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平成２９年第１回大玉村議会臨時会会議録 

 

第１日  平成２９年２月１５日（水曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

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

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

    ７番 鈴 木 宇 一   ８番 佐々木 市 夫   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 

産業建設部長 舘 下 憲 一 総 務 課 長 押 山 正 弘 

政策推進課長 中 沢 武 志 産 業 課 長 菊 地   健 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    会議録署名議員の指名 

    会期の決定 

    諸般の報告 

    議案の上程 

    提案理由の説明 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第１号 平成２８年度大玉村一般会計補正予算について 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

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

 

○議長（遠藤義夫） おはようございます。 

   平成２９月第１回２月臨時会が招集されましたところ、出席ご苦労さまでございま

す。ただいまの出席議員は１２名全員であります。定足数に達しておりますので、平

成２９年第１回大玉村議会臨時会を開催いたします。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） これより本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、会議録署名議員の指名をいたします。 

   本臨時会の会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、１０番須藤軍蔵

君、１１番菊地利勝君を指名いたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

   議会運営委員会委員長の報告を求めます。９番。 

○議会運営委員長（佐原吉太郎） おはようございます。 

   本臨時会の会期日程等について、去る２月１０日、午後２時３０分より第１委員会

室におきまして議会運営委員会を開催し調査をいたしましたので、その経過と結果に

ついて、以下報告申し上げます。 

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

席を求め、提出議案の概要の説明を受け、会期及び議事日程等について、次のように

決定いたしました。 

   本臨時会に提出されます事件は、村長提出の議案等１件で、その内容は、補正予算

案件１件であります。 

   よって、会期につきましては、本日１日間と決定いたしました。 

   なお、審議日程等につきましては、本日２月１５日 本会議 議案の上程、提案理

由の説明、議案審議という日程で行います。 

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

の上、ご賛同賜りますようお願い申し上げまして、報告といたします。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ただいま議会運営委員会委員長の報告が終わりました。 

   お諮りいたします。 

   会期につきましては、ただいま議会運営委員会委員長の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。 
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   よって、会期につきましては、議会運営委員会委員長報告のとおり決しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第３、諸般の報告を行います。 

   本臨時会における諸般の報告は、説明員の報告についてであります。内容につきま

しては、配付をもって報告にかえさせていただきます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第４、議案第１号を上程いたします。 

   事務局職員に議案を朗読させます。事務局。 

○書記（杉原 仁） 別紙議案書により朗読。 

○議長（遠藤義夫） 事務局職員の朗読が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第５、村長より提案理由の説明を求めます。村長。 

○村長（押山利一） ご苦労さまです。 

   本日、第１回臨時会の招集をお願いいたしましたところ、議員の皆様方には何かと

ご多忙の中御出席を賜り、提出案件のご審議を賜りますこと、感謝を申し上げます。 

   本臨時会における提出議案は、補正予算案１件であります。 

   それでは、議案第１号、平成２８年度大玉村一般会計補正予算についてご説明を申

し上げます。 

   補正予算書１ページをお開き願います。 

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

したものでありまして、既定の予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９８０万円を追加

し、予算の総額を７６億３，７６７万９，０００円とするものであります。 

   それでは、歳出よりご説明を申し上げます。 

   １０ページをお開き願います。 

   款２総務費の企画費事項⑦は、地方創生拠点整備交付金等の活用により、現直売所

施設を食堂エリアと加工室に改修し、さらにトイレの洋式化を図るための経費１億

１，０５０万円の計上であります。 

   主な内容としては、節１３委託料で、現直売所施設の改修工事設計・監理業務委託

料１，３０１万７，０００円、節１５工事請負費では、施設内の模様がえ等工事費

８，６９８万３，０００円、節１８備品購入費では改修後の同施設で使用する各種備

品費９８０万円をそれぞれ計上するものであります。 

   款１４予備費は、財源を調整し７０万円の減額計上であります。 

   続きまして、歳入についてご説明を申し上げます。 

   ８ページをお開きください。 

   款１４国庫支出金は、地方創生拠点整備交付金５，４９０万円の計上であります。 

   款１８繰入金は、大玉村復興基金繰入金４９０万円を、款２１村債は、一般補助施

設整備等事業債５，０００万円の計上であります。 

   以上、一般会計補正予算についてご説明申し上げました。よろしくご審議賜ります
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ようお願い申し上げます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 以上で提案理由の説明が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第６、議案第１号「平成２８年度大玉村一般会計補正予算につ

いて」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

   質疑ございませんか。２番。 

○２番（遠藤勇雄） 何点か申し上げます。 

   まず、今回の産業振興センターの改修工事の予算計上に至るまでの経過について説

明をお願いします。 

   それから、この全体計画、食堂、加工場、そしてトイレというお話ですが、それぞ

れ誰が運営するのか。あと、具体的に、食堂についてはどういった規模で、例えばど

ういうメニューとか、どういった方を予定しているとか。加工場についても同じです、

規模とか何を実際加工するのか。そういったことも含めて、まずそれが、食堂、加工

場の具体的内容です。 

   それからもう一つは、これらの収支見通しです。 

   この３点についてお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ２番議員さんにお答えします。 

   まず初めに、改修工事までの経過でございますが、ご承知のとおり、新直売所の関

係予算については２８年度の当初予算に関係経費を計上しているところでございます。

そういった中で、現直売所の新直売所完成後の利活用の方法等について内部でいろい

ろ検討しており、また、公設民営化検討委員会の中でも検討を重ねてまいりました。

そういった中で、財源の見通し等々についても内部で検討したんですが、財源の見通

しをどのようにするかということで、今回、地方創生の中のハード事業部分について

は昨年来申請しましたが、２月初旬に国の交付決定をいただいたという形で今回の改

修を、地方創生の補助金をもって改修をするという中身でございます。 

   次に、全体計画でございますが、今回の改修工事につきましては、現直売所の利活

用検討委員会等々について、基本的には食堂、あと加工場という部分、厨房ですか、

それらについて改修するということで了解はいただいているところでございますが、

具体的な、いわゆる配置、中の改修等についてはこれから設計を発注しまして、個々

具体的に案を示しまして決定いただくということで進めております。 

   また、収支見通しですが、先ほどの利活用検討委員会については今後、法人組織を

立ち上げる準備会の方々とメンバーは一緒でございますので、具体的に、現直売所を

改修して、食堂等についてどのようなメニューとか、どういった部分で加工していく

かということについては、この改修計画とあわせて準備会のほうで検討していただく

ということで進めさせていただきます。 
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   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございます。 

   食堂も加工場も具体的にはこれから、それから、収支見通しもこれからということ

でございますが、どうなんでしょう、普通、事業を行う場合にはあらかじめ概要、収

支見通し、ある程度決まった段階で事業に着手するのが筋ではないでしょうか。 

   具体的に、例えば自分のうちを建てるときに２，０００万かかるという場合に、例

えば自己資金１，０００万、あと残り１，０００万は金融機関からお金を借りると、

そしてそのお金の返済については、例えば給料で月幾らだと、そういう計算をして初

めて何とか家を建てて生活できると、そういう見通しがあって初めて物事は進むんで

はないでしょうか。自分の家に捉えてみたらそう思いませんか。ましてや公金でござ

います。予算措置は、これは十分に反映されて、一般のお金は７０万程度で済むもの

でありますが、そういった事業を実施する場合の順序としていかがなものかと思いま

す。その辺きちっと、収支見通しもある程度具体的にならないと、私たち地元に帰っ

て説明、これで皆さん納得できるかというふうに私も疑問でございます。その辺につ

いてもう一度、村長、できればお願いしたいんですが。執行権者として、執行権者の

責任者として、このようなことでよろしいのか、改めて伺いたいと思います。 

   私、別に反対しているわけではございませんので、そういう見通しをつけてから行

うのが事業執行に当たっての基本的な考えではないかという点でお話をさせていただ

いておりますので、できれば村長のほうからお願いできればと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えを申し上げます。 

   事業執行上、当然収益施設ですので、収益をきちっと計算しながらやっていくとい

うのは当然でございますが、直売所の売り上げが今１億５，０００万近くまで来そう

だということがありまして、現直売所については運営のコンサルにかけて経営の分析

をしていただいております。これから大きくしても十分にやっていけると、そして売

り上げが伸びていく、これから今度は、直売所については十分に、今の現直売所より

大きくしても運営は十分やっていけるというのは、現直売所の経営分析の結果からも

十分だということでおりますが、それを補足する意味で、もう既にコンサルには昨年

末にお願いして、繰り越しになると思いますが、今の現直売所の経営分析を踏まえて

新しい直売所の経営分析を改めてお願いをしております。 

   というのは、今の直売所は我々が考えれば当然十分にやっていけるということです

が、今度新しい直売所をつくった場合、それからあと、食堂も兼ねて、それがどうい

うふうに、どれぐらいの収入が上がれば経営が成り立つのかということの分析を今お

願いしております。 

   ですから、今の直売所ができた時点でも、売ってみないとわからないという部分で

始まって、多分だと思います、その当初は。役場が設置する公設の施設というのは、

収益施設、農家の販売を促進するとか切りかえをするとかという、普通の商売人がや
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るような、会社がやるような施設をやるときの手法と、必要施設というのは、村の場

合には、例えば収支が合わないだろうという部分であっても当然に設置をすると。ア

ットホーム等についても村の健康管理上の必要があって設置をして、その時点でどの

程度の客が入るかというシミュレーションは特別実施しないでやってきたというのは、

やはりこの施設が村民にとって健康施設として十分必要だという目的でつくっており

ますので。 

   公的な施設というのは、あくまでも会社の組織とは違いますので、農家育成とか情

報を提供する場所とか、いろいろ多目的な目的があって設置しますので、全て事前に

黒字にならなければ、予想がなければ設置できないという性格のものではございませ

んので。ところが公設で設置したときに、やはり役場が直営でやった場合に難しいと

いう部分もございますので、現直売所の経営分析では十分にやっていけるということ

ですので、新しい直売所についても今経営分析をやっていると。 

   現食堂の関係ですが、これはあだたらの里協議会、検討ですね、村の前村長のほう

からお願いして協議会をつくって、商工会等も入っておりましたが、２４、２５と

２年かけて福大の西川先生にお願いをして、新しく求めた土地に、土地とかこれから

の直売所に何が必要かという検討をしていただきました。６次化についても検討をい

ただいた。結果、答申としては、食堂、農家レストランと加工場をつくるべきだとい

う答申がありました。それを受けて我々はあそこに新しい直売所を、今のが手狭です

から新しく直売所をつくって、その経過はもう既に何度も説明していますからご存じ

だと思いますが、現直売所については食堂と加工場が出荷者の皆さんの希望でもあり

ましたので、それに向けて検討してまいりましたが、財源の問題がありました。全部

村で設置してやるのかとなると、今言ったように、果たして食堂をやっていけるのか

というような問題もありましたので、なかなか最終結論が出せないでまいりましたが、

今回、地方創生のほうがハードもいいよというふうに２次補正で変わりましたので、

その補正について急遽申請をしたと。認められたということですので、既定方針どお

り食堂と加工場にしたいと。 

   加工場については、答申ではコロッケ程度の話で、具体的に何をつくるべきかとい

う答申がございませんでしたので、今回は食堂を中心として、加工場についてはソバ

の加工とか、あと何かできるようにある程度の、これをつくるという目的はなくて、

加工場を貸してつくると、使いたい方にお貸しするという形で小さな加工場というか

加工室を設置すると。 

   それから、トイレが非常に悪いと、においもするということですので、今回それも

改修するということでございます。 

   メニュー等については、検討委員会を立ち上げてお願いをして、どういうメニュー

をやっていくかということを並行して進めてまいりたいと。 

   そして、食堂部分については、あそこでイベント等があったときに、雷等があった

ときに避難する場所もございませんので、緊急の避難場所、休憩所としても活用して

いきたいというふうに考えていますので、食堂のみのものではございません。 
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   運営主体については、食堂だけ切り離してということはできませんので、立ち上げ

る予定の法人にあわせてそれを管理いただくと。当然法人もその辺の収支関係につい

ては、赤字になるようなものは受けることはできませんので、その辺についてはきっ

ちりと数字を出していきたいということでございます。 

   ですから、補助金、一般の家庭で銀行から金を借りてというふうな手順よりも、今

回の場合は本当に補助金もない中で進めてきているので、並行していくのは、あわせ

て検討していくというのはやむを得ないのかなというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） いろいろ丁寧なご説明ありがとうございました。 

   いずれにしましても、最終的には、まだ具体的はないということと、収支見通しも

これからということでございますので、これはやっぱり、また私、３月定例会でもこ

の件について、そして、これからつくる、今つくろうとしている新設の直売所につい

ても、収支見通しもまたお伺いしたいと思いますので、その辺はきちっと整理の方お

願いしたいと思います。 

   答弁は結構です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） ちょっと内容について伺いたいと思います。 

   今回のこの補正は、地方創生拠点整備交付金の活用を図った上で現直売所、要する

に産業振興センターを改修して農家レストランとか加工場として利活用すると。あわ

せて、課題であったトイレの改修を行うといった事業提案だと思いますが、実質、地

方債を含めて１００％近くの助成のもとでこれが図れるといった内容は大変いいこと

かなと思っています。 

   ただ、少し内容のことでちょっと伺いたいんでありますが、この地方創生拠点整備

交付事業の性格についてちょっと伺いたいんであります。どのよう内容というか裁量

範囲、自由裁量がどこまであるのか。と申しますのは、公設民営化でやる予定ですか

ら、運営の方法とか条件整備の必要性、その辺がどういう形でこの交付金に合ってい

るのか、その辺について伺いたいと思います。 

   それから、改修される事業内容についてちょっと伺いたいんでありますが、まず一

番最初に伺いたいのは、工程表、どのように捉えて、今の補正でやって、あと新直売

所の建築のほうとも重なっております。その辺を工程上どのように捉えておられるの

か、その説明をお願いします。 

   それから、ここでトイレの改修とうたっております。この処理能力についてどの程

度考えておられるのか。それから、その改修の仕様でありますが、バリアフリーとか

洋風とか身障者用とか、その辺はどのように捉えておられるか伺います。 

   それから、改修される産業振興センター、一番の問題は、先ほどの質問者もありま

した全体計画から概要を提示の上で審議されるべき、それは当然だと思います。緊急

性は認めるんでありますが、そういった観点から、公設民営化、運営の形がどのよう
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になっていくかとか、それから、新直売所の運営との関連性、別々の形で独立採算に

なるのか。また、農家レストラン、どういう形で公設民営化が進むかは未確定であり

ますが、例えばテナントの活用とかその辺が、今実際村にあるゴルフ場とかアットホ

ームとか、そういうところの食堂関連と一緒にやるのか、また、新たなテナントとか、

一般公募とか何かも考えておられるのか、その辺。 

   それから、一番の目的は、多分これでできる食堂、農家レストランの形だと思うん

でありますが、この辺もある程度審議会で検討されていると言われるものの、例えば

バイキング方式で今流行の形でやられるのか、それともみんなが集えるようなカフェ

方式でやるのか、また、ごく普通の一般食堂を狙っているのか。 

   それから、もう一点は、加工場の必要性。村長からも説明がありました。今の会員

の皆さんからは加工場の必要性は訴えられていないというように私は掌握しておりま

す。その辺をどのように捉えてこの加工場の改修ということを予算計上の中の項目と

してのっけられたのか。その辺の説明不足があるんじゃないかと思いますので、まず

そこについて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   まず初めに、今回の交付金の内容でございますが、地方創生拠点整備交付金という

ことで、この内容につきましては、未来への投資へ向けて地方公共団体の地方版総合

戦略に基づく自主的・主体的な地域づくり拠点などの事業について、地方の実情を尊

重しながら施設整備、ハード面の取り組みを推進するという内容でございます。そう

いった中で、この申請段階につきましても、公設民営ということで、新たにできる会

社へ経営や維持管理を任せることによって収益を村内にとどめ、村内で循環させると

ともに、新たな従業員の雇用等についての雇用の創出、それにもつなげていくという

ことで採択を受けた内容でございます。 

   次に、工程関係でございますが、今回、臨時議会において設計から工事関係の予算

を審議していただきますが、すぐに設計の関係の発注をしまして、３月ぐらいをめど

に改修の案を決定しまして、４月から６月をめどに設計書を完成させて、７月ぐらい

には工事を発注したいということで、新直売所の建設とも若干ダブる部分がございま

すが、トイレ等の改修を先に進めまして、年度内の３月までの完成を目指していると

ころでございます。 

   また、トイレの処理の関係でございますが、今回は、現直売所の南となりのトイレ

を洋式等に改修するという、あと、においの問題もございますが、トラップ等々のに

おいの問題を解消するということで、新たにつくる直売所につきましても浄化槽の設

置をしておりますので、２つの浄化槽において処理していくという内容でございまし

て、主にトイレの洋式化とトラップ、においの改善等々のトイレ改修の内容でござい

ます。 

   あと、４番目としまして、公設民営化、運営の方法でございますが、基本的には新

しい直売所と今回改修する食堂等の運営については、新たな法人組織に経営をお願い
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するという形で、直売所と食堂を一体的に運営していただくということで考えており

ます。 

   また、５番目の農家レストランの内容でございますが、それら今回の改修等も含め

まして、どういう形式がいいかということで検討し、それらの工事について反映させ

ていきたいと思います。 

   加工場の必要性ということで、加工場につきましては、あだたらの里新直売所の建

設に当たって、いろいろ過去の協議会等々についても村の６次化を図るためにどうい

う加工品がいいかということで検討してまいりましたが、具体的なものがなかなか見

出すまでには至らなかったということで、今回、現直売所の改修に当たっては加工室

を設置しまして、具体的な加工品の品目等については具体化になっておりませんが、

それらを加工するスペース、加工室を設けるという内容でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 改めて伺います。 

   今までもこの直売所の経営の中で、収益事業についてはいろいろ運営とか何かで問

題がある点もあって、今回の公設民営化によって新たな収益を図るというような説明

も過去にございました。１点は、その点が間違いなく収益事業としてこの補助事業の

中で大丈夫なのかということの改めての確認。 

   それから、今トイレの改修について説明がございました。今の説明ですと、トイレ

の改修、何となく中途半端な形に見えております。トイレの改修はあくまでも最終的

な収容人員、そういうものから算定した形でトイレの改修というのは進めていかない

と、後でまた今の現状と同じような状況も考えられます。その辺は、処理能力の関係

は、やっぱり一番難しい問題でありますが、これはきちんと数字的に示されて、これ

だけのものを考えてこれだけのトイレ、例えばイベントとか何かやった場合、今の状

況でありますと、イベントとか何かがあった場合には必ずひどい状態になっている。

だからその辺も含めたトイレの改修をするんだということを明確に表明していただか

ないと、やったけれどもまだ足りなかったではやっぱり困りますので、その辺改めて

お願いします。 

   それから、新直売所の運営とは一体的ということはきちんとおっしゃられたわけで

すが、多分どこの施設でも、今現状の直売所をあちこち見ていますと、直売所のほう

とそれと一体化した食堂経営、なかなかうまくいっていないのが現状のようでありま

す。特殊なシェフや何かを呼んでいるところは別として、その辺の運営が、一体にな

るとやっぱりかなり厳しい問題も出てきます。この辺も今の時点で一体的に運営する

ということをおっしゃって、果たして採算性とか何かがそれで担保できるのか、その

辺は改めて慎重に検討願いたいんでありますが。この１点だけは村長に伺いたいんで

ありますが。そのほかは担当から。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） まず、収支の関係と法人の関係でありますが、先ほど話したように、
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公設の特殊性というのがありますので、一般家庭とは若干流れが変わってくるという

のは理解をいただきたいんですが。今までもそういう方法で行ってきたということで

ございます。収支が合わなければ建物を建てないというようなことではなくて、目的

がはっきりしていればつくると、そして、収支は努力をしてなるべく持ち出しをしな

いようにするというのが公的な施設の性格ですので、そういう手法で直売所について

も必要な施設だということで実施していますので、これについてはご理解をいただき

たいと思います。今までもそういう方法で、先ほどの２番議員さんが言われたような

手法で、今までそういう収益施設をつくってきたことはないということは、プールに

しても、アットホームにしてもそういうことですので。 

   ただ、今回の場合にはもう少し慎重にやろうということで、現直売所の経営分析を

して、それを引き続き今度は新しい直売所ではどの程度の収益があると経営として成

り立つかと。要するに黒字になるということをできるだけ早く出したいと。出したと

きに赤字になるような施設は法人は請け負うわけがありません。もしくは赤字部分は

村が補塡しなければならないです。指定管理の場合には補塡している場合があります。

例えば社会福祉協議会にさくらを指定管理でやっていますが、数千万の管理費を社会

福祉協議会に支払っております。ということは、それは指定管理の方法ですから、さ

くらを管理していただくために何千万というお金が社会福祉協議会のほうに入ってい

るわけです。 

   ですから、直売所の場合も、やはり村民にとっての必要施設だというふうに考えた

場合には、赤字でも法人化をしてお願いをするということは、当然これは考え得るこ

とですが、株式会社がやる場合には、これはやはり黒字が前提になりますので、並行

して収支の計算を早目に出してもらって、そして法人を立ち上げるという手順でいき

たいなと思っています。収支の見通しがないのに法人を立ち上げて、村民から出資を

募って会社をつくるというのは現実的ではありませんので、その点については順序を

間違えないようにやっていきたいと。当然、法人のほうもそういうことがなければ請

け負うことはございませんので。それについては今の現直売所の食堂についても同じ

ことが言えると。 

   ただし、先ほどから言っているように、食堂が黒字になるか、もうかるかというの

は、何人入ってくるかということはあくまでも予測です。黒字にならなければできな

いのかというと、それはもう数字を操作するだけの話なんです。１日に５００人入り

ます、幾ら入りますというのは、これは商売においては不可能です。 

   ですから、先ほど言われたように、収支額がはっきりしないうちは手をつけられな

いんじゃなくて、公的な施設は避難所にもなるし、それからあと、村の産品を食べ物

として提供するという大きな目標があります。ですから、材料は直売所の材料だけを

使って産品を出していただきたいというのが私の基本的な食堂経営のあり方です。ほ

かから買ってきて食堂をやるのではなくて。ですから、大玉産品を加工してこういう

食事を提供できますよと。ですから、ある面アンテナショップ的なものにもなります

ので、多目的な利用を想定しておりますので、収支だけで全てを決めるということは
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公共施設の場合にはあり得ないというふうに考えております。 

   それで、今言いましたように、ある程度収支をやっぱり明らかにして、これも予想

です。１億５，０００万が３億になりますというふうに予想しても、これは余り現実

味はありませんので、第三者の目で、コンサルで数字を出していただいて、このレベ

ルまで達すれば会社は経営できるよという数値を早急に出してもらうようにお願いを

しております。それを受けて法人化と。 

   じゃ、法人化がだめだった場合にはどうするんだというのは、今既にもう直営でや

っておりますので、そういう方法は。ですから、議会の議決がないと指定管理はでき

ませんので、当然これは議会の皆さんに指定管理をするかどうかというのはお諮りを

してやるということでございますので、村の活性化にとっては非常に大切な施設だと

いう認識のもとに進めてまいりたいと。そして、全額村費でやる予定だったものが

２次補正で該当するよと、しかも期間のない中で出しなさいということで、職員が努

力をして出して、そして採択になったということですので、これは十分に村振興のた

めに活用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） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんに、私のほうからはトイレの改修関係でございま

すが、現在のトイレと、その前に浄化槽がございますが、新しい直売所についても浄

化槽を設けて、処理能力についてはそれらで大丈夫だということで進めておりますが、

いわゆる便器の数、イベント等の便器の数の問題でございますが、どうしてもイベン

ト開催時には特に混雑して、列をつくって並んでという部分も見受けられる部分です

が、通常、年に何回かのイベントのために大規模なトイレを建設するというのはなか

なか難しい部分もございますので、そういった中については一時的な仮設等々につい

ても視野に入れながら進め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。５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございます。 

   トイレのことで１点。 

   先ほどの質問で答弁漏れの部分があるんですが、バリアフリーとか身障者用とか、

これは考えていないのか、それだけ確認です。 

   それから、村長から、私としては、新直売所等、今度のレストランの運営が一体化

という形で担当のほうから明言されましたから、あくまでも一体化という形を前面に

出していくのか、それについて確認をとりたかったんであります。改めて村長からは

指定管理制度でやることの、今言葉が出ました。その辺は、私が１つ懸念しているの

は、今の状況の中で指定管理者制度になって、そして村民の考え方とか批判とかにあ

るものは、こういう事業とか何かが職員の天下りという言葉は失礼ですが、そういう

形の場所になってしまうとか、そういうものが一番懸念されている、我々に課せられ

たテーマなんであります。その辺をご理解いただいて。この一体的ということと指定
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管理制度の、その辺をもうちょっと深い意味から答弁願えればと思っております。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 現時点での考え方ということです。現時点というのは、やはり法人

については独立したもの、後日、債務負担行為の、３月に出ると思いますが、ある程

度一定割合、今の具体的な話じゃなくて、例えばですが２割とか、そういうものの村

の関与がないと一般村民の方も大丈夫かという心配もあると思いますので、村も第三

セクターの発言権が出るよりも少ないぐらいの出資はしなければいけないだろうと考

えています。それをもって村民の皆さんに呼びかけるということになろうと思います

が、その場合に、基本的に考えているのは、村の職員をそこに充てるつもりは一切ご

ざいません。株式会社は全て１００％民間の方にお願いしてやると。 

   ですから、島根県に吉田村という、大玉と同じ形式で村民から出資を募り役場が一

部出しているところがありますが、その基本的な考え方は、やっぱり民がやるんだか

ら官は受け入れないという、要するに、天下りみたいに退職したからそこに役員とし

て入れるとか、そういうことは一切考えておりません。それは法人のほうからもそう

いうお話が来るというふうに思っておりますし、私のほうでもそういう考えでおりま

す。 

   それから、一体的な経営については、設置条例をどうするかということになります。

直売所設置条例と、例えば食堂、名前は何とかかんとかという名前をつける、田舎食

堂なら田舎食堂設置条例というふうに、公設ですので条例化をしなければいけない。

その条例化をしたときに、ばらばらに条例化した場合には、株式会社には一つ一つ委

託をする、議会の議決が必要になるということになりますので。それからあと、先ほ

ど言ったように、この考え方は収支の関係も一緒にやって、そして食堂のほうが赤字

になるかもしれないと、直売所の赤字は考えられませんけれども、そういう場合には

切り離すことも１００％ないわけではありませんが、現時点では公設民営の法人に両

方をお願いしたいと。 

   これは逆に募集をして申請していただくという形式ですので、法人が希望しなけれ

ばうちのほうで預かってほしいと言っても預かってもらえないという、これが現実で

すので。それについては、村の方針は一体としてやっていきたいというふうに考えて

います。でも赤字でも、村場赤字分を補塡しますとなれば、法人のほうは指定管理と

して受けてくれるだろうということはございますが、その辺は設立しての、あと条例

の制定等の絡みが出てきますので、現時点での村の考え方ということになります。 

   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、私のほうからトイレのバリアフリー、身障者

の関係でございますが、トイレの改修に当たってバリアフリー、段差のないところと、

現在も身障者トイレがございますが、そういったバリアフリー、身障者等については

十分配慮して改修を進めてまいります。 

   以上でございます。 
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○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） １点は今のトイレの関係でお尋ねしますが、前に配られた図面で

は、現在の１２８人槽ですか、今ある、既存の。それはそれで使うと。それから、新

しくなるところは、中に１つできるんだけれども、これはそこに従事する人のための

トイレなのか、それともお客様として来た人のトイレなのか。それを含めれば、今の

人槽で、浄化槽で間に合うということの理屈なのか。もっとふえるんだということで

あれば、当然今の１２８人槽で間に合うのかどうかという問題と、今お話がありまし

たバリアフリーの問題、共用スペースとか、あるいは、お父さんが女の子を連れてき

ても一緒にトイレするとか、そういうさまざまな取り組みが今なされているので、今

の形のままただ洋式化したというのならば、和式の中にぱたっとふたを上げたやつを

洋式だなんて言えばそれで成り立つのね。そうではなくて、せっかくつくるんならば

そういうものを配慮したトイレというものが必要であろうというふうに思うので、そ

こも十分配慮してやりますなどということではなくて、やるならやる、それは考えて

いなかったのなら考えていないというふうにはっきしてもらいたい。それが１つ。 

   それからもう一つ。２月２１日に直売所の運営委員会があるそうですね。その際、

村長さんと産業課長さんがおいでになって、今の直売所の進捗状況について説明がさ

れるというようなことが告知されてあるのです。だとすれば、今の話も含めてされる

んだと思いますけれども、議会にもそういう話は、進捗状況は、何かもう少し、いろ

んな関係からするとどうこうなるんじゃないかなんていう話は聞いているんだけれど

も、議会にはそういうお話はないんですね。そのこと。 

   それから、先ほどお話があった、来ないかもしれなかった第２次補正が入ったんだ

から短い時間の中で職員が努力して頑張ったんだと、それは議会には通用するけれど

も、村民の皆さんにはそういうお話は通用しないです。やっぱり端的にこういう状況

でこうだと、皆さんがこうだからこうだよというふうに、やる力になるような説明を

してもらわないと、短い時間でやったんだから余り何だかんだ言うなみたいなふうに

受け取られては困るので、ひとつそこら辺も含めて答弁をお願いします。 

   トイレのは特に。そのままただあれするんではなくて、きょう改めてちゃんと実は

トイレにも行ってもう一回確認をしてきたところですので。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、直売所の皆さんに進捗状況をお話しすると、これは何度もお話はしています。

新年会とか事あるごとに直売所の状況については随時説明をさせていただいていまし

た。ここに来てある程度まとまりましたので、きょうお話ししたような話は、こうい

うことで工程的にはこういうふうな考え方でいますよと。 

   あと、１０月にオープンしたいというふうに考えていましたが、造成工事がやっぱ

り資材不足で工期いっぱいまでかかりそうだと。本当は１２月いっぱいとか１月いっ

ぱいでできそうな状況でしたが、資材が入らないということで造成工事がおくれると、

１０月のオープンが少し厳しくなってきているということもございますので、その辺
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のお話もさせていただいたり、それからあと、今言ったような、食堂のほう、現直売

所についてもそういうことですよということで。あと、先ほど出た加工室の関係等に

ついても、非常に狭いものになります。本当に形だけになりますけれども、水もあり

ますしガスもあるしということで、そこで例えば何かやりたいと、漬物をつくりたい

とかという場合には、何カ月間か借り切ったり何かという方法もあるだろうというこ

とで、とりあえずそういう要望も前にありましたので設置をしましょうということで

おります。 

   そういう説明をしたいなというふうに考えていましたので、きょう議会で説明した

以上の詳しい説明というのは現時点ではございませんので。あと法人化についても、

先ほど言ったように、そういうことで今進めていくんだということですので。 

   ただ、議会としてもう少し詳しく説明が欲しいということであれば、委員会等につ

いても説明ができると思いますが、現時点では、きょう大分話はさせていただきまし

たので、そういうことを出荷者の皆さんにご理解いただく。いつできるのかなという

ふうに皆さん待っておられるようですので、その辺の話をさせていただきたいなとい

うことでございます。 

   それから、トイレも含みますが、地方創生関係、これはハードはだめだと言ってい

ました。ですから、直売所もだめだったんです、申請したら。新しい直売所も該当し

ませんということで。食堂のほうは財源を一生懸命探していました。そして、財源を

確保するためにいた段階で、やはり最終的には自己財源になるだろうと。そうすると、

トイレを今の何倍にもするということになると、トイレが一番お金がかかりますし、

大変だと。やっぱり村も財政的に幾らでも出せるということではありませんので、そ

の辺で、今のトイレはあのまま、においを和らげるために浄化槽を入れると。 

   それから、今の時点でもう既に身障者用のトイレはありますので、そして新しいほ

うにも身障者と、女性とかみんなが使えるみんなのトイレという名前で利用者のため

のトイレをつくります。職員のためには小さいトイレを１個、職員用としてつくる予

定でおりますので。それで使っていただいて、イベントのときには今までやっていな

かった仮設トイレを今度はきちんと設置しようというふうに内部的にはお話をさせて

もらっておりますので。 

   たまたまそういうお金が出たので取り急ぎやったというよりは、予算のことで苦慮

してなかなか決めかねていたところでその予算、短時間でしたがそういう形でハード

が該当するということになりましたので、従来一般会計でやろうとしてやっていた計

画を、申請をして該当したということでございます。全て村長がやっているというよ

りも、職員がそういう形で間に合わせたということのお話ですので、特別な意味はご

ざいません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） トイレの関係。１２８人槽と今言ったプラスで、この前もらった

工事の設計図というものの中では、トイレは新しいほうには１つだよね。そうすると、
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それで間に合うのかということを私は聞いているだけで。間に合うなら間に合うで。 

   ただ、１億二、三千万今いっていて、それから今言ったような方向にしようという

ようになれば、当然人も呼び込もうということのおおよその計算をした場合、そうい

うもので間に合うんだということであれば、それはそれでいいんですけれども、そう

いうことで前の方も質問したけれども、いやいや考えてみたらだめだったからまた必

要だということでは困るんだという話だったので、そういうこともあわせてこれから

つくるトイレについてというのは、基本的にそういう考え方が必要だろうと、という

ことでお尋ねしたところでありますし、また、さっき村長から話がありましたように、

説明をするのには今言ったような説明なんだということだったけれども、１０月には

間に合わないんではないかというようなお話は漏れ伝わっては聞いておりますが、議

会としては初めてではないかと。だから、そういうことをきちっと議会にも申し上げ

た中で村民の皆さんに説明というのとは共通するのではないかというふうに思ったも

んですから、そこも改めて、そういうことを感じたもんですからお尋ねしたというの

が本音であります。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えいたします。 

   トイレの件については、今言ったようにトイレが一番水回りで高額なもんですから、

それで、今まで、従来も何とかそれで乗り切ってきたということがありましたので。

ただ１つだけ、今回の件で課題になっているのが、女性トイレが２つしかないんです。

男性は小便器が２つ、大きいほうが２つ。女性は２つしかないと。ですから、今度つ

くる身障者トイレについては、みんなのトイレという名前で女性が優先的に使えるよ

うに、身障者と同時に。それから、今ある身障者のトイレについても、みんなのトイ

レということで女性が入れるようにしようと。それからあと、今のスペースをいじり

ますと、また大変な、何千万とかかりますので、女性のほうの手洗いを１つ削って、

もう一つボックスをつくれないかという検討は設計の中でしていきたいというふうに

考えています。 

   あともう一つは、イベントのときにはやはり仮設トイレを準備しようと。あと、通

常、買い物とかあそこを利用している分については足りないという話は聞いておりま

せんので、間に合うと。今まで仮設をやらないで、大変女性の皆さんが並んだり何か

しているという現実も見ておりますので、そういう形で対応していきたいなというふ

うに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） いろいろと議員の皆さんから質問があったところですが、大体あれ

なんですけれども、まず、財政の問題で、歳入でございます。いろいろお伺いすると、

ほぼ１００％というような交付金で賄えるのだということでございますが、確認して

おきたいと思います。 

   この５，４００万については基準額の２分の１ということになっておりまして、そ
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れから取り崩しが４９０万、一般補助施設整備事業債が５，０００万ということで、

合計１億９８０万円となっております。それと、当初予算においては、新築直売所約

２億８，０００万というふうに記憶しておりますが、その半分がいわゆる起債事業と

いうふうに考えておりました。それらも何らかの形で若干戻る計画があるのかなとい

うふうに思っておるところでございますが、全体の実質の持ち出し、今回と当初予算

の範囲の中の全体の実質持ち出しというのはいかほどになるのかお伺いしておきたい

と思います。 

   もう一点、いろいろお聞きしますと、若干工事の進捗がおくれているということで

ございます。その要因は資材関係だというふうに伺いましたが、やはり登録者が二百

数十名おられる中で非常に期待しているところもあります。秋の新米時期、または果

物時期、売り上げ増進の一番いい時期なんでございますが、それらを逃すということ

になればちょっと残念だなという気がしております。いずれにしても慎重にやってい

ただくのは、これは当たり前でございますが、多くの農家の皆さんの期待に応えるた

めにも一刻も早く着工、完成をと思うところでございますが、それらについてお尋ね

しておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ７番議員に、直売所建設に係るいわゆる財源の関係でございま

すが、２８年の当初予算については、設計関係、工事関係、あと敷地造成、環境整備、

合わせて２億３，８５０万円を計上し、その後、１２月補正におきまして新直売所の

備品関係３，５７９万円ほど計上したところです。今回の現直売所の改修と合わせま

して、合計の金額で申し上げますと、３億８，４００万円がハード部分の事業費でご

ざいますが、それらの財源内訳を申し上げますと、今回の国庫と、あと復興基金、あ

と補正予算債５，０００万を充当しますが、これは後年度交付税措置されるという、

それらも合わせまして金額ベースで２億４，５５０万、一般財源という形になります

と、直売所建設に係る起債については一般事業債でございますので、あと、それらと

当初で建設に係る一般財源、合わせて１億３，８５０万、率で申し上げますと、先ほ

ど申し上げました２億４，５５０万の６４％が、全体事業費の６４％が特定財源と。

残り３６％については一般財源という率合いでございます。 

   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） ７番議員さんにお答えいたします。 

   オープンについてということで、今現在、造成工事のほう、工期内完了を目指して

やっております。きょう現在、入り口のほうの工事、２４条関係が県のほうから許可

になりまして、部材等も入って順調に進めているということで、予定の工期内には完

了できるんではないかというような状況でございます。 

   また、建物のほうにつきましては、建築確認の申請をこれから提出するわけでござ

いますが、通常ですと開発行為の事業が完了して許可がおりた段階でというような状

況でございますが、県のほうともいろいろ打ち合わせしまして、事前に協議を重ねて、
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できるだけ早く建築確認申請のほう、申請許可をしていただくように申請書を提出で

きるような方法で今鋭意努力しておりますので、工事が完成し、開発許可がおりれば

今度は発注のほうの事務手続を進めていきたいというふうに考えておりますので、ご

理解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） それぞれ議員の方々からたくさんの質問がありましたので、私か

らは特別、大枠では理解したつもりでございます。いずれにしましても、質疑の中で

ちょっと違和感を感じる点がありましたので、一言二言、考え方を述べながら質問し

たいと思います。 

   最初、２番議員から経過とか、その詳細とか収支見通しとかございまして、村長の

ほうからるる説明がありました。いずれにしましても行政だからこういうことだとい

うことが目立って答弁が多かったような気がします。ではなぜ今回は公設民営化なの

か。それは２０年前になりますか、アットホームの建設とか、プールとかいろんな中

で、発生してきた中での問題点をある意味では解決するための一つの手法として今回

その案が出てきたのであれば、優秀な村長であればそれを踏まえて、ほかの自治体を

見ればわかりますように、当初から民間と組んでやる方がいろいろあるんです。 

   ですから、そういう面では、行政だからこういうわけでそれは仕方ないんだ、ちょ

っとずれてもとか、そういうことではなくて、それはいたし方ない部分、当然私も理

解できます。それを乗り越えて、やはりいろんな手法で、村民の力、職員の力、我々

議会も含めた、そういう村民総一致のもとでそういうことを、何といいますか解決し

ていくような手法をやはりとっていただきたい。優秀な村長であればこそ、そういう

ふうなお願いをしながら聞いておりましたので、そのことに対する村長の意見をひと

つお伺いしたいと思います。 

   あと、先ほど来、いろんな質疑の中で私も漏れ聞こえて、ちょっとまたずれるんじ

ゃないかと、そんなことを聞いて、ある意味ではがっかりしてきょうは質問するかと

思っていましたけれども、先ほどの質問で大体わかりました。問題は、そういうこと

からすれば、やっぱり直売所の方、村民の方、我々議会も含めて、いかに情報開示を

スピーディーにしていただけるか。大事な村の大きな将来性のある施設で、今後法人

化にしろ何にしろ大きな村の拠点であるものですから、事をしっかりと見つめながら

もう少し細かに情報開示をしてほしい。 

   強いて言えば、きょうの議会では、やはりこの議会のあれだけで、添付資料が何も

なくて我々に質疑をしろと。これはちょっといかがなものかなと思っています。それ

は過日の議運でもちょっと話を出しまして、正式にそういうことを踏まえて、また改

めて議長なり議運委員長のほうからも申し入れがあるかもしれませんけれども、いず

れにしてももう少しやっぱり、隠す気持ちはもちろんないと思いますけれども、許さ

れる範囲でやっぱり情報開示して、そして真剣に切磋琢磨して討議をしながら、合意

のもとに決議していくと、そのような形の過程はもっと大事なことなのかなと思って
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おります。 

   ３年有余来、長年の懸案事項でありますので、先ほど工期も何とか見通しが立つよ

うでありますから、改めてそのオープンのときにはにぎやかに、そういう方向性がで

きるように期待しておりますので、そのことについて一言だけ、村長さんから答弁い

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いたします。 

   公設民営はもう既に、１０年前に役場内部で検討会を開いて、どういうものを、プ

ールとか改善センターとか、そういうものについては公設民営にすべきという結論は

出ているんです。ですから、なかなかそれに踏み切れなかったということはありまし

たが、当然の流れとして公設民営、今全国的な流れとして。ただ、今度は、直売所を

新しくすることが契機ですので、それをやはり自由度を高めるというためには法人化

でないとできないと。福大の西川先生に言わせると、直売所を直営でやっているのは

全国でも大玉ぐらいだということで、これではとても将来的にというようなお話もご

ざいます。 

   実際は、公設民営に踏み切るきっかけは、直売所が新しくなって大きくなるという

ことですので、より収入を上げるためにも、それから、先ほどちょっと話がありまし

た目的にある経済の循環を村内で循環させるという意味の考え方からしても、やはり

公設民営じゃないと運営の自由度がないということもありまして踏み切ったというこ

とですので、これから順次公設民営については皆さんに諮りながら、これは当然議会

の議決が必要ですので、進めてまいりたいというふうに考えております。 

   それから、おくれる可能性については、可能性なんです、先ほど産業建設部長のほ

うからありました。産業のほうでも先々と、通常は１つのことが終わってから次のス

テップに入るんですが、終わらないうちにもう県のほうに行って打ち合わせをして、

出せる書類になったらすぐ許可をおろしてくれというような努力をずっと続けて、短

縮する努力は産業課が一生懸命やっておりますので、通常よりは何カ月も短縮できる

はずです、これは。ただ、外的な要因、資材不足とか人がいないとかというような外

的な要因がありまして、なかなか今建築も、県のほうとか近隣の市町村も不調になっ

て落ちなかったりするような状況もあるぐらい建設関係は厳しいと。それをやるのに

は工期が延びるという可能性についてあるので、一応可能性としてお話をしているん

であって、我々としては秋口に間に合うように建設するという努力はそれぞれの担当

のほうで一生懸命やっておりますので。ただ、そういう傾向に今ありますので、可能

性についてお話をさせていただいたというところでございます。 

   それから、添付書類については、設計をこれからお願いします。先ほど言ったよう

に、女性のトイレを３つにできないかとか、そういうことがありますので、設計を発

注した段階で設計屋さんと、それからあと、それぞれの検討委員会があります。新直

売所もありますし、それから現直売所を食堂にするための検討委員会もつくってあり

ますので、そういう人たちと意見を交わしながら設計に反映していくので、今現在、
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本当に基本的なラフ図というのは、議会に提示して説明するようなものではないだろ

うということなので、設計ができましたら、建設段階では十分な資料を添付したいと

思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「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１号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

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

た。 

   これをもって本日の会議を閉じ、平成２９年第１回大玉村議会臨時会を閉会いたし

ます。ご苦労さまでございました。 

（午前１１時１１分） 


