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平成 31 年第 2 回高森町議会定例会あいさつ 

 

本日ここに、平成 31 年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、年度末の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。 

 

町長就任から 1 年が経過し、平成 30 年度も終わりを迎えようとしています。 

この 1 年で、町民の皆さまとお約束した具体的な事項についても、町民の皆さ

まや議会、職員の協力により少しずつですが、前に進めることができていると実

感しています。 

 

就任当時に申しあげたとおり、私は、地域課題を放っておくことなく、課題解

決に向けて自らが意識し、考え、実践していく「人づくり」が、今後まちづくり

に一番重要と捉えています。 

昨年 4 月にスタートした県内初の全国連携である社会人学校「信州たかもり熱

中小学校」は、開校当初、先進自治体の活動メニューが示されていたとはいえ、

事務局も受講者も手探り状態でしたが、上半期では事務局の発案で荒廃地でのそ

ば作り、下半期からは部活動や運動会、音楽会など、学びながら楽しむ生徒の自

主的活動も増え、活動の幅が飛躍的に広がりました。この 3 月 2 日には第 2 期の

修了式が行われましたが、修了式前段で実施された信州大学 林教頭の「この授業

で何を学び、今後にどう活かしたいか・・・」というワークショップでは、生徒

全員が夢や抱負だけではなく、どのような活動したいかを語り、その後の修了式

では、笑顔が絶えることなく、伊那食品株式会社最高顧問 塚越校長から修了証を

受取られる姿を見させていただきました。また、県内各地に広がる生徒同士の交

流は、まさに、お互いに「関係人口」を広げている事につながっており、大きな

成果を感じているところです。私自身も当校に参加している生徒や全国の他の熱

中小学校の事務局、生徒、さらには首長、行政職員など多くの皆さんとの情報交

換を通じ、各地の取組みから様々な行政運営のヒントを貰うことが多く、非常に

勉強をさせていただいています。 

現在、信州たかもり熱中小学校では 2019 年度の上半期第 3 期の生徒を募集し



‐ 2 ‐ 

ています。3 月 10 日までの募集期間ですので、多くの皆様にご参加いただきたい

と思います。 

 

今後のまちづくりの担い手を育てる活動では、教育フォーラムや 2 回の総合教

育会議において、教育委員会や学校と私の考え方や今後のまちづくりの方針につ

いて共有させていただくと伴に、1 月 25 日に高森中 2 年生を対象に「高森みらい

懇談会」を、1 月 30 日には南北小学校 6 年生を対象に「高森みらい議会」を行い、

児童、生徒の皆さん自身がまちづくりの担い手であること、行政に要望するだけ

ではなく、一緒に活動することなどを呼びかけさせていただきました。その結果、

中学校から「川まちづくり」「パノラマ農園」「美しい段丘林」の 3 プロジェクト

に関わりたいとの意向が示され、来年度からは、総合学習の時間を利用し一緒に

話合いを進めて行くことになりました。さらに、生徒自身から部活動だけではな

い、他の中学校との交流を深める活動を行いたいとの提案をいただいたため、下

伊那北部の教育委員会に呼びかけ、新年度、夏休みを利用して生徒の交流事業が

実施できるよう調整しています。 

また、「三遠南信をつなぐ天竜川上下流連携シンポジウム」の際、講師のソトコ

ト編集長 指出一正さんからも紹介された、昨年 9 月、株式会社週休いつかの新

海健太郎さんが支援し、高校生を中心とした実行委員会で実施した「小さな地方

創生会議 in 飯田」に、私も行政の代表として飯田市佐藤副市長と共に参加させ

ていただき、未来の飯伊地域のまちづくりについて、様々な意見交換をさせてい

ただきました。新年度はもう少し規模を拡大した「地方創生会議」を実施したい

との提案もいただいていることから、現在当町での開催に向け、調整をしていま

す。 

 この一年のこれらの活動を通じ、人づくりの原点は研修などの「学び」だけで

はなく、多くの人と人との交流から、情報を収集し生まれてくるもので、こうし

た交流こそが「関係人口」づくりにつながり、未来のまちづくりにつながるとい

う考えに到りました。今後も、町民の皆さんや若者など、人と人をつなぐ活動を

積極的に支援したいと考えます。 

 

まちづくりを職として担う町職員の人材育成も重要です。 
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職員としての幅を広げ、見識を高めるための民間事業者等との人事交流につい

ては、12 月定例会でお話しさせていただいたとおりです。一方、昨今では、地方

分権が進み職員の事務量が飛躍的に増加しています。当町は同規模自治体と比較

しても少ない職員数で事務をこなしている状況で、職員の人材育成の研修時間を

設けることは、事務時間を割く、若しくは超過勤務を増やすということにつなが

ってしまいます。このような状況からも、効率的な仕事のやり方を考える「働き

方改革」を推進する必要があります。 

町では昨年途中から「時差出勤」「フレックスタイム制度」を試験的に実施して

いましたが、年度内には制度化し、新年度 4 月から本格的に実施したいと考えて

います。併せて、機械化による事務の効率化やテレワークなども念頭に、計画的

に整備を進め、研修時間の確保と伴に、町民の皆さんと向い合う時間や町内外の

多くの皆さんと関わることができる時間を増やし、町職員が様々な見識の元、幅

広く活動できるよう努めます。 

 

これまで町では行政評価などを通じ、行財政経営の見える化に取組んできまし

た。本年度は 11 月に施策評価会議を実施し、議員の皆さまにご出席いただきご

意見をいただきました。2 月には、昨年に引続き、新年度予算理事者査定の一部

9 事業を一般公開で実施しました。予算の公開査定に参加いただいた皆さんから

は、事業の課題や予算編成の過程が分かりやすいと高評価をいただいている一方、

もっと町民の皆さまに分かりやすい行財政経営の見える化に取組むには、行政評

価や予算検討の基礎となる振興総合計画「第 6 次まちづくりプラン」や地方創生

総合戦略「日本一のしあわせタウン総合戦略」を、今以上に町民の皆さまに認識

していただく必要があると感じました。現在の両計画は、策定年度などが異なっ

ていることから、微妙に方向性にずれがあり、まだまだ町民の皆さまには分かり

づらい点や行政用語や言葉の言い回しなどに課題も多くあります。 

そこで、全国統一で国から計画年度が示されている地方創生総合戦略が、平成

31 年度末で 5 年目の計画期間が満了を迎え、次期計画の策定が必要になることか

ら、平成 33 年度が計画期間の満了となっている振興総合計画を 2 年前倒し、二

つの計画を一体的な計画として策定を進めることとしました。 

計画期間はリニア開通 2 年後になる、2020 年度から 2029 年度までの 10 年間
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とすることとし、新計画の策定にあたっては、まず職員が計画の基礎を検討し、

例年 9 月以降に行われているまちづくり懇談会を 6 月からに早めて実施、町民の

皆さまと直接意見交換を行い、11 月を目途に基本構想（案）を策定、その後、議

会との協議を重ね、併せて、個別施策の計画（案）を策定していく予定です。 

なお、総合計画の基本構想はまちづくり基本条例に基づき議会の議決が必要と

なるため、来年の 3 月議会への議案の上程を目指したいと考えています。 

また、本計画策定にはこれまで 3 年間高森町のまちづくりへの提言や職員の人

材育成、働き方改革など積極的に関わっていただいた、早稲田大学マニフェスト

研究所にお手伝いいただく予定です。 

 

それでは、12 月定例会以降の各課の主な取組みなどについて、ご報告します。 

 

はじめに、総務課関係です。 

福祉バスでの課題解決と併せ、他地域との連携、リニア新時代の当町への重要

なアクセス手段など、福祉バスから町内外の多くの皆さんが利用いただける新た

な公共交通への移行を目的に、5 月より検討を重ねてきた地域公共交通協議会で

は、全戸アンケートやまちづくり懇談会でいただいたご意見も踏まえ、公共交通

としては循環型のバス、福祉面としてはタクシー利用による外出支援をする方向

で、新年度より実証実験を行う取組み方針をまとめました。 

この概要について、町内 4 会場で地域の皆様への説明会を実施しましたが、夜

間の会議でもあったことから、参加者は決して多いとは言えない状況です。今後

も、日中の説明会や高齢者の皆さま向けのご説明を続けるとともに、新年度早期

に実験路線や時間割などを確定し広報します。 

運転免許をお持ちの方がほとんどの現状では、公共交通への関心は薄いと思わ

れますが、ぜひ多くの皆様に関心を持っていただき、説明会や実証実験を通じて

ご意見をいただきたいと思います。 

  

 次に産業課関係です。 

下市田河原の産業用地開発では、農免農道の西側約 4 ヘクタールに 3 社の進出

が具体化してまいりました。現在は、西側全体 8.6ha の道路、排水施設、緑地等
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の開発計画を策定中です。この計画がまとまり次第、地権者ほか地元の皆さまに

説明し、ご同意を得た後、4 月早々には都市計画法上の開発行為許可申請を県知

事に提出します。 

なお、同じく下市田河原のリニアのガイドウェイの製作、ストックヤード活用

事業は、これまでの農免農道東側 6.7ha に加え、西側の企業誘致先を除く約 4.5ha

を使用する方向で、借地料はじめ JR の費用負担や使用時期などの検討を進めて

います。 

 

9 月に着工した信州たかもり温泉のバイオマスボイラー工事は、2 月 15 日にボ

イラーシステム本体が完成し、2 月 19 日から熱交換の運用が始まりました。新し

いボイラーはとても静かで効率的に燃焼しており、エネルギーコストと CO2 の

削減は当然ですが、たかもり温泉全体のブランド価値向上にも大きく貢献すると

思われます。 

 

滞在型の農業パークをデザインする「パノラマ農園」プロジェクトでは、「まる

ごと農園観光」をテーマとする体験プログラムや修景デザインを 12 月までにま

とめ、1 月には地元の人・農地プラン運営委員会で全体像を表明しました。 

その後 2 月 26 日から 28 日にかけて、山吹、出原、吉田の 3 地区で全地権者対

象の説明会を開催し、その実現に向けて主体的に取組んでいただくよう協力を呼

びかけました。現在は、今シーズンの実行メニューの参画者を募集中ですが、地

権者や担い手の皆さんの意欲が高まって本格的に動き出すことを強く望みます。 

 

段丘林整備のプロジェクトでは、町内にある段丘林の整備と活用計画をまとめ

ました。現在、竹林の伐採整備に手間取っている山吹城坂の状況を踏まえ、先行

して吉田古城周辺の景観整備と活用を進める計画です。ここでは、地元の城址愛

護会の皆さんにご協力を得て、共同作業として効率的に進めるモデルケースを目

指します。 

 

市田柿工房周辺では、角田原の振興プロジェクトが発足し、1 月 21 日に第 1

回目の総括会議及びテーマ別検討部会を開催しました。2 月 22 日には、2 回目の
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地域づくり検討部会を開催し、この地域で楽しめる「賑わいづくり」メニューの

アイデアをまとめました。今後は、これまでの検討状況や雨水排水対策の課題な

どを共有しつつ、広い優良農地を含む角田原全体の在り方に関し、地域の全地権

者、住民の皆さんを対象とする意見交換会を 4 月上旬に開催するよう計画中です。 

 

本年度 5 月から策定を始めた「高森町タウンプロモーション計画」が完成しま

した。当初の観光戦略という位置付けとともに、観光人口以上定住人口未満の「関

係人口」作りに着目し、意欲的な 8 名の町民の皆さんが中心となり、これまで延

べ 10 回の議論や活動を重ねた成果を盛り込みました。 

計画のテーマ「この町を愛する町民と、関係人口を増やす」ことを目指し、い

よいよ 2019 年度からは、産業振興や熱中小学校と連携しつつ、新たな取組みを

進めます。 

 

1 月 25 日から 28 日までの 4 日間にわたり、イタリア、ミラノでの国際見本市

HOMI（ホーミ）に、産業課農業振興係職員が海外出張し、「市田柿の発祥の里 高

森町」を PR してきました。ヨーロッパを主とする海外の多くのバイヤーからは、

初めて見て、味わう市田柿を高く評価する声が多かったそうです。このような貴

重な経験と成果を足掛りとして、今後さらに高森町と市田柿の PR に努めます。 

 

次に、建設課関係です。 

去る 2 月 13 日には、国土交通省天竜川上流河川事務所、浜松河川国道事務所

の主催で「三遠南信をつなぐ天竜川上下流連携シンポジウム」が当町を会場に開

催され、270 名余の皆さまに参加をいただきました。議員各位にもご出席いただ

き誠にありがとうございました。 

三遠南信地域を貫く天竜川を介して、沿線の多くの自治体関係者、まちづくり

ご尽力いただいている方々が一堂に会し、「地方から元気を創り出したい！」との

熱い思いが感じられる場となりました。 

現在検討中の山吹駒場河原で計画する「川まちづくり計画」を通じた水辺の賑

わい創りはもちろん、各方面でのまちづくりのヒントを多く得ることができ、機

会を作っていただいた国土交通省の関係の皆さまに厚く御礼申し上げます。 
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次に環境水道課関係です。 

1 月の臨時議会におきまして、新鬼の手及び山の寺配水池築造工事に係る請負

契約のご承認をいただいたところですが、春先より本格的に工事着手できるよう

準備を進めています。 

また、上水道の安全供給に向けて、3 月からは新たに下市田大丸山地区におい

て井戸の試掘調査を予定しています。 

 

山吹垣外の一般廃棄物埋立て処分場拡張のため、昨年の 8 月より実施してきま

した造成工事及びシート敷設工事が 1 月末に完了し、埋立て容量が現在の 7,200

㎥から概ね倍となる約 14,000 ㎥に増加しました。 

一方、埋立てゴミの量は、平成 14 年度の焼却炉の全面禁止により大きく減少

し、年間 70 ㎥前後で推移していますが、今後も一層のごみの減量化、再資源化

と、施設の適正管理に努めてまいります。 

 

次に、健康福祉課関係です。 

高森町では、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けていける取組み

のひとつとして 12 月 15 日には、今年度第 3 回目の地域ケア会議を開催し、「男

性の社会参加」について考えました。引き続き「フレイル予防」を実現するため

の 3 つの柱、「栄養、運動、社会参加」を推進し、健康寿命の延伸を目指します。 

 

昨年 7 月から始めた外出に困難な 65 歳以上の高齢者を支援する「お出かけタク

シー券交付事業」については、1 月末現在で 96 名が利用され、6 月までの有効期限

を残し、利用率は約 50％の状況です。 

 

 次に、教育委員会関係です。 

子ども子育て会議において、保育園園舎の老朽化、未満児数の増加、また人口

減少などに対応する保育園のあり方を検討してきましたが、2 月 18 日町内保育園

の数を現在の 5 園から 4 園にしていく方向性について確認がされました。 

保育園は、保育を実施しながらの建替えは危険を伴い困難なことから、適地に
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新園舎の建築を行い、最終的には、老朽化が顕著な吉田保育園とみつば保育園を

廃園していくことになります。 

今後は、これらの方向性や公設又は民営化などについて保護者アンケートを実

施し、利用者の意向確認を進めつつ、町民の皆さまのご理解を得た後、具体的な

スケジュールや内容について検討を進めます。 

 

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

改築工事が 12 月 14 日に竣工しました。1 月 12 日にお披露目式を行い、2 月 1

日より「新学童クラブ」としてスタートしました。 

また、この「新学童クラブ」の愛称を募集した結果、わくわくする気持ちを表

現した「かきいろクラブ」となりましたので、この場をお借りしてご報告させて

いただきます。 

  

小学生のみらい議会では、高森町の PR のひとつとして、柿丸くんの女の子バ

ージョンを作るなど、ゆるキャラをより活用する提案がありました。 

その際、柿丸くんだけでなく、今年度誕生した町文化財のキャラクターの紹介

をさせていただき、今後活かしていくことをお話ししました。 

町立図書館では、継続した読書への取組みなどの観点も踏まえ、町文化財のキ

ャラクターをシールにし、町図書館で本を累計 20 冊借りた際の記念として提供

することにしました。みらい議会での子どもたちの提案が活かされることで、ま

ちづくりに関心を持ってもらうこと、読書が習慣になることを目指します。 

 

あったかてらすは、1 月からは、町外のご家族は 200 円の利用料をご負担いた

だくこととしました。また、2 月からは日曜日も開設しています。 

利用料に伴う利用者数への影響を懸念していましたが、1 月中はインフルエン

ザの影響で減少傾向でしたが、現在はこれまでどおり多くの皆さまにご利用いた

だいています。 

今後も子育て支援の拠点として、多くの皆さまのご来場をお待ちしています。 

 

次に、税務会計課関係です。 
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町税の収納状況は、1 月末現在で現年度調定分 1,393,670 千円に対し、 収入額

1,134,150 千円、徴収率 81.4％で、前年同月と徴収率は同じになっています。 

 

さて、本定例会に提出いたしました議案は、条例案件 11 件、契約案件 2 件、

平成 30 年度補正予算案件 7 件、平成 31 年度予算案件 7 件、その他の案件 2 件で

す。 

 

はじめに、平成 31 年度予算案についてご説明します。 

平成 31 年度予算も、第 6 次振興総合計画まちづくりプラン、日本一のしあわ

せタウン総合戦略の各種計画をベースに、今後のまちづくり視点に私の公約を加

え編成を進めました。 

一般会計予算の総額は 6,830,000 千円、対前年比 185,000 千円、2.6％の減額で

す。農業経営基盤強化促進事業 612,000 千円の減、町道Ⅰ-6 号線拡幅改良事業費

151,694 千円の減、ふるさと納税に関する事業約 96,289 千円が減額した一方で、

工業団地等整備事業費で約 449,134 千円増加しています。 

 

それでは、歳入の概要について申し上げます。 

町税全体ではほぼ前年並みの 1,379,800 千円を見込んでいます。 

地方譲与税や各種交付金、地方交付税は平成 30 年度の決算見込みを踏まえつ

つ、国や県の財政推計も参考に試算し、普通交付税は 1,905,000 千円で、対前年

比 7,000 千円の増額計上です。起債の償還が進んだことで、公債費償還時の交付

税算入分は減額しましたが、臨時財政対策債への振替えが減額したことが主な理

由です。 

国庫支出金は 556,065 千円で、対前年比 39,288 千円の減額です。プレミアム

付き商品券事業など新たな補助事業分が増加しつつも、社会資本整備交付金や循

環型社会形成推進交付金などが大きく減額したことが主な理由です。 

県支出金は 414,770 千円で、対前年比 574,514 千円の減額です。市田柿工房の

拡張に伴う工事費に対する、強い農業づくり交付金 612,000 千円の減額が主な理

由です。 

財産収入は 568,855 千円で、対前年比 366,036 千円と大きく増額しています。
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下市田産業用地の企業進出による土地売払い収入の増額によるものです。 

寄付金は 330,100 千円で、対前年比 150,291 千円の減額です。ふるさと元気づ

くり寄付金は近年増加傾向にありましたが、返礼品率 30％、地場産品の使用など

制度が厳格化されたことにより、寄付額が減少すると見込んでいます。 

繰入金は 236,984 千円で、対前年比 145,584 千円と大きく増額しています。下

市田産業用地の事業に係る一時的な事業費増分として 82,184 千円、予算全体の

調整分として 50,000 千円を財政調整基金から繰入れるほか、子育て支援などの

事業の財源にふるさと元気づくり基金から 104,800 千円を繰入れます。 

町債は 325,800 千円で、対前年比 57,200 千円減額しました。主には平成 31 年

度実施する土木工事等の財源として発行します。 

なお、臨時財政対策債は 165,000 千円で対前年比 35,000 千円の減額です。 

 

続いて歳出の主な事業を申し上げます。 

はじめに、まちづくり、地方創生関係です。 

私が公約にも掲げていた、町民住民税の 1％相当の 5,420 千円を財源に、町民

の皆さんが、主体的にまちづくりに参画する事業支援を始めます。この事業支援

により、除草や間伐など地域課題の解決に取組む団体の育成支援を行うほか、子

育て支援など町が重点に掲げている事業のお手伝いをしていただける団体の募集、

若者などが自主的に活動をするための支援を実施していきます。現在、既存の補

助金などとの取扱いの精査及び区長会などとの最終協議を実施しており、今年度

中には交付要綱を策定し、予算をお認めいただければ 4 月から募集を行います。 

信州たかもり熱中小学校では、新たに経営の自立化に向けた .C サイト作成費

などを含め、年間の運営経費 26,570 千円を計上します。 

 日本一のしあわせタウン総合戦略と、第 6 次まちづくりプランを統合する、新

振興総合計画策定事業では、計画策定委託事業費など 7,071 千円を計上します。 

  

次に子育て、教育関係です。 

 女性活躍子ども子育て拠点施設「あったかテラス」は、2 年目を迎えます。町

が重点的に進める切れ目ない子育て支援の「高森町版ネウボラ」の拠点施設とし

て運営費など 13,511 千円を計上します。 
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現在、岡山大学の支援をいただきながら ICT 教育を推進しています。これから

のプログラミング教育が必須化されることも見込み、タブレットや電子黒板の更

新のための費用として 12,685 千円を計上します。 

併せてスマートフォンやタブレット端末の学校での有効活用の研究を行います。  

 

次に健康、福祉関係です。 

10 月から実証実験を行う、新しい循環型の公共バスの費用として 11,065 千円

を計上します。 

また、自動車運転免許証を所持しない 77 歳以上高齢者の外出支援として、平

日昼間、町内でのタクシー移動の利用料の一部を助成する「寿タクシー事業」を

新たに始めることとし 16,809 千円を計上します。現在 7 月の実証実験に向けた

制度設計に取組んでいます。 

平成 30 年度に引き続き、株式会社タニタヘルスリンクの協力を得ながら、朝

食習慣 100％を目指した「食育」事業のため 1,079 千円を計上します。新年度は

食育計画最終年となりますが、「食育」から、健康づくり、生活習慣病予防のきっ

かけづくりとなる取組みを継続します。 

 

次に産業関係です 

 ふるさと元気づくり寄付推進事業は、寄付金額 330,000 千円を見込み、ワンス

トップ特例や寄付額の受領などの委託経費、返礼品の調達に係る費用として

211,271 千円を計上します。 

 昨年度に引続き、町内でもロケーションの良い果樹園地帯である出原、千早原

一帯の資源を活かしたパノラマ農園の取組みを進めます。農園ビジョンの図化、

修景デザイン業務委託費用として 1,856 千円を計上します。 

 土地利用計画において工業ゾーンとして位置づけている下市田産業用地は、企

業の進出が決まった土地の造成などの費用 639,064 千円を計上します。 

  

次に自然、環境関係です。 

 町民全体の財産である高森町の河岸段丘の景観保全や有害鳥獣対策も目的とし

て、平成 30 年度に引続き竹林などの整備を行い、将来の段丘林整備のモデルと
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なるよう取組みます。また、地域が行う竹林整備に対する補助も拡充し、これら

の経費 13,430 千円を計上します。 

 平成 30 年度まで 3 ヶ年をかけて行った町内の動植物調査結果のまとめとして

「高森町動植物誌（仮称）」を発刊します。印刷製本費等として 7,415 千円を計上

します。 

  

次にインフラ関係です。 

地区計画のヒアリング等を通じて要望をいただいた維持工事、安全対策工事等

は、極力地域の要望に沿える予算編成とさせていただきました。道路維持工事、

舗装補修などの道路維持修繕事業に 52,661 千円を計上します。 

また、土地改良施設の地元施工に対する補助率について、用水路に対する補助

率を 10％引き上げることとしました。これにより農道整備や排水路など他施設と

同じく 70%の補助率となります。 

道路改良工事については、既に着手しているⅠ-6 号（八日市場）線、7290 号

（農免先）線、Ⅰ-3 号線（上市田通学路歩道設置）の改良を更に進めます。 

山吹地区の幹線である通称八日市場線改良につきましては、既に旧跨線橋が撤

去され 2 つの新しい橋が架けられており、6 月までには一連の工事に区切りを迎

える予定です。 

明神橋西から下市田河原水天宮までの農免農道先線につきましては、下市田工

業用地の造成工事と十分に調整しながら、用地、物件補償を行い、本工事に着手

する予定で 115,918 千円を計上します。 

Ⅰ-3 号線上市田通学路への歩道設置工事については、児童、生徒など歩行者の

安全が少しでも早く図れるよう早期完成を目指し、用地測量、補償を進め、本工

事に着手する予定で 66,705 千円を計上します。 

水辺から地域に活力を巻き起こす川まちづくりについては、本年度の国の計画

認定を目指しマスタープランの策定を行うため 4,383 千円を計上します。この他

更なる関心を巻き起こす川辺でのイベント実施について県の元気づくり支援金事

業を申請しました。 

 農業集落排水事業の公共下水道事業への統合を引続き進めます。新年度は吉田

地区の統合工事へ着手します。また、下市田産業用地の整備に係る下水道管整備
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工事などを予定しており、公共下水道建設改良事業全体として 147,826 千円を計

上します。 

 

次に消防、防災関係です。 

消防団は地域の安心安全を担う重要な組織である一方、担い手不足などの課題

も抱えています。新年度予定している小中学校の防災計画の見直し時に、消防団

員にも関わっていただき、次世代に消防団の必要性を理解していただく活動を実

施します。また、消防団活動の装備充実のため、団員全員へ雨合羽の配備及び耐

用年数が経過した第 1 分団 1 班の消防ポンプ車両の更新を予定しており、消防団

運営事業費全体として 68,603 千円を計上します。 

また、災害時の通信手段の確保として、指定避難所のうち福祉センターや町民

体育館など 9 ヶ所に災害時支援用無線 LAN を整備し、平時には Wi-Fi スポット

としてご活用いただく予定です。それらも含め、庁舎全体の事務機器管理事業と

して 44,757 千円を計上します。 

 

次に町民サービス関係です。 

町民の利便性の向上を図るため、諸証明のマイナンバーカードによるコンビニ

交付及び、コンビニ収納の準備を進め、2020 年 4 月から運用を開始します。証

明発行にかかるシステム改修費 39,330 千円及び収納システム改修費など 10,863

千円を計上します。 

 

この他、国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険、農業集落排水事業、

公共下水道事業の 5 つの特別会計の総額は 3,716,704 千円で、前年より 113,016

千円 3.1％の増額です。水道事業会計については、収益的収入 336,192 千円、収

益的支出 189,058 千円、資本的収入 7,803 千円、資本的支出は 781,712 千円です。 

これらの会計への一般会計からの繰出し金は総額 779,055 千円で、対前年比

15,091 千円の減額となっています。 

 

次に、平成 30 年度補正予算案の概要について申し上げます。 

議案第 21 号平成 30 年度一般会計補正予算（第 6 号）は、歳入歳出からそれぞ
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れ 47,328 千円を減額し、総額を 7,766,474 千円とします。 

 

主な補正についてご説明します。 

歳入では、町税の年度末までの徴収見込みを踏まえ、全体で 16,753 千円を増

額、地方消費税交付金では、国からの交付実績を踏まえ 43,547 千円を増額、国

庫支出金では、町道 7290 号線（農免農道先線）拡幅改良事業など建設改良事業

費の減額などにより、社会資本整備総合交付金 39,828 千円を減額するとともに、

その他補助事業についても、事業完了などに伴う清算を行い、国庫支出金全体で

61,208 千円を減額計上します。 

繰入金は、今回の補正全体を踏まえ、財政調整基金からの繰入金を減額しつつ、

小学校エアコン設置工事に伴う町単独分の財源として、ふるさと元気づくり基金

を繰入れ、繰入金全体で 5,663 千円を減額計上します。 

 

歳出では、ふるさと元気づくり寄付推進事業で、本年度末までの寄付見込にか

かる返礼品等の委託費用として 33,696 千円を増額、工業団地整備事業の事業実

施に関する費用の調整が進んだことから、事業費に併せ 31,203 千円を減額、町

道Ⅰ-3、町道Ⅰ-6、町道 7290 号線など改良事業について事業実績に伴い、道路新

設改良費全体で 48,452 千円を減額計上します。 

各種基金では本補正の結果を踏まえ、また、将来の財政負担に備えるため、財

政調整基金に 30,185 千円、公共施設等整備更新基金に 10,140 千円、ふるさと元

気づくり基金に 36,555 千円をそれぞれ積増すため増額計上します。 

その他の増減については、主に年度末の精査によるものが主な理由となります

が、詳細につきましては上程の際に担当課長からご説明申し上げます。 

 

 また、来年度への明許繰越として、農業経営基盤強化促進事業では、財産処分

等の実施手続きに期間を要し、年度内完了が見込めないことから 581,970 千円を、 

道路橋りょう費では、関係者との調整などに期間を要したことから、町道Ⅰ-3 号

線歩道設置事業で 2,420 千円を、町道Ⅰ-6 号線拡幅改良事業で 58,780 千円を、

町道 7290 号線拡幅改良事業で 19,970 千円を、小学校費では、南北小学校のエア

コン設置工事が国の補正予算による補助事業であり、年度内での工事期間の確保
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が見込めないため、南小学校で 137,700 千円、北小学校で 101,358 千円を繰越し

ます。 

 

国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険、農業集落排水事業、公共下水

道事業の 5 つの特別会計と、水道事業において、歳入財源と歳出経費の過不足調

整を行い、5 つの特別会計全体では 139,450 千円を減額補正します。 

なお、公共下水道事業特別会計では、日本下水道事業団との協定に基づく浄化

センター耐震改修工事について、事業団での入札不調により契約までに時間を要

し、年度内の完成が見込めないことから、工事請負費など 18,174 千円を繰越し

ます。また、水道事業会計では、新鬼の手及び山の寺配水池築造工事に係る工事

請負費、委託料について、平成 30 年度、平成 31 年度の債務負担行為での施工を

予定しましたが、年度内の出来高を実際の工事の進捗に併せて変更することとし、

平成 30 年度分 547,000 千円を減額補正し、契約額全体を新年度予算に計上しま

す。 

 

議案第 8 号高森町森林環境基金条例の制定については、新年度から国より「森

林環境譲与税（仮称）」が譲与されることとなり、その使途については、森林間伐

や林業の人材育成、木材利用の促進や啓発等の森林整備及びその促進に関する費

用とされています。よって、同譲与税を基金に積み立て、必要に応じて活用でき

るようにするため、高森町森林環境基金を特定目的基金として設置するため制定

するものです。 

 

議案第 9 号特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部を改正

する条例について、議案第 10 号議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例の一部を改正する条例については、1 月 11 日に開催した報酬審議会の答申を受

け、報酬を町長約 5％、副町長約 3％、教育長約 2％、議会議員約 5％の値上げと

なる改定をお願いするものです。 

 

議案第 12 号高森町税条例等の一部を改正する条例については、地方税法の一

部改正に伴い、法人町民税の法人税割の税率の引き下げ、軽自動車税の「環境性
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能割」の創設、現行の軽自動車税を「種別割」へ名称変更するほか、所要の改正

及び規定の整備を行うものです。 

 

議案第 13 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、平

成 30 年度から国民健康保険が都道府県と市町村の共同運営となり、県より標準

保険料率が示されています。今回、国民健康保険税の算定方法について、これま

での 4 方式から「資産割」を廃止し、長野県が算定の基本とする「所得割、均等

割、平等割」の 3 方式へ変更するため、所要の改正を行うものです。 

 

議案第 14 号高森町介護保険福祉条例の一部を改正する条例については、低所

得者の介護保険料を軽減するため、所要の改正を行うものです。 

 

議案第 15 号高森町企業等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、町の支援を受けて起業した者や営利目的ではない法人を、本条例で支援

する法人等に加え設備投資や雇用の促進を図るとともに、新規雇用者を雇用保険

法適用者とすることで、申請者の手続きの簡素化を図ることを目的に、所要の改

正を行うものです。 

 

議案第 16 号高森町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について、

議案第 17 号高森町農業集落排水事業分担金徴収条例の一部を改正する条例につ

いて、議案第 18 号高森町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部を

改正する条例については、農業集落排水上市田地区の公共下水道への管路接続工

事及び処理場の機器撤去等が完了し公共下水道の区域となったため、4 月から処

理区域、受益者負担金が変更となるため、所要の改正を行うものです。なお、こ

れに伴う下水道料金の変更はありません。 

 

議案第 35 号平成 30 年度高森南小学校エアコン設置工事の請負契約の締結につ

いて、議案第 36 号平成 30 年度高森北小学校エアコン設置工事の請負契約の締結

については、南北小学校へのエアコン設置工事について、2 月 7 日に受注希望型

競争入札の公告を行い、2 月 26 日に開札、落札候補者を決定しました。審査の結
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果、落札候補者を請負業者と決定し 2 月 27 日に仮契約を締結したことに伴い、

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定に

より、議会の議決を求めるものです。 

 

その他の議案も含め、提出いたしました議案並びに予算案につきましては、上

程の際に担当課長からご説明申し上げます。 

 

以上、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。 


