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第 3回長期振興計画審議会 議事録 

 

日時：平成 27 年 2 月 3 日 13：30～ 

場所：総合会館 1 階教室 

 

１ 開 会 

（事務局） 

定刻になりましたので第 3 回目の長期振興計画審議会を始めます。本日は計画案につい

てのご意見をいただく予定でして、本来であれば庁内策定委員会の長であります副町長の

和田が出席し、あいさつを申し上げるところですが、都合により欠席しておりますのでご

了解願います。 

会議に先立ちまして、竹内会長からご挨拶をお願いします。 

 

２ 会長あいさつ 

（竹内会長） 

 皆さんお忙しい中お集まりいただきありがとうございます。町の羅針盤となる計画の策

定ということで、事前に計画案の資料を送っていただいたので目を通していただいている

かと思いますが、町の施策全般にわたるたくさんの内容となっておりますので、いろいろ

な視点でのご意見をいただければと思います。 

 

３ 議事録署名委員の指名 

（事務局） 

次第に従いまして議事録署名委員の指名を行います。会長からご指名をお願いします。 

 

（竹内会長） 

本日の議事録署名委員は、恐縮ですが、名簿の順により 10 番の飯塚委員さん、それから

12 番の風間委員さんのお二人にお願いします。 

 

（事務局） 

ご指名させていただいた委員には後日署名をお願いします。それでは審議事項に入りま

す。進行につきましては会長からお願いします。 

 

５ 審議事項 

（竹内会長） 

事務局から、概ね 16 時までの会議という話がありました。その点にもご協力いただいて

ご審議をお願いできればと思います。お手元の次第に基づきまして、審議してまいります。

事前に配布されました計画書案の資料についてということですので、事務局から説明をお

願いします。 

 

（事務局説明） 

 ～概要・重点テーマ・各章ごとに説明～ 
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重点テーマについて 

（Ａ委員） 

24P「再生可能エネルギーの利活用」の部分について、前期計画ではバイオマス等の推進

という記載があったが今回はその記載がありません。この点についての考えを教えて欲し

い。 

 

（Ｂ委員） 

24P「交通安全施設の整備」について、国道 18 号線下は歩道も広く、除雪すれば高齢者

も安全に歩きやすい。３月になると歩道が埋まり歩ける状態ではないと思うので、そこら

辺をどういうふうにするのかが一点。 

もう一点は、27P「外国人観光客の受け入れ体制の強化」という点で、現在、人が来てい

る場所を見ると、白馬・志賀・野沢温泉が多いかと思う。これらに共通するのは、宿を出

た後の買い物や食事する場所が多いと個人的に思っている。信濃町は残念ながらそういう

ところが無いのではないかと思う。その点についての考えをお聞きしたい。 

もう一つは、その下「伝統工芸品産業の支援」について、後継者の計画などすでに具体

的なものがあればお聞かせいただきたい。以上３点お願いします。 

 

（竹内会長） 

それでは町からお二人のご質問について回答をお願いします。 

 

（総務課長） 

Ａ委員さんの質問について、バイオマスの記述が前回あったものが落ちているというこ

とで、これにつきましては、バイオマス等について利活用の検討を進めていきたいと考え

ておりますので、こちらに追加させていただきたいと考えております。なお、長期振興計

画を受けまして、環境基本計画も進めております。そちらでもバイオマスの記述について

反映したいと考えております。 

 

（建設課長） 

国道の除雪の関係で、ご指摘の箇所は右手と左手で除雪の形が違っているというご意見

でしたが、歩道の設置状況、路肩部分の幅が違いますので、まったく同じようにはできな

いと思いますので、やるには国道の改良が必要かと思います。普段の生活で、車だけでは

生活できないので、歩行者の安全という意味では、その路線について重点的に除雪・排雪

やっていいただくよう要請するという対応をしていきます。 

 

（産業観光課長） 

伝統的工芸の後継者育成の関係について、今、町から組合に補助金を交付する中で、後

継者の育成と打ち刃物の商品開発を行っておりますが、全国に後継者の募集をしてもなか

なか応募が無い状態でして、今後も支援していきたいと考えております。 

外国人観光については、今後、観光協会とも連携しながら、案内板等も含めて強化して

いかなければならないと思いますが、現状は遅れている部分があると認識しています。 
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（竹内会長） 

よろしいでしょうか。まだまだご意見あるかと思いますが、後ほどご発言いただいても

よいので、時間の関係で先に進ませてもらいますが、はい、ではＣ委員どうぞ。 

 

（Ｃ委員） 

重点テーマのそもそもの質問になるのですが、補足資料「前期基本計画重点プロジェク

トの評価」を見ると、前期に掲げた４つのプロジェクトとは内容が変わっています。事前

の資料送付があったので、特に重点テーマについて目を通してきたのですが、前期のもの

より施策の具体的な部分が書いてあり、前向きな姿勢が見えて個人的には評価しています。

そこで、前期のプロジェクトから見直しをした経緯について、例えば 3 つ目のテーマでは、

前期は公共交通の関係で 100％の達成度という評価だったため重点から外れたのかなと思

うが、後期ではなぜ教育の関係が入ったのか、その辺の経緯・狙いを教えてほしい。 

 

（事務局） 

重点テーマの設定の仕方についてですが、今回策定を進めるにあたり、庁内の理事者・

課長・係長からヒアリングを行いました。町長の公約及び今後何を重点に行っていくか各

担当の意向を聞く中で総合的に勘案し、5 年間のテーマとして具体的にやっていくんだと

いう意思表示も兼ねて整理させていただきました。 

 

（Ｃ委員） 

大体わかりました。意気込みみたいなものも込めてあるという理解でよいですか。 

 

（事務局） 

そうです。5 年間で町として前面に打ち出していきたい施策ということです。 

 

第 1 章について 

（Ｄ委員） 

年々、困窮者支援が多くなってきているわけで、この平成 27 年 4 月から困窮者支援法が

施行されます。このことは計画でうたってないのですがお考えはいかがでしょうか。 

 

（Ｅ委員） 

細かい点ですが、38P「障害者差別解消法」の「がい」が漢字となっている点は直したほ

うがよいと思いますがいかがでしょうか。また、格差というのがこれから大きくなってき

ますので、子どもの施策にそういう点を位置づけていることは素晴らしいと思うが、物事

を進めていく上でさらに取り組む必要があるのではと思うがいかがでしょうか。 

 

（Ｆ委員） 

37P の指標「介護・支援を必要としていない高齢者の割合」で 80％を目標とした裏付け

についてお聞かせいただきたい。 

 

（Ｂ委員） 

45P の指標「国民健康保険税収納率」、「後期高齢者医療保険料収納率」について、両方
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とも 0.1％しか目標値を上げていないが理由を説明していただきたい。かなり難しい部分

なのでしょうか。 

 

（住民福祉課長） 

困窮者支援法の関係ですが平成 27 年 4 月からということになります。これも含めまして

こちらの長期振興計画に反映させていかなければいけないと思いますし、また、これと同

時に地域福祉計画の策定をしております。そちらの方へも、困窮者の支援等について盛り

込んでいきたいと考えております。 

障がい者の「がい」の字については、法律用語等については漢字の「害」を使い、それ

以外についてはひらがなを使用するという県の指導もありますので、ひらがなに直せるも

のは直しております。 

介護・支援を必要としていない高齢者の割合の指標を、現状 83.1％から目標 80.0％とし

ている点について、今日は細かい人数までは持ち合わせておりませんが、高齢者自体が間

違いなく多くなってくる中で、支援を必要としている人、要するに介護認定なり介護支援

なり、認定を何とか 2 割以内に収めたいというのが実際のところです。人数が多くなると、

この 80％に収まりきれなくなる可能性もありますが、我々としてはなんとか押さえたいと

いう気持ちがありますのでこの数値としています。 

45P の保険の収納率の指標について、年によって収納の多い尐ないがあるのですが、平

成 25年度は例年より収納率が高い年になりました。その前の 24年度は 96％代だったので、

今年度も 97％に届かない見込みとなっています。97％代というのが一つの目標になってお

ります。後期高齢者については 99％以上というところで、100％に近い数字となっており

ますが、数字上では 0.1％増ということで設定させていただきました。 

 

（Ｅ委員） 

おそらく私が言った部分は全体に関係するかと思うが、格差という面を若干でも扱えれ

ばよいかと思う。この点については、十分に考えていかなければならないとは思います。 

 

（総務課長） 

福祉サイドとしますと、母子家庭・父子家庭の方々への支援を実施させていただいてお

ります。医療費的なもの通学費なもの、また教育委員会サイドでも就学援助費という形で、

困窮されているご家庭への教材費や修学旅行のお金、給食費についても支援をしておると

ころです。また、新たに 27 年度から実施していきたいと考えておりますけど、教材費につ

いても今まで保護者負担だったものを、町費で負担していくことで、どんな方でも義務教

育が受けやすい形で対応してまいります。 

補足ですが、45P の収納率の関係では先ほど住民福祉課長からも非常に高い数値だとい

う話がありましたが、長野県内でも 5 本の指に入るほど非常に高い収納率で、現場もがん

ばっております。また後期高齢者については、年金から特別徴収させていただく方と現金

で納めていただく方といらっしゃいまして、こちらの収納率は現金で納めていただく方の

数値です。分母が尐なく、例えば一人の方の納入が遅れたりすると率ががくんと下がるの

ですが、逆に申し上げますと、ほぼ 100％の方が納付していただいているという実態です

ので、引き続き納期内納付をお願いしていきたいと考えております。 
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第 2 章について 

（Ｅ委員） 

公共交通の関係で、前期計画からの変更部分で、しなの鉄道北しなの線という標記にな

ったわけですが、私はよく妙高高原駅を利用するのですが、そちらの方面の接続について

も若干触れたほうがいのではと思うがいかがでしょうか。 

 

（事務局） 

北しなの線の関係でございますが、概ねの情勢が決まっておりまして、2 月 6 日、7 日に

住民説明会を行う予定です。接続の関係については、10 分以内に妙高高原駅に接続すると

いうことになっており、以前とそれほど変わりはないので、記載まではしていないところ

です。 

 

（Ｅ委員） 

信濃町の住民からすると古間駅、黒姫駅が多いと思うが、中には妙高高原駅も利用する

方もいるので、よろしくお願いしたい。 

 

（事務局） 

計画に載せるかどうかはまた検討させていただきたいと思います。接続等の関係につい

ては、長野市以北の関係機関で運営協議会を作っておりまして、その中でしなの鉄道に様々

な申し入れを行っていく予定ですし、また県の企画振興部にも要望等を挙げて随時改善を

お願いしていきたいと考えております。またＥ委員から大事な観点のお話をいただきまし

て、どうしても私ども妙高高原駅から南へ向かう事に頭が向いてしまいがちですが、妙高

高原駅を使って北へ向かう方々、あちらは３セクの会社が違いますのでそういう面も含め

て、これからお知らせ等努めてまいりたいと考えております。 

 

（Ｇ委員） 

47P「地球環境の保全」に関して、エコカーの普及を促進しますとあるが、世の中エコカ

ーの方向に向かっており、目標に掲げるまでもなく普及していると思うが、あえて書いた

理由はあるのか。先ほどのバイオマスの話をいれてはどうか。 

 

（総務課長） 

先ほどＡ委員からご意見いただいたように、バイオマスについては記載していきたいと

考えております。エコカーの関係については、どちらかというと国の施策という面もあり、

町単独事業では今のところ考えておりませんので、ご指摘のとおり見直しする方向で考え

たいと思います。 

 

（Ｈ委員） 

47P「町が率先して地球温暖化対策に取り組み」とした点は評価できます。この分野につ

いては全国の先進事例・成功事例を研究しても、行政の先導が不可欠ということで分析し

ておりますので、この点を明記した点は大変よいと思います。そこで既に取り組んでいる

事例があれば教えていただきたいのと、「町で行う事務・事業で発生する二酸化炭素などの

温室効果ガスの排出削減を図ります」とあるが、具体的に取り組んでいるものがあれば参
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考に教えていただきたい。 

 

（住民福祉課長） 

役場ないし学校等公共機関で温室効果ガスの削減を目指して、目に見えづらい部分では

ありますけれども、燃料などを毎年どれだけ使っているか集計して行政機関の中でお知ら

せしています。 

 

（Ｉ委員） 

50P の指標について、私も個人ボランティアで県道の花づくりに参加していまして、12

年になります。年々、夢は広がっていくが、体が追い付いていかなかったり、仕事との両

立も難しくなかなか無理もできない。それでも、当初こんなところ花をつくるところじゃ

ないと言われた場所が、今では見事に咲いている。 

これ以上きれいにするには、行政のリーダーシップが必要だと思う。花づくりを始めた

時にはまずゴミ拾いをしたのですが、たくさんのごみが出た。その後きれいになってから

は年々ごみを捨てる人尐なくなってきた。人間の良心として、環境が良くなればポイ捨て

も減ると思うので参考にしていただけると良いと思う。 

 

（住民福祉課長） 

ご提案をいただきました。住民の皆さんに花いっぱい活動でたくさん花を植えていただ

きましてありがとうございました。こちらもみなさんと協力しながらできる限り進めてい

きたいと思います。 

 

（Ａ委員） 

2 点お願いしたいのですが、65P「住宅・住環境の整備」について、信濃町のエコ構想と

いうものが以前あったが、そういうものを住宅施策に取り入れていくという先進的な考え

があるかお聞きしたい。 

「公園・緑地等の整備」について、「サイクリングロードの設置検討」とあるが、前期計

画では「湖岸遊歩道・周遊サイクリングロードの検討」としており、遊歩道の記載が無く

なった理由と、同じく「水戸口公園の充実」の記載もないが、これは水戸口公園の充実が

達成したという理解でよいのかお聞きします。 

 

（建設水道課長） 

町営住宅につきましては、どちらかというと空き家の再生という形で旧教員住宅等の空

いているところを町でリフォームを行っておりまして、既存の建物を再生・利用するとい

う方法で進めているところです。そういう中で、ご意見の部分が取り入れられるかは予算

的なものなどありまして、検討の課題にはあったのですが実現には難しいのではと考えて

います。 

周遊サイクリングロードについて、建設水道課とすると、野尻湖の周遊、観光的な部分

でのサイクリングロードという皆さんからのご意見をいただいております。湖畔遊歩道に

ついて観光的な部分もあるので、調整図って検討したいと考えています。 
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（産業観光課長） 

関連しまして、今回、国立公園が分離しまして、妙高戸隠連山国立公園ということで、

18 号線の西側の山と野尻湖含めた新たな国立公園が 3 月に指定されるわけでして、遊歩道

や水戸口公園の整備も含めて調整させていただきたいと思います。野尻湖を充実するとい

う環境省の意見も付されておりますので、それらを含めて文言の追加について検討させて

いただきたいと思います。 

 

（Ｃ委員） 

66P の指標「移住・定住相談の件数」が現状 100 件から目標 150 件へ、「空き家バンクの

登録件数」が現状 106 件から目標 150 件となっているが、26P の重点テーマと関連してい

る重要な部分なので、何となく問題に触れていないのではと思う。例えば、移住相談を受

けて、何件くらい移住してもらいたいのか、人口を何人くらい増やしたいのか、そういう

部分に触れていない気がするのですがどうでしょうか。 

 

（総務課長） 

Ｃ委員のご指摘の通りですので、移住・定住の目標値を次回までに指標の中に入れたい

と思います。具体的に今取り組んでいますので、空き家バンクということで、総務課の職

員が各総代さんのお宅に伺いまして、空き家の情報を得たり、地域で I ターンの方を受け

入れるときのハードルなどお伺いしたりする中で、きめ細かく対応してまいりたいと思い

ます。 

また、移住・定住相談の回数について、現在町内で NPO でも活動されている方がおりま

すので、連携を図りつつ、それぞれの立場で進めてまいりたいと思います。そんな中で、

具体的な人口目標まで踏み込んでいければと思います。 

 

（Ｄ委員） 

59P「生活道路の整備」について町政懇談会でもお話を聞いていただいたが、落合地区か

ら田町の町道は道路が狭くて、さらに用水路があるので冬期間は除雪により、どこが道路

か用水路か分からない状態です。用水路にふたをして頂いたり、道路拡幅していただいた

りしていただきたいのと、交通量が非常に多く、特に夕方車が多く、スピードを出してい

るので集落としても迷惑を被っているので、その辺を十分に考えていただきたい。 

 

（建設水道課長） 

町政懇談会でも同様のご意見をいただいております。道路改良については、町の予算の

中で進めていくことになりますが、用水路等の改修、また道路改良を行うことで、スピー

ドがかえって出てしまうこともありますので、標識など違った策が必要かとも思います。 

いずれにしても除雪する際、用水路があって人や車に危険があるといけませんので、竹

竿などで表示しているところもありますが、舗装されているとできませんので、子供の通

学等もありますので、何らかの改修を建設水道課、産業観光課、総務課で一体となって進

めていければと思います。 

 

（総務課長） 

速度制限の関係ですが、4 月に交通安全施設の点検を行い、中央警察署さんにも現場を
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見ていただく機会がございますので、状況に応じて県にも要望してまいりたいと考えてお

ります。記載についてはこのように進めさせていただきたいと考えております。 

 

（竹内会長） 

住環境についてはまだご質問等あるかと思いますが、後段の産業分野もボリュームあり

ますので、先に進ませていただきます。 

 

第 3 章について 

（Ａ委員） 

79P の観光分野について、全体的にボリュームが尐ないような気がするので追加してほ

しいと思います。先ほどもインバウンドの関係など、いくつか具体的な話もあったので、

観光に関係しているものをこちらにも入れてはどうでしょうか。 

 

（産業観光課長） 

尐しシンプルに書いた部分もあり、もう尐し追加した方がいいところもございますので、

今後の希望も含めて検討したいと思います。また、観光施策としては国もインバウンドに

特化してきており、町もそれに乗っていかないと交流人口が増えませんので、関係施策に

ついても付け加えさせていただきたいと思います。 

 

第 4 章について 

（Ｊ委員） 

1 点目、以前の会議でも話をさせていただいたが、今、信濃小中学校は 9 つある学年の

うち、6 つの学年が 3 学級で、3 つの学年が 2 学級です。このままいくと何十年か後には全

部 1 学級になってしまうというような数字も出されております。3 学級というのは一番活

力の生まれる学級規模です。目標に掲げている 10,000 人のまちづくりが実現すると、おそ

らく全ての学級が 3 学級規模になるだろうと考えられます。私もいろいろな機会に、信濃

小中学校の素晴らしさを PR しているんですが、外に向かって発信する機会を設けていく事

によって、小中一貫教育の魅力を知っていただいて、こちらに来ていただくことに繋がる

のではないかと思います。もちろん、暮らすための住宅施策も必要になるが、呼び込む魅

力のひとつとして学校があると思います。低学年に対するサポート体制というのは、おそ

らく日本で一番信濃町が優れているのではないかと思っています。 

2 点目ですが、新しい町長さんになって保護者負担をより軽減するということで、来年

度から学級費・学年費を集めないで、公費負担でやっていただくということで大変素晴ら

しいなと思っています。ただ、これについては先ほど格差の話もありましたが、いわゆる

就学支援を受けている子どもたちについては、今までもサポートしていただいたわけで、

その子どもたちにとっては、必ずしも公費負担というのが大きなメリットになるわけでは

ないんですね。学校でもできるだけ努力して、町にかける負担が尐なくなるようにしたい

と思っているのですが、これから奨学金制度なども検討されているようでありがたいので

すが、今現実に 9 年生が受験に向かっており、入学してしまえばいろいろなサポートを受

けられるけれど、今この時期に、合格はしたけれど用意するお金がなく、苦しんでいるお

宅もあるようです。こういった、つなぎの部分をなんとかサポートしていただくと、子ど

もたちもより安心して進学に立ち向かえるかと思いますのでよろしくお願いします。 
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（総務課長） 

本日、教育委員会次長が所用により欠席しておりますが、今お話しいただきました 3 学

級維持、就学支援の子どもたちと進学時の一時的なつなぎのサポートについて、教育委員

会事務局へお伝えして、可能かどうか検討したいと思います。 

 

（Ｈ委員） 

98P「幼児期の教育の推進」について、5 つ項目があるのですが、6 つ目として追加して

いただきたいのが、「新制度における子ども森の幼稚園と全国的にも教育施設として開設し

ます」とうたっていただければ非常にありがたいと思います。なぜかと申しますと、人口

推計で行くと 8,000 人になる人口を 10,000 人に押し上げるということは、4 人家族が新た

に 500 世帯来ないといけない計算になり、これを可能にするには、ターゲットはこの年代

しかない。新しい保育園制度によってこの年代層の人口が増えれば、先ほどＪ委員もおっ

しゃったとおり、3学級を支える信濃小中学校の児童生徒さんになっていただけると思う。 

人口増の具体策としては、私が考える中では一番効果的ではないかと思うので、そうい

った点を加えていただいて積極的に推進していただきたい。 

 

（総務課長） 

森の幼稚園については報道でもありましたが、最近、県のほうでも長野県型の制度で、

認定ではなく登録という形でやっていきたいというお話もございます。隣町の飯綱町さん

には日本一といわれている森の幼稚園大地さんがございまして、そこに来られている方が

必ずしも町内近隣の方ではなく、県外からたくさんの方が来られているようです。中でも

有名なのが、アソビズムさんという大手ゲーム会社で、移住もされる中で子育てをしたい

と、都会ではできない教育が受けられるのが魅力ということで、地域の中で様々な取り組

みをされているということです。担当である教育委員会事務局で検討していただく中で、

計画に加えるか次回の会議で諮らせていただきたいと思います。 

 

（Ｉ委員） 

教育に関連して、小中一貫教育はとてもよいと思うのですが、命の大切さというものを

もっと頻繁に教えていただきたいと思います。人間形成のうえでも最も大事だと思います

ので。 

2 点目ですが、全国的に朝ごはんを食べない子どもがまだまだいるそうで、それによっ

て勉強状態も違うそうです。ですから、その部分もやっていただきたい。 

それから、信濃小中学校では朝の読書をやっていると聞いているが、とても素晴らしい

です。これもぜひ推進していただきたい。そういう意味では、早寝・早起き・朝ごはんと

いう言葉がありますけれども、そんなことも検討していただきたいと思います。 

 

（竹内会長） 

今のご意見について、関係するＪ委員さんからも一言お願いできますか。 

 

（Ｊ委員） 

この度はかけがえのない命を落とす事故を起こしてしまい大変申し訳なく思っておりま
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す。そんな中で、具体的に動き出しておりますが、すぐ取り組めることはやっております。

それ以外にも保護者の皆さん、町の皆さんにご協力をいただきながら進めていくところで

す。命の教育については、以前からやってはいるのですが、更に充実した形で、特に 1 月

22 日という日を大事にしながらやっていくことと、毎月１回子どもたちの安全を見守ると

いうことを続けていきたいと考えております。また、言葉で指導してもなかなか伝わらな

い部分もありますので、どのように伝えていくか学校内でも検討してまいりたいと考えて

います。 

朝読書については、開校以来、原則毎日欠かさず続けています。それにより非常に落ち

着いた一時間目がスタートできるという効果が上がっております。他にも、学力テストで

すぐに結果が出てくるわけではありませんが、俳句の作品が優秀賞に輝いたり、子どもた

ちが自ら算数の問題を作るなどの文化的な活動について効果があると思いますので大事に

していきたいと考えております。 

 

（総務課長） 

文言につきましては、教育委員会事務局で検討していきたいと思います。 

 

（Ｇ委員） 

100P「文化の薫り高い町として、文化振興のための組織づくりを促進します。」とありま

すが、同様の文言が前期計画に載っていて、評価報告書では「文化振興のための組織づく

りは文化展・文化祭を開催するにあたり実行委員会を組織する中で推進している」として

B 評価としている。実行委員会を組織したので 75％の達成ということだが、それで文化振

興の組織づくりができたとするのかは疑問です。そもそも計画に載せてまでやるものなの

か、または教育委員会の生涯学習部門か総務のまちづくり部門がそういった役割をもつよ

うにするということなのかお聞きしたいのが一点。 

また、過去の子ども議会で、図書館を作ってほしいという提案があり、前教育長が、独

立した図書館は難しいので、新しく作る学校内の図書室をみんなで利用できる形にするの

で待ってほしいという約束をしたんですね。実際、現在はそういう形になっていないので、

今の学校図書館を何らかの形で町民に開放できないか検討していただきたいと思います。 

前期計画を策定したときにはなかった、東京音楽大学との連携事業について計画に載せ

たらどうかなと思います。毎年、学生が町に足を運んでコンサートをしたり、合宿をした

り音楽関係の活動の充実もしてきているので、そういう部分も支援・促進していくべきで

はないかと思います。毎年、延べ 1,000 泊近くの学生が信濃町へ来て活動されているので、

これについては計画に載せるべきだと思います。 

総合会館もだいぶ古くなって、そろそろ立て替えを検討する時期に来ているのではない

かと思うので、始めの第一歩の部分を盛り込んでいただけたらと思います。例えば、上田

市にサントミューゼという美術館とホールがある立派な施設ができたが、とても活気があ

ると思います。文化施策を一所懸命やるというのが住民が元気になるきっかけにもなると

思うので、そんな点からも、今すぐにとは言わないが、総合会館の改修を検討していただ

ければと思う。 

 

（総務課長） 

一点目については教育委員会事務局で検討しまして、対応いたします。 
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図書室の地域開放については、学校建設当時に学校づくり委員会でも検討され、実際の

開校に向けた開校準備委員会での詳細な検討をしてまいりましたが、当時の段階では地域

開放は難しいということで現状のとおりとなっております。情勢の変化等あるかわかりま

せんので、教育委員会事務局に確認をして次回お答えしたいと思います。 

また、東京音楽大学と小中学校の児童生徒との交流ですが、産業観光課のほうで官学連

携事業ということで、予算も毎年つけまして進めております。縦割りで入ってない部分も

ございますので、調整をしまして、いずれかの部分で加えていきたいと考えております。 

また総合会館の立て替えですが、財政状況から見ても非常に厳しいものがありまして、

障害者差別解消法の施行もございますので、トイレ等の改修、バリアフリー化そういう関

係で文言を入れられるようであれば教育委員会事務局で検討したいと思います。 

 

（Ｇ委員） 

耐震については、特に問題ないということですか。 

 

（総務課長） 

総合会館については新耐震基準ができた後の建築ですので、耐震性については問題ござ

いません。ただし、今回総合体育館でありましたように、揺れ方によっては構造部材等が

破損する恐れがありますので、落下物だとかそういう問題は残っているところです。また

各支館についても耐震補強が済んでおりますので、公民館については耐震補強が 100％済

んでいるという状況です。 

 

第 5 章について 

（Ａ委員） 

116P「地域間交流の促進」について、流山市との交流のほかに、経済交流という形で能登

町の方に来ていただいて物販等行っていただいたりしていますので、今後の事も考えて追

加していただければと思います。 

 

（Ｊ委員） 

116P「国際交流の促進」の分野なのか、教育分野に関係する話かはわかりませんが、信

濃小中学校では、学校の学習に地域の方が関わっていただくことがたくさんありますが、

それとは別に、地域の方が自発的に教育の場を提供していただくこともあります。その一

つとして、今年度と昨年度は、世界各国の大学生と中学生が交流するという機会を設けて

いただきました。これは子どもたちにとって、どういう目的意識を持って何を学ぶかを考

えるよい刺激になり、これまで学ぶ意味という意識が若干稀薄であったと思うが、この機

会が質の高いキャリア教育になったと思います。こういったものも取り上げていただいて

発展させていただきたい。 

 

（総務課長） 

能登町との経済交流は 信濃町振興局と連携する中で、来年度予算にも盛り込んでいま

すので記載を検討いたします。 

また、国際交流の関係でも、様々な交流をされているということで、教育委員会事務局

へも伝えて検討したいと思います。 
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全体を通して 

（Ａ委員） 

74P 消防団の指標について、別の会議でも述べたが、町外から来て信濃町で務めている

人も消防団に入ることができますので、そういう人たちに何人くらい入ってほしいかの目

標があればいいなと思いました。 

 

（総務課長） 

検討させていただきまして、可能であれば追加していきたいと思います。 

 

（Ｃ委員） 

124.125P の「健全な財政運営」について、すごくいいことが書いてあると思ったので述

べさせていただきます。お金があれば、住民の皆さんの要望に全て応えられるのでしょう

が、とてもそんなことができる時代でないというのは皆さんご承知のとおりで、厳しい財

政ということを計画の中でうたったことは評価できると思います。財政に限りがあるので、

優先順位をつけながら進めていくということを、かっこつけずにオープンにすることで、

我々住民もサービス受ける側として、それなりの覚悟をしないといけないし、また、協働

という言葉がいろんなところに出てきますが、地域の住民として自分達が参加していくた

めにも、こういう文言をうたってもらうというのは良いと思いました。 

 

（総務課長） 

ご指導ありがとうございます。来年度の予算編成作業を進めておりますが、来年度は約

54 億円の予算規模となっております。うち町税収入としては約 10 億円でして、資料にあ

るとおり基金残高は約 25 億円、このうち自由に使える基金は約 20 億円あるのですが、当

初予算で約 1 億 5000 万円取り崩さないと当初予算が編成できないという状況です。そんな

中で行政のスリム化というのはどうしても図っていかざるを得ないということで、行政と

民間が補完しながら必要な部分を埋めていく形で進めてまいります。 

一般会計はそういう状況でございますが、国保会計については、平成 29 年度から広域化

で、長野県で一体運用されるということで、記述が落ちておりますので入れていきたいと

思います。今は町で経営をしておりますが、当初予算で 3,000 万円程度の赤字補填をしな

いと運営できないという状況でございます。 

病院事業につきましても、病床の稼働率の低下、また整形外科の医師が一時的にいなく

て患者さんが離れたりということがありまして、来年度当初予算で見ますと単純な収支で

1 億円がマイナスとなりまして、最終的には町で補填していかなければならない厳しい状

況です。 

そういう中で、職員の人数も減らさざるを得ないので、職員のモチベーションと資質を

高めていかなければいけない、また危機感もって進めるということです。また、27 年度に

国勢調査が予定されていまして、その数値は 28 年度の交付税に反映されてまいります。人

数が減りますので交付税も減ってきまして、だいたい 5,000 万円くらい減るという試算と

なっております。そういう厳しい財政運営の中で、Ｃ委員がおっしゃったように、否応な

く優先度の高い事業をやっていくということ、また、地方創生の中で 5 年間国のほうで手

当てしますと、ただそれは自治体間の競争で、そこで生き残っていくようにやってくださ
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いという形で支援があります。そういうものを使いながら将来に向けた投資も同時に行っ

ていかなければならないので、この計画と同じ時期のスタートとなりますので肝に銘じて

進めてまいりたいと思っております。 

 

（Ｉ委員） 

27P の「温泉の調査」について、今現在、どういう場所で温泉の調査とかやっているの

でしょうか。かつて出た二之倉の温泉は使えないのですか。 

 

（産業観光課長） 

温泉につきましては「みんなの湯会
ゆかい

」というものがございまして、町内のこれまで温泉

が出た、または出そうなところを調査しておるのですが、二之倉の湯を使った足湯ですね、

それをイベントの時に活用できないかということで、企業の協力を得ながら皆さんで取り

組んでいます。それをもとに、今後の町に活かしていくという活動を産業観光課が事務局

を務めておりますので、またご興味があれば連絡いただきたいと思います。 

 

（Ｉ委員） 

足湯だけなんですか。人が入れるところはないのですか。 

 

（産業観光課長） 

いろいろ施設整備が必要でして、今やっているところはございません。 

 

６ その他 

～今後のスケジュールについて説明～ 

 

（事務局） 

竹内会長にはスムーズな進行をしていただきありがとうございました。また委員の皆様

には長時間のご審議ありがとうございました。ご意見を踏まえまして次回の会議に諮らせ

ていただきたいと思います。それでは以上を持ちまして第 3 回の長期振興計画審議会を終

了いたします。本日はありがとうございました。 

 

７ 閉会 

 （終了 16：30） 

 


