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議会だより
■ 発行／長野県小県郡長和町議会

■ 編集／議会だより編集委員会

★ 今年も〝 おたや祭〟が多くの人で賑わいました。
（豊受大神宮境内）★
— 平成３１年１月１４日
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◇ １２月定例会議案審議結果 ‥‥‥‥‥
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◇ 常任委員会委員長報告 ‥‥‥‥‥‥‥
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◇ 一般質問 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥
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◇ 議会視察研修報告 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 11
◇ 町の皆さんへのメッセージ ‥‥‥‥‥ 14

町長提案理由の説明

年

て審議が行われました。

町長提案理由の説明

対策として「公共交通審議

進めているほか、交通弱者

るまちづくり」では、今年

「８，新たな元気を創出す

イを実施しました。

・６％水道料金を値上
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月定例会が開催される

会」において公共交通網に

４月に、老朽化していた和

ースにするよう改修してお

ついて検討しております。

牧場など、地域や地域の産

ります。空き家・移住への

約が終了し、現在次々と住

業が元気になるよう様々な

対応は、空き家バンクの充

この１年間の事業実績を

支援に取り組んでいます。

実を図っており、成約に至

田診療所及び和田歯科診療

講座」を定期的に開催、約

「６，多彩な観光資源を活

ったものもあります。青原

「５，地域の産業が元気に

７００名の方にサポーター

かしたまちづくり」では、

地籍に整備した「田舎暮ら

宅が建設されております。

たり健全財政を維持できる

としてご協力頂いておりま

市町

私の公約であるネクストビ

よう決算を財政調整基金に

す。また、地域での介護予

本年度長和町を含む

し体験住宅」は、想定を上

所を、改装した旧和田庁舎

積み立て、起債の借入れは

防活動を担う人材育成等を

村が「星降る中部高地の縄

回る 組

なるまちづくり」では、遊

地方交付税措置のある有利

目的とした、「ながわおたっ

文世界」として日本遺産に

て頂きました。

「３，高齢者が元気なまち

な起債の活用に努め、保育

しゃサポーター養成研修」

承認され、長和町の３万年

今議会では、グループホ

ジョンⅣと照らし、述べさ

園バス運行事業、福祉医療

を実施するなど、高齢者が

という日本最古のブランド

ーム和田の危険なブロック

１階に移転し、診療を開始

給付事業、高等学校通学等

住み慣れた地域で自分らし

「黒耀石」が大きく評価・

塀の撤去費用、並びに黒耀

休荒廃地解消、直売施設の

補助事業などに係る借入れ

い生活を送るため、医療・

注目されました。

石関係の日本遺産認定のＰ

づくり」では、認知症の方

「２，さらなる子育て日本

介護・予防が連携した「地

「７，長和町の未来を託す

Ｒに関する事業に係る専決

せていただきます。

一を目指すまちづくり」で

域包括ケアシステム」を推

子どもたちが耀くまちづく

処分１件、介護保険、及び

しました。また現在、３階

は、小学校・中学校の給食

進しております。

り」では、「青少年海外派遣

現行の水道料金を改定し、

整備、飲料水生産工場の誘

費の無料化を本年４月から

「４，誰もが安全 安
･ 心に
暮らすことができるまちづ

交流事業」を実施し、長和

平成 年４月１日より平均

とその家族等への支援とし

実施しました。また、子育

くり」では、依田窪病院の

町青少年黒耀石大使の高校

で

「１，明日に繋がる健全な

て支援センター専用の広場

医師確保のために、本年４

生８名がイギリスのセット

げするための条例改正案２

議場をコミュニティースペ

や遊具、あずまやの設置な

月に、長野県医学生修学資

フォードへ行き、石器作り

件、補正予算案８件などを

致、長和町振興公社や長門

どが完了しました。さらに

金貸与医師を配置していた

ワークショップのほか、町

て、「認知症サポーター養成

若い世代の定住人口を増や

だきました。また、自主防

提案致しました。 （抜粋）

95

2

財政運営」では、将来にわ

すため、長和町土地開発公

を行いました。

区画の宅

として初めてのホームステ

名の方に利用し

社が立岩地区に

災組織の組織化を積極的に

12
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30
３０年度補正予算案・条例案・人事案などについ

12
地造成を行い、９区画の契

17

平成
長和町議会１２月定例会が、
１２月３日
（月）から
１４日
（金）までの１２日間の会期で開かれ、平成

審議結果

１２月定例会に上程された議案などの審議結果
◇ 報告（５件）
例月出納検査結果報告
指定管理委託監査報告
議員派遣報告
株式会社長和町振興公社第２０期決算について
株式会社長和町振興公社第２１期事業について
◇ 承認案（１件）
専決処分した平成３０年度長和町一般会計補正予算（第３号）に承認について

全員賛成・承認

◇ 条例案（３件）
長和町介護保険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

長和町給水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

長和町一般職の職員の給与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（１４件）
平成３０年度長和町一般会計補正予算（第４号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第２号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町介護保険特別会計補正予算（第２号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町同和地区住宅新築資金等貸付特別会計補正予算（第２号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町簡易排水施設特別会計補正予算（第２号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町観光施設事業特別会計補正予算（第２号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町上水道事業会計補正予算（第２号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町一般会計補正予算（第５号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町国民健康保険特別会計（事業勘定）補正予算（第３号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町介護保険特別会計補正予算（第３号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算（第３号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町観光施設事業特別会計補正予算（第３号）について

全員賛成・可決

平成３０年度長和町上水道事業会計補正予算（第３号）について

全員賛成・可決

◇ その他（１件）
指定管理者の指定について（長和町特産物直売所）

継続審査

◇ 人事案（１件）
長和町教育委員会の任命につき同意を求めることについて

全員賛成・同意

◇ 陳情案（１件）
安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める陳情

全員賛成・採択

◇意見書案（１件）
安全・安心の医療・介護の実現と夜勤交替制労働の改善を求める意見書
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全員賛成・可決

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

農山漁村振興交付金が

採択されなかった理由とそ
の事業内容は。

採択要件で、事業展開

していないと採択されなく

なったためである。内容は
都市住民と様々な事業者を
中間支援組織で結ぶ体制づ

くり。今年度は組織づくり
をし、体制が構築できた段

階で来年度申請をしたい。

程度の期間を見込むか。

要望を解消するため、どの

仮設店舗設置は時期尚早で
はないか。

で、「よってけ屋」取り壊し、

財源が確定しない段階

予算の状況によりすぐ

財源は確定していない

松くい虫の被害は、標

ケーブルテレビ管理運

情報広報課

以上でも確認されている。

被害木は標高８００ｍ

いと考えている。

が、事業は実施していきた

ないものがある。事業費が
大きくなる要望には、有効
な補助事業を充てることを

高どれくらいまで出ている
か。

へ移転するのか。また、設
置期間はどのくらいか。

直売所仮設店舗は何処

産業振興課

は難しいものがある。

検討して早期に対応したい
と考えるが、期間の見込み

に対応できるものとそうで

様々な要望について、

建設水道課

平成 年度一般会計補正
予算
（第４号）
について

して欲しい。

総務経済常任委員会が 月 日（月）に開催され、
平成 年度一般会計及び特別会計補正予算、条例
などの議案について審査が行われました。
長和町給水条例の一部を
改正する条例の制定につ
いて
今後の主な改良計画は
年度に美

どうなっているか。
平成 年度
し松別荘地の水道改修約
億円程度を予定している。
その他の地域について
本管の耐用年数等は。
一般的に水道管は 年

ほどであり、ほとんどの地
域で企業会計への移行前に
改修を終えている。

料金改定に至るまでに
議論は尽くされているか。
審議会を３回開催し、

30

消防署の裏側のインタ

営審議会の人数を 名から
名に増やし、 名の外部
の方に報酬を支払うとの説
明だが、これは単年度で行
うものか、また来年度以降

も行うのか。

管理運営審議会は、町

のケーブルテレビの形態や
料金の改正、放送内容など
を協議する場である。来年
度以降も引き続きこの形で

進めて行く。

平成 年度上水道事業会
計補正予算
（第２号）につ
いて

ているが、具体的な話には
なっていない。 （抜粋）

県の主導で毎年話は出

方はどうか。

広域化についての考え

算が見込めないため、すぐ
に民営化という話にはなら
ないが、慎重に研究し、検
討していく。

当町の水道事業では採

事業の民営化について、町
の考えはどうか。

水道法改正による水道

ている。来年度より悪質滞
納者には、給水停止措置を
含めた対応を行っていく。

停止について要綱を整備し

料金改定もあり、給水

う考えているか。

給水停止等の対策はど

30
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10

40

宮沢 清治
総務経済常任委員長

柳澤 貞司

12

ーロッキングがある場所に
来年度いっぱい設置する予
定である。

10

15

34

平成 年度及び 年度にも
審議会で議論している。
要望 段階的に改定が行わ
れるとのことだが、消費税
増税や経済情勢を鑑み、次
回以降の改定も柔軟に検討

30

35

29

清治

30

26

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
の３割程度で、例年並みで
ある。
敬老祝賀会への出席者
は、地区により出席率に偏
りがあるように感じるが。
参加の呼びかけは、地
域を担当する民生委員の皆
様に対象者の方へ直接参加
を呼びかけて頂いている。
工夫が必要な部分について
は今後検討していきたい。
出席された方にアンケ
ートを行うなど、参加され
た皆様の意向を伺う機会は
設けているか。

12

11

確ではないが１ヶ月あたり
数十万円を想定している。
また、交付金の対象とはな
らないため一般財源で対応

電気料金について、正

置に伴い電気料金はどの程
度増加するか。また、電気
料金は交付金等の対象とな
らないか。エアコンの耐用
年数はどのくらいか。

学校へのエアコンの設

教育課

うなど、祝賀会の催しにつ
いて検討してほしい。

の芸人や歌手を招いたり、
子どもたちに参加してもら

係で検討したい。
要望 地元或いは近隣出身

いる。参加者にアンケート
を行うことについても担当

頂いている民生委員の皆様
に対し、意見や反省点等を
アンケートとして実施して

していないが、付き添って

社会文教常任委員会が 月 日（火）に開催され、
平成 年度一般会計及び特別会計補正予算、条例
などの議案について審査が行われました。

対象者は 歳以上の方

は、前年と比べてどうか。

敬老祝賀会の出席者数

町民福祉課

平成 年度一般会計補正
予算（第４号）について

30

で、参加人数は概ね対象者

77

森田 公明
社会文教常任委員長

羽田 公夫

30

参加された方には実施

する。耐用年数は建物附属
施設なので 年である。

７月に報告を受け、修

理を始め、水道料の減免申

請を行っている。が、未だ
漏水箇所の特定には至って
いない状況である。

内に完了する予定か。

県全体で同じ状況にな

茅野市では市民が参加

を業者に申し入れたと聞い
ている。町では事務手続き
を迅速に行い、年度内に完

了するよう努めるが、夏休
みにずれ込む可能性は考え
られる。

購入する器具は冷暖房

両方に対応しているのか、

また、これまでの暖房器具
はどうするのか。

んに行われているが、長和
町では町民を対象にして、
具体的に取り組んでいる事

業はあるか。

学校と連携し、子供た

ちを対象とした歴史学習で

ある
「オブシディアン学習」
に毎年取り組んでいる。今

年度は町民を対象としたバ
スによる町内遺跡巡検ツ
アーを行っている。

部局が連携する必要がある
と思われるが、町には横断
的な組織はあるか。

な組織はなく課題となって
いる。そのような素地のあ
る「黒耀石のふるさと創生
事業実行委員会」の中で文
化財をベースとした町全体
の観光施策について検討し
ていきたい。
（抜粋）

文化財部局と商工観光

いる器具を設置する予定で
ある。夏季は冷房として使
用するが、冬季は既にある
暖房器具の補助として使用
する。

現段階では、そのよう

和田小学校の漏水はい

ていないが、申請額が満額
交付される予定である。

内定段階のため確定し

交付されるのか。

国からの交付金は満額

冷暖房両方に対応して

する縄文プロジェクトが盛

るため、県から適切な対応

機器の設置は、今年度

13

つ把握したのか。早急に対
応してほしい。

5
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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

一般質問

５ 人 の議員が町政を 問 う

議員

施設の姫木コミュニティセンター

町長 情報の提供と特に個人情

のをどのように解釈しているか。

報の保護の問題は、これからます

に備蓄品をストックしておく考え
はないか。
の災害時にも、和田コミュニティ

沿い、必要なときに必要な個人情

と思う。個人情報保護法の趣旨に

ます取り扱いが難しくなっていく

る協定を締結したことにより、今

センターを避難所として開設をし

報を活用できるよう進めていきた

年

後災害が発生した場合には要介護

ている。現在管理をしている社会

いと考えている。

年と平成

者等への支援がよりスムーズに行

福祉協議会と協議をし、避難所の

総務課長 平成

われるよう、関係者と密に連絡を

７条では「事業の計画案、実施、

条で

今回開設された避難所のうち、

現在４施設に備蓄品を配備してい

ーなど指定避難所 施設のうち、

が、この条例に対し、どのような

意見要望を反映する。」
としている

は、町の事業に参画し、アイデア、

評価を住民に説明する。
」「

和田コミュニティセンターには備

る。今後は地域のバランスなども

また、姫木コミュニティセンタ

蓄品が準備されていない。また、

長和町住民基本条例の取
り組みと検証について
本条例が施行され１年７カ月が
経過した。本条例の見直しは、２
０２０年中に行わなければならな
いが、今までの取り組み状況につ
いて検証は行ったか。
町長 社会情勢等により見直し
が適当と判断した場合の関係規定
である。本条例は自治体運営の基
本原則というべきものであり、必
要な見直しは慎重に判断をしてい
きたいと考える。
５条、６条の「情報の提供と共

条での、町政懇談会、住民

年度より「長和町

たいと考えている。

（抜粋）

ショップ、懇談会を開催していき

いったテーマでの勉強会やワーク

の協働、また、未来を考える」と

町長 平成

懇談会を行う予定はあるか。

第

が必要だと考えている。

の意見や提案を実現していくこと

も重要であり、議会とともに、そ

住民の皆様の御意見、御提案が最

計画や施策などを策定する際は、

ちづくりや地域づくりに関連する

町長 住民の皆様とともに、ま

か。

取り組みをして、どう評価された

考慮して配備を検討したい。

離にある大門姫木地区の広域避難

ュニティセンター、役場から遠距

出地区の避難所でもある和田コミ

男女倉、唐沢、経塚、細尾、大

避難施設として適さないと思う。

ものの改修中であり、構造的にも

和田支所には若干の備蓄品はある

いく。

機能の充実を進めていきたい。

30

とり、避難できる体制を構築して

一 般 質 問
渡辺久人

日 の「 避 難 準 備、 高 齢 者

避難所運営と備蓄品の配
備状況について
９月
等避難開始」発令の際に、介護度
の高い人への配慮は行ったのか。
総務課長 避難行動要支援者の
うち、ひとり暮らしの方も含めた
歳以上の方のみの世帯に対し、

電話で避難の呼びかけを行い、体
の不自由な方などについては、職

10

31.2.1

ながわまち議会だより

6

29

12

有」
、
「個人情報の保護」というも

31

員の送迎により対応した。
介護が必要な方などが避難する
福祉避難所については、病院、介
護施設等あるが、社会福祉法人依
田窪福祉会と 月に災害時におけ

和田コミュニティセンター

30

る要配慮者の緊急受け入れに関す

11

10

85

一般質問

宮沢 清治

議員

体育施設の現状と将来像
について
将来の人口動態やスポーツの実
施状況、施設の利用状況を踏まえ
た計画についての考え方は。
町長 策定予定の個別施設計画
にて検討を行い、適正な施設運営
年 現 在、 ス ポ ー ツ 施 設 の

ができるよう進めて行く。
平成

のか。
教育長 営業を一時休止とし、
今後については、他の施設として
利用することが可能かどうか検討
して行く。
マレットゴルフ場の年間利用者
及び、町外者と町内者の比率は。
年度利用者数は
87

教育長 平成
は約 ％である。

１１０２人。町内が約 ％、町外

30

きたい。

に、サービス向上に取り組んでい

は可能な限り対応して行くととも

教育長 利用者の意見に対して

は。

り、利用者の増加に努めるべきで

コースにし、サービスの向上を図

木の丈を切るなど開放感のある

13

「更生保護」に対する町
の考え方について
保護司など更生保護ボランティ
アに対する協働や支援策は。
町民福祉課長 社会福祉協議会
と、
「東御・小県保護司会」に対す
る負担金として支援している。
「社会を明るくする運動」への
取り組みとして、小中学生を対象
とした作文コンテストの作品募集
などで啓発活動しているが、その

ている。

脈に頼らざるを得ないのが現状で

保護司の後継者探しは個々の人
町民福祉課長 犯罪や非行のな

あるが、町で候補者を推薦する方

町民福祉課長 候補者の推薦に

い安全で安心な暮らしをかなえる
のか、自分に何ができるのかを、

ついては、保護司、更生保護女性

法はとれないか。
一部の人たちだけでなく、地域の

な社会復帰の促進や再犯防止対策

の実現に向けて、犯罪者等の円滑

て、安全で安心して暮らせる社会

護女性会等との連携協力を密にし

町民福祉課長 保護司・更生保

ながら協力をして行く。 （抜粋）

に今以上に役場全体で連携を取り

の皆様が地域で活動しやすいよう

い問題であり、厳しい。保護司等

が保護司を担うことは非常に難し

町民福祉課長 今すぐに行政職

保護区もあり、検討できないか。

行政職員が保護司になっている

きたい。

る機会を設けることで対応して行

会の代表者、社会福祉協議会等の
月 に、「 再 犯 防 止 等

全ての人たちが考える契機になる
年

関係者と行政が一堂に会し協議す
平成

重要な活動である。

ために、今、何が求められている

効果は。

千葉刑務所

を推進していく必要があると考え

え方は。

が、この法律についての識見と考

の推進に関する法律」が成立した

12

フルコストは４億６８００万円、
収入は２億６４００万円。ネット
コストは２億３００万円であるが
最新のコストはどう変化している
年度に業務委託

和田パターゴルフ場の現状

7

31.2.1

ながわまち議会だより

か。
教育長 平成

耐えない状況だが、今後どうする

和田のパターゴルフ場は使用に

いので、示せる数値はない。

コストについては改訂されていな

により策定したもので、その後の

28

28

27

一般質問

低いのはなぜか。

いく必要があると思われ、慎重に

が提案されないのはなぜか。

は約１７５００冊であるが、上田

「ふれあい館内に設置されている

第２次長和町長期総合計画では

ている。施設の移転については、

あることから拡張は難しいと考え

や児童館と隣保館の複合施設でも

教育長 現状、周辺用地の確保

地域図書館情報ネットワーク（通

図書館は、本来、地域の情報拠点・

現在使用していない施設について

進めていく必要がある。

称エコールシステム）へ加入して

生涯学習施設として機能しなけれ

図書館機能を移すことができる施

3,500,000

7,960

71,000

68,726

4,999,917

要望

①現在の児童館の図書室に一

本来の児童図書館としての機能を

充実させること。

② 一般の図書館を移転・拡充する

ことにより蔵書数を充実し、本を

手にとって選ぶ楽しさを提供する

こと。本来の公共図書館が持つ機

能＝いろいろな新聞を読んだり趣

味の雑誌を見てくつろいだり、町

民のコミュニティの場となり、地

域文化活動を継続的に担う機能＝

（抜粋）

を高め、町の礎を築くことを要望

する。

31.2.1

ながわまち議会だより

教育課長 長門図書館の蔵書数

おり、約 万３千冊がこのネット

ばならないが、現状はこうした機

設があれば、移転費用などの検討

87,600

議員

ワークを利用して相互借り入れす

能を果たしているとは言えない状

が必要となるが、移転は可能であ

90,504

佐藤 恵一

ることが可能である。どこでも貸

況で」あると、策定時（２年前）に

11,063

ると考える。

し出しと返却ができ、返却は専用

1,009,850

す で に 問 題 を 認 識 し て お り、 施

9,264

ポストに時間外でもできる。図書

23,317

策方針として「生涯学習の拠点と

7,441

購入費はエコールシステムの利用

立科町

図書館サービスをどのよ
うに向上させていくのか

1,540,000

般図書が間借りしている状況を解

45,346

なる図書館の充実を検討」すると

30,000

による対応や厳しい財政状況を考

4,441

消し、児童館の図書室を整備して

青木村

記載されているが、いまだ改善案
499,877

慮し、毎年 万円の予算内で図書

周辺町村図書館
（室）の状況（平成２９年度）

図 書 館 の 役 割 を ど う 考 え、 ど の

9,385

を購入している。
長門図書館はふれあい館内にあ
り、児童と一般が利用する大変手
狭な施設となっている。この課題
をどのようにして解決するのか。

17,500

ように地域住民へのサービスを向
上させていく計画か。
町 長 長 門 図 書 館 は、 住 民 の 皆
様がいろいろな資料の収集をした
り、知識を得ることにより、教養
などを高めていく場所の一つとし

町長 長門図書館があるふれあ
い館の施設については、児童館及
び放課後児童クラブとしての利用
者数が急激に増加したこと等によ
り、ふれあい館内及び図書室自体
が手狭な感じを受けるのは否めな
い。施設の増築においては、周辺
用地の確保や児童館と隣保館の複
合施設でもあること、また別の場
所に新設あるいは既存公共施設の
再利用や跡地利用とした場合、位

（円）
（冊）
（冊）

て重要な役割を担っていると考え
ている。多くの住民に図書館を利
用して頂くために、「広報ながわ」
に図書館のページを設け、新着図
書の案内やお勧めの図書などを紹
介しており、今後は更に新企画や
周知啓発活動を推進し、多くの皆

万

様に図書館に来館してもらえるよ
年度の図書購入費が

6,223

小布施町

貸出冊数 図書購入費

蔵書数

人口
町村名

8

92

50

置的な問題や管理費用も考慮して

長和町

原村

うにしていきたい。
平成

50

円と、他市町村と比較して極端に

29

一般質問

森田 公明

議員

道の駅エリア活性化推進
事業について
道の駅エリア活性化推進事業の
目的と基本的な理念は何か。
町 長 今 年 ５ 月、 長 和 町 道 の 駅
エリア活性化推進委員会において
基本計画が承認され、この基本計
画に基づき事業を進めている。事
業の目的は「地元農畜産物や生活
関連物資を取り扱う大型農産物直
売所を中核に、道の駅エリアの活
性化と地域住民の生活向上を図
り、農業生産の拡大と農業所得の

振興及び地域を活性化する取り組

ップを展開することにより、産業

ンタルオフィス、チャレンジショ

り、農業所得の向上を目指す。レ

することにより農業の振興を図

も検討している。

り、同時に合併特例交付金の活用

生推進交付金の活用を検討してお

の実施のために、来年度、地方創

事業における農業振興にする施策

である。また、道の駅活性化推進

るが、どう考えているか。

所と競合し厳しいことが予想され

にあるスーパーマーケットや直売

その経営については、隣接市町

あるが、生鮮食品や総菜・加工品

トの整備については非常に困難で

含め３億６０００万円、設計・什

方メートル、建築費は附帯施設も

事業規模は、建物は１０００平

予想される。直売所の売り場面積

あり、経営は非常に厳しいことが

の売り上げが見込めないというで

いうことは、店舗を維持するだけ

いてスーパーマーケットがないと

産業振興課長 現在、当町にお

みも行いたい。スーパーマーケッ

等、 町 民 の ニ ー ズ が あ る コ ー ナ

器・備品等で５０００万円程度を

の１、生鮮食料雑貨４分の１、土

ーを設置し、利便性のよい店舗を

農畜産物直売所への商品の供給

産品４分の１と想定し、それぞれ

の割合について、農畜産物が２分

複合施設の設計業者は既に決定

元として、直売所出荷者組合等を

の販売区分ごとに収支予測をしっ

見込んでいる。

し、実施に向けた設計作業に入っ

組織していくことが必要だが、そ

かりと検討しながら全体の計画を

検討していきたい。

ているが、その進捗状況は。

の現状及び見通しはどうか。

産業振興課長 本年７月のプロ

び通路の設置など道の駅エリア活

るところである。今後は、足湯及

施設本体の基本設計がほぼ終了す

ーシーエ設計に決定した。現在、

立ち上げに向けた協議を行い、直

り組織した。ここで出荷者組織の

合の組織準備委員会を約 名によ

し、８月に道の駅直売所出荷者組

出荷者、主たる農家の方にお願い

探しているが、正式には決定して

は、現在鋭意努力をして責任者を

経営責任者及び運営組織について

町長 直売所を核とした事業の

進めていきたい。

性化に向けた施設整備を関係者等

売所のあり方についても意見を頂

いない。町内外事業者を対象に入

近隣直売所関係者及び

と協議していきたい。また、道の

き、現在、出荷者組合の規約及び

札、プロポーザルによる指定管理

町長

駅トイレの改修並びに駐車場の区

取り扱い規程、直売所の出荷・販

も検討している。平成

ポーザルにおいて、長野市の㈱エ

画線、外構の改修についても上田

売の手引きに関する案について、

ープンを予定しており、平成

年

年春のオ

態はどのように考えているか。

この事業の運営主体及び経営形

建設事務所と協議、検討を重ねて

具体的な内容を詰めている。また

の３月までに決定することを目途
し、今年度末の出荷者組織の立ち
上げを目指している。

（抜粋）

9

31.2.1
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向上、地域活性化を目指す。また、
都市農村交流の促進、町の情報発

いる。

近々、出荷者組合の説明会及び会

に取り組んでいく。

この事業に対する財源確保の見

員募集のための地区説明会を開催
通しと事業規模は。
町長 事業の財源は地方創生拠
点整備交付金を活用していく予定

31

信、新たな産業の振興及び商工業
の発展を目的」とする。
こ の 事 業 を 行 う こ と で、 町 民 及
び町にもたらされる福利は何か。
町長 大型農産物直売所を整備

32

20

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
町 民 の 意 見 は 何 通 寄 せ ら れ、 ど
のような中身か。また、今後どの
ように生かしていくのか。
町 長 ご 意 見 は ７ 通 で、 頂 い た
ご意見の中から検討中の設計に取

の開発及び開発支援を行うととも

出、補助金の割合はいくらか。

ている。事業内容及び費用は、概

員会で取り組んでいる、新しい魅

どへの空調設置に係る予算８１７

正予算で、全国の公立小中学校な

コン設置への補助金の要請に取り

国や県に対して、保育園のエア

など有利な起債を考えている。

約１４００万円。財源は、過疎債

算で冷暖房設備・電気工事などに

力ある野菜栽培をすすめていきた

億円が計上された。当町は、平成

年度第１次補

いと思う。

年度に長門小学校・和田小学校

町長 国の平成

生鮮食料品等の売り場を設置す

の普通教室 室に国庫補助による

日に長野県・長野

り扱いは、収益確保の観点から非

町長 生鮮食品、食料雑貨の取

円を見込むが、補助率３分の１の

考えている。事業費は４３００万

今年度に前倒しして実施したいと

を行ったところである。

房）設備設置に関する緊急要望」

国に対し、
「保育所等への空調（冷

県市長会・長野県町村会の連名で

町長 ８月

常に厳しいと考えている。どのよ

交付金と、特例の１００％充当で

人組織は株式会社、
一般社団法人、

営して頂きたいと考えている。法

て、普通教室 室及びその他の教

していたが、平成 年度事業とし

成 年度にエアコンの設置を計画

配置をして頂けるよう強く要望す

平成

師確保対策室、副知事を訪問し、

町長 今月、三沢院長と県の医

師を町民に知って頂くために、保

いきたい。また、依田窪病院の医

（抜粋）

31.2.1

ながわまち議会だより

に、長和町特産品開発事業推進委

る計画だが、どのような商品を販

エアコン整備を計画していたが、

組むことを要望する。

売する予定か。

うな商品を販売していくかは、今

増のためにどのような取り組みを

町として、医師の確保と患者数

依田窪病院について

きる起債で対応するため、町の一

設置も今年度取り組む予定か。

依田窪南部中学校へのエアコン

般財源は殆どない。

後慎重に検討をしていきたい。
町民は道の駅の経営を大変心配
をしている。どのような経営を考
えているか。

合同会社等が考えられ、この運営

室３室に設置を進めていく予定で

る。患者増の取り組みは、高齢者

行っていくのか。

体制に町は参加しない方向で計画

ある。事業費は約４７３０万円で

や交通弱者といわれる皆さんが依

町長 依田窪南部中学校も、平

している。また、道の駅直売所は

財源は補助率が３分の１の交付金

田窪病院に通院して診療を受けや

町長 新たに法人を組織し、経

町が設置する施設であり、その運

と起債であるため、一般財源から

すくするための交通環境を整えて

年度以降も継続して医師の

用は指定管理者制度を活用してい

の支出は殆どない。
ながと保育園、和田保育園への

健大学や健康教室などの講演等を

法かと思っている。

先生方にお願いするのも一つの方

エアコンの設置の計画は。また、

つの保育室にエアコン設置を考え

町長 今後、ながと保育園の６

その費用の財源は。

30

り入れたご提案もあり、今後の事
業計画に反映させていきたい。ま

30

きたい。

小学校、
中学校、保育園の
エアコン設置について
小学校のエアコン設置は今年度
中に取り組むのか。また、町の支

31

た、反対のご意見の内容も踏まえ
て事業を進めていきたいと考えて
いる。
特産品の開発はどのように進め
られ、現状はどうなっているか。
町 長 現 在 の 奨 励 品 制 度 に は、
数多くの食料加工品・工芸品など
を認定している。これらの奨励品
により、特徴を持った直売所にし
ていきたいと考える。今後、６次
産業化の推進などで新たな特産品

15

12

10

29

31

31

議会視察研修報告

総務経済常任委員会視察研修報告
日（木）

矢祭町は大胆な行政改革を断行

の視察が来ているという。

総務経済常任委員会では、平成 年 月 日（水）〜
に、福島県矢祭町へ視察研修を行いました。
□ 視察先
福島県矢祭町
その取り組みは、多岐にわたる。

し自立の町づくりを進めていた。

泊施設とレストランを併設。
① 人件費の改革

報酬見直し、議員定数大幅削減と

職員の大幅定数削減、特別職の

宣 言 を し、「 独 立 独 歩 」 の 町 づ く

平成の大合併で「合併しない」

□ 視察目的

研修会「ユーパル矢祭」温泉宿

25

議員報酬を日当制にした。
嘱託職員の削減

暮らしの高齢者も安心して暮らせ

として開放し、税金や水道料を預

③ 補 助 金、 負 担 金、 委 託 料 の 見
商工会、観光協会など各種団体

かり証明書類の代行申請も行って

るようにと職員の自宅を出張役場

への補助金、負担金、委託料の見

いる。

直し

直しを行った。

年１月に開

削減を進め、極めて健全な財政運

あり、全国各地の６０００余の人

館した「もったいない図書館」で

町の誇りは、平成

営がされており、支出の削減で生

から

このような改革によって支出の

まれた財源は、公共サービスの向

度の来館者は５４００人とのこと

年
上や子育て支援に惜しみなく充て

であった。

工場団地を造成、その結果、ＳＭ

きた。自主財源確保を目的として

増やす取り組みも積極的に進めて

また、削減だけでなく、収入を

三者がスクラムを組んでの町づく

職員、議会、住民に浸透しており、

町政への思いが、しっかりと役場

しない」宣言をした先代の町長の

１ 日 目 の 視 察 を 終 え、
「合併を

万冊が寄贈され、平成
られている。

Ｃ㈱
（東証１部上場）
の誘致に成功

りになっていると感じた。

海岸堤防（防潮堤）を見学し、その

途中、大震災以降に新設された

洋を右手に見て四倉湾まで北上。

について状況を確認した後、太平

やビデオを見学、当時の津波被害

わき・ら・ら・ミュウ」でパネル

わき市の小名浜港に立ち寄り、「い

害からの復興状況を見るため、い

東日本大震災から７年、震災被

２日目

福島県小名浜港

し、これにより、町税が誘致前と
比較して１憶２０００万円増える
とともに、雇用の確保や地域の活
性化に繋がり、少子高齢化が進む
中にあって、人口流出の抑制に繋
がっている。
行政サービスについては、役場
の窓口業務は早番・遅番の交代制
を取り入れて１年中休みなく業務
を行い、町民の利便性を図ってい
るほか、トイレ清掃等も職員全員
で行っている。
また、山間地で暮らす人、一人

11

29

24

りをしている。その取り組みを学

・７億円（ ・８億円）、町税８・
５億円（７・１億円）である。
この町へは、
「合併しない」宣言
以降３００を超える団体、行政視
察があり、今もって月１～２団体

ユーパル矢祭（矢祭町）

19

10

② 物件費の改革

円（ ・１ 億 円 ）、 差 引 残 額 ４・

43

８億円（０・８億円）、普通交付税

63

46

30

ぶ。

福島県矢祭町
矢祭町は茨城県と接する福島県
最南端の小さな町（人口６０００
人余り）である。
計 歳 入 決 算 額 ・４ 億 円（ 長 和 町

参考までに、平成 年度一般会
29

・９ 億 円 ）、 歳 出 決 算 額 ・６ 億

48

25
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議会視察研修報告

社会文教常任委員会視察研修報告

□ 視察先と視察目的

用にあたり、図書館として校舎の

題となっており、木造校舎の跡利

日（水）

⑴ 滋賀県甲良町

保全及び利用することの意義、課

社会文教常任委員会では、平成 年 月 日（火）〜
に、滋賀県甲良町と愛荘町へ視察研修を行いました。

「甲良町図書館」

題等を目的として現地視察を行っ

高さや震災当時の爪痕、復興の進

観光案内所を併設する宿場の拠

た簡易宿泊施設とレストラン、

冊）施設の拡張、移転も課題とな
っている。
合わせて、平成 年に中学校が
統合され、今まで使用されていた

東平野に位置し、人口７０６３人

滋賀県甲良町は琵琶湖の東部湖

学校本館）概要

旧甲良東小学校本館を移設・改

「愛知川ふれあい本陣」

⑵ 滋賀県愛荘町

た。

31

装して設置した図書館の活用事

30

２、甲良町図書館（旧・甲良東小

10

例を研修。

30

「笑顔で暮らせる豊かな農村」を

町の将来像としている。

甲良東小学校校舎の新築にあた

り、旧校舎は「文化遺産的価値が

高く町として保存すべき」との住

民の強い願いを反映し、旧・甲良

東小学校本館（昭和８年建築）を、

国から地域文化財保全事業の採択

を受けて隣接地に移築した。現在

その威風堂々とした総ひのき造り

の木造校舎は、甲良町図書館とし

て、町民に向けた図書館事業の他

に町のコミュニティ事業の拠点と

しても活用されている。木造の図

書館は木の温もり、ゆったりとし

た雰囲気や住民の思い出が息づい

ていると感じられた。

住民に親しまれている甲良町図

書館の利用状況を、長和町長門図

書館との比較で報告する。

⑴ 図書蔵書数 １３０１５２冊

内、児童図書４２９１３冊、紙

芝居１７２１冊、雑誌１０３種

５人

〔長和町蔵書数 １７５００冊〕

⑵ 専門職員

⑶ 予算

図書購入費 ６５０万円

ＣＤ・ＤＶＤ購入費 ３００万円

〔長和町図書購入費 ５０万円〕

31.2.1

ながわまち議会だより

12

愛知川宿本陣の跡地に建設され
捗状況を確認した。道沿いには倒

点施設を研修。

長和町の図書館は児童館内に設

１、 視察研修の目的

滋賀県甲良町図書館

壊した後で建てたと思われる比較
的新しい家が建っていたが、海岸
堤防の近くでは家もまばらで、海
岸堤防や河川補強については未だ
建設中の個所もあり、復興はまだ

年

置 さ れ て お り、 蔵 書 も 増 え る 中
で 手 狭 と な っ て お り、
（平成

３０００冊→平成 年１７５００

13

終わっていないことを実感し、帰
路に着いた。
矢祭町には、記載した取り組み
のほかにも参考となる取り組みが
あり、行政においても視察研修す
べきと感じた視察研修であった。

30

29

旧・和田中学校校舎の後利用が課

甲良町図書館（旧・甲良東小学校本館）

東日本大震災後に建設された防潮堤で

議会視察研修報告

図書館維持管理費（光熱費、人件
費、システム等）２８００万円
⑷ 図書貸出点数 ６４４８９冊
〔長門図書館 ９３８５冊〕
３、感想・まとめ
図書館を町のシンボルとしてと
らえたこの施設では、本の読み聞
かせ会、科学教室、音楽会や絵本
の読み聞かせボランティア育成講
座など、さまざま工夫が町民参加
のもとに行われ、公民館活動の拠
点となっている。
長年大切にされてきた木造校舎
を町民が図書館として活用し親し
むことにより、地元に愛着や誇り
を育んでいる好事例として視察を
した。

日（水）は、前日に視察し

愛知川ふれあい本陣
月

た甲良町の南隣の町、愛荘町（世

「愛知川ふれあい本陣」は、大正

訪問した。

２、一般会計は約１００億円）を

に７人体制で運営しており、この

契約。現在、地元採用の人を中心

指定管理料は２７９２万円の５年

を㈱三和サービスに決定。年間の

愛知川宿の歴史や観光情報を発信

た中に観光案内所を置き、中山道

旧近江銀行を昔のように復元し

交流拠点。
『塾』
～地元の人々が気

史的資産にふれ、地元の人々との

～旅人が愛知川宿の生活文化や歴

は〝『宿＋塾＋塾』プラン〟
。『宿』

検討も必要であると思った。

経費の問題はあるが、長和町での

用することの有用性を強く感じ、

含めて、民間企業のノウハウを活

いることを感じた。特に、町外も

この事業が大きな可能性をもって

光・コミュニティの拠点として、

堂」や見学にも訪れており、町観

も関わらず多くの方々が「まち食

視察研修した日は平日だったに

も熱がこもっていた。

いを取り戻す場。担当部長の話に

文化や食のもてなしを受け、賑わ

体験交流滞在施設（左）と「なごみ・カフェ」

行と民家等の購入を進めるととも
に、
「中山道愛知川宿街道交流館
整備検討委員会」で具体化を検討
してきた。
年に、交流館指定管理者

年建築の旧・近江銀行愛知川支

事業への愛荘町の強い意気込みが

平成

店の建物と、その奥の民家を改築

感じられた。

帯数７８６１、人口総数２１３７

したもので、中山道愛知川宿の本

するとともに、交流施設として活

兼ねなく利用でき、教え学びあえ

三和サービスの運営コンセプト

用している。また、奥の民家を改

る場。
『塾』
～各地からの来訪者が

陣跡に設置された。

築した体験交流滞在施設と隣の飲
食提供施設「まち食堂」は、昔の
町屋をイメージした外観で、地元
食材を使用した飲食物の提供と愛
荘町の伝統文化を活用した体験を
提供している。庭の
〝回廊〟
では、
フリーマーケットやイベントを行
っており、地域住民と来訪者をつ
年８月に開設された。

なぎ交流を促進する施設として平
成

平成 年に、商工会が「中山道
拠点施設整備計画」を提出したこ
とを契機に検討を開始。旧近江銀

情報発信施設（旧・近江銀行）
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甲良町図書館玄関前で

佐藤 恵一

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

29

渡辺 久人

／

伊藤 栄雄

■ 長和町議会議員の主な活動（ 月〜 月）

10

／１

森田 公明

古町豊受大神宮災害復旧対策委員会
医療福祉事務組合議会第２回臨時会
中学校組合議会第２回臨時会

委

員 宮沢 清治

▽新年おめでとうご
ざいます。いよいよ
平成も残すところ
３ヶ月足らずとなり
ました。昭和 年生
まれの私としては、
昭和→平成→そして
新しい元号へと３つ
の元号に渡り生きて
いくことができそう
です。新元号は４月
１日に発表されるそうですが、皆さん予想
していますか、今から楽しみです。
▽年をとるほど時間が早く経つように感じ
る —
言われてみれば何となくそう感じるこ
の現象を「ジャネーの法則」と呼びます。
「今年１年」の長さは、
「自分の年齢分の１
年」となり、日々の充実感や新鮮さも関係
します。中身の濃かった１年と特筆すべき
ことのない平凡な１年では、何もなかった
１年の方が思い出すことが少なく、あっと
いう間に感じるのです。
▽充実した人生を送って、「１年が早いなぁ
ー」と言う言葉が出ないように生きたいも
のです。

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、渡辺久人 議員です。

編集委員会

／１
４

生ごみ処理施設での研修（長門牧場）

12

青木村議会議員との研修会
平成 年 月１日 発行
２

13

議 会だより
ながわまち

議会だより

26 17

平成３０年１０月１１日（木）
、長和町
議会議員と青木村議会議員との研修会
が開催されました。議会議員１９名が参
加し、長門牧場に整備された「生ゴミ
処理施設」と「ソーラー発電施設」に
ついて、現地で担当者の説明を受けな
がら研修を行いました。
特に「生ゴミ処理施設」については、
青木村と共同処理している汚泥再生処
理センターの乾燥汚泥が使われている
ことから、活発な意見交換が行われま
した。
31

町の皆さんへの
メッセージ

ながわまち

／３

10

中学校組合議会９月定例会
町民と議会との懇談会（長久保自治会）
土地開発公社役員会
長門小学校・和田小学校運動会
国際交流事業実行委員会
長和町・青木村議会議員研修会
第 回長和町戦没者追悼式
議会改革検討特別委員会
古町豊受大神宮秋祭
国際交流事業英国使節団歓迎会
議会だより編集委員会
上田地域広域議会 月定例会
総務経済常任委員会視察研修
長和町保育園運営委員会
社会文教常任委員会視察研修
南部中学校「食育の授業」
長和町総合文化祭
ふれあい館祭り
南部中学校「和食給食献立の試食会」
議会全員協議会
議会運営委員会
第 回全国歴史の道会議長野県大会
ブランシュ鷹山スキー場安全祈願祭
長和町議会第４回定例会開会
第 回差別をなくす町民集会
一般質問
長和町商工会との行政懇談会
総務経済常任委員会
社会文教常任委員会
町・議会・振興公社による懇談会
長和町議会第４回定例会閉会
議会全員協議会
議会改革検討特別委員会
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