
　2019 年11月

18日、「昭和伊

南総合病院あり

方検討委員会」

の提言書が、伊

南行政組合の組

合長である駒ヶ

根市長に提出されました。同組合は、宮田村・駒ヶ

根市・飯島町・中川村の4市町村で構成する組織で、

昭和伊南総合病院や火葬場等を運営しています。

　同病院の稼働病床は239床で、上伊那医療圏の

一般病院の約20%を担う重要な病院ですが、現施

設の建設から40年近く経ち、老朽化が深刻な状況

です。

　検討委員会においては、病院が果たすべき役割

や今後の施設整備に関する議論がなされ、①循環器

科・脳外科・消化器科・外科・血液内科等を活か

しつつ、伊南地域で不足している整形外科・小児

科等の診療科を補う、②病床数は220床から240床

程度とする、③新病院の建設地は現在地または駒ヶ

根市内の別の場所を検討する、④経営方法は公設

民営や民間移譲を含めて検討する、等を柱とする提

言を取りまとめました。今後、基本構想等の策定や

各種設計を行い、2022年度以降に建設工事に着手

する見通しが示されています。

　同病院は2004年度から2008年度にかけて赤字

経営となり、宮田村を含む4市町村から基準以上の

補填をしてきた経過があります。建設費の負担や経

営のあり方については、宮田村に

おいても慎重に検討を重ねてい

く必要があると考えています。

　2019年6月、早稲田大学マニフェスト研究所議

会改革調査部会による「議会改革度調査2018」

の都道府県市区町村別ランキングが公表され、宮

田村議会が「村ランキング」で全国第2位に選ば

れました。

　この2020年2月には、他の範とするに足る活動

を行っている町村議会が選ばれる全国町村議会

議長会の「令和元年度町村議会表彰」を受賞する

ことが決まりました。宮田村議会としては初の受

賞となります。これもひと

えに議会活動に対する村

民の皆様の日頃のご理解

ご支援の賜物であり、心

から感謝を申し上げます。

天野早人活動報告
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巻頭言

宮田村議会が「議会改革度調査2018」村ランキング
第2位に続き、「令和元年度町村議会表彰」を受賞

昭和伊南総合病院の建て替え問題
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　2019年1月10日、宮田村から土地を借り受け

て「宮田観光ホテル」を営業してきた株式会社

SNAP倶楽部(本社は福島県)が、同ホテルの建物

の所有権を別会社に変更する手続きを行いまし

た。これは宮田村との契約に反しており、村の同

意を得ないまま行われた変更です。

　本件は、議会の議決や同意等を必要とする案件

ではなく、村行政の判断で対応できるものです

が、村議会として重大な問題として捉え、所有権

の変更先である株式会社ワールドトラベル(本社

は宮城県)への質疑を行ったり、所有権を移転さ

せた株式会社SNAP倶楽部の参考人招致を行う

などして、その経過や課題について調査を行いま

した。

　その結果を踏まえ、2019年4月1日に村議会と

して、村長に書面で申し入れを行っています。①

専門家と十分に協議し、法令が遵守されるよう最

大限の手立てを講じること、②未収納の税の回収

に努めること、③村有財産に関わる契約の総点検

を実施すること、を求める内容です。なお、書面

は宮田村ホームページの議会コーナー「議会から

のお知らせ」に掲載しています。

　2019年4月26日、村は、株式会社ワールドトラ

ベルと新たな契約を締結しました。これから先、

同様の問題が繰り返されることがないよう、村の

他の財産に関わる契約についても注視してまい

ります。

■ 宮田観光ホテル建物の所有権が別会社へ

　2019年6月28日の宮田村議会臨時会において、

宮田村大久保区に民間業者が建設を計画してい

る廃棄物最終処分場予定地を、村が適正価格で買

い取るための民事調停を開始する議決が行われ

ました。なお、民事調停とは、話し合いによる合

意をめざす手段であり、これで解決したわけでは

ありません。

　この問題は、民間業者が2015年5月に放射性物

質を含む廃棄物最終処分場(埋め立て容積12万

2,400㎥)の建設計画を公表したことがはじまりで

す。予定地が廃棄物最終処分場の立地として不適

切なことや安全性への疑問等から、村議会や区長

会をはじめとた各種団体で「宮田の環境を守る

会」を設立し、のぼり旗や看板による周知活動、

講演会や水質及び地質の調査等を続けています。

2019年12月6日現在、10万9,725人分の反対署名

も集まっています。なお、村議会の独自の取り組

みとして、放射性廃物を全国に拡散させないよう

求める意見書等を国や県に提出したり講演会の

開催等に取り組んできました。

　最終的な解決に至るその日まで、建設反対の運

動を継続してまいりますので、村民の皆様のご理

解ご協力をお願いいたします。

■ 廃棄物最終処分場建設問題は継続中

村政最前線からのレポート その1
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　2019年10月7日、宮田村議会主催の「第5回町

村議会改革シンポジウム長野inみやだ」を宮田村

民会館で開催しました。飯綱町議会と軽井沢町議

会の後援をいただき、長野県内23町村の議会議員

と議会事務局職員、さらには村民の皆様をあわせ

て280人の参加がありました。

　このシンポジウムは、県内の町村議会議員や議

会事務局職員が自主的に集い、お互いの議会改革

から学び合うことを目的にスタートしたものです。

2016年から飯綱町議会の主催で、2017年から軽井

沢町議会の主催で、過去に4回開催されてきました。

　これから先、議会の機能をどのように強化してい

くのか、住民との距離をどのように縮めていくのか、

議員の成り手をどのように育てていくのかなど、議

会が抱える課題は広く深いものばかりですが、他町

村議会の取り組みや課題を共有するとともに、多く

の知見を得ることができました。

■ 町村議会改革シンポジウム長野inみやだに280人が参加

　2019年1月、環境省の中央環境審議会において、

中央アルプスを県立公園から国定公園に変更する答

申が決定されたことを受けて、2019年度中に決定さ

れる運びとなりました。2019年7月、中央アルプス

では絶滅したとされていた雷鳥が北アルプスから飛

来するなど、喜ばしいニュースが続いています。

　宮田村は中央アルプスの最高峰である「駒ヶ岳

(2956.3m)」を中心に、中央アルプスの中核部分を

村域に有する村であり、世界で唯一、駒ヶ岳周辺

にしか咲かないコマウスユキソウを村の特別シンボ

ルとしています。今回、特別保護地区に指定され

る176haのうちの80.6%は宮田村内です。

　環境省によると特別保護地区は、「公園の中で特

にすぐれた自然景観、原始状態を保持している地区

で、最も厳しい行為規制が必要な地域」とされてい

ます。これから先、美しい駒ヶ岳の豊かな自然を単

に消費的に使うことなく、かけがえのない財産とし

て、環境保全に努め、後世に受け継いでいくため

の取り組みを、これまで以上に展開していかなけれ

ばなりません。村は2020年6月13日に、宮田村民会

館において記念行事を開催する他、記念品などを

製作する予定です。

　なお、宮田村と駒ヶ根市にまたがるロープウェイは、

支柱に問題が見つかったため、2020年1月4日から

運休しています。春の雪解けを待って工事を行う予

定で、夏にむけての再開をめざしています。

■ 中央アルプスが県立公園から国定公園へ、特別保護地区の80.6%が宮田村

濃ヶ池 天狗岩

駒ヶ岳 千畳敷
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 (単位:円)
議長報酬 27万7,000円
差引額 4万8,500円

所得税 4万5,500円
各種会費 3,000円

支給額(手取り額) 22万8,500円

2020年 1月議長報酬

　一般質問とは、希望する議員が一回あたり最大50分間にわ

たり、村政に関する質問や提案を主に村長に対して行うもので

す。わたくし天野早人は2008年の初当選から議長就任前の

2019年まで、すべての定例会で一般質問に立ってきました。過

去43回分の一般質問は、要点をまとめてホームページで公開し

ています。

一般質問の記録

　毎月の議員報酬・主な活動をまと

め、ホームページで公開しています。

宮田村議会議員の報酬は、役職に関

わらず全国同規模人口の町村議会の

平均値を下回っている状況です。

議員報酬と主な活動

　宮田村議会では2018年度から、それまで実施し

てきた様々な懇談会を改め、村民の皆様と気軽に

意見交換ができるように、新しい制度をスタートさ

せました。新しい議会懇談会は「議会と語ろう会」

と名付け、①村議会から特定の団体に声をかける懇

談会(たとえば、区長会、役場職員と実施)、②おお

むね5人以上の村民の皆様から申し込みをいただく

懇談会(たとえば、子育てグループ、商工会と実施)、

③村民の皆様に広く呼びかける懇談会(文化祭で議

員相談ブースを設置して実施)、の3種類で構成して

います。

　おかげさまで、2018年度からの2年間で、6つ

の団体と個人をあわせて118人の村民の皆様に参

加いただくことができました。心から感謝を申し上

げます。頂戴したご意見ご要望は報告書にまとめ、

議会運営に活かしている他、必要に応じて村行政

に状況を確認したり、対応を求めるようにしていま

す。今後も多くの村民の皆様にお気軽に参加いた

だければ幸いです。

■ 議会懇談会「議会と語ろう会」に2年間で118人が参加

村政最前線からのレポート その2
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　1978年、宮田村生まれ。日本福祉大学卒業、愛知淑徳大学大学院修了(学術修士)、明治
大学大学院修了(公共政策学修士)。学生時代から産学官連携等に取り組み、2008年から
宮田村議会議員。現在3期目。無所属。2019年2月から宮田村議会議長(過去最年少)。
2019年5月から伊南行政組合議会総務衛生委員長、上伊那広域連合議会議会運営委員長。
　現在、宮田村消防団(副分団長・救護長)、宮田の環境を守る会(会長代理)、宮田村の景
観を考える会(会長)、宮田村インターネット博物館(代表)、町二区ミニデイサービスボラン
ティア、宮田村コミュニティスクールボランティア等で活動中。

　わたくしたちの生活に、もっとも身近な政
治・行政は宮田村です。天野早人は「みや
だのみかた、みんなのみかた」を胸に、5つ
のむらづくりを推進しています。　

中学校でのむらづくり授業や
小学校での登下校見守り活動

天野早人、プロフィール

宮田祇園祭の
インターネット中継

みやだ探検ガイドツアーの
ボランティアガイド

みやだワインまつりネット中継や
東京銀座会場ボランティア

愛知県名古屋市や美浜町での
特産品販路開拓

天野早人、5つのむらづくり

天野早人、むらづくりの現場

安心して子育てでき、
健康長寿で暮らせるよ
う、教育・医療・福祉
サービスを充実させる
やさしいむらづくり

紙媒体・インターネッ
トを積極的に活用し、
徹底した情報の公開と
発信に取り組む
ひらかれたむらづくり

産学官が一体となり、
自然・歴史・食を活か
して経済を活性化する
たくましいむらづくり

地 震・大 雨・大 雪・
感染症等に素早く対応
できるよう、危機管理
体制を整備する
つよいむらづくり

議会改革・行政改革を
推進する中で、守るべ
きところは守り、変え
るべきところは変える
かがやくむらづくり

1

2

4

3

5

中央アルプス駒ヶ岳ライブカメラ
の保守や登山マップの作成

中心市街地活性化に向けた
宮田市の運営

長野県の優良事例表彰を受賞した
宮田村の景観を考える会

消防団員としての
救護訓練



　〒399-4301 長野県上伊那郡宮田村3250番地
　0265-85-2017　　0265-98-7750
　miyadajin@gmail.com
　https://www.miyadajin.net/

　村政に関するご意見・ご要望・ご心配・ご質問・
情報提供等、どんなことでもお気軽に、まずは
一声おかけください。匿名でお寄せいただいた
情報も、すべて調査の対象としております。
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　議長は、議会が村の意思

決定を行ったり、行政と議会

または議員間の調整を行うた

めに開催される定例会・臨時

会・協議会等の会議で議事

を進行します。

　2019年2月26日に実施された議長選挙の結果、わたくし天野早人は第

24代宮田村議会議長を拝命いたしました(過去最年少)。議長は、「議場

の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理し、議会を代表する」

と法律で定められており、議員の中から選挙で決定します。今回は、宮

田村議会における議長の仕事をご紹介します。

村議会議長の仕事

会議等の議事進行

※議会そのものの仕組みや議員の仕事
については、宮田村議会発行の「宮田村
議会のしおり」でくわし
く解説しています。ご希
望の方はお知らせくださ
い。なお、宮田村ホーム
ページの議会コーナー
「議会のしおり」にも掲
載されています。

議場の議長席 正副議長事務局長打ち合わせ

　議会には、村や議会の課題

を専門的に調査・審査する委

員会が設けられています。議

長は、すべての委員会に出席

します。

委員会への出席

宮田村議会機能強化特別委員会

　議長は、議会に関わる事務

の決裁を行うとともに、議会

内外の様 な々調整を日常的に

行います。議長・副議長・議

会事務局長による打ち合わせ

も定期開催しています。

日常的な決裁と調整

　議長は、長野県や全国の町

村議会議長会、上伊那の議会

議長懇談会で意見交換や研

修を行ったり、道路や河川の

期成同盟会等と連携して国や

県への要請を行っています。

他市町村議会との連携や要請

全国
町村議会
議長会

　議長は、上伊那広域連合議

会、伊南行政組合議会をはじ

め、約15の会議体に所属して

います。事案によっては、宮田

村議会としての総意をとりまと

めて議論に参加しています。

議会選出会議等への出席

太田切川・黒川分水運営委員会
新発電所予定地視察

　視察で宮田村を訪れる他

市町村議会を歓迎したり、年

間をとおして村内外の各種団

体から招待される総会・祝賀

会・慰霊祭等の行事に出席

し、議会を代表して議長が挨

拶をしています。

視察の歓迎や行事での挨拶

長野県への
道路等改修
要請現地視察

宮田村
成人式
祝辞

宮田村
功労者表彰式
祝辞
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