一般質問12人、公共施設等質す
土地開発公社解散に５人賛成せず
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町税外収入金に対する
手数料及び延滞金徴収条
例の一部を改正する条例
等
各条例の附則に規定され
た延滞金の割合の特例の率
を引き下げるものです。

５月 日の公社理事会の
解散決定にともない議会の
議決を求めるものです。
討論は Ｐ参照。賛成し
なかったのは、高田佳久、
山本良一、湯本市蔵、小林
克彦、渡辺正男の５議員。

歳入歳出それぞれ６２１
万５千円を追加し、総額を
６１億７，２７９万６千円
戸狩区長から廃止要望の
とするものです。
あった、町道日影、道添野
歳入では、国庫支出金１，
地、小清水並木１号・２号
３０２万１千円増、県支出
の４路線を廃止し、道添野
金６２１万８千円増、基金
地線の起点側舗装部分を改
繰入金１，２９９万１千円
めて町道認定するものです。
減など。
廃止に地権者の同意があ
歳出では、心身障がい者
るのかなど質疑がありまし
等福祉費２，６１０万１千
診療所基金８６５万８千
た。
円増、子ども・子育て支援 円を繰り入れて、
施設の改修、
事業計画策定３５０万円、 備品購入を行うものです。
土地開発公社
農業振興費２１６万５千円
増、湯田中駅前公衆トイレ 条例の一部改正
の解散
整備１３０万円などです。

直営診療施設勘定の歳入
歳出それぞれ８６５万８千
円を追加し総額８９０万７
千円とするものです。

国保特別会計
補正予算

診療所基金を取り崩して改修される北部医師住宅

16
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検索
山ノ内町議会

一般会計補正予算

平成 年第６回山ノ内町議会定例会は、 月 日か
ら 月 日までの 日間にわたって開催されました。
町側から、専決処分の報告１件、一般会計ほか４会
計の補正予算案、町道路線の廃止４路線、認定１路線、
条例の一部改正２件、広域連合規約の変更、土地開発
公社の解散が提案されました。
議会側からは、意見書案４件が提案されました。
審議・採決の結果、土地開発公社の解散については
賛成多数、他の案件は全会一致受理・可決されました。
請願・陳情に
ついては、２件
を採択、１件を
趣旨採択、１件
を継続審査とし
ました。
月 ３ ・４ ・
５日の一般質問
には 人が登壇
し、公共施設整
備計画、北陸新
幹線開業関連、
ユネスコエコパ
ーク関連、観光、
教育、福祉等諸
課題で町・教育
委員会の考えを
質しました。

31

26

12

12

12

改修される湯田中駅前公衆トイレ

（2014）

発行
編集
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YAMANOUCHI TOWN COUNCIL

平成25年第６回山ノ内町議会定例会

新年のごあいさつ
山ノ内町議会議長

玉

信

治

議会全員協議会

○景観づくり事業補助金
平成 年３月に景観条例
を制定し、 年５月１日よ
り景観行政団体となりまし
た。景観づくり補助金制度
を設置し、景観づくりを積
極的に推進します。今年度
中に補助率・限度額などの
詳細を決定し、来年度の予
算に１，０００万円を計上
予定です。

24

第 回（ 月 日）
各議会報告会場の役割と
分担が決定しました。
テーマ
を
「公共施設の整備」
とし、
各
委員会から提出された資料
の協議を行い、
議会としての
方向性を確認しました。

した。

議会活性化研究会

12

法に基づく、デイサービス
センター、グループホー
ム、就労支援事業所等の施
設整備に対する助成の拡充
及び運営費に対する助成の
新設を要望としました。

32

第７回（ 月 日）
○北部地区での巡回診療
年４月に北部地区の巡
回診療開始に合わせ、診療
所を改修予定です。
老朽化した施設改修に、
約８５０万円の補正予算で
対応します。
また、当面は町内に新た
に開業する医師により、週
１回の診療を予定します。
○ 月 日の降雪被害状況
日に町農林課・ＪＡ志
賀高原営農部・北信地方事
務所農政課・農業改良普及
センターで町内一円を現地
調査した結果、果実・樹
体・施設等の被害総額は、
約９６０万円程度と算出さ
れました。

19

議員協議会

17

児

第９回（ 月 日）
○学校給食費の改定
平成 年度から改定せず
農業分野で県営かんが 運営を行ってきましたが、
い排水事業長寿命化に１， 消費税と牛乳価格の上昇分
に対し加算する予定です。
４７５万円。
保健・医療・福祉分野で 中 学 生 ３ ０ ７ 円 （ ＋
は、よませ・すがかわ・志 円）・小学生２６０円（＋
円）とし、 月 日に開
賀高原保育園の修繕・改修
事業に約１億円、高血圧特 催される学校給食センター
別対策事業に５４５万円。 運営審議会に諮問され協議
教育・文化分野では、中 されます。
学と北小体育館屋根・西小
プール・小学校非構造部
材耐震改修などの小中学
校施設改修事業に１億４， 第 回（ 月 日）
議会報告会のテーマ・方
７３０万円。
都市基盤・生活環境分野 法・時期・役割・アンケー
では、耐震改修促進法に規 トについて協議しました。
定される建物の対策事業に
２億３，８７４万円、西北 第 回（ 月 日）
部浄水場汚泥収集運搬に２， 議会報告会での懇談課題
５９２万円。消防ポンプ自 を公共施設整備のあり方に
動車整備事業に４，９６０ 定め、所管する施設の委員
会で検討することになりま
万円。
行財政分野では、クレジ
ットカードを利用した新収
納システムに９００万円。
庁舎建物機能整備に５，３ 第７回（ 月 日）
８２万円が計上されました。 ○長野県特別豪雪地帯市町
村議会協議会総会への提
出議題
○東信・北信地区の交通災
全議員の承認を得て、介
害共済事務組合について
統合案説明がありました。 護保険法・障害者総合支援
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ただき、時には的確な指
導を行うことが求められ
ています。このような状
新年明けましておめで 況下において、議員個々
とうございます。
の資質の向上を目指し議
皆様におかれては輝か 会活性化を推進するため、
しい初春をお迎えのこと 平成 年に議会活性化研
とお慶び申し上げます。 究会を立ち上げ現在も継
昨年６月に就任以来、 続し議論を深めていると
微力ではありますが議会 ころです。
の権能を発揮できるよう
議会は、町民の意見や
努力しているところであ 要望を把握し、それらを
ります。その間、皆様よ 持ち寄りながら議論する
り貴重なご意見・ご提言 ことにより、町の課題を
をいただきありがとうご 明確にし、対応策を導き
ざいました。本年もよろ 出していく責務がありま
しくお願い申し上げます。 す。本年も第７回目とな
昨今、町民の皆様との る議会報告会を開催いた
懇談の中で感じることは、 します。多くのご意見・
見識の高い声が増えてい ご提言を期待しています。 第８回（ 月 日）
ることです。常に皆様と
今後、町民の皆様の要
○平成 ～ 年度実施計画
一緒に考えることの大切 望にこたえられる議会を
日と 日に総合計画審
さ、必要性を痛感してい 目指して努力してまいり
議会を開催し、 ～ 年度
ます。これからの議員は、 ます。皆様のご多幸とご
実施計画が承認され、
議会に
町民の皆様に対して情報 健勝を心からご祈念申し
内
容
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
主
な
公開と明確な説明責任を 上げ、新年の挨拶といた
新規事業の総額
（三年間）
は、
果たし、時には教えをい します。
観光分野でユネスコエコパー
ク事業に９００万円。
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新潟県柏崎市北鯖石小学校

さば

学びの共同体について
は取り組み三年目とな
り、学力向上は本来の目
的ではないとしながら、
結果的にかなり伸びてい
るとの教育長発言もあり
ました。
このように目指す方向
と目的をはっきり明示し
て進める教育のあり方
は、当町にとって参考に
すべきと考えます。

23～24

丁々発止の議論が展開
される
北鯖石小学校の課題と
する「固定的な発想でな
く、多様な価値観や考え
る力をつけさせてやるた

めにはどうしたらいいの
か」ということが、ユネ
スコスクール申請につな
がったということです。
視察当日、５年生の社
会科授業で自給率をテー
マにした活発な討論が行
われていました。多面的
に考える力やコミュニケ
ーション力は、ユネス
コスクールで取り組んで
いる持続発展教育（ＥＳ
Ｄ）の一つです。
信濃町信濃小中学校
憧れる存在に！９年生
がお手本
平成 年４月 県内で
は初めての校舎一体型小
中一貫教育校としてスタ
ートしました。
「 先輩た
ちが号泣していて、改め
てどれだけ毎年大切に文
化祭を作り上げているの
かがわかった。
」
「 ９年生の合唱に鳥肌
がたった。すごい迫力だ
った。涙が出てきた。あ
んな先輩になりたい。
」
これは校内の通信欄に
乗った一こまということ
ですが、小中一貫の趣旨
が端的に表現されている
と思います。
また特別支援教育を重
17

信濃町小中学校の職員室

要な教育課題として位置
付けてあり、数多くの支
援体制が講じられ、その
ことが対象児童生徒にと
どまらず、すべての子への
指導姿勢や配慮につなが
っているとのことです。
せいろう
新潟県聖篭町
こども園で３歳児以上
は保育料無料
平成 年公立の幼稚園
と保育園の名称を子ども
園に改称し、幼保一体の
運営を始めています。
一体化にともない３歳
以上の入園者が増加し、
施設整備の必要性が出て
きているとのことです。
財政規模が異なるた
め、当町の比較対象とす
るには難がありますが、
保育と教育それぞれの目
的にそっての環境づくり
は、聖篭町ならではのこ
とと思います。

総 務 常 任 委 員 会

／６～７

でした。この防災センタ
ーの見学者は、事業者と

を展示した部屋、防災用
品展示室など資料は豊富

大型パネルの解説室

共に学校の見学が多くな
っています。

映像を使ってインストラ
クターが解説。地震が発

生してから津波が到達
し、市内が津波にのみこ

まれる様子を迫力の大画
面で動画再生し、被害想
定を画面の地図上に表示

しています。
３次元地震体験装置

震度６強の地震を３次
元の動きで体験できる装
置が設置されています。
これを体験しましたが、
何かにつかまらなければ
立っていられません。
展示室
家具を配置した部屋と
地震後に家具が転倒した
部屋を並べて展示。転倒
防止装置を装着した家具

防災無線のデジタル化
屋外固定同報系は県営
中山間総合整備事業で平

高森町

新しい防災用品を見学

東海地震が発生するし
くみを、地殻プレートの

静岡県地震
防災センター

11

社 会 文 教 委 員 会

常任委員会 管 外視察

10／

北鯖石小学校の授業

特色ある教育を進める
学校と子育て先進地の取り組み

実例に学ぶ

木島平小学校
小学校統合案は自立プ
ラン策定の中で生まれる
統合は「どの様な子供
を育てるのか、どういう
教育をめざすのか」とい
う教育論に絞って進めら
れました。
〈木島平型の教育とは〉
①「学びの共同体」づくり
②保小連携を含む小中一
貫教育の推進
③コミュニティスクール
の取り組み
この三つが木島平型教
育の柱になっています。

外視察報告

24

18
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北陸新幹線開業
にともなう誘客
対策

きな起爆剤となることに 京橋まつり」へプレ参加
期待をして、石川県の強 したり、東京駅構内のエ
みとなる「おもてなし」 キュートで「石川マルシ
「 食文化 」
「 歴史・景観 」 ェ」を開催しました。
を重点アクションプラン
北陸新幹線開業に向け
に掲げ、首都圏誘客 万 ての首都圏への積極的な
人構想と石川県の具体的 ＰＲ活動と意気込みを強
な魅力の認知度向上を目 く感じました。
指しています。首都圏に
向けた戦略的な産業ＰＲ 間伐材などを燃
プランを作成し、今年度 料としたバイオ
は県人会と首都圏在住者 マス発電
との協同による
「日本橋・

石川県庁にて

500

観 光 経 済 常 任 委 員 会

７～８

金沢市西部環境エネルギーセンター

成 年度実施予定。無線
による戸別受信機設置の
計画はなく、現在、光ケ

ーブル網が各戸に布設さ
れ、有線放送電話ができ
ます。

消防団サポート事業

商工会の協力で、５千
円の商品券の配布と、ポ
ンプ操法大会時に町負担

で健康診断を実施してい
ます。

行政改革
行政評価システムを導
入し実行中。

箕輪町

消防団サポート事業
商工会の協力で箕輪町
消防団応援キャンペーン
を実施。期間中は協賛店
での買い物が団員証提示

高森町役場で説明を受ける委員

字放送受信機。既設の光
ケーブル有線放送に接続

し、音声告知可能。デジ
タルは文字・双方向通信

が可能です。
行政改革成果
１ 経費削減
◦職員数・人件費の削減
◦民間委託で経費節減
◦公用車削減
２ 組織改革
（課の統合）
３ ワンストップサービ
ス
（ワンフロアに統合）
４ 町税収納率向上
５ ホームページの充実

平成26年１月 議会だより

19

27

で５％割引する特典があ
ります。
防災無線のデジタル化
平成 年３月完成。消
防防災通信基盤整備費補
助金を活用。
戸別受信機は３００台
設置、うち１００台は文

25

総務、社会文教、観光経済

先進地域の

石川県観光戦略推進部
首都圏戦略課
石川県では、県内の自
治体・経済団体・観光・
交通事業者などで構成す
る「新幹線開業ＰＲ戦略
実行委員会」で「ＰＲ戦
略実行プラン」が作成さ
れました。北陸新幹線金
沢開業は交流人口の拡大
などで地域活性化への大

KW

金沢市西部
環境エネルギーセンター
この施設はダイオキシ 運転を行っています。
ンなどの有害ガス除去率
ごみ焼却熱を積極的に
を高め公害防止に万全の 有効利用してボイラーに
処置をとっています。ま より蒸気を発生させ、蒸
た、ごみ焼却にともない 気タービン発電機（７０
発生する熱を利用し、効 ００ ）による発電で場
率の高い発電を行い環境 内浴場・場外施設への熱
型社会に寄与した施設と 源供給に使用し、余剰分
なっています。自然燃焼 は北陸電力へ売電してい
制御装置により焼却炉内 ます。今後は燃料として
で高温燃焼を行いダイオ のゴミが減少してくるの
キシン類の発生抑制をし、 で、今年度から間伐によ
環境への負荷を可能な限 る残材活用に取り組んで
り軽減し、安全・安心な います。
当町にも同様の施設の
／
検討が必要と感じまし
た。

11

常任委員会管

弘 議員

質問
客 は 行 動 半 径 が 広 い の で、

観光商工課長 外国人観光

◦山ノ内町観光大使杯三遊

その他の質問

るように取り組んでいる。

スを設定し、宿泊につなが

のモデル作成はどうなのか。 をセットにしたモデルコー

地獄谷有料駐車場か

している。

と思う。介護予防に重点を

口におかれた雪の塊をどけ

齢者だけの住まいでは、間

質問 除雪に際し、特に高
現在、特養（特別養

質問

おいていきたい。

あたりもう少し配慮できな

名、 に早急な取り組みを

町長 肺炎は日本人死亡原

るのも容易ではない。この

肺炎球菌ワクチン助成
数は。
町長

名となっている。

いものか。

ビスを落とさないでどう乗

想される。この時期にサー

今後

いる。健康寿命を延ばすこ

過半数がすでに取り組んで

有効であり、県内自治体の

質問 一回の接種で五年間

重要と認識している。

その他の質問

ている。

配慮をお願いしたいと考え

宅には重点的に、事業者に

特に高齢者一人暮らしのお

間の中で難しい面もあるが、

建設水道課長

町内で

因の第三位、 才以上で急

り切るかが喫緊の課題。サ

とは町にとっても有益なは

◦ジュニアスキー育成につ

質問

テライトの選択肢を含め柔

ず、早急な取り組みを。

年は高めの推移が予

軟な対応をすべきでは。

町長 充分検討したい。

人口の推移

健康福祉課長

住民配慮の除雪体制を

◦教育について

いて
を見れば施設を充実させれ

限られた時

団塊の世代が介護年

広域６施設で

護老人ホーム）待機者の人

特別養護老人ホーム〝いで湯の里”

ばいいということでもない
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インバウンド対応の強化を
小 根 澤
信越９市町村連携観光会議

客に取り組んでいる。また、

てなし」の取り組みをして
でも広域モデルコースを検

ィアのご協力により「おも
いる。

目標は何人か。
上信越国際観光テーマ地区

亭円楽ゲートボール大会

討中なので
「温泉とスキー」

観光商工課長 総合計画の
推 進 協 議 会 の よ う に 長 野・
について

外国人の周遊コース

前期基本計画で平成 年を
新潟・群馬の３県が連携し

質問

目標に宿泊客数を５万人と
てインバウンドを推進して

インバウンドの数値

質問
おり、町も組織に参加し誘

◦新幹線開業について

ら対岸へのつり橋と、上林

温泉・渋温泉両方面からの

中間にトイレと休息所の設
期成同盟会の皆さま

置を再度考えては。

町長

と計画的に進めて行きたい。

裕泉 議員
布施谷
221

齢を迎えるピーク時を含め、 激に増加する。予防は大変

75

また、用地交渉についても
引き続き関係者の皆様に働
きかけをし、ハード・ソフ
トを含め整備を進めて行き
外国人が快適に旅行

たいと思う。
質問
できる環境については。
観光商工課長 ハード面で
は観光案内看板やトイレの
改修・整備をはかり、ソフ
ト面では外国語パンフレッ

高齢者福祉の
充実を
23

20

27

トの作成、外国語ボランテ

多くの外国のお客様の来訪を望む

問
質
般
一

山ノ内町への影響を

広域９市町村での新

幹線対応が、統一ポスター、

質問

は把握していない。

当町に訪れたお客様の実数

山

一 議員

野を含め）広域でスクラム

（ 長 野、 須 坂、 小 布 施、 中

どの力がある。しっかりと

質問 金沢は底知れないほ

本 良

北陸新幹線 金沢延伸の影響は？

質問

飯山駅ができることもあ

当町の新たな玄関口として

町長

心とした半径 ㎞の範囲を

観光商工課長 飯山駅を中

ないか。

終わるようなことにはなら

ながらも、山ノ内の個々の

にならぬよう広域で連携し

心配もある。アブ蜂取らず

町長 確かに期待もあるし

は素通りしてしまう。

を組まないと首都圏のお客

り、地域の活性化が進むこ
「 信 越 自 然 郷 」 と 命 名、 ワ

力を高めるよう頑張ってい

どのように予測しているか。 パンフレットの製作だけで

とを大いに期待している。
ンパターンにならぬよう頑

金沢延伸については

観光商工課長 新幹線利用
張っている。

きたい。

客の増加、北陸方面の観光
客の誘致がし易くなる。空
港経由の外国のお客様を呼
ぶことができるなどの、メ

払いをしていただき、約

治体数は。

健康福祉課長 現在、 市

質問 病院で５００円、薬

除して給付している。

体が に、身体障害でも

はＢ２まで対象とする自治

質問 知的障害者の区分で

町村になっている。

か月後に受給者負担金を控

局でも５００円の負担にな

拡充の方向で見直す
こども医療費につい

る。レセプト１件当たりの

考えはないか。
歳まで、精神福祉手

町長
ては
た。

年度町民満足度調査

級以下も対象とする自治体

年度では、 が に広がっている。

こども医療費の平均は。

帳では２級まで拡大してき

質問

男 議員
正

などを考慮し検討していき

他市町村の状況や財政事情

質問 県内では、 町村が

１，５３０円になる。

給付を行う自治体も確かに

健康福祉課長 当町以上の

質問

町長 十分参考にさせてい

町でも軽減できないか。

◦部活の「朝練」廃止をど

その他の質問

げている。原村では無料だ。 研究してみたい。
受給者負担金の仕組
みはどうなっているか。

ただく。

取り組むか

◦介護保険基盤整備にどう

う考えるか

健康福祉課長

レセプト１
件につき５００円の受給者

質問 こども医療費を

歳
負担をいただいている。医

まで実施している県内の自

たい。

ある。県下の状況を参考に

でも高い満足度を得ている。 健康福祉課長

4

リ ッ ト を 見 込 む が、 反 面、
首都圏のお客様が素通りし
たり、日帰り圏化などデメ
リットも心配している。
現在、当町に新幹線

31

29

20

辺
渡

負担金を３００円に引き下

24

24

質問
利用で訪れるお客様の数
は。
観光商工課長 北信広域連
合が実施した動向調査によ

3

18

る北信地域来訪の観光客の

北陸新幹線金沢延伸に向けて

「福祉医療給付制度の改善をすすめる会」の
「長野県 福祉医療制度Ｑ＆Ａ」より

38

福祉医療制度
の拡充を
18

24

療機関などの窓口で一旦支
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21

交通手段は、マイカー、レ

15

ンタカーが ％で最多、次
57

に鉄道 ％、バス ％だが、
16

裏落合工区の完了は
用の見込みや、一方今後は

彦 議員

双方の自治体に交流の実績

克

スペース・西口に大型バス

子 議員
栄

小 林
が８台駐車可能。長野駅も

玉村町への積極的な誘致は。

等 が 問 わ れ る。 雇 用 創 出、

町長

大型バス 台への対応を図
質問
用の拡大、地元の商業が活

産業再生等から、足立区・

催された沿線関係者での企

っている。
質問
業誘致等の商談会に出席し

固定資産税収入や雇

の完了は、 年度内と示さ

発になる等、今回モデルケ

富山市や金沢市で開

れているが、新幹線飯山駅
ているか。

ースとして期待している。

国道 号裏落合工区

開業は 年３月である。
観光商工課長 出席し、効

◦雪寒指定道路の見直結果

特養等の施設入居者

果があったと報告を受けた。 その他の質問
質問

◦公共施設整備計画

国道403号 最悪狭隘地いよいよ着工

飯山市・木島平村の

町長
の住所地特例制度が、後期

仮使用はできないか。
首長と共に、県に一日も早
高齢者保険制度への継続適

新幹線金沢延伸に向

金沢駅の鼓門ドーム

観光商工課長 飯山駅は東

飯山駅・長野駅はどうか。

た素晴らしい建物であるが、

る役目と地域文化に合わせ

は、お客様を雨や雪から守

質問

光連盟と一緒に工夫したい。

り組めるものがあれば、観

画が基本となる。独自に取

よる広域観光連携会議の計

観光商工課長 関係９県に

対応は計画されているか。

け、北陸三県への町独自の

質問

しいが今後も求めて行く。

い完了を要望している。難

27

竹

消防団員の優遇制度
確立と第３子保育料
を常に無料に

地域の安心安全のための年末夜警勤務

う。団幹部、団員の意向を

思わないが支援は大切と思

町長

か９件。同時入所条件、ス

保育料の無料対象者はわず

質問 過去３年間で第３子

参考にさせて頂きたい。

町長 一つのご提案として

握しているか。実態を知ら

行政として十分に実態を把

産業を揺るがすものである。

ができず廃業が増加、基幹

施設の老朽化等で事業継承

業の約７割が後継者不足や

質問 実態調査でサービス

するなど配慮はできないか。 答できないが認識している。

になる。軽減を要望されて

把握し検討中である。もう

ライド方式を改善し、第３

ずして何に基づき行政計画

属会社の入札制度・休業補

消防課長

子以降は常に無料とするこ

を行うのか。

いることは認識している。

苦労に対し先進地を参考に

とにより保護者の経済的負

町長 実態を把握するのが

償等の優遇措置、および会

現在、町商工会に何らかの

担軽減、人口増、若者定住

原則である。色々なデータ

町長 総合的に判断し対応

優遇措置ができないか検討

につながるのではないか。

ーも参考に対応していく。

するので直ちにいつとは即

を要望しているところ。

健康福祉課長 その様な軽

社へ町長より心からの感謝

質問

減措置をすれば経済負担減

を込めたメッセージを贈呈

券、健康診断、温泉券など

商店の割引券、商品

団員、家族への

少し猶予を頂きたい。

の検討を。また、団員の所

直ちに入団するとは

徳

12

年の冬期は、未舗装等での

28 403

口送迎エリアが 分の無料
30

12月26日

27
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宗

亮 議員

目を向けて欲しい！
道路照明や狭い通学路の除雪にも
西

質問

関係で幅員の狭いところは

建設水道課長

されないと聞くが。

地区の中での優先順位等を

なっての下校で、道路が暗

除雪できないところもある。

に判断して実施計画、予算

質問
く心配だとの声が教育懇談

町長 町では除雪機や、そ

考慮して安全・安心の町づ

が 憂 い て い る 課 題 で あ り、
会でもあった。道路管理者

の燃料代を補助する制度も

の中で対応しており、これ

人 口 統 計 に は 関 心 も 高 い。
が設置・管理する道路照明

くりに精一杯対応していく。

統計の数値公表には理解し
灯の増設整備は、町民の安

からもその方針は堅持して

やすい表現の工夫が必要で

ある。自助、共助、公助を

質問 通学路の一部が除雪

はないか。
全確保の視点からも大変重

きちっと見据えながら行政

生活を強いられる期間が長

の差が大きいほど不自由な

質問

考えていない。

健康福祉課長

活用するのはどうか。

内臓年齢が分かる。これを

検診の血圧、血液検査等で

脈 硬 化 と 言 わ れ て い る が、

人が入院すると平均 日入

質問 肺炎球菌で高齢者一

肺炎球菌ワクチン助成を

充実した保健指導ができる。

テムを構築中。完成すれば

健康福祉課長

を統計的に表せないか。

減、重複診療抑制の効果等

８月豪雨や台風 号

り 組 ん で い た だ い て い る。
豪雨等による生活道路や農
地への冠水もひどく、用排

どんな対策があるか。
町長

レセプト（診療明細

健保組合に

ジェネリック薬品へ

現在、シス

い。県のデータでは男性９

質問

費は約

活用・分析は行っているか。 院することになるので医療

書）をデータベースとして

田町のワクチン接種率

水路などのインフラ整備を

健康寿命と平均寿命

寿命を延ばすには、脳血管

健康福祉課長

７％の効果は大きく

計画的、継続的に取り組む

対応をしていく。

疾患を減らすのが有効との

データベースはあるが分析

の入院治療費を削減した実

毎年各地区からの要

べきではないか。
町長

各区長さんからの要

県のデータがある。町では

については不明。ジェネリ

績があるがどうか。

日没が早くなり暗く

総務課長 県は国勢調査を
要であると思うが。

対応していく。

ベースに、町は住民基本台
町長

人口減少問題は誰も

帳をベースにして統計を出

望 事 項 等 総 合 的 に 精 査 し、

従来の生活習慣の改

年、女性

歳

ック薬品を使った場合の差

除雪機械の

しているので、そのことの

善指導の他、今年から

額を告知するのにレセプト

町長 他市町村の事例も見

望箇所を関係者でつぶさに

血管疾患の原因は動

今のところ

以上の人間ドック、糖尿病

を活用している。

ながら町民が安心できる施

13

表記をしていきたい。
質問

特別対策を実施。新年度か

質問

見て回り、地区の中の順位

質問

・

万円になる。旧波

40

名分

45

14

89

年である。健康

等での被害は災害復旧で取

ら高血圧症対策を行う。

平均寿命より健康寿命が問われる（保健センター）

策をとっていく。

データヘルスで
健康寿命延伸・
医療費削減を

の切り替えによる医療費削

づけ、緊急度などを総合的

平成26年１月 議会だより

23

明 議員
貞
月
望
75

18

狭い通学路の除雪は？

一 議員

ユネスコエコパークの
行事計画は大丈夫か
岩 浩
当町も含め、判断を学校に

黒
教育長 町のいじめ防止基
任 せ る と い う 意 見 が あ る。
これは教育委員会の責任回

本方針の確立といじめ問題
対策連絡協議会の設置を検

教育はどうなっているのか。 住宅に関する住居地特例は
厚労省の関
後期５か年計画で建
年度は後期計画に含まれ

設とされたが、実施計画の

連審議会にて検討中である。 質問

蔵 議員
市
本
湯

小なりとは言え国際

質問
校長に責任とリー

教育長

避では。

質問

ダーシップをしっかり持っ

教育長 強い自己肯定感を

いじめ未然防止、早

招致する以上、計画と運営
期発見、当事者双方への対
て頂く事が大事。

討する。

に万全を期し、かつ観光面
応は当然だが、いじめにめ
質問

会議である東アジア会議を

にも継続的な好影響が出る
げない強い子どもを育てる

町長

サービス付き高齢者

ように十分な工夫を。
事務所と日本ＭＡＢ委員会

はぐくむ、心の教育が必要。 健康福祉課長

未だ制度が中途半端だが。

で、当町は会場提供の立場。
質問

主催はユネスコ北京

６月のストックホルム会議

査 結 果 公 表 の 是 非 に つ き、

社会体育施設
の整備計画に
ついて
か。
総務課長

いつも泥縄だ。体育施設は

質問 町の公共施設建設は

なってきている。

らということでそのままに

ではない。財政力がついた

町長 いらないということ

報も、テロの標的になると

らない。原発の安全性の情

プンになっていなければな

し合うためには情報がオー

定していない。みんなが話

主義の世の中は、秘密を予

密か、それは秘密だ。民主

町長 内容が不明確であっ

えるか。

民にどんな影響があると考

問題等について町職員、町

質問 特定秘密保護法制定

で具体的に検討する。

町長 慎重審議していただ

どう思うか。

の立憲主義を壊してしまう。

ないようにすることは、こ

を認定して、チェックされ

しかし、行政が勝手に秘密

憲法は国を縛るためにある。

国民は知ることができない。

の 理 由 で 秘 密 に さ れ る と、

質問

たり、正直わからない。

きたい。

開く段階でな
体育館はいらないと
いうことか。

質問

いという判断である。

小林副町長

会が開かれないのか。

小林副町長になって

経過はある。
なぜ公共施設整備検討委員

質問 秘密保護法案の問題

後期の基本計画

どこを想定しているのか。

特定秘密保護法に反対のデモ

点を一言で表すと、何が秘

総務課として検討してきた

討委員会は開催していない。 総務課長

公共施設整備検

る。どんな検討をされたの

28

小中学校全国学力調

で方向性が出る予定。文科
省・県・事務局（横浜国大）
とともに十分協力したい。
副町長 国内ＰＲが未だ不
足。文科大臣、環境大臣出
席とか、シンガポール・タ
イなど他の東アジア諸国の
勧誘なども期待したい。森
林 セ ラ ピ ー を 含 め、 健 康・
環境・観光・環境教育・経
済（農産物等）の五つのＫ
いじめ防止対策推進

を持続的にやる事が大事。
質問

法が施行されたが、当町の
対応は。

平成25年６月８日付
信濃毎日新聞

24
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平和の丘公園周辺整備を
要がある。

久 議員

質問

田 佳

質問 観光振興策として平
公園）
・地獄谷野猿公苑の

髙
和観音へのアクセス道路
平和観音（平和の丘

（金倉安代線）の拡張を。
周年イベントの実施やユ

でないと承知している。関
スリーパークで誘客プロモ

ネスコエコパークを含めた

交通の利便性が十分

質問
係者と協議して、よりいい

せている。除雪等がもれて

具体的な指導は、学校に任

ている。できればやりたい

建設水道課長 要望は受け

等代替手段の検討をしたか。

で前倒しは難しい。

いるところは情報をもらい、 が、用地等の問題があるの

教育長

関係機関に働きかける。

との対策協議会等を行なわ

公平感等の問題がある。ま

教育長

ないのか。

ず子どもたちの指導等で安

質問 安全確保ができない

教育長 行なっていない。

全対策をするので、計画は

質問 総合的に教育委員会
質問

質問 冬季が非常に危険と

していない。

整備されていないところも

思うが、危険か所の把握と

承知しているにもかかわら

質問 教育委員会の独自予

冬季が一番危険だと

教育長

ず、放置している状態であ

学校よりの情報は

算で安全対策を行うつもり

検討はしたが、不

ある。組織的にやっていな

る。早急に体制作りをして

通学路安全対策の

教育長

いろいろ予算要求

前倒しをする予定はあるか。 があり、お金がなく難しい。

質問 通学路の安全対策の

教育長 検討していきたい。 はないか。

学校任せでよいのか。 ほしい。

教育長

もりがあるか。

教育委員会で指導をするつ

質問

たい。

対策は立てているか。

いので、今後検討していき

のであれば、スクールバス

いろいろな要因で

除雪されない通学路（上条地区）

ある。万全だとはいえない。 ・学校・保護者・除雪業者

万全か。

通学路の安全対策は

冬季の通学路
の安全対策は
不十分
質問

篤 議員
中
田

町長
校施設の一部が、土砂災害
ーションを行う考えは。

社会体育館・東小学

特別警戒区域（レッドゾー
方向を考えたい。

め、できる協力を一緒に対

関係団体のコンセン

質問
観光商工課長 統一性の欠
応したい。

町長

ン）に入る。危険防止対策

等の看板を整備する考えは。 サスを得ながら財政面を含
けた部分もあり、総合的に

平和の丘公園案内図

の実施を。
町長
見直して撤去・整備する必

急傾斜地崩落防止施

設の設置が必要。地元合意

50周年を迎える世界平和聖観世音菩薩

を得て県の急傾斜工事を要
社会体育館を取り壊

望していく。
質問
し、都市公園の拡張や駐車
場整備を公共施設整備等検
討会議で検討すべき。
副町長 時期がくれば、当
町宝として平和観音

然検討しなくてはならない。
質問
を町文化財指定する考えは。
教育長 現在、検討はして
町小中学校の平和教

いない。
質問

育の一環として、平和観音
へ見学実施を。
教育長 町校長会へ情報を
発信している。更に活用し
てもらいたい。

平成26年１月 議会だより
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50

意見書

特定秘密保護法案の見直しと慎重な

他団体との交流

26

平成26年１月 議会だより

みなさんからの請願・陳情

（発委第６号）
運用を求める意見書に対する討論
○
農
業委員会との懇談会
○「森林吸収源対策及び地
月 日㈭に開催され、
原則を踏みにじる、明らか
球温暖化対策に関する地方
意見が交わされました。
賛
成
討
論
な違憲立法だ。意見書案は、
財源確保」
のための意見書の
農業委員会からは農地の
渡辺 正男 議員 「撤廃」ではなく「見直し」
提出―可決（意見書送付）
荒廃化の現状や、地域の産
特定秘密保護法は、国民 を求める内容であり、私た
地球温暖化防止のために
業振興の取り組みの中で商
「知る権利」
を侵害し、「言 ちの主張とは若干違いがあ
森林の果たす役割は、極め の
品化された「黒ニンニク」
て大きなものがあります。 論・表現の自由」など国民 るが、審議が拙速で「欠陥 について、説明と試食がな
そのための森林整備・保 の基本的権利を破壊し、「戦 法」であることに踏み込ん
されました。
全を確実に進めるとともに、 争への道」を推し進める希 で指摘していることについ
その裏付けとなる安定的な 代の悪法であり、憲法の三 ては、率直に評価できる。
財源確保を求めるものです。

26

土地開発公社解散に対する討論

17

○町幹部消防団との懇談会
月 日㈫に新消防庁舎
で行われ、消防団改革など
について幅広く意見交換が
行われました。

10

11

政府が国会に提出したこ
の法案は、我が国の安全保
障に関する防衛・外交等に
ついて特定秘密事項を指定
するとしていますが、何を
秘密にするかがあいまいで
あり、拡大解釈されるおそ
れがあります。また、運用
によっては国民の基本的人
権の侵害も予想されます。
意見書は採択されました
が、委員会審査中、同法案
が参議院で可決されたこと
から、趣旨採択となりまし
た。
48

商品化された黒ニンニク

防災訓練に取り組む消防団

48

11

（陳情第３号）
○集団的自衛権に関する憲
法解釈を変更することに反
対する陳情
―継続審議

（発委第９号）
○特定秘密保護法の見直し 反対討論
賛成討論
と慎重な運用を求める意見
湯本 市蔵 議員
望月 貞明 議員
書の提出―可決
（意見書送付）
昭和 年の設立以来幾多
土地開発公社は、土地の
国民の知る権利や言論の
自由を脅かすことの無いよ の事業をしてきて、現在４， 値上がりで公用地の取得が
う、明確な規定とそれを保 ５００万円に上る剰余金が 困難になった高度成長期の
障する条件整備を含む見直 あり、存続してもそれほど 昭和 年に設立された。そ
し、さらに慎重な運用を求 経費が掛かる状況ではない。 の後、公用地の先行取得、
町の公共用地の在り方は異 土地造成を行ってきたが、
めるものです。
常。土地がなく仕方なく借 平成 年の宅地造成を最後
地という安易な方法で来た
に
事業から撤退した。
結果、大変な財政負担にな
人口減社会を迎え、公用
っている。後期計画で体育 地の取得が困難になる時代
施設、学校の統廃合等が予 は当分来ない。町の予算が
想されるが、町は方向性を 承認されれば公社が無くて
出していない。解散は、後 も公用地は取得できる。不
期の大型事業がめどついて 要な土地開発公社を維持す
からでも遅くない。
る経費は無駄である。
テーマ「公共施設の整備」
１ 北部地区
１月19日㈰ 15:30～
北部公民館
２ 東部上地区
１月23日㈭ 19:00～
和合会館
３ 南部地区
１月25日㈯ 15:00～
ほなみふれあいセンター
４ 西部地区
２月１日㈯ 17:30～
よませふれあいセンター
５ 東部下地区
２月４日㈫ 19:00～
文化センター
大勢の皆様のご参加をお待ち
しています

（請願第３号）
○国の責任による 人以下
学級推進と、教育予算の増
額を求める意見書提出に関
する請願
―採択（意見書送付）
ゆきとどいた教育を実現
するために、少人数学級は
欠かすことのできないこと
ですが、そのための教育条
件整備と教育予算の増額を
求めるものです。
（請願第４号）
○「義務教育費国庫負担制
度」の堅持を求める請願
―採択（意見書送付）
義務教育費国庫負担制度
は義務教育の機会均等と、
その水準の維持向上を図る
上で大事な役割を果たして
います。その制度の堅持と、
かつて引き下げられた、国
庫負担率を２分の１に戻し、
除外された教材費・旅費な
どの復元を求めるものです。
（陳情第２号）
○「特定秘密保護法」制定
に反対する陳情
―趣旨採択

第７回議会報告会のご案内

35

町の動き・議会活動をお知らせします。
ご意見・質問など、どんどんお寄せ下さい。

左記の匿名質問状が、 月中旬、議会事
務局に届きました。
（質問要約）
公共事業の場合、競争入札が原則である
のに、浄水場の維持管理業務が随意契約に
な っ て お り、 毎 回 同 一 会 社 で は お か し い。
やる気のある町の建設業者が入札できると
なれば勉強もし、経験者の一人もいて、か
つ、引継ぎをしっかりすればいくらでもで

農業集落排水施設の維持管理業務につい
ては、平成 年度供用開始当初より、単年
度委託業務として指名競争入札となってい
ます。
年度は６社の指名競争入札の結果、ク
リンセンターよませ・すがかわに決定して
います。
なお、処理場の保守点検、運転操作監視
業務以外の維持管理に関わる機械、電気設
備、土木建設設備、その修繕等については、
公共、農集とも基本的に複数業者の見積も
り入札となっています。
以上、現在は随意契約でなく、指名競争
入札ですので、ご指摘の心配はないと考え
ます。
後段の町会議員の兼職・兼業に関する疑
問につきましては、地方自治法第 条の２
に規定する兼業の禁止は、一般社員である
場合は何ら問題ありません。
今期議員については、全員抵触していな
いことを確認しております。

きる。また、町内でなくとも優秀な会社は
いくらでもある。
一会社に任せては、町予算の効率化、公
平化、透明性が町民にわかりづらく、理解
しにくい。町のため、町民のため競争入札
にして町税の使い方を考えていただきたい。
また、肉親の町会議員が、その仕事に携
わっているのはおかしい。回答は広報で。

24

25

18

92

お知らせ

年となりま

町民の皆様と議会との交流・意見交換の場と
して、平成 年に「町政キャッチボール」欄を
創設し、Ｑ＆Ａスタイルで運営して参りました
が、この際気分一新して、ページの名前も内容
も変えて再出発したく思います。
一寸した感想、提言、質問、ぼやき、つぶや
き、クイズ、情報提供などなど、誰もが、何で
も気軽に一筆書けるようなページにできないか
研究中です。
ページの名前、内容、運営の仕方など何でも
結構ですから、議会事務局気付け広報常任委員
会宛に２月末までにご意見をおよせ下さい。

編集後記

自然の摂理に狂いはなく、平成

した。

更なる観光と農業の発展と活性化を、また、多

む人、訪れるひとに温もりのある郷土をめざし、

ます。このような、「馬」
「午」年にあやかり住

用途に適した遺伝子を持っていると言われてい

ち」であり、さらに人による改良により多様な

まれてきました。また、馬は元来「丈夫で力持

ができる家畜」として長年ひとの役に立ち親し

われています。馬は「人とコミュニケーション

せるため、動物の名前を当てたものであるとい

これを「馬」としたのは庶民に十二支を浸透さ

角の名で「南」です。十二支の中間に位置し、

今年は「午」年、午とは十二支の７番目で方

れた年でした。

はこれでもかと地球規模で襲い、天候に悩まさ

昨年は、酷暑・集中豪雨・台風と自然の猛威

26

（小根澤

弘）

くの若者が住みやすい町作りを年の初めに願う

ものであります。

平成26年１月 議会だより
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63
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19

下水道・農業集落排水事業の随意契約について

町関係課に事実関係を照会し、調べ
た結果に基づき、回答します。
水質浄化センターの維持管理委託業務に
ついては、昭和 年度の運転開始から平成
年度までは、３６５日一日も休めない業
務であり、入札が難しいことなどから㈲志
賀プラントサービス１者の見積入札により
随意契約を行っていました。なお、契約金
額が５千万円未満のため議会の議案にはな
っていません。
平成 年３月に町の長期継続契約制度が
公布され、予算議決前においても起工がで
きるようになったため、３年間の長期継続
契約として７社指名競争入札を行っていま
した。また、平成 年度は、６社指名競争
入札を行い、いずれも㈲志賀プラントサー
ビスに決定しています。
参考までに、平成 年度公共下水道決算
の歳出総額は、４億１千３００万円、処理
場管理費約１億１千万円、運転管理委託料
はその約３割です。
20

12

Ｑ
Ａ

19

皆様と議会との意見交換のペー
ジです。
なお、このページの改装を検討
中です。
下段をご参照ください。

