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開 会 午前 ９時３０分

───────────────────────────────────

◎開会の宣告

○議長（田村孝浩君） おはようございます。

定数、定刻ともに至りましたので、平成３０年１２月長和町議会第４回定例会を開会いたし

ます。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

───────────────────────────────────

◎日程第１ 会議録署名議員の指名

○議長（田村孝浩君） 日程第１ 会議録署名議員の指名について、会議規則第１２７条の規

定に基づき、議長において、３番、田福光規議員、７番、柳澤貞司議員の両議員を指名いたし

ます。

───────────────────────────────────

◎日程第２ 会期の決定

○議長（田村孝浩君） 続いて、日程第２ 会期の決定についてお諮りいたします。

会期につきましては、１１月２１日開催の議会運営委員会において、別紙のとおり決定いた

しておりますので、議会事務局長より報告をいたします。

城内事務局長。

○事務局長（城内秀樹君） それでは、議会の日程を申し上げます。

お手元の議案書の１ページをごらんください。

１１月２１日に開催された議会運営委員会で会期の決定をいたしました。

１２月３日、本日、１２月定例会の開会でございます。

１２月の７日、一般質問が５名の議員の方からございます。

１２月１０日、総務経済常任委員会、１２月１１日、社会文教常任委員会を開催いたします。

１２月１４日、議会の再開、委員長報告、質疑、討論、採決、閉会という運びになっており

ます。会期１２日間となりますが、よろしくお願いをいたします。

以上でございます。

○議長（田村孝浩君） ただいま報告のとおり、本定例会の会期を本日３日から１２月１４日

までの１２日間とすることに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 御異議なしと認め、本定例会の会期は、本日３日から１２月１４日ま

での１２日間と決定いたしました。

───────────────────────────────────



○議長（田村孝浩君） ここで報告いたします。

本定例会に提出されました案件は、報告第２３号から第２５号の報告３件、承認第８号の専

決補正予算１件、議案第７８号から第７９号までの条例案２件、議案第８０号から第８７号ま

での補正予算案８件、議案第８８号 指定管理者の指定に関する案１件、議案第８９号 教育

委員会の委員の任命につき同意を求める案１件、陳情第１号の１件、合計１７件であります。

これより会議に入ります。

───────────────────────────────────

◎日程第３ 報告第２３号 例月出納検査結果報告

◎日程第４ 報告第２４号 指定管理委託監査報告

○議長（田村孝浩君） 日程第３ 報告第２３号 例月出納検査結果について、日程第４ 報

告第２４号 指定管理委託監査報告を一括して名倉俊城代表監査委員から報告を求めます。

名倉代表監査委員。

○代表監査委員（名倉俊城君） 皆さん、おはようございます。

それでは、報告第２３号から報告させていただきます。

議案書は３ページということになりますが、例月出納検査結果報告、平成３０年度１０月分

でございます。

報告第２３号

平成３０年１１月２６日

長 和 町 長 羽 田 健一郎 様

長和町議会議長 田 村 孝 浩 様

長和町監査委員 名 倉 俊 城

〃 柳 澤 貞 司

例月出納検査結果報告（平成３０年１０月分）

平成３０年１１月２６日、１０月分の例月出納検査を実施した結果を地方自治法第２３５条

の２第３項の規定により報告するものでございます。

詳細につきましては、以下のページを御参照いただければというふうに思います。

引き続きまして、報告第２４号 指定管理委託監査報告をさせていただきます。

報告第２４号

平成３０年１０月２６日

長 和 町 長 羽 田 健一郎 様

長和町議会議長 田 村 孝 浩 様

長和町監査委員 名 倉 俊 城

〃 柳 澤 貞 司

指定管理委託監査報告（平成２９年度分）



平成３０年１０月２６日、地方自治法第１９９条７項の規定により、指定管理委託監査を実

施した結果を報告するものでございます。

詳細につきましては、別紙４ページの監査報告書を御参照いただければというふうに思いま

す。

以上でございます。

○議長（田村孝浩君） 報告を終わります。

───────────────────────────────────

◎日程第５ 報告第２５号 議員派遣報告

○議長（田村孝浩君） 次に、日程第５ 報告第２５号 議員派遣報告については、私から報

告いたします。

お手元の議案書の５の１ページから記載してありますとおり、１０月１１日に青木村議会議

員との研修会が行われました。

また、総務経済常任委員会では、１０月２４日から２５日にかけて福島県へ、社会文教常任

委員会では、１０月３０日から３１日にかけて滋賀県へ、議員視察研修を行いました。内容に

つきましては、ここに記載してあるとおりでございます。御参加いただき、御苦労さまでした。

───────────────────────────────────

◎日程第 ６ 承認第 ８号 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）の承認について

（町長提出）

◎日程第 ７ 議案第７８号 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

（町長提出）

◎日程第 ８ 議案第７９号 長和町給水条例の一部を改正する条例の制定につい

て

（町長提出）

◎日程第 ９ 議案第８０号 平成３０年度長和町一般会計補正予算（第４号）につ

いて

（町長提出）

◎日程第１０ 議案第８１号 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

（町長提出）

◎日程第１１ 議案第８２号 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

（町長提出）



◎日程第１２ 議案第８３号 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

（町長提出）

◎日程第１３ 議案第８４号 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

（町長提出）

◎日程第１４ 議案第８５号 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

（町長提出）

◎日程第１５ 議案第８６号 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

（町長提出）

◎日程第１６ 議案第８７号 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

（町長提出）

◎日程第１７ 議案第８８号 指定管理者の指定について（長和町特産物直売所）

（町長提出）

◎日程第１８ 議案第８９号 長和町教育委員会の委員の任命につき同意を求める

ことについて

（町長提出）

○議長（田村孝浩君） 次に、日程第６ 承認第８号 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）についてから、日程第１８ 議案第８９号 長和町教育委員会の委員

の任命につき同意を求めることについてまでを一括して上程いたします。

全議案について町長より提案理由の説明を求めます。

羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 皆さん、おはようございます。

師走を迎えまして、何かと気ぜわしく、ことしは今のところ比較的暖かな日が続いておりま

すが、これからは寒さも一段と増し、本格的な冬の訪れを感じる時期となってまいりました。

本日、ここに長和町議会１２月定例会を招集いたしましたところ、大変お忙しい中、議員各

位の御出席を賜り、開会できますことに心より感謝を申し上げる次第であります。

さて、このところあらゆるイベントが、平成最後の何々というように言われますが、前天皇

陛下の退位並びに新天皇陛下の即位まで、あと５カ月を切りました。平成最後の年末、新年と

いう締めを迎えるに当たり、より一層気持ちを引き締めて取り組んでまいりたいというふうに

思っております。



また、東京オリンピック、パラリンピックの開催まであと２年を切り、オリンピック、パラ

リンピックムードも高まってきております。万博が開催されることが決定をいたしました。大

阪では５５年ぶり、２回目の開催となりますが、命輝く未来社会のデザインをテーマに、健康、

医療に関する技術貢献を目指して行われるということであります。全国への経済波及効果は、

２兆円規模に上るとの試算もあり、日本経済のけん引役として期待が高まっております。今後

の国の予算の動向にも注目してまいりたいと考えております。

１０月１８日から２２日までの５日間、イギリスのティーンエイジ・ヒストリークラブの皆

さんが、長和町を訪れました。今回の来町は、１０月２０日に、長野県立歴史館での周知、企

画展の一環として行われたイベントであります。石器づくりワークショップと国際交流子ども

サミットに参加するためであります。

このイベントには、長和町青少年黒耀石大使の高校生も参加しております。石器づくりワー

クショップでは、ティーンエイジ・ヒストリークラブの皆さんと、青少年黒耀石大使とが協力

して石器づくりの指導を行いました。

また、国際交流子どもサミットにおいては、青少年黒耀石大使は、ことし７月から８月にか

けて、イギリスを訪問した際に行いました黒耀石の石器づくりワークショップの指導や、テ

ィーンエイジ・ヒストリークラブとの交流などについての発表を、日本語と英語により行い、

ティーンエイジ・ヒストリークラブの皆さんは、日ごろのクラブの活動についての発表を行っ

ております。

このほか、「歴史遺産の未来を考える」をテーマとして意見交換会も行われ、歴史遺産を未

来に伝えていく上で、地域や国を超えて協力することの意義や、ともに活動することで育まれ

る信頼関係などについて、意見交換を行いました。

ティーンエイジ・ヒストリークラブの皆さんは、滞在期間中に、青少年黒耀石大使と一緒に

宿泊する機会もあり、それぞれの絆が一層深められたのではないかと感じているところでござ

います。

次に、このほど長年にわたり町政の発展に多大なる御貢献をいただきました方々につきまし

て、１１月４日に行われた町の総合文化祭において、功労者表彰を授与させていただきました。

今回の受賞者は、長年にわたり町の議会議員を務められた４名の方、同じく和田財産区管理

委員会を務められた３名の方、町の環境衛生推進に御尽力をいただいた方、町の副町長を務め

られた方の合わせて９名の方々であります。町政の発展と地方自治振興への功績に対しまして、

改めて深く敬意を表するものであります。まことにありがとうございました。

さて、「人が元気、町も元気、元気が出る町長和町」を行政運営のテーマとした私の４期目

のまちづくりも、１年を経過をいたしました。ここで、この１年間の事業実績を、私の公約で

あるネクストビジョンスリーとフォーと照らし合わせ、述べさせていただきます。

まず１つ目として、あすにつながる健全な財政運営でございますが、将来にわたり健全財政



を維持できるよう、決算剰余金を財政調整基金に積み立てました。

また、起債の借り入れに当たっては、地方交付税措置のある有利な起債の活用に努め、平成

２２年度より、起債対象となりました過疎債ソフト事業として、保育園バス運行事業、福祉医

療費給付事業、高等学校通学等補助事業などにかかわる借り入れを行い、財政負担の軽減を図

りました。

２つ目として、さらなる子育て日本一を目指すまちづくりでは、小学校、中学校の給食費の

無料化を本年４月から実施をさせていただいております。

また、高校へ通学する生徒の保護者の皆さんの通学費の負担を軽減するための施策でありま

す高校通学費補助につきましても、継続して実施をしております。

また、子育て支援センター専用の広場、遊具、あずまやの設置などの環境整備事業が完了し、

小さなお子様から保護者まで大変好評をいただいております。

若い世代の定住人口をふやすため、長和町土地開発公社が立岩地区に１７区画の宅地造成を

行い、既に９区画は契約が終了し、現在次々と住宅が建設されております。残り８区画につき

ましても、引き続き若い世代の皆さんを対象に販売を促進してまいります。

３つ目として、高齢者が元気なまちづくりにつきましては、認知症の方とその家族等への支

援として、認知症サポーター養成講座を定期的に開催し、約７００名の方にサポーターとして

地域での見守りに御協力をいただいています。

また、地域での介護予防活動を担う人材育成等を目的としたながわおたっしゃサポーター養

成研修を、平成２８年度より実施をしており、サポーターの皆さんの自主的な活動が始まって

おります。

介護予防につきましては、元気アップ教室などの各種教室やいきいきサロンは、御承知のと

おり広く地域に定着をしております。

以上のような施策を進めることで、高齢者が可能な限り住みなれた地域で自分らしい生活が

送れるための医療、介護、予防が連携した地域包括ケアシステムを推進しております。

次に、４つ目として、誰もが安心・安全に暮らすことができるまちづくりでございますが、

依田窪病院の医師確保につきましては、本年４月に長野県医学生就学資金を貸与、医師を配置

していただきました。今後も継続して配置をしていただけるよう、県に対して強く要望をして

まいります。

また、予測できない災害に備えるための対策として、自主防災組織の組織化を積極的に進め

ているほか、交通弱者対策として、公共交通審議会により、公共交通網について検討を重ねて

おり、今年度末には方向が示せるものと考えております。

５つ目として、地域の産業が元気になるまちづくりでは、遊休荒廃地解消、直売施設の整備、

飲料水生産工場の誘致、長和町振興公社や長門牧場など、地域や地域の産業が元気になるよう、

さまざまな支援に積極的に取り組んでいるところでございます。



地域おこし協力隊を初めとする、企業を目指す方への支援につきましては、この９月末に、

第１期生となる協力隊員が任期を終え、新しい会社を立ち上げ、町内へ定住をしていただきま

した。地域おこし協力隊の本来の目的での成功例となるよう頑張っていただくとともに、町と

して必要な支援は続けてまいりたいと考えております。

６つ目として、多彩な観光資源を生かしたまちづくりですが、日本遺産の申請につきまして

も、本年度、長和町を含む長野県８市町村及び山梨県６市の計１４市町が、星降る中部高地の

縄文世界として日本遺産に承認されたことは、皆様御承知のとおりでございます。

長和町の３万年という日本最古のブランド黒耀石が、大きく評価、注目されたといえます。

日本遺産関連事業の中心となる協議会であります甲信縄文文化発信・活性化協議会も設立され、

今後、本格的に事業が行われていくこととなります。

町といたしましても、県の助成を受け、独自の周知活動を推進してまいります。長和町が長

年取り組んでまいりました歴史遺産を生かしたまちづくりを、地域振興につなげる大きな機会

として取り組んでまいりたいと考えております。町の活性化や誘客を目指した各種イベントの

開催や、銀座ＮＡＧＡＮＯを活用した宣伝などにつきましても、積極的に推進しているところ

でございます。

また、町全体で、別荘地マスタープランの策定につきましては、１０月にコンサルタント会

社が決定をし、今後はアンケート調査を必要により行い、その結果を踏まえながら進めてまい

ります。

次に、７番目として、長和町の未来を託す子どもたちが輝くまちづくりでございますが、国

際交流につきましては、青少年海外派遣交流事業を実施し、長和町青少年黒耀石大使の高校生

８名が、イギリスのセットフォードへ行ってまいりました。

今回は石器づくりのワークショップのほか、町として初めてとなりますホームステイを実施

をしました。ホームステイにつきましては、イギリスの一般家庭の暮らしを直に体験すること

ができ、いずれの家庭においても、温かなもてなしを受け、大使の皆さんは数多くのことを得

たものと思います。

８番目として、新たな元気を創出するまちづくりでございますが、旧和田庁舎の関係では、

ことし４月に、老朽化した和田診療所及び和田歯科診療所が旧庁舎を改装した１階に移転をし、

診療を開始をいたしました。

また、現在、３階議場をコミュニティースペースにするよう改修をしております。旧和田中

学校につきましては、平成２９年８月に、旧和田中学校施設跡地利用検討委員会を立ち上げ、

検討をしていただいております。

これまでは、県内で廃校となった学校を活用している施設の視察や活用案をお持ちの方から

のヒアリングをしたほか、町民皆様を初め、町内外から広くアイデアを募ることとし、広報へ

の折り込みや、町のホームページで公募をしているところでございます。



空き家移住への対応につきましては、登録物件の調査を初め、空き家バンクの充実を引き続

き図っており、成約に至ったものでございます。

また、青原地籍に整備した田舎暮らし体験住宅につきましても、想定を上回る１２組、９５

名の方に利用をいただいたところであります。今後も引き続き、人口減少の歯どめにつながる

よう努めてまいります。

それでは次に、今議会に提案をさせていただきました専決処分１件、条例改正案２件、補正

予算案８件などにつきまして、順次説明をさせていただきます。

最初に、承認第８号 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）の承認

につきまして、御説明を申し上げます。

本補正予算につきましては、先般、１１月２０日の議会全員協議会で説明をさせていただい

たとおり、グループホーム和田の危険なブロック塀の撤去費用並びに黒耀石関係の日本遺産認

定のＰＲに関する事業が、県の元気づくり支援金の対象となりましたことから、関係事業費と

補助金について専決処分をしたものであります。

次に、条例にかかわる案件でありますが、まず議案第７８号 長和町介護保険条例の一部を

改正する条例の制定につきまして、御説明を申し上げます。

現条例には、低所得者保険料軽減後の金額を記載しておりますが、県より軽減前の金額も明

記するよう指示があり、両方の金額を明記するものであります。

次に、議案第７９号 長和町給水条例の一部を改正する条例の制定につきましては、こちら

も先般の議会全員協議会で説明を申し上げましたとおり、長和町上下水道審議会からの答申に

より、引き続き町民の皆様に安全な水を安定的に供給するため、現行の水道料金の改定をし、

平成３１年４月１日に、平均で１２．６％の水道料金の値上げをお願いするものに当たり、必

要な条例改正を行うものであります。

次に、補正予算関係の議案について、順次御説明を申し上げます。

最初に、議案第８０号 平成３０年度長和町一般会計補正予算（第４号）についての概略を

説明をさせていただきます。

歳出につきましては、まず総務費におきまして、長久保支所の施設修繕費、ケーブルテレビ

の著作権使用料等の補正予算を初め、民生費、衛生費、農林水産業費、商工費、土木費、教育

費、災害復旧費につきまして、事業進捗などに伴う補正を計上をさせていただいております。

次に、歳入につきましては、財産収入、繰入金、町債のほか、歳出の補正予算で計上させて

いただきました各事業の財源にかかわる補正が主なものとなっております。

以上、一般会計全体で７，６００万円の増額補正をお願いするものであり、補正後の予算総

額は６０億７，０００万円であります。

続きまして、議案第８１号 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）から、議案第８７号 平成３０年度長和町上水道事業会計補正予算（第２号）の



主な内容について、説明をさせていただきます。

国民健康保険介護保険特別会計補正予算につきましては、それぞれ実績に応じた補正予算が

主なものとなっております。

同和地区住宅新築資金等貸付特別会計につきましては、繰越金の増額補正であります。

特定環境保全公共下水道事業特別会計におきましては、企業会計への移行に伴うシステム改

修にかかわる補正予算が主なものであります。

簡易排水施設特別会計におきましては、簡易排水施設管理にかかわる補正予算が主なものと

なっております。

観光施設事業特別会計におきましては、別荘管理システムの改修にかかわる補正予算が主な

ものであります。

上水道事業会計におきましては、７月の台風被害による復旧費や、災害復旧用の備品購入に

かかわる補正予算が主なものであります。

次に、議案第８８号 指定管理者の指定についてであります。

平成３１年３月３１日までの指定管理期間が満了となります長和町特産物直売所和田塾ス

テーションの管理について、継続して和田宿ステーション観光農林業振興組合へお願いをした

という内容でございます。

最後に、議案第８９号 長和町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについてで

あります。

教育委員の任期は４年でありますが、この１２月２日に４年間の任期が満了となった１名の

教育委員について、その後任となる委員の任命につきまして、議会の同意をお願いするもので

あります。

以上、本定例会に提案させていただきました議案について、概要を説明させていただきまし

た。

詳細につきましては、御審議の際、それぞれ担当者より説明を申し上げますので、原案を御

承認賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。

○議長（田村孝浩君） 以上で、提案理由の説明が終わりました。

ただいま９時５８分です。１０時１０分まで休憩といたします。

休 憩 午前 ９時５８分

───────────────────────────────────

再 開 午前１０時１０分

○議長（田村孝浩君） 休憩前に続き、会議を開きます。

ここで、お諮りいたします。

ただいま上程された日程第６ 承認第８号 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）については、会議規則第２９条第３項の規定により、委員会付託を省略するこ



ととし、本日審議したいと存じますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 異議なしと認め、承認第８号は、本日、審議することに決定いたしま

した。

それでは、日程第６ 承認第８号 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）についてを議題とし、審議に付します。

担当課長の詳細説明を求めます。

金山企画財政課長。

○企画財政課長（金山睦夫君） それでは、６の１ページをお願いします。

一般会計補正予算（第３号）につきまして、専決処分させていただきましたので、地方自治

法管径規定により承認をお願いするものです。

２枚めくっていただきまして、規定の一般会計予算の総額に、歳入歳出それぞれ４００万円

を追加しまして、総額を５９億９，４００万円といたしまして、１０月１９日付で専決処分い

たしました。

次から内容になるわけですけれども、内容につきましては、グループホーム和田のブロック

塀がぐらついており、地域住民に危険が及ぶことが考えられましたので、早急に危険な部分の

撤去が必要があると判断したもので、撤去は既に終了しております。

さらに、黒耀石関係の日本遺産認定のＰＲに関する事業が、県の元気づくり支援金の重点事

業として採択され、５分の４の補助を受けられる見通しとなりました。この事業内容には、町

文化祭でのコンサート費用などが含まれておりましたので、これら２つの関係事業費と、補助

金の歳入の補正を専決処分させていただいたものです。

説明は以上です。

御承認をよろしくお願いいたします。

○議長（田村孝浩君） 説明が終わりました。本案に対する質疑を行います。質疑ございます

か。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、これより討論を行います。討論はございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わり、これより承認第８号を採決いたします。

承認第８号について承認することに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 御異議なしと認め、承認第８号は承認されました。

次に、日程第７ 議案第７８号 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

から、日程第８ 議案第７９号 長和町給水条例の一部を改正する条例の制定についてまでを



一括して議題といたします。

担当課長より、詳細説明を求めます。

小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） それでは、議案書の７の１ページをお願いいたします。

議案第７８号 長和町介護保険条例の一部を改正する条例の制定につきまして、議会の議決

をお願いするものでございます。

低所得被保険者の保険料軽減につきましては、条例には軽減、減額後の金額が記載されてお

りますが、県の指示によりまして、減額前と減額後、両方の金額を明記するものでございます。

内容につきましては、７の３ページの新旧対照表で説明をさせていただきます。

主な改正点ですが、第２条第１項第１号で、減額後の金額２万５２０円を減額前の額２万３，

９４０円とし、新たに第６項で、減額後の額２万５２０円を記載するものでございます。

なお、条例の施行日は交付の日でございます。

続きまして、議案書の８の１ページをお願いします。

議案第７９号 長和町給水条例の一部を改正する条例の制定につきまして、議会の議決をお

願いするものでございます。

来年４月の水道料金の改定に係る料金表の改定が主な内容でございます。

８の３ページ、新旧対照表のほうをごらんください。

従量制では、基本料金は口径に関係なく全て同額で定めておりましたが、新しい法では、口

径別に基本料金を設定したこと。それから２つ目として、超過料金として、使用量により１立

方メートル当たり１３５円から１６５円としていたものを、従量料金８立方メートルを超える

分は一律１立方当たり１５０円としたこと。それからもう一つ、定額制の料金を月額１，７１

５円から１，９６０円にしたことが主な内容でございます。

なお、条例の施行日は平成３１年４月１日でございます。

説明は以上です。

○議長（田村孝浩君） 以上で、議案の説明を終わります。

なお、本定例会に上程された議案第８９号 長和町教育委員会の委員の任命につき同意を求

めることについてを除く議案につきましては、全て委員会の付託を予定しておりますので、詳

細な質疑については、後刻、所属する担当委員にお尋ねしていただき、総括的、大綱的なもの

についての質疑をお願いいたします。

以降、同様にお願いをいたします。

質疑ございませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

次に、日程第９ 議案第８０号 平成３０年度長和町一般会計補正予算（第４号）について



を議案といたします。

担当課長の概要説明を求めます。

金山企画財政課長。

○企画財政課長（金山睦夫君） それでは、９ページをお願いいたします。

平成３０年度長和町一般会計補正予算（第４号）でございます。

めくっていただきまして、先ほど御承認いただきました一般会計補正予算（第３号）の歳入

歳出に、それぞれ７，６００万円を追加し、総額を６０億７，０００万円とするものです。

詳細は１１ページからとなりますが、歳出から主なものを関係歳入も含め説明させていただ

きますので、１５ページをお開きください。

総務費関係では、事業の進捗に伴う補正が主となっておりますけれども、１７ページの中段

下です。目８県議会議員選挙費では、来年４月７日に執行される県議会選挙に伴う今年度支出

費用につきまして、県からの委託金収入と合わせ補正いたしました。

次に、１９ページ中段からの民生費関係では、項１の社会福祉費関係で、各事業の利用者数

の増減や事業の進捗に伴う補正のほか、２１ページ中段となりますが、介護保険特別会計繰出

金２，２７０万円余りを補正いたしました。

その下、項３児童福祉費につきましても、事業進捗に伴う補正となっておりまして、全体に

わたりまして、関係する事業に関する国・県からの補助金等の収入につきましても補正いたし

ました。

衛生費関係では、２３ページ中段となります住宅用太陽光発電に係る補助金を、要望に基づ

いて増といたしました。

次に、農林水産業費関係といたしまして、２３ページ下段の中ほどになりますけれども、町

単独の米価下落対策補助金について、今年度は米価がほぼ昨年どおりとなったことから、全額

減額とし、２４ページの地場産業振興費では、都市農村交流事業に関し予定しておりました国

庫補助事業が採択に至らなかったことから、最低限の単独事業費を除いて４９５万円を減額し

ました。同時に歳入として見込んでおりました国庫補助金３１３万円も減額といたしました。

また、林業費においては、マツクイムシ防除関係事業の国庫補助金が決定したことによりま

して、補正増といたしました。

商工費、土木費については、ごらんのとおりです。

次に、消防費関係ですけれども、消防団の出動交付金の増額とＪアラート関係事業財源を、

緊急防災減債事業債としたものでございます。

２６ページからの教育費では、国の補助金と起債を財源としまして、長門、和田両小学校に

エアコンを設置する関係事業費を計上いたしました。

現在のところ、国の補正予算に伴う補助金の内示といったものをもらっているわけではあり

ませんので、今後の状況を注視してまいりたいと思います。



そのほか事業進捗に伴う支出の補正となっていますけれども、２６ページから２７ページに

ありますように、給食費無償化の財源について過疎債を充てることといたしました。

２８ページの災害復旧費では、７月から９月の台風等被害の復旧費を計上いたしております。

ちょっと戻りますけれども、歳入で１３ページ、中段の財産収入については、９月２０日の

全協で御説明いたしました古町、長久保の公有地売り払い収入で、１，７３３万円を補正いた

しました。

以上のような内容で補正をさせていただき、予備費基金繰り入れの減額で調整したものとな

っております。

詳細につきましては、両常任委員会審議において、各担当から御説明いたしますので、よろ

しくお願いいたします。

以上です。

○議長（田村孝浩君） 以上で議案の説明を終わります。

本案に対する質疑を行います。質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

次に、日程第１０ 議案第８１号 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）についてから、日程第１１ 議案第８２号 平成３０年度長和町介護保険

特別会計補正予算（第２号）についてを一括して議題といたします。

担当課長の概要説明を求めます。

藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） それでは、説明をさせていただきます。

議案書の１０ページ目をお開きいただきまして、１ページ目をお開きください。

議案第８１号 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、御説明をさせていただきます。

既定の歳入歳出に、それぞれ３，２１５万９，０００円を追加をさせていただきまして、歳

入歳出の総額を７億８，１００万１，０００円とするものでございます。

今回の主な補正内容は、今までの実績と今後の見込みを勘案させていただきまして、補正と

なっております。

それでは、まず歳入のほうということで、９ページ目をお開きください。

主な内容について、説明をさせていただきます。

款６項１目１保険給付費等交付金につきましては、保険給付費等の実績及び見込みによりま

して、交付金変更申請の結果、保険給付費等交付金については３，３００万円の増額、特別調

整交付金については、同じく申請の結果、２１６万円の増額となっております。

以下同様に、実績と繰越金額に基づく補正を行っております。



続きまして、１０ページの歳出でございます。

１０ページからの歳出について御説明をさせていただきます。

款２項１目１一般保険者療養給付費につきましては、給付費の実績及び今後の見込みを勘案

しまして、２，４００万円の増額とするもので、項１の療養費全体としましては、２，４４５

万円の増額となるものでございます。

以下、款２項２高額療養費から１２ページの、飛びますけど、款９項１目１一般被保険者保

険税還付金につきましても、実績と見込みを勘案しての補正となっております。

款項２、目１直診診療施設繰出金につきましては、依田窪病院におけます医療機器整備に対

する繰出金ということで、１６万円の増額補正となっております。

予備費につきましては、以上の歳入歳出により、総額調整を行っているものでございます。

続きまして、議案第８２号 介護保険特別会計補正予算（第２号）について説明をさせてい

ただきます。

議案書の１１ページの１ページ目をお開きください。

既定の歳入歳出に、それぞれ１億９，６４４万５，０００円を追加をさせていただきまして、

歳入歳出の総額を１０億２，２５６万３，０００円とするものでございます。

９ページ目をお開きください。

主なものについて御説明をさせていただきます。

今回の主な補正につきましては、実績と今後の見込みを勘案しての補正となっております。

歳入の款１項１目１第１号被保険者保険料につきましては、５７０万１，０００円の増額、

款３項１目１介護給付費負担金につきましては、実績と今後の見込みを勘案した結果、介護給

付費が増額になることから、介護給付費につきまして３，１５０万１，０００円の増額となっ

ております。

以下同様に、今後の事業の給付実績等を踏まえまして、増額となっております。

次に、款８繰入金、項２基金繰り入れにつきましては、この後歳出について御説明をさせて

いただきますが、歳入歳出の状況から、基金より３，０００万円の繰り入れを行い、対応する

ものでございます。

次に、１２ページの歳出でございますけど、主な補正につきましては、先ほどから申し上げ

てございますとおり、各種サービス等利用に伴う実績と今後の保険給付費が２万５，０００円

となっております。

１２ページの款２項１目１居宅介護サービス給付費から、これは飛びますけど、２０ページ

の款４地域支援事業、項２介護予防生活支援事業費につきましては、介護保険の要介護者への

介護サービスの給付費、要支援者、事業対象者への介護サービスの利用時の給付実績に伴いま

して、各保険給付費をそれぞれ補正するものでございます。

同じく２０ページの款６項１目２償還金につきましては、平成２９年度の介護給付費、地域



支援事業等の精算によりまして、国への償還金が生じたことによりまして、９８３万９，００

０円の増額となっております。

款８予備費につきましては、歳入歳出の補正に伴います総額調整のための補正となっており

ます。

以上でございます。

○議長（田村孝浩君） 以上で議案の説明を終わります。

本案に対する質疑を行います。質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

次に、日程第１２ 議案第８３号 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）についてを議題といたします。

担当課長の概要説明を求めます。

宮阪教育課長。

○教育課長（宮阪和幸君） それでは、同和地区住宅新築資金等貸付特別会計補正予算につい

て、説明のほうをさせていただきます。

議案書１２ページ、お願いいたします。

１ページをおめくりいただきまして、歳入歳出の補正ということであります。

既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ９万７，０００円を追加し、歳入歳出予算

の総額を、歳入歳出それぞれ５８０万５，０００円とするというものであります。

詳細につきましては、補正予算書の９ページをお願いいたします。

歳入につきましてですが、繰越金ということでありますが、繰越金、今回の補正で９万７，

０００円の増額をお願いしたいと思います。

これに伴いまして、１０ページの歳出ですが、繰越金の増額に伴いまして、予備費を９万７，

０００円増額をお願いしたいというものであります。

以上ですが、よろしくお願いいたします。

○議長（田村孝浩君） 以上で議案の説明を終わります。

本案に対する質疑を行います。質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

次に、日程第１３ 議案第８４号 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）についてから、日程第１４ 議案第８５号 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）についてを一括して議題といたします。

担当課長の概要説明を求めます。

長井建設水道課長。



○建設水道課長（長井 剛君） それでは、議案第８４号 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）につきまして、御説明を申し上げます。

議案書は１３ページからとなります。

１枚めくっていただきまして、１ページをごらんいただきたいと思います。

条文予算でございますが、第１条としまして、規定の歳入歳出予算の総額を、それぞれ４３

７万４，０００円を追加し、総額を４億７，８５７万２，０００円とするものでございます。

詳細につきましては、９ページ、１０ページをごらんをいただきたいと思います。

１０ページの歳出でございますが、目１公共下水道管理費の需用費で、し尿処理場分の電気

料と企業会計システムの改修委託業務の確定に伴う増額でございます。

電気料につきましては、精算時に一般会計のほうから補填をしていただくということでござ

います。

また、企業会計システムの改修業務につきましては、パソコンのＯＳの更新による増額でご

ざいまして、この財源には下水道事業債を充て、また電気料の増額分につきましては、予備費

のほうから充当をするものでございます。

以上でございます。

続きまして、議案第８５号 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、御説明を申し上げます。

議案書は１４ページからとなります。

この１枚まくっていただきまして、１ページのほうをごらんをいただきたいと思います。

条文予算でございますが、第１条としまして、規定の歳入歳出予算の総額が変更はございま

せん。

詳細につきましては、６ページ、７ページで御説明を申し上げますので、ごらんをいただき

たいと思います。

７ページでございますけども、歳出ですが、目１簡易排水施設管理費の役務費でございます。

法定検査の申請件数がよそより増加をしておるため、検査料として１５万円を増額し、この

増額分については、予備費のほうから充当するものでございます。

以上、説明を終わります。

○議長（田村孝浩君） 以上で議案の説明を終わります。

本案に対する質疑を行います。質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

次に、日程第１５ 議案第８６号 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）についてを議題といたします。

担当課長の概要説明を求めます。



龍野建設水道課専門幹。

○建設水道課専門幹（龍野正広君） それでは、議案第８６号 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）について説明させていただきます。

議案書の１５ページからとなります。

１ページをお開きください。

条文予算ですが、第１条としまして、規定の歳入歳出予算の総額を、それぞれ４万円の減額

をし、１億１，３２１万１，０００円とするものです。

詳細につきましては、９ページ、１０ページをごらんください。

まず、９ページの歳入では、一般会計への繰入金を４万円の減額し、続きまして１０ページ、

ごらんください。

歳出では、直営別荘地管理事業費、節１３委託料で別荘管理費システムの改修と、美し松別

荘地管理事業費の節１９負担金補助及び交付金で、美し松祭り補助金──これはふるさと納税

基金ですけども──４万円の減額をするものでございます。

説明は以上でございます。

○議長（田村孝浩君） 以上で議案の説明を終わります。

本案に対する質疑を行います。質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

次に、日程第１６ 議案第８７号 平成３０年度長和町上水道事業会計補正予算（第２号）

についてを議題といたします。

担当課長の概要説明を求めます。

○建設水道課長（長井 剛君） それでは、議案第８７号 平成３０年度長和町上水道事業会

計補正予算（第２号）につきまして、御説明を申し上げます。

議案書につきましては１６ページをごらんをいただきたいと思います。

１枚まくっていただきまして、１ページでございますが、条文予算といたしまして、第２条

の収益的支出の補正としまして、第１款水道事業費用の議決予算予定額に４３１万５，０００

円を追加し、２億８，５１１万２，０００円とするものでございます。

次に、第３条資本的支出の補正としまして、第１款資本的支出の議決予定額に６０万円を追

加し、１億１，３８１万１，０００円とするものでございます。

詳細につきましては、７ページ、８ページをお開きをいただきたいと思います。

上段の収益的支出でございますけれども、７月の台風による災害及び別荘から移行した水道

料の過年度損益修正損分の特別損失として、４３１万５，０００円を増額するものでございま

す。

そうした資本的支出につきましては、学者村水源の緊急時仮設電源として、大型発電機を購



入をしたいということで予定しております。

その購入費用２００万円の増額と、小茂ヶ谷水源地につきましては、民間の施設に水源地が

あったため、この買収に係る用地費としまして、６０万円を増額するものでございます。

なお、発電機の購入費用につきましては、工事請負費を減額しての対応ということでござい

ます。

以上説明を終わります。よろしくお願いをいたします。

○議長（田村孝浩君） 以上で議案の説明を終わります。

本案に対する質疑を行います。質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

次に、日程第１７ 議案第８８号 指定管理者の指定についてを議題といたします。

担当課長の概要説明を求めます。

金山企画財政課長。

○企画財政課長（金山睦夫君） それでは、議案書の１７ページをお願いいたします。

指定管理者の指定につきまして、地方自治法第２４４条の２関係規定により、議会の議決を

お願いするものでございます。

施設の名称が長和町特産物直場所、いわゆる和田宿ステーションでございます。指定管理者

の名称、和田宿ステーション観光農林業振興組合、代表者は組合長手島昭夫、主たる事務所の

所在地は長和町古町４２５７番地１でございます。

指定期間でございますが、現在、来年の３月３１日まで、同組合に指定管理をお願いしてお

りまして、引き続き平成３１年４月１日から平成３６年、西暦２０２４年の３月３１日までの

５年間、指定管理者をお願いしたいというものです。

以上でございます。

○議長（田村孝浩君） 以上で議案の説明を終わります。

本案に対する質疑を行います。質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑なしと認め、質疑を終結いたします。

次に、日程第１８ 議案第８９号 長和町教育委員会の委員の任命につき同意を求めること

については、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会への付託を省略し、本日審議し、

即決したいと思いますが、これに御異議ございませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 御異議なしと認め、日程第１８ 議案第８９号は、本日審議し、即決

することに決定をいたしました。

日程第１８ 議案第８９号 長和町教育委員会の委員の任命につき同意を求めることについ



てを議題とし、審議に付します。

担当課長の説明を求めます。

宮阪教育課長。

○教育課長（宮阪和幸君） それでは、議案第８９号 長和町教育委員会の委員の任命につき

同意を求めることについて、お願いいたします。

議案書の１８ページをお願いいたします。

次の者を長和町教育委員会の委員に任命したいから、地方教育行政の組織及び運営に関する

法律第４条第２項の規定により、議会の同意をお願いしたいというものであります。

お願いする方につきまして、氏名が小林節子さんでございます。生年月日及び住所につきま

しては、議案書に記載のとおりであります。

なお、任期につきましては、本日、２０１８年１２月３日から、２０２２年１２月２日の４

年間ということでお願いしたいと思います。

以上ですが、よろしくお願いいたします。

○議長（田村孝浩君） 以上で議案の説明を終わります。

本案については質疑、討論を省略し、採決をしたいと存じますが、これに御異議ございませ

んか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 御異議なしと認め、これより議案第８９号を採決いたします。

議案第８９号を原案のとおり同意することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議員８９号は、原案のとおり同意されました。

───────────────────────────────────

◎日程第１９ 陳情第１号 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

○議長（田村孝浩君） 次に、日程第１９ 陳情第１号 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を上程いたします。

陳情第１号は、委員会付託を予定しております。陳情案について不明な点がございましたら、

７日までに事務局へお申し出ください。

───────────────────────────────────

◎日程第２０ 委員会付託について

○議長（田村孝浩君） 次に、日程第２０ 委員会付託についてを議題といたします。

本定例会に提出されました議案第７８号から第７９号までの条例案２件、議案第８０号から

第８７号までの補正予算案８件、議案第８８号の指定管理者の指定に関する案１件、陳情１件

については、常任委員会付託表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に付託したいと存じます



が、御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 御異議なしと認め、別表のとおり常任委員会に付託することに決定を

いたしました。

各常任委員会は、本会期中に審査の上、結果報告願います。

次に、１２月７日に一般質問を予定しておりますが、開議時刻を午前９時からといたしたい

と存じますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 御異議なしと認め、一般質問につきましては、午前９時から開会した

いと存じます。

───────────────────────────────────

◎散会の宣告

○議長（田村孝浩君） 以上をもちまして、本日予定をいたしました会議は終了いたしました。

会議を閉じ、散会といたします。

御苦労さまでした。

───────────────────────────────────

散 会 午前１０時４５分
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開 議 午前 ９時００分

───────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（田村孝浩君） おはようございます。

長和町議会第４回定例会を再開いたします。

直ちに本日の会期を開きます。

───────────────────────────────────

◎日程第１ 一般質問

○議長（田村孝浩君） 日程第１ 一般質問を行います。

通告順により、本日５名の一般質問を行います。

２番、渡辺久人議員の一般質問を許します。

渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） おはようございます。議長の許可をいただきましたので、通告に従い、

本日は避難所運営と備蓄品の関係、長和町住民自治基本条例の関係、以上２点について質問を

してまいります。よろしくお願いします。

最初に、避難所運営と備蓄品の配備状況はということで、本年２０１８年の気象を振り返り

ますと、１月には関東甲信地方や東北地方など広い範囲で大雪、草津白根山の噴火、２月には

北陸・新潟地方で大雪、４月１１日には大分県中津市で土砂崩落、６月１８日発生の大阪府北

部地震、さらに６月末の台風７号や梅雨前線の影響により国的に広い範囲で発生した平成３０

年７月豪雨、この７月豪雨では死者２２４名、５万棟以上の住宅が被害に遭っております。

また、ことしの夏は連日の猛暑を受けて、気象庁では、一つの災害と認識していると伝えら

れました。９月６日に発生した北海道胆振地方中東部地震では、死者４１名、重軽傷者７４９

人、住宅被害１万棟、さらに道内全域で約２９５万戸が停電し、完全復電までには１月近くか

かっております。

ことし最後に上陸した台風２４号は、９月３０日夜半から１０月１日未明にかけ、長野県を

通過し、温帯低気圧に変わりました。

このように、日本列島はことし幾つもの自然災害に見舞われました。今やこのような現象は

異常気象ではなく、極端気象と呼ばれ、想定外ではなく、起こるべくして起こった災害と言わ

れております。

これら極端気象の背景には、地球温暖化がかかわっていると言われていますが、けさのＮＨ

Ｋのニュースを見ますと、いろいろデータを分析したところ、温暖化はかかわっているという

ようなデータが出たそうです。この異常気象、夏場の猛暑もそうであったし、西日本の豪雨も

６％の増加の雨量があったと伝えられています。

それで、ことし長和町では、長和町地域防災計画が改正され、また避難所運営マニュアルも



作成され、町のホームページで公表されるなど、防災・減災に対しての取り組みが積極的に行

われるところであります。

そこで、最初の質問です。長和町では、ことし何度か避難所が開設されておりますが、９月

３０日には町内４カ所で開設されましたが、各避難所の避難状況、運営状況、危機防災会議の

活動状況はどうだったのでしょうか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） おはようございます。ただいま渡辺議員の、ことしの災害のことに

ついてお話がございました。そのとおりでございまして、本年は日本各地で幾つも災害が起こ

りました。被災された皆様に、改めて心よりお悔やみ、お見舞いを申し上げますとともに、一

日も早い復興を願うものでございます。

それで、お話しございましたように、当町におきましても、７月１０日の大雨により入大門

地区の一部に避難勧告を発令し、９月３０日の台風２４号が接近した際には、全町に避難準備、

高齢者等避難開始を発令をいたしました。また、７月１５日には、和田地区におきまして１時

間に１００ミリ以上の降雨が観測されまして、記録的短時間大雨情報が発表をされ、同時に、

ダウンバーストによる突風が発生をしまして、一部の地域で停電する事態となりました。

近年の気象変化等により災害がいつ起こるかわからない中、長和町地区防災計画に沿って、

住民の皆様が安全・安心に生活していただけるよう、防災対策を実施してまいりたいと思って

おります。

以下、質問の詳細につきましては、担当課長より答弁をさせますので、よろしくお願いしま

す。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） ただいまの９月３０日の避難所開設についての御質問でございま

すが、この台風２４号は非常に大きな勢力を保ち、深夜に長野県へ接近いたしました。

町では、災害警戒本部を設置し、午後５時に避難準備、高齢者等避難開始を発令し、同時に、

大門支所、長久保支所、古町公民館と和田コミュニティセンターの４カ所を避難所として、各

避難所に職員２名ずつを配置し開設いたしました。

避難の状況でございますが、大門地区が２世帯２名、長久保地区が２世帯３名、古町地区が

３世帯４名、和田地区が３世帯４名、福祉避難所大門の家に１世帯２名ということで、合わせ

て１１世帯１５名の方が避難をされました。

また、地区防災の役員と連絡をとり、大門、長久保、古町の避難所では、役員の皆様に深夜

まで待機をいただき、警戒などを含めた御協力をいただきました。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 避難者の中には避難行動要支援者も含まれておりましたが、どのよう

な方を対象に避難を促したのか。また、何人の方の安否確認を行って、何人を避難所へ連れて



いったのか、誰が行ったのか。避難所閉鎖後はどうしたのか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 今回の台風は非常に強い台風でしたので、避難行動要支援者台帳

に登録のある６５０名の方のうち、特に不安の大きな高齢者世帯の方、ひとり暮らしの方も含

めた８５歳以上の方のみの世帯ということで、４６５名の方を対象に電話にて連絡をとり、３

０４名の方と連絡がつきました。また、３名の避難者につきましては、職員が送迎をいたしま

した。台風が通過し、安全であると判断した上で避難者の帰宅・送迎を行った後、避難所を順

次閉鎖いたしました。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） ただいまの答弁で、要支援者の対応を３０４人行ったと、電話連絡し

たということですが、電話連絡ということで大変効率も悪いでしょうし、マンパワーも不足だ

ったのではないでしょうか。

このようなときの対応として、普段、要支援者あるいは家族への説明は行っているのでしょ

うか。また、今後このようなときの対応をどのようにするのか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 避難行動要支援者につきましては、昨年の１１月に該当する６３

２名の方に対し、台帳への登録の届け出に関する書類をお送りして、提出のない方につきまし

ては、地区担当職員が訪問をし、説明を行いました。また、その後の新たな対象者につきまし

ては、随時説明をし、登録をしております。

今後の災害時の対応でございますが、災害の種類や規模により違いがありますが、おっしゃ

るとおり、役場の職員だけでは対応ができないと考えております。

つきましては、現在、町で推進をしております自主防災組織を各地区で設置いただき、共助

という観点から、地域の皆様で避難できる体制を構築できるよう推進をしてまいります。

対象者につきましては、災害の種類によっては自宅にいるほうが安全な場合もありますので、

その都度優先順位を決めて、周知できるような方策を今後検討していきたいと考えております。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 自主防災組織もなかなか進んでいないように見受けられます。この要

支援者名簿に記載されている支援者あるいは近所の方に安否確認などの支援をいただける確認

を普段の見守りのとき、訪問時のときに行っておく必要があると思いますが、御検討ください。

次の質問です。今回の避難所開設では、住民が実際に避難所で一夜を過ごしております。避

難準備が出されたタイミングは、夕食どきかと思われますが、食事の配慮はしなかったのか。

また、避難所での炊き出しについてどのようにお考えでしょうか。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 今回の避難所開設に当たりましては、台風が翌１０月１日の未明



には通過をしてしまうという見通しのもと、各避難所に非常食としてアルファ米、缶入りソフ

トパン、水を配備いたしました。炊き出しにつきましては、災害の規模により判断させていた

だきますが、規模の大きな災害や中長期的な避難が必要となった場合は、日赤奉仕団等の御協

力をいただきながら対応したいと考えております。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 今回の避難所では、緊急性もありませんでしたし、避難者は被災もし

ておりません。食事や炊き出しは行う必要はないと判断します。また、個人で全部する非常用

の備蓄品、持ち出し品には、３日分の食料なども挙げられています。

そこで、普段からカップラーメンや缶詰など、保存のきく食料を各家庭で準備しておくこと

を啓発する必要もあります。また、ほとんどの方は、恐らく食料を持って避難してくるとは限

りませんので、乾パンやインスタントみそ汁、スープなどのストックが必要となります。御検

討ください。

実際に被災し、避難所生活が長引く場合の食事は、備蓄食品や救援物資の食料などの炊き出

しで賄われます。不自由でストレスの多い避難生活の中では、食事は、栄養を補給するばかり

でなく、精神的な安らぎをもたらし、傷ついた心を癒す力を持ち得るもので、空腹を満たすと

ともに、栄養を補給するものです。

そんな中で、その地域に合った日ごろ食べなれた温かいものを提供するために、炊き出しの

マニュアルやメニューづくりに平常時から取り組む必要があると考えます。いざというときに

栄養があり、精神的ストレスを少しでも解消できる温かい食事を提供できるようにする必要が

あると思います。

次の質問です。１０月４日に行われた議会と長久保住民との懇談会で、家族の介護をなさっ

ている方から、早目の避難をするようにと告知放送されたが、その方の家族は歩行も困難であ

り、ベッドでなければ寝られない、このような人が避難して過ごせる避難所を用意してほしい。

さらに、依田窪福祉会の職員の方からも、和田の住民がデイサービスセンター和田への避難を

依頼したが断られたという同様の相談がありました。９月３０日の避難準備情報の際に、この

ような介護度の高い人の配慮は行ったのでしょうか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 先ほどの答弁にもありましたが、今回の避難準備、高齢者等避難

開始では、特に深夜で非常に強い台風ということでしたので、避難行動要支援者のうちのひと

り暮らしの方も含めた８５歳以上の方のみの世帯に対して、電話で避難の呼びかけを行い、体

の不自由な方などにつきましては、職員の送迎により対応をいたしました。

介護が必要な方などが避難する福祉避難所につきましては、病院、介護施設等ありますが、

社会福祉法人依田窪福祉会と１１月に災害時における要配慮者の緊急受け入れに関する協定を

締結したことによりまして、今後、災害が発生した場合には、要介護者等への支援がよりス



ムーズに行われるよう、関係者と密に連絡をとり、避難できる体制を構築してまいります。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 福祉避難所については、１１月に協定を結んだということで、９月の

３０日には間に合わなかったということで理解します。

ということで、１１月１日付の依田窪福祉会との協定はできましたが、これで終わったわけ

でなくて、スタートラインに立ったと判断します。

今後、福祉避難所の利用に当たって、さまざまなやるべき作業があると思いますが、どのよ

うなことをいつまでに作成するのか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 依田窪福祉会と先月、協定を締結いたしました。今後起き得る災

害に備えて、福祉避難所への避難に対し、できるだけ早く移送順位、移送方法、移送先や人員

の確保等について検討を進めてまいります。

また、指定している福祉避難所だけでは受け入れができないことを想定して、一般の避難所

を利用した福祉避難所の開設についても準備してまいりたいと考えております。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 先ほども申し上げましたが、締結はスタートラインです。まず、やる

ことということは、利用者のリストアップとか、福祉避難所の施設整備、物資・機材の確保、

医師や看護師等の医療関係者など支援人材の確保、福祉車両、救急車両、一般車両等の移送手

段の確保、さらに支援班の事前設備、運営体制の事前整備、訓練・研修等の実施など、事前対

策をまず進めなければなりません。そして災害時は福祉避難所の開設及び要支援者の受け入れ

となります。平成２８年４月に内閣府防災担当から、福祉避難所の確保・運営のガイドライン

が出されていますので、これを参照にして進めていただきたいと思います。

次の質問です。福祉避難所の一覧には、依田窪病院・老人福祉施設いこいもあります。これ

らの施設、依田窪医療福祉事務組合との災害応援協定はどうするのでしょうか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 依田窪医療福祉事務組合とは災害協定の締結に向けて協議を進め

ておりまして、現在、協定内容の確認を双方で行っているところでございます。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 先ほども申しましたが、提携の作業を迅速に進めていただくことを要

望いたします。

次の質問です。９月３０日の避難所の開設の際に、長久保老人センターに本部から毛布と非

常食が届けられましたが、長和町の備蓄品のストック状況をお伺いします。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 御質問の長和町の防災の備蓄品の関係でございますが、保存水、



５００ミリリットルのものですが、９６０本、アルファ米４００食、缶入りソフトパン２１６

食、毛布が１００枚、エアマット、これは敷布団になるものですが、６０枚、非常用のライト

１００個、折り畳みリヤカー４台、避難所の仕切り１２張りを一括して役場の庁舎で管理をし

ております。また、救急セット１箱、コードリール２個、ガソリン携行缶１個、投光器２基、

ハンドメガホン１個、マンホールトイレ１基、ランタン５台、カセットコンロ２台、カセット

ガス１５本、炊き出し缶セット２個、対流式ストーブ１台、使い捨てカイロ２５０個、ブルー

シート１０枚、簡易トイレ、これ使い捨てのものですが、１００個、以上を大門支所、長久保

支所、古町公民館、和田支所にそれぞれ配備をしております。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 今の答弁を聞きますと、広域避難施設全てに備蓄品があるとは限らな

いようです。今回開設された避難所のうち、和田コミュニティセンターには準備されていませ

ん。また、和田支所には若干の備蓄品はあるものの、現在１階は診療所や歯科となり、２階、

３階は改修中であります。構造的にも避難施設としては適さないと思います。依田川を渡らな

ければならないというリスクはあるものの、和田コミュニティセンターは、男女倉、唐沢、経

塚、細尾、大出地区の避難所でもありますし、和田地域全域を見ても、和田支所より避難所と

して適しているかと思います。また、和田コミュニティセンターには、社会福祉協議会所有の

毛布の備蓄があります。

そこで、この和田コミュニティセンター、さらに役場から遠距離にあります大門姫木地区の

広域避難施設であります姫木コミュニティセンターに備蓄品をストックしておく考えはないか、

お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 和田地区での避難所でございますが、今おっしゃられるように、

和田支所は現在、施設の改修等が行われております。昨年とことしの災害時にも、和田コミュ

ニティセンターを避難所として開設をしております。現在管理をしております社会福祉協議会

と協議をいたしまして、避難所の機能の充実を進めてまいりたいと考えております。

また、姫木コミュニティセンターに備蓄品のストックをしておく考えはとの御質問ですが、

指定避難所として指定をしております１２施設のうち、現在４施設に備蓄品を配備しておりま

す。

今後は地域のバランスなども考慮して配備を検討したいと考えております。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 特に遠隔地、こちらのほうは災害が起きた場合に後から持っていくと

いうのは非常に困難になる可能性もあると思いますので、特にこの遠隔地、孤立する可能性も

ありますので、早期の配備を要望いたします。

次に、備蓄品の管理についてお伺いします。



長久保老人福祉センターの備蓄品をチェックさせていただきましたが、期限切れの非常食が

ありました。また、発電機も買ってもらったんですが、これらのエンジン器具、備蓄品の管理

はどのように行っているのか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 御質問の非常食につきましてですが、現在、和田庁舎にて一括管

理をしております。期限切れの非常食につきましては、処分をしていきたいと考えております。

また、配備してあります発電機の管理の関係ですけれども、こちらは各施設の管理者に管理を

お願いしております。備蓄品につきましては、防災担当にて確認をしております。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 管理者のいる施設では、責任を持っていただく意味でも、台帳はない

んですけれども、その台帳を準備して管理をしていただいたらどうでしょうか。また、発電機

もあるんですけど、屋内にはあるんですよね、屋内に。ただ、そういったガソリンなどを扱う、

それは屋内にあっていいかどうかということ。

それと、定期的に発動機なんですんで、点検をしていただきたいと思う、エンジンをかけて

作動点検。それから、投光器がありますので、ちゃんと投光器に接続して電気がつくかどうか、

機能するかどうかと、そういう点検も行っていただきたいと思います。

次の質問です。２０１６年の熊本震災での被災地アンケートで、避難所で困ることの１番目

はトイレ、２番目は入浴、３番目は食事、４番目は洗濯の順番でした。私も被災地に派遣され

て４日間、現地にいたことがありますが、トイレで困った記憶があります。また、避難所など

ではプライバシーがなく、避難生活が長期に及ぶにつれ、ストレスや対人トラブルの原因とな

るだけでなく、人の管理もしにくくなります。

そこで、備蓄品に非常用のトイレ、間仕切りやベッド、テーブルにもなるダンボールは必須

と考えます。これらの必要性と配備等についてお伺いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 避難所におきますプライバシーの確保は、非常にこれは大きな問題

であるというふうに考えております。おっしゃるように、非常用のトイレ、多様な使い道のあ

るダンボールなどは、災害時の避難所においては必要なアイテムであると認識をしております。

ただ、備蓄品につきましては、先ほど説明をさせていただきましたように、十分ではありま

せんので、大規模災害に対応できるよう、毎年予算の範囲内で購入をしてまいりたいというふ

うに考えておりますので、またその節は御協力をお願いしたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 今、ダンボールですかね、仕切りと簡易トイレの関係です。役場庁舎

に若干の備蓄があるようで安心しましたけれども、実際、避難所運営訓練などを行って、それ

らの取り扱い、組み立ててみるとか、そういう必要もあるかと思います。



先日、地域の自主防災組織で避難所運営訓練を行いました。さまざまなシチュエーションが

飛び出してきまして、避難者を受け入れるシミュレーションができて大変有効だったと考えて

います。

避難所を開設する職員や避難所管理者、地区防災会議、自主防災組織では、これらの訓練を

実施することをお勧めします。

以上、避難所の関係、備蓄品の関係の質問を終わります。

続いて、長和町住民自治基本条例の取り組みと検証についての質問です。

住民自治基本条例は、住民自治に基づく自治体運営の基本原則を定めた条例で、自治体の憲

法とも言われているもので、地域課題への対応やまちづくりを誰がどんな役割を担い、どのよ

うな方法で決めていくのかを文章化したもので、自治体の仕組みの基本ルールを定めた条例で

あります。

長和町でも平成２８年１２月に策定され、翌年４月に施行されました。その目的は、住民、

行政、議会、協働でまちづくりに関する事項を定め、活力ある豊かな地域社会の実現を図ると

本条例の第１条で規定され、また３条では、他の条例や規則等を制定・改廃する場合には、こ

の条例の趣旨を尊重して、この条例との整合を図ることを規定し、本条例が長和町における最

高規範であることの位置づけを確保しています。

質問です。本条例が施行され１年７カ月が経過しました。本条例の見直しは、再来年２０２

０年中に行わなければなりませんが、今までの取り組み状況や検証した事項がありましたら、

お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 長和町では、本条例制定以前より住民の皆さんとの協働でまちづく

りに取り組んでおりますが、急激な人口減少や少子高齢化など、地域を取り巻く環境や社会情

勢が大きく変化をしており、このような現状を乗り越えるためには、改めて住民と行政、そし

て町議会が協働してまちづくりに取り組む必要があり、その指針となるような本条例を制定を

させていただきました。

第３条にあります条例の位置づけでは、他の条例やまちづくりに関連する計画策定に当たり、

本条例の趣旨を尊重することといたしております。形式的には住民自治基本条例制定の１年前

に、第２次長和町長期総合計画が策定しており、本条例の趣旨を反映させた計画は、現段階で

はないのが現状でございますが、先ほども申し上げましたとおり、長和町発足以来、基本姿勢

を明文化した条例と考えておりますので、その趣旨は十分生かされているというふうに考えて

おります。

また、第２０条に見直し規定がございますが、見直しが必須というものではなく、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ございます。

議員おっしゃるように、本条例は自治体運営の基本原則というべきものでございますので、



必要な見直しは慎重に判断をしていきたいというふうに考えております。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 答弁をいただきました。答弁の中で、見直しが必須というものではな

いという答弁をいただいたんですが、おっしゃるように、見直しは必ずしも行うものではあり

ませんが、見直しを行うためには、評価・検証をしなければできませんので、そういった意味

でお伺いしました。

次の質問です。今回、私なりに幾つか検証してみましたので、それに基づいて質問をさせて

いただきます。

まず、第５条の情報の提供と共有、第６条の個人情報の保護に関してです。

近年、少子高齢化や核家族化、家族や地域のつながりの希薄化等に伴い、高齢者や障害者等

の孤立や虐待、災害時の支援、巧妙な詐欺行為など、複雑かつ多様化する諸問題からいかに社

会的弱者を見守る体制を構築するのか、早急な対策実施が求められております。

これらの難しい課題解決の責任は、各市町村が担い、その解決には住民と自治体が協働して

情報を共有化し、知恵を出し合って体制を構築・運営をしなければ実現は不可能だと考えます。

一例を挙げますと、町民福祉課では、昨年、避難行動要支援者名簿を作成し、既に一部の関

係機関にこの情報を提供しております。一部と言ったのは、提供すべき箇所へ提供されていな

いという事実があるからです。町民福祉課ではちゃんと行っているのに、総務課ではいまだ行

っておりません。なぜ提供しないのか、その理由と、この５条、６条の情報の提供と共有、個

人情報の保護というものをどのように解釈しているのか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） この情報の提供と特に個人情報の保護の問題は、これからますます

難しい取り扱いになってこようというふうに思っております。

本条例の関係規定は、個人情報保護法の趣旨に沿ったものでございますので、個人情報取り

扱い事業者としての責務をしっかり守った上で、必要なときに必要な個人情報を活用できるよ

う進めてまいりたいというふうに考えております。

議員が例として挙げられました避難行動要支援者名簿の取り扱いにつきましては、課長より

答弁をさせていただきます。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 御質問のありました避難行動要支援者名簿の取り扱いにつきまし

ては、長和町災害時避難行動要支援者登録制度実施要綱に基づき管理をしております。

要綱第４条の２に、名簿の提出先について記載されております。町民福祉課から長和町民生

委員・児童委員、社会福祉協議会、上田警察署、依田窪南部消防署に御本人の同意を得られた

方の名簿を提供しております。

町民福祉課からの名簿の提出を受けて、総務課より消防団、自主防災組織に情報を提供する



ことになっております。消防団につきましては、総務課の事務局のほうで管理をしております。

自主防災組織には、設置の説明会の中で名簿の提供について説明をしておりますが、会長の変

更などもあり、名簿の取り扱いについて説明が行き届いていない場合がありますので、改めて

各会長への名簿の提供について通知をさせていただき、必要な自主防災組織には名簿の提供を

行います。

また、この要綱第９条には、秘密保持義務についての記載があり、１、名簿の提供を受けた

者は、知り得た情報を漏らしてはならないこと。２、支援以外の目的で名簿情報を使用しては

ならないこと。３、名簿を紛失しないよう適切に管理すること。４、後任の者に引き継ぐ場合

には、適切に引き継がなければならないこと。５、名簿を紛失した際の報告義務。６、新たな

名簿が提出された際は返却することなどが規定されております。

これらのことを踏まえ、また避難行動要支援者という性質上、個人情報の保護、その取り扱

いにつきましては、特に慎重に行わなくてはならないことも考慮した上で、名簿を有効に利用

していただくよう、自主防災組織の皆様の御理解をいただきながら進めていきたいと考えてお

ります。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 避難行動要支援者名簿に関して申し上げますと、提供されるのはあら

かじめ本人の同意を得ているものでありますし、緊急時は同意がなくても提供することと、災

害対策基本法ですね、こちらのほうに定められています。防災では、登録されている全ての名

簿は必要ありません。特に事務局で懸念されている、心配されている名簿、例えば（シスコロ

ジ）と、そういったものに関しては省いていただいても結構ですので、高齢者とか要支援者等

を対象にした名簿の提供をすべきと思っています。

次に、第７条の説明責任と第１０条の住民参加の推進に関してです。

７条では、事業の計画案、実施、評価に対し、その内容、必要性をわかりやすく住民に説明

する。１０条では、町の事業に対等に参画し、アイデア、意見要望を反映するとうたわれてい

ます。この条例に対し、どのような取り組みをして、どう評価されたか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 現在、住民の皆様に参画いただいている事業といたしましては、長

和町まち・ひと・しごと創生総合戦略が行われまして、事業の計画策定、それから事業の評価

への参画等さまざまな場面で御意見をいただいております。

事業評価以外にも、選出された住民の皆さんからアイデアをいただき、今後も施策に生かせ

るよう、ＰＤＣＡサイクルにより検討及び反映をさせております。

また、住民の皆様とともに、まちづくりや地域づくりに関連する計画や施策などを策定する

際は、住民の皆様の御意見、御提案が最重要であり、町議会の皆様とともに、その意見や提案

を実現していくことが必要だというふうに考えております。



それで、長和町住民自治基本条例制定に当たり、住民にどのような条例に触れてもらうのか。

また、条例の核となる協働について、いかに理解してもらえるかを目的に、ながわ協働創生塾

を開催をいたしました。これは長和町の消防団の皆さん、比較的若い皆さん、消防団ですから。

それから、信州・長和町地域おこし協力隊の皆さん、そして役場の職員の中から若い世代を集

めワークショップを行ったものであり、こういった取り組みが現在の長和町に最もふさわしい

協働の取り組みだというふうに感じております。

このような若い世代の皆様に加えて、現在、長和町で活躍している商工観光業や地場産業に

精通した方々にお声がけをし、「長和町の協働、未来を考える」といったテーマで勉強会や

ワークショップ等の開催を、現在実施している施策と絡めて検討していきたいというふうに考

えております。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） ７条については、町は情報を開示する責任、方針や考え方などに対し

て理解を得る責任、結果を説明する責任があります。

例えば、道の駅エリア活性化推進事業、和田中学校の旧校舎の活用について、これらの住民

への意見、アイデア募集が行われました。また、役場、和田支所の改修工事が行われています。

先ほどのながわ協働創生塾の成果などは公表されていません。大きな事業では、その策定過程、

実施結果の評価など、責任説明を果たすと同時に、行政の透明性を高める観点、住民参加を進

める観点からも、明確に交渉し、説明責任を果たしていただきたいと思います。

次に、８条、９条の区や自治会についてです。

８条では、住民や区や自治会を尊重し、加入して行動することが責務とうたわれています。

長和町では、区あるいは自治会を組織しない、または加入していない地区・住民もいると認識

しております。また、９条では、区や自治会の活性化について述べられていますが、町営住宅

などにあっては、地域コミュニティーへの参加が積極的になされていないと思われます。

町長は、このような状況に対して、どのようなお考えか。また、どのような対策をとられて

いくのか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 町が管理をしている町営住宅等では、入居する際に自治会の重要性

や積極的な参加等を御理解、また御承諾をいただいた上で入居をいただいておるところでござ

います。

町の単身者用アパートに居住する方等で、自治会や地域活動に参画しづらい方もいるかと思

われます。また、一部別荘地や何らかの理由により自治会に加入されていない方もございます。

加入を強制できるものではございませんので、町といたしましては、引き続き区や自治会の

重要性を御理解をいただき、区や自治会の活動に参加いただけるよう説明すると同時に、区や

自治会の活動がより魅力的なものになるよう一緒に考え、支援もしていきたいというふうに考



えております。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 現在の長和町においては、人口減少、少子高齢化等により、自治会に

よっては役員選出等も困難になってきております。自治会加入ばかりでなく、消防団加入など

は住民の自主的な意思に基づくもので、強制的ではありませんが、地域コミュニティーの参加

を通じて、助け合いの精神を育み、地域の活動に参加していただけるよう啓発していかなけれ

ばならないと私も考えております。

次に、第１０条では、住民参加のまちづくりのための制度として、町政懇談会、住民懇談会

があります。ここ久しく行われておりませんが、町政懇談会、住民懇談会を行う予定はありま

すか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 住民懇談会としましては、地方創生事業策定の経過説明と長和町住

民自治基本条例の策定に当たり、平成２７年度より古町、長久保、大門、和田の４地区を対象

とした住民懇談会が行われました。それ以前になりますと、合併後の平成１９年度というふう

になります。

したがいまして、今お話しございましたように、ここしばらく住民懇談会という形ではやっ

ておらないわけでございます。

合併後１３年が過ぎて、町の財政状況や人口減少問題など、町が抱える課題は以前よりも増

しております。本年７月に開催されました自治会長、区長会で住民懇談会等についての要望も

いただいておりますので、この２年間でいただいた皆様からの要望と先進地等で学んだ地域づ

くりを当町のまちづくりに生かすために、平成３１年度より「長和町の協働、また未来を考え

る」といったテーマでの勉強会やワークショップ、懇談会を開催していきたいというふうに考

えております。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 地域の皆さんも待っておりますので、ぜひ町長にも参加いただき、開

催をお願いするところであります。

次に、１１条、１２条、１４条では、１０条をさらに掘り下げて、住民が主体となり、住民

自治を町長に提案でき、町長は住民自治活動を推進し、住民と協働して実施できるように努め

るとなっております。

町長はこれらの条文、条項に対し、何か取り組みは行ったのでしょうか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 各区や自治会の皆様には、現在、各地域における自主防災組織の立

ち上げなどが住民活動として大きなものであるというふうに思います。また、その取り組みを

進めていただいております住民の皆様には、日ごろより大変感謝をしておるところでございま



す。

また、本条例をさらに推進するために、担当部署に山口県の山口市や山形県の川西町で行わ

れている先進的な住民自治活動を研究をさせました。両市町では、各自治会ごとに地域住民セ

ンターを設置をしまして、地域住民と行政で確定する地域づくり計画に基づいた地域活性化活

動を住民みずから行っております。当町に直ちに当てはまることができるかできないかと思い

ますが、生かせる部分がないか。先ほど申し上げました住民の皆さんとの懇談の材料として、

住民の皆さんとともに考えてまいりたいというふうに考えております。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 行政側から住民にアプローチしないと多分進展しないと思いますので、

この住民自治組織というものもあるんですが、そういったものについての立ち上げなどの考え

はありませんか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 新たな住民自治組織は、別荘定住者の皆さんによる組織づくりが考

えられると思いますが、これまで長い歴史の中で形づくられてきた現在の区や自治会が、渡辺

議員おっしゃる住民自治組織というものと考えております。もちろん、新しい組織を立ち上げ

たいということならば、支援は惜しみませんが、今後ますます現在の区や自治会が活発な取り

組みができるよう、住民の皆様とともに検討していきたいというふうに考えております。

また、住民の皆さんによる組織等の立ち上げについてでございますが、町では、地域コミュ

ニティー活動の推進に対して、熱意やアイデアを持つ住民の皆さんが、組織づくりを目的とし

た事業やみずからが実施するまちづくりに関する事業に対し、補助金を交付しております。平

成１９年度から平成３０年までの実績としては、８８事業が行われておりまして、今後も積極

的な利用を呼びかけてまいりたいというふうに、これは長和町の町民手づくり事業のことでご

ざいますが、実績として８８事業が行われておりますので、今後も町民の皆さんに積極的に利

用して呼びかけてまいりたいというふうに考えております。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 私の住民自治組織の考え方ですが、現在の自治会、町内会の再編成を

踏まえた、これらの自治会の集合体、それを集めてみるんですね、それから自治会の枠を超え

た組織などが考えられ、町民手づくり事業などもオープンにして、このような組織で協議し、

クオリティーの高いものにすべきかと考えています。

次に、第１８条ですが、協働等を推進するための住民集会を開催しますとなっています。こ

の住民集会というのは、具体的にどのようなもので、いつ行うのか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 先ほどの御質問でもお答えいたしましたが、「長和町の協働、そし

て未来を考える」、こういったテーマとした勉強会やワークショップ、懇談会等を開催してい



く中で、さらに住民集会として住民の皆さんの意見をお聞きする必要があると判断した場合は、

適宜開催をしていきたいというふうに考えております。

○議長（田村孝浩君） 渡辺久人議員。

○２番（渡辺久人君） 私、この条文をちょっと考察してみたんですけど、ここでいう住民集

会は、１０条の町政懇談会とは内容が異なるもので、この条例そのものの内容や運用を検証す

ることであり、２年後、仮称ですが、検証委員会編成につながるベースになるものではないか

というふうに理解しました。

最後に、条例施行後、町では、ハンドブックを作成し、全戸配布を行っていますが、地域の

皆さんへの認知度は低いように感じられます。この条例は単なる理念条例でなく、町民のまち

づくりへの参画に重点を置いた町民参加型条例と理解しています。そういった意味で、本条例

制定後、新たな取り組みは特に行われておらず、既に形骸化しているのではないでしょうか。

長和町住民基本条例は、長和町自治の最高規範であります。再来年の検証の前に、地域の皆さ

んへのさらなる周知と住民自治組織づくりなどアクションを起こしていただくこと、取り組み

状況の把握や内部検証を行っていただくことを要望しまして、私の本日の質問を終了させてい

ただきます。

○議長（田村孝浩君） 以上で、２番、渡辺久人議員の一般質問を終結いたします。

ここで１０時まで休憩といたします。

休 憩 午前 ９時４９分

───────────────────────────────────

再 開 午前１０時００分

○議長（田村孝浩君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

５番、宮沢清治議員の一般質問を許します。

宮沢清治議員。

○５番（宮沢清治君） 議長の許可を得ましたので、一般質問をさせていただきます。

私は、今回、体育施設の現状と将来像について、それから「更生保護」に対する町の考え方

について、以上２点伺ってまいります。

冒頭お断り申し上げますが、私、きょう喉を患っておりまして、お聞き苦しい点が多々ある

かと思いますが、御容赦願いたいと思います。

それでは、体育施設の現状と将来像について伺ってまいります。

町では、教育、福祉、道路などの社会インフラ整備など、住民のニーズやサービスの向上を

目指して、多くの公共施設が整備され、改修等を経て今日に至っております。

これらの公共施設の中には老朽した施設も見受けられ、大規模な修繕など維持管理にも財政

面で大きな問題を抱えております。今回は幾つかある公共施設の中で、体育施設に絞って質問

をさせていただきます。



体育施設は、町民の体位向上や健康増進に寄与しており、目的を同じくする町民の皆さんが

多数利用されております。

そこで、各施設が最大限活用できているのか、十分な質のサービスを提供できているのかな

どを検証し、既存施設の運用改善を図るとともに、利用者の仲間づくりの促進、安全なスポー

ツ環境を持続的に提供するために、どのような施設がどの程度必要になるのか。将来の人口動

向やスポーツの実施状況、スポーツ施設の利用状況等を踏まえた計画について、どのように考

えていらっしゃるのか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 体育施設の施設計画に関する御質問でございますが、現在、当町の

体育施設につきましては、長門地区には体育館が１カ所、柔剣道場が１カ所、グラウンドが大

門、長久保、古町の３カ所、テニスコートが古町に１カ所、室内ゲートボール場が大門、長久

保、古町の３カ所設置されております。

また、和田地区には体育館が１カ所、グラウンドが１カ所、それからゲートボール場が２カ

所、マレットゴルフ場が１カ所、パターゴルフ場は１カ所が設置をされております。

ほとんどの施設におきまして、長和町体育協会やながわスポーツクラブなどの社会体育活動

が行われており、町民の皆様の使用につきましては、施設使用料の減免、照明使用料の減額な

どを実施することにより、地域のコミュニティー活動の推進、また町民の皆さんの健康増進に

寄与しているものというふうに考えております。

また、老朽化している施設につきましては、計画的に改修などを行い、改修不能なほど老朽

化している施設につきましては、取り壊しを検討していく考えでございます。

取り壊しを検討する際は、施設を利用している団体などには他の施設を利用していただくよ

う説明をしていく予定でございます。そういった町民の皆さんの御理解をいただきながら、こ

ういったことはしていきたいというふうに思っております。

今後の体育施設のあり方につきましては、今後、策定予定の個別施設計画において検討を行

い、適正な施設運営ができるよう進めてまいりたいというふうに考えております。

○議長（田村孝浩君） 宮沢清治議員。

○５番（宮沢清治君） 公共施設等総合管理計画によると、利用者数の少ない施設や利用者に

隔たりがある施設、利用者数とコストのバランスがとれていない施設等は、優先的に見直しを

進めていくとあります、先ほどの町長の答弁でありましたように。

さて、コストについては、平成２７年現在、スポーツ・レクリエーション施設の維持管理費、

運営事業費、減価償却費のフルコストは４億６，８００万、一方収入は２億６，４００万であ

り、ネットコストは２億３００万とされております。

そこで伺いますが、最新のスポーツ・レクリエーション施設等のコストはどのように変化さ

れているのか、伺います。



○議長（田村孝浩君） 辰野教育長。

○教育長（辰野登志男君） 体育施設などのコストにかかわる御質問でございますけれども、

公共施設等総合管理計画は、平成２８年度に業者へ業務委託により策定したもので、その後の

コストについては改定されておりませんので、現在お示しできる数値はございませんけれども、

過去３年間の各体育施設の状況について、さきの答弁で申し上げました各体育施設の光熱水費

などの支出額を申し上げたいと思います。

光熱水費につきましては、平成２７年度が約８６１万円、平成２８年度が約７６０万円、そ

れから２９年度が約８１６万円となっております。

また、施設の管理委託料でございますけれども、２７年度が６６０万、２８年度が６８０万、

２９年度が約６４０万となっております。

施設の修繕費につきましては、平成２７年度が２００万、平成２８年度が２６０万、平成２

９年度が約１８０万となっております。これは通常の修繕ということでございます。大規模は

含まれておりません。

また、利用者数では、主な体育施設としまして、遊湯パーク体育施設につきましては、平成

２７年度が約９，８００人、平成２８年度が約１万人、２９年度が７，８００人となっており

ます。また、長門町民体育館は、平成２７年度から２９年度まで毎年約１万２，０００人の方

に利用をしていただいております。

町の体育施設につきましては、町民の皆様が利用しやすいよう利用料の免除、減免をしてお

ります。先ほどの御質問でも答弁させていただきましたが、地域のコミュニティー活動の推進、

町民の皆様の健康増進に寄与しているものというふうに考えているところでございます。

以上です。

○議長（田村孝浩君） 宮沢清治議員。

○５番（宮沢清治君） 施設ごとのネットコストはお示しいただかなかったわけですが、各施

設によって大きな差が生じていると思います。その中でちょっと気になっている施設について、

２つだけお伺いしてまいります。

まず、和田の遊湯パークにあるパターゴルフ場についてでありますが、私は現地を確認して

まいりました。コース内に張られたはずのマットが剥がれ、舗装面が露出し、グリーン上はめ

くれ上がっており、ボールをグリーンにはのせられない状況です。管理棟は施錠され、トイレ

も使えない等問題があり、実質閉鎖状態にあります。

このパターゴルフ場の今後については、平成２８年３月、一般会計予算審議の中で議員の仲

間が、パターゴルフ場は使うに耐えない状況であると思われるので、できれば目的を書いて改

修し、ほかの目的に使用したらどうか。年間利用者の利用状況は少ないと思われるので、検討

をお願いしたい旨の要望がありました。町側はこれに対し、パターゴルフ場の階段部分の修繕

を予定している。御意見は参考にして検討してみたいと言われました。とりあえず平成２８年



度については、パターゴルフ場として使用していきたいという御答弁でありました。

それから２年、特に変化もなく、今日の状況になっているように思われてなりません。こと

しの夏には、町外の親子が訪れたと聞いております。マレットゴルフのスティックは子供には

重くて扱えないため、パターゴルフをやりに来たということです。現状をお話ししたところ、

断念してお帰りになったとのようです。

このように、遊湯パークの敷地内にパターゴルフ場の案内板があり、それがある限り、それ

を見て立ち寄る人がいます。プレーができないのがわかっていて案内板があるのは、町外者に

大変失礼な話だろうと思います。

今後改修しないのであれば、案内板を隠す等方策をとられたほうがよいのではないかと思い

ます。また、ネット検索すると、長野県公式観光ウエブサイト、さわやか信州旅などで当パ

ターゴルフ場がＰＲされておりますが、使えないパターゴルフ場でございますので、偽りの情

報と言わざるを得ません。パターゴルフの人気は、私個人としては下降していると理解してお

りますが、このパターゴルフ、利用できない施設は、利用者数とコストのバランスがとれない

施設ではないかと思うんです。

今後このパターゴルフ場をどうするのかということについて、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 辰野教育長。

○教育長（辰野登志男君） パターゴルフ場の今後ということでございますけれども、平成５

年度に遊湯パーク一帯の整備事業を実施した際につくられたものでありまして、２５年が経過

しようとしており、老朽化が進んでおります、議員さんおっしゃるとおりでございまして。

近年行いました修繕につきましては、議員の御質問の中にもありましたパターゴルフ場の階

段部分の修繕を平成２８年度に行っております。平成２８年度以降もパターゴルフ場として使

用してまいりましたが、現在、パターゴルフ場は植栽などの景観環境には手入れを行っており

ますが、コース部分のマットが剥がれて、コンクリート部分がむき出しの状態となっていると

ころがございます。この修繕には多額の費用が必要と思われるといいますか、必要となります。

修繕がおくれております。利用者の皆様には大変御迷惑をおかけしている状況にあるわけでご

ざいます。

パターゴルフ場の今後についてでございますが、営業を一時休止させていただき、このこと

について各方面へ連絡することにより対応していきたいというふうに考えております。

また、パターゴルフ場の修繕については、ほかの施設として利用することが可能かどうかを

含め、今後、検討をしていきたいというふうに考えているところでございます。

以上です。

○議長（田村孝浩君） 宮沢清治議員。

○５番（宮沢清治君） 次に、マレットゴルフ場について伺ってまいりますが、マレットゴル

フは、他のスポーツと違って性差や年齢差の大きな影響を受けない特徴を持ったスポーツであ



り、愛好者は中高年の方が多数で、健康増進とコミュニティーの場となっております。

いつでも、どこでも、誰でもができるという理念のもと、人気スポーツとして成長・定着し

てまいりました。町内にもたくさんの愛好者がいらっしゃいます。これを踏まえて質問をさせ

ていただきます。

まず１つ目、マレットゴルフ場の年間利用者はいかほどか。また町外利用者と町内利用者の

比率はどうなっているか、お伺いします。

○議長（田村孝浩君） 宮阪教育課長。

○教育課長（宮阪和幸君） マレットゴルフ場の利用者に関する御質問でございますが、平成

３０年度の利用者数は１，１０２人となっております。町内利用者が９５６人、町外利用者が

１４６人となっておりますので、比率といたしましては、町内利用者が約８７％、町外利用者

が約１３％となっております。

○議長（田村孝浩君） 宮沢清治議員。

○５番（宮沢清治君） さて、過日、立科町にあります権現山運動公園のマレットゴルフ場で

プレーしている方にお話を伺ってまいりました。機会がありまして伺ってまいりました。

和田にあるマレットゴルフ場についてのどんな印象を持っているのかなというところでお尋

ねしたところ、コースは短くて狭い、１８ホールしかない、町外者は有料だから、一度行った

きりで、それ以降はプレーしていないという寂しい回答でございましたし、また、当和田のマ

レットゴルフ場でプレーしていた町内の方にもお話を伺うことができましたので、紹介いたし

ますが、同様な意見のほか、１８ホールしかないため、大きな大会ができる場所ではなく、

コース管理もよくない。普段は上田市方面で楽しんでいるということです。

このことは、町内のマレットゴルフ愛好者の一部の方も同意見であり、大会はほとんど上田

市方面のマレットゴルフ場に出かけているということであります。

これらのことは、公共施設の十分な質のサービスが提供できていないと思わざるを得ません。

私も一人のファンとして、地元にありながら大変寂しい思いであります。

今さら９ホール増設は財政面を考えると難しいとは思いますが、少し木の丈を短くするなど、

開放感のあるコースにするなど手を加え、サービスの向上を図り、利用者の増加に努めるべき

ではないかと思います。町民の健康づくりだけでなく、観光面も踏まえ、検討を望みます。

あわせて、これにより隣のふれあいの湯への誘客ができればいいのではないかと思います。

御見解を伺います。

○議長（田村孝浩君） 辰野教育長。

○教育長（辰野登志男君） マレットゴルフ場のサービス向上などについての御質問でござい

ますが、最初に、マレットゴルフ場のコースの管理についてでございます。

管理につきましては、コース整備のほか、コース周辺の環境整備等を含めましてシルバー人

材センターに委託をしているところでございます。



常に最善の状態で町民の皆様にプレーしていただけるようにとしておりますが、町民の皆様

の御意見に対しましては、可能な限り対応してまいりたいと考えているところでございます。

また、マレットゴルフ場の植栽の丈を短くして開放的な施設にするということにつきまして

は、今後、実施に向けて取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。

また、現在マレットゴルフ場につきましては、ふれあいの湯とのパック料金の設定がござい

ます。通常の利用料は１，０００円となっておりますけれども、割引料金の５００円で御利用

いただけるようになっており、温泉施設と連携して利用者の増加に向けた対策を講じていると

ころでございます。

今後もスポーツと観光とを結びつけ、スポーツ施設及び観光施設などの利用者の増加に向け

た対策を検討していきたいというふうに考えております。

以上です。

○議長（田村孝浩君） 宮沢清治議員。

○５番（宮沢清治君） 体育施設は、スポーツ愛好家だけでなく、地域住民の楽しみの場とし

て、また生涯学習の場として活用されております。

先ほど来の御答弁いただいたように、町内にはたくさんの施設があり、これら体育施設を最

大限に効率よく効果的に有効活用できれば、それに伴い、町を明るくし、健康やスポーツを発

展させる最善の場となります。

町では、今後策定予定の個別施設計画において検討を行い、適正な施設運営に努めるとの御

答弁をいただきましたが、あわせて、町民ニーズを的確に把握され、十分な質のサービスを提

供できるようお願いを申し上げて、次の質問に移ります。

２番目でありますが、「更生保護」に対する町の考え方について伺ってまいります。

犯してしまった罪を償い、社会の一員として立ち直ろうとするには、本人の強い意思や行政

機関の働きかけのみならず、彼らを見守り支える地域社会の温かい心が必要です。

長和町でも、さまざまな立場から立ち直る支援に協力する保護司や更生保護女性会など、更

生保護ボランティアが活動しております。再犯を防ぎ、犯罪や非行のない安全で安心な地域社

会を築くためには、保護司など更生保護ボランティアと行政と地域が一体となって適切に支援

をしていくことが必要で、一番身近な自治体である町としても、真剣に検討すべき課題だと考

えます。

そこで伺いますが、保護司などの更生ボランティアにどのような協働や支援を行っているの

か、伺ってまいります。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 更生保護司の御質問でございます。

宮沢議員にも更生保護司として大変御活躍をいただいておるわけでございまして、心から敬

意と感謝を申し上げるところでございます。



さて、保護司は、御承知のとおり、法務大臣からの委嘱を受けまして、社会奉仕の精神を持

って、罪を犯した人や非行にある人の円滑な社会復帰を助けるとともに、地域の犯罪や非行の

予防を図り、個人や公共の福祉に寄与することを使命とし、地域において安全・安心な社会づ

くりのための活動に取り組んでいただいております。身分上は、非常勤の国家公務員とされて

おりますが、実質的には民間のボランティアで、現在、長和町では６名の方が地域での更生保

護活動に取り組んでいただいております。

また、更生保護女性会は、一人一人が人として尊重される社会、誰もが心豊かに生きられる

社会を目標に、女性の持つ温かさや細やかさ、誰もが持っている善意の心を生かし、進んで更

生保護活動に協力するボランティア団体であり、現在、長和町では、長和町更生保護女性会に

３３名の方が所属をしていただいて、地域での更生保護活動に取り組んでいただいております。

更生保護ボランティアの皆様の活動に、犯罪や非行の減少傾向は見られるものの、依然とし

て高水準で推移し、犯罪や再非行が大きな社会問題となっている中で、犯罪や非行の抑止と罪

を犯した人への更生への場として大きな力となっており、更生保護ボランティアの皆様の活動

が安心・安全な社会づくりにつながっているというふうに認識をしております。

この場をおかりいたしまして、更生保護ボランティアの皆様に対し、敬意と感謝を申し上げ

させていただきます。

御質問の更生保護ボランティアへの支援等につきましては、担当課長より答弁をさせていた

だきます。

○議長（田村孝浩君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） それでは、私より更生保護ボランティアの支援等について答

弁をさせていただきます。

先ほどの町長の答弁にもありましたように、現在、長和町には６名の保護司と長和町更生保

護女性会に所属をしております３３名の方は、地域において更生保護の活動に取り組んでいら

っしゃいます。

現在、保護司等の事務局は社会福祉協議会で担っていただいておりまして、保護司等の皆様

の活動全般に御協力をさせていただいております。

活動の一つとしましては、社会福祉協議会、教育委員会が中心となって毎月実施している心

配ごと相談の相談員として御協力をいただいております。

そのほかにも、保護観察、犯罪、非行防止の啓発活動、更生保護施設への訪問、各種研修会

への参加等、さまざまな更生保護活動に御尽力をいただいているところでございます。

保護司、更生保護女性会の活動に対する支援につきましては、無報酬のボランティア活動と

いうことから、事務局であります社会福祉協議会及び長和町が所属をしております東御・小県

地区保護司会に対しまして、負担金という形で支援をさせていただいているところでございま

す。



以上です。

○議長（田村孝浩君） 宮沢清治議員。

○５番（宮沢清治君） 毎年７月を犯罪や非行のない地域を目指す社会を明るくする運動の取

り組みとして、強調月間、再犯防止啓発月間として、小学生・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をされていますが、その効果についてどのように町でお感じに

なっているのか、伺います。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 社会を明るくする運動の啓発活動の効果としての、ただいまの御質

問でございますが、社会を明るくする運動は、法務省が提唱している運動で、全ての国民が犯

罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場において力を

あわせ、犯罪のない地域社会を築こうとする全国的な運動でございまして、毎年、今お話しご

ざいましたように、７月を強調月間、再犯防止啓発月間としまして、街頭での広報やポスター

の掲示、それから新聞やテレビなどの広報活動等による啓発を行っております。

その中で法務省では、毎年、社会を明るくする運動の一環として、次世代を担う全国の小中

学生を対象に、作文コンテストを実施していただいております。これは社会を明るくする運動

の趣旨を踏まえ、日常の家庭生活、学校生活の中で体験したことをもとに、犯罪、非行のない

地域社会づくりや、犯罪、非行をした人の立ち直りについて考えたこと、感じたことなどを題

材に作文を募集し、優秀作には表彰状が贈られております。

ことしは、平成５年から実施して、ことしで２５回作文コンテストには、全国から３３万３，

７９６点、小学生が１４万１，６４４点、中学生が１９万２，１５２点の応募がございまして、

社会を明るくする運動に対する理解を深めてもらうことができたのではないかというふうに思

っております。

このような社会を明るくする運動として、作文コンテスト等さまざまな取り組みを続けるこ

とは、犯罪や非行のない、安全で安心な暮らしをかなえるために、今、何が求められているの

か、そして自分には何ができるのか、一部の人たちだけではなく、地域の全ての人たちがそれ

ぞれの立場で考える契機になる大変重要な活動であるというふうに思っております。

○議長（田村孝浩君） 宮沢清治議員。

○５番（宮沢清治君） 作文を読ませていただいておるんですけども、非常にすばらしい作文

内容がありますので、ぜひ町民の方にも読んでいただけるような、そういう広報活動も必要で

はないかななんて思います。

次に、平成２８年１２月に再犯防止等の推進に関する法律が成立し、施行されました。これ

によると、地方公共団体には、まず１つ目として、国との適切な役割分担を踏まえて、地域の

実情に応じた再犯防止施策を策定し、実施する責務があること。２つ目として、再犯防止推進

計画を定め、努力義務があることなどが定められております。保護司・保護司会は、かねてよ



り地域社会の一員として地域の安全・安心に貢献するという理念のもと、個々の保護観察対象

者への指導や支援にとどまらず、学校との連携や青少年健全育成活動への参画、地域住民から

の非行相談などに対応しております。

今回の法律では、保護司を初めとする更生保護ボランティアがそれぞれの地域において、地

道に積み重ねた活動を基礎として、国、地方公共団体、民間が一体となり、地域の安全や再犯

防止のために取り組んでいくことを明記しています。これを進めることは、更生保護も次世代

につなぐためにも極めて重要な取り組みであろうと思います。

現在、県において、今回の法に基づき、地域福祉の基本的な方向性を示し、市町村を初め、

さまざまな主体の取り組みを支援する施策に関する計画の策定を行っています。同時に、再犯

防止推進計画との一体的な計画として策定、計画されているようですが、平成３１年度からの

５カ年の計画が今後示されるようであります。先立って、この法律についての見解と考え方を

伺います。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 宮沢議員おっしゃるとおり、この再犯の防止等の推進に関する法律

は、平成２８年１２月１４日に交付、施行されております。

この法律のつくられた背景と目的は、我が国において検挙人員に占める再犯者の割合である、

いわゆる再犯者率が、これが上昇しておりまして、安全・安心して暮らせる社会を構築する上

で、犯罪や非行の繰り返しを防ぐ再犯防止が大きな課題となっております。

このような現状を踏まえて、国は、国民の理解と協力を得つつ、犯罪を犯した者等の円滑な

社会復帰を促進すること等により、再犯の防止等が犯罪対策において重要であることに鑑み、

再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め、国及び地方公共団体の責務を明らかにす

ることとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定めることにより、再犯の防

止等に関する施策、総合的かつ計画に推進し、もって、国民が犯罪による被害を受けることを

防止し、安全で安心して暮らせる社会の実現に寄与することを目的としておるわけでございま

す。

このような法律に基づき、国は再犯の防止等に関する施策の推進に関する計画、これを平成

２９年１２月に作成をしまして、県は、長野県再犯防止計画を地域福祉の基本的な方向性を示

す長野県地域福祉支援計画と一体的に策定を進めており、これが平成３１年３月に策定の予定

ということでございます。

これによりまして、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項が定められ、住民の理解と

協力を得ながら、国あるいは地方公共団体、そして関係機関等が総合的かつ計画的に各種施策

を推進することで、安全で安心して暮らせる社会の実現につながり、議員がおっしゃるとおり、

更生保護を次世代につなげていけるのではないかというふうに思っております。

また、町といたしましても、法律の趣旨を踏まえ策定された計画に基づきまして、保護司、



更生保護女性会等の皆様との連携、協力を密にしながら、安全で安心して暮らせる社会を実現

するため、犯罪を犯した者等の円滑な社会復帰の推進や再犯防止対策を推進していく必要があ

るというふうに考えておるところでございます。

○議長（田村孝浩君） 宮沢清治議員。

○５番（宮沢清治君） さきに述べましたように、犯罪や非行をした人の更生に向けた支援は、

保護司を初めとする多くの民間支援者に支えられております。

長和町では、６名の保護司がボランティアで取り組んでおりますが、その後継者探しで苦慮

しているのが現状です。全国的に見ても、年齢構成や平均年齢の推移から、高齢化の進展も顕

著であり、保護司のなり手不足が課題となっています。

長野県の平成３０年９月１日現在で定数１，０１５人のところ、現在９６２人でその充足率

は９４．８％となっています。このままでは保護司制度そのものが崩壊の危機にあるとも言わ

れております。地域における更生保護活動充実のため、手を携えていくのが行政の使命と強く

感じます。

現状では後継者探しは、個々の人脈に頼らざるを得ません。後継者探しの手段として、町で

候補者を推薦してもらうというような方法はできないのでありましょうか、ちょっと確認をい

たします。

あわせて、最近では、地方自治体による更生保護支援として、行政職員が保護司になってい

る保護区もあり、町でも検討できないかということです。なぜなら、行政職員であれば、自分

自身がこれまで職務で培ってきたさまざまな知識や能力を保護司活動に生かすとともに、保護

観察対象者が生活していく上で直面するさまざまな困りごと、例えば、生活保護、就労支援、

教育相談等について、町担当窓口に的確につなぐことができます。これが行政職保護司の強み

であり、保護司会と役場を結び、地域における再犯防止と更生保護のさらなる充実に貢献でき

るからであります。

以上、この２点について、お伺いをいたします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） ただいま宮沢議員、大変現実的な課題についてお話をいただき、こ

のことについて答弁をさせていただきます。

保護司の任期は２年でございます。新しく保護司になる場合の年齢は、委嘱予定日現在６５

歳以下で、再任の場合は委嘱予定日現在７６歳未満と、年齢制限等が定められておりまして、

また保護司の使命と役割を考えますと、保護司の候補者を探し、推薦することは非常に大変で

あり、議員の御指摘のとおり、現在保護司個々の人脈に頼っているというのが現状でございま

す。

候補者の推薦につきましては、保護司の皆様、更生保護女性会の代表者、保護司の事務局を

担っております社会福祉協議会等の関係者と行政が一堂に会して協議する機会を設けることで



対応ができればというふうに考えております。

次に、２点目の行政職員が保護司として活動できる行政職保護司についての件でございます

が、このことについて答弁をさせていただきます。

行政職員が保護司として活動する、いわゆる行政職保護司について、少し調べてみますと、

東京都で既にこの取り組みがされておりまして、今回、東京都の荒川区の取り組みを少し紹介

をさせていただきます。

荒川区の担当者によりますと、荒川区では、行政職保護司を平成２４年から実施をしており

まして、荒川区の保護司の定数、これは大きな区ですから定数が１１４名、これに対して、現

在９８名の保護司のうち７名が行政職の保護司として活動をしておるようでございます。

荒川区も当町と同じように、保護司のなり手が不足している問題を抱えており、それを解消

するための手段として、区役所職員に保護司になってもらってはどうかとの提案が区役所に寄

せられ、その提案に応える形で条例や規則、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例及

び規則、職務の業務許可に関する事務取扱規程を確認をし、問題がないことを確認した上で、

職員が自主的に行政保護司、いわゆる行政職の保護司として活動を行っているということでご

ざいます。そして、この行政職保護司の活動内容は、一般の保護司と同じでございますが、通

常業務に支障がないよう、通常勤務時間外に活動をされているということでございます。

しかし、通常勤務期間中に保護司活動を行う場合におきましては、規則に事前に申し出をす

ることで対応しているということでございます。そのため、人事異動などで、いわゆる職場が

変わっても、そのまま保護司活動を続けているということでございます。荒川区の担当者によ

りますと、職員が保護司活動をすることにより、保護司と役所の関係の部署との連携がスムー

ズになったということでございます。

当町において、荒川区のように保護司を行政職員が、いわゆる行政職の保護司として活動で

きるのか、現在の職員の個々の業務内容や業務量等を考えますと、また職員のみずからの意思

で保護司の使命と役割を理解した上でさまざまな奉仕活動を行わなければならないというふう

に考えますと、今すぐに行政職が保護司を担うことは非常に難しい問題であり、厳しいように

思われます。

しかしながら、保護司等が行う活動は、安心・安全な社会づくりに重要な活動であることか

ら、保護司等の皆さんが地域で活動がしやすいように、今以上に役場全体で保護司等の皆様と

の連携をとりながら御協力をさせていただきたいというふうに考えておりますので、よろしく

お願いをしたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 宮沢清治議員。

○５番（宮沢清治君） 今、御説明というか、御報告というか、答弁いただいたんですが、私

もやっぱり役所の関係部署との連携がスムーズにいくには、やはり行政職保護司というのが必

要かななんて思うんですよ。今すぐには大変難しい部分もあるようですが、将来的には、ぜひ



お一人なり、そういう役につけていただければ、この保護司活動、ボランティア活動でありま

すが、もう少し役所との連携もスムーズにもっともっと回るんではないか、安心で明るい社会

を築けるんではないかということから、強くお願いを申し上げて、私の質問は以上で終わりま

す。

○議長（田村孝浩君） 以上で、５番、宮沢清治議員の一般質問を終結いたします。

ここで１０時５５分まで休憩といたします。

休 憩 午前１０時４３分

───────────────────────────────────

再 開 午前１０時５５分

○議長（田村孝浩君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

１番、佐藤恵一議員の一般質問を許します。

佐藤恵一議員。

○１番（佐藤恵一君） 議長の許可を得ましたので、一般質問を行います。通告に従い、第１

の質問なんですが、長和町住民自治基本条例施行後の運用状況１８条（協働等を推進するため

の住民集会）について、本日同様の内容が渡辺議員の一般質問より行われました。答弁の内容

に、本日の私の質問事項に対する答弁及び要望が含まれておりましたので一般質問を一部を割

愛し、２番目の質問に移らさせていただきます。

通告の２の質問でございますが、図書館サービスをどのように向上させていくか及び子ども

の読書活動の推進に関する施策の推進状況について質問いたします。

公共の図書館は、地域に密着した図書館として地域住民に対する本の貸し出しや資料の提供

など直接的なサービスを行い、同時に地域の文化の拠点としての機能やゆったりとした空間を

持ち、地域コミュニティーの拠点として活用されている自治体の誇るべき顔としての図書館が

多い中ですが、長和町の図書館の役割はどう考え、どのように地域住民へのサービスを向上さ

せていくか、計画を質問いたします。合わせて平成２９年度図書館購入費が５０万円と他市町

村と比較して極端に低いのはなぜか、質問いたします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 図書館の役割及び住民サービス向上に関する御質問でございますが、

長和町長門図書館につきましては、長門小学校児童が学校だけの図書館に限らず、下校時の児

童館利用時でもできるだけ図書に親しんでもらいたいという目的で、ふれあい館の児童館の図

書室として整備されたものであり、さらにこの隣保館も併設されておるわけでございます。こ

のような児童館の図書室として整備されたものでありますが、いろいろな目的の方が利用でき

る施設内における図書室ということであるため、現在は町の図書館として位置づけられている

ものであるというふうに考えております。

このことから、長門図書館は、本来は児童館の図書室でありますが、図書館としての役割を



果たすべく施設であると考えております。住民の皆さん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て重要な役割を担っているもので

あるというふうに考えております。

また、地域住民の皆さんに対するサービスの向上ということにつきましては、多くの住民の

皆さんに図書館を利用していただくために、毎月、広報長和に図書館のページを設けさせてい

ただき、新着図書の案内やお勧めの図書などを紹介しております。今後は、さらに新規格や周

知啓発活動を推進をし、多くの皆さんに図書館に来館してもらえるようにしていきたいという

ふうに考えているところでございます。図書館入館の募集につきましては、担当課長より答弁

をさせていただきます。

○議長（田村孝浩君） 宮阪教育課長。

○教育課長（宮阪和幸君） それでは、図書購入費の御質問についてお答えいたします。

長門図書館の現在の蔵書数は、昨年度末で約１万７，５００冊ございます。また上田地域図

書館情報ネットワーク、通称エコールシステムへ加入しており、長門図書館を含めた総蔵書数

は昨年度末で約９２万３，０００冊に上っております。このネットワークを利用して相互借り

入れをすることが可能ですし、また上田地域管内図書館どこでも貸し出しと返却ができ、特に、

専用ポストを設け、返却は時間外でも可能となっております。

図書購入につきまして、長和町におきましては、さきに述べさせていただきましたエコール

システムの利用による対応や厳しい財政状況などを考慮いたしまして、毎年５０万円の予算内

で図書を購入しております。

また、エコールにかかる経費につきましては年間約２００万円の費用をかけており、直接、

図書を購入する経費ではありませんが、多くの方々に図書に触れる機会をふやすための経費で

ありますので、図書購入経費と同様の性質のものと考えております。

ほかの自治体では１００万円以上の図書を購入している自治体もありますが、施設規模など

から見ますと、単純に他の図書館と図書購入費の予算を比較するということは難しいと考えま

す。汚損本や情報が古いものなど貸し出しを見込めない不要図書を選定し、書籍処理を行いな

がら限られた予算の範囲内で新刊本を積極的に購入してまいりたいと考えております。

以上です。

○議長（田村孝浩君） 佐藤恵一議員。

○１番（佐藤恵一君） 長和町の図書館なんですが、児童館の図書室をわずか３０坪ぐらいの

ところを一般の図書館として割り込んでいるということ。非常に狭いということをよくわかっ

ていただければと思います。

また本の購入に関してなんですが、５０万円という限られた中で、長和町の東京の長和県人

会の方たちが本を寄附していただいてこの蔵書数になっているということも現実として認識し

てください。



平成２９年度資料によると、青木村人口４，４４１人、貸し出し冊数４万５，３６４冊、図

書購入費１５４万円、原村人口７，９６０人、貸し出し数６万８，７２６冊、図書購入費４９

９万円１，９１７円、長和町人口６，２２３人、貸し出し数９，３８５冊、図書購入費４９万

円９，９８７円です。貸し出し数、青木村、再度申し上げますが、４万５，３６４冊、原村、

６万８，７２６冊、長和町９，３８５冊、答弁いただきましたように、他の図書館と比較でき

る以前の貸し出し数の少なさです。

また、エコール、上田地域図書館情報ネットワークの利用も青木村が３，１２８冊に対して

長和町は２，０９４冊と上田地域の中で一番低い利用状況です。さらに、日ごろ図書館を利用

し、エコールシステムを利用して本を借りている方及び図書館担当課では御存じだと思います

が、エコール図書は人気のある図書はそれを蔵書している図書館のみで貸し出しとなっており、

長和町では借りることはできません。新刊雑誌もその図書館のみで閲覧となり、エコールシス

テムがあるからといって長和町の蔵書分や雑誌が少なくてよいという考えにはならないと思い

ます。貸し出し数の少なさやエコール利用数の少なさを考えれば、町民が何らかの理由で不便

さを感じ、図書館の利用をしていないと考えられます。その阻害要因を考え、担当課として利

用者の目線に立った改善策を打ち出し改善する必要があると考えますが、次年度の施策を御提

案ください。

○議長（田村孝浩君） 宮阪教育課長。

○教育課長（宮阪和幸君） まず長門図書館の貸し出し冊数につきましてですけど、議員のお

っしゃるとおり、周辺市町村と比較すると少ない状況になります。また長門図書館の過去５年

間の図書貸し出し状況を見てみますと、平成２５年度が９，９７０冊、平成２６年度が８，６

９８冊、平成２７年度が８，０７１冊、平成２８年度が１万６３０冊、平成２９年度が９，３

８５冊となっており、平成２８年度は１万冊を超える貸し出しがありましたが、それ以外は８，

０００冊代から９，０００冊代の貸し出し状況となっております。またエコールの貸し出し状

況につきましては、平成２５年度が２，１７３冊、平成２６年度が１，５６５冊、平成２７年

度が１，６０３冊、平成２８年度が２，２９４冊、平成２９年度が、先ほどおっしゃられたと

おり、２，０９４冊となっておりまして、エコールに加入しております長和町、上田市、東御

市、青木村、坂城町の中では利用状況が少ないという状況になっております。この貸し出し冊

数とエコールの利用者が長和町として多いのか、少ないのかはちょっと判断しかねるところで

はありますが、今後貸し出し冊数や利用者数をふやしていく取り組みは重要なことであると考

えております。

このためにまずは図書館へ足を運んでいただくための対応が必要であると考えます。図書館

へ来館される方がふえることにより、貸し出し冊数もふえ、さらに長門図書館でのエコールの

利用もふえていくのではないかと考えております。そのためには、まず長門図書館の存在を知

っていただくことが必要であると考えます。現在、町の広報誌で図書館のページを設けたりし



て住民の皆様に図書館関係の広報を行っておりますが、掲載内容などを再度検討して図書館の

存在や図書館に足を運んでいただけるようにしていきたいと考えております。

また長門図書館はふれあい館の中にあるため、公共交通機関を利用して来館していただくに

は不便な面があり、その点を改善することにより図書館の利用者がふえるのではないかと考え

ております。町の巡回バスのフリー乗降を利用して来館していただくことは可能であると思い

ますが、この点につきましては、公共交通関係者との調整が必要となってきますので、今後の

検討課題とさせていただきたいと考えております。

以上です。

○議長（田村孝浩君） 佐藤恵一議員。

○１番（佐藤恵一君） 交通の便の見直しの検討ありがとうございます。また、多いか、少な

いか判断しかねるとのことでございますが、エコールシステム内の地域における町の負担金２

００万円を考えれば、利用者数が少ないというのは問題と考える。町民の税金が有効に使われ

ていないと問題意識を持ち改善策を考えるのが、町民目線に立った行政担当者の役目だと思い

ます。

ふれあい館内にある長門図書館は、児童と一般が利用する大変手狭な施設となっています。

放課後、大変多くの児童が利用しているふれあい館の図書室は、児童図書館として児童図書、

絵本、紙芝居等に楽しく触れる機会をふやすべきであり、広い空間やじゅうたんなどでゆった

り本が読めるよう施設を充実させる必要があります。

また一般町民が利用する図書館としては閲覧スペースが狭いこと、手にとって本が読める蔵

書の充実が求められていることや各雑誌や新聞の閲覧できるスペースも町民の福祉充実につな

がると考えると、図書館の施設の拡張も必要だと考えます。さらには、都市部の学生と比較し

た場合、高校、大学などの受験を控えた学生が夏の間集中して勉強できる冷房の効いたスペー

スの提供機能は、図書館として近年特に必要となってきています。

長和町長期総合計画では、策定当初から図書館の充実が施策方針としてされています。新た

に図書館を建設する、または既存の公共施設の有効利用などにより、一般図書館の拡充を行う

ことは十分可能だと考えますが、現在の手狭の図書館をいつまでにどのように図書館の充実施

策方針に沿うよう課題解決されていくか、質問いたします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 長門図書館がありますふれあい館の施設につきましては、近年、児

童館及び放課後児童クラブとしての両立が急激に増加していることと、ほぼ毎日、講座や教室

などで施設が利用されておるわけでございます。加えて、図書室においては、完成当初の蔵書

数は約３，０００冊であったものが、現在は５倍以上の１万７，５００冊になっております。

これにつきましては、棚の配置や段数をふやすなどの工夫をすることにより対応してきており

ますが、ふれあい館内及び図書室自体が狭い感じを受けるのは否めないところでございます。



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をした場合、位置的な問題や管理費等

も考慮していく必要があるというふうに思われますので、慎重に進めていく必要がありますが、

このことにつきましては積極的に考えていく必要もあるわけでございます。

また長和町は、通勤、通学人口や経済圏駅が上田市、東御市など近隣市町村にわたることが

多く、買い物のついでにとか、仕事帰りや下校途中に上田地域図書館情報ネットワーク管内の

別の図書館を利用した方が都合がよいという場合も考えられます。

図書館運営につきましては、単に長和町という枠組みにとらわれるだけでなく、特に広域圏

内での図書館とも一丸となり、利用者のニーズを的確に把握し連携して利用しやすい体制整備

を構築していくことが重要であるというふうに認識をしております。

○議長（田村孝浩君） 佐藤恵一議員。

○１番（佐藤恵一君） 答弁いただきました内容について、２件質問いたします。

子供の読書スペースの確保など考えると、図書館の移転、拡張の緊要度はかなり高いと考え

ますが、新規増設の代替案として、図書館を町内にある、数ある既存の公共施設の有効利用と

して移転させる案については、どのようにお考えでしょうか。

②としまして、高齢者人口６５歳以上人口が４１％となる長和町において、車を利用した買

い物ついで、仕事帰りに他地域の図書館を利用するということについては、かえって不便さを

感じる方が多いと考えます。この点については、図書館担当課の住民ニーズの把握不足だと思

います。

平成２８年９月作成の第２次長和町長期総合計画６８ページに記載されているふれあい館内

に設置されている図書館は、本来、地域の情報拠点、生涯学習施設としての機能をしなければ

なりませんが、現状はこうした機能を果たしているとはいえない状況ですと２年前に既に問題

を認識しており、施策方針として生涯学習の拠点となる図書館の充実を検討しますと記載され

てあるにもかかわらず、図書館を地域文化の拠点、コミュニティーとしての拠点とする施策案

がいまだに提案されないのはなぜでしょか。御質問いたします。

○議長（田村孝浩君） 辰野教育長。

○教育長（辰野登志男君） 長門図書館の移転、拡張に関する御質問でございますが、現在の

長門図書館につきましては、さきの答弁でも申し上げましたが、手狭であるという認識を持っ

ております。

これにつきまして、まず最初に考えられることが図書館の拡張ということになると思います

が、これもさきの答弁で申し上げましたけれども、現状とし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から難しいというふうに考えているところでございます。

次に、施設の移転についてですが、合併や学校統合などにより、現在使用していない施設に

つきまして図書館機能を移すことができる施設があれば、移転費用などの検討が必要となりま



すけれども、施設の有効利用にもつながりますので、移転は可能であるというふうに考えてい

るところでございます。

次に、図書館の施策方針に関する御質問でございますが、議員のおっしゃるとおり、町の第

２次総合計画におきまして、推進施策の生涯学習の充実の中に図書館の整備、充実を掲げてお

ります。

そして、この施策に関する市政施策方針といたしまして、生涯学習の拠点となる図書館の充

実の検討、住民ニーズに応えるための図書館ネットワークの活用、学校と連携をして図書館を

利用する学習活動の促進、図書館の施設改修の検討、利用者の問い合わせに応じ図書の紹介や

検索を行うリファレンスサービスの充実がうたわれているところでございます。

この中で、図書館の施設面でのいずれかといたしましては、生涯学習の拠点となる施設とい

うことになっており、地域文化やコミュニティーとして、拠点としての図書館ということにな

っているところです。これについて、現時点で具体的な施策が実施できていない理由としまし

ては、これらの機能を付加させるためには、現在の長門図書館の拡張が必要となりますが、こ

れが難しいということ。また、地域文化やコミュニティーとしての施設に対するイメージが具

体化していないこと、さらに新たに施設整備を行うことについても、事業費とその事業に充て

る財源についての検討が現在進んでいないということでございます。

先ほどの答弁の中でも触れさせていただきましたが、既存施設の有効利用などにより図書館

の移転が可能となってきた場合においては、町民の皆様の地域文化やコミュニティーのための

施設としての整備について検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。

○議長（田村孝浩君） 佐藤恵一議員。

○１番（佐藤恵一君） 具体的にまだ検討が進んでいないということをお聞きしました。しか

しながら、ニーズがございますので、ぜひ検討のほう進んでいただければと思います。

地域文化、その拠点ということでございますが、やはりその拠点がないことにはやはり地域

文化も根づいていかないと思いますので、ぜひとも検討のほうお願いしたいと思います。

続きまして、子どもの読書活動推進計画ということについて質問させていただきます。

テレビやゲーム機など、子供の不独立や家庭での会話の減少の問題が顕著化しています。次

世代へ引き継ぐことについて、幼少から本に親しむ環境を整えることは大人の大切な役割だと

考えますが、町の現状や課題をどのように捉えているか、質問いたします。

近年、子供たちは年齢が上がっていくにつれて、１カ月に１冊も本を読まなかった人の割合

は、平成３０年４月、文部科学省の資料によると、小学生は５．５％、中学生は１５％、高校

生は５０．４％と附属率が高くなっていき、従来からの赤ちゃんからの読書活動推進の取り組

みだけでは１０代の子供たちを読書に向かわせる力が及ばなくなってきているといわれていま

す。

文部科学省の子どもの読書活動推進に関する法律第９条では、市町村は、子ども読書活動推



進計画を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進状況を踏まえ、当

該市町村における子どもの読書活動推進に関する施策について計画を策定するように努めなけ

ればならないと努力義務が課せられていますが、長和町の子どもの読書活動推進に関する施策

はどのように推進されているのでしょうか。御質問いたします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 子どもの読書活動推進に関する御質問でございます。

平成１３年に子ども読書活動の推進に関する法律が成立をいたしました。この法律は、子ど

もの読書活動の推進に対し、基本理念を定めるとともに国及び地方公共団体の責務などを明ら

かにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進をし、子

供の健やかな成長にすることを目的としております。

この法律に基づき、国は平成１４年に子ども読書活動の推進に関する基本的な計画を策定を

しております。以後、見直しが行われ、本年４月には第４次子ども読書活動の推進に関する基

本的な計画が策定をされております。

一方、長野県におきましても、平成１６年に長野県子ども読書活動推進計画を策定をし、平

成２７年には第３次長野県子ども読書活動推進計画を策定をしております。市町村につきまし

ては、佐藤議員おっしゃるとおり、子どもの読書活動の推進に関する法律第９条第２項に、市

町村は、子どもの読書活動推進基本計画を基本とするとともに、当該市町村における子どもの

読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に関する施策

の計画を策定するよう努めなければならないというふうにうたわれております。

長和町におきましては、現在のところ、子ども読書活動推進基本計画は策定しておりません

が、各学校などで読書を推進するための活動を行っております。

学校における主な活動内容といたしましては、年２回読書期間の実施、それから朝１５分間

の全校一斉読書の実施、それからボランティアの皆さんやＰＴＡお話委員会の皆さんによる読

み聞かせ、それから図書館だよりの発行、図書委員を中心としたパネルシアターや紙芝居など

の活動などを行っております。さらには、ノーメディアデーを設けてメディアや電子機器を利

用しようとせず読書を進めている、こういった状況でございます。また、児童館におきまして

は、ボランティアによる本の読み聞かせなども定期的に実施をしておるところでございます。

このような各学校及び児童館におきまして、読書の推進に係る活動を実施しておりますが、

子供のときから読書に親しむということは、子供たちが豊かな心を持ってたくましく成長して

いくための重要なことであると考えておりますので、町といたしまして、子どもの読書活動推

進基本計画の策定について今後検討をしてまいりたいというふうに考えております。

○議長（田村孝浩君） 佐藤恵一議員。

○１番（佐藤恵一君） 町及び小中学校が既に取り組んでいる法に関する施策は数多くありま

すが、赤ちゃんとお母さんへのブックファースト、絵本へのプレゼント事業など大変頼もしく



思っております。

第４次計画の冒頭に、子供の読書活動は言葉を学び、感性を磨き、表現力を高め、想像力を

豊かにするものとし、人生をより深く生きる力を身につけていく上で欠くことのできないもの

であり、社会全体で積極的にそのための環境設備を推進していくことは極めて重要であると記

載されています。

特に、第４次計画では、今回はみずから選択し内容を深めていく高校生の段階の附属率の問

題の対策に言及しており、幼少期からの家庭、学校、そして地域の図書館のかかわりの重要性

が記載されています。従前の赤ちゃんからの読書活動推進の次のレベルの取り組みが既に図書

館活動の盛んな地域、自治体ではスタートしていることを図書館担当課は認識していただけれ

ばと思います。

図書館の機能向上のため、新築、移転拡大の要望をまとめさせていただきますと、現在、児

童館の図書室に一般図書が離れしている状況を早急に解消し、児童館の図書室を整備し、本来

の児童図書館としての機能を充実させること、子供がゆったりとしたスペースで本や絵本や紙

芝居を楽しむ空間をつくることに賛成の家族は多いと思います。②としまして、一般の図書館

を移転拡充することにより、本やコミック、ＤＶＤ、ＣＤの増少充足により、本を手にとって

選ぶ楽しさを提供する機能を強化させること、買い出しのみならず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、囲碁とか将棋とかそういった趣味の雑誌を見てくつろいだり、

今話題の縄文文化のパネルが展示してあったり、その関連図書ぞろえ全国ナンバーワンと情報

発信ができるなど町民のコミュニティーの場、地域文化活動を継続的に担う町の礎をぜひとも

築いていただきたいことを要望いたします。

さらに、図書館は移住施策の上でも重要な役割を担います。図書館で調べ物をすることにな

れ親しんだ都心からの移住者は、その土地について調べるために図書館を利用します。東信地

区や八ヶ岳山麓周辺の市町村は知的宝庫ともいえる複数の立派な図書館があり、もちろん、今

一番住みたい村ランクインの青木村にもすばらしい図書館があります。住民がそこでゆったり

本を開いて人生を楽しんでいます。移住希望者がこれからの人生や子育てを考えるに当たり、

その光景は都心からの移住の決め手の一因となるのではないでしょうか。

町として、直売所建設など、今後巨額な財政負担を強いる投資計画あり、とても図書館どこ

ろではないとの意見も多々ありますが、図書館を活用した複合施設、地域の活性化施策に国の

補助金もたくさんあります。この一般質問を機に、図書館の論議が活発になり、住民が次世代

に誇りを持って引き継いでいける町の財産として図書館運営が確立されることを期待します。

図書館費５０万円など財政の中で削りやすく、例年片隅に追いやられる予算の部分ではありま

すが、サイレントマジョリティー、物言わぬ町民の気持ちも無視しないでいただければと思い

ます。

次の質問に移らせていただきます。



通告の３でございますが、避難準備情報等の判断基準、伝達方法及び伝達内容、自主防災組

織の設置が進まない理由と対応策について。この質問については、既に渡辺議員の防災につい

ての質問が行われておりますので、項目を絞り質問させていただきます。

ことしも台風及び記録的短期大雨による大雨注意警報、土砂災害警戒情報が発表されました。

地域防災体制の課題については、毎回一般質問に取り上げられる質問ではありますが、町民

の方からは継続して防災に対する不安や要望が寄せられるため、引き続き長和町の地域防災体

制づくりに終始していく必要があると考え、一般質問をさせていただきます。

前回の一般質問では、避難準備高齢者等避難開始、避難勧告、避難指示の判断基準の概略と

誰がどのように判断、決定するのか答弁いただきましたが、発表された情報とのギャップ、例

えば、避難勧告が出されたエリアだが、風、雨が全くおさまっていたりするなどのとき、町民

としてはどのような判断基準で発表されたかまで明示して情報を伝えていただくことで情報の

信頼性が確保できると思われますが、判断基準の明示は可能でしょうか。また、情報伝達はテ

レビ、有線放送等で行うとのことですが、停電、断線等を想定してインターネット、ホーム

ページ等のリアルタイムな情報提供も検討いただくことは可能でしょうか。御質問いたします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） ただいまの御質問にありましたように、ことしは７月１０日の大雨

警報、土砂災害警戒情報の発表により、入大門の一部に避難勧告を発令をいたしました。また

９月３０日の台風２４号では、全町に避難準備高齢者等避難開始を発令をいたしました。避難

勧告等の発令の基準につきましては、９月の定例会において、各議員の一般質問でも答弁をさ

せていただいておりますが、長和町避難情報の判断、伝達マニュアル及び長和町地域防災計画

をもとに発令をしております。当町におきましては、大雨や台風により、平成２７年度から４

年連続して避難勧告を発令する事態となっております。近年の気象変化等により、災害がいつ

起こるかわからない中、長和町地域防災計画に沿って住民の皆さんが安全安心に生活していた

だけるよう、防災対策を実施してまいります。

以下の質問の詳細につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 判断基準等につきましての御質問でございますが、避難勧告等に

つきましては、長和町避難情報の判断、伝達マニュアル及び長和町地域防災計画をもとに発令

をしております。

発令の基準といたしましては、降雨量や雨雲の動き、今後の雨量などの長野地方気象台が発

表する気象情報や役場職員や消防団が確認した現場の状況により、総合的に判断をしておりま

す。

次に、情報の伝達についての御質問でございますが、現在、防災行政無線、告知端末、町の

ホームページ、エリアメール、防災アプリ、ラジオ、それとＮＨＫで流れるＬＲ等を利用し、



情報の発信をしております。

また、避難勧告等を発令した場合は、危険区域に居住する皆様に電話等によりお知らせを行

っております。リアルタイムでの情報提供については、町ホームページ、文字放送等を利用し、

提供できる体制を構築したいと考えております。

また、災害時には災害対策本部を設置し、必要な人員の確保に努めておりますので、災害時

に不安を感じる方はお問い合わせをいただければ、情報の提供及び相談に対応させていただい

ております。

○議長（田村孝浩君） 佐藤恵一議員。

○１番（佐藤恵一君） 何かあったときには、まず長和町の役場の代表番号にかけなさいとい

うこと、わかりました。ただ災害の規模や相談が集中することにより、予期しない改正のふぐ

あいが生じる可能性もありますので、不測の事態にも応じられるような体制づくりも引き続き

検討願います。

避難行動用要支援者名簿を利用して要支援者を把握しているとのことですが、高齢要支援者

の場合、時の経過とともに介護度が上がる傾向があります。定期的な支援者名簿の見直しや関

係者との打ち合わせが必要だとは思いますが、要支援者の状況に即した情報把握はどのように

行う計画でしょうか。御質問いたします。

○議長（田村孝浩君） 藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 要支援者重宝の把握について答弁をさせていただきます。

現在、要支援者情報の把握につきましては、長和町災害時避難行動要支援者登録制度実施要

項に基づいて、避難行動要支援者として把握を行っています。

実施要項に基づく避難行動要支援者とは、町内に居住する要配慮者、例えばですけど、６５

歳以上の独居、高齢者のみの世帯、要介護者、３障害の手帳所持者等なんですけど、このうち

災害時にみずから避難することが困難な在宅生活者であって、円滑かつ迅速な避難の確保を図

るために、特に支援を要するもの、者ですけど、この方たち、例えばですけど、８５歳以上の

独居、高齢者のみの世帯、要介護者、身体障害者手帳３級以上所持者のうち、支援を受けるた

めに必要な個人情報を提供することに同意した方が災害時避難行動要支援者として登録をして

いただいております。

議員がおっしゃるとおり、避難行動要支援者は日々変わりますので、新たに避難行動要支援

者に該当した場合は各種手帳の交付時や職員が直接自宅を訪問して制度の説明を行い、避難行

動要支援者名簿への登録をお願いをしているところでございます。

毎月定期的に避難行動要支援者名簿の更新と、年１回１２月に実施要項第４条に基づきまして

自主防災組織、消防団へは総務課より、警察署、消防署、民生児童院、社会福祉協議会は町民

福祉課より情報提供をさせていただいております。また、自主防災組織におきましては、提供

させていただいた名簿等により、これより災害時に備えて避難行動要支援者の避難時の支援方



法の検討や避難訓練等の実施をしていただくことによりまして、誰もが安心安全に暮らせるこ

とができるまちづくりの実現につながるものと考えております。

以上です。

○議長（田村孝浩君） 佐藤恵一議員。

○１番（佐藤恵一君） そうしますと、渡辺議員のほうから質問と答弁があったように、情報

提供についてはまだまだ検討の余地がありということを認識しております。

あと災害の規模、あといわゆる災害の種類といいますか、地震とかあと大雨とはまた違うと

は思うんですが、現在のところ、役場においていろいろな支援者に対する対応をしているとい

うことを朝の答弁で聞いております。渡辺議員のときも答弁で聞いております。役場のほうか

ら迎えに行ったりとかそういったことをして、手厚く今は行っているということなんですが、

ここで災害の種類としまして、大規模な災害を想定しますと、行政側では避難行動要支援者Ａ

という人物は把握している。例えば、避難時の避難行動要支援者Ａが介護度が上がっていて車

椅子が必要だとか、避難時、複数人のサポートが必要だとかという、一旦、登録したんですけ

ど、その後リアルタイムな情報までは把握できていないということが想定されます。そうする

と、災害時はリストに基づいて、日々、普段、避難行動要支援者の避難時の支援方法の検討や

避難訓練を実施している自主防災組織が避難支援を行う等の考えでよろしいでしょうか。御質

問いたします。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） ただいまの御質問でございますが、災害が発生した直後は、あく

までも直後の話でございますけれども、行政等の防災機関による対応が困難なこともありまし

て、地域の支え合いによる支援が発揮できるよう提供させていただいた名簿等によりまして災

害時に備えて、避難行動要支援者の避難時の支援方法の検討や避難訓練等を実施していただき

たいと考えております。町といたしましても自主防災組織への支援、設置の支援ですとか、避

難行動要支援者の支援方法、避難訓練等につきましては積極的に協力をさせていただきたいと

考えております。

○議長（田村孝浩君） 佐藤恵一議員。

○１番（佐藤恵一君） またこれも重複質問になってきますが、前回の一般質問の答弁にあり

ました病院、介護施設の受け入れについて、関係機関との締結状況について、もう一回確認し

たいと思います。

必要な介護支援等、例えば、避難時、畳でなくベッド使用が必要など要支援者の個別状況、

重篤度により、受け入れ施設、場所を個々に希望した内容に沿って受け入れが円滑に進むのか。

また、付き添いの家族の避難も可能なのかなど、早急に締結を済ませ想定される事項について

検討すべきだと考えますが、施設等の締結状況を、再度、質問いたします。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。



○総務課長（小林文江君） 要支援者等の避難についての提供についてでございますが、社会

福祉法人依田窪福祉会とは１１月に受け入れに関する協定を締結をさせていただきました。

今後起き得る災害に備え、福祉避難所への避難に関して移送の順位、移送方法、移送先、ま

た人員の確保等について検討を進めてまいります。また、依田窪医療福祉事務組合とは災害協

定の締結に向け協議を進めておりまして、現在、協定内容の確認を相互で行っているところで

ございます。大規模災害が発生した場合には指定している福祉避難所だけでは受け入れができ

ないことを想定して、一般の避難所を利用した福祉避難所の開設についても仮設ベッド等の備

品を含め準備をしてまいりたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 佐藤恵一議員。

○１番（佐藤恵一君） 話をまとめますと、大規模災害の場合は、一般避難所への自助、共助

によりまず避難をし、その上で協定を結んだ施設への移送が行われるとの考えでよろしいでし

ょうか。

また、大雨等の災害など局地的な災害の場合は避難に関して役場へ相談することが可能との

認識でよろしいでしょうか。御質問いたします。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 大規模災害に限らず災害の発生直後、直後の話ですけれども、こ

のときは行政で避難や安否確認を行うことはまず困難であるというふうに考えております。基

本的には、自助、共助により一時避難所まで避難をしていただき、その後の対応が必要な方に

は個々に医療機関や福祉施設に移っていただくような対応をしたいと考えております。

なお、行政に御相談いただくことは何ら問題がありませんので、いつでも御相談いただきた

いと思います。

○議長（田村孝浩君） 佐藤恵一議員。

○１番（佐藤恵一君） 不安なこととか、不安な相談したいことがあったら、まず役場に電話

をするということで認識しました。

先日、私の住む自治会にて自主防災組織の設置に関する説明を受けました。私の住む自治会

でも自主防災組織を立ち上げるよということで係の方が夜来ていただいて、非常に丁寧に説明

していただき本当に感謝しております。

長和町は地域的に広域にわたり、地域ごとの状況が異なることから、実際の災害時には自主

防災組織の果たす役割は大きいと感じました。

前回の一般質問の答弁にありました自主防災組織の設置が余り進まないとのことでしたが、

自治会長、区長はもとより、町民に対して必要性が十分に伝わっているのでしょうか。

また、組織設置のためにもう一歩踏み込んで、各自治会ごとに設置に関して障壁となってい

ることについて、会合や訪問等により相談に乗ることも必要だと考えます。

今後、自主防災組織の設置数が増加するための具体的な行動計画があるか、御質問いたしま



す。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 自主防災組織の設置についての御質問でございますが、これは９月

の定例会において、やはり各議員の一般質問でも答弁いたしましたが、昨年度開催した防災講

演会でのアンケート結果によりますと、全体の約２６％の人が、「すぐにでも立ち上げるべき

だと思う」。そして約６３％の人が、「区で相談する必要があるが、前向きに検討すべきだと

思う」というような結果でございます。自主防災組織の必要性については、おおむね御理解を

いただいておるというふうに思っております。それでも、なかなか組織化が進まない理由は、

あくまでもこれ推測でございますが、大きく２つの理由によるものではないかというふうに思

います。

１つ目としては、確かに、いろんな災害があるわけでございますけれども、長和町では災害

の数はそれぞれあるんですけれども、本当に大きな災害が余りない町であると。今でもそうで

あったように、今までもそうであったように、めったなことはないだろうという住民の安心感

というか、そんな思いによるものではないのかなと。

それで２つ目は、組織の課題としては、リーダーも含めて高齢化が進んできていることや、

区長等が一、二年で交代となる、リーダーの育成が難しいことなどが上げられているのではな

いかというふうに思います。

このようなことから、１月には各自治会や区の役員の改選等があるかと思いますので、自主

防災の必要性を感じていただけるよう、担当が積極的に自治会役に出向き、説明をしていきた

いというふうに考えております。

○議長（田村孝浩君） 佐藤恵一議員。

○１番（佐藤恵一君） 自主防災組織は、自助、共助、公助のうちの共助の中で果たす役割の

重要性が大きいと思われます。

高齢化率４１％、逆に考えれば、６５歳以上の方が勤めに出なくて、地元に結構いらっしゃ

るというこの時代におきまして、やはりその方たちの力というものが非常に大きなものになる

と思われますので、ぜひこの機に自主防災組織をつくって、いろいろなことに、いろいろな訓

練とかを行っていただければと思います。

実際に自主防災組織で行われた訓練により、全体で共有できる問題点、課題を行政としてそ

の都度集約し、各自治体に、各自主防災組織との情報共有により組織の円滑化を支援していた

だければと思います。

また、自主防災組織と総務課とのつながりのほかに、各地区にある地区担当者、支所担当者

とも防災について普段からコミュニケーションをとることも各地区の組織支援となると思いま

す。

これを機に、一時避難所となるであろう支所担当者とも同時に会合に出席いただくことを検



討いただければと思います。

以上で、私の質問を終わります。

○議長（田村孝浩君） 以上で、１番、佐藤恵一議員の一般質問を終結いたします。

ここで、午後１時まで昼食のため休憩といたします。

休 憩 午前１１時４８分

───────────────────────────────────

再 開 午後 １時００分

○議長（田村孝浩君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

４番、森田公明議員の一般質問を許します。

森田公明議員。

○４番（森田公明君） 議長の許しを得ましたので、これより一般質問をさせていただきます。

今回は、現在町で計画されているマルメロの駅ながとの再整備について、今後の町の活性化

に寄与するものとするため、現在の進捗状況と今後のあり方について、町の考え方や方針を確

認していきたいと考えております。

現在、町ではマルメロの駅ながとの整備と農畜産物直売所の拡大及び商業施設の設置を含め

た道の駅エリア活性化推進事業が進められております。これは羽田町長の４期目の公約の一つ

であり、今後の町の農業と観光、商業に関する町の一大事業であります。しかし、現在の厳し

い経済情勢や買い物動向の変化から、その経営の先行きに対する懸念が少なからず町民から出

されていることも事実であります。このことを受けて、この事業の内容や進捗状況について、

順次質問をしていきます。

まず初めに、この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を伺い、その目

指すものについて明らかにしたいと考えていました。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） ことし５月に、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、現在、この基本計画に基づいて事業を進めているところでございます。

基本計画の中で、この事業の目的として、「地元農畜産物を初め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るとともに、あわ

せて農業振興にする施策を実施することにより、農業生産の拡大、農業所得の向上、地域活性

化を目指します。また、このエリアを一体的に整備することにより、滞在型の道の駅の構築に

より、集客力の向上、都市農村交流の促進、町の情報発信、新たな産業の振興及び商工業の発

展を目的とします」というふうにしております。この目的を達成することにより、町の長期総

合計画にあります基本理念、地域の特性を生かし、活力と魅力あふれる町の実現に寄与できる

よう努めてまいりたいというふうに考えております。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。



○４番（森田公明君） この事業を進めることによって、ただいまのお話のように、道の駅エ

リアの活性化、農業生産の拡大と農業所得の向上、都市農村交流の促進と情報発信を詰め、新

たな産業の振興を図り、地域の特性を生かした活力と魅力あふれる町を実現するという基本的

な目的は理解できます。

それでは、現在のマルメロの駅ながとの状況については、どのように捉えているか。また、

その立地や客層、商品の利用についての分析はできているか、伺いたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 藤田産業振興課長。

○産業振興課長（藤田健司君） それでは、この項目につきまして私のほうが応対申します。

マルメロの駅ながとの現状でございますけれども、以前、長和町商工会魅力向上事業推進委

員会におきまして道の駅のあり方について検討が行われたわけでございます。そして、平成２

１年度に検討結果が報告がされました。

この報告書の中で、１つ目といたしまして集客の核となる農産物直売所機能の大幅な改善、

２つ目といたしまして道の駅全体の滞在環境とお客様の動線の改善、３つ目といたしまして道

の駅周辺地域の活用がそれぞれ提案されてございます。また、このときに道の駅の利用者の実

態と志向についての調査研究を行ったわけでございます。このときの調査から１０年近く経過

しているわけでございますけれども、現状につきましては、このときと大きくは変わっていな

いという認識でございます。

当町の道の駅につきましては、県内における商業圏、いわゆる上田市、松本市、佐久市、諏

訪市、それぞれから１時間前後の距離に位置しておるわけでございます。どこへ行くにも休憩

場所となり得ること、町内には３本の国道がございますため、交通量は比較的多い地域である

こと、道の駅の主たる利用者は、美ヶ原等北白樺高原を目的地といたします誘導的な観光客が

多いことが特徴であるというふうに考えてございます。これらのしたる客層につきましては、

首都圏を中心とした中高年、家族連れ、一見客であり、以前の調査では施設の配置、農産物直

売所の品ぞろえ、全体の雰囲気などにつきましては、かなりのマイナス消化となっていたわけ

でございます。

このような状況を踏まえまして、今後、直売野菜等の充実を初め、販売する品目の検討をさ

らに行ってまいりたいというふうに考えてございます。

以上です。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。

○４番（森田公明君） マルメロの駅ながとが開業して２０年が経過して、ほぼその中間年に

商工会において、ただいまお話のマルメロの駅ながとの現状調査と今後のあり方について研究

され、幾らかの改善が行われて現在に至っておるのが現状でございます。しかし、道の駅全体

として目標とする集客には至っておらず、施設の老朽化も進んでおり、やや寂しい現状にある

ことがうかがわれます。これを改善することで、町の活性化につなげたいという町の意図は理



解できるものです。

では、ただいまお話の中に一見客が多いと、通りを通る観光客がかなり多いということであ

りますが、その一方で、この道の駅エリアの活性化推進事業を行うことによって町民及び町に

もたらされる福利は何があると考えているか、伺いたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） この事業は、先ほど申し上げましたとおり、いろいろな目的を持っ

て取り組んでいるものでございます。大型農産物直売所を整備することにより農業の振興を図

り、農業所得の向上を目指します。また、地域農業を守るための直売所として、定年、女性、

新規の就農者などさまざまな農家の皆さんのコミュニティーの創出はもとより、生産や収穫、

販売などを通して意欲向上につながる直売所となるよう努めてまいりたいというふうに考えて

おります。

また、レンタルオフィス、チャレンジショップを展開することにより、産業振興及び地域の

活性化をする取り組みも行ってまいりたいというふうに思っております。そしてさらには、地

域活性化の一つの要素として新たな産業振興、企業支援が考えられます。レンタルオフィス、

チャレンジショップの設置により拠点となる場所を提供し、創業期の使用負担を軽減すること

により起業しやすい環境を整備をしたいと思っております。また、既存事業者の業務拡大にも

活用していただけるのではないかというふうに考えておるところでございます。

また町民の皆さんから、要望としてスーパーマーケットが欲しいという御意見をいただいて

おります。このスーパーマーケットの整備については非常に困難でありますが、この直売所に

おいて生鮮食品や総菜、加工品等町民の皆さんのニーズがあったコーナーを設置をし、利便性

のよい店舗を検討していきたいというふうに考えております。

さらに、このマルメロの駅ながとが長和町の拠点の一つとして情報発信、あるいは情報集積

の場所として機能させ、地域の活性化につながるようにしていきたいというふうに考えておる

ところでございます。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。

○４番（森田公明君） ここまでのお答えで、マルメロの駅ながとの再整備には大きく３つの

目的があり、１つは大型農畜産物直売所の整備を通じ道の駅の魅力を高めるとともに町の農業

振興を図ることがあり、２つにはレンタルオフィス、チャレンジショップの設置により新たな

産業振興につなげること、３つにはスーパーマーケットの機能を持たせることで町民の利便性

を図ることがあります。

もちろん、道の駅エリアの更新等活性化、商業面での振興が基本的な前提であって、ひいて

は地域活性化を図ることを目的とすることは言うまでもなく、目的そのものは現在の長和町に

とって必要なものであるかと思われますが、目的の達成に最も大切なものは施設の設置及び運

営に関しての町民の理解と協力であります。既に、町民に向けては建設する複合施設のイメー



ジ図を公開し、町民からも期待や課題についての意見が寄せられていることと思います。また、

推進委員会において随時計画案について検討され、事業実施に向けての準備を進められている

ところであります。

ここからは、その事業実施に向けた計画の進捗状況等財源や運営についての検討状況につい

て質問していきたいと思います。

まず、マルメロの駅ながとに設置する予定の大型農畜産物直売所を確保した複合施設の設計

業者については既に決定しており、実施に向けた設計作業に入っているとのことでありますが、

その進捗状況についてはどうか伺いたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 藤田産業振興課長。

○産業振興課長（藤田健司君） 本年７月のプロポーザルにおきまして、設計業者につきまし

ては長野市の株式会社エーシーエ設計に決定いたしました。その後、事業工程の打ち合わせを

行い、施設本体の基本設計を進めているところでございます。この農産物直売所を核とした店

舗設計につきましては、近隣並びに先進的な直売所の視察を行いますとともに、ＪＡ信州うえ

だ、ＪＡ開発機構、また株式会社長野県Ａ・コープにも御指導、御相談を申し上げながら検討

してまいりました。

基本的な設計につきましては、ほぼ終了するところでございます。今後につきましては、足

湯及び通路へのピアノの設置など道の駅エリア活性化に向けました施設整備を関係者等と協議

をしてまいりたいと考えてございます。また、道の駅トイレの改修並びに駐車場の区画線、外

構の改修につきましても設計業者もふえまして、上田建設事務所と協議、検討を重ねていると

ころでございます。

県といたしましては、予算の範囲内で町の意向に沿った形で事業を実施していただけるとい

うことでございます。

以上です。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。

○４番（森田公明君） ただいまの説明にもありますように、この事業にはＪＡが大きくかか

わっております。既に県との協議も行われ、実施に向けて準備が進められているとのことです

が、しかし、今後、町の財政は次第に厳しくなっていくことは明らかであります。その財源は

どうなっているのか。現在のところ、この事業に充当する国や県からの補助金等、この事業に

対する財源を得ることができるかについては明らかになっておりません。この事業に対する財

源確保の見通しと事業規模について御説明いただきたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 事業の財源につきましては、地方創生拠点整備交付金を活用してい

く予定でございます。

現在、国会におきまして臨時国会が開催されておりますが、今国会において地方創生拠点整



備交付金が示されれば採択に向けて申請をしていきたいというふうに考えております。

また、道の駅活性化推進事業における農業振興にする施策の実施のために、来年度、地方創

生推進交付金の活用を検討しております。同時に、合併特例交付金の活用も検討しております。

いずれにいたしましても、今回の事業におきましては、地方創生事業に係る交付金の活用が

最も有利であるというふうに考えておりますので、採択に向けて全力で取り組んでまいりたい

というふうに考えております。

事業規模につきましては、建物は１，０００平方メートル、建築費は附帯施設も含め３億６，

０００万円、設計重機、備品等で５，０００万円程度を見込んでおるところでございます。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。

○４番（森田公明君） この事業を実施するに当たり、ただいま御説明がありましたように、

総額で４億１，０００万円ほどの資金が必要であるということでございます。そうであれば、

地方創生に係る交付金等補助金の活用は必須であります。交付金の確保に向けてしっかりと取

り組んでいただきたいと思います。

その上で、財源が確保され施設の建設にこぎつけたとしても、最も重要でかつ多くの町民が

注目し危惧するところがその運営に当たる体制であります。

さきの説明にあったように、農畜産物直売所が設置される複合施設の核となります。とすれ

ば、その商品の供給元として直売所出荷者組合等をしっかりと組織していくことが求められま

すが、その現状及び見通しはどうか、伺いたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 直売所の運営に関しては、出荷者の確保及び組織づくりは非常に重

要な要素であるというふうに考えております。

出荷者組織の立ち上げに当たりましては、８月に道の駅直売所出荷者組合の組織準備委員会

を約２０名により組織をいたしました。委員につきましては、近隣直売所関係者及び出荷者。

また主だった農家の方にお願いをして、武石地区からも委員に参画をしていただいております。

準備委員会におきましては、出荷者組織の立ち上げに向けた協議を行っていただくとともに、

直売所のあり方についても御意見をいただいているところでございます。現在、出荷者組合の

規約及び取り扱い規程、直売所の出荷、販売の手引きに関するそれぞれの案について、具体的

な内容を詰めておるところでございます。

また、近々、出荷者組合の説明会及び会員募集のための地区説明会も開催をしていく予定で

ございます。今年度末の出荷者組織の立ち上げを目指して取り組んでいきたいというふうに思

っております。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。

○４番（森田公明君） 魅力ある商材の確保、それに積極的に参画する組織の整備は最も重要

なことであります。早急に具体的な提案をして、しっかりとした組織の立ち上げに動くことが



肝要かと思います。

また先ほどの目的の一つには、スーパーマーケットの代替として、生鮮食品や総菜、加工品

等を販売し、町民の利便性を高めることが上げられております。しかし、現在の町民の多くは、

隣接する市町の集客力のあるスーパーや農産物直売所を利用しており、移動販売所を利用して

いる方もございます。町民の生活必需品の供給を視野に入れた施設としての機能を機能させる

とすれば、これらの隣接市町にあるスーパーマーケットや直売所と競合することとなり、その

経営は厳しいことが予想されます。この点についてはどうお考えか、伺いたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 藤田産業振興課長。

○産業振興課長（藤田健司君） 現在、当町におきましてスーパーマーケットがないというこ

とは店舗を維持するだけの売り上げが見込めないということでございます。そうした状況の中

で生鮮食品、食料雑貨を取り扱っていくということは、御指摘のとおり、その経営は非常に厳

しいということが予想されるわけでございます。

基本計画におきまして、直売所の売り場面積の割合につきましては、農畜産物が２分の１、

生鮮食料雑貨で４分の１、お土産品で４分の１と想定してございます。それぞれの販売区分に

おいてどういった商品を販売していくのか。また、それぞれの販売区分ごとに収支予測をしっ

かりと検討しながら全体の計画を進めてまいりたいというふうに考えてございます。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。

○４番（森田公明君） さらに長和町の立地からしますと、上田市街地にある農畜産物直売所

と違い、近隣での来客は多くは望めない立地であります。そのことからすると、集客力のある

魅力ある道の駅をつくることが必要であります。その柱となる商品や施設のあり方、また集客

を見込む客層についてはどのように考えているか、伺いたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 上田市はもとより、近隣地域において大型農産物の直売所、いわゆ

るファーマーズマーケットが新たにできておりまして、立地条件や経営方針により、それぞれ

特徴的な運営が行っております。

また全国において、いわゆる成功している道の駅直売所では必ずしも立地条件がよくないと

いうところもございます。全国各地にある道の駅及び大型直売所において、集客力もあり、魅

力のあるところは、他の直売所にない特産品、それから運営、ストーリーを持っていると思わ

れます。長和町の道の駅に行けば、おいしい野菜がある、特徴的な野菜がある、ほかにない土

産品があるとか、道の駅に行けば、そこから町内の観光が楽しめるなどしっかりとした仕掛け

を施し、期待値が高い道の駅及び直売所を目指していきたいというふうに考えております。

幸いにして、当町は自然や地域資源に恵まれていると考えております。こうした資源を有効

に活用した品ぞろえ、運営を行ってまいりたいというふうに思っております。町民の皆様にと

っては利便性の高い店舗等をしながら収益の柱である観光客の取り込みも目指すということで



あります。難しい課題ではありますが、関係者とよく協議をしながら計画を進めていきたいと

いうふうに考えております。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。

○４番（森田公明君） 魅力ある施設をつくるという意思についてはよくわかります。それに

加えまして、現在のマルメロの駅ながとの魅力の一つは、温泉施設やすらぎの湯と隣接してい

ることであります。この魅力を生かして滞在時間を延ばす工夫が考えられているか、この計画

の中でやすらぎの湯とのかかわりは考えられているか、伺いたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） やすらぎステーション２８を含めたマルメロの駅ながとは、広い駐

車スペースと夜まで営業しているレストラン、それからコンビニエンスストア、また日帰り温

泉であるやすらぎの湯があることにより、車中泊が多い道の駅でもございます。

現在の道の駅のあり方についていろいろな課題がありますが、滞在できる道の駅、地域の活

性化につながる道の駅として、要素は十分あるというふうに考えております。現在の計画では、

温泉を活用してやすらぎステーション２８のある商業エリアに足湯を設ける予定でございます。

直売所と足湯を中心に、道の駅及び商業エリア、やすらぎの湯などが一体となるよう施設整備

をすることにより、道の駅エリアでの滞在環境の向上を目指していきたいというふうに考えて

おります。

さまざまな創意工夫で滞在できる環境を創出することにより、相乗効果で一体の活性化や売

り上げ向上に資するとともに、足湯によりやすらぎの湯のＰＲ、温泉への誘導にもつながると

いうふうに考えておるところであります。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。

○４番（森田公明君） やすらぎの湯とのつながりにおいて足湯が役に立つかどうか、私個人

的にはもう少し動静を考えて、直接的にやすらぎの湯とつなぐような施設設計というのは、私

は必要なんではないかというふうに考えております。その辺を少し工夫していただければとい

うことを要望したいというふうに思います。

また、長和町にある、もう１つ道の駅がございますが、農産物直売所でもあります和田宿ス

テーションとのかかわりについて質問したいと思います。

和田宿ステーションとの連携及びすみ分け等については、しっかりと考慮していかなければ

ならないと考えております。この点については、どうしていく考えか伺いたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） おっしゃられるとおり、長和町には大分歴史が重ねてきていただい

ておる和田宿ステーションがあるわけでございます。そして、この和田宿ステーションは長和

町の一つの拠点でありまして、合併以前から大型直売所として大変な実績がある直売所でもご

ざいます。



今回、マルメロの駅ながとに大型直売所ができることにより、相乗効果で売り上げの向上、

都市農村交流の増大、地域の活性化が図れるように努めていきたいというふうに考えておりま

す。具体的には、農産物のやりとりによる交流、連携を図り来場者にはもとより、生産者にと

ってメリットも示していきたいというふうに考えております。

和田宿ステーションの改修や出荷者組織の一本化などについても、いろいろ検討をしている

ところでございますが、今後について、青空市場組合、和田宿ステーション振興組合とも協議

をしながら計画を進めていきたいと思っております。

なお、生産者の皆さんの中には、この和田宿ステーションの青空市場組合の組合長さんにも

入っていただきながら、連携ができるような改正を考えていきたいというふうに思っておりま

す。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。

○４番（森田公明君） ここまで、事業実施に向けた議論、検討がさまざま行われ、順次計画

がつくられつつあることがわかりますが、では、実際にこの事業を行う、この事業の運営主体

及び経営形態はどのように考えているでしょうか。これを伺いたいと思います。また事業に大

きく関与するＪＡとのかかわりはどうなるのか。またさきの９月議会の答弁において、経営責

任者については、近々、店舗運営の経験と知識を持つ人を選任する予定であるとしていらっし

ゃいましたが、決定したのかどうか合わせて伺いたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 直売所を核とした事業の経営責任者及び運営組織につきましては、

現在鋭意努力をしながら責任者を探しておるところでございます。したがいまして、まだ正式

には決定をしておりません。現在、運営組織を立ち上げるに向けて調整を行っている段階でご

ざいますけれども、責任者、事業運営体制について方向性が決まれば、道の駅エリア活性化推

進委員会において検討、御承認をいただきながら進めていきたいというふうに思っております。

そして、ＪＡとのかかわりでございますが、ＪＡにおきましては、運営組織の構成員として

出荷者組織の立ち上げ及び事務局をお願いするとともに、食品の安心安全、品物仕入れ、また

あわせて、農業振興に資する体験農場事業を担当していただけるというふうに考えております。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。

○４番（森田公明君） 次の質問に入ります前に、もう一度、ちょっと確認させていただきた

いと思いますが、この複合施設の運営は、町が直接運営するのでしょうか。あるいはＪＡとの

合弁のような形をとるのでしょうか。先ほどの答弁では、調整段階であってＪＡは運営組織の

構成員であり、出荷者組織の事務局などを担当するというふうにされておりました。

私は早く経営組織と経営責任者を明確にして、その人、あるいは組織が施設の建設段階から

道の駅のあり方と営業見通しを認識した上で、責任を持って事業を進めていく必要があると考

えます。運営体制の構築についていつごろまでにと考えており、その見通しはどうか、再度、



確認したいと思います。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 先ほども私申し上げましたとおり、まだ決定はしておりません。平

成３２年春のオープンを予定している中で、そろそろ方向性を決定しないと準備が間に合わな

いというふうに考えておりますので、鋭意スピード感を上げて進めていきたいというふうに思

っております。

現在、組織の立ち上げに向けて関係者団体と調整を行っておりますが、そういったことが不

調になるということであれば、町内外事業者を対象に入札、プロポーザルによる指定管理も検

討しているところでございます。

いずれにしましても、今年度中、来年の３月まで、今年度中に決定をすることを目途にス

ピード感を持って取り組んでまいりたいというふうに考えております。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。

○４番（森田公明君） ここまでさまざま伺ってまいりましたように、農畜産物直売所を中心

とした複合施設を拠点としたマルメロの駅ながとの再整備事業が進められているわけですが、

今さまざまな説明でおわかりのように、この計画については多くの検討事項がまだまだあり、

調整すべき事柄も多岐にわたっており、ただいまの御答弁のとおり、事業の運営を担当する運

営主体、経営責任者がまだ決まっていない状態でさまざまな調整については町が主体となって

行われているのが現状であります。このまま来年度に入り施設の建設工事が進められていけば、

経営責任者が店舗や道の駅のあり方を十分に把握せず、事業計画の立案にかかわらないまま進

んでいく可能性があります。

町が施設をつくったから運営を任せるといわれた方が十分な経営ができるものでしょうか。

そんなに商業施設の運営は甘いものではないと考えます。この町や近隣で大手スーパーやＡ・

コープの店舗が次々と撤退していった事実からもその厳しさは明白です。そのために町民が最

も危惧している点は事業の採算性であります。その見通しについて、損益分岐点の検討等どの

ような見通しを持って取り組んでいく考えか、伺いたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 藤田産業振興課長。

○産業振興課長（藤田健司君） 事業に関する試算についてでございますけれども、関係団体

等も協議しながら検討してございます。基本計画の中では、売り上げ目標をお示ししてござい

ますけれども、売り上げ目標を決めていく中で収支の見通し、損益分岐点などの検討もしてま

いりました。町民の皆様の利便性に資する品ぞろえ、そして出荷していただく農家の皆さんへ

のメリット、産業振興につながる創業支援、道の駅エリア全体としての活性化、農業振興、交

流人口増大のための体験農場事業などのさまざまな事業に取り組む予定でございます。それで

は、それぞれの課題があると考えておるところでございます。

こうした事業をあわせて展開していく中で、収益を確保していくということにつきましては



大変困難なことでございますけれども、１つ１つの事業をしっかりと検証し、それぞれの事業

について収支見込みを検討、そういった中で行政の役割を明確にしながら事業計画をしっかり

と立てていきたいというふうに考えてございます。

以上です。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。

○４番（森田公明君） 現在、周辺の市町村で運営されております直売所や道の駅では、運営

がうまくいっているように見受けられるものについては、その代表者の運営に対する意思が明

確でありまして、それが事業全体を引っ張っているように思います。これについて、やはり運

営主体、あるいは代表者を明確にしていただいて、その方向性をきちんとつくっていっていた

だきたい。それに対する早急な対応をお願いしたいと思います。

最後に、幾つか付随する事項について伺っておきたいと思います。

先ほどの答弁にもありましたが、複合の商業施設の中にはレンタルオフィス、チャレンジシ

ョップといったワーキングスペースを設ける計画でありますが、これはどのような位置づけで

設置するものか。また、それに対する見通しはどうか、伺いたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 藤田産業振興課長。

○産業振興課長（藤田健司君） 地域の活性を図るためには、同業者や商工業者も含めた既存

事業者への振興はもとより、新たに企業を開業する方の支援も必要であると考えてございます。

しかしながら、企業の新規事業の展開に当たりましては拠点となる場所の確保、初期費用の

問題など、さまざまな課題があろうかとふうに考えてございます。レンタルオフィス、チャレ

ンジショップを設置することによりまして、拠点となる場所を提供するとともに、創業期の費

用負担を軽減することにより、起業しやすい環境を整えていくというものでございます。

運用方法と詳細につきましてはまだまだ検討段階でございますけれども、この関係の事業計

画書、基本計画書、設計案を公表した段階におきまして、レンタルオフィス、チャレンジショ

ップにつきまして幾つかお問い合わせをいただいているという状況でございます。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。

○４番（森田公明君） この複合商業施設ができれば、これは長和町における商業エリアの中

心的な施設になると思われます。

そこで、町の事業者をまとめる立場にある商工会等との関係及び協力関係についてはどのよ

うに考えているか、伺いたいと思います。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 今回の事業では、農業振興のための大型農産物直売所を整備すると

いうことではなくて、今お話ございましたように、産業全体の振興に資する事業として計画を

しているものでございます。したがいまして、この事業におきまして商工会が商工業者、事業

者との連携は必要不可欠であるというふうに考えております。レンタルオフィス、チャレンジ



ショップは創業支援として取り組むものであり、単に、施設を提供するということだけではな

くて、商工会とも連携して本格的な起業に向けた指導、相談ができる体制ができればというふ

うに考えております。

また、やすらぎステーション２８を含めた道の駅エリア全体の振興も目的にしておりますの

で、このことにつきましても商工会及び各事業者との調整、連携も必要であり、実際、協議を

行っているところでございますが、道の駅全体の活性化を図り、波及効果として町内事業者の

発展にも寄与できる事業展開を目指していきたいというふうに考えております。

今後も、商工会及び商工会事業者とも協力をいただきながら協議を進めて、事業計画を進め

ていきたいというふうに考えております。

○議長（田村孝浩君） 森田公明議員。

○４番（森田公明君） まだまださまざまな調整が残されているかと思います。先ほどの御答

弁にありましたが、今年度末までにある程度の体制をつくるというようなお話でございました。

そうすると、次の議会で、来年度予算の中でこの事業を実行に移すための自主計画や予算案が

示されるものと思います。その段階では、今回の質問に対しての具体的な回答がさらにしっか

りと示されるものと期待しております。町民に広く支持され、町民の機能を払拭できるような

体制づくりをお願いして、私の一般質問を終わります。

○議長（田村孝浩君） 以上で、４番、森田公明議員の一般質問を終結いたします。

ここで、１時５０分まで休憩といたします。

休 憩 午後 １時３８分

───────────────────────────────────

再 開 午後 １時５０分

○議長（田村孝浩君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

３番、田福光規議員の一般質問を許します。

田福光規議員。

○３番（田福光規君） 議長のお許しをいただきましたので、私のほうから一般質問をさせて

いただいております。

本日の質問内容は、１、先ほどの森田議員との質問と重複いたしますが、長和町道の駅エリ

ア活性化事業について、第１の質問をさせていただきます。

第２に、小学校、中学校、保育園のエアコン設置について。

第３番目、依田窪病院について。

以上、３点をお願いをしたいと思います。

第１点の長和町道の駅エリア活性化事業について質問をいたします。

第１番目として、取り組みの現状、特に実施計画の進捗状況、今後の予定について質問をさ

せていただく予定でしたが、先ほどの森田議員さんとの質問と重複いたしましたので、割愛を



させていただきます。

２点目が、広報ながわ１０月号で募集をされた、町民の意見は何通寄せられ、どのような中

身でしたか。また、その意見について、今後どのように生かされていきますか。答弁をお願い

します。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 広報ながわ１０月号にあわせてチラシを配布させていただき、道の

駅エリア活性化事業に対する御意見を募集をいたしました。基本計画書及び設計提案書をホー

ムページにて公開するとともに、役場及び支所において閲覧できるようにしたところ、締め切

りまでの間に７通の御意見をいただきました。事業に対する具体的な提案、要望、また事業に

対する反対の御意見もいただいております。

いただいた御意見の中で、現在、検討している設計に取り入れていただいた御提案もござい

ます。また、生産者や品質の確保、経営理念や経営体制などの御提案につき、今後の事業計画

において参考にさせていただき、計画に反映できるものは反映させていきたいというふうに考

えております。

また、事業に対する反対の御意見もいただいておるわけでございますが、この事業に関して

今後も計画的に進めてまいりますが、反対の御意見の内容も踏まえた中で事業を進めてまいり

たいというふうに考えております。

○議長（田村孝浩君） 田福光規議員。

○３番（田福光規君） 今後とも町民の皆さんとね、一緒になって全力で取り組んでいかなき

ゃいけない課題でございますので、今後、町内でいろんな説明会等もされると思いますけど、

町民の皆さんの意見もしっかり踏まえて、町民の皆さんにしっかり協力していただけるように、

取り組みを進めていただきたいと思います。

３番目、出荷組織の準備状況、それから組織状況について、今後の取り組みについてという

質問を用意いたしましたが、これも先ほどの森田議員との質問と重複をいたしましたので、割

愛をさせていただきます。

４番目ですが、道の駅直場所の集客のためには魅力ある商品が必要であります。そのために

は、長和町ならではの商品、特産品が必要であると思います。道の駅の準備を進めるとともに、

特産品の開発を進める計画でありますが、その取り組みはどのように進められ、現状はどうな

っていますか。答弁をお願いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 魅力ある直売所の一つの要素として、その地域にどういった特産品

があるかということも、大変な大事な要素であるというふうに考えております。

当町には奨励品制度がございまして、数多くの食料加工品、また工芸品などを奨励品として

認定させていただいております。直売所における店舗づくりにおいて、こうした奨励品により、



特徴を持った直売所にしていきたいというふうに考えているとともに、今後、６次産業課の推

進などにより、新たな特産品の開発及び開発支援を行いまして、事業者の利益に資するととも

に直売所の活性化に寄与できればというふうに考えております。

また、商工会が事務局の長和町特産品開発事業推進委員会において、真新しい魅力ある野菜

栽培の取り組みを行っております。

この取り組みは、農産物直売所において、色鮮やかな真新しい野菜を販売することにより消

費者の会心を引き、それら野菜の調理法や栄養価などを紹介することで販売につなげていくと

いうもので、直売所に限らず、町内飲食店や宿泊施設においてもうしのく活用していただきた

いというものでございます。

こうした取り組みも連携して、独自性と魅力ある直売所にしていきたいというふうに考えて

おります。

○議長（田村孝浩君） 田福光規議員。

○３番（田福光規君） 来年、既に、着工予定ということでありますので、今後とか、やって

いるとかいう話は多いんですけどね。具体的に早く、これがやはり特産品として販売をしてい

くと、だからやはり集客についても一定度めどがついたんだというか、安心できるんだという

ような報告がね、早くしていただけるような取り組みをぜひ進めていただけたらという、思い

ますので、よろしくお願いします。

５番目ですが、長和町にはスーパーマーケットがないため、町民の皆さんは買い物に苦労を

されています。今回の道の駅には町民の皆さんの要望を踏まえて、生鮮食料品等の売り場を設

置する計画となっておりますが、どのような商品を販売する予定ですか。答弁をお願いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 町民の皆さんからの要望としてお話がございましたスーパーマーケ

ットが欲しいとの御意見をいただいております。実際、当町には、先ほど来、お話もございま

したが、スーパーマーケットはなく、またいわゆる商店街もなく、個人商店がそれぞれ頑張っ

ていただいているという状況でございます。町民の皆さんが買い物に不便を感じている状況で

あるというふうに思われます。町民の方の福祉の向上として、生鮮食品、食料雑貨の販売の直

売所の一つの目的ではあるというふうに思っております。

しかしながら、生鮮食品、食料雑貨の取り扱いにつきましては、先ほど森田議員のお話にも

ございましたように、収益確保の観点からすれば、非常に厳しいと考えております。どういっ

た商品を販売していくかについては、今後慎重に検討をしていきたいというふうに考えており

ます。

○議長（田村孝浩君） 田福光規議員。

○３番（田福光規君） 次に、事業財源についての計画見通しについての質問を行う予定でし

たが、これも森田議員の質問と重複をいたしましたので、割愛をさせていただきます。



その次は、最大の課題である計画事業を進める責任者の質問でございましたが、これも先ほ

ど森田議員の質問に対する答弁がありましたので、割愛をさせていただきます。

道の駅の最後の質問になりますが、町民の皆さんは道の駅の経営について大変心配をしてお

られます。先ほどの報告でも４億１，０００万のお金が必要ということでありますから、何と

しても成功をさせなきゃいけない事業ということでございます。

町民の皆さんは、道の駅の経営がうまくいかなくて町から多額の指定管理料が注ぎ込まれる

のではないかということを心配しているわけ。私も９月で同じような質問をさせていただきま

したけど、私自身は、新しい道の駅の経営は独立採算が望ましいというふうに考えていますが、

今現在、どのような経営を考えておられるか答弁をお願いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 新しい道の駅の経営形態につきましては、計画、事業を進める責任

者を誰がやるか、どういった方が運営に携わるかによるところもありますが、新たに法人を組

織して経営に当たっていただきたいというふうに考えております。

そして、法人組織は株式会社、それから一般社団法人、あるいは合同会社というような形態

が考えられますが、この道の駅直売所にとってどういう体制がいいか、関係団体及び関係者と

も検討をして決定をしていきたいというふうに考えております。また、この運営体制に対して

町は参加しない方向で検討をしていきたいというふうに考えております。

法人による経営体制を確立することにより経営責任を明確にして、中長期的な戦略をもって

継続して事業を実施できる体制をつくっていただきたいというふうに考えております。

この道の駅直売所は町が設置する施設であり、その運用については指定管理者制度を活用し

ていきたいというふうに思っております。また、さまざまな目的を持って事業を行いますが、

買い物弱者への対応など町民の福祉向上に資する事業、創業支援等産業振興につながる事業に

ついては町の役割でもあると考えており、十分な精査の上、指定管理料として相応の分担をし

ていきたいというふうに考えております。

指定管理料の考え方として、事業の損失補填、組織を維持するための管理料ではなくて町の

役割として指定管理料を出すことにより、福祉の向上、地域の活性化、産業の振興につながる

ものとして負担をしていくという考えを基本として考えていきたいというふうに思っておりま

す。

○議長（田村孝浩君） 田福光規議員。

○３番（田福光規君） これで道の駅についての質問を終わらせていただきますけど、先ほど

最後に森田議員からも発言がありましたが、来年の１月に向けて進捗させていっているわけで、

予定どおり財政的な手当が打たれればね、着工ということになるわけですけど、残念ながら今

現在、やはり取り組み進行中という答弁が余りにも多いです。特に、先ほどありましたように、

どういう経営形態にするのか、誰が責任者でやっていくのかという一番肝心なところがね、や



っぱり決まらないまま推移してきているというのが非常に危惧をしております。ほかの直売所

とかうまくいっている地域なんかを見ますとね、やっぱり先ほどもありましたが、その責任者

の方がやっぱりその知恵を出して、どうやってうまく成功させるのかということでその力によ

るところが多いですし、特にこの段階に建っていますとね、特に生産者が、幾ら幾ら、どの野

菜など幾らで売って、そのうち幾らが生産者に戻ってくるのか、その比率についても非常に大

きな左右するわけですよね。その辺については、本当に経営責任者がやっぱりこれで行こうと、

よそにはないそういうバックするお金をね決めて、生産者からたくさんの商品を集めていくと

いうことも非常に大事なわけですけど、そういうところの決断力というのはその責任者にかか

っているわけですから、そういう意味では、本当にそこが、今現在、一番問われてきているん

じゃないかなと、そのことなしにね、事を進めても決してうまくいかないんじゃないかなとい

うことで大変危惧するわけなんで、少なくとも３月の議会までにはね、その辺が明確にしたよ

うな答弁をぜひよろしくお願いしたいというふうにお願いします。

２つ目の大きな質問に入らせていただきます。

小学校、中学校、保育園のエアコン設置についてであります。

記録的な猛暑が続いたことしの夏、児童生徒の熱中症が相次ぎ、愛知県の豊田市では小学校

１年生の児童が死亡する事故が起きました。

一方、公立小中学校の普通教室のエアコン設置率は約４割にとどまっています。このような

状況を受けて、９月に全国市長会が公立小中学校の施設の整備のための予算確保に関する緊急

要望を財務省などに提出し、その中で約３割の施設が築４０年以上で各種整備がかさむことが

見込まれる上、猛暑日や熱中症の増加にも対応できるようエアコンの設置などの必要性を訴え

ます。特に、猛暑対策が緊急の課題として、希望するすべての学校への来年夏までに空調設備

を設置するよう訴え、国の今年度補正予算を含めた財政措置を求めました。

このような全国からの熱い強い要望を受けて、平成３０年度の補正予算で児童生徒の熱中症

対策として全国の公立の小中学校などへの空調設置に係る予算が８１７億円が計上されました。

当町では、来年度の予算で長門小学校、和田小学校へのエアコン設置を予定しているとお聞き

しておりましたが、国の３０年度の補正予算の決定を受けてエアコン設置を今年度課題として

取り組むことが必要だと考えますが、その予定についてお聞きします。また、取り組まれた場

合の当町からの支出、補助金の割合が幾らになるのか、答弁をお願いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 小学校へのエアコン設置に関する御質問でございますが、近年、地

球温暖化が原因と考えられますが、ことしの夏は記録的な猛暑となりまして、熱中症によりま

して緊急搬送される患者が急増いたしました。

消防長のまとめによりますと、日本全国のことし５月から９月までの熱中症による救急搬送

患者数は９万５，１３７人であり、昨年の同時期の搬送患者数５万２，９８４人と比べますと



４万２，１５３人と大幅に増加をしておるわけでございます。

また、これは今御紹介がございましたが、ことし７月に愛知県で小学生の１年生の児童が校

外学習後、熱中症で死亡するという痛ましい事故も発生をしております。このような状況の中

で、学校施設への冷房の設備の設置が喫緊の課題となり、１１月７日に可決、成立いたしまし

た国の平成３０年度第１次補正予算におきまして、児童生徒の熱中症対策として全国の公立小

中学校への空調設置に係る予算が、お話ございましたように、８１７億円が計上をされたわけ

でございます。これに伴いまして、本年度限りの臨時特例的な措置として、新たな交付金であ

りますブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金が創設をされたわけでございます。

町といたしましては、お話申し上げましたように、平成３１年度に長門小学校、和田小学校

の普通教室、１５室に国庫補助によりエアコン整備を計画をしておりますが、通常の補助金よ

り優遇措置があります本交付金を活用して、今年度に前倒しして実施したいというふうに考え

ております。

本交付金を活用した場合の優遇措置でございますが、補助率の３分の１は通常の場合と変わ

りません。残りの３分の２につきましては、起債で対応するようになります。通常の場合は７

５％までしか充当できませんが、本交付金の場合は１００％の充当となります。これにより、

事業費は４，３００万円を見込んでおりますが、交付金と起債で対応できるため町の一般財源

はほとんどございません。

また、起債の元利償還金につきましては、通常の場合ですと、元利償還金の３０％が地方交

付税により措置されますが、本交付金の場合は６０％が地方交付税により措置をされます。

なお、今議会に提出させていただきました一般会計補正予算案に小学校のエアコン経費に係

る予算を計上をさせていただいておりますので、ひとつよろしく御審議、御採択をお願いした

いと思います。

○議長（田村孝浩君） 田福光規議員。

○３番（田福光規君） 依田窪南部中学校へのエアコン設置も今年度課題として取り組むこと

が必要だと考えますが、その予定はありますか。また、取り組まれる場合、当町からの支出補

助金の割合は幾らになりますか。答弁をお願いします。

○議長（田村孝浩君） 辰野教育長。

○教育長（辰野登志男君） 依田窪南部中学校のエアコン設置に関する御質問でございますけ

れども、依田窪南部中学校につきましても平成３１年度にエアコンの設置を計画しておりまし

たが、先ほど町長のほうの答弁と同様、小学校と同じで、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例

交付金を活用しまして、平成３０年度事業として、普通教室、準備室及びそれぞれの教室、３

室に設置を進めていく予定でございます。

依田窪南部中学校につきましては、事業主体が上田市長和町中学校組合になりますので、設

置に要する経費は中学校組合の予算から支出されることになります。事業費は約４，７３０万



円ですが、財源につきましては小学校と同様に、補助率が３分の１の交付金と起債により対応

させていただき、一般財源はほとんどありません。

また、中学校組合で起債の借り入れを行うこととなりますので、中学校組合が、今後、償還

する起債の管理償還金分につきましては、町から中学校組合へ負担金として支出されるという

ことになります。

以上です。

○議長（田村孝浩君） 田福光規議員。

○３番（田福光規君） 小学校、中学校は今年度の補正予算で何とかエアコンが設置する可能

性がね、強まったわけで非常にうれしいことだと思います。ただ保育園について、残念ながら

今回の国の補正予算の中には含まれておりません。先だって１０月に、議会と、それから長久

保自治会との懇談会をやりまして、その中でもね、保育園のエアコンはどうするつもりなんだ

と、暑い中、子供さんが非常に困っているという強い御意見、御要望もありました。長門保育

園、それから和田保育園でのエアコン設置の計画はありますか。費用の財源について、どうな

りますか。答弁をお願いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 長門保育園及び和田保育園とも３歳未満児の保育室はエアコンを設

置済みというふうになっております。今後の、ことしの夏は、先ほど来、お話ございますよう

に、猛暑ということもあり、窓を開けて外の風を入れたり、日よけを設置したりして対応した

ところでございますが、部屋の温度の上昇や湿度の関係もあり、細かな気を使いながら運営を

していただいたところでございます。

このようなことから、今後、長門保育園につきましては、園児がいる６つの保育室にエアコ

ンを設置していきたいというふうに考えております。事業内容及び費用につきましては、現在

検討しているところでございますが、概算で冷暖房設備、電気工事など、約１，４００万円ほ

どを見込んでいるところでございます。財源といたしましては、交付税参入がある過疎債など

の有利な起債を充てていきたいというふうに考えております。

なお、今回補正予算で計上した小学校のエアコン設置事業に対して補助金がつかなかった場

合は平成３１年度予算で過疎債を財源として事業を実施していく可能性がございますので、来

年度の予算編成においては他事業や起債の借り入れ状況などを考慮しながら、できるだけ早く

保育園にエアコンを設置できるように検討してまいりたいというふうに考えております。

また、和田保育園につきましては、現状のエアコンを設置してある保育室等で対応ができて

おりますので、今のところ、保育室へのエアコン設置は予定をしておりません。

○議長（田村孝浩君） 田福光規議員。

○３番（田福光規君） 答弁で、和田保育園には現状どおりで新たなエアコン設置の予定はな

いという答弁でございますけど、現状で特に問題はない、父兄の皆さんからも特に特別な要望



もないというふうに理解してよろしいでしょうか。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 本年７月の猛暑を受けまして……。あの、済いません、課長。（笑

声）

○議長（田村孝浩君） 藤田こども健康推進課長。

○こども健康推進課長（藤田仁史君） 保育園のエアコンの関係につきましては保育士のほう

とも話をしておりますけれども、ことしの状況でありましたけれども、現在の設置してある部

屋での保育の状況で十分賄えていたということでございますので、特に保護者のほうからもそ

ういった声は聞いておりません。

以上です。

○議長（田村孝浩君） 田福光規議員。

○３番（田福光規君） 次の質問に入ります。

国の補正予算で、公立の小中学校、それから幼稚園のエアコン設置が、今年度補正予算で認

められたにもかかわらず保育園が補助金対象が外れているのは、とても納得できないことだと

思います。本当に縦割り行政のね、弊害としか言えないというふうに思うわけですけど、組み

分けに対して保育園のエアコン設置への補助金の要請に取り組むことを要望したいと思います

が、御答弁をお願いします。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） お話のとおりでございまして、本年７月の猛暑を受けまして、長野

県、そして長野県市長会、それから長野県町村会の連名で国に対し乳幼児の健康を守ることが

できる保育環境を早急に整備するため、空調設備単独の設置事業を補助対象とするとともに、

必要な財源を早急に確保することなどを盛り込んだ保育所等への空調設備設置に関する緊急要

望を８月２９日に、先ほどお話しました県と市長会と町村会で行ったところでございます。

○議長（田村孝浩君） 田福光規議員。

○３番（田福光規君） 既に、国に対し要望書を出されているということですが、その要望に

対して、国からの反応、対応、それから見通しというのはどうでしょうか。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） まずは、その情報法は入ってきておりませんけれども、また粘り強

く、この問題につきましては、それぞれの会のほうからしっかりとした継続要望活動をしてま

いりたいというふうに思っております。

○議長（田村孝浩君） 田福光規議員。

○３番（田福光規君） よろしくお願いします。

次の最後の３つ目の大きな質問に入っていきたいと思います。

依田窪病院についてであります。



当議会での質問に当たり、１１月に依田窪病院の清水事務部長さんと懇談をさせていただき

ました。依田窪病院の患者数の現状、現在の医療体制と今後の見通し、病院としての取り組み

等についてお聞きしました。

最初に、私から、今依田窪病院の現状について、少しお話を、報告をした上で質問に入りま

す。

入院患者は昨年に比べて４、６月は減少していましたが、７月からは増加に転じ、７月が１

１０．７％、８月が１２０．７％、９月１０５．５％、１０月１１０．７％と増加しておりま

す。しかし、外来患者数はまだまだ大変な状況でございまして、昨年比で、４月から１０月ま

で７カ月連続して減少しております。１０月が９８．７％と昨年並みに一応戻ってきておりま

すが、なかなか回復ができないということであります。内科の医師体制は昨年に比べて改善し

ていますが、患者数増加にはつながっていない状況であり、一旦、減少した患者数を回復する

ことの難しさを示していると思います。

次に、現在の医師体制と今後の見通しについてであります。

内科についてのみ申し上げますが、和田診療所の宮島医師が病気のために年末に退職すると

いうことであります。

それから、諏訪中央病院から来られている半田先生、非常に私にもいい先生だといって耳に

届いて活躍していただいているようですけど、残念ながら、予定どおりではありますけど、１

２月末で帰任をされると。その後の先生の赴任も病院としては、当然、期待をしているわけで

はありますけど、まだいつからどなたが来られるかというのが未定というふうにお聞きしてい

ます。

また、ことし４月に長野県から派遣で来られた山崎先生が、一応来年の３月までの予定で、

病院としてはね、引き続き残っていただくということを期待していろいろとお願い働きかけも

しているようでありますけど、なかなかまだ決まらないということで、依然として医師体制が

深刻だというのが現状であります。病院として頑張って対応していただくのは当然のことであ

りますけど、病院だけに任せるのではなくて、当町としての取り組みも求められているとござ

います。というんですね。特に、今の病院の患者数の確保等経営改善のためには医師数の確保、

特に、内科の常勤医師５名の安定的な確保がどうしてもその前提として必要になっています。

しかし、全国的なやはり医師不足の中でこのことの課題というのは、並大抵のことでは実現

できない状況であります。病院として、今後ともね、これまで以上に全力で取り組んでいただ

くということもお願いをいたしましたが、それは当然のこととして、当町でもやっぱり今まで

やったことのないことも含めて医師確保のため、患者数確保のためにできることを真剣に考え

て取り組んでいかなければ大変なことになってしまうんじゃないかなということを危惧してお

ります。

質問です。当町として医師の確保と患者数増のためにどのような取り組みを行っていこうか



考えておられることを答弁としてお願いしたいと思います。

以上でよろしいですかね。

○議長（田村孝浩君） 羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） 依田窪病院についての御質問でございます。

私、組合長をしておるわけでございますが、ただいま各議員は全て事務部長にお聞きをいた

だき、数字的なことも全て今お話をいただきました。本来ですと、私のほうからこの数字をお

話をいたしまして、病院の現状を御理解いただこうと思いましたが、今ほとんど数字は述べて

いただきましたので、私のほうからは省かせていただきたいと思います。

この依田窪病院の患者数につきましては、まさに今お話ございましたように、この石の数と

患者というのは必ず連携をしておるわけです。今ちょっとパックさんのほうから、議員のほう

から余りつながっていないと。患者の減少が、医者がふえたけれども、患者がふえない。これ

はつながっていないというちょっとお話がございましたけれども、決してそうではなくて、医

師がふえれば患者の数は確保できるというふうに思っております。

そして、この１０日後には、１０日の日には三沢委員長及び准婦長とともに県の医師確保対

策室、あるいは副知事のところに行って、平成３１年度以降も継続して医師の配置をしていた

だけるよう、強く要望をしてまいりたいというふうに考えております。

それで、町としても患者増の取り組みとしましては、高齢者や交通弱者といわれる皆さんが

依田窪病院に通院して診療を受けやすくするための交通環境を整えていきたいというふうに考

えております。

この件につきましては、町の公共交通審議会において検討を始めておりますので、依田窪病

院をより利用しやすくなるよう体制整備を進めてまいりたいというふうに考えております。

また、依田窪病院の医師を町の皆さんに知っていただくために、保険大学や健康教室などに

おける講演などを診察に支障のない範囲で先生方にお願いをして町民の皆さんとの対話を深め

ていくのも一つの方法かなとこんなふうに思っております。

いずれにいたしましても、医師確保につきましては、上田市との連携もとりながら、もちろ

ん、長和町としてもしっかりと対応をしてまいりたいというふうに考えておりますので、議員

各位の皆さんにもまたそこら辺のところはよろしくお願いを申し上げたいというふうに思って

おります。

○議長（田村孝浩君） 田福光規議員。

○３番（田福光規君） 以上で私の質問終わらせていただきますけど、最後に依田窪病院につ

いて答弁いただきましたが、私、医師の確保と患者増に向けて、今後とも病院は当然のことと

して、当町としても、町長よく言われるように、我が町としてできることをね、最大限考えて

いきたいというふうに答弁されておられますけど、引き続きね、知恵を出し合いながらできる

ことをやっていくということでよろしくお願いしたいと思います。



以上でもって質問を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。

○議長（田村孝浩君） ３番、田福議員の一般質問を終結いたします。

───────────────────────────────────

◎散会の宣告

○議長（田村孝浩君） 以上で一般質問は全て終了いたしました。これをもちまして本日予定

した会議は終了といたします。

会議を閉じ、散会といたします。御苦労さまでした。

───────────────────────────────────

散 会 午後 ２時２５分
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開 議 午前 ９時３０分

───────────────────────────────────

◎開議の宣告

○議長（田村孝浩君） ただいまから、長和町議会第４回定例会を再開し、会議を開きます。

本日の議事日程はお手元に配付のとおりであります。

───────────────────────────────────

◎日程第１ 報告第２６号 株式会社長和町振興公社第２０期決算について

（町長提出）

◎日程第２ 報告第２７号 株式会社長和町振興公社第２１期事業計画について

（町長提出）

○議長（田村孝浩君） 日程第１ 報告第２６号 株式会社長和町振興公社第２０期決算につ

いて及び日程第２ 報告第２７号 株式会社長和町振興公社第２１期事業計画について、報告

を求めます。

藤田産業振興課長。

○産業振興課長（藤田健司君） 報告第２６号でございます。株式会社長和町振興公社第２０

期決算につきまして、地方自治法関係の規定によりまして御報告を申し上げます。

２─１ページのほうをお願いしたいと思います。昨日でございますけれども、三者懇談会に

おきまして詳しく説明をいたしておりますので、要点だけをご説明ということで御了承お願い

いたします。

平成２９年１０月１日から平成３０年９月３０日までということで、第２０期の決算でござ

いますけども、前期に引き続きまして組織体制の充実を図り、役職員一丸となって経営改善に

取り組んでまいったわけでございます。加えまして、町からの指定管理料の受け入れ、運転資

金の貸し付けを受けながら経営をしてきたというところでございます。

その結果でございますが、第２０期の決算におきましては、公社全体で６００万円余りの黒

字の決算となりましたということでございます。黒字決算とはいえども、指定管理料を算入し

た中での決算でございまして、資金繰りの状況、ここ数年のスキー場整備費に対する今後の償

還負担等も考えますと、依然といたしまして大変厳しいという運営状況であると言えると思い

ます。

部門別の決算状況、貸借対照表、損益計算書につきましては、それぞれ御確認をお願いした

いと思います。

続きまして、報告第２７号でございます。株式会社長和町振興公社第２１期の事業計画につ

いて報告をさせていただきます。

３─１ページをお開きください。ただいま報告をいたしました第２０期の決算を受けまして、

第２１期の事業計画につきましては、極めて公共性の高い事業を実施する会社であることを踏



まえまして、１つ目といたしまして、地域の元気を育む、２つ目といたしまして、豊かさを実

感できる町の創造、３つ目といたしまして、コストパフォーマンスを意識した事業展開、４つ

目といたしまして、笑顔で心のこもったサービスの提供と、これらを策定いたしまして、基本

理念のもと会社一丸となって取り組んでいくということとしてございます。

部門別の取り組みにつきましては、それぞれ御確認をいただければと存じます。

収支計画につきましては、３─４ページでございますけども、収支の予算書を御確認いただ

きたいと思います。

経常利益で２８０万円ほどの黒字の計画ということになってございます。なお、今期のス

キー場でございますけども、当初の計画では８日のオープンということで予定をしておりまし

たけれども、天候に恵まれず、安全に滑走していただくための十分な雪が確保できずにおりま

した。本日、昨日からの積雪が３５センチ、ロマンチックコース、ファンタジーコース、クワ

ッドリフトの稼働によりまして一部オープンということですることができました。１週間おく

れたわけでございますけれども、これからの巻き返しに十分期待するところでございます。

また、その他の部門でおきましても、お客様の満足度の向上に取り組んでいくという決意で

ございますので、多くのお客様の来場を願っておるところでございます。

御報告申し上げましては、以上でございます。

○議長（田村孝浩君） 報告を終わります。

───────────────────────────────────

◎日程第３ 議案第７８号 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（町長提出）

○議長（田村孝浩君） 次に、日程第３ 議案第７８号 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を議題とし、審議に付します。

本案に対する委員長報告を求めます。

森田社会文教常任委員長。

○社会文教常任委員長（森田公明君） おはようございます。議案第７８号 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の審査結果を御報告いたします。

担当課の説明の後、特段、質疑、討論なく、採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決定

いたしました。

○議長（田村孝浩君） 以上で、委員長報告を終わります。

日程第３ 議案第７８号 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の委員

長報告に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。



討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第７８号について採決を行います。

本案に対する委員長報告は可決です。委員長報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を

求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第７８号は委員長報告のとおり可決されました。

───────────────────────────────────

◎日程第４ 議案第７９号 長和町給水条例の一部を改正する条例の制定について

（町長提出）

○議長（田村孝浩君） 次に、日程第４ 議案第７９号 長和町給水条例の一部を改正する条

例の制定についてを議題とし、審議に付します。

本案に対する委員長報告を求めます。

宮沢総務経済常任委員長。

○総務経済常任委員長（宮沢清治君） 総務経済常任委員会は、去る３０年１２月１０日、全

委員出席のもと、今定例会に提案され、委員会付託となりました案件について審査を行いまし

た。議長の指示に従い、順次結果を御報告いたします。

まず、議案第７９号 長和町給水条例の一部を改正する条例の制定について、担当者から説

明の後、質疑応答を行いました。討論なく、採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決定い

たしました。

質疑応答の内容は、以下のとおりです。

今後の主な改良計画についてはどうかの問いに、平成３４年度、３５年度に美し松別荘の水

道改修約１０億円程度を予定しているとの答弁。

委員より、その他の地域について、本管の耐用年数等はどうなっているのかの問いに、一般

的に水道管は４０年ほどであり、ほとんどの地域で企業会計化前に改修を終えているとの答弁。

委員より、消防用水道の使用料について、料金は徴収しているのか、また、水道法２４条と

の関係はどうなっているのかの問いに、現在、消火栓や消火用の水道料はもらっていない。今

後、法律との関係について確認するとの答弁。

委員より、料金改定による主な公共施設、学校、病院、温泉への影響についてシミュレーシ

ョンを提示してほしいとの問いに、後日、委員に資料を配付したいとの答弁。

委員より、現在も長久保の水源のポンプアップは行っているのか、また、電気代の節約にな

っているのかの問いに、時期により足りなくなる可能性があるため、水源自体の廃止はしてお

らず、管理のために毎日数回は水を送っている。電気代としては、年間８００万だったものが



４００万ほどと半減しているとの答弁。

委員より、料金改定までに議論は尽くされているのかの問いに、審議会を３回開催し、平成

２６年度及び２９年度にも審議会で議論しているとの答弁。

要望といたしまして、改定が段階的に行われるとのことだが、消費税の増税や経済情勢を鑑

みて、次回以降の改定も柔軟に検討してほしいとの要望がありました。

以上です。

○議長（田村孝浩君） 以上で、委員長報告を終わります。

日程第４ 議案第７９号 長和町給水条例の一部を改正する条例の制定についての委員長報

告に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案７９号について採決を行います。

本案に対する委員長報告は可決です。

委員長報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第７９号は委員長報告のとおり可決されました。

───────────────────────────────────

◎日程第５ 議案第８０号 平成３０年度長和町一般会計補正予算（第４号）につ

いて

（町長提出）

○議長（田村孝浩君） 次に、日程第５ 議案第８０号 平成３０年度長和町一般会計補正予

算（第４号）についてを議題とし、審議に付します。

本案に対する委員長の報告を求めます。

まず、総務経済常任委員会に付託された総務課、企画財政課、情報広報課、産業振興課、建

設水道課の所管する補正予算について、委員長の報告を求めます。

宮沢総務経済常任委員長。

○総務経済常任委員長（宮沢清治君） 御報告いたします。

議案第８０号 平成３０年度長和町一般会計補正予算（第４号）について、建設水道課、産

業振興課、総務課、情報広報課、企画財政課の所管する補正予算について、審査結果を御報告

いたします。



担当課説明の後、質疑応答を行いました。討論なく、採決の結果、全員賛成で可決すべきも

のと決定いたしました。

質疑応答の内容は、以下のとおりです。

初めに、建設水道課より御報告をいたします。

建設耕地係。委員より、さまざまな要望が上げられていると思うが、どの程度把握していて、

要望を解消するにはどの程度の期間がかかると見込んでいるのかの問いに、予算の状況によっ

てすぐ対応できるものとそうでないものがある。事業費が大きくなりそうな要望については、

有効な補助事業を充てることを検討しながら、できるだけ早期に対応したいと考えているが、

一概に期間の見込みについては難しいものがあるとのことです。

次に、委員より、圃場整備が進んでいない地区についてはどのように考えているのかの問い

に、和田の滝ノ下地区で要望があり、農政係や土地改良事業団体等と協議しているが、現段階

でははっきりした方向性は出ておらず、引き続き検討していきたいとのこと。

委員より、草刈りの委託料はどの場所を整備するためのものかの問いに、大門四泊の武重商

会のガソリンスタンドから入る町道で、竹が道路側にしなって通行の支障になるので、あらか

じめ整備したいとのこと。

次に、産業振興課について御報告いたします。

農政係。耕作者集積協力金の交付対象者について説明してほしいとの問いに、本事業は農地

を貸し出す側へ交付されるとの答弁。

委員より、米価下落対策事業の全額減額について、翌年度へ積み立てることは考えなかった

のかの問いに、来年度について米価の状況が不透明な中、状況により本年度の予算額にかかわ

らず予算要望をしていきたいと考えているとのこと。

特産品開発係。直売所仮設店舗はどこへ移転するのか、また、設置期間はどのくらいかの問

いに、消防署の裏側、インターロッキングがある場所に設置する予定であり、来年度いっぱい

に設置する予定であるとの答弁。

次に、委員より、農山漁村振興交付金が採択されなかった理由、事業の内容を説明してほし

いの問いに、採択要件が変わり、実際に事業展開をしていないと採択されなくなったためであ

り、内容は都市住民とさまざまな事業者を中間支援組織で結ぶ体制づくりを行う。今年度は組

織づくりをし、体制、仕組みが構築できた段階で来年度申請したいと考えているとのこと。

委員より、財源が確定しない段階でよってけ屋取り壊し、仮設店舗設置は時期尚早ではない

かの問いに、財源は確定していないが事業は実施していきたいと考えているとのこと。

林務係。松くい虫の駆除について、平成３０年度の実績はどれほどか、また標高どれくらい

まで被害が出ているかの問いに、春駆除は３４１．７５立方メートル、９５７万３，０００円

となっている。本年度の実績として２，０００万円弱になる予定であり、松くい虫の被害木は

標高８００メートル以上で確認されているとのこと。



次に、情報広報課について御報告いたします。

情報広報係。ケーブルテレビ管理運営審議会について、１０名から３０名に人数をふやし、

１５名の外部の方に報酬を支払うと説明があったが、単年度で行うものか、もしくは来年度以

降も行うのかの問いに、ケーブルテレビ管理運営審議会は事業にかかわって町のケーブルテレ

ビの形態や料金の改正、放送内容などを協議する審議会である。来年度以降も引き続きこの形

で進めていくとのこと。

次に、企画財政課について御報告いたします。

まちづくり政策係。協力隊募集に係る備品購入費を消耗品費に移行した理由は何かの問いに、

購入予定だった備品が不要となったため、備品購入費として計上した予算を消耗品費に移行し

たとのこと。

財政係。美し松祭りのためにふるさと納税をされた方への返礼品は何かの問いに、財政係で

は返礼品まで把握していないため、後ほど確認し報告するとのことでありましたが、後刻、返

礼品は長門牧場アイスクリーム１８個セットとコシヒカリ１５キログラムとの回答がありまし

た。

なお、産業振興課商工係、総務課総務係・長久保支所係・税務係にかかわる事項については、

質疑応答がありませんでした。

以上です。

○議長（田村孝浩君） 次に、社会文教常任委員会に付託された町民福祉課、こども健康推進

課、教育課の所管する補正予算について、委員長の報告を求めます。

森田社会文教常任委員長。

○社会文教常任委員長（森田公明君） 失礼しました、先ほど前段の報告をいたしませんでし

た。改めて報告いたします。

社会文教常任委員会は、去る１２月１１日火曜日に委員会を開催し、今定例会に提案され、

社会文教常任委員会に付託された各議案について審査を行いました。議長の指示に従い、順次

御報告いたします。

議案第８０号 平成３０年度長和町一般会計補正予算（第４号）についてのうち、町民福祉

課、こども健康推進課、教育課が所管する民生費、衛生費、教育費及び関係歳入について審査

を行った結果を御報告いたします。

担当課の説明の後、質疑応答を行いました。討論なく、採決の結果、全員賛成で可決すべき

ものと決定いたしました。

質疑応答の内容は、以下のとおりです。

まず、町民福祉課にかかわる事項です。

福祉係。障害者自立支援給付費について、今回の補正は、利用者が１名ふえたということか。

また、これは年度当初において年間分を見込むことはできないのかの問いに、今回の補正は、



対象者の増及び個々の医療費の増額が見込まれることからの増額補正である。当初予算では、

前年度の実績をもとに予算計上しているが、年度途中の新規利用者増により、またサービス内

容の変更等により増額することがある。サービスの利用については、利用者の個々の状況に合

わせて提供していることから、増額が認められる場合は補正での対応をお願いしているとの回

答でした。

委員より、敬老祝賀会について出席者数は前年と比べてどうかの問いに、対象者は７７歳以

上の高齢者の皆様で、当日の参加人数については、おおむね対象者の３割ほどで、例年並みで

あるとの回答でした。

委員より、敬老祝賀会への出席の傾向について、地区によって出席率に偏りがあるように感

じる。元気な方にはより多く参加してもらいたいがの問いに、参加の呼びかけについては、各

地域を担当する民生委員の皆様により、対象者の方へ直接参加を呼びかけていただいている。

工夫が必要な部分については、今後検討していきたいとの回答でした。

委員より、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を設け

ているかの問いに、参加された方へのアンケートは実施していないが、参加者に付き添ってい

ただ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いる。当日

参加された方にその場でアンケートを行うというのも一つの方法かと思うので、担当係で検討

していきたいとの回答でした。

要望として、参加者から、企画の内容について、地元あるいは近隣出身の芸人や歌手を招い

てはどうかという意見が出ている。また、子供たちにも参加してもらうなど、祝賀会の催しに

ついてはさらに検討してほしいとの要望が出されました。

なお、窓口係、生活環境係にかかわる事項への質疑はありませんでした。

次に、教育課にかかわる事項です。

学校教育係。委員より、エアコンの増設に伴って電気料金はどの程度増加するか。また、増

加する電気料金は交付金等の対象とならないのか。エアコンの耐用年数はどのくらいかの問い

に、正確な積算ではないが、電気料については、１カ月当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する。耐用年数は建物附属設備などで１３年で

あるとの回答でした。

委員より、機器の設置は今年度内に完了する予定かの問いに、県全体で同じ状況になるため、

県から適切な対応を業者へ申し入れたと聞いている。町としては、事務手続等を迅速に行い、

年度内に完了するよう努めるが、完了が夏休みにずれ込む可能性は考えられるとの回答でした。

委員より、導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

うするのかの問いに、冷暖房両方に対応して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との回答でした。

委員より、国からの交付金は満額交付されるのかの問いに、まだ内定段階のため確定してい



ないが、申請額が満額交付される予定であるとの回答でした。

委員より、和田小学校の漏水はいつ把握したのか、早急に対応してほしいとの問いに、７月

に報告を受け修理を開始し、水道料の減免申請を行っている。しかし、業者に調査させている

が、いまだ漏水箇所の特定には至っていない状況であるとの回答でした。

次に、文化財係。黒耀石体験ミュージアムの入館者数はどの程度増加しているのかの問いに、

入館者数は１１月末までの累計で、昨年度より１，２４６名増加している。入館料は３８万１，

７３０円、記念品等の売り上げは１０６万１，８３２円増加しているとの回答でした。

委員より、無料入館者とはどのような人たちかの問いに、友の会会員や学校団体を引率する

先生、黒耀石のふるさと祭りの参加者が主な無料入館者であるとの回答でした。

委員より、茅野市では、市民が参加する縄文プロジェクトが盛んに行われているが、長和町

ではまだ黒耀石などの縄文文化が町民に広く理解されていないように思われる。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の問いに、学校と連携して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。そのほか、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との回答でした。

委員より、文化財部局だけでなく、観光部局等と連携する必要があると思われるが、当町に

はそのような横断的な組織はあるのかの問いに、現段階では役場の中にそのような組織はなく

課題となっている。また、黒耀石のふるさと祭りの実施主体である黒耀石のふるさと創生事業

実行委員会には、役場の文化財係や観光係だけでなく商工会、農業生産者などのさまざまな業

種の人が参画しており、そうした組織になり得る素地があるため、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との回答でした。

委員より、黒耀石体験ミュージアムでは、外国人利用者は訪れているかの問いに、一般の外

国人利用者は極めて少ないが、東京農業大学と提携している海外の大学の学生や明治大学黒耀

石研究センターの事業による外国人研究者による利用があるとの回答でした。

委員より、町内には近年増加する外国人旅行者に対して、外国語によるガイドを行うボラン

ティア団体があるので積極的に連携してほしいとの要望が出されました。

人権男女共同参画係。委員より、和田児童クラブの１日当たりの平均利用者は何人くらいか

の問いに、平均して７人から１０人くらいが利用しているとの回答でした。

なお、社会教育係にかかわる事項への質疑はありませんでした。また、こども健康推進課に

かかわる事項への質疑はありませんでした。

議案第８０号についての報告は以上です。

○議長（田村孝浩君） 以上で、委員長報告を終わります。

日程第５ 議案第８０号 平成３０年度長和町一般会計補正予算（第４号）についての委員

長報告に対する質疑を行います。

質疑ございますか。



（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第８０号について採決を行います。

本案に対する委員長報告は可決です。

委員長報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第８０号は委員長報告のとおり可決されました。

───────────────────────────────────

◎日程第６ 議案第８１号 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

（町長提出）

◎日程第７ 議案第８２号 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

（町長提出）

◎日程第８ 議案第８３号 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

（町長提出）

○議長（田村孝浩君） 次に、日程第６ 議案第８１号から日程第８ 議案第８３号までを一

括して議題とし、審議に付します。

本案に対する委員長の報告を求めます。

森田社会文教常任委員長。

○社会文教常任委員長（森田公明君） 議案第８１号 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）についての審査結果を御報告いたします。

担当課の説明の後、特段、質疑、討論なく、採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決定

いたしました。

議案第８２号 平成３０年度長和町介護保険特別会計補正予算（第２号）についての審査結

果を御報告いたします。

担当課の説明の後、特段、質疑、討論なく、採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決定

いたしました。

議案第８３号 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）についての審査結果を御報告いたします。



担当課の説明の後、特段、質疑、討論なく、採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決定

いたしました。

報告は以上です。

○議長（田村孝浩君） 以上で、委員長の報告を終わります。

最初に、日程第６ 議案第８１号 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）についての委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第８１号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。

委員長報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第８１号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、日程第７ 議案第８２号 平成３０年度長和町介護保険特別会計補正予算（第２号）

についての委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第８２号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。

委員長の報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第８２号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、日程第８ 議案第８３号 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）についての委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）



○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第８３号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。

委員長報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第８３号は委員長報告のとおり可決されました。

───────────────────────────────────

◎日程第 ９ 議案第８４号 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

（町長提出）

◎日程第１０ 議案第８５号 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

（町長提出）

◎日程第１１ 議案第８６号 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

（町長提出）

◎日程第１２ 議案第８７号 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

（町長提出）

○議長（田村孝浩君） 次に、日程第９ 議案第８４号から日程第１２ 議案第８７号までを

一括として議題とし、審議に付します。

本案に対する委員長の報告を求めます。

宮沢総務経済常任委員長。

○総務経済常任委員長（宮沢清治君） それでは、議案第８４号から８７号まで御報告をいた

します。

まず、議案第８４号 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、担当者の説明の後、質疑応答を行いました。討論なく、採決の結果、全

員賛成で可決すべきものと決定いたしました。

質疑応答の内容は、以下のとおりです。

委員より、し尿処理施設電気料について、来年度以降の対応はどうなっているのかの問いに、

１施設１受電の基本ルールがあり、請求を分けるために高圧キュービクル等の高額な設備を設



置しなければならないため、このままでいきたいと考えているとの答弁。

議案第８５号 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、担

当者から説明の後、質疑応答を行いました。討論なく、採決の結果、全員賛成で可決すべきも

のと決定いたしました。

質疑応答の内容は、次のとおりです。

委員より、合併浄化槽設置数及びし尿処理人口は何人かの問いに、浄化槽は現在２００基程

度でし尿処理人口は約３００人程度である。なお、資料は後日配付するとのこと。

議案第８６号 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、担

当者から説明の後、質疑応答を行いました。討論なく、採決の結果、全員賛成で可決すべきも

のと決定いたしました。

質疑応答の内容は、次のとおりです。

委員より、委託料のその他委託料について、もう少し詳しく聞きたいとの問いに、過年度の

別荘料金の地代や管理料の内訳データを総合行政システムの収納システムに反映させるため、

システムエンジニアのサーバーでの作業として４日間の費用を計上したとのこと。

委員より、美し松別荘地で迷惑行為をしている人がいるというが、把握をしているのかの問

いに、個人情報に抵触するため詳しいことは言えない。居住者の関係なので、別荘係でなく町

の福祉部局や健康管理部門、警察署や消防署も交えたケア会議を行い情報交換している。別荘

係としても、他のオーナー様が安心して暮らせる環境整備や別荘の価値を下げないよう、関係

機関と連携して対処していきたいとのこと。

委員より、美し松祭りについて、オーナー様からの寄附で行ったとのことだが、名前の公表

等をしたのかの問いに、町では名前の公表はしていない。美し松お祭りについては、自治会か

らの申し出により、昨年で作業を終了することになっていたのだが、存続を望むオーナーから

ふるさと納税があり、とりあえず２年間お祭りを継続するということで、ふるさと納税の寄附

金を町から補助金として自治会に交付した。この経過は、お祭りの際に自治会長のほうから寄

附者の名前は伏せた上で参加者に報告していたとのこと。

議案第８７号 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、担当者か

ら説明の後、質疑応答を行いました。討論なく、採決の結果、全員賛成で可決すべきものと決

定いたしました。

質疑応答の内容は、次のとおりです。

委員より、水源の登記費用について金額は適正化かの問いに、水源と管路を含めると４から

５筆あるため高額になってしまうとのこと。

委員より、過年度修正益３１６万円の内容は何かの問いに、内容は、建物がないものや所有

者が変更されているものなどで約８０件ほどであるとのこと。

委員より、今後の対策及び滞納についてどのように考えるかの問いに、別荘のシステム改修



に当たり、現在の台帳を見直しするとともに、滞納者については粘り強く対応していくとのこ

と。

委員より、給水停止等の対策はどう考えているのかの問いに、料金改定の件もあるため、給

水停止について要綱を整備している。来年度より悪質滞納者には給水停止措置も含めた対応を

行っていくとのこと。

委員より、水道法改正による水道事業の民営化について、町の考えはどうかの問いに、当町

の水道事業では採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、メリット・デ

メリットを研究し慎重に検討していくとのこと。

委員より、広域化についての考え方はどうかの問いに、県の主導により毎年話は出ているが、

なかなか具体的な話にはなっていないとのこと。

報告は以上です。

○議長（田村孝浩君） 以上で、委員長報告を終わります。

最初に、日程第９ 議案第８４号 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）についての委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第８４号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。

委員長報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第８４号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、日程第１０ 議案第８５号 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）についての委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第８５号を採決いたします。



本案に対する委員長報告は可決です。

委員長報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第８５号は委員長報告のとおり可決されました。

次に、日程第１１ 議案第８６号 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）についての委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第８６号を採決いたします。（「議長、ちょっといいですか」の声あり）

宮沢委員長。

○総務経済常任委員長（宮沢清治君） 申しわけありませんでした。議案第８７号、これから

審議いただくわけですが、私の委員長報告で間違いがありましたので訂正をさせていただきま

す。

質疑応答の内容で２番目、「過年度修正益」３１６万円の内訳は何かということで御報告を

申し上げましたが、「過年度修正損」でございますので訂正させていただきます。おわび申し

上げます。

以上です。

○議長（田村孝浩君） ただいま総務経済常任委員長より訂正がありました。

討論は終わりましたので、これより採決を行います。

議案第８６号を採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決です。

委員長の報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第８６号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第１２ 議案第８７号 平成３０年度長和町上水道事業会計補正予算（第２号）

についての委員長報告に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。



（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第８７号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は可決です。

委員長報告のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第８７号は原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────

◎日程第１３ 議案第８８号 指定管理者の指定について（長和町特産物直売所）

（町長提出）

○議長（田村孝浩君） 次に、日程第１３ 議案第８８号 指定管理者の指定について（長和

町特産物直売所）は、お手元に配付のとおり総務経済常任委員長より閉会中の継続審査の申し

出が提出されております。

理由は、指定管理者の指定の原案提出方法の検討と指定管理者の事業状況等について、資料

を求め審査する必要があるためです。

お諮りいたします。委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることについて御

異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 御異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、議案

第８８号は閉会中の継続審査とすることに決定をいたしました。

───────────────────────────────────

◎日程第１４ 陳情第１号 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

○議長（田村孝浩君） 次に、日程第１４ 陳情第１号 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を議題とし、審議に付します。

本案に対する委員長の報告を求めます。

森田社会文教常任委員長。

○社会文教常任委員長（森田公明君） 陳情第１号 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の審査結果を御報告いたします。特段、質疑、討論なく、採決の

結果、全員賛成で採択すべきものと決定いたしました。

報告は以上です。

○議長（田村孝浩君） 以上で、委員長の報告を終わります。

陳情第１号 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の委員長

報告に対する質疑を行います。



質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、陳情第１号を採決いたします。

本案に対する委員長報告は採択です。

委員長報告のとおり採択することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。陳情第１号は委員長報告のとおり採択することに決定をい

たしました。

ここでお諮りいたします。お手元に配付のとおり、町長から追加案件が提出されております。

この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 異議なしと認めます。よって、これを日程に追加し、議題とすること

に決定いたしました。

ただいま追加した議案は、会議規則第３９条第３項の規定により委員会への付託を省略し、

本日審議し、即決したいと存じますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 御異議なしと認め、追加した議案は、本日即決とすることに決定をい

たしました。

───────────────────────────────────

◎日程第１ 議案第９０号 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

（町長提出）

◎日程第２ 議案第９１号 平成３０年度長和町一般会計補正予算（第５号）につ

いて

（町長提出）

◎日程第３ 議案第９２号 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

（町長提出）

◎日程第４ 議案第９３号 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



（町長提出）

◎日程第５ 議案第９４号 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

（町長提出）

◎日程第６ 議案第９５号 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

（町長提出）

◎日程第７ 議案第９６号 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

（町長提出）

○議長（田村孝浩君） 追加議事日程第１ 議案第９０号 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から、日程第７ 議案第９６号 平成３０年度長

和町上水道事業会計補正予算（第３号）についてを一括して上程いたします。

全議案について、町長より提案理由の説明を求めます。

羽田町長。

○町長（羽田健一郎君） ただいま提案いたしました条例案、各会計補正予算案を可決・承認

いただきましてありがとうございました。このうち両小学校へのエアコンの設置事業の国庫補

助金につきましては、提案時には、まだ補助金の内示がないと説明をいたしましたが、このた

び予定どおり内示がございましたので、着実に事業を進めてまいりたいと考えております。

それでは、本議会に追加議案として提案をさせていただきました条例案１件、補正予算案６

件に係る議案について説明を申し上げます。

まず、議案第９０号 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

につきましては、平成３０年度人事院勧告及び長野県人事委員会勧告を受け、長野県において

も、この１１月定例会において条例改正をしており、当町におきましても、給与条例について

長野県に準拠していることから改正をお願いするものであります。

次に、議案第９１号 平成３０年度長和町一般会計補正予算（第５号）から議案第９６号

平成３０年度長和町上水道事業会計補正予算（第３号）についてまでの６つの会計に係る補正

予算案の関係でございますが、これらの議案につきましては、いずれも長和町一般職の職員の

給与に関する条例の一部の改正に伴い、一般職員の給与、手当等について補正をお願いするも

のであります。

以上、追加議案として提案させていただきました議案について、概要を説明させていただき

ましたが、詳細につきましては、御審議の際、担当課長より説明を申し上げますので、原案を

御承認賜りますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。

○議長（田村孝浩君） 以上で、提案理由の説明を終わります。



日程第１ 議案第９０号 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

制定についてを議題とし、審議に付します。

担当課長より詳細説明を求めます。

小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 追加議案書ですが、１枚おめくりをいただきまして、２─１ペー

ジをお願いいたします。議案第９０号 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きまして、議会の議決をお願いするものでございます。

改正の内容といたしましては、２─２ページでございますが、第１条として、宿日直手当に

ついて４，２００円から４，４００円への引き上げ、次に、第３０条の関係で勤勉手当の年間

支給月数について、一般職、再任用職員ともに０．０５月の引き上げ、それから別表の関係で

すが、県準拠の給料表への改定、また、ページ２─１８ページをお願いいたしますが、扶養手

当の第２条ということで、扶養手当の見直しにつきまして、配偶者に係る手当額を他の扶養親

族に係る手当額と同額まで引き下げ、子に係る手当額を引き上げるという見直しを、平成３０

年度、３１年度の２カ年で段階的に行うこととしております。

手当の額としましては、現行で配偶者１万円、子８，０００円、父母等６，５００円とある

ものを、改正後は、子１万円、配偶者、父母等６，５００円へと改正をするものでございます。

以上、今回の改正概要を説明させていただきましたが、全て県に準拠した改正となっており

ます。詳細につきましては、２─２１ページから５０ページまで新旧対照表がございますので、

そちらをごらんいただきたいと思います。

以上で説明を終わりますが、よろしくお願いいたします。

○議長（田村孝浩君） 説明が終わりました。

本案に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第９０号を採決いたします。

議案第９０号を原案のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第９０号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第２ 議案第９１号 平成３０年度長和町一般会計補正予算（第５号）について

を議題とし、審議に付します。



担当課長より詳細説明を求めます。

金山企画財政課長。

○企画財政課長（金山睦夫君） お願いします。追加議案書の３ページをお願いします。めく

っていただきまして、議案第９１号 平成３０年度長和町一般会計補正予算（第５号）でござ

います。

先ほど可決決定いただきました一般会計補正予算（第４号）の歳入歳出にそれぞれ９００万

円を追加し、総額を６０億７，９００万円と定めるものでございます。

詳細は９ページからとなっておりますけれども、ただいまお認めいただきました給与に関す

る条例の一部改正に伴いまして、一般職の給与、手当等について補正を計上したほか、育児休

業復帰の職員の給与等についても補正をお願いするものでございます。

歳入におきましては、財政調整基金から９００万円を繰り入れ、歳出に同額を職員人件費と

して計上し、予備費で調整したものですので、よろしくお願いいたします。

説明は以上です。

○議長（田村孝浩君） 説明が終わりました。

本案に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

小川議員。

○８番（小川純夫君） 先ほどの条例改正でちょっと聞き漏らしたんですけど、この経過規定、

ちょっと説明していただいて、ただいま補正の額というのは、これどこまでの分なのか。４月

までさかのぼるのか、さかのぼらないのか、その辺。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 先ほど幾つか条例改正につきまして御説明をいたしましたけれど

も、済みません、２─２ページのほうへもう一回お戻りいただきまして、第１条の関係、第２

４条の宿日直手当の関係ですけれども、こちらは３０年の４月１日にさかのぼるものでござい

ます。

それから、その下の勤勉手当の関係ですが、こちらは３０年１２月１日からでございます。

それから、その下の別表の関係ですが、こちらの給料表の改定ということで３０年４月にさか

のぼるものでございます。

もう一点、扶養手当の月額の関係ですが、これは来年の４月、３１年４月からの改正予定と

いうことで、ちょっといろいろ期間がそれぞれ違ってわかりづらいんですが、そういったこと

です。

○議長（田村孝浩君） ほかに質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。



討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第９１号を採決いたします。

議案第９１号を原案のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第９１号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第３ 議案第９２号 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）についてを議題とし、審議に付します。

担当課長より詳細説明を求めます。

藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） それでは、御説明をさせていただきます。

議案書の４ページ、１ページおめくりいただきまして、議案第９２号 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）について御説明をさせていただきます。

既定の歳入歳出にそれぞれ５万４，０００円を追加し、歳入歳出の総額を７億８，１０５万

５，０００円とするものでございます。

補正の理由につきましては、一般会計と同様に、可決をいただきました職員の給与の条例改

正に伴います補正でございます。

８ページをお開きいただきまして、歳入として一般会計からの繰り入れということで、職員

の給与等の改定分５万４，０００円を繰り入れさせていただきまして、歳出の一般管理費とし

て国民健康保険の職員人件費として同額を支出するものでございます。

以上、よろしくお願いいたします。

○議長（田村孝浩君） 説明が終わりました。

本案に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第９２号を採決いたします。

議案第９２号を原案のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第９２号は原案のとおり可決されました。



次に、日程第４ 議案第９３号 平成３０年度長和町介護保険特別会計補正予算（第３号）

について議題とし、審議に付します。

担当課長より詳細説明を求めます。

藤田町民福祉課長。

○町民福祉課長（藤田 孝君） 同じく、説明をさせていただきます。

議案書５ページで１ページ目をお開きください。

既定の歳入歳出にそれぞれ１１万２，０００円を追加し、歳入歳出の総額を１０億２，２６

７万５，０００円とするものでございます。補正理由につきましては、先ほどと同様で、職員

の給与改定に伴う給与費等の補正でございます。

９ページ目をお開きください。一般会計繰り入れについては、一般会計から職員の給与費等

の改定分として１１万２，０００円を繰り入れまして、１０ページになりますけど、繰り入れ

た分とすることで一般管理費の介護保険特別会計職員人件費として同額を支出するものでござ

います。

また、款４項４地域包括的支援事業・任意事業の目１包括的支援事業の事業別項目、包括的

支援事業職員人件費については９万４，０００円を増額し、この９万４，０００円については

予備費で調整するものでございます。よろしくお願いいたします。

○議長（田村孝浩君） 説明が終わりました。

本案に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第９３号を採決いたします。

議案第９３号を原案のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第９３号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第５ 議案第９４号 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）についてを議題とし、審議に付します。

担当課長より詳細説明を求めます。

長井建設水道課長。

○建設水道課長（長井 剛君） それでは、議案第９４号 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）につきまして御説明を申し上げます。



追加議案書の６ページになります。この１ページをごらんをいただきたいと思います。既定

の歳入歳出予算の総額に変更はございません。総額につきましては、７ページをお開きをいた

だきたいと思います。先ほど来から説明がありますように、この公共下水道管理費の関係で人

事院勧告に伴いまして、人件費の１１万１，０００円の増額ということで、この増額分につき

ましては予備費のほうから充当するというものでございます。

以上、説明を終わります。

○議長（田村孝浩君） 説明が終わりました。

本案に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第９４号を採決いたします。

議案第９４号を原案のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第９４号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第６ 議案第９５号 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）についてを議題とし、審議に付します。

担当課長より説明を求めます。

龍野建設水道課専門幹。

○建設水道課専門幹（龍野正広君） それでは、議案第９５号 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）について説明させていただきます。

議案書の７ページからとなります。１ページをお開きください。既定の歳入歳出の予算総額

は変わりございません。詳細については、７ページをごらんください。説明につきましては、

先ほどと同じように、職員給与の条例の改正に伴うものでございます。職員給料の増額で６万

７，０００円で、財源につきましては予備費より充当しております。

以上、説明を終わります。

○議長（田村孝浩君） 説明が終わりました。

本案に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

柳澤議員。

○７番（柳澤貞司君） 最初に御質問すればよかったんですけれども、人事院勧告によって職



員の給与等々が上がるということですが、人事院勧告があったのはいつですか。

○議長（田村孝浩君） 小林総務課長。

○総務課長（小林文江君） 県の人事委員会の勧告ですけれども、ちょっと手持ちが人事院勧

告のものを持ち合わせておりませんで、申しわけありません、県の人事委員会からの勧告がこ

としの１０月２３日でございます。

○議長（田村孝浩君） 柳澤議員。

○７番（柳澤貞司君） したがって、県からのそういう通達があったということですが。だっ

たら、もっとこの追加議案じゃなくて、最終日の追加議案じゃなくて、当初１２月３日ですか、

議会に間に合わなかったんですか、どうですか。

○議長（田村孝浩君） 総務課長。

○総務課長（小林文江君） 今の関係ですけれども、おっしゃるとおり人事院勧告によって国

家公務員の給料、給与体系を定めて、それを参考に県の人事委員会の勧告で県の給与を定めて、

民間との給与格差を是正しているということで、町のほうでも県のそれに準拠するわけですけ

れども、今議会の上程案の取りまとめの時点では、県のほうでも確認したんですが、まだ上程

するかどうかわからないというような状況であったため、初日の上程に間に合いませんでした。

県が上程したのが１１月２９日ということで、それを県が上程したことを確認しまして、町

でも初日には間に合いませんでしたが、追加議案ということで今回提出をさせていただきまし

た。

○議長（田村孝浩君） よろしいですか。ほかに質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑なしと認めます。討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第９５号を採決いたします。

議案第９５号を原案のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第９５号は原案のとおり可決されました。

次に、日程第７ 議案第９６号 平成３０年度長和町上水道事業会計補正予算（第３号）に

ついてを議題とし、審議に付します。

担当課長より詳細説明を求めます。

長井建設水道課長。

○建設水道課長（長井 剛君） それでは、議案第９６号 平成３０年度長和町上水道事業会

計補正予算（第３号）につきまして御説明を申し上げます。



議案書は８ページになります。この１ページをお開きをいただきたいと思います。上部予算

ですが、第２条の収益的支出の補正といたしまして、第１款水道事業費用の既決予定額に７万

１，０００円を追加し、２億８，５１８万３，０００円とするものでございます。

詳細につきましては、８ページ、９ページをお開きをいただきたいと思います。収益的支出

の営業費用でございますけれども、人事院勧告に伴いまして、人件費で７万１，０００円を増

額するものでございます。

以上、説明を終わります。

○議長（田村孝浩君） 説明が終了いたしました。

本案に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、議案第９６号を採決いたします。

議案第９６号を原案のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。議案第９６号は原案のとおり可決されました。

ここで暫時休憩といたします。このままお待ちください。

休 憩 午前１０時３６分

───────────────────────────────────

再 開 午前１０時３７分

○議長（田村孝浩君） 休憩を閉じ、会議を再開いたします。

ここでお諮りいたします。

ただいまお手元に配付のとおり、議員より追加議案が提出されております。この際、これを

日程に追加し、議題といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 御異議なしと認めます。よって、これを日程に追加し、議題とするこ

とに決定をいたしました。

ただいま追加した議案は、会議規則第３９条第３項の規定により委員会の付託を省略し、本

日審議し、即決したいと存じます。これに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 御異議なしと認め、追加した議案は、本日即決することに決定いたし



ました。

───────────────────────────────────

◎日程第１ 意見書案第１号 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

（議員提出）

○議長（田村孝浩君） 追加議事日程第１ 意見書案第１号 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を上程いたします。

ここでお諮りいたします。日程第１ 意見書案第１号については、先ほど採択された陳情と

同趣旨でありますので、趣旨説明を省略したいと存じますが、これに御異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 異議なしと認め、趣旨説明は省略することに決定をいたしました。

それでは、日程第１ 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

書を議題とし、審議に付します。

本案に対する質疑を行います。

質疑ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 質疑を終結し、討論を行います。

討論ございますか。

（「なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 討論を終わります。

これより、意見書案第１号を採決いたします。

意見書案第１号を原案のとおり可決することに賛成議員の挙手を求めます。

（全 員 挙 手）

○議長（田村孝浩君） 全員賛成。意見書案第１号は原案のとおり可決されました。

───────────────────────────────────

◎閉会の宣告

○議長（田村孝浩君） 以上で、本定例会に提出された案件は全て終了いたしました。

よって、平成３０年１２月長和町議会第４回定例会を閉会といたしたいと存じますが、これ

に御異議ございませんか。（「議長」の声あり）

小川議員。

○８番（小川純夫君） 閉会でいいんですけれども、先ほどの総務経済常任委員長の報告の中

にあった継続審査、これ議長に申し出るというところまでで、これをどう扱うかというのは、

まだ決めてないんじゃないかと。閉会中の委員会の申し出については、やっぱり議案として出

さなくちゃいけないんじゃない。どう、局長。



○事務局長（城内秀樹君） 議案といいますか、委員長のほうから閉会中の継続審査の申し出

が出されておりますので、それを皆さんにお諮りして異議なしということでございましたので、

今後３月定例会までに総務経済常任委員会のほうで御審議いただいて、結論出していただきた

いということで御承知いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

○議長（田村孝浩君） よろしいでしょうか。

それでは、平成３０年１２月長和町議会第４回定例会を閉会したいと存じますが、これに御

異議ございませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（田村孝浩君） 御異議なしと認め、平成３０年１２月長和町議会第４回定例会を閉会

といたします。

御苦労さまでした。

───────────────────────────────────

閉 会 午前１０時４０分
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