平成 29 年第 413 回信濃町議会定例会２月会議

会議録（4 日目）

（平成 29 年２月 20 日 午前９時 45 分）
●議長（小林幸雄） おはようございます。御苦労さまでございます。
本日の出席議員は全員であります。本日の会議を開きます。
本日の議事日程は、お手元に配布のとおりであります。
日程第１、通告による一般質問を行います。
通告の６ 佐藤武雄議員。
１ 観光・農・商工について
２ スポーツ振興について
３ 町長答弁について
４ 会館使用について
５ 助成事業の考えは
議席番号４番・佐藤武雄議員。
◆４番（佐藤武雄） おはようございます。議席番号４番・佐藤武雄でございます。ちょ
っと多岐にわたるので、スムーズにいきたいと思いますので、よろしくお願いします。
まず、町長の予算措置の状況について、伺いたいと思います。
町長の事業の公約や予算措置の状況、並びに既存の事業に対して、固定観念に捉われ
当たり前のように予算措置されているだろうと思われる事業の、減少や見直しは、され
ているのか、まずこの点について、伺いたいと思います。
●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） おはようございます。佐藤武雄議員さんからの御質問でございます
が、新年度事業と言いますか、新年度における予算措置の状況等々についての御質問で
あります。
私は、ご案内のように、この立場に立たせていただくに当たりまして、信頼と活力の
町づくりというようなことで、人、地域、産業に活力ある町づくりをしたいんだという
ことで、いくつかの公約を掲げさせていただいたわけでございます。それぞれの分野の
中で、今までも精力的に職員の協力もいただきながら、実施をしてきているわけでござ
います。多くの課題と言いますか、公約については、手を付けさせていただいていると、
自分自身では、思っております。そのことが、どう結果を出していくかということが、
まさに、私に課せられた課題でありますので、そういったことの中で、今後もまた一生
懸命取り組んでまいりたいというように思います。
特に、今年は公約以外でも、どうしても町政そのものは生き物でございますので、そ
の時に生じる多くの課題もあるわけでございます。そういったことにも対応しつつ、公
約実現に向けて、努力をしているということでございます。そういう中では、富士里支
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館の今年度、合同庁舎の改修、あるいは、次年度に向けて、総合会館のリフォームに向
けての設計だとか、大きな事業を組ませていただいておりますし、そしてまた、直接今
年度予算とは関係ないと言えばないのですが、繰越しになりますけれども、農産物の直
売所の整備、野尻湖博物館のリフォーム等々も含めて、やらせていただくということで
ございます。そして、今年度事業の中では、医療給付の問題もございます。18 歳まで、
給付事業の拡大をさせていただく等々でございますし、また、インバウンド事業、これ
も地方創生も含めて、力を入れて、基盤である観光事業にも配慮をした予算編成をさせ
ていただいているというようなことでございます。
要は、見直しをどういうふうにやっているかということも、御質問の趣旨の一つであ
ろうかと思います。随時、計画の見直し、評価をしつつ、その事業の見直し等も含めて、
予算編成もし、実際の予算付けと言いますか、編成にも努力をさせていただいていると
いうことでございます。以上でございます。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） 私は、大変問題のある事業があると思うんですが、それはこの次に
しまして、多岐にわたって、大分広範囲にパンフレットや広告の補助金等が出ていると
思うんですが、この合計金額を、できれば教えていただきたいと思います。
●議長（小林幸雄） 小林産業観光課長。
■産業観光課長（小林義之） 広告料の関係につきましては、テレビ、雑誌、ラジオ等へ
の広告の掲出ですとか、ＪＲの主要駅、また空港等の国際線等のパンフレットラックや
ポスターケースなどの費用を計上させてもらっておりまして、29 年度の予算におきまし
ては、癒しの森の事業で広告費として 49 万 6000 円、観光関係で 568 万 5000 円、インバ
ウンド関係で 1090 万 4000 円ということで、広告費につきましては、合計で 1708 万 5000
円となっております。また、パンフレットの製作費につきましては、癒しの森のパンフ
レットが、在庫がなくなったということで、170 万円を計上しております。また、毎年
行っております、総合パンフレットにつきましては、500 万円を計上しているところで
あります。また、インバウンド関係におきましては、アクティビティのパンフレットを
作成するということで 250 万円、それから、癒しの森の関係の中国語のパンフレットと
いうことで 70 万円を計上しているところで、パンフレット関係につきましては、990 万
円の計上となっております。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） 大変、多岐にわたっていると思うんですが、これ、補助金の集約な
どができれば、大分予算の節約になると思うのですが、その辺の考えはありますでしょ
うか。
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●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） 数字的に見ると、議員さんが言われたようなことにもなるのかなと
思うのですが、ただ、今まさに地方創生というようなことの中で、インバウンド事業、
先ほども言いましたけれども、インバウンド事業も含めて、それぞれの事業にも取り組
んでいるというようなことの中での、数字的には、ある程度大きくなっているかなとい
うふうに思いますし、これやはり、タイムリーに対応をしていかないと乗り遅れてしま
うというようなこともございますので、そういった意味では、投じるべきところは、し
っかりと投じながら、結果を出していただく、出していく、そういうことが大事なんじ
ゃないかなと思っております。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） それでは、先ほど、事業的に大変問題あると思うのは、委員会でも
出ましたが、癒しの森推進事業だと思っています。それで、この事業の本筋である協定
企業の数、それから提携旅館、年間の利用者数、それに伴う提携旅館の１日に対しての
宿泊者数をお示しください。
●議長（小林幸雄） 小林産業観光課長。
■産業観光課長（小林義之） 癒しの森の関係でございますけれども、今提携の団体数が
32 の企業となっております。それから、延べ利用者数につきましては、27 年度の段階で
すけれども 4465 人、延べ宿泊者数につきましては 2765 泊となっております。癒しの森
の宿の登録者数につきましては、26 の宿となっておりまして、１件当たりの利用者の人
数というところまで、ちょっと今数字を持っておりませんので、一応これについては、
調べないと分からないので、すみませんが、回答できません。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） これ、旅館で割れば、ならしでできるんじゃないですか。
●議長（小林幸雄） 小林産業観光課長。
■産業観光課長（小林義之） １件当たりですと、年間で 106 人の割合となります。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） そうしますと、１日にすると何人になりますかね。この事業、10 年
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以上になると思うんですよね。それで、実績や費用対効果、億の金が入っているわけで
すが、推進委員会や町として効果の検証がされているのか。また、推進委員会は機能を
しているんでしょうか。具体的に説明をお願いいたします。
●議長（小林幸雄） 小林産業観光課長。
■産業観光課長（小林義之） 癒しの森の事業につきましては、本格稼働から 10 年が経過
をしまして、延べ利用者数としては、既に３万人を超える方々にご利用をいただいてい
るところです。事業の効果検証につきましては、毎年行いながら、更なる利用者増に向
けて、取り組んでいるところです。また、本年度、町も協力し、筑波大学の生徒、教授
から、森林セラピー事業の経済波及効果についての論文が発表され、専門的な見地から
も、当町における森林セラピー事業の経済波及についての効果が検証されたところであ
ります。検証におきましては、宿泊トレーナーなどの直接的に関わる経済効果だけでは
なく、各産業に与える経済波及効果にも踏み込んだ検証がされ、平成 23 年度から 27 年
度までの５年間、合計で総合波及効果では、約２億 700 万円に上るとの研究結果となっ
たところであります。今後更なる発展に向けて、取り組んでまいりたいと思っておりま
す。こんなことも、推進委員会の中でも報告をさせていただきながら、事業の更なる展
開に向けて、進めていきたいと思っております。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） それでは次に、癒しの森環境整備事業が、新規に予算化されました。
1520 万円、これは３社との委託事業ということで、３年間の地方創生拠点整備交付金ハ
ード事業で、財源が国補 600 万となにがし、過疎債 260 万、プラス町 600 万円の支出だ
と思うんですが、地方創生とは、地方の平均所得を上げることだと言いますが、３年間
で、この新規事業で信濃町の住民の所得に対する本質、つまり地方創生の方向性と合っ
ているのでしょうか。また、この事業に対し、町の持ち出し分は、３年間で総額、どの
ぐらいになるのか、お答えいただきたいと思います。
●議長（小林幸雄） 小林産業観光課長。
■産業観光課長（小林義之） 本年度、地方創生推進交付金を活用しまして、自然体験プ
ログラム造成実証実験として、労働者が都会のオフィスで働いている場合と、自然豊か
な環境下で、リモートワークを行った場合で、脳波の変化を測定し、従来のアンケート
調査等では調べることができなかった自然下での効能を比較調査したり、今回特殊な装
置を使い、リアルタイムで脳がどのような状況になると、自分がリラックスしているの
か、ストレスが溜まっているのかを視覚化し、研究を行っているところであります。次
年度以降は、数多くのエビテンスを取りながら、医療関係者も実験に合流し、システム
の開発に向けて、取り組んでまいるところであります。
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また、都市まで電車で２時間強でアクセスできる当町は、リモートワークに適した場
所であり、この実証実験の結果、１社でも多くの企業に、信濃町にお越しいただくこと
を目標に事業展開したいと考えております。
成果の見通しについては、という御質問につきましては、実証実験がまさに今、動き
出したばかりでございます。この脳波測定によって、自然環境下での効果が科学的に証
明できるのではないかという仮説に基づいて、事業を行っているところですので、見通
しについての回答は、現時点でのお答えは、しかねるところでありますけれども、参加
機関、共同で、更にはプロフェッショナルも加えながら、実証研究に取り組んでまいり
たいと思っているところであります。
町民への、どういう影響があるかということでございますけれども、更なる、今現在
の癒しの森の事業に、更なるプラスアルファというものを加える中で、信濃町の観光客
の増を図っていきたいというふうに考えております。なかなか町民の皆様につきまして
は、元々この自然豊かな環境におられるわけなので、森林セラピーという部分において
は、なかなか理解をいただいていない部分はございます。そんな中、事業としまして、
月に１回程度、町民向けのいろいろなイベント、ウォーキング等のイベントを開催させ
ていただいておりまして、そういう部分で、また町の皆様にも利用いただきながら、こ
の森林セラピーについても、御理解をいただきたいと思っております。金額的な部分に
ついては、ちょっともう少し時間をいただければと思いますが、お願いします。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） これなかなか、効果や成果について、町のどういうところにつなげ
ていくのか、ちょっと不透明な部分が、大変あると思います。それで私は、新規にこう
いう森林環境整備事業、立ち上げたことについて、あまり理解ができないんですよ。や
はり、町の喫緊の課題である少子化、人口減対策、移住、定住のみならず、実際に町内
に居住している人々が流出しないような施策、また、地元雇用の拡大などの構築が、最
優先されるべきだと考えていますが、町長の見解を伺います。
●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） 基本的には、町づくりにおいては今、佐藤議員さんが言われた部分
もそうだと思うんですよね。今、ちょっと前段に申し上げますが、癒しの森の事業につ
いては、今課長からも話がありましたように、まさに信濃町の自然豊かな、森林豊かな、
この自然を活用して、より、言ってみれば、健康もそうですが、そしてまた、波及効果
として観光にも良い影響が出ればいい、こういう方向で進めてきているわけですね。し
たがって今、話がありましたように、人数は 4400 人というような数字、利用者が 4400
人ぐらいというような、年間、ということでございますが、そんな意味で、年数がある
程度経ってきたこの時に、
今のままの癒しの森の推進でいいのか、
というようなことで、
昨年ですか、いわゆるガイドの皆さん方の団体、それから、専門的なコンサルティング
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会社、そしてまた、地元のアファンの森財団、３者が一つの組織を新たに立ち上げてい
ただいて、その中で、今まで行政でやるのはいかがなものか、ということについては、
その団体でやっていただいて、積極的にやっていきましょうと、こういうことで進めて
いるわけでございますので、その辺はまず、御理解をいただきたいと思います。
そしてこの事業が、一つとってみて、この事業が、全体的に、町どうなんだというこ
とで、もっと先にやるべきことがあるんじゃないかということなんですが、これらも通
じながら、
総合的にやっぱり、
町づくりを進めていきたいということでございますので、
片方で、定住移住等々も、私も、力を入れているという部分ではございますけれども、
それを支える産業構造も、しっかりとやっぱり構築をしていかないと、そういった面で
の町づくりになっていかないんじゃないかなということでございますので、いろいろな
良い影響を、それぞれの分野、分野で、線につなげて、この町づくりになっていけばい
いなという思いでございますので、御理解をお願いしたいと思います。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） なるべく、町民に見える、実際に見えるような、何て言いますか、
施策と言いますか、そういう形を取って、是非いただきたいと思います。
それでは、打刃物について、伺いたいと思います。
私は、打刃物について、ただ、手をこまねいているのではなく、例えば、新潟県の三
条市などを参考に、調査、研究をして、以前、舟岳で行われていたような打刃物体験施
設を、観光客が集まる道の駅などに併設して、長く継続するような施策を講じてはどう
かと思いますけど、いかがでしょうか。
●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） まさに、信濃町のもう一つの歴史的な産業と言いますか、信州打刃
物についてでありますが、私自身も、この伝統を途切れさせちゃいけないなという強い
思いを持っております。そういう中で、ようやくと言いますか、今年度、長野県の中小
企業団体連合会とも連携をして、打刃物の皆さん方、組合の皆さん方も加わっていただ
いて、町も加わって、将来に向けて、どういう方向性がいいかというようなことを、今
事業として、ここ２回ほど既に会議、会議と言いますか、打ち合わせをしながら、何と
かそんなことで、新たな商品開発もしながら、やっていこうじゃないかと、こんなよう
なことで、今その緒に就いたということでございますので、この結果、どういうふうな
発展性が出るかというと、私ども町としても、しっかりと応援すべきところは応援させ
ていただくと、
こういう気持ちでおりますので、
よろしくまたお願いしたいと思います。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） 是非、伝統ある打刃物、前向きに守っていっていただきたいと思い
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ます。
それでは次に、新規就農者への支援体制について、農業委員会長に伺いたいと思いま
す。
農業者や耕作面積の減少防止、また、集落営農や認定農業者、新規就農者確保、育成
などが、現在大変重要になっていると思われます。このような担い手らの経営が成り立
つ環境整備が必要です。新規就農の壁となっている課題は、住宅や農地、農機具などの
確保だと言われております。このことに対する支援体制と環境整備について、まず伺い
たいと思います。
●議長（小林幸雄） 須藤農業委員会長。
■農業委員会長（須藤照雄） お答え申し上げたいと思います。ちょっと難しいお話でご
ざいましたけれども、新規就農に対する支援体制でございますけれども、まず、一番、
県の方で行っておりますのが、新規就農の関係でもって、準備型というのをやってござ
います。こちらの方へ位置付けられる方、５年間、年間 150 万円を給付するような形に
なっておりますけれども、250 万円に所得が達するというと、打ち切られるというよう
な、そんなような制度がございます。実際に、私ども信濃町の中におきましても、所得
が 250 万円以上になってしまって、打ち切られたという方もございます。
それから、経営開始型というのがございまして、こちらの方も、実際に動いていると
ころでございます。
さて、体制の関係でもって、若干お話し申し上げたいと思いますけれども、住宅の関
係とか、そっちの方になりますと、また私どもの所管の方とは違いますもので、お答え
申し上げられないわけでございますけれども、新規就農の関係だけでもって物事を考え
ていきますというと、私どもの町にありました営農支援センターと、県の農業普及セン
ターの方が、相談窓口となってございます。
じゃあ農業委員会は、どういうことをやっているのかというように問われるというこ
とになると思うんですけれども、農業委員会にありましては、新しく農業委員になられ
た方については、農業委員会憲章というのを、まず一番初めに、理解をしていただくと
いうことでもって、毎回、総会時にやっているところでございますけれども、それを徹
底をさせていただいております。そして、農業委員会憲章に基づきまして、新規参入さ
れた方々を育成をしていくんだ、という物事の考え方の中で、新たにそういう方が出た
場合にありましては、相談に乗れるように、そちらの方に赴いたり、それから声をかけ
たりして見守っていくような形をやってございます。それは、私ども農業委員会だけで
はできないことでございますもので、当然、町部局の方の産業観光課の方とも連携を取
りながらやっているところでございますけれども、とりあえず農業委員会としては、こ
ういうことをやらせていただいている、
こういうことでございます。
以上でございます。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
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◆４番（佐藤武雄） それでは、農業委員改革について伺いたいと思います。地方分権一
括法により改革の核となった地方自治法改正は、自治体の首長などを国の機関として位
置付け、教育委員会制度の変更とともに、農業委員会改革は、農業委員の定数減ととも
に最適化推進委員の新設と、現場実態を踏まえた現実性、これは現場実態を踏まえた現
実的な改革とは言えないと思われますが、そこで、伺いたいと思いますが、首長の委員
任命、議会の同意、そして農業委員会の農地利用最適化推進委員の委嘱について、現時
点での懸念と課題について、伺いたいと思います。
●議長（小林幸雄） 須藤農業委員会長。
■農業委員会長（須藤照雄） お答え申し上げたいというふうに思います。ちょっと復習
的なことになりますけれども、農業委員会法の関係につきましては、平成 27 年８月 28
日に改正をされまして、９月４日に公布をされたところでございます。改正法に基づき
まして、昨年度、当町におきましては、農業委員会条例につきましても改正がされたと
いうことでもって、なってございます。そして、そこのところで、農業委員会につきま
しては、
農業委員の定数を16名から12名に減にしたということでございますけれども、
農地最適化推進委員の関係のところについても委嘱をするような形でもって、お話がな
されております。
今回の農業委員会法の中でもって一番大きく変わりましたのが、農地最適化推進委員
の関係について、新設をしなさいよ、ということでございます。おそらく、私は、前向
きに考えるのであれば、農地最適化推進委員の関係については、ここでもってやらざる
を得なかったというふうに考えてございます。
私ども農業委員につきましては、地域の農業者の後押しを受けまして、地区代表の農
業委員として、職責を担っているところでございます。ご案内のとおり、この条例改正
に基づきまして、法改正と条例改正に基づきまして、農業委員については、首長の任命
と、それから議会の同意が必要とされております。そして、この農業委員会の中でもっ
て、農地最適化推進委員のところを選んでいくということでもって、あらかじめ、地区
に２名以上ということでもって、お話を、上の方からいただいております。よって、農
地最適化推進委員については、８名を、私どもの方では選んで、お願いをするというこ
とになってございます。
農業委員会の関係につきましても、農業委員の関係、16 名から 12 名に減員になって
おりまして、実際にどうなのかということを問われると、実は、若干少ないのかなと思
いながらも、そうは言いましても、地元の中でもって考えていくと、ある程度、農業者
というものは減少していくような形になってございます。そういう中でもって考えてい
きますと、ある程度、人間的には、そんなに増やすことはできない。結局、農業委員と
農地最適化推進委員については、同じようなところでもって物事を判断をしているよう
な方でなくてはいけないということでもって、相当程度、農業の方に関わっている方で
なくてはできないということがございますもので、と言いながらも、嘱託、委嘱をしな
きゃいけない、８名を委嘱しなきゃいけない。同じ人数ではどうしようもないと、農業
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委員の方を減らすわけにはいかない、16 名の中でやることはできない。そういう中でも
って、若干の苦しみがございました。
ただ、今まで見ておりますと、私どもも、耕作放棄地の関係を大分重点的にやってま
いりました。平成 28 年におきましては、非農地通知も申し上げたところでございます。
この、非農地通知を申し上げるまでには、相当程度の日数を要するような形になってご
ざいます。ほぼ、少ない方でも、担当された農業委員につきましては、半月程度はやっ
ているんじゃないかなというふうに思いますし、私、山の中が多かったものですから、
相当程度の日数を必要とした、というような形になっております。
農地最適化推進委員なんですけれども、現在のところ、農地中間管理機構と提携をし
てやっていきなさいよということになっているわけでございます。ただ、私、一番心配
をしているのは、その農地というものが、地域の中でもってしっかりと認識をされてい
るかどうか、利用されているかどうか、というのが心配になってくるところです。一番
大切なところは、人・農地プランというのを、私ども、農業委員会の方でもやりましょ
うということを、３、４年前から、お話をしているところでございますけれども、人・
農地プランということ、完璧には出来上がっていない。それこそ、そのお宅の所でもっ
て、
誰が農地を担って農業をやっていくかということが、
しっかりと捉えきれていない、
そういうところが、
おそらく必要なんだろうというふうに思ってございます。
その中で、
その物事というものをしっかりと、現状というものを把握をする中でもって、新たにそ
このところでもって、どういうふうに、その地域をやっていくか、というような段階で
もって、ここ数年は動いているところだろうというふうに思ってございます。
今、私のところでもって、何が心配なんだ、課題なんだということを言われると、お
そらく、人・農地プランのところというものを、しっかりと物事を作り上げて、次のプ
ランというものを出していくというものが、おそらく、次の第 22 代の農業委員会のとこ
ろに課せられていく課題ではないか、こんなふうに考えてございます。以上でございま
す。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） それでは、次に、ＤＭＯ構築について伺いたいと思います。地域の
観光戦力を担う推進組織であるＤＭＯ、デスティネーション・マネージメント・オーガ
ニゼーション、これは欧米型の組織で、観光庁への登録制度で、県関連の登録は 10 法人
だということですが、地域一帯のＤＭＯ構築へ、多様な事業者、関係者との連携への道
筋を、まず伺いたいと思います。
●議長（小林幸雄） 小林産業観光課長。
■産業観光課長（小林義之） ＤＭＯの構築に当たりましては、これまで観光地域づくり
において文化、農林漁業、商工業、環境、スポーツなど、地域の関連事業者や、住民等
の多様な関係者を巻き込んだ取組が不十分であり、来訪者に関するデータの収集、分析
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においても不十分であり、ターゲットとなる顧客層や、地域のコンセプトが十分に絞ら
れていないという課題があります。ＤＭＯは、地域の稼ぐ力を引き出すとともに、地域
への誇りと愛着を醸成する観光地経営の視点に立った、観光地域づくりの舵取り役とし
て、多様な関係者と共同しながら、明確なコンセプトに基づいた観光地域づくりを実現
するための戦略を、着実に実施する法人とされており、平成 27 年度に観光庁が、日本版
ＤＭＯとして、打ち出したものでございます。
町におきましては、観光協会、振興局、商工会や、スポーツ合宿、癒しの森事業、農
家民泊に携わる団体など、また、道の駅、文化施設の三館、スキー場や野尻湖等での体
験施設、町内での宿泊施設や飲食店 、農産物の生産組合、交通事業者等様々な関係者に
より、信濃町の観光が成り立っているものでございます。ＤＭＯの検討に当たりまして
は、これらの幅広い分野の関係団体の参画により、多様な人材からのノウハウを取り込
み、競争力を持つ観光戦略を構築し、稼げる観光地域を作っていく必要があるところで
あります。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） これ、観光庁への法人登録の考えなんですが、観光協会、それから、
振興局ですか、統合して行うのか、単独で行うのか、また、創生の交付金の考えを、伺
いたいと思います。
●議長（小林幸雄） 小林産業観光課長。
■産業観光課長（小林義之） ＤＭＯという組織は、観光においては、本当に理想的な組
織でありますが、立ち上げに当たりましては、各種団体をまとめていく、本当に先導的
な人材が必要であります。また、ＤＭＯは新規登録ではなく、既存の法人であっても、
要件を満たせば登録することができますので、仮にＤＭＯを進めるとすれば、既存の組
織が中心となり立ち上げるのか、新たな法人を立ち上げなければいけないなど、ＤＭＯ
の法人登録ありきではなく、根本的なところから、信濃町の観光の魅力アップも含める
中で、有識者や関係者と一緒に、次年度以降、検討してまいりたいと考えております。
また、ＤＭＯに対しての補助金でございますけれども、基本的にはＤＭＯは競争力を
持つ観光戦略を構築をして、稼げる観光地域を作っていくことが目的であります。将来
的には、関係する団体が儲かれば、その一部を組織の運営費として、自主財源として、
経営を行っていただくようなこととなるところであります。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） それでは、ちょっと時間もなくなってきたので、町長に、菅川桟橋
の現在の進捗状況、それと今後の展望、また先の見通しを伺いたいと思います。
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●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） 菅川桟橋については、今年度予算の中で、設計等についてもお認め
をいただき、今その方向で進んでいる。合わせまして、設計に当たっては、県と、河川
法の関係もあったりして河川課の関係、それから自然保護法の関係もございますので環
境省等々と、関連機関と、今、調整を図りつつ、今年度の部分については、まとめ上げ
たいというようなことで、今進んでおります。その方向性がしっかり定まった段階で、
今度はその事業化ということで進めるということでございますが、今の段階では、29 年
度は、その辺の、何か問題があってはいけないので、しっかりと関係機関との調整をさ
せていただいて、
万全を期して事業化に進めていきたいと、
こういうことでございます。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） それと、一応、公共桟橋として設計をしているのか、ということと、
菅川区に、途中経過などを報告が行われているのか、この点について、伺いたいと思い
ます。
●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） 基本的には、公共桟橋という考え方であります。そして、地元の皆
さんに対する説明でございますが、これも今随時、近々そんなことで、また今までの経
過も含めてご報告をし、共々、共通の理解で進めたいというふうに思っています。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） 是非、よろしくお願い致します。
それでは、次に、少し飛ばしまして、スポーツ振興について伺いたいと思います。
クロスカントリーの現状について、まず伺いたいと思いますが、信濃町５小学校統合
から５シーズン目の冬になりましたが、以前は町学童に始まり、信越学童、県小、県中、
各種大会が多くあり、選手が、町内の選手が大変参加して、レベルも大変高かったよう
に思います。先の全中やインターハイ、特にインターハイでの外谷涼太君と小林志織さ
んの活躍は、皆さんもご存じのとおりと思います。また、長野でのかがやき国体では、
外谷君と小林比呂君の活躍もありました。
ちなみに、
長野県の総監督の佐藤志郎さんは、
クロスカントリーを通じての私の友人です。また、現在、札幌冬季アジア大会にはレン
ディング陽君が出場していますので、応援をよろしくお願いしたいと思います。
そこで伺いたいと思いますが、町学童などがなくなり、競技的なレベルや競技人口の
低下は否めないと思います。そこで小中学校のクロスの現状、競技人口、及びコーチ体
制の把握や強化をどのように考えているのか、教育次長、教育長の順でお願いいたしま
④－11

平成 29 年第 413 回信濃町議会定例会２月会議

会議録（4 日目）

す。
●議長（小林幸雄） 佐藤教育次長。
■教育次長（佐藤巳希夫） 御質問にお答えいたします。統合前の各小学校でのスキーで
の取組には差があったところですが、多くは授業のみの学習であり、当時は、町の学童
スキー大会がありましたので、大会前には朝、それから放課後の時間にも練習をしてい
たところです。統合５年が経ちまして、現在、授業のみのスキー学習ということで行っ
ているところです。
また、
授業のみではなく、
より技術を向上させたいというような児童につきましては、
町のクロスカントリーのスキークラブに加入して活動しております。先月行われました
黒姫クロカンの大会には、８名の児童が参加しています。中学生では、部活、部員数で
すが、男子が、８年生が１名、７年生が３名、女子は、７年生が１名ということで、計
５名になります。今年度の全中には、男子２名が出場しております。卒業生では今年度、
国体、それからインターハイに入賞するなど活躍されている卒業生の方はいらっしゃい
ます。部活動の体制ですが、町のクロスカントリーのスキークラブ、それから、保護者
の皆さんとも連携しながら、
活動を行っているというのが現状でございます。
以上です。
●議長（小林幸雄） 竹内教育長。
■教育長（竹内康則） 佐藤議員さんも、若かりし頃から、クロスカントリーに親しまれ
て、実情をよくお分かりかと思っております。先ほど申し上げたとおり、統合後の、朝・
夕につきましては、バスでの通学ということでございますので、なかなか時間的な余裕
が取れないということ、もう一つは、学校の先生方の中には、趣味としてお持ちの方も
おいでではあるんですけれども、なかなか活動の顧問という立場のみで、実質的な指導
は、なかなかでき得ないということでございまして、先ほども次長から話がございまし
たように、町のクロスカントリーの関係の皆さんや、また学校のＰＴＡの中に学校支援
部という部隊がございまして、その皆さんが、大会等の引率、あるいは付き添い等々、
主体的に担っていただいて、今展開をしているところでございます。これからも、どう
してもクロスカントリーのスキーということにつきましては、授業が主体になろうかと
思います。ただ、子供たちは、メンバー少ないながらに一生懸命、直近の大会への出場
を目指して、熱心に取り組んでおりますということを、ご報告をさせていただきます。
以上でございます。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） 是非、前向きに取り組んでいっていただきたいと思います。
それでは、会館使用について、伺いたいと思います。
④－12

平成 29 年第 413 回信濃町議会定例会２月会議

会議録（4 日目）

一応、町としての対応や、使用基準について、伺いたいと思いますが、先ごろ、北安
曇郡池田町での、民主・共産などに対する会場使用取り消しについての報道がありまし
た。社会教育法５章、公民館の運営方針 25 条の、公民館は、次の行為を行ってはならな
い。１として、営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用さ
せ、その他、営利事業を援助すること。２つ目として、特定の政党の利害に関する事業
を行い云々、と書かれています。まず、当町として、各公民館及び総合会館、柏原支館、
信濃町公民館が併設と、地域交流施設、古間支館などの使用基準や、管理運営の住み分
けなどを、一応伺いたいと思います。
●議長（小林幸雄） 佐藤教育次長。
■教育次長（佐藤巳希夫） 総合会館、それから地域交流施設、野尻湖支館、それから富
士里支館という四つの施設がございますが、条例に設置及び管理の条例が、それぞれと
いうか、ございまして、そちらの内容に沿いまして、許可等をしているところでござい
ます。総合会館につきましては、自治法の規定に基づきまして、総合会館の設置及び管
理に関して必要な事項を、条例上で定めております。また、各公民館につきましては、
社会教育法によりまして、設置及び管理の条例を、整備して運用しているところでござ
います。以上です。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） 次にいきます。平成 27 年７月 18 日、主催・信濃町九条の会、聞こ
う石の鐘メッセージ、後援・信濃町、信濃町教育委員会、お問い合わせ・信濃町九条の
会 永原和男さん、入場料 500 円、とありますが、これ明らかに、特定の政党の後援は、
町として、また教育委員会として、大変不適切かつ社会教育法に抵触していると思いま
すが、見解を伺います。
●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） 前段でまず一つ、誤解があるといけませんので、申し上げさせてい
ただきますが、総合会館は、先ほど教育次長からも話がありましたように、自治法上の
公の施設としての根拠に依拠して、設置されているということで、建物の、当時、造っ
たときの長が、あまりに制約され過ぎて自由に使えなくて具合が悪いということで、総
合会館という名前の下で、事務室を公民館として、そしてあとは自由に使えるようにと
いうようなことでなっているわけであります。そこで、今お話しの、そういうお話が、
使用の実態があって、後援をしたということですが、後援の仕方については、それぞれ
実は、いろいろな自治体においても、いろいろな状況があるわけであります。私どもは、
そういった会館使用に当たっては、まず問題ないというように捉えておりますし、今、
佐藤議員が政治団体というふうなことをおっしゃられましたが、時に、その後援をした
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団体は、政治団体じゃないんですね。ですから、そういった意味では、私どもは、まさ
にこの憲法問題も含めて、自由に議論を深める、そういうことでは、しっかりとそうい
ったことも、何て言いますか、中身的に異論があるわけじゃありませんので、後援して
も何ら問題ないだろうと、こういう判断に基づいて、進めたところであります。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） 時間になりましたので、またこの次に、じっくりやりたいと思いま
す。
それでは、助成事業について、伺いたいと思います。福祉タクシー、バス券、助成事
業の利用頻度が大変少ないなど、懸念されております。このことに対する、地域公共交
通協議会として、検証や改善はされているのか、まず伺いたいと思います。
●議長（小林幸雄） 和田副町長。
■副町長（和田勇人） 福祉タクシー、それから、路線バスの補助でありますけれども、
これについては、町の福祉政策として、75 歳以上の方に、それぞれ年間、タクシー券に
ついては４枚、路線バスについては 48 枚というような形で交付されております。これに
基づいて、公共交通としましては、できるだけ多くの皆さんに活用していただきたいと
いうことで、実際の利用をいただいておりますけれども、現実的には、利用度そのもの
については少ないというような報告を受けております。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） 私が一番やっていただきたいなと思っているのは、まず、公共タク
シー、75 歳以上の後期高齢者に対して、700 円掛ける４枚を限度に、基本料金の助成が
行われているわけですが、このことに対しまして、町内一律の枚数ではなく、タクシー
ですから、距離によって枚数を増やすなど、考えていただきたいと、協議会で。そして、
距離的なことを検証するとともに、75 歳以上の高齢者が、今後増えるのか、減るのであ
るのか、展望も含めて伺いたいと思います。
●議長（小林幸雄） 和田副町長。
■副町長（和田勇人） この件につきましては、交通協議会で検討すべき事項ではなく、
町の福祉政策として行っておりますので、その点また、行政として、どのようなあり方
か、また検証をする中で検討をしてまいりたいと思っております。ただ、距離等によっ
ての交付ということになりますと、限度等が明らかに、明確にできないというような状
況でありますので、今現在の交付の仕方を基本と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） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） それでは、もう一つ伺います。現在急速に、高齢者ドライバーの事
故が全国で多発しております。そこで、町のデマンドタクシー、バスは、利用券ではな
く、将来的には障害も多々あるとは思いますが、75 歳以上は無料にしては、ということ
なんですが、町長の見解、また副町長の見解を伺いたいと思います。
●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） 状況に応じて、しっかりと検討する材料も今、一つかなと思います。
●議長（小林幸雄） 和田副町長。
■副町長（和田勇人） 町長が申すとおりでございます。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） 町長も副町長も、こういう、障害は多々あるとは思いますが、実現
に向けて是非、どうすればできるか、どうすれば実現するかという努力をしていただき
たいと思います。それで、町長、この枚数や助成金額は、老人福祉の観点から、十分だ
と考えておりますでしょうか。最後に伺いたいと思います。
●議長（小林幸雄） 横川町長。
■町長（横川正知） 施策上で、提供する側と受けられる側のニュアンスと言いますか、
それは極めて変わってくるんですね。ですから、今申し上げたように、私ども、今やっ
ている、あるいは、今の申されたそのタクシー関係の補助、それから福祉全般にわたっ
ても、100 パーセント、それが素晴らしい福祉を今、やっていますよというようなこと
は、私どもの立場としては、言える立場じゃないだろうなと。そういった方向に向けて、
それぞれ今後、着実に努力もし、状況の変化をしっかりと見極めて、対応をさせていた
だくと、こういうことでございます。
●議長（小林幸雄） 佐藤議員。
◆４番（佐藤武雄） ありがとうございました。以上で、私の一般質問は終わります。
●議長（小林幸雄） 以上で、佐藤武雄議員の一般質問を終わります。この際、10 時 55
分まで、暫時休憩といたします。
（午前 10 時 41 分）
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（平成 29 年２月 20 日 午前 10 時 55 分）
●議長（小林幸雄） それでは会議を再開いたします。
石川議員の質問の前に、先ほど佐藤武雄議員の質問に対しまして、答弁漏れがござい
ました。それからもう一つは訂正がございますので、まずお願いしたいと思います。小
林産業観光課長。
■産業観光課長（小林義之） 先ほど佐藤武雄議員から、癒しの森環境整備事業について、
今後の金額的なものはどうなるかとういうことでございます。28、29、30 年度で、全体
での事業費が 3224 万円となっておりまして、地方創生の推進交付金、また普通交付税
等の収入が 2094 万 5000 円ございますので、残り 1129 万 5000 円については特別交付税
でも措置されることとなっておりまして、５割から 10 割分がくるということで、ちょ
っとこの数字的なものはどれくらいくるか、まだ分からない状況でありますけれども、
残りについては、５割以上は特別交付税で更に交付されるということでございます。
●議長（小林幸雄） 須藤農業委員会長。
■農業委員会長（須藤照雄） 基本的なことでございますので、しっかりと訂正をさせて
いただきたいというふうに思います。第 21 代、平成 28 年度までの農業委員の定数につ
きましては 18 名でございます。16 名ではございません。新たに 29 年度からは 12 名に
なって、推進委員の関係につきましては８名ということでございます。よろしくお願い
したいと思います。以上です。
●議長（小林幸雄） 以上でございます。進行いたします。
（通告７ 石川広之議員 一般質問へ）
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