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平成２９年第１０回大玉村議会定例会会議録 

 

第４日  平成２９年１２月８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   ２番 松 本   昇   ３番 本 多 保 夫 

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

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

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

 ２．不応招（欠席）議員は次のとおりである。 

    な し 

 ３．地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席を求めた職員。 

村 長 押 山 利 一 副 村 長 武 田 正 男 

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 課 長 中 沢 みち子 生涯学習課長 溝 井 久美子 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    一般質問 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第 ９５号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につい 

             て 

     議案第 ９６号 大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する 

             条例の一部を改正する条例について 

     議案第 ９７号 村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例に 

             ついて 

     議案第 ９８号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

     議案第 ９９号 大玉村総合福祉センターさくらの指定管理者の指定について 

     議案第１００号 大玉村ふれあい広場の指定管理者の指定について 

     議案第１０１号 大玉村産業振興センターの指定管理者の指定について 

     議案第１０２号 平成２９年度大玉村一般会計補正予算について 
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     議案第１０３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１０４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１０５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１０６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１０７号 平成２９年度大玉村水道事業会計補正予算について 

    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）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１２名全員であります。定足数に達しておりますので、本日

の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 教育長、佐藤吉郎君、公務出張のため、教育総務課長、橋本哲夫君

から体調不良のため、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。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日の議事日程は、お手元に配付したとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○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ありました「地域での支え合いと安心・安全な地域づく

りの方策は」ほか２件の質問を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） おはようございます。 

   議長に通告しておきました一般質問３点につきまして、順次質問させていただきま

す。 

   今議会、また最終の一般質問でございます。きのう遅くまで、本当にお疲れのとこ

ろ、またきょうは気持ちを新たにして、そしてまた１２月定例会といいますのは、次

年度の予算に少なからず影響する議会でもありますので、当局におきましては真摯な

る、しかも前向きな答弁を求めるものであります。よろしくお願いします。 

   今回の一般質問の原点は、地域づくりと人材育成であります。このことは、総務文

教常任委員会で研修のテーマでもありました。そして、また一方で、先月の

２１日，南達地域振興協議会で東洋大学の沼尾先生によります「地方創生～持続可能

な地域づくりに向けて～」と題した講演会がありました。少子高齢化社会の到来で、

地方の置かれた現状と将来を考えたときに、非常に内容、示唆に富んだ講演会でござ

いまして、その講演の内容に久しぶりに感銘を覚えたのは、私１人ではなかったよう

に確信しております。 

   今回の研修や講演会で、改めて私が実感できたのは、この地域づくりの問題意識や

危機感の共有が大切ということであります。大玉村は、村民の声を聞きますと、わず

かではありますが、人口がふえているとか、またこの大玉村というのは地理的、社会

的条件が他より整っていて、そういうことでややもすると楽観視している方の村民も

多いということも、わずかでございますが実感しております。 

   でも、私からすれば、そういうことでなくて、今こそこの大玉村は、やっぱり将来

において危機感を感じながら、財政も含めて地域づくりをみんなの力でやっていく、

これが大事な時期だなと認識しておりますので、そのような観点から質問を進めさせ

ていただきます。 
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   まず最初に、地域での支え合いと、安心・安全な地域づくりの方策について伺いま

す。 

   まず、本村の、以前の質問でもお聞きしましたけれども、防犯活動の現状という観

点から、防犯協力隊や子ども見守り隊の現在の本村での活動の実態について、まずお

聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、現在の防犯関係の活動ということで、大山、玉井防犯協力会を初め、各地区

に防犯協力団体がございますけれども、夜間の防犯パトロールとか、ひとり暮らしの

高齢者、老人世帯の訪問とか、あとは防犯灯の維持管理、そういった地区全体の防犯

活動に取り組んでいただいておるところでございます。 

   また、見守り隊につきましては、各行政区に見守り隊ございますけれども、それぞ

れこの中には区長さん初め組長さん、それから老人クラブの皆様、そして交通安全母

の会とか、消防団もありますし、また民生委員さんにもご協力いただいていると、そ

ういう中で、小学生の登下校の見守りを行っているというような状況でございます。 

   以上でございます。 

○８番（佐々木市夫） 今の村の現状で、他地域もそうですけれども、今、時代の流れと

して、特に子どもたちの通学とか下校時とか、そういうふうな見守り隊とか、そうい

う方の地域での活動をなさっているというようなことでお聞きしました。 

   自分の地域のことを言ってはなんですが、１２年前にある区長さんの思いで、

１２区防犯協力会というような形で、今、運動していますけれども、つい先日、大山

公民館で、俗に言う地域ふれあいデー、１２回目ですけれども行いまして、いろんな、

例えば消防団の今の防火の訓練とか、あるいは安達地方の広域消防から来て、ＡＥＤ

の使い方とか、あるいはまた駐在所から来ていただいて、防犯の、あるいは交通のそ

ういう啓蒙とかも含めていろんな、お昼にはお餅とか楽しい時間を過ごしましたけれ

ども、これが定着しています。 

   そういうことが、次の段階にもいく段階にしてほしいなと私は願っていますけれど

も、そういう意味では、本村では今、どういうふうな実態にあるか、次の質問に入り

ますけれども、その前にちょっとひとり暮らしのお年寄りや生活弱者の方の実態、こ

れについても改めてお聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   １１月末現在でございますが、ひとり暮らしの高齢者につきましては２０８名、そ

れから老老世帯１８６世帯、３８８名、それから生活弱者と言われる社会的弱者、障

害を持たれている方、身体障害、知的障害、精神障害等を含めますと４４２名となっ

ております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 
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○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   以前にもお聞きしましたけれども、改めて人数を確認しますと、大変な方々がこの

大玉村にも、そういう苦労をなさって、いわゆる不自由なさっておられるんだなと、

そういう考えを改めて実感いたしました。 

   それらについての支援、役場でもいろんな形で、送り迎えのボランティアでやって

いらっしゃる、いろいろ地域でも頑張っていますけれども、さてこれらに対しまして、

今現在あります老人クラブなどの活動を含めて、地域でこの生活弱者を支えるそうい

うシステム、常に村長、村長選でもおっしゃっていましたけれども、そのような仕組

みづくりというのは課題なんですけれども、現実的にはそのような動きをしている地

域とか、模範的なことがもしあればお知らせください。 

   あと、それを含めて村長の考え、もしあれば改めて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いたします。 

   実態については担当部長のほうから答弁させますが、考え方として、私も

２０２５年問題、２０３０年になると団塊の世代が８０歳になると、３人に１人が高

齢者という時代がもう目の前まで来ておりますので、そういう点で前から言っていま

すのは、行政の中だけで見守りが非常に厳しいということですので、まず老人クラブ

をしっかりと立ち上げたいということできたわけですが、なかなか難しいと。これは、

やっぱり事務関係がなかなかできないということと、会長がそろそろ来るなんていう

とやめてしまうというような実態があったりして、役員と事務の関係ということで、

事務の関係については連合会には事務補助を置きました。それから、各行政区には役

場職員の高齢者担当の職員とボランティアで配置をしておりますが、なかなか生かさ

れないという状況がありますので、まず大山地区については老人クラブは全部存在し

ますし、活発に活動しておりますが、玉井地区のほうがどうも半分の行政区に老人ク

ラブがないと、４区、７区、８区、９区、１０区、あと少し活動が停滞している区も

あるということですので、まずないところの区に老人クラブを立ち上げる努力を、私

もみずから役員やらないかいとか、そういう形で働きかけを来年度行いたいなという

ような状況まできています。ということは、それだけ難しいということだというふう

に思っていますが、あと社会福祉会のほうのサロン関係がありますが、サロンはどち

らかというと自分たちが楽しんで学習するという地域の集まりになっておりますので、

社会活動まで含めると、やはり老人クラブが大きな戦力になるだろうと。ですから、

サロンと老人クラブとを含めながら、地域で見守る体制をつくっていかなきゃいけな

いと。先進事例もあるようですから、そういうところも見ながら、平成３０年度の課

題として集中的に取り組んでいきたいなと考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   老人の見守りの実態というようなことで、それぞれの団体、例えば日赤の奉仕団で
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あるとか、あと防犯の協力会もそうですけれども、定期的に老人宅を訪問してという

ようなことで、あと女性消防協力隊と消防署が協力して、ひとり暮らしの高齢者宅を

訪問して状況等を確認するというような、そういう活動も行っておるところですが、

村長からもお話ありましたように、各種団体でそれぞれご協力いただいているわけで

すが、日常生活の中で見守るということになれば、やっぱり近隣の皆さんの協力が必

要だなというふうに考えておりますので、そういった面ではやっぱり地元の老人クラ

ブ等、それから近隣の皆さんにご協力いただけるような、そういった体制をこれから

検討していきたいというふうに思っております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） そうですね、今の質問の答弁にもありましたけれども、やはり地

域の方々が、自分の周りも含めてお互いに助け合うというような、そういう気持ちの

醸成も必要かなと思いますけれども、まずそういう問題意識を持っているかどうか、

最近では子どもも見守り隊に入ってやるとか、逆にお年寄りが見守りをしているとい

うような地域もございますので、そういうふうな問題意識の喚起とかを、行政ばかり

でなくて、我々議員、それに地域でサロンを立ち上げたという議員もおりますけれど

も、いろんな形で参画していく必要があるのかなと考えています。 

   ところで、２番目に移らせてもらいます。防災面からの考え方というような形です。 

   消防団の団員の確保、私も消防団のＯＢ会長をしていますけれども、いろんな形で

その地域の分団からもいろんな角度から聞こえてきます。なかなか団員の確保は難し

いというようなことでございますが、以前にも質問ありましたけれども、改めてその

実態と課題について、当局の考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   近年、大規模自然災害だけでなくて、身近な火災とか災害、そういった防災、地域

のコミュニティー形成の観点から、消防団への期待とか必要性、これがますます高ま

っている中でございますけれども、そういう中で、仕事を持ちながら活動をしている

というのがほとんどでございます。仕事を持ちながら活動するということはなかなか

難しい、また時間的にも夜間、あるいは勤務の時間帯がそれぞれ異なる、日曜に出勤

しなくてはならないというような、そういう団員もございます。そういう中で、消防

団の確保については、なかなか苦労をしているというようなところでございます。現

在におきましても、条例定数を若干下回るような状況にあります。 

   そういう中で、それぞれ地域の中で団員の確保を努力していただいているわけでご

ざいますけれども、区長さん等を通じながら、それぞれ消防団に入団できるような人

材がいればご推薦くださいというような中で、消防団と地域の行政区と協力しながら

確保等に努めているところですが、現実的には若干の定数割れがあるというような状

況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 
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○８番（佐々木市夫） 残念ながら、実態はそのようなことで、今後ますますそのような

傾向が強くなるかもしれないと危機感を感じている一人であります。 

   最後に、いろんな課題とかなんかを総括してやっていきたいと思いますので、２番

目に女性消防団の創設、県内でもあちこちそういう動きもあるようですけれども、ま

た現在活発に活動しております女性消防協力隊、これらの支援も少しアップしたと喜

んではいましたけれども、改めて支援の内容も、お金だけでなくていろんな形あると

思うんですけれども、それらについて、その支援の幅も含めて、特に女性消防団、後

で話しますけれども須賀川の例もありますけれども、そのような考えがまずあるかど

うかも含めて、現在どう考えていらっしゃるかお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   村の消防団設置条例の中では、男女別に規制をしているわけではありませんので、

女性、入団したいということは今現在でも可能となっておりますが、現実的にはない

というような状況でございます。 

   女性消防団について、本部幹部の中でも話が出ている中ではございますが、幹部の

中でも意見があるところでございますので、これから女性消防団員を入団させたらい

いんじゃないかというような話もある中で、じゃどういう女性消防団員に活動しても

らうかとか、そういう検討もなされてはいるところでございますが、反面、まだちょ

っと早いんじゃないかというような、そういうご意見もございますので、それは消防

団内部で今後協議して検討していきたいなというふうに考えておるところでございま

す。 

   また、女性消防協力隊につきましては、非常に消防団と密接な関係の中で、秋の観

閲式であるとか、これから出初め式であるとか、そういうものにも参会いただいてい

るところでございます。女性の方、非常に、事前に訓練をするわけですが、消防団員

よりうまいんじゃないかということで、訓練の成果が見られるような状況にございま

す。協力隊自体も、独自の活動をして、消防署から講師を派遣していただいてもらっ

て、ＡＥＤの取り扱いであるとか、そういう救命救急法であるとか、そういう活動も

しており、また先進地の視察というようなことで、活発な活動をいただいているとこ

ろでございますので、今後とも活動の面、それから一部、そういう財政的な面でも支

援をしてまいりたいなというふうに考えておるところでございます。 

○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。 

   実態は、特に女性消防協力隊、活発な活動をしておって、消防団と密接に連携しな

がら、地域消防の、特に予防消防という形で頑張っているということもお聞きしてお

りますので、改めてそれらの支援も含めて検討していただければなと思っています。 

   ３つ目の私設消防団の、私設消防組なんていう言葉を使っていたりしますけれども、

そのような活動の実態、村内にあれば、あるいは消防団ＯＢとの連携という形、会長

やっていて連携を皆さんどうですかというのもいかがなものかなと思っていますけれ
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ども、私に言わせればいろいろありますけれども、まず当局はどのような考えをして

いるのか、それについてお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   自主防災組織というような形でいいますと、私設消防が当たるかなというふうに思

いますが、村内には３３団体ございます。 

   もともと私設消防の始まりというのは、消防団退団されて、ＯＢの方が組織したと

いうのが始まりだというふうに聞いておりますけれども、そういう中で一部の私設消

防を見てみますと、それぞれ消防団とともに活動しておるということで、予防消防活

動ということで、各期の火災予防運動等には一緒に各家庭を回って防犯、防災、それ

を含めた中で各戸訪問を行っていただいているとか、あと防火水槽を一緒に清掃した

り、そういう活動も行っていただいているということで、それぞれ地区によって活動

の範囲等は変わっておるわけでございますけれども、そういう中で活発な活動をして

いただいているというふうに考えておるところでございます。 

○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。 

   ＯＢ会の役員会などでも、いろいろ私のほうからもお話しさせてもらっていますけ

れども、もっともっとできる範囲で、まして日中なんかはやっぱり消防団員がいない

分団も多いですから、我々は比較的地元にいる、ましてやそういう経験もございます

ので、積極的にかかわってほしいという形で、いろいろと皆さんのご意見を賜ってお

るところであります。 

   あと、もう一つは、鍵になるのはやっぱり女性の力かなと。地域の防災、あるいは

いろんな生活の弱者の支援も含めてということであれば、やはり私、去年提案してち

ょっと実現しませんでしたけれども、女性消防協力隊と一緒にＯＢ会の旅行に参加し

てくれないかという案内を出しました。２人ぐらい同調しそうになったんですけれど

も、現実的にはやっぱり難しくて、今年も諦めないで、また２月にＯＢ会の旅行あり

ますから訴えて、いろんな角度からそういう共通意識を持って進めていきたいなと考

えておりますので、実質的にはそのようなことも含めてご指導いただければありがた

いと思っております。 

   さて、総括です。 

   女性消防団、私なりに須賀川、最近ＮＨＫテレビで女性消防協力隊から７人ほどが

女性消防団になって、１月ぐらいに立ち上がっていますね。そうすると、直接向こう

の担当者とお話しさせていただきました。報酬が２万８，０００円とか、消防服はち

ゃんと支給するとか、わずか７人ですけれども、やっぱりそういうのどうですかと聞

くと、やっぱりそれだけ士気は盛り上がっているとか、いろんな効果はあるようです。 

   県内の動向、県のほうの消防保安課に問い合わせても、ちょっと実態はわからない

けれども、いろんな意味で、消防団員の確保も含めて村にも通達していますよという

ご案内はいただきましたので、よろしければ、あと自主防災組織というこの課題です
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けれども、隣の本宮でもそういう活動をしているようですので、その実態などに、あ

と県の通達も含めて、わかる範囲で答弁いただければありがたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） 活動というか、本宮等の活動については、後ほど課長の

ほうから答弁させますが、女性消防団員関係の状況でございますけれども、２５自治

体で２３９名、これは県内の女性消防団員の状況ということになりますが、県北です

と５自治体で５４名で、福島、伊達、桑折、国見、川俣という中で５自治体、県北で

女性消防団員がおるようでございます。 

   女性消防団員につきましては、機能別の消防団というようなことで活動をしている

ところもあるようですし、予防消防を中心にした活動とか、あと女性の分団を設置し

たいというようなところもあるようですし、そういう女性ならではの活動をいただく

というようなことで行っているところが多いのかなというふうに印象を持っておると

ころでございます。 

   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） ８番議員さんにお答えいたします。 

   本宮市におけます自主防災組織に関する支援、そういった部分でございますけれど

も、まず本宮市では市独自で自主防災組織設立した際に、資機材等購入の助成事業を

実施しております。 

   また、各地区で説明会などを行った際に、県が実施します自主防災活動促進事業、

さまざまな防災に関する講座を行う際に講師を派遣する、そういった事業を県が行っ

てございます。そういった事業の推薦というか、こういった事業がございますよとい

うことで提示しているという状況でございます。 

   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。 

   本宮市の例はそのようなことですけれども、県内では最近、特にこの自主防災組織

ということの運動が活発に報道もされております。それ以上に大玉村もやっているん

だということを、私は自覚しています。 

   でも、この際、そろそろ地域をまとめてあげていくのに、大きなくくりの中で、こ

の自主防災組織という大きな視点かなと思っております。ばらばらに活動するのをど

うやってまとめていくか、当然行政からの通達でなくて、地域の盛り上がりとか、そ

ういう意識改革が一番大事だというのは理解しておりますけれども、そのような時期

がもう来ているかもしれないということなので、改めて本宮でやっていることが一つ

の例にはなりますけれども、そのほかもいろんな活動事例があるはずです。特に我々、

本宮も大玉も南達地域の、これは大きく広げれば安達管内全てがそういう仲間として

捉えれば、そういう意識も含めて情報収集しながら、そしてやっぱりそういうことを

含めて、前向きな検討をなさるようなお願いが私の考えでございます。 
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   当然のことながら、職員同士の意思疎通と、リーダー、トップ同士の意思疎通、お

互いの信頼関係があって、これが成り立つのは当たり前のことですけれども、そうい

うことも含めて、常にやっぱり顔を合わせている中で、情報交換していただければあ

りがたいなと思っております。 

   改めて、この自主防災組織という大きなくくりの中で、今、ずっと言ったようなこ

とも含めて、いろんな角度から検討してほしいということに関して、村長、もし考え

方があればお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   ８，６００の村ですので、今ある、やはり自主防災のＯＢの皆さん、いつぞや

１１区のほうで火災があったとき、何年か前に、その現場にはもうＯＢの方たちが来

られて待機をしていたと、いつでもお手伝い、バックアップできるような体制でおら

れましたので、そういう形でやっていくのが今の大玉村の現状かなと。例えば、

２０万とか３０万助成を出して、自主防災組織をつくっている市町村もあります。 

   ただ、大玉村に関しては、今、消防が頑張っておりますので、災害等についても日

中でも夜でも、本当に真夜中でも消防団が機能しているということですから、組織を

つくることが目的ではありませんので、まずは現時点では消防団の活動が非常にすば

らしいと。今回の行方不明者の捜索についても、本当に田村市のほう、それから本宮

署のほうからも私、大変お褒めの言葉をいただいております。 

   ですから、どんどん組織をつくるというよりは、やはり今ある消防団を中心とした

防災の整備を進めていくということと、当然どういう災害が起きるかわかりませんか

ら、それに備えるように消防団のＯＢ会とか、今ある自主防災組織を強化するという

形かなと。ですから、自主防災組織を新たに各行政区にしっかりとした組織をつくっ

ていくというまでは、まだ大玉村の場合には要らないかなと、要らないというと大変、

欲しいと言っているのに失礼なんですけれども、そこまで組織をすると、その組織が

また機能しないということもありますので、私は今の現時点での消防団の活躍、それ

から役場職員も事あるごとに全部で総動員で対応しておりますので、大玉流の形が今

のところベストかなというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   まさに、村長の言う考え方、私も全く同感です。組織をつくるのが全てではなくて、

組織をつくって行政にお願いとか、そんな風潮はもうやめにしてほしい。みずから進

んで、今、やっていますから、それらを総体的につなげる、そのような組織なり、そ

ういうことを私は前向きに検討してもいいのかなという視点で、最初から補助金あり

きとか、組織をつくってがんじがらめになるとか、そういうような手法はもう、今ま

でも大玉村、そんな例は少ないですけれども、今後もそういう例でなくて、住民みず

からの発想のもとに、行政も支援して一緒にやっていくと、そのような組織づくりを
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望む、以下の、ずっと問題、一貫してそんなことが私の腹の中に、ずっと底辺にあり

ますので、そのことをご理解していただきたいと思います。 

   次の質問に移りたいと思います。 

   最も美しい村連合に加盟しまして４年たちますでしょうか、そういう運営協議会ら

しきものもつくっておりますけれども、改めて、これが全てではないですけれども、

それらをもっと具現化していかなければならないなと考えています。二十数名の運営、

何かそういう審議会、うちの議会からも議長、きのう出ていますけれども、ほとんど

みなさんの顔ぶれをみると、充て職かと。私は、そろそろそれはやめてほしいと思っ

ております。やはり、最も美しい村連合をもっと村民に徹底すれば、それに賛同して、

きのうの話ではありませんけれども、あだたらを知る会とかいろんな方々が村内にも

村外にもいるかもしれません。そういうことも巻き込んで、そしてやっぱりこれを具

現化すべきやっぱり方策の中では非常に大事なことなので、その一端として、今回、

循環型農業の推進に、安心・安全だとかブランド化とか申し上げます。 

   特に、堆肥センターの問題、前からちょっと質問した経過がありまして、心情的に

はそろそろ村長もうんなんていう形、聞きましたけれども、そうでなくて、もっと現

状を踏まえて、村民に循環型農業の大切さ、有機質肥料の大切さ、土づくり、安心・

安全に結びつく、そういうような理念を、前村長もずっとやってきて、私も副会長で

安心・安全推進協議会もやってきましたけれども、なかなか原発以降、私の力不足も

含めて、ちょっと盛り上がっていません。 

   改めて、今回、直売所にそんな機運を盛り上げたいなとこの訴え方はしております

けれども、いずれにしましても、行政としてもやっぱりやることはいっぱいあると思

いますので、そのような観点から、まず堆肥センターの運営や堆肥の利用状況、最近

の動向、なかなか売りさばきが大変だとかありますけれども、その辺の状況を改めて

お聞きしたいと思います。 

○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。 

   １１月末現在で、生産量につきましては１，６４５立方メートル、販売量につきま

してはフレコンバックが５７４立方メートル、バラが９９７．５立方メートルで、合

計しますと１，５７１．５立方メートルの販売となっております。 

   また、もみ殻関係の搬入量でございますが、１，３３０立方メートルで、堆肥に換

算しますと１３３立方メートルというような状況になっております。 

○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。 

   今みたいな概要で、具体的に私、現場に出向いて、それらしき人ともいろんな意見

を交換させて、実態を調査して、そのほうは役場にも今、渡してありますけれども、

いろんなやっぱり問題はあるんだなと。特に、売りさばきが最近、原発以降滞ってい

て残っている。それを堆肥搬入者にお願いして買ってもらっていると、そういう実態

も全部調べ上げて、当局に出しておりますけれども、いずれにしましてもこの堆肥セ
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ンター、大事な、この最も美しい村連合に加盟するための一つの条件、国分農場もそ

うですけれども、堆肥センターのこの循環型農業というのは評価されているわけです

から、もっともっと力を入れてほしいと考えています。ひとつ、そういうことで要望

です、これ。具体的なことは、もう当局に上げておきましたので。 

   一方で、この環境保全も含めて、水質保全とか調査も毎年なさっているようですけ

れども、その後の現況、村の安心・安全のための環境保全と水質の問題、これらにつ

いては村はどう取り組んでいるか、ちょっとお知らせください。 

○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。 

   水環境関係でございますが、農政関係につきましては、農薬の安全なものを使用し

ていただいたり等、そういった部分にはＪＡさんと共同しながら取り組んでございま

す。 

   あと、河川関係の水質は、直接担当ではございませんが、村内に３河川ございまし

て、水質検査を以前は実施しておりましたが、現在、原発以降、少し休んでいる状況

でございますので、これらの調査を今後実施しながら、環境保全に努めてまいりたい

というふうに思っております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） わかりました。 

   詳しくは調べればわかることですけれども、できるならやっぱり定点観測したり、

そういう問題を広く、ホームページも含めて公開してほしい。そのことが、一般的に、

我々村民も村外も含めて、ああそういう村なんだなということの理解につながるわけ

ですから、それはお願いしたい。 

   特にこの大玉村、大玉ゴルフ場、安達太良カントリーと２つあって、排水の問題で、

さらに言えば大玉養鱒場の問題、最近休んでいましたけれどもまだ始まっていますけ

れども、そのような排水の問題、いろんな点でやっぱり心配される、今、畜産公害も

ありますけれども、それプラス、そんな問題も含めてあるわけですから、それらをし

っかりと観測して、それを確認して、それを公表すると、そこまでいって初めて内外

ともにやっぱり最も美しい村の環境も云々、そんな形になっていくのかなと思ってお

りますので、改めて要望しておきます。 

   最後の質問になりますけれども、多面的利用組織、今、村の中に１２から８に減っ

たとかというようなことで、今回これからの補正予算でも四百何万の減額補正が出て

きますけれども、残念なことだなと思っています。 

   私どもでも、もう１０年やっていますけれども、きょうも一生懸命土砂払い、組織

員が頑張っていますけれども、いずれにしましても、運営するための一番のネックは、

やっぱり事務員で、役場の職員さんとか農協職員さんがいる地域は何とか頑張ってい

ますけれども、今回やめた４つの地区も、恐らくいろんな理由の中に、一つは事務の

多忙化、煩雑化、いろんなことがあると思います。 
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   ですので、我々、そういう内容も当局に常にお知らせしておきますけれども、山形

県の遊佐町に行って、いろいろ２年間、去年の２月、今年の９月に私が取り計らって

研修してまいりました。いろいろ感銘を受けています。 

   一つの問題としては、組織の一元化、農協のＯＢとか土地改良区のＯＢとかも含め

て、全３，０００町歩以上ある大きな水田地帯ですから、遊佐町は、それ一元化して

組織やっている、これは全国におそらく少ない例かもしれません。でも最近、県内で

も、若松とかむこうのほうでもいろいろと啓蒙していますので、まず組織事務の一元

化を図れないかという視点から答弁いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長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。 

   それぞれ、多面的機能支払交付金事業と中山間地域等直接払事業等に取り組んでい

ただいております。 

   来年度より、専門に従事できる臨時職員を配置して、窓口を統一するということで、

今現在ある組織の方々の事務を積極的にお手伝いするというような体制をとるという

ことで、今現在、産業課の中で組織編成も含めて検討してございますので、よろしく

お願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   目的の一つがそういう研修だったものですから、それを県の土地連にも報告してお

きますけれども、改めて県の土地連からもいろんなことでそういう講習にも行きます

よという答えもいただいていますので、そして今、そういうふうなことで既に方向性

が決まっているということは大変ありがたい。そしてまた遊佐町、３，０００町歩前

後で１億４，０００万ぐらいの年間交付金で、大玉村、１，２００万だか

２，０００万ですかね、もっともっと面積からすれば、もっともっと国の交付金を使

わせてもらって、そして活動を一緒にして、お互いに仲間の交流もできたりして、さ

らにこの地域が安心・安全、さらにはきれいになっていくと、きょうも既に土砂払い

やっていますけれども、そのようなことを積極的に取り組む一つの大きな課題として、

やっぱり事務が煩雑なので、ありがたく承って、ぜひとも強力に、また逆に今度村内

にも推進していってほしいなと考えております。 

   もう一つ、感心したことは、草刈り機械の導入で、９月に行って、あの田んぼがも

う草がなくて、非常に、年５回刈るそうですけれども、そのようなことに対していろ

んな活動をしています。ここにいろいろ書いておきましたけれども、例えばそういう

組織で保有した場合に、組織自体が買って保有はできまません。誰か、その中で買っ

ている人、賃貸はできますけれども、いずれにしましてもいろんな制約はあるにせよ、

農道も含めて、もっともっときれいにしてほしいという観点から、私が提案しました

そのような組織に対する支援とか、あるいはプラスアルファで農業法人なんていう言

葉も使って、そういうような形の支援も含めて、そういうふうな機械でやる場合に、

今、発注しているシルバー人材センターの仕事をとるというようなつもりでなくて、
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もっともっと広く、土木業者の仕事をとるという意味でなくて、もっともっと広く村

民に共同でやれるようなシステムづくりの中に、そういう委託もしてほしいという考

え方についてお答えいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長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。 

   除草関係でございますが、組織で取り組んでいただけるのであれば、作業従事者へ

作業賃金を交付金の中から支払うことができるということになってございます。 

   それから、備品関係の購入につきましては、基本的に汎用性のあるもの、例えばト

ラクターでありますとか、そういったものについてはちょっと認められないという部

分はありますが、多面的機能の事業のみで使用するということでのリースでの場合は

可能だというような、そういった状況になってございます。 

   また、個人が所有している機械等を、その組織で使いたいということであれば、借

上料として個人に支払うことが可能ということでございますので、そういったできる

方法で皆さんに協力していただいて進めていきたいというふうに考えておりますので、

今度窓口ができますので、いろいろご相談のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 今、産業建設部長が申したとおり、いろんな課題はあるにせよ、

前向きにいろいろ検討していくと、いい意味で国の支援も受けながら、県の支援も受

けながら、村でももちろんお金は出ていきますけれども、それ以上の効果が期待され

るなというようなことで、積極的にかかわっていってほしいなと、そういうふうな積

極的なリーダーシップをとってほしいなと思って、この項の質問を終わらせていただ

きたいと思います。 

   ２番目の質問につきましては、きのう来、いろんな方々が質問なさっております。

特に聞くところによりますと、既に庁舎内では若い職員を中心に、きのうふれあい村

民の森のプロジェクトチームの話がありましたけれども、例えば旧保養センター周辺

とか、このふれあい村民の森とか、あるいは三ツ森とか、いろんな形で庁内では既に

プロジェクトチームというのがありますので、私が今、申しているのは、そういった

ことを加味しますけれども、改めてここで、そういうことであれば、いつそれ発足し

て、今後どのような日程になっているのか、プロジェクトチームが。 

   私が一番申したいのは、何度も言って、また始まったかと言われるかもしれません

けれども、やっぱり職員だけでなくて、若い職員の意識づけというのは非常にありが

たい施策だなと思って、非常に感心しています。でも、庁内だけでなくて、願わくば、

きのうの話にもありましたあだたらを知る会とか、いろんな形のそういう関係者、い

っぱいいますから、村内にも村外にはもちろん、そういう方も巻き込んで、そういう

施策を遂行していってほしいということがお願いでございますので、そういう点で今、

そのプロジェクトチームの内容と方向性、改めてここでお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 
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○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   方向性としては、今、大玉村が持っている資源、リソース、それを生かされていな

いものを生かしていくためにどういう施策が、どういうものが必要かということがベ

ースにあります。新たにつくるのではなくて、今あるものを生かすと。例えば、オー

トキャンプ場に泊まったり、大玉の村内に泊まった人たちが、前にもお話ししました

が、その次どこへ行くと、大玉にいないで、全部、裏磐梯とか、ほかに行ってしまう

と。それから、大玉に来ていただいた方、これからグリーンツーリズム、民泊等が大

分活発になると思いますが、泊まるだけ泊まって外に出てしまうということではなく

て、やっぱり大玉にとどまって時間を過ごしていただくということもあわせ、目的と

して、当然村民の皆様の憩いの場として等は当たり前のことですが、ということで三

ツ森池の活用、すぐ近くにゴルフ場もありますし、宿泊所もありますから、宿泊のホ

テルもありますから、その辺で滞在型のものということは誘客にも結びつくだろうと。

それから、あときのうありましたふれあい村民の森の活用と、それからあとレクリエ

ーション施設としてのアットホームの下のほうのグラウンドとか、ああいうものの活

用をどう図っていくか。それは、当然、アットホームおおたまと連携をしながら活用

策を探っていくようになります。 

   それぞれの職員の中で完結して話し合いをしてくれということではなくて、関係機

関とか、有識者の、ですから有識者を呼んで話を聞いたり、関係者と話し合いをした

り、それからあと自分たちが先進的なところに視察に行ったりということで、来年の

３月末でとりあえず方向づけの中間報告をいただいて、１年かけてじっくりとやって

くれと。これは本来の業務以外の仕事になりますので、役場横断的な組織になります

ので、なかなか集中して時間をとれないというふうには思いますが、１年かけて検討

してくれと。その中で、それはあくまでも提言になりますので、今度は庁内のしかる

べき組織で検討をして、できるものから進めていくと。当然、５年、１０年後になる

可能性があるものも、多分提言あるだろうと思いますが、すぐできるようなものにつ

いては着手するということで、改造とか、改造というか工事等も含めて活用を図って

いくということでやっていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   現下の農業問題からすると、来年の減反政策の廃止も含めて、もう俗には荒れてい

る遊休地とか、その後はそういう放棄地とかの問題ありますけれども、まさに今、村

長お話ししたのは、長年村で施設をつくってきた施設がもう老朽化したり、ずっと長

い間休んでいる、特に旧保養センターなんかはいろんな審議会で方向性を出したにも

かかわらず、いろんな形で今は残念ながらあのような状態ということでございますか

ら、いろんなことの角度から、役場庁内での簡潔ではないですよという言葉を聞いて

安心しました。いろんな角度からで、県のほうも国もまちづくり協議会というのがあ

って、村も、我々団体も、そういう形でいろんな活動をして、そういう勉強会するの
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にも補助金もあるようですから、いろんな意味でやっぱりうまく活用して、立派な方

向性を決めて、それがまた実現、早いうちにできるような、そういう政策も含めて頑

張っていただければと思って、ずっといろいろありますけれども、これは１回カット

します。 

   改めて、そのような若い職員を中心とした方々に期待をして、そして見守っていき

たいと。そして、ある意味では提案もしていきたいという考えでご理解いただければ

と思います。 

   最後の質問に入らせてもらいます。 

   これは最後の３番目で、産業振興センター周辺の道路整備を図る考えというような

ことです。 

   いろんな方で、私にアドバイスしてくる中に、４号線からもっと入りやすくしたら

いいべなんて勝手なこと言ってくれまして、実は既に国交省でいろいろ打ち合わせし

て調べておりますけれども、村ではここの質問書にあるように、そういうふうな考え

方を示した経過があるのかどうか、まず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） 産業振興センターの周辺の道路関係

でございます。 

   これまで、国交省に対しましては、４号線の下りの車線からの進入ということで、

今現在、進入できるような状況にはなってございますが、それらの左折レーンを要望

という経過はございません。ふれあい広場は、玉貫交差点にも接しておりますので、

その交差点から大型車は進入していただくというのが一番安全なのかなと。手前で停

車しますと、追突等、そういった事故を誘発する可能性もありますので、やはり安全

な方法で進入していただくというのが一番で、県道のほうから進入していただくのが

一番よ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） 当局としての考え方、我々の考え方はそういうことだと思います。 

   でも、一般的な、あそこを通過している、とくにあそこは不特定多数の方々が行き

来しているわけですし、そういう点からすれば、もっとじゃ優しい案内も必要かもし

れない。何でもそうですけれども、やっぱり要求しないことには、県も国も動きませ

ん。やっぱり、我々がみずからやっぱりそういう発想、問題意識を持ってやっぱり事

に当たると、そういう形でやってやらなくちゃ動きません。そういう意味からすれば、

まず私からすれば、だめもとでもいいからやっぱりそういう願いは出してほしい。私

のお願いしているのはやっぱり側道ですから、プラントと同じようにずっと、今さら

と国交省では思っているかもしれませんけれども、そんなこと無理だとか、皆さん恐

らく考えると思いますよ。そうでなくて、そういう問題意識を持ってやっぱり事に当

たる、ぶつかると、そういう意思がまず大事だということをお願いして、私なりに当

局とあれしていますので、その後の経過については後でお知らせします。その気持ち
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を、まず訴えておきたいと思います。 

   改めてもう一つ、宮下・高久線の拡幅の考え、これについては以前ちょっと調べて

みたら、陳情の案件はないのね。前区長さんとかといろいろ話をしたんだけれども、

残念ながら、拡幅の陳情の案件はありませんでした。でも、今現在、あれだけ建物が

できて、周辺がああいう状態では困るので、改めてその辺の実態を確認した上で、当

局がまず宮下・高久線の拡幅の考えはどのように考えているか、まずお伺いしたいと

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。 

   先ほど、言葉足らずの答弁で申しわけございませんでしたが、質問に関しては、そ

ういった経過はなかったという答弁でございましたが、今後、今、４号線沿線の開発

関係の計画を策定中でございます。その中で、そういったものも検討していくという

ことで、十分そういった意見を聞きながら進めているところでございますので、ご理

解いただきたいと思います。 

   宮下・高久線につきましては、今、議員さんがおっしゃったとおり、住民の方から

の陳情は今のところはまだいただいていないところでございます。 

   ただし、今回の状況を見ますと、今ほどお話しした４号線沿線の開発の関係、プラ

ントさんのほうはもうプラントさんの関係で道路を広げてもらったということで、宮

下・高久においても進出する企業にお願いしようかというような状況で、今、計画を

立てているところでございますが、そういった中身で、当然村道としては４メートル

ぐらいしかないので、狭いというのは村としても重々承知してございます。ですので、

今回の土地利用の関係も含めながら、将来的に拡幅が必要だというふうな認識はござ

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す。 

   既に、プラントの先の拡幅道路の先は、大玉１６区の区長から陳情案件も出ている

ようですけれども、我々のほうは残念ながら、長い間苦労しているのに、私も不徳の

致すところですけれども、そういう陳情は出ていなかったということを改めて確認し

ました。でも、現状を考えれば、今、言ったような答弁もありましたけれども、いろ

んな角度から早目に工事が進捗できるような取り計らい、改めてお願いしたいと思い

ます。 

   同じような考えですけれども、南側の農道整備についても、同じような答えが聞け

ればありがたいですけれども、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。 

   南側の道路につきましては、今現在、工事車両等も多く通過して、若干舗装のひび

割れ等が見られてございます。今後、直売所がオープンしますと、建物の南側から生



 

- 114 - 

 

産物を搬入するような形になります。今までどおり、県道のほうからも来られないわ

けではございませんが、かなりぐるっと施設を回るような形になりますので、南側に

ついては今後、そういった部分の安全な通行を考えますと、改良が必要ではないかと

いうことで、今、内部のほうで検討をして対応をしていきたいというふうに考えてお

りますので、ご理解いただきたいと思います。 

○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。 

   地域住民はもとより、直売所の生産者も含めて、あるいはまたプラントの買い物客、

いろんな用事の方も含めて重要な道路の一つですので、改めてもう一回、現地を確認

していただきながら、今、前向きな検討をいただきましたので大変心強いですけれど

も、改めてそのような考え方で進めていただければと思っていますので、よろしくお

願いします。 

   総体的にお話しさせていただきたいと思います。 

   実は、きょうの新聞で、向山製作所さん、日本全薬工業、ふくしま産業賞の受賞の

新聞、皆さんもご存じと思いますが、ありがたいことです。ちょっと前の県北農林事

務所のニュースでは、鈴木廣直さんの日本一の畜産、ある意味で、いい意味で大玉村、

またいろんなニュースを提供して、元気な村だなという発信して村としてありがたい

ことです。 

   今、申した道路は、決して産業振興センターのみならず、向山製作所が今、あそこ

に工場をつくったり、カフェをやるとかという段階でありますから、それらのお客様

も誘導したりするのにも有効な道路ですので、いろんな角度から検討していただいて、

積極的な姿勢を実行あらしめるようなことを改めてお願い申し上げまして、一般質問

を終わりたいと思います。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。 

◇          ◇          ◇ 

○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５５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、議案第９５号「職員の育児休業等に関する条例の一部を

改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 特に、この中身については問題ないんです。 

   ただ、文言の中で「育児休業することができない職員」とか、「育児休業法をする

ことができる特別の事情」などとあるのでありますが、これは幾ら読んでもなかなか
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こういうことだというのがちょっとわかりかねますので、具体的な説明というか、例

えば何か例がありましたら、例を挙げて説明願いたいのでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   育児休業できる、できないの判断だと思います。詳しくは、法律の規則等にも記載

してある部分がございますけれども、今回の場合はあくまでも非常勤職員の部分でご

ざいます。私たち一般職のような常勤職員には該当しない法令の部分でございますけ

れども、まず非常勤職員の内容としましては、再任用の短時間勤務職員というものが

ございます。これは、再任用の中でも常勤と短時間という部分がございます。その中

で、勤務時間が１日当たり３時間未満、３時間にならないような職員に関しましては

該当しないと、育児休業をとることができないというふうな内容になってございます。 

   さらに……（不規則発言あり）「等」ですね。（不規則発言あり）「法」（不規則

発言あり）何条の部分でしょうか。（不規則発言あり） 

   第２条の５、育児休業法をすることができる特別の事情という部分でございますけ

れども、これについては今回、改正部分ではございませんけれども、省略になってお

ります。第２条の５は、第２条の４が加わった関係で、１条繰り下がりということに

なりますけれども、現行の条文でご説明申し上げたいと思います。 

   育児休業法第２条第１項ただし書きの条例で定める期間の部分でございます……失

礼しました、育児休業法第２条第１項ただし書きの条例で定める期間はという部分に

該当してまいりますが、これにつきましては、日数５７日という定めのほかに……失

礼しました、第１項としましては、「育児休業をしている職員が、産前の休業を始め、

又は出産により当該育児休業の承認が効力を失った後に、産前の休業又は出産に係る

子が次に掲げる場合に該当すること」となった場合ということで、育児休業する職員

が死亡した場合、または養子縁組等により職員と別居することとなった場合、これは

法の適用がなされないというふうな内容でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 今回の育児休業等に関する条例の改正ということでございますが、

当然ながら、これはもっと多くの期間を要すべきだなと思っております。１年６カ月

から２年になったということで、これはこれで評価するものでございますが、実は県

職員関係ですか、それらの職員の場合は何か３年の育児休暇があるというふうにもお

聞きしたんですが、それらの関係と村とのこの関係は、それらを勘案しての今回の条

例改正なのか、県のほうが間違っていたらおわびしますが、そんなことも聞いており

ますものですから、それらの関係についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   県職員３年ということでございますけれども、これにつきましては地方公務員の育

児休業に関する法律がございます。これは、条例の上位法で定められている国が定め
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た法律によります。これにつきましては、地方公務員の育児休業は３年が限度という

ふうになっておりますので、本村職員につきましても、その法に基づきまして、同じ

く３年が上限というふうになってございます。 

   今回改正させていただく部分につきましては、先ほども申し上げました非常勤職員

の再任用時間、短時間勤務職員の部分につきまして２年というふうに延長させていた

だいているところでございます。これは、上位法に基づく改正に合わせるという形に

なります。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   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９５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９６号「大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（押山義則） この中身については、人事院勧告によるということですから問題な

いんですが、ただ１点、近隣自治体の状況はどのようになっているか伺っておきます、

調査ができていれば。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   近隣自治体ということで、県並びに周辺、本宮市さん、二本松さん、こういった自

治体におかれましても、同様の条例のほうは提出されると。今現在、議会それぞれ開

会中でございますので、動向につきましては私のほうでは確認をしておりませんが、

上程するというふうな内容では確認をしております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 
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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。 

   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。 

（「異議あり、採決」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 採決をお願いしたいんですが。（不規則発言あり）討論を省略しと、

今、言ったから。（不規則発言あり）採決でいいの、すみませんでした。 

○議長（遠藤義夫） 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。 

   これより、議案第９６号「大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関

する条例の一部を改正する条例について」を採決します。 

   この採決は起立によって行います。 

   議案第９６号を原案のとおり決定することに賛成の方は起立を願います。 

（起立多数） 

○議長（遠藤義夫） 起立多数です。 

   したがって、議案第９６号「大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に

関する条例の一部を改正する条例について」は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第４、議案第９７号「村長等の給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第９７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５、議案第９８号「職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第９８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９９号「大玉村総合福祉センターさくらの指定管

理者の指定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（押山義則） この施設管理に関する基本協定書そのものには異議はございません

が、ただ今回の一般会計の補正の中でも、雑入の中で社会福祉協議会指定管理料過年

度精算金、それから事業補助金過年度精算金なんていう見なれない言葉があったので

ありますが、これらは２１条の事業報告書とか２５条の指定管理料の変更の中に触れ

るような中身なのか、これについてちょっと疑問に思ったものですから説明願います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員にお答えします。 

   今回の補正予算にのっている過年度分の精算金でございますが、指定管理する中で、

３年を１回とした基本協定を結んでおりますが、そのほかに指定管理料云々というこ

とで、年度協定を結んでおります。その中で、指定管理料に残が生じた場合は返還す

るという項目が入っておりますので、それに基づいて今回返還金をのせている内容で

ございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 私は、先ほど見なれない項目と言ったんですけれども、これはでも

この中身、過去にこういう説明はあったんですか。私は初めて見る文言のように感じ

たものですから、今回なぜこういう形があらわれたのか、それ私のほうが過去に見過

ごしていたのならば失礼でありますが、その辺について改めて説明願います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 



 

- 119 - 

 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   社会福祉協議会の指定管理料等の精算金については、今回が初めてということにな

ります。 

   経緯につきましては、社会福祉法人の中で経営を行ってきたと、過年度で剰余金と

いうか、そういうものが毎年積み重なった中で、社会福祉法人の運営上、そういう営

利企業ではないというような性格上、そういう残金を持っているのは好ましくないと

いうような、そういう会計的な判断もございまして、今回、剰余金について精算を行

うべきというような中で精算を行うものであります。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） すると、改めて伺いたいのでありますが、本当にこれまでそれがな

されていなかったということは、どこかそれを見過ごしてきたというようなことのよ

うに捉えてよろしいんでしょうか。その辺だけ確認しておきます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   決算の中で、繰り越しされてきたというのがわずかな金額ずつということで、次年

度の運営資金というような形で、必要額であろうというような判断もあった中で、繰

り越しを認めてきたということですが、今回につきましては金額が多額になったとい

うことで、精算をお願いした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） 特別、この文言とか協定書に対することではないんですけれども、

改めて過去何回か事務的なことで、ちょっとこういう契約書がなされなかったと。今

回初めて、また改めてということですけれども、以前の協定書というのは、我々議会

に対しても提示はされていませんので、そういうチェックするあれはありませんでし

た。今回、これから出ますふれあい広場も含めて、改めてこういうふうな協定書が出

てきましたけれども、いずれにしましても今までと同様、あるいはいろんな現状に合

わせて改正したところ、その点、もし公表できるのであれば、その辺を含めてお答え

願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   今回、基本協定、提示させていただきましたが、従前の基本協定書と変更点はござ

いません。期日のみの変更ということになります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   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９９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１００号「大玉村ふれあい広場の指定管理者の指

定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。６番。 

○６番（武田悦子） 今回のふれあい広場、そして産業振興センターですか、これ同じ中

身だというふうに、この基本協定書の中身が同じだということですので、関連して、

両方にまたがる部分で質問をいたしますが、この協定書の中の７ページにございます

第２５条の財源について、年度協定に基づき甲が支払う本業務に係る経費というのが

財源というふうになっておりますが、これはこの２９条に定めている指定管理料とい

う考え方、これが前で言っている財源、甲が支払う本業務に係る経費という認識でよ

ろしいのか、まず１点。 

   あとは、２２条で業務の改善指導等、さまざまあります。取り消しについてもその

次、２３条で取り消し、いろいろなことが定められておりますが、この業務の中身に

ついて、これからは村民株式会社ですか、おおたま村づくり株式会社が全てを担うと

いうことでありますが、この中身について、この業務の中身についてはもちろん村づ

くり株式会社が行うわけですが、これに係るいろいろな改善案とか何だとか、いろい

ろもろもろの部分は、この株式会社の中の株主の皆さんがいろいろな場面で、それは

やりとりはするのでありましょうが、村も株主であるわけですから、議会も通してそ

の部分は反映させることができるのかどうかという部分をお聞きしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ６番議員さんの質問にお答えいたします。 

   １点目、財源でございますが、指定管理料ということで、その解釈で結構でござい

ます。 

   それから、２点目、業務改善、業務の中身について、株主の意見ということでござ

いますので、当然、村が３分の１所有しております。議会も当然、そのメンバーとい

うことでございますので、そういった形では間接的ではありますが、意見の反映は可

能であるかと考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。３番。 

○３番（本多保夫） 何点かお聞きしたいと思います。 
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   まず、ふれあい広場、これは大山字新田１１番の１となっておりますが、４号線か

らの進入路、いわゆる舗装してある部分、あれも広場の面積に入っているのかどうか。

ということは、手前、現直売所のほうが、あそこには村道が入っておるのは承知して

います。４号線からの進入路の舗装部分、あれは村道ではないはずなんですが、なぜ

それを聞くかというと、この後の管理関係上、除雪ですね、２月１日からの計画を持

っておるようですが、今までですと会員による除雪作業で賄っていると、ボランティ

アでやっていたというのが現状でございます。 

   その辺はどうなっているのかと、そのほかに業務報告関係では、来場者数を報告し

なさいと、これは事業のみなのか、毎日の業務なのか。 

   人員の確保にいきましては、できるだけ村内の従業員を求めなさいということです

が、何のために従業員を新たに採用しなければならないのか。あくまでも、これは広

場の管理に対してのものだと思いますが、そこにどうして人員が必要となってくるの

か。それを伺います。 

   それと、一番最後、１３ページになりますが、その一番下、運営のリスクというこ

とで、管理上の瑕疵による施設、設備、備品による事故や火災等による臨時休館等と

なっていますが、臨時休館、結局建物だと思うんですが、今、これはまさにふれあい

広場の管理の協定関係をここで議論しているわけですから、休館というのは館、建物

は何を意味しているのか。いわゆる東小屋もどきのことを言っているのか。その辺を

確認したいと思います。よろしくお願いします。 

○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） ３番議員さんにお答えいたします。 

   国道から入ってくる舗装の部分については、村道にはなってございません。ご指摘

のとおり、村道にはなってございませんが、村の土地でございます。 

   除雪につきましては、規定になれば村道を除雪するというような状況でございます

が、今まで直売所の方のボランティアにより除雪等をお世話になっておりまして、非

常に感謝申し上げるところでございます。できれば、株式会社になっても、敷地関係

は皆、村のものでございますので、ぜひご協力いただければ幸いだと思います。どう

しても難しい場合は、当然村のほうで機械を入れて除雪するということもありますの

で、よろしくご理解いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ３番議員さんにお答えいたします。 

   ２点目の来場者数ということでございますが、基本的には日報、月報、年報という

ふうに積み上げて、実績なり利用者数を把握したいと考えておりますので、現時点で

は毎日のカウントというふうに考えてございます。 

   ３点目、人員確保の村内ということでございますが、これは会社で新たに一旦採用

をかけますので、その際のということでご理解いただければと思います。 

   それから、１３ページの瑕疵、それから火災の場合の休館という文言でございます

が、まだこれは未確定ということで、現時点ではたたき台の状態でございます。そう
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いった文言を指摘頂戴しながら変えていきたいと考えてございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 本議案と、それから１０１号も同様ですが、この期に及んで管理

者がどうのこうのという気はありませんが、私たち、実際、指定管理という業務にま

だ精通していないというか、初めてではないですが、社協くらいなものなんだね。お

隣の二本松は、今度何か大山忠作美術館を含めて、かなり１０件か十何件の指定管理

の議案が上がっているようでありますが、そういうふうにすっかりなれっこになって、

逆になっているのもあるのかなというのもあるんですけれども、いずれにしても、曲

がりなりにも今度は株式会社の業務ですから、すると株式会社の方針に従ってやるわ

けですから、一々我々が言うのは、何ですか、小姑みたいな話になるのか、先ほど間

接的ですけれどもという話がありましたが、間接的とはそういう意味だと思うんだね。

やっぱりストレートに、議会としての役割は、例えばさくらでしたらば、毎回取り上

げてきたスペース、子どものいるところのスペース小さいんじゃないか、何とかしな

きゃないのかという話をしたけれども、今度は会社に言ったらば、会社は会社でやり

方あるんだぞと言われれば、我々の関与の方法というのはどの辺までが妥当でという

ことでありますので、そのかかわり方についての、これ前にも私、聞いたと思うんで

すけれども、その割合に応じてかという話もしたんですけれども、当局としては、議

会の対応というのはどこら辺までが限界なのかというふうに認識しているか、お尋ね

をしておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答え申し上げます。 

   今、先ほど言いましたように、指定管理がもう全国的な傾向ということで、直営の

ほうが珍しいということでございます。指定管理は、あくまでも村が設置した建物、

施設を運営管理するということが主ですので、例えば二本松の美術館については、運

営して黒字になることは多分あり得ないということですから、当然持ち出しが出ます。

その持ち出しが出るのは、運営に対する持ち出しですね。例えば、収入１，０００万

で支出が３，０００万かかると、２，０００万持ち出ししますよと、さあ預けますか

ら指定管理してくださいといったら、１銭も入らないわけですね、会社に。ですから、

指定管理料というのは、じゃ５００万指定管理料を差し上げますから、管理運営して

くれませんかということが指定管理料ですから、そもそもが、例えばアットホームを

運営お願いした場合でも、アットホームに係る経費は全部そっくり運営費、そのほか

に指定管理料として、人を雇ったり事務員でやったり経理をしたりするという業務が

当然出てきます。それが、今までどこでやっていたというと、役場でやっていたんで

すね、役場職員がそれにかかわっていたと。ですから、指定管理することによって、

今まで産業課の職員がかかわっていたものがなくなると。ですから、そのなくなった

分はどうするんだというのは、私、いつも言っているように、指定管理をして、役場

は役場の人でないとできないような本来の役場のほうの、福祉サービスのほうとか産
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業振興のほうに専念しましょうと、そういうふうに、人も足りないわけですから、そ

ういう形でやっていきたいということですから、指定管理料というのは今の運営費に

上乗せになるというか、これはどこの施設でもそういうことになります。ですから、

ただし民間の力で、今まで３，０００万、２，０００万持ち出しになっていたものを、

努力して利用者をふやして、美術館なら入る人をふやしたりイベントをやったりして、

それを１，５００万にふやしてくれれば、市の持ち出しは５００万減るということで

すから、直営でやっているよりも民営の、民間の力で頑張って売り上げを伸ばしたり、

入場者をふやしていただくということが期待できると思うんですね。３年間の契約と

いうことは、とりあえず３年間頑張ってやってください、どうにもならないとなると、

可能性としてですよ、指定管理を取り消すということは当然あるということです。 

   ですから、さくらが１８年間、大変申しわけなかったんですけれども、そのままに

なっていたのは、選択肢がないということで、社会福祉協議会のほうに委託をしまし

たから、もう１０年も１５年もそのままになっていたと。ほかにお願いする受け皿が

なかったので、契約まで失念してしまったこと、大変申しわけなかったんですが、今

度の場合には複数になりましたので、本来は競い合わせるんです。さくらの指定も社

会福祉協議会と今度の株式会社に指定しても構わないんですよ、管理ですから。です

から、複数の、三つ四つあれば、それに本当は入札で競い合わせて、指定管理料をな

るべく下げると、うちは３００万でやりますよ、うちは５００万ですよと言えば、内

容を吟味して３００万のほうにお願いするとなりますが、これは社会福祉協議会の意

義とか、株式会社は村で村民が出資したとかということで、そちらに随契でやるとい

う形になるわけですが、３割支出した理由、趣旨、本来は５００株、全部村民の方た

ちに買っていただいて、自立してやっていただきたいんですが、当初、やはり村が

３割持っていれば、重要事項に対する拒否権というか、株主総会でそれはだめだよと

いう発言権がありますので、３割を確保させていただいたと。そして、副村長が役員

会の中で監査役ということで、目を光らせて、変な方向に行かないようにという内部

コントロール、それから株主としてのコントロール、それから村３割のコントロール

ということで、当面いきましょうと。これがしっかりと方向づけができて、心配ない

となれば、村が持っている３割の１５０株も村民の皆さんにお買い上げをいただいて、

それこそ本当に自立してやっていただくということになろうかと思います。 

   そういうことで、当然村が言うということは、議会と村は今、そういう関係ですか

ら、当然議会からのそういう話については我々も報告をしますし、お話を聞きながら、

株式会社と対話をしていくというふうになろうかと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 私お金のことは一言も言っていないんだよね。要するに議会がい

ろいろああやこうやと、よかれと思って提言、この何ページだかにもそういうことに

ついての、２０番目にあったんだけれども、そういうことについてどういうかかわり

ができるんだと、余計なお世話だということであればしゃべれないのだし、そういう
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ことで議会としてのかかわりはやっぱりきちっと持っていかなくちゃならないと思う

ので、どういうふうに、どこまでかかわりができるのかなというガイドラインという

か、当局はどう思っているだと、こういうことを端的に聞いただけで、銭がどうだと

かというのはまた別物です。 

○議長（遠藤義夫） 答弁はいいのかな。（不規則発言あり） 

   ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） この中で、今回の協定の中で、指定管理料、詳細については別途締

結する年度協定に定めるとあるのでありますが、今回の、今の状況で、おおたま村づ

くり株式会社の運営状況はどのあたりの段階にあるのか、ちょっと定かでない、この

１２月１３日にはオープンするのでありますが、その辺がどの状況になっているかと

いうものは、私はまだ状況把握していないのでありますが、あとこの指定管理料の中

で、別途年度協定によって定めるとあるのでありますが、これ今回も補正の中で指定

管理料の委託料のような形で１５０万ほどのっかってあるのでありますが、その辺の、

何ていうんですか、規模というんですか、その辺、どの辺までこれを委託料として考

えて今はいかれる状況に、どの段階にあるのか、どういう状況にあるのか伺っておき

たいのでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ５番議員さんにお答えします。 

   株式会社のどの段階ということでございますが、既に１０月に創立総会を開きまし

て、１１月初めには定款を認証していただきまして、会社については発足しておりま

す。現在、取締役等で、今回の指定管理の議決を受けまして、具体的な内容等につい

ては詰めていくということで、１２月１３日が新直売所オープンしますが、今回提案

申し上げております指定管理の開始については、年明けの２月１日ということで、約

１カ月半の中で具体的な協議を進めまして、２月１日からは株式会社で運営していた

だくということで、現在進めております。 

   指定管理の中身でございますが、昨年の決算ベースで申し上げますと、産業振興セ

ンターそのものについては事業費ベースで約２，０００万ほど経費がかかっておりま

す。一方、収入、使用料については約２，４００万ということで、単純に比較します

と使用料のほうが多いということでございますが、今回、ふれあい広場と産業振興セ

ンターということであわせて指定管理申し上げますので、そういった形で既存のふれ

あい広場の芝刈りとか、先ほど申し上げました除雪の経費とか、そういう部分につい

ては先ほどの決算の中身には入っていないので、そういう部分も考慮した中で、今後

指定管理料を協議していくということで進めたいと思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 具体的にありがとうございました。 

   そういたしますと、この事業計画の中で、指定管理料の占める位置というのは、あ

る程度の大枠はつかんでいらっしゃって、これでスタートしていると捉えてよろしい
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んでしょうか。私が今、疑問に思うのは、指定管理料がどこまで膨らむのか、そうい

うのがちょっと定かでないような気がいたしますので、その辺の縛りだけはどのよう

に捉えておられるのか伺っておきたいのであります。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えします。 

   今回、後で出てきます補正予算の中で、指定管理料ということで１５０万計上させ

ていただきました。その中身につきましては、先ほども申し上げましたが、今年度分

について、２月、３月でございますので、直売所の中身を見ますと、一番２月、３月

期というのは売り上げが少ない、売り上げが少ないイコール収入、使用料が少ないと

いうことで、どうしても支出のほうが均衡か超過する部分もございますので、そうい

った中身で、どうしても２月、３月については売り上げが、農産物等も少ないという

そういう時期でもございますので、そういったのも考慮し、またふれあい広場の管理

ですか、それらも含めて１５０万ということで計上させていただきましたが、１年間

の指定管理料というのは、今後詳しく株式会社と協議して、内容を詰めていくわけで

ございますが、産業振興そのものについては、先ほども申し上げましたが、一定量の

収入、いわゆる生産者から１５％なり２０％の使用料の収入をいただきますので、そ

ういった中でおおむねはカバーできるので、先ほども申し上げましたが、ふれあい広

場とかと、収益にはならない公衆トイレですか、トイレも今回、大分人槽をふやしま

して、合併浄化槽、２倍程度のものを入れますので、そういった管理とかということ

で、そういった中身で、今後１年間の指定管理料については協議させていただきます。 

   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） 単純な、素朴な疑問なんですけれども、ふれあい広場、後から出

てくるこちらのほう、なぜ別々にしなきゃならないかということが１つ、その理由が

あればお知らせください。別々な会社に発注するのでもあれば、一緒の場所の施設で

すので一緒にはできないのか、その辺の素朴な疑問があります。 

   あと今、５番議員さんもおっしゃったように、指定管理料の問題です。これがわか

らなくて、ここで議決できるものかどうか、非常に不安です。後で、またそういう協

議には我々加われない。やっぱり、少なくとも株式会社と行政の皆さんが対等にとい

いますか、そういう協議をするのであれば、こちらの持ち駒がなくてはできない。そ

の持ち駒が、なぜここで示されないか。今回１５０万、これから出ますけれども、そ

れから年間このくらいだとか、やっぱりそういうことでないと、ここで協議して決め

ました、そして指定管理料はどんどんふえていくという、議会運営委員会でも申した

けれども、その辺しっかりと対応してほしいと言いましたけれども、改めて同じこと

で申し上げますけれども、その辺の見解はどうなんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ８番議員さんにお答えします。 

   まず、今回の指定管理の議案でございますが、一緒にできないかという部分につき
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ましては、ふれあい広場と産業振興センター、それぞれ設置条例が別でございますの

で、それぞれの設置条例ごとに指定管理の議案を提出したという内容でございますの

で、ご理解いただきたいと思います。 

   また、指定管理料でございますが、先ほども申し上げましたが、今年度分について

は補正予算で１５０万ということで計上させていただいております。 

   また、新年度につきましては、先ほども申し上げましたが、１年間の指定管理料に

ついては今後、株式会社と、そういう先ほどの収益につながらないような施設につい

ては指定管理料という形で計上させていただきますので、今後、株式会社と、議決後、

協議しまして、新年度の当初予算の中で審議していただければと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） おおむね理由はわかりました。 

   そういうことであれば、先ほどちょっとダブっているということの話が出てきて、

何か３番議員さんも質問していましたけれども、私もそう思いますよ。ふれあい広場

にないような施設までここに書き入れるとかという文言があるかもしれない。それに

私は疑問を感じています。ですから、その辺の条例も改正しながら、統一する方向性

もあるかもしれない、そんなことを考えていました。 

   もう一つ、例えば今までの例として、こういう協議結んでもほとんど事後報告がな

いということであれば、きょうはこれ、もしかしてこのまま協定書の議決案件になり

ます。その後、いろんな形で進んでいきます。その辺の我々に対する説明なり報告は

どのように考えているのか、まず伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） 再度お答えします。 

   協定書の中身ですが、今回ご提示させていただく協定書については、あくまでも事

務局が、自治体が今回、直売所等の指定管理を行っているいろいろ資料、近隣の市町

村の資料をいただいて、案という形でつくっております。そういった形で、中身にそ

ぐわない部分もございますので、今後、株式会社と協議していく中では、現在２つの

協定書を示させていただきましたが、それをあわせた形で協議するということも可能

でございますので、そういった形であくまでも現段階の案ということでご理解いただ

きたいと思います。 

   また、指定管理料につきましても、先ほどの中身で、当初予算の中でいろいろ審議

していただく内容でございますが、その都度の進捗については、議会の全員協議会

等々で説明させて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） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   まさに、大玉村としては例の少ない、経験の少ない、今回、そういう指定管理者の

株式会社との協定書です。ですから、いろんなことで不具合あるのは、ある程度我々
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もそれは理解しています。 

   ですけれども、結論からして言いたいことは、何回も私、申していましたけれども、

この株式会社で直売所、産業振興センター運営は成功してもらわなきゃならない。そ

のために、いろいろと危惧されていることの一つには、やっぱり役員が、総会でもあ

りました非常勤、これ最後の質問で非常に長くなりますけれども、申しわけありませ

ん、非常勤の役員で、ペーパーカンパニーじゃないかと。ある方も質問ありました。

３万の報酬はわかるけれども、見たら３万の報酬だからといって、あんた言って、

我々３万出した出資者にもちゃんと還元できるように頑張ってくれよと言われました。 

   ですから、基本的にはいろんな理由があって、今回我々も承認したから、そのこと

に対しては問いません。でも、あくまでもやっぱり役員だけでなくて、我々生産者も

含めて、行政も含めて、やっぱりそこをちゃんと成功するようなアイデアを出し合っ

て、それをやってほしいということであれば、あくまでもやっぱり営利の直売所とい

うことをひとつぴしっと据えて、もうかるような、そういったお金だけもうかるとい

うことではないですけれども、それを地域に還元できるような、そのような形の合意

形成をしながら頑張っていってほしい。これは要望になりますけれども、最後にお願

いしておきます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。６番。 

○６番（武田悦子） この協定書の中で、もう一度確認したいんですが、３ページの第

１１条、備品について、それぞれ書かれております。別表１に示す備品、その別表が

ここにはまだ載ってございませんし、以下にいろいろ修繕等の金額、１件につき幾ら

以上のものはとかというものは、全然金額も載ってございません。それは、これから

それぞれに話を進めて詰めていく部分だというふうには理解しますが、改めてこの協

定書がきちんと結ばれた後には、これは私どもには示していただける中身なんでしょ

うか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ６番議員さんにお答えします。 

   備品の関係でございますが、別紙について現在、白紙ということで、まさしく今、

さかんと備品を導入し、購入して設置している状況でございますので、ましてや旧直

売所の改修関係については、これからいろいろ備品を購入するということで、新直売

所については順次設置している、そういう段階で、詳しくそれらについても載せられ

ないということでご了解いただきたいと思います。 

   あと、修繕料についても、先ほども申し上げましたが、株式会社と協議して、それ

らについては一定の金額を示すかということで、今回は空欄になってございますが、

そういう協議を要するということで空欄にしておりますので、その辺についてもご理

解いただきたいと思います。 

   あと、締結後の協定の関係、示されるかということでございますので、あくまでも

今回、村と株式会社との甲乙という協定書になりますので、いわゆる株式会社の了解
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を得れば提示する予定でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   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１００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８、議案第１０１号「大玉村産業振興センターの指定管理者

の指定について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） １０１号につきましても、ほぼ中身は似ているに感じておりますけ

れども、こちらのほうの運営業務のほうがかなり重くなるんじゃないかなというふう

に感じておりますので、これらについてご質問をしたいと思います。 

   まず、この指定管理者の指定については、当然ながら株式会社を設立したわけでご

ざいますから、これらについては了とするところでございます。ただ、配っていただ

きました基本協定書の中身について、若干質問をしていきたいと思います。 

   まず、４条関係、今、総務部長のほうから話ありましたけれども、この１、２、３、

４を管理業務委託するんだということでございます。しかしながら、先ほどのお話だ

と、この３番のトイレ棟、これらについては管理料を払うんだというお話でございま

したが、管理業務をお願いしておきながら、なぜこの管理料を別途払うのかというの

が急に疑問が湧いたわけでございます。それらを払うとすれば、浄化槽の維持管理と

いうことですか。それも後で答弁願いたいと思います。 

   それから、７条関係、年度事業計画書、（１）から（２）、（３）ございます。こ

こで事業計画、人員配置計画、収支計画とございますが、これは当然だと思いますけ

れども、事業年度終了後の決算書、これらの報告というのがなされるのかどうか、一

番大事なことですね、株式会社ですから、それらをどのように考えているのか。 

   ちょっと見たらば、１７条関係で、本業務の実施状況を報告しなさいということで
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ございますけれども、この実施状況というのは決算書を指しているのかどうか、それ

らを確認したいと思っています。 

   それから、１０条関係の備品、施設の甲が加入するア、イ、ウ、エの部分ですね、

建物保険というのがございます。適用となる修繕費及び大規模な修繕を除くとありま

すけれども、これらは業務から除くんだと、要するに本体は除くんだということです

ね。ただ、この保険が本体に入ってくると、しからば器具備品、これらは村の貸与で

すよね、無償で、それらは保険に入っているんですか。恐らく何千万の器具備品だと

思いますよ。それを明確にしていないんですよね。だから、それらをどういうふうに

今後考えていくのか。最後の欄のリスクの種類というのを見ましたらば、保険への加

入というのもございますね、下から２段目、これらの中にはちょっと書かれておりま

すが、施設等にかかわる火災保険及び災害保険の加入は委託者が持つんだということ

ですね。この施設等に入っているんですか、器具備品というのは。それらも明確にし

ていただきたいと思います。 

   いろいろと私も疑問を持っております。それから、備品等の貸与についても金額が

明示されていない、経年劣化等における１件何万円になるんだというのもまだ明確に、

６番さん言っているとおりでございますけれども、いずれもこれらの協定書はあくま

でも案なんだということだろうと思いますけれども、もう少し中身を詰めて今議会に

提案していただければなと思うんですよ。あくまでも、これではちょっと伴わない部

分が大いにあるなというふうに私は疑問を感じたものですから、もう少し中身を詰め

ていただきたいというふうに思います。 

   これらについてお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ７番議員さんにお答えします。 

   まず、４条関係で浄化槽云々ということで、今回、先ほども申し上げましたが、直

売所そのものは収益的な施設だということで、使用料、それが支出になるという形で、

それら収益的になっていない部分ですか、ふれあい広場の維持管理とか、あとトイレ

は一応公衆用トイレということで、そういう形で利用している部分がございますので、

そういう部分の維持管理、清掃も含めた形で、そういう部分が指定管理料になじむの

ではないかということで考えているところございます。 

   あと、７条と１７条の関係の決算云々ということでございますが、こういった中で

実施状況、決算も含めた形ということで、文言は私どものほうでは思っていますが、

その辺についても、先ほど申し上げましたが、案という形でございますので、今後正

式に締結する場合は、その辺の内容も含めまして、またこのほかに今回は基本協定で

ございますので、毎年度の部分での協定もありますので、そういった形で中身を十分

精査してまいりたいと思います。 

   あと、保険の関係でございますが、あくまでも今回、公の施設でございますので、

村が加入している公有建物の関係の保険に加入するということでございますので、建

物プラス動産の部分ですか、それらも含めて保険に加入するという中身で考えており
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ます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 案ということで、今後煮詰めていくということでございましょうけ

れども、この事業年度の計画書、７条関係でございますが、設立した当初ですから、

なかなか運営も大変だろうというふうには察しておるところでございますが、しかし

赤字のたんびに村が管理料を払っているということであれば、これは本末転倒であり

ますから、当然ながらリスクを分散する意味でも、株式会社に管理を委託するわけで

ございましょうから、そこらをしっかりと赤字を出さないようにというようなことを

お願いしたいなというふうに思っています。 

   そしてまた、売り上げが当然黒字になるのは恐らく３億ぐらいの売り上げにならな

いと大変だなというふうには感じておるわけでございますが、個人的には、もしかし

て、決算書の内容で、いわゆる赤字、または黒字、黒字になれば剰余金が出ますよね。

これらの問題を、当然一般会計、村のほうに繰り入れするということも、これ大事だ

と思うんですよね、補塡ばかりじゃなくて。だから、そこらもきちっと文言化して、

明文化しておいてほしいなというふうに思うんです。 

   それらの考えをどう思っているのか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ７番議員さんにお答えします。 

   今回、指定管理料、今後協議の上、指定管理料については定めますが、あくまでも

今回、指定管理に伴う指定管理料の決算については、今回、業務状況報告の中で求め

るものでございますが、株式会社の決算についてはあくまでも株主総会等々で諮られ

るということで、その辺については私どものほうでは分けて考えておりますので、指

定管理料に基づく決算はこういう協定書の中で提出いただく、あと株式会社本体につ

きましては株主総会で提示されるということで、その辺は分けて考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） それは当然でしょう。株式会社の決算は、会社ですから。それは、

当然収支、会計事務所に頼んでやるのは当然だと。そこで赤字、黒字になると。 

   しかし、村が出資している会社ですよ。そういう場合には、剰余金の取り扱いとい

うものは、当然ちゃんと明記すべきだと思っているんですよ。これは、よその団体、

自治体でも、山形の温泉施設なんかも、年間３，０００万ですよ、村に入れているの

は。そういうところ、楢葉も大分、今ちょっとだめですけれども、黒字で入れている

んですよ。村が出資している会社においては、黒字になったときの取り扱いというの

は、当然考えておくべきだと思うんですよ。もう一度、そこらをご説明願います。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ７番議員さんにお答えいたします。 

   株式会社が黒字になるという、大変そういうふうになった場合には、村の出資割合
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に応じての配当といいますか、そういうことは当然あり得るというふうに思っていま

すし、また来年２月からスタート時点では、公設民営ということもありまして、土地

建物全て無償で借り受けするというような形でスタートせざるを得ない、そういった

中で、黒字になった場合には、まず施設の使用料、あるいは土地の使用料、建物の使

用料、そういうような形で村に還元をまずしていきたいと。それでも、まだ黒字の部

分がありましたらば、３０％という割合の中で我々に還元していければと、あと残り

は株主のほうに還元するというような形で、現在考えております。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   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１０１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、昼食のため暫時休議いたします。再開は午後１時３０分と

いたします。 

（午後０時１２分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第９、議案第１０２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） ３０ページの観光費について、１点お伺いします。 

   風評の払拭のための映像によるＰＲということでの５００万ということでございま

すが、これたしか映像によるＰＲというのは４年ぐらい前にやったかと思うんですけ

れども、映像によってこの風評を払拭するという、相当高度な訴え方というのは大変

に思うんだけれども、どういう形でやろうとしているのかお尋ねをします。 
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○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） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ページ３０から３１ページのＰＲ映像委託料の５００万の件でございますが、風評

払拭ということでの計上の説明でございますが、それらも含めて、今、大玉村がこう

いう状況で頑張っているというような状況を、今回の補正で計上された金額で議決さ

れれば、すぐに映像撮影のほうを発注して、これからさまざまな冬の行事が展開され

ますので、それらを収録し、１年間をかけてその後、当然期間が長くなりますので繰

り越しになるかと思いますが、そういった中身で最終的にまとめていくということで

の、大きな意味での風評払拭、大玉村が今現在、こんな形で元気でやっているんだよ

ということを広くＰＲして、払拭につなげたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） これは、財源はふるさと応援基金の取り崩しということでござい

ますが、これらについては村長も特に思い入れがあるようでありますが、何かコメン

トあれば。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   風評払拭というのは、結果としての風評払拭であって、目的は観光関係とか、それ

からふるさと納税の使途が今、問われておりますので、ふるさと納税をいただいた

方々に、ふるさと納税はマチュピチュとの交流とか、それから台湾に子どもを派遣す

るとか、こういう形で使わせていただいていますよということも含めての映像と。 

   ３年半前、４年前ですか、３年半前に取り組みをしてつくった映像があります。こ

の映像は、全部だめにするんじゃなくて、使えるものはそのままそっくり使います。

マチュピチュに行ったり、自然のものとかもありますが、やはり総体的なビデオだっ

たんですね、総合ビデオというんですかね。 

   ですから、今回はしっかりと観光面とか自然編、公共施設編、それから学校行事と

か教育とかというふうに部門ごとにつくりたいなということもございます。そうする

と、自然編はそれほど頻繁に変える必要はない、公共編も変える必要はないと。です

から、頻繁に映像を総合編でつくると、どうしてもやっぱり亡くなった方が映ってい

たり、小さい子どもが大人になっていたりということにもなりますので、部門ごとに

制作をすると。そして、ふるさと納税とか、大玉村、今度の直売所にも映像で情報を

提供する予定でおりますので、そういうところで流す、それは総合編でもいいんです

が、編集をして５分、１０分、１５分と、それで学校でも使っていただくと、ふるさ

と納税いただいた方にもお送りするというような形で、大玉の現況を発信するなり、

情報を発信するという形でやっていきたいなと。 

   ですから、今までの撮影したものについては、当然利用しながら、新たな撮影をし

ていくと。ですから、５００万全部撮影に使うのではなくて、そのうちの二、三百万

が１年間の撮影に使って、あとは編集とかそういうものが、しっかりとしたものをつ
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くるためには編集にお金がかかりますので、そういうものも含めて、来年度になって

からまたダビングとかなんかで新たな予算が出るかもしれませんが、今、見込まれる

分として５００万を計上して、１年半かけてつくるようになるというふうに考えてお

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 何点かお伺いいたします。 

   まず、先ほども伺いました歳入の関係で、１１ページの社協の指定管理料の過年度

精算金なんですが、これ質問、ちょっと漏れた部分で、この精算については、これは

今後ですが単年度でやられるのか、それから契約終了の３年ごとの更新時になるのか、

それだけ確認しておきます。 

   それから、歳出のほうに入ります。 

   歳出のほうで、まず２７ページの看板設置工事費、これは産業振興センターのです

が３００万、どのようなものを考えておられるのか。看板、どうしても北塩原村あた

りの例を考えますと、日本で最も美しい村云々のことで、景観条例などにも配慮した

看板の設置をなされております。そういうものを考えておられるかどうか確認してお

きます。 

   それから、その下段で車両４４０万とあります。これ直売所で使う車なんだと思い

ますが、どういうものを考えておられるのか。 

   それから、次のページ、２９ページに移りまして、搾油機等９３５万、これはエゴ

マの油用と伺ったのでありますが、これ固定式なのか移動式なのか。固定式なら、設

置場所はどこに考えておられるのか、確認しておきます。 

   それから、３１ページ、今ほども質問ございましたＰＲ映像撮影業務委託料、これ

５００万、どういう方に委託するのか、もちろん目的、活用手段は先ほど伺ったので

ありますが、これは答弁にもございました、過去にも同様の企画があったのでありま

すが、効果などの検証はどのようになされたかということなんです。私も、今回この

質問、ちょうど部落で集まる機会があって、５０戸ほどの世帯で、これ見ていただけ

ましたかと伺ったら、見てくださった方は７世帯、そんな状況でありました。あとは

封も切らないというような人がいたのでびっくりしたんですが、あとやっぱり検証は

必要なのでないかと思う。そういった意味で、もうちょっと効率のよい方法なども考

えた上で、慎重な運用を図っていただきたいと思っております。 

   それから、その下段の土木施設管理に要する経費の中で、備品修繕料、これ雨量計

の修繕と伺いました。これは担当にお願いしてあったんですが、村内の雨量計の設置

場所の詳細を伺っておきたいんです。このことは、過去の水害からのことで、新たに

そういう場所については設置を考えていただきたいということをお願い申し上げた経

緯もございますので、確認しておきます。 

   それから、３５ページ、３５ページの上段の委託料の特別支援教育支援員委託料と

いうのは、これ直接は関係ないのでありますが、きょうの新聞に特別支援学校が安達
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地方に設置されると、１面に新聞に載っておりました。これは、多分要望されてきた

ことから、こういう形になったと思うのでありますが、ぜひ、できれば大玉村に設置

願いたいところなんですが、これ管内の雰囲気、どういうようになっているか、それ

つかんでおられましたら伺っておきます。 

   それから、同じく３５ページの備品購入費の中で、教師用教科書、それぞれの学校

で予定されておられますが、これはあえて補正でこういう形で計上される理由を伺っ

ておきたいのであります。 

   それから、３７ページのそれぞれの幼稚園で預かり保育の指導等業務委託料という

のが計上されております。これ、補正の理由を伺います。 

   以上、お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） 歳入の部分で、１１ページですが、社会福祉会の指定管

理料の精算金、それから補助金過年度の精算金ですが、これは単年度で精算してまい

りたいというふうに考えております。 

○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、２７ページ、看板設置になります。こちらの看板設置、直売所新しくなりま

して、国道４号線、下り車線には見えやすい看板等ございますけれども、上り車線の

ほうがちょうど４号線と県道の角に小さいものがございまして、なかなか見えにくく

てわかりづらいというようなお話をいただきましたので、その辺の看板をちょっと見

やすく、もうちょっと大き目のものにかえたいということで、あとは県道沿いにある

看板が道路に並行して立っているものですから、正面まで行かないとちょっと入り口

がわかりづらいということのお話もございましたので、そちらを道路に対して垂直に、

両面刷りのもので設置し直したいということで計上させていただいております。 

   あと、景観保護条例等に関しましては、協議しながら進めていきたいと思っており

ます。 

   続きまして、車両なんですけれども、こちらの車両、今、直売所にある車両が軽自

動車１台になっております。そちらの軽自動車も、かなり古くなっておりますので、

軽のワゴン車と、あと物販等に農産物等を詰められるように、大き目の普通車のワゴ

ン車を１台購入予定でおります。 

   続きまして、あと搾油機９３５万７，０００円ということで、こちら議員さんがお

っしゃったとおり、エゴマ油のほうの搾油機になります。固定式、移動式なんですけ

れども、固定式ということで認識しておりまして、場所につきましては現在の旧アッ

トホームおおたまの加工所のほうに、中をちょっと整理して設置したいということで

考えてございます。 

   あとは、ＰＲ画像のほうの５００万になりますけれども、こちらにつきましては、

前回お願いしておりました方、その映像等も今もお持ちしておりますので、同じ方に

一応お願いして、使えるものは使えるようにして、新たに撮り直さなくちゃいけない
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ものは撮り直すようにして委託したいなというふうに、今現在のところは考えており

ます。 

   あと、効果のほうは、ちょっと検証等はしておりませんけれども、今後、検討委員

会を開きまして、今までの映像のほうの検証と、あと今後どういったものを映像に取

り込むかということを、その検討委員会のほうの中で考えながら進めていきたいなと

いうふうに考えております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ８・１・１備品購入費、３１ページでございます。これにつきましては、アットホ

ームおおたまに設置してあります雨量計が故障いたしまして、メーカーにおいても

２０年以上たった品でして、部品等もなく修繕ができないということで、今回新たに

雨量計の購入費５３万７，０００円を補正計上させていただきました。 

   質問の村内の雨量計の設置場所につきましては、役場庁舎、そしてアットホームお

おたま、防災行政無線のデジタル化工事で東光地内の屋外拡声子局、あとは問屋場地

内の屋外拡声子局、象目田地内の屋外拡声子局、こちら３カ所に設置となってござい

ます。計５カ所の設置でございます。 

   雨量のデータにつきましては、避難準備情報の発令ですとか、災害後の補助申請の

根拠資料として使用するものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、県が設置する特別支援学校についてのお尋ねでございますけれども、本日の

新聞報道等でもありましたように、伊達、安達、南会津ということでの特別支援学校

の設置を計画していくというふうな県の教育長答弁でございました。 

   安達地方においても、もとより以前から要望してきたところでありまして、大変喜

ばしいことでございます。場所といたしましては、３教育委員会の教育長、さらには

それだけの敷地が提供できる場所があるのかどうかというふうなことも含めて検討さ

せていただいて、要望の時点では二本松市の平石地区というふうなことで要望をいた

しているところでございます。 

   しかしながら、県の内部でもまだ好適地があるのではないかというふうな議論もあ

るようで、場所については詳細な決定ということでは、こちらとしては承知いたして

ございません。今後の整備計画を注視していきたいというふうに考えてございます。 

   それから、教師用教科書についてのお尋ねでございます。これにつきましては、来

年度から特別の教科とされます道徳の指導用教科書でございます。３０年度から、小

学校については特別の教科、道徳ということで授業が始まりますので、今年度におい

て準備をし、来年度当初からの使用をしていきたいということでの補正計上でござい

ますので、ご理解を賜りたいというふうに考えてございます。 
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   それから、各幼稚園の預かり保育の委託料でございますけれども、当初の額から預

かりの人数によっての預かり保育の指導員の増と、それから有給休暇等の消化によっ

て、その分を新たにといいますか、必要な人員を充てなければいけないというふうな

ことから、年度を通して所要見込み額を算定し、現在の既定額、この差額を計上させ

ていただいたというふうな内容でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） １点だけ、改めて伺います。 

   看板設置費、景観条例ということを申し上げました。日本で最も美しい村に指定さ

れている地域のところでは、どこでも景観条例の充実といいますか、そういうものを

図っておられるような状況を伺っています。大玉村としては、日本で最も美しい村の

認定をされてから、そういうものに対して、景観条例とか看板のあり方、どのように

今まで検討されてきたのか、改めて確認だけしておきます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   大玉村、景観条例を制定しておりますけれども、この条例の中には、看板等につい

ての設置、高さとか面積によって届け出をしなくてはならないというような義務がご

ざいますけれども、それに基づいて申請していただいて、問題がなければ許可という

ような形になるわけでございますけれども、そのほか景観にかかわる土地の区画形質

の変更とか、あるいは建物の設置、そういう部分につきましても、一定以上の面積、

あるいは一定以上の高さを超える部分については事前に申請いただいて、必要に応じ

て審議会等で審議をいただくというようなことになっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかに。５番。 

○５番（押山義則） 今の答弁、ありがとうございました。 

   ただ、今まで景観条例云々のことで、そういうことで審議されてきた経過というの

は、経過というかそういう実績というか、そういうものは何件かあるんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   景観条例制定後ということで、プラント等、一番目立つというか、中心になったの

はプラント等の関係、それから４号線沿線の中での景観、これは条例を制定する段階

での審議というようなことで行いましたけれども、その後につきましては、ＮＴＴで

はなくて携帯電話の電波塔ですか、その電波塔の高さ、これについてかなり高いもの

だということで、そういった審議が行われたことがございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。６番。 

○６番（武田悦子） １７ページ、中段にあります企画事務に要する経費の中、違う、そ

の下、⑤定住促進対策に要する経費、負担金補助及び交付金の中の定住促進住宅団地

造成事業補助金、２団地８区画という説明でございましたが、これはどこの場所なの
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か伺います。 

   そのページの一番下のところの復興の集いに要する経費、日時、具体的内容等、決

まっているのでありましたら教えていただきたいと思います。 

   ３９ページ、教育費、公民館費の中の④ふくしまっ子体験活動応援事業に要する経

費、これは新事業に伴い、これをなくするという説明をいただきましたが、新事業と

いうのは何のことなのか教えていただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   １７ページ、中段にあります⑤定住促進対策に要する経費ということで、場所のご

質問でございましたが、場所については大山字下高野地内及び大山字南新田地内、そ

れぞれ４区画を現時点で想定してございます。 

   同じく、１７ページの一番下の欄、復興の集い関係でございますが、現時点では

３月ごろの開催ということでの見込みの内容でございます。詳細についてはこれから

になります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（溝井久美子） ６番議員さんにお答えいたします。 

   ３９ページ、ふくしまっ子体験活動応援事業のかわりということで、今年度から地

域学校協働本部活動事業ということで取り組んでおります。そちらの事業で、今回、

中学生３年生を対象とした学習サポート事業を実施いたしました。 

   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） ２点ほどお願いしたいと思います。 

   １９ページ、復興関係なんですが、８番の報償費、講師謝礼等８０万、この講師は

何名を予定しているのか。 

   この講師謝礼等、等という文言があるんですが、これは何を意味しているのか。 

   あと、その下の台湾交流事業ですが、多分これ学生の追加だと思うんですが、何名

ぐらいの追加となっているのかお聞きします。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中沢武志） ３番議員さんにお答えいたします。 

   １９ページ、上の部分、８の報償費でございますが、８０万円の予算計上でござい

ます。これについては、先ほどの６番議員さんへのお答えにもあるように、まだ概算

でございますので、内容等、今後になるということでございます。 

   それから、等ということでございますので、講師謝金その他ということでの報償と

いうことでの、今のところの想定でございます。 

   それから、その下の台湾交流に関してでございますが、当初３０名の予定でしたが、

３５名ということでの５名増ということでの補正対応でございます。 

   以上です。 
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○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） ２点ほど質問させていただきます。 

   前者の質問にダブりますけれども、まず１７ページの６の１３の委託料、先ほどの

議案の中でもございました。でも、これ補正予算ですから、ここでもう一回確認させ

ていただきます。１５０万の委託料というようなことです。これは、約２か月分くら

いの委託料ですよという答えがありましたけれども、この積算根拠、何をどういうふ

うにしてこれを支援するのか、まずその辺について、改めて詳しく説明お願いできれ

ばと思います。 

   もう一つは、３１ページです。これもまた先ほど質問ありましたけれども、ＰＲ、

ＤＶＤ、ビデオ５００万というようなことです。過去に、それらしきものは１回目、

２回目、今回３回目かなと記憶しております。その検証はということで、先ほどの前

者の質問もありましたけれども、私なりにこう見させてもらえば、１回目は約３０分

ぐらい、２回目は短くしたからというから、短いと思ったら約１０分ぐらいでＰＲし

て、その後はほとんど１０分以上マチュピチュのことの、そういう２本が出ていまし

た。その検証がまだできていないということであれば、これ今後検討委員会もつくっ

て云々という形でございます。これうわさですからあれですけれども、いろいろマチ

ュピチュも行って、制作するのにいろいろ問題があったとかも聞き及んでおります。

その辺も含めて、今回きちっとした予算組みして、しっかりとしたビデオをつくって

もらうんだなということを認識させてもらっています。 

   ただ、私がここでお願いしたいのは、その方は非常にこの村を思って、一生懸命に

なってやってくれる方だなと認識しております。そういうことであれば、常々意見を

交換していますけれども、もっともっと戦略的に、なかなか渡したって、今、若い人

は見る機会少ないかもしれません。今回、それを踏まえてやるということですけれど

も、私からすれば、その方は非常にいろんなことの技術を持っている方で、例えばラ

イブ映像、村を発信するのであれば、例えば直売所とかそういう観光地とかと何カ所

かでライブ映像して、それを発信してやると、こっちのほうがかなり効果的なことで、

そのことによってオーナー制度に結びつけるとか、やっぱりどうせやるなら戦略的に、

このことを通じてやってほしい。ということは、これは要望ですので、今後この予算

の中で間に合うところでやってもらえれば一番ありがたいけれども、検討委員会で、

それは交渉次第かもしれませんよ。そんなことも含めて検討なさってほしいというこ

とで、それに対して少しコメントがあればお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答え申し上げます。 

   前回の映像については、ある程度、前のというのは大分、もうはるか前のものです

ので、こういう形でＤＶＤという形は２回目になるわけですけれども、１回目はある

程度、専門家ということで撮影者のほうにお任せした部分がありますので、そういう

ことも含めて、今回は、先ほど課長が申し上げましたように、委員会つくるというの

は、１２月中に議会で承認いただければ、すぐに契約をして、そして１月１日のもう
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正月の初詣でとか、それからどんど焼きとか、そういうものをどんどん、１年かけて

やっていかないと、天候で１回しか撮れない、１回限りのものについては撮れない場

合もありますので、早目にやっていただきますが、１２月中に当然担当と役場内部の、

それからあだたらを知る会とか、それから観光協会とか、「日本で最も美しい村」連

合とか商工会とか、大玉村でそういう映像を活用するような部署の方たちにも集まっ

ていただいて、こういうビデオをつくったらいいんじゃないかという検討をするよう

に指示をしましたので、しっかりと、撮影者の意図ではなくて、前回の場合には撮影

者が都合悪くて撮れなかった映像が何カ所かありますので、そういう場合には必ず請

け負った側が代理でちゃんときちっと撮ることというようなことの条件とか、前回の

検証というか反省も踏まえながら、そういう形で映像をつくっていきたいと。 

   ただ、マチュピチュを含め、版権は撮影者のほうに帰属するんですよ、こういう場

合には。ですから、前、撮ったものを活用するという意味になると、撮り直しになっ

てしまいますので、前、映像権を持っている方にまた委託をしたいなと。それについ

ても、今、申し上げましたように、きっちりとこちらの方針なり、いろんな団体なり

の方針をお聞きしながら、いいものをつくっていきたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   過去の撮影手法とか、そういうことで私、批判しているつもりはありません。です

ので、間違いなくマチュピチュに行ってきてから、すぐに１回目が出ています、これ

３０分。その次、出てきたのが、私、わからなかったんですけれども、最近わかりま

して、そういう形のが出ています。今回、３回目です。これは間違いありません。 

   ですので、それらの予算的なことはいろいろあったということだし、本人にも確認

していますから、ただ私が言っているのは、その本人が同じ、今度頼もうとしている

本人が非常に能力がありまして、いろんなことであります。ですから、その方の、私

の今、接している範囲では、非常にこの村を思って、一生懸命になって奉仕的な考え

てやってくれる方だと私は認識しています。ということであれば、私、平成２０年に

ライブカメラつけて、安心・安全推進協議会でもそんなことを企画しました。でも、

ちょっとそれは残念ながら、でもその方は、そういうことも含めて、非常に安い、安

価で可能性のこともできますから、もっとそれを発展的に設置したりして、それを対

外的にＰＲして、そのことが結果的には、ああ大玉の自然いいなとか、そういうこと

でのオーナー制度をつくったり、そういう方たちを呼び入れて農業の体験させるとか、

そういうことまで結びつけるようなことも考えたらどうでしょうかということなので、

きょうのこのあれとは少し内容が違いますので、一応要望としてそれは受けておいて

いただき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） 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。 

   今現在もライブカメラは設置してございますが、ちょっと画質等の問題で、いろい
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ろご意見等もいただいておりますので、今後もう少し画像的にもちょっと上がったよ

うな形でのものを検討して、設置に向けて検討したいというふうに考えております。

直売所だけでなく、さまざまな場所はありますので、ポケットパーク等もありますの

で、そういった場所、設置場所も検討しながら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） 総務部長。 

○総務部長（鈴木幸一） ８番議員さんに、指定管理料の積算、数字の根拠という部分で

ご質問がされた部分でございますが、先ほどの指定管理の部分でもご説明申し上げま

したが、今回２９年度分ということで、２月、３月に係る指定管理料ということで、

どうしても２月、３月、野菜等の量も少なくなりますし、また販売金額が少なくなる

と、当然使用料も少なくなるという形で、どうしても収入と支出のバランスがとれな

い部分、過去の数字を見ますとそういう部分があるということで、それらの部分が

１つでございます。 

   あと、先ほども申し上げましたが、収益的な施設となっていないトイレの清掃も含

めた維持管理の関係が２点目でございます。 

   ３点目につきましては、ふれあい広場の管理ということで、冬期間は特に芝刈り等

はございませんが、除雪等も含めた管理を行っていただきたいということで、その

３点を含めた形で１５０万円を計上させていただきました。 

   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） まず、１７ページでございます。 

   農業関係除染等に要する経費ということで、吸収抑制剤、塩化カリかなと思ってお

りますけれども、これらの品種別、いわゆる大豆、米、牧草、これらの面積等、どの

ようになっているか、まずお伺いしたいと思います。 

   それから、先ほどから議論されております搾油機のことでございますけれども、こ

れは旧アットホームの加工所ということであるということでございます。固定式とい

うことで、端的に申し上げますと９３５万７，０００円、まあちょっと高いような私

なりの感じしておったんですが、まずこれは国産なのか輸入品なのか、どういうもの

なのか、このぐらいするんだということですから、これはやむを得ないと思いますけ

れども、実は私の感じとしては、コンバインも入っているのかななんて思ったんです

よ。エゴマ組合が何か立ち上がったということでございますから、これらの人数、ど

のぐらいの人数になされて、面積はどのぐらいなのか。そして、また今後、コンバイ

ンの購入の予定があるのかどうか、それらについてお尋ねしておきたいと思います。 

   それから、もう一つ、今、菜種も作付して絞っております。これは、郡山の業者さ

んのほうに全部委託して絞ってもらっておるところでございますけれども、今回の加

工所に設置するということになれば、これらの菜種もできるのかどうか、いや、それ

は全然別だよということになるのかどうか、それらについてもお尋ねしておきたいと
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思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ７番議員さんにお答えいたします。 

   １７ページ、放射性物質吸収抑制対策業務委託料なんですけれども、こちらは大豆

と牧草のほうの土壌調査の実績に合わせての変更と、あとこれからの牧草の塩化カリ、

あと水稲のほうの塩化カリの配布になります。牧草のほうが２３１ヘクタール、水稲

のほうが１，０００ヘクタールで計算しております。 

   あと、続きまして搾油機なんですけれども、こちら機械のほうが、確かに搾油機だ

けではございません。多々ございまして、搾油機、あとは水洗機、焙煎機、消炎機、

あともみ殻脱水機、あとインバーターつき調整唐箕、あと多目的乾燥機、フリクショ

ンセパレーター、選別機ですね、あと確かにコンバインも入ってございました……コ

ンバイン入っておりません、すみません、申しわけございません。すみませんでした。

コンバインは入っておりません。 

   搾油機に関しましては、韓国製のものを選定してございます。日本製のほうが、ち

ょっと１００万以上高値になってしまうということで、韓国製のほうの機種を選定し

てございます。 

   あと、菜種のほうもできるのかということですけれども、油の質が違いますので、

洗浄すればそちらのほうも対応可能かと思っております。 

   以上でございます。 

○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） ７番議員さんにお答えいたします。 

   エゴマの会の人数でございますが、今ちょっと手元に資料がないので詳しくはわか

らないんですが、１３名だったと思います。今、とりあえず結成しまして、そのほか、

栽培している方はもっとおりまして、これから徐々に加入を図っていただいて、会を

大きくしていきたいというふうに考えております。 

   以上です……（不規則発言あり）失礼しました、エゴマの面積につきましては、

２８年度の実績は７，６００平米でございます。２９年度現在では、１万

４，０００平米で、３０年度の計画につきましては、２万平米にふやす、その後

３５年、５年後には５万平米ぐらいの作付を目指したいということでの計画で進めて

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。７番。 

○７番（鈴木宇一） 吸収抑制剤でございますけれども、実はソバについては、昨年、試

験区と対象区分けまして、抑制剤を散布した土壌、それから慣行で散布しないところ

ということで試験した結果、どちらも出ないということで、今年からソバはなくなっ

たということだろうと思います。 

   そういうことで、米、牧草、大豆についても、県との会議、それぞれ持たれている

と思うんですが、今後どういう方向に進もうとしているのか。ソバみたいに、やっぱ
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り対象区を設けて、試験結果において、そしてまた減らしていくという考えなのかど

うか、今までの経過についてお尋ねいたしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ７番議員さんにお答えいたします。 

   吸収抑制剤につきまして、米、牧草、大豆につきましては、今のところ現在も塩化

カリウムの散布を行っております。 

   大豆につきましても同じく、ソバと同じように、今後何年間か放射性物質が検出さ

れなければ、試験圃場をつくって、卒カリの試験を行って、それで認められれば塩化

カリの散布はなくなるというふうに考えております。 

   あと、米と牧草に関して、今のところ特段、県のほうからこうしろああしろといっ

た指示はございませんが、米、牧草につきましては、多分土壌調査を行って、塩化カ

リ成分の濃度を測定して、その濃度に合わせて塩化カリを配布するといったような形

に変わってくるものだと思っております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   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１０２号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ここで、休憩のため暫時休議いたします。再開は午後２時３０分と

いたします。 

（午後２時１３分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後２時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１０、議案第１０３号「平成２９年度大玉村国民健康保険特
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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。ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第１０３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１０４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１０４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１２、議案第１０５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。５番。 

○５番（押山義則） １点だけ確認申し上げます。 

   汚水流入の増加に伴う電気料が少し上がったということでありますが、この汚水流

入量の増加、これは何か特別な事情があったのでございましょうか。その確認だけし

ておきます。 

○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） ５番議員さんにお答えいたします。 



 

- 144 - 

 

   汚水の流入量の増加ということで、こちらにつきましては、接続戸数がふえたとい

うことで、１０月の部分で見ますと、前年度と比較しますと１１．４立米、これは第

１浄化センターになります、１１．４立米のプラス。それから、第２浄化センターに

つきましては、同じく１０月期の比較で２２．０立米の増加ということで、それぞれ

接続戸数の増加に伴う流入量の増加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。 

（「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１０５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１０６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。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第１０６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１０７号「平成２９年度大玉村水道事業会計補
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正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。ないですか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第１０７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、議員派遣の件についてを議題といたします。 

   本件につきましては、さきの平成２９年第７回９月定例会におきまして議決いたし

ました福島県町村議会議員研修会が、台風２１号の影響により延期となったことから、

改めて開催する旨、福島県町村議会議長会から通知があったものであります。 

   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

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、議員派遣の件は、既にお手元に配付してありますとおり派遣する

ことに決定しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１６、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。 

◇          ◇          ◇ 

○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
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ました。 

   これをもって本日の会議を閉じ、平成２９年第１０回１２月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３７分） 

 


