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12 月定例会

条例議案、補正予算議案、承認議案、議員発議などについて議論が交わされました。

議会だより

12月定例会は、12月13日から20日までの会期で開催されました。

案

●下水道条例改正
●農業集落排水施設条例改正
●浄化槽市町村整備推進事業
に関する条例改正
︵賛成者６名︶
施設の維持管理のため現行
料金を５％増額します︒また︑
消費税率改正に伴い︑平成
年４月分からは﹁外税方式﹂
とし︑８月請求分からは本体
の料金に消費税８％を加算す
るものです︒

●町道路線の認定
川向梛野連絡線︵約４００
ｍ︶を新たに認定しました︒

●人権擁護委員候補者の推薦
に賛成
次の方々を人権擁護委員候
補者に推薦する町の提案に賛
成しました︒

白金克彦︵再任︶
︵田立１１８９番地︶
牧野こづえ︵再任︶
︵吾妻 番地 ︶
古田正一︵新任︶
︵読書１６３１番地１︶

承認案件

●専決処分事項の報告
グレーチングの跳上がりで
一般車両が損傷した事故につ
いて賠償した処分の報告です︒

報告案件

●町有林野経営事業計画の承
認
平成 年度の事業計画の内
容 は ︑ 下 刈 ︵ 田 立 下 安 ︶︑ 間
伐 ︵ 吾 妻 押 出 沢 ︶︑ 鳥 獣 害 防
止︵田立下安︶です︒
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議
●子ども・子育て会議条例を
制定
国の子ども・子育て支援法
が公布され︑町の子ども・子
育て支援事業計画の審議機関
としての会議の設置が規定さ
れたことにより︑条例を制定
しました︒
●文化財保護条例改正
動植物・建築・歴史等の学
識経験者を新たに任命するた
め︑文化財保護審議会委員の
人数を５名から８名以内に改
正するものです︒
●読書保育園園舎耐震改修等
工事請負契約の変更
増額金額
２８９万８千円
変更後の金額
︵浄化槽を除く︶
１億４８１３万４千円
内 容

52

26

26

遊戯室のフローリング全面
張替と︑保育室の外壁や天井
に断熱材を施工するため等の
増額です︒

同意案件

●教育委員の任命に同意

松井康子︵再任︶
︵吾妻２２００番地２︶

議員発議

勝野春喜
坂本 満

●﹁ リ ニ ア 新 幹 線 対 策 特 別 委
員会﹂を設置
リニア中央新幹線の開設に
伴う様々な問題に議会として
対応するため︑議員発議によ
り特別委員会を設置しました︒

委員長
副委員長

請願・陳情

総務文教常任委員会付託分

●私立高校に対する大幅公費
助成をお願いする陳情書

内 容

①私立高校への就学支援金制
度の拡充と経常費補助の増
額
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●国民健康保険税条例改正
地方税法施行令等の改正に
より︑株式譲渡所得の分離課
税が一般株式と上場株式に区
分されたこと︑特定公社債の
利子等が分離課税の対象に追
加されたこと等に伴う改正で
す︒
●簡易水道条例改正
︵賛成者６名︶
消費税率改正に伴い︑平成
年４月分からは﹁外税方式﹂
とし︑８月請求分からは本体
の料金に消費税８％を加算す
るものです︒

公民館報

26

議会だより

公民館報

らみるとどうかと思います︒
町では現在︑礼状を出してい
るだけなので︑無理のない範
囲で特産品を贈ることも検討
しています︒

６人の議員が質問

ふるさと納税に工夫を

寄付を増やす工夫とし
て︑町の福祉や︑美し
い村連合として景観整備など
の事業︑頑張っている町の姿
や具体的な各種事業・施策へ
の協力をアピールすることも
必要ではないか︒
寄付の目的を固定する
のは難しい面がありま
すが︑福祉など施策別の訴え
もしていきたいと思います︒
これらを含め情報発信
の在り方もさらに検討
すべきである︒

バス停の整備について

バス停の整備は︑通
園・通学・高齢者対
策・観光など︑重要な課題で
ある︒﹁住みよい町・観光の
町﹂という観点で︑計画的に
整備するべきである︒

重要と考えています︒
現在︑町内の のバス
停の内︑ ヶ所が整備されて
います︒その他のバス停は土
地条件等から整備が困難なと
ころが多い状態です︒当面︑
妻籠地区２ヶ所を修繕する予
定です︒

バス停の台帳を作成し︑
整備の資料としていま

雨や雪の中︑子どもや
高齢者が傘をさしバス
を待つ姿を見ると︑何とかな
らないものかと思う︒整備が
困難な所も多いが︑可能な所
もある︒現場を調査し︑全体
をマップ化して計画的に整備
して欲しい︒

す︒

町営住宅・教員住宅
の活用を

総合計画でも示されて
いるように︑南木曽町
の人口は減っていく傾向にあ
る︒その減少を少なくするた
め︑町営住宅の活用は必要で
ある︒現在︑住宅の空きはあ
るか︒

町営住宅は︑公営住宅
が５戸︑特定公共賃貸
住宅が１戸の計６戸空きがあ
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②教育条件改善のための施設︑
設備費の補助
③授業料軽減補助の増額
提出者
中信地区私学助成
推進協議会
会長 中熊昭一
結 果
採択・意見書送付
●集団的自衛権に関する憲法
解釈を変更することに反対
する請願
内 容
集団的自衛権に関するこれ
までの政府見解を堅持し︑集
団的自衛権の行使につながる
憲法解釈の変更を行わないよ
う要望するもの︒
提出者
長野県平和委員会
代表 永井光明 他４名

を

都市部などの住民が︑
町村へ寄付をすると税
金が控除される﹁ふるさと納
税﹂制度の新たな取り組みが
各地で広がり話題を呼んでい
る︒阿南町では寄付者に︑町
が住民から買い上げた米を贈
り好評だ︒寄付額も１億円以
上に伸びたという︒これらも
参考に︑わが町でも寄付に対
し町の物産をお礼として贈り︑
町の収入と物産宣伝につなげ
ることを検討すべきである︒

崇文

松原

質

答

質

答

結 果
採択・意見書送付

62

う
現在情報発信はホーム
ページだけですが︑改
善を検討しています︒

18

問
伸三
伊藤

質

答

政

各地で取り組んでいる
ので研究は必要だと思
います︒ただ︑阿南町のよう
な例は﹁寄付﹂という性格か

改修予定の妻籠橋バス停

質

答

質

答

町
質

答

を得ません︒どうしても入居
したい一般の方が年度末まで
の約束で入居していただくこ
とは仕方ないと思います︒

リニアには問題も多い
ですが︑指摘の対策は
講じなければならないと思い
ます︒

年度予算の見通しは

年４月から消費税率
が８％になるが︑これ
に伴い５・５兆円の経済対策
が決定されている︒政府税制
改正大綱では 年度の基礎的
財政収支が４兆円改善すると
見込んでいる︒町の 年度決
算では︑実質公債費比率が
・１％に下がる一方経常収
支比率は ・１％に上がり︑
不用額も６７００万円出た︒
９月補正予算は経済対策費の
増額と地方交付税の内部留保
分と合わせて１億８千万円の
補正だった︒
そこで︑町の 年度予算編成
の見通しを伺う︒

平成

指摘のとおりです︒認
定基準に従って︑地域
からの要望︑地権者との関係
を含め︑個別に認定を判断し
ます︒

見通しが立ちにくいか
ら当初予算では普通交
付税の内部留保を多く見て年
度途中で補正予算を組むのか︑

せっかく南木曽町に住
んでもらっているのに
町道の積極的認定で
退居することになれば︑他の
町へ行く恐れもある︒本当に
住宅建設環境整備を
不安に思って生活している
方々を何とかできないかと思
住宅建築のための農地
う︒年度ごとの教職員の増減
転用申請や金融機関の
は仕方ないが︑町には県の住
融資を受けられるよう︑一定
宅もあるので活用できないか︒ 要件を満たす道路や小改良で
また︑町営住宅への入居の勧
要件を満たす道路は︑積極的
めも必要でないか︒
に町道に認定し︑町としての
定住化政策を一層展開しては
どうか︒

リニアの工事段階では
様々な問題があり︑議
会も特別委員会を設けて対策
していくが︑リニア駅が中津
川に出来れば︑町でも近郊地
域としての住宅建設ニーズが
期待される︒今から計画性を
もって道路政策を進めるべき
だ︒

国の地方財政計画︑町
の総合計画︑自立推進
計画︑住民懇談会を踏まえた
実施計画に基づき編成します︒

24

ります︒
教員住宅は︑ 戸の内５戸
空きがあります︒使用してい
る 戸の内訳は︑教職員が
戸︑一般が８戸です︒
町営住宅について︑公
営住宅は所得の低い方
に必要な住宅なので︑維持を
お願いする︒教員住宅は︑一
般の方が８戸入居されており︑
空き家にするよりは良いと思
うが︑ここに入居している方
は１年契約で︑次の年に教職
員が入居する場合︑退居する
こととなるため大変不安であ
る︒この不安をなくす方法は
ないか︒
入居者には︑契約のル
ールは守ってもらいま
すが︑空き家が５戸あるので︑
すぐ退居して下さいというこ
とにはなりません︒空いてい
る町営住宅への入居は気持ち
があれば︑勧めたいと思いま
す︒

空き家バンクも機能し
ていない中︑これから
の町営住宅の建設計画はどう
か︒
地域のバランスをとり
ながら︑実施計画に基
づき行っていきます︒

公民館報

26

26

17

議会だより

逆に景気浮揚や消費税その他
を見越して強気の予算を組む
のか︒

交付税の動向が一番影
響を受けるため︑最初
から前倒し予算を組むのは困
難です︒

特定秘密保護法について

この法律は国民の多く
が不安視する中で強行
的に成立し︑１年以内に施行
される
防衛・外交・特定有害活
動・テロの分野に関する国家
に影響する秘密を保持するこ
とで他国からの秘密も得られ︑
それによって国家安全保障会
議の機能が果たされるという
観点からは理解できる︒しか
し︑問題点は︑①
﹁特定秘密﹂
の拡大解釈が可能であり︑秘
密を指定する政府機関の外部
に監督機関を置くよう法律に
セットされておらず︑﹁国民
の知る権利﹂を阻害して秘密
に置かれる制度設計であるこ
と︑②日本は憲法 条の適正
手続の保障に基づく罪刑法定
主義の国であるが︑拡大解釈
が可能な一方で罰則があるた
め︑公務員や国民も怯え︑公
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86

答

質

26

隆二
山﨑

答

質

11

答

質

30

教員住宅では︑教職員
が減少している︑自宅
からの通勤者がいる︑民間住
宅への入居希望者が増えてい
ることなどから入居希望者が
減っています︒教育委員会で
は︑一定数の教員住宅を確保
した上で︑残りは町営住宅と
して利用する︑払い下げをす
る︑古いものは除去する等を
検討中です︒
入居者のことを考えた運営
については︑教職員の入居者
はその年によって増減するた
め︑ある程度の空き家はやむ

広報

31

質

答

質

質

答

質

答

25

質

答

議会だより

公民館報

住民の不安や経済への
影響︑環境への影響な
ど全て含め︑１月 日までに
県へ意見書を出す予定です︒
メリットもあるかも知れませ
んが︑逆にデメリットの状態
が大きくなるので積極的に県
あるいはＪＲに訴えていきま
す︒
10

準備書以前の︑配慮書
や方法書の段階で︑町
としてどのような意見を出し
たか︒
平成 年の﹁妻籠宿周
辺はトンネル掘削にな
り水源枯渇にも配慮を﹂など
の意見を出したところ︑﹁ト
ンネル掘削の影響は今後程度
を調べて回避提言する﹂旨の
ＪＲの答えでした︒
調査は町とは関わりな
くＪＲ独自で進めてい
ったということか︒
平成 年の配慮書や方
法書の時点ではルート
が３㎞幅で示され︑その地域
の文化財︑井戸などの情報は
提供しました︒斜坑位置が明
らかになったのは準備書が公
開されたこの９月です︒

水問題で︑ＪＲは﹁公
共事業に係る工事の施
工に起因する水枯渇等により
生じる損害等に係る事務処理
要領﹂に基づいて対応すると
しているが︒
当初の要望意見やＪＲ
の見解などを踏まえ︑
議員などからの意見もいただ
く中で︑県知事への意見をと
りまとめます︒
リニア新幹線や在来線
の問題も含め︑ＪＲ東
海に関する課題を検討する場
所が必要ではないか︒
現段階では新たに研究
会・検討会などは設け
ず︑地域振興協議会や住民懇
談会などで意見を伺っていき
ます︒
住民主体の
きめ細かな災害対策を

総合計画の主要政策の
一つ﹁自主防災組織へ
の援助︑指導﹂の分野は立ち
遅れているのでは︒
正式な自主防災組織は
町になく︑行政区単位

などでの組織化に取り組んで
いますが︑難しい点がありま
す︒

難しさはどの辺か︒

自主防災組織の単位︑
役員構成︑組織が担う
役割などを︑地区の皆さんと
詰めるのが難しいと考えてい
ます︒

災害への不安などを把
握する試みはあったか︒

現在︑要支援者︑要援
護者など人の助けが必
要と思われる人たちの台帳整
備をしています︒

自主防災組織のための
呼び水的な場を作って
いく考えは︒

区単位の学習会は重要
で︑地域振興協議会な
どと相談したいと考えます︒
また︑与川地区では︑要援護
者のマップ︑要支援者の台帳
を自主的に整備しています︒

第３子の保育料無料化を

町単独の保育料２割還
元は他町村に無い事業
である︒来年度実施の見通し
はどうか︒

来年度の保育料２割還
元は実施計画の中では
継続する考えです︒

３番目の子どもの保育
料が無料となる制度の
適用条件を緩和できないか︒

保育料にスポットを当
てるとそのような意見
もあるかとは感じますが︑各
種の子育て支援を実施してい
るため︑現状での理解を求め
ます︒

４月からの消費税増税
で家計への負担が大き
くなる︒定住化や少子化対策
などに目配せした予算配分を
行っていただきたい︒

子育てを重点に置かな
ければいけないという
意味でやっております︒
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開すべき秘密も秘匿してしま
うような国になる危惧がある︒
この法律により︑町として
影響を受けるケースがあるか︒
拙速な成立と感じます︒
判断が政府にあり司法
にないことが問題と思います
が︑中身を精査しないと町へ
の影響は判断できません︒
様々な法律に公務員の
秘密を守る義務の規定
があるが︑行政情報開示をど
う考えるか︒
情報公開条例に基づき
対応していますが︑開
かれた町政を基本に置いてい
ます︒

リニア新幹線について
リニア新幹線路線や工
事計画が９月に示され
た︒環境影響評価準備書への
感想は︒

質

答

質

答

質

答

質
答

質
答

質

答

答

質

質

答

質

答

質

答

23

23

満
坂本

答

質

答

答

質

答

質

ふるさと納税のピーア
ールをどのようにして
いるか︒

議会だより

町のホームページで募
集しています︒

納税していただいた方
へ謝礼はどのようにし
ているか︒
町長の礼状を送ってい
ます︒

町でも納税していただ
いた方に︑町の特産品
等を送る考えはないか︒

隆光

リニア工事は
生活環境が守れるか

北原

望をあげました︒斜坑の一本
化︑環境問題︑生活の補償な
ど︑ＪＲ側には要望しました
が︑まだ回答はありません︒
住民の皆さんの応援を頂き︑
危惧︑問題点を１月 日まで
に県へあげる予定です︒︵知
事意見書は３月 日までにＪ
Ｒへ提出されます︒︶
25

蘭︑広瀬地区︵振興協
地域住民︑町︑議会が
議会︶からリニア新幹
行動を合わせ︑県︑国
線工事計画に対し計画の見直
を動かして︑ＪＲへ要望する
しを要望する意見書が︑ＪＲ
対策を町へお願いする︒
東海と県へ出されている︒
町の教育特区活用を
﹁斜坑︵非常口︶二ヶ所は受
け入れられない︑詳しく説明
を求める﹂との意見書である︒
現在町は︑ヒューマン
蘭地域を上部と下部で挟む
アカデミー高校の運営
状態の工事が 年間あまり行
に携わっているが︑近年住民
われる計画が示され︑地域の
から蘇南高校の存続について
生活環境の安全︑保全に大き
聞かれる︒町として︑県への
な影響が出るものと予想され
対応はどうするのか︒
る︒地域住民の環境と安全を
守ることが町と県の責務であ
蘇南高校存続には︑県
る︒町としてＪＲ東海へ詳し
の条件をクリアしなけ
い説明を求めることについて︑ ればなりませんが︑県の第１
また地域へどんなサポート
期計画によると平成 年頃ま
︵対策︶を考えているか︒
では大丈夫だと思います︒現
在︑県として第２期の計画を
準備中です︒県立高校として
絶対に必要でありますので︑
地域の皆さんの協力をいただ
き︑存続するために取り組ん
10

現在リニアは生活環境
や水源などデメリット
が多いと思います︒町からも
準備書について︑９項目の要

でいきたいと思います︒

蘇南高校の存続を強く
希望する︒町も特区の
高校を運営し︑色々なノウハ
ウを持った︒学校運営も夢で
ないと感じる︒今までの経験
を生かし存続するために努力
をお願いする︒

蘇南高校

10

30

意見

質

答

他町村のように︑納税
額を超えそうな謝礼は
無理と思いますが︑町の特産
品などを謝礼として送ること
も検討したいと思います︒
小川村は︑村内で同窓
会を開くと一人千円の
補助金を出している︒その折
にふるさと納税をお願いして
いる例もある︒納税していた
だいた方に︑町の特産品等を
選択できるように複数用意し
たり︑金額によっては町へ招
待する方法を検討するなど︑
少しでもふるさと納税が増え
るように努力して欲しい︒

公民館報

質

答

答
質

答
質

ふるさと納税制度のＰＲを

24

21

答

意見

親利
早川
ふるさと納税は︑地方
間の格差や過疎などに
よる税収の減収に悩む自治体
に対して格差是正を推進する
ため︑２００８年に創設され
た︒当初は︑自分の出身の故
郷を少しでも応援しようと納
税が始まった︒現在では︑全
国の市町村がふるさと納税制
度を創設しており︑納税の謝
礼に︑特産品等の贈呈︑納税
地への招待など多種多様な方
法で納税の意欲を高めている︒
町に 年度及び 年度の現
在まで納められた納税額はい
くらか︒
25

平成 年度は︑４名の
方から 万円︑今年度
は︑これまでに５名の方から
万円納めていただきました︒

24

広報
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質

答

74

質

意見

小学校校庭遊具更新経費

5,000

中学校防犯カメラ更新経費等

3,226

公民館報

1,626

議会だより

小学校防犯カメラ増設経費等

広報

1,560

坂本議員
空き家対策の紹介状況は︒

坂本議員
与川への迂回路の除雪を十
分行って欲しい︒

南木曽町商店街街路灯改修・駅前防犯カメラ補助等

補正予算審議 ︵抜粋︶

中山道案内看板修繕・
「日本で最も美しい村」連合看板設置経費

960

建設環境課長
日照障害木は伐採し︑除雪
は業者へ委託します︒

1,035

NAGISO 16
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Q

有害鳥獣駆除事業

A

1,250

登録されている空き家
（岩倉）

福祉灯油助成券交付事業

産業観光課長
中山道案内看板は 万円で
ヶ所整備します︒﹁日本で
最も美しい村﹂連合の看板は
号両側入口と２５６号へ１
ヶ所設置します︒

67,806

総務課長
登録されている空き家につ
いて︑写真︑間取り等ホーム
ページで紹介しています︒

△ 593

伊藤議員
﹁地域おこし協力隊﹂は複
数募集してはどうか︒

185,883

北原議員
蘭小学校跡地を保育園や宅
養老所を兼ねた施設にしては
どうか︒

73,495

勝野議員
中津川田立線下切のＪＲの
橋のたもとから工事用道路を
開けるのは来年度予定か︒

800

総務課長
来年度は︑２名募集予定で
す︒

簡易水道事業特別会計
（第３号）

町長
検討します︒蘭保育園の工
事は再来年の予定です︒

507,257

建設環境課長
今年度測量調査し︑来年度
詳細設計の予定です︒

302

伊藤議員
福祉灯油券の配布はいつか
らか︒

△ 985

A

13

19

Q

A

Q

国民健康保険特別会計
（第３号）

山﨑議員
防犯カメラの設置状況は︒
住民課長
補正予算が承認され次第︑
配布します︒

住民課長
住民税非課税や低年金等の
要援護世帯について︑民生児
童委員と調査し判定します︒

（単位：千円）

●一般会計補正の主なもの

10,300

地域振興協議会要望による道路維持修繕等

98,219

後期高齢者医療特別会計
（第２号）

△ 9,578
浄化槽市町村整備推進事業特別会計
（第２号）

金 額

名

業

事

（単位：千円）

●会計別補正予算

A

3,587,524

下水道事業特別会計
（第２号）

歳出予算款・項間の組み替え
農業集落排水事業特別会計
（第３号）

36

63,804
一般会計
（第４号）

補正後の金額
補正額
計
会

早川議員
福祉灯油券の配布は︑二世
帯住宅等も該当するか︒

矢澤議員
総合型スポーツクラブへの
ｔｏｔｏ︵トト︶助成金が減
額されるが︑今後の運営に問
題はないか︒

伊藤議員
中山道案内看板の修繕内容
と︑﹁日本で最も美しい村﹂
連合の看板設置箇所は︒

額
総

産業観光課長
教育長
新設︑増設を含め︑南木曽
駅周辺３基︑小学校９基︑中
学校９基となります︒
︵各保育園にも１基あり︶

教育長
助成金の減額に苦慮してい
ます︒町からも補助し︑クラ
ブの存続を図ります︒

Q

6380万4千円を追加
35億8752万4千円に
一般会計補正予算

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q
A

Q

A

公民館報
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総務文教常任委員会

18

木曽広域連合定例議会報告

木曽広域連合の第４回定例
会が 月 日に開催されまし
た︒

議

案

平成 年４月からの開校に
あたり︑指定校推薦︑公募推
薦のほかに︑地域特定推薦枠
を設けたものです︒
木曽では木曽青峰高校から
１名︑蘇南高校から１名推薦
しました︒

●プラ容器の回収日の変更
焼却炉の稼働率を平均化す
るため︑上松・大桑・南木曽
のプラ容器回収日を︑現在の
第２・第４木・金から第１・
第３木・金に変更するもので︑
平成 年４月１日から変わり
ます︒

●災害時医療救護訓練報告
医師会・歯科医師会・薬剤
師会・木曽病院・各町村の連
携による訓練が︑木祖村で行
われました︒

●介護保険条例改正
●奨学資金貸付条例改正
●看護師等奨学資金貸付条例
改正
それぞれ︑地方税法改正に
伴い︑延滞金の利率を引き下
げる改正です︒

●平成 年度一般会計補正予
算︵第３号︶
９７５万８千円を減額し︑
総額 億２７３２万９千円と
なりました︒主に入札差金に
よる減額です︒

木曽広域連合臨時議会報告

木曽広域連合の臨時議会が
月５日に開催されました︒

●平成 年度介護保険特別会
計補正予算︵第３号︶
介護給付による歳出科目間
で３０６７万円を組み替える
もので︑増減はありません︒

全員協議会

●議員定数の改正
木曽町の議員定数減に伴い︑
広域連合の議員定数が 名か
ら 名に改正されました︒

22

視察報告

月 日に議員７名で田
立読書保育園仮園舎の様子
と︑耐震工事中の読書保育
園を視察しました︒
10

26

26

25

●信州木曽看護専門学校の地
域特定推薦入学

NAGISO
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12

20

経済観光常任委員会視察報告

議会だより

地域おこし協力隊の皆さんから話を聞きました

11

25

30

25

月 日に議員全員で県内３地区の視察研修を実施し
ました︒
①安曇野市明科地区の松くい虫による松枯れ対策では︑
山全体を皆伐し︑再生する方法を実施していました︒
②小川村では︑美しい村連合に加盟し︑豊かな自然や農
村風景を守りながら特産のおやきを中心に村挙げての
活性化に取り組んでいました︒
③小谷村では︑町でも実施予定の﹁地域おこし協力隊﹂
名の内３名から苦労話等活動内容を聞き︑今後の参
考としました︒

広報

松くい虫による松枯れの現場を見学

10

13

22

A

Q

が︑今までも一般会計から繰
入れて住民の生活を支えてき
た︒水は生活の一番の基だか
ら︑いかに安くするかという
観点は必要だ︒
公債費分の繰入れ等︑繰
入れルールを変えるものでは
ありません︒ルールに無いも
のをいままで一般会計から繰
入れてきています︒修繕費等
も近年は財源がないので当初
から一般会計から繰入れざる
を得ませんが︑それは本来で
はないという主旨です︒
急に改修が必要という時に
一般会計補正予算で対応する
ことはあるかと思いますが︑
原則論としては特別会計の中
でやり繰りするべきです︒

坂本議員

NAGISO 18

2014.2.1

公民館報

全員協議会報告︵抜粋︶

Q

議会だより

71

広報

24

26

●南木曽町選出議員の役職
南木曽町選出議員の役職が
変わりました︒

52

23

広域連合議会副議長
経済観光常任委員
高橋 進
総務常任副委員長
議会運営委員
山﨑隆二
福祉環境常任委員
早川親利
※広域連合議会議長
上松町
村上眞章

松塩筑木曽老人福祉施設組合
議会報告

松塩筑木曽老人福祉施設組
合議会 月定例会が︑ 月８
日に開催されました︒

消費税はどのように算定
しているか︒
簡易水道の場合は収支か
ら料金算定します︒下水道の
場合は簡易課税で︑控除額が
大きいため消費税が少なくな
ります︒

値上げ理由の中に︑一般
会計からの繰入れを 年から
減らすとあるが︑繰入れをや
める理由は何か︒
特別会計なのでできるだ

26

●監査委員に高砂礼次氏︵塩
尻市︶を選任しました︒

た︒
歳入では前年度繰越金の確
定︑歳出では職員の喀痰吸引
等研修への補助︑財政調整基
金積立金などです︒
改良が必要な年は予定し
ていますが︑具体的な金額は
●平成 年度一般会計歳入歳
上・下水道料金の改訂
算定していません︒
出決算が次のとおり認定さ
れました︒
料金改訂理由は︑①給水世
使用料が暫時減っていく
帯・人口・給水量の減少によ
厳しい状況にあるが︑今回は
歳入合計
億 百万円
値上げと解釈していいのか︒
︵前年度比０・０％減︶ る使用料収入の減少︑②施設
が山間地の広範囲にあり維持
簡易水道特別会計は一般
歳出合計
億 百万円
会計からの繰入れで修繕して
︵前年度比０・１％減︶ 管理コストが割高となってい
るため︑③町の方針として一
いますが︑今後は特別会計で
百万円
実質収支
対応していきたいと思います︒
︵前年度比 ・５％減︶ 般会計からの繰入れに頼らな
い健全運営を進めたいなどで
消費税が３％上がると値
歳入では︑サービス収入が︑ す︒
簡易水道料金は値上げせず︑ 上げはどのくらいか︒
介護職員処遇改善交付金廃止
水道料は１年間に１人世
下水道料金のみ︑運営改善の
を含む報酬改定の影響などで
帯で５７６円︑２人世帯で８
ため５％値上げする案です︒
１・６％減少し︑歳出は公債
７６円︑３人世帯で１４０４
また︑消費税分は外税表示と
費の増はあるが経費削減によ
円増えます︒
し︑ 年４月〜７月請求分に
る抑制が伺えます︒財源不足
は５％︑８月から８％を使用
を生じ︑介護保険制度が始ま
消費税負担が増えるのは
料金に加える提案について協
って以来初めて財政調整基金
施設管理費と建設改良費等か︒
議しました︒
を繰り入れています︒
消費税に係る部分は︑維
なお︑上下水道審議会から
持管理費︑修繕費︑支払い消
は︑ 月 日付けで料金改訂
●平成 〜 年度の実施計画
費税などです︒
は適当とする答申がありまし
が示されました︒
た︒
あすなろ荘関係では︑せせ
特別会計は独立採算でな
らぎ棟の改修や電動低床ベッ
伊藤議員
ければならないものではない︒
ド等の購入などが計画されて
簡易水道の大規模改良は︑ 特別会計になっているのは使
います︒
何年頃︑どのくらい掛かるか︒ 用料をいただいているからだ

A

Q

A

Q

A

45

18

45

28

A

Q

A

Q

A

Q

11

●公平委員会委員に北川直樹
氏︵塩尻市︶を選任しまし
た︒
25

26

11

11

●平成 年度一般会計補正予
算︵第２号︶
８００万円を追加し︑総額
億７７００万円となりまし
47

子ども子育て会議は︑何
を具体的にやるのか︒
子ども子育て支援法第
条の規定にある事務や︑子育
て計画について︑町の計画内
容を審議する会議です︒幅広

伊藤議員

け独立採算にしていきたい︒
料金総額がわかりやすい
あるが︑特に下水道は︑加入
水道の場合︑通常の維持管理
ため内税方式でしたが︑今後
率が低いという状態の中で︑
費は自前で何とかしていく計
は使用料と消費税が分かるよ
加入してない家庭からも税金
画です︒下水道は︑料金収入
うに表示する方がいいとの審
を投入しているというのが現
の減や維持費が掛かるので一
議会からの答申もあり︑外税
状だ︒町の今の説明でいいの
度にその方向は採れません︒
方式に変えることにしました︒ ではないか︒
独立採算に向かうため︑受益
山﨑議員
者の方にも多少の負担をとい
南木曽町子ども・
意見 特別会計の中で企業会
うことで︑今回下水道料金の
子育て会議設置
み５％値上げをお願いします︒ 計として行っている事業は独
立採算制を基本とすべきだ︒
受益者負担を原則として消費
国の﹁子ども・子育て支援
税は別加算するべきで︑不足
法﹂の目的を総合的︑計画的
するたびに繰入れるとなれば︑ に行うため︑市町村において
一般会計と別に特別会計を持
も合議制の機関の設置が求め
つ意味が無くなる︒
られています︒これは平成
特別会計を設けず町の会計
年度に終了する次世代育成支
を全部１個でやったら︑会計
援対策推進法に代わるもので
の中身が全然見えなくなり︑
す︒
独立採算制による経営努力の
当町においても︑計画策定
意識も薄れてしまう︒今回の
など︑保育園や地域子ども・
消費税改正に伴う料金改訂は
子育て支援事業の内容につい
やむを得ないと思う︒
て調査審議する機関として︑
条例により﹁子ども・子育て
高橋議長
会議﹂を設置したいとの提案
について協議しました︒

意見 浄化槽の家庭が町全体
の半分くらいではないかと思
うが︑設置している家庭と設
置していない家庭の分も一般
会計から繰入れしているから︑
それは不公平であり︑浄化槽
を使っている家庭が受益者負
担するべきと考える︒
上水道も︑設備が無い所も

坂本議員

27

Q

条例で大事なのはその目
的であり︑目的規定を条例の
最初に置いた方がよい︒会議
体の権限なども明確化が必要
であるが︑設置のためだけの
条例になっている︒
子ども子育て支援法の枠
の中で設定するということが
大前提で︑目的は法律のとお
りです︒法第 条は第 条を
受け︑町が子ども子育て支援

山﨑議員

く子育て支援の審議をしても
十分な審議︑意見を集め
らうため設置するものです︒
る会議体にしないと︑形式的
になってしまう可能性がある︒
条例案第２条では法律
また︑条例案第３条では委員
条１項に掲げる事務とあるが︑ の選定は町長の委嘱になって
その内容を再度説明願う︒
いるが︑住民からの募集はな
会議は合議制の機関とし
いのか︒
て︑町の条例で設置する規定
地域の子育てニーズを把
です︒
握するため調査を予定し︑そ
同条第１号は︑特定教育︑
の結果を踏まえて保育の在り
保育施設の利用︑定員につい
方︑これからの子育てについ
て︑第２号は︑特定地域型保
て検討し計画策定する考えで
育のことです︒認可保育所に
す︒委員は︑保育園・小学
ついて︑幼稚園や保育園は都
校・中学校の保護者代表︑小
道府県ですが︑それ以外の地
学校教諭︑保育園の現場従事
域型保育園は町の認可になり
者︑子育て支援担当者︑主任
ます︒第３号は計画︑第４号
児童委員︑教育委員代表︑社
は市町村の子ども子育ての計
会福祉協議会代表︑子育てで
画的推進の調査審議です︒
苦労している団体の代表など
を考えており︑公募について
は︑今回想定していません︒

Q

A

A

Q

A

77

設置は義務づけではなく
作らなくても良い︒町が設置
することにした理由は︒
町で会議の条例を作り︑
この制度の中でいろいろ進め
ることが必要です︒ 年度か
ら町村で設置せよとの国の指
導の下で︑少しでも子どもに
プラスになるようにするもの
です︒今の制度でも良いので
すが︑それを維持できるよう︑
町に即した形で対応していき
たいと思います︒

61

A
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77

26
77

Q

A

独立採算制にこだわる理
由は何か︒
下水道区域外の方もおり︑
一般会計から繰入れると︑町
内全体で税金を投入する形に
なります︒受益者の方にも多
少負担していただき︑不足分
のみ一般会計から繰入して運
営していく考えです︒
水道会計は独自で賄うため︑
少しでも余裕のあるときに積
立し︑将来の負担増にならな
いようにやっていきたい︒当
面は今の料金のままで︑３年
後に見直します︒
下水道は３つの特別会計で
規模や世帯数が違いますが︑
料金体系は一本です︒

勝野議員

議会だより

町は消費税を内税方式で
やってきているが︑外税方式
にするメリットがあるのか︒
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伊藤議員

27

小学校体育館の天井落下
防止対策は︑安全を考え 年
度にやれないか︒
国の補助金を受けて実施
したいので︑ 年度に実施す

国土調査は今までどおり
か︒山林の路網整備計画の内
容は︒
国土調査は︑予備調査も
補助金の対象となり︑業者委
託するので︑ペースは少し速

坂本議員

町並み交流センターは︑
総工費で３億円前後になる︒
旧小学校のどこまで解体する
のか︒
旧妻籠小学校の解体と町
並み交流センター建設はセッ
トです︒暫定的な案としては︑
体育館はそのまま残し︑それ
以外を取り壊す考えです︒分
館︑町並み交流センターにつ
いては︑現分館とプールを取
り壊した跡に建設する予定で
す︒地域の方々と協議しなが
ら進めていきます︒

20

NAGISO 20

2014.2.1

る予定です︒

勝野議員

博物館の 周年記念行事
の特別展企画は︒
年度に予定し︑文化文
政風俗絵巻の行列の際の瓦版
の展示︑寄贈されている内堀
勉先生の絵画の展示を企画し
ています︒博物館のホームペ
ージなどでＰＲします︒

26

公民館報

28

議会だより

伊藤議員
意見 坂下病院の経営難を理
由に負担の縮小か引き上げか
になってはいけない︒南木曽
町にとっても大事な病院なの
で︑協力していくべきだ︒
山﨑議員

28

町並み交流センターは具
体的にどういう事業か︒
妻籠分館が含まれており︑
年度に委員会を立ち上げ︑

矢澤議員

地域住民と１年間掛けて調査
協議をしていきます︒ 年度
平成 〜 年度実施計画
に設計に入り︑ 年度に分館
の壊しを含め︑建設に着工す
平成 〜 年度の３年間の
る予定です︒
実施計画を策定しました︒第
９次南木曽町総合計画を着実
障害者グループホームの
に実施する事業を可能な限り
予
定
地
はどこか︒
計画しました︒
地域の方々と一緒に行事
重点施策は︑同報系無線機
に参加でき︑駅に近く交通の
器更新事業
︵デジタル化︶
︑旧
便のよい場所を検討していま
妻籠小学校解体整備を含む町
す︒
並み交流センター
︵妻籠分館︶
の整備事業︑保育園改修事業
大山蘭簡水の拡張工事が
︵田立︑蘭︶
︑道路整備・橋梁
見直されているが︑計画は消
の長寿命化等の社会資本整備︑ 滅したのでなく︑調査結果も
町営単独住宅
︵ユーアイ住宅︶ 報告しながら地元と協議をし
や地域優良賃貸住宅等の建設
ていくと解釈していいか︒
事業などです︒
事業費も掛かるという中
での見直しです︒年内に地元
松原議員
で説明・報告したいと思いま
す︒ 年度に調査し︑検討し
ます︒
意見 永年の悲願であり︑今
後︑妻籠宿の周りで発展性の
あるところだ︒積極的な立場
で実現して欲しい︒

26

田立保育園︑蘭保育園の
事業費が増加している理由は︒
当初︑耐震診断をして概
略設計で算定しましたが︑読
書保育園耐震工事の精密診断
の結果などの数字を考慮しな
がら建設費を算定しました︒

26

広報

27

意見 経営状況はそれほど無
茶な状態ではないと思う︒坂
下病院については︑建設当時
から建設負担金８００万円を
年払ってきた経過を考える
と︑今は救急医療に特化した
負担金にはなっているが︑本
来的には負担せざるを得ない
と思う︒

Q

A

Q

A

80

事業計画を立てることになり︑
救急全体の割合は ・３
そこに審議会の位置づけが書
％ですが︑今回は中津川市の
かれています︒
提案をそのまま報告していま
意見 条例案の書きぶりでは︑ す︒今と同程度の額を負担す
ただ会議を設置すればいいと
るのは相当ではないかと思い
しか見えず︑制度設計が見え
ます︒
ないので工夫したらどうか︒
町の住民の命を守るため︑
町の救急医療の ％余を坂下
病院に頼っていることから︑
国保坂下病院の
今までに近い額で３年経った
経費に掛かる負担
ら見直すという提案です︒
意見 今までとあまり変わら
ず︑これから先３年間︑４７
０万円の定額で理解した︒３
年後はもっと悪くなると思う
ので︑見守りたい︒
坂下病院の経営赤字は 年
度では約１億８千万円です︒
年度から３年間︑救急医療
について当町も支援してきて
いますが︑ 年度から︑当町
年間負担分約４７０万円を３
年間定額とする案が中津川市
から出されたことについて協
議しました︒

北原議員

増額したり減額したり︑
数字合わせみたいだが︒

28

27

Q

A

27

26

Q

A

Q

A

Q

A

Q

A

Q

26 A

24

負担の算出方法が分から
ない︒病院支出の ・５％が
救急医療費の割合だが︒
前回は ・７％を基に中
津川市としては財政的に大変
なため︑ ％で算定した年約
５００万円余を負担して欲し
いと言うことです︒
27

26

23

30

A

10

23

Q

A

Q

まると考えています︒路網整
件ありました︒すぐ対応でき
坂本議員
備は妻籠の西山線の予定です︒ るよう毎年 万円ずつ計上し
ています︒
来る人が何をしたいかに
バス料金の乗り継ぎ割引
ほ場整備後︑田んぼ 枚
合わせ︑場所を提供できるか︒
は出来ないか︒
が３枚になっても公図は変わ
出来る限り必要なものを
乗り継ぎ割引を検討しま
らず現況と違うことになる︒
町で貸与するなど支援したい
したが︑やり方について難し
町の補助などで対応できない
と思います︒
い面が多く︑現時点では困難
か︒
早川議員
です︒
公図の変更に係る登記申
請料は個人負担となりますが︑
賃金 万で生活できるの
山﨑議員
補助について検討したいと思
か︒募集対象者の﹁過疎法︑
います︒
山村振興法︑離島振興法指定
地域以外の地域に居住してい
地域ブランド育成事業の
る方﹂とは︒
内容は︒
町営住宅の提供︑活動車
毎年ブランドづくりを考
両の貸し出し︑研修等の活動
えており︑何かいいものがあ
費など支援します︒国の制度
ればそれに対応したいと思い
で月給 万円と決められてい
ます︒
ます︒これは都市圏の方が過
疎地に来て地域興しに協力す
る制度です︒現在︑住所が名
古屋や東京にあれば︑南木曽
地域協力隊員の募集
出身でも可能です︒

26

早川議員
町単のほ場整備があるが︒
ほ場整備は今年田立で１

議会だより

公民館報

北原議員
月給 万円でよい人材が
集まるのか︒
全国各地の地域協力隊員
に会っていますが︑優秀な方
が頑張ってやっています︒こ
ういうことをやってみたいと
いう信念を持っている方が応
募されていると思います︒
17

議会の傍聴にお越しください

定例会は年４回
（３月・６月・９月・12月）
開催されます。

リニア新幹線
︱知事への意見︱

リニア新幹線については９
月に環境影響評価準備書が公
表され︑それに対し︑町︑住
民から意見が出されています︒
月には各意見への事業者見
解が示されました︒今回１月
日までに提出する知事への
町からの意見書案が提示され
ました︒
意見書案には︑以前町がＪ
Ｒへ提出した９項目の内容に︑
蘭・広瀬の地域振興協議会︑
妻籠を愛する会から出された
意見などを加味し︑事業所見
解を踏まえ︑ 項目の意見と
なりました︒
今後︑議会の意見︑蘭・広
瀬の地域振興協議会や妻籠を
愛する会などとも協議して１
月 日には県へ提出します︒
10

※議会としては当面︑リニア
新幹線対策特別委員会で意見
を取りまとめ町が県に提出す
る意見書に反映できるよう提
案しました︒

傍聴の様子

※12月の議会は、２日間で10人の傍聴がありました。
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10

17
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Q
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Q
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10

26

Q
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隊員は︑農業振興︑観光振
興など地域産業おこしに関す
る活動に従事します︒
募集対象は︑現在都市地域
に居住し︑採用後︑居住と住
民票を南木曽町に移動できる
〜 歳の者で︑募集人員は
２名です︒活動期間は 年４
月〜 年３月までの１年間で
最長３年勤務できます︒
40

27

26

実施計画では今までの交
付税頼りの分が 年度からは
消費税へ大きく転換しようと
いうこと︑また財政全体では
償還金の返済も計画的になっ
ており︑収入支出がほぼ横ば
いの安定した財政だというの
が見える︒ 年度は政府の動
向をつかまないと実際は分か
らないのではないか︒
年度は︑軽自動車税の
増税︑法人住民税の一部国税
化など大きな税制改革があり
ます︒臨時財政対策債を発行
している点や︑５・５兆円の
補正予算の財源手当など︑
年度については流動的で見通
しが立たないというのが現状
です︒
26

広報
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