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平成 30 年第 2 回高森町議会定例会あいさつ 

 

本日ここに、平成 30 年第 2 回高森町議会定例会を開催いたしましたところ、議

員各位におかれましては、何かとお忙しいところご出席いただき、誠にありがと

うございます。 

 

はじめに、これまで町では、第 6 次振興総合計画「まちづくりプラン」、地方創

生総合戦略「日本一のしあわせタウン総合戦略」において、子ども、子育て施策

を「高森町版ネウボラ事業」として重点的に実施してきました。 

昨年度は、新たな子育て拠点施設の建設を丸山公園内において進め、この度、

高森町版ネウボラ事業の拠点施設として「女性活躍、子ども子育て拠点施設、あ

ったかてらす」が、無事に完成し 5 月 5 日こどもの日にオープンしました。 

地域の皆さまをはじめ、設計施工を担当された皆さまなど、関係の皆さまにこ

の場をお借りして心から感謝申し上げます。 

落成式では、子ども達による太鼓演奏や吉田保育園、山吹保育園の園児による

ダンス、歌声なども披露されました。また、町と議会により、これからの町の子

育ての方向性を明確にするため、子どもたち一人ひとりが、家族や自分の想いを

つなげ、なりたい自分を見つけ出すこと、未来の自分に挑戦すること、そうした

子どもたちを優しく育むことなどを盛り込んだ「みんなの未来応援宣言」を行い

ました。 

「あったかてらす」のオープン以降 5 月中の利用者は、約 600 組、1,500 人と

町内外から非常に多くの皆さまにご利用いただいており、公園での外遊びも含め

高い評価をいただいています。 

町では、今後の施設運営について、民間事業者の活力も導入し、今までの子育

て支援センター以上に町民の皆さまに愛され、充実した施設とするため、指定管

理者の公募を行いました。1 社より申請があり、現在、指定管理者選定委員会に

より審査を行っています。今後、地域の皆さまや民間の皆さまとの協力体制を強

化し、子育て施策を地方創生の主軸に進めてまいりますので、町民の皆さま並び

に議員各位のご理解、ご協力をお願いいたします。 
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次に、当町においても高齢化が進む中、免許証の返納制度なども進み、今後の

高齢者の皆さんの交通手段などは町の大きな課題です。町ではこれまで福祉バス

を運行し、幾度となく運行ルートなどの見直しも行ってきましたが、多くの皆さ

まのご要望を取入れようとした結果、ルートや行先などが複雑、不明瞭になり、

慣れた利用者でなければ、利用しづらいものになってしまいました。 

そこで、町では若者世代も含め、より多くの皆さまが利用していただけること、

町外施設への乗入れや、他市町村が運行する公共交通などとの接続できることな

ども含め「地域公共交通問題協議会」を設置し、5 月 8 日に第 1 回の会議を開催

しました。今後、南信州広域連合などとも連携し、全世帯対象のアンケート調査

を実施し、協議会において新たな公共交通について検討を行います。また、例年

9 月以降に開催してるまちづくり懇談会では、この案件について重点的に町民の

皆さまと意見交換を行い、平成 31 年度以降は「分かりやすい、利用しやすい」新

たな福祉バスとなるよう、改善してまいります。 

 

次に、本年 2 月に起きました保育園の園外保育中の事故を受け、事故発生の原

因確認と状況検証を行い、再発防止策を検討し町へ報告いただくため、外部の専

門家、有識者による、「保育所事故検証委員会」を設置しました。既に 3 回の委員

会を開催し、事故状況の確認などを行っています。委員会へは、速やかな報告を

お願いする一方、重大事故に関する検証ということもあり、再発防止に向けより

よいご提案をいただくため、慎重審議、充分な議論をお願いしています。 

今後、二度とこのような悲しい事故が起こらないよう、委員会からの報告を尊

重し、できる限りの措置を取ってまいります。 

なお、教育委員会や保育園では、保育現場の改善や保育士の意識改革など、保

護者からのご意見もいただきながら随時進めています。 

保護者の皆様をはじめ、町民の皆さま方に非常にご心配をおかけし、ご迷惑を

おかけしていますが、ご理解をお願いいたします。 

 

次に、世界に目を向けつつも、地域へ根差した人材育成と、地域資源を活用し

た起業人の育成を目的とした、全国 9 例目となる社会人学校「信州たかもり熱中

小学校」が、4 月 14 日アグリ交流センターで開校しました。9 月までの第 1 期生
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は、町内外から 102 名の方が入学され、現在熱心に学ばれており、今週末の 9 日

には、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部、唐澤 剛（からさわ たけし）地方

創生総括官の特別講演も含め、第 3 講座が開催される予定です。今後の「信州た

かもり熱中小学校」の取組みと、生徒の皆さんの活躍を期待していただきたいと

思います。 

なお、10 月からの第 2 期生の募集に先立ち、第 2 期オープンスクールを 7 月 14

日土曜日午後 1 時、福祉センター大ホールにて行います。講師に、熱中小学校創

始者で全国の熱中小学校を用務員という立場でコーディネートされている、元

IBM 常務、堀田 一扶（ほった かずふ）氏、信州たかもり熱中小学校教頭で信州

大学学術研究総合人間科学系、林 靖人（はやし やすと）准教授、料理教室 salon 

de R（サロンドアール）主宰、山田 玲子（やまだ れいこ）氏を予定しています。

多くの皆さまの受講をお待ちしています。 

また、現在、信州大学との間で、地域資源の活用や賑わいのまちづくり、情報

発信、人材育成などを盛り込んだ「包括連携協定」の締結に向け、熱中小学校林

教頭先生と協議を進めています。早ければ今月中には協定が締結され、町の課題

解決などに対し、信州大学との協力体制が確立できる予定です。 

 

次に、現在、町のまちづくりの重要な課題でもある、天竜川山吹河原における

「川まちづくり事業」、景観計画において重点地域となっている「段丘林の景観保

全事業」、アグリ交流センター周辺における「パノラマ農園事業」の 3 事業につい

て、4 月から庁舎内若手職員によるプロジェクトチームを立ち上げました。今後、

高森町のまちづくりに中心的に関わる世代が柔軟な発想のもと、主体的に将来の

町を考える機会とする一方、検討過程においては、町民や民間事業者の見識など

も意見聴取するという条件も付し、人脈形成なども含む職員研修も目的の一つと

しています。定期的に検討状況を、理事者、職員にプレゼンすることとしており、

内容についてはケーブルテレビや広報誌を通じ、町民の皆さまと共有を図ります。 

 

それでは、3 月定例会以降の各課の取組み状況について報告します。 

 

 はじめに総務課関係です。 
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 ふるさと納税事業は、前年同月約 110,000 千円に対し、今年度は 265,000 千円

と非常に好調に推移しています。全国でも南信州の農産物の価値を高く評価して

いただいていることの裏付けでもあり、今後も納税額の増加に向け、積極的に取

組みます。一方で、寄付金の使途や目的がよりわかりやすく、納税者に明確にご

理解いただけるような納税サイトの再構築などを指示し、現在進めている最中で

す。 

 8 月 25 日土曜日、飯田市綿半野球場で開催される、町制施行 60 周年最後の記

念事業「東京六大学野球オールスターゲーム」は、昨日からチケット販売が開始

されました。チーム名を町内に公募した結果、春のリーグ戦 1 位、4 位、5 位のチ

ームを天竜川にちなんで「南信州スカイドラゴンズ」に、2 位、3 位、6 位のチー

ムを特産市田柿にちなんで「高森パーシモンズ」と決定しました。町民及び高校

生以下の皆さまは無料で観戦できます。観戦チケット引換券は 18 日の常会文書に

おいて全戸配布します。また、当日は、マスターズ甲子園の決勝戦や「わかもの

☆特命係」によるイベント、商工会や関係の皆さんによる出店なども予定してい

ます。多くの皆さまのご来場をお待ちしています。 

 

 次に、産業課関係です。 

 4 月 27 日に町の植樹祭を開催し、好天に恵まれ、山吹高森カントリー西側にお

いて約 2,500 本のヒノキを植樹することができました。ご協力いただきました、

中学 1 年生の皆さん、議員はじめご参加いただいた皆さまに心から感謝申し上げ

す。 

緑豊かな景観は高森町の大切な資源です。そのような中、景観計画の重点地域

でもあり、風水害のハザードマップにおいて、そのほとんどが危険区域に指定さ

れている河岸段丘林の整備と景観美化事業は急務と考えています。本年度、山吹

下平地区、城坂周辺約 1 ヘクタールを最初のモデル地区に指定し、5 月 29 日に地

権者等説明会を開催し、竹林の伐採に対するご了解をいただくことができました

ので、7 月から事業を実施します。 

下市田河原におけるリニアガイドウェイの製作、保管ヤードの立地計画は、5

月 15 日の地権者協議会においてご理解をいただくことができましたので、6 月 13

日 JR 東海と町との間で「基本協定」を締結します。今後は、事業ごとの個別協定
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を進め、今年度は、地形測量、地盤調査等に着手します。本定例会に、関連の補

正予算を上程しています。 

たかもり温泉は、日帰り入浴施設「御大の館」において、灯油や水道代などコ

ストの抑制と、灯油ボイラーが排出する二酸化炭素などによる環境への影響が課

題となっていました。これらの課題解決に向け、昨年より県内の事業者から井戸

水源の利用や木質チップによるバイオマスボイラーなどの新システム導入計画に

ついて積極的な提案があり、これまでその有効性などを研究してきました。4 月

から 5 月には、議会や商工会エコプロの皆さまからご意見やご質問をいただきつ

つ、計画を精査し、コスト面と CO2 削減、さらに環境教育なども含め、実施の方

向性で検討を進めることとし、この 6 月 1 日に、環境省で募集している「二酸化

炭素排出抑制対策事業費等補助金」に町事業として申請しました。事業採択の可

否は 7 月上旬の予定で、採択されれば、早期に補正予算を議会に上程し、ご決定

の上で事業着手します。 

リニア開通後の交流人口、関係人口の獲得に向け、町では 4 月から産業課内に

観光振興係を新たに設けるとともに、「高森町観光戦略」策定について予算計上し、

取組みを進めています。5 月 21 日には、全国各地で観光マーケティングや地域づ

くりの支援実績を有し、大手 JTB 総研の客員研究員でもある株式会社 makes（メ

ークス）代表の後藤 直哉（ごとう なおや）氏からのプレゼンを受けました。提

案では、町が目指す関係人口の創出が主眼となっており、町民参加による策定手

法も適切であると認められたため、業務委託契約を締結しました。6 月からは、

町民をはじめ各種団体などからメンバーを集め、戦略策定を進めます。 

 

次に、建設課関係です。 

平成 30 年度道路維持、町道安全対策などの小規模工事については、早期完成を

目指し、4 月 13 日に町内業者に発注しました。地域の皆さまと打合せながら順次

工事を実施します。 

社会資本整備総合交付金道路改築事業、町道Ⅰ－6 号線（八日市場線）は、新

跨線橋の舗装、改良工事に着手しました。新跨線橋は 9 月頃に開通の予定です。

現在、旧跨線橋を撤去するため、JR 東海との工事協定による発注に向けて準備を

進めており、全線開通は平成 31 年 6 月を見込んでいます。 
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下市田河原から明神橋までの町道 7290 号線、通称「農免農道先線」については、

詳細設計が完了していることから、今年度、用地測量、物件補償、用地補償に着

手します。 

上市田東交差点から牛牧方面にかけての町道Ⅰ－3 号線は、上市田歩道設置工

事を予定しており、今年度詳細設計に着手します。 

道路施設のメンテナンス関係では、橋梁の点検、診断結果に基づき、中央道跨

道橋、大机橋の修繕を NEXCO 中日本との工事協定により行っています。 

県営中山間総合整備事業は、平成 24 年から工事が実施され今年で７年目を迎え

ます。現在、平成 29 年度繰越事業として山吹田沢、山吹新田地区の水路工事を行

っています。また、出原千早原の農道拡幅工事発注に向け、県で準備を進めてい

ます。 

 

次に、環境水道課関係です。 

公共下水道高森浄化センターの耐震工事は、昨年度までに管理棟、汚泥貯留棟

などを完了し、今年度より処理槽、汚泥ポンプ棟、放流ポンプ棟などを進めるよ

う計画しています。前年度実施した詳細設計により、通常の汚水処理を行いなが

ら同時に工事を進めるため、実施工法の変更や施工時期を渇水期にすることが必

要との結果を受け、契約を複数年とし、併せて総事業費を増額する債務負担行為

に関する補正予算を提出しました。また、本件工事を日本下水道事業団に委託す

る協定の締結についても、契約議案を上程しています。 

 

 次に、健康福祉課関係です。 

平成 30 年 4 月以降に、高森町で生まれたお子さんの健やかな成長を願い「出生

お祝い品」を贈呈します。お祝い品は、保護者の皆さまからもご意見をいただき、

要望が多かった柿丸くんの刻印付で、木のぬくもりを感じる幼児用食器セットで

す。 

また、出生届、婚姻届を役場にお持ちいただいた際に、町からお祝いの気持ち

を込めて、オリジナル台紙に届出書をコピーしてお渡しします。 

出生、婚姻という人生の一大イベントを、町も一緒にお祝いさせていただくと

ともに、「幸せの記念」としていただけると幸いです。 
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乳幼児健診、相談業務は 6 月から「あったかてらす」に移ります。助産師、臨

床心理士など専門職の関わりも増え、それぞれ月齢の特徴をしっかり捉えた充実

した健診を行います。例えば、2 歳半健診では「みんなでジャンプ！」と名付け、

あったかてらすの大きな広場を利用し、カラダを使った遊びを親子で思いっきり

楽しむ健診になります。保護者の皆さまが「子どものこと、自分のことを分かっ

てくれている。」「どんなことも相談できる。相談したい。」と感じていただける健

診となるよう、今後も取組みを進めます。 

 

次に、税務会計課関係です。 

 平成 29 年度町税現年度分の収納状況につきましては、4 月末現在で現年度分調

定額1,426,950千円に対し、収入額1,417,770千円で徴収率99.4パーセントです。

前年同月に対し、徴収率は 0.2 パーセントの増になります。収入額は、主に住民

税と固定資産税の増収により、現年度分で 23,700 千円増加しています。 

長野県地方税滞納整理機構への移管については、平成 29 年度は 8 件、延滞金を

含め10,780千円を移管し、4月現在4,300千円を徴収しました。今年度は8件6,000

万円を移管します。 

4 月に軽自動車税、5 月に固定資産税、今月は住民税と国保税の納税通知書を送

付します。町税は、住民サービスを支える大切な財源です。期限内納付をお願い

します。なお、課税に当たりましては適正、公平に努めていますが、お気づきの

点があれば税務会計課へご連絡をお願いいたします。 

 

次に、教育委員会関係です。 

出原区にあるアグリ交流センターの周辺では、県営中山間総合整備事業、農道

拡幅工事に伴い、現在、埋蔵文化財の発掘調査を行っています。作業員の募集に

あたっては、育児等の都合に合わせた柔軟な働き方に配慮し、子育て中の女性 5

名が、子育てと仕事の両立ができる勤務時間を決め、作業をしていただいていま

す。また、時の駅では、山吹上地区中島遺跡の速報展を行っており、展示の飾り

付けも、子育て中の女性作業員により、子どもにもわかりやすいように工夫をし

たもとなっています。今後も、町全体で子育てをしながら働ける環境や、子育て

の経験を活かせる職場づくりを目指します。 
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旧給食センターの施設を活用し、南小学校の学童クラブとして利用するための

改築工事の入札を 5 月 30 日に行い、翌 31 日に請負工事に係る仮契約を締結しま

した。本議会に契約締結のための議案を提出しています。工事期間は年内を予定

しており、冬休み明けの利用開始を目指します。工事に際しましては、児童、保

護者をはじめ、周辺地域の皆さまに大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力

をお願いします。 

 

さて、今定例会には、専決処分の承認案件 2 件、条例案件 2 件、契約案件 2 件、

補正予算案件 2 件を提出しました。 

 

議案第 34 号専決第 1 号高森町税条例の一部を改正する条例について、議案第

35 号専決第 2 号高森町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、地

方税法の改正に伴い、平成 30 年 3 月 31 日付けで専決処分しましたので、これを

議会に報告し、承認を求めるものです。 

 

議案第 36 号高森町女性活躍子ども子育て拠点施設設置条例の制定については、

丸山公園内に設置した「あったかてらす」の管理及び運営について、開館日時、

使用料などについて必要事項を定めるため、平成 29 年条例第 15 号において制定

した同条例を廃止し、新たに提案するものです。 

 

議案第 37 号高森町企業立地の促進に関する条例の一部を改正する条例につい

ては、生産性向上特別措置法に基づき、先端設備等導入促進計画の認定を受けた

事業所などに対し、固定資産税の減免を行うことを目的に改正するものです。 

 

それでは、補正予算案の概要について説明します。 

議案第 40 号平成 30 年度一般会計補正予算（第 1 号）は、歳入歳出にそれぞれ

13,223 千円を追加し、総額を 7,028, 223 千円とするものです。 

主な補正についてご説明します。 

歳入では、下市田河原リニアガイドウェイヤード工事の地形測量等の受託費と

して、受託事業収入と関連の事務費併せて 11,130 千円を増額計上します。 
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 歳出では、予算全体において、4 月に実施した機構改革や人事異動等を反映し、

人件費全体の補正を行います。そのほか、保育所事故検証委員会に係る謝礼や交

通費等の費用として 1,257 千円を、下市田区民会館のトイレ洋式化や床のフロー

リング等に係る費用の補助金として、地域集会施設等整備補助金 1,500 千円を、

下市田河原リニアガイドウェイヤード工事の地形測量、地質調査費として 10,500

千円を、長野県市町村振興協会の地域防災組織育成助成事業の採択を受け、上平

自主防災組織の防災備品整備補助金 2,000 千円を増額計上します。 

その他は、当初予算編成時の計上不足のほか、不測の事務事業、諸条件の変更

などに伴い、現時点で必要不可欠な補正予算を措置するものです。 

 

議案第 41 号平成 30 年度高森町公共下水道事業特別会計補正予算（第 1 号）は、

高森浄化センター耐震工事において、債務負担行為の補正を行うものです。 

 

以上、議案の概要について申し上げましたが、詳細については、上程の際担当

課長より説明します。 

 

 議員各位並び町民の皆様のご理解をお願い申し上げますとともに、提案いたし

ました議案についてよろしくご審議の上、適切な決定を賜りますようお願い申し

上げ、ごあいさつとさせていただきます。 


