平成30年 第２回議会定例会

年の第２回議会定例会は２月
日から３月 日までの 日間に
わたって開催されました。
町側から、 年度一般会計補正
予算（第６号）の専決処分の承認
１件、 年度一般会計補正予算（第
７号）のほか各特別会計・事業会
計の補正予算６件、条例の制定３
件、条例の一部改正 件、人事案
件４件、町道の廃止１件、 年度
８会計の予算が提案され、すべて
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採択としました。
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小林民夫議員逝く

小林民夫氏は昨年１

月頃より病と闘いなが

ら議員を続けられ、３

月 日に急逝されまし

た。（享年 ）

年当選（無投票）

以来、前期で社会文教

常任副委員長などを歴

任、 年６月から 年

３月まで広報常任副委

員長などの職務を全う

議会だより 年 月

されました。

号の編集会議で、得意

の俳句を面白く解説す

るなど元気な姿が思い

出され、惜別の念に堪

ここに小林民夫氏の

えません。
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地域経済牽引事業の起業に
条例の制定・一部改正 件のうち、国民健康保
険税条例・個人情報保護条例・介護保険条例の各
一部改正は賛成多数で、他 件は全会一致で原案
通り 可 決 し ま し た 。

条例の制定
地域経済牽引事業の
促進に係る固定資産の
課税免除に関する条例
地域特性を活かした産業
への１億円（農業は５００
０万円）以上の投資につい
て、高付加価値の創出、
％以上の雇用者給与拡大な
どの経済的効果が見込まれ
る事業には、取得した施設
と当該土地の固定資産税を

16

よう「非識別加工」して民
間事業者に利活用を可能と
させようとするもの。国民
は、どんな自己情報が集め
られているかを知り、不当
に使われないよう関与する
自己決定権を持っている。
条件付きで個人の医療情報

個人識別符号など具体的に

個人情報を危険にさらすこ

として活用させることは、

などを業者にビッグデータ

し、実施機関が開示制限で

とにつながる。とても賛成

正男

きる記録情報に個人識別符

渡辺

できない。

です。

反対討論
行政機関等がもつ個人情

クロスカントリーコース

よませどんぐりの森
公園条例

号を加えるなどとする改正

13

報を、個人が特定できない

を廃止するものです。

国民健康保険税条例
国民健康保険税の資産割
を引き下げるものです。資
％を

％を

％

％に、

％に、後期高

産割の詳細は、国保税分
・

齢者支援分９％を
介護保険支援分

にするものです。

反対討論

方式に移

億２０００万円もの基金

もともと高すぎる保険税と

り入れで対応とのことだが、

万円、合計１億円の基金繰

行。値下げ分は年約６００

下げて廃止し、

割を６年間かけて７％ずつ

今回の保険税改定は、資産

金は４億９１８６万円余り。

県から示された事業納付

渡辺 正男

6.5

23

残高は、保険給付費の過大
見込みが原因だ。基金があ
るからといって一般会計か
らの法定外繰り入れを打ち
切ることは許されない。

後期高齢者医療に関
する条例

のグループホームなどの施

設に入所する後期高齢者に

住所地特例（以前住んでい

た住所地の医療保険適用）

を可能とするものです。

介護保険条例

年度から 年度までの

人事案件

蟻川 実

上原 仁

本郷

横倉

寒沢

農業委員会委員の任命

藤浦 忠広

山本 光一

戸狩

佐野

望月 美知子 下須賀川

北原 元明

瀧澤 敏

吉池 洋一

養田 朋子

徳竹 栄子

前坂

上条

中須賀川

菅

竜王

宮崎 眞太郎 沓野

宮津 好男

宇木

保険料を定める改正です。

から５４００円に１００円

下須賀川

の保険料が月額５３００円

すが、基準となる第５段階

保険料は所得により違いま

値上げするものです。

青木 孝一

渡辺 正男

年４月

日まで

（副町長）

任期 平成 年４月１日から

柳澤 直樹

固定資産評価員の選任

ら

任期 平成 年４月 日か

望月 芳文

反対討論

第一号被保険者の保険料

を、第５段階の標準で年額

６万４８００円に改定。本

来月額８００円値上げが必

要なところを基金活用で１

００円に抑えたとのこと。

年度末の基金見込みは２

億１３００万円であり、１

人当たり４万４０００円に

もなる。サービス利用量の

過大見込みの原因分析と真

摯な反省が不可欠。基金を

全額活用すれば、値上げど

15

山﨑 廣一

宇木

固定資産評価審査委員会
委員の選任

任期 平成 年４月３日か

上条

年４月２日まで

倉並 一良

ら

年６月

任期 平成 年６月 日か

ら

日まで

町道廃止

仲屋敷独古橋線（戸狩）

17

３年間免除するものです。

条例の一部改正
個人 情 報 保 護 条 例
個人情報の定義を特定の

ころか月２５０円値下げで
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30
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きる計算になる。
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住所地以外（県外など）
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個人が識別し、識別され得
るものから氏名、生年月日、

地域特性を活かした経済牽引事業を呼び込めるか

30
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固定資産税３年間免税

第２回定例会

一般質問

ズ バ リ ここが知りたい
論戦 国際友好交流、地域公共交通、民泊など
３月１日、２日、５日の３日間にわたり行われました。

一般質問とは、住民から重大な期待と関心を持たれる大事な議員活動です。議員がその市町村の行
政全般にわたって、執行機関の疑問点をただし、所信の表明を求めるものです。議員主導による政策議
論であることから、執行機関も十分な準備が必要となるため事前通告を行います。
質問者1人の質問時間は25分です（答弁を含めて概ね1時間）。
今議会の登壇議員は10人、傍聴者は24人でした（大勢の傍聴をお待ちしています）。
①

②

山本

児玉

良一

1. 野猿公苑について
3. ベイル町との友好交流について

2. 白根火山噴火について
4. 楽ちんバスについて

信治

1．小学校一校統合に向けてのタイムテーブルについて
2．町教育振興基本計画について 3. 中学校長寿命化改修について
4. 耐震対策事業について
5. 町からの区への役職依頼について

③

髙田

佳久

1．後期基本計画の中間年となる平成30年度当初予算は
2. 入館者増を目指す志賀高原ロマン美術館の運営および周辺整備に対
する考えは

④

山本

光俊

1. ジュニアスキー育成連絡協議会について
2. ベイル町の国際友好都市との今後の事業構想は

⑤

布施谷裕泉

1. 子育て環境の充実に向けて
2. 地域や世代を超えて支え合える福祉・生活保障の充実に向けて
3. どんぐりの森公園一帯の再整備について

⑥

湯本

晴彦

1. ベイル町との提携の今後について
3. 消防団再編について

正男

1.
2.
3.
4.

茂昭

1. 町行政の運営にあたり
2. 災害対策は確立されているか
3. 消防組織の体制整備の再構築を
4. 2020年オリンピック開催にあたり

祐一

1. 観光振興について
2. 住宅宿泊事業法（民泊新法）について
3. ふるさと寄附金について 4. ドローンの活用について
5. 小澤ルームについて
6. ピースフルガーデン入口喫煙所について

貞明

1. 地域公共交通について
2. 県森林税とその事業について
3. 心肺蘇生教育と危機管理体制について
4. やまびこ広場改修計画について

⑦

⑧

⑨

⑩

渡辺

小渕

髙山

望月

2. 町の各種計画について
4. 民泊について

友好交流自治体、災害時応援協定締結自治体との交流の現状と今後について
スポーツ推進計画の実践にどう取り組むか
区行政に所属しない住民の現状と町の対応は
志賀高原総合会館98の運営管理について
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一般質問

野猿公苑の雪道で転倒するなどの事故はあるか
観光商工課長―遊歩道での救急搬送は5件
た観光客の雪道での事故は

質問 野猿公苑に来苑され

考えてはいるが、今のまま

で、手を入れて行きたいと

の観光客がいらっしゃるの

どうすれば解決
に進むと思うか

ないと粗悪になってもどう

質問 境界問題が解決がし

てゆくという懸念はある。

的には、粗悪な道路になっ

手は入れられないので将来

ると、問題が解決しないと

らいはできるが、改良とな

アスファルトを敷き直すぐ

う。

団結していくしかないと思

ていくかという見地に立ち、

にみて、道路をどう良くし

地を所有する方々が大局的

が原因と聞いているが、土

に入り込んでいるという点

場所で道路がかなり所有地

しようもないということか。

事故の程度や人数は集計

歩道の要望はない。ただ、

建設水道課長 地元からは

上林旅館街の町道
に歩道の設置要望
はないか

質問 融雪は地元からの要

い。

も難しいと言わざるを得な

れないと事業の導入はとて

あり、境界の問題が解決さ

となどから断念した経緯が

い場所と、聞いており、ど

階では歴史的に非常に難し

解決されると思うが、現段

になれば、おのずと問題も

協力していこうという姿勢

る方々が、事業に同意して

未定の土地を所有されてい

べきと思っている。

いう場所ですのでそうなる

建設水道課長 町の目玉と

していただきたい。

えてこの道路を何とか解決

質問 地元・町・議員も交

早く方向性を
出すべきでは

してはいないが積雪時の除

２年ほど前、温泉を利用し

望がとても強い。筆界未定

建設水道課長 一番は筆界

雪に加え、朝夕の散布車に

た融雪施設の設置ができな

されるお客様が多いという
苦情はある。

山本良一のつぶやき

頃から凍結した道路で転倒

よる融雪剤の散布、関係者

来的に問題はないのか。

うなるかは想像できない。
当該町道敷地の土地の一部

※：筆界未定…土地所
有者が一筆地調査に立
ち会わない場合や現地
を確認していただけな
い場合、また立ち会っ
ても最終的に境界が決
まらない場合は、所有
者・地番・地目・境界
の確認ができなかった
ということで、「筆界
未定」という処理をす
る。

現地は多く

歴史を踏まえたうえで
将来を見据え、大局的
に判断する。
言うは易く行うは難し。
しかし、進むしかない。

いか検討したことはあるが、 のせいでダメと言うが、将

どこからどこまでが町道なのか

に対して融雪剤の配布をす

26

では現道の修繕という形で、 建設水道課長 筆界未定の

あるか。
観光商工課長 遊歩道の部
分では、 月１日から２月

観光客が増加して来た 年

建設水道課長 外国からの

てきたからと推測する。

に関する広報が、行き渡っ

関係機関による、スリップ

こまめにやっていることと、

から階段部分以外の除雪を

２件の減少。要因は、本年

日までに５件で、昨年比

12

る対応をしている。

ひっかいみてい

建設水道課長

※

山本 良一

が筆界未定になっているこ

りょういち

や ま も と
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29

19

児玉 信治

通しが立たない限り、１校

２校統合でいけるという見

ては、子どもたちの成長に

策としている。学校におい

識の是正」の２点を重点施

５００ｍ＝金
 メダル
主将＝百花繚乱
子どもたちへのメッ
セージ＝与えられる
ものは有限、求める
ものは無限
人間として＝金メダル

敷地内に再度、併設する可

統合は避けて通れないとい

合わせた意識を醸成すると

教育長―１校統合という方向は変えない
った。

能性があるのか。

うことだ。

人程

質問 将来、１校統合する

教育長

続け、出生数が ～
度が継続する見込みとなっ

場合は、新設も選択肢のひ

ない。新設という意味は中

可能性はゼロでは

た時には、改めて１校統合

とつと答えているが中学校

を建てる、あるいは新たな

では、「意識醸成」とあるが、 し、家庭や職場、地域にお

質問 町教育振興基本計画

ける男女共同参画および女

い人生設計を考えるキャリ

場所が選定できれば、選択

どのような施策を考えてい

ア教育の充実の実施を推進

肢のひとつということだ。

性の人権について学習でき
児童数は４００人弱で推移

を目指していながら、逆の

しい状況だ。女性参画社会

町長

質問 高齢化・人口減によ

年までの
する。２校存続が可能と考

方向にいくこと自体が非常

り困難な地区もあるが。

年から

えるが。そうすることによ

に残念である。今後とも行

町長 自助・共助・公助に

質問

り既存の校舎がそのまま使

政施策として支援していき

よるまちづくりのために地

る機会を提供していく。

教育長

たい。

域の協力が必要であり、ご

教育委員会として

、
「性別・役割分担意
いう方向性は大事にしたい。 促進」

町からの役職依頼

は、適正規模・適正配置審

教育長 男女共同参画社会

協力をお願いしたい。

用できるが。

議会の答申のように、１学

を推進する「教育・学習の

女性団体の存続も厳

るか。また現状は。

学校の敷地内に新たに校舎

ともに、性別にとらわれな

を進める、との結論にいた

男女共同参画社会

60
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じ
し ん
だ ま
こ

将来的に小学校２校存続が可能では

統合問題は、先送り

小学校１校統合に
ついて
質問
となった。いつどのように
決定され、その内容は。
小中一貫校や施設問

50

児玉信治のつぶやき
年は複数学級が望ましいと

35

町長

学校敷地内へ小学校校舎を
増築して統合することはし

30

題、より良い教育環境の提
供などの課題があり熟慮の
結果、引き続き十分な検討
日開催の総

が必要と判断した。
教育長 ８月

は変えない。 年度に、中

将来、１校統合という方向

決定した。内容については

合教育会議において方針を

29
34

ない。当面、現３校体制を

基礎調査で断念された小学校併設予定地

一般質問

一般質問

30年度予算における編成方針は

町長―暮らし・仕事・人づくり予算として編成

質問
項目の選挙公約達

成に向けて、予算編成で特
住民要望を聞きなが

に留意した点は。
町長
ら、財政面や社会情勢など
を加味し、元気な町づくり
を目指し進めている。
質問 社会体育施設の整備
は、具体的な検討を何年度
具体的な検討はして

にスタートするのか。
町長
いない。
国の方針は長寿命化を基
本に公共施設を ％減少と
しているため、既存施設を

健康福祉課長

資産割を

検討していきたい。

質問 今回のやまびこ広場

整備は、総合的な整備計画

％引き下げ、全体で平均

％の引き下げとした。

となるのか。

観光商工課長 全世代の住

質問 将来的に資産割は。

健康福祉課長

民や観光客に楽しんでもら

えるという点では、総合的

県の運営方

針では 方式（所得割・均

等割・平等割）としている

な整備と考える。

していく方針。

なく、必要かつ無駄のない

規模な整備を行うものでは

多額の事業費をかけて大

ため、 年ごとの見直しに

併わせ、 年を目途に廃止

質問 国民健康保険制度が

しているが状況は。

質問 過日、説明会を開催

を得ているところ。

整備を進めることで、理解

日の協議

改正され被保険者の関心が

高まる中、 月

税率改定と

会を非公開とした理由は。

健康福祉課長

いう重要案件であったため、 観光商工課長 １月 日に

日
わせをしているが、意見の

質問 会議公開の原則によ

やすい会議としたため。

名へ説明会を開催し、利用

に各保育園の保護者代表

観光関係者 名、 月
ければと思っている。

度までに検討に入るのか。

り、今後は協議会の公開を。 方法や安全対策などの意見

があった。

統一がはかられていない。

意見を踏ま

え、公開・非公開について

5

髙田佳久のつぶやき

期間内での検討を目

質問 国民健康保険税の改

健康福祉課長

質問 旧北小学校施設の利

19

町長

委員の皆さんが意見を出し

10

2

活用している。

29
研究費として一応予算計

質問 後期基本計画期間内

1

活用に対する進展は見られ
総務課長 地元で組織して

定状況は。

を加味し総合的に判断する。 ないが、今後の政策展開は。 上した。
公共施設整備等検討会議

いる協議会と何度か打ち合

の移住者誘致合戦は、
本当にいいのか。

で検討としているが、 年

3

3

指しつつも、社会情勢など

予算決算審査委員会における30年度予算の審査

でも、十分検討していかな

佳久
髙田

よ し ひ さ

た か だ

平成30年４月 議会だより第12号
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1.5 7.6

人口流出や少子高齢化
に歯止めがかからない
中で、過熱する自治体

32

14

15

6

11

一般質問

み つ と し

山本 光俊

や ま も と

額を会計に留保するのは不

れている。性質上、未使用

％町からの委託金で運営さ

教育次長 協議会は１００

必要と考える。

にするなど、十分な配慮が

委託金ではなく補助金扱い

の業務になるが、志賀高原

質問 スキー振興も協議会

対し、要望や質問があった

で決定すると承知している。 がそうならなかった。今後

とつの案であり常任委員会

統合が進んでいく場合、そ

質問
問 常任委員会で原案に
質

スキーや小学校のス
Let's

スキー教室への連携
・補助体制の充実を

適当だと考える。

キー教室との連携や支援も

教育次長

教育次長 来年度事業につ

影響が出ると思うが。

質問 義務教育で行うスキ

ていきたい。

する。いろいろな声を聴い

※２

なくとも活躍の場が広がっ

どうするかは考えていない。 る。オリンピックイヤーで

教育長

ていくことが見込まれる中

必要になると思うが。

ックイヤーで海外遠征が多

いては協議会と相談しなが

ー教室は行政からの補助や

活躍は目を見張るものがあ

％となる１２６万円が計上

で、これまでの仕組みを変

教育長 指摘の思いも理解

くなる可能性があることか

ら進めていく。

ているか。

ら予備費に組み必要に応じ

支援体制の整備は必要。町

育成の強化をはかっている。 のスキー文化の裾野拡大の

ためにさらなる取り組みを。

質問 今年度から未使用額

るよう、基金の積み立てや、

こういった動きに対応でき
とになったのは何故か。

を繰越金とせず町に戻すこ

※１

て使用するとの考えだった。 質問 ＳＡＪでもジュニア

今年はオリンピ

質問 予備費に総予算の

されているが、適当と考え

え未使用額を差し戻すのは

今後の統合などを

の都度このような対応をし

山本光俊のつぶやき

質問 現在ジュニア選手の

オリンピックに町出
身者が出場すると盛
り上がる。ここ４大
会は出場を逃してい
るが、次の北京大会
に期待したい。

ていくのか。

町長―伝統を絶やさぬよう支援していく
の発言があったが。
そういう発言があ

り記録も残っているが、ひ

連絡協議会の今後の展望は。 教育長

質問 ジュニアスキー育成

スキー振興のさらなる充実を

※１：SAJ…全日
本 ス キ ー 連 盟 Ski
Association of
Japan の略称。
山ノ内町はもとより、日本スキー界の先駆者である
竹節作太氏（左から3人目）
第２回冬季オリンピックサンモリッツ大会（昭和３年）

教育長 少子化が進んでも
スキーの伝統を絶やさぬよ
う対策を講じる。
質問 協議会の 年度予算
原案はどこで作成されたか。
教育長 事務局を務める教
育委員会で作成した。
質問 作成の要点は。
教育長 北部地区スキー育
成会で管理していたクロス
カントリーコースの管理費
を新たに計上し、また、３
校への補助金を各 万円増
額した。
質問 昨年の常任委員会で
は統合後、北小学校分の補
助金を各校に振り分けると

※２：志賀高原 Let’s
スキー…スキーの楽
しさをたくさんの子
どもたちに知っても
らい、これから出会
う多くの仲間たちに
伝えてほしいとの願
いから町で主催して
いるスキー振興施策。

10

29

10
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一般質問

切れ目ない子育てに向けて
「子ども課」設置は
教育長―事例を見ながら今後研究していきたい

質問

は確認できないが、活性化

農林課長 公園の利用状況

ながら知らない人が多いの

すごく夢のあること。残念

の森があるということは、

子ども課設置のメリ

ット・デメリットは。

センターは 年度４３５回

教育長 メリットは子ども
に関する窓口が一本化され、
わかりやすくなること。デ
メリットは上部機関である
国県との連携が難しくなる
可能性があること。
質問 西小学校の放課後児
童クラブ使用エリアがシャ
ッターで仕切られている。
管理上の対応としてもそこ
までする必要性は感じられ
※

ない。所管の違いによると
ころが大きいのでは。
教育長 学校および放課後
児童クラブとしての管理上
がある。当町でも検討いた

設置している。ただ関係機
関で十分協議し、情報共有

一元化の事

だきたい。
健康福祉課長

農林課長 素晴らしい公園

はされているか。

ていない印象がある。検証

公園だが、十分に利用され

場も広い。素晴らしい総合

何よりも国道に面して駐車

眺望は格別なものがあり、

池もある。北信五岳を望む

場や大きな芝生広場、親水

森公園」はマレットゴルフ

質問 「よませどんぐりの

の利用。

た覚えはある。今後、管理

総務課長 何かの記事で見

いるか。

ういった情報は共有されて

選」に認定されている。こ

「新日本歩く道紀行１００

「とりで街道」が昨年９月

質問

えていきたい。

が、友好交流においても伝

ューを作って提案している

総務課長 農林課ではメニ

では。

玉村の森に接する

との認識はあるが検証につ

「高齢者住宅の除雪支援の

その他の質問項目

たい。

職会議などで共有していき

隣接する「玉村町

総務課長 広報内容と周知

の様に紹介されているのか。

町民の森」は玉村町で、ど

質問

いては今後検討したい。

28

山ノ内町にも自分達

については承知していない。 拡充を」など
質問

布施谷裕泉のつぶやき

しながら進めている。
他市町村では機構改

例は聞いているが課題もみ
質問 「よませどんぐりの

質問

革で、子育て支援関連部門

える。慎重に検討していき

「よませどんぐり
の森公園」一帯の
再整備について

を福祉から教育委員会に移

がなぜ聞こえない
のだろう。

森公園」の利用状況は。

「やまびこ広場に
噴水が本当に必
要？」っていう声

「よませどんぐりの森公園」は親子で遊ぶにはもってこい
残念なことに町民にも知らない人が多い

※：所管の違い…
放課後児童クラブ
は健康福祉課の所
管、学校は教育委
員会の所管。

たい。

布施谷 裕泉

し成果が上がっている事例

平成30年４月 議会だより第112号
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み

ひ ろ

や

せ

ふ

町の各種計画は

の計画がある。

質問 全部でいくつあるの
か。
町長
質問 中身そのものの簡素
化は難しいのか。
総務課長 簡素化できるも
のについては簡素化してい
きたい。
質問 必要以上に計画に偏
ると時間と体力を奪い、実
行 に 時 間 を 割 け な く な る。
計 画 は ワ ク ワ ク す る も の。
立てて終わったとならない
でほしい。

湯本 晴彦

消防団再編は

ベイル町との提携

質問 民間事業者の交流で

渋部ではポンプ車を
返納したいという話があっ

渡航費補助として、人づく

質問

町長―作ったものに魂を入れていきたい
生きた計画としていくこと
がつとめと考える。

たが。

り補助金の海外適用は。

東部分団のポン

消防課長

総務課長

当分の間対象と

プ車ということで、筆頭部

しないということだったが、

質問 ベイルとの提携で注

重要だと思

な戦略になるのでは。

観光商工課長

うが、料理や部屋、サービ

スの問題など検討していく

※

必要がある。

民泊の規制は

くなったり、サービスも悪

も、民泊が入ると価格も安

年度・ 年度は対象とした。 質問 高単価を狙いたくて
質問 西部などのように分

目したいのは客単価。ちな

くなる。日数の規制はする

らいだったか。

一般的に１泊５万円と聞い

日

間、 月、 月から 月ま

渋温泉郷は５月の連休

郷に規制をかける。湯田中

賀高原地区、湯田中渋温泉

区域、住居専用区域、北志

観光商工課長 学校などの

のか。

消防課長

総務課長
消防課長

ている。

ベイル町の負担

質問 部の合併や統合化と

なので、承知していないが、 敷地から１００メートルの

形式などの話は出ているか。 みに泊った部屋はいくらく

団で管理、自動車班という

なく、南部でも相談がある。

で持っている。東部だけで

計画を作ることに時
間を取られるのでは

いう考えはあるか。
が、東部分団の７部を３部

質問 我われには参考にな

個人的な見解だ
に減らしていくことも考え

る。 人 口 が 増 え な い 時 代、

出ている。

湯本晴彦のつぶやき

10

でを規制。

3

ている。

お客様単価を上げていくべ

き。高単価を狙うのは大事

10

作った計画を、でき

なく、成果を出すこ
とに時間を割くべき。

8

町長

てよかった、住民にＰＲし

29

52

ただけではなく、実践して

28

は る ひ こ
も と
ゆ

時間を割くべきは計画ではなく実行

※：民泊…住宅宿泊
事業法。宿泊用に提
供された個人宅の一
部や空き別荘、マン
ションの空室などに
宿泊すること。
住宅宿泊事業法が可
決されて、民泊が認
められた。
１泊５万円するホテル 宿泊単価が大きく違うベイル町
を参考にブランドを作るのも手ではないか
（提供：トリップアドバイザー）

一般質問
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一般質問

新社会体育施設
をどう整備して
いくのか
教育長 すがかわ体育館が、
休止中の社会体育館にかわ
り、学校活動の影響のない
新たな社会体育施設となっ
た。町内にはよませ活性化
などの既存施設がある。

センターや志賀高原総合会
館

スポーツを行った場所につ

１４１人で、圧倒的に不満

どちらかというと不満」は

思うが。

民の意向が明確になったと

住民アンケートでは、

いて「町内の施設」が 人

体育館をあきらめたわけで

はない。いろいろな状況を

踏まえて考える必要がある

ー ツ 施 設 の 充 実・ 整 備 と

数 で、 そ の た め に は ス ポ

興が必要と考える住民が多

質問 スポーツでの観光振

く、寂しかった」という声

寿を祝う会へのお誘いがな

宅にお住まいの方から「長

で、サービス付き高齢者住

質問 議会報告会で出た話

区や組に属さな
い町民の行政
サービスは

２ ８ ２ 人 が 回 答 し て い る。

を聞いた、とのことだが。

と思っている。

年に

てきた。今回のスポーツ推

の施設整備の後回しにされ

閉鎖されて以来、ずっと他

れることが望ましい。

らないが、広くお声がけさ

いかなかったのかよく分か

総務課長 どうして招待が

社会体育館は、平成

進計画に期待したが、なん

本 気 度 は 伝 わ っ て こ な い。

案内がいかないのでは。

業なので、区民でなければ

の目新しい予算措置もなく、 質問 公民館への町委託事

せめて新たな体育館整備の

民館が申し込み窓口になっ

教育長 区や組に属さない

れないか。

ている。

ために基金積立や調査費だ
国の方針のもと、中学校の

教育長 今ある施設の利用

質問 行政サービスにも漏

対象者については、中央公
かわる新たな体育館につい

長寿命化、東部浄水場、防

状況を把握し、公共施設等

けでも計上するなど考えら
ては「設置しなくてもよい」

災無線の整備など、住民の

％削減の

内スポーツ施設について

人 に 対 し、
「設置して
ほしい」が１９６人だ。拠

生活や観光に関わるものに

検討会議とも連携して進め

れがあるのではないか。も

渡辺正男のつぶやき

足、 ど ち ら か と い う と 満

と小平選手が教えて
くれた。スポーツの
力はスゴイ。

っと問題意識を持つべきだ。

「友達に国境はない」

ていければと思っている。

渡辺 正男

重点を置いている。決して

施設」が 人でトップ。町

16

が

15

ど う 感 じ て い る か に「 満

に 対 し、「 町 外 施 設 や 民 間

70

点となる新体育館を望む町

92

94

公共施設

町長

社会体育館にかわる施設となりうるか（すがかわ体育館）

の方が多い。社会体育館に

質問

ながら整備を考えていく。

タをとり、財政面も考慮し

時期による利用頻度のデー

今後これらの施設の利用度、

98

足」が 人に対し、「不満、
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お

ま さ

わ た な べ

新たな社会体育施設整備
どうする

教育長―既存施設の利用度をみてから判断

18

一般質問

し げ あ き

小渕 茂昭

ぶ ち
お

消防組織の
体制整備を

町長 町消防防災委員会に

消防課長

時期と思うが、その方針は。
年間変更し
てない。近隣市町村を参考

町長

新年度予算の
重点施策は

町長―あらゆる災害を想定した準備と心得が重要

おいて実態把握し、今後の

の年額報酬は

非常勤消防団員

あり方を検討したい。
質問 現実に合わせた消防

くる。

小渕茂昭のつぶやき

どう生かされているか。

質問 現職団員の生の声は

い。

聞きし十分協議していきた

を含め、関係者の意見をお

町長

標であり、産業の振興は人

行政としてゴールのない目

振興、福祉や教育の充実は

安心・安全、観光と農業の

事 業 経 費 を 計 上 し て い る。

略 プ ラ ン 実 施 計 画 に 沿 い、

を揚げたイノベーション戦

業などを実施していく。

園満喫プロジェクト展開事

施策を詰めており、国立公

町長 インバウンド推進の

れ計画はどうか。

質問 観光地としての受入

町消防団組織と

消防課長

口対策にとっても大変重要

総務課長

と具体的内容は。

して、分団長会や部長会を

年度予算には、よ

ませ保育園駐車場の設置案

した交流を進め、
密雲区との

意見を拾っている。各種消
防団事業の反省や改善点の

や予算案が見えないが。

機運の醸成をはかっていく。

中国を相手国と
声を今後に反映し、必要に

健康福祉課長

逆駐車（右

応じ、町消防防災委員会で

側）は解消したが、駐車場

質問

な課題と認識している。

東京オリンピック
開催で

て検討していきたい。

もないので、その辺も含め

周辺に駐車できるスペース

自 体 は、 わ ず か し か な く、

るうちにやって

通じ、それぞれ消防団員の

総合計画や具体的・

質問

重点的に取り組むべき項目

消防団の現状を把握

質問

に検討したい。

災害は覚えてい

質問 ホストタウンの役割

今の報酬がいいのか

団条例の見直しをするべき

19

しているか。その改革は。

危機管理室長 地域防災計
※

画において、風水害では１
００年確率の日雨量３００
ミリを想定し、地震につい
てはマグニチュード から
自主防災の実情と機

８の災害を想定している。
質問
能性はどうか。
危機管理室長 各行政区で
の自主防災組織が結成さ

活発に活躍いただいている。

29年10月の台風21号は記憶にないほどの水害（横倉）

検討はしているか。

想定外災害の研究や

自然災害への
対応は

災害対策は確立されているか

※：100年確率…稀
にしか起こらないよ
うな極端な大雨の強
度や頻度が、平均的
に何年に１回起きる
かを表した値。

検討していきたい。

30

7.5

れ、訓練や講演会を開催し

17
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一般質問

「SNOW MONKEY PARK」に

建設水道課長―前向きに考える

質問 冬期間、沓野区天川
地区に外国人旅行者の運転
する車が入ってきて困って
いる。何とかできないか。
観光商工課長 迷いやすい
部分には看板設置が必要だ。
地元や観光関係者から要望
のあった場所には、現地を
黒川橋と和合橋に

調査し順次設置している。
質問
は「上林・地獄谷方面」の
横断幕が設置されているが、

北志賀高原の美しい景色の

観光商工課長

とお話をするときもそうい

ためにつくった。小澤先生

を深めることを確認をする

教育長 あくまでも山中の

プ ロ モ ー シ ョ ン ビ デ オ は、

う趣旨である。観光客や一

観点でドローンを活用すべ

今後ともドローンを活用し

般町民のためにはつくって

生徒と小澤先生とのきずな

たい。

ない。

きと考えるが。

農林課長 猟友会の皆さん

志賀高原や

や県と連携を取りながら研

煙たくて
いく気がしない

災害の状況

究していきたい。

危機管理室長

入り口の喫煙所設置目的は。

確認には活用が考えられる。 質問 ピースフルガーデン

消防課長 山岳遭難、山火

町長 平和あふれる庭園と

ＭＯＮＫＥＹ

事、 一 般 災 害 に つ い て も、

して整備した。喫煙所をつ

「ＳＮＯＷ

今は平面で見て対応してい

くったつもりはない。ガー

が迷わないのでは。

ＰＡＲＫ」と表記したほう

るが、ドローンの活用によ

デンを見ながら日頃のスト

とのことだったが。
総務課長

り３次元の映像が見られて

年度 億５０００万円、減
額の主な原因は。

載せてほしいとの要望がな

ラインナップに

建設水道課長 その横断幕

総務課長 すべての返礼率

い。

ドアさえも開ける気がしな

あるため、嫌いな人はその

質問 ガーデンの入り口に

がらしてもらいたい。

レス発散をタバコを吸いな

によって迷わず現地に行け

種類については充実してい

※

質問 小澤ルーム は誰の

小澤先生と
生徒のきずな

かったので増やしていない。 有効だと考える。
一時の加熱が落ち着いたこ

ると思っている。
月議会では、新商

とと思われる。
質問

品を追加しラインナップを

ためのものか。

髙山祐一のつぶやき

近未来は
ドローンが活躍

愛煙家はたばこ税がこ
んなにあると言う、タ
バコ嫌いは後の医療費
のことを言う。タバコ
論争はいつも楽しい。

変え、取扱事業者や返礼の

※：小澤ルーム30
…山ノ内中学校普通
教室棟２階にあり、
小澤征爾先生と生徒
との30年間の歴史
写真パネルや記念品
が展示してある部
屋。

質問 観光、農林、防災の

30

割 以 下 に 抑 え た こ と、

を

外国語表記にしないと温泉寺の方へ迷いこんでしまう

ると思われるので、前向き

1

9

に考える。

29 28

3

品を増やしながら推進する

髙山 祐一

もっと多くの
特産品が
億７０００万円、
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ゆ う い ち

た か や ま

質問 ふるさと寄附金が
年度

1

※：水源涵養林（水
源涵養保安林）…雨
水を吸収して水源を
保ち、あわせて河川
の流量を調節するた
めの森林。水源林。

さ だ あ き

望月 貞明
かんよう

田中駅行バスを医院地区経

的地は中野市と湯田中。湯

的で一番多いのが通院で目

質問 楽ちんバスの利用目

余裕が出ると思う。車両の

バス停や時刻表の見直しで

総務課長 利用者が少ない

きと思うが。

スを増やし２台体制にすべ

やまびこ広場の
噴水は幼児の
水遊び施設か

追加までは考えていない。

方が幅広い年齢層に対応で

質問 水遊びならプールの

水遊び施設である。

農林課長 水源涵養林は県

伐、植林などの実施は。

急傾斜地での砂防目的の間

質問 水源涵養林の状況と

人が心停止を発症している。

質問 学校で毎年約１００

※

親水であり、 間伐をやったとは言い難い。

きる。アンケートでも小学

直轄の治山事業で分からな

児童、生徒への
心肺蘇生教育の
実施は
生から成人までプール設置

観光商工課長

総務課長―今は考えていない

楽ちんバス、湯田中の医院経由は

も ち づ き

由ルートに延伸は。
総務課長 今のところ考え

建設水道課長

分後に亡くな

った事例がある。心肺蘇生

車を呼び、

ＡＥＤ蘇生を行わず、救急

い。
観光商工課長

県が指定する。ここでの植

急傾斜地は
民プールは経費が掛かり過

教育の状況は。

教育長 毎年、教員とプー

林はやっていない。

プールは選択肢になかった。 質問 山林と農地の境界は

界付近の樹木が大きくなり、 Ｄ講習を行っている。

農林課長

え る 里 山 整 備 事 業 が あ る。

農林課長 県にみんなで支

これらの伐採は。

教育長 文科省から通達が

きるとのことだが実施は。

年間で全員が技術を習得で

ら毎年救命教育を行うと３

路上を覆っている所もある。 質問 小学５年生くらいか

ている。民有林は３０００

現地を確認し、これに適合

ないので答弁しかねる。

間伐は毎年やっ
町歩を超え、正確な面積は

すれば県に要望していく。

県森林税が 年
経過、町内の間
伐事業の進捗は

ル監視の保護者対象にＡＥ

過去に、町

要望が上位にある。

望月貞明のつぶやき

道路になる場合が多い、境

ぎ て 廃 止 し た 経 緯 が あ り、

11

ていない。
質問 楽ちんバスの中野市
町民要望は承知して

への乗り入れは。
町長

高齢者が湯田中駅からここまで歩くのは難儀

「二兎を追うものは一
兎をも得ず」が常識。
「二兎を追って二兎を
ゲット」米国で振った
二刀流。天性は「こと
わざ」を超える。

把 握 し て な い が、 整 理 伐、

10

いる。関係する皆さんの意
見を聞きながら、公共交通
会議で十分検討していく。

料金徴収業務も加わる。バ

問題がある。本格運行では、

乗り残しやスピードなどの

質問 現状は過密ダイヤで

バス２台体制は

一般質問
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請願・陳情、全員協議会

みなさんからの
受理番号

件

請願･陳情

名

陳

情

者

採決結果

第１号

耐震診断・耐震改修に
関する陳情書

一般社団法人長野県建築士事務所協会
会長 小河 節郎
一般社団法人長野県建築士事務所協会
中高支部支部長 鈴木 文夫

第２号

最低制限価格の設定に
関する陳情書

一般社団法人長野県建築士事務所協会
会長 小河 節郎
一般社団法人長野県建築士事務所協会
中高支部支部長 鈴木 文夫

不採択

第３号

国土交通省告示第１５号
の履行に関する陳情書

一般社団法人長野県建築士事務所協会
会長 小河 節郎
一般社団法人長野県建築士事務所協会
中高支部支部長 鈴木 文夫

採

採

択

択

議会全員協議会
②第２期データヘルス計画お

第２回（1月18日）
（1）執行機関からの提出案件

よび第３期特定健診等実施

①ＪＯＣジュニアオリンピッ

計画

クカップ全国ジュニアスキ

③高齢者保健福祉計画・第７

ー競技会兼日本ジュニアス

期介護保険事業計画

キー選手権大会の開催

④中学校長寿命化改修工事

②居宅介護支援事業所の廃止

⑤損害賠償請求事件

③地域活動支援センター「ま

⑥ベイル町との国際友好交流

めの家」の運営委託

協定に関する覚書

④損害賠償請求事件

第6回（3月20日）
（1）議会からの提出案件
①議会報告会報告書の確認
②議長諮問中間答申
③29年度議会活動費決算報告
④子ども議会
第7回（4月6日）
（1）議会からの提出案件
①小林民夫議員の逝去にとも

⑤農業委員会委員の任命

第５回（3月20日）

⑥ベイル町との友好都市の締結

（1）執行機関からの提出案件
①教育振興基本計画

なう今後の議会運営
お詫びと訂正
本誌１月号16ページ補正予

第3回（1月18日）

②スポーツ推進計画

算の見出しと17ページの歳出

（1）議会からの提出案件

③30年度税制改正

の金額、23ページ一般質問の

①議会報告会資料のパワーポ
イント確認および練習

④財務書類
⑤楽ちんバス運行時刻等改正
⑥再生可能エネルギーの対応

第４回（2月27日）

⑦過疎地域自立促進計画（28

（1）執行機関からの提出案件

～32年度）の一部変更

①国民健康保険税の税率改定
39
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見出しに誤りがありました。
正しくは下記の通りです。
●国立公園満喫プロジェクト展
開事業

400万円

●足立区とカーボンオフセット
の取り組みを
お詫びして、訂正いたします。

予算審査
30年度一般会計予算

２年連続70億を超える大型予算可決
やまびこ広場改修に7100万円

予算審査は３月５日予算決算審査委員会（委員長
髙田佳久、副委員長髙山祐一 に
) 付託。６日から４
日間、審査を行いました。本会議で一般会計予算は
賛成多数（賛成 反対２欠席１）で可決しました。
険特別会計は賛成多数（賛成 反対２欠席１）で可

通》

◦ホームページの運用にあ
たっては、使いやすく見

に十分配慮すること。

◦教育振興基本計画におけ

町づくりを具現化するこ

る各分野ごとの課題解決

◦地域支援事業は、地域住

◦空き家対策は実態を踏ま

あたっては、環境保全に

◦し尿受け入れ施設建設に

◦生活習慣病の発症予防・

のもと、目標達成にむけ

◦スポーツ推進計画の理念

においては、生徒の学習

一般会計予算
に対する討論

反対

と。

に向け、具体的に取り組

特 別 会 計

むこと。

《衛生費》
◦産後ケア事業は出産・育
児の不安解消に向け、適
切なサポートにつとめる
こと。

《 国民健康保険特別会計》

《農林水産業費》
◦新規就農者・後継者の確

◦保険者努力支援制度の評

グラムを活用し、住む人

民との連携に向けて支援

《介護保険特別会計》

に取り組むこと。

価を上げるよう、積極的

保は、実効が上がるよう
つとめること。
※

訪れる人にわかりやすい

体制を構築すること。

◦案内看板の整備はピクト

《商工費》

表示にすること。

◦国際交流・友好都市等交

え、将来を見据えた計画

万全を期すこと。

《 公共下水道事業特別会計》
流は、成果が上がるよう

を立てること。

やすい構成にすること。 《土木費》

体制強化をはかり進める

施設の処分を含め整備す

こと。

戸別受信機の運用および

ること。

小さな拠点づくり事業を

◦子育て環境の向上につい

メール配信システムの構

◦東部浄水場の計画は、現

《水道事業会計》

ては、ニーズの把握とす

築に万全を期すこと。

◦ 地 域 防 災 無 線 の 整 備 は、

《消防費》

◦やまびこ広場リノベーシ

みやかな情報の共有化に

《民生費》

ョンの実施設計にあたっ

重症化予防のための健康

て取り組むこと。
◦障害者福祉計画に基づい

環境が損なわれないよう

◦中学校長寿命化改修工事
て、障がい者にやさしい

周知をはかること。

ポイント事業は、十分な

《教育費》

つとめること。
振興に資するよう配慮す
ること。

《総務費》
用者ニーズに対応できる

◦楽ちんバスの運行は、利
よう整備すること。

※ピクトグラム…情報
や注意を示すために表
示される視覚記号（サ
イン）
。絵や図なので、
言語に制約されずに内
容の伝達を直感的に行
える。

と。

布施谷裕泉
「やまびこ広場」整備自
体に反対するものではない。
特に子育てに関する環境整
備は必要と考える。お母さ
んたちの声にも「水辺を楽
しめる公園」などの要望は
強いが、噴水設備について
は疑問の声が多い。課題と
していたアクセス道路整備
で安全が十分確保されない
まま、見切り発車になりそ
うなこと、また噴水ありき
となっている整備内容には
納得できないため本予算に
は反対する。
渡辺 正男
こども医療費の現物給付
化 は、 県 制 度 分 に 加 え て、
町単分にも広げた努力や高
校生通学定期券購入補助率
拡大、新規就農者雇用支援
事業の新規導入、マレット
ゴルフ場施設修繕、福祉乗
り物乗車券給付事業拡充は
評価する。やまびこ広場リ
ノベーションは、住民への
説明が未だ不十分。住宅リ
フォーム助成制度の復活を
求めたい。スポーツ推進計
画実践に対応する予算が見
あたらないのは残念だ。
て は、子 育 て 支 援・観 光

活用し積極的に進めるこ

◦ 旧 北 小 学 校 施 設 整 備 は、

《共

一 般 会 計

部会意見

残りは過疎債で調達することになっています。

財源はふるさと基金（寄附分）から３０００万円、

事費に６６００万円の合計７１００万円の予算です。

ション事業については、測量設計に５００万円、工

可決しました。争点となったやまびこ広場リノベー

決、他の特別会計と水道事業会計予算は全会一致で

10

特別会計予算では、国民健康保険特別会計と介護保

10

平成30年４月 議会だより第112号 40

予算審査

雇用支援事業は、生産量の

ーアップ事業や新規就農者

農業振興として産地パワ

流出や少子化を食い止め

をはかるとともに、人口

化や若年層の流入・定着

生かした地域経済の活性

髙 田 佳 久

拡大および離農対策として

委員長

目の拡充事業を計上してい

予算決算審査委員会

度にあたるため、土地・家

総括意見
国の月例経済報告（２

的に展開しているが、今

るための各種施策を積極

観光振興としてインバウ

後も国政等の動向につい

期待したい。
ンド推進や国立公園満喫プ

て情報収集につとめ、実

る。地域公共交通対策とし

ロジェクトは、効果的なプ

効性ある取り組みを継続

屋ともに下落することから
見込んだことが、減額とな
順調に利用者数を伸ばして

ロモーションによる訪日外

して進められたい。そし

月 ） で は、「 景 気 は、 緩
し、 個 人 消 費 は、 持 ち
った最大の要因である。町
いるが、 年度の本格運用

国人の獲得に向けた事業と

て、 当 町 が 町 民・ 地 域・

ての楽ちんバス運行事業は、

直しているとの見解だ
税は、自治体の収入の大き
では、永続する公共交通網

して取り組むことで、経済

２９００万円（ ％）減と

が、観光・農業を基幹産
な柱であることから、引き

となるよう運用をはかられ

行政の協調・協力による

やかに回復している」と

業とする当町では、実感
続き滞納解消に向けての努

効果を期待したい。

年度の試行運行において

を得られない。そんな状

たい。また、空白地帯の解

ョン戦略プランを踏まえて、 能な希望あふれる町とな

総合力を発揮し、持続可

力を重ね、税収の確保につ

消および広域的な連携を検
討されたい。

後期基本計画イノベーシ

況の中、第５次総合計画
また、町債を１億２８７

とめられたい。

年度一般会計予算

後期基本計画の中間年と
なる

賛成

山本 光俊

政策的経費が限られる中、

基幹産業である観光と農業

をはじめ子育てに係る予算

が充実するなど全般に積極

性と創意工夫が見て取れる。

やまびこ広場リノベーショ

ンでは来訪者が安全に水遊

びできる親水施設が整備さ

れる。１月に友好都市とな

ったベイル町では親水施設

が何か所も設置されており

子どもたちの笑い声が響き

渡っていた。リノベーショ

者定住促進マイホーム取得

湯本 晴彦

ンを契機に当町もそうなっ

億３６００万円とし、 億１２７０万円とし、前年

等補助、移住体験住宅運営

やまびこ広場の親水施設

ることを念願する。

度に引き続き 億を超える

事業などの情報提供を積極

地域の優れた資源と特性を

る大型予算となっている。 発行を見込んでいる。主な

的に行うことで、補助の活

移住・定住推進に向け若

要因は、中学校長寿命化改

用や移住体験の促進をはか

％）減の

修工事、防災無線デジタル

り、人口減少対策につなが

０万円（ ・

主な要因は、老朽化した

化、道路改良など公共施設

は、総額を前年度と同額

公共施設の整備に充てる

年度に続き 億を超え

なるが、将来にわたり負担

県内の大学等から学生を一
定期間町内企業で受け入れ、
職場体験してもらう試行事

21

33

はないか。

りのある」予算となるので

「 住 む 人、 訪 れ る 人 に 温 も

スコエコパークらしい展開。

ル街道となる。まさにユネ

渋から穂波温泉を結ぶホタ

公園として整備を進めれば、

こ広場をホタルの飛び交う

さが残る。例えば、やまび

訪れる人には少々物足りな

も り の あ る 予 算 だ。 一 方、

は評価できる。住む人に温

充実しようとする町の姿勢

の整備など、子育て環境を

てほしいと願う。

投資的経費と義務的経費
増額である。

を負うことになる過疎債な

５５万円（前年度比 ％） どの起債をできる限り減少
させるため、情報収集につ

業であるが、町内企業の社

億８０７０万円と

とめ国県の補助などを最大

足の解消および企業の活性

員教育、将来的な労働力不
歳 出 で は、「 暮 ら し・ 仕

化など産業振興に寄与でき
ることを期待したい。

事・人づくり予算」として
項目の事業や 項

％）増としているが、固

では、１５００万円（

している。給与所得が増

減の

イ ン タ ー ン 受 入 事 業 は、

るようつとめられたい。

の

30

の老朽化による改修費用と

11

29

3.0

4
10

新たな

3.8

限に確保されたい。

1.6

歳入では、町税を２５

70

加傾向である個人町民税

15

定資産税は評価替えの年
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41

10

となる人件費・公債費の

やまびこ広場接続道路の改良も予算化されている

30

71

29

回答 本予約はこれからだ。

退した。今利用者が伸びて

いるのは、運賃が無料とい

料になるが地域の声も聞き

的とした外国人旅行者が道

ながら料金設定を考えなけ

に迷っている。案内看板が

月から有

質問 楽ちんバスの利用が

ればならない。楽ちんバス

うのが大きい。

好調のようだが、須賀川線

をどう守っていくかが、今

２月３日 よませ
ふれあいセンター

００台程度の見込みだ。で

について旧長電バスの時は

仮予約は機械の必要数の把

きるだけ多くの世帯への普

どうだったのか。

握のため受け付けた。１０

漢字表記だ。英語表記への

及が理想だが有線放送の普

「上林」とか「地獄谷」の
改善をお願いしたい。

及率や予算の制限も考慮す

2

0

10

5

21

38

③子育て・教育振興策

1

1

1

11

5

19

④高齢者・障がい者・健康福祉施策

16

11

10

2

14

53

⑤都市基盤・生活環境の整備
（下水道、道路側溝など）

2

0

0

6

11

19

⑥行財政運営・行政サービスの向上
（税・窓口など）

3

3

1

1

1

9

所管課にお客様が迷

わないよう、看板整備の推

回答

②農林水産業振興策

回議会報告会

29

第

回答

2

後の課題。

べきだ。メール配信の採用

日あたり一桁だっ

進を要望する。

4

日（日）の北部公民館を

1

月

20

回議会報告会は、

2

第

1

たと思う。だから長電が撤

①観光商工振興策

で隙間を埋める検討もして

173

月 日（土）のよませふれあいセンターまで

54

いる。

30

皮切りに

月 日 ほなみ
ふれあいセンター

月 日 東部下
（文化センター）
やまびこ広場に係る

年度に３

24

会場で開催しました。大勢の参加者の皆様に足を
防災無線の戸別受信

質問
回答

年度

実施計画では、 年

は無料とのことだが、本気

度に７０００万円、

予算の概要は。

で普及を望んでいるのか。

に７００万円、

００万円を計上。親水公
園・トイレ改修・スラック
ライン設置・バーベキュー
消防団では新入団員

広場整備などを予定。
質問

の確保が難しく、困ってい
る。今後の消防団を行政は
現状では、機能別消

どう考えているのか。
回答

防団員や女性消防団を設置
し消防力の強化および人員
の確保をはかっているが、
今後は団員の定数について
に検討も必要かと思う。

38

町内
運んでいただき、多くのご意見ご提言をいただきました。
質問

機について、本予約はこれ

ご協力をいただきました各地区の関係者の皆様には厚く
御礼申し上げます。

万円、月々の使用料

から受け付けるのか。保証
金は

金額が多少上がっても皆さ
んからいただく保険税は
「なるべく上げないように
したい」というのが町の考
え。

月 日
東部上（和合会館）
質問 近年のスノーモンキ
ーブームのため、ロマン美
術館駐車場にゴミの放置が
多くなっている。町として
対応すべきでは。
回答 早急に所管課に伝え、
現状把握について検討する
よう伝える。
北部公民館会場

（単位：人）

「議会に取り組んでもらいたい施策」シール投票結果

1

各会場での主な質疑・提言
公館
民館
月月 日日 北北
部部
公民

携が決まった経緯を知りた
い。
回答 阿部県知事の紹介か
ら、相互の代表による訪問
の結果、産業振興につなが
る魅力や高校生のホームス
テイなどの人材交流を考え
年度から国民健康

て提携に至った。
質問

保険制度が変わると聞いて
いるが、保険税はどうなる
のか。
回答 財政運営が県に移管

質問 スノーモンキーを目

32

3

されるが、町が県へ収める

1

31

2

質問 ベイル町との友好提

21

10

27

参加者数

容

内

策

1

計

北部 東部上 南部 東部下 西部

会場

施

26

1

1

11
21

1

30

27

11
5

21

30

31

1

議会で取り組んで
ほしいこと

議会報告会結果
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「ド」の音合わせから始

トで披露する曲を山本一枝

パートリーの曲やコンサー

うに音階を練習します。レ

めて、みんなの音が合うよ

市民芸術館や上田市サント

コンサートに参加し、長野

となった黒坂黒太郎さんの

コカリナの誕生のきっかけ

た。そのためどんな場所で

ミューゼでも演奏しまし

一曲一曲丁寧に練習してい

も堂々と吹くことができる

さんのピアノ伴奏とともに
きます。初めての曲でも楽

ようになっています。

してくれる子どもたちを増

ナなので、これからも演奏

この町で誕生したコカリ

今後に向けて

譜を見ながら数回練習する
と吹けるようになっていき
ます。集中して練習してい
るので、１時間半が大変短
く感じるほどです。

これまでの活動

や し て、
「後継ぎ」を作っ

コカリナとの
出会いと魅力

小林民夫君を
偲んで

突然の訃報に接し、ただ

こと

代半ばで「幽明界を異に

ゆうめいかい

茫然とするばかりでした。

する」とはあまりにも早す

ぎたのではないかと言葉も

ありません。

入院後まもなく副議長と

ともにお見舞いに伺ったと

きは、少し疲れた様子では

あ り ま し た が、
「早く元気

掛けに、はっきりと応えて

のために頑張ろう」との声

になって、またみんなで町

と聴きに行ってその音色に

いた顔が浮かんできます。

コカリナの演奏を娘さん
子どもたちの演奏をきっ

魅かれたのが、コカリナと

ていきたいです。
かけに、お母さんやお父さ

今までに山ノ内町の芸能
スティバルや、町から依頼

民夫君は独特な感性で、

観光振興に対する一般質問

の出会いでした。長野オリ

が印象的でした。今回の議

んたち大人もコカリナに親

会 だ よ り「 み ん な の ひ ろ

されたコンサートなどに参

ソルトレークまで演奏に行

ば」が民夫君の最後の担当

ンピックで吹いたり、自然

ったりして楽しく活動して

記事となってしまいました。

を大切にとの思いを伝えに

きました。教員をやめてか

議会活動も人生も道半ばで、

しんでくれる人が増えてい

ら、山ノ内の子どもたちの

ってほしいです。

チームがほしいと願い始ま

私たち議会にとっても残

と思います。

さぞかし無念であったこと
での木」
も

念なことです。

ここに、小林民夫君のご

宗亮

合掌

冥福を心よりお祈りいたし

西

まれた楽器なのでコカリナ

議会議長

ます。

簡単であり、山ノ内町で生

るほどの楽器で持ち運びも

コカリナは手のひらに収ま

年になります。

った「キッズコカリナかえ

加しています。そのほかに

祭、森林祭、生涯学習フェ

60

みんなのひろば
森を吹き抜ける風 コカリナ

毎月第１、第３土 曜 日 の
午前 時から 時半 ま で 練
習しています。町内 の ３ 小
学校の小学１年生か ら ６ 年
生までの子どもたち と 中 学
生約 人で構成され て い ま
す。年度当初に小学 生 に 向
けて募集のチラシを 配 布 し
ますが、いつでも入 る こ と
ができます。３小学 校 か ら

練習風景

山ノ内町には、 年前の長野オリンピックをきっ
かけに誕生した楽器「コカリナ」を演奏する「志賀
高原森のふくろうコカリナ合奏団」があります。大
人が練習する「風の森」「エーデルワイス」「われ
もこう」のグループに加えて、子どもたちが練習す
るグループがあります。この子
どもたちのグループ「キッズコ
こ
カリナかえでの木」の練習にお
じゃまさせていただき、コカリ
と も こ
ナの指導をされている山本朝子
さんにお話を伺いました。
20

山本朝子さん

山本朝子さん

山本一枝さん

の魅力をこれからも伝えて

いきたいです。
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交流会での発表

11

来ていることで、中 学 へ い
シーバス

7

ソプラノ ソプラノ
４連
バリトン
３連

10

20

ってもつながりが持てま
す。

練習風景

練習・構成員

みんなのひろば・追悼

