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平成２９年第２回大玉村議会定例会会議録 

 

第７日  平成２９年３月８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 

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。 

     総括質疑（平成２９年度予算議案に対する質疑） 

     議案第２９号 平成２９年度大玉村一般会計予算について 

     議案第３０号 平成２９年度大玉村国民健康保険特別会計予算について 

     議案第３１号 平成２９年度大玉村玉井財産区特別会計予算について 

     議案第３２号 平成２９年度アットホームおおたま特別会計予算について 

     議案第３３号 平成２９年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算について 

     議案第３４号 平成２９年度大玉村土地取得特別会計予算について 

     議案第３５号 平成２９年度大玉村介護保険特別会計予算について 

     議案第３６号 平成２９年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算について 

     議案第３７号 平成２９年度大玉村水道事業会計予算について 

    平成２９年度予算議案（議案第２９号から議案第３７号まで）の委員会付託 

    追加日程議案審議 
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     閉会中の継続調査申出について 

      （１）総務文教常任委員会 

 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） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、総括質疑を行います。 

   議案第２９号から議案第３７号までを一括議題といたします。 

   なお、この総括質疑は、議事整理の都合上、議案ごとに行います。 

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

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

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

により、ご協力よろしくお願いいたします。 

   初めに、議案第２９号「平成２９年度大玉村一般会計予算について」に対する質疑

を行います。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） １点だけお願いしたいと思います。 

   ５９ページでございますが、いろいろと話題になっておりますデマンドタクシー業

務委託料ということで５２５万計上されております。試験的ということだろうと思い

ますが、これらのいわゆる委託先、これはどこになるのかお尋ねします。 

   それから、何台を今回、村内を想定されておるのか、その辺についてもお尋ねして

おきます。 

   それから、この５２５万には運行費だけなのか、配車費用、または人件費、そうい

うものまで含まれておられるのかどうか、まずその辺からお尋ねしておきたいと思い

ます。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ７番議員さんのご質問にお答えいたします。 

   デマンドタクシー委託料でございますが、委託予定先ということで、現在、本宮市

に２つのタクシー会社がございまして、その上に組合がございますので、現在そちら

を想定しての予算化ということでございます。 

   それから、台数につきましては、現時点ではワゴン車１台を想定してございます。 

   それから、委託内容ということで、配車手数料のほか車両の原価償却、燃料費、人

件費等々、一切の費用が込んでいる内容となっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 
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○７番（鈴木宇一） 現在、その受け入れ先と申しますのはタクシー協会だというふうに

今おっしゃられました。タクシー協会と言われても２社しかないので、どちらかかな、

または両方で対応するのかなと思いますが、それらのところですよね。 

   それから、現在、本宮では５台走っているんです。白沢３台、本宮２台ということ

で、それぞれ業務を分担してやっていらっしゃるようなんですが。うちの大玉村で、

今後１台ということはあり得ないと思うんですが、あくまでも試験的だろうというこ

とで、それは理解しているところでございます。 

   それから、その配車費用、いわゆる電話受けとか、そういうものがやっぱりかなり

かかるということなんです。そこにまた人件費となれば、またこれべらぼうになるの

で、それはタクシー会社の自社配車係にお任せするという形をとるんだろうと思いま

すが、その辺。 

   それから、通常、私もちょっと聞きましたらば、運行費としては１台、月３０万、

１２カ月で３６０万が必要ですというらしいんです。ですから、それを台数をふやせ

ばそれなりにかかってくるということになろうかと思います。あと、今言われた配車

費用とか人件費の問題だと思います。 

   これは時間も今後煮詰めていかなくちゃいかん問題だと思うんです。何時から何時

までこの運行車を走らせるのか。１日何時間なのか。これらも協議していかなくちゃ

いかん問題になるかと思うんですが、それらについて現在詰めておられるかどうか。

まず、その辺についてお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ７番議員さんにお答えいたします。 

   まず１点目、自社配車かということでございますが、これについては請負先のタク

シー会社になろうかと思いますが、最終的には。そちらのほうでの配車係のほうでの

手配ということで、現時点では役場を介してとか、そういう形は現在のところ考えて

ございません。 

   ２点目、１台当たり３０万ということでございましたが、こちらちょっと当方では

その詳しい数字は持っておりませんが、いずれにしても台数がふえれば当然増額にな

るという認識はございますので、ご理解いただきたいと思います。 

   それから、運行時間でございますが、現時点での想定ですが１名を考えております。

そうすれば、労働時間ということで、１時間を休憩時間差し引きますと、当然９時間

が今のところ目安になってございますので、８時半絡まりから４時半あたりが現時点

の想定ということで予定しております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 時間的なものは９時から予想しているということらしいんですが、

この辺はどうなんでしょう。やっぱり病院とかいろんな買い物とか、またはいろんな

事情でもう少し早めたほうがいいのかなという気がしないわけでもないんですが。そ

れは今後の会社との協議だろうと思いますが、１日大体７時間から７時間半を想定し
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ているらしいんです、会社としては。そういうことになればもう少し早めて、夕方や

っぱり４時半とか５時とかに切り上げるというような形になろうかと思っております

が、それは今後の協議次第だと思っております。 

   このデマンドタクシー、話題を振りまいておりますが、今後、広域生活バス運行、

現在走っておりますが、これらとの今後のあり方、ちらっと村長のほうからも話あっ

たんですが、今後どういう方向に村の足を、高齢者の足を確保したり、また弱者の足

を確保するためにはどういう方向性を持っておられるのか。非常にこういうものは、

非常に利益率がどうのこうのという問題でもなくて、社会的なものに対しての行政の

ありようということで取り組まれるということは理解しておるんですが、今後、高齢

化社会、または弱者のためにどのような方向でこれを、広域バスも走っている問題で

すから、両方兼ね備えるのか、またはどちらかに絞るのか、いろんな形で考えておら

れると思いますので、ひとつお答えできればお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、デマンドタクシーに初めて取り組みますので、県内でも先進事例はございま

すので、そういうものを参考にしながら、とりあえず１年間試行すると、社会実験を

するということで、利用状況を見ながら次年度以降について決めていきたいと。 

   生活バスについては、やはり見直しが必要だろうというふうには前々から、乗車率

が非常に悪いということと、玉井地区しか走っていないという問題もございますので、

その辺についての見直しは当然しなきゃいけないと思っておりますが、これは本宮、

二本松とも共同運行になりますので、その辺との話し合いというのも出てまいります

ので、来年即どうのこうのということではなくて、少しデマンドタクシーの社会実験

とあわせながら、本宮、二本松とも協議が出てまいりますので、総合的に検討してま

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。４番。 

○４番（鈴木康広） １点、質問いたします。 

   １０教育費、項１、教育総務費のページ１５９の⑥、スクールソーシャルワーカー

活用事業に要する経費の中の賃金という形で、決まっていればどういう方がその内容

に当たるか。あと、その方がもし継続していれば、いつごろから勤務されているか。

あと、各学校での勤務予定についてもいただければと思います。 

   次、１６３ページ、⑫適応指導教室設置に要する経費について委託料ということが

ありますので、この委託先並びに委託内容についてお尋ねいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（武田幸子） ４番議員さんにお答えいたします。 

   まず、スクールソーシャルワーカーなんですが、２００８年６月より大玉村に勤務

をしていただいております増田泰司先生という方にお願いをしております。９年目に

なっております。スクールソーシャルワーカーの配置が行われましたのが２００８年
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からなんですけれども、そのときに県のほうで初めて募集を行いまして、そのときか

らお世話になっている先生です。それまで民間のカウンセラーの経験のあった方なの

で、いろんな相談に真摯に乗っていただきまして、いろんなさまざまな問題を今まで

も解決していただいておられる大変すばらしい先生です。 

   あと、通常の配置は大玉中学校のほうに在籍しておりますが、必要に応じて各小学

校とか幼稚園、それから保育所のほうにも来ていただいて、ご相談に乗っていただい

たりをしております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ４番議員さんの１６３ページ、適応指導教室の設置についてと

いうことでお答えをいたします。 

   適応指導教室でありますが、さまざまな理由で登校できない小・中学校に在籍して

いる児童・生徒から、復帰傾向のある、いわゆる学校に登校したいというふうなお子

さんをサポートする、そういった教室になります。 

   ２８年度につきましては、該当の児童・生徒が発生しなかったということで、予算

のほうは頂戴しておりましたが開設はしなかったということになりますが、２９年度

もこのようなことに対応するということで予算を計上させていただいております。 

   内容につきましては、委託料、これは適応指導教室の専門指導員に対する業務の委

託料ということで、人件費の部分になります。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ４番。 

○４番（鈴木康広） ありがとうございます。 

   当然、スクールソーシャルワーカーについても、後半のほうの適応指導教室のほう

と関連はすると思うんですが、今現在は委託料を予算化していると。具体的なもし委

託先とかの予定とかがあって、それが出せるんであれば伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） 適応指導教室の委託先ということでよろしいでしょうか。 

   これは会社等ではございませんで、個人に委託をするということで、教員免許をお

持ちの方に指導をお願いするというふうな形になります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 農業振興に関する共通経費という点で、１１９ページのほうで何

点かちょっとお尋ねしたいと思います。 

   １９の負担金、補助及び交付金。以前にも説明ありますけれども、改めて産地パワ

ーアップ事業補助金、大変国の助成が大型助成ということでありがたい助成金であり

ますけれども、改めてこの概要で、内示があったから今回これ予算に計上してありま

すけれども、それらの日程等、さらに内容的に、どういうふうな建物で、どういうふ

うな内容か、その辺の概要説明を改めてお願いしたいと思います。 

   この件については、村で単独で支援するということも以前あったわけですけれども、
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今後その問題も含めてどのように考えていらっしゃるのか。当然この金額には入って

いないと思いますので、その辺をお伺いしたいと思います。 

   この列の一番下にあります元気創造支援事業補助金、これらについてのちょっと概

要説明お願いしたいと思います。 

   とりあえずそれだけ２点お願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   １１９ページの産地パワーアップの関係ですが、これについて、内容については担

当のほうから答弁させますが、村単独のものというのは、一般質問にもお答えをいた

しましたが、現在考えているのは、やはり育成、農業生産法人を立ち上げていただい

て、スムーズに立ち上げて経営をしていただくということで、村単独でも上乗せの支

援をしたいというふうに考えておりますが、現時点では、平成２８年度で想定してい

た程度の金額を今後補正でお願いをしたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   １１９ページ、産地パワーアップ補助でございますが、内示というか、今の段階で

は事業計画を、農業法人と計画をつくっている段階でありまして、これから事業計画

を出すと。内示につきましては、通常の国庫補助と同じですので、おおむね４月下旬

から５月ごろには内示になるだろうと。そこから、後での概要でも話しますが、建物

建築に入りますので、そこから建築確認を受けると。並行しまして、建築確認がおり

た段階で競争入札に付して建屋を建てると。大体年内中、計画ですと１２月というこ

とになっていますが、ちょっと日程的には厳しいのかなという感じもしております。 

   今の日程なんですが、事業の内容につきましては、いわゆるライスセンターの建設

ということで、建物を建てまして、そこにいわゆる乾燥機とか調整設備、そういった

ものを入れるという内容でございまして、事業費的には約１億８，０００万。国の補

助ですので消費税を除いた２分の１が補助金ということで、今回計上させていただき

ました８，３００万ということになっております。 

   あとは、元気創造支援事業補助金でございますが、これにつきましては、地域おこ

し事業ということで、耕作放棄地対策、あとは新たな産業づくり等、今までですと農

業に対する補助ということだったんですが、いわゆる村の元気づくり、いわゆる新し

い取り組み、そういったものに対して補助をするということで要綱をつくりまして、

そういった事業があれば積極的に支援をしていきたいというような内容のものでござ

います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 改めてこの産地パワーアップ事業補助金、経過からしますと、あ

あいうふうな形で法人化して、既に造成工事は終了しているのかなと思っています。
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今、このことを質問する気はなかったんですけれども、１２月云々完成というような

ことを聞いてちょっと、我々もライスセンターをずっと５９年度から運営させてもら

っておりますけれども、やっぱり秋の収穫に間に合わないんでは大変なことになるな、

それでなくてもいろんな事業計画が最初の思惑よりおくれているこの彼らの経営内容

かなと思っていますので、そのことは是が非でも間に合うような形でないと、また次

年度になるということになったらば１年間、施設の性格からして１年間ずれ込むわけ

ですので、その辺の考え方を改めてもう一度お聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） 再度８番議員さんにお答えをさせていただいます。 

   事業費が１億８，０００万円ですので、これ機械も含めてですが、当然標準工期と

いうのがございますので、大体それが３カ月半から４カ月ぐらい。そうすると、国の

補助ですので、交付決定がないと先に進めないと、この日程だけはいかんともしがた

いという事実がありますので、今年の収穫にはちょっと厳し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） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 何点か質問申し上げます。 

   まず、６７ページ、この中の工事請負費の中で仮置場造成工事費が計上されており

ます。今までの質問の中で設計内容が大体整ったということでありますので、できれ

ばその事業概要を伺いたいんであります。ただ、今回特に伺いたいことは、この搬入

路、運搬のための搬入路について、通学路とか何かの関係をどのように考慮されたの

か、まずその点を伺っておきます。 

   それから６９ページ、ため池対策の、除染のため池対策委託料なんですが、これか

なり大がかりな事業でありますが、これの工期の関係と水量の関係で、作付時の配慮

はどのようになされる考えなのか伺っておきます。 

   それから８５ページ、災害援護資金貸付金、これは３月補正でも２５０万計上され

ております。今回また２５０万、どういった性格の貸付金なのか、中身について伺っ

ておきます。 

   それから、同じくこの８５ページの中で、人間ドック事業がございます。高齢化社

会、これから変わってきて、国も７５歳から高齢者と対応するようなことの話し合い

も聞いておりますが、これ人間ドック、今の現在の事業内容と今後の対応をどのよう

に考えておられるか伺っておきます。 

   それから、その下の戦没者追悼式、これ改めて時期と場所などをどのように今年度

は設定されているのか伺います。 

   それから、９１ページに行ってください。高齢者相談支援員、今回計上されていま

す。退職者の配慮から生まれた事業だったんでありますが、その辺、今後はどのよう

に考えておられるのか伺っておきます。 

   それから、その下の委託料に入りまして、老人健康管理事業の委託の内容の中で、
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湯治施設について、どういう形で、この場所の設定とか、旅館とか何か、その辺今ど

のような取り組みをなされておられるのか、内容について、検討状況について伺って

おきます。 

   ９５ページお願いします。新婚新生活支援補助７２万、県の支出も５４万ほどあり

まして、よく中身、何度か聞いたんですが、本当に理解できないんですが、この必要

性について改めて伺いたいと思います。どういうもので、どういう形で支援されるの

か、ご答弁よろしくお願いします。 

   それから、９９ページお願いします。保育所、今回保育士の採用とか何かもござい

まして、人員配置について伺いたいんでありますが、正職員、それから委託採用の内

容、保育士の人員配置について、どのようになったのかお示し願いたいと思います。 

   それから１１１ページ、悪臭物質濃度測定業務委託料、これ１０万円ちょっと上が

っていますが、これは必要性についてどういう形で計上されているのか、改めて伺い

ます。 

   それから１１３ページ、この中で単独処理浄化槽の撤去費補助というのがございま

すが、この対象について伺いたいんでありますが、これ多分、集落排水の入っていな

いところあたりでなっていると思うんですが、例えば、これは集落排水の対応地区内

で、そこで単独浄化槽になっている方を撤去して、これを集落排水に連結する際にも

この補助は該当になるのかどうか、あくまでも合併処理浄化槽云々の地域だけのこと

なのか、それ確認をしておきます。 

   それから、同じく１１３ページで、再生可能エネルギー利用促進に要する経費の中

で、今回、小水力発電の予算項目がないんでありますが、これは今年度はどのような

考えでこの再生可能エネルギー利用促進に取り組む考えなのか伺っておきます。 

   それから１２９ページで、農村環境改善センターの管理のことなんですが、ちょっ

と私の質問が複雑なんでありますが、災害の際の避難施設についてどこかの項目で伺

いたかったんでありますが、なかなか見つからなかったもので。私の地域は農村改善

センターを含む玉井小学校などが指定施設と理解されております。この問題を提起す

るのは、かつて名倉山とか又兵衛山地域の大雨の際に、地域として防災の拠点として

避難施設の必要性を訴えて、大玉の１区、２区、３区、区域の安心・安全のためで、

当時の区長さんなど通して、その中で南部地区のふれあいセンターという名目で陳

情・請願したくだりがございます。 

   当時、当局、それから議会の承認も得ているところでありますが、今回のこの質問

は、きのうの一般質問の中で、私の質問で、青少年交流センターなどで新たな補助制

度を見つけ実現に向けて活動してほしいと願って、村長からはそれなりの答弁を得た

つもりでありましたが、その後、私の後の同僚議員の答弁の中で、南部ふれあいセン

ターなどの箱物とか、大山公民館などの改修、これ当分計画しない旨の答弁があった

なしや、ちょっと疑問を感じたんであります。改めて村長の答弁の真意についてお尋

ね申し上げたいと思います。いささかこじつけの質問なんでありますが、該当する項

目がこの項目しか見つかりませんでしたので、よろしくお願い申し上げます。申しわ
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けありません。 

   続けてお願いします。１３３ページ、森林再生のための事業なんでありますが、委

託先を改めて伺いたいんでありますが、こういった類いの事業で、過去の事業で、こ

の関連した事業所を設定した過去がございます。私が伺いたいのは、その事業の成果

の確認をどのようになされているかということであります。間伐材の活用とか何かで

村の森林再生を大きく図る目的でそういう工場の設置を議会で承認したと思っており

ますが、何となく連携していない。玉井財産区あたりも間伐事業が始まったんであり

ますが、せっかくの間伐材、有効利用なされていない。その辺のことに局内でそうい

う連携性がないというか、その辺ももう少し考えて、せっかくできた事業所が今何と

なく休眠状態にあるような、そういう雰囲気も漂っております。そういう声も聞かれ

ております。その辺についてどういうふうに検証されておられるのか伺います。 

   それから、最後に１点。１３５ページの有害鳥獣についての３０７万、これいろん

な形でこの関連の人たちにお世話になっているんでありますが、村としてある程度計

画的な対策を立てられないものか、立てているとしたらばどのようにやっているか、

今何となく被害があったところ、当たりばったりのようなそういう雰囲気に感じるん

でありますが、その辺の計画的な対策についてどのように考えておられるか伺います。 

   以上、そこまでお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんの１２９ページの関係で、一般質問の中でも答弁をさ

せていただきましたが、ちょっと言葉足らずだったかもしれません。やらないという

ことではなくて、２９年度に、２８、２９と建設が続きますので、財源的な問題等も

含めて３０年度、３１年度、この辺では集中的に高齢者に向けての政策を検討したり、

そういう施策を実施していきたいということの中で、建物の大山公民館とか、子育て

支援センター、南部ふれあいセンター等について、有利な財源を見つけて計画的にや

っていきたいと、こういうことですので。今、地方創生関係、かなり有利な条件であ

りますので、そういうものも直近でもありますので、そういう可能性があればすぐに

でも取り組むというふうに考えております。 

   先延ばしをするという意味ではございませんので、財源を考えながら進めていきた

いというふうな感じで、南部ふれあいセンターについては、災害時の拠点という話も

当然伺っていますし、議会でも陳情案件として採択をされておりますので、これにつ

いては十分認識をしておりますので、やらないと、これからずっと先延ばしにすると

いうことではございませんし、子育て支援センターは土地まで用意して待っておりま

すので、何度も申し上げますが、財源的なもので有利な財源が出てくればすぐにでも

対応する施設だというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（渡辺雅彦） ５番議員さんにお答えいたします。 

   まず６７ページ、仮置場の造成工事、あと搬入路の関係だったんですけれども、こ
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ちらの仮置場の造成工事費につきましては、大玉村第３仮置場の造成工事１万

６，０００平米、そちらを２８年度では一度落としているんですけれども、２９年度

予算で再度計上させていただいております。搬入路の部分につきましては、一応隅切

りの拡幅等は行う予定でございます。 

   あと、続きまして６９ページ、ため池除染の関係で、工期と水量の関係なんですけ

れども、失礼しました。第３仮置場、通学路の安全確保ということだったんですけれ

ども、１０トントラック入れるような道路がございますので、特段安全対策関係につ

きましては今のところ考えてはございませんでした。なお、実際の工事始まる段階で、

現場等を再調査いたしまして、必要であれば何らかの措置をとりたいと考えておりま

す。 

   続きまして、６９ページのため池除染につきましては、工期のほうなんですけれど

も、水稲刈り取りが終わりまして１１月ぐらいに発注したいと考えております。工期

は２９年度内に終わらせたいと考えておりますけれども、標準工期で５カ月程度を要

する池もございますので、その辺はちょっと臨機応変に対応してまいりたいというふ

うに考えておりますけれども、なるべく次の耕作が始まる前に終わらせたいというよ

うな考えでございます。水量につきましては、池の水を抜いて泥をとるわけではござ

いませんので、水を張ったままの状態で泥だけ引き抜くというような形の工法をとり

ますので、水量に関しては問題ないかと考えております。 

   続きまして、１１１ページになります。悪臭濃度の測定委託料なんですけれども、

こちら小高倉山地内のほうの悪臭等ございまして、地元住民の方からも要望がござい

ました。今年度委託して１カ所ほど測定したいということで計上させていただいてお

ります。 

   あと１１３ページの単独の撤去費に関してなんですけれども、こちら集排のほうの

加入の際の撤去でもよろしいかということなんですが、勉強不足で何なんですけれど

も、私の考えでは、その集排に加入でも撤去する場合は該当になるのかと考えて思っ

ておりましたけれども、再度この辺ちょっと確認をさせていただいて、後ほど答弁さ

せていただきたいと思います。すみません。 

   あと、再生可能エネルギーなんですけれども、今年度につきましては、従来どおり

の太陽光発電とまき利用の補助事業を２１５万計上しておりまして、昨年度、公共施

設の委託でいろいろ調査してまいりました。その結果をもとに、今年度につきまして

は、どこから順序を追ってどういうふうに改修していくかというのを協議してまいり

たいと考えております。うちのほうの庁舎もそうなんですけれども、包括支援センタ

ーのほうのうちの事務所のほうもちょっとエアコンの調子が悪いということで、そち

らも新型タイプの省エネタイプのほうにかえればつながるという話もございますので、

その辺は今後どうするかということは検討してまいる。今年度につきましては、とり

あえず２８年度の結果をもとに、小水力ですか。申しわけございません。 

   私のは以上です。すみませんでした。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 
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○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。 

   ただいまの再生復興課関係の事業で、６７ページの仮置場の関係でございますけれ

ども、これ通学路というようなこともありますので、その通学時間帯の車両の運行等

についての規制、あるいは誘導員配置等については十分配慮しながら行いたいという

ふうに考えております。 

   それから、水力発電関係については、政策推進課のほうに回答をいただきたいと思

います。１１３ページ。 

   あとは合併浄化槽関係なんですけれども、単独槽の撤去につきましては、集落排水

の該当地区については、集落排水につなぐ場合には該当にならないと。結局は単独槽

を合併浄化槽にかえる場合に活用いただくということになりますので、ご了解いただ

きたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（溝井久美子） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ８５ページ、災害援護資金についてですが、こちらは東日本大震災で住宅が損害を

受けた方が、今回この援護資金を使って住宅を再生するための貸付金になります。

２９年度に当初予算に上げましたのは、今回２８年度で当初に上げていなかったため、

補正で対応させていただくようになったので、２９年度は当初で上げさせていただい

ております。 

   あと同じページの８５ページの戦没者追悼式ですが、こちらは前回もお世話になり

ました、ほうりん大山さんにお世話になる予定にしております。時期としては１１月

を予定しております。あとは、遺族会の皆さんとご相談させていただきます。 

   ９１ページ、高齢者相談支援については、こちらは今後も相談員を配置し、高齢者

の支援に当たっていきたいと思っております。 

   ９５ページ、結婚新生活支援補助金ですが、こちらは新婚の方に住居費、引っ越し

費用として、１世帯２４万円で３世帯を予定しております。 

   ９９ページ、保育所の業務委託関係ですが、こちらは正職員が８名で、委託職員は

３５名の予定です。そのうち５名については、短期の時間の勤務になっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんに補足説明をさせていただきます。 

   新婚新生活の関係でございますが、９５ページ、これの必要性ということですが、

こちらについては低所得者、新婚で、低所得者で、大玉村で結婚して新たにアパート

を借りて２人で暮らすとか、あとは、ちょっと住宅建設は難しいとは思いますけれど

も、住宅に引っ越すような場合、アパートであれば引っ越しの資金と敷金とか、そう

いうものをわずかな金額にはなりますが助成するということで、定住促進、それで、

結婚も誘導策というようなことで、これは県の事業になりますけれども、それに大玉

村も参加させていただいているということでございます。 
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○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ８５ページ、人間ドック繰出金でございますけれども、こちらは国保特別会計、

２５１ページの保健事業に対応する部分となります。事業の内容、それから今後でご

ざいますけれども、まず事業の内容でございますが、こちら３５歳から５歳刻みで村

６割から７割の助成をいたしまして人間ドックを受診していただくという事業でござ

います。２９年度の予算から７０歳も新たに対象にさせていただいております。対象

者につきましては、３５歳から６５歳従来までが２１０名、さらに今年度より７０歳

６６名を合わせまして２７６名がドックの対象者となってございます。 

   さらに、今後でございますけれども、昨年度の受診率４６．６％、２６年度の

４４．５％に比べて３．１％ほど上昇しておりますけれども、第２期の特定健診実施

計画では目標値が２８年度は５４％、２９では６０％と計画に満たない状況でござい

ますので、今後とも広報などを活用しながら受診率アップに努めてまいりたいと考え

ております。 

   続きまして９１ページ、老人健康管理事業利用施設などの選定方法等々に関してで

ございますが、こちら前年度契約していただいた方に、ちょうど今時期ごろに再度来

年度の契約について確認をさせていただいて、継続を希望する場合は、再度契約させ

ていただいているところでございます。２８年度は、１件、利用者からの要望もあり

まして、１施設ふえまして１２施設から１３施設となってございます。中身としまし

ては、幕川温泉、中ノ沢、横向温泉、野地温泉、熱塩温泉、岳温泉、飯坂温泉、穴原

温泉、芦ノ牧温泉、土湯温泉、そして、アットホームおおたまの１３施設となってご

ざいます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ５番議員さんにお答えいたします。 

   １１３ページ、再生可能エネルギーのところで、小水力の関係事業がないというご

質問でございましたが、村政執行基本方針の中にもございますとおり、民間資本導入

による事業推進ということで、一般質問でもございましたが、県内の電力会社に協力

する形で事業推進するということでございますので、村の一般会計からの事業支出は

今のところございません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   １３３ページの森林再生事業関係でございます。委託先といたしましては、近隣に

３社しかないものですから、３社の見積もり合わせによって委託先を決定する内容と

なってございます。平成２９年度に関しましては、森林整備６．２９ヘクタール、小

高倉山地内、田代です。こちらの森林整備を予定しているところでございますが、成

果の確認という内容でございますが、成果の確認に関しましては、今まで手入れのさ



 

- 174 - 

 

れていなかった、適正に間伐されていなかったところを間伐をするということで、確

かに終わった後に行きますと、からっとしまして随分木がなくなったなという感じは

受けますが、当然、間伐というのは保育間伐でございますので、１０年、１５年後に

は立派な山になっているのではなかろうかというふうに考えているところでございま

す。 

   また、間伐の利用ということで、２７年に施設を補助でつくったわけなんですけれ

ども、現在の森林再生ですと、間伐に関しましては、間伐材は放射性物質を測定しま

して、今までのものですと松とか雑木が主だったものですから、いわゆる行き先とし

てはチップ材、あとは太いものであれば市場のほうに搬出したというような中身にな

ってございます。その２７年に整備された施設の利用としては、森林環境交付金事業

のほうで、いわゆる小学校で使う木のキューブ、四角い積み木みたいなものなんです

が、そういうものをつくったりした経過はございます。 

   なお、こういった施設が村内にあるということで、平成２９年度の森林再生事業に

ついては、村内でのその活用についても検討をさせていただきたいというふうに思い

ます。 

   １３５ページの有害鳥獣関係でございます。行き当たりばったりの対策と言われれ

ば、確かに出たからということでその対策に追われているというのが実態でございま

す。大体出る場所というのは決まっていまして、昨年の夏場ですと、比較的守谷山あ

たりが随分出ていたということで、わなを仕掛けながら駆除隊のほうのお世話になり

まして事業を実施していたような状況でございます。 

   また、冬、雪が降りますと、いわゆる追い込みということで、比較的イノシシの対

策としては、やはり足跡を目印に追い込みという形になりますので、夏場については、

どうしてもやっぱり出たところに、出たところには必ずけもの道があると思いますの

で、そういったところにわなをかけて駆除するという内容になってございます。 

   また、広報等を通じまして、里のほうに出てこないように、いわゆる山と農地の間

あたりの見通しをよくするような刈り払い、こういったものも広報等で周知はしてお

りますけれども、なかなかやはり耕作放棄地もある実態もありますし、その山の際あ

たりの手入れがなかなか行き届いていないということで、大きな被害に悩まされてい

るようなところでは、地区が一丸となってそういったものに取り組んでいるという事

例もあるようですので、本村においてもそういったことが活用できるかどうか、そう

いったものも検討していきたいなというふうに考え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） ５番。 

○５番（押山義則） いろいろとありがとうございました。 

   村長、突然のとんでもない質問で申しわけありませんでしたが、納得いたしました。 

   また、６７ページの仮置場の造成工事、安全確保について説明いただきました。な

ぜきょうこう申し上げましたかというと、地域の方々、今までの説明の中で子どもた

ちの通学路のことの説明すら受けていない、そういう状況の中で納得できるかという
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ような、そういうようなことが耳に入りましたので、あえて申し上げました。やはり

地域の安心・安全をしっかり図った上でこの事業を進めていただきますことをよろし

くお願い申し上げます。 

   それから、１１１ページの悪臭物質濃度測定業務委託料、これはどういう形で結果

が出て、どういう形で活用できるのかということを再確認したいと思います。これに

ついては、確かに目的はわかるんでありますが、これだけのお金をかけます。どうい

った形で、ただ悪臭がここに出たからこれだけで済むんでは何の意味もありませんの

で、その辺についてどこまで考えていらっしゃるのか、よろしくお願いします。 

   それから、１３３ページの森林再生について。これはいろんな形でそれぞれの地域、

特に浜通りは最も大きい予算でこれに取り組んでおります。けさのＮＨＫのニュース

では、いわき市で間伐材利用でいろんな事業、地域おこしとか直売所とか何かで活用

しているということがニュースで朝早くやっておりました。 

   せっかくそういう形で施設が村内にあるわけですから、それを、間伐材、測定して

でも何でもいいですから、結局山に捨てられている部分、それを活用して、これ少し

管轄が違うもんだからここまで踏み込まなかったんでありますが、玉井財産区で間伐

いたしました。そして、すばらしい材料が山の中に放置されております。結局、スト

ーブ材のまきなんかに使えばすごく高級なものでありますが、このまま朽ち果てさせ

るのはすごくもったいないなと、そういう大きさと太さのものが山に放置されており

ます。その辺の活用はやっぱり有効に図るべきだと、それが自治体のあり方だと思っ

ておりますので、重ねて申し上げておきます。 

   １点、質問漏れいたしましたので、１２１ページの産業振興センターの運営業務委

託料の１，２２４万７，０００円について、これ内訳について伺いたいんであります

が、これ今年度公設民営化が進みます。その辺の調整はどのように考えていらっしゃ

るのか伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（渡辺雅彦） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ６７ページの安全確保につきましては、十分気をつけて施工していきたいと考えて

おります。 

   １１１ページ、悪臭の調査委託なんですけれども、県の基準がございまして、基準

値はちょっと覚えてはございませんけれども、その物質、悪臭になるもとの物質等基

準値がございます。今回、それを測定いたしまして、県の基準と照らし合わせてどれ

だけの差があるかということをまず確認をさせていただいて、それを超えているよう

であれば強く指導してまいりますし、それを超えていない場合でも住民の方には結果

を報告して、引き続き悪臭の根源について指導、教育してまいりたいと考えておりま

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） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 
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   まず、質問の順序から行かせていただきます。１３３ページの森林再生関係でござ

います。ご指摘の部分に関しましては、今年度といいますか、最近やったところの田

代の部分かと思います。当該事業に関しましては、平成２７年度の繰越事業だったも

のですから、２９年の４月以降に延ばせない事業だったということで、本来ですと間

伐材を搬出、売却ということになるんですが、今回の場所につきましては、切り倒し

ということでやらせていただきました。引き続き同じ場所、今度、杉のほうに入って

いくわけなんですが、その場所については搬出ということで今のところ考えてござい

ます。期間的にちょっと間に合わなかったという部分がありまして、今回切り倒しと

いうことでさせていただきました。 

   あとは、１２１ページの産業振興センターの管理運営関係の運営業務委託でござい

ますが、これにつきましては、建設予定の新しい直売所に関しましては、当初、オー

プン時の目玉がないと寂しいということもありまして、１０月か１１月ごろにはオー

プンしたいというふうに考えていたんですが、若干造成工事で、いわゆる資材の購入

に時間がかかったといいますか、そういう部分で若干おくれてございます。 

   今回、当初予算で計上させていただきましたのは、今の体制での運営ということで

計上をさせていただいております。スタッフについては、店長、あとは主任、そのほ

か常勤１名ということで、去年の当初だと３人と３．３か３．４くらいで見ていたん

ですが、やはり販売量が大きくなってきますと、１２月でも補正をさせていただいた

ところでございますが、どうしてもやっぱり人員的に不足するということで、現在

３．８人くらいの割合で動かしてございます。計上させていただいた部分に関しまし

ては、先ほど申しましたとおり店長、あとは主任常勤とが１名、あとは常勤１名、あ

と臨時として２名体制ということで計上させていただきます。５名体制ということで

計上をさせていただい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） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんに、今ほどの産業振興センターの管理運営費関係

ですが、産業課長から答弁がありましたが、ここに記載のとおり委託料については

１，２５８万１，０００円で、総額で２，０６３万１，０００円計上しておりますが、

これはあくまでも１年間直営で行った場合の経費ということで算出されております。

そういった中で、現在進行しております公設民営による運営ということで新しい法人

の設立時期、そして直売所の建設時期がまだ確定していない部分もございますので、

それら確定によって経費の補正等を図っ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） ５番。 

○５番（押山義則） 産業振興センター、いろいろ運営業務について説明ございました。

今のスタッフ、大変会員の中でも評判がいいんです。会員の意欲も今のスタッフにな

ってから大分上がっています。だから、そういうものを、その意欲なんかを失わない

ようにうまく連携を図っていただいて直売所の運営に、成功に結びつけていただきた
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いと思います。 

   それから、森林再生について。けさ、いわき市のことなど申し上げましたが、村長

も言っておられるＣＬＴ、それから、そういう活用、上手に図っておられます。きょ

うのラジオの中のニュースでも、ちょっと聞いて驚いたんですが、今その事業でやる

と大分格安で建物が建つんです。いろんな補助制度がありまして。やっぱり私きょう

布団の中で思ったんですが、せっかく直売所をやるのに，ＣＬＴを活用したらば２階

建てぐらい余裕でできたんじゃないのかなと腹の中で思いながら、残念だったなと思

っております。やっぱりそういう先進的なもの、しっかりニュース、耳を開いていた

だいて活用を図っていけるような行政運営をお願い申し上げまして、終わります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。２番。 

○２番（遠藤勇雄） ２点だけ、少しお願います。 

   ８５ページになります。８５ページの⑥国保特別会計に要する経費の２８繰出金、

その一番下の国保財政安定化調整事業、これ１，７４５万６，０００円ですが、暫定

予算ではありますけれども、前年度当初では４，０００万円になっていまして、この

２分の１といいますか、２，０００万円弱ぐらい減額になっているわけですが、暫定

予算とはいえ、その辺の何か特別なことがあったのか、医療給付関係が特別に減った

とか、何か事由があればお聞きしたいと思います。 

   それからもう一点ですが、１４１ページの下のほうです。１５の工事請負費、道路

維持補修工事費２，０５０万円ですが、これについても前年度は４，８７０万円の当

初だったようです。これも２，８００万円ほど減に当初ではなっておりまして、これ

らについても何か特別な、実際このパトロール等、調査等をされて、その見積もりに

よってこの金額になったというふうになるのか、その事由について。 

   以上２件についてお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ２番議員さんにお答えいたします。 

   ８５ページ、事項⑥国保特別会計に要する経費の繰出金のうちの国保財政安定化調

整事業の減額部分の内容につきましてお答えいたします。 

   こちらの繰入金につきましては、保険税を初め各種負担金、それから交付金など歳

入に対しまして医療給付が歳出のほうで不足する部分を一般会計から繰り入れし、補

塡するような中身となってございます。平成２９年度予算では、前期高齢者の加入者

の増に伴いまして、前期高齢者交付金が前年度に対して４，１４５万円増という提示

があったことから、補塡すべき繰入額が縮減されたというものでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（伊藤寿夫） ２番議員さんにお答えいたします。 

   １４１ページ、⑮工事請負額のほうなんですが、減額ということで特別な理由はご

ざいません。パトロールで２本、道路ストックのほうで２本ということで予算計上さ

せてもらっております。緊急工事といたしましても予算を持っておりますので、その
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中で対応等、住民の方々の声を聞きながら道路の安全・安心を図っていきたいと考え

ております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ２番。 

○２番（遠藤勇雄） ありがとうございました。 

   今、１つ、１４１ページの今の道路維持の関係ですが、減額というか半分になって

いる関係で、毎日使う道路なので、この辺はしっかりと維持補修していただきたいと

いうことで質問させていただきました。なお、もう一度、その返事等を確認をさせて

いただきます。できるだけこの日々の道路の関係はお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   維持補修につきましては、一般質問の中でもお答えしたように、道路ストック関係

で調査をしております。計画的にこれも修繕を進めていかなくちゃならないという中

で、特に緊急性を有するもの、これは先ほど課長が答弁しましたが、パトロール等に

よる調査で、これは早急にやらないと、交通量も多い場所であれば危険に及ぶという

ような判断、そういったものから選んでおります。金額の大小につきましては、その

路線の延長等によりまして増額なり減額なり出ますので、それぞれの年度で金額が変

わってくるというような状況に現在はなってございますので、ご理解いただきたいと

思いますが、できるだけ安全を確保するために予算のほうの確保にも努めてまいりた

いというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） ここで、休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時２５分

といたします。 

（午前１１時０９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時２５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 引き続き、質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 何点かお尋ねをいたしますが、まず財政関係で１９８から含めた

村債並びに地方債、それから債務負担という全体の関係で、去年と比べてほぼ同じぐ

らいの臨時財政対策債という、これは、今年は４５．３で去年は４５．２と、ほとん

ど横ばい的な状況でありますが、債務負担行為でも、それぞれの目的のために借りた

金も、介護専門学校が去年、おととしか、終わったというようなことで、大分それも

軽くなったのかなというふうに思います。 

   我々、ずっとお世話になってきた経過からすると、６０、７０億という、この一番

下の数字があったり、それから大蔵省などで言われた、この借りかえすっぺと思った

って、８％あるのは借りかえさせないというような時代があって、いつもそればかり

頭の中にあって暮らしてきて、ここに来ると、今度は何か余りにもあれだから大丈夫
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なのかななんて逆に思ったりするんですけれども。この４６億のうち約２０億はそう

いうわけだということですから、この借りかえ等々も含めて今、相当金利も安くなっ

たわけですけれども、そうしたことを行いながら財政状況の見通しとしての、いわゆ

る安全運転についての見通し等々について、まず財政の面ではお尋ねをしておきます。 

   それから、教育関係で幾つかお尋ねをいたします。 

   ページでいうと１６６、それから１６８、１７２と、いずれも学校関係のパソコン

のリースの等々であるわけでありますが、これまでもいろいろやってきたわけであり

ますから、大枠はわかるんですけれども、それらの活用状況、あるいはまた、それら

の機器類というのは日進月歩、これ進んでおりまして、通告を見てもつくづく感じる

けれども、おらあたりはもう字で書くしかなくて。やっと覚えたかなというころは次

のところに入って。そういう意味で、今のタブレットなどというものも相当普及した

りしている状況の中で、そういうものも含めて、今使っているパソコンの関係、ある

いは利用状況等々について概略をお知らせをいただきたいと思います。 

   それから、先ほど適応措置の、これは大体わかったのでいいですが。 

   それから、１８４ページでありますが、執行基本方針の中で、生涯学習の中で新た

におおたま学としての歴史文化等々の地元を学ぶ理解を深める事業というのを展開す

るんだというようなことが述べられておりますが、予算措置の中では、一体どこに当

てはまっているものがあるのかどうかということをお尋ねします。 

   それから、もう一つは、これはどこに該当するかちょっとあれなんですけれども、

八坂神社の松ですね。ああいう状態になって、ごらんのとおりですけれども、文化財

の保護、あるいはその処理というふうに見るんだか、あるいは松くい虫の伐倒の適用

として見るのかは、それ全く予算措置も違うし、さらにまた、まだまだ大丈夫だから

今年はされがまねというふうにして置くのか。 

   この３点、これらについてお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   地方債関係の健全性の確保というお話でございますけれども、今回１９９ページで

すか、ごらんいただきますと、２９年度の年度末の見込み残高４６億２，６００万と

いう数字がございます。このうち、継続費のほうでも掲載しておりますけれども、

４億２，３００万円程度が防災行政無線デジタル化改修事業の関係でございます。以

前お話をさせていただきましたとおり、借入額の７０％につきまして交付税措置が後

年度にされるというふうな内容もございます。また、現在の借り入れの利率自体が、

これは地方公共団体金融機構の例によりますけれども、公共事業等債関係につきまし

ては利率０．４％でございます。先ほどお話出た従来の７％、８％からの利率からし

ますと、かなり低い数字になってございます。また、緊急防災・減災事業債につきま

しては、これは３０年償還で０．７％というふうな、これも低い利率に今なってござ

います。 

   なお、こういった償還期間、通常ですと３０年以内、据え置き期間うち５年以内と
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いうふうな状況もございますので、こういった有利な償還期間３０年というふうな平

準化を図りながら、地方債の償還につきましても、何といいますか、平準化を図りま

して、安全な健全運営には今後とも努めさせていただきたいと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） １０番議員さんにお答えいたします。 

   コンピューター関係なんですけれども、今、国のほうでは新しい教育のあり方とい

うようなことで、間もなく３月中に、３３年度から始まる学習指導要領、これ大体

１０年スパンで動いているんですけれども、そういった中身の全容が明らかになりま

す。その中で、コンピューターの活用というようなことについて非常に大きな問題提

起をされています。どういうことかといいますと、２０３０年に、今、人工知能とい

うんですか、それがもう本当に爆発的に開発されていきまして、そういった中で、そ

ういう時代に生きる子どもたちをどうするかというようなことについてが課題になっ

ております。 

   ちなみに、２０３０年になると、現在の職業の半分以上が、もう多分なくなってし

まうんじゃないかというようなことです。ただ、人間にしかできない仕事があるでし

ょうと。その典型的なものが、幼稚園の先生であるとか、小学校の先生なんですけれ

ども、それ以外はもうというようなこと。 

   それで、そのコンピューターというのは魔法の箱ではないんだというようなことで、

どういうふうにしてそれが成っているかというようなことについて、プログラミング

学習というんですけれども、そういったこともやっぱり教えていく必要があるだろう

というようなことで、教育の中身にそういったことが入ってきます。そういったこと

を想定しまして、今、入れていますコンピューター、これ、リースなんですけれども、

来年度、そのリースの更新になりますので、先ほど議員さんがお話ありましたタブレ

ットというような形のほうがいいのか、それから、今使っているやつがいいのか、そ

れぞれ長短ありますので、そういった国の動向を見ながら慎重に検討していきたいと

いうふうに思っております。 

   なお、活用状況につきましては、課長のほうから報告させていただきます。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（武田幸子） それでは、私のほうから小・中学校のパソコンの現在の利

用状況についてご説明を申し上げたいと思います。 

   パソコンの利用時間及び利用内容については、学年によって大きく異なる状況にあ

ります。主に下学年、小学校１、２年生は数字を使っての学習が主な学習になります。

それから、３年生、中学年になりますと、ローマ字の学習によって文字が入力できる

ようになりますので、調べ学習ができるようになりまして利用の幅が広がってきます。 

   小学校１、２年生のほうは、主に学級活動とか生活科、算数などで、学期に２時間

～５時間程度利用しております。内容としましては、カレンダーづくりなどでパソコ

ンになれるというような内容で行っております。 
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   ３年生になりますと、国語、それから総合学習、理科などで週１時間程度、こちら

もカレンダーづくりとか、長さとか、計算の応用などに使用しております。それから、

ローマ字の学習が入ってまいりますので、そこで入力の仕方を学ぶことができるよう

になっております。 

   ４年生になりますと、国語、理科、総合学習などで週１時間～２時間程度、そこで

入力ができるようになりますので、調べ学習というのができるようになってきます。

内容としては、夏の星についてとか、それから大玉村についてとか、そういった内容

で、自分の興味、関心を持つものに対しての調べ学習がふえてまいります。 

   ５年生になりますと、総合学習、それから理科などで週１時間～２時間程度、それ

もやっぱり調べ学習で、天気のアメダスに接続して学習するとか、そういう形でやっ

ております。 

   ６年生になりますと、総合学習、社会、理科、国語などで週１時間～２時間程度、

修学旅行の下調べなど、そういうものに利用しているということです。 

   あと、特別支援学級につきましても、自立活動で学期に６時間程度、生活単元で学

期に１時間程度を利用しております。 

   それから、中学校に関しましては、全学年、週１２時間程度利用しております。主

に技術科、社会科、総合学習などで使用しております。また、生徒指導ということで、

生徒からのアンケート調査などに無記名で回答することができますので、そういった

ものにも活用しております。ただ、やっぱり使いこなしにつきましては、個人差が大

きいということなので、基本的な文章の作成とかエクセルなどの指導、あと、調べ学

習などを行っているというような内容でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（後藤 隆） １０番議員さんにお答えいたします。 

   １８５ページのおおたま学関係の予算措置についてであります。こちらにつきまし

ては、８報償費、おおたま学推進員報償ということで２８万８，０００円を計上して

おります。また、１１需用費、印刷製本費ということで１５８万３，０００円を計上

しております。こちらの中身につきましては、パンフレットの作成並びにリーフレッ

トの作成等を想定しております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） １０番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   八坂神社の松の件でございますが、八坂神社の松につきましては県指定の緑の文化

財ということで指定を受けております。以前から、いわゆる幹に穴をあけて薬剤を注

入する注入処理とか、今現在は、毎年、地上散布を行って、松くい虫から守っている

というのが現状でございます。 

   今回、このたびの、ちょうど、あの水源の脇にある松につきましては、昨年から頭

のほうが枯れ始めまして、ちょっと危ないということもありました。松くいなのかど
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うかはちょっとはっきりしないんですけれども、やはり道路の脇でもありますし、水

源もあるという、そういった緊急の状況にある中、危険木の駆除もやるということも

ありまして、高所作業車等を導入して何カ所か今やっていますので、それとあわせて

今回、八坂神社の松を切らさせていただくという内容でございます。 

   なお、県指定の緑の文化財でございますが、指定はしたが県はお金を出さないとい

うようなことで、これにつきましては、本来であれば、所有者がみずから対応すると

いうことになるかと思いますけれども、ちょっとこの辺にはなかなかない太さ、高さ

の松でもあります。なかなか氏子さんのほうも容易でないということで、地元の総代

さん、区長さんからご相談をいただきまして、公共の安全を考えた上での措置という

ことで、ご理解を賜りたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） それぞれ、ご答弁ありがとうございます。 

   タブレット関係のお話は、るる詳しく聞きましたが、いずれ茨城だかに行って、い

ろいろ調査したというようなお話も承っているんですけれども、お金かかるんだよね、

それやると。だから、余りそれはなかなかあれだけれども、いろいろ詳しく今説明を

受けると、まだまだ相当に使える、いろいろな利用。私、正直、やっとカレンダーつ

くっているところだ。これ、聞いたら、小学校の低学年が今やっていると、今、そう

いう状況ですね。そういうことで、いろいろ活用できるんだということで、大いに活

用していただきたい。 

   それから、３番目に聞いたさっきの生涯学習課の予算と、パンフとリーフつくるん

だというのはわかる。それはわかった。そういうことは聞いていないんです。どうい

うことをやるんだと、こういうことで。予算とかというのは、それをやるからそれが

出てくるんだから、余りそこには期待、余り心配しないで、どういうことをやるんだ

ということを。 

   それから、さっきの松は、私は文化財だと思ったから聞いたんで、緑の文化財とあ

そこにちゃんと書かっているもんだから、そっちのほうかなと思って。産業課なら聞

いてはならなかった話でね。そういうことです。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   おおたま学でありますけれども、２６年度から策定作業を進めておりました歴史文

化基本構想、これらの内容を具現化していくためには、いかに村の方に村のことを知

っていただくか、これが一番肝要ではないかというふうに考えております。 

   したがいまして、歴史文化基本構想を取りまとめの際に収集いたしました資料、ま

た、それ以外も含めておおたま学というふうな形のジャンルを設けて、人物あるいは

歴史、自然、民俗、地理、文化というふうな、現時点で考えておりますのは大きく

６分野でありますけれども、これを推進委員会で各年度２分野ずつ、３カ年で１つま

とめていきたいというふうな考え方を持ちまして、推進委員会において検討を進め、
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さらに印刷物として配布する、あるいは生涯学習分野、社会教育で講座化を図ってい

くというふうな形で、いかに我が村について知っていただき、そしてまた、それを通

じて愛着を感じていただいて、新たな地域づくりに寄与していきたいというふうな事

業でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。６番。 

○６番（武田悦子） ５９ページ、中ほどにあります１９負担金、補助及び交付金の中の

一番下段にあります大玉村地域づくり活動サポート事業助成金。昨年から始まった事

業でございますが、昨年の実績、どのぐらいのところで行われたのか。 

   いろいろ聞きますと、なかなか皆さんよく理解されていなくて、使い勝手が悪いよ

うなお話もあったように感じますが、地域づくりを進めていく上で大変重要な事業だ

と考えますので、今年度どのように、また新たな部分が出てきているのか、昨年同様

なのか、そのあたりも含めてお聞きをいたします。 

   その下、ずっと下段にあります１９番の広域バスの運行事業補助金。デマンドの関

係もございます。広域バスの実績というのはどの程度の実績になっているのか、伺い

たいと思います。 

   ６１ページ、⑤の定住促進対策に要する経費の中の交付金であります。１００万円

計上されております。この一定の要件、これを改めてお伺いいたします。 

   １５９ページ、⑦特別支援教育支援員配置に要する経費でございます。大玉村の特

別支援員のこの制度、大変、子どもたちにとってありがたい制度だなというふうに思

っております。２９年度は何人ぐらいの子どもたちが対象になるのか、お聞きしたい

と思います。あわせて、特別支援学校に通っていらっしゃる子どもさんもたくさんい

らっしゃいます。郡山なり、福島なりに通っている子どもさん、大変な中で通ってい

らっしゃって、昨年、管内の保護者の皆さんから、安達管内にぜひという要望書を出

されております、県議会、県のほうにも。村としても、再三要望活動をされていると

いうお話も伺っております。その後の経過もお聞きしたいと思います。 

   １７９ページ、上段の工事請負費、幼稚園の園舎の増築工事でありますが、大体の

概要を伺いたいと思います。 

   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） ６番議員さんのご質問にお答えいたします。 

   ５９ページ、地域づくり活動サポート事業ということで、今年度、６件の実績がご

ざいます。うち、行政区が３件、それから、その他の団体ということで３件でござい

ます。それぞれ金額が大小ございまして、上限額使っているところもあれば、わずか

数千円のところもあるということでございます。 

   それから、同じページ、広域生活バスの実績でございますが、昨年度、１万人を延

べ人数で割ってございます。正確な数字、ちょっと今つかんでございませんが、９千

数百人ということで、減少傾向にはございます。 
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   それから、６１ページ、定住関係ということで、定住促進住宅団地造成事業交付金

でございますが、これは一定の区域内で戸建て、もしくは集合住宅を建築した場合と

いうことで、分譲価格が２区画、それから１区画当たりが１６５平米以上ということ

と、それから、建築基準法で規定している道路に接道、粘っているということと、そ

れから、当該年度中に完成するということでございます。１区画当たりが５０万円、

最高１０区画分、５００万円ということでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番議員さんにお答えいたします。 

   安達地区への特別支援学校の設立についての動きでありますけれども、さまざまな

方々から要望等をいただきまして、昨年、２８年度になってから具体的な動きがあり

ました。県のほうに３市村の教育長が行って具体的なお話を伺ってまいりまして、県

のほうでおおよその方向性は出してあるんですけれども、具体的には県のほうから発

表になると思います、ここでは控えたいと思いますが。安達地区内に、場所は二本松

市なんですけれども、そこに県立の支援学校ができるというようなことでの回答をい

ただいております。時期については、まだ詳細については確かではないんですけれど

も、そういう方向になっております。 

   支援学校ができることによって、安達地区内で支援学校に通う子どもたちの利便性

が非常によくなるというようなことが１点と。それから、もう一つは、特別支援教育

の重要性が今言われているんですけれども、そういった中で、特別支援教育のセンタ

ー的な役割というんですか、いろいろ相談とか何か、そういったことの機能もその支

援学校が果たしてくれるというようなことについての話も確認してありますので、今

そういう状況になって、支援学校が安達にできることによって特別支援教育がまた充

実するものになると、そんなふうに捉えております。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（武田幸子） ６番議員さんにお答えいたします。 

   平成２９年度の特別教育支援員の必要数としましては、玉井小学校が４名、それか

ら大山小学校が２名、玉井幼稚園が１名、大山幼稚園で１．５名というふうに一応予

算を計上させていただいております。それから、特別支援学校に就学していらっしゃ

る児童・生徒さんの数なんですが、予定では１５名というふうな予定であります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ６番議員さんに、幼稚園の園舎増築の概要についてご説明を申

し上げます。 

   これにつきましては、現在、実施設計、それから監理業務を発注をいたしたところ

でありますが、概要といたしまして、大山、玉井両幼稚園とも保育室を２室、それか

ら、それに伴いますトイレ、手洗い等も含めた増築ということで、現在、実施設計作

業を進めていただいているというところでございます。 
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○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） それぞれにありがとうございます。 

   ５９ページの地域づくり活動サポート助成事業について再度お伺いいたします。 

   昨年と同じ中身で今年もやるということでよろしいんでしょうか。この実績だと、

行政では３区しか行わなかった。せっかくの事業をもったいないと思いますし、もっ

ともっと行政で取り組んでいっていただきたい事業かなというふうにも思いますので、

村としてどのようにお勧めするのか、こういうことも、ああいうことも、ここの中で

できますよというふうなお勧めをきちんとされているとは思いますが、受け取るほう

が受け取れないんでは、説明になっていないのかなというふうにも思いますので、そ

のあたりも改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   行政区、３行政区が今年度実施してございます。中でも、具体的な行政区名を申し

上げますと、１２区、それから１６区、８区ということで、１２区と８区については、

前々からやっていた区民全体でやっていく事業がございます。それに乗っかった形で

の補助ということになりました。新たに、新規で１６区のほうで補助を受けることが

できました。これは区民祭的な運動で全区で取り組んで、スポーツ活動と美化活動を

やるということでございます。 

   これにつきましては今年度から始まった事業でございますので、区長さんに年度当

初説明をして、途中でもお話をさせていただきました。幸いにといいますか、来年度

も同じ区長さんでございますので、そういった事例を説明しながら、再度、行政区内

全域で取り組めるようなものということで、引き続きお知らせなり、お誘いをしてま

いりたいと思っております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。９番。 

○９番（佐原吉太郎） １３３ページの、先ほど須藤議員が松くい虫についてお尋ねいた

しましたが、実は前に私言った経緯がございますが、非常に残念であります。歴史の

ある、大玉でも、やはり松は恐らく何百年ですね、七、八百年ぐらい過ぎていますか

ね。非常に残念であります。しかし、起きたことはしょうがないです。なくなったも

のを掘り起こすわけにはいかないんで、これはやむを得ないといたしましても。ただ、

今後、やはり今の技術をもって何とか残った松でも食いとめるという、その現在の技

術があるのかどうか。これ、生命というのは必ず限りがございまして、必ずこれは、

いつかはあの世へ行くわけでありますが、寿命でありますから。 

   しかし、今の段階で、大玉の貴重な八坂神社の松でありますので、できるだけの手

当てをしても、現在このような状況になったのでありますが、やはりそういった経過

というか、どれだけあそこに手を尽くしたか、尽くしても尽くしてもだめだったとい

うのであればやむを得ないんですが、どのぐらい検討、そういった薬とか使ってもだ

めだったのか、その辺も、今までの経過を含めてお答え願いたいと存じます。 
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   今、それをひとつ、１点。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ９番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   詳細な資料が手元にないんでわかりませんけれども、平成の初めか、昭和の終わり

ころから、松くい、本格的にやってきたのかなというふうに思っています。 

   先ほども話をしましたが、八坂神社の松に関しましては、一番最初やったのは、確

かに、幹に穴をあけて薬剤を注入するというやり方もやっていたかと思います。現在

は、地上散布を２回ほど、毎年実施をしております。 

   今回、枯れた松、確かに枝が垂れていまして、なかなかそこらにあるような松では

ない立派な松です。そういったものについても、今まで枝が下がっている部分で、栄

養分とか水がちょっと行かないのかなというふうなところもありましたが、危ない部

分に関しましては高所作業車を使って、いわゆる地上散布やる場合に、枯れ枝につい

ては落としてきたというのが現状でございます。地上散布につきましては、先ほども

申しましたが、緑の文化財に指定されるように立派な松でございますので、これから

もできるだけ守るような形で、幹に穴をあけるようなことになりますと、やはり水脈

を断つということになりますので、今やっている地上散布が一番最良の方法なのかな

というふうには感じております。 

   以上でございます。 

○９番（佐原吉太郎） ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） ９番。 

○９番（佐原吉太郎） ああ、失礼しました。 

   そういうことで、それぞれお答えいただきましたが、何はともあれ、やっぱりでき

るだけの手当てをしてやっていただきたいと。なかなか、ああいう八坂神社の松は大

玉にとっても貴重なものでありますから、そういうことも含めて、ひとつ、ちょいち

ょい行って管理をいただいて、できるだけの手当てをしていただきたいと、このよう

に思っております。 

   次に、１３３ページでありますが、ふれあい村民の森管理運営に要する経費という

ことで、目的、概要。林業体験、森林と触れ合う場として整備したふれあいの森の管

理運営を図るということになっておりますが、これはどれだけ、大玉はせっかく、ふ

れあいの森とあれだけ経費をかけてつくった貴重な自然の中でありますが、学校とか

そういったものがどれだけあそこに行って触れ合って、自然に触れ合う場として整備

されたわけでありますから、それらと同時に、これやっぱり今後、あれだけのきれい

な場所でありますから、やはり何か観光等の関係を結びつけるだけの何かイベントと

か、そういうものもこれから考える必要があるんじゃないかと。あれだけの敷地であ

りますから、それらも含めて行政はどのように考えておられるかを、村長を含めて関

係各位に、ひとつお答え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） ９番議員さんにお答えいたします。 
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   ふれあい村民の森、林野庁のほうから購入したときの条件が公園施設等で活用する

ということで、あの時点では格安で購入をしたという条件で公園をつくったという経

過がございますが、確かに記念樹を植えたり、いろいろ、あと炭窯をつくったりとい

うことで、総合的に活用していきましょうというふうに考えて設備はつけているんで

すが、やはり年間を通して利用いただくということがなかなか難しいということで。

森林公園みたいにできないかということで、今回、子ども元気アップ交付金で木製の

遊具をつくれないかということで復興庁のほうに打診をしましたが、ちょっと難しい

というようなことで、方向性としては、そういう形の森林公園的なもので木製の遊具

等を入れながらやっていくということで、活用については十分に検討していきたいと。

大切な村有地ですので、そのように考えております。 

   以上です。 

（発言する者あり） 

○議長（遠藤義夫） 村長の答弁で間に合わないんですか。 

（発言する者あり） 

○議長（遠藤義夫） 今の村長の答弁でも、まだ不足の部分はありますか。 

（「はい」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） ここで昼食のため暫時休議いたします。再開は午後１時３０分とい

たします。 

（午後０時００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） １番、松本昇君より午後からの会議を欠席する旨の届け出がありま

したので、ご報告申し上げます。 

   質疑を許します。３番。 

○３番（本多保夫） ７３ページ、上段の１９番。１点だけお伺いします。 

   負担金、補助及び交付金ということで、たばこ小売組合に対しての販売促進事業補

助金１０万でございますが、昨今は健康を害すると、もしくは、たばこを吸う人はか

なり嫌われているような現状の中において販売促進事業だということは、その事業の

内容、中身を詳しく詳細で教えていただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（熊耳倉吉） ３番議員さんにお答えいたします。 

   たばこ小売人組合販売促進事業補助金でございますが、これはたばこの販売をして

いらっしゃる小売人の方に対しまして、販売促進のために、また喫煙者のマナー等の

向上のため、ポケット型の灰皿あるいはライターの粗品といったものを配布するため

に補助しております。 

   以上です。 
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○議長（遠藤義夫） ３番。 

○３番（本多保夫） 村内のたばこを売っている店舗に配布しているというための補助金

であるということなんですが、私もかなりたばこを吸っておりますが、一度もそうい

うものをいただいた経験がございません。それの確認等はどのようにして行っている

のか、教えていただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（熊耳倉吉） ３番議員さんに再度お答えいたします。 

   この補助金に関しましては、小売組合の組合長から補助金の申請をいただきまして

こちらで交付し、実績につきましては、書面及び現物の確認において確認しておりま

す。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１１番。 

○１１番（菊地利勝） 二、三お伺いしたいと思います。 

   まず、７１ページ、上段の③のマチュピチュ交流事業に関する経費についてお伺い

したいと思います。５２万７，０００円の予算の範囲以内で講師謝礼等々ありますけ

れども、聞くところによると、村内のある旅館で、日本マチュピチュ協会のほうで資

料館の準備のほうを行っていると伺っておりますけれども、村当局としては、まずは

講師関係なんですけれども、あとマチュピチュ協会に対する補助金とか援助とか、今

後、協定を結んだことについてどのような推奨をしていくか、伺いたいと思います。 

   あとは、教育委員会関係で、１５５ページ、下段の１５工事請負費、防犯カメラ設

置工事。これ、場所を伺ったような伺わないような感じがしていますので、その場所

と、あと、これに基づいたどういう防犯管理をしていくか、この点をお伺いしたいと

思います。 

   あと、最後、１９１ページ、中段の④総合おおたま地域スポーツクラブに要する経

費について、１の報酬、社会教育指導員２０５万何がし上がっておりますけれども、

ここ数年来は、もう少し金額的に低いような感じで指導員を募集とか使っているよう

なんですけれども、これ、金額が上がった要素というか、要件、理由というか、あと、

そのスポーツクラブ関係の状況をあわせて伺いたいと思います。 

   以上、３点、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） １１番議員さんの質問にお答えいたします。 

   ７１ページ、マチュピチュ交流事業ということでの予算の中身ということで、まず

講師謝礼につきましては、現時点で考えておりますのは、小学校での授業で講演の授

業ということでの講師謝金を想定してございます。具体的中身については、今後にな

ります。 

   それからあと、後段の部分でございますが、一般社団法人野内与吉資料館という法

人が設立されて、そこで、具体的説明を申しますと、大山字大皿久保地内にある金泉

閣の宴会場、日本間を改装して野内与吉氏の功績といいますか、私物であったり、あ

と、あちらでつくった工具類等の展示ということで、現在準備が進められているとい
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うふうに聞いております。これについては、一般質問の中でも答弁がありましたと思

いますが、できる範囲といいますか、限度はあると思いますが、あちらとの調整をし

ながら折り合いをつけて、どこまで応援できるかというところがございます。とりあ

えず新年度に関してはそこの応援に関する事業のほうは含んでおりませんが、必要が

あれば、補正等での措置を講ずることになろうかと思われます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   １５５ページ、工事請負費の防犯カメラ設置工事費でありますが、幼稚園２園に対

する防犯カメラの設置ということで、２９年度予定してございます。これら防犯カメ

ラ設置によりまして、職員室において外部の確認ができるということもありますが、

そのほかにも定期的な訓練等を通じて、子どもたちの安心・安全な幼稚園運営を図っ

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） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（後藤 隆） １１番議員さんにお答えいたします。 

   １９１ページのおおたまスポーツクラブ関係についてであります。 

   まず、おおたまスポーツクラブは、年齢やライフスタイル、興味、関心、技術レベ

ルに応じられるような複数のスポーツ種目、活動の場をより多くの住民に提供し、地

域のスポーツの振興を図ることを目的に行っております。 

   先ほどご質問いただいた社会教育指導員ということで、実際はクラブマネジャーと

いうことで活動をしていただいております。昨年までも社会教育指導員ということで

金額計上させていただいているんですが、こちらについて、今年度で任期を迎えまし

て、１年任期なんですが、次の新たな方に委嘱するということで、社会教育指導員に

ついては週３．５日という金額の計算と週５日とございまして、どちらも想定できる

ということを考えて、月額２０万９，０００円の１２カ月の１名で、２５０万

８，０００円を予算として計上させていただいております。 

   また、スポーツクラブの内容につきましてなんですが、２８年度の報告ということ

でお聞きいただきたいと思いますが、現在の会員数が４７７名でございます。サーク

ルにつきましては１４サークル、教室、イベントについてもあわせて開催しておりま

す。イベントについては年に１０回行っていまして、ゴルフサークルのコンペが４回、

みずウオークのウオーキング大会が１回、夏山トレッキング１回、スポーツテスト

１回、会員交流会が１回と、ソフトバレーボール、卓球大会が１回ということで、年

間を通じて活動を維持していただいております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １１番。 

○１１番（菊地利勝） じゃ、再度お伺いしたいと思います。後ろのほうから行きたいと

思います。 
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   先ほどの社会教育指導員、３．５日から５日制にした理由をお聞きしたいと思いま

す。大体わかりますけれども、どういう理由で３．５日を週５日の指導員を雇うよう

にしたか、これを伺いたいと思います。 

   とりあえず、お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   社会教育指導員、主に社会体育担当ということでお願いしてありますが、スポーツ

クラブのみならずスポーツ少年団の事務局、そういったことも踏まえて、特に２９年

度、社会体育関係団体の支援に力を入れてまいりたいと、こういうふうな理由で、今

までの３．５日から週５日勤務いただける社会教育指導員というふうなことで予算を

計上させていただきました。特に社会体育関係の支援に当たっていただきたいと、そ

ういうふうな考えでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） １１番。 

○１１番（菊地利勝） 大変、事務多忙な部署というのは伺っております。スポ少等々を

聞きますと、団員に加入する子どもたちが少ないと伺っていますので、ぜひ、この日

にちをふやした分を利用して、スポーツ少年団、そういった内容のご指導をお願いし

たいと思います。 

   あと、１５５ページの防犯カメラの設置について、先ほど伺いました両幼稚園、外

の確認をすると伺っておりますけれども、４号線にある防犯カメラあたりは、１週間

ぐらいビデオみたいに録音とっていて、それで自動的に抹消するという形みたいです

けれども、今回、この両幼稚園に設置するカメラについては、どのような記録という

か、設置の方法をとっているか、その点だけ伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） １１番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほどお尋ねの防犯カメラでありますけれども、モニターのほかに録画装置という

ことで、一定期間録画いたしましたらば、上書きになって最新のものが残ると、そう

いった機器の想定をして導入をするというふうなことで考えております。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第２９号「平成２９年度大玉村一般会計予算について」に対する質疑

を終了します。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） 議案第３０号「平成２９年度大玉村国民健康保険特別会計予算につ

いて」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。５番。 

○５番（押山義則） １点だけお願いしたいんですが。歳入関係で、いつものことであり

ますが、この国民健康保険税の金額について、実際、大玉村の位置づけ、近隣市町村

との比較だけ改めて伺っておきます。 

   それから、歳出の２４９ページの特定健診について、これの受診者数と受診率をど

のように捉えておられるか。それから、この保険、これは実績でもよろしいんですが、

医療費の関係、その成果をどのように理解されて、結局、この特定健診によって医療

費の関係にどのように結びついておられるか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ５番議員さんにお答えいたします。 

   国民健康保険税の税収入に関しましては、２９年度をベースで比べますと、医療費

給付分で本宮市よりは若干上回っているような形になります。安達管内で申しまして

も、二本松、本宮市より若干上回っているような格好となります。２７年度において

は安達管内では一番低かったわけでございますが、医療費の増嵩で、安達管内ではほ

かの町村を上回っている状況になってございます。 

   次に、特定健診の関係でございます。２５１ページになります。 

   こちら、受診率でございますけれども、２６年度受診率が４４．５％、平成２７年

度受診率が４６．６％となります。３．１％の増という形になってございます。対象

者数につきましては、４０歳から７４歳までが該当ということで、平成２８年度の対

象者数は１，３７３名を予定してございます。そのほか、特定健診後のフォローでご

ざいますけれども、保健指導、健康福祉課と連携しながら、保健師等の保健指導を行

いながら、さらなる健診を勧めるように図っているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） この保険税について、管内で大玉村が、若干なんでありましょうが

上がったということで、この要因はどのように捉えておられますか。できれば、詳し

く。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ５番議員さんにお答えします。 

   大玉村では、幸いにも所得水準が上昇しておりまして、これが影響しているものも

ございます。さらには、医療費水準も大玉村は高い傾向にございます。こういったも

のが影響しまして、保険税の増となっているものと見込んでおります。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切りたいと思います。 
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   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第３０号「平成２９年度大玉村国民健康保険特別会計予算について」

に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第３１号「平成２９年度大玉村玉井財産区特別会計予算につい

て」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第３１号「平成２９年度大玉村玉井財産区特別会計予算について」に

対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第３２号「平成２９年度アットホームおおたま特別会計予算に

ついて」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。５番。 

○５番（押山義則） １点ほど伺います。 

   ２９１ページの運営協議会委員報酬として上がっております。委員のことには別に

問題ないんですが、アットホームも公設民営化に向けて活動されているのかなと思っ

ておりますが、運営協議会の中で公設民営化について話し合いとか何か、協議会の中

でなされているのか、その辺を確認したいと思います。 

   それから、２９５ページの原材料費の仕入れ材料費が上がっていますが、これ、直

売所の会員からの話が私どもに来ます。アットホームに余り利用していただけないと。

最近はゴルフ場さんが大変利用していただくんでありまして、ゴルフ場さんのほうに、

いろんな会合もこちらにお世話になっているから、このようなことでやっているとい

うような、そういう話も聞きます。会員から、アットホームは何で買ってくれないん

だろうなんていう、そういう話をわざわざ耳に入れに来る方もおりますんで、その辺

をどのように考えていらっしゃるか。できれば、直売所をもうちょっと活用していた

だいて、そういう方向性で行っていただきたいんでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんに公設民営の関係についてお答え申し上げます。 

   一応、運営協議会ですので、諮問に基づいて、諮問内容について協議をいただいて

いるというのが原則になっておりますので、私のほうからまだ諮問をしておりません

ので、今のところは審議会では協議しておりません。ただ、いずれそういう時期が来
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たときには審議をお願いするようになりますというお話はさせていただいていますが。

公設民営の、現時点ではアットホームは対象になっているというだけで、いつからや

るかという問題、具体的な期間等についてはまだ決定しておりませんので、いずれ、

そのときには審議をいただくというふうになろうと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   ページ関係ですと２９５ページ、仕入れ材料の関係でございます。直売所のほうか

らアットホームが仕入れないというようなご指摘でございますけれども、運協のほう

からもそういった話をいただきまして、昨年の１０月以降だったと思いますが、極力、

地元の野菜ということで仕入れさせていただくようにはしています。仕入れる材料に

ついては、厨房で使う、いわゆるレストランで使う材料とか、そういったものを仕入

れさせていただいているんですが。 

   過日、アットホームのほうで、直売所に出向いて大根を３本仕入れたと。何に使う

かというと、刺身のつまにするつもりでしたと。ところが、買っていって切ったとこ

ろ、中が黒くてすかすかだったと。それを私、アットホームも担当ですし、直売所も

担当ですんで、直売所のほうに行きまして店頭を見ましたところ、やはり秋収穫の大

根、いわゆる畑の中にしみ上がらない程度に生けていたもの、それを出したものであ

っただろうと。それと同じように、値段が高いんですけれども、たまたま行ったとき

にはハウスものの大根もございました。それはビニールハウス設置補助を受けた方が

出している大根なんですが、それは収穫してすぐに出した大根というのは、葉っぱを

見ればすぐわかりました。店長のほうに、一冬越したもの、ましてや地温が上がって

きたものについては中をよく確認して出すようにということで、厳重に注意したきた

ところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ご丁寧な説明ありがとうございました。 

   まず、私から言わせていただければ、私も商売人でありますので、仕入れるほうが

無知であります。大根のつま、年越したやつを使えないのは、商売人なら当たり前で

あります。それを仕入れするほうが間違っています。 

   やはり一番は、直売所の会員あたりが、アットホームが買っていない。要するに、

買えるものもあるはずだと。結局、アットホームの料理の工夫にまで少し注文をつけ

ているような形もあるんですよね。これは確かに難しい話だとは思いますが、やっぱ

りその辺も、アットホーム自身ももう少し工夫して、村の産品を使うようなメニュー

を考えるとか、その辺の工夫を、当局のほうからもよろしくお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにないですか。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。 
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   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第３２号「平成２９年度アットホームおおたま特別会計予算につい

て」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第３３号「平成２９年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算

について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 歳入のほうから伺いたいんでありますが、施設使用料で処理施設の

使用料が前年度より少し上がっています。そして村債のほうが減っています。これは、

これが上がった分がそれで対応できると考えていいのか。それと、この施設使用料が、

これだけ３３０万ほど上がったやつを、どういう考えでこれだけ数字が上がると捉え

たのか。数の論理でふえて当然こうなったのか、それから、中身の運営の違いでこう

いう形になったのか。これだけ確認しておきます。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（伊藤寿夫） ５番議員さんにお答えいたします。 

   まず、３１７ページでよろしいでしょうか。施設の使用料関係、こちらのほうに明

細が入っておりますので、こちらのほうのふえた要因といたしましては、玉井第三地

区、個人の５９世帯、あと集会所等も入ってきておりますので、合計６０戸分ふえて

おります。あと、新規加入のほうも増加率がふえておりますので、そちらのほうも例

年より多い件数で一応予定額として試算しております。 

   同じく、３１７ページの下水道事業債、こちらのほうの４００万の中身なんですが、

こちらのほうの４００万は玉井第二浄化センターのデータ収集の装置の更新の工事費

になっております。こちらのほうの機械は平成１６年につくって、完成したときのま

まずっと何とか維持して持たせてきた機械なので、そろそろ交換しないと、壊れたで

は済まないので、一応４００万ということで計上させてもらっております。 

   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。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第３３号「平成２９年度大玉村農業集落排水事業特別会計予算につい

て」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第３４号「平成２９年度大玉村土地取得特別会計予算につい
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て」に対する質疑を行います。 

   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。 

   よって、議案第３４号「平成２９年度大玉村土地取得特別会計予算について」に対

する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第３５号「平成２９年度大玉村介護保険特別会計予算につい

て」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） 今年度、大きな事業としての委託料、３６９ページの１３番、第

７期介護保険事業計画、さらには第８期高齢者福祉計画策定業務委託料、これらにつ

いては、そういう更新時期かと思いますけれども、今までどおりの委託した形で委託

するのか、改めて別な考えでするのか、その辺の考えと、あと、これらの計画を、今

までもいろいろ更新しながら進めてきていますけれども、その点で問題点などを改善

できるのか、その辺の、もしそういうことの指摘があれば、ご報告いただければと思

っていますので、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（溝井久美子） ８番議員さんにお答えいたします。 

   第７期介護保険事業計画、第８期高齢者福祉計画については、前もって高齢者実態

調査を１回行っております。今回、介護認定者に対してアンケート調査を実施してお

りまして、前回、３年前に行った委託業者が業務に精通しているということで、担当

のほうではその業者に委託する予定にしております。 

   問題点の解決につきましては、現在アンケート調査を実施している状態ですので、

そのアンケート結果を踏まえて、今後検討していきたいと思っております。 

   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。 

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第３５号「平成２９年度大玉村介護保険特別会計予算について」に対

する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） 議案第３６号「平成２９年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算に

ついて」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第３６号「平成２９年度大玉村後期高齢者医療特別会計予算につい

て」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第３７号「平成２９年度大玉村水道事業会計予算について」に

対する質疑を行います。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（押山義則） ４４５ページの水道料金について伺います。 

   １８号の議案で未納、未収、給水条例の改正がございましたが、この水道料金の中

で、今現在、未納とか未収、その辺は、どういう形であるのかないのか、まず。それ

と、それをどういうふうな取り扱いに改めてしているのか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（伊藤寿夫） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ４４５ページ、水道料金関係の未納関係ですが、まず、あるのかないのかというこ

とですので、こちらのほうは、ページ数でいいますと４４２ページ、会計予定貸借対

照表のほうの未収金の欄に金額のほうが入っているはずです。今回の条例改正で該当

になるのは、今のところ３件で７万円程度なのかなと予想しております。 

   以上です。 

（「議長、５番」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） しばらくお待ちください。 

   答弁漏れがございましたので、報告をさせます。建設課長。 

○建設課長（伊藤寿夫） 答弁漏れありました。申しわけございません。 

   ５番議員さんにお答えいたします。 

   未納関係ですが、直近の数字でいいますと、水道関係１２４件、４８２万

６，６７１円の未納件数が今現在ございます。条例改正で、この中で該当になるのが

先ほど申し上げました３件、７万円程度に死亡等ということでなるのかなと考えます。 

   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） 今の答弁に少し補足しますが、先ほどお話しした４４２ペ

ージの未収金９，８９３万６，０００円の中身でございますが、これについては、水

道は３月３１日が決算になりますので、その段階で集金になっていない水道料がこの
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未収金のほうに入りますので、今ほど課長が答弁した実未納は、四百何万何がしが実

未納ということで、それ以外の部分は３月３１日に入ってこなかった水道料金という

ことでございますので、ご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な説明ありがとうございました。 

   この未収金についてですが、税務課あたりでは嘱託員を雇って、そういう方で未収

金の集金をなさっているということでありますが、この水道事業に関しては、そのあ

たりはどのような努力をなされているのか、伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   水道につきまして、さきにも答弁しましたが、最終的に水を供給できなくなるとい

うようなお話をしまして、極力納入していただくという方向で、それぞれ担当職員、

課長を筆頭に集金のほうを徴収しておりますが、平成２５年からコンビニ収納を導入

いたしまして、失礼しました、２６年です。私、導入したんですが、ちょっと記憶が

曖昧で申しわけございません。２６年からコンビニ収納を、税金等、水道のほう、支

払いのほうも含めて導入しまして、それらによりまして納入者の利便を図っておりま

すので、大分その水道の滞納については、少しずつではありますが減少しているとい

うような状況でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 水道事業会計で、企業会計でなさっているわけですけれども、い

ずれにしても昨今の住宅事情で、人口増、世帯増とともに給水戸数、年間給水、総給

水量、１日平均給水量、それぞれ微増でありますけれども、増加しているというよう

な形でございます。 

   ただ、一方では、この事業を実施してから経過年数経っていますので、特に給水管

が老朽化しているというような形で、今年度の事業、４２９ページですけれども、主

な建設改良事業１億２，３１０万という形での、本管の布設がえとかいろんなもろも

ろの事業があるんですけれども、特に給水管が老朽化しているのでもっての昨年度、

工事中にはうっかりして漏水なんてあるんでしょうけれども、そのような問題はない

というようなことを理解していいのか。これらの事業についてはどのような、主な事

業の内容で結構ですから、お知らせいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長（舘下憲一） 重要給水配水管工事につきましては、以前よりお話しして

いるように、総延長で１０キロ、金額で１０億円ということで、それぞれ補助金をい

ただきながら２８年度も進めてきたところでございます。２９年度も、ここに記載の

とおり給水工事を実施するということでございます。 

   漏水関係の話、ちょっと出ましたが、工事中の漏水ということで、広範囲の住民の
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方にご迷惑をおかけしましたことを、この場をかりてまた改めておわび申し上げたい

と思いますが、施工中ということでございますので、今後は業者のほうによく指導し

て、そういうことのないように厳しく管理しながら施工のほうを行っていきたいと思

います。 

   なお、今年度の詳細の工事につきましては担当課長より答弁させます。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（伊藤寿夫） ８番議員さんにお答えいたします。 

   平成２９年度の予定といたしましては、重要給水施設配水管事業、配水管布設替

え第６回工事と第７回工事を予定しております。耐震化もあわせて進めていきたい

と。第６回工事につきましては、町地内４７３．７７メーター、第７回工事につき

ましては、本揃地内２９７．３３メーター。平成２８年度は、第２回から第５回工

事を実施しまして合計１，７９６メーター、こちらのほう、布設替え終了しており

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。 

   よって、議案第３７号「平成２９年度大玉村水道事業会計予算について」に対する

質疑を終了します。 

   以上で、総括質疑は終了いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、平成２９年度予算議案の委員会付託を行います。 

   お諮りいたします。 

   平成２９年度予算議案である議案第２９号から議案第３７号までについては、議長

を含む１２人の委員で構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査す

ることにしたいと思いますが、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、議案第２９号から議案第３７号までの平成２９年度予算議案について

は、予算審査特別委員会に付託することに決しました。 

   ここで、委員会条例第８条第１項の規定に基づき、予算審査特別委員会を招集いた

しますから、直ちに委員会条例第７条第２項の規定により、委員長及び副委員長の互

選をお願いいたします。 

   なお、人選の結果については、議長に報告願います。 

   会場は、議場でお願いいたします。 
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   ここで、議事運営の都合上、暫時休議いたします。再開は午後２時３５分といたし

ます。 

（午後２時１４分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時３５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 予算審査特別委員会委員長、副委員長の互選の結果について、事務

局長より報告させます。議会事務局長。 

○議会事務局長（作田純一） 報告いたします。 

   予算審査特別委員会委員長、遠藤勇雄議員、副委員長、本多保夫議員、以上であり

ます。 

○議長（遠藤義夫） 予算審査特別委員会の委員長、副委員長については、事務局長が報

告したとおり決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 次に、追加議事日程、第４号の追加１を配付いたします。（追加議

事日程配付） 

   配付漏れございませんか。（なし） 

   ただいまお手元に配付いたしましたとおり、総務文教常任委員会委員長から、閉会

中の継続調査申し出が提出されました。 

   お諮りいたします。 

   総務文教常任委員会委員長からの閉会中の継続調査申し出を日程に追加し、追加日

程第１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、総務文教常任委員会委員長からの閉会中の継続調査申し出を日程に追加し、

追加日程第１として議題とすることに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 追加日程第１、「閉会中の継続調査申し出について」を議題といた

します。 

   お手元にお配りいたしましたとおり、総務文教常任委員会委員長から会議規則第

７５条の規定に基づき、所管事務の調査事項について継続調査の申し出があります。 

   お諮りいたします。 

   総務文教常任委員会員長からの申し出のとおり、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。 
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   よって、総務文教常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決定いたします。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で、日程による議事が終了いたしましたので、本日の会議を閉

じ、散会いたします。 

   ご苦労さまでした。 

（午後２時３８分） 

 

 


