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ピッカ、ピッカの小学１年生。のびのびと、すこやかに育ってください。
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《一般会計当初予算の概要》
御嶽山安全対策復興事業、第４次村長期振興

計画（前期計画）、村営住宅整備、緑地公園整備、

巡回バスの増額、学校施設の改修など継続、拡充

分を含めて当初としては比較的大型予算となった。

【主な事業】

□木曽広域連合新ゴミ焼却施設が着工

永年の懸案であった焼却設備の老朽化に伴う新

炉の建設という大型事業が今年度から着手される。

事業は複数年度にまたがるが王滝村の負担金は当

面平成２８年度4,543万円、平成２９年度8,230万

円となっており、過疎債(借入金)が充当される。

□上条地区に村営住宅建設 71,280千円

（単身８世帯）

□東地区に緑地公園整備事業着手 10,980千円

駐車場を含む緑地公園、用地費、空き家解体費・

撤去費、駐車場取付道路工事費、緑地公園設計費

を含む。

□地域おこし協力隊員を３名増員 34,300千円

□村内外向けプレミアム商品券発行 31,911千円

□観光ソフト・ハード対策事業に 31,749千円

国民体育館のトイレ水洗化外。（おんたけ湖ハー

フマラソン負担金は別途Ｈ２７補正予算で実施）

□学校体育館屋根・壁面塗装 42,005千円

□プール修繕 2,220千円

□中学校にタブレット端末導入 年間263千円

計１５台 ５年間のリース契約

□村道第４１号線の継続改良 82,764千円

継続事業として八海山下の村道４１号線の国庫

補助改良事業を実施。主な財源は国の補助金及び

過疎債を充当する。

□小川地区消防ポンプ自動車の更新 22,680千円

□村誌編纂事業で編集賃金外を増額 16,385千円

村誌編纂事業として編集、校正賃金印刷製本費

等を増額。

□御嶽山噴火対策事業費 22,686千円

避難誘導対策を含む９合目避難小屋改修など

２８年度一般会計当初予算を可決

総額１８億３,９８４万６千円

対前年度比２億９,２５９万８千円（１８.９％）の増加
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３月定例議会は３月９日に開会、３月１６日に再開、第３日目を３月２２日に開催し、

平成２８年度当初予算案を含む計２９議案全てを原案どおり可決し閉会した。

更新予定の小川消防ポンプ積載車



問（田中）御嶽山の安全対策及び復興関係経費に

ついて

御嶽山の災害復興基金を今年度で使い切らなけれ

ばならないという事もあって盛沢山な事業を伴っ

た総花的な予算付けに感じる。一番のポイントは

今後例外的な立ち入り規制の緩和がなければ、当

王滝口は地形的に他の山頂エリアと結ぶルートは

できず黒澤口、飛騨口とは完全に孤立する恐れが

あるということだ。

答（村長）現在は警戒レベル２で比較的平穏に推

移しているが火山噴火予知連でレベル１に緩和さ

れ火口周辺だけ立ち入り規制となることを期待し

ている。登山ルートの位置関係で王滝口が除外さ

れるのはある程度仕方がない現状だ。特に岐阜県

側との温度差が厳しい。

村としては、火山防災協議会等で王滝口を除外す

ることなしに一体的なプラン作りをするよう折に

触れ要望している。八丁たるみ付近への避難シェ

ルターの設置も提案してみたいし、王滝頂上山荘

の本格的な被災調査もやりたいと考えている。と

りあえず今年の場合は９合目まで登山が出来れば

と考えている。登山エリアが黒沢口、飛騨口と差

別化されるのは致し方ない地形現況だ。

問（田中）飛騨口は実質的な被災は全くなかった

訳で対策に対する温度差は当たり前ともいえる。

長野県としては２億円の緊急対策基金を造成して

初動措置をとったこともあり、王滝村としては木

曽町とは十二分な連携をとりつつせめて木曽側だ

けでもまとまった一体化した復興計画とするよう

県、国に強力に働きかけていくことが肝要だ。

答（総務課長）遺族会対応や避難シェルターのこ

とは国の所管であるとする岐阜県側を交えた防災

協議会ではまとまった了解がえられないのは事実

だ。せめて木曽側だけでも連携結束していくよう

に長野県、木曽町に要請を続けている。

問（田中）一時休止していた御嶽山岳歴史文化会

館の指定管理を年間運営費を3,500千円に増額し

て管理の再開をすることについて。当該施設の目

的としては生きた歴史食の提供があるが、展示品

や人材が新しい企画展を展開できるほどには充実

していずマンネリ化しているなどの問題のほか貴

重な神社関係の資料が散逸することをいかに防ぐ

かが肝要な目的になっているかと思う。ただ、運

営の財務問題からの観点で郷土食コーナーが他店

と競合するようなことがあってはならないものと

考えているが。

答（村長）村としてはひだみの保存食、食文化、

文化財の資料展示をしてきたが課題もある。村に

は慣れ寿司、すんき、しょうゆ豆などもあり、村

に伝わる郷土食としてどう活用できるか課題もあ

るが一般的な食堂にするにはこれまでの経緯から

あまりにも惜しいし、そういう活用はできればし

たくない。

問（田中）上条の村営住宅用として民地の借地に

よる駐車場の造成が計画されているが、ともすれ

ば永年にわたり高額な借地料を払い続ける恐れも

あるので所有権を極力早期に片づけて買収すべき

だ。

答（総務課長補佐）ご指摘の部分については事務

を早期にすすめるよう心掛ける。

問（西村）地域商品券交付金（村内）1,800万円

について、交付開始の時期と使用期限はいつか。

答 ４月下旬に準備をして、５月初めには交付し

たい。使用期限は２９年３月３１日までとなる。

問（西村）昨秋に交付されたものは、時期的なも

のと使用期間が短かったため、購入を見送った村

民もいる。使用店舗が極端に偏ったものになった

とも聞いている。より多くの村民が使いやすいも

のとなるように柔軟な運用を考えてもらいたい。
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問（西村）ペットボトル水製造業務委託169万4千

円について、前回は宣伝用ということで販売はな

かったが、今回の展開はどのようなものになるか。

答 前回と同様に宣伝用としてのもので、販売す

ることは考えていない。

問（西村）宣伝用でもよいが、村民がまったく知

らない、見たこともないということはどうかと思

う。村民にも配布するなどの対応を考えてもらい

たい。

問（西村）木曽観光復興対策協議会負担金113万9

千円について、これは「つながろう木曽～応援あ

りがとうキャンペーン」の負担金ということであ

るが、２７年度での利用状況などはどのようなも

のか。

答 １月末現在の発行総数は１９，２８７枚で、

王滝村では５，６６５枚となっている。使用数と

しては、スキー場が２，７１６枚、買い物券とし

ての利用が３８９枚となっている。

問（西村）いくつかの不正な利用があったと聞い

ているが、どのような対応をしたか。

答 この優待券は、宿泊施設が１枚500円で購入

し、１泊１名につき１枚を交付することとなって

いる。あくまでも宿泊料の中に含めるもので、こ

の券を単体で販売してはいけないとされているが、

単体で販売している事業者があったため、注意を

してやめてもらうようにした。

問（西村）噴火以来さまざまな形で支援を受けて

いる側が制度を悪用するなどあってはならない。

優待券には通し番号が振られていて追跡調査が可

能となっている。あまりにひどい業者には発行し

ないなどの厳しい対応も考えるべき。

問（立花）４点お願いしたい。１点目。２８年度

当初予算で各課長として重点施策を２、３に絞っ

て教えていただきたい。

答（総務課長）御嶽山安全対策・復興関係事業が

最優先、定住対策の村営住宅と緑地公園事業、交

通巡回バス充実、行政連絡費等が挙げられる。

答（村おこし推進課長）地域おこし協力隊新規３

名雇用、復興対策として村内外向け含む商品券発

行、復興対策協議会との協力による優待券発行、

松原スポーツ公園リニューアル整備、国民体育館

トイレ簡易水洗化。

答（経済産業課長）生活環境では広域新炉の平成

３０年４月稼働へ向けた予算。平成２９年４月以

降生ごみ回収開始事業推進。農林では有害獣対策

拡充。土木では村道４１号線改修の最終年度に当

たるため年度内完了を図る。林業では森林整備費

拡充。水道は老朽化した施設整備を行う。

答（福祉健康課長）福祉では包括支援センター充

実分としてコーディネーターと協議体を設置し体

制づくりを行う。保健ではデータヘルス作成し健

康長寿を図る。診療所は医師確保し運営していく。

答（教育次長）小中学校、保育所、公民館、山岳

歴史文化会館等所管する施設の安定運営が主体と

なる。その中で学校体育館屋根と外壁塗装、村誌

編纂事業の充実として事務補助賃金増額予算化、

教育充実として村単での教員配置、文化会館への

補助金増加、ＩＣＴタブレットの導入などが主な

ものである。

問（立花）２点目。観光一般経費のうち観光宣伝

諸費200万円、印刷製本費70万円、広告料150万円

の内訳をお願いしたい。

答（村おこし推進課長）観光宣伝諸費はイベント

時に配布するノベルティグッズ製作100万円、ラ

４

宣伝用に製造された

「銀河の雫」ペットボトル水

村営住宅が建設される上条地区の村有地



ジオでのＰＲに100万円。印刷製本費はパンフレッ

ト修正に70万円。広告料は新聞等での広告に70万

円、ハーフマラソン周知宣伝に80万円。

要望 観光の予算説明がいつも大雑把な感を受け

る。概要書にはスペースの関係で細かく記載でき

ないかもしれないが、担当課の誠意で別紙配布す

る等の心配りを要望したい。

問（立花）３点目。村有財産庁舎管理費に緑地公

園設計委託料108万円、村営住宅管理費に設計管理

委託料486万円が計上されている。この２つの設計

に住民の声を反映するしくみは考えているか。

答（総務課課長補佐）今は考えていない。検討し

たい。

要望 子育てトークで公園に対する意見が出され

ていた。また小川の単身者向け住宅については、

居室に台所があり調理の際、においがこもる、床

が冷たいとの声も聞かれる。実際に住んでいらっ

しゃる方の声をぜひ聞いていただきたい。

問（立花）４点目。村有財産庁舎管理費で土地購

入費1,793万円のうち1,243万円が駐在所用地とし

て、また進入路工事も別の項で80万円が計上され

ている。駐在所の建設は県の動きということで他

力本願は否めないが、２８年度は無理でも２９年

度には着工していただけるよう積極的な働きかけ

をお願いしたい。

答（総務課課長補佐）昨年９月、話があった。県

の配慮、地域の防災防犯の要なので一刻も早く取

り掛かりたい。要望していきたい。

問（吉田）単身用住宅建設について、何故単身用

住宅なのかお聞かせ願いたい。

答（総務課長補佐）村内には８０世帯分の住宅が

あるが、単身用住宅は教員住宅を除いて全て埋まっ

ている。中にはやむをえず世帯用住宅に単身者が

住んでいる。世帯用住宅を確保するために今回単

身用住宅を建設する。

問（吉田）山岳歴史文化会館施設管理委託費に、

人件費含む350万円が計上されているが、人件費補

填ということになれば、価格設定の面で優位に立

つと思われる。他の村内飲食店に影響を及ぼすこ

とはないのか。

答（村長）この村には「ひだみ」はじめ、伝統的

な食文化が多くある。それらを後世に継承してい

くこと、外部に発信していくことが重要な目的で

ある。したがって郷土食に限定した形で、一般の

飲食店とは競合しない営業形態をとっていく。経

営的には累積赤字もあり、村としてもこの食文化

を何とか継承していくためにも、今回の予算付け

となった。

問（立花）歳入の村税に地方税滞納整理機構の徴

収分265万4000円とあるが、これまでの滞納整理機

構の徴収実績を伺いたい。

答（総務課長）平成２３年度にスタートし、２７

年まで４件で合計550万3900円。内訳は固定資産税、

国保税、督促手数料、延滞金である。

問（立花）木質バイオマスストーブについて設置

が困難なため、86万4000円全額が減額補正されて

いる。設置困難な理由は何か。

答（村おこし推進課長）保育園は火を扱うので危

ないということ、保健センターはスペースがなく

維持管理が難しいという理由である。

問（吉田）合宿誘致対策事業で調査の開始時期と

最終報告時期を伺いたい。

答（村おこし推進課長）予算が通り次第業者に発

注する。基本的に一年かけて年度末に報告書を上

げてもらう予定である。夏までには難しい。

問（吉田）報告書に基づいて事業を実施していく

となると、事業開始は２９年度になる。御嶽山噴

火により観光客が70％減という中で、極力早い対

策が必要と思われる。例えば中間報告のような形

で上がってきたものの中から、できることはすぐ

に取り組むということはできないか。

答（村おこし推進課長）村としても70％減は重く

受け止めている。中間報告の中でも実施できる事

項があればできる限り取り組んでいきたい。

問（吉田）できるだけ早めの対策をお願いしたい。

地域おこし協力隊について、村では新たに３名の

募集を予定しているが、例えば売木村では陸上実

業団を退職された方を村長が協力隊員としてスカ

ウトし「走る村うるぎプロジェクト」を推進して

いる。それによって３００人の誘致につなげてい

るが、今後当村も合宿誘致を推進していくうえで、

そうした人材確保も一つの手段ではないかと思う。

答（村おこし推進課長）そういったことも含め取

り組んでいきたい。

５
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１．御嶽山の入山規制緩和に向けた今後の取り組

みについて

問 御嶽山の山頂付近への立ち入りは依然規制さ

れており、立ち入りが可能となる時期の見通しも

立たない状況が続いている。そうした中で、木曽

町においては二の池本館を町有化して建て替える

など積極的な取り組みをしている。二の池や剣ヶ

峰に残る建物を事業主だけで改修や撤去をするこ

とはほぼ不可能と考えられる。既存建物を修復し

て避難所として活用するなどの話も聞こえている

が、王滝村としては今後の取り組みについてどの

ように考えているか。規制区域の縮小の可能性や

国、県などの対応も含めてお聞かせいただきたい。

答 御嶽山の山頂付近で王滝村に関わりのある施

設は王滝頂上山荘、御嶽神社社務所、剣ヶ峰山荘、

二の池新館、覚明堂の５施設がある。これらの建

物の詳細な調査はまだ行われていない。仮に調査

を受けて補修や撤去が必要となったとしても現行

法においては補助制度は存在しない。県としても

補助制度の創設や国への要望をしているところで

あるが、シェルターとしての使用可否等について

も、火山防災協議会での検討を受けて事業者の要

望も聞きながら対応していくことになると思う。

立ち入り規制範囲の縮小については、仮に警戒

レベルが引き下げられたとしても、２８年度に予

定している避難小屋の補強を含めて、万全な避難

誘導体制が構築されてからの検討になる。

２．地域おこし協力隊について

問 地域おこし協力隊の受け入れが３年を経過し

た。この間に村民に示せる具体的な成果としては

どのようなものがあったか、また定住につながる

ような動きはあるか。３年間を総括する中で、今

後の取り組みについてお聞かせいただきたい。

答 地域おこし協力隊は様々な活動を行っている

ところである。定住につながるような新たな起業

といった面では厳しいものがあるが２名の者が蓼

科の業者の支援を受けて、乗馬体験できる牧場を

開設するために準備を進めていて、村としても支

援をしていきたいと考えている。

３月で３名が退任することになるが、１名は名

古屋市民休暇村に就職し村に定住することになる。

１名は３年の任期満了によるもの。１名は自己都

合による退任となっている。今後についても定住、

定着を目指す中で、地域の活性化につながるよう

な専門的な知識や技術を持った人材の確保に努め

ていきたい。

問 隊員の中で王滝村に住まなくなった隊員がい

ると聞いたが、どのような対応をしたか。

答 １名の隊員が昨年の秋頃に結婚したが村には

報告がなかった。村民からの指摘を受けて本人に

確認したが、配偶者の仕事の都合もあって木曽福

島に居を構えたとのことを１２月になって確認し

たところである。村に住むことが前提であるので、

本人と協議をし、キリのよい３月末で自己都合に

よる退任とした。

問 本来であれば、事実が確認できた時点で解雇

すべきだった。２８年度も８名の隊員を予定して

いるとのことであるが、現状のように実質１名の

職員で対応していくのは無理があるのではないか。

数名の職員でチームを作るなどの対応は考えてい

ないか。

答 おっしゃるとおりと思う。本来は専属の職員

を置いてやるべきであり、隊員からも同様の提案

があった。職員数の関係もあって兼務で対応して

いるが、視点を変えて、村民の中から希望者があ

ればお願いしたいとも考えている。国も更に強く

推進していくとしているので、村としても積極的

に取り入れて活用していきたい。

６

一般質問「そこが知りたい」

本文は答弁も含め質問者の執筆をもとにしています
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１．加速化交付金とＤＭＯについて

（答弁のうち、記載のないものは村おこし推進課

長）

問 先日の全員協議会で加速化交付金を利用して

の「ＤＭＯ構築による山岳高原観光推進事業」に

ついての説明が行われ、加速化交付金については、

２７年度８号補正で計上されるとの話であった。

いただいた資料をもとに質問したい。

①加速化交付金要求内容一覧のうちＤＭＯ推進事

業費（各項目）の詳しい内訳を示していただきた

い。

答 昨日、資料配布したとおりである。

問 各議員にも配布していただきたい。

（資料配布される。）

問 この中で２点伺う。村の予算を組む時に千円

単位で積み上げているとのことだが、こういった

国からの補助金の場合、示される数字が大雑把で

緻密さに欠けると思う。今回1,000万円、700万円、

500万円といった区切りのいい数字が並んでいるの

は何故かというのが１点。

合宿誘致対策とビジターセンター基礎調査は業

者に委託して完成品を受け取るものと伺っている。

ビジターセンターについては未知のものなので、

調査・分析・他地域の事例研究が必要なのは理解

できる。しかし、合宿誘致については業者委託で

完成品を受け取るのではなく、実際に大学回りを

する職員の交通費、グラウンドの芝生化、管理棟

内部の片付けや備品整備等に使った方がいいので

はないかと思う。２点目として、まだ調査研究が

必要なのかということを伺いたい。

答 概算ではあるが見積を取って精査した上での

予算である。合宿誘致については、松原のみなら

ず村全体のフィールドについてニーズを調査分析

し課題を提言いただくものである。

問 あまり納得いかないが答弁の内容は理解した。

次にもう２点。これまでの癒しの森、スピリチュ

アル、活性化基本構想等、すべて業者から完成品

を受け取り、それで終わっているように思える計

画が多数見受けられる。これまでこういった計画

の中で実現した事業を教えていただきたい。

２点目が、ハーフマラソンの説明文で「王滝村、

木曽町両町村の宿泊につながる滞在型の大会に出

来るよう」とあるが、具体的にどのような大会に

していくのか。

答 ご指摘の通りかと思うところもある。しかし、

村はそれを指針として取り組んでいる事業もある。

水事業、自然エネルギー事業である。ハーフマラ

ソン大会を滞在型にするために、ツアーや商品造

成をしていく。前日にカヌーツーリングやイベン

トの実施等、外国人からの情報発信も考えている。

問 ②御嶽山ポータルサイト制作事業は木曽町と

統一感のある共通ブランドイメージでの情報発信

のためとあるが、この事業は木曽町と両方で同額

の予算立てか。

答 村単独の事業予算である。これまで掲げてき

たスピリチュアルロードおんたけ王滝が、世界水

準の滞在型観光地構想の目指すべき姿と同じとい

うことで、木曽町と協議の上整備するもの。

問 現在の観光総合事務所のホームページは、平

成２２年度のユビキタス事業の時に整備された。

現在のホームページとの関係はどうなるのか。

答（課長補佐）御嶽山という切り口で１つの玄関

を作って、現在のホームページへリンクするもの

である。

問 ③資料「御嶽山とつくる世界水準の滞在型観

光地構想」の９ページに「ＤＭＯの運営には戦略

を進めるリーダーとなる人材、マーケティングの

専門能力のある人材が求められます」とあるが、

具体的にどう進めていくのか。

答 ＤＭＯの取組は始まったばかり。まだ具体的

な人材確保のプランはない。村としては観光総合

事務所雇用予定の３名が担い手となって貰えれば

と願っている。

問 茅野市は、ＤＭＯの育成支援をするまちづく

り推進室長に、長崎県五島列島の小値賀町でおぢ

かアイランドツーリズムを成功させ、内閣府の地

域活性化伝道師などを歴任された方を採用してい

る。人材発掘も視野に入れるべきではないか。

答 外部登用も考えるべきかと思う。

問 その場合、人材発掘と財政的な覚悟は村か、

ＤＭＯか。

７
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答 基本的にはＤＭＯだが、財源確保は両町村で

支援せざるを得ないと思う。

問 この「世界水準の滞在型観光地構想」には、

木曽町・王滝村・長野県とあるが、その作成には

村からどのような形で参画したのか。

答 村民ではなく、村おこし推進課と木曽町の観

光交流課が連携して県の指導で作成した。

問 ここの３ページに「癒し」や「スピリチュア

ル」といったどこでも使われる平易な言葉での宣

伝だけにとどまらず…とあるが、これは今まで村

がいろいろなコンサルに委託してお金を払ってブ

ランドコンセプトとしてまとめてきたものを否定

するような文と感じる。どう捉えているか。

答 （課長補佐）作成に当たり過去の資料を出し

た。大きな組織を作るのだから、広い意味でこれ

を取り込むような新たな言葉やブランドを構築す

る必要があるとの認識で、広い意味で網羅すると

いうことでこんな書き方になっている。

問 ④村内では御嶽古道エリアが重点エリアとし

て掲げられ「御嶽古道資料館」の改装計画づくり

が、２８年度となっているが、この資料館はどこ

を指すのか。

答 補助金申請に必要な資料として構想をまとめ

たもので、特にどの場所とは指定していない。御

嶽山岳文化会館、銀河村キャンプ場の森林体験館、

新しくできるビジターセンター等が考えられる。

現時点ではこの改装計画づくりは平成２９年度以

降になる。

問 ⑤加速化交付金は、２７年度補正の後２８年

度へ繰越されると認識しているが、２９年度以降

ＤＭＯの運営は独自財源でやるとの認識でいいか。

答 ＤＭＯと観光総合事務所の関係や担う役割は

今後検討される。ＤＭＯの運営・経営は明確では

ない。望ましい姿としては独立採算だが、自主財

源確保は難しい。村としても２９年度以降の事業

支援・財政支援を検討していきたいと考えている。

問 ⑥加速化交付金は、その殆どが村から観光総

合事務所へ委託されると思われるが、観光総合事

務所はこの事業を推進する自覚はあるか。またこ

の会計処理は観光総合事務所の職員がやるとの認

識でいいか。

答 今まで会計処理は人的支援という観点から村

職員が担ってきた。２７年度緊急雇用事業で雇用

された２名に会計処理やれるよう支援・指導して

いる。慣れるまでは村職員が支援するが、観光総

合事務所の職員にやっていただく。

ＤＭＯの考え方、あるべき姿は地域の稼ぐ力を

引き出して観光地経営をするもので、これは平成

１６年に観光総合事務所設立目的と同じ。これま

では担い手がいない、村の財政が厳しいとの理由

で人的支援しかできなかった。

このＤＭＯ設立を契機に人的支援から事業支援

に舵を切る。その手始めとして村外向けプレミア

ム商品券販売委託と今回の加速化交付金事業を行

う。加速化交付金事業の実施は、村おこし推進課

と連携して当たっていくが、観光総合事務所が今

後の村の観光振興を担う覚悟と志を持っていただ

けるよう取り組んでいきたい。

まとめ 以前にもお願いしたが、外郭団体の補助

金について担当職員が交付金申請書を作り、交付

して、その後の金銭出納を行うのは好ましくない。

ぜひ、村職員以外の方に担っていただきたい。

ＤＭＯの成功例を検証したときポイントが３つ

ある。１つ目は行政主導でないこと、２つ目が民

間の人材を登用すること、３つ目が自主財源の確

保である。なんとかそこまでの段階に持って行っ

ていただきたい。

この後、交付金が減額または受けられなかった場

合を想定した質問をしたが、一般質問後の３月１

８日に全額交付の内示があったため、質問・答弁

は省略する。

２．地域包括ケアシステムについて

問 ①生活支援コーディネーターを配置し、運営

委員会と推進会議を設置する。地域支援事業は社

協に委託すると認識している。２８年度当初予算

では従来分の委託料として380万円余、充実分の委

託料として813万円余が盛られ、２倍以上の増額と

なっている。具体的にどのような事業が増えるの

か、または頻度が増すのか伺いたい。

答（福祉健康課長）新総合事業は２９年度の完全

実施に向け２８年度に王滝村の介護保険者である

木曽広域連合から郡内町村に一律888万円が交付さ

れる。充実分としては①地域ケア会議の充実、②

在宅医療介護の連携、③認知症施策の推進、④生

活支援サービス体制整備の４つの柱がある。村の

８
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包括支援センターと社協が協働して事業実施する。

①地域ケア会議充実は要支援者に対してどんな

サービスが必要でどのような方法で実施するかを

関係者が連携して協議していく。②在宅医療介護

の連携は木曽広域連合で実施する。③認知症施策

の推進は地域支援推進員として有資格者２名を村

で配置する。社協への委託は今までの枠組みを活

かして家族からの相談活動や地域の理解促進のた

めのネットワーク作りを行う。④生活支援体制整

備はコーディネーター配置と協議体設置。生活支

援コーディネーターは地域各種団体やボランティ

ア等を結び付け、支援のニーズを把握したり、新

たな支援者を育成するとともに地域に不足するサー

ビス・資源の開発、高齢者の生きがい作りや社会

参加を図るもの。コーディネーターは今までの活

動を活かす形で社協に配置したい。

協議体は村で設置、村内の協力頂けそうな団体

で構成する運営委員会と、実際に活動して頂ける

方で構成される推進会議の２本立てでいく。

このような形の中で増える事業の質問だが、充

実分は体制整備に対する交付金であり、社協への

委託分は社協が任意で行ってきた事業の枠組みを

利用して実施するもので、交付金によって事業が

明確化されたものである。今以上に地域の福祉充

実につながるものと理解していただきたい。事業

の増加、頻度の増加は特にない。

問 ②社協以外、地域住民や関係団体との連携で、

今考えているものはあるか。

答（福祉健康課長）協議体設置の中で運営委員会

１５名、実際に活動に関わっていただける推進会

議３０名を予定している。それぞれの会議の中で

必要があれば加わっていただく。包括ケアシステ

ム構築には村内多くのみなさんのご理解ご協力が

必要である。

まとめ このシステムはまだ動き出していない。

質問が絞り切れていないので、しばらく経って６

月議会で違った角度から質問させていただきたい。

１.固定資産税について

問 一昨年スキー関係者についての軽減を行った

が今回は一般村民について、王滝の税は他の町村

より高いような気がするので下げる必要性を感じ

るが村長の考えは。

答 標準税率は高く設定となっているのは事実で

ある。しかし自主財源これは3,000万円近いがこれ

を減らすと税全体に影響が出る恐れがある。

問 年寄りばかりで子供達は帰ってこない。払え

るかどうか分からなく先が心配だの声が多くある。

答 当村では従来からかつての電源開発等に伴う

村の活性化政策や木材取り引き税の廃止にともな

う財政の観点から標準税率を超える税率をしてい

る。見直はやぶさかではないが単に超えているか

らと言ってやるのはどうかと思っている。

２.森林鉄道について

問 松原スポーツ公園にある王滝森林鉄道のこと

は以前お聞きしたが確認の意味で伺います。あの

施設は誰の物と考えるか。又村との関係は。

答 車庫内にあるモータカーや機関車等々は個人

のもの。レールも個人のもの。土地は村と一部は

水資源機構のものである。

問 私の聞きたいのはあの林鉄が３０年経っても

完成せず、寄付をした人から問合わせがあったこ

とだ。完成しない内に枕木が腐ってしまう。村は

早く完成させ村民や寄付者に見てもらうべきだ。

クラブの責任者は「あれは村の物だが、早く完成

させたいが金が」と言っていた。誰のものかの区

別より村が積極的に完成させるべきではないか。

９
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答 これは村のものではなく林鉄クラブの物だ。

枕木等の敷設から１０年経ち残りは約３００ｍだ

が、会では完成させることだけが目的ではない。

まとめ 早く完成させ、寄付した方や村民そして

観光客に見てもらいたいのが一般的な考えと思う。

３０年経っても未だにあの状態では村が笑われる。

瀬戸村長の政治的リーダーシップの問題でもある。

早く完成させても林鉄クラブに迷惑はかからない。

３.乗馬観光について

問 昨年「村はどの程度支援するか」と聞いたと

ころ「検討する」で終わっている。具体的にどの

程度支援するか。又全体像を知りたい。

答 場所は滝越上黒沢付近の村有地。林鉄敷地跡

を活用。馬はモンゴル馬数頭。国から活用出来る

制度で1人100万円の2人で200万円。しかしこれで

村が施設等を作ってやるものではない。

まとめ 不安や疑問なところが余りにも多くあり

心配なところもある。隊員は若く経験が乏しいか

ら村長には正しく指導をしてほしいものだ。

４.バイオマス発電について

問 これについて村長が考えていることを示して

いただきたい。

答 村外の業者から問いあわせがあったのは事実

である。

問 村が作るのか。かつてのスキー場のように･･･

それとも土地を与え業者を誘致なのか。

答 構想はある。そういうことを含めて発表出来

る状況ではない

木曽広域連合議会第１回定例会が木曽文化公園会

議室おいて開催され、 条例制定１件、一部改正が

１３件の他、２７年度補正予算、２８年度当初予

算が各々２会計、追加議案として工事請負契約の

締結が１件、いずれも原案どおり可決された。

広域連合と直接関係する新焼却炉の国庫交付金

「循環型社会形成推進交付金」は関係事業と合わ

せ、512億4千万円が確保され、同じく今国会に提

出された２７年度補正予算前倒し分436億円と合わ

せ、948億4千万円となり、全国要望の９割前後が

確保された事になり、要望活動を続けてきた広域

にとって胸をなで下ろす状況となった。２９年度

完成に向け、更に国に対して要望活動を行ってい

くといった報告があった。

【広域連合事務事業について】

（１）総務課

◆今年度から継続事業となっている「新ごみ処理

施設整備工事」が本格実施されることから大型の

予算編成となった。

（２）地域振興課

◆御嶽山噴火災害により木曽地域の観光地には未

だ深刻な影響が残っている。木曽観光復興対策協

議会を中心に県や町村並びに関係機関など一丸と

なり様々な事業展開行う。

◆上下流交流事業として取り組んでいる愛知中部

水道企業団との森林整備に本年度より路網整備や

害虫・獣害対策への対象事業拡大が図られ、年間

間伐材整備面積８００ヘクタールをクリアした上

で予算の範囲内で路網整備へ基金投入が予定され

る

（３）健康福祉課

◆介護保険の運営状況について、給付額は１月審

査分までの９ヶ月間における給付状況は、大きく

増加することなく、ほぼ前年並みで推移している。

引き続き介護サービスの適正化に努め給付管理を

行っていく。

（４）環境課

◆新焼却施設建設について、１月２９日の正副連

合長会において、エスエヌ環境テクノロジー株式

会社を優先交渉権者として特定、２月に同社と仮

契約を行った。このことについては、全員協議会

で説明を加え審議する。
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乗馬観光の実施場所に予定されている

滝越地区の村有地



（５）情報センター

◆インターネットの契約はフレッツ光の営業など

により３年前より１，２００件、２割強の減少と

なっている。今後も加入者数維持のための方策を

町村とも相談し検討していく。

（６）木曽寮

◆入所にあたっては、困っているからと言って必

ずしも直ぐ入所できるわけではない。まず各町村

の担当窓口に相談し入所判定委員会の審査を受け、

措置という形で入所を認めてもらう必要があるる

（７）文化公園

◆今年度５回目となる「木曽ダンスフェスタ２０

１５」が１１月１５日に開催され６団体１０１名

が参加。幅広いジャンルのダンスが披露され家族、

友人など３００名余の観客が集まった。

（８）広域消防本部・災害状況報告

◆一昨年は多くの自然災害に見舞われる年であっ

たが、昨年は大きな自然災害はなかった。火災１

５件、前年比プラス２件、救急は１，５２１件で

プラス３２件、救助は２０件でマイナス２件、火

災については建物火災が９件発生、残念ながら１

名の焼死者と２名の負傷者が発生した。

＜木曽観光復興対策協議会関係＞

御嶽山噴火災害から１年を経過する中で、木曽

地域の観光地には未だ深刻な影響が残り、観光客

が戻ってこない状況であることから、木曽観光復

興対策協議会では、昨年９月より、中京関西圏に

向けた大規模な誘客プロモーションを展開し昨年

１０月から３月まで秋冬の「つながろう木曽～応

援ありがとうキャンペーン」を実施している。

【全員協議会】

（協議事項）

（１）新ごみ処理施設建設関係について

１月２９日に連合長会議を経て、全員協議会で

も請負契約案も示され可決された。29億8,944千円

で、大阪市のエスエヌ環境テクノロジー株式会社

と契約を結んだ。

（２）木曽広域連合規約の変更について

行政不服審査会の設置及び運営に関する事務を

加えるため、関係条文などについて説明があり意

見交換をおこなった。

平成２８年組合議会２月定例会は、２月１８日に

開会し、提出された３議案をすべて原案どおり可

決、１件の専決処分の報告を受け閉会した。

本会議終了後の全員協議会では地方公務員法改

正に伴う級別標準職務表の扱いについて説明を受

け了承した。

本会議《提出議案》

１．損害賠償の額の決定について

デイサービス送迎中の事故の損害賠償について1

66万5千円余を支払うもの

２．平成２８年度松塩筑木曽老人福祉施設組合一

般会計予算…総額47億3,800万円（前年度当初予算

対比2.7%増）

□歳入…サービス収入のうち特別養護老人ホーム

部門では前年度を下回る予算額（42億4,727万円余）

となった。入所定員の変更と総合相談窓口の設置

による効率的なベッド運用を図り、歳入確保に努

める。通所介護事業は地域差が生じ始めあり方そ

のものを含めた見直しが必要となってきている。

□歳出…介護職員の人材不足が深刻化する中、人

材育成を柱とした人事評価制度の導入などやりが

いの持てる職場環境づくりや施設の老朽化対策な

ど、必要な予算を計上した。

３．２７年度松塩筑木曽老人福祉施設組合一般会

計補正予算（第２号）…①事務事業の精算に伴う

経費。②施設の維持、管理運営に必要な経費で特

に緊急を要する経費。補正予算の規模は2,500万円

の減額。

歳入ではサービス収入の減…2,125万円減、歳出で

は光熱水費の減…2,668万円余が主なものである。

《報告》

損害賠償の額の決定の専決処分報告について

介護リフトを利用しベッドから車いすへ移乗する

際に、スリングからずり落ち頭部を打った方に対

して、32万円余の損害賠償をしたもの。
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平成２８年松塩筑木曽老人福祉
施設組合議会 ２月定例会報告
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議会日誌

学校の卒業式、入学式へは毎年欠かさず出席し

ています。

当事者の子供達の緊張、親御さんの感無量の

想い、粛々とした進行の中で先生方のみならず

村長さんはじめ関係者の温かいまなざし、想い

などがそのまま合わさって伝わってきて何とも

言えない厳粛な気持ちになります。

今年の卒業生は小、中ともに６名でした。ピッ

カピカの新入一年生は３名と聞いています。数

の問題などでは無く、一人一人が正に宝でしょ

うし学校は地域社会の究極の砦だと感じていま

す・・・ひ

《 編 集 後 記 》

１月

１２日 出初式

１５日 議会だより１３０号発行

１８日 木曽町商工会賀詞交歓会（木曽町）

２１日 木曽郡町村議会議長会（東京）

〃 大相撲（御嶽海）観戦

２５日 例月出納検査（１２月分）

２９日 正副議長・常任委員長研修会（安曇野市）

３０日 水資源機構との懇親会（八海山荘）

２月

２日 商工懇談会（滝旅館）

１５日 木曽広域連合議会福祉環境常任委員会

１６日 木曽広域連合議会経済観光常任委員会

１７日 全員協議会・第１回２月臨時会

〃 議会運営委員会

〃 松塩筑木曽老人福祉施設組合議会

２月定例会（塩尻市）

２２日 木曽広域連合議会運営委員会（木曽町）

〃 木曽広域連合議会総務常任委員会

（木曽町）

２３日 長野県町村議会議長会第２２回定期総会

２７日 砂防懇談会（大桑村）

２９日 例月出納検査（１月分）

〃 木曽広域連合議会２月定例会（木曽町）

３月

４日 全員協議会

９日 議会３月定例会（開会）

〃 議会運営委員会

１６日 議会３月定例会（２日目）

１７日 王滝小中学校卒業式

２２日 議会３月定例会（３日目閉会）

議会だより編集特別委員会

〃 王滝小中学校教職員送別会

２３日 王滝保育園卒園式

２５日 例月出納検査（２月分）

４月

１日 王滝村消防団編成式

５日 王滝村保育園入園式

６日 王滝小中学校入学式

１５日 議会だより１３１号発行

王滝村人権擁護委員の任期満了に伴い、小谷洋

子氏が再任された。

任期は平成２８年７月１日から

平成３１年６月３０日までの三年間。

王滝村人権擁護委員に

小谷洋子さんを選任

３月定例会で審議された請願・陳情等の採択・

不採択状況は下記のとおりです。

●「軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予

防、その危険性や予後の相談の出来る窓口など

の設置を求める陳情書」 (資料配布)

請願と陳情

いち早く王滝に春を

告げる野口地区子安

神社の祭り


