
 

- 119 - 

 

平成２９年第２回大玉村議会定例会会議録 

 

第６日  平成２９年３月７日（火曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

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

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

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

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

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 総 務 部 長 鈴 木 幸 一 

住民福祉部長 菊 地 平一郎 産業建設部長 舘 下 憲 一 

教 育 部 長 菅 野 昭 裕 総 務 課 長 押 山 正 弘 

政策推進課長 中 沢 武 志 税 務 課 長 熊 耳 倉 吉 

住民生活課長 安 田 春 好 健康福祉課長 溝 井 久美子 

再生復興課長 渡 辺 雅 彦 産 業 課 長 菊 地   健 

建 設 課 長 伊 藤 寿 夫 
会 計 管 理 者 
兼 出 納 室 長 中 沢 みち子 

農 業 委 員 会 
事 務 局 長 押 山 美奈子 教育総務課長 武 田 幸 子 

生涯学習課長 後 藤   隆   

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第 ２号 平成２８年度仮置場造成工事（大玉村第２仮置場）請負変更契 

            約の専決処分の承認を求めることについて 

     議案第 ３号 職員の降給に関する条例の制定について 

     議案第 ４号 大玉村環境基本条例の制定について 

     議案第 ５号 大玉村ふるさと水循環保全条例の制定について 

     議案第 ６号 大玉村農業委員会委員及び大玉村農地利用最適化推進委員の定 

            数に関する条例の制定について 

     議案第 ７号 大玉村いじめの防止等対策委員会設置条例の制定について 

     議案第 ８号 大玉村個人情報保護条例の一部を改正する条例について 
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     議案第 ９号 大玉村個人情報保護条例の一部を改正する条例の一部を改正す 

            る条例について 

     議案第１０号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に 

            ついて 

     議案第１１号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について 

     議案第１２号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例 

            の一部を改正する条例について 

     議案第１３号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

     議案第１４号 大玉村税条例等の一部を改正する条例について 

     議案第１５号 大玉村介護保険条例の一部を改正する条例について 

     議案第１６号 大玉村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に 

            関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

     議案第１７号 大玉村公害対策条例の一部を改正する条例について 

     議案第１８号 大玉村水道事業給水条例の一部を改正する条例について 

     議案第１９号 大玉村消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例につい 

            て 

     議案第２０号 あだち地方障害者自立支援審査会共同設置規約の変更について 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

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

 

○議長（遠藤義夫） おはようございます。出席ご苦労さまでございます。 

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

の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日、傍聴に渡辺左内さんがお見えになっておりますので、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、一般質問を行います。 

   １番松本昇君より通告ありました「除染仮置場のその後の進捗状況について」ほか

１件の質問を許します。１番。 

○１番（松本 昇） 議長の許可を得ましたので、さきに通告してあります２件について

質問をいたします。 

   （１）の大玉第３仮置場のその後の進捗状況について伺います。この件については

昨年の９月と１２月、２回質問させていただきました。今回で３回目です。今回は確

認の意味で質問させていただきます。 

   １２月の質問において、村長の答弁では、粘り強く何回でも出向いてお願いすると

いうことでございました。そういう答弁をいただきました。そこで、今月の末日をも

って２８年度も終わります。その後の努力によって当然同意をいただいていると思っ

ておりますが、そのことについて村長の答弁をお願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   進捗状況ということで、第３仮置場、１２月１３日に造成工事の測量設計業務が完

了しております。一部で先ほどお話ありましたように設置箇所の見直し等の声があっ

たわけでございますが、村長と副村長にも同席をいただきまして、１月１８日に意見

交換会という形で再度お願いに参ったところでございますが、話し合いの中では皆さ

ん了承したというようなことにはならなかったわけで、まだ反対されている方がいる

というような状況でございました。承諾はいただいていないというような状況でござ

います。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございます。 

   もう一度同じことですが、村長にこのことについてお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えいたします。 
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   経過については、今、部長が申し上げたとおりでございます。 

   意見交換会に来られた方については、必要性についてはある程度ご理解をいただい

たんではないかということで、こちらの説明をさせていただいて、最終的には、わか

ったという言葉はいただけませんが、どうしても必要なんだということを粘り強く訴

えた結果、最後は沈黙で終わるという、２回ともそういうことです。絶対だめだとい

うようなことで、けんか腰でお話がされているような状況ではありません。 

   ただ、そのお気持ちも我々十分に理解もできますので、やはりこれについては粘り

強くお願いをしてまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございます。 

   私から言いますとこれで３回目なんですね、同じ質問。本当に残念であります。 

   それで、１２月の定例会からかなりの日数もたっております。いまだ決まっていな

いということはとても残念に思っております。玉井地区は全ての仮置場が完成し、大

山地区の住民からは、いつ完成するのとあちこちから聞かれます。そこで伺います。

（２）の今後の確実な着工の見通しについて村長の答弁をお願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   やはり地元の皆さんのご意見というのは尊重しなければなりませんので、時間を要

するというふうには思っておりますが、粘り強く今後も説明、お願いをしてまいりた

いというふうに考えております。これが時間を要しますと、どうしても家庭内からの

搬出がおくれてしまうということになりますし、またもとに戻して各行政区で探して

くださいとなりますと、これまた何年おくれるかわからないという状況ですので、地

元の皆さんの思いというのは理解しておりますが、改めてお願いに上がりたいという

ことで、今度、設計図書ができ上がりましたので、その設計、こういうふうにできれ

ばなるんですよということを皆さんに見ていただいて説明をさせていただきたいとい

うことで、議会後にその準備に入りたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） 今質問したとおり、これが仮置場の最後の私の質問にしたいんです

が、今、村長から答弁ありました。絶対にここはやるんだと、大山地区はあそこしか

ないので、候補地が。お金も使っておりますし、ほかに変更することはできないと村

長の答弁をいただきましたので、先ほどきつく確実な着工と質問いたしましたが、で

きるだけ早く着工できるように努力していただきたいと思います。よろしくお願いし

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。 

   ほかの可能性についても随分検討しましたが、なかなか適当なところがないという
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ことですので、ただ、今、強制的に、地元の意見を無視してもそこにつくりますよと

いう判断ということではなくて、理解をいただいて、承諾をいただいて着工したいと

いうスタンスには変わりはございません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

   ２の質問に移ります。村道の維持、補修の計画について。 

   今や車社会なしでは何もできません。村内を運転している、とあちこちと道路の舗

装が剥がれたり、ひびが入ったりしているところが目に入ります。 

   そこで（１）の質問をさせていただきます。村道の総延長は３３０キロメートルと

聞いておりますが、この数字で合っているか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   村道の総延長につきましては３３２．７２５キロとなっております。３月現在の数

字でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございました。 

   私の聞いたところ７２５メートルですか、ちょっと短かったということです。 

   次の質問に移ります。 

   今の村道の延長が３３２．７２５キロということですが、そのうちまだ舗装になっ

ていないところは何キロぐらいあるか伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   舗装になっている延長でよろしいでしょうか。未舗装ですね、はい。質問は舗装と

いうことでございましたので、舗装のほうの数字は準備しておりましたが、未舗装の

部分は今引かないとわかりませんので、少し時間いただいてよろしいでしょうか。

（不規則発言あり）舗装でよろしいですか。 

   舗装でございますと、１級村道につきましては今８路線ございまして、舗装の延長

につきましては２万２０４メートル、舗装率にしますと９９．９％になっているとい

うことでご理解いただきたいと思います。 

   それから、２級につきましては１９路線、今現在認定されております。舗装の延長

が３万２，２１１メートル、舗装率が９５．７％でございます。 

   その他につきましては７９４路線ございまして、舗装になっている部分が１５万

１，９１９メートル、舗装率にしますと５４．５となります。 

   合計しますと、舗装されている延長が２０万４，３３４メートル、６１．４％の舗

装率となってございます。 

   以上でございます。 



 

- 124 - 

 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございました。 

   計算にちょっと鈍いのであれなんですが、今２０万４，３３４ですか、が舗装され

ているということです。そうすると、３番の質問なんですが、その未舗装道路をこれ

から舗装するという、そういう計画などは立っておるんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １番議員さんに再度お答えいたします。 

   未舗装部分については、今現在も地元からの要望・陳情等も出てございます。その

ほかに、村で道路ストック総点検ということで予算をいただいて、それぞれ、平成

２６年から２８年、道路標識も含めて点検をしてございます。これについては舗装・

未舗装関係なく舗装道路をメインに調査して、ご存じのとおり、大分ひび割れのひど

いところ等がございますので、そういった部分の調査をして、今後、その調査に基づ

いて順次舗装改修を行っていくという計画を立ててございます。 

   未舗装の部分については、先ほど申しましたように、１級、２級路線はほとんど舗

装が終わってございます。それらの維持費のほうにだんだん予算が振り向けられるよ

うな時期になっているのかなというような状況を鑑みますと、未舗装道路はその他の

村道が多いわけでございますので、生活道路等もあると思いますが、そういった地域

の方の要望、安全等を考慮して、順次舗装は進めていき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） １番。 

○１番（松本 昇） ありがとうございました。 

   何でこういう質問をしたかといいますと、先ほど申しましたが、今日は車社会です。

そして、このごろ、朝の薄暗いうちから夕方遅くまで運動を兼ねた散歩をする人が多

いんですね。その中で村道を歩いてけがなどをされたら大変ですので、その意味で村

道の維持管理に十分な配慮ということで質問いたしました。これからもそういうこと

で村民に負担をかけないような、けがなどをしないような、道路を歩いている人が安

全・安心で歩けるような配慮をお願いいたします。 

   短い時間ですが、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で１番松本昇君の一般質問を打ち切ります。 

   １０番須藤軍蔵君より通告ありました「原発事故から６年、今後の取り組みについ

て」ほか２件の質問を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 議長の許可のもとに、通告いたしておりました件について質問を

行います。 

   初めに、原発事故から６年、今後の取り組みについてお尋ねをいたします。 

   間もなく６年になるわけでありますが、第一原発も廃炉に向けたさまざまな取り組

みが、試みがなされているところでありますが、ご存じのように緒についたばかりと、

どうしたらばその方向に向かえるかということさえもまだその道が開けていないとい
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う状況であります。 

   こうした中で、今、県議会を初め多くの県民は、この深刻な被害をもたらした福島

第一原発のみならず第二原発についても全て廃炉にすべきだという意見が上がってお

るところでありまして、エネルギー政策の一つとしての原発の問題も含めて、そのあ

りようについて村長のご認識をまず初めにお伺いいたします。 

○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、福島県内の原発廃止というのは、これは当然のことであろうというふうに考

えております。そして、将来的にもやはり原発に依存しないエネルギー政策というも

のは、日本にとっては、こういう事故の起きた国としては当然のことだろうというふ

うに考えております。 

   ただ、既に原発の再稼働というのは始まっておりますので、再稼働に当たっては十

二分過ぎるほどのきちっとした検査体制を、安全対策をとっていただきたいというふ

うに考えております。 

   福島県は原発に依存しない再生可能エネルギーで１００％を目指しているというこ

とですので、大玉にとっても同じような思いでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 強い決意をいただいたところでありますが、毎回これはお尋ねし

てきて、何回も言ったべということでありましょうけれども、憲法の中での平和条項

と同じく、一回言ったからいいというものではないと。やっぱりきちっとその都度、

都度、節々において公に表明をし、きちっとすることが、私どもも含めてその取り組

む姿勢というものを示していくことが住民に対する信頼、安心につながるということ

でお尋ねをいたしたというところであります。 

   次に、商工業、農業、いわゆるなりわいを守るための取り組みについて幾つかお尋

ねをいたします。 

   原発の立地町あるいはその周辺町村の帰還に向けた日程というものが示されたわけ

でありまして、きょうの新聞でも富岡町さんのそれぞれの取り組みの中身などが示さ

れ、一定の選択として帰還ということも示されてありますが、同時にまた、いろいろ

まだ大変だというのも、帰らないという人も半分以上というようなことで、その大変

さが伝わってくるわけであります。 

   同時にまた、今大きな問題としては、帰還を決めたんだということであるから、そ

れと同時に、今まで県内外に借りていた、例えば皆さんが借りていた借り上げ住宅、

こういうものの無償はそれで打ち切るということになったり、あるいはまた商工業者

へのいわゆる賠償というのが事実上打ち切りだというような方針も出ているわけであ

りまして、帰還の方針が出たことで一つの区切りだというようなことさえうかがえる

わけであります。 

   風評被害も含めて原発にかかわる問題というのはまだまだあるわけでありまして、
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まず一つには、農産物でいうと２年間ぐらいの中での分を、その８割ぐらい一括して

払うから、あと終わりにするべというようなことが出ておりました。それは、ＪＡと

しては、とりあえずはそうでなくということで１年ぐらい延長したやに聞いているん

ですけれども、そういう農業分野での補償、あるいはそういうことに対する取り組み

なり、政府なり東電の方針等々について、村としてはどの程度までその方向について

承知をしているかお尋ねいたします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   国のほうは全袋検査についても打ち切りを検討しているということですが、これに

ついては県を挙げて、我々もそうですが、これは安心・安全のという見地からやはり

継続してほしいという要求をしております。検査をしていますよということは、プラ

スにもマイナスにも両面があります。そのマークを見ると、ああやっぱりこれは汚染

されたものというふうに感じてしまう消費者もいますので、一長一短あるわけですが、

やはり基本は全部調べて、科学的なデータに基づいて提供するということは、これは

当然現時点では必要ですので、風評が払拭されるまでは続けていただきたいというふ

うに考えていますし、町村会等でも我々もそれを国のほうに要求しているところでご

ざいます。 

   賠償関係についても、打ち切りはだめだよと、これも全国町村会を通したり福島県

町村会を通して、国、東電のほうに要求をしております。賠償継続についての要求と

いうものを、まだまだ早いと、風評被害もまだまだ回復していないということで継続

して、それはまた強く要求してまいりたいというように考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 放射性物質の吸収抑制対策ということで、今年もまた水田に塩化

カリウム散布をやりますよという通知をいただいたところでありますが、今言ったよ

うに、それはそれとしてやらなくちゃならないと同時に、その弊害、この前の議会で

もたしか私質問しましたが、酪農家の起立不能の関係、その因果関係が明らかでない

からということでまだずっと県でもされがまねでいるわけです。 

   これ、とんでもない事態になっているんです。私聞いただけでも、村内でも３戸の

農家からそういうこと聞きました。それは一律、同じだということではなくてそれぞ

れありますけれども、あくまでもやはり吸収抑制の対策の一環としての取り組みの中

で生じたことなんだということで、その中身について村民の大変な思いを、ほかの作

物では実証実験ということで何かこの前やったとかということでございますけれども、

土壌調査ですか、それらについて酪農なり、そういう関係の問題が出ていることにつ

いてもその中身を聞いて、今言ったように県なり国に村民の願いというものを大事に

して届けるという取り組みが強く求められると思うんですけれども、それらの中身に

ついてどの程度話をし、あるいは何かがわかったかについて端的にお尋ねいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 
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○産業課長（菊地 健） １０番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   放射性物質の吸収抑制対策ということで、１０番議員さんからは議会のたびに、い

わゆる酪農の弊害等々をご指摘いただきました。きのうの質問の中でも答弁したかと

思いますけれども、ソバに関しましては、土壌を検査しましてカリの施用が不要だと

いうことで、平成２９年につきましては、２８年の卒カリの試験をもとにしてカリの

散布はやらないということになっております。 

   また、牧草に関しましては、牧草を生産している農家さん６０ほどあるんですが、

耕作地の大小があるものですから、６５点ほど土壌検査をさせていただいたところで

あります。その結果を普及所のほうに送らせていただきまして、その結果をいただき

ました。 

   詳細についてはちょっと手元に持っていないんですが、概要を申し上げますと、カ

リの散布が必要ないという圃場と、あとは牧草に関しては３番草までということで、

その草の成長に合わせて３回振るということで配付していたんですが、２９年に関し

てはカリの施用は不要ですよというところと、１番草から３番草まで３回施用が必要

ですよという圃場、あとは１番は要らないけれども２番、３番が必要ですよ、また

１番、２番は要らないけれども３番の草には必要ですよと、そういう圃場が出てきま

した。今回、２９年、これから配付するわけなんですが、その実態に応じた袋を各農

家さんのほうに配付するということで計画をしているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ソバの話も聞きましたが、それはそれでそういうことだというこ

とで触れなかったんですけれども、今の牧草についてもそれぞれの圃場の状況によっ

て必要量が決まるわけで、そのようなことだと思いますが、私がお尋ねしているのは、

そのことによって牛の起立の困難との因果関係がないからだめだというのが東電なり

国のことですから、それをきちっと、どうなっているんだかということをやらせてい

くということが大事だということで、引き続き対応をお願いしておきたいと思います。 

   それからもう一つの事例としては、東電が示す米以外の野菜あるいは山菜等につい

ても、きょうの新聞にもちょっと出ていましたが、食べてどうだというと食べて別に

問題はないんですけれども、コシアブラだと７００ベクレルあるいはタラの芽

４００ぐらいは出ています。まだまだこれはだめだということで引き続き出荷停止に

なっているわけですけれども、東電の補償、当初は平成２０年、２１年、２２年の

３カ年の中で一番自分が高いなと、よく売ったなというときを基準にして、補償をそ

れに基づいてやりますよという方針でした。それに従って、２４年からですか、量を

図り、写真を撮って記録してということでやってきて、増量分についても認めてきた

わけですが、２７年から、２８年もですが、認めないと、増量は相ならんと。３カ年

で一番いいときと言ったべと、そこが基準だということで、今この問題についてはど

こも県内で進んでいないというのが実態で、東電のほうから方針を変えてくるという

ようなとんでもない話であります。 
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   きのうもお話ありましたが、原発事故によっておかしくなった職員の仕事量も払わ

ないと、こういうことは許されるものではないというふうに思うわけですけれども、

実態はふえた分は払わないと。楽しみだなんていうのはもちろんだめだということで

ありますが、我々もそうですけれども、動植物、果樹、何でも減るものもあればふえ

るものもあるんですね。それを実態に応じて記録をして請求するんですけれども、ふ

えるとだめだと。農業というのは、基本的には量も質も毎年少しずつふえる、ふやす。

そのことで生きがいを持って業としてやっているわけですから、ふえるのは当たり前

だと。それをふえるのがだめだというのは納得いかないわけで、非常にそこの憤慨を

しているというのが実態でありまして、そういう問題についてもやはり把握をしてい

く必要があるだろうということであります。 

   けさほど副村長にもちょっとお話ししましたが、昔、役場の玄関の右側に対策本部

みたいな看板がきちっとあったんですけれども、６年もたつとどこかに行って、人の

気持ちもそうなるのかなと思いましたが、やはりこれ村民のよりどころとして、引き

続きその内容は、中身はあるんだと思いますので、看板はおろしても中身は健在だと

いうふうに私は信じているんですけれども、そういう村民の要望をしっかり聞き、そ

して伝えていくと、要望していくということが必要だということを特に求めておきた

いと思いますが、それらについての見解を承りたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   まず、先ほどの塩カリの関係については情報も聞いておりますが、あと畜産懇談会

でもやっぱり話題になりました、どういうふうになるかと。ただ、まだ因果関係がは

っきりしていないということ等ありまして、県のほうでもそういう問題は把握してい

るということです。 

   畜産振興協会の理事をやっていますので、間もなく会議がございますから、その中

でも特にこの問題についてはお話をして、畜産振興協会のほうでも強力に動くように

お願いをしていきたいなというふうに考えております。 

   それから、補償関係について、看板の問題についてはちょっと私も把握をしており

ません。多分、改修工事をやったときに全部そういうものを外しましたのでそのまま

になっているのかなと。ただ、いずれそういう相談があれば総務のほうで対応をして

つないでいくということには変わりはございませんので、そのようにしていきたいと

思います。 

   それからあと、県のほうもいよいよ人件費、業を煮やしてＡＤＲに訴えたりなんか

しておりまして、それがだめなら訴訟に持ち込むというところまで決意をしておりま

すので、村としてもそういうものに対しても期待をしているということでございます。 

   いずれにしても、原因は東電の原発にあるわけですから、これについてはやはり要

求はし続けてまいりたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 
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○１０番（須藤軍蔵） 今の看板どうのこうのというのは、それがあるかないかでなくて、

おろしたって、やっぱりその中身だということでございます。 

   次に、原発事故の関連での３点目でございます。子どもの健やかな成長と住民の健

康についてであります。 

   以前にも予算審議の過程でお尋ねした経過がございますけれども、屋外で活動する

事業の予算が年々減っているというのも、これ引き続いているわけであります。一方、

新年度の県の予算案では、それらに類する新規事業というのが大分今度出てきている

んですね。新規事業、五、六個あるんですけれども、福島ゴルフプロジェクトとか、

ラグビー交流事業とか、学びのスタンダードとか、横文字がやたらと並んでいる。い

ずれも、これずっともっと掘り下げてみると地域を一定程度限定した、そういう予算

配分、それはそれとして当然必要でありますけれども、それによってこれまであった

県民の子どもたちのそういう予算が減るということでは相ならんというふうに考える

ものであります。 

   そのほか幾つかちりばめて全体的なものもあるのはあるんですけれども、そういう

意味で幅広く県民の子どもに届くようなことが必要だろうというふうに思うものであ

りますし、さらにまた健康福祉課の分野にも入るかもしれませんけれども、連携をし

て、この教育部門において、やっぱり子どもたちを初め住民の健康被害の防止、ある

いは健康不安の払拭というものの活動を、これはやっぱり展開が必要だというふうに

思うわけであります。 

   世の中ではまだまだ福島県はだめなところだということが、いろんな日常の新聞

等々の報道でもわかるように、福島県の人は放射能で光ると思ったと、そして暗いと

ころで電気を消してみたら光らなかったというような、これ立派な学校の助教授か何

か、そういう方が言っておられた。あるいはまた各地の学校等で菌だというふうに、

放射能で大変になって遠くに行っている子どもらがそういう思いをするというのは本

当に残念なんです。そういう意味で、実際は風評でなくて実害だなと私は思っている

んです。そういう思いをさせているというのが、やっぱり人災である原発の中身だと

いうふうに思うんです。それはある意味で我々の世代の責任でもあると思うんです。 

   そういう意味で、心身の健やかな成長、こういうことのかかわりでの教育というも

のも大事だと思うんですけれども、これらについての教育長の存念などをお聞かせい

ただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １０番議員さんにお答えいたします。 

   １０番議員さんからお話ありましたように、非常に子どもたちを取り巻く状況、深

刻なものがあるなというふうに認識しております。大玉においてこれに対してどうい

うような教育をしていったらいいかというようなことのお尋ねだと思いますけれども、

先ほどお話しいただきました新規事業の一つに地域学校協働本部事業というのがあり

ます。 

   これは、大玉が今まで進めておりました放課後子ども教室であったり学校支援本部
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であったりという、そういったことをもう少し広げて、もっとグローバルな視点から

学校と地域がさらに一体となった活動をしていきましょうという、そういうことを推

進するためのモデル事業でございます。３カ年間の指定というようなことで内定をい

ただいておりますけれども、そういった中で子どもたちの正しい理解、これは放射線

教育とか防災教育とかやっています。来年度の重点にも挙げておりまして、各学校で

取り組んでいただいております。 

   それに加えまして、子どもたちが、やはり自分たちが置かれている状況に対して、

負の部分じゃなくてもっとプラスの部分というようなことについて学んでいくことが

大事なのかなということで、郷土教育とかそういったことに力を入れたいというふう

に思っております。 

   具体的に申し上げますと、大玉学というようなことについて今年度から３年計画で

立ち上げまして、それについて子どもも、それから成人も学んでいくような、大玉に

ついてもっと理解を深めていって、それを学びの場にしていって、大玉に誇りを持っ

ていく、そんな子どもたちあるいはまた村民にというようなことで、そんな事業を立

ち上げています。 

   話が行ったり来たりしますが、地域学校協働本部事業というようなことにつきまし

ては、今までどちらかというと子どもたちがいろんな地域の方々に支えていただいた

という発想なんですけれども、今度はもっと子どもたちも地域に出ていって地域の人

たちと一緒に活動するような、そういったことを計画する事業だという、非常にグロ

ーバルというか非常に広い中身で、これから中身を詰めていくんですけれども、例示

として挙げられていますのは、例えば学校で避難訓練というのを今までやっていまし

たけれども、それに地域のコーディネーターというのが新たに入ってきまして、その

方がいろいろと地域とつないでいくという活動をします。そういった活動によって防

災訓練を学校と地域が一緒になってやっていくとか、そういった活動になってきます。

もっともっと学校が開かれていくし、地域の方々ももっともっと学校に入っていただ

けると、そういった活動をこれから進めていきたいなと、そんなように思っておりま

す。 

   そういった活動を通しながら学校教育と社会教育をもっとつないでいくということ

がすごく大事だというふうに思っていますので、今、大玉で取り組んでおりますおお

たま学園構想というのがありまして、これはコミュニティ・スクールと、それから

幼・小・中をつなぐというようなことを、縦軸と横軸を重ねていくんですけれども、

もう一つの柱は学びの還元と循環というので、大人の人たちも学んでいきましょうと

いう、そういった活動を通しながら、今、福島県が置かれている負の部分を解消して

いきたいなと、そんなふうな形で、これから教育委員会を挙げて、あるいはまた多く

の皆さん方のご理解をいただきながらそういった事業について取り組んでいきたいな

と、そんな今構想を持っております。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれご答弁ありがとうございました。 
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   次に、多様で持続する地域づくりということでお尋ねいたします。 

   昨年１２月も同じような質問を実はいたしました。そのときは活力ある村づくりの

取り組みについてということでありましたが、新年度に向けた村政執行基本方針の中

で、子育て支援、定住人口増加等対策には１０年、２０年後の自立する村づくりのた

めの各種施策に積極的に取り組んでまいりますというふうに強く掲げられているわけ

でありまして、そういうこともあってか、過日の村政懇談会、村長にも来ていただき

まして、その中で中山間地域の農業あるいは地域というものをテーマにしたこれから

の中身について絞った意見交換というのも一つの方法ではないかというお話もありま

した。非常に今の世の中の状況を反映した、時宜にかなった提案だなと高く評価して

いるところであります。 

   そこで、せっかくのお話でありますので、これ一過性のそのときの話だというふう

にならないようにしっかりと、もちろん一地域あるいは１回、３回何かやったから話

がうまくいくというものではありませんけれども、そうした積み上げが大事だろうと、

そのことから何かを導き出すということが必要であろうということから、それらを担

当する部署というものが必要ではないかというふうに思いますので、これらについて

はどのように考えられておるかお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   中山間地域の農業関係につきましては担当部署は産業課のほうになると思います。

座談会につきましては、まず初めに、中山間地域直接支払い等に取り組んでいる代表

の方や役員の方を初めとして、座談会形式で意見の交換会を持っていければなと。そ

れから、その中でいろいろ出てくると思いますので、順次、下のほうに何回か回数を

広げていくというようなことができればいいのかなというふうに考えておりますので、

ご協力のほどよろしくお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 若干、私が描いていたのとは違うところもあるんですけれども、

とにかくやるということでありますから、それは今後やる中で肉づけがされるだろう

というふうに思います。 

   さて、村長はこの間、昨日来もいろいろお話がありましたが、さまざまな取り組み

をされてきました。この前来た、この議会だより、これでは、押山村長がスタートす

ると矢継ぎ早に、日本で最も美しい村連合加盟、マチュピチュ村との友好都市締結な

ど、大玉村の存在が県内外に大きく報道され、その宣伝効果は数億円以上になるもの

と思われると。そして、その積極的な村政運営の評価については論をまたないところ

でありますなどという非常に立派な文章がありまして、その後で、さて次はどのよう

な花を咲かせるのか、実をつけるのか見守っていきたいと。 

   非常にこれ意味深な、本当にやれるのかななんて思っているのかもしれないし、そ

ういう意味で非常におもしろいなと思って読みました。何でそういうことかというと、
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やっぱりそういう内外に発信をしてきたわけですから、今度は少しじっくりと腰を据

えて村民の意見を聞く必要があるんではないかと。どうも押山村長は余り話は聞かな

いんだというような話も一部にはあるんですね。 

   今年は特に、大いに村民がゆっくりと議論できる機会なので、こういうときしかな

かなか、４年に１回ぐらいしか村民は本当のことを言えないので、大いにそれを。し

ようがないんだね、これ。村長なり我々も百八十度いろいろな観点から見られるわけ

ですから、まないたの鯉でありますから、それを聞くというのも一つの、聞き過ぎて

もこれまたロバ売りの親子になってしまって困るので、そこら辺でどうするんだとい

うことになるわけでありまして、とにかく聞くと。各団体の酒席で聞いたからいいと

いうことではなくて、実はそのときはしゃべらないでもなかなか、気のほどあったけ

れども、今は景気いいから、じゃずっといいかといったらそういうわけではないので、

しっかりとその意見を、後継者の問題なり地域の問題なりさまざま実は抱えているも

のが、いわゆる深部、深いところで不安は持っていると思うので、そこを聞いて、そ

して村政の中に相談しながら反映をさせていくということが求められるというふうに

思うわけでありまして、そういう意味での取り組みというのが特に必要だというふう

に思っております。 

   もちろん商工業についてもきのうあったとおりでありまして、実際、もちろん話を

聞くといってもこれからどうするんだという、積極的といいますかプラス思考での話

に当然なりますので、「聞く力」なんていう本もありますが、いわゆる聞くという立

場でこれから村民の方々に耳を傾けるということを求めたいと思います。これらにつ

いての今までの発信は、それが大いに、ここに出ているように数億円もあるんだと言

われているわけですから、今度それをしっかりと、どうだというふうになるように村

民の意見をしっかりと聞くということをお尋ねしますが、お答えをいただきたいと思

います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   おっしゃるとおり、村政は村長一人で執行できるものではありませんので、職員の

協力、それから思い等についても当然これは村政に反映をしていくと。そして、最終

的には住民あっての村でございますので、住民の意見をお聞きするというのは当然必

要なことだというふうに認識はしております。 

   いろんな団体がございますので、その団体とお話しする機会がかなりありますので、

ほとんど全部出席はさせていただいて、どうしてもバッティングして出られない場合

は別ですが、出かけていってお話を聞くということを意識して努力をしてきたという

こともございます。確かに懇親会の席だといろんな意見もありますし、本音も出ると

いう部分もございますが、それはそれで有用性があろうと考えています。 

   ９区、１０区のほうに行かせていただいて懇談をさせていただきました。いろんな

高齢者の悩みとかそういうものをお聞きしまして、女性の皆さんにちょっとちょっと

ということで呼ばれて、そこに行って、こういうことはどうだろうかというようなア
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イデアもいただきました。我々にはちょっと考えられないようなものもございました

ので、実現に向けてどういうふうにやっていけばいいのかなということで大分真剣に

考えさせていただきましたし、戻ってから副村長等と話をして、これ実現できるかな

というようなことでやってもございます。 

   今、懇談会をやったときに質問があったり要望があった場合には、必ずその方に返

すようにということは職員にお願いをしております。聞きっ放しにしないと。できる、

できないということもございますので、それについては必ず返事をするようにという

ことでつなぎをしているところもございます。 

   これからも、村政懇談会等もやりたいというふうに考えておりますので、十分に意

見を聞きながら村政に反映を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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ありがとうございました。 

   次に、Ｕ・Ｉ・Ｊターンの積極的受け入れについて幾つかお尋ねをいたします。 

   地域づくりにおいては、これまでの農業だけではなくて、いわゆる多様な生活形態

の方々が入ってきているわけでありまして、とりわけ中山間と言われるような地域、

地域と呼ぶかあるいは西部と呼ぶかはともあれ、地域の持つ特性あるいは価値観とい

うものも変わって、文字どおり多様化しているというのが現状でありまして、村自体

は比較的、中心部を中心に家もふえて非常ににぎわいも出てきているわけであります

が、地域社会を先々まで維持していくという点について、やはり引き続き人を呼び込

むということが大事な観点になろうと思います。 

   昨日、村長の話ですと、原発以降、そうはいってもなかなか福島県はというお話あ

りました。それも実情でありますけれども、しかしそれ以後でもふえているところも

取り組みによってはあるんですね。例えば東和あたりですと全部で３０何人か来て、

そのうち夫婦の方が３組、それから県外が６割というようなことで頑張って取り組み

をされているという事例も近くにあるわけでありますし、さらにはまた私どものほう

にも、６０戸ぐらいしかない小さな場所ですけれども、大体そのうちの２割近くは県

外の方だし、非農家でございまして、そういう場所だからこそという価値観の中で来

ているという方も、村長も何回か会ってお話をしていると思うんですけれども、さま

ざまな方がいると、そういうことが必要だろうと。農業だけにかかわらずそこの地域

を維持する、全体としてかかわっていくということが大事であろうと。そういう観点

のお話が必要だということで、昨日部長からお話あった農業だけに特化しない、そう

いった意味での懇談が必要なのではないかと思ったのもさっきの話であります。 

   いずれにしても、それらの問題について、特に我々のところでも環境問題をクリア

すればもっとふえるのかなというふうに思っているところであります。このさまざま

なターンは、国・県の制度というのは全部、人口減少しているところなんだという、

それは実際そうなんですね。大玉にはなかなか当てはまるような県の予算というのは、

いろいろ見たりしているんですけれども、ないんです。それ全部、何とか応援なんて
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いうのがあるのをずっと見ると新規事業もあるんです。地域おこし協力支援事業とか

あるんですけれども、だからといって、それは俺らには関係ないということではなく

て、取り入れられるところもあるんではないのかなと。 

   ３月１日の福島民友では、中山間地の農業振興あるいは地域振興ということで、新

規事業として、農地集積などを図りやすい平野部に比べて条件不利地が多い中山間地

を優先的に支援する、そういう事業、集落の組織化やそれから販売リーダー育成、耕

作放棄地の解消等々を支援すると、そういう１１ぐらいの事業を展開するんだという

ようなことが出されておりまして、実際に具体化されてくるのは年度後半になるのか

なと思いますけれども、そういうものもしっかりと取り入れてこれらのことに当たっ

ていくということが大事だというふうに思うところでありますので、その点について

の取り組み強化についてお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   Ｕ・Ｉ・Ｊターンの関係でございますが、村では大分、住宅、アパート等が整備さ

れてきているということで、ぜひ村のほうにもそういった方に入ってほしいという望

みはあるわけですが、先ほどお話ししたように、いろんな支援は全て過疎であったり

とかそういう部分がメインになっているということでございます。 

   しかしながら、県のほうでは平成２９年度に、関係団体とか市町村と手を携えて、

移住を希望する方の不安を解消できるような受け入れ態勢をつくっていくということ

で、仕事や生活環境への支援を充実させるということで、福島に移り住みたい、福島

に戻りたいと思ってもらえるような、福島ならではの取り組みを進めるということで、

移住者の希望に応えられるような体制を全県的に整備したいということで、定住・二

地域居住を推進するということで取り組みをするようなので、村としましても、こう

いった内容をよく精査検討しながら努力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） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれありがとうございました。 

   いずれも多様な農業・地域づくりという点から見ると、そういう農林水産業の、新

年度の国の予算のポイントというのをいただきましたが、国での方針は農林水産業に

限っては何だというと、農林水産物の輸出の強化、あるいは農地の大区画化や高収益

作物への営農転換を促進する、農地中間管理機構による担い手への農地集積・集約化

を一層加速する、これが農林省の３つの目玉なんです。 

   そこに我々当てはまっているかというと、当てはまるものについては大いにやっぱ

り、きのう話がありましたが、そこはそれで国・県の援助ですか、それはそれとして

必要であろうと思いますし、また農業としてやろうとする限りにおいては、先ほども

話に出しましたが、やっぱりもっと質・量的にもふやしたいと、そのことは当然のこ

とだと思うので、それをできる方は積極的に当然やると、しかしそれ以外の方もいる

と、それをどうするかということも問われると思うので、この前の議会でも両方大事
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なんだというお答えをいただきました。そのとおりだと思うんですけれども、そうい

う選択の中でそれぞれが果たす役割というのは重要であろうというふうに思います。 

   さっき言った輸出を強力に進めるんだと、１兆円程度やるんだということですけれ

ども、河北新報の今年の１月３日付では、その１兆円ぐらいはその他の人が、実はは

っきり言うと村長の世代、それからちょっと上くらいな人が農業をやり始めてそのく

らい稼いでいるんだと、それは直売なり産直なりということでやっているんだと。だ

から、輸出を強力にやるんだと国で掲げても、そうでない部分もしっかりやっている

よというようなことが出ておりました。大のも小のもあって、思い思いのスタイルで

なりわいを営むと、多様な価値観を持って田舎でふるさとを深めるというのも大事だ

ろうというようなことが書いてありました。 

   アベノミクスは経済で頑張るんだといっても、それは今や幻想だと、したがってし

っかりと根をおろしてそういうものに取り組んでいくという、一つの道しかないんだ

などということではなくて、もっと別の道もきっちり探すべきだというふうに河北新

報の社説では結んでいるんですね。そういう意味でも、やっぱり大玉村でもそういう

いい面はそれはそれとしてとりながら、しっかりと地域の活性化のために引き続き取

り組んでいただきたいと、このことを申し上げまして、質問を終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で１０番須藤軍蔵君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時２０分といたします。 

（午前１１時０１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、議案第２号「平成２８年度仮置場造成工事（大玉村第

２仮置場）請負変更契約の専決処分の承認を求めることについて」を議題といたしま

す。 

   質疑を許します。６番。 

○６番（武田悦子） この議案第２号についてはこれまでもいろいろな説明をいただいて

きました。村長みずからの謝罪もいただいてきました。昨日の一般質問の中でもこれ

からの取り組みについてのお答えもいただいたところですが、改めて、これまでどう

いう形をたどってきて、これからはどういう形でこれらの問題について対応していく

のか伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   この経過については全員協議会でもお話をさせていただきましたが、それぞれの担

当のほうで当然やるべきこととして担当をしておりましたし、財政係を通って、そし

て最終的には私のところまで来て、判こを押して変更を認めるということで、その中

でいずれもチェック機能が働かなかったということですので、改めてこれは大変申し
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わけないということと、やはり改善をしなければいけないということで、今度は庶務

の総務係のほうも経由をして、こういう議会関係の担当部署は総務係でございますの

で、変更契約等があった場合には全て総務係のほうに、これは財政係のほうは必ず通

っていくわけですけれども、担当のチェックを改めて行うということと、それ以前に

我々判こを押した人間の、判こを押すときもきっちりとそういうことについても責任

を持って文書を管理していくと、判こを押すということをやっていきたいというふう

に考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第２号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第３、議案第３号「職員の降給に関する条例の制定について」

を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） この職員の降給ということでございますが、第３条「降格の事由」

ということがございますが、その下段の（１）のところでございます。「職員の能力

評価又は業績評価の実施権者」とうたってありますが、この評価はどの部署、例えば

人事課、人事課はないわけでございますが、総務課なのか、はたまた副村長なのか村

長なのか。この評価、業績とか、これらはどの部署でやるのかお尋ねしておきたいと

思います。 

   それから、その一番下段、２項でございますが、「職制若しくは定数の改廃又は予

算の減少により」と書いてあるんです。その場合の「職務の級の職の数に不足が生じ

た場合」は降格しますということなんですが、これらについてご説明を願いたいと思

います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 
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○総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   第３条第１項の（１）、１号になるわけでございますけれども、「職員の能力評価

又は業績評価の実施権者による確認」ということについてのご質問でございますけれ

ども、これにつきましては、本年、２８年度から人事評価制度を導入いたしておりま

す。その人事評価制度の中では、能力評価と業績評価の２つの部門に関しまして、ま

ず職員それぞれが自己評価を行います。その後、例えば係員であれば第１次評価者が

各課長になります。それぞれの部門の課長、例えば総務課であれば私の総務課長が

１次評価者、そのほか建設課では建設課長が１次評価者ということになります。第

２次評価者がそれぞれ担当します部長、各部長が２次評価者になります。最終的に調

整者としまして副村長が最終調整を行うというふうな体系に基づきましてそれぞれの

評価がなされるということになります。 

   ２つ目でございます。 

   下の第２項におきます「職制若しくは定数の改廃」云々という条文に関してでござ

いますけれども、一つには、大玉にはなじみがございませんが、定数の改廃というの

が、例えば市町村合併によりまして職員数が減少するといった場合に定数が当然減少

しますが、その際に関しましても場合によっては降給・降格ということもございます。

身近にございますのが例えば係長職の廃止、これは一時、グループ制になった際に係

長職が廃止というふうな例が各市町村または県でも行われました。こういった際に係

長職であった者が別の職に職がえになるといった場合もこういった例でございまして、

その際につきましては降給・降格が場合によっては適用されるというふうな例がござ

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） ありがとうございました。 

   この（１）の業績評価、能力評価は各課長、それから部長、村長ということになる

ということです。その中身を見ますと、勤務成績がよくない、改善されない、なおか

つ困難であると認められたときには降格の対象だということでございます。（２）に

ついては、これは当然健康状態ですからわかるわけでございます。（３）についても、

指導その他行っても改善の状態が全くないという状況の中では降格もやむを得ないと

いうことだろうと思います。 

   しかしながら、この職員に対しての降格というのはやはり慎重にやっていただきた

いというのが私の願いでございます。同じ自治体の職員でありますから、指導・監督

をよくしながら今後も職務に精励していただくように十分に注意を払ってやっていた

だきたいというのが私の願いでございます。 

   先ほどの合併によるということでございましょうけれども、予算の関係でどうのこ

うのというのが余り私もすっきりしないなという観点から質問をしたわけでございま

すが、自治体にはそれぞれのいろいろな状態、条件があって、こういう文言で条例を

つくらなければならないという事情だろうと、このように思っております。理解して
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おります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） なぜ２９年度から人事評価制度を取り入れなければならなくなった

のかその理由について、どういう決断でこれをなされたのかお伺い申し上げます。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   上位法に基づきます地方公務員法の定めによりまして人事評価制度を取り入れてご

ざいます。福島県におきましては２７年度から試行的に実施をしておりまして、今年

から本格的に実施をしましたので、大玉村につきましても２８年度から取り入れたと

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。 

（「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３号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第４、議案第４号「大玉村環境基本条例の制定について」を議

題といたします。 

   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） この「目的」の次に「定義」で、「負荷」とは「人の活動により

環境に加えられる影響」だと、環境の保全をする上で支障の原因となるものについて

規制するんだということで、これは負荷についてしっかり書かれているわけでありま

して、それらの定義と理念によって、村の、村民の、事業者のそれぞれの責務が条文

化されている。 

   そこで幾つかお伺いしますが、まず「村の責務」で、「基本的かつ総合的な施策を

策定し、実施するものとする」というふうになっているんですけれども、これはいつ
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つくるのかということが１つ。 

   それから、「事業者の責務」では、掲げているこれらの条例の理念に基づいて、

「自己の責任において、必要な措置を」云々ということでありますが、今進行してい

る中身ありますね、皆さんご存じのように。それは、自己の責任でやっていないから

こういうことが起きているんですね。そのことについてはここではどのように縛るの

かということが２つ。 

   もう一つ、「事業者の責務」の２の中で下段に、「環境の侵害に係る紛争が生じた

とき」はこれまた同様のこととするというふうにうたわれているんですけれども、つ

まり何回も何回も話し合ったり改善を要求しているのに、住民の限界を超えるという

ことがあるから紛争になると思うんです。そのときに、これまた同様とするというの

はどういうことを指して同様なのか、一生懸命やることと言っているのにやっていな

いから、もうとても我慢できないからということでなるのに、まだ同様とするという

のはどういうことを指しているのか。 

   とりあえずこの３点についてお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（渡辺雅彦） １０番議員さんにお答えいたします。 

   まず１つ目の「村の責務」になります。「基本的かつ総合的な施策を策定」という

ことでございますけれども、こちら第８条「環境基本計画」ということで策定するよ

うになってございます。こちらにつきましては、まず２９年度において再度パブリッ

クコメント等、あと環境審議会等を開催させていただきまして、広く意見を拾った上

で定めていきたいというふうに考えております。 

   ２点目の「事業者の責務」ということで、まず自己責任ということで１０番議員さ

んのご質問ですけれども、確かに自己責任でございます。自己責任の中で、こちらの

条例に関しましては特別、罰則規定は設けてございません。村でできるものは、必要

な措置を講じるための助言と、あと注意等ということになっておりますので、その都

度、今までどおり現場を確認し、助言、注意、あと必要であればやはり県の担当の方

に来ていただいて現場を見ていただきながら、どういうふうに改善したらいいかとい

うことを再度話し合って注意してまいりたいと思っております。 

   ３番目のご質問でございます。こちらも「事業者の責務」でございます。「紛争が

生じたときも同様」ということでございます。紛争におきましては、確かに例の小高

倉山地内のほうでは地域住民の方にも何度も現場を見ていただいて、あと意見交換等

もさせていただいておりますけれども、一向に改善のめどが立っていないということ

でご指摘をいただいております。 

   こちらも紛争の一つだとは理解しておりますけれども、２８年度になりまして、と

りあえずみずから小型バックホーを買ってきて、高床式鶏舎のふん尿の取り出し等の

作業には着手しておりますので、少しずつではございますけれども、住民との意見交

換を重ねるたびに意識も若干変わってきているようには思っておりますので、今後と

も、必要であれば地域の方々に再度現地を見ていただいて、意見等を聞きながら進め
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ていければと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれいただきましたが、最初にお尋ねしたのは明確にわかり

ました。今年中に皆さんの意見も十分聞いて反映するんだということでありますから

お願いしたいと思いますが、２番、３番については、これは現在進行中のものについ

ても何回言ってもやらないと、でも結局は同じことを繰り返し繰り返しやっていくん

だということにすぎないのではないかなと。 

   つまりは、条例の趣旨もわかったよと、目的も定義もわかったよと、みんなわかっ

たよと、村も村民も事業者も。お互いにそれをわかって守りましょうなどという努力

事項みたいなことに終わってしまわないかというふうに思うんですけれども、そこら

辺のことについても、この前、議案審議の、一定のあれの中で総務部長さんからもそ

こら辺のことは、そうはなんて言って言葉を濁された経過があるんだけれども、やっ

ぱり物を定めてやっていくという、これ村のいわば当事者ですからこの姿勢を示して、

きっちりこれを履行させるために取り組むというお話をいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   条例の趣旨等ご理解をいただきながら、指導・勧告等、県と協力しまして強力に進

めていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 全く今おっしゃられた１０番さんの意見と同じなんですが、非常に

文言等、この中身が軽いなという感じがしているんです。「事業者の責務」というと

ころ何度も見ましたが、「最大限の努力を払わなければならない」、こういう言葉で

すね。それから、その下の３では、「事業者は、村が実施する環境の保全と創造に関

する施策に協力しなければならない。」この協力なんていう、こういうものじゃない

んです。今まで再三再四、村当局も、議会も、住民も、何回も足を運んで要望してい

るにもかかわらず結果は同じことでございますから、もう少しこの文言なり、状況を

よくわかるような強力な文言にしていただきたいなと思うんです。 

   例えばこの協力というところを、私は、遵守すべきだというような文言に変えてほ

しいんですが、それが可能かどうか。村の施策に対してそれを遵守しなければならな

いと、こういうことも要素としてあるんじゃないかなと思いますが、まずその辺につ

いて伺っておきたいと思います。後に出てきます水環境においてもまた協力なんです

ね。こういうことでいいのかなという気がするんですが、ひとつその辺の答えをいた

だきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えを申し上げます。 

   村としてはもっと強力に罰則規定まで入れてやりたいところでございますが、上位

法がございまして、環境に関するものについての懲罰等については上位法で行ってお
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りますので、村が定める条例というのは、はみ出し条例とか上乗せ条例とかいろいろ

あるわけですが、法的にはやはり上乗せ、横出しというのは非常に難しい問題がござ

います、上位法との関係がございますので。遵守とした場合にはそこに法的な縛りが

出てまいりますので、なかなかそういう表現は条例の場合には難しいということです。 

   やはりこういう水環境とか環境条例というのは、皆さん関係者、村も村民も事業者

もよく村のことを理解し、そして協力をして進めていきましょうという条例にならざ

るを得ないという部分がございますので、この趣旨をしっかりと事業者にも村民の皆

さんにも理解をしていただいて、そして環境、水関係も守っていきましょうという、

その機運を醸成するという目的の条例になってまいりますので、先ほど言いましたよ

うに、上乗せ、横出し、上位法を上回る条例というのは制定は難しいというふうに考

えております。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ３回目ですけれども、この条例の内容を広く村民に知っていただ

いて、この後の水資源も同じですけれども、そして深めるということが大事だと思う

んです。 

   村長に伺いますが、そうした場合は、当然これは制定した、そうすると今度、広報

紙で知らせました、ホームページをごらんくださいということで終わるのかどうか。

やはり私、これ、それぞれの場所で勉強なりに使っていく、いろいろなことができる

と思うんです。ぜひそういうことを広める場合は、そのときの印刷代なり紙代ぐらい

は出るかどうか、そういう広めるための努力をされる用意があるかどうかお尋ねして

おきます。 

○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。 

   当然、条例を制定して、これを村づくりのベースにしましょうと。ふるさと景観保

護条例もございますが、これについては若干縛りがあります。ただ、この場合も勧告

までしかできないという大変法的には弱いものでございますが、かなり実効性があり

ます。ですから、これに関しても広く、今言ったように村民、それから事業者、行政

も含めてそれぞれの責務で村づくりをしていくということで理解をいただきながら、

それから、これから実際に施行する場合の細則についてもきっちりと、広く意見を求

めながら進めていきたい。 

   中国とかいろんなところで日本の、北海道の水資源を買い占めたりしているのが一

時問題になりました。ああいうこともこれで規制できないのかなということを検討し

てもらいましたが、やはりこういう村の条例の中ではそういう規制は難しいと。であ

れば、村民の皆さんに、いつの間にか誰かが買っていたと、水源が押さえられていた

ということのないように、きっちりと理解を得られるように努力をしてまいりたいと

思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 
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○５番（押山義則） １０番議員さんの質問と重なるんでありますが、この環境条例と

水環境保全条例、私、大分前になります、この提案をしてから。７年ぐらいかかり

ましたか。先ほどから話題に出ている公害対応と、それから今、村長から説明もご

ざいました外国資本から村を守ると。また、大玉村は自然水を水道の資源にしてい

るものですから、水資源を守るということの観点からこの条例の制定をお願いして

きたわけであります。村の姿勢としては一歩前進してくれたのかなと思っておりま

す。 

   これからもパブリックコメントを重ねてさらに理解を深める工夫をされるというこ

とでありますが、パブリックコメント、今回もされたと思いますが、回覧板か何かの

通知では１件しかなかった。１件というと、私が出したパブリックコメントしかなか

ったのかなと少し悩んでいるんでありますが、もう少し啓蒙の仕方とか、先ほども申

し上げましたが理解を深める工夫、それをどのように担当は今後考えていらっしゃる

か、１点だけ伺っておきます。 

○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。 

   環境基本条例、それから水循環条例もそうですけれども、住民の皆さんにいかにそ

ういう興味というか関心を持っていただくかというのがまず第一番だと思います。幾

ら行政のほうで、こういう条例が制定されましたので説明会を開催しますので、おい

でくださいというような話をしても、恐らく関心のない方にとっては、ああ、そうか

で終わるのかなというところで、大変周知、皆さんにご理解していただくのは難しい

問題ではあるなというふうには感じておりますけれども、そこをどう関心を持ってい

ただくか今後検討しながら、周知の方法についてもあわせて検討をしてまいりたいと

いうふうに思います。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 言い足りなかったことを重ねて申し上げます。 

   大玉村の水は、県内でもすごくおいしいという評判であります。私も長いこと水商

売をやっておりまして、大玉村の水道の水のおいしさはいろんな水と比較しても全然

負けないです。だから、そういうものの啓蒙の中でこの水がどういう理由で、これを

いかに守っていかなきゃならないかということをもう少し、せっかくのおいしい水で

すから、その辺を前面に出して取り組んでいただきたい。これは意見であります。よ

ろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 
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   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第４号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   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５０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５、議案第５号「大玉村ふるさと水循環保全条例の制定につ

いて」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（押山義則） １点だけお伺い申し上げます。 

   この中で８条の「流域における基本的な施策」ということがございますが、この中

で再生可能エネルギー、小水力発電の位置づけ、それから整合性についてどのように

捉えておられるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   ８条関係、「流域における基本的な施策」ということで、今ほど水力発電との整合

性ということですが、この条例に関しては地下水をくみ上げるというような部分が主

になっておりますので、表流水等、そういった部分についての基本的な考え方として

は、９条２項２号にございますが、「地下水等の採取の無い行為」については届け出

を要しないというような内容の条例となっておりますので、表流水については特に規

定はございません。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 今のご説明ですと、「流域における基本的な施策」の中で、そのほ

かのこととして「農業用水の効率的利用」とか「河川の構造面での対策」云々のこと

はうたってあるんですが、砂防ダムとか何か関連するものというものが全然ここでは、

結局、今回の小水力発電、そういうものも活用してやられると伺っていますので、そ

の辺の捉え方を。地下水云々のことではないと思うんですが、もう一度丁寧に説明願

います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 
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   基本的な事項としては、先ほど申し上げた地下水のくみ上げが直接的な影響という

ことではございますが、全体的に捉えれば表流水等々が地下水に浸透するというよう

なこともございますので、総合的な意味からすれば、そういった水力発電に使用する

ダム等のそういう流域の水源に当たるかということもございますので、それらにつき

ましては、自然の循環の中でまたダムのほうに戻る、使用した部分については川にま

た流れ着くというようなことで、上流から下流へ流れるという中での循環と捉えてい

きたいと思っています。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） もう一度確認させてもらいます。 

   この項目、大玉村ふるさと水循環保全条例という条例でございます。水資源に関し

ては全て網羅されるというような理解をしてはいけないんでしょうか。地下水とかそ

ういうものに限るのではなくて、大玉村にある水資源についての保全条例と理解して

いたんですが。その辺の解釈、私は間違っているでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えします。 

   ５番議員さんが質問したのは８条についてですよね。部長が答弁したのは９条につ

いての答弁なのでちょっとかみ合わない部分がありますが、８条の中で（３）の「汚

染を防止するとともに、水質浄化の機能を高め、清流を維持すること」とか、そうい

うことを８条にうたっております。９条の場合には開発行為の場合ということですか

ら、小水力発電を開発というふうに捉えて今答弁をしたんです。ですから、ちょっと

かみ合わなかったです。 

   ですから、水力発電ついてはこの開発行為には該当しないので届け出の必要はない

ということになりますが、第８条で考えますと、当然に、砂防ダムから取水して、導

水管を入れて発電をしてまたもとの川に返しますので、その辺については工事の期間

とか、それから稼働後の水質汚濁とか、そういうものについては十分に対処しながら

やっていきたいと、この循環の８条に沿ってそれは業者のほうにも指導してまいりた

いと思います。 

   以上です。 

（発言する声あり） 

○議長（遠藤義夫） では関連していますので、答弁がちょっと足りなかった部分で。 

（発言する声あり） 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   第８条については、「効率的かつ持続的な水利用の推進と水循環への負荷の低減」

というふうに、一見、水力発電についても規制すべきというふうに、水の循環をする

とか、それからあと効率的、持続的な水利用の推進ということがありますので、ただ、

水力発電の場合には水を途中で利用してまた戻すということですので、特別、個々に

水力発電、再生可能エネルギーを意識した水環境条例ということではなくて、良好な
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水の管理ということがメインになります。それを開発と見た場合には、先ほどから言

っているように第９条のほうに該当しますが、それは地下水は利用しませんので、そ

ういう開発の届け出は要らないと。 

   ですから、第８条で言っている水循環というのは、自然の中での水循環とか、それ

から農地利用の中での関係とかということですので、水力発電については水を使って

放流するということですから、それについてはこれの趣旨には、当然、村の責務には

入りますので、それについては業者をきちっと指導して……（不規則発言あり）はい、

そうです。ということでございます。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第５号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定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６号「大玉村農業委員会委員及び大玉村農地利用

最適化推進委員の定数に関する条例の制定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第７、議案第７号「大玉村いじめの防止等対策委員会設置条例

の制定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第８、議案第８号「大玉村個人情報保護条例の一部を改正する

条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第９、議案第９号「大玉村個人情報保護条例の一部を改正する

条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 
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（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第９号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定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１０号「職員の勤務時間、休暇等に関する条例

の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） この条例、早出遅出の勤務に関する条例ということでございますが、

８条の２の文言が大分出てきました。これらは新たに加わった文言だと思いますが、

今までは実子、実際の子どもに対しての早出遅出の勤務というものを認めておったわ

けですが、新たに特別養子縁組の成立について家庭裁判所の許可があった場合に認め

るということだと思います。また、里親とか養子縁組による養親となる、この中でこ

のように枠を広げて対応するんだなというように理解はしておりますが、若干その辺

について説明をしていただきたいというふうに思っております。 

   それから、３ページの下段のほうでございますが、先ほどもちょっとお尋ねしまし

たが、「一の継続する状態ごとに、３回を超えず、」４ページの上段に入りますが、

「かつ、通算して６月を超えない範囲内で」というような文言がございますが、これ

らの理由、根拠についてお尋ねしたいと思います。 

○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。 

   まず、全体的な改正の根拠でございますけれども、これにつきましては、育児休業、

介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律、さらに地方公務員に

係ります介護休暇等の法律関係、そういったものの改正にあわせまして文言の整理な

り追加を行っているところでございます。 

   ご質問の対象者の範囲の拡大関係でございますけれども、これに関しましては、当

該子ということで、おっしゃるとおり実子関係が対象でございましたけれども、ここ

に、今ほどお話がありましたとおり、裁判所において特別養子縁組の成立について請

求中の者、この対象職員から出された早出遅出関係の請求、こういったものがあった

場合についても認めますと。さらに、養子縁組によって養親となることを希望してい

る里親、これは職員でございます、この場合につきましても同様の措置を講ずるとい

うふうな、範囲を広げた規定の追加措置でございます。 

   ２つ目のご質問でございます「一の継続する状態」ということでございますけれど

も、職員の立場からしますと家族の中に要介護者が発生しましたと。その要介護者の

方が例えば脳溢血で倒れられて介護の状態になってしまったと。その介護を必要とす
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る状態から、治癒といいますか介護を必要としなくなる状態までの間を、「一の継続

する状態」というふうに解釈をしております。なってから治るまでの間の継続する期

間ということになります。 

   従来、その継続する期間の中で１回の介護休暇の取得でございましたけれども、法

の改正によりまして、途中３回、例えば６カ月の間に１カ月休みました、まだ必要な

ので２回目また１カ月休みますという形で、継続３回まで取得が可能になったという

ことでの条文の追加をしておるところでございます。それが最長６カ月というふうな

規定でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異義なしと認めます。 

   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１０号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定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１１、議案第１１号「職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第１１号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 
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   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１２、議案第１２号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「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、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第１２号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１３、議案第１３号「職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第１３号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１４、議案第１４号「大玉村税条例等の一部を改正する条例

について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） 後半の軽自動車税の課税標準等々についてお尋ねいたします。 

   まず、ページ７、８でございますが、これらの１００分の１、１００分の２、

１００分の３、これはいわゆる消費税の延長、課税が延びたということでそれにかわ
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る税率の改正ということだろうと思いますが、環境性能の税率、８１条の４のページ

でございますが、（１）、（２）、（３）、これらがございます。これらは取得価格

に１％、２％、３％を掛けての税率だというふうには思っておりますが、この種別の

ランクですね。どういう自動車、軽の中でいわゆる重課・軽課というようなことだろ

うと思いますが、ランク別にひとつお知らせ願いたいなと思っております。 

   それから、８１条の６のほうでございますが、これらのいわゆる軽減措置とする場

合に、「申告書を村長に提出しなければならない」という文言がございます。これら

について、８１条の７では、怠った場合は「１０万円以下の過料を科する」というよ

うなことがございます。これは今まで大玉村でも余り類を見なかったんですが、取得

した時点でこれはディーラーとかそういうところがやっておったのかなというように

思っておりますが、今までにこういう例があるのかどうか、なぜ１０万円以下の過料

なのか、この辺についてお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（熊耳倉吉） ７番議員さんにお答えいたします。 

   まず、８１条の４の関係なんですけれども、今ほど議員がおっしゃられました消費

税率の関係との話なんですが、この環境性能割につきましては、消費税の引き上げの

時期と合わせて新設されるものですので、直接、消費税率とリンクしているものでは

ないということを申し添えておきます。 

   それで、８１条の４のそれぞれ各号における１００分の１、１００分の２、

１００分の３、どんなものが対象になるかということなんですけれども、軽自動車税

ですので軽自動車に限ってご説明いたしますと、まずガソリン車あるいはガソリンハ

イブリッド車と言われるものにつきましては、平成３２年の環境基準達成車といった

ものが１％、あとは平成２７年基準プラス１０％の達成車が２％というような税率が

適用されることになります。 

   なお、８１条の４にあります（３）に「１００分の３」という表記がございますが、

環境性能割としては１％から３％なんですけれども、軽自動車に限りましては当分の

間、２％が上限ということで、（３）、第３号の１００分の３というのは当面適用が

ないということになっております。 

   続きまして、８１条の６の関係なんですけれども、このたびの環境性能割という新

しい税目につきましては、その賦課徴収の仕組みを、現在、県税であります自動車取

得税の仕組みを使って簡易的にやろうというふうにしております。本来これは市町村

税としての軽自動車税環境性能割なんですが、当分の間は、仕組みづくりとかに時間

を要したり、あとは全国１，７００余りの全市町村にかかわってくるということもご

ざいまして、現在ある自動車取得税の仕組みを使って県に賦課徴収をしてもらうとい

うことになっております。行く行くは市町村独自に賦課徴収をするということになり

ますが、そのときのために、この賦課徴収、申告税目になるんですけれども、それに

関しまして今度は県ではなく市町村長に申告するということになりますので、その規

定をあらかじめ用意しているものでございます。 
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   なお、１０万円の過料につきましては、上位法であります地方税法、あるいは税条

例の中に同様の規定があるんですけれども、その中にあります１０万円という額を勘

案して制定しております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ８１条の４の関係、今ほど説明いただきました。ありがとうござい

ます。これは必ずしも軽自動車ばかりじゃなくて自動車全体の課税率だということで

今お聞きしました。（３）については、これは軽自動車税で１００分の３ということ

であります。今ほど言われた１００分の２になるということは、後ろのほうに私もち

ょっと見たら載っていたんですね、１４ページのほうに。それらについて理解すると

ころではあります。 

   また、次の８ページの８１条の７の関係においては、暫定的に県が徴収するという

ことで今回新たに設けたということで、いわゆる徴収事務の煩雑さやいろんな形から

とって県が一元的にやるということらしいんですね。そういうことでよろしいかと思

うんですが。 

   それで、またちょっと質問に入りますが、そういう中で報告書並びに１０万円とい

うのは、業者が恐らく申請するので、こういう事例はあり得ないだろうということだ

と思いますが、そこで１４ページをちょっと開いていただきたいと思います。１４ペ

ージの上段の第１５条の４に、「申告納付については、当分の間、同条中、『村長』

とあるのは、『県知事』とする」と、このように書かれております。県が徴収するん

だということだろうと思います。そしてまた、その下の「徴収取扱費の交付」という

ことでございますが、１５条の５ですね。村は、これらの徴収、県が行ったことに対

しての費用を県に交付するんだと、払うんだということだと思うんですが、そういう

ふうに理解していいのかなと思います。 

   それで、払う場合にはいかほどのいわゆる徴収費を払うのか、それらについてお尋

ねしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（熊耳倉吉） ７番議員さんに再度お答えいたします。 

   まず、この軽自動車税環境性能割につきましては、お話しされましたとおり、当分

の間、県が賦課徴収をするということになります。県では市町村ごとにそれを集計い

たしまして、関係する市町村に対しまして、徴収した環境性能割を全額、一旦、村の

ほうに交付、払い込むというような形になります。その時点で村のほうの税に納まる

という形になります。この払い込まれた額に対して、現在のところ、政令及び総務省

令で定めているんですけれども、５％に当たる額をこれらの事務に係る経費というこ

とで、徴収取扱費ということで県のほうに交付するということになっております。 

   似たような例ではございますけれども、住民税の賦課徴収は村でやっておりますけ

れども、この中には県民税の分も入っていますので、逆に県のほうから交付金を村の

ほうにいただいていると。これと逆のような考え方というふうになるかと思います。 



 

- 152 - 

 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ５％という今お答えがありましたが、これらは今言った住民税とか

何かと逆のケースという、いわゆる利率においては全く同じなんでしょうか、若干違

うんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（熊耳倉吉） ７番議員さんに再度お答えします。 

   今、住民税の例を引き合いに出したところなんですけれども、住民税につきまして

は納税義務者１人につき現在３，０００円というようなことになっておりますけれど

も、こちらの軽自動車税環境性能割につきましては、１台当たり幾らというわけでは

なくて、村に払い込まれた性能割の税額全体に対しての５％ということになっており

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   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１４号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１５、議案第１５号「大玉村介護保険条例の一部を改正する

条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   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１５号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定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。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１６、議案第１６号「大玉村指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について」を

議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   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１６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１７、議案第１７号「大玉村公害対策条例の一部を改正する

条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   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定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１８、議案第１８号「大玉村水道事業給水条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） 水道事業給水条例ということで今提案されましたが、「料金債権の
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放棄」ということでここにうたっております、４３条の２ですね。この中で、「消滅

時効が完成した料金を放棄することができる」と書いております。これは当然のこと

だと思います。消滅したんだから、時効なんだから、これは料金を取ることはできな

い、放棄することができるというのは当たり前かなとは思うんですが、ただ、これは

何もしない場合じゃないかなと思うんですね。督促を出しておれば消滅はしないんじ

ゃないかなと思うんですが、これらの扱い方はどのようになっているのか。放棄する

ということは不納欠損扱いになるんだろうと思いますが、非常に金額がもったいない

なという気がします。 

   ２項のほうでございますが、「放棄することができる料金に係る債権は、消滅時効

の起算日から５年を経過し」とありますが、私ちょっと理解できないのは、「消滅時

効の起算日から５年を経過し、かつ、次の各号の一に該当する場合に限るものとす

る」ということで、（１）は当然ですよね、死亡したときですから。それから、

（２）については債務者が所在不明、当然だと思います。 

   （３）と（４）についてお尋ねしますが、「債務者が当該債権につきその責を免れ

たとき」とあります。それから、（４）は「特に事情があると認められたとき」とい

うことでございます。これらの具体的例を少し、どういう場合にこれらが適用される

のかお尋ねしておきたいと思います。まずそこまでお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   水道事業の料金につきましては、税金等とは違いまして公金の取り扱いとはならな

いということで、今までも債権の分については民法が適用となってございました。民

法の中ではこのように時効が完成したときは放棄することができるとなっておるんで

すが、これについてはあくまでも本人から援用の申し出があった場合ということで、

この条文にはないんですが民法のほうに規定されていまして、相手から私の債権を放

棄しますというような状況がないと、残念ながら税のように滞納処理というような形

で取り扱うことができないということで、そうしますと延々と負債を抱えていかなく

てはならない。 

   例えば、先ほど言いましたように死亡してしまっても、本来であれば死亡する前に

本人から、私の債権を放棄しますというような援用のものがないと、これは法律上の

決まりでそのようになっておりますので、そういうことはあり得ないんですが、そう

いう状況になっていますので、結局、そういう形でどんどん滞納金がふえてしまうと

いうような状況なので、よその市町村もそうですが、こういった条例をつくりまして、

これはそういった処分の対処の期限を時効５年間ということで定めまして、第２項の

各４号の事項に該当する場合は、本人から援用がなくても滞納処分、債権を処分しま

すよということの条例でございます。 

   （３）の「債務者が当該債権につきその責を免れたとき」というのは、これは自己

破産ですね、破産した場合にこの３号に該当すると。４号につきましては、破産にも

いろいろなパターンがあると思いまして、破産宣告できる方はよろしいんですが、本
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来、破産宣告をする費用もないというような状況に陥った場合は、３番には該当しな

いので４番において処分していく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） ７番。 

○７番（鈴木宇一） そういうことなんですか。民法では１０年間はちゃんと権利が保障

されているんですけれども、税とはまた一種違うんだというご説明でございますが、

督促を出していればこれは生きているのかなというふうに私は思っておったんですけ

れども、そういう中で、自分から放棄しますよという、出る方は恐らくないんですね。

ただ、それが延々と残ることが問題だから処理したいということなんですか。当然な

がら、それは数字の処理だけじゃなくて金額も当然処理するということですね。 

   もう一つ、長期債務者に対してどのような保証を持っておられるのかという点でお

尋ねしますが、例えばいろんな貸し家、アパート入居者におきましては、これは大家

または仲介業者、いろんな方が入居者にかわって保証人になっているんですね。そし

て、未納の場合は責任を持って払うという形をとっておるわけでございますが、一般

村民に対しての水道料金に対してのそういう保証制度というのは現在やられておるの

かいないのか、その辺についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   一般の住民の方、一軒家等ございますが、そういう方につきましては特段、保証人

というようなものはとってございません。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 大家とかいろんな形で保証しております。私もそれは知っているん

ですが、やっぱり同じ村民なんですよね、入居される方も。そして、回収のおくれの

ないようにということでやっております。ただ、一般村民はその点はないんだと。同

じ村民でそのような差があってどうなのかなという感じがするんですが、これらにつ

いてどうなんでしょうか、村長、知り得る範囲内で。難しいですか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えいたします。 

   明確に私も承知はしていませんが、一般的に考えられるのは、アパートや何かの場

合にはそこはとりあえず仮の宿ということですので、大家が引いた、アパートを建て

た人間が基本料金等を払って引いたもののところに入ってきて利用していますので、

引いた本人は大家ですから大家に保証していただくと。一戸建ての場合には、本人が

お金を払って設置して、そしてそこに住むということですから、水道料未納の場合に

はとめるという手段もございますので、保証はとっていないのかなというふうに考え

ます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１０番。 
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○１０番（須藤軍蔵） 今のお話もそうなんですけれども、結局、一般の住民が水道を引

いた、そしてお金を払わなかったという場合は、何回かで一回、ストップするんだよ

ね。だとすると、そこで一つの区切りが、歯どめできるのかなと思うんだけれども、

そこら辺の関係はどうなのか。聞いてる意味、わからないですか。水道を世話になっ

て引いていると。だけども、何らかの都合で払わなかったと。そうすると、電気もそ

うだけれども、電話もそうだけれども、ぱたっととまるのね、期限が来ると。水道も

そうやっているんだよね。そこら辺、やっているとすればそれで一つの歯どめができ

るんだけれども、そういうことは水道は関係ないんですか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   一応、料金未納の場合は当然、納入していただかなければ、いつごろまでには水道

閉栓の可能性がありますよということで通知を申し上げますと、ほとんどの方が全額

までといかなくても半額なり８割なりを納めてきますので、我々は当然とめないとい

う。ただ、ライフラインでございますので完全にとめるということはできないという

ように、ちょっと法律的にどうかわからないんですが、私の記憶では完全にはとめら

れないんだと、少しは出るようにしておかなくてはならないという話でございますが、

大半の方は、水道とまりますよと言うと何らかの都合をつけて料金のほうは納入して

いただいておりますので、何とか滞納のほうは少なくなっていると思います。 

   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定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１９、議案第１９号「大玉村消防団設置等に関する条例の一

部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） 消防団の待遇改善というような目的のもとに、今回、班長、団員

の年額報酬を上げるということで、大変ありがたいことかなと思っております。 

   ただ、現在の消防団が置かれている立場、非常に諸問題が多いのかなと思っていま
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す、特に団員の確保とか。ですので、このような金額に至った背景とかその効果など、

改めて消防団の置かれている現況をどのように把握しているのかあわせてお伺いでき

ればと思います。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   今回、団員と班長の年額の報酬ですが、２，０００円ずつのアップというようなこ

とでご提案申し上げましたけれども、県内の各消防団の状況を見た中で、ワースト

１ではなかったんですが、２とかそういうようなレベルの団員、班長、その上につい

ても高いほうではないというようなことで、団員確保と直接結びつくというほどのも

のとは思ってはおりません。ただ、少しでも、気持ちでも上がったということで消防

団の活性化にもつながるのではないかというような、そういう気持ちからの提案でご

ざいますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 置かれている背景というのはそのようなことかと思っております。

ただ、いずれにしましても、今回の場合は団員の士気を高める、活性化のための目的

ということでそれは理解できますけれども、私が先ほど質問した今置かれている現況

をどのように理解して、今後それを含めて改善していかなければならないので、この

ことが一つの波及効果としていろんな変化につながっていって、団員の確保とかいろ

んな消防団の活性化につながっていけば大変ありがたいことなので、その辺も含めて

答弁いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   消防団の確保とかということからすれば大変、分団によっては、行政区によっては、

そういう年代の人たちがいないというような特殊事情のある行政区または分団もござ

います。欠員も生じているような分団もございますので、いかにして確保するかとい

うようなことで、行政区長さんを通じたり区長会のときにお願いをしたり、あと各分

団の分団長、副分団長が一緒に行政の組員さんと回ったりというようなことでお願い

をしているような状況もございます。団活動の中でも団員を通して、地元でやってく

れる人がいないかというような、そういう活動も行っておったり、あとは県で企業訪

問をするというようなことで、村の団長さんと一緒に企業訪問を行って、何とか団員

をお願いしますというようなことで、企業の方にもご理解いただくようなそういう活

動。 

   また、これはまだ話ですけれども、女性消防団についても検討してはどうかとか、

機能別に団員、そういったものを検討できないかとかというような提案等もあるとい

うことで、今のところはそういうものの検討を行っているところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） ショックを受けています、ワースト１に近いと。大玉村は子育て支

援とか医療費無料とかさまざまな施策をやってきた中で、先ほどの答弁はいささか驚
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いておりますが、せめて南達地方との比較はどうなっていますか。それで足並みそろ

えるくらいの形になるんでしょうか、１点伺っておきます。 

○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。 

   団員と班長、あと南達というと本宮市になりますけれども、本宮市は、市というこ

とで団長さんの年収そのものも高いというか、違います。ちなみに、大玉村の場合に

は団長で１８万円、本宮で２１万９，０００円というようなことで、団員については

今のところ、本宮市については２万４，０００円、大玉村は「２万円」が「２万

２，０００円」ということです。 

   本宮市自体もそう高いわけではないんですけれども、それよりもやっていることは

同じだし、村と市で違うからやむを得ないのかと言われてしまうとなんですが、ただ、

団員は年間通じてかなりの日数出ていますし、災害があれば自宅をそれこそ放っても

出てくるというような状況でございますので、そういうことからすれば幾らでも上げ

たいという気持ちはありますが、それは財政との協議の中で今回２，０００円アップ

で、本宮団員は２万４，０００円、大玉村は２万２，０００円、近づけていくしかな

いのかなというような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 事情のほどはよく伺いました。ただ、私も正直言ってびっくりしま

した。こういう状況であったということは消防に対して申しわけないなと思っていま

す。村長、改めてこういう状況についてはどのように考えていますか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   ワースト１はちょっと口が滑ったようで、一番低いところで１万９，０００円とか

ありますので、人口規模でやはり違うと。先ほど農業委員の報酬もやっていただきま

したが、１０万も違うような状況ですので。どうしても市町村というものについては

全ての分野で差がございます。これは、町とか市と同じように出せれば一番いいわけ

ですが、財政規模もありますし、そういう点で若干の違いと。本宮との２，０００円

の差というのは、思っていたよりも近いなという感じを正直に言えば受けております。 

   今回、団長以下、全て上げようかということで検討はしました。ただし、先ほど言

ったように活動の回数がいっぱいありますので、その都度１，１００円ずつ、１０回

出れば１万１，０００円ということで、年間からするとかなりの金額が、訓練の場合

も１日、１５日も出ておりますので、トータルにするとなかなかやはり大変だという

ことで、今回は若い方の分を上げようと。ただ、いずれこれは団長以下、上げなけれ

ばいけないという認識は持っておりますので。 

   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１９号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定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２０、議案第２０号「あだち地方障害者自立支援審査会共同

設置規約の変更について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   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定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、散

会いたします。ご苦労さまでございました。 

（午後２時３１分） 

 


