（午前１０時００分）
議長（西 宗亮君） おはようございます。
平成29年第３回山ノ内町議会定例会の開会に当たり、一言ご挨拶を申し上げます。
議員各位には、公私ご多忙のところご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。
本定例会は、後期の人事構成後最初の議会であります。新たな議会構成のもと、議会使命の
原点に返り、行政の政策形成過程や実施過程に多面的に参画し、団体意思決定機関としての役
割を十分果たすとともに、これまで進めてきた議会活性化の歩みをとめることなく取り組んで
まいる所存でございます。皆様のご支援とご協力をよろしくお願い申し上げます。
さて、本定例会に提出されました諸議案につきましては、後刻町長より説明がありますが、
議員各位には十分なる審議と円滑な議会運営に引き続きご協力をお願い申し上げます。
また、一般質問には11名が通告しております。改めて申し上げるまでもございませんが、質
問は事務的な内容は避け、町の行財政施策を大所高所から建設的立場で簡明かつ能率的に行っ
ていただきたいと思います。
町長を初め、理事者、管理職各位には明解なご答弁をお願いするとともに、諸般の議事運営
に格段のご協力を賜りますようお願い申し上げ、開会の挨拶といたします。
───────────────────────────────────────────────
（開 会）

（午前１０時０３分）

議長（西 宗亮君） ただいまの出席議員数は14名であります。したがって、会議の定足数に達
しておりますので、本日の会議は成立しました。
これより平成29年第３回山ノ内町議会定例会を開会します。
改めてクールビズについて申し上げます。
節電と省エネルギー対策推進の一環として、本定例会もノーネクタイ、ノー上着を認めます
ので、ご承知願います。
───────────────────────────────────────────────
議長（西 宗亮君） 町長から招集の挨拶があります。
竹節町長、登壇。
（町長 竹節義孝君登壇）
町長（竹節義孝君） 改めて、おはようございます。
本日、ここに平成29年第３回山ノ内町議会定例会を招集しましたところ、議員各位には定刻
にご参集いただき、開会できますことに厚くお礼申し上げます。
６月１日、議会の申し合わせにより、初の定例議会となりますが、２年間引き続きよろしく
お願いいたします。
４月18日から20日、北京市密雲区より、李副区長さんを初め、６名の皆さんが友好提携10周
年記念に来町され、さらなる友好交流を深めることを確認するとともに、庁舎前において中国
原産のサルスベリ８本を関係者で記念植樹したり、当町の環境行政の取り組み状況やスノーモ
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ンキーの視察をされました。７月から８月に友好のあかしとしてのピンクの花が咲くのが大変
楽しみです。
一方、図書の交流、３年後の東京オリンピックでの中国とのホストタウン、５年後の北京オ
リンピック開催、インバウンド推進など、ＪＮＴＯ、長野県等と情報を密にし、対応してまい
りたいと思っております。
長野冬季オリンピックからはや20年、当町にとって半世紀の悲願であり、三度目の立候補の
開催となって、そして成功でありました。私たちにとって「心と記録に残る財産」として節目
事業を計画し、その１つとして、４月26日、元オリンピック選手の杉山進さん、荻原健司さん
をスポーツ文化大使に委嘱するとともに、広島、長崎の被爆２世樹木、アオギリ、クスノキを
庁舎南に移植し、ピースフル・ガーデンとして、庁舎玄関にあった長野冬季オリンピックエン
ブレム看板の移設、ピラカンサやサルスベリの記念植樹を行いました。
また、婚姻届を出された方の記念として、ピースフルガーデンで記念写真のサービスを始め
たところ、５月５日に第１号の方が記念撮影されました。これからも来庁者の憩いの場として
ご利用いただけるように、少しずつ整備をしてまいりたいと思っております。
また、中学校での荻原健司さんの講演会、学校側の要望もありまして、生徒だけでなく授業
参観日に設定し、ＰＴＡの皆さんにも一緒に聴講できるように、荻原さんの了承も得、キン
グ・オブ・スキーであり長野県教育委員のお話を大変楽しみにしているところでございます。
議会の皆さんでご都合のつく方もありましたら、参加できると思いますので、よかったらご聴
講いただければありがたいと思います。
また、５月11日、奥志賀リゾートのオーナー、犬塚秀博氏が来庁され、奥志賀町有地を貸し
つけている奥志賀リゾートの社長が、元社長であり前会長の犬塚氏本人にかわった旨、報告が
ありました。前社長もいろいろアイデアを出し、売り上げは伸びたが、費用対効果、地元への
大きなアドバルーンを上げ、迷惑をかけたけれども、今後は奥志賀の振興、利益の上がる会社
にしたいので、社長に戻ってみずから直接経営したいとのことでした。
町としては、年２回の皇族が訪れたり、小澤征爾さんの音楽の聖地であったり、オーナーで
ある犬塚氏の社長就任は、町にとっても大変大切なスキー場を初めとする高級リゾート地とし
て、会社の体質強化、奥志賀地域の振興は大いに歓迎したいと思っております。
昨年、猪谷さんと電話で話をした際に、ＩＯＣの貴重なもの、当日のみでいいから銀メダル
を拝見したいなどの要望をしたところ、５月15日、猪谷千春ご夫妻が来町され、ＩＯＣの許可
をとり、61年前のコルチナダンペッツオの銀メダルが黒く酸化しているので復刻したメダルや、
ＩＯＣ名誉委員を10年務め、功績のあった方のみに贈られるオールシルバーのＩＯＣ勲章、日
本では猪谷さんのみ、１つしかないものでございますけれども、そのほかＩＯＣ旗など27点、
町に寄贈いただきました。
日本の五輪史にとってもお宝であり、責任を持って大切に保管するとともに、志賀高原リゾ
ートが所有し、もともとある丸池の猪谷記念館の世界選手権のメダルやスキーの貴重な資料と
－4－

ともに、和合会所有の志賀高原歴史記念館の２階の特別室やロビーに移設し、ご本人のご同意
を得た名称、猪谷千春記念コーナーとして、長野冬季オリンピック20周年記念事業の一環とし
て、志賀高原の新たな名所として、さらにはスキー振興の一助にと、３者協力のもと、７月23
日信州山の日に、猪谷さんご夫妻を初め、猪谷さんやオリンピック関係者、地元関係者をお招
きし、オープンセレモニーを行う予定でございます。多くの町民、観光客の皆さんに、ぜひご
鑑賞いただきたいと思っております。
昨年、町へのふるさと納税は１億7,000万でしたが、全国自治体でふるさと納税の返礼品を
地域振興にと、総務省の目安の30％を大幅に超える加熱状況を是正する大臣通達が発せられる
中、当町は平均30.7％とわずかに超えました。果樹、宿泊券、リフト券、地ビール、信州牛な
ど55コースのうち、15コースでわずかのオーバーがありましたので、７月より返戻率のオーバ
ーしたコースの納税額を各5,000円引き上げることにより、全てが３割以内におさまります。
これからも４つの応援貨により、観光や農業の振興、福祉や教育等、自信と誇りの持てる我
が郷土づくりに生かすべく、さらなる内容の充実により、引き続きふるさと納税が拡大される
ように努めてまいりたいと思っております。
６月７日午前、気象庁より、同日午後、草津白根の噴火火山警戒レベルを、３年ぶりに２か
ら１に下げる旨の記者会見があるとの連絡を受け、町内の関係者に早速電話連絡をしたところ
でございます。今までレベル２によって、ルート292白根山付近が夜間通行どめとなり、観光
に影響が生じていました。
今後、草津白根山火山連絡協議会長である草津町長の判断となりますが、規制緩和されれば
夜間通行どめを解除されるものと思われ、夏の観光シーズン本番を迎える大切な時期であり、
町や観光関係者、観光客にとっても大変うれしいニュースとなります。
昨日、町のポンプ操法大会が開催され、各消防団員は早朝、夜間の練習の成果を発揮され、
健闘されました。結果として、小型ポンプは横前Ｂ、星川、自動車の部は西部分団、ラッパ吹
奏の部、東部分団が優勝、準優勝をされ、７月２日の北信大会での活躍が期待されているとこ
ろでございます。
さて、本議会にご提案申し上げます案件は、平成29年度一般会計、特別会計の補正予算、計
２件、条例の改定３件、工事請負契約の締結５件の計10件であります。
十分ご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げ、招集のご挨拶とさせていただきます。
ありがとうございます。
───────────────────────────────────────────────
開 議
議長（西 宗亮君） これより本日の会議を開きます。
───────────────────────────────────────────────
諸般の報告
議長（西 宗亮君） 諸般の報告を行います。
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最初に、請願・陳情の受理及び取り扱いについて申し上げます。
去る６月７日の議会運営委員会までに受理した請願・陳情は、陳情１件であります。
会議規則第95条の規定により、お手元に配付しました文書表のとおり、所管の常任委員会に
審査を付託しましたので、会期中に報告できるよう審査をお願いいたします。
次に、長野県地方税滞納整理機構議会議員並びに長野県後期高齢者医療広域連合議会議員の
うち、町村議会議員から選出すべき議会議員の選挙結果について申し上げます。
長野県地方税滞納整理機構議会議員には豊丘村の下平豊久議長が、また、長野県後期高齢者
医療広域連合議会議員には野沢温泉村の久保田三代議長のほか、４町村の議員がそれぞれ無投
票で当選されました。
去る６月２日には、長野県町村議長会の臨時総会が長野市で開催され、平成29年度の事業計
画及び予算等の報告のほか、役員選挙が行われ、会長には野沢温泉村の久保田三代議長が再選
されました。
次に、管内視察について申し上げます。
常任委員会の調査活動として、毎年６月定例会に実施しております管内視察につきましては、
常任委員会ごとに所管する課長等と協議の上、期日までに実施されますようお願いいたします。
以上で諸般の報告を終わります。
───────────────────────────────────────────────
１ 会議録署名議員の指名について
議長（西 宗亮君） 議事に入ります。
日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。
会議規則第127条の規定により
６番 布施谷 裕 泉 君
７番 徳 竹 栄 子 君
８番 山 本 良 一 君
を指名します。
───────────────────────────────────────────────
２ 会期の決定について
平成２９年第３回山ノ内町議会定例会会期日程
（会期１５日間）
月 日

曜

種 別

６．12

月 本 会 議

開会開議

閉議閉会

内

午前１０時

午後５時

諸般の報告

容

会議録署名議員の指名
会期日程の決定
議案第２２号～第３１号
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上程、提案説明
全員協議会

本会議終了後

13

火 休

会

14

水 本 会 議

午前１０時 午 後 ５ 時

一般質問

15

木 本 会 議

午前１０時 午 後 ５ 時

一般質問

16

金 本 会 議

午前１０時 午 後 ５ 時

一般質問
議案審議
議案第２２号～第２３号
質疑、討論、採決
議案第２４号～第２６号
質疑、常任委員会付託
議案第２７号～第３１号
質疑、討論、採決

17

土 休

会

18

日 休

会

19

月 委 員 会

午前９時 午後５時

常任委員会（条例審査等・管内視
察）

20

火 委 員 会

午前９時 午後５時

常任委員会（条例審査等・管内視
察）

21

水 議会運営

午前１０時 午後１２時

議会最終日日程審議

午後２時 午後５時

常任委員会報告

委 員 会
22

木 休

会

23

金 休

会

24

土 休

会

25

日 休

会

26

月 本 会 議

議長（西 宗亮君） 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、お手元に配付の会期日程表のとおり、本日６月12日から
６月26日までの15日間に決定したいと思います。ご異議ありませんか。
（「異議なし」と言う声あり）
議長（西 宗亮君） 異議なしと認めます。
したがって、本定例会の会期は、本日６月12日から６月26日までの15日間に決定しました。
───────────────────────────────────────────────
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３ 議案第２２号 平成２９年度山ノ内町一般会計補正予算（第１号）
議長（西 宗亮君） 日程第３ 議案第22号 平成29年度山ノ内町一般会計補正予算（第１号）
を上程し、議題とします。
提案理由の説明を求めます。
竹節町長、登壇。
（町長 竹節義孝君登壇）
町長（竹節義孝君） 議案第22号 平成29年度山ノ内町一般会計補正予算（第１号）についてご
説明申し上げます。
今回の補正の内容は、歳入歳出予算及び地方債の補正であります。
第１表歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ2,602万4,000円を追加し、予算の総額を歳
入歳出それぞれ71億6,202万4,000円とするものであります。
第２表の地方債の補正は、一般廃棄物処理事業を廃止し、有利な過疎対策事業債に振りかえ
るものであり、過疎対策事業の限度額を増額するものでございます。
歳入について申し上げます。
国庫補助金では、障害福祉特別支援事業補助金及び地方創生推進交付金の新規計上による補
正であります。
県補助金では、地域発元気づくり支援金の減額、克雪住宅普及促進事業補助金及び産地パワ
ーアップ事業補助金の要望増による増額補正であります。
基金繰入金では、財政調整基金繰入金を財源調整として増額補正するものであります。
雑入では、コミュニティ助成及び消防団員安全装備品整備等助成事業に係る新規計上による
補正であります。
町債では、じんかい車購入に係る一般廃棄物処理事業債を、過疎対策事業債に事業区分を変
更し、満額充当による増額補正をするものであります。
次に、歳出について申し上げます。
総務費の一般管理費では、オリンピック・パラリンピック20周年に当たる記念事業として、
荻原健司さん記念講演に係る報酬の計上、猪谷記念館を志賀高原歴史記念館へ移転リニューア
ルする経費として、旅費、需用費、備品購入費の計上、神田正輝杯スキー大会の参加記念品経
費の計上、世界の樹木パネル展を開催するためのパネル作成費の増額、細川たかしとワールド
スキージュニア及びLet'sスキーに係る負担金の計上であります。
企画費では、中須賀川割山地区集会所改築に係るコミュニティ助成金の新規計上、移住定住
推進費では、若者定住促進家賃補助金、克雪住宅普及促進事業補助金及び移住促進家賃補助金
の増額、防犯推進費では、防犯灯設置補助金の増額補正であります。
戸籍住民基本台帳費では、４月に開設したピースフル・ガーデンにおける婚姻届記念撮影の
ための写真台紙及びオリジナル婚姻届の作成費用の新規計上による増額補正であります。
民生費の心身障害者等福祉費では、障害福祉サービスの報酬改定に伴うシステム改修費の新
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規計上、老人福祉費では、屋内ゲートボール場の倒木処理のための修繕料の増額補正でありま
す。
児童福祉費では、西小学校児童クラブ増室分に係るＦＦヒーターの設置工事のための増額、
保育所費では、志賀高原保育園通園トンネルの修繕工事に係る増額補正であります。
清掃費では、起債事業区分の変更による財源振替でございます。
農林水産業費の農業振興費では、産地パワーアップ事業補助金の要望増加に伴う増額、耕地
事業費では、地域発元気づくり事業に係る実施延長の減による減額、林業振興費では、うるわ
しの森事業のうち、セラピーロードパンフレットの増刷に係る増額補正であります。
商工費のうち商工総務費では、臨時職員賃金を減額し、観光振興費では、特別誘客事業とし
て信州ＤＣイベントに位置づけるウオーキングアンドフォトイベントの開催、台湾を中心とし
たインバウンド推進事業及び減額した臨時職員賃金を委託に変更するための委託料の増額、サ
ービスエリアイベント開催のための使用料の増額、観光振興イベント補助金及び信越９市町村
広域観光連携会議負担金の増額補正であります。
ユネスコエコパーク推進費では、新規に地域おこし協力隊員を採用する報酬の増額補正でご
ざいます。
土木費の土木総務費では、金倉地区景観協定に基づく個人修景事業補助金の増額補正であり
ます。
道路新設改良費では、町道黒川下川原線の待避所設置に係る概略設計費の増額補正でござい
ます。
消防費では、消防団員安全装備品整備等助成金に係る財源振替であります。
教育費では、中学校の鉄棒入れかえに係る工事費の増額補正であります。
細部につきましては、総務課長に補足の説明をさせます。
十分ご審議の上、ご承認をお願いいたします。
議長（西 宗亮君） 補足の説明を求めます。
総務課長。
総務課長（柴草 隆君） 〔議案に基づく補足説明〕
───────────────────────────────────────────────
４ 議案第２３号 平成２９年度山ノ内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算（第１号）
議長（西 宗亮君） 日程第４ 議案第23号 平成29年度山ノ内町後期高齢者医療保険特別会計
補正予算（第１号）を上程し、議題とします。
提案理由の説明を求めます。
竹節町長、登壇。
（町長 竹節義孝君登壇）
町長（竹節義孝君） 議案第23号 平成29年度山ノ内町後期高齢者医療保険特別会計補正予算
（第１号）について申し上げます。
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補正の内容は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ50万3,000
円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ１億5,910万3,000円とするものでございます。
内容につきましては、制度開始時に国が開発し、全国へ配布した後期高齢者医療広域連合電
算処理システムの設定誤りが判明し、一部の被保険者に対して保険料軽減の判定が誤って行わ
れ、再判定したことによる保険料還付金及び還付加算金の増額であります。
歳入では、長野県後期高齢者医療広域連合から交付される諸収入の保険料還付金を46万
1,000円、還付加算金で４万2,000円を増額するものであります。
歳出では、諸支出金の保険料還付金を46万1,000円、還付加算金で４万2,000円の増額でござ
います。
以上でございます。
───────────────────────────────────────────────
５ 議案第２４号 山ノ内町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定に
ついて
６ 議案第２５号 山ノ内町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について
７ 議案第２６号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について
議長（西 宗亮君） 日程第５ 議案第24号から日程第７ 議案第26号までの３議案を一括上程
し、議題とします。
議題の朗読を議会事務局長にさせます。
事務局長。
（議会事務局長山﨑和彦君議題を朗読する。）
議長（西 宗亮君） 以上３議案について、提案理由の説明を求めます。
竹節町長、登壇。
（町長 竹節義孝君登壇）
町長（竹節義孝君） 議案第24号 山ノ内町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する
条例の制定についてから議案第26号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の
制定についてまでの３議案を一括して提案のご説明を申し上げます。
議案第24号 山ノ内町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の制定につい
て申し上げます。
本条例は、社会保障・税番号制度によるマイナポータルを利用した「子育てワンストップサ
ービス」の開始に伴い、条例、規則等に基づき書面によることとされている手続等について、
インターネット等を利用したオンラインの方法でも可能とする特例規定や、オンラインで行う
場合の押印や申請等の到達時期の取り扱いなどの共通事項を定めるほか、オンラインで行うこ
とができる手続の公表義務などを定めており、これにより各手続に係る個別条例の改正を要し
ないでオンライン化を可能とするために、本条例を制定するものであります。
次に、議案第25号 山ノ内町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について申し上げま
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す。
本条例は、本年７月からマイナンバー制度等を活用した子育て行政サービスの変革を行うべ
く、オンライン上でも子育てのサポートを行う取り組みである「子育てワンストップサービ
ス」が開始されることに伴い、町の機関に係る申請、届け出その他の手続について、オンライ
ンによることが可能となることから、町行政手続条例における関係規定についても所要の改正
を行うものでございます。
次に、議案第26号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の制定について申
し上げます。
本条例は、人事院規則の一部改正に伴い、地方公務員の育児休業等に関する法律に規定する
育児休業の承認及び育児休業の期間の延長に係る条例で定める特別な事情として、「保育所等
への申し込みを行っているが、当面その実施が行われないこと」を加え、いわゆる待機児童に
対しての子育て環境の充実を図るべく、改正条例の参考例の提示があったことから、当町の条
例についても所要の改正を行うものでございます。
以上３議案について、一括してご提案申し上げます。
なお、議案第24号については、総務課長に補足の説明をさせます。
十分ご審議の上、ご承認をお願いいたします。
以上です。
議長（西 宗亮君） 補足の説明を求めます。
総務課長。
総務課長（柴草 隆君） 〔議案に基づく補足説明〕
───────────────────────────────────────────────
８ 議案第２７号 平成２９年度すがかわ体育館改修工事請負契約の締結について
９ 議案第２８号 平成２９年度山ノ内町学校給食センター改修工事請負契約の締結につい
て
１０ 議案第２９号 平成２９年度橋梁補修（橋梁長寿命化）工事請負契約の締結について
１１ 議案第３０号 平成２９年度志賀高原総合会館９８改修工事請負契約の締結について
１２ 議案第３１号 山ノ内町地域防災情報システム（同報系）整備工事の請負契約の締結に
ついて
議長（西 宗亮君） 日程第８ 議案第27号から日程第12 議案第31号までを一括上程し、議題
とします。
議題の朗読を議会事務局長にさせます。
事務局長。
（議会事務局長山﨑和彦君議題を朗読する。）
議長（西 宗亮君） 提案理由の説明を求めます。
竹節町長、登壇。
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（町長 竹節義孝君登壇）
町長（竹節義孝君） 議案第27号 平成29年度すがかわ体育館改修工事請負契約の締結について
から議案第31号 山ノ内町地域防災情報システム（同報系）整備工事の請負契約の締結につい
てまでの５議案について、一括してご説明申し上げます。
議案第27号 平成29年度すがかわ体育館改修工事請負契約の締結について申し上げます。
本案は、すがかわ体育館の老朽化した屋根、外壁及びトイレの改修工事で、6,642万円にて
株式会社渡辺組と請負契約をするため、議会の議決をお願いするものであります。
次に、議案第28号 平成29年度山ノ内町学校給食センター改修工事請負契約の締結について
申し上げます。
本案は、山ノ内町学校給食センターの法令適合及び老朽化に伴う改修工事で、7,441万2,000
円にて湯本建設株式会社と請負契約をするため、議会の議決をお願いするものでございます。
続いて、議案第29号 平成29年度橋梁補修（橋梁長寿命化）工事請負契約の締結について申
し上げます。
本案は、角間橋において実施する橋梁長寿命化計画による橋梁補修工事で、5,076万円にて
平穏土建株式会社と請負契約を締結するため、議会の議決をお願いするものであります。
次に、議案第30号 平成29年度志賀高原総合会館98改修工事請負契約の締結について申し上
げます。
本案は、志賀高原総合会館98の老朽化に伴う改修工事で、7,333万2,000円にて平穏土建株式
会社と請負契約をするため、議会の議決をお願いするものであります。
次に、議案第31号 山ノ内町地域防災情報システム（同報系）整備工事の請負契約の締結に
ついて申し上げます。
本案は、既存の防災行政無線をアナログからデジタル電波に更新するとともに、携帯電話等
へのメール配信や戸別受信機を設置する工事であります。
債務負担行為による２カ年間の工事で、５億5,620万円にて株式会社日立国際電気長野営業
所と請負契約をするため、議会の議決をお願いするものであります。
以上５議案について、一括ご提案申し上げました。
なお、細部につきましては、議案第27号及び28号については教育次長から、議案第29号につ
きましては建設水道課長から、議案第30号につきましては観光商工課長から、議案第31号につ
きましては消防課長からそれぞれ補足の説明をさせます。
十分ご審議の上、ご承認をお願いいたします。
議長（西 宗亮君） 補足の説明を求めます。
議案第27号及び議案第28号の２議案について、教育次長。
教育次長（大塚健治君） 〔議案に基づく補足説明〕
議長（西 宗亮君） 議案第29号について、建設水道課長。
建設水道課長（鈴木隆夫君） 〔議案に基づく補足説明〕
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議長（西 宗亮君） 議案第30号について、観光商工課長。
観光商工課長（小林広行君） 〔議案に基づく補足説明〕
議長（西 宗亮君） 議案第31号について、消防課長。
消防課長（徳竹彰彦君） 〔議案に基づく補足説明〕
───────────────────────────────────────────────
議長（西 宗亮君） 以上をもって、本日付議されました案件の審議は全て終了しました。
これにて本日の会議を閉議し、散会します。
ご苦労さまでした。
（散 会）

（午前１０時５４分）
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