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町長提案理由の説明

町長提案理由の説明

いて、６月１日
（金）から１４日
（木）までの１４日間

県・市町村を超えた広域的

をお願いするものです。

号「平成

梅雨や台風のシーズンを
診療所と和田歯科診療所が

修し、依田窪病院附属和田

組んできました「歴史遺産

ますが、長和町が長年取り

の連携が大きな課題とされ

なく産業振興を含めた組織

総務費関係では、平成

な内容を説明致します。

予算（第１号）
」につき、主

年度長和町一般会計補正

次に、議案第

迎え災害発生が予想されま
移転、４月２日から診療を

を活かしたまちづくり」が

な連携と、文化財のみでは

すが、近年の豪雨災害等の
開始しております。

交付式がありました。今年

年度の「日本遺産」の認定

さて、５月 日に平成

ております。

を活かしていきたいと考え

チャンスとして、この機会

地域振興にも繋がる大きな

いて姫木観光施設改修等に

農林水産業費関係では、

応するための予算を計上。

計年度任用職員制度」に対

年度より導入されます「会

内科医（腎臓内科）が常勤い

結果、昨年の

月に待望の

が、医師確保に努めてきた

高地の縄文世界」が認定さ

もに申請した「星降る中部

市町村が山梨県の６市とと

いて」は、本条例に規定す

を改正する条例の制定につ

ブルテレビ施設条例の一部

正予算を計上致しました。

ぎの湯施設の改修に係る補

えております。

ただけることになり、さら

れました。副題として、「数

るＣＳデジタルパックにつ

これは、視覚障害者の方も

長野県では木曽地域に次

したので、ご報告とお詫び

務執行上の不手際がありま

の歴史的景観形成に係る補

学校の施設修繕や大門地区

商工費関係では、やすら

遣医師（内科）が１名常勤と

ぐ２例目となりますが、今

を申し上げます。

助金の補正予算を計上。ま

（抜粋）
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月定例会が開催される

教訓を踏まえ、対応には万

依田窪病院では、内科医

度は新たに 件が選ばれ、

今議会に提案しました議

係る補正予算、松くい虫防

全を期してまいりたいと考

不足により町民の皆様にご

このうち長野県からは県と

案について説明致します。

に諏訪中央病院よりこの３

千年を遡る黒曜石鉱山と縄

いて、金額を「実費」とし

安心して施設を利用してい

なり、変わらぬ体制で地域

回の認定では全国でも類例

た、
「黒耀石のふるさと」創

議案第

月まで内科医１名の派遣を

文人に出会う旅」とされ、

たいという内容です。なお

医療を担って頂いておりま

のない黒耀石資源とその流

の子どもに関する教育・保

生事業では、事業主体の変

診療を行って参りました。

す。加えて７月からは諏訪

通を背景として、国宝とさ

育等の総合的な提供の推進

更に係る補正予算を計上致

素となっております。

中央病院から内科医１名が

れた土偶や芸術性の高い縄

に関する法律」の一部改正

しました。

教育費関係では、長門小

派遣される予定です。

文土器を持つ文化がこの地

により生ずる条項ずれに対

号 は、
「就学前

また、役場庁舎の統合に

域に生み出されたという点

応するため、町条例の改正

議案第

より空きスペースとなって

が評価されました。今後、

４月からは長野県からの派

ております。

受け、医師４名体制で内科

長和町の黒耀石が大きな要

ただくためのものです。

元気づくり支援金事業にお

不便をおかけしていました

茅野市や下諏訪町などの８

除に係る補正予算を計上し

32

年

改正案などについて審議が行われました。

46

本条例の改正にあたり、事

30

30

号「長和町ケー

24

13

30
の会期で開かれ、平成３０年度補正予算案、条例

６
いた旧和田庁舎の１階を改

44

45

2
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平成
長和町議会６月定例会が、長和町役場議場に於

総務経済常任委員会審査報告

副委員長／ 渡辺

久人
委員／ 小川

純夫

伊藤 栄雄

設計はこれから行う。

ジェクトの補正は、ほ場整
備地区全域の設計委託をし
たということか。

今回のワイン産業プロ

建設水道課

平成 年度一般会計補正
予算（第１号）について

て、チャンネル視聴料金が
変わることをしっかりと説
明してほしい。

ルが３増えたことで１７２
円増額となり、合計で月額
９７２円となった。
要望 現在の加入者に対し

ンネル数は だが、現在、
実際に視聴できるチャンネ

円で視聴できたＣＳのチャ

条例にある月額８００

２円という金額について説
明を。

デジタルパックの９７

総務経済常任委員会が６月 日（金）に開催され、
平成 年度一般会計補正予算、条例に関する議案
について審査が行われました。
長和町ケーブルテレビ施
設条例の一部を改正する
条例の制定について
ＣＳデジタル放送を実
際に見ている人はどのくら
いか。デジタルパックの８
００円という価格は大変破
格だが、その内容は。
平成 年５月末現在の
加入者は 名であり、 チ
ャンネルが視聴できる。個
別にチャンネル契約を行っ
た場合１チャンネルあたり
約１０００円で費用負担が

大きいため、ケーブルテレ
ビのサービスの一環で、多
くの番組を安い価格でご覧
頂くためこの価格にした。
丸子テレビへの年間支
払額はいくらか。
平成 年度は１４３万
１７５６円で、 年度は１

21

宮沢 清治
総務経済常任委員長

柳澤 貞司

８

計 画 し て い る 場 所 は ４・２

で、その中の該当する部
分について全て測量設計を

のか。より良い方法を見出
し、対策を講じてほしい。

春駆除よりも秋駆除の

方が効果的であるため、今

後積極的にかつ広域的に対
応していきたい。先般、森
林税の活用も含めた松くい

虫対策の強化を、上小の市
町村で県議会に対し陳情を

やすらぎの湯の福祉風

行った。

び総務担当への研修会の実
施、新制度への移行支援、

者の方に十分使えるものと
なるのか。

り、年間では約６００件の
利用があるようだ。入館料
は、身体障害者手帳をお持
ちの方は２５０円、付き添
いの方も２５０円で利用で
きる。
（抜粋）

１日２～３件の予約が

くらいの利用者があるか。
また、入館料はいくらか。

福祉風呂は一日にどれ

方に対応できる最低限のス
ロープ・手すりを設置する
ことで、要望に対して対応
できると回答を頂いた。

依田窪病院の先生方に

呂の改修について、障がい

新規条例整備の支援が委託
業務の内容。また、多くの
市町村が本業務を委託予定

相談し、様々な障がい者の

多額の公金を投入して

策していく。基本的には、
現在取り組んでいる伐倒く
ん蒸と樹種転換により対応
していきたい。

標高の高い位置から対

でも松くい虫被害が見られ
る。具体的にどのような対
応・対策をするのか。

和田の上組、中組地区

産業振興課

ことができると考える。

で、他市町村の動向を確認
しながら制度移行を進める

支援、管理職や臨時職員及

法に適した運用方針の

説明を。

導入に係る委託業務の内容

会計年度任用職員制度

総務課

行う考えでいる。

ha

いるにも拘らず、松くい虫
の被害はどうして減らない

3

30.8.1

ながわまち議会だより

30

24

４５万３０３２円である。

29

清治
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70 30
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委員長／ 宮沢

総務経済常任委員会審査報告

総務経済常任委員会

社会文教常任委員会審査報告

公明
副委員長／ 田福

光規
委員／ 田村

孝浩

佐藤 恵一

社会文教常任委員会が６月 日（木）に開催され、
平成 年度一般会計補正予算、条例に関する議案
について審査が行われました。
長和町特定教育・保育施
設及び特定地域型保育事
業の運営に関する基準を
定める条例の一部を改正
する条例の制定について

の背景には、同一労働・同
一賃金、働き方改革などが
ある。全国の市町村ではこ
れまで、半年毎の契約の継
続等で臨時職員を雇用して

会計年度任用職員制度

ような穴埋め的な臨時職員
の採用という考え方を変え
るものである。職員の定数
管理をし、今後の見通しを
もって対応して行く必要が
あると思うがどうか。

任用職員制度は、現在の非
常勤・臨時職員が一本化さ
れる制度であり、今までの

年度からの会計年度

もセキュリティの確保に万
全を期していきたい。

採用・配置を行った。今後

リティに配慮し、面接を行
い本人にも確認し、役場の
仕事を理解して頂いた上で

員であった者を配置した。
採用・配置にあたりセキュ

７

きた経過がある。これに対

参加している。

録に残してある。戸籍等の

である。月々の支払いにつ
いては、設置費のみで、現
在契約している緊急通報装

がつかなかったということ

無人時に消防署に連絡

払いは発生するか。

連動することにより、委託
先の警備会社への月々の支

ついて、これまでは無人時
に消防署に連絡がつかなか
ったのか。また、今後、緊
急通報装置と火災報知機が

費、緊急通報装置の補正に

長門小学校の建物修繕

教育課

専門職研修については、担
当課でさまざまな研修会に

して国は、このような採用
は本来のスタイルではない
ということでこの制度を始

めている。今後は、会計年
度任用職員制度や再任用制

度がある中で、意向調査を
行いながら、定年職員数や

各事業の内容等を総合的に
勘案しながら職員採用計画

を作成して行かなければな
らず、現在その対応を進め
ている。また、今の臨時職
員の対応については、会計

年度職員に移行するための

説明会や聞き取り調査を行
い、働く意欲があるかを確
認しながら進めて行く。先

を見据えた適正な定員管理
計画についても作成してい

歴史的景観形成の補助

置の料金に含まれるので金
額の変更はない。

臨時職員等の採用にあ

く必要があると考える。

たり、町として個人情報保
護等の研修を定期的に実施
し、記録に残しているか。

セキュリティ研修につ

は大門稲荷神社入り口の鳥
居の修繕である。 （抜粋）

含まれていない。今回

金について、大門稲荷神社
高辻土俵の補助金が当初予
算に計上してあるが、補正
予算の補助金はそこに含ま
れていないのか。

いては、職員が定期的に実
施されている研修会へ参加
して研修を受けており、誰
が研修したかについても記
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認定こども園法の一部改
正に伴う条項ずれに対応す
るための条例改正であり、
特段質疑・討論無く、可決
すべきものと決定した。
平成 年度一般会計補正
予算（第１号）について

町民福祉課
臨時職員の賃金に関す
る補正であるが、町民福祉
課はセキュリティの高い仕
事をしている。臨時職員の
採用に際し、配置等につい
てはどう考えているか。
内部の人事異動により

32

森田 公明
社会文教常任委員長

羽田 公夫

30

30

一般職員を配置できず、臨
時職員の配置を行った。
年度で採用した臨時職員の
うち、窓口係へは元役場職

30

委員長／ 森田

社会文教常任委員会審査報告

社会文教常任委員会

審議結果

６月定例会に上程された議案などの審議結果
◇ 報告（４件）
例月出納検査結果報告
平成２９年度長和町土地開発公社事業会計決算について
平成２９年度長和町一般会計繰越明許費について
平成２９年度長和町一般会計事故繰越しについて
◇ 承認案（７件）
専決処分した長和町税条例の一部を改正する条例の承認について

全員賛成・承認

専決処分した長和町介護保険条例の一部を改正する条例の承認について

全員賛成・承認

専決処分した平成２９年度長和町一般会計補正予算（第６号）の承認について

全員賛成・承認

専決処分した平成２９年度長和町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第６
号）の承認について

全員賛成・承認

専決処分した平成２９年度長和町国民健康保険歯科診療所事業特別会計補正予算
（第２号）の承認について

全員賛成・承認

専決処分した平成２９年度長和町後期高齢者医療特別会計補正予算（第４号）の承認
について

全員賛成・承認

専決処分した平成２９年度長和町介護保険特別会計補正予算（第５号）の承認について

全員賛成・承認

◇ 条例案（４件）
長和町議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について

全員賛成・可決

★ 昨年１０月の議会選挙の後に定めた常任委員会の定数９人から、より専門性を高め
るために、常任委員会の定数を５人に改正するものです。

長和町ケーブルテレビ施設条例の一部を改正する条例の制定について

全員賛成・可決

長和町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条
例の一部を改正する条例の制定について

全員賛成・可決

長和町電気自動車等用充電器の設置及び運用に関する条例の一部を改正する条例の
制定について

全員賛成・可決

◇ 補正予算案（１件）
平成３０年度 長和町一般会計補正予算（第１号）について

全員賛成・可決

◇ 契約案（１件）
長和町特定環境保全公共下水道長門水処理センターの建設工事委託に関する協定の
締結について

全員賛成・可決

第１回臨時会に上程された議案などの審議結果
＊ 7 月１３日に招集された平成３０年第 1 回臨時会において審議された議案の審議結果をお知らせします。
◇ 契約案（３件）
平成３０年度ケーブルテレビネットワーク光化促進工事請負契約の締結について

全員賛成・可決

平成３０年度公用車（マイクロバス）購入契約の締結について

全員賛成・可決

平成３０年度社会資本整備総合交付金事業 除雪機購入契約の締結について

全員賛成・可決

ながわまち議会だより
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一般質問

４ 人 の議員が町政を 問 う

議員
年の合併時と今年４月１

うなっているか。

来年度以降の職員採用計画はど

へと大幅に増加している。

併時 名、今年４月１日には 名

の 職 員 が ４ 名 ）、 臨 時 職 員 は、 合

月１日現在 名（うち育児休業中

町長 合併時１２１名、本年４

日現在の職員数は何名か。

平成

長和町の給与・定員管理
ついて

一 般 質 問
渡辺 久人

土砂災害警戒区域の町の
対応について

総務課長 今年度末での退職予
定者が５名、 年度末、 年度末

験者の募集計画はあるか。

Ｕ・Ｉ・Ｊターン型、民間企業経

新 規 卒 業 者 の 職 員 募 集 に 加 え、

ごとに採用をしていく。

内容（正職員、臨時・非常勤職員）

えたうえで、必要な職員数やその

行していくので、財政状況も踏ま

年度からは会計年度任用職員に移

いない。臨時職員については、

る、計画的に再任用者数は決めて

はそれぞれ１名ずつとなってい

32

土砂災害特別警戒区域内に一般
住宅等が入っている箇所があるが
これらの箇所の掌握と、該当者へ

筆が該当となる。また、該当者へ
の個別告知は実施していない。対
策として、長野県とともにハード
面の工事を実施しているが、費用
が莫大になるため、すべてに対応
することは難しい状況である。

94

31

して、不足している職員を補充す
る。 歳以下のＵ・Ｉ・Ｊターン

うな形で病院運営ができていけれ

要がある、将来的には、お話のよ

ある、当面は行政から派遣する必

経営に非常に大きく左右する面も

で、行政の考えというものが病院

長和町の一部事務組合であるの

どいろんな意見がある。上田市と

添えたほうがいいのではないかな

町長 専門的な人を事務部長に

成の考えはないか。

は病院採用の職員からの登用・育

に精通した経験者の採用、あるい

は止め、プロパーとして病院経営

依田窪病院への役場職員の派遣

験の申込みができる。

型、民間企業経験者も含め採用試

30

ばよいと思う。

地方公務員法及び地方自治
法改正の対応について

臨時・非常勤職員に関わる地方

公務員法及び地方自治法の一部を

改正する法律が公布されたが、こ

の改正法の趣旨はどのようなもの

か。

町長 特別職非常勤職員、一般

職非常勤職員及び臨時的任用職員

の任用根拠の明確化や厳格化「会

計年度任用職員」という新しい制

度を創設し給料・手当の給付を可

能とするものである。

現状の臨時職員数のままでは、

財政的に厳しい状況が見込まれる

職員数・機構の見直し、民間への

業務委託を進める考えはあるか。

町長 事業の見直しや、可能な

範囲で効率的な業務委託について

も検討していかなくてはならな

い。総務省では、自治体の対応・

実態を踏まえて、「必要な行政サー

ビスを提供しながら安定的な財政

運営を行っていけるように地方が

自由に使える一般財源総額を確保

していく」としている。この動向

にも注視をし、進めていきたい。

（抜粋）
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6

17

44

総務課長 各部署の定員に照ら

国保依田窪病院

84
32

の告知や対策は行っているか。
筆、 長 久

筆、大門地区２１４筆、

総務課長 古町地区
保地区

96

和田地区１４４筆、全体で４９４

40

一般質問

佐藤 恵一

議員

人口減少に見合う職員の
適正人数について
将来の人口減少による歳入減を

ては、事業の必要性、緊急性など

これからの人口減少社会に向け

度等の活用も検討して行きたいと

ンが下がらないような人事評価制

を行って行きたいと思う。

ない人事評価制度とする取り組み

ふるさと納税について

思う。
モチベーションが下がらないよ

を見直し、メリハリのある事業を
行うとともに、機構改革により現

分担していただくなど総合的な検

業務委託、町民の皆様にも役割を

職員の適材適所の配置、効率的な

いる。地方公務員法の改正により

揚及び公務能率の向上を目指して

づく人事管理と組織全体の士気高

目的としており、能力や実情に基

決する力を向上させる人財育成を

組織としての課題を自ら発見し解

町長 長和町の人事評価制度は、

納税の事務処理にどう対応してい

か、また増加しつつあるふるさと

のようなサービスを提供できるの

まれているのか、返礼品としてど

町長 どのようなサービスが望

提供等の企画は。

礼品以外の各種サービス返礼品の

めの、見守りサービスなど商品返

ふるさと納税の実績を上げるた

討が必要であり、これらは長期的

人事評価制度の導入が義務づけら

くか検討するため、６月

うな人事評価制度等とは。

に考えていく課題であると考えて

れ、昇給や勤勉手当などの給与や

員による検討チームを立ち上げる

在の課の再編等についての検討、

いる。

昇任にも活用することが規定され

予定である。ふるさとを応援した

日に職

職 員 の 年 齢 別 職 員 構 成 つ い て、

たので、頑張りに応じた人事管理

職員の年齢別構成の不均
衡について
職員 歳から 歳の職員数が 名

以上
〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

〜

未満

ある。 月を目途に導入時期も含

営委託についても検討する予定で

返礼品となるサービスの内容と運

企画財政課長 検討チームでは

時期はいつか。

検討チームよる検討期間、導入

っかりと研究を進めていきたい。

旨を踏まえながら実施に向けてし

を選んでいただけるか、制度の趣

ちをお持ちの方々にいかに長和町

12

考え、人口減少に見合う適正人件
費のために人件費抑制施策として
段階的に職員数を減らしていくこ

0

い地方を応援したいといった気持

5

を行い、モチベーションの下がら

10

と極端に多く、逆に 歳から 歳

の職員は１名と年齢別職員構成数

に不均衡がある。今後、年齢構成

年に町村

の不均衡により生ずる人事課題に
どう対処するのか。
町長 長和町は平成

合併をしており、合併以前のそれ

15

とは考えているか。
町 長 長 和 町 の 誕 生 以 来、 現 在
まで小さくても顔の見える、そし
てきめ細かな行政サービスを心が
けている。これはこの規模の町だ
からこそできたことであると認識
をしている。現段階で職員数を減

ぞれの町村の採用状況により、結
果的に年齢構成の不均衡が生じて
る。人事問題については、まさに
職員数が多い年齢層が係長クラス

20

めて研究を進めていきたい。

（抜粋）

7
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らしていくことについては、住民
サービスの低下は何としても避け
たい。事業を計画し、血の通った
事業を実施していくのはやはり人

になる年代となっている。役職ポ

12

1 92

1 12 4 22 13 8 13 9

7

2

職員数 0
（人）

23 27 31 35 39 43 47 51 55 59

31 22

スト数に応じた昇任を行っている

平成24年の構成比
25

43

状況であり、職員のモチベーショ

平成29年の構成比
（％）
30

28

17

計
20 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60

区分
（歳）

であり、職員を減らした結果、住
民サービスが低下したということ
になれば本意ではないと考える。

○ 年齢別職員構成の状況（平成２９年４月１日現在）

40

一般質問

森田 公明
議員

長和町の教育方針につい
て
この４月より開始された小中学
校での給食費無料化について、そ
の実施状況と保護者の受けとめは
どうか。
教育長 学校給食費の無料化に
ついて、小学校においては肯定的
な御意見が多かった。中学校では
長和地区と武石地区とで差異が生
じることについて、疑問を持つ保
護者の方もいたが、各自治体の施
策によるものであるので御理解い
ただけるよう努めていく。
小中学校での給食費無料化にあ
わせ、全面的な保育料の無償化に
踏み切る考えはないか。
町 長 長 和 町 に お い て は、 子 育
て世帯の経済的負担を軽減し、よ
り子育てがしやすい環境を整える

２子以降を無償としている。

は世帯第１子を６割軽減、世帯第

を無償としている。ひとり親世帯

帯第２子を６割軽減、第３子以降

ため、年収などの制限をせず、世

の教育方針等のすり合わせなどは

影響することも考えられるが、そ

なる小学校での取り組みの違いが

要領への移行期に入り、行政の異

たちがともに学んでいる。新指導

学校、和田小学校を卒業した子供

６年生の外国語を年間

語活動を年間

度より小学校３年・４年生の外国

総合教育会議において、平成

となっている。上田市においては

時間の外国語活動を実施すること

時間、小学５・６年生は年間

今後も、国の保育料無償化の動

考えられているか。

きを注視しながら、より良い子育
て環境の充実に努めていく。
長和町における総合教育会議の

年

時間、小学校５・

時間実施

しており、指導内容は統一されて

は、上小地域では同じものを使用

町長 義務教育における教科書

支援体制も示されている。

行実施に伴う教育委員会としての

することが議論された。また、先

開催し、この３月に第２回目を開

要綱に基づき、平成 年度に１回

町長 長和町総合教育会議設置

を合わせることから、各校同士の

校卒業後、依田窪南部中学校で顔

職員の総会において、児童は小学

いる。また、依田窪南部地区の教

項目として取り組んでいる。

いが、外国語については重点研究

長和町では先行実施の予定はな

催をした。会議の内容は、長和町

交流を深め、授業についても連携

時間分の教科活動の差が生まれ

生においては、入学時に既に年間

すると、来年度の南部中の１年

いじめ防止協議方針の検討、小学

をとりながら指導を進めていくと

ていることになるが、この点をど

６月の一般質問において、教育長

教育会議のあり方は。また、昨年

依田窪南部中学校組合での総合

ている。長和町の対応状況はどう

が示され今年度既に実施に移され

教科化に向けてその具体的な方針

指導要領の先行実施、特に英語の

上田市では、小学校における新

移行期間という状況下においては

教育や地域学習の時間数が減る。

なり、今まで積み上げてきた社会

学習の時間などが減少することに

確認された。

は中学校組合でも教育大綱策定の

か。また平成 年９月の一般質問

少しずつ方向性を変えていったほ

ついてである。

準備を進めていくと答弁したが、

に対し、教育長は語学教育に関す

うが子供たちにとっても落ちつい

う考えるか。

教育長 中学校組合でも総合教

る教育方針を作成すると答弁した

た学校生活を送ることができるの
教育長 小学校における学習指

９年度には、まだ移行期間ではあ

ではないかと考えている。２０１

教育長 先行実施をすると総合

育会議を設置し、会議を開催しな

がその後の状況は。
導要領改訂の全面実施は２０２０

るが上田地域と同等な時間配分と

その進捗状況は。

ければならないが、現在まで開催

年度からだが、本年度より移行期

する方向で調整していく。
（抜粋）

されていない。また、教育大綱の

間として、小学３・４年生は年間

策定には至っていない。
依田窪南部中学校は、上田市立
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50

30

校少人数化対策、小中一貫教育に

開催状況とその内容。

70

の武石小学校と長和町立の長門小

28

8

35

15

20
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一般質問

田福 光規

議員

長和町道の駅エリア活性
化事業について
「長和町道の駅エリア活性化事
業」について、目的と計画の概要、
取り組みの現状、今後の予定につ
いての説明を。
町長 大型農畜産物直売所を核
とした複合施設を整備することで
道の駅エリアの活性化と町民の生
活向上、農業生産の拡大、農業所
得の向上及び地域活性化を図るも
のである。事業概要は、直売所の
設置と産業振興・地域活性化に資

状での取り組みは。

参加が必要だと聞いているが、現

直売所には、２００戸の農家の

えた方にかかわっていただく予定

える。店舗運営の知識と経験を備

制は非常に重要な課題であると考

きる制度であることを、広報紙等

護は国民の誰もが受けることがで

究をしていく。町として、生活保

施は非常に困難である。今後、研

を活用し情報提供と相談を行い、

生活保護の適正な事務に取り組み

安全・安心な環境の確保で、暮ら

し続けたくなる町の実現を目指し

てまいりたい。

高校生の奨学援助金の拡
充、長和町として就学援
助の実施について

高校の奨学給付金の支給基準を

引き下げるよう国に意見を上げる

ことを要望する。

町長 高校生等就学給付金の支
正当な権利である生活保護を受

して要望をしていきたいと考えて

は、機会あるごとに国及び県に対

給基準の対象範囲の拡大について
けやすくするため、長和町として

いる。

準を引き上げるまでの期間、長和

国が高校の奨学給付金の支給基
町長 生活保障先進の町宣言に

町として就学援助の実施を行うこ

とを提案する。

生活保障先進の町宣言を定めるこ

貧困が広がる中、
生活保護
を使いやすくするために

だと思っている。

にあるのが憲法第９条によるもの

ある。恒久平和を願う思いの根底

棄と戦力の不保持を定めたもので

町長 憲法第９条は、戦争の放

の御存念を伺う。

羽田町長に、憲法９条について

安倍首相、自民党が進め
ようとしている憲法９条
改憲について

である。

町長 出荷者組織の立ち上げに
ついて、ＪＡ信州うえだを中心と
して、事業の説明、直売所への要
望、御意見、出荷者組織への参加
依頼等、相談をしている。
事業全体の予算規模とその財源
についての計画、見通しは。
町長 予算規模は、複合施設建
設工事費２億３６００万円、付帯
施設工事費５３００万円、足湯の
設置工事１４００万円、総額で約
３億円を想定している。財源は、
地方創生関係の交付金、補助残は
起債を充当したいと考えている。
町民の皆さんの理解を得るため
の今後の取り組みは。
町長 事業規模、予算が大型で
あり、町民の皆さんの御理解を得
るため、広報等で周知を図って行

ついては、要望として検討する。

とを提案する。

町長 制度を実施した場合の町

条

に基づく正当な権利であること、

財政などを研究しながら検討を進

町宣言に、生活保護は憲法

長和町独自の捕捉率調査の実施と

めていきたいと考えている。

（抜粋）

捕捉率の向上の責務を記すことを
提案する。
町長 町独自の捕捉率調査の実

9
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きたいと考えている。
最大の問題は、計画・事業を進
める責任者が決まっていないこと
である。責任者をどのようにして
決めていくのか、その見通しと決
意を伺う。
町長 直売所の運営組織及び体

25

する事業の実施、道の駅周辺の商
業エリアの一体化に向けた施設整
備を行う。今後は、今年度中に設
計と出荷者組織の設立、来年度に
は工事の着工・竣工、運営組織を
設立する。直売所は平成 年度早
々にオープンする計画である。

32

電話：0268-75-2059 ／ FAX：0268-68-4139 ／メール：gikai@town.nagawa.nagano.jp

■ 議会だよりに関するご意見やご感想をお寄せ下さい。
■ 長和町議会事務局 〒386-0603 長野県小県郡長和町古町 4247-1

18

佐藤 恵一

23

渡辺 久人

23

伊藤 栄雄

■ 長和町議会議員の主な活動（ 月〜 月）

▽去る６月 日、大
阪で震度６弱の地震
が起きました。大阪
では、平成７年の阪
神 淡
･ 路大震災の発
生から 年後のこと
です。平成 年３月
日の東日本大震災
から今回までに、日
本列島を揺るがした
最大震度５弱以上の
地震は実に 回。人的・物的被害には心が
痛みます。▽日本列島は複雑な地殻の上に
あり非常に脆弱な地盤を形成し、世界でも
有数の地震大国です。私たちは自然と共存
して行かなければなりません。▽「自分が
災害に遭うことはないだろう」と考えがち
ですが、近年思いもよらない所で多くの災
害が発生しています。大地震や豪雨を人間
の力で止めることはできませんが、被害は
日頃の備えによって減らすことが可能で
す。▽明日を笑顔で向えるために「自分で
出来ること」
「家族で出来ること」等につい
て考え、いつ起こるかわからない災害に備
えておきましょう。

森田 公明

11

員 宮沢 清治

委

長和町議会第２回定例会閉会
中学校組合議会第１回臨時会
依田窪医療福祉事務組合第１回臨時会
長窪城跡保存整備協賛会役員総会
町消防団ポンプ操法・ラッパ吹奏大会
法制小委員会
東京農大山村再生プロジェクト報告会
長和町直営別荘地開発委員会
長和町消防団激励会
国際交流事業第１回委員会
上田広域道路建設期成同盟総会

平成 年８月１日 発行

委員長 羽田 公夫

各議員が、日頃考えていることや住
民の皆さんへのメッセージを書いてい
ます。今回は、宮沢清治 議員です。

28

編集委員会

町の皆さんへの
メッセージ

議会だより

４

／１ 「和田宿温泉ふれあいの湯」記念式典
ながと保育園・和田保育園 入園式
長和町汚泥再生処理センター竣工式典
長門小・和田小 入学式
依田窪南部中学校入学式
東京長和会総会
議会運営委員会
「田舎暮らし体験住宅」内覧会
長和町土地開発公社役員会
下諏訪町水月公園観桜会
法制小委員会
長門小学校ＰＴＡ歓送迎会
議会だより編集委員会
美ヶ原高原開山祭
和田小学校新旧職員歓送迎会
／２ 豊受大神宮社務所等災害復旧委員会
長和町土地開発公社役員会
道の駅活性化委員会
法制小委員会
議会全員協議会
議会改革検討特別委員会
長和町商工会通常総会
法制小委員会
議会運営委員会
長和町防災会議
㈱長門牧場定時株主総会
／１ 長和町議会第２回定例会開会
長和町全町桜運動
一般質問
社会文教常任委員会
総務経済常任委員会
町・町議会・振興公社による懇談会
政策小委員会
東信州中山道連絡協議会通常総会

議 会だより
ながわまち

前長和町議会議員の栗原暁史
さんが、５月１９日（土曜日）に逝
去されました。
故 栗原暁史さんは、平成４年
１０月の長門町議会議員選挙で
初当選し、以来、長門町議会議
員、平成の大合併後の長和町議
会議員として、平成２９年１１月ま
での７期２５年余の永きに亘り、
地方自治の発展に尽力していただ
きました。
慎んで故人のご冥福をお祈り
一般質問をする故栗原議員
いたします。
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