令和 3 年 9 月議会定例会

令和 3 年 9 月 24 日

令和 2 年度決算特別委員会審査報告
9 月 7 日の本会議におきまして、決算特別委員会に付託されました、議案第 4 号令和 2 年度中川
村一般会計歳入歳出決算認定について、9 月 9 日、13 日、14 日、15 日の 4 日間にわたり役場第 1・
第 2 委員会室におきまして、委員 9 名の出席のもと、関係課長、係長に説明を求め慎重に審査を
行いました。
審査の結果は、委員全員の賛成により、認定すべきものと決しました。
審査の過程で出された質疑・討論について報告致します。
【地域政策課】
〈財政係〉
質問 エネルギーサービスプロバイダー業務委託の事業内容は。
回答 平成30年4月から高圧電力を使用する、役場庁舎・文化センター・中学校・東小学校・西小
学校の5施設について、エネルギーサービスプロバイダーを通じて新電力事業者から電力供給を行
い電力料の削減を図っている。現在その成果を踏まえ、低圧電力を使用する施設についても新電力
への見直し作業を進めている。脱炭素化へ向けて、今後は価格だけでなく二酸化炭素排出係数も加
味した電力供給事業者選定を行い、環境への配慮を進め、将来世代への負担軽減を図っていく。

サービスプロバイダー業務イメージ図
質問 二酸化炭素排出係数を加味した事業者選定が必要となるが今年度は実施しないのか、また二
酸化炭素排出係数を加味するとどのくらいになるか。新電力よりグリーン電力の方が安くなる可能
性もあるのではないか、計算はしているか。
回答 二酸化炭素排出係数の良い事業者にすると、今のところ年間で１０万円ほどプラスとなるが、
入札やその時々で価格は変動する。来年度予算にはそれを含めて計上する。
質問 低圧電力使用の施設について検討するとなっているが、これは来年度からということか。
回答 令和４年度予算に反映させるため、令和３年度中に試算を行う。
質問
回答

新電力は安定してきていると思うが、リスク管理について検討はしているか。
新電力の中には余剰電力を買い集めて供給しているところが多く不安定なので、自社発電を
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持っている大手の事業者を選んで比べている。その都度、入札を行うなどしてリスクの大きいとこ
ろは選定していない。
質問 経常収支比率を見て公債等も考えていくと思うが、交付税の額によって大きく左右される事
について財政係としてどう考えるか。
回答 中川村は依存財源に頼るところが大きく、財政運営する上ではそこがポイントとなる。自主
財源として村税を上げるために、村で進める移住・定住またはＵターン・Ｉターンなどで村に住む
人を増やし、家を建ててもらうことで住民税や固定資産税を増やす、事業者には利益を上げてもら
い法人税を増やすといった事を総合的に行うことが大切。また、例えば目的を達した補助事業の見
直しなども大切と考える。
質問 経常収支比率の推移で、平成３０年度の数値が高い理由は。
回答 平成３０年度は、地方税２００万円、普通交付税７００万円余の減収が生じており、それに
より経常経費に充てる一般財源が減った事が一つの要因となっている。また、村単独事業で行う、
地区集会施設の周辺整備補助金３００万円、農業担い手支援事業補助金３５０万円、高齢者にやさ
しい住宅改修促進事業補助金１００万円などが増えたことが経常経費を上げる要因となった。
〈むらづくり係〉
質問 空き家等活用促進事業の現状は。
回答 活用できる空き家（修繕は必要）は少なく、活用できない空き家が多いのが現状。今後、分
譲地や空き地を含め、移住・定住策を考える必要がある。
質問 お試し住宅利用者の感想など、追跡調査やアンケートなどの分析などは行っているか。
回答 アンケートについては現在実施していない。移住に結びついたという実績はまだないが、神
奈川県の方が１人、村の応援団として活動してくれている。十分な調査ができていないのが実状。
今後はアンケート調査などを実施していきたい。
質問 村から広報誌を送るなど情報発信が必要ではないか。
回答 関係を保つよう検討していく。
質問 空き家改修事業の特定地区とは。そのいきさつは総代会などで手挙げ式でやりたいと言った
地区がすべて該当となるのか。また、周知についてはどうか。
回答 ２７地区のうち、地域活性化計画により移住者を積極的に受け入れるといった地区について
補助を上乗せしている。村の中でも人口減少が多く、高齢化率が高い地区を中心に、地区の皆さん
と村で地区の活性化や移住者の受け入れについて話し合い、計画を立てた地区が該当となる。現在
は小平地区と、美里地区にむらづくり係が入って検討している。周知については「まち・ひと・し
ごと創生総合戦略」を立てる時に全地区に声掛けをした。
質問 空き家対策促進事業について、近隣の住民から情報が入ってくると思うが、実際に現場を見
て地権者と調整をしているということで良いか。
回答 空き家については、何年か前に職員が全村現地を見ながら調査をしてきた。管理者や所有者
にこちらの意向を伝え、売却や貸しても良いという家について再度確認をしてきた。現在は環境水
道室で担当している。
意見 お試し住宅は、交流プログラムを持つべきと思う。
質問 小平地区のお試し住宅利用者と地区住民の交流が、移住・定住に結びつくと考えるが村とし
てはどう考えるか。
回答 地区住民との交流をしていただきたいという考えはあるが、村でそれを強くお願いしている
訳ではない。現在は新型コロナウイルス感染症の影響で、皆さんが集まる機会は少ないが、地区に
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は利用者が挨拶を行うなどしている。利用者の中には住民との交流が苦手な方も居る、行政が地区
に対して「あとはお任せ」ではなく、交流プログラムを提示して利用者との交流を進める工夫をす
る。
質問 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金事業の内容は。
回答 R2 年度交付決定額：255,340 千円 既交付額：215,727 千円 R3 年度へ繰越額：39,613 千
円、新型コロナウイルス感染症に対する対応（感染拡大防止策）、感染症の影響を受けた地域経済、
住民生活の支援、「新たな日常」に対応するための政策を基本に 53 事業（７事業繰越）を計画。
新型コロナウイルス感染症の影響が出始めたのは R2 年２月下旬。感染の収束が見通せない状況下、
住民生活、地域経済の動向を注視しながら臨機応変に交付金を活用してきた。
質問 特別給付金給付事業の相談窓口への相談者数は。
回答 ５月３日 ９世帯 ５月４日 ５世帯 はじめに特別定額給付額の申請説明を行い、続いて
福祉全般、水道、税、事業等の相談を受けた関係部署全てで対応。
質問 特別給付金給付事業の期間が５月１１日から８月３１日となっているが、これが最終の給付
となった日であるのか。また、問題点や対策等の分析はしているか。
回答 実際に８月３１日が最終の給付の日となる。給付の期間が長かった事については、ひとり暮
らしや高齢者であること、また新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言等の影響もあり申請自体
に時間がかかってしまった事が要因のひとつ。また、何度も申請を促す等行ってきたが役場からの
文書を読まないという人や、関心の無い人には電話で連絡をするなどして、時間がかかってしまっ
た。
質問 地域おこし協力隊について、東京での効果的なＰＲができる業者とは、都会に居るからなの
か特殊な方法で行うということなのか。
回答 東京在住の方で、美しい村のサポーター企業ということで、中川村だけではなく静岡県松崎
町などいくつかの町村のアドバイザー的な事を行っている。この方のつながりの中で、イベント等
でＰＲをして頂いている。お試しシェアオフィスの利用者募集などもお願いしてきた。
質問 プロモーション事業の民放ラジオ番組製作は２年目ではなかったか。これはどのくらいの効
果があがっているか。
回答 ニッポン放送のラジオ番組で、これとセットで動画を撮影しユーチューブで期間限定ではあ
るが半年間ほど動画を流し、ホームページでも公開している。そこで農産物等をＰＲしているが、
それで農産物が売れたかどうかは把握していない。
質問 農産物等を実際に買った人が、何で知ったのかということの調査について検討をしたらどう
か。受付簿などを作るのが良いと思うがどうか。
回答 多くが農業観光交流センターでの取り扱いとなるので、そちらにつないでおく。
質問 プロモーション動画をＤＶＤで販売してはどうか。
回答 契約等の制約もあるので、販売は無理ではないか。コピーをして配付するなどできるか確認
してみる。
【総務課】
〈総務係〉
質問 一般管理費の委託料の内訳は。
回答 職員健康診断業務が908,055円、ストレスチェック業務が104,500円、宿日直業務が3,160,410
円、賠償案件等弁護士委託料が264,000円となっている。
質問 ストレスチェック業務委託料が昨年度より減っている理由は何か。
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回答 「高ストレス」判定となった職員について、カウンセリングや医師の面談などにつなげるた
めの費用を計上していたが、それが出来なかったため費用が残ってしまった。
質問 「高ストレス」該当者に産業医の受診を義務づけないと、ストレスチェック実施の意味がな
いのではないか。産業医の委託について、今後の方針は
回答 高ストレス者については事業主には情報が来ない。産業医がいる場合は、産業医に情報が来
るので、産業医との委託契約をしていきたい。
質問 軽の電気自動車を購入したが、その運用の仕方と今後の対応は。また、普通車の電気自動車
購入は。
回答 公用車については、それぞれの車の状態を見ながら更新している。電気自動車の購入は村内
を走る車として村民へのアピールも兼ねて軽自動車とした。電気自動車は補助金があったとしても
高額であるため、公用車の台数が増えている現状では、ＥＶ化にむけての計画はなかなか立てられ
ない状況にある。
質問 村営バスの利用者が、東西線のみ増えているがその要因は。
回答 東西線は一時廃止となったが住民の要望により復活した路線で、具体的な分析は出来ていな
いが、利用者が定着し、高校生が増えたのではないかと思われる。
質問 令和２年度はオンラインでの職員研修が多かったが、オンラインであれば申込みをしていな
い職員も、わざわざ出かけなくても受講ができるようになるのではないか。
回答 掲載している研修は、総務係主管の研修のみとなり受講対象者が限定されている研修となる。
この他にも、オンラインでの研修や会議が毎日といっていいほど実施されているので、続けて行き
たい。
〈広報情報係〉
質問 リモートワーク導入の経緯と実態は。
回答 新型コロナウイルス感染症対策として導入した。テレワークを申請して行った職員は３人居
たが、実際には自宅ではなく、端末を持って自席を離れて仕事をするといった使い方が多い。
質問 議員への端末はどうなっているか。
回答 機器の準備は出来ているが、どのように使用するのか議会側での議論が必要。
質問 情報共有クラウドシステムのセキュリティは大丈夫か。
回答 リモートワークとの関係から説明すると、端末自体に情報は入っておらず、ネットワークで
グーグルのシステムを使いデータを利用している。ただし、リモートワークのシステムはこれを兼
用しているが全く別のシステムで、役場庁内で使っているシステムの画面だけ覗くといったシステ
ムとなっている。実際の基幹系業務で扱っているデータがインターネット上に流れているわけでは
ない。現在はオンライン会議などで使用している。セキュリティクラウドは行政系事務で使ってい
るインターネット接続を監視しているものとなる。
質問 公衆無線LAN環境整備事業の現状及び設置状況は。
回答 公共施設に公衆無線 LAN が利用できるアクセスポイントを新増設し、オンライン通話など新
しい生活様式の実践および平常時や災害時の情報収集などの利用に役立てる。
（アクセスポイント設置施設）
中川村役場【増】、基幹集落センター【新】、保健センター【新】、文化センター【増】、図書館、社
会体育館【新】、サンアリーナ【新】、チャオ情報発信コーナー、農業観光交流センター【新】、み
なかた保育園【新】、片桐保育園【新】
質問 地区集会施設のＷｉ－Ｆｉ整備はどうなっているか。
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回答 令和３年度で実施する。
質問 小中学校で、一斉に使うと速度が遅くなる可能性があると思うがどのように認識しているか。
回答 各学校での使用頻度は増えてきているが、実態としては目に見えて遅くなるということは聞
いていない。今後、使用する機器が増えてくる可能性はあるのでネットワークの負荷がかかってく
る可能性はある。ネットワーク環境の整備については教育委員会と調整しながら必要に応じて行っ
ていく。
質問 アクセスポイントを増やすことは大変良いことだが、必要な箇所はすべて網羅されたという
事で良いか。
回答 場所としては出来たが、強弱がある箇所の整備は必要。
〈危機管理係〉
質問 非常備消防の訓練出動手当が減った要因は。
回答 新型コロナウイルス感染症により、訓練自体が減ったため。
質問 防犯カメラを設置した成果はどうか。また、足りないという要望はないか。
回答 通学路の安全推進協議会は学校の教員、ＰＴＡ、村、警察署、道路管理者で構成しているが
来月あたりに会議を開催する予定で、その折に意見を出して頂く予定。今のところ要望は出ていな
い。
【住民税務課】
〈住民係〉
質問 コンビニ交付サービス参加負担金は定額か。
回答 定額となっている。
質問 負担金として機構に支払われている金額ということでいいか。
回答 支払先は機構です。
質問 実績に応じての支払いか。
回答 そうではない。
質問 マイナンバーカードの加入促進について国、県から啓発指導はあるか。
回答 村としては、毎年広報等で周知している。令和２年度については確定申告会場に隣接して臨
時申請場をもうけてＰＲ活動をしてきた。人口にあわせて申請率が公表され、理由書の提出を求め
られるので厳しい状況である。ワクチン接種会場等でも呼びかけは行っている。
質問 マイナンバーカードと保険証の機能との関係はどうなっているか。
回答 保健所の機能については、病院側の準備が整っていない状況であり、遅れている。
〈税務係〉
質問 歳入で徴収率が下がっているのはコロナの影響か。
回答 滞納繰越分が減っているので、徴収率の伸びはない。
質問 国保税の退職被保険者については前年度所得により算出されるので、収入減で保険料負担が
大きいと思うが、説明が必要ではないか。
回答 制度的に仕方ない。対象者にはできるだけ理解いただけるように説明をしている。直接、徴
収率には影響はないと考える。
〈土地調査係〉
審査の過程で出された質疑・討論はありませんでした。
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【保健福祉課】
〈保育所〉
質問 Ｗｉ－Ｆｉポイントが設置され、保護者とのやりとりはスマホで行われると思うが、保育所
でもスマホを使用するのか。
回答 保育所の連絡はパソコンを使用している。
質問 ＡＥＤリース料について、令和２年度で新規導入したのか。
回答 以前からＡＥＤは導入している。令和２年度に更新となったもの。
〈社会福祉係〉
質問 児童クラブの備品購入でＦＡＸとあるが、保護者とのやりとりはスマホで出来るようにしよ
うという話になったと思うが、ＦＡＸを入れた理由は。
回答 令和２年度中にＦＡＸが壊れてしまったため購入をした。電話での連絡の入れ違いを避ける
ためＦＡＸを入れていた。令和３年度からはアプリを導入したが、昨年はＦＡＸしかなかったとい
うこと。
質問 地域活動支援センターが稼働し始めて課題などは聞いているか。
回答 利用し始めてから、使い勝手の悪い箇所などが出て来て補正対応しながら修繕をして来てい
る。利用者の意見や委託している事業者からの意見を聞きながら進めている。
質問 地域活動支援センターの利用者の現状は。
回答 登録者が１１人で、１日平均５～６人の利用がある。プログラムを作成して実施しているが、
料理のプログラム際は利用者が多い。
質問 病児・病後児保育事業は現在駒ヶ根市の病院にお願いしているが、飯島町に病院が計画され
ており、その場合両方にお願いしてやっていくのか。
回答 飯島の病院については、飯島町からの依頼で保護者に対して意向調査を実施している。村と
しては以前から下伊那方面にも増やしてほしいという希望はあったが、受け入れが人数的に無理だ
と言うことで断られてしまった経過がある。選択肢が増えれば利用者にとって良いので、今後飯島
町から話があれば、利用できる方向で契約したい。具体的になってきた時点で、細かいところは詰
めていきたい。
〈高齢福祉係〉
審査の過程で出された質疑・討論はありませんでした。
〈保健医療係〉
質問 精神保健事業の対面型相談支援事業の回数減は新型コロナウイルス感染症の影響か。
回答 一概に新型コロナウイルス感染症とは言えない。この事業は数の増減が比較的激しい。昨年
度は母子の相談が多かった。健診の際にこちらから声を掛けるなどした例もあるが、最終的には本
人の意思となるので、その結果が１０件だったということ。
質問 新型コロナウイルス感染症の影響で、健診を受診する人数が極端に減ったようなことはなか
ったか。
回答 特定健診の集団検診については新型コロナの非常事態宣言が出た後で、延期の検討もしたが
予定通り実施することが出来た。人数については例年並みであったと思う。他のがん検診は、これ
まで特定健診に合わせて同じ日に実施していたがコロナの影響で、いつもの医療機関ではないとこ
ろで実施したため、同日にがん検診が出来ず、若干人数が減少した。全体としてはほぼ例年並みの
人数で実施することが出来た。
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質問 対面型相談支援事業は、こちらからアプローチする方法もある。例えば民生委員など、どう
いったルートでこの事業に結びつくか、自分から進んで来ることはなかなか出来ないということも
ある。行政としての取り組み方方について、課題や解決方法はあるか。
回答 相談の内容は様々で、母子に限らず色々な世帯の状況がある。保健センターには地域包括支
援センターもあるので、常に情報を共有し連携を密にして早めに対応していく。
質問 地域に引きこもりなどにアプローチするような専門員を設置した経過はあるか。
回答 各係が連携して予防事業を行っていく中で、保健師などが個別に何度も外に出られないとい
うこともあり、引きこもりや保健センターで受け持っている高齢者の自殺要望などを含めて情報共
有を行い、保健医療係・保健センター・地域包括支援センターが連携して、昨年度あたりから徐々
に早い対応が出来るようになってきた。これに特化して村で専門員を配置することはしていないが、
引き続き現状で対応していく。
質問 母子関連などデジタル化を進め、家庭と村がデータで連係できる仕組みは考えているか。
回答 母子保健については、保健センターにＷｉ－Ｆｉ環境が整い、電子母子手帳の利用が進んで
いる。
質問 窓口に来たら各課で横の連携をとって、関係する手続が１箇所で済むようなシステムを作っ
ていくことが重要と考えるがどうか。
回答 １箇所で全ての手続が出来ることが理想である。今後、可能であれば研修していく。
質問 電子母子手帳のアプリ費用は、令和１年度にはあったと思うが令和２年度には計上されてい
ないか。
回答 令和１年度は使用料で計上していたが、令和２年度は委託料で計上している。
【産業振興課】
〈農政係〉
質問 農業収入保険掛金補助制度の内容は。
回答 加入経営体 22 保険料総額 2,179 千円の内保険料の 50％を村が補助する。平成 31 年１月か
ら新たな農業共済制度として始まり、村は令和２年度から補助を行なっている。自然災害や農産物
の価格の低下などで、売上げが減少した場合に、減少分の一部を補償。保険料率は 1.08％、加入
していれば、農家毎の平均収入の 8 割以上の収入が確保される。前提として青色申告の実績が必要。
自然災害が増加し多品目栽培の農家が増える中で、農家の安心・安全を確保する事を目的としてい
る。
質問 農業振興補助事業収入保険金補助・果樹共済の39戸という加入戸数はどのくらいの割合な
のか。
回答 ほとんどの果樹農家が加入している。
質問 収入保険金と果樹共済はだぶっての受給は可能か。
回答 両方は受給できない。選択となる。
質問 村単で実施している農家は実際に左右されると思うがもう少し手厚くするなどの考えはあ
るか。
回答 のうさいでも収入保険への移行を考えている。村でも補助50パーセントとしており、かなり
努力している。村としても収入保険多く加入してもらいたいが、「青色申告」が条件になっている
ことで対象農家が限定される。
質問 新規就農者に対して、青色の加入の指導を行なっているのか。
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回答 新規22の中には若い人もいる。のうさいが１件づつ回って勧誘している。ただし、新規就農
者等はいきなり青色申告はできないので、早めの青申の指導はしている。全てが直ぐに加入対象に
はならない。
質問 農業次世代人材投資資金について前年度の８経営体に対して減となった１経営体は５年間
最長交付を受けて辞められたのか、途中で辞めたのか、世帯所得が増えたために辞めたのか、詳細
をお聞きしたい。
回答 該当の辞めた１経営体については、最長５年受給され終了となった。終了後は経営状況の報
告を年間２回することになっている。それを元に指導する。
質問 地域農業再生協議会の運営費の詳細は。
回答 人件費、農地システム維持管理費、各地区の営農組合に補助金として支出している。
質問 人件費は村の任期付会計年度任用職員のことか。
回答 任期付会計年度任用職員です。
質問 中川村地域農業再生協議会運営という事業名はおかしくないか。安定対策等推進事業とか検
討した方がりやすいのでは。
回答 資料の修正を行います。
質問 耕作放棄地対策で放棄地の面積はどんどん増える一方である。見回りはしていると思うが、
対策がされていない。狭い農地は農機具が大きいため苦慮している。該当する放棄地の集約など、
農業委員を含めて対策をする必要があると思うが。
回答 農業委員会では人・農地プランを作成中。新型コロナウイルスの影響もあり、地区に入って
の話し合いができていない状況。令和４年３月くらいまでに作成する予定。
話し合いができる状況になった際に方向性を出していく。
質問 鳥獣害防止事業の予算は足りているか。通学路にサルがでるため親の送迎が必要になる。防
護柵はしてあるが、被害は減らない。
回答 捕獲、駆除に対しては実績に応じて補助している。防護柵についても同様である。傷んでい
る柵もあるので補助の周知はしている。サル・シカの情報についても地区総代から連絡が入り把握
している。猟友会とも連絡をとり対応している。
質問 シカの捕獲は防護柵の外か内か。
回答 防護柵の外です。
〈交流センター係〉
質問 農業観光交流センター整備事業の交流センター施設改修工事の内容は。
回答 JA 上伊那片桐支所の撤退に伴い遊休施設となった物件を賃借し、農業観光の拠点とする施
設となる。産業振興課の交流センター係と商工観光係が常駐する。令和３年４月の開所に向けて改
修工事を行った。施設内の備品は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や企業版ふ
るさと納税を活用した。ふるさと納税返礼品としての農産物の品質向上を図るため、農家への指導
を行い、村の商業の中心地であるショッピングセンターチャオにある村出先機関として、農業、商
業、観光の拠点となることが期待される。
質問 交流センターは「道の駅」的になり人の流れが変わったと感じるか。年中無休となっている
が、営業日、休みのローテーション等どのようになっているか。
回答 人の流れは観光客が来るようになり、使用しやすくなったと思う。営業については年末年始
以外は今までの体制でいく。観光案内のみでなく、ふるさと納税の対応等の発送業務もある。
質問 交流センターの看板の設置を早急に。
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回答 チャオ全体のものなので様子をみている。９月16日施工で50センチ角の看板を表示する。
「旅
の案内所」
質問 外から中が見えない状態がとてもわかりにくい。農産物等が置いてあるが評判はどうか。感
触としてどうか。
回答 以前は金融機関という事で外から見えないガラスの交換はできない。案としてガラス面にイ
ラスト等を描いていただき親しみやすい施設にしたいと考えている。六次産業製品を置いてみたが、
それほど売れるわけではないが観光客には売れている。つくっチャオの時よりは評判がいい。
質問 ：イベント開催の感触は。
回答 ２つのイベントを実施した。ゴールデンウィーク、美しい村マルシェには大勢の人が参加し
てくれて、交流センター施設を知ってもらういい機会となり概ね好評であった。
質問 音楽イベントの開催は。イベントして開催すればいいのでは。
回答 御意見として伺い検討していく。
質問 返礼品のクレームに対して代替品を準備したようだが、代替の代金負担は。
回答 基本として再送分は事業者、送料は村負担。
〈耕地林務係〉
質問 ため池ハザードマップ作成については６箇所になっているが説明会等は開催したか。
回答 マップについては広報配布時に配布した。説明会は開催していない。
質問 災害時の被害防止のためにも下流域の住民には説明が必要ではないか。
回答 配布、説明等については管理者と協議して検討する。
質問 国100パーセントの補助は危険である、ため池について管理者理解してもらう必要がある。
回答 協議し検討する。
質問 ため池ハザードマップの今後の計画は。
回答 重点ため池６箇所について作成されており危機管理係の防災マップへの反映を行う予定。今
後の計画については今のところない。
質問 天神ため池が決壊すると大災害になる。以前、三共集会所を災害の避難所として設置した。
地元の人達がわかっていない。この機会にハザードマップの活用方法を考えていくべき。自主防災
組織は総代が毎年変わるので不安もある。
回答 天神ため池の危険性については認識している。ハザードマップの活用については、水利組合
等と話し合って進めていく。県営事業でカメラを設置しており、９月から稼働する予定。天神ため
池の優先順位が高いこともあり実施した。運用についてはこれから検討していく。
質問 危険度察知のためのセンサー設置は必要であり、「ひずみ計」のようなセンサーの方が良い
のでは。また、地域住民への周知はどうか。
回答 南向土地改良組合に設置等について周知はできているが、下流域住民には認識度は低い。
委員長要望 所有者のわからないため池、水田価値のなくなったため池については廃止しても良い
と思うので総合的な検討を要望する。
質問 林業災害復旧で道路の亀裂等を多く見た。斜面の崩れ、法面崩壊現場下の民家への対策につ
いてはどうか。
回答 治山関係に該当する。令年３年度の治山事業の要望は既にあげている。県営か直轄かなどの
優先順位によって事業を村では待っている状況。令和２年度については県営で６箇所ほど実施して
いる。地区要望などもあげている。今後の予定については県にあげた結果を待っている状況。
要望 二次災害が起きないように建設環境課等とも連携をとり対応をしていただくよう要望する。
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質問 木の駅実行委員会補助の内訳は。
回答 実行委員会活動補助、里山券補助について後ほど報告します。
質問 実行委員会活動補助と里山券の換金補助は性格が違うものだと思うので、報告の際は里山券
が村の経済効果をどのようにあげているかが知りたい。できればそれぞれ分離して記載をお願いし
たい。決算の枚数についても表記してほしい。
回答 分離して記載する。
質問 四徳体験館のろ過タンクと除濁槽は別のものか。
回答 ろ過タンクは、建物の下にあるタンクであり、湯源から湯をろかするもの。除濁槽は水源が
上流からの湧水を使っており雨が降ったりすると濁るので、その濁りをとるための設置。入ってく
るルートが違う。
質問 水道水源からとる除濁槽のろ過タンク１基の単価はいくらか
回答 確認して資料を提供する。
質問 除濁槽は薬で沈殿させるものか
回答 確認して資料を提供する。
〈商工観光係〉
質問 商工振興事業 新型コロナウイルス感染症対策商工業者支援事業の内容は。
回答 新型コロナウイルス感染症地方創生臨時交付金を活用した。商業支援補助金 2,994 千円、商
工業支援事業 15,875 千円、製造業事業継続給付金 6,050 千円、飲食店等事業継続給付金 4,660 千
円、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた商工業者の事業継続及び雇用確保を図る事を目的と
した。
質問 商工振興事業 なかがわ生活応援商品券発行事業の内容は。
回答 利用期間 第１弾令和 2 年 7 月～令和 3 年 1 月 第 2 弾令和 3 年 3 月～8 月、新型コロナウ
イルス感染症地方創生臨時交付金を活用した。中川村商工会への負担金として支出して、新型コロ
ナに伴う住民生活応援企画として実施した。第 2 弾は福祉部局との連携により、子育て世帯や障が
い者手帳所持者などに無償配布を行う。
質問 シェアオフィスに太陽光発電設置工事を実施しているが売電はしているか。
回答 売電はしていない。施設全体に利用している。（7.75KW）
質問 蓄電池の設置はしているか。
回答 設置していない。
質問 売電しないともったいないのでは。
回答 補助金を受けているので売電はしていない。
質問 シェアキッチンの利用者、目的、効果など現状は。
回答 月２回のつばめマーケットにあわせて利用している。コロナ禍により村外からの利用者はな
し。状況を見ながら検討していく。
質問 チャオ内の店舗からシェアキッチンのイベントの影響などの話を聞いているか。
回答 誘客になっていると聞いている。
質問 土地購入費の片桐地籍の購入した理由は。
回答 針ヶ平豊信合成東側山林の用悪水路について国政調査の登記が終了したので、村で購入の運
びとなった。
質問
回答

おためしシェアオフィスのレンタルバイク３台を購入しているが使用実績は。
宿泊施設からの移動が困難であるということでレンタル目的で購入。コロナで使用実績はな
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し。今後観光客向けのレンタルも検討していく。
質問 シェアオフィスに置くのがいいのか検討した方がいいのでは。また、台数を増やす検討はし
てるか。地域交流連携については。
回答 ４月から交流センターが開所しているので、設置場所についてはこれから検討する。広域的
な連携を含めて伊那谷観光局、南信州などと連携をとりながら検討していく。
【建設環境課】
〈建設係〉
質問 道路新設改良・舗装事業、村道維持管理事業について、片桐地区の道路がないのは計画にな
いということか。
回答 過去には片桐地区を中心に進めてきた経過もあり、大草地区の整備が遅れていたため。また、
地区からの要望も少ない。令和２年度は大草地区に偏っているが、例年は特に大差なく、各地区の
要望により実施している。
質問 支障木伐採は私有地でも出来るのか。
回答 私有地でも了解をもらえば事業の中に含めることが出来る。
質問 支障木を伐採したあとの木の行き先はどうなっているか。伐採した支障木や工事などで伐採
した木の行き先について、発注する時点で把握しているか。
回答 河畔林整備事業とライフライン等保全対策については伐採した木の利活用が前提となって
いるので、まずは地権者に話をして、必要ないということであれば、村には木の駅事業があるので、
そちらに持って行って活用している。
質問 他の建設工事や災害などで発生する伐採木についてはどうか。
回答 使える部分については、道路改良であれば地元で使うか聞いたり、木の駅に持って行ったり
している。枝や葉・根株については事業費の中で業者に処分してもらっている。
質問 伐採木の利活用について、請負業者に指導をしているのか。
回答 工事に入る前、最初の地元説明会の際に、支障木が出た場合は総代を通じて欲しい人にとい
う話をしていて、業者を介してはいない。
質問 ①災害発生の際は、関係部署と連携を取っていかなければならないが、その点についてどの
ように考えているか。②坂戸橋の補修工事に関して、緊急車両は通行させるべきという声があるが、
どう考えるか。
回答 ①危険箇所については年に１回、土石流災害、地滑り、急傾斜地を含めて県の担当者、砂防
ボランティアの方達と村の担当者で箇所選定を行い、確認をしており連携は取れていると思う。ま
た、村のハザードマップの現場の確認も県でもしていただいている。②坂戸橋については、県道と
いうこともあり県で重量規制をかけているので、村の方の意見も承知はしているが、実際に緊急車
両が通れるかは難しいところがある。県とも相談をしていきたいと思うが、補修工事がこれから始
まると全面通行止めの可能性も聞いているので、その辺も調整をさせていただきたい。
質問 子育て世帯への住宅取得等支援について、村外からの転入は何人いるか。
回答 村外からの転入は、子育て世帯住宅取得支援事業の方で２人。３世代同居等のための新増改
築等支援事業では０人。
質問 令和２年度飯島都市計画基礎調査とあるが、名称が飯島となっているのは何故か。
回答 中川村単体での都市計画区域ではなく、飯島町と中川村を含めて一つの都市計画区域となっ
ているため。飯島・中川という名称ではなく、当時県で定めた名称が飯島計画となっている。
質問 河川の浚渫などは、当初の計画があったのか、総代を通じて地域から上がってきた要望に予
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算をつけていくのか。
回答 河川の浚渫については、過去から河川を抱えている地区から要望がかなり上がってきている。
これまでは、村の単独費でしか浚渫できなかったが、起債事業で緊急浚渫推進事業債が創設された。
過疎債と同じ100％充当、７割交付税充当の事業で、村としては活用しやすく、要望は以前からか
なり出ていたが、ようやく毎年事業を進めていくことが出来る。また、河畔林整備事業についても
同様で、河川内の倒木などかなり多いところについて活用出来るということで、長野県の森林税を
活用した事業ということで始まっている。これまで要望があった箇所について計画的に事業を進め
ることができる。
質問 使い勝手のいい補助金について、総代会などで説明をしているか。
回答 総代会で詳細な説明はしていない。県の予算の配分等もあり、地区要望全てを受けることが
出来ない事もあるが、総代会や土木部長会などで説明をして、それに見合った箇所があれば要望を
上げていただくよう説明はしていく。
質問 村道維持管理業務の中に舗装修繕合材費があるが、材料費を出して「ずく出し事業」などで
実施しているということか。
回答 過去からパッチング補修については、材料の中に経費等も含めて単価契約をして支出をして
いる。
パッチングとは
路面に生じた穴や局部のひび割れ部分を、穴埋めしたり
小面積の土積をする事（応急修理）

質問 中川美し隊の業務委託料については、県との話はどうなったか。
回答 県との話はついていないが、昨年あたりからかなり要望を聞いてもらい、支障木の伐採など
を行ってもらっている。
要望 県道の除草を村が何故やるのかという話は引き続きずっとしてもらいたい。
村の要望 議会でも県に声を上げていってほしい。
討論 坂戸橋の緊急車両通行の件について
もともとこの問題は補修がもっと早く進む予定で、緊急車両の通行が出来ないかという声が出る
前に補修に入る予定であったが工事の発注が遅れていた。この問題は、県に届いている。補修工事
中は通行止めになるが、工事完了後の車両規制についてはまだ話し合いをしている。県ではもう少
し重量規制を控えてもいい話はしているが、最終的な決定はしていないので、県との話し合いが継
続中であるということを申し上げておく。
〈関連事業係〉
質問 国県関連事業等調整業務委託は、全額執行しないとＪＲからの負担金は入らないのか。
回答 繰越をした分については、令和３年６月で事業が終了し、それについて令和３年度でＪＲ東
海が２年・３年・４年分とし委託費について124,000,千円ほどを負担するとして処理をしている。
その金額の協定書に関しては９月８日付けで締結をしている。来月末には124,000千円のうちの
99,000千円が入って来る予定となっている。
質問
回答

令和２年度の7,730千円の執行は村費で執行したのか。
村費である。
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【環境水道室】
質問 住宅料の収納状況について様式が昨年度と変わっているが、昨年同様の様式で、公営住宅・
村営住宅それぞれの収納について詳細を示してほしい。また、合わせて村で管理している光熱水費
等の経費についても昨年同様の資料を出せないか。
回答 昨年同様の様式で資料を提出する。
質問 特定外来植物駆除等業務委託はアレチウリだけで良いか。地区の皆さんに協力をお願いして
オオキンケイギクの駆除に向かっていくような仕組みづくりをした方がいいのではないか。松川町
ではオオキンケイギクの駆除について有線放送などで流したり、資料を作って配付したり広報活動
もおこなっている。このまま放置しておくと村中にオオキンケイギクが増えてしまう。取り返しが
付かなくなる前に、駆除の対策を取るべきと思うがどうか、委託料70万円をかけるのであれば、地
域に配分して駆除してもらう工夫をした方が良いと思うがどうか。
回答 いろいろ含めて検討させていただきたい。アレチウリについては駆除が出来ている箇所もあ
るので、シルバー人材センターとも相談して委託料の範囲内でオオキンケイギクの駆除についても
検討させていただく。
質問 オオキンケイギクの駆除の現況を把握した調査を行っているはずで、オオキンケイギクはど
んどん増えてしまうので地域の人たちが良くわかっていると思う。また、オオキンケイギクはもと
もと観賞用として日本に入ってきたため、駆除対象だと知らない人が圧倒的に多いので、まず駆除
対象であることを広報活動をしてほしい。
回答 保健部長会や総代会ではチラシを配付してお願いしている。広報活動については継続して行
っていく。
質問 一般家庭用井戸水検査について、２件が再検査行っていないが理由は何か。
回答 検査結果を送付して、飲用不適ということで再検査通知を送っているが、そこで２件が再検
査を希望しなかったということ。
質問 地下水管理が現在は個人の責任となっているが、不適になった理由を説明して、無料で再検
査をさせるべきではないか。
回答 地下水保全の観点から必要であるという部分については、要検討である。この検査について
は、どちらかというと飲料水として適しているかどうかの取りまとめを業者の窓口委託として受け
ているもので、地下水の保護とは別として行っているため、再検査を受けないのは個人の理由とい
うことになってしまう。
質問 地下水保全は行政がやるべきで、村の環境基本計画の中で地下水保全条例を作るという話も
出ている。これは村として地下水を管理するという意思表示であるので、全て自己負担させるとい
うことは間違いだと思う。半額でもいいので、村が関与する姿勢を見せないと、地下水保全の計画
は作れない。また、実際に地下水を利用している60件近くの方に、村の地下水を監視してもらって
いるという意味にもなるので、村はそれについて責任を持たなければ、本来の地下水保全条例には
ならない。村が責任を持つのであれば検査料を全額なり、半額なり村が出すべきではないか。
回答 今後検討する。
質問 大気測定の期間は連続か。期間については、この期間のみか。
回答 連続のデータとなっている。期間は令和２年度は６月～７月の１ヶ月間で、年度により計測
の時期を変えている。県の大気測定車であるため、計測の期間に制限がある。
質問 四季の計測を、毎年実施しないと大気汚染の状態はわからない。データが揃っていないと大
気の状態が悪くなったのかどうかわからないので、無理をしてでも計測をすべき。大鹿村は固定観
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測点となっているので、中川村も同様にすべきではないか。
回答 要望していく。
質問 住宅の売却は今後も行っていくか。
回答 住宅の売却については、アルプスビュー沖町とガーデンハウス中田島の１０棟を予定してい
る。
質問 売却は、現在居住している人に声を掛けるのか。どのように取り組んでいくか。
回答 居住者には買い取りの希望調査を行っている。退去予定がある場合には、退去後すぐに売却
できるよう準備をする。
質問 決算書の村営住宅価格調査業務の委託料は、売却のための不動産鑑定か。
回答 売却のための不動産鑑定です。
質問 村営住宅売却の感触はどうか。
回答 １軒の募集に１件の応募で、くじ引きが必要になるような状況ではなかった。
【教育委員会】
〈総務学校係〉
質問 教育総合会議について、会議の内容と開催回数について。
回答 中川村の教育に関する課題や問題点について、村と教育委員会とが話し合う場となる。開催
回数についての決まりは特になく、課題等があればその都度開催する。
質問 教育総合会議の会議結果は公表しているか。
回答 広報に掲載している。
委員長意見 教育総合会議には首長が出席する仕組みとなっており、教育委員会の自主・自立が保
たれるか懸念されている。中川村の総合会議の議題は、施設整備等の予算関係が主な議題となって
おり、中川村においては教育委員会の自主・自立が保たれていると考える。今後も継続してもらい
たい。
質問 小学校の特別支援教育支援員について、東小５人・西小３人となっているが、人数の差は何
か。また、単価についてはどうか。
回答 支援が必要な児童の人数により、支援員の人数に差がある。単価については、教員免許の有
無により単価に若干差がある。
質問 ＡＬＴ派遣について、令和元年度より委託料が増額となった理由は何か。
回答 令和元年度は、ＡＬＴ１人で１０ヶ月分の費用。令和２年度はＡＬＴ１人で１年間に加えて、
週２日東西小学校に来てもらう人の分が入っていることが要因。
質問 ＡＬＴ派遣事業は国の補助金はもう出ないか。
回答 補助金はないが、交付税措置がされている。
質問 ＡＬＴ派遣事業の委託料の金額を出すのであれば、採用する側で基準を設けて個別採用に
ついて検討してはどうか。
回答 ＪＥＴプログラムでの派遣だと、生活の援助まで職員がしなくてはならないということで、
ここ何年か民間の派遣会社に委託をしてきている。自治体独自での雇用を行っているところもあ
ると聞くが、人材の当たり外れなどがあり村独自での直接雇用は難しい状況があるが、金額的な
事を考えればそういった事も必要と思う。もし、いい人材がいれば紹介をしてもらいたい。
意見 ＪＥＴプログラム修了者の教育内容そのものも向上してきている。以前はばらつきがあっ
たと思うが、最近はそうでもなくなってきている。村で採用基準を設けて、試験や面接をすれば
いいと思うので、検討をしてもらいたい。最終的には経費が安くなり、村に住んでもらい子供達
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と交流してもらう事は教育効果が高くなると思うので、是非考えてほしい。
JET プログラムは、「語学指導等を行う外国青年招致事業」(The Japan Exchange and Teaching
Programme)の略称で、地方自治体が総務省、外務省、文部科学省及び一般財団法人自治体国際化協会
(CLAIR)の協力の下に実施しています。
JET プログラムは主に海外の青年を招致し、地方自治体、教育委員会及び全国の小・中学校や高等学校で、国
際交流の業務と外国語教育に携わることにより、地域レベルでの草の根の国際化を推進することを目的としてい
ます。国内はもとより、世界各国から大規模な国際的人的交流として高く評価されており、このプログラムに係わ
る日本の各地域の人々と参加者が国際的なネットワークをつくり、国際社会において豊かな成果を実らせることが
期待されています。
令和元年に 33 年目を迎え、招致国は 4 ヵ国から 57 ヵ国に、参加者も 848 人から 5,761 人へと、事業は大きく
発展してきています。また、JET プログラム開始以来、75 ヶ国から 7 万人以上が参加しています（以下の図参
照）。

質問 ＩＣＴ環境整備事業について、①学校の児童生徒は端末を自宅に持ち帰って接続を行って検
証等をしているか。②Ｗｉ－Ｆｉ環境について、接続状況により遅くなることはないか。今後はど
うするか。③教員側のデータはクラウドが必要となってくると思うが、個人情報がかなり入って来
るのか、現状はどうなっているのか。
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回答 ①端末導入後の自宅での検証について、中学校は希望する生徒が先生の許可を得て持ち帰っ
ている。小学校では、夏休み前の土曜参観の際に保護者に持ち帰ってもらい、各家庭での接続確認
を東西小学校で行った。また、お盆明けくらいからオンライン授業も視野に入れながら、小学校で
は来週あたりから児童が持ち帰り、ビデオ通話アプリを使って接続をする試験を行うと聞いている。
②各学校のＷｉ－Ｆｉ環境については、GIGAスクール構想により昨年からLAN配線の張り替えや、
Ｗｉ－Ｆｉのアクセスポイントを増やすなど充実を図ってきている。実際に４月から児童生徒１人
１台という運用をしてきているが、計算上では使えるものとしてインターネットの設定をしてきて
いるが、一斉にビデオ通話をすると障害が出てしまうのが現状である。広報情報係と連携しながら、
接続方法やセキュリティを含めてICT支援員と相談しながら検討している。③先生方が普段扱って
いる情報の取り扱いについては、３校それぞれのサーバーにデータを保存している。仕事で使用す
るＰＣを持ち帰ったとしても、そのサーバーへ直接アクセスすることはできない状況となっている。
汎用性はないが安全なネットワークができていると思う。
ＧＩＧＡスクール構想

質問 端末を持ち帰っても、自宅で接続することが出来ない児童生徒への配慮はされているか。
回答 全児童の家庭でＷｉ－Ｆｉ環境が整って居る訳ではない状況の中で、補助金を使って接続環
境を整えてほしいと学校からも積極的に通知をさせていただいている。ただ上限が15,000円なので、
最初からの接続設定となると厳しいかもしれない。村内の公衆Ｗｉ－Ｆｉが充実してきているので
利用をしてほしい。
質問
回答

３校の校長室の机が一括に更新されているが、その理由は。
校長の机は相当古いもので、Ｂ版対応のものであった。また、鍵もかからないという事もあ
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り、３校とも十分使用したと判断、令和２年度で更新をした。
質問 村内には民間の学習塾がないため、未来塾が出来たと思うが学校側との関係はどうか。
回答 以前は支援員と学校側がぎくしゃくする事もあったと聞くが、現在は学校とも綿密な打ち合
わせを行いながら協力をしてもらっている。
質問 未来塾の決算が当初より減額されているのは新型コロナの影響か。
回答 新型コロナの影響により８月下旬からのスタートとなってしまったため。
〈社会教育係〉
質問 アンフォルメル美術館改修内容は。
回答 本館の塗装と併せて、ウッドデッキの改修とアトリエ棟にエアコンを設置することで、コロ
ナ対策も実施し、来館者に安心して鑑賞できる環境を整えることができた
質問 アンフォルメル美術館の外回りの管理はどうなっているのか。
回答 外回りの草刈り費用などは、委託管理料に含まれていない。管理組合と村とで開館・閉館の
時に草刈り等を実施している。きちんとした管理が必要なので、来年度以降予算を取って対応した
い。
〈会計室〉
要望 用紙の白色度が高い。２０年くらい前から環境マネジメントシステムが流行った時に、環境
に優しい事業ということで、白色度を落とした用紙が全国的に広がり単価もかなり安くなってきた。
いつまでも白い用紙を使う必要はないのではないか。できるだけ白色度を落とした用紙に変えてい
ってはどうか。
〈議会事務局〉
審査の過程で出された質疑・討論はありませんでした。
以上審議のほど宜しくお願いします。
【国民健康保険事業特別会計】
9 月 7 日の本会議におきまして、決算特別委員会に付託されました、議案第 5 号令和 2 年度中川
村健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 9 月 13 日、役場第 1・第 2 委員会室において
委員 9 名出席のもと、担当課長・係長の説明を求め、慎重に審査を行いました。
審査の結果は、委員全員の賛成により、認定すべきものと決しました。
審査の過程で出された質疑・討論はありませんでした。
以上審議のほど宜しくお願いします。
【介護保険事業特別会計】
9 月 7 日の本会議におきまして、決算特別委員会に付託されました、議案第 6 号令和 2 年度中川
村介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 9 月 13 日、役場第 1・第 2 委員会室において
委員 9 名の出席のもと、担当課長・係長の説明を求め、慎重に審査を行いました。
審査の結果は、委員全員の賛成により、認定すべきものと決しました。
審査の過程で出された質疑・討論について報告いたします。
質問 予防事業が進むほど要介護認定者が減っていくことが本来あるべき姿であるが、予防事業に
予算を投じていけば、村の皆さんがこれだけ元気で過ごすことができ、要介護者・要支援者が目に
見えて減ったことがわかるような表示はできないか。
回答 第７期までは、評価までが出来ていなかった。数字を追ってくる事はしていたが、細かな分
析が出来ていなかった。第８期は国で「見える化」システムといって、介護保険の運営状況などを
数字で表したものが第７期が始まる時に整理されているので、それを参考にしながら第８期は評価
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に力を入れていきたいと考えている。これからは計画策定の前年度までの数値を見る事しかできな
かったが、これからは３年間の経過を分析しながら動きを見て第９期の計画に向けて、今年度から
整理をしていきたいと考えている。
委員長意見 国民健康保険特別会計・後期高齢医療特別会計も予防事業は重要である、村民に予防
事業の効果が３事業に与える効果について、解り易い情報伝達が必要である。
質問 健康体操事業など、予防事業に参加する男性が少ない。男性が参加しやすい工夫を考えても
らえないか。
回答 令和３年度は、生活支援コーディネーター２人配置をして、地域の人たちと対面で話をする
機会を持ちながら、男性の参加しやすい取り組みについて検討していきたい。
以上審議のほど宜しくお願いします。
【後期高齢者医療特別会計】
9 月 7 日の本会議におきまして、決算特別委員会に付託されました、議案第 7 号令和 2 年度中川
村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 9 月 13 日、役場第 1・第 2 委員会室におい
て委員 9 名の出席のもと、担当課長・係長の説明を求め、慎重に審査を行いました。
審査の結果は、委員全員の賛成により、認定すべきものと決しました。
審査の過程で出された質疑・討論について報告いたします。
質問 １人当たり医療費の県の順位は、医療費が減って４９位と順位が下がっている。改善されて
いるのに順位が下がるというのはどういうことか。本来、医療費が少ない方が１位であるべきと思
うがどうか。
回答 確認をして要望としてあげる。
以上審議のほど宜しくお願いします。
【水道事業会計】
9 月 7 日の本会議におきまして、決算特別委員会に付託されました、議案第 8 号令和 2 年度中川
村水道事業決算認定について 9 月 14 日、役場第 1・第 2 委員会室において委員 9 名の出席のもと、
担当課長・係長の説明を求め、慎重に審査を行いました。
審査の結果は、委員全員の賛成により、認定すべきものと決しました。
審査の過程で出された質疑、討論について報告いたします。
質問 決算書の様式について、事業の成果を報告することが決算書であるので、１年間の成果をま
とめるべきではないか。
回答 決算報告書で事業の内容がわかるように研究する。水道については企業会計で別冊で参考資
料として整理している。今後の事業報告については事業を把握するのに内容を明確にして報告を行
なう。
質問 老朽化の程度を把握するのに村として実施していることは。
回答 村としては耐震率25パーセント。40年以上経過していて水道ビジョンに併せて把握している
ところ。アセットマネジメント簡略版のみある。
質問 美里地区の工事で使用した道路の後始末はしてもらえるか。または修繕できるか。
だいぶ心配な箇所があるので早急にお願いしたい。
回答 平成30年度で使用した道路は復旧したが、それ以外については場所は把握しているので、見
積りをとり冬期前に復旧したい。
質問
回答

水道事業企業債の利率の高いものは借り換えを考えるべき。
利率の高いものから借り換えを行なっている。
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以上審議のほど宜しくお願いします。
【下水道事業会計】
9 月 7 日の本会議におきまして、決算特別委員会に付託されました、議案第 9 号令和 2 年度中川
村下水道事業決算認定について 9 月 14 日、役場第 1・第 2 委員会室において委員 9 名の出席のも
と、担当課長・係長の説明を求め、慎重に審査を行いました。審査の結果は、委員全員の賛成によ
り、認定すべきものと決しました。
審査の過程で出された質疑・討論について報告いたします。
質問 施設の統廃合とは具体的にどのようなことか。
回答 農集排施設と公共下水施設、他市町村との施設、合併処理浄化槽を含めた検討を全体を見な
がら行う。単独で施設をどうするという事ではない。国の考えも合併浄化槽に変えていくことを含
めて考えるようだが、今後の汚泥の処理を個別にするか、まとめるかを判断していかなければなら
ない。
質問 処理方式の変更や許認可変更ついては九州の豊後高田市が行っている。下伊那下條村では、
全域が個別浄化方式という事例がある。
質問 統廃合をやらない方向性もあると聞いているがどうか。
回答 現状では大規模修繕は必要ない。ただし50年先になった時の状況を考えたとき、早い時期に
統廃合計画を進める必要がある。料金見直し等の必要もでてくるので検討していく。
以上審議のほど宜しくお願いします。
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