◎その他

児童養護施設及び私立幼稚園
の環境整備
２１５２万７千円
児童養護施設の入所児童の
自立支援を支えるため︑家庭
的な環境を提供できる﹁地域
小規模児童養護施設︵グルー
プホーム︶﹂の設置を新たに
支援するほか︑幼児教育の質
の向上のため私立幼稚園の遊
具等の整備支援

◎子育てを支える環境づ
くり

自殺防止策の強化︵医療機関
の連携強化など︶
１億１６４８万１千円
自殺者を減少させるため︑
精神科医とかかりつけ医との
連携強化や市町村等が行う自
殺対策事業を支援するほか︑
高校生に対するカウンセリン
グ等を実施

◎心の健康支援策の充実

救助隊が配置されていないエ
リアでのパトロールをモデル
的に実施

平成 年度6月
補 正 予 算 の ポ イン ト
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会派だより

◎大雪による農業被害へ
の対応

〇続木幹夫

松本平広域公園陸上競技場の
機能向上
８１９８万５千円
平成 年８ 月に
開催される全日本
中学校陸上競技選
手権大会において
充実した競技環境
が提供できるよ
う︑測定機器等を
整備
農地の多面的機能
を維持する活動へ
の支援
１億１８５０万円
農業者等が共同
で取り組む地域活
動や︑地域資源
︵農地︑水路︑農
道等︶の軽微な補
修︑農村環境の保
全・向上のための
幅広い活動を支援
28

農業生産施設の復旧・撤去等
の支援
１０４億６４２２万円
記録的な大雪による甚大な
農業被害に対し︑農家の経営
への影響を最小限にとどめ︑
営農の継続を図るため︑国・
市町村等と連携し︑農業生産
施設の復旧経費等を助成
※農業者の負担軽減のため︑
国の支援と合わせて︑農業生
産施設の復旧・修繕費に対し
て最大9／ 以内︑撤去費に
対して国の基準額の範囲内で
定額を支援

〇堀場秀孝

倉田竜彦
県民文化健康福祉 ◎小島康晴
環境産業観光
野澤徹司
農政林務
山岸喜昭
危機管理建設
下沢順一郎
文教企業
◎甕 裕一
議会運営
竹内久幸
決算特別
小島康晴
広報
山岸喜昭

竹内久幸
荒井武志
〇石和 大
〇依田明善
吉川彰一
中川博司
〇中川博司
〇荒井武志

石和 大
続木幹夫

◎﹁信州の山﹂魅力発信
と安全対策

常任委員会、特別委員会の構成が決まり、4年目のスタートです。委員長2ポ
スト、
副委員長6ポストを指名いただきまして活動しています。
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山岳遭難防止に向けた啓発と
パトロールの強化
３６０万６千円
山岳遭難事故を防止するた
め︑主要な登山口に山岳遭難
に関する情報をわかり易く掲
示するなど登山者への情報提
供を充実させるほか︑遭難事
故が増加している時期におけ
る新たなパトロールや︑山岳

平成26年度常任委員会、
特別委員会 （ ◎委員長
◯副委員長 ）

2014年（平成26年） 夏 号

告
報
政
県
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長野県議会

県議会も未来を担う子ども
たちを支援するため真剣な議
論を行い︑子どもたちそれぞ
れの状況に応じて様々な支援
につながるような相談・救済
のしくみづくりを進めるとと
もに︑保護者︑保育士︑教職
員をはじめ子どもの育ちにか
かわる人たちへの支援も含め
た条例として可決されまし
た︒今後︑条例に基づいて長
野県は総合的に子どもの支援
を行っていきます︒

困難な状況にある子どもたち
を支援する条例です

議の後︑平成二五年七月に最
終報告書を知事に提出︑条例
の骨子案を公表し︑パブリッ
クコメントを行ってきまし
た︒

﹁長野県の未来を担う子どもの
支援に関する条例﹂が可決・成立
増え続けるいじめ︑虐待

子どもたちを取り巻く状況
は︑学校等におけるいじめ
や︑虐待相談件数も増加︑そ
の他にも子どもたちは様々な
悩みを抱えています︒
加えて︑子どもたちが暮ら
す地域社会においては︑人間
関係の希薄化や経済的格差の
拡大等︑その環境は複雑化し
ています︒
子どもの育ちを支えるしくみ
を考える委員会で検討

委員会は︑県内の子どもた
ちの現状と課題を把握するた
めのアンケート調査や︑当事
者である子どもたちから直接
意見を聴く子ども部会を開催
し︑十三回にわたる委員会審

鳥取県では︑手話を言語と
して認める全国初の﹁鳥取県
手話言語条例﹂を制定しまし
た︒県の取組としては︑全て

手話言語条例の制定

り花回廊﹂は︑県産材を多用
した木の香る会場とし︑大会
弁当は県産食材を使うなど︑
おもてなしとこだわりを持っ
た大会としたそうです︒

鳥 取 県 庁・雲 南 市・出 雲 市 視 察
全国植樹祭の取組
﹁ 第六十 七 回 全 国 植 樹 祭 ﹂
が二年後に長野県で開催され
るに当たり︑昨年の開催地で
ある鳥取県を視察・調査して
きました︒
六十四回大会の鳥取県で
は︑大会テーマを﹁感じよう
森のめぐみと 緑の豊かさ﹂
とし︑三 年 前 か ら 取 組 を 開 始
しました︒開催の機運を盛り
上げるため︑県民自らが環境
美化等を行う﹁とっとりグリ
ーンウェイブ﹂運動を展開し
たり︑植樹祭で使用する苗木
四千本を学校や企業︑団体が
育成する運動を行いました︒
また︑﹁とうほく・とっと
り森の里親プロジェクト﹂と
して︑東日本大震災により失
われた海岸防災林の再生を支
援するために︑岩手︑宮城︑
福島の三県から採取された種
子を苗木に育成して里帰りさ
せる取組を開始しています︒
式典会場となった﹁とっと

出雲市においても長野県同
様に松くい虫被害は深刻で
す︒
松くい虫防除計画区域にお
ける防除対策として︑薬剤樹
幹注入︑伐倒駆除︑特別伐倒
駆除︑抵抗性マツ等の植栽に
より松くい虫防除対策を実施
しています︒また︑一部の海
岸林等で︑必要最小限の範囲
で薬剤地上散布を実施し︑そ
の実施に当たっては︑地域住
民や関係機関等と十分に安全
対策等の協議を行っていま
す︒
マツ林は︑防風︑飛砂防備
等の機能が非常に高く︑市民
生活には必要不可欠であり住
民の生活にとって重要な機能
を果たしています︒
未被害木には樹幹注入を行
い︑特別伐倒駆除により徹底
した処分を行い︑被害の拡大
を防ぐとともに︑林内整備を
進め︑自然再生による樹種転
換の促進を図り︑
抵抗性マツ等
の植栽事業を行っています︒
市︑森林組合︑木材協会
は︑協議会を設立し︑森林保
全・再生として二十一世紀出
雲森林フロンティア・ファイ
テング・ファンド事業に取り
組んでいます︒

松くい虫対策

の収集運搬システムが︑雲南
市の森林バイオマスエネルギ
ー事業です︒
チップボイラーの整備状況
は︑温泉施設二か所︑健康福
祉施設など公共施設への熱供
給を事業化しています︒これ
から新エネルギー事業の一つ
として森林バイオマスエネル
ギー︑チップボイラーの時代
が来ます︒

理解が深まるよう︑各般に
わたり丁寧な議論を十分に
実施することを強く要請す
る﹂意見書を全会一致で可
決し関係者へ送付しまし
た︒

集団的自衛権に関する意見書を全会一致で可決

政府で検討され七月一日
閣議決定された集団的自衛
権行使容認について︑長野
県議会は決定前の六月二七
日︑﹁国においては︑集団
的自衛権に関する国民的な

の児童・生徒が手話を学ぶた
めの教材やハンドブックの作
成︑職場や地域で手話を学ぶ
機会を増やす取組などを行う
とともに︑県庁内でも手話学
習を推進し︑知事の定例記者
会見でも手話通訳者を配置し
ています︒

森林バイオマスエネルギー

再生可能エネルギー調査の
ために︑島根県雲南市におけ
る森林バイオマスエネルギー
事業と︑実際に稼働している
木質チップボイラー施設を視
察しました︒
雲南市は︑新エネルギービ
ジョンを策定し︑豊かな森林
資源の活用を考え︑バイオマ
ス事業に先駆的に取り組んで
いる地域です︒
市内の森林は︑森林組合や
森林業者によって整備は進め
られていますが︑倒木や間伐
による﹁林地残材﹂が多く放
置されています︒この残材を
市民が収集・運搬し︑代わり
に現金や地域通貨を得る︒ま
た︑集められた林地残材はチ
ップ化して公共施設の熱供給
に使用する︒この市民参加型

