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平成２９年第７回大玉村議会定例会会議録 

 

第６日  平成２９年９月１２日（火曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 佐 原 佐百合   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。 

    ２番 松 本   昇 

 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
兼農業委員会
事 務 局 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 菊 地   健 

住民生活課長 安 田 春 好 健康福祉課長 後 藤   隆 

再生復興課長 伊 藤 寿 夫 産 業 課 長 渡 辺 雅 彦 

建 設 課 長 杉 原   仁 
会 計 管 理 者 
兼 出 納 室 長 中 沢 みち子 

生涯学習課長 溝 井 久美子 代表監査委員 甲野藤 健 一 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

    総括質疑（平成２８年度歳入歳出決算認定議案に対する質疑） 

     議案第６７号 平成２８年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について 

     議案第６８号 平成２８年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に 

            ついて 

     議案第６９号 平成２８年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決算認定につ 

            いて 

     議案第７０号 平成２８年度アットホームおおたま特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

     議案第７１号 平成２８年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

     議案第７２号 平成２８年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算認定につい 

            て 
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     議案第７３号 平成２８年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい 

            て 

     議案第７４号 平成２８年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

     議案第７５号 平成２８年度大玉村水道事業会計歳入歳出決算認定について 

    平成２８年度歳入歳出決算認定議案（議案第６７号から議案第７５号まで）の委 

    員会付託 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 作田純一、書記 矢崎由美、佐藤雅俊、安田 敏 
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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、２番松本昇君より欠席届がありましたほか１１名全員であ

ります。定足数に達しておりますので、本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日９月１２日は、代表監査委員、甲野藤健一君に出席を求めてお

ります。なお、教育総務課長、橋本哲夫君から台湾出張のため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。 

   本日の傍聴に三瓶健三さんほか１０名の方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。 

   ８番佐々木市夫君より通告がありました「大玉村長選挙の総括と今後の課題は」ほ

か２件の質問を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） 議長の許可を得ましたので、さきに通告しておきました３点につ

きまして、順次一般質問を実施してまいりたいと思います。 

   まず、このたびの村長選挙、改めて村長、２期目の当選おめでとうございます。今

後も揺るぎない村長の手腕が大いに発揮されまして、すぐれたリーダーシップのもと

に大玉村が大いに発展し、村民の幸せが図られることを期待するものであります。 

   私、今議会最後の一般質問でもありまして、きのうも同僚議員から、私の質問に関

して多くの質問がありましたので、重複する部分が多々ありますけれども、きょうは

傍聴者も替わられた方々がおいでになっていますので、余りきのうのことは気にしな

いで質問させていただきますので、当局の親切な答弁をよろしくお願いしたいと思い

ます。 

   さて、今回の選挙は、質問通告書にありますように、本村にとって実に２４年ぶり

の村長選挙であり、村民の良識が問われた選挙とも言われておりました。そこで村長、

勝利した選挙結果について、また村外からも多くの関心事でもあった今回の選挙、そ

の結果や評価などをどのように受けとめているかについて、まずお伺いしたいと思い

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をいたします。 

   昨日もお答え申し上げましたが、１期目が無投票当選ということで、４年間村長の

職を務めさせていただきました。その間、１期目の公約についてはほとんど着手また

は実施の段階ということで、ほぼ公約についてはやらせていただいたと。ただ、着手
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してまだ結果を見ないものもたくさんありますので、２期目について、それをしっか

りと進めていきたいなというふうに考えていますし、１期目の実績を村長選で村民の

皆さん、有権者に訴えてまいりました。それを訴えていけば理解を得られるだろうと

いうことで選挙戦をやってまいりましたが、結果として理解をいただいたというふう

に感じております。それを今度はしっかりと、着手したものについてもきちっと結果

を出すということで、４年間、これから村づくりに努めさせていただきたいというふ

うに決意をしているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   まさに選挙戦、雨で始まりまして雨で終わった選挙ですけれども、心は熱い選挙戦

だったのかなと思っております。 

   そこで、次に本題に入る前に、村長、選挙戦で訴えた多くの政策実現のための道筋

や課題になどについて質問いたしたいと思います。まず本題に入る前に、村長は今回

の選挙で最も村民に訴えたことは何だったか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   村民に訴えたというのは、やはり４年間の実績でございます。今の時代は１年が、

昔は十年一昔というふうに言われましたが、１年１年が昔の１０年に相当するような

スピードで動いておりますし、世界の情勢も大玉村に無縁ではなくて直結するような

時代になってきておりますので、スピード感を持って事に当たっていくと。そして

４年間、今すぐやらなければいけない必要なものと、それから１０年２０年後、将来

も大玉村がきちっと存続できるような村をつくらせていただきたいということを訴え

させていただきました。細かい少子高齢化とか、農業政策とか、そういうものについ

ては当然、必要な政策を訴えてきて、ご理解をいただいたというふうに感じておりま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。本題に入る前にちょっとアバウトな質問

をして申しわけありませんでした。 

   いずれにしましても、今回村長は公約として掲げた選挙政策の中で、最も重要とさ

れる政策は何なのか、優先順をどう捉えているのか。さらに、その実現のための課題

などについて、アバウトでなくて、もしこういうことということがあれば、その辺も

含めてお答えいただければと思います。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   まず、選挙中は選挙の公約ですので、幼稚園の３年保育とか、それからあと保育所

の待機児童解消、３年保育で保育所が３歳児がいなくなりますので、その分の新たな
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子育て支援策を検討させていただきますということ、それからあと、高齢者について

はデマンドタクシーを実施しておりますが、さらに見守り体制とか、それからサロン

とかそういうもの、老人クラブの強化とか、地域での高齢者の見守り等についての政

策も訴えさせていただきました。それから農業の関係の担い手不足、それから遊休耕

作放棄地の対応とか、公設民営化のこととか、具体的には訴えさせていただきました。 

   優先順位というお話がよくあるのですが、私は村政に優先順位はないというふうに

考えております。全てが大玉村、住んでよかった、住みたくなるという村づくりのた

めには、どの分野も欠かすことができません。マチュピチュとか、外に向かって村を

ＰＲすることも非常に大きな力になりますし、住宅政策もそのとおりですので、お互

いに結び合いながら、有機的に結びついて初めて住みよい村ができるんだというふう

に感じておりますので、全ての政策、全ての分野が非常に村にとっては重要だという

ふうに感じております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） まさに自治体の政策の優先順はないと、それも１つの考え方だと

思いますし、ただ、村民の立場からすれば、今一番何を望んでいるか、それは当然推

して図るべきだなと考えておりますし、総じてオールラウンドプレーヤーという形で

の求められるというはわかっていますけれども、その中でも、これから政策展開の中

で、その重要度を決めながら進めてもらえばありがたいなということをつけ加えてお

きます。 

   さて、次に、政策の意思決定やその実現のために、過去１期４年間、今までの実績

と経験を踏まえまして、改めてその手法などの改善策とかがあれば、その考え方につ

いて伺います。 

   現在、きのうもちょっと同僚議員から部長制のことについて質問がありましたけれ

ども、私からは現在、庁内に組織されております検討委員会の設置目的やその数、さ

らにはそれらの内容と効果などについてお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ８番議員にお答えします。 

   現在、庁内で組織されている検討委員会等ということで、現在３つございますが、

１つは公設民営化検討委員会、これにつきましては、これは村の公的な部分について、

直売所を初め、公設民営化を図るということで、当面直売所に進むということで、現

在については株式会社の準備会に移行して、株式会社の設立に向けて進んでいるとこ

ろでございます。２つ目につきまして、人・農地プラン検討委員会ですか、これは地

域や集落で農地をどのように集約化を図るかということで進めているものでございま

す。もう一つ、３つ目でございますが、徴収一元化検討委員会、税を初め各種使用料、

水道、下水ですか、その徴収を一元化しようということで、極力、そして未収債権が

残らないようにという形で検討している、これらの３つがございます。 

   以上でございます。 
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○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   以前お聞きしたときにはもっと数があったように記憶しておりますけれども、いず

れにしましても重点的に今３つの政策課題について、庁内で職員の皆さん方でチーム

をつくって、検討委員会をつくって今まで、これからもそのような形で進むと。これ

は恐らくその時々の要望とか課題に応じて変化しながら、組織したり解散したりして

いくんだなと思っておりますけれども、いずれにしましてもそのような形で進んでい

るという実態を理解させていただきました。 

   次に、数々の政策課題やそれらを実現するための方策を検討する組織、いわゆる横

断的な、今３つと言いましたけれども、さらにもっと大きな課題であれば、ずっと庁

内横断的にそういうふうなプロジェクトチームなどを立ち上げ、検討してほしいとい

う、私なりの観点から質問してまいりたいと思います。 

   先ほど優先度がないと言われた、優先度が高いということがこの原稿に書いてある

んですけれども、ちょっと今戸惑ってはいますけれども。最も重要と思われる政策に

ついて、よく言われる皆さん方の行政は縦割りとか、もちろん大玉にはないと思いま

すよ。縦割りということでなくて庁内横断的な人員の配置を望むものでありますが、

その辺につきまして、さらに今若い職員、いろんな職員の定数の問題がありますけれ

ども、今回新たな若い職員もありますけれども、それらの若手職員の登用、参加も含

めて、ある意味では彼らの意識改革、ある意味では部長も含めた幹部の人たちの意識

改革もつなげて、そういう形の職員の登用もあるべきかなと、当然のことながら村民

の参加とか、外部のシンクタンクなどの活用もあるべきかなと思っておりますけれど

も、その辺、村長の見解を望むものでありますが、いかがでしょうか。 

○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。 

   検討委員会といいますと、先ほど総務部長が話したのは常設の検討委員会というこ

とでございますが、俗に言う庁内で言っているのはプロジェクトチームという言い方

をして、新たな施策が出てくればプロジェクトチームを組んで、そのやり方も、上の

ほうの庁議等で話をする場合と、それからあと若手の人たちで協議をしてもらって、

それを今度また課長級、部長級でもう一度練り直すというふうな方法でやる方法もあ

りますし、例えばふるさと納税のときなんかは若手のプロジェクト、課を横断して集

まってもらって、若手の人たちがふるさと納税の５割還元をどうするかという話し合

いをして、その中でこういうものも返納できる、こういうやつも返せる、こういうも

のがあるんじゃないかということで二十何種類出して、新聞・テレビでも話題になり

ましたが、大玉流のふるさと納税の仕方というものについては、そのプロジェクトチ

ームのほうで検討してやってきたということもありますので、俗に言う条例等で言っ

ている検討委員会、常設の検討委員会と、それからそのときそのとき必要に応じてつ

くっている検討プロジェクトチームというのがありますので、これからもそういう方

法でその課題、検討については一番ふさわしいチームをつくって検討して進めていっ
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ていただきたいなと考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   特に今、私の認識不足だったなと思うのは、この若手の登用ということです。外部

の登用等はないか、この次の質問に入ってきますので、とりあえず今うちの行政では、

庁内では若い職員も含めて、それこそプロジェクトチームと今言いましたけれども、

まさにそのようにつくりながら、ある意味では横断的に重要な政策については、検討

を加えながらやっているんだなということを理解しまして、頼もしく感じた次第であ

ります。 

   さて、今の問題とも連動しますけれども、選挙戦で村長は特に今まで以上に村民の

声を聞くと、今まで聞いているはずですけれども、特にそのような声を聞くというこ

とが私の耳にはびっと残っております。いずれにしましてもそういうことでございま

すので、その貴重な村民の声を村政にどう反映させるか。これは非常に大きな問題か

なと思っております。これに加えて、私から言わせれば、先ほど申した村民の参加に

つながりますけれども、外部の方々の、ほかから見た大玉のことを含めて、そういう

方々の参加もお願いしたいわけですけれども、いずれにしましてもまずは村民の声を

聞くというというのは非常に大事なことで、今までもやってきているはずですし、今

後も当然もっと力を入れてやっていくんだなという形でお聞きしましたけれども、そ

れらの声を今度実行計画にどう反映させていくのか。その辺の手法について、改めて

この際、考えがあればお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   私４年間、どんな小さな集会でも呼ばれれば出席をさせていただきましたし、納税

組合の総会なんかにも臨ませていただいていますし、二子塚のほうにも行かせていた

だいていますが、年間何百回という回数の村民の方といろいろ意見交換をしたり、懇

親の場に臨ませていただいて、本当にやむを得なくぶつかった場合とか以外について

は全て出席をしておりますので、非常に日常的に村民の皆さんの声はお聞きしている

というふうに感じております。 

   村政懇談会のように、こちらのほうで設定した会議には、通常はやはりいつも来て

いる方、決まった方が出席して、なかなか特定の方以外については意見が出ないとい

うようなこともありまして、できるだけ、細かくてもいいですから呼んでいただけれ

ば行きますよということは区長さん等にお願いをして、組ごとにやっていただいた区

もありますし、そういう努力はこれからも、もう少し数多くそういう集落ごとのとか、

そういう懇談会についてはやりますよと、ぜひ声を聞かせていただきたいということ

は、選挙戦を通してお願いをしてきまして、もう既に申し入れが二、三ありますので、

そういう形で。 

   あとは、常日ごろ普通にお話をさせていただいているときに要望がありますので、
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それについては聞き流さないようにきちっとメモをとって、それは全て担当のほうに

伝えておりますので。そういう、できる、できないは別としても、個人的にも要望等

があった場合には係のほうにきちっと伝えて検討するようにと、そして必ずその人に

返答するようにと。できる、できない、こういう経過ですよということは、その職員

の皆さんにはお願いをして、そのようにやっていただいておりますので、かなりそう

いう点ではきめ細かく声はお聞きしているなと。先ほど言いましたように、選挙の中

でお話ししたように、さらに皆さんの声を聞く機会を設定したいというふうに思って

います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   村長は常にスマホで情報発信しているというのは、皆さんも知るところだと思いま

すし、そのようなことが村民の信頼につながっていくし、大事なことはメモをとって

職員に伝えると、これが一番大事なことの要点で、そこから先は職員が考えて、でき

る、できないはそこでと。その中でも村長とのすり合わせはするんでしょうけれども、

そんな村長のことでありますから、これからもますます村民の声を大事にしながら、

私からすると村外の声も、あるいはそういう方々の声もうまく取り入れる組織をうま

くつくっていただきながら、村政発展のためにお願いできればなと思っております。 

   この１番目の質問の最後の項目になります。選挙戦で大きく揺れ動いた村民の心と

いう言葉を使いました。１つにまとめ上げる考え、すなわち村民の融和を図る考えに

ついて質問いたしたいと思います。 

   まず、この融和という言葉は、恐らく私からすると、村長があるとき、選挙が終わ

ったその挨拶かと思いますけれども、言葉として出てきました。でも本当のその意味

はちょっと、今までも融和は図ってきたし、それはそれとして続けているんだ、今回

の選挙戦を踏まえて、いろんな反省点から新たな方向性で融和を図っていくんだと、

私はその２つにとりましたけれども、いずれにしましてもこの融和を図っていくとい

う村長の考え方について、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 村長選の当選の報告会の一番最初に言わせていただいたのが、これ

から選挙の後を受けて、村民融和に努めさせていただきますということを真っ先に言

わせていただきました。やはり選挙はいろんなしこりとか、そういうものも当然残り

ますので、村民全部が村づくりのために同じ方向を向いて進んでいくのが理想であり

ますし、そういう方向で流れてきていただろうなというふうにも感じていたところも

あったものですから、村民融和というのを一番最初に掲げさせていただいたというこ

とです。選挙戦を通して、選挙後のことは常に念頭に置きながら選挙運動をやってき

ましたので、選挙は選挙ということで、これから多くの皆さんの声を聞きながら、そ

れを村政に反映させながら、しっかりと村政運営をやってまいりたいというふうに考

えております。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 力強い融和の心構えといいますか、決意を述べていただきました。

選挙戦で私が１つだけ村長に感心したことがあります。いわゆる個人演説会ですから、

どことは言いませんけれども、村長が皆さんに語りかけて、ちょっと涙ぐんでといい

ますか、しばらくの間話できなかったと。その原因は今回村内を回って、そういうひ

とり暮らしの老人とか、恵まれない人の訪問をしながら、いろんな立場を考えて、そ

のことを思い出しながら詰まったんだなと、私は新たに村長の大事な大事な人間性の

一部を見た思いがあって、非常に感動しました。 

   いずれにしましても、リーダーたるものいろいろと一生懸命やったってかなり言わ

れると。ある人は一生懸命やったって３０％ぐらい言われるんだよと私は聞いていま

す。それだけやっぱり厳しい、それだけの皆さんの目が厳しい立場で頑張らなければ

ならないというのは大変なことですけれども、いずれにしましてもここでちょっと、

論語読みの論語知らず、いわゆる言葉でなくて心で村民に語りかける。その態度、寛

容の精神が今最も我々も含めて求められているのかなと思っております。これから村

政を担う上で、先ほど申したとおり分断よりも一致協力と、村発展のための共通目標、

さらにはその課題、そして問題の共有、問題点を皆さんで共有することが最も今大切

かなと考えております。 

   すぐれた頭の持ち主でもあります村長は、もちろんこういうことはご存じであると

は思いますが、勝利しておごらず、孔子の仁の心もご存じだと思いますが、すなわち

愛、寛容、他者への思いやり、哀れみの心、まさにリーダーが徳を持っているか、持

っていないかの判断基準になるところだと私も理解しております。一方で、最近は少

し色あせてきていますが、我々日本人にとって一番誇りとする武士道の精神、これも

似たようなことがあるんですよね。いずれにしましても、このようなことを認識して

いると思いますが、その辺の村長、考え方、感想などありましたら、ひとつお願いし

ます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   選挙戦は選挙戦ということで、終わった瞬間に気持ちの切りかえは完全にできてい

ますので、これは１期目をやってきたということと、それの継続性、取り組んだもの

について、これからも継続してやっていかなければいけないということですので、そ

ちらのほうに自分の頭は切りかわって、どういう村をつくっていくかと、今まで取り

組んだものをどう仕上げていくかというほうに気持ちが切りかわっておりますので、

選挙戦のどうのこうのということについては、既に一旦結果が出たものということで

おりますので、そういう点では今言われたような、どれだけいい村を、皆さんの協力

を得ながら、みんなで支え、どういう部分でつくっていくかというふうに、完全に頭

は切りかわっておりますので、危惧されるようなことはございませんので、よろしく

お願いをしたいと思います。 
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○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   ここの議場にいる皆さん方もそのことを聞いて、安堵といいますか、それは当然の

ことだとか、やっぱり村長さんだなとか、いろんな意見があると思いますけれども、

まさにそのような、今一番大事な問題はそれかなと思っております。 

   さて、次に移ります。選挙戦の争点でもありました中から２点ほど、いろいろあり

ましたけれども、２点ほど今回抜粋して質問させていただきます。 

   南米のペルー、マチュピチュ村との友好都市締結の現状認識と課題についてという

ことで質問したいと思います。 

   一昨年１０月に締結して早２カ年を経過しようとしている今日、改めて交流、現状

の認識を皆さん方、我々も含めてどのように理解しているのか少し気になります。地

球の反対側に位置する南米ペルーのマチュピチュ村、我が大玉村にとっては、気候は

もとより歴史や文化、民族性の違いなど、大きな障壁や問題があることは周知の事実

でありますが、お互いの交流の中でまず一番大切なこと、恐らくそのことはお互いの

違いを認める、そのことかなと思っています。非常に難しい問題ですけれども、これ

は我々の中でも同じことですけれども、違いを認めることになると考えます。それゆ

えにこの意義や目標、コンセプト、村民ひとしく共有することが最も重要だと考えま

す。その大前提として、そのことをしっかりと定めること、そして村内外に周知徹底

を図る、いわゆる情報公開をする必要性を考えます。 

   交流の最初は相互理解であり、まずやるべきこと、やらなければならないことであ

ると考えます。その考えを踏まえ、改めて今回の締結、さらには交流の協定書、指針

などの内容等、我々に説明を改めてもう一回していただきたいというようなことと、

その進捗状況について改めて、我々議員はこれ、いただいておりますけれども、改め

てそのことについてお答えいただければと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ８番議員にお答えします。 

   マチュピチュ村との友好都市締結というのは一昨年でございますが、その締結した

協定書の中身を見ますと、まず教育、農業とか歴史文化ということで、大きな項目で

８項目ほどございます。教育、科学分野における調査等、３番目としまして農業、

４番目が文化と歴史、５番目に地域の安全と環境、６番目に行政関係の情報関係、

７番目としまして最新技術の情報提供、そして８番目としまして補足ということで、

いろいろなテーマを提案し、協議を進めるという主な８項目でございます。 

   また、昨年８月にマチュピチュ村長一行が来た際には、友好都市交流活動指針とい

うのを締結しております。主な目的としましては、両村民の社会福祉や経済的福利を

目的とした、両村が明確な取り組みを行うことにおいて、重要手段における準備され

た共通の基準を設定し、友好や協力やきずなを深めるということで、それぞれ部門ご

とに数点入った内容で活動指針の締結をしております。 

   そういった中で、現在の進捗状況ということでございますが、一昨年、２年前に友
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好都市協定を結びまして、昨年はマチュピチュ村長が来村したと。本年度につきまし

ては、マチュピチュ村に車両を送るということで既に予算措置をしておりまして、現

在車両を送る手配を進めているところでございます。友好都市締結しましたが、日本

から見ますと地球の裏側の国でございますので、当然言葉や習慣も違いますが、そう

いった形で直接交流を進めるのは難しい部分もございますが、締結内容に沿った息の

長い交流を進めてまいりたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   既に我々にもこれ提示されてはいるわけなんですけれども、ちょっと理解不足で、

このような質問事項になりましたけれども、改めて見させてもらって、どちらかとい

うと締結はかたくてもいいと思います。でも大事なのは活動指針、こっちのほうがう

んと大事だと私は認識しています。 

   ところで、この中にも網羅されておりますけれども、読んでもいいでしょうか。計

画、準備の段階で、「公正かつ戦略的な協力モデルを作成する」とありますね。準備、

「可能性を持ち継続的な改善が見込まれ、両村にとって」とか、「協定の項目を」と

か、いろんな意味でやることがあるのですけれども、恐らくまだそういう時期になっ

ていないという答えが返ってくるかもしれないので余り強くは言いませんけれども、

既にやっぱり協定した段階からそのようなことをしっかりと、１番を掲げて、私が言

いたいのは、これ我々見てもわからないことがあって、頭の中に入りません。 

   我々、議会広報委員長がここにいますけれども、５年生ぐらいの子どもたちでもわ

かるような内容で議会広報を出しましょうと今やっています。これから言わせれば、

私からすれば、やっぱりこれホームページで見ればわかるんだべとか、そういう問題

でなくて、概要版か何かつくって、私、飯舘村のやり方を尊敬して勉強していますけ

れども、やっぱりそういう子どもたちまでわかって、村民がひとしくこの方向性とか

それを理解して、そして体が動くような、そんなやっぱり手だては必要かなと。 

   マチュピチュ村と協定したんだけれども、何だベな、何のためだべな、金ばっかり

使っているのかとか、そんなことが選挙戦でいろいろありました。村長はきちっと説

明していますけれども、それは一部の人だけであって、実際的にはやっぱりなかなか

この友好都市、この交流そのものもまだまだ半信半疑、そういう形の中で一番大事な

のは、いかにこのことの背景、これは言いますけれども、背景とかそのことの方向性

を村民にいかに、しかも簡単にわかりやすく知らせるのが一番大事かと思っています

ので、そのことはまずお願いしておきますね。そんな形でよろしくお願いしたいと思

います。 

   先ほど部長が申したとおり、２５０万の予算云々ということはここにありますけれ

ども、省かせてもらいます。 

   その次に移りまして、締結の原点に立ち返りまして、締結から今までと今後につい

ての考察を深めてまいりたいと思います。改めて野内与吉氏の功績と締結に至った背
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景を検証すること、村民の理解が一番大変重要なことから、そんなことを考えており

ます。そういう意味合いからして、行政としての支援策、いろんな形で支援してお金

も使っていますけれども、いろんな形でのそういう団体とか県の助成とかもいただき

ながらやってきております。でも、まだまだやることはあるかもしれない、かもしれ

ないですよ。もう既にやってきたと考えると、かもしれない。そういうことは大事な

ことなので、その辺についての支援策で伺いたいと思います。 

   以前の一般質問でも私ただしましたが、その中で、本がそこにありますけれども、

「世界遺産マチュピチュに村を創った日本人「野内与吉」物語」の書籍、ありました

よね、１，５００円。私からすると、これは何とか調整して、全部でなくても半分で

もいいから、全額だったら一番いいんですけれども、村民の理解のために配ってくだ

さいとお願いをここでしたはずですけれども、残念ながらその結果は空振りに終わっ

たような気がします。関係者が一生懸命になっていろんなイベントで販売しておりま

すが、それらの実績がもしわかれば、お願いしたいと思います。 

   来たる９月１６日は講演会、野内良郎さんがやるようですけれども、そのような講

演会らしきものを職員の皆様方も含めて受講しながら理解を深めると思います。職員

だけの講演会なので、私も行っていいですかと村長に頼んだら、いいからというので

後ろでずっと聞かせてもらいましたけれども、でき得るならば、そういうときにやっ

ぱり議会の皆さんに声かけていただきたい。なるべく多くの村民に声かけていただき

たかったなと反省しておりますけれども。それはそれとして、今回また１６日に野内

良郎氏による野内良郎講演会が実施されるようでございますので、周知徹底を図りな

がら、できるだけ多くの村民が聴講できるような取り計らいをお願いしたいと思いま

すけれども、これまでの講演会の実施の経過や回数、それだけ、そのことでどれだけ

野内氏の人柄や功績などの理解が深まったか、それらについての現状認識が当局であ

れば、お伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ８番議員に再度お答えします。 

   まず、書籍の関係でございますが、当初、補助事業等を活用して書籍を出版しよう

という話もございまして、野内氏といろいろ協議をした経過がございます。そういっ

た中で、野内氏が独自で発行するという形で現在に至っておりまして、現在、書店を

初め、マチュピチュ協会や資料館、そして直売所でも販売しておるような現状でござ

います。私どもでどのぐらい売れたかまでは把握しておりませんが、そういった形で

書籍については野内氏が独自に出版したという経緯でございます。 

   講演会でございますが、当初マチュピチュとの友好都市締結をするということで、

職員向けにも講演会をやっておりますし、また村民向けにも野内氏を迎えまして、数

回開催しているような状況でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 
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   そういうふうな実態からすると、私の理解からすれば、やはりこの野内良郎さんの

考えと行動と、行政側とのすり合わせというか、意見の違いというか、民族の違いと

いうか、そういうことが目立ってきていろいろな、私が思った以上にぎくしゃくして

いるところがあるかもしれないなと思っております。 

   そういうことを乗り越えていくのが、相手を認めるとかそういう問題なので、ここ

は一番大事なところですので、いろんな形で彼を理解するのは難しいかもしれません

けれども、いろんな手だてがやっぱり行政としてやることはあるかもしれない、かも

しれないですよ。私はそう思っていろいろ、自分なりにいろんな団体とかに、クレア

なんかがありますよね。ここで皆さんも行政側も、今回ここから支援を受けてマチュ

ピチュに行ったということもお聞きしていますけれども、また新たに、あのときのあ

れは、その後はないんだということは私聞いていますけれども、私のことだからそれ

はそれとしてまた聞く努力はさせてもらっていますけれども、いずれにしましても、

そのような努力を続けていってほしい。 

   まさに今回の協定の背景、野内良郎さんのやっぱり実績といいますか、それはやっ

ぱりそれはそれとして認めながら、我々できることはやっぱりやっていってほしいな

と。そのことのすり合わせは非常に難しいです、私がいろんなところ皆さんからの意

見とか、現実を調査した範囲では難しいです。でもやっぱり諦めないでやることが、

何のために大玉村は協定を結んだんですか、どうするんですか、そういうことがしっ

かりとやっぱり言える、皆さんはもちろん、我々議会ももちろん、村民の皆さんに言

えるような、やっぱり意識を持つのは一番大事なことかなと思っておりますので、よ

ろしくお願いしたいと思います。 

   さて、次に移ります。 

   現在、小学校の３，４年生、社会勉強の一環として学習しているこの副読本「わた

したちのきょう土おおたま」というのがあります。調べますと、昭和６０年に初版が

発行され、平成８年に改訂され、さらに現在は１０年前、平成１９年に現在の副読本

になったと理解しております。この活用に、私も詳しくまだ存じ上げていないので申

しわけないのですけれども、ぜひこの大玉村の偉人とも言われる野内与吉さんの生涯

に関すること、マチュピチュに行っての功績、そのあたりを物語として、今新しくつ

くるのは難しいですけれども、挿入はできるかもしれないと思いながら、こんなこと

をお願いしますけれども、教育長、このことについてはどのようなお考えであります

でしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今ご指摘いただきましたように、社会科の副読本として作製しております。部分改

訂してあるんですけれども、指導要領の内容が今変わったものですから、それに合わ

せて今、改訂の作業を計画しております。その際、昨日もお話し申し上げたんですけ

れども、おおたま学というのを今やっておりますので、その中の人物編という形で社

会科のもの、あるいはまた道徳等で活用する人物編の中で取り上げていきたいなと、
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そんなふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） いろいろ前向きな答弁で、いろいろと子どもたちの時代にやはり

こういうようなことを学ぶのは、まさか野口英世さんではありませんけれども、いろ

んな意味で大切なことでございますので、ぜひともいろんな角度から図っていただけ

ればありがたいなと思っていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   金銭支援のみでなくて、交流のための事務や実際の人的支援なども、先ほど申し上

げましたクレアかなんかによると、もしかしたらば支援を受けられるかもしれない。

今回、いろんな形でこの交流の締結式、マチュピチュに行く、また迎える、いろんな

職員は大変だなと思って私見ていました。願わくば、そういうことから支援を受けて、

派遣してもらって、その人が事務代行するとか、そんなことも含めて、やっぱり職員

は限られた職員ですので、うちは。検討しながらこれからも有効にそういう団体とか、

あるいは活用させてもらいながら、いろんなことで図っていただければありがたいな

と思って、そんなことを申し上げました。 

   さて、農作物の栽培やその技術指導とか、ここにちゃんとありますけれども、いず

れにしましても特産品の開発という形で以前申しましたけれども、村長はちょっと待

ってくださいという形だったので、今ちょっと休んでいますけれども、ぜひとも今か

ら、どうせ輸入は難しいとかいろいろあるんでしょうけれども、やっぱりいろんなこ

とを試行錯誤しながら、予定を先、何年後だとか、今回は直売所の開設のことをちら

っと聞いたものですから、ちょっと書いておきましたけれども、間違ったらごめんな

さい。いずれにしましても、そういうことも１つの大事なことで、それのみが全てで

ありませんけれども、そんなことも含めて、いろいろお願いできればなと思っていま

すけれども、このことはお願いでとどめておきます。 

   この友好都市締結とか何かの問題に、我が村では国内外交流協会も含めて、そうい

う協会もあって、いろんな意味で総合的な整合性を図らなきゃならないなという考え

があります。そういう意味では、村民の周知を図りながら、村民とマチュピチュ村と

の相互理解を進めるべき、大事な問題の要素がありますけれども、その辺の調整とか

方向性とかを村長、今考えていることがもしあれば、お願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

（「マチュピチュとの整合性、全く別々に考えるのか」という声あ

り） 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   大玉村には国内外交流協会というのができておりまして、通常の大きな市なんかの

場合には、国外の部分の国際的なほうだけだとか、国内交流とかと分けていますが、

大玉の場合には組織的にそれを２つに分けるのはちょっと規模的に無理だろうという

ことで、国内外交流協会というものを結成をしていただいて、活動していただいてい

るわけですが、マチュピチュとの交流だけ、それから台湾との交流だけ、国内での交

流だけということではなくて、交流の目的というのは人・もの・情報を外部との接触
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で拡大をしていくと、村を開くということと、村の人たちが外に向かって目を向ける

ということを非常に重要な政策だというふうに考えていますので、マチュピチュだけ

が大切とか、国内は大切ではないということではなくて、全てがやはり結びついて、

国内外交流を促進して、村をＰＲすること、外に向かって開くこと、そして外から見

ていただくこと、入り込んでいただく、それから物品の販売にも結びつきますし、定

住化にも結びつくというようなことで、全ての交流が非常に重要だと、このように考

えております。 

   道筋としては、マチュピチュと交流をしました。今年１２月、きょうは橋本課長が

台湾のほうに行っているのは、１２月に台湾の中学校と大玉の中学校が姉妹校を結ぶ

予定になっておりますので、そのための事前打ち合わせに行っているわけですが、そ

れからあと１年か２年ぐらいたってから、その学校の所在する自治体と、できれば友

好都市締結を結びたい、台湾と結びたいと、そういう話は数年前に非公式に打診はし

ておりますが、大変前向きな姿勢があったということですので、これについても来年、

派遣をするなり、事前の打ち合わせなりで派遣をするなり、来ていただくなりをしな

がら打ち合わせをしていきたいと考えています。 

   それから、国内については１０月に美浦村と茨城町と友好都市を提携するというこ

とですので、災害時の相互支援協定を一歩前に進めましょうと、お互いに物産展で行

き来をしたり、子どもたちの行き来、来ていただいたりというふうに交流が深まって

きておりますので、それをもう一歩進めましょうということでおりますので、そうい

う形で国内外交流をしっかりと進めていきたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 時間も少し押し迫ってきたので、少しスピードを上げながら質問

していきますので、よろしくお願いします。私の時間は迫ってきたけれども、皆さん

の時間は十分ありますので、その辺は遠慮しないでよろしくお願いしたいと思います。 

   いずれにしましても、次に移りたいと思います。最後の質問になりました。 

   産業振興センターとしての直売所の位置づけ、直売所、直売所と言っていますけれ

ども、現実的にはあれは産業振興センターという大きなくくりの中で動いていると私

は理解しています。そういうことであれば、今回いろんな形で計画していますけれど

も、その辺につきまして、情報の収集及び発信基地としての機能充実という観点から

質問したいと思いますけれども。 

   観光交流を促進するための施設整備、今回もいろいろ問題になっていますけれども、

あそこのやっぱり誘客を図る仕掛けも十分しなきゃならない場所かなと思っておりま

す。聞くところによると、１０月には郡山のイタリアン料理店が来てイベントをやる

とか、いろんなことを聞いています。私どもの知り合いではありませんけれども、

「Ａｒｉｇａｔｏ」とか何とかというイタリアの料理店だっけか、安積永盛にあるよ

うでけれども、いろんな形で今イベント、新しい店長を中心に頑張っているというこ

とは理解しておりますので、そのようなことも踏まえて、機能充実と誘客する視点か

ら、これ副村長もしよければ、お答えいただければありがたいですね。 
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○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ８番議員さんにお答え申し上げます。 

   これから新しく直売所が間もなく、年内にはできるということであります。そうい

う意味で旧直売所、現直売所もあわせて、あそこはやっぱり村のプラットフォームと

いうような考え方で情報の発信、それから収集はもちろんのこと、交流の場にしてい

きたいというふうに考えております。常にあそこに人が集まるということで、大玉村

を紹介すると、それから大玉村の良さを知ってもらうと、人が集まるというふうな施

設にしていきたいと。そのためには今までの企画以上のイベントの企画であるとか、

それからあそこの広場、ああいう立派な広場もございますので、広場を貸し出しする

といいますか、そういう工夫も重ねながら、常時、常にあそこに人が集まる、あそこ

に行けば何かがあると、そういう楽しいような施設、そういうエリアというふうな形

でこれから考えていきたいと思っています。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   あそこは大玉村の玄関口と、我々地元住民も含めて考えておりますが、いろんな策

が考えられて発展する場所だなと思っていますので、いろいろなことでよろしくお願

いしたいと思います。 

   公設民営化、いろいろと今回の選挙戦でも話題になっておりますし、金のかかり方

も含めて、それは補助金とかいろいろあるんでしょうけれどもという形で、いろんな

議論を呼んでおります。現時点でいろいろ準備委員会を開きながらやっておりますが、

今回テストケースというふうな形も含めて、さらに次の計画的な、もしかしたらアッ

トホームの運営も民営化とか、いろいろ予定があるわけですから、ここは失敗は許さ

れないと私は思っております。村民の中でも「見ろ、失敗するから」なんてことを言

う人がいますけれども、私からすれば失敗は許されない。そういうことであれば、非

常にやっぱり魂を入れて、いろんな角度から検討してきてはいると思いますけれども、

そういう思いでやってほしいと思っております。そういう観点からこの質問書、全部

は読み上げられないかもしれませんけれども、重点的に質問してまいりたいと思いま

す。 

   まず、その前に、新直売所と食堂の問題がありますので、時間なくなると仕方ない、

まず提言しておきます。新食堂については、ぜひ愛称募集をしてほしい。公募してほ

しい。そのために皆さんがやっぱり関心を持って、それこそたまちゃんでなくたって

いいですから、何かそんなことを公募もしできたらしてほしい。もう一つ、きょう関

係者も後ろに来ていますけれども、新直売所に有機安心安全のコーナー、これを設置

してほしい。なぜかというと、最後にちょっと時間あれば言いますけれども、やっぱ

り食肉検定とか、そういうことも含めて、やっぱり大玉村はそういうところしっかり

やっているんだよと、平成２０年にも前村長の時代に、県の国庫事業で安心安全な村

づくり推進協議会をつくってやってきた経過がありますけれども、いつの間にか震災

と一緒に吹っ飛んでしまいました。残念でなりませんけれども、この際、新直売所を
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つくるのであれば、そのことをもう一回、この安達太良山の伏流水で恵まれた環境の

大玉村ですから、そのことをしっかりともう一回土台をしながらやってほしいですけ

れども、その辺について、これは要望しておきます、答えはあれですので。ただ、直

場所の産業部長、もし考えがあれば直売所をまず、愛称募集はいいですから、直売所

の安心安全のコーナーをつくる考えがあるかどうかについて、今の時点で考えがあれ

ば、ぜひお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   これは先ほどもお話ししているように、これから村づくり株式会社が立ち上がりま

すので、そちらのほうとコーナーについては十分検討して進めていきたいというふう

に考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 要望ですので、とりあえず答えを聞くのはやぼだったんですけれ

ども、親切に答弁していただきましてありがとうございます。ぜひそのような方向で、

愛称募集も含めて検討なされればありがたいなと思っております。 

   あと、農産物品評会や食味コンクールの実施という視点で村長にお伺いします。以

前、村長がちらっと漏らしたものですから、食味コンクール、私もこれ行けと思って、

農産物品評会につけ加えて今回質問させていただきました。まさしく消費者の、消費

者というよりはお客様という言葉のほうが適切だと思いますよね。お客様の信頼とか、

ある程度の基準でなったということであれば、今度食材を仕入れるのにも食堂を通し

てとか、そういう方も、あるいは対外から買いに来る方も、これは基準ができれば安

心して、かといって基準から漏れた人はどうでもいいとかは言っていませんよ。だけ

どそのことが、やっぱり生産者の意欲を高めて、そのようなやっぱり良質の、つくる

という意識改革につながるんだなと私は理解しておりますので、ぜひ農作物品評会は

ちょっと大げさになりますけれども、食味コンクールだったらそんなにあれですよね。

そのかわり米くらいしかできませんけれども、そんなことを随時実施してほしい、そ

の辺の考え方は村長、いかがでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（舘下憲一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   食味関係のコンクールにつきましては、議員さんご存じのとおりＪＡ関係のほうで

も実施しているということで、村としましても村独自ではなく、広域性を持った中で

の食味コンクールであれば評価も高いのかなというふうに認識してございますので、

今後、農産物の品評会等も含めて、ＪＡが今度合併しまして相馬のほうまで広域的に

なってございますので、その中での優秀な品物となれば評価も高いというふうなこと

も考えられますので、今後、その辺を十分検討しながら進めていたいというふうに考

えております。 

   以上でございます。 
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○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   既にＪＡでは実施して、うちの議員のほうにもそこで入賞した方ももちろんいます

し、私のライスセンターでもそういう方が多いですけれども、いずれにしましてもそ

ういうことが１つの基準づくり、前から私、モデル化とか言っていますけれども、や

っぱり何かがないと基準ができない。そういうことであれば、今回の食堂ができる、

いい機会ですので、ぜひこのことを前向きに検討して、ＪＡとも一緒にやるとか、や

り方はいろいろあると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   あと、一番大事な点で飛ばしたことがあります。村づくり株式会社の今回出資が

１，５００の中の３割、村ではしております。私からすると、いろんな形で、今回の

７名ですか、副村長も含めて。その選出方法もいろいろありますけれども、時間がな

いのでそれはいいです。ただ、問題は村が出資したその３割の意義というのはどこに

あるのか。責任の関係もありますから、その辺もちょっと明確に、契約書の内容も、

まだこれからいろいろありますけれども、その３割の意義というはどう捉えているの

か、これだけはちょっとお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ８番議員に再度お答えします。 

   村の３割出資でございますが、会社法によって定められている特別決議、これは株

主の３分の２の議決が必要でございます。そういった中で、特別議決というのはどう

いうものなのかということでございますが、会社の合併とか、分割とか、あと事業を

譲渡するとか、もしくは取締役とか監査役の解任とかと、これが特別決議でございま

すが、これをするのには３分の２の議決が必要だということで、これらを３分の１持

てばこれらが阻止できるという意味もございまして、そういった中で村の意見をある

程度反映させながら会社を運営していただくということで、３割の出資でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 定款上はまさにそのとおりだと思います。今までの経過と行政の

皆さんと準備委員会の皆さんとの考えを聞くと、何かちょっと食い違いがあるなと思

っています。要するに私が言いたいのは、基本的には行政は３割出資なんだから、積

極的にやっぱり関与すべきところは、特に今、これからでき上がる段階ですから、や

っぱり株式会社にこれは任せるんだというような態度、ややもすると私から見受けら

れます。そうでなく、積極的にやっぱりいろんな角度から関与して、やっぱりきちっ

として渡す、これからもやっぱりそういうふうなチェック機能を十分働かせてほしい

し、そのことが全てかなと思っております。 

   お任せでなくて、自分たちがやっぱりという形で、ぜひいろんな方々を交えて、そ

のような方向で進んでいってもらいたいし、間もなく１０月ですか、定款もおりて総

会も開く、１０月間違いないですか、総会、のような予定のようですから、そのこと

も含めてしっかりと、総会してから何やるかというのは本当は遅いんですけれども、
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国見町、優秀なところで私あれしましたけれども、３代の村長が絡んで計画しており

ます。いずれにしても１２年前から、５年前から一生懸命今の道の駅やっているよう

ですから、いろんな意味でやっぱり計画を早目に、準備を早目に、そしていろんな議

論を交えながら、将来的にやっぱりやってよかったなと、みんな村民が喜んで、その

ような活性化を図る直売所、産業振興センターになってほしいという観点から質問し

てまいりました。 

   以上をもちまして、時間そろそろになりますので、質問を終わらせていただきます。

どうもありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、８番佐々木市夫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１０分といたします。 

（午前１０時５６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時１０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、総括質疑を行います。 

   議案第６７号から議案第７５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上の都合上、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所管する決算項目以外の

質疑内容とし、歳入歳出決算書及び成果報告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、ご協力を願いたいと思います。 

   初めに、議案第６７号「平成２８年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について」

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） 今定例議会、決算議会ということで代表監査委員さんにもおいでい

ただいたということで、大変ご苦労さまでございます。 

   それで、決算のいろいろな意見もございますが、まず、財政力指数についてお伺い

いたしますが、今回０．３５９ということで、わずかではございますがアップしてい

るということで、いい方向には向いているなというように考えております。また、公

債費比率、これも１ポイントほどダウンしておりまして、いわゆる公債費が減ってい

るということで、これは好ましい方向だなというふうに思っております。実質公債費

比率についても０．５ポイントダウンということで、これもいい方向にいっているな

というふうに感じております。 

   そういう中でも、経常収支比率、これが若干アップしているということでございま

す。これらについては、監査委員のほうからもご指摘があったとおりだというふうに

思っております。いわゆるこの経常収支比率、これは分母と分子の関係もあろうかと

思います。いろんな除染事業のだんだん予算が減ってきて、それらも少なくなってい
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る関係上もあろうかと思います。そういう中で固定的な費用、いわゆる人件費、物件

費、補助費、扶助費というものが、これは固定費でございますから、その辺は減らな

いという関係上、どうしてもこの経常収支に結びつくんだなというふうに考えており

ますが、そこでもう一つは、この要因としましては、やはり未収入の、膨大な未済額

があるということも一因、起因しているというふうに監査委員さんもおっしゃってお

ります。 

   それで、その未収に関してでございますが、決算書のほうをちょっと見ていただき

たいと思います。決算書の事項別明細のほうからお願いしたいと思いますけれども、

１２、１３ページでございます。ご指摘のとおり収入未済額が７，９１３万

４，９９８円。それで今年度、２８年度は不納欠損として１５５万落としたというこ

とですね。これらの大きな数字といたしましては、個人村民税のいわゆる滞納繰越分

というのが２，９３０万、これは長期滞納されているということだろうと思います。

現年度分については六百数十万ですから、これは回収になるんだろうと思いますが、

これらの固定滞納、何カ年の累積がこの２，９３０万という形になっているのか、こ

れらについてお尋ねいたします。 

   それから、その下の固定資産税。これらについてもいわゆる滞納繰越分というのが

３，２９６万ということになっていますね。これらも大変大きな数字だなと、こう思

っています。これらについても何年滞納されているのか。見通し、いわゆる収入、取

れる見通しがどうなのか。今回も１３１万３，０００円ほど見込みがないということ

で、不納欠損で、これは損ということで上げてしまいましたが、非常にもったいない

数字でございます。 

   それから、軽自動車税の欄をごらんいただきたいと思いますが、私、軽自動車税が

なぜこのように滞納されるのかなと、ちょっと疑問、毎年思っていたのですが、いわ

ゆる軽自動車税金を払わないと税金完納書というのがもらえないんですね。税金完納

証明書がもらえないと車検が受けられないんですよ。車検が受けられなければ、これ

は乗れない。または無車検のまま乗っているのか、どうなのか。これ、単純計算しま

すと１台４，０００円から乗用車７，０００円、年度が古いのについてはもっと上が

ると思うんですが、単純計算しても４０台ぐらいになるんですね。これは無車検で乗

っているのか、またはどういう状況なのか、納屋にしまっておくのか。こういう危険

な車が走るということは、交通安全上からも大変な問題になり得るわけでございます

から、これらについてどういう経過なのか、要因なのか、これらについてもお尋ねし

ておきたいと思います。 

   それから１８、１９ページでございますが、公営住宅の使用料、これが収入未済額

として７万１，１００円上がっております。これらの中身についてお知らせ願いたい

と思います。 

   それから、その下の幼稚園、これらはいろいろ要因があろうかと思いますので、こ

れらについては答弁は結構です。その裏のスクールバス使用料、これらについてもい

ろいろ事情があるんだろうと思います。これらについても結構です。 
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   それから２６、２７ページ。これの中ほどにあります財産貸付収入の建物貸付収入

というのが１万２，０００円ほど上がっておりますが、これらはどういうものなのか。

いわゆる村営住宅ではないのかな、何が貸し付けなのかな。建物ということで上がっ

ておりますので、これらについてお答えを願いたいと思います。 

   それから、今は歳入でございましたが、歳出についてお尋ねいたします。 

   歳出の８ページ、９ページをごらんいただきたいと思います。 

   歳出の……（不規則発言あり）いいんですよ。一般会計の歳入歳出の決算書のほう

の８ページ、９ページです。いわゆる翌年度繰越額として２０億７，７４７万、これ

が繰越明許費として上がっておりますが、非常に大きな数字でございます。この

２０億、これは２９年度で、本年度で消化されているのかどうか、これらについてお

聞きしておきたいと思います。 

   それから、歳出に入りますが、歳出の事項別明細ということで、３４、３５ページ

をお開き願いたいと思います。その裏の３６、３７ページ。ここに２－１－２文書広

報費というのがございます。これの節の１８備品購入費９０６万２，０００円という

のが上がっておりますが、これらが全く使われなかったんですね、これ１００％使わ

れていない。繰り越しでもない。これらの要因は何であったのか、これらについてお

尋ねしておきたいと思います。 

   それから、ちょっと飛びまして５６、５７ページ。４－１－３の環境衛生費の中の

報酬、報償費というのがありますね、１と８番。これらも全く使用されていない。こ

れは何かの審議委員会があるべきなのが行われなかったのかどうか。これらについて

どうだったのか、お尋ねしておきたいと思います。 

   以上、この点についてお願いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ７番議員さんに答弁をさせていただきます。 

   決算書１３ページの関係で、いわゆる村税の収入未済額、不納欠損額、これらにつ

いての内容でございますが、まず個人村民税の関係、滞繰分では収入未済額が

２，９００万ということで、この内訳につきましては１１８名ございます。件数にし

ますと、住民税に関しては普通徴収ですと１年に４期に分けて収納しますので、件数

としましては６８５件、これが滞納というふうになってございます。 

   次の収入未済、今度は固定資産税関係でございますけれども、滞納繰越分について

は３，２９６万５，０００円ということで、人数に関しましては１４２名、件数にい

たしまして２，１１５件という内容になってございます。 

   また、軽自動車税に関しましては、滞納繰越分で２９万８，０５０円でございます。

これについては１９名、５８件でございます。それと、軽自動車に関しての無車検で

というご質問でございますが、現年課税分につきましてはちょうど車検の時期が２年

に１回ということで、無車検というのはなかなかないのかもしれませんけれども、い

わゆる滞納者、滞納繰越分のところの方とダブっている方もいらっしゃいますので、

７番議員さんおっしゃるとおり、もしかすると無車検で乗られる方もいらっしゃるか
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もしれません。これは私のほうでつかんでおりませんのでわかりません。 

   なお、通常ですと軽自動車、いわゆる車検のあるものに関しましては、軽自動車協

会のほうでナンバーを交付しますので、軽自動車としてそちらに登録してある部分に

関する部分と、村がいわゆる軽自動車税を課税するための課税標識を交付するもの、

内容については農耕車両であったり、１２５㏄未満のいわゆるバイク、こういったも

のに関しては、倉庫の中で眠ったままになっているというのも結構ございます。毎年

納税通知書をごらんになりまして、こういった機械はないのだけれども、どうなんだ

べないということで照会に来られる方もいらっしゃいます。そういった睡眠している

軽自動車もあるかもしれませんが、現にいわゆる軽貨物、軽乗用で納税になっていな

い方もいらっしゃるような状況でございます。 

   あとは、不納欠損関係でございますけれども、個人村民税の２０万６３１円でござ

いますが、これにつきましては６名、１５件の不納欠損処分をさせていただいており

ます。また、固定資産税につきましては１３１万３，４００円でございますが、

２３名、９０件ほど不納欠損処理させていただいております。軽自動車税につきまし

ても、６名、８件の不納欠損処理をさせていただいているところでございます。 

   不納欠損の内訳としましては、事由が３つあるんですけれども、いわゆる地方税法

１８条第１項、これは消滅時効というものでございます。いわゆる５年たったときに

時効が成立して債権が消滅するという内容でございます。これの件数が、村民税が

４名、８件、固定資産税が１５名の５４件、軽自動車税に関しては５名の６件という

ふうになってございます。 

   また、滞納処分の執行停止後３年が経過したときということで、地方税法第１５条

の７、第４項に基づく不納欠損でございますけれども、これにつきましては、村・県

民税が２名、７件、固定資産税が７名の３２件、軽自動車税１名の２件というふうに

なってございます。 

   また、差し押さえる財産がないとかいう場合に、とめることができません。そうい

った場合、地方税法第１５条７の第５項による即時欠損というのがございまして、こ

れにつきましては固定資産税１名、４件というふうになってございます。 

   あと、軽自動車の関係、無車検ということでございますが、３日前だか４日前に新

聞の報道でも報道されておりましたが、全国だと数万台ぐらいあるんではなかろうか

という記事も出ていました。なお、そういったことのないように、私のほうとしても

軽自動車の税の徴収率向上に努めてまいりたいというふうに思っています。 

   また、滞納の実態、それを若干参考までに説明させていただきますけれども、滞納

税全体ですと国保税、ただいまのあれでは入っていませんけれども、国保税を含める

と１億６，０００万ぐらい滞納繰越があります。そのうちの高額滞納、いわゆる私の

ほうで集計しましたのが、一人当たり１００万以上の滞納のある方、これは全体で

３４名です。この３４名のいわゆる１００万以上の滞納を合計しますと、１億

６８８万８，８２９円ということで、滞納本税全体１億８，０００万の約６割が、こ

の３４名の滞納で生まれているというような状況でありますので、それぞれ不動産の
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差し押さえとかいろいろやっているところでございますが、なかなか徴収率の向上に

つながっていないというのが実態でございます。 

   また、いわゆるいろんな事情から相続人がいないと、いわゆる相続放棄も含めてで

すけれども、こういったものにも課税にはなります。いわゆる民法の規定で、相続人

がいない場合、その財産を法人とするという規定がございまして、それについても課

税になってございます。こういったものをどうするのかということで、他市町村の事

例なんかを参考にしまして、いわゆる財産管理人の選任、ただ、これ家庭裁判所に申

し立てしまして財産管理人を選任、いわゆる弁護士を選任していただいて、それを処

分するという、最終的には国庫に帰属するというふうな、そういった手続でございま

すが、こういった手続もそんなに難しくないようですが、ただ予納金といいまして、

その手続の費用がかかります。これも債権として回収できる見込みがあるのかどうか、

あとは空き家対策の中で、例えば壊れて危険だというような、そういった行政でこれ

からやらなくちゃならない部分も発生する可能性もありますので、そういったものを

横断的な考え方から、そういった部分も行使しながら、できるだけ滞納繰越額の圧縮

に努めてまいりたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ７番議員さんにお答えいたします。 

   １８ページ、公営住宅使用料の収入未済の件でございますが、まず公営住宅につき

ましては、村では特公賃住宅、西部団地、西庵団地、計８棟管理してございます。家

賃は５万７，０００円で徴収してございます。また、復興住宅５９戸管理してござい

ます。最低の家賃は７，９００円から、最高家賃は７万１，３００円ということで徴

収してございます。この７万１，１００円の収入未済額につきましては、特公賃住宅

１棟、公営住宅の未済となってございます。 

   続きまして、２６ページ。財産貸付収入、建物貸付収入の件でございますが、こち

らは教員住宅の貸付料、また大江田中住宅の貸付料、こちらの徴収の額でございます。

教員住宅につきましては、仲ノ沢の４棟を管理してございます。大江田中住宅につき

ましては、大江田中の３棟を管理してございます。この収入未済１万２，０００円に

つきましては、大江田中１棟の６，０００円分になりますが、その２回分という形に

なります。 

   以上です。 

○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。 

   決算書の８ページ、９ページでございます。翌年度繰越額２０億７，７４７万

２，０００円の額の件でございますけれども、これにつきましては、今年３月の定例

会並びに３月の臨時会におきまして、２９年度に繰り越すべき額の議決をいただいた

総額でございます。これにつきましては、６月の定例会におきまして繰越明許、繰越

計算書、この報告をさせていただいておりますけれども、それが２０億７，７４７万



 

- 106 - 

 

２，０００円の総額でございます。事業に関しましては、産業振興センター改修事業

１億１，０５０万、法人設立準備会の補助金６０万、一番大きい額ですと、線量低減

化対策事業の１４億７，６４５万、さらに牧草地除染対策事業の１億円、そのほか大

きいものだけ申し上げますと、あだたらの里直売所建設事業２億５，１４９万

７，０００円、そういったものにつきまして繰り越しを受けて、２９年度で事業を執

行しているものでございます。 

   さらに、決算書の３７ページをごらんいただきますと、中段にあります不用額

９０６万２，０００円の内容でございますけれども、これにつきましては、事業とし

ましては、２７年度から２８年度に繰り越しをさせていただきました情報セキュリテ

ィー強化対策事業でございます。この事業につきましては国庫補助事業として取り組

ませていただいておりますけれども、当初の計画におきましては、パソコン類につき

まして、各店頭で販売されているような一般ユーザー向けの汎用型のパソコンを購入

する計画でございました。 

   これにつきまして内容を精査しました結果、導入した後に、今現在使っております

財務会計用のパソコン、既存のパソコン、こういったものとの置きかえを考慮します

と、汎用型のパソコンでは使用に耐えられないということになりまして、現在使って

おりますカスタマイズパソコンというものがございます。これは真っさらなパソコン

の中にいろんなアプリケーション、ソフト関係を大玉村の使用環境に合わせたバージ

ョンに組み立てていくというのがカスタマイズパソコンでございますけれども、そう

いったものを導入するということにいたしました結果、備品購入費ではなくて、一般

の回線の分離関係と同時に業務委託料での支出とした結果、この備品購入費が不用残

となったような経過でございます。これにより９０６万２，０００円の不用残という

ことになっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ５７ページ、環境衛生費のほうの１番報酬のほう、不用残額ということの内容なん

ですが、こちらのほうは大玉村景観保護審議会委員の委員等の報酬になっております。

こちらのほうは大規模開発のある場合、開催いたしておりますので、その都度規模の

小さい部分であれば、委員会のほうは開催しておりませんので、こちらのほうは不用

残になっております。 

   続きまして、８番の報償費のほうなんですが、こちらのほうは今年度予算ちょっと

とっていないんで、ゼロにしておりますので、ちょっと手持ちに資料がないので後ほ

どお答え、ちょっと、今のだけでよろしいですか。一緒、審議会。であれば今の回答

で以上です。申しわけございませんでした。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） それぞれ答弁ありがとうございました。 

   収入未済額または不納欠損について再度お尋ねいたしますが、やはり固定滞納
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６８２件、それから固定資産の固定滞納については２，１０５件という、大きな件数

ですよね。これらをやっぱりいち早く回収すべき、これは大変だとは思います。本当

に努力されているというのはわかるんですけれども、やはり先ほどおっしゃいました

ように、これだけの金額、そしてまた国保関係、国保は私の管轄ですが、１億

６，０００万ということになりますと、村の財政も大変これは逼迫するんだなという

ふうに思っておりますので、これらの努力を一段とまた重ねてお願いしたいなという

ふうに思っております。 

   軽自動車税については、おおむねわかったところでございますが、交通安全、やっ

ぱり人命第一という観点からしましても、これらもあらゆる機関と調整していただき

ながら、滞納繰越がないように努力していただきたいなと思っています。 

   それから、実はこれ、私ごとなんですけれども、実は会津の税務署管内から封書が

入ってきました。それはアパートの住人に対してのいわゆる聞き取り調査なんですね。

これは税法上の法的権限といたしまして、個人情報を適用除外するというふうな法が

あるんですね、この税収に関しては。それらを盾に調査に来たところで、私のほうで

はいろんな人の収入や契約の状況を送ったところでございますが、それらのこともよ

く県と協議しながら、滞納者に対してどういうことが可能なのか、よく研究していた

だきたいなと、こういうふうに思って、参考ですけれども、お願いしたいと思ってお

ります。 

   それから、いろいろ住宅関連の未納についてはわかりました。そして、不用額の

９０６万２，０００円、これはいろいろセキュリティー関係変更されたようでござい

ますが、私が言いたいのは、これほどの金額を決算まで何で置くのかなということで

ございます。途中で補正の減額、これもあり得るんじゃないかなと。そういうことに

よって、この９０６万というのは別の方向に有意義に使われるんじゃないかなという

観点からの質問でございまして、もう一度その点についてお尋ねしておきたいと思い

ます。 

   それから、最終の審議委員会の不用額についてはわかりました。そういうことでご

ざいますから、 

   以上についてお尋ねします。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） 再度７番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   収入未済、滞納額、かなり多いというご指摘ごもっともだと思います。私どもとし

ましては、税の賦課徴収に関しまして、公平公正の観点から滞納者の実態調査、納税

相談を行いながら、督促、催告、資産・給与・不動産などの財産調査、こういったも

のに一層力を入れながら、滞納整理に力を入れていきたいというふうに考えてござい

ます。 

   また、会津の税務署のほうから照会が来たというお話がございました。これはうち

のほうですと地方税法第２０条の１１項に基づきまして、地方税に関する調査権が地

方税法で付与されてございます。当然、今ご発言があったとおり、滞納者の実態調査
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に関しましては、まず、転入者に関しましては、転入する以前の市町村に対してどの

ぐらい収入があって、その方が滞納者だったのかどうかという調査、あとは何か公的

な部分で振込口座等があれば、そういったものもお知らせをいただくと、そういった

ものを活用しまして金融機関に対して残高の照会をすると、残高があれば当然滞納処

分として差し押さえ換価、一番手っ取り早いのが預金なんですが、今までの経過だと

滞納者の預金調査をしましても、振り込みになるとすぐに引き落としてしまうのか、

せいぜい数千円という、それの繰り返しになってございます。 

   ただ、悪質な方に関しましては、これを行使することによって時効をその時点でリ

セットすることができます。さらにそこから５年間という形になりますので、やっぱ

りそういった地道な徴収のいわゆる調査、これもひっきりなしやっております。また、

携帯電話会社のほうにその取引の実態、いわゆる口座引き落としなのか、プリカ方式

なのか。プリカ方式だとその時点で終わっちゃうんですけれども、口座引き落としと

いうことになれば、当然その口座があるというのがわかりますから、それで口座のほ

うからの残高照会をして差し押さえをすると。 

   また、最近力を入れていますのは、これ最終的な手段になってくるんですけれども、

給与所得者の場合だと給与差し押さえ、これについてもやっていることがございます。

これは相手の勤務先がある程度しっかりしたところでないとなかなかできないという

こともございますけれども、なかなか交渉に応じない滞納者に対しては給与の照会、

こういったことをやるのも効果的かなと思っています。ただ、これをやることによっ

て、その方が会社における信用、そういった部分もありますので、やる場合は催告と

いうことで、こういったことをやらせていただきますよと、もしやらないでいただき

たいということであれば交渉に応じてくださいと、こういった中身で交渉している内

容もございます。 

   いずれにしましても、公平公正の観点から、今まで以上に力を入れていきたいとい

うふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどの決算書の３６、３７ページ、中ほどにございます備品購入費の不用残の関

係でございます。 

   これにつきましては、７番議員さんご指摘のとおり、現年分の予算であれば、当然

不用残につきましては事前に補正によりまして減額するという手続をとらせていただ

きます。先ほど１回目の答弁で申し上げましたとおり、この情報セキュリティー強化

対策事業につきましては、２７年度からの繰越明許分の予算でございます。これにつ

きましては制度上減額補正ができないという内容になってございますので、このまま

の不用残とさせていただきました。ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 議長にお伺いしますけれども、審査の結果の質疑ですので、内容
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的には我々総務常任委員会のほうの管轄なんだけれども、それは直接監査委員という

ことであれば許されるという認識でいるんですけれども、それでよろしいでしょうか。 

   ２ページの経常収支比率の問題なんですけれども、これは質疑してよろしいでしょ

うか。その辺について。 

○議長（遠藤義夫） 今までの規定の中からいけば、自分の管轄外の部分でお願いしたい

ということであったんですが。 

○８番（佐々木市夫） 特例は認められるという件かと思います。我々の委員会、分科会

になっちゃうと監査委員は当然出席できませんので、ここしか聞く機会がないんです。

ということであれば、ここでやっぱり質疑、聞くべきかなという観点でお伺いしたの

で、ちょっと取り計らいよろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） その部分は監査委員のほうに聞けば部分的にできる部分があります

ので、監査委員のほうに質問をお願いします。８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   せっかく代表監査委員がいらっしゃっているんですから、やはり聞くのは当たり前

という観点から、質問したいと思います。 

   この２ページの１番の問題ですね。比較して微増ではありますけれども、経常収支

比率が上がってきて、いよいよちょっと危険な水域に入ってきているかもしれない、

８７．２％という内容です。要因とすれば、これいろいろと、経費とかいろいろある

んでしょうけれども、監査委員が特に指摘して、この辺は削減に努めてくれとか、そ

の辺のことをお聞かせ願えれば。 

   あと、地方税の逆に確保の問題、行った来たの問題ですけれども、以前も庁内で徴

収チームとかという問題もあったんですけれども、現在では既に徴収員も確保されて、

それぞれ職員の皆さん方も徴収には鋭意努力しているというようなことは理解できま

すけれども、改めてその辺の、今の問題点などがもしあって、もう少しこうすれば徴

収はスムーズに、先ほどちょっと意見出ましたけれども、その辺についての代表監査

委員のご指摘がありましたら、ぜひお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 監査委員。 

○代表監査委員（甲野藤健一） ８番さんにお答え申し上げます。 

   私の監査意見の中で、１番の関係は昨年も申し上げました。再度書かせていただき

ましたけれども、経常収支比率が高いということは、やはり余裕がないというか弾力

性がないというか、１００とすれば残りは１３％しかない、こういう意味で私は考え

ていますけれども。小さい市町村ですので、財政力指数が０．３５９ですので、私と

しては本来は、今３割自治ですから、目指すのは４割自治かなというふうに私は考え

ています、個人的にはね。ですから、やっぱり税収が上がれば比率は下がる、そうい

うシステムですので、やはり税の確保というのが一番大切かなと私は思っています。 

   ですから、滞納の話は昨年も同じ計上していますけれども、税務課のほうで一生懸

命やっているのは事実なんだよね、これは。ただ、大玉村もやっぱり都市化してきて

いますので、滞納者が変わってきているんですね、質がね。だからその辺の難しさと
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いうのはかなりあると思います。ですけれども、やっぱり不納欠損という処理の方法

もありますけれども、だから私は不納欠損で処理できるものは処理してくださいとい

うように必ず申し上げます。でないと、不良債権をいつまでも抱えていても、これは

どうしようもありませんので、そういうことは指導しています。できるだけやっぱり

経常収支比率ですか、今８７ですから、極力下げるような努力はしているかと私は思

っております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番さん、いいですか。 

   そのほかございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 成果報告書のほうからお伺い申し上げます。 

   まず最初に、今、佐々木議員が言ったのと同じなんですが、監査委員に聞きたいこ

とが内容の中でちょっとありますので、最初１点お伺いしておきます。 

   成果報告書の中の１５ページ、全国森林環境税創設促進議員連盟負担金がこれ公費

で支出されているわけでありますが、この支出は正しいのかどうか。その内容がちょ

っと、議員連盟のやつが公費で支出されている部分、ちょっと疑問に思ったので、そ

れをまず伺っておきます。これは管轄外なんでありますが、ただ、これ監査委員のほ

うでどういうふうに評価するか、考えるかということの判断基準をお伺いしておきた

いと思います。まず、それ１点。 

   それから、最初の質問に入ります。 

   成果報告の３８ページ、３９ページをお願いします。防犯対策事務事業、これ、い

つも疑問に思っているんですが、防犯灯の管理状況について、村管理のものと地域管

理のものがございますが、これはいずれにしろ最終的には村が補助金出したりなんか

して管理しているようになるんでありますが、こういうものの一括管理の必要性を伺

っておきたいんであります。 

   それから、４１ページ。この上段の大玉村第３仮置き場、８７０万９，１２０円の

測量設定業務委託費が計上されて履行されております。これについて、今の進捗状況

と、これ、そろそろけじめをつけなきゃならないと思っております。これについて考

え方、村当局の考え方を伺っておきます。 

   それから、ページ５７までいってください。民生費の中で生活保護受給世帯、これ

は１８世帯２２名でございますが、この認定調査とか、これにかかわるシステムにつ

いて伺っておきたいんであります。どういう形で生活保護について認定されておられ

るのか。 

   それから、その下段の民生児童委員のことでございますが、これの選出方法、どの

ようなシステムで後任に道を譲ったりなんかしているのか。何となく現民生委員から

次の後任は個人が探しているような状況もあちこちから見受けられますので、そうい

う選出方法、もう少しオープンにすべき役割でないのかなと思っております。この選

出方法についてチェック入れておきたいと思います。 

   それから、５９ページ。５９ページのシルバー人材センターの運営方法なんですが、
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これ、１３２ページの道路維持費の中で、委託で４３５万云々が、このシルバー人材

センターに委託というような形になったわけでありますが、これは多分道路維持とか

何かのことでやっているんだと思いますが、これはいつからこのように方向性が変わ

ったのか。今までは直営でやっていた部分だと思うんですが、それについて伺ってお

きます。 

   それから、ちょっと飛びます。９５ページ。ＰＣＢ含有廃棄物の処分、これ

２１８万１，６００円。これが主な負担になったと思うんでありますが、これは請求

事業所は確認することはできなかったのか、それについて伺っておきます。 

   それから、ページ９６。二酸化炭素排出抑制対策事業業務委託７３９万

８，０００円。これの委託内容について、事業内容を伺っておきます。 

   それから、１０３ページにいきます。１０３ページの中で、野ネズミ一斉駆除とい

うようなこと、これ農協を通してやっておられますが、この薬剤の頒布先というのが

ある程度農家ということに限定されております。今、農家の形態が大分変わっていま

す。直売所農業とかなんかされている、私なんかもその一員なんですが、そういう方

たちには配布がされていない。その辺をどのように考えておられるのか。やっぱり、

それぞれがお互いで協力して、この野ネズミ退治していかないと、隣は非農家だ、あ

と片方は農家だ、ただ、今随分いろんな形で農業に携わっておられる方もおります。

だから、そろそろこの一斉駆除について、もう少し変わったシステムを考えるべきで

はないかなと思って質問申し上げます。 

   １０７ページ。１０７ページと、これと１０４ページの水稲カメムシ防除のことと

関連するんでありますが、この１０７ページで言っている地球温暖化防止や生物多様

保全に積極的に貢献する云々の部分、この事業の中で、片やカメムシでいろんな生態

系の多様性保全を破壊するような状況にあって、また片方でこれはうんと矛盾した文

言だと思っております。この辺について、やっぱりもう少しカメムシ防除については、

きのうの一般質問で部長からは変える必要性があるというような答弁がございました

が、改めてその点を伺っておきます。それで、この中身で、堆肥の費用と冬期湛水管

理について、どういう形で補助交付がされているのか、このシステムについてもご説

明願いたいと思います。 

   それから、１１７ページの堆肥センターのことでありますが、これ生産量、販売量

がアップしているんですが、歳入がマイナスになってきたその原因は、これちょっと

アンバランスかなと思っておりますので、これについてご説明願います。とりあえず

ここまでお願い申し上げます。午後からでいいです。 

○議長（遠藤義夫） ここで、昼食のため暫時休議いたします。 

   再開は午後１時３０分といたします。 

（午前１１時５９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 当局の答弁を求めます。 

   監査委員の報告を求めます。監査委員。 

○代表監査委員（甲野藤健一） ５番さんにお答え申し上げます。 

   全国森林環境税創設促進議員連盟の負担金、これ議会費ということで支出しており

ますけれども、この議員連盟ともう一つあります。促進連盟というのがあります。で

すから、促進連盟というのが市町村が加入する、議員連盟は議会が加入するというこ

とでございますので、今回の加入については議会費から支出するのが適当かと思われ

ます。 

   以上です。 

○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。 

   村内にございます防犯灯の一括管理についてでございますが、議員さんがご指摘の

とおり、村内には村が設置する防犯灯、それと古くから地域の方が設置し維持管理し

ている防犯灯、２通りございます。地域で管理される防犯灯につきましては、修繕費、

電気料等２分の１、また新設に関しても３分の１の村から助成を行っているところで

ございます。設置に当たっては、やはり設置者、所有権というものが発生してきます

ので、村が維持管理するに当たっては、寄附採納等の手続が必要になるかと思います。

また、商工会などの防犯灯もございますので、数が相当数ございます。維持管理費等

も検討しながら、今度検討してまいりたいと考えております。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） ５番議員さんにお答えいたします。 

   まず第１点、４１ページ。大玉村第３仮置き場についてですが、こちらのほうにつ

きましては、今年度については４月から地元住民との説明会を開催してまいりました。

今回、第３仮置き場については、議会終了後、早期に再度、今現在日程を調整してお

ります地元説明会を開催し、結論づけてまいりたい考えであります。 

   続きまして、９５ページをお開きください。（４）番のＰＣＢ含有廃棄物の処分、

どこの事業所分とのことですが、こちらのほうは名倉山の登山道の駐車場の整備に先

駆けまして処分した内容になっております。 

   続きまして、９６ページ。（２）番の二酸化炭素排出量抑制対策事業業務委託、こ

ちらのほうの内容とはとのことですが、こちらのほうは大玉村行政機関のエネルギー

消費量を把握いたしまして、省エネ診断等を実施し、温室等効果ガスの削減計画を作

成しております。あわせて大玉村地球温暖化対策実行計画書も作成いたしました。今

後、ハード事業、ＬＥＤ化等につなげ、施設の省エネ化を推進していきたい考えであ

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ５番議員さんにお答えいたします。 
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   まず１点目、５７ページの生活保護の認定についてであります。まず、生活保護の

決定については福祉事務所が行うことになっており、本村は県北保健福祉事務所の管

轄となり、県北保健福祉事務所が決定することになっております。相談の手順ですが、

まず役場福祉課での相談があり、その次に県北保健福祉事務所の職員が来庁しての

３者の相談、それから申請書類の作成、提出。最後に県北保健福祉事務所が決定する

という流れになっております。決定まではおおむね１カ月ほど期間を要しておるのが

現状であります。また、平成２７年４月１日より生活困窮者自立支援法が施行され、

生活保護に至る前の生活困窮者に対して、福島県社会福祉協議会の専門指導員の協力

のもと、支援を行っております。 

   続きまして、２点目。同じく５７ページの民生児童委員の人選についてであります。

こちらにつきましては、民生児童委員についはご存じのとおり３年間の任期で、厚生

労働大臣の任命により活動いただいております。昨年１２月に任期満了になり、委員

の改選を行ったところでありますが、委員の選任に当たりましては、大玉村民生委員

推薦会規則に基づきまして、民生委員推薦会を組織して委員を選出しております。ち

なみに、民生委員推薦会の委員は１４名で組織しておりまして、その中には議会議員

の方２名も含まれております。 

   続きまして、３点目。５９ページ、シルバー人材センターについてであります。こ

ちら一般社団法人の大玉村シルバー人材センターとして平成２７年度より活動してお

りますが、こちらの法人化のための事務の増加等に伴いまして、その体制強化のため

に村が臨時職員として、平成２７年度から２８年６月まで、賃金について支給、援助

をしております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ５番議員さんにお答えします。 

   シルバー人材関連で道路維持作業を直営で前はやっていたのではないかという、そ

の質問の関連です。確かに平成２４年度までは直営で、単年度ごとの契約で道路維持

作業員を１名雇用しておりました。どのような資格を持たれた方を雇っていたかとい

いますと、モーターグレーダーを運転できる方、大型特殊運転免許証をお持ちの方、

それに伴いまして、作業従事の講習を受けた方１名を雇っておりました。週３回ほど

道路維持作業の任に当たってもらっておりました。それに伴いまして、補助作業員と

してシルバー人材センターから１人来てもらっていたという、２４年度まではそのよ

うな形態で道路維持作業を行っていました。 

   その背景といたしましては、やはり幹線の未舗装分の道路が、一例を挙げますと、

蒲坂・守谷線ですとか、砂利道でやはり道路整形するにはモーターグレーダーが必要

だったということもありまして、そのような雇用形態をしてございました。２５年度

からは、やはり幹線の未舗装道路もなくなってまいりまして、２５年度からは道路維

持作業員は丸々シルバー人材センターから来てもらっているような形をとってござい

ます。 
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   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ５番議員さんにお答えいたします。 

   まず、１０３ページ。野ネズミの薬剤配布についてですけれども、こちらにつきま

しては、農事組合ごとに水田の面積に応じて、農事組合さんを通して薬剤の配布をお

願いしていたところですけれども、２８年度につきましては、同じく農事組合長を通

しまして取りまとめを行っていただきました。必要だという方にのみ配布したわけな

んですけれども、実際、非農家であったり、非農家の方で実際に野ネズミ駆除の薬剤

が必要だという方には行き届いていなかった部分がございますので、今後は組長さん

なりを通して配布可能かどうかということで、ちょっと検討させていただければと思

います。 

   続きまして、１０４ページのカメムシ対策と１０７ページの環境保全型についてな

んですけれども、カメムシ防除につきましては、今のところ小型、大型のカメムシに

対応できる薬剤であるということと、農林水産省におきましても減農薬推進の農薬と

して位置づけていることから、現在の農薬を使用しております。 

   １０７ページのほうの環境保全型なんですけれども、こちらにつきましては、

５０％の化学肥料の削減とプラスして、この堆肥の施用、冬期湛水を組み合わせた方

につきまして、堆肥の施用ですと１０アール当たり４，４００円、冬期湛水ですと

１０アール当たり１，０００円ということで補助金が交付される仕組みになっており

まして、矛盾しているのではないかということなんですけれども、一応、今のところ

は農林水産省でも認めている薬剤だということで使用はしております。 

   ただし、部長の一般質問で答弁ございましたとおり、農林水産省及び環境省におき

まして、農薬登録時の安全性について見直す部分が始まっているということと、あと

高刈りによってカメムシの繁殖を抑えられるなどという研究成果も出ておりますので、

そういったことを今後十分配慮して、関係機関と十分協議しながら、そういったこと

を踏まえながら、この後も検討していければと思っております。 

   続きまして、１１７ページの堆肥の関係なんですけれども、２８年産のほうが数量

が多くて、金額のほうが少ないということなんですけれども、まず２７年産につきま

しても平年より若干数量は多くなっております。というのは、２６年度末にコンプレ

ッサーのほうが故障いたしまして、２６年度末に散布予定だったものが２７年度当初

に散布して、金額が減っているということで、その分は若干２７年度のほうも伸びて

はおります。それ以上に２８年度分につきましては、東京電力のほうの関係の事業が

ございまして、堆肥広域流通促進対策ということで、滞留堆肥、放射物質の関係、東

京電力の爆発の関係で売れ残っていた堆肥がずっと残っていたわけなんですけれども、

そちらの堆肥を東京電力を介して必要である県や市町村に売りさばくといった事業な

んですけれども、こちらの買い入れ額が立米当たり通常ですと３，７５０円で販売し

ているものが、立米当たり５０円で東京電力のほうで購入して、栃木のほうに売却し

ております。その差額につきましては、今財政のほうで損害賠償として手続を進めて
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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） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 先ほどの９５ページの、まずＰＣＢの名倉山のところにあったもの

の整理ということでございますが、これは事業所が残していったものと理解してよろ

しいんでしょうか。その事業所については宛先不明ということでしょうか。事業所を

確定できない、結局これ村処分ということになったんでしょうか。その辺１点確認し

ておきます。 

   それから、同じく９６ページの二酸化炭素排出量の抑制対策事業、これの委託先は

どのようなところになっているのでしょうか。その２点だけ確認しておきます。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ９５ページのＰＣＢ含有廃棄物関係でありますが、これは名倉山、福島自工が当時

採石を採掘して、その後事業を畳んでというような形で、しばらくたってから、平成

２０年前後だったと思いますが、大玉村が名倉山一体を買い受けたと。その当時は発

見できなかったんですが、その後名倉山をいろいろ調査する中で、こういうＰＣＢ入

りのものが見つかったと。当時、東芝製の機械、そういうものだったと思いますが、

ちょうどＰＣＢを含む、含まないの境目のものだったと思います。それを調査した結

果、若干のＰＣＢを含んでいるというような形で、適正な処分をしてくださいという

ようなことになったというふうに記憶しております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） 失礼しました。 

   今、福島自工、これは静岡にある工場でありますが、現在、店を畳んで行方不明と

いうような状態でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） ５番議員さんに再度お答えいたします。 

   二酸化炭素排出量抑制対策事業事務委託のほうなんですが、ちょっと今資料がない

ので、後ほど委託先のほう、よろしいでしょうか。申しわけございません、お答えい

たしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 先ほどちょっと聞くのを忘れましたので、決算書をお願いしたいと

思います。 

   決算書の９４ページでございます。この出資による権利という欄でございまして、

昨年までは千単位の数字だったと思っておったんですが、今年からは円単位で細かく

表示されているということでございます。その一番上の財団法人福島県社会福祉協議

会施設整備基金のいわゆる５１万２，６００円、これは昨年は５１万３，０００円と
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表示されておったんですが、当然、四捨五入をされて６００円を繰り上げして５１万

３，０００円というふうになっておったというふうに理解してよろしいのかどうか。

その件についてお尋ねします。 

   次のページでございますが、９６ページ。基金の下段の欄に帰還環境整備交付金基

金というのが新たに設けられたのかなというふうに思っております。これ、

１，５４８万６，２４０円でございますが、これらの目的、帰還環境整備交付金です

から、これは浜通りなのかな、どうなのかな、本村にもこれが該当して、交付金です

からもらったのかな、それとも一般財源から充当されているのかな。この辺の財源の

内訳、それと理由ですね。それらについてお尋ねしておきます。 

○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。 

   決算書９４ページの出資による権利、出資金関係の一覧表でございます。まず、数

字の表記でございますが、確かに昨年度まで千円単位ということで記載をさせていた

だきました。これにつきましては、監査委員のほうのご指導によりまして円単位まで

の表示に今年度から改めをさせていただきました。さらに、昨年度までは千円単位と

いうことで、千円未満を四捨五入の上、表示をさせていただいておりましたが、今年

度につきましては円まで全てを表示したところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） ７番議員さんにお答えいたします。 

   決算書９６ページ、帰還環境整備交付金の基金、こちらのほうなんですが、中身は

農山村地域復興基盤総合整備事業、大玉地区のため池モニタリング等９カ所の残額の

ほうになっております。基金積み立てになっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ７番議員にお答えします。 

   今のため池関係の事業でございますが、国からの補助金をいただきまして、それを

この基金に１回積んで、昨年ため池関係の除染、繰り越しになっておりますが、充当

しています。その残りが国庫補助の残り、１回積み立てて、ため池関係で基金から充

当させておりまして、今回１，５００万円はその残りが基金残となっているというこ

とでございます。 

   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） 成果報告書の中の１１７ページと１１９ページについて質問させ

ていただきます。 

   まず、堆肥センターの運営事務関係ですね、いろいろと原発事故以来、非常に経営

的には苦慮している部分があるというような形で理解しています。この２７年度と

２８年度の比較をした場合に、生産量はほとんど変わらないんですけれども、極端に
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２８年度は売上代金が減っていると。この要因的なことを少し説明していただきなが

ら、もう少しこの堆肥を全村に使ってもらう方法はないのかどうか。大玉村安心安全

の、そういうふうな農産物で、非常に土づくりは大事な点ですけれども、なぜか最近

はそんな形で消費が伸びない。いろんな工夫をしているのはわかりますけれども、も

っともっとやっぱり、補助を出してもいいからもう少しやっぱり村民に使ってもらっ

て、そういうふうな生産している地域だよという形で、検討してもらえばありがたい

けれども、その辺についてお伺いしたいと思います。 

   １１９ページ、多面的機能の問題の交付金ですね。返還金が出てきました。恐らく

ある地域がやめたから、今年度からやめたのでという形で推察しますが、そのとおり

であるかどうかという問題です。我々、実は今月、山形県の庄内にあります遊佐町に

行って研修してまいりました。これは後で産業建設部ともいろいろ、１５日に反省会

をしてまとめながら、また打ち合わせしたいと思いますけれども、いろんな意味で、

せっかくこの交付金がいろんな理由でやめていく、その大きな理由はやっぱり事務処

理の多忙という形と、難しいとその２つがあるので、それらを含めて現状でこのまま

いいと考えているのか、改善策はあるのか。あと、要望事項として今までも言ってき

たのですけれども、各組織の横のつながりがない。せめて冬期間くらいにそういうふ

うな情報交換をして、いいところはやっぱりまねするような、そういう機会を設けて

ほしい。そのようなことについての反省を踏まえて、答弁願えればと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ８番議員さんにお答えいたします。 

   堆肥の関係なんですけれども、原発事故以降、売り上げのほうは若干やはり下火に

なっているところはございますが、今回の歳入の金額、２７年度に比べて２８年度が

低いというのは、先ほども答弁したとおり、東京電力のほうで立米当たり５０円の単

価で購入して、滞留堆肥をさばいていただいたということで、単価が安かったことに

つきまして、歳入のほうがこれだけ減になっているところがございます。その差額に

つきましては、財政のほうで東電のほうに賠償請求するといった形になります。 

   続きまして、１１９ページ。多面的機能支払交付金の関係なんですけれども、現在

２８年度末だと１２地区、４組織が２８年度で実際終了してございます。確かになぜ

かといいますと、事務処理が多忙ということがございます。改善策につきましては、

一番いいのは、本当は全体を多面的の範囲として行えれば一番いいんでしょうけれど

も、それにつきましてもちょっと面積が広過ぎる部分がございますし、都市化も進ん

でいるということで、途中で部分部分抜けてしまうというようなこともございますの

で、そういった部分につきましては、ちょっと大玉村としてはなじまない部分なのか

なということがございますので、なるべく集落単位で参加できる集落がございました

ら、こういったことに取り組んでいただいて、少しでも農家の方々の収入に充ててい

ただければと思いますので、今後ともその辺はちょっと県なり等と協議もしながら、

対策等を進めてまいりたいと思います。 

   横のつながりにつきましては、確かに組織と村と直接やり合っている部分だけの事
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業になっておりますので、情報交換等という場が必要なのもこれから大事になってく

るのかなとは思いますので、今後は冬期間の時期につきまして、代表者等の横のつな

がりを設けるような会議等も開催していければと思いますので、その辺もちょっと検

討させていただければと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「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６７号「平成２８年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について」

に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第６８号「平成２８年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について」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６８号「平成２８年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第６９号「平成２８年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決

算認定について」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６９号「平成２８年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決算認定

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７０号「平成２８年度アットホームおおたま特別会計歳入歳

出決算認定について」に対する質疑を行います。 
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   質疑を許します。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７０号「平成２８年度アットホームおおたま特別会計歳入歳出決算

認定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第７１号「平成２８年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算認定について」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７１号「平成２８年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算認定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第７２号「平成２８年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算

認定について」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７２号「平成２８年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第７３号「平成２８年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について」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） 
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○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第７３号「平成２８年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第７４号「平成２８年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について」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７４号「平成２８年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第７５号「平成２８年度大玉村水道事業会計歳入歳出決算認定

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７５号「平成２８年度大玉村水道事業会計歳入歳出決算認定につい

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３、平成２８年度歳入歳出決算認定議案の委員会付託を行い

ます。 

   お諮りいたします。 

   平成２８年度歳入歳出決算認定議案である議案第６７号から議案第７５号までにつ

いては、議長を含む１２人の委員で構成する決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６７号から議案第７５号までの平成２８年度歳入歳出決算認定

議案については、決算審査特別委員会に付託することに決しました。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） ここで、委員会条例第８条第１項の規定に基づき決算審査特別委員

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を願います。 

   委員会の会場については、さきの全員協議会での申し合わせのとおり議場といたし

ます。 

   ここで、議会運営の都合により暫時休議いたします。再開は２時２５分といたしま

す。 

（午後２時０３分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時２５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 決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。局長。 

○議会事務局長（作田純一） それでは報告いたします。 

   決算審査特別委員会委員長、押山義則議員、副委員長、本多保夫議員。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 決算審査特別委員会の委員長、副委員長については、事務局長が報

告したとおり決定いたしました。 

   お諮りいたします。 

   先ほど決算審査特別委員会に付託いたしました議案第６７号から議案第７５号まで

の平成２８年度歳入歳出決算認定議案については、会議規則第４６条第１項の規定に

より、９月１４日までに審査を終了するように期限をつけることにしたいと思います

が、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、決算審査特別委員会審査結果の報告につきましては、９月１５日

の本会議前までに議長に報告願います。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、散

会いたします。ご苦労さまでございました。 

（午後２時２６分） 


