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平成30年第５回高山村議会12月定例会会議録（第１号） 

 

平成30年12月６日（木曜日） 

                                  

高山村告示第40号 

 平成30年12月６日、高山村議会12月定例会を高山村役場に招集する。 

          平成30年11月８日 

                 高山村長 内 山 信 行 

──────────────────────────────────── 

    議 事 日 程 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

日程第４ 承認第３号 専決処分した村管理施設内における物的損害に係る賠償額の承認を求める

ことについて 

日程第５ 同意第５号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて 

日程第６ 議案第50号 財産の取得について 

日程第７ 議案第51号 長野広域連合規約の変更について 

日程第８ 議案第52号 高山村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第９ 議案第53号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 

日程第10 議案第54号 特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正する条例 

日程第11 議案第55号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

日程第12 議案第56号 高山村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例 

日程第13 議案第57号 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

日程第14 議案第58号 高山村営住宅等管理条例の一部を改正する条例 

日程第15 議案第59号 高山村水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 

日程第16 議案第60号 平成30年度高山村一般会計補正予算（第４号） 

日程第17 議案第61号 平成30年度高山村国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

日程第18 議案第62号 平成30年度高山村診療所特別会計補正予算（第１号） 

日程第19 議案第63号 平成30年度高山村介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第20 議案第64号 平成30年度高山村温泉開発事業特別会計補正予算（第２号） 



－2－ 

日程第21 議案第65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１号） 

日程第22 議案第66号 平成30年度高山村下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

日程第23 議案第67号 平成30年度高山村上水道事業会計補正予算（第１号） 

──────────────────────────────────── 

    本日の会議に付議した事件 

１ 会議録署名議員の指名 

２ 会期の決定 

３ 諸般の報告 

４ 承認第３号 

５ 同意第５号 

６ 議案第50号～議案第51号 

７ 議案第52号～議案第59号 

８ 議案第60号～議案第67号 

──────────────────────────────────── 

    出 席 議 員（11名） 

１番 柴 田 弘 男 議員       ２番 湯 本 辰 雄 議員 

３番 西 原 澄 夫 議員       ４番 西 條 正 純 議員 

５番 宮 川 登志一 議員       ６番 涌 井 仙一郎 議員 

７番 松 本   茂 議員       ８番 畔 上 孝 一 議員 

９番 水 谷   清 議員       10番 梨 本 修 造 議員 

11番 酒 井 康 臣 議員 

──────────────────────────────────── 

    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 
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事 務 局 長 小 渕 義 彦  書 記 中 村 沙 紀 

                                  

 

午前10時05分  開 会 

○議 長（酒井康臣議員） 

 ただいまから平成30年第５回高山村議会12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12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30年第５回高山村議会12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、師走の大変お忙しい中御参集いただき、ここに開会できますことに対しまして、厚く

御礼申し上げます。 

 また、日ごろは議会活動を通じまして、村政発展のため御尽力を賜っておりますことに対しまし

て、感謝と御礼を申し上げます。 

 さて、ことしも残すところあとわずかとなってまいりましたが、そのようなお忙しい中、平成32

年度を初年度とする第六次高山村総合計画策定のために、去る10月25日から11月６日にかけて全26

地区で地区懇談会を開催させていただき、361名の多くの村民の皆様に御出席を賜り、大変多くの

貴重な御意見や御提言等を頂戴いたしました。いただきました御提言等は、現在開催させていただ

いております未来会議と第六次総合計画に反映してまいりますが、緊急を要する案件につきまして

は、可能な限り早目の対応をしてまいる所存でございます。 

 また、長年、村民の皆様の生活の足として御利用いただいてまいりました長電バス山田温泉線の

運行やふれあい号のあり方を検討してまいりましたが、本年10月１日からはＹＯＵ游ランドを拠点

とする新たな公共交通システムをスタートさせていただきました。新しい交通システムが引き続き

村民の皆様や村内を訪れるお客様に親しまれ御利用いただけますよう努めてまいりますので、よろ

しくお願い申し上げます。 

 さて、ことし１年を振り返ってみますと、春先の気温の上昇とともに桜などの開花が早まりまし

たが、村政運営につきましては、ほぼ計画どおり進めてまいることができました。 

 そのような中、高山小学校自転車クラブの皆様が７月に開催されました交通安全子供自転車長野

県大会におきまして、見事10連覇という偉業を達成されましたことは、村民の皆様に大きな夢と希

望を与えていただきました。 

 また、同じ７月には懸案となっておりました新七味温泉橋が完成し、開通式を開催させていただ
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きましたほか、10月には高山中学校創立60周年記念式典を村民の皆様や関係の皆様とともにお祝い

をすることができました。これも一重に議員各位を始め村民の皆様の御支援と御協力の賜物と深く

敬意と感謝を申し上げる次第であります。 

 また、私が村の拠点と考えておりますＹＯＵ游ランドの芝生広場におきましては、ことしで第２

回目となります雪と光の祭典が去る11月23日から12月24日までの１カ月間にわたってイルミネーシ

ョンの点灯を行っています。冬の寒い夜ではありますが、多くの村民の皆様に足を運んでいただき、

心と体、そしておなかをいっぱいにし、賑わいをつくっていただければ幸いに存ずる次第でありま

す。 

 さて、自然災害に目を向けますと、本年１月23日には群馬県草津白根山の元白根山が3,000年の

時を経過する中で突然噴火いたしましたほか、６月18日には大阪府北部地震が、また９月６日には

震度７を観測する平成30年北海道胆振東部地震が発生しました。さらに、台風７号と梅雨前線によ

る西日本を中心とした平成30年７月豪雨災害など、ことしも全国各地で大規模の自然災害が発生し、

改めて自然の驚異を認識した次第であります。 

 そのような中、本村におきましては去る９月４日、非常に強い風を伴った台風第21号により家屋

の一部損壊や樹木の倒木、収穫期を間近に控えたりんご等の果樹に大きな被害が発生いたしました。

被害に遭われました皆様方には、心よりお見舞いを申し上げる次第であります。 

 また、本村では、ことし７月下旬から体に感じる地震や、10月初めころからは地鳴りを伴う地震

が相次いで発生しております。このため村では、気象庁を始め県や大学等と連携をする中で、村内

３か所に地震計を設置していただき、調査のための観測を行っていただいております。調査結果等

につきましては、国から報告をいただきましたら議員各位並びに村民の皆様とともに情報を共有し

てまいりたいと考えております。引き続き気を引き締め、災害に強い村づくりに邁進してまいる所

存でありますので、皆様の御理解、御協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 さて、国際情勢を見ますと、今月２日にＧ20首脳会議が閉幕いたしましたが、2008年の開始から

明記されてきました反保護主義の文言が初めて削除されました。このように金融、世界経済に関す

る首脳会合においての足並みの乱れや米国と中国２国間の貿易摩擦など、世界の情勢は混迷を極め

ております。 

 このような世界情勢の中、日本におきましても11月14日、内閣府が発表した2018年７月から９月

期の国内総生産ＧＤＰ速報値は、物価変動を除く実質で前期比0.3％減、年率換算では1.2％減と２

四半期ぶりにマイナス成長に転じ、景気は足踏みを強いられております。 

 このようなことから、地方におきましても引き続き厳しい行財政運営が迫られるものと思ってお

りますが、今後とも職員とともに力を合わせて村政発展のために全力を尽くしてまいる所存であり

ますので、よろしくお願いいたします。 

 今定例会に提案しました議案は、専決処分をした損害賠償に係る承認及び固定資産評価審査委員
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の同意並びに条例の一部改正案及び補正予算案など、全部で20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、招集に当たりまして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、お手元に配付しました印刷物のとおりです。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議 長（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、９番 水谷 清議員、10番 梨本修造議

員及び１番 柴田弘男議員を指名します。 

 

──────────────────────────────────── 

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12月14日までの９日間にしたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 会期は、本日から12月14日までの９日間に決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第３ 諸般の報告 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第３ 諸般の報告を行います。 

 受理した陳情は、お手元に配りました請願・陳情付託表のとおり、所管の常任委員会に付託しま

したので報告します。 

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

あり、別紙のとおりお手元に配りましたので報告します。 

 監査委員から、９月及び10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
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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条によって許可しましたので報告します。 

 これで諸般の報告を終わります。 

請 願 ・ 陳 情 付 託 表 

請     願 ・ 陳     情 付 託 委 員 会 

陳情第３号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求 

      める陳情 

民 生 産 建 

常 任 委 員 会 

陳情第４号 国に対し「消費税10％への引き上げ中止を求める意見書」の  

      提出を求める陳情書 

総 務 文 教 

常 任 委 員 会 

 

──────────────────────────────────── 

日程第４ 承認第３号 

～  

日程第23 議案第67号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第４ 承認第３号 専決処分した村管理施設内における物的損害に係る賠償額の承認を求め

ることについてから日程第23 議案第67号 平成30年度高山村上水道事業会計補正予算（第１号）

までの20件を一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 高山村議会12月定例会に提案をいたしました承認第３号から議案第67号までの20件につきまして、

一括して説明を申し上げます。 

 承認第３号 専決処分した村管理施設内における物的損害に係る賠償額の承認を求めることにつ

いて申し上げます。 

 本案は、去る９月４日の台風第21号の強風により蕨温泉敷地内にある杉が倒れ、民間の旧食堂施

設の屋根の一部を損壊させたことに伴い、和解及び村が保険事業を委託している全国町村会総合賠

償保険の引受保険会社である損害保険ジャパン日本興亜株式会社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。 

 同意第５号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて申し上げま

す。 
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 本案は、固定資産評価審査委員会の委員であります山崎五十夫さんの任期が来る12月19日に満了

となりますが、引き続き固定資産評価審査委員会の委員に選任したいので、地方税法の規定に基づ

き議会の同意をお願いするものであります。 

 議案第50号 財産の取得について申し上げます。 

 本案は、山田保育園跡地に長野県住宅供給公社が建設を進めております住宅を取得するため、条

例の規定に基づいて議会の議決をお願いするものであります。 

 議案第51号 長野広域連合規約の変更について申し上げます。 

 本案は、来年３月１日付で長野広域連合事務所が、現在の長野市箱清水１丁目３番８号から長野

市松岡２丁目42番１号に移転することに伴い、長野広域連合規約の一部を変更するため、広域連合

長より協議があったので、地方自治法の規定に基づいて議会の議決をお願いするものであります。 

 議案第52号 高山村一般職の任期付職員の採用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、本年８月10日の人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に準じて、任期付職

員の給料月額を1,000円引き上げるとともに、期末手当についても年間0.05月分を引き上げるため、

条例の一部を改正するものであります。 

 議案第53号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償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。 

 本案も議案第52号と同様に、人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に準じて、特別

職の国家公務員の期末手当の支給月数が改定されたことから、本村においても同様の扱いとするこ

ととし、議会の議員の期末手当について年間0.05月分の引き上げを行うため、条例の一部を改正す

るものであります。 

 議案第54号 特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し

上げます。 

 本案も議案第52号と同様に、人事院勧告に基づく一般職の国家公務員の給与改定に準じて、特別

職の国家公務員の期末手当の支給月数が改定されたことから、本村においても同様の扱いとするこ

ととし、常勤の特別職の職員の期末手当について年間0.05月分の引き上げを行うため、条例の一部

を改正するものであります。 

 議案第55号 一般職の職員の給与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、本年８月10日の人事院勧告に準じて、一般職の職員の給料月額を平均で0.2％引き上げ

るとともに、勤勉手当についても年間0.05月分の引き上げを行うため、条例の一部を改正するもの

であります。 

 議案第56号 高山村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を

改正する条例について申し上げます。 
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 本案は、平成29年５月31日に学校教育法の一部を改正する法律が公布されたことにより、新たに、

深く専門の学芸を教授研究し、専門性を求められる職業を担うために必要な実践的かつ応用的な能

力を育成・展開させることを目的に、高等教育機関として専門職大学等の制度が創設され、放課後

児童支援員となることができる者の範囲を拡大するため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第57号 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

 本案も議案第56号と同様に、学校教育法の一部改正に伴い、高等教育機関として専門職大学等の

制度が創設されたことから、新たに一般廃棄物処理施設における技術管理者となることができる者

の範囲を拡大するため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第58号 高山村営住宅等管理条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

 本案は、山田保育園跡地に、新たに地域優良賃貸住宅を整備することに伴い、条例の一部を改正

するものであります。 

 議案第59号 高山村水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基

準に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 

 本案も議案第56号と同様に、学校教育法の一部改正に伴い、高等教育機関として専門職大学等の

制度が創設されたことから、新たに布設工事監督者及び水道技術管理者となることができる者の範

囲を拡大するため、条例の一部を改正するものであります。 

 議案第60号 平成30年度高山村一般会計補正予算（第４号）について申し上げます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ479万8,000円を追加し、当初予算からの累計額を40億5,610

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、職員の人事異動等に伴う人件費を減額する一方、

現在整備を進めております防災行政無線装置に行政区ごとの地区別放送機器を整備するため、施設

整備工事請負費を追加するなど327万円追加、徴税費で、村税還付金など126万4,000円追加、戸籍

住民基本台帳費で、職員の人事異動等に伴い人件費で109万9,000円追加、民生費の社会福祉費で、

社会福祉協議会助成金を減額する一方、定住促進結婚祝金や地域間幹線系統路線運行補助金の追加

など734万4,000円追加、児童福祉費で、職員の育児休業等に伴う人件費を減額する一方、保育所運

営費委託料の追加などにより131万円追加、人権推進費で、職員の人事異動等に伴い、人件費で100

万2,000円減額、衛生費の保健衛生費で、職員の育児休業や人事異動等に伴う人件費など212万

9,000円減額、農林水産業費の農業費で、地力増進施設の堆肥梱包設備の修繕費や職員の人事異動

等に伴う人件費など103万3,000円追加、林業費で、森林病害虫防除対策事業委託料を追加する一方、

森林総合研究所受託事業委託料を減額するなど735万2,000円減額、商工費で、山田牧場の冬の観光

振興を図るためのイベント開催補助金を計上するとともに、蕨温泉ふれあいの湯の修繕費を追加す

る一方、商工業振興事業の工場用地取得に対する補助金において、工場増設計画の遅れに伴い工場

立地補助金を減額するなど1,646万3,000円減額、土木費の道路橋梁費で、駒場橋橋梁補修工事の事
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業促進を図るため、道路新設改良事業など812万4,000円追加、住宅費で、山田保育園跡地に長野県

住宅供給公社が建設を進めております住宅の買い取り価格が確定したことに伴い、村営住宅等購入

費478万6,000円減額、教育費の教育総務費で、職員の人事異動等に伴う人件費など780万4,000円追

加、公債費で、地方債の借入利息見直しに伴い138万6,000円を減額し、歳入では、国庫支出金の国

庫負担金で、子どものための教育・保育給付費国庫負担金など114万1,000円追加、国庫補助金で、

社会資本整備総合交付金など630万7,000円追加、県支出金の県負担金で、保険基盤安定負担金など

122万円追加、諸収入の受託事業収入で、森林総合研究所受託事業収入など737万円減額、村債で、

地域優良賃貸住宅整備事業債を減額する一方、緊急防災・減災事業債などの追加に伴い、340万円

を追加し、歳入超過となる695万2,000円を予備費に追加して、収支均衡予算といたしました。 

 議案第61号 平成30年度高山村国民健康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104万1,000円を追加し、当初予算からの累計額を９億4,431

万4,000円としたものであります。 

 歳出補正の主なものは、諸支出金の償還金及び還付加算金で、過年度において過大交付された療

養給付費等負担金を返還するため、過年度療養給付国庫負担金返還金に1,694万6,000円を追加し、

歳入では、繰入金で、一般会計繰入金104万1,000円を追加し、歳入不足となる1,632万円を予備費

で減額し、収支均衡予算といたしました。 

 議案第62号 平成30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501万7,000円を追加し、当初予算からの累計額を8,217万

2,000円としたものであります。 

 歳出補正は、総務費の施設管理費で、職員の人件費２万6,000円を追加し、歳入では、平成29年

度決算の確定に伴い、繰越金501万7,000円を追加し、歳入超過となる499万1,000円を予備費に追加

して、収支均衡予算といたしました。 

 議案第63号 平成30年度高山村介護保険特別会計補正予算（第１号）について申し上げます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ6,569万円を追加し、当初予算からの累計額を７億7,227万

8,000円としたものであります。 

 歳出補正の主なものは、保険給付費の介護サービス等諸費で、介護サービス利用者の増加に伴い

保険給付費に不足が生じることから、地域密着型介護サービス給付費に2,200万円追加、介護予防

サービス等諸費で、介護予防サービス給付費に350万円追加、特定入所者サービス等費で、特定入

所者介護サービス費に200万円追加、基金積立金で、介護保険支払準備基金積立金に3,000万円追加、

諸支出金の償還金及び還付加算金で、過年度において過大交付された介護給付費負担金等を返還す

るため、過年度国庫支出金等返還金596万7,000円を追加し、歳入では、国庫支出金の国庫負担金で

540万円追加、国庫補助金で137万4,000円追加、支払基金交付金で1,122万6,000円追加、県支出金

の県負担金で353万6,000円追加、平成29年度決算の確定に伴い、繰越金4,379万1,000円を追加し、
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歳入超過となる209万3,000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64号 平成30年度高山村温泉開発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1,108万8,000円を追加し、当初予算からの累計額を4,333万

円としたものであります。 

 歳出補正は、温泉給湯事業費の給湯事業費で、緊急時に備え、奥山田温泉で使用する源泉送湯ポ

ンプの予備ポンプをオーバーホールするとともに、施設整備基金積立金の追加など942万9,000円を

追加し、歳入では、平成29年度決算の確定に伴い、繰越金1,108万8,000円を追加し、歳入超過とな

る165万9,000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65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740万2,000円を追加し、当初予算からの累計額を１億237万

6,000円としたものであります。 

 歳出では、農業集落排水事業費の総務管理費で、処理場の汚泥ポンプなど機器の老朽化に伴う修

繕費のほか、農業集落排水施設管理運営基金積立金などに伴い、509万3,000円を追加し、歳入では、

平成29年度決算の確定に伴い、繰越金740万2,000円を追加し、歳入超過となる230万9,000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66号 平成30年度高山村下水道事業特別会計補正予算（第１号）について申し上げます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ931万2,000円を追加し、当初予算からの累計額を２億2,631

万3,000円としたものであります。 

 歳出補正の主なものは、下水道費の総務管理費で、特定環境保全公共下水道管理運営基金積立金

に740万円を追加し、歳入では、平成29年度決算の確定に伴い、繰越金942万6,000円を追加し、歳

入超過となる198万9,000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67号 平成30年度高山村上水道事業会計補正予算（第１号）について申し上げます。 

 この補正予算は、収益的支出において水道事業費用の営業費用で、職員の人件費９万円を減額し、

累計額を１億3,115万9,000円としたものであります。 

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

げ、提案理由の説明といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 しばらく休憩します。 

午前10時41分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午前10時47分  再 開 

○議 長（酒井康臣議員） 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 これから承認第３号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから承認第３号 専決処分した村管理施設内における物的損害に係る賠償額の承認を求める

ことについてを採決します。 

 本案は承認することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手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５号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 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５号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについて、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５号 固定資産評価審査委員会の委員の選任につき同意を求めることについてを

採決します。 

 本案はこれに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50号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第50号 財産の取得についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手10人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手全員です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第51号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第51号 長野広域連合規約の変更についてを採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手10人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手全員です。 
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 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第52号から議案第59号までの８件について、一括質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（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52号から議案第59号までの８件については、お手元に配り

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

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 議案第52号から議案第59号までの８件については、議案付託表のとおり、所管の常任委員会に付

託することに決定しました。 

議 案 付 託 表 

議               案 付 託 委 員 会 

議案第52号 高山村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改

正する条例 

議案第53号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を

改正する条例 

議案第54号 特別職の職員で常勤の者等の給与に関する条例の一部を改正

する条例 

議案第55号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

議案第56号 高山村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

を定める条例の一部を改正する条例 

総 務 文 教 

常 任 委 員 会 

議案第57号 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例 

議案第58号 高山村営住宅等管理条例の一部を改正する条例 

議案第59号 高山村水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水

道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例 

民 生 産 建 

常 任 委 員 会 

 

○議 長（酒井康臣議員） 

 お諮りします。 

 ただいま所管の常任委員会に付託しました議案第52号から議案第59号については、会議規則第45
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条第１項の規定によって、12月12日までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思いま

す。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 議案第52号から議案第59号については、12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60号から議案第67号までの８件については、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60号から議案第67号までの８件については、後日審議することに決定しました。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 あす７日から10日までは休会とします。 

 来る11日は午前10時から本会議を開き、一般質問を行います。 

 本日はこれにて散会します。 

 お疲れさまでした。 

午前10時53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30年12月６日 

                 高山村議会議長  酒 井 康 臣 

 

                 署 名 議 員  水 谷   清 

 

                 署 名 議 員  梨 本 修 造 
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午前10時00分  開 議 

○議 長（酒井康臣議員） 

 おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の日程は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第１ 一般質問 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第１ 一般質問を行います。 

 順番に発言を許します。 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 おはようございます。 

 通告に従い、ＹＯＵ游ランドのバリアフリーについて、まず伺います。 

 ＹＯＵ游ランドは、開業してから25年が経過しております。当初から、段差の少ないエントラン

スや手すりを備えた通路などバリアフリーを取り入れて、お体の不自由な方にも来ていただける設

計となっています。また、ウォーキングプールなど設備の充実や備品の更新を随時行い、施設の商

品力保持にも努めてきました。 

 ＹＯＵ游ランドに来館された皆様は、エントランスから湯舟やプールに向かう通路を通ります。

この通路は全員の方が通るところですので、いろいろなものがあります。ソファー、テーブルに椅

子、自販機、ウォーターサーバー、ポスターなど情報の掲示、作品の展示、商品の陳列などがあり

ます。また、折々のイベントでは、来館者に楽しんでいただけるよう、職員は知恵を絞ってこの通

路の飾りつけやディスプレイに工夫を凝らします。 

 しかし、さして広くないこの空間で陳列やディスプレイを行うと、どうしても手すりと干渉して

しまいます。これまでにも、イベントの装飾を手すりに巻きつけ、手すりを利用できない状態にし
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たことがありました。また、手すり利用の歩行動線上にソファーを配置して、人が通れるスペース

を確保していないこともありました。ほかに、手すりの一部を取り外しているとも聞いております。 

 現状では、手すりを利用するお客様にも、通路をディスプレイに利用したい管理者側にも、非常

に使いにくいと思われます。この手すりの利用状況はどの程度なのでしょうか。また、来場者が利

用しやすい動線となっているのでしょうか。 

 開業して25年もたっているのですから、一度専門家を交え手すりの有用性など、バリアフリーの

検証が必要ではないでしょうか。検証の上で、手すりを使う方の動線とディスプレイエリアを明確

にし、管理運営しやすくするべきと考えますが、いかがでしょうか。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────宮川村民生活課長。 

○村民生活課長（宮川裕明） 

 おはようございます。 

 ＹＯＵ游ランドのバリアフリーについてお答えいたします。 

 昭和63年から平成元年にかけて政府が行った「自ら考え自ら行う地域づくり事業」、通称ふるさ

と創生事業の１億円を活用して、温泉資源を最大限に生かした地域づくりを目指し、村民の皆さん

のふれあいと健康づくりの場として、平成５年５月に温泉プールと入浴施設を兼ね備えたＹＯＵ游

ランドがオープンいたしました。 

 その後、平成13年には、国の介護予防拠点整備事業補助金を活用して、水中ウォーキング用プー

ルと交流室を増設するとともに、トレーニングルームを整備し、高齢者の皆さん等の運動機能訓練

の場としても御利用いただいております。 

 そこでまず初めに、手すりの利用状況と利用しやすい動線になっているかとのお尋ねでございま

すが、現在、施設内の手すりを利用されている方につきましては、施設の職員に確認いたしました

ところ、ほとんどお見かけしないとのことであります。 

 また、平成13年に新館を増築した際、旧館とのつなぎ目が緩やかなスロープになったことから、

このスロープを含め、新館通路には手すりを設置させていただいておりますが、プール棟から入浴

施設へ通じる旧館通路には、手すりが整備されていない状況でございます。 

 したがいまして、動線的には直線で結ばれておりますが、手すりがないために、高齢者や障がい

者の方々に御不便をおかけしているかと思われますので、今後、整備に向けて検討してまいりたい

と考えております。 

 次に、専門家による手すりの有用性を検証し、ディスプレイエリアを明確にして管理運営しやす

くすべきとの御質問でございますが、ＹＯＵ游ランドの施設は、開業から25年余りが経過したこと

から、施設の老朽化等に伴い、現在、計画的に大規模改修工事等を実施させていただいております

が、議員御指摘の手すりの設置につきましては、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関す
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る法律におきまして、「不特定多数の人や高齢者、身体障害者などの方々が利用される施設には手

すりを設置することが望ましい」とされておりますことから、次年度以降の大規模改修工事の中で

設計業者と協議を行った上で、旧館通路の未設置分を含め整備し、高齢者や障がいをお持ちの方に

も利用しやすい施設にしてまいりたいと考えております。 

 なお、以前は手すり付近に忘れ物を並べたケースや花の鉢などを飾ったことにより、手すりを利

用される皆さんに御不便をおかけいたしましたが、現在では、手すりを利用される方に障がいとな

るものは全て撤去させていただくとともに、水着等のディスプレイエリアとして使用できなかった

手すりは、利用できるよう復元させていただいております。 

 今後とも、利用される皆さんの目線に立って、ＹＯＵ游ランドをより大勢の皆様に利用していた

だき、健康増進や交流親睦などに役立てていただけるよう、引き続き、魅力ある施設づくりに努め

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 再質問です。 

 ただいま、手すりというのは、設置が望ましいという形で国のほうからきているということを今

承りました。それが非常に心配だったんです。私も何回もＹＯＵ游ランドは行っておるのですが、

どうも手すりというのは、ほとんど利用されていないなという感じを受けておりまして、職員の方

も実際そのように見ていると、そんなものですから、それじゃ使われない手すりならば、もう新た

に設置しなくても、もしくは今あるものはほかの形でもいいんじゃないかなという思いもあったも

のですから、今のような質問をしたわけです。 

 しかし、やはり手すりというのは、不特定多数の方で必要とされるお客様もいるわけですから、

必要だという形になれば、それを生かした全体のレイアウトが必要になってくると思います。 

 例えばですけれども、休憩室があります。休憩室は畳です。畳で皆さん座布団をやってはおるの

ですが、今通路にあるソファーを休憩室に移動する。というのはですね、高齢になったりして足腰

が弱くなってくると、畳よりソファーのほうが楽だという方が非常に多いと聞いております。 

 ですから、ソファーを移動すると休憩室の中でソファーが使える。しかも通路が広くなる。そう

いうことで動線も楽になる、そういうことも考えられるのではないか。 

 それから、いろんな飾りつけのディスプレイも通路よりも休憩室のほうに持っていくというよう

な、そういうような、ここは通路だ、こっちのほうは休憩室で皆さんが座っていただくところだ、

そういうような明確なエリア分けを考えていったらどうかというのが、先ほどの質問の中でもちょ

っと行ったわけですが、明確な質問でなかったのはちょっとおわびいたします。そのような考えも

あるんですけれども、いかがでしょうか。 
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○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） 

 先ほども答弁させていただきましたとおり、今後十分利用される皆様方の目線に立ちまして、御

意見を伺った上で職員等とも十分に話し合いをした上で、使いやすい施設に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） 

 では、次の質問に移ります。 

 公共交通システムの運行出発式について伺います。 

 新しい公共交通システムの運行出発式が10月１日に行われ、出席者全員で安全な運行を祈願いた

しました。公共の物の地鎮祭や安全祈願祭は、ほとんどの場合、工事を請け負った企業が主催して

行われるので、どんな宗教行事になっても問題はありません。 

 しかし、今回の運行出発式は村の主催で行われたものです。宗教関係の指導者はおりませんでし

たが、特定の宗教の礼拝、ちょっとすみません、「れいはい」か「らいはい」と読むか、私、読み

方わからないですが、特定の宗教の礼拝方式が示され、出席者がそれに続き礼拝しました。 

 安全で円滑な運行を願うのはこのような式では当然ですが、人にはそれぞれの宗教観があります。

村の主催で行われた運行出発式ですので、特定の宗教の礼拝方式を先導するのではなく、各人の宗

教観に即した祈願がとれる形がよいと考えますが、いかがでしょう。 

○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） 

 公共交通システムの運行出発式についてお答えいたします。 

 村では、村民の皆さんの重要な交通手段であります路線バスの維持存続を図るため、公共交通シ

ステムの見直しを行い、本年10月１日から新たな公共交通サービスを開始させていただいたところ

であります。 

 この新たな公共交通サービスは、長電バスが運行する路線バスが須坂駅からＹＯＵ游ランドまで

の区間とし、ＹＯＵ游ランドから山田温泉及び牧区までの区間は、朝夕を除き村が道路運送法に基

づき、高山村運営有償運送の登録を行い、10人乗りの車両をタクシー会社に委託し、ふれあい号奥

山田牧線として運行させていただいております。 

 そのようなことから、新たな公共交通の運行を開始するに当たり、安全に運行していただくよう、

出発式を去る10月１日に、乗りかえ拠点となるＹＯＵ游ランド駐車場において開催させていただき
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ましたが、その際、運行出発式に先立ち、村が運行する奥山田牧線に使用する10人乗り車両の安全

祈願を実施させていただいたところであります。 

 なお、この安全祈願では、奥山田牧線を御利用いただく住民等の皆さんに安心して乗車いただけ

るよう、無事故を祈願し、最低限の形式として内山村長に倣って、参列者の皆さんによる２礼２拍

手１礼をさせていただきました。 

 そこで、特定の宗教の礼拝方法によることなく、各人の宗教観に即した祈願がとれる形がよいと

の御質問でございますが、今回の安全祈願で行った２礼２拍手１礼は、一般的な慣例の中で実施さ

せていただいたもので、特に宗教的な意味合いはございませんし、また、この安全祈願の実施は、

限度を超えた行為には当たらないものと考えております。 

 そのようなことから、今回の２礼２拍手１礼は出席者の皆様に対し特に強要したつもりはござい

ませんが、人は皆、それぞれに宗教観が異なりますことから、不快に思われた方がおられましたら

おわびを申し上げます。 

 今後とも、それぞれのお気持ちの中で、新たな公共交通の無事故を祈願していただければ幸いと

考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────４番 西條正純議員。 

○４番（西條正純議員） 

 私も先ほど申し上げましたが、このような式では安全な運行を祈願する、これからの安全を祈願

するのは、これは重要だと思っております。これからのいろんな村の主催の式では、各人の宗教観

に即した形ができるような御配慮を求めたいと思います。 

 では、これで私の質問は終わります。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 以上で西條正純議員の質問を終わります。 

─────１番 柴田弘男議員。 

○１番（柴田弘男議員） 

 おはようございます。 

 それでは、通告に従い質問します。 

 まず、９月４日の台風21号で、りんごの風落被害に遭われた生産者の方に心よりお見舞い申し上

げます。 

 高山村のブランドとして定着したりんご・ぶどうの将来像について２点ほど伺います。 

 今年は、９月からぶどうやりんごを買い求めて直売所に大勢のお客様でにぎわっています。特に

11月は、松川渓谷の紅葉を見に訪れて、帰りには高山共撰所でりんごのふじを買い求めていかれる

お客様でにぎわっています。 
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 しかし、農家の後継者不足で生産者が減少し、共撰所の存続が危ぶまれています。ぶどうは、今

年から須坂共撰所へ出荷となりました。仮にりんごの高山共撰所の存続が不可能になった場合、今

まで果物を目当てに来ていただいたお客様に来ていただくことができなくなります。 

 先日、高山村第六次総合計画のための地区懇談会で、ぶどうやりんごの将来について心配する意

見や、11月24日の高山村ができることを考える検討会でも心配する声が出ています。それで、次の

２点についてお聞きします。 

 １点目、ぶどうやりんごの共撰所の存続問題の話を聞いているが、村はどの程度把握しているの

か。また、共撰所存続の働きかけは行っているのか。 

 ２点目、ぶどう、りんごの生産量を維持するため、どのような施策を村は考えているのかお聞き

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） 

 ぶどう、りんごの将来像ついてお答えいたします。 

 本村の基幹産業であります農業は、恵まれた自然条件や卓越した農家の栽培技術を生かし、果樹

等の減農薬栽培や生ごみ等を堆肥化して農地に還元する資源循環など、人と自然にやさしい環境保

全型農業の長年の取り組みによりまして、ぶどう、りんごを中心に安全で安心なおいしい農産物の

産地として、市場関係者や消費者の皆さんから高い評価をいただいております。 

 特にりんごにつきましては、性フェロモン剤の利用による減農薬栽培の取り組みや、ＪＡりんご

部会員が一丸となってエコファーマーの資格を取得するなど、村とＪＡりんご部会が一体となって

環境保全型農業に取り組んできたこと等により、高山村産りんごのブランド化が確立されてまいり

ました。 

 しかしながら、農産物価格の低迷や就業形態の変化等により、農業後継者が減少するとともに、

農業従事者の高齢化が急速に進行し、栽培面積や生産量が大幅に減少しております。 

 平成27年に実施された2015農林業センサスでは、村内の農業を主として従事する基幹的農業従事

者は718人となっており、そのうち70歳以上の方が55％の398人、80歳以上の方は21％の148人で、

５人に１人が80歳以上という高齢者の皆さんによって、本村の農業が支えられている状況でありま

す。 

 さらに、ＪＡの高井、山田両共撰所が統合し、高山共撰所としてりんごの出荷を始めた平成７年

には出荷量が2,473ｔであったものが、昨年の平成29年には913ｔと、実に22年間で３分の１にまで

減少してきている状況となっております。 

 このように、高齢化等により栽培面積や生産量が減少してきたことにあわせ、ＪＡの高山共撰所

の選果機など設備機器が老朽化し、修理費等が年々増加してきたことから、ＪＡでは共販体制など
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共撰所のあり方等について検討を重ね、平成26年度には当時のＪＡ須高の理事会で共撰所等の施設

の集約化を進めていく方針が決定されたものでございます。 

 これによりまして、高山村産のぶどうにつきましては、本年度から須坂市のぶどうターミナルセ

ンターに集出荷されておりまして、りんごにつきましては、今後、須坂市のフルーツセンターに集

出荷される方針となっております。 

 そこで、ぶどうやりんご共撰所の存続への村の働きかけについてのお尋ねでございますが、これ

までも、ＪＡ関係者に共撰所の存続についての検討をいただくよう依頼をしてまいりましたが、村

民の皆様からも第六次高山村総合計画策定のための村民アンケートや、地区懇談会でも御意見をい

ただいておりますので、引き続き依頼をしてまいりたいと考えております。 

 また、毎年ＪＡの高山共撰所には多くのお客様に訪れていただき、高山村産のぶどうやりんごを

お買い求めいただいておりますので、ＪＡの高山共撰所でのぶどう、りんごの直売につきましても、

継続していただけるようＪＡ関係者に要望しているところであります。 

 今後とも、ＪＡ並びにＪＡぶどう、りんご両部会等との連携を密にし、自然豊かな高山村から生

産されるぶどうや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、村としても引き続き要請してまいりたいと考えて

おります。 

 続きまして、ぶどう、りんごの生産量を維持するための施策についてのお尋ねでございますが、

村では、ぶどうやりんご等の果樹の生産拡大により、農業者の所得向上や果樹の産地形成及びブラ

ンド化を一層推進するため、優良着色系品種への更新を図るための苗木の新植、改植の助成及び生

産に必要な棚資材の購入経費に対する助成等を行っております。 

 また、ぶどう、りんごの生産量を維持していくためには、まずは、ぶどうやりんごを生産してい

ただける新規就農者の確保が大変重要でありますことから、先輩農家の皆さんから栽培技術や営農

に関する知識を習得しながら、実践を積み重ねていただく新規就農里親制度を推奨するほか、国の

農業次世代人材投資資金の活用や、村独自の農業研修費や農地、農業機械への賃借料、農業共済掛

金等やＩターン者向けの住宅の修繕費、転入経費などへの支援を行い、ぶどう、りんごを生産して

いただける人材の育成確保に努めているところであります。 

 さらに、りんごなどの果樹園地の圃場整備につきましても、効率的な農作業や農薬のドリフト対

策からも大変重要でありますことから、できるだけ国等の有利な補助事業の導入について、県を通

じて要望してまいりたいと考えております。 

 今後とも、農家の皆さんが意欲を持ってぶどう、りんごなどの果樹生産を維持、拡大していただ

けるよう、引き続き支援をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────１番 柴田弘男議員。 
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○１番（柴田弘男議員） 

 よろしくお願いいたします。 

 次の質問に入ります。 

 村内の点在する５大しだれ桜の保護対策について質問します。 

 今年も第19回信州高山桜まつりが、盛大なお客様で行われました。水中の桜は、県内外から花と

木の大きさに驚いています。以前には、吉永小百合、渡辺 謙出演の「北の零年」では、桜の下で

区民がエキストラで出演した映画や、28年には、原作藤沢周平、監督吉村芳之の映画「一茶」の撮

影にも来ていますが、これは残念ながら映画はできなかったです。また、毎年テレビ中継で放映さ

れています。 

 このように有名になりました桜の木が、樹幹を見ると先端まで白っぽく苔のようなものがついて

いる。村内のほかの桜も同様です。木の特徴なのか先端は枝がない。先端まで水分補給できていな

いのか。また、雪害と台風21号で先端の枝がなくなり寂しい状態です。 

 樹木医の方、人によっては敷きわらを毎年入れてるんですが、敷きわらをそれなりに入れなくて

もよいという話も聞いています。それから、肥料などくれたほうが木にはよいのか、各地区も桜の

木を大事にしていると思いますが、また、黒部地区では枝の支柱をしてあります。水中区も支柱を

考えていますが、いつまでも木が、桜が10年、50年と、桜の木をお客様が楽しんでいただけるよう

に、このような保護対策は各区で行っていると思いますが、村はどのような保護対策を考えている

のかお聞きします。 

○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） 

 村内に点在する五大しだれ桜の保護対策についてお答えいたします。 

 高山村は、豊かな自然と歴史の中で育まれた、高山村固有の美しい景観を村民の皆様とともに守

り育てております。 

 その自然と人とが共生する山里の原風景を次の世代へ継承するため、平成20年６月には景観条例

を制定するとともに、失ったら二度と取り戻せない農山村の景観や環境・文化を守るために、平成

22年には「日本で最も美しい村」連合に加盟させていただき、さらに、平成26年には志賀高原ユネ

スコエコパークに全村登録させていただくなど、村民の皆様の御理解と御協力をいただきながら、

桜の保護活動や沿道景観の維持、耕作放棄地を再生する取り組みや山林の除間伐など、良好な景観

の保全、育成に努めているところでございます。 

 そのような中で、村内には樹齢100年を超すしだれ桜が約20本点在しており、水中、坪井、赤和

観音及び中塩のしだれ桜と黒部のエドヒガン桜の５本を五大桜と呼び、このうち水中のしだれ桜と

坪井のしだれ桜及び黒部のエドヒガン桜につきましては、高山村文化財保護条例に基づく村の天然
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記念物に指定させていただいております。 

 また、五大桜を含む９カ所に点在する桜を高山村の自然、歴史、文化等から見て、地域のシンボ

ル的存在であり、その樹木によって景観上に大きな特徴を有し、地域の景観形成に大きく影響する

ものとして、景観法及び高山村景観条例に基づいて、村の景観重要樹木に指定させていただき、樹

木の現状変更に制限をさせていただくとともに、地元の皆さんにより、適正な保全と管理に努めて

いただいております。 

 このように村内の桜は、そのほとんどが地元の皆さんによって宝物として、世代を超えて大切に

保管されているもので、特別豪雪地帯である大変厳しい本村の自然環境の中ではありますが、村民

の皆さんの深い愛情によって守り育てられてきたものでございます。 

 そこで、行政は保護をどのように考えているのかとのお尋ねでございますが、桜は、病気や害虫

に弱く、適切な維持管理をしなければ健全に育てることが難しく、花をつけるまでの過程を慎重に

見守ることが大変重要であります。 

 村内の桜は、これまで樹木医による指導のもと、地域の皆さんによる土壌改良や葉面散布などを

施して樹勢回復に努めていただいておりますほか、桜の保護対策として、黒部のエドヒガン桜は、

桜の根の周りが車や人によって踏み固められ、樹勢が衰えてきたことから、平成20年に桜周辺の水

田所有者の皆様の御理解をいただく中で、枝や根に影響を及ぼさないよう、村道を大きく迂回させ

るなどの道路改良と用水路の付け替え工事を実施したところでございます。 

 また、水中のしだれ桜は、桜の根元に桟橋をかけ、あわせて用水路の付け替え工事を実施し、桜

を鑑賞される皆さんの動線を確保するなど、観光振興にも配慮しながら保護策を講じてまいりまし

た。 

 こうした桜の保護にかかる経費につきましては、村指定文化財や景観重要樹木に指定されている

ものにつきましては、その経費に対する助成制度がございますので、これらの制度を御活用いただ

きたいと考えております。 

 村といたしましては、しだれ桜などの古木は、長い歴史の中で培われてきたものであり、失った

ら二度と取り戻せない大変貴重な文化財であり、観光資源でもありますことから、今後とも樹木医

などの専門家に指導を仰ぎながら、桜を管理されております所有者の皆様や地元関係者の皆様の御

理解と御協力をいただきながら、桜の保護のための維持管理に支援をしてまいりたいと考えており

ますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────１番 柴田弘男議員。 

○１番（柴田弘男議員） 

 再質問いたします。 

 これは各区で樹木医を呼んでくださいとか、支柱をしてくださいとか、これらは行政にお願いし
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なければできないものでしょうか。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） 

 再質問にお答え申し上げます。 

 各区で管理していただいております桜の調査等を行います樹木医につきましては、村の文化財費

のほうに調査費を計上しております。 

 この樹木医の調査につきましては、それぞれ地域の方と相談をさせていただきながら、実際の調

査を行っていただきたいと、こんなふうに考えております。 

 支柱等の設置につきましては、先ほども申し上げましたが、文化財の指定でありますとか、景観

重要樹木に指定されているものにつきましては、それぞれ樹木本体の管理、保全につきましてかか

る経費につきましては補助制度がございますので、こちらのほうにつきましても、ぜひあらかじめ

それぞれ担当のところで御相談をいただければと、こんなふう考えております。 

 よろしくお願いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────１番 柴田弘男議員。 

○１番（柴田弘男議員） 

 よろしくお願いいたします。 

 それでは、私の質問は終わります。 

○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。 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 おはようございます。 

 それでは、通告に従い質問いたします。 

 最初に、国民健康保険税についてお伺いいたします。 

 国民健康保険は、国民皆保険の医療制度の重要な柱を担ってきております。しかし、国保税が高

過ぎるために、住民の生活を苦しめるだけでなく、制度そのものの構造的な危機に陥り、国民皆保

険制度の根幹を今揺るがしてきていると言われております。 

 全国知事会も国に公費１兆円を投入し、国保税を協会けんぽ並みの保険料に引き下げるよう求め

ております。私ども日本共産党もこれに賛成をいたしております。 

 また、我が党は、党の政策でこの国民健康保険の平等割と均等割を廃止して、協会けんぽ並みに

引き下げることを提案しております。 
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 均等割は、全く収入のない赤ちゃんから子どもたち全てに１人幾らと課税されます。なぜ、収入

のない子どもにまで課税されるのでしょうか。税金は収入に応じて課税されるべきではないでしょ

うか。 

 そこで、私が申し上げたいのは、夢と希望にあふれる安全・安心の村、高山村をつくるためにも、

また、村長が先日申されましたように、日本で一番明るく元気な村をつくるために、また、そのた

めの子育て支援、少子化対策、そして、村民の負担軽減のために、国保加入世帯への子どもたちへ

の均等割の廃止を求めたいと思いますが、よろしくお願いします。 

 長野県市町村振興協会発行の平成30年版長野県市町村ハンドブックによりますと、高山村は、平

成29年３月31日現在ですが、国保加入世帯が1,025世帯、加入者1,844人とありますが、そのうちの

18歳未満の子供は何人いるのでしょうか。そしてまた、その子供たちへの均等割額が合計でどのぐ

らいになるのでしょうか、お聞きします。 

 その子供たちの課税分は、ぜひ一般会計から繰り入れを行って、補充して、国保税の引き下げを

求めたいと思いますが、答弁をお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────宮川村民生活課長。 

○村民生活課長（宮川裕明） 

 国保税についてお答えいたします。 

 国民健康保険は、国民皆保険制度の中核を担い、地域医療の確保や地域住民の健康の保持、増進

に大変重要な役割を果たしております。 

 近年、急速な高齢化の進行や医療の高度化、被保険者負担の見直しなど、財政基盤等に係る構造

的な問題を抱えるとともに、景気の低迷や比較的所得の少ない方の加入割合が増加することなどに

より、全国的に国民健康保険財政は厳しい状況になっております。 

 こうしたことを背景に、国では平成27年５月に国民健康保険法を改正し、本年４月からは都道府

県も市町村と同様に保険者に位置づけられ、県が財政運営の責任主体となり、安定的な財政運営や

効率的な事業の確保等の事業運営において、中心的な役割を担うこととされております。 

 そこでまず初めに、国保加入世帯のうち18歳未満の子供の人数及び金額についてでございますが、

平成30年10月末現在の本村における国保世帯数は998世帯で、被保険者数は1,770人でございますが、

このうち18歳未満の被保険者がいる世帯は71世帯で、18歳未満の被保険者数は加入者全体の7.3％

に当たる129人でございます。 

 また、均等割の額につきましては、本村の場合、医療分が１人当たり年間２万1,700円で、支援

分は5,800円、介護分は8,000円でございますが、18歳未満の被保険者につきましては、介護分は対

象となりませんので、介護分を除く医療分と支援分を合わせますと、年間２万7,500円の均等割額

となります。 
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 これにより、１人当たりの均等割額に18歳未満の被保険者数の129人分を乗じて計算しますと、

総額で354万7,500円となります。 

 次に、18歳未満の被保険者分の均等割を廃止し、一般会計から繰り入れることについての御提案

でございますが、国民健康保険税の賦課方式につきましては、地方税法に基づき市町村が条例で規

定し、課税することができることとされており、国民健康保険税は医療分のほか、高齢者に係る支

援分や介護分の３つの部分から成り立っておりまして、本村では国民健康保険事業に要する費用を

加入者のそれぞれの所得や資産に応じた所得割と資産割の応能負担、及び加入世帯の構成人数に応

じた均等割と平等割の応益負担によって案分する賦課方式を採用し、加入世帯の世帯主に賦課させ

ていただいております。 

 このうち、均等割と平等割につきましては、所得の低い皆さんに配慮し、総所得金額等の合算額

に応じて、７割、５割、２割を減額するなど、加入世帯の負担軽減を行っております。 

 一方、会社員などが加入している健康保険組合などの被用者保険では、収入によって保険料が決

定される仕組みとなっておりますことから、国民健康保険のような所得割や資産割、均等割や平等

割といった賦課方式とは根本的に異なっております。 

 そのようなことから、本年７月27日、全国知事会では、平成31年度国の施策並びに予算に関する

提案・要望の中で、医療保険制度間の公平と今後の医療費の増嵩に耐え得る財政基盤の確立を図る

ため、子供にかかる均等割保険料軽減措置の導入や国定率負担の引き上げ等、さまざまな財政支援

の方策を講じるよう国に対し要望しておりますほか、去る11月28日には、東京で開催されました全

国町村長大会におきましても、全国知事会と同様に、子供にかかる均等割保険料を軽減するための

支援制度を創設することなどを国への重点要望として決議がなされております。 

 したがいまして、村といたしましては大変厳しい財政状況の中で、村独自で18歳未満の被保険者

の均等割を廃止し、一般会計からの法定外繰り入れを行うことは難しいと考えておりますので、全

国知事会や全国町村会の要望に対する今後の国の動向に注視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） 

─────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、課長からあった細かな均等割のこと、あるいは保険料のことについて説明をいただきました。

確かにそのとおりなんですが、確かに減免制度は、７割、５割、２割の制度いただいて、それはそ

れとしてありがたいのですが、減免制度を考えないで、今言われましたように２万7,500円ですか、

そうしますと親子５人世帯だけでも十数万円の保険料になるわけです。そうしますと、毎月１万ず

つぐらい保険料がかかるということになるわけです。 
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 今、129人で354万円という金額をいただきましたが、村の財政において、村でも子育て支援には

大変いろいろな施策を講じられて、子育て事業に大変力を入れてもらっておるわけですが、以前、

平成23年、24年でしたか、高額療養費が大幅に増えて国保会計が大変厳しい状態になったときに、

3,000万円からの一般会計からの繰り入れをしてるんです。 

 それを考えれば、今の子供たちのために、子育て支援に、または少子化対策に、354万7,500円を

一般会計から繰り入れすることが本当に難しいのか、あるいは法的にやってはいけないのか、その

辺のことをお願いしたいと思います。 

○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いたします。 

 いずれにいたしましてもですね、先ほどお答えさせていただきましたとおり、国民健康保険税に

つきましては、それぞれ１世帯当たりの最高限度額も医療分では58万円、支援分では19万円、介護

分では16万円という形で限度額ございますし、また、７割軽減、５割軽減、２割軽減という形の制

度もございます。そういった中で、ある程度高額となった世帯については、何らかの減額措置がか

かっているものと考えております。 

 また、一般会計からの繰り入れでございますけれども、法定外繰り入れにつきましては、最終的

には村の判断でという国の方針ございます。ただ、そういった中でも、安易な一般会計からの繰り

入れ、法定外繰り入れは注意しなさいよという形の指導もなされておりますので、そういったこと

も十分に考慮する中で検討させていただきたいと考えております。よろしくお願いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 再質問いたします。 

 村長に伺います。 

 先日、村長が未来会議で申されたように、すみません、未来会議は私は申し訳ない、所用があっ

て欠席させていただいたんですけれども、申し訳ございませんが、そのときに、日本で一番明るく

元気な村づくりのためにも、未来会議で第六次総合計画の作成をしていただきたいというお話があ

りましたが、少子化対策、高齢化対策、そしてまた子育て支援、そして村民の負担軽減にぜひ、厚

労省も全く一般会計からの繰り入れをしてはいけないとは言ってはいないわけです。それなりの理

由があれば、一般会計からの法定外繰り入れもできるわけですが、その辺について、村長から一言

答弁いただけますか。 

○議 長（酒井康臣議員） 
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─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 畔上議員の再々質問にお答えしたいと思います。 

 まず、私がこの前の未来会議で、皆さんに第六次の総合計画の策定に当たりまして、日本で一番

元気で明るいと、このような表現をさせていただきました。 

 その元気で明るいというのは、総合的にそういう村づくりをやっていきたいんだということで、

その裏づけとしましては、いわゆる子育て支援とか、いろいろな支援策ありますね。で、そういう

ふうなものも含めて、経済的な支援だけでなく、心の面でのそういういろいろなグループによって

の村づくりとか、そういうものを含めてお願いしたいと、このように申し上げて、そういったもの

を各地区の皆さんで力を合わせて、そういったものを盛り込んだ総合計画を策定していただきたい

と、このようにお願いして日本で一番元気な明るい村づくりという表現を使わせていただきました。 

 そして、今の一般会計への繰り出しについては、先ほど村民生活課長が申し上げたとおりですが、

子育て支援についてはいろいろな面から支援するということで対応し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） 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 ぜひ、村民の負担軽減のためにも努力をいただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 

 次の質問に移ります。 

 蕨温泉ふれあいの湯の改修工事についてお伺いいたします。 

 蕨温泉ふれあいの湯は、11月３日の蕨温泉まつりの後、工事が始まり、現在まだ工事中ではあり

ますが、３点ほど伺いたいと思います。 

 蕨温泉が営業を始めてから、何年になるでしょうか。約30年と記憶しておりますが、以前にも梁

の交換の大改修が行われ、今回の改修が２回目だと記憶しております。他の施設と比較してみまし

ても、大きな工事が多過ぎるのではないでしょうか。ＹＯＵ游ランドや大湯、そしてまた県内の浴

場施設を見ましても、こんな大改修工事が行われているところはほとんどないように思います。な

ぜ、15年もしないうちに改修をしなければならないのか検証されているのでしょうか。何か構造的

あるいは根本的に問題があるのではないでしょうか、お聞きいたします。 

 ２つ目、工事期間が11月４日でしたか、５日から12月20日までとなっていますが、なぜこの時期

になったのか。工事中は奥山田地場産の直売所も休業です。この時期、冬の漬物、野沢菜をはじめ、

大根や白菜などを求めてお客さんが一番大勢お見えになる時期であります。休業でお客さんも困っ

ておられるし、また、農家の方も地場産への販売を当てにして、夏から一生懸命育てたものが売る

ところがなくなったと、そしてまた直売所も売り上げが大幅に落ちてしまう。これはなかなか大変
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なことではないかと思いますが、工事に当たって地元の皆さんに工事期間や工事の説明をして了解

を得られているのかどうか、その点について伺います。 

 ３つ目、今回の改修は、梁改修、給湯設備改修・増設、配管更新の設計及び工事となっておりま

すが、家屋以外でも、ボイラーや配管などいろいろ工事がありますが、それにしても5,000万円を

超える金額というのは、村にとっても非常に大きな金額ではないでしょうか。 

 村として、このふれあいの湯、このまま立ち寄り湯として続けていくのか、また15年ぐらいした

ら、このような工事をしなければならなくなってしまうのではないでしょうか。そのままでいいの

でしょうか。お客さんも減少しており、収入もだんだん減ってきております。そしてまた、その収

入で経常経費も賄えないような現状をどのように考えておられるのか。 

 また、料金も300円というのは本当に安い、安いことは私たちにすればありがたいことなんです

が、それでいいのかどうか。村の将来、この蕨温泉が村の重荷になるようなことのないような長期

計画、利用計画がどのようになっているか、お聞きしたいと思います。答弁をお願いします。 

○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） 

 蕨温泉ふれあいの湯改修工事についてお答えいたします。 

 蕨温泉ふれあいの湯は、住民の健康の保持増進及び地域活性化の中核施設として、また、温泉観

光地のシンボルとして、村民の皆様を始め、村外の皆様からも親しまれ、年間10万人の皆様に御利

用いただいている村営の温泉施設でございます。 

 この施設は、昭和63年の開設以来30年余りが経過し、温泉水の影響による腐食や経年劣化等から

なる施設の損傷、機械設備の不具合などにより、たびたび臨時休業をせざるを得ない状況となり、

村民の皆様を始め、利用者の皆様に多大な御迷惑をおかけしてまいりましたことから、前年度にお

いて、建物や機械設備等の機能診断を実施したところでございます。 

 この診断結果に基づき、緊急性を要する箇所から順次本年度以降３カ年計画で改修することとし、

本年度につきましては、利用者への安全面や安定した湯量を確保するため、浴室上部の屋根を支え

る梁の腐食に伴う取りかえや、地下の給湯ボイラー並びに配管等を改修することとし、去る11月５

日から12月20日までの１カ月半にわたり休館とさせていただき、改修工事を進めているところでご

ざいます。 

 そこでまず、大規模改修が行われる周期についてでございますが、蕨温泉ふれあいの湯は、昭和

63年の開設以来、今回のように梁を取りかえる大規模改修工事は、平成13年度に改修してから今回

で２回目となります。これまで、おおよそ15年前後のサイクルで大規模改修を行っていることとな

ります。 

 特に、蕨温泉ふれあいの湯は、極力天井や壁等を少なくするとともに、高さのある屋根まで吹き



－33－ 

抜けにし、屋根を大きな木製の梁が支える構造となっておりますことから、大変開放感のある浴室

となっております。 

 さらに、木材をふんだんに使った木のぬくもりが伝わり、ゆったりとした開放感の中で温泉につ

かりながら日ごろの疲れを癒していただくことが、蕨温泉ふれあいの湯の特徴の一つでもあります

ことから、開設以来、根強いファンの方々が多くいらっしゃる施設でもございます。 

 しかしながら、浴室がゆったりとした開放感を醸し出す構造のため、屋根全体を支える大きな梁

に、湯舟等から発生する湯気が常に付着し、長い年月の中でその水分が梁の中にしみ込み、徐々に

腐食が進み、特に冬期間などは寒い外気の侵入を遮断し、換気も十分に行われないこと等から腐食

に拍車がかかり、15年という比較的短い周期で改修が必要となったものと思われます。 

 次に、改修工事の時期についてでございますが、蕨温泉ふれあいの湯は、奥山田地区の中心地で

あり、年間10万人もの皆様に御利用いただいており、施設周辺には旅館をはじめ、奥山田地場産業

振興組合の直売所や、おやき茶屋たちべりが営業しております。 

 このため、改修工事の時期の選定に当たりましては、利用される皆様への配慮や、施設内にあり

ます店舗等への影響が極力少なく済むよう、本年４月以降、設計業者や奥山田地場産業振興組合の

役員さんを始め、関係者の皆さんとも相談をさせていただきました。 

 その結果、10月の松川渓谷の紅葉や帰省客が多くなる年末年始、さらには、工事の安全面等に配

慮して、積雪が多くなる１月から３月までの期間を除いて検討しましたところ、11月３日の蕨温泉

まつりが終了した直後が最も影響が少ないとの御意見をいただきましたので、去る11月５日から年

末年始を迎える直前の12月20日までの46日間を休館とさせていただいたものであります。 

 なお、休館に当たりましては、村民の皆様を始め、利用者の皆様に早い段階からチラシによる情

報提供のほか、広報紙や村ホームページの掲載、情報無線等での周知など、極力影響が及ばないよ

う十分配慮に努めてまいったところであります。 

 次に、大規模改修が必要な現在の施設の構造の見直しや、使用料の見直しなどを含めた経常経費

の確保についてでございますが、今回の改修に当たりましては、議員御指摘のとおり、15年足らず

の間に浴室部分の屋根の全てを交換しなければならない現在の構造について、これまで設計業者と

も検討を重ねてまいりました。 

 その結果、今回の施工に当たっては安全性を確保した上で、これまでのように屋根全体を支える

大きな梁は使わず、壁から縦に屋根を支える柱を増やすことで、仮に柱の一部が腐食したとしても、

屋根全体ではなく、その柱だけ交換できる構造に変更いたしました。 

 また、蕨温泉ふれあいの湯の経常経費につきましても、一般会計からの負担を少しでも軽減でき

るよう、使用料の見直しを含めて検討しているところではございますが、現在、本村の施設周辺に

は多くの日帰り温泉施設が点在しており、これらの施設は単に入浴するだけではなく、食事や休憩

などといった入浴以外にも有効に利用されているため、安易に経常経費の確保のため使用料を引き
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上げることは、かえって客離れを加速することにもつながりかねないものと危惧しているところで

あります。 

 さらに、村営温泉施設には蕨温泉ふれあいの湯のほか、山田温泉大湯やＹＯＵ游ランドもござい

ますので、各施設に共通する会員券の料金設定や、３つの温泉施設が連携しながら誘客につながる

仕組みづくりなど、総合的に検討していく必要があると考えておりますので、御理解を賜りますよ

うよろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────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、構造的に変更して、今度工事するときは、こんなに大きな工事にならないような対策を立て

られているということですが、給湯設備も改修されるということですが、今までは、シャワーのお

湯が皆さん一緒になって使われますと、一番最後の先端のほうはお湯が出なくなるというようなこ

とがよく言われたんですが、そのほうは解消されるのでしょうか。 

 それから、休憩室にマットになってフラットなんですが、少し椅子を置いてほしいということを

言われておりますが、その点も考慮していただきたいと思います。 

 それからもう１点、蕨温泉の管理人さんは、いつ蕨温泉を伺っても温泉にほとんどいらっしゃら

ないのですが、その点についてどのように考えておられますか、お聞きしたいと思います。 

 管理人さんは、まあ毎日とは言いませんけど、常に温泉に来て温泉の状況を把握していただくの

が仕事ではないかと思いますが、私もいまだに管理人さんと、温泉に行っても行き会ったことがな

いのですが、その点についてお願いいたします。 

○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、お話がありました地下の配管等行っておりまして、給湯設備につきましても、今年の工事の

中でも給湯ボイラーをやっております。シャワーにつきましては、そのボイラーとは直接違うわけ

でございますが、これまでも途中でお湯が水になってしまったとか、そういった御意見がございま

したので、できるだけ改善に努めてまいりたいと思っております。 

 それから、休憩室の畳のところでございますが、椅子を置いてほしいという御要望でございまし

て、これも過去にお話がございまして、今年、座椅子等を幾つか購入させていただいて、畳の部屋

に置かさせていただいているという状況でございます。また、今後の皆様のお声を参考にさせてい

ただきながら、できる改善から進めてまいりたいと思っております。 

 それから、蕨温泉の管理人がふだんいないのはどうなっているんだというお話でございますが、
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一応今、委託させていただいている方がおりまして、その方はどちらかというと朝ですね、早朝、

温泉が開く前にお湯の状況を見に行って、朝、ボイラー等を確認して一旦昼間は戻るような形にな

りまして、昼間はそこで雇われている方が番台に座っているという状況でございます。 

 全くいないということになりますとあれなんですが、一応管理人にも状況を把握するようお話は

してございますので、今後の勤務形態等もございますが、できるだけお客様に接していただくよう、

またお声を聞くようお話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────８番 畔上孝一議員。 

○８番（畔上孝一議員） 

 ぜひ管理人さんに、少し半日でもいいからいてもらえるように、ちょっと検討していただきたい

と思いますが、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○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） 

 今週地区懇談会で第五次高山村総合計画の取り組み状況の点検評価が説明され、その中で農業の

担い手の育成と確保、ワイン振興、それには唯一のＳランクでおおむね成果が上がっていると、村

としては評価されております。 

 これはワイン、生食用ぶどうの面積が増加し、ワイン用ぶどうの担い手が増えていることが評価

されているものと想定できます。しかし、りんご栽培の担い手不足等により栽培面積が減少し、生

産量も年々大きく減少し、活力に満ちた農業であるとは到底評価できません。 

 今後10年間の総合計画に当たり、現状を正しく評価され、自治体における持続可能な農業への実

効性の高い計画と達成に向けた取り組みが必要です。 

 そこで、３点ほど質問いたします。 

 平成２年農林業センサス調べによると、本村の果樹面積は330haでしたが、同27年の果樹面積は

241haの27％減少しています。果樹園地の減少と果樹園の放棄地もあります。この現状をどのよう

に指導あるいは見ていらっしゃるか、お聞きいたします。 

 ２点目、数年前に農薬ドリフト対策によって栽培作物の集団団地化について、農作物の集団団地

化のマップが作成されました。それ以降、どのような進捗状況になっているかお聞きいたします。 

 ３点目、次期総合計画における園芸振興の計画に当たり、離散している耕作放棄地の多い圃場内

にあるヤツカ等の除去や、狭い農道の整備によって農地の効率的な集約による圃場の整備、これら

は県の農地維持交付金等を活用して、栽培圃場の整備を促す計画が必要と考えます。 
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 そして先ほど、柴田議員の質問と重複するかと思いますが、その辺は省略されても結構だと思い

ますけれども、この３点についてお伺いいたします。 

○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） 

 第六次高山村総合計画策定に当たっての果樹振興についてお答えします。 

 なお前段、柴田議員にお答えした内容と重複する部分があるかと思いますが、よろしくお願いい

たします。 

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

しい農産物の産地として、市場関係者や消費者の皆様から高い評価をいただいておりますが、近年、

農業従事者の高齢化が急速に進行し、農産物の栽培面積や生産量の減少とともに、後継者や担い手

不足が大変深刻な問題となっております。 

 そこでまず、果樹園の減少及び果樹園の耕作放棄地の現状と指導についてのお尋ねでございます

が、議員お話しのとおり、農林業センサスに基づく村の果樹園面積は、平成２年と直近の平成27年

を比較しますと、25年間で89ha減少するとともに、農家数は175戸減少しており、田畑全体の経営

耕地面積は559haから108ha減の451haで、19％も減少しております。 

 これは、平成27年の農林業センサスで見ますと、農業を主として従事する基幹的農業従事者は

718人おられますが、このうち70歳以上の方は全体の55％に当たる398人で、80歳以上の方は21％に

当たる148人と、実に５人に１人が80歳以上という高齢者の皆さんによって本村の農業が支えられ

ている状況が顕著にあらわれており、高齢化の進行とともに後継者や担い手不足が農作物の栽培面

積の減少につながっているものと考えております。 

 このため、村ではこの課題に対処すべく、農業に従事していただく方をふやすため、45歳未満の

若い農業者を対象に、国の農業次世代人材投資資金を活用するとともに、村単独で55歳未満までの

農業者を対象に、農業研修費や農地、農業機械の賃借料、農業共済掛け金等やＩターン者向けの住

宅の修繕費、転入経費及び農業関係の高校や大学等を卒業された方の奨学金返還に対する補助を行

っておりますほか、都市部等で開催される就農相談会へ積極的に参加し、本村の新規就農者支援制

度の説明に加え、昨年からは村単独によります果樹等の農作業を行う就農体験会を開催し、担い手

の確保に努めているところであります。 

 これによりまして、平成18年度から30年度までの13年間で村外から高山村に移住し、就農された

方は20名おられますが、このうち作物別に見ますと、りんご、ぶどうを中心に栽培されている方は

８名で、ワインぶどう栽培も同じく８名、そのほか稲作に取り組まれている方は４名でございます。 

 また、若い農業者で組織する地球クラブの会員数は、現在40名で10年前の２倍にまで拡大し、第

五次高山村総合計画の担い手の育成・確保対策を推進してきた効果が、徐々にではありますが、成
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果としてあらわれてきているものと思っております。 

 次に、農作物栽培地の団地化計画の進捗状況についてでございますが、村では、農薬のドリフト

問題をきっかけとし、ＪＡを始め、ＪＡりんご部会やぶどう部会等、農業関係団体の皆さんの御意

見等をお聞きし、平成25年に農作物栽培地の団地化計画を農業農村振興審議会で決定していただい

たところでございます。 

 この計画は、10年先、20年先の長期展望に立ち、例えば、ぶどうの改植等を行う際にはりんごエ

リアを避け、できるだけぶどうエリアで栽培していただくよう、農家の皆さんに御理解をいただい

た上で作付けに配慮していただくもので、将来に向かっての指針となるものの、決して強制するも

のではございません。 

 しかしながら、果樹の優良品種への更新を始め、りんごの新ワイ化栽培や、ワイン用ぶどうへの

新植、農地の集約、担い手農家への規模拡大、圃場整備など、大規模な改植等を行う際には、この

計画に沿った作付けに御協力いただき、安全・安心な農作物の生産に結びつけていただいているも

のと考えております。 

 次に、圃場整備と土地改良事業の促進についてのお尋ねでございますが、村では、平成28年度に

県営中山間総合整備事業を活用して、黒部の裏原地籍に畑地の圃場整備を実施いたしました。圃場

整備後の栽培面積は、ワインぶどうが6.8ha、りんごは2.2ha、その他普通畑は0.6haで、全体で

9.6haが団地化され、担い手農家への集約が図られたものと思っております。 

 また、このほかにも農家の皆さんの御要望等をお聞きしながら、同事業を活用して農道整備７路

線、水路改修３箇所、雨水排水路１箇所などの工事に着手し、完成もしくは現在施工中のものもご

ざいます。 

 さらに、村単独の土地改良事業としましては、耕作組合等が事業主体となって、小規模な農道や

農業用水路の改修工事などを行った場合、事業規模等の要件はございますが、補助率２分の１の事

業を活用していただいておりますほか、日本型直接支払制度多面的機能支払事業や、日本型直接支

払制度中山間地域等直接支払事業を活用して、農地の整備等を実施していただいております。 

 このような中、畑地の圃場整備につきましては、関係する地権者の皆様の同意や多額の事業費が

かかること、さらには果樹園の場合、樹木を一旦伐採しなければならないこと等から、事業の導入

に当たっては、計画から工事完了、換地まで複数年要するほか、本村のように果樹地帯におきまし

ては、苗の植えつけから収穫までの期間が３年から５年程度かかるため、その間の収入がなくなる

など、事業実施に当たっては関係者の皆さんの御理解を得ることが大変重要と考えております。 

 先般開催されました第六次高山村総合計画策定のためのたかやま未来会議や、住民アンケート調

査の中でも、畑地の圃場整備やヤツカの除去等についての御要望が出されております。 

 したがいまして、りんごなど畑地の圃場整備等の土地改良事業につきましては、効率的な農作業

の推進や農薬のドリフト対策としての農作物の団地化からも必要性は十分感じておりますので、現
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在進めております第六次高山村総合計画策定の中で、主要な農業施策の一つとして検討してまいり

たいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────６番 涌井仙一郎議員。 

○６番（涌井仙一郎議員） 

 再質問をお願いいたします。 

 農業の担い手、後継者が減少している中、りんごやぶどう栽培の若い後継者や経営、起業してい

る栽培者、これらはエコファーマーの認定や認定農業者の資格を持ち、りんごの名産地として恥じ

ないように園地の保全や栽培意欲に燃えております。 

 りんご栽培では、スピードスプレヤーでの消毒作業や高所での摘果作業、収穫作業等、りんごの

重い収穫箱等の運搬等に、高齢者にはもう重労働の作業であります。これ以上継続も難しいという

ふうな現状だと思います。 

 毎年、高山村りんご共選所には、県内外から多くの皆さんがりんごを買いに求めて来村されてお

ります。また、贈答用りんごの品薄状況でもあり、生産が本当に増産を望まれております。 

 りんごの果樹生産の現状維持ができるように、営農支援の受託作業を行う組織の充実を図るとと

もに、果樹苗の補助だけではなく、農業資材の支援や農薬、コンフューザー等の費用の支援等の施

策がさらに必要と思います。 

 本村の基幹産業であるりんごの生産減少している中で、果樹振興をさらに支援をしていただきた

いというふうに思っておりますが、もう一度お答えをお願いいたします。 

○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） 

 今の担い手対策、そして定年起業組、そしてりんごの栽培をする上でのＳＳ等農作業機械ですね、

それから作業受託の組織等、いろいろございます。村としてもこれまでも、現在も進めております

が、苗木の補助以外にも棚資材の補助でありましたり、またコンフューザーにつきましては、一旦

導入は落ち着いてはございますが、導入してから十数年にわたり補助をしてまいりましたこともご

ざいます。 

 また今後、やっと新規就農者で生食のりんご等に取りかかっている方も何人かおりますので、そ

ういった皆さんたちが継続できるよう、また定年起業組で新たに入ってくる皆さんたちが、技術的

にも、そういう栽培する上でも支援できるような方策も、今後の第六次の中で十分検討しながら、

御意見等伺いながら支援体制を考え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） 

─────６番 涌井仙一郎議員。 
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○６番（涌井仙一郎議員） 

 再々質問いたします。 

 日滝原地域の農地は、角藤農園のワインぶどうが広い面積で栽培されております。その反対側の

道側では、農地はヤツカ等が点在している変則な圃場が多く、南北に通ずる曲がりくねった農道は

軽トラックのすれ違いが困難な箇所が続いております。 

 日滝原土地改良区における畑地の畑灌施設は完備しておりますが、野獣対策等には個々の農家が

電柵施設を敷設されているところもあります。 

 県の優位な助成金を活用して、圃場と農道の整備によって果樹栽培の団地化に向けたプロジェク

トは高山、須坂、小布施地区の農業者が栽培されており、困難かと思いますが、市町村の行政関係

者の協調によりまして、改良事業が前進できないでしょうか。お尋ねいたします。 

○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） 

 今のお話のございました日滝原地区でございます。大変果樹栽培に向いている場所でございまし

て、村としても、大変一等地でございますので、何とか今、議員のおっしゃったような形で最終的

には土地改良が進んで団地化が進めば、最高にすばらしいものができる部分もありますし、また国

内なり世界的に見ても競争が激しくなる中で、やはり効率化を求めていく上でも、基盤整備等して

いかなければいけない場所であると認識しているところでございます。 

 先ほどお話が出ましたとおり、ここは村内の方のみならず、出入り作が大変多くなっておりまし

て、地域的にまとまりにくいという現状もございますが、やはり先ほど農道に一番適地なのにトラ

ックが入りづらいであったり、作業効率が悪いといった問題は十分把握している問題でございます

ので、これにつきましては、国・県の事業、そして関係者、また農業委員会等も課題として捉え、

何とか整備できる方向を見出していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────６番 涌井仙一郎議員。 

○６番（涌井仙一郎議員） 

 これからの10年計画の策定に当たり、その辺も十分考慮されまして、実効性のある計画を立てて

いただきたいなと思っております。 

 次に、地域活性化の拠点づくりについて御質問いたします。 

 第六次高山村総合計画の策定に当たり、村づくりアンケート調査結果から、今後力を入れるべき

施策として、高齢者支援施設が37.2％の上位を占めております。本年10月１日現在、信濃毎日新聞

社の市町村別調査によれば、高山村の65歳以上の高齢者率は34.8％、県平均の31.5％を超えており

ます。 
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 高齢化が進み、高齢者の運転免許証の返上や若者の減少により、近隣住民同士のコミュニティ不

足等もあります。地域での生活の不便さを痛感してまいります。買い物に必要な身近な店舗、高齢

者が気軽に集えるサロン等を備えた地域の拠点づくりと、その存続が望まれているところでござい

ます。 

 地域の人口減少による生活の不便さや、地域での農村維持が難しくなっている現状、特に冬場は

農閑期にもなり、外に出る機会や散歩もままなりません。地域の拠点づくりには、日常生活に必要

な品物をそろえた店舗と、その営業が持続できる支援が必要とされております。 

 そして、地域の自治会、分館活動、農作業支援等の話題ができる寄り合いの場を地域活性の拠点

として創設し、その支援も必要と考えるが、見解をお伺いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 地域活性化の拠点づくりについてお答えいたします。 

 日本における65歳以上の高齢者人口は、昭和25年には総人口の５％に満たない状況にありました

が、昭和45年の７％を超え、さらに平成６年には14％を超え、平成29年には27.7％に達するなど、

諸外国に例を見ないスピードで高齢化は進行し、国民の４人に１人が65歳以上という超高齢化の時

代を迎えております。 

 こうした中、高山村における本年11月30日現在の高齢化率は、33.68％と平成20年同時期の

24.74％に比べ、実に９％程度高齢化が進んでおり、第六次高山村総合計画策定におけるアンケー

トにおきましても、今後力を入れるべき施策として37.2％の方が高齢者支援策を選択されており、

村民の皆様が深刻な問題として捉えております。 

 そこで、地域活性化の拠点についてのお尋ねでございますが、国では団塊の世代が75歳以上とな

る2025年を目途に、重要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を人生の最期

まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される地域包

括ケアシステムの構築を保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域

の特性に応じてつくり上げていくこととしております。 

 この一つとして、高齢者の生活支援、介護予防サービスの体制整備に向けて、定期的な情報の共

有・連携強化の場として、各市町村に生活支援コーディネーターと生活支援体制整備のための協議

体の設置が義務づけられております。 

 この生活支援体制整備のための協議体の設置に当たっては、ＮＰＯや社会福祉法人、社会福祉協

議会、民間企業、ボランティア団体、介護サービス事業者など、地域の関係者により構成すること

とされており、高山村におきましては、昨年６月、村内の関係団体の皆様の御協力をいただき、高

山村生活支援体制整備のための協議体を設置させていただきました。 
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 この協議体で、地域の実情に応じて在宅での医療・介護を受けやすくすること、村内のさまざま

な事業主体と連携し、話し合いをしながら、村民が必要としているサービスを構築していくこと、

認知症を持つ人とその家族が安心して暮らせる環境をつくること、地域の中で家事やごみ出し、ち

ょっととした作業等、互いに支え合う仕組みや、サロンなど通いの場をつくることなどについて検

討いただいてきました。 

 協議体の皆さんと話し合いを重ねてきた中で、本年度、サロンなど通いの場をつくることに取り

組むこととし、去る11月28日、保健福祉総合センターふれあいホールにおいて、気軽に寄ってお茶

飲み話をしながら買い物も楽しめる「寄ったい市場」を開催しました。当日参加いただいた130人

ほどの皆さんからは、大変御好評をいただけたものと思っています。 

 したがいまして、この企画に対しての期待は高く、これからも住民有志の皆さんにより、毎月１

回開催していただく予定となっております。 

 このように、出かける場が増えることで、閉じこもり予防、介護予防になることはもちろんのこ

と、ボランティア同士の交流の場も広がり、地域の活性化につながるものと考えております。 

 しかしながら、チャオルで月１回開催させていただく「寄ったい市場」だけでは、村内全ての高

齢者の皆様にお出かけいただくには限界がありますことから、将来的には、各地域の皆様に御協力

をいただき、村内各地に日々集まれるような場所をつくっていくことが今後の課題と考えておりま

す。 

 高山村でのこうした活動は、まだまだ始まったばかりです。 

 議員御提案の地域の活性化の拠点づくりは、すぐに結果として結びつくことは難しい状況にはご

ざいますが、議員の皆様、そして多くの住民の皆様にこうした活動に参加、協力をしていただく中

で、安心して自分らしく生活できる地域づくりを進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） 

─────６番 涌井仙一郎議員。 

○６番（涌井仙一郎議員） 

 ひとり暮らしや高齢者世帯が増えている中で、介護保険事業の一環、買い物弱者支援等における

関連制度の充実を図り、一人一人が支え合う地域づくりにつなげていく必要があると思います。 

 先ほど村長からの答弁があったように、11月28日、村保健福祉センターで高齢者の支援するサロ

ン「寄ったい市場」が初めて開かれ、女性を中心に来場者がにぎわい、お茶飲み、買い物を楽しみ、

和やかな時間が過ごされたと、この集いには村内のシニア男性がつくるおきな会が協力して、手作

りのおにぎりや豚汁を来訪者に振るまったとお聞きしております。 

 このような中で、介護予防と生きがいづくりを目的に、シニア世代が気軽に集える場所、先ほど

村長も言われましたが、村内に４カ所ぐらいは常時、または定期的に開設できる店舗を備えた、や
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はり店舗が必要だと思うんですけれども、店舗を備えたサロンのような拠点をつくり、また今ある

そのようなところも支援をしていただき、村のために積極的に活躍してもらえる高齢者を活躍して

もらえる地域づくりの拠点を勇往邁進して進めるべきだと考えておりますが、もう一度お考えをお

尋ねいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 涌井議員の再質問にお答えしたいと思います。 

 11月28日の「寄ったい市場」に対しましては、当日おきな会が大分御協力いただき、そしてにぎ

わいをつくっていただいた、このように思い、それに対して改めて感謝を申し上げたいと思います。 

 そして、このおきな会の皆様の活動そのものは、先ほど私が申し上げました高齢者の皆様が一堂

に集まるとは別に、その皆さん同士で触れ合いを深め、こういうものにつながっていくというふう

に思っております。 

 それで今、月に１回というふうに申し上げましたけれども、こういう人の集まりというものは、

年に何回、別に日を設定しなくとも、そういう場ができる、そういうことが大事であるだろうとい

うふうに思っております。 

 そういった点で、私も御提案しております賑わいの場プロジェクトとか、そういうふうな場の関

連を持って、そういうふうな人の集まる、いわゆる気軽に集まれる場所、こういうふうなものも検

討していかなければいけないと思っていますので、また皆様の御意見をいただきながら進めてまい

りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○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） 

 高齢者が増える中、そのような高齢者をうまく活用して、村の発展に寄与していただきたいと思

っています。そのためにも、集まれる拠点を早急につくって、進めてもらうのがいいんじゃないか

というふうに考えていますけれども、よろしくお願いします。 

 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。 

 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45分  休 憩 

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

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 新学習指導要領についてお尋ねいたします。 

 2020年度から小学校、2021年度から中学校において新学習指導要領が導入されます。これにより

正式に小学校や中学校のカリキュラムで英語教育が重点項目になるようであります。 

 これからの企業においても英会話は重要になり、就職にも大事な要点となると思います。 

 現在、村内には２人の語学指導員がおり、小学校においても英会話への興味が高まっておると聞

いております。これから村として、指導員の増員、夏休みの海外での語学レッスンなど、大切な子

供たちへの支援、指導をどう考えているのかお伺いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────山岸教育長。 

○教育長（山岸深志） 

 新学習指導要領についてお答えいたします。 

 学習指導要領は、よりよい人格の形成や、これからの時代に求められる資質、能力の育成に必要

となる教育内容の基準を示したもので、社会の状況や変化を踏まえ、およそ10年に１度の間隔で改

訂されています。 

 そのようなことから、本年度が改訂の時期となっておりますので、小中学校では、新学習指導要

領に基づき、今後10年間に及ぶ学校教育の内容や方向が具体的に示されることとなります。 

 現在、私たちを取り巻く環境は著しく変化し、将来の社会像は複雑で予想が困難と言われており

ます。特に情報化の進展などにより、社会のありようが大きく変わるとともに、国際化も今まで以

上に進み、海外との関係も幅広く密接になっていくことが予想されています。 

 このように複雑かつ急速に変化していく社会の中で、子供たちはその変化を主体的に受け止め、

知識や技能を柔軟に活用し、直面するさまざまな課題を解決していく力を身につけていくことが必

用であり、新学習指導要領では主体的な学び、対話的な学び、そして深い学びが指導の視点として

示されています。 

 具体的な指導内容といたしましては、コンピューターや情報通信システムを活用した学習活動の

充実を図ることが求められておりますことから、新たに小学校では学年に合わせた段階的なプログ

ラミング教育が導入されております。 

 また、外国との関係が今後さらに深まり、外国語を通して意思疎通を図るコミュニケーション能

力等が必用となってまいりますことから、５、６年生では外国語活動が教科として週２時間実施さ
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れるようになりました。 

 この新学習指導要領では、小学校が平成30年度から２年間の移行期間を経て、平成32年度に完全

実施となりますが、本村におきましては、既に本年度から週２時間の英語学習を教科として完全実

施しております。 

 このため、５、６年生の授業では英語が堪能な専科教員を配置し、英語を専門的に指導するとと

もに、本年８月からは新たに外国語指導助手、いわゆるＡＬＴを１名から２名に増員させていただ

き、小中学校にそれぞれ１名ずつ配置して、英語の学力向上に向けて取り組んでいるところであり

ます。 

 そこで、指導員の増員及び海外での語学レッスン等の英語指導についての御質問でございますが、

ただいま申し上げましたように、現在、専科教員とＡＬＴ２名が協力して授業を行うチームティー

チングを実施し、ＡＬＴの生きた英語に触れるとともに、専科教員との２名体制によるきめ細かな

指導に心がけています。 

 授業内容も子供たちに楽しむことで興味を持ってもらえるよう、さまざまな工夫を凝らしながら、

英語学習に取り組んでおりますことから、その成果は徐々に上がっているものと思っております。 

 今後は、授業等での検証を通して、ＡＬＴの有効な配置方法等も含め、よりよい英語指導のあり

方について検討してまいりたいと考えております。 

 また、海外研修については、外国人の発音を直に聞く、現地の方々と外国語で意思疎通を図る、

その国の文化や雰囲気を肌に感じる等の貴重な体験ができ、外国語を学んでいくことは大切なこと

であると思っています。 

 しかしながら、このことは身についている英語力や発達段階、研修プログラムの内容、渡航の技

術的な問題等を総合的に考え、その成果が十分得られるようにする必要がありますことから、今後

の課題としてまいりたいと考えております。 

 現在、高山村では、保・小・中の連携を生かし、小学校のＡＬＴは小学校のほかに保育園の英語

活動も行っております。小さいころから英語になれ親しみながら、小学校高学年ではスムーズに教

科としての英語に移行し、中学校では、その土台の上に立ち、さらにその力を伸ばしていくことが

できる一連の学習課程を通して、高山村の子供たちがこれからの社会の中で活用できる英語の基礎

を築い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） 

 再質問をさせていただきます。 

 過日、教育委員会の皆様と懇親会において海外経験豊富な委員の方から、英会話をマスターする

にはなるべく早い時期に海外などで日本語が通じない環境で勉強することが大事なことであると話
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しておりました。私もこの意見には全く同感であり、その委員の発する言葉が強く記憶に残ってお

ります。 

 未来ある子供への教育への支援は大事なことであり、将来への大事な投資ではないかと思います。 

 さて、私も学習指導要領を調べていく中で、たびたびカリキュラムマネジメントという言葉が出

てきますが、その中に地方の独自性、教科の横断、資質向上など書かれており、カリキュラムマネ

ジメントがどのようなものか、また村のカリキュラムマネジメントの対応について改めてお伺いし

ます。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────山岸教育長。 

○教育長（山岸深志） 

 カリキュラムマネジメントについてお答えをいたします。 

 新学習指導要領の総則においても、各学校でカリキュラムマネジメントに努めるものとする、こ

のように示されており、このカリキュラムマネジメントは今回の新学習指導要領の中でもとても大

切なポイントになるものだと、こんなふうに考えております。 

 カリキュラムとは、皆さんもう御存じかと思いますけれども、学習指導要領を踏まえて、子供た

ちにその教科でつけたい力を目指して、題材を発達段階や地域の実情や、その内容によって合理的

に、それから系統的に配列したものであります。 

 例えば、足し算を教えるにしても、最初小さい数から行う。そしてその次に、繰り上がりがある

足し算をするとか、割り算をするにしても、きちんと割り切れるもの、余りが出るもの、そして少

数がつくものというような、こういう段階を追っていろいろ配列されているわけであります。 

 例えば国語でも、物語教材や、それから説明文や詩や作文というものをバランスよく配置してい

るわけであります。こういうものがカリキュラムでありますけれども、これを先ほど議員がおっし

ゃったように、横断的に見るというということが、各教科を縦に見ながら、国語でつけた力がほか

の教科でどのように生かされるのか、また国語で覚えていない漢字がほかの教科でも出てくるとい

うことは、これはあり得ないことでありますので、そういうものがきちんと配列されて、そして進

捗状況についても、この教科が遅れていてこの教科に差し障るとか、そういうようなことを常に見

ながら、これを各教科横断的に見ていく、こういうマネジメントをきちんとしなさい、こういうこ

とであります。 

 もちろんこれは、今までもやってきたことでありますけれども、さらにそれをもう一歩踏み出し

て、一体このカリキュラムの配列が本当に子供のための力になるのか、また子供の力を伸ばすこと

ができるのか、こういうようなことも含めて、ＰＤＣＡサイクル、検証して反省をして次のカリキ

ュラムに生かしていく、または途中でもこのカリキュラムをもう少しスピードを上げて進めるとか、

こういうようなことを学校全体としてもう少しきちんとやって、子供たちの力を伸ばしていきなさ
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いというのが、これがカリキュラムマネジメントの一つであります。こういうことをしっかりと今

度の新学習指導要領ではうたわれているわけであります。 

 そこで、本村におきまして、例えば今年の６月に上越のほうへ小中学校とも１日先生たちが研修

に行ってまいりました。 

 いろいろな研修内容がありましたけれども、上越ではこのカリキュラムマネジメントの研究が進

んでおります。いわゆる上越カリキュラムという研究であります。私どもはそこへ行って、そのカ

リキュラムについても学んだりとか、それから資料などをもらってきて、現在学校では研究をして

いるところであります。 

 今後、今のカリキュラム、また来年度に向けてのカリキュラム編成については、十分役に立つも

のだと、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） 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 どうもありがとうございました。 

 これから本当にカリキュラムマネジメントが大事なことなので、またひとつ取り組みをお願いし

ます。 

 それと、先ほど私も文章の中で、海外語学研修だとか、語学指導員の増員と申し上げたもので、

これは一応予算かかるもので、できれば村長のお考えをちょっとお聞きしたいと思いますけれども、

よろしくお願いします。 

 これからの子供に対する語学研修、就職活動においても大事なもので、どのように村として支援

していくか、簡単で結構なんですけれども、通告ありませんけれども、わかっている範囲で教えて

いただきたいと思います。よろしく。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 子供たちの語学を含めた海外研修ということでお尋ねというふうに考えています。 

 小さいときに今、議員が言われたように、海外に行く、そして異文化の中でいろいろな語学を身

につけるということは、かなり上達にとっては非常に大きいというふうに思っています。 

 しかし、先ほど教育長のほうからお話しありましたように、いろいろな費用とか、そういうふう

な問題がありますので、またいろいろな面を考慮して、そして検討してまいりたいと、このように

考えていますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 
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─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 村長も御存じのとおり、これから少子化になりますし、そういう面で未来ある子供たちがいろん

な面で、先ほども言いました教育というのは金がかかるものだし、支援していただきたいと思いま

すので、よろしくお願いします。 

 次に、運転免許返納者の対応についてお伺いいたします。 

 村内の運転免許返納者の人数の確認、また75歳以上でこれから返納の方向でいる方など、村とし

て把握なされているのかお伺いいたします。 

 他の市町村では、アンケートで人数を把握したり、返納者に月額タクシー券を配布するなど、い

ろいろな支援や補助を行う市町村の話を耳にいたします。 

 当村においての交通システムでは、高齢者の方の通院、買い物にはまだまだ不便であり、これに

ついて村としてどうお考えか、お伺いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────宮川村民生活課長。 

○村民生活課長（宮川裕明） 

 運転免許証返納者への対応についてお答えいたします。 

 現在、日本では諸外国に例を見ないスピードで高齢化が進んでおり、平成30年版高齢社会白書に

よりますと、平成29年10月１日時点で総人口に占める65歳以上の割合は27.7％に達し、国民の４人

に１人が65歳以上という超高齢化の時代を迎えております。 

 このような中、内閣府が公表している平成29年末の全国の運転免許保有者数は約8,225万人で、

このうち75歳以上の免許保有者数は全体の6.6％に当たる539万人で、10年前の平成19年における75

歳以上の免許保有者数の283万人と比較して1.9倍にまで増えております。 

 特に、高齢化になるにつれ、動体視力の低下や複数の情報を同時に処理することが困難になった

り、瞬時に判断する能力が低下するなど、身体的機能に変化があらわれ、ハンドルやブレーキ操作

に遅れが出ることなどから、高齢者ドライバーによる死亡事故の多発が懸念されております。 

 このため、警察庁交通局が取りまとめた平成29年中における75歳以上の高齢ドライバーによる交

通死亡事故件数は、免許保有人口10万人当たりの件数が平均7.7人で、75歳未満の平均3.7人に比べ

て２倍以上多い結果となっております。 

 こうした中、警察では、75歳以上の高齢ドライバーの交通事故防止対策を推進するため、運転免

許の更新時に際し、認知機能検査で認知症のおそれがあると判断された方に対し、その方の違反状

況を問わず、専門医による臨時適性検査の実施、または医師の診断書の提出を命ずることを可能と

するなど、制度の見直しを行いました。 

 あわせて、運転免許証の自主返納支援策として、返納後５年以内であれば、運転経歴証明書を交
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付し、本人確認書類として使用できるなど、自主返納しやすい環境の取り組みが行われています。 

 そこでまず初めに、村内における運転免許証返納者数の把握についてでございますが、本村にお

きましては、運転免許証に関するアンケート調査を行っておりませんので、運転免許証を返納され

た方や、返納を予定されている方の人数等は把握できておりませんが、免許証の保有状況を須高交

通安全協会に確認いたしましたところ、本年10月末時点における高山村の75歳以上の運転免許証保

有者数は611人で、平成26年以降、本年10月末までの４年間に運転免許証の自主返納をされた方は

60人で、このうち75歳以上の方は全体の８割に当たる46人と伺っております。 

 次に、運転免許証を自主返納される方への対応についてでございますが、村では、長電バスを維

持・存続させるため、本年10月１日から公共交通システムの見直しを行い、新たにＩＣカードくる

るを導入し、70歳以上の方につきましては、通常料金の３割程度で長電バスや高井・中山地区の予

約制乗り合いタクシーを御利用いただけることとし、残りの７割を村が負担することとしておりま

す。 

 また、議員お話しのとおり、タクシー券の助成を行って自主返納の支援をされている市町村もあ

ると伺っておりますが、本村におきましては、今回、公共交通システムの導入に当たっての最大の

目的であります長電バスの維持・存続を図るため、公共交通の基幹となります路線バスをできる限

り多くの皆様に御利用いただけるよう、バス等の料金を助成させていただいたものであります。 

 そのような中で、一部の住民の皆様からは、新たな公共交通システムに対し、通院や買い物等に

不便であると言われる方がいらっしゃる一方で、過日開催させていただきました第六次高山村総合

計画策定に係る地区懇談会におきましては、奥山田地区の利用者の方から、最初は不便かと思って

いたが、利用したら意外とそうでもなかった。また、値段も安くてよかったなどといった御意見も

いただいております。 

 この新たな公共交通システムは、まだスタートしたばかりでございますので、１年程度経過した

中で実際に利用されている皆さんの御意見等をお聞きしながら検証をさせていただき、改善等、必

要な点があれば見直し等を行って、より利用しやすく、充実した交通システムにしてまいりたいと

考えております。 

 また、長野県タクシー協会加盟会社では、高齢者が運転免許証を自主返納する際に、警察署が発

行する運転経歴証明書を提示することにより、料金が１割安くなりますほか、須高交通安全協会で

は、協会員に限りＩＣカードくるるの1,000円分の入ったチャージ券が交付されるなど、自主返納

に対する支援を行っておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 課長の言われるとおり、運転経歴証明書というのは、意外と御存じない方が多いと思うんですよ。
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それで、意外とこれ、私も調べますと、各自治体によって随分サービスに差があるんですよね。 

 例えば、市営バスの割引、タクシー代の割引、美術館の割引、また眼鏡を購入したときの割引な

ど、あとミスタードーナツの割引とか、各市町村で多々あるんですよ。長野県においてもどのよう

なサービスがあるか、またそれも私も調べてみたんですけれども、なかなかわからないし、これで

いろんな市町村のサービスとか、そういう割り引きについて、どのぐらい把握なされているか、改

めてお伺いします。よろしくお願いします。 

○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） 

 再質問にお答えさせていただきます。 

 私どものほうでも県下の状況等について、全て把握をさせていただいてございません。ただ、須

高管内ですね。須坂市さん、小布施町さんは自主返納に対してどんな支援をされているか、確認を

させていただきましたところ、特に今の段階ではそういった支援策は何もしていないというお答え

でございました。 

 いずれにしましても、県下の状況等、また今後十分調べさせていただいた上で、どういったこと

ができるのか、また検討させていただきたいと考えております。 

 ただ、タクシー券の助成という考え方につきましては、先ほど申し上げましたとおり、あくまで

も村といたしましては、バス利用に結びつくための支援をしてまいりたいと考えておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 なるべく免許返納された方が不便ないように、またいろんな面で御支援をお願いいたします。 

 以上で発言終わります。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 以上で水谷 清議員の質問を終わります。 

─────５番 宮川登志一議員。 

○５番（宮川登志一議員） 

 通告に従いまして、１点ですがお伺いします。 

 蕨平集落から上西原耕作地まで約1.197㎞舗装された村道があって終わるわけですが、その先、

0.79㎞ぐらいが幅員３ｍぐらいで、側溝もなければ、山腹、路肩、構造物は一切ない切り崩しの作

業道です。 

 山田生産森林組合が三俣山の西南の裾野で約８haの搬出間伐を今やっている0.79㎞の作業道の修
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理、それからその先、間伐現場まで0.8㎞の新設作業道の開設を見事に作業道でできています。 

 しかし、この間１カ所も待避所がないため、車同士で出会ったときは大変です。そこで、１年に

最低１カ所、２カ所ぐらいの計画的に待避所をつくってほしいのですが、いかがでしょうか。検討

をお願いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────牧建設水道課長。 

○建設水道課長（牧 修三） 

 狭い道路への待避所の設置についてお答えいたします。 

 議員お尋ねの蕨平集落の上から林道蕨平線間の辺につきましては、昭和18年から19年にかけて、

当時の山田村森林組合が国・県の補助事業を導入して、主要地方道豊野南志賀公園線の沿線の諏訪

神社を起点に、蕨平集落内を経由し、渕ノ沢川上流部までの幅員３ｍ、全長1,810ｍを整備した林

道であります。 

 その後、昭和60年にはこの林道が村へ転用されたことから、村では起点となる諏訪神社から集落

上部までの延長216.7ｍの区間を村道蕨平山田入線に、その上部から980.6ｍの区間は、村道蕨平５

号線として、それぞれ村道に編入し、残りの612.7ｍは林道蕨平線として現在利用していただいて

おります。 

 議員お尋ねのように、林道台帳によりますと、この区域内の森林資源は213haの民有林があり、

森林の手入れや木材等の搬出で林道、村道を利用される場合、幅員が３ｍと狭く、車両のすれ違い

ができないことから、利用者の皆様には御不便をおかけしているものと思われます。 

 村といたしましては、厳しい財政状況のもと、道路の新設・改良等に当たっては、国・県の補助

事業を導入しながら工事を実施しておりますが、本年度から新たに待避場の整備に着手いたしまし

た村道鎌田入線につきましては、地権者の御理解をいただく中で、県道の迂回道路としての役割を

果たすべく、車両の円滑な運行が図られるよう、計画的に待避場の整備を進めているところでござ

います。 

 したがいまして、この村道蕨平５号線につきましては、車両の通行状況の確認とともに、仮に整

備をするとした場合、待避場となる設置場所や地権者の皆さんの理解が得られるかなど、財源も含

めて総合的に検討してまいりたいと考えておりますので、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） 

─────５番 宮川登志一議員。 

○５番（宮川登志一議員） 

 検討ということで、ちょっと前向きの御返答いただいたわけですが、２年ばかり前からあの道路

の奥にはクマザサがございまして、西山のほうの２業者から笹葉をぜひ売ってもらいたいと、こう

いうことで現地案内もしたわけですが、林道へ入ってからはライトバンが腹がこするほどはみ地が
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流されておって、キャンセルになってしまって、今年たまたま山田生産森林組合が列状搬出間伐と

いうことで、国のほうから道路に関しては全面的に補助してやってくれるということで、数日前に

も、村のほうから採石ちょっといただいて馴して、本当にどんな乗用車でも飛んでいくようないい

道路になったわけですが、今の待避場の問題なのでございますが、そんなに山腹ののりが急なわけ

ではないので、なるべく平らっぽいところでやれば、そんなに金はかからないんじゃないかと、こ

んなふうに思うわけでございます。 

 今も鎌田林道の待避場の話も出ましたが、あそこもほとんど平らで、１つ大きな転石があって、

あれだけ取り除いて、あとカラマツの５本ばか支障木で切れば、そんなにかからないんじゃないか

と思うわけですが、そんな程度のものだったら簡単にできるんじゃないかと思います。 

 西原の耕作組合のところも、各耕作組合の田んぼや畑に入るところの入り口を利用すればいいん

だけれども、やっぱり鳥獣の関係で、道路沿いに電柵が張ってあるわけでございまして、それを

一々外して入るのも何かと思うので、ぜひそのひとつ上のほうに、１年に１個でもいいからやって

いただければ、また奥のほうのクマザサも資源、金になるんじゃないかと、こんなことでぜひひと

つお願いしたいわけですが、もう一遍返答をお願いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────牧建設水道課長。 

○建設水道課長（牧 修三） 

 ただいまの再質問についてお答えをいたします。 

 本年、山田生産森林組合の皆さんのほうで、間伐の搬出道路ということで、蕨平の集落の上部か

ら上の約１㎞間については、支障木の枝の整理ですとか、村道の道路の修復等をやっていただいて、

実は私も先日、道路を通らさせていただいて、非常に普通車でも十分支障なく通ることができるよ

うに整備していただきましてありがとうございました。 

 ただいまの待避場の設置ということで、あそこの区間約１㎞の直線が続いているんですが、１カ

所も待避場がなくて、よく車のすれ違い等で御不便をおかけしているということは承知をしておる

ところでございます。 

 今後につきましては、山田温泉から上の村道山田入鎌田村道についても、今、待避場を設置して

いるところでございます。 

 今後、財政の状況等を見ながら、できるだけ経費がかからないような状況で設置ができるようで

あれば、検討してまいりたいというふうに思っていますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────５番 宮川登志一議員。 

○５番（宮川登志一議員） 

 それでは、ぜひそういうことでひとつよろしくお願いします。 
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 これで質問を終わります。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 以上で宮川登志一議員の質問を終わります。 

─────７番 松本 茂議員。 

○７番（松本 茂議員） 

 高山村開発行為の調整に関する施行細則についてお尋ねいたします。 

 村では、1,000㎡を超える開発行為については、開発行為の調整に関する施行細則により、高山

村開発行為の調整に関する条例、第７条開発基準の施行について、必要なことを定めるものとする

と明記されています。 

 この細則では、建築物、戸建ての１区画面積は原則として260㎡以上とすると規定しています。

連続住宅１戸当たり、原則として200㎡以上、共同住宅１戸当たり原則として150㎡以上とする。 

 この中で、戸建ての１区画面積は、原則として260㎡以上とするということで、坪に換算いたし

ますと78.7坪、約80坪近くなります。 

 時代の流れとして、急速に進行する少子高齢化、人口減少、社会経済のグローバル化や情報通信

技術の発達、安全・安心に関する意識の高まりなど、本村を取り巻く環境は大きく変化してきてい

ます。派遣による労働者の増加、雇用の不安定や所得の低い契約社員など、勤労情勢、社会環境が

変化してきています。 

 30歳後半のサラリーマン家庭で住宅と土地を購入しようとした場合、総額で約2,000万円くらい

が中心だそうです。 

 現在、細則の面積で換算すると、土地の値段を仮に10万円とすると780万円強であり、20坪ぐら

い小さい場合、約200万円くらい少なくなります。細則の改正によって、開発された土地が求めや

すくなり、永住者が増えることとなり、村の発展につながると考えられます。 

 内山村長の選挙公約でもあります人口増につながる可能性が期待できます。村主導による開発を

期待するとともに、将来村営住宅の払い下げ販売なども視野に入れて、細則の見直しが必要と考え

ますが、１区画面積260㎡の規定を緩めて、開発による経済効果や人口の増加が期待できることと

考えます。研究を重ね、細則の改正を提案いたしますが、どのようにお考えでしょうか。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────宮本総務課長。 

○総務課長（宮本孝雄） 

 高山村開発行為の調整に関する施行細則についてお答えいたします。 

 まず初めに、戦後復興期の日本では、未曾有の住宅難に直面し、昭和29年12月以降の高度経済成

長期において、住宅の早期大量供給が国の大命題となっておりました。 

 さらに、高度経済成長の進行に伴い、急速な都市部への人口流出によって、深刻な住宅問題がさ
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らに拍車をかけることとなり、これにより大都市近郊では大規模な宅地開発が行われたため、住宅

開発事業が１つの産業分野として注目されることとなりました。 

 そのような中で、昭和40年代の観光ブームにより、観光を当て込んだ無秩序な乱開発が行われ、

水質の悪化や排ガス汚染など、自然破壊を招き、大きな社会問題となったことから、環境問題への

関心が徐々に高まってきたと言われております。 

 このようなことから、国では昭和49年に国土利用計画法を制定し、この法律に基づいて土地利用

基本計画が作成されました。これにより、土地利用の規制に関する措置や、土地取引の規制、開発

行為の許可制度などの新たな措置が講じられることとなった経緯がございます。 

 そうした中で、本村におきましては、昭和40年代前半から50年代半ばにかけて、緑ヶ丘をはじめ

堀之内や新堀、新明下や松原地籍などで大規模な宅地開発が行われてきたところであり、官民挙げ

て人口増加対策を推進してまいりました。 

 しかしながら、これらの造成地の一部には、１区画当たりの面積が200㎡と農村部ではやや手狭

な宅地も見受けられました。 

 そのようなことから、村では全域が都市計画区域外でありますことから、地域の無秩序な乱開発

を防止するとともに、住みよい環境の整備や美しい自然環境を保護するために、昭和56年４月、高

山村開発行為の調整に関する条例を制定し、開発に当たっては開発基準を設けて地下水の採取を含

め、道路や側溝、雑排水や緑化などとともに、１区画当たりの基準面積を定めたところでございま

す。 

 そこで、施行細則の見直しについてのお尋ねでございますが、村では、良好な環境を維持するた

めに、必要な事項を定めた開発基準として、高山村開発行為の調整に関する施行細則の中で、議員

お話しのとおり、「戸建ての１区画面積は原則として260㎡以上とする」と定めております。 

 この区画面積を設定するに当たっては、本村における公共交通等の実情を踏まえ、１世帯当たり

２台ないし３台の自動車の保有状況等を加味した上で、一定規模の駐車場用地が必要なことや、美

しい自然環境を保護するための植栽による緑化など、農山村ならではゆとりある空間の確保に配慮

して基準を定めたものでございます。 

 この基準面積につきましては、村が施行細則を定めてから既に35年以上が経過いたしますが、こ

の間、一度も見直すことなく今日に至っております。 

 しかしながら、議員のお話しのように、今日、核家族化の進行や少子高齢化による人口減少、さ

らにはひとり暮らし世帯の増加などにより、それぞれのお宅の家庭環境とともに、住宅事情が変化

している状況にあります。 

 このため、県では地方創生の視点から、農業や自然を身近に触れ合う「田舎暮らし」や「農ある

暮らし」を推進し、県内の移住人口の増加を図るため、農地法における農地の取得や借り入れ面積

について移住交流担当部署と連携を図る中で、下限の引き下げを検討するよう、市町村に対して要
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請がありましたことから、本村におきましては、農業委員会において基準面積等の緩和を図ったと

ころでございます。 

 このような状況などを踏まえ、村といたしましては、社会環境の変化や住宅に対する多様なニー

ズなど、時代の要請に応えていく必要があると考えておりますことから、今後はゆとりある生活環

境の保持とそのバランスを図りつつ、Ｉ・Ｊ・Ｕターンによる移住や定住促進への効果などを十分

研究するとともに、村の開発行為調整委員さんの御意見等をお聞きしながら、開発基準について検

討してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いをいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────７番 松本 茂議員。 

○７番（松本 茂議員） 

 検討していただけるという前向きのお話をいただきましたので、参考までのお話なんですが、諏

訪郡原村におきましては、300㎡の宅地開発をやっております。やっているんですが、その売れ行

きが、余り大き過ぎて売れない、値下げもしたというようなことも聞いております。ということは、

面積が大き過ぎるということの結果だと思います。 

 それから、長野市、須坂市の都市計画区域内におきましては、大体150㎡、原則として200㎡とし

て規定しているところがありますが、調整区域を除きました場所では、そういうような200㎡基準

があるというようなことも踏まえまして研究していただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 子育て世帯に住宅整備費用の助成金制度をという質問でございます。 

 今、話しました諏訪郡原村では、若者の定住を促進するために、住宅を新築した場合に50万円を

補助しております。 

 また、小布施町では、本年度だと思うんですが、「小布施町で子育てしたいを応援します」とい

うことを銘打って、子育て世帯が二世帯住宅を新築、リフォームするときに助成金が受けられます。

この工事着手前の申請手続が必要でございますが、対象世帯は次の要件を満たす世帯というような

規定をしております。 

 18歳以下のお子さんがいる世帯、出産予定者を含む。それから、３世代で住む住宅を新築または

リフォーム後、親世帯と同居する。世帯助成率は２分の１、それで助成限度額は30万円以内。それ

で、町内の建設業者が施工する場合におきましては、20万円を加算するということだそうです。現

在、小布施町での申し込み状況は７件あるそうです。 

 近隣の小布施町でも助成制度が始まりました。高山村でもぜひとも子育て世帯を応援するため、

住みよい村づくりに助成金制度を制定していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────牧建設水道課長。 
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○建設水道課長（牧 修三） 

 子育て世帯に住宅整備にかかる助成金制度をについてお答えいたします。 

 村では、人口減少に歯どめをかけるため、若者や子育て世代等の定住促進を図るとともに、Ｕ・

Ｊ・Ｉターンの皆さんや、若者等の定住対策として、平成29年度までに若者定住促進住宅や、地域

優良賃貸住宅など、村営住宅を37棟整備し、若い皆さんの定住促進や子育て世帯への支援を行って

まいりました。 

 このほか、昭和56年には金融機関から融資を受け、村内に住宅を新築または増改築する若い皆さ

んを支援するため、若者住宅建設資金利子補給金制度を創設し、若い皆さんの持ち家住宅の建設を

奨励するとともに、人口増加対策を図ってきたところでございます。 

 この若者住宅建設資金利子補給金制度につきましては、平成28年度に制度改正を行い、対象年齢

を「40歳以下」から「45歳以下」に５歳引き上げるとともに、金融機関からの借り入れ対象金額を

新築の場合は「1,000万円」から「2,000万円」に、増改築では「500万円」を「1,000万円」に引き

上げるなど、若い皆さんの経済的な負担軽減を図るとともに、持ち家の促進や定住人口の増加に努

めてまいりました。 

 この制度改正後の平成28年度から29年度までの給付実績を見ますと、新築は19件で、１件当たり

19万2,000円、増改築は４件で、１件当たり５万円を助成しております。 

 そうした中、議員お話しの諏訪郡原村における若者定住促進新築住宅補助金につきましては、平

成19年度に制度が創設され、村内に居住するために住宅を新築または建て売り住宅を購入した40歳

未満の方に対し、50万円を限度に助成しており、毎年15件程度の実績があると伺っております。 

 また、隣の小布施町では、本年度、新たに子育て世帯住宅整備補助金制度を創設され、18歳以下

の子供のいる子育て世帯で、町内に二世帯住宅や戸建て住宅を新築またはリフォームされた方に対

し、最大50万円を助成することとし、12月現在で７件の申請があったとお聞きしております。 

 このように、長野県内では若者や子育て世帯に対する住宅整備にかかる助成金制度を設けている

自治体は、77市町村のうち原村や小布施町のように助成金給付型が全体の51％に当たる39市町村で、

本村と同じ借入金に対する利子補給型は12％に当たる９市町村、残りの29市町村は特に制度を設け

ていないとのことです。 

 そのような中で、定住促進につきましては、村営住宅の整備や住宅取得にかかる利子補給金制度

のほか、空き家の有効活用なども含め、住宅施策を総合的に推進することが重要であると考えてお

ります。 

 そのため村では、平成28年度に空き家の有効活用を図るため、空き家バンク制度を創設し、空き

家の所有者や管理されている皆さんに空き家バンクの趣旨を説明し、空き家バンクへ登録していた

だけるような制度の周知を図っているところであります。 

 この空き家バンクに登録していただき、空き家を購入された方には、最大で50万円を助成いたし
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ますほか、所有者の皆さんが空き家を賃貸するためにリフォームされた場合は、最大で100万円を、

また家財の処分に要する経費には最大で10万円を助成しております。 

 これまでに空き家の購入で４件、賃貸のリフォームでは１件の皆様にそれぞれ助成させていただ

いております。 

 近年、全国的に中山間地域では、急激な人口減少とともに、集落の存続が危ぶまれる地域が増加

傾向にあると言われており、本村も全国と同様な傾向にありますことから、空き家等を活用した新

しい住民の転入が不可欠と考えております。 

 そのようなことから、議員から御提言のありました子育て世帯への住宅整備にかかる助成金制度

は、有効な制度ではあると思われますが、今後、子育て世帯への支援施策の中で総合的に検討して

まいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────７番 松本 茂議員。 

○７番（松本 茂議員） 

 今、課長答弁の中に助成で賄っているところが39市町村、それから利子の補給でやっているとこ

ろが９町村と、やはり助成のほうが多いですよね。 

 それから、新規就農者に対する扱いが50万円の補助というような形もあれば、ここに今現在住ん

でいる方の、そういうことも考えると、そういう制度をつくっていただきたいというのが私の心情

です。よろしく御検討ください。お願いします。 

 それでは、３番目の質問に移ります。 

 山田診療所、医師住宅跡地に村営住宅の建設をということです。 

 昭和の年代に建設されました山田診療所及び医師住宅は、老朽化が激しく、また木造住宅の耐用

年数25年も過ぎています。 

 さきの商工会主催による婚活で、14組がペアリング成立という成果が上がりました。何組が結婚

までたどりつくかは不明ですが、住むところがなく須坂市周辺等の貸家に入居されたのでは、何の

ための村営事業だかわかりません。 

 空き家にしておくのではなく、村営住宅の建設を進めていただきたいと思いますが、村の利用計

画はあるのでしょうか。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────宮川村民生活課長。 

○村民生活課長（宮川裕明） 

 旧山田診療所の医師住宅跡地への村営住宅の整備についてお答えいたします。 

 昭和61年に整備されました医師住宅を兼ね備えた旧山田診療所につきましては、26年間にわたっ

て地域医療の中核を担うとともに、関係医療機関や介護サービス事業者等と連携を図りながら、在
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宅医療体制の充実に努めてまいりました。 

 その後、村では福祉・医療・介護を一体的に進めるため、平成15年に整備した高山村保健福祉総

合センター内に高山診療所を併設すると同時に、山田診療所も運営してまいりましたが、少子高齢

化が進む中で、患者数の減少や山田診療所の医療機器の老朽化等に伴って、平成23年３月をもって

山田診療所を廃止させていただいたところであります。 

 そのような中で、旧山田診療所に併設した医師住宅につきましては、昨年４月まで高山診療所の

医師住宅として使用してまいりましたが、診療所の医師が村内に新居を建設し、転居されましたこ

とから、昨年５月以降は空き家の状態となっております。 

 そこで、山田診療所及び医師住宅跡地に村営住宅の建設を進めてはどうか、また、村の利用計画

はあるのかとのお尋ねでございますが、旧山田診療所は、建築から30年余りが経過した上、診療を

やめてから７年余りが経過しています。 

 このため、施設の老朽化が進み、雨漏り等で天井や床などの腐食が著しく、再利用するためには

業者にお聞きしますと、多額の費用がかかると言われておりますので、現在、施設の修繕等は行っ

ていない状況でございます。 

 一方、医師住宅につきましては、昨年４月まで診療所の医師に利用していただいておりましたの

で、ある程度のリフォームを行えば利用できるものと思っております。 

 しかしながら、現在の医師住宅は、高山診療所から離れており、休日などにおける緊急外来の場

合、即座に対応できないため、患者さんに大変御不便をおかけすることが懸念されております。 

 このため今後、医師住宅の整備の必要が生じた場合には、休日などの緊急外来等も含めて考えま

すと、現在の高山診療所の近くにあることが患者さんにとっても安心して御利用いただけるものと

思っております。 

 したがいまして、現時点における医師住宅を兼ね備えた山田診療所の利用計画はございません。 

 次に、山田診療所の跡地に村営住宅を建設したらどうかとの御提案でございますが、村では、人

口増加対策の一環として、若者の定住促進を図るため、若者定住促進住宅を始め、子育てをされて

いる皆さんやＵ・Ｊ・Ｉターンの皆さんなどを対象とした地域優良賃貸住宅、またＩターン等によ

り本村に定住を希望する新規就農者を対象とした新規就農者住宅など、本年度着工し、今月末完成

予定の地域優良賃貸住宅２棟を合わせますと、合計37棟、39戸の村営住宅を整備してまいりました。 

 来年度につきましては、本年度整備を進めております山田保育園跡地に地域優良賃貸住宅１棟を

予定しておりますが、その後の整備計画は定まっていない状況でございます。 

 こうしたことから、山田診療所の跡地利用につきましては、議員御提案の村営住宅の整備も含め、

村民の皆様の御意見等を十分にお聞きする中で、地域の活性化につながる活用方法を検討してまい

りたいと考えておりますので、御理解賜りますようお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 
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─────７番 松本 茂議員。 

○７番（松本 茂議員） 

 ただいま課長の答弁の中に、医師住宅の取り扱いについてですが、緊急の場合にそこにあれば具

合がいいということをお話しされたんですが、医者というのは、非常に神経の使う職業でございま

して、緊急というのは、もう緊急の体制のほうへ任せるんだと、それで違う医師住宅をつくった場

合には、そこへは近所の住民と触れ合っていただくんだというような考え方でもっていっていただ

かないと、この間もやすらぎクリニック須坂の齊藤院長さんが来られたわけですよね。私はやすら

ぎクリニックの園の中の60人の患者さんと外来の患者を診ているんだと。それを１年365日私一人

で携帯電話を抱えながらやっているんだと。 

 そういう形の中へ、そこへ緊急もやってくれというような話になってきたり、今の紅谷先生もそ

うですけれども、そういう形の医療体制というのはやっぱり考えていただかないと、お医者さん、

これから来てくださいというときに、そういう条件をつければ、まず来ていただけないんじゃない

かというような気がいたします。 

 それが一つと、その住宅について、やはりペアリングがこれだけ14組もできていると。高山村で

これだけつくって、せっかくそういうふうにチャンスをいただいた農家の長男とか、サラリーマン

の方もおられますでしょうけれども、ではここで１年、２年先にどこで住むんですかということに

なったときに、今の診療所でなくてもいいですよね、どこか手当てしていただかないと、困るでし

ょうね。 

 この点についてよろしくお願いしたいんですが、再質問いたします。 

○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） 

 再質問についてお答えさせていただきます。 

 まず１点目の医師住宅の関係でございますけれども、場所につきましては、それぞれのお立場で

考え方がやっぱり違ってくるんじゃないかと考えております。 

 住民の皆さんにとりましては、診療所が近くにあって、すぐにでも駆け込める状態が望ましいと

考えるのではないかと思われますし、逆に、医師の立場からしますと、議員御発言のとおり、気の

休まる間もないという場合もあり得るのかなと思われます。 

 いずれにしましても、今後の医師住宅のあり方につきましては、今後医師や決まってきた段階に

おきまして、そういった医師等とお話をさせていただく中で、どういった形が望ましいのか、十分

検討させていただきたいと考えております。 

 また、２点目の住宅整備の関係でございますけれども、この点につきましては、山田診療所跡地

以外も含めまして、今後どのような形をとっていけるのか、また早急に村としても検討してまいり
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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） 

─────７番 松本 茂議員。 

○７番（松本 茂議員） 

 よろしくお願いいたします。 

 以上で質問を終わります。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 以上で松本 茂議員の質問を終わります。 

 しばらく休憩します。これより本休憩とします。 

 会議は午後２時20分から再開します。 

午後２時06分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午後２時20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。 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 通告に従いまして、質問いたします。 

 初めに、子育て支援事業について質問します。 

 子供は、未来の主人公であり、社会の希望であり、誰もが子供たちの健やかな成長を願い、安心

して子育てできる社会の実現を望んでいます。その子供の健やかな成長のために、栄養バランスの

とれた温かくおいしい給食を提供することは、大切なことです。 

 先日の持続可能な村づくりの第３回勉強会では、日本一の子育て支援の村にという意見が出まし

た。その方は、そうでなければこの村は衰退してしまうということを言っておられました。私もそ

のとおりだと思います。村長の人口8,000人の村づくりの大きな施策になるのではないでしょうか。 

 さて、本村の小中学生の給食は、毎日給食センターから届けられますが、保育園児の昼食は未満

児には主食、副食とも給食となりますが、３歳児以上の子は家から御飯持参で、おかずのみ給食と

なります。将来の村を背負って立つ園児のためにも、全員が同じように安全で豊かな給食ができる

ようにすることこそ必要ではないかと考えます。 

 毎日忙しく働く父母の中には、無理をして御飯を炊いている家庭もあるのではないでしょうか。

私は、次年度から御飯持参を中止し、全員が同じ給食を食べられるように改善を求めたいと思いま

す。 

 次に、村児童クラブについてお聞きします。 
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 今日のように、両親がともに働かなければ普通の生活ができない社会では、社会全体で子育てを

することが大切です。子供が１人だけで家の中で留守番をするという生活は、小学生にとってよい

ことでしょうか。本村の場合、近くに祖父母がいるという家庭もありますが、そうでない家庭も多

くあります。 

 子供の健康にとってもよくありませんし、子供の成長にとっても重要なことと思います。放課後

宿題を行う場合、１人学習でなく友達も一緒に行うことにより、学習が進むこともあると思います。

また、勉学だけでなく、友人関係や遊びの中から学ぶところも多くあります。そのため、児童クラ

ブの重要さは誰もが認めているところであります。 

 そこで、現在聖徳園では１年生から６年生まで学童保育を行っていますが、村児童クラブでは３

年生までです。私はこちらも６年生まで引き上げを求めたいと思います。 

 今ある施設では、到底できないのではないかということは、現場を見れば明らかですが、ぜひ改

善をしていただくようお願いし、以上、保育園の給食の関係、児童クラブについてお聞きしたいと

思います。 

○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） 

 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提供し、３歳以上の幼児につきましては、

主食の御飯を家庭から持参していただき、副食を保育園で調理し提供しているところでございます。 

 このため、各家庭から持参いただいている御飯は、保護者がそれぞれの幼児の年齢に合った適量

を持参していただいておりますことから、食べ残し等もなく、給食環境は良好に推移しているもの

と思っております。 

 そこで、３歳児から５歳児までの御飯の持参を中止し、完全給食にしたらどうかとのお尋ねでご

ざいますが、幼児期の主食は子供の心身の発育や発達のために大変重要なものでありますが、近年

では、朝食をとらないために心と体の健康問題が生じている子供も少なくないと言われております。 

 このため、各家庭で毎朝御飯を炊いていただき、子供たちが朝食をとる習慣を身につけていただ

くことが大変重要となりますことから、弁当を御用意いただくことは大変意義があり、大切なもの

と考えております。 

 したがいまして、村といたしましては、３歳児から５歳児までの主食となります御飯につきまし

ては、現状どおり御持参いただきたいと考えております。 
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 次に、村児童クラブの利用可能学年の引き上げについてでございますが、放課後児童クラブは、

児童福祉法において「小学校に就学している児童であって、その保護者が勤労等により昼間家庭に

いない者に、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して、適切な遊び場及び生活の場を与え

て、その健全な育成を図る」と規定されており、村ではこの法律に基づいて、高山村放課後児童健

全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例を制定し、施設を利用する児童の心身の健全

な育成に努めているところでございます。 

 そのような中、本村におきましては、平成15年４月から高井運動広場内の高井コミュニティセン

ターにおいて児童クラブ事業を開始し、翌平成16年11月には、高山小学校敷地内に新たに建設いた

しました児童クラブに事業所を移転し、小学校１年生から３年生までを対象に事業を行っていると

ころでございます。 

 このほか、村内では、村が当該事業を実施する以前の昭和51年から民間事業者の学童保育聖徳園

が小学校１年生から６年生までを対象に、開設以来43年という長きにわたり、同様の事業を行って

おります。 

 この間、平成16年度に村が小学校敷地内に児童クラブを整備し、事業を開始するに当たりまして

は、それまで児童クラブの役割を一手に担っていただいておりました学童保育聖徳園と村は、平成

17年度以降の利用料や受け入れ体制等について協議を重ねてまいったところでございます。 

 この協議の中では、小学校から見た施設の立地条件や各施設までの通所距離、利用定数や経路、

安全面や学童保育園への運営に対する影響等を総合的に検討する中で、村の児童クラブは３学年以

下の低学年を対象とし、一方、学童保育聖徳園では、６学年までを対象に受け入れていただくこと

といたしました。 

 現在、村内２カ所の児童クラブの総利用者数は148人で、村が当該事業を始めた平成15年度の67

人と比較しますと、15年間でおよそ２倍以上に増加しており、核家族化の進行により今後もしばら

くは増加していくものと考えますが、平成25年度以降の出生数が年30人台で推移しておりますこと

から、将来的には減少傾向に転じていくものと思われます。 

 したがいまして、ただいま申し上げました経緯等を踏まえ、村といたしましては、今後とも学童

保育聖徳園に、放課後児童の心身の健全な発達のために、その役割を担っていただきたいと考えて

おりますので、議員御質問の村児童クラブの受け入れ学年の拡大につきましては、現時点では難し

いものと思っております。 

 今後とも学童保育聖徳園と協調・連携を図りながら、保護者の皆様のニーズの的確な把握や、受

け入れ体制の確保に努めてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 
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 それでは、再質問させていただきますが、まず、保育園のほうの給食の話ですが、近隣の市町村

では園児に温かい給食を提供しているというところもあるようです。子供の健やかな成長のために

もぜひ必要ですので、できればできるだけ早く主食、副食ともに給食というような形になればいい

なというふうに思います。 

 ただ、先ほどの答弁の中で、朝食を両親が炊いてくれることが意義あるというような、今答弁も

ありました。これについては、私も初耳だという感じもしておりますので、また後で詳しく聞かせ

ていただければというふうに思います。 

 また、児童クラブですが、１年のうちには長期の休みもあります。その場合、夏休みだとか、そ

ういうときはその場合、子供さんどうするんでしょうかというふうにも思います。ですから、今後、

少子化という問題もあるかとは思うんですが、そうはいっても、そういう休みのときの両親の働き

との関係で、特別に見ていただきたいという家庭もあるんではないかというふうに思いますので、

ぜひ施設の充実、拡充なども含めて、指導員さんの確保というようなことも含めまして、ぜひ御検

討いただきたいと思いますが、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） 

 再質問にお答え申し上げます。 

 １点目の給食の温かい御飯の提供ということでございますが、実際に保育園の調理室で御飯の提

供をさせていただくということになりますと、施設の整備でありますとか、それからスペースの確

保、こういったものも必要となってくるわけでございますが、そんな中でも、今後また保護者の皆

様の御意見をお聞かせいただく中で、調査研究等進めさせていただければと、こんなふうに思って

おります。 

 ２つ目の児童クラブの長期休みの受け入れについてでございますが、現時点で長期休みのみに利

用したいという御要望も実際にございます。それにつきましては、今年度まではそれぞれの御要望

にお応えする、定数がいっぱいでお預かりできませんという事態は発生しておりません。 

 したがいまして、今後とも利用状況でありますとか、そういったところも的確に把握をさせてい

ただきながら検討してまいりたいと、こんなように考えております。 

 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） 

 ありがとうございました。 

 それでは、保育園も児童クラブも重要な子育ての施設であります。ぜひ充実した政策で取り組ん
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でいただきたいと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 消費税の増税について質問させていただきます。 

 安倍首相は、来年10月から予定どおりという言葉を使いながら、消費税を10％に増税するとの決

意表明をいたしました。そもそも消費税は30年前、竹下内閣のときですが、1988年に導入の決定が

強行され、1989年４月から税率３％で開始され、以来、５％、８％と引き上げられてきました。 

 安定財源の確保や社会保障対策が理由でしたが、実態を見れば、それらは破綻し、増税のたびに

消費の落ち込みや景気の悪化を招いていきました。 

 消費税は生活必需品を含め、原則として全ての商品とサービスに課税されるため、低所得者ほど

負担が重い逆進的な税金です。 

 消費税導入当時、同時に直接税と間接税の比率、直間比率を是正すると言いまして、所得税や法

人税の最高税率が引き下げられ、所得に応じ税率を引き上げる累進制の緩和がされたため、大企業

や高額所得者の負担は減りました。 

 安倍首相は、2012年末に政権に復帰しましたけれども、2014年４月に消費税を５％から８％に引

き上げました。安倍政権復帰後の４年間だけで大企業には４兆円以上の減税が行われ、合わせて自

民党に対する企業献金は13億円から23億円に倍増しました。財界から献金をもらい、空前の利益を

上げている大企業に減税をばらまき、その穴埋めのために庶民から大増税を絞り上げる、これは政

治の姿勢として根本的に間違っていると思います。 

 消費税導入から2017年度までの消費税収は累計349兆円に上るのに、減税などによる法人税の減

収は281兆円です。消費税収の８割は法人税減税、減収の穴埋めに使われ、税源として役立っては

いません。 

 さて、安倍首相は、今回の消費税10％増税について、消費税率引き上げが経済に影響を及ぼさな

いよう、あらゆる施策を総動員すると述べています。中小小売業に対し、ポイント還元なるものを

実施すると言いますが、麻生財務大臣は、田舎の魚屋で買い物したことがあるか知りませんけれど

も、大体クレジットカードなんかでやっている人はいない、そういうところでは８％、10％還元な

んていう話がどれだけうまくいくかと、消費税増税の担当大臣が実現性に疑問符をつけています。 

 仮に実現したとしても、この制度は中小小売業者に多大な負担と混乱を強いることになります。 

 ポイントの５％還元、プレミアム商品券などの消費税10％増税対策は東京オリンピックまでと言

っています。この対策は９カ月間でどっちにしても一時的な対策ということです。 

 消費税２％増の５兆円の負担増は、毎年毎年続きますので、増税分の一部を一時的に戻すくらい

なら、初めから増税しなければいいということであります。 

 前回の増税時に、政府は臨時福祉給付金などの一時的なばらまきを行いましたが、何の効果もあ

りませんでした。失敗した施策の繰り返しとなることは明らかです。景気対策と言うなら、増税を
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中止することが最良の景気対策ではないでしょうか。 

 一方、毎年増え続けた軍事費はついに５兆円を突破しました。社会保障のためというのは真っ赤

なうそです。最近の12月９日、信毎では2019年から５カ年の中期防衛力整備構想では、現行の24兆

7,000億円から約１割増、２兆円を加算し、27兆円に引き上げるという計画を報じております。ア

メリカ言いなりで、高額兵器を購入する計画のようです。 

 また、４年間の経過措置後に導入を予定されているインボイス制度にも深刻な問題があります。

この制度のために500万とも言われる免税事業者が取引から排除されたり、新たに納税義務と煩雑

な事務負担を伴う課税業者にならざるを得なくなります。 

 また、雇用形態契約がない請負労働者や建設職人などにも深刻な影響が生じます。インボイスの

導入には、消費税増税には賛成の日本商工会議所を含めて、中小企業団体、商工団体がこぞって反

対しております。 

 そこで、内山村長におかれましては、来年10月からの消費税増税についてのお考えをお聞きした

いと思います。 

 また、経済対策として計画されているポイント還元、プレミアム商品券等の施策については、ど

のようにお考えておられるのか、お聞きしたいと思います。お願いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 消費税増税についてお答えいたします。 

 消費税は、平成元年４月から物品税や入場税などの個別間接税にかわって、所得、消費、資産な

どにバランスのとれた税体系を構築するため、税率３％の消費税が導入され、平成９年４月からは

その税率が５％に引き上げられ、その後、平成26年４月には８％に引き上げられて、現在に至って

おります。 

 そのような中で、税率10％への引き上げについては、これまで景気の動向等を踏まえた上で、平

成27年10月からの引き上げを平成29年４月に１年半延期されるとともに、さらにその後も２年半の

延期が決定されたところであります。 

 こうした中、安倍首相は、去る10月15日の臨時閣議において、消費税率を来年10月に現在の８％

から10％に引き上げる方針を表明されたところであります。 

 この消費税は、財政再建を始め、年金や医療・介護といった持続可能な社会保障制度を支える財

源として、また、子育て支援などの財政需要を賄うこととされており、少子高齢社会が進んでいる

我が国において、生活保護費や年金、医療費などの社会保障費は今後も増大することが必至であり

ますことから、この財源としての消費税は、社会福祉の財源として大変重要な役割を担っているも

のと考えております。 
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 また、消費税は、一定の率によって地方消費税交付金として都道府県や市町村に交付されており、

地方自治体にとりましても、安定した財源として期待しているところであります。 

 そこで、消費税増税についてのお尋ねでございますが、本年11月22日に内閣府が発表した月例経

済報告では、我が国の経済の基調判断として、「景気は緩やかに回復している」とした上で、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

とが期待されているとしています。 

 しかしながら、地方経済は、いまだ景気回復の実感が持てない中で、通商問題の動向が世界経済

に与える影響や、海外経済の不確実性、金融資本市場の変動等の影響に留意する必要がありますこ

とから、今後の日本経済は不安定な要素がある中で、予断を許さない状況にあると思っております。 

 したがいまして、経済全体としては、景気は緩やかに回復しているとして、上向き傾向と言われ

ておりますが、消費税増税は、現段階では、増税が国民生活に影響を与え、個人消費の低迷などか

ら景気が腰折れすることも懸念されておりますので、低所得者や中小企業などへの配慮と、経済対

策とともに、地方における経済状況の好転等をしっかり見きわめた上で、安倍首相に御判断をいた

だきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、ポイント還元及びプレミアム商品券導入につきましては、さまざまな御意見があるとお聞

きしておりますが、導入に当たりましては、混乱を招くことがないように配慮をお願いしたい、こ

のように考えております。 

○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。 

 来年の消費税引き上げの中で、８％と10％、食料品とその他のものというようなことになるかと

思いますが、軽減税率導入ということも計画されています。これは複数の税率導入となって、同じ、

例えばコンビニで食べるか食べないかみたいな話で、中には子供にうそをつかせるのかということ

を言うコメンテーターもいたりするんですが、そういうことで、今度は店側、小売店側でも大変な

手数、または煩雑なことがかかわってくるというふうにも思います。 

 それで、例えば店側としましても、機械を導入するとか、人手を増やすとかというふうなことも

考えられるかと思うんですね。この村としましても、小売店も大変だろうというふうに思います。 

 それで、村として、例えば低利の融資だとか、補助金だとか、また相談する窓口だとか、そうい

うことは検討されているんでしょうか。村長さん、村長でなくても結構ですが、答弁をお願いしま

す。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 
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○村 長（内山信行） 

 再質問にお答えいたします。 

 先ほども申し上げましたように、軽減税率の導入、そういうものについては、いまだまだ詳細が

わからない。さまざまな意見があると、こういうふうになっておりますので、はっきりしたものは

まだ出ていないということで、あと１年もありませんけれども、そういう中でどういうふうになっ

ていくか、そしてそれに対してどういう指示があるのか、今のところ方向性が決まっておりません

ので、そういうふうなものはあった時点でまた検討してまいりたいと、このように考えております

ので、よろしくお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 ありがとうございました。 

 私は、所得の少ない人に重くのしかかる逆進制の本質とするこの消費税、これは本当に悪税とい

うふうに私ども庶民としては言いたいと思います。ですので、その増税にはきっぱり反対したいと

思います。 

 また、今までの政府の言い分には、先ほど言いましたが、大企業や高額所得者には減税というふ

うなこともあります。今までの政府の言い分にはごまかされてはならならい。社会保障と子育て、

教育のための財源といいますが、本当にこれにはうそだろうというふうに思います。富裕層と大企

業の優遇税制にメスを入れて、応分の負担を求めていくべきだというふうに税金は思います。 

 ４人家族でおよそ８万円の税金負担が生じるものです。村民の税負担も軽減されるのではなく、

重くなるわけですので、村長には住民の暮らし、村民の暮らしが苦しくなるこの増税策にはきっぱ

り反対の声を上げていただくよう希望して、私の質問を終わりにしたいと思います。 

 ありがとうございました。 

○議 長（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、通告に従いまして質問を申し上げたいと思いますので、よろしくお願いを申し上げま

す。 

 最初に、新たな森林管理システムの運営について質問をさせていただきます。 

 国では、本年５月に森林経営管理法が成立いたしました。平成31年４月から施行されます。 

 また、次期通常国会では、新たな森林管理システムがスタートすることに伴い、これらの財源と

して森林環境税、森林環境譲与税が創設され、森林環境譲与税は平成31年度から県及び市町村に配
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分される予定となっており、森林環境税は国税として平成36年度から徴収が始まると聞いておりま

す。 

 その内容と村の対応についてお伺いしたいと思います。 

○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） 

 新たな森林管理システムの運用についてお答えします。 

 日本の国土の約７割は森林が占めているとされておりますが、国内の林業につきましては、戦後

や高度経済成長期に植林されたスギやカラマツなどの人工林が大きく育ち、木材として利用可能な

時期を迎えている一方、安い外国産材の輸入等による国産材の価格低迷等から、森林の管理が行き

届かない状況が長く続いており、特に民有林においては、その傾向が顕著となっております。 

 このため、近年の自然災害の多発により、植林されたスギやカラマツなどの森林は大きな被害を

受け、本来の森林の持つ国土の保全や水源の涵養、地球温暖化防止など、公益的機能が十分に発揮

されていない状況になっているところであります。 

 このように森林の管理が行き届かない状況となっている原因の一つには、森林の所有形態が小規

模かつ分散している状況の中で、効率的な林業経営が難しくなっていることに加え、長期的な林業

の低迷や森林所有者の世代交代により、新たに後継者となった森林所有者の林業経営が困難となっ

たことが挙げられます。 

 その一方で、林業を経営として取り組もうとする林業経営者は、経営規模の拡大を図りたいとの

意向があるものの、事業地の確保が困難であることや、作業道が未整備、林業機械の更新が困難で

あることなどから、なかなか規模拡大ができない状況となっております。 

 このように、森林所有者と林業経営者との間にはミスマッチが生じており、このミスマッチを解

消するために、経営困難な森林所有者の森林を林業経営者に預け、適切な林業経営を行っていただ

くため、本年の５月25日に森林経営管理法が成立し、来年の４月１日から施行されることとなって

おりまして、この森林経営管理の仕組みを新たな森林管理システムと呼んでいるところであります。 

 この新たな森林管理システムでは、森林所有者はみずから所有する森林について、適切な経営や

管理を行う責務があることを明確化した上で、市町村が森林所有者に対し、経営管理意向調査を実

施し、森林所有者みずからが管理できないとされた場合には、所有する森林を市町村に預けていた

だき、市町村は預かった森林を林業経営者につなぎ、林業経営の集積・集約化を進めることとされ

ております。 

 さらに、森林所有者みずからが管理できないとされた場合で、かつ林業経営者も林業経営に適さ

ないと判断した森林につきましては、市町村が管理を行うこととされております。 

 国では、新たな森林管理システムがスタートすることに伴い、これらの財源として次期通常国会
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において森林関連法案の見直しを行い、平成31年度税制改正において森林環境税及び森林環境譲与

税を創設することとしております。 

 このうち森林環境税につきましては、平成36年度、2024年度から国税として国民１人当たり年額

1,000円を賦課徴収することとなっております。また、それに先駆けて平成31年度からは市町村及

び都道府県の財源となる森林環境譲与税が配分されることとなっております。 

 この森林環境譲与税の使途につきましては、市町村が行う間伐、人材育成・担い手の確保、木材

利用の促進及び普及啓発等の森林整備や、その促進に関する経費に充てることができるとされてお

り、さらに、新たな森林管理システムが円滑に機能させるための経費としても使用することができ

るとされております。 

 そこで、森林環境譲与税など森林関連法案への村の対応についてのお尋ねでございますが、村と

いたしましては、来年度以降、比較的経営管理が行われてこなかった民有林を中心に、年次計画で

調査対象区域を設定し、調査対象となった森林所有者に対し、経営管理意向調査を実施していくこ

とを検討しております。 

 さらに、既に枯れてしまってカミキリムシの卵や幼虫のいない松の枯損木については、村の良好

な景観を阻害する要因の一つとされておりますが、現状において松の枯損木は、松くい虫被害防除

対策として国・県の補助対象とならないことから、今回の森林環境譲与税を活用し、松の枯損木の

伐倒駆除についても実施できるよう検討してまいりたいと考えております。 

 また、県では、市町村段階における新たな森林管理システムの効果的な運用に向けて、関連業務

のサポート体制の整備や、広域的な連携等が検討されておりますことから、今後、国・県の動向を

注視しながら、森林環境譲与税を財源とした事業が効率的に実施できるように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） 

─────３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 それでは、再質問をさせていただきます。 

 法律の趣旨は理解をいたしました。村にとっては大変な法律ができたなという感じがしているん

だろうというふうに思います。 

 そこで、具体的な数字、もしおわかりになったら、お聞きをしたいというふうに思っております。 

 １つ目は、平成36年度から１人当たり年1,000円徴収される森林環境税は、村全体の徴収額はお

およそ幾らぐらいになるのか。 

 ２つ目、平成31年度から配分されることになっておる森林環境譲与税は、どのような形で配分さ

れ、金額はどのくらいなのかということ。 

 それから、今、松の枯損木の処理をするというようなことをおっしゃいました。これはこの関連
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法案の法律の趣旨の許容範囲であるのか。もしそうだとしたら、今、松川沿いの景観というのも大

変問題のある、適当な補助制度がない、枯れた松の処理をすることができるということであるとい

うふうに思っています。大変ありがたいことだというふうに思っておりますし、その面積とか本数

はどのくらい処理することができるのかということ。 

 それから、そのほかに、基金として積み立てるというような方法もあるようですけれども、具体

的な活用方法を考えているのか、その４点をお聞き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） 

─────柴田産業振興課長。 

○産業振興課長（柴田 亨） 

 ただいま再質問で４点ほどございました。 

 まず、森林環境税のおおよその金額ということでございますが、こちらについては、平成36年度

から課税される予定ということでございますが、個人住民税の均等割に1,000円を上乗せする徴収

方法を検討しているところでございまして、一応本年度は村の個人住民税の課税状況で試算をいた

しますと、均等割課税者が3,668人ということでございますので、１人1,000円でございますので、

今年の試算でいけば366万8,000円というような試算になるかなというふうに思っております。 

 続いて、森林環境譲与税の配分及び金額についてでございますが、譲与税として配分される予定

の環境譲与税につきましては、これが私有林の人工林面積割、それから林業従事者割、人口割とい

う、この３通りの計算方法で計算をするという予定でございまして、平成31年度において本村の歳

入につきましては、今現在390万円ほど試算できるのではないかというふうに考えているところで

ございます。 

 それから３点目、松の枯損木を伐倒する本数ということでございますが、こちらについては、新

たな森林管理システムにおいて森林整備の中でも松くい虫対策もできるというふうに言われており

ますので、許容範囲というふうに判断をしているところでございます。 

 ただ、伐倒に関しまして、比較的作業が楽な場所もあれば、今、議員お尋ねの松川沿いの崖等危

険な場所もございまして、同じ１本を処理するにも多額の経費がかかる場合もございまして、一概

には本数等を申し上げられないわけでございますが、できる限り有効に利用しながら伐倒していき

たいというふうに考えているところでございます。 

 ４点目、その他具体的な活用方法についてでございますが、基金に積み立てるという方法もござ

いますけれども、他市町村の活用方法の調査をしたところ、専門の職員を採用するとか、林業機械

を共同で導入するとか、境界の確認、あと後継者の育成であったり、野生鳥獣対策に使うとか、そ

ういった取り組みをしているところでございます。 

 これから新たにスタートするところでございますので、そういうような他市町村の事例等も参考

にさせていただきながら、今後この財源を有効に活用していきたいと思いますので、よろしくお願
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いします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 今、村全体の徴収額が366万何がしというようなお答えがありました。それで、配分される金額

が390万何がし、これはこのままいくんですか。それとも、このままでいけば30万円プラスだけで、

余り利点がないような気がしますが、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） 

 ただいま申し上げたのは、平成36年度において森林環境税の賦課を今年の試算でやったらという

ことでございます。もう一つ、森林環境譲与税につきましては、それに先駆けて31年度にスタート

するものでございまして、国においては、一応賦課が本格的に始まる36年度前に前倒しで行うとい

うことでございまして、平成31年度から33年度までが国で200億、34年度から36年度までが300億と

いうような予算で試算しておるところでございます。 

 ですから、今後賦課が始まってですね、それを財源として配分される場合には、金額がもう少し

上昇するということでございますので、今後、先ほど申し上げました31年度390万ということでご

ざいますが、今後金額が増加していくということになりますので、有効に活用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） 

─────３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 わかりました。 

 配分されるのは31年度からですね。払うのは36年度となっていますが、わかりました。ありがと

うございました。 

 それにしても、そんな大きな金額ではないというようなことで、やはり村もそれなりの予算化を

していかないと、なかなか森林整備には追いつかないだろうというような感じをしております。 

 それでは、１問目の質問はここまでといたします。 

 関連のある質問でございますので、よろしくお願いを申し上げます。 

 春、それぞれ桜の花見等で県外を訪れますと、花自体はすばらしくきれいであるし、その周りは

整備をされておるわけですが、ただ、行きすがら里山を見ますと、荒れていて、桜は大変きれいだ

けれども、その周辺の畑や山林は荒れていると、大変残念な状況であるというふうに思いますし、

高山村はそんなことはないというふうに思っております。 
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 また、先ほど質問しました国の森林経営管理法や県の森林税等々、国も県も森林の今後について

は、大変な危機感を抱いている証拠ではないかという感じをしております。 

 ですから、最終的には補助に頼るのではなく、村の山は村と村民自身が守っていくんだというよ

うな決意をしていかなければならないというふうに思っております。 

 村の面積の85％を占める森林は、水源涵養や土壌保全、また二酸化炭素の吸収など、多面的な機

能を有しております。その中で、戦後、それぞれ我々の先輩方が植林をされた人工林がちょうど主

伐の時期を迎えています。作業道の整備が急がれる等、大変多くの課題を抱えております。 

 森林は村の大切な資源でありますし、貴重な財産です。未来へどのような形で受け継ぐことがよ

いのか、村長の思いをお伺いしたいと思います。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 村の森林整備の現状と課題についてお答えいたします。 

 前段の御質問で、産業振興課長からの答弁と重複する部分もあると思われますが、よろしくお願

いいたします。 

 さて、国内の森林整備につきましては、戦後増大する木材需要に応えるため、スギやカラマツな

どの針葉樹による大規模な植林が行われてまいりましたが、1964年の木材の輸入の全面自由化に伴

い、低価格の外国産材が大量に輸入されたことから、国内林業は価格面で太刀打ちできない状況と

なり、なりわいとしては成り立たなくなってまいりました。 

 また、森林所有者の皆さんの森林への関心が薄れるとともに、森林の手入れなど森林整備が行わ

れなくなり、放置化が進むことで、現在国内の木材生産量は輸入自由化前の約３分の１に、林業就

業者数は約６分の１にまで大幅に減少してきている状況となっております。 

 このような中で、本村の森林整備につきましても、戦後植林された多くのスギやカラマツなどの

人工林が伐採時期を迎えておりますが、財産区など団体が所有する森林につきましては、国や県の

補助事業を活用し、間伐などを行っていただいておりますが、個人が所有する私有林につきまして

は、森林面積が小規模でかつ森林が分散していることなどから、作業効率が悪く、間伐などの森林

整備が行われていないのが現状であります。 

 さらに、国産材価格の低迷等から、林産物の収入のみでは生計が成り立たない状況が続いており、

現在、村内には林業をなりわいとしている方はほとんどない状況となっており、森林所有者の皆さ

ん等がいかに森林整備を進めていただき、ひいては林業をなりわいとしていただくことが可能なの

かが大変大きな課題となっているところであります。 

 さて、昨年の７月に発生した九州北部豪雨や、今年７月に発生した西日本を中心とした豪雨でも、

山地において土砂崩れが発生し、大量の流木が流出したことで甚大な被害となりました。 
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 また、本村におきましても、昨年10月の降雨で、山からの出水により土砂や流木が流出し、路肩

の崩落が発生しました。さらに、主要地方道豊野南志賀公園線の大沢付近でも路肩崩落が発生し、

観光バスが通行止めになるなど、紅葉シーズンを迎えた本村の観光に大きな影響を及ぼしたことか

ら、災害を事前に予防することができる森林整備など、災害に強い森林づくりを進める必要がある

と考えております。 

 さらに、森林の持つ水源涵養などの多面的機能の活用や、森林景観を維持し、自然との触れ合い

の場としての里山の景観を生かして、村民の皆様や村内を訪れたお客様にくつろいでいただける森

林整備が必要であると考えています。 

 そこで、森林を未来へどのような形で受け継ぐことがよいのかについてのお尋ねでありますが、

本村の森林整備につきましては、森林所有者を始め、県や森林組合等の林業関係者と一体となって、

県の森林環境保全直接支援事業や合板・製材生産性強化対策事業、みんなで支える里山整備事業等

の補助事業を活用し、間伐等を進めてまいりましたが、なかなか間伐等の森林整備が進んでいかな

い状況で、これまでのように森林所有者等に行っていただく森林施業などへの補助だけでは解決で

きない課題となっているところであります。 

 このため、来年度からスタートする新たな森林管理システムの中で、森林所有者はみずから所有

する森林について境界等を明確化した上で、市町村が森林所有者に対し、経営管理意向調査を実施

し、森林所有者みずからが管理できないとされた場合には、所有する森林を市町村に預けていただ

き、市町村は預かった森林を林業経営者に委託し、林業経営の集積・集約化を図ってまいりたいと

考えております。 

 さらに、森林所有者みずからが管理できないとされた場合で、林業経営者も林業経営に適さない

と判断した森林につきましては、市町村が管理を行うこととされておりますので、今後市町村が果

たすべき役割が大変大きくなってまいります。 

 平成31年度の税制改正におきまして、森林環境税及び森林環境譲与税を創設することとなってお

りますが、市町村に配分される森林環境譲与税を財源として、森林整備が効果的に実施できるよう

努めてまいりたいと考えています。 

 また、木質バイオマス利用の普及促進を図るため、薪ストーブやペレットストーブの購入経費に

対し、引き続き支援を行うなど、自然エネルギーの推進を図っていくとともに、有害鳥獣による農

作物被害も多く発生しておりますことから、森林の適正な維持管理を行い、有害鳥獣が人家近くま

で出没しないように里山を含めた森林の整備をしていくことが重要であると考えております。 

 また、スギやカラマツなどの皆伐後は、可能な限り自然林に戻していく必要があると考えており

ます。 

 松くい虫被害につきましては、毎年国や県の補助事業を活用して、くん蒸処理や破砕処理の伐倒

駆除を実施し、可能な限り被害木の発生抑制に努め、被害の発生を最小限にとどめてまいりました
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が、今後は森林環境譲与税を効果的に活用してまいりたいと考えています。 

 現在、2020年度からの第六次高山村総合計画の策定を進めているところですが、村域の約85％が

森林・原野で占める本村において、林業振興は主要な産業振興施策の一つであり、全国の先進事例

等を参考にさせていただき、森林組合や林業関係者の皆さんとともに、本村の貴重な森林資源を未

来に受け継いでいけるよう、森林整備を推進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） 

─────３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 今の村長答弁の中で、村長の思いがよく出ている部分がありましたので、その点をもう一度お聞

きを申し上げます。 

 スギやカラマツの皆伐後は、可能な限り自然林に戻していく必要があるというようにおっしゃい

ました。その辺をもう一度詳しくお願いを申し上げます。 

 それから、村産材の活用についてお伺いをいたします。 

 村営住宅や村営の施設等は、村産材が十分使われているというふうにお聞きをしております。そ

れだけでは、村の山の木を利用するということについては限界もありますし、本当に何％という感

じでしかないと思います。ぜひ民間の皆さんにも御協力をいただいて、できるだけ村産材の地産地

消といいますか、そういうものを広めていっていただければというふうに思っております。その点

についてもお聞きをしたいと思います。 

 それから、村が今後持続可能な発展をしていくためには、水源の涵養など、多面的な機能を有す

る森林資源の持続的な維持活動は必須な条件であると考えています。特に、村の主要産業である農

業、観光業は森林から多くの恩恵を受けております。 

 そこで、森林整備が今後より効率的に進めるために、専門的な技能や知識、また補助事業など、

国や県の支援制度に熟知した人材を村は確保する必要があるのではないかというふうに考えますが、

いかがでしょうか。今、３点について御質問いたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 再質問２点ということですか、３点、涵養ということでね。 

 １つは、村産材の利用、２つ目がいわゆる技術者の確保…… 

○３番（西原澄夫議員） 

 その前に村長のスギ、カラマツの皆伐後は可能な限り自然に戻していくという考え方をもう一度。 

○村 長（内山信行） 
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 はい、わかりました。 

 まず１つは、ずっと継続している問題なんですが、豊かな自然を未来に引き継ぐと、こういうふ

うにずっと言われております。その点はどうかといったときに、遠くから見る、そういった点で高

山村は１つの景観として春の桜、そして夏の新緑、そして秋の紅葉と、こういうことで冬は雪です

けれども、そういったところから見たときに、秋の紅葉に来たときには、やはり人工林はどうして

も景色としてはいいんですけれども、余り多くは、そしてもう１つには、先ほども申し上げました

ように、豪雨等によって流木になる、これが西原議員、見てもわかるとおり、根が張ってないわけ

ですね。いわゆる植林したために、直根がないわけです。ですから、そういう意味では、豪雨には

弱いということで、自然林であれば、やはりそこで水を保有するということにもなるということで、

そういった面から自然林に戻し、そして自然を楽しんでいただく、そういう景色の景観を保つ、こ

ういうことで要望を述べたのであります。 

 ２点目として、村産材の活用ということでありますけれども、村ではこれまでにおきましては、

たかやま保育園や村営住宅の建設に当たっては、村産材を活用してまいりました。 

 そして本年度は蕨温泉の改築工事に当たり、可能な限り村産材を使用していただくと、このよう

に考えておりますし、今後も公共施設につきましては、そのような方向で考えて、やっていきたい

というふうに思いますし、そういった点では先ほど議員が言われましたように、村民の皆さんにも

奨励するというふうなことがありましたけれども、その辺も検討してまいりたいというふうに考え

ております。 

 そして、専門的な技術者や知識を持った人材の確保ということですが、これは大変大きな問題で

あるというふうに思っております。来年度からスタートする新たな森林管理システムの施行に伴い、

今後専門的な知見を有する人の確保も必要になってくるというふうに思いますので、職員の配置な

ども含めて、総合的に検討する中で検討してまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

○議 長（酒井康臣議員） 

─────３番 西原澄夫議員。 

○３番（西原澄夫議員） 

 質問はここまでといたしますけれども、１つだけ提案といいますか、申し上げたいというふうに

思います。 

 11月16日に長野県議会議員研修会がありまして、そこで講演で「ＳＤＧｓによる地域活性化に向

けた地方公共団体のアプローチ」というようなお話がありました。前内閣地方創生推進事務局次長

の岡本さんという方の講演でございました。 

 横文字、私苦手でして、これを見たときに、それほど一生懸命聞かなかったのですが、この森林

の今回の一般質問を考えていますと、やっぱりＳＤＧｓというのは、何といいますか、持続可能な
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計画目標というふうに日本語では言うんだそうですけれども、村づくりに当たって、自然環境、そ

れから産業、それからそれぞれの暮らし、その３つの点が相互関連して、持続的に未来発展してい

く村づくりをする計画というふうに私は理解しています。 

 その中で、今回の一般質問がありますけれども、村の自然を森林の資源の維持管理、また林業の

産業化、それから持続可能な村の発展、この３者を総合的にやっていくことが、このＳＤＧｓの考

え方にマッチするんではないかというような感じをしておりまして、ぜひ今、村の第六次総合計画

が会議で計画されているところでございますので、ぜひそういうＳＤＧｓ的な考え方といいますか、

もちろん国の支援制度もあるようでございますので、ぜひその辺も研究をしていただき、多分平成

29年の８月だと思いますけれども、国からそれぞれの地方公共団体にアンケートが来ているという

ふうに、ここに書いてあります。全ての市町村にアンケート調査を行われたと。 

 地方創生に向けたＳＤＧｓを生かしたまちづくりというようなことで、全ての自治体にアンケー

トが来ているようです。多分高山村にも来ているというふうに思っておりますけれども、ぜひそう

いう今非常に話題になっている言葉だそうでございますので、ぜひまた本村でも研究をしていただ

ければというふうに思っていますので、申し上げました。 

 以上で質問を終わります。 

○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。 

 これで一般質問を終わります。 

 以上で本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれにて散会します。 

 お疲れさまでした。 

午後３時29分  散 会 

                                  

 地方自治法第123条第２項の規定により署名する。 
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                 高山村議会議長  酒 井 康 臣 

 

                 署 名 議 員  水 谷   清 

 

                 署 名 議 員  梨 本 修 造 

 

                 署 名 議 員  柴 田 弘 男 
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○議 長（酒井康臣議員） 

 これから本日の会議を開きます。 

 なお、本日の日程は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。 

 日程に先立ち、諸般の報告を行います。 

 監査委員から11月に執行した定期監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。 

 これで諸般の報告を終わります。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第１ 議案第52号 

～  

日程第８ 議案第59号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第１ 議案第52号 高山村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例

から日程第８ 議案第59号 高山村水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管

理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例までの８件を一括議題とします。 

 議案第52号から議案第56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、議案第52号から議

案第56号までの５件であります。 

 審査の経過及び結果について報告いたします。 

 委員会は、去る12月12日午前10時より委員全員出席のもと開催し、所管の職員の出席を求め、委

員外議員の発言を許可し、慎重に審査いたしました。 

 議案第52号 高山村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例から議案第

56号 高山村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する

条例までの５件については、特段質疑がなく、討論を省略し採決の結果、いずれも全員賛成で可決

すべきものと決定いたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました議案５件についての審査の経過及び結果の報告といたします。 

 議員各位におかれましては、適切な御判断の上、御賛同賜りますようお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 議案第57号から議案第59号について、委員長の報告を求めます。 

─────松本民生産建常任委員長。 
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○民生産建常任委員長（松本 茂議員） 

 ただいま議題となっております民生産建常任委員会に付託されました議案３件について、審査の

経過並びに結果について報告します。 

 去る12月12日午後１時より委員全員出席のもと、所管の職員の出席を求め、委員外議員の発言を

許可し、慎重に審査を行いました。 

 議案第57号 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例、議案第58号 高山村営

住宅等管理条例の一部を改正する条例及び議案第59号 高山村水道布設工事監督者の配置基準及び

資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例の３件については、

特に質疑もなく、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。 

 以上で、民生産建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52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52号 高山村一般職の任期付職員の採用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53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） 
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 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第53号 議会の議員の議員報酬及び費用弁償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54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54号 特別職の職員で常勤の者等の給与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55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） 



－82－ 

○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55号 一般職の職員の給与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56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56号 高山村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手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57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） 
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○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57号 廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例を採決します。 

 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58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58号 高山村営住宅等管理条例の一部を改正する条例を採決します。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。 

 本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手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59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） 
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 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第59号 高山村水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者

の資格基準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。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第９ 議案第60号 

～  

日程第16 議案第67号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第９ 議案第60号 平成30年度高山村一般会計補正予算（第４号）から日程第16 議案第67

号 平成30年度高山村上水道事業会計補正予算（第１号）までの８件を一括議題とします。 

 これから議案第60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60号 平成30年度高山村一般会計補正予算（第４号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手10人） 
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○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手全員です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 これから議案第61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61号 平成30年度高山村国民健康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62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62号 平成30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。 
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 これから議案第63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63号 平成30年度高山村介護保険特別会計補正予算（第１号）を採決します。 

 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64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64号 平成30年度高山村温泉開発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65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） 
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○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65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66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66号 平成30年度高山村下水道事業特別会計補正予算（第１号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手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67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67号 平成30年度高山村上水道事業会計補正予算（第１号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手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17 陳情第３号 

～  

日程第18 陳情第４号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第17 陳情第３号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情及

び日程第18 陳情第４号 国に対し「消費税10％への引き上げ中止を求める意見書」の提出を求め

る陳情書を一括議題とします。 

 陳情第３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陳情第３号について、審査

の経過並びに結果について報告いたします。 

 去る12月12日午後１時より委員全員出席のもと、委員外議員の発言を許可し、慎重に審査を行い

ました。 

 陳情第３号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情については、

特に質疑はなく、討論を省略し採決の結果、全員賛成で採択すべきものと決定いたしました。 

 以上で、民生産建設常任委員会に付託されました陳情の審査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） 

 陳情第４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。 
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○総務文教常任委員長（畔上孝一議員） 

 ただいま議題となっております総務文教常任委員会に付託されました陳情は１件です。 

 陳情第４号 国に対し「消費税10％への引き上げ中止を求める意見書」の提出を求める陳情書に

ついて、審査の経過及び結果について報告をいたします。 

 去る12月６日、議会本会議終了後、委員全員出席のもと委員会を開催し、陳情第４号提出者の参

考人招致について慎重に審査を行いました。 

 結果は、委員会として参考人招致は行わないということに決定いたしました。 

 また、12月12日午前10時より、委員全員出席のもと委員会を開催し、委員外議員の発言を許可し、

陳情第４号について慎重に審査をいたしました。 

 陳情第４号 国に対し「消費税10％への引き上げ中止を求める意見書」の提出を求める陳情書に

ついては、特段質疑はなく、質疑を終結し、討論を省略し、１名退席の後、採決の結果、賛成２名、

反対２名の可否同数となりました。したがいまして、高山村議会委員会条例第13条第１項の規定に

よって、委員長が陳情第４号は採択すべきものと裁決をいたしました。 

 以上で、本委員会に付託されました陳情第４号の審査の経過及び結果の報告といたします。 

 議員各位におかれましては、適切な御判断の上、御賛同賜りますようお願いいたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 これから陳情第３号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから陳情第３号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情を採

決します。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

 この陳情は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手多数です。 

 この陳情は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 
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 これから陳情第４号について、委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから陳情第４号 国に対し「消費税10％への引き上げ中止を求める意見書」の提出を求める

陳情書を採決します。 

 なお、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。 

 この陳情に対する委員長の報告は採択です。 

 この陳情は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立６人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 起立多数です。 

 この陳情は委員長の報告のとおり採択することに決定しました。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第19 議案第68号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第19 議案第68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68号につきまして、御説明を申し上げます。 

 議案第68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、平成30年７月２日に契約した平成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において、融雪施設面積の増工に伴い変更請負契約を締結したいので、
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地方自治法の規定に基づいて議会の議決をお願いするものであります。 

 以上、変更請負契約につい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） 

 しばらく休憩します。 

午後２時04分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午後２時07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。 

 これから議案第68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68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。 

午後２時08分  休 憩 

──────────────────────────────────── 

午後２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。 
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 ただいま湯本辰雄議員外３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３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３号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 追加日程第１ 発議第３号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意

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３号朗読＝ 

平成30年12月14日 

 高山村議会議長 酒 井 康 臣 様 

提出者 高山村議会議員 湯本 辰雄 

賛成者 高山村議会議員 梨本 修造 

    高山村議会議員 柴田 弘男 

    高山村議会議員 宮川登志一 

 

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書 

 

 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。 

 

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書（案） 

 

 医療や介護現場での人手不足はいまだに深刻な状態にあります。人手不足により一人一人の過重

労働がすすみ、過酷な夜勤や長時間労働などが解消されずに、医師や看護師の過労死を引き起こす

事態が続いています。厚生労働省も、医療現場や介護現場の勤務環境改善の必要性を明らかにし、
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手だてを講じてはいますが、具体的な労働環境の改善には至っていません。 

 日本医労連の「2017年度夜勤実態調査」では、２交替勤務病棟のうち16時間以上の長時間夜勤の

割合は43.1％、勤務と勤務の間隔が極端に短い８時間未満の病棟の割合が49.0％でした。このよう

な過酷な夜勤実態の背景には、慢性的な人手不足があります。同「2017年看護職員の労働実態調査」

では、慢性疲労を抱えている看護師が71.7％、健康不安の訴えが67.5％、そして、「仕事を辞めた

い」と思いながら働いている看護師が74.9％で、その理由としては「人手不足で仕事がきつい」が

47.7％と最も多くなっています。 

 また、介護現場では長時間夜勤の割合はさらに高く、小規模施設では１人体制の夜勤が恒常的に

行われています。 

 労働時間規制を含めた実効ある対策は、猶予できない喫緊の課題です。2007年に国会で採択され

た請願内容（夜間は患者10人に１人以上、昼間は患者４人に１人以上など看護職員配置基準の抜本

的な改善、夜勤の月８日以内の規制など）の早期実施を行い、そのために必要な人員の確保を国の

責任で実行されることを強く求めます。そして国民誰もが安心して医療・介護を利用できるよう、

保険料や一部負担金の負担軽減が必要です。 

 安全・安心の医療・介護を実現するためにも、医師・看護師、介護職員の大幅増員・夜勤改善を

図る対策を講じられるよう、下記の事項について国に要望します。 

 

１．医師・看護師・医療技術職・介護職などの夜勤交替制労働における労働環境を改善すること 

  ① １日且つ１勤務の労働時間８時間以内を基本に、労働時間の上限規制や勤務間のインター 

    バル確保、夜勤回数の制限など、労働環境改善のための規制を設けること 

  ② 夜勤交替制労働者の週労働時間を短縮すること 

  ③ 介護施設や有床診療所などで行われている「１人夜勤体制」をなくし、複数夜勤体制とす

ること 

２．安全・安心の医療・介護を実現するため、医師・看護師・医療技術者・介護職を増員すること 

３．患者・利用者の負担軽減をはかること 

 

 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 

高山村議会議長名 

内閣総理大臣 

厚生労働大臣 

財 務 大 臣  あて 
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文部科学大臣 

総 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。 

─────２番 湯本辰雄議員。 

○２番（湯本辰雄議員） 

 発議第３号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書の趣旨説明

を申し上げます。 

 医療や介護現場での人手不足は、いまだ深刻な状況にあります。人手不足により１人１人の過重

労働が進み、過酷な夜勤や長時間労働などが解消されずに、医師や看護師の過労死を引き起こす事

態が続いています。厚生労働省も医療現場や介護職場の勤務環境改善の必要性を明らかにし、手だ

てを講じていますが、具体的な労働環境の改善には至っていません。 

 日本医労連の2017年度夜勤実態調査では、２交替勤務病棟のうち16時間以上の長時間夜勤の割合

は43.1％、勤務と勤務の間隔が極端に短い８時間未満の病棟の割合が49.0％でした。このような過

酷な夜勤実態の背景には、慢性的な人手不足があります。同2017年看護職員の労働実態調査では、

慢性疲労を抱えている看護師が71.7％、健康不安の訴えが67.5％、そして、仕事をやめたいと思い

ながら働いている看護師が74.9％で、その理由としては、人手不足で仕事がきついが47.7％と最も

多くなっています。 

 また、介護現場では、長時間夜勤の割合はさらに高く、小規模施設では１人体制の夜勤が恒常的

に行われています。 

 以上のことから、安全・安心の医療・介護を実現するためにも、医師・看護師、介護職員の大幅

な増員・夜勤の改善を図る対策が講じられますよう、国、関係機関に意見書を提出していただきま

すようお願いしまして、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。 
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 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから発議第３号 安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書を

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。 

 お諮りします。 

 ただいま水谷 清議員外１人から発議第４号が提出されました。 

 これを日程に追加し、追加日程第２として議題にしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 発議第４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４号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 追加日程第２ 発議第４号 消費税10％への引き上げ中止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４号朗読＝ 

平成30年12月14日 

 高山村議会議長 酒 井 康 臣 様 

提出者 高山村議会議員 水谷  清 

賛成者 高山村議会議員 涌井仙一郎 

 

消費税10％への引き上げ中止を求める意見書 

 

 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。 
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消費税10％への引き上げ中止を求める意見書（案） 

 

 私たちの暮らしや地域経済はいま、大変深刻な状況です。８％増税によって戦後初めて２年連続

で個人消費がマイナスになりました。増税と、年金カット・医療・介護など社会保障費負担増、そ

して賃金低下、物価上昇の三重苦のもとで、「これ以上節約するところがない」と悲鳴が上がって

います。暮らしは苦しくなる一方です。 

 私たちの可処分所得には消費税がほとんど課税されます。消費税は生活費課税です。 

 ところが政府は、2019年10月の消費税率10％への引き上げをあくまで行う姿勢を崩していません。

税率10％への引き上げで5.6兆円の増税となり、「軽減」分を差し引いても4.6兆円＝１世帯当たり

８万円の増税という試算も出ています。このような状況で消費税を引き上げれば、税率が５％から

８％になったときの大不況が再来します。 

 加えて税率引き上げと同時に実施を狙う「軽減税率」には、重大な問題があります。飲食料品と

週２回以上発行の新聞代は税率８％に据え置かれますが、運送費や加工費、広告宣伝費など10％の

分の値段は値上がりします。また８％と10％の線引きは単純ではありません。 

 日本商工会議所も「軽減税率の導入にあたっては、事業者の８割がいまだ準備に取り掛かってい

ない危機的状況にある」と強調しています。 

 そして、2023年に導入される「インボイス（適格請求書）制度」は地域経済を担う中小業者にと

って大きな負担となり、免税業者が商取引から排除されるという重大な問題があります。 

 そもそも消費税は、所得の少ない人ほど負担が重く、貧困と格差を拡大する根本的な欠陥を持つ

税制です。日本国憲法は応能負担原則に則った税制の確立を要請しています。 

 いま必要なことは、消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優

遇する不公平税制をただすべきです。軍事費や不要不急の大型公共工事への歳出を減らし、暮らし

や社会保障、地域経済振興優先に税金を使い、内需主導で家計をあたためる経済政策をとるべきで

す。 

 私たちは、住民の暮らし、地域経済、地方自治体に深刻な打撃を与える2019年10月の消費税率

10％への引き上げは中止することを強く求めます。 

 

 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 

高山村議会議長名 

内閣総理大臣 

財 務 大 臣  あて 



－97－ 

○議 長（酒井康臣議員） 

 本案についての趣旨説明を求めます。 

─────９番 水谷 清議員。 

○９番（水谷 清議員） 

 ただいま議題になっております発議第４号 国に対し消費税10％への引き上げ中止を求める意見

書についての趣旨説明を行います。 

 国は2019年10月より消費税を10％に増税しようとしていますが、この増税によって確実に消費は

減退するものと思われます。 

 それに対し国は、国民や事業所にもまだ十分理解されていない軽減税率を導入するとしています。

例えば、飲食店での店内での飲食は10％、テイクアウトは８％、キャッシュレスの方には２％の

ポイントなど、複雑であることからして来年の10月実施にはかなり厳しい状況にあると思われます。 

 国はもっと国民への十分な説明責任を果たすべきであり、私としては、この意見書は提出すべき

ものと考えております。 

 議員各位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４号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから発議第４号 消費税10％への引き上げ中止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。 
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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。 

 条項、字句、数字、その他整理を要するものについては、その整理を議長に一任することに決定

しました。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第20 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20 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21 議員派遣について 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第21 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。 

 本定例会の会議に付された事件は全て終了しました。 

 会議規則第６条の規定によって、これで閉会としたいと思います。  

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 異議なしと認めます。 

 本定例会はこれで閉会することに決定しました。 

 会議を閉じます。 

 この機会に、議長として一言御礼を申し上げたいと思います。 

 本定例会は、12月６日から14日までの９日間の会期で開催されました。 

 この間、条例の改正ほか平成30年度一般会計補正予算、特別会計補正予算等について御審議をい

ただきました。 

 ことし１年間、各議員から寄せられました一般質問など、村政発展のために反映されますよう、

御期待を申し上げたいと思います。 

 さて、ことしを振り返ってみますと、連日の猛暑に大変御苦労をいただき、多くの災害が発生し

た年でもありました。６月の大阪北部地震、７月には西日本豪雨、８月には台風21号の記録的猛威、

９月の北海道胆振東部地震など、多くの被害と犠牲者が出てしまいました。以前から、天災は忘れ

たころにやってくると言い伝えられていましたが、近年ではその言葉も通用しなくなり、改めて防

災教育と防災意識を高める大切さを痛感いたします。このことから元号も変わります新しい年は、

平穏無事な年になりますよう、心から願いたいと思います。 

 そして、2020年を初年度とする高山村第六次総合計画の策定が始まりました。少子高齢化から派

生する課題は山積しておりますが、10年後に目指したい高山村の姿を求め、村民の皆さん、村当局、

議会等、力を合わせつくり上げてまいりましょう。 

 最後になりましたが、議員各位におかれましては、１年間大変御苦労さまでした。また、議会運

営にも御協力をいただき、心から感謝を申し上げる次第であります。 

 日に日に寒さが増してまいりました。お体には十分御自愛をいただき、御活躍を心から御祈念申

し上げ、閉会の挨拶といたします。 

 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） 



－100－ 

 12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６日に開会し、本日までの９日間にわたり、追加提案しました議案第68号を含

め21件の多くの議案を慎重に御審議いただき、それぞれ原案どおり議決を賜りましたことに対しま

して、厚く御礼申し上げます。 

 今会期中に議員各位から賜りました貴重な御意見、御提言につきましては、十分にその意を尊重

し、今後の村政運営に生かしてまいる所存であります。 

 特に、村内面積の85％を占める森林につきましては、豊かな景観を守り引き継いでいくために、

新たな森林管理システムにより森林を整備するとともに、観光資源として里山風景を維持保存し、

有効に活用してまいる所存であります。 

 また、子育て支援につきましては、大きく変わる社会変化の中で、強くたくましく生きる力を身

につけていただくことを基本に、可能な限り支援を申し上げ、この地で生まれ育った子供たちが１

人でも多く高山村で生活していただけるよう、そんな地域づくりと人づくりに努めてまいりたいと

考えています。 

 固定資産評価審査委員会の委員の選任につきましては、引き続き御依頼申し上げました山崎五十

夫様には、豊富な知識と経験のもと、中立的、専門的な立場から審査していただけるものと御期待

申し上げております。 

 さて、今月５日には、政府の平成31年度の予算案の一般会計総額が、当初予算として初めて100

兆円を超えると報道されました。この要因としては、平成31年10月の消費税引き上げに伴う経済対

策や高齢化等に伴う社会保障費の伸びなどによるものと言われておりますが、その一方で、歳出抑

制の取り組みが急務とされておりますことから、地方においては引き続き大変厳しい行財政運営が

迫られるものと思っておりますので、今後とも議員各位の御理解と御協力を賜りますようお願い申

し上げます。 

 去る12月８日には、平年より17日遅く長野で初雪を観測したと長野地方気象台が発表しましたが、

本村の役場周辺でも同日、遅い初雪を観測しました。スキー場のある本村にとりましては、雪不足

が大変心配されるところでありますが、年末年始に向けて積雪となることを願うばかりであります。 

 結びに、ことし１年間、議員の皆様並びに村民の皆様には、村政運営に対しまして深い御理解と

御支援、御協力をいただきましたことに改めて感謝と御礼を申し上げます。 

 これから寒さも一段と厳しくなってまいりますことから、議員各位には健康に十分御留意いただ

き、輝かしい新年を迎えられますとともに、さらなる御活躍を御祈念申し上げ、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30年第５回高山村議会12月定例会を閉会します。 
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午後２時53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30年12月14日 

                 高山村議会議長  酒 井 康 臣 

 

                 署 名 議 員  水 谷   清 

 

                 署 名 議 員  梨 本 修 造 

 

                 署 名 議 員  柴 田 弘 男 

 



 

 

 

 

平成30年第４回 

 

高山 村議会臨 時会会議 録 

 

 

 

 

 

 

平成30年10月10日 開会 

平成30年10月10日 閉会 

（１日間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高山村議会事務局 
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平成30年第４回高山村議会10月臨時会会議録（第１号） 

 

平成30年10月10日（水曜日） 

                                  

高山村告示第34号 

 下記事件のため、平成30年10月10日高山村議会臨時会を高山村役場に招集する。 

記 

１ 教育委員会委員の任命につき同意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３号） 

          平成30年９月28日 

                 高山村長 内 山 信 行 

──────────────────────────────────── 

高山村告示第38号 

 下記事件を追加し、平成30年10月10日高山村議会臨時会を高山村役場に招集する。 

記 

１ 選挙管理委員の選挙について 

２ 選挙管理委員補充員の選挙について 

          平成30年10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 同意第４号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて 

日程第５ 議案第49号 平成30年度高山村一般会計補正予算（第３号） 

日程第６ 選挙管理委員の選挙について 

日程第７ 選挙管理委員補充員の選挙について 

──────────────────────────────────── 

    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 
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４ 同意第４号 

５ 議案第49号 

６ 選挙管理委員の選挙について 

７ 選挙管理委員補充員の選挙について 

──────────────────────────────────── 

    出 席 議 員（10名） 

１番 柴 田 弘 男 議員       ２番 湯 本 辰 雄 議員 

３番 西 原 澄 夫 議員       ４番 西 條 正 純 議員 

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 

10番 梨 本 修 造 議員       11番 酒 井 康 臣 議員 

──────────────────────────────────── 

    欠 席 議 員（１名） 

９番 水 谷   清 議員 

──────────────────────────────────── 

    説明のため出席した者 

村 長 内 山 信 行  副 村 長 藤 沢 敏 和 

教 育 長 山 岸 深 志  総 務 課 長 宮 本 孝 雄 

村民生活課長 宮 川 裕 明  産業振興課長 柴 田   亨 

建設水道課長 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03分  開 会 

○議 長（酒井康臣議員） 

 ただいまから平成30年第４回高山村議会10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） 
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 おはようございます。 

 高山村議会10月臨時会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 本日は平成30年第４回高山村議会10月臨時会の招集を申し上げましたところ、議員各位には、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。 

 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、

心から感謝を申し上げる次第でございます。 

 去る10月１日ＹＯＵ游ランドにおいて、新たな高山村公共交通バス等に係る運行出発式を開催さ

せていただきました。この新しい公共交通サービスが村民の皆様の交通手段としてお役に立てるよ

う引き続き努力をしてまいりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、10月１日未明に長野県を通過した台風第24号は、村内への影響が大変心配されましたが、

農作物等への被害はほとんどなく、ほっとしているところであります。その後、続いて来襲しまし

た台風第25号は、去る７日に日本海中部を北東に進みましたが、この台風による村内への影響は少

なく済んで安堵をしているところであります。 

 このように、台風を始めとする自然災害は、避けては通れないものでありますことから、改めて

災害に強い村づくりを進めていかなければならないものと思っております。 

 未曾有の火山災害が発生した御岳山の噴火から４年となる９月26日、木曽郡木曽町は御岳山の入

山規制を解除し、翌27日には王滝村において噴火で犠牲となられました皆様の追悼式が営まれ、２

度と悲劇を起こさないよう、安全な山への誓いを新たにされました。このことから、草津白根山に

隣接する本村でも、火山災害に対する備えをしっかりとしておく必要があると考えております。 

 10月１日、突然明るいニュースがスウェーデンから飛び込んでまいりました。京都大学特別教授

の本庶 佑さんが、がん免疫療法に道を開いた功績が高く評価され、ノーベル生理学・医学賞を受

賞をされました。受賞された本庶さんは、知らない患者さんから「元気になったのはあなたのおか

げ」と言われることに、これ以上の幸せはないと話をされています。同じ国民として、改めて敬意

をあらわすとともにお祝いを申し上げたいと思います。 

 さて、10月２日に第４次安倍改造内閣が発足し、保護主義が台頭する国際情勢の中で、引き続き

経済政策継続を重視した内閣と言われるとともに、生涯現役社会を目指して社会保障制度改革を３

年間で実施することに意欲を示されています。 

 このように、引き続く不透明な国際情勢と我が国の厳しい経済情勢は、今後とも続くものと予想

しなければなりません。したがいまして、村におきましても厳しい財政状況の中ではありますが、

村政発展のために議会の果たされる役割は極めて大きいことから、今後とも議員各位の御指導を賜

りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 本日御提案申し上げます議案は、教育委員会委員の任命の同意及び一般会計補正予算案の２件で

ございます。十分御審議をいただき、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
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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。 

 

──────────────────────────────────── 

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、６番 涌井仙一郎議員、７番 松本 茂

議員、８番 畔上孝一議員を指名します。 

 

──────────────────────────────────── 

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。 

 本臨時会の会期は、本日１日間限りにしたいと思います。 

 御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議 長（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。 

 本日の会議に９番 水谷 清議員が通院のため欠席する旨届け出がありましたので、報告します。 

 監査委員から、８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。 

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

日程第４ 同意第４号 

～  

日程第５ 議案第49号 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第４ 同意第４号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて及び日程第５ 

議案第49号 平成30年度高山村一般会計補正予算（第３号）の２件を一括議題とします。 

 本案について提案理由の説明を求めます。 

─────内山村長。 

○村 長（内山信行） 

 高山村議会10月臨時会の提案説明を申し上げます。 

 同意第４号及び議案第49号の２件につきまして、一括して説明を申し上げます。 

 同意第４号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて申し上げます。 

 本案は、教育委員会委員であります大草茂雄さんの任期が来る10月23日に満了となりますが、引

き続き教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の規定に基づ

いて議会の同意をお願いするものであります。 

 議案第49号 平成30年度高山村一般会計補正予算（第３号）について申し上げます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ869万6,000円を追加し、当初予算からの累計額を40億5,131

万円としたものであります。 

 歳出補正の主なものは、民生費の社会福祉費で、地域公共交通に関し、奥山田・牧地区の朝夕の

通勤通学時間帯の運行を長電バス株式会社に委託するため、支線交通運行委託料402万5,000円追加、

農林水産業費では、農業費で、台風21号による自然災害で被災した恒久電気柵の修繕に要する鳥獣

害防除対策補助金や、同じ台風による果樹被害に対する園芸振興事業補助金として100万円追加、

教育費では、小学校費で、熱中症を予防し、良好な学習環境の整備を図るため、普通教室等にエア

コンを設置するための建築設計委託料182万6,000円追加、中学校費では、小学校費と同様に、普通

教室等にエアコンを設置するための建築設計委託料147万5,000円を追加し、歳入では、地方交付税

で、普通交付税869万6,000円を追加いたしました。 

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

げ、提案理由の説明といたします。 

○議 長（酒井康臣議員） 

 しばらく休憩します。 

午前10時16分  休 憩 

──────────────────────────────────── 
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午前10時22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。 

 これから同意第４号に対する質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 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４号 教育委員会委員の任命につき同意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４号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについてを採決します。 

 本案は同意することに賛成の方は、挙手願います。 

（挙手９人） 

○議 長（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49号について質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 質疑なしと認め、質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 原案に反対者の発言を許します。 

 原案に賛成者の発言を許します。 

 討論なしと認め、討論を終わります。 

 これから議案第49号 平成30年度高山村一般会計補正予算（第３号）を採決します。 

 本案は原案のとおり決定することに賛成の方は、挙手願います。 
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（挙手９人） 

○議 長（酒井康臣議員） 

 挙手全員です。 

 本案は原案のとおり可決されました。 

 

──────────────────────────────────── 

日程第６ 選挙管理委員の選挙について 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第６ 選挙管理委員の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定によって、指名推選にしたいと思いま

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。 

 選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名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。 

 議長が指名することに決定しました。 

 選挙管理委員に、藤澤久巳さん、金井 紀さん、黒岩隆三さん、堀江繫太郎さんを指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名いたしました４人を選挙管理委員の当選人と定め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。 

 ただいま指名いたしました藤澤久巳さん、金井 紀さん、黒岩隆三さん、堀江繫太郎さんが選挙

管理委員に当選されました。 
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──────────────────────────────────── 

日程第７ 選挙管理委員補充員の選挙について 

○議 長（酒井康臣議員） 

 日程第７ 選挙管理委員補充員の選挙を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第118条第２項の規定により、指名推選により行いたいと思

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。 

 選挙の方法は、指名推選で行うことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名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。 

 議長が指名することに決定しました。 

 選挙管理委員補充員に補充順位を定め指名いたします。順位１位 宮川晴子さん、順位２位 平

林千加子さん、順位３位 藤澤久栄さん、順位４位 澤井好子さんを指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長において指名いたしました４人を選挙管理委員補充員の当選人と定めることに御異

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。 

 ただいま指名いたしました順位１位 宮川晴子さん、順位２位 平林千加子さん、順位３位 藤

澤久栄さん、順位４位 澤井好子さんが選挙管理委員補充員に当選されました。 

 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、これで閉会としたいと思います。 
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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。 

 本臨時会はこれで閉会することに決定しました。 

 会議を閉じます。 

 この機会に議長として一言御礼を申し上げます。 

 本日の臨時会におきましては、同意案件と一般会計補正予算を御審議いただき、ありがとうござ

いました。 

 また、議会に選出が委ねられております選挙管理委員と同補充員につきましては、選挙をしてい

ただきました。選挙に当たりましては、それぞれの議員の皆様に大変御苦労をいただき、御礼を申

し上げます。今回御就任いただきます選挙管理委員の皆様には、公正で明るい選挙の執行に御尽力

をいただきますようお願いを申し上げるものであります。 

 さて、ことしも台風21号による果樹の落下、葉ずれなど、強風による被害が発生いたしました。

被害に遭われた農家の皆様には、お見舞いを申し上げますとともに、今後、無事収穫が終了するこ

とを願いたいと思います。 

 また、ことしはキノコが豊作のためか、県内では例年になく里山の遭難事故が多発しております。

山に入るときは、熊との遭遇事故、滑落事故などに十分注意をされ、キノコ取りを楽しんでいただ

きたいとも思います。 

 そして、高山村の新しい地域公共交通システムがスタートいたしました。交通弱者の皆様には、

早くシステムを理解をしていただき、利用される方が少しでも増えることを期待いたします。 

 このところ寒暖の差が大きく、体調の管理が大変でありますが、議員各位には、くれぐれも御自

愛をいただき、ますますの御活躍を御期待申し上げ、閉会の挨拶といたします。 

 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） 

 10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、御提案を申し上げました教育委員会委員の任命の同意及び一般会計補正予算案につきま

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。 

 教育委員の選任につきましては、引き続き御依頼を申し上げました大草茂雄様には、豊富な教育

の経験をさらに発揮していただき、本村の教育行政の発展に御活躍いただけるものと御期待を申し

上げる次第であります。 



－112－ 

 先ほどの招集挨拶の中で、相次ぐ自然災害に備えた体制の強化について申し上げましたが、先月

28日にインドネシア中部のスラウェシ島でマグニチュード7.5の大きな地震があり、地震と津波で

1,400人を超える方々が犠牲になられ、甚大な被害となりました。亡くなられました皆様の御冥福

と被災地の一日も早い復旧復興を願うばかりであります。 

 さて、去る10月１日、日銀が発表した９月の全国企業短期経済観測調査、短観によりますと、企

業の景況感は３期連続で悪化したと報じられており、３期連続での悪化は、リーマンショック以来

10年ぶりと言われております。為替の円安を背景に企業収益は好調を維持しているものの、相次ぐ

自然災害や貿易摩擦への懸念が影響したと見られ、先行きに関しては慎重な見方が広がっていると

されています。 

 このような中で、地方にとっては引き続き厳しい財政状況ではありますが、着実な村政運営を行

い、村民の皆様の幸せのための地域づくりに邁進してまいりますので、今後とも議員各位の御支援

を賜りますよう、お願い申し上げます。 

 10月に入り、朝晩はめっきり冷え込み、寒さが厳しくなってまいりますが、本格的な紅葉の季節

を迎える本村に、豊かな自然を求めて訪れるお客様でにぎわうことを期待するものであります。議

員各位におかれましては、くれぐれも健康に御留意いただき、ますますの御活躍を御祈念申し上げ

ますとともに、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30年第４回高山村議会10月臨時会を閉会します。 

 御苦労さまでした。 

午前10時35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30年10月10日 

                 高山村議会議長  酒 井 康 臣 

 

                 署 名 議 員  涌 井 仙一郎 

 

                 署 名 議 員  松 本   茂 

 

                 署 名 議 員  畔 上 孝 一 
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12月定例会に付託された陳情書 

  陳情第３号 

2018年11月８日 

高山村議会議長 

  酒 井 康 臣 様 

 

                         陳情者 長野県医療労働組合連合会 

                             執行委員長 小 林 吟 子 

                             （連絡先）長野市高田２７６－８ 

 

安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情 

 

〔陳情趣旨〕 

 医療や介護現場での人手不足はいまだに深刻な状態にあります。人手不足により一人一人の過重

労働がすすみ、過酷な夜勤や長時間労働などが解消されずに、医師や看護師の過労死を引き起こす

事態が続いています。厚生労働省も、医療職場や介護職場の勤務環境改善の必要性を明らかにし、

手だてを講じてはいますが、具体的な労働環境の改善には至っていません。 

 日本医労連の「2017年度夜勤実態調査」では、２交替勤務病棟のうち16時間以上の長時間夜勤の

割合は43.1％、勤務と勤務の間隔が極端に短い８時間未満の病棟の割合が49.0％でした。このよう

な過酷な夜勤実態の背景には、慢性的な人手不足があります。同「2017年看護職員の労働実態調査」

では、慢性疲労を抱えている看護師が71.7％、健康不安の訴えが67.5％、そして、「仕事を辞めた

い」と思いながら働いている看護師が74.9％で、その理由としては「人手不足で仕事がきつい」が

47.7％と最も多くなっています。 

 また、介護現場では長時間夜勤の割合はさらに高く、小規模施設では１人体制の夜勤が恒常的に

行われています。 

 労働時間規制を含めた実効ある対策は、猶予できない喫緊の課題です。2007年に国会で採択され

た請願内容（夜間は患者10人に１人以上、昼間は患者４人に１人以上など看護職員配置基準の抜本

改善、夜勤の月８日以内の規制など）の早期実施を行い、そのために必要な人員の確保を国の責任

で実行されることを強く求めます。そして国民誰もが安心して医療・介護を利用できるよう、保険

料や一部負担金の負担軽減が必要です。 

 安全・安心の医療・介護の実現のため、下記事項につき、地方自治法第99条にもとづく国に対す

る意見書を提出していただけるよう陳情いたします。 

〔陳情項目〕 

１．医師・看護師・医療技術職・介護職などの夜勤交替制労働における労働環境を改善すること 
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 ① １日且つ１勤務の労働時間８時間以内を基本に、労働時間の上限規制や勤務間のインターバ

ル確保、夜勤回数の制限など、労働環境改善のための規制を設けること 

 ② 夜勤交替制労働者の週労働時間を短縮すること 

 ③ 介護施設や有床診療所などで行われている「１人夜勤体制」をなくし、複数夜勤体制とする

こと 

２．安全・安心の医療・介護を実現するため、医師・看護師・医療技術職・介護職を増員すること 

３．患者・利用者の負担軽減をはかること 

                                        以 上 
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  陳情第４号 

2018年11月27日 

高山村議会議長 

  酒 井 康 臣 様 

 

                       陳情者 須坂・北信濃民主商工会 

                           会 長 宮 川 光 男 

                           中野市大字江部７９９－６（事務所） 

                       陳情者 須坂・北信濃民主商工会 高山支部 

                           支部長 山 嵜 秀 治 

                           高山村大字牧２５０６－１ 

 

 

国に対し「消費税10％への引き上げ中止を求める意見書」の提出を求める陳情書 

 

〔陳情趣旨〕 

 安倍首相は、2019年10月から消費税を10％に増税するとしています。今でさえ、深刻な消費不況

が続いています。増税と、年金カット・医療・介護など社会保障費負担増、そして賃金低下、物価

上昇と三重苦のもとで、これ以上節約するところがないと悲鳴が上がっています。 

 厚労省が発表した全労働者の実質賃金は７年連続減少し、年収200万円以下の労働者は、12年連

続１千万人を超えました。２人世帯の実質消費支出は、５年間で22万円も減少しています。 

 日銀によれば全国で35％の世帯が無預金とのことです。暮らしは苦しくなる一方です。 

 私たちの可処分所得には消費税がほとんど課税されます。消費税は生活費課税です。 

 このような状況で消費税を引き上げれば、税率が５％から８％になったときの大不況が再来しま

す。 

 税率10％への引き上げで一人当たり年２万円、一世帯当たり（４人家族）８万円の増税という試

算も出ています。加えて税率引上げと同時に実施を狙う「軽減税率」には、重大な問題があります。

飲食料品と週２回以上発行の新聞代は税率８％に据え置かれますが、運送費や加工費、広告宣伝費

など、10％の分の値段は値上がりします。また８％と10％の線引きは単純ではありません。 

 日本商工会議所も「軽減税率の導入にあたっては、事業者の８割がいまだ準備に取り掛っていな

い危機的状況にある」と強調しています。 

 そして、2023年に導入される「インボイス（適格請求書）制度」は、地域経済を担う中小業者に

とって大きな負担となり、免税業者が商取引から排除されるという重大な問題があります。 

 そもそも消費税は、所得の少ない人ほど負担が重く、貧困と格差を拡大する根本的な欠陥を持つ
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税制です。 

 日本国憲法は応能負担原則に則った税制の確立を要請しています。 

 いま必要なことは、消費税増税ではなく、税金の集め方、使い方を見直し、大企業や富裕層を優

遇する不公平税制をただすべきです。軍事費や不要不急の大型公共工事への歳出を減らし、暮らし

や社会保障、地域経済振興優先に税金を使い、内需主導で家計をあたためる経済政策をとるべきで

す。 

 私たちは、市民の暮らし、地域経済、地方自治体に深刻な打撃を与える消費税増税を中止するこ

とを強く求めます。 

 以上の趣旨から下記の事項について陳情いたします。 

〔陳情事項〕 

１、2019年10月の消費税率10％への引き上げ中止を求める意見書を、政府及び関係行政官庁に提出

していただくこと。 

 

 


