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平成２８年第３回大玉村議会臨時会会議録 

 

第１日  平成２８年５月１８日（水曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 松 本   昇   ２番 遠 藤 勇 雄   ３番 本 多 保 夫 

    ４番 鈴 木 康 広   ５番 押 山 義 則   ６番 武 田 悦 子 

    ７番 鈴 木 宇 一   ８番 佐々木 市 夫  １０番 須 藤 軍 蔵 

   １１番 菊 地 利 勝  １２番 遠 藤 義 夫 

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    ９番 佐 原 吉太郎 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 総 務 部 長 鈴 木 幸 一 

住民福祉部長 菊 地 平一郎 産業建設部長 舘 下 憲 一 

総 務 課 長 押 山 正 弘 住民生活課長 安 田 春 好 

政策推進課長 中 沢 武 志 税 務 課 長 熊 耳 倉 吉 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    会議録署名議員の指名 

    会期の決定 

    諸般の報告 

    議案の一括上程 

    提案理由の説明 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第３７号 大玉村税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求め 

            ることについて 

     議案第３８号 平成２８年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第３９号 大玉村防災行政無線（同報系・移動系）デジタル化工事請負契 

            約について 

     議案第４０号 平成２８年度消防小型動力ポンプ付積載車購入に係る物品売買 

            契約について 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 作田純一、書記 矢崎由美、杉原仁、佐藤雅俊 
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会 議 の 経 過 

 

○議長（遠藤義夫） おはようございます。平成２８年第３回５月臨時会が招集されまし

たところ、出席ご苦労さまでございます。ただいまの出席議員は、９番、佐原吉太郎

君より欠席届がありましたほか、１１名全員であります。定足数に達しておりますの

で、平成２８年第３回大玉村議会臨時会を開会いたします。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 開議に先立ちまして、本年４月１日付の職員の人事異動により、議

会併任書記及び幹部職員に異動がありましたので、議会の運営に関する基準第１７章

１７３の規定により、異動した職員の紹介をいたします。 

   まず、議会関係について事務局長より紹介させます。事務局長。 

○議会事務局長（作田純一） 議会関係の異動職員をご紹介申し上げます。 

   議会事務局併任書記、産業厚生常任委員会担当、杉原仁です。 

○書記（杉原 仁） 杉原仁です。よろしくお願いします。 

○議会事務局長（作田純一） 以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 執行部より異動幹部職員の紹介をお願いします。副村長。 

○副村長（武田正男） おはようございます。 

   それでは、私のほうから、４月の人事により異動になりました幹部職員をご紹介申

し上げます。 

   住民福祉部住民生活課長の安田春好です。 

○住民生活課長（安田春好） 安田春好です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○副村長（武田正男） 続きまして、本臨時会には出席しておりませんが、異動となりま

した幹部職員についてご報告いたします。 

   住民福祉部健康福祉課長に溝井久美子、同じく再生復興課長に渡辺雅彦。教育委員

会関係では、教育部長に菅野昭裕、生涯学習課長に後藤隆。それから会計管理者兼出

納室長に中沢みち子がそれぞれついておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（遠藤義夫） 以上で紹介を終わります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） これより本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

   本議会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により１１番菊地利勝君、

１番松本昇君を指名いたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

   議会運営委員会委員長より報告を求めるところでありますが、欠席届の提出があり
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ましたので議会運営副委員長から報告を求めます。１０番。 

○議会運営副委員長（須藤軍蔵） おはようございます。 

   本日、議会運営委員長が欠席しておりますので、かわって副委員長よりご報告申し

上げます。 

   本臨時会の会期日程等について、去る５月１３日午前１０時より第１委員会室にお

きまして議会運営委員会を開催し審査をいたしましたので、その経過と結果について、

以下ご報告を申し上げます。 

   委員会は、議長出席のもと６名全委員出席、さらに当局から総務部長及び総務課長

の出席を求め、提出議案の概要の説明を受け、会期及び審議日程等について次のよう

に決定をいたしました。 

   本臨時会に提出されます事件は、村長提出の議案４件で、その内容は専決処分の承

認案件１件、補正予算１件、工事請負契約案件１件及び物品売買契約案件１件の合わ

せて４件であります。 

   よって、会期につきましては、本日１日間と決定をいたしました。 

   なお、審議日程につきましては、本日５月１８日 本会議議案の上程、提案理由の

説明、議案審議という日程で行います。 

   以上のように委員会として全委員一致をもって決定をいたしましたので、何とぞご

審議の上、ご賛同を賜りますようにお願いを申し上げましてご報告といたします。 

○議長（遠藤義夫） ただいま、議会運営委員会副委員長の報告が終わりました。 

   お諮りいたします。 

   会期日程については、ただいま議会運営委員会副委員長報告のとおり決するにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、会期日程については、議会運営委員会副委員長報告のとおり決しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   諸般の報告につきましては、配付いたしました報告書のとおりでありますので、配

付をもって報告にかえさせていただきます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第４、議案第３７号から第４０号までを一括上程いたします。 

   事務局職員に議案を朗読させます。事務局。 

○書記（佐藤雅俊） 別紙議案書により朗読。 

○議長（遠藤義夫） 事務局職員の朗読が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第５、村長より提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（押山利一） ご苦労さまでございます。 

   本日、第３回臨時会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様方には何かと
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ご多忙の中ご出席を賜り、提出案件のご審議を賜りますこと、感謝を申し上げます。 

   本臨時会における提出議案は、専決処分１件、補正予算案１件、工事請負契約案件

１件、物品売買契約案件１件であります。 

   それでは、議案第３７号、大玉村税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認

を求めることについてご説明を申し上げます。 

   本案は、地方税法等の一部を改正する等の法律（平成２８年法律第１３号）が、平

成２８年３月３１日に公布され、同年４月１日施行されたことに伴い、同日付で大玉

村税条例等の一部を改正する条例の専決処分をいたしましたので、ご報告し、承認を

求めるものであります。 

   改正の内容について申し上げます。 

   初めに、第１条、大玉村税条例の一部を改正する条例についてであります。 

   第５６条及び第５９条については、固定資産税の非課税の範囲について、国の独立

行政法人の組織がえ後も現行と同様の措置を講ずるものです。 

   第９０条第３項は、その構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等

についての軽自動車税について、減免の申請期限を納期限まで延長するものでありま

す。 

   附則第１０条の２各項については、地方税法で定める固定資産税の課税標準等の軽

減の程度を、地方公共団体が条例で決定できるようにする地域決定型地方税特例措置

（わがまち特例）の個別の軽減割合を定めていますが、今回その対象拡大に伴い規定

を追加するものであります。 

   第４項は、法律の改正による項ずれを改正するものであります。 

   第６項から第１０項までは、自然エネルギーを電気に変換する特定再生可能エネル

ギー発電設備に対する課税標準の特例割合について定めたものであります。 

   第１２項は、認定誘導事業者が取得した公共施設等に係る課税標準の特例割合を定

めたものであります。 

   附則第１０条の３第８項は、新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定中、熱損

失防止改修を実施した住宅等について、固定資産税の減額を受けようとする者が提出

すべき書類に記載する事項を追加するものであります。 

   次に、第２条、大玉村税条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について

申し上げます。 

   この条例は平成２７年条例第２３号として定めたものですが、地方税法等の改正に

より、村たばこ税の旧三級品に係る経過措置について文言の整理を行うものでありま

す。 

   附則は施行期日及び経過措置について定めるものであります。 

   次に、議案第３８号、平成２８年度一般会計補正予算について概要のみご説明を申

し上げ、詳細につきましては総務部長に説明をさせます。 

   それでは、議案第３８号、平成２８年度大玉村一般会計補正予算について申し上げ

ます。 
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   補正予算書１ページをお開き願います。 

   今回の補正は、地方創生の推進を図ることを目的とした経費について予算の編成を

したものでありまして、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ１，０６２万

９，０００円を追加し、予算の総額を５２億３，０２５万５，０００円とするもので

あります。 

   次に、議案第３９号、大玉村防災行政無線（同報系・移動系）デジタル化工事請負

契約について申し上げます。 

   老朽の著しい既設アナログ波による防災行政無線のデジタル化工事については、平

成２７年度に設計を完了し、平成２８年、２９年の継続事業での実施を予定し、去る

５月１２日に、防災行政無線の工事実績のある１４社の指名競争入札を実施いたしま

した。１４社中、１１社の辞退により残る３社による競争入札の結果、富士テレコム

株式会社郡山支店支店長菊池敏弘が、２カ年総額で３億８，５９９万２，０００円で

落札し、同日付で工事請負仮契約を締結したものであります。 

   同報系無線につきましては、親局、再送信子局を設置し、親局を含めパンザマスト

全３６局の屋外拡声装置を更新し、あわせて戸別受信機を全戸、全事業所に配付、予

備機を含め３，０００台を導入します。 

   また、移動系無線につきましては、可搬の半固定式１台と主に消防車両へ搭載する

車載型１８台、消防団幹部並びに役場本部に配備する携帯型４１台を導入する予定と

なっております。その他、雨量観測装置を搭載した屋外拡声子局を村内数カ所設置し、

親局での雨量観測データの収集を行うとともに、親局設備と連動し、防災無線で放送

された内容を、登録されたスマートデバイスのアプリケーションに文字や音声による

情報配信が可能となっております。 

   年度別事業計画では、平成２８年度にアナログ・デジタル両方式による親局設備、

再送信子局設備、屋外拡声設備を整備し、平成２９年度に感度調整を行いながら順次

戸別受信機の更新を実施、アナログ波・デジタル波並行運用を行い、平成３０年度よ

り完全デジタル波による運用を開始する見込みであります。 

   以上、議会に付すべき契約及び財産取得又は処分に関する条例第２条の規定により、

議会の議決を求めるものであります。 

   次に、議案第４０号、平成２８年度消防小型動力ポンプ付積載車購入に係る物品売

買契約について申し上げます。 

   消防小型動力ポンプ付積載車については、更新計画に基づき購入を進めております

が、今年度は第６分団１方部並びに第７分団への配備を行う予定であります。入札に

つきましては、去る５月１２日、事前に辞退の申し出のあった１社を除く５社による

指名競争入札を実施いたしました。その結果、株式会社ホシノ郡山支店支店長六角篤

が、１，５８６万６，８２０円で落札し、同日付で物品売買仮契約を締結したもので

あります。 

   積載する小型動力ポンプには、セルスターター、自動吸水装置を搭載し、積載車に

ついては道路運送車両法及び道路運送車両の保安基準に適合し、緊急自動車として承
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認が得られるものであることが条件となり、四輪駆動車で自動変速機構、パワーステ

アリング付でエアコンも装備されるほか、消防車両としての塗装や赤色回転灯、電子

サイレン、その他の資機材を搭載するための艤装装置が必要なため、納入期限を平成

２９年２月２８日としております。 

   以上、議会に付すべき契約及び財産取得又は処分に関する条例第３条の規定により、

議会の議決を求めるものであります。 

   以上のとおり、提案理由の説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 命により、議案第３８号、平成２８年度一般会計補正予算につ

いてご説明申し上げます。 

   それでは、議案第３８号、平成２８年度大玉村一般会計補正予算について。 

   補正予算書８ページをお開き願います。 

   款２総務費の企画費事項①は、次の事項⑥の節１９において、地域づくり活動サポ

ート事業助成金を計上したことに伴い、既定額全額を減額するものであります。 

   事項⑥は、地域創生の推進に要する経費１，８３４万９，０００円の計上でありま

す。 

   主な内容としては、節１３委託料では、いぐねの分布や樹種などの調査業務委託料

４００万円、いぐねや名倉山登山道の案内を含めた観光パンフレット等作成業務委託

料５００万円、節１５工事請負費では、既設の案内板をリニューアルするための観光

案内板等設置工事費４００万円、昨年に整備したポケットパーク内に東屋を設置する

ための工事費２５０万円、節１９負担金補助及び交付金では、行政区など地域づくり

活動団体に対する助成金１００万円を、それぞれ計上するものであります。 

   款８土木費の公園費事項③は、款２総務費の企画費事項⑥の地域創生経費節１５に

計上したことに伴い、ポケットパーク東屋設置工事費１００万円の減額計上でありま

す。 

   予備費は、財源を調整し６２２万円の減額計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明申し上げます。 

   補正予算書６ページをお開き願います。 

   款１５県支出金は、地域創生総合支援事業補助金４８７万５，０００円の計上であ

ります。 

   款２０諸収入は、一般社団法人福島県電源地域振興財団からのみらいを描く市町村

等支援事業助成金５７５万４，０００円の計上であります。 

   以上のとおり、一般会計の補正予算について、提案理由の説明を申し上げました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第６、議案第３７号「大玉村税条例等の一部を改正する条例の
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専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

   質疑ございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） これ専決ということで、これはやむを得ないなというふうには理解

しておるんですが、２点ほどお尋ねしたいと思います。 

   第１０条の２第４項から、追加的に文言が３分の２、２分の１というふうに出てお

ります。これは自然エネルギーということで、今までも太陽光等あったわけなんです

が、新たに町村の条例でこれを追加することができますよということの意味なのかど

うか、特に優遇されるようなことなのかどうか、その辺についてお尋ねしておきます。 

   その下の１０条３項なんですが、熱損失防止改修住宅。熱損失ということなんで、

いわゆるサッシ、二重サッシとか保温材を意味しているのかどうか、その辺について

お答え願いたいなと思います。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（熊耳倉吉） ７番議員さんにお答えいたします。 

   附則第１０条の２の４項からの、いわゆるわがまち特例の規定についてでございま

すが、現在でも地方税法の中で一定の割合、課税標準等の算定を減ずる規定はござい

ますが、その中でも地方税法の中では何分の何以上、何分の何以下でというような表

現になっておりまして、その規定の中で各地方公共団体の条例で定めることができる

というふうに規定されております。それを受けまして、村税条例の中で規定を追加し

たわけなんですけれども、これにつきましては、地方税法の本則のほうにございます

基準となる割合を参酌してとあるんですけれども、その参酌すべき割合を本村税条例

の標準的な税率というふうに規定しております。 

   続きまして、１０条の３第８項の熱損失防止改修の件でございますが、これはいわ

ゆる省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額でございます。これにつきま

しては、従来工事費の要件として５０万円を超えるというふうなことになっていたん

ですけれども、今回の地方税法の改正の中で、この５０万円を超えるというところに

追加されて、国または地方公共団体からの補助金等をもって充てたものを除くという

規定になりましたので、そのため村に対して減免を受けようとした場合に、その工事

費の額を記載させるように規定を直したものでございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） いろいろ答弁ありがとうございますが、ちょっとわからないもので。

いわゆる４項から１０項までの３分の２、２分の１というのは、しからばどれをどの

ように指しているのか。３分の２は何なのか、２分の１は何なのか、その辺について

お願いします。 

   それから、二重サッシ、保温材いわゆる省エネに対しての５０万まで現行があった

ものに対して、いわゆるそれ以上の補助金等いろいろ上乗せあった分は今後は適用し

ないということなんですか。その辺についてお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 
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○税務課長（熊耳倉吉） ７番議員さんに再度お答えいたします。 

   附則１０条の４項から以降の項につきましてなんですけれども、これにつきまして

は、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する

認定発電設備に係る課税標準の特例措置でございます。 

   具体的に申しますと、第６項につきましては太陽光発電設備、第７項につきまして

は風力発電設備、第８項につきましては水力発電設備、第９項につきましては地熱発

電設備、第１０項に関しましてはバイオ発電設備を指しております。 

   次に、１０条の３第８項の熱損失の件でございますが、これに関しましては７番議

員さんがおっしゃられましたとおり、その５０万円を超える（国または地方公共団体

からの補助金等をもって充てる部分を除く）となっておりますので、５０万円を超え

た部分について適用するということになります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第３７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第７、議案第３８号「平成２８年度大玉村一般会計補正予算に

ついて」を議題といたします。 

   質疑を許します。２番。 

○２番（遠藤勇雄） まず、この中で、いぐね調査業務委託料４００万というのがござい

ます。これらの先ほどの説明では、いぐねの分布や樹種などの調査業務委託料という

ことになりますが、この中身、概要とそれからこれらが今回の予算計上に至るまでは

十分な検討がなされたと思いますが、今言われたような経過も含めて、また検討され

た組織があればどういった組織で検討されたか、金額的にも多い額なのでその件。 

   それから、もう一つは全体的なお話で申し上げますが、今回企画費でこれ

１，７８４万９，０００円補正。そのうちで、特定財源は１，０００万を超えるのが

特定財源でありますが、一般財源は７２２万があります。この中身につきましては、
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今回の目玉はこれ観光事業がその主かと思いますけれども、それらを地域づくりを除

けば１００万を除けば１，６００万、７００万に近い補正であります。これが今回観

光事業に対する費用ということになりますが、これら幾らその財源、特定財源あった

としましても、この費用対効果の面で一般財源は７００万を超える一般財源を充当し

ているわけでございますので、これらの費用対効果の中で、今後これらの事業によっ

てどれくらいの効果を見込んでいるのか、これらも当然検討されているかと思います

ので、どういった効果があるのか。それではちょっとわかりづらいので具体的に質問

しますが、観光客の増加というふうにうたってございます。 

   したがいまして、どの程度の観光客の増加を見込んでいるのか、具体的な数字があ

ればその数字と根拠、あわせて村にこれだけの投資をしておりますので、村に入る収

入をどれくらい見込んでいるのか、当然これらも検討されていると思いますので、そ

の２点について、まずはお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   私のほうでは、どういう機関で検討したかということについての、事務的な内容に

ついては担当のほうから説明をさせますが、具体的に観光等の費用対効果ということ

ですが、大玉村観光施設がないんじゃないかというふうなことで、今まで外部から人

が入って来ることに対して、余り積極的な政策はとってこなかったということですが、

これからはやはり入り込み人数をふやしていくということも非常に大切なことですし、

これから１つ方向づけとしては、やはり村外から村に来ていただいて物販を買ってい

ただいたり、村の中を行き来していただくということが、将来的に大玉村の活性化に

結びついていくだろうということですので、今ここで即これを投入することによって

幾ら収入がふえて、幾ら人がふえるのかというレベルの話ではなくて、これから５年、

１０年後大玉村をどういうふうにしていくのかという第一歩。 

   しかも、マチュピチュとかいろんな面で話題がありますので、それを生かしてこれ

からの村づくりに資していきたいと。そのためには、村に来ていただくための準備が

必要だということですので、一つ一つこういう設備を整えながら村を訪れた方に時間

を過ごしていただくための方策をこれからとっていくということですので。あともう

一つは、安達管内でそれぞれ周遊というのかな、大玉に来た人を二本松に行ったり、

二本松に来た方が大玉に来たりということで、お互いに２市１村で自分のところに抱

え込むんじゃなくて、それぞれ回っていただきましょうというようなことを、今、首

長同士で話し合いをして、新たな方策がないかというふうなことを検討しております

ので、何人と、それから幾らということ、これは金にかえられない部分というのは、

マンパワーが入ってきて大玉に来て、Ｉターン・Ｊターンのような形で住みついてい

ただくことも１つ念頭にあります。 

   それは、入り込み数の増加だけではなくて、定住化というものもやはり進めていき

たい。農業問題の後継者の解決の一つの方法としても、Ｉターン・Ｊターンをこれか

ら強力に進めていきたいと、そのためには魅力的な村づくりをしていかなきゃいけな
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いということですので、十分にそれは長い年月の中で効果が出るだろうと、さらにこ

れはこういう形で進めてまいりたいというふうに考えております。 

   住んでいる人間にはわからない魅力が、外部から見ると魅力があるという事例が最

近非常に多いというのが、福島県内の各市町村の外からの提言が生かされているとい

うのが非常に多いですので、これからそういう方もぜひお願いをしたいなというふう

に考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ２番議員さんにお答えいたします。 

   いぐねの調査ということで、先ほど提案理由の説明の中には、分布、樹種、それか

ら所在地といったものの話が出ましたが、組織とのお話はあったのかという趣旨でご

ざいますので、そこについてお答えしたいと思います。 

   現時点で村内の組織を想定しておりますが、そことの直接の折衝、事前交渉はござ

いません。今後予算成立後、そういったところも含めて、それから外部においても、

いぐねの調査を学術的にしているというところがございますので、そういったところ。

それから、あとは今後調査をするとなれば、写真等の撮影等も必要になってくるとい

うことが想定されておりますので、これを個別にやるのではなく現時点としては一括

で委託をして、そこで調整をしながらそういった内部、外部の今、既に情報等を持っ

ている組織と協働し合いながら調査を進めていくというところが、現在検討している

ところであります。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   ちょっと質問を変えますが、先ほど村長のほうからは、当然これ入れ込み数とかそ

れらを考えていないということですが、ただ、私のほうはこの一般財源７００万とい

うのは、村にとっては少ない額ではないので、その辺はしっかりお願いしたいという

ことなんです。 

   質問を変えますが、これら今村長がお話ありましたようにできるだけ大玉村に来て

いただくと、そしてこの景観なりいろいろな観光、こういうところがありますよとい

うことで来ていただくと、来ていただくその観光なりパンフレットをつくった後にど

ういった対応ができるか、それが一番だと思うんです。ここに来て、ああ景色がいい

な、よかったなで帰られてはそれは何もならない。要はお金をどうして、簡単に言う

と村に落としてもらうか、これだと思うんですね、観光のあれは。そういう意味で各

施設、例えば直売所これからできるとか、アットホームでこういうのを対応するとか、

そういう各施設でこういう受け皿をしっかりしなければならないという考えを持って

いるからそういうお話をさせてもらいました。 

   その辺について、村長、よろしくお願いします。もう一度お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんに再度お答えをいたします。 
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   数値を持っていないというよりも、その数値を今時点で問うというよりは、観光元

年だということで、これから入ってきた方たちに時間を過ごしていただくのに、名倉

山に登っていただいたり、健脚の方には安達太良だけではなくて、それからあとアッ

トホームとか、それから県民の森フォレストパークとか、これから当然今、週末森の

民話茶屋とかいろいろありますので、そういう情報を一元化したいという形もありま

す。 

   直売所、前にも話しましたが、直売所をつくったときにはそういう情報コーナーを

つくりたいと。そして情報コーナーで自分で見てくださいじゃなくて、そこにちゃん

とパンフレットがあって、そして職員が村の観光関係とか、こういうところに行きた

いだと、こういう自然なところに行きたいんだとか、こういう施設が見たいんだとい

う場合には、そこに案内ができるような研修を職員にやっていただくということはお

願いをしていますので、パンフレットつくるのもかなり時間がかかりますし、並行し

て直売所ができますので、直売所ができた暁には、前にも話したようにあそこは村の

出口、外から来た入り口ということでプラットホーム化をしたいと、そこを通して村

内に皆さんに入っていただきたいんだと、そのための準備でもあります。 

   案内板をつくったり、それからパンフレットをつくったりと、それからやっぱり時

間を過ごしていただける場所、先ほどのいぐね調査も「日本で最も美しい村連合」の

美しい村推進協議会での検討でいぐねの調査をすべきと、大玉村のいぐねを守る、自

然を守るというもののためには、やはりどういういぐねがあるのか等やるべきだとい

う提言もいただいておりますし、「あだたらを知る会」のほうでもそういう調査をし

たいというような話も数年前からありまして、若干ですが調べているということで、

調査をすることによって伐採されつつあるいぐねを守りたいというのもあります。今、

いぐねが年間に何カ所も切られていると、昔と違って葉っぱ使いませんから、そうい

う形で景観を守るという意味からもいぐねを調べて、あんたのうちのいぐねはこうい

ういぐねで、空からもちゃんと撮影をしてぜひ守ってほしいという。ですから、いぐ

ね調査は記録を残すだけではなくて、いぐねの保全ということも大きな目的の一つに

なります。 

   それから、観光関係については、地方創生絡みの交付金をいただいて、５カ年の大

玉村観光計画というのがもう既にでき上がっております。これは議員の皆さんにはま

だ配付になっていないのか、見ていませんね。それには、これからの観光はこういう

ふうにしたいという細部にわたっては計画をしておりますので、その中にもこういう

ことをうたって、これから村を観光関係では進めていきたいというふうにありますの

で、全然根拠のないところでやっているわけではなくて、その観光計画をつくる場合

でも関係者に集まっていただいて、振興計画と同じように冊子をつくっておりますの

で、それに基づいて進めていきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 何点か伺います。 
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   まず、先ほどの質問もございましたが、この財源関係の中で今回みらいを描く市町

村等支援事業補助金で５７５万４，０００円入っています。その関連であると思いま

すが、今までの行政区への地域づくり助成事業金が５０万減額されて、新たに形を変

えて１００万計上されました。それから、いろんな項目ございますが、その中でこの

一般財源とこの補助金との振り分けをどのように考えて予算計上されたのか、まずそ

の点伺っておきます。 

   それから、この事業の中でポケットパーク東屋設置工事設計業務が入っています。

それから工事費と合計２８０万になりました。前回の、今回土木費の中から公園費の

中から減額されている１００万、この中でもいろんな形でそれぞれの委員会で検討が

あったことであります。いろんな検討事項、問題事項も指摘されたはずでございます。

そういうものを捉えましてどのような形で、どのような形式で、どのような目的で、

これらのどういうものを考えておられるのか。これに伴いまして観光案内板の設置工

事費、これについても多分この東屋とか何かやった場合は、それにあわせて設置され

るような形になるんだと思いますが、それもどのように事業の中で捉えておられるの

か。 

   それから、最後にもう一点、この名倉山の登山道整備関係。合計３０万と２０万

８，０００円、５０万ちょっとがありますが、これはこれから継続された事業費とし

て必要となるものなのか、それからどのような団体にこういう業務委託をされる考え

でおられるのか、まず伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   まず、私のほうからは財源の関係でございますが、今回計上しました地域創生推進

の関係で１，８３０万９，０００円ですが、それぞれの２つの補助事業がありまして、

県の地域創生総合支援事業につきましては、対象事業費の２分の１相当の補助を見込

んで４８７万５，０００円でございます。 

   また、財団からいただくみらいを描く市町村等支援事業費については５７５万

４，０００円ですが、これらにつきましては、対象となるのがハード部分でございま

して、工事請負費の観光案内板設置関係とあとポケットパークの東屋関係合わせて

６５０万円ですが、これの４分の３相当で４８７万５，０００円という補助、４分の

３の補助を見込んだところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ５番議員さんにお答えいたします。 

   東屋ということでのご質問でございました。どういったものということと、あと土

木費のほうで計上したものということとの整合についてもご質問かと思いますので、

それらも含めてお答えしたいと思います。 

   以前の１００万の減額ということでしたが、これについては今回新たに設置するの

が２５０万ということで、かなりみっちりしたものをつくりたいと考えてございます。
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当然、建築確認等も必要になってくるというものを想定しておりますので、手数料と

委託料のほうで設計のほうと、それから手数料のほうを計上してございます。 

   続いて、観光案内板でございますが、これらについては既存の観光案内板、いわゆ

る馬場桜辺りに代表されるような写真つきのアクリル製板の案内板が数カ所ございま

す。それについてそっくりとはいきませんが、数カ所選定して新たにリニューアルを

できればということと、それからあと日本で最も美しい村連合加盟の条件として、そ

の自治体地域の入り口に２カ所程度、いわゆるそのロゴ、美しい村連合のロゴが必要

であるということで、これが諸事情がございまして若干延びてございました。この際

補助金がつくということでございますので、これを機につくりたいということでの看

板でございます。 

   それから、名倉山登山道に関してですが、これからということで整備の報償とそれ

から管理業務ということでございます。どういった団体ということでございますので、

現在想定しているのが報償費については、美しい村づくり推進会議のほうのメンバー

さん、それから構成団体の皆さんにお声がけをして、管理整備それから安全点検も含

めた整備をしたときの報償ということで想定をしております。それから、委託料のほ

うの維持管理につきましてはシルバーを想定しておりまして、いわゆる草が繁茂する

のに合わせてとそれから春先ということで、２回程度の作業ということでの予算計上

であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。６番。 

○６番（武田悦子） ３月当初予算で計上されておりました行政区域内地域づくり助成金

が減額されて、新たに地域づくり活動サポート事業助成金という名目で計上されてお

りますが、名前が微妙に変わってきているというのは、当初は行政区に支援するとい

う目的だったのかなというふうに感じるんですが、今回はどのような団体、活動を対

象とするのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ６番議員さんにお答えします。 

   当初予算では、行政区域内地域づくり助成金ということで１団体当たり１０万円の

５団体、行政区ということで予算を計上したところでございますが、その後、このみ

らいを描く事業の中で同等の内容で申請したところ対象になるということで、今回地

域づくり活動サポート事業については、行政区を含めた地域づくり団体ということで

１０団体を想定しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 再度お伺いいたします。 

   行政区を含めた１０団体というお話でしたが、行政区が必ずどこかにかかわらなく

ちゃならないということなんですか。全然行政区とは外れて、それぞれに活動してい

る団体いろいろあると思うんです、地域づくりも含めてね。そういう団体ではなくて、

必ずどこかの行政区がかかってやらなくてはならないというふうなことなんでしょう
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か。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ６番議員さんにお答えします。 

   私、先ほど行政区を含めたということでございますが、行政区等、地域づくり団体。

例えばふれあい広場を使ったようなＰＲしているような団体、そういう地域の団体と

行政区の団体、行政区等ということでの考え方でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 先ほどの質問の中で、ポケットパークの東屋設置工事費であります

が、今回２５０万。先ほどいろんな形で中身は伺いましたが、これ前回の１００万の

ときも地域の理解というものが一番必要だということを、委員会なんかあたりでも検

討された中身であります。そういう関連から、どういう形のものがつくられるんだか

まだ理解しておりませんが、地域の理解というものをどのように捉えておられるのか、

そういうものをどのような形で考えて進めていられるのか、改めて伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   さきの予算の審議のときもお話しさせていただいたと思いますが、あそこはちょう

ど交差点の部分に当たりますので、そういった交通の安全面、それから懸念されるご

み捨て場になるんじゃないかというようなことも懸念されておりますので、そういっ

た部分も含めてこれから詳細設計、事業のほうを産業建設部のほうで担当するようで

ございますので、今後詳細設計をつくって建設する東屋が設計ができた段階で地域の

皆様にそれをお示しして、こういったところにこのぐらいの大きさのができるという

ことで、それは関係機関、当然警察等の関係機関とも協議しながら進めていきたいと

いうふうに考えておりますので、ご理解願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第３８号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 
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   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第８、議案第３９号「防災行政無線（同報系・移動系）デジタ

ル化工事請負契約について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） 防災行政無線、たしか現在の防災無線は２０年くらい経過している

なと、老朽化により今回デジタル化して新しく予算計上して入札に付したということ

でございましょう。 

   それで、予定価格当初５億６，０００万、ここにも書かれておりますが、それが入

札の中では３億５，７４０万、予定価格の約６０％ということで非常に安く上がった

なと、安く上がってすばらしく私どもはほっとしているんですが、昨今この入札不調

等の中では非常に異例だなというふうに考えております。そのようなこの１１社が辞

退したこういう経緯、そしてまた安く上がった経緯等々、その経過についてお尋ねし

ておきたいと思います。 

   それから、この財源についてたしか全額起債だというようにも思っておりましたが、

その点についても非常にこれはありがたいことでありますから、その辺についても起

債なのか補助事業があるのかどうか、お尋ねしておきたいと思います。 

   そして、もう一点はたしか既存のパンザマスト関係の行政無線の工事は富士テレコ

ムだと思っていたんですが、今回もまた富士テレコムだということで、非常に同じ会

社がやることはメリットもあるんだろうと思いますが、このパンザマスト支柱関係、

既存のを使うのか新しく新調するのか、それらも含めてお答え願いたいなと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、予定価格に対する入札額の件ですが、安く上がったというのにつきましては、

入札の結果ということでございますので、それについてはコメントをする部分はござ

いませんが、よかったなというふうに思っております。 

   それから、起債関係につきましては、該当部分の起債充当率が１００％で、あと後

年度の交付税の措置になるのが７割交付税措置ということで、起債事業で行う予定で

ございます。 

   それから、パンザマストにつきましては、全パンザマストを新しく更新するという

ような計画で進めておるところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） 説明追加したいと思いますが、パンザマストですが、現

在基礎部分ありますけれども、基礎部分は残して切りましてそこに差し込むような形

で更新するということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 
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○７番（鈴木宇一） いわゆる本体については、既存の使えるものは使うということなん

ですね。基礎部分とか、支柱の強度とかそういうものを使って、今回このような入札

結果になったんだろうと思いますが、その辺の強度関係、この強度的なもののいわゆ

る設定基準をちゃんとやっておられるのかどうか、それは会社がやるのか、または別

会社がやるのか、その辺についてお尋ねしておきたい。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   基礎部分の強度等につきましては、以前に保守管理の中でも見ていただいておりま

すけれども、その中で早急に対応しなくちゃならないというようなパンザマストもご

ざいますけれども、それらにつきましても、今回確認を行った中で使える部分につい

ては、先ほど申し上げましたように基本的には基礎部分は生かしながら鋼管のほうを

切断して差し込むというような形になりますけれども、その中で現在耐えられない部

分については改修を行うということになろうかと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） それらの点検につきましては、今回の工事の中で業者が

点検を行った中で改修を行っていくことになります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第３９号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第９、議案第４０号「平成２８年度消防小型動力ポンプ付積載

車購入に係る物品売買契約について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

   質疑ございませんか。５番。 

○５番（押山義則） この入札関係の中では、別に問題にするところはないんですが、今
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回のこの搭載車が整備されることによって、村内のそれぞれの消防事業の中でこの整

備状況について、これで何％ぐらいある程度整備されたのか、この自動車について。

その辺にどのように我々理解していいのか、今後またどのような形でまた整備しなき

ゃならない部分が緊急の部分があるのか、その辺を今後の予定も含めまして伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   消防車両につきましては、めどとしては２０年以上経過した部分について、順次更

新を行っているという中でございますので、今回の２台につきましては２３年経過し

たものということでございますので、全て四輪駆動車にはなっております。 

   ただ、そういう中で、２０年以上経過した中で計画的に更新をしていくということ

でございますので、２３年で今回は更新ですが、場合によっては２４年とか２５年と

いうこともありますけれども、そういう中での更新ということでございますので、ご

理解をいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） その中身はわかるんです。ただ、これである程度の充足率というか、

ある程度地域の中の安心・安全、消防団が安全に活動できる状況になったのかという

ことを伺いたいんです。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどもお答えしましたが、全て四輪駆動車で現在配備されている消防車両につい

ては、それをもって十分その消防力は補えるものというふうに考えておりますが、今

回整備されるものは、時代とともに自動スターター付とかそういう部分では従来のも

のよりは性能的には上がっておりますけれども、現在も消防活動上は支障のない消防

車両が配備されているという中で、今回新しいものが入っておりますけれども、更新

した中では七、八割からぐらいについては、現代の新しい部分に更新がされてきてい

るというところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。質疑を

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第４０号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で今臨時会に付議されました議案の審議は全部終了いたしまし

た。 

   これをもって本日の会議を閉じ、平成２８年第３回大玉村議会臨時会を閉会といた

します。ご苦労さまでございました。 

（午前１１時０５分） 


