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　世界的な規模で政治や経済が混乱しています。

国会・政府・行政の適切な対応が求められてい

ることは、いうまでもありません。

　2008年12月18日、宮田村は「宮田村緊急経済・

雇用対策本部」を設置しました。経済情勢や雇用

情勢に関する情報収集や関係機関との調整、緊急

経済対策事業の検討などが目的です。

　具体的な取り組みとして、村営住宅の修繕工事

をはじめとする公共事業を前倒しして実施する

ことに加え、つぎのような経済対策が講じられて

います（2009年2月5日現在）。なお、農業者への

支援についても現在検討が行われているところ

です。

　さらなる経済対策は、将来につながる投資でな

ければなりません。そうでなければ、単に村の財

政を悪化させることになりかねないからです。た

とえば、公共施設や個人住宅の耐震対策、太陽光

発電に代表される新エネルギーの導入促進など

で、村独自の支援策を検討していく必要性を感じ

ています。

　そうした経済対策に関し、何か

お気づきの点がございましたら、

ご連絡いただければ幸いです。

【宮田村福祉券】
　景気の急激な変化を踏まえて、高齢者世帯などを支援し、
あわせて地域活性化に寄与することを目的に発行された金券
です。昨年度の「宮田村福祉灯油券」にかわるものです。村内
の取り扱い事業所57店で使用できます。なお、対象世帯には
2008年11月末までに配布済みです。　●対象／実施要項に定
められた条件に該当する165世帯。対象世帯あたり10,000円
(1,000円券を10枚)が配布されています。　●使用期限／
2009年3月31日まで。2009年2月2日現在、配布された
1,650枚のうち、使用されたのは748枚(74万8000円分)であ
り、902枚(90万2000円分)が未使用のままになっています。
有効期限にご注意ください。　●お問い合わせ先／村住民福
祉課保健福祉係 0265-85-4128

【スーパー商品券「梅ヶ里」】
　10,000円で12,000円分の買い物ができる「20%」お得な商
品券です。村内の取り扱い事業所91店で使用できます。例年、
村商工祭で発売されたものです。今回は、景気浮揚策の一環
として、村・村商工会・事業者の負担で発行するもので、例
年の2倍以上の枚数が発売されました。　●発売／ 2009年2
月9日から宮田村商工会館で発売開始。1人1回10セット
(1,000円券が8枚と500円券が8枚入って1セット)まで。発
売初日に完売しています。　●使用期限／ 2009年2月9日か

ら2010年4月30日まで。有効期限にご注意ください。●お問
い合わせ先／村商工会 0265-85-2213

【宮田村商工業振興資金・特別経営安定対策資金】
　村内の中小企業を対象としたもので、2007年3月以前に借
り入れた「宮田村商工業振興資金」を新設された「特別経営安
定対策資金」で借り換えてもらうことにより、経営の安定化を
図ってもらおうとするものです。　●条件／貸付限度額は1企
業あたり1,500万円（これまでに借り入れた金額が1,500万円
に達していない場合は、その額まで追加で借り入れることが
可能）、貸付利率2.5%、利子補給なし、貸付期間7年以内、据
置6ヶ月などの条件があります。なお、保証料率1.35%以内
の場合は、村が保証料を全額補給します。
●適用期間／ 2009年3月31日まで。景気動向によって延長
することも検討されています。　●お問い合わせ先／村産業
建設課商工観光係 0265-85-5864

【その他】
　最低限度の生活を保障する「生活保護」については村住民福
祉課保健福祉係(0265-85-4128)に、「雇用保険（失業保険）」に
ついては伊那公共職業安定所（0265-73-8609）へお問い合わせ
ください。

　本誌「季刊みやだのみかた」第2号は、2008年10

月1日に発行を予定していたものです。一部の誌

面をのぞき、2008年7月から9月までの間の活動

報告になっています。諸事情により、遅れました

ことをお詫び申しあげます。

　なお、第3号（2008年10月から12月までの間の

活動報告）につきましては、2009年4月に第4号

（2009年1月から3月までの間の活動報告）とあわ

せて発行する計画を立てています。もうしばらく

お待ちください。

天野早人活動報告
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❶国会への信頼度

宮田村の経済対策
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主な活動と収支報告

編集雑記

2008年 7月 2008年 8月 2008年 9月
  2日 村交流協会総会

  7日 環境保全及びごみ減量化推進
 に係る住民説明会（町二区）

10日 県地方自治政策課題研修会

14日 伊南市町村議会連絡協議会

15日 村議会・議会だより編集委員
 会、村環境審議会

16日 村商工会村おこし実行委員会
 広報部会

18日 日本福祉大学みやだ情報発信
 事業への協力

19日 津島神社祇園祭、日本福祉大学
 みやだ情報発信事業への協力

20日 夏まつり、日本福祉大学みやだ
 情報発信事業への協力

23日 村議会・議会だより編集委員会

29日 村議会・議会だより編集委員
 会、村議会ひかり見学・営農

 組合並びにJAとの懇談会

  1日 村商工会夏の夜店

  8日 季刊みやだのみかた
 第1号配布完了

13日 一般質問に関する現地調査
 (駒ヶ岳)

15日 村成人式

19日 一般質問に関する文献調査
 (明治大学図書館)

20日 村消防団救護部訓練

21日 村議会日本福祉大学視察

22日 村議会田原市視察

26日 日本福祉大学北信越地域
 ブロックセンター松本担当者

 との懇談

29日 一般質問に関する聞き取り調
　　　査 (村総務課・村産業建設課・

 村教育委員会)

31日 村防災訓練

  2日 村議会総務厚生委員会、
 村議会全員協議会、

 村商工会村おこし実行委員会

 広報部会

  7日 町二区敬老会

  9日 村議会定例会本会議

10日 村議会定例会本会議一般質問

11日 村議会定例会本会議一般質問

12日 NPO法人む～ぶ・かみさと
 役員との懇談

13日 宮田小学校運動会

16日 村議会総務厚生委員会

19日 村議会定例会本会議、
 村議会全員協議会

25日 財政に関する聞き取り調査
 (村総務課)

27日 宮田中学校梅樹祭

28日 日本福祉大学北信越ブロック
 センター松本開所式典・講演会

【参考文献】 昭島市政策評価研究会、『基礎自治体の政策評価 現場主義の提起』、2004年。阿部齊、今村都南雄、寄本勝美(編)、2000年『地方自治の現代用語(新版第一次改訂版)』、学陽書房、135-136頁。梅田次
郎(編)、2002年『現場直言 自治体実行主義 分権時代のこころと戦略』、ぎょうせい。佐藤徹(他)、2005年『新説 市民参加 その理論と実際』、公人社。佐伯学(他)、2004年『図解 自治体の事務事業改善入門 ひと
りでもはじめられる行財政改革』、ぎょうせい。志木市(ウェブサイト)、『平成19年度 行政評価制度結果報告書(志木市行政評価委員会)』、<http://www.city.shiki.lg.jp/html/topics/gyouseihyoukaseido2.html>、
2008年9月30日アクセス。市町村アカデミー、2005年『市町村アカデミー研修叢書4 自治体のマネジメント改革』、ぎょうせい。総合研究開発機構、2002年『公的部門の開かれたガバナンスとマネジメントに
関する研究』。総務省(ウェブサイト)、『行政評価ライブラリー』、<http://www.soumu.go.jp/click/003.html>、2008年9月30日アクセス。『中日新聞』、 2002年1月29日、12面。電通総研、日本リサーチセンター
(編)、2008年「世界主要国 価値観データブック」、同友館。中邨章、2008年「自治体行政とコンプライアンス TAPEの充実を国際比較から考える」都市問題研究会(編)『都市問題研究』第60巻第2号通巻686号、
3-17頁。原田寛(他)、2006年『地域政策と市民参加 市民参加への多面的アプローチ』、ぎょうせい。古川俊一、北大路信郷、2004年『新版 公共部門の評価の理論と実際 政府から非営利組織まで』、日本加除出版。
宮田村、2006年『宮田村第4次総合計画後期基本計画』。宮田村(ウェブサイト)、『交流・友好提携』、<http://www.vill.miyada.nagano.jp/page.php?i=000000000651&tp=00000011>、2008年9月30日アクセス。
宮田村(ウェブサイト)、『事務事業評価』、<http://www.vill.miyada.nagano.jp/page.php?c2=00000111>、2008年9月30日アクセス。

 (単位:円)
報酬(5%削減額) 182,400
差引額 57,200

共済掛金 28,800
所得税 13,000
各種会費 15,400
雑 費 0

支給額(手取り額) 125,200

天野早人 2008年 7月議員報酬  (単位:円)
報酬(5%削減額) 182,400
差引額 51,350

共済掛金 28,800
所得税 13,000
各種会費 9,550
雑 費 0

支給額(手取り額) 131,050

天野早人 2008年 8月議員報酬  (単位:円)
報酬(5%削減額) 182,400
差引額 46,800

共済掛金 28,800
所得税 13,000
各種会費 5,000
雑 費 0

支給額(手取り額) 135,600

天野早人 2008年 9月議員報酬 宮田村議会議員 天野 早人

宮田村の現在の取り組み
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注意：電通総研および日本リサーチセンターが編集した『世界主要国 価値観データブック』に掲載されている調査結果の中から、OECD加盟国を抽出・加工しました。
注：中邨章、2008年「自治体行政とコンプライアンス TAPEの充実を国際比較から考える」都市問題研究会(編)『都市問題研究』第60巻第2号通巻686号、3-17頁。
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❹国民の暮らしには「国が責任をもつべき」か「個人が責任をもつべき」か



　1990年代後半から、「行政評価制度」が注目さ

れはじめました。指標を設定して行政の仕事を評

価し、サービスの質を高めようとする試みであ

り、透明性を高めることにもつながります。

　総務省の報告によれば、こうした制度を導入し

ている地方公共団体は、この5年間で約4倍に増

加しています。ちなみに、2006年10月現在の導

入率は40.9%になっています。

　行政評価制度は、おおまかに二つの形がありま

す。一つは、事業の実施前に評価を行う「事前評

価」か、事業の実施後に評価を行う「事後評価」な

のかという違いです。もう一つは、行政だけで評

価を行う「内部評価」か、研究者や住民と一緒に評

価を行う「外部評価」なのかという違いです。

　宮田村は「事後評価」で、かつ「内部評価」を採用

していますが、まだ十分な制度になっていませ

ん。よりよい制度設計をめざして、さらに発展さ

せていく必要があります。

　村では2006年度に、「事務事業評価制度」と称

する行政評価制度を導入し、今年度で3年目を迎

えました。2005年度から2007年度分の実施計画

を対象にしており、前年度に実施した事業の1/3

にあたる事業を評価しています。ただし、上下水

道事業は含まれていません。

　2007年度を例にすると、評価の流れは5段階に

わかれています。第1段階は、それぞれの事業の

所管課が、各事業の目的や経費、実績・効果をま

とめ、必要性、有効性、効率性、優先性などを評

価します。つづく第2段階では、各課長・教育次長・

議会事務局長が「1次評価」を行います。第3段階

では、行政評価制度の事務局を担う総務課が評価

を下し、第4段階として、村長・副村長・教育長

が「2次評価」を行います。最後に、所管課が今後

の方向性をまとめています。

　そうした段階を経て、翌年度の予算に反映して

いくことになっています。

　なお、制度の詳細や評価の結果（行政評価シー

ト）は、村のウェブサイトに掲載されています。

http://www.vill.miyada.nagano.jp/

 

　村の行政評価制度をさらに発展させていくた

めに、次の三つの課題に取り組まなければならな

いと考えます。

［行政内部での評価］

　村は「内部評価」を採用しています。各課で所管

する事業を自己採点し、その問題点を再認識する

という意味では、有効なのかもしれません。

　しかしながら、評価が住民の想いと合致してい

るのかどうかという問題があります。たとえば、

評価の過程で「住民からのニーズ」を判定するこ

とになっています。ところが、住民の意見を集め

ているわけではなく、評価は所管課の判断に任さ

れており、客観性に疑問が残ります。

　村が総合計画後期基本計画や2007年度の評価

結果の中でふれているとおり、「外部評価」を導入

しなければなりません。

[長すぎる評価の間隔]

　実施計画に掲載された事業のうち、前年度に実

施した事業の1/3にあたる事業を評価していま

す。これでは、すべての事業を評価するのに、3

年かかることになります。また、前回の評価と比

較しようとすれば、最大で6年の月日が必要にな

ります。行政運営にスピードが求められる時代

に、3年や6年もかけていては対応が間に合いま

せん。

　村は2007年度に評価方法を変えていますが、

そうした変更が今後もあると、過去との比較が一

層困難になっていくことも予想されます。

　総花的な行政評価制度も一つの方法ではあり

ますが、評価する事業の数をしぼり、詳細な評価

を一定期間継続していくほうが、現実的であると

考えます。

[不十分な指標の設定]

　村の評価結果は、「行政評価シート」という様式

でまとめられています。その中に、「アウトプッ

ト」や「アウトカム」などの専門用語が出てきま

す。そうした言葉は、「インプット」と並び、評価

に使用するための指標です。

　研究者の言葉を借りれば、一つ一つの事業の目

標に対して、アウトプットというのは「どのよう

な仕事をやったのか」、アウトカムは「どれだけの

効果があったのか」、インプットは「どれくらいの

費用がかかったのか」という意味になるかと思い

ます。

　それらの指標を適切に設定した上で評価を行

わなければ、「どのような仕事をやったのか、ど

れだけの効果があったのか、どれくらいの費用が

かかったのか」という因果関係がはっきりしませ

ん。残念ながら、村の行政評価結果は、その点が

十分ではないようです。

 　2008年9月10日の一般質問で、わたくしはこ

の問題を取り上げました。宮田村のウェブサイト

に全文が掲載されています。

http://www.vill.miyada.nagano.jp/

●質疑 [行政評価制度の導入によって得られた成果]

答弁（村長）：まず、事務担当職員が自ら担ってい

る事業について、どれだけの仕事をこなしたのか

認識できたことで、職員の意識改革のきっかけに

つながる。二つ目に、住民ニーズの把握と有効性、

効率性を判断できたことで、一部は実施計画や予

算に反映できた。三つ目として、今後の施策の方

向を探る一つの材料ができる。

●質疑 [行政評価制度の充実にむけた今後の課題]

答弁（村長）：より的確に予算への反映を行うこ

と、総合計画の推進状況と並行して推進あるいは

事業の方向転換へ向けていくことが重要である。

また、建設事業などにおける事前評価についての

検討や、実施方法や費用対効果を十分検討する中

で、外部評価の実施も研究していきたい。

●質疑 [外部評価の導入は喫緊の課題ではないか]

答弁（村長）：現時点での問題点が自覚できない

と、次のステップに移らないので、十分その辺把

握をして、前進できるような評価体制を構築して

いきたい。

　いま、行政評価制度は発展途上にあり、全国各

地で試行錯誤が続いています。宮田村にふさわし

い行政評価制度は、宮田村が自ら構築していかな

ければなりません。この取り組みで得られた最大

の成果が、分厚い報告書をまとめたことだったと

いうことにならぬよう、一刻も早く安定した制度

にしなければならないと考えます。

　そのためには、「行政内部での評価」、「長すぎ

る評価の間隔」、「不十分な指標の設定」の見直し

が不可欠なはずです。評価結果が住民の想いと合

致し、よりよい政策を実現していくための道具と

なるように、制度の改善を求めていきたいと思い

ます。

特集　行政評価制度の充実にむけて 2008年 第3回宮田村議会本会議に
おける天野早人の一般質問から
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　1990年代後半から、「行政評価制度」が注目さ

れはじめました。指標を設定して行政の仕事を評

価し、サービスの質を高めようとする試みであ

り、透明性を高めることにもつながります。

　総務省の報告によれば、こうした制度を導入し

ている地方公共団体は、この5年間で約4倍に増

加しています。ちなみに、2006年10月現在の導

入率は40.9%になっています。

　行政評価制度は、おおまかに二つの形がありま

す。一つは、事業の実施前に評価を行う「事前評

価」か、事業の実施後に評価を行う「事後評価」な

のかという違いです。もう一つは、行政だけで評

価を行う「内部評価」か、研究者や住民と一緒に評

価を行う「外部評価」なのかという違いです。

　宮田村は「事後評価」で、かつ「内部評価」を採用

していますが、まだ十分な制度になっていませ

ん。よりよい制度設計をめざして、さらに発展さ

せていく必要があります。

　村では2006年度に、「事務事業評価制度」と称

する行政評価制度を導入し、今年度で3年目を迎

えました。2005年度から2007年度分の実施計画

を対象にしており、前年度に実施した事業の1/3

にあたる事業を評価しています。ただし、上下水

道事業は含まれていません。

　2007年度を例にすると、評価の流れは5段階に

わかれています。第1段階は、それぞれの事業の

所管課が、各事業の目的や経費、実績・効果をま

とめ、必要性、有効性、効率性、優先性などを評

価します。つづく第2段階では、各課長・教育次長・

議会事務局長が「1次評価」を行います。第3段階

では、行政評価制度の事務局を担う総務課が評価

を下し、第4段階として、村長・副村長・教育長

が「2次評価」を行います。最後に、所管課が今後

の方向性をまとめています。

　そうした段階を経て、翌年度の予算に反映して

いくことになっています。

　なお、制度の詳細や評価の結果（行政評価シー

ト）は、村のウェブサイトに掲載されています。

http://www.vill.miyada.nagano.jp/

 

　村の行政評価制度をさらに発展させていくた

めに、次の三つの課題に取り組まなければならな

いと考えます。

［行政内部での評価］

　村は「内部評価」を採用しています。各課で所管

する事業を自己採点し、その問題点を再認識する

という意味では、有効なのかもしれません。

　しかしながら、評価が住民の想いと合致してい

るのかどうかという問題があります。たとえば、

評価の過程で「住民からのニーズ」を判定するこ

とになっています。ところが、住民の意見を集め

ているわけではなく、評価は所管課の判断に任さ

れており、客観性に疑問が残ります。

　村が総合計画後期基本計画や2007年度の評価

結果の中でふれているとおり、「外部評価」を導入

しなければなりません。

[長すぎる評価の間隔]

　実施計画に掲載された事業のうち、前年度に実

施した事業の1/3にあたる事業を評価していま

す。これでは、すべての事業を評価するのに、3

年かかることになります。また、前回の評価と比

較しようとすれば、最大で6年の月日が必要にな

ります。行政運営にスピードが求められる時代

に、3年や6年もかけていては対応が間に合いま

せん。

　村は2007年度に評価方法を変えていますが、

そうした変更が今後もあると、過去との比較が一

層困難になっていくことも予想されます。

　総花的な行政評価制度も一つの方法ではあり

ますが、評価する事業の数をしぼり、詳細な評価

を一定期間継続していくほうが、現実的であると

考えます。

[不十分な指標の設定]

　村の評価結果は、「行政評価シート」という様式

でまとめられています。その中に、「アウトプッ

ト」や「アウトカム」などの専門用語が出てきま

す。そうした言葉は、「インプット」と並び、評価

に使用するための指標です。

　研究者の言葉を借りれば、一つ一つの事業の目

標に対して、アウトプットというのは「どのよう

な仕事をやったのか」、アウトカムは「どれだけの

効果があったのか」、インプットは「どれくらいの

費用がかかったのか」という意味になるかと思い

ます。

　それらの指標を適切に設定した上で評価を行

わなければ、「どのような仕事をやったのか、ど

れだけの効果があったのか、どれくらいの費用が

かかったのか」という因果関係がはっきりしませ

ん。残念ながら、村の行政評価結果は、その点が

十分ではないようです。

 　2008年9月10日の一般質問で、わたくしはこ

の問題を取り上げました。宮田村のウェブサイト

に全文が掲載されています。

http://www.vill.miyada.nagano.jp/

●質疑 [行政評価制度の導入によって得られた成果]

答弁（村長）：まず、事務担当職員が自ら担ってい

る事業について、どれだけの仕事をこなしたのか

認識できたことで、職員の意識改革のきっかけに

つながる。二つ目に、住民ニーズの把握と有効性、

効率性を判断できたことで、一部は実施計画や予

算に反映できた。三つ目として、今後の施策の方

向を探る一つの材料ができる。

●質疑 [行政評価制度の充実にむけた今後の課題]

答弁（村長）：より的確に予算への反映を行うこ

と、総合計画の推進状況と並行して推進あるいは

事業の方向転換へ向けていくことが重要である。

また、建設事業などにおける事前評価についての

検討や、実施方法や費用対効果を十分検討する中

で、外部評価の実施も研究していきたい。

●質疑 [外部評価の導入は喫緊の課題ではないか]

答弁（村長）：現時点での問題点が自覚できない

と、次のステップに移らないので、十分その辺把

握をして、前進できるような評価体制を構築して

いきたい。

　いま、行政評価制度は発展途上にあり、全国各

地で試行錯誤が続いています。宮田村にふさわし

い行政評価制度は、宮田村が自ら構築していかな

ければなりません。この取り組みで得られた最大

の成果が、分厚い報告書をまとめたことだったと

いうことにならぬよう、一刻も早く安定した制度

にしなければならないと考えます。

　そのためには、「行政内部での評価」、「長すぎ

る評価の間隔」、「不十分な指標の設定」の見直し

が不可欠なはずです。評価結果が住民の想いと合

致し、よりよい政策を実現していくための道具と

なるように、制度の改善を求めていきたいと思い

ます。

特集　行政評価制度の充実にむけて 2008年 第3回宮田村議会本会議に
おける天野早人の一般質問から
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　宮田村と日本福祉大学は、「友好協力宣言」を結

んでいます。自治体と大学が、このような宣言を

結ぶのは、日本ではじめての試みです。

　日本福祉大学は、愛知県名古屋市・半田市・美

浜町にキャンパスを置いています。日本で最初に

誕生した4年制の社会福祉学部をはじめとした6

学部9学科で構成されており、通信教育部や大学

院を含めて12,567人の学生が在籍しています。

　同大学の「地域づくりプロジェクト」が、宮田村

を舞台に活動をはじめたことが、交流のきっかけ

になりました。このプロジェクトとは、学生が自

主的に地域づくりを実践する研究グループのこ

とです。

　地域と大学の連携に注目が集まる中、大学との

つながりを村づくりに活かしていけるよう、さら

なる創意と工夫が求められています。

　2001年8月26日に、村と大学が「宮田村と日本

福祉大学との友好協力宣言」に調印しました。宣

言文には「地方自治法、教育基本法にのっとり、地

域住民及び学生の未来のための豊かな学習活動を

相互に支援し、21世紀における新しい地域社会の

創造に向けた共同の取り組みの実現に向けて協力

する」という理念などが掲げられています。

　村と大学の交流は、福祉の分野だけにとどまり

ません。これまで、さまざまな分野で交流が行われ、

たくさんの学生が宮田村に足を運んできました。

[学生主導による交流]

　同大学の「地域づくりプロジェクト」が、1998

年に宮田村での合宿を行ったことを皮切りに、

駒ヶ岳観光・商店街活性化・地域情報化に関す

る提言、祇園祭のインターネット放送、中央アル

プスの環境問題に関する調査、りんごのオーナー

制度に関する調査、愛知県はんだ市民まつりにお

ける宮田村の間伐材の提供、大学祭での特産品の

販売と村の宣伝活動などが行われてきました。

　「まちづくりフォーラム」という学生の組織も

あり、第1回目のシンポウムを開催した際には、

宮田村からもシンポジストが出席しています。

[大学主導による交流]

　これまで、村内での学生のインターンシップや

社会福祉実習、ゼミナール単位の調査活動などが

行われています。また、そうした成果を、村内で

発表する機会も設けられてきました。

　2002年からは、日本ではじめての自治体推薦

入試制度が導入されています。これまでに10人

が合格しており(2008年9月10日現在)、すでに卒

業生も出ています。

[村主導による交流]

　1999年から、村が大学の留学生会に、りんごの

木のオーナー権を贈呈しています。留学生は村内

で母国料理を披露するなどして、住民との交流を

図ってきました。そうした交流を記念し、宮田村

のりんごの木が、愛知県半田市内にある「みなと

公園」に植樹されています。

　その後、「NFUセミナー in宮田」と題した講演

会の開催にともなう講師の依頼、地域情報化計画

の策定支援の依頼などが行われています。

 

　2008年9月10日の一般質問で、わたくしはこ

の問題を取り上げました。宮田村のウェブサイト

に全文が掲載されています。

http://www.vill.miyada.nagano.jp/

●質疑 [友好協力に関するこれまでの取り組みと

今後の方向性]

答弁（村長）：友好協力宣言を調印して以来、宣言

の趣旨にのっとり、相互に交流を行ってきた。今後

は、これまでの成果などをより発展させ、村と大学

の連携をどういった分野でできるか、具体的な検

討を、情報交換を密接にしながら行っていきたい。

●質疑 [自治体推薦入試制度についての現状認識。

進学者に村との関わりを持ってもらってはどうか]

答弁（教育長）：地元に帰ってきて地域に貢献し

てもらえたら大変ありがたいとの願い、想いは伝

えているが、進路の選択にまで重大な影響を与え

てはならない。今後、卒業生や学生が中心となっ

てネットワークの道筋ができ、その中で村に貢献

していただければ大変ありがたい。

　進学者に村との関わりを持ってもらうことに

ついては、今後の交流活動の中で、検討していか

なければならないと思っている。いずれにしても

制度は継続しつつ、勉学を志す学生の後押しをし

ていきたい。

　宮田村と日本福祉大学は、特定の分野に縛られ

ずに、さまざまな分野で交流を行ってきました。

この交流をきっかけに、新しい特産品まで誕生し

ています。

　これから先、今までの活動を大切に育てなが

ら、新しい仕掛けもつくっていかなければならな

いと考えています。要点は二つあります。一つ目

は「福祉」の分野での連携を強化していくことで

す。よりよい福祉サービスを提供するため、必要

な基礎調査や計画づくりなどで、もっと連携でき

るはずです。

　もう一つは、自治体推薦入試制度で進学された

学生の皆さんとの連携です。たとえば、進学され

た学生の皆さんに「ふるさと大使」を引き受けて

いただき、村と大学の交流を担っていただく中

で、村との関わりを持っていただいてはどうかと

思っています。

　そうした点を踏まえ、わたくし自身もこの交流

に関わってきた一人として、積極的に行動してい

きたいと考えています。
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　宮田村と日本福祉大学は、「友好協力宣言」を結

んでいます。自治体と大学が、このような宣言を

結ぶのは、日本ではじめての試みです。

　日本福祉大学は、愛知県名古屋市・半田市・美

浜町にキャンパスを置いています。日本で最初に

誕生した4年制の社会福祉学部をはじめとした6

学部9学科で構成されており、通信教育部や大学

院を含めて12,567人の学生が在籍しています。

　同大学の「地域づくりプロジェクト」が、宮田村

を舞台に活動をはじめたことが、交流のきっかけ

になりました。このプロジェクトとは、学生が自

主的に地域づくりを実践する研究グループのこ

とです。

　地域と大学の連携に注目が集まる中、大学との

つながりを村づくりに活かしていけるよう、さら

なる創意と工夫が求められています。

　2001年8月26日に、村と大学が「宮田村と日本

福祉大学との友好協力宣言」に調印しました。宣

言文には「地方自治法、教育基本法にのっとり、地

域住民及び学生の未来のための豊かな学習活動を

相互に支援し、21世紀における新しい地域社会の

創造に向けた共同の取り組みの実現に向けて協力

する」という理念などが掲げられています。

　村と大学の交流は、福祉の分野だけにとどまり

ません。これまで、さまざまな分野で交流が行われ、

たくさんの学生が宮田村に足を運んできました。

[学生主導による交流]

　同大学の「地域づくりプロジェクト」が、1998

年に宮田村での合宿を行ったことを皮切りに、

駒ヶ岳観光・商店街活性化・地域情報化に関す

る提言、祇園祭のインターネット放送、中央アル

プスの環境問題に関する調査、りんごのオーナー

制度に関する調査、愛知県はんだ市民まつりにお

ける宮田村の間伐材の提供、大学祭での特産品の

販売と村の宣伝活動などが行われてきました。

　「まちづくりフォーラム」という学生の組織も

あり、第1回目のシンポウムを開催した際には、

宮田村からもシンポジストが出席しています。

[大学主導による交流]

　これまで、村内での学生のインターンシップや

社会福祉実習、ゼミナール単位の調査活動などが

行われています。また、そうした成果を、村内で

発表する機会も設けられてきました。

　2002年からは、日本ではじめての自治体推薦

入試制度が導入されています。これまでに10人

が合格しており(2008年9月10日現在)、すでに卒

業生も出ています。

[村主導による交流]

　1999年から、村が大学の留学生会に、りんごの

木のオーナー権を贈呈しています。留学生は村内

で母国料理を披露するなどして、住民との交流を

図ってきました。そうした交流を記念し、宮田村

のりんごの木が、愛知県半田市内にある「みなと

公園」に植樹されています。

　その後、「NFUセミナー in宮田」と題した講演

会の開催にともなう講師の依頼、地域情報化計画

の策定支援の依頼などが行われています。

 

　2008年9月10日の一般質問で、わたくしはこ
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http://www.vill.miyada.nagano.jp/
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2008年 第3回宮田村議会定例会本会議に
おける天野早人の一般質問から

（「村議会から」の中の「議会日程・議事録」、「平成20年議会定
例会」、「平成20年第3回定例会」を順にクリック）



　2008年9月9日から19日にかけて、第3回宮田

村議会定例会が開かれました。その中心となる議

題は、2007年度決算の認定です。

　なお、12日から18日までは休会となっていま

すが、その間は「自宅審査」を行うことになってい

ます。これは、議員が各自で審査を行うものです。

<議事内容>

  9日(火)　本会議 （議案上程、理由説明、

　　　　　　　　　一部議案の質疑・採決）

10日(水)　本会議 （一般質問）

11日(木)　本会議 (一般質問）

12日(金)　休　会 （産業文教委員会）

13日(土)　休　会

14日(日)　休　会

15日(月)　休　会

16日(火)　休　会 （総務厚生委員会）

17日(水)　休　会

18日(木)　休　会

19日(金)　本会議 （議案質疑・討論・採決）

<議案採決>

　教育委員2人の任命に関する承認、敬老祝金給

付条例の改正に関する「専決処分」、「条例改正」2

本、ふるさとづくり寄附金(ふるさと納税)条例の

制定、土地開発公社定款の変更、2007年度の一般

会計歳入歳出決算などの「認定」6本、「補正予算」

4本、村道の認定に加えて、「上伊那農業改良普及

センター駒ヶ根支所の存続に関する意見書」が、

原案どおり可決されました。

 　一方、協同出資・協同経営で働く協同組合法

の制定を求める陳情書については「継続審議」と

なりました。

　詳細は「広報みやだ」第404(2008年10月)号をご

参照ください。

<一般質問内容>

　2日目と3日目に一般質問が行われ、12人の議

員のうち、11人が質問に立ちました。下表のとお

り、今回は「財政」に関する質問がもっとも多く、

次いで「子育て・教育」の分野が多いという結果

でした。

定例会の動き

9月 第3回宮田村議会定例会 2008年 9月9日(火)～19日(金)
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前号(第1号)の「臨時会・定例会の動き」の中で、

「第3回宮田村議会臨時会」が抜け落ちていまし

た。今号で報告させていただきます。

　2008年5月8日、第3回宮田村議会臨時会が開

かれました。上伊那広域連合で運営する上伊那情

報センターの積算間違いにより、2006年度と

2007年度分の介護保険料の過誤徴収が発生した

ため、該当する住民の皆さんに返金するための補

正予算を審議しました。

　村長によると、積算間違いは上伊那8市町村で、

延べ1,937人、総額1,244万円にのぼります。宮田

村については、延べ83人、一人あたり8,666円で、

総額53万7,290円の間違いがありました。その返

金のために、介護保険特別会計の予備費をあてる

補正予算案が上程されたもので、原案どおり可決

されました。

　なお、返金作業は2008年5月中旬に完了してい

ます。

5月 第3回宮田村議会臨時会 2008年 5月8日(木)

財政 4 子育て・教育 3 環境問題 3 観光 3

医療 2 原油高騰 2 人口問題 2 道路・交通 2

行政評価 1 産学官連携 1 人事考課 1 農業 1

防災 1

　2008年8月6日の13時30分から14時00分にかけて、宮田村全域

で「ひょう」が降りました。その結果、「つがる」や「ふじ」などのリン

ゴと「幸水」、「二十世紀」、「南水」などのナシが、打撲や裂傷による

被害を受けました。被害を受けた面積は23.5haで、収穫量は217.35t

の減収となり、被害額は約3,310万円にのぼります。北割団地や駒ヶ

原団地などの被害率が高く、前者は70%、後者は50%に達しました。

　村は長野県に支援を要請していますが、落下した果樹が一定量

に達しないせいか、難しい状況にあります。もともと農業は気候の

影響を受けやすい産業です。今後も同様の被害を受ける可能性が

あります。県のみならず、村が何をするのかが問われています。

宮田村全域「ひょう害」発生

　2008年6月16日、児童手当の過誤処理が明らかになりました。上

伊那広域連合の情報センターの積算間違いによるもので、2004年度

から2007年度までの間に、未支給受給者数は39人で、総額456万円

にのぼります。そのうち、宮田村の未支給時給者数は2人で、総額

18万円でした。なお、村は2008年8月初頭に支給を完了しています。

　2008年4月に、松本市で児童手当の過誤処理が報道されたことを

受け、上伊那広域連合でも確認してみたところ、間違いが判明した

ものです。6ページで既述のとおり、介護保険料の過誤処理が明ら

かになったばかりです。間違いを繰り返さぬよう、慎重な確認作業

を求めていきたいと思います。

上伊那広域連合「過誤処理」続く

　2008年9月19日、宮田村ふるさと寄附金条例が施行されまし

た。同年4月に「地方税法等の一部を改正する法律」が施行され、

いわゆる「ふるさと納税」がはじまったため、宮田村でも関連す

る条例を制定したものです。

　寄附の際に、「自然環境の保全及び景観の保持に関する事業」

や「村民の健康増進及び福祉の向上に関する事業」など、5つの使

途から選択できます。また、1万円以上の寄附をいただいた方に、

村の特産品を贈ることになっています。

　ありがたいことに、神奈川県在住の2名の方から計25万円の

ご寄附がありました(2009年1月9日現在)。なお、詳細は宮田村

のウェブサイトをご覧ください。

http://www.vill.miyada.nagano.jp/

宮田村「ふるさとづくり寄附金条例」施行

（「ようこそ宮田村へ！」の中にある「ふるさと寄附金」をクリック）
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　世界的な規模で政治や経済が混乱しています。

国会・政府・行政の適切な対応が求められてい

ることは、いうまでもありません。

　2008年12月18日、宮田村は「宮田村緊急経済・

雇用対策本部」を設置しました。経済情勢や雇用

情勢に関する情報収集や関係機関との調整、緊急

経済対策事業の検討などが目的です。

　具体的な取り組みとして、村営住宅の修繕工事

をはじめとする公共事業を前倒しして実施する

ことに加え、つぎのような経済対策が講じられて

います（2009年2月5日現在）。なお、農業者への

支援についても現在検討が行われているところ

です。

　さらなる経済対策は、将来につながる投資でな

ければなりません。そうでなければ、単に村の財

政を悪化させることになりかねないからです。た

とえば、公共施設や個人住宅の耐震対策、太陽光

発電に代表される新エネルギーの導入促進など

で、村独自の支援策を検討していく必要性を感じ

ています。

　そうした経済対策に関し、何か

お気づきの点がございましたら、

ご連絡いただければ幸いです。

【宮田村福祉券】
　景気の急激な変化を踏まえて、高齢者世帯などを支援し、
あわせて地域活性化に寄与することを目的に発行された金券
です。昨年度の「宮田村福祉灯油券」にかわるものです。村内
の取り扱い事業所57店で使用できます。なお、対象世帯には
2008年11月末までに配布済みです。　●対象／実施要項に定
められた条件に該当する165世帯。対象世帯あたり10,000円
(1,000円券を10枚)が配布されています。　●使用期限／
2009年3月31日まで。2009年2月2日現在、配布された
1,650枚のうち、使用されたのは748枚(74万8000円分)であ
り、902枚(90万2000円分)が未使用のままになっています。
有効期限にご注意ください。　●お問い合わせ先／村住民福
祉課保健福祉係 0265-85-4128

【スーパー商品券「梅ヶ里」】
　10,000円で12,000円分の買い物ができる「20%」お得な商
品券です。村内の取り扱い事業所91店で使用できます。例年、
村商工祭で発売されたものです。今回は、景気浮揚策の一環
として、村・村商工会・事業者の負担で発行するもので、例
年の2倍以上の枚数が発売されました。　●発売／ 2009年2
月9日から宮田村商工会館で発売開始。1人1回10セット
(1,000円券が8枚と500円券が8枚入って1セット)まで。発
売初日に完売しています。　●使用期限／ 2009年2月9日か

ら2010年4月30日まで。有効期限にご注意ください。●お問
い合わせ先／村商工会 0265-85-2213

【宮田村商工業振興資金・特別経営安定対策資金】
　村内の中小企業を対象としたもので、2007年3月以前に借
り入れた「宮田村商工業振興資金」を新設された「特別経営安
定対策資金」で借り換えてもらうことにより、経営の安定化を
図ってもらおうとするものです。　●条件／貸付限度額は1企
業あたり1,500万円（これまでに借り入れた金額が1,500万円
に達していない場合は、その額まで追加で借り入れることが
可能）、貸付利率2.5%、利子補給なし、貸付期間7年以内、据
置6ヶ月などの条件があります。なお、保証料率1.35%以内
の場合は、村が保証料を全額補給します。
●適用期間／ 2009年3月31日まで。景気動向によって延長
することも検討されています。　●お問い合わせ先／村産業
建設課商工観光係 0265-85-5864

【その他】
　最低限度の生活を保障する「生活保護」については村住民福
祉課保健福祉係(0265-85-4128)に、「雇用保険（失業保険）」に
ついては伊那公共職業安定所（0265-73-8609）へお問い合わせ
ください。

　本誌「季刊みやだのみかた」第2号は、2008年10

月1日に発行を予定していたものです。一部の誌

面をのぞき、2008年7月から9月までの間の活動

報告になっています。諸事情により、遅れました

ことをお詫び申しあげます。

　なお、第3号（2008年10月から12月までの間の

活動報告）につきましては、2009年4月に第4号

（2009年1月から3月までの間の活動報告）とあわ

せて発行する計画を立てています。もうしばらく

お待ちください。

天野早人活動報告
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主な活動と収支報告

編集雑記

2008年 7月 2008年 8月 2008年 9月
  2日 村交流協会総会

  7日 環境保全及びごみ減量化推進
 に係る住民説明会（町二区）

10日 県地方自治政策課題研修会

14日 伊南市町村議会連絡協議会

15日 村議会・議会だより編集委員
 会、村環境審議会

16日 村商工会村おこし実行委員会
 広報部会

18日 日本福祉大学みやだ情報発信
 事業への協力

19日 津島神社祇園祭、日本福祉大学
 みやだ情報発信事業への協力

20日 夏まつり、日本福祉大学みやだ
 情報発信事業への協力

23日 村議会・議会だより編集委員会

29日 村議会・議会だより編集委員
 会、村議会ひかり見学・営農

 組合並びにJAとの懇談会

  1日 村商工会夏の夜店

  8日 季刊みやだのみかた
 第1号配布完了

13日 一般質問に関する現地調査
 (駒ヶ岳)

15日 村成人式

19日 一般質問に関する文献調査
 (明治大学図書館)

20日 村消防団救護部訓練

21日 村議会日本福祉大学視察

22日 村議会田原市視察

26日 日本福祉大学北信越地域
 ブロックセンター松本担当者

 との懇談

29日 一般質問に関する聞き取り調
　　　査 (村総務課・村産業建設課・

 村教育委員会)

31日 村防災訓練

  2日 村議会総務厚生委員会、
 村議会全員協議会、

 村商工会村おこし実行委員会

 広報部会

  7日 町二区敬老会

  9日 村議会定例会本会議

10日 村議会定例会本会議一般質問

11日 村議会定例会本会議一般質問

12日 NPO法人む～ぶ・かみさと
 役員との懇談

13日 宮田小学校運動会

16日 村議会総務厚生委員会

19日 村議会定例会本会議、
 村議会全員協議会

25日 財政に関する聞き取り調査
 (村総務課)

27日 宮田中学校梅樹祭

28日 日本福祉大学北信越ブロック
 センター松本開所式典・講演会

【参考文献】 昭島市政策評価研究会、『基礎自治体の政策評価 現場主義の提起』、2004年。阿部齊、今村都南雄、寄本勝美(編)、2000年『地方自治の現代用語(新版第一次改訂版)』、学陽書房、135-136頁。梅田次
郎(編)、2002年『現場直言 自治体実行主義 分権時代のこころと戦略』、ぎょうせい。佐藤徹(他)、2005年『新説 市民参加 その理論と実際』、公人社。佐伯学(他)、2004年『図解 自治体の事務事業改善入門 ひと
りでもはじめられる行財政改革』、ぎょうせい。志木市(ウェブサイト)、『平成19年度 行政評価制度結果報告書(志木市行政評価委員会)』、<http://www.city.shiki.lg.jp/html/topics/gyouseihyoukaseido2.html>、
2008年9月30日アクセス。市町村アカデミー、2005年『市町村アカデミー研修叢書4 自治体のマネジメント改革』、ぎょうせい。総合研究開発機構、2002年『公的部門の開かれたガバナンスとマネジメントに
関する研究』。総務省(ウェブサイト)、『行政評価ライブラリー』、<http://www.soumu.go.jp/click/003.html>、2008年9月30日アクセス。『中日新聞』、 2002年1月29日、12面。電通総研、日本リサーチセンター
(編)、2008年「世界主要国 価値観データブック」、同友館。中邨章、2008年「自治体行政とコンプライアンス TAPEの充実を国際比較から考える」都市問題研究会(編)『都市問題研究』第60巻第2号通巻686号、
3-17頁。原田寛(他)、2006年『地域政策と市民参加 市民参加への多面的アプローチ』、ぎょうせい。古川俊一、北大路信郷、2004年『新版 公共部門の評価の理論と実際 政府から非営利組織まで』、日本加除出版。
宮田村、2006年『宮田村第4次総合計画後期基本計画』。宮田村(ウェブサイト)、『交流・友好提携』、<http://www.vill.miyada.nagano.jp/page.php?i=000000000651&tp=00000011>、2008年9月30日アクセス。
宮田村(ウェブサイト)、『事務事業評価』、<http://www.vill.miyada.nagano.jp/page.php?c2=00000111>、2008年9月30日アクセス。

 (単位:円)
報酬(5%削減額) 182,400
差引額 57,200

共済掛金 28,800
所得税 13,000
各種会費 15,400
雑 費 0

支給額(手取り額) 125,200

天野早人 2008年 7月議員報酬  (単位:円)
報酬(5%削減額) 182,400
差引額 51,350

共済掛金 28,800
所得税 13,000
各種会費 9,550
雑 費 0

支給額(手取り額) 131,050

天野早人 2008年 8月議員報酬  (単位:円)
報酬(5%削減額) 182,400
差引額 46,800

共済掛金 28,800
所得税 13,000
各種会費 5,000
雑 費 0

支給額(手取り額) 135,600

天野早人 2008年 9月議員報酬 宮田村議会議員 天野 早人

宮田村の現在の取り組み
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調査：世界価値観調査協会 2005～2006年
対象：全国の18歳以上の男女(面接調査)
注意：電通総研および日本リサーチセンターが編集した『世界主要国 価値観データブック』に掲載されている調査結果の中から、OECD加盟国を抽出・加工しました。
注：中邨章、2008年「自治体行政とコンプライアンス TAPEの充実を国際比較から考える」都市問題研究会(編)『都市問題研究』第60巻第2号通巻686号、3-17頁。
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❷政府への信頼度

❸行政への信頼度
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❹国民の暮らしには「国が責任をもつべき」か「個人が責任をもつべき」か
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