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平成２８年第１回大玉村議会定例会会議録 

 

第７日  平成２８年３月９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   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。 

    総括質疑（平成２８年度予算議案に対する質疑） 

     議案第２４号 平成２８年度大玉村一般会計予算について 

     議案第２５号 平成２８年度大玉村国民健康保険特別会計予算について 

     議案第２６号 平成２８年度大玉村玉井財産区特別会計予算について 

     議案第２７号 平成２８年度アットホームおおたま特別会計予算について 

     議案第２８号 平成２８年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算について 

     議案第２９号 平成２８年度大玉村土地取得特別会計予算について 

     議案第３０号 平成２８年度大玉村介護保険特別会計予算について 

     議案第３１号 平成２８年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算について 

     議案第３２号 平成２８年度大玉村水道事業会計予算について 

    平成２８年度予算議案（議案第２４号から議案第３２号まで）の委員会付託 

 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、総括質疑を行います。 

   議案第２４号から議案第３２号までを一括議題といたします。 

   なお、この総括質疑は、議事整理の都合上、議案ごとに行います。 

   また、質疑につきましては、さきに議会運営委員会委員長からの報告がありました

ように、質問者は原則としてみずから所属する常任委員会の予算項目以外の質疑内容

とし、予算書のページを明らかにし、議題に供された内容とするようとの申し合わせ

により、ご協力くださるようお願い申し上げます。 

   初めに、議案第２４号「平成２８年度大玉村一般会計予算について」に対する質疑

を行います。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（押山義則） 何点か伺ってまいります。 

   まず最初に、６３ページ、防犯対策に要する経費の中でありますが、今年度村長の

挨拶中で防犯カメラの設置の件がうたわれておったんでありますが、これはどのよう

になっているのか。今回の予算には反映されていないようでありますが、それについ

て、まず伺います。 

   それから、６５ページ、線量低減化関係、それから農業関係の除染、きのうあたり

のニュースで、総理大臣から里山についての除染を実施するというような、そういう

話も、ニュースも流れておりますが、これは今後の事業の計画の見通し、実際あと何

カ年の事業と考えているのか、それを伺います。 

   それから、７３ページに移ります。 

   下段の個人カードの交付事業負担金というあれで、個人番号カード、これ交付申請

状況を伺います。 

   続いて８１ページ、社会福祉協議会に要する経費ということでありますが、今年度

職員の待遇改善を図るということのお話もございましたが、どのような内容で待遇改

善を図られるのか伺います。 

   続いて８３ページの臨時福祉給付金の中で、消費税率の引き上げに際し、低所得者

対応とあるんでありますが、これの中身について伺います。 

   それから、その下段のシルバー人材センター、これについての運営状況、事業高と

か登録人員など、過去の状況と今年度あたりの見通しについて伺いたいと思います。 
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   それから、８５ページ、障害者総合支援の中での扶助費、自立支援とそれから地域

生活支援、それから障害児についての項目がありますが、それぞれの給付のシステム

について説明願います。 

   それから、続いて８７ページ、居宅老人などの対策の中で、ひとり暮らし世帯の増

加に伴い、事業充実が必要とあります。この中で事業の展開状況、どういう形で展開

されていかれるのか。ひとり暮らし高齢者、それから高齢者夫婦、高齢者生活支援な

ど、これについてある程度システム化を要求しているんでありますが、それについて

どのように考えるか伺います。 

   それから、その下段で敬老会の記念品でございます。これは他市町村などでは、こ

れから高齢者の増加を心配してのことでありますが、見直しを図っている地域、市も

ございます。米寿、喜寿のお祝い金を出しているわけですが、その自治体などは、米

寿は残して喜寿は外すというようなやり方で、今後２年ぐらいでそういう形にするよ

うな形でありますが、大玉村ではそういうことの考えがあるやなしや伺いたいと思い

ます。 

   それから、その下段の委託料、老人健康管理事業委託料、これは老人会の湯治のよ

うなものだと思いますが、これの２７年度の実績などを伺っておきます。 

   それから、飛びまして９５ページの中段の児童手当について、これの事業概要を伺

います。 

   それから、９７ページ、保育所の業務委託料、これも大分村長の説明では待遇改善

がされたようでありますが、その待遇改善の中で、改善をされた点というか、どうい

う形が変わったのか、その状況を伺います。 

   飛びまして、１０７ページの中段の特定不妊治療助成金、これについて、これまで

も実施されてきた助成金でありますが、実績と費用対効果について改めて伺います。 

   それから、１０９ページに行きまして、狂犬病予防、これは毎年狂犬病予防につい

てのいろんな形で放送などされておりますが、この畜犬登録の普及率、これはどうい

う状況にあるのか伺います。 

   それから、この下段の生活環境などに対する経費の中で、水資源保全のための条例

制定に向けてのスケジュール、できれば細やかに説明願います。 

   続いて１１１ページ、再生可能エネルギーの利用促進についてを伺います。 

   これは、今年度あたりから買い取り制度の変更とか送配電企業が独立するとかとい

うことでございますが、これは村として、今後の事業計画の中でどのように理解され

ておられるのか伺います。 

   続いて１１３ページ、農業委員会について。これは運営状況が変わることは皆さん

ご存じだと思いますが、その改正に向けて村長の任命となりますが、これについて村

長、どのような考え方で臨まれるのか伺います。 

   それから、１１７ページ、農業振興の中でビニールハウス７５万、水稲防除、それ

から農業共同利用１，６００万とあります。これはそれぞれの今押さえておられる受

け付け状況など、どういう形になっておられるか伺います。 
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   続いて１１９ページの産業振興センター、それから１２１ページのあだたらの里直

売所における経費の中でありますが、これについては金額が示されたわけであります

が、この事業概要、それから新築工事に係る配置とか設計内容とか、その辺のもろも

ろをお示し願いたいと思います。 

   続いて１３１ページに飛びます。耕作放棄地の解消、中でエゴマの作付ということ

が説明されましたが、これの計画面積と、あと作付させて、その後の利活用について

改めて伺います。 

   １３３ページ、有害鳥獣被害について。報償費など、よその自治体との協調はどの

ようになっているのか。連絡協議会のような組織の必要性はどのように考えておられ

るか伺います。 

   それから、１３５ページ、共通商品券の割り増し券の発行について。これは前回は

国の制度で行った部分があるわけですが、これの公平性の担保について検討されたい

と思いますが、前回の反省を踏まえてどのような形をとられるのか伺います。 

   それから、１３７ページ、まず名倉山登山道の開通式典業務委託料、これの中身。

これは観光協会あたりをどのように活用されるのか、どういう形の委託になるのか、

中身について伺います。 

   それから、その下のクロスカントリースキーステーションエアコン整備とあります。

これは、議案調査の中では、森の民話茶屋ということのエアコンの設置と伺いました。

ただ、予算上いつまでもクロスカントリースキーステーションという名前でこれやっ

ていって正解なのか。その辺を改めて、もうそろそろ変えてもいいんじゃないかと思

うんですが、その辺を伺います。 

   それから、その下段のふるさと納税であります。これについて、発想と工夫につい

て今どのように考えておられるのか、改めて伺い申し上げます。 

   それから、続きまして１４１ページ、道路新設改良の工事でありますが、長期間に

わたる工事、例えば山口橋とか、それの工事の着工と完了のそれが全然見えないとい

う形で、地元の方から、これはいつできるんだとか、そういう話が聞かれます。結局、

全体工事の中のそういうものの完成時期とか何か、長期間にわたる工事は明示する必

要があるんでないかと思いますが、その辺どのように考えるかお伺い申し上げます。 

   最後に１５３ページ、防災無線のデジタル化について。これは事業の全体計画、事

業債の返還も含めた概要、もうこの事業、ここで始まって、この時点で事業債の返還

を予定しているって、その全体計画をお示し願いたいと思います。 

   まず、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんに、私のほうからは１１３ページの農業委員会の任命

についての考え方でございます。 

   まだ具体的にどういう方をというふうに考えているわけではございませんが、今と

同じように各界各層から人選をしたいというふうに考えておりますので、それほど大

きく変わるというふうには考えてございません。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんに防犯カメラの件でございますが、防犯諸費では

なくて、１５７ページでございますが、教育費の工事請負費、上段のほうにあります

が、防犯カメラ設置工事５０万円とありますが、教育費の事務局費で各校とりあえず

１基ずつ設置するということで計画しております。 

   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（武田孝一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   まず６５ページ、里山除染、何カ年の事業になるのかというような趣旨の質問だっ

たと思います。里山除染につきましては、本日復興庁において、環境省、農水、それ

から復興大臣の会議が午前中開かれておりまして、その概要が示されるというふうに

報道関係者への呼びかけの通知文が入ってきております。３月１１日、今週末には、

これらの方針について正式に通知が入るのではないかというふうに考えております。 

   計画につきましては、里山の概念、それから除染の方法、除染の方法については県

が１０カ所ほど選定してモデル除染をやりながら、除染の手法、範囲、そういったも

のを定めるというふうになってございます。それらを踏まえて計画を策定していく必

要があるので、今現在、その規模によってはどのくらいになるのか、事業者をどうい

うふうに選定するのか等々、さまざまな未解決といいますか、見通しの立たないとこ

ろもありますので、今の段階では何年というふうには申し上げることはできません。 

   ただ、これまでの除染、住宅あるいは公園、公共施設、道路等々の除染については、

環境省の方針としては２９年３月までに完了したいと。市町村に対しても、それまで

に除染の現場業務は何とか終了できないかというようなことがございますが、里山除

染については当然新たな対象でありますので、来年の３月までにはとても終われない

ので、それ以降、国としてどういう方針が示されるかによって新たに対応したいと。 

   うちのほうの除染実施計画につきましては、本年８月末を一応の期限としておりま

したので、これらについては除染対策推進協議会も近々開催する予定にしております

ので、その中で改めて期間の延長を図ってまいりたいというふうに考えております。 

   続きまして、１０９ページ、狂犬病予防の関係で、いわゆる犬の登録、実際に飼養

されている犬がどれだけ登録されているのかというようなご質問だと思いますが、正

確には、これは把握なかなか困難だというところでございますけれども、おおよそ

７００頭程度の飼養があるのではないかというふうに考えておりまして、今回の予算

についても、おおむねその程度の登録を見込んでいるところでございます。 

   続きまして、同じ１０９ページの関係で水資源条例についてのご質問がございまし

た。これらの条例制定のスケジュールというようなことでございます。これにつきま

しては一般質問の中でも出されましたが、現在、大玉村環境基本条例というものも制

定したいということで、村長からも一般質問の際に答弁いたしましたが、これと対を

なすものとして、大玉村ふるさと水循環保全条例という名称案で現在関係部課の意見
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を徴取し、最終的な調整段階に入っておりますが、全体では１７ほどの項目、例えば

村の責務、事業者の責務、村民の責務、それから水循環基本計画、これを条例の中で

定めるよう規定する予定にしております。 

   もう一つ、今調整がなかなか最終的な調整の段階で、皆さんから、各課から意見を

聞かなくちゃならない部分では、この地下水関係の開発行為の届け出、それから指導、

それから無届け開発行為者に対する処置、この点の取り扱いについて詰めを行ってい

るというところです。 

   今回の条例については、規制条例というふうには考えておりませんで、一定の届け

出を義務化するというようなものにとどめたいというふうには考えていますが、例え

ば農振地域における大規模な開発、それで水道事業等においては、給水人口満杯に近

い状態でありますので、当然大規模開発においては地下水をとるという格好になった

ときの届け出等々について、どういうふうな整理をしていくか、そういった課題を残

しておりますが、担当課としては、できるだけ早い段階で議会に提案していきたいと

いうふうに思っています。３月までという以前の答弁ありましたが、３月は今回提案

できませんでしたが、そういう調整が残っていてできないと。これは調整を速やかに

行いまして、早い段階の議会に提案していきたいというふうに考えています。 

   それから、再生可能エネルギーの関係で、発送電分離については既に法律上定めら

れておりまして、もう既に小売りは始まりました。この小売りに関しては、県内では

まだ登録業者が１社しかないと、須賀川瓦斯さんですか。まだまだ本県においては、

これらについて普及はないというふうに思っています。あと、その太陽光発電との関

係からいえば、太陽光発電の単価は下がってきておりますけれども、まだまだ普及の

余地はあるということに鑑みまして、本年度についても前年同様の単価と、５キロと

いう上限はありますが、普及に向けて取り組んでまいりたいと思います。 

   発送電分離の段階でどういうふうな料金体系になるのかとか、さまざまな組み合わ

せがありますので、今現段階でこれがいいとかどうとかというふうな判断は、担当課

としてはというか、再生可能エネルギーを推進する点からいえば、そういう発送電分

離にかかわらず再生可能エネルギーの普及に努めたいと。この点で考えていることは、

何かのいわゆる化石燃料からの代替だけではなくて、この電気の消費そのものをやっ

ぱり削減するような、そういう部分も含めて再生可能エネルギーの普及に努めていき

たいと、このように考えています。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（鈴木健一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ７３ページ、個人番号カード交付事業の状況でありますが、３月１日現在、交付申

請件数が３２３件、うち交付済みが１１１件、申請件数の３４％の交付状況となって

おります。 

   次に、８９ページ、老人健康管理事業の２７年度実績でありますが、現在１２施設

と契約を結んでおり、老人健康管理ということで補助を行っております。日帰りの人

数ですが４，６３９名、宿泊が１，７３６名、金額にしまして４３３万３，８４０円
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という見込みで２７年度考えております。 

   次に、１５３ページ、デジタル事業の全体計画の中身でありますが、まずこのデジ

タル事業は、２年度で工事を行うということを考えてございます。２８年度、２９年

度、２カ年において工事を施行したいと。まず、２８年度は本体工事、庁舎内にあり

ます放送施設を一部改築しまして、そちらにデジタルの施設本体を設置したいと。そ

れからパンザマスト、現在立っておりますが、こちらを再点検いたしまして、耐用年

数などを考え、使えるものを使い、またそれを再点検して、なるべく工事費を安く考

えて再調査をしながら実施したいと思います。 

   それらのパンザマストに拡声器等の設置を行います。それから消防車両、防災車両

への無線機の設置、それから携帯型無線機の購入を行います。あとＪ－ＡＬＥＲＴ、

こちら緊急装置でありますが、これは自動起動装置の改修工事、ここまで２８年度で

考えてございます。それから２９年度につきましては、各家庭にございます戸別受信

機の設置、こちらを考えてございます。 

   この予算関係でありますが、２８年度につきましては緊急防災減災事業債、こちら

は充当率１００％であります。交付税措置が７０％されるということで決まっており

ます。償還年数は２５年、うち据え置きが３年ございます。こちらについて利用して

２８年には実施したいというふうに考えてございます。２９年度につきましては、今

のところ国の方針がまだされておりません。国の情報が入り次第、より有効なものを

活用しながら、２９年度は実施したいと考えてございます。 

   なお、この２８年、２９年につきましては、現在使用のアナログ放送とデジタル放

送の併用で実施するということを考えてございます。 

   以上であります。 

○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。 

   ８１ページ、社会福祉協議会関係でございますけれども、社会福祉協議会の給与等

の関係でございますが、これにつきましては、村の規則、関係規程を参考として改正

するというような内容になっております。なお、職務の級等については３級までとい

うような内容、それから昇格とか昇給関係につきましては、内規を整備するというよ

うな中で改定を行うというような状況になっております。 

   それから、８３ページ、シルバー人材センターの状況でございますけれども、シル

バー人材センターについては、現在法人化ということで１月の末に総会を開催しまし

て、総会の中で法人化することに同意を得たというような中で、現在法人化というこ

とで手続中でございます。年度末までには法人化されると。４月から事業を開始する

というような内容でございます。 

   ただし、シルバー人材センターにおいては、法人化はされても、それで万全なわけ

ではございませんので、専任の事務員を設置しまして、事業が一定程度軌道に乗るま

での間は村による支援が必要だということで、当初予算にも計上させていただいてお

りますけれども、法人化後の事業が軌道に乗るまでの間の支援という形で考えており
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ます。 

   それから、８５ページ、下段になりますが、障害関係、自立支援給付費関係でござ

いますけれども、これの扶助費関係ですが、更生医療関係費、それから育成医療費、

これが自立支援給付費にかかわるものでございますが、介護の給付費、これは６０名

程度を想定しております。それから補装具の給付、それから地域生活支援事業という

ことで、これは移動支援、日中の一時支援、それから生活用具等の給付が該当となる

ものでございます。障害児給付につきましても、これは年間というか、１５名程度を

想定した中での給付というような形になります。 

   それから、８７ページ、下段になりますが、居宅老人等の対策に要する経費という

ことで、寝たきり等高齢者、それからひとり暮らし高齢者に対し、各種の給付サービ

スを実施するというようなことでございますが、これのひとり暮らし、それから老老

世帯に対するシステム化というような内容でございますけれども、現在ひとり暮らし

等高齢者については、生活状況の確認とかということで社会福祉協議会のほうに委託

をして見守り等実施をしているところでございます。高齢者の夫婦についても巡回訪

問等を行いまして、その中で安否確認であるとか一時的な支援、給食サービスである

とかの支援、それから寝具等の消毒サービスとか、そういったものについて支援を行

っているところでございます。 

   このひとり暮らし、老老世帯のシステム化ということでございますけれども、外出

支援等につきましては、ひとり暮らしでも、老老世帯の中で福祉バス等利用できない、

福祉バスのバス停まで移動するのが困難であるというような世帯につきましては、外

出支援等の該当ということで外出の支援を行っているところでございます。 

   それから、９５ページ、児童手当の概要ということでございますが、児童手当につ

きましては３歳未満、３歳から小学生というような形でございますけれども、まず

３歳未満につきましては１万５，０００円、延べ人員にしまして２，１１０人程度を

想定しております。それから３歳から小学生につきましては、第１子、第２子が１万

円、延べにして６，０８０人を想定しております。第３子以降につきましては、１万

５，０００円の９２０名程度、これは被用者、それから非被用者につきましては３歳

未満が１万５，０００円の３５０人程度、それから３歳から小学生につきましては、

第１子、第２子が１万円の９４０人程度、第３子以降につきましては１万

５，０００円の２３０人程度を想定しております。中学生につきましては、１万円の

延べで２，６６０人、そのほか特例給付ということで５，０００円の２１０名程度を

想定しております。 

   それから、９７ページの保育所に関する委託料の改善点ということでございますが、

保育所の委託職員につきましては、村の給料表の１級を使用するということで、現在

の月額を最低としまして、毎年昇給するというような形で検討しておるところでござ

います。金額的には、最初、大玉村での経験年数を加味した格付を行いまして、毎年

昇給を行うというような内容で改正を行っておるところでございます。また、通勤手

当につきましても、今まで通勤手当は支給していなかったわけですけれども、村の距
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離数に準じた内容で通勤手当を支給することとしておるところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） ５番議員さんにお答えさせていただきます。 

   ８３ページの臨時福祉給付金に要する経費関係ですが、こちらにつきましては、

２８年度につきましては、２９年４月に改正がございますので、そのシステム改修に

伴うところの経費でございます。 

   続きまして、８９ページ、敬老会の関係ですけれども、現在のところ見直し等の検

討はしておりません。なお、２８年度につきましては、喜寿、７７歳、こちらが

３，０００円の商品券になるわけですけれども、該当者が６６名、８８歳、米寿、こ

ちらが１万円と座布団というような祝い金になりますけれども、こちらが対象者

５７人、あと白寿です。９９歳、こちらにつきましては２万円の祝い金と膝かけ、記

念品ということで該当予定者が３名ございます。あと１００歳、賀寿ということで、

２８年度、５０万円の家族への祝い金、さらには記念品ということでの２人の予算の

計上でございます。 

   あと、１０７ページ、特定不妊治療助成金の関係ですけれども、こちらにつきまし

ては、県では平成１６年より、不妊治療のうち医療保険が適用されない高額の治療費

がかかる特定不妊治療に要する経費の一部を助成しておるところでございますが、本

村では平成２８年度より県の助成を受けた方を対象に助成を行っております。平成

２３年度から村では実施しておりますけれども、この補助金の対象になった方は現在

９名おります。平成２７年度には男性の不妊治療の助成も開始しましたので、平成

２７年度は男性１名おります。それで９名のうち男性は出産はないですけれども、実

質８名のうち出産された方は５名というような実績になっております。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ５番議員さんの質問にお答えをさせていただきます。 

   ６７ページ関係、農業関係の除染ということのご質問があったかと思いますが、牧

草地除染委託料の中で、農地等除染作業委託料と牧草除染作業委託料を計上させてい

ただいております。農地に関しましては存目計上とさせていただいておりますが、牧

草地につきましては約２０町歩程度、石が多くて反転耕ができないところがございま

す。場所的にはグリーン牧場でございます。そこにあって、昨年二本松のほうで実施

しました、いわゆるストーンクラッシャーを使って除染をすると。そういった技術が

今あるということで、今年度はうちのほうも実施したいと。全部実施するにはなかな

か日数等もかかりますし、現在できる業者さんが近隣には１つしか使っていないとい

うこともありまして、一応２０町歩のうち８．５ヘクタールほど２８年度に実施する

予定でございます。これについてはその後というふうに考えてございます。 

   次に、１１７ページ、ビニールハウス設置事業の補助金関係でございますが、これ

につきましては、２７年度については７件ほど申請がございました。２８年度につき
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ましては、まだそういった声は聞かれていませんけれども、３棟分、７５万円を計上

させていただいたところでございます。 

   次に、同じところでの農業機械等の共同利用等の整備事業補助金でございますが、

さきに村内のほうから要望を取りまとめしてございます。要望があったのは１３件で

ありまして、事業費としては４，６５０万程度、これの３分の１で１，５５０万程度

の要望を現在取りまとめてございます。 

   次に、１２１ページのあだたらの里直売所の建設関係の設計概要等でございますが、

新しい直売所の建築については、現在設計中でございます。今詳細のほうをやってい

るところでありまして、もうしばらくで上がってくるかと思いますが、概要としまし

ては、建築面積が５３３．７１平米、１６１．４４坪でございます。直売所、いわゆ

る商品を売る場所の面積は、現在の直売所の販売面積の約１．９倍で、２４８平米程

度になります。このほか多目的スペース、種々答弁でお答えしている、いわゆるマチ

ュピチュとか、そういった部分の展示スペース、そういった部分が７．４５平米、あ

とは作業室、これはいわゆるラベルを張ったりするところでございますが、そこが

４２平米、あとは事務室、更衣室、廊下、風除室、物入れ、あとは多目的トイレ１カ

所つきます。そういった内容になってございます。 

   あと、これは直売所の新築工事としまして、これに要する概算費用として１億

９，０００万、計上させていただいております。敷地造成工事としましては現在のと

ころに、現在のところといいますか、現直売所の西側に敷地造成、粗造成はしてある

んですが、側溝の入れかえと盛り土、下層工とか上層工、こういったもので

２，８５０万ほど計上させていただいております。 

   環境整備工事としまして、１，１５０万円計上させていただいておりますが、これ

は約４，５００平米の表層工、いわゆるアスファルト舗装、車どめ、区画線等を計画

しております。 

   次に、１３３ページ、有害鳥獣関係でございますが、近隣の市町村の状況について

は詳しくは把握してございませんが、本宮市におきましては、私どものほうでは捕獲

報償としてイノシシを１頭しとめた場合は２万円、狩猟期間中にあっては県の報償金

８，０００円プラスされるという内容になってございますが、本宮については、本宮

単独ではやっていないと。いわゆる狩猟期間中の県の８，０００円のみというふうに

お聞きしております。 

   あとは、同じページの共通商品券関係でございますが、昨年、２７年といいますか、

２６年度の繰越事業で国の事業として実施しました。いわゆるプレミアム商品券で

３割増しということで実施しました。なかなか好評だったという反面、朝早くから並

んでも皆さんに行き渡らなかったという反省点を踏まえまして、通年ベースに戻して

単独事業ということでやるわけなんですが、今回は１件当たりの販売金額、それを下

げてはどうかと、そういったことで商工会のほうと今詰めているところでございます。 

   あとは、１３７ページの名倉山登山道の式典の中身でございます。これにつきまし

ては、まだ今ちょっと現場のほう進んでいないような状況なんですが、季節を見て



 

- 167 - 

 

５月から６月ごろにオープニングセレモニーとして式典を予定しております。これに

伴うテープカットとか、そういったものを準備できればというふうに考えてございま

す。 

   あとは、同じく１３７ページのクロスカントリースキーステーションでございます

が、クロスカントリースキーステーションというか、かなり以前にいわゆる観光レク

施設で整備したものでございます。公の施設としてクロスカントリースキーステーシ

ョンという名称をつけておりますので、これを変更するかどうかというようなことで

ございますが、これにつきましては、現在クロカンステーションとしては使われてお

りません。そういったご指摘を含めて、今後ちょっと検討してみたいなというふうに

考えております。 

   次に、同じく１３７ページのふるさと納税関係でございます。発想とか工夫とかと

いうことでございますが、ふるさと納税に関しては、寄附額の半額相当額を返礼品に

充てると。実態は４割程度がお礼の品の価格でございまして、１割程度は発送に要す

る費用ということになってございます。直売所関係で扱われるものと、あとは村内の

企業から直接発送するということで、かなりの件数に上るものですから、今のような

システムでやらせていただいております。今後につきましても、ふるさと納税、貴重

な皆さんからいただく財源でございますので、これを有意義に活用すべく、もっと魅

力あるような返礼品、こういったものがあればどんどんホームページ等にアップさせ

ていただきまして、ふるさと納税の増額につながるような取り組みをしていきたいと

いうふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（押山美奈子） ５番議員さんの質問にお答えさせていただきます。 

   １３１ページ、耕作放棄地の改修に要する経費の中で、２８年度の作付計画面積と

いうことですが、試験栽培ということですので、２８年度は約２，０００平米から

３，０００平米を予定したいというふうに考えております。 

   それから、エゴマの利活用についてということですが、今年度は試験栽培の結果に

もよるんですけれども、栽培と並行いたしまして、女子大等の協力を得ながら油とか

葉っぱ、実を使った料理講習会を開催したり、何より年齢を重ねた方はある程度エゴ

マを食べたことがあるという方が多いんですけれども、若い方にエゴマを知っていた

だきたいというふうにも考えておりますので、若い方に食べていただけるような、エ

ゴマを知っていただく機会をふやしていきたいなというふうに考えております。 

   また、村内の事業者にエゴマの情報を提供しまして、商品として利用していただけ

ないかというようなことで情報を提供、あわせてしていけたらというふうに考えてお

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんに１４１ページ、道路新設改良の関係でお答
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えいたします。 

   山口橋の工事につきましては、長期にわたり利用者の方にご迷惑をおかけしており

ます。工事につきまして、本来であれば一括発注して長い年月をやれば、経費の中で

そういったお知らせの看板等設置することは可能なわけですが、この工事につきまし

ては、単年度ごとに発注しているということもありまして、いろいろ地区の方々から

そういった苦情等も寄せられましたので、昨年、関係地区にチラシ等を入れさせてい

ただきまして、何年に完成しますよということで、それぞれ各戸にチラシを配布させ

ていただきました。 

   やはり、関連以外の方も大分あの辺を通られるということで、昨年、橋の両側に何

年度までに完成予定ということで、村のほうでそういったものを設置したわけでござ

いますが、ちょっと大きさが余り大きくなくて、見づらいのではないかというような、

そういうご指摘もありましたので、今現在、もう一度見やすい看板のようなものを長

期間にわたって設置するようになりますので、安全確保してやらなくちゃならないと

いうことで検討してございますので、できれば早いうちにそういった看板を両側に明

示し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） ５番。 

○５番（押山義則） 何点か二度目の質問、お願いします。 

   ８９ページの敬老会の祝い金、これはもろもろ数字上げていただきました。金額も

上げていただきましたが、今後のどうしても老人人口が多くなることも考えて、そう

いう面の負担とか何かから、他自治体あたりでは、喜寿はもう要らないんじゃないか

というような考えでやっているようでございます。これは敬老会で村長が手渡してい

る状況なのでありまして、村長の考え方は、その辺はどういうふうに捉えていられる

か伺っておきます。 

   それから、１１７ページの農機利用、数字上げていただきました。 

   この機械共同利用に関しては、もうこの予算目いっぱいの数字が上がっているよう

でございますが、これはさらなる要望があった場合には、追加の用意は考えているの

か、その点伺います。 

   それから、１２１ページの直売所の建築であります。これはどういう形で協議会や

何かで今の形が決定したのかは、私は知るところではないのでありますが、一般質問

の中でも申し上げました、女性力を利用したような形でないと成功なんかあり得ない

ということも、そういう生意気なことを申し上げました。きのうあたりの佐々木議員

の質問からでも、例えば磐梯噴火みたいなシアターのような、結局マチュピチュ、や

っぱり利用するんだと思います。村長の考えもそういうことでマチュピチュコーナー

を設けていらっしゃると思うんですが、どうせやるなら中途半端でなくて、いろんな

形で投資を集めて研究して、例えばマチュピチュ、村長はあれですかね、秋田の白瀬

中尉の記念館とか栃木県の船村徹記念館とか、行ったことございますか。すばらしい

シアターができているんです。いろんな業界等利用して３Ｄとか４Ｋのいろんな形で
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あらわしております。すごい集客力であります。マチュピチュ、大玉村、世界で初め

ての友好締結ということであります。そういうものからやれば、ある意味でそういう

ものを利用できるのは、大玉しかないんではないかと思っております。確かにお金も

かかります。ただ、研究していただいて、観光の目玉とかそういうものとして３Ｄあ

たりの、例えばコンドルから見たマチュピチュの全体像とか、そういうもの。ただ、

マチュピチュだけで足りなかったら安達太良山も利用して結構だと思います。沼ノ平

であるとか何かの上から撮った写真とか何かとあわせて、例えば日本でそれができれ

ば、マチュピチュのそういう３Ｄ装置なんかで鑑賞できる施設をつくれば、かなりの

集客力が求められると思っております。 

   実際、栃木県のやっぱり今市です、船村徹記念館などあるのは。あそこは船村徹が

作曲した曲を何名かの歌手が歌って、ただ、その背景と歌手の迫力が今の音を利用し

た、それで皆さんしびれるんですね。毎日観光バスが予約待ちでいるような状態であ

ります。フリーの時間は、中途半端な時間でないとなかなか見られない。それぐらい

道の駅も兼ねた直売所でありますが、そういう集客を図っております。やっぱりせっ

かくのマチュピチュであります。その辺をもう少し多角的に大きく見て、北塩原さん

でも長いこと磐梯山やっていますが、今は大分頭打ちになりましたが、あれで大分稼

いだと思っております。やっぱりそういうものもあわせた集客を考えていただければ

と思います。そういうことであります。 

   それから、１３３ページの有害鳥獣でありますが、答弁漏れがありました。私はあ

る意味で、大玉だけでこの鳥獣被害を防げると思っておりません。そういう意味で、

もっとそういう鳥獣捕獲員あたりの連絡協議会のような組織、これきちんとしたもの

あって、村協会あたりのそういう被害防止に向けた設置を願いたいんでありますが、

その辺も質問で申し上げましたが、改めて伺います。 

   それから、１３５ページの名倉山、答弁ございましたが、観光協会とか地元の参加、

これは必要じゃないかなと思っております。名倉山、これから山開きとか何かいつの

時期にやれるかどうかわかりませんが、そういうものを計画したとき、地元の参加な

くしては絶対できません。ただ、そういう意味ではスタートが大事であります。やっ

ぱりスタートから参加していただいた、そういう形でお願いしたいと思います。その

点、伺います。 

○議長（遠藤義夫） ここで休憩のため、暫時休議いたします。再開は１１時１５分とい

たします。 

（午前１１時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○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。 
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   ページ、８９ページの敬老会でございますが、お年寄りを大切にするものだという、

長寿の村ということですので、当分はこの形態を続けてまいりたいと、私の手からお

渡しをしたいというふうに考えております。 

   それから、１２１ページのマチュピチュ村の資料館等のお話でございます。 

   前にもお話し申し上げましたが、とりあえず１回行っただけなので、今度来ていた

だいて、そして、そういう交流を深める中でいろいろ将来的なことについては検討し

ていきたいというふうに考えております。 

   当面は、今、つくろうとしている直売所の一角にマチュピチュコーナーというより

も、村のＰＲコーナー、ですから、美しい村とか、村の観光ＰＲとかも含めて、面積

は小さいですが、あと、国・県のほうに今、申請しているのは、そのコーナーについ

ても国・県の資金で整備をしたいと。それからあと、次に考えている農家食堂の壁面

にも大型ディスプレー等を備えて、大玉のそういう観光ＰＲとかそういうものも含め

て、これも、国・県のお金を今、申請中ですので、そういう形で村をＰＲしていきた

いなというふうに考えています。 

   が、資料館等の話については、孫の良郎さん、名古屋に住んでいる良郎さんが、彼

が村に祖父のそういう資料を展示するようなところをつくりたいということで、みず

から各企業に呼びかけたりなんかしながら将来的にやっていきたいと、そういう意思

はあるようですが、それについてはその時点でまた検討したいというふうに考えてい

ます。 

   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。 

   １１７ページの一番下でございます。農業機械等の共同利用の整備関係でございま

すが、さきに取りまとめしましたのは、２８年度中に事業を予定している方というこ

とで要望を取りまとめた経過がございます。基本的には２８年度につきましては

１３件でというふうに考えてございます。 

   なお、その途中で緊急にということであれば検討もさせていただきますけれども、

今現在ではこの金額で１３件というふうに考えてございます。 

   あと、１３３ページでございますが、先ほど大変失礼しました。答弁漏れございま

した。 

   現在、県北地区のほうに県北地区鳥獣被害防止対策会議というのが、もう既に組織

をされております。構成は県北地方の市町村、ＪＡ、共済組合、あとは県の担当課と

いうことで、いろんな面から鳥獣の被害から守るというようなことで、それぞれの市

町村での現在の取り組み、あと、捕獲の状況とかそういったものを協議しながら、鳥

獣被害の防止に努めるという対策会議が現在も動いております。イノシシ等につきま

しては、その市町村にとどまるということでなくて、やっぱり里から山から市町村を

越えて移動するというような観点からこういった会議が設置されてございます。 

   以上でございます。 
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○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、１３７ページ、名倉山登山の山開き関係

についてお答えいたします。 

   ５番議員さんのご質問のとおり、地元の参加、非常に村としても重要だというふう

に認識しております。そのほかに、例でありますが、学校でありますとか村民登山の

行事をあわせ持つとか、これから開設に向けての日程が調整されてくると思いますの

で、そういった村民多くの方が参加できるような方向で、開山の式典をやりたいとい

うように考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 最後になりますが、村長からマチュピチュについてのこと、説明ご

ざいました。ちょっと２番目で触れちゃったんですが、これ事業概要の中で、女性力、

一般質問でも申し上げました女性力の利用というか利活用というのが全然入っていな

いというか、現在、会員の中で頑張っていらっしゃるのは女性の方々です。その人た

ちの意見の反映がされていないというようなことも耳にいたします。その辺をもう一

度今回の事業の中で取り入れていくような形にしていかないと、今後の運営にも差し

さわるんじゃないかと思っております。その辺、もう一考願います。 

   それから、野内さんの関連ございました。もうそろそろこの事業をスタートすると

きに、一般質問でもちょっと触れましたが、ＮＰＯとかＮＧＯのような関係で国際交

流のほう、そういう形の中でいろんな予算確保するとかなんかの方策はかなり広い範

囲であると思います。その辺をやっぱり担当の方に積極的に研究していただいて、Ｎ

ＧＯの組織立ち上げとか、それにはもう既に組織がうちの村はある程度できているの

ではないかと思っています。それをそういう形に結びつけるということで、できれば

その関連の補助なりそういうものを受けられるようなシステムづくり、そこを改めて

お願いしたいと思います。 

   再度お願いします。 

○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。 

   女性力の活用ということで、もう少し女性の意見を聞いてと、これについては担当

のほうでそのように、そういう機会をぜひつくるように、今、指示をしましたので。 

   それから、先日、生活改善グループの総会に行ってまいりました。そこで彼女らは

郷土の料理を研究するとか６次化についてやりたいとかというような事業計画もござ

いますし、直売所についての話もされておりましたので、ぜひ力をかしてほしいとい

うお願いをしてまいりました。特別なものをつくるというよりも、今まである、この

辺にあるだんご汁とか、ああいうものがもうそもそも郷土料理ですので、そういうも

のが例えば直売所のレストランで、食堂で出せるとか、そういうことも含めて生活改

善グループにも協力を要請してやっていただけるというようなお話をいただきました

ので、あわせていろいろと進めてまいりたいと思います。 
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   それから、ＮＧＯ、ＮＰＯについては、今まで国内外交流推進会議、これを今度の

４月から国内外交流協会、通常は国際交流協会と国内の交流協会と別に立ち上げるん

ですが、大玉村はこういう小さい自治体ですので、国内交流と国際交流をあわせて国

内外交流協会という形で予算を持たせようということで、予算措置をしております。

今回はほんのわずかな運営費になりますが、台湾の子どもたちの研修も国内外交流協

会のほうに委託をして実施をすると。これが一番手っ取り早いのはＮＰＯになれば活

動はもう少し自由度が上がってくると。素地はできておりますので、４月からいきな

りＮＰＯというわけにいきませんので、これ独立した機関になりますので、期待して

いるところが大変多いことです。 

   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） ちょっと２点だけお伺いします。確認も含めてです。 

   ９５ページの上段の⑤の子ども・子育て支援に要する経費の１９ですね、負担金補

助及び交付金の村立外保育施設通所、児童保育料軽減対策交付金ですが、これらにつ

いての確認ですが、概要と対象者、交付金、そして、これは現在大玉村の保育所児童

の待機児童、これらに対応する分なのか、それも確認をいたします。それが第１点で

す。 

   それから、１４７ページ、中段下ごろの③ですね、ポケットパーク整備に要する経

費の件でありますが、このあずまや設置工事ですけれども、この、大体わかりますが、

概要と、ここに目的はこのとおりでありまして、特に村外からのおいでになる方に対

するせっかくの機会ですので、この後の対応、一つの観光の一つのステップになると

思うので、これらを一つの物語といいますか、ここを見て、今度は、じゃ、大玉村、

ここ直売所とかアットホームのほうとかいろいろな、その方が来たときに、来ていた

だいてお金を落としていただく、表現はどうかわかりませんが、そういう施策もこれ

から必要かなということで、この２点についてお願いをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ２番議員さんにお答えいたします。 

   ９５ページの負担金関係でございますが、村立外保育施設の保育料の軽減対策交付

金ということで、対象者につきましては、大玉村の保育所に入所申し込みした方で待

機となった方、それで、保育の必要性があるというふうに判断された方で待機になっ

た方が一応対象ということで、それで、他市町村の認可保育所に入った場合には村の

ほうで保育料等負担するということになりますので、認可保育所については全額とい

うことになりますけれども、それ以外の認可外保育所に入った場合については、保育

料を軽減するというような内容でございます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   １４７ページ、ポケットパークのあずまや関係でございます。 

   場所はご存じかもしれませんが、県道五百川線と村道がぶつかる小姓内のところの
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村所有の空き地、もう整備が完了しまして、今、ちょっときれいになっているかと思

います。そこに今回は予算的には休憩するためのあずまやを設置したいということで、

あそこは村の入り口でございますので、これからそういった案内の看板、それから日

本一美しい村連合にも加盟してございますので、そういった関係の入り口にＰＲの看

板を作成してくれというような、そういう要請もございますので、今後、そういった

もの、観光案内等も含めて検討して、情報のサブ的発信地ということで考えていきた

いなと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） じゃ、何点かお尋ねしたいと思います。 

   先ほどの質問者とダブるかもしれませんけれども、改めて角度を変えて質問させて

いただければなと思っております。 

   最初、８３ページ、シルバー人材センターの関係でございます。 

   いずれにしましても、昨年から村費で事務職を雇用させていただきながら、今、一

生懸命法人化に向けてやっているようです。法人化に向けては大変いろいろな問題が

あって、業務も多忙なので大変なようですけれども、今、先ほどの答弁ですと、改め

て法人の組織の給与でなくて村で支援すると、大変ありがたいことだと思っておりま

す。いずれにしましても、法人化に向けて村として支援する以上は、どういうふうな

願いでシルバー人材、今、願いを持っているか、それをまずお聞きしたいと思います。

今現在抱えている問題も把握していれば、そのこともあわせてお願いできればと思い

ます。 

   ８７ページです。ひとり暮らし、寝たきり老人の関係についてお伺いしたいと思い

ます。 

   今までの施政方針とか一般質問の中でも、ひとり暮らし、寝たきり老人、地域のコ

ミュニティを利用して支えていくんだと、当然職員の皆さん方もそういう支援での大

変貢献していらっしゃるというのはご存じです。大変重要なことかなと思っておりま

す。そういうことであれば、改めてこのひとり暮らしの実態とかも報告ありますけれ

ども、その支援の考え方もありますけれども、手挙げ方式でいろいろ見ていくことは

あります。いずれにしましても、改めてこのひとり暮らしの大事な視点、もう一度意

欲のほどをここで、予算をしっかりと円滑に進めるためにも、内容を少し突っ込んだ

形でお願いできればと思います。 

   １２１ページ、直売所の問題です。 

   ２年間検討委員会を設けて、いよいよ今度は庁内の検討を経て建設だと。村民が待

ち望んでいる現況かなと思っております。今、質問させていただくのは、建設の中身、

正確にはまだ把握していませんけれども、いろいろと我々に以前概要の設計も示され

ました。今、確認したいのは、当時、２階を設けて安達太良山の眺望も含めたそうい

うフリースペースをつくっておいて、将来は云々という話ありました。でも、この予

算の中ではカットしたんだということも聞こえてきます。いずれにしましても、そう
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いうことであれば、何のための２年間の検討委員会の要望だったのかな、そのこと含

めて、やっぱりこれ１回決めてからは、村長も、もしかしたらやるんだと語る気持ち

を持ってほしいし、それも含めて、やりたかったんだけれどもこうなったんだという

のであろうけれども、その原因と実際はどうなってどうなったのかを改めて確認した

いと思います。 

   １３７ページです。 

   観光ディスティネーションとかも含めて、これ県費の補助も含めてここ何年間、こ

の震災以降、観光物産ＰＲ、５００万円でやってきました。今回の予算５００万円で

すけれども、何回も私指摘していますけれども、なかなかそこだけでの効果というの

は非常に薄いんだなと実感しています。ですので、いろんな工夫をしてほしいという

観点からすれば、今回そういうふうな５００万円の中にそういう工夫が入っているの

かどうか、今までと違ったことのやり方考えたのかどうか、その辺をちょっとお伺い

したいと思います。 

   最後になります。１３１ページ、農業委員会の関係です。 

   一般質問でも質問しましたけれども、耕作放棄地、ちょっとあのとき私、次に予定

があって急いで話したものですから、１つ漏れたので、ここであわせてお伺いできれ

ばと思います。 

   今回非常にユニークなこのエゴマ、そして、女子大との研究、非常にすばらしいと

思います。その内容についてもう少し詳しく説明していただければと思います。 

   さらに、遊休農地耕作地もそうですけれども、中山間地域、特にずっと山間地域、

非常に荒れが目立ってきています。何とかこれ活用する方法ないのかなと思って、私

なりにはいろいろ考えていますけれども、農業委員会としても実際考えてほしい。参

考にしてほしいための一つ提案させてもらえば、特には、耕畜連携、一般質問で使い

ましたけれども、畜産をいかに、放牧も含めてやれるか、これが一つの課題であって、

私なりにいろいろアドバイザーをおいて、そういう提案もいただいていますけれども、

あるいはまた友人のそういう方がいて、実際そういうことをやっている方も知ってい

ますけれども、ぜひそういうことを検討してほしい。そのことに関しての考えも含め

て、申しわけありませんけれども、答弁いただければありがたいと思います。 

   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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ８３ページ、シルバー人材センター関係でございますが、シルバー人材センターに

つきましては先ほども答弁申し上げましたけれども、４月からは法人として事業を開

始するということでございますけれども、村の助成としては法人になって３カ月程度

の人件費を支出するというようなことで予算化をさせていただいておるわけですけれ

ども、法人化になったからといってすぐに事務事業が軌道に乗るということではござ

いませんので、現在、なかなか事務系等もスムーズにいっていないというような部分

もござますので、それらがある程度軌道に乗るまでの間は支援をしていくということ
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で予算化をさせていただいているものでございます。 

   それで、シルバー人材センターについては、単なる営利企業というような位置づけ

ではございませんので、高齢者の生きがい対策というような部分もございますので、

現在は登録会員数５０名くらいいるわけですけれども、なかなかお願いしたい仕事が

あってもそれは嫌だとかいうような、そういう部分もございまして、なかなかミスマ

ッチもあるということで、そういう仕事をとってきてもなかなかその仕事をやってい

ただけるような方がいないというような、そういう悩みもあるようでございます。そ

ういったところも今後シルバー人材センターのほうで広報等しながら、会員の増加、

それから仕事の内容につきましても検討しながら、事業がスムーズにいくように努め

ていくというような内容でございますので、それらについてもお話を聞きながら、相

談しながら支援をしていきたいというふうに考えておるところでございます。 

   それから、８７ページのひとり暮らし、寝たきり関係でございますが、ひとり暮ら

しの中には身寄りのないような方もございます。身寄りはあっても遠方に居住してい

て、なかなか直接的な支援ができないというような方もございますので、それらにつ

きましては包括支援センターのほうでも相談に乗りながら、緊急の場合の連絡体制等

については個々の相談に乗りながら対応をしているところでございます。 

   また、寝たきりの老人等につきましては、介護者の集い等ありますけれども、新た

に介護が必要になって介護を始めたというような方については、かなり最初、当初に

ついては、戸惑いも多いかというようなことで、そういったある程度何年か介護をし

てきた方との交流を図ることによって、そういった介護についての悩みやそういった

ものを相談できるような、そういう集い等も開催しながら、また、介護者に対する研

修等を開催しながら、できるだけそういう心の負担、そういう心理的な負担を軽減で

きるような形で対応をしてまいっているところでございますが、今後につきましても、

そういった部分について強化をしてまいりたいというふうに考えておるところでござ

います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   １２１ページの直売所関係でございます。 

   建設検討委員会で種々議論をさせていただきました。当初、２階で、２階には眺望

スペースを設けるということで、レイアウト等をつくってみました。概算事業費を見

ますと、やはり３億円程度はかかってしまうと。当初から申し上げていたかと思いま

すけれども、基本的には木造でつくりたいと、そうすると構造計算、当然公共物でお

客さんが出入りするということで、構造計算必要になってきます。そうしたときに、

上に２階を上げるということになれば、直売所の広々としたスペースの上には上げら

れず、いわゆる事務室とかそういった部屋の区切りがあるようなところ、いわゆる

１階部分に柱があるようなところ、そういった部分にやっぱり２階部分が配置になる

ということで、直売所の規模も今現在、１６１坪程度で今、考えているんですが、こ
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れはやっぱり倍近くになってしまうというようなこともありまして、事業費の圧縮、

いわゆる２億円以内におさめたいというのがありまして、２階部分を取りやめたとい

う経過もございます。 

   また、ちょうど安達太良山の方向、計画している直売所から安達太良山の方向を見

たときに、ちょうどタイミングよくプラントの角のところにアパートさんもできまし

て、ちょっとどうなのかなという部分もあったものですから、そういうことで、２階

部分を諦めさせていただきました。 

   あと、１３７ページ関係でございます。 

   観光の観光物産ＰＲでございます。８番議員さんがご指摘のとおりであります。幾

らやっぱり関東方面とかに行ってＰＲしたからといって、すぐに実績に結びつくとい

うことでないことは十分承知しております。ただ、風評被害の払拭という点ではある

程度は効果があるのではなかろうかというふうに推測をしてございます。観光物産Ｐ

Ｒの実行委員会の委員の中からも、同様の指摘がなされております。いわゆるＰＲを

実施したという報告だけじゃなく、これらを検証しながら、どういった効果があった

かというのも見るべきではないかという意見もございました。そういった部分につい

てどのくらい効果があるかというのは、例えば、件数とか金額とかそれではかり知れ

ない部分はちょっとございますが、今年度につきましては、数打てばいいというもの

ではないということで、やはり今までやってきた中で実際に反響のあるところ、そう

いったところをメーンにやっていこうということで、事業内容をちょっと絞りたいな

というふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 農業委員会事務局長。 

○農業委員会事務局長（押山美奈子） ８番議員さんのほうにお答えをさせていただきま

す。 

   １３１ページ、耕作放棄地の解消に関する経費の中で、エゴマの栽培の内容の確認

ということでございますが、２８年度に関しましては試験栽培ということでそれに係

る経費のほうを計上させていただきました。 

   試験栽培と申しますと、今、２８年度実施する予定でいる耕作地のほうは、再生し

た農地を中心に考えておりまして、先ほども申しましたが、試験栽培の面積

２，０００平米から３，０００平米を一応予定しているんですが、条件、例えば田ん

ぼとか畑、それから高地であるとか平地であるとか、そういった条件の違うところを

何カ所か選定をして作付をしていって、収量がどの程度なのか、変わらないのか変わ

るのか、そういったことも含めての試験栽培というふうに考えております。それを踏

まえて来年度以降広めていけるのかどうかというところで、今年度は試験栽培を実施

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） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番さんに答弁漏れがございましたので、説明をさせていただ
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きます。 

   先ほど、１３１ページに続いて、中山間地域の荒れが目立ってきているというお話

がございました。提案としまして、放牧、そういったものもできないかというような

提案もいただきました。いわゆる中山間地域につきましては、中山間地域直接支払制

度の対象地になっているのがほとんどかと思っております。残念ながら、２地区につ

きましては、高齢のために維持が大変になったということで、第４期対策断念された

ということもございました。 

   私どもも現地調査していますと、中山間地域、いわゆる耕作不利地でございますが、

下のほうにつきましてはきちんと水田として耕作されているところもございました。

また、部分的な牧草地ということで使われているところもございました。中には、本

当の草刈りだけの保全というところもございます。その草刈りだけの保全というとこ

ろでは、基本的に年１回程度草刈りをするというような中身でございまして、当然通

年通して見ますれば、荒れているというふうに見られるようでございます。 

   ただ、中山間地域の直接支払制度を受けている対象になっているところに関しまし

ては、水田であれば基本的には水田の機能をきちんと維持していくと。いわゆる畦畔

がきちんと築立されていないとだめというようなことになります。そうしたときに、

放牧というご提案、確かに伸びた牧草ですか、そういったもののところに柵を回して、

そこに放牧するということであれば、一石二鳥ということになるかもしれませんけれ

ども、いわゆる田んぼの機能を田んぼの状態で置いておかなくちゃならないというこ

ともございます。そういった中で、これができるのかどうか。また、放牧する事業者

がいるのかという問題もございます。そういったものも含めまして、今後も中山間地

域、これらをどうしていくかというのは、課題として検討していかなければならない

のかなというふうには認識してございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 農業委員会のほうの質問からちょっと、内容飛んじゃったかな、

的外れな質問した割には丁寧な答弁ありがとうございました。丁寧な答弁したおかげ

で、さらに突っ込んで村長さんの考えも聞きたいと思います。 

   以上のような内容です。ですから、村長さん、アルパカ牧場のような話も冗談半分

だと思いますけれども、半分は本気かと思っています。ですので、農業委員会のみな

らず、これは今、産業課の課長も答弁してくれましたけれども、大事なこの大玉村の

景観を守りながら、農業も含めて発展する大きな要素ですので、いろんな角度から

我々も研究したいと思いますけれども、その辺の村長の考えを改めてお聞かせいただ

ければありがたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   中山間、９区・１０区地域というのは、ご存じのように２００世帯を超える開拓の

方が昭和２５年前後に入られて、原野を、木を伐採し根っこを掘り起こして耕地にし
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たという大変、本にも開拓史にもありますが、大変な思いをして開いた耕地、それが

今、また山に戻って耕作放棄地になってしまうというのは、大変住んでいる方にとっ

ても断腸の思いだというふうに考えておりますので、あれを生かす方策というのはや

はり真剣に考えなきゃいけないというふうに思っています。 

   畜産団体のほうには、牧場、だんだん高齢化になっていますので、放牧ということ

で集約をしてやるような方向をそろそろもう考えたらどうですかということは、一応

お話は会議のたびに話をしています。それをどういう手法でやっていくかというのは、

やはり今、畜産をやっている方たちがその気にならないと検討にもならないので、で

きれば、そういう形で畜産業についても維持をしていきたいというふうに考えていま

すし、高原野菜等も当然地理的には非常にいい場所ですので、そういうことも考えら

れるだろうしということで、適地ということになりますと、米がなかなか難しくなっ

たとすれば、それ以外のものについてできないかということは、やっぱり中山間の活

用の方法については、本当に真剣に検討しなきゃいけないなというふうには感じてお

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。３番。 

○３番（本多保夫） １８１ページ、これの放課後子ども教室に要する経費の中の講師謝

礼で、１８５ページの社会教育事業に要する経費の中の報償費の中の講師謝礼、同じ

く１８９ページのふるさとホール事業に要する経費の中の報償費の中の講師謝礼、

１９１ページの地域の体育振興を推進しとありまして、これの報償費の講師謝礼、い

ずれも講師謝礼なんですが、この内容、人数、１人当たりの、失礼な言い方ですが、

単価になるのか、時間なのか、この内訳の説明、お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） ３番議員さんのご質問にお答えいたします。 

   まず、１８１ページの放課後子ども教室に要する経費のうちの報償費、この中の講

師謝礼でございます。これにつきましては、放課後子ども教室開催いたしておりまし

て、この中で村外からの講師ということでお願いをする場合がございます。例えばダ

ンスの教室でありますとか、そういった方に対する講師の謝礼ということで、予算上

１人１回当たり８，０００円、これを各教室２回、玉井と大山教室２教室というふう

なことでの予算措置を見てございます。 

   続いて、１８５ページ、社会教育事業に要する経費というふうな部分でございます。

これにつきましては、主に社会教育事業、いわゆる公民館事業という部分のところで

お願いをする講師の謝礼ということで予算化をしてございます。中身につきましては、

その事業によって講師の謝金の単価、これは異なるわけでございますけれども、主な

ものとして、少年事業のわんぱく広場、それから少年冒険学び隊、それから成人教育

につきましてはおおたま大学院、女性教育につきましてはふれあいセミナー、高齢者

につきましては生き粋大学等々の各事業の講師謝礼ということで予算化をさせていた

だいてございます。 
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   単価につきましては、それぞれ１回当たり８，０００円から１万円程度の予算化と

いうことでございます。それぞれの積算内訳につきましては、後ほど詳細にご説明申

し上げたいと思います。 

   続きまして、１８９ページ、ふるさとホール事業に要する経費のうちの講師謝礼と

いうふうな部分でございます。ふるさとホールの各種事業で実施をする講師の謝礼と

いうことで予算化をさせていただいてございます。これにつきましては、年中行事再

現等の講師謝礼、あるいはおはなしボランティアの育成事業の講師謝礼、それからふ

るさとホール事業を企画する場合の講師謝礼ということで予算化をさせていただいて

おります。そのほかに、企画展を行った際の記念講演というふうなことでございます。

単価につきましては、年中行事再現の講師謝礼につきましては単価６，０００円とい

うことで見させていただいております。そのほかの講師謝礼については１回当たり

８，０００円というふうな形で予算化をさせていただいてございます。 

   続いて、１９１ページ、社会体育振興に要する共通経費のうち、報償費の中の講師

謝礼でございます。これにつきましては、学校体育の支援事業、それからバスケット

ボール教室の講師謝礼というふうなことで予算化をさせていただいてございます。単

価といたしましては、学校体育支援事業として水泳教室の講師謝礼６，０００円の

８回分ということで積算をしてございます。そのほか、村内から要望のありました子

ども向けのバスケットボール教室の講師謝礼ということで、単価８，０００円で４回

分ほどの講師謝礼を予算化させていただいてございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 平成２８年度の予算の村税関係は８億円ということで、前年度

４，０００万円ほど伸びるということですよね。地方消費税についても伸びが示され

ております。一方、地方交付税についてはマイナス６，０００万円、６，２００万円

になっております。こういう状況の中で、本村の財務会計においてもなかなか大変な

状況にはなりつつあるなというふうに感じております。 

   そういう中で、５３ページにおかれます②新地方公営会計等に要する経費という中

で、５３ページですね、固定資産台帳の整備、公共施設総合管理計画の策定及び複式

簿記の導入を図ると、こういうふうになっていますね。この複式簿記、いわゆる企会

の水道関係はなされておるわけでございますが、これをもっともっと幅を広げて全体

でやるという計画なのかどうか、国もこれを今、進めておられると思うんですが、い

わゆる公共自治体においては、親方日の丸というイメージが強いものですから、やは

りしっかりした財務会計もやるべきだなという思いはございます。 

   そこで、この下の委託料の固定資産管理システム導入、これを委託する、または連

結財務書類作成システム導入という連結財務、いわゆる企業だと連結決算ということ

がございますが、そういう横のいわゆる施設関係の事業を全部一括して、この連結で

最終的に判断するんだということかなと思うんですが、この辺についての詳細な説明

をお願いいたしたいと思います。 
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   次のページの出納事務に要する経費ということで、一番下の指定金融機関出納業務

委託料、これは今、ＪＡさんのほうで来られてやられておると思うんですが、

１２９万６，０００円ですね。これはなかなか、前は金融扱い手数料とか何かで少な

かったんですが、やはり金融機関も容易じゃないということでだんだんアップしてい

る状況かなと思うんですが、この合併後、ＪＡの今後、合併なされましたよね、３月

１日から。その関係についてのＪＡみちのく関係の業務は全く変わらないという状況

なのでしょうか。その辺について、まずお尋ねしておきたいと思います。 

○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。 

   今のご質問の中で出てきたとおりの仕組みに変わるということになります。今現在、

水道企業会計以外の会計につきましては、通常の今まで同様のといいますか、予算・

決算だけでの処理ということでございますけれども、これが水道企業会計と同じよう

な公会計に移行するようになります。これにつきましては、２８年度決算からという

ことで、２９年６月以降の処理になってまいります。 

   ありますとおり、複式簿記ということで、損益計算書でありましたり、そういった

書類をこれから議会のほうにも報告するようにというふうな書式に変わってまいりま

す。このために、今、固定資産の洗い出し作業を進めております。これは、通常の建

物だけで済めば大変事務量は少なくて済みますが、道路、こういったものにつきまし

ても全て台帳化するということになってまいります。今、水道のほうで取り入れてお

ります固定資産台帳システム、こういったものを取り入れて、その中で管理をしてい

くというための、まずはシステムの導入ということになってまいります。 

   連結決算書類につきましては、通常ベースの伝票処理をした後に、これを公会計の

損益計算書でありましたり、そういった書類に結びつけながら書類を作成していくた

めの連結、こういったシステムの導入になってまいります。 

   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） ７番議員さんの５５ページ、出納事務関係の指定金融機関の出

納業務委託料の関係でございますが、みちのく安達がふくしま未来ということで、

４つのＪＡが合併してふくしま未来ということで、昨年から合併協議が進んでいる中

で、本村、ＪＡを指定金融機関にしている関係で、合併後どのような指定金融機関の

形でできるのかということで、昨年来からＪＡ統合と協議してまいりましたが、合併

協議の中では従来どおり新農協に引き継ぐという形で話が来ておりましたので、今回

につきましても、昨年、２７年度も予算計上しておりましたが、指定金融機関業務委

託料ということで１２９万６，０００円を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） 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。 

（午後０時０２分） 
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◇          ◇          ◇ 

○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） 質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） 午前中に引き続きまして、いわゆる新地方公会計等についての質問

をいたしますが、このことによって、いわゆる公営企業ということでございますから、

試算表の作成やら貸借対照表、あらゆるもので事務が煩雑になってくる。労力も増大

してくるだろうと、このように考えられますね。そういう点からすると、この職員の

労務関係、または会計管理、会計の事務のやはり育成も図らなくてはいけないのでは

ないかと思うのです。また、やはり会計事務所なり公認会計士なりの支援も仰がざる

を得ないかなという感じもするのですが、また、一方、監査業務におかれましても、

それなりの労務が増大するのではないかなと、こういう観点を私も懸念を持っている

わけでございますが。 

   いずれにしても、この会計事務は大玉村の健全財政の運営からしては、当然大事な

ことでありますから、それはそれとしてきちんとやっていただきたいと思いますが、

今、言われたようなことを当局はどのようにお考えなのか、伺っておきます。 

   もう一点でございますが、村長の執行、いわゆる方針、村政執行基本方針、この中

に、おおたま・オータム・フェスタを予定しております。１０月ですね。本行事を通

じて、学校・家庭・地域の一体感が一層醸成されるよう努めてまいりますと、この合

同行事は、村一円挙げて、土曜授業としての位置づけもやるのだというふうなことを

なされております。 

   この予算なのでございますが、コミュニティ・スクール委員会からの提案というこ

とでございますので、そちらのほうかなと思って、１６１ページ、⑩番のコミュニテ

ィ・スクール推進に要する経費、この中で、どの項目の予算になるのか。私ちょっと

予算見当たらないのですが、その辺のいきさつ。 

   また、このおおたま・フェスタの狙いと申しますか、成果と申しますか、どのよう

な狙いがあって効果を期待されているのか、お尋ねいたしております。 

○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。 

   先ほどの新地方公会計関係の事務事業関係でございますけれども、議員さんおっし

ゃるとおり、方式の採用、選択によりましては、これは当然職員のほうに事務の煩雑

さが出てまいります。 

   その中で、通常の日々仕分け方式と一括仕分け方式、この２つの方式がございます。

日々仕分け方式ですと、今は水道事業会計で取り組んでおりますように、毎日の伝票

記票の際に、これはもう当然それぞれの項目ごとに仕分けするという作業が出てまい

ります。これにつきましては、やはり簿記資格を持っている職員であればできるかと

思いますが、通常の私たちのように持っていない職員については、なかなか大変だと
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いうこともございまして、本村におきまして、当初の採用は一括仕分け方式をとる考

えでおります。これによりまして、５月３１日の出納閉鎖期以降、一括してそれらの

各伝票を簿記資格を持った職員に仕分けをしていただくということで、通常の業務の

中での負担を軽減させたいというふうな考えを持っております。 

   先ほどちょっと漏れましたが、午前中の答弁のほうで、連結という意味でちょっと

つけ加えをさせていただきますが、今ある一般会計と特別会計は、これは連結をさせ

ていただきます。そのほか、一部事務組合であります安達地方広域行政組合、これに

つきましては、負担割合に応じた比例連結というふうな方式が採用されるようでござ

います。負担に応じた広域のほうの歳出予算の部分については、連結をさせるという

ふうな方式を今後とっていくというふうな内容になっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ７番議員さんにお答えいたします。 

   おおたま・オータム・フェスタの狙い等についてお答えしたいと思います。 

   おおたま学園がございます。幼稚園、それから小学校、中学校、これを一体的に捉

えまして、子どもたちの健全育成というふうなことで、おおたま学園と捉えています。 

   もう一つは、コミュニティ・スクール等、２期目に入りました、本年度で。そうい

った中で、地域のコミュニティ・スクール委員さんたちから、いろいろと建設的な意

見をいただくような機会がふえてまいりまして、大玉の子どもたちに必要なものは何

かというふうなことについて、７月の委員会だったと思いますけれども、そこでいろ

いろなご提言をいただきました。中身は、１０月１日土曜日なのですけれども、土曜

日は学校休みの日なのですけれども、これを土曜授業という形で位置づける。つまり、

学校の教育活動として位置づけるという授業で、本年度３回実施していますけれども、

来年度はこれも加えて４回を計画しております。そういった中で、授業として位置づ

けていくというふうなこと。 

   狙いといたしましては、おおたま学園という、今、離れているわけですね、小学校、

幼稚園併設なのですけれども、大山小学校、玉井小学校、それから大玉中学校。その

連携を図っていくためには、いろいろなかかわりというのか交流が必要になってくる

だろうというふうなことで、一体感を醸成したいということが一つあります。 

   それから、子どもたちに体験活動というのですか、ちょっと欠けているのですけれ

ども、体験活動を設けることによって、子どもたちに自主性とか社会性とか、それか

ら多少の困難に耐えていく力とか、そういったことを培っていきたいというふうなこ

と。 

   それから、もう一つは、そういう活動を通して大玉村をもう一回見つめて、子ども

たちが肌で触れて見つめて、つまり、郷土愛を育んでいく、そういったことを狙いと

しております。 

   それの活動の中に、コミュニティ・スクール委員さんにも加わっていただいたり、

あるいはまたいろいろな関係団体の方々にも加わっていただいて、一体的に取り組む
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ことによって、この新たな行事に計画したというふうな経緯でございます。 

   具体的には、小学生と中学生が縦の関係をつくりまして、安達太良清掃登山をやっ

たり、あるいはまた、安達太良のフィールドを使ってオリエンテーリングをやったり、

あるいは名倉山登山をやったり、学年によって。そういった、あるいはまた、大玉を

じっくりと足で歩いて大玉を見つめるというふうな、そういった活動を総合的にやっ

ていきたいというふうなことで計画した中身でございます、 

   予算等につきましては、部長のほうからお答え申し上げます。 

○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。 

   予算的な経過でございますが、当初予算には補助事業に申し込みはしていたのです

が、残念ながらまだ採択が確認とれませんでしたので、当初予算は計上しておりませ

ん。 

   最近、補助事業の対象になるということが確認とれましたので、補正予算で対応と

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） 地方会計に戻りますが、いわゆる財産、固定資産台帳の整備やら連

結決算に向けての準備やらいろいろあろうと思いますが、今までの中での固定資産、

建物とか土地とか道路とか、これの今までも整備ということはあったのだろうけれど

も、中には上がっていないものもあろうかと思うのです。今後、この財産がかなりの

額になるのだろうと思うのです。建物にしても道路にしても空き地にしても、相当な

財産になる。 

   しかし、財産があって金がないという状況もあるのです。この辺の兼ね合い、いわ

ゆる帳簿上の決算上の黒字、これは大幅に出てくると。しかし、運営する金がないと

いうことは、現実味を帯びてくるのではないかと、私は懸念しているのです。その辺

の関係、どうこれから持っていくのか。 

   それから、国を挙げてのこれは全国的な傾向だと思うので、その辺の国の支援策ま

たはその指導体系、こういうものもあろうかと思うのですが、それらについてもお尋

ねしておきたいと思います。 

   そしてまた、この広域の比率負担、今までも消防やらごみやら火葬場やらございま

すよね。この辺は負担だけで本当にいいのかどうかなのですけれども、それは、やは

り１０分の１なら１０分１の財産として、これは計上すべきだと思うのです。お金だ

けじゃなくて。ですから、ごみ焼却場の１０分の１の土地と建物とか、火葬場の土地、

建物とか、その比率に応じて財産計上すべきと思うのですが、その辺の広域との話し

合い、または国との話し合い、どのようになっているかお尋ねしておきたいと思いま

す。 

   もう一点、おおたま・フェスタ、これは村挙げての行事だということをお聞きしま

した。これは子どもたち、将来を担う大事な、お年寄りからみんなこぞってやるとい
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うことはすばらしいなと。余りこれ県内でも例がないなと思うのですが、全国的にも

これは珍しいというふうに思っているのです。そういう中では、ぜひとも成功に結び

つかなくてはいかんと思います。やってみたら、ほらだめだったべでは困るのであっ

て、それなりの予算もしっかり計上すべきだと思うのです。そういう観点から、もう

一度おたずねしておきます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ７番議員にお答えします。 

   新会計システムの関係でございますが、予算の立て方については、従来どおり国の

村税があって地方交付税とか、そういう予算立てをしますので、今、新しい貸借対照

表に移る部分については、決算でそういう形にあらわすということでございます。 

   また、固定資産の関係につきましても、道路とか建物も含めまして９月で補正しま

して、それは台帳関係の洗い出し等々についても現在も進めていますが、そういった

形で進めさせていただきます。 

   また、財政措置でございますが、これは公会計システム導入時にかかる部分につい

ては、特別交付税が措置されるということでお聞きしております。 

   また、広域の関係でございますが、広域の資産の関係については、これから話し合

いを進めるという形で持っていきたいと思います。 

   以上でございます。 

○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。 

   議員さんに大変ご期待の言葉をいただきましたので、十分予算には対応できるよう

努力してまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。４番。 

○４番（鈴木康広） １５７ページ、１５工事請負費の防犯カメラ設置、各校１つという

形で先ほど答弁あったのですが、これは幼稚園を含めた３校２園という形になるのか

ということが１点と、あと設置方法なのですが、玄関先などのほうのどこに防犯カメ

ラを設置するのか、それとも建物内の見通しの悪い場所、そういうところに設置する

予定なのか。 

   続きまして、１５９ページ、ソーシャルワーカーのほうの活用事業ということで、

これ今は他地域でもソーシャルワーカーは配置されている場合が多いのかどうか、そ

の状況をちょっと確認、お知らせください。 

   １６１ページ、コミュニティ・スクール推進事業なのですが、これ予算のほう、こ

れ今回は１９７万３，０００円に対して５８９万円が国からの補助出ているのですが、

ここ何年間で予算の金額が減っているとか上がっているとか、あと補助のほうについ

てもどうなっているのかのほうの情況がわかれば、お願いします。 

   １６３ページ、１２番、適応指導教室設置ということで、これ不登校などの対応と

いう形なのですが、現在の不登校とか、もしくは保健室登校等の数字がわかればお願
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いします。 

   １３番、幼稚園３年保育調査ということで検討委員会、どの時期にメンバーを決め

て検討委員会を立ち上げてという形の、その時期等がわかればお願いします。 

   少し飛びまして、１８１ページ、報償費のほうの大学生活動員報償ということで、

これ大学生ですので、当然交通費、福大生であれば福大からの交通費等々を考える必

要があると思うのですが、この報償の中には、交通費と普通の謝礼等が含むのかどう

か。 

   続きまして、１８５ページ、ふくしまっ子体験活動応援に関する経費、この実施時

期とか参加予定の人員をお伺いします。 

   １８９ページ、ふるさとホール事業ということで、伝承すべき文化やボランティア

の育成という形の文言が入っています。今回、おおたま学という形を、大玉村のほう

では考えているということで、ボランティアのほうの育成の場合に、そのボランティ

アをお願いする人たち、要するに勉強してもらう人たちの費用はボランティアなので

全く無償なのか、それとも交通費等くらいは考えていらっしゃるのか伺いたいと思い

ます。 

   最後に、１９１ページ、１９の負担金の中の健康マラソン大会実行委員会補助金と

いう形で、これは今年から実行委員会方式というのをとる予定になっているというこ

とで、その経緯とか、あとその実行委員会のほうの範囲とか人選とかをお願いします。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） ４番議員さんにお答えいたします。 

   まず、防犯カメラの件でございますが、防犯カメラは今回５０万を計上しています

が、両小学校と中学校に記憶装置つきの防犯カメラを１カ所ずつ設置する予定でござ

いますが、まだ学校と煮詰めておりませんので、設置箇所はまだ未定でございます。 

   あと、２カ所目、１５９ページですね。スクールソーシャルワーカーですが、スク

ールソーシャルワーカーは、須賀川からお越しの先生を頼んでおりますけれども、年

間約１７０日稼働しています。中学校を事務拠点として活動していただいていますけ

れども、小学校、幼稚園も含めて足を運んでいただいて、各家庭に足を運んでいただ

いて、学校並びに幼稚園、そしてあと教育委員会ということで、その中間に入ってい

ただきまして調整作業、あとは健康福祉課も窓口として相談をしていただいていると

いうことで、大変、２７年度の例によりますと、難しい問題を２件ほど解決していた

だいたということで、実践、非常に効果が大きい事業でございます。 

   あと、１６１ページ、コミュニティ・スクールの事業費の補助金でございますが、

これは国庫補助で事業をやっておりまして、今回２期目ということで再認定いただい

て２年目なのですが、２８年は、補助率が事業費に対して３分の１ということで、定

額の、失礼、事業費の３分の１ということで、あの補助率になっております。 

   あとは、１６３ページ、適応指導教室でございますが、今回、大山公民館を中心に

して約一年間、中学３年生を対象として、不登校児を適応指導教室で対応したわけで
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すが、非常に喜ばしいことに、今回、進学が決まったということで、大変効果が出て

おります。２８年も、今のところ不登校はいるのですが、実際、保健室登校、または

その適応指導教室に通ってくれるかは、まだはっきりは不明でございますが、２８年

もそのようにして、大切な３年間の時期でございますので、村としても対応していき

たいということで予算を計上させていただきました。 

   あと、３年保育ですね。３年保育に関しては、今回は、３年保育の検討委員会の設

立の経費を計上させていただきました。 

   それで、じゃこれで終わります。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 追加説明させていただきます。 

   まず、不登校の児童・生徒数なのですけれども、現在、不登校の定義は、３０日以

上欠席の子をカウントしています。今、小学校に１名、それから中学校に４名、現在

います。そのうち１名が適応指導教室に通って、先ほど今、部長が答えたような形で

卒業を迎えることができたと、そういう状況になっております。 

   それから、３年保育につきましては、今、内部で検討会をやっております。実施要

綱をつくりまして、新年度早々、立ち上げて検討委員会というふうな形で、さまざま

な課題について整理していって、その改善策、解決策を探っていって、２９年度に

３年保育が実施できるように努めていきたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） ４番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、１８１ページ、放課後子ども教室に要する経費のうちの報償費、大学生活動

員報償でございますけれども、これにつきましては、放課後子ども教室にさまざまな

形でボランティア指導ということでかかわっていただく方々に対する報償ですが、村

内のボランティアの方々に対しては、基本的に１時間当たり３００円ということでお

願いをしてございます。お尋ねの大学生でございますけれども、旅費相当額とまでは

いかないのですが、１時間当たり５００円という形で措置させていただきたいという

ことで、分けて報償という形でさせていただきました。 

   ２点目ですが、１８５ページ、ふくしまっ子体験活動応援に要する経費、これはい

わゆる中３生を対象としたサマーチャレンジ事業ということで実施をするものでござ

いまして、２８年度計画いたしておりますのは、８月９日から１２日までの４日間と

いうことで３泊４日、中学３年生の希望者１５人程度を対象に実施をしたいというふ

うに考えてございます。 

   それから、１８９ページ、ふるさとホール事業に要する経費で、お尋ねのおおたま

学に含めたボランティアの養成、あるいはその報償というふうなことの考え方でござ

いますけれども、こちらにふるさとホール事業として事業予算のほうを計上させてい

ただいておりますのは、講師謝金としては、年中行事再現の講師謝礼ですとか、それ

からお話ボランティアの育成、ふるさとホール事業というふうな形での講師謝礼と、

それから報償として、年中行事再現の田植え踊りの講演の謝礼、あるいはお話会・年
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中行事の再現の謝礼というふうなことで、予算措置をさせていただいてございます。 

   お尋ねのおおたま学に係るボランティア養成等につきましては、おおたま学、ただ

いま作成を進めております歴史文化基本構想、この中で、それと同時進行で進め、お

おたま学のまとめを進めていきたいというふうに考えておりますので、今後、これら

の普及に向けては、別な形での予算措置を図っていきたいというふうに考えてござい

ます。 

   以上であります。失礼しました。マラソン大会ございました。失礼いたしました。 

   １９１ページ、マラソン大会の実行委員会ということで、これは、今まであだたら

健康マラソン大会、２７回、体育協会の主催という形で実施をしてまいりましたが、

２８年、第２８回大会につきましては、今回から大玉中学校の全校生徒が学校行事と

して参加をすると。今までは、両小学校の児童が学校行事として参加しておりました

が、これが中学校も含めて全校生徒が学校行事として参加をするというふうなことを

受けまして、村を挙げて、体育協会の主催事業からもう一つ大きく、村を挙げての大

会にしていきたいというふうな形で、実行委員会としてはどうかというふうな形で協

議を行ってきたものでございます。 

   実行委員会の構成機関といたしましては、現段階では、村、それから村教育委員会、

体育協会、各学校、それからぜひ参画いただきたいＰＴＡですとか、そういったとこ

ろにも声をかけながら、全村挙げてのマラソン大会にしていきたいというふうなこと

でございます。 

   今年度、予定といたしましては、１１月５日の土曜日の開催を予定しておりまして、

過日の体育協会の理事会において、体育協会の主催事業から、２８回大会については

体育協会が主管する事業ということでの理事会の決定をいただいたところでございま

す。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） １５７ページの防犯カメラ、幼稚園については設置の予定がないと

いうことなのですが、今のところ今回は予算化されていないと。これについては、幼

稚園についても今後、そういう形のはどうなのかとちょっと思うのですが、建物が違

うと考える。そこの件が１点。 

   １８１ページ、大学生の活動費について、交通費を含むのが５００円とかというこ

となのですが、活動時間がどれくらいなのかにもよると思うのですが、実際には多分

経費のほうというか、大変なのかなと。学生等が大玉に来て、いろいろな活動をして

いただけると、大玉村と福島大学との連携はすごく大事だと思いますので、これは少

なくとも経費等は出るくらいの形になるほうがいいのかなと、交通費等と思いますの

で、その内容についても、今後、精査されたらいいのかなと。 

   あと、じゃその２点について再度伺います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） ４番議員さんにお答えいたします。 
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   防犯カメラの件でございますが、当然、幼稚園も設置したいというふうに教育委員

会は考えていますが、朝はスクールバス、帰りもスクールバス、もしくは預かり保育

は保護者が迎えに来るということで、今回、予算についた金額を見ますと、３校対象

ということで対応させていただきます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ４番議員さんにお答えいたします。 

   大学生が大玉に来てというふうなことについては、昨年度からやっていました。こ

れ事業名としましては、ともに学ぶ大玉の教育。学ぶというのは、子どもたちがまず

学ぶというふうなこと、それから学生にも学んでいただきたいというと、学校の先生

方も学生を受け入れることによって学んでいきたいという、そういったことで始めた

事業です。 

   ただ、この事業につきましては、福大でいろいろとアドバイザー等でお世話になっ

ている先生方の個々のルートを通して頼んでおったのですけれども、もう少しこれを

組織的に広げたいというふうなことで、実はあしたなのですけれども、福大の人間発

達文化学類の学類長さんと協定を結びます。ボランティアの協定を結びます。その中

で、この事業をさらに確かなものにしていきたいという目的、狙いのもとにやってい

くのですけれども、狙いは先ほど申し上げたとおりです。 

   その際、子どもたちにとっては勉強を教えてもらうというふうなことが大きなメリ

ット、これは成果として上がっております。ただ、もう一つ大きな成果というのは、

子どもたちにとって、特に中学生等にとって、やはり身近なお兄さん、お姉さんとい

う、そういう存在であるというふうなことです。そして、そういった学生と触れ合う

ことによって、一つの憧れといったらいいのでしょうか、そういう目標を持つことが

できるというふうなことが、副次的な効果として非常に期待しておるところです。 

   そういったことで、協定を結ぶということは、大学にとっては学生が、教員を目指

す学生にとっては、大学の授業ということに加えて、実践的にいろいろな子どもたち

とかかわることによって、教師として必要な実践的指導力を身につけるというふうな

ことで、単位取得にしております、大学生のほうは。それに参加していただける学生

は、単位取得を認めますというふうなことで、そういったことをやりますので、ボラ

ンティアという形で報償費は払わないでいただきたいということで協定を結びますの

で、そういった活動を積極的に進めていって、この事業をさらに拡大していって、大

玉の教育の向上に寄与していければなと、そんな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。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 款１０の教育費関係で、ページは１８６から１８８ページにかか

わってくるのですけれども、このふるさとホールの蔵書関係です。これはそれぞれの

小・中学校なり大山公民館等々の蔵書も全部一つのあれにして利便性を図るのだと。

システム化して利便性を図っているのだということが上げられておりますが、大変い

いことだと思うのですけれども、ふるさとホールの２階には、相当な量の蔵書がまだ
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あるのです。いろいろな幅広い意味では、とてもとても読まんねえようなのもいっぱ

いあるし。そこら辺のは、そのシステムの中に入っているのですか。何冊あるという

中に、管理の中に入っているのか、それは入っていないのか、そこら辺。入っている

とすると大したものだなと思うのだけれども。どこまで掘り起こして計算したか、ち

ょっとそこら辺、まず最初に。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） １０番議員さんのご質問にお答えいたします。 

   ふるさとホールの図書の管理に関する部分でございますけれども、ふるさとホール

の蔵書、現在約２万冊ございます。お尋ねの２階の会議室に置いてある部分なのです

が、これは１階の図書室スペースにどうしても限度があるものですから、２階の会議

室には主に資料的なもの、あるいは寄贈を受けたものを６００冊から７００冊ほど、

現在、配置しているような状況でございます。 

   これらについては、２６年度、２７年度で進めております蔵書の台帳、これの紙か

らパソコンによるデータベース化を進めているわけですが、この２階の蔵書に関して

も、このデータベース化に組み入れて進めているところでございます。 

   以上であります。 

○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。 

   そういう努力をされているのだということでございまして、６００から７００冊あ

るということで、そういうデータに入れるのだということでありますが、いろいろそ

ういうお話も前に聞いたので、そういう利用されている方から尋ねられたので、そう

いうお話もしました。我々のというか、一定程度年いった人は、そういうなのを見な

がら借りっか借んねえかなんては考えてねえんだと。ずっと開いて見てという、こう

いう今までの。して、あと子どもらの父兄に聞いたら、そういうのを管理しているな

んて知らねえないと言って。やっぱりちゃんと今までのように判子を押しているよと。

それどうなのかわからないけれども、そういうことですね。 

   つまり、せっかくあるそういう中身を、財産ですから、そういう寄贈を受けたりし

たものは、ぜひともそういう管理をしていただくと同時に、何かきちっとした保管が

今後されるような方向。大変なんだと雑談的には村長からも聞いたのだけれども、ほ

いなの大変なんだよな、なんて聞いたのだけれども、そこはそうでなく、ちゃんとど

ういうふうにするかというふうな方向でのお話を承ればありがたいなと。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えを申し上げます。 

   先ほどご説明いたしましたパソコンによる蔵書のデータベース化ということでござ

いますけれども、現在、学校図書館においても、この貸し借りについては、これらの

データを使ったものについては一部稼働してございます。２８年度から全ての学校、

それからふるさとホール、公民館について、このデータ化による貸し借りが稼働でき

る状況になりますので、これらを生かして、例えば、ふるさとホールの本を大山公民



 

- 190 - 

 

館で借りられるとか、今、ご説明ありましたように、確かに本そのものを手にとって

ということではないのですけれども、大玉村の図書室、それから学校図書館、そうい

ったもの全てのところの蔵書が検索あるいは相互に貸し借りできるような、そういっ

た体制づくりによって、蔵書の有効活用を図っていきたいというふうなことで考えて

ございます。 

   また、当然、階架する皆さんの目に触れるというふうな形での蔵書の管理というも

のも、もちろん大切でございますので、蔵書のスペースの確保、これらは施設の改修

等も含めてになるわけでございますけれども、それらについても慎重に検討してまい

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） ほかにございませんか。３番。 

○３番（本多保夫） １点だけお聞きしたいと思います。 

   １６３ページと１６５ページ、小学校の管理運営に要する経費ということで、大山

小学校につきましては、学習用の田畑の借り上げ謝礼ということで金額が載ってござ

いますが、同じ教育委員会の中であっても、玉井小学校の部分には載っていないと。

これは、玉井小学校の部分は無料で貸しているのか、その辺を１点お願いしたいと思

います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） ３番議員さんにお答えいたします。 

   学校の畑でございますが、大山小学校は木ノ下を今年は借りました。玉井小学校に

至っては、幼稚園の西側があいてありましたので、それで幼稚園とあわせて、小学校

の屋外学習を実施していただいたということで、そのようになっております。村の所

有地でして、幼稚園の敷地内でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。９番。 

○９番（佐原吉太郎） １３３ページなのですが、ふれあい村民の森ですね、その件につ

いてお聞きしたいのですが、私もあそこをちょいちょい通るのですが、いつでも簡素

化して、誰もほとんどがいない状況なのですが、ただ、要するに触れ合いというのは

肌触れるのだか何だかわからないけれども、いずれにしたって、要するに目的がある

わけですよね、これももちろん、これをつくった以上は。例えば、小学校の森林の経

験させるとか、こういうところで、目的、概要をこれ触れておりますが、そういった

面で、その活用といいますか。 

   あと、それから、年間通じて、あそこには触れ合いというのは、そのデータという

か、これだけも、もちろんこれ６８万１，０００円、それぞれとられているわけです

が、そういったデータというかあれば、それ触れ合ったことによって、何かいいこと

生まれたとか、そういうことのその収集というかな、データというのはあるのかどう

か、まず、その点をひとつお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 
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○産業課長（菊地 健） ９番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   １３３ページ、ふれあい村民の森の件でございます。ご指摘のとおり、あそこはふ

れあい村民の森という名前でございますが、なかなか人の姿が見えないというのが、

やはり我々も気にしているところでございます。管理運営に要する経費としては、基

本的にはふれあい村民の森の適正管理ということで、ボランティアをお願いしての草

刈り、あとは、それだけではちょっと済みませんので、シルバーに草刈りをお願いし

ている。あとは、夜間のたまり場等になっては困るということで、施錠管理とか清掃

とか、そういったものの維持管理に努めているところでございます。 

   また、その活用関係、またデータ収集しているのかというような内容でございます

が、今のところデータ収集についてはございません。ただ、今まで炭焼きとか、そう

いった部分でのふれあいは実施しておったわけですけれども、最近、原発事故以降、

なかなかそういったものもできないというのが実態でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） 今、説明ございましたが、全くどれくらい年間あそこに行ってと

いうデータも、あそこの前の向かい側、道のこっちから行くと右側のちょうど上の方

が、一応携わっているということなのですが、そうすると、あそこは全く無法という

か、それ行けば、何時から何時までその方々がいて鍵あけているのだか、それから、

どのくらいの出入りして触れ合いしたのかという、全くデータも何もないと。そして、

今、お答えいただいたが、全くそういう全てのデータがないと。ということは、全く

これ目的というものをやっぱり、例えば、じゃ小学校ね。小学校の子どもなんか自然

の触れ合い、今、放射線ということを言いましたが、放射線だから自然に触れ合うこ

とは今の段階では難しいなら、それは理解できるのですが。 

   しかしながら、わざわざあそこでお金をかけてやったのでありますから、何ならそ

れ以外に、これ何か規制があって、そのほかの利用ができないのであれば、これはや

むを得ないのですが、もし規制がないとすれば、そういった例えば、今、要するに、

直売所の関係と何か整合性をつけながら利用というか、それらも含めて、これから検

討すべきと私は考えておるが、その点について何かいい案があれば、ひとつ村長に、

そういったのを含めた中でお答え願いたいと存じます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ９番議員さんにお答えいたします。 

   あの土地は営林署の払い下げで、払い下げ時点の条件が、ああいう農村公園とか、

人々が集う場所にしなさいよという条件をつけられて、非常に安く購入したという出

発点がありまして、それを、じゃどういうふうに使うかということで、公園的なもの

にしなさいということの条件がございましたので、そういう施設になったわけですが、

現実的には、なかなか使用していただけないと。 

   ただ、唯一利用しているのが、記念植樹の森として、いろいろな記念でかなりの本

数、結婚をしたとか、出身者の会が来た時の２０周年とか１０周年の記念とかという
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ことで植樹をしていると。あと、つい近年までは、小学校の炭焼きの体験で、あそこ

でやっておりましたので、それなりに使っていただいたのですが、原発以来、あそこ

で軽減のための研究をやったりというようなことをしておりましたが、そのままにな

っておりますので、今のところ、なかなか活用が難しいということですが、これから

お金がかかるので、ちょっと今は検討ですが、池の周りに石が積まれておりますので、

逆に言うと危険な、水辺は中に入ると泥になっていますので、あれを石を取り除いて

ビオトープにして、村内からアヤメとか水生の植物を植えて、それも村民の皆さんが

植えていただければありがたいなということで、そういう形で、春、夏、秋と、紅葉

と、あと花、花木が植わっているというような形に改造するのが、一番現実的かなと

は思っております。 

   ただ、桜を植えても、桜とあそこにもともとあったヒノキが１メーター、２メータ

ーの幅で並んでいたり、植樹されたものが広場の真ん中に植わっていたりという、ち

ょっとそういう整合性のとれないような活用を図ってきましたので、その辺も整理し

て、広場は広場として確保する。植樹をする場所は植樹をする場所というふうに、あ

る程度規制しないと、この後の利用に障害になるのかなというふうに考えています。 

   ただ、それも少し資金的な問題もございますので、あそこに子ども元気アップの復

活交付金ですか、屋内運動場をつくったり、小学校・幼稚園に遊具をつくったお金で、

木製の遊具を設備をしたいということで復興庁のほうにお話をしましたらば、難しい

ということで、それがだめになりましたので。あそこに木製の遊具、ヒノキが今、残

っているものを全部切ってしまって、それで子どもたちが遊ぶような、県民の森の遊

具は全部なくなりましたので、そういうものを、よく固定してロープで下がっていく

ような、あれ非常に人気がありますので、ああいうものとか、そういう設備をしたい

ものだと思って、２７年にそういうお話を持っていきましたが、残念ながらだめだっ

たということで、放置しているのではなくて、いろいろと模索はしているのですが、

やはり前から言っているように、有利な財源を見つけ、そして活用方法については、

また引き続き検討してまいり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。１１番。 

○１１番（菊地利勝） ５７ページ下段にあります④の芝生の管理に関する経費というこ

とで四百何万上がっておりますけれども、ここに目的等々書かれてあります。その中、

ふれあい広場あるいは学校・幼稚園等々、芝生に大分してきましたけれども、この維

持費、当然、今後かかると思うのですけれども、現在の管理業者、どのようにしてい

るか。前、商工会とかで聞いたときありますけれども、あと、今後ふえるだろうと思

いますけれども、今後どのような管理状況をしていくかをお伺いしたいと思います。 

   ５９ページ下段の④、日本で最も美しい村連合に対する経費の中で、次のページの

９１ページの特に普通旅費、これ上がっていますけれども、推進委員等々あると伺っ

ておりますけれども、本年度どのような方向づけで、この予算が上がってきたかをお

聞きしたいと思います。 
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   ６１ページの上段の⑤、定住促進対策に対する経費、これライフラインから今度あ

の造成費、１戸当たり何万等々、方針が変わってきているようですけれども、今回こ

の予算は何区画を見込んでいるか。あと、今後ふえた場合はどのような方向づけする

か、お伺いしたいと思います。 

   続きまして、６９ページ上段の①、台湾交流事業に要する経費について、大分、台

湾あたり中学生行っているようですけれども、向こうから大玉に来る、そういう交流

もそろそろ必要ではないかと思っておりますけれども、いつまで中学生が向こうに行

っているか。そろそろ向こうから来てもらうとか、そういう方針づけを持っているか

どうか、お伺いしたいと思います。 

   あとは、ずっと飛びまして１５７ページ、教育費、先ほど４番議員さんも質問した

ようですけれども、防犯設置工事に関してなのですけれども、小学校２基、中学校

１基はお伺いしました。この管理状況、学校でも見れるのか、それとも東、大山４号

線あるように、ガードマンですか、警備保障のほうに一括委託するのか、その内容を

お伺いしたいと思います。 

   続きまして、１６５ページ下段の、これも先ほど一番下の報償費の中で、学習田畑

の謝礼のこれに関連してなのですけれども、この圃場ですか、圃場に関して、子ども

たちあるいは学校当局はどのような方針を持っているか。私もＰＴＡの役員をやって

いたころは、先生、保護者等々と一緒にやったいきさつあるのですけれども、最近伺

っていると、なかなかそういう時間を持てないと。それでは、学校田、学校畑用の利

活用は方向づけがちょっと変わってきているのではないかなと思ったもので、現在の

利用状況というか、子どもあるいは先生の感想がもし聞けたら、お伺いしたいと思い

ます。 

   １７３ページ上段の使用料及び賃借料の中で、上から３番目の使用電力デマンド監

視システム料、これ恐らく中学校のあれですか、現在どのように発電しているか、そ

ういう状況だと思うのですけれども、各学校にもこれ、ついていると思うのですけれ

ども、これ授業あるいは教育の中で、現在、再生エネルギーをこのように利用してい

ると、そういう学習をしているかどうか、お伺いしたいと思います。 

   あとは、１５８ページの、先ほど４番議員さんも質問しましたけれども④、ふくし

まっ子体験応援、これのやつで中学３年生に絞った件、いろいろ予算等々ありますけ

れども、放射能を気にしない環境ということで、３泊４日でどのような学習を重点的

に行おうとしているのか。あと、人数１５名ですか、１５名で足りるのか、あるいは

これ以上になったら予算化しないのか、１４名で終わるのか。 

   あと、１５７ページ上段のほうの上から４行目、歴史文化基本構想策定への報酬、

金額出ておりますけれども、どういうことを構想する委員なのか、ちょっとお伺いし

たいと思います。 

   あとは、最後、１９１ページ中段から下の負担金及びで、ふくしま駅伝大会実行委

員会補助金に関して、ふくしま駅伝については、ここのところ、大分成績どうこうで

はないのですけれども、私からすれば低迷しているのではないかなと。予算どうこう
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じゃないのですけれども、何とか順位１つでも２つでも上がるような方策に基づいて

いるか、その点をお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   ５７ページの芝生関連に要する経費についてでございます。現在、２７年度までは、

委託先を大玉村商工会としまして進めてきております。なお、面積それぞれでござい

ますが、以前、産業課管理のふれあい広場、さらに教育委員会関係の幼稚園・小学校

ですか、これらの２つの課におきまして管理をしていたものを、ここ、５７ページに

あります芝生管理に要する経費、財政管理のほうに一括計上したところでございます。 

   なお、面積につきましては、２７年度までの管理面積に変わりございませんが、合

計しまして２万１，８００平方メートルになる見込みでございます。 

   内容としましては、施肥作業につきましては、それぞれ広場、学校含め２９回、芝

刈りにつきましては、それぞれ１５回ずつの芝刈りで合計７５回ということで、現在

の予算計上額を見込んでおるところでございます。 

   委託先につきましては、現在のところは今年同様、大玉村商工会への委託というふ

うに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） １１番議員さんにお答えいたします。 

   ５９ページ、日本で最も美しい村連合に要する経費の旅費の部分でございますが、

今回８０万を計上しておりますが、これらについては、美しい村連合関係の総会、フ

ェスティバル、ブロック会議等々のほかに推進会議が現在ございますが、こちらに関

しての日帰りでの普通旅費を、１回程度見込んでございます。 

   続きまして、６１ページ、定住促進に関する⑤番でございますが、これらについて

は、４区画分を現在見込んでおります予算でございますが、今後、対象数がふえた場

合は増額を考えております。 

   それから、６９ページ、台湾交流事業でございますが、台湾には今年度も含めます

と過去５回連続で行っておりますし、あと、平成５年にも一度渡航しておりますが、

昨年度から事業形態が変わりまして、友好の翼という形での、特定の場所を選定して

の訪問になってございます。 

   場所につきましては、前にも議会等々でお話ししておりますが、桃園市にある蘆竹

区の大竹国民学校というところに昨年度行っております。今までは、旅行業者等が選

定したところでいろいろなところ行っておりますが、２８年度についても同じ学校を

訪問したいと考えておりますので、これらの交流がまだ緒についたばかりという状況

になるかと思いますので、いましばらくは行くようになるのかなと。現在のところの

感触ではございますが、ご指摘のとおり、こちらにも来ていただかないと交流という

のは始まらないと思いますので、その辺は十分に念頭に置きながら、事業を進めてま
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いりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（佐々木正信） １１番議員さんにお答えいたします。 

   まずは、１５７ページ、防犯カメラのことでございますが、防犯カメラ、記憶装置

はついておりますが、連絡とかそういうものの装置はついておりません。３カ所で

５０万程度ということで見込んでおります。 

   あと、１６５ページ、学校田なのですが、大山小学校並びに大山幼稚園、木ノ下地

区でやっております。玉井小学校・玉井幼稚園は、玉井幼稚園の西側の村の所有地の

空き地ということで、いずれも保護者のボランティア、もしくは地区の方にご協力を

いただいて、サツマの苗を植えているということで、写真とか学校だよりを見ますと、

先生方も一緒に楽しんで芋掘りをしたり、もしくはあと草むしりをしたりという写真

が提供されております。 

   特に大山地区ですと、伊藤さんにお世話になりまして、畑の先生というのですか、

ということで、いろいろご指導いただいています。また、あとさらに大山のほうは、

ＰＴＡ会長さんもみずから看板を設置していただいたり、もしくは玉井であれば、保

護者の方なのですが、バックホウを持ってきて整地をしていただいたり、畑を畝って

もらったりということで、大変地区の活動にご協力いただいて、地区の方々にはご協

力いただいております。 

   次が、１７３ページ、デマンドシステムでございますが、それは太陽光とは関係ご

ざいませんで、電力の使用料を抑えるための監視システムでございます。デマンド契

約というのは大口契約でございまして、１年間である程度セットされた電力量よりも

オーバーしますと、非常に基本料が上がると、そのかわり、使用量のキロワット当た

り単価は安いという契約でございますが、大玉中は過去、今年一年見ますと、その契

約を超した使用量はなかったものですから、非常に費用対効果では大きい効果が出て

いるというふうに私どもは考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（菅野昭裕） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、１８５ページ、ふくしまっ子体験活動応援に要する経費の中学生サマーチャ

レンジの事業内容でございますけれども、これにつきましては、この目的にもござい

ますように、放射能を気にしない環境でということで、２６年度につきましては只見

町、２７年度、今年度につきましては、会津の三島町のほうで開催をしてございます。

２８年度につきましても引き続き三島町で開催をしたいというふうに考えてございま

す。 

   内容につきましては、中学３年生という、高校受験を控えた時期でありますので、

しっかりした自主学習のできる環境を用意する。合宿の中で、そういった学習環境を

用意する。あるいは、その土地土地の自然体験を行う。それから、友達との触れ合い
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を行って、よい思い出づくりをするというふうなことでの、３泊４日の合宿というふ

うな内容でございます。 

   人数の１５人ということでございますけれども、過去２年分、２年間ですと２６年

度が１３人、２７年度が１４人ということで、一応１５人という設定で行っておりま

すけれども、当然、申し込みが上回れば対応するような考えで進めてまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

   続きまして、１８７ページ、文化財保護費のうちの歴史文化基本構想という策定委

員ということでございますけれども、この歴史文化基本構想につきましては、本村に

所在します、いわゆる指定・未指定にかかわらずの文化財について、総合的に把握し、

さらにその周辺環境まで含めて、どのように総合的に保存し、あるいは活用していく

かというふうなことの方針を定めるものでございます。 

   したがいまして、これらの把握と同時に、村に一つの物語といいますか、そういっ

たストーリー性を持たせた文化財の活用、あるいは保護の方針、それから、どのよう

にこれを活用し生かしていくかというふうなことについて、構想を策定するものでご

ざいます。 

   今後につきましては、２８年度中に構想の方針を固めまして、この実施に移してま

いりたいというふうなことでございます。 

   今年度につきましては、大玉村の歴史文化関連文化財のイメージをいうことで、大

きく歴史と自然と暮らしという分野の中に、歴史遺産、自然遺産、産業遺産、それか

ら伝説と昔話、民俗芸能、それから風俗・慣習というふうな６本の柱を立てて、それ

ぞれの中で、この構想にストーリー立てを進めていくというふうなことで、現在のと

ころ進んでいるところでございます。 

   続きまして、１９１ページ、ふくしま駅伝に要する経費ということで、こちらにつ

いてのお尋ねでございます。 

   １１番議員さんご指摘のように、大玉村チームにつきましては、平成２６年度につ

きましては３８位でありましたが、昨年度４７位というふうなことで、２年連続して

敢闘賞というふうなことで順位上昇傾向であったわけですが、昨年度、残念ながら若

干順位を落とすような結果となりました。 

   要因といたしましては、昨年度につきましては主力選手の欠場あるいは故障等によ

るものでございましたけれども、世代交代がなかなか進まないというのも、一面にあ

ろうかと思います。 

   今年度につきましては、この駅伝大会に向けて、選手の強化という点で、外部から

の講師招へいによる講演、コーチングでありますとか、そういったことにも取り組ん

でまいりたいな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） ほかにございませんか。１１番。 

○１１番（菊地利勝） １つ、２つだけ、じゃ再度お願いします。 

   芝生に関してなのですけれども、いろいろ増えていく中で、商工会のほうに委託し
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ているということで、先ほど来、出ているシルバー人材関係、恐らくそんなに芝生管

理にはかからないかなと思うのですけれども、この成り立ちからもって、商工会はそ

れはそれでいいのですけれども、入札までいかなくても、そういう方向づけがあるか

どうか。その１点。 

   あとは、６１ページの定住化促進について、４区画はわかったのですけれども、ち

ょっと金額とか内容的に再度、確認の意味でお願いしたいと思います。 

   あとは、ふくしま駅伝について、たしか昨年も同じみたいな質問して、選手強化す

るためにコーチングとかいろいろ伺ったのですけれども、それがかなえられなかった

と伺っておりますので、もう少し中学生中心になるかなと思うのですけれども、中学

校あたりの先生と協力して、もう少し子どもが走りやすい、あるいは走ってみたいよ

うな、そういう感じのことをもっと工夫して、１分でも１秒でも早くするような講習

会を取り入れていただいたらどうかなと思います。あとは、やっぱり保護者あたりも

中心にやっていただけないかなと思って。 

   その２点だけ、再度お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   芝生管理の関係でございます。以前から商工会の仕事づくりという部分もございま

すし、現在、芝刈り機につきましても、商工会の管理のもと実行していただいており

ますので、現時点における委託先につきましては、大玉村商工会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） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） １１番議員さんにお答えいたします。 

   定住化促進でございますが、今のところの想定でございますが、２区画以上の造成

ということで、４区画の５０万を想定での予算計上でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １１番議員さんに、ふくしま駅伝のことについてお答え申し上げ

ます。 

   先ほど、課長が答弁しましたように、成績が余り芳しくなかった要因は、先ほど申

し上げたとおりなのですけれども、そういったことを克服するというふうなことで、

私はやっぱり選手の層というのですか、層の薄さが一つ課題なのかなと思っています。

中学生に頼る部分がかなりありますので、中学校のほうにも、そういったことについ

て来年こそはという意識がありますので、そういったものを大事にしながら、少しで

も順位を上げるように、精いっぱい努めていきたいと思います。 

   大事なことは、順位も大事なのですけれども、やっぱり村を挙げて一体となって応

援するという、その態勢が大事なのかなと思っていますので、そういったことについ

てもぜひご理解をいただいて、応援のほどよろしくお願いしたいと思います。 
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○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。 

   よって、議案第２４号「平成２８年度大玉村一般会計予算について」に対する質疑

を終了します。 

   ここで、休憩のため暫時休議いたします。再開は午後２時５０分といたします。 

（午後２時３６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第２５号「平成２８年度大玉村国民健康保険特別会計予算につ

いて」に対する質疑を行います。 

   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。 

   よって、議案第２５号「平成２８年度大玉村国民健康保険特別会計予算について」

に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第２６号「平成２８年度大玉村玉井財産区特別会計予算につい

て」に対する質疑を行います。 

   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。 

   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。 

   よって、議案第２６号「平成２８年度大玉村玉井財産区特別会計予算について」に

対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第２７号「平成２８年度アットホームおおたま特別会計予算に

ついて」に対する質疑を行います。 
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   質疑を許します。２番。 

○２番（遠藤勇雄） 私のほうからは、数字的にどうこうというお話ではなくて、今回、

歳入で、それぞれ使用料とか諸収入において増加になって、大いに期待するところで

あります。 

   それで、利用増の取り組みで、２８年度運営に当たって、本年度はこういう事業を

考えているとか、それから特色ある、例えば料理はこういう料理を提供したいとか、

この際そういう、ＰＲしていきたいようなことがあれば、この際、その意気込みなど

をひとつお願いしたいと。 

   以上、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ２番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   今年度の予算につきましては、今、２番議員さんがおっしゃったとおり、施設の使

用料並びに雑入のほうで、前年よりも伸びさせていただいております。これは、全体

的には事あるたびにお話ししているわけではございませんけれども、宿泊、入浴、い

ずれもふえてございます。これは、毎月２６日、風呂の日ということで、その日に限

って入浴券、それを割り引いているというようなことで、かなり売り上げ伸びており

ます。 

   あとは、雑入については、食堂の収入が伸びております。これは、逆に言えば、料

理のほうを御膳といいますか、弁当と、あと頼まないで、いわゆる食堂で済ませると

いうような形での伸びだというふうに考えております。 

   あとは、これからどういった、その取り組みとかでございますけれども、いろいろ

各種パックプランということで考えてはどうかというふうに考えておるところでござ

います。これは、いわゆる安達太良の山開きにあわせてとか、あとはフォレストパー

ク、そういったところの活用、そういったこともちょっと念頭に置きながら、入り込

み客数の増につなげていきたいなというふうに思っております。 

   懸案としましては、施設の利用状況、これについては、稼働率としては落ちてはい

ないのですが、やはり１組当たり、団体利用を例にとりますと、１回当たりのいわゆ

る人数、今まで例えば老人クラブさんが１０人くらいの団体で来ていたとすると、だ

んだん人が少なくなって５人くらいになってきていると。また、若い方でなくて、ど

んどん年をとっていっていますので、例えば、ビール３本飲まれるところをビール

１本で終わっているとか、そういったのが影響しているのかなというふうに思ってお

ります。入り込み客数といいますか、稼働率自体は変わっていないのですけれども、

それが売り上げに結びついていないという実態、これはどういうふうにしていったら

いいのかというのは、これ、なかなか課題ではあります。 

   ただ、やはり周りに温泉施設、数ある中で、やはり村民の健康の維持、保養施設と

いう位置づけのもと、設置運営を図っているところでございますので、できるだけ黒

字のままで推移できるような形で運営をしていきたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 
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○議長（遠藤義夫） ほかにはございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 先ほどの２番さんにも類似して同じようなことなのですけれども、

いずれにしましても、アットホーム、今、公設民営化というような形の方向性も一応

検討しながら、いろいろ工夫しながらやっているのだなというふうなことだと思いま

す。 

   私も前に、アットホーム運営協議会、加盟して１回、２回参加したことありますけ

れども、これは村民の声として受けとめてほしいですけれども、いずれ我々が言った

って、だいたい決まっていて言えることは余りないのだとか、そういう委員の中から

は聞こえてきました。 

   要するに、総体的には、先ほど政策推進課長にも言いましたけれども、もっと村民

の意見を聞いて、そしてこの村の課題を、しっかりと村民の声を聞きながら政策推進

して実行していってほしいなと。 

   アットホームはいろいろ企画、もうあるところもほかの同じような施設もあります

から、そういうところをもっと勉強させてもらっていただきながら、先ほどいいこと

を産業課長言いましたけれども、季節ごとにいろいろなイベントを企画してやるとか、

そういうことも含めて、やっぱりもっともっと工夫すると、誘客を図れるかもしない

ので、そんなことも含めて、やっぱり村民の声、ましてや、あの運営協議会があるの

だから、それらの意見を聞きながら、いろいろな形の計画プランを練るとかも含めて

やらないと、せっかくの俺ら何のためにこれ来てんだなどという声が出るようでは残

念だなと思っていますので、それは一つの村民の声として受けとめていただければあ

りがたいと思いますけれども、その辺の感想を村長あれば、よろしくお願いしたいと

思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   アットホーム運営協議会、いろいろな意見をいただいております。私も利用者から

いろいろと、料理のこととか、あと最近は露天風呂をつくってほしいという、つい数

日前にも安達町から来られている方、だんだん私、来る回数が減っているんですよと

言うのです。何でですかと言ったら、やっぱり露天風呂に入りたいというのもありま

す。そういう意見いろいろありますので、その辺を。 

   ただ、鉄筋コンクリートという建物というのは、ちょっといじるだけで物すごい何

千万というお金がかかるのです。ですから、その辺のことも含めながら、やはりトイ

レのない部屋があって、そこはいつも空いているというようなことも現実にはござい

ますので、それも含めて公設民営化に当たって、その前に直すのか、しばらくいって

から、また問題点を整理して直すのか、その辺についても。 

   あと、部屋代がアットホームはかかるのだと。その分はやっぱり料金が高くなる、

もしくはサービスが低くなるということもございますので、その辺も含めながら、総

合的に検討してまいりたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 
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○５番（押山義則） アットホーム、何といってもサービス業であります。そういった意

味から、常に職員の教育とか、もちろん職員の確保も含めてなのですが、お客様が満

足できるようなシステムづくりをしていかなければならないと思います。 

   例えば、私なんかも同業だからよくわかるのですが、アットホームのカラオケの機

械、何であんなひどいのでしょうとみんなから言われます。私らからの商売のプロか

ら言わすと、アットホームは業者の選定を間違っています。ああいうマイクとか、あ

あいう音響装置というのは、今、カラオケシステムのところではもう利用していませ

ん。すぐハウリングを起こすような、ああいうスピーカーの配置とか、まずアンプの

質のこともあるのだと思いますが、アットホームで歌を歌ったってつまんない。 

   結局、１００円程度のものでやっていたわけだから、それなりのものでよければと

いうものになってしまうのかもしれないけれども、やっぱりサービス業ですから、お

客様が満足できるような業者の選定とか、そういうものを、職員の皆さんも、よそで

歌ってみて、どういう状況だかすぐわかると思うのですよね。そういうのを結局何も

意見を言わないまま過ごしているということに、サービス業ということの何かが欠け

ているような気がしてなりません。改めて、こういうことを踏まえまして、担当のほ

うから感想を伺います。 

○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。 

   我々やはり公務に携わる者として、一つ入札でも見積もり合わせでもそうなのです

けれども、やはり安いのに走りがちといいますか、安いのに決定するというようなこ

とがいろいろあります。 

   また、予算措置の状況、いわゆる基本的に先ほども申し上げましたとおり、老人の

健康管理に一役買っているとはいえども、やはり利用者の使用料で賄うのが一番であ

るというふうに考えております。当然、地方公共団体でありますので、そこから幾ら

もうけてやろうというような考え方では運営はしてございませんが、せめて皆さんか

らいただく収入で、皆さんからいただく使用料をもとに運営していければなというふ

うに考えております。 

   先ほども申し上げたとおり、やはりいろいろなご意見ございます。カラオケ確かに

歌っている途中に雑音が入ったり、そういった状況になっているのは、私も十分承知

しておりますが、今後も、サービス業という面での運営の仕方、サービスのあり方、

こういったものも改めて勉強させていただきながら、よりよい運営に努めてまいりた

い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） 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） 
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○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第２７号「平成２８年度アットホームおおたま特別会計予算につい

て」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第２８号「平成２８年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算

について」に対する質疑を行います。 

   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。 

   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。 

   よって、議案第２８号「平成２８年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算につい

て」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第２９号「平成２８年度大玉村土地取得特別会計予算につい

て」に対する質疑を行います。 

   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。 

   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。 

   よって、議案第２９号「平成２８年度大玉村土地取得特別会計予算について」に対

する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第３０号「平成２８年度大玉村介護保険特別会計予算につい

て」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） １点だけ、ちょっと確認の意味で質問させてください。 

   ３８１ページです。扶助費、２０番の扶助費の中で、成年後見制度支援事業。昨今

のテレビ情報などで、基本的には弁護士を仲介としてという形が、それが自分で決め

られないで裁判所が決めるとか、いろいろな問題も発生したの聞いていますけれども、

まず村内の状況で、このような予算を組むと、組み入れるための、今、環境はどうな

っているのか、その辺について、まず説明をお願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） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   任意事業に要する経費の中で、成年後見制度の支援事業費ということでございます



 

- 203 - 

 

が、現在、成年後見に該当するような方もないわけではないのですが、いろいろと成

年後見に該当するには難しい点もございまして、いまだ成年後見制度で制度を活用し

たというような事例には至っていないというような状況ではございます。 

○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。 

   よって、議案第３０号「平成２８年度大玉村介護保険特別会計予算について」に対

する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第３１号「平成２８年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算に

ついて」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。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。 

   よって、議案第３１号「平成２８年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算につい

て」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第３２号「平成２８年度大玉村水道事業会計予算について」に

対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 我々受益者からすれば、大変水道料金というのは、それはそうい

うふうに設定というのはありがたいのですけれども、全体的なこの収支状況を見ると

いろいろ大変かなと思って、村からの基金持ち出しもありますし、この際ですので、

近隣の状況でもし知り得ていれば、水道料金のこの、とりあえず二本松と本宮でもい

いですから、知り得ていれば報告いただければありがたいと思います。参考までです。

よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ちょっと手元に資料が見当たらないので、ちょっと近隣の詳しいのはわからないの

ですが、過般、水道審議会のほうに、水道料金の関係で村長より諮問をしていただき

まして、その中で説明しましたので、その資料が今ちょっと手元に見つからないので

すが、（不規則発言あり）そうですね。（不規則発言あり）高いです。（不規則発言



 

- 204 - 

 

あり）本宮と二本松については、大玉の今の料金よりは安いという。ただ、使えば使

うほど高くなるという。大玉の場合は、本宮と二本松よりは高いですが、二本松でも

安達地区の場合は、今ちょっと村長がお話しあったように、摺上のほうから水もらっ

ていますので、その分は大玉より高いというふうな状況になっています。 

   この会計の中で、内部留保資金も今現在ありますので、これから石綿管工事ですか、

そちらのほうを１０年間かけてやっていかなくてはならないという大きな事業を借金

するというような状況にあるわけですが、ここ当面５年間ぐらいは、水道料金を据え

置きにしても、留保資金を崩しながら何とかいけるのではないか。これは補助金をも

らいながらという前提がございますが、補助金が今現在もらえている中身については、

会計がこのぐらいの状況だからということでございますので、これが例えば、仮に水

道料金を値上げした場合は、会計が非常に豊かになりますので、補助金のほうはカッ

トというふうな形になりますので、今、ぎりぎりの計数の段階でございますので、こ

れ以上、例えば黒字経営になるというと、その計数を割って、国の補助金がもらえな

くなるということでございますので、今回、この２８年度の当初予算にも計上させて

いただきましたが、起債のわざわざ補助金の残を借金すると。 

   本当は留保資金がありますので、一般的に考えれば借金しなくてもいいというほど

になりますが、それをしてしまいますと、計数がぎりぎりですので、計数を超える可

能性が今後、出てきてしまうということなので、借金をさせてもらって、その計数を

保って補助金をいただいて、円滑に経営していきたいということで、審議会のほうで

も、向こう５年間に、それではあんたは十分検討しながら、料金については今回は据

え置きでいいのではないかというふうな回答をいただいております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「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。 

   よって、議案第３２号「平成２８年度大玉村水道事業会計予算について」に対する

質疑を終了します。 

   以上で、総括質疑は終了いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、平成２８年度予算議案の委員会付託を行います。 

   お諮りいたします。 

   平成２８年度予算議案である議案第２４号から議案第３２号までについては、議長

を含む１２人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査す

ることにしたいと思います。 

   これ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。 

   したがって、議案第２４号から議案第３２号までの平成２８年度予算議案について

は、予算審査特別委員会に付託することに決しました。 

   ここで、委員会条例第８条第１項の規定に基づき、予算審査特別委員会を招集いた

しますから、直ちに委員会条例第７条第２項の規定により、委員長及び副委員長の互

選をお願いいたします。 

   なお、人選の結果については、議長に報告願います。 

   会場は、議場でお願いします。 

   ここで、議事運営の都合上、暫時休議いたします。再開は３時２５分といたします。 

（午後３時１２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後３時２５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 予算審査特別委員会委員長、副委員長の互選の結果について、事務

局長より報告させます。議会事務局長。 

○議会事務局長（作田純一） 報告いたします。 

   予算審査特別委員会委員長、遠藤勇雄議員、副委員長、本多保夫議員、以上であり

ます。 

○議長（遠藤義夫） 予算審査特別委員会の委員長、副委員長については、事務局長が報

告したとおり決定いたしました。 

   お諮りいたします。 

   先ほど、予算審査特別委員会に付託しました議案第２４号から議案第３２号までの

平成２８年度予算議案については、会議規則第４６条第１項の規定により、３月

１５日までに審査を終了するように期限をつけることにしたいと思います。 

   これ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。 

   したがいまして、議長への予算審査特別委員会審査結果の報告につきましては、

３月１６日の本会議前までにご報告願います。 

◇          ◇          ◇ 

○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３時２７分） 

 


