平成 28 年第 412 回信濃町議会定例会９月会議録（3 日目）
（平成 28 年９月７日 午前 11 時 00 分）
●議長（小林幸雄） 会議を再開いたします。
通告の２ 北村照明議員。
１ 防災計画について
２ 軽自動車税について
３ 消防団員の活動服について
議席番号 11 番・北村照明議員。
◆11 番（北村照明） 議席番号 11 番・北村照明です。質問に先立ちまして、このごろ台
風９号・10 号・11 号と続けて、本来九州四国がメイン通りでございますが、岩手・北海
道と直撃をして、甚大な被害が発生しておりました。被災された皆さんに心からお見舞
いを申し上げて、質問に入ります。
まず、防災計画についてということで、お聞きをいたします。
６月会議において、この点について同僚議員４人が防災関係について質問し、細かく
答弁をいただきましたが、皆さん冬期間の大災害、当町においては水害とか風の害等々
はないのですが、大地震が発生したときの避難所の開設について、誰も質問しなかった
ので、私がその冬期間、厳寒期においての避難所の開設についてお聞きしたいと思いま
す。
当町には、今年は大変暖かいのですが、当町ではちょっと涼しい年は９月中旬から下
旬ぐらいからは、ちょっと朝晩こたつがほしいと、また春先になっても６月中旬頃まで
は、一日中でもないのですが、暖房が必要な時期でございまして、また積雪時には大変
寒さが厳しいので、一日中暖房が必要なときもあります。阪神淡路大震災は１月に発生
しておりまして、県北部地震も３月でございました。神城地震は、11 月に起きておりま
すが、このような冬期間の大変寒い、厳しい寒さの時に、大地震等々が発生した場合の
避難所の開設について、暖房器具等の備えは大丈夫でしょうかということで、真っ先の
質問をお願いしたいと思います。
●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） 北村照明議員さんの御質問にお答えをさせていただきたいというふ
うに思います。信濃町もまさに特別豪雪地帯でありますから、そのような中で冬期間、
万が一大地震を想定して起こった時に、避難所での対応についてはどうかと、こういう
ことでございます。
今、信濃町では第一次の避難集合場所というのは、議員御案内のように全町で 66 箇所
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を指定をしているところでございます。いざ災害ということになった時には、その一番
身近な一次避難集合場所に最初にお集まりいただくと、避難をしていただくというよう
な場所になるわけでございます。高齢者の皆さんや、それから身体の御不自由な方々に
も配慮して、そういった、まとまって避難所へ移動していただくことを目的に、指定し
たところでございます。長期間にわたってその場所に留まるということは、この段階で
は想定しておりませんので、
今議員さんが御心配なられている冬期間の暖房器具の配置、
あるいは物資等の備蓄についての予定については、特に今の段階ではないわけでござい
ます。集会所等が一次避難場所の場合は、停電だとかそういうことで使えない場合を除
いては、それぞれの場所にある暖房器具等々当面お使いいただくというようなことにな
ってこようかと思いますし、必要に応じましては、状況に応じて冒頭の御挨拶でも申し
上げさせていただいたのですが、それぞれまたレンタル会社等々との協定もさせていた
だいてございます。できる限り速やかに、その辺の対応をできるように、また対応をし
てまいりたいというふうに思っております。細かな部分につきましては、また担当の課
長の方からも答弁をさせていただきたいというふうに思います。以上でございます。
●議長（小林幸雄） 高橋総務課長。
■ 総務課長（高橋博司） 現在、町で指定しております避難所につきましては、16 箇所
ございます。公民館の支館のように、通常暖房器具がある場合につきましては、それ
を使うということがございますが、旧小学校体育館等につきましては暖房器具等はご
ざいませんので、状況に応じて移動して使うような形を考えております。また、当然
大地震になりますと、停電ということも想定されますので、発電機、役場用の発電機、
分団用の発電機等をそちらに移動しまして、暖房器具を稼動させるという計画でござ
います。以上でございます。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） 私も続いてお聞きしたいというようなことも答弁にありましたんで
すが、毛布等々備蓄はされているという話は聞いておりますが、最大で 1400 人避難する
と想定しているというような計画があるようでございますが、毛布、冬の間、毛布１枚
とか２枚では到底寒さは防げないと思いますが、もしこれ今町長から言われましたが、
レンタル会社からもという話もありましたんですが、即間に合うようなふうに考えてお
るのでしょうか。大地震が発生すれば、道路が寸断されたり、なかなか他の方から物資
の輸送が滞ると思うのですが、その辺はどうでしょう。
●議長（小林幸雄） 高橋総務課長。
■総務課長（高橋博司） はい。アルミ毛布、フリース毛布等につきましては備蓄をして
ございますので、必要に応じてそれを放出してまいる予定でございます。また、当然広
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域の、今回の熊本地震のように広域にわたる被災をする場合もございますので、そうい
う場合におきましても、それぞれ協定を結んでおります企業等からの提供をいただいた
り、また、防災の協定を結んでおります自治体とも連携をしまして、対応してまいりた
いと思っております。また、今回も熊本地震におきましても、長野広域連合としまして
も備蓄品の放出を取りまとめをしておりますので、そういう関係におきましても近隣市
町村との連携も図ってまいりたいと思っております。以上でございます。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） それか、旧小学校の体育館を避難所として使用する場合ですね、皆
さん御存じのとおり、小中学校の入学式、卒業式で行ってみても、あの時期でも大変冷
え込んで、
あそこを避難所とするということは大変、
真冬に避難所とするという場合は、
大変厳しい環境だと思います。お年寄り等々なんか行けば、間違うと凍死の具合になる
ような寒さのことも考えられますし、床がものすごく冷えてくるので、そういうような
ところの対応とか何かは考えておるんでしょうか。しっかりした発泡スチロール製のも
のを敷くような段取りをして、そこにとりあえず寝泊りしてもらうとか、そういうよう
な段取りはできておるのでしょうか。その辺をお聞きします。
●議長（小林幸雄） 高橋総務課長。
■総務課長（高橋博司） はい。今回の防災訓練でも展示をさせていただきましたけれど
も、避難ルームというような形で簡易性のテントを、今回備蓄をしてございます。また、
今回も簡易ベッドを展示をさせていただいたわけでございますが、そういうような、御
高齢の方だとか、また支援が必要な方につきましては、そういうものを優先的に使って
いただくなりをして、対応をしてまいりたいと考えております。以上でございます。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） さっき、停電が発生すると発電機というような話もありましたが、
避難所が３箇所、４箇所使用するとなると、発電機も消防団で持っているような小さい
発電機ぐらいじゃ到底間に合わないと思うのですが、その辺のことも考えておるのでし
ょうか。また、今は電気で動かす暖房器具が主でございまして、昔の反射式のストーブ
はほとんど皆さん持っておりませんし、また使用もしていないので、その辺の対処はど
うなっておりますでしょうか。
●議長（小林幸雄） 高橋総務課長。
■総務課長（高橋博司） 現在備蓄をしております発電機につきましては、３台またバル
ーン照明機用に２台ということで、５台備蓄をしてございます。また、消防団の各班に
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発電機と投光器をセットで 14 台配置しておりますので、
計算上では発電機１台でブルー
ヒーター15 台が稼動できるということでございますので、台数的には充足されていると
いうふうに考えておりますが、当然大地震などで広域の被害があった場合に、全ての避
難所という形になりますと、それで全て対応できるということが難しい場合もあろうか
と思いますので、その被災の状況から時間を追うごとに、充実をさせていくような形で
対応してまいりたいと考えております。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） それで、一次避難所の強度は大丈夫ですかということで、お聞きし
ます。屋根の構造が自然落下で落ちるような屋根なら、屋根の雪の重みもそう心配ない
のですが、ほとんどの集落の公会堂とか、集落のセンター等々は雪が落ちないような雪
崩止めが付いているような構造になっておりまして、やっぱり雪が降ればまず自分の家
の雪下ろしをやって、それから区長さんなり総代さんの号令によって、センターの雪下
ろしというような具合になりまして、
どうしてもそういう公共というか公の建物の方が、
雪下ろしが後回しになると思うのですが、この一次避難所の強度の問題ですが、どうい
うふうに考えておりますか。大丈夫なんでしょうか。
●議長（小林幸雄） 高橋総務課長。
■総務課長（高橋博司） はい。一次避難集合場所に設定をさせていただいているところ
の多くが集会所等になりますけれども、この耐震性につきましては、昭和 56 年以前の建
物につきましては、現在の耐震基準を充たしておらない状況ですので、大きな地震があ
った場合には、倒壊するおそれがあるという状況になっていると思います。その関係も
ございまして、先ほどの、北村議員の今回の想定によりますと、冬期間の災害というこ
とですので、基本的には当町で考えられるのは、地震という災害になります。一次避難
集合場所につきましては、災害時に地域の方が一時的にお集まりいただきまして、そこ
から避難所へ移動していただくという設定となっております。特に今回熊本地震におき
ましても、７クラスの地震が余震だったということで、間をおきまして本震が来るとい
うような状況もございますので、私どもとしましても冬期間のその地震のような場合に
は、耐震性のないような集会所等の一次避難集合場所の方につきましては、できるだけ
早めに避難所の方に移動をしていただくということで、対応してまいりたいと考えてお
ります。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） 雪が屋根に積もっていて震度５強等々くらいな地震が寄れば、おそ
らく倒壊したり傾いて、その一次避難所も使用できない状態になると思うのですね。だ
から冬期間はなるべくそういう所の雪下ろしをこまめにやってもらうとか、町でまたそ
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ういう連絡、区長さんなり総代さんにお願いするとか、考えておるのでしょうか。
●議長（小林幸雄）高橋総務課長。
■総務課長（高橋博司） 現状では特にそのような事は考えておりませんけれども、また
それぞれの地区のお考えで、また体制等もございますので雪下ろし等地震等を想定する
中で、こまめにしていただければありがたいと思っております。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） 先ほども言ったのですが、なかなか公の建物というのは、どうして
も後回しになってしまうのですね。日曜まで待とうとか、皆さん勤めておるので、どう
してもそういうふうに後回しになると思いますので、町の方からもそういうような指導
をして、
「一次避難所として使用してもらうので、なるべく雪下ろしを早めにお願い」と
か、私はそういうお願いをしても、全然苦にはならないと思いますがどうでしょう。
●議長（小林幸雄） 高橋総務課長。
■総務課長（高橋博司） はい。それぞれの地区の御事情もあろうかと思いますけれども、
また折をみてそういうこともお話をしてまいりたいと思います。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） 普通の家もそうなんですが、屋根に雪が積もっていて震度５強があ
れば、ほとんど傾いたり、弱い家は倒れたりするというようなことが考えられますが、
町の計画では震度６強を予想して防災計画を立てておるわけですが、これ本当に６強の
地震が寄れば、ほとんどの家が倒壊するんではないかと、私はそういうふうに思ってお
ります。16 の避難所で 4180 人が収容可能と、1400 人が避難するとの想定で計画を立て
ておるんですが、この計画で大丈夫なのでしょうか。お願いします。
●議長（小林幸雄） 高橋総務課長。
■総務課長（高橋博司） はい。地域防災計画におきますのは、避難の想定につきまして
は、県の方でその指針が出ておりまして、それに基づいておるものでございますけれど
も、当然、先ほど議員がおっしゃられたように、雪の状況だとかその他の要因もござい
ますので、その想定どおりいくという、必ずしも確信があるわけではございません。た
だ、地域防災計画をもう策定する前提としますと、その条件を基にして策定してござい
ますので、それに基づきまして対応をしてまいりたいと考えております。
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●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） 町内には斑尾高原にも大きいホテルがありますし、黒姫高原にも大
きいホテルがありますが、そういうしっかりした建物は相当な地震でも大丈夫だと思い
ますので、そういうホテル等々にお願いして、一時避難所に利用させていただきたいと
か、お風呂を利用させていただきたいとか、そういうような話し合いはなされておるの
でしょうか。
●議長（小林幸雄） 高橋総務課長。
■総務課長（高橋博司） はい。現状ではそのような相談、協議というものはしておりま
せん。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） 大災害、地震等々の大災害が発生すると、観光客もほとんど来られ
ない状況になると思います。ホテルさんも多分営業できないと思いますが、やっぱりそ
ういうようなしっかりした建物等々と町とお願いして、協定等々結んでおいてもらえば
ありがたいと思いますが、町長、その辺の考えはどうでしょう。
●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） はい。いざとなった場合という想定が、想定外になるということが
いつも問題になるわけでありまして、今、前段で北村議員さんの今の信濃町の防災計画
が、震度６程度のものを想定しての基準としての計画樹立がしてある、こういうことで
ございます。ところが御案内のように熊本地震でも震度７が２回も起きたと、こういう
ような状況の中で、国としてもその辺に備えて今後の防災計画なり、あるいはまた建築
基準法なりの問題で、波及していくんじゃないかなというふうに私自身は思っているの
ですね。それは一つの今後の方法として、どういうふうになるかというのを、また注視
してまいらなければいけないというふうに思っております。
そこで今、具体的に一次避難集合所ですね、集合所というのはやっぱり、まさに災害
における命というのを一番に大前提として重要なことで計画をしていかなきゃいけない
ということで、
身近で集合避難所、
避難集合所と言いますかそういう所が第一次として、
66 箇所選定させていただいてあるということで、指定させていただいているということ
であります。その後において今具体的に、町内における、どちらかというと状況によっ
ては指定避難所と言いますか、避難所ということになってくるのかなと思うのですね。
そういう場合に今言われたように、町内にある鉄筋コンクリートの、耐震性が極めて高
い、そういう所と協定したらどうかと、こういうことでございますので、今後の中では
そんなことも踏まえて、また理解いただけるかどうかも踏まえて、安全を見越して対応
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しておくということは、間違いではないだろうと思いますので、また考えてみたいなと
思います。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） それと、これ計画と話が離れるんですが、食料の備蓄についてちょ
っとお聞きしたいのですが、町でも非常食を備蓄されていると思いますが、過日の新聞
にちょっと面白いことが書いてありました。それは、個人で乾燥野菜か瓶詰めを作って
保存食とすると、万が一の時は災害のそのときの食料としても使えるし、また個人の家
の食料として使えるというような内容がありまして、冷凍保存というのは簡単に冷凍が
できるんですが、災害時停電になってしまうと冷凍食品がみんな溶けて傷んでしまうと
いうことで、これは面白くないというような話が載っておりました。この町でも夏野菜
など大変いっぱい採れますので、野菜を干したり、また瓶詰め等にしてしっかり保存食
として、個人で作っておいたら大変いいんじゃないかと思います。また野菜を干して調
理すると栄養価も全然また数段と違うし、食感も全然違うというようなことが書いてあ
りましたので、また保健師さんや栄養士さんに、それぞれまた何かの講習会等々にこう
いうお話を勧めてもらったらいいんじゃないかと思いますが、その辺の考えはどうでし
ょう。
●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） はい。災害というようなことになりますと、いろいろなことをまさ
に、先ほどの話ではないですが想定できるものは想定しなければいけないことだと思う
のですね。そういう中で、個人でできるもの、そして公で対応をしっかりとするものと、
こういうことがあろうかと思います。先般も柏原地区を拠点とした防災訓練が、これは
土砂災害を想定しての訓練でありますが、鳥居川署の分署長からも、災害ですから訓練
といえども自分のところに家にある防災グッズといいますか、そういうものを持ってこ
の避難訓練に参加してもらいたい、というようなお話もあったわけでございます。そう
いう面では個々にやっぱり努力すべき、防災用品もそうですけれどもね、その辺も含め
てこれから、私ども公な立場としてもまた機会あるごとに、そんなお願いというか啓発
と言いますか、
していくということも、
防災に備える一つだろうというふうに思います。
以上です。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） それでは、冬期間のこんな大震災がないことをまた願い、また台風
13 号が今発生して、どうもこちらの方に向かってくるような様子でございますが、災害
のないことを願って、次の質問に移ります。
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軽自動車税ということで、お願いします。
農耕用特殊自動車、田植機に関してお聞きをいたします。２年ほど前にこのことにつ
いてお聞きしましたが、その後ナンバー交付は進んでいますか。その頃私もナンバーを
いただき、そのナンバーが 31 でした。今回は何戸ぐらいがナンバーを受けておるのでし
ょうか。お願いします。
●議長（小林幸雄） 伊藤税務会計課長。
■税務会計課長（伊藤 均） はい。ナンバーの数でございますけれども、先ほど議員さ
ん、２年ほど前の議会でということで、前の総務課長が答弁したのは、その当時は 12
台でございました。その後、この軽自動車税につきましては、償却資産の対象になって
いるということで周知が相当遅れておりまして、それを理解していただくためにも、そ
の申告時とか広報等によりまして大分数が増えてきまして、
現在のところ合計で 38 台の
登録がなされております。以上です。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） 私も２年前に質問して、すぐ申告の時、係の皆さんが「田植機あり
ますよね」と言うから、
「はい、あります」
、
「すぐ登録して下さい」
、それで登録した時
が 31 台で、いまだ 38 台なんて、ちょっとおかしいんじゃないかと思いますね。私の集
落でも大体端から、こう指折りこう数えて、田植機のある家は、と数えると、大体 20
戸くらいありますよ。町中といえば相当数あると思うのですが、その辺もしっかりこれ
調査してお願いしたいと思いますが、どうでしょう。
●議長（小林幸雄） 伊藤税務会計課長。
■税務会計課長（伊藤 均） はい。把握には苦労しておるんですけれども、販売店とか
そういうところにも協力依頼をして、購入、販売したときには登録していただきたいと
いうことをお願いをしておりまして、また、窓口等におみえの、農業をされている方に
もお願いをして今やっているところでございますけどれも、非常に把握が難しいという
ことで、今後も広報活動等も強化する中で不公平がないように努めてまいりたいと思っ
ております。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） 前回の質問の時もお聞きしたんですが、ナンバーをいただいても公
道を走れないという、まあまあ面白くないことがあるわけですね。それで、今もう、１
日で田植えが終わるような方も、乗用の田植機を持っておる方が多分相当いると思うの
ですね。
そういう方が多分登録しないのではないかと思うのですが、
いかがでしょうか。
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●議長（小林幸雄） 伊藤税務会計課長。
■税務会計課長（伊藤 均） はい。今、面積等によって、多いとか少ないに関わらず、
今は効率化という中で、乗用トラクター大小購入されている方がいらっしゃいまして、
当然購入先が町内、町外ということありますので、その辺の把握も十分、今後販売店を
通しながら把握して、課税をしていかなければならないかと思っております。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） 機種によっては、もう乗って動かさなくてはならない、できない機
種もあります。私が使っているのは、後ろで降りてハンドルを操作しながらもできるん
ですが、絶対大型の６条、８条用上のような田植え機は、乗って道路を動かさなくちゃ
できない、そういう機種もあるんです。ナンバーを取っても、道路交通法で乗って動か
しちゃいけないというようなことですので、これナンバーを付けても何のメリットもな
いわけですね、私の考えから言うと。それで町は軽自動車税課税するというのですが、
どうもその私の考えと町の考えがちょっと食い違っておるので、その辺の考えはどうな
のでしょうね。
●議長（小林幸雄） 伊藤税務会計課長。
■税務会計課長（伊藤 均） 道路運送車両法という中で、乗用田植機につきましては小
型特殊自動車ということに定義されまして、大小に関わらず、構造上で道路輸送車両の
保安基準を満たしていないと、これはどこの町村も同じだと思いますので、この基準が
改正される部分であれば、これから課税については公平さがないんではないかと思って
おります。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） 先ほど伊藤課長の方から税の公平性等々との話がありましたんです
が、
私も税の公平性という立場から言えば、
例え１日でも持っている人が対象になって、
軽自動車税を払っていただかなくちゃいけないと思うのですが、税の公平性から考えて
町長はどのように考えておるのですか。町長の考えをお願いいたします。
●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） はい。基本的には北村議員さんと同じでありますが、そしてまた税
ということでございますので、その公平性というのは極めて大事な要素だというふうに
思います。今、課長からも答弁をさせていただいているんですが、この課税客体と言い
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ますか、その田植機なりが町としても正直なところ、よそのお宅へ行って倉庫の中を見
るというわけにもいきませんし、あくまでも自主的な申告をいただきたいということで
ありますので、努力はさせていただいているんですが、御質問の趣旨も踏まえてやっぱ
り今後も一層、税制の中でこういうことになっていますよと、ということをしっかりま
たお知らせも、事ある度にしていかなくてはいけないんだろうなというふうに思ってお
ります。そういうことで、広報も含めて今後も更に周知をしてまいるのが、町の立場か
なと思っております。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） これから買う人は、販売店から直に分かるんですけど、何年も前に
持っている人等々もしっかり調査して、皆に軽自動車税を払ってもらわなくちゃ、やっ
ぱり不公平感が出るもので、是非担当の係としてもその辺の努力をお願いしたいと思い
ます。
それから、３番目の質問ですが、消防団員の活動服についてお聞きをいたします。
団員への夏服、活動服の夏服の貸与についてお聞きをいたします。過日の県の操法大
会に、長野消防協会代表として町の団員が操法大会に出場しておりまして、その時団員
が夏服という活動服を着用して大会に臨んでおります。競技が終わって、どうもちょっ
と今までの服と違うんだなあと思って、ちょっとお聞きしましたら、選手の皆さんは素
材が薄くて通気性が良くて、大変使い勝手が良いというような、選手の皆さんからの声
がありました。夏服の貸与について町長はどう考えておりますか。
● 議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） はい。消防団の活動服、夏服の関係でありますが、今年からと言い
ますか、今ありましたように信濃町、町を代表して県大会に出場する、そういう操法大
会に対する要員の皆さんの活動服については、夏服を貸与するようにしたわけでありま
す。ただ、全団員までやれるかというとなかなかそうもいかないということでありまし
て、要は、その活動服、夏用の活動服を今貸与しているということを申し上げたんです
が、それも難燃性ではない、燃えにくい材質を使っているわけではない、あくまでもそ
の操法大会用の、何と言いますか活動服だということでございますので、そんなことも
含めて本当に、夏物も難燃性のものでそういったものもあるのかどうかも私はちょっと
承知はしておりませんし、他の自治体の消防団がどういうふうな対応をされているか、
今の状況の中で確かに暑い時期については大変だろうなというふうには思うのですが、
しかし御苦労は御苦労として、毎日毎日の事ではないものですから、是非その辺は御理
解いただいて、当面は現状のとおりにお願いできればというふうに思っているところで
あります。
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●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） 我々も、もう５月から９月までクールビズかね、もうそういうよう
な時期になっておりまして、消防団員の操法の練習も信濃町大会に向けては、５月から
ということで大変暑い時期に向けてがんばっておるわけでございます。また、町長もこ
の間の４日の日の防災訓練の時、町長も防災服を着て、各集落を周っておりましたが、
町長も見てお分かりだと思いますが、隊員の多くが暑いから皆さん腕まくりをして、が
んばっておりました。多分町長も見ておると思います。町長もその時、多分暑いと、あ
の服を着て活動すると大変暑いんではないかと感じたと思うのですが、いかがでしょう
か。
●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） 当然に今年の陽気の問題もありますし、私自身の体型的な問題もあ
ります。大変暑い時期に暑い日の訓練だったなというふうに思っております。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） さっき町長からも答弁もありましたが、夏服としても消防で燃えに
くい素材ではない、この間の操法大会の時は燃えにくい素材ではないというような話が
ありましたが、私、消防団員に夏服・冬服と二つ貸与するということは、団員も大変優
遇されているんじゃないかと思う、団員各位がそう感ずると思います。他の市町村で２
着を貸与している町村あるのか、ないのか分かりませんが、団員の確保においてもまた
信濃町ではこれだけ優遇されているんだよというような、団員確保においても大変重要
なことだと思いますが、再度お願いしたいと思います。
●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） はい、正直なところ近隣町村も含めて、御質問いただく中で、通告
いただく中で、調査を事務局でさせていただいているわけでございます。近隣町村もそ
ういうことでは特に夏服ということでは貸与していないというのが、長野市も含めて実
状であります。これ本当に団員の皆さんの活動ということを思えば、まさに北村議員さ
んのおっしゃるとおりかと思います。しかし、もう一方でやっぱり 600 万、700 万とい
う予算上も支出が伴うということでありますから、それが何年かに一辺ずつ回ってくる
ということになるわけですから、その辺も考えると、当面今の消防服で活動をお願いし
たいというふうに思っているのが、今の思いであります。
●議長（小林幸雄） 北村議員。
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◆11 番（北村照明） 大変お金のかかることでございますが、やっぱり若い消防団の皆さ
んが町を守ってくれると、そういう消防団の皆さんのことを思って、また何とかお金を
工面して実現させていただきたいと思いますが、１年では多分無理かもしれませんが、
順に進めていったらいいと思うのですが、いかがでしょうか。
●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） 全体的な流れも含めて、全くそのことを 100 パーセント否定してい
るわけではありませんので、いろいろな諸状況の中で必要とあらば、またそういう対応
もしていきたいと、しかしここ来年やるとかいう問題ではないということだけは御理解
いただきたいと思います。
● 議長（小林幸雄） 北村議員。
◆11 番（北村照明） それでは、消防団員の皆さんにがんばっていただくように、町も努
力しているというようなお姿を見せていただきたいと思います。
これで、質問を終わります。
●議長（小林幸雄） 以上で、北村照明議員の一般質問を終わります。
この際、申し上げます。昼食のため、午後１時まで休憩といたします。
（午前 11 時 43 分）
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