
1 

 

2016年度政務活動費事業報告書 

 

日本共産党県議団 

 

 

１．調査研究費                      総合計 3,387,644円 

＜主な調査研究＞ 

①4月 9日 県政タウンミーティング 

 内容：淫行処罰規定の条例案について意見交換を行った。 

 場所：長野市・長野県庁 

 参加者：藤岡議員                        合計 7,020円 

 

②4月 28日 中信地区の雨氷被害現地調査 

 内容：松本地方事務所林務課職員の案内で松本市、山形村、朝日村、塩尻市内の雨

氷被害現場視察及び同事務所林務課担当者との意見交換を行った。 

 場所：松本市・長野県松本合同庁舎（松本地方事務所）、松本市・入山辺地区扉温

泉、山形村・清水寺、朝日村・野俣沢林間キャンプ場、塩尻市・奈良井地区 

 参加者：和田議員、毛利議員、備前議員、両角議員        合計 11,320円 

 

③5月 10日 反貧困ネットワーク信州例会 

 内容：生活困窮者支援活動を行う県内団体の例会に参加し、各加盟団体の活動や「公

平な税制を求めるシンポジウム in長野」の協力要請について報告があり、意見交

換を行った。 

 場所：松本市・松本勤労者福祉センター音楽室 

 参加者：藤岡議員、会派職員 1名                合計 12,060円 

 

④5月 15日（及び準備作業日として 5月 2日、6日、13日） 「あなたもご一緒に考

えてみませんか？子どもを性被害から守る取り組み―淫行処罰条例について」シン

ポジウム 

 内容：「長野県子どもを性被害から守るための条例(仮称)骨子案」についてシンポ

ジウムを開催し、教育や保健活動など子どもたちの成長に関わっている皆さんから

の問題提起を受け、県民の皆さんとの意見交換を行った。またシンポジウムに先立

ち、案内状の発送、打合せ等の準備作業を行った。 

 問題提起：南澤信之氏（(一社)セーフティネット総合研究所）、白澤章子氏（川中

島の保健室主宰者）、藤岡議員 

 場所：長野市・ホテル信濃路 

 参加者：小林議員(5/15)、高村議員(5/6､15)、和田議員(5/2､6､13､15)、毛利議員
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(5/15)、備前議員(5/13､15)、両角議員(5/6､15)、藤岡議員(5/2､6､15)、山口議員

(5/2､6､15)、会派職員 2名(5/15)               合計 265,718円 

 

⑤5月 19日 障害児学校教職員組合（障教組）との懇談 

 内容：障害児学校教職員組合の皆さんより特別支援学校の状況をお聞きし、意見交

換を行った。 

 場所：長野市・長野県教育会館会議室 

 参加者：高村議員、毛利議員、備前議員             合計 18,580円 

 

⑥6月 2日 諏訪養護学校現地視察 

 内容：諏訪養護学校の施設を視察し、学校当局より要望をお聞きし、意見交換を行

った。 

 場所：諏訪市・諏訪養護学校 

 参加者：高村議員、毛利議員、備前議員、両角議員        合計 14,290円 

 

⑦6月 3日 諏訪地域自然エネルギー施設・太陽光発電施設建設予定地現地調査 

 ⅰ内容：諏訪地域の自然エネルギー施設の運用状況の調査として、地中熱エネルギ

ー利用住宅の促進を図っている㈱ダイワテック、岡谷市民病院にて地中熱エネル

ギー施設の運用を行っている岡谷市（岡谷市市民環境課、岡谷市立病院）の各担

当者より自然エネルギー政策、地中熱エネルギーの利用の仕組み、補助制度の内

容等について説明を受け、意見交換を行った。 

 場所：㈱ダイワテック本社、岡谷市役所 

ⅱ内容：諏訪市四賀に建設が予定されている太陽光発電施設（メガソーラー）につ

いて、計画の現状や環境への影響、近隣自治体や住民から提出されている意見書

の内容や、開発業者が提出した方法書に対する知事の意見について諏訪地方事務

所環境課の担当者より説明を受け、建設予定地現地の視察を行った。 

 場所：諏訪市・長野県諏訪合同庁舎（諏訪地方事務所）、諏訪市四賀地区 

 参加者：小林議員、和田議員、毛利議員、備前議員、両角議員、藤岡議員、山口議

員、会派職員 1名                        合計 40,680円 

 

⑧6月 9日 長野県子どもを性被害から守るための条例(案)に対する当局説明 

 内容：6月県議会提出予定の「長野県子どもを性被害から守るための条例(案)」に

ついて、県民文化部担当者より説明を受けた。 

 場所：長野市・長野県議会日本共産党県議団控室 

 参加者：小林議員、高村議員、和田議員、毛利議員、備前議員、藤岡議員、山口議

員                               合計 33,540円 

 

⑨6月 13日 ネオニコチノイド空中散布調査プロジェクトの研究者との意見交換 
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 内容：2012年坂城町、2013年千曲市で行われたネオニコチノイド系殺虫剤空中散

布の調査結果と行政が行った分析の問題点について説明を受け、意見交換を行った。 

 場所：長野市・長野県議会日本共産党県議団控室 

 参加者：高村議員、和田議員、備前議員、山口議員        合計 13,560円 

 

⑩7月 27日 浅川ダム現地調査 

 内容：建設中の浅川ダムについて、ダム建設現場の状況を視察し、建設の現況につ

いて長野建設事務所浅川改良事務所担当者より説明を受け、意見交換を行った。 

場所：長野市浅川一ノ瀬・長野建設事務所浅川改良事務所ダム管理棟 

参加者：高村議員、和田議員、両角議員、山口議員         合計 600円 

 

⑪8 月 6日 「坂下病院の診療所化」を考える学習討論会 

 内容：木曽郡南木曽町、大桑村住民の皆さんが利用している中津川市立の「国民健

康保険坂下病院」の縮小・診療所化方針に対して地域医療確保の見地から運動を始

めた「中津川市の医療を良くする会(仮称)準備会」が開催した学習討論会に参加し、

中津川市の方針についての講演を聞き、地域の皆さんと懇談し、意見交換を行った。 

 講演：長尾実氏（全日本国立医療労働組合東海北陸協議会執行委員） 

 場所：岐阜県中津川市福岡・福岡区民会館ホール 

 参加者：毛利議員、備前議員                  合計 12,920円 

 

⑫8月 7日～9日 沖縄県の米軍オスプレイ垂直離着陸機の飛行に関する対応、子ど

もの貧困対策等についての県外視察 

ⅰ内容：8月 7日 県内でも訓練飛行が見込まれている米軍オスプレイの飛行の現

状及び対応について、沖縄県知事公室基地対策課担当者より説明を受けた。 

 場所：沖縄県那覇市・沖縄県庁 

ⅱ内容：8月 7日 ①上記米軍オスプレイの飛行に対する対応、②沖縄県の子ども

の貧困対策について日本共産党沖縄県議団より説明を受け、意見交換を行った。 

  場所：沖縄県那覇市・沖縄県議会日本共産党県議団控室 

 ⅲ内容：8月 8日・9日 自衛隊レーダー基地が設置され、新たに飛行訓練基地の

建設が予定されている沖縄県宮古島市において、現在のレーダー基地、飛行訓練

基地の建設予定地、県営下地島空港（近年定期路線の運航はなく、民間航空機の

訓練施設として運用されていたもの）、さらに宮古島住民の意識に影響を与えて

いる太平洋戦争遺跡等を現地視察した。 

  場所：沖縄県宮古島市内各地 

 ⅳ内容：8月 8日 宮古島住民の意識の根底となる地域の歴史的経過について、歴

史教育協議会が開催した学習会に参加し、講義を受けた。 

  講師：仲宗根將二氏（宮古郷土史研究会会員） 

  場所：沖縄県宮古島市・宮古島マリンターミナルまりんぴあみやこ研修室 
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参加者：高村議員、和田議員、毛利議員、備前議員、両角議員、藤岡議員、山口議

員、会派職員 1名                      計 1,122,904円 

 

⑬8月 19日 飯田市廃油流出等事故に関する聞取調査 

 内容：飯田市中村地籍所在の南信地域開発事業協同組合敷地からの廃油等流出事故

に関して、事故の経過及び県の対応について下伊那地方事務所環境課担当者より聞

取調査を行った。 

 場所：飯田市・長野県飯田合同庁舎（下伊那地方事務所） 

 参加者：毛利議員、両角議員                  合計 21,570円 

 

⑭8月 22日 米軍オスプレイ垂直離着陸機飛行訓練計画に関する対応等についての

当局説明 

 内容：米軍オスプレイの飛行訓練計画に関する対応等について危機管理部危機管理

防災課担当者より説明を受けた。 

 参加者：藤岡議員                       合計 7,120円 

 

⑮9月 8日 浅川ダム建設残土処理場現地調査 

 内容：浅川ダム建設に係る残土処理場の現状について現地を視察し、長野建設事務

所浅川改良事務所担当者より説明を受けた。 

 場所：長野市浅川畑山・長野建設事務所浅川改良事務所畑山残土処理場 

 参加者：和田議員、山口議員                  合計 1,380円 

 

⑯9月 8日 梓川小水力発電施設現地調査 

内容：小水力発電施設を運用している㈱松本鉄工所梓川事業所（梓川左岸幹線用水

小水力発電所）について現地を視察し、同社担当者より説明を受けた。 

 場所：松本市波田・㈱松本鉄工所梓川事業所 

 参加者：毛利議員、両角議員                  合計 3,570円 

 

⑰9月 9日 反貧困ネットワーク信州と長野県健康福祉部地域福祉課当局との懇談会 

内容：生活困窮者支援団体である反貧困ネットワーク信州と長野県健康福祉部地域

福祉課当局との懇談会に参加し、各加盟団体の皆さんの意見・要望をお聞きした。 

場所：長野市・長野県庁 

参加者：両角議員、会派職員 1名                合計 5,760円 

 

⑱9月 12日 浅川ダム試験湛水についての説明会 

 内容：浅川ダム試験湛水についての住民対象の説明会に参加し、長野建設事務所浅

川改良事務所担当者の説明を受け、住民の皆さんの質問・意見をお聞きした。 

 場所：長野市浅川公民館大会議室 
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 参加者：高村議員、和田議員、山口議員              合計 5,200円 

 

⑱9月 12日 白馬高等学校及び大町市産業廃棄物処理場現地調査 

ⅰ内容：2016年 4月に開設された白馬高等学校国際観光科に関して、白馬村及び小

谷村が運営する教育寮「しろうま Pal House」、公営塾「しろうま學舎」の現地視

察を行い、学校長及び白馬高校の将来を考える会事務局担当者より説明、要望を

受け、意見交換を行った。 

 場所：白馬村・白馬高等学校 

ⅱ内容：大町市常盤地籍所在の㈱湯浅産業大町工場（産廃処理場）で生じた堆肥臭

等の問題に関して現地視察を行い、大町市民生部生活環境課担当者より説明を受

けた。 

 場所：大町市常盤・㈱湯浅産業大町工場 

 参加者：毛利議員、備前議員、両角議員             合計 11,000円 

 

⑲9月 14日 長野県民主医療機関連合会（長野県民医連）との懇談 

 内容：長野県民医連の皆さんより要望等をお聞きして意見交換を行った。 

 場所：松本市・長野県民医連会館大会議室 

 参加者：小林議員、高村議員、備前議員、山口議員        合計 18,160円 

 

⑳9月 14日 大北森林組合補助金不正受給問題刑事裁判の証人尋問傍聴 

 内容：大北森林組合及び同組合前専務理事に対する刑事裁判の証人尋問を傍聴した。 

 場所：長野市・長野地方裁判所 1号法廷 

 参加者：和田議員、毛利議員、両角議員、藤岡議員         合計 15,120円 

 

○21 9月 15日 大北森林組合補助金不正受給問題刑事裁判の証人尋問傍聴 

 内容：大北森林組合及び同組合前専務理事に対する刑事裁判の証人尋問を傍聴した。 

 場所：長野市・長野地方裁判所 1号法廷 

 参加者：高村議員、和田議員、毛利議員、藤岡議員         合計 14,620円 

 

○22 9月 23日 中津川市国民健康保険坂下病院県外視察 

 内容：縮小・診療所化が検討されている中津川市立の「国民健康保険坂下病院」に

ついて現地を視察し、あわせて町民の多くが同病院を利用している南木曽町理事者

や町民の皆さんと懇談を行い、要望、意見をお聞きした。 

 場所：岐阜県中津川市・国民健康保険坂下病院／南木曽町役場／南木曽町・南木曽

会館大会議室 

 参加者：高村議員、毛利議員、備前議員             合計 12,310円 

 

○23 9月 25日 大北森林組合補助金不正受給問題に関しての聞取調査 
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 内容：大北森林組合補助金不正受給問題に関し、同組合関係者より聞取調査を行っ

た。 

 場所：飯田市内 

 参加者：和田議員、藤岡議員、山口議員             合計 30,240円 

 

○24 10月 11日・12日 長野県短期大学の 4年制化に向けた懇談会県外視察 

 内容：長野県短期大学の 4年制化に向けた懇談会が実施した静岡県立大学他の県外

視察に委員として参加し、静岡県当局、静岡県立大学及び静岡文化芸術大学の各担

当者より公立大学のあり方や取り組みについて説明を受け、大学施設の視察を行っ

た。 

 場所：静岡市・静岡県庁／静岡市・静岡県立大学／浜松市・静岡文化芸術大学 

 参加者：高村議員、山口議員                  合計 96,222円 

 

○25 10月 12日 長野県議会園芸振興対策議員連盟北信地区現地視察 

内容：長野県議会園芸振興対策議員連盟が行った北信地区現地視察に参加し、農園

主らより農園経営の状況について説明を受けた。 

 場所：飯山市、小布施町及び須坂市内の園芸農園 

 参加者：和田議員、毛利議員                   合計 7,500円 

 

○26 10月 24日 あい愛の会との懇談 

 内容：視覚障がい者ボランティア団体「あい愛の会」の皆さんと懇談し、視覚障が

い者向け録音図書の作成、管理等の実情について説明を受け、要望等をお聞きし、

意見交換を行った。 

 場所：長野県議会日本共産党県議団控室 

 参加者：高村議員、和田議員、備前議員             合計 13,610円 

 

○27 10月 28日 山梨県富士山科学研究所県外視察 

内容：火山防災、自然環境等の研究を行っている山梨県富士山科学研究所を視察し、

研究員らより研究所の概要、研究内容及び教育活動について説明を受けた。 

 場所：山梨県富士吉田市・山梨県富士山科学研究所  

 参加者：和田議員、藤岡議員、山口議員             合計 26,430円 

 

○28 10月 31日 大北森林組合補助金不正受給問題刑事裁判の証人尋問傍聴 

 内容：大北森林組合及び同組合前専務理事に対する刑事裁判の証人尋問を傍聴した。 

 場所：長野市・長野地方裁判所 1号法廷 

 参加者：小林議員、高村議員、毛利議員、両角議員、藤岡議員    合計 34,970円 

 

○29 11月 4日 大北森林組合補助金不正受給問題現地調査 
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 内容：大北森林組合補助金不正受給問題に関し、同組合理事者らより聞取調査を行

い、あわせて問題が指摘されている作業道や間伐現場の現地視察を行った。 

 場所：大町市平・大北森林組合事務所／大町市、池田町他の大北地域の山林等 

 参加者：小林議員、高村議員、和田議員、毛利議員、両角議員、藤岡議員、山口議

員                              合計 30,070円 

 

○30 11月 6日～9日 特別支援学校及び原子力発電所事故被災地県外視察 

 ⅰ内容：11月 7日 山形県立の特別支援学校の再編・整備計画や送迎体制について、

山形県教育庁義務教育課特別支援教育室担当者より説明を受けた。  

  場所・山形市・山形県庁 

 ⅱ内容：11月 8日 東京電力福島第一原子力発電所事故の被災者支援、エネルギー

政策に関して、被災地の現状を把握するため、事故発生時より被災者支援ボラン

ティア活動に取り組んでいるガイドの案内により現地視察を行った。 

  場所：福島県福島市、川俣町、飯舘村、南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、富

岡町を基本的には移動車中より視察。ただし飯館村、南相馬市、浪江町、富岡町

についてはＪＲ駅、除去土壌仮置場、居住制限区域との境界地区等で下車をして

視察を行った。 

 ⅲ内容：11月 9日 埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校にて、埼玉県立の特別支援

学校の整備計画や教育環境の実際について現地視察を行い、説明を受けた。 

  場所：埼玉県所沢市・埼玉県立所沢おおぞら特別支援学校 

 参加者：小林議員(11/7夕～8)、高村議員(～11/8)、和田議員(～11/8)、備前議員、

両角議員(11/7夕～)、藤岡議員(11/7夕～)、山口議員(～11/8)、会派職員 1名 

                        合計 509,810円 

 

○31 11月 17日・18日 震災対策及び公立図書館サービス県外視察 

 ⅰ内容：「徳島県南海トラフ巨大地震に係る震災に強い社会づくり条例」について、

徳島県危機管理部とくしまゼロ作戦課担当者より、制定の意図、運用の現状等の

説明を受けた。 

  場所：徳島市・徳島県庁 

ⅱ内容：図書館障害者サービスの運用実態等について、高知県立図書館を視察し、

同図書館担当者より説明を受けた。 

 場所：高知市・高知県立図書館 

 参加者：和田議員(17日夕より)、備前議員、山口議員      合計 312,410円 

 

○32 11月 21日 2015年度一般会計決算学習会 

 内容：2015年度一般会計決算案について、講師を招き学習・討議を行った。 

 場所：長野市・長野県議会日本共産党県議団控室 

 参加者：小林議員、高村議員、和田議員、毛利議員、備前議員、両角議員、藤岡議
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員、山口議員                         合計 32,190円 

 

○33 11月 24日・25日 森林整備県外視察 

 内容：京都府の森林整備の状況に関して、京都府の「森林の適正な管理に関する条

例」の内容と制定後の現状、効果について京都府農林水産部林務課及び京都府京都

林務事務所担当者より説明を受け、さらに条例により指定された「要適正管理森林」

を含む北山・京北・美山地域の北山杉林の視察を行い、京都北山丸太生産協同組合

担当者より北山杉について説明を受けた。 

 場所・京都市・京都府京都林務事務所／京都市北区中川～南丹市美山町間の北山杉

林 

 参加者：藤岡議員                       合計 54,500円 

 

○34 11月 27日・28日 地域振興局県外視察 

 内容：来年度より設置が予定されている地域振興局について、先行して地域振興局

が設置されている熊本県の状況について視察を行い、熊本県総務部担当者より説明

を受けた。 

 場所：熊本市・熊本県庁 

 参加者：和田議員、両角議員、山口議員            合計 317,650円 

 

○35 12月 20日 大北森林組合補助金不正受給問題刑事裁判の論告求刑傍聴 

 内容：大北森林組合及び同組合前専務理事に対する刑事裁判の論告求刑を傍聴した。 

 場所：長野市・長野地方裁判所 1号法廷 

 参加者：和田議員、両角議員、藤岡議員             合計 15,260円 

 

○36 12月 26日 大北森林組合補助金不正受給問題に関しての懇談会 

 内容：大北森林組合補助金不正受給問題に関し、真相を求める県民の皆さんと懇談

を行い、意見交換をした。 

 場所：長野市・長野県高校教育会館 

 参加者：高村議員、和田議員、備前議員、藤岡議員        合計 17,100円 

 

○37 12月 28日 りんご被害現地調査 

 内容：今秋の長雨、10月の台風被害、11月の降雪・低温等に起因して生じたりん

ごの品質不良被害について安曇野市の状況を視察し、農民運動長野県連合会（長野

県農民連）の皆さんと対策について協議、意見交換を行った。 

 場所：安曇野市今井・梓川地区、三郷地区のりんご農地／安曇野市保健センター 

 参加者：和田議員、両角議員                   合計 7,170円 

 

○38 1月 6日 大火防災県外視察 
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 内容：昨年末に発生し、暴風の影響により大火に拡大した新潟県糸魚川市の被災現

場の視察を行った。 

 場所：新潟県糸魚川市 

 参加者：備前議員                       合計 14,750円 

 

○39 1月 6日 福祉医療給付制度の改善をすすめる会との懇談 

 内容：子ども医療費の窓口無料化実現の運動を行っている福祉医療給付制度の改善

をすすめる会の皆さんと懇談し、意見交換を行った。 

 場所：長野市高田・県労連会館  

 参加者：高村議員、毛利議員                  合計 1,200円 

 

○40 1月 20日 反貧困ネットワーク信州例会 

 内容：生活困窮者支援活動を行う県内団体の例会に参加し、各加盟団体の活動や「全

国クレサラ・生活再建問題被害者交流集会 in上田」の協力要請について報告があ

り、意見交換を行った。 

 場所：松本市・松本勤労者福祉センター音楽室 

 参加者：和田議員、会派職員 1名                 合計 6,880円 

 

○41 2月 7日 医師確保政策についての当局説明 

 内容：医師確保政策について、健康福祉部医師確保対策室長より説明を受けた。 

 場所：長野市・長野県議会日本共産党県議団控室 

 参加者：小林議員、高村議員、山口議員              合計 3,870円 

 

○42 2月 9日 2017年度予算学習会 

 内容：2017年度予算案について県担当部職員（総務部財政課、総務部、危機管理部、

環境部）より説明を受け、学習会を行った。 

 場所：長野市・長野県議会日本共産党県議団控室 

 参加者：高村議員、和田議員、毛利議員、備前議員、両角議員、藤岡議員、山口議

員                              合計 28,860円 

 

○43 2月 10日 2017年度予算学習会 

 内容：2017年度予算案について県担当部職員（林務部、県民文化部、企画振興部、

企業局、県警本部、教育委員会）より説明を受け、学習会を行った。 

 場所：長野市・長野県議会日本共産党県議団控室 

 参加者：小林議員、高村議員、和田議員、毛利議員、備前議員、両角議員、藤岡議

員、山口議員                         合計 44,080円 

 

○44 2月 13日 2017年度予算学習会 
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 内容：2017年度予算案について県担当部職員（健康福祉部、建設部、農政部、産業

労働部）より説明を受け、学習会を行った。 

 場所：長野市・長野県議会日本共産党県議団控室 

 参加者：小林議員、高村議員、和田議員、毛利議員、備前議員、両角議員、藤岡議

員、山口議員                         合計 37,770円 

 

○45 2月 14日 県立武道館建設予定地現地調査 

 内容：県立武道館建設予定地の現地視察を行った。 

 場所：佐久市猿久保 

 参加者：高村議員、和田議員、備前議員、藤岡議員        合計 18,520円 

 

○46 2月 15日 2017年度予算学習会 

 内容：2017年度予算案について県担当部職員（観光部）より説明を受け、学習会を

行った。 

 場所：長野市・長野県議会日本共産党県議団控室 

 参加者：小林議員、高村議員、和田議員、毛利議員、備前議員、両角議員、藤岡議

員、山口議員                         合計 20,170円 

 

○47 2月 15日 大北森林組合補助金不正受給問題現地調査 

 内容：大北森林組合補助金不正受給問題に関し、架空申請が指摘されている作業道

等の現地視察を行った。 

 場所：大町市、池田町他の大北地域の山林等 

 参加者：和田議員、藤岡議員、山口議員             合計 7,720円 

 

○48 2月 17日 廃棄物焼却施設現地調査 

 内容：バイオマス発電施設での放射性物質除去等の検討にあたり、焼却炉に設置さ

れるバグフィルター（工業用集塵装置）の構造確認をするため、松本市クリーンセ

ンターの現地視察を行い、松塩地区広域施設組合担当者の説明を受けた。 

 場所：松本市クリーンセンター 

 参加者：備前議員、両角議員                  合計 3,550円 

 

○49 2月 18日 「これからどうなる？私たちの農業と林業」これからの農業・林業を語

る会 

 内容：日本共産党飯田下伊那地区委員会主催の標記懇談会に講師として参加し、阿

南町民の皆さんと意見交換を行った。 

 場所：阿南町・町民会館健康センター 

 参加者：和田議員                       合計 16,140円 
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○50 2月 20日 2017年度予算学習会 

 内容：2017年度予算案について、講師を招き学習・討議を行った。 

 場所：長野市・長野県議会日本共産党県議団控室 

 参加者：高村議員、和田議員、備前議員、両角議員、藤岡議員、山口議員 

合計 10,000円 

 

 

２．研修費                         総合計 794,200円 

＜主な研修＞ 

①5月 14日 憲法問題市民シンポジウム「『安保法制』でどうなる？私たちの暮らし

と日本の行方」 

 ⅰ基調講演 

  講師：柳澤協二氏（国民安保法制懇メンバー）、半田滋氏（東京新聞編集委員兼

論説委員） 

 ⅱ市民によるリレートーク 

ⅲ講師 2名と弁護士によるパネルディスカッション 

場所：長野市・長野バスターミナル会館国際ホール 

主催：長野県弁護士会 

参加者：山口議員                                           合計 180円 

 

②5月 21日 福祉医療給付制度の改善をすすめる会 2016年度総会 

 講演：精神障がい者の状況・福祉医療給付に係る医療費等について 

 講師：穂苅由香里氏（ＮＰＯ法人ポプラの会副会長） 

 場所：長野市・長野県高校教育会館別館 2階大会議室 

主催：福祉医療給付制度の改善をすすめる会 

参加者：高村議員                                         合計 3,280円 

 

③7月 16日 長野県障害者運動推進協議会 2016年度学習会「誰もが幸せに生きられ

る社会をめざして」 

 県政出前講座：①差別解消法に対する県の施策 

        ②障害者や介護する家族の生活の実態 

        ③日本の常識は世界の非常識 

 講師：長野県担当職員 

 場所：長野市生涯学習センター 

主催：長野県障害者運動推進協議会 

参加者：備前議員                       合計 7,980円 

 

④8月 18日・19日 第 13回全国地方議員交流会「日本には本当に地方自治と民主主
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義は存在するのか」 

 ⅰ記念講演：地方自治と民主主義。「全米軍基地撤去」へ踏み込む沖縄県民のめざ

すもの 

  講師：仲里利信氏（沖縄県 4区選出衆議院議員） 

 ⅱ第 2分科会：ＴＰＰと農業崩壊。農民と地域を守る食料安全保障政策 

  助言者：鈴木宣弘氏（東京大学教授） 

場所：福岡市・福岡教育会館 

主催：第 13回全国地方議員交流会実行委員会  

参加者：和田議員                                             合計 86,590円 

 

⑤8月 26日・27日 第 8回生活保護問題議員研修会「“貧困の連鎖”を断ち切るため

に富山で生活保護を考える。」 

 ⅰ基調報告：生活保護「改革」と生存権の保障～生活保護をめぐる最近の動きにつ

いて～ 

  講師：吉永純氏（全国公的扶助研究会会長・花園大学教授） 

 ⅱ講演 1：いまなぜ「下流老人」なのか～広がる高齢者の貧困と対策の必要性 

  講師：藤田孝典氏（ＮＰＯ法人ほっとプラス代表理事・聖学院大学客員准教授） 

 ⅲ講演 2：自治体に求められる子どもの貧困対策 

  講師：中塚久美子氏（朝日新聞生活文化部専門記者） 

 ⅳ特別報告：生活扶助基準引き下げ訴訟は今… 

  講師：西山貞義氏（弁護士・生活保護基準引き下げ違憲訴訟富山弁護団事務局長） 

 ⅴ-1第 1分科会：生活保護なんでもＱ＆Ａ 

  講師：觜本郁氏（神戸公務員ボランティア）、林直久氏（自治体職員）、森弘典氏

（弁護士・日弁連貧困問題対策本部委員） 

 ⅴ-2第 3分科会：生活困窮者自立支援制度は機能しているか 

  講師：谷口伊三美氏（生活保護ケースワーカー養成講座代表）、仲野浩司郎氏（羽

曳野市自立相談支援窓口主任相談支援員）、小久保哲郎氏（弁護士・生活保護問

題対策全国会議事務局長） 

 ⅴ-3第 4分科会：子どもの学びを自治体でどう支えるか 

  講師：田川英信氏（東京都世田谷区玉川福祉事務所職員・全国公的扶助研究会運

営委員・生活保護問題対策全国会議幹事）、中塚久美子氏 

 ⅴ-4第 6分科会：低所得者への医療保障（国保、無料定額診療事業、医療扶助）を

考える 

  講師：寺内順子氏（大阪社会保障推進協議会事務局長）、吉永純氏（全国公的扶

助研究会会長・花園大学教授） 

 ⅵ講演 3：反貧困の財政と地方自治～「救済」から「連帯」へ 

  講師：高端正幸氏（埼玉大学准教授） 

 ⅶまとめ：行政だからできること 
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  講師：尾藤廣喜氏（弁護士・全国生活保護問題対策全国会議代表幹事） 

 場所：富山県富山市・富山県民共生センター･サンフォルテ 

 主催：生活保護問題対策全国会議、全国公的扶助研究会 

参加者：高村議員、毛利議員、備前議員、両角議員              合計 178,500円 

 

⑥-Ⅰ9月 9日～11日 第 49回公的扶助研究全国セミナー･京都大会「そうや、京都

へ行こっ！歴史に触れ、なかまと共に、未来をつむぐ」～貧困･格差の拡大と公的

扶助の役割～ 

ⅰ記念講演：貧困の拡大と生存権の保障～私が生活保護にこだわるわけ～ 

  講師：竹下義樹氏（弁護士・京都市社会福祉協議会副会長） 

 ⅱ特別企画：「仁の物語」～子どもの貧困と生活保護～ 

  講師：村井琢哉氏（山科醍醐子どものひろば理事長） 

 ⅲ生活保護利用者の声：生活保護で生きること 

 ⅳスペシャルトークアワー：白熱!教授×ケースワーカー～貧困･福祉を語り合う～ 

  出演者：吉永純氏、澄川智広氏（尼崎市福祉事務所職員）、小西男氏（京都市保

健福祉局障害保健福祉推進室職員）、岡本彩那氏（神戸市西福祉事務所職員）、中

村健氏（新潟市西福祉事務所職員） 

 ⅴ-1政策研究講座：貧困の拡大、深まりと生活保護の基準、運用を考える 

  助言者：尾藤廣喜氏（弁護士） 

  講師：志賀信夫氏（大谷大学教員）、池田和彦氏（筑紫女学園大学教員）、長友祐

三氏（埼玉県立大学教員） 

 ⅴ-2第 3分科会：<子どもの貧困>子どもの貧困、私たちは何ができるか～生活保護

現場でできること～ 

  助言者：吉田雄大氏（弁護士・京都弁護士会子どもの権利委員会）、比嘉昌哉氏

（沖縄国際大学教員） 

  講師：仙田富久氏（スクールソーシャルワーカー）、中村知英氏（北九州市子ど

も総合センター職員）、橋本慶一氏（京都市醍醐福祉事務所職員） 

 ⅵ-1特別講座 1：<実施体制・適正運用>誇りが持てる生活保護現場を考える 

  講師：松崎喜良氏（神戸女子大学教員）、奥森祥陽氏（京都府南山城保健所福祉

室職員） 

 ⅵ-2特別講座2：<就労支援>人を活かす就労支援～ケースワーカーの支援事例から、

効果的な支援を考える～ 

  助言者：森下千鶴子氏（京都市保健福祉局障害保健福祉推進室職員）、森宣秋氏

（京都市社会福祉協議会職員） 

場所：京都市・(1日目)ロームシアター京都／(2・3日目)花園大学 

主催：全国公的扶助研究会、第 49回公的扶助研究全国セミナー実行委員会 

⑥-Ⅱ9月 10日 日本共産党京都府議団との懇談及び意見交換 

 テーマ：議会派遣の海外視察についての京都府議会の実情 
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 以上Ⅰ、Ⅱに共通して参加者：和田議員、山口議員       Ⅰ、Ⅱ合計 108,880円 

 

⑦9月 22日 県政シンポジウム「どうなっている？阿部県政」 

 ⅰ全体報告「長野県政をどうみるか」 

報告者：備前議員 

 ⅱ報告：阿部県政とＴＰＰ―政府に追従する県政 

  報告者：菊池信行氏（農民連） 

 ⅲ報告：長野県政（一般会計）の概況 

  報告者：山田米一氏（信州の教育と自治研究所） 

 場所：長野市・ホテル信濃路 

主催：日本と信州の明日をひらく県民懇話会（長野県革新懇）  

参加者：小林議員、高村議員、和田議員、備前議員、両角議員、藤岡議員、山口議

員、会派職員 2名                                          合計 3,900円 

 

⑧9月 24日 2016年度障害児学校教育研究集会 

 記念講演：障害のある子どもの発達を理解するとは？～発達の芽を見逃さず、より

そい、花咲かせよう～ 

 講演者：近藤直子氏（あいち障害者センター理事長・日本福祉大学名誉教授）  

 場所：松本市・松本勤労者福祉センター 

主催：障害児学校教職員組合、特別支援学校校長教頭会 

参加者：毛利議員、備前議員、両角議員                          合計 3,750円 

 

⑨9月 24日 長野県社会保障推進協議会 2016年度国保連続学習会第 1講座 

 講演：国保の都道府県単位化～その狙いとたたかいの課題 

 講師：佐々木滋氏（神奈川県社保協事務局長） 

 場所：松本市・松本駅前会館 

主催：長野県社会保障推進協議会 

 参加者：山口議員                                         合計 4,460円 

 

⑩10月 15日 ライチョウサミット 第 17回ライチョウ会議長野大会「ライチョウ保

護から山岳環境保全を考える～ライチョウ保護とその生息環境保全に向けた連携

元年～ 

ⅰリレートーク 1：ライチョウってどんな鳥？～現状と課題～ 

  講師：小林篤氏（東邦大学理学部訪問研究員） 

ⅱリレートーク 2：ライチョウが生き続ける山岳環境とその保全について 

 講師：増澤武弘氏（静岡大学客員教授） 

ⅲリレートーク 3：ライチョウを守るための未来へのメッセージ 

 講師：三四六氏（タレント） 
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ⅳパネルディスカッション：ライチョウ保護から山岳環境保全を考える 

 コーディネーター：神谷有二氏（㈱山と渓谷社 Yamakei On Line部長） 

 パネリスト：中村浩志氏 （中村浩志国際鳥類研究所代表理事）、赤沼健至氏（燕

山荘代表取締役社長）、三四六氏、牛越徹氏（大町市長） 

場所：大町市文化会館大ホール 

主催：ライチョウサミット「第 17回ライチョウ会議長野大会」実行委員会 

参加者：毛利議員、両角議員                                    合計 5,110円 

 

⑪10月 20日 2016火山砂防フォーラム「火山を知り、火山と共に生きる」 

ⅰ事例報告：御嶽山噴火における砂防部局の対応と今後の指針 

 座長：平松晋也氏（御嶽山火山噴火緊急減災対策砂防計画検討会座長・信州大学

農学部教授） 

 報告：国土交通省多治見砂防国道事務所／長野県砂防課 

ⅱ研究発表①：活火山御嶽山とわたしたちのくらし 

 発表者：木曽町立三岳小学校 5、6年生 

ⅲ研究発表②：知ってほしい御嶽山の魅力、考えていこう御嶽山の安全対策 

 発表者：御嶽山レポーターの皆さん 

ⅳパネルディスカッション：噴火！地震！土砂災害！火山地域の災害対策と減災地

域づくり 

 コーディネーター：池谷浩氏（内閣府火山防災エキスパート） 

 パネリスト：田鍋敏也氏（壮瞥町教育委員会委員長・内閣府火山防災エキスパー

ト）、山岡耕春氏（名古屋大学大学院環境研究科付属地震火山研究センター長）、

西山幸治氏（国土交通省砂防部長）、原久仁男氏（木曽町長）、瀬戸普氏（王滝村

長）、新田あい氏（木曽町観光協会御嶽山キャンペーン キャンペーンガール） 

 場所：木曽町・木曽文化公園文化ホール 

主催：火山砂防フォーラム委員会 

 参加者：山口議員                              合計 11,710円 

 

⑫10月 22日 長野県社会保障推進協議会 2016年度国保連続学習会第 2講座〈調査分

析編〉 

ⅰ報告 1：長野県市町村国保の特徴分析と改善の課題提案 

 報告者：湯浅健夫氏（長野県社保協事務局長） 

ⅱ報告 2：県下市町村自治体アンケート調査報告～2016年度の保険料と保険証交付

に関わる調査分析 

  報告者：田村由姫氏（長野県保険医協会事務局員） 

ⅲ報告 3：短期保険証実態調査から～事例報告 

 報告者：小山健悟氏（長野県民医連・上伊那生協病院メディカルソーシャルワー

カー） 
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ⅳ報告 4：長野市の短期保険証交付改善のとりくみ 

  報告者：石川徹氏（長野医療生協地域活動部長） 

ⅴ報告 5：下諏訪町で国保申請減免を勝ち取った経験、最近の動向等 

 報告者：村田洋一氏（諏訪地方社保協事務局長） 

場所：松本市・松本勤労者福祉センター第 2会議室 

主催：長野県社会保障推進協議会 

 参加者：高村議員                                         合計 3,700円 

 

⑬10月 30日 長野県の医療・介護のこれからを考える県民集会～これでいいのか！

病床削減計画 

 ⅰメイン講演：諏訪地域における病院長連絡会のとりくみを通じて 

講師：大和眞史氏（諏訪赤十字病院院長） 

 ⅱ各分野からの報告 

報告者：原政博氏（阿南町新野へき地診療所所長・医師）、小林由美子氏（佐久総

合病院小海分院副看護部長・看護師）、丸橋留美子氏（上田生協訪問看護ステーシ

ョン所長・看護師）、井口利夫氏（木曽病院･木曽地域の医療を守る会代表） 

 場所：岡谷市文化会館カノラホール小ホール 

主催：長野県医療団体連絡会 

 参加者：高村議員                                         合計 4,260円 

 

⑭11月 10日 第 12回長野県地方自治政策課題研究会 

 ⅰ講演 1：最近の経済情勢と地方創生を考える 

  講師：小澤義則氏（長野経済研究所調査部長） 

 ⅱ講演 2：これからの地方創生と国際戦略 

  講師：小島慶藏氏（総務省･ふるさと財団･地域再生マネージャー） 

 場所：長野市・長野県庁講堂 

 主催：長野県議会議員研修会実行委員会 

 参加者：小林議員、高村議員、和田議員、毛利議員、備前議員、両角議員、藤岡議

員、山口議員                         合計 71,410円 

 

⑮12月 17日 長野県民主医療機関連合会（長野県民医連）社保･反核平和委員会合宿

学習会 

 講演：自治体に向けた運動の構築について 

 講師：近藤良明氏（北海道民医連事務局次長・(公社)北海道勤労者医療協会常任理

事･組織広報部長） 

 場所：松本市・長野県民医連会館大会議室 

主催：長野県民主医療機関連合会 

 参加者：高村議員、備前議員、会派職員 1名           合計 11,620円 
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⑯12月 21日 第 3回長野県私学振興大会「学びの郷 信州」の一翼を担う私学教育の

充実･発展を目指して 

 対談：箱山愛香氏（リオデジャネイロオリンピックシンクロナイズドスイミングチ

ーム・銅メダリスト） 

 場所：上田市交流文化芸術センター「サントミューゼ」小ホール 

 主催：(公社)長野県私学教育協会、(一社)長野県私立幼稚園･認定こども園協会、

長野県私立中学高等学校協会、(一社)長野県私立短期大学協会、(一社)長野県専修

学校各種学校連合会、長野県私立高等学校ＰＴＡ連合会 

 参加者：高村議員、備前議員                   合計 7,460円 

 

⑰1月 21日 パネルディスカッション「どう変わる？高校の未来と 高校生の学び」 

 話題提起：高木義隆氏（長野県の教育を考える会事務局長・長野県教職員組合教宣

部長） 

コーディネーター：久保木匡介氏（長野大学教授） 

 パネラー：高等学校教員、第 1期再編時の高校生集会第 1回実行委員長、同第 2回

実行委員長、自治体職員、保護者 

 場所：塩尻市・塩尻総合文化センター講堂 

 主催：長野県の教育を考える会 

 参加者：備前議員、会派職員 1名                合計 8,070円 

 

⑱1月 31日(前泊)～2月 3日 全国災害ボランティア議員連盟研修会 伊豆大島の土

砂＆火山対策 

ⅰ研修 1：台風 26号災害の概況 

  講師：大島町職員 

 ⅱ研修 2：災害ボランティア活動の実際 

  講師：大島町社会福祉協議会職員 

 ⅲ研修 3：火山対策について 

  講師：大島町職員 

 ⅳ視察 1：災害現場と砂防施設現地視察 

 ⅴ視察 2：三原山溶岩流現地視察 

 ⅵ視察 3：火山博物館と溶岩導流堤現地視察 

 ⅶ視察 4：観光復興施策現地視察（ジオパーク、博古館、波浮港） 

 場所：大島町役場会議室／大島町内現地 

 主催：全国災害ボランティア議員連盟 

 参加者：高村議員(2/2まで)、備前議員、両角議員、山口議員   合計 174,320円 

 

⑲2月 2日・3日 第 19期自治政策特別講座「予算議会に備える」 
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 ⅰ講義 1：自治体の長期ビジョン策定と議会の役割―総合的な計画審議のあり方 

  講師：牛山久仁彦氏（明治大学教授） 

 ⅱ講義 2：改正された介護保険制度―予算審議の焦点は 

  講師：鏡諭氏（淑徳大学教授） 

 ⅲ講義 3：再生可能エネルギーの地域経済効果―地域持続可能性の確保とは 

  講師：倉坂秀史氏（千葉大学大学院教授） 

 ⅳ講義 4：わかりやすい公会計の基礎―公会計の発祥と現状 

  講師：亀井孝文氏（元南山大学教授） 

 ⅴ講義 5：自治体ＩＣＴの意義とコスト―予算審議のチェックポイント 

  講師：小林隆氏（東海大学教授） 

 場所：横浜市・神奈川県民ホール 

 主催：自治体議会政策学会 

 参加者：和田議員、藤岡議員                  合計 99,020円 

 

 

３．広聴広報費                      総合計 12,676,470円 

＜主な広調広報＞ 

①ホームページ管理費等                     合計 73,953円 

 

②県議会報告№5製作・配布費                合計 3,263,501円 

 

③県議会報告 6月号外製作・配布費               合計 498,880円 

 

④県議会報告№6製作・配布費                合計 3,670,614円 

 

⑤9月県議会ニュース製作・配布費                合計 41,428円 

 

⑥県議会報告№7製作・配布費                合計 3,174,432円 

 

⑦11月県議会ニュース製作・配布費               合計 60,120円 

 

⑧県議会報告№8製作・配布費                合計 1,893,542円 

 

 

４．要請陳情活動費                      総合計 258,840円 

＜主な要請陳情＞ 

①5月 31日外 5回 県議団･県議会内研究会の対知事（県当局）要請・陳情 

  合計 148,970円 
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②6月 13日外 12回 自治体･市民団体等の対知事（県当局）要請・陳情への同行 

 合計 109,870円 

 

 

５．会議費・・・4月 6日外 28回 団会議等          総合計 936,920円 

 

 

６．資料作成費・・・コピー代                 総合計 98,181円 

 

 

７．資料購入費・・・新聞、雑誌、書籍購入費         総合計 451,635円 

 

 

８．事務費・・・事務機器、文具、通信費等          総合計 605,489円 

 

 

９．人件費・・・会派職員延べ 4名の給与、通勤費、諸税、社会保険料等 

総合計 8,576,981円 

 

 

全合計 27,786,360円 

以上 


