による減額など2,250万

円減額、児童福祉費で嘱託職員及び臨時職員の賃金や児童クラブ運営委託料を減額するなど868万

9,000円減額。 

 衛生費では、保健衛生費で診療所特別会計繰出金を追加する一方、受診者等の確定に伴い健康診

査委託料や嘱託職員賃金の減額など1,031万4,000円減額、上水道費で上水道事業会計繰出金127万

4,000円追加。 

 農林水産業費では、農業費で農業委員会及び農地利用最適化推進委員の能率給が確定したことに

よる委員報酬や、新たに、担い手確保・経営強化支援事業補助金などを追加する一方、事業費の確

定に伴う中山間地域総合整備事業費負担金や用排水施設等工事請負費の減額など1,093万7,000円減

額、林業費で林道維持管理事業を減額する一方、地籍調査業務委託料の追加など1,817万円追加。 

 商工費では、事業費の確定に伴う商工業振興事業や信州高山アンチエイジングの里スパ・ワイン

センターの嘱託職員賃金の減額など543万円減額。 

 土木費では、道路橋梁費で道路台帳整備委託料や道路おてんま支援事業などで減額する一方、国

の交付金の増額に伴い道路新設改良事業の追加など2,322万4,000円追加、住宅費で住宅耐震化事業

など250万9,000円減額。 

 消防費では、事業費の確定に伴い非常備消防一般経費など379万8,000円減額。 

 教育費では、小学校費で学習支援員などに係る臨時職員賃金や遠距離通学児童の自動車借り上げ

料など312万円減額、中学校費で学習支援員に係る臨時職員賃金や要・準要保護生徒援助費など438

万9,000円減額、社会教育費で生涯学習推進事業など207万円減額、給食施設費で臨時職員賃金や調

理室内清掃委託料など230万円減額、高等学校費で高校生定期券補助金170万円を減額いたしました。 

 歳入では、村税で、主に給与所得の伸びや企業の業績回復などにより、市町村民税の個人所得割

や法人税割の増額のほか、償却資産の伸びによる固定資産税の増額などにより1,815万円追加、地

方交付税の普通交付税で1,734万3,000円追加、使用料及び手数料でＹＯＵ游ランド改修工事に伴う

休館などにより公園施設使用料など776万6,000円減額。 

 国庫支出金で、事業費確定などに伴い児童手当負担金や公衆無線ＬＡＮ環境整備支援事業補助金

などを減額する一方、二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金や社会資本整備総合交付金の追加など

7,478万6,000円追加。 

 県支出金で、事業費の確定に伴い児童手当負担金などを減額する一方、担い手確保・経営強化支

援事業補助金や地籍整備推進調査費補助金の追加など2,922万8,000円追加。 

 繰入金で、ふるさと創生基金繰入金1,602万4,000円追加。 

 諸収入で、消防団員退職報償金収入など506万5,000円減額。 

 村債で、事業費の確定に伴い農業農村事業債などを減額する一方、二酸化炭素排出抑制対策事業

に充当する地域活性化事業債や村道改良事業債の追加など4,390万円を追加し、歳入超過となる１
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億1,966万5,000円を予備費に追加して収支均衡予算といたしました。 

 なお、総務費の庁舎管理経費のほか７事業について、その事業の一部を翌年度に繰り越して実施

することといたしました。 

 議案第22号 平成30年度高山村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について申し上げます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ57万8,000円を減額し、当初予算からの累計額を９億4,373万

6,000円としたものであります。 

 補正の主なものは、歳出では、保険給付費の出産育児諸費で168万円減額、諸支出金の繰出金で

診療所特別会計繰出金208万円を追加し、歳入では、国民健康保険税で270万4,000円減額、県支出

金で208万円追加、繰入金で一般会計繰入金112万円減額、諸収入で119万7,000円を追加し、歳入不

足となる４万5,000円を予備費で減額し、収支均衡予算といたしました。 

 議案第23号 平成30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、歳入歳出それぞれ185万9,000円を減額し、当初予算からの累計額を8,031万

3,000円としたものであります。 

 補正の主なものは、歳出では、総務費の施設管理費で高山診療所の医師に係る人材紹介委託料な

ど576万8,000円追加、医業費で医薬材料費637万7,000円を減額し、歳入では、診療収入で1,001万

5,000円減額、繰入金で一般会計繰入金など749万4,000円を追加し、歳入不足となる125万1,000円

を予備費で減額し、収支均衡予算といたしました。 

 議案第24号 平成30年度高山村介護保険特別会計補正予算（第２号）について申し上げます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ108万5,000円を減額し、当初予算からの累計額を７億7,119

万3,000円としたものであります。 

 補正の主なものは、歳出では、保険給付費の高額介護サービス等費で170万円追加、地域支援事

業費の包括的支援事業・任意事業費で374万円を減額し、歳入では、繰入金で146万7,000円を減額

し、歳入超過となる141万9,000円を予備費に追加して収支均衡予算といたしました。 

 議案第25号 平成30年度高山村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について申し上げま

す。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ19万9,000円を減額し、当初予算からの累計額を7,931万

1,000円としたものであります。 

 補正の主なものは、歳出では、後期高齢者医療広域連合納付金で47万6,000円を減額し、歳入で

は、後期高齢者医療保険料59万4,000円を減額し、歳入超過となる30万8,000円を予備費に追加して

収支均衡予算といたしました。 

 議案第26号 平成30年度高山村農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）について申し上げ

ます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ39万5,000円を追加し、当初予算からの累計額を１億277万
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1,000円としたものであります。 

 補正の主なものは、歳出では、農業集落排水事業費の総務管理費で、処理場維持管理事業など37

万8,000円を追加し、歳入では、使用料及び手数料で、排水処理施設使用料滞納繰越分40万円を追

加し、歳入超過となる10万8,000円を予備費に追加して収支均衡予算といたしました。 

 議案第27号 平成30年度高山村下水道事業特別会計補正予算（第２号）について申し上げます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ40万1,000円を追加し、当初予算からの累計額を２億2,671万

4,000円としたものであります。 

 補正の主なものは、歳出では、下水道費の総務管理費で、流域関連高山処理区維持管理事業や山

田温泉処理区維持管理事業などで328万7,000円減額、流域下水道事業費で、千曲川流域下水道事業

負担金など412万8,000円を減額し、歳入では、使用料及び手数料で、下水道使用料滞納繰越分100

万円追加、諸収入の雑入で244万8,000円追加、村債で、事業費の確定に伴い流域下水道事業債など

280万円を減額し、歳入超過となる781万6,000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28号 平成30年度高山村上水道事業会計補正予算（第２号）について申し上げます。 

 この補正予算は、資本的収入において消火栓移転費用に係る繰入金127万4,000円を追加する一方、

上水道事業債730万円を減額し、累計額を2,203万3,000円としたもので、資本的支出では、電気制

御盤改修工事等設計管理業務の精査に伴い48万4,000円を減額し、累計額を4,845万7,000円とした

ものであります。 

 議案第29号 平成31年度高山村一般会計補正予算（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509万3,000円を追加し、当初予算からの累計額を40億3,209

万3,000円としたものであります。 

 歳出では、高山診療所の医師に係る人件費の不足分を補正するもので、衛生費の保健衛生費で、

診療所特別会計繰出金に509万3,000円を追加し、歳入では、繰入金で、ふるさと創生基金からの繰

入金509万3,000円を追加したものであります。 

 議案第30号 平成31年度高山村診療所特別会計補正予算（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409万3,000円を追加し、当初予算からの累計額を7,591万円

としたものであります。 

 歳出では、総務費の施設管理費で、本年３月31日付で退職される医師にかわり、新たに、本年４

月１日付で医師を採用することに伴い嘱託職員賃金などを減額する一方、一般職職員人件費を追加

するなど409万3,000円を追加し、歳入では、県支出金の特別調整交付金100万円減額、繰入金で、

一般会計繰入金509万3,000円を追加したものであります。 

 以上、11件につきまして一括して申し上げましたが、十分に御審議をいただき、議決を賜ります

ようお願いを申し上げ、提案理由の説明といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 
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 これから議案第20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。 

 お諮りします。 

 ただいま議題となっております議案第20号については、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20号については、議案付託表のとおり所管の常任委員会に付託することに決定しました。 

議 案 付 託 表 

議               案 付 託 委 員 会 

議案第20号 一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に 

      関する条例の一部を改正する条例 

総 務 文 教 

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20号については、会議規則第45条第１項の規定

によって、本日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20号については、本日審査を終了するよう期限をつけることに決定しました。 

 しばらく休憩します。 

午後３時15分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午後４時41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。 
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 本日の会議時間は、議事の都合によりあらかじめ延長します。 

 しばらく休憩します。 

午後４時41分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午後５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。 

 議案第20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議案は１件です。 

 委員会は、本日午後４時45分より、委員全員出席のもと、所管の職員の出席を求め、慎重に審査

を行いました。 

 審査の経過並びに結果について報告します。 

 議案第20号 一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改

正する条例については、特段質疑はなく質疑を終結し、討論を省略し、採決の結果、全員賛成で原

案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で総務文教常任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、御賛同を賜りますようお願いしまして報告とい

たします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 これから議案第20号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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20号 一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に関する条例の

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。 
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 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10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21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21号 平成30年度高山村一般会計補正予算（第７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22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22号 平成30年度高山村国民健康保険特別会計補正予算（第３号）を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手10人） 

○議 長（酒井康臣議員） 
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 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23号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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23号 平成30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24号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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24号 平成30年度高山村介護保険特別会計補正予算（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25号について質疑を行います。 
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 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25号 平成30年度高山村後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）を採決しま

す。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手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26号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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26号 平成30年度高山村農業集落排水事業特別会計補正予算（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27号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 
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（「なし」の声あり） 

○議 長（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27号 平成30年度高山村下水道事業特別会計補正予算（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28号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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28号 平成30年度高山村上水道事業会計補正予算（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29号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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。 

 これから議案第29号 平成31年度高山村一般会計補正予算（第１号）を採決します。 

 本案は、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30号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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30号 平成31年度高山村診療所特別会計補正予算（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。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第28 請願第１号 

～  

日程第29 請願第２号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第28 請願第１号 核兵器禁止条約への日本政府の署名・調印と批准を求める意見書の提出

に関する請願及び日程第29 請願第２号 米軍基地負担に関する請願を一括議題とします。 
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 請願第１号及び請願第２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請願は、請願第１号 核兵

器禁止条約への日本政府の署名・調印と批准を求める意見書の提出に関する請願及び請願第２号 

米軍基地負担に関する請願の２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、３月12日午前10時より委員１名欠席のもと開催、委員外議員の発言を許可し、慎重に

審査をいたしました。 

 請願第１号及び第２号とも、特段質疑はなく質疑を終結し、討論を省略し、委員１名退席のもと

採決の結果、賛成多数で採択すべきものと決定いたしました。 

 議員各位におかれましては、適切な御判断の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げまして、

報告といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 これから請願第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。 

（「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。 

 これから請願第１号 核兵器禁止条約への日本政府の署名・調印と批准を求める意見書の提出に

関する請願を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 なお、起立されない方は反対という意思表示とみなします。 

 この請願に対する委員長の報告は採択です。 

 請願第１号 核兵器禁止条約への日本政府の署名・調印と批准を求める意見書の提出に関する請

願を採択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。 
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 請願第１号 核兵器禁止条約への日本政府の署名・調印と批准を求める意見書の提出に関する請

願については採択することに決定しました。 

 これから請願第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。 

 これから請願第２号 米軍基地負担に関する請願を採決します。 

 この採決は起立によって行います。 

 なお、起立されない方は反対という意思表示とみなします。 

 この請願に対する委員長の報告は採択です。 

 請願第２号 米軍基地負担に関する請願を採択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。 

 請願第２号 米軍基地負担に関する請願は採択することに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第30 発議第１号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第30 発議第１号 国民健康保険高山診療所所長紅谷明先生に対する感謝の決議を議題とし

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１号朗読＝ 

平成31年３月15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 
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賛成者 高山村議会議員 畔上 孝一 

    高山村議会議員 水谷  清 

    高山村議会議員 松本  茂 

    高山村議会議員 宮川登志一 

    高山村議会議員 西條 正純 

    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 西原 澄夫 

    高山村議会議員 涌井仙一郎 

 

国民健康保険高山診療所所長紅谷明先生に対する感謝の決議 

 

 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。 

 

国民健康保険高山診療所所長紅谷明先生に対する感謝の決議（案） 

 

 紅谷 明先生は、平成８年８月、国民健康保険山田診療所所長として赴任されました。 

 平成15年４月には、国民健康保険高山診療所所長に就任され、22年８カ月余りの長きにわたり、

すぐれた識見と卓越した医療技術のもと、地域医療への貢献と村民の健康増進に寄与されました。 

 また、たかやま保育園の健康診断医、高山小学校の校医にも就任され、子どもたちの健やかな成

長にも貢献いただきました。 

 今、高山村は、アンチエイジングの里、健康長寿の村と言われておりますが、これは先生が長き

にわたって村民に御指導をされたことの結果とも言えましょう。 

 本村議会は、平成31年３月31日をもって職を退かれる先生に対し、その偉大な功績をたたえ、深

く感謝の意を表します。 

 

 以上、決議する。 

 

 平成31年３月15日 

高山村議会 

 

○議 長（酒井康臣議員） 

 本案について趣旨説明を求めます。 
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─────10番 梨本修造議員。 

○10番（梨本修造議員） 

 ただいま議題となっております、退職されます紅谷 明先生に対する感謝の決議の趣旨説明をい

たします。 

 紅谷 明先生は、平成８年８月、国保山田診療所所長として赴任されました。後に、平成15年に

は国保高山診療所所長に就任され、合わせて22年８カ月にわたり本村村民の健康維持増進のために

尽くしていただきました。 

 医師不足が言われる昨今、このことの意義は大変重いものがあります。 

 在職中は、たかやま保育園、高山小学校の校医として子どもたちの健やかな成長のために御貢献

いただきました。また病に伏す村人にとって先生の往診は唯一の助けであったと思われます。 

 昨今、高山村は、アンチエイジングの村、健康長寿の村として広く社会に知られておりますが、

これも長年にわたる先生の御尽力の賜物と村民一同感謝しております。 

 平成31年３月31日をもって職を辞されます紅谷 明先生に対し、その偉大な功績をたたえ、深く

感謝し、皆様の御賛意をもって表彰されますよう本決議を提案いたします。 

 平成31年３月15日、提案者、高山村議会議員、梨本修造。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 これから発議第１号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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１号 国民健康保険高山診療所所長紅谷明先生に対する感謝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。 

 しばらく休憩します。 
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午後５時23分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午後５時25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。 

 ただいま西條正純議員外１人から発議第２号が提出されました。 

 これを日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 発議第２号を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

追加日程第１ 発議第２号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 追加日程第１号 発議第２号 核兵器禁止条約への日本政府の署名・調印と批准を求める意見書

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２号朗読＝ 

平成31年３月15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 

 

核兵器禁止条約への日本政府の署名・調印と批准を求める意見書 

 

 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。 

 

核兵器禁止条約への日本政府の署名・調印と批准を求める意見書（案） 
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 国際法史上初めて核兵器を違法なものとした「核兵器禁止条約」が、2017年７月７日の国連会議

で国連加盟国の約３分の２にあたる122カ国の賛成で採択されました。核兵器禁止条約は第１条に

おいて、核兵器の「開発、実験、生産、製造」及び「保有、貯蔵」、さらにその「使用」と「使用

の威嚇」を禁止し、条約締結国に対し「自国の領域または自国の管轄もしくは管理の下にあるいか

なる場所においても、核兵器または核爆発装置を配置し、設置し、または配備すること」を禁止し

ています。 

 この歴史的な核兵器禁止条約採択への貢献が評価され、2017年のノーベル平和賞が国際ＮＧＯ

「核兵器廃絶国際キャンペーン」（ＩＣＡＮ）に授与されました。 

 同条約は50カ国が批准した時点から90日後に発効することになっています。2017年９月20日には

ニューヨークの国連本部で署名式典が開かれ、賛同する国々による署名・調印と批准の手続きが始

まりましたが、現在（2019年２月１日）70カ国が署名・調印し、21カ国が批准をしています。 

 昨年の第73回国連総会では、核兵器禁止条約への早期の署名・調印と批准を呼びかける決議が、

国連加盟国の65％という多数の126カ国の賛成で採択されました。また、国連総会では、20カ国近

い国々が「条約への批准を準備している」と発言しています。いまや国際政治の場面では、核兵器

禁止条約支持は大きな流れとなり揺るぎないものになっています。 

 こうした国際的な流れのなかで、核兵器のない世界を望む国内外の広範な世論に応えて、唯一の

戦争被爆国である日本も率先して、核兵器禁止条約に賛成すべきではないでしょうか。よって、日

本政府に対し、核兵器禁止条約に早急に署名・調印し、批准されるよう強く求めます。 

 

 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。 

 

 平成  年  月  日 

議会議長名 

 

衆議院議長 

参議院議長   あて 

内閣総理大臣 

法務大臣 

 

○議 長（酒井康臣議員） 

 本案についての趣旨説明を求めます。 

─────４番 西條正純議員。 
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○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２号の趣旨説明を申し上げます。 

 核兵器禁止条約は、2017年７月、国連本部での交渉会議において約３分の２の加盟国の賛成によ

って採択され、核兵器を国連憲章や国際人道法等に反するものと明確に規定しています。また、こ

の条約では、被爆者と核実験被害者の受け入れがたい苦痛や、その被害への援助、支援の責任につ

いても触れています。 

 核兵器廃絶を推進する担い手として被爆者を明記していることは、核兵器のない世界を求めてき

た日本と世界の世論に誠実に応えるものであり、歴史的な前進と言えます。 

 このような中、日本が核兵器禁止条約へ参加しないことに対して、被爆者を始め、国内外から失

望や批判の声が上がっています。唯一の戦争による核被爆国である日本には率先して核兵器禁止条

約に参加し、核保有国と非保有国との橋渡しを行うことが求められると考えます。 

 本意見書は、国に対し、核兵器禁止条約への署名・調印と批准を求める内容です。全議員の賛同

を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２号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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２号 核兵器禁止条約への日本政府の署名・調印と批准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６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、水谷 清議員外１人から発議第３号が提出されました。 

 これを日程に追加し、追加日程第２として議題にしたいと思います。 
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 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３号を日程に追加し、追加日程第２として議題とすることに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

追加日程第２ 発議第３号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 追加日程第２ 発議第３号 米軍基地負担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３号朗読＝ 

平成31年３月15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 西條 正純 

 

米軍基地負担に関する意見書 

 

 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。 

 

米軍基地負担に関する意見書（案） 

 

 全国知事会が国宛に提言した「米軍基地負担に関する提言」（平成30年７月27日）に同意し、そ

の実現のため以下の点について善処されるように求めます。 

 

 １ 米軍機による低空飛行訓練等については、国の責任で騒音測定器を増やすなど必要な実態調 

   査を行うとともに、訓練ルートや訓練が行われる時期について速やかな事前情報提供を必ず 

   行い、関係自治体や地域住民の不安を払拭した上で実施されるよう、十分な配慮を行うこと。 

 

 ２ 日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用 
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   させることや、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立入りの保障などを明記するこ 

   と。 

 

 ３ 米軍人等による事件・事故に対し、具体的かつ実効的な防止策を提示し、継続的に取組を進 

   めること。また、飛行場周辺における航空機騒音規制措置については、周辺住民の実質的な 

   負担軽減が図られるための運用を行うとともに、同措置の実施に伴う効果について検証を行 

   うこと。 

 

 ４ 施設ごとに必要性や使用状況等を点検した上で、基地の整理・縮小・返還を積極的に促進す 

   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。 

 

 平成  年  月  日 

議会議長名 

 

衆議院議長 

参議院議長 

内閣総理大臣 

外 務 大 臣      あて 

防 衛 大 臣 

法 務 大 臣 

沖縄基地負担軽減担当 

 

○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） 

 ただいま議題となっております発議第３号 米軍基地負担に関する請願について、賛成の立場か

ら趣旨説明をいたします。 

 皆様御存じのとおり、日本における米軍基地の70％が沖縄県に集中して存在し、さまざまな問題

が発生しております。 

 2016年12月に、名護市の東海岸に海兵隊の輸送機オスプレイが墜落しました。名護市は事故原因
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がはっきりするまでオスプレイの飛行中止を求めましたが、米軍は一方的に安全宣言をし、６日後

には飛行を再開しました。このほかにも、数々の事故や女性への暴行傷害事件が起きており、その

際の事故解明や逮捕、裁判権がありません。さらに、基地への負担金も７割にも及びます。 

 同じ敗戦国のドイツにおいては、基地への立入権、事件における逮捕権などがあり、基地への負

担金も３割程度であり、日米地位協定の不条理、不公平感は否めません。 

 この際、地位協定の見直し、基地の整理縮小などを積極的に進める努力をするべきと考え、私と

しては、この意見書を提出するべきものと考えております。 

 議員各位におかれましては、ぜひとも御賛同をお願いし、趣旨説明といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 これから発議第３号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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３号 米軍基地負担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６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。 
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──────────────────────────────────── 

日程第31 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31 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。 

 お諮りします。 

 委員長から申し出のとおり、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32 議員派遣について 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第32 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） 
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○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。 

 本定例会は、２月28日から本日までの16日間の会期で開催されました。提案されました専決予算

の承認から同意案件、工事請負契約の変更、条例の改正、辺地に係る総合整備計画、平成31年度一

般会計・特別会計予算、30年度補正予算など35件の案件について御審議をいただき、議員発議によ

る紅谷先生への感謝の気持ちも決議をいただきました。特に、平成31年度高山村一般会計予算から

高山村上水道会計までの９件につきましては、予算審査特別委員会を設置し、３月６日から11日の

間、松本委員長、西原副委員長を選出し、委員の皆様には慎重に御審議をいただき、ここに終結で

きましたことに御礼を申し上げます。 

 また、一般質問には、７名の議員に登壇をいただき、10項目について御議論をいただきました。

予算審査特別委員会での審査も含め各議員から寄せられました意見等につきましては、真摯に受け

止めていただき、村政に反映していただくことをお願いいたします。 

 そして、巨大津波と原発事故による東日本大震災、長野県北部地震の発生から８年がたちました。

以降、熊本地震、昨年は西日本豪雨、北海道地震と大規模災害が相次いで発生いたしました。特に、

東日本大震災では、今も全国で５万2,000人の方が避難生活を送られています。一日も早い復興を

願うばかりであります。 

 また、最近の報道によりますと、イギリスのＥＵ離脱によりホンダが英国からの撤退を表明、期

待された米朝首脳会談は物別れに終わり、米中の貿易摩擦で中国の経済のさらなる減速など、国外

のリスクに日本の経済が左右されるような状況であります。日本政府を始め、関係国には諸問題の

早期解決を望みます。 

 もうすぐ新年度を迎え、５月１日からは皇位継承が行われ、新元号になります。少子高齢化と人

口減少は目の前にある大変大きな問題でありますが、高山村の未来をしっかり見据えて議決をいた

だきました予算に基づいて、村民の皆さんのために力を合わせてまいりたいと思います。 

 また、議員のなり手不足を解消するために設置をされました議会活性化特別委員会も、委員長を

始め議員各位の御尽力により、少しずつではありますが、確実に前進していることに対しまして御

礼を申し上げる次第であります。 

 結びに、フキノトウも顔を出し、春の装いであります。まだまだ寒暖の差が大きい季節、議員各

位おかれましてはお体には十分御自愛をいただき、さらなる御活躍を御祈念申し上げまして、閉会

の挨拶といたします。 

 大変御苦労さまでした。 
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 この際、村長の発言を許します。 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 ３月定例会の閉会に当たりまして、一言御礼の御挨拶を申し上げます。 

 本定例会は、去る２月28日から本日までの16日間にわたり、追加提案を申し上げました11件と合

わせて30議案という大変多くの議案を御審議いただきました。 

 議員各位には、活発な御議論と慎重審議の上、全議案について議決を賜りましたことに厚く御礼

申し上げます。今会期中に賜りました貴重な御意見、御提言につきましては、十分にその意を尊重

いたしまして、厳しい経済環境と財政状況ではありますが、今後の村政運営に十分生かしてまいり

ますので、今後とも格別な御支援と御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、議員各位並びに村民の皆様に大変御心配をいただいてまいりました高山診療所の医師につ

きましては、本年３月末日をもって御退任されます紅谷 明先生の後任として、新たに富山県から

室林 治先生をお迎えして、本年４月１日から診療業務に当たっていただくこととしております。 

 このたび御退任されます紅谷先生には、平成８年８月から山田診療所長として御勤務いただき、

その後、平成15年４月に保健福祉総合センター内に整備された高山診療所の初代所長として、22年

８カ月もの長きにわたり村民の皆様の健康維持増進を図るとともに、地域医療に多大な御貢献をい

ただきましたことに深く敬意と感謝を申し上げます。先生には、今後ともお元気でますますの御活

躍を御祈念申し上げます。大変ありがとうございました。 

 また、新たにお迎えいたします室林先生は、富山市の御出身で、自治医科大学医学部を御卒業後、

総合診療医として富山県内の病院や診療所勤務を経て、このたび高山診療所に御勤務いただくこと

となりました。室林先生には、引き続き村民の皆様の健康維持増進のために御尽力を賜りますよう

お願い申し上げます。 

 このように、４月からは高山診療所の医師が変わりますが、議員各位並びに村民の皆様には、引

き続き高山診療所の円滑な診療業務運営等に御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 本定例会で議決を賜りました人権擁護委員の選任に当たり、来る６月30日をもって任期満了とな

ります大草茂雄さんには、平成25年７月１日から２期６年にわたり、21世紀は人権の世紀と言われ

る中で基本的人権を擁護するために多大な御尽力を賜り、明るい社会づくりに御貢献をいただきま

したことに心から敬意と感謝を申し上げます。大変ありがとうございました。 

 後任の山際秀一さんには、豊富な経験を生かされ、明るい社会づくりに御尽力いただけるものと

御期待申し上げております。 

 先月、19日から５日間にわたり、野沢温泉村で開催されたスキーの第92回全日本学生選手権大会

において、本村出身の塩入 資さんが見事優勝されました。塩入さんの優勝に対しまして村民を挙

げてお祝いを申し上げますとともに、今後のさらなる御活躍を御期待申し上げます。 
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 さて、新年度を迎える４月１日には新しい元号が公表をされますが、議会招集挨拶で申し上げま

したように、改めて平成の時代を振り返ってみますと、阪神淡路大震災を始め、東日本大震災など

大規模な地震等自然災害による甚大な被害が数多く発生いたしました。また県内では御岳山が噴火

し、58名という多くの尊い命が失われ、今なお５名の方々の行方がわかっておりません。亡くなら

れました皆様の御冥福をお祈り申し上げますとともに、５月１日から始まります新しい時代におい

ては、自然災害を含め、あらゆる災害のない平和な時代であってほしいと願うばかりであります。 

 先月27日から28日までの２日間にわたりベトナムの首都ハノイで開催された米朝首脳会談では、

非核化問題で合意しなかったため共同声明には至らず、物別れに終わりましたが、改めて、この米

朝首脳会談を始めとして外交問題の難しさが浮き彫りになりました。 

 このような中、我が国におきましては、今月１日夜、新年度予算が衆議院を通過し、今年度内の

成立が確実となりました。 

 内閣府が８日発表した昨年10月から12月期の国内総生産（ＧＤＰ）改定値は、物価変動の影響を

除いた実質で前期比0.5％増、このペースが１年間続くと仮定した年率換算では1.9％と設備投資が

伸びたことを受けて速報値を上方修正されました。しかし、内閣府は、７日発表した今年１月の景

気動向指数の基調判断で景気が後退局面に入った可能性を指摘しており、先行きは不透明感が強い

としております。 

 このような経済情勢の中で、地方にとりましては地方交付税の削減などにより厳しい財政運営が

迫られておりますが、先ほど議決を賜りました新年度予算の執行に当たりましては切れ目のない事

業の推進に努めてまいりますので、議員各位並びに村民の皆様の格段の御理解と御協力を賜ります

ようお願い申し上げます。 

 結びに、桜の開花予想を見ますと、今年の開花は平年よりも早いと言われておりますものの、ま

だまだ寒暖の差が厳しい季節であります。議員各位におかれましてはくれぐれも御自愛され、ます

ますの御活躍を御祈念申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。 

 大変ありがとうございました。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 平成31年第２回高山村議会３月定例会を閉会します。 

午後５時55分  閉 会 

                                  

 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

          平成31年３月15日 

                 高山村議会議長  酒 井 康 臣 

 

                 署 名 議 員  宮 川 登志一 
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                 署 名 議 員  涌 井 仙一郎 

 

                 署 名 議 員  松 本   茂 
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高山村議会事務局 
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平成31年第１回高山村議会１月臨時会会議録（第１号） 

 

平成31年１月23日（水曜日） 

                                  

高山村告示第47号 

 下記事件のため、平成31年１月23日高山村議会臨時会を高山村役場に招集する。 

記 

１ 専決処分した交通事故に係る損害賠償の承認を求めることについて 

２ 平成30年度高山村一般会計補正予算（第５号） 

          平成30年12月28日 

                 高山村長 内 山 信 行 

──────────────────────────────────── 

高山村告示第１号 

 下記事件を追加し、平成31年１月23日高山村議会臨時会を高山村役場に招集する。 

記 

１ 平成30年度高山村温泉開発事業特別会計補正予算（第３号） 

          平成31年１月９日 

                 高山村長 内 山 信 行 

──────────────────────────────────── 

    議 事 日 程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 承認第１号 専決処分した交通事故に係る損害賠償の承認を求めることについて 

日程第５ 議案第１号 平成30年度高山村一般会計補正予算（第５号） 

日程第６ 議案第２号 平成30年度高山村温泉開発事業特別会計補正予算（第３号） 

日程第７ 議員派遣について 

──────────────────────────────────── 

    本日の会議に付議した事件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 諸般の報告 

４ 承認第１号 
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５ 議案第１号～議案第２号 

６ 議員派遣について 

──────────────────────────────────── 

    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 

──────────────────────────────────── 

    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 牧   修 三  
会 計 管 理 者

（ 会 計 室 長 ) 
臼 田 文 男 

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 小 渕 義 彦  書 記 中 村 沙 紀 

                                  

 

午前10時02分  開 会 

○議 長（酒井康臣議員） 

 ただいまから平成31年第１回高山村議会１月臨時会を開会します。 

 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１月臨時会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 
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 本日は、平成31年高山村議会１月臨時会の招集を申し上げましたところ、議員各位には、寒い中、

また大変お忙しいところを御参集いただき、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。 

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

厚く御礼申し上げる次第であります。 

 さて、平成最後の新年をすばらしい晴天で迎えることができましたほか、大変心配されました雪

も年末と年始にそれぞれ積雪となるなど、スキー場を抱える本村にとりましてはほっとしたところ

でありますが、春先までのスキー場運営を考えますと恵の雪が降ってほしいとところであります。 

 既に皆様も御承知のとおり、本年４月１日に新しい元号が公表されると報道されました。元号が

変わっても自然災害を始めとした災害のない平和な年であることを願うばかりであります。 

 そのような中、昨年の年末も押し迫った12月30日、日本を含む11カ国が参加する環太平洋連携協

定（ＴＰＰ）が発効し、世界の国内総生産（ＧＤＰ）の13％を占める域内人口５億人を超える新た

な経済圏が誕生をしました。 

 また、2020年２月には欧州連合（ＥＵ）との経済連携協定（ＥＰＡ）も発行し、日本の通商戦略

は新たな局面を迎えることになると言われていますが、アメリカと中国が繰り広げる保護主義が拡

大する中、依然として世界の経済情勢の見通しは難しいと言わざるを得ません。 

 新年度の経済財政運営の基本は、政府においては「創造と成長」の実現を図るとの方針のもとで

成長力強化に向けた改革を加速・深化させるとしています。 

 したがいまして、本村の村政運営におきましても、議員各位の御支援をいただきながら、各産業

との連携を図りながら本村の強みを生かし、「高山村観光地づくりの年」としてスタートしてまい

りたいと考えておりますので、なにとぞ御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 本日、御提案申し上げます議案は、承認１件と議案２件の３件でございます。十分御審議いただ

き、議決を賜りますようお願い申し上げまして、招集の御挨拶といたします。 

○議 長（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 会期の決定 

○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、２番 湯本辰雄議員、３番 西原澄夫議

員及び４番 西條正純議員を指名します。 
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──────────────────────────────────── 

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。 

 本臨時会の会期は、本日１日限り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。 

 会期は本日１日限りに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

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。 

 監査委員から、11月分の執行した出納検査について報告があり、別紙のとおり報告書をお手元に

配りましたので、報告します。 

 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１号 高山村商工会から要望があり、別紙のとおり要望書をお手元に配りましたので、報

告します。 

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

 これで諸般の報告を終わります。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第４ 承認第１号 

～  

日程第６ 議案第２号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第４ 承認第１号 専決処分した交通事故に係る損害賠償の承認を求めることについてから

日程第６ 議案第２号 平成30年度高山村温泉開発事業特別会計補正予算（第３号）までの３件を

一括議題とします。 
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 本案について提案理由の説明を求めます。 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 高山村議会１月臨時会に提案をいたしました承認第１号から議案第２号までの３件について、一

括して御説明申し上げます。 

 承認第１号 専決処分した交通事故に係る損害賠償の承認を求めることについて申し上げます。 

 本案は、昨年11月６日、主要地方道須坂中野線の堀之内地区において、村民生活課所管の車両が

村道から県道に侵入する際、須坂方面に向かっていた車両と接触事故を起こし、当該車両に損害を

与えたことに伴い、村は被害者と示談による和解をすること及び村が保険契約を締結している一般

財団法人全国自治協会から直接損害賠償を支払うことについて専決処分したもので、地方自治法の

規定に基づいて報告し、承認をお願いするものであります。 

 議案第１号 平成30年度高山村一般会計補正予算（第５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9,403万円を追加し、当初予算からの累計額を41億5,013万

8,000円としたものであります。 

 歳出補正の主なものは、総務費の総務管理費で、ふるさと納税寄附金の増加に伴う返礼品購入の

ための寄附報償費やふるさとづくり基金積立金など308万円追加、教育費の教育総務費で、通学路

等における児童生徒などのさらなる安全確保を図るため、防犯カメラ設置工事請負費105万円計上、

小学校費で、熱中症などから児童の健康を守るため、普通教室棟などにエアコンを設置するための

施設改修工事請負費4,530万円計上、中学校費におきましても小学校費と同様に、普通教室棟など

にエアコンを設置するための施設改修工事請負費4,460万円を計上し、歳入では、地方交付税の普

通交付税で1,796万円追加、国庫支出金の国庫補助金でブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金

2,487万円計上、寄附金で、ふるさと納税寄附金200万円追加、村債で、学校施設整備事業債に

4,920万円を計上したものであります。 

 議案第２号 平成30年度高山村温泉開発事業特別会計補正予算（第３号）について申し上げます。 

 この補正予算は、ＹＯＵ游ランドの源泉湯量が急激に減少したことに伴い、緊急に揚湯管を布設

替えするほか、奥山田温泉の源泉送湯ポンプ制御盤などの修繕を行う必要が生じたため、歳入歳出

それぞれ1,121万5,000円を追加し、当初予算からの累計額を5,454万5,000円としたものであります。 

 歳出では、温泉給湯事業費の給湯事業費で、森林スポーツ公園温泉給湯事業の施設改修工事請負

費に400万円計上、奥山田温泉給湯事業の施設改修工事請負費などに721万5,000円を追加し、歳入で

は、歳入不足となる1,121万5,000円を基金から繰入金に追加し、収支均衡予算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） 
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 しばらく休憩します。 

午前10時17分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午前10時26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１号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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１号 専決処分した交通事故に係る損害賠償の承認を求めることについてを採決

します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手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１号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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１号 平成30年度高山村一般会計補正予算（第５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。 
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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２号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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２号 平成30年度高山村温泉開発事業特別会計補正予算（第３号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手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。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第７ 議員派遣について 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第７ 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。 

 

──────────────────────────────────── 
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○議 長（酒井康臣議員） 

 お諮りします。 

 本臨時会の会議に付された事件は全て終了しました。 

 会議規則第６条の規定によって、これで閉会したいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 本臨時会はこれで閉会すること決定しました。 

 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。 

 本日の臨時会におきましては、承認１件、議案２件を御審議いただきましてありがとうございま

した。 

 さて、今年は春の統一地方選挙と、夏には参議院選挙が行われ、須高地区では須坂市の議会議員

選挙投票日が２月３日、小布施町の議会議員選挙投票日が４月21日となっております。 

 昨日の信濃毎日新聞によりますと、直近の須坂市においては立候補予定者が22日現在20人の定数

となりました。市議選初の無投票の可能性が高まっていると報道されております。 

 このように、議員のなり手不足は小規模自治体から中規模自治体まで波及している中、高山村議

会でも議会活性化特別委員会が活動中であります。 

 議員各位におかれましては、住民の皆さんの関心を高め、開かれた議会、誰もが議員に立候補し

やすい議会を目指し、これからもさらなる御活躍をお願いしたいと思います。 

 まだまだ寒さは続きます。お体には十分御自愛をいただきますとともに、御繁栄と御多幸を御祈

念申し上げ、本当に簡単でありますが、挨拶といたします。 

 ありがとうございました。 

 この際、村長の発言を許します。 

 ─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 １月臨時会の閉会に当たりまして、一言御礼の御挨拶を申し上げます。 

 本日は、御提案申し上げました専決処分した交通事故に係る損害賠償の承認案件並びに議案２件

につきまして、慎重に御審議いただき、原案どおり議決を賜りましたことに厚く御礼申し上げます。 

 中でも、御承認いただきました交通事故に関する事案につきましては、全職員とも車の運転に際

しましては十分注意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。 

 先ほどの招集挨拶の中で、自然災害を始めとした災害のない平和な年であることを願いたいと申
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し上げましたが、本年１月１日の15時に南シナ海で台風第１号が発生し、1951年の統計開始以来初

めての記録となったほか、１月３日午後６時10分ごろ熊本地方を震源とする地震が発生し、熊本県

和水町で震度６弱を観測するなど、九州を中心に四国と中国地方でも揺れを観測しました。 

 被害に遭われました皆様には、お見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧をお祈り申し

上げます。 

 さて、科学の面では、中国の無人探査機「嫦娥４号」が１月３日に世界で初めて月の裏側に着陸

したと報道されました。宇宙開発の面でもアメリカと中国との覇権争いの激化が予想をされており

ます。 

 一方、外交面を見ますと、日本と隣国等とのさまざまな難題が山積し、外交交渉の難しさを改め

て痛感しているところでありますが、政府におかれましては経済・財政情勢や社会情勢への影響の

ない国政運営を望むものであります。 

 月日のたつのは早いもので、今年も既に３週間が過ぎようとしています。新年を迎えるに当たり、

今年は村民の皆様とともに高山村観光地づくりの年としてスタートをしたい、このように申し上げ

てまいりました。「にぎわいの場プロジェクト」を始めとして、元気で明るい地域づくりを目指し、

私の掲げました「豊かな高山村とそこに暮らす村民の幸せ」を求め、職員とともに現場主義に徹し、

住みよい村づくりに邁進してまいりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 １月は、まだまだ寒い季節、これから春先までは空気が非常に乾燥しますので、議員各位には健

康に十分御留意いただき、ますますの御活躍を御祈念申し上げますとともに、引き続き村政発展の

ためになお一層の御支援を賜りますようお願い申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。 

 大変ありがとうございました。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 平成31年第１回高山村議会１月臨時会を閉会します。 

午前10時37分  閉 会 

                                  

 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 

          平成31年１月23日 

                 高山村議会議長  酒 井 康 臣 

 

                 署 名 議 員  湯 本 辰 雄 

 

                 署 名 議 員  西 原 澄 夫 

 

                 署 名 議 員  西 條 正 純 
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３月定例会に付託された請願書 

  請願第１号 

2019年２月19日 

高山村議会議長 

  酒 井 康 臣 様 

 

                      請願者 高山村憲法９条を守る会 

                          事務局 中 村 雪 子 

                          上高井郡高山村大字高井2526－１ 

                      紹介議員  梨 本 修 造 

                       

核兵器禁止条約への日本政府の署名・調印と批准を求める意見書の提出に関する

請願 

 

 国際法史上初めて核兵器を違法なものとした「核兵器禁止条約」が、2017年７月７日の国連会議

で国連加盟国の約３分の２にあたる122カ国の賛成で採択されました。核兵器禁止条約は第１条に

おいて、核兵器の「開発、実験、生産、製造」及び「保有、貯蔵」、さらにその「使用」と「使用

の威嚇」を禁止し、条約締約国に対し「自国の領域または自国の管轄もしくは管理の下にあるいか

なる場所においても、核兵器または核爆発装置を配置し、設置し、または配備すること」を禁止し

ています。 

 この歴史的な核兵器禁止条約採択への貢献が評価され、2017年のノーベル平和賞が国際ＮＧＯ

「核兵器廃絶国際キャンペーン」（ＩＣＡＮ）に授与されました。 

 同条約は50カ国が批准した時点から90日後に発効することになっています。2017年９月20日には

ニューヨークの国連本部で署名式典が開かれ、賛同する国々による署名・調印と批准の手続きが始

まりましたが、現在（2019年２月１日）70ヶ国が署名・調印し、21ヶ国が批准をしています。 

 昨年の第73回国連総会では、核兵器禁止条約への早期の署名・調印と批准を呼びかける決議が、

国連加盟国の65％という多数の126ヶ国の賛成で採択されました。また、国連総会では、20ヶ国近

い国々が「条約への批准を準備している」と発言しています。いまや国際政治の場面では、核兵器

禁止条約支持は大きな流れとなり揺るぎないものになっています。 

 こうした国際的な流れのなかで、核兵器のない世界を望む国内外の広範な世論に応えて、唯一の

戦争被爆国である日本も率先して、核兵器禁止条約に賛成すべきではないでしょうか。現在（2019

年１月）、核兵器禁止条約への調印・批准を日本政府に求める意見書は、全国358の地方議会で採

択され関係機関に送付されています。長野県でも県議会を含め35地方議会が採択しています。 

 よって、日本政府に対し、核兵器禁止条約に早急に署名・調印し、批准されるよう求める以下の
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項目を要請（請願・陳情）します。 

 

記 

 核兵器禁止条約への署名・調印と批准を日本政府に求める意見書を採択し、日本政府と関係機関

に送付して下さい。 
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  請願第２号 

2019年２月19日  

高山村議会議長 

  酒 井 康 臣 様 

 

                      請願者 高山村憲法９条を守る会 

                          事務局 中 村 雪 子 

                          上高井郡高山村大字高井2526－１ 

                      紹介議員  梨 本 修 造 

 

米軍基地負担に関する請願 

 

 全国知事会は、沖縄県からの提起により平成28年11月に「米軍基地負担に関する研究会」を設置

し、その調査結果を基にして、日米地位協定の抜本見直しを中心とする決議を全会一致で行い、平

成30年７月に「米軍基地負担に関する提言」として国に提出しました。 

 提言は、米軍基地の存在が、基地周辺住民、基地を抱える自治体や周辺自治体に、騒音、事件・

事故、環境問題などの負担をもたらしている現状と課題を明らかにしています。そしてその分析を

踏まえ、日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適

用させること、訓練ルートや訓練が行われる時期について速やかに事前情報提供を必ず行うこと、

米軍人などによる事件・事故に対し具体的かつ実効的な防止策を提示すること、航空機騒音規制措

置について周辺住民の実質的な負担軽減が図られること、基地の整理・縮小・返還を促進すること、

などを求める内容となっています。 

 47都道府県知事が、米軍基地負担の現状や改善すべき課題について共通理解を深め、米軍基地の

負担軽減や日米地位協定の抜本的な見直し等に関する提言を決定したことは、住民の声明と財産、

安全・安心の暮らしを守るうえで極めて重いものと受け取らざるを得ません。 

 とりわけ国内に配備されている米軍機オスプレイの低空飛行訓練ルートとなっている長野県下の

住民にとってもきわめて切実な提言です。 

 以上のことから、全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の提起している下記事項について、

国に対して早期に実現することを求める意見書を提出いただくよう請願（陳情）いたします。 

 

記 

１ 米軍機による低空飛行訓練等については、国の責任で騒音測定器を増やすなど必要な実態調

査を行うとともに、訓練ルートや訓練が行われる時期について速やかな事前情報提供を必ず行

い、関係自治体や地域住民の不安を払拭した上で実施されるよう、十分な配慮を行うこと。 
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 ２ 日米地位協定を抜本的に見直し、航空法や環境法令などの国内法を原則として米軍にも適用

させることや、事件・事故時の自治体職員の迅速かつ円滑な立入りの保障などを明記すること。 

 ３ 米軍人等による事件・事故に対し、具体的かつ実効的な防止策を提示し、継続的に取組を進

めること。また、飛行場周辺における航空機騒音規制措置については、周辺住民の実質的な負

担軽減が図られるための運用を行うとともに、同措置の実施に伴う効果について検証を行うこ

と。 

 ４ 施設ごとに必要性や使用状況等を点検した上で、基地の整理・縮小・返還を積極的に促進す

ること。 

以上 

 




