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平成２８年第４回大玉村議会定例会会議録 

 

第６日  平成２８年６月２１日（火曜日） 

 

 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   ９番 佐 原 吉太郎 

   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。 

    な し 

 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 

教 育 部 長 菅 野 昭 裕 総 務 課 長 押 山 正 弘 

政策推進課長 中 沢 武 志 税 務 課 長 熊 耳 倉 吉 

住民生活課長 安 田 春 好 健康福祉課長 溝 井 久美子 

再生復興課長 渡 辺 雅 彦 産 業 課 長 菊 地   健 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第４２号 平成２３年東日本大震災による被災者に対する村民税、固定資 

            産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する 

            条例について 

     議案第４３号 大玉村税特別措置条例の一部を改正する条例について 

     議案第４４号 復興産業集積区域における村税の特例に関する条例の一部を改 

            正する条例について 

     議案第４５号 大玉村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

     議案第４６号 平成２８年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第４７号 平成２８年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算について 

     議案第４８号 平成２８年度アットホームおおたま特別会計補正予算について 

     議案第４９号 平成２８年度仮置場造成工事（大玉村第２仮置場）請負契約に 

            ついて 

     議案第５０号 村道路線の認定について 

    委員会付託事件（請願・陳情）の委員長審査報告 

     審査報告に対する質疑・討論・採決 
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    閉会中の継続調査申出について 

     （１）議会運営委員会 

    追加日程議案審議 

     議員発議第３号 「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による十分な就学支 

             援を要請する意見書について 

 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。出席ご苦労さまでございます。ただいまの出

席議員は１２名全員であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きま

す。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 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、議案第４２号「平成２３年東日本大震災による被災者に

対する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する

条例について」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。 

（「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） 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４２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２、議案第４３号「大玉村税特別措置条例の一部を改正する

条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） この条例改正は、やっぱり企業立地促進法ということだと思います

が、大玉村に企業進出した場合の特例ということで、課税免除されるということだと

思います。その課税免除、どのようなものか、例えば固定資産税とか法人税とか事業

税とかあるわけですが、これらについてどのようになっておられるのかお伺いします。 

   また、現在進出する企業が計画されているかどうかお尋ねしたいと思います。あわ

せて、４号線沿線の準工業地の用途変更については、どの程度進展されておられるの

かお伺いしたいと思います。 
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○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（熊耳倉吉） ７番議員さんのご質問にお答えいたします。 

   この今回の大玉村税特別措置条例につきましては、国の企業立地促進法を受けて制

定されておるものでございます。企業立地促進法におきましては、国におきましては、

設備投資に係る特別償却の適用や工場立地に関しての緑地面積の制限の引き下げ等が

可能になっております。また、村のこの条例におきましては、この企業立地促進法に

基づく、都道府県及び市町村が共同してつくりました基本計画に合致しているものに

つきまして、事業者からの申請に基づき、村内に設置した固定資産について課税とな

る年度から３カ年度分のものについて、課税を免除するという規定のものであります。 

   また、この立地法及び条例に基づいて、今現在、適応されているものはございません。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ７番議員さんに、企業立地の現在お話があるかどうかというこ

とでございますが、具体的に企業立地の関係で話をしているところは現在ありません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ４号線沿いの用途指定の都市計画関係の中身でございますが、現在それに向けての

準備の基礎調査を進めておりまして、まもなく成果が出てくるような状況でございま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「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４３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３、議案第４４号「復興産業集積区域における村税の特例に

関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 
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   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「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。 

   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４４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４、議案第４５号「大玉村国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。６番。 

○６番（武田悦子） この第４５号の中では、按分率、昨年同様というふうな提案でござ

いますが、この平成３０年から県一本化になるにつけての、この工程なり何なり、こ

の税そのものの考え方がまるっきり変わっていくのか、今の状況のまま当面は一本化

になっても移行するのかどうか、わかる範囲でお答えいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   税率関係については、現在各市町村によって、３方式、４方式と方式自体が違う町

村もございまして、現在それらの協議をしている段階でございます。それで、基礎的

な資料を収集するためのシステム改修等も行っておりますが、そういう中で、どうい

う、一本化した場合の税率がどのようになるかという協議の真っ最中ということです

ので、なかなか調整が難しい部分ではあろうかと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 他自治体との中身がいろいろ違うということを伺ったんであります

が、大玉村の今の状況でありますが、近隣自治体との比較についてお伺いします。 

○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。 

   税率そのものの、県内の中での状況というふうにお答えをさせていただきますけれ

ども、昨年、税率そのものを上げさせていただいた経過もございますけれども、県北

の中では平均的な税率というふうに認識しております。 
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○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） 二本松、本宮、近隣に比較して大差ないというふうに考

えております。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 大差ないって、中途半端な答弁なのでありますが、低いとか高いと

か、そのどちらかは言えないんですか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） 二本松については、３年前だったと思いますけれども、

二、三年前に税率を引き上げておりますので、昨年については引き上げは行っており

ません。二本松の場合は大玉村よりは高いです。ただ、その、先ほど答弁申し上げま

したけれども、それほどの差はないということでございます。 

○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４５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５、議案第４６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。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） １２ページ関係で、営農再開の支援事業ということでの吸収抑制

対策の実証ということでの予算、これはどういうものをやるのかということでお尋ね

をして、もう一回後で質問します。 

   それから、もう１点は、１４ページの老人福祉費でありますが、１３委託料、生活

課題実態調査業務委託料。これは大体こういうことが課題だということは想定できる

んですけれども、それらをどのような方法で、この実態を調べるための体制をとるの

か、あるいはまた、どこにそれらをお願いするのかと、このようなことについてまず

２点お尋ねいたします。 
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○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） １０番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   １３ページで、営農再開支援の吸収抑制対策実証業務委託でございますが、これに

関しましては、いわゆる吸収抑制対策として、塩化カリを配布しまして、配布して、

散布して、つくっているソバの圃場が対象になります。ソバの圃場の、塩化カリの散

布する圃場と散布しない圃場を選びまして、それぞれ土壌分析、あと収穫されたソバ

のその放射性物質の移行を調査するというような内容になっています。これに関しま

しては、一般的に卒カリというような名前で県と、事業の、村のほうでは話をしてご

ざいますが、どの程度抑制効果があるのか、そういったものを実際に調べるような内

容となってございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   １５ページになりますけれども、委託料の生活課題実態調査業務委託料関係ですが、

これにつきましては、地域包括ケアシステム構築のための新地域支援事業ということ

で、協議体を設置しなければならないということになるわけなんですが、それとあわ

せて、第７期の高齢者福祉計画、それから第６期の介護保険事業計画、これが２７年

から２９年までの３年間ということで、２９年度中に改定しなければならない、とい

うようなことがございますので、これらについてのアンケート調査、これを実施して、

現状、あるいは課題等を抽出した中で、それぞれ協議体の検討、資料、基礎資料と、

それから次期計画に向けた基礎資料というようなことで活用したいということでござ

います。 

   委託関係については、前回、介護保険事業計画等を作成した業者さんにお願いした

いというふうには考えておりますが、現在未定でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） １３ページ関係の、１２ページですか、この実証関係。これ、吸

収抑制の実証ということで、大変大切なことだなと思いますが、この、ここに項目が

上がっているのでお話ししますが、せっかくのこの抑制対策、実証でありますので、

実は県内でも、この乳牛の起立困難というのが何か最近盛んに言われているんです。

この、いわゆるそれは塩化カリの、このいっぱいやることによってのカルシウムバラ

ンスのせいではないか、かです。ということで、村内でもそういうものがあるんでは

ないかというようなことも言われておりますし、普通は後ろ足が困難になるんだけれ

ども、何かこれの関係だと前足が悪くなるというような話も聞いておりますし、ぜひ

せっかくこういう、これはこれとして大事なことだから進めてもらうと同時に、実証

ということであれば、しかるべき検討をその団体なり、あるいは機関に話をして、こ

ういう実態もやっぱりつかんでいく必要があるというふうに思いますので、そこら辺

についての、やっていただきたいということで村長にお尋ねいたします。 
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○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） １０番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   いわゆる放射性物質の吸収抑制として塩化カリを配布している、いわゆる牧草関係

かと思うんですけれども、カリウム濃度の高い牧草の利用技術として、平成２５年の

４月に県の農林水産部のほうから、営農技術として発出されているところでございま

す。この中身によりますと、牧草の更新後に収穫した牧草、これに関しては、飼料分

析を行っていただきたいと。それで、栄養濃度及びミネラル濃度を確認するように求

めているところでございます。 

   カリウム濃度の高い牧草での飼料、管理で注意すべき点として、低マグネシウム血

症と低カルシウム血症、これが挙げられるようでございます。今歩行困難というよう

な中身に関しましては、マグネシウム血症、いわゆる用語ではグラステタニーという

ようなものらしいんですけれども、これ、この症状に関しましては、刺激による興奮

や知覚過敏、また、ふらつきや耳、尾っぽ等の硬直等の神経症状、最悪の場合であれ

ば、強いけいれんから死亡に至るケースがあると。 

   また、カルシウム濃度の低下に関しましては、これは乳用牛に見られるようでござ

いますが、周産期病を引き起こす原因、いわゆる不妊とかそういったものが、の引き

起こす原因になるというような内容でございます。近隣のお話ですと、畜産農家から

お聞きした内容によりますと、一番最初に確認されたのは本宮の畜産農家から、どう

もそれらしいということで見つかったというような中身も聞いております。過日、大

玉村でも１件ほど、牛がなかなかその、立てないような状況になっていると。血液検

査をしたところ、やはりそのカリによる影響ではないかというようなことが言われて

おります。 

   農業技術情報を皆さんにご理解をいただくとともに、今後の塩化カリ配布に関しま

しては、今のところ、１番草、２番草、３番草ということで３回散布する量を配布し

てございます。また、農家さんのほうからは、やはりこういったものを心配される声

がありまして、今年は在庫があるんでまだ要らないよというところもございます。そ

ういった部分に関しましては、やはり農業技術の情報で示しているとおり、土壌分析、

また、牧草のどういった成分になっているか、この辺の把握は必要ではなかろうかと

いうふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今お話があったようなことでありますから、実態についてもよく

把握をして、やはり村でどうこうということにはいかないわけでありますけれども、

この抑制、カリで抑制を、放射性物質を抑制するための対策としてやっているわけで

ありますから、そういう、なかなかこれ、尾を引いている問題でありますから、きっ

ちりと対応をそれぞれにしていただくように、特に要望いたします。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 何点かお伺い申し上げます。 
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   まず、１３ページの報償費の中に総合戦略検証委員、５万円ほど上がっております

が、この、どのような内容の、検証という言葉を初めて聞いたものですから、これど

ういうものなのか内容をお知らせ願いたいと思います。 

   それから、２つ目として、同じく１３ページの線量低減化事業。これ、それぞれ委

託料、何項目か上がってありますが、それぞれの内容、規模について数値的なものを

挙げられましたらお願い申し上げます。特に、最後の発注者支援業務委託料という、

私ちょっとこれ中身でわかりませんので詳しくお願いします。 

   それから、３つ目として、マチュピチュ交流事業に関する経費でございますが、こ

れ、国際交流支援事業が減額になったようであります。この中身の経過についてお示

し願いたいと思います。ただ、ふるさと応援基金から１００万を取り崩して充当とい

うような形になっているんだと思いますが、それが、来日渡航業務委託料１２０万の

計上が改めてやっています。この中身について説明願いたいと思います。 

   それから、１７ページ。１７ページの防犯カメラ。防犯カメラの設置事業補助であ

りますが、これ全体事業費が幾らで補助がどうなっているのか、それについて全体事

業費を示していただきたいと思います。 

   それから、１９ページ。１９ページにいきまして、観光・物産ＰＲ事業委託料、こ

れ５５０万減額になって、組み替えとあるんでありますが、これ事業の中身がどのよ

うに変わったのか、それを説明願いたいと思います。 

   最後にもう一点。工事請負費で屋内運動場のカーテン取りつけ工事。これ目的はわ

かったんでありますが、これどういう形、要望があって設置されるのか、当初計画で

は考えていなかったのか、その辺りを説明願いたいです。 

○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。 

   １３ページ、２段目の企画事務、総合戦略検証委員の報償でございますが、これ、

今年３月に作成いたしました総合戦略のＫＰＩ、重要業績評価指数と言われている数

値に関しての、検証しなさいということが、最近になりまして国のほうから連絡がご

ざいました。よりまして、今回の補正となった次第でございます。 

   以上です。 

（「答弁漏れ」という声あり） 

○政策推進課長（中沢武志） それでは続けて、同じく１３ページの一番下段のマチュピ

チュ交流関係の１５０万、収入のほうの国際交流支援事業費が減額されたということ

でございます。これにつきましては、ＣＬＡＩＲ、自治体国際化協会に申請をしてお

りましたが、申請の月日、昨年の１１月に申請をしておりました。その後、県のほう

でも、県は福島県支部、県の国際課がこの自治体国際化協会の支部になっております。

その関係もありまして、ぜひ今年度もということで後押しをしていただいた経過がご

ざいますが、本年３月に不採択ということで通知がございました。そういった理由で

今回の補正での１５０万の減、そのかわりの財源ということで、基金の取り崩しとい

うことで１００万を財源としている内容でございます。 



 

- 82 - 

 

   それから、支出のほうでございますが、１３番、委託料、訪問団来日渡航業務委託

料でございますが、これは組み替えでございます。当初旅費のほうで想定、予算化を

してございました。その後、県との合同で招聘するという話に現在なってございます。

県の場合には、旅費というよりも航空チケット代、委託料で旅行業者さんのほうに委

託をかけて、チケット類を手配していただくということになっておりますので、村と

してもそのような形で合わせての執行となってございます。ちなみに、ほかの組み替

えについても同様でございますので、念のため申し添えます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（渡辺雅彦） １０番議員さんにお答えいたします。 

   線量低減化活動の中身ということですので、まず仮置場造成工事、測量設計監理業

務委託なんですけれども、県のほうの支援機構のほうに委託します仮置場のほうの仮

置場、あとは事業所除染、これから発注になります道路除染等の現地確認、あと設計

監理の業務委託等ということになっております。 

   続きまして、一般住宅除染なんですけれども、こちら当初１０件を見込んでおりま

したが、今同意を出されなかった方々へ取りまとめ、最終的な意思確認の取りまとめ

を行っているところでございまして、１０件を超える可能性がございますので、事業

費の不足が生じないように追加で１０件分、規模に関しましては、１戸当たり

１，２２０平米で計算いたしまして、４，５００万円の計上となっております。 

   続きまして、大規模除染、大規模施設除染なんですけれども、こちらにつきまして

も、未実施の事業所のほうから問い合わせが入ってきております。こちらも、当初

１０件を見込んでおりましたけれども、１０件を上回る可能性もございますので、こ

ちらにつきましても、１０件追加で補正予算を計上しております。金額が

７，５００万円ということになります。 

   道路除染のほうになります。こちらは、当初３０キロ分だけ見ておりましたけれど

も、実際１０８キロ対象になっておりますので、そちらの除染事業費の委託料になり

ます。中身なんですけれども、当初は路面清掃を考えておりましたけれども、路面の

ほうは線量のほうが低いということが事前調査でわかっておりますので、路肩部の表

土剝ぎ取り、あと側溝内の堆積土壌の撤去を１０８キロ分見ておりまして、１４億と

いうことになっております。 

   発注者支援業務委託料ということになりますが、こちらは、現在、支援機構のほう

から１名の方、事務所のほうに来ていただきまして、工事等発注した後に業者等の打

ち合わせ、あと現地の調査、あと業者対応という業務を行っております。今後、道路

除染が大きく出ますので、今の１名ではちょっと足りないということで、もう１名の

方追加で要望したいということで考えておりまして、２，１６０万円を計上しており

ます。 

   １５番の工事請負費なんですけれども、こちらは大玉第３仮置場の造成工事費にな

っております。面積が１万６，０００平米です。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   １７ページの防犯カメラ設置事業補助金でございますが、これの全体事業という質

問でございますが、これにつきましては、平成２８年から３０年までの３カ年を商工

会さんのほうで計画をしているようでございます。１年当たり１０カ所で、３年で

３０カ所。１カ所当たりの設置費が１５万ということで、４５０万を予定しているよ

うでございます。そのうちの３分の１の分、今年度は１５０万の事業に対して、村が

３分の１の５０万を補助するという内容でございます。 

   １９ページの観光ＰＲ事業の委託料５５０万の減額に伴う組み替えでございますが、

これにつきましては、県のほうの指導によりまして、一般会計で経理ができるもので

あれば実行委員会に委託をしないで、一般会計のほうで計上していただきたいという

ような指導がございまして、それぞれ組み替えした内容でございます。 

   事業の内容については変わったものはございません。物販ＰＲ事業としては、

１１月の浅草寺関係、茨城町、美浦村、あとは１０月に開催しますうまいもの祭りと

いうことで、それぞれ旅費関係とか試供品等の消耗品、あと通信、運搬費等について

は、試供品の輸送費、あと手数料についてはイベント時の警備の手数料。あと、

１９ページのほうになりますが、会場設営等業務委託につきましては、これはうまい

もの祭りのテント、あとは浅草寺で催しますＰＲ物販のテント等の設営委託、あとは

使用料、賃借料についても、催事場の機器レンタルにつきましては、うまいもの祭り

のテーブルとか椅子とかの内容でございます。あと会場使用料につきましては、浅草

寺の会場使用料と、内容については変わってございません。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ５番議員さんに、１９ページ屋内運動場カーテン取りつけ工事

についてご説明申し上げます。 

   屋内運動場、当初工事につきましては、カーテンは計上されてございませんでした。

窓が２段になっているわけですが、特に高いほうの窓からの西日が入って、利用者の

ほうから大変ボールが見づらいというふうなことで要望がありましたので、今回補正

予算で計上させていただきました。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） １点だけ重ねて伺います。 

   総合戦略検証委員について、ＫＰＩ数値を示されましたが、これの、どういうもの

なのか詳しく説明願いたいと思います。それで誰が検証するのか、そこもあわせて伺

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。 
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   総合戦略に記載されております各種の指標につきまして、５年間、５年後の目標と

いうことで数値が示されております。それについて、毎年度の検証ということでの指

示といいますか、国からの連絡がございまして、今回の補正に計上になってございま

す。誰をということでございますが、今後、産官学金労言と言われている各層からの

選出ということになっております。具体的人選はこれからになります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。２番。 

○２番（遠藤勇雄） ２点ほどですが、最初は１１ページ、先ほどの５番議員さんのお話

で、国際交流事業費補助金１５０万円の減額ということです。事由については承知を

いたしましたが、これは当初聞いたのは、そのマチュピチュ村との締結までは該当す

るが、それ以降は該当しないんだというお話、前伺っておりますけれども、これ当初

では、１５０万円が見込まれるということで、我々議会としては、その議決をしてい

るわけでありますので、その予算計上する段階までは、ある程度その、１１月申請だ

から、その時期的には今の段階なのかもしれませんけれども、ある程度その、提案す

る側としても収入については、特にその財源については、予算だから仕方がないんだ

と言えばそれまでですが、ある程度その精査をした中で、やっぱり予算については計

上いただくのが原則かなと。ある程度事由については理解しておりますが、今のお話

で。それが第１点で、しっかりとその精査をした上で議案に提案いただきたいという

のが一つ。なお、それについてコメントいただければと思います。 

   それからもう一つ、１３ページの下になります。一番下です。１９番の負担金、補

助及び交付金ですが、この２０万の運営補助については、単年度のみか継続される可

能性があるのか、それから、特定財源か一般財源か。あとは、これ聞きますと、二本

松市民交流センター内での企画展に対して、２団体の共催に対する補助だというふう

にお聞きしておりますが、これ他市町村で企画展に対して補助するということで、例

えば、極端に言いますと、村内で企画展を開いて、村外の方に見ていただくというよ

うなことであれば、それはそれでいいと思いますが、他市町村でその会場でするもの

に対して、運営補助というものが、その辺どういうことでこの他市町村でやるのか、

場所的な問題があったのか、そういうことも含めてお答えいただければと思います。 

○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。 

   まず１１ページの国際交流の１５０万ですが、ＣＬＡＩＲのほうに申請をして、当

初はＣＬＡＩＲのほうも大丈夫だという内々示がございまして、最終的に県のほうの

バックアップがありましたので、これはオーケーだということでしたが、最終審査の

段階で、通常だとそのまますんなり通るんだそうですが、これはＣＬＡＩＲ側の担当

者の話ですが、通るんですが、たまたま、あれほど大々的に放送されて、友好都市を

締結してしまったということなので、この事業はＣＬＡＩＲとしては、成果が見えた

ので完結だろうということに急遽なってしまったと。それだけ、審査員の皆さんが事

情をよくわかっていたということで、先ほど言いましたように、通常だと通るような
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ものがちょっと引っかかってしまったと。 

   もし、ペルーに行ったときに覚書を交わしてきて、大玉村に来ていただいたときに

友好都市を結べば、今年も当然問題なく該当になったんですが、去年で事業完結と見

られてしまって、残念ながら不採択というのはもう議会後に、３月になってからの正

式な話ですので、これちょっと予算上はやむを得なかったと。財源としては、マチュ

ピチュとの国際交流ということで、ふるさと納税をいただいていますので、半分お返

ししていますので、１００万にはまだ到達しておりませんが、その一部を使わせてい

ただいて、今回来ていただくというふうになった事情でございます。 

   それから、１３ページにつきましては、マチュピチュ協会と民報社と放送大学が主

催、共催で実施するわけですが、最初は、大玉村で開催したいということでお話がご

ざいました。大玉村でやるとすれば、会場的には改善センターのホールを、１カ月な

ら１カ月間貸し切って完全に一般の利用ができないという状況でないと無理だという

ことがございましたので、うちのほうとしては難しいということでお話をした結果、

そのマチュピチュ協会のほうでは、福島県立博物館と郡山市の美術館のほうにお願い

をしたら、オーケーですと、お貸ししますということでしたが、企画展がいっぱいで

２年間は待ってくださいということで、マチュピチュ協会としても２年間は待つこと

はできないということで、二本松のほうに会場をお借りしたいと。実際は、内容的に

は野内与吉さんのことがメーンで、そして、大玉とマチュピチュとの友好都市のコー

ナーを大きく取り上げたいということで、展示内容については、当然会場があれば村

内で開催すべき内容ですので、その使用料相当分について、１回だけ単年度で助成を

するという内容でございます。 

   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） １点だけ確認のために質問申し上げますが、この１３ページのマチ

ュピチュ交流事業に対するこの訪問団について、いろいろ、なかなか相手方の日程と

か何かがまだ明確でないと伺っているのでありますが、これ予定しているのが８月と

聞いています。それで、訪問団の実情どのようになっているのか、これいろいろわか

っている範囲で、あれば伺いたいと思います。それから、ただいま質問がございまし

たこの企画展、この時期についてはっきりしていましたらお示し願います。 

   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） ５番議員さんにお答えいたします。 

   １３ページの訪問団ということでございますが、現在、野内与吉さんのお孫さんに

当たられている野内セサル良郎さんを通じてオファーを出し、同時に県知事との連名

で、ペルー大使館を通じてマチュピチュ村に出しております。日程を調整している、

それから、あちらの留守番を誰にするかということで調整しているということでの、

返事待ちの状態が現在も続いております。これペルー大使の言葉を借りるわけではな

いのですが、ペルー人というのは、直前になって物事を決める嫌いがあるというふう
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に聞いております。こちらは焦っているんですが、あちらは余り焦っていないような

雰囲気の言い方をされていましたので、まだもうちょっと時間はございますので、待

っている状態でございます。 

   それから、企画展でございますが、現時点での企画展の日程でございますが、８月

７日、失礼しました、あと訪問団の日程のほうちょっと抜けておりました。今のとこ

ろ、こちらで提案しているのが、８月３日から９日早朝までと。７日の夏祭りとその

前日の生ビール祭りというイベントがございますので、それに照準を合わせた形での

日程でオファーをしております。 

   それから、二本松市民交流センターで行われます野内与吉と古代アンデス文明展に

つきましては、８月７日から８月２８日の予定で現在進んでおるようでございます。

これに関しては、夏休み期間中がほとんどでございますが、なるべく多くの村民の方

に目に触れていただけるように、例えばですがマイクロバス、スクールバス等を出す

とか、そのような手法を通じてなるべく行ける機会を設けたいというふうに考えてご

ざいます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 同じく１３ページでございますが、一番上段の庁舎等維持管理云々

とあります、その下の償還金利子及び割引料の返還ということでございますが、この

家賃低廉化事業費補助金返還金、下の同じく、家賃低減事業費補助金返還金とござい

ますが、２２０万ですか。これはご承知のとおり、営林署跡地皿久保の災害公営住宅

だと思いますが、この家賃設定、例えば５万家賃のところを安くして低廉化事業だと

思うんですが、その補助金について返還するということなんですが、これはどこに補

助金はいただいていいのかなと思うんですが、どこに返還、県の事業であるから県の

ほうに返還するのか、その辺ちょっとわかりかねますので、こっちの歳入のほうを見

ますと、災害対策基金繰入金取り崩しが、１２０万と１００万ありますから、ここか

ら取り崩して返還するんだなという意味合いはわかりますが、この補助金返還という、

そもそもの狙いはどういうことなのかお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   １３ページ、上段にございます災害公営住宅家賃低廉化事業費補助金の返還金、さ

らに東日本大震災特別家賃低減事業費補助金返還金、２件の事業についてでございま

すが、これにつきましては、過日、補正予算のほうで計上させていただいておる事業

でございますけれども、これに係る実績、実際に入居された方の実績関係に基づきま

して返還をするということになりますが、県のほうから既に３月３０日現在で、補助

金のほうが入金になってございます。その後の実績、精査によります変化が生じまし

たので、これにつきましては、福島県の会計管理者のほうに返還をするというふうな

ことになります。 

   以上でございます。 
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○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） そうすると、以前に県よりあらかじめ５７戸ですか、その分の補助

金が既に入っているということで、しかしながら実際には満たしていないということ

なのかと思いますが、その満たしていない部分について返還要求があり、返還したと

いうふうに理解していいんですか。その件数についてはどのくらいあるんですか。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、上段のほうの災害公営住宅家賃低廉化事業についてでございますけれども、

これにつきましては、災害公営住宅建設を５９戸してございます。この５９戸の計算

につきましては、村内のアパートの近傍類地と実際に家賃をいただく額との差額分に

ついて、低廉化事業のほうで補塡をしますよという事業でございますけれども、これ

につきましては、今年の１月に申請といいますか、生活拠点形成事業計画変更届とい

うことを国のほう、内閣総理大臣に行いまして、今までの建設事業と同じ計画の中に

この２つの事業を取り入れてございます。その際に、建設戸数５９戸全てを入居する

というふうにみなして、それぞれ計算の上、額を算出しております。これにつきまし

ては、計画事業費１，５９３万１，０００円になります。そのうち８分の１が補助対

象の事業費になりますので、計算をしますと１，３９３万円９，０００円になります。

その後、５月の実績精算によりまして、申請５９戸のうち入居実績が５４戸で、空室

が５戸発生しておりましたので、これらの空室になった部分については、補助の対象

外となりますので返還になります。 

   また、当初入居の内定をしておりました方々の所得基準をそれぞれ算定して出して

おりましたけれども、入居後に所得の区分が変更になりまして、１ランク上がったと、

２ランク上がったという方がそれぞれ発生しております。その件数が９件ございます。

この９件につきましては、補助対象外というふうになりましたので、この分について

も返還ということになります。以上、実績額につきまして、１，３５４万

２，０００円が実績額になります。その８分の７の額が１，１８４万９，０００円と

なりまして、超過額２０９万円を返還というふうな内容でございます。 

   さらに、東日本大震災特別家賃低減化事業でございますが、これは先ほどの低廉化

とはちょっと違いまして、所得区分が何段階かにこう分かれておりますが、最低ラン

クのゼロ円から１０万円の所得ランクの中に、さらに４段階程度の低減化の部分のラ

ンクが今回入れ込むというふうなのがこの事業でございます。したがって、本来ゼロ

から１０万円の中の基準額が、３万４，４００円が基準額になりますが、そこにさら

に、ゼロ円の場合が１万６００円、１円から４万円の収入の場合が１万７，９００円、

そのほか２段階それぞれ入ります。その差額につきまして、国からの補塡がなされる

というのがこの低減化事業でございます。この低減化事業につきましては、計画事業

費が２２８万８，０００円でございましたが、その４分の３の事業費が対象になりま

して１７１万６，０００円。これに対しまして、実績額が２１４万円の４分の３で

１０６万５，０００円となります。超過額が１１万１，０００円となりますけれども、
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これらにつきましては、先ほども申し上げました申請５９戸、うち入居実績５４戸で

空室５戸、この分の空室に対しましては、補助の対象になりませんので返還というこ

とになります。 

   以上が内容でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 非常に税法というのは、細かく分かれておりまして、なかなか難解

な点がございます。そしてまた、毎年変わるというのが税法でございまして、非常に

難しい点はわかるわけでございますが、そもそも、この５９戸から５４戸になったと

いうことでございますが、当初富岡町においては、責任を持って全戸を埋めるんだと

いう約束事があったのかなというふうに思っておりますが、いろんな事情があるかと

思いますが、これらの問題、今後埋まる可能性、またはもっと空き室が出る可能性、

いろんな状況から判断して、どのような方向になるのかお伺いしておきたいと思いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   現在の入居状況につきましては、５６戸が入居されております。残り３戸が空きと

いうような状況になっておりますが、村のほうとしましても富岡町さんのほうに、何

度も募集をかけていただいているというような状況は確認はしております。なかなか

その富岡町さんの都合もありまして、今後、町のほうに帰還するというようなそうい

った状況も見えてきたということで、なかなかその今後、応急仮設に入っている方が

どのようなその生活再建をするかということを決めかねているということで、現在は

その３戸空きがあるということでございますが、横堀の応急仮設には富岡町さん以外

に大熊町さんであるとか浪江町さんであるとかということで、ほかの方も一緒に暮ら

しております。大玉村としましては、富岡町さんがよろしいというようなことであれ

ば、そういった同じ応急仮設に住んでいる方、他市町村の行政の方になりますが、勧

誘してもいいよということになれば、そういった方法も十分考えられるということで、

今協議を進めておりまして、あそこにいる方が入りたいということであれば、同じよ

うな方法で入居させるということで、今、富岡町さんのほうと協議を進めているとこ

ろでございます。 

   今後の話ということでございますが、村のほうとしても心配なのは、高齢者の住宅、

入居されている方、既にお亡くなりになられている方等もおりますので、そういった

部分では、今後そういったものも心配されますが、これは大玉村だけの問題ではござ

いませんので、今後近隣関係のその災害公営復興住宅のそういった連絡を、検討を通

じて密にしながら対策関係を協議していきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○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。 
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   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４６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。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時１０分といたします。 

（午前１０時５６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時１０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第６、議案第４７号「平成２８年度大玉村国民健康保険特別会

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。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今年度は、一般会計からの繰り入れや、それから基金の取り崩し

ということもなくて予算が組めたような状況ではないんですか。歳出歳入ともに、既

定額に対してかなり下回ったという状況でありますが、それらの背景などについて、

まず１点。それから、今回、今言ったように国保、基金ですか、基金の場合どのくら

いあるのかということと、それから、今回予備費という形での１，３００万円ですか。

ということで、基金繰り入れという方法ではないというような手法でありますが、こ

こら辺の関係について、どういう状況なのかあわせてお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、歳入歳出関係でございますが、これらにつきましては、税率協議、医療費の

その動向、医療費の動向から税率協議、検討を行った中で、所要見込み額の見直しを

しております。そういった中で、歳入については過大にならないような形、また、歳

出については、医療費の今後の動向を予想した中で予算を立てさせていただいており

ます。それから、基金関係、予備費関係につきましては担当課長から答弁をさせます。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） １０番議員さんにお答えいたします。 

   現在、基金につきましては、基金残高が６，４３２万１，０００円となってござい
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ます。さらに予備費の関係でございますが、今回収入のほうで剰余金ということで、

繰越金を３，５００万円計上させていただきました。このうちの１，２００万は、増

加する保険給付費のほうに充当させていただきまして、残る２，３００万につきまし

ては、前年度同程度でございますけれども、給付費の今後の急激な伸びに対応するも

のいうことで、２，３００万を補正増させていただきまして、合計３，６００万円、

前年同額、予算の全体の割合としては、全体の３％を占めることとなっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。６番。 

○６番（武田悦子） 先ほど条例の中で、その広域化、一本化になる見通しがまだぜんぜ

ん立っていないというお話でございましたが、この、今基金の残高６，４００万ある

というふうに伺いました。これは広域化になった場合は、どのような取り扱いになる

のかをお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   広域化になった場合の基金ということですけれども、それぞれ広域化になれば、広

域化の中で医療費等は賄うというのが原則になっております。そういう中で、それぞ

れ所有している基金については、それぞれの市町村のお金ということになろうかと思

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４７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４８号「平成２８年度アットホームおおたま特別

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。３番。 

○３番（本多保夫） ２点ほどお聞きしたいんですが。 
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   施設の管理費、施設の修繕費、これが５６万７，０００円、委託料にガラスの清掃

ということで、１１万９，０００円。この施設の修繕、急を要するような状況なのか。

また、ガラス清掃において委託料なんですが、これは毎年通常であればやるのがサー

ビス業なのかなと思っておるところなんですが、ここに、今補正を組むというのは、

当初でそういったものは考えられなかったのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ３番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   ４３ページの施設修繕でございますが、内容に関しましては、ボイラーが自動運転

不良ということで、お客様から風呂のシャワーがちょっと冷たいというような指摘が

何度かございました。業者さんのほうに見ていただいたところ、点検をしまして炉内

の清掃、これが必要だということがありましたので、これに関して１９万

４，０００円ほど。あとは館内の非常灯交換ということで、切れておりまして交換を

要するということで、７カ所、３７万３，０００円の計上でございます。 

   あと、全館ガラス清掃の関係でございますが、昨年につきましては、委託職員総出

で全館清掃ということで、ガラスの清掃もやったんですけれども、吹き抜けの高いと

ころはどうしても届かないということで、できなかったということがありました。今

年も全員でやるような段取りをしていたんですけれども、危険も伴うというようなこ

とで、今回補正に計上させていただいたところでございます。 

   なお、６月２８日から７月１日、４日間ほど全館休館にしまして、それぞれの設備

の点検、受水槽の清掃、あとは浴室の塗装等をこの間に実施したいということで、現

在準備を進めているところでございます。 

   以上でございます。 

○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４８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。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） 日程第８、議案第４９号「平成２８年度仮置場造成工事（大玉村第

２仮置場）請負契約について」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。 

（「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４９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５０号「村道路線の認定について」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。 

（「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５０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１０、請願第１号及び陳情第９号を一括議題といたします。 

   これより、付託した常任委員会の委員長から審査結果の報告を求めます。 
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   先に、総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。８番。 

○総務文教常任委員長（佐々木市夫） 総務文教常任委員会報告書。 

   議長の命によりまして、総務文教常任委員会の審査結果を報告いたします。 

   去る６月１６日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました請願第

１号「国からの「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による十分な就学支援を要請

する意見書の提出を求める請願書」を審議するため、６月１６日午前１１時１０分よ

り、大玉村役場第２委員会室において、委員全員が出席し、さらに参考意見を聴取す

るため、教育部長に出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   請願第１号「国からの「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による十分な就学支

援を要請する意見書の提出を求める請願書」について、慎重審議の上、採決を行った

結果、全委員一致のもと採択と決定いたしました。 

   以上のとおり、総務文教常任委員会に付託されました請願についての審査結果を報

告いたします。 

    平成２８年６月２１日 

                   総務文教常任委員会委員長 佐々木 市 夫 

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ただいま総務文教常任委員会委員長からの報告が終わりました。 

   総務文教常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。 

（「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。 

   請願第１号「国からの「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による十分な就学支

援を要請する意見書の提出を求める請願書」を採決いたします。 

   本請願に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本請願について討論を省略し、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、本請願は委員長報告のとおり決しました。 

   次に、産業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。６番。 

○産業厚生常任委員長（武田悦子） 産業厚生常任委員会報告書。 

   議長の命によりまして、産業厚生常任委員会の審査結果を報告いたします。 

   去る６月１６日の本会議において、産業厚生常任委員会に付託されました陳情第

９号「村道新座・三ツ森線道路整備に関する陳情」について審議するため、６月

１６日午前１１時１０分より、大玉村役場第１委員会室において、委員全員が出席し、

さらに参考意見の聴き取りのため、産業建設部長に出席を求め、委員会を開催いたし

ました。 

   陳情第９号「村道新座・三ツ森線道路整備に関する陳情」について、道路状況や交
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通事情を現地で確認し、慎重なる審議の結果、全委員一致をもって、この陳情を採択

すべきものと決定いたしました。 

   以上のとおり、産業厚生常任委員会に付託されました陳情についての審査結果を報

告いたします。 

    平成２８年６月２１日 

                      産業厚生常任委員長 武 田 悦 子 

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ただいま産業厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 

   産業厚生常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。 

   質疑ございませんか。 

（「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、質疑を打ち切ります。 

   陳情第９号「村道新座・三ツ森線道路整備に関する陳情書」を採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、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、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１１、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

   議会運営委員会委員長から、会議規則第７５条の規定に基づき、既にお配りいたし

ました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

   お諮りいたします。 

   議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

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、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 次に、追加議事日程を配付いたします。（追加議事日程 配付） 

   配付漏れございませんか。（なし） 

   ただいまお手元に配付いたしましたとおり、議員発議第３号「「被災児童生徒就学

支援等事業交付金」による十分な就学支援を要請する意見書」が提出されました。 

   お諮りいたします。 

   議員発議第３号を日程に追加し、追加日程第１として議題にしたいと思います。 
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   これに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、議員発議第３号を日程に追加し、追加日程第１として議題とすることに決

定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 追加日程第１、議員発議第３号「「被災児童生徒就学支援等事業交

付金」による十分な就学支援を要請する意見書」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。１番。 

○１番（松本 昇） 議員発議第３号、「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による十

分な就学支援を要請する意見書について、地方自治法第９９条の規定により意見書を

提出するため、別紙意見書案を会議規則第１４条第１項の規定により提出します。 

    平成２８年６月２１日 

     大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

                    提出者 大玉村議会議員 松 本   昇 

                    賛成者 大玉村議会議員 遠 藤 勇 雄 

   提出先 文部科学大臣、復興大臣、総務大臣、財務大臣 

   意見書の朗読をもって説明とかえさせていただきます。 

   「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による十分な就学支援を要請する意見書

（案） 

   東日本大震災から５年が経過しました。平成２３年度に創設された「被災児童生徒

就学支援等臨時特例交付金」は、「被災児童生徒就学支援等事業交付金」となり２年

目を迎えました。被災した子どもたちには、学校で学ぶための極めて有効な支援事業

として機能しています。 

   交付金での事業を受けている子どもの数は全国で、平成２３年度６７，６３９人、

平成２４年度５７，９４８人、平成２５年度５２，２８７人、平成２６年度

４７，４６３人となっており、学校現場からも事業の継続を強く望む声が届いていま

す。 

   政府の基本計画により、被災地に対する「集中復興期間」は平成２７年度で終了し、

平成２８年度からは「復興・創生期間」となりました。 

   平成２８年３月１１日に閣議決定された、「「復興・創生期間」における東日本大

震災からの復興の基本方針」の「具体的な取組」の中にも「被災した子どもが安心し

て学ぶことができる教育環境の確保に取り組む」とあります。 

   福島県内外で避難生活を送る子どもたちには、これからも経済的な支援を必要とす

る子どもたちがたくさんいます。 

   また福島県だけでなく、宮城県、岩手県など広範囲の被災地でも、被災した多くの

子どもの就学支援が行われています。「被災児童生徒就学支援等事業交付金」による

就学支援は非常に重要であり、平成２９年度以降も「被災児童生徒就学支援等事業交
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付金」による十分な就学支援に必要な財政措置を行い、被災した子どもたちに継続し

た就学支援事業を実施できるようにする必要があります。 

   このような理由から、下記の事項の実現について、地方自治法第９９条の規定によ

り意見書を提出いたします。 

                    記 

   １．東日本大震災によって経済的に困窮している家庭の子どもたちの就学・修学を

保障するため、平成２９年度以降も全額国費で支援する「被災児童生徒就学支援等事

業交付金」による十分な就学支援に必要な予算確保を行うこと。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出いたします。 

    平成２８年６月２１日 

                  福島県安達郡大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 

   以上であります。よろしくお願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第３号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「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、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、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） 以上で、今期定例会に付議されました案件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４回大玉村議会定例会を閉会いたし

ます。ご苦労さまでございました。 

（午前１１時３６分） 


