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令和 2 年第 3 回議会定例会あいさつ 

 
本日ここに、令和 2 年第 3 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、諸案件につきましてご
審議いただきますことに対し厚く御礼申し上げます。 
 

7 月に⻑く停滞した梅⾬前線の影響による⼤⾬は、全国各地で河川の氾濫、土砂災
害をもたらし、多くの尊い人命を奪い、⼤きな被害を与えました。この災害で犠牲に
なられた皆さまのご冥福をお祈りするとともに、災害により被害を受けた皆さまにお
見舞い申し上げ、一日も早く日常が戻ることをご祈念申し上げます。高森町としても
関係市町村と連携を図りながら復興に向け必要な協力してまいります。 

一転、8 月に入り猛暑が続いています。飯田市南信濃では、県内観測史上最高とな
る 39.5 度が観測されるなど、命の危険を感じる過酷な暑さとなり、高齢者を中心に
熱中症疑いによる救急搬送が増加しています。当町においても 7 月から 8 月にかけて
5 名の方が救急搬送されています。今後も厳しい残暑が予測されています。適切なエ
アコンの使用、こまめな水分補給や栄養補給、さらにはコロナ禍における適切なマス
クの使用など、一人ひとりが心がけていただくようお願い申し上げます。 
 
（新型コロナウイルス感染症対策） 

新型コロナウイルス感染症の感染者数は、全国で増加傾向となっており、都市部よ
り地方で多くの感染者が確認されています。⻑野県でも 7 月以降、連日のように新規
感染者が報告され感染者は昨日までで 261 名となり、残念ながら１名の方がお亡くな
りになりました。飯田下伊那地域でも 7 月 28 日に 1 名の方の感染が確認されました
が、地域の皆さまの懸命な感染症対策により、現在入院されている方などはいらっし
ゃらない状況です。今後も、気を緩めることなく、感染防止対策を継続していただく
ようお願いいたします。 

感染症が蔓延する中で、誤った知識や不確かな情報により、県外ナンバーの車や、
県外からの来訪者、帰省者、医療関係者、感染者や濃厚接触者に対する不当な差別や
偏見、誹謗中傷などの行為が問題視されています。全ての皆さまに、正確な情報把握
とそれに基づく冷静な行動をお願いするとともに、この地域は関係の方々を温かく支
える地域となるようご理解ご協力をお願いいたします。 
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このような状況であっても、今後も「感染拡⼤防止」と「社会経済活動」を両立す
るためには、基本的な対策を一人ひとりが実践することが極めて重要です。3 密を避
ける、感染防止対策を取る、ご自身の健康状態を把握するなど、日常生活において「感
染しない」、「感染させない」行動を全ての皆さまにお願いいたします。 

さて、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」としてこれまで実施してきまし
た事業についての現状を報告します。 

全ての国⺠に一律 10 万円給付される「特別定額給付金給付事業」については、4
月 27 日に住⺠基本台帳に登録されている 13,032 人に対し 13,026 人が申請され、給
付率 99.9％で事業を終了しました。 

経済的な影響を受けた子育て世帯 1,377 世帯及び高齢者世帯 1,197 世帯に対し、生
活の下支えと地域の消費喚起を支援するための活気アップ商品券交付事業及び全世
帯への高森温泉入湯券配布事業につきましては、7 月 1 日までに当該世帯への交付を
完了しました。利用可能期間は、活気アップ商品券は 12 月 31 日まで、入湯券は 1
月 31 日です。 

介護事業所やごみ処理、し尿処理事業者への感染対策用品配布事業は、7 月中に当
初計画した用品を購入してお届けしたほか、コロナ対策も含めた避難所用品、空気清
浄機など保育園、学校備品などの発注もほぼ完了しています。 

さらに、8 月の臨時会でお認めいただいた、医療機関及び介護、障がい福祉サービ
ス事業所が、必要な感染拡⼤防止設備の整備や衛生用品を購入した場合、事業費の一
部を補助事業する事業を 9 月より開始し、申請の受付を始めています。 

6 月に販売したプレミアム食事券は、8 月までに全体の 46.7%が換金されました。 
同じく 6 月に創設したウィズコロナ適応促進事業補助金は、第 3 回までの募集と審

査を終えて、計 26 件、補助金交付決定額は 986 万円で、予算額 1200 万円の 82％。
現在は第 4 次の募集中です。今後は、感染症対策に努めている店舗や事業を町として
PR すると共に、先ごろ臨時会でお認めいただいた、10,000 円分を 3,000 円で購入で
きるプレミアム付き商品券の発売を 8 月 27 日から開始しており、8 月末までに 5,515
セットを販売、今月から来年１月にかけて、経済効果 130,000 千円を目標に、感染拡
⼤防止と産業振興の両輪を進めます。 

今後の新型コロナ感染防止対策と社会経済活動をより有効に進めると同時に、限ら
れた財源が将来にわたって有効に活用されるよう、町では関係機関との懇談会を実施
しています。8 月 17 日には商工会の若手会員を中心に意見交換会を行い、利子補給
期間の延⻑などのご要望をいただいたほか、このような状況だからこそ取組める魅力



- 3 - 

あるまちづくりについて前向きなご意見をいただきました。8 月 20 日には町内の 15
介護事業所が参加し「高森町介護事業所連絡会」を開催。後藤医院 後藤 暁先生にコ
ーディネーターをお願いし、コロナ禍の課題や各事業所の取組み方法などを共有し、
今後圏域で発生した場合の方向性などについて意見交換の後、飯田保健福祉事務所 
松岡 裕之所⻑より、正しい感染防止策の徹底が施設内の感染予防、感染拡⼤防止に
つながるとのお話をいただきました。 

こうした懇談なども踏まえ、本議会に提案しました議案第 87 号一般会計補正予算
（第 4 号）に計上しましたコロナ対策費の一部を説明します。 

現在、新型コロナウイルスの行政検査対象者は、発熱者、感染者、濃厚接触者に限
られています。今後感染症が地域内に蔓延した場合、行政検査の対象にならない医療
機関や介護サービス事業所に従事する職員、保育、教育関係者及び圏外から帰省する
学生などが希望した場合、抗原検査又は PCR 検査を行うための費用の全額または半
額を補助するため 3,905 千円を計上します。 

10 月から商工会が導入する新たな地域循環型ポイント付きキャッシュレス決済カ
ード「ふくまるくんカード」の普及を支援するよう、関連事業費 8,410 千円を計上し
ます。このカードには、最⼤ 3 万円の現金チャージができ、さらにスマートフォンと
も連動した決済も可能です。既に阿智村商工会がシステムを利用しており、商工会で
は、従来のスタンプ会員 9 店舗を含め約 30 店舗を目標に勧誘を進めています。町で
は国の臨時交付金を活用して、対象店舗の初期投資を補助しつつ、カードを取得され
る先着 3,000 名の皆さまに 1000 円のポイントを還元する予定です。新たな生活様式
に有効なキャッシュレス促進と、地域内消費と経済循環を目指します。 

高森町の農産物など地場産品の取り寄せ、果物狩りや店舗での飲食予約などを総合
的に扱う EC システム、高森町インターネット・セレクトショップを構築するため
5,940 千円を計上します。コロナによる消費スタイルの変化と多様化に対応しつつ、
ネットと実体験の何れでも高森町の関係人口を創出するよう、地元企業が先導しつつ、
意欲ある農家や事業者の参加を募ります。 

月 1 回町内 38 箇所で収集している資源ごみ、埋立てごみ収集における地区役員、
当番の皆さまの感染防止対策として、マスク、アルコール消毒液、使い捨てゴム手袋
といった必需品の配布を、林まゆみ議員からのご提案いただきました。10 月収集分
から 7 ヶ月分を延べ 1,890 名で試算し 135 千円を計上します。 

その他も含め新型コロナウイルス感染症対策費として、総額 96,983 千円を計上し
ます。 
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（まちづくり懇談会） 

令和 2 年度まちづくり懇談会は、当初 5 月の連休明けから実施の予定でしたが、新
型コロナウイルス感染症拡⼤に伴う緊急事態宣言が発令されたため、全ての予定を一
旦中止させていただきました。しかし、この懇談会は地域の皆さまと直接お話させて
いただく重要な機会であることから、改めて 9 月 14 日より全 21 地区で実施させてい
ただくこととしました。第 7 次振興総合計画まちづくりプランの概要及び新型コロナ
ウイルス感染症対策などを中心に意見交換を行う予定です。感染拡⼤防止に配慮しな
がら開催しますので、多くの皆さまのご参加をお願いいたします。しかし、飯田下伊
那地域の新型コロナウイルスの感染状況によっては、中止せざるを得ないこともあり
ますので、ご理解をお願いいたします。 
 
（リニアガイドウェイ製作ストックヤード整備） 

下市田河原の新産業用地のうち 10.3 ヘクタールをリニア中央新幹線のガイドウェ
イ製作ストックヤードとして整備するため、いよいよ 9 月から農免農道の東側エリア
5.7 ヘクタールの耕土掘削と排水設備など、計 4 つの工区で工事が始まります。8 月
31 日には地元説明会を開催。農免農道が開通を迎える来年 3 月までの工程と共に、
令和 3 年度にはリニアトンネル掘削発生土の搬入による造成盛土など、農免農道⻄側
も含めた全体の造成整備計画についてご説明し、概ねご理解をいただきました。 
 
（公共交通） 

令和元年 10 月から実証実験がスタートした町の公共バスは、令和 2 年 4 月から有
償の実証実験に移行しました。4 月、5 月の公共バスの利用者は、新型コロナウイル
ス感染症の拡⼤に伴う外出自粛や、企業や学校の休業などの影響を受け、ピーク時の
半数程度のまで落ち込みました。しかし、緊急事態宣言が解除された 6 月以降は、徐々
に回復し、現在は多くの皆さまにご利用いただいています。10 月からは本格運行が
スタートします。感染防止対策も徹底しておこなっておりますので、安心してご利用
いただきたいと思います。 

今後も人口減少・少子高齢化社会における地域の重要な足として、利用者の皆さま
のご意見を参考に、必要な改善を行ってまいりますので、ぜひ多くの皆さまにご利用
いただき、ご意見を寄せていただきたいと思います。 
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（天⻯川川まちづくり事業関連） 
天⻯川上流河川事務所の発注により、天⻯川護岸、築堤工事が山吹のかわまちづく

り計画地で開始されます。8 月 3 日に開札され 2 工区それぞれの施工者が決定しまし
た。また、対岸にはなりますが、県施工による⻯神⼤橋の着手も計画されています。
天⻯川の水辺から新たな賑わい拠点の創出に向け、少しずつ目に見える動きが始まろ
うとしています。関連したソフト事業として、水辺に親しみ賑わい創出を考える「ミ
ズベリング」の一環として、「水辺の演奏会」を 9 月 27 日（日）に計画しています。
新型コロナ感染症の影響で、中高生の様々な部活動が制約を受け、最終学年の生徒達
にとって、これまでの集⼤成となるはずだった⼤会や発表会が中止されてしまいまし
たが、親水公園での発表会ができないか中学校に声をかけたところ、吹奏楽部よりぜ
ひやりたい！とご賛同いただきました。この情勢を踏まえ、主にはご家族、ご関係の
皆さまにお聴きいただくことと考えておりますが、子どもたち、また支えてきたご家
族の皆さまにとって少しでも記憶に残イベントになればと思います。 
 
（太陽光発電設備の適正な導入の手引き（案）への意見募集） 

地上に設置される⼤規模太陽光発電設備が、地域と調和をもって計画されることを
目的に、高森町景観審議会で検討いただき、導入の手引き（案）を公開しました。こ
の（案）に対する意見募集を 9 月 17 日まで行っています。寄せられた意見を踏まえ、
手引きとして示していく予定です。固定買取り価格制度の改正などにより新たな事業
計画は減少するものとは考えられますが、あらかじめ町の考え方を示すことにより事
業者のみなさまとっても、手戻りが避けられるよう定めるものです。 
 
（一人一日当たりのごみ排出量） 

平成 30 年度一般廃棄物処理事業実態調査結果が 4 月に環境省から公表され、⻑野
県は 5 年連続でごみ排出量の少なさランキングで日本一となりました。平成 29 年度
実績と比較し 6ｇ減少し 811ｇでした。 

一方、高森町は 451ｇ、県内で 11 位、全国で 14 位という結果で、県の数値と比較
しても少ない排出量で推移しており、日頃からごみ分別に対する町⺠の皆さまのご努
力に感謝申し上げます。しかしながら、前年度の 435ｇより 16ｇ増加、順位も落とし
てしまうという結果となりました。また、今年 3 月以降、燃やすごみ焼却施設である
稲葉クリーンセンターへの当町からのごみ搬入量も増加傾向にあります。 

町⺠の皆さまには、引き続き、ごみ分別の徹底、生ごみの水切り徹底、食品ロスの
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削減等を図っていただき、ごみ減量等へのご協力をお願い申し上げます。 
 
（高森町役場の「南信州いいむす 21」登録） 

｢南信州いいむす 21｣は、ISO14001 の基本的な取組みを簡易なシステムとして提供
し、事業所の実状に合わせて無理せず計画を立て、環境改善活動を実施、地域ぐるみ
で環境保全に挑戦しようという、南信州広域連合で進めている地域独自の活動です。 

6 月 16 日、高森町役場が「南信州いいむす 21」の登録事業所になりました。今後
役場では、「電気・燃料使用量の削減」「省資源リサイクルの推進」「グリーン購入の
推進」「イベント等での環境配慮」に積極的に取組み、温室効果ガス排出量を削減し、
南信州圏域内の一事業所として率先して地球温暖化対策の推進に努めます。 
 
（レジ袋の有料化） 

7 月 1 日より、全国一⻫にプラスチック製買物袋、いわゆるレジ袋の有料化が始ま
りました。町では、6 月下旬から 8 月下旬にかけ、エコバックの普及と資源循環、ご
み削減等を目的に、各ご家庭で未使用になっているエコバックを回収し、必要な方へ
配布する取組みを役場環境水道課他 2 箇所で行いました。期間中、14 名の皆さまが
50 個のエコバックを各所へ持参いただき、23 名に 39 個の配布を行うことがでました。
ご協力下さいました皆さまに感謝申し上げます。 
 
（敬老訪問） 

今年度も、町の発展のためにご尽力いただきました先輩各位の⻑寿をお祝いするた
め、敬老訪問を 9 月 12 日に行います。今年度の対象者は、男性 40 名、女性 86 名、
計 126 名の皆さまです。内訳は、88 歳（米寿）の方が 85 名、99 歳（白寿）の方が
12 名、100 歳の方が 13 名、101 歳以上の方が 16 名です。なお、町内の最高齢者は、
男性が 105 歳、女性が 107 歳です。町⺠の皆さまとともに心からお祝い申し上げます。 
 
（高森町コミュニティスクール） 

高森町コミュニティスクールは、学校と地域が協働して、未来を担う子どもを育て
ていくことを目的としています。今年度からは、地域、学校、PTA、ボランティアの
皆さま等で構成された三校の高森町小中学校運営協議会を設置し、「コロナから何を
学び、どう活かすか」「高森町の子どもをどのように育てるか」をテーマに協議を進
めています。 
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また、新型コロナウイルス感染症の影響で、学習の遅れが心配される中、中学校 3
年生を対象に「サタデーパワーアップ教室」を実施し、学校支援ボランティアの皆さ
まに授業を行っていただいています。学校と地域の皆さまとの連携により生徒の学び
の機会がより充実したものとなっています。 

高森町の子どもたちの成⻑のために、多くの地域の皆さまに関わっていただいてい
ることに感謝申し上げ、このような関わりの中で育った子ども達は、高森町を愛する
心や地域への誇りを持つ子どもに育っていくものと期待します。 
 
（保育園建設の進捗状況） 

社会福祉法人白百合福祉会が進める「新統合保育園」の建設計画について、保育園
保護者、地域の皆さまに対し、6 月 23 日から 28 日にかけて計 3 日間説明会を開催し、
70 名の皆さまにご参加いただきました。その際にいただいたご意見・ご要望は、町
の公式ホームページ、吉田河原保育園ホームページで公開しています。また、「新園
舎の建設及び運営に関する検討会」が設置され、保護者、地域の皆さまとの検討が進
んでいます。周辺整備等も含め、地域の皆さまのご理解、ご協力をいただきながら、
地域に愛される保育園を目指し、白百合福祉会と共に計画を進めてまいります。 

新みつば保育園については、上段 3 区の皆さまから土地の情報をいただきました。
9 月 18 日に第 1 回の検討会を開催し用地の選定を進めていく予定です。 

いずれにしましても、保護者、地域の皆さまに丁寧な説明を行い、子ども達の健や
かな成⻑の場所となるよう、取組んでまいります。 
 
（平和推進月間） 

8 月は平和推進月間でした。8 月 6 日広島では原爆投下から 75 年を迎え、平和祈念
式典が厳かに開催されました。本年度は、新型コロナウイルス感染症の影響で広島へ
の「平和のかけはし使節団」の派遣を中止せざるを得ませんでしたが、平和の象徴で
ある折り鶴の作成を町⺠の皆さまへお願いしたところ、例年の４倍にあたる 60,000
羽の折り鶴を届けていただきました。8 月 15 日に実施した戦没者追悼慰霊式典に奉
納させていただき、8 月 25 日平和推進会議の委員⻑でもある岩口友雄議会総務⺠生
委員⻑とともに保育園の子どもたちが絵や飾り付けをしていただいた箱に梱包し、広
島へ送付させていただきました。 
 

さて、本定例会には、報告案件 2 件、条例案件 5 件、決算関連案件 8 件、補正予算
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案件 8 件、その他案件 2 件を上程しています。 
  

議案第 72 号延滞金の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例の制定については、
令和 2 年 3 月 31 日付け地方税法改正に伴い、延滞金割合の特例に関する規定を関係
する 7 条例をまとめて改正するものです。 

 
議案第 73 号高森町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、寄附金税額控除の特例及び住宅借入金特別控除適用期限の延⻑が措置されたため、
高森町税条例の一部改正するものです。 

 
議案第 74 号高森町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について、第 75 号高森町特定教育・保育施設
及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正する条例について
は、上位法令の改正に伴い、議案第 74 号では連携施設の確保に係る規定のほか、幼
児教育・保育の無償化及びそれに伴う給食費の徴収に係る規定を改正するため、議案
第 75 号では用語の整理を行うため提案するものです。 
  

議案第 76 号高森町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の
一部を改正する条例については、上位法令の改正に伴い連携施設の確保に係る規定な
どを改正するため提案するものです。 
  
 議案第 79 号から議案第 85 号は、一般会計及び 5 つの特別会計、水道事業会計の令
和元年度歳入歳出決算の認定について提案するものです。 

一般会計、5 つの特別会計を合わせた 6 会計の総額は、歳入で 11,566,402 千円、歳
出では 10,715,822 千円、差し引き 850,580 千円となりました。水道事業会計は収益
的収入 345,517 千円、収益的支出 178,758 千円、資本的収入 15,485 千円、資本的支
出 752,839 千円です。 

では、普通会計の決算統計情報から、主要なものをご紹介します。 
まず、主要な財政指標です。普通会計の経常収支比率は 81.2%で対前年 2.4 ポイン

ト下降しました。実質公債費比率は 9.9％で対前年比 3 ポイント、将来負担比率は
64.0％で対前年比 15.4 ポイントそれぞれ改善しました。また、財政力指数は平成 26
年度以降毎年数値が向上し、0.416 で前年度の 0.410 に比し対し若干回復しました。 
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主要な基金の合計額は 1,707,119 千円で、昨年より 102,759 千円増加しました。ふ
るさと元気づくり基金へ約 100,000 千円、将来の財政支出に備えるために公共施設等
整備更新基金に 62,000 千円、財政調整基金に約 131,000 千円積増しを行いました。
また、起債残高は 5,863,333 千円で、前年度末より 46,313 千円減少しました。 

必要な借り入れのみを行いながら起債の償還を進め、また、将来に備える基金の積
み増しなどにより、財政指標等の値は全体的に改善しています。 

普通会計の歳入総額は 7,865,839 千円で対前年 785,885 千円増加しました。県の強
い農業づくり交付金の受入れや、下市田産業用地の取得用地の売却などが増加の要因
です。また歳出総額は 7,252,192 千円で、対前年 679,157 千円の増加となりました。
歳入同様、強い農業づくり交付金事業、工業団地等整備事業が増加の要因です。 

令和元年度は、第 6 次振興総合計画まちづくりプラン、高森町地方創生総合戦略の
最終年度であり、総合計画の基本計画に示した 22 施策体系に基づき、地方創生事業
の推進を重点にまちづくりに取組みました。令和元年度施策評価は昨年 11 月に当年
度評価を実施し、今年度に入り実施した町⺠アンケートや年度末実績を踏まえ、成果
指標などを時点修正し、8 月末に施策評価会議を実施し確定しました。 

本年度から第 7 次振興総合計画まちづくりプランがスタートしていますが、旧計画
の評価内容で新計画につなげるべき必要な内容について適切に反映するとともに、令
和 3 年度予算編成にも活かしてまいります。 

国全体で少子高齢化が進行し、先行きも極めて不透明、新型コロナウイルス感染症
対策や⼤規模な災害への対応など新たな課題への対応も求められ、国、地方ともに財
政を取り巻く状況は厳しい状況です。しかし、第 7 次振興総合計画まちづくりプラン
の将来像「なりたいあなたにあえるまち〜日本一のしあわせタウン高森」実現のため、
将来にわたって持続可能な行財政経営に一層努力してまいります。 
 

議案第 86 号水道事業会計未処分利益剰余金の処分については、令和元年度水道事
業会計決算において生じた営業利益に応じ、未処分利益剰余金のうちから 64,000 千
円を建設改良積立金へ積立てるためのものです。 
 

議案第 87 号令和２年度一般会計補正予算（第 4 号）は、歳入歳出にそれぞれ 572,132
千円を追加し、総額を 8,711,932 千円とします。主には、令和元年度決算を踏まえた
歳計剰余金の増などとなりますが、先ほどご説明した国の第 2 次地方創生臨時交付金
を活用した新型コロナウイルス感染症対策のための経費などを追加しています。 
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議案第 88 号令和 2 年度高森町国⺠健康保険事業特別会計補正予算（第２号）は、
新型コロナウイルスの感染症対策として、経常的な収入が前年同期に比べ 30％以上
減少している場合、国保税減免の対象となります。現時点で減免が決定している国保
税を減額補正し、補てんされる国庫補助金の増額補正をするものです。 

議案第 92 号令和２年度公共下水道事業会計補正予算（第 2 号）は、町道 7290 号
線道路改良工事に伴う下水道管布設替工事による資本的収入及び資本的支出の増額
補正をするものです。 

議案第 93 号令和２年度水道事業会計補正予算（第 3 号）は、7 月豪⾬による濁水
対応としてのソーダ灰設備緊急仮設工事及び凝集沈殿池及び貯水池堆積物除去委託
に伴う、収益的支出と山吹田沢地区配水管布設工事費増による資本的支出の増額補正
が主なものです。 

その他は、予算編成時の計上不足のほか、令和元年度決算に伴う繰越金などの確定、
不測の事務事業の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。 
 

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⻑よ
り申し上げます。 

 
議員各位並び町⺠の皆さま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。 


