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億６８７７万円とするも

平成31年 第２回議会定例会

有線放送電話事業
62年の歴史に幕

３月定例会関連記事……………………………

施設を廃止するものです

全員の賛成で可決しました
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３６７０万円

〈歳出の主なもの〉
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ー（２２７・５㎡）を下須

町有財産（建物）
の譲渡

町道除排雪 ４０００万円

７２１０万円

賀川組に譲渡するものです。
ン）

小学校施設工事（エアコ

国立公園整備事業

の同意が必要な特別議決）
。

業費。学校教育施設等整

国庫補助金
○自然環境整備交付金
２０３５万円
○公立学校施設整備
９９５万円

１４００万円

（出席議員の３分の２以上

ともない、町有線放送電話

よる新防災システム移行に

受信機、ＳＵＧＵメールに

デジタル防災無線、戸別

39 38 36 35 25 24 22

○国立公園整備事業
年度

設置事業費。ともに国の
年度補正予算による

分の前倒し補正になります。
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ふるさと基金繰入金

△３５３７万円

財政調整基金繰入金

１０１７万円

○山岳環境整備推進事業

県補助金
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平成 年度
一般会計補正予算

平成 年第２回山ノ内町議会定例会は、３月７日
から 日までの 日間の日程で開催されました。
町側からは、専決処分の承認１件、 年度一般会
計補正予算（第８号）を含む補正予案８件、有線放
送電話施設の廃止、町有財産の譲渡、条例制定１件、
条例の一部改正 件、指定管理者の指定７件、工事
請負契約の締結１件、 年度一般会計予算を含む各
歳入歳出予算に３４９０
会計予算８件、人事案件２件が提案され、それぞれ
万円を追加し、予算総額を
承認、可決、同意しました。

議会ホームページと
議会フェイスブックは
町ホームページからアクセス

30

〈歳入の主なもの〉

廃止となった有線放送電話施設（役場１階）

（2019）

〒381-0498 長野県下高井郡
山ノ内町大字平穏3352-1
☎0269-33-1101
E-mail
gikai @ town. yamanouchi.lg. jp
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勝コースの遊歩道整備の事

有線放送電話
施設の廃止を
可決

YAMANOUCHI TOWN COUNCIL

第２回定例会

条例の制定

し尿等投入施設
設置条例
北信保健衛生施設組合の
豊田衛生センター廃止にと
もない、町独自で家庭雑排

投入施設へ投入することに

条例の一部改正

有線放送電話施設の廃止

議会の議決に付す
べき公の施設の廃
止に関する条例
にともない、これを削除す

よって完了させることを目
的に、投入施設の設置及び
るものです。なお、有線放
送は３月末日まで、有線電

管理に必要な事項を定める
施設は水質浄化センター

話は４月末日までで事業終

ものです。
日か

た介護保険の保険者機能強
化推進交付金の受け皿とす
るために介護保険支払準備
基金の項中の使途に「地域
支援事業費」を加えるもの
です。

非常勤消防団員に
係る退職報償金の
支給に関する条例

年度国補
東小学校空調
設備設置工事
請負契約の締結

（１）契約の方法

指名競争入札

（２）契約金額

６８０４万円（税込）

（３）契約の相手方

三協電設・児玉電気建

人事案件

○副町長の選任

○固定資産評価員の選任

年４

小松 健一（長野市吉田）

任期はともに平成

年３月 日ま

金安三組

退職報償金支給の年数要

月１日から

金安コミュニティ消防センター

了となります。

設共同企業体

渋湯組

で。

渋公園

件３年以上を削り、勤務年

＊落札率は ・ ％

財団法人
山ノ内町総合開発公社

数の合算基準を見直すもの

情報物産館・
湯田中駅前温泉公園

です。

一般財団法人和合会

生活改善センター
設置条例
建物譲渡にともない、下
須賀川生活改善センターの

職員の勤務時間及
び休暇等に関する
条例
働き方改革にともなう改
正。時間外勤務に関する規
則で上限時間を定めようと
するものです。

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

31 31

渋温泉コミュニティ消防センター 渋湯組

項を削除するものです。

資金積立基金設置
条例
新たに導入される森林環
境税に対応して、森林経営
管理基金を設置します。ま

定しました（全員賛成）
。

志賀高原総合会館９８

内に設置され、 月
ら稼働されます。

た。これを受けて国保運営協

支援員の学歴・従事経歴
等の資格要件を緩和しよう

北信州森林組合

ざん さ

日 付で 国 保 運

度は国保税を改定しないこ

町はこの答申どおり 年
審議をおこないましたが、
「税

とするものです。

志賀高原地域交流センター

36

夜間瀬本郷区

45

けやき公園

98

指定管理者

施設名

水残渣および浄化槽汚泥の

月

年度 国民健康保険税は改定せず

1
ととしました。

（2019）

山ノ内町し尿等直接投入施設
率は据え置き」との答申を決

（31年４月１日から36年３月31日までの5年間）

4

議会では２回の会議を開催し、

31

処理を、原則としてし尿等

年

％値下

営協議会に、町長から 年度

17

の 国 保 税 資 産 割を

20

31

12

げしたいとの諮問がありまし

令和元年５月 議会だより第116号
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31
30

30

指定管理者の指定

町独自 のし尿等直接投入施設 を設置

第２回定例会

第１回臨時会
平成31年第１回臨時会

一般廃棄物処理手数料及び
投入料18年ぶりの改定
し尿処理事業廃止にともな

賛成討論
渡辺 正男
急速に下水道普及率が高
まり、取り巻く情勢が大き
く変化してきた中において
年間一度も見直され

果、継続審査としました。

つかの条例上の不備は、環

ずに来たことは問題。いく

も、
月議

会で提案された条例改定の

議会が設置されてこなかっ

境や廃棄物処理に関する審

その後、町側から

議案の一部に誤りがあり、

たことも原因の一つだが、

月議会において条例の一

部改正が提案されました。

臨時会において議案の訂正

行政の不作為とも言える。
投入料を

が提案されました。
その内容は、し尿と浄

こと、志賀高原地区だけ割

までの条例では、し尿等収

化槽汚泥を分離し、し尿

議会にも責任の一端がある。

集手数料、志賀高原１６８

収集手数料は全町一律

円と安く抑えた
ℓあたり）、志賀高

円（

専決承認

年度一般会計

補正予算

専決第１号（第６号）

２８００万円

ふるさと寄附金追加

専決第２号（第７号）

１億円

町道除排雪費増額

工藤比呂美

陳情者 有限会社 山ノ内

衛生

代表取締役

志賀プラ

採択

高田 均

ントサービス

有限会社

代表取締役

採決結果

受理番号 要望第１号

採択

また、法律などに準拠し

議会だより第116号 24

令和元年５月

（2019）

陳情・要望

審査経過

年 月 日、条例の一

部改正と同様に陳情、要望

について連合審査を行い、

め審査しましたが、その結

件名

陳情者、要望者に説明を求

果、継続審査となり、臨時

理及び清掃に関する「し尿

採決結果

協会長 山本 光俊

要望者 志賀高原観光協会

る要望書

処理料金」の平準化を求め

山ノ内町廃棄物の処

会で再審査しました。

審査結果

受理番号 陳情第８号

件名、一般廃棄物収集運搬

手数料改定に関する陳情

た原価計算による料金算定

原を除く地域１３４円、い

準拠した原価計算となって

がなければ、今後の一般廃

増しとしていた不公平を改

いないため、志賀高原地区

棄物処理に関して適正な処

できない。

とその他地区との平準化お

案の料金算定は法律などに

よび住民負担の軽減をはか

料金設定では適正な判断が

髙田 佳久

１４１・７円、浄化槽汚泥
としました。

11

理の確保が危ぶまれる。

反対討論

12

るには、算定根拠の曖昧な

づれも投入料の 円を含む
料金となっていました。
改正提案では、全町一律

円とするものです。
名、

だが、現行条例および改正

18

なお、投入料は、ともに
別途

審議の結果、賛成
しました。

反対２名、賛成多数で可決

10

し尿収集手数料を１４１
10

日、社会文教

10

14

円、投入料は別途 円とす
月

る内容でした。
年

11

常任委員会と総務産業常任

12

30

年ぶりとなる料金改定

めたことなどは評価する。

10
収集手数料は別途定めるこ

18

30

２月 日、平成 年第１回臨時会が１日間の日程で開催されました。
今回の臨時会は、 月議会で継続審査とした条例の一部改正、陳情第８号、
要望第１号の審議が主たるものでした。
年度一般会計補正予算の専決処分の承認２件、議案の訂正、条例の一部
改正１件が提案され原案どおり承認しました。
請願陳情については、陳情１件（第８号）要望１件（第１号）を慎重審議
ののち採択しました。

過

う条例改正で町側から 年

委員会にて連合審査した結

廃棄物の処理及び清掃に
関する条例の一部を改正
する条例の制定について

経

北信保健衛生施設組合の

査

31

12

30

18

14

審

改正の主な内容は、これ

12

30

12
30

一般質問

ズ バ リ ここが知りたい
論戦 町長公約、地域公共交通、財政など

３月 18 日、19 日の２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９人、傍聴者は３７人でした（大勢の傍聴をお待ちしています）
。

①

②

布施谷裕泉

１. 持続可能な町づくりに向けて
２. 支援が必要な児童生徒の学習環境整備について
３. 今後の公共交通網整備に向けて

山本

良一

１.
２.
３.
４.

ロマン美術館について
審議会について
基金について
国民健康保険について

祐一

１.
２.
３.
４.

町長４期目に向けての公約について
選挙の投票について
楽ちんバスと路線バス利用について
冬期間のカーナビゲーション設定について
町長選挙を振り返って
町長４期目の町政運営（経営）とは
ＳＤＧｓの達成に向けた取り組みの推進を
ふるさと納税に対する考えは

髙山

③

④

髙田

佳久

１.
２.
３.
４.

⑤

徳竹

栄子

１. 町長４期目の町づくりの考えについて
２. 山ノ内町組織図について

正男

１. 国民健康保険の現状と今後の見通しは
２. 介護保険の現状と今後の見通しは
３. 幼児教育・保育無償化への対応は

克彦

１. 町長選挙について
２.「自信と誇りの持てる郷土・山ノ内町」の未来へについて
３.（仮）すがかわふれあいセンターの整備について
４. 楽ちんバスについて

晴彦

１. 町長公約について
２. 財政問題について
３. 空きホテル対策について

信治

１. 町長の公約について
２. 人口減少対策について
３. 防災無線対応について
４. 消防団の再編について
５. 町から区への役職依頼について

渡辺

⑥

⑦

小林

湯本

⑧

児玉

⑨

25
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布施谷 裕泉

証を取得しているのは大き

町長―旅行形態の変化にともなう対応
問 ユネスコエコパーク移
質問

農家がエコファーマーの認
然を活かしたツーリズムな

コエコパークに取り組む町

観光商工課長 多くの資源

ストーリー性を

な意義があること。ユネス
農林課長

として、有機農業を含む多

行エリアで農業のあり方は。
大切にしながら農産物ブラ

どに力を入れていきたい。

農業においては

に 恵 ま れ す ぎ て い る た め、
かえって焦点が定まらない
面がある。今後は環境や自

に２名通学している。

質問 北信教育事務所の説

明では、
この５年間で児童・

生徒数が５％減っているが、
質問 そこは理解しており

農林課長 移行地域の農村

いただきたい。

教育長

と。町の認識は。

通級指導を受けている人数
しっかり継続すべきと考え

地 帯 で あ る こ と を ふ ま え、

今後、研究してい

きたい。

教育長

たことは。

質問 通学助成を検討され

い。

よう県に働きかけていきた

のため、町内に設置できる

らインクルーシブ教育推進

※２

保護者の負担になることか

認識している。また送迎は

・生徒は増えてきていると

支援が必要な児童

倍に増えているとのこ
る。その上で確認したいの

環境保全型の有機農業とい

は

は、総合計画の「環境に優

ったものも支援していきた

支援が必要な子ども

で中野小と南宮中学に設置

教育長 設置状況では近隣

室」設置状況は。

たちの実情と「通級指導教

質問

※１

しい安心・安全な農業の推

人 に 激 減 し て い る。

「通級指導教室」
について

い。
する記述があるが、総合戦

人のエコ

意識的に削除し

略にはない。この理由は。
農林課長

には

ブランド農業を目指す果樹

布施谷裕泉のつぶやき

済み。当町からは南宮中学

示することこそ大事。

令和元年５月 議会だより第116号 26

み
ひ ろ
や
せ
ふ

観光振興策における一番の課題は
持続可能な
町づくりで観光
においては

収まる気配なし。違
う生活の価値観を提

進」でエコファーマーに関

ンド化の構築をはかりたい。 様な農業の推進をはかって

「地方創生」の看板
の下、東京一極集中

1.5

質問 インバウンド対応の
「顧客満足度調査」の実施
状況は。
観光商工課長 県による外
国人宿泊者数調査に合わせ、
町独自のアンケート調査を
行い外国人のニーズも集約
している。
質問 「 第 ３ 次 観 光 交 流 ビ
ジョン」で大きな課題とし

年には

たものではない。
質問

60

ファーマーがいたが、 年

28

ていた「観光資源の見せ方

※２：インクルーシブ
教育…共生社会の形成
に向けて、障がいのあ
る子どもと障がいのな
い子どもが、地域にお
いてできるだけ同じ場
で共に教育を受ける機
会が与えられ、また教
育的ニーズに対して、
的確な指導を提供でき
るようにするもの。

29

の固定化が入り込み客数の
伸び悩みの一因」と分析し
ているが、課題解決の手応
えは。

有機農業を幅広く学ぶ高校が開設され
るなど、健康をキーワードにした農業
は着実に広がりを見せている

（2019）

※１：通級指導教室…
学習障がい等により、
特別な教育的ニーズの
ある児童生徒が通常の
学級に在籍しつつ、適
切な教育対応が受けら
れる場を提供するもの。

20

一般質問

一般質問

ロマン美術館の将来は

町長―薫り高い文化のまちづくりにつとめる

率を ％下げる内容の諮問

健康福祉課長 資産割の税

るのではないか。

残る。基金はそのためにあ

ご 子 息 が 来 町。「 父 の い ろ

町長

申となった。

は、現行税率に据え置く答

を見定めるとして、

後の動向を見据え、方向性

げも懸念されると危惧。今

た場合、将来、大幅な値上

方針に基づき、３方式にし

をした。協議会では、県の

説明の仕方がおかしい

差額は６００万円。

０万円で下げたら５１００

質問

使うので、基金を充てる。

据え置いても４５００万円

健康福祉課長

１月の入館者数
１万３千人

そのとおり。

としたらこの答申は考えら

れない。協議会には議員も

いたし元議員もいた。その

中で決まったことで協議会

質問 毎年６０００万円ず

０万円。

と、不安になるところだ。

が、十分であったかという

健康福祉課長 説明はした

について、不安になった。

つ税収が下がっても、なお

健康福祉課長 ２億７００

基金の残高は

円になる。

健康福祉課長 ５１００万

影響額は５０００万

健康福祉課長

万円ということか。

据え置きなら４５０

そのとおり。

いろな物を所蔵しており、

値下げの影響額は

質問

どのような美術館
にしたいのか

黒川紀章記念館的なもの

質問 諮問どおりに値下げ

円ではなく、６００万円だ

の方向性は慎重に検討して

※２

に」との話をいただき、意

レで１万３０００人と、立

すると、５０００万円か。

教育長 トイレに見える。

いく。

31

３月、黒川紀章氏の

向をふまえ、相談にはのっ

教育長 トイレ利用を含め

派な美術館だ。この発想は

向きに検討すべきだが、現

質問 正解。これは、マル

いるとの意見もあり、今後

在までの入館者の状況は。

セル・デュシャンという

年度

ていきたい。

月は５６００人、１月は

１万３０００人の入館者数。 いかがか。

黒川記念館の話は、

町にとって財産になると思

質問 これは何に見えるか。 教育長

質問
う。将来的に必ず評価され

（右写真を提示）

公衆トイレ化して

る設計家だと思うので、前

教育長 秋の企画展までの

世 紀 初 頭 の 巨 匠 の 作 品 で、

国民健康保険税
値下げ案否定

入館者数は２１１５人で前

※１

質問 国保運営協議会への

年度比、約１４００人減少。 レディ・メイドという概念
のもので、この概念でいけ

（2019）

実証実験による入館

山本良一のつぶやき

質問

※１：レディ・メイド…
マルセル・デュシャンは、
自らの大量生産された既
製品を用いた一連のオブ
ジェ作品を「レディ・メ
イド」と名付けた。

諮問の内容と、答申内容は。

山本 良一

ば、ロマン美術館は、トイ

60歳 過ぎて、今更
「未見の我」など
あればおかしい。
あったとしたら
「出せない悪い我」

20

料無料の効果は。

りょういち

や ま も と
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7.4

※２：３方式…賦課方式
は、市町村によって異な
り、山ノ内町は４方式
（所
得割・資産割・被保険者
均 等 割・ 世 帯 平 等 割 ）。
３方式は４方式から資産
割を抜いたもの。

12

一般質問

髙山 祐一

冬期間カーナビ設定変更を

３月になっても改善されな

観光商工課長 カーナビ地

応しているが、地図データ

観光商工課長―所管の建設水道課と協議していく
質問 冬期間地獄谷野猿公

投票立会人は
時間的精神的に
つらい

務は、投票用紙を投票箱に

入れることを確認すること。

２人だと例えばトイレ時間、

昼食時間に１人になった場

合、投票する場面が確認で

が市場に出回るには、時間

質問 選挙における投票立

図会社では誠意をもって対

がかかるとのこと。

きない可能性があることか

ら３人である。

時半

時 間 拘 束 さ れ る。

道路の冬期間通行止めに対

ＣＳ）を紹介された。件の

信システムセンター（ＶＩ

般財団法人道路交通情報通

懇親会の席上だ。

式 な 区 長 会 の 中 で は な く、

選挙管理委員会書記長

の要望は出たか。

区長会での席で、時間短縮

いるのであれば検討したい。

市町村で２人制を実施して

選挙管理委員会書記長

いるが、実施の可能性は。

までの

しては、町から長野県警に

質問 山ノ内町の場合、立

質問 かなり多くの自治体

要請し、さらに県警からＶ

会人の人数は。

だが、例えば７時間ずつの

くだん

どうか。

他

趣

時間ぶっ通し

５人だが当町は３人。

選挙管理委員会書記長

質問 現在

観光商工課長

質問 当町では３人とした

公

では、立会人募集をかけて

ＩＣＳに要請し、リンクを

選挙管理委員会書記長

※

貼ってもらえば、たやすく

立会などの時短の可能性は
止め自体の権限は、建設水

理由は。

が、検討の余地はある。

旨に反するか解釈は難しい
道課の所管である。協議の

立会人の主な業

公

選挙管理委員会書記長
職選挙法

上対応していく。

冬期間通行

正

変更ができるとのことだが。 職選挙法により、２人以上

に問い合わせたところ、一

会人は、６時半から

いのはなぜか。

髙山祐一のつぶやき

質問 私が長野国道事務所

苑へは、渋温泉からのルー
トは通行止めになっている
にもかかわらず、侵入車両
がある。これは地元住民の
みならず、観光客に対して
の不親切と思うが、対策は。
観光商工課長 自家用車で
お越しの観光客がカーナビ
ゲーションシステムにより、

20

令和元年５月 議会だより第116号 28

（2019）

※：ＶＩＣＳ
（ビックス）
…渋滞や交通規制など
の 道 路 交 通 情 報 を、
FM 多重放送やビーコ
ンを使ってリアルタイ
ムにカーナビに届ける
システムを運用してい
る。
誘導看板整備とともに、カーナビ対応も「おもてなし」

立会人はつらいよ。
区長さん方
おつかれ様です。

14

冬期間通行止めの区間へ誘
導されているものと考える。
本年１月７日付けで一般財
団法人日本デジタル道路地
図協会へ上林温泉側に誘導
するよう要望している。そ
れとともに、誘導看板設置
１ 月 に 申 し 込 ん で、

などの付帯をしていく。
質問

14

ゆ う い ち
た か や ま

一般質問

ＳＤＧｓ達成に向けた取り組みを

町長―県の取り組みでもあるため、今後研究したい

質問

談した上で、対応したい。

究してもらい、関係者と相

で、有権者の皆さんの政治

質問 同日選挙にすること

国のまち・ひと・し

ごと創生総合戦略２０１８

をふまえ、今後再検討する

４月の統一地方選挙の結果

選挙の投票率の低迷および

する方針であったが、町長

討結果では、個別の選挙と

ける同日選挙についての検

長選挙と議会議員選挙にお

理委員会から通知された町

質問 昨年の８月、選挙管

量および労務が格段に減少

委員会や選挙関係者の事務

ながる。さらに、選挙管理

ないが公費の大幅削減につ

万円を要し、半額とはなら

回の選挙費用は約１０００

担軽減にもなる。また、一

挙となることで有権者の負

に分かりやすく、一回の選

点で有権者にとっては非常

首長と議員を同時に選ぶ

に対する関心を深める方策

と考える。

るＳＤＧｓの達成に向けた

※１

改訂版では、自治体におけ

投票率向上への
取り組みを

取り組みの推進を明記して
現段階ではモデ

いるが、当町の状況は。
総務課長

ル事業の提案を含め、取り
組みは特段ない。
質問 ２０１９年度から策
定に入る第６次総合計画だ
が、ＳＤＧｓの達成を目指
す行動計画と位置づけるべ
きでは。

考えは。

考慮しなければならない。

自治にとって適正なのかを

期間が発生するなど、地方

日選挙の実施で町長の不在

選挙管理委員会書記長

んでいただけるような選挙

皆さんには投票所へ足を運

選挙管理委員長 有権者の

選挙の再検討を。

する。４年後に向けて同日

総務課長 策定計画のキー

質問

をしていきたい。皆さんと

同

ＥＳＤの推進をはかる場合、 投票率向上だけを考えるの

相談しながら、これから検

ワードになると理解する。

みを推進すべきと思うが、

ではなく、諸条件を考慮す

討していく。

内容については、組み込み

当町の地域特性に合致した

詳細について研究した上で、

ながら策定を進めたい。

教育委員会の考えは。

教育委員会にＥＳＤのセク

ることが選挙管理委員会の

ＳＤＧｓ達成に向け

質問 公立高校の後期選抜

教育長 今現在、具体的な

ションを設置すべきでは。

※２：ＥＳＤ（持続可能な開
発のための教育）…環境や
貧困、人権などの課題に取
り組み、持続可能な社会づ
くりの担い手を育てる教育。

※２

にＳＤＧｓの設問が出題さ

取り組みは考えていない。

※１：ＳＤＧｓ（持続可能
な開発目標）…2015 年 9
月の国連サミットで採択さ
れ、持続可能な世界を実現
するための 17 のゴール・
169 のターゲットから構成
さ れ る 2016 年 か ら 2030
年までの国際目標。地球上
の誰一人として取り残さな
いことを誓っている。

あり方と考える。

（2019）

れていたが、小・中学校で

佳久

教育委員会で十分研

髙田佳久のつぶやき

町長

平成も終わり令和が
始まりました。新し
い時代の山ノ内を皆
さんと一緒に創造し
ていきましょう。

今後、検討したい。
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持続可能な世界を実現するための 17 のゴール

のＳＤＧｓに対する取り組

エスディージーズ

髙田

よ し ひ さ

た か だ

一般質問

％は残念。公約実現につとめる

町長選挙の結果をどう受けとめたか

線敦賀延伸を見据え飯山駅

町長―投票率
質問 「 信 毎 」 の コ メ ン ト
の具体的活用方法は。

質問 英語教育の強化を。

教育長 新学習指導要領が

二次交通の充実、広域観光

シュアップ品評会の表彰者

質問 フルーツの里ブラッ

り取り組んでいく。

ラミング教育が重点化とな

でき、外国語教育やプログ
を中心に、お客様のニーズ

質問

を町外へもＰＲする考えは。 〇交通弱者の交通システム
町長

入れ実現への時間的流れは。

年度中に研究

中野市内・病院乗り
への意欲が生まれるために

総務課長

会が結論を出し 年度に法

本人の励み、他の人
も積極的にＰＲしていく。

配置の検討を続けていく。

学校規模の適正化に配慮し

教育長

のため地域にあった交通シ

質問 北部以外の交通弱者

ステムを構築していく。

無駄のない広域的な交通シ

徳竹栄子のつぶやき

見直し、改善してき

保育園、小学・中学

ご意見は拝聴した。

方の観点でも必要と思うが。

校一貫教育への流れの考え

質問

え対応していきたい。

を考慮し職員の意見をふま

た。行政ニーズ、時代背景

町長

め分割する必要はないか。

る。住民サービス向上のた

ぬまで関わる大きな課であ

事内容が違い、生まれて死

祉・児童福祉・衛生等、仕

質問 健康に関する社会福

健康福祉課の
再編を

ターと考えている。

総務課長 希望者重視がベ

えは。

布は高齢者に優先するお考

が難しい。戸別受信機の配

４月17日現在、警察
・防災・火災情報を
メールで配信SUGU
メール登録者600名
は少ないなぁ。登録
しましょう。

町長
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徳竹 栄子

こ
え い
と く た け

に応えていきたい。

〇農業

小学校適正配置により閉校になった旧北小学校
新たな拠点（仮）すがかわふれあいセンターに変身

で町民全員を納得させると
関西からの誘客に備

え、当町へ特に北志賀への

いう言葉は言い含めるとか、 町長
わからせるという言葉にと
れるが。
政策が十分住民に届

〇教育

定協議会設立、６市町村で

小中一貫校や保・小

交 通 網 形 成 計 画 と あ わ せ、

質問

町長

必要に応じてフィードバッ

ステムも必要と考えるが。

きた。教育委員会を中心に

クして検討していく。

・中一貫教育についてどの

保護者のニーズなどをふま

〇安心な地域防災

副町長 公共交通協議会、

えながら対応し、教育環境

質問 高齢者はメール操作

調査・研究を行って

の整備をしていく。

出 生 率 を 見 据 え、

質問 今後の小学校数は。

31
様に考えるか。
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町長
かなかった。上から目線で
なく押さえつける思いはな
い。
質問 批判に耳を傾ける具
会 議・ 行 政 懇 談 会・

体的な方法は。
町長
ぬくもり集会などで意見を
聞き町政に反映していく。

４期目の具体的
施策は
２０２３年北陸新幹

〇観光
質問

51

一般質問

※１

国保会計への法定外繰り入れは

健康福祉課長―現時点では考えていない
費と保険税の現状は。

質問 国民健康保険の医療

いる５％論が

定説になって

質問 今では

さまざまな財政支援の方策

や国定率負担の引き上げ等

険料（税）軽減措置の導入

年度

を講じる」ことを提言して

では

人当たり医療費は県

健康福祉課長 平成

ある。過去３

いる。すでに

位、 人当たり保険

位となっている。

以上の自治

年間の保険給

下で
税は
質問 財政支援のための法
定外繰り入れの考えは。
健康福祉課長 長野県国民
健康保険運営方針のとおり、
特別会計の趣旨からして一
般会計からの繰り入れは現
時点では考えていない。

だ。町では約

高という説

正な基金残

均の５％が適

付費総額の平

ければならない。

るような仕組みは見直さな

ば産むほど国保税が高くな

施している。子どもを産め

体が独自の均等割減免を実

億円の５％、 町長 県内や近隣市町村の

らの課題と思っている。

状況を専門的に主管課で検

現在２億７０００万円にも

質問 運営協議会は大事な

５０００万円

きるようにこれからも対応

なっていて多すぎる。

討したり運営協議会の中で

領発揮の判断がある。これ

していきたい。

ということに

厚労省保険局長は「一般会

を禁止したり強制的に従わ

研究したりするのがこれか

計からの繰り入れはそれぞ

せたりしたら憲法違反にな

なる。それが

れの自治体で判断いただ

る。「 法 定 外 」 と い う 言 葉

質問 適正な基金残高は。

税率を据え置いても４５０

やしても、委員の皆さんに

ただきたい。

いただくことを徹底してい

０万円基金繰り入れが必要。 は納得いくまで説明し判断
※２

年度、全国知事会

均等割の見直しは
質問

は「子どもに係る均等割保

渡辺正男のつぶやき

１年で考え

諮問機関だ。開催回数を増

く。これを法律で禁止する

に誤解があるようだが、違

健康福祉課長

年度は、

ことは考えていない」と答

法でもなんでもない。

ると、５０００万円くらい、

健康福祉課長

弁している。自治体が予算

町長 県、市町村の中で十

２年３年同じ税率でもたせ
の中で意見を聞いたりして、 る安定的財政運営のために

「銃声よりも歌声を」
（ハリー・ベラフォンテ）。
『We are the world』
のアナザーストーリー
は秀逸だった。

は１億５０００万円。

※１：法定外繰り入れ…繰り入
れとは、二つの会計間で予算を
移動すること。法令を根拠にし
たものを法定繰り入れ、そうで
ないものを法定外繰り入れとい
う。国保会計での法定外繰り入
れは、主に高い保険税を軽減す
るためにおこなわれる。

31

※２：均等割…国保税は①所
得割（課税標準額に応じた額）
、
②資産割（固定資産税額等に応
じた額）
、③ 均等割（被保険者
数に応じた額）
、④ 平等割（世
帯数に応じた額）の合算額で算
定される。①と②は応能割、③
と④は応益割と呼ばれ、50 対
50 が適正とされている。

治の本旨に沿ったものであ

渡辺 正男

31

多すぎる基金残高

や条例で住民の福祉施策を

分相談したり、運営協議会

３月７日付「しんぶん赤旗」より

進めるというのは、地方自

質問 ２０１５年の国会で

20

28

なるべく住民負担が軽減で

（2019）

1

り、ここにこそ自治体の本

お

ま さ

わ た な べ
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一般質問

克彦

小林

か つ ひ こ
こ ば や し

会であるが、これまでの経

建設委員会には関わってい

質問 楽ちんバスの運行状

な施設にするには地権者な

総務課長 ある程度恒久的

業であり、自然・施設・

策とともに、観光は総合産

検討はしてみたい。

の地で暮らす人々の人柄が

どとの関係もあり難しいが、 食・接客、そして何よりそ
無料で実施した

はないので、いろいろなチ

町長 特効薬といえるもの

は。

質問 観光の推移と課題は。 重要と考えるが、良い方法

観光商工課長 県の利用者

・４
％に減少している。

年は４９

統計では、平成

４万人、 年は４３９万人

ャンネルを使いながら、人

※

て活性化を進めていきたい。

と減少したが、近年は微増

年

という声がほとんどである

国人宿泊者数は、平成

脈、組織の皆さんと交流し
何か。

については、広域の協議会

質問 中野市への乗り入れ

ないかと考えている。

いが有償となったことでは

ションと考える。

国内観光客の誘客プロモー

れ環境の整備と減少傾向の

題は外国人観光客の受け入

倍以上に増加している。課

ロットを増やし生産維持を

省力化と高品質の農産物の

農林課長 あわせて労力の

されるが、課題は。

れ、付加価値の向上が期待

能性表示食品の届け出がさ

質問 ナガノパープルの機

における議論待ちとして、

質問 今後は特に伸び代の

の 万人から約８万人と五

夜間瀬駅停留所は簡易すぎ
ないか。

していきたい。

分析はしていな

微減を繰り返している。外

が近くなって便利になった

質問 利用者からは停留所

実証運行時に比べ、

総務課長

どうか。

況のうち乗車人数の推移は

小林克彦のつぶやき

きたいと考えている。

すがかわふれあい
センターの誕生に
夢と希望がいっぱ
いでーす。

過などをふまえ、総務課も

町長―公民館施設としての活用に向け整備する

旧北小校舎後利用計画の進捗は
総務課長 平成 年度に普
通教室棟と特別教室棟を解
体撤去後、 年度に管理棟
の改修と大広間の増築を行
い、公民館施設として 年
度から供用開始予定だ。
質問 校舎改修、大広間増
築には、利用者との詳細な
協議が必要と考えるが。

19
が利用者が減少した原因は

30

大きい外国人に有効な支援

総務課長

19

総務課長 北部公民館と児
童クラブが入ることからも、
これまでの利用検討協議会
は発展的解散の上、改組が
見込まれる建設委員会と協
議を行いつつ整備を進める
事業を担当する所管

予定である。
質問

課はどこか。

1.6

33
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※：機能性表示食品…
事業者の責任において
科学的根拠に基づき、
特定の保健の目的が期
待できる機能性表示し
た食品。
生まれ変わる旧北小校舎

31

総務課長 主には教育委員

68

32

一般質問

当町での喫緊の課題は何か

町長―基幹産業の振興が最重点課題

歳～

人口減少問題
質問 今後 年で
歳の生産人口が約３５００
人減少すると予測されてい
る。コミュニティ維持も難
どこでも問題になっ

しくなるのでは。
町長
ている。住民が安心・安全
で住める町づくりを、住民・
議会・行政が一緒になって
働く場の創出が最重

進めていく。
質問
要課題になると思う。特に
観光業は裾野が広いという
意味で、オフシーズン対策

う。ただし、値段を上げれ

町長 全くその通りだと思

総務課長 自由になる金額

ないということでは。

それにともなうサービスな

も可能である。

が、思い切った改革で変更

ばいいというものでもなく、 が少なくなるかもしれない

どもなければいけない。

質問 町長はいくらくらい

の肉付けを考えているか。

町長

財政問題

質問
問 今回、骨格予算とい
質

あるので、必要な部分はま

空き家問題

１億円前後。補正も

うことで、仮に町長が代わ

た対応する。

※２

ってもこのくらいの予算は

必要なのか。

質問 空き家調査は何年の

どうしてもかか

る費用に関しては、経常的

調査か。

総務課長

経費となるが、経常的でな

年のもの。

いものを臨時的経費と呼び、 建設水道課長 平成 年、

これが 億６千万円余りあ

と考えるが。

町長

すべき。その対策は。

を積極化する経営者を増や

れば、自然と税収も上がる

人ひとりが稼げるようにな

たりの生産性を上げて、一

確保するためには、１人当

に 出 て い る と い う こ と は、

う、昨年度の当初予算並み

質問 骨格予算 億円とい

る程度は必要になる。

長が代わったとしても、あ

る。この臨時的財源は、町

常に重要なので、協議会の

携、地域との情報共有が非

建設水道課長 地域との連

て情報を上げるのはどうか。

き家対策支援員などを置い

質問 スピードが大事。空

をすることで、季節雇用で

観光商工課長 通年雇用す

いろんなアイデアをもらい

のでは。そのために、観光

はなく、正規雇用が増える

れば、従業員の資質向上に

ながら対応したい。

委員とも連携して対応する。

71

※２：骨格予算…選挙時期
などの関係から政策的な判
断ができにくいなどの事由
により、人件費など必要最
小限度の経費を計上する予
算。事由解消後に補正予算
で肉付けしていく。

特 効 薬 は な い の で、

もつながり、おもてなしの

新しい町長になったら、自

湯本晴彦のつぶやき

業でも高付加価値化をはか

「新しい酒は新しい
革袋に盛れ」
聖書より引用。
新年度には新しい
政策を。

質問 人口減少で税収も減

社人研推計準拠による町の人口予測
＊平成 22 年、27 年は住民基本台帳（外国人を含む）
からの実績値、平成 32 年から推計値

心にもつながる。

※１

※１：社人研…国立社会保
障・人口問題研究所。人口
研究・社会保障研究はもと
より、人口・経済・社会保
障の相互関連についての調
査研究をしている厚生労働
省の試験研究機関。

分で使えるお金がほとんど

湯本 晴彦

ることを考えるべきでは。

（2019）

27

64
る。人口が減っても税収を
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28

15

質問 そのためにも、雇用

は る ひ こ

も と

ゆ

33

12

20

一般質問

児玉 信治

庁舎内に消防部設置の構想は
況にある。受信機・メール

Ｕメールはかなり低い割合

は全世帯の約

くの皆さんに受信機・メー

ＰＲを行い、できるだけ多

る時は住民の代弁者として

ためのパイプ役、また、あ

全体の事業方針を確定する

けたい。

のほうへ出かけて相談を受

があれば必要に応じて地区

町長―今後検討していきたい
町長
は、それを補完するものと

％、ＳＵＧ

対応策のひとつとして有効

質問 前回も同様の質問を

る。ただし、町から依頼す

の中心的な立場となってい

民の皆さんによる自治活動

いて、自助・共助の点で住

らして馴染まないものと考

誘致は、当町の地域特性か

総務課長

推進すべきと思うが。

質問 企業誘致を積極的に

移住・定住の促進を

したが検討されたか。

る役職が地域活動の支障に

えている。サテライトオフ

ている。特に地域活動にお

町長

なるような場合は相談して

ィスの誘致については平成

※１

工場などの企業

様 々 な 役 職 を 依 頼 し、 行

ほしい。

も出てきていることは承知

り役員の選出が困難な地区

る。高齢化や人口減少によ

いただき心から感謝してい

代表者を選ぶなど、地域に

番を決めて持ち回りにより

選ぶ。
また、
複数の地区で順

合してその中から代表者を

て、複数の地区の活動を統

Ｔ企業の誘致に取り組んで

連携をしながら首都圏のＩ

「Ｓｈｉｎｏｎｏｍｅ」と

り、ベンチャー企業である

デル地域選定に応募してお

トテレワーク推進事業のモ

区長さんをはじめ
政執行や各種イベント事

している。しかし、各地域

よって方法はそれぞれある

いきたい。

年度において県のリゾー

における様々な活動の調整

と思う。十分協議し、要請

※２

役、地域の伝達役または町

対応策の例とし

総務課長

町からの役職
依頼は

ルともに増やしていきたい。 非常に重要な役割を果たし

児玉信治のつぶやき

である。引き続き住民への

日中の消防力低下の

※２：株式会社 Shinonome
…東京理科大発の IT ベン
チャー。首都圏企業との共
同開発研究を意欲ある学生
の就業体験とマッチングし
ながら、学生が社会体験を
積む環境整備を IT の力で
構築する活動を実施。

考えているが、戸別受信機

Time flies like
an arrow
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じ
し ん
だ ま
こ

な方法と考えているので職
員の入団状況を十分把握し
た上で、消防団との連携を
はかりながら、消防防災委
員会において検討していき
たい。

防災無線の対応は

日中の消防力低下の対応策は

20

（2019）

※１：リゾートテレワーク
推進事業…長野県が地域の
活 性 化 を は か る た め、 リ
ゾート地で一定期間、
「休
暇」と「仕事」を両立する
新たなライフスタイルの推
進に取り組んでいるモデル
地域に対して、今年度から
支援を行っている。

業、または会議などに参画

31

質問 現在の戸別受信機の
配布状況は９１９台（ 歳

平地ではすべて聞こえる状

ついては志賀高原を除き、

総務課長 防災行政無線に

か。

とのことだが、これで万全

Ｕメールは２００件が登録

以 上 は ２ ５ ４ 台 、) Ｓ Ｕ Ｇ

75

全員協議会、議会運営委員会、表彰

①平成30年12月議会議案第58号（継続審査）
の取り扱い

②議会報告会結果報告

③議長諮問検討経過

第２回（２月14日）

①一般質問の運営

２／６ 全国町村議会議長表彰
徳竹栄子議員（議員在職年数 年８ヶ月）

２年間の
議論を経て答申

27

第３回（３月７日）

①議長諮問答申案

②審議会への選出

③申し送り事項

第４回（３月27日）

⑴執行機関からの提出案件

①31年度税制改正

15

②介護保険制度における低所得者の第１号

保険料軽減強化

③空家等対策計画の策定

月に諮問を受けて以降、議会運

１ 諮問事項に対する調査経過

年

○ＩＴＣの積極活用

②継続検討を要する事項

○通年議会の開催

○議長交際費の公開

○立案能力向上のための組織設置

○事務局体制の強化

○条例提案・政策提言のシステム検討

○常任・特別委員会の議事録調整

①検討終了（抜粋）

２ 申し送り事項

⑺その他議会活性化策について

⑹申し送り事項の継続検討について

ついて

⑷議会の議決すべき案件の追加検討に

⑶議会モニター制度の導入について

⑵通年議会の開催について

⑴審議会等への選出廃止について

諮問項目

全員協議会で議論を展開してきました。

会で諮問事項の調査・検討を経て、議会

営委員会（活性化）を開催し、当該委員

11

議会活性化
17

⑸議会報告会のあり方について

11

29

○議員のなり手増のための環境整備

（2019）

第12回（１月15日）
①議長諮問検討
②議会報告会結果報告書
第13回（２月６日）
①議長諮問検討
第14回（２月13日）
①議長諮問の答申案検討
第１回（１月28日）

「開かれた議会」「住民が主人公の
議会」の観点から平成 年 月 日
に議会活性化のための諮問を受けま
した。
以来、議論を重ね、３月 日、高
山祐一議会運営委員長より西宗亮議
長へ答申をしました。
29

答申書を受け取る西議長

令和元年５月 議会だより第116号

35

（活性化）
議会運営委員会

議会全員協議会

②議長諮問検討経過

予算審査
31年度一般会計予算

骨格予算で71億を超える大型予算可決

予算審査は３月
日から

日間、審

日予算審査委員会（委員長髙田佳

久、副委員長髙山祐一）に付託。
5

）で可決しました。特別会計予算では、国民

決しました。中学校長寿命化

年目で

億１８６４万

4

億円という大型予算となりました。また、全

円を見込んでいます。

部会意見
通》

一 般 会 計
《共

センター建設には万全を

○（仮）すがかわふれあい
期すこと。
○やまびこ広場は、子育て
支援・観 光振興に 資する
リノベーションとするこ
と。

《総務費》

策定については研究をす
すめること。
○ ふ る さ と 納 税（ 寄 附 金 ）
の使途については慎重に
検討されたい。

《民生費》
○障害者福祉計画に基づい
て、障がい者にやさしい
町づくりを具現化するこ
と。

〇ヒルクライムは早期開催
の実現を目指すこと。
○持続可能な観光イベント
開催を目指すこと。

《土木費》
○空き家対策には実効性の

特 別 会 計 等

《有線放送電話事業

特別会計》

○有線放送電話機の回収・

有線柱の撤去は迅速にお

こなうこと。

ること。

適切な財政運営につとめ

○ 基 金 の 運 用 規 程 を 設 け、

ある計画を策定すること。 《 国民健康保険特別会計》
○排雪基準を明確にするこ
と。

《教育費》
○集団電柵における整備更

子ども支援係で一体的に

教育委員会と健康福祉課

は環境保全につとめるこ

○し尿受け入れにあたって

○ 子 育 て 支 援 に つ い て は、 《 公共下水道事業特別会計》
新は、補助制度をさらに

全を期すこと。

○東部浄水場の建設には万

《水道事業会計》

と。
○志賀高原ロマン美術館の

取り組むこと。

《農林水産業費》

不要になった有線電話機の回収
資源ごみの回収にあわせ６月８日に予定されている

充実させること。
ＵＧＵメールについては、 ○新規就農に関する補助制

根本的なあり方を検討す
早急に登録推進をはかる

度・支援制度をさらに充

○防災情報網としてのＳ

○地域公共交通網形成計画 《商工費》

その一方で、ふるさと納税は昨年度の倍額となる３億

保育園、全小学校施設の冷房化を今年度実施します。

がら、

する大型工事もあり、町長改選期の骨格予算でありな

円、旧北小学校一部解体工事９８１７万円をはじめと

2

決、他の特別会計と水道事業会計予算は全会一致で可

健康保険特別会計と介護保険特別会計は賛成多数で可

反対

査をおこないました。一般会計予算は賛成多数（賛成

11

7

ること。

一般会計予算に
対する討論

反 対

※

渡辺 正男

道の駅改修のデジタルサ

イネージ予算化は、子ども

議会で提案されたもの。子

どもたちのアイデアが実現

す る の は 素 晴 ら し い こ と。

ふるさと納税の歳入は、前

年度対比倍増の３億円を見

込むが、これを原資とした

事業１億２００万円にも

ふるさと基金の活用事業は、

上る。ほとんどが町長の政

策的予算。ふるさと寄附金

を持続可能な安定財源とし

て扱うことには不安が残る。

※：デジタルサイネージ…映
像表示装置とデジタル技術を
用いた広告媒体。屋外・店頭・
公共施設などに、液晶ディス
プレーやプロジェクターを設
置して広告や各種案内を表示
するもの。

国民健康保険
特別会計予算
に対する討論
反 対

渡辺 正男

歳入の保険税は、前年度

％）

４ 億 １ １ ７ １ 万 円 に 対 し、

２ ７ ０ ０ 万 円（ ６・
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1
71

実させること。

26

11
こと。

56

強気の倍増3億円見込む

ふるさと納税

予算審査

総 括 意 見
予算決算審査委員会

髙 田 佳 久

高原指定

周年記念事業や

減の３億８４７１万円とな

人当た

っている。被保険者数の大

幅減が原因だが、

り保険給付費は ・８％も

疑問が残る。運営協議会の

伸 び る こ と に な っ て い て、

事業が計上されている

事業・拡充

都市基盤・生活環境分

野では新規

が、移住・定住推進とし

委員長

遊歩道整備をおこなう国立
べる・つかるをテーマにし

ての各種補助事業は、補

公園整備事業、めぐる・た
０万円（ ・１％）減の９

たＯＮＳＥＮ・ガストロノ

助の活用や移住体験の促

万 円（ 構 成 比

う・ももの苗木等優良品種

ション戦略プランを踏ま

たい。

の早期産地化支援補助など

えて、地域の優れた資源

後期基本計画イノベー

と特性を生かした地域経

済の活性化や若年層の流

進を実施されたい。
保健・医療・福祉分野で

入・定着をはかるととも

に、今後も国政等の動向

渡辺 正男

％）増を見込んでいるが、

年度対比４１２０万円
（２・

歳出の保険給付費は、前

反 対

介護保険特別会
計予算に対する
討論

るわけにはいかない。

われなかったことは、認め

政支援の繰り入れがおこな

たこと、一般会計からの財

すぎる保険税率を据え置い

答申に従ったとはいえ、高

・７

ミーウォーキング、インバ

一部事務組合への負担金と

なっているが、２年目とな

億
％）としている。要因とし

進がはかられるよう積極

る経費などの物件費および

と同様に「景気は、緩や

て防災無線デジタル化事業、 ウンド推進など積極的な予

的な情報提供をおこなう

報告（２月）では、昨年
かに回復している」とし、 なる補助費の増額である。

算配分があり、集客効果に

（１）歳入について
町税を７９０万円（前年

つながるようつとめられ

やまびこ広場親水施設工事

個人消費は持ち直してい
る と の 見 解 だ が、 観 光・
農業を基幹産業とする当

保育園大規模改修事業、旧

ブランド農業の推進をはか

る中学校長寿命化改修工事、 設置補助として産地パワー

０ 万 円（ 構 成 比

北小学校の一部取り壊し事

っているが、より一層の推

％）増の 億８８６

いる実感は得られていな
と し て い る。 要 因 と し て、

業など公共施設の老朽化に

（３）まとめ

い。
町民税のうち個人では、人

よる改修費用である。
過疎債などの起債をできる

将来にわたり負担となる

全保育園への冷房設置事業、 アップ事業、りんご・ぶど

そんな状況の中、第５
口減少や大幅な賃金増を見

は収納率増を見込んで７８

％）減とし、法人

込めないことから１４７０

般会計予算は、２月に町
長選挙があったことから

事業・拡充 事業
が計上され、健康づくり推

について情報収集につと

は新規
さと納税を活用したクラウ

進のための健康ポイント給

骨 格 予 算 と し て い る が、 ０万円（ ・３％）増とした。 限り減少させるため、ふる
固定資産税は評価替えの影

ドファンディングや国県の

多様化する行政課題に迅

響などから調定額は減少し

め、実効性のある取り組

速かつ着実に対応するた

付事業、子育て支援の情報

ているが、収納率増を見込

補助などを最大限に確保さ

め最小限の減額をもって

れたい。

みを継続してすすめられ

んでいることから１５００

そ し て、 当 町 が 町 民・

提供をおこなうモバイルサ

編成されている。予算総

がはかられている。特に第

たい。

万円（ ％）増としている。
町税は自治体の収入の大

年度は、今議会での補正

で３０００万円減としたば

かり。これに対して４・

％保険給付費が伸びるとい

うことになる。第７期計画

地域・行政の協調・協力

に対し ・ ％の実績から

２期（２０２０年度から５

に よ る 総 合 力 を 発 揮 し、

込みは多すぎる。２億２０

項

か年）となる子ども子育て

持続可能な希望あふれる

００万円（県下で４位、１

骨格予算ではあるが

支援事業計画の策定にあた

町となることを切に願う。

きな柱であることから、引

解消に向けての努力を重ね、 充 事 業 が 計 上 さ れ て い る。

っては、実効性のある計画
い。

税収の確保につとめられた

目の新規事業と 項目の拡
産業分野では新規６事業・

となるよう、既存計画の十

き続き収納率増および滞納

拡充９事業が計上され、観

分な検証につとめられたい。

（２）歳出について

額を前年度とほぼ同額と
億９００万円とし、

年度に引き続き

2

万円（

次総合計画後期基本計画

度比

12
30

光振興として国立公園志賀

れ上がった基金は、保険料

人当たり４万円）にまで膨

考えて、介護サービス量見

25

町では、景気が回復して

農業振興では、ブドウ棚

ことで、人口減少対策に

ものの、ふるさと納税によ

1

14

6

期待したい。

内閣府公表の月例経済

9

などが終了したことで減と

19

70

10

・ ４ ％）

30

の４年目となる 年度一

22 15

ービスなど住民福祉の向上

12

1.6

また、町債を２億１２３

96

なる
・

た公共施設の整備に充て

主な要因は、老朽化し

なっている。

億円を超える大型予算と

70

55

0.5
3.6

31

る投資的経費は減少した

（2019）

30 71

30 58

値下げに活用すべき。
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請願・陳情

皆さんからの請願・陳情
受理番号

件

名

陳情者

採決結果

一般財団法人
長野県建築士事務所協会
会

長

小河

節郎

最低制限価格設定に関する陳情書

陳情第１号

継続審査
一般財団法人
長野県建築士事務所協会
中高支部長

畔上

秀一

全国知事会の「米軍基地負担に関
する提言」に基づいて、地方自治
の根幹を脅かす日米地位協定の見

陳情第２号

日米地位協定を見直す会
共同代表

直しを求める意見書を提出するこ

採

難波希美子

択

意見書提出

とを求める陳情

奥山等のスギ、ヒノキ放置人工林
を森林環境譲与税（仮称）で順次

陳情第３号

一般財団法人

計画的に皆伐を進め、天然林に戻

会

日本熊森協会
長

室谷

悠子

不採択

すことを求める陳情書

提出者
山ノ内町議会議員
布施谷裕泉

種子法廃止にともなう万全の対策

発議第１号

を求める意見書

採

択

意見書提出
賛成者
山ノ内町議会議員
渡辺

賛成討論

渡辺 正男

種子法廃止で予算が減

って、研究開発が弱まる

危険がある。多国籍企業

の種子供給支配、種子価

格の高騰、遺伝子組み換

え種子が出回ることなど

に不安の声が広がってい

る。米国ではすでに９割

が遺伝子組み換え大豆に

年度７％

なっている。日本の大豆

自給率は平成

しかなく、輸入大豆の

割が米国産。都道府県が

種子の開発・普及に責任

を持って取り組めるよう

新たな法律が求められて

いる。

7

27

正男

「種子法廃止にともな
う万全の対策を求める
意見書（案）
」に対す
る賛成討論
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みんなのひろば

３～４年前から全国的に広がりを見せている
「子ども食堂」ですが、山ノ内町ではその名を
「みんなの食堂」とかえて、過去２回開催しまし

当初は、地域ボランテ

た。いきさつや感想を社会福祉協議会の鈴木太郎
さんに伺ってきました。

目的は何ですか
ィアを立ち上げる講座の
一環としての
開催でした。

みんなでご飯食べれば楽
しいよね。というところ
から町民の皆さんの声を
受けて社協がバックアッ
プすることで開催しまし
た。

毎月開催できればいい

す。

んでいただけたら最高で

たまに大勢で食事を楽し

広い世代間交流が大事
今後の活動と
課題は何ですか
山 ノ 内 町 は 広 い の で、

開催を目指しています。

文 化 セ ン タ ー に 限 ら ず、 ですが、当面は年４回の
ここで経験を積んだ会員

会則も会費もないの

中心となる
メンバーは

の皆さんが、各地域で「み

月の会議に

で、町民の方で賛同して

・

んなの食堂」を開催する

くださる人は大歓迎で

年

よ り、
「みんなの食堂有

ことができればすごい

人

見える活動がで

んまりでも顔の

ではなく、こじ

加すればいいの

人数的に大勢参

こ と に な る と 思 い ま す。 す。

名

志の会」を発足、約

月

ほどのメンバーで活動し
ています。

年

参加人数は
第１回

（文化センター学習室）
人

き、よりコミュ
年３月

第２回

子どもが対

中に本当に支援

思います。その

とれればいいと

ニケーションが

２回開催しての
感想は

象ですが、子 （ 文化センター郷土資料室）
どもから大人
までが自由に
集まり交流や

ん な の 食 堂 」 をはじめ大人にも参加を

気軽に来てくれ

な ら な い 人 が、

の必要な人と

してもらいました。参加

て楽しんでもら

子ども食堂的になると

を開催し、広

料は中学生以下無料、高

えたら見守りに

学びの場とな

く認知される

校生からは３００円。子

つながるし、普

か、食事がまま

ことです。

どもが思ったよりも多く

段一人で食事を

面白くないので、高齢者

賛否はある

参加してくれているので

るような「み

ものの、それ

し て い る 人 が、

編 集 後 記

５月１日、平和への願いを

込めた新元号「令和」の幕開

議会だよりの編集に携わっ

けを日本中が祝福して迎えた。

て、２年の任期が終わろうと

している。一般質問の紙面を

ひとり１ページに一新した時

期と重なるので変更の前後を

記載枠が

行の頃、全ての

比較してみた。

質 問・ 答 弁 を 掲 載 し よ う と、

枠内に要約できないか試みた。

質問に至る経緯の説明を入れ

ると枠からはみ出し、省略す

ると質問の意味が伝わらない。

行枠に増えて

結局、全ての質問項目の掲載

は断念した。

から、掲載できない質問は少

なくなったと思う。また、難

しい用語には※で注釈を付け

られるので、本文での説明が

省け、書きやすくなった。

新規の「つぶやき」
欄は様々

な意見があるが、共感の問題

新しい時代になって、町民

ではないかと思う。

にいっそう親しまれる議会だ

記）

よりを目指し、進化させてい

ただきたい。

（望月貞明

（2019）

84
76

50

11
12

達成感がありました。

笑顔でにぎわう食事風景

10
30
31

にこだわらず
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活気あふれる調理場

80

20

30

顔の見える
「みんなの食堂」をめざして

みんなのひろば

