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平成２９年第７回大玉村議会定例会会議録 

 

第９日  平成２９年９月１５日（金曜日） 

 

 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 

教育総務課長 橋 本 哲 夫 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。 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第６０号 大玉村情報公開条例の一部を改正する条例について 

     議案第６１号 大玉村情報公開等審査会条例の一部を改正する条例について 

     議案第６２号 大玉村個人情報保護条例の一部を改正する条例について 

     議案第６３号 大玉村災害対策本部条例の一部を改正する条例について 

     議案第６４号 大玉村税特別措置条例の一部を改正する条例について 

     議案第６５号 大玉村立幼稚園条例の一部を改正する条例について 

     議案第６６号 大玉村立幼稚園預かり保育条例の一部を改正する条例について 

     議案第７６号 平成２９年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第７７号 平成２９年度大玉村国民健康保険特別会計補正予算について 

     議案第７８号 平成２９年度大玉村玉井財産区特別会計補正予算について 
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     議案第７９号 平成２９年度アットホームおおたま特別会計補正予算について 

     議案第８０号 平成２９年度大玉村農業集落排水事業特別会計補正予算につい 

            て 

     議案第８１号 平成２９年度大玉村介護保険特別会計補正予算について 

     議案第８２号 平成２９年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算について 

     議案第８３号 平成２９年度大玉村水道事業会計補正予算について 

     議案第８４号 平成２８年度大玉村直売所レジシステム導入事業（繰越事業） 

            売買契約について 

     議案第８５号 村道路線の認定について 

     議案第８６号 大玉村教育委員会委員の任命について 

    委員会付託事件（平成２８年度歳入歳出決算認定議案）の委員長審査報告 

     委員会委員長審査報告に対する質疑 

    議案の討論・採決 

     議案第６７号から議案第７５号まで 

     ①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 

     ②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 

     ③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 

     ④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 

     ⑤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 

     ⑥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 

     ⑦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 

     ⑧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 

     ⑨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 

    委員会付託事件（陳情）の委員長審査報告 

     審査報告に対する質疑、討論、採決 

    閉会中の継続調査申出について 

     （１）議会運営委員会 

    追加議案審議 

     議案第８７号 平成２８年度大玉村直売所木製什器備品購入事業（繰越事業） 

            売買契約について 

     議案第８８号 平成２９年度玉井幼稚園増築工事請負契約について 
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     議案第８９号 平成２９年度大山幼稚園増築工事請負契約について 

     議員発議第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書について 

     議員発議第６号 「全国森林環境税」の創設に関する意見書について 

     議員派遣の件について 

     閉会中の継続調査申出について 

      （１）総務文教常任委員会 

      （２）産業厚生常任委員会 

      （３）議会運営委員会 

 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、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） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、議案第６０号「大玉村情報公開条例の一部を改正する条

例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６０号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、議案第６１号「大玉村情報公開等審査会条例の一部を改

正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６１号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第３、議案第６２号「大玉村個人情報保護条例の一部を改正す

る条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） この条例、いろいろと中身拝見させてもらいましたけれども、新た

な文言を追加するというようなことになっておりますけれども、要配慮個人情報とい

う、この「要配慮」というのはどういう配慮なのか、それらをお答え願いたいと思い

ます。 

   それから、第３５条でございますけれども、現行には「村長は事業者が個人情報を

不適正に取り扱っている疑いがあると認めるときは」というようなことがありますね。

２番には、また、「不適正に取り扱っている」と、これ、大事なことがいっぱいある

んですけれども、正当な理由なく応じなかったときは勧告するとか公表するとかとい

う、これ、大事なことがいっぱいあるんですね。ところが、この第３５条では全面削

除されているんですね、改正後。これはどういう理由があったんでしょうか。それら

についてお答え願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   大玉村個人情報保護条例の一部改正におきます要配慮個人情報の追加、条文の追加

関係でございます。この要配慮個人情報、概要だけ書いてありますが、その内容を申

し上げますと、まず１つが身体障害、知的障害、精神障害等に関する情報、２つ目が

健康診断その他の検査の結果情報、３つ目が保健指導、診療、調剤に関する情報、

４つ目が本人を被疑者または被告人として逮捕、捜査等の刑事事件に関する手続が行

われたという関連情報、５つ目が本人を非行少年またはその疑いのある者として保護

処分等の少年の保護事件に関する手続が行われた、これらの情報が個人情報保護法に

おきます規定の内容でございます。これらを詳細にわたることなく要配慮個人情報と

いうふうな一括した規定にしております。 

   また、３５条の削除の関係でございます。これにつきましては、同じく個人情報保

護法の一部改正に伴う削除になるわけでございますけれども、１つ目としましては、

今までの改正前の個人情報保護法におきましては、取り扱う個人情報の数が

５，０００件以下である事業者につきましては法律の規制対象外というふうになって

ございました。こういった関係から、村の条例におきまして、この５，０００件以下

のものに対するこういった指導関係を条文化しておりました。今回の法の改正におき
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まして、この５，０００件以下の事業者の規制を撤廃して全ての個人情報を扱う事業

所に対します法の適用がなされた関係から、法律と重複する部分につきまして条例の

削除をさせていただいたところでございます。 

   ２つ目としましては、この改正に伴いまして、そういった関係から３５条の条文を

削除した経過がございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 大体わかったんですけれども、取り扱いの５，０００件以下という

ことで、大玉村はそれに該当するということみたいですね。そういうことじゃないん

ですか。 

   あと、条文というか重複する部分というのは、それは了解するわけですが、その

５，０００件以下についてもう少し、じゃ、詳しくお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんに再度お答えをいたします。 

   私、ちょっと話がわかりづらい内容だったかと思いますが、今回、個人情報保護法

が改正される以前の経過、法の適用関係につきましては、１つの事業者が個人情報保

護法で取り扱う個人の情報が５，０００件以下の場合は法の適用ではなかったと。規

制の対象外だったんです。適用がなされなかった。その関係で、村の条例でその小さ

い件数であっても村が指導に入りますよという条例であったわけでございますけれど

も、今回、国の個人情報保護法が改正されまして、仮に１件でも個人情報を扱えば法

の適用をされますよと。そうです。全ての事業者に対して法が適用されるということ

で、条例のほうの条文を削除させていただいたという経過でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６２号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 



 

- 129 - 

 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第４、議案第６３号「大玉村災害対策本部条例の一部を改正す

る条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 文言が改正されたのかなとは思っておりますが、促進区域、集積区

域、現行、改正は促進だということですか。（「災害対策本部」という声あり）災害

対策本部、異議なしですね、すみません。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６３号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第５、議案第６４号「大玉村税特別措置条例の一部を改正する

条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） 税条例のこの文言が非常に変わってきたんですね。「集積区域」か

ら「促進区域」に変わったり、企業立地促進法というのがあったんですが、今度は地

域未来投資促進法と、こういうふうに変わったんですか。それから、その中身につい

ては承認地域経済牽引事業者と、こういうふうな長い文言がいっぱい出てきているん

ですけれども、基本的には、この中身についてはほとんど同じなのか、または変わっ

た点が大いにあるのかどうか、その辺についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   提案理由の中でも説明をさせていただいたとおりでございますけれども、企業立地

促進法、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法

律、これ、法律の名称ですが、平成１９年法律第４０号というものでございます。こ

れが、名称が変わりまして、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強
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化に関する法律ということで、平成１９年法律第４０号というものは変わっておりま

せん。名称が変わったというふうにご理解をいただきたいと思います。 

   その法律の名称が変わるに伴いまして、企業立地促進法で言われていた「集積区

域」というものが新たな法律の名称の中では「促進区域」というふうに変わっていっ

たということでございます。まるっと同じかというと、今回の改正のポイントがあり

まして、今まで企業立地促進法ですと、製造業とか情報通信とか運輸、卸売、そうい

った６つの業種に特定をされていたのですが、今回の経済の活性化を図るという意味

の中で、地域経済の波及効果が高い事業を業種によらず支援するんだと。製造業のみ

ならずサービス業等の非製造業を含む幅広い事業や事業主体を対象とする支援措置を

整備するというふうに改正をされました。それに伴いまして、地方公共団体を定める

省令というものがありまして、この中の対象業種が外されたと。 

   土地の取得関係とか、建物の取得、そういったものについては企業立地促進法と同

じであります。また、地方税の減免に対する交付税措置、これも今までと同様でござ

います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６４号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第６、議案第６５号「大玉村立幼稚園条例の一部を改正する条

例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） １２０人から１８０人、６０人増というような形での今回、条例

の改正というようなことであります。保育所ですと余裕はあるんですけれども、幼稚

園の場合は全くこの１８０人がぴたっと全然余裕がないという理解でよろしいんでし

ょうか。その辺お伺いします。 
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○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   今回、定員を１２０人から１８０人ということでございますけれども、１８０人が

全て埋まるということじゃなくて余裕を持った数字で、四、五歳児については、

３０人１クラスを２クラスで２園で１２０というふうな定数でございましたけれども、

これを、それぞれ３０人ずつのクラスを１学年増設をするという形での１８０という

ことで、定員については来年度見通しとして１８０が定員いっぱいになるということ

ではございません。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６５号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第７、議案第６６号「大玉村立幼稚園預かり保育条例の一部を

改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） この預かり料金の時間延長というような形での値上がりというこ

とも思うんですけれども、いずれにしましても、現況のこの父兄の働く場合とかいろ

んな事情からすればそれはやむを得ないことだなと思います。それはそれで理解でき

ますし、ただ、問題は受け入れ側の先生方の体制は今の体制で十分なのか、少し新し

い先生を迎えなきゃならないのか、その辺はどう考えていらっしゃるのかお願いした

いと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ただいまご質問のあった受け入れ側の先生方の対応につきましては、現員ではふえ

る分につきまして間に合うというような形ではございませんので、改めて預かりの先

生方は募集する形で現在のところ考えております。 
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   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） この預かり保育の別表の中で新しく定められたこの「午前７時から

午後５時まで」のいろんな数字が変わっておりますが、これ、こういうふうになった

理由とか、その根拠を伺っておきたいんですが。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ５番議員さんにお答えいたします。 

   今回、別表のほうで新たに料金設定のほうをさせていただきました。表の中段、

「午前７時から午後６時３０分」というのが現行の規定どおりでございます。 

   新たに設けましたのが「午前７時から午前８時まで」という形で、現在も、朝のみ

預けるという方はかなり少数ではありますがいらっしゃいます。現行の規定で申し上

げますと、時間にかかわらず月額で言えば５，０００円、臨時で５００円という設定

になってございます。こちらにつきましては、朝のみの時間帯ということでここは保

護者の負担軽減を図るという意味合いで朝のみの料金設定をさせていただきました。 

   それから、「午前７時から午後７時」ということで、こちらにつきましては、保育

所が今、延長保育で７時まで実施しております。３歳児につきましては保育所からの

移行ということがございますので、保護者の要望も多くございました。それで、７時

まで設定をさせていただいたと。 

   ３０分、通常より長く預ける時間が多くなるということで、改めてその分につきま

して６，０００円という料金の設定をさせていただいたという内容になってございま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） 日程第８、議案第７６号「平成２９年度大玉村一般会計補正予算に

ついて」を議題といたします。 

   質疑を許します。１０番 

○１０番（須藤軍蔵） ２４ページなんですけれども、本来、議案調査日に聞くべきもの

でありますが、申しわけないですけれども、この消防関係の活動に対する経費、聞く

ところによると、この糸魚川大火の教訓から等云々ということがあるので、それらも

含めて村民の皆さんにも議員を介してよく知らしめるという点からも、詳しく説明を

お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ２４ページから２５ページにかけて消防団の活動に要する経費にございます需用費、

消耗品の中身でございます。こちら、議員さんご指摘のとおり新潟県糸魚川の大火の

際、数名の消防団員が負傷したのを踏まえまして、消防団の安全装備を整備するもの

でございます。 

   整備の中身といたしましては、各分団に目を守るためのシールドつきヘルメット、

さらに、全団員に編み上げ靴、防切創耐火手袋の整備、また、春先に本宮市の岩根の

林野火災におきまして、鎮火に至るまでに日没になったといったことも踏まえまして、

夜間の活動に使用するＬＥＤヘッドライト、こちらを整備して消火活動中の団員の安

全を確保するというものでございます。 

   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） ２点ほどお伺い申し上げます。 

   ２３ページの経営転換協力金、この２００万円の中身をお教えいただきたいのであ

ります。 

   それから、２９ページ、指定文化財委託料、これ、新規指定と伺っておりますが、

どういう物が新規指定されたのかお願いします。 

○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。 

   ２３ページのほうの農地中間管理機構に伴います経営転換金なんでございますけれ

ども、こちらにつきましては、離農者の方で他経営者に耕作してもらうという、貸し

手の方に交付する助成金となっておりまして、今回につきましては４人の方に交付す

る予定でございます。 

   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（溝井久美子） ５番議員さんにお答えいたします。 

   指定文化財は、相応寺の徳一座像になります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 
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○８番（佐々木市夫） まず１つだけお伺いしたいと思います。 

   １５ページですか、企画事務に要する経費の中で村勢要覧に対する委託料１６２万

円、いずれにしましても、村勢要覧、普通であれば年度当初に出てきてもいいような

予算かなと思っていますけれども、途中で出てきた主な理由と、これがどのくらいの

冊数ができてどのような形で配布先を考えているのか、その利用方法についても改め

てお伺いしたいと思います。 

   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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   村勢要覧、年度途中ということでの計上になりましたが、これは残部が少なくなっ

たということに伴うものと、それから、あわせて年次がかなり古くなっているという

ことでございます。 

   それから、想定は１，０００部作成を想定してございますが、これは、各種研修に

おいでになった場合、もしくはこちらからいろんなところに行った場合の交換材料と

いいますか、資料としての利用を考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） それでは、１５ページの積立金についてお尋ねいたします。財調基

金積立金１億６，０００万円、庁舎建設基金積立金３，２７６万円ですか、積極的に

積み立てをしているなというようなことがうかがわれますけれども、これら累計、ト

ータルは現在幾らになるんでしょうか。この点お願いします。 

   それから、もう１点ありました。２１ページの一番上段の委託料の子育てワンスト

ップサービス導入業務委託料、これらはどういうものなのか。国が運用管理するよう

なマイナポータル活用してということでございますが、ちょっと私横文字わからない

んですけれども、どういう内容のサービスなのかお尋ねしていきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   １５ページの積立金、基金の積み立てに要する経費でございます。まず、財政調整

基金でございますけれども、これ、当初予算等におきまして取り崩しの議決をいただ

いた部分ございます。今回、２８年度からの繰越金関係の財源を主に財政調整基金と

この庁舎建設基金のほうに積み立てをそれぞれさせていただきます。今回の補正予算

後の年度末の予定残高関係で申し上げたいと思います。財政調整基金につきましては、

年度末現在で６億８，２００万円程度の現在高になる見込みでございます。また、下

段にございます庁舎建設基金関係でございますけれども、これにつきましては、繰り

かえ運用を行っております残額、全額を今回返済させていただくという形でございま

す。これによりまして、庁舎建設基金の現金残高でございますが、２９年度の年度末

現在で５億６，２００万円程度の残高になる見込みでございます。 

   以上でございます。 
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○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ２１ページの子育てワンストップサービス導入業務委託料並びに利用料についてで

ございます。こちらにつきましては、お話しのとおり国のほうが進めております事業

になります。この事業の内容なんですが、妊娠・出産・育児等に係る国民の子育ての

負担軽減を図るため、地方公共団体における児童手当、保育、母子保健、ひとり親支

援の子育て関連の申請などについて、マイナポータルを通じて利用できるサービス検

索、電子申請及びマイナポータルのお知らせ機能、また、自己情報表示機能によりオ

ンラインで手続などを可能にするものであります。本村については、様式の印刷やサ

ービスの検索、比較可能な手続は現在のところ１５項目なんですが、児童手当、児童

扶養手当、保育、母子保健の分野の中の１５項目を予定しております。 

   なお、システム導入、システム改修後に電子申請が可能となることとなっておりま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 先ほどの庁舎建設基金については、現在高５億６，２００万円とい

うふうなお答えでございましたが、運用されている額もございますよね。それらを合

計するともう少しアップするのかなと思うんですが、それらの合計額についてお尋ね

したいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   現在、繰りかえ運用としまして３，２７６万２，０００円程度を一般会計のほうで

お借りしているような形になります。その額全額を、今回、返済をさせていただいて、

繰りかえ運用がゼロとなります。このため、現金がその分ふえた額が５億

６，０００万円程度の金額になるということでございます。 

○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） １点だけ、２３ページの農地中間管理機構についてお伺いします。

それぞれ、負担金、交付金ということで、これ、県からのそういう形で来るんでしょ

うけれども、地域集積協力金、経営転換協力金、耕作者集積協力金とそれぞれ支払う

ようになりますけれども、いずれにしましても、どこの地区がこういうふうな該当し

てなっているのかというのがまず一つです。 

   あと、ちょっと関連して話しますけれども、来年からはそれ、ご存じのとおり減反

がなくなってきます。いろいろと、きのう我々、農事組合長会議も集落でやりました

けれども、いろいろ話題出ました。実は、きょう、行政と農協が県のほうで説明会を

というようなことを聞いていますけれども、そのことと影響してこの制度が、全然そ

れは内容が違うので、特別変わるという内容でもないしとか、その辺の見解、もしあ

ればお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 
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○産業課長（渡辺雅彦） ８番議員さんにお答えいたします。 

   地域集積協力金、経営転換協力金、あと耕作者集積協力金、この地区ということで

ございますけれども、主に今回の件につきましては、大山の谷地地区のほうになって

ございます。 

   あと、減反に関してこちらに何か影響があるのかということですけれども、現在の

ところ、通常どおり、今までどおりの体制となるということでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。６番。 

○６番（武田悦子） ２７ページの教育費の中の小中学校雪上体育体験に要する経費とい

うことで、今年も子どもたちのスキーの体験など、大変有意義な活動を予定されてい

るようですが、これ、今回も補正ということになっておりますが、これは以前は県か

らのお金というのが入っていていろいろな形で、今は村単独ということになっている

ようですが、補正ではなくて当初からもう計画してということにはならないんでしょ

うか。その部分をお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   小中学校の雪上体育体験に要する経費でございますけれども、議員ご指摘のように、

以前につきましては、特定財源を充当しての事業でございましたけれども、現在、そ

の助成、補助がなくなりましたので、単独費での事業となります。年度当初、これ、

安達地方、二本松市、それから本宮市との歩調をそろえての事業ですので、他市の状

況も見ながら今回補正という形で上程をさせていただいたという内容でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） ２市１村で歩調を合わせてということは大変すばらしいかと思いま

すが、ということは、裏を返せばお隣でやらないとなったらやらないということにな

ってしまう事業なんでしょうか。せっかく子どもたち毎年楽しみにしていらっしゃる

事業なので、ぜひ、お隣やらなくても大玉村は続けていただきたいというふうに思っ

ておりますが、いかがですか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答え申し上げます。 

   当初予算に載らないのは予算の編成上の都合というふうに考えていただいて、これ

については財源に無理のない範囲内でこれからも継続をしてやっていくということで

確認をしておりますので、本宮、二本松が若干後退しても、大玉村はこの状態で続け

ると。いつまで続けるかは財政の問題等も当然ございますが、現時点ではそのように

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。１１番。 

○１１番（菊地利勝） １５ページの下段のほうの委託料の関係で、特に農業系、廃棄物、
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いろいろで、これ県のほうから１，７７０万円そっくり来ているようですけれども、

事業内容と現在の進行状況をちょっと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（渡辺雅彦） １１番議員さんにお答えいたします。 

   線量低減化のほうの農業系汚染廃棄物一時保管巡回修繕業務委託料につきましては、

こちら農業系廃棄物で堆肥等をばらで積んで保管しているところがございまして、そ

ちらの１カ所につきまして枠組みが壊れてフレコンバッグのほうも破れてしまってお

り、シートのほうもひどい状態になっておりますので、そちらのほうを再度フレコン

バッグに詰め直しいたしまして修繕して保管をし直すといった業務でございます。こ

ちらの件に関しましては、稲わらにつきましては現在１８カ所、牧草につきましては

２８カ所、堆肥につきましては２０カ所で保管しております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１１番。 

○１１番（菊地利勝） この項目に関係するかどうかですけれども、農業経営については

わかりましたけれども、各家庭というか、敷地内に置くのは、これ、担当、農業、部

署違うかな、災害対策費の関係でいいか、ちょっとあれなんですけれども、農業系は

わかりましたけれども、各民家の庭先等々のやつはどういう形でやっているかお伺い

したいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） １１番議員さんにお答えいたします。 

   庭先、住宅除染でありますが、大玉村２，３５８戸計画いたしまして、今現在完了

しております。仮置き場の搬出については大玉の１区から５区ということで、３区は

もう発注して進捗率は３０％を超えております。計画よりも早い段階で３区のほうは

進んでおります。９月８日に大玉１区、２区の住宅除染の地上と地下に埋まっている

部分の仮置き場の搬出を委託業務といたしまして発注しているところであります。続

きまして大玉４区、５区ということで、今後、発注して随時計画通り仮置き場のほう

に早急に住宅のほうから集積したい考えであります。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１１番。 

○１１番（菊地利勝） 聞きたいのは、巡回、各民家のやっている巡回をどのような方法

でやっているか、そこを再度お伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） １１番議員さんに再度お答えいたします。 

   補修関係というご質問だと思うんですが、補修関係は基本的にうちの作業員の方も

村内巡回いたしまして、あと、電話で対応、ここ破れているんだよという内容が多々、

結構来ますので、その段階で早急にシートのほうとかすぐに対応するように、まずは

現場へ行って、そのほかの地区、近くの地区も一応確認しながら、巡回しながら対応

しているところであります。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。３番。 

○３番（本多保夫） ２９ページ、教育委員会関係なんですが、プール・テニスコートの

管理に要する経費、需用費で施設の修繕料とありますが、こういった大きな金額のも

のは当初予算に見ることができなかったのかどうかと、委託料で地下重油タンクの清

掃業務委託料、これは何年間に１回とか、年に１回とかという決まりがあるのかどう

か。もし毎年であれば、これもやはり当初予算で見るべきものだと思うんですが、そ

の辺をご説明願います。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（溝井久美子） ３番議員さんにお答えいたします。 

   修繕に関しては、当初ではどこが修理しなくちゃならないかというのがちょっと確

定できませんので、今回は３件修繕として上がっております。村民プールの男子の更

衣室、照明器具の修繕に１７万４，９６０円、あと村民プールの高圧引き込みケーブ

ル、こちらも点検結果によりまして事故防止のために今回補正計上で９７万

２，０００円です。もう一つが、小学生の水泳大会とかでプールのライン等が消えて

いまして危険性があるということでこちらの塗装修繕に５８万１，０００円で、合計

で１７２万８，０００円の補正計上でございます。 

   続きまして、同じページの地下重油タンクの清掃ですが、こちらについては、こち

らの点検整備の結果を踏まえまして地下重油の清掃の必要のための補正計上をしてお

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） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   施設修繕の内容につきましては、ただいま生涯学習課長から説明を申し上げたとこ

ろでございます。議員お尋ねの当初予算に計上できなかったのかという部分につきま

しては、年度途中で不具合が発生したと、それから、点検の結果、交換の必要が出た

というふうなことで、今回の補正計上をさせていただいたという内容でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） １７ページの首都圏消費者交流業務委託料でありますが、あれ、政

策推進課で進めている風評対策の事業でありますが、これ、どのような内容で、いつ、

どのような形で行われるのか伺っておきます。 

○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。 

   この事業に関しましては、対象が北沢法人会の会員さん等を対象にした事業であり

まして、風評払拭を目的としたＰＲをするという内容でございます。日にちにつきま

しては、１０月２２、２３日、１０月２２日の特にうまいもの祭りに合わせて来てい

ただいて、大玉産の野菜、肉の試食というような形、それから、風評払拭関係の講演
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会を聞いていただくような内容となっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 一つだけ、２５ページについてお伺いします。上段の１３番の委

託料、観光・物産ＰＲ事業委託料というような形で２５０万円減というようなことに

なっております。その理由と、恐らくこの予算はそれこそ原発事故以来の風評被害の

払拭のためのそういう流れかと思って収入のほうを見たんですけれども、ちょっと見

当たらないんですけれども、あれば。 

   いずれにしましても、観光ＰＲ事業、大変大事な事業ですけれども、今後も続けて

いくべきであろう事業の一つだと思うんですけれども、その辺の予算減額の理由につ

いてまずはお伺いしたいと思います。 

○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。 

   今回の補正、７・１・２のイベントのＰＲの委託料なんですけれども、こちらと、

あと、ページにしまして２０ページ、２１ページになります、６・１・５の③の事業、

県ＰＲ事業、こちらに関しましては、当初、従来どおり大玉村うまいもの祭りにつき

ましては７・１・２のほうで計上させていただきまして、風評払拭といった形をとっ

ておりましたけれども、今年度につきまして県のほうから指導がございまして、村内、

県内等で行う事業に関しては風評払拭にはつながらないということで、その中で６・

１・５と７・１・２の中で行った来たしてやっております。こちらで減額になった分

は、今度うまいもの祭りの分なので６・１・５のほうで計上させていただいているよ

うな形になっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

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

○議長（遠藤義夫） 日程第９、議案第７７号「平成２９年度大玉村国民健康保険特別会

計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１０、議案第７８号「平成２９年度大玉村玉井財産区特別会

計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） ４７ページの積立金についてお伺いします。積極的な努力で積立

基金、一番ありがたいことなんですけれども、いろんな審議の中で我々も間伐材の有

効利用とかいろいろな形で提言をしています。今回もいろいろと提言があるようです。

管理会で積極的なこの積み立てももちろん大事な一つですけれども、積極的にあそこ

のところの有効利用でお金を生み出すような方向性も大事な一つかと思っていますけ

れども、そういうふうな方向性はこの基金に回すようなことで、そういうことは今の

とこそういう管理会などではないというような形の認識でよろしいんでしょうか。そ

の辺をお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   当然、財産区のほうも村長を筆頭に管理会を組織しております。その中では常日ご

ろから議論をさせていただいているところでございます。今回、以前ゴルフ場の関係

で歳入が減るおそれがあるという危機感から管理会におきましてもやはりもととなる

基金をやはりふやす必要があるでしょうという形で、作業については本来業者委託に

よって間伐であったり枝打ち関係をすべきという、そういった判断もございますが、

ある程度財産を残して将来のほうに引き継ごうという決意から、それらの管理会、Ｏ
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Ｂの方々もご協力いただきまして作業を行っております。そういった関係で、できる

だけ基金の財源を今後もふやすという形で進んでいくというふうな内容での協議はし

ているところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７８号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１１、議案第７９号「平成２９年度アットホームおおたま特

別会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７９号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） 日程第１２、議案第８０号「平成２９年度大玉村農業集落排水事業

特別会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８０号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１３、議案第８１号「平成２９年度大玉村介護保険特別会計

補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８１号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１４、議案第８２号「平成２９年度大玉村後期高齢者医療特

別会計補正予算について」を議題といたします。 
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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。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８２号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１５、議案第８３号「平成２９年度大玉村水道事業会計補正

予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８３号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 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） 

◇          ◇          ◇ 
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○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１６、議案第８４号「平成２８年度大玉村直売所レジシステ

ム導入事業（繰越事業）売買契約について」を議題といたします。 

   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） これ寺岡精工、はかりのトップメーカーだよね。こういうところ

にシフトして仕事してんだけれども、今度、そのシステムの中にいろんな情報といい

ますかデータを入れるんですけれども、後づけもできるということなので必要最小限

のお客様とこの生産者を結ぶそういうシステムの部門でとりあえず必要なものはいい

のかなと思うんですけれども、今、当面どういうものをデータとしてその中に登録、

取り込むようなことに考えているかお尋ねをいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） １０番議員さんにお答えいたします。 

   データの内容なんですけれども、現在のところ今までの従来どおりの生産者の情報

等をまずは入力させていただきまして、後にどんどん栽培日誌管理等が必要になって

くるということで見込んでおりますので、そちらのほうの情報も入力を進めていきた

いと思います。 

   今回、プロポーザルを開催いたしましてこちらの寺岡さんになったわけなんですけ

れども、その栽培管理日誌、約２３０名の会員様の方々の一人一人のを打ち込むとい

うのが結構大変な作業になってきますので、こちらの寺岡さんですと、その書いてい

ただく作業日誌を自動で取り込むようなシステムにもなってございますので、そうい

う観点でこちらを採用したということでございます。内容につきましては従来どおり

の内容で当面は進んでいこうかということで考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） そういうのをとりあえず入れるんだということでありますが、こ

の経過については、メンテナンスは、これはこれで一回売ったらあと終わりで、安い

けれども終わりというのもあるし、メンテナンスをしてくれるから一定程度かかるん

だという方式もいろんな業者によってはあると思うんですね。それで、安いと思って

買って、後で容易でなくなるのでは容易でないんで、そこら辺しっかりフォローがで

きるものになっているのかどうか、そこら辺の関係についてお尋ねをしておきたいと

思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） 改めまして１０番議員さんにお答えいたします。 

   保守点検につきましては、買い取りですけれども年間で保守のほうを見てもらうよ

うになってございます。保守点検料につきましても寺岡さんにつきましては価格で言

いますと２番目のほうで安かったということで、それも参考にして寺岡さんのほうに
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決めさせていただいているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 同じような内容の質問ではあるんですが、これ、それぞれ直売所あ

ちこち検証したりしながらこの方式に至ったんだと思いますが、一番我々知りたいの

は、これで大きな利点とか特徴とか、そういうものについて一番知っておきたいんで

あります。 

   それから、これ管理していく上でオペレーターですか、これはどういう形で、ある

程度専門的な知識が必要となってくるのか、研修とか必要になってくるのか、その辺

も伺っておきます。 

○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。 

   寺岡さんに決めましたポイントでございますけれども、特徴といたしましては縦型

のスキャンするタイプのものであるということで価格の一番安かった別の業者ですと

ピッピというハンディータイプのスキャンの方式でもって来られたということで、そ

の差もございました。あとは、一番はやはり栽培管理日誌につきましてはどこの業者

も手入力ということでございましたけれども、寺岡さんにつきましては自動読み取り

で機械のほうで修正して電子化する、データにするということが最大の利点と考えて

おりました。 

   あと、保守のほうなんですけれども、特別専門的なオペレーターは特別必要ござい

ませんので、今いる事務員の方で研修等のほうも見積もりのほう内容に入ってござい

ますので、スタートする前には寺岡さんにお越しいただいてそちらのほうのレジのほ

うとあとそちらのシステムの関係等の研修等も実施したいと考えております。 

   以上です。 

○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） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ただいま課長の話した中身でございますが、あと一番心配な部分は生産者の方がど

のように取り扱うかという部分かと思われますので、それにつきましてプロポーザル

の中でもとりわけ取り扱いやすいもの、画面がタッチ式で自動にその次のラベルの発

行であれば順番に手順をあらわすものということで、それぞれほかのメーカーさんも

ございますが、寺岡さんのものが比較的わかりやすく間違いのないものであろうとい

うことの判断も含めまして、先ほど課長が答弁した内容でプロポーザルのほうを決定

した中身でございます。 

   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） 同じような質問で大変恐縮なんですけれども、いずれにしまして

も、どういう理由で、値段も含めて設定したというのもおおむねわかりますけれども、

改めて、何社がこのプロポーザル参加したのかというようなことが一つです。 
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   お金さえ出せば済む問題ではなくて、おそらくいろんな形で今この関係は発達して

いますので、例えば生産者が何ぼだとかそういうものは、日誌はともかく、月々によ

っての売れ筋とかいろんな、強いて言えば時間帯とか年齢とかいろいろあるんですけ

れども、そこまでは要求しませんけれども、そういうことも含めてこちらの願いが一

番大事だったと思うので、そこまでは要求もちろんしていなかったんだなということ

も想像できます。 

   ただ、決定的にこの業者に決めた理由、何社かの中で決めた、先ほどの理由もある

でしょうけれども、今後、やっぱりいろんな形で、一番生産調整ということが難しい、

今、見ていますと、同じときにだーっと集まってきちゃって、そういうことまで避け

て、データから避けられるようなことも含めてやっぱり管理していかなきゃならない

こともあるのかなと。スーパーとかそういうところですと、時間帯とか年齢層とか男

女とかいろんなことありますけれども、そこまでは要求しませんけれども、そんなこ

とも含めて、そういう提案をした業者はまずなかったというようなことも含めてお伺

いしたいと思います。 

○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。 

   プロポーザルにつきましては、村外５社の業者でまずプロポーザルを開催いたしま

した。５社でプロポーザルを行いまして、価格、機能、使いやすさ等で採点方式で実

施しております。その中で上位３社による２次審査ということで実施いたしまして、

最終的に寺岡さんが最優秀者ということで最終見積もり徴収者ということで、随意契

約で契約に至っております。 

   こちらのシステムにつきましては、日々の売り上げ量、あと、月の売り上げ量等も

全部自動で換算できますので、それにつきまして、こういったものが売れ筋だったと

いう、その販売の展開についても機能を充実しておりますので、そういったことをも

とに今後株式会社さんのほうで運営するかと思いますけれども、そちらのデータをも

とに販売の方法等を考えていただいて、よりよい販売につなげていただければと考え

ております。 

   以上です。 

○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。 

   ちょっと課長のほうからの説明に補足したいと思いますが、売れ筋の品物の関係で

ございますが、今ほど日計等が自動で集計になるということで、途中で１日２回ほど

メールにて各生産者のほうに、「今、あなたの品物がこれだけ残っていますので早急

に出荷してください」などというメールが自動に入るというようなシステムがあると

いうことで、今回決めた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） ほかにございませんか。 
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（「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、これより議案第８４号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１７、議案第８５号「村道路線の認定について」を議題とい

たします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８５号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１８、議案第８６号「大玉村教育委員会委員の任命につい

て」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１９、議案第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」から議案第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」までの９件を一括議題といたします。 

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

   決算審査特別委員会委員長。５番。 

○決算審査特別委員会委員長（押山義則） 決算審査特別委員会報告書。 

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

告いたします。 

   決算審査特別委員会に付託されました平成２８年度歳入歳出決算認定議案を審査す

るため、９月１２日に議場において決算審査特別委員会を開催し、松本昇委員が欠席

のほか１１名の全委員出席のもと、総務文教分科会、産業厚生分科会の２分科会を設

置して審査することといたしました。 

   分科会では、所管する決算項目、特別会計について、９月１３日、９月１４日の

２日間にわたり慎重審議がなされました。 

   また、９月１４日午後１時２０分からの決算審査特別委員会においては、松本昇委

員が欠席のほか１１名の全委員出席のもと、分科会座長からの報告を受け、報告に対

する質疑応答を行いました。 

   以下、分科会ごとの審査結果を報告します。 

   まず、総務文教分科会について報告します。 

   決算審査特別委員会において総務文教分科会に付託されました平成２８年度歳入歳

出決算認定議案を審査するため、９月１３日、１４日に第２委員会室において松本昇

委員が欠席のほか委員５名出席し、さらに付託事件について説明を受けるため、総務

部長、総務課長、政策推進課長、税務課長、教育部長、教育総務課長、生涯学習課長、

会計管理者兼出納室長に出席を求め、分科会を開催いたしました。 

   当分科会に付託されました平成２８年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について、

歳入全般、歳出については総務部、出納室及び教育委員会の所管に関する決算並びに

他の分科会の所管に属さない事項の決算について、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、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、慎重なる審査を行いました。 
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   その結果、総務部については、①コミュニティ広場の管理改善及び利用促進を図ら

れたい。②「日本で最も美しい村」として十分な検討を重ねた企画立案により事業展

開となるよう努められたい。③名倉山登山道整備事業において地域住民はもとより村

民参加となる事業展開を願う。④マチュピチュ交流事業において、継続性と一貫性を

持ち、村活性化を図られたい。⑤村税収入未済額の解消に取り組み、引き続き村税確

保に努められたい。 

   教育部については、①自転車通学生徒援助費について保険の調査研究などを進め生

徒の安心安全を図られたい。 

   以上のことをつけ加え、全委員一致をもって原案のとおり認定すべきものと決定い

たしましたとの報告がなされました。 

   次に、産業厚生分科会について報告します。 

   決算審査特別委員会において産業厚生分科会に付託されました平成２８年度歳入歳

出決算認定議案を審査するため、９月１３、１４日に第１委員会室において、全委員

出席し、さらに付託事件について説明を受けるため、住民福祉部長、住民生活課長、

健康福祉課長、再生復興課長、産業建設部長兼農業委員会事務局長、産業課長、建設

課長に出席を求め、分科会を開催いたしました。 

   当分科会に付託されました平成２８年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について、

歳出のうち住民福祉部、産業建設部及び農業委員会の所管に関する決算、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、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、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、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、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、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、慎重なる審

査を行いました。 

   その結果、産業建設部については、①米価を初め農畜産業の経営安定を図るため、

関係団体との十分な協議を重ねること。②国道沿線の利用計画について、早期に計画

を提示できるよう、より一層努力されること。③水道事業会計について、今後も経営

安定に努めるとともに計画的な事業執行に当たること。④アットホームおおたまにつ

いて、利用者の増加を図る手段を講じること。⑤農業委員会について、耕作放棄地等

の解消と農地の有効利用を図ること。 

   住民福祉部については、①交通安全及び防災対策事業に関し、住民が安全で安心で

きる環境整備を進めること。②除染事業について、計画的でより的確な事業執行に当

たり、特に大玉村第３仮置場については、住民の理解を得られるよう努めること。③

再生可能エネルギーについて、なお一層普及に努力されること。④国民健康保険税を

初め各保険料の収入未済額を減らすべく、税務課と協力の上、徴収率の向上を図るこ

と。⑤特定健康診査等事業について、受診率の向上に努めること。⑥予防接種事業に

ついて、なお一層普及に努めることとし、付託された全ての案件について、全委員一

致をもって、原案のとおり認定すべきものと決定いたしましたとの報告がなされまし
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た。 

   これら報告を受け、各文科会座長に対し質疑応答を行いましたが、質疑はありませ

んでした。 

   以上、決算審査特別委員会において、慎重審議の結果、付託された議案第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、出席委員全委員

一致をもって全議案とも原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

   以上のとおり、決算審査特別委員会に付託されました平成２８年度歳入歳出決算認

定議案について審査結果を報告いたします。 

    平成２９年９月１５日 

                   決算審査特別委員会委員長 押 山 義 則  

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上であります。よろしくお願い申し上げます。 

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

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

９７号の規定に基づき、特別委員会委員長に対する質疑を省略することになっており

ます。 

   質疑を省略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。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２０、議案第６７号から議案第７５号までの９件について一

括採決を行います。 

   議案第６７号から議案第７５号までの９件については討論を省略し、採決するにご

異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   これより議案第６７号から議案第７５号の９件を採決いたします。 

   議案第６７号から議案第７５号までの９件に対する特別委員会委員長の報告は認定

とするものです。 

   議案第６７号から議案第７５号までの９件について、特別委員会委員長の報告のと

おり認定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第６７号から議案第７５号までの９件については、原案のとおり認定

されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２１、陳情第４号「地方財政の充実・強化を求める意見書提

出の陳情について」を議題といたします。 
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   本件について、付託いたしました総務文教常任委員会委員長から審査結果の報告を

求めます。８番。 

○総務文教常任委員長（佐々木市夫） 総務文教常任委員会報告書。 

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

   去る９月７日の本会議において、総務文教常任委員会に付託されました陳情第４号

「地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について」を審査するため、９月

７日午後１時３０分より大玉村役場第２委員会室において、松本昇委員が欠席のほか

委員５名出席し、さらに参考意見聴取のため総務部長に出席を求め、委員会を開催い

たしました。 

   陳情第４号「地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について」、慎重審

議の上、採決を行った結果、全委員一致をもって採択とし、関係機関に対し意見書を

提出することと決定いたしました。 

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

告いたします。 

    平成２９年９月１５日 

                  総務文教常任委員会委員長 佐 々 木 市 夫  

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） ただいま総務文教常任委員会委員長から報告が終わりました。 

   総務文教常任委員会委員長報告に対する質疑を許します。 

（「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、質疑を打ち切ります。 

   陳情第４号「地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について」を採決い

たします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２２、陳情第５号「全国森林環境税の創設に関する意見書採

択に関する陳情について」を議題といたします。 

   本件について、付託いたしました産業厚生常任委員会委員長から審査結果の報告を

求めます。６番。 

○産業厚生常任委員長（武田悦子） 産業厚生常任委員会報告書。 

   議長の命によりまして、産業厚生常任委員会の審査結果を報告いたします。 

   去る９月７日の本会議において、産業厚生常任委員会に付託されました陳情第５号
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「全国森林環境税の創設に関する意見書採択に関する陳情について」審議するため、

９月７日午後１時３０分より大玉村役場第１委員会室において全委員が出席し、さら

に参考意見の聞き取りのため産業建設部長に出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   本陳情について、森林が持つ多様な機能を将来にわたり適正に保全していくために

も財源が必要である。また、地方だけの問題とせず、都市部の理解を得ることも重要

との意見が出されました。 

   当委員会では、これらを踏まえ、全委員一致をもって採択すべきものと決定し、関

係機関に意見書を提出することといたしました。 

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

報告いたします。 

    平成２９年９月１５日 

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

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上であります。よろしくお願いいたします。 

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

   産業厚生常任委員会委員長報告に対する質疑を許します。 

（「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、質疑を打ち切ります。 

   陳情第５号「全国森林環境税の創設に関する意見書採択に関する陳情について」を

採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２３、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

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

ました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

   お諮りいたします。 

   議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、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。 

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

決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） 次に、追加議事日程を配付いたします。（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、議案第８７号「平成２８年度大玉村直

売所木製什器備品購入事業（繰越事業）売買契約について」、議案第８８号「平成

２９年度玉井幼稚園増築工事請負契約について」、議案第８９号「平成２９年度大山

幼稚園増築工事請負契約について」、議員発議第５号「地方財政の充実・強化を求め

る意見書について」、議員発議第６号「「全国森林環境税」の創設に関する意見書に

ついて」並びに議員派遣の件並びに各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長か

ら閉会中の継続調査申出書が提出されました。 

   ここで、議会運営委員会委員長の報告を求めます。９番。 

○議会運営委員長（佐原吉太郎） ご苦労さまです。 

   追加提出されました議案につきまして、９月１４日午後１時より第１委員会室にお

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

いて、以下ご報告申し上げます。 

   委員会は、議長出席のもと、全委員出席、さらに当局から総務部長の出席を求め、

提出議案の概要の説明を受け、調査いたしました。 

   内容は、村長提出の物品売買契約案件１件、工事請負契約案件２件の合わせて３件

並びに議員発議、議員派遣の件並びに閉会中の継続調査申出であります。 

   協議の結果、この際、日程に追加し審議すべきと全委員一致をもって決定いたしま

したので、何とぞご審議の上、ご賛同を賜りますようよろしく申し上げ報告といたし

ます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） お諮りいたします。 

   ただいま委員長報告のとおり、議案第８７号から議案第８９号並びに議員発議第

５号及び議員発議第６号並びに議員派遣の件並びに各常任委員会委員長及び議会運営

委員会委員長からの閉会中の継続調査申出についてをそれぞれ順番に日程に追加し、

議題としたいと思います。 

   これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第８７号から議案第８９号並びに議員発議第５号及び議員発議第６号

並びに議員派遣の件並びに各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長からの閉会

中の継続調査申出についてをそれぞれ順番に日程に追加し、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、追加提出されました議案第８７号から議案第８９号

までを一括上程いたします。 

   事務局職員に議案を朗読させます。事務局。 
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○書記（佐藤雅俊） 別紙議案書により朗読。 

○議長（遠藤義夫） 事務局職員の朗読が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 追加日程第２、村長より追加議案の提案理由の説明を求めます。村

長。 

○村長（押山利一） 平成２９年第７回大玉村議会定例会追加議案の提案理由の説明を申

し上げます。 

   追加提案しますのは、物品売買契約案件１件、工事請負契約案件２件、計３件であ

ります。 

   それでは、議案第８７号「平成２８年度大玉村直売所木製什器備品購入事業（繰越

事業）売買契約について」申し上げます。 

   新大玉村直売所で使用する店舗用木製什器等備品購入に伴い、９月６日に５社によ

る指名競争入札を実施し、その結果、ホシザキ東北株式会社福島営業所が７６１万

４，０００円で落札し、同日付で物品売買仮契約を締結したものであります。 

   購入物品については、平台什器３８台、平台什器上段またぎ１１台、平台什器上段

壁置き１３台、正方形平台６台、切り花什器３台ほかを整備予定で、納期については

１１月３０日完了を予定しております。 

   以上、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規

定により、議会の議決を求めるものであります。 

   次に、議案第８８号「平成２９年度玉井幼稚園増築工事請負契約について」申し上

げます。 

   平成２９年度玉井幼稚園増築工事について、９月１３日に１０社による指名競争入

札を実施し、その結果、村越建設株式会社が９，１８０万円で落札し、同日付で工事

請負仮契約を締結したものであります。 

   本工事については、鉄骨づくり平屋建て、建築面積２０９．３０平米の園舎増築の

ほか、既存保育室トイレ改修、遊戯室渡り廊下アルミサッシの改修、物置の設置など

施工するもので、工期については平成３０年３月１４日の完了を予定しております。 

   以上、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規

定により、議会の議決を求めるものであります。 

   次に、議案第８９号「平成２９年度大山幼稚園増築工事請負契約について」申し上

げます。 

   平成２９年度大山幼稚園増築工事について、９月１３日に１０社による指名競争入

札を実施し、その結果、石橋建設工業株式会社が１億３，５００万円で落札し、同日

付で工事請負仮契約を締結したものであります。 

   本工事については、鉄骨づくり平屋建て、建築面積２２３．９７平米の園舎増築の

ほか、既存保育室トイレ改修、職員室改修、合併浄化槽の入れかえなど施工するもの

で、工期については平成３０年３月１４日の完了を予定しております。 

   以上、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規
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定により、議会の議決を求めるものであります。 

   以上のとおり、提案理由の説明を申し上げました。何とぞよろしくご審議賜ります

ようお願い申し上げます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 提案理由の説明が終わりました。 

◇          ◇          ◇ 

○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５２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） 追加日程第３、議案第８７号「平成２８年度大玉村直売所木製什器

備品購入事業（繰越事業）売買契約について」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（押山義則） この木製什器、いわゆる陳列棚でございますが、この陳列棚につい

ては生産者からもいろんな意見がありまして、大変皆さん関心を持っておられます。

例えば、それぞれの直売所なんか視察してきての結果でありますが、個人スペースで

陳列しているところとか、種類別の陳列、そういうされているところか、それで、ど

のような陳列を採用されて、機種の決定に至ったのか、そういった検討、どのような

検討されたのか、まずお伺い申し上げます。 

○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。 

   陳列棚につきましては、私もあちこちの直売所等を研修行かせていただきまして見

てきました。とりあえずキャスターつきのもの、可動式のものということで、あと、

高齢者の方も見やすいようにということでなるべく高齢者の方に合った高さのもの、

それと、物が、いっぱい生産物が出たときには２段にできるものということで、今回

のものを採用させていただきました。陳列方法につきましては、今のところ、詳細に

ついては考えて、検討してございませんけれども、今後、株式会社さん等のほうで運

営するに当たりまして協議しながらその辺は進めていきたいと考えております。 

   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） 今ほど、まだこの後については検討されていないということであり

ますが、やはり、こういう形はもっと事前に生産者とかそういう方と相談もして、そ

して、陳列の方式とかも考えておくべきがなと思っております。今のところは多分今

までの売り上げの実績とかそういうものから考えて、棚とか花き類の販売に至ってい

るんだと思いますが、あとまたそれ大玉村の直売所として独特な陳列方法とかなんか
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も、皆さん、生産者それぞれ考え方あるようなのであります。その辺も十分検討され

た上での、もう少し生産者目線で考えていただきたいと思います。改めて。 

○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） ５番議員さんにお答えいたします。 

   陳列の関係につきましては、以前よりいろいろ打ち合わせして、店長ほか初めいろ

いろ打ち合わせしてきた中身でございます。さらには、この建物のスペースというも

のが当然決まってございますので、それを最大限活用できるようなスペースの利用方

法ということで、今回このような中身になってございます。 

   さらには、先ほどキャスターつきというような答弁ございましたが、これもそのと

きの、時々によっての並べかえをある程度自由に変えられるようにという柔軟性を持

たせた導入方法ということでご理解いただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） この写真から見た限りでは、木製という割には何かスチールみた

いのがありますけれども、その辺を一点確認したいと思います。 

   現在の直売所の棚を使えないのかと質問したところ、それはちょっとスペースの関

係とか間取りの関係で無理だというようなことです。この図面を見る限り、うがった

考えすれば、こういう木製のこのくらいだったらば地元の大工さんでもできるかもし

れないなと、仕事づくりにそういう形の検討もしてもらってもよかったなというよう

な形を考えました。ということであれば、そういう検討はなされなかったのかどうか、

その辺も含めて答弁お願いします。 

○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。 

   スチールのものに関しては、花等の飾る台になってございます。水等を使いますの

で、そのために木製じゃなくてスチールということでなってございます。 

   地元の大工さんということなんですけれども、数が数ですので、これから発注して

お願いしていったのではちょっと納期までに間に合わないということで既製品のほう

で対応させていただくことにしました。レイアウトにつきましては、最初に冷蔵関係

納入されますホシザキさんのほうでレイアウトしていただきまして、入り口から奥ま

で見渡せて奥のほうにお客さんが入り込んでいけるような形でレイアウトもさせてい

ただいているという状況です。 

   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。 
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   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 追加日程第４、議案第８８号「平成２９年度玉井幼稚園増築工事請

負契約について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 新しく３歳児が今度入園されるというような形で増築なり改築な

りした図面かと思います。基本的には、この子たちを入園させるに当たって、施設と

してはどういう点に注目しながら設計をしたのか。特別同じ年代の子どもだから、そ

んなに留意しなくてもという形なのか、特別配慮してこういうような間取りも含めて

検討なされたのか、その辺がもし答弁、そんなことでよろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ８番議員さんにお答えいたします。 

   今回、増築に当たりまして留意された点ということでございますが、今回、増築す

る建物につきましては、職員室からちょっと離れた箇所に位置せざるを得ないので、

入る園児につきましては、玉井につきましては４歳児を考えております。３歳児につ

きましては職員室に一番近いところ、そういうところを考慮しまして、一番はトイレ

です。トイレをそういう意味で今回あわせて改修を行って、３歳児が利用しやすいも

のをトイレにするということで、その辺の配慮をいたしております。 

   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。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８８号を採決いたします。 
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   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 追加日程第５、議案第８９号「平成２９年度大山幼稚園増築工事請

負契約について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） 幼稚園園舎の増築ということで、９月１３日、１０社による指名競

争入札ということでございます。これ、玉井幼稚園についても大山幼稚園についても

同日行われたわけですね、これ。１３日に１０社、同じく大山幼稚園も１３日、

１０社。午前、午後と分けてやったのかなと、このようには思っておりますけれども、

そういう中で、大山幼稚園は２２３平米、玉井幼稚園は２０９平米ですね。１４平米

大山幼稚園は大きいということですね。 

   しかしながら、１４平米の、大体４坪ぐらいですね、にもかかわらず、片や１億

３，５００万円、片や八千何百万円ということで、非常にこの価格の差が大きいんじ

ゃないかなというふうに直感的に考えたわけでございます。しかも、この予定価格と

落札執行率がほとんど変わらない。わずか１２万６，０００円しか違わない、１億

２，０００万円に対してですよ。恐らく９９．９％じゃないかなと、このように思っ

ているんですけれども、これらの要因、価格がアップした点と、これ入札だから、

何％と言ってもこれどうしようもないんでしょうけれども、その辺を、どうしてこの

ようなアップになっているのか。浄化槽の入れかえというのもあるみたいですけれど

も、この浄化槽が果たして、じゃ、５，０００万円アップなのか、その辺の状況、本

体幼稚園が幾らで、いわゆる浄化槽の工事が幾らで、そういうちょっと細かくご提示

願えればなというふうに思っております。 

   とりあえずお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ７番議員さんにお答えいたします。 

   おっしゃるように、１３日、同日引き続き入札のほうを執行いたしました。 

   まず、面積の部分でございますが、保育室の面積そのものはほぼ同等の面積になっ

てございます。何で大山が多いかといいますと、今の既存のつくり見てご存じのよう

に下屋が出ていまして、その部分でつながるようなつくりになってございます。その

部分まで含むと、下屋の部分を含むとこういう面積になってくるということで、ご理

解いただきたいと思います。 

   金額差でございますが、おっしゃるように合併浄化槽の入れかえがございます。玉

井のほうにつきましては、集落排水のほうに接続できますので、合併浄化槽のほうを

いじるということは出てこない。一番の金額の大きなものはこの合併浄化槽を今の小

さい浄化槽から大きいものに入れかえをしなくてはいけない、それがまず第１点。そ
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れから、職員室ですが、玉井幼稚園はある程度余裕のある職員室になっていますが、

大山幼稚園は仕切りがあってちょっと狭い状況になっています。先生方含め、教諭含

め、あとは補助員、こういった先生方入るにはとても狭いスペースになってしまうと

いうことで、職員室の改修も一部行います。その部分で金額が大きくなっているとい

うことで、すみません、詳細な金額につきましてはちょっと持ち合わせていなかった

んですが、増分につきましては、その部分の増分ということでご了解いただければと

思います。 

   あと、入札の落札額ですね、これについての要因ということでございますが、恐縮

ですがここの部分については入札額でございますので、こちらのほうでは承知をいた

しておりません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 詳しい数字は今ちょっと持ち合わせていないということでございま

すが、いずれにしても５，０００万円アップということでございます。この玉井と比

べるわけではございませんが、玉井幼稚園の場合は仕切りがないんですね、接続して

建物をつくってあるんですね。ところが、大山幼稚園はここに２メーターという仕切

りがあって、接続できないんですかね、これは。消防法、いろんなことがあってでき

ないのかわかりませんが、その理由、根拠をひとつお示し願いたい。 

   それから、この図面のところに、１階部分が延焼のおそれのある部分とあるんです

けれども、これはどういうことなんですか。延焼のおそれのある部分と書かれており

ますね。こういう設計の中で、こういう提示されているということがどういうことな

のか。それらについて詳しくご説明願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ７番議員さんにお答えいたします。 

   ただいまの質問につきましては、おっしゃるとおり、消防法の関係で接続できない

というのがございます。 

   延焼のおそれがある部分ということにつきましても、これも消防法の関係で、建築

確認申請の時点でこういった表記が必要、よって、こういった表記がなされて、消防

法の規定に基づいて建物の建築をしているということを示すのにこういった表記がな

されているということでご了解いただければと思います。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 消防法の法的にこのようにならざるを得ないということだという説

明でございます。鉄骨であるということが示されておりますから、木造ではないとい

うことですね。ですから、それほど延焼というのが心配されるのかどうかわかりませ

んけれども、このように設計図面には示されているということですね。やっぱり一番

心配されるのはそこですから、絶対あってはならないというふうに考えております。

生命を脅かすようなことはあっては大変なことだと思っています。 

   そういうことでありましょうけれども、石橋建設工業さんが今回取られたというこ
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とですね。今まで余り聞かなかったんですけれども、今回こういう形になった。片や、

村越建設ですか、郡山、常に新しい業者さんが入ってきたということですね。これは

何ともしようがない、入札の問題ですから。 

   もう一度、延焼関係、おそれのある部分ということで、今後、心配がないのかどう

か、完全なものをつくっていただきたいというのが願いでございます。よろしくお願

いします。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ７番議員さんにお答えいたします。 

   消防法それから建築基準法、こういったものでは、そういった延焼のおそれがある

ような場合には、こういった構造でこういった方法で建築しなさいといったもので定

められております。今回、そういった基準等に基づきまして設計をしていると。それ

に基づいた建築を行うということから考えますと、当然、そこら辺の安全は配慮した

形で建築を行うということで考えてございますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） いずれにしましても、先ほどの玉井幼稚園もそうですけれども、

既存の子どもたちが既に通学しながら工事していくというようなことです。ですので、

いろんな心配される中で、やっぱりそういう事故、子どもたちのことだからうかつに

いろいろとそっちに行ったりとか、その辺の当然、安全管理も含めて検討なさってい

るんでしょうから、差し支えなければその辺の留意した点を改めてお示しいただけれ

ばと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ８番議員さんにお答えいたします。 

   おっしゃるとおり、幼稚園、保育を行いながら、今回工事をしなくちゃならないと

いうことで、安全面につきましては、まずは工事部分につきましては柵それからネッ

トで、入り口については蛇腹式のシャッターで常に子どもたちが入らないようなこと

で、工事部分については対策を行うと。なおかつ車両も当然行き来しますので、安全

管理員、こちらも配置しながら安全面については徹底を図りたいというように考えて

おります。また、工程会議等においても、そこら辺は綿密に打ち合わせをしながら実

施してまいりたいと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） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 



 

- 161 - 

 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８９号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 追加日程第６、議員発議第５号「地方財政の充実・強化を求める意

見書について」を上程いたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。８番。 

○８番（佐々木市夫） 議員発議第５号「地方財政の充実・強化を求める意見書につい

て」 

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

第１４条第１項の規定により提出します。 

   平成２９年９月１５日 

    大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

                   提出者 大玉村議会議員 佐々木 市 夫 

                   賛成者 大玉村議会議員 押 山 義 則 

   提出先 内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、 

       経済産業大臣、内閣府特命担当大臣（地方創生規制改革）、 

       内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

   それでは、朗読をもって意見書案にかえさせていただきます。 

   地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 

   地方自治体は、子育て支援の充実と保育人材の確保、高齢化が進行する中での医

療・介護などの社会保障への対応、地域交通の維持など、果たす役割が拡大する中で、

人口減少対策を含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応、大規模災害

を想定した防災・減災事業の実施など、新たな政策課題に直面しています。 

   一方、地方公務員をはじめとした公的サービスを担う人材が限られる中で、新たな

ニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており、人材確保を進め

るとともに、これに見合う地方財政の確立をめざす必要があります。 

   こうした状況にもかかわらず、社会保障費の圧縮や「公的サービスの産業化」など

地方財政をターゲットとした歳出削減にむけた議論が加速しています。とくに、「ト

ップランナー方式」の導入は、民間委託を前提とした地方交付税算定を容認するもの

であり、地方財政全体の安易な縮小につながることが危惧されるものとなっています。

「インセンティブ改革」とあわせ、地方交付税制度を利用した国の政策誘導であり、

客観・中立であるべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないものです。また、

「骨太方針２０１５」以降、窓口業務のアウトソーシングなどの民間委託を
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２０２０年度（平成３２年度）までに倍増させるという目標が掲げられていますが、

地域による人口規模・事業規模の差異、公共サービスに対する住民ニーズ、各自治体

における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無視するものであり、数値目標設

定による民間委託の推進には賛同できません。 

   本来、必要な公共サービスを提供するため、財源面を担保するのが地方財政計画の

役割です。しかし、財政再建目標を達成するためだけに歳出削減が行われ、結果とし

て不可欠なサービスが削減されれば、本末転倒であり、国民生活と地域経済に疲弊を

もたらすことは明らかです。 

   このため、２０１８年度（平成３０年度）の政府予算と地方財政の検討にあたって

は、国民生活を犠牲にする財政とするのではなく、歳入・歳出を的確に見積もり、人

的サービスとしての社会保障予算の充実と地方財政の確立をめざすことが必要です。

このため、政府に以下の事項の実現を求めます。 

記 

   １、社会保障、災害対策、環境対策、地域交通対策、人口減少対策など、増大する

地方自治体の財政需要を的確に把握し、これに見合う地方一般財源総額の確保をはか

ること。 

   ２、子ども・子育て支援新制度、地方医療の確保、地域包括ケアシステムの構築、

生活困窮者自立支援、介護保険制度や国民健康保険制度の見直しなど、急増する社会

保障ニーズへの対応と人材を確保するための社会保障予算の確保及び地方財政措置を

的確に行うこと。 

   ３、地方交付税における「トップランナー方式」の導入は、地域によって人口規

模・事業規模の差異、各自治体における検討経過や民間産業の展開度合いの違いを無

視して経費を算定するものであり、廃止・縮小を含めた検討を行うこと。 

   ４、災害時においても住民の命と財産を守る防災・減災事業は、これまで以上に重

要であり、自治体庁舎をはじめとした公共施設の耐震化や緊急防災・減災事業の対象

事業の拡充と十分な期間の確保を行うこと。また、２０１５年度の国勢調査を踏まえ

た人口急減・急増自治体の行財政運営に支障が生じることがないよう、地方交付税算

定のあり方を引き続き検討すること。 

   ５、地域間の財源偏在性の是正のため、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国

税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。 

   同時に、各種税制の廃止、減税を検討する際には、自治体財政に与える影響を十分

検証した上で、代替財源の確保をはじめ、財政運営に支障が生じることがないよう対

応をはかること。 

   ６、地方財政計画に計上されている「歳出特別枠」「まち・ひと・しごと創生事業

費」等については、自治体の財政運営に不可欠な財源となっていることから、現行水

準を確保すること。 

   また、これらの財源措置について、臨時・一時的な財源から恒久的財源へと転換を

はかるため、社会保障、環境対策、地域交通対策など、経常的に必要な経費に振り替
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えること。 

   ７、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定

特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強

化などの対策を講じること。 

   同時に、地方交付税原資の確保については、臨時財政対策債に過度に依存しないも

のとし、対象国税４税（所得税・法人税・酒税・消費税）に対する法定率の引き上げ

を行うこと。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

    平成２９年９月１５日 

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

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第５号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。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、質疑を打ち切ります。 

   これより採決いたします。 

   議員発議第５号について採決いたします。 

   本案について討論を省略し原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 追加日程第７、議員発議第６号「「全国森林環境税」の創設に関す

る意見書について」を上程いたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。４番。 

○４番（鈴木康広） 議員発議第６号「「全国森林環境税」の創設に関する意見書につい

て」 

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

第１４条第１項の規定により提出します。 

   平成２９年９月１５日 

    大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

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

                   賛成者 大玉村議会議員 本 多 保 夫 

   提出先 内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、 

       農林水産大臣、環境大臣、経済産業大臣、 

       衆議院議長、参議院議長 

   意見書案の朗読をもって趣旨説明にかえます。 

   「全国森林環境税」の創設に関する意見書について（案） 
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   我が国の地球温暖化対策については、２０２０年度及び２０２０年度以降の温室効

果ガス削減目標が国際的に約束されているが、その達成のためには、とりわけ森林吸

収源対策の推進が不可欠となっている。 

   しかしながら、森林が多く所在する山村地域の市町村においては、木材価格の低迷

や林業従事者の高齢化・後継者不足に加え、急速な人口減少など、厳しい情勢にある

ほか、市町村が、森林吸収源対策及び担い手の育成等山村対策に主体的に取り組むた

めの恒久的・安定的な財源が大幅に不足している。 

   このような中、政府・与党は『平成２９年度税制改正大綱』において、「市町村が

主体となって実施する森林整備等に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠

組みの活用を含め都市・地方を通じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森

林環境税（仮称）の創設に向けて、地方公共団体の意見も踏まえながら、具体的な仕

組み等について総合的に検討し、平成３０年度税制改正において結論を得る」との方

針を示したところである。 

   もとより、山村地域の市町村による森林吸収源対策の推進や安定した雇用の場の確

保などの取り組みは、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や地方創生等にもつな

がるものであり、そのための市町村の財源の強化は喫緊の課題である。 

   よって、下記の制度創設について実現を強く求めるものである。 

記 

   平成２９年度税制改正大綱において、「市町村が主体となって実施する森林整備等

に必要な財源に充てるため、個人住民税均等割の枠組みの活用を含め都市・地方を通

じて国民に等しく負担を求めることを基本とする森林環境税（仮称）の創設」に関し、

「平成３０年度税制改正において結論を得る」と明記されたことから、森林・林業・

山村対策の抜本的強化をはかるための「全国森林環境税」の早期導入を強く求める。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

    平成２９年９月１５日 

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

   よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第６号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   これより採決いたします。 

   議員発議第６号について採決いたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） 追加日程第８、議員派遣の件についてを議題といたします。 

   お諮りいたします。 

   議員派遣の件については、お手元に配付のとおり派遣することにしたいと思います。 

   これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   したがって、議員派遣の件は、お手元に配付いたしましたとおり派遣することに決

定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 追加日程第９、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

   各常任委員会委員長から所管事務のうち、おのおのの記載の事件の調査について、

また議会運営委員会委員長から所掌事務調査について、会議規則第７５条の規定に基

づき、お手元にお配りいたしましたとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

   お諮りいたします。 

   各常任委員会委員長及び議会運営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、各常任委員会委員長並びに議会運営委員会委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

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

ました。 

   これをもって本日の会議を閉じ、平成２９年第７回大玉村議会定例会を閉会いたし

ます。ご苦労さまでございました。 

（午後２時０７分） 


