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平成２８年第１回大玉村議会定例会会議録 

 

第６日  平成２８年３月８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   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。 

    ６番 武 田 悦 子 

 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 佐々木 正 信 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 鈴 木 健 一 健康福祉課長 遠 藤 高 志 

再生復興課長 武 田 孝 一 産 業 課 長 菊 地   健 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 押 山 美奈子 生涯学習課長 菅 野 昭 裕 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第 １号 平成２７年度大玉村一般会計補正予算の専決処分の承認を求め 

            ることについて 

     議案第 ２号 大玉村行政不服審査会条例の制定について 

     議案第 ３号 大玉村行政不服審査法関係手数料条例の制定について 

     議案第 ４号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につ 

            いて 

     議案第 ５号 大玉村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利 

            用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部 

            を改正する条例について 

     議案第 ６号 大玉村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

     議案第 ７号 職員団体のための職員の休暇に関する条例等の一部を改正する 
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            条例について 

     議案第 ８号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

            の一部を改正する条例について 

     議案第 ９号 大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条 

            例の一部を改正する条例について 

     議案第１０号 村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

     議案第１１号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

     議案第１２号 大玉村税条例の一部を改正する条例について 

     議案第１３号 大玉村ふるさと応援基金条例の一部を改正する条例について 

     議案第１４号 大玉村社会教育指導員設置条例の一部を改正する条例について 

     議案第１５号 大玉村保育所条例の一部を改正する条例について 

     議案第１６号 大玉村印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例 

            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、渡辺雅彦、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６番武田悦子君より欠席届がありましたほか、１１名全員でございます。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、一般質問を行います。 

   ７番鈴木宇一君より通告ありました「超高齢化社会に対応する村の施策について」

ほか１件の質問を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） ７番鈴木宇一です。議長の許可を得ましたので、さきに通告してお

りました超高齢化社会に対応する施策についてほか１件について質問いたします。 

   平成１２年、初めて介護保険制度が制定されまして、はや１５年経過しました。そ

の後、１８年の改正、また２４年の改正と、５年ごとに見直しがされてきたわけでご

ざいますが、昨年２７年の４月、改めて５年を待たずにして改正が行われたところで

ございます。いろいろ背景にあろうとは思いますが、１つには超高齢化社会、急速な

高齢者の増加であるというふうに言われております。また、介護費用が毎年１兆円ず

つふえて、２０１６年の今年は１２兆円と言われています。１０年後の２０２５年に

は、実に２１兆に膨らむ見通しであると、国の方針でございます。 

   また、村の介護保険会計も７億１，０００万円と、年々増加している状況でありま

す。また、担い手不足の問題もあります。いろいろと大変な介護保険会計において、

健康長寿の村づくりに、村としてはどのように今後取り組む予定なのか、まず伺って

おきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えいたします。 

   まず、健康長寿の村づくりということで、いかにして介護状態にならないで、健康

状態で継続するかということが課題になるわけですけれども、介護保険の新規認定者

の中で、疾病等によるものを見てみますと、一番多い疾病が脳梗塞などの脳血管障害、

それから骨折、リューマチや脊髄の障害というふうになっております。 

   若い方については、これらの疾病の予防として、生活習慣病の予防、こういったこ

とが大変重要になってくるというふうに考えております。 

   また、高齢者につきましては、健康体操とかふれあいサロンなどの介護予防、その

中で行われております介護体操等、そういったものを活用しながら、また認知症予防

事業につきましては、サポーター養成講座等で認知症の方のサポート役等をすること

で、そういった講座も開催しております。 

   これらの事業、それぞれ重要な事業となっておりますが、今後一層推進することに
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よって、いかにして健康寿命を延伸させるかということで、今後とも努力してまいり

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） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 今まで、それぞれいろんな取り組みをなされているということは、

私も承知しております。超高齢化社会に向けて、いかに健康で過ごせるか、医療費を

軽減するかという観点から取り組んでおられると思います。そのことについては、改

めて敬意を表するわけでございます。 

   新地域支援事業、いわゆるこれは総合事業というふうに言われております。村執行

基本方針の中にも触れていますが、また行政報告でも今回の改正では、遅くとも全て

の自治体が２０１７年、来年４月までにスタートすることになっています。本村では、

それを待たずして速やかにスタートしたことに、改めて感謝を申し上げる次第でござ

います。 

   そこで、今回の改正の中身については、若干触れてみたいと思いますが、国が行っ

てきた介護サービスの一部を市町村事業として地方に移すことにあります。これは、

高齢者の生活を支え、介護を予防する、また多様なサービスを提供することによって、

住民の力を生かし、サービスをふやしていくというふうなことだろうと思います。そ

のことによって、介護費用の増加を抑えることにもつながると言われています。端的

に言えば、国から地域、施設から在宅へ、入院から予防とリハビリへと、制度と仕組

みを大幅に改正した点であろうかと思います。 

   そこで、この仕組みが村民には余り知られていないのではないかなというふうに感

じておりますが、この周知方法をどのようになされているのか、まず伺いたいと思い

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） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   国の介護保険制度が改正になったということで、平成２７年から３年間で移行する

というようなことでございますので、２９年度いっぱいまでに移行するというような

内容になっております。 

   周知方法ということでございますけれども、介護保険制度改正になった内容につき

ましては、各種講習会等を開催している中で、認知症サポーター養成講座等もそうで

すけれども、講習会の中でそういった紹介もしておりますが、あとは認知症関係につ

きましては、現在パンフレットを作成中でございます。パンフレット、３月いっぱい

ぐらいで完成する予定でございますので、そういったパンフレット等を通じて、今後

住民の皆さんにも周知してまいり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） ７番。 

○７番（鈴木宇一） たしか、こういう講習会、いわゆる専門、民生委員の会議の中とか、

そういう中ではやっているかと思うんですが、今回の地方に移したということは、地
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域住民と一体になって、いわゆる要支援関係の介護をやるんだという国の方針でござ

いますから、やはり村民とともにということであれば、もっともっと理解してもらう

必要があるんじゃないかなと、このように思っているわけでございます。そういう観

点から、この周知方法についてお尋ねしたところでございます。 

   そこで、行政報告の中でも取り上げておられます２月に事業者説明会を開催し、

３月１日から新しい総合事業に移行したと、このようにありますが、この事業者と言

われる団体はどういう構成になっているのか伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   地域支援事業ということで、介護予防、それから日常生活支援事業ということで、

平成２８年３月、まだ開始したばかりということで、要支援者の訪問介護、あるいは

通所介護、地域支援事業へ移行するための訪問型サービス、それから通所型サービス、

介護予防マネジメントを実施しているような事業者、そういった事業者につきまして

説明会を開催いたしまして、３月から移行していただくというようなことで開始した

ところでございます。 

   具体的な事業者としては、社会福祉協議会、あるいは本宮市にございます通所介護

の事業者等になります。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 私がお尋ねしているのは、団体の構成ということでございまして、

今のお話によりますと、社協とか本宮の事業者だということだと思います。 

   国で言っているのは、協議体を設置しなさいということを言っているんですね。そ

の協議体というのはどういうことかというと、いわゆるＮＰＯ法人とか社協とか、ま

たボランティアグループとか、または老人クラブ、町内自治会とか、そういう幅広い

協議体をもってこの要支援事業に取り組みなさいと言っていると思うんですよ。その

構成団体を私はお聞きしたわけですが、単なる事業者だけの説明会に終わってはいか

がなものかなという観点からでございます。 

   もう一度、お答えを願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   協議体そのものは、まだこれからということでございますので、ただ通所介護等に

つきましては、直接事業者、かかわってきますので、そちらを先行させていただいた

ということで、まずは今までのサービスが後退しないような形で、スムーズな移行と

いうことで、事業者を優先して説明をさせていただいたと。 

   今後、協議体につきましては、新たに協議体を設置して、皆さんにお願いをしてい

くというようなことで、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 地方におろしたということの意義というものは、地域住民で支え合

いなさいということでありまして、そういう観点からすれば、いわゆる生活支援、ま
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たは買い物支援、または緊急火災、地震等の手助け、あらゆるものについて、地域住

民でもって支えていくんだという観点なのでございます。ぜひともこの協議体、幅広

く村民に周知して、各種団体から参画いただくような取り組みをぜひお願いしたいと、

このように思います。 

   次に、健幸ポイントプロジェクト実証事業の制度の導入の考えについて伺います。 

   人間、誰しも健康で長生きして、そして人生豊かに暮らし、最後はころりと逝きた

いものであります。そのためにも、毎日の規則正しい食生活や健康管理、運動がとて

も大切と言われています。全国的に普及しておりますこの健幸ポイントプロジェクト、

県内では伊達市が率先して取り組んでいると言われています。その伊達市の内容につ

いて、知っている範囲内で結構でございますのでお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   県で行っております福島県民パスポート事業という事業かと思うんですが、これに

つきましては１８歳以上の県民を対象としまして、健康づくり機運を高めるために、

平成２７年度につきましては二本松と西会津と新地町がモデル事業というようなこと

で実施しておるわけですけれども、伊達市のものについてはちょっと存じ上げており

ません。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ちょっと、私の認識と違うかなと思うんですが、これは健幸ポイン

トプロジェクト実証事業ということで、満４０歳以上の住民が対象で、健康づくりの

プログラムの参加を促すのが大きな目的だということでございます。それには、まず

歩数計を持って、ウォーキングや健康診断受診、体重減少など、健康づくりの努力や

成果に応じて１ポイント１円、これを健幸ポイントとして付与するものであるという

ふうに言われています。そして、年間最大で２万４，０００円相当をためることが可

能だというふうに言われています。県内では伊達市、または千葉県、栃木県、全国で

やっておりますが、このいわゆる最大２万４，０００円でございますが、伊達市の場

合は、初年度は１，０００人が参加したと、そして２年目には５００人が希望を募集

して、既に定員に達したということでございます。 

   こういうこと、お金で健康を奨励するということはいろいろ問題があろうかと思い

ますが、私はこのことによっていわゆる定期健診の受診の向上、または健康づくりに

寄与して医療費の軽減、こういう観点からすればすばらしいことだなという思いでご

ざいます。そういう観点から質問をしたところでございます。 

   このような考え方に立って、村長のご所見がありましたらお答え願いたいと思いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） ７番議員さんの健幸ポイントプロジェクトについてのご質

問にお答えしたいと思います。 

   先ほど、伊達市での事例ということでご質問がございましたが、恐らく伊達市、そ
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れから千葉市、そういった大都市圏をネットワークで結んだという事例ではないかと

思います。 

   教育委員会といたしましては、調査を進めているところではあったんですが、健康

づくり、それから生涯スポーツの推進というふうな考え方から、健康福祉課と緊密な

連携をとりながら進めていきたいというふうに考えているところです。 

   具体的には、教育委員会としては生涯スポーツの振興ということで、例えばポイン

ト化するものとしてスポーツ行事への参加でありますとか、それからスポーツクラブ

への加入、それから村民プールの定期利用ですとか、目的を設定したウォーキング、

そういったものを通じて、そのスポーツを始めるきっかけづくり、そういったものの

後押しができればいいのかなというふうに考えてございます。 

   実際的な進め方としては、それらを県の事業であります福島県民カード、その事業

に結びつけていければいいのかなというふうに考えておりまして、健康福祉課のほう

と、このような観点から今まで調査を進めてきた内容について協議をさせていただい

て、事業化を図ってまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ありがとうございました。 

   今、教育委員会のほうではいろいろな調査、今後進めて、実施に向けての考えも持

っているということでございまして、大変前向きだなというふうに感じておるわけで

ございます。 

   伊達市の場合、予算規模ではじゃ幾らなのかというと、たかだか１００万前後なん

ですよね。このことによって非常に健康づくりに寄与されるんだということであれば、

また体重減少、それからいわゆる定期健診の受診率が上がったということでございま

すから、これはこんないいことはないなというような観点から、私が質問していると

ころでございます。そしてまた、この介護保険関係で大きな予算が使われているわけ

でございますから、ぜひともこれは取り組んでいただきたいというふうに要望してお

きます。 

   次に、大山小学校周辺のインフラ整備についてお尋ねします。 

   小学校周辺は、近年、住宅着工が急増し、人口が増加しております。このことは、

やっぱり地の利と申しますか、大型ショッピングセンターの誘致や４号線へのアクセ

ス、いわゆる福島、郡山へのアクセスがいいんだということだろうと思います。また、

近くには大型医療機関もございます。そしてまた、第一工業団地、企業もございまし

て、そういう観点から住宅着工が伸びているのかなという感じでございます。 

   そういう観点から、今後急増するであろうと思われます子どもたちの受け入れにつ

いて、大山幼稚園、または大山小学校の増室の考え、こういうものはあるかどうか、

当局にお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） ７番議員さんにお答えいたします。 
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   大山幼稚園につきましては、平成２８年度の入園予定者は２８名であり、１学級編

制となります。したがいまして、来年度は保育室に余剰ができる状況になります。た

だし、３年保育が喫緊の課題となっていることを考えますと、その実施に向けては保

育室の常設を含めた施設の増改築が必要というふうに考えております。 

   また、現段階では、大山小学校につきましては、今後の児童数から学級数を換算し

ますと、各学年１から２学級、並びに、あと特別支援学級で推移すると予想されます

ので、この推定結果から現在の校舎で対応できる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） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 現在においては１学級だということで、まだ余裕があるということ

かと思います。大山小学校についてもそういうような状況だというふうに思われてお

りますが、ただ３年生については必要だということで、結局これは波があるんですよ

ね、その年によって児童がふえたり減ったりすることはあろうかと思うんです。しか

し、長期的に見れば、大玉周辺には住宅ができているということは現実でございまし

て、今、既に造成しているところが約５０区画でございます。そして、また第２期工

事として１０区画がなされるようでございますから、将来的にはやはり増加するとい

うことであろうかと思います。そういう観点から、長期展望に立って計画を進めてい

ただければなということでございます。 

   ②の待機児童解消に向けての質問でございます。 

   昨日も、多くの議員の皆さんからも解消に向けての切実な質問がありました。私も

同様の考えであります。一刻も早く施設を充実し、解消を望むところでございます。 

   昨日の答弁では、保育士が足りない、近隣市町村どこでも同じだというふうに言わ

れてきました。全くそのとおりだと思いますが、実は３月３日の新聞チラシに、二本

松市臨時保育士募集が入っていました。これですね。村長が言われるように、どこで

も保育士不足はそのとおりであります。しかし、このような二本松の場合、積極的に、

二本松管内にとどまらず、大玉村、本宮市まで募集のチラシを入れた、この意気込み

は私は買うんですよ。福島市、郡山市はわかりませんが、その力の入れようというも

のが伝わってきます。残念ながら、我が大玉村の場合は、全体の職員の募集の中に保

育士募集が入っている。それも回覧でした。どうですかね、大玉でももっと積極的に、

この保育士募集について、新聞、テレビなどで募集をして、まず保育士確保からして

いかないと、この待機児童の問題には解決の道がないんだろうというふうに思ってお

ります。そういう観点から、村長のお考えを伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   昨年度も、多分過去二度ほど、回覧ではだめだということで、配布で募集のチラシ

を独自に村内には出してございます。今回は、一括してまた保育士を募集したと。実

際は、チラシを配ってくるというのはほとんど効果がないということでございます。 

   ただ今回、大幅に待遇改善をしました。大変な金額になりましたが、何万も急に上
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がった方もおられますし、経験年数に合わせて給料の格付をしまして、毎年少しずつ

ですが、アップするようにしたと。ですから、従来の労働契約とはまるで違う。保育

士と幼稚園の臨時職員のみになりますが、かなりの待遇改善をしたと。 

   やはり必要なところにはお金をかけなければいけないということで、通勤手当も

２キロ以上において出すということで、これは保育所のほうで保育士さんのほうに説

明をしましたらば、保育士のほうも、当然ですが大変喜ばれて、いろんなところに声

をかけていただいているという状況でございます。これも、当然チラシを配るよりも

はるかに効果的なのは口コミ、私も３人ほど挨拶の中で保育士不足をお願いしたとこ

ろ、うちの嫁さんいるぞとか、うちの知り合いが郡山にいるぞとかということで確保

をさせていただきましたので、それぞれ職員も議員の皆さんも、事あるごとにそうい

うことで協力をしていただければということで、それが一番効果的なのかなというふ

うにも感じておりますが、あとチラシの件については今まではどういう自治体でも、

各自治体内でしか新聞折り込みはしなかったんですね。今回、二本松が本宮、大玉に

入れたということですので、そういう意気込みというよりは、今までのそういうすみ

分けがなくなってきたのかなということなので、我々はそういうことについては遠慮

をして、暗黙の形でやってこなかったんですが、これは我々も検討しなきゃいけない

なというふうに感じております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 確かに、チラシを入れたから募集が多くなるかどうかというのはわ

からないわけでございますが、やはりその意気込みというものは買わなくちゃいかん

なというふうに思っております。 

   村長が言われるように、議員もみんなして応援してくれよと、私はそのつもりでお

りますが、しかしやっぱりこれは全国的な傾向だと言えばそれまででございますが、

何とかして、大玉村のこの子育て支援というものは知れ渡っておるわけでございます

から、そのためにいわゆる定住人口、住宅政策が功を奏して人口がふえているんだろ

うというふうに感じておりますので、ぜひとも、やっぱりこの子育てがつまずくよう

では、今後の住宅政策にも影響を与えるんじゃないかなという観点からでございます。 

   二本松のあるお母さんが、大玉のアパートに入りたいと、不動産屋からの情報でご

ざいましたが、保育所の問題で申し込みしたいといったらば、もう満杯ですよと、ほ

かを当たってくださいと、こういう言葉だったらしいですね。そのお母さんは、やむ

を得なくて断念したところでございますが、そういう１つのことについても、人口の

ブレーキがかかるんじゃないかなということも思われるわけでございます。 

   また、これは村内のお母さんでございますが、現在６カ月の赤ちゃんなんですね。

８月には１歳になるので、働きたいんだというふうなことで申し込みをなされたよう

ですが、それはちょっと待ってくださいというようなことを言われたそうなんですが、

いわゆる１歳からじゃないとだめなのか、ゼロ歳児はどうなのか、そういう観点もご

ざいますので、その辺はしっかりと遺漏のないように取り組んでいただきたいという
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ことでございます。 

   今期定例会の監査意見でも、保育所についての提言がありました。「保育所につい

ては、村内１カ所の施設であることからマンモス化している。マンモス化により、い

ろいろな弊害が生じている実態が全国的に見受けられる。分散化も一つの手法である

から、民間の活用も含めて検討されたい。」と、このようにありました。現在の保育

所は、児童が１５０名、ほか職員、保育士３１名と聞いております。合計で１８１名

が、あの保育所にぎゅうぎゅうな状態でおられるのかなというふうに思います。余り

環境がよくない。そういう中では健やかな成長が危ぶまれるんじゃないかなというふ

うに感じておられるところもございます。 

   そこで、これは大山小周辺にも保育所をつくってくださいませんかというお母さん

の声もありますが、分散化に向けて当局はどのように考えておられるか伺いたいと思

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） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   保育所の分散化ということでございますが、今の保育所の状況、確かに１５０名と

いうことでマンモス化をしておるところでございます。できれば、保育所については

民間の保育所の設置が望ましいというふうな考え方も持っておるところでございます

が、今のところ民間で保育所を設置したいというようなお話がない中ではございます。 

   今後につきましてですが、保育所を民間でぜひ設置したいというような話があれば、

村としても支援していきたいというふうな考え方は持っておるところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） やはり分散化、または増設についてはちゅうちょされているように

感じられるわけでございますが、１つには財政の問題があろうかと思います。 

   しかしながら、やはり子どもは宝でございます。大玉村の将来を担う大切な宝です。

また、定住人口促進政策についても、子育て支援がキャッチフレーズでございますか

ら、ここはお金はやっぱりこういうときこそ使うべきかなというふうに思うんです。

それには財政問題云々あろうかと思いますが、思い切って起債をしてまででも施設を

充実すべきかというふうに感じておるところでございます。そのことによって、村民

がどうのこうの反対することはないと私は考えておりますが、思い切ったその施策を、

当局はどのように考えておられるか、もう一度伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えを申し上げます。 

   保育所を２つに分けて大山地区にというお話でございますが、そういう方法も考え

なかったわけではありません。 

   ただし、今言ったように、財政的な問題は当然ございます。これは、半分にして分

割した場合、給食関係とか管理部門は全部、人が倍になります。それから、今

１５０人に対して三十数名の保育士がいますが、分散した場合にはより多くの保育士



 

- 127 - 

 

がかかります。当然、ぴったりでやっているわけではありませんので、若干保育士に

ついても余裕を持って、マイナスでやることはできませんので、そういうことも含め

て、保育士の数が１カ所でやるよりも当然ふえるだろうと、管理部門もふえるだろう

ということがありますので、なかなかそこに今、思い切って財源を振り向けてという

ことに対してもちゅうちょするところでございます。 

   大玉村の特徴としては、村内に私立の保育所がないということが、やはり全部村の

保育所に集中するという一つの要因でありますので、村内に私立の幼稚園ができれば

大変ありがたいということと、入れなかった方が、例えば二本松とか本宮の私立とか

何かに入った場合には、村内に入ったと同じように補助をするという考え方でおりま

すので、そういうことも進めているところではあります。 

   あともう一つは、今進めようとしている平成２８年度中に結論を出します。早い時

期に出してほしいと思いますが、３年保育を実施した場合には、３歳児が全て幼稚園

のほうに移行しますので、ゼロ、１、２、３の４分の１が幼稚園のほうに異動すると

いうことですので、施設的にも十分余裕が出ますし、それから今、包括支援センター

の１室を分所として、３月いっぱいでトイレ等の改修をしますので、施設的にはぎゅ

うぎゅう詰めは解消されるということになりますので、あと１年、できれば２９年に

幼稚園の３年保育の実現に向けて、これも必ずやりますというふうになって、またお

くれると大変申しわけないんですが、それに向かって、どうしてもやっぱり３年保育

を優先して実施すると。これは、保育所をあけるために３年保育をするんだというふ

うに誤解されると困るんですが、幼稚園は３年保育をやりなさいと、望ましいという

のが幼稚園教育のほうの法令での考え方でございますので、大玉村はそれに向けて、

どういう方法があるかということを教育委員会のほうでも既に検討に入っております

ので、そういう状況ですので、新たにもう１カ所つくるということについてはもう少

し、そういうものができない場合等々の情勢を見ながら検討していきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 分散化ということはいろんな問題も出てくるということだと思いま

すが、それもこれも踏まえての私のお願いでございますが、いわゆる喫緊の課題なん

ですね、これは。もう猶予できない。いわゆるマンモス化、待機児童、こういうもの

を今すぐ解消しなくてはならない。それには３年保育とかいろいろあろうかと思いま

すが、それも踏まえながら、ひとつ計画的に、この村民のお母さん方の不安がないよ

うに、ぜひとも進めていただきたいというふうにお願いしておきます。 

   次に、③でございます。 

   大山公民館、築５５年、これ私、若干認識間違っておりまして、築３８年くらいと

いうふうに思っておりました。昭和３８年につくったのかなと思ったらば違ったんで

すね。老朽化し、さきの大震災でも応急工事だけで耐震工事はなさらなかった。これ

はどういうことかなというふうに思っておったんですが、いわゆる耐震構造にはなじ

まないのか、また別な計画があるのか、そういうことだろうと思います。 
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   現在、子どもたちの図書館の利用や、またいろんな防犯協会、交通安全、または高

齢者の団体が利用しております。地域住民もどんどん利用しております。また、選挙

になれば投票所の役割も果たすわけでございます。公民館というものは、地域に根差

した公の名前のとおりの公民館でございますから、やはりこの建物が安心、安全な構

造じゃないとまずいんだろうと、こういうふうに思っております。 

   したがいまして、あの建物を現状のままいくのか、耐震工事をやるのか、または新

たな移転というものも考えているのか、その辺についてお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   大山公民館、大山小学校の脇に敷地があるので、あそこに建築をという期待が地元

にあるのは十分承知しております。 

   ただ、何度も言いますが、箱物についてはやっぱり計画的に順次やっていきたいと

いうふうに考えておりますので、まずは今、取り組んでいるものを完成して、この後、

今言ったように幼稚園の３年保育に向けての整備等についても当然考えなければいけ

ませんし、最終的には大玉村の子育て支援センター、これは有利な財源を今、一生懸

命探しているんですが、なかなか見つからないということですので、そういうものを

見ながら検討していきたいというふうに考えていますので、すぐに整備ができるとい

うふうにはちょっと今、言いかねるところでもございます。 

   築、昭和５４年に建築をして、供用開始は５５年ですかね、それで三十六、七年た

っているところということでございますので、役場よりははるかに新しい建物であり

ますので、耐震性からいうと問題はあろうかと思いますが、とりあえずは鉄骨づくり

ということで、もう少しそれらの状況を見ながら使用していきたいというふうに考え

ているところでございます。いずれ改築はしなきゃいけないというふうには認識して

おります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） いろいろ財政、やることはいっぱいあるんだということで、もう少

し我慢しろということかと思います。 

   しかし、計画的な長期展望に立って進めるということでございますから、あそこは

核となるわけでございますから、住宅もどんどんできてきます、利用度も高まります。

そういう観点から、ぜひとも長期展望に立って計画を進めていただきたいと、このよ

うに考えております。 

   次に、④でございます。 

   公共交通の整備に向けて、検討委員会を立ち上げて２年近く経過すると思いますが、

いろいろと行政報告なんかでも村長が説明されておりますが、その後どのように進ん

でいるのか。先般、副村長のほうから、全員協議会の中でも、夏ごろには何とかした

いという話もありましたが、今後どういう方向性を持ってこれを実現させていくのか

伺っておきたいと思います。 
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○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ２年前に、平成２６年５月にプロジェクトチームを発足いたしました。と同時に、

福島の自治研修センターとの共同調査ということで行っておりますアンケート調査で

あるとか、いろんなモデルケースを視察したり等いたしました。２７年の３月にこの

調査を終了して、その後取りまとめ、分析にかかりまして、昨年の７月、自治研修セ

ンターにおいて報告会を開きました。 

   中身を簡単に申しますと、大体４つの提案をいただきました。この４つの提案につ

いて、今後、若干足踏みをした状態でありますが、４月早々には村内の有識者等を対

象にした検討会を発足させて、この４つの提案の検証を行いたいと。この検証の結果

を踏まえながら、大玉村に合った公共交通、どういうものがあるのか、そういうもの

を試行も含めて対応していきたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ２６年から立ち上げながら、２７年３月から７月にかけて報告会を

終了したということでございます。 

   そういう中で、４つの提案ということで、４月にまた新たに検討会をつくるんだと。

また検討会をつくって、また協議をすると、また先に延びますよね。私は、もうとっ

くに結論が出ているのかなというふうに感じておったんですが。 

   そこで、この中身に触れたいと思いますが、私どもにはさっぱり見えてこないんで

すが、どういう運営システムなのか。例えば村が自前でやるのか、商工会になるのか、

またタクシー会社に全部任せるのか、そういうものも試算されていると思うんですが、

また予算規模については、年間どのぐらい見積もっているのか、そういう中身もあろ

うと思うんですよ。差し支えなかったら、お答え願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ４つの提案ということでいただきました。この中には、既存の広域生活バスの運行

の見直し、そういうものもありますし、それから現在の広域生活バスのルートの変更、

こういう提案もございます。それから、広域生活バスとデマンド型のバス、あるいは

ワゴン車、こういう組み合わせ、いろいろございます。その場合の費用であるとか、

デマンドを頼む場合に交通事業、交通会社、そういうものがいいのか、あるいはボラ

ンティアをもう少し拡充したほうがいいのか、村の外出支援、職員のボランティアで

やっておりますが、そういうものをもう少し大きくしたほうがいいのか、商工会等に

頼みながらやったほうがいいのか、タクシー会社、バス会社、そういうデマンドがい

いのか。その辺いろいろ、費用も５００万から１，５００万ぐらいの範囲の中でいろ

いろあります。 

   あとは、どれだけ利用客が多いか、そういうことも踏まえながら、４つの提案につ

いて、今までは庁内のプロジェクトでやっておりましたが、今度は村内のいろいろ有

識者の中で、これらの４つの中の検証を行いたいと。この検証いかんによっては、大
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玉村に合った独自の公共交通を組んでいきたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） そうですね、その事業体をどこにするかというのも一つの大きな大

事なことだと思います。本宮の場合は、商工会運営ということでございますね。これ

は病院、官庁までが基本だということになっております。乗り場については病院とい

うことで、または夢広場、広域バスにおいては巡回だけ、市内だけということになっ

ていますね。 

   このいろんなシステムがございますが、予算についてはいろいろあろうかと思いま

すが、１，５００万という声もありますが、１，０００万以内におさまるんじゃない

かなと私は思っています。それは、システム料金を全部頼むのと、収入もありますか

ら、２００円とか４００円とか、それを差っ引きますと１，０００万弱になるんじゃ

ないかなというふうに思っています。一番安いのは二本松方式なんですね。これは非

常に、人員のいわゆるオペレーターとかなんかを市の職員が担っているということに

なれば、ぐんと下がるんですね。そういうことからして、いろんな研究余地はあると

思うんですよ。二本松の場合は７６２万ぐらいで上がっているんですね。 

   ですから、いろんなことを想定しながら、やっぱり早目にこれは実行に向けていた

だきたい。村長就任の公約でございますから、ぜひともお願いしたいというふうに思

っております。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。 

   大玉村の公共交通、例えば現在ですと広域生活バスが年間１万人ちょっと、それか

ら福祉バスが現在ではかなり減って年間４，０００人程度、それから職員の外出支援、

そして医療機関の送迎バスと、いろんな輸送手段がございます。それらも踏まえて、

それらとあわせて、大玉村がどういう形の足の確保を図っていって、それなりにどれ

だけ多くの人数に利用していただけるか、その辺も踏まえて、費用対効果も含めて、

あとはその事業体をどうするか、そういうものを含めて、今後半年ぐらいの中で検証

して、その中で検証結果に基づいて、できれば試行しながら大玉村独自の、大玉流の

公共交通をつくり上げていきたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） １つの事例を申し上げますと、大玉に住んでおられた方が、娘さん

高校に上がって、駅までの送り迎えが大変なんだということで、本宮に住所を移した

方がおるんですね。それはほんの一例でございますが、これから高齢化社会、どんど

ん高齢化になってくるわけで、いわゆる自動車の運転免許証の返上、これも大切だと

思うんです、交通事故を起こさないためにも。そうなれば、当然この公共交通システ

ムというのはなくてはならないことになるんじゃないかなというふうに思います。 

   試算すると赤字だということは、当然重々承知です。それが公共交通システムなん

です、インフラ整備なんですね。ですから、損得だけではこれは実行できないです。

その許容範囲は、じゃどこまでは許容なんだかということが大きな大事なことだと思
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うんです。ぜひともそういうことを踏まえながら、今後に向けての実行に移していた

だきたいというふうに思います。 

   以上で質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、７番鈴木宇一君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで、休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時５分といたします。 

（午前１０時５２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時０５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） １０番須藤軍蔵君より通告ありました「福祉、介護の担い手確保に

ついて」ほか１件の質問を許します。 

   １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 議長の許可をいただきましたので、通告いたしております質問を

行います。 

   このたびは、大変皆さんにご心配、ご迷惑かけて申しわけありませんでした。長い

間、お世話になっているんだけれども、議会休んだのは初めてで、大変痛恨の極みで

ありました。あとこれだけ気をつけなければならないなと思っております。 

   １つ目の福祉、介護の担い手関係ですけれども、昨日来もずっとこのあれを見ます

とお話があったと思いますので、あえて繰り返しませんが、こういう時代であります

し、また先ほどの質問者からも、るる丁寧な質問もありました。そういう意味で、今

とりわけやらなければならない課題は明快だということでありますので、とりわけ大

玉だけでもなかなか解決できないのではないかという問題もあると思います。そうい

う意味で、介護の問題も含め、施設なり担い手なりということについての安達管内

での大ざっぱな状況ということについて、わかればお知らせをいただきたいと思いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） １０番議員さんにお答えします。 

   ご質問にあります待機の状況ということで、管内の状況どうなんだというふうな部

分でお答えさせていただきますけれども、福島県のほうで調査をまとめた結果がある

わけなんですが、ただ他町村の状況については取り扱い注意というふうなことになっ

ておりますので、極めて大玉村の数字についてお答えさせていただきたいと思います

けれども、２７年４月１日現在で本村の待機者、特別養護老人ホームの実人数は

６６人、あと老人保健施設の実人数は１２人となっております。 

   また、安達管内ではどうなんだという部分ですが、大ざっぱな数字で恐縮ですが、

二本松、本宮市を含みますと、特老が８３０人、老健、福祉施設で２１０人という

ことで、大玉、本宮、二本松を合わせますと１，０４０人というふうな数字になりま

す。 
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   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれお話ありましたように、そういう人数になるということ

で、先日そういう広域関係の人に聞いたらば、そういうことについては一応あだち福

祉会のほうにお願いしてあるので、あだち福祉会が大体所管しているんだということ

で、あだち福祉会のほうでは、今あるやつについてやるということであって、新たに

どうとか、これからの対策がどうとかということは考えていないということになると、

これ一体どこに話すればいいのかなということになるわね。当然のことながら、我が

首長に俺は言うしかないということになるわけですね。２０２５年は言うに及ばずそ

ういう状況でありますし、同僚議員の中でもこれはこのままではしようがないから何

とかしなくてはならないなという話にはなっているので、いずれもっと具体的に今後

いろんな形でお話はしなくちゃならないなと思っておるんですけれども、安達広域の

中でこういう介護の担い手の問題、これ施設はつくっているけれども、担い手がいな

いということになると、ああいう大変な事故というか、ああいう事件も起きたりとい

うことで、いかに介護の問題が厳しいかということも含めながら、介護ばっかりでな

くて、今度どんどん年とってからの施設の問題とかということが問われるわけで、

我々はもう既にそこはクリアして、ずっとそっちに逝ってしまう時代だからあれだけ

れども、その後に来るのはちょうど村長の時代だね、まさにそこら辺も含めて我が

事と受けとめて、ひとつ村民を代表してこの考え方をお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   これも保育所と同じように待機者が出て、しかも施設が少ないところにあわせて介

護を担う担い手もいないということで、今、八方塞がりの状況になっているというふ

うに感じています。そのあげくに、国は地方創生で高齢者を都会から田舎へというこ

とで、どうやって受け入れるんだと、こういうことでございます。 

   ですから、これは基本的にこの高齢化に対しての責任は、国・県が持つべきだとい

うふうに考えています。大玉村がこれを解決するのには、余りにも荷が重過ぎるとい

うふうに考えていますが、村が担うものと国・県が担うものというのはやはり明確に

分けて考えていかなければいけないというふうに考えています。 

   施設の面については、やはり国・県のタッチがなければ、かなり難しいだろうとい

うふうに考えていますので、あだち福祉会のほうは、今現在運営している高齢者施設

のほかに新たに計画はありません。本宮、二本松には民間のそういう計画があるよう

でございますので、今、頼りになるのはやはり民間の社会福祉の法人がそういう施設

をつくっていくということが一番の頼りなのかなというふうに考えています。これは、

安達管内の首長、共通認識として何とかしなきゃいけないぞと、大変だぞという共通

認識は持っているところではありますが、なかなか自治体としてこれに取り組むのが

難しい状況でございます。福島介護福祉専門学校、二本松にありますが、８０名定員
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に対して、今は四十数名しかいないと、半分でございます。ですから、定員に満たな

いどころではなくて、学校の存続自体が危ぶまれるような状況、これが大変、そうい

う状況の中で苦慮をしているというのが現状で、大変行政としても施設に関しては手

詰まり感を感じている、何とかしなきゃいけないぞという認識は持っていても、なか

なか解決策は見出せないという大変悩ましい状況に、現在おるところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 最後は、なかなか歯切れのいい答えにはならなかったのかなと、

それがまさに容易でない状況だということでありまして、国にも特に地方創生という

からには、そこら辺を一番にやってもらいたいというふうに思うわけだし、村長の施

政方針の中でも経済政策や復興に向かっての経済的な対策に期待が大きいものがある

と言われていますが、全く期待してはならないというふうに思っていますし、消費税

も上げられるし、農業問題もこういうＴＰＰもあれですから、その点では村長とはち

ょっと意見が違うなというふうに率直に思っております。 

   したがって、地方創生などについても、既に戦略なんてよく言われるけれども、大

玉村の戦略なんていうのはもうとっくに決まっていると思うんですね、言われなくた

って。これも施政方針でも言っているように、農業だし、今言った超高齢化問題だし、

介護だし、学校教育だし、それから何よりも４号線沿線の活性化に向けた都市マスの

プランだの、そういうことが大きな中身だということでありますので、そういう中身

をしっかり捉えていくことが大事なんだなということで、次の質問をいたします。 

   村長が就任してからも、「みんなで支え、みんなでつくる大玉村」ということを強

調されておりまして、非常にキャッチフレーズとしてはいいのかなと思いますが、具

体的に言うと、例えばこういうことがいっぱいあると思うんです、しゃべれば１時間

も２時間もあると思うんですけれども、例えばこういうことなんだということがあれ

ば、１つだけお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   「みんなで支え、みんなでつくる協働の村づくり」ということでございますが、行

政だけで全ての住民の需要に応えるのは現実的には不可能です。財政的にも人的にも

難しいということですので、村づくりの基本は住民には住民、行政は行政、それぞれ

の分野でできることで村を支えていただいて、自分の住む村、いい村をつくってい

ただくのにご協力をいただくということがベースになるというふうに考えておりま

す。 

   今後、高齢化に向けて、少子化というのはこれなかなかとめるのが難しい状況で、

１．８という数字は出ておりますが、現実的にふやしていくのはかなり厳しいのかな

というふうには感じていますが、これについてはいろいろ施策を講じておりますが、

高齢化はこれから超高齢化に向かって進んでいくということですので、例えば１つの

例としては、ひとり暮らし老人とか高齢者とか、それから老老世帯等がどんどんふえ
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ていくと、そういう中で、行政が全て日常的に、孤独死とかいろいろそういう関係と

かも含めて、日常的に見守るのがやはり困難であろうというふうに考えていますので、

地域がそういう地域の高齢者などに、ひとり暮らし、虚弱高齢者について見守りをし

ていくと。介護までやってくれと、これは理想ではあります、ある程度お手伝いをす

るとかというのは理想でございますが、ここまで来たら行政に連絡をして、行政のほ

うできちっと介護をするというような、もしくはいろんな今、福祉関係の団体もござ

いますので、そういうところで対応する、もしくは遠くに離れている家族が対応する

とかというようなことになろうというふうに思っていますので、まず１つ挙げれば、

高齢者の地域での見守りというのは、これは２０２５年に向けてシステム化というか、

全村的に体制としてやはりつくっていかなきゃいけないのかなというふうに考えてい

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   今、そういうお話をいただきました中で、私なりにもお話を申し上げて、村長の考

えなり対応を伺います。 

   まず１つは、農業政策の中でも、昨日来もいろいろるるあったかと思いますけれど

も、国にあっては集約化とかさまざまなものが言われていますし、それはそれとして、

選択肢の一つとして、それを選んでやっていくということも大事でありますし、また

同時にそうでない人もたくさんいますね。 

   １週間ほど前、私、用があって東京まで鈍行で東北本線を４回ぐらい乗り継いで行

ってきましたが、そこをずっと東北本線は昔の町々をつないで走っているものだから、

田んぼ、畑、みんな宇都宮以北はまだまだ田んぼがありますね。その中で、この辺は

集約になるのかななんて見たり、その同意はなじょすんだべななんて見たり、まだま

だ集約にならないで暮らして、何かしら工夫をしてやっていくんだなというところが

いっぱいありますね。そういう、あと昨日あたりは原瀬あたりで２畝歩や１畝歩くら

いのところに暗渠して竹殻入れて埋めている人もいるし、まだまだそんなことは関係

なくやっている人はいっぱいいるから、これ農業はまだまだＴＰＰでこうなったって

さすけねなというふうに思いましたが、だからこそ、去年、村が独自に機械導入で共

同購入の申し込みとったら７７人ですか、実績として２１組だと、３，５００万、こ

ういう事業、やっぱり相当村でやる独自の、その何のしがらみもない村の予算という

のには魅力あるのかなというふうに思います。なかなか、そういう枠がないものの予

算というのは少なくなってきたんですね。泳ぐ幅が狭くなる、自主財源が少ないわけ

ですから。そういう中でも工夫して何とかすると。 

   それからハウスについても、７件なり８件の応募があってつくったということであ

れば、やっぱりそれなりの努力をしてやりたいという人はいるんだなということであ

りまして、そういうものにやっぱり国から来るいろんな政策誘導については、それは

それとして、やる人は積極的にそれは受け皿を対応してやりながら、そうでない人に
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対するところの取り組みというのも、やっぱりしていくというのが大事なのかなとい

うふうに思っております。そういう意味での独自の財政がだんだん少なくなる中での

取り組みというのも１つは大事だなというふうに思っております。 

   それからもう一つ、この独自の事業という面では、一方においては福祉とか今言っ

た教育、社会保障については、これはしっかりときちっとルールにのっとってやって

いくということも大事でありますけれども、同時に、何でもかんでもじゃ村の予算で

できるかというと、正直言ってできないものもたくさん今、出てきているわけですね。

そういう意味の中で、村民の皆さんにどのような理解をいただきながら事業が展開で

きるのかということがあると思うんですね。 

   例えば、詳しくこの前、前回ですか、お聞きした松くい虫のお話も聞きましたが、

非常に一生懸命事務方のほうでは努力して、危ないところ、そこのところといろいろ

やって大変な取り組みしたというのを、地図におろして、その状況を見せてもらいま

したが、それも限りある財政の中で、松くい虫は私、わからなかったんですけれども、

枯れちゃったやつはだめというのもあるし、枯れたやつだけやりなさいというのもあ

るし、三つか四つになっているんですよね、事業が。それによって使い方も違うよう

でありますが、いずれにしてももう一つはどっちかというと俗に言う山入りと言われ

るほうに向かったほうからは対象になるけれども、村の中心部のほうに向かったほう

の木はその対象にならないというようなこともある中身もあるというようなことで、

むしろ危険にさらされているところがすぐに対応できないというような縛りもあると

いう事業、さまざまな事業があるようでありますが、いずれにしてもそういうものを

クリアしながら、もういち早くこれを対応するのには、やっぱり何ていうんですかね、

縛りの金は縛りの金で使いながら、村で後から追加、追加でいつも、３回ぐらいは補

正しているんですね、松くい虫。それについてはやっぱり有効に使えるように少し線

引きをして、老老世帯はともかくとして、自分の財産でもあるということも含みなが

ら、何かいい方法、早い話が３分の１なり４分の１、その持ち主にも負担してもらう

というような、そういう方法をご協力いただくということが求められるのではないか

と。そうでないと、全部危ないぞ、あそこ切っておけよなんていう、そういういかに

もそうではなくて、一緒に危ない、やんねど危ないよということの、そういうような

方向に、いろいろ線引きは難しいと思うんです。何だ、そっちの事業はそうやってこ

っちはだめとかなんてあると思うんですけれども、そこはやっぱり相当時間がちょっ

とほしいと思うんですけれども、１年ぐらいじっくりかけながら、やっぱりそういう

ものを具体的に実際進めていくとすれば、そういう方法を今後考えないと進まないと。

予算がないのでということで終わるということではないような取り組みができないも

のか。そういう意味で、その２つの点について、村独自の先言ったそういう助成のさ

らなる充実と、あるいは一方において、そういうものに対するところを村民の皆さん

にも理解いただくという、そういう両方を考えながら、私はそういうものも一つのと

もに支えるということになるのではないかなというふうに思ったものですから、そこ

ら辺、村長としてのそういったことに対するところの見解をお伺いします。 
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○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   農業関係、受託農家の規模、約２００町歩の受託農家がいる。８００から

１，０００ぐらいの数字の中での二、三割ということで、７割の農家は今、現時点で

は兼業農家、小規模農家が担っているということになりますので、やはりこれから大

規模農家の育成というのは当然、それからあと農業生産法人の育成支援というのもこ

れから力を入れてまいりますが、兼業農家というのは依然として村の大規模な面積の

維持に努めていただいておりますので、今回もその辺もあわせながら、兼業農家も専

業農家も大規模農家も農業が継続的に、持続的農業経営のために機械の購入等につい

ての支援をさせていただきます。 

   それから、米作単作地帯からの切りかえというものに対してのハウスの補助という

ことを今、させていただいているところでございます。これは、今、１０番議員さん

言われたように、村から助成をすることによって、村の農地を守っていただいて、継

続して米作なり野菜づくりをやっていただくと。これは逆に言うと、それをやること

によって村を支えていただいているというふうになるんだろうと考えております。 

   それから、松くい虫の関係につきましては、一部の全て、今、物すごい数になって

おりますので、全て村が対応するというのはできないということで、今回も予算措置

をさせていただいたのも少ない金額の予算措置になりますが、何分の１か負担をして

いただいて切るということは、今、自分で切ってくださいというものに対して逆に言

うと助成をするという形にもなりますので、その辺については少し時間をいただいて

というか、余り時間はありませんが、ある程度早急に結論を出さなきゃということで、

その辺の状況については担当のほうからこのあと答弁をさせたいというふうに考えて

おります。 

   限られた財源でございます。財政的な数字はずっと健全だというふうにやってきて

おりますし、数字的には公債費率等についても健全な数字の範囲内におさまっており

ますので健全ではありますが、数字が健全なのと財政的に豊かなのというのはこれは

別次元の話でございますので、４０億弱の通常の一般会計の予算の中で物事を行って

いかなきゃいけないということになると、やはりその都度、その都度、最も有効であ

るというものに対して選別をしながら予算を執行していきたいというふうに考えてお

ります。それが、逆に村を支えていただくことにつながるのが、やっぱり大切だとい

うふうに考えております。 

   以上です。 

○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。 

   前段のほうは、村長のほうから答弁されたとおりでございます。松くいに関して、

若干ご説明をさせていただきたいと思います。 

   松くいに関しては、１０番議員さんご指摘のとおり、昨年度２７年度については当

初予算において危険木伐採等である程度措置をさせていただいたんですが、補正ある
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たびに松くいの予算が少なくなるということで、その都度、補正をさせていただいて

対応しているところでございます。 

   しかしながら、私どもで把握している全てについて対応が完了しているわけではご

ざいません。基本的には、例えば道路のすぐ脇にありまして、もうとうに枯れてしま

って、風とか風雪とかそういったもので倒木の危険があると、例えばそこを通行した

車なんかに当たった場合、かなり大きな事故になるのではなかろうかと、あとは民家

の近くにあって、倒れたらば被害が及ぶと、そういった緊急的にやらなくちゃならな

いところを優先的にやってきた経過がございます。それでもなかなか追いつかないと

いうのが実態でございました。 

   今回計画しておりますのは、基本的には山にある松、いわゆるこれ樹木全てでござ

いますが、個人の所有物でありまして、言いかえれば個人の財産であります。財産に

つきましては、所有者みずからが善良な管理をしなくてはならないと、こういう義務

を負っていることはご承知のとおりかと認識してございます。幾ら予算を措置しても

追いつかない実態の中から、これを脱却するのにはどうしたらいいかという部分で考

えました結果、従来どおり公共施設に被害が及ぶような場合は速やかにやらなくちゃ

ならないという部分は行政のほうでやるとしても、そうでない部分については所有者

さんに一定の負担をいただきながら、ある一定の補助をしていきたいというふうなこ

とで、今回の予算にも計上させていただきました。 

   ただ、これを進める上で、かなり反発も予想されるところでございます。私どもの

ほうで意図している考え方が皆様に浸透していくように説明をしながら努力していき

たいと思っていますし、なかなか対応に苦慮する部分もあろうかと思いますが、その

ときには議員の皆様のご理解をいただきたいというふうにお願いを申し上げておきた

いと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれご努力をされていることに敬意を表したいと思います。 

   ああいうふうに１，０００本もあるんだというふうに図面化されると、せっかくや

ったやつが、これがどこまでできたかということがちょっと出てこないと、仕事やる

気もなくなってくるだろうから、少しそういう意味でも目に見えるような対策が進む

ようにぜひお願いしたいし、村民の皆さんにもご協力いただくように、より一層のお

願いをしたいと思います。 

   次に、村事業の施策の報告なり説明といいますか、その最大の説明なり、あるいは

協議は議会ですけれども、そのほか村では条例に基づく審議会とか、それとかかわり

ないさまざまな協議会とかいっぱいあるから、そういうものに十分諮って答申をいた

だいたから全てご理解をいただいたというようなことでの進め方になっているかどう

かは別として、そういうものがたくさんあるわけでありますけれども、やはり住民の

皆さんに丁寧に、例えばこの３月なら３月、一応議会がこういう形で議論を尽くして

こうなったということであれば、要請があれば、例えば村長なり副村長なり、あるい
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はどなたでも結構ですから出向いて説明をする、あるいは要望を聞く、こういうこと

も大事な仕事かなと思います。一昔みたいに、ずっと全部そろえて、各課長とかが行

って、さあどこからでもどうぞと言われても、なかなか向こうは５人くらいしか集ま

らないで言われても困ってしまう。そうでなくて、やっぱり一人二人ぐらいしか来な

くて、そしてあと行政区の補助員というんだっけか、そういう支援員、そういう皆さ

んが来てくれて、そしてちっとおめさんがたの話聞くからというようなことで、ちょ

っと弱いふりもしていただいて、うんと住民の皆さんが偉くなって、俺やらなきゃだ

めだというの出てくると、それちゃんとチェックしておいて、後で活用させてもらう

とかあると思うんです、いろいろ。だから、やっぱりとにかく意見を聞く、あるいは

苦情も聞くというようなことも、私は一つのさっき言った支えるということに寄与す

るのかなと。実際、４月になったらぜひこれやってみたいなと思っているところなん

ですけれども、支援員のそういう皆さんといろいろと取り組みをしていくということ

も、結局はこういう小さい村だからこそ小回りきいてできるいいところでありますか

ら、そういうものを生かしながらやっていくということが大事だと思うんですね。 

   したがって、村長都合悪ければ誰でも、１人でもいいので来ていただいて、お話を

承りたいなというふうな考えを持っているんですけれども、そういうことをやろうと

したときにはどうなのか、そこら辺はどうですか、村長あたりですか、考え方があれ

ば、そういうことに対してのお答えをお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） １０番議員さんにお答えいたします。 

   村としましても、かつては村長以下、幹部職員が並んでというふうな、そういう懇

談会もございました。今、１０番議員さんがおっしゃるのはそういうことではなくて

というような話でございます。 

   今、村では行政支援員、各区に４名、５名前後配置しております。いろいろ話を聞

きますと、区長さんを初め地元の方と協働の除染作業をしたりとか、いろんな総会資

料の作成とか、やっているというふうにお聞きしております。そういう形で、行政支

援員あたりの制度を弾力的に活用しながら、あと私でよければ私１人でも伺いたいと

思いますし、そういうような形でお話を聞いたりするのは大変結構な機会だと思いま

すので、ぜひ前向きに検討させていただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ積極的なご答弁をいただきまして、ありがとうございま

した。 

   活力ある村づくりに向けた取り組み、そして村長が言うみんなで支えるという観点

からして、大事な視点かなというふうに思います。 

   今回、私は原稿を準備しなかったので、あちこち聞きづらい点があったかと思うん

ですけれども、ご答弁をいただきましてありがとうございました。 

   以上で終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 



 

- 139 - 

 

   ここで昼食のため、暫時休議いたします。再開は午後１時３０分といたします。 

（午前１１時３８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、議案第１号、平成２７年度大玉村一般会計補正予算の専

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。５番。 

○５番（押山義則） 専決処分の中で、７ページの水稲育苗プラントの改修補助、これの

全体事業費とその補助率、それからその補助率を決めた根拠を伺いたいと思います。 

   それから、その下の除雪料、これまでの実績、幾らほどかかっているのか、それを

伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   育苗プラントの事業費でございますが、総事業費は５６３万７，６００円でござい

ます。 

   次に、補助の関係でございます。補助につきましては、村の補助金交付要綱がござ

います。そちらの中で、水田農業構造改革対策事業の中で、土地利用型農業活性対策

事業という部分で、農業協同組合が事業対象になってございます。額につきましては、

予算の定めるところによるということでございますが、３分の１ということで実施さ

せていただいております。 

   それから、除雪の件でございますが、現在までの除雪の支出の金額は、６８４万

７，０００円程度になってございます。 

   以上です。 

（「何ですか」という声あり） 

○産業建設部長（舘下憲一） ６８４万７，０００円程度でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「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。 
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   よって、これより議案第１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２号「大玉村行政不服審査会条例の制定につい

て」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） 大玉村行政不服審査会条例。以前にもこのようなことがあったよ

うな気がしますけれども、法改正で新しくこうなったのか、その辺を確認したいと思

います。 

   なお、委員５人とあります。この５人を想定される委員はどのような方を想定する

のかということと、例えば裁判員みたいに、この住民の立場からのそういうふうな選

任はないのか。その辺も含めて委員の想定される、予想されるメンバーの説明いただ

ければと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 今回の行政不服審査会の条例関係でございますが、行政不服審

査法が５０年ぶりに見直されたということで、趣旨に制定、第１条に規定します行政

不服審査法の８１条第１項によって設置が早々に義務づけられたということで設置す

るものでございます。 

   また、５名の委員の、どういう方がということでございますが、現在、事務局で想

定していますのは、大玉村情報公開等審査委員会、弁護士等で設置されている審査会

が５名でございますので、それらの方にお願いできないかということで考えていると

ころです。その中には、弁護士の先生とか、あと住民の代表の方も選任されておりま

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。５番。 

○５番（押山義則） 今ほどの総務部長答弁ですと、この委員はこの地域性とか、そうい

うものも鑑みまして、この選べる範囲、村民はもとよりでございますが、どの範囲ま

で大きく捉えていらっしゃるのか。特定の方の資格とか何かといいますと、なかなか

村内だけでも充足できないような感覚がありますが。よろしくお願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員にお答えします。 

   情報公開と行政不服審査委員会の委員５名の選任の関係でございますが、５名の

方々については、弁護士の先生とか、あと大学の先生とか、あと住民の代表の方とい

うことで選任する予定でございます。 

   範囲でございますが、村内に限定せず、弁護士の先生でございますので、近隣の弁
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護士の先生とか、あと大学では福大の先生とか、そういう方と、あと村民の代表の

方々ということで言おうとしている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。 

（「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２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３号「大玉村行政不服審査法関係手数料条例の制

定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） 第３条の手数料関係で、附則の部分で少しお聞きしたいと思いま

す。 

   複写機により、この用紙、白黒だったら通常どおりの、例えばセブンイレブンとか

その辺と比べていいのかなと思いますけれども、なぜ、このカラーが１枚１００円な

のか。例えば、セブンイレブンだと私、勘違いしているかもしれませんが、５０円。

隣の商工会だと３０円ですよね。私があるとき、役場に頼みたいと思ったら１００円

とかと言ってびっくりしちゃって、これではと思って、自分のコピーでやるかななん

て思いながら退散した経過があります。ですので、この１００円の、すみませんけれ

ども、根拠なるものをよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ８番議員にお答えします。 

   別表の関係でございますが、白黒の場合は１枚１０円、カラーの場合は１００円と

いうことで規定しておりますが、カラーの場合は、いわゆる今ほどコンビニの料金等

もありましたが、一定の維持するのにリース料とかそういうのも換算しながら、庁内

で行っているカラーの雑入等でいただく部分が１００円でございますので、それに合

わせて今回１００円と規定させていただくものでございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 
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（「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３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４号「行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整

備に関する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） 第２条関係の、この１６条の２です。新しい審理員の指名に関する

規定の適用除外ということがございますが、その１６条の２の中に、不作為に係る審

査請求については適用しないということでなんです。この不作為という文言なんです

が、やることをやらないということなんですよね。なすべきことを積極的にやらない

ということで出ておりますが、私は虚偽のほうはいいのかなと思うんですが、これは

どういう不作為という捉え方なのか。書類が不整備という意味なのか。その辺につい

てお尋ねをします。 

○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。 

   第２条にございます１６条の２の不作為についてのご質問でございます。 

   この不作為の法的な位置づけについてでございますが、不作為とは、法令に基づく

申請に対して何らの処分をもしないことを言うというふうに規定をされております。

これは、例えば住民の方から審査請求が上がった、そういった事件に対しまして、行

政側が何の処分もしない、そういった場合が、この不作為行為というふうにみなされ

るというふうな解釈がされております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 要するに、行政の怠慢ということですか。その場合は適用しないと。

しかし、それでは、申請した方が、これはどうかなと思うんですよ。行政側が不作為

ということであれば、それはおかしな話なので、その辺、もう一度説明を。 
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○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） 大変失礼をいたしました。 

   不作為についての用語の定義についてご説明をさせていただきましたが、この

１６条の２の、そもそもの条文の趣旨を、ご説明しませんと内容のほうは伝わらない

かと思います。見出しのほうにございますとおり、審理員の指名に関する規定の適用

除外というのが、この全体の条文の見出し説明になります。 

   今回の、行政不服審査法の改正によりまして、今まで不服の申し立てがあった場合

に、行政がその処分、裁決をしておりました。今回の一部ではなく全部見直しになり

ます、法そのものが。その中で改正されましたのが、まずは審理員の設置ということ

になります。これは、審理員といいますのは、その請求の事案を担当した職員以外の

職員を、長がまず指名をしまして、その指名を受けた職員が、裁判で言いますれば公

判前整理ですか、請求案件の精査、そういったものの過程を全部調査をかけるのが審

理員の役割になります。 

   この不作為、行政側が今、怠慢というふうな表現もございましたが、請求に対して

何らの措置もとらないで放置していた、これについては、審理員を立てることなく審

査会のほうに直接村長が諮問をして答申を受けるということで、職員がやったことで

すから、それに対して、また職員が審理をするということを除外する規定の設置でご

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。 

（「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４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６、議案第５号「大玉村行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用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。５番。 

○５番（押山義則） この条例の改正なのでありますが、これによって該当する事例、こ

の中のうしろに上がっているのですが、ある程度具体的な例を示していただきたい。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   具体的例示ということでございますが、まず本文のほうの概要につきましては、今

回４条の１項、２項を加えさせていただきました。これは法に基づきまして、９条

２項のほうで、条例で定めるという事務がございます。これは、法定事務というのは、

以前１２月の議会でご答弁を申し上げました１４の項目がございます。それ以外で、

市町村がそれに類似した事務の中で、独自に番号の利用を可能とするのが９条２項の

法で定めた規定になっております。これらを今回別表、後ろ２ページをごらんいただ

きたいと思いますが、別表第１の中で、１、２、３とございます。１つ目が、子育て

支援医療費助成に関する条例による医療費の給付に関する事務。２つ目が、重度心身

障害者医療費の給付に関する条例による医療費の給付に関する事務。３つ目が、ひと

り親家庭等医療費の助成に関する条例による医療費の給付に関する事務。この３つの

事務を村が定める独自利用事務というふうに位置づけまして、まずは別表のほうで規

定をさせていただきます。さらに、これらの事務に係ります庁内連携事務、これを別

表第２のほうで規定をさせていただいております。 

   それが機関、事務、さらに右側に特定個人情報というふうに記載をさせていただい

ておりますが、まず１つの例ですと、一番上の子育て支援医療費助成に関する条例に

よる医療費の給付に関する事務に当たりましては、庁内連携により利用しますのが地

方税関係の情報、その下にありますのが、住民基本台帳による住民票関係情報。これ

ら２つの事務を村独自の事務として、さらに庁内連携を図って中のシステム内で情報

をそれぞれ利用させていただくというのが、今回、条例を改正させていただきます概

要になっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 大体、そのとおりかと思いますが、いわゆるこの子育て、重度心身、

ひとり親、いわゆる個人情報、いわゆるマイナンバーかなと思うんですが、この利用

範囲を特定するということで、地方税法と住民基本台帳に限り、引用をするというこ

とでよろしいですね。それ以外はやらないと、引用しないということですね。確認し

ておきます。 

○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。 

   これは、あくまでも庁内連携による情報の共有といいますか、利用になります。今

後、２９年７月からは情報提供ネットワークシステムが利用可能になってきます。こ

れは庁内のみならず、村外、他の地方公共団体、福島県でありましたり、近隣ですと

本宮、郡山、二本松、そういった地区との公共団体間の情報の提供が可能になってま
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いります。そういった中にありましては、例えばこの庁内連携で規定しました以外に、

生活保護情報、こういったものは大玉村では基本的に情報は持っておりません。これ

は、県の固有の事務になっておりますので、仮にそういった事務の情報が必要だとい

うことになれば、総務省が設置管理します情報提供ネットワークシステム、そういっ

たものを利用して情報をいただくと。これは当然、村が申請をしてシステム上許可が

あって初めて利用可能になりますが、そういった場合につきましては庁内連携以外の、

村が固有の情報として保有しない情報につきましては、そういったシステム間の利用

に移行するという形になってまいります。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） そうすると、ここで言っている地方税法または住民基本台帳法、こ

れ以外にも、いわゆる県とかいろんなつながりの中ではこの情報交換があり得るとい

うことですか。それでは、この条例の意味がどうなのかなと思うんですが。ここは、

地方税法と住民基本台帳に限定して、この条例にうたっているとおりやるべきかなと

思うんですが。もう一度、お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   今回、議案第５号で条例の改正をさせていただきますのは、先ほど申し上げました

とおり、法定事務以外で、法で位置づけられております類似の事務、これを独自利用

事務ということで、法でも規定をされております。それを今回条例のほうに改正で加

えるわけでございますけれども、これはあくまでも、まずは村の独自利用事務、さら

に別表第２におきまして、その大玉村が情報として保有します情報の中で、必要とさ

れる情報、これを庁内連携によりまして、例えば健康福祉課がこの事務を取り扱う上

で税務課が保有する税情報。住民基本台帳は住民生活課ですから、健康福祉課と住民

生活課の間でこの情報の提供を受けるということで、あくまでも大玉村役場の中での

情報になります。これは教育委員会になりますと、また機関が別になりますが、この

中での情報の提供を可能にするための情報の条例でございますので、これが情報提供

のネットワークという、今度は自治体との情報提供になりますと、また、これは法律

のほうでさらに位置づけがされておりますので、それについては、この条例の中に位

置づける必要がございません。そういった意味で、独自利用事務の連携に関する条例

だけの今回は改正ということになってまいります。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「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。 
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   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５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６号「大玉村固定資産評価審査委員会条例の一部

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。 

（「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、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６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８、議案第７号「職員団体のための職員の休暇に関する条例

等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。 

（「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、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７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９、議案第８号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償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。 

（「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、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８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、議案第９号「大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及

び費用弁償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。５番。 

○５番（押山義則） この議案第９号、それから１０号、１１号にも共通することなんで

ありますが、最近の、近ごろの社会状況に鑑み、近隣自治体ではこの条例と同様の条

例内容を否決するとかされる状況にありますが、これ他市町村の状況をどういうふう

に把握されておられるか、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。 

   他市町村の状況ということでございますが、近隣で申しますと、二本松市では臨時

議会でこれらに関係する条例案を上程しましたが、否決という情報が入っています。

それ以外の市町村については、ほとんどが今回３月の提案ということでございますの

で、情報は入っておりません。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   結局、これの提案されたところでは、近隣のところで二本松市議会では否決、事情

は近隣の社会状況から鑑み、公務員がこういう形で先駆けて給料のアップを図ること

はいかがなものかというような内容で否決されたと伺っております。その辺、改めて

村長はそういう状況をどういうふうに考えておられますか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 



 

- 148 - 

 

   これについては人事院勧告、県の人事委員会も勧告をしているということで、従来

どおりに国・県の調査、検討の結果の勧告でございますので、これは上程をさせてい

ただいたのは妥当なものだというふうに考えておりますし、二本松の事情はわかりま

せんが、県内的には、本宮等の情報をお聞きしても、可決されるのかなというふうに

感想は持っているところでございます。上程したからには可決をしていただきたい。

よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） 要するに、村長が提案されたものは、これは我々にとってもあり

がたい話だが、しかし、よく村の状況ですね、基幹産業である米がこれだけ低迷して

いると。これは大きな問題ですよ。そういう中でですね、やはり我々議員だけが報酬

を認めるということは、私は容認できないと、私はそのように思っている一人であり

まして、やはり大変な状況の中で、やはり我々が示して、我々がこれ決めることなん

ですから、決められることなんですから、そういうことで、私はこのことに対しては

反対をしたいと存じます。 

   同時に、村長はどういう考えで、同じことを回答するんだろうから、何はともあれ、

これに対しては、私は容認できないという一人であります。あと、その先に進めてく

ださい。 

○議長（遠藤義夫） 質疑ございませんか。 

（「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。９番。 

   異議がありますので、これから討論を行います。 

   原案に対して、まず反対者から、続いて賛成者との発言を交互に発言を許します。 

   まず、原案に反対者の発言を許します。９番。 

○９番（佐原吉太郎） 議案第９号に対して、大玉村議員報酬、期末手当及び費用弁償に

関する条例の一部を改正するということで、村長が提案されましたが、今、村が一番

大事なことは、基幹産業である米がこれだけ低迷していると。これはやはり、村民

の目線からいえば、決して我々だけが報酬を上げてという考えにはやはりなれない

と、私は、そういう思いで、この提案された案件に対して反対討論をしたいと存じま

す。 

   そういうことで、先ほど申しましたが、非常に村も米がとにかく１万台と、ちょこ

ちょこだという中で、もちろん税制もこれは農家からは上げることもなかなか難しい。

そういう低迷する中で、それは人事院勧告であろうが何であろうが、我々議員がここ

で決めることができるんですよ。やはり、村民の目線で、常に我々はそれを大事にし
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ながらやっていくというのが議員の立場であろうと思うんですよ。そういう目線を大

事にしながら、我々は大事な大事な皆さんの税金の中で報酬をいただいておるわけで

ありますから、そういうわけで、この提案されたものに対しては私は反対したいと存

じますので、各議員の皆様方には、やはり村民の目線でよく検討いただいて賛同願い

たいと存じます。 

   そういうことで反対討論を終わりたいと思います。ご協力よろしくお願いしたいと

存じます。ありがとうございます。これで終わりたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 次に、原案に賛成者の発言を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） 原案に賛成の立場から討論を行いたいと思います。 

   今、国のほうにおかれましては、いわゆる人材難ということで、いわゆる有効求人

倍率、これが県内においては１．４８、東京においては１．８８、非常に福島県も高

い状況でございます。いわゆる民間との行政の格差、今、人材が民間に流れている。

非常に高い状況でございます。行政はずっと今まで何年間も給料を抑えられてきた、

そういう観点もございます。そして、政府の進めているいわゆる物価上昇、これを内

部需要に振り向け、積極的な、国が推し進めているデフレ脱却、こういう観点からし

ても、この値上げに対しては人事院勧告のとおり妥当だというふうに私は感じておる

ところでございます。したがいまして、この条例案に賛成するものございまして、議

員の方々の皆さんのご賛同を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） ほかに討論はございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） ただいまの議案に対しまして、賛成討論の立場から、賛成という

立場で討論させていただきます。 

   今の賛成討論とは別の角度から意見を述べたいと思います。 

   昨年、我々、村民の代表、その選挙がありました。いずれにしましても、そこで一

番私が感じているのは、議会に対する信頼のなさ、薄さです。ですので、私の今、議

会の行動理念は議会の活性化、いかに村民から信頼されるか。そういうことであれば

値上げ云々ではなくて、議会そのものがしっかりとした活動をしなきゃならない。そ

のためにも、やはりこの値上げ云々ではなくて、まさに議会がそれに値する、そのよ

うな議会になるべきだなとして、きょう、その参考意見を皆さんにちょっと資料を渡

したとおりであります。ですので、この議案第８号が、９号、１０号と関連してきま

すので、いずれにしましても職員も含めて、我々議会、行政が一体になってこの難局

を乗り切っていくと、そのためにはやはりそれだけの報酬をいただきながら、それ以

上の活動をすると、活躍をすると。そして、しっかりと村民の期待に応えると。それ

が私の賛成するゆえんでありますので、その点をご理解いただきながら、賛成をよろ

しくお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかに討論ございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 反対の立場で討論させていただきます。 
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   私は、今回のこの提案された議案第９号 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用

弁償に関する条例の一部を改正する条例についての提案に対して、反対する立場で討

論させていただきます。 

   この提案理由が人事院勧告で決定されたものに従うものは、それは十分理解してお

りますが、今回の提案の中でもいろいろ示されているとおり、保育所の待遇改善とか、

それから社会福祉協議会とか何かの待遇改善なんかも、今回の議案の中に含まれてお

られると思います。私としては、結局、そういうものを策定されてから、それからこ

の提案なされるべきかなと思っております。そういう意味で、もう少し時期を踏まえ

た提案をしていただきたいということの意味で、そういった意味からの反対でござい

ます。賛同願います。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） ほかに討論はございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） これで討論を終わります。 

   これから議案第９号を採決いたします。 

   この採決は起立によって行います。 

   議案第９号を原案のとおり決することに賛成の方の起立を願います。 

（起立多数） 

○議長（遠藤義夫） 起立多数でございますので、したがって議案第９号は原案のとおり

可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１１、議案第１０号「村長等の給与及び旅費に関する条例の

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。 

（「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、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１０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１２、議案第１１号「職員の給与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。 
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（「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、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１１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１３、議案第１２号「大玉村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。 

（「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、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１２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１４、議案第１３号「大玉村ふるさと応援基金条例の一部を

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。２番。 

○２番（遠藤勇雄） このふるさと応援基金の現在高と、それから寄附された方々の、そ

の使途、事業を指定することが申し込みの際、できるわけでありますが、その状況を

把握されていれば、お伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   まず、ふるさと応援基金の現在高でございますが、平成２６年度末、決算額でござ

いますが、金額にしまして１，６４８万１，１０１円でございます。 

   次に、いわゆる寄附者のそれぞれの使途別、２６年度は３種類ございますが、
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２６年度で申し上げますと、寄附総額が３，２７９万１，９６３円でございますが、

まず、自然環境にやさしい村づくり応援ということで、金額ベースでいきますと

５３０万８，６２５円。割合で申しますと１６．２％。子育ての応援、教育の関係と

いうことで、金額で７９９万７，５１８円。パーセントで言いますと２４．４％。 

   次に、大玉まるごと応援でございますが、金額でいきますと１，９４８万

５，８２０円。率で申しますと５９．４％でございます。ちなみに、２７年度の現在

までの関係でございますが、現在でつかんでいる数字、寄附総額が３，９１８万

５，０００円で、一番高いのはまるごと応援ということで、率で４８．７％、金額で

１，９０８万９，０００円。２番目に高いのは教育・子育ての応援ということで、金

額ベースで９０５万円、率で２３．１％。次に多いのが、自然環境にやさしい村づく

りの応援ということで、金額で６９０万６，０００円、割合で１７．６％。次に、元

気な大玉村の応援ということで、３５３万円でございまして、率で９．０％と、最後

はマチュピチュの関係の交流の応援ということで、金額が６１万円で、率で申し上げ

ますと１．６％でございます。２７年度現時点までの数字でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   それで、今の質問の答えの中でも、まるごとというのは、これが指定されていない

といいますか、そういうことでよいとすれば、その部分は村長がその事業については

指定できるというふうに第４条で規定になっているんですが、そういう考え方でいい

かどうかです。 

   あとそれから、ついでにそういうことであれば、あと村長がまるごとの

１，９００万円かな、それについてはどういった村長の使い道といいますか、基本的

な考え方、それらもあわせて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   始まって２年目ということで４，０００万円近く行くだろうということで、去年が

１，６００万円基金です。今年は２，０００万円できますので、基金としてはだんだ

ん積み上がってまいります。できるだけまとめてから使いたいということですので、

まるごと応援については、今現在、使途については考えておりません。できるだけ積

み増していって、そしてここぞというところで使っていきたいというふうに考えてい

ます。ただ、今回の当初予算にも１００万円とか載っておりますが、子育て関係とか、

使っても１００万円程度の支出で今のところは抑え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。７番。 

○７番（鈴木宇一） ふるさと応援基金、３年目ということで、非常に反響も多かったと

思うんですが、今、全国では類似した応援がいっぱい入っております。多い自治体で
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は桁違いの３７億円なんていうところもありますよね、長崎のほうとか北海道の牛肉

とか。 

   それはともかくとして、このふるさと納税の、納税される方の思いというのは、や

はり教育、ふるさと、子育て、環境、そういうものが多いのかなと感じております。

で、国際交流、マチュピチュ、台湾、いろいろございます。それはそれで評価するも

のでございますが、私の言いたいのは、いわゆるこのお金の限度額、これが定められ

ていない。無制限と捉えられると困るのであって、ある程度の上限、これは必要だろ

うと、こう思うんですよ。今回、これは全くないんでございますが、そういうことに

よって村民の理解も得られるんじゃないかというふうに考えられますが、当局はどの

ようにお考えかお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   何十億円というところもあります。ただこれも返礼率が、高いところは、多いんで

すね。うちのほうは５割弱でございますので、これが７割、８割、場所によっては

１０割返礼というところもありますので、これは手元には残らないということですの

で、大玉村はこの率で、しかも村内のものだけに限定をしてやっていきたいと、返礼

にやっていきたいというのは、全額村に金が落ちると、こういうことですので、やっ

ていきたいと。 

   それからあと、限度額は設ける必要ありませんので、１，０００万円寄附してくれ

るなら１，０００万円いただくと。今現在は１００万円の方が３名ほど。あとは２桁。 

（発言する者あり） 

○村長（押山利一） そうじゃなくて返すもの。 

（発言する者あり） 

○村長（押山利一） これは基金ですので、基金によって、さっき言ったみたいにできる

だけまとめて使いたいということですので、使途について、その範囲内で実施をする

というのですが、おのずから限度額というのは決まってまいります。まるごと応援の

ほうをそっくりそちらに使えばということですが、それぞれの使途によって、寄附者

の意図によっていただいたものですので、できるだけそれを勘案しながらやっていき

たいというふうに考えています。 

   村民理解ということでございますが、村民、これは村外の方が村に対して寄附をし

ていただいたときに、村のほうがプラスになるというシステムですので、村内の方が

大玉村に、もしくはほかの町村に寄附をされた場合には村税が減るということでござ

いますので、村外の方々からの寄附をお願いをするということになります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 今回のふるさと応援基金の改定の中でちょっと気になった点を伺い

ます。 

   ５番目に、その他目的の達成のために村長が必要と認める事業と改めて記入された
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んでありますが、これまでの条例の中でも、村長の使い勝手はある程度定められてい

たと思うんでありますが、改めて５番目にこれを設けたこと、範囲の想定、どのよう

なことを想定されて、結局、現実としてはふるさと応援というのが頭につくわけです

から、これはこれに関連した内容だと思うんですが、改めてその目的達成のために、

村長が必要と認める事業というのは、どのようなことを想定されておられるのか伺い

ます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   条例で改正後、現行とありますが、現行の部分で３条の１項４号のほうに、その他

目的達成のために村長が必要と認める事業ということで規定されておりまして、今回、

第４号のほうに国際交流が入ったことによって、１号ずれたということでご了解いた

だきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） そのほかございませんか。 

（「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。 

   質疑を打ち切るの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１３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１５、議案第１４号「大玉村社会教育指導員設置条例の一部

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。質疑ございませんか。 

（「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、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。 
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   よって、これより議案第１４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１６、議案第１５号「大玉村保育所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。５番。 

○５番（押山義則） 今回の改正で、入所定員が百四十～百五十名、１０名ふえたわけで

すが、この改正によるところの必要となった条件整備の内容、これ１０人ふやすこと

になって、どういう中身がどれだけ変わったのか、そこを伺います。 

○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いたします。 

   百四十名～百五十名に入所定員を増員ということでございますけれども、２８年度

につきましては、入所希望者百八十数名ということで非常に多い状況でございますが、

できるだけ入所者をふやしたいというような中身で１０名を増加した、定員をふやし

たというような中身でございますけれども、これにつきましては、施設の面積、規定

の面積がございますけれども、その面積と保育士の確保の見込みを勘案した中で

１５０名。この定員を定めることによって、１５０名は入所させなくてはならないと

いうような状況になりますので、１５０名を預かれる施設、それから保育士の確保を

勘案した上での定員の改正であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 答弁ありがとうございました。 

   そうすると、この条件整備はある程度整ったと理解してよろしいのですか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   条件整備というか、保育士の確保については、１５０名を受け入れるだけの保育士

は確保できたと。それから、年度途中による、産休等による対応については、今後も

募集をしてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「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。 

   質疑を打ち切るの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。 
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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、これより議案第１５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１７、議案第１６号「大玉村印鑑の登録及び証明に関する条

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。 

（「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。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、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１６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） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、散

会いたします。ご苦労さまでございました。 

（午後２時３２分） 


