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令和 2 年第 4 回議会定例会あいさつ 

 

本日ここに、令和 2 年第 4 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。 

 

（新型コロナウイルス感染症対策） 

新型コロナウイルスでの新しい生活様式に慣れつつあった晩秋から、初冬へと季節

が進むと、今や全国的に感染第 3 波が加速しています。東京都や大阪府などでは連日

のように過去最多の感染者数を更新。長野県内でも 12 月 1 日現在、累計感染者数は

736 名（全国 151,012 名）、累計死亡者数 6 名（全国 2,180 名）です。11 月に公表さ

れた感染者数は 377 名、1 ヶ月で倍以上に急増し、現在、入院者は 117 名、病床使用

率は 33％となり予断を許さない状況です。全県下に警戒レベル 3 の警報が、長野圏

域にはレベル 4 の特別警報が出ています。南信州圏域は 10 月からこれまで新規感染

者ゼロですが、もはやいつ感染が確認されても不思議ではない状況です。もしも地域

内で感染者が確認されたとしても、誤った知識や不確かな情報により、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は絶対せず、関係の方々を温

かく支えていただくようにお願いいたします。仮に当町で感染者が確認された場合は、

町民の皆さまに可能な限り情報提供するとともに、これまでにない対応をお願いする

こともあろうかと思いますが、ご理解ご協力をお願いいたします。 

また、これから年末年始を迎え、県外からの来訪者、帰省者なども多くなることが

予想されます。全ての皆さまに、冷静な行動を重ねてお願いいたします。 

私は、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

両立すべきと考えます。そのためには、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。マスクの着用、手洗い、うがい、消毒をする、3 密を避けるなど、

ご自身で健康管理を徹底していただくとともに、厚生労働省が提供している新型コロ

ナウイルス接触確認アプリ COCOA などで行動履歴を把握するなど、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。 

当町では、これまで多くの町民の皆さまや関係機関のご理解のもと 20 億近いコロ

ナ対策関連事業を執行してきました。改めて町民生活や経済活動にとって真に必要な

対策や支援を進めますので、一層のご協力をお願いします。 
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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いる事

業の一部についての現状を報告します。 

新型コロナウイルスによる経済対策として販売したプレミアム食事券、商品券が間

もなく有効期限を迎えます。食事券については 10 枚 5 千円で 2 千セットを販売し、

77.5％は既に飲食店で使用され換金がされています。また、1 万円分を 3 千円で販売

したプレミアム商品券についても 12,113 冊ご購入いただいた内、67.5％が利用され

換金を終えており、消費が落ち込みがちなコロナ禍のなかでも地域内還流の一役を果

たしているものと思われます。この他、閉じこもりがちなこの時世の中で、ご家族で

温泉を利用していただきリフレッシュいただく入浴券もお配りしました。こちらにつ

いては現在までに 20%ほどの利用となっています。食事券については今月 20 日まで、

商品券、入湯券については年明けの 1 月 31 日までが有効期限となっていますので、

まだお持ちの方はぜひ年末のお買い物やリフレッシュに役立てていただきたいと思

います。 

今年 9月以降の全国のインフルエンザ感染者数は過去 5年間で最も少ない状況です。

新型コロナウイルス感染症の蔓延により、普段の生活におけるマスク着用や手洗いの

励行、3 密を避ける行動など住民の衛生レベルの向上や、国外との行き来が制限され

ていることなどが、要因につながっているとも言われています。 

しかし、年が明けてからインフルエンザが流行することもあり、新型コロナウイル

スの感染者数が収束していない状況からも、同時感染を防ぐためにもインフルエンザ

を予防することはとても重要となります。町では子どものインフルエンザ支援を拡充

し、対象年齢を 18 歳までに引き上げ、1 回あたり 1,000 円の自己負担で予防接種を

受けることができます。また、高齢者の指定年齢接種はすべての対象者に予診票をお

送りしています。子どもは接種開始の 10 月 26 日からの 5 日間で 203 名、8.8％の方

が、高齢者は 10 月 1 日からの 1 ヶ月間で 1,943 名、47.3％の方が接種されています。

ご自身や家族の健康を守るため、任意ではありますが、予防接種をお願いいたします。 

9 月議会でお認めいただいた月 1 回、町内 38 箇所の、資源ごみ、埋め立ごみ収集

の地区役員、当番の皆さんの感染防止を図るため、10 月からご使用いただけるよう

マスク、アルコール消毒液、使い捨てゴム手袋を 9 月 30 日区長会の折に配布させて

いただきました。町民の皆さまには、今後も感染対策に万全を期して、ごみ収集への

ご理解ご協力をお願いいたします。 

 

（まちづくり懇談会と打ち上げ花火） 
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本年度のまちづくり懇談会は、9 月 14 日の山吹上平地区を皮切りに 10 月 27 日の

新田地区まで計 21 地区で開催し、延べ 398 名の皆さまから貴重なご意見をいただき

ました。新型コロナウイルス感染症対策のため、出席人数の制限や短時間での開催と

なり、ご出席いただきました皆さまには満足いただける懇談会にはならなかったかも

しれませんが、多くの真摯なご意見を今後のまちづくりに活かしていくことをお約束

します。ご参加ありがとうございました。 

また、中止となった高森まるごと収穫祭に代えて、11 月 14 日には全町対象に「み

らい懇談会」を開催しました。当日は、役場会場に 14 名、オンライン会議システム

では遠く東京からの参加を含む 18 名がご参加いただき、地域の課題や高森町をもっ

と楽しく、関係人口を創出するアイデアが交わされました。この懇談会は、ケーブル

テレビの生放送やインターネットでのライブ配信も行い、YouTube のライブ配信は

54 名がご視聴下さいました。 

また、この 14 日と翌日 15 日の 2 夜連続で、町に希望と元気を創出するため、計

140 発の打上げ花火が夜空を彩りました。この花火には、多くの企業や個人の皆さま

から計 20 万円余のご寄附をいただきましたので、町民の皆さまにご報告し、改めて

感謝申し上げます。 

 

（第 7 次まちづくりプランと行政評価、予算編成） 

「なりたいあなたに会えるまち～日本一のしあわせタウン高森」を将来像に掲げ、

今年スタートした第 7 次まちづくりプランは、策定時に予想していなかった新型コロ

ナウイルス感染症の影響を受けつつも、2 年目の予算編成期を迎えています。11 月に

全 18 施策の中間評価を町の幹部職員で実施し、そのうち 6 施策は 11 月 19 日に高森

町として初めて、7 名の外部委員による公開評価をお願いしました。公開評価でいた

だいた、厳しくも温かい貴重なご意見は全施策に反映し、次年度の施策方針としてま

とめました。 

これから本格化する次年度の予算編成では、まちづくりプランの掲げる将来像、そ

して重要指標のチャレンジ 3 の目標を目指しつつ、18 の施策に対して施策評価を活

かし、どう事務事業を企画、改善して予算化するかが重要となります。当然ながら新

型コロナウイルスの影響と対策に伴い、歳入の減少による財源不足、対策事業費の計

上も必要となります。しかし、こうした中でこそ、知恵と工夫を発揮し、町民の皆さ

まのご協力をお願いしつつ、着実にまちづくりを進めたいと思います。 
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（中学 3 年生の総合的な学習の時間） 

昨年の「みらい☆懇談会」で生徒から提案いただいた高森町をＰＲするミュージッ

クビデオの制作が、現在高森中 3 年生の総合的な学習の時間を利用し進み、いよいよ

大詰めを迎えます。10 月 16 日から毎週の総合的な学習の時間を充て、高森町の課題

であり可能性でもある段丘林の「竹」を楽器やアートに活用。中学校の校舎で、ロッ

ク調にアレンジされた校歌に乗せて「なりたいあなたに会える町」をテーマに、演奏

やダンスなどのパフォーマンスに挑みます。制作活動や練習、リハーサルを経て、い

よいよ明後日 12 月 4 日は撮影本番です。この間、多くの町民の皆さま、わかもの☆

特命係のネットワークで集まった大学生、役場の若手職員、そしてプロの技術とセン

スで制作を担当する株式会社ロックンロールジャパンほか、関係の皆さまのご協力に

深く感謝致いたします。 

編集を経て完成したミュージックビデオは、年明け、卒業式前に発表予定です。次

代を担う中学生が活躍する姿が、高森町にとって最高の PR になることを期待して完

成を待ちたいと思います。 

 

（しごと★未来フェア 2020 in 高森） 

去る 10 月 29 日、中学 2 年生を対象に「しごと★未来フェア 2020 in 高森」を開催

しました。当日は町内外の 18 社にご出展をいただき、参加いただいた中学 2 年生の

生徒の皆さんも各企業のブースで熱心に説明を聞きました。各出展者も、自社の誇る

技術による加工品を展示したり、リモートで実際の製造ラインをライブで紹介したり、

実技や実験をしたりと工夫を凝らし、熱く説明をしてくださいました。世界に肩を並

べて競う会社がこの地域にもあること、地域で誇りをもって働く大人の姿を見て感じ

ることで、こども達がそれぞれ描く「なりたい自分」のイメージを膨らませていくこ

とを期待します。 

 

（地域教育懇談会） 

未来を担う子どもの成長を地域全体で支えていくため、学校、保護者、地域の皆さ

まと高森町の目指す子どもの姿を共有し、町の教育について意見交換を行い、今後の

教育行政に活かすことを目的に、「地域教育懇談会」を実施しました。11 月 16 日か

ら 19 日の 4 日間で 191 名の方にご参加いただき、それぞれの立場から様々なご意見

をいただくことができ、大変貴重な機会となりました。 

いただいたご意見を施策や取組みに反映させ、まち全体で子どもたちの成長を支え
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ることにより、これからの高森町を支える「人」となってくれることを願います。 

 

（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」の建設については、設計、周

辺整備等順調に進んでおり、令和 3 年度からの着工、令和 4 年度開園に向け、白百合

福祉会と共に取組んでいます。 

また、町道Ⅰ－1 号線から 230 号線に通じる吉田から下市田地区間の新統合保育園

周辺の道路改良については、今後園児の通園や散歩等に利用されるため歩車道分離の

道路整備を令和３年度より交通安全対策補助（地区内連係）制度により計画していま

す。現在は新統合保育園周辺の道路整備を令和３年度内に完成させるため、道路設計

と用地測量を行っています。 

新みつば保育園については、新みつば保育園建設基本計画検討委員会を立上げ、土

地、運営事業者の選定について検討を進めています。12 月 11 日に第 3 回検討委員会

を開催し、土地、運営事業者の選定方法など一定の方向性を示していただけることに

なっています。 

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

かな成長の場所となるよう取組んでまいりますので、ご理解をお願いいたします。 

 

（各種健康診断） 

今年度の健診事業は、コロナ禍における対策として会場や実施方法、実施時期など

例年から変更した点が多く、健診を受診される皆さまにご不便をおかけいたしました。

しかしながら、感染症による健診控えなどで受診者が減ってしまうことはなく、例年

とほぼ同程度の皆さまが受診されています。感染症の蔓延が健康への関心を高めるこ

とに繋がったとも考えられますが、多くの町民の皆さまが日頃から健康を意識されて

いる結果と感じています。 

年明け 1 月からもヘルススクリーニングが行われます。まだ健診を済まされていな

い方は、ぜひ受診をお願いします。また、企業などにお勤めの皆さまはそれぞれが加

入されている健康保険組合などが実施する健康診断を積極的に受診していただき、い

つまでも健康で長生きできる身体づくりのため、日頃からご自身の健康を意識してい

ただくことをお願いいたします。 

 

（高森町の動植物誌） 
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平成 28 年度から高森町の動植物の実態調査をはじめ、4 年の歳月をかけ完成した

『高森町の動植物』刊行報告会を 9 月 13 日に実施しました。当日の報告会には 43

名と多くの皆さまのご参加があり、短時間ではありましたが、各調査員さんから調査

結果についてご報告をいただきました。 

また、11 月には南小学校で、山田調査員、堤調査員による刊行誌を用いた授業が

行われました。今後も将来を担う子ども達の環境教育教材として活用できるよう学校

と連携を図ってまいります。 

 

（地域公共交通バス） 

公共バス「柿丸あったかバス」は、令和元年 10 月からの実証実験、今年 4 月から

の有償実験を経て改善を加え、いよいよ 10 月から本格運行がスタートしました。10

月の利用は 445 名と、9 月の 1.3 倍、新型コロナウイルスの影響を受ける前の 2 月頃

の水準となり、概ね順調な滑り出しといえます。車内には感染防止対策も講じ、当面

は飲み物やふくまるくんカードポイントの特典も用意しています。今後も多く皆さま

にご利用いただけるよう努めます。 

 

（ケーブルインターネットの終了） 

平成 15 年に始まった高森町ケーブルテレビでは、他地域に先駆けインターネット

サービスを提供してきました。サービスを始めた当時はインターネットが普及し始め

た頃で、行政サービスとして多くの町民の皆さまにご利用いただきましたが、昨今は

民間のインターネットサービスが充実、加えて民間同様の高速インターネットサービ

スを提供するには多額の費用もかかることから、行政としての役目を終え、一昨日の

11 月 30 日をもってインターネットサービスを終了させていただきました。終了日当

日も特にお問合せ等はありませんでしたが、今後インターネットに関してお困りのこ

となどがございましたら、役場総務課までご連絡をお願いします。 

なお、引続き 12 チャンネル自主放送番組、音声告知放送は継続しますが、今後は

民間の光回線でも同様のサービスが受けられ、多くの皆さまに町の情報がお届けでき

るよう研究してまいります。 

 

（東京 2020 モッコ） 

東京 2020 オリンピック・パラリンピックの文化プログラム「東京 2020NIPPON

フェスティバル」に登場する巨大人形モッコは、2019 年 3 月から高森町で制作。今
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年 3 月に完成した後、現在も東北への旅立ちを待っています。復興五輪の象徴でもあ

るモッコが今度こそ本番の舞台に立てるよう、制作を支え、お手伝いして下さった多

くの町民の皆さまや関係の皆さまと共に強く望みます。そのような中、10 月 31 日に

は、橋本聖子東京オリンピック・パラリンピック担当大臣にお会いし、直接、競技大

会とモッコの旅の実現を要望しました。競技大会の延期により文化プログラムの実施

は未だ決定していませんが、中心的な人形劇師の沢則行さんや、組織委員会の幹部と

お話する中では、実現に近づいていると確信しています。町民の皆さまと共に、希望

を持って来春とされる正式発表を待ちたいと思います。 

 

（税収の状況） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、減免や徴収猶予等で大幅な収入減が懸念

されていましたが、令和 2 年度 10 月末現在の収納状況は、調定額 1,406,630 千円に

対し、収入額 829,510 千円で、徴収率 59.0％です。前年同月に対し、徴収率は 0.2％

減という状況です。 

 

さて、本定例会には、報告案件 1 件、条例案件 3 件、補正予算案件 7 件、その他案

件 3 件を上程しています。 

  

議案第 97 号 高森町議会議員選挙及び高森町長選挙における選挙運動の公費負担

に関する条例の制定については、公職選挙法の一部改正に伴い、町議会議員及び町長

の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例を新たに制定するものです。 

 

議案第 98 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

法施行令の一部を改正する政令が令和 2 年 9 月 4 日に公布され、その中で国民健康保

険税の軽減判定所得基準の見直しがされたため、条例の一部を改正するものです。 

 

議案第 99 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、引用法令の改正による項ずれを修正するものです。 

 

議案第 100 号 高森町デイサービスセンターの指定管理者の指定について、議案第

101 号 高森町老人福祉センターの指定管理者の指定について、議案第 102 号 あさぎ

りの郷地域交流センターの指定管理者の指定については、令和 3 年 3 月末をもって指
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定管理の期間が満了するため、それぞれ現在指定管理者としてお願いしている高森町

社会福祉協議会を、令和 8 年 3 月末までの 5 年間、引続き指定管理者とするため提案

するものです。 

 

議案第 103 号 令和 2 年度高森町一般会計補正予算（第 6 号）は、歳入歳出にそれ

ぞれ 27,275 千円を追加し、総額を 8,739,207 千円とします。 

商工費では、新型コロナウイルス感染症の影響で宿泊、宴会の売上が落込み、高森

温泉の経営で資金不足をきたす見込みのため、経営を継続するため、「まちづくり振

興公社運営支援事業」に 11,000 千円を追加、災害復旧費では、7 月豪雨による農地災

害の査定が 10 月 20 日に行われ、町内で７ヶ所が国の災害復旧事業の対象になったた

め、「耕地災害復旧事業」に 11,200 千円を追加、土木費では、令和３年４月の供用開

始に向け順次進めている「町道 7290 号線（農免先線）道路改良事業」において、公

安委員会と交差点協議の結果、必要となった追加の交通安全対策工事費など 36,945

千円を追加します。その他、新型コロナウイルス対策経費の臨時交付金の充当先の変

更や、コロナ禍で中止または縮小された各種行事等経費の減額、7 ヶ月余を経過した

執行実績に基づく過不足を修正が主なものとなります。 

特別会計では、国民健康保険事業、後期高齢者医療、介護保険では、職員人件費、

繰入金等、3 会計あわせて 3,554 千円を増額補正します。 

農業集落排水事業、公共下水道事業、水道事業において、職員人件費のほかに事業

進捗に合わせ緊急に必要となった工事費等を計上し、3 会計あわせて 970 千円を減額

補正します。 

 

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

り申し上げます。 

 

議員各位並び町民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。 


