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平成２９年東御市議会第２回定例会議事日程（第１号） 

 

平成２９年６月２日（金） 午前 ９時 開議  

第 １ 会議録署名議員の指名 

第 ２ 会期の決定 

第 ３ 諸般の報告 

第 ４ 市長招集あいさつ 

第 ５ 議案第３９号 平成２８年度東御市一般会計補正予算（第９号）の専決処分の承認を求め

ることについて 

第 ６ 議案第４０号 平成２８年度東御市工業地域開発事業特別会計補正予算（第２号）の専決

処分の承認を求めることについて 

第 ７ 議案第４１号 平成２９年度東御市地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計補正予

算（第１号）の専決処分の承認を求めることについて 

第 ８ 議案第４２号 東御市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の承

認を求めることについて 

第 ９ 議案第４３号 東御市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについ

て 

第１０ 議案第４４号 東御市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めるこ

とについて 

第１１ 議案第４５号 東御市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求め

ることについて 

第１２ 議案第４６号 平成２９年度東御市一般会計補正予算（第１号） 

第１３ 議案第４７号 東御市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例 

第１４ 議案第４８号 東御市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例 

第１５ 議案第４９号 東御市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例 

第１６ 陳情の報告 
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出 席 議 員 （１７名） 

       １番  田 中 信 寿          ２番  髙 木 真由美 

３番  中 村 眞 一          ５番  山 浦 利 通 

       ６番  髙 森 公 武          ７番  窪 田 俊 介 

       ８番  佐 藤 千 枝          ９番  山 崎 康 一 

      １０番  若 林 幹 雄         １１番  阿 部 貴代枝 

      １２番  平 林 千 秋         １３番  長 越 修 一 

      １４番  青 木 周 次         １５番  依 田 政 雄 

      １６番  栁 澤 旨 賢         １７番  横 山 好 範 

      １８番  依 田 俊 良          

欠 席 議 員 （なし） 

                          

地方自治法第１２１条の規定により説明のために出席した者の職氏名 

市 長 花 岡 利 夫  副 市 長 田 丸 基 廣 

教 育 長 牛 山 廣 司  総 務 部 長 掛 川 卓 男 

市 民 生 活 部 長 塚 田  篤  健 康 福 祉 部 長 柳 澤 利 幸 

産 業 経 済 部 長 関  一 法  都 市 整 備 部 長 寺 島  尊 

病 院 事 務 長 武 舎 和 博  教 育 次 長 岩 下 正 浩 

総 務 課 長 横 関 政 史  企 画 財 政 課 長 小 菅 武 志 

子 育 て 支 援 課 長 坂 口 光 枝  商 工 観 光 課 長 山 田 正 仁 

農 林 課 長 金 井  泉  建 設 課 長 富 山 直 彦 

教 育 課 長 小 林 哲 三  市 民 課 長 中 條 万 里 子 

代 表 監 査 委 員 北 澤 昌 雄    

 

議会事務局出席者 

議 会 事 務 局 長 堀 内 和 子  議 会 事 務 局 次 長 柳 澤 嘉 和 

書 記 笹 井 政 孝    
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――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開会の宣告 

○議長（依田俊良君） おはようございます。 

 開会に先立ちまして、４月１日付で人事異動がありましたので、副市長から地方自治法第121条

の規定による説明員の報告と紹介のための発言が求められておりますので、これを許可します。 

 副市長。 

○副市長（田丸基廣君） 皆さん、おはようございます。 

 ４月１日付の人事異動によりまして説明員に異動がありましたので、紹介をさせていただきます。 

 初めに部長職から申し上げます。 

 産業経済部長、関一法。 

○産業経済部長（関 一法君） よろしくお願いします。 

○副市長（田丸基廣君） 教育次長、岩下正浩。 

○教育次長（岩下正浩君） よろしくお願いいたします。 

○副市長（田丸基廣君） 市民生活部長、塚田篤。 

○市民生活部長（塚田 篤君） よろしくお願いします。 

○副市長（田丸基廣君） 健康福祉部長、柳澤利幸。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） よろしくお願いいたします。 

○副市長（田丸基廣君） 続いて課長職を申し上げます。 

 建設課長、富山直彦。 

○建設課長（富山直彦君） よろしくお願いします。 

○副市長（田丸基廣君） 企画財政課長、小菅武志。 

○企画財政課長（小菅武志君） よろしくお願いいたします。 

○副市長（田丸基廣君） 商工観光課長、山田正仁。 

○商工観光課長（山田正仁君） よろしくお願いいたします。 

○副市長（田丸基廣君） 市民課長、中條万里子。 

○市民課長（中條万里子さん） よろしくお願いいたします。 

○副市長（田丸基廣君） 以上でございます。よろしくお願いをいたします。 

○議長（依田俊良君） ただいまから平成29年東御市議会第２回定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程の報告 

○議長（依田俊良君） 本日の議題は、お手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――― 
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◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○議長（依田俊良君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第81条の規定により、佐藤千枝さん及び山崎康一君を指名します。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ２ 会期の決定 

○議長（依田俊良君） 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。本定例会の会期は、本日から６月23日までの22日間にしたいと思います。これに

ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 会期は、本日から６月23日までの22日間に決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ３ 諸般の報告  

             報告第１号 平成２８年度繰越明許費について 

             報告第２号 平成２８年度東御市水道事業会計予算繰越について 

             報告第３号 平成２８年度東御市下水道事業会計予算繰越について 

○議長（依田俊良君） 日程第３ 諸般の報告をします。 

 監査委員から平成29年３月、４月及び５月実施分の例月出納検査結果報告書が提出され、その写

しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 

 次に、地方自治法第180条第１項の規定よる議会の権限に属する軽易な事項で、その決議により

特に指定された市長専決処分の事項報告書が提出され、その写しをお手元に配付しておきましたの

で、ご了承願います。 

 次に、報告第１号 平成28年度繰越明許費についての報告を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） おはようございます。 

 報告第１号 平成28年度繰越明許費につきまして、ご報告申し上げます。 

 繰越明許費につきましては、年度内に当該事業が完了できないことから、翌年度へ繰越をして予

算を使用するためのものでございます。議案書の１ページをお願いいたします。 

 報告第１号 平成28年度繰越明許費について。 

 平成28年度東御市一般会計予算及び平成28年度東御市工業地域開発事業特別会計予算につきまし

て、別紙のとおり繰越明許したので、地方自治法施行令第146号第２項の規定により報告するもの

でございます。 

 この施行令の規定では、地方公共団体の長は繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越

したときは翌年度の５月31日までに繰越計算書を調整し、次の議会に報告しなければならない旨の
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規定となっております。 

 ２ページをお願いいたします。平成28年度東御市繰越明許費繰越計算書でございます。 

 初めに一般会計補正予算（第９号）分でございます。 

 款２総務費項１総務管理費の庁舎施設整備事業費につきましては、中央公民館北側及び子育て支

援センター北側に駐車場を整備する事業でございまして、関係機関が発注した事業との調整に不測

の日数を要したことから、工事請負費6,000万円を繰り越したもので、事業完了につきましては平

成29年11月30日を予定しております。 

 次に、財政事務諸経費につきましては、国の統一的な基準、いわゆる公会計に基づいた財務諸表

を作成するために、単式簿記を複式へ仕分け変換などを行う委託業務でございまして、関連する既

存のシステムからのデータ移行方法などの協議に不測の日数を要したことから、業務委託料334万8,

000円を繰り越したもので、事業完了は平成29年12月25日を予定しております。 

 次に、湯の丸高原施設整備推進事業費につきましては、平成28年度の国の第２次補正予算にござ

いました地方創生拠点整備交付金を活用して、湯の丸高原に全天候型400メートルトラックなどを

整備する事業でございまして、関係機関との協議及び許認可に不測の日数を要したことから、工事

請負費など１億2,457万円を繰り越したもので、事業完了につきましては平成29年11月30日を予定

しております。 

 項３戸籍住民登録費の戸籍住民事務諸経費につきましては、個人番号カード発行に係る事務委任

の交付金でございまして、国の事業予算繰越に伴い交付金235万9,000円を繰り越したもので、事業

完了につきましては平成30年３月31日を予定しております。 

 款４衛生費項２清掃費、ごみ減量リサイクル事業費につきましては、循環型社会形成推進交付金

によりまして、生ごみリサイクル施設を整備する事業でございます。国の第２次補正予算によりま

して平成29年度交付予定の交付金が平成28年度に前倒しで交付決定されたことに伴いまして、工事

請負費など３億9,817万5,000円を繰り越したもので、事業完了につきましては平成29年12月28日を

予定しております。 

 款５農林水産業費項１農業費の土地改良事業費につきましては、市単土地改良事業東排水路改修

工事でございまして、工事に使用する特注資材の調達に不測の日数を要したため工事請負費など63

3万円を繰り越したものでございます。事業完了は平成29年６月30日を予定しております。 

 款６商工費項１商工費の工業地域開発事業特別会計繰出金につきましては、工業地域開発事業特

別会計におきまして、大川北工業団地に係る測量設計等の事業を繰り越したことに伴いまして、一

般会計からの繰出金1,283万4,000円を繰り越したものでございます。事業完了は平成29年９月30日

を予定しております。 

 次に、商工業振興助成事業費につきましては、東御市商工業振興条例に基づく機械装置設置事業

に対する助成事業でございまして、予定をしておりました機械の納入に不測の日数を要したことか

ら、補助金39万6,000円を繰り越したもので、これにつきましては平成29年５月26日に事業が完了
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しております。 

 次に、湯の丸高原観光対策事業費につきましては、平成28年度の国の第２次補正予算に係る地方

創生拠点整備交付金を活用し、湯の丸自然学習センターの改修等を行う事業でございまして、関係

機関との協議などに不測の日数を要したことから、工事請負費など4,750万円を繰り越したもので

ございます。事業完了は平成30年３月31日を予定しております。 

 款７土木費項２道路橋りょう費の橋梁長寿命化修繕計画につきましては、御堂沢橋ほか全部で35

橋の定期点検でございまして、関係機関との協議などに不測の日数を要したことから、業務委託料

730万1,000円を繰り越したものでございます。事業完了は平成29年６月30日を予定しております。 

 次に、県地区整備事業につきましては、社会資本整備総合交付金事業による市道県・東深井線新

設工事でございまして、関係機関が発注した事業との調整に不測の日数を要したことから、補償費

など４億4,378万9,000円を繰り越したものでございます。事業完了は平成29年10月30日を予定して

おります。 

 次に、県・東深井線道路整備事業につきましては、海善寺及び日向が丘集落内区間の詳細設計、

用地測量、不動産鑑定でございまして、地元との調整に不測の日数を要したことから、業務委託料

1,000万円を繰り越したもので、事業完了は平成29年11月30日を予定しております。 

 項４都市計画費の下水道事業会計繰出金につきましては、下水道事業会計におきまして社会資本

整備総合交付金事業常田排水区雨水幹線管渠築造工事を繰り越したため、雨水排水事業に対する一

般会計の繰出金1,448万7,000円を繰り越したもので、事業完了は平成29年６月30日を予定しており

ます。 

 次に、３ページにございます款９教育費項１教育総務費の学校教育事務諸経費、及び項２小学校

費の小学校修繕事業費につきましては、国の第２次補正予算の学校施設環境改善交付金による田中

小学校及び滋野小学校のトイレ改修事業に係る国庫補助対象の事務費56万円、及び工事請負費など

１億9,350万円でございまして、平成29年度実施予定の事業を28年度に前倒ししたことから繰り越

したものでございます。事業完了は平成29年８月30日を予定しております。 

 次に、項５保健体育費、体育施設及び中央公園等管理費につきましては、市民プール改修工事で

ございまして、特注機材の調達に不測の日数を要したため、工事請負費3,848万8,000円を繰り越し

たものでございます。事業完了は平成29年６月９日を予定しております。 

 合計欄をご覧ください。翌年度への繰越額の合計につきましては13億6,363万7,000円でございま

して、財源内訳につきましては右の欄のとおりでございます。 

 次に、工業地域開発事業特別会計補正予算（第２号）分でございます。 

 款１工業用地取得造成事業費項１工業用地取得造成事業費、事業名は工業用地取得造成事業費で

ございますが、これにつきましては大川北工業団地の造成事業でございまして、計画策定に不測の

日数を要したことから、設計業務委託料など1,283万4,000円を繰り越したものでございます。事業

完了は平成29年９月30日を予定しております。財源内訳につきましては、右の欄のとおりでござい
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ます。 

 以上、報告第１号 平成28年度繰越明許費につきまして、ご報告を申し上げました。 

○議長（依田俊良君） 次に、報告第２号 平成28年度東御市水道事業会計予算繰越について、報

告第３号 平成28年度東御市下水道事業会計予算繰越についての報告を求めます。 

 都市整備部長。 

○都市整備部長（寺島 尊君） おはようございます。 

 報告第２号 平成28年度東御市水道事業会計予算繰越につきましてご説明申し上げます。 

 お手元の議案書の５ページをお願いいたします。 

 報告第２号 平成28年度東御市水道事業会計予算繰越について。 

 平成28年度東御市水道事業会計予算について、別紙のとおり予算繰越をしたので、地方公営企業

法第26条第３項の規定により報告するものでございます。 

 ６ページをお願いいたします。平成28年度東御市水道事業会計予算繰越計算書をご覧ください。 

 水道事業会計において翌年度へ繰り越しする事業は、資本的支出、工事請負費、県道東部望月線

道路改良関連排水管布設替工事１件で、他事業工事との調整に不測の日数を要したため1,723万円

を繰り越したもので、事業完了は平成29年６月30日を予定しております。なお繰越事業の財源につ

きましては、計算書、中ほどの財源内訳のとおりでございます。 

 続きまして、報告第３号 平成28年度東御市下水道事業会計予算繰越につきましてご説明申し上

げます。 

 お手元の議案書の７ページをお願いいたします。 

 報告第３号 平成28年度東御市下水道会計予算繰越について。 

 平成28年度東御市下水道事業会計予算について、別紙のとおり予算繰越したので、地方公営企業

法第26条第３項の規定により報告するものでございます。 

 ８ページをお願いいたします。 

 平成28年度東御市下水道事業会計予算繰越計算書をご覧ください。 

 下水道事業会計において翌年度へ繰り越しする事業は、資本的支出、工事請負費、社会資本整備

総合交付金事業（公共）常田排水区雨水幹線管渠築造第１工区工事、及び同第２工区工事、同第３

工区工事３件で、他事業工事との調整に不測の日数を要したため、合計額１億3,875万4,000円を繰

り越したもので、事業完了は第１工区工事及び第２工区工事は平成29年６月30日を予定しており、

第３工区工事は平成29年４月17日に完了しております。なお繰越事業の財源につきましては、計算

書、中ほどの財源内訳のとおりでございます。 

 以上、報告第２号及び報告第３号を報告いたします。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ４ 市長招集あいさつ 

○議長（依田俊良君） 日程第４ 市長招集あいさつを願います。 
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 市長。 

○市長（花岡利夫君） おはようございます。ごあいさつ申し上げます。 

 本日ここに、平成29年東御市議会第２回定例会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれ

ましては何かとご多用の中ご出席を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 まず過日、上田合同庁舎で開催された拡大版上田地域戦略会議において、保育士の確保に対し不

適切な発言がありました。保育士の臨時職員の待遇改善を県に協力要請した際の発言ですが、私の

真意ではございません。不適切な発言は撤回させていただきます。保育士をはじめ議員各位並びに

市民の皆様に不快の念をおかけいたしまして、大変申しわけなく存じており、深くおわび申し上げ

ます。 

 また、保育時間を延長して園児をお預かりする長時間保育に関する平成29年２月分の長時間保育

料の一部に徴収誤りがあり、52世帯61名の方の長時間保育料を還付または追加徴収させていただき

ました。市民の皆様の信頼を損なう事態を招きましたことは誠に遺憾でございます。重ねて議員各

位並びに市民の皆様におわびを申し上げます。 

 一昨日、５月31日の夜、本市に大雨洪水警報が発令されました。和地区、祢津地区はじめ市内の

一部地域で降ひょうによる果樹や野菜への被害が発生しました。被害に遭われた皆様にお見舞い申

し上げます。なお被害の状況を把握した上で、適切な対応をしてまいりたいと考えております。 

 内閣府が５月10日に発表した３月の景気動向指数は、改善を示しているとして据え置かれ、平成

24年12月に始まった景気の拡大は52カ月となり、平成２年、1990年前後のバブル経済期を抜いて戦

後３番目の長さになりました。世界経済の金融危機からの回復に歩調を合わせ、円安による企業の

収益増や相次ぐ経済対策などが景気を支えている要因となっています。 

 また、内閣府が５月18日に発表した１から３月期の国内総生産、ＧＤＰ速報値は、物価変動を除

く実質で前期に比べ0.5％の増でした。プラス成長は５四半期連続で約11年ぶりの長さになります。

しかし景気実感に近いとされる名目ＧＤＰは、円安による輸入価格の上昇の影響で前期に比べ0.0

3％の減となり、内需主導の力強い成長が見通せない中で、今後の成長の持続に予断を許さない状

況にあります。 

 市としましては、市民の皆様に安定した行政サービスを提供するという使命を果たすためにも、

引き続き経済の動向を見極めながら、市政運営に当たってまいります。 

 長野県では、地域で生じている課題等を把握し、スピード感を持って主体的、積極的に課題解決

に当たる組織として、本年４月から地域振興局を設置しました。地域の横断的な課題解決に取り組

む上田地域振興局の主な事業として、千曲川ワイン振興プロジェクトや地域資源の活用促進プロ

ジェクトなど17事業が公表されました。本市の重点事業であるワイン関連事業など、県と連携して

取り組むことで、より実効性のある施策展開を図ってまいります。 

 次に、本市のこれまでの動きの中の主な行事や活動について申し上げます。 

 まず文化・スポーツの振興につきまして、現在、教育委員会の所掌として事務を執行しておりま
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す。しかしながら近年、文化・スポーツ行政を取り巻く情勢が変化し、これまでの生活の質を高め

るための学びや楽しむためだけでなく、地域づくり活動や新たに観光客誘致事業との連携が始まる

など、現状の事務機構では取り組むことが困難な事例が発生してきております。そのため文化・ス

ポーツに関する事務の市長部局への移管について、庁内で検討を始めたところでございます。 

 次に、平成23年度から消費生活相談窓口を設置して相談を受け付けてまいりましたが、消費生活

センター条例の施行に伴い、この４月から東御市消費生活センターを開設しました。市民の皆さん

からの消費生活に関する苦情、相談をお受けし、消費生活被害を未然に防止することで市民生活に

役立つセンターとなるよう努めてまいります。 

 次に、４月５日には地域の魅力的な情報を一元的、横断的に収集して発信する東御市観光情報ス

テーションが、このほど観光庁から日本版ＤＭＯ候補法人として登録された市観光協会により開設

されました。この施設を拠点として、市内外への効果的な観光プロモーションと来訪者に対するワ

ンストップ窓口の機能を担い、交流人口の創出に向けた取り組みを一層強化してまいります。 

 次に、上田地域広域連合として、資源循環型施設整備計画を推進する中で、さらなるごみの減量

化を目指して進めていた本市の生ごみリサイクル施設建設工事の起工式を４月11日にとり行いまし

た。本年12月１日からの田中地区、滋野地区における生ごみ収集開始を目指し、施設本体の建設工

事は順調に進捗しております。平成30年以降は順次生ごみ収集範囲を拡大し、生ごみリサイクルシ

ステムを構築することで、第２次一般廃棄物処理基本計画の目標に掲げる資源化率40％を達成し、

循環型都市東御を目指してまいります。 

 次に、中央公園に完成した「くじら噴水」は、４月27日のオープン以降、ゴールデンウイークや

週末には市内外から大勢の皆さんにお越しいただいております。また平日も市内保育園のほか、市

外保育園などから多い日には大型バス15台でお越しいただくなど、大盛況であります。引き続き多

くの皆さんにご利用いただければ幸いでございます。 

 次に、４月29日の祢津東町歌舞伎公演は、舞台建築200周年記念事業の一環として盛大に開催さ

れました。晴天に恵まれた公演では、地元祢津小学校金管バンド部の演奏に始まり、「三番叟」と

祢津小学校子ども歌舞伎クラブによる「義経千本桜」、また東町歌舞伎保存会による「菅原伝授手

習鑑」の熱演に大勢の観客の拍手と声援がわき起こりました。市では今後も地域に根づいた伝統文

化の支援を継続してまいります。 

 次に、日本国憲法施行から70周年を迎えた５月３日、市民交流広場で実行委員会の皆さんととも

に、「平和をねがう市民のつどい」を開催しました。本年３月１日に制定した平和と人権を守る都

市宣言の基本理念に基づき、平和を推進する行動として行ったものでございます。参加された皆さ

んからは悲惨な戦争体験や平和の尊さを訴える発言がありました。市といたしましても平和で人権

が守られる社会を目指して、引き続き取り組んでまいりたいと考えております。 

 次に、東御市田中出身の造形作家である荒井茂雄氏から、ご本人の絵画などの作品535点の寄贈

があり、４月22日から５月14日まで丸山晩霞記念館において作品寄贈記念展「人生の詩Ｐａｒｔ
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Ⅱ」を開催しました。また５月９日には、同会場において受贈式を挙行いたしました。寄贈された

作品群は今後丸山晩霞記念館の常設展示等を通じて、多くの来館者に喜びとユーモアに満ちた作品

としてご覧いただきたいと考えております。 

 次に、８市町村で構成している千曲川ワインバレー特区連絡協議会の通常総会が５月16日に開催

されました。今年度の取り組みとして、ワインバレー特区を幅広く情報発信するためのパンフレッ

ト作成やワインの知名度の向上と販路拡大のためのイベントなどの開催、また振興施策のための先

進地調査を行うことが確認されました。更に上田地域振興局のワイン振興事業と連携を図りながら、

バスと鉄道を利用した循環バスの運行に向けた研究を行い、引き続き千曲川ワインバレー特区内に

おけるワイン振興を進めてまいります。 

 次に、１市民１スポーツの実践と市民の健康寿命を延ばし、健康なまちづくりを目指す市民総参

加型のスポーツイベントであるチャレンジデーを５月31日に実施しました。本年の対戦相手は、か

ねてより交流があります島根県雲南市であり、大変強敵でございました。勝利に向け今まで以上に

気合いを入れて取り組んでまいりました。その結果、東御市の総参加数は１万8,806人、参加率は6

1.5％でした。雲南市の62.2％には及ばず残念ながら惜敗となったものの、今までで一番高い参加

率でした。議員各位をはじめ参加いただいた皆様のご協力に感謝申し上げます。これを契機に、市

民を挙げて運動を通した健康な体をつくる意識を高めていっていただくことを期待しております。 

 湯の丸高原で湯の丸高原森林ジョギングコース、トレイルランロード整備工事の起工式を関係者

ご臨席のもと６月１日に挙行しました。全天候ウレタン舗装による400メートルトラックはじめ800

メートルジョギングコース、2,100メートルトレイルランコースの整備がいよいよ本格的に動き始

めたところであり、標高1,730メートルの国内最高地となり得る陸上競技施設として、10月末の竣

工を目指して進めてまいります。 

 また、11月18、19日には、第20回高所トレーニング国際シンポジウムが国内外の著名な講師を招

聘する中、湯の丸高原で開催されることが決定しております。初日には、アテネオリンピックマラ

ソン競技金メダリストの野口みずきさんによる「走り初め」をはじめ市民向けのシンポジウムや啓

発イベントなど、主催者側と調整を進めているところであります。この国際シンポジウムを通して、

湯の丸高原が国内高地トレーニング環境の最適地であることを国内外に発信、ＰＲできる絶好の機

会であると捉えており、開催に向けた支援を全力で進めてまいります。 

 全国地ビール醸造者協議会が主催する全国地ビール品質審査会において、信州東御市振興公社が

製造販売しているオラホビールの「アンバーエール」が最優秀賞に輝きました。全国から43社83点

のビールが出展され、泡持ちや苦みの心地よさなどの官能評価のほか、化学審査における微生物検

査や醸造工程などを総合的に審査されての受賞でして、大変誇らしく感じております。今回入賞し

たゴールデンエールを含め、ホラホビールが東御市を代表する地ビールとしてこれからも多くの皆

さんに愛され親しまれるよう願っています。 

 次に、本定例会に報告、提案いたします案件は、報告案件３件、専決処分の承認案件７件、補正
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予算案件１件、条例の一部改正案件３件の合わせて14件でございます。 

 最初に、報告第１号から報告第３号までの３件につきましては、一般会計及び工業地域開発事業

特別会計並びに公営企業会計の水道、下水道において、28年度に予算化されていた事業の29年度へ

の繰越を地方自治法施行令並びに地方公営企業法の規定に基づき、議会に報告するものであります。

事業名及び金額の概要につきましては、既に前段の諸般の報告において担当の部長から説明を申し

上げたとおりでございます。 

 次に、議案第39号及び議案第40号の２件につきましては、法の定めにより３月31日に行った専決

処分について、それぞれ地方自治法の規定に基づき、議会に報告し、承認をお願いするものでござ

います。 

 まず議案第39号 平成28年度一般会計補正予算（第９号）につきましては、地方交付税約１億5,

600万円の増額と、それに伴う基金繰入金の減額、事業費や国、県補助金等の確定に伴う所要の補

正、また翌年度への繰越明許費などでございます。 

 議案第40号 平成28年度工業地域開発事業特別会計補正予算（第２号）につきましては、大川北

工業団地の工業用地取得造成事業費に係る繰越明許費でございます。 

 次に、議案第41号 平成29年度地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）につきましては、前年度歳入不足に係る繰上充用に伴うものであり、５月22日に専決処分をし

ましたので、このご承認をお願いするものでございます。 

 次に、議案第46号 平成29年度一般会計補正予算（第１号）でございますが、歳入歳出にそれぞ

れ１億1,661万6,000円を追加して、総額を146億1,661万6,000円とするものでございます。その主

なものとしては、地方創生拠点整備交付金による北御牧庁舎市民交流サロン等整備事業、地方創生

推進交付金による湯の丸ツーリズムプロジェクト推進事業と、食と観光の融合による観光地魅力創

造を目的とした観光２次交通の社会実験の実施、及び特産品のクルミの研究等を行う産業クラス

ター推進事業、また海野保育園増築工事に対する補助金等の増額補正をお願いするもので、国庫支

出金、基金繰入金などを財源として充当するものでございます。 

 詳細につきましては、それぞれ担当部長から提案の説明を申し上げますので、よろしくお願い申

し上げます。 

 続きまして、条例関係の議案につきましてご説明申し上げます。 

 議案第42号から議案第45号までの４件につきましては、既存条例の一部を改正するもので、昨年

度末に行われた法律、政令等の改正に伴い、関係条例の所要の改正について３月31日に専決処分を

しましたので、地方自治法の規定に基づき、議会に報告し、承認をお願いするものでございます。 

 また、議案第47号から議案第49号までの３件につきましては、国の法令等の改正を踏まえた条例

の一部改正であります。 

 詳細につきましては、それぞれ担当部長から説明を申し上げますので、よろしくお願い申し上げ

ます。 
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 本定例会に提案します議案の概要は以上のとおりでございます。いずれも重要な案件でございま

すので、よろしくご審議をいただき、ご承認及びご決定を賜りますようお願い申し上げます。 

 江戸時代の思想家である二宮尊徳先生は、「遠くをはかる者は富み、近くをはかる者は貧す」の

言葉を残されました。遠い将来を考えて行動する人は裕福になり、短期的に考える人は貧しくなる

という意味であります。市民生活にかかわる施策を日々進めながら、同時に将来を見据えた施策を

展開していく、そのことが必ずや東御市の明るい未来につながり、東御市創生へつながっていくと

確信しております。 

 市民の皆様並びに議員各位におかれましては、今後とも格別なるご支援、ご鞭撻を賜りますよう

お願い申し上げ、本定例会招集のあいさつといたします。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ５ 議案第３９号 平成28年度東御市一般会計補正予算（第９号）の専決処

分の承認を求めることについて 

（上程、説明、質疑、討論、採決） 

○議長（依田俊良君） 日程第５ 議案第39号 平成28年度東御市一般会計補正予算（第９号）の

専決処分の承認を求めることについてを議題とします。本案に対する提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） ただいま上程となりました議案第39号 平成28年度東御市一般会計補

正予算（第９号）の専決処分の承認を求めることにつきまして、提案説明を申し上げます。 

 お手元の平成28年度東御市一般会計・特別会計補正予算書をお願いいたします。この補正予算書

の１ページをお願いいたします。 

 議案第39号 平成28年度東御市一般会計補正予算（第９号）の専決処分の承認を求めることにつ

いて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、平成29年３月31日別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

 ３ページをお願いいたします。 

 専第３号 平成28年度東御市一般会計補正予算（第９号）でございます。 

 この補正の概要は、平成28年度一般会計予算の最終補正でございまして、事業費や国、県の補助

金、交付金等が確定したため、所要の予算補正を行い、３月31日付で専決処分をいたしたもので、

本議会に報告し、承認をお願いするものでございます。 

 第１条、歳入歳出予算の補正は、歳入歳出それぞれ１億2,144万9,000円を減額し、歳入歳出予算

の総額を167億1,764万8,000円とするもので、第２項補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、

第１表歳入歳出予算補正によるものでございます。 

 第２条、繰越明許費につきましては、第２表繰越明許費によるものでございます。 

 第３条、地方債の変更につきましては、第３表地方債補正によるものでございます。 
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 ４ページから６ページにかけましては、第１表歳入歳出予算補正でございますので、説明は省略

させていただきます。 

 ７ページをお願いいたします。７ページから８ページにかけまして、第２表繰越明許費でござい

ます。ご覧の16の事業につきまして繰越をお願いするものでございます。いずれも年度内に事業が

完了できないことから、翌年度へ繰越して予算を使用するためのものでございます。内容につきま

しては、先ほどの報告第１号におきまして、平成28年度東御市繰越明許費繰越計算書の一般会計補

正予算（第９号）分でご説明いたしました内容と同じでございますので、省略をさせていただきま

す。 

 ９ページをお願いいたします。第３表地方債補正でございます。変更でございまして、いずれも

事業費の確定に伴う限度額の変更でございます。初めに施設整備事業債につきましては、補正後の

限度額を760万円とするもので、140万円の減額となりまして、小型ポンプ積載車等整備事業による

ものでございます。 

 次に、公共事業等債につきましては、補正後の限度額を２億6,260万円とするもので、1,510万円

の減額でございます。主なものといたしましては、舞台が丘公共施設整備事業の減などによるもの

でございます。 

 次に、公営住宅建設事業債につきましては、補正後の限度額を１億970万円とするもので、820万

円の減額でございます。日向が丘団地建設事業の減などによるものでございます。 

 次に、学校教育施設等整備事業債につきましては、補正後の限度額を１億3,960万円とするもの

で、30万円の減額でございます。田中小学校及び滋野小学校のトイレ改修事業によるものでござい

ます。 

 11ページから13ページは省略をさせていただきまして、次に飛びますが22ページをお願いいたし

ます。歳出について申し上げます。 

 款２総務費項１総務管理費目１一般管理費1,384万1,000円の減額は、（２）一般職員給与費で職

員の退職等に伴う退職手当の減額1,264万9,000円と、（３）職員退職手当基金積立金の減額154万3,

000円及び（８）職員福利厚生事業費35万1,000円の増額でございます。目２文書広報費につきまし

ては、県補助金の確定に伴う財源補正でございます。目５財産管理費10万4,000円の減額は、

（８）庁舎施設整備事業費につきましては、国庫補助金の確定等に伴う財源補正、（10）財政調整

基金積立金13万6,000円の増額につきましては、基金運用利子の確定に伴う増額補正、（13）人材

育成事業基金積立金24万円の減額につきましては、育英資金貸付金の回収金の減に伴うものでござ

います。 

 24ページをお願いいたします。項３戸籍住民登録費目１戸籍住民基本台帳費300万円の減額につ

きましては、（２）戸籍住民事務諸経費でマイナンバー制度に係る個人番号関連事務の委託交付金

の減額補正でございます。 

 款３民生費項１社会福祉費目１社会福祉総務費1,126万5,000円の減額につきましては、（28）臨
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時福祉給付費金等費で、実績に伴う不用額の減額補正でございます。 

 項２児童福祉費目２保育園費158万4,000円の減額は、（２）保育所運営事業費につきましては、

国、県支出金の確定及び使用料収入の実績に伴う財源補正と、（４）私立保育園運営委託事業費に

つきましては、国、県補助金の確定に伴う財源補正と不用額の減額補正でございます。 

 26ページをお願いいたします。目４子育て支援費127万6,000円の減額につきましては、国、県補

助金の確定に伴う財源補正と不用額の減額補正でございます。その内訳といたしまして、（１）子

育て支援センター運営諸経費につきましては、臨時職員賃金等の不用額の減額補正などです。

（４）育児支援家庭訪問事業費につきましては、事務事業の実施に伴う不用額の減額補正、（５）

放課後児童クラブ事業費につきましては財源補正、28ページをお願いいたします。（８）地域型保

育事業費につきましては、小規模保育事業補助金の確定に伴う減額補正、（９）子どものための教

育・保育事業費につきましては、国、県補助金の確定に伴う財源補正でございます。（10）子育て

短期支援事業費及び（11）若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえるまちづくり事業費につ

きましては、事務事業実施に伴う不用額の減額補正でございます。 

 目６児童手当費2,135万円の減額につきましては、30ページをお願いいたします。（２）児童手

当費で児童手当支給に係る扶助費の減額補正でございます。 

 款４衛生費項１保健衛生費目２予防費11万1,000円の減額は、（４）精神保健事業費で、事務事

業実施に伴う賃金等の不用額の減額補正でございます。目３母子衛生費91万8,000円の減額につき

ましては、（１）乳幼児健診事業費、（２）乳幼児フォロー事業費、（３）妊婦健診事業費でござ

いまして、それぞれ事務事業実施に伴う不用額の減額補正でございます。 

 32ページをお願いいたします。（５）不妊治療等補助事業費50万8,000円の増額につきましては、

交付対象者の増に伴う不妊・不育症治療補助金の増額補正でございます。目６健康づくり推進費に

つきましては、県補助金の確定に伴う財源補正でございます。 

 項２清掃費目２じん芥処理費につきましては、（６）ごみ減量リサイクル事業費の国庫補助金の

確定に伴う財源補正でございます。 

 款５農林水産業費項１農業費目３農業振興費472万7,000円の減額につきましては、（１）農業振

興事業諸経費と（13）農地中間管理事業費のそれぞれ事務事業実施に伴う不用額の減額補正でござ

います。目５農地費1,071万1,000円の減額につきましては、34ページをお願いいたします。（２）

土地改良事業費でございまして、県営土地改良事業の事業費確定に伴う負担金の減額補正でござい

ます。 

 項２林業費目２林業振興費382万3,000円の減額は、県補助金の確定に伴う財源補正と、（３）民

有林整備補助事業費につきましては、事業費確定に伴う民有林施業補助金の減額補正でございます。 

 款６商工費項１商工費目１商工総務費63万8,000円の減額は、（８）企業経営動向調査事業費及

び36ページをお願いいたします。（９）多様な働き方普及事業費のそれぞれ事務事業実施に伴う不

用額の減額補正でございます。目２商工振興費2,809万円の減額につきましては、（３）商工業振
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興助成事業費の商工業振興助成事業補助金につきまして、不用額の減額補正でございます。目７温

泉施設運営費につきましては、財源補正でございます。 

 款７土木費項１土木管理費目１土木総務費375万円の減額は、（２）土木総務事務諸経費の有料

道路割引通行券購入費の減額補正でございます。 

 項２道路橋りょう費目２道路維持費、及び目３道路新設改良費につきましては、それぞれ国庫補

助金の確定等に伴う財源補正でございます。 

 38ページをお願いいたします。項５住宅費目１住宅管理費、及び目２建築指導費につきましては、

財源補正でございます。 

 款８消防費項１消防費目１常備消防費451万6,000円の増額は、40ページをお願いいたします。

（１）上田地域広域連合負担金の増額補正でございまして、県の防災ヘリコプター墜落事故に係る

殉職者への弔慰金の負担金などによるものでございます。目２非常備消防費につきましては、財源

補正でございます。 

 款９教育費項１教育総務費目２事務局費につきましては、財源補正等でございます。 

 項２小学校費につきましては、目１学校管理費、及び目２教育振興費、それぞれ財源補正でござ

います。 

 項３中学校費目２教育振興費につきましては、42ページをお願いいたします。（３）要・準要保

護生徒費でございまして、国庫補助金の確定に伴う財源補正でございます。 

 項４社会教育費目10文化振興費につきましても財源補正でございます。 

 項５保健体育費目３体育施設費につきましても財源補正でございます。 

 款10公債費につきましては、市債の償還金額の確定に伴う元金及び利子の減額補正でございます。 

 歳出は以上でございまして、恐れ入りますが、お戻りいただきまして14ページをお願いいたしま

す。歳入についてご説明をいたします。 

 款２地方譲与税から款11の交通安全対策特別交付金までにつきましては、それぞれ国の交付金額

の確定に伴う補正でございます。 

 款２地方譲与税につきまして、項１地方揮発油譲与税719万9,000円、項２自動車税、自動車従量

譲与税1,166万円それぞれ増額でございます。 

 款３利子割交付金につきましては、159万円の減額でございます。 

 款４配当割交付金は、451万円の減額でございます。 

 款５株式等譲渡所得割交付金につきましては、111万7,000円の増額でございます。 

 款６地方消費税交付金につきましては、5,604万5,000円の減額でございます。 

 款７ゴルフ場利用税交付金は、50万4,000円の増額でございます。 

 款８自動車取得税交付金は、933万3,000円の減額でございます。 

 款10地方交付税につきましては、１億5,590万7,000円の増額でございます。 

 款11交通安全対策特別交付金につきましては、19万6,000円の減額でございます。 
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 款12分担金及び負担金につきましては、項１分担金目１農林水産業費分担金254万円の増額につ

きましては、県営事業に係る受益者分担金でございます。 

 16ページをお願いいたします。項２負担金目２民生費負担金62万円の増額は、私立保育料の増、

及び広域保育料の減などによるものでございます。目５衛生費負担金21万1,000円の減額は、未熟

児養育医療費負担金によるものでございます。 

 款13使用料及び手数料項１使用料目２民生使用料1,441万5,000円の増額は、公立保育料及び広域

保育料の増額でございます。 

 款14国庫支出金項１国庫負担金目１民生費国庫負担金1,772万6,000円の減額は、子どものための

教育・保育給付費負担金、及び児童手当負担金の確定に伴うものでございます。 

 項２国庫補助金目１民生費国庫補助金1,138万円の減額は、臨時福祉給付金等給付事業費補助金

などの確定に伴うものでございます。目２衛生費国庫補助金3,192万2,000円の減額は、循環型社会

形成推進交付金の確定に伴うものでございます。目３土木費国庫補助金448万9,000円の減額は、社

会資本整備総合交付金の確定に伴うものでございます。目４教育費国庫補助金121万3,000円の増額

は、幼稚園就園奨励費補助金などの確定に伴うものでございます。目５総務費国庫補助金278万8,0

00円の減額は、個人番号カード交付事業費補助金などの確定によるものでございます。 

 18ページをお願いいたします。項３委託金目１総務費委託金１万円の減額は、中長期在留者住居

地届出等事務委託金の減でございます。 

 款15県支出金項１県負担金目１民生費県負担金358万3,000円の減額は、児童手当負担金などの減

によるものでございます。目２衛生費県負担金21万4,000円の減額は、未熟児養育医療費負担金の

減でございます。 

 項２県補助金目１総務費県補助金１万7,000円の増額は、土地利用規制等対策費交付金でござい

ます。目２民生費県補助金38万5,000円の減額は、地域子ども子育て支援事業補助金等の確定によ

るものでございます。目３衛生費県補助金８万1,000円の減額につきましては、地域自殺対策強化

事業補助金の減でございます。目４農林水産業費県補助金278万6,000円の減額は、担い手確保経営

強化支援事業補助金などの確定に伴う減でございます。目６教育費県補助金13万3,000円の減額は、

元気づくり支援金事業補助金の減でございます。 

 項３委託金目１総務費委託金7,000円の増額は、人口動態調査事務委託金の増でございます。 

 款16財産収入項１財産運用収入目１財産貸付収入50万3,000円の増額は、教職員住宅貸付料の増

でございます。目２利子及び配当金13万6,000円の増額につきましては、財政調整基金利子の増で

ございます。 

 款17寄附金560万円の増額につきましては、教育振興寄附金及び一般寄附金の増でございます。 

 20ページをお願いいたします。款18繰入金項１基金繰入金目１基金繰入金１億4,878万9,000円の

減額は、職員退職手当基金繰入金、公共施設等整備基金繰入金、及び減債基金繰入金の減でござい

ます。 
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 款20諸収入項２貸付金元利収入目４教育費貸付金元利収入24万円の減額につきましては、育英資

金貸付金回収金の減でございます。 

 項３雑入目２雑入375万円の減額は、有料道路割引通行券売払収入の減でございます。目３過年

度収入227万4,000円の増額は、子どものための教育・保育給付費負担金の過年度精算金でございま

す。 

 款21市債項１市債目３総務債2,920万円の減額は、小型ポンプ積載車等整備事業に係る施設整備

事業債、及び舞台が丘公共施設整備事業に係る公共事業等債の減でございます。目４土木債510万

円の増額は、社会資本整備総合交付金事業に係る公共事業等債の増、及び日向が丘団地建設事業に

係る公営住宅建設事業債の減でございます。目５教育債90万円の減額は、中央公園親水施設改修事

業に係る公共事業等債、及び小学校トイレ改修工事事業に係る学校教育施設等整備事業債の減でご

ざいます。 

 以上が歳入でございます。 

 次に、飛びますが、46ページをお願いいたします。46ページからは給与費明細書でございます。

初めに、特別職でございますが、表の下段の比較の欄をご覧いただきたいと思います。その他につ

きまして、多様な働き方普及事業推進員の減による職員数及び報酬の減でございます。 

 47ページをお願いいたします。一般職でございます。２の一般職、（１）総括でございますが、

こちらの下段の比較の欄でご説明を申し上げます。職員手当1,264万9,000円の減の主な要因といた

しまして、３月31日付で定年退職予定であった１名の勤務延長により退職手当を支給しなかったこ

となどによるものでございます。 

 48ページをご覧ください。（２）給料及び職員手当の増減額の明細でございます。 

 49ページをお願いします。（３）給料及び職員手当の状況でございます。これは平成29年３月１

日現在と29年１月１日現在の平均給料月額等の比較でございます。 

 50、51ページをお願いいたします。地方債に関する調書でございます。表の中ほどにございます

当該年度中増減見込みの補正額欄をご覧ください。（１）の総務、（５）の土木、（６）の教育に

補正がございまして、その合計につきましては下段にございますとおり2,500万円の減額でござい

ます。右端の列にございます当該年度末現在高見込額につきましては、トータルで208億4,079万9,

000円の見込みとなるものでございます。なお、この表の左の下欄の外に記載されておりますとお

り、当該年度末現在高見込額には繰越明許費に係る額も含んでおるものでございます。 

 以上、議案第39号 平成28年度東御市一般会計補正予算（第９号）の専決処分の承認を求めるこ

とにつきましてご説明を申し上げました。よろしくご審議をいただき、ご承認賜りますようお願い

を申し上げます。 

○議長（依田俊良君） これから本案について質疑、討論、採決を行います。 

 最初に質疑を行います。 

（「なし」と言う人あり） 
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○議長（依田俊良君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第39号を採決します。 

 お諮りします。本案を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 議案第39号は原案のとおり承認することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ６ 議案第４０号 平成２８年度東御市工業地域開発事業特別会計補正予算

（第２号）の専決処分の承認を求めることについて 

（上程、説明、質疑、討論、採決） 

○議長（依田俊良君） 日程第６ 議案第40号 平成28年度東御市工業地域開発事業特別会計補正

予算（第２号）の専決処分の承認を求めることについてを議題とします。本案に対する提案理由の

説明を求めます。 

 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） おはようございます。ただいま上程となりました議案第40号 平

成28年度東御市工業地域開発事業特別会計補正予算（第２号）の専決処分の承認を求めることにつ

きまして、提案説明を申し上げます。 

 引き続き、平成28年度東御市一般会計・特別会計補正予算書の53ページをお願いいたします。 

 議案第40号 平成28年度東御市工業地域開発事業特別会計補正予算（第２号）の専決処分の承認

を求めることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、平成29年３月31日別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

 55ページをお願いいたします。 

 専第４号 平成28年度東御市工業地域開発事業特別会計補正予算（第２号）でございます。 

 第１条、繰越明許費につきましては、第１表繰越明許費によるものでございます。 

 57ページをお願いいたします。第１表繰越明許費でございます。 

 款１工業用地取得造成事業費項１工業用地取得造成事業費の工業用地取得造成事業費につきまし

ては、大川北工業団地測量設計及び開発行為委託料につきまして、計画策定に不測の日数を要した

ため1,283万4,000円を繰り越したもので、事業完了は平成29年９月30日を予定しております。 

 以上、提案説明申し上げました。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願いいたします。 

○議長（依田俊良君） これから本案について、質疑、討論、採決を行います。 
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 最初に質疑を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第40号を採決します。 

 お諮りします。本案を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 議案第40号は原案のとおり承認することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ７ 議案第４１号 平成２９年度東御市地域改善地区住宅改修資金等貸付事

業特別会計補正予算（第１号）の専決処分の承認を求

めることについて 

（上程、説明、質疑、討論、採決） 

○議長（依田俊良君） 日程第７ 議案第41号 平成29年度東御市地域改善地区住宅改修資金等貸

付事業特別会計補正予算（第１号）の専決処分の承認を求めることについてを議題とします。本案

に対する提案理由の説明を求めます。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） ただいま上程となりました議案第41号につきまして、ご説明いた

します。 

 平成29年度一般会計・特別会計補正予算書をお開きください。補正予算書の１ページでございま

す。 

 議案第41号 平成29年度東御市地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計補正予算（第１

号）の専決処分の承認を求めることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により、平成29年５月22日別紙のとおり専決処分したので、同

条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

 ３ページの別紙をご覧ください。 

 専第９号 平成29年度東御市地域改善地区住宅改修資金等貸付事業特別会計補正予算（第１号）

は、次に定めるところにより、歳入歳出補正予算の補正でございますが、第１条、歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ467万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ589万9,0

00円とするものでございます。 

 同条第２項歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予
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算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるというものでございます。 

 補正理由でございますが、住宅新築資金等貸付金の元利収入に不足を生じたことにより、平成28

年度の歳入歳出決算における不足分467万4,000円につきまして、平成29年度予算から繰上充用した

ことに伴うものでございます。 

 ４ページから７ページまでは説明を省略させていただきます。 

 ８ページをお開きください。歳入でございます。 

 款３諸収入項１貸付金元利収入目１住宅新築資金等貸付金元利収入、補正額467万4,000円で、過

年度貸付金等元利償還金でございます。 

 めくっていただき10ページをご覧ください。歳出でございます。 

 款３前年度繰上充用金項１前年度繰上充用金目１前年度繰上充用金、補正額467万4,000円で、前

年度決算において生じた歳入不足額に充てるための繰上充用金の補正でございます。 

 以上、議案第41号につきまして提案理由をご説明いたしました。よろしくご審議の上、ご承認賜

りますようお願い申し上げます。 

○議長（依田俊良君） これから本案について質疑、討論、採決を行います。 

 最初に質疑を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第41号を採決します。 

 お諮りします。本案を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 議案第41号は原案のとおり承認することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ８ 議案第４２号 東御市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条

例の専決処分の承認を求めることについて 

（上程、説明、質疑、討論、採決） 

○議長（依田俊良君） 日程第８ 議案第42号 東御市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正

する条例の専決処分の承認を求めることについてを議題とします。本案に対する提案理由の説明を

求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） ただいま上程となりました議案第42号につきまして、提案説明を申し
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上げます。 

 議案書と条例の専決処分に関する資料をお願いいたします。最初に議案書の９ページをお願いい

たします。 

 議案第42号 東御市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求め

ることについて。 

 地方自治法第179条第１項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によ

り、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

 10ページをお願いいたします。 

 専第２号 東御市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例の専決処分につきましてで

ございますが、この条例につきまして地方自治法の規定に基づき、平成29年３月30日に専決処分を

したものでございます。 

 中段以降につきましては、改正条文でございまして、この改正の概要につきましては別冊の条例

の専決処分に関する資料をお願いいたします。こちらの資料の１ページをお願いいたします。 

 東御市消防団員等公務災害補償条例の一部改正の概要についてでございますが、１の条例の名称

につきましては、東御市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例でございます。関係条

例は、東御市消防団員等公務災害補償条例でございます。 

 ２の改正の理由でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改

正の施行に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 

 ３の改正の概要といたしまして、損害補償、療養補償及び介護補償等を除くものでございますが、

この算定に用いる扶養親族加算額及び加算対象区分を下の表のような形で改正するものでございま

す。 

 ４の施行期日につきましては、次ページをお願いいたします。平成29年４月１日でございます。 

 ５のその他といたしまして、施行日前に支給すべき事由の生じた損害補償及び支給すべき事由の

生じた期間に係る傷病補償年金等につきまして、経過措置を設けるものでございます。 

 ３ページから５ページにかけましては新旧対照表を載せてございますので、後ほどご覧をいただ

きたいと思います。 

 以上、議題42号につきましてご説明を申し上げました。よろしくご審議をいただきまして、ご承

認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（依田俊良君） これから本案について質疑、討論、採決を行います。 

 最初に質疑を行います。 

 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） 今、お聞きしたもので、詳細を存じ上げないのですけれども、今回のこ

の加算によって消防団に対する待遇等が、どう変化されるのか、どこがどう変わっていくのかとい

うことについて、具体的にお示しいただければと思います。 
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○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 具体的にどうかというお話ですが、先ほどの条例の専決処分に関する

資料の１ページの改正の概要にございます表にございますとおり、消防団員が補償を受ける際に、

損害補償を受ける際に、配偶者に対しての加算額、まずこちらの表の第１号にございますのは、配

偶者でございますけれど、改正前の加算額が433円だったのが、改正後では333円になるというもの

であります。また２号以降につきましても、改正前から改正後に金額が変わるということでありま

すが、配偶者については若干減額、それから第２号につきましては22歳に達する日以後の最初の３

月31日までの間にある子、お子さんにつきましては加算額217円から267円と若干増えると、こう

いった概要でございまして、これは上位法に沿った形での改正ということでございます。 

○議長（依田俊良君） 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） 消防団員の方々、本当に毎日地域の安全・安心のためにご活躍いただい

ているわけですね。上位法の改正ということでお話がありましたけれども、これを見ると今もおっ

しゃいましたけれど、配偶者の場合の加算額が100円ほど減額になるということは、待遇改善につ

ながっていくんでしょうか。それについての認識はどうお考えですか。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） この改正の背景にあるものが、配偶者の皆さんのまず一般の公務員の

給与に関する法律の改正がございまして、その改正の中では配偶者の手当が若干減る方向にありま

す。そちらの法律の中では１万3,000円だったものが、段階的に減っていくということがございま

す。それを受けての改正ということでございます。 

 反対に、子に係る手当については、配偶者の関係ですね、若干増えるということになりまして、

それに合わせての改正ということになりまして、これが消防団員全体の待遇改善になるかというこ

とに関して、個別の事情にもよりますわけですが、子どもに対して手厚く補償していくという方向、

国全体の方向がございまして、それに伴うものということで理解しております。 

○議長（依田俊良君） 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） ３度目になり、これで終わりにしますけれども、たしか条例、上位法が

変わっていくという点では理解できるわけですけれども、今、これだけの消防団員のなり手がなく

て、なかなか大変だという状況の中で、やっぱり一般の給料が下がっているからこれも下げるのだ

というやり方は、いかがなものかなという気がしますけれど、それについて何かご見解がありまし

たら。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 消防団への待遇改善は、ほかにも様々な方法でとっておるところでご

ざいまして、引き続きこれについては充実させていくという方向でございます。これにつきまして

は、こういった上位法によりまして改正することが定められておりますので、消防組織法において

定められておるということで、それに伴っての改正ということでございますので、よろしくご理解
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をお願いいたします。 

○議長（依田俊良君） ほかに。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） これから討論を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第42号を採決します。 

 お諮りします。本案を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 議案第42号は原案のとおり承認することに決定しました。 

 ここで15分間休憩いたします。 

休憩 午前１０時２６分 

――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時４１分 

○議長（依田俊良君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ９ 議案第４３号 東御市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を

求めることについて 

◎日程第１０ 議案第４４号 東御市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分

の承認を求めることについて 

◎日程第１１ 議案第４５号 東御市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決

処分の承認を求めることについて 

（上程、説明、質疑、討論、採決） 

○議長（依田俊良君） 日程第９ 議案第43号 東御市税条例の一部を改正する条例の専決処分の

承認を求めることについて、日程第10 議案第44号 東御市都市計画税条例の一部を改正する条例

の専決処分の承認を求めることについて、日程第11 議案第45号 東御市国民健康保険税条例の一

部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、以上３議案を一括議題とします。本３

議案に対する提案理由の説明を求めます。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） ただいま上程となりました議案第43号、44号及び45号の議案につ

きましてご説明申し上げます。 

 最初に、議案書の13ページをお開きください。 

 議案第43号 東御市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることにつきまして、
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地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第３項の

規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

 14ページは別紙でございまして、中段以降は24ページまで改正条文でございます。 

 改正の概要をご説明いたしますので、別冊の条例の専決処分に関する資料をご覧ください。資料

の７ページをお開きください。 

 東御市税条例の一部改正の概要についてでございます。 

 初めに、条例の名称は、東御市税条例の一部を改正する条例でございます。 

 次に、改正の理由は、地方税法等関係法令の一部改正に伴い、市の税条例につきましても所要の

改正を行うものでございます。 

 そして改正の概要でございますが、特定配当等及び特定株式等譲渡所得の課税方式の規定をはじ

め、被災代替家屋及び償却資産、または被災住宅用地に係る課税標準の特例措置の新設または拡充、

地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の規定を新設し、家庭的保育事業、居宅訪問型保

育事業及び事業所内保育事業の用に供する家屋及び償却資産や、企業主導型保育事業の用に供する

固定資産、そして緑地管理機構が設置管理する市民緑地の用に供する土地に係る課税標準につきま

して、２分の１ないしは３分の２の特例措置を新設するものでございます。 

 また耐震改修等による認定長期優良住宅の固定資産税の減額措置の拡充や、軽自動車税のグリー

ン化特例の適用期限を２年間延長するもののほか、控除対象配偶者及び軽自動車税の税率に係る字

句の整備を行うものでございます。 

 なお施行期日につきましては、平成29年４月１日でございますが、先ほど改正の概要でご説明申

し上げた控除対象配偶者の規定に係る字句の整備につきましては、平成31年１月１日、軽自動車税

の税率の規定に係る字句の整備につきましては、平成31年10月１日でございます。 

 また、８ページ、その他として、改正後の規定の適用につきまして、必要な経過措置を設けるも

のでございます。 

 なお９ページから39ページまでは、この条例の新旧対照表ですが、説明は省略させていただきま

す。 

 次に、議案第44号をご説明申し上げます。議案書にお戻りいただき、議案書の25ページをお開き

ください。 

 議案第44号 東御市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることにつき

まして、地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条

第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

 26ページは別紙で、中段以降は27ページまで改正条文でございます。 

 改正の概要をご説明いたしますので、別冊の条例の専決処分に関する資料をご覧ください。資料

の41ページをお開きください。 

 東御市都市計画税条例の一部改正の概要についてでございます。 
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 初めに、条例の名称は、東御市都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。 

 次に、改正の理由は、地方税法等関係法令の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございま

す。 

 そして改正の概要は、地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例の規定を新設し、企業主

導型保育事業の用に供する固定資産、並びに緑地管理機構が設置管理する市民緑地の用に供する土

地に係る課税標準額につきまして、２分の１ないしは３分の２の特例措置を新設するほか、条項ず

れの整備を行うものでございます。 

 なお施行期日につきましては、平成29年４月１日でございますが、市民緑地の用に供する土地に

係る課税標準の特例に関する規定は、都市緑地法の一部を改正する法律の施行の日でございます。 

 また、その他として、改正後の規定の適用について必要な経過措置を設けるものでございます。 

 なお42ページから44ページまでは、この条例の新旧対照表ですが、説明は省略させていただきま

す。 

 それでは、引き続き議案第45号をご説明申し上げます。議案書にお戻りいただき、29ページをお

開きください。 

 議案第45号 東御市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることに

つきまして、地方自治法第179条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分いたしましたので、

同条第３項の規定により、これを報告し、承認を求めるものでございます。 

 30ページは別紙でございまして、中段以降は改正条文でございます。 

 改正の概要をご説明いたしますので、条例の専決処分に関する資料をご覧ください。45ページを

お開きください。 

 東御市国民健康保険税条例の一部改正の概要についてでございます。 

 初めに、条例の名称は、東御市国民健康保険税条例の一部を改正する条例でございます。 

 次に、改正の理由は、地方税法施行令の一部改正に伴い、政令に定める基準に従い、所要の改正

を行うものでございます。 

 そして改正の概要は、低所得者に対する保険税の軽減対象世帯を拡大するため、平成29年度国民

健康保険税の課税分から、５割軽減及び２割軽減の軽減判定所得基準額の改正を行うものでござい

ます。 

 その内容は、低所得者に対する軽減判定所得基準額の算定におきまして、被保険者等の人数に乗

ずべき金額につきまして、５割軽減で5,000円を引き上げ26万5,000円から27万円とし、また２割軽

減で１万円を引き上げ48万円から49万円にするものでございます。 

 なお施行期日につきましては、平成29年４月１日でございます。 

 また、その他として、改正後の規定の適用につきまして、必要な経過措置を設けるものでござい

ます。 

 なお46ページは、この条例の新旧対照表ですが、説明は省略させていただきます。 
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 以上、議案第43号から45号の３議案につきまして、提案の理由並びに概要をご説明いたしました。

よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（依田俊良君） これから本３議案について、それぞれ質疑、討論、採決を行います。 

 最初に、議案第43号について質疑を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第43号を採決します。 

 お諮りします。本案を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 議案第43号は原案のとおり承認することに決定しました。 

 次に、議案第44号について質疑を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第44号を採決します。 

 お諮りします。本案を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 議案第44号は原案のとおり承認することに決定しました。 

 次に、議案第45号について質疑を行います。 

 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） １点だけお伺いします。この措置により、５割軽減の世帯、それから２

割軽減の世帯、対象世帯はどの程度ありますかという点が１つ。 

 それでこの金額改定により、軽減額は１世帯当たりどういうふうに想定されるか、２点目。 

 ３点目で、この両方の改定により、税収の変化ですね、一定程度減少すると思いますが、現況で

どの程度の減収というふうに見ていますか。 

○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） それでは５割及び２割軽減に係る軽減判定基準引き上げによりま
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して、国民健康保険税の影響額と、それと該当となる納税義務者数ということでございますが、こ

の判定基準の枠拡大により新たに軽減対象となる納税義務者数は、27年中の所得で仮に計算という

ことで、まだこれから課税ですので、仮計算ということでございますが、27万円影響額は81万円が

見込まれてくるということでございます。ただし１人当たりの金額の平均とかまではちょっと出し

ておりませんので、今のところこういう数字でつかんでおるということでお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（依田俊良君） 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） 今、申された額は両方合わせてですか。 

○市民生活部長（塚田 篤君） 合わせた額です。 

○１２番（平林千秋君） ２割、５割それぞれの額はわかりますか。 

○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） それでは５割軽減となる方が約16名、それで影響額は63万円でご

ざいます。それから２割軽減が11名、約18万円ということで、合わせて81万円ということで今のと

ころ試算しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（依田俊良君） ほかに。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 質疑なしと認めます。 

 これから討論を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第45号を採決します。 

 お諮りします。本案を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 議案第45号は原案のとおり承認することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１２ 議案第４６号 平成２９年度東御市一般会計補正予算（第１号） 

◎日程第１３ 議案第４７号 東御市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例 

◎日程第１４ 議案第４８号 東御市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例 

（上程、説明） 

○議長（依田俊良君） 日程第12 議案第46号 平成29年度東御市一般会計補正予算（第１号）、
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日程第13 議案第47号 東御市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、日程第14 

議案第48号 東御市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、以上３議案を一

括議題とします。本３議案に対する提案理由の説明を求めます。 

 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） ただいま一括上程となりました議案第46号、47号及び48号につきまし

て、提案説明を申し上げます。 

 初めに、議案第46号につきまして申し上げますが、お手元の平成29年度一般会計・特別会計補正

予算書の13ページをお願いいたします。 

 議案第46号 平成29年度東御市一般会計補正予算（第１号）。 

 平成29年度東御市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによるものでございます。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億1,661万6,000円を追加し、歳入歳出予算の

総額を146億1,661万6,000円とするものでございます。 

 第２項補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるものでございます。 

 第２条、地方債の変更につきましては、第２表地方債補正によるものでございます。 

 14、15ページをお願いいたします。第１表歳入歳出予算補正につきましては、ご覧のとおりでご

ざいます。 

 16ページをお願いいたします。第２表地方債補正につきましては、限度額の変更でございます。

一般補助施設整備等事業債につきまして、補正後の限度額を2,690万円とするものでございます。 

 17ページから19ページの歳入歳出予算補正事項別明細書につきましては、説明を省略させていた

だきます。 

 飛びますが、22、23ページをお願いいたします。初めに歳出から説明を申し上げます。 

 款２総務費項１総務管理費目６企画費8,357万2,000円の増額でございます。内訳といたしまして

（６）スポーツツーリズム推進事業費800万円の増額につきましては、地方創生推進交付金を活用

いたしまして湯の丸高原におけるスポーツツーリズムの推進に要する委託料でございます。（７）

湯の丸高原施設整備推進事業費2,500万円の増額につきましては、湯の丸高原森林ジョギングコー

ス、トレイルランロード整備工事に係る増額補正でございまして、関係機関等との協議に伴いまし

て地盤改良及び雪崩防止柵整備等の安全対策に要するものでございます。（８）北御牧庁舎市民交

流サロン等整備費5,057万2,000円の増額につきましては、地方創生拠点整備交付金を活用して北御

牧庁舎の１階に市民交流サロン、及び３階に文書館を整備するための費用でございます。目７諸費

30万円の増額につきましては、（３）各種団体補助事業費で、上田千曲高等学校の創立100周年記

念事業に対する補助金の補正でございます。 

 款３民生費項２児童福祉費目２保育園費1,392万3,000円の増額につきましては、（11）私立保育

園施設整備費でございまして、海野保育園の増築事業に対する補助金の補正でございます。 

 24、25ページをお願いいたします。款５農林水産業費項１農業費目２農業総務費50万5,000円の
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増額につきましては、（４）サンファーム管理運営諸経費で、サンファームにございます冷蔵庫に

係る修繕費の増額補正でございます。目３農業振興費1,877万2,000円の増額でございますが、その

内訳といたしまして（３）果樹農業振興対策事業費1,000万円の増額につきましては、産地パワー

アップ事業推進費補助金でございまして、ＪＡ信州うえだが行います生食用ブドウの集出荷施設の

冷蔵庫新設に係る補助金でございます。（11）６次産業化推進事業費150万円の増額につきまして

は、県営土地改良事業御堂地区に関連した御堂地域一帯の活用に関する構想策定の委託料でござい

ます。（12）農地中間管理事業費27万2,000円の増額につきましては、農地中間管理事業の耕作者

集積協力金のうち、補助要件に該当しなくなった土地に対して交付された協力金の返還金でござい

ます。（13）産業クラスター推進事業費700万円の増額につきましては、国の地方創生推進交付金

を活用いたしまして、シナノグルミの生産振興のための栽培支援などに要する費用でございます。 

 目５農地費64万8,000円の増額につきまして、（２）土地改良事業費の（２）団体営土地改良事

業費、及び26、27ページをお願いいたします。（３）県営土地改良事業費でございますが、それぞ

れの事業に係る市の負担金の増額補正でございます。 

 項２林業費目１林業総務費141万3,000円の増額につきましては、（１）林業事務諸経費といたし

まして上小林業振興会への負担金でございまして、予防治山事業の事業費割の負担金でございます。 

 款６商工費項１商工費目４観光費1,155万円の増額のうち、（１）観光事務諸経費355万円の増額

につきましては、田中駅、滋野駅の駅前公衆トイレを洋式化改修するための工事請負費及び雷電生

誕250周年の観光ＰＲ事業に対する補助金でございます。（４）観光地魅力創造事業費800万円の増

額につきましては、地方創生推進交付金を活用いたしまして、観光客等の市内の回遊性を高めるた

めの観光２次交通に関する社会実験を実施するための費用の補正でございます。 

 28、29ページをお願いいたします。款９教育費項１教育総務費目２事務局費の（４）学校教育事

務諸経費、及び（５）不登校対策事業費につきましては、国の教育支援体制整備事業費補助金の交

付決定に伴う財源補正でございます。 

 項２小学校費目１学校管理費100万円の増額につきましては、（３）小学校管理所経費で図書購

入のための備品購入費の増額補正のほか、（５）田中小学校諸経費から（９）の北御牧小学校諸経

費までにつきましては、国の理科教育設備整備費等補助金の交付決定に伴う財源補正でございます。 

 30、31ページをお願いいたします。項３中学校費目１学校管理費40万円の増額につきましては、

（３）中学校管理諸経費で図書購入のための備品購入費の増額補正でございます。それと（４）東

部中学校諸経費、及び（５）北御牧中学校諸経費につきましては、国の理科教育設備整備費等補助

金の交付決定に伴う財源補正でございます。 

 項４社会教育費目３青少年教育事業費、（２）青少年健全育成事業費につきましては、子ども夢

基金からの助成金の交付決定に伴う財源補正でございます。目７文化財費1,760万4,000円の減額で

ございますが、（５）東御市文書館整備事業費で、文書館整備につきまして先ほど申しました地方

創生拠点整備交付金を活用しまして、北御牧庁舎市民交流サロン等整備事業の中で整備することと
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したことから、本科目の工事請負費を減額するものでございます。目10文化振興費50万円の増額に

つきましては、（１）文化振興事務諸経費の雷電生誕250周年記念事業企画展に要する委託料の増

額補正でございます。 

 32、33ページをお願いいたします。項５保健体育費目３体育施設費163万7,000円の増額につきま

しては、（１）体育施設及び中央公園等管理費で、第二体育館の消防設備改修に要する工事請負費

の補正と、市民プール改修事業に係る工事請負費から委託料への節予算の組みかえでございます。 

 以上が歳出でございます。 

 続きまして、恐れ入りますが、20、21ページにお戻りいただきまして、歳入について申し上げま

す。 

 款12分担金及び負担金項１分担金目１農林水産業費分担金３万円の増額につきましては、適正化

事業白水地区の受益者分担金でございまして、団体営土地改良事業での土地改良施設維持管理に係

る分担金でございます。 

 款13使用料及び手数料項１使用料目５商工使用料40万円の増額につきましては、観光２次交通に

係る使用料でございます。 

 款14国庫支出金項２国庫補助金目１民生費国庫補助金928万2,000円の増額は、海野保育園増築事

業に対する保育所等整備交付金でございます。目４教育費国庫補助金416万円の増額は、教育支援

体制整備事業費補助金345万1,000円、及び理科教育設備整備費等補助金70万9,000円でございます。

目５総務費国庫補助金3,382万1,000円の増額のうち、地方創生推進交付金1,130万円につきまして

は、シナノグルミの生産振興と観光２次交通社会実験に係る交付金でございます。地方創生拠点整

備交付金2,252万1,000円につきましては、北御牧庁舎市民交流サロン等整備事業に係る交付金でご

ざいます。目８商工費国庫補助金112万5,000円の増額につきましては、訪日外国人旅行者受け入れ

環境整備緊急対策事業費補助金でございまして、田中及び滋野駅前の公衆トイレの洋式化改修工事

に係る補助金でございます。 

 款15県支出金項２県補助金目４農林水産業費県補助金1,168万円の増額は、御堂地区土地改良事

業の関連事業に対しての交付決定のありました農地耕作条件改善事業補助金168万円と、産地パ

ワーアップ事業推進費補助金1,000万円でございます。 

 款18繰入金項１基金繰入金目１基金繰入金3,545万2,000円の増額につきましては、公共施設等整

備基金の繰入金、及び財政調整基金繰入金でございます。 

 款20諸収入項３雑入目２雑入56万6,000円の増額は、耕作者集積協力金返還金として個人から納

入される返還金、及び子ども夢基金の助成金でございます。 

 款21市債項１市債目３総務債2,010万円の増額につきましては、北御牧庁舎市民交流サロン等整

備事業に対する起債、一般補助施設等整備事業債でございます。 

 以上が歳入でございます。 

 続きまして飛びますが、34、35ページをお願いいたします。地方債に関する調書でございます。
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この表の最下段の合計欄をご覧ください。前年度末現在高につきましては、平成28年度の決算見込

みの額でございますが、202億130万円を見込んでおります。これに対しまして年度中の増減見込み、

及び年度中の元金償還見込額並びに、この表の左下欄外に記載してございます繰越明許費に係る地

方債、これらを加算減算いたしまして、当該年度末現在高見込額につきましては、この表の最下段

右側にございますとおり201億5,224万5,000円となる見込みでございます。 

 以上、議案第46号につきまして提案説明を申し上げました。 

 続きまして、議案第47号及び48号につきまして提案説明を申し上げます。議案書と条例案に関す

る資料をお願いいたします。 

 初めに議案書の31ページをお願いいたします。 

 議案第47号 東御市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

 以下につきましては、改正条文でございます。 

 この説明につきましては、別冊の条例案に関する資料で行いますので、こちらの資料の47ページ

をお願いいたします。東御市職員の育児休業等に関する条例の一部改正の概要についてでございま

す。 

 １の条例の名称につきましては、東御市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例。

関係条例といたしまして、東御市職員の育児休業等に関する条例でございます。 

 ２の改正の理由でございますが、職員の育児休業等に関しまして人事院規則の一部改正を踏まえ

まして、所要の改正を行うものでございます。 

 ３の改正の概要といたしましてですが、既に育児休業を取得した職員が再度育児休業を取得する

場合、または育児休業期間を再度延長する場合の特別な事情として、保育所等への入所を希望し、

申し込みを行っているが、当面入所が行われない場合というものを加えるものでございます。 

 ４の施行期日につきましては、公布の日でございます。 

 48ページにつきましては、条例の新旧対照表でございますので、説明は省略させていただきます。 

 次に、議案書にお戻りいただきまして、議案書の33ページをお願いいたします。 

 議案第48号 東御市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

 以下につきましては、改正条文でございます。 

 この説明につきましても、別冊の条例案に関する資料で行います。こちらの資料の49ページをお

願いいたします。 

 東御市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部改正の概要についてでございます。 

 １の条例の名称につきましては、東御市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する

条例。関係条例といたしまして、東御市一般職の職員の退職手当に関する条例でございます。 

 ２の改正の理由でございますが、国家公務員退職手当法の一部改正に伴いまして、所要の改正を

行うものでございます。 

 ３の改正の概要といたしまして、１点目といたしまして、失業者の退職手当を延長して支給する
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ことができるものとして、障害者及び災害等により離職した職員のうち、市長が再就職を促進する

ための必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの、それと平成34年３月31日以前に退職

した職員のうち、雇用機会が不足していると認められる地域として、厚生労働大臣が認めた地域内

に居住する者で、市長が再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めた

ものを加えるものということでございます。 

 ２点目といたしましては、失業者の退職手当として支給する移転費、これは引っ越し費用等でご

ざいますけれど、移転費の支給対象者として無料の職業紹介事業を行う地方公共団体又は職業紹介

事業者の紹介した職業に就く者を加えるものでございます。 

 ４の施行期日といたしましては、施行の日でございますが、一部の規定については平成30年１月

１日とするものでございます。 

 ５のその他として、改正後の規定の適用につきまして、必要な経過措置を設けるものでございま

す。 

 50ページ以降につきましては、条例の新旧対照表でございますので、説明は省略をさせていただ

きます。 

 以上、議案第46号、47号及び48号につきまして、提案説明を申し上げました。よろしくご審議を

いただきまして、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１５ 議案第４９号 東御市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する

条例 

（上程、説明） 

○議長（依田俊良君） 日程第15 議案第49号 東御市個人番号の利用等に関する条例の一部を改

正する条例を議題とします。本議案に対する提案理由の説明を求めます。 

 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） ただいま上程となりました議案第49号につきまして、ご説明いた

します。 

 議案書の35ページをお開きください。 

 議案第49号 東御市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例について、議会の議決

を求めるものでございます。 

 以下は改正条文でございます。 

 改正の概要をご説明いたしますので、別冊の条例案に関する資料をご覧ください。資料の53ペー

ジをお開きください。東御市個人番号の利用等に関する条例の一部改正の概要についてでございま

す。 

 初めに条例の名称は、東御市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

 次に、改正の理由は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
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の一部改正に伴い、所要の改正を行うものでございます。 

 改正の概要につきましては、引用する法に条項ずれが生じたため、当該条文を改めるものでござ

います。 

 また、施行期日は、公布の日でございます。 

 なお54ページは、この条例の新旧対照表でございますが、説明は省略させていただきます。 

 以上、議案第49号につきまして、提案の理由並びに概要をご説明いたしました。よろしくご審議

の上、ご決定賜りますようお願いいたします。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第１６ 陳情の報告 

○議長（依田俊良君） 日程第16 陳情の報告をいたします。 

 本定例会において、５月24日までに受理したのは陳情２件です。写しはお手元に配付したとおり

です。 

 本陳情については後日上程し、所管の委員会に付託します。なお陳情代表者、小林俊和から提出

された陳情書については、議席配付のみといたします。 

 以上で本日の日程はすべて終了しました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎散会の宣告 

○議長（依田俊良君） 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（午前１１時１８分） 
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――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開会の宣告 

○議長（依田俊良君） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

（午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程の報告 

○議長（依田俊良君） 本日の議題は、お手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 １ 一般質問 

○議長（依田俊良君） 日程第１ 一般質問を行います。順番に発言を許可します。 

 受付番号１ 海野宿の原風景を未来につなげるために、受付番号２ 子ども一人ひとりの教育的

ニーズに合った適切な支援について、受付番号３ 食品ロス削減の取組みについて。佐藤千枝さん。 

 佐藤千枝さん。 

 なお佐藤千枝さんから、受付番号３に関し、事前に資料配付の申し出がありました。これを許可

し、お手元に配付しておきましたから、ご了承ください。 

○８番（佐藤千枝さん） 皆さん、おはようございます。東翔の会、佐藤千枝でございます。 

 今朝はさわやかな朝を迎えました。今回の一般質問、トップバッターでさせていただきます。時

間に制限がありますので、早速質問を行います。今回、通告３項目について質問いたします。 

 最初に、海野宿の原風景を未来につなげるためにです。 

 海野宿は、昭和62年４月に重要伝統的建造物群保存地区として、文化庁より全国で24番目の選定

を受け、今年で30周年を迎えました。地元ではここ数年、住んでいる人たちの自分たちの地域を元

気にしようと、海野宿保存会を中心に実行委員会を組織し、市内外からの訪問者を増やし、観光地

海野宿を盛り上げ、地域活性化つなげようと取り組まれています。 

 東御市の大切な名所でもある海野宿の原風景を未来につなげるために、市の取り組みについてお

聞きをします。 

 まず最初に、海野宿を訪れる観光客の推移について、近年の状況はどうでしょうか。 

 ２、重要伝統的建造物群保存地区である海野宿の活性化に対し、市はどのように考え、進めよう

としているのでしょうか。 

 ３、空き家が多いと聞きますが、空き家状況調査はどのように進められているのでしょうか。 

 ４、移住希望者への住まいやインバウンドを含む観光客を対象とした施設整備については、どの

ようにお考えでしょうか、お聞きをいたします。 

 次に、子ども一人ひとりの教育的ニーズに合った適切な支援についてお聞きをいたします。 

 これまで支援を必要とする児童・生徒への教育の在り方について、何回か質問をしてきました。
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今回もインクルーシブ教育の取り組みについて質問をいたします。 

 「特別支援教育」という文言が平成19年４月に学校教育法に位置づけられ、児童・生徒の障害の

多様化に対応し、一人ひとりに応じたきめ細やかな指導が進められてきました。そのような状況の

中で、小・中学校等においては通常学級に在籍するＬＤ－学習障害、ＡＤＨＤ－注意欠如多動性障

害、高機能自閉症等の児童・生徒に対し、適切な指導及び必要な支援を行うことが求められていま

す。そのために学級教育において一人ひとりに合った個別計画に基づく学習を進め、不得意なとこ

ろ、得意とするところを見極め、自己肯定感や達成感を育てながら、適切な支援を積み上げていく

ことが重要であるというふうに考えます。人それぞれ顔も性格も違うように、すべての子どもにそ

れぞれ違いがあり、障害を持つ子どももいて当たり前ということが前提となります。障害の有無に

かかわらず誰もが地域の学校で学べるインクルーシブ教育の取り組みについてお聞きをいたします。 

 １、一人ひとりの教育的ニーズに合った支援の取り組み状況と、これからの方向についてお聞き

をします。 

 インクルーシブ教育の推進に当たり、学校長や教職員への研修や取り組みの状況はどのように

なっているのでしょうか。 

 ３、ともに学ぶというインクルーシブ教育は、お互いに違いを認め合うことでいじめ防止につな

がるというふうに考えますが、いかがでしょうか。 

 次の食品ロス削減の取組みについてお聞きをいたします。 

 資料もありますので、ちょっとそこを見ながら皆さんご覧いただきたいというふうに思います。 

 先ほど同僚議員から、この資料の中の市町村別１人１日当たりの排出量というふうにありました

が、何の排出量かということなのですけれど、ごみの排出量ということで、済みません、お願いい

たします。 

 それで長野県民が出したごみの量が2015年度、１人当たり836グラムで、全国最少となり、２年

連続の１位になりました。これは地域を挙げたごみの分別化など、地道な活動の成果だというふう

に思います。東御市においては、更にごみの分別に力を入れて取り組まれていることから、１人当

たり１日のごみ全体量、これは可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、すべての排出量ですね。26年度は

637グラムでした。この表にありますように、県内27番目、全国98番目、東御市が624グラムという

排出量が27年度にこういう結果になったということなのですけれども、すばらしい結果だというふ

うに思います。市民の皆さんの努力の結果ではないでしょうか。今、建設中の生ごみリサイクル施

設が12月には稼働となり、更に分別が進むと推測されます。 

 しかし懸念されるのは、ごみの３割を占めると言われている事業系のごみをどう削減するかだと

いうふうに思います。まだ食べられるのに捨てられてしまう食べ物、いわゆる食品ロスが日本では

年間約632万トンにも上ります。家庭から出される生ごみの中には、手つかずの食品が２割、更に

そのうちの４分の１は賞味期限前にもかかわらず捨てられているということが報告されました。そ

のほか調理の際での野菜の皮むきや肉の脂身を取り除きなど、食べられる部分を過剰に捨てている
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ということも食品ロスの原因になっています。これを日本人１人当たりに換算しますと１日お茶わ

ん約１杯分、約130グラムの量を捨てるということになります。私たちは多くの食べ物を輸入しな

がら大量に捨てているのです。大切な食べ物を無駄なく消費し、食品ロスを減らして、環境面や経

済面にとってもプラスになるよう工夫が必要だというふうに思います。今後、循環型社会形成に向

けて、もったいないの視点から３点お聞きをします。 

 １、事業系のごみの排出量はどのように推移をしてきているのでしょうか。また減量化施策をど

のように考えているのでしょうか。 

 ２、市内で年間廃棄される事業系食品ロスはどのくらいあるのでしょうか。 

 ３、家庭や事業所から発生する食品ロス削減の取り組みについて、どのように考えているので

しょうか。 

 以上、１回目の質問といたします。答弁よろしくお願いをいたします。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） おはようございます。 

 受付番号１、佐藤千枝議員の海野宿の原風景を未来につなげるためのご質問につきまして、お答

えいたします。 

 初めに、海野宿を訪れる観光客の推移についてでございますが、海野宿の過去３年間の観光入り

込み客数につきましては、平成26年度は約19万6,600人と20万人を割り込みましたが、27年度には

約26万6,000人で対前年度比約35％と大きく増加し、平成28年度におきましても約28万4,100人で対

前年度比約７％と、２年連続して増加傾向で推移しております。 

 ２点目の海野宿の活性化に対し、市はどのように考えているのかでございますが、重要伝統的建

造物群保存地区制度は、文化財の保護と住民生活の維持を両立しながら、将来にわたり持続可能な

仕組みを目指した制度であります。このような趣旨を踏まえ、市としましては平成22年度から26年

度で社会資本整備総合交付金を活用した総合的な環境整備を実施し、24年度には東御市歴史的風致

維持向上計画を策定し、歴史を生かしたまちづくりに取り組んできています。 

 また、平成27年５月には、第37回全国伝統的建造物群保存地区協議会総会・研修会が38道府県、

69市町村から延べ741名の関係者を迎えて開催されたほか、28年10月には関東圏歴史的町並み等地

域資産保存活用推進会議が開催され、１都８県から71名の関係者を迎えて、まちづくり等について

意見交換が行われました。 

 これからも海野宿保存会をはじめとした地域住民の創意工夫に基づくひな祭りや夏祭り、ふれあ

い祭りといった特色ある地域活動への支援を視野に、地域と連携する中でまちづくりを推進し、活

性化を図ってまいりたいと考えております。 

 次に、３点目の空き家が多いと聞くが、空き家状況調査はどのように進められているのかでござ

いますが、市では平成27年５月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行されたことを

受けまして、１年以上出入りしていない住宅等を対象とした空き家等実態調査を27年度に実施した
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結果、重要伝統的建造物群保存地区内で11軒の空き家を把握しております。 

 次に、４点目の移住希望者への住まい、インバウンドを含む観光客を対象とした施設整備につい

ての考え方はどうかでございますが、平成28年４月に文化庁が策定した「文化財活用理解度促進戦

略プログラム2020」において、文化財建造物を宿泊施設等の観光目的で活用するための改修等を支

援していく方向性が示されたところであり、今後これらの事業の活用について海野宿保存会をはじ

めとする地域の関係者の皆様と連携しながら、研究してまいります。 

○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） 受付番号２、佐藤千枝議員の子ども一人ひとりの教育的ニーズに合った

適切な支援についてのご質問についてお答えします。 

 最初に、一人ひとりの教育的ニーズに合った支援の取り組み状況と、これからの方向性について

でありますが、各学校では特別支援学級に在籍している児童・生徒や発達障害等の診断を受けてい

る児童・生徒、また個別の支援が必要と考えられる児童・生徒に対して、保護者との意思共有を図

り、個別の教育支援計画を作成し、その計画をもとに関係者で情報交換を行うことにより、チーム

で支援できる体制整備を図ってきております。 

 また、平成29年４月から集団適応推進コーディネーターを配置し、個別の支援が個別の指導に終

わらないよう集団の中で育てられるよう取り組みを開始したところであります。 

 ２点目のインクルーシブ教育の推進に当たり、学校長や教職員への研修や取り組みの状況、現状

についてでありますが、市の校長会や教頭会、特別支援教育コーディネーター連絡会等において、

支援を必要とする児童・生徒を集団の中で友達とかかわりながら育っていくことの大切さを伝えて

おります。そのためにも特別支援教育支援員等を対象とした研修や、全教職員を対象とした特別支

援教育に関する講演会などを開催し、特別支援にかかわる教職員のスキルアップを図っております。 

 ３点目のともに学ぶというインクルーシブ教育は、お互いに違いを認め合うことでいじめ防止に

つながると考えているが、どうかについてでありますが、インクルーシブ教育は困難さを抱える児

童・生徒に救いの手を差し伸べるということでなく、困難を抱える児童・生徒を意識した授業やク

ラスづくりをすることで、全児童・生徒全員がお互いの違いを認め合う力を養う教育であります。

いじめ防止にもつながると考えております。 

○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） 受付番号３、佐藤千枝議員の食品ロス削減の取り組みについての

ご質問につきましてお答えいたします。 

 初めに、市における事業系ごみに係る排出量の推移と減量化施策についてでございますが、まず

排出量につきましては、平成26年度が1,028トン、27年度が960トン、28年度が921トンと毎年度相

当量が減少してきておりまして、この３年で107トンが減量となっております。これは廃棄物処理

法の改正や循環型社会形成推進基本法、及び食品リサイクル法の施行などによりまして、事業者の

皆様がリデュース－発生抑制、リユース－再使用、リサイクル－再生利用の３Ｒに着実に取り組ま
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れてきた成果があらわれてきたものと考えております。 

 次に、減量化施策でございますが、市の第２次一般廃棄物処理基本計画に、市民・事業者・市の

３者が共同し、生ごみリサイクルシステムの構築を柱とした３Ｒを推進し、平成42年度までに資源

化率を40％以上とすることを目標に掲げております。このため事業者の皆様には、生ごみの分別に

よるリサイクルとあわせて、紙ごみ等の削減についてご協力をいただきたいと考えており、事業所

説明会の開催や広報での周知啓発を行ってまいりたいと考えております。 

 次に、市内で年間廃棄される事業系食品ロスはどのくらいあるかでございますが、食品ロスの数

値を把握するためには家庭及び事業者に対し個別に調査をお願いする必要がございまして、調査に

係る事務量を考えますと、市単独の調査は困難であるため、市としての数値は把握しておりません。

しかし国の一般統計調査として実施される食品ロス統計調査により、世帯及び外食における食品ロ

スの実態把握が可能であり、ごみ減量化施策の立案や推進の参考にさせていただいております。 

 なお直近で実施された平成26年度及び27年度の調査結果を申し上げますと、世帯食の１人１日当

たりの食品ロス量は40.9グラムで、その食品ロス率は3.7％となっております。また外食における

食品の食べ残し量の割合は、食堂・レストランでは3.6％、結婚披露宴では12.2％、宴会では14.

2％となっております。 

 次に、家庭や事業所で発生する食品ロス削減の取り組みについてどのように考えているかでござ

いますが、食品ロスが出ないように計画的な買い物や調理を心がけ、また調理されたものは残さず

食べるというような市民のもったいない精神に働きかけることが基本と考えております。 

 具体的な取り組みとしては、県の「残さず食べよう30・10運動」や「食べ残しを減らそう県民運

動～ｅ－プロジェクト～」などに積極的に取り組んでまいりたいと考えております。また現在、進

めている生ごみリサイクルシステム構築が実現すれば、３Ｒが促進され、食品ロス削減にも確実に

つながると考えておりますので、今後とも同システム構築のため市民や事業所の皆さんへの説明や

啓発活動に積極的に取り組み、協力体制の確立に努めてまいります。 

○議長（依田俊良君） 佐藤千枝さん。 

○８番（佐藤千枝さん） ただいまそれぞれに答弁いただきましたので、これからは一問一答で質

問を続けます。 

 海野宿の原風景を未来につなげるためにです。ただいまは近年の観光客の推移を数字でお示しい

ただきました。訪日外国人の来客人数の把握はできていないようですが、26年から27年では全体で

７万人も観光客が増加したこと、28年で更に１万8,000人増加したこと、２年連続で増加している

ということは大変うれしいというふうに思います。どれだけの経済効果があったのかはわかりませ

んけれども、この増加要因は何なのでしょうか。昨年行われました真田幸村の「真田丸」の効果が

大きいということでしょうか。この「真田丸」効果を契機に、今後も海野宿を訪れてくださる観光

客が増えることを願っています。 

 さて、海野宿の歴史を振り返ってみますと、歴史的伝統建造物群としての文化財的価値を高く評
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価され、昭和55年に海野宿研究会が発足し、昭和60年には海野宿保存審議会が発足し、26年に海野

宿保存会ができ、本格的な保存活動が始まったというふうにお聞きしています。こうして昭和62年

４月に重要伝統的建造物群保存地区として文化庁より全国で24番目の選定を受けましたということ

です。そして江戸時代に開宿、開設されたこの海野宿が８年後の2025年には400周年を迎えるとい

うことです。海野宿は30年たって少子高齢化の影響による地域の担い手不足という課題もあるとい

うふうに聞いております。 

 自らの地域を活性化し、海野宿の町並みを後世につなぐため、将来のビジョンを描き、ＮＰＯ法

人の立ち上げを視野に入れた活動も始まっているようです。海野宿の活性化については、先ほど前

向きなご答弁をいただきました。今後この町並みを後世に伝えていくためには、地域づくりに向け

て始まった地元の皆さんに対し、市も後押しをしていただき、また住民の方からの困りごとや要望

等にも対応し、地域密着で観光事業を進めていただきたいことを要望として受けとめていただきた

いことをお伝えしたいというふうに思います。 

 次に、空き家についてです。海野宿では27年の空き家が11軒という報告がありました。その後、

空き家も増えてきていると推測されます。本年とも恐らく増えたであろう空き家等の実態調査を

行っていただきたいというふうに考えますが、いかがでしょうか。 

 また、実施するに当たり、地元の関係者とともに進めていただき、１戸１戸丁寧な調査、あるい

は所有者からのヒアリングも行っていただきたいというふうに思います。 

 地元の方のお話では、ご近所の空き家から春先に多く発生するハネアリの影響を心配されておら

れる方、あるいは我が家は大丈夫かとの不安から調査、診断を依頼し、対応されているお宅もある

というふうに聞いています。海野宿のすばらしい景観が損なわれないために空き家になって使われ

ていない家の床下や土台等の診断を市が主体になって進めていかなければならないというふうに考

えますが、以上２点についてお聞きをいたします。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 最初の空き家等の実態調査についてでございますけれども、重要

伝統的建造物群保存地区にある空き家につきましても、空き家バンクへの登録が可能なことから、

本年度商工観光課で海野宿保存会と連携しながら、利活用に向けた台帳整備を行ってまいりたいと

考えております。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 重伝建地区の空き家の土台の診断に関するご質問がございました。重

伝建、文化財に関するものにつきましては教育委員会の所管となりますので、私の方からお答えを

させていただきます。 

 本市におきましては、文化財保護事業補助金交付要綱によりまして、重伝建地区の町並みを保存

する観点から、伝統的建造物の修繕が必要となった場合には、所有者の申請によりまして修理費用

に対して定められた率により補助金を支出しているところでございます。 
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 地区内の伝統的建造物で空き家になっているものの中には、修繕した方がよいのではないかと思

われる建物もありますが、空き家の所有者からの申請行為となりますので、市の対応は難しいとい

う状況でございます。議員から市が主体となって空き家の土台の診断を進めてはどうかとのご提言

でございますけれども、診断の結果、修繕が必要となった場合であっても、空き家の所有者からす

ると個人負担を出してまで修繕に投資するかという問題、そして行政からしますと必要な対策に誘

導できない可能性があるということから、施策としての実効性に課題がありますので、慎重に対応

するべきであると考えておるところでございます。 

 ただしほかの重伝建地区におきましては、調査費用に対する補助金を交付している例もございま

すので、今後参考にして研究をしてまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 佐藤千枝さん。 

○８番（佐藤千枝さん） 完全空き家になった家の登録が重伝建地区においても可能であるという

ことのお話がありました。保存会の皆さんと一緒に空き家調査を行い、基本となる台帳をしっかり

つくっていただいて、貸したい方、あるいは借りたい方とがうまくいくよう、社会現象でもある空

き家対策を食い止めていただければというふうに思います。 

 今、重伝建保存事業補助金制度についての市の考え方をお聞きいたしました。先ほど課長からも

ほかのところでそういうところを取り組んでいるというところのお話がありまして、私も少し調べ

てはみましたけれども、海野宿のようにやはり30年たって、かなり古くなってきているというとこ

ろ、あるいは高齢化率が高くなってきて若者がそこにいないという中で、生活スタイルも昔とは変

わってきている中で空き家が増えてきているという、条件がやっぱり同じようなところもあるのか

なというふうに思いました。ですので今後検討課題ということ、住民の皆さんと台帳をつくるとい

うところの関係もありますので、よくお話もお聞きしながら、もしそういう要望が多くあるのであ

れば今後、未来に向けてこの景観を残していくというためにもやっていただきたいなというふうに

思いますのでよろしくお願いいたします。 

 次に、文化庁が新たな方向性を示されたということで、今後インバウンド等への宿泊施設設備が

やりやすくなったということは大変ありがたいというふうに思います。国内外の観光客が気楽に泊

まれるゲストハウスの事業、あるいはおもてなしとしての通訳ガイドの対応、あるいは英語、中国

語等の案内板の設置等、おもてなしの配慮が必要になるのではないかなというふうに思いますが、

その対応をどのように考えておられるのでしょうか、お聞きをいたします。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） ゲストハウス等の宿泊施設についてでございますが、本年度取り

組む空き家実態調査の中で、海野宿保存会を中心に研究してまいりたいと考えております。 

 また、通訳や外国語案内板につきましても、必要と思われますので順次整備を進めてまいりたい

と考えております。 

○議長（依田俊良君） 佐藤千枝さん。 
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○８番（佐藤千枝さん） 国は2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて、観光施策として

日本に4,400万人のインバウンドを目標としているそうです。訪日観光客が東御市を訪れ、また重

伝建地区である海野宿を訪れ、大変よかった、また訪れたいと言っていただけるよう、文化財を守

るという観点に基づきまして、インバウンドへのインフラ整備も行っていただきたいというふうに

思います。 

 それでは次に、子ども一人ひとりの教育的ニーズに合った適切な支援について質問いたします。 

 ５月に行われました社会文教委員会の行政視察で、石川県の小松市教育委員会が取り組んでいる

インクルーシブ教育の概要や障害のある子どもが他の子どもと平等に教育を受ける権利を志向する

ためのいわゆる合理的配慮をどのように提供しているのか、また、そのための課題についての取り

組みを視察してまいりました。小松市の人口は10万8,600人です。小学校数は25校、中学校は10校、

このうち小学校５校、中学校１校がこのインクルーシブ教育に取り組んでいます。 

 平成25年度より３年間、文科省のインクルーシブ教育システム構築モデル事業の指定を受けて、

共生社会の形成に向けて障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が可能な限りともに学ぶこ

とを実現するための有効な手段という認識のもとに、交流と共同学習における合理的配慮の提供を

実践、研究をし、更に精神的な研究推進校として全国の学校に資するという趣旨で、研究、実践さ

れていました。 

 その中で、質問をいたします。最初の答弁で教育長より集団適応推進コーディネート事業は、市

独自の事業であるというふうにお聞きをしております。本年度から始まっております集団適応推進

コーディネーターを新たに配置したということですが、その狙いと具体的な活動はどのようなもの

でしょうか、お聞きをいたします。 

○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） 再質問の集団適応推進コーディネーターの配置の狙いと、具体的な活動

の方法や内容についてでございますが、集団適応推進コーディネーターの配置の狙いでありますが、

１つは集団の中で学ぶ、そういった環境づくりの推進。２つ目に、市内の小学校を３カ月ごとに

ローテーションをすることにより、市として目線の合った支援を行うことであります。 

 最初の集団の中で学ぶとは、これまで支援員、特別教育支援員を配置し、個を大切にした支援を

起こってきたところでありますけれども、居場所はクラスの中であっても、他の児童との兼ね合い

の中で、お互いに学び合う中でということが重要になってきますが、なかなかできなかったことか

ら担任の先生と特別支援教育支援員の先生を結びつけていく、結びつけ支援を要する児童が授業に

とけ込めるような環境づくり、そのための活動を行ってまいります。 

 ２つ目の目線に合った支援でありますが、各学校のいろいろなケースを承知しておりますけれど

も、支援員自身の力が高まり、どこの学校においても一人ひとりに適した支援ができるものと期待

しているところであります。 

○議長（依田俊良君） 佐藤千枝さん。 
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○８番（佐藤千枝さん） この集団適応推進コーディネーターという配置ですけれども、お２人の

専門員、プロというか専門員が配置されたということで、４月から支援が行われているということ

です。この始まった新たなコーディネーター配置ということですので、一人ひとりのニーズに合っ

た支援というのはとても大変だというふうには思います。そういう中でチームで取り組むというこ

とですので、いい方向に子どもたちが向いていけばいいなというふうに願っています。 

 次に、通常学級に在籍する知的に遅れのない特別な教育的支援を必要とする児童・生徒のクラス

ごとの割合は東御市ではどうなっているのでしょうかという質問なのですけれど、今、国が言って

いる6.5という、５％という数字がやっぱりありますので、クラスではどうなのかなということを

お聞きしたいというふうに思います。 

○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） 再質問、通常学級に在籍する知的発達に遅れのないものの学習や行動面

で困難を示す児童・生徒のクラスごとの割合は、東御市では出していないということでありますけ

れども、通常の学級における診断を受けているものと、特別な支援が必要と思われる児童・生徒の

これを合わせた在籍比率で申しますと、平成28年度は小学校11.49％、中学校では4.24％という数

字となっています。市全体としては平成25年度から10％から12％の範囲で推移しているというふう

に申し上げておきます。総じて横ばい状態で、そう悪い数字ではないかなと、良好な数字だという

ふうに思っております。 

○議長（依田俊良君） 佐藤千枝さん。 

○８番（佐藤千枝さん） ただいまの答弁から、通常学級においての在籍数というのはわかりませ

んけれども、一定の割合で児童・生徒が在籍しているという認識はできました。また先ほどの説明

で小学校では11.49％、中学校で4.24％ということで、かなり手厚い支援といいますか、何らかで

一人ひとりに合った支援の中でこういう数字が減ってきているということだというふうに認識しま

した。 

 それでは次に、交流と共同学習についての当市での具体的な取り組みについてお聞きします。ま

た障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合理的配慮は、どのように進められているの

でしょうか。また合理的配慮を進めることにより、当該児童・生徒はもとより、周りの児童・生徒

においてはどのように変化がうかがえるのでしょうか、お聞きをいたします。 

○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） 再質問、３点目でありますけれども、交流及び共同学習のための具体的

な取り組みはどんなことを行っているのか、障害のある子どもが十分に教育を受けられるための合

理的配慮はどのように進めているかでございますが、合理的配慮により周りの児童はどのように変

化しているかということであります。交流及び共同学習についてでありますが、学校内おいて日常

的に特別支援学級と通常学級との交流が行われ、給食や学級会、諸行事では原級で活動することが

多くあり、自情小学級在籍の児童・生徒については原級で受けられる授業は積極的に原級で受ける
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ことが一般的になってきております。特別支援学校とは運動会など、あるいは学級、学年での行事

で交流が行われております。 

 合理的配慮の具体例としましては、視覚刺激を減らすための教室正面掲示物の制限、クールダウ

ンのためのその場所の設置、このほか支援員の配置や本年度からは先ほど申し上げましたけれども、

集団適応推進コーディネーターの配置を行っております。設備的には、例えば階段へのリフトを設

置してまいっております。 

 周りの児童・生徒の変化でありますけれども、多くの子どもたちが障害や困り感のある友達と接

するときに、自然にその特性に配慮して接することができるようになっていると、大変うれしい姿

を見ることができます。それから運動会等で支援を要する子どもたちが精一杯競技をしている、

走っている姿を見るときに、保護者の皆さん、あるいは地域の皆さんが大きな拍手を送って応援し

ているという姿も子どもたちに大きく影響しているかなということを思っております。感想であり

ます。 

○議長（依田俊良君） 佐藤千枝さん。 

○８番（佐藤千枝さん） いろんな形で一人ひとりに合った合理的配慮というのをいろんな形で

やっぱりやっていただいているということに感謝を申し上げるとともに、本当に学校で過ごしやす

い環境をつくっていただきたいというふうに思います。 

 次に、24年11月に文科省が行った特別支援学校のセンター的機能の取り組みに関する状況調査の

結果によりますと、多くの小・中学校の教員が当該児童・生徒の障害の状況等を把握すること、あ

るいは指導、支援すること、評価に関することなどについて援助を求めている、多くの悩みを抱え

ているということが報告されました。東御市では、クラス担任になられた新規採用教員、あるいは

経験の浅い教員に対して、どのように対応されているのでしょうか。そして小・中学校教職員を対

象に、特別支援教育に対する意識の向上を目的とし、配慮の必要な児童・生徒への接し方、あるい

は具体的な支援、授業における具体的な支援方法等について研修を行い、学校全体として共有する

ことはとても大切なことではないかというふうに考えます。 

 そして合理的配慮についての普及啓発を教職員だけではなく、保護者や地域の方々の理解を深め

ることも大切であるというふうに考えますが、この点につきましてお考えをお聞きいたします。 

○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） 再質問４点目でございますが、特別支援教育の経験の浅い教職員や新規

採用職員への援助体制、それから教職員研修も必要だが、保護者への特別支援教育のための研修も

大切ではないかということでございますけれども、援助を求めている職員については１人で対応せ

ず、チームで対応できるよう指導している、助言をしているところであります。学校においては校

長を先頭に教頭、あるいは学年主任等への相談体制の活用、また専門的なことについては市教委の

ケースワーカーや県や上小圏域で派遣するスクールカウンセラー、ＳＣですね、それからスクール

ソーシャルワーカーに相談をするよう指導、助言をしているところであります。 
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 先生方の研修については、各学校での自主研修、職員会議でも短時間研修は位置づいております

が、それから県教委が主催する関係の講座ですね、県の総合教育センターで開講しております。そ

ういったところに参加しているところであります。 

 それから合理的配慮の普及、啓発は児童・生徒だけではなく、すべての保護者や地域の方に広め

ていくことも大切であり、研修会ということも考えられますけれども、まずは市の取り組みを発信

してまいりたいと思います。直接的には支援会議等を通してお互いに研修をし、理解をしていくと

いうことかなと思います。 

○議長（依田俊良君） 佐藤千枝さん。 

○８番（佐藤千枝さん） これは直接お聞きしている話ではあるのですけれども、学級の担任は学

級の中だけで対応しようというふうに、そういうふうにいかなければいけないというふうに考えが

あるようですけれども、様々な教師がかかわり、学校全体で組織的に支援していくということは本

当に大切なことだというふうに思います。通常の学級の教育的支援を必要とする児童・生徒への支

援を組織的に対応するために、学校生活の各場面において一人ひとりの教員が、どのようにかかわ

りを持つことができるのかを校内研修を活用して話し合うことで、校内の連携体制を確立すること

ができるというふうに考えます。 

 また、保護者や地域の方への理解を深める活動は、どの子も地域の子、ありのままであなたでい

いという、そういう考えに立って理解を促す活動は今後ますます重要なことというふうに考えます

ので、この具体的な方策を示していただければというふうに要望させていただきます。 

 この質問、最後ですけれども、このインクルーシブ教育、お話しいただきましたけれども、今後

の方向性について、教育長の方からお考えをお聞きしたいというふうに思います。 

○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） インクルーシブ教育の今後の方向性ということでありますけれども、共

生社会を実現するためにインクルーシブ教育、教育現場ではこの教育を仕組んでいくということだ

というふうに考えております。日本ではこのもとになるのは平成19年の特別支援教育推進のために

ということの通達に基づくものかなと思います。 

 ここには大きく８項目が記されております。その理念の中に、共生社会を実現する基盤となるの

がこの特別支援教育であるというふうにうたっております。最初の項では、学校における校長の責

務ということが示されています。特別支援教育の一番推進の原動力となるのは、学校を任せられた

校長であります。校長先生がしっかり特別支援教育の在り方を認識して進めることが大事だという

ふうに思っているわけであります。そのために教育委員会、教育長として特別支援教育の今後の姿、

人社会の在り方について具体的に施策を示しているところであります。すべては平成19年のこの特

別支援教育の推進に示された内容を具体的に施策として移していくと。今後は質的な高まり、打っ

た施策がちゃんと機能するように、例えば個別の教育支援計画が本当に各部門、５部門の連携の

ツールとなっているか、幼、保、小、中、高と教育的ニーズを要する子どもたちの連携のツールと
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なっているかどうか、そういうことを確かめていきたいと、高めていきたいというふうに思ってお

ります。 

○議長（依田俊良君） 佐藤千枝さん。 

○８番（佐藤千枝さん） 北御牧では小中一貫教育がもう進められておりますし、東部地区でも小

小一貫がもう始まっております。いい形でこのインクルーシブ教育が進められることを期待したい

というふうに思います。 

 それでは最後の質問、食品ロス削減の取組みについて質問をいたします。 

 先ほどの説明ですけれども、可燃ごみの割合が家庭は80％、それから事業所は20％という比率で

クリーンセンターに運ばれてきているということです。事業所のごみが事業所の努力によりパーセ

ントが減少してきているということも今、言われました。それで市内の小・中学校から出る給食の

給食残さの処理はどのようにされているのでしょうか、お聞きをします。 

○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） ご質問の小・中学校で出される給食残飯の処理のご質問について

でございますが、現状では田中、祢津、和小学校と東部中学校におきまして、生ごみ処理機による

堆肥化を、また滋野小学校では地域の農家の皆様のご協力により、飼料化が行われておりまして、

北御牧小学校学校給食センターにつきましては、可燃ごみとして焼却処理がなされております。し

かし先の生ごみ処理機につきましては、平成10年度から17年度にかけて導入したものでございます

ので、経年劣化による老朽化が進んでおり、このため本年12月稼働予定の生ごみリサイクル施設へ

の持ち込みにつきまして、教育委員会と協議、検討を進めているところでございます。 

○議長（依田俊良君） 佐藤千枝さん。 

○８番（佐藤千枝さん） 説明はわかりました。滋野小学校では地域の農家において肥料化が行わ

れているということですので、この肥料化についてはこれからも継続していただきたいとぜひお願

いします。 

 日本の食品ロス、食べ残し、過剰除去、売れ残り、返品等、年間約632万トンが世界全体の食糧

援助量の２倍にもなる量が食品ロスとして出されているということです。日本のお米の生産量に匹

敵するとも言われています。 

 家庭での食品ロスはどうかといいますと、家庭から出る生ごみの内訳は、皮や葉っぱ、根っこな

どの調理くずが全体の68％、続いて使えるのに多く取り残してしまう過剰除去が15％、食べ残しが

11％という結果を松本市が25年度に調査しています。私も時として例ではありません。つくりすぎ

て食べ残したり、冷蔵庫に入れたまま賞味期限切れとなった商品、これ直接廃棄というのですけれ

ど、の廃棄等、いわゆる食品ロスが無意識のうちに発生しています。基本はリデュース、ごみの発

生になるものをつくらないという発想が大切だというふうには思います。 

 さて、先ほどですけれども、表を皆さんにお渡ししましたけれども、19市中ワースト19番目の松

本市から始まった30・10運動、今や長野県の重要な県民運動として長野県内各地に広がりを見せて
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います。千曲市では独自の事業として、20・10運動として活動されています。長野県が奨励してい

る30・10運動の輪を今でももちろん取り組んでいるということですが、花岡市長も30・10の声かけ

を会席等でよく行っていただいているというふうに感じております。東御市の市民運動として30・

10運動を広げ、なおかつ長野県発食べ残しを減らそう協力店を東御市内でも増やす取り組みをぜひ

行っていただきたいというふうに考えますが、どうお考えでしょうか、お聞きをいたします。 

○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） ご質問の県が推奨している食べ残しを減らそう30・10運動、及び

食べ残しを減らそう県民運動ｅ－プロジェクト協力店の募集に対し、市の積極的な取り組みをにつ

いてでございますが、県下では長野県の呼びかけに応じ、多くの市町村で運動の取り組みを始めて

おり、当市におきましても本年１月号の市報により、市民皆様に対し、これら運動への協力をお願

いしたところでございます。今後も県と連携し、より効果的な取り組みとなるよう検討をすすめる

とともに、生ごみリサイクルシステム構築に係る市民及び事業者皆様への説明会を通して、これら

運動の取り組みに対し、一層の協力をお願いしてまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 佐藤千枝さん。 

○８番（佐藤千枝さん） 東御市でも30・10運動を全市的に広げるということをぜひやっていただ

きたいというふうに思いましたけれども、これから一歩踏み出して検討していただきたいというこ

とを希望しておきます。 

 この食品ロスの削減対策の柱は何かということですけれど、家庭や事業所への生ごみ３切り運動、

３切り運動と、事業者の食べ残しゼロ推進店舗の認定制度の推進が大事だというふうに言われてい

ます。３切りとは、食材を使い切る使い切り、食べ残しをしない食べ切り、ごみとして出す前の水

切りの３つです。そうした中で、今回長野県がランキングで全国１位になったという２年連続で１

位になったということで、県民に対してこのごみの排出量の削減を呼びかけるコマーシャルがテレ

ビで放映されています。私、まだ見る機会がないのですけれども、今年からはもう始まっているの

ですけれども、キリンビールの県内版、スーパービッグのＣＭ等でも流されているというふうに聞

いています。 

 東御市においては、このようにごみの減量化や資源化が図られ、ごみ排出量が少ないということ

をもっとメディアを通していろんなところでコマーシャルをしていく、市民にそれをまた伝えてい

くということが大切ではないかというふうに思います。 

 「お知らせ版とうみ」の「市報とうみ」でも、「なるほどＴｈｅごみ」のコーナーもありまして、

２カ月に１回ですけれども、そこで紹介もされておりますので、これも勉強になるコーナーだとい

うふうに思います。と同時に、この裏の市のデータというところに、今、これは６月号ですけれど、

人の動きとか、こちら１１９、市内交通事故統計、東御の気象記録が出ている。ここにごみの数値

をお示ししていただくということの中で、市民が数字を見て、あ、こんなに減っているんだな、増

えているんだなということをやっぱり目で、視覚で見られるということもとても大事だなというふ
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うに思います。そういう中で意識が高まっていけばいいなというふうに思いますので、その辺につ

いてのお考えをお聞きしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） ご質問の市民に対し、ごみ排出量が少ないことにつきまして、積

極的にアピール、広報活動をしたらどうかについてでございますが、長野県が昨年度１人１日当た

りのごみ排出量において、平成26年度実績で838グラムとなり、都道府県１位となったということ

でございます。これを受けまして市では、昨年11月号の市報におきまして、その旨をお知らせする

とともに、当市のごみ排出量が市民皆様の日々のごみ減量化、資源化の取り組みにより県の838グ

ラムを大きく下回る638グラムであること、また市が掲げるごみ減量化目標値達成のためには、紙

ごみの適正分別と資源化への取り組みが一層必要であることなどをお知らせしたところでございま

す。 

 また、平成27年度のごみ排出量の実績におきましても、県が２年連続で１位となり、市におきま

しても更に減量となりましたので、今後市報への掲載を行うとともに、市民団体、事業者等皆様へ

の説明会などにおきまして、広くお伝えしてまいりたいと考えております。 

 なお可燃ごみ量や生ごみ量の市報への掲載についてのご提案でございますが、ごみの減量化や３

Ｒ推進のため、市では市報に「なるほどＴｈｅごみ」のコーナーを設け、隔月で周知や啓発のため

の記事を掲載しておりますので、まずは現行の中で対応できないかを庁内関係課と協議し、検討し

てまいりたいと考えておるところでございます。 

○議長（依田俊良君） 佐藤千枝さん。 

○８番（佐藤千枝さん） 確かにごみの量が減ってきているということは広報して、皆さん、市民

に周知をし、また自分たちも自覚をして、ああ、こんなにごみが減っているんだということをやっ

ぱり認識するということも大切だというふうに思いますので、その内容についてはまたご検討いた

だきたいというふうに思います。 

 それでは最後になりますけれど、もったいないという視点と、それから生活困窮者自立支援の立

場から、今、全国的にフードバンクという事業が広がっています。皆さんお聞きになられた方も多

いと思いますこの事業は、1960年にアメリカで誕生した事業です。食品企業の製造工程で発生する

規格外品を引き取り、あるいは賞味期限切れ間近の食品を寄附してもらい、生活困窮者や福祉施設

等へ無料で提供する活動を一般市民に啓発し、活動に参加する機会を提供するというものです。 

 地域に集荷拠点を設置し、家庭で利用されずに眠っている商品を持ち寄るフードドライブが県内

は長野市、松本市、上田市で毎月１回、または自治体、社会福祉協議会、団体のイベント等で開催

されています。長野県庁でもフードドライブが行われました。 

 食品ロスの削減と資源の循環、生活困窮者の自立支援、地域の支えあいネットワークづくりの視

点から、フードバンク事業に対し、市においても理解を含め、支援をする必要があるのではないか

というふうに考えますが、市の考えについてをお聞きいたします。 
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○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） ご質問のフードバンクに対し積極的な支援をする必要があると考

えるが、市のかかわり方についての考えはについてでございますが、フードバンクとは食品企業の

製造工程で発生する規格外品などを引き取り、福祉施設等へ無料で提供する団体や活動でございま

す。県内では特定非営利活動法人のフードバンク信州がございまして、全国では現在70余りの団体

が活動されているとお聞きしております。 

 国等におきましても、食品ロス削減や３Ｒの推進、生活困窮者の自立支援などを目的にフードバ

ンクの活動支援等が行われております。 

 市としましては、これらの状況を十分踏まえ、フードバンクとの連携や支援につきまして庁内関

係課と連携し、調査研究してまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 佐藤千枝さん。 

○８番（佐藤千枝さん） 東御市の社会福祉協議会の事業にあります、まいさぽ東御では、現在、

必要な家庭に社協の財源からレトルト食品や缶詰ほか、お米を生活困窮者に提供し、社協独自の支

援をしているというふうにお聞きをしています。また今日食べるものもなく困って社協に来られる

人が増えている中で、必要な場合にはフードバンク信州から提供していただいている方もおられる

ようです。今年４月に開設されました東御市の消費生活センターへの相談にも訪れているというふ

うにお聞きしております。また増えているということもお聞きしました。 

 そうしたことから、今後生活環境課、あるいは福祉課、そして社協との連携が十分に図られる中

で、もったいない、あるいは生活困窮者への対応も含めて、このフードバンク事業の実現に向けて

少しでも進めていただければというふうに考えますので、よろしくお願いをしたいというふうに思

います。 

 以上で質問を終わります。 

○議長（依田俊良君） 受付番号４ 市役所における不適切事務の再発防止について、受付番号５

 御堂再開発地工事中の災害防止について、受付番号６ ゆぅふるｔａｎａｋａの温水プールにつ

いて、受付番号７ 特定外来生物オオハンゴウソウの駆除について、受付番号８ 湯の丸高原施設

整備について。平林千秋君。 

 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） 日本共産党の平林千秋でございます。 

 今回は５つの課題について質問いたします。 

 第１、市役所における不適切事務の再発防止についてです。 

 昨年来２度にわたって国の補助金をめぐって会計検査院から返納命令を受け、保育所の延長保育

料の徴収で誤りがあったなど、不適切な事務が相次いでいます。その背景は何か。再発防止へどの

ような対応をしているかについてお尋ねします。 

 また、議会に報告された以外に、不適切な事務により市民に不利益が生じ、あるいは市長、幹部
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職員名でおわびをするなどの事案は、28年度にどのくらいあったのか、再発防止とその教訓を庁内

でどのように共有しているかについてお尋ねいたします。 

 第２の課題は、御堂再開発工事中の災害防止についてです。 

 工事が進み出し、開発予定地約30ヘクタールがほぼ裸地となり、造成工事により土壌が極めて不

安定になっています。地元住民は今後夏から秋にかけて大量降雨時の安全を懸念しています。どの

ような安全対策をとっていますか。 

 第３の課題は、ゆぅふるｔａｎａｋａの温水プールについてです。 

 ２年半前に温水プール廃止方針が打ち出され、利用者市民の強い要望で存続となり、一部利用料

金を引き上げ、１年をめどに再検討するとしてきました。利用者は横ばいで推移し、昨年７月更に

延長となっています。介護予防、健康維持のために現在も根強い利用があります。この２年間の利

用状況はどうか、今後についてどのような検討をしているかについてお伺いします。 

 ４つ目の課題は、特定外来生物オオハンゴンソウの駆除についてです。 

 ちょうど１年前の６月議会で、所沢川流域での繁茂を初めて確認したとして、対応を求めました。

現在の市内の生育分布状況をどう把握しているか、駆除に向けてどう対応しているかについてお答

えいただきたいと思います。 

 第５の課題は、湯の丸高原施設整備構想についてです。 

 湯の丸高原施設整備基本構想にもなかった400メートルトラックについて、先ほど工事に着手す

るなど、新たな施設整備が進もうとしています。今後どのようなコンセプトで湯の丸高原開発を進

めるのか、基本問題をお伺いします。 

 現に湯の丸に想定されている施設整備は、競泳の高地トレーニング用プールを含めると事業規模

は建設費だけで約70億円、場合によっては建設費高騰などで100億円に迫る事業規模になると推計

されています。舞台が丘公共施設整備計画を大きく上回る開発構想となるわけです。東御市の年間

予算の５割を超えるような大規模開発となっております。今日の時点で改めて湯の丸高原施設整備

について全体像を示し、市民説明会を開くなど、市民の合意手続きが必要ではないかと思いますが、

どう対応するのでしょうか。都市開発計画に当たっての基本問題について、市長の見解をお伺いし

たいと思います。 

 以上、最初の質問とします。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） おはようございます。 

 受付番号４、平林千秋議員の市役所における不適切事務の再発防止についてのご質問につきまし

て、お答えをいたします。 

 ２点のご質問をいただきましたが、共通する部分もございますので、一括して答弁をさせていた

だきます。 

 まず平成28年度に発生した不適切な事務により市民に不利益が生じ、あるいは市長名等でおわび
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するなどした事案につきまして、議会へ報告したもの以外では、宅内排水設備工事の計画確認申請

に係る事案と、給水申請の許可に係る事案の２件あったという状況でございます。改めておわびを

申し上げたいと思います。 

 不適切な事務を発生させてしまった背景につきましては、法令等の認識不足に加え、不適切な事

務を未然に防止する組織のチェック体制が十分でなかったと考えております。 

 これらの再発防止策といたしましては、発生した原因を分析の上、対応策を講ずるとともに、そ

の内容につきまして市役所全体で情報共有することで、再発防止に努めているところでございます。

また今年度10月には全職員を対象とした公務員倫理研修を計画しております。引き続き職員の意識

向上等にも取り組んでまいります。 

 いずれにいたしましても職員一人ひとりはもちろんのこと、組織全体としてこれまで以上に適切

な事務執行に努め、市民からより信頼される行政運営を進めてまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 受付番号５、平林千秋議員の御堂再開発地工事中の災害防止のご

質問につきまして、お答えいたします。 

 工事中における大量降雨時の安全対策はどのようなものかについてですが、現在の工事状況と今

後の予定を申し上げますと、事業区域内の樹木の伐採、伐根及び搬出を進めながら、梅雨時の豪雨

に対する安全性を考慮し、この時期には造成に伴う大規模な土の移動は行わず、６月下旬までには

仮設排水路等の雨水排水対策を工事を完了する予定です。 

 仮設排水路については、事業区域の北側部約半分の面積の雨水を東西方向に設置する仮堀の土水

路で一旦受けとめ、両端に設けた土砂どめ池から祢津東側と定津院東側水路へ徐々に排水すること

で工事状況に合わせた安全対策を講じてまいります。 

 更に事業区域の南側半分の雨水対策として、御堂沢川と定津院東側水路の事業区域界へ仮設の砂

防堰堤を設置し、下流への土砂流出防止の安全対策を行います。 

 このほか豪雨が予想される際には、工事業者が監視体制をとることとなっております。これらの

排水対策につきましては、６月12日に開催した御堂地区荒廃農用地復旧事業推進委員会で説明をい

たしました。承りましたご意見は十分考慮し、万全の対策をとってまいります。また関係する東町

区、西宮区の住民の皆様には、対策内容を明記したチラシを配布し、周知を図ってまいります。工

事中の災害防止対策につきましては、引き続き地域の代表である推進委員会、事業主体である県と

綿密な調整を行ってまいります。 

 続きまして、受付番号６、平林千秋議員のゆぅふるｔａｎａｋａの温水プールのご質問につきま

してお答えいたします。 

 初めに、この２年間の利用状況はどうかについてでございますが、平成27年７月の料金改定前１

年間のプール利用者数は２万6,600人でございました。これに対し改定後１年目の利用者数は１万8,

731人で、約30％の減、改定後２年目は利用者数を約１万4,400人と見込んでおります。改定前に比
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べ約46％、人数にして約１万2,000人の減少と思われます。 

 次に、今後についてどのような検討をしているのかについてでございますが、ゆぅふるｔａｎａ

ｋａの厳しい経営実態にご理解をいただいた上で、プールの存続を希望する利用者の声に十分配慮

し、施設利用にご負担を求める形で、利用料金の値上げを行い、その後、２年間にわたりプール利

用の動向を注視してきたところでございます。しかしこの６月末をもって２年が経過する中にあっ

ては、利用料金の緩和措置や割引回数券の販売を継続しているものの、プールの利用者数の減少に

歯止めはかからず、経営改善にはつながっていないのが実態でございます。したがいまして平成26

年度に検討した市民の健康づくりと介護予防の温泉健康複合施設再構築の検討経過を踏まえて、再

検討を進めたいと考えているところでございます。 

○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） 受付番号７、平林千秋議員の特定外来生物オオハンゴンソウの駆

除についてのご質問につきましてお答えいたします。 

 初めに、生育分布の把握につきましては、市民等からの情報提供をはじめ環境保全監視員や市職

員によるパトロールにより情報収集し、これをもとに分布図を作成し、生育箇所の把握に努めてお

ります。今後も引き続き、生育箇所の把握に努めてまいりますが、現在、把握しているオオハンゴ

ンソウの主な生育箇所は、求女川の上流、通称祢津沢川付近や東部嬬恋線三十番観音から四十二番

観音までの所沢川沿い付近などでございます。 

 次に、駆除に向けた対応でございますが、把握した段階で土地所有者等へ連絡し、駆除の依頼を

しておりますが、河川や道路などの公共用地については、範囲等生育状況を十分確認するとともに、

管理者や地域の皆様と協議し、駆除を進めております。また市施設の敷地等における特定外来生物

の成育確認や駆除等について、各部署へその徹底を図っております。 

 オオハンゴンソウは地下茎から芽を出し、再生する場合と、種が土の中で何年も生き続け、土壌

シードバンクからも増殖する繁殖力旺盛の植物で、１度発生すると駆逐が難しいものでございます。

このため生育が少ない今から市民の皆様とともに駆除する必要があるものと認識しております。 

 オオハンゴンソウやアレチウリなどの特定外来生物の駆除につきましては、その必要性や重要性

を市民の皆様に理解していただくことが非常に重要と考えており、このため主な特定外来生物の写

真を広報に掲載し、生育の確認や情報提供と駆除のお願いについて、広く周知を図っております。

また、まちをきれいにする月間に合わせて、各区に対し特定外来生物13種類の図鑑を配付し、区民

へ周知していただくとともに、区を挙げて駆除していただくようご依頼したところでございます。 

 今後も特定外来生物の特徴や駆除の必要性をわかりやすく周知するとともに、県等関係機関との

連携を密にし、必要な情報収集を行い、積極的に駆除を進めてまいります。 

○議長（依田俊良君） 市長。 

○市長（花岡利夫君） おはようございます。 

 受付番号８、平林千秋議員の湯の丸高原施設整備についてのご質問につきまして、お答えいたし
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ます。 

 １点目の今後どのようなコンセプトで湯の丸高原開発を進めるのかでありますが、第２次東御市

総合計画に掲げております湯の丸高原の年間誘客目標約60万人の早期達成はもとより、最盛期のに

ぎわいを取り戻すべく、幅広い利用者層の獲得を目指すため、平成26年度末に策定いたしました湯

の丸高原施設整備基本構想を機軸とした施設整備を着実に推進してまいりたいと考えております。 

 ２点目の改めて全体像を示し、市民説明会を開くなど、市民合意の手続きが必要ではないかとの

ご質問でありますが、基本構想に掲げる施設のうち未着手、未整備の主なものはオートキャンプ場

と体育館であり、高地トレーニング用プールの整備につきましては、継続して国への整備を要望し

ているところであります。オートキャンプ場につきましては、具体的試算に至っておりません。ま

た、旧東部町議会からもご要望いただきました体育館につきましては、利用目的や仕様に応じて施

設、設備内容もコンパクトで比較的小規模のものから、本格的で大規模なものまで、選択の幅が大

変広い施設であると考えております。ご指摘いただいております湯の丸高原荘の利活用につきまし

ても、何らかの方策を講じる必要性を強く認識しておるところでございます。これが今現在におけ

る基本構想の全体像であると認識しており、これら基本構想に掲げられている施設については、幅

広い利用者層の獲得のため、民間活力や国庫補助金等を活用した市の財政負担の軽減を重視して事

業推進を図ってまいる所存であります。 

 400メートルトラックにつきましては、基本構想内にございますジョギングコースの１つと捉え

ておりますが、新たにグラウンド整備の要望、提案もあることから、今後基本構想自体の見直しが

必要と考えておりますので、市民の皆様にお示ししながら、理解を得てまいりたいと考えておりま

す。 

 なお基本構想において、市が整備する事業費につきましては、市の財政状況を十分踏まえたもの

となりますので、議員ご指摘の推計事業費には到底至らないものと考えております。 

○議長（依田俊良君） ここで15分間休憩いたします。 

休憩 午前１０時２３分 

――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時３８分 

○議長（依田俊良君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） それではここから５つの課題について、それぞれ一問一答で伺ってまい

ります。 

 まず市役所内における不適切事務に関連してですが、私が今回あえてこの問題を取り上げるのは、

不適切事務の事案が多くなってきたのかな、他の自治体との比較はわかりませんけれども、そうい

う印象を受け、また報告以外にも何件かの市民の相談を受けたことが背景にあります。正確な事務

執行は市政及び市役所に対する市民の信頼の最も基本的なことだからであります。 
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 そこでお聞きしますが、答弁にありました議会に報告があった２件以外、何件というのは、概略

どういう事案で、その教訓として再発防止策をとっていると思いますが、どういう内容ですか。お

知らせいただきたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） ただいまの再質問、議会に報告のあった以外の２件の事案の内容と、

再発防止策に関する再質問でございます。 

 先ほど答弁申し上げました２件のうち、宅内排水設備工事に関する事案につきましては、市の説

明不足や事務の遅延、遅れたことから申請者の工事着手が遅れてしまったというものでございます。 

 また、給水申請に関する事案につきましては、水道業者が申請を代行したことを申請者本人が承

知していない中で、市が申請書の記載誤りに気づかずに手続き等を進めてしまい、申請者にご迷惑

をおかけしたというものでございます。 

 いずれも謝罪の上、了解をいただいたところでございますが、今回の事案の発生原因を検証し、

再発防止策といたしまして申請の受付時に行わなければならない事項等を再確認を徹底するととも

に、手続きに係る組織内のチェック体制を見直しまして、適正な事務の執行に努めているところで

ございます。 

○議長（依田俊良君） 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） ご答弁がちょっと抽象的でわかりにくいことだと思いますが、１件は市

民の財産処分に係って、当該市民の承諾のないまま市に資産を寄附するという書類が代理業者に

よって作成され、それでその中では住所も氏名も印影も間違っていたというのに、当該部署でそれ

を受理し、承認をしたという事案です。 

 もう１件の方は、市民からの申請書類が半月以上も放置されて、対応されなかったという事案だ

と聞いています。 

 それぞれ再発防止策は、それぞれの部署でとっているんですが、最初の件についていえば、事業

者に対するコンプライアンスの徹底ということが課題になると思いますし、それから今の答弁にあ

りましたけれども、事務の正確さ、チェック体制をきちんとするということがありましたけれども、

これは他の案件でも共通していることで、複数で確認しましょうとか、そういう対応ですね。です

からそれは最も実務の上で初歩的な欠かせない対応が、実際にはちょっと漏れていたというか、そ

ういう事態になっているんですね。ですからどこでも、部署でも起こり得る可能性があることだと

思うのですよ。 

 ハインリッヒの法則とよく言われますね。１つの事案に対して類似のミスがたくさんあるから、

その小さいうちにきちんと対応していきましょうというのが世に広く言われているハインリッヒの

法則なんですが、それに照らしても個々に起きた事案に対する対処は当然なんですけれども、やっ

ぱり市役所全体でそういうことが発生しているというのを具体的な情報共有しながら、教訓を共有

していくということが再発防止にとって不可欠だろうと思います。 
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 そこで伺います。不適切事務が生じた場合、各部課で対応するのは当然ですが、職務全体を掌握

している市長部局、しかるべき場所で一元的に把握して、再発防止に努める仕組みが必要でないか

と思われますが、どう対応していますか。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） ただいまの再質問、再発防止に努める仕組みに関するご質問でござい

ます。 

 不適切な事務が発生してしまった場合につきましては、先ほども申し上げましたが、原因を分析

の上、対応策等の報告を求めまして、再発の防止策についても庁内で情報共有することによりまし

て、市役所全体として再発防止に努めることとしております。これは不適切な事務に限らず、苦情

等の対応に関しましても同様でございます。 

 また、市の事務事業等に関し、根拠法令に基づき適正に処理しているかどうかの点検活動を全庁

的に行っているところでございますが、昨年からは点検のみならず改善につなげられるように取り

組みを進めているところでございます。 

 こうした活動を通じて再発防止に向けた取り組みに努めているところでございます。 

○議長（依田俊良君） 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） 私が提起したのは一元的に処理する仕組みをつくって、それで市長部局

で全体を掌握するというふうにしたらどうかということも含め、適格検討していただきたいと思い

ます。 

 それで市役所の職務の遂行ですが、職務はそれぞれ縦割りで個々の任務、それぞれ分担するとい

う対応になっているようです。それでそれぞれの職員が職務を果たしながら、お互いを知り、相互

に助け合う協調的な執務が私は大事だと思うんです。そうした助け合い、思いやりのある職場、風

通しのよい職場にしていくことが重要だと思います。それは部長、課長の役割でもあると思うんで

すね。そういうことも含めて、職務の適正化に向けて市長の考え方をお聞きしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 市長。 

○市長（花岡利夫君） 平林議員のご質問にお答えいたします。 

 議員おっしゃったように、ハインリッヒの法則、ひやりとした気づきが10重なると事故につなが

ると、30放置すると重大な事故になるというハインリッヒの法則に関しては、常々職員に言って聞

かせておるところでございます。折に触れて市民の信頼を獲得するために、一人ひとりの自覚を促

してきたところでございますけれども、残念ながら不適切な行為があったということで、残念に

思っております。 

 まずは各部局、また各課でしっかりとお互いに声をかけ合って、不適切な事務をなくすように努

力していただきたいというふうに考えておりますし、また一元的管理に関しましては検討させてい

ただいて、何でもかんでもということではないような気もしますけれども、検討をさせる中で、最

近増えているというようなことも言われないように、極力発生を控えさせるように努力してまいり
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たいというふうに考えます。 

○議長（依田俊良君） 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） 一元で管理をする上で一定の基準は、あり得ると思うんです。それをよ

く検討していただいて、ぜひとも今後こういうことが起きないような仕組みづくり、雰囲気づくり

をつくっていただきたいと思います。 

 それでは第２の課題、御堂開発地の工事の災害防止についてであります。この災害防止について

は、事業主体である県及び市の担当者が地元に説明、最初に説明したのは５月17日でした。この席

で住民から、これで大丈夫なのかと強い疑問が出されました。私もこのとき提示された図面を検討

しました。現場で工事関係者の説明も受け、県の担当者とも問題点を詳しく提起してまいりました。 

 この計画では、実際の予想される降雨がどれだけあり、これに伴う排水管理、防止装置の規模を

どう設定するかの具体的な検討が一切ないままで、住民の皆さんが不安に思うのは当然でした。圃

場の排水設計は、10年確率雨量、すなわち１時間雨量で50ミリ、昨年の最大降雨は横堰測候所の記

録によりますと１時間雨量40ミリです。ですから少なくともこれくらいを想定し、しかも大量の土

砂を含んだ水が排水されることも想定し、既存の排水路も活用しながら防止策をとる必要がありま

す。 

 こうした点を踏まえて改善の提起されたのが２日前、昨日の推進委員会に示されたものです。こ

の計画では、降雨を１時間雨量で40ミリと想定し、流量計算をもとに防止策を打ち出したものに

なっています。 

 この席で住民側から常時監視体制をとるべきだ、大日堂や舞台が丘の方向に泥流が出ないように

処置してほしいとか、下流河川の堆積土を排出してほしいなどの意見も出され、計画自体について

はまずこれでやり、随時協議するということになったと聞いています。 

 答弁では、出された意見を十分考慮し、万全の対策をとるということですから、しっかり対応し

てもらいたいと思います。 

 その上で、地元区民全体に対応策を具体的でわかりやすく周知する案内もしてもらいたいと思い

ます。今の時期の対応が非常に大事です。万が一にも排水管理、安全管理に失敗して被害が出るよ

うになったら、今後の事業展開にかかわります。市に対す住民の皆さんの信頼を大きく損なうとい

うことになりかねません。改めて基本的な対応を伺っておきます。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） ただいまの市の基本的な対応でございますけれども、６月12日の

地元推進委員会では、大雨洪水警報の発令基準である１時間40ミリを想定しました工事中の排水対

策計画につきまして、詳細な説明を行い、県と一緒にでございますけれども、委員の皆様からはご

理解をいただきました。 

 その席上でございますけれども、更に必要があれば追加の対策を施すなど、現場状況に柔軟に対

応することを引き続き県、地元推進委員会と連携を図りながら進めてまいります。また地元区民の
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皆様の周知につきましては、東町、西宮区全世帯へわかりやすい仮設排水計画図を近日中に配布し

てまいります。 

○議長（依田俊良君） 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） ぜひ万全の対策で臨んでいただきたいと思います。 

 それでは３点目、ゆぅふるｔａｎａｋａの温水プールについてであります。 

 この２年間の利用実態のデータを提供していただきました。それを見ると確かにプール利用の減

少傾向はあります。同時に値上げ１年目の年間利用者１万8,800人、２年目、年度の途中ですが、

年換算で１万4,400人の利用、つまり根強い利用があるということも示されています。同時に半年

券、月間券の会員数は横ばいであり、入館料収入は入館者の減少があるものの、料金値上げがあり、

この２年間全体として横ばいになっているということも事実でございます。プールの利用の減少は

値上げの影響が大きいと思われますが、２年前の大議論の中で、私は利用の啓発促進のために特段

の努力をお願いしたいということでお願いしましたが、そうしたいというご答弁でした。この間、

振興公社及び福祉部門でどのように対応してまいりましたか。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） まず振興公社の対応についてでございますけれども、個人的には

いろいろなお考えがあると思いますけれども、現実としまして入館者総数が減少の一途をたどって

いる中で、入館料収入を横ばいで維持できているということは、振興公社としては経営改善に十分

努力してきた結果であると認識しておるところでございます。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 私の方からは、福祉部門での対応についてという内容の質問がご

ざいましたので、そちらの方の回答をさせていただきます。 

 日ごろより介護予防のために対象者宅への訪問の際に、膝などの関節に痛みのある高齢者の方々

に温水プールのよさをお伝えしてまいりました。また介護予防２次予防事業としても週１回の教室

をゆぅふるｔａｎａｋａにおいて開催してきたという実績でございます。なお、この教室におきま

しては９人の利用者がございましたが、なかなか水になじめないというような意見もございまして、

利用者については残念ながら増加の傾向にはございませんでした。 

 今年度からは介護予防、日常生活支援総合事業の中で一般高齢者向けのプール教室というような

形で開催をいたしているところでございます。 

○議長（依田俊良君） 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） 私は特段のというふうに申し上げましたつもりなのですが、明確に特段、

これがもう特段というようなお答えがなかったのは非常に残念でございます。そういうことも含め

て、今後どうするかというのは再検討、どうするかということが課題になります。この再検討に当

たっては、値上げ前の論議の経過をよく踏まえることが重要だと思います。答弁では26年に温泉健

康複合施設の再構築検討という検討過程がありますが、これは同年12月、温水プールの継続を市長
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が決断して、その結論というのはいわば宙づりのようになっているものであって、今後については

改めて検討が必要だというふうに思います。 

 ご指摘の再検討委員会の審議では、基礎となる利用実態のデータに根本的な誤りがあり、詳しく

申し上げませんが、根本的な誤りがあり、議事録を見ると５回の会議を開いていますが、２回目で

既にプール廃止ということを結論づけ、利用者の実態や意向調査もしないなど、内容でも手続きで

も瑕疵のあるものだと私は思っています。利用者の皆さんの熱心な存続要望があり、利用者市民集

会で市長が存続を決断し、これを受け議会も利用料で当初案の提言を求めて継続したという、こう

いう経過です。 

 ですから今後の検討に当たり、改めてまず再検討の場を設定することを求めたいと思います。そ

してこの中で、３点、１、３階施設を今後どうするかは温泉複合施設というゆぅふるｔａｎａｋａ

の発足以来のコンセプトの変更ともなり、今後のゆぅふるｔａｎａｋａの基本運営も含めて検討す

ること、２、介護予防、健康維持の施設として検討するとしても、現在、第７次介護保険事業計画

の策定過程でもあり、この事業展開で東御市の資源である温水プール施設を温泉浮力を活用した介

護予防、健康づくりにどう活用できるかを検討すること、３、利用者の意見聴取など市民の意向を

直接聞き取ること、以上の点を検討していただきたいと思いますが、今後の対応の見解を伺います。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） ただいまの３つの再質問、承りました。 

 まず１点目と３点目についてお答えしたいと思います。まず１点目でございますけれども、ゆぅ

ふるｔａｎａｋａの基本運営についてでございます。ゆぅふるｔａｎａｋａの全体の経営状況を見

ますと、利用者が減少の一途をたどっているという中では、新たな運営手法を考えていかなければ

ならない時期に来ていると判断しております。 

 続きまして、利用者、市民の声の反映のご質問でございますけれども、過去の経過で申し上げま

すと、平成26年12月に行いました利用者説明会でいただいたご意見、また27年２月でのアンケート

調査の結果、改定後２年間の推移と現状を考慮して検討していきたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 私の方からは、介護予防、健康づくりへの活用の検討ということ

でございます。これについてお答えをしてまいります。 

 日ごろより介護予防、健康づくりにおけるメニューにつきましては、検討を重ねているところで

ございます。また４月に移行になりました総合事業におきましても、それらのメニューについて利

用者はもちろんのこと、事業者、あるいは介護保険関係者がそれぞれ課題を持ち寄って検討をする

というような体制が行われつつございます。 

 その中において、第７期介護保険計画も策定されるわけでございまして、効果的な介護予防の観

点の中で、この問題についても検討されるべきものと考えてございます。 

○議長（依田俊良君） 平林千秋君。 
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○１２番（平林千秋君） 私、３点提起しましたが、その冒頭で再検討の場を改めて設けたらどう

かということを提起いたしました。いずれにしても今年度というか、今年中になりますかどうかわ

かりませんけれども、再検討過程が多分あると思うんですね、存続方針どうするかということを。

その場は、平成26年の検討過程があるんですけれども、改めてそういう場を設けるというのは自然

ですから、そこで同じ場をつくったら同じ結論しか出ないので、そこはちょっと工夫して、どうい

う検討をすべきかということも含めてご検討いただきたいと思います。その際、利用者の意向調査

というのは確実にやってほしいんですよ。３年前、この問題が起きたときに、一番問題になったの

は、利用しているご当人たちの意見を聞かないで、いきなり行政が決めてしまったというところに

市民のご批判があったんですね。そのところを踏まえて、今後そういうてつを踏まないようにして

いただきたいというふうに思います。 

 さて、時間が大分迫ってまいりましたので、どうしますかね、オオハンゴンソウについて再質問

いたします。 

 端的に申し上げます。昨年、この問題を私が提起したときに、所沢川沿いの一定の地域という認

識だったんですが、その後、１年間たってみるとかなりの広がりがあると、さっきご答弁があった

とおりです。祢津沢川上流というのは、ちょっと手がつけられないほど広がり出しています。祢津

沢川の上流で滝の沢に行く分岐があるんですが、そこを私、歩いたんですけれども、２キロ以上、

もう、それ以上おっかなくて行けなかったんですが、びっしり繁茂している、そういう実態があり

ます。それから東部吾妻線、所沢川沿いではだんだん北上している感じがするんですね。四十二番

観音で私も確認しました。これは国有林のほぼ境になっています。この問題を重視しているのは、

先ほど特性がありましたけれども、オオハンゴンソウは寒冷地を好んでよく繁殖するという特性が

あって、湯の丸高原や池の平によもや侵出すると大変だと。ですから現在、発見されたところで局

限するということを取り組んでいく必要があるのではないかという問題意識なんです。担当のとこ

ろはそういう認識だと思いますけれども、おろそかにしないでやっていただきたいというふうに思

います。 

 それで先ほど答弁の中でこういう措置をとりましたというご答弁があったんですが、例えば１月

の自治推進委員会の新しい区長に対し周知徹底をやりますね。その場でも６月の環境をよくする月

間の中での区長提供資料の中でも、ちょっと重点を置いてご説明になっていない。せっかくの機会

を逸しているというふうに私は思っているんです。 

 長野県でも今年度から特に生態系に与える影響の多い外来生物４種の駆除に改めて取り組むこと

とし、その筆頭にオオハンゴンソウを挙げています。オオハンゴンソウの駆除はその特性からかな

り根気強い系統的な取り組みが必要です。市民の皆さんのご協力が不可欠なんです。池の平、湯の

丸という東御市のかけがえのない資源を守るということも念頭におきながら、より踏み込んだ対応

を求めたいと思いますが、いかがですか。 

○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 
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○市民生活部長（塚田 篤君） ご質問のオオハンゴンソウの駆除対策について、より踏み込んだ

対応が必要ではないかについてでございますが、オオハンゴンソウをはじめとする特定外来生物の

植物においては、アレチウリ以外のものはその実態があまり知られていないのが現状でございます。

このため市民の皆様に市報、ホームページ、配付物等を通して、その植物の色、形、またそれらの

特徴等を知っていただき、生育等の情報提供をいただくことが駆除対策の第一歩として取り組んで

きたところでございます。 

 そして次の段階として、提供いただいた生育等の情報をもとに、県等へ指導を仰ぎながら有効な

駆除対策の検討を進めておりますが、多くの特定外来生物の植物において、自然環境に影響がなく、

根絶が図れるというような有効かつ抜本的な駆除対策が確立していないのが現状でございます。 

 このような状況から、県におきまして今年度から外来生物戦略構築事業が創設され、この中でオ

オハンゴンソウやオオキンケイギク等に係る県内繁殖地点の調査や、除草剤を活用したオオハンゴ

ンソウの駆除技術の開発等の実施が予定されており、これらに係る情報提供や駆除に係る指導等を

いただけるものと期待しておるところでございます。 

 今後はこれまで進めてきた市民への周知や特定外来生物の情報提供と並行し、生育範囲がこれ以

上広がらないために市民の皆様との共同による駆除対策の一層の推進や、また県とも連携し、より

実効性のある対策について検討を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解、ご協力をお願

いいたします。 

○議長（依田俊良君） 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） ぜひそういう方向で取り組んでもらいたいと思います。県の方でもかな

り研究が進んでいる部分もありまして、資料も提供していますが、とりあえずの知見でできること

から手をつけていくということも非常に大事だと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それではあと16分でありますので、その範囲内でやります。湯の丸高原施設整備構想についてで

す。 

 ご答弁がありました。それで今後の湯の丸開発のコンセプトについては、平成27年に策定した湯

の丸高原施設整備基本構想、これを機軸に展開していくというご答弁でした。それで先ごろ、去年

の２回にわたる補正予算でコンサルタント会社に、これを具体的裏づけにどうするかねということ

で委託事業が600万円プラス300万円かけて行われまして、それの報告がありました。それでこれが

１つのベースになると思うんです。これは確定的な方向でなくて、この報告書というのはかなりピ

ンからキリまでといいますか、湯の丸高原のトップアスリートから、それから健康づくり志向の人

たちも含めて、全体の構図を描きながら、それに対応する施設整備をどういうふうにするかという

ことの提案ですね。ですからそれをそのまま計画の具体化というふうにならないと思いますが、今

後の市の検討のベースになっていくと思います。 

 そこでちょっとはしょりながら聞きます。この委託業務報告書によると、施設整備基本構想で盛

られた中身、あるものないものを含めてですが、次のように提案しています。既に工事費を予算化
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した400メートルトラックやトレイルランロードなど１億2,350万円、学習センターの改修に4,500

万円、更にこれからになりますが、これまで課題になっていた湯の丸高原荘をトレーニングジムに

改修するとして4,500万円、更に体育館屋内運動施設として３タイプ４案が提示されています。市

長の答弁にありましたけれど、一番大きいのは体育館ですね。これはバスケットボールコート２面

がとれ、移動式の舞台、観客席がある大型施設で、建設費15億5,000万円。これには報告書では更

に膨らむかもしれないなという注釈がついています。あるいはフットサルができる規模の屋内運動

場が２つあって、２案あって、建設費で６億円から７億円。これも更に増大するという見込みと

なっています。また、多目的広場を造成するということで、これも４億円から５億円というふうに

なっています。これが概略の施設の具体的な提示であります。 

 そこで基本的なことをまず実務的に伺います。400メートルトラックやトレイルランロード、第

１ですね。この秋に完成を目指すとしています。この施設について４点。 

 １、運営主体と体制、２、利用対象と利用見込み、３、運営費用と収支見込み、４、年間の維持

費、どう見込んでいますか。 

 ２点目、体育館または屋内運動施設、申しましたように３案タイプ４案が提出されていますが、

これはかなり幅が広いんです。それで東御市で今後やっていくというときに、どういう基準、どう

いう構想で選択していくかということをまず伺いたいと思いますし、できた場合の運営主体と体制、

利用対象と利用見込み、運営費用と収支見込み、年間の維持管理費、こんなのはどんなふうな想定

でいますか。 

 更に湯の丸高原荘の改修です。これはただ維持管理だけでなくて、高地トレーニング施設誘致ま

での暫定利用としてトレーニングジムに改修するという構想ですが、どんな規模のものを想定して

いますか。 

 これについても１、トレーニング機器導入の規模及び費用、２、運営主体と体制、３、利用対象

と利用見込み、４、運営費用と収支見込み、５、年間の維持管理費、これらは何か事業をするとき

に普通必須の項目として検討されるべきものだと思いますが、今後の展開でどんなふうなお考えで

いるかを基本問題としてお聞きしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 湯の丸高原の施設整備に係る幾つかの施設の内容の具体的なことにつ

いて３点、大きく分けて再質問いただきました。 

 まず現在、工事に入っております400メートルトラック等の陸上施設につきましてですけれど、

その運営主体と体制ということに関しましては、この施設、公の施設として位置付けるものであり

ますので、今後条例化も図ってまいります。その中で、市が直接管理運営するのか、あるいは指定

管理制度によって外部に委託するのかといったことを現在、検討中というところでございます。 

 また、その利用対象と利用見込みにつきましてですけれど、広く地域住民にご利用いただくこと

はもとより、学校ですとか実業団等の陸上部が合宿場所としてご利用いただきたいと。更にトップ
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クラスの中長距離選手のトレーニングの場、合宿の場としてご利用いただけるように現在、日本陸

上競技連盟への働きかけも行っているところであります。 

 利用見込みということでありますけれど、本格稼働が平成30年度ということになりますので、そ

の際の新たな合宿誘客数とすれば、その委託の見込みの中では、委託した内容の中では約700人と

いうようなことで見込みでいるところであります。 

 それから運営の費用と収支見込み、年間維持管理費などにつきましてですけれど、400メートル

トラックに関しましては特別な維持経費は当面かからないものと考えておりまして、運営経費とい

たしまして人件費を含めまして年間500万円から600万円程度ではないかというふうに試算しており

ます。収入につきましては、施設の利用料を見込むところでありますが、その維持運営費を賄える

ということには至らないものと考えております。 

 続いて体育館の関係でございますけれど、運営主体、現在、３タイプ４案を委託の中で提案され

ているところでありますけれど、その選択の仕方ということでありますけれど、また運営主体とい

うことでありますが、この体育館につきましては小規模なものから大規模なもの、また構造自体が

簡便な鉄骨づくりのものから、仕上げが板張り、あるいは人工芝というようなことで、合計では４

案の提案がございました。それぞれ一長一短がございまして、よりベターなものを見出す必要があ

ると認識をしているところであります。 

 この体育館につきましては、大変地元でも要望が高い施設ということでありますし、また湯の丸

高原の魅力向上には必要な施設であると考えております。厳しい財政状況が続く中で、市場の需要

ですとか、維持管理費、また収入の見込み、交付金等の助成制度など、多面的な条件を踏まえなが

ら、また運営主体も含めまして、慎重に今後検討してまいりたいという状況でございます。 

 ３点目の湯の丸高原荘の関係でございます。高トレプールの誘致が実現していない現在、湯の丸

高原荘の利活用が喫緊の課題であるということで、委託事業によりましてトレーニング施設化の提

案がございました。また湯の丸高原全体の宿泊収容人数が不足するという懸念もされておるところ

でありまして、宿泊施設化もあわせて検討していく必要もあるというふうに認識しております。 

 こういったことを踏まえまして、今後具体的な検討に入っていきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（依田俊良君） 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） それぞれご答弁をいただきましたが、わかったようなわからない、これ

からだということでありますから、なかなかお答えにくいと思うんですが、ただ、私、なぜこれ各

項目に分けて聞いたかというと、今後事業をどういうふうになっていくんだろうなと市民の皆さん

は非常に関心を持っておられます。そのときにこういう目的で、こういう事業展開で、収支もこう

で、市民の皆さんの関心を持っているお金も、こんなことだよということを具体的に示すというこ

とが必要ではないかという問題意識でお聞きしたんです。 
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 今、進めているやり方というのは、例えば400メートルトラックもそうなんですけれども、もう

３月に予算をつけて、６月に工事を始めて、11月に間に合わせるというペースで進んでいるでしょ

う。そのときにこの400メートルトラックの位置づけというのは、市長のご答弁でジョギングコー

スの延長線上というようなことをおっしゃいましたけれど、私は実態は違うと思うんですよ。この

報告書の中では今後の高地トレーニングを進めていく上で、必須となる中心的な施設という位置づ

けで記述しているんですね。そういう実態的にはそうだろうと思うんです。もう時間がありません

ので詳しく展開はできないのですけれども、400メートルトラックの中に新たに市長のご答弁では

グラウンドを整備して、それも有効活用するという構想のようです。それで基本計画構想の見直し

も必要なのではないかなということも提示されて。つまり400メートルトラックというのは周りの

トラック、走るところだけでなくて、１つの施設をつくればインフィールドも一体の競技空間にな

りますね。ですから計画を設定するときにそのことも含めて、こういうものになりますと、今は高

地トレーニング構想を進める上ではどういう位置づけになりますということのご説明が必要なんだ

と思うんです。 

 そこでちょっと時間がないから進めますけれども、市長はこの湯の丸を高地トレーニングのメッ

カにしたいという趣旨のことをおっしゃっています。この報告書でもサッカーだとか、いろんな競

技、市長は格闘技ということも言葉にしましたけれど、そういうものも含めた総合的な高地トレー

ニングの場所にしていきたいというのが今の市長のお考えだろうと思うんです。 

 そうしますとやはり私は、先ほどちょっと額をいろいろ申し上げましたけれども、ここで提起さ

れている施設構想、それ全体として私は70億円から100億円にも迫るという表現をしたんですが、

確実に湯の丸高地トレーニングのプールも含めて、国費か市費かは別にして、税金を投入する事業

規模、建設費だけですよ、70億円に迫るというのは、これは今までのこの数字で積算しただけでも

そのとおりになります。しかも建設費というのは昨今の東京五輪の施設の話ではないですけれども、

かなり高騰している。そういう実態もあるから、更に膨らむかもしれないと。つまり舞台が丘整備

計画よりうんと大きく上回る事業が、今、湯の丸高原で展開しようとしていると。そういう事態だ

と思うんです。 

 ですから私は、湯の丸高原施設整備構想というのは、今、転換点に来ているんではないかと思う

んです、市の事業として。ですからそういう今、市が考えている構想はこういう構想ですよという

ことを市民にお示しをして、合意手続きをとっていくというのが必要なのではないかというふうに

申し上げているのは、冒頭申し上げたのはそういうことなんです。 

 舞台が丘整備計画のときも、いろいろ議論がありまして、やっぱり説明の機会をつくらなければ

いけないねということで、51億円になった規模の全体構想、予算措置も含めて説明資料をつくって、

多分市民説明会を３回にわたって開きましたね。いろんな意見が出ました。そういうことを上回る

規模の事業が今、湯の丸高原でやろうということであるとするならば、現時点で市民に全体像をお

示しするということが不可欠なのではないでしょうか。そうしてそれでいろんな意見が出ると思う
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んです。私が歩いている限りでは、「そんなに人口３万人程度の規模でそこまでやるかい」という

ご意見も少なくありません。しかし市長の頭では、この自然条件を利用して、市の発展に資する事

業だと、そういう位置づけをされていると思うんですよ。それを市長のお考えなりに説明したらい

いと思う。それには具体的な情報提供をきちんとするということが前提になるんではないでしょう

か。私は市民に情報を知らせる媒体は、「市報とうみ」がありますが、担当に調べてみたところ、

湯の丸高原にかかわった記事が十数件、2014年の１月からですから、この３年間、４年になります

ね、あるんですが、2014年の１月号で「市報とうみ」の見開きで、湯の丸プールこうなりますと、

こうしたいですということをお知らせしますが、あとはトピック記事だけ。今まで市がまとめて事

業をした報告書というのは、たくさんあるんですね。ここに今、進めている構想の基本があります。

ところが市民にはほとんど知らされていないんですよ、知らされていない。 

 私は私の発行している新聞なんかで、こうなっていますとお知らせをしますが、市の責任でぜひ

そういう措置をとるべきではないですか。 

 答弁を求めますから、ということでぜひそういう施策を検討していただきたいと思いますが、市

長、どうですか。 

○議長（依田俊良君） 市長。 

○市長（花岡利夫君） 今、日本に高地トレーニングのナショナルトレーニングセンターに指定さ

れている施設が２つございます。蔵王の坊平と、そして飛騨高山であります。その選定理由が、１

つは宿泊機能があること、それからバスケット１面程度の室内競技場があること、その他どのよう

なスポーツ施設に活用できるかということでありますので、その最低ラインは湯の丸も持ちたいと

いうふうに考えているところでございます。 

○１２番（平林千秋君） 終わります。 

○議長（依田俊良君） 受付番号９ 登下校の子どもの安心・安全についての取り組みは、受付番

号10 子どもたちから大切にされるまちづくりを、受付番号11 地球環境を考えたごみ（廃棄物）

ゼロに向けた取り組みは。阿部貴代枝さん。 

 阿部貴代枝さん。 

○１１番（阿部貴代枝さん） こんにちは。議席番号11番、太陽の会、阿部貴代枝でございます。 

 今回から市の部課長の皆さん、女性が１人増えて３名になりました。更に多くの女性の部課長さ

んの皆さんとこのように対面で本議会ができますこと、市長、ぜひ望んでおります。よろしくお願

いします。 

 2015年国勢調査で、信州人は年をとっても働き者で65歳以上の就業率は全国で１位、中小規模の

農家の戸数が多く、高齢になっても働く人が多いという、そういう報道がありました。東御市内の

状況では、多くの皆さんが納得できる新聞記事であったのではないでしょうか。元気で長生きでき

ることを目指して、市ではいろいろな取り組みが行われておりますので、大勢の市民の皆さんにご

参加いただき、健康で長生きのできるまちと願っております。 
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 では、登下校の子どもの安心・安全についての取り組みはについて、お聞きいたします。 

 子どもたちの登校、下校の安心・安全に対する市内の取り組みや対策についてですが、今年３月

に発生しました千葉県の小学校３年生の事件ですが、このような痛ましい事件はどうして起こるの

でしょうか。通学中の児童を狙った事件は後を絶ちません。 

 また、今回のすごくショックであったことは、容疑者が見慣れている、いつも身近な安心を寄せ

ていたと思われる人間の起こしたという事件であったということです。いつも登校する児童と歩い

ている私は、子どもたちが私たちに向ける気持ちを推しはかりました。考えられないこの事件は、

通学路の安全をどう守るか、試行錯誤があっても、絶対大丈夫という特効薬がないことはいつも意

識として持っていなければいけないと感じさせられました。 

 ①ですが、さきに千葉県で登校時に起きた小学生の事件について、教育委員会ではどのように考

察されておりますか、お聞かせください。 

 ②各地域で学校ごとに行われている市内の子どもたちの登下校の見守り支援の状況はどのように

行われておりますか。 

 ③ですが、現在は地域の大人の皆さんのボランティアで、それぞれの通学路にお立ちいただいた

り、私たちのように家の並ぶ部落の中まで一緒に歩いて見守るという方法がとられていますが、田

舎だから、都会だからといったことでなく、我が市において事件が絶対に起きてはいけないことで

すから、登下校の集団登校や見守りに対する抜本的な対策が必要だと考えておりますが、いかがで

しょうか。 

 次に、子どもたちが大切にされるまちづくりをについてですが、近年社会問題として子どもの貧

困や子どもの格差が挙げられますが、市内の状況はいかがでしょうか。 

 ①義務教育としての小・中学校の役割は大変大きいものと考えます。学校内で子どもたちの中に

貧困や格差などに絡む課題はあるでしょうか。 

 ②貧困は単に経済的とはいえませんが、複雑なことがかかわって支援を要する家庭、子どもの居

場所や食事支援などのニーズは、市内ではどのくらいあると教育委員会では考えておられますか。 

 ③小学校に入学するときのかばんが、今年の４月にはとてもカラフルなかばんが多いのが目立ち

ました。小学校に入学するときに、校章の入った指定のかばんを使用するという、そういう認識を

持ってずっときました。小学校に入学するときのかばんについては、自由なのでしょうか。まだ指

定のかばんの方が圧倒的に多い今、自由とすることを推奨すると、カラフルなかばんの方が見た目

もよく、買える家庭と買えない家庭が出て、こんなところにも経済的格差が見え隠れし、課題が生

じないでしょうか。 

 次に、地球環境を考えたごみ（廃棄物）ゼロに向けた取り組みについてですが、2015年度長野県

民のごみ、一般廃棄物の量が１人１日当たりで全国最少になり、２年連続で１位です。 

 ①東御市内のごみの排出量も他市町村に先駆け、非常に少ない状況で、特に県内の他市の中では

624グラムとごみ最少にあります。2014年度では１人当たりが638グラムでしたから、更に14グラム
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もの排出が減っています。これは市民の皆様の大きな努力が物語っており、大変な効果であるとい

つも感じております。 

 燃やすごみの約４割に当たるとされる生ごみの堆肥化が、12月から２つの地区の稼働が予定され

ています。ごみ集積所の燃えるごみを見ますと、生ごみが新聞紙でくるまれていると思われる包み

をとても多く見ます。それが生ごみ堆肥化によりどのくらい減少するか、とても大きな期待が持て

ます。 

 現在の状況と、この生ごみの堆肥化が実施された以降の年次の予定排出量をどのように考えてお

りますでしょうか。 

 次に②ですが、一般廃棄物の家庭ごみ、商業系以外のごみの排出の状況はいかがですか、お聞か

せください。 

 ③平成28年度に策定された第２次一般廃棄物処理基本計画のごみ処理の課題の整理の項目に、ご

み総排出量は減少傾向にあるとしています。ただ、そこに燃えるごみの量は横ばいで推移している

と考察されています。東御市の廃棄物の現状は、廃棄物すべてにおいて検討していかなければ市内

のごみ減量に先が見えてくると考えています。どのようなごみ施策により、これから先のさらなる

ごみ全体、廃棄物の排出の削減目標を考えておりますか。 

 ④市内の焼却灰や不燃残さなどを処分する最終処分場においても、埋め立ての容量は限られてお

ります。また、ごみの焼却も埋め立ても環境にはよくないと皆様もそのように認識されていると考

えますが、限りなくごみゼロ、廃棄物ゼロの取り組みの検討、廃棄物ゼロエミッションの取り組み

の検討を推進していくお考えはありますでしょうか。 

 以上、最初の質問といたします。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 受付番号９、阿部貴代枝議員の登下校の子どもの安心・安全の取り組

みについてのご質問につきましてお答えいたします。 

 初めに、千葉県で登校時に起きた小学生の事件について、どのように考察しているかについてで

ございますが、千葉小３女児殺害事件につきましては、容疑者が被害者が通う小学校の保護者会長

で、地域の中心となって子どもを守る立場にあった者でありますので、あってはらない大変遺憾な

事件であると考えております。また地域において、子どもたちの安全を見守ってくださっている

方々に対して、この上ない背信行為であると捉えております。 

 ２点目の各地域で学校ごとに行われている市内の子どもたちの登下校の見守り支援の状況はにつ

いてでございます。児童・生徒の登下校の見守りについては、地域の皆様による自主的な見守り活

動のほか、交通安全協会による交通安全指導などの活動をいただいております。また学校において

は、新入学時や交通安全週間などの期間に、教職員やＰＴＡ役員が通学路で指導に当たっているほ

か、通学路の安全点検を実施しております。安全点検に当たりましては、道路改修やガードレール

といった交通安全対策だけでなく、不審者が出そうな暗い場所やガード下などへの街灯の設置を進
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めるなど、防犯対策の検討も行っております。 

 ３点目の登下校の見守りに対する抜本的な対策が必要ではないかについてでございますが、今回

の事件は顔見知りの者による行為であり、見守り活動の難しさがかいま見えた事件であります。今

の時代、交通事故対策や不審者対策など、子どもの安全のためには保護者だけでなく地域の皆さん

の協力が不可欠であると考えております。これまで見守り活動を支えていただいた地域の皆様には、

今回の事件によって自らの活動に不信や疑問を高めることなく、引き続き参加していただきたいと

思います。そして子どもの見守り活動の在り方に関して、保護者と地域内の子育てを支援する団体

とのコミュニケーションを活発にして、見守りの輪を広げていくことが対策を強化することである

と考えております。 

 また、事件、事故の発生は、登下校に限るものではありませんので、子ども自身の危険を回避す

る力を学校教育の中で身につけさせていくことが大切であると考えております。 

 続きまして、受付番号10、阿部貴代枝議員の子どもたちが大切にされるまちづくりをのご質問に

つきましてお答えいたします。 

 初めに、義務教育として小・中学校の役割は大きいが、学校内で子どもたちの中に貧困や格差な

どに絡む課題はあるかについてでございますけれども、厚生労働省が2014年にまとめた報告書によ

りますと、日本の子どもの相対的貧困率は16.3％で、日本の子どもの６人に１人が貧困状態にある

と言われております。このことから鑑みますと当市におきましても親の経済的貧困は子どもから教

育を受ける機会を奪うことにつながります。このような貧困の連鎖を打ち切るためにも、対策を講

じることが必要であると考えております。 

 ２点目の支援を要する家庭、子どもの居場所や食事支援などのニーズはどのくらいあると考えて

いるかについてでございます。まず本市におきましては、経済的な問題を抱える家庭には生活保護、

または就学支援による経済的支援の相談に対応しておりますし、子どもの居場所の提供を必要とす

る家庭には、児童館や児童クラブといった制度を設けて、子育てを支援しているところでございま

す。 

 ご質問の食事支援のニーズにつきましては、生活保護家庭や就学援助費の支給を受けている準要

保護家庭の中には、何らかの食事支援を必要とする家庭もあると考えているところでございますけ

れども、個別の調査が必要となるため、その実数は現在のところ把握しておりません。 

 ３点目の小学校に入学するときに、指定かばんを使用するという認識を持っていた。自由になれ

ば課題は生じないかについてでございます。市内の各小学校では、校章の入ったランドセルのあっ

せんをしております。ランドセルのあっせんは三十数年前から始まっておりますが、この間もあっ

せん、または市販の選択は自由となっておりました。市販のランドセルを使用している児童の割合

は学校により異なりますが、１割から２割程度のようでございます。 

 昨今カラフルでかわいらしいランドセルが目を引き、高価なものもあると聞いておりますが、学

校現場においてはどのようなランドセルであっても、ものを大切にする心、違いを理解できる力を
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育てるよう努めているところでございます。 

○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） 受付番号11、阿部貴代枝議員の地球環境を考えたごみ（廃棄物）

ゼロに向けた取り組みはのご質問につきましてお答えいたします。 

 初めに、東御市内のごみの排出量の現状と生ごみの堆肥化が実施された以降の予定排出量の見込

みについてでございますが、市におけるごみの平成28年度の排出量につきましては、可燃ごみが4,

726トン、資源ごみが1,989トン、焼却残さ等が53トンで、総排出量が6,768トンとなっております。

また、このうちの多くを占める可燃ごみの排出量の推移でございますが、平成26年度が4,908トン、

27年度が4,834トン、平成28年度が4,726トンと推移し、平成26年度と平成28年度を比較しますと18

2トンの削減となっております。 

 また、生ごみの堆肥化が実施された以降の可燃ごみの予定排出量の見込みでございますが、市の

第２次一般廃棄物処理基本計画におきまして、生ごみリサイクルシステム構築を核としたごみ減量

化施策を進めることにより、目指すべき可燃ごみの予定排出量を平成32年度に3,846トン、37年度

に3,600トン、42年度に3,550トンとしております。 

 次に、一般廃棄物・商業系のごみ以外のごみの排出状況についてでございますが、ご質問の区分

ですと一般廃棄物・商業系のごみ以外とは、資源ごみに当たりますので、平成28年度の主要な資源

ごみの排出状況についてお答えさせていただきます。 

 まず新聞紙や雑誌等の紙類が866トン、古着で56トン、ペットボトル40トン、金物186トン、缶類

59トン、プラスチック類512トン、瓶類204トン、発泡スチロール・トレイ・紙パック等が66トンで、

合計1,989トンとなっており、近年は減少傾向にございます。 

 次に、廃棄物の排出に係るこれから先のさらなる削減目標の検討についてでございますが、削減

目標については、目指すべき予定排出量としてさきに申し上げたとおりでございます。 

 削減目標の達成のためには、先の一般廃棄物処理基本計画に掲げるごみの排出抑制と３Ｒの推進

による循環システムの構築や、効率的かつ適正なごみ処理体系の構築の実現が不可欠であり、その

ための具体的な取り組みとして、生ごみリサイクルの推進、ごみ減量アドバイザーの養成支援、継

続処理可能なごみ処理施設の整備等を進めてまいりたいと考えております。 

 次に、ご提案の廃棄物ゼロエミッションの取り組みについてでございますが、３Ｒの推進につな

がるものであることから、重要な事項であると認識しておりますが、市としましてはまずは統合ク

リーンセンター整備の推進や生ごみリサイクルシステムの構築等が喫緊の課題と考えておるところ

でございます。 

○議長（依田俊良君） 阿部貴代枝さん。 

○１１番（阿部貴代枝さん） いろいろお答えいただきました。ここからは一問一答、関連質問ご

とにお聞きいたします。 

 初めに、千葉での今回の事件に関することは、遺憾な事件、背信行為と捉えておられるというお
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答えでしたが、もうちょっと何か考察をされた、そういう形はなかったのかと思いました。私たち、

すごくこの事件、ショックでして、もっと事件のことを重大に考え、市内での起こり得る危険性な

どいろいろ考えさせられる事件ではないかということで、考察という言葉でお聞きしましたが、重

要性の認識の違いがちょっと私とずれていたかと思います。もうちょっと深いお答えを期待してお

りました。 

 各地区に通学路として学校側がもちろん保護者の皆さんと認識の上だと思いますが、危険な場所

の確認ができていると考えますが、そのような場所に対する取り組みは具体的にはどのように行わ

れているか、お聞かせください。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 危険箇所の対応はどのようにできているかということにお答えいたし

ます。 

 交通安全上の対策としまして、交通安全対策プログラムに沿いまして、市の関係部署をはじめ国、

県の関係機関で組織する通学路安全推進会議において検討しまして、改良に取り組んでおります。 

 対応の状況を申し上げますと、平成27年度に危険箇所を確認した箇所数は18カ所ございましたが、

28年度末においては13カ所で改良、もしくは何らかの対策を講じております。改良と対策の内容に

つきましては、グリーンゾーン・歩道の設置、注意喚起の看板の設置、パトロールの実施などでご

ざいます。 

○議長（依田俊良君） 阿部貴代枝さん。 

○１１番（阿部貴代枝さん） いろいろ対策を講じておられますが、何か不審者ということの対策

がちょっとしていないかなと、今、お聞きして思いました。私、滋野地区に住んでいますので、

ちょっと滋野のことばかり参考に申し上げて済みませんが、５月17日に学校応援団の児童への紹介

式がありました。そのときの配付資料に、いろいろ32カ所の危険箇所が記載されていますが、そう

いうプリントが配付されましたが、その中に不審者に注意という、そういう場所が12カ所ありまし

た。いろいろな危険はたくさんありますが、特に小学生は不審者に注意という箇所での対策が必要

ではないかと思います。人通りが少ない中で、過去にも不審者情報はたくさん寄せられています。

そのときはうわさに上りますが、すぐ消えてしまって何気ない日常になってしまっています。事件

は１回でも起きることは許されません。 

 ある滋野地区の区のＰＴＡの皆さんは、交代で１カ所、毎日立たれている場所があります。以前

からそこの区長さんに、「お母さん方は仕事をやりくりして、その場所に立っているので、ぜひ区

内で現役を離れた、ちょっと時間のある皆さんに交代で立つことはできませんか」と、３年間区長

さんにお願いしてきました。なかなかそのようなことはできないようで、実現せず、相変わらずお

母さん方が交代で立っているのです。少し前からは、里づくりの会の青少年育成部会の部会長が、

時間のあるときには一緒に立っていてくださっております。 

 現在でも多くの地域の皆さんが自主的に行っていただいている見守りのボランティアをとても私
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もありがたいと感謝申し上げます。ただ、打ち消してはいけないけれど、そこで必要な箇所での見

守りと考えたときはいかがでしょうか。朝は児童の数も非常に多い地域もありますが、午後の帰り

の意外と人目が不足しがちな下校時はどうでしょうか。学校や保護者の通学路の不安としている箇

所を知っていただき、組織的な見守りをすることが重要なのではないかと考えます。不審者を寄せ

つけないために、地区の中で皆さんでどこが危険だからと実質的な見守り隊として見守る場所を共

有し、不審者が入りづらくなる地区であることを掲げたらどうでしょうか。実際に行動する組織を

先ほどのご回答のボランティア活動に任せるという、そういう任せ切りではなく、各地区ごと、そ

れから学校や教育委員会が音頭をとっていただき、少しでもそういうきっかけができれば、あとは

今の小学校区単位の地域づくりの動きの中から、実質的に必要な箇所に見守りをしていただけ、う

まく動いていけるのではないかと感じますが、いかがでしょうか。 

 また、もう一つですけれど、効果的にはいろいろどうかという話もありますが、対策の１つとし

て各区の中、不審者注意の場所にたくさんの防犯カメラの設置はいかがでしょうか。今、長野県警

に各区に設置する防犯カメラの助成金制度も期限がちょっと決まっているようですが、あるようで

すから、これらを活用したらいかがでしょうか。 

 以上です。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 不審者についての対策はというご質問と、見守り活動の組織化、そし

て防犯カメラの設置、この３点についてお答えいたします。 

 不審者による犯罪に対しましては、学校、保護者が地域の皆さんのご協力をいただきながら、見

守り活動を活発にすることが最も有効な対策であると考えております。あわせて通学路の危険箇所

や防犯上の要注意箇所につきましては、学校単位で現在、作成してあります「安心・安全通学路

マップ」を関係者によりまして、毎年度点検していただき、その情報を保護者、学校、地域だけで

なく子どもを含めた全員で共有することが必要であるというふうに考えております。この通学路

マップを共有することで、見守り活動の連携がスムーズになりますし、緊急時のパトロールを実施

する場合においても危険箇所が把握できていれば早めの対応が可能になると考えます。 

 また、先ほども申しましたけれども、子どもの安全を守るためには子ども自身が危険を予測し、

危険を回避できるような資質や能力を育てることが必要であり、そのためにもこの通学路マップに

つきましては、効果があると考えております。 

 見守り活動の組織化についてでございます。子どもの安全のためには学校、保護者だけでなく、

今後とも交通安全、防犯活動、登校時の見守り活動に参加していただける地域の皆さん方のご協力

をお願いしたいというふうに存じます。見守り活動を組織したらどうかとの提案に関してでござい

ますけれども、各地域にはそれぞれの取り組み方の特色がありますので、市が直接いきなり介入し

て組織化するというよりは、地域の皆様方で話し合いをいただいて、そしてその後どのように対応

していくのか、そういう段階で行政なりが入っていく、そんなことがよろしいのではないかという
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ふうに考えているところでございます。 

 防犯カメラの設置に関してでございますけれども、設置に関しましては県の補助制度がございま

す。今月初めに生活環境課から区長あてに、長野県警察街頭防犯カメラ設置促進事業についてのご

案内を行いました。これは自治会等が行う防犯カメラの設置費用に対して補助するというものであ

りますので、参考にしていただければというふうに考えております。 

○議長（依田俊良君） 阿部貴代枝さん。 

○１１番（阿部貴代枝さん） さっきＰＴＡと学校と地域とマップをという話が出ましたが、私、

ちょっとほかのところはわからないのですけれど、うちの場合はそのマップをでは見て、地域の皆

さんがではここにあれだから、ここへ立とうかという、そういう共有は多分できていないと思うん

です。だからその辺を、私、変な言い方をしてしまった、組織化というと必ずがちがちとこういう

ものではなくて、そういうものをみんなで共有して、やっぱり一番危ないところはここなんだよと

いう、そういうことをみんながわかっていて、見守り隊をするということがとても大事だと思うの

で、ぜひ教育委員会なり学校なりＰＴＡなりが、地域の皆さんにこういうところが危ないんだとい

う、さっきのマップなんかをちゃんとしっかり共有するという、共有して事に当たるということが

大事だと、そう思って、今回ちょっと質問をさせていただいています。 

 この間、学校の中で、家庭訪問の中からも保護者の方が、子どもの帰りが心配だという、そうい

う声も上がっていると聞きました。今、先ほどの話もありますけれど、児童館へ行くとか児童クラ

ブへ行くとか、学校の帰りに塾へ行くとか、保護者が毎日迎えにいくことなどがとても多い時代で、

今の子どもは朝行く児童と、帰りの児童の数では本当に差があるんです。川や池、石垣、道、そう

いうような何ていうの、ハード的な部分はそういう危険箇所は十分子どもに伝えれば理解したり、

危険が回避され、そういうことの解消ができるかもしれませんが、私、不審者による、そういう事

件というのは子どもがではそれを身につけるといったって、どうやって身につけるかわかりません

が、車が来てさっと連れ去られれば、子ども自身はそういうことを回避する力をつけるといったっ

て、非常に難しいことだと思うんです。皆さんは単純にそういうように言っていますけれども。 

 全体的に本当に子どもを守る、更に子どもを大切にするということ、保育園での財政的にいろん

な支援をしていただいて、そこで大きくなった子どもたちが小学校で安心・安全が守られなければ、

子どもたちを大切にするというところでは、そういうところが半分に減じてしまうのではありませ

んか。大切な子どもたちに財政的にもいろいろな対策を講じていただき、全市挙げての安心・安全

な子ども支援をしていただくことをお願いいたします。これは回答はよろしいです。 

 次に、子どもたちが大切にされるまちですが、東御市は都市部とは違い、食事支援などは多くの

児童が、どのくらいの児童が必要としているか、ちょっとわかりません。小学生の高学年ぐらいに

なると、子ども食堂の必要を感じたり、居場所を感じたとしても、そのくらいの子どもになると気

持ちの面からそういうことを表面には出さないのではないかと考えられます。 

 私たち、しげの里づくりの会、青少年育成部会では、年に数回ですが、ふれあい子ども塾などを
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行って、昼食のサービスを行っております。少しでも食事支援ができればという気持ちを込めてお

ります。先ほども申し上げましたが、いろいろな市の行政を行っていただく基本に、子どもを最優

先にして対策を考えていただくという、そういうことです。 

 よく言われる相対的貧困は、時には絶対的貧困と同じレベルのダメージを人に与えるとも言われ

ます。圧倒的格差の前で、自分だって頑張れば今の状況を抜けることができるという、ハングリー

精神を失ってしまわないように、次の世代まで貧困は連鎖しないように、学校と福祉関係が常に横

の連携をとっていただき、子どもたちの未来が輝く学校生活の過ごせるような対策をお願いしたい

と考えますが、どのように連携を図っておられるか、その部分をお聞かせください。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 貧困を防ぎ、学校生活を過ごせる対策、そしてその庁内の連携という

ご質問としてお答えいたします。 

 本市におきましては、経済的な問題を抱える家庭の児童が学校生活に不便を来すことのないよう、

就学援助費の支給制度を設けるとともに、必要に応じて見直しを行ってまいりました。本年度から

給食費の全額負担、また入学準備金の早期支給などの改善を図ったところでございます。 

 また、経済面に限らず、いじめ防止や不登校対策など、教育現場のあらゆる場面の中で児童・生

徒が充実した学校生活を送ることができるよう、学校と連携し、対応を図っているところでござい

ます。 

 いずれにしましても個々の子どもに対する様々な相談事例が常日ごろ発生をしております。その

ことに関しましては、教育委員会だけでなく、福祉課、子育て支援課などと連携をして対応してお

るところでございます。日ごろからそういう事案に対しては連携体制をつくってございますので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（依田俊良君） ここで昼食のため午後１時まで休憩いたします。 

休憩 午前１１時５９分 

――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 

○議長（依田俊良君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 阿部貴代枝さん。 

○１１番（阿部貴代枝さん） 先ほどのお昼前のお答えで、子どものことをいろんな事例があれば、

福祉などと横の連携をとって、いろんな事例が発生しているので連携をとってやっていなさるとい

うお話を聞きました。 

 ここでちょっと教育長にお尋ねしたいんですが、横の連携をとっていただくということで、とて

も大切なことを行ってもらっていると思います。それなんですけれど、先ほどの話を聞いていて、

私、思ったのですけれど、先生方が自分の持っている子どもが、あ、こういう状態なんだというこ

とを認識してもらうことが大事なんだと思うんです。意外とそれを見逃してしまうと、本当に困っ
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ている子どもに手が差し伸べられないということがあるので、そういう連携をとって、いろんな課

題があって、このことがこういう話し合いのもと、こうやって解決したとか、解決しないにしても

こうやっていい方向に進んでいるとか、そういうようなことを各学校ごと、ここの学校であったこ

とはここだけではなくて、ほかの学校であったことでもそういう話を、名前とかそういうのを挙げ

るわけではなくて、事例を挙げていただいて、それぞれの先生方にそういうことを認識というか、

共有していただいて、それで自分の持っている20人、30人の子どもたちが当てはまることがあるん

ではないかと考えてもらう、そういう一助として、そういうことのそういう事例を共有してもらう

ということを先生方にお知らせしていただくという、そんなようなことはできないでしょうか。 

○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） ただいまの再質問にお答えをします。 

 議員おっしゃるように、共通認識を持つということと、指導者である教員は、子どもの一人ひと

りの行動、下校なら下校の様子、そういうものを把握して、時に触れて何らかの心配があれば、不

審者が出没する等のことがあれば、それは学校間ですべて連携するようにしてありますので、その

都度と、それから常時、登下校についての注意喚起はできるかなということになりますので。 

○議長（依田俊良君） 阿部貴代枝さん。 

○１１番（阿部貴代枝さん） 済みません、さっき教育次長が答えられたことに関して、私、横の

連携、福祉とかそういうふうにとっていっていただいているということで、ちょっと教育長が今、

お答えいただいたこととは違うんですが、いろんな貧困とかそういうような中で、事例がいろいろ

発生すると思いますので、それを先生方がわかっていない部分もあると思うんです。実は私、身近

にそういう児童がいることがわかっているんですけれど、学校での対応はあまりされていないよう

な感じなんですね。 

 ですから先生が、あ、この子はやっぱりちょっとあれがあるということで、きちんと認識してい

ただかないと、次の手が打てませんので、ぜひ何かそういうことが、そういう例題といっては失礼

ですけれど、事例があったら、ほかの学校でもこういうことがあったよ、こういうあれがあったよ

とお互いに勉強し合うというか、話し合いの中で先生たちの目も養っていただきたいと、そういう

ことをお願いしたんです。済みません。 

 次の質問に入りますが、小学校の入学のときのかばんについてですが、テレビの宣伝なんかです

ごいかばん、買いたくなるような宣伝をしています。この間、安いお店に行ったのですけれど、本

当に２万円ちょっとから５万円、消費税を加えれば５万円ぐらいの、そういうようなのを売ってい

るお店がいっぱいありました。並ぶかばんは安いものはあまり置いてなくて、高いものばかりいっ

ぱい置いてあって、お店の人に聞いたら、いや、やっぱり高いものがたくさん売れますとかという、

そういう今、時代なんです。 

 それで先ほどのお答えでは、違いを理解できると言いましたが、違いとは同じでないことですね。

今回の一斉に使うかばんの場合は、高いものを買ってもらえるかもらえないかという、それは買え
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るか買えないかの経済力がかかっており、これは違いではなく経済力の差ではないかと考えるんで

すが、私たちは入学するときはもう指定だという、そういう感覚で、それを疑わずみんな同じかば

んでしたのですけれど、本当に指定ではなかったんですね。お聞かせください、２つ。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） まずランドセル、指定であったかの再確認ということですけれども、

ランドセルに関しましてはあっせんはしておりましたけれども、指定ではございませんでした。

よって三十数年以前、あっせんがされ始めた以前からランドセルは自由であったということでまず

ご理解をいただきたいというふうに思います。 

 あと格差を感じさせない対策ということでありますけれども、ランドセルに限らず、服装や文房

具などの持ち物に関しましても、家庭の経済力はどうしてもあらわれるものであるというふうに感

じております。必要なことは、親に買ってもらったものを大切に使い続けるという気持ちを持てる

子どもを育てることが大切であるというふうに考えております。学校現場でもしっかりと取り組ん

でまいります。そしてあわせましてランドセルの問題、ランドセル格差というような言葉も最近あ

るようではございますけれども、そういう問題がいじめの原因とならない、そういうように注意を

払ってまいりたいというふうに考えております。 

○議長（依田俊良君） 阿部貴代枝さん。 

○１１番（阿部貴代枝さん） 格差、違い、これは難しい問題だと思います。時間がないので、ま

た改めて。 

 今年ランドセルの今回、話をちょっとしたかったのは、この４月の入学式の日にお会いしたその

児童は、ちょうど上のお姉ちゃんが小学校卒業で要らなくなったお下がりのかばんを背負っており

ました。お母さんがとてもきれいにリメークした赤いかばんは、とても誇らしげに、かわいい入学

生の背中に輝いておりました。お姉ちゃんのかばんということは、お姉ちゃんのかばんを使うとい

う、そのことはきっとこのきょうだいはとても仲がよいのだろうと感じて、そのかばんを見ながら

ご家庭の中もとても温かな家庭なのだなと思わせる、そんな場面だったので、私、聞かせていただ

きました。かばん１つと考える方もおるかもしれませんが、こんなところからも差を感じさせない

対策をお願いしていっていただきたいと思います。 

 また、貧困だ、子ども食堂だという、そう言う前に、私たちはそのような社会であることを課題

という形で認識していかなければいけないと考えます。同じ時代に生まれた子どもたちが、生まれ

た場所や家庭により将来も、先ほど文房具とかいろんな話がありましたが、生まれた場所や家庭に

より将来も左右するほどの貧富の差や、またダメージを受けて成長していく、そういう現実がある

ということは非常に悲しいことではありませんか。せめて、せめてですよ、義務教育は同じスター

トラインで出発してほしいと願っております。そんな社会でなく、子どもを中心に考えたとき、経

済的にも子育てにも、保護者の支援を最優先に考えた取り組みを行っていただきたい。決して簡単

なことではありませんが、保育園や小学校の先生方、子どもの状態を把握していただく、小学校や
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保育園は子どもの状態を把握していただく最前線なのです。格差は社会全体にあるわけではありま

すが、また母子家庭に限りませんが、貧困状態がどうなのか、子どもと両親の両方ですよ、両方を

見ながら、家庭の状態がどうなのかを察知していただき、関係者との連携により、一つ一つの課題

克服のための工夫を積み重ねていけば、市内の状況が大分変わっていくのではないかと思われます。

更にきめ細かく子育て支援をお願いしたいと考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） きめ細かく子育て支援をというご提言をいただきました。将来の東御

市を担う子どもたちが、元気に巣立ちができるように育てることが大人の責任であり、それを支援

するのが行政の責任であるというふうに考えております。子どもたちの安心・安全、そして健やか

に育つ、その支援につきましては、市民一人ひとりのできる限りのご協力をお願いするとともに、

行政としても環境づくりに取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（依田俊良君） 阿部貴代枝さん。 

○１１番（阿部貴代枝さん） ぜひよろしくお願いいたします。本当に子どもは大事なものですか

ら。 

 次に、ごみについてですが、現在、上田広域で建設が予定されております資源循環型施設の地元

周辺の皆さんが、以前、負担の公平、生ごみの減量化など、地元の意見を聞き、方針に反映しよう

とする姿勢が見えないとのご意見があったとお聞きします。負担の公平ということは、燃やすごみ

をそんなに出さないで、極力減量をと私は解釈しました。 

 そんな中、長門町に続き、東御市も堆肥化を英断されたことは、燃やしてしまわず堆肥として使

う、地球環境にも少し優しい施策だと考えていました。こういうのは私、このごろはいろいろ今回

の質問で勉強してみましたら、ちょっと考えが変わりました。今までは３Ｒだったんだけれど、２

Ｒかなというふうに変わってきました。 

 さきに滋野、田中の２地区において、生ごみの堆肥化の説明会を行いましたが、12月稼働に向け

て市民の特に高齢の皆さんから不安な声が寄せられます。実際に市民が実践する取り組みを具体的

に行うときは、初めが肝心なところがあります。生ごみ収集についてのもう一歩実践的、具体的な

説明が必要と考えますが、いかかでしょうか。 

 また、その堆肥化されたものはどのような形で処分されていかれるのか、お聞かせください。 

○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） 初めに、１点目のご質問の生ごみ収集について実践的な、具体的

な説明が必要と考えるが、どのように考えているかについてでございますが、現在、進めておりま

す生ごみリサイクルシステム構築につきましては、ごみ減量化施策方針に基づき、システム構築の

ためのスケジュールを作成し、これにより第１段階として本年12月から生ごみ分別収集を開始いた

します田中地区、滋野地区の全戸を対象に、昨年８月から11月まで市民説明会を開催し、1,700人

余りの市民の皆様にご出席をいただいたところでございます。 
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 更に先のスケジュールに基づきまして、生ごみの分け方、出し方等の詳細をお示しした１枚もの

からなるリーフレット、いわゆる説明書きの作成を進めておりまして、本年の９月から10月ごろに

は市内の全世帯へ配付の予定でございます。 

 また、平成30年度以降に生ごみ分別収集を開始予定である祢津地区、和地区、北御牧地区につき

ましても、先のスケジュールに沿って順次市民説明会を実施する予定でございます。 

 次に、２点目のご質問の堆肥の利活用についてでございますが、現在、建設を進めております生

ごみリサイクル施設で製造される堆肥につきましては、ばらでも袋詰めでも両方提供できるよう準

備を進めており、また当初は無料で提供する予定でございますので、区や学校等の花壇や家庭菜園、

そして農家の皆さんへの提供と、各方面に幅広くご活用いただけるものと考えているところでござ

います。 

○議長（依田俊良君） 阿部貴代枝さん。 

○１１番（阿部貴代枝さん） ９月から10月ごろパンフレットをつくって配布されるということで

すが、今までのいろんな経験から、いつも言っていますけれど、パンフレットというのはなかなか

見ない。だけれどこれは本当に大事なものだということで、みんなが絶対捨てないような、そうい

うきんきらきんのような、何かパンフレットをつくっていただかないと、若い皆さん、お年寄りの

皆さんは、高齢の方は大事なものだとわかっていて、見ていただけるかもしれませんが、若い皆さ

んはもしかしたら教育のネットリテラシーのああいうパンフレットなんかも、もう、すぐ右から左

というご家庭が多い中で、パンフレットという話なんですけれど、それよりか例えば高齢者クラブ

のところへ行ったり、こういう集まるところへ行って、実際に何というの、そういう皆さんからの

要求も受け入れたりして、説明を具体的な説明をもう一回していただく方がとても効果があるかと

私は思います。 

 またちょっと違う質問なんですが、ごみの堆肥化は多額の資金をかけて実施されるわけですが、

東御市内ではコンポストや段ボール堆肥とか、畑に持っていって処分している方など、非常に多い

かと思います。生ごみを全然出さないという、そんな家庭もあるかと思います。生ごみは出さない

という、そういう家庭にも、出さないことにずくを出して頑張ってもらっているということなので、

生ごみを出さないということに加えて、ほかのごみの減量化も取り組むんだよという、そういうこ

とを何ていうの、言うというか、証明というか、宣言していただいて、燃やせるごみはどうしても

少しは鼻紙とか、そういうのが出ることがありますから、それはどうしても必要なので、その燃や

せるごみを年間一番小さいのでいいけれど、10枚ぐらい配付するとか、そんなようなことは考えた

ことはありますか。このごろあちこちで先進的にやっている市町村もあるので、ちょっとそんなこ

とを参考にしていただいて、何か配ってもらうと、またごみ減量が少し進むのかなというふうに思

います。 

 堆肥化はごみ減量の大きな節目ですから、資源ごみにする工夫や取り組みなどの研修を改めて

行って、ここで更に資源化を進める。例えば初めにクリーンリサイクルタウン東部が十何年前に始
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まったとき、もっと前かな、始まったときに、紙なども普通の封筒に入れて、リサイクルするとい

う、そのときの説明の中に名刺大の紙でもそこのところへ入れていただいても結構だという話なの

で、私は大きな封筒をこういう切ったこの上でもみんなそういうところへ入れるように、心がけて

いますが、今たくさん入っている燃えるごみの中の紙類は、それを分別すれば資源になるというこ

とを知らない、そういう人が結構いるんではないかと思うんです。ちょっとずくを出して封筒に入

れて、ストックヤードに持っていけば資源です。そのようなことを改めて、ちょうどいい節目なの

で、周知されれば燃やすごみというのは限りなく減量されるんではないかと私は思っています。さ

らなる一人ひとりのごみ排出に対する意識の向上も図れるし、ゼロエミッションに向けた取り組み

がこんなところからもスタートするのではないでしょうかと思っていますが、いかがでしょうか。 

○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） 初めに１点目のご質問の生ごみを出さないことや、ごみの減量化

への取り組みを宣言いただいた方々への可燃ごみ指定袋の配付についてでございますが、市では現

在、市民皆様がコンポストや生ごみ処理機器等を購入される際の補助制度を設けており、この以前

からの制度を市民皆様にご活用いただくことも、市内全域を網羅した生ごみ分別収集の円滑な導入

とともに、生ごみリサイクルシステム構築のための柱と考えているところでございます。 

 また、当補助制度につきましては、本年12月の生ごみ分別回収の開始を控え、活用される方が増

加しておるところでございます。 

 このように市民皆様のご理解、ご協力によりまして、ごみ減量化施策方針等に掲げた施策が順調

に推移していることから、議員ご提案のごみ減量化への取り組みを宣言いただいた方々への可燃ご

み指定袋の配付につきましては、ご意見としてお伺いをさせていただきたいと思います。 

 次に、２点目のご質問の資源ごみに対する工夫や取り組みなどの研修の実施による一人ひとりの

意識の向上がゼロエミッションに向けた取り組みへのスタートになるのではについてでございます

が、ゼロエミッションとは資源循環型の社会システムを目指し、国連大学が提唱した考え方であり、

企業等が廃棄物をゼロにするために、減量や燃料として再利用を図る活動と認識しているところで

ございます。 

 このゼロエミッションの考え方につきましては、現在、市が進めております生ごみのリサイクル

システム構築を柱とする３Ｒの推進と、目指すべきところはごみゼロであり、同じであると考えて

おり、また、これを市民、事業者の皆様と協働で進めることが一人ひとりのごみ排出に対する意識

の向上につながるものと考えております。 

 したがいまして当市におけるごみゼロに向けた取り組みはスタートしておりますので、ご理解、

ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（依田俊良君） 阿部貴代枝さん。 

○１１番（阿部貴代枝さん） 今、堆肥化の話が出たら、市の補助をいろいろ生ごみ堆肥化のため

に補助が活用されているということで、市民の皆さんの意識がだんだん醸成がうまくいっているか
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なと思って、とてもうれしく聞かせていただきました。 

 私たちごみ減量アドバイザーは、排出抑制、再利用、資源化の３Ｒの推進をと考えて私たちは今

まで活動してきました。しかしよく考えてみれば、資源化としてのリサイクルには経費も時間もか

かり、環境によいとはいえません。一番はごみを出さないように生活することが肝心だと思います。 

 京都市では、1997年12月に京都で開催されたＣＯＰ３、通称京都会議、京都議定書が出されたこ

とがきっかけで、大きくごみ減量がされています。いろいろな取り組みがされ、それらを私、いろ

いろ調べて知ったときの感動を今、皆様にお知らせできないのが残念なんですが、やり方は地域性

もあると思いますが、これはとても参考になることではないでしょうか。 

 今、お答えで３Ｒの推進は目指すところごみゼロとお答えいただきました。いろいろな考えや方

法はありますが、行政、市民の協働でぜひごみゼロ、ゼロエミッションを確立していけるよう願っ

ております。 

 まだ時間があるんですが、早く終わった方がいい。最後に１つ、ごみ減量アドバイザーで、毎年

私たちは保育園にごみの分別に行っていますが、今年は仲間の皆さんとごみをできるだけ出さない

ような工夫をしていきたいと考えております。実は昨年の11月、小諸保養センターに行ったときの

朝のバイキングの食堂での話なのですが、私がお皿に朝食をもっていたときに、ちょこちょこっと

小さな男の子が私のところに来ました。「ねえねえ、何食べるの」と聞きます。「うーん、卵焼き

とね、あとはえーと。ね、僕は何食べたの」、「デザート。ねえねえお仕事なあに」、「えっ、お

仕事」と聞くんですね、私に。びっくりしてしまいました。言葉に詰まっていますと、「ごみのお

仕事でしょ」と聞かれ、「えっ、僕、保育園」、「うん、海野保育園」、行きました、海野保育園

へ毎年行っています。「ごみのお話、聞いてくれたの」、「うん」と、そういう感じで、そのそば

で向こう側でお母さんたち、家族で来ていたので、お母さんが何か心配そうに見ていました。そこ

へ行って私はお母さんに説明しました。そうしたらお母さんも納得して「あ、ごみの話、家へ帰っ

てきてやりました。それでその後もずっと続いています」という、そういういいお話を聞きました。

本当にアドバイザー冥利に尽きる、そんな会話でした。 

 終わります。ありがとうございました。 

○議長（依田俊良君） 受付番号12 東御市における就農者の増加策について、受付番号13 クル

ミ生産の振興について、受付番号14 空き家の有効活用について。田中信寿君。 

 田中信寿君。 

 なお田中信寿君から受付番号12に関し、事前に資料配付の申し出がありました。これを許可し、

お手元に配付しておきましたから、ご了承願います。 

○１番（田中信寿君） 皆さん、こんにちは。議席番号１番、東翔の会、田中信寿です。 

 質問に先立ちまして、先月31日夜に発生いたしました降ひょうにより被害に遭われました皆様に、

心からお見舞いを申し上げます。新聞発表によりますと今回の降ひょうにより東御市の被害ですが、

1,364万円に上るとのことです。作物、圃場によっては壊滅的な被害となったところもあります。
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議会でも総務産業委員会にて、被害状況の視察を行いましたけれども、ひょうによって無残な姿に

なった作物に声を失うところでございました。先日も区内を回りまして、農家の方々にお話をお聞

きしましたけれども、ブドウなどは日がたつにつれまして被害がはっきりとあらわれ、秋の収穫が

厳しいという声が聞かれております。 

 当市におかれましては、被害発生翌日から早速に状況確認等の対応をいただいておりますけれど

も、被害に遭われました皆様の痛みが少しでも緩和されますよう、適切かつ迅速な支援を強く期待

するものであります。 

 さて、本日は３点の質問をさせていただきます。雨の季節ではございますけれども、本日の梅雨

の晴れ間のごとく、明快なご答弁を望みます。 

 では、最初の質問でございます。荒廃農地や農家の高齢化等、現在の農業の課題は東御市だけで

はなく、日本全国の農村部の課題でございます。国、県、市町村はそれぞれに農地の集約や経営の

大規模化、６次産業化、あるいは特産品のブランド化など、課題解消に取り組んでおります。しか

しこれらの施策を推進しても農家の減少は続いており、農業就業人口の数も減り続けているようで

あります。 

 農林水産省のデータによると、戸数では10年前の2007年に対して約68万8,000戸減の24％減、農

業就業者数は79万人減の19％減とのことです。本日はお手元に資料をお配りしました１枚目にそち

らの表になっておりますので、また詳しくはご覧になっていただきたいと思います。 

 また、基幹的産業、基幹的農業従事者全体に占める65歳以上の割合は2017年で57.4％と、20年前

の昭和60年の３倍となって、高齢化が進んでおります。先に述べました農業施策の推進はもちろん

でございますけれども、農家就農人口の増加が根本的な課題となると私は考えております。 

 そこで東御市における農業就業者の増加策を問います。まず東御市における就農者の現状をお聞

きしたいと思います。 

 １点目として、現在、東御市における就農者はどのくらいいますでしょうか。 

 ２点目として、農業専従者の年齢構成はどのようになっておりますでしょうか。 

 ３点目として、近年新規就農者の希望者はどのくらいいますでしょうか。また定着率はどうなっ

ていますでしょうか。 

 次に、就農者確保について東御市としてどのような対策をとっておられますか。 

 以上を最初の質問としてお尋ねいたします。 

 ２番目の質問ですけれども、クルミ生産の振興についてでございます。 

 ワイン産業の振興とともに、クルミ生産の振興は東御市の農業施策の柱でございます。ますます

クルミの生産が増え、品質向上につながる対策をとり続けていくことが大事です。市のクルミ生産

について問います。 

 まず栽培面積、本数の現状はいかがになっていますでしょうか。また６次化産業への取り組みは

どうでしょうか。 
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 生産体制についてですけれども、昨年出荷時期に長雨が続きまして、生産農家さんの皆さんです

けれども、収穫果の乾燥ができずに大変困ったというお話を聞いております。収穫後の出荷体制に

も万全を期すべきと思いますが、どのような対策をとられるのか、お聞きいたします。 

 クルミの病害防除につきましては、昨年12月の議会でもクルミ黒斑細菌病についての質問があり

ました。その後、防除の方は進んでおりますでしょうか。また、クルミ炭疽病という病気がござい

まして、これはリンゴにも感染すると聞いております。東御市ではクルミの圃場とリンゴの圃場が

隣接、または近いところも多いので感染が心配されます。黒斑細菌病と同じボルドー液で防除が可

能ということでありますけれども、圃場間に適度な距離が必要なのか、お聞きします。 

 この病気についても、クルミ、リンゴ、両生産農家への情報伝達と防除の徹底を促すべきではな

いでしょうか。 

 以上クルミ生産の振興についてお尋ねします。 

 次に、空き家の有効活用について質問をいたします。 

 防犯の面だけではなく、景観、そして地域の活力をそぐイメージともなる空き家の対策は、都市

部、農村部に限らず全国的に喫緊の課題であります。マイナスイメージの空き家ですけれども、と

ころによっては空き家を有効活用し、地域活性につなげている事例もあるようです。東御市におけ

る空き家の有効活用について問います。 

 まず前回の３月議会、それから午前中同僚議員の方から海野宿関係で質問がございましたけれど

も、改めて東御市の空き家の現況をお尋ねいたします。また、あわせまして空き家バンクの利用状

況もお尋ねいたします。 

 前述しましたが、最近空き家を移住者の居住先として利用するほか、空き家、空き店舗を地域資

源として有効活用している事例が多いように感じております。東御市でもそのような事例は増えて

おるのでしょうか。また、こうした空き家を活用しての地域おこしは今後増えていくと思われます。

空き家対策としても有効だとは感じますけれども、市としても補助金等の支援を考え、促進しては

いかがでしょうか。 

 以上、空き家の有効活用について質問させていただきます。 

 以上、３項目の質問についてご答弁をください。お願いします。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 受付番号12、田中信寿議員の東御市における就農者の増加策のご

質問につきましてお答えいたします。 

 １点目の東御市における就農者の現状はどうかについてですが、最初に市における農家数、農業

労働力の状況は、2015年、平成27年でございますけれども、「農林業センサス」によりますと、農

家戸数が2,369戸、担い手農業者である基幹的農業従事者数は1,557人となっており、５年前の前回

調査と比べ農家戸数で178戸の減、率にしてマイナス7.5％、基幹的農業従事者数で91人の減、率に

してマイナス5.8％となっております。 
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 次に、農業従事者数の年齢構成は、基幹的農業従事者1,557人のうち29歳以下は11人で構成比0.

7％、30歳から59歳が216人で13.9％、60歳以上の方が1,330人で85.4％となっており、５年前の前

回調査より60歳以上の方の割合が1.8ポイント増加し、基幹的農業従事者の減少と高齢化が同時に

進行しています。 

 次に、近年の新規就農の希望者数と定着率についてですが、新規就農を希望する方の相談は随時

受け付けており、平成28年度に市の農業農村支援センターにあった相談件数は31件でした。27年度

は16件、26年度は18件ですので、件数は増加傾向にあります。また定着率は、平成11年度に旧東部

町が本格的に新規就農者を受け入れ始めてから昨年度までに市が把握している累計人数は54人と

なっております。このうち諸事情により離農された方が５人おりますので、定着率は90.7％となっ

ております。 

 ２点目の就農者確保について、どのような対策をとっているのかについては、市では新規就農を

希望する方の窓口として、農業農村支援センターにおいて相談や面談などを実施しています。希望

者は電話やメール、また来庁の場合もあり、相談の際に就農者の支援として主に次の支援制度を案

内しております。 

 １つ目は、営農技術等に関する研修で、県の農業大学校などの研修、市内農家での里親による研

修制度を紹介して、これまで多くの方が里親研修を受け、就農しています。 

 ２つ目は、研修期間中の住居対策としてサンファーム内の就農トレーニングセンターを提供し、

安価な負担で利用できる施設となっています。また就農者住宅を寺坂に５戸用意しており、就農の

初期段階での住居面も支援しております。 

 ３つ目は、研修中の資金で、国の農業次世代人材投資事業が、昔の名前でいいますと青年就農給

付金でございますけれども、の制度により、45歳未満で就農計画の認定を受けるなどの一定の条件

を満たす方に、研修中及び就農初期に給付金が支給されるもので、昨年度は個人11人、夫婦７組の

方が本制度を利用しております。 

 ４つ目は、就農初期の営農活動に必要な資材の確保について、市では苗木購入費用や農地賃借料

等の補助制度があり、また県の制度としては就農前の研修中に行う果樹経営に係る樹園地整備の費

用等の補助もありますので、各自が自分の就農内容に合う補助制度を選択し、利用しております。 

 続きまして、受付番号13、田中信寿議員のクルミ生産の振興についてのご質問についてお答えい

たします。 

 まず１点目の栽培面積、本数の現状はどうかについてですが、市内のクルミ栽培の実態につきま

しては、平成18年度に日本くるみ会議が実態調査を行った際に、市内で4,416本の栽培が確認され

ていますが、栽培面積については把握しておりません。調査時以降に苗木の定植数も徐々に増えて

いることから、栽培本数は増加しているものと認識しております。本年度は日本くるみ会議とクル

ミのブランド化に関する研究協定を提携している東京農工大学との協同で、クルミの栽培本数と面

積の調査を実施し、実態を把握したいと考えております。 
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 次に、２点目の６次産業化への取り組みはどうかについてですが、クルミを使ったお菓子、みそ

などの加工品については、生産者や農業者団体、企業等で販売を行っているところです。現在、東

御市雇用創造協議会では、クルミを使った新商品の開発を進めています。技術的な課題などが解決

され、新商品が開発された場合は広く関係者の皆様に紹介してまいります。 

 ３点目の収穫後の出荷体制についてですが、クルミの天日乾燥が十分にできないといった状況へ

の対応については、生産者や生産者団体はもとより、流通、加工業者と一体となって対策を研究し、

クルミ産地として品質の高いクルミ生産量拡大と消費者への安定供給体制を整えてまいります。 

 ４点目のクルミ黒斑細菌病の防除の進捗状況についてですが、昨年度から生産者を対象とした講

習会などの啓発活動に努めたことにより、防除への関心が高まりつつあります。またアメリカシロ

ヒトリ等の病虫駆除を委嘱している皆様の協力を得て、本年度から薬剤散布をお願いしております

ので、利用促進に向けた周知を図ってまいります。 

 次に、クルミとリンゴに共通して感染する炭疽病の防除についてですが、炭疽病などの防除に使

用するボルドー液には３種類あり、それぞれ農薬取締法で使用できる作物が指定されています。こ

のうちクルミに使用できるＩＣボルドー66Ｄは、クルミ黒斑細菌病と炭疽病への使用が認められ、

効果もありますが、リンゴに使用できるＩＣボルドー412は炭疽病への使用は認められておらず、

防除薬としてはオーソサイドなどの殺菌剤が認められています。 

 また、リンゴとくるみが感染するおそれのある圃場間の距離に関しましては、現在のところは明

確な基準はございません。こうしたことからクルミの黒斑細菌病や炭疽病の防除を徹底することは、

炭疽病のリンゴへの感染予防にもなるため、この点を含めて生産者の理解を得ながら、県の関係部

局やＪＡなどと連携をして周知徹底を図ってまいります。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 受付番号14、田中信寿議員の空き家の有効活用についてのご質問につ

きましてお答えをいたします。 

 １点目の市内の空き家の現況はどうか、また空き家バンクの利用状況はでございますが、平成27

年５月に空き家等対策の推進に関する特別措置法が全面施行され、市におきましても平成27年度に

空き家等実態調査を実施し、１年以上出入りしていない住宅等を対象とした空き家についての実態

調査を行いました。その結果、市内全体の空き家と思われる建物は446件でありました。 

 空き家バンクの利用状況につきましては、平成29年５月末現在の数字で申しますが、空き家バン

クを始めました平成23年度からの累計数で空き家登録件数が98件、そのうち賃貸、売買契約が成立

した件数は53件となっております。また平成29年５月末現在の登録件数は20件でございまして、そ

のうち相談中が１件、契約の手続き中が２件となっております。 

 続きまして、２点目の空き家を移住者の居住先として利用するほか、空き家や空き店舗を地域資

源として有効活用している事例があるが、東御市ではどうかでございますが、件数の把握はしてお

りませんが、市内で地域資源として活用されている条例は幾つか承知しております。例えば滋野地
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区のしげの里づくりの会が設置、運営する地域住民の交流施設「おらちのえんがわ」につきまして

は、ＪＡ滋野店の空き店舗を活用したもの、海野宿にございますＩＴ関連企業が開設したコワーキ

ングスペースも空き店舗を活用したもの、同じく海野宿にございます市の宿泊施設「うんのわ」に

つきましては明治時代の古民家を活用したものでございます。また東御市商工会の事務所は空き店

舗を活用したもので、そこにはコワーキングスペースも併設してございます。 

 最後に、３点目の空き家を活用しての地域おこしについて市としても補助金等の支援を考え、促

進を図ってはどうかでございますが、空き家を活用しての地域おこしとしましては先ほど滋野地区

のしげの里づくりの会が空き店舗を活用した事例を申し上げました。この事業につきましては、県

の元気づくり支援金と市の小学校区単位の地域づくり活動等推進交付金を活用しております。今後

ともこれら既存の補助金や市の地域づくり活動補助金等を活用いただくとともに、小学校区単位の

地域づくり組織の活動支援を通じて、空き家を活用した地域おこし活動の促進を図ってまいりたい

と考えております。 

 また、空き家の利活用を円滑に促進していくには、まずは空き家に対する地域課題を地域で共有

していただいた上で、地域と行政が協働した取り組みをしていくことが必要であると考えておりま

す。 

○議長（依田俊良君） 田中信寿君。 

○１番（田中信寿君） それぞれにご答弁をいただきました。これよりは一問一答にて進めさせて

いただきます。 

 まず東御市における就農者の増加策についての再質問を行います。 

 ただいまのご答弁により、東御市における就農者の現状として農家戸数全体、また担い手農業者

である基幹的農業従事者数ともに減少をたどっていることが予想どおり確認できました。更に農業

従事者の高齢化もますます進んでいるようであります。 

 その反面、新規就農者は増加傾向であり、定着率も高いようであります。このことは就農者の減

少、高齢化は既存の農家の後継者が農業を継がない、いわゆる親元就農を選択しないことやサラ

リーマン定年後も帰農しない人が増加しているからだといえるのではないでしょうか。農業に魅力

を感じる新規就農者が増える一方、既存の農家の後継者が農業から離れて原因は何かお尋ねをいた

します。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 農家の後継者が農業から離れていく原因は何かについてでござい

ますけれども、個々様々な事情がございますが、その１つといたしまして景気の変動や異常気象な

ど、やはり営農環境の厳しさを実感している農家の後継者の皆様が、未来に対して不安も含めてい

ろいろな考えを持っているのではないかと思われます。このほか地域の担い手農家に対する農地の

利用集積が進んだ結果、小規模農家として継続するよりも大きな農家へ農地を任せるという考え方

が増えていることも考えられます。 
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○議長（依田俊良君） 田中信寿君。 

○１番（田中信寿君） 私も兼業農家の後継者でございまして、営農環境の厳しさを実感している

農家の後継者が農業に対する未来への不安がある、まさしく実感であります。 

 兼業農家等の小規模農家が大きな農家に農地を任せたいという考えも、先のような理由で農業に

魅力を感じないことが大きな理由だとは思っております。 

 先ほどご答弁いただいた中で、近年地域の担い手農家に対する農地の利用集積が進んだとありま

すけれども、その反面なかなか農地集約が進まないとの声も聞こえてまいります。現在、東御市の

農地集約の状況はいかがでしょうか。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 市の農地集約の状況でございますけれども、平成28年度末の実績

では448.2ヘクタールの農地について利用権を設定して、農地の集約をしております。例えば10年

前と比較いたしますと190ヘクタールの増となっております。なかなか農地集約が進まないとの声

があるとのことですが、市としましては地域の実情に合った相談に応じながら、農地保全のため主

に担い手農家へ農地を集約しているところでございます。 

○議長（依田俊良君） 田中信寿君。 

○１番（田中信寿君） 増えているということで、いいことだなと思います。農地集約に関しまし

ては、関係部局で鋭意努力されていると存じております。良好な農地確保のために大切な施策です

ので、効果が上がるよう取り組んでいただきたいと思います。 

 また、農地集約が進む中で、受け手の担い手農家より、これ以上は手が回らないといった声も聞

いております。東御市でも中山間地で小規模農家が多いところは、担い手農家の数以上に借りてほ

しいという小規模農家や兼業農家、あるいは高齢となり農業を続けることが困難な人が多いからだ

と感じます。言いかえますと、まだまだ兼業農家や定年帰農した小規模農家が圧倒的に多いともい

えると思います。 

 そこで就農確保の対策についてでありますけれども、先ほどご答弁いただきましたが、どうも新

規就農者に対する支援が主であるように感じます。まだまだ数の多い兼業農家の後継者による親元

就農や定年帰農に対する支援はどのようになっているのでしょうか、お聞きいたします。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 親元就農や定年帰農者に対する支援はどのように行っているのか

についてですが、親元就農や定年帰農者の方々は、営農活動を始めるための農地や作業機械、資材

等もある程度継承することができ、資金面や営農技能についても一定水準にあることが期待される

など、新規就農者より有利な点があると考えられます。このようなことから親元就農や定年帰農者

の皆様には、地域の担い手農家となっていただきたく、認定農業者制度の活用をご案内しておりま

す。 

 認定農業者制度は、営農活動の効率化や多角経営などを目指すため、５年間の営農計画を立てて
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いただき、計画は市が認定するものであります。認定後は計画の達成に必要な資金等について、長

期かつ低利の融資を利用することができるほか、各種農業施策の受け手ともなれるなど、優遇され

ますので、制度活用は大きな支援になるものと考えております。 

 このほか就農に関する相談窓口として、個別の相談のみならず集落全体で営農活動を組織化した

いなど、団体的な相談にもきめ細かく対応するよう努めてまいります。 

○議長（依田俊良君） 田中信寿君。 

○１番（田中信寿君） ただいまのご答弁によりますと、親元就農や定年帰農者が支援を受けるポ

イントとして、認定農業者となることが１つの大きな条件とのことです。やる気のある担い手農家

を増やしていくことがこれからの農業振興に寄与するということは、私も同感でございます。であ

るからこそ兼業農家の後継者や小規模農家、担い手農家になろうと、そういう元気を出すように農

業に対するモチベーションを上げていくために、もう一歩踏み込んだ支援策も必要ではないかと思

います。 

 お手元の資料ですけれども、一例として栃木県那須町の農業後継者支援事業を紹介させていただ

きました。２枚目にございます。こちらですが旧青年就農給付金の対象とならない後継者を対象と

したもので、比較的厚い補助があるようです。参考にしていただければ幸いです。 

 また、こうした本格的な農業者、あるいはそれを目指す方ももちろんですけれども、ここまでで

はなくてもできる範囲で先祖伝来の田畑、懸命に田畑をつくっている農家が多くの農地を守ってい

るのが現実でございます。こうした農家がモチベーションを失わないような施策も必要と感じます

が、市の見解はいかがでしょうか。ご答弁をお願いいたします。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 農家がモチベーションを下げないための施策については、全国的

に見ましてもその地域の実情により様々な取り組みがなされております。市としましては、認定農

業者の育成を進めることと同時に、兼業農家の後継者や小規模農家が地域の担い手農家になること

につながる効果的な施策は何かについて、先進事例や農家の皆様にご相談をお伺いすることにより、

必要な施策について引き続き研究してまいります。 

○議長（依田俊良君） 田中信寿君。 

○１番（田中信寿君） まだまだ認定農業者以外の農家さん、就農者の方々も東御市の農業の大切

な担い手でございます。親元就農への支援というのは、就農支援策の空白地帯とも言われておるよ

うです。必要かつ十分な支援を望むものであります。 

 それでは、続きましてクルミ生産の振興についての再質問を行います。 

 まず栽培面積、本数の現状で平成18年度は4,416本ということですけれども、１つのデータとし

て平成26年度の「農業センサス」の調査で、本数が3,022本と18年度に比べて1,400本弱という結果

もあるようです。そういうことでありますけれども、私の感覚としては昨年度は調査をしていない

ということですけれども、最近新しい圃場も増えまして増加しているように感じておるところでご
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ざいます。 

 クルミブランド化を推進していく上で、日本一の本数は欠かせません。それを維持していくため

にも新規の植えつけと実態の把握は重要であると感じます。本年度は実態調査を実施するというこ

とですけれども、来年度以降の実施、実態把握や対応はどうなりますでしょうか、お聞きいたしま

す。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 来年度以降の実態調査などの対応についてでございますけれども、

昨年度から苗木の販売時に苗木を定植する場所、本数について購入者から申告してもらうことに

なっております。このことにより年度ごとに新植された苗木の本数と場所、種類の情報を集約する

ことができます。今後はこの情報を本年度の調査結果に追加して再審の実態を把握するとともに、

一定期間ごとに現地調査を行って、データの補正を行ってまいります。 

 また、整理しましたデータにつきましては、収穫量の予測や販売、栽培などに関する計画にも役

立つものと考えておりますので、活用してまいりたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 田中信寿君。 

○１番（田中信寿君） 正確な実態調査は、病害防除や収穫量の予想をする上で大変重要だと思い

ます。ぜひ定期的に実施していただきまして、正確なデータの収集を望むところでございます。 

 また、こうした情報をしっかりと生産者へフィードバックすることで、収穫量の増加、それから

品質の向上につながると思います。そちらの対応はいかがでしょうか。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 生産者への情報のフィードバックについてですが、把握したデー

タは生産者やＪＡなどの関係者間で情報の共有を図るとともに、収集したデータにつきましては

マッピングするなど、生産振興に役立ててまいります。 

○議長（依田俊良君） 田中信寿君。 

○１番（田中信寿君） 生産者にとってもそれらの情報は大変貴重な情報となりますので、速やか

でわかりやすく活用ができる方法でのフィードバックを期待申し上げます。 

 さて、クルミですけれども、生食用のブドウ、リンゴと違いまして、ほとんど生食用に回りませ

ん。もともと加工しての利用が主となっておりますけれども、さらなる販売、消費拡大には６次化

がポイントとなると思います。既に様々な取り組みがされているようですけれども、更に研究を重

ねられ、商品化して販売実績に向上を図られたく思います。 

 また、現在は実だけではなく殻も様々な分野で活用されていますが、その点での取り組みはいか

がでしょうか。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） クルミの殻の実用例でございますけれども、工業製品の研磨、ま

たガーデニングやハンドクラフトなどのアクセサリーなど、多岐にわたり利用されているのが実例
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です。今後クルミを活用しました６次化産業を推進する中で、そのような実例も踏まえまして、有

効な活用方法について研究をしてまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（依田俊良君） 田中信寿君。 

○１番（田中信寿君） クルミのすべてを活用できるようになりますと、また更にブランドとして

の価値が上がると思いますので、こちらもどんどん推進していただきたいと思います。 

 出荷体制、病害防除につきましてですけれども、生産者やＪＡ関係者などと十分に協議、連携を

行っていただきまして、必要な広報、設備投資などをスピード感を持って取り組んでいただきたい

と思います。特に先ほど申し上げましたけれども、生産者より要望のあった乾燥施設については、

該当する補助金等の活用を図るなどして、早めに対応されることを望みます。 

 また、炭疽病に関しましては、リンゴ生産者に対しても必要な連絡、指導をしっかりと望みます。 

 以上でクルミ生産の振興についての質問を終わります。 

 続きまして、空き家の有効利用についての再質問をさせていただきます。 

 まず、平成27年度に空き家等実態調査での市内全域の空き家と思われる建物は446件というお答

えでした。そこでもう少し詳しくお聞きいたします。この446件という空き家の数ですけれども、

東御市の総戸数に対する比率はどのくらいでしょうか。また、それは全国、あるいは県平均と比べ

てどのような状況でしょうか。 

 これは私の主観ですけれども、市内の空き家、あるいは空き家候補は年々増加しているように感

じます。近年の増加率はどのような状況となっておりますでしょうか。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 空き家の比率等の状況についてというご質問でございます。 

 東御市の先ほど申し上げました446件という空き家の数でございますが、これにつきましては平

成27年度に市独自の調査方法で行ったものでございまして、先ほど申しました１年以上出入りして

いない住宅、そして倉庫、物置、店舗等を対象としたものでございます。平成28年版の東御市の統

計における住宅と事務所・店舗の棟数の合計に対する割合は3.5％という形になります。一方、全

国、県との比較につきましては、調査対象となる建物等の条件が異なりますので、同じ条件での比

較はできませんが、総務省が５年ごとに行っております全国調査であります住宅土地統計調査によ

りますと、平成25年の調査で総住宅数に占める空き家の割合は、全国では13.5％、長野県では19.

8％、東御市では15.7％となっておりまして、全国よりは高いものの長野県の空き家率よりは低い

状況ということでございます。 

 次に、近年の増加率でございますが、前回調査の平成20年と比べますと、全国は0.4ポイント増、

長野県は0.5ポイント増、東御市については0.5ポイント減となっております。東御市の減少につき

ましては、別荘等の空き家や賃貸用の空き家が減少したことによるものでありまして、転勤や入院

などのため長期にわたって不在となる空き家は逆に増加している状況でございました。 

○議長（依田俊良君） 田中信寿君。 
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○１番（田中信寿君） 対策をとる上で現状の掌握は大切です。今後も引き続き調査の継続を望み

ます。 

 増加率については0.5％の減少ということです。いずれにしろ減少ということはいいことだと思

いますけれども、ただ、管理されていない長期不在の空き家は増えているとのことでしたので、こ

の部分が最も課題となるところではないでしょうか。 

 次に、空き家バンクの利用状況についてですけれども、現在20件の登録件数とのことであります

が、先ほどの空き家件数に対し約4.5％であります。もう少し件数が欲しいようにも思われますが、

空き家バンクとして機能しているといえる状況でしょうか。 

 また空き家バンクの運営については、全国的にうまく機能していないという自治体も多いようで

すけれども、東御市においてはいかがでしょうか。また仮に機能していないとすれば、その原因は

何でしょうか、お聞かせください。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 空き家バンクは機能しているかという件につきましては、実際に私ど

も使っている中では機能しているというふうに感じておるところでありますが、空き家と思われる

建物の件数が全体に占める登録件数が少ないということにつきましては、空き家を売買または賃貸

する意向がない所有者が多いことが１つの要因と考えております。そういったふうに所有者の方が

考える理由といたしましては、登録することで空き家だということが世間に知られてしまうという

こと、また家財等片づけるのが大変であるということ、また将来使うかもしれないので手放してよ

いか迷っている、更に制度を知らないといった様々なケースが考えられます。そのため今後とも空

き家バンク制度の積極的な周知が必要と考えております。 

○議長（依田俊良君） 田中信寿君。 

○１番（田中信寿君） 登録件数が増えない原因として、所有者個々の事情が影響していることは

理解できました。積極的な周知という面では、ホームページへ広報への掲載のほか、固定資産税の

納税通知書に案内を同封しているところもあって、当市でもこちら実施されているようですけれど

も、ちょっとお借りしてきましたが、それがこちらですが、もう少し、もうちょっと大きくして内

容をわかりやすく、フローチャート式にするとかして、もうちょっと見やすく、それから登録への

安心感を出すとか、そういう工夫も必要かなと思います。 

 ちょっと手元に、ある調査で空き家バンクについての調査をした集計もあるんですけれども、

やっぱりここに載っている中では、この固定資産税納入通知書に案内を同封するということは、い

い方法だというふうになっています。そのほかＣＡＴＶとか庁内放送、こちらの方も利用している

ところもあるようなので、こちらの方もご参考にしてください。 

 空き家バンクがますます有効活用することを望むものでありますけれども、これ自治体によって

はリフォーム補助などのサポートつきで空き家バンクを運営して、活性化している例もあるようで

す。今の同じ資料ですけれども、空き家バンクを活用するメリットという、ちょっと集計がありま
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して、この中でやっぱり高いのは改修リフォーム、解体サポートなどの補助金がつくということが

メリットとしていいという結果が出ております。 

 また、すぐに住める物件ならば持ち主の同意を得まして、ショートステイによるお試し移住など

の工夫をして、空き家バンクの運営を活性化させてはどうかと提言させていただきます。 

 さて、空き家や空き店舗を地域資源として有効活用している事例を幾つかご紹介いただきました

けれども、私の地元の田沢区でも地元有志による空き家の活用がこれから始まろうとしております。

こうした動きはこれからますます増加していくことと予想されます。こうした活動に市からの適切

なサポートが望まれるところであります。先ほどのご答弁では、県の元気づくり支援金、あるいは

市の小学校区単位の地域づくり支援金を利用してとありました。これら既存の支援金、補助金の活

用はもちろんですけれども、より空き家の活用を推進するためには新たな補助金制度を検討される

ことも必要だと私は感じます。 

 ご参考までに、岐阜県恵那市で空き家改修補助制度という制度がありまして、これは空き家、先

ほども申し上げましたけれども空き家バンクと連携して運営している事例でございます。資料の一

番最後、４枚目にリーフレットをつけておきましたので、参考にしていただきたいと思います。補

助対象改修の２分の１、最大100万円までを補助するという結構厚い事業になっておりますけれど

も、こちらの方もあるようです。 

 また、東御市においては、平成23年から24年にかけまして、住宅リフォーム工事補助金という制

度を行っておりました。これは10万円以上のリフォーム工事に工事費の20％、上限20万円までを補

助するというものでしたけれども、これ利用もかなり多かったというふうにお聞きしております。

この制度をアレンジしまして、補助金制度を検討されてはと提言させていただきます。 

 また、小学校区単位の地域づくりの組織の活動支援を通じて、空き家を活用した地域おこし活動

の促進を図ってまいりたい、空き家の利活用を円滑に促進していくには、まず空き家に対する地域

課題を地域で共有していただいた上で、地域と行政が協働した取り組みをしていくことが必要とい

うご答弁もありました。住民自らが地域課題を発見し、向き合い、解決に向け考え、行動すること

は自助、共助の面からも大事です。往々にして行政からの発案ではなく、地域自らの発案による行

動はよい結果が伴うものです。その上で住民だけでは解決できない、例えば地域で行う空き家対策

の課題解決に必要な専門的見地を持った人材の派遣ですとか、また、こういったものを活用しての

イベント時の広告宣伝だとか広報を伴う支援など、行政の力添えが必要な場合もあると思います。 

 このほど市では、空き家等対策協議会を立ち上げ、空き家対策計画を策定する予定ですけれども、

この協議会では地域資源としての空き家の有効利用についても検討されていくのでしょうか、お尋

ねいたします。 

○議長（依田俊良君） 都市整備部長。 

○都市整備部長（寺島 尊君） 田中信寿議員の再質問でございます。空き家等対策協議会では、

地域資源としての空き家の有効活用についても検討されるのかということでございますけれども、
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空き家等対策計画は、空き家等に関する対策を総合的、かつ計画的に実施するため、市の対策を示

すものでございまして、空き家等対策協議会条例に基づき立ち上げました。協議会での意見を踏ま

えて作成してまいります。 

 この計画で定める事項の１つとして、空き家等の利用の促進に関する事項がございますので、空

き家等の利活用の方向性についても検討してまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 田中信寿君。 

○１番（田中信寿君） 空き家等対策協議会より、市内の空き家が１件でも減りまして、また地域

資源として有効活用されることを望みます。 

 ご存じの方も多いかなとは思うのですが、四国の徳島県に神山町という山里の町があります。徳

島県では、以前から山間地域にも全域光ファイバー網が整備されておりまして、どこでもＩＣＴイ

ンフラが使えますけれども、神山町はそれと空き家を活用して、ＩＴベンチャー企業９社を誘致し

まして、移住定住、また地域の新規雇用にもつなげております。現在も古民家リノベーションによ

る社会資本の形成という施策のもと、市で改修しました古民家に企業を誘致しまして、将来、まち

を将来世代につなぐテナント入居募集という事業を行っております。空き家を活用した事業として

全国でも注目の事業のようです。 

 空き家は決して厄介ものではなく、地域資源だと思います。市におかれましては広い視野で空き

家対策を推進されることを期待いたします。 

 以上で私の一般質問を閉じます。 

○議長（依田俊良君） 受付番号15 雷電生誕250年への取り組みについて、受付番号16 健康づ

くりへの取り組み状況について、受付番号17 奨学金制度について。若林幹雄君。 

 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） 皆さん、こんにちは。議員番号10番、太陽の会の若林幹雄でございます。 

 本日の一般質問、私で５人目でございます。今日は何とこれからあと、お２人の質問が予定され

ております。午後になってお疲れのことかと思いますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。 

 今回、一般質問に立たれる議員さんは全部で13名と聞いています。今日が７名、明日は６名とい

うことです。議長は質問できませんから、これは議長を除く全部の議員さんの81％ということにな

ります。私も議員になって今年で９年目になりますけれども、これだけ大勢の皆さんが一般質問に

立たれるということは初めてでございます。３月議会においては、15名の議員さんが一般質問２立

たれました。今、議会活性化ということが大きな課題になっています。そういった点から見まして

も非常に喜ばしいことだと思っています。私は議会活性化調査研究委員会の委員長を承っておりま

すけれども、質問に立たれました議員さんに敬意を表しいたします。 

 さて、今回の私の質問は３つでございます。まず第１に雷電生誕250年への取り組みについてで

ございます。これは今までお２人の議員さんがこの12月議会、３月議会という中で質問されており

ましたけれども、より具体的になったところで、更に質問しようと思います。第２に、健康づくり
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の取り組みの状況についてであります。第３に、奨学金制度についてであります。 

 さて、今年は雷電生誕250年に当たりまして、現在、様々な取り組みが行われています。大相撲

５月場所における郷土力士、御嶽海の活躍もありまして、今、相撲人気はかつてなく高まっていま

す。私も毎日御嶽海の取り組みをテレビで見ていましたし、所用で見なかったときにはネット配信

で勝敗を確認していました。多くの皆さんが関心を持ってご覧になっていたのではないでしょうか。 

 こうした中で、雷電生誕250年は東御市を売り出す絶好の機会でもあります。しかし多くの市民

の皆さんの中には、雷電記念行事への認知度はいまひとつではないかなというふうに思っています。

私は今回の取り組みは大きな成果を上げることを願って、まず２つの点について質問いたします。 

 第１に、雷電生誕250年事業の狙いと具体的な事業計画についてお尋ねいたします。 

 第２に、これまでの取り組みについて、どのような評価をされ、課題についてはどのような認識

を持っておられるのでしょうか。 

 次に、健康づくりについてお尋ねいたします。 

 東御市は市民の健康づくりについて、重点課題としてこれまでにも熱心に取り組んでこられまし

た。健康で長生きしたいというのは、市民共通の願いであります。また増え続ける医療費対策とし

ても喫緊の課題となっています。そこで２点にわたってお尋ねします。 

 第１に、市民の健康づくりへの取り組みについてお尋ねいたします。そうした中で、どのような

具体的な成果が上がってきているのでしょうか。 

 第２に、そういった取り組みの一方で、市民の１人当たり医療費は右肩上がりとなっています。

こうした中で課題はないのでしょうか。 

 ３点目に、奨学金制度についてお尋ねいたします。 

 現在、東御市には医学生奨学金制度があります。この制度ができた平成20年当時は上田産院も存

続の有無が検討されていたこともありまして、お産のできる病院が決定的に不足していました。妊

娠がわかった時点でいち早く病院に分娩の予約を入れないと、産む病院が見つからないというよう

な危機的な状態にありました。こうした中で花岡市長は、お産のできるまちを公約に掲げ、産科医

師の確保と助産所の建設を１期目の公約として掲げていました。同時に医師確保のためには、市と

して医師を育てることが必要だとして、市長肝いりで医学生の奨学金制度を創設されました。当時

はまだ県の制度も整っておらず、先進的な取り組みだったと思います。 

 この制度については、私もその創建かかわった者として思い出深いものがあります。しかしあれ

から９年たち、助産所も建設され、上田地域におけるお産をめぐる状況は大きく改善されてきてい

ます。そこで３点にわたって、質問いたします。 

 第１に、医学生奨学金貸付制度の内容と、現在までの取り組み状況についてお尋ねいたします。

途中で辞退される方も出てきていると聞いています。実態はいかがでしょうか。 

 第２に、これまでの取り組みの成果と課題について、どのような認識をお持ちでしょうか。 

 第３に、新たに高校生向けに給付型の奨学金制度を創設するお考えはないのでしょうか。 
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 以上が最初の質問でございます。簡潔な答弁を求めます。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 受付番号15、若林幹雄議員の雷電生誕250年への取り組みについての

ご質問につきましてお答えいたします。 

 １点目の雷電生誕250年記念事業の狙いと具体的な事業計画についてでございます。天下無双と

称されました力士雷電為右衛門は、明和４年、1767年１月、現在の滋野の大石に生まれました。今

年生誕250年を迎えたところでございます。250年という大きな節目を迎えるに当たりまして、力士

雷電の相撲の業績や足跡のみならず、その人物像や当時の社会的、文化的な背景の解釈などを改め

て顕彰するとともに、本市の誇りとして市内外へ周知することを目的に、雷電生家管理委員会、し

げの里づくりの会、地元大石区などの関係者による実行委員会を昨年度立ち上げ、記念事業等を計

画したところでございます。 

 生誕250周年記念事業の主な事業内容を申し上げますと、既に終了しましたが、２月26日には記

念式典を開催し、あわせて日本相撲協会相撲博物館の土屋喜敬学芸員による講演会を行いました。

５月25日には、雷電生誕250年祭in銀座ＮＡＧＡＮＯを開催しまして、東御市食材の食事と雷電に

関するトークショーなどのイベントを開催したところでございます。 

 また、解説パンフレットの発行や「市報とうみ」２月号で特集記事を組むなど、雷電の足跡を市

内外にＰＲしたところでございます。 

 今後、実施予定の事業としましては、７月29日から９月24日に丸山晩霞記念館で開催する「スー

パースター雷電と浮世絵で見る江戸時代展」、８月５日の雷電祭りでは、パワーアップした子ども

相撲大会と雷電特別企画の準備を進めております。また11月11日には、「どんどこ巨大紙相撲大

会」という楽しい催しも計画しているところでございます。 

 更に実行委員会の計画とは別に、公民館や図書館での雷電関連の講演会や史跡めぐり、学校での

雷電に関係する総合的学習なども計画されております。 

 ２点目のこれまでの取り組みの評価と課題についてでございます。記念式典には400人という大

勢のご来場をいただきましたし、発行したパンフレットや市報の特集記事に対しても好評をいただ

いております。雷電の功績を再認識するよい機会となっていると考えておるところでございます。 

 また、これを機に地域においては、雷電生家管理委員会によるホームページの開設やしげの里づ

くりの会による雷電関連史跡の案内看板の設置が行われるなど、雷電をキーワードにした地域おこ

しが盛り上がりつつあると感じております。 

 今後の課題といたしまして、１つ目に、生誕250年を機に始まった地域おこし活動を一過性のも

ので終わらせないということでございます。そのためにはこれらの取り組みをどのように継続し、

発展させていくか、地域の皆さんでのご議論をお願いしたいと存じます。 

 ２つ目に、雷電の認知度を更に高めるとともに、東御市出身のスーパースターとして全国にＰＲ

していくということです。そのためには関係機関、団体との連携、また関係の深い松江市、佐倉市、
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小諸市などとの連携を深めることが必要であり、取り組むべき課題であると考えております。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 受付番号16、若林幹雄議員の健康づくりへの取り組み状況につい

てのご質問にお答えいたします。 

 １点目の健康づくりへの取り組みの現状と、どのような成果が上がっているのかの質問でござい

ます。健康づくりへの取り組みの現状につきましては、平成19年に東御市健康づくり宣言を行い、

自らの健康は自らつくることを基本に、第２次東御市健康づくり計画、「健康とうみ21」を基幹計

画として位置づけ、多くの事業を展開しております。今回は主な４つの事業の成果についてご報告

をさせていただきたいと思います。 

 １つ目につきましては、今年度で４年目を迎えました健康マイレージ事業のずくだすポイント

キャンペーンにおける取り組みでございます。ずくだすカードの配付枚数及びポイント達成者数は、

毎年増加しており、昨年は17歳から92歳までの幅広い年代の皆様に参加をいただきました。多くの

皆様の健康づくりに対する意識の高まりが成果としてあらわれてきていると感じているところでご

ざいます。 

 ２つ目は、チャレンジデーにおける取り組みでございます。住民総参加型のスポーツイベントと

して、体を動かすきっかけづくりを目的に多くの皆様にご参加をいただき、年々参加者が増えてき

てございます。本年度の参加率については61.5％ということで、惜しくも勝敗については敗れてし

まいましたけれども、多くの皆様に参加をいただいているところでございます。 

 次に、３つ目でございますけれども、国民健康保険加入者の特定健診の受診率向上に関する取り

組みでございます。受診率は５年間で6.8ポイントほど向上して27年度は45.4％、また特定保健指

導実施率は65.4％となっております。 

 ４つ目は、28年度から新たに開始した国民健康保険加入者を対象とした５地区単位の特定健診の

結果をもとにした健康課題の分析の取り組みでございます。健康課題と、その予防についての報告

会を通して、ご自身で、地域で、健康に関心を持っていただくことを目的に、５地区で開催をいた

しました。 

 次に、２点目の市民の１人当たりの医療費は右肩上がりとなっているが、課題はないのかの質問

でございます。市の国民健康保険の１人当たりの医療費は、５年前の23年度と昨年度の実績見込み

対比で21.4％の増となっております。増加の要因につきましては、従前からの１人当たりの受診件

数の伸び、それに加えまして医療の高度化と高額化ということが考えられてございます。医療費の

状況を見ますと、通院に対し入院は件数にして2.7％と少ないものの、費用額につきましては全体

の51％を占めております。また医療費が高額になっている被保険者は、60歳以上の高い年齢層が多

い状況にございます。したがって医療費抑制のためには、早期受診や重症化予防とあわせ、普段か

らの健康づくりが重要と考えてございます。この普段からの健康づくりにおける課題につきまして

は、医療機関に受診する前の予防段階における取り組みが挙げられます。 
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 市民の皆様一人ひとりが主体的に、健康づくりに取り組む機運を高めるため、食生活の見直し、

適度な運動、禁煙や生活習慣改善などを題材とした講演会や運動教室を開催しており、市民の皆様

が意識の向上に向けて主体的に取り組むことが重要であると考えております。先ほど４つの主な事

業の成果について申し上げましたけれども、今後もこれらの事業について、根気強くきっかけづく

りを行い、市民の皆様全体の健康の向上を目指すことが、ひいては医療費の伸びの課題に対応でき

る１つの方向であると考えてございます。 

 続きまして、受付番号17 奨学金制度についての質問にお答えいたします。 

 １点目の医学生等奨学金貸付制度の内容と、現在までの取り組み状況についての質問でございま

す。 

この制度は、市民病院における医師の確保と郷土の医療を支える人材の育成に寄与することを目的

に、将来市民病院等の医師として従事しようとする意思のある医学生に対して奨学金を貸し付ける

ものでございます。 

 これまで８名の方に貸し付けを行い、現在３名の方が在学中でございます。５名の方が医師免許

を取得し、この５名の皆様につきましては、臨床初期研修中の方が２名、また後期研修中の方が２

名いらっしゃいます。研究職を選択された方が１名となっておりまして、研究職を選ばれた方につ

いては、市民病院等に勤務することがかなわないとの理由で、返還を申し出られております。現在、

奨学金を返還いただいているところでございます。 

 続いて、２点目のこれまでの取り組みの成果と課題についてどのような認識を持っているのかの

質問でございます。 

 奨学生につきましては、まだ返還猶予期間中にございます。奨学金の目的の１つである市民病院

等に勤務する成果としては出てございませんけれども、４名の方が医師免許を取得され、医師免許

の取得を目指している学生も含めますと、もう一つの目的である郷土の医療を支える人材の育成に

ついては当面の成果としてあらわれているものと認識してございます。 

 課題としましては、平成26年度以降、新規の貸付希望がございません。今年度も今のところ申込

者がありませんで、引き続き周知を図ってまいっているところでございますけれども、長野県のほ

か、医療機関においても同様の奨学金制度が設置をされてきてございます。現状としてはそれら等

の見極めも必要になってくるものと考えてございます。 

 次に、３点目の高校生向けに新たな給付型奨学金制度を創設するお考えはないかとの質問でござ

います。 

 高校生向けの施策の中には国の制度として、生活保護制度の高等学校等の就学に必要な費用を支

給する生業扶助、それと国が高等学校等の授業料を負担し、家庭の経済的負担を軽減する高等学校

等就学支援金が支援制度として活用されている現状にございます。 

 また、県の制度におきましては、国公立高等学校に通う高校生等がいる低所得世帯を対象に、授

業料以外の教材費、学用品費、修学旅行費等の教育に必要な経費の負担を軽減する高校生等奨学給
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付金制度がございます。いずれも低所得世帯への福祉的支援及び教育の機会の均等に寄与すること

を目的として実施されている事業でございます。 

 市におきましては、このような国や県の既存の制度をご利用いただくよう周知を図るとともに、

必要な施策を総合的に検討を進めていきたいと、そのように考えてございます。 

○議長（依田俊良君） 会議の途中ですが、ここで15分間休憩します。 

休憩 午後 ２時３８分 

――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時５３分 

○議長（依田俊良君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） それでは最初の質問について、それぞれご回答をいただきました。それ

ではこれからは一問一答でお尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。 

 まず最初に、雷電生誕250年への取り組みについてでございます。 

 去る２月26日の記念式典には、私も参加させていただきました。当日はちょうど消防団の演奏会

と重なりまして、ちょっと心配したのですけれども、会場いっぱいの大勢の方が参加していただき

ました。地元の大石区の皆さんや滋野地区の皆さんはじめ市内全域から大勢の皆さんが参加されま

して、盛会となりました。 

 たまたまそのときに隣に座られた方が、いつも雷電の命日、２月11日に佐倉市でお会いする方と

ご一緒になりまして、わざわざ東京から新幹線で駆けつけてきたと、そんなお話を聞いてうれしく

なりました。 

 今、地元滋野でも雷電生誕250年を大いに祝おうということで、様々な取り組みが行われていま

す。ご回答にもありましたけれども、大石区の皆さんやしげの里づくりの会の皆さんが中心となり

まして、道の駅から雷電生家までのウォーキングルートを整備して、案内看板を設置したり、滋野

駅に雷電生誕の地という看板を設置しようと取り組んでいるところでございます。 

 そこで何点かちょっとお尋ねしたいと思いますが、ちょうど今、教育次長の方から、これからの

行事の内容についてお話がございました。７月29日から始まる「スーパースター雷電と浮世絵で見

る江戸時代展」、非常に興味深いものでございます。それから８月５日の雷電祭りでは、パワー

アップした子ども相撲大会と雷電特別企画、これも非常におもしろそうですね。それから11月のど

んどこ巨大紙相撲大会、この辺について多くの市民の皆さんも興味をそそるところではないかと思

います。内容について、もう少しご説明いただければありがたいと思います。 

 それからこの地域おこし、この活動を一過性のものに終わらせることなくということで、東御市

の出身のスーパースターとして全国にＰＲしていくということで、松江、佐倉、小諸などとの連携

を深めるというお話がございました。具体的に何か取り組みが進んでいるのでしょうか、お尋ねし

たいと思います。 
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○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 今後、行われる記念事業につきまして、主な内容をということでござ

います。 

 まず「スーパースター雷電と江戸時代展」につきましては、総展示数約80点という予定でおると

ころでございまして、雷電の遺品、刀、脇差し、化粧まわし、げたですとか日記、そういうものを

展示したいというふうに考えておりますし、また現役の関取に関する資料等も相撲人気に便乗して、

ちょっと展示をしてみようかなと、そんなことを考えております。 

 あと８月に行われます雷電祭りに関するものにつきましては、企画を今、進めているというとこ

ろでございまして、当日のお楽しみとさせていただきたいというふうに考えています。 

 あと、どんどこ巨大相撲につきましては、参加型イベントということで全国で展開されている大

きな紙相撲大会ということでありまして、長野県では今回が初めて開催されるということでありま

す。雷電にちなみまして、197センチの巨大な紙相撲を作成しまして、１チーム５名から８名程度

でチーム戦で戦うということで、チームをまた募集をしていきたいというふうに考えております。

大きな流れではそんなところで考えているところであります。 

 あと松江市、佐倉市、そういう市との連携のことにつきましてですけれども、現段階で連携を進

めていくことが大切であるというふうに考えておるところでありますけれども、具体的な内容につ

いては今後の課題とさせていただきたいというふうに思っております。 

○議長（依田俊良君） 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） いずれも楽しい催しになることを願っています。特に巨大紙相撲大会な

んてすごくおもしろそうで、実は里づくりの会の方でもみんなで参加しようではないかというよう

なお話もございました。ぜひいいものにしていただければと思っています。 

 さて、今回250年を機にして、市はすばらしいパンフレットをつくられました。ここに今日お持

ちしました。皆さんも既にご存じかと思いますが、皆さんご存じだと思います。何度も何度も推敲

を重ねたということでございまして、内容はすばらしくいいものになったのかなと思って、すごく

感心しています。これをぜひいろんな形で活用できればありがたいかなと思っています。 

 実は先日、私の小・中学校の同窓会がございまして、このとき県内外から大勢の同級生が集まっ

たんですね、何年かぶりかで。これを皆さんにお配りして、こういうのがあるんだよということで

ご説明しました。非常に関心を持って、喜んで帰っていただきました。その後、最近もある区での

会合の中でもこれを持っていって配りまして、ちょっと説明する時間がなかったんですけれども、

せっかく企業の方々がお集まりでしたから、企業の社長さん方にお渡ししました。 

 そんなことでこれをもとにした活動というのを更に進めていっていただければと思っています。

里づくりの会もこのパンフレットをもとにしたみんなで勉強会をやろうではないかということで、

話を進めているところでございます。 

 そこでお尋ねしたいと思いますが、このパンフレットの活用について、とのようにお考えになっ
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ているのでしょうか。市内においてもまだ雷電についてよく知らないという方もいらっしゃると思

うんですね。あるいはパンフレットをまだ見ていないという方もいらっしゃると思います。私もこ

のパンフレットを同級会で配るときに、どこにこれ頼んでいったらもらえるかわからなかったです

ね。中央公民館へ行ったら、いつでもおいでくださいと、必要なだけ持っていってくださいという

ことを言われました。ただ、聞かないとわかりませんですね。ということでそんなことでこの活用

ということもどう進めていくのかということについて、お尋ねしたいと思います。 

 それからこの間、お聞きしましたら、非常に活用していて、残部がわずかという話もちょっと聞

いたんですね。今後の増刷という考えはあるのかどうか、そのあたりもお尋ねしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） パンフレットの活用と増刷の予定というご質問でございます。 

 この雷電為右衛門解説パンフレットにつきましては、実行委員会の皆さん方、また関係する皆様

方にご協力をいただきまして、１万部を印刷したところでございました。記念式典の参加者はじめ

小・中学生、あと地域の皆さん方等で配付をしておりまして、また雷電くるみの里などでも置いて

配布、ご自由におとりいただいているところでございます。 

 大変好評でございまして、残り1,000部となっております。今後も丸山晩霞記念館での先ほどの

雷電と江戸時代展、また各種イベントで配布をしていこうというふうに考えておりますので、そう

いう中で雷電をより一層知らしめていくということで活用をしていきたいというふうに考えていま

す。 

 そういう中で、不足してくるということも考えられますので、今後増刷ということは視野に入れ

ながら、途切れることのないように増刷のことを検討してまいりたいというふうに考えております。 

○議長（依田俊良君） 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） ありがとうございます。ぜひ積極的な活用をお願いしたいと思います。

不足することのないように、気配りをしていただければと思います。 

 これから８月の市民祭りがあります。それから９月の巨峰の王国まつりがあります。そして10月

の火のアートフェスティバル、更には東京東御市の会などもありますね。あるいは銀座ＮＡＧＡＮ

Ｏでのいろんなイベントがあるかもしれません。そうした中で、ぜひこれを、非常にインパクトが

ありますね。このパンフレットの活用ということをしていただいて、大いに雷電のことを知ってい

ただくということで進めていただければありがたいと思っています。 

 同時に、これからの活動についてなんですけれども、先ほども一過性のものとするのではないと

いうことで、東御市の魅力として伝えていくための取り組みが必要だということが重ねて言われて

います。最近、特に気になるのは、雷電に興味を持って東御市に来られた観光客の方が、雷電の生

家や道の駅を訪れても、雷電にかかわるお土産物がないという声をあちこちで聞いています。いわ

ゆる雷電グッズというのでしょうか。そういったものについて、やはり何らかのものの取り組みが

必要ではないのかなという気がしています。これは今回だけではなくて今後のことも含めまして。
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雷電という名前のお酒もありますが、残念ながら東御市内のお酒屋さんではありませんね。そんな

ものを、そういった取り組みが必要なのかなと思っているのですね。 

 そんな中、この間、田中駅へ行きましたら、こういう七味唐辛子がありました。これは長野の八

幡屋礒五郎さんの七味唐辛子なんですが、ここに雷電さんの絵がちょこっと入っていまして、天下

無双力士雷電為右衛門ということで、250年の記念オリジナルということで書いてありました。こ

れはこういったものも１つの先駆的な取り組みだと思うんですね。ただ、残念ながらこれ長野なら

わかるんですね。東御市で何でこの七味唐辛子なのかなということがちょっと思います。できれば

地元のものがあればもっとよかったのかなという気がしています。 

 一方、道の駅雷電くるみの里では、最近ジャンボサイズのお焼き、雷電焼きを開発したときいて

います。このためにわざわざ金型を特注しまして、販売コーナーを設けて焼きたての熱々のものを

観光客の皆さんにふるまっているそうでございます。道の駅ではこれまでも雷電わらじ焼きだとか、

雷電丼だとか、そうした雷電にかかわるそういった商品開発を積極的に取り組んでこられました。

生誕250年を機にしまして、東御市の魅力を更にアップしていくためにも、いわゆる雷電グッズで

すね。あるいはご当地メニュー、そうしたものの開発が求められているというふうに感じています。 

 今回これは教育委員会の所管なものですから、なかなか商工会の皆さんや飲食店の皆さんの連携

といかないかもしれませんけれども、ぜひそういった枠を取っ払って、そういう観光客にとって魅

力のあるお土産物やそういったご当地メニューというものを開発していくということは、非常に大

事なのかなと思っています。今後のこういった取り組みに対する市のお考えをお聞きしたいと思い

ます。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 商品開発に関する計画、考え方ということでございます。 

 このような地域の特産品を使った名物やお土産の商品開発につきましては、それによりまして利

益を享受する皆様方が行うことが基本であるというふうに基本的に考えております。このため250

年記念実行委員会では考えておりません。またちょっと教育委員会という立場では、そういうこと

は取り組むことはなかなか難しいというのが実情でございます。 

 しかしこのような活動が地域おこし、更には地域の活性化にもつながるということもありますの

で、地域の事業者の皆さん方、地域と事業者の皆様方が連携をしまして、新たな取り組みを計画し

ていただく、そういうことは取り組んでいっていただければなというふうに考えているところでご

ざいます。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 地ビールですね、これからやはり議員ご指摘のとおり、私ども連

携をとってやっていかなければいけないのは、もう十分認識しております。田中駅も開所しました。

そういう中でもやはり皆様に多くのものを知っていただく、買っていただく、そういう循環型社会、

これからつくっていかなければいけない。振興公社の地ビールも先ほどと同じで進めて、各部連携
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をとってまたやっていきたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） 産経部長からもご回答いただきましてありがとうございました。今、東

御市は雇用創造事業ということで、東御マリアージュプロジェクトを推進していらっしゃいますね。

地元食材による地場産業の創出を食と観光のネットワーク化ということを目指して、ワインを機軸

とした料理の開発に取り組んでいらっしゃいます。そうした中でも今回のこういった取り組みも非

常に参考になってくるし、あわせて相乗効果ももたらされるのかなと思っています。できれば商工

農業、商工観光、そして教育委員会の枠を超えた、そんな連携に期待したいと思います。 

 さて、先ほどもご紹介いたしましたけれども、しげの里づくりの会や地元の皆さんは雷電生家を

もっと売り出そうということで、道の駅からの周遊コースや案内看板を整備しています。またマイ

カーによって訪れたお客様のために、駐車スペースも検討しているというふうに聞いています。ま

さに本気になって地元は取り組んでいます。 

 しかし幾つか問題も出てきたように思います。実は３月議会のときに、議会社会文教委員会で雷

電生家を視察いたしました。そこで土俵を見たり、座敷に上がって展示物を拝見したりしました。

そこで感じたのは、やはり建物の老朽化という問題があろうかなと思っています。傷んでいるなと

いう感じがしました。それから展示物がちゃんとあるのだけれども、案内の何ていうのでしょうか、

案内板がなかったりだとか、そういった点でもうちょっと整理した方がいいのではないかなという

面も多々感じました。地元は一生懸命お掃除したりして、最大限の努力をしているわけですけれど

も、やはり市としてそうした雷電生家の本格的な補修だとか、より魅力ある施設として整備するこ

とが必要ではないかと思います。 

 看板を見て、雷電生家へ来たけれども、あの土俵は立派だったけれど、ちょっと期待外れだった

という声も耳にしています。地元と十分協議しまして、市もイニシアチブをとって進めていただけ

ればと思います。市長のお考えをお聞きしたいと思います。 

 特に先ほどご説明がありましたように、来月からサンテラスで「雷電と江戸時代展」が開催され

ます。そこでご提案なんですけれど、その展示をこれ１回きりで終わらせることでなく、例えばコ

ピーでもいいですし、そういったものでもいいんですけれども、雷電生家で常設展示ができるよう

な、そういったことはできないのでしょうか。そんなことで雷電生家の魅力を更に増していくよう

な取り組みをお願いしたいと思いますが、いかがお考えでしょうか。ご検討ください。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 雷電生家の展示物の充実、そして魅力アップという考え方でお答えを

させていただきます。 

 成果の展示品の充実につきましては、雷電生家管理委員会の皆様と協議しながら今後対応してま

いりたいと考えております。雷電と江戸時代展での展示品の一部展示についてでございますが、大

変貴重なものでございますので、生家での展示については難しいかなというふうに考えておるとこ
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ろでございます。ただしパネル等を作成するということもあります。そのパネルを展示する、そう

いうことは可能でございますので、また展示の中身については今後検討させていただきたいという

ふうに思っているところであります。 

 あと生家の魅力アップにつきましては、教育委員会としまして文化財としての価値をしっかりと

保存をしていくこと、それと訪れてくださった方にまた見て楽しんでいただけるように整備をする

ということも重要なことであると考えております。あわせて近隣の史跡、見て回れるような、そん

なことも誘導できればよろしいかなというふうに思っているところでございます。ただし保存と観

光のバランス、そういうことを考えまして、より魅力的な施設となりますよう地域の皆様方のお知

恵を拝借しながら、話し合って改善をしてまいりたいというふうに考えておるところでございます。 

○議長（依田俊良君） 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） それぞれご回答いただきました。ぜひ魅力アップのために、これからも

ご尽力いただければと思います。よろしくお願いします。 

 さて、次に健康づくりの取り組みについてお尋ねいたします。 

 ３月議会において、国民健康保険税の引き上げが行われました。高額医療の負担が大きく、１人

当たり医療費が右肩上がりとなっており、国保税を上げざるを得ないというのが、その説明でござ

いました。私はこれまで市においては、積極的に健康づくりが進められ、その結果、財政的にもそ

こそこの結果を出しているという認識でおりましたので、驚きでありました。どうも健康づくりの

取り組みと実際の医療の実態とは格差があるように感じています。 

 ずくだすカードの配布枚数や達成者は毎年増加しており、チャレンジデーの参加者も今年は61.

5％ということで、また特定健診の受診率も45.4％に増加し、健康づくりの取り組みは着実に進ん

でいるというお話でございました。 

 その一方、１人当たり医療費が５年前の23年度昨年見込み対比で21.4％の大幅増となっていると

のことでございます。取り組んでいることと、その結果にかい離があるように思われます。健康づ

くりに取り組んできたからこそ、医療費もこの程度の増加で済んでいるんだというお考えもあるか

もしれません。しかし健康づくりが成果を上げているにもかかわらず、一方で医療費が大幅に増え

ているという現実をどのように見たらよろしいのでしょうか。市のお考えをお聞かせいただきたい

と思います。 

 実は、４月に社会文教委員長の肝いりで身体教育医学研究所のお話を聞く機会がありました。特

定健診のデータを利用して、市内の５地区ごとの健康づくりの課題について、具体的に説明され、

私にとって非常に啓発されるところが多いものでした。こうした結果に基づいた、よりきめ細やか

な健康づくりの取り組みがこれから必要ではないかと思います。今後この結果を多くの市民の皆さ

んにも伝えていただきたいと思います。これからの取り組みについて、お考えをお聞かせください。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） ただいまの健康づくりの実績と医療における医療費の中に、大分
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乖離したものがあるのではないかというようなお話でございます。 

 国民健康保険、医療保険につきましては、かかる医療費の案分というような形で算定されており

ますし、恐らく健康という部分以外で、大分医療費にかかわる部分が多いと考えております。した

がって健康の方で一生懸命活動している内容が、即結果としてあらわれてきていないというのが、

現状が中にはあるという形で推奨してございます。 

 ただいま議員の方からご紹介もありましたけれども、身体教育医学研究所の方にお願いをして、

特定健診の結果、それと国保データベースの結果を総合をして分析をいただいております。これに

ついては25年度から実施をしている事業でございまして、単年度ではなかなか推移ですとか、その

課題点についてなかなか出てこないものも多々ございます。今年度、28年度で３年目というような

形で、また新たに報告をいただいております。そういった医療費のデータをもとにした分析も行い

ながら、その報告については今年５地区を、５地区単位、地区単位に健康づくりのデータ等の発表

をしてございます。こういった活動をこれからも続けてまいりたいと、そんなふうに考えてござい

ます。 

 それで健康づくりにつきましては、なかなか行政の方でも旗振りをしているわけではございます

けれども、一人ひとりの健康づくりに対する関心、理解度を深める必要があると、そのように考え

ておりますので、ぜひそういった研修会をこれからも開催してまいりますので、１人でも多くの皆

さんがその研修会に参加いただきますよう、この場をお借りしてお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（依田俊良君） 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） なかなか健康づくりといっても、一口になかなか進まないという難しさ

ということをやっぱり感じています。そういう点で、担当者の皆さん方のご尽力はすごく理解でき

ます。 

 ５月31日には、チャレンジデーを行いましたし、いろんな取り組みが今、始まっています。広く

呼びかけるとともに、今、部長がおっしゃったように、地域の中における住民一人ひとりの取り組

みということがどうしても必要なのかなという気がしています。 

 この間、５月に社会文教委員会の行政視察で石川県の津幡町へ行ってまいりました。津幡町は人

口３万7,000人の農村地帯で、近年、金沢市のベッドタウンとして宅地造成が進んでいるところで

ございます。ここは公民館単位に地域の特性に合った支え活動の拠点として、地域ごとに社会福祉

協議会が設立されているんですね。専門家も、そこの区長さんだとか、専門家も集まって、そう

いった取り組みをしていらっしゃいます、包括ケアの取り組みをしていらっしゃるんですね。非常

に参考になりました。 

 私はこういった健康づくりの最終的なところは一番地域における取り組みだろうと思っています。

そういう健康づくりについて日常的な地域活動を進めることが一番基本だと思っています。 

 東御市の場合、ではそういう地域に社会福祉協議会が設立できるかと、なかなかそうはいきませ
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んですね。今、東御市には保健補導員さんという制度がございますね。この保健補導員さん、調べ

てみましたら昭和20年に須坂市で始まった自主的な組織ということらしいですね。地域の健康の守

り手として、健康な地域づくりに貢献していて、県内ほぼ全域にわたって組織的に活動していると

いうのは、これは長野県だけの特徴だと聞いています。 

 そこでお尋ねしたいと思います。この制度の内容と、具体的な取り組み状況についてお尋ねした

いと思います。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） ただいまの保健補導員の活動内容についての質問でございます。 

 長野県内の保健補導員等の活動は、昭和20年までさかのぼります。創設以来、現在、ほぼ全市町

村において組織されているものでございます。 

 保健補導員につきましては、保健事業の啓発及び推進と地域住民の健康の保持、増進等について

活動していただくため、市から委嘱を申し上げ、活動を行っていただいてございます。 

 活動は、ご家庭での実践や地域への啓発を目的として、市及び県主催の研修会、生活習慣病予防

にかかわる調理実習などに参加いただき、加えて地域の方々と一緒に５地区単位の健康課題と、そ

の予防についての報告会開催等にもご協力をいただいてございます。 

 保健補導員については、区の方から推薦を受けて、市が委嘱しているものでございまして、区の

実情によって他の役員との兼務があるというようにお聞きしてございます。活動については、前段

で視察先の地区社協の話もございましたけれども、当市におきましては福祉運営委員会という形の

中で、社協の組織として組織をされてございます。保健補導員、福祉運営委員、それぞれの皆さん

が活動をともにしながら、活動をしていただいていると、そのように認識してございます。よろし

くお願いいたします。 

○議長（依田俊良君） 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） 健康づくりについて、大きくイベントというのをやっていくのと同時に、

その地域における粘り強いそういった健康づくりの取り組みを更に強化していただくことをお願い

して、次の質問に移りたいと思います。 

 次は医学生の奨学金制度についてでございます。医学生の奨学金制度の実態についてご回答いた

だきました。医学生の奨学金制度については、東御市医学生等奨学金貸付条例の第１条によれば、

この目的は将来医師として東御市民病院、もしくは東御市立みまき温泉診療所または市長の指定す

る医療機関の業務に従事しようとする者に対し、東御市医学生等奨学金を貸し付けるとなっていま

す。すなわち将来東御市民病院や診療所に勤務することを条件に奨学金を支給するという形になっ

ています。 

 ご回答によりますと現在、８名の方に貸し付けを行っており、このうち３名が在学中で、５名が

医師免許を取得したとのことでございました。そんな中、医学生の奨学金制度の狙いである市民病

院の勤務については、今のところ成果は上がっていないというご回答でした。まだ受給中の方もい
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らっしゃいますし。 

 そこでお尋ねしたいと思います。その理由について、どのようにお考えなのでしょうか。まだ制

度がスタートして日が浅いと、もう少し時間がかかるという認識なのでしょうか。それともほかに

何か原因があるのでしょうか。お尋ねいたします。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 奨学金制度の中で、その制度の利用の結果として市民病院の方に

まだ医師が入らないと、その理由についてということでございます。 

 まだ制度が開始して何年か、それなりの年数が経過しているわけでございますけれども、さすが

に最近のお医者さん、医師資格を取って実際に医師業務ができるようになるためには、かなりの研

修期間を要するというような形の中でございます。一番大きな理由につきましては、まだ日が浅い

中において、その結果がなかなか出てこないというのが１つ大きな理由としてあると考えてござい

ます。 

 また、市民病院については、すべての診療科がそろっているわけではございません。病院側の要

望と医学生、医師を目指している方の専攻しようとしている科目の中の食い違いがうまく合わない

ために、なかなか選択ができないという話のものもこれから出てくるのだろうなと考えてございま

す。 

 しかしながら医師免許、この奨学金を使っていただいてお医者さんになっていただいた方々、そ

んな学生の皆さんとは、日々機会があれば交流させていただきながら、意見をお聞きしているとい

うような状況にございます。 

 そんな中の奨学生の意見としてでございますけれども、大学附属病院の医局に入ると、研修や勤

務先は医局の指示に従うことになるので、予定の時期に市民病院等に勤務する確約が難しいといっ

た意見、また市民病院のような地域に密着した病院におきましては、即戦力が求められます。正直

なところ、もう少し現場経験をほかで積んでから戻りたいというような意見、また先輩の奨学生か

ら経験談やアドバイスを聞かせてもらいたいというような意見がございました。これらの意見をお

聞きする中で、皆さん忙しく勉強をなさっていらっしゃいます。そんな中においても、ぜひ市とし

ても東御市民病院の状況ですとか、その辺のネットワークを何かつくれるための仕組みをつくって

いければと、そんなように考えてございます。 

○議長（依田俊良君） 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） 実際に受給していらっしゃる奨学生の中にも、いろんな問題があるよう

に思いますね。最初、この制度を提案したときには、非常にいい制度だと私は思いました。東御市

の子どもたちが将来戻ってきて、市民の健康を守るという点ではすごく、すばらしいことだなと

思って取り組んだわけなんですけれども、そのときにはやはりこういう状況はちょっとまだ十分想

定できなかった問題があったかと思います。月に約20万円の年間240万円の奨学金というのは、破

格でございますね。ほかではなかなかないと思います。それだけ手厚いお金を投資して、そういう
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医学生を育ててきたということは、すごく大きかったのかなと思っています。 

 ただ、いよいよそういった研修を卒業した、医師免許を取得してこれからどうしようといったと

きに、自分の人生をもう一回振り返るわけですね。そのときに、ちょっと待てよと、ではこれから

何年後には市民病院に行かなければいけないんだけれど、ではその間に自分のキャリアはどうなん

だという問題があろうかと思うんですね。ご存じのように、東御市民病院ではそういった若い学生

を育てていくというキャリア形成はなかなかできないですね、現場主義ですから。そういった中で

いろんな問題が今、出てきているのかなと思っています。その当時は十分な認識に至らなかったん

ですが、実際に直面してみると、そういった問題が自分の医学生自身が自分の人生を考えたり、自

分のキャリア形成を考えたり、どうしようかという問題で悩むことが多々あるのかなという気がし

ています。 

 そういった中で、今まではそれなりに先進的な取り組みだったんですが、今はいろんな奨学金制

度も充実してきているという問題もあります。そこでお尋ねしたいと思います。この制度、私、議

員になったときからスタートしていますので、９年目に入りますね。来年は10年になります。市長

にとっては非常に思い出深い制度かと思いますけれども、やはり現状に合わせて見直す時期に来て

いるのかなという感じがしています。既に奨学金を受給されている皆さんに対して、十分な配慮を

行いつつも、改めてこの制度の存続も含めて、精査すべき段階に来ているものと思いますけれども、

いかがでしょうか。検討委員会を設置して、この問題について見直す考えはおありになりませんで

しょうか、お尋ねいたします。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 医学生の奨学金制度につきましては、確かに冒頭にも申し上げま

したけれども、県、あるいはほかの医療機関等において様々な奨学金が出てきてございます。ただ、

今、利用もされておりますし、募集もしております。ただ、検討すべきかどうかについてでござい

ますけれども、この場ではなかなか明確にお答え申し上げることができません。 

 いずれにしましても今の問題点、課題点等を整理する中で、そういった検討を始めるかどうか、

そういったものについて考えさせていただければと思っていますので、よろしくお願いをいたしま

す。 

○議長（依田俊良君） 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） どうぞよろしくお願いいたします。 

 最後に、高校生に向けた給付型奨学金制度創設について、再質問させていただきます。 

 今、大学生の奨学金の問題については、医学生のみならず多くの学生の間で大きな問題になって

います。学費の高騰によって授業料は国立大学でも年間53万円、私立大学では100万円を超えてい

ます。私が大学に入った当時は、国立大学の授業料、たしか年間１万2,000円ぐらいだったですね。

格安でございました。アルバイトを２、３日すれば払えたという状況だったですね。それと比べれ

ばものすごい差でございます。これに対して、学生を支える親の所得は伸び悩み、負担感は増える
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ばかりでございます。 

 こうした状況は高校生にとってもあまり変わらないんではないかなと思っています。先ほどの御

回答で、国による高等学校就学支援金制度、それから県の高校生等奨学給付金制度というお話がご

ざいました。これについてそれぞれの制度の特徴と現在の利用者数をお尋ねしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 国の高等学校等就学支援金、それと県の高校生等奨学給付金制度

の簡単な対応と利用者数でございます。この両制度につきましては、申請先がそれぞれの高校とい

うような形になってございまして、市の方ではなかなか承知してございません。若干状況について

県の方に問い合わせをしましたところ、まず最初に県の授業料支援という形で行われております高

等学校等就学支援金でございますけれども、これにつきましては保護者等の市町村民税の所得割額

が30万4,000円未満の世帯が対象となって支給されます。この制度の利用者については、約８割以

上の皆さんが利用されていると。したがって８割以上の皆さんにつきましては、県立高校、私立高

校、両方あるんですけれども、県立高校の授業料についてはほとんど無償に近い状況であるという

ような形でございます。 

 また、授業料以外の教材費、学用品等を支援する県の高校生等奨学給付金制度でございますけれ

ども、これについては対象者としては生活保護受給世帯、及び市町村民税の所得割額が非課税であ

る世帯が対象になってございます。こちらにつきましては約生徒数の１割程度の方が対象になって

いるということでございますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（依田俊良君） 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） もう残された時間がほとんどありません。奨学金制度について、今、お

話をお伺いしました。ぜひ多くの方々が知って、利用していただきたいと思います。 

 最後に、この近隣で上田市さんでそういった高校生向けに独自の奨学金制度を支給していらっ

しゃると聞いています。東御市においてもそうした奨学金制度をぜひ設立したらどうかなと思って

います。特に通学定期代などは年間で６万6,000円ぐらいかかるんですね。そういった中において

も、そうした東御市独自の奨学金制度の創設ということを検討すべきだと思いますけれども、これ

についてお伺いしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 市長。 

○市長（花岡利夫君） 私の方から、ご存じだと思いますけれども、特定寄附ということで寄附を

いただいて、高校生の奨学金制度をつくってほしいという、それを原資としてやられたということ

でありまして、行政が必要性を感じて始めたということに関しては若干違和感があるというふうに

思っております。また検討させていただければと思います。 

○１０番（若林幹雄君） それでは終わりにします。 

○議長（依田俊良君） 受付番号18 新たな地域づくり活動支援について、受付番号19 環境型有

機資源活用による生活環境の向上について。中村眞一君。 
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 中村眞一君。 

○３番（中村眞一君） どうも皆さん、お疲れさまでございます。議席番号３番、さわやかな風の

会、中村眞一であります。 

 大分お疲れの時間帯になってきておりますけれども、もう一踏ん張り、私も元気を出して質問を

したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 今回は、２つのことについて取り上げさせていただきます。まず新たな地域づくり活動支援につ

いてですけれども、先の第１回定例議会において、新たな地域づくり交付金制度ということで、地

域づくり組織運営交付金、地域づくり推進交付金、地域ビジョン応援交付金、これらの交付金を一

括交付にして住民自らが考え、行動する自立した地域づくりを推進する、更にほかの補助金交付金

についても、可能なものから順次統合して、地域づくり組織の裁量で活用できるようにすることで、

特色を生かした魅力ある地域づくりが更に進展するように後押しをしていきたい、こう説明されま

した。この新たな地域づくり交付金制度について、３点、質問をさせていただきます。 

 １つ目は、この支援制度が住民や特に地域づくり組織にはどのように周知されているのか、また、

その認知状況はどの程度と捉えているのか、お伺いをいたします。 

 それから２つ目は、この支援制度の中の地域づくり推進交付金は、地域づくりの推進に関する取

り組み内容や交付金額が必要に応じて対象とするというふうになっておりますが、その取組内容や

交付金額について、事業内容や交付規模などの具体的な想定はなされているのかをお伺いいたしま

す。 

 それから３つ目として、住民自らが考え行動する魅力ある地域づくりを実現していくために、地

域づくり組織に対する財政支援制度は大変重要であると捉えておりますが、その一方で、住民が自

ら考え行動してくんだという住民意識の盛り上がりが先行しないと、元気な地域になったな、そう

いうところまではいかないんではないか、私はそう考えています。経済面の支援と並んで住民の意

識を盛り上げていくために行政の支援できる具体的な取り組み策はないのか、お伺いをいたします。 

 それから次に、前回の定例議会に引き続いての質問で、表題も同じなのですけれども、皆様方の

ご不興を買ってしまうかもしれませんが、循環型有機資源を活用した生活環境の向上ということに

ついて取り上げさせていただきます。 

 今回は複合発酵バイオ酵素を利用した生活環境の浄化ということで、悪臭対策に絞って提案、質

問をいたします。 

 現在、市内における悪臭問題は主に畜産施設とその周辺の悪臭被害が広範囲に及んでいる地域が

数カ所あります。大きな社会問題となっているところです。市行政にも何年にもわたって多くの苦

情が寄せられ、大変苦慮されている現状ではないかと思います。特にその対策は悪臭発生元の事業

者責任に委ねられがちで、その当の事業者の経営状態や労力不足が、あるいは場合によっては悪く

いえば事業者の社会性などが障壁となって、対策が進まないというのが現状のようです。 

 ですから市行政の対応も、単に苦情処理のための指導ではなく、経済的負担を軽減できるような、
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しかも効果が持続できるような対策指導の必要があります。もちろん対象事業者がその地域社会で

孤立してしまわないための配慮も必要であると考えます。前回から継続して紹介させていただいて

いる複合発酵バイオ酵素活用、これは悪臭対策という一面もあまりお金をかけなくても効果が出る、

そういう実践事例が近隣にもありまして、経済性を伴う悪臭対策、このお金をあまりかけない悪臭

対策、これしかないという、そういう手法だと考えています。畜産に限らず、下水処理施設など

様々な場面での悪臭改善策として、更につけ加えれば悪臭元の有機素材が地域に求められる有機資

源として生まれ変わるための非常に実効性の高い手法ですので、より一日でも早い実践事例調査か

らの行政取り組みが大変大事だと私は考えていますが、この悪臭対策に係る市のお考えをお伺いい

たします。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 受付番号18、中村眞一議員の新たな地域づくり活動支援についてのご

質問につきましてお答えをいたします。 

 初めに、１点目のこの支援制度は住民に、特に地域づくり組織にどのように周知されているのか、

また、その認知状況はどの程度と考えているのかについてでございますが、新たな地域づくり交付

金制度につきましては、住民向けの周知は行っておりませんが、各地域づくり組織に対しましては

平成29年度予算の成立後に各地区の事務局支援を担当する地域づくり支援員を通じまして、周知を

いたしました。その認知状況につきましては、把握できておりませんが、各地域づくり組織の平成

29年度の予算書に盛り込まれておりますので、総会等で説明されているものと考えております。 

 次に、２点目のこの支援制度の中の地域づくり推進交付金での取り組みの内容や交付金額につい

て、具体的な想定がされているのか、その事業内容の交付規模はどうかというご質問でございます。 

 地域づくり推進交付金は、これまで地域づくり組織の個別の事業や地区の団体の取り組みに対し

てそれぞれ交付してきた補助金等を可能なものから順次統合して、地域の自主性及び自立性を尊重

し、地域づくり組織の裁量により使える交付金として創設したものでございます。 

 既に統合した補助金等は、旧活性化研究委員会への団体補助金及び生涯学習地区推進協議会交付

金の２つでございますが、今後につきましては地域づくり組織と当該団体との調整や合意形成がな

されれば、地区公民館活動や地区の青少年育成協議会などへの補助金も地域づくり推進交付金の対

象となるものと考えております。 

 また、これ以外にも地域づくりの推進に関する取り組みであれば、既存の補助金だけでなく新た

な事業についても必要に応じて対象とするとしております。現時点でそういったことに関する具体

的な想定はございません。 

 その対象は市だけで考えるのではなく、地域づくり組織の状況も勘案しながら、どのような取り

組みが対象にできるのか、地域づくりの組織と一緒に検討していかなければならないと考えており

ます。 

 次に、３点目の地域づくりのために経済面の支援と並行して、住民意識の盛り上がりに向けた行
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政の支援できる具体的な取り組みはというご質問でございます。 

 住民自らが考え行動する魅力ある地域づくりを推進していくためには、地域づくりに対する住民

意識を促すとともに、地域づくりの担い手を育成していかなければならないと考えております。そ

のため市民に対する意識啓発や学習の機会として、生涯学習出前講座やとうみ未来塾などを開講し、

その成果が地域づくりで生かされるよう生涯学習を推進しておるところでございます。また引き続

き市の職員でございます地域づくり支援員、及び地域づくりサポーターによる支援を行い、地域づ

くりが円滑に進むよう後押しをしてまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） 受付番号19、中村眞一議員の環境型有機資源活用による生活環境

の向上についてのご質問につきましてお答えいたします。 

 ご質問の複合発酵バイオ酵素利用による悪臭対策の実践事例に係る調査の検討についてでござい

ますが、市では畜産施設からの悪臭の発生防止につきまして、市内畜産業者で構成している市家畜

自営協議会へ消臭・防臭及び衛生管理対策の費用の一部を助成しながら対応しております。市民か

らの悪臭に関する問い合わせについては、その都度適切なふん尿等の処理に関する現地調査を行っ

て、畜産経営者に指導しているところであり、また必要に応じて県の専門技術員の助言を求めてお

ります。 

 ご提案にございます酵素を用いた方法につきましては、大学や長野県畜産試験場など、研究機関

とも連携して既に使用実績のある畜舎などの現地調査も行い研究をしてまいりたいと考えておりま

す。 

 また、下水道処理施設などの臭気対策をはじめ市民の生活環境を向上する様々な活用につきまし

ても、同様に調査研究をしてまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 中村眞一君。 

○３番（中村眞一君） それぞれの質問事項、丁寧な答弁をいただきましてありがとうございます。

これから幾つか再質問をさせていただきます。 

 まず新たな地域づくり活動支援についてですが、１つ目の制度の周知、認知状況、それから２つ

目の地域づくり推進交付金における事業内容や交付規模の具体的な想定について、これ２つ関連を

して質問をさせていただきます。 

 現在の地域づくり組織の活動は、交付金や補助金の枠にあまりとらわれずに地域の特性を見出す

ことにウエートが置かれた活動となったり、活発な取り組みになってきているといえると思います。

北御牧地区の御牧ふれあいの郷づくり協議会でも、活動報告や活動計画を見ますと、その方向にあ

ることが見てとれますし、そのほかの地区の地域づくり組織の活動でも同様のことがいえると思い

ます。しかしその反面で、交付金がどのように活用されているのかという点に注目してみますと、

地区公民館活動や地区青少年育成協議会などへの補助金等々も視野に入れた統合交付へという答弁

でありましたが、統合前の交付名称や交付条件がひな形となって、従前の活用条件枠におさまって
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しまう、この交付金の活用の仕方が統合前の活用条件の枠におさまってしまう。いってみれば小ぢ

んまりとした交付金活用にとどまってしまわないか、こういったことが危惧されます。せっかくの

地域の自主性、自立性を尊重した地域裁量で運用できる交付金として創設されたにもかかわらず、

組織運営がボランティア的な感覚であることや交付金額も決して多いとはいえないことから、交付

金運用の可能性にインパクトの弱い認知状況にないか懸念されるところです。 

 各地域づくり組織、地区内の区単位や、更に小規模な地域活動への支援運用が可能な交付制度と

して、また活動計画をもとに行政との対話によって統合交付とは別の新たな資金獲得が設計し得る

交付制度として、あるいはまたそれぞれの地域づくり組織ごとの運用ルールづくりを啓発できる交

付制度として、地域住民がかかわる重要性、必要性を強調した周知を図り、この交付制度がただ単

に使い勝手のよい交付制度であるにとどまらず、もっと住民自らの地域づくりを実感できる、これ

までにない制度であることを強く周知すべきと考えますが、この点市のお考えはいかがでしょうか。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） ただいまの再質問につきましてお答えをいたします。 

 地域づくり推進交付金のさらなる制度の周知についての考えという概要のご質問と思いますけれ

ど、地域づくり推進交付金につきましては、先ほども申し上げましたけれど、住民自らが考え行動

する魅力ある地域づくりを目指して、地域自らそれぞれの実情に即した使途を決定していただくも

のでございます。その意思決定には、より多くの地域住民の意思が反映され、また活用に当たって

は十分住民に周知されることが必要であると考えます。そのため再度地域づくり組織との話し合い

を通じて、交付金の趣旨や活用方法、地域住民がかかわることの重要性などを説明してまいりたい

と考えております。 

○議長（依田俊良君） 中村眞一君。 

○３番（中村眞一君） ありがとうございます。この地域づくり交付金制度は、私が考えるには本

当に画期的な制度でして、地域づくり組織がこれをどう捉えるかで活動の仕方や幅も変わってくる

と思います。まだ口あけ段階で金額も少ないですけれども、地域づくり組織が地域と密接に結びつ

く。地域づくり組織というと住民レベルで見ると私たちの仲間というよりも、どっちかというと行

政サイドという、そういう見え方がしてしまう可能性も少なからずありまして、この住民というか

地域と組織が密接に結びつく、そういうための本当に大事な原資ですので、これを拡大できるよう

な地域づくり組織の運営というのが必要になると思いますけれども、とても大事にしていけたらと

いうふうに願っております。 

 次に、３つ目の地域づくりのための住民意識を盛り上げる具体的な取り組みについて、これを再

質問、お願いをいたします。先ほどのご答弁では、地域づくりに対する住民意識を促し、あわせて

地域づくりの担い手を育成するために市民に対する意識啓発や学習機会の場を各種設けており、ま

た地域づくり支援員や地域づくりサポーターを設けての地域づくり支援体制にあるということでし

たが、こうした行政の取り組み現状にあることは十分に評価できると考えております。しかし住民
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個々の意識には、面倒だ、煩わしい、誰かがやればいい、そういった感覚も少なからずありまして、

あるいはそうした人たちの生活する地域性には、行政に任せておけですとか、行政がやるべき、そ

んな強いことを言う人たちもいまして、地域づくりにとっては誠に消極的な意識が存在することも

否めないというふうに考えております。 

 また、行政取り組みが評価できることでかえって住民意識が消極的になってしまう、ある種形は

整えたからいつでも来てね、そういった待ち受け行政だとも受け取られかねない一面もあると考え

ます。こうした行政取り組みと住民意識の隔たりを解消していくためには、時間をかけてという前

提での粘り強い取り組みが必要となりますが、いわゆる投げかけ風に見えないためにしていくため

には、私は地域コミュニティとの連携対話、地域コミュニティというのは小さい単位でいっぱいあ

りまして、そういうコミュニティとの連携対話が効果的ではないかと考えております。その地域の

コミュニティには、日々の希望や不満などをそうした行政関心事を時折話題にするコミュニティが

たくさん存在しています。地域づくり組織や区が、こうしたコミュニティと行政の仲立ちをしたり、

あるいはそれぞれが直接相互対話したり、そんな対話と協調を習慣づけることが地域づくりの原点

といえるのではないでしょうか。 

 当然持ち上げられた課題、問題に対しては、行政内での部局横断の対話調整、それをもとにした

地域との対話調整、こういった話し合いの場を答えが示せるまで何度でも繰り返す、そういった取

り組みが大事になります。特に行政サイドの相当踏み込んだ行動、意識の具現化、具体化すること

は、住民意識の盛り上がりに直結するものだと考えておりますが、この点について市の考え方、方

向性をお伺いいたします。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 地域づくりのために住民意識を盛り上げるために、市としては更に踏

み込んだ行動、具体的な、具現化が必要ではないかという、そのことに対しての市の考え方はどう

かというご質問でございます。 

 小学校区単位の地域づくり組織が発足したことによりまして、地域課題につきましては地域住民

みんなで力を出し合って解決し、その中で地域ができないことに対して市が地域づくり組織の活動

を支援し、相互に協力することで課題解決を行う方向に変わりつつあるというふうに考えておりま

す。地域の自主性が更に高まってきているということかと思っております。 

 議員のお考えの中で、小さなコミュニティの意見や課題を地域づくり組織が集約し、市と協議し

ながら課題解決を行うということは、市といたしましても小学校区単位の地域づくりの原点である

と考えます。そのため市といたしましても地域づくり組織との話し合いの機会を設け、庁内の部局

間の調整等していくことは必要不可欠であると考えております。現在、地区と市の仲介役として地

域づくり支援員や地域づくりサポーターの地区担当チームがおりますが、より一層話し合いの機会

を持つとともに、地域と市との対話の場でもありますまちづくり懇談会を効果的に活用してまいり

たいと考えております。 
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○議長（依田俊良君） 中村眞一君。 

○３番（中村眞一君） ありがとうございます。なかなか話ではわかっていても、理想論的な捉え

方になってしまう感覚もありますし、注意して話題コントロールしていないと必ずしもいい結果に

ならないケースもあると思います。地域づくりの組織の皆さんの負担にならないような考え方も少

し必要だとは思いますけれども、いずれにしてもお互いに一歩踏み出すということだけはいつも心

がけていたいと思っていまして、私自身も投げかけだけで終わらないように協力させていただける

ところは積極的に協力させていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 引き続いて、循環型有機資源活用による生活環境の向上についてですが、この件に関しては再質

問はいたしません。いたしませんけれども要望として若干お時間をいただきたいと思います。 

 前回定例議会から取り上げさせていただいている複合発酵バイオ酵素活用による環境浄化向上を

ということでありますが、その中身について数字データを示して理解を求めないと行政で取り上げ

るのはなかなか無理だよといったような指摘が、東御市に限らずあちこちの行政でもあるようであ

ります。しかし発酵の世界そのものが何億年もかけてでき上がってきた、自然界がつくり上げてき

たものですので、成分がどうだとかいったような、ちょっとまやかしっぽいデータ表示はできても、

実際に中身を説明するとなると何百年話し続けていても無理だよという、そういう一説もあるよう

であります。 

 でも、なおこの手法に取り組む人たちが増えてきている理由はただ１つでありまして、実例、実

証による口コミであります。今回、取り上げさせていただいた臭気対策という一面だけ見ても、養

鶏、酪農、養豚、更には下水処理にまで、それぞれ近隣に取り組み事例があり、しかもその効果を

実証しております。その中には行政が取り組んだり、行政が支援して取り組んでいる事例も含まれ

ております。東御市の悪臭問題も何年にもわたる未解決状態の中、いつかいつの間にか知らず知ら

ずに住宅密集地の隣接になってしまったり、あるいは観光地の隣接になってしまったり、その対策

は本当に喫緊の課題となっているのではないでしょうか。 

 私は形式がどうだ、筋道がどうだといったことにとらわれない独自性のある行政取り組みも住民

に寄り添った行政としてあってもいいのではないかというふうに考えています。困っている住民が

いる以上、また、その困っている地域がある以上、より迅速な対応に結びつくような考察をお願い

いたします。 

 以上、私の質問を閉じます。 

○議長（依田俊良君） 受付番号20 湯の丸高原の各スポーツ施設の運営方針についての考え方は、

受付番号21 安心で安全な東御市の実現に向けて何が必用か、受付番号22 難解な行政用語外来語

の使い方について。山浦利通君。 

 山浦利通君。 

○５番（山浦利通君） 議員番号５番、太陽の会、山浦です。 

 今日、最後の質問になりますので、もうしばらくお付き合いをお願いします。 
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 最初に、私の質問の中にわかりやすい日本語でという項目があります。しかし心ならずも質問内

容に横文字がたくさん出てまいります。どこかしっくりしない思いもありますが、資料等に出てく

るものでありますから、そのまま使わせていただきます。 

 ６月の議会を迎え、今年も早くも半分が過ぎようとしていますが、自分も去年議員になりまして、

今年立てた目標、まだ半分にも達しておりません。いろいろ議論され、一部着工されました湯の丸

高原施設整備構想も、道半ばというところではないかと思います。まだまだ乗り越えなければなら

ない問題も多々あると思います。しかし始まった以上、私たちにも他市に誇れる内容、価値のある

施設をつくり、運営をしていく責任があります。そのためにはできる限りの努力をしていく覚悟で

あります。 

 そこでご質問をいたします。まず湯の丸高原の各スポーツ施設の運営方針についてということで

ありますが、１番、集会施設、湯の丸高原荘、400メートルトラック、キャンプ場等の年間の利用

者、もちろんアスリート、アマチュアを含めますが、どの程度見込んでいるのでしょうか。また、

その波及効果をどのように捉えているのか、見解をお聞きいたします。 

 ２つ目、湯の丸高原荘を宿泊施設として行政主導で展開することは困難との結論ですけれども、

宿泊施設の確保はどう捉えているのでしょうか、お聞きいたします。 

 ３番目、集会施設の新設について、先ほども話がありましたが、４案提示されております。それ

ぞれ約10億円の開きがあります。その点についての認識をお聞きいたします。 

 次に、安心で安全な東御市の実現に向けて何が必要かという件であります。 

 １番、昨今の子どもを巻き込んでの犯罪には、目を覆うばかりです。こういった犯罪を防止する

にはやはり早い時期での道徳、倫理教育が必要なのではないかと考えます。その点についての認識

をお伺いいたします。 

 ２つ目に、道徳も教科となる予定ですが、一体道徳教育をどう評価し、どう採点するのでしょう

か、お聞きしたいと思います。 

 次に、先ほど触れました難解な行政用語外来語の使い方についてであります。 

 議会報でも編集方針を見直したりして、より市民に理解してもらい、また市民に参加してもらえ

るような工夫を重ねておりますが、社会のはやりなのか、近年必要以上に難解な行政用語、忖度と

いう言葉は本当に有名になりましたが、まだ外来語が多用されていると感じます。やはり日本人に

はわかりやすい日本語で説明するべきではないでしょうか。認識をお伺いいたします。 

○議長（依田俊良君） 市長。 

○市長（花岡利夫君） 受付番号20、山浦利通議員の湯の丸高原の各スポーツ施設の運営方針につ

いてのご質問についてお答えいたします。 

 １点目の集会施設、湯の丸高原荘、400メートルトラック、キャンプ場等の年間の利用者の見込

みと波及効果のご質問ですが、集会施設、高原荘、キャンプ場につきましては、具体的事業着手の

段階に至っておりませんので、利用者の見込み等について踏み込んだ検討に至っておりません。第
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２次東御市総合計画に掲げました湯の丸高原の年間誘客目標約60万人達成の一助といたしまして、

今回整備いたします400メートルトラックほかジョギングコース等につきましては、本格稼働とな

ります平成30年度におきまして、実業団、大学、高校などアスリート系の新たな合宿需要を延べ約

700人と見込んでおります。実際、陸上関係者から来年度の新たな合宿についての問い合わせがあ

る中、昨年度委託事業として実施いたしました東御市湯の丸高原スポーツツーリズム調査企画等業

務報告書におきまして、計画的な受け入れが実施されればアスリート系の合宿が約2,500人まで伸

びるとされる試算は、早期に実現できるものであると認識しております。 

 直接的な消費活動はもとより、交流人口の増加による当市全体への波及効果を期待しておりとこ

ろでございます。 

 ２点目の湯の丸高原荘を宿泊施設として行政主導では困難との結論であり、宿泊施設の確保はど

う捉えているかのご質問でございますが、先ほどの報告書で予測されております宿泊機能不足の対

応につきましては、１つは既存ホテルの客室の増加や新たなホテルの誘致、また民間資金の活用を

含めて、湯の丸高原荘の公設民営、またはスポーツコミッションによるアスリートの合宿所として

の活用など、民間主導で行っていただく手法等を検討しております。 

 ３点目の集会施設の４案の約10億円の開きの認識についてであります。委託業務の報告書により

ますと、湯の丸高原施設整備基本構想に掲げました集会場、コンベンションホール兼体育館を具現

化するための検討材料といたしまして、４案の提案がございました。 

 １つ目は、バスケットボール１面程度の規模の体育館、２つ目は、バスケット１面程度の大規模

な体育館、そして屋内運動場といたしまして鉄骨平屋建ての比較的簡便な建築物で、フットサル１

面程度の広さのもので、床の仕上げを人工芝とするものと体育館仕様とするものの２種類、合計で

４種類の提案があったものでございます。 

 基本計画業務報告書におきます概算工事費は、最も安価な人工芝の屋内運動場で約６億円、最も

費用のかかる大規模な体育館で約16億円と試算されており、２倍以上の開きがあるものでございま

す。今後の整備に当たっては、これらの提案を参考に、スポーツ庁が提示している高地トレーニン

グ施設における室内運動場に当てはまる規模で、同時に当市の財政状況、市場の需要、交付金等の

助成制度を踏まえながら、民間の力も活用させていただき、整備に向け慎重に検討しておるところ

でございます。 

○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） 受付番号21番、山浦利通議員の安心で安全な東御市の実現に向けて何が

必用かのご質問についてお答えします。 

 最初に、昨今の子どもを巻き込んでの犯罪には目を覆わんばかりであり、こうした犯罪を防止す

るにはやはり早い時期での道徳、倫理教育が必要なのではないかについてでありますが、昨今の犯

罪につきましてはネット犯罪等、複雑化しており、重大な事件も含め年々低年齢化しております。

少しでも早い時期、適切な時期に道徳、倫理教育が大切であると考えております。 
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 この道徳教育は、学校と家庭が両輪となり担っていくことが重要であると認識しているところで

ございます。学校においては、現在、教科、教科外活動として道徳の時間の授業があり、主人公の

気持ちを考えようといった感想を述べるところまでであったものを、教科とすることで問題解決的

学習や体験的学習を取り入れ、よく考え、議論する道徳へ転換し、その中で公正、公平、社会正義

や相互理解、寛容などを成長段階に応じて身につけさせていくものとなります。 

 小学校においては来年度から、また中学校においては再来年度から特別の教科道徳として正式に

教科化となるところであります。 

 一方、家庭におけるしつけなど、親子の間で時間をかけて育む道徳教育の部分については、核家

族化や共働き世帯などの増加といった家族構成の多様化から、その実施が困難である場合もあり、

大きな問題であると認識しています。 

 次に、道徳も教科となったが、道徳教育をどう評価して、どう採点するかについてでありますが、

道徳教育では社会生活の中で必要とされるしつけや社会規範などを学校の授業の中で知識や体験を

一つ一つ積み上げ、一歩一歩心を育てていくことが大切であります。国においては、数値的評価は

行わず、自分のこととして考える力、相手の考えなどをしっかり受けとめる力など、つけたい力の

成長の様子を見て、記述による励まし、あるいは伸ばし、評価を行うこととしており、数値で比較

したり、入試で活用したりしないとしています。心を育てる活動に数値的評価はそぐわないものと

考えているところであります。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 受付番号22、山浦利通議員の難解な行政用語外来語の使い方について

のご質問にお答えをいたします。 

 ご指摘の難解な行政用語や外来語の使用につきましては、その都度必要な注釈をつけたり、言い

かえを行ったりするよう極力努めておりますが、国や県等の制度改正に伴い使用することとなる新

たな専門用語や適当な日本語がないために用いる外来語、片仮名用語など、やむを得ないケースも

ございます。 

 市が作成する文書や口頭で行う説明等につきましては、正確で、わかりやすく、簡潔であること

を基本としております。今後も職員の文書作成能力やコミュニケーション能力の向上を図る中で、

相手や場面に応じたわかりやすい用語の使用や表現に努めてまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 山浦利通君。 

○５番（山浦利通君） ただいまは失礼しました。それぞれお答えいただきました。これからは一

問一答でお願いいたします。 

 まず湯の丸の件ですけれども、各施設の利用状況の件について、例年50万人から60万人、最近は

ちょっと60万人を割っているようですけれども、超える利用者が訪れておりますが、この人たちは

主にエコツーリズム、観光であるお客さんであると思われます。そこに現在、計画されている施設

整備により、ヘルスツーリズム、スポーツツーリズムの誘客がどの程度伸びるのかが、この計画の
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成否を握っているものと思います。ジョギングコース等トレーニングエリア、及びビジターセン

ターの維持管理費で年間1,300万から1,500万円と試算されており、整備が進むにつれ、その維持費

用も膨らむものと考えられます。まず、その原資の手当てをどう捉えているのでしょうか、お尋ね

いたします。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 湯の丸高原のスポーツ整備関係を進める中で、維持管理費について、

その原資をどのように考えているかというご質問でございます。 

 今年度整備いたしております陸上施設につきましては、本格稼働を平成30年度と見込んでおりま

して、収入面では400メートルトラックの利用料金を見込んでおりますが、維持管理費を賄えると

は考えておりません。ただいまの陸上施設のほかに、グリーンツーリズム、あるいはヘルスツーリ

ズムの関連の施設すべてを含めまして、新たな需要とすると約2,000万円ぐらい費用としてかかる

のではないかと試算してございます。 

 しかしながらこれらすべてが市の財源で賄うというものではございませんし、今後民間資本の活

用も含めまして、市の財政負担の軽減に努めていきたいと考えているところでございます。 

○議長（依田俊良君） 山浦利通君。 

○５番（山浦利通君） やはりとても利用料だけで賄える金額ではないと思います。先ほど市長の

お話にもありましたように、飛騨御嶽の高山の高地トレーニングセンター、私、この間、今度総務

産業とかで視察へ行く予定があるのですけれど、電話でちょっと聞いてみましたところ、やはり40

0メートルトラック程度でも半日200円、その程度の金額だそうです。あと施設を利用するにも500

円プラス電気料、その程度のリーズナブルな設定で、ペイをするという目的よりもいかに集客力を

高めるか、そこに重きを置いているということでした。 

 施設全体を大きな広告塔と捉えて、それによって集客を図り、そこからの波及効果を期待すると、

こういうことだと思います。 

 湯の丸の現在の課題は、４月、５月並びに10月、11月の利用者の落ち込みにあると思われます。

これもこの間の資料に載っておったのですが、本当に極端に４月、５月、10月、11月は少ない状況

でした。これから整備も進むことになりますので、４月、５月のさわやかな季節には市民参加型の

屋外イベントを計画したり、また、その祭にはガイド等も必要になると思われますので、10月、11

月の紅葉の時期には、これも改修されたとしまして湯の丸高原荘を使ってのインストラクター、セ

ラピスターの養成講座、また企業の社員研修等企画し、全国に情報発信していったらどうでしょう

か。そうして人が集まることで波及効果も期待できるのではないでしょうか。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） ただいまは湯の丸高原荘改修に当たって、様々なご提案をいただいた

ということでございます。そういったご提案も参考にさせていただきながら、今後検討してまいり

たいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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○議長（依田俊良君） 山浦利通君。 

○５番（山浦利通君） 次に、宿泊についての件ですけれども、民間主導で行うとのことですが、

幸い湯の丸のすぐ近くには鹿沢温泉の温泉郷があります。嬬恋村とは広域連合としてのお付き合い

もあることから、宿泊の部分の一部を鹿沢温泉郷に担ってもらったらどうでしょうか。収容人員も

1,300人を上回るとのことですし、また温泉つきですのでスポーツの後の疲労回復にはもってこい

の施設ではないかと思いますが、この考えをお聞きいたします。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 湯の丸の観光の振興に当たって、隣接する鹿沢温泉等とも連携を図っ

ていったらどうかというご質問でございますが、スポーツ合宿などの誘致によりまして、グリーン

シーズンの宿泊客の増加を目指す中で、嬬恋村との連携、また、更には小諸市、上田市との連携は

重要なものと認識しております。今回補正予算でお願いしておりますスポーツツーリズム推進事業

によりまして、近隣自治体、観光協会との連携を強化し、効率的で実効性の上がる観光振興策を検

討してまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 山浦利通君。 

○５番（山浦利通君） 鹿沢温泉観光協会さんにもちょっと私、この間、お邪魔して、ちょっと

ざっくり話をしたんですけれども、ぜひ一緒に湯の丸を盛り上げていきたいとのことでありました。

逆に鹿沢温泉に来るお客さんにも湯の丸を知ってもらうのによい機会になるのではないかと私個人

としては考えました。 

 集会施設について、先ほど市長より説明がありました。市の財政状況、市場の需要、交付金の諸

事情を鑑みて建設することとなると思います。いずれにしても大きな費用が見込まれる行事なわけ

ですので、パブリックコメントを行うなり、いろいろな機会を使って市民に周知徹底を図っていく

必要があると思います。これは質問でなくて結構です。 

 次に、安全で安心な東御市の実現に向けて、私、東部中学校、田中小学校の入学式にお邪魔した

ときに、教育委員会の方がまず祝辞で、命を大切にということをどちらでも言われました。これの

意味するところをお聞きしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） 大事なご質問をいただきました。教育計画を基本として市のものを立て

ているわけですけれども、一番中心になることが、その命を大事にするということでございます。

したがってすべての教育課程を通して、このことについては触れていくということになります。当

然道徳教育等でも扱っていくということであります。 

○議長（依田俊良君） 山浦利通君。 

○５番（山浦利通君） もろちんこれは自分の命を大切に、いわゆる自殺とかそういうことを含め

ているのかと思いますけれども、もちろんすべてのものの命を大切にしようということだと思いま

す。先ほども一番最初の項目にありましたように、最近の犯罪は本当に目を覆うものがあります。
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また、なおかつ低年齢化しており、それどころか血縁者間の事例もかなり多く、これなどは本当に

倫理観の欠落としか思えません。学習は学校で、しつけは家庭でという基本的なことがあると思い

ますけれども、今の田中小学校の児童館の利用状況を聞いてみても、約６割の生徒が利用している

ということですので、なかなか家庭でのしつけということは昔に比べ難しいのではないかと思いま

す。 

 先ほど教育長のお話の中に、教育としつけ、一緒にまとめてみんなでやっていくということがあ

りましたが、誠にそのとおりであると思います。 

 文科省の教育指導要領などの問題があると思いますけれども、東御市教育委員会の裁量をもって、

独自のカリキュラムを組むということは可能なのでしょうか、お伺いいたします。 

○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） 再質問、文科省の教育指導要領の問題であるということですが、道徳の

 内容、教育委員会の裁量で独自のカリキュラムを組めるかということでありますけれども、教育

課程の編成は校長に任せられるところでございます。教育課程の編成については学校教育法施行規

則51条以降に規定されておりまして、その内容についてはすべての子どもに等しく教示する、学習

させるということになっております。したがってそれが原則でありますけれども、その内容を満た

して、なおかつ地域の実情に合わせて、その内容の組みかえ、加えること、これは可能であります。

命の重要さ、東御市で、あるいはふるさとの大切さ等について学習する場合は、その内容を加えた

り、あるいは同等のものと組みかえることは可能であるということであります。 

○議長（依田俊良君） 山浦利通君。 

○５番（山浦利通君） 昔、長野県のいわゆる信濃教育は、全国でも秀でたものがありました。い

わゆる教育県長野、私たち子どものころ、よくこういった言葉を聞きました。これからもその例に

倣って、カリキュラムの編成が可能であるならば、昨日、今日、明日というわけにはいきませんけ

れども、人格教育の長野県と誇れるような教育県を再び目指していけたらと思います。 

 道徳教育の評価の件でありますが、道徳教育の評価について、お答えのように数値的評価は行わ

ず、自分のこととして考える力、相手の考えなどをしっかり受けとめる力など、つけたい力の成長

の様子を見て、励まし、伸ばすということを主にするということでありますが、誠にそのとおりだ

と思います。道徳を数値であらわすということは、人格を評価するということになり、これは逆効

果となる可能性があるからであります。 

 最後に、横文字の問題にします。若い人たち、ネット等で横文字に親しんでいるかもしれません

が、世の中には私を含めて中高年の方もたくさんいるわけです。例えば市報などにこんな記事が

載ったとします。これは私が強引につくった記事ですので、こんな記事はあり得ませんが、一応参

考のために読んでみます。しかし出てくる横文字はすべて行政の資料、市報、議会報に出てきたも

のばかりであります。だから１度は皆さん耳にしていることだと思います。 

 では、ちょっと読んでみます。「スポーツツーリズムを成功させるため、デスティネーションの
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もと、ダイバーシティの考えでインバウンドを行えるＤＭＯを目指します。発達障害を持つ者や、

いわゆるＬＧＢＴだからといって、マイノリティをネグレクトすることなく、その個性をリスペク

トし、コミュニティスクール的なものでインクルーシブ教育を目指します。」 

 この文章を果たして何人の人たちが瞬時に判断できるでしょうか。お聞きしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） ただいまの再質問の文章については、瞬時の理解は非常に困難かと理

解いたしました。 

○５番（山浦利通君） いじかめるわけで言ったわけではありませんので、誤解のないように。日

本語に置きかえにくい使われ方をしている外来語ももちろんあると思います。しかしこの外来語も

もとは本当に単純な意味のものを日本語で勝手に長くして、難しい訳をつけ加えたものがほとんど

だと思います。そういうことでありますので、やはり私たち日本人は日本語で、いろんなものをわ

かりやすく、わかりやすい文面を日本語で表記する必要があるのではないかと思いますが、最後

ちょっとまとまりが悪かったですけれども、これで終わりにしたいと思います。ありがとうござい

ました。 

○議長（依田俊良君） 本日の一般質問はここまでとし、通告に基づく残りの一般質問は明日15日

の午前９時から行います。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎散会の宣告 

○議長（依田俊良君） 本日はこれをもって、散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（午後 ４時３７分） 
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――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開会の宣告 

○議長（依田俊良君） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 （午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程の報告 

○議長（依田俊良君） 本日の議題は、お手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 １ 一般質問 

○議長（依田俊良君） 日程第１、昨日に引き続き、一般質問を行います。順番に発言を許可しま

す。 

 受付番号23 海野宿のよりよい発展のために何が必要か、受付番号24 観光地を結ぶアクセスに

ついて、受付番号25 市民病院の利便性向上のために。髙森公武君。 

 髙森公武君。 

○６番（髙森公武君） 皆さん、おはようございます。６番、太陽の会の髙森公武であります。 

 先日、ひょうが降りまして、ひょうに遭った皆様には大変なことと思いますが、心よりお見舞い

を申し上げます。 

 今回、私が質問することは、市民の意見、声であります。改めてこれより質問をさせていただき

ますが、よろしくお願いいたします。 

 先日、太陽の会で４人で海野のそういういろんなところを視察をさせていただきましたことも

入っております。１番に、ちょうどバスが入ってくると待っていたとばかりにトイレに走っていき

ます。大型駐車場のトイレの数が少ないというような声が聞きます。観光客のために必要な数が

整っていますか。またトイレの管理はどうなっておりますか。 

 ２番目に、市で大型投資をしたうんのわの現状はどうなっていますか。 

 ３番目に、海野バイパスから千曲川を渡って、丸子、いわゆる塩川に行く橋ができれば、交通の

停滞等緩和と観光客への貢献につながると思いますが、市や県の考えはどのようですか。 

 ４番目、桜もたくさん植わっており、ライトアップしたり、要らなくなったこいのぼりを市民か

らいただいて、川の端から端にワイヤーを張って泳がしたら、１つの観光となると思いますが、ま

た海野宿の活性化になると思いますが、いかがでしょうか。 

 次に、観光地を結ぶアクセスについて。 

 田中の駅から市内各観光地を結ぶアクセス（第２次交通）の現状と課題は何ですか。 

 循環バス実証実験へ９月から11月と新聞に載っていましたが、運行期間が短くて、大丈夫でしょ

うか。 
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 ３番目、自転車の貸し出しは成果が出ているでしょうか。 

 次に、市民病院の利便性向上のために。 

 現在、市民病院の診察時間はどうなっているでしょうか。仕事をしている人にとっては診察時間

を少し延長してほしいという声があります。せめて午後６時ごろまで病院の職員の意識改革が必要

ではないかという市民の声ですが、この言葉はどう思いますか。保育園と同じように延長して診察

ができませんか。土曜日の午前中だけでも診察ができませんか。 

 以上です。１回目の質問は終わります。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） おはようございます。 

 受付番号23、髙森公武議員の海野宿のよりよい発展のために何が必要かのご質問についてお答え

いたします。 

 初めに、海野宿の大型駐車場の必要トイレの数と管理の仕方でございますが、海野宿周辺の公衆

トイレは第１駐車場、第２駐車場、第３駐車場、海野宿歴史民俗資料館、海野宿玩具展示館、海野

宿滞在型交流施設うんのわの６カ所に設置してございます。海野宿第２駐車場の公衆トイレにつき

ましては、男性用、女性用のほか、多目的トイレを設置しており、男性用トイレには小便器２基と

洋式便器１基、女性用トイレには洋式便器３基を設置しています。これらトイレの規模につきまし

ては、社団法人日本公園緑地協会による「都市公園技術標準解説書」に基づき算出された規模であ

り、必要数は確保できているものと考えております。 

 なおトイレの管理につきましては、本海野区へ指定管理をお願いしているところでございます。 

 ２点目のうんのわの現状はどうなっているかでございますが、海野宿滞在型交流施設うんのわの

喫茶、飲食、宿泊部門の利用者数の状況につきましては、開設初年度に当たる平成26年度が１万3,

470人、27年度が9,090人、28年度が6,692人と、年々減少傾向にあります。 

 要因といたしましては、喫茶の利用者数の減少が影響したものでありますが、滞在を目的とした

宿泊利用者数にあっては、平成26年度が316人、27年度では640人と約２倍に増加し、28年度におき

ましてもほぼ同数の634人の方に利用いただいております。この結果、安定的で収益性の高い宿泊

部門の売上が大きく伸びたことにより、収支決算においても初年度の26年度こそは赤字となりまし

たが、27年度、28年度と２年連続して黒字を確保するなど、努力をいただいております。 

 ３点目の海野バイパスから千曲川を渡って丸子塩川に行く橋の設置による渋滞緩和や観光客への

貢献についてでございますが、平成22年度から23年度にかけて長野県、上田市、東御市と関係する

地域の皆さんで組織された大屋駅周辺道路計画検討委員会の中で、海野地区を含む大屋駅周辺の渋

滞緩和に向け議論が交わされました。 

 会議の中では、主に国道152号バイパスの設置案について検討がされ、ルート案の１つとして海

野宿橋から先の千曲川に橋をかけ、上田市側に渡る案があり、検討委員会の中で協議されましたが、

抜本的な交通分散にはつながらないといった結論が出されております。また市といたしましても、
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新たな橋の建設計画は、現在のところありませんが、今後国道152号バイパスの将来計画は必要と

考えております。 

 平成27年４月に、海野バイパスが完成し、国道18号の海野宿入り口交差点から上田市境まで円滑

な交通確保が図られたことから、大屋駅周辺までの整備が重要な課題と考えております。長野県上

田建設事務所においては、渋滞緩和策として駅前の県道拡幅のための地元説明会を重ね、沿線の皆

様に事業への賛同をお願いしているところです。引き続き県、上田市と足並みをそろえ、地域と合

意形成を図りながら、課題解決に向けた対応を図ってまいります。 

 ４点目の白鳥桜のライトアップやこいのぼりによる観光演出は、海野宿の活性化になるのではな

いかについてでございますが、ご提案いただきました取り組みも海野宿の活性化や誘客促進につな

がる地域イベントの１つと考えられます。地域の活性化は地域の皆様の粘り強い取り組みから得ら

れた成果の積み重ねにより達成されるものと考えておりますので、田中地区地域づくりの会をはじ

め地域の関係者の皆様にご提案をおつなぎするとともに、市といたしましても地域の主体的な地域

づくり活動に対し必要な支援を講じてまいりたいと考えております。 

 続きまして、受付番号24、髙森公武議員の観光地を結ぶアクセスについてのご質問につきまして

お答えいたします。 

 初めに、田中駅から市内観光地を結ぶアクセス（２次交通）の現状と課題は何かでございますが、

市の公共交通には定時定路線バスとデマンド交通がございますが、いずれも通学や通院、買い物な

ど市民生活における移動手段として利用されています。田中駅から市内観光地への移動手段として

はタクシーが中心となっているところでございます。観光誘客によって地域の活性化を図っていく

には、交通拠点と観光資源をつなぐアクセスの整備が必要不可欠であるため、観光２次交通をいか

に実現させていくかが課題と考えています。 

 ２点目の循環バス実施運転は９月から11月と新聞に書かれ、期間が短く大丈夫かについてでござ

いますが、観光２次交通は鉄道駅などの交通拠点と観光地を結ぶ交通手段でございます。この時期

は秋の行楽シーズンを加えてブドウをはじめとする特産物の収穫期でもあり、１年を通じて最も多

くの観光客が見込める時期でございます。そのため時期は短いものの観光２次交通の社会実験に取

り組み、需要動向の分析と評価を行ってまいります。 

 なお、この取り組みにつきましては、地方創生推進交付金を活用して実施するものでございます。 

 ３点目の自転車の貸し出しは成果が出ているのかでございますが、観光レンタル事業につきまし

ては海野宿観光や町中周辺観光における利便性の向上を目的に、平成28年６月から取り組んでいる

ところでございます。28年６月から29年３月までの10カ月間における貸し出し件数は延べ139件、

月平均すると13.9件という実績でございました。冬期間は極端に減少してしまう傾向があるものの、

６月から10月のグリーンシーズン期間中は月平均17.3件の利用がございますので、レンタサイクル

の活用は近距離における観光２次交通として有効な手段と評価しているところでございます。 

 今後はレンタサイクルサービスを広く情報発信し、多くの皆様にご利用いただけるよう努めてま
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いりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 病院事務長。 

○病院事務長（武舎和博君） おはようございます。 

 受付番号25、髙森公武議員の市民病院の利便性向上のためにのご質問につきましてお答えいたし

ます。 

 初めに、病院の診察時間に係るご質問でございますが、月曜から金曜の平日における午前の診療

は８時30分から12時まで行い、その受付時間は８時から11時30分までとなっております。また午後

の診療は２時から５時まで行い、受付時間は１時30分から４時30分まででございます。 

 次に、２点目の平日における診察時間の延長に係るご質問と、３点目にいただきました土曜日の

午前中の診察に係るご質問につきましては、関連しますので合わせて答弁をさせていただきます。 

 まず現在の外来の診療体制を申し上げますと、先ほど答弁いたしました平日の診療時間につきま

しては、内科や外科、小児科、婦人科、眼科、整形外科など、できるだけ多くの医療ニーズにこた

えられるよう職員を多数配置いたしまして、診療を行っているところでございます。また、この時

間帯以外となります平日の受付終了後から夜間にかけて、及び土曜日曜祝日等につきましては、医

師１名がそのほかの医療スタッフとともに、交代制で当直や日直を担当して診察を行っているとこ

ろでございます。なお、このとき対応すべき患者の診療科目が担当した医師の専門外となってしま

う場合には、輪番病院や日曜当番医など、診療可能と思われる他の医療機関をご案内しているとこ

ろでございます。 

 このような現在の診療体制を変更いたしまして、複数の診療科目に対応できる職員体制を維持し

ながら、診療時間を拡大した場合には、それ相応の人員配置が新たに必要となりますが、職員の労

働時間を考えますと恒常的に超過勤務が発生するような診療体制は組めませんので、新たに職員を

採用する必要が生じてまいります。しかしながら医療従事者の確保が困難な現状やコスト面などを

考慮いたしますと、診療時間の拡大は大変課題の多いご提案であると感じているところでございま

して、病院に勤務する職員の意識改革で対応していくことにつきましては、難しい状況にあると考

えているところであります。 

 なお近年国が推進する医療環境の在り方といたしまして、より安全・安心な医療を地域の皆様に

提供するための仕組みとして、地域完結型医療という考え方がございます。この考え方は、上小地

域や東信地域など、一定程度の圏域を１つの大きな病院と捉えまして、診療所やクリニックなど外

来診療主体の医療機関から、入院や手術、リハビリ、救急等、多くの医療部門を扱う小中、大規模

病院に至るまで、地域の医療機関がそれぞれの機能や役割を明確にした上で、しっかりとその使命

を果たしながら、医療従事者の労働環境の改善にもつなげていこうという取り組みでございます。

市民病院におきましても、地域の開業医の皆さんとその役割を適切に分担する中で、お互いに補完

し、連携を図りながら外来診療を行っているところで、市民病院の診療時間に関しましても現在の

診療体制を維持してまいりたいと考えているところでございます。 
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○議長（依田俊良君） 髙森公武君。 

○６番（髙森公武君） これからは一答一問でお願いいたします。 

 昨日も太陽の会で海野宿のトイレの視察をしましたが、第３駐車場のトイレが使用禁止の柵はし

てありましたが、１つのトイレの鍵がこじあけられまして、とても汚されておりました。今、現状

はどのようになっておりますでしょうか、お聞きします。 

 それから一答一問ですから、ひとつお願いいたします。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 海野宿の第３駐車場のトイレでございますけれども、駐車場は開

放している状態です。トイレにつきましては利用によってでございますけれども、閉鎖していると

いう状況の中で、何らかの理由で壊されたということでございまして、修理は完了しております。 

 今後につきましても、ほかのトイレと同様に適切な維持管理に努めてまいります。 

○議長（依田俊良君） 髙森公武君。 

○６番（髙森公武君） 道路状況については回答をいただきました。それでは再質問をさせていた

だきます。 

 皆さんもご存じのように、大屋駅周辺ではなく、特に朝夕の国道18号線の停滞はすごい状況です。

これから緩和する対策と並行して、海野宿の観光へバスが円滑に行き来できる道路があればよいと

思って、千曲川の橋の建設について質問をさせていただきました。当初、答弁では市では現在、橋

の計画はないとの回答でありましたが、国道152号線バイパスなどの大きな事業は今後20年から30

年の長い期間を要すると思います。時代の流れも今後不透明な点があると思いますが、今が大事で

あることが、この先５年ぐらいの間で基金を積み立てながら、停滞緩和のための道路計画があるの

か、お聞きいたします。 

○議長（依田俊良君） 都市整備部長。 

○都市整備部長（寺島 尊君） おはようございます。 

 受付番号23、髙森公武議員の再質問、この先５年ぐらいの間の道路計画についての再質問につき

ましてお答えをいたします。 

 現在、国、県、市、それぞれが上田バイパス建設や県道拡幅、海野バイパスの完成など、渋滞解

消に向けた取り組みを行っております。市といたしましては、将来の道路計画を考える上で、今回

のご意見を参考にはさせていただきますけれども、まずは現在進行中事業推進のため、関係機関と

協力し渋滞解消に向けた対応を図っていきたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 髙森公武君。 

○６番（髙森公武君） 次に、24番の自転車についてですが、会派で視察に参りまして、自転車が

どこにあるかわからないというような状況でありました。それで自転車の貸し出しはとてもよいと

思いますが、先日下見をさせていただいたときに、どこに自転車があるかわかりませんでした。目

につくように看板を設置した方がよいと思いますが、いかがでしょうか。 
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○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） レンタサイクルの自転車の事業をしやすい形にしたらどうかとい

うご質問でございますけれども、観光情報ステーション前にレンタサイクルの取り扱いのパネルを

掲示し、来訪者にわかりやすくご案内できるよう工夫してまいります。 

 また、利用促進の意味で、広く宣伝していくという必要がございますので、ホームページや駅舎

内における掲示のほか、ＳＮＳを利用した発信や観光パンフレットなどへの掲載などを通して周知

を図ってまいります。 

○６番（髙森公武君） 済みません、１つ飛ばしてしまったので、よろしいですか。 

○議長（依田俊良君） どうぞ、いいですよ。 

 髙森公武君。 

○６番（髙森公武君） 次に、こいのぼりの件ですが、皆さん活性化活性化と言われますが、毎年

同じことを繰り返し行っているようですが、活性化はできないと思います。新しい取り組みを行う

のが必要ではないでしょうか。今回、提案したこいのぼりの件は、計画をすればいくらでもできる

ように思いますが、いかがなものでしょうか。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） こいのぼりの観光演出につきましては、先ほどご答弁させていた

だいた内容でございますけれども、市といたしましてはやはり地域の関係者の皆様にまずはおつな

ぎすると、そういう役目と考えております。 

○議長（依田俊良君） 髙森公武君。 

○６番（髙森公武君） おつなぎではなくて、実行するよう努力をしていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 それから次に、病院の件ですけれど、お答えは必要ありません。できれば赤字を減らすように職

員一同努力していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（依田俊良君） 受付番号26 湯の丸高原施設整備について、受付番号27 農業生産工程管

理の取り組みについて。横山好範君。 

 横山好範君。 

○１７番（横山好範君） おはようございます。東翔の会の横山好範です。 

 冒頭、先ほども話がございましたが、先月31日夜９時半ころ、前後、雷雨とともに降ひょうがあ

りました。野菜、果樹におきまして和、祢津の一部の地域で大きな被害が発生をいたしました。被

害に遭われた皆様には心からお見舞いを申し上げたいと思います。また、最近梅雨入りになりまし

てから非常に雨が少ない状態が続いております。干ばつが心配をされるわけですが、農作物の被害

がないことを祈り、これからの潤沢な、順調な天候を祈っていきたいと、こんなふうに思っていま

す。 
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 それでは、通告に従いまして質問に入らせていただきます。 

 湯の丸高原施設整備についてであります。 

 湯の丸高原は、海野宿、芸術むら公園とともに東御市の３大観光拠点で、スキーをはじめ天然記

念物のレンゲツツジの群生地があり、高山植物の宝庫でもあり、烏帽子連峰の登山口、高原の避暑

地というようなことでもあります。 

 平成13年には75万人が訪れていた観光客は、その後、スキーブームの陰り等から減少傾向でござ

いましたが、関係者の努力により一時回復をした向きもございますが、近年はまた年間53万人前後

と低迷状態にあるというふうにお聞きをしております。 

 平成26年度策定いたしました第２次総合計画では、60万人の観光客を目標に、観光振興を図るこ

ととしています。また平成27年度には、湯の丸高原最盛期のにぎわい復活に向けて長期的な施設整

備を進めるための施設整備基本構想を策定されました。2020年東京オリンピック・パラリンピック

が開催をされますが、それを目指して高地トレーニング用長水路プールの誘致活動も進められ、各

方面の支援協力のもとに進められております。また、ジョギングコース等、400メートルトラック

など、陸上トレーニング施設整備も計画され、具体的な事業が開始をされました。以下、５点につ

いて質問をいたします。 

 １つは、東京オリンピック・パラリンピックに向けてトレーニング用プール誘致につきましては、

前定例会までの質疑においても、なかなか国の予算化までは厳しい困難な状況にあるということで

ございますが、日本水泳連盟で結成をされておりますプール施設整備推進委員会の取り組みなどを

通じ、実現の可能性に向け努力するというようなお話がありましたが、その後の状況と見通しはど

うでしょうか。 

 ２点目でございますが、昨年度の補正で予算化された400メートルトラックなど、陸上トレーニ

ング施設を含めて湯の丸全体をどんな構想のもとに、どんなエリアとして整備を進めようとしてい

るのでしょうか。また27年度に策定された基本構想との相違は出てきているのでしょうか。 

 ３点目でございますが、施設整備のコンセプトはどうか、また利用の計画はどう見込んでいます

か。 

 ４点目、各施設の整備に係る費用及び管理運営費用と、その財源はどのように見込んでおります

か。 

 ５点目ですが、観光客の増加、施設利用関係者の入り込みなどによる経済的な波及効果はどう見

込まれていますか。 

 ２項目めでございますが、農業生産工程管理の取り組みについてでございます。 

 農業生産の持続性を確保するために、食品の安全、作業労働安全の確保、農村地域環境の保全な

どに配慮した生産活動を行う農業生産工程管理、ＧＡＰと言われていますが、その取り組みが進め

られているところでございます。国際的な取り組み、あるいは国、県における取り組みが進められ

ておりますけれども、順次拡大をしてきているというふうにお聞きをしております。東京オリン
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ピック・パラリンピックの食材調達に当たっても、グローバルＧＡＰ、国際的な認証制度でござい

ますが、この取り組みを強化するという方向が打ち出されているところでございます。そこで以下

２点についてお伺いをいたします。 

 東御市におけるＪＧＡＰ、日本でやられているＪＧＡＰ、それから国際的なグローバルＧＡＰに

対する取り組み、支援はどのように行われていますか。 

 ２点目ですが、ＧＡＰ認証件数は東御市においてはどのくらいあるのでしょうか。また今後の目

標はどうなっているでしょうか。 

 以上、１回目の質問といたします。よろしくお願いします。 

○議長（依田俊良君） 市長。 

○市長（花岡利夫君） 受付番号26、横山好範議員の湯の丸高原施設整備についての質問につきま

してお答えいたします。 

 １点目の東京オリンピック・パラリンピック大会に向けてのトレーニング用プール誘致の現状と

見通しについてですが、2020年の東京大会までの整備は非常に困難な状況にあると言わざるを得ま

せん。しかしながらオリンピック・パラリンピック成功のための目標としての金メダル獲得のため

に必要なプールであるという認識は、関係者の間で高まっており、次善の策が検討されていると認

識しております。 

 ２点目の陸上トレーニング施設などを含め、湯の丸をどのようなエリアとして整備していくのか、

基本構想との相違はどうかでありますが、湯の丸高原は都心からのアクセスもよく、高地トレーニ

ングに必要とされる標高1,500メートル以上を有し、宿泊施設もあり、東信地域として医療体制も

整った場所に位置しておりますので、高地トレーニングの最適地であると認識いたしております。

平成26年度末に策定いたしました湯の丸高原施設整備基本構想を具現化する中で、まな板平に予定

しておりましたジョギングコースの整備は、一般地域の利用が縮小している現状から、開発が進ん

でいるテニスコート周辺に場所を移し、400メートルトラックとジョギングコースとを国の地方創

生拠点整備交付金の採択を受け、本年秋までに整備するものであります。これは東御市全体の観光

機能強化を目指した拠点形成を基本理念とし、湯の丸高原の年間誘客目標約60万人の早期達成はも

とより、最盛期のにぎわいを取り戻すべく観光資源に磨きをかけるための湯の丸高原施設基本構想

と相違するものではないと理解しております。 

 ３点目の施設整備のコンセプト及び利用の計画はどうかでありますが、コンセプトにつきまして

は400メートルトラックとジョギングコースを整備することで、アスリート、アマチュアスポーツ、

健康意識の高い来訪者、市民など、裾野の広い新たな利用者をターゲットとするものです。利用の

計画につきましては、400メートルトラックほかジョギングコース等につきまして、本格稼働とな

る平成30年度でアスリート系の合宿を延べ約700人と見込んでおり、これは約2,500人までは伸びる

とされています。平成28年度東御市湯の丸高原スポーツツーリズム調査企画等業務報告書における

試算は、現実的なものであり、早期に達成できるものと考えております。 



― 131 ― 

 ４点目の各施設の整備に係る費用及び管理運営費用の見込みと、その財源はどうかでありますが、

400メートルトラックほかジョギングコース等の整備費用は、今回の補正予算と合わせて約１億5,0

00万円でございます。この整備費用の財源といたしまして、国の地方創生関係の交付金及び有利な

起債を活用しまして、実質の市の一般財源としては約5,700万円ほどと見込んでおります。管理運

営費につきましては、人件費を含めまして年間500万から600万円と見込んでおり、この財源は一般

財源が主で、一部施設使用料を見込んでおります。 

 最後に５点目の観光客の増加、施設利用関係者の入れ込みなどによる経済的な波及効果について

ですが、先ほど申しましたとおり平成30年度からは新たな合宿利用者が見込まれ、年々実績を重ね

ていく中で利用者数も増加するものと捉えております。 

 加えまして、湯の丸高原が注目され、今まで訪れることのなかった陸上関係者をはじめとする多

くの人々が、実際に湯の丸を訪れることにより、東御市の新たなファンも増えていくものと考えて

おります。このような新たな魅力とともに、地域の皆さんも湯の丸高原のすばらしさを再認識いた

だくことによって、この市に住まうことに対する誇りも更に醸成されていくこと、更に次代を担う

子どもたちに夢と希望を与えるとともに、地域住民の皆様自らの健康増進のために利用することな

ど、はかり知れない効果があるものと考えております。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 受付番号27、横山好範議員の農業生産工程管理の取り組みについ

てのご質問につきましてお答えいたします。 

 １点目の東御市におけるＪＧＡＰ、グローバルＧＡＰに対する取り組み支援はどのように行って

いるかについてですが、ヨーロッパで始まりましたグローバルＧＡＰは、食品安全の国際標準とし

て日本を含め世界100カ国以上が認めている制度です。またＪＧＡＰは日本国内のみに適用する制

度であり、現在のところグローバルＧＡＰのように世界的に認められていません。 

 市では、こうした状況を踏まえ、ＴＰＰ、ＥＰＡなどの国際的経済連携協定に対応するため、海

外を視野に入れた地元農産物の販売力強化が求められていること、また東京オリンピック・パラリ

ンピックなどへの食材提供は、地元農産物のブランド化にもつながることから、世界的に通用する

グローバルＧＡＰの認証取得を推進することといたしました。 

 具体的な取り組みや支援としましては、昨年度から国の補助を受け、一般社団法人ＧＡＰ普及推

進機構などの関係機関から講師を招き、講演会やセミナーなどを実施したほか、市内生産者と先進

地視察や研修会を行っており、今後も普及推進に取り組んでまいります。 

 ２点目の市内のＧＡＰ認証件数と今後の目標についてですが、市内では日本ＧＡＰ協会の認証す

るＪＧＡＰの認証団体は、野菜と水稲で各１団体の計２団体がありますが、グローバルＧＡＰの認

証を受けた団体、個人はありません。本年度はＪＡ信州うえだ、東部営農センターが中心となり、

生産者の取りまとめを行い、グローバルＧＡＰの認証取得を進めますので、市も積極的に支援をし

てまいります。 
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○議長（依田俊良君） 横山好範君。 

○１７番（横山好範君） それでは、これから一問一答というようなことでお願いをしていきたい

と思いますが、関係するところはまとめてご質問をしてまいります。 

 最初の湯の丸高原の関係につきましては、昨日もいろいろ議論がありましたので、できるだけ重

複は避けたいと思いますが、若干重複する部分もあるかと思いますが、よろしくお願いしたいと思

います。 

 トレーニング用プール誘致について、湯の丸高原が標高や交通の便など、高地トレーニング用の

適地としての条件が整っているということはスポーツ専門家とか、あるいはアスリートの皆さんの

共通した評価であるというふうに認識をしているところでございます。こういったような状況の中

で、また今までのいろいろ取り組みの経過のお話をお聞きする中で、高所トレーニング用プールを

つくるなら湯の丸につくってもらいたいと、こういう考えは関係者の間でほぼ一致してきているの

ではないかというふうに感じているわけでございます。日本水泳連盟が主体の高地トレーニング拠

点プール施設整備推進委員会の今後の活動に期待をしたいと思うわけでございますが、このプール

施設が完成するのは時期的には2020年のオリンピック・パラリンピックのメダルの獲得のための施

設というふうなことも非常に重要な位置づけになるのではないかと、こんなふうに思うわけでござ

いますので、ぜひこれからの対応に期待をしておきたいと思います。国の財政的な問題となってい

て、６月末ごろが山場になるというようなお話も若干お聞きしているわけでございますが、次善の

策が検討されているとのことでございますけれども、実現に向けて一層のご努力をお願いしておき

いと、こんなふうに思っているところでございます。 

 次に、28年度の補正予算で整備に着手されたトレイルランロード、400メートルトラックとジョ

ギングコースのほか、基本構想に盛られている体育施設整備、高原荘の整備については、どのよう

に進める考えでいるでしょうか、お伺いをしたいと思いますが、湯の丸高原が名実ともに高地ト

レーニングのメッカを目指して発展していくためには、総合な整備を進めていく必要があるかと思

います。中途半端な施設であってはそれ自体も無駄になるという可能性も出てくるわけでございま

すので、予算確保の問題もありますけれども、各種の補助金、交付金の活用を図りながらも、具体

的な実施計画を立てて進めるべきだというふうに思っておりますが、いかがお考えでしょうか。ま

た、登録というか整備にかかる事業費はどのくらいを見込んでいますか。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） おはようございます。 

 横山好範議員の再質問にお答えを申し上げたいと存じます。 

 体育施設の整備、また高原荘の整備についてのご質問でございますが、湯の丸を総合的に整備を

進めていくに当たりまして、昨年度、集会場、コンベンションホール兼体育館のことでありますが、

これを具現化するための検討材料といたしまして、東御市湯の丸高原スポーツツーリズム調査企画

等業務を行いまして、その中で委託業者から４つの提案がございました。１つ目については、バス
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ケットボール１面程度の規模の体育館、２つ目は、バスケットボールのコート２面程度の大規模な

体育館、そして屋内運動場といたしまして鉄骨平屋建ての比較的簡便な建築物で、フットサル１面

程度の広さのもので、床の仕上げを人工芝とするものと体育館仕様、いわゆる床張りとするもの、

この２種類、合わせまして４種類の提案をいただいたところであります。 

 整備に係る事業費とすれば、約６億円から約16億円と試算されておりまして、決して安価な事業

費ではございません。しかしながら要望の高い施設であり、また湯の丸高原の魅力向上には必要な

施設であるとの認識をしてございますので、厳しい財政状況が続く中で市場の需要、維持管理費等

の収入の見込み、交付金等の助成制度など、多面的に検討をしながら、また整備に向けて慎重に検

討してまいるというふうに考えております。 

 湯の丸高原荘につきましては、高トレプールの誘致が実現していない現在、その利活用が喫緊の

課題でございます。400メートルトラック等の整備によりまして、今後新たな来訪者が見込まれる

中で、トレーニング施設化、または宿泊機能が不足することが懸念されていることから、公設民営、

または民間資金の活用などを含めまして、民間主導でこの整備を行っていく、あるいは管理を行っ

ていくというような手法を検討しているところでございます。 

○議長（依田俊良君） 横山好範君。 

○１７番（横山好範君） コンベンションホール兼体育館は、昨年度の委託事業の結果で４案が示

されているという検討結果の話は、昨日の質疑でもありましたけれども、施設全体像の計画を早期

に整備をしながら、各方面へ働きをかけ、財源確保を目指していく時期だというふうに思います。

トレーニングセンターとしては施設基準をクリアするなどの課題もあるというお話が昨日もござい

ましたけれども、ほかにも幾つか調整していく事項もあるかと思います。遅くとも国等の補助金や

交付金申請までには具体的な計画案はもちろん固まることになるかと思います。詳細な部分につい

ては、そういった国の事業の協議の中で当然変更も出てくるわけでございますけれども、その交付

金等の申請、事業計画協議の前に、市の計画案というものは当然市民に示されながら、市の総意と

して国の方へ押し上げていくと、こういうような気持ちが必要ではないかと思いますが、その辺の

お考えをお聞きしておきたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 体育館の整備を進めるに当たっては、今、いろんな案があるというこ

との中で、それについての固まった段階におきましては、市民への説明も十分していくべきではな

いかというご質問でございますが、そのように進めていきたいというふうに考えております。その

手法とすれば今後いろいろ検討していきたいと思っておりますけれど、市民の理解も得ながら進め

ていくものというふうに考えております。 

○議長（依田俊良君） 横山好範君。 

○１７番（横山好範君） 自分で財源を持っていて仕事をすることならば、市の仕事でできるわけ

なんですが、どうしてもほかの各方面の援助が欲しいという、そういう状況でありますので、そう



― 134 ― 

いったことを含めて、固まってからの説明ということでなくて、経過、ある程度の計画ができた段

階でできるだけ早めに市民に対する説明というものが必要であるかと、こういうふうに思います。

今までの事業の推進の仕方を見ていても、その辺を感じますので、ぜひそういったところは配慮し

て進めていただきたいと、こんなふうに思います。 

 次に、400メートルトラック、ジョギングコース等の管理運営費は500万から600万円というふう

なお話がございました。一部施設使用料を充てるとのことであります。これは使用料の関係につい

ては昨日の質疑でもありましのたで、省略したいと思いますが、この使用料の設定に当たってはア

スリートが合宿等で占用する場合とか、あるいは市民個人、あるいは個人の陸上を何ていいますか、

きわめていく個人、あるいはする場合など、いろいろの状況があるかと思います。別立てで定めて

いくようになるかと思いますが、市民の皆さんができるだけ利用しやすいような、そういったこと

も念頭に置きながら、設定をしていただくように要望をしておきたいと思います。 

 利用者はアスリート、アマチュアスポーツ、一般市民など、多様な利用者が想定をされるという

ことでございまして、2,500人の委託事業の成果の数字は必ず近いうちに実現するという、こうい

う見込みのお話もございました。2,500人はアスリートを想定したもので、その他一般の利用者は

別にあるわけでございまして、トータルの数字というのが現在のところあまり検討していない、こ

れからだというお話もございました。ぜひそういったものを詰めながら、できるだけ多くの皆さん

に利用していっていただけるような働きかけも進めていっていただくことになるかと思います。あ

わせて関連施設ですね、大勢の皆さんが見える、そういった周囲の関連施設への対応も十分考えて

いってほしいと、こんなふうに思っていますので、その辺もよろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

 それから次に、最後に金銭的にははかり知れない事業効果の問題なんですが、金銭的にははかり

知れない効果があるということで、そのほかのいろいろの市民に対する影響等のご説明もございま

した。今までにはなかった高地陸上トレーニング施設が誕生するということになるわけでございま

す。その利用のために訪れる日本国内外の競技者については、今までより増加するというふうに考

えられる部分が非常に多いのではないかと思います。既に問い合わせもあるというふうにお聞きを

しているわけでございますが、利用者が満足できる環境を整備することによって、より多くの皆さ

んに活用していただくということになるわけでございます。訪れるアスリートと市民との交流も生

まれ、地域の活性化にも大いに役立つものと考えます。そして訪れた皆さんの消費行動によって地

域に与える経済効果は非常に大きなものがあるというふうに考えられるわけでございます。このこ

とについても具体的な目標を持つことが必要でありますし、更に道路とか交通の関係、あるいは宿

泊対策、食材、物品の提供等を含めて、総合的な対策を考えていく一連の整備を進めることが大切

であると考えておりますが、その点のお考えをお聞きしておきたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 湯の丸整備を進める中で、今後の経済効果に関する再質問でございま
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す。 

 新たな来訪者が湯の丸高原を訪れていただくことによりまして、湯の丸だけでなく、市内におけ

る飲食、消費の増加、また市内産の農畜産物の消費の増加、市内の交通機関の利用者の増加、宿泊

者数の増加など、様々な経済効果を得ることができると認識しております。 

 具体的な目標といたしましては、湯の丸高原における年間観光消費額及び年間の来訪者数の増加

を目標に、各種施策を推進してまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 横山好範君。 

○１７番（横山好範君） せっかくつくる、昨日もお話がありましたけれども、大プロジェクトで

ございますので、ぜひ悔いのないような仕事を進め方をお願いしておきたいと思います。 

 それでは次に、農業生産工程管理の関係についての質問に移らせていただきます。 

 農業生産の世界基準であるグローバルＧＡＰは、1990年代に先ほども若干お話がありましたけれ

ども、欧州で誕生した生鮮品を生産する工程の管理を農薬、肥料や環境、労働、福祉などについて

定めたもので、信頼される農業の在り方を規範とするものであると定義をされております。認証は

持続可能な農業の実施を確認するものでありまして、品質を保証するものではないというふうに規

定をされているわけであります。グローバルＧＡＰの認証取得を推進していくという答弁がありま

した。また市長も３月の施政方針の中で、グローバルＧＡＰの認定取得、生食用ブドウの他品種化

などを進めて、農畜産物の販路を海外にも拡大するため、実績のある米を参考に過渡的な支援策を

検討、新たな分野にも積極的に取り組むとＴＰＰ対応に絡めて表明をされているわけであります。

農産物輸出など、グローバル的な対応には欠かせないものとなっていくものだと考えております。 

 2012年のロンドンオリンピックでは、このグローバルＧＡＰの認証を受けた品目に限るというよ

うな、そういった取り組みもなされているわけでありますが、使えなかったというような、そう

いったグローバルＧＡＰの認証を受けた農場での生産物しか使えないというような方向性が出され

ておりました。2020年の東京オリンピックでも当然その同じ扱いとなるようなことを検討がされて

いるというふうにお聞きをしているわけでございます。2020年というのは、もう３年後のことであ

りまして、間近になっているわけでございますが、日本で行われる世紀のイベントに、食材を提供

できないというような状況になれば、将来の東御市農業にとっても非常に残念なことであるのでは

ないかと、こんなふうに思うわけでございます。講演会やセミナーなどを行ってきたというお話も

ございましたが、参加者数や参加者の感想はどんなようなものであったでしょうか。また今後の支

援の計画はどうなっているでしょうか、お尋ねをいたします。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） ただいまの再質問の参加者数、また感想についてでございますけ

れども、昨年、28年５月に市が開催いたしました概要説明会には27名の参加がありました。また、

翌々月、７月にＧＡＰ普及推進機構などの外部講師を招いた制度概要や取り組み事例などに関する

講演会には54名の参加がありました。更に12月には、セミナーやワークショップに41名の参加の実
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績です。 

 参加者の皆様からは、ＧＡＰに対する認識が得られた、深まったということと、導入についての

前向きに検討していきたいという感想が多く寄せられています。引き続き講演会やワークショップ

などを企画、開催しまして、多くの皆様に理解を深めていただくためのまた再度そういう機会を設

けてまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 横山好範君。 

○１７番（横山好範君） グローバルＧＡＰ、それからＪＧＡＰ、長野県のＧＡＰといいますか、

県の農業適正規範というふうに言われていますが、いろいろなＧＡＰの取り組みが各団体でありま

す。その違いはどんなふうなところにありますか、また市ではどのような扱いになっていくでしょ

うか、お聞きをしたいと思います。 

 続けて、あわせてＪＡセンターが中心に認証取得に向けた取り組みを行っているということでご

ざいますが、具体的にはどのような取り組みになっているでしょうか、お聞きをいたします。その

２点、お願いいたします。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） ２点再質問についてお答えいたします。 

 まず最初に、いろいろなＧＡＰがございますけれども、その違いと扱いについてということでご

ざいますが、まずグローバルＧＡＰとＪＧＡＰは、公平さを確保するために第三者による認証が必

要というのが特徴でございます。またＪＧＡＰは、今後グローバルＧＡＰと同じように国際的な認

証制度となるよう国が所要の作業を現在、進めているところと聞いております。 

 長野県ＧＡＰは、第三者による認証ではございません。しかも適用範囲が長野県内に限定されて

おります。しかし国の環境保全型農業直接支払交付金の採択というのがどうしても必要になってき

ますので、それを受けるためには普及推進を図っていく必要があるということも考えられます。 

 次に、ＪＡ営農センターが中心に向けた認証制度の取り組みということでございますけれども、

具体的な取り組みにつきましては、ＪＡ信州うえだの東部営農センターでは本年度内にグループ認

証という形で進めております。 

○議長（依田俊良君） 横山好範君。 

○１７番（横山好範君） それぞれのＧＡＰの仕組みに対応した取り組みを進めているというお話

でございました。認証の取得、維持するには経費がかかるというふうにお聞きをしておりますが、

どのくらいの経費がかかり、どういった支援が行われているのか、お聞きをいたします。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 認証の費用、維持費、また支援についてでございますけれども、

グローバルＧＡＰのグループ認証では約200万円くらい、あと個別認証の場合は約80万円、またＪ

ＧＡＰの個別認証の場合には幅がございまして59万円から68万円ぐらいかかると思われます。取得

費用につきましては、本年度から国が原則でございますけれども全額助成という形になっていると
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いうことです。また認証取得後の継続審査にかかる経費、支援についてはまだ未確定ですので、ま

た研究してまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 横山好範君。 

○１７番（横山好範君） 非常に多額な経費がかかるわけでございます。国の方でもそういったこ

とを考慮いたしまして、かなりの、全額を助成するというようなそういった支援をしているという

ような状況があります。こういったことを踏まえて、ぜひ取り組みを強化していっていただきたい

と思うわけでございますが、ＪＧＡＰの場合は国の先ほどの80万円を若干安く抑えるために幅があ

るのですが、経費を安く抑えているということなのですが、先ほども話がありましたようにＪＧＡ

Ｐの場合には国際的に認められる認証並みの何ていいますか、基準を持ったＪＧＡＰアドバンスと

いうような認証制度が９月から開始をされるというふうにお聞きをしております。答弁にもござい

ましたが、高い方の経費がそこに当たる。そのほかの安い方の59万円というのはＪＧＡＰベーシッ

クといいますか、それの認証の経費というふうになるかと思うわけでございますが、それ以上にグ

ローバルＧＡＰと同等に扱われるＪＧＡＰアドバンスというふうになることが肝心なことで、ＪＧ

ＡＰを進めていったら国際的には認められないものになってしまったというようなことがあれば、

日本がガラパゴス化するのではないかというような、そういった心配もされているというふうにお

聞きをしているところでございます。 

 ＥＵでは1970年代に取り組みが始まりまして、1980年から90年に規範が整備をされ、2000年には

各国で指導制度がつくられ、2005年にはＪＧＡＰが義務化されるに至ったというふうな取り組みに

なっているということであります。この間、30年もかかっているわけでございますが、日本では始

まったばかりでございますけれども、国際化が急激に、急速に進展する中で、こういったこともぜ

ひ早めな対応が必要ではないかと、こんなふうに思っています。 

 国では、自民党のプロジェクトチームでは2019年までにＧＡＰ認証取得を３倍以上にするために

予算も充実するというような方向が出されているようでございますし、ＪＡ全中でも認証取得に向

けた支援体制整備を最近取りまとめているところでございます。オリンピックだけでなくＴＰＰ対

策を含めた、将来日本の農業の国際化がますます進む中で、日本が産業として維持していくために

行政を含め、関係者が一層関心を深めて、ＪＧＡＰ推進に今から積極的に対応していくということ

が必要だと思います。最後にそういった考え方について、お考えがございましたらお聞きをしたい

と思います。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 承りました。またＪＡの方と、市も中心になって先ほどの答弁と

同様ですけれども、進めてまいりたいと確認させてください。 

○１７番（横山好範君） 終わります。ありがとうございました。 

○議長（依田俊良君） 受付番号28 田中駅を中心とした観光について、受付番号29 太陽光発電

について、受付番号30 市営住宅について、受付番号31 小中一貫教育について。山崎康一君。 
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 山崎康一君。 

○９番（山崎康一君） おはようございます。議席番号９番、さわやかな風の会、山崎康一です。 

 理事者側のメンバーもリフレッシュしましたので、私も気持ちをリフレッシュしてさわやかに、

情熱を持って質問をしますので、よろしくお願いします。 

 まずは田中駅を中心とした観光についてです。 

 議会開会前日の６月１日、湯の丸高原ジョギングコース、トレイルランロード整備工事起工式に

出席をしてきました。ここ数年、市では観光客増に向け駐車場整備、キャンプ場周辺整備等が進め

られ、今回の起工式では400メートルトラック整備等、東京オリンピックを見据えトップアスリー

トが集まる高地トレーニング事業がスタートし、日本だけでなく世界に発信できる夢のある市づく

りが始まりました。 

 また、本年度は県の事業である約30ヘクタールの広さを誇る御堂の整備も始まり、数年後には

「トップアスリートが集うワインのまち東御」といったキャッチフレーズが思い浮かぶようなまち

づくり計画が進み、東御市の知名度も上がり、相当数の観光客増が見込まれるのではないかと思い

ます。 

 しかし市民全体が潤うためには、中心市街地の活性化も不可欠だと思います。そこで今回、田中

駅がリニューアルしたことに合わせ、二の手、三の手と考えていくことも必要だと思います。そこ

で２点お聞きします。 

 １点目、４月に田中駅のリニューアルに合わせて観光ステーションとまちなか交流スペースを

オープンしたが、どのような成果が出ているのか。 

 ２点目、今後観光ステーションを活用し、どのような取り組みをして観光客を増やしていくのか

をお聞きします。 

 次に、太陽光発電についてです。私が初めて議員にさせていただいたのは６年前ですが、当時自

然エネルギーということで太陽光発電が全国的にも注目されている時期でした。愛知県に大規模な

太陽光発電があるということで、視察にも行かせていただきました。たしか全国で２番目に大きい

という施設ということもあり、広大な敷地だったと記憶しています。また当時東御市では、そう

いった施設も少なく、日の当たりのいい場所さえあれば自然エネルギーを活用できるので、土地の

有効利用にと考えた人も多かったと思います。 

 その後、電力の買取金額が１キロワット当たり42円になり、一般の住宅でも屋根を使い余った電

力を買い取ってもらうというような家庭も増えたように思います。今現在、車で走っていると各家

庭の屋根に太陽光が目にとまりますが、事業用太陽光の数はかなり増え、ここにもある、ここにも

あるといったような具合です。そこで２点お聞きします。 

 １点目、個人、事業者ともに太陽光発電の設置件数はどのように推移しているのか。 

 ２点目、ここ数年事業者の太陽光発電設置が増えて、設置場所によっては問題になるケースもあ

ると思うが、市としてはどう受けとめているのかをお聞きします。 
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 次に、市営住宅についてです。市では常田団地を平成24年に建替えをし、26年度より日向が丘団

地の建替えを始めました。どちらも以前は木造平屋建ての建物で、老朽化したものを壊し，建替え

をする計画になっています。市ではもともと住んでいる住民の皆さんを中心に移っていただくとい

う説明もありましたが、私は市営住宅というのは市民サービスの一環で,低所得者の皆様を守る施

策で、人口減を防ぐということにも有効だと思います。そこで２点お聞きします。 

 １点目、現在、日向が丘団地の建替えが６年計画で進められているが、今後も予定どおり進むの

かどうか。 

 ２点目、市内には築30年以上の大型の市営住宅もあるが、今後どのようにしていくのかをお聞き

します。 

 次に、小中一貫教育についてです。東御市では平成25年度より北御牧小中との連携教育を始めま

した。その後、東部中学校と４小学校との連携を始めました。一昔前ではあまり聞くことがなかっ

た小中一貫という言葉も、テレビ等の報道で多く扱われ、学校教育の中でも小中一貫を推進する動

きが活発になっているような気がします。東御市では小中一貫を始めてから４年が経過しますので、

成果を求められる時期になってきたのではないかと思います。そこでお聞きします。 

 北御牧、東部地区と小中一貫教育を始めているのが、それぞれどのような取り組みをして、どの

ような成果が出ているのかをお聞きします。 

 以上、４項目７点について１回目の質問とします。簡潔に的確に答弁のほどをよろしくお願いい

たします。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 受付番号28、山崎康一議員の田中駅を中心とした観光についての

ご質問につきましてお答えいたします。 

 初めに、４月オープンの観光情報ステーションとまちなか交流スペースには、どのような成果が

出ているのかについてでございますが、観光情報ステーションは地域情報の一元的発信に加え、来

訪者が必要とする観光情報やサービスを提供する観光案内所と、人が集い交流を通じて市街地のに

ぎわいにつなげていくまちなか交流スペースの２つの機能を集約した施設としてお客様をお迎えし

ているところでございます。 

 ４月５日のオープン以来、４月の利用者数は1,223人、５月は1,076人、延べ2,299人、１日平均4

1名の多くの皆様にご利用いただいているところでございます。 

 ２点目の今後観光情報ステーションをどのように活用して、観光客を増やすのかでございますが、

近年旅のスタイルが個人の嗜好を反映した形へと変化してきている中で、来訪者の動機づけが必要

であると考えております。観光情報ステーションは観光資源のみならず、地域の歴史、文化、芸術、

豊かな農産物と地場産業と魅力的な情報を一元的、横断的に収集して、内外へ発信してまいります。

公共交通の拠点である田中駅に開設した利点を生かして、旅行者にワンストップで対応する窓口機

能を確立し、誘客拡大につなげ、着地型観光の拠点として推進してまいりたいと考えております。 
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○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） 受付番号29、山崎康一議員の太陽光発電についてのご質問につき

ましてお答えいたします。 

 初めに、太陽光発電施設の設置件数の推移についてでございますが、まず地上設置型太陽光発電

施設につきましては、平成26年５月の東御市環境をよくする条例施行規則の改正によりまして、同

年10月１日から10キロワット以上の施設につきまして、開発事業の届出を義務づけいたしました。

このため平成26年10月以降の届出件数になりますが、平成26年度は個人８件、事業者４件の12件、

平成27年度は個人14件、事業者19件の33件、平成28年度は個人10件、事業者９件の19件となってお

ります。また住宅用太陽光システムの設置件数につきましては、平成24年度の215件をピークに

年々減ってきており、平成28年度の件数は66件でございます。 

 次に、事業者の太陽光発電施設の増加により場所によっては問題になるケースについて、市はど

う受けとめているかについてでございますが、太陽光発電施設に係る着工前の届出の義務づけに当

たりましては、周囲への悪影響を与えない、また最小限に抑えるための事業者が遵守すべき基準を

定め、適正化を図ってまいりました。しかし届出の添付書類に区長の確認書が必要なため、事業者

によっては区長への事業説明を行うが、地域住民への説明が不足することや、施設施工中に発生す

る雨水及び土砂流出への対応等の課題がございました。 

 このような状況は県内でも顕在化し、県において平成27年度に太陽光の適正な推進に関する連絡

協議会が発足され、太陽光発電を適正に推進するための市町村対応マニュアルが作成されました。

このような状況を鑑み、これら課題の解消と県マニュアルの当市での適切な活用を図るため、昨年

４月から庁内会議を開催し、検討を進めた結果、区長の対応を統一化し、事業者が十分な地域住民

への配慮がなされることを目的といたしまして、太陽光発電施設に係る開発事業の適正な実施のた

めに参考としていただく資料集を作成いたしました。議員皆様には本年３月に、区長皆様には４月

開催の東御市まちをきれいにする月間説明会におきまして、お配りしたところでございます。 

 したがいまして太陽光発電施設に係る開発届や施工に当たりましては、市、区長、事業者の３者

におきまして、東御市環境をよくする条例及び同施行規則や資料集に規定された事項を共有、遵守

し、必要に応じ協定締結等の措置を講じ、施設周辺の皆様が不安とならぬよう適切に対応してまい

ります。 

○議長（依田俊良君） 都市整備部長。 

○都市整備部長（寺島 尊君） 受付番号30、山崎康一議員の市営住宅についてのご質問につきま

してお答えいたします。 

 １点目の現在、日向が丘団地の建替えが６年計画で進んでいるが、今後も予定どおり進むのかで

ございますが、平成22年度に策定いたしました東御市市営住宅長寿命化計画に基づき、平成26年度

から建替えを進め、現在までに５棟25戸の整備を終えたところでございます。本年度は２棟建設で

計画しておりましたが、国からの交付金が要望額の50％となったことから、２棟建設から１棟建設
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へ変更する予定でおります。来年度以降の建設につきましは、建替え計画に基づき、事業の推進を

図ってまいります。 

 ２点目の市内には築30年以上の大型市営住宅もあるが、今後どのようにしていくのかでございま

すが、市営住宅で築30年以上経過し、３階建て以上の市営住宅としまして瓜田団地と日向が丘団地

がございます。平成22年度に策定いたましました東御市市営住宅長寿命化計画に基づき、市営住宅

の長寿命化修繕工事等を進めてまいりました。しかしながら現在の状況は、計画策定時から新たに

外壁改修を必要とする団地等が発生してきておりますので、長寿命化計画の見直しを行いまして、

適正な維持管理を進めてまいります。 

○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） 受付番号31、山崎康一議員の北御牧中学校区及び東部中学校区で行われ

ている小中一貫教育の取り組み内容と、その成果についてのご質問についてお答えします。 

 初めに、東御市における一貫教育、あるいは一貫型教育の捉え方は学習指導要領に基づき、９年

間を見通した教育を小・中学校で連携して行う教育としており、学力や体力の向上、人間関係構築

力の向上を主な目的に掲げ、北御牧中学校区では平成25年から、また東部中学校区では平成28年度

から本格的に取り組んできております。 

 それぞれの中学校区の取り組みの様子でありますけれども、北御牧中学校区は小学校１校と中学

校１校の一貫であり、小中合同職員会議の開催や小中一貫講師による小中のリレー授業の実施によ

り、小・中学校の先生方の連携が年々図られてきており、児童の様子の引き継ぎなど、中学校の受

け入れ準備がしっかりとできるようになってきており、不登校生の減少や中学校１年生のスムーズ

な授業実施ができるようになっています。 

 東部中学校区でありますけれども、４つの小学校が１中学と連携するというところに難しさがあ

ります。中学校が一つ一つの小学校とそれぞれと連携することは、時間的にも人的にも困難であり

ますので、縦の連携に加え、小学校間の横の連携を取り入れ、東部中学校区の一貫教育の推進を

図っているところであります。 

 縦の連携とは、合同教科会を設け、これは教科ごとに小学校と中学校の先生が話し合いを行う場

でありますが、ここで中学校で発生する課題の共有と小学校での対応策を検討し、小学校の授業へ

反映していく取り組みを開始したところであり、また先生方による小・中学校の相互の授業参観を

実施しています。横の連携とは、小学校連携推進講師２名、これは市費の講師で２カ月に学校をか

えていくと、ローテーションを組んでおりますが、この配置をし、各クラスでの授業づくりの支援

を行っているところであります。２名の講師の取り組みの様子から、わかりやすく、自尊心を大切

にする授業が行われつつあると感じているところであり、学力の定着が図られていくものと期待し

ているところであります。 

 なお東部中学校区の成果については、昨年度から本格的な取り組みを開始しているところであり、

今後見極めてまいりたいと思います。 
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○議長（依田俊良君） ここで15分間休憩します。 

休憩 午前１０時２６分 

――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時４６分 

○議長（依田俊良君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 山崎康一君。 

○９番（山崎康一君） 再質問をします。ここからは一問一答でよろしくお願いいたします。 

 田中駅についての再質問をします。観光ステーションに多くの方が訪れ、サービスを利用されて

いることは大変喜ばしいことですし、効果があったものと感じました。そこで再質問させていただ

きますが、ステーションのまちなか交流スペースでは人と人との交流を通じて、市街地のにぎわい

につなげていくことがコンセプトになっているとのことですが、交流スペースを活用してどういっ

た取り組みによってにぎわいにつなげていくのか、具体的な内容をお聞かせください。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） まちなか交流スペースでは、どういった取り組みを考えているの

かについてでございますけれども、交流スペースで取り組む事業といたしましては、地域の物産品

のお買い物を楽しんでいただく「駅前マルシェ・とうみ市」を季節ごと４回にわたって開催してい

くほか、田中地区の祇園祭り、またお盆の花市など、地域の行事に合わせた独自の集客イベントを

計画しているところでございます。 

 こうしたイベントを地域、観光協会、地域おこし協力隊と互いに連携し、取り組むことによって

さらなるにぎわいにつなげていきたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 山崎康一君。 

○９番（山崎康一君） 交流スペースを使っての具体的な取り組みについては、よくわかりました。

イベントという言葉がありましたが、お客様に喜んでいただけるイベントをたくさん開催してもら

えればと思います。 

 次に、田中駅という点でポイントを絞って質問させていただきます。この質問は同僚議員も質問

しましたので重なる部分があるかと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 田中駅を観光に結びつけるには、海野宿と連動させることが一番だと思います。極論をいえばサ

イクリングロードを整備してつなぐことがいいと思いますが、そこまではとても無理なので、田中

駅で自転車を貸し出し、海野宿や大屋駅で乗り捨てができるようなシステムにすると、より観光し

やすくなるように思います。また現在でも田中駅には貸出自転車がありますが、誰もわからない場

所にあるような状態なので、もっとわかりやすい場所に置き、「さわやかな風を浴びながら海野宿

へ」といったようなキャッチコピーもつくり、宣伝する必要もあるかと思います。自転車の乗り捨

てシステムを取り入れたらと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 
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○産業経済部長（関 一法君） まずレンタサイクル、乗り捨てというご質問につきましては、ま

ず可能にしていくためには乗り捨てた場所にサイクルポート、回収するシステムも必要です。また、

それを定期的に回収するということがまず第一ということで、先進地の事例はあると思いますので、

今後また検討していく、現在の段階ではすぐにというのは難しいと考えておりますので、また参考

にしていきたいと思います。 

 また、先ほどの認知度、駅前に置くと、広めて掲示板をやるというお答えにつきましては、先ほ

どの答弁と同じでございますけれども、やはり必要性は十分認識しておりますので、また広く宣伝

していくと、わかりやすく皆さんが利用できるという形は実施していくという考えでございます。 

○議長（依田俊良君） 山崎康一君。 

○９番（山崎康一君） 乗り捨てシステムについては、前向きな答弁がいただけなかったわけです

が、田中駅の自転車置き場については改善していただいて、観光客が乗りやすい場所になるように

工夫していただければと思います。 

 次に、この質問に関しては最後になりますが、十分検討をしていただきたいという思いを込めて

質問をさせていただきます。要望という形になりますので、答弁はすぐにはということは無理だと

思いますので、答弁は要りませんので、お含みをいただければと思います。 

 では、要望に移りますが、私が思うに中心市街地には不可欠なのはホテルだと思います。湯の丸、

御堂とこれだけ力を入れ、ミマキ、日信といった大企業も東御市にはあります。観光客、ビジネス

客も多く訪れるにもかかわらず、東御市にはビジネスホテルがなく、中心市街地を活性化すること

が難しいという現状があります。 

 東御市にも以前はレクサスというホテルがありました。当時は今のように観光にも力をそれほど

入れていなかったのかはちょっとわかりませんけれども、ホテル業も難しいところがあったと思い

ます。しかし今はこれだけ観光に力を入れ、東御市に来られる観光客の方々にも東御市に泊まって

いただくよう、そろそろホテル誘致を考えてみてはどうかと思います。上田には上田発祥の大手ホ

テルチェーンもあり、隣の市ということもありますので、いろいろなつながりもあると思いますの

で、ビジネスホテル誘致を進めていただきたいと思います。観光を進めるためには必ず必要ですし、

中心市街地活性化には役立ちます。ビジネスホテル誘致を強く要望をして、次の質問に移ります。

 次に、太陽光発電についての再質問をします。設置件数の推移については27年度がピークで、そ

の後電力買取価格も下がり、減少傾向にあるということで理解しました。次の質問では、事業者に

特化して聞きますが、設置業者と管理業者が別々だという話をよく耳にします。それに対してはど

う認識しているのか、また設置業者、管理業者ともに県内業者、県外業者の届出状況はどうなのか

をお聞きします。 

○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） まず１点目のご質問の設置事業者と管理事業者が異なる施設につ

きましては、平成27年度では先に申し上げた33件のうち19件、平成28年度では19件のうち12件と



― 144 ― 

なっております。比率としては６割程度でございますが、その大半は個人が事業者に管理等を委託

しているものとなっているところでございます。 

 次に、２点目のご質問の設置事業者が県外である件数でございますが、平成27年度では33件のう

ち10件、平成28年度では19件のうち５件となっておりまして、約３割程度が県外の設置事業者とい

うことになっております。 

○議長（依田俊良君） 山崎康一君。 

○９番（山崎康一君） 業者の状況はわかりました。先ほどの市の答弁に戻りますが、業者が太陽

光を設置するに当たっては設置場所の区長の判こが必要になるということです。事業用太陽光の設

置に関しては法律で防げないので、各地区での理解を得るために区長の判こをもらうという形を

とっていると思うのですが、区長は原則１年交代ですので、少々重荷のように思います。 

 １つ例を挙げたいと思います。姫子沢にある大規模の太陽光の話ですが、何年か前に小規模では

ありますが土砂崩れがありました。当然所定の許可を取って設置してあるので、問題はないと思い

ますが、あれだけの勾配のある場所で、木を伐採し、つくってしまったら排水設備をつくったとし

ても土砂崩れが起きてしまうのは当然のように思います。 

 また田中区ではこんなこともありました。郷仕川原、私の住んでいるところですけれども、の山

の上に太陽光を設置したいと田中の区長に話があったわけです。そのとき田中の区長は郷仕川原の

ことはよくわからないので、山崎さんで対応してくれないかと連絡をくれました。私は設置予定場

所付近の住民と話をし、ある程度の条件を提示すると、業者は断念をしたようで、郷仕川原に太陽

光の設置はありませんでした。住宅の近くに設置する場合、区長と区民が連携をとることで、うま

くいく例もあります。 

 太陽光の設置は荒廃地対策には有効だと思いますし、地元業者設置・管理の場合は問題は少ない

と思いますが、県外業者だった場合は10年後、20年後、もし壊れて使いものにならなかった場合、

別の意味で荒廃地になる危険性もあると思います。私としては、市の方で独自の太陽光設置に条例

を設けるべきだと思いますが、市としてのお考えをお聞かせください。 

○議長（依田俊良君） 市民生活部長。 

○市民生活部長（塚田 篤君） それではご質問の設置できないエリアや管理などにつきまして条

例の整備を、これについてでございますが、先に申し上げましたとおり東御市環境をよくする条例

施行規則の改正によりまして、近隣市町村に先駆け平成26年10月から10キロワット以上の地上設置

型太陽光発電施設について、開発事業の届出を義務づけしたところでございます。この制度を運用

する中で発生した問題について、庁内会議を開催し、検討を進めまして、同条例施行規則の規定を

補完するものとして、施設に係る開発事業の適正な実施のために参考としていただく資料集を作成

したところでございます。 

 また、この資料集は、区長皆様へ配付し、周知をしているところでございまして、事業者との対

応に係る助言や事業者と区との協定書の例、また規制の根拠となる例規等を市及び県の基準集とし、
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掲載しておりまして、それでも対応に迷いのある場合には、すぐに市の担当部局へ連絡していただ

くようお願いしてきたところでございます。 

 したがいまして市の現行制度の検証、県や国の動向を注視していくことが、現在、重要と考えて

おりまして、現時点では新たな条例の制定は喫緊の課題ではないと考えておるところでございます。 

○議長（依田俊良君） 山崎康一君。 

○９番（山崎康一君） 現時点での新たな条例の制定は考えていないとのことで、理解しました。

しかし私の認識では明らかに市民にとって迷惑施設になり得る場所への設置もあるように思います。

市として届出書類を確認するだけでなく、現地調査を行い、しっかりと精査していくことをお願い

して、次の質問に移ります。 

 市営住宅についての再質問をします。最初に、確認の意味も含めて１つお聞きしますが、市営住

宅の家賃の設定はどのようになっているのかをお聞きします。 

○議長（依田俊良君） 都市整備部長。 

○都市整備部長（寺島 尊君） 山崎議員の受付番号30番、再質問、市営住宅の家賃はどのように

設定しているかという再質問でございます。 

 初めに、家賃の設定でございますが、市営住宅の家賃は住宅ごとに毎年度算定しておりまして、

建築時の建設費、延べ床面積及び経過年数などにより、１部屋につき８階層の家賃を設定しており

ます。どの階層に当たるかはその部屋の入居者全員の合計の収入の月額により判定をしております。 

○議長（依田俊良君） 山崎康一君。 

○９番（山崎康一君） わかりました。一般のアパートから比べれば、多分相当安く設定されてお

ることと思います。低所得の皆様には重要な市民サービスということがわかります。先ほど築30年

以上経過した建物として挙げていただいた瓜田団地と日向が丘団地については、修繕をしながら

使っていくとの考えで理解しますが、私の考えでは現在の日向が丘の計画が終わり次第、次は瓜田

を建替え、次に日向が丘と進んでいくのがベストだとは思います。長い目で見ると建物も老朽化し

ているので、修繕をしていくよりもお金をかけて建替えを進めていくのがいいとは思いますが、財

政面を考えるとそれも難しいこともよくわかります。 

 今回は市営住宅を市民サービスという形で取り上げていますので、瓜田団地と日向が丘団地につ

いて、手を加えていく場合、少し考えてほしいことがあります。瓜田、日向が丘に共通しますが、

お風呂の問題です。先日、私の知り合いで市営住宅に入りたいという方がいました。市営住宅の多

くは募集をかけ、抽選ですが、日向が丘団地はすぐに入居可能ということで、部屋の中を見て契約

をしました。私も部屋を見せていただきましたが、築30年とは思えないほどきれいで広く、家賃も

安く、非常にありがたい物件でした。しかし問題が１つありました。古い公営住宅は風呂がまを自

分で取りつけなければならないとのことです。そして退居する場合には、その風呂がまを撤去しな

ければならないとのことです。風呂がまを取りつけるには20万円ほどかかります。毎月の家賃は民

間のアパートと比べものにならないほどの安さですが、入居時にかかる金額を見ると市民に優しい
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サービスとはいえないように思います。 

 他の自治体では、市営住宅に対し、風呂がまをリースで貸し出しするところもあるそうです。市

民サービスの一環としてぜひ考えていただきたいと思いますが、市の考えをお聞かせください。 

○議長（依田俊良君） 都市整備部長。 

○都市整備部長（寺島 尊君） 山崎議員の再質問、風呂がまの設置についてのご質問でございま

す。 

 現在、風呂がまが設置されていない公営住宅は、日向が丘団地36戸、大日向団地６戸、御牧原団

地６戸でございます。今後耐用年数や経過年数を参考にいたしまして、長寿命化計画の見直し作業

の中で、風呂がま等の設置について研究してまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 山崎康一君。 

○９番（山崎康一君） 今の答弁の中では、風呂がまの持ち込みは日向が丘だけということ、瓜田

は違うか。あと小さいところが幾つかということで、私の認識が少し間違っていたと理解しました。 

 ただ、日向が丘だけでも36と、他の小規模の市営住宅も持ち込まなければいけない場所があると

聞いていますので、入居する場合にも不便な物件は相当数あるということになります。風呂がまに

対して研究するという答弁はあまり前向きではないと捉えますが、私の考えでは市営住宅は大変重

要な市民サービスだと思っています。入居する前に家賃関係とは別は、風呂に20万円もの金額をか

けなければならないことは、入居者にとって負担が大きいと思います。私の聞いた話では、風呂が

まをつけられず温泉を利用しているという方もいると聞いています。弱者に優しい市営住宅に少し

でも改善していただくことをお願いし、次の質問に移ります。 

 小中一貫の再質問をします。私は小中一貫の推進委員もしており、広報等も定期的に送っていた

だいておりますので、内容については理解しています。今の答弁で丁寧に説明していただきました

ので、同僚議員の皆様にも理解を得られたかと思います。 

 では、再質問に移りますが、小中一貫をする狙いは２つあると思います。まず１つ目は、中１

ギャップを防ぎ、不登校を減らし、いじめもなくす。先ほどの答弁にあったように不登校の減少と

いう成果が出ています。２つ目は、もちろん学力向上につなげるということです。先ほどの答弁の

中では、学力向上の成果の話はありませんでしたが、小中一貫を取り入れて、４年以上経過してい

ますので、進学校に上がるパーセンテージが数％上がったというような成果が出ればいいと思って

います。 

 そこで１つお聞きします。小中が完全週休２日制になって15年以上経過し、ゆとり教育では十分

な学習もできず、子どもたちの学力低下も指摘されるようになりました。このようなこともあり現

在、子どもたちは限られた時間の中で勉強を詰め込まれ、先生方は勉強以外の仕事も増え、それぞ

れが悪循環に見えます。先生方にとって小中一貫というものは、相当負担感があり、逆に勉強の質

も下がって、学力低下を招いてしまうおそれもあるのではないかと私は思いますが、それについて

教育委員会ではどう考えているのかをお聞きします。 
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○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） 一貫教育を進める上での課題等でありますけれども、一貫教育を進める

ことは議員のお話のように、不登校等の減少、あるいは最終的には子どもにわかる授業、楽しい学

校を提供するということであります。これまでの北御牧小中で行ってきたその成果を東部中学校区

でも生かしながら進めていきたいということを考えておりますけれども、一貫教育、あるいは一貫

型教育を進める中で、先生方に負担になるということはないのではないかなということを思ってお

ります。 

 それから学力の低下、成果が出なければいけないということだと思いますけれども、先生方の多

忙感の中で指導が低下するということのないように、組織を東部中学校区では工夫してございます。

既存の職員会議の中に委員会等をちゃんと含めて、無理のない活動ができるようにしてまいりたい

というふうに考えております。 

 子どもたちの学力なり生徒指導的な面で低下がない、そのために一貫教育を進めているわけであ

りますので、一番は北御牧中学校での成果という中で、それを東部中学校区にも生かしたいという

わけであります。その主なこれまでの成果が小中をつなげる教員、講師が配置されておりまして、

そういう中で小学校の子どもたち、中学に上がっても知っている先生がいるということ、あるいは

学習の仕方が同等であると。これは算数、数学で入っていただいているわけですけれども、小学校

段階ではそのほかに教科担任制を５、６年で取り入れている中で、中学校に非常に近い学習形態が

とれている、そのことによって中学校になじみやすいというようなことがあります。そういう中で、

学習の仕方が理解できているので、中学校でも抵抗なく学習が進められると、適応がいいというふ

うなことが成果としてありますので、そんなことを東部中学校区でも生かしていければいいかなと

いうふうに思っております。 

○議長（依田俊良君） 山崎康一君。 

○９番（山崎康一君） 私は小中一貫教育を否定しているわけではありませんので、ご理解をいた

だければと思います。 

 先生方の負担感が少ないように工夫しているということですので、小中一貫教育は今以上の成果

が出る、必ず出ると思いますので、しっかりと取り組んでいただければと思います。 

 今回、私は４つの項目について質問をさせていただきましたが、前向きな答弁はちょっと少な

かったかなという印象が残りました。私の一般質問は今までの質問すべてが私と市民の皆様の間で

話題になったことです。市民に寄り添って市民目線で質問しています。私の考える議員の役割は、

自分の考えを通すことではなく、市民の皆様の考えていることを伝え、行政に反映させることが一

番の役割だと思います。財政面のこともありますので、全部取り入れるのも難しいこともよくわか

ります。しかし市民が暮らしやすく、弱者に優しい市をつくるのも行政の役割だと思います。東御

市に生まれて育ってよかったなと思えるような市づくりを目指していただくことをお願いし、私の

一般質問とします。 
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○議長（依田俊良君） 受付番号32 介護予防・日常生活支援総合事業について、受付番号33 自

殺対策について、受付番号34 肝炎の重症化予防対策について。髙木真由美さん。 

 髙木真由美さん。 

○２番（髙木真由美さん） 改めまして皆様、こんにちは。議席番号２番、髙木真由美でございま

す。 

 先週からいよいよ梅雨入りをしたものの、まだ雨が少ない状況ではありますが、梅雨の時期は気

圧などの影響により体のだるさや頭痛、むくみ、眠気、胃もたれなど、体調不良を起こしやすいと

言われています。今年の梅雨明はいつになるかはわかりませんが、いずれにしましても梅雨が明け

ると本格的な夏になります。私は特に夏に弱いのですが、今から生活のリズムを見直したり、熱中

症予防のための水分補給は大事ですが、冷たい飲み物の飲みすぎや過度な冷房などで体を冷やしす

ぎたりしないようにするなど、体調管理をしっかりしていきたいと思っているところでございます。 

 それでは通告に従いまして、３項目について質問をさせていただきます。 

 まず１項目めの介護予防・日常生活支援総合事業についてですが、この事業は65歳以上のすべて

の方を対象に行う事業で、特に要支援の人に対するサービスのうち、介護予防訪問介護、介護予防

通所介護が総合事業に移行し、市の事業として実施されるもので、本市においても本年の４月から

実施をされております。そこで次の４点についてお聞きします。 

 まず１点目として、総合事業に移行するに当たり、対象者への周知徹底はなされたのかどうか。 

 ２点目として、新規利用者は増えているのか。また、すべての利用者に適切な対応ができている

のかどうか。 

 ３点目として、各関係者同士の連携と十分な人材の確保はできているのかどうか。 

 ４点目として、総合事業に移行したことにより生じた課題と対応策は何かをお聞きします。 

 ２項目めの自殺対策についてですが、厚生労働省の2017年度版「自殺白書」 によると、５歳ご

とに区切った15歳から39歳までの５階級すべてで死因の第１位が自殺でした。白書で若い世代の自

殺は深刻な状況にあるとし、若者の自殺死亡率を低下させることを重要な課題として挙げておりま

す。 

 長野県におきましても、平成27年の県内の自殺者は378人で、県内で１日およそ１人の方が自ら

の尊い命を絶っており、やはり若者層の自殺者の割合が多くなっております。この状況を鑑み公明

党長野県青年局では、昨年11月から12月に県内の10代後半から40代の男女2,038名の方から対面方

式によるアンケートを実施、その結果として４人に１人が自殺を考えたことがあり、その７割が10

代後半から20代に考えており、若い世代に自殺リスクが高い傾向がありました。また、自殺を考え

た原因として、４人に１人が学校問題と答えております。 

 全国の若者層における自殺原因の１位は、警視庁の統計によると健康問題が多いとのことであり

ました。そこで当市での状況について、次の４点についてお聞きをします。 

 まず１点目ですが、東御市におけるここ５年間の年齢別自殺者はどのくらいいるのか。 
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 ２点目として、年齢別の自殺の原因は何だと思われるか。 

 ３点目として、自殺を防止するための具体的な取り組みはどうか。 

 ４点目として、教育現場における対策が必要不可欠だと思われるが、実際にどのように取り組ん

でいるかを伺います。 

 ３項目めの肝炎の重症化予防対策についてですが、ウイルス性肝炎は国内最大の感染症と言われ

ており、肝炎ウイルスに感染している人はＢ型、Ｃ型合わせると300万人に上ると推測されます。

現在、がんによる死因で３番目に多いのが肝がんですが、その原因の約90％がＢ型、Ｃ型のウイル

ス性肝炎由来です。しかしこれらは感染時期が明確でないことや自覚症状がないことが多いため、

適切な治療を受ける機会がなく、本人が気づかないうちに肝硬変や肝がんに移行する患者が多く存

在することが問題になっております。 

 Ｂ型肝炎はキャリア化してしまうと現在の医療では排除できないため、ワクチンで予防すること

がとても大切です。国はキャリア化リスクの最も高い０歳児を対象に、Ｂ型肝炎ワクチンを定期接

種化するようになりました。一方、Ｃ型肝炎に関しては、予防ワクチンはありませんが、ここ数年

で薬による治療効果が飛躍的に高くなっています。80％以上の方が薬による通院治療で完全治癒で

きるのです。しかし一方で、国民の約半数が肝炎検査を未受診であったり、検査でＣ型肝炎と判定

された方の40％が治療に進んでいないという実態が、昨年開かれた肝炎対策推進協議会の中で報告

されています。 

 国も昨年６月30日に改正された肝炎対策の推進に係る基本的な指針の中で、国は地方公共団体、

医療関係者等と連携し、肝炎ウイルス検査の受診促進や検査結果が陽性である者のフォローアップ、

また肝炎患者等の早期発見、かつ適切な肝炎医療の受診促進等の肝炎総合対策を推進することによ

り、肝硬変、肝がんへの移行者を減らすことを目的とし、肝がんの罹患率をできるだけ減少させる

ことを指標として設定すると記載しており、肝炎の検査体制の強化と陽性者への受診促進の教科を

推し進めようとしています。 

 そこで当市における現状について３点お聞きします。 

 １点目は、肝炎の重症化、または肝がんで亡くなっている方はどのくらいいるのか、過去５年間

の推移は。 

 ２点目として、当市における肝炎ウイルス検査の受診促進や検査結果が陽性である者のフォロー

アップ、また肝炎患者などの早期発見、かつ適切な医療の受診促進はなされているのか。 

 ３点目として、０歳以上を対象としたＢ型肝炎ワクチンの接種状況はどうかをお聞きしまして、

最初の質問とさせていただきます。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 受付番号32、髙木真由美議員の介護予防・日常生活支援総合事業

についてのご質問についてお答えいたします。 

  １点目の総合事業に移行するに当たり、対象者への周知徹底はなされたのかの質問でございま
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す。総合事業への移行に当たっては、事業説明パンフレットの作成や広報への掲載、また福祉懇談

会等の会議において、事業内容の説明を行うなど、広く市民の皆様にご理解をいただくための活動

を展開してまいりました。 

 また、要支援１及び２で、サービスを利用されている方や総合事業に移行予定の方については、

窓口や訪問をさせていただいた際に、総合事業の説明をさせていただき、事業に対する理解やサー

ビス利用に向けた説明をしております。引き続き対象者の皆様には、事業理解のための説明を継続

してまいります。 

 続いて２点目の新規利用者は増えているのか、また適切な対応ができているのかの質問でござい

ます。総合事業につきましては、ご本人の状態を知ることができる25項目の質問リストにより、事

業対象者であるかの判定ができます。結果に基づきすぐにサービスの利用が開始できる事業でござ

います。給付事業からの移行により実施されている事業でございますので、新規利用者というくく

りの中での動向を判断することは困難でございます。４月から５月の質問リストにより、総合事業

のサービスを利用いただいた方については、５名というような形になってございます。 

 また、適切な対応についてでございますが、利用者の要望をお聞きする中で手続きやサービス利

用についての説明を申し上げ、判定においても適正に行われるよう担当者間の打ち合わせ会を開催

するなどにより対応してございます。 

 次に、３点目の各関係者同士の連携と十分な人材の確保はできているのかの質問でございます。

総合事業開始に当たり、各関係事業所や団体等に対する一般的な説明会のほかに、個別に事業所ご

との説明会を行い、話し合いを重ねてまいりました。事業移行後におきましても機会を捉えて話し

合いの機会を設け、連携の強化を図ってまいりたいと考えております。 

 また、市内17事業所が加入しております民間介護福祉事業所連絡会には、市の地域包括支援セン

ターも加入しておりまして、情報の共有や意見交換などが活発に行われております。 

 次に、人材確保についてでございますが、サービスを提供する事業所においては、介護職離れに

よる人材の不足といった課題が根強くございます。現状においては各事業所の努力によりサービス

に影響が出ているようなお話は聞いてございません。市においては、介護職離れを少しでも減らせ

ますよう、魅力ある職場づくりなどの研修会、情報交換の場の提供として事業所交流会を開催して

いるところでありますので、引き続き人材確保に向けたこのような研修会等の開催をしてまいりた

いと考えてございます。 

 ４点目の総合事業に移行したことにより生じた課題と対応策はの質問でございます。総合事業に

移行して２カ月が過ぎたところでございます。具体的な課題につきましては、特に承知を、上がっ

ていることは耳にしておりませんし、特に承知をしてございませんけれども、これからの事業展開

においての課題としては、住民主体の多様なサービスの立ち上げという部分で考えてございます。

これに対しましては身近な場所での通いの場づくりが考えられるわけでございますけれども、これ

から立ち上げる予定でございます協議体の中で生活支援コーディネーターの設置など、地域の皆さ
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んが主体となったサービスの提供をサポートできる体制を整備しまして、先進事例等がございます。

そちらの方の研究をしながら、取り組んでまいりたいと考えております。 

 続きまして、受付番号33の１点目から３点目の質問に対して、私の方でお答えをしたいと思いま

す。自殺対策についての質問でございます。 

 １点目の東御市におけるここ５年間の年齢別の自殺者数はどのくらいかの質問でございます。厚

生労働省「自殺対策白書」の元資料であります警察庁の調べに基づく自殺統計の数字で申し上げた

いと思いますけれども、当市におきましては平成23年から27年までの５年間で29人の方が自ら命を

絶たれております。その内訳につきましては、30歳未満の年代で男性２人、女性１人、30代では男

性４人、女性３人、40代では男性４人、女性２人、50代では男性５人、女性１人、60代では男性２

人、女性１人、70歳以上では男性２人、女性２人というような状況になってございます。この白書

によりますと、長野県は自殺者に占める働き盛りの男性の割合が高い傾向にあり、当市でも同様の

傾向が見られてございます。 

 なお全国の自殺者数につきましては、平成23年３万370人から27年は２万3,806人と減少傾向にあ

ります。東御市においは年間５、６人平均ということで、ちょっと推移についてはとりづらい人数

ではございますけれども、横ばいに推移している状況でございます。 

 また、この間の人口10万人当たりの自殺者数で見てみますと、市の平均は18.70人、国の平均は2

0.99人、県の平均は20.80人となっておりまして、市の人数としては国、県ともに下回っていると

いうような状況にございます。 

 次に、２点目の年齢別の自殺の原因は何だと思われるかの質問でございます。年齢別の原因は承

知しておりませんけれども、なかなか難しい要因でありまして、個別に聞き取りですとか原因調査

というのが非常に難しい状況でございますので、なかなか具体的なものについては、しっかりした

ものについては承知してございません。しかし統計の中で原因別に整理されたものを見ますと、健

康問題、家庭問題、経済・生活の問題、職場問題の順に多く、これらが複合的に重なっている状況

にあるものと認識してございます。 

 続いて３点目の自殺を予防するための具体的な取り組みはどうかの質問でございます。市では従

来より精神保健相談やメンタルヘルス対策を行っておりましたが、平成23年度より地域自殺対策強

化事業を活用しまして、自殺予防のための相談事業、啓発事業、人材育成事業等を拡充して実施し

ております。相談事業は、心に不安や悩みを抱える方やご家族の相談に精神科医が応じておりまし

て、月１回、予約制で実施し、28年度は25件の相談に応じてございます。啓発事業につきましては、

心の相談や人との向き合い方について考える心の健康づくり講座、働き盛りのうつ予防とメンタル

ヘルスを考える精神保健講演会等を開催しております。市内企業へも広く周知を行いまして、28年

度については延べ72人の方に参加をいただきました。人材育成事業につきましては、身近な人の悩

みや自殺のサインに気づき、見守り、支援先へつなげる役割を担うゲートキーパーの育成講座を実

施いたしております。28年度については14名が受講され、23年度からの講座修了者は累計で150人



― 152 ― 

となっております。 

○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） ４点目の教育現場では、どのように取り組んでいるかのご質問について

お答えします。 

 各学校においては、道徳教育や人権教育などの中で、命の大切さの教育を実施しております。１

つとして、集団づくりや人間関係づくりに力を入れ、仲間に支えられて生活するよさを実感するこ

とや、かけがえのない自分であるとの自尊感情を高められるような指導をしており、道徳教育や学

級指導等で、かけがえのない命、性教育では命を授かる奇跡について学ぶ機会を設けております。

また、児童・生徒の自殺原因の多くを占めるいじめを許さない校風を確立するため、定期的な実態

調査を行うとともに、全教育活動を通して児童・生徒の人権感覚を磨くことを大切にしております。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 受付番号34、髙木真由美議員の肝炎の重症化予防対策についての

ご質問につきまして、お答えいたします。 

 １点目の肝炎の重症化、または肝臓がんで亡くなっている方はどのくらいおられるのかの質問で

ございます。平成17年から26年までの「長野県衛生年報」によりますと、当市における肝疾患、ま

たは肝がんによる志望者数は、両方とも年間数人で推移してございます。ちょっと人数が少ないも

のですから、５年間ごとの平均という形で比較をさせていただきます。これを５年ごとの平均で見

させていただきますと、平成17年から21年までは肝疾患が３人、肝がんが5.8人でございました。

また平成22年から26年までは肝疾患が３人で変わらず、肝がんは5.4人で、若干の減少となってい

るというような状況でございます。 

 また、この10年間の人口10万人当たりの死亡者数の平均につきましては、肝疾患9.75人、肝がん

18.19人で、それぞれ県の平均11.13人、21.27人を下回っている状況にございます。 

 次に、２点目の当市における肝炎ウイルス検査の受診促進や検査結果が陽性である方のフォロー

アップ、肝炎患者等の受診促進の状況はどうかの質問でございます。市が実施した検査としては、

非加熱血液製剤による肝炎ウイルスの感染が社会問題となったことを背景に、平成14年度から平成

18年度にわたり実施されたＣ型肝炎等緊急総合対策に基づきまして、当時36歳から70歳までの方を

対象に、５年間をかけて対象者の節目年齢の年の健康診査に合わせて、肝炎ウイルス検査を有料で

実施しております。陽性または要精密検査と判定された方については、医療受診までのフォローを

行ったというものでございます。 

 緊急対策終了後につきましては、ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業により、保健所の

方で実施しております無料のウイルス検査の受診促進を図っております。 

 続いて、３点目の０歳児対象のＢ型肝炎ワクチンの接種状況はどうかの質問でございます。Ｂ型

肝炎の予防接種につきましては、平成28年10月から定期接種化されまして、平成28年４月１日以降

に生まれた乳児を対象に、１歳になるまでに３回のワクチンを接種するというものでございます。
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平成29年３月31日現在の接種率につきましては、平成28年度中に生まれた対象乳児200人について、

１回目接種済みが155人、率にして77.5％、２回目接種済みの方が138人、率にして69.0％、３回目

接種済みが65人で32.5％となってございます。 

 なお５月31日現在で１歳になられており、３回の接種を完了していなければならないお子さんは

40人おられますけれども、全員の皆さんが接種を完了されているという状況でございます。 

○議長（依田俊良君） 髙木真由美さん。 

○２番（髙木真由美さん） それぞれに答弁をいただきました。これからは一問一答という形で質

問をさせていただきますが、関連する事項につきましては幾つかまとめて質問させていただきます

ので、よろしくお願いいたします。 

 まず総合事業に関する質問ですが、市としましてはこの総合事業にスムーズに移行できたとのこ

とですが、総合事業に移行したことで何が一番変わったのかをお聞きします。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 総合事業に移行して何が一番変わったのかということでございま

すけれども、なるべく給付事業と変わらないような形での移行を目指してまいりました。その中で

何が一番変わったかということでございますけれども、一番変わったところはやはり総合事業の中

で今まで認定審査を受けなければ利用ができなかった部分が、チェックシート、25項目の質問項目

により判定をし、すぐに利用できるような体制が整えられたということが挙げられるかと思います。

なかなか認定を受けずにチェックシートだけで総合事業をスタートするという方が、先ほども申し

上げましたけれども現在のところ５名というような形でとどまっております。認定を受けるか、そ

のままチェックシートでサービスを利用開始するかについては、本人の判断に委ねるところでござ

いますけれども、事業趣旨等説明をする中で、そんな利点が最大限に発揮できるような推進が図れ

ればと思っております。 

○議長（依田俊良君） 髙木真由美さん。 

○２番（髙木真由美さん） デイサービスや生活支援中心の訪問介護が介護認定なしで受けられる

のは、対象者にとってより早くサービスが受けられるということなので、よりわかりやすい形での

周知をお願いしたいと思います。 

 次に、関係者同士の連携ということについてですが、事業者ごとの説明会を行い、話し合いも重

ねているとのことですが、より利用者のニーズに合った対応をしていくためには、先ほどの答弁に

もありましたように、生活コーディネーター、すなわち地域支えあい推進員の設置が必要と思われ

ますが、それについては具体的にどのように考えているのかをお聞きします。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 生活支援コーディネーターの配置について、どのように考えてい

るかとの質問でございます。総合事業につきましては、多種多様な事業を多種多様な形で推進をし

ていくということが１つの特色となってございます。今年度におきましては、協議体等の設置につ
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いても検討している中でございますので、その設置とあわせて生活支援コーディネーターを配置し

てまいりたいと、そんなふうに考えております。 

 また、生活支援コーディネーターにつきましては、そういった地域での活動ですとか、取り組み

について支援を申し上げる、また、それぞれの利用者さんのそれぞれのサービスにつなげる役割を

担っていただく、そんな形で考えてございます。 

○議長（依田俊良君） 髙木真由美さん。 

○２番（髙木真由美さん） 先ほど総合事業に移行したことによる課題として、住民主体の多様な

サービスの立ち上げということを挙げておりましたので、そのためにもぜひ生活コーディネーター

の早めの設置をお願いしたいと思います。 

 次に、人材の確保ということについてですが、実際に介護職員の確保等、現実は大変な状況のよ

うですが、多様な生活支援、介護予防サービスが利用できる地域づくりのためには、ボランティア

の方など実際に生活を支援していくための担い手の養成や発掘が必要になってくると思われますが、

具体的な担い手をどう確保していくのかをお聞きします。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 具体的な介護の担い手の確保の質問でございます。専門職として

事業所の中で働いてもらうためには、それなりの資格を取得していただいて、それなりの職につい

ていただくというような形になろうかと考えております。現在、そういった人数が少ない中におい

ては、家族介護、あるいはボランティアによる介護という形のものが必要になってまいると考えて

おりまして、ここ数年来、介護支援ボランティアの育成を図ってまいりました。現在80人の皆さん

が研修会等に参加をしていただき、介護支援ボランティアというような形で育ってきてございます。

現在、その皆さんにつきましては、介護予防教室の運営を担っていただいている方もございますし、

今後につきましてはそういった皆さんが身近な場所で、その力を発揮していただく、そんな仕組み

づくりを考えていく必要があるかと思っております。 

 特に、ずくさち体操ですとか、今年はそういった体操の方も普及をしてまいりたいというような

形で、そういった体操の指導員等を、指導役等を担っていただける方を考えているところでござい

ます。 

 いずれにしましても80人からの介護ボランティアの皆さんがございます。これから市におきまし

てもその皆さんが活躍できる場所を十分につくり上げていければなと考えておりますので、よろし

くお願いをいたします。 

○議長（依田俊良君） 髙木真由美さん。 

○２番（髙木真由美さん） 毎年介護支援ボランティアさんを育成してきたとのことですが、現在、

各小学校区単位での地域づくりの取り組みが始まっておりますので、そこに介護ボランティアさん

を派遣するなど、各地域に合った取り組みをしていったらどうかと思うのですが、地域を巻き込ん

だ取り組みということで、その辺も検討していただけたらと思います。 
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 次に、地域支援事業の中の包括的支援事業の中に、介護認定者第１原因である認知症施策の推進

がありますが、本人、また家族に対する具体的な取り組みは進んでいるのかどうかをお聞きします。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 介護認定者の第１原因となっております認知症に対しては、この

議会でも過去に何回か質問をいただいてございます。この認知症対策につきましては、積極的に市

としても取り組んでございまして、認知症の病気の理解をするために認知症サポーター養成講座等

の啓発活動、また希望する場所においては脳いきいき教室等を開催しまして、右脳刺激訓練や回帰

法など、体験してもらうことを行ってございます。 

 また具体的な対策としましては、一昨年より認知症地域支援推進員を配置し、認知症を抱えてい

るご家庭に訪問し、実態把握をさせていただきました。昨年は認知症初期集中支援チームを立ち上

げまして、認知症サポート医である市民病院の医師と作業療法士、また地域包括支援センターの保

健師と認知症推進員がともに処遇について検討会を持ち、支援してございます。 

 中でも家族支援というのがとても大切なこととなってございます。ご家族に関しましては、月１

回家族会というような形で開催してございまして、なるべく多くのご家族の皆さんに参加していた

だくようお誘いをしているところでございます。 

 いずれにしましても今後も増えていく認知症高齢者に対しましては、本人の予防活動はもとより、

本人のケア、また家族のケア等を考えてまいりたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 髙木真由美さん。 

○２番（髙木真由美さん） 答弁にありましたとおり認知症にならないのが一番であり、その予防

のためにいろいろな取り組みをされており、また仮になってしまったとしても初期に対応のできる

認知症初期チームの体制もできているとのことですので、さらなる周知徹底を図り、なるべく早い

段階で対応ができるようにしていただきたいと思います。 

 また、家族同士の交流の場もあるようですが、家族同士でいろいろなことを共有できる場は必要

だと思いますので、家族の息抜きの場としてもぜひ続けていただきたいと思います。 

 では、２項目めの自殺対策についての再質問ですが、当市においても各年代ともに毎年自殺者が

おり、特に働き盛りの人が多いとのことで、原因も家庭問題や健康上の問題、職場での問題等、

様々な原因が考えられるとのことですが、そういった人たちを少しでもなくしていくための相談相

手となるゲートキーパーの養成講座の修了者は152人になっているようですが、具体的にはどのよ

うな役割をしているのか、また講座を修了された皆様はどのような活動をされているのかをお聞き

します。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 東御市でのゲートキーパーの具体的な役割、状況という形でござ

います。市のゲートキーパー養成講座を修了した方につきましては、先ほどお話にもありましたが、

152人でございます。今現在、転出ですとか転勤等により東御市にいない方もございますけれども、



― 156 ― 

現在、うちの方で連絡がとれる形になっている皆さんは138人でございまして、市内在住、または

市内に在勤の方については120人というような状況にございます。 

 ゲートキーパーの役割としましては、身近な人の悩みや変化に気づいて声をかけ、話を聞いて必

要な支援につなげる見守る役割を期待されるというものでございます。いつもと様子が違う等の自

殺のサインが出ている場合がございますので、そういったものを見逃さずにその人を見守るという

意味から門番という意味のキーパーというような形の名称がついてございます。 

 当市の講座を修了されたゲートキーパーの皆さんにつきましては、それぞれが普段の生活の中で

ご家族やご友人などの身近な人に気になることがあったら、声かけや見守りをしていただいており

ます。中には医療受診や専門職の相談につなげていただいたケースも出てございます。 

 また、今のところゲートキーパーの組織立った活動については行っておりませんけれども、モチ

ベーションの維持、それと自身のメンタルヘルスを整えるという意味でゲートキーパーフォロー講

座を定期的に開催しているところでございます。 

○議長（依田俊良君） 髙木真由美さん。 

○２番（髙木真由美さん） 具体的には身近な人の悩みや変化に気づいて声をかけたり、話を聞い

て、時には必要な支援につなげていくという重要な役割を担っているということですので、いろい

ろな人に少しでも関心を持ってもらうことで、１つの命が救われるということもあると思いますの

で、引き続きゲートキーパーの周知と講座の開催をお願いしたいと思います。 

 次に、市では自殺を予防するための相談事業や啓発事業、先ほどお聞きしたゲートキーパーなど

の人材育成事業等、様々な取り組みをされているようですが、平成29年度予算にも自殺防止対策に

要する経費が組まれているため、今年度自殺防止対策として新たに取り組まれていることがあるの

かどうかをお聞きいたします。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 自殺防止に対する事業ということでございます。特に新たにとい

う事業については、特に予定してございませんけれども、昨年、あるいは以前からですが、継続し

ている事業の展開になってまいります。 

 まず相談事業につきましては、精神科医による心の相談、これについては月１回、１回当たり２

組までの予約制という形になりますけれども、千曲荘病院、小諸高原病院、などの医師の派遣を受

けて実施してまいります。 

 このほか公益財団法人身体教育医学研究所に委託しまして、精神保健相談を実施してございます。

こちらは日本認知行動療法学会が認定する療法士の資格を持つスタッフが相談に応じているところ

でございます。 

 啓発事業につきましては、心の健康づくり講座ということで、広く市民の皆さんを対象に、スト

レスに上手に対処して、心の健康を保つことを考える講座という形で開催しております。ワンクー

ル１回の講座で３回の講演会というような形で、ちょっと期間的には必要な講習会になりますけれ
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ども、ご参加をいただければと考えております。 

 また、精神保健講演会につきましては、主に事業所等を対象としたテーマで開催してございまし

て、今年は特にストレスチェックの第一人者である先生をお招きして、労務管理とメンタルヘルス

対策について講演いただく予定でございます。 

○議長（依田俊良君） 髙木真由美さん。 

○２番（髙木真由美さん） 自殺の原因は明解でないものの、様々な要因があるように思われます

ので、いろいろな角度からの取り組みが必要であるように思います。 

 ところで先ほどの質問の中で取り上げさせていただいたアンケートの結果によると、自殺をとど

まった理由に、約５人に１人が家族や恋人が悲しむからと答えており、自殺を考えたときに相談す

る人については約３人に１人が友人と答えております。それに対して各種機関の相談窓口に相談す

ると答えた人は全体の３％ほどにとどまっています。また、意外にも配偶者に相談するという人が

６％ほどととても少ない状況でした。そのような状況を踏まえて、例えばメール広告媒体を利用し

た若者層に対する予防啓発事業の拡充や、市民全体への自殺対策へのさらなる啓発活動が必要であ

ると考えますが、その点についての市のお考えをお聞かせください。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 自殺防止に向けた啓発活動、またメールですとかの媒体を利用し

た活動についての質問でございます。この手の案件については非常にデリケートな案件でございま

す。積極的な露出が果たしていいのかいけないのかというのもございますけれども、積極的な啓発

の方は図ってまいりたいと、そんなふうに考えてございます。 

 特にネットやメールの活用という形での事業につきましては、現在、身体教育医学研究所に委託

してございまして、無料サイト「東御こころのむきあいネット」というのを開設されてございます。

心の健康づくりに関する情報や事業の開催案内、また各種相談窓口の案内等を発信しているサイト

でございますけれども、このサイトにおいてメールによる相談もできるような仕組みになってござ

います。市のホームページからのリンクも張ってございますので、ぜひ多くの方に知っていただい

て、そんなメールサービス等も利用していただければと、そのように考えてございます。市民の

ホームページやエフエムとうみなどの各媒体を活用して、講演会のご案内をするなどの広報、また

推進を図ってまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 髙木真由美さん。 

○２番（髙木真由美さん） ＳＮＳ等様々な媒体を利用した啓発運動を行っているとのことですが、

引き続き周知をお願いしたいと思います。 

 さて、先日の新聞に自殺者が多いことで有名な東尋坊で、東尋坊からこれ以上自殺者を出さない

との強い思いで、ドローンを使った取り組みをしているとの記事が出ていました。なかなか難しい

ことではありますが、東御市からも自殺者を出さないという思いを１人でも多くの方に持っていた

だけたらと望むところでございます。 
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 次に、教育現場での取り組みについての再質問ですが、先ほどの答弁で児童・生徒の自殺の原因

の多くを占めるいじめを許さない校風を確立するための努力をされているようですが、小学校、中

学校また高校等の教育現場において、いじめは存在するのか、もし存在するとしたらどのような内

容のものか、どのような形で把握され、それらに対して誰が、どのように対応しているのかをお聞

きします。 

○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） 学校におけるいじめ、どの程度、どのように対応しているかというご質

問であります。 

 毎月学校からいじめの発生件数の報告を受けております。その中には、陰口を言われたとか、た

たかれた等の報告があるわけであります。どんなことでも本人がいじめと思った場合、あるいはい

じめではないかなというふうに指導者、教師がつかんだ場合、すべてを上げていただいております。

報告のあった案件については、事実確認と原因を明らかにし、いじめは決してしてはいけないとい

うことを諭し、対応しているところであります。すぐに仲直りができるように努めているわけであ

りますけれども、保護者への対応もそういう中でしてまいっております。 

 教育委員会の指導主事がございますが、学校に出向いたり、相談窓口をきちっと、窓口となって

対応しております。その内容により主事が出向いて、学校職員とともに対応に当たることもござい

ます。そのような対応をしております。 

○議長（依田俊良君） 髙木真由美さん。 

○２番（髙木真由美さん） いじめは実際に存在するとのことで、その都度適切な対応がとられて

いると判断しましたが、私も実際に小学校で同級生全員から今でいうシカトされるなどのいじめに

遭ったことがあり、世の中から消えてしまいたいと思ったことがある経験上から申し上げますと、

当事者にとっていじめは命を脅かす重大な出来事です。現にいじめによって自ら命を絶ってしまっ

ている子どもたちがいます。そんな悲しいことが起こらないために、迅速かつ適切な対応をお願い

したいと思います。 

 次に、いじめなどの問題をなるべく早く解決するためには、より早く周りが察知すること、そし

ていじめなどを抱えている問題に対して、例えば生活記録に書くことができるとか、お友達に助け

を求めることができる、また問題を抱えたときに相談できる機関に相談することができるなど、本

人自身がより早くＳＯＳが出せるようなかかわりの両面の対応が必要だと思われますが、その点の

取り組みについてはどうかをお聞きします。 

○議長（依田俊良君） 教育長。 

○教育長（牛山廣司君） 大変重要なご質問をいただきました。悩みを抱えている児童・生徒の中

には、周囲から見て本人の様子がいつもとほとんど変わらない子どももおります。発見が困難なこ

ともありますが、担任は出欠状況確認、朝の健康観察ということでありますけれども、そういうと

きに、あるいは生活ノートなどにより学校生活全般にわたって子どもの様子を把握しております。
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常に注意しておるわけであります。少しでも普段と変わったことがある場合は、個別に声をかける

等、心がけております。 

 担任以外の教師においても、子どもの様子に不審を感じたときは、必ず担任に連絡するなど、横

の連携を図る態勢をとってきております。 

 学級の雰囲気、学校の雰囲気や環境づくりについては、細心の注意を払って居心地のいい学級で

ある、あるいは楽しく生活できる学校である、そういうようなことに心がけ、ご自身、児童・生徒

自身、自分の存在感を感じる、そういう学校づくり、学級づくりに心がけているところであります。 

○議長（依田俊良君） 髙木真由美さん。 

○２番（髙木真由美さん） いろいろな角度から子どもたちの様子を見てくださっていて、非常に

ありがたいのですが、子どもたち全員がより安全で楽しい学校生活が送れるように、周囲にＳＯＳ

を出せるコミュニケーション能力の育成、また勇気を出してＳＯＳを発信した子が、再度いじめに

遭うなど不利になることがないよう、しっかりと環境づくりをお願いしたいと思います。 

 先日、性同一性障害の方の講演を聞く機会があり、お話を伺ってまいりましたが、その中で一番

印象に残ったのは、どんな人であってもその人のありのままを受け入れてほしいという言葉でした。

ありのままを受け入れるというのは簡単なことのようで、実は難しいことだと思いますが、誰に

とっても一番大切なことだと思います。とにかく子どもたちみんながありのままを受け入れてもら

えるような環境づくりをお願いしたいと思います。 

 それでは最後の項目の再質問ですが、肝炎の緊急対策終了後は保健所での検査の促進を図ってい

るとのことですが、具体的にはどのように市民の皆様に周知をされているのかをお聞きします。 

○議長（依田俊良君） 質問の途中ですが、ちょうど時間になりましたので、あと部分は午後１時

まで休憩します。 

休憩 午後 ０時００分 

――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 １時００分 

○議長（依田俊良君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 髙木真由美さん。 

○２番（髙木真由美さん） 午前中に引き続き質問をさせていただきます。最後の項目の再質問に

なります。 

 肝炎の緊急対策終了後は保健所での検査の促進を図っているとのことですが、具体的にはどのよ

うに市民の皆様に周知されているのかをお聞きします。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 保健所で行われます肝炎ウイルス検査の受診促進についての趣致

についての質問でございます。 

 ７月28日は、世界肝炎デー、日本肝炎デーでございます。例年この時期に合わせまして肝炎予防



― 160 ― 

の啓発と保健所で実施している肝炎ウイルス検査のご案内を「市報お知らせ版」に掲載するととも

に、エフエムとうみで周知を図っているところでございます。 

○議長（依田俊良君） 髙木真由美さん。 

○２番（髙木真由美さん） 市報等で周知をされているとのことですが、市独自としましては平成

19年度以降、検査を行っていないとのことで、今まで肝炎検査を受けたことがない人にぜひ受けて

いただき、陽性反応が出た方には治療に進んでいけるようフォローをしていく必要があると考えら

れますが、今後の取り組みについてどのように考えているのかをお聞きします。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 緊急対策終了後につきましては、市の方では特別な検査体制を

とってございません。これからという話になりますけれども、一般的な周知だけではなく対象を

絞っての検査の促進を図ることも必要かと考えてございます。節目年齢の健康診査に合わせまして、

個別に肝炎ウイルス検査の周知、勧奨をするなどして受診拡大に向けた取り組みを検討してまいり

たいと考えてございます。 

 検査の結果、陽性と判定された方に対しましては、医療へのつなぎと経過のフォローを行い、治

療時に医療費助成等の必要な支援が受けられるようサポートしてまいりたいと考えてございます。 

○議長（依田俊良君） 髙木真由美さん。 

○２番（髙木真由美さん） これから検討されていくということですが、先日ちょうど近所の交流

している方のご主人が肝臓がんになってしまって、もう手の施しようがないというお話をお聞きし

ました。先ほども申しましたように、当市における肝硬変や肝がんの患者さんを減らしていくため

に早めの取り組みをお願いし、私からの質問を終わりにいたします。 

○議長（依田俊良君） 受付番号35 学費負担軽減について、受付番号36 子ども医療費窓口無料

化について。窪田俊介君。 

 窪田俊介君。 

 なお窪田俊介君から受付番号35に関し、事前に資料配付の申し出がありました。これを許可し、

お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。 

○７番（窪田俊介君） 日本共産党の窪田俊介です。 

 通告に従い、質問に入ります。今回は学費負担軽減についてと、子ども医療費窓口無料化につい

てという質問であります。 

 まず学費負担軽減についてであります。 

 この間、子育て支援、あるいは子どもの貧困問題への対応として、義務教育段階の支援拡充につ

いて取り上げてきました。就学援助の給食費への補助を10割にすることや、また今日も質問する新

入学用品費の入学前支給など、可能なところは早い対応をしていただいていると感じております。

今日はこれまでの取り組みの内容も含みますけれども、貧困の連鎖という点でもう少し考えてみた

いと思い、学費負担軽減という題名で質問をさせていただきます。 
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 最初の質問に入ります。就学援助の新入学用品費についてです。先ほども申しましたとおり入学

前支給が今年というか、今回実施されたんですが、その実績はどうか、お聞きいたします。 

 ２つ目は、同じく新入学用品費に関してですが、国がこの費用をこれまでの倍額にして支援を強

めていきます。ただし国が補助しているのは要保護の子どもに対してであり、準要保護の子どもた

ちへの支援は市町村が行っております。このため準要保護への支援額は以前のままという自治体も

あるようで、そこで今回この新入学用品費の国庫補助倍額化が行われたんですが、準要保護者への

対応はどうなっているか、お聞きしたいと思います。 

 次に、義務教育以降の進学に関してです。現在、東御市で行っているそういう進学への助成とい

うのはどのようなものがあるか、お聞きしたいと思います。 

 ４つ目です。これは先日同僚議員も質問しましたけれども、近隣では独自に給付型奨学金制度を

実施している自治体があります。具体的には上田市ではありますけれども、東御市でもこうした制

度を検討できないか、お聞きいたします。 

 次に、子どもの医療費窓口無料化についての質問項目に移ります。 

 昨年の12月、厚生労働省は子供医療費を助成している自治体に対する国民健康保険の国庫負担金

の減額措置、いわゆるペナルティを2018年度から未就学児までに限り廃止することを決定しました。

これはすべての自治体が未就学児までは助成をしている、実施しているからとの理由でありました。

実際には小学生に助成している自治体は外来で90％、入院では98％に達していますので、小学生ま

でペナルティをなくしてもおかしくないと感じてはおりますが、とはいってもこれまで自治体間の

公平の名のもとに行われてきたペナルティが限定的とはいえ廃止されたことは重要な前進と考えて

おります。 

 こうした国の減額措置の調整措置の未就学児まで廃止という方針を受け、今、各地で制度の拡充

などが検討され、決定したところなども出てきております。そこで最初に、長野県が行っている検

討についてお聞きします。 

 １つ目の県福祉医療費給付事業検討会は、どのような方針を示しているかであります。１つ目の

質問です。 

 次に、国の対応によって減額措置が解消される部分が出てくるのですが、現在、東御市の医療費

助成による国保減額措置分の金額はどれくらいか、お聞きいたします。 

 ３つ目として、国、県の動きなどを受けて、最近支援を拡充する自治体が出てきております。対

象年齢を18歳まで実施している県内自治体はどのぐらいあるのかお聞きするとともに、やはり東御

市でも拡充を図るべきではないか、お聞きいたします。 

 もう一つ、これまでも償還払いでお金が戻ってくるとはいえ、完全に窓口で無料化ではない、そ

ういうことでお金の心配をせざるを得ない状況がありました。４つ目として、完全無料化への要望

は強いが、受益者負担金、いわゆる１レセプト当たり500円に関しての県検討会の議論はどうなっ

ているのか、お聞きいたします。 
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 以上、最初の一括質問といたします。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 受付番号35、窪田俊介議員の学費負担軽減についてのご質問にお答え

いたします。 

 最初に、新入学用品費の入学前支給が実施された。実績はどうかについてでございますが、本市

において準要保護者に対する入学時の学用品及び通学用品の購入費の助成については、東御市就学

援助費及び就学奨励費給付要綱に基づき支給しているところでございます。昨年度までは入学した

後に支給をしていたところでございますが、平成28年度の要綱改正によりまして、入学予定者に対

しての支給が可能となりました。これによりまして今年４月に入学予定の児童の保護者で、準要保

護に該当する方の申請に基づき、２月に入学準備として支給したところでございます。支給実績に

つきましては、支給人員は小学校が４名、中学校が15名でございます。支給金額につきましては小

学校１人当たり２万470円で、合計８万1,800円（後刻訂正あり）、中学校で１人当たり２万3,550

円で、合計で35万3,250円を支給したところでございます。 

 ２点目の新入学用品費の国庫補助額倍額化が行われたが、準要保護者への対応はどうなっている

かについてでございます。本市の給付要綱では、就学援助費の給付金の額は国の定める額の範囲内

と定めており、その額は国の要保護児童・生徒援助費補助金の単価を基準としてまいりました。平

成29年度から国の補助単価が見直しされましたので、本市の入学準備費につきましてもこれまでと

同様に国に準じて改定することといたしました。改定の単価は小学校が４万600円、中学校が４円7,

400円でございます。 

 なお、この２月に入学準備費の支給を受けた方には、改定後の額との差額が生じておりますので、

その差額分につきましては８月に支給をする予定でございます。 

 ３点目の義務教育以降の進学に関して、市で行っている助成にはどのようなものがあるかについ

てでありますが、本市では東御市教育資金利子補給金交付要綱に基づきまして、高等学校、高等専

門学校、専修学校及び大学へ進学を希望する子どもを持つ保護者の経済的負担の軽減を図るため、

金融機関から融資を受けた借入金に対して、一定の要件のもと利子補給金の助成を行っております。 

 ４点目の近隣では独自に給付型奨学金制度を実施している自治体があるが、東御市でも検討でき

ないかのご質問についてでございます。長野県の高等生等奨学給付金の対象にならなかった高校生

の保護者を対象として、独自の給付型奨学金制度を有している自治体があることは確認をしており

ます。市の教育委員会におきましては、現段階で独自の給付型奨学金の制度化について考えており

ませんが、今回のご意見を踏まえ、その是非も含めて検討してまいります。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 受付番号36、窪田俊介議員の子ども医療費窓口無料化についての

質問につきましてお答えいたします。 

 １点目の県福祉医療費給付事業検討会はどのような方針を示しているかの質問でございます。平
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成30年度より未就学児を対象とする医療費助成については、国保の減額調整措置を行わない方針が

国により示されたことを受けまして、県においては検討会が設置されてございます。この検討会に

おきましては、市町村が少なくとも中学校卒業までを対象に、受益者負担金を除き医療機関の窓口

で医療費を支払わなくて済む新たな方式を来年の８月に導入するという方針を決定してございます。

詳細については、現在、検討が進められているところでございます。その中で、窓口無料化の対象

年齢につきましては、中学卒業までは県下足並みをそろえることが適当としてございまして、また

窓口無料化を導入した場合に生ずる国保の減額調整額等については、県で財政支援をすることで検

討が進められておるということでお聞きしております。 

 また、受給者負担金については、現行の１レセプト当たり500円を維持することが適当というこ

とでされて検討をされているようでございます。 

 ２点目の東御市の医療費助成による国保減額措置分の金額はどれくらいかについてでございます

けれども、平成28年度の支給額の実績から試算してまいりますと、現行制度の中で行われる未就学

児に係る減額調整額、これについては平成30年度から調整措置が行われなくなる部分の金額でござ

いますけれども、これが136万円、それと中学校卒業まで窓口無料化を拡大することにより発生す

る減額調整額については約100万円程度という形で試算してございます。 

 ３点目の対象年齢を18歳まで実施している県内自治体はどのくらいあるのか、東御市でも拡充を

図るべきではないかについてでございますけれども、平成29年４月１日現在、県下77市町村で通院、

入院ともに対象年齢を18歳までとしている自治体は54市町村ございます。入院のみを18歳までとし

ている自治体については３市という形になってございます。 

 当市におきましては、児童に関する給付の拡大施策として市単独で対象年齢の拡大を実施してま

いりました。平成19年度から段階的に対象年齢を引き上げ、24年度に現在の通院、入院ともに中学

校３年生までを拡大してございます。当時対象年齢の拡大を検討する際には、義務教育期間にある

子どもたちへの公的な医療費支援が適当であるということで、中学３年生までとなった経過がござ

います。ご提案の18歳までの拡充につきましては、今後財政状況等を勘案する中で、検討会の動向

を注視しながら検討してまいりたいと考えてございます。 

 ４点目の完全無料化への要望は強い。受給者負担金、いわゆる１レセプト当たり500円に関して

の県検討会の議論はどうかについてでございますが、１点目の質問でもお答えしたとおり、検討会

では受給者負担金を除く窓口無料化としてございます。完全無料化を望む声もあることは承知して

ございますけれども、多額の財政負担が生ずること、安易な受診が増加する等の懸念から、検討会

としては現行を維持することが適当として議論されているようにお聞きしてございます。 

○議長（依田俊良君） 窪田俊介君。 

○７番（窪田俊介君） これからは一問一答といたします。 

 再質問に入ります。まず学費負担軽減についての再質問であります。１点目の入学用品費の実績

について、小学校入学予定者で４名、中学校入学予定者で15名とのことでした。ただ、この数字、
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当初予想していたより若干少ない感じがしたんですが、実際のところ教育委員会としてはどうだっ

たのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 再質問にお答えします前に、先ほどの答弁の中で私、２月の入学準備

費の支給実績の数値を申し上げるときに、小学校の合計額８万1,800円と申しましたけれども、合

計額８万1,880円ということで訂正をさせていただきます。よろしくお願いします。 

 窪田議員の入学準備費の支給者数が思っていたより少額だったということに関してでございます

けれども、入学準備金の支給は申請により行うものでありますので、対象となる方であっても２月

の支給の申請をされない方もおいでになります。入学以降に支給をされた方につきましては、先ほ

ど申しましたほかに小学校で14名、中学校で36名ございまして、この方々に対しましては８月の支

給を予定しておるところでございます。 

○議長（依田俊良君） 窪田俊介君。 

○７番（窪田俊介君） 入学後の申請が２月より倍ぐらいあったとのことでした。いずれにしても

この入学前の支給、実際に申請された方の声を聞く機会がありまして、よかった、本当に助かると

いう声をお聞きしております。制度の認知もまだこれからかもしれませんけれども、今後そうした

情報もしっかりと対象になる皆さんがちゃんとわかるように周知していただきたいと思います。そ

のことを要望しておきます。 

 ２つ目の質問に関しての再質問に入ります。これまでも準要保護者への支給単価は要保護単価に

準じてきたとのことでした。準要保護者への入学用品費も増額するという答弁だと理解しましたけ

れども、思わずよかったなと思いました。僥倖って最近使う人がいらっしゃいましたけれども、そ

んな感じです。 

 済みません、３つ目の項目の方に再質問が移ります。義務教育課程以降の、要するに中学卒業以

降の進学に関しての支援の制度があるかという質問でしたが、教育資金利子補給制度があるとのこ

とでした。この制度の開始以降の実績、推移はどうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 教育資金利子補給制度、制度開始以降の支給実績についてというご質

問でございました。この制度につきましては、旧東部町時代からあったものでございまして、市発

足以降、全市に対して適用をされておるものでございます。市発足年度と年刻み５年ごとの支給件

数と支給金額について申し上げますと、合併の平成16年度が20件で88万円、20年度が26件で105万

円、25年度が11件で52万円でございました。金額については概算で申し上げております。 

 20年度を区切りとしまして、利用者、支給金額が減少しておりますけれども、これは制度改正に

よりましてそれまで就学年数分をさかのぼって申請をすることを可能としておりましたけれども、

改正後は年度ごとに申請をすることとしたため、減少したものということでご理解をお願いしたい

と思います。 
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○議長（依田俊良君） 窪田俊介君。 

○７番（窪田俊介君） 今、利子補給制度の実績について報告していただきましたけれども、事前

にデータをいただいておりまして、それを表やグラフにしたものが皆さんのお手元に配ってある配

付資料の１ページ目に書いてあります。これを見て少し質問をしてまいります。 

 資料１ページ目の下段のグラフを見ますと、先ほど原因の方は説明していただいていましたけれ

ども、平成18年をピークに申請件数、金額ともに減少し、平成25年ぐらいで約半分ぐらいの支給額

になっています。最近申請件数が少し増加に転じましたが、１件当たりの金額は減少したままであ

ります。これは資料をめくっていただいて、２ページ目の上段のグラフになります。青の折れ線が

１件当たりの金額となっています。申請の件数は増えているのですが、１件当たりの金額が減って

いると。参考までにこの２ページ目の下段にあるグラフは、利子補給の金額、平成23年から28年を

とっていますけれども、１件当たりの金額が減ってきているのだけれども、社会的な要求として大

学等進学者率、これ長野県の平成28年度の学校基本統計から数字を引っ張り出してきて、グラフに

載っけたのですけれども、こういった大学進学していく人はわずかずつでも増えているので、社会

的にニーズは増えているのではないかなと私は考えました。 

 この原因は何なのかというか、この制度が合っていないのかとか、こういった現象に対する考察

はいかがでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 利用者が減少傾向にあるということのご質問にお答えいたします。 

 支給者数の減少傾向につきましては、様々な理由があると思われます。そのうち２点ほど申し上

げますと、１つ目に低金利状態に今あるということでございまして、金融機関からの借入条件と合

わさりまして、申請金額が少額になってきているという傾向もございます。そういう中においては、

少額であるがゆえにあえて申請をしないという方があるということ、そして２つ目には支給申請は

毎年度行わなければなりませんけれども、申請することを忘れてしまった方がおいでになるのでは

ないかというふうに考えております。 

 このため昨年度は各金融機関にお願いをしまして、利用者に対する申請書の提出の周知を図った

ところでございまして、申請件数が若干増えましたので、今後も制度の市民周知と対象者には忘れ

ずに申請をするという、申請勧奨について広報をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（依田俊良君） 窪田俊介君。 

○７番（窪田俊介君） もう少し周知を広げて、利用をしていただくことを進めていくということ

でした。本当に今、高すぎる学費と教育ローン化した奨学金制度が若者に進学をあきらめるか、バ

イトづけ、借金づけで進学をするのかという究極の選択を押しつけて、教育が若者の間に貧困と格

差を押しつける、または広げる深刻な事態が起こっていると考えております。学んで、学をつけて、

貧困から抜け出すどころではないというのが今の高すぎる学費と奨学金制度の問題点があるんです

けれども、そこで少し資料の説明をしたいと思います。 
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 配付した資料の３ページの図表を見ていただくと、これは県内高校生の卒業後の進路の推移をあ

らわしております。これは先ほども使った長野県の平成28年度の学校基本統計から抜粋しています。

このグラフ、青線、上から４年制大学へ進学する率、次が専門学校、緑色ですね。その次がオレン

ジの就職者、その次が赤い短大へ行く、また、その下は予備校などがつながっていきます。これ進

学先で、これで見ていくと４年制大学が微増して、短大や専門学校がちょっと減っているかなと、

就職する人は横ばいといった感じがしております。 

 実は２ページの前の下段のグラフで、同じところから出典したデータを使っているのですが、大

学等進学者率というのが平成28年度だと48.9％、徐々に伸びてきているんですが、この３ページの

この数字足し合わせたものとこれがちょっと合致しないもので、若干数字が違うのでしょうけれど

も全体の傾向を見る上では、高校卒業後進学して大学や短大を目指すという人たちが増えてきてい

るのかなと。そうした学ぶことを選ぶ人が増えているという状況であります。 

 ところで今、大学の授業料はどうなっているかということについて見ていきたいと思います。そ

れが４ページのグラフになります。国立、公立、私立の初年度納入金額平均額ですね。この推移と、

児童のいる世帯の平均所得の推移を一緒に重ねてあります。データとしては平成26年の数字までし

かちょっと載っけていないので、その座標、頭になるんですが、国立大学の初年度納入金、平成26

年度ですけれども82万円ぐらいです。公立で94万円、私立は110万円を超しています。一方で児童

のいる世帯の平均所得というのはピーク時が96年と言われていますけれども、そこから比較すると

100万円近く平均所得が減少しているわけです。もう、この金額を見ていると家計の負担は限界を

超えているんではないかという絶望感すら覚えます。 

 この数字についてネットで調べたりすると、この大学の初年度納入金の推移について、消費者物

価指数を反映させてグラフの上昇率を観察されている方がいたのですけれども、やっぱり物価の上

昇率に比べてもこの大学の授業料の上昇率が大きすぎて、ほぼもう、こういうグラフの形は変わら

なかったという感想が書かれていました。 

 今、学生の３人に１人に当たる約140万人が奨学金を利用しています。また生活費など、自宅外

通学の費用など、こうしたものはバイトで賄うしかなくて、学業に支障が出るレベルでバイトをせ

ざるを得ない状況が今の若者を囲んでいるということであります。 

 これについて日本政策金融公庫のレポート、これ資料の最後の方のページにプリントがニュース

リリースというのであります。これが添付してあるのですけれども、この結果を見るとやっぱりえ

らいことだなという感想を抱かざるを得ません。調査結果のポイントと書かれています。高校入学

から大卒までは必要な入在学費、要するに高校１年生から大学４年生終わるまでに必要なお金が97

5万円ですね。２つ目のポイントとして平均世帯年収は855万円でだんだん所得が上がってきている

から増加しているようです。ところが世帯年収200万円以上400万円以下の世帯では、こうした学費

の負担率は年収の36.8％になる。また、こうした高止まりの状況が続いているということが書かれ

ております。つまり200万円から400万円世帯では収入が増加していないということを暗に言ってい
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るんですけれども、３つ目として教育費の捻出方法はという質問を集計した結果、子どもがアルバ

イトしているが増加して、奨学金をかけるよりもバイトして賄う世帯が増えているということが書

かれております。平均世帯年収855万円なんて、この数字だけでも正直無理と思ってしまうんです

けれども、教育ローンを利用している場合、年収200万円から400万円の世帯の負担率40％を超すと

いう報告が詳細なレポートでこの日本政策金融公庫のレポートには書かれております。 

 資料５ページに行きます。これが一番ちょっとわけのわからない図に見えるかもしれませんが、

東御市での保育料の階層ごとの子どもの人数というのが表でいただけたので、要するにあれは住民

税の階層で保育料の段階を決めているのですけれども。これをもとにして要するにどういう所得と

いうか、住民税ですから所得というか収入自体は直接はわかりませんけれど、およその予測ができ

るだろうという、そういうグラフをつくってみました。赤い折れ線グラフというのが、これが累計

相対度数というか、要するに低い方から並べて100％までのどの割合というのがわかるんですけれ

ども、実際の収入は正確にはわかりませんけれど、右の目盛り、右の縦軸で50％のところに矢印を

出しています。恐らくこれがこの集団のほぼ真ん中の平均収入と考えるんですけれども、７、８と

いうところの真ん中にありますけれども、大体400万円から500万円ぐらいの年収の方々が真ん中に

来ています。 

 このグラフ自体、等価可処分所得とか、そういったものでやっているのではないので、貧困ライ

ンを求めたりすることはできませんけれども、およそ25％ぐらいのところから線を引くとどのあた

りの、４のところに矢印が出ていますけれども、そのあたりの所得のところにいるお子さんたちが、

それ以下のお子さんたちが貧困ラインより下という、そんなような予測は一応できるんではないか

なと、そういう図であります。 

 さて、こうした東御市の子どもたちのいる家庭の実際の所得層というのをイメージしておいて、

改めてこの大学の進学率、こうしたものを、増えてはきているんだけれども、やっぱり過酷な状況

があるという、こうしたことが様々な資料からやっぱり私は考えております。 

 ６ページの上段のグラフですね。これは経済状況別の最終学歴人口割の推計というやつで、これ

は本に載っていたものをちょっと直して載っけさせていただいていますけれども、生活保護世帯や

ひとり親世帯の子どもの中卒就職率とか、高校中退率から導き出した推計ということです。非貧困

世帯、普通の、普通が何かわかりませんけれども、普通の世帯の子どもの45％が一番左側ですね。

大学に進学するのに対して、経済的困難の多い世帯は、例えば生活保護世帯でいくと15％とか12％、

20.6％、これはあくまで推計ですけれども、普通の家庭の半分にもいかない、半分の進学しないと

いう、そういった推計ができるという図であります。 

 仕事をすれば何とか食っていけるかもしれませんけれども、その下の下段のグラフですね、学歴

と平均年収の差が大きく出るのが日本社会ということで、少しでもよい収入を得たい、進学を試み

てもやっぱり学費が高すぎて、こうした中卒、高卒、どこかで進学をあきらめるというようなこと

があると実際にこの40歳時点での雇用形態と学歴別平均年収というグラフなんですけれども、これ
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だけの賃金格差が出てしまう。やっぱり貧困のスパイラルに陥るとなかなか抜け出すことができな

いという状況が非常に強くなってきているんだなということをいろいろグラフをつくりすぎて、載

せていたら、時間を食ってしまって、そういうもとなんですけれども、資料の説明をしてきました

けれども、やはり私、この提示した資料を見て、多くの若者を取り囲んでいる社会的情勢、これを

考えると上田市で寄附によって給付型奨学金制度が始まった。たまたま寄附があったからというの

もあるんですけれども、ただ、やっぱりこうした背景というか、社会情勢、これを考えたときに

やっぱり少しでも変えていきたいという思いが、その取り組みの背景にはあったんではないかと私

は考えております。 

 いろいろなグラフとかデータを出しましたけれども、およそさっきの所得と子どもの分布のモデ

ルみたいなものでも、およその要するにやっぱり社会的、数字的に机上で想定するしかないんです

けれども、ターゲットになる人数とか、そういった層を絞り込んでいくことはできなくもないと

思っております。ですので最初の答弁でもありましたけれども、今後こうした視点からのぜひとも

奨学金制度なり、やっぱり貧困の連鎖から抜け出せる、そういう制度みたいなのを研究していって

いただきたい、そのことを求めて、学費の負担軽減という質問の方は終わりにしたいと思います。 

 それでは、子どもの医療費窓口無料化の再質問の方に入ってまいります。 

 それで再質問は、３つ目の対象年齢18歳までというところから、項目３番目のところから入りた

いと思いますけれども、福祉医療費支給額、この総額というか、通院と入院の合計額なんですけれ

ども、年齢が上がると徐々に減っていく傾向があるなと、私、以前もらった平成25年の実績データ

でそう考えました。中学１年生では350万円、中学２年生で300万円、中学３年で280万円ほどであ

りました。最近のデータはわかりないんですけれども、例えば今の年齢引き上げしていくとして、

高校生でも１学年当たり300万円ほどの福祉医療費の支給で済むのではないかと思いますが、その

辺はどうでしょうか、お聞きします。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） ただいまの福祉医療費支給額について、学年が上がるにつれ下

がっている傾向にあるのではないかという質問でございます。これにつきましては25年の実績デー

タを見ますと確かにそのような傾向になるわけでございますけれども、それ以降の年度のデータを

見てみますと、そこまでの規則性はないものというような形で分析してございます。 

 そんな中におきまして、28年度実績をもとに１学年当たりを試算してまいりますと、単純に中学

校の３学年を３で割った数字という形になるわけでございますけれども、１学年当たり約350万円

程度というような形になろうかと思います。 

 したがいまして高校生、３年間という形で試算しますと1,050万円程度増額になるのかなという

形で試算してございます。 

○議長（依田俊良君） 窪田俊介君。 

○７番（窪田俊介君） それでも350万円ぐらいで実現できるんだなというのが私の感想でありま
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す。要するに窓口無料化、完全無料化に関しての議論で、やっぱり完全無料化にすると安易な受診

が増加する、そういう懸念があると、そういう議論が必ず根強くあるんですけれども、実際にどの

ぐらい増えるとされているのか、その数字的なものとかわかればお答えいただきたいんですが。た

だ、これ子どもの医療費ですので、子どもが安易な受診をして、例えば病院の待合室で子どもたち

がサロンのようにたまっているという姿は一度も見たことないですし、そういうことだと思うんで

すよ。実際にどのぐらい増えるとされているのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） 完全無料化に関しまして、安易な受診が増加する懸念、これにつ

いて具体的にどのくらい増加するのかといった質問でございます。正直申し上げまして、確かに

おっしゃるとおりどのくらいの数字が増えるのかという形に関しては、非常に試算は難しいものと

考えてございます。ただ、今回無料化になりましてペナルティ、調整額の減額が撤廃されるという

話がございます。この調整額の減額の基礎になっている部分がまさにこの部分でございますので、

申しわけありません、件数ですとか細かい分析まではしてございませんけれども、金額だけで申し

上げますと今、５％未満、500円の受益者負担金を取っているわけですが、これを０にした場合の

金額的な増に関しましては、医療費ベースで約120万円程度の増額になるであろうという形で試算

してございます。 

○議長（依田俊良君） 窪田俊介君。 

○７番（窪田俊介君） それでも120万円、500円で120万円、ちょっと頭の計算が追いつかないん

ですけれども、もう一つ、医療費が増えますよという、安易な受診が増えますというもう一つ、

やっぱりよくよく見ていると自治体によって１レセプトが300円だったり500円だったり、こういう

額が違っているんですが、そもそもこれは一体何なのか。うちも300円ではいけないのか、レセプ

ト代、どこに行っているんだという気がしまして、改めて基本的なことですけれども、レセプト代

の総額、ここ数年の推移などわかりましたら教えていただきたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） １レセプト当たり500円、300円という形で各市町村まちまちでご

ざいます。これについての内容でございますけれども、１レセプト当たり500円というような形で

常時使わせていただいておりますが、これについては受益者負担金という考え方が一般的でござい

ます。まず最初にこの制度が導入されたときに決められた金額が１レセプト当たり300円、これに

ついては医療自体が互助的な考え方の中にあるということで、それぞれその負担について１単位当

たり300円程度、負担のない金額、あまり負担を感じない金額ということで300円という形で設定さ

れた経過がございます。その後、21年度10月に福祉医療給付事業検討会におきまして、大分医療費

の方が高騰をしてきていると。そんな中において出された数字が500円という数字でございます。

県内で300円、500円という形でまちまちになっているのはこのときに、21年のときに上げた市町村

と、そのまま据え置かれた市町村があるという形で認識してございます。 
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○議長（依田俊良君） 窪田俊介君。 

○７番（窪田俊介君） １レセプト500円、300円、むしろ500円に上がった理由が健康になるため

に500円になったとかではなくて、病院にかかる人が多いから、額が増えてきたからというのが大

きな根拠だということであります。今現在でも500円だけ窓口で払えるではないという議論もあり

ますけれども、やはりそうでもないなというのを改めて私も感じました。福祉医療給付費制度の改

善を進める会というところで、実際にこれ無料化を求める、そういう署名やいろんな声を集めてい

ただいたものの中に、東御市の方からの文書もありました。１件だけでしたけれど、学校の事務職

員をしています。保健の先生がお医者さんに連れていってくださいと言っても、お金がないため連

れていけない状況を目にするととても悲しいです。今、医療費はとても高く、一時的にせよ支払う

のが大変な家庭があります。ぜひ窓口か全無料化をお願いします。500円も払うのが厳しいんです。

実際にこの東御市でかかわっていらっしゃる方からもそういう声が出ていますし、自治体の裁量で

当然幅はあるでしょうけれども、やはり今日冒頭というか、２つしか質問していませんけれども、

学費の問題だって貧困の問題、こういったスパイラルから抜けていくための政策としてもこういう

ところへの一歩前進させる、そういう施策を打っていってほしい、そのことを改めて強く求めてい

きたいと思います。 

 今日の質問は、時間は十分余っていますけれども、貧困の連鎖というところで、断ち切っていけ

るのか、そういった議論も今後していかなければいけないんではないかということで質問させてい

ただきました。 

 以上で終わります。 

○議長（依田俊良君） 受付番号37 市公共施設等総合管理計画策定後の推進について、受付番号

38 災害時における避難所や病院等でのお湯等飲料の確保のための災害協定の更なる推進について。

依田政雄君。 

 依田政雄君。 

○１５番（依田政雄君） 16番、依田政雄であります。本定例会の最後の質問でございますが、お

疲れではございますが、よろしく答弁をお願いしたいと思います。 

 まず冒頭、過日大きな被害がありました降ひょう害に遭われた皆様には、心よりお見舞いを申し

上げ、一日も早い復興を願うものでございます。 

 それでは15番、依田政雄です。16番、大変失礼をいたしました。15番、依田政雄です。済みませ

ん、疲れているわけではありませんけれども。通告による一般質問を行いたいと思います。最後ま

でひとつ答弁をよろしくお願いしたいと思います。 

 まず私は２項目のことについて、質問をさせていただきたいと思います。まず最初に、東御市公

共施設等の総合管理計画策定後の推進についてお聞きをしたいと思います。 

 この公共施設等総合管理計画の策定の背景と目的については、まずもう一度確認をしたいと思い

ます。地方公共団体においては、過去に建設された公共施設等がこれから大量に更新時期を迎える
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一方で、地方公共団体の財政は一段と厳しい状況にあります。また人口減少、少子高齢化の進展等

により、今後の公共施設等の利用需要が変化していくことが見込まれることから、地方公共団体は

公共施設等の全体を把握し、長期的な視点を持って更新、統廃合、長寿命化などを計画的に行うこ

とにより、財政負担を軽減、平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現し、時代に即し

たまちづくりを行っていくことが求められております。 

 そこでこの東御市公共施設等総合管理計画策定については、私、平成26年９月議会、また27年の

９月議会の一般質問で、この先、20年先、30年先の東御市のあるべき姿であるとし、この計画の第

１ステップは行政白書の作成、第２ステップは全庁的な施設公共マネジメントの指針策定、そして

第３ステップは公共施設再配置計画の策定であり、今後東御市の目指す姿として次世代に継承可能

な施設保有量、そして人口減少、少子高齢化社会への対応、効果的で効率的な施設運営、安全で快

適に利用できる施設整備であり、管理計画の策定によって東御市の未来が明るいものになることを

願い、過去においても質問をいたしました。 

 東御市においても、本年３月に東御市公共施設等総合管理計画を策定しました。私は策定にかか

わった皆様方、特に職員の皆様方ですが、これだけ多くのことについて策定して、かかわった皆様

を私は高く評価をいたすところでございます。 

 そこでこの計画が実効性のあるものにするために、課題や方向性等についてお伺いをいたします。 

 まず１点目でございます。 ＰＤＣＡ、いわゆる計画、実行、評価、改善、このサイクルを活用

し、進捗管理や計画、実施方針等の見直しを行い、形がい化することなく継続的な取り組みを行う

ことが大事でありますが、具体的な取り組みについてお伺いをいたします。 

 次に、２点目でございます。以前、議会の委員会としても神奈川県の秦野市へ先進事例を視察し

ましたが、それを踏まえての庁内組織の継続的な設置について、どのように捉えているか、お伺い

を、お聞きをしたいと思います。 

 ３点目でございます。計画を庁内各所管が共有し、実施計画及び査定に反映させることにより、

効率的な事務執行、財政負担の平準化につなげられると思うが、今後、東御市の、今後市の取り組

みはどうなりますか、お伺いをいたします。 

 次に、４点目でございますが、この固定資産台帳の整備は大事でありますが、この必要性につい

て策定している上において、どのように考えているか、お聞きをしたいと思います。 

 それから５点目でございます。計画を推進していく上において、本市の財政見通し、これは大事

でありますが、具体的にどのように捉えているかをお聞きしたいと思います。 

 それから６点目でございますが、「公共施設白書」の作成状況と公表時期について確認の意味で

お聞きをしたいと思います。 

 以上、６項目、６点についての質問とさせていただきます。 

 続きまして、２項目めでございますが、災害時における避難所や病院等でのお湯等飲料の確保の

ための災害協定の更なる推進について、お伺いをいたします。 
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 皆さん、ご存じであるかと思いますが、この平成７年の阪神・淡路大地震や平成23年の東日本大

震災、更には一昨年の関東東北豪雨や昨年の熊本地震など、我が国ではこれまでにも地震、津波、

更には台風等による風水害など多くの災害が発生しております。このような経験から、国をはじめ

各自治体では、防災・減災に対する意識が高まり、各地でその対策や防災訓練などが講じられてお

ります。 

 そのような中、被災時にはその初期段階及び避難所において、飲料水、その確保をすることが重

要でありますが、近年この飲料自動販売機の中には災害時に被災者に対して無料で飲料を提供する

災害支援型自動販売機があり、各地方自治体においては災害時に被災者に飲料を提供することを目

的に、飲料メーカーとの災害支援協定を進めている自治体がございます。 

 中でも東日本大震災の経験から生まれた災害対応型カップ式自販機、これはいわゆる災害発生後、

電気、水道が確保をされれば、災害時にお湯、お水、特にお湯が無料で提供できるため、赤ちゃん

の粉ミルクの調乳や、アルファ米の調理等において、大きなメリットがあると言われております。

これまでの主な実績として申し上げますが、常総市での鬼怒川決壊による避難所では、９月10日の

提供開始から10月10日の避難所閉鎖まで、延べ8,000杯が提供されたと聞いております。また昨年

４月の熊本地震では、災害協定締結先の医療機関において、１日最大500杯が提供され、各地から

派遣されたＤＭＡＴ、ちょっと横文字のあれでありますけれども、いわゆる災害派遣医療チームの

方からも、このお湯の提供は大変に助かったとの声も出ております。 

 そこで本市においても、このように災害時に避難所や病院等において、お湯等飲料を提供できる

災害対応型紙カップ状況自販機の設置状況及び災害協定等の締結状況と、今後さらなる推進をお伺

いいたします。 

 以上、２項目の質問とさせていただきます。よろしく答弁を求め、質問を終わります。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 受付番号37、依田政雄議員の公共施設等総合管理計画策定後の推進に

ついてのご質問につきましてお答えを申し上げます。 

 １点目のＰＤＣＡサイクルを活用し、進捗管理や計画の見直しを行い、形がい化することなく継

続的な取り組みを行うことが大事であるが、具体的な取り組みについてのご質問でございます。 

 今後の具体的な取り組みといたしましては、施設等の光熱水費や修繕費などの維持管理に係る経

費、利用状況、費用対効果を把握して、将来コストの見込みや、その平準化の分析をしていく必要

があります。そのためには計画策定とあわせて構築いたしました公共施設等マネジメントシステム

を活用し、各施設を所管する課等から選出した担当職員の協力によって、施設の利用状況や修繕状

況、点検結果等を把握し、施設ごとの個別計画の策定も含めて、余剰施設の抽出や適正配置などに

つきまして、継続的に見直しをしてまいりたいと考えております。 

 ２点目の以前、神奈川県秦野市へ先進事例を視察したが、それを踏まえて庁内組織の継続的な設

置についてのご質問でございますが、今年度以降につきましても各課から担当職員を選出し、全庁
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的な組織を設置し、固定資産台帳の移動データの調査や公共施設等マネジメントシステムで管理す

るデータの蓄積、データの集積や今後、検討した上で庁議において継続的に公共施設の在り方につ

いて審議をしてまいりたいと考えております。 

 ３点目の計画を町内各所管が共有し、実施計画及び査定に反映させることにより、効率的な事務

執行、財政負担の平準化につなげられると思うが、今後の市の取り組みはどうなるかについてのご

質問でございます。総合管理計画はあくまでも施設管理の全体の方針を示すものとなっております。

その計画を共有した上で具体的な長寿命化のための施設修繕や統廃合に伴います予算措置につきま

しては、今後施設ごとの個別計画を策定した上で、実施計画から予算査定に反映させていきたいと

考えております。 

 ４点目の固定資産台帳の整備等は大事であるが、必要性についての考えについてのご質問でござ

います。固定資産台帳は市が所有するすべての固定資産について取得価格や耐用年数等のデータを

網羅的に記載したもので、統一的な基準による財務諸表の公表、いわゆる公会計においては固定資

産台帳の整備が必須となっております。また公共施設等の維持管理、修繕、更新等に係る中長期的

な経費の見込みを算出することや、公共施設総合管理計画の見直しや個別計画を策定するためにも

必要であるために整備をしたものでございます。 

 ５点目の計画推進をしていく上において、本市の財政見通しについてのご質問でございますが、

歳入につきましては厳しい社会経済情勢や少子高齢化の影響などもございまして、市税や地方交付

税の増収も見込めない中で、歳出については扶助費等の義務的経費が増加傾向にあります。また維

持補修費等の投資的経費を十分確保することは厳しい状況でございます。学校施設等の老朽化が進

んでいる施設につきましては、長寿命化を図りながら、更新の時期を迎えるまでに基金積立金の確

保など、必要な財源の準備に努めてまいりたいと考えております。 

 ６点目の公共施設白書の作成状況と公表の時期についてのご質問でございますが、当市におきま

しては今年３月に策定し、公表いたしました公共施設等総合管理計画について、公共施設等の老朽

化の現状や利用状況、総人口や年代別人口の推移、公共施設等の維持管理、修繕、更新などに係る

中長期的な経費見込みと経費への充当可能財源の見込みなど、いわゆる公共施設白書としての内容

についても盛り込んで策定したものでございます。 

 続きまして、受付番号38 災害時における避難所や病院等でのお湯等飲料の確保のための災害協

定の更なる推進についてのご質問にお答え申し上げます。 

 災害時、被災者の一時的な生活場所となる指定避難所におきまして、食料や飲料を確保すること

は重要なことでございます。市では、備蓄飲料水をはじめ給水車を１台有しております。また災害

時における飲料水等の提供につきまして、民間業者や近隣市と協定を締結しており、市内に災害が

発生し、または発生するおそれがある場合、被災者の支援を図るため市の災害対策本部から協定先

へ飲料水の提供を要請し、供給していただくこととなっております。 

 また、民間業者２社と締結している協定におきましては、災害時において自動販売機内の在庫製
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品が無償で提供される緊急時飲料提供型自動販売機の設置についての条項も盛り込まれておりまし

て、この協定によります自動販売機が市役所と中央公園の第３駐車場入り口にそれぞれ１台設置さ

れております。そのほか市民病院にも院内の売店運営業者により１台設置されております。 

 これらは缶やペットボトル入りの清涼飲料水でございまして、無償提供されるのは自動販売機の

庫内在庫分までとなっております。 

 ご質問の災害対応型紙カップ式自動販売機につきましては、災害発生後、電気、水道が確保され

ていれば紙カップを補充することでお湯などの温かい飲み物のほか、水や冷たい飲み物が提供され、

粉ミルク用や薬の服用水としても利用できるものであります。市の公共施設におきましては、緊急

時飲料提供型ではない紙カップ式自動販売機を数台設置しておりますが、今後災害協定の締結も含

め、研究してまいりたいと考えております。 

○議長（依田俊良君） 依田政雄君。 

○１５番（依田政雄君） それぞれ答弁をいただきました。何点かについて再質問をさせていただ

きます。なお質問は一問一答で行いますので、よろしくお願いしたいと思います。また効率を考え

まして、まとめて再質問をいたしますので、その辺のところもよろしくお願いしたいと思います。

別に市長にまた答弁いただきますので、また。 

 まず市、いわゆる東御市公共施設等の総合管理計画策定後の推進についてでありますが、６点の

質問について答弁をいただきました。私、冒頭お聞きしましたように、繰り返しになりますけれど

も、この計画というものは実効性のあるものにするためにお聞きをしたものであります。策定内容

や取り組み、また財政の見通しについてはわかりました。また昨日より、そして今回のこの定例会

で同僚議員の方から様々な福祉、そして教育、それからインフラ等についての質問がございました。

それら一切はこの東御市の公共管理総合計画が進めているか、そのことによって大きく影響をする

わけでございます。その意味も込めまして、再度質問をさせていただきたいと思います。 

 まず再質問の１点目でございますが、３点ございます。まず公共施設等の総合管理計画の中で、

公共施設等の将来にわたる更新費用の見通しが、この管理計画の中に示されておりますけれども、

公共施設の１年当たりの更新費用、そこには13.9億円の更新費用、いわゆる更新費用が、公共施設

の１年当たりの更新費用が13.9億円、そしてインフラ資産が１年当たり23.9億円、大きな更新費用

が盛られてありますけれども、その算定ですね、どのような根拠に基づいて試算されたか、お伺い

をしたいと思います。概要版の中にもそのことについて述べておりますけれども、これをどのよう

な根拠に基づいて試算されたか、お伺いをしたいと思います、大きな金額でありますので。 

 それから第２点目でございます。統一的基準による公会計において、固定資産台帳の整備が答弁

におきまして必須とのことでありますが、いわゆる地方自治法の第238条に規定されておりますけ

れども、公有財産との違いについてどのように捉えているか、お聞きをいたします。これが２点目

でございます。 

 ３点目でございますが、効率的な事務執行、財政負担の平準化を図るための取り組みの中で、各
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施設ごとの個別計画を策定した上で、実施計画や予算査定に反映させるという答弁でございますが、

個別計画策定の方針についてお伺いをいたします。 

 以上、３点についての質問をさせていただきます。よろしく答弁をお願いします。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 再質問３点いただきました。まず１点目の公共施設等総合管理計画の

中で、将来にわたる更新費用の見通しにつきまして、どのような根拠で試算したかというご質問で

ございます。公共施設等の更新費用につきましては、建築後60年経過の施設の建替えによる更新や

30年以上経過した後に大規模改修するということによりまして、更新年数経過後に現状と同じ床面

積で更新することを前提とまずいたしました。それを前提にしまして、費用の試算単価につきまし

ては総務省から示された公共施設等更新費用の基準単価に基づき、積算いたしたものでございます。 

 また、道路や橋梁等のインフラ資産につきましても、それぞれの耐用年数ごとにやはり総務省で

示されました基準単価に基づいて積算したものでございます。 

 ２点目でございますが、固定資産台帳と公有財産台帳との違いについてのご質問でございます。

固定資産台帳と公有財産台帳の主な違いといたしましては、その対象資産の範囲、それから保有情

報の内容等が挙げられます。具体的には公有財産台帳におきましては建物、土地、備品などの資産

を管理することになっておりますが、固定資産台帳につきましては、その建物、土地、備品に加え

まして道路や橋梁、上下水道管などのインフラ資産、また工作物が対象資産となります。また取得

価格、減価償却等の情報につきまして固定資産台帳には含まれておりますが、公有財産台帳には含

まれていないという違いがございます。 

 ３点目のご質問でございますが、各施設ごとの個別計画の策定の方針についてのご質問でござい

ます。学校施設や体育施設など30年以上が経過し、老朽化の進んでいる施設につきましては更新時

期を平準化するため、長寿命化を図った上で更新する方針を考えております。その他の施設やイン

フラ施設につきましても、現状分析をした上で施設の在り方に関し、住民との合意形成を図りなが

ら個別計画を策定し、計画的に更新や統廃合等を実施するため検討を順次進めてまいりたいと考え

ております。 

○議長（依田俊良君） 依田政雄君。 

○１５番（依田政雄君） ３点についての再質問に答弁をいただきました。私、この概要版を見た

中で、特に概要版の中で管理計画というものは2017年から2056年までの40年間にわたる東御市の管

理計画について策定したものであります。市長を中心に出していただいたと思うのですけれども、

この中に公共施設、またインフラ整備についても１年間で大きなお金が必要となっているというこ

とがありますので、その辺のことについてお聞きをしたわけでございます。その辺については理解

をいたしたわけでございますが、これが2056年までの40年間の東御市のあるべき姿、子どもたち、

そして孫の代までの取り組んでいく管理計画でありますので、これから仕事、東御市として行って

いくことに関しても、一切もとになるわけでございます。私は子どもや孫の世代に大きな負担を押
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しつけないためにも、今、私たちができること、しておかなければならないことは何であるか、そ

のことについて私はこのことについて考えて質問をしたわけでございます。 

 このことにつきまして、市長に質問をしますけれども、東御市の総合管理計画を作成した一番大

きな根幹をなすもの、その最も重要なことであるかと思うんですが、公共施設等総合管理計画の中

で施設類ごとの管理に関する基本方針は、この中にしっかりと示されておりますけれども、施設等

の削減目標というのが示されておらないわけでありますが、今後公共施設等の適正な削減規模はど

のように考えているのか、そのことについて市長にお聞きをしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（依田俊良君） 市長。 

○市長（花岡利夫君） 依田政雄議員のご質問にお答えします。基本的なお答えとしては、個別の

施設に関しては個別に対応させていただく中で、削減を図っていくということに尽きるというふう

に考えております。 

 ただ、現実的には、例えば少子化が進んできていて、学校の小学生の数が減っていれば、教室が

あくというのが通常考え得ることでありますけれども、現実は50人学級が30人規模学級に変更に

なっていることを通したり、また丁寧な学習環境を整えていくということで、教室が足らなくなっ

ているという、そういう現実がある中で、実際どのような管理をしていくことが適切かということ

に関しては、極めて個別な案件に言及せざるを得ないという状態になっております。 

 そういう中で、総論賛成各論反対というようなこともある中で、建てるときに反対したけれども

壊すときにも反対するみたいな事例も多くあったりして、現在、提供されているサービスを将来の

ために縮小したり、停止したいということに関しては、単に管理計画の財政部門の要求だけには頼

れないところがあるわけであります。 

 ただ、東御市としては、旧東部町と旧北御牧村との合併時にいろんな二重にあるものに関して、

今後の10年間をめどにどうしていくかということを計画していただいて、若干遅れ気味ではありま

すけれども、そのような方向の中で動いてきて、今回公会計が現実的に将来に向かって適切に減価

償却等を現在ある価値と、そしてそれを維持するためにどの程度予算が必要で、そして人口減少の

中でどの程度が維持されるし、また、どの程度を削減しなければいけないかということに関しては、

大きな課題としてなってきておって、首長がしっかりと不退転の決意でこれに臨んでいくことが必

要であるということで、将来のために維持管理全体が許される適正なサービスということに関して、

多少時間はかかろうとも市民のご理解をいただきながら、英断していきたいというふうに考えてお

ります。 

○議長（依田俊良君） 依田政雄君。 

○１５番（依田政雄君） 市長から答弁をいただいたわけでありますけれど、私は市長、いわゆる

管理計画をつくったわけですね。これは私は冒頭申し上げましたけれども、これをつくる職員の皆

さん、最大に敬意を表すると冒頭申し上げました。ということは2017年から、もう今年ですね、こ
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れから2056年の40年間にわたる東御市の公共施設等の管理計画を明確に示したわけでありますから、

そこにはまず目標として、これだけをまず目標として管理計画をする、統合、廃止だとか、その辺

のことを言ってあるわけです。私はいろいろ市長の方からも答弁をしたけれども、私はこれだけ減

らしますよという、そういう目標において、このこと、作成されたと思うんです。そのことについ

てお聞きした。何％とかと言いませんけれども、やっぱり何割減らすだとか、そういうことを

ちょっと明確に答弁をいただきたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 市長。 

○市長（花岡利夫君） 現時点におきまして、東御市の選択の中で、例えば北御牧庁舎に関しまし

ては、ＪＡ信州佐久浅間様に使っていただくという、極めて当時としては早い公共施設を準民間と

はいえ、民間に貸し出すというような作業をやったり、また公共下水道と農集の統廃合に関して早

い時期にそれを決断し、そして提案し、終末処理場のある地域に対して説明に入ったり、また農集

地域に対して説明に入ったりというような形の中で、今、職員はその基本計画で把握した情報に基

づきながら、一歩一歩最大の削減のための適正な努力をやっておるところであります。 

 パーセンテージと何割というのが、どれだけ違うかはわかりませんけれども、将来に向かう投資

はやるべきものはしっかりやりながら、我慢すべきものは我慢していただくために、最大の努力を

していかなければいけない。例えば公共が設置した６つの入浴施設がございます。その中で４カ所

温泉施設を持っております。今、３万を切ろうとしておる東御市にとって、それを同じサービスで

維持していくということは、本当にとても大変なことといいますか、極めて困難なことであるとい

うふうに思っています。 

 そういう中で、決断すべきは決断し、サービスを受益者負担を中心にしながら、適正化して、こ

の温泉が何とか将来にわたっていい形で維持できるように、努力していかなければいけないという

ふうに決意しておりますし、また今回の議会の中でも提案いただきました市民病院の赤字を減らす

努力をすべきだということの中で、市民病院の赤字を減らすために、また近隣の公的な病院の支援

と協力したりしながら、しかも将来にわたって赤字を減らしながら、この病院が市民病院として運

営されていく、そのためにはどういう方法があるかというようなことも、単に削減ということだけ

ではなくて、適切に一つ一つ判断すべきことだというふうに考えております。 

 また、先ほど申しましたように、もう道路でありますとか、学校機能ということに関しては、そ

れを基本的に将来に向かって残していくという形の中で、どのような形で残していくかというとこ

ろに、つかさつかさで今、検討しておりますので、またそれを持ち寄りながら40年にわたってこの

地域がしっかりと公共施設を維持管理しながら、なおかつ不必要な部分に関しては住民の理解を得

て削減していくというふうに、しっかりとした決意を持って臨んでまいりたいということでありま

すので、現時点において人口が１割減るから１割全部削減しますというふうには、現時点ではお答

えできないということで、ご理解いただければと思いますが、よろしくお願いいたします。 

○議長（依田俊良君） 質問の途中ですが、ここで15分間休憩します。 
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休憩 午後 ２時３３分 

――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午後 ２時４８分 

○議長（依田俊良君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 依田政雄君。 

○１５番（依田政雄君） それでは再質問を続けさせていただきます。 

 市長の方から答弁がございました。今、少し落ちつきましたけれども、実は私、今回この質問を

したのは、すばらしい概要版をつくっていただいて、本当に何回もこれはしつこく言うようですけ

れども、職員の皆さんに本当に感謝いたしておるわけで、40年先のも含めてですね。先ほども申し

ましたけれども、この40年間に係る将来の更新費用等の費用を見ると557億円、そしてインフラ資

産に係る将来の更新等費用については957億円、年平均いたして申し上げているところにありまし

たように23.9億円、また13.9億円であります。これだけのことをやっていくにはやはり今から、先

ほどから何回も繰り返して申しわけありませんけれども、子や孫の世代に大きな負担を押しつけな

いためにも、今からやっていく、40年間を見越した先のこともやっていくということで、この概要

ができていると思うが、そこについて私は質問したわけですけれども、市長の方から具体的なこと

については数字的なことは出ませんでしたけれども、私はそのことを申し上げたわけでございます。 

 そしてこの概要版の中にありますけれども、40年間の中で10年間ごとに見直すということがあり

ますので、やはりその辺のところを含めて、40年間ありませんけれども、10年間ごとにステップと

いうことでありますので、その辺のところで少し精査していきながらやっていきたいことをお願い

を申し上げて、次の質問に移りたいと思うわけでございます。 

 続きまして、災害時における避難所や病院等でのお湯等飲料の確保のための災害協定の更なる推

進についての答弁をいただきました。民間業者との緊急飲料提供型自動販売機の設置状況等、また

災害対応型紙カップ式自販機については、今後災害協定の締結も含めて研究していくという答弁で

ございます。答弁を踏まえて、私の方から、これはまとめて３点について、その後また質問いたし

ますけれども、３点について質問をさせていただきます。 

 まず第１点目でございますが、緊急時飲料提供型の自動販売機の設置もされているということで

ありますけれども、この数量で充足しているのかどうか、また、どの程度の数量が必要と考えるか、

そのことについて１点目の質問をさせていただきます。 

 それから２点目でございますけれども、災害対応型紙カップ式自動販売機の設置も答弁の中で研

究していくということでありますけれども、災害時に避難所となる学校や公民館、また社会体育館

施設への設置も私は必要ではないかと、このことを考えるわけでありますが、このことについて、

どう考えているかをお伺いいたしたいと思います。 

 それから３点目でございますが、私、昨年12月議会において、災害発生時における避難所運営に

ついて質問をいたしました。市長もつい、先ほども答弁をいただきました。このことにつきまして
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先月に市職員による避難所開設訓練を実施したということはちょっと聞き及んでおりますが、こう

した経験をやっぱり市民と共有していくことも大事ではないかと思いますので、その辺のことにつ

いて、結果のことについてお聞きをいたしたいと思います。 

 以上、３点についての再質問とさせていただきます。よろしく答弁を求めます。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 再質問を３点いただきましたが、まず１点目の緊急時の飲料の関係で

すけれど、その数量が充足しているのか、あるいはどの程度の数量が必要と考えるかというご質問

でございますけれど、緊急時飲料提供型の自動販売機内、現在ある自動販売機の中には１台おおむ

ね300から400本の飲料が常時ストックされているとのことであります。この自動販売機から無償提

供されるものは、これらの自動販売機内の在庫までとなりますけれど、市では隣接市との協定に基

づきまして水道施設の接続による緊急給水援助が受けられるほか、民間業者２社との飲料水の提供

に関する協定によりまして、必要とされる飲料水などの供給が受けられることになっております。 

 災害規模によりまして必要となる飲料水の量も異なってまいりますが、市で備蓄している飲料水、

また給水車による給水も活用しながら、被災者支援を図ってまいりたいと考えております。 

 ２点目のご質問の災害対応型紙カップ式自動販売機の設置につきまして、災害時に避難所となる

学校、公民館などへの設置も必要ではないかというご質問でございます。災害時避難者が一時的に

生活する場所として、市では学校、体育館、地区公民館などの広域避難施設のほか、各区の公民館、

集会所など138カ所を指定避難所として指定しております。大きな災害が起きた場合には、大勢の

人が避難できる体育館や地区公民館を中心に避難所を開設していくこととなります。市内の小中高

等学校も避難所として開設する可能性はございますが、小・中学校に日常的に自動販売機を設置し

ておくということは、こういった教育施設という面もありますので、難しい面もあると感じており

ます。 

 また、自動販売機の設置につきましては、日常的に人が集まり、設置事業者が採算のとれる場所

であるということも考慮が必要であります。避難所でありまして現在、自動販売機が設置してあり

ます第１体育館や中央公民館、文化会館などが設置場所として考えられますが、自動販売機の更新

の際には施設管理者と検討して、災害対応型の紙コップ式の自動販売機の設置についても検討して

まいりたいと考えております。 

 ３点目のご質問でございますが、先月の市職員による避難所開設訓練の経験も市民と共有してい

くことも大事ではないかというご質問でございますが、避難生活が長期化する場合につきまして、

避難所では避難者の代表、施設管理者、市職員等で構成する避難所運営委員会を設置して、避難者

が自主的に避難所を運営していただくことになります。そのために災害を想定して避難所開設の訓

練をすることが非常に重要でございます。東御市は災害の少ない地域でありますということから、

避難所を開設した事例はございません。まずは市職員が必要な資機材を搬入し、実際の開設手順を

確認しておくことが必要であることから、先月市職員による避難所開設訓練を実施したところでご
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ざいます。 

 今後、この訓練による経験を生かしながら、市民の皆さんとの情報共有を図ってまいりたいと考

えております。 

○議長（依田俊良君） 依田政雄君。 

○１５番（依田政雄君） それぞれ３点についての再質問についての答弁をいただきました。災害

型紙カップ自販機については検討していくということでありますので、ぜひその辺のところを推進

をお願いしたいと思うわけでございます。 

 １つ、この災害紙カップ型自販機を利用した利用者の声というのがちょっと載っておりましたの

で、その辺のところを紹介させていただきますけれども、利用者の声という中で、飲料の支援物資

は各方面から届いていますが、ほとんどがペットボトルの冷たいもの、温かい飲料は大変ありがた

いです。震災後、まだまだ寒い日が続き、被災者の身も心もこの自販機で温められました。また

カップラーメンのお湯を沸かすのにも設備がなく、大変な状況で、自己完結型の自動販売機は被災

者にもストレスを感じさせないすばらしいものです、このような声もいただいてあるわけでござい

ますので、検討していくという答弁でございますので、ぜひその辺のところはよろしくお願いを申

し上げたいと思います。 

 それから市職員による避難所開設訓練、実施した所感を述べていただきましたけれども、今後の

訓練に生かしながら、市民の皆さんと情報共有を図ってまいりたいという答弁であります。私はこ

れは非常に大事ではないかなというふうに思うわけでございます。12月に質問したときも市長の方

からは、この訓練についてはやっていきますと、その私の言った質問に対して市長は今度やったと

いうことに関して私は敬意をいたすところでございます。 

 最後、市長にお聞きするわけでございますが、市職員による避難所開設訓練を実施した所感と、

さらなる推進に向けての、災害防止推進に向けての市長の決意をお聞きをして質問を終わりたいと

思います。時間はありますので、ゆっくりお願いします。 

○議長（依田俊良君） 市長。 

○市長（花岡利夫君） 依田政雄議員のただいまのご質問にお答えする前に、若干時間があります

ので、先ほどの私の答弁に追加をさせていただきまして、個別案件に関してはそのような考え方を

持っているわけでありますけれども、今回のものに関しましては総合的な管理運営を適切に推進し

ていくということで、今後の施設等の維持管理に係る費用、利用状況、費用対効果などを把握し、

分析していくために公共施設等に対する情報を管理・共有化していく施設カルテをはじめとする情

報を計画策定に合わせて構築した公共施設マネジメントシステムというものを用いまして、各施設

の修繕履歴や建替え等に関する情報も含めて、集約していくということでありまして、その上で先

ほど申しました各施設の特性や重要性等を考慮し、これからでありますけれども個別計画を策定さ

せていただいて、各施設ごとの適正な規模や配置をお示ししていくということで、各個別計画に

よってお示ししていくということで、今日の時点では削減の量に関してはお示しできないというこ
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とで、ご理解いただければというふうに思います。よろしくお願いします。 

 なお先月に、５月30日に避難所の設置訓練をいたしました。幹部職員と、理事者と部課長と、そ

して総務関係者と、それから基本的に学校の体育館を避難所に設定することが多いということで、

今回も祢津小学校の体育館に開設するということを想定させていただいて、その上で教育委員会の

メンバーを中心に、開設の模擬訓練をやらせていただきました。 

 プライバシーを確保するためのいろんなテントや体育館の中で使う区割りのテントでありますと

か、段ボールを使ってのプライベートの空間を確保するとか、または発電機の確保でありましたり、

送風機を使った送風実験でありますとか、また担架を組み立てたり、車いすでの対応に、対応でき

る、そういう職員の任務分担等を割り振った中で、初めての経験でありました。限られた職員にお

ける訓練でありましたけれども、ここで得た経験を全職員に周知する中で、今後もより踏み込んだ

形での開設訓練を繰り返して、まさかのときの準備をしっかりとやっていくことの重要性を痛感し

たところであります。 

 今後、県でありますとか、また地方事務所やいろんな情報をしっかりと把握する中で、恐れず避

難指示、勧告が首長として出せるように、いろんな自らの経験の蓄積を図っていったり、職員の経

験の蓄積をやる中で、市民の安全・安心を担保するために今後も努力していきたいというふうに強

く感じたところでございます。 

 以上です。 

○議長（依田俊良君） 依田政雄君。 

○１５番（依田政雄君） 時間があるなんて言ったのですけれども、５分ほどありますので、

ちょっと、ただいま管理計画について市長の方からも答弁がございましたので、改めてまたそのこ

とについて、質問ではないですけれども。 

 40年間の、先の東御市のあるべき姿をしっかり、40年間といっていますが、私、106歳になって

いるんですよ。ということはさっき冒頭申し上げましたように、我々は今、子、孫の世代までのこ

との管理計画であると私は思ったわけでございます。そういうことで我々が生きている、今、我々

が将来の子、孫の世代までそういったものを残さない、維持していくことを通じて質問をしたわけ

でございます。答弁がありましたので、またよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わらせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○議長（依田俊良君） 以上で、通告に基づく一般質問すべて終了しました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎散会の宣告 

○議長（依田俊良君） 本日はこれをもって、散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（午後 ３時０６分） 
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――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開会の宣告 

○議長（依田俊良君） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 （午前 ９時００分） 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程の報告 

○議長（依田俊良君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 １ 議案第４６号 平成２９年度東御市一般会計補正予算（第１号） 

○議長（依田俊良君） 日程第１ 議案第46号 平成29年度東御市一般会計補正予算（第１号）を

議題とします。 

 これから質疑を行います。 

 髙森公武君。 

○６番（髙森公武君） 皆さん、おはようございます。 

 29年度一般会計の補正予算書の中の23ページです。湯の丸高原森林セラピー・トレイルランロー

ドの整備工事費ということで2,500万円ほど盛っておりますけれど、これは想像をしてみるには地

盤改良みたいなことに使うことだと思うんですけれど、どういう工法を使ってやるだか、ちょっと

教えていただきたいと思っております。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） ただいまの湯の丸高原森林セラピー・トレイルランロード整備工事費

の概要につきまして、企画財政課長からお答えを申し上げます。 

○議長（依田俊良君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小菅武志君） 髙森議員の2,500万円の事業費についてご説明申し上げます。 

 今回、湯の丸高原森林セラピー・トレイルランロード整備工事費2,500万円の中には、３つの工

事が含まれております。まず１点目でございますが、400メートルトラック南側盛り土箇所に使用

する土の土質検査を行った結果、砂質土で柔らかい土であったため、地盤の安定化を図るための土

質改良剤、これは消石灰を使いますが、による地盤強化を施す工事が１点目でございます。 

 ２点目に、400メートルトラックの嬬恋村側ののり面から道路への雪崩対策としまして、歩行者、

通行車両の安全確保を図るため、道路沿いに高さ２メートル、延長で45メートルの雪崩防止柵を設

置するための工事。 

 ３点目に、400メートルトラックの外周に利用者の安全対策としまして、高さ1.2メートル、延長

で160メートルの転落防止柵を設置するための工事費用になります。 

 この工事につきましては、３月議会補正予算議決後に、施設整備事業における国有林使用許可、
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及び開発行為の申請に伴う本協議を関係機関であります東信森林管理署、及び長野県と行う中で、

安全対策に係る指導事項、または必要となった工事となります。 

 １つ目の盛り土に係る協議経過について若干説明を加えさせていただきたいのですが、400メー

トルトラックの南側の盛り土につきましては、整備箇所が国有地であるため、国有地の外からの土

を使用・搬入することが基本的にできません。このことから整備箇所に近く、必要とする土量が採

取できる箇所の選定を東信森林管理署及び関係者と協議をしてきたところ、最終的に湯の丸観光開

発が借地管理している第６ゲレンデの駐車場、２段造成になっておりますが、その土の使用が５月

に決定したところでございます。 

 その後、土質区分判定のため調査試験を実施した結果、コーン指数が低い砂質土であることが判

明したため、地盤安定をさせるための改良工事が必要となったものでございます。 

 済みません、国有地というより国立公園内ということで、ご理解、お願いしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 髙森公武君。 

○６番（髙森公武君） それで埋め土の埋める高さというのがありますが、あれは高さはどのくら

いを埋めて、上の面がどのくらい広くなるんですか、ちょっとお願いしたいですが。 

○議長（依田俊良君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小菅武志君） 埋め土の高さでございますが、南側については高さについては

ちょっとまちまちです。一番高いところでのりが、高さが管理用道路と８メートル50ぐらいになり

ます。それで今回の土壌改良を施す状況でございますが、まず400メートルトラックレーン、100

メートルレーンの下層部につきましては、凍結対策のために凍上抑制層と路盤工を含めまして１

メートルの深さで施工するものであります。また、その土壌、盛り土箇所の地盤を安定させるため

の今回の追加工事により、トラックレーンの下層部、ちょうど走る３レーンの下になりますが、ト

ラックレーンの下層部を優先的に凍上抑制層の下から、現況地盤の更に１メートル下まで土質改良

剤による地盤強化を図るというところでございます。それでトラックレーンの下の図形でいきます

と台形をイメージしていただければと思うのですが、トラックレーンが約４メートルぐらいかの幅、

それに対して両サイド１メートルずつぐらい余裕をとりまして、台形の形でずっと下までおろして

きて基盤、今の既存のジーエル（ＧＬ）より更に１メートル下まで改良するというものであります。 

○議長（依田俊良君） 髙森公武君。 

○６番（髙森公武君） 上の面積というんですが、トラックになる上の面積は大体どのくらいにな

るんですか、この上。 

○企画財政課長（小菅武志君） 盛り土の面積は全体の３分の１で、ちょっと私のところで今、平

米数までは出せませんので、また後ほど回答させていただきまして、今回、土壌改良する部分、盛

り土部分全体をできればいいんですが、非常に額が大きくなるということで、先ほど説明申し上げ

たように走る、全天候の下の部分を優先的に土壌改良をさせていただきたいというものでございま

す。 
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○６番（髙森公武君） わかりました。 

○議長（依田俊良君） ほかに。 

 田中信寿君。 

○１番（田中信寿君） ただいまのところと同じところなんですが、23ページの湯の丸高原セラ

ピー・トレイルランロード整備工事、ただいま土壌改良の質問があったわけですが、この中に雪崩

防止柵、安全対策に要する工事費ということで出ております。先ほど内容についてはご説明いただ

いたので、それ以上の詳しいことがあればそれをお願いしたいということと、それからこれ従前の

計画にはなかったわけですが、こちら最初の計画からなぜ盛り込まれなかったのか、その辺の経緯

をちょっと聞かせていただきたいと思いますが、お願いいたします。 

○議長（依田俊良君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小菅武志君） 先ほどの雪崩防止柵につきましては、２メートルの高さで45メー

トルということで、当初、これ雪崩防止柵については私どもも必要性を認識しておりませんでした。

東信森林管理署との本協議、４月に入ってからの協議の中で安全性を確保するには雪崩防止柵を設

置してくださいという、これ指導事項でございます。 

 それともう一つの利用者の安全対策の関係ですが、これにつきましては当初で私どもはロープで

すとかコーンで転落防止の注意喚起を考えておったんですが、その中で十分な安全対策とはいえな

いということの中で、1.2メートルの転落防止フェンスの必要性を感じましたので、今回、計上さ

せていただいたということでございます。 

○議長（依田俊良君） 田中信寿君。 

○１番（田中信寿君） 経緯、それから内容について理解できました。最初、どうしても想定でき

なかったということなんですけれども、私、この計画については本当にどんどん進めていただいて、

とにかく市のこれからのためになることですから、大いにやっていただきたいんですけれども、

やっぱり市民の中には性急だという声がどうしてもありまして、その辺の今回そういった後からこ

ういったものが出てくるということについて、やっぱりそうだったんではないかというようなこと

にもなりかねないので、今後こういうことがあまりないように、附帯工事で細かなものが結構出て

くるとは思いますけれども、大きなものについてはできるだけ後から出ないようにお願いしたいん

ですけれども、その辺のことはいかがでしょうか。 

○議長（依田俊良君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小菅武志君） ご指摘はごもっともだと思います。今回の工事につきましても、

従前にわかっていれば私どもも３月のときにあわせて盛り込めたんですが、先ほどの安全対策、転

落防止につきましては私どもの対策の落ち度もあったかと思いますが、あと２点につきましては協

議の中で発生したということでお願いしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 田中信寿君。 

○１番（田中信寿君） では、よろしくお願いいたします。それからできればこの前の全員協議会
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のときにこの説明があってもよかったんではないかなというふうには思うんですけれども、またそ

の辺もよろしくお願いいたします。 

○議長（依田俊良君） ほかに。 

 中村眞一君。 

○３番（中村眞一君） おはようございます。３番、中村眞一です。 

 補正予算書の33ページ、体育施設費、市民プール施設等改修工事監理委託料という後ろの方にあ

りますけれども、200万円、それからその下に市民プール施設等改修工事費マイナス200万円。先月

でしたか、佐久市でも大きな問題になって新聞にも取り上げられた社会資本整備総合交付が減額、

予定されていたより減額になったということで、この200万円のつけかえみたいな、行って来いみ

たいな感じの中身ですけれども、その内訳と、それから社会資本整備総合交付との関連について、

お伺いしたいと思います。その社会資本整備総合交付のことについての関連で、その後１点お伺い

したいんですけれども、よろしくお願いいします。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 33ページにあります市民プール施設等改修工事の関係の工事費、経費

の増減の関係、増減の内容についてご説明を申し上げます。平成29年度の市民プール施設等の改修

工事の内容につきましては、ポンプ及びろ過装置などの機械設備の配管等の更新でございました。

当初予算で工事費１億円を計上してあるところでございます。しかし設計の内容で工事内容を確認

したところ、配管工事が大変複雑であることがわかりまして、工事にかかる監理委託、監理業務が

確実に必要であるということを判断いたしたところであります。つきましては今回、工事請負費を

当初盛ってありました１億円から工事請負費2,000万円を減額しまして、委託料へその200万円をつ

けかえをするということでございます。 

○議長（依田俊良君） 中村眞一君。 

○３番（中村眞一君） では社会資本整備総合交付とは関係がないということでございましょうか。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 本事業の財源につきましては、議員申されました社会資本整備総合交

付金を受けて行う事業でありまして、本補正に係る委託料につきましても交付金の対象となるため

歳入に関しての変更はございません。 

○議長（依田俊良君） 中村眞一君。 

○３番（中村眞一君） わかりました。ちょっと不安になっている部分があって、お伺いをしたい

な、教えていただきたいなというのが、国の交付制度というのはいろんなものがある中で、その社

会資本整備総合交付というのは、たまたま国の事情で減額になって困っている行政の中身を持って

いる皆さん何カ所もあるようですけれども、東御市ではこの社会資本総合整備に係る事業、この補

正の分の中でどんなものが予定されているのかという部分と、それから一番問題に、心配に思って

いるのは湯の丸に係る地方創生の拠点整備の交付金、この中身がどう違うのか、ちょっとわからな
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いので教えていただきたいんですけれども、もしかして拠点整備の方もお金を減らすというような

状況になってきたら困るななんていうことが、私の地元でもそんな話がちょっと出て、中身が違う

のだとすれば、どう違うのか、その辺を知りたいというようなことですので、その点を１つ、これ

はどちらへお伺いしたらいいのか、よろしくお願いいたします。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） ただいまの社会資本整備総合交付金の関係と、地方創生拠点整備の交

付金の関係、関連しますので、一括して企画財政課長からお答え申し上げます。 

○議長（依田俊良君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小菅武志君） ただいまの中村議員さんからの社会資本総合整備交付金、または

地方創生拠点整備交付金の交付の状況についての質問でございますが、まず社会資本整備総合交付

金につきましては、今回の６月補正ではございません。平成29年度の社会資本整備総合交付金の要

望事業としましては、公園施設長寿命化対策事業、市営住宅整備事業、道路整備事業が要望事業と

してあります。その中で、要望事業に対しましてこのごろ報道等で要望のとおり交付金が見込めな

い事業があるというようなこともありますが、今後追加要望の機会もございますので、その機会を

捉えて追加要望を行うこととしております。 

 それと地方創生拠点整備交付金につきましては、国の交付要綱に基づきまして対象事業の２分の

１が交付額であります。既に湯の丸高原森林セラピー・トレイルランロード整備工事、及び今回の

補正予算で予算計上しております北御牧庁舎市民交流サロン整備事業につきましては、既に交付決

定となっているところでございます。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） ただいまの説明、若干補足させてもらいますけれども、社会資本整備

総合交付金につきましては国交省の所管になっております。それと地方創生の拠点整備の交付金に

つきましては内閣府ということで、所管が違っておりまして、それぞれ予算規模が違ったりしてお

ります。地方創生の拠点の交付金につきましては、今回交付決定されたものは財源が確保されてい

ることということの中で、２分の１は確実にいただけるといいますか、交付いただけるという形で

ございます。国交省の方は、非常に厳しいということの中で、新聞報道にありましたとおり要望ど

おりなかなかつかないという状況が全国的にあるということでございます。引き続き要望はしてい

くということでございますので、よろしくお願いします。 

○議長（依田俊良君） いいですか。ほかに。 

 山浦利通君。 

○５番（山浦利通君） おはようございます。27ページです。田中と滋野の駅のトイレの改修の、

洋式化ということなんですけれども、田中はちょっと使ったりしているもので見ているのですけれ

ども、今現在でもかなり狭いですね。それで洋式にするとかなり今のスペースでは無理があると思

うんですが、相当位置関係も含めていじらないと難しいと思うんです。そうなると工期的にも若干
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かかると思いますし、その間の仮設だとか、そういう必要もあると思うんですけれども、これはそ

ういったものを全部もちろん見込んでのことだと思いますが、改修規模はどの程度になるんでしょ

うか。今、ちなみに男の方が１つ、女性の方は私、直接は見ないのですけれども、聞いた限りでは

２つ。ただ、今現在でも１メートル30ぐらいしかないんですね。だからかなりきつい工事になると

思うのですが、その辺をちょっとお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） おはようございます。今、山浦議員のご質問の２件、田中と滋野

駅のトイレの規模等につきましては、商工観光課長からお答え申し上げます。 

○議長（依田俊良君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山田正仁君） 田中と滋野のトイレの改修工事の内容でございますが、まず田中

につきましては便器の交換が４台、それと手洗いの自動水洗機の交換が４基、それとトイレブース

のドアの交換を１カ所、その他、鏡、タイル等のだめ周りの工事という内容になっておりまして、

現地を確認しましたが、躯体をいじらずに改修できるという判断をしております。 

 それと滋野につきましては、便器交換が２台、それとタイルの交換、配管の関係で傷んだタイル

の修繕ということで、そういう内容で工事を実施する予定でおります。 

○議長（依田俊良君） 山浦利通君。 

○５番（山浦利通君） 基本的なレイアウトは変わらないということでしょうか。そうすると少な

くともトイレブース、今の状態だと内開きでできていますけれども、洋式にすれば間違いなく外開

きにしないとおさまらないと思うんですが、通路のところでかなりちょっとやばいなという感じが

するんですけれども、その辺は問題ないでしょうか。 

○議長（依田俊良君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山田正仁君） トイレの内開き、外開きにつきましては必要に応じて外開きに変

更して対応してまいります。限られたスペースでありますので、当然狭く、出入りするときは狭く

なりますけれども、躯体をいじる計画はございません。 

○議長（依田俊良君） 山浦利通君。 

○５番（山浦利通君） わかりました。できる中で精一杯努力して使いやすいトイレをお願いした

いと思います。 

○議長（依田俊良君） ほかに。 

 佐藤千枝さん。 

○８番（佐藤千枝さん） では、お願いします。22、23ページです。２の総務費の目６の（８）の

北御牧庁舎の市民交流サロン等の整備事業費について質問いたします。過日の全員協議会において、

概要説明をいただいたわけなんですけれども、今回地方創生拠点整備交付金を活用して、この事業

をするということです。それで１階部が3,212万円、３階部が1,674万円の計4,886万円をかけての

整備事業ということなんですけれども、ちょっとこのかかる費用といいますか、かなりお金をかけ
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ての事業ということで、実際にどのように活用していくのかというところを市民の方からも、報道

がある中でちょっとお聞きはしたいということで伺っていました。それでこの事業費についてはこ

れが最低のというのはおかしいかもしれませんけれども、内装費とか建材、改修工事費とかもある

んですけれども、金額を設定する上で選択はなかったのか、どうなのかということです。この金額

が最低の事業費だったのかなということです。 

 それからこれから執行していく上での事業計画、それをするに当たりの利用者の見込みはどのよ

うになっているんでしょうか。それから１階と３階を工事をするということなんですけれど、２階

部分は生涯学習の講座が教室が開催されているということです。それで実際に６月から来年３月ま

での事業実施期間ということで、利用開始は来年４月からなんですけれども、その間、２階部分の

活用については引き続き会館を閉館しないで継続していくのかどうかということをお聞きしたいと

思います。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） ただいまの補正予算書の22、23ページにございます北御牧庁舎市民交

流サロン等整備事業費の関係につきまして、何点かご質問いただきましたが、お答えを申し上げた

いと思います。 

 まず費用がかかるということでございますが、この事業費につきましては概算で算出したもので

ございます。ご決定いただきましたら今回の補正予算にもございますけれど、設計業務管理委託料

がございまして、こちらの方で詳細な設計に入っていきたいと考えております。その際は更に精査

した形で、費用的にはもっと絞る形で考えております。 

 それから活用の仕方ということでありますが、まず、この整備に当たりましては北御牧庁舎の特

に１階、また３階につきましても空いてきていると、未利用の部分が多くなってきたということの

中で、かねてより活用を検討してきているところでございますが、そういう中で今回大変有利な補

助制度の対象になるということの中で、提案しているものでございます。これに当たりましては活

用の見込みといたしましては、そもそもこの各、今、地域づくり組織が発足している中で、各地区

での地域ビジョンが策定されております。その中で、住民の交流の場、憩いの場、たまり場、気軽

に話し合える場所づくりなどを実現していきたいというような計画が明記されております。そうい

うことも受けまして、この場所を１階につきましては市民の交流のできるサロン的な交流の場とし

て整備していきたいというふうに考えたものでございます。 

 実際に活用方法につきましては、多くの具体的な市民の声をお聞きしていきたいということでご

ざいますが、まずは現在、北御牧公民館を利用しています地元の団体の皆さんですとか、地域づく

り組織、地元の地域づくり組織の皆さんを中心に、意見をお聞きしながら活用をしていただけるよ

うに考えていきたいということでございます。 

 そのために施設は、１階につきましては無線ＬＡＮを整備したり、インターネット環境ができる

ような形、それからコピー機、印刷機の使用を提供したり、倉庫の貸し出し等を行って、また市民



― 192 ― 

が会議もできるような場をつくるというようなことで、活用しやすい整備をしていきたいというこ

とでございます。 

 それと２階につきまして、現在、生涯学習の講座等開いているということの中で、工事期間中活

用できるのかということでございますが、その間、工事中でも公民館の使用をしていただけるよう

にしていきたいと思っております。予約状況ですとか利用状況を確認しながら、工程の調整も今後

考えていきたいということでございますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○議長（依田俊良君） 佐藤千枝さん。 

○８番（佐藤千枝さん） 説明ありがとうございました。今回、全員協議会でいただいたこの事業

実施の経緯と目的というところで書かれておりますことですけれども、やはりこの地域づくり組織

が各地区にできてきて、北御牧地区でも必要だということの中では、いいサロン的なスペースにな

るのではないかなというふうには思いますけれども、実際に市民の方とか、実際に地域ですから北

御牧地区の皆さんとか、地域づくりの方々からの何か今まで要望とか声とか、具体的な声はお聞き

になっていらっしゃるのでしょうか。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 地域ビジョンの策定の中で、そういう声は各地区で聞いているという

こと、それと北御牧の地域づくりの協議会の皆さん、役員さん方とは事前にお話もさせていただい

て、肯定的な意見をお聞きしているというところでございます。 

○議長（依田俊良君） 佐藤千枝さん。 

○８番（佐藤千枝さん） やはり高いお金をかけての事業ということですし、具体的にどんな内容

なのかなということもやはりわからないことも多いと思います。ですので例えばこれから各地区で

区長さんとか関連した方たちとのまちづくり懇談会も各地区で行われますので、こういうようなこ

とにつきましてはもっと皆さんに周知できるように、その時点でお伝えいただくということも大事

ではないかなというふうに思います。 

 それで今、工事の関係で、上でも下でも工事をするのに、２階で生涯学習講座が行われるという

ことでありますけれども、事故とかけががないように、また集中して講座を受けられるような態勢

づくりも大事ではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（依田俊良君） ほかに。 

 阿部貴代枝さん。 

○１１番（阿部貴代枝さん） ２件お願いします。23ページの民生費、保育園費の関係で、11番の

私立保育園施設整備で、19負担金補助金及び交付金で、海野保育園増築事業補助金が出ていますが、

増築の事業の内容はどのような内容でしょうか。園児が増えてか、まだこれからある待機児童対策

なのか、その辺をお聞かせください。 
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 それから27ページの商工費の（４）観光地魅力創造事業費の13、19の関係で、第２、観光２次交

通社会実験運行業務委託の関係ですが、650万円で運行業務の委託費が出ますが、１時間に１度10

カ所を回ってくださるということですが、これは１台なのか２台なのか、10人乗りが運行されると

いうことなんですけれど、もし土日月の運行で、日曜日で海野宿で、あそこのところで10人以上

待っていた、そんなようなときはどうなるのかな、ちょっと心配しているのですけれど、午前２便、

午後２便ということは４回乗れるチャンスがあるのか、また乗る場所の停留所の表示なんかはある

のかどうか、お聞かせください。 

 以上です。 

○議長（依田俊良君） 健康福祉部長。 

○健康福祉部長（柳澤利幸君） ただいまの阿部議員からの１点目の質問、海野保育園の増築事業

の詳細につきましては、子育て支援課長からお答え申し上げます。 

○議長（依田俊良君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（坂口光枝さん） 23ページ、阿部議員からのご質問です。海野保育園の増築事

業の内容ということで、内容につきましては今回の補正については現在、海野保育園は定員90人で

ございます。定員を100人に増やすための事業でございます。待機児童対策の部分があるのかとい

うご質問でございますが、そういったことはございません。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） ただいまの観光２次交通の社会実験の業務のいろいろな件につき

ましては、商工観光課長からお答えいたします。 

○議長（依田俊良君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山田正仁君） まず観光２次交通のバスの運行台数でございますが、現段階では

１台で、おおむね１時間半程度で市内を周遊するという計画でおります。 

 また、利用者が多くて乗り切れない場合はどうするのかというご質問でございますが、これにつ

きましては状況を見て、臨機応変に対応していきたいと考えております。 

 それと停留所の表示につきましては、今後運行する前にはきちんとした形で表示をしていきたい

と、整備をしてまいる予定でおります。 

○議長（依田俊良君） 阿部貴代枝さん。 

○１１番（阿部貴代枝さん） 海野保育園の増築事業に絡んで、今、３番目の園児が無料となって

市内の保育園の園児数がかなり増えているというお話をきいておりますが、それによってちっちゃ

い子どもたちが、未満児以下の子どもたちが増えていて、手狭というか、何か課題はないのか、市

内の保育園を海野保育園も90から100名に定員を増やすということで増築するんですが、市内の保

育園の状況はどんな状況でしょうか。 

 それから観光２次交通の関係なんですが、デマンド交通の運行もありますが、土曜日はこの時期

に、９月に土曜が今回開始されるという話も出ていますが、この時期に土曜が始まっているかどう
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かわかりませんけれど、何か似たような10人乗りバスだということになると、ちょっと何か混乱し

てしまうようなあれがあるような気がしますが、デマンド交通のこともあるので、その区分けとか

市民の皆さんへの周知が何か必要ではないかなと考えますが、いかがでしょうか。 

 また、それからこの間の全協での説明では、フリーパスで2,000円とお聞きしましたが、前回６

月２日の地域公共交通会議の中の説明資料で、16ページのところに料金は1,000円、乗降自由とい

う形の表記があったんですが、どちらが正しいのか、お聞かせください。 

 以上です。 

○議長（依田俊良君） 子育て支援課長。 

○子育て支援課長（坂口光枝さん） 阿部議員の市の公立保育園の状況につきましてですが、入園

児童数は昨年とほぼ同数でございまして、内訳が未満児が増えていて、以上児については減ってい

るという状況でございます。保育園につきましては、建替え新築しているため、手狭になっている

ことは現在、ございません。 

○議長（依田俊良君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山田正仁君） まず１点目のデマンド交通との区別、区分けですね、を明確にし

ていただきたいという質問につきましては、そのとおり今後きちんと明確にして、混乱の起きない

ようにしてまいります。 

 それと市民への周知ということでございますが、今回、同じく補正で150万円で広告宣伝費等を

お願いしているところでございます。この中でホームページやＳＮＳ、あるいは新聞広告といった

もので周知をしていきたいと考えております。 

 それと利用料金、交通会議で1,000円という資料をお出ししたところでございますが、それにつ

きましては案ということでお出しをしたところでございます。昨年のワインバスが一応1,000円と

いうことで運行した実績がありまして、観光まちづくり会議の中でそれを参考としてはどうかとい

う意見をいただいたわけでございますが、ワインバスの１,000円、運行実験につきましては当時国

の加速化交付金をいただいて、これは100％の補助をいただいた中で実施をしております。今回は

国の地方創生推進交付金をいただいて実施をする予定でおります。地方創生推進交付金につきまし

ては補助率が50％ということで、今回は2,000円ということでお願いしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○１１番（阿部貴代枝さん） わかりました。 

○議長（依田俊良君） ほかに。 

 青木周次君。 

○１４番（青木周次君） 関連で申しわけないんですけれど、24、25ページの目３の農業振興費の

関連になると思うんですが、昨日の「信濃毎日新聞」の朝刊に、ゆぅふるｔａｎａｋａのすぐ横に、

上田市では５月31日の夜に降ひょうによる果樹や野菜への被害に関して農家が病原菌対策として散

布する殺菌剤の購入費に補助を出す方針を信州うえだ農協を通じて支援すると報道がされたが、私
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も昨日一般質問が早く終わったもので、電話が入っていたもので、農家の被害を見ながらちょっと

回ってきて、野菜がかなり傷んでいたり、いろんなところを見てまいりましたが、農家の方もその

新聞報道を見て、「東御市はどういう考えでいるんですかね」と言われたもので、私にはわからな

いもので、また今日ちょっとここで質疑させていただいているんですが、農家の要望も多いもので、

市の農政係のお考えをお伺いいたします。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） ひょう害に対します殺菌剤等の補助状況、農林課長からお答えし

ます。 

○議長（依田俊良君） 農林課長。 

○農林課長（金井 泉君） ５月31日のひょう害に対する被害農家への支援等に関して、どんなふ

うに考えているかということでございますけれども、新聞報道にもございましたように、東御市の

被害状況につきましてはブドウ、リンゴ、ブロッコリー、アスパラガスということで、面積で46.4

ヘクタール、被害額で1,346万5,000円という形になっております。これにつきましては既に被害発

生直後からＪＡ等を通じまして、病害虫防除のための生産者の講習会の実施等を行いまして、対応

はしてきているところでございます。 

 現在でございますけれども、上田地域振興局、それからＪＡ信州うえだと災害農家に対して必要

となる支援に関して、今、検討をしておる最中でございます。具体的に検討しております内容とし

まして、ひょうで打撲を受けたブドウやリンゴ、あるいはブロッコリー等に対する防除用の殺菌剤

に関して、支援できるかどうかということで、これにつきまして県の補助事業を活用して実施して

いきたいということを検討中ですので、補助対象となるかどうかということも含めまして、現在、

詳細に検討を進めておりますので、なるべく早く結論を出していきたいというふうに考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（依田俊良君） 青木周次君。 

○１４番（青木周次君） 詳細なご説明をいただき、本当にありがとうございます。農家が希望を

持てるよう支援をしていただくことを要望申し上げまして、終わります。 

○議長（依田俊良君） ほかに。 

 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） 何点かありますが、今まで出たものは省略して行います。１つは22、23

ページの企画費の中のスポーツツーリズム推進事業費ですが、スポーツコミッション調査委託200

万円、スポーツツーリズムプロモーション委託料600万円とあります。この具体的な中身。先般東

御市の湯の丸高原スポーツツーリズム企画調査業務報告書、この中にかなりたくさんのプログラム

が盛られていますが、それを具体化するという位置づけかと思いますが、それぞれについて具体的

な内容をお示しいただきたいと思います。 
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 ただ、昨日同僚議員が横文字について、わかりにくいというご指摘がありました。予算書を見る

とかなりこの手の表現が多いのですね。それをどういうふうにするかというのは、課題だなという

ふうに改めて思いました。ご説明の中ではできるだけ日本語に翻訳してお示しいただければと思い

ます。 

 それから同じく２番目ですが、23ページの先ほど質疑がありました湯の丸高原森林セラピー・ト

レイルランロード整備工事事業費、内容は３項目あるというご説明がありましたが、予算2,500万

円のうちそれぞれについての内訳がどういうふうになっているかということをまずお伺いしておき

ます。更にこういう工事をやった上で、トラックが整備されるわけですが、このトラック及びトレ

イルラン及びジョギングコースの全体の年間の維持費はどのように現在のところ見込んでいるかと

いうことをお尋ねします。 

 それと更にこのトラックに関連して市長に伺いたいんですが、本追加予算は400メートルトラッ

クの地盤補強等にかかわってですが、これにかかわってお聞きしたいと思います。市長は一昨日の

この場でのご答弁で、新たなグラウンド整備の要望、提案もあり、これらことから湯の丸高原施設

整備基本構想の見直しの必要があると述べられました。この新グラウンドというのは、改良工事を

含めて出現する400メートルトラックの内側、インフィールドのことだと思いますが、市長はこう

した事業、これを対象にした事業で基本構想を見直すというふうにおっしゃった意味合いですね、

その見直しには手続きが必要だと思いますが、どういうことを想定してこういうふうにおっしゃっ

たんでしょうか。まず伺っておきます。 

 それから25ページの農業関係の費用です、25ページ。（11）の６次化産業推進事業費ですね、15

0万円。これは御堂の御堂地域活用構想策定業務委託というふうになっていますが、共有地の開発

をどうするかということだと思われます。その共有地の対象面積がどのくらいで、活用方法、業務

委託するにどういう項目で検討をしてもらいたいという方向を示すはずですが、どういう想定で業

務を発注するのか。この委託先はどういうところに想定されていますか。 

 それと同じく25ページですね、（13）産業クラスター推進事業費、これはシナノグルミの生産向

上ということで、２項目の特産果樹栽培支援体制構築業務委託、それから特産果樹特性調査業務委

託と２項目からなります。それでここでいうクラスターは関連する事業体を１つに結びつけるとい

うことですが、その構成団体、そしてそれで主導的に役割を果たすところをどこを想定しています

か。そしてこのクラスターの事業内容をお示しいただきたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 総務部長。 

○総務部長（掛川卓男君） 22、23ページのスポーツツーリズム推進事業費と、湯の丸高原施設整

備推進事業費のご質問につきましては、企画財政課長からお答え申し上げます。 

○議長（依田俊良君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小菅武志君） 平林議員さんからの22、23の（６）スポーツツーリズム推進事業

のスポーツコミッション調査研究委託料200万円でございますが、スポーツ合宿の誘致、またス
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ポーツを通じた交流促進を図るための組織、団体などによる推進体制を整えるためのスポーツコ

ミッションを視野に入れた組織の設立を目指すため、民間の専門家と連携しながら、調査研究をす

るための委託費用であります。 

 それとスポーツツーリズムプロモーション委託料600万円でございますが、湯の丸高原の陸上施

設につきましては、合宿等を誘致するに当たりまして、事前プロモーション活動が必要となってき

ます。その一環としまして民間業者と連携する中で、ターゲット層となる企業、クラブ、大学、高

校などがありますが、その皆さんのモニターツアーを実施しまして、今、整備しています陸上施設、

また既存の宿泊施設などの環境、また建設予定の体育館、高原荘の改修など、合宿に伴う必要事項

についてモニタリングを行う費用、経費でございます。 

 また域外ＰＲとしまして、主に首都圏への宣伝活動を実施するための経費、またプロモーション

活動を行うためのパンフレットの作成に係る委託経費を見込んでおります。 

 なおパンフレット作成につきましては、上田市菅平高原、小諸市高峰高原など、広域的な高地ス

ポーツエリアも含めまして、連携する中で作成をしていきたいと考えております。 

 続きまして、先ほどの湯の丸高原施設整備推進事業の工事費の内訳でございます。2,500万円の

中で地盤改良工事につきましては1,350万円、雪崩防止柵設置工事費が900万円、転落防止柵設置工

事に250万円を見込んでおりまして、合計2,500万円を計上させていただいております。 

 それと維持管理、これのトラックに係る維持管理経費につきましては、昨日の一般質問の中でも

お答えしていますが、人件費を含めまして年間500万、600万円と試算しているところでございます。 

 それと先ほどの髙森議員さんからのご質問の面積的にはどのぐらいかということですが、今、現

況で平場の面積が9,000平米ほどでございます。盛り土、埋め土等をしまして、造成後は約１万5,0

00平米ぐらいになるということで、よろしくお願いします。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 25ページの、まず６次化産業の御堂地域の活用の構想策定業務の

予算150万円でございますけれども、まず御堂は33ヘクタールのワイン用の造成を現在、行ってお

ります。昨日も仮設の工事のお話は説明させていただいて、安全対策を進めながら、これから完成

に向けていくという中で、非農用地といいまして、みんなから出していただいた土地が１ヘクター

ルぐらいございます。そこをどうやって御堂と、あと市内にはワイナリーがございます。それの関

連性をどういうふうにやってつけていくかというような話を非農用地の中で、非農用地というか、

農地でございませんけれども、どういう形でワイナリーをつくるのか、それとも違う形にするのか

というのを地域の皆さんとお話ししながら進めていくということで、ワインの拠点となるような形、

あとは標高を利用いたしました、ワイナリーがよく田沢から800メートルから900メートルラインに

あると、そういう地形を利用したツーリズムというようなのもそこが拠点になるかとか、いろいろ

考えていく中で連携をとって、包括連携をとっている信州大学の方とこれから進めていくという形

のまず第一歩を踏んでいきたいと考えております。 
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 あと産業クラスターの関係につきましては、農林課長からお答えします。 

○議長（依田俊良君） 農林課長。 

○農林課長（金井 泉君） 24ページ、25ページの産業クラスター推進事業の関係のご質問でござ

います。まずクラスターということで、どのような集まりで組織化していくことを想定しているか

ということでございますが、これにつきましては現在、予定しておりますのはＪＡのくるみ部会、

それから日本くるみ会議といった実際の生産者の皆さん、それから加工や流通などに携わる市内の

企業の皆さん、それから昨年度からクルミのブランド化に関する協定を結んでおります東京農工大

学、それからＮＥＣＳＩといった企業ということで、このような皆さんでクラスターを構成して、

事業を進めてまいりたいということで考えております。 

 それから実際の事業の内容でございますが、委託料にございますまず１点目の特産果樹栽培支援

体制構築業務委託料350万円の概要でございますけれども、これにつきましてはＩＣＴ、情報通信

技術を活用しました防除、あるいはせん定の履歴、収穫量等の情報をデータとして整理しまして、

その後の栽培に役立てていくための栽培管理システム、それからまたせん定などの熟練農家の技術

を見える化して、誰もがそのシステムを使えば適切な栽培管理ができる技術継承システム、これに

つきまして昨年度から取り組んでおりますけれども、今年度も継続して取り組んでシステムの充実

を図ってまいりたいという内容でございます。 

 それからその下の特産果樹特性調査業務委託料の300万円でございます。これにつきましても昨

年度から東京農工大学等で行っておりますクルミの遺伝子情報、ゲノムデータを昨年調査しました

けれども、今年度においてはそれを更に詳しく解析して、これを活用してクルミの優良品種の選定

など、栽培振興や育種などの有効活用に努めていきたいというふうに考えております。 

 それからもう１点、昨年度クルミの成分分析というのを行っております。どのような栄養分等が

含まれているかという成分分析を行っておりますが、この成分分析の結果をもとに、クルミの摂取

が人の健康維持に与える影響を疫学的に調査していきたいということで、実際にクルミを食べても

らって、例えば生活習慣病等に改善が見られるかとか、そういったことを調査していきたいという

ふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（依田俊良君） 市長。 

○市長（花岡利夫君） 昨日の一般質問の中で、基本構想の見直しをやるべきだということを私の

方から言わせていただいております。基本的にはグラウンドという案が基本構想の中に、従来の基

本構想の中になかったということの中で、今、地元やサッカー協会等からぜひ欲しいという要望を

いただいております。しかも現地に行ってみたり、完成図を見るとどうして真ん中がグラウンドで

はないんだという疑問が、素朴な疑問が起きてきているという中で、ただ、今、テニスの需要は従

前ほどないということでありますし、そもそもはラグビー用のグラウンドだったというところをテ

ニスに変えたということでありますので、実際に基本構想そのものを精査して、しっかりと市民に
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提示していきたいということで申し上げました。 

 ついでにちょっとだけ言わせていただければ、１つはやはり施設を整備するということの中で、

市に余裕があれば、財政的余裕があればそれはそれで計画どおりに進むわけでありますけれども、

どのようなお金を使って、市の持ち出しを極力少なくしながら、より目的を達成するかということ

が１つは難しいわけでありまして、一番の基本構想のベースにあります平成６年度は簡易保険を当

時の郵政省の簡易保険事業を使うという形を前提とした、また板平の開発構想が上げられていたと

いうことであります。 

 ただ、小泉改革の中で、郵政省も変わりましたけれども、更には三位一体改革の中で、国立公園

内の事業に関して地元の自治体がやる事業に対する補助事業がなくなって、国が全部やりますとい

う誠にありがたいお話になったわけでありますけれども、国は何もその間やらなかったということ

でありまして、今、唯一地方創生拠点整備事業が、唯一に近い補助事業という、交付金事業という

形であります。 

 そういう中で、もう一つは、湯の丸における寄宿舎といいますか、大学や高校の寮が撤退して

いっているということで、開発予定地は未開発な状態に戻っているという状態の中で、地主として

はそこをまずしっかりと開発していただいてから、次のまな板平を考えていただきたいというのが

地主としての林野庁、また環境庁等の基本的な考え方という形の中で、今回もう少し平らな状態の

ところで計画しておったところのものが、ぎゅっと凝縮する形で、まず開発を考えていかなければ

いけない、このことに関しても市民説明をしっかりやらせていただきたいというふうに思っていま

す。 

 もう１点は、現実にトップアスリートの関係団体の注目度が非常に高くなっていて、我々素人が

こうすれば来ていただけるんではないかなというふうに考えていたことと、専門家、特に高地にお

ける運動と体に与える影響、そういう医学的見地を持ってトレーニングをやることを通して、しか

も目前にある東京オリンピック・パラリンピックでメダルを獲得していくというためには、非常に

必要な専門家が求める施設整備ということが、実際にもう湯の丸以外にないという状態になってき

ている中で、そういう専門の競技団体からいろんな要望を受けるようになっているということで、

この専門的要望に対してどこまで市がこたえられるか、こたえたいのはやまやまでありますけれど

も、こたえればこたえるだけ費用がかかってくるということでありますので、それに対する国の支

援策を国のお知恵を拝借する中で実現しないと、これは市の責任でやり切れないという状態であり

ます。 

 ただ、長野県、日本一の長寿県でありまして、高地であることが健康に与える好影響ということ

や今、一般市民ランナーが高地で走りたいという要望がすごい出ているという状態の中で、宿泊客

の増等を考えると、一般的な市民ランナーを受け入れるというようなために、宿泊施設の足らない

部分に関してどうしていくかというような形も非常に重要になってきているというふうに思ってお

りますので、いろんな意味で決断し、そして補助事業、もしくは民間の資金を活用したりしながら、



― 200 ― 

市はなるべくお金を出さないで、施設整備ができる方向を模索していく必要があるというふうに考

えておりますので、そういう中で専門家の意見も入れた状態の中で、これまで２度にわたって基本

構想をアドバイスいただいておりますけれども、第１次整備的な、これから５年間ぐらいかけて、

どのような計画、整備が必要か、やろうとしているかということに関して、市として一定程度の考

え方を整理整頓して、市民にお示ししていきたいというふうに考えております。 

○議長（依田俊良君） 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） それでは再質問何点かいたしたいと思います。 

 まずスポーツコミッションに関連してですが、要するに推進体制、コミッションといえば推進体

制、組織を整備するという方向のようですが、具体的にはどういう構成、役所の中でというだけで

なくて、外部団体の人も入れてということになると思いますが、その辺全体、どういう構想で、か

なり多岐にわたるプログラムがありますので、そのコミッションの中で中心になって取り仕切ると

いうところも多分出てくると思うんですが、その辺をどういうふうに想定しているかということを

お聞きしたいと思います。 

 それからツーリズムのプロモーションの委託ですが、いろんなプログラムがある中で、ある特定

の事業体というか、何ていうんだろう、コンサルタント、あれなんですけれど、１つのところでな

くていろいろの事業に適合する団体というのが多分あると思うんですね。それに分担して、あなた

のところではこれをやってくれ、あなたのところはこれをちょっと提案してよねというような体制

になるのかどうか、その辺少し詳しくお聞かせいただきたいと思います。 

 それと400メートルトラックに関連してですが、２つの点、改めてお願いしたいと思います。400

メートルトラックについても陸連規格というふうになっていて、正式な基準になりますから、正確

な計測ができる、そういう精度を持ったトラックというふうに多分なると思うんです。それで実際

の工事でいえばテニスコートの部分と、それからあとさっきのご答弁で３分の１ぐらい広さのとこ

ろは高さ８メートル盛り土をするという構造になっていますね。これは地形関係はそうなると思う

んですが、正確な地盤整備をするということは、このトラックコースを進める上では不可欠、必須

の要素で、ですから盛り土をするときにどこから土地を持ってきて、この従前の基盤と同じ土質と

いうか、同じ強度ですね、それでやらなければあそこはマイナス40度になって、お示しのように基

礎をつくるとき１メートルぐらいやらないと安定しないというのはわかり切った話で、後になって

契約してみたら盛ってくる地盤が軟弱だというのではなくて、もともと実施設計のときにそのこと

も想定して、仕上がった形で工事を開始するというのが当然だろうと思うんです。ところがそう

なっていなくて、工事費でいえば2,500万円のうち千三百何十万ですか、というのを新たに追加し

て、石灰のような土壌改良剤を入れてうんぬんという説明があったんですけれど、それはちょっと

事業の進め方そもそもから違っているんではないかと、間違ったんではないかと、想定の上で、と

いう印象が非常に強いんです。400メートルトラックは陸連規格でつくるんだよというのを前提に

した場合、どういう設計をする必要があるのかという検討が不十分であったのではないかという疑
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念を持ちますが、その点、検討過程、お聞かせいただきたいと思います。 

 それから先ほどの答弁にありましたけれども、設計図を見ますと先ほどご説明がありましたよう

に、400メートルトラックといえば400メートルのレーンの下は凍み上がり抑制剤で１メートルでつ

くる、台形にするという設計になっていますが、ほかの地域、それ以外の地域での土地改良剤とい

うか、それに見合う態勢がとられていないので、そうしますと１年、２年では多分大丈夫だと思う

んですが、長年すると土地の膨張係数、収縮係数が異なった場合、それが累積するとかなりぼろぼ

ろになる可能性というのが常に伴っているんですね。その辺も含めて、この全体の設計に当たった

のかどうか。それなしにやると結局経年して、大規模な補修が必要になってくるということになり

かねないというふうに思うんですが、その辺の検討はどうだったのかということをお伺いしたいと

思います。 

 それから２点目は、市長に今、基本構想の見直しについての基本的な考え方、お聞きしました。

それで私の答弁ではそのトラックについて、まな板平のジョギングコースの１つで、基本構想の範

囲内という趣旨のお答えだったんですが、このトラックそのものは単にジョギングコースの延長線、

類似のものというよりは、この業務報告の中では今、水泳の方はちょっと先になるという可能性も

あるんですけれども、市長お示しのようにいろんなオファーがあって、高地トレーニングに対応で

きる様々な競技に対応できるような施設が必要だねと、その中でこのトラックはトップアスリート

が複数、フィールド整備条件の中でトラックの造成は必須だという位置づけをされております。そ

うすると今後の湯の丸の開発構想では中核といっていいですかどうかわかりませんけれど、少なく

とも中心的な施設の１つという位置づけになりますね。そしてそのトラックの内側は、外側は整備

して内だけ何もしてないなんて、こんなのはあり得ないわけで、同じ400メートルトラックの同一

の競技空間を形成するわけですね。そうしたらどうつくる、方向で活用するのよということが当然

の課題になります。 

 この業務構想の中では、サッカー、あるいは少年サッカー２面、そしてフットボールについても

ルールに沿った競技ができる規模という記述があって、具体的な方向が示されているんですね。そ

うするとこのトラックを構想するというときに、それも含めた全体の施設構想というふうに当然

なってくるわけです。そうしますとジョギングロードの一環で構想内だよというふうにはなかなか

言いがたいと私はそのトラックを構想した時点でそういう位置づけになると思うんです。以上が前

提です。 

 とすれば今度の事業化に当たっても市長がお示しになったように、基本構想のらち外に発展して

いくから、やっぱり全体像を市民にお示しして、その上で事業化を図っていくということが必要に

なったんではないかというふうに私は思うんですが、そこは市長、その辺の関係をどうお考えで

しょうか。 

 それからもう１点、御堂の開発ですが、ワイナリー、ワインを機軸にした開発も考えていたとい

うお話でした。そうするとワイナリーの関連という言葉があったんですけれど、あそこにワイナ
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リーそのものも構築していくというような発想もあるんでしょうか。 

 以上、再質問です。 

○議長（依田俊良君） 市長。 

○市長（花岡利夫君） １つ理想論と現実論という問題がありますので、変わることがいいか悪い

かというふうに言われると、時代が変わっているのに変えないで約束したことだからということで

無理やりそれを頑張るということも生きざまとしてはあるかもしれませんけれども、明らかに大き

く時代が変わっています。今回の地方創生拠点整備事業は、去年の11月の国会で初めて出てきた補

正予算であります。そして１億2,000万円程度の事業を全国から募集するということで、２億を超

える事業に関しては原則認めないという前提の中で出された事業であります。 

 そしていろいろある中で、基本的にはスポーツ施設ということではなくて、一般の人たちが健康

とか、そこに訪れることに寄与して、地方創生に寄与するということの中で、なるべくスポーツ施

設はやめてねというのが内閣府の原則的な方針の中で、トップアスリートのための400メートルト

ラックをつくりますと言えば、事業採択にならないということが明確な中で、森林セラピーロード

の一環として事業認定を２月に受けたものでありまして、それも28年度の予算でありますので、28

年度中に事業化し、予算化し、そして進めていくということでありますので、最初からすべてわか

るところは出したわけでありますけれども、２億円を超えるという事業になった途端に、採択にな

らない可能性もあります。別にだから今回の雪崩防止とか、土壌改良をあえてその時点で小さく見

積もったというわけではなくて、地主の意向やいろんなスキー場での事故等があって、そういう中

で林野庁として指示があったということでありますので、専門家の意見や地主さんの意見や監督官

庁の意見を聞きながら、それを受け入れざるを得ないということでありますし、事業というのは可

能性を含めて大きく予算をとっておいて、そして進めていく中で削減すれば、非常にいいやり方に

はなるかもしれませんけれども、予算を最初から原資の当てもないのに膨らませるというのが行政

としてなじむかどうかというところは難しい選択があるだろうというふうに思っていますので、自

分たちで調達できる資金の範囲内で、ベストのものをできれば後戻りしない計画で、前へ進めてい

くということが重要なのではないかなというふうに思っていますので、基本計画の見直しというの

は基本計画が間違っていたというのではなくて、時代が変わっていく中で、より需要が見えてきて

いる中で、限られた予算をどううまく活用しながら、よりよいものをつくっていくかということに

今、突入しているというふうに認識しておりますので、ご理解いただきたいというふうに思います。 

○１２番（平林千秋君） 前段の方もちょっと説明してください。 

○議長（依田俊良君） 企画財政課長。 

○企画財政課長（小菅武志君） 平林議員の前段のご質問でございますが、まずスポーツコミッ

ション推進体制について、どうしていくのかということでございます。スポーツコミッションの推

進体制につきましては、昨年度、市の体育協会スポーツ推進委員、県陸上競技協会、観光協会、旅

行業、大学、長野県、また私ども市の関係課を構成員とする東御市スポーツツーリズム推進連絡会
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議を立ち上げております。４回ほど会議を行っておりますが、この推進連絡会議を基本に、先ほど

申し上げました委託先といいますか、スポーツコミッション設立に携わっています専門家のご意見

を聞きながら、座長としてそんなような調査研究をしていきたいというものでございます。 

 それとあと次のスポーツツーリズムプロモーション委託料600万円について、それぞれの項目が

あるから分けるのかというご質問でございますが、これにつきましては誘致を行うに当たって、そ

ういった大学ですとか企業、クラブ等にモニタリングツアーですとか、そういった広告宣伝、ＰＲ

をしていくに当たって一連の作業、業務となり得るかなと考えております。ですので私どもとする

と一括で委託して、１つのパッケージとして進めていただければというようなことで考えておりま

す。 

 それと陸上トラックの先ほどの地盤の沈下について、陸連規格の中でやっていくのにどうなのか

というご質問でございますが、先ほど申し上げましたようにトラックレーンと100メートルレーン

につきましては、凍上抑制層等によって１メートルほどの改良を施します。それとあと盛り土、埋

め土する部分につきましては、先ほどのお話、できる限りの土壌改良剤によって影響を少なくする

ために今回追加工事とさせていただくところでございます。100％間違いなくそこは下がらないか

と言われますと、いかがなものかと思いますが、今回の工事、保証はできませんけれども、今回の

工事の中でほぼ大丈夫だと私どもの方ではコンサル等との協議の中では確信しているところでござ

います。 

 また、それ以外の部分も、本来今回全部できればよかったのですが、工事費等も増すためにほか

の部分が下がった場合は、また次年度盛り土をして、転圧等をすれば補修はかけられますので、そ

ういった形で補修の方を考えていきたいと思っております。 

○議長（依田俊良君） 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） 今の市長のご答弁で浮かび上がったことは、地方創生関連の予算の国の

つけ方のスピードとかかわっていると。それの枠内でどうやってうまく銭をもらえるかということ

を腐心したんだというご説明だったと思います。ですから私は非常に先ほど前段でも同僚議員が提

起しましたけれど、突然３月の補正予算でいきなり工事費として計上されてあって、非常に不可思

議に思っていて、事業の展開ではおかしいんではないかということを３月議会で申し上げたことが

あるんです。 

 それで私は市長が再答弁で冒頭おっしゃったように、時代の変遷の中で計画が変わるというのは、

それは当然のことだと思います。前、計画したからそれをそのまま踏襲しろということを私は提起

するつもりもありません。ただ、変わったら変わったなりに市民の皆さんにこういう状況で変わり

ましたと、こういう計画に発展させるんだということをよくお示しして、市民合意手続きが必要な

のではないかということを私、一貫して提起しているんですよ。 

 今回の400メートルトラック事業でいえば、私が示しましたようにまな板道路のジョギングロー

ドの読みかえというのは、国に対する申請のいわば表表紙、実体は２億円を超えるようなスポーツ
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施設はだめだよというふうに言われてしまうから、こういうラベルをつければもらえるよねという

方便だというふうに私は今、ご答弁を聞いて受けとめたんですが、それにしても市民に大きな事業

をこれから中核的な施設をつくっていくということをお示ししないで、いきなり工事予算を計上す

るというのは、やっぱり事業計画としては常軌、正常ではないんではないかというふうに私は思い

ます。これは今後にかかわってくるんですよ。 

○議長（依田俊良君） 平林千秋議員、端的にお願いします。おかしいです。 

○１２番（平林千秋君） 400メートルトラックと、そのうちのインナーフィールドのグラウンド、

グラウンドについては見直しが対象になりますよというふうにおっしゃったのは、そのとおりなん

です。ですからやはり今後、新たな構想で進めるとすれば、やっぱりその全体像を示して、市長が

お示しのように市民の合意手続きをとるということは不可欠な要素で、それが急がれるというふう

に思いますので、その点は私の指摘を踏まえて、検討していただきたいなというふうに思います。 

○議長（依田俊良君） ほかに。 

 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 御堂地区のお話へちょっと切替えさせていただいて、非農用地の

取り扱いというか、今後の進め方は、やはり地域の活性化、祢津地区の活性、祢津の地域づくり会、

また御堂の推進委員会、今まで積み重ねてきた皆さんと、これからの方向性についてはやっぱり決

めていかなければいけない。その中で信州大学との包括的連携の中で、信州大学はもう、やっぱり

県のワインバレーの形から入ってきていますので、この地域のこともよく知っております。そうい

う中で進めていくということで、ワイナリーに限ったものではないということでお願いします。 

○議長（依田俊良君） ここで15分休憩します。 

休憩 午前１０時２５分 

――――――――――――――――――――――――――――― 

再開 午前１０時４０分 

○議長（依田俊良君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） 非常に活発な議論が続いておるところでございますけれども、時間が

ちょっと長くなりますけれども、私、ちょっと４点ほどお願いしたいと思います。済みません。 

 まず、今回の中で22、23ページの北御牧庁舎の市民交流サロン等整備事業費の関係でございます。

これによって３階に文書館をつくられるということで、そういう話が進んでいます。私、以前、し

げの里づくりの会で松本の文書館に視察に行ったことがありました。非常に参考になりました。や

はり地域のいろんな資料なんかが眠っているんですね。ところが住宅を取り壊しなんかすると、そ

ういったものが散逸したり、あるいは処分してしまうといううちも結構あるんですね。せっかく文

書館をつくるのですから、今あるものをただ移すだけでなくて、そういった資料の収集ということ

もあわせてやってもらいたいなと思います。 
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 同時に、その資料の整理整頓等、使いやすい、誰かが行ったときにそれが使える形に整備すると

いうことも必要だと思うんですね。だから建物をつくるだけでなくて、そこの運用をどうするのか

というところについてもご意見をお伺いしたいと思います。 

 それからその次の24、25のところの果樹農業振興対策事業費でございますが、産地パワーアップ

事業推進費補助金で1,000万円ですね。これは冷蔵庫というお話を聞いています。多分これは巨峰

か、あるいはシャインか、ブドウ関係の冷蔵庫だと思うんですが、どこにこれをつくっていくのか、

運用をどうされるのか、補助金だから多分農協さんだと思うんですが、その内容についてわかると

ころで結構ですので、お話しいただきたいと思います。 

 それからこれはちょっと今回のこの予算に直接関係ないことはないんだけれども、御堂の開発な

んですが、昨日たまたま議員の中で、仲間で控え室から見ていたときに、御堂の右の方がどうも土

地が茶っぽくなっていまして、土地がはげているという話があって、あ、そこ御堂かなと思って

行ってみたんですけれども、御堂の隣の十二平も手をつけていらっしゃいますか。それは個人。十

二平も結構大きく手をつけていましたので、あわせてそちらも開発するのかなというようなことが

ちょっと思いましたので、今、お話を聞いたら個人だということですが、もしわかればわかる範囲

で内容をお示しいただければと思います。 

 それからもう１点ですが、湯の丸の話がこの間、出ていました。今年湯の丸の林道の締切時間を

１時間延長するということで、話が進んでいるようでございます。これについて延長するというこ

とについては、日が高いですから、市民の方々、あるいは観光客の利便性という点では、そういう

判断もあることもあるのかと思うんですが、一番心配するのは高山植物等の盗掘だとかという問題

になってきます。そのためにはやはりあそこでの管理体制ちゃんとやって、空白の時間があかない

ような形での、そういったことにとついても配慮してもらえればと思います。 

 以上、４点お願いいたします。 

○議長（依田俊良君） 教育次長。 

○教育次長（岩下正浩君） 支所の改修に伴います文書館の運営に関しまして、私の方から回答を

させていただきます。 

 文書館につきましては、約800個の文書の箱を持ち込むということで、かなり膨大な資料が保存

できるものを想定しております。つきましては運営に関しましても、きちんとした体制を整えなけ

ればならないということで考えておりまして、今後運営委員会というものを設けまして、今後の管

理の方法、受付の方法、閲覧の方法、そういうものをどのようにしたらいいのかということをはっ

きりさせていくということ、そして文書館の中に、市内にはまだ膨大な文書がございますので、そ

の文書館に持ち込む、きちんと整理をする文書はどうしていくのか、そこらも整理をしながら来年

４月オープンに向けていくと、そんな予定でいるところでございます。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 25ページの産地パワーアップの関係と、あと御堂に近接していま
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す十二平の関係と、農林課長の方からと、あと最後に市道の湯の丸高峰線の時間延長の件、商工観

光課長から答えさせます。 

○議長（依田俊良君） 農林課長。 

○農林課長（金井 泉君） それでは25ページの産地パワーアップ事業推進費補助金1,000万円の

内容でございます。これにつきましてはＪＡ信州うえだが事業主体となりまして、年々消費の需要

が高まっております生食用ブドウ、ナガノパープルとかシャインマスカットといったものでござい

ますが、これの保管用の冷蔵庫を導入しまして、出荷作業の平準化と消費需要のピークに合わせた

出荷の実施により、農家の所得の向上を目指したいという内容でございます。 

 具体的な内容につきましては、全体の事業費が2,000万円を予定しております。大型のプレハブ

冷蔵庫と呼ばれるものを９台導入する予定で、場所的には曽根の選果場に６台、滋野の選果場に３

台というふうにＪＡの方からは伺っております。事業費2,000万円のうち1,000万円が県の補助金と

いうことで交付されます。もう残りの1,000万円はＪＡの負担となります。県の補助金1,000万円は

市を介してＪＡに交付されるという仕組みになっております。産地パワーアップ事業につきまして

は、以上でございます。 

 それから御堂の地域の土地改良事業の、ちょうど御堂地域の東側の部分の土地の関係ですけれど

も、これは個人によります荒廃地復旧事業でございます。荒廃地を復旧した後にワインブドウを植

える予定というふうに事業者からは聞いております。 

 以上でございます。 

○議長（依田俊良君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山田正仁君） 市道の閉鎖時間延長に伴う対応でございますが、商工観光課とし

ましては林道の開閉時間変更に伴いまして、来訪者に目が行き届かなくなることを避けるために、

池の平駐車場スタッフの勤務時間を１時間延長とするなどの対策を講じたところでございます。こ

れによりまして駐車場内や湿原周辺に残っている観光客に対しましても、ゲート閉鎖の案内と誘導

を行っているほか、自然保全に関する啓発、監視にも取り組んでいるところでございます。 

 以上です。 

○議長（依田俊良君） 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） 文書館について、今後運営委員会をつくって、具体的に検討されていく

ということで、非常にいいかなと思っています。４月オープンということですので、できるだけそ

ういった研究者に対してきめ細やかな対応ができればありがたいと思っています。実際に今、各地

域でガイドブックをつくったり、やっているんですけれども、基礎的なそういう資料がきちんと集

まっていないということが、なかなか進めていく中で障害になっています。そういった点で資料が

ちゃんと整備されているということは、我々にとっても非常にいいことなのかなと思っています。

運営委員会の中で具体的な利用者の声もできるだけ入れて、よりよい運営体制をつくっていただけ

ればと思っています。 
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 それからパワーアップ事業についてなんですが、1,000万円は県からの補助ということで、地元

はなかったからあれなんですけれど、今後の中でやっぱり冷蔵庫というのは必要になってきますね、

非常に。個人で冷蔵庫をつくっている方も増えてきています。これについては多分ＪＡの補助金に

なると思うんですが、まちとしても補助金のような体制のことも今後考えていかれるのかどうなの

か、そこもちょっとあわせてお聞かせいただければと思います。 

 それから先ほどの林道の閉鎖時間なんですけれども、８月末までというふうに聞いているんです

が、市民に対してオープンになっていないですね、公開していないですね。せっかくやるのであれ

ば市民の方々に対してオープンしてもらって、日がまだ高いですから、５時については。それが１

時間延びるということになれば、観光客増へもつながっていくのかと思いますので、そういったＰ

Ｒについてはどう考えていらっしゃるのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（依田俊良君） 農林課長。 

○農林課長（金井 泉君） 産地パワーアップ事業の関係のご質問でございます。今回の事業につ

きましては、国の補助事業を活用した事業でございます。この７－６時で、こんなようなことも考

えていくかということでございますが、基本的には国、あるいは県の補助事業を有効に活用して、

冷蔵庫の導入等進めてまいりたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（依田俊良君） 商工観光課長。 

○商工観光課長（山田正仁君） 市民にＰＲして観光誘客を進めてはどうかというご意見ですけれ

ども、これにつきましてはまた道路管理者とも相談しながら、市民に周知を図っていくことによっ

て、観光誘客を進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（依田俊良君） 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） 林道の関係なんですけれども、駐車場の整備ということになってきます

と、どうしても道路管理ということがメインになってきてしまいまして、そこのところに貴重な高

山植物があるということがややもすると忘れがちなのかなという気がしているんですね。これはそ

ういった自然環境保全については教育委員会で、道路管理については建設課ということで、分かれ

ているのかもしれませんけれども、今後の中でそういった貴重な自然でございます。それが今、湯

の丸の魅力というのは、それがずっと我々の先祖から伝わってきているわけですね。それを残して

いくということの中で、駐車場の管理だけではなく、そういったことにもつながっていくんだとい

うことでお考えいただければと思っています。 

 以前、湯の丸のコマクサの鉄条網を撤去してというときにも私は質問したことがあるんですけれ

ども、より自然と親しむということになってきますので、すぐそこにコマクサがあるという状況な

んですね。ですからそういった過去においても盗掘するということがあったわけですから、今後の

中で十分注意しながら進めていただきたいと思いますし、それからそういった自然に、せっかく道

路の閉鎖時間を延長するとなれば、市民の方にとってはものすごくいいことですので、ぜひ漏れの
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ないようにお願いしたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（依田俊良君） ほかに。 

 長越修一君。 

○１３番（長越修一君） １件だけお願いします。27ページの件でございますが、先ほど同僚議員

も質問がありましたけれども、観光２次交通につきまして、要望を兼ねて質問させていただきます。 

 商業者の１人として、かねてより要望しておりました２次交通、まずもって感謝申し上げます。

その中で、今回はＪＲのデスティネーションキャンペーンとかしなの鉄道20周年記念、また雷電25

0周年等々あるときに、ありがたいという中で、当然１時間半で回るコースでございますが、しな

の鉄道田中駅とのリンクは問題がございますが、せっかく回る限り、何とか行く場所において、よ

り有効な時間に着くように、今から精査いただいて、要望をできる限り聞いてもらいたいというこ

とを考えております。 

 そういう中で、いい時間に着かないと場所によっては、例えばウィラデストさんで食事をとろう

と思ったけれどだめだったとか、道の駅へ行ってもだめだとかということも出てくると思いますの

で、その中でできる限りと思いますが、ぜひうまく考えていただきまして、実験のための実験でな

く、ぜひ将来できるための実験をしてもらいたいとお願い申し上げます。 

○議長（依田俊良君） 産業経済部長。 

○産業経済部長（関 一法君） 信州デスティネーション、ＤＳ、また、こういうふうに言います

と怒られますけれど、ＤＳ、デスティネーションキャンペーン、しなの鉄道の玉木社長さん方も、

これについてはいろいろ、もうワインの「ろくもん」の関係から始まりまして、今回、東御市で観

光２次交通、実験ですけれども、将来につなげていくためのしなの鉄道からの誘客というのが大き

な課題として考えておりますので、今、お話を少しずつ詰めさせていただいて、これが９月から始

まりますけれども、それまでには有効な手をまた連携をとって進めさせていただきたいと思います。 

○議長（依田俊良君） ほかに。 

 これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 平林千秋君、反対ですか、賛成ですか。 

○１２番（平林千秋君） 反対です。 

○議長（依田俊良君） ほかに。 

 横山好範君、反対ですか、賛成ですか。 

○１７番（横山好範君） 賛成です。 

○議長（依田俊良君） 髙森公武さん、賛成ですか、反対ですか。 

○６番（髙森公武君） 反対です。 

○議長（依田俊良君） それでは反対者の意見から発言を許可します。登壇の上、討論を願います。 
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 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） 日本共産党の平林千秋であります。 

 ただいま上程となりました平成29年度一般会計補正予算に反対する討論を行います。 

 私が問題にするのは、補正予算中の湯の丸高原施設整備推進事業費にかかわり、幾多の問題があ

るからです。本追加工事予算2,500万円は、湯の丸高原施設整備基本構想にもなかった400メートル

トラック造成が急浮上し、３月議会での補正予算で工事化されたもので、このたび地盤改良等の必

要から増額補正を求めるものです。 

 これは内容的にも、手続き的にも今後にかかわる大きな問題があると考えます。 

 まず内容です。本件は、湯の丸の標高1,750メートルの高地の狭いところに、大規模な盛り土を

して400メートルトラックの敷地を確保しようと行われるものです。陸連規格のトラックですから、

盛り土部分も含め凍み上がり等で不均等が出ないように造成することは不可欠の要件のはずです。

当然当初計画段階で諸条件を十分考慮し、工事に着手することが求められます。しかし３月議会で

予算化し、わずか３カ月後に当初予算１億2,300万円の２割もの増額、2,500万円の増額はいかにも

異常です。地方創生関連予算補助金の関係で、事業実施を急ぐあまり、盛り土の状況及び土地改良

法を十分検討しなかったから起きた、これが大きな要因になっています。この結果、追加分は国の

補助対象とならず、一般会計から手当てすることにもなっています。こうしたことが繰り返えされ

ないことをまず指摘したいと思います。 

 次に、手続きの問題です。このトラックは現に市長が進めようとしている高地トレーニング施設

整備の構想の中で、競泳は東京オリンピックに間に合いそうもない反面、陸上競技など多種の競技

にも対応する施設整備を進めるとして、その中心的な位置づけになろうとしている施設です。こう

いうものが３月議会で突如工事予算として計上され、６月議会で大幅補正が行われるのです。 

 市長自身、このトラックの内側、インフィールドを新グラウンドとして整備することは、湯の丸

高原施設整備基本構想自体の見直しが必要になるとお認めであります。 

 400メートルトラック計画はそもそも新グラウンド敷地を含む一体的競技環境をつくるものです。

トラック造成自体が委託事業報告書では人工皮膜舗装で、サッカー１面、少年サッカー場２面が入

り、ラグビーもルール上可能なサイズと活用方法も予定しているものです。市長が弁明しているま

な板平に予定していたジョギングコースの１つ、基本構想の枠内などとは到底いえないことは明白

です。 

 ですから本来、400メートルトラック構想の具体化に当たっては、基本構想の見直しに対応する

手続きをとり、とりわけ市民合意形成手続きを経ることが前提でなければならないと思います。私

は一般質問で、今、湯の丸高原施設整備計画は転換期に来ているんではないかということを指摘し

ましたが、今、構想されている湯の丸高原施設整備構想、高地トレーニング構想、これは工事費だ

けでも総額70億円を大幅に上回るかもしれない。東御市にとっては超大型事業となります。その全

体像を市民にお示しし、市民の合意形成を図った上で、事業化を進めていることが大事なのではな
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いでしょうか。にもかかわらず、国の予算がつきそうだからと市民を置き去りにした形にして、個

別事業を積み上げ、なし崩し的に既成事実化することは民主的な都市計画の基本を踏み外すものだ

というふうに私は思います。以上の点から、本補正予算に反対いたします。 

 以上であります。 

○議長（依田俊良君） 次に賛成者の発言を許します。 

 横山好範君。 

○１７番（横山好範君） 東翔の会の横山好範でございます。このたびの平成29年度補正予算に賛

成の立場で討論をいたしたいと思います。 

 今、争点になっているのは、湯の丸高原施設整備関係でございますが、総体的な考え方の中で、

今回の予算は国、県の補助金ですね、それの交付等、計画認定、並びに交付の内定等を含めて、受

けての事業の計画でありまして、地方創生拠点整備交付金、あるいは地方創生推進交付金、県、国

のその他の補助金等を活用して、従来の事業計画に基づき推進をしてきた事業でございますので、

今回の補正、総括的には当然妥当なものであるということをまず前提にしたいと思います。 

 それで、ただいまの反対討論にもございましたが、湯の丸高原施設整備推進事業につきまして2,

500万円でございますが、これにつきましては先ほどから話、質疑の中でも明らかになってきてお

りますように、昨年度の３月補正で可決をし、事業が推進をされております湯の丸高原森林セラ

ピー・トレイルランロード整備事業１億2,342万9,000円でございますが、その事業の執行の段階で

いろいろ地主は国でありますし、あるいはそういった事業の設定の専門家の意見を聞く中で、いろ

いろ整備をしていく工事が追加をされてきたという状況が、先ほどの話の中でございました。国立

公園内の土砂移動の制限というようなものもあったりする中で、内部にある土砂がどうしても盛り

土に適さない部分があるというような状況の中で、やむを得ない追加工事というふうに受けとめる

わけであります。 

 議論にありましたように、最初から当然わかるべき内容ではなかったかというようなお話も出て

いるわけでございますが、国の拠点整備交付金の事業決定が昨年の暮れに急きょ決定をしてきたも

のに採択をされたというような、急きょ決定をされた事業でございまして、そこまで準備できな

かったという部分もある程度納得できるものでございます。今回の事業の完成のために、欠かざる

事業でございますので、これについてはやむを得ない部分であります。 

 ただ、昨日の一般質問の中で、私も申し上げました。市長も先ほどの質疑の中でお話もございま

したが、フィールド整備等基本構想から外れる部分もあるので、そういった見直しを進めていきた

いという、こういう話もございましたし、そういったところは確かに、そういったところはぜひ精

査をしていただいて、基本構想の見直しをしながら今後の湯の丸全体の整備構想を出していただき

まして、早めに市民にお示しをしていただいて、今後の事業を総括的に市全体として推進できるよ

うな、そういった体制をとっていただくというようなことをぜひお願いをしながら、今回の補正予

算に賛成するものでございますので、討論にさせていただきたいと、そういうように思います。 
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○議長（依田俊良君） 次に反対者の発言を許します。 

 髙森公武君。 

○６番（髙森公武君） ６番、太陽の会の髙森公武であります。ただいま上程となりました平成29

年度補正予算につきましては、その中にある湯の丸高原森林セラピー・トレイルランロードの整備

費用について、ちょっと問題があると私は思って反対しております。 

 この予算は400メートルトラックに関するものですが、プールやトラックなど、大型施設をつく

ることは私は反対ですが、昨年の選挙のときに私は反対をすることをうたって多くの皆様のご支援

をいただきました。いろいろな方にもお聞きすると、皆さんは要らない、それから国がつくればい

いのではないか、管理費は国が出せばいいのではないか、そういうことを言う人が多くありました。

湯の丸の関係については、多くの皆さんが知りません。話を聞いてみると、市民にもっと知らせた

らどうでしょうか。 

 私は維持管理、将来の大変なことを考え、反対をいたします。 

○議長（依田俊良君） これで討論を終わります。 

 これから議案第46号を採決します。本案は挙手により採決します。 

 お諮りいたします。本案を原案のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○議長（依田俊良君） ありがとうございます。賛成多数であります。 

 よって、議案第46号は原案のとおり可決されました。 

 お知らせします。これからの議案につきましては、委員会に付託される議案であります。よって、

自己所属委員会の担当部門に係る議案の質疑については、原則として委員会でお願いすることが例

となっていますので、申し添えます。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ２ 議案第４７号 東御市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例 

（質疑、委員会付託） 

○議長（依田俊良君） 日程第２ 議案第47号 東御市職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は総務産業委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 議案第47号は総務産業委員会に付託することに決定しました。 
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――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ３ 議案第４８号 東御市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例 

（質疑、委員会付託） 

○議長（依田俊良君） 日程第３ 議案第48号 東御市一般職の職員の退職手当に関する条例の一

部を改正する条例を議題とします。 

 これから質疑を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は総務産業委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 議案第48号は総務産業委員会に付託することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ４ 議案第４９号 東御市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する

条例 

（質疑、委員会付託） 

○議長（依田俊良君） 日程第４ 議案第49号 東御市個人番号の利用等に関する条例の一部を改

正する条例を議題といたします。 

 これから質疑を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 質疑なしと認めます。 

 お諮りします。本案は社会文教委員会に付託したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 議案第49号は社会文教委員会に付託することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ５ 陳情の上程 

○議長（依田俊良君） 日程第５ 陳情の上程をいたします。 

 陳情第７号 人にやさしい地域づくりの会、谷口博から提出されました、ギャンブル等依存症対

策の抜本的強化を求める陳情書は、社会文教委員会に付託します。 

 なお陳情第８号、陳情代表者、小林俊和から提出されました、畜産施設悪臭解消の陳情書に関し

ては、自席配付のみといたします。 

 以上で本日の日程はすべて終了しました。 
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――――――――――――――――――――――――――――― 

◎散会の宣告 

○議長（依田俊良君） 本日はこれをもって、散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（午前１１時１０分） 
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――――――――――――――――――――――――――――― 

◎開会の宣告 

○議長（依田俊良君） これから本日の会議を開きます。 

 （午後 １時３０分） 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎議事日程の報告 

○議長（依田俊良君） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 １ 議案第４７号 東御市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する

条例 

◎日程第 ２ 議案第４８号 東御市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改

正する条例 

（委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（依田俊良君） 日程第１ 議案第47号 東御市職員の育児休業等に関する条例の一部を改

正する条例、日程第２ 議案第48号 東御市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正す

る条例、以上２議案を一括議題とします。本２議案に対する審査報告を求めます。 

 総務産業委員長。 

○総務産業委員長（阿部貴代枝さん） 総務産業委員会審査報告を申し上げます。 

 本委員会は、６月16日に付託された議案について、19日に審査した結果、次のとおり決定したの

で、会議規則第103条の規定により報告します。 

 議案第47号 東御市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、原案を可決すべきも

のと決定。 

 審査経過、特に申し上げることはございません。 

 議案第48号 東御市一般職の職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例、原案を可決す

べきものと決定。 

 審査経過、特に申し上げることはございません。 

 以上、報告終わります。 

○議長（依田俊良君） これから委員長に対する質疑を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 質疑なしと認めます。 

 総務産業委員長、着席願います。 

 これから議案第47号の討論を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 討論なしと認めます。 
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 これから議案第47号を採決します。本案に対する委員長の報告は可決すべきものとの決定であり

ます。 

 お諮りします。本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 議案第47号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議案第48号の討論を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第48号を採決します。本案に対する委員長の報告は可決すべきものとの決定であり

ます。 

 お諮りします。本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 議案第48号は委員長の報告のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ３ 議案第４９号 東御市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する

条例 

（委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（依田俊良君） 日程第３ 議案第49号 東御市個人番号の利用等に関する条例の一部を改

正する条例を議題とします。本案に対する審査報告を求めます。 

 社会文教委員長。 

○社会文教委員長（佐藤千枝さん） 社会文教委員会の審査報告を申し上げます。 

 本委員会は、６月16日に付託された議案について、19日に審査した結果、次のとおり決定したの

で、会議規則第103条の規定により報告いたします。 

 議案第49号 東御市個人番号の利用等に関する条例の一部を改正する条例、原案を可決すべきも

のと決定。 

 審査経過、特に申し上げることはございません。 

 以上、報告終わります。 

○議長（依田俊良君） これから委員長に対する質疑を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 質疑なしと認めます。 

 社会文教委員長、着席願います。 

 これから議案第49号の討論を行います。 
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（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 討論なしと認めます。 

 これから議案第49号を採決します。本案に対する委員長の報告は可決すべきものとの決定であり

ます。 

 お諮りします。本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 議案第49号は委員長の報告のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ４ 陳情第 ７号 ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める陳情書 

（委員長報告、質疑、討論、採決） 

○議長（依田俊良君） 日程第４ 陳情第７号 ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める陳

情書を議題といたします。本件に対する審査報告を求めます。 

 社会文教委員長。 

○社会文教委員長（佐藤千枝さん） 社会文教委員会審査報告を申し上げます。 

 本委員会は、６月16日に付託された陳情について、19日に審査した結果、次のとおり決定したの

で、会議規則第103条の規定により報告いたします。 

 陳情第７号 ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める陳情書、趣旨採択すべきものと決定。 

 審査経過、カジノを中心とする統合型リゾート施設、ＩＲ整備により、公営競技、パチンコ等に

のめり込むことで、日常生活や社会生活に支障が生じて、ギャンブル依存症が深まる懸念があり、

本陳情の求めるギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求めることについては、必要であるという

意見がありました。 

 しかし陳情書の趣旨説明にある特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律の附帯決議や、

ギャンブル等依存症対策推進関係官僚会議の論点整理など、カジノを推進していくための対策とも

捉えられるため賛同できないという意見があり、賛成多数で趣旨採択し、意見書を提出することに

決定いたしました。 

 以上、報告終わります。 

○議長（依田俊良君） これから委員長に対する質疑を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 質疑なしと認めます。 

 社会文教委員長、着席願います。 

 これから陳情第７号の討論を行います。 

 平林千秋君、委員長の報告に反対ですか、賛成ですか。 

○１２番（平林千秋君） 反対です。 
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○議長（依田俊良君） ほかに。若林幹雄君、委員長の報告に反対ですか、賛成ですか。 

○１０番（若林幹雄君） 賛成です。 

○議長（依田俊良君） ほかにございませんか。 

 まず委員長の報告に反対者の発言を許します。登壇の上、討論願います。 

 平林千秋君。 

○１２番（平林千秋君） 日本共産党の平林千秋でございます。ただいま上程された陳情第７号 

ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める陳情について、社会文教委員長報告の趣旨採択とす

る結論に反対する討論を行います。 

 厚生労働省の調査によれば、日本の成人の4.8％、男性では何と8.8％、女性で1.8％、累計で536

万人もがギャンブル依存症の疑いがあるという深刻な事態にあります。しかしながら政府において、

ギャンブル依存症対策は全く遅れており、その抜本的強化は急がれます。 

 本陳情は、ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求めておりますが、その内容は表題とは裏腹

であります。本陳情は昨年秋に自民党、維新の会が強行採決で成立させた特定複合観光施設区域の

整備の促進に関する法律、いわゆるカジノ解禁法の施行に当たって、遺憾なきを期すべきであると

して、その推進を目的とした国会附帯決議の具体化を求めております。 

 カジノ解禁法は、刑法で厳罰をもって禁止しているカジノ等での賭博行為を解禁するものです。

同法は現状でも深刻なギャンブル依存症をもっと深刻化するおそれがあるなど、百害あって一利な

しの法律であると、７割を超える国民が反対を表明していました。ギャンブルを推進しながら、

ギャンブル依存症対策を強化するといっても、それは自家撞着、まさにマッチポンプだと国会審議

の中でも強調されたところであります。ギャンブル依存症対策を強化するというなら、まず、この

カジノ解禁法の廃止こそ求められます。 

 委員長報告の審議経過で示されましたが、社会文教常任委員会での審議では、まさにこのことが

焦点となり、カジノ解禁法を前提とせず、ギャンブル依存症対策の抜本的強化を求める結論に至っ

たことはとても大事なことだと思います。本陳情の採決については、たとえ趣旨採択だとしても問

題のカジノ解禁推進法を前提とする文脈は残り、ちゅうちょせざるを得ません。したがって常任委

員会の審議の方向を歓迎しつつ、趣旨採択そのものには反対を表明いたします。 

 以上であります。 

○議長（依田俊良君） 次に、委員長の報告に賛成者の発言を許します。 

 若林幹雄君。 

○１０番（若林幹雄君） 私は陳情７号に係る委員長報告に賛成の立場で発言いたします。 

 委員長報告では、陳情第７号は趣旨採択するというものでありました。本陳情は昨年12月に成立

した特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律、すなわちカジノ推進法の附帯決議に基づき、

ギャンブル依存症対策を進めてほしいというものであります。カジノ推進の狙いはカジノの集客力

や経済効果によって地域を活性化し、海外観光客の誘致を図ろうというものでございます。しかし



― 221 ― 

この法案に対しては、以前から強い反対の声があります。日本弁護士連合会によれば、カジノによ

る経済効果への疑問、暴力団対策上の問題、治安悪化への懸念、マネーロンダリング対策上の問題、

そしてギャンブル依存症の拡大への懸念、多重債務者問題再燃の危険性、そして何よりも青少年健

全育成への悪影響などが挙げられています。 

 こうした中で、昨年12月国会でカジノ推進法が成立した際も、政府与党の中でも賛否が分かれた

経緯があります。 

 私はこうしたカジノを建設することを前提とした上での本陳情については賛同することはできま

せん。しかしながら厚生労働省の調査でもギャンブル依存症を疑われる者が536万人にも達する現

状を鑑みれば、本陳情の趣旨であるギャンブル依存症対策を進めることは喫緊の課題でもあります。 

 以上から、ギャンブル依存症対策を進めてほしいという陳情趣旨を酌み取って、趣旨採択すると

した委員長報告に賛成するものであります。 

○議長（依田俊良君） これで討論を終わります。 

 これから陳情第７号を採決します。本件は挙手により採決します。この陳情に対する委員長の報

告は趣旨採択すべきものとの決定であります。 

 お諮りします。この陳情は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 

（賛成者挙手） 

○議長（依田俊良君） ありがとうございました。挙手多数であります。 

 陳情第７号は委員長の報告のとおり趣旨採択することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ５ 議員提出議案第 ４号 ギャンブル依存症対策の抜本的強化を求める意

見書の提出について 

（上程、説明、質疑、討論、採決） 

○議長（依田俊良君） 日程第５ 議員提出議案第４号 ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を

求める意見書の提出についてを議題とします。本件を書記に朗読させます。 

○書記 議員提出議案第４号 ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書の提出につい

て。 

 地方自治法第99条の規定により、内閣総理大臣、厚生労働大臣あて別記のとおり提出するものと

する。 

 平成29年６月23日。 

 東御市議会議長、依田俊良様。 

 提出者、東御市議会議員、佐藤千枝。 

 賛成者、若林幹雄、髙木真由美、中村眞一、髙森公武、平林千秋、長越修一、青木周次。 

 別記 

 ギャンブル等依存症対策の抜本的強化を求める意見書。 
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 統合型リゾート施設（ＩＲ）整備でできるカジノにより、ギャンブル依存症が広まる懸念がある。

これまでにもギャンブル等依存症による自己破産、家庭崩壊、犯罪などの深刻な問題があったにも

かかわらず政府はその実態を十分に把握してこなかった。 

 政府においては、ギャンブル等依存症の実態把握を進め、ギャンブル等依存症対策基本法の制定

などの抜本的強化に取り組むことを強く求める。 

 記 

 １、公営ギャンブル等は、所管庁等が複数にまたがり、しかも規制と振興の担当省庁が同一であ

るため、一元的な規制が困難な側面があり、ギャンブル等依存症対策の十分な実施は望めない。そ

のためギャンブル等依存症対策の企画立案、規制と監視を一元的に行う独立組織の設置を検討する

こと。 

 ２、ギャンブル等依存症対策の具体的な取り組みや実施方法を早急に検討すること。 

 ３、アルコール依存症や薬物依存症に関しては、それぞれに施策が進められている。ギャンブル

等依存症対策の法制化を進める中で、こうした取り組みと合わせ、更に依存症対策の深化を図るこ

と。 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。 

○議長（依田俊良君） 本案に対する提案者の趣旨説明を願います。 

 佐藤千枝さん。 

○８番（佐藤千枝さん） 議員提出議案第４号につきましては、ただいま書記が朗読したとおりで

ございます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願いを申し上げます。 

○議長（依田俊良君） これから提案者に対する質疑を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 質疑なしと認めます。 

 佐藤千枝さん、着席願います。 

 これから議員提出議案第４号の討論を行います。 

（「なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 討論なしと認めます。 

 これから議員提出議案第４号を採決します。 

 お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 議員提出議案第４号は原案のとおり可決されました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ６ 議員派遣について 

○議長（依田俊良君） 日程第６ 議員派遣についてを議題とします。 
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 お手元に配付しました議員派遣日程のとおり、地方自治法第100条第13項及び会議規則第160条の

規定により議員を派遣したいと思います。 

 お諮りします。別紙議員派遣日程表のとおり議員を派遣することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 よって、議員派遣日程表のとおり議員を派遣することに決定しました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎日程第 ７ 継続調査の申し出について 

○議長（依田俊良君） 日程第７ 継続調査の申し出についてを議題とします。 

 総務産業委員長及び社会文教委員長から、調査が終了するまで所管事項についての調査を閉会中

に実施したい旨の申出書が提出され、また総務産業委員長から、所管事項についての行政視察調査

を閉会中に実施したい旨の申出書が提出されましたので、議長においてそれをそれぞれ受理しまし

た。 

 お諮りします。総務産業委員長及び社会文教委員長の申し出のとおり、それぞれの調査が終了す

るまで閉会中の所管事項の調査を行うこと、及び総務産業委員長の申し出のとおり、閉会中に行政

視察調査を行うことにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う人あり） 

○議長（依田俊良君） 異議なしと認めます。 

 よって、総務産業委員長及び社会文教委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査に付する

ことに決定いたしました。 

 これで本日の日程はすべて終了しました。 

 会議を閉じます。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎市長閉会あいさつ 

○議長（依田俊良君） ここで市長からあいさつがあります。 

 市長。 

○市長（花岡利夫君） こんにちは。閉会のごあいさつを申し上げます。 

 平成29年第２回定例会の閉会に当たり、一言御礼のごあいさつを申し上げます。 

 ６月２日に開会した今定例会は、本日まで22日間にわたりご提案申し上げた諸議案について、慎

重なるご審議をいただきました。いずれの議案も原案どおりご承認及びご決定を賜り、厚く御礼申

し上げます。 

 一般質問及び総括質疑の中で、諸施策に対する私の考え方を述べさせていただきました。ご審議

いただく中で、議員各位からいただきました市政に対する貴重なご意見やご提言につきましては、

施策を展開する中で随時市政運営に生かしてまいります。 
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 なお厚生労働省が公表した後期高齢者医療保険料の軽減判定誤りによる一部被保険者の保険料の

賦課誤りが全国的に発生している件で、本市においては８名の方の保険料を還付させていただきま

した。また後期高齢者医療保険料と同様の算定誤りにより国民健康保険税では10世帯の方に還付、

または追加徴収させていただきました。市民の皆様の信頼を損なう事態を招きましたことは、誠に

遺憾でございます。改めて議員各位並びに市民の皆様におわびを申し上げますとともに、今後は適

切な事務処理を徹底してまいります。 

 ６月19日に東洋経済新報社から、全国814の市と区を対象にした「住みよさランキング2017」が

発表されました。昨年全国で51位であった本市は、今回58位にランキングされました。また長野県

下では昨年の２位から今年は４位となりました。昨年より順位は下がったものの、総合評価の高い

順位に位置しており、トップクラスの住みよさが数値としてあらわれております。 

 さて、本議会におきまして多くの議員の皆様から湯の丸高原高地トレーニング施設整備基本構想

についてご質問をいただきました。整備の方向が煮詰まりつつありますので、この事業を推進する

に当たり、市民の皆様への説明を始めさせていただきます。 

 また、本市の市民病院におきましては、地域にとって安全・安心でより身近な医療を提供するた

め、新たに策定した新公立病院改革プランに掲げる４つの柱を着実に推進してまいります。特に地

域完結型医療の推進に関する取り組みといたしまして、日ごろからつながりの深い近隣の公立病院

や公的病院との連携ネットワーク、つながりについて幅広い視点から検討してまいります。 

 今後も各種施策を進めていく中で、本市のさらなる住みよさの向上を追求してまいります。 

 梅雨が明けますと、最も厳しい暑さが訪れる時期になります。議員各位におかれましては、健康

に十分ご留意いただき、いよいよのご活躍をお祈り申し上げ、閉会のごあいさつとさせていただき

ます。誠にありがとうございました。 

――――――――――――――――――――――――――――― 

◎閉会の宣告 

○議長（依田俊良君） これをもちまして、平成29年東御市議会第２回定例会を閉会とします。 

 長期間にわたり、ご苦労さまでした。 

（午後 １時５２分） 

 

○事務局長（堀内和子さん） お知らせします。ただいまより表彰の伝達式を行いますので、着席

のままお待ちください。 

 去る５月24日、東京国際フォーラムで開催されました全国市議会議長会第93回定期総会、並びに

４月20日、金沢市で開催されました第92回北信越市議会議長会定期総会の席上におきまして、栁澤

旨賢議員が表彰状を受けられましたので、ここで表彰の伝達を行います。 

 栁澤議員、恐縮ですが、演台の前へお進みください。 

○議長（依田俊良君） 表彰状。東御市、栁澤旨賢殿。 
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 あなたは市議会議員として15年市政の振興に努められた功績は著しいものがあります。第93回定

期総会に当たり、本会表彰規定により表彰いたします。 

 平成29年５月24日。 

 全国市議会議長会、山田一仁。 

 代読。 

 おめでとうございます。 

（拍 手） 

○議長（依田俊良君） 表彰状。東御市、栁澤旨賢殿。 

 あなたは市議会議員として在職15年よく市政の発展に努められ、その功績は誠に顕著なものがあ

ります。よって、第92回定期総会に当たり、本表彰規定により表彰します。 

 平成29年４月20日。 

 北信越市議会議長会会長、金沢市議会議長、黒沢和規。 

 おめでとうございます。 

（拍 手） 

○事務局長（堀内和子さん） 栁澤議員、おめでとうございました。改めまして栁澤議員に拍手を

お願いしたいと思います。 

（拍 手） 

○事務局長（堀内和子さん） ありがとうございました。以上をもちまして、表彰の伝達を終わり

といたします。ありがとうございました。 

 


