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平成２８年第１回大玉村議会定例会会議録 

 

第１４日  平成２８年３月１６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 弘   ５番 押 山 義 則   ６番 武 田 悦 子 

    ７番 鈴 木 宇 一   ８番 佐々木 市 夫   ９番 佐 原 吉太郎 

   １０番 須 藤 軍 蔵  １１番 菊 地 利 勝  １２番 遠 藤 義 夫 

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 総 務 部 長 鈴 木 幸 一 

住民福祉部長 菊 地 平一郎 産業建設部長 舘 下 憲 一 

教 育 部 長 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。 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第１７号 平成２７年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第１８号 平成２７年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算について 

     議案第１９号 平成２７年度大玉村玉井財産区特別会計補正予算について 

     議案第２０号 平成２７年度アットホームおおたま特別会計補正予算について 

     議案第２１号 平成２７年度大玉村農業集落排水事業特別会計補正予算につい 

            て 

     議案第２２号 平成２７年度大玉村介護保険特別会計補正予算について 

     議案第２３号 平成２７年度大玉村水道事業会計補正予算について 

     議案第３３号 大玉村教育委員会教育長の任命について 

     議案第３４号 大玉村教育委員会委員の任命について 

     議案第３５号 区長の委嘱について 

    委員会付託事件（平成２８年度予算議案）の委員長審査報告 

     審査報告に対する質疑 
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    議案の討論、採決（議案第２４号～議案第３２号） 

    常任委員会付託事件（請願・陳情）の委員長審査報告 

     審査報告に対する質疑・討論・採決 

    選挙管理委員及び同補充員の選挙について 

    閉会中の継続調査申出について 

     （１）議会運営委員会 

    追加議案審議 

     議員発議第１号 軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防及びその危険性 

             や予後の相談可能な窓口などの設置を求める意見書について 

     議員発議第２号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書につい 

             て 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 作田純一、書記 矢崎由美、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１２名全員であります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きま

す。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） なお、議会書記、佐藤雅俊君から忌引のため欠席する旨の届出があ

り、また、生涯学習課長、菅野昭裕君から、隣組の葬儀手伝いのため欠席する旨の届

出がありましたので、ご報告申し上げます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、議案第１７号「平成２７年度大玉村一般会計補正予算に

ついて」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） 補正予算書の３３ページをお願いしたいと思います。 

   基金の積立に要する経費という項目がございまして、庁舎建設基金積立金

５，７６０万と記載されておりますが、歳入のほうでの繰りかえ運用金の戻りだと思

います。これについては、運用したならば、速やかに利子を加えて戻しなさいという

ことだと思うんですが、１，４３４万については歳入のほうに上がっております。 

   そのほか、この５，７００万ですから、どういうところから戻って積み立てするの

か、また、新たに一般財源として積み立てるのか、その辺についてお尋ねしておきた

いと思います。 

   それから、残額についてもお知らせ願えればと思っています。 

   次に、３５ページ。農業関係除染対策等に要する経費の１３番委託料の放射性物質

吸収抑制対策事業、これ塩化カリだと思いますが、５，２７３万ほど上がっておりま

す。これは畑、田んぼだと思いますが、今後、これらも毎年継続されて予算化される

のかどうか。 

   聞くところによると、いわゆる塩化カリを散布しないで実験圃場を何点か指定しな

がら、そこで収穫されたものについて放射能検査をしていくというような試みもある

ようでございますので、今後の方針についてお尋ねしておきたいと思います。 

   ６５ページ、教育予算でございます。①教育活動に要する経費（大玉中学校）でご

ざいますが、この中の備品購入費の教師用指導書がございます。４００万

３，０００円ですね。かなりの額なんですが、どういうものなのかお尋ねしておきた

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。 
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   ３３ページ、基金積立金関係でございます。その中で、庁舎建設基金積立金

５，７６０万９，０００円でございますけれども、これにつきましては、今回３月補

正予算の編成を行いましたが、その中で、余剰財源につきまして、今ご質問あります

とおり、庁舎建設基金の繰りかえ運用の返済、これを繰り上げて償還するという形で、

一般財源からの充当でございます。少しでも早く繰りかえ運用について返済していく

という考えから、今回５，７６９万円を計上したところでございます。 

   これによりまして、庁舎建設基金、これは繰りかえ運用と現金との移動になる関係

でございますけれども、２７年度末現在の見込み残高につきましては、５億

６，１４８万８，０００円の見込みとなっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ７番議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。 

   ３５ページの上のほうの④農業関係除染関係でございますが、放射性物質吸収抑制

対策事業の委託料として５，２７３万２，０００円ほど計上させていただきました。

これにつきましては、牧草、ソバ、大豆、水稲関係の放射性物質吸収抑制対策として、

塩化カリを散布するものでございます。 

   また、今後、どのぐらい続くのかということのご質問でございますが、米に関して

はご承知のとおり、２４年、２５年とも１００ベクレル超のものが検出されまして、

２６年については、時を遅くして翌年の１月末か２月に、たまたま荒らしていたとこ

ろに、耕作の予定がないところにつくって出たと。２７年産米が、初めて放射性物質

の吸収がなかったというのは、もう既に新聞報道でされているとおりでございます。 

   この吸収抑制対策につきましては、今のところ、めどをどうするか、今後どうする

かという具体的な方針は県のほうからも示されておりません。なお、米の全量全袋検

査については、２８年産も実施するというものが県のほうで決定されたようでござい

ます。 

   また、実験圃場の関係でございますが、今まで、私もちょっとデータがないのであ

れですが、ソバに関しては、大豆とか米に関しては吸収抑制対策をやっていたにもか

かわらず出てしまったものがあると。あとは牧草なんかも、いわゆる８，０００ベク

レル超えるようなものが出たとか、そういったいろいろな問題がありまして、今、農

作物ではその４点ほど対策をしていますけれども、ソバに関しては多分出ていないの

かなと、そういう部分がありまして、今回県のほうから、ソバ３圃場ほど、きのう、

おとといくらいの話なんですが、塩化カリを散布しないで作付をして、そこのものを

検査をさせてもらえないかという申し入れがございました。これについて、ソバ生産

組合さんのほうに、いろいろお骨折りをかけるようになりますけれども、一応取り組

みはしてみ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） 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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   ６５ページ、教育活動に要する経費（大玉中学校）の備品購入の件でございますが、

平成２８年に中学校の教科書の全面改訂がございまして、それに伴う学習指導書の購

入を計上したものでございます。学習指導書というのは専門書でございまして、大変

高価な値段ということでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ６５ページ、学校関係でございますが、高額だということでござい

ますが、それにしても４００万という金額はかなりだと思うんですよね。これは年度

末に向けての予算の消化と思われても仕方ないのかなという感じはするんですが、な

ぜこのような４００万の教科書が必要なのか。高額だとはおっしゃられますが、それ

にしてもちょっと多いような気がします。内容についてお尋ねします。 

○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。 

   先ほど申しましたとおり、２８年に中学校の教科書が全面改訂ございまして、参考

までに中学校の国語の学習指導書でございますが、１学年、２学年、３学年とも１冊

３万１，０００円でございます、指導書というのは。 

   あとさらに、デジタル教科書中学校版というが新たに購入の必要を迫られまして、

それが１枚当たり７万２，０００円ということで、大変専門書ということで高額な金

額になっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ７番議員さんに補説させていただきます。 

   補正予算に計上しました意味は、当初予算ですと新年度から使えないということが

ありまして、ぎりぎりの選択で、こういう形をさせていただきました。決して予算残

とかということではございません。 

   それから、非常に高額に及んでいますのはデジタル教科書でございます。今、部長

が申し上げましたように、この件についてはかなりの金額を要しておりますけれども、

学校等に訪問してみますと、これを活用した授業というようなことが、今大変行われ

ておりまして、教育効果を高める上で、デジタル教科書というようなことが必要であ

ろうというようなことで、購入をさせていただきました。有効に活用していきたいと

思います。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） あと４１ページ、年金生活者支援臨時福祉給付金について伺います。 

   これは受給者の何％が該当しているのか、それをまず伺います。 

   それから４３ページの下段のほう、低所得者向け結婚新生活支援事業補助金、これ

の中身、どのような形で実施していくのか、それについて伺います。 

   それから４７ページ、再生可能エネルギー利用促進に要する経費の中で、大分大き

な減額がございますが、これはどこかの場所が廃止になったのか、中止になったのか、
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その中身を伺います。 

   それから、続いて４９ページの中段の水稲防除対策交付金のカメムシ対策事業費、

これ１００万の減額でございますが、これは２７年度の成果についてどのように検証

されたのか、またどのような方法が一番効果あったのか、どのように捉えているか伺

いたいと思います。 

   それから、続いてその下段の環境保全型農業直接支払交付金７２２万ほど減額であ

りますが、これは大幅な減額でございますが、この理由について伺います。 

   最後にもう一点、５７ページの道路新設改良費３，４８９万３，０００円の減でご

ざいますが、これ２７年度予定した工事の進捗状況について、それぞれ伺いたいと思

います。よろしくお願いします。 

○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。 

   まず、４１ページ、年金生活者支援臨時福祉給付金の関係でございますが、こちら

につきましては、平成２７年度の臨時福祉給付金対象者のうち、平成２８年度中に

６５歳以上になる者に１人当たり３万円を給付するというような制度の内容でござい

ますが、一応今回、給付者につきましては８００人の数字を見込んでおります。

６５歳以上の高齢者から見ると、割合とすれば４０％近くになるのかなというふうに

捉えているところでございます。 

   続きまして、４３ページになります。低所得者向け結婚新生活支援事業補助金でご

ざいますけれども、こちらにつきましては、国のほうで平成２７年度の補正予算で、

約１０億９，０００万ほど計上した部分でございますが、目的としましては、経済的

理由で結婚に踏み出せない低所得者を対象に、結婚に伴う新生活を経済的に支援する

施策として新たに開始されたものでございます。 

   それで、低所得者につきましては、世帯での年収が３００万未満の世帯を対象にし

ております。それで、こちらの補助金の流れにつきましては、国が都道府県のほうに

補助をして、それから市町村へということで、県からの間接補助になります。 

   中身的には、補助率が４分の３でございまして、対象者１世帯当たり上限１８万円

の支給になります。主に新居の取得、または賃貸に係る経費、引っ越し費用というこ

とで、１８万円で、見込みとしては１０件見込んでの計上でございます。 

   なお、先ほどの年金給付金の関係と、こちらにつきましては、２８年度までの繰り

越し事業として進めていくものでございます。 

   以上であります。 

○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、４７ページ、再生可能エネルギーの関係

の減額でございますが、当初、全体予算としては９，０００万ほど計上してございま

す。今回は、防災拠点施設に対する太陽光発電設備の設置でありますが、玉井小学校、

それから大玉保育所、この分の予算でございますけれども、昨年までのキロワット当

たりの単価で予算を計上しておりましたが、パネルの価格の減少、あるいは蓄電設備
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の価格が下がってきている関係、それから請け差も含めて、およそ前年度からすれば

８割程度の金額で導入できたということで、歳入歳出とも減額するものでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ５番議員さんのご質問にお答えをさせていただきます。 

   ４９ページの関係で、ちょうど真ん中あたりの水稲防除対策交付金（カメムシ対策

事業）でございますが、これにつきましては、平成２７年度の一等米比率で見ますと

９７．７％ということで、平成２５年度が９４．２、平成２６年が９５．８、いずれ

も一等米比率の上昇に転じているというような経過からすると、ある程度効果はあっ

たんではなかろうかというふうに思っております。 

   なお、米に関しましては、カメムシ被害で、ほとんどくず米と同然の価格になって

しまうというような状況がありますので、ほかの生物に対する影響等、そういったも

のもあろうかと思いますけれども、ある程度米の所得の安定といいますか、そういっ

た部分からは必要な対策ではないのではなかろうかというふうに考えてございます。 

   なお、大玉村の今の水田作付面積の約半分ほどの散布をしているという状況でござ

います。 

   また、下段の環境保全型農業直接支払交付金の７２２万１，０００円の減額でござ

いますが、これにつきましては、当初予算では７７４万ほど予算をとってございまし

た。これはいわゆる化学肥料、そういったものを減らして、環境に優しい農業を推進

するという内容のものでありまして、堆肥の施用、あとは冬期湛水や、あとは緑肥と

か有機肥とか、そういった栽培方法を指すものでありますが、昨年の１０月だったか

に発覚しました秋田県の太平物産だったでしょうか、肥料会社の、いわゆるＪＡのほ

うで委託して製造している肥料の成分偽装が出たということで、いわゆるそれがこの

環境保全型農業に合致しなくなってしまったということで、本村においては、堆肥の

施用の一部と、冬期湛水の一部しか、この当該交付金の該当にならなかったというこ

とで、大幅な減額を計上させていただいたところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんに、５７ページの道路新設改良費の減額関係

と２７年度の進捗関係でございますが、減額につきましては、委託の用地測量関係が、

これは仮称でございますが、大玉西部幹線道路の部分について、補助金関係の調整等

もございまして、今回これの減額という。そのほかの工事請負関係、それから財産、

保証関係、それぞれ事業を発注しての請け差、事業内容の精査による減額でございま

す。 

   ２７年度の進捗につきましては、予定どおり進んでございますが、今回の補正の

６ページに繰越明許費で計上させていただきましたが、８の土木費の道路新設改良費

のほうで５路線ほど繰り越しということで、それぞれ道路工事のほうが４路線、それ

からそれに付随する管理業務の１路線ということで、２７年度の進捗については、ほ
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ぼ予定どおり行っておりますが、この繰り越しについては、年度内に完成できないと

いうことで、今回、繰り越し事業ということで取り扱いしてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 重ねて伺います。 

   ４１ページの年金生活者支援臨時福祉給付金、これは４０％ということであります

が、これは全国的な状況から見てどのぐらいの位置なのか、全国の平均との比較、わ

かっていればお願いします。 

   それから、低所得者向け結婚新生活支援事業、これ国の事業だから乗っかったのか

と思いますが、３００万未満の方に１件当たり１８万。これは支給する立場としては、

すごく難しい事業だと思うんですが、結婚する方に「１８万、あんたには低所得者だ

からあげっから」というような、これ、どのような事業として進めていかれるのか、

それをちょっと伺いたかったんです。それが１点ございます。 

   それから、４９ページの環境保全型農業直接支払交付金、これ２８年度も８００万

ほど用意しています。今年度のこの減額を踏まえて、その辺はこれの参考になってい

るのかどうかも、重ねて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（遠藤高志） ５番議員さんの質問にお答えしたいと思いますけれども、

まず、年金生活者支援臨時福祉給付金の関係でございますけれども、全国的な平均は、

ちょっと数字としてはつかんでおりませんが、国のほうでは、給付費として一応

３，３９０億円ほど２７年度の補正予算として計上しているようでございます。人数

につきましては１，１３０万人当たりを対象というようなことでの２７年での予算の

計上になっております。 

   ただ、この割合、ちょっと何％かという部分は承知しておりませんので、ご了承を

お願いしたいと思います。 

   続きまして、４３ページの低所得者向け結婚新生活支援事業補助金の関係でござい

ますけれども、今後どのように事業を進めていくのかというような部分でございます

が、確かに年間収入が３００万の世帯ということと申しますと、かなり年収としては

低いので、すぐこれ１８万ばっかりもらって結婚するのかと言われても、なかなか難

しい部分ではあるわけですけれども、ほかの市町村では、定住促進対策の一環として

事業を取り組むところもございます。そういう関係で、ちょっと私のほうでも、事業

の進め方について、具体的にまだ決まっていない部分もございますので、今後検討し

て周知、ＰＲも含めまして進めていきたいというふうに考えております。 

   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再度お答えさせていただきます。 

   ４９ページの環境保全型農業関係でございますが、平成２８年度関係ということで

ございます。今回の補正で大幅減になったのは、先ほど申しましたとおり、いわゆる
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肥料製造メーカーの成分の偽装表示ということで該当にならなくなったと。いわゆる

それらに関しては、農協のほうで、いわゆる賠償をしながら、補塡をしながら、その

農協さんの損害については、その製造元の肥料会社のほうに請求するというような内

容が、新聞でもう既に報道されているとおりかと思っております。 

   この環境保全型農業の取り組みに関しましては、大玉村の管内においては約

１４２町歩くらいで実証されております。これについては昨年とか、その前の年くら

いから始まったわけでなくて、取り組んでいる方はずっと取り組んでいるという中身

もありまして、いわゆる今回の該当にならなかったものが、肥料の部分だけの問題で

あるということで、生産者である取り組み農家には全く非がないような状況でござい

ます。そういった部分からすれば、このとおり継続することによって、例えば堆肥の

施用ですと１０アール当たり４，４００円ですか、あとは、冬期湛水とかそういった

ものであれば１０アール当たり８，０００円、これが交付されるということであれば、

当然農業経営の底上げにもつながるということで、取り組み自体は推進していかなく

てはならないのかな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。２番。 

○２番（遠藤勇雄） ６ページになります。私はこの６ページだけの２点ほど質問させて

もらいます。 

   ６ページの表３の繰越明許費でありますが、１つは、これから申し上げます事業、

４事業ほどの繰越明許の事由と今後の見通しについてお伺いいたします。 

   前半、総括質疑でも説明された事項もダブるかと思いますが、改めて伺います。 

   ４事業、１つ目は、上から２つ目の小水力発電施設整備事業、その下の法人設立検

討事業、それから下から４つ目になりますか、名倉山登山道整備事業、最後に土地利

用規制方策検討事業。これらの繰越明許の事由と今後の見通し、これがまず１点でご

ざいます。 

   それから、もう一つは、これに関連しまして、２８年度事務事業との関連で、これ

はできれば村長にお伺いしたいと思いますが、この繰越明許事業費を見ますと１６事

業がございます。これについては全て２８年度に繰り越されて、２８年度に執行しな

ければならないということになります。１６のうちの事業量の多い、少ないはありま

すが、これらの事業はもちろん執行する。あわせて、当然この２８年度の新規事業、

継続事業を含めて執行していかなければならないということになります。考え方では、

これだけその村の果たすべき課題、役割というのは多いんだというあかしかとも思わ

れますが、そこで、これだけ事業量が増加している中で、職員については一定の職員

のもとで、いかに計画的に、効率的に事業の執行を展開していくかというのが、なか

なか課題であるのかなというふうに考えております。 

   村長はこのことについてどのように対応されるか、この２点についてお伺いをいた

します。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 
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○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えを申し上げます。 

   まず、この中を見ていただきますと、大半は国の補正予算、２７年度の今回の補正

予算対応と、今言ったようなものがここにございます。 

   溜池関係とか、国の補正予算と、それから放射線関係の除染関係で新たに方針が示

されたもの、２７年度で予算化をして、これ国のほうに予算の要求をしないと、繰り

越しをしないと次の年できないという事業がたくさんありますので、２７年度で国の

ほうに予算要求をして、実際の事業は２８年度に行うと。 

   これから例えば道路除染等にも入りますが、これも２８年度中に必要な経費を国の

ほうに要求をして、多分全部はし切れない部分が出るとすれば、２９年度に繰り越し

せざるを得ないというようなものが、この中で大半でございます。個人番号カード交

付事業等についてもそうですし、先ほどから話になっている低所得者向けの関係とか、

そういうものが出てまいってきていますので、それからあと、その４点については、

担当のほうから答弁をさせますが、あとはもう一つは、１１６定数に対して、

１００名ぐらいの人数で実際やっておりますので、どの係も本当に目いっぱいで頑張

ってやっていると。その中に原発が生じ、また個人カードとかマイナンバーとか、新

たな事業がどんどん出てまいりますので、そういうものについて、やはりきちっと対

応しなければいけないということで、なかなか大変な中で職員頑張って業務をやって

おりますので、若干の事業はおくれるというのも、言いわけではありませんが、やむ

を得ない部分も何個が出てきているんだというふうに。 

   今、喫緊のすぐ処理しなければならないもの、地方創生とか計画とか、総合振興計

画とか、そういう優先的なものに重点的に取り組んだ結果、若干おくれたというよう

なものも生じてまいっておりますが、ご理解をいただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ２番議員さんの質問にお答えいたします。 

   繰越明許費、上から２つ目、それから３つ目でございます。２つ目の小水力発電に

つきましては、可能性調査により、ある程度の見込みが出されましたものの、企業等

との連携による発電事業での実施について、複数から今、問い合わせ、打診、視察等

訪れております。現地確認、実際現場を見ているところもありまして、村としては、

より有益な方法で検討したいということでの繰り越しでございます。 

   ２つ目、法人設立に関してでございますが、公設民営による組織を立ち上げるため、

多数、多方面からの住民の皆様から幅広い意見を聞く必要があるという判断がござい

まして、これについても次年度に繰り越して検討していくということでの繰越明許費

の計上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ２番議員さんの質問にお答えをさせていただきます。 

   ６ページ、下から４つ目の名倉山登山道の整備事業でございます。１１月５日に契

約発注したわけなんですが、若干、その現場のほうがおくれまして、現在、着手が始
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まったところでございます。 

   掘削等につきましては、工事の基点側から約５０メーター、そこから直登りで階段

工を設置するわけなんですが、その部分について下刈り等を行って、現在工事を進め

ているところでございます。 

   なお、現場については凍み上がり等で、かなり山肌がぬかるんでいまして、作業が

なかなかしづらいというような状況に至っております。見通しとしましては、５月の

連休前後くらいには全て終わるのかなというふうに見込んでございます。 

   以上でございます。 

○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、６ページ下段から２番目の土木費都市計

画費関係の土地利用事業の繰り越しについてでございますが、これにつきましては、

今後、都市計画を線引きしていくという、それに向けての基礎的な調査事業というこ

とでございまして、事業につきましては、近隣市・県等と打ち合わせしながら、さま

ざまな内容で進めていかなくてはいけない。大玉村はご存じのとおり、農振区域も相

当ほぼ全域に近く農振区域になっていますので、そういったものの調整であったり、

それから都市計画については、二本松、本宮、大玉が一つの都市計画区域に区切られ

ておりますので、変更する場合は、それらのそれぞれの調整を図る。それから県の都

市計画もございますので、県のほうのそういった調整も図らなくてはならないという

ことで、さまざまなそういった調整、それから今振興計画を作成、見直ししておりま

すので、そういった部分にも当然整合性を持たせなくてはいけないということで、こ

れにつきましては、本来であれば年度内の完成を目指して調整していたところですが、

そういったさまざまな計画との調整、整合性を図らなくてはならない。 

   それから、多分一般質問でもお答えしたかもしれませんが、本当に、村の未来を決

めてしまうという重要な内容でございますので、今回は繰り越しをさせていただいて、

慎重に取り組んでいきたいというふうに考えてございますので、ご理解いただきたい

と思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） １点ほど、歳入の関係でお伺いしたいと思います。お伺いという

よりは、確認の意味を含めてと思ってくださればと思います。 

   ２４ページの諸収入の農業費受託事業収入の件と、その下の雑入の件での東京電力

の関係です。 

   まず、その農地中間管理事業業務受託金、基本的にはこれは県のほうの仕事だなと

理解していましたけれども、いろんな村とのかかわりで、受託金もおりてくるんだな

という形を考えますけれども、その内容的なことと、当然今回、２０万補正減は、そ

れだけの土地の動きがなかったのかなと理解していますけれども、その辺もあわせて

お伺いしたいと思います。 

   その一番下のその次のこの東京電力損害賠償金、この回、かなりの金額が入ってき
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たんだなと理解しております。 

   基本的なことは、どのくらいの金額で、細かくまでわかればありがたいですけれど

も、損害賠償の請求をしているにもかかわらず、現時点ではこうなっているんだとい

うようなことが、もしわかればご説明をお願いできればと思います。 

   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。 

   ２５ページの四角の枠組みで上から３つ目、地域農政推進対策費受託事業収入の

２０万の減額に関してでございます。 

   農地中間管理事業の業務の受託としまして、いわゆる出し手、受け手の希望取りま

とめ、こういったものがあります。 

   また、今回の谷地地区が、いわゆる農地中間管理機構の仲介といいますか、そうい

った形になりましたが、この際の、いわゆるその契約の窓口というよりも、日程調整

とか、そういったものを受託しているという内容になっています。 

   また、２０万の減額につきましては、当初といいますか、補正で２地区、谷地地区

と、あと１カ所予定していたんでございますが、もう一カ所については、まとまらな

いということもありまして、今回１地区、谷地のみ１地区となったということで、

４０万の現計予算のところを２０万減額という形になってございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   同じページ、２４ページの雑入、その中の東京電力損害賠償金１，２００万

２，０００円の関係でございますけれども、これにつきましては、今回、昨年の

１０月以降に東電から振り込まれた金額でございます。内訳としましては、２５年度

の塩化カリ散布料、これが７３２万４，８００円でございます。さらに、年度前後し

ますが、平成２４年度の同じ塩化カリ散布料８万５，１０４円でございます。 

   そのほか、２３年度の入湯税減収分、これは平成２１年度、原発事故前の年度との

比較によりまして、２３年度分が２８５万７，０８０円になります。 

   さらに、平成２４年度の個人住民税減収分、これも２１年度の比較によりまして、

その差額１２２万１，９６６円でございます。 

   もう一件ございまして、平成２４年度の入湯税の減収分、これも２１年度の比較で、

その差額で５１万３，７５０円になります。これが１，２００万の内訳になります。 

   現在、請求しましたうち、指針上、賠償対象外というものがございまして、これが

食品土壌検査、放射性物質の検査料でございまして、２１万１，４７０円、これが対

象外とされております。 

   そのほか、農家経営安定資金保証料助成金、これも今のところ対象外という形で

３２万７，２７２円がございます。 

   大玉村の場合、ある程度、この２件を除きまして１００％認められまして、歳入と
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しまして３，０２６万ほど東電のほうからは入金にはなってございます。今後につき

ましては職員の人件費、それと、それぞれ村の補助事業によりまして、住宅除染開始

前の、それぞれ個人住宅のほうで独自の除染をされました。その際に補助金として村

が肩がわりをした形で交付をさせていただいております。その額が約４００万ほどご

ざいます。今後人件費を合わせまして一千二、三百万程度は請求になるかと思います。

これは、今後積算をしました上で請求をさせていただくような形になりますので、正

確ではございませんが、そのぐらいの額の請求見込みがあるということでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。９番。 

○９番（佐原吉太郎） ６ページなんですが、実は小水力についての整備事業についてで

ありますが、これ、おくれているわけですが、皆さんもご存じのとおり、私ども前村

長の原発が発生したときから、いち早く人よりも手を挙げて、再生エネルギー、小水

力というのを、それこそアピールしたわけですね。 

   その後、なかなかトーンダウンいたしまして、全く進んでいないわけではないんだ

が、優先順位がおくれているんじゃないかと。ということは、やっぱりこれほど、今

もあちこちの原発なんか裁判でも停止になっているような状況の中で、やはりこれ、

みずからが手を挙げた以上は、そういった再生エネルギーにやっぱりバトンタッチし

て、後世に安全・安心なエネルギーを供給するという、我々はそれだけの責任がある

わけですよ。それをやっぱりこれ、全くトーンダウンして、今課長から説明があった

が、何とか何社かがやっているということでありますが、やっぱり最初に我々も産業

厚生常任委員会時代に、例えば飯野町の中川さんとか、社長みずからが、ぜひこれ私

どももやらせていただきたいんだという打診があったことは確かなんですよね。 

   それがその後、どのように進展しているんだか、その進捗状況といいますか、先ほ

ど課長さんがお答え願いましたが、それ以外に村長がどのように考えているんだか、

また副村長ね、あなたが要するに企画財政課長の時代から、これ取り組んでいるわけ

ですよね。それらも含めてやっぱり本腰を入れてやらないと、予算は常に簡単につく

わけではないですよ。しかし、これをやるんだといって、それと同時に、それをやる

ことによって、要するに将来的に観光にも結びつくことができると思うんですよ、こ

れに投資しても。そういう見返りが必ずないわけではないわけですよ。それらも含め

てひとつ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） ９番議員さんにお答えいたします。 

   再生可能エネルギー推進の村づくりということで掲げました。太陽光等については

順調に進んでおりますが、あわせて小水力、これについて幾度かの可能性調査を行い、

百日川が当初いいだろうということで進めてまいりましたが、費用対効果の中で、百

日川ではなかなかペイできないだろうというような話になりました。そのときに調査

対象となった杉田川について、砂防ダムを利用したことで小水力ができないかという

ことで、これは十分ペイできる施設だということで、現在、可能性調査を終えたとこ
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ろであります。 

   これにつきまして、あと事業費等について、当初の予想を大幅に上回るような事業

費がそういう形になってきたということも踏まえて、小さい自治体一つ単独ではなか

なか厳しいということもありまして、また売電ということになりますと、国・県の補

助もなかなか難しい。そういうことを踏まえまして費用対効果、それからいろんな面

も含めますと、民間活力、民間と共同で開発するのが一番いいだろうということにな

りました。その中で、折半でやるのがいいのか、民間に全てを託すのがいいのか、そ

れとも自治体でやるのがいいのか、その辺いろいろありますけれども、現在、先ほど

課長が申しましたように、民間のほうで手を挙げた方が、県を通じて大玉村に何社か

まいっております。その中で提案書をいただきながら、どういう形態がいいのか、進

めてまいりたいと。 

   今回、第３表繰越明許費に残しておいたのは、村が実施設計をする場合の設計料と

いうような形で今回繰り越しをさせていただいておりますが、これも使うかどうかも

含めて、民間からの提言を待って対応していきたいと。再生可能エネルギーの推進を

図っ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） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） 副村長から、るる説明がございましたが、やはりこれは大事なん

ですね。これだけ手を挙げて、やっぱり早くやらないと、後になればなるほど、いろ

んな厳しさが湧いてくるんですね。やっぱりこれをやることによって、ある反面、観

光に結びつけて、あそこに投資した以上のものを生む場合があるんですよ。そういう

ものをよく計算しながら検討していただかないと、ますますおくれればおくれるほど、

やっぱり不利な、もちろん売電もこれはだめだとアットホームに引けば何も問題じゃ

ないわけですからね。 

   だからいろんな面で可能性をやっぱり考えてやっていただくことが、やっぱり皆さ

ん我々も議員の皆さんが心状は別としてあの時点では、やっぱり全員一致をもって、

村長の提案に対して可決されたわけでありますから、その辺は実行しないというんで

はないですが、一応これ繰り越しになっているわけですが、そういう面で腰を入れて

積極的にこの小水力を実行することに努力していただきたいと思うんですよ。 

   そういうことで、村長、もう一度この件について、やっぱりスピーディーにやって

いただきたいという意味で、ひとつお答え願いたいと思います。 

○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。 

   考え方としては、今、副村長が述べたとおりで、決してあきらめたわけではなくて、

時間をかけているというのは、やはりこれ水もの、水力発電ですから水ものというの

ではないんですが、水ものですので、渇水があったり災害があったり、あらゆること

を想定しないと、村が持ち出しになるようなことになっては困るということがありま

すので、ゆっくりと時間をかけさせていただきました。結果、百日川、今、副村長が

述べましたように、業者にも見ていただきました。そうしたら業者も、これは手を出



 

- 221 - 

 

せないと、ペイしないと。やはり導水管が長くて災害の段階での対応が難しいという

ことで、これは業者も難しいというものに対して村が手を出すことはできないだろう

と、これも時間をかけてゆっくりとそういう検討をした結果でございます。 

   それからあと、そのかわり、今言ったように、ダムを使って杉田川でできないかと

いうこと、これもやはり今の経済情勢というか建築状況で、かなり何割か上がってお

りますので、その辺のことも間もなく落ち着くであろうということもございますが、

業者を含めてどういうふうにしていくのか。やることを前提に、村が全面的にやると

いうことになりますと、先ほど言ったような状況もありますので、現時点では業者と

タイアップをしてできないかということで、ただ、それをどういう方法でやるのか。

先ほど言ったように半分出すのか、２割出すのか。業者が完全にやった場合には大玉

の土地を使ってやるわけですから、幾ばくかの寄附みたいな形で村に入れていただく

とか、いろんなそういう先進事例もございますので、これについてはあせらずに、一

番いい方法、財政的に後で負担にならないように。 

   ただ、前提は、何度も言いますが、実施する、進める方向で今県のほうの担当課と

も話を進めて、県のほうの担当課からも、こういう業者いますよ、こういう業者もい

ますよという推薦を今いただいて、二、三のそういうところが今、村のほうに来てい

るという状況でございますので、進め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。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第１７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、議案第１８号「平成２７年度大玉村国民健康保険特別会

計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 
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○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１８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１９号「平成２７年度大玉村玉井財産区特別会計

補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第１９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２０号「平成２７年度アットホームおおたま特別

会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「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。 



 

- 223 - 

 

（「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２０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２１号「平成２７年度大玉村農業集落排水事業特

別会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第２１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２２号「平成２７年度大玉村介護保険特別会計補

正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「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。 
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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２２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２３号「平成２７年度大玉村水道事業会計補正予

算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第２３号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時１５分といたします。 

（午前１０時５８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） 日程第８、議案第３３号「大玉村教育委員会教育長の任命につい

て」を議題といたします。 

   さきに、教育長、佐藤吉郎君より退場の申し出がありましたので、退場を認めま

す。 

（佐藤吉郎教育長 退場） 



 

- 225 - 

 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   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３３号を採決いたします。 

   本案を、原案のとおり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、本案は原案のとおり可決されました。 

   教育長、佐藤吉郎君の入場を求めます。 

（佐藤吉郎教育長 入場） 

○議長（遠藤義夫） ここで、教育長に任命の同意がなされました佐藤吉郎君より挨拶を

いただきたいと思います。 

   教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） 新しい制度での教育長の任命に議会の同意をいただきましたこと、

身が引き締まる思いでございます。 

   各種施策によって教育改革を推進してまいりました大玉村、これからも、これまで

の取り組みの中で成果となってあらわれているもの、成果となってあらわれつつある

もの、これらを財産としまして、大玉村の教育ビジョンが掲げます夢を育てる教育、

大玉に学び、世界とつながる人間の育成に、微力ではありますが精いっぱい取り組ん

でまいりたいと思います。 

   とりわけ導入６年目を迎えますおおたま学園コミュニティ・スクール制度を核とし

ながら、みんなで支え、みんなで育て、みんなが育つ大玉の教育の理念を一層浸透す

るよう、おおたま学園におきます幼稚園、小学校、中学校の連接、これが一層浸透す

るように、そしてまた、生涯学習の一層の充実を図ってまいりたいと思っておりま

す。 

   いい村はいい学校を育てる、いい学校はいい村をつくるという格言がありますけれ

ども、これをよりどころの一つにしながら、議会の皆様方、そして村民の皆様方にご

理解とご支援をいただきながら大玉の教育をさらに充実してまいりたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

○議長（遠藤義夫） 佐藤吉郎君の挨拶が終わりました。 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第９、議案第３４号「大玉村教育委員会委員の任命について」

を議題といたします。 

   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。 

   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３４号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり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、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３５号「区長の委嘱について」を議題といたし

ます。 

   地方自治法第１１７条の規定によって、須藤軍蔵君の退場を求めます。 

（１０番 須藤軍蔵君 退場） 

○議長（遠藤義夫） 質疑を許します。 

   ありませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第３５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） 
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○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。 

   須藤軍蔵君の入場を求めます。 

（１０番 須藤軍蔵君 入場） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１１、議案第２４号「平成２８年度大玉村一般会計予算につ

いて」から議案第３２号「平成２８年度大玉村水道事業会計予算について」までを一

括議題といたします。 

   これより、付託した予算審査特別委員会委員長から審査結果の報告を求めます。予

算審査特別委員会委員長、２番。 

○予算審査特別委員会委員長（遠藤勇雄） 予算審査特別委員会報告書。 

   議長の命によりまして、予算審査特別委員会に付託されました案件の審査結果を報

告いたします。 

   特別委員会に付託されました平成２８年度予算議案を審議するため、３月９日に議

場において特別委員会を開催し、１名欠席のほか、全委員出席のもと、総務文教分科

会、産業厚生分科会の２分科会を設置して審査することといたしました。 

   分科会では、所管する予算項目、特別会計について慎重審議がなされました。 

   また、３月１５日には予算審査特別委員会を開催し、分科会座長からの報告を受け、

報告に対する質疑応答が行われました。 

   以下、分科会ごとの審査結果を報告します。 

   総務文教分科会においては、３月１０・１１・１４日の３日間、第２委員会室にお

いて全委員出席し、さらに付託事件について説明を受けるため、総務部長、総務課長、

政策推進課長、税務課長、教育部長、教育総務課長、生涯学習課長、会計管理者兼出

納室長、産業課長に出席を求め、分科会を開催いたしました。 

   当分科会に付託されました平成２８年度大玉村一般会計予算について、歳入全般、

歳出について、総務部、出納室及び教育委員会の所管に関する予算並びに他の分科会

の所管に属さない事項の予算、平成２８年度大玉村玉井財産区特別会計予算、平成

２８年度大玉村土地取得特別会計予算について、慎重なる審査を行いました。 

   震災から５年、復旧から創生・創造に向けての施策が求められる中、総務部におい

ては、①村有施設の芝生管理について経費削減に努めるとともに、委託方法について

も検討すること。②コミュニティ広場利活用については、地域理解が得られるよう行

うこと。また、苗畑跡地の全体敷地の利用を総合的に検討すること。③あだたらの里

直売所建設については、運営母体の明確化、事業概要の見直しを含め、投資に見合っ

た健全な経営を願う。④事業の実施にあたっては、喫緊の重要課題に対応した計画的、

効果的な優先順位に配慮し事業実施に努めること。⑤住宅団地造成事業費交付金と一

般建築主造成費などとの公平性に配慮すること。 

   教育部について、①スクールバスの運行については、さらなる児童・生徒の安全・

安心の確保に努めること。②幼稚園３年保育については、検討委員会の調査研究結果
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を踏まえ早急に対応すること。③改善センター運動場芝生化工事については、財源確

保も含め慎重に検討すること。また、屋内運動場の出入り口の事故防止対策に万全を

期すること。 

   平成２８年度事業執行にあたっては、以上の件について十分に検討されることをつ

け加え、全委員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定したと報告されまし

た。 

   産業厚生分科会においては、３月１０日・１１日の２日間、第１委員会室において、

１名欠席、さらに付託事件について説明を受けるため、産業建設部長、産業課長、建

設課長、住民福祉部長、住民生活課長、健康福祉課長、再生復興課長、農業委員会事

務局長に出席を求め、分科会を開催いたしました。 

   当分科会に付託されました平成２８年度大玉村一般会計予算について、歳出のうち

産業建設部、住民福祉部及び農業委員会の所管に関する予算、平成２８年度大玉村国

民健康保険特別会計予算、平成２８年度アットホームおおたま特別会計予算、平成

２８年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算、平成２８年度大玉村介護保険特別会

計予算、平成２８年度後期高齢者医療特別会計予算、平成２８年度大玉村水道事業会

計予算について、慎重に審議いたしました。 

   産業建設部については、基幹産業である農業経営の安定を図るとともに、安全・安

心の農作物づくりに、行政として最大の努力を願いたい。 

   また、平成２８年度直売所施設建設に当たっては、運営体制強化・生産組織強化に

ついて、行政の取り組みとして万全の体制で力を発揮願いたい。 

   住民福祉部については、待機児童・子育て支援のついて、スピード感を持ってあた

るとともに、高齢者支援については、より一層の充実を図られたいとし、付託された

全ての案件について、厳しい財政状況の折、一層効率的な予算執行に当たることを要

望し、全委員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

   これら報告を受け、各分科会座長に対し質疑応答を行いました。 

   まず、直売所の建設については、敷地利用と既存施設の活用についてどう検討した

かの質疑があり、直売所建設協議会での検討結果や村の考え方の方針を踏まえた結果

である旨の回答がなされました。 

   また、生産供給体制について、安定した供給について検討されたかの質疑があり、

現在の供給量及びビニールハウスへの補助等、村の農業支援事業により、販売面積の

拡大に対応できる見込みであることが回答されました。 

   さらに、ポケットパークあずまや建設については、安全面と環境面に対する配慮に

ついてどう検討したかについて質疑があり、予算審査の中で、当局より、安全面の確

保、施設見守りにより環境保全に努めるとの回答があったことを回答しました。 

   これら討議を経て、予算審査特別委員会において、慎重審議の結果、付託された全

ての案件について、全委員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

   以上のとおり、予算審査特別委員会に付託されました平成２８年度予算議案につい
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て、審査結果を報告いたします。 

    平成２８年３月１６日 

                   予算審査特別委員会委員長 遠 藤 勇 雄 

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ただいま予算審査特別委員会委員長の報告が終わりました。 

   特別委員会委員長報告に対する質疑につきましては、議会の運営に関する基準第

９７の規定に基づき、省略することといたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１２、議案第２４号から議案第３２号までの各議案について、

順次討論並びに採決を行います。 

   議案第２４号「平成２８年度大玉村一般会計予算について」をお諮りいたします。 

   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。 

   これより議案第２４号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   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」をお諮り

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。 

   これより議案第２５号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   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」をお諮りい

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。 

   これより議案第２６号を採決いたします。 
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   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   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」をお諮

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。 

   これより議案第２７号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   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」をお

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。 

   これより議案第２８号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   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」をお諮りいた

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。 

   これより議案第２９号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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   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」をお諮りいた

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。 

   これより議案第３０号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   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」をお諮

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。 

   これより議案第３１号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   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」をお諮りいたしま

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。 

   これより議案第３２号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は原案可決です。 

   本案について、特別委員会委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本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、陳情第１号から陳情第８号を一括議題といたします。 

   これより、付託した各常任委員会の委員長から審査結果の報告を求めます。 

   総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。８番。 

○総務文教常任委員長（佐々木市夫） 総務文教常任委員会報告書。 



 

- 232 - 

 

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

   去る３月３日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました、陳情第

５号、未来の有権者のための、模擬投票所設置に関する陳情及び陳情第６号、給付型

奨学金制度の導入、拡充と教育費負担の軽減を求める意見書提出の陳情についてを審

議するため、３月３日午後３時１０分より、大玉村役場第２委員会室において委員全

員が出席し、さらに参考意見を聴取するため、総務部長及び教育部長に出席を求め、

委員会を開催いたしました。 

   初めに、陳情第５号、未来の有権者のための、模擬投票所設置に関する陳情は、慎

重審議の結果、不採択と決定いたしました。 

   次に、陳情第６号、給付型奨学金制度の導入、拡充と教育費負担の軽減を求める意

見書提出の陳情について、慎重審議の上、採決を行った結果、趣旨採択と決定いたし

ました。 

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

告いたします。 

    平成２８年３月１６日 

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

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ただいま総務文教常任委員会委員長の説明が終わりました。 

   委員長報告に対する質疑を許します。 

   質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、総務文教常任委員会委員長に対する質疑

を打ち切ります。 

   陳情第５号「未来の有権者のための、模擬投票所設置に関する陳情」を採決いたし

ます。 

   本陳情に対する委員長の報告は不採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

   陳情第６号「給付型奨学金制度の導入、拡充と教育費負担の軽減を求める意見書提

出の陳情」についてを採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 次に、産業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。６番。 

○産業厚生常任委員長（武田悦子） 産業厚生常任委員会報告書。 

   議長の命によりまして、産業厚生常任委員会の審査結果についてご報告いたします。 

   去る３月３日の本会議において、産業厚生常任委員会に付託されました陳情６件に

ついて審議するため、３月３日午後３時３０分から、３月１４日午前１０時から、第

１委員会室において全委員出席、さらに付託事件に対する参考意見聴取のため、産業

建設部長及び住民福祉部長並びに健康福祉課長に出席を求め、委員会を開催いたしま

した。 

   陳情第１号、軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険性や予後の相

談のできる窓口などの設置を求める陳情及び陳情第７号、福島県最低賃金の引き上げ

と早期発効を求める意見書提出の陳情については、慎重審議の結果、全委員一致をも

って採択すべきものと決定し、関係機関に意見書を提出することといたしました。 

   次に、陳情第２号、村道細田・矢沢線道路側溝整備に関する陳情書、陳情第３号、

村道竹ノ内・板倉線拡幅に関する陳情書、陳情第４号、村道問屋場・上茱塚線及び名

官林・吉丸線拡幅に関する陳情書並びに陳情第８号、村道小泉１号線道路側溝整備に

関する陳情書については、現地の視察を行い、慎重審議の結果、全委員一致をもって

採択することと決定いたしました。 

   以上のとおり、産業厚生常任委員会に付託されました陳情６件についての審査結果

を報告いたします。 

    平成２８年３月１６日 

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

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上です。 

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

   委員長の報告に対する質疑を許します。 

   質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、産業厚生常任委員会委員長に対する質疑

を打ち切ります。 

   陳情第１号「軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防、その危険性や予後の相

談のできる窓口などの設置を求める陳情」について採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 



 

- 234 - 

 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

   陳情第２号「村道細田・矢沢線道路側溝整備に関する陳情書について」を採決いた

します。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

   陳情第３号「村道竹ノ内・板倉線拡幅に関する陳情書」についてを採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

   陳情第４号「村道問屋場・上茱塚線及び名官林・吉丸線拡幅に関する陳情書」につ

いてを採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

   陳情第７号「福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳情につ

いて」について採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

   陳情第８号「村道小泉１号線道路側溝整備に関する陳情書」について採決いたしま

す。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決するにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決しました。 

   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４９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１４、選挙管理委員及び同補充員の選挙を行います。 

   お諮りいたします。 

   選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にし

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。 

   選挙の方法は、指名推選で行うことに決定いたしました。 

   お諮りいたします。 

   指名の方法については、議長が指名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。 

（「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、議長が指名することに決定いたしました。 

   選挙管理委員には、後藤寅一君、武像鐵夫君、角田力雄君、角田善一君、以上の方

を指名します。 

   お諮りします。 

   ただいま議長が指名した方を大玉村選挙管理委員の当選人に定めることにご異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   したがって、ただいま指名した、後藤寅一君、武像鐵夫君、角田力雄君、角田善一

君、以上の方が大玉村選挙管理委員に当選されました。 

   次に、選挙管理委員補充員には、斎藤かよ子君、渡辺政司君、渡邊正道君、武田ひ

とみ君、以上の方を指名します。 

   お諮りいたします。 

   ただいま議長が指名した方を、選挙管理委員補充員の当選人と定めることにご異議

ありませんか。 

（「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。 

   したがって、ただいま指名しました、斎藤かよ子君、渡辺政司君、渡邊正道君、武

田ひとみ君、以上の方が選挙管理委員補充員に当選されました。 

   次に、補充の順序についてお諮りいたします。 

   補充の順序は、ただいま議長が指名した順序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。 

   したがって、補充員の順序は、ただいま議長が指名した順序に決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１５、「閉会中の継続調査申出について」を議題といたしま

す。 

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

した申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

   お諮りいたします。 

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

ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 次に、追加議事日程を配付いたします。 

   配付漏れございませんか。 

（「なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） ただいまお手元に配付いたしましたとおり、議員発議第１号「軽度

外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防及びその危険性や予後の相談可能な窓口など

の設置を求める意見書について」、議員発議第２号「福島県最低賃金の引き上げと早

期発効を求める意見書について」が提出されました。 

   お諮りいたします。 

   議員発議第１号及び議員発議第２号をそれぞれ順番に日程に追加し、追加日程第

１及び追加日程第２として議題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。 

   よって、議員発議第１号及び議員発議第２号をそれぞれ順番に日程に追加し、追加

日程第１及び追加日程第２として議題とすることに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） 追加日程第１、議員発議第１号「軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの

周知と予防及びその危険性や予後の相談可能な窓口などの設置を求める意見書につい

て」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。４番。 

○４番（鈴木康広） 議員発議第１号、軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防及び

その危険性や予後の相談可能な窓口などの設置を求める意見書について、地方自治法

第９９条の規定により意見書を提出するため、別紙意見書案を会議規則第１４条第

１項の規定により提出します。 

    平成２８年３月１６日 

     大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

                    提出者 大玉村議会議員 鈴 木 康 広 

                    賛成者 大玉村議会議員 菊 地 利 勝 

   提出先 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、文部

科学大臣 

   軽度外傷性脳損傷・脳しんとうの周知と予防及びその危険性や予後の相談可能な窓

口などの設置を求める意見書（案） 

   脳しんとうは、軽度の外傷性脳損傷であり、頭が衝撃や打撲を受けたり、激しく揺

すぶられたりすることによって、あるいは身体への強打によって、頭と脳が前後左右

に急速に動かされることによって生じます。この突然の動きによって、文字通り脳は

頭蓋内で跳ねまわされ、よじられ、脳細胞が引っ張られて損傷を受け、脳内に化学的

な変化を生じます。脳しんとうを受傷しても通常、生命を脅かすことはありませんが、

治療を必要とする重篤な症状を引き起こす場合もあります。 

   主な症状は損傷後、記憶障害、錯乱、眠気、だるさ、めまい、物が二重に見えるあ

るいはぼやけて見える、頭痛または軽度の頭痛、吐き気、嘔吐、光や騒音に対する過

敏性、バランス障害、刺激に対する反応が鈍化、集中力の低下等、複雑かつ多彩であ

り、また症状は、すぐに始まることもあれば、損傷複数時間、数日、数週間、あるい

は数ヶ月間発症しないこともあります。（一般的な認識の「意識消失」は、脳しんと

うの中で１０％以下（ＩＲＢ脳脳震盪ガイドライン）でしかみられません。） 

   特に、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下をはじめ、てんかんな

どの意識障害、半身まひ、視野が狭くなる、匂い・味が分からなくなるなどの多発性

脳神経まひ、尿失禁などが発症した場合、症状が消失するには数ヶ月かかることがあ

り、まれには、永続的な身体的、感情的、神経的、または知的な変更が発生します。

さらに、脳しんとうを繰り返すと、永久的な脳損傷を受ける可能性が高くなりますし、

死に至る場合（セカンドインパクト症候群）もあるので、繰り返し脳しんとうを受け

ることは、避けるべきです。 

   この病態は、Ｓｃａｔ２やＳｃａｔ３において客観的な診断方法が確立されており、

既に、国際オリンピック委員会を始め、ＦＩＦＡ、ＩＩＨＦ、ＩＲＢ、Ｆ－ＭＡＲＣ

等で採用され、ＰｏｋｅｔＳｃａｔ２に於いては各種スポーツ団体で脳しんとうを疑
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うかどうかの指標として使用されています。 

   平成２４年７月に文部科学省が「学校における体育活動中の事故防止について」と

いう報告書をまとめ、更には平成２５年１２月には、社団法人日本脳神経外科学会か

ら「スポーツによる脳損傷を予防するための提言」が提出され、同月には、文部科学

省より「スポーツによる脳損傷を予防するための提言に関する情報提供について」の

事務連絡が出されていますが、実際の教育現場や家庭では、まだまだ正確な認識と理

解が進まず、対応も後手に回ってしまい、再就学・再就職のタイミングを失ってしま

い、生活全般に不安、不便、孤独を感じ、最悪、うつ状態に陥ってしまう人も多く、

特に罹患年齢が低年齢であれば発達障害とみなされ見過ごされ、引きこもるか施設に

預けられるかの２者択一になっているのが現状でございます。 

   また、重篤な事案となった場合にも事故の初動調査の遅れがちになることにより、

事案の経緯が明確にならないため、介護・医療・補償問題をも後手に回ってしまい、

最悪、家庭の崩壊へと陥っている家族も多く、事故調査を蔑ろにしてしまうがために、

同様の事故を繰り返し起こしてしまっているのが現状です。 

   そこで、国におかれましては、上記の現状を踏まえ、下記の事項について適切な措

置を講じるよう、強く要望します。 

記 

   脳しんとう及び軽度外傷性脳損傷への対応について 

   １．教育機関での周知徹底と対策 

   各学校などの教師・保健師・スポーツコーチ及び救急救命士・救急隊員に、＜Ｐｏ

ｃｋｅｔＳＣＡＴ２＞の携帯を義務付けること。 

   併せて、むち打ち型損傷、若しくは頭頚部に衝撃を受けたと推測される事故・事案

が発生した場合は、本人の訴えだけではなく、症状を客観的に正確に観察して判断を

下すとともに、家庭・家族への報告も義務付け、経過観察を促すこと。 

   ２．専門医による診断と適切な検査の実施 

   脳しんとうを疑った場合には、直ちに脳神経外科医の診断を受け、ＣＴ／ＭＲＩだ

けではなく、神経学的検査の受診も義務付けるとともに、＜Ｓｃａｔ３（１２歳以下

の場合はＣｈｉｌｄＳｃａｔ３）＞を実地し、対応できる医療連携体制の構築を進め

ること。 

   ３．周知・啓発・予防措置の推進と相談窓口の設置 

   脳しんとうについて、各自治体の医療相談窓口等に対応の出来る職員を配置し、医

療機関はもとより、国民、教育機関への啓発・周知・予防をより一層図ること。 

   ４．園内・学校内で発生した重大事故の繰り返しの防止 

   保育園・幼稚園及び学校内で発生した事案が重篤な場合は、直ちに保護者へ連絡す

るとともに第三者調査機関を設置し迅速に事故調査及び開示を行うこと。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

    平成２８年３月１６日 

                  福島県安達郡大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 
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   よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第１号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

   ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 次に、追加日程第２、議員発議第２号「福島県最低賃金の引き上げ

と早期発効を求める意見書について」を議題といたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。３番。 

○３番（本多保夫） 議員発議第２号、福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意

見書について 

   地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するため、別紙意見書案を会議規則

第１４条第１項の規定により提出します。 

   平成２８年３月１６日 

    大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

                    提出者 大玉村議会議員 本 多 保 夫 

                    賛成者 大玉村議会議員 須 藤 軍 蔵 

   提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣、福島労働局長 

   福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書（案） 

   最低賃金制度は、非正規労働者を含むすべての労働者の賃金の最低額を法律により

保障するものであり、毎年、中央最低賃金審議会が作成する「目安額」を参考に各都

道府県最低賃金審議会の審議を経て、地域別最低賃金を決定することとされておりま

す。 

   この最低賃金の引き上げについては、２０１３年に政府が決定した「経済財政運営

と改革の基本方針」ならびに「日本再興戦略」において、引き上げの意向が示されて

いるとともに、２０１０年に合意に至った、政労使の代表からなる「雇用戦略対話」

において、２０２０年までの目標として「できるだけ早い時期に全国最低８００円

（時間額）を確保し、景気状況に配慮しつつ、全国平均１，０００円を目指す」こと

とされています。 

   最低賃金の引き上げは、全労働者の４割にも達しようとしている非正規労働者の所

得の向上に直結し、内需の拡大に寄与することから、日本経済がデフレからの脱却を

はかり持続可能な経済の好循環に結び付けるためには、最低賃金の大幅な引き上げが
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必要不可欠であります。また、来年４月に予定されている消費税率の引き上げが、非

正規労働者に与える影響を考えた場合、最低賃金が持つセーフティネット機能を維持

するためにも物価上昇と消費税率の引き上げ分を考慮した最低賃金額の引き上げが必

要となります。併せて、福島県の復興を促進するうえでも、最低賃金の引き上げによ

り、一定水準の賃金が確保されることは、県内の労働力の確保や若年層を中心とした

労働人口の県外流出に歯止めをかけるうえで非常に重要な事となります。 

   現在の福島県最低賃金は、時間額で７０５円となっておりますが、この金額は政労

使が合意し、目標として掲げた最低額と大きく剥離しているとともに、その水準は

２００７年からの８年間全国水準で３１位と低位にあり、県内勤労者の賃金水準や経

済実勢などと比較しても極めて低く、一般的な賃金の実態に見合った十分な水準の引

き上げが極めて重要な課題となっております。 

   よって、本大玉村議会は福島県の一層の発展をはかるため、最低賃金法の趣旨をふ

まえ、福島県最低賃金に関する、次の事項について強く要望します。 

記 

   １．福島県最低賃金については、２０１０年６月に行われた「雇用戦略対話」の合

意に沿った引き上げを図る。 

   ２．福島県の復興促進、労働人口の流失に歯止めをかけることを踏まえ、上積みの

改正を図る。 

   ３．中小・地場企業に対する支援策等を強化し、最低賃金の引き上げを行う環境を

整備する。 

   ４．一般労働者の賃金引き上げが４月であることから、福島県最低賃金の改定諮問

を早期に行い発効日を早めること。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

    平成２８年３月１６日 

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

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第２号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を行います。 

   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、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で、今期定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたし



 

- 241 - 

 

ました。 

   これをもって本日の会議を閉じ、平成２８年第１回大玉村議会定例会を閉会いたし

ます。ご苦労さまでございました。 

（午後１時５３分） 

 

 


