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　日頃から清水まさやすの活動に対し、ご支援・ご

協力を賜り心から感謝申し上げます。今号は、長野県

次期総合5か年計画や11月定例（11月30日～12月

16日）など、上記Contentsの内容を報告します。

　また、単なる報告だけではなく、皆様にお知らせ

したい情報や自分の考えなども記しています。ただ

し、原稿完成から発行までに日数がかかります（最

終原稿1月24日）ので、機を逸した内容もあるかもし

 前号（令和４年11月20日発行）では、感染状況が

減少傾向になることを期待しましたが、、、11月27

日に確保病床使用率は70％（70.8％：376人の入

院患者）を超え、その後何度か70％を超える日もあ

り、60％後半で高止まりの状況が続きました。12

月19日に確保病床数が531から557に増床された

頃から入院者数が若干減り、1月24日の確保病床

 長野県次期総合５か年計画（2023～2027年度）

の策定が進んでいます。1月24日まで県民の皆様か

らご意見を募集していましたが、それらを反映させ

て2月県議会定例会に提出されます。

〔８つの新時代創造プロジェクト〕

１ 女性・若者から選ばれる県づくりプロジェクト

２ ゼロカーボン加速化プロジェクト

３ デジタル・最先端技術活用社会実現プロジェクト

４ 個別最適な学びへの転換プロジェクト

５ 人口減少下における人材確保プロジェクト

６ グローカル経済システム再構築プロジェクト

７ 県内移動の利便性向上プロジェクト

８ 輝く農山村地域創造プロジェクト

〔地域重点政策〕

１ 伊那谷の未来を創る「ひと」づくり 

２ 誰もが安心して、快適に暮らし、

　 人生を楽しめる「まち・暮らし」づくり 

３ 人が集い、新たな価値を共創する「つながり」づくり 

４ 22世紀も二つのアルプスにライチョウが

　 生息し続けられる「脱炭素社会」づくり

　上伊那の８市町村長が出席して作成した上伊那

地域の原案（下記と右記）もあります。

使用率は41.8％となっており、明らかに減少傾向

となっています。グラフを見ると、確保病床使用率

がゼロにならずに新しい波に移っていることも見て

とれます。社会活動、経済活動を動かしながらの感

染対策・対応は、医療従事者の皆さんに特にご負担

を強いています。今一度一人ひとりの感染症対策の

徹底をお願いします。

れませんがご容赦ください。少しでも有

意義な情報提供を心がけますが、最新情

報は県のホームページなどでご確認くだ

さい！

●県議会11月定例会について

●新型コロナウイルス感染症について

●長野県次期総合５か年計画について

ご挨拶

議案

・一般会計（合計）626億3319万円の補正予算

・条例案は改正７件

・事件案は追認など16件

・専決処分報告は９件

新型コロナウイルス感染症については、県の新型コロナウイルス

感染症対策総合サイト（右 QRコード）をご覧ください。

家族の罹患などによる有症状、検査キットで陽性結果の方は、

医療機関を受診しなくてもWEBで軽症者登録センターに登録できます。

（重症化リスクの低い方は、セルフメディケーションを推奨）

基本目標は

確かな暮らしを守り、
信州からゆたかな社会を創る

上伊那地域の目指す姿

人々の 思いが 力が 重なり 高まり
未来を創る 二つのアルプスに護られた
水と森林と太陽の伊那谷

〇会期日程など

11月 29日：会派総会、予算・条例案勉強会

11月 30日：本会議開会

12月 6日～ 12月 9日：一般質問

12日～14日：委員会（総企警委員会は15日も）

16日：本会議閉会

定例会の前に現職県議の逮捕や体調を理由に辞

職される県議もありましたが、通常

通り議会は行われました。

詳細は県議会ホームページまたは、

1月22日（日）の朝刊に折り込まれた

「長野県議会広報第157号」をご覧ください。

【上伊那管内の概況】

宮田村

飯島町

中川村

南箕輪村

箕輪町

辰野町

「住む人、訪れる人が幸せな伊那谷、長野県にしたいです！」

確保病床使用率（%）
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清水まさやす 県議会だより Vol.15

１.長野県の課題を解決し、魅力を広げるには？

→魅力を伝える若者が少ない

２.学校における進学説明＆学力評価→高校生であ

る私たちが今できることは何かを考えながら行動

し、広い視野と自信を持ってこれから進む道をきめ

ていきたい

３.今の校則に不満はありませんか？→生徒手帳内

にあるあやふやな言葉、高校生らしさ、、、とは？

４.学校内のICT格差→学校間、中高間、教師間で

差がある。同じ端末やガイドラインの統一を

５.いじめをなくすには

→相談時、相談相手の性

別など話しやすい人を選べ

ると良いのでは　など、多

数のご意見を頂きました。

　国は、感染症法上で二類から五類への検討も進め

ているようですが、「濃厚接触者」の行動制限につい

ては、社会活動、経済活動、そして子どもたちの学び

のためにも、早急に変更して欲しい、、と感じていま

す。既に多くの方が罹患している現状もあります

が、アフターコロナも、常に思いやりの心をもって

対応したいですね ! 

※社会的に問題を指摘される団体等との関係報道

について・・・僕の基本的な政治姿勢は、「フットワー

ク軽くあちこちへお邪魔し、お話を頂いたり意見交

換をすること」です。常に様々な会などへお誘いを受

けますが、時間の都合がつけば積極的に参加してい

ます。 その中で、全く知らずに某宗教団体が関係す

る安全保障フォーラムなどへも、出席をしていたこ

とが報道やご指摘で判明しました。しかし、宗教の

話や選挙の話、お金の話などは一切なく、僕自身は、 

やましいことは一切ありません。政務活動費を使っ

て支出していた交通費・駐車場代については、不 

適切と考え、全額返金させて頂きました。

　ご心配頂いた皆さま、申し訳ございませんでし

た。以後気をつけます。

あとがき

［お知らせ］活動報告は新聞折り込みを基本に配
布していますが、ご住所など頂いている方には、
年に一度、2月か3月にまとめて郵送しています。
もし、ご希望の方がいらっしゃいましたら下記枠
外事務所までご連絡をお願いします。

■委員会（危機管理建設委員会所属）での質問や提案

A.（公営住宅室長）：滞納も99％は年度内に収めて

頂いている。しかし、1％と言っても2000万円ぐらい

になる。基本的には本人からで、連帯保証人の債務

履行は年に1，2件ぐらい。他県の状況を聞いても、連

帯保証人を付けなくてもあまり影響はないと考える

【建設部関係】Q. 県営住宅等に関する条例の一部を改正する条例案（住

宅に困窮する方などのために連帯保証人を求めない）について、連帯保

証人を付けなくなることで、どの程度の滞納や不納欠損が考えられるか？

A.（技術管理室長）：市町村に対しては、県の担当者

が県のやり方などを示してお願いをしている。

Q. 建設業の「働き方改革について」2024年問題、県は工期についても

予算に配慮をしているとの声もあるが、市町村は対応ができていないと

ころが多いとも聞く。「県に準ずる」と言っているが、県としてどのように

指導をしているのか？

A.（消防課長）：77市町村中44市町村が直接支払いになっている。（上伊

那8市町村は行っている）

【危機管理部関係】Q. 消防団について、消防団員の年額報酬について、団員へ直

接支払いになってきていると認識しているが、県下の市町村における状況は？

●次回定例会の日程（予定）

（2月10、13、14日会派予算勉強会） 

●2月15日／本会議・開会

●2月21日／代表質問

●2月22日〜3月1日／一般質問

●3月2日〜8日／委員会

  （総務企画警察委員会は9日も）

●10日／本会議・閉会 ※土日祝日除く

●11月定例会での発言等（清水）一般質問（全体の23番目、3日の午後登壇）※抜粋

【回答 林産業労働部長】事業所の内部や近隣に開設される事

業所内保育施設は、育児と仕事の両立や育休取得後の速やか

な職場復帰を可能にするなどの働きやすい職場環境づくり、

企業の人材の確保・定着につながるものと考えている。

【回答 阿部知事】引き続き、地域の保育需要等をしっかりと

把握をしながら事業所内保育なども含めて、保育の受け皿

確保に市町村や事業者の皆様と共に取り組み、子育てをし

ながら働くことを希望する方、そして人材確保のための職場

環境の整備に努める事業所を支援していきたい。

子どもが幼い時は親元で、、、という気持ちもありますが、積極

的に働きたい方や人口減、外国人技能実習生が他国を選ぶ、、、

といった状況も想定すると、地域に今いる人たちに活躍頂くこ

とも大切と考えます。働き易い環境の一つとして、提案。

【質問①】事業所内などに保育施設を保有している企業につい

て、企業の人材確保の面における可能性を、県としてどう捉え

ているのか？

【質問②】事業所の保育事業をさらに支援すべきではないか？

■議会と高校生との意見交換会

2. 保育と労働人材について

【回答 北島選挙管理委員長】平成14年2月に施行されたいわゆる電子投票法において、公職選

挙法の特例として地方公共団体の選挙は電子投票機を用いることができるようになった。が、

機器のトラブルや採算性によって25回の実施にとどまっている。現在総務省では、タブレット端

末等を活用できるよう条件の見直しやシステムの開発を行っている。インターネット投票につい

ては、投票管理者や立会人が不在となる投票となるため、選挙の公正確保の観点等の様々な課

題があることから、現時点では制度化されていないが、在外選挙からインターネット投票を導入

するための実証実験等が進められている。

開票作業の簡素化→時短と経費削減

障害のある方や忙しい方などが投

票し易い→投票率アップ

【質問】電子投票、インターネット

投票などの導入について現状と今

後の見通しは？

1. 電子投票、インターネット投票について

［補正予算案 第4号：一般会計 71億7358万円］の主な内容

■長野県価格高騰緊急対策【第三弾】の実施：40億841.4万円

■新型コロナウイルス感染症への対応：8億9894.8万円

■県民生活の安全・安心の確保：

　7億4828.4万円

■人材の育成、確保：1億2520.3万円

 今回は、会期中にもう一つ、

［補正予算案 第5号：国補正対応分：554億5961.9万円］が提出されました。

これは、国の補正予算を最大限活用し、「長野県総合経済対策」に基づく施策を速やかに

実行するために必要な予算となります。

■価格高騰緊急対策：5億836.8万円　■県内需要の喚起：4億4077.1万円

■活力ある社会の推進：21億5009.7万円　■安全・安心の確保：453億6038.3万円

●その他の活動について（抜粋）

［11/21、12/22］ 道

路関係要望：竜東線、

国道153号改良、リニ

ア北、両小野の要望

［11/25］ 中川村駐在

所の新築落成式

［11/28］ 明石市にて

子育て支援策が生ん

だ好循環の話を市長

より伺う

［11/30］ 商工会議員

懇談会による知事要望

［12/1］ 「しあわせ信

州パートナーシップ届出制度（仮称）」の勉強会：同

性カップルの直面する困難などの話を拝聴

［12/14］ 会派で知事へ次年度について要望

［12/15］ 西武ライオンズの水上由伸選手が知事

表敬訪問！

［1/8］ 宮田村消防団出初式

［1/10］ 大日向小中学校 : イ

エナプランの実践校を調査

［1/19］ 「いまこそ！みんな

で考えよう上伊那の高校再編」に参加

［その他にもあちこちへ伺い、たくさんの方から

様々なお話を頂き活動。感謝です!!］

宮田村消防団出初式

両小野バイパスの要望

新築の
中川村
駐在所

まちの
好循環
の流れ

商工会議員懇談会による知事要望


