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平成３０年第４回大玉村議会定例会会議録 

 

第４日  平成３０年６月２２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 

教 育 長 佐 藤 吉 郎 総 務 部 長 舘 下 憲 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 

菅 野 昭 裕 

教 育 部 長 菊 地   健 総 務 課 長 押 山 正 弘 

政策推進課長 作 田 純 一 税 務 課 長 中 沢 武 志 

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 

 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３４号 大玉村税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求め 

            ることについて 

     議案第３５号 大玉村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

     議案第３６号 平成２３年東日本大震災による被災者に対する村民税、固定資 

            産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する 

            条例について 

     議案第３７号 大玉村指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介 

            護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関 

            する基準を定める条例の一部を改正する条例について 

     議案第３８号 大玉村指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に 



 

- 74 - 

 

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

     議案第３９号 大玉村指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及 

            び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基 

            準を定める条例の一部を改正する条例について 

     議案第４０号 平成３０年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第４１号 平成３０年度国民健康保険特別会計補正予算について 

     議案第４２号 平成３０年度大玉村水道事業会計補正予算について 

     議案第４３号 平成３０年度大橋平線道路改良舗装工事請負契約について 

     議案第４４号 村道路線の認定について 

    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 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 矢崎由美、書記 菊地拓也、鈴木真一、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） 本日、傍聴に遠藤勇雄さんがお見えになっておりますので、ご報告

申し上げます。 

   本日、議会だよりで使用する予定の写真を事務局で撮影いたしますので、ご承知願

います。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、一般質問を行います。 

   １番佐原佐百合君より通告ありました「友好都市マチュピチュ村との今後の交流活

動について」ほか１件の質問を許します。１番。 

○１番（佐原佐百合） １番佐原佐百合です。議長の許可を得ましたので、さきに通告し

てあります件について、これより一般質問を行います。 

   質問の前にお願いがあります。けさのニュースを受けてなんですが、大阪北部を震

源とした地震、それで塀が倒れて小学生が亡くなったという問題。市の外部から危な

いと言われていたのにもかかわらず、市の教育委員会のほうが安全だということで判

断。あってはいけないことだと思います。亡くなられたお子さんのご冥福をお祈りす

るとともに、本村ではそのようなことのないように、点検のほう、よろしくお願いい

たします。 

   では、質問に入らせていただきます。 

   「友好都市マチュピチュ村との今後の交流について」。 

   第４次大玉村総合振興計画に定められているように、学校教育や生涯学習での国際

教育、国際交流事業を、一人でも多くの村民の皆さんが事業に参加できる交流を推進

していただき、国際的視野を持った村民の皆さんがふえることで、よりすばらしい大

玉村になるのではないかと考えています。 

   今月５日のニュースで安倍首相は、経済財政諮問会議で外国人労働者の受け入れ拡

大を表明するということが報じられました。人手不足が深刻な農業や介護など５業種

を対象に在留資格を設けるという話です。安倍首相は、地方の中小、小規模事業者の

人手不足が深刻化していると力説し、制度設計に向けた調整を指示したそうです。今

の大玉村にはまだ関係ないことかもしれませんが、いつかは文化的に背景の違う人た

ちと一緒に仕事をするなどという機会がふえてくるのではないかと思います。相互理

解をしないとうまく進まないのではないかと思います。 
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   このように社会経済の国際化が進む中、大玉村で育つ子どもたちや村民の皆さんが、

友好都市マチュピチュ村との交流を通して多文化を理解し、国際的に広い視野が持て

るのではないかと考えまして、次の質問をいたします。 

   友好都市協定を締結して２年８カ月。野内与吉さんが生涯をかけてなし遂げた功績

が結んだご縁。与吉さんのことを知っていても、マチュピチュ村のことについては世

界遺産であること以外知らない、関心がない、貧しい村と感じている村民の方がいる

と思います。今までのマチュピチュ村との各交流事業について、住民の皆さんの関心

や理解はどの程度あると村長は感じているのかお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   本村とマチュピチュ村とが、平成２７年１０月に現地で、マチュピチュ遺跡にて友

好都市協定に相互にサインし協定を締結したことがテレビ、それから新聞等で報道さ

れ、村民の皆さんはもとより、多くの皆様に理解されているというふうに考えてござ

います。 

   また、翌年にはマチュピチュ村長一行が来村され、話題となり、本村でも友好的に

迎えた。特に、村外の方々にもマチュピチュと友好都市を結んだ村かと尋ねられるこ

とがあり、十分な理解、関心を持たれていると感じますが、さらに理解、関心が高ま

るよう努めてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 事業としてはその２件だけでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） 事業としましては、今年度も副村長を団長としてマチュピチュ

村のほうに訪問する。それから、車をマチュピチュ村のほうに贈っているということ

で、事業は着々と展開しているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 答弁いただいたように、テレビや新聞などで外から大玉村の名前

はすごく売れたと思います。 

   車についてなぜ聞いたかというと、車のことについてはまだ村民の皆さん、大玉村

から贈ったよという話が伝わっていないイメージがあったので、ちょっとお伺いしま

した。 

   実は、私の友達を通して自分もしくは自分の周り、もしくは同僚、あとは家族とい

うふうに今と同じ質問をさせていただきました。多くの方から情報が集まりまして、

その結果、与吉さんはテレビなどでも取り上げられているので、大玉村の名前がたく

さん出て興味を持っていただけた人たちがふえ、外からの注目度は高まったと思うと

いう意見は多くありました。その一方、マチュピチュとの交流事業については、村民

の温度差があるんじゃないの、お金の無駄遣い、時間とともに関心が薄れているね、
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行きたいと思っても、若い世代の人、働いている人は休みがとれない、お金と余裕が

ないなど、マチュピチュ村との交流は、村民の一部の人たちだけが交流しているだけ

という印象があったようです。 

   外からの注目度は高くても村民の皆さんの関心が薄くては、住民に日本一近い村政

とは言えないのではないでしょうか。村民の皆さんが全員興味を持つのは難しいと思

いますが、マチュピチュ村の交流事業に対して関心が薄い状況、村長はこの辺、どう

お考えでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんにお答えいたします。 

   ご指摘の部分についての懸念は持っておりますので、お金云々についてはいろいろ

と外部の、今回、副村長を団長として行く場合も、結果的には１００％補助及び寄附

で賄うということで、村費を使わないで行くような努力をしている。私が行ったとき

も、国の出先の補助金をもらって行った。来られたときにも、県の補助があって来て

いただいたというふうに、金銭的な部分については、ただ、従来は余りその事業をや

る場合に、財源はここからもらっていますとか、こういう金で行っているんですとい

うようなことは余り言わないのが、事業の場合の多くの実態でしたが、これからはで

きるだけ、そういう財源的なことも村民の皆様にも伝えていきたいなというふうに考

えています。 

   それから、車の件に関しては、時間がかかってやっと届いたと。贈りますよと言っ

てから２年程度かかってやっと実現をしたということですから、今回、副村長が行っ

て、その車がどういうふうに使われているかということを実際に見てきて、それを今

度、報告会等とか広報等にしっかりと載せて、村から贈った車はこういうふうに使わ

れていますよということはお知らせをしたいというふうに考えています。 

   それからあと、事あるごとに、今回もテレビで全国放送されました。そういうこと

も村民の皆様にお知らせするとか、それからあと、今度ハワイで開催される日系人移

民の世界大会、ハワイであります。世界中の日系人会の集まり、全国大会で野内良郎

氏が演説をすると。マチュピチュ村をつくった日本人、野内与吉ということで、演説

というふうに言われておりますが、講演をするというようなことですから、またさら

に世界中の日系人の団体に、大玉村の偉大なる先人の野内与吉の偉業については伝わ

るのかなというふうに感じています。それと、外部での交流活動も村民の皆様にも随

時伝えていきたいなというふうに感じます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） これから世界に向けてまた大玉村の名前が知られていくんだなと

いうことを今、実感いたしました。ぜひ村民の皆さんにも伝える努力をしていただき

たいと思います。 

   次に、おととしの８月にマチュピチュ村の村長が来村したときには、先ほども部長

のほうが答弁されていましたが、村民の皆さんが見守る中、友好都市交流活動指針を
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締結しました。そのときにガヨソ村長は、友好都市を長く永遠に残し、次の世代に伝

えていきたい、距離的には地球の反対側で遠いが、気持ちはすぐ近くにいると話して

くださいました。せっかくのご縁です。交流は大切にすべきです。新たな交流を願っ

て次の質問をいたします。 

   友好都市交流活動指針には、最優先すべき活動が書かれてありますが、長い目で見

ないと実現できないのではないかと思うことも書かれています。また、計画した活動

を試験的に実施とも書かれてありますが、今まで行われた交流活動を振り返り、見直

されるもしくは追加されることがあるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   今回、先ほども申し上げましたが、７月２８日から８月６日まで、副村長を団長と

して通訳を含めた公式訪問団１２名でペルー国を訪問し、現地時間の８月１日夕方に

マチュピチュ村役場を訪問して、締結した友好都市活動交流指針に基づいてどういう

交流をするかを相互で話し合いをし、それを受けて今後の交流活動を進めるというこ

とでいきたいと考えてございます。 

   現在は活動指針による計画段階であり、その後、準備段階に入り、先ほどご質問の

計画した交流活動を試験的に実施するということに入るということで、現在はまだ見

直す状況までは至っていないというふうに認識してございます。 

   また、同時進行として、今回は公式訪問団として中学生が行くことが具体的交流で

ありまして、そのほかに、広域消防の職員及び村の消防団の団員、消防関係者が訪問

することにより、どういう交流ができるかという視察も含めて実施するものでありま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 見直すまでには至ってはいないが、話し合いは行われるというこ

とでよろしいでしょうか。はい。 

   先ほど、中学生、消防団というメンバー、お話がありましたが、ちょっと違うのか

もしれませんが、一般村民の方は集まったんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） 一般村民の方は決定してございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 差し支えなければ、人数とかは教えていただけるんですか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） 一般団員の参加者につきましては、村内は２名ということと、

村出身者の方もございますが、村内の方は２名となってございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ありがとうございます。 
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   では、見直しはされないのですが、指針に書かれていなくても追加できるのではな

いかという希望を込めて、次の質問に入りたいと思います。 

   マチュピチュ村では６年前からフェイスブックを利用して、毎日数多くの写真であ

ったり、動画で情報を世界中に発信しています。大玉村よりインターネットを利用し

た活動は活発ではないのかと思われます。今後はインターネットなどを利用して、一

人でも多くの子どもたちや村民の皆さんが訪問しなくてもできる交流活動などを考え

てはいないのか、村長、教育長にお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   マチュピチュ村は世界遺産の村として主産業が観光であり、フェイスブックを利用

しての情報発信については、大玉村とは大分異なる状況であるなということは認識し

てございます。本村においても、以前にもご指摘を受けましたが、情報発信はまだま

だ少なく、村の行事等に参加した際は、努めて情報発信していきたいというふうに考

えております。 

   交流活動につきましては、計画と準備、試験的実施と交流活動の手順の策定の２つ

の面から実施する提案をするとしまして、交流活動手順の策定までのプロセスが示さ

れてございます。活動指針をもとに基本的ガイダンス文書を策定するために、プロセ

スについては、それぞれの自治体の代表者が調整を図り、事前の同意を行うという段

階を踏んで開始されることから、今後、インターネットなどを利用して、訪問しなく

てもできる交流活動についてはどのような交流が可能であるか、それも含めて今回話

し合いをしてきていただく予定でございます。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） １番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   子ども関係、学校関係の交流という中でのことでございますけれども、本村の各教

育施設につきましては、学校教育用パソコンとしましてタブレット端末の導入を予定

しております。これは主に調べ学習とかインターネット教材を用いた学習などへの活

用を計画しているところでございます。しかし、学校におけるＳＮＳを利用した通信

などにつきましては、いわゆるフィルタリング機能によりまして接続制限、あとは双

方におけるインターネット環境の問題、さらに文化や習慣、あと言葉の違いなど、解

決しなければならない課題も多くあるというふうに認識をしております。また、解決

が一番難しいのは時差の問題、ペルーと日本では時差が１４時間あるということです

ので、そういった部分も加味しながら、交流活動につきましては、先進事例なども研

究しながら相互に効果的な交流が図られるよう、友好都市交流活動指針に沿って検討

してまいりたいというふうには考えてございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 総務部長からは、両村の同意を得て今後話し合っていきたいとい

うふうに私は受けとめました。あと、教育部長のほうからは、いろんな問題があるの
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で、それをクリアしないと、なかなかＳＮＳ上での交流は難しいのかなというふうに

受けとめました。 

   実はもう郡山市では、オランダとの交流というか、直接のテレビ電話を介しての交

流も行われていますし、すぐ間近で行われているところもあるので、視察にでも行っ

ていただけたらなんても思っております。 

   先ほどの時差の件なんですが、こちら調べました。実は学校同士ではないんですが、

ペルーに派遣しているのは駒ケ根のＪＩＣＡですね。そのＪＩＣＡからペルーに派遣

されている海外青年協力隊の人を介して、大阪の山合いの小学校はその協力隊員とテ

レビ電話で、ペルーとテレビ会議システムを使ってリアルタイムで授業をしたという

例があります。私も時差１４時間でいろいろ計算してみたんですが、結局、今、ネッ

トで検索すると向こうは何時というのが出るんですね。その交流の中でも時間言って

いたので間違いないと思うんですけれども、日本時間午前１０時の場合、ペルーは午

後８時。こちらが例えば午後８時だとしたら、ペルーは午前７時。何となく無理では

ない時間帯だなというのはありました。 

   あと、部長が言ったように、確かになかなか授業でやるのは難しいと思います。課

外活動として位置づけるか、生涯学習などで実施できないのかなということも、私も

ちょっと考えてみました。やはり時差を気にせず一番気軽に活用できる交流は、それ

ぞれの学校で制作したウエブを相手校に見てもらい、それをもとに電子メールで意見

交換したりとか、あと別な意味で学習活動ができるのではないかと思うので、前向き

に検討していただきたいなと思います。 

   タブレットで調べ学習ができるということですが、私も言葉はわからなくても３年

間、マチュピチュのフェイスブック、見させていただいているんですが、マチュピチ

ュ村も大玉と同じ広報紙を出しております。なぜか、友好都市を結んだ年ぐらいから

第１号が始まって、大玉のことも紹介されています。さらに日本に来たときのもこう

いうふうに４２ページにわたって公開されています。 

   なぜ私がこれを知ったかというと、実はペルー側から私のほうに直接意味のわから

ない、スペイン語で何とかがごめんとかというメールが来まして、よくよく分析して

みたら、私が撮った写真が使われていました、フェイスブックとかに。使わせてもら

っていいかと、私に許可を得ず使っちゃったのでごめんという多分そんなメールでし

た。それを機会にこの３年、交流を続けているというわけではないんですけれども、

去年でしたか、水害があったときに、マチュピチュは大丈夫ですかと片言のスペイン

語で送ったら、マチュピチュは大丈夫とすぐ返事が来たりとか、あと、誕生日おめで

とうとか、クリスマスにはクリスマスカードとか、いろんな情報を送ってくれます。

先ほど言った車についても、ビデオで走っている映像が公開されました。それを私が

シェアといってほかの人にも見られるようにする仕組みなんですけれども、そこに日

本の方が大いに使われるといいですねと日本語でコメントしたら、その担当者がすぐ

にスペイン語で大玉、兄弟、ありがとうみたいなことが書かれてきたので、普通お役

所側って返信しないと思うんですけれども、何か反応してくれていて、とてもうれし
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く感じた状況がありますので、ぜひ学校でタブレット、調べ学習でやるのはいいと思

うので、ぜひそのフィルタリングがうまく外れれば、そこを使って、本当に枚数

３０枚とか、多いときは１００枚上げていますので、言葉がなくても通じると思いま

すので、ぜひ検討していただきたいと思います。 

   次に、新たに交流が進むことを願って質問します。 

   ７月末に渡航される訪問団の皆さんは、友好都市協定の一環として学校、消防、ご

み処理施設など各分野で視察されてくると思いますが、大玉、マチュピチュ両村の今

後の交流方法について、先方と話し合いが持たれるのか伺います。 

   これ、先ほど答弁してくれるという話だったので、ここは少し質問変えさせていた

だいても大丈夫でしょうか。話し合いが持たれるということで、その話し合いを持つ

ためには、何らかの事前に研修とか勉強会をしなくてはいけないと思うんですね。そ

の研修会は行われる予定はあるんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   事前の研修については、研修を２回ほど予定してございますが、この中身について

は、そのうちの１回には取り入れていきたいというふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 先ほども話しましたが、調べる価値はあると思いますので、ぜひ

１回と言わず２回でも３回でもいいので、内容を向こうのことを調べて、交流の目的

を明確にして行っていただきたいと思います。 

   私としては、インターネット環境も含めマチュピチュ村の現状を把握してきてほし

いなと思います。翻訳ソフトでしかわかりませんが、マチュピチュ村にはスポーツ施

設も大玉村より立派なのもあるようですし、森林消防団、市民警備隊、公共清掃員、

市民治安部隊、自然災害レスキュー、地震を想定した防災訓練、学校警備員、イベン

トなどかなりたくさんのことが行われています。よく視察していただき、今後ももっ

と両村民同士が交流できるような、新たな交流活動が生まれることを期待いたします。 

   では、次の質問です。 

   訪問団が帰国後、交流の成果をどのように村民の皆さんに周知し、村づくりに生か

していくのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   交流の成果については、中学生は中学校で、消防団は消防団員報告、全体としては

全体の報告会を開催する予定をしてございます。報告会の内容としましては、公式訪

問団員それぞれ、視察結果の様子について村民の皆様と情報を共有し、今後の交流活

動を含めた村づくりに資するものとしたいというふうに考えてございます。世界でも

最も有名な遺跡のある村と友好都市協定の村として、あらゆる場面で有効に活用して、

村にとっては大きなＰＲ、アピール効果が期待されるというふうに考えてございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 
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○１番（佐原佐百合） 村民全体への報告会を実施していただけるということ、とても安

心して今、お伺いしました。 

   今回の訪問団派遣については、先ほど村長もお話ししましたが、公費について村民

が一番気になるところではないでしょうか。先ほどの村民の方に質問させていただい

たときに、聞いてはいないんですけれども、かなりこの辺も聞かれました。先ほども

村長も、ほかでも言われるんですが、国や県から補助金とか助成金をもらって村のお

金は使わないよというお話をされると思いますが、村民にとっては助成金も補助金も

一度村に入ってきてから使われるもので、先ほど中身を伝えていないということもあ

るせいか、多分、村民にとっては同じお金だと思います。なので、そこにどうしても

焦点が当たってしまうのかなと思います。 

   実は、私も３年前、一般参加者として訪問させていただきました。帰ってきて真っ

先に言われたことは、多くの人に、全額出してもらったんだよねと。私は違うよとは

言うんですが、行くたびにお帰りとかではなくて、お金出してもらってきたんだよね

と、いつまで私はこれを言われるんだろうと思いました。前回は役職を持った方々が

公式訪問団でした。今回は一般村民の方です。公式訪問団はやっぱりきちっと事前に

調べて目的を持って渡航してもらうとともに、今回は全体の報告会をやっていただけ

るということで安心したんですが、村民の皆さんのためになる活動などを村としては

計画してほしいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 私語はやめてもらいたい。 

○１番（佐原佐百合） はい。ということで、あと私が一番危惧しているところは、前回

結構皆さんが公式訪問団中、いろんなところでいろんなこともありました。例えばセ

スナに乗ってほとんどの人が気持ち悪くなって戻されたりとか、あとは皆さん、行っ

た方は経験したと思いますが、やはり高地１００メートルのところから三千何百メー

トルのところまで行くので、体調を崩された方がいたりとか、あと一番心配だったの

が、やはり帰りの飛行機でした。片言の英語ができる方たちもいたので、みんなめい

めい、５チームに分かれたんですけれども、５チームめいめいにいろんな苦労があっ

て帰ってきたかと思います。特に今回、中学生、ばらばらになることがないように、

ぜひ守って行っていただきたいなと思います。 

   公式訪問団各自が目的を持って交流し、実際に多文化、異文化を感じ国際的な視野

を身につけてきてほしいと思います。そして何よりも全員無事に帰ってくることを強

く願い、この質問を終わらせていただきます。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） これ、議事録に残るものですからお話をさせていただきますが、前

回の報告会は全村民を対象にして、改善センターがいっぱいになって、かなり

２００人、３００人の方が来ていただいて報告会はやっておりますので、今回はやっ

てくださいということではなくて、前回もやっておりますし、その後、野内良郎さん

の講演会とか、３回、４回と繰り返しそういう事業は実施してまいりましたので、そ

れについては誤解のないように訂正をお願いをしたいと思います。 
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○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 前回も報告会をやっていただいたことは重々承知でした。言葉の

あや、前回もとか今回はという、申しわけございません。 

   では、次の質問に入らせていただきます。 

   村の施設や資源活用を検討するプロジェクトチームの進行状況についてお伺いいた

します。 

   昨年１２月の一般質問で、ふれあい村民の森の活性化を求める質問をさせていただ

きました。そのとき産業建設部長から、プロジェクトチームを立ち上げ、若い視点か

らいろいろな意見や施設の再整備を含めた結果を集約し、利用促進となるよう進めて

いきたいと答弁をいただきました。 

   そして、ほかにも２つのプロジェクトチームがあることを知りました。今年１月の

広報おおたまで村長の村長コラムでも紹介されていました。余り活用されていない村

の観光・交流資源の利活用を検討する３つのプロジェクトチーム。昨年１２月に役場

の若い職員を中心に立ち上がったようですが、多くの村民の意見を聞き、実現性の高

い事業提案を期待したいと考え、次の質問をいたします。 

   ３つのプロジェクトチームの活動を伺います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   まず、プロジェクトチームにつきましては、ご質問のとおり、庁内の若い職員で構

成された組織であります。政策形成能力育成の研修の場というふうに位置づけ、必要

に応じて外部有識者の意見を伺うということと、実現可能な提言についてはできるだ

け活用するという考えで進めてございます。 

   なお、３つのプロジェクトチームの活動につきまして、まず１つ目はアットホーム

旧館、あだたらの里観光レク施設利活用検討プロジェクトということであり、このプ

ロジェクトの検討事項としましては、アットホーム旧館、あだたらの里観光レク施設

の現状を分析し、今後の地域づくり、村観光施設の拠点としてどのようにすべきかに

ついて検討するものであります。 

   ２つ目につきましては、三ツ森溜池周辺利活用検討プロジェクト。このプロジェク

トの検討事項としましては、三ツ森溜池周辺の現状を分析し、今後の地域づくり、本

村観光の新たな拠点づくりを図るためにはどのようにすべきか検討するものでありま

す。 

   さらに、３つ目につきましては、ふれあい村民の森利活用検討プロジェクトであり、

このプロジェクトの検討事項としましては、ふれあい村民の森の現状を分析し、今後

の地域づくり、村民の憩いの場とするためにはどのようにすべきかを検討するもので

あります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 先ほど外部の有識者からの意見をというお話もありましたが、そ

こには村民の皆さんの意見ということは入らないのでしょうか。 
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○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） これにつきましては、庁内の検討組織ということでございます

ので、これらの検討内容を政策に反映する段階では、そういったものも検討していく。

今回はその内部的な中身で、職員の能力育成と先ほども答弁しましたが、そういった

中身で、外部の有識者の意見が必要な場合は検討して取り組むというような形でござ

います。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   村長に対して中間報告が、広報を見ると終わったようなのですが、中間報告はいつ、

どのように村民の皆さんに報告するのか伺います。村民の皆さんも、広報に載ってい

るので気になるところではないかなと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   プロジェクトチームの活動、さきの答弁で答えたとおり、庁内の検討組織というよ

うな位置づけであり、目的につきましては、若手職員の政策形成能力育成の研修の場

という位置づけでございます。中間報告については、既に村長、副村長に行われまし

て、今後、また修正の意見等を踏まえて、継続して今取り組んでいるところでござい

ます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 私も調べるのが好きなのですが、若手プロジェクトチームとイン

ターネットで検索をすると、各省庁、あと各企業が若手人材育成ということでいろん

な取り組みをやっているようです。リーダーシップが育つ、若い職員を育てるには、

いろんな人を巻き込んでできる人の協力を得ながら進めることがいいとも書いてあり

ました。そこで私は何を思ったかというと、先ほども地域づくりという答弁もあった

ように、地域で頑張っている方々から学ぶことは多いんではないのかなと思います。

こうしてくれという要望ではなくて、何かちょっと皆さんの考えているところに、何

かの形でスパイス的に話し合うことができないのかななんてちょっと思いました。 

   前回の一般質問の後、村民の森についてプロジェクトチームができるという話を聞

いて喜んだ村民の皆さんもおります。あと、前回、村政懇談会のときに、守谷山地区

の方が、三ツ森溜池いいところだから、これ何とかならないのかいみたいな、すごい

皆さん口をそろえていたので、ぜひ守谷山地区にはいろんなことができる方がいらっ

しゃるというお話もあったので、ぜひ、広報でも話していることですので、村民の皆

さんの気になるところだと思います。 

   では、最終報告はいつごろになるのかお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えをいたします。 

   私は前の質問についてのあれですが、プロジェクトチームについては、３月下旬に

私と副村長に中間報告と。大変夢のあるしっかりとした計画が出されましたが、ただ、
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財源の問題とか期間の問題とか、やはり若い職員が議論を重ねた結果でありますが、

修正する箇所が、実現性をできるだけ少しでもという方向で修正意見を出して、それ

について今年度中でまたもう一度練り直すということです。 

   これについては、やり方はプロジェクトに任せております。管理職が１名、それか

ら係長、そして若手の人たちという構成になっておりますので、視察をしたり、いろ

んな形で意見を聞いたりということがありますので、必要に応じて一般村民の皆さん

の意見を聞いたらどうかということも、プロジェクトリーダーがいますので、そちら

のほうに伝えて、やり方は自由にしていいよというふうにしていますので、その辺の

提言についてはプロジェクトに伝えて、より実現性の高いものを報告に盛り込まれる

ようにしたいというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   最終報告につきましては、今、村長も答弁したとおり、平成３０年度内に報告する

ようにという指示となってございます。最終報告についても、庁内の職員向けという

ふうに考えてございますが、なお、その際に、議員各位にも都合がつけば出席いただ

ければ、プロジェクトチームの励みにもなるかと思いますので、調整のほう、よろし

くお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ３０年度内に報告がある、私たち議員の皆さんにももしかしたら

一緒にお話を聞くチャンスがあるのかもしれないというお話と伺いました。 

   ぜひ、若い皆さんには失敗を恐れずに自由な発想を出していただきたいと思います。

経験すればするほど、経験値が上がり成長していくと思います。若い職員が元気であ

ることが、村がより明るく元気な村になる気がします。今後も地域の方々と連携を広

げながら、若い職員の政策立案能力の向上と実現性の高い事業提案を期待いたします。 

   以上で私の一般質問は終わります。 

○議長（遠藤義夫） 以上で１番佐原佐百合君の一般質問を打ち切ります。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１０時５５分といたします。 

（午前１０時４０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１０時５５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、議案第３４号「大玉村税条例等の一部を改正する条例の

専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） 税条例の改正ということで、専決処分ということでございますけれ

ども、毎年この税条例は変わるようでございまして、なかなか難解と申しますか、理
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解が難しいところではありますけれども、何点かお聞きしたいと思います。 

   まず、ここで言っている法人または財団、社団法人の件に関して、説明書によりま

すと電子的申告は必要ないというふうになっておりますね。しかしながら、４８条に

おかれましては、これは電子的申告を義務づけるということだろうと思います。それ

はどういうことかというと、この社団法人または財団法人でも収益事業を廃止したも

のというふうには書かれております。これは１ページでございますけれども、何ペー

ジでしたか、こちらの条によりますと、電子的申告を義務づけるということでござい

ます。これは多分、大企業を指していると思うんですが、これらのいわゆる大玉村で

の該当、いろいろあるのかどうか、まずそれを１点お尋ねしておきたいと思います。 

   それから、３４条の２、２ページ、次のページでございますけれども、ここで前年

の合計所得金額が２，５００万円以下であるというふうに書かれておりますね。これ

らの所得以下については、もろもろのこの控除がなされるということだろうと思いま

すけれども、じゃ、しからばこの２，５００万以上の所得があった者に対しては何が

控除されないのか、この点についても伺っておきたいと思います。 

   次に、たばこの税でございますね。９５条、１７ページになろうかと思いますけれ

ども、たばこ税の税率は１，０００本につき５，６９２円とするということでござい

ますから、従来からすると１，０００本当たり４３０円アップすると、１本当たり

５円６９銭ということになりますか、４３銭アップするんだということでございます

けれども、これらのたばこは３級品だろうと思いますけれども、大玉村においてたば

こ税の収入、これらはいかほどになるのか。アップしたことによって総額幾らぐらい

になるのか、お尋ねしておきたいと思います。 

   それから、同じく大玉村税条例の一部改正ということで、第４条でございますけれ

ども、３４ページや３５ページでございます。こちらも４３０円ほどアップして

６，５５２円となるということでございます。これらは金額高いので１級品なのかな

というふうに思っておりますけれども、それらの説明、そしてこれらによって村の財

源がどのように税アップによって収入がふえるのか、これらについてお尋ねしておき

たいと思います。 

   それから、４２ページに行きますけれども、固定資産税に関する経過措置というこ

とでございます。今回、大玉村についてはいわゆる評価替えということで、固定資産

税の評価替えがなされました。いわゆる原発事故で減免になっておった３０％から

１５％にすると。実質アップになるわけでございますけれども、これらは適用される

のかどうか。これは全く別なんだと、国のほうなんだという考え方なのか、それらに

ついてもお尋ねしておきたいと思います。お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（中沢武志） ７番議員さんにお答えいたします。 

   まず、１ページ、電子申告関係の条文でございますが、これは文字どおり人格のな

い社団等について電子申告義務化に関する規定を適用しないということでございます

ので、要は電子申告しなくてもいいよということで、あと、後段も議員のほうからご
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質問ありました大企業に関しては、当然必要ということでのご理解をいただきたいと

思います。大企業につきましては、従業員数１００人以上ということで、実数は調べ

ておりませんが、大玉にも該当するものがあるのかなと思ってございます。 

   それから、３４条の２項ということで、２，５００万以下という条文が今度新たに

追加されますが、これに関しては、いわゆる所得控除の基礎控除がなくなる所得要件

になってございます。まだ未施行でございますが、平成３３年から２，５００万以上

の所得のある方については基礎控除がなくなるということになることに伴う改正でご

ざいます。 

   続きまして、１７ページ、たばこ税の税率でございますが、これは後段の３４条あ

たりにも出てきますが、３年間かけて税率を１，０００本当たり４３０円ずつ上げて

いくということでございますので、３年かけますと１，２９０円が３年後に増税にな

るという形になります。これは１，０００本当たり１，２９０円ですから、１本当た

り１．２円９０銭ということになりまして、これに先ほどの税収幾らぐらい上がるの

かというご質問でございますが、現在の予算で申し上げますと１，４００万本でござ

いますので、これが約４００万程度、大ざっぱな計算になりますが３年後に上がるの

かなと。同じ消費という前提でございますので、最近の節煙指向もありますから、こ

れは何とも言いがたい数字になろうかと思います。 

   それから、４２ページ、これは評価替え附則関係でございますが、経過措置という

ことで、７番議員さん、ご質問ありました原価率、ご承知のように今まで３割原価割

していたものが８５％ということで、実質１５％価格が上がるということで今年度か

ら適用になってございますが、これとはまた別のものでございますので、ご承知おき

いただければと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） もう一つあった。税務課長。 

○税務課長（中沢武志） 一部ちょっと抜けておりまして申しわけございません。３４ペ

ージの第４条でございますが、これは先ほどちょっと触れましたが、３年かけて税率

を上げていく中の１つでございます。具体的に申し上げれば、今年１０月１日に

４３０円、それから３２年１０月１日に再度同額、３３年１０月１日にまた同額が上

がりまして、都合３円が上昇するということでございます。 

   それから、ご指摘の３級品でございますが、これにつきましても２段階で、最終的

には一般品及び１級品といいますか、現在流通しているほとんどの銘柄のものと同税

率になる予定でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（中沢武志） これも若干すみません、説明足りませんでしたが、附則で申し

上げている経過措置と、あと先ほど言いました３０％、いわゆる原価率というもので

ございますが、これは別な措置でございますので、それについては、附則はあくまで

も固定資産税の別な原価率でないほうの経過措置ということで、ご理解賜りたいと思
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います。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） １０ページの先ほどの大企業の電子手続情報組織をやりなさいとい

うことでございますけれども、その下の地方税共同機構というのがございますが、こ

れらを経由してやってくださいということですけれども、この地方税共同機構という

のは一体どんな機構なのか、どういう組織なのか、これらについてお尋ねしておきま

す。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（中沢武志） ７番議員さんにお答えいたします。 

   詳しい情報は今手元にございませんが、税とそれから国税等も含めて電子処理、い

わゆるネット回線を通じて、いわゆる俗称ｅＬＴＡＸという、個人で言えば電子申告

なんかも似たり寄ったりの制度でございますが、そういった国と地方を共同で運用し

ていく組織体になっておりまして、国が関与して立ち上げた組織というふうに聞いて

おります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） と申しますと、国と県とあとは村と一体感あってしかるべきだと思

うんですが、それらの打ち合わせとかいろんな会議とか、そういうあれは今までなさ

れていないんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（中沢武志） ７番議員さんにお答えいたします。 

   共同処理という名称で現在やっておりまして、具体的に言えば申告納税相談、２月

から３月にかけて行われておりますが、そういったもの、市町村で受け付けたものを、

従来ですと紙ベースで郵送なりをかけて税務署に送っていたものが、電子申告と同時

にそういったものも電子データで税務署とのやりとりができるようになるというのが

一つの例でございますが、これに関しては予算化、現在しておりますけれども、具体

的運用にはまだ至っておらず、今後、税務署等と協議するというのが今、ご質問の中

の一つの電子化の中身ということでご理解いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「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。 
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   よって、これより議案第３４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３５号「大玉村国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。６番。 

○６番（武田悦子） 今回のこの国民健康保険税条例が改正されることによって、今年度

の保険料が確定をするということだと思いますが、この今年度の保険料、今年から県

一本化になるという中で、県から保険料の試算出されておりました。その試算を見る

と、大玉村は一番保険料が高いのかなというふうにも見ることができておりまして、

さらに今年は激変緩和等の措置があって、ほとんどの市町村では保険税が下がるとい

うような報道もありました。そんな中、この大玉村が上がるというこの要因、これは

どこにあるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   保険料、大玉村、一番高い水準ということでございますけれども、その原因、要因

についてということで、大玉村につきましては所得がまず高いというのが一つの要因

となっております。県平均にしますと、全国から比較しますと０．９５ぐらいの水準

になりますけれども、大玉村については県平均以上である、所得が高い。まず、その

１点。 

   それから、医療費自体が高いというのがございます。医療費につきましても、今回

の算定の中では２６年、２７年、２８年で医療費がどのぐらいかかったかというのを

算定するわけなんですけれども、まず、５歳刻みで年齢を補正しております。全国の

平均が幾らかというようなことで、その全国平均に対して大玉村のその年齢構成を当

てはめた場合に、どのぐらいの水準になるかというような算定をしておるわけなんで

すけれども、その中で算定しますと、大玉村の医療費は率にしますと１０９％ぐらい

になっております。ですから、１割近くの医療費が平均からすると高いというような

現状にございます。そういった中で納付金の額も上がってきているというような状況

でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 今、要因として所得が高いというお話ございました。全く実感とし

て所得が高いという実感はないところですが、所得が高いということは大変いいこと

だというふうにも思いますが、現実、私たちにとって所得が高いという実感がない中

でこのような算定が出るというのは、県がきちんと試算をした中なのでこれは間違い

のない数字だというふうに思っておりますが、所得の部分はしようがないのかなと思
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いつつも、この医療費の部分、この部分、２３年間の医療費を基礎にして算定をされ

る。この医療費の部分が大玉村は高い要因というのがあると思うんです。このまま医

療費が高くなっていってしまっては、どんどん保険料が上がっていくのではないか、

そういう危惧もされるのかなというふうに思っております。今後、保険料をいかに抑

えていくのか、抑える中でどのようなことが村としてできるのか、これらについて伺

います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   医療費の高い要因ということで、まず、２８年度の例になりますけれども、２８年

度については、他年度より医療費自体が高かったというようなこともございますけれ

ども、医療費ベースで見ますと、まず、腎臓関係、透析等に要する費用というのが医

療費では一番高い要因になろうかと思います。その次に糖尿病ということで、この糖

尿病についても重症化すれば人工透析を伴うような、そういう腎不全にもなる得るよ

うな予備軍というふうに捉えてもいいのかというふうに思いますけれども、そういう

部分が高額を占めている。３位については統合失調症あるいは関節疾患というような

ことで、それぞれその医療費が高額になるその疾患というような形になっております。 

   これに対する対応ということで、いずれにしましてもこの重症化予防、まずこれは

目先というか最初にやらなくちゃならない対応としては、やっぱり重症化を予防する

ための措置を皆さんに周知していくと。また、個人個人に対して指導していくという

ようなことが必要になるのかなと思います。 

   そしてまた、健診、これも健診率を向上させる。大玉村、今、こういう状況なんで

すよということを皆さんにやっぱりわかっていただいた上で、やっぱり健診が大切な

んだというのを認識していただけるような、そういう周知をしてまいりたいというふ

うに考えております。なおかつ若いうちからやっぱり健康に注意してもらう。運動に

それぞれ体を動かしてもらいながら、そういう疾病にかかりにくい体をつくっていた

だくというような総合的な対応が必要になってくるのか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） ６番。 

○６番（武田悦子） さまざまな形でやっぱり健康づくり、基本的な部分から進めていく

ことが、長い将来ですので重要かなというふうに思っております。 

   そこで、これに対応できる職員というのが今どのぐらいいるのか。保健師がまず一

番思い浮かぶわけですが、保健師も少ないのではないかなというふうにも思っており

ます。これらについて、対応できるだけの人材をどのように確保するのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   若いうちからの健康づくりということについては、保健師を中心に担当課において

も行うことだというふうに思いますし、また教育委員会とも協力しながら、それぞれ

スポーツ等そういうものについても励んでいただく。また、高齢者、前期高齢者と
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６５歳以上の方にもそれぞれ健康づくりをしていただくというようなことも重要にな

るのかなというふうに考えております。 

   そしてまた、それに対する職員の体制はどうかということでございますけれども、

職員につきましても、それぞれ職員採用計画の中で不足する部分については補ってい

ただくというようなことで対応はしていただけるものと思いますけれども、どこまで

いけば十分なんだというようなこともありますが、ある程度の人数でそれなりの効果

を上げるというのがまず最低条件になりますので、そこをクリアした上でなおかつ必

要だということであれば、それは対応いただくよう、私のほうからもお願いしたいと

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） ほかにございませんか。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 国保税額について、今それぞれ質疑応答の中でもそうした状況が

はっきりしたわけでありますが、先ほどあったように、全市町村、減るのではないか、

下がるのではないかという見通しが、最悪でも去年、２９年並みかなと私も思ってい

たのが、あけてみるとそうではなかったという、今のような状況だと、要因だという

わけでありますが、１つは国の激変緩和対策というものがされれば、これ大玉村にと

ってはどの程度作用したのか。そのことによってこれだけになったのかどうか、その

作用したかどうかが１つ。 

   それからもう一つは、税額については１人当たりで２．４、世帯主で１．４と、そ

れぞれ昨年に対しプラスという状況でありますが、全体の金額に直すと三百五、六十

万、もう少しでありますから、前年度について他会計とのやりくりで抑えることがで

きないのかどうかというようなことについて、まずその２点についてお伺いをいたし

ます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、激変緩和ということでございますが、激変緩和につきましては、２８年度ベ

ースになるわけですけれども、自然増というか医療費が自然に上がるものを

３．３４％程度見ておるわけですけれども、今回、県の統一化に伴って上がる部分に

ついての緩和ということになりますので、今までかかっていた分については激変緩和

措置というのはほとんど該当しないというようなことになります。 

   なおかつ大玉村では、保険料を抑えるというようなことで法定外の繰り入れを行っ

ておりますので、その繰り入れをされている部分もベースに入っているわけなんです。

ですから、もう、もともとこういうふうにかかっていたんだから、今回のその制度が

始まったことによって激変したわけではないというのがベースになっていますので、

いずれにしても医療費が高かったことが要因であるというふうになります。 

   それから、今回２．４％程度上がるということをしないで三百五、六十万、それを

何とかできないのかというようなことでございますけれども、今後、制度が始まった

ことによってかかる経費というのは、皆さん医者にかかって、かかってくる保険料自

体は県から全て来ます。ただ、かからない部分には来ないです。かかったものをそっ
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くり払ってやるわけですから、３０年度以降は繰越金というのが発生しません。とす

れば、今、本年度でも４，５００万ぐらいの村からの支出があるわけですが、今後は

その負担が、医療費が極端に下がらない限りは継続していく。４，５００万程度は村

で負担しなくちゃならないというようなことになるわけです。そうすると、いずれそ

の目標、今回の制度が始まった目標というのは、いずれ村からの持ち出しをなくすと

いうのは、適正な保険料を徴収しなさいというような指導もございます。そしてまた、

最終的な目標としては、保険料自体を県内統一化するというような、そういう目標も

ございます。そういう中で、今上げないと、いずれ村からの持ち出しをするなという

ような状態になったときに、かなり急激に上がるというような現象も発生します。そ

ういったときに、じゃ、今まで村で持ち出ししていた分で何とか抑えていた保険料が

急にアップするということになれば、それこそこれ、国保税の被保険者にとっては大

変なことになるというようなこともございまして、できるだけ保険料を抑えたという

ようなことが現状なのかなというふうに思っております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 議案調査の過程でもそうした話はるる伺って、部長は説得力が非

常にいいので、それもそうだななんて思っちゃってね、これ難しい。正直なところ、

これ困ったなと思いつつも、それもそうだな、上がったって一気に上がったらおまえ

どうするだといったら、これは払えないという中身はあるんですが。 

   ただ、それぞれ例えば税の所要量、全体の税金の、１億１，０００万程度ですか、

全体として。それに対して単純比較はできないけれども、税の滞納額というのも、こ

れ、やはり７，８００万ぐらいあるのね。それもいろいろ考えると、税が高くなって

また実際払えなくなるというイタチごっこというか、そういうジレンマも生じてくる

ということになれば、国はそういう税額を抑えるための法定外の繰り出しはできるだ

けやめなさいということになっているんですけれども、実際、今、今度の税額算定の

基礎になった２８年度においても、大玉村においては一般会計からの５，７００万な

り、あるいは基金から３，５００万とかと合わせて今、なかなかの金額を出して、な

おかつそれでもってこの金額になったということでありますから、実情は大変だと思

うんですけれども、引き続きやはり国保加入者のそうした保険を守るための、村とし

ての覚悟というのはやっぱり引き続き必要なのかなということで、大変な負担にはな

るとは思うんですけれども、それらの村の役割ということになれば、一定の覚悟も必

要だと思うんですけれども、今後の国保運営にかかわる財政的な面も含めた、長の決

意なり、方向づけということ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） 村長。 

○村長（押山利一） １０番議員さんにお答えをいたします。 

   長期的に将来的なことまではここで約束をすることはできない部分もありますが、

大玉村の現状を考えますと、厚生年金に入っている人たちの所得と比べると、国保の

被保険者の所得はこれは大変低いんですね、現実的には。ですから、この保険制度自
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体にやはり問題があるということもあって、県に統一したというようなことですが、

正直申しますと、単独でやったほうが県に入るよりもよかったかもしれないというよ

うな数字的なものもございます。ただ、これは国の制度ですから、村で単独でやるな

んていうことはできませんので。 

   ただ、いずれは徐々に上がっていくと。１％、２％ずつは上げざるを得ないという

ことですが、今年は当初予算で１，６００万、一般会計から入れております。そして、

繰越金の３，０００万についても、これはもともと村から繰り出した金ですので、先

ほど部長が言いましたように、この 分率にも４，６００万の一般会計が入った上で、

この２％、１％の増加だということです。 

   来年以降はどうするんだということにつきましては、来年も例えば１％とか、医療

費の動向によって、確定的なことは言えませんが、当面はやっぱり医療費が急激に上

がらないように、それ相当の村費の投入というのはやむを得ないのかなというふうに

考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「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３５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４、議案第３６号「平成２３年東日本大震災による被災者に

対する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する

条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

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

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第３６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３７号「大玉村指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第３７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３８号「大玉村指定地域密着型サービスの事業の

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

題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第３８号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

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

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第７、議案第３９号「大玉村指定地域密着型介護予防サービス

の事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第３９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４０号「平成３０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。３番。 

○３番（本多保夫） １７ページの中段になりますけれども、土木費の委託料、この支障

木伐採業務委託料１００万なんですが、どこの路線で、大体距離的なものにするとど

のぐらいの距離数なのか。試算しての１００万ということだと思うので、その辺をお

伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ３番議員さんにお答えいたします。 

   道路支障木伐採につきましては、昨年度も村内３１カ所ほど実施してございます。

主に道路作業員でできない高さがあったり、枝の太さがあったりということで、重機

を主に使った作業となります。今年度に入りましても、地元区長から、もしくは村政

懇談会におきまして要望が四、五カ所ほど上がってございます。ですので、そういっ

たものに対応するといったことでの補正計上であります。 

   現時点では５カ所ほどでございますが、今後の追加的なこともありまして１００万

円の計上となってございます。 

   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） １３ページの中段、③農業関係除染対策等に要する経費、委託料で

すが、水稲及び大豆の卒カリ試験ということですが、具体的にどのように行われるの
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か伺います。 

   あとは１７ページの橋梁維持費、マイナスの部分、プラスの部分ございます。この

中身を伺います。 

   １９ページ、教育費の中の部活動指導員、大玉中学校の部活動の指導員かなという

ふうに思いますが、これはどのような形でどの部活動で行われるのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ６番議員さんにお答えいたします。 

   １３ページになります、卒カリの内容でございますけれども、水稲のほう、カリ圃

場、カリを散布した圃場５カ所と、あとカリを散布しない圃場を５カ所を選定いたし

まして、そちらのまず土壌をとります。作付けを行いまして、作付けした植物検体を

坪刈りいたします。その後、収穫後にまた土壌の検査を実施いたします。それと同じ

内容で、大豆のほうも村内３カ所ほど実施する予定でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ６番議員さんにお答えいたします。 

   橋梁の維持管理に要する経費でございますが、こちらは国庫交付金事業の平成

３０年度予算の内定が３月３０日にありまして、交付金額が確定したことにより事業

内容を調整し、補正計上させていただいたものであります。 

   まず、委託料につきましては、道路橋修繕設計業務委託の内容といたしまして、ま

ず、深谷橋の耐震設計業務が当初予算１，０００万円に対し５００万円の減額、続き

まして矢中橋の修繕設計業務が当初予算５００万円に対して全額を減額、この２橋で

計１，０００万円の減額計上であります。また、道路橋修繕設計業務委託につきまし

ては、当初予算３５０万に対して１５０万円を補正増するものでございます。 

   次に、工事請負費、道路橋維持補修工事費につきましては、矢中橋の補修工事費と

して５００万円を補正計上させていただきました。今ほど委託料のところでも説明し

たものと関連いたしますが、矢中橋につきましては、交通量も少ないということで橋

の重要度も低いということもあります。そういったことを考慮しまして、修繕設計の

委託料を全額減額しまして、設計の手間をかけずに橋梁修繕を行うといったものでご

ざいます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ６番議員さんにお答えいたします。 

   部活動指導員のお尋ねでございますが、７月以降、平日２日程度、バスケットボー

ル部に部活動指導員を配置する予定で考えております。 

   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） １３ページのコミュニティ助成事業交付金の中身について伺います。 

   宮ノ下集会所のことを伺いましたが、これの総事業費と地元負担の内訳というか、
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これはあくまでもこの補助事業だけしか該当しないのか、総事業費の内訳を伺ってお

きます。 

   あわせて、これは太鼓台の助成ということでありますが、これは太鼓台、私も地元

でございまして、大変お金がかかって大変な運営をしております。この太鼓台の運営

に対する将来、今後の取り扱いとかなんかもどういう考えでおられるのか伺っておき

ます。 

   それから、同じく１３ぺージのマチュピチュ交流事業に要する経費の中でございま

すが、時間外勤務手当が２２万５，０００円。これ、特別な事情が生じたのかどうか

伺っておきたいんですが、あわせて先ほども一般質問の中でもございましたが、マチ

ュピチュの訪問団、１２名と決定されたようでございますが、この内訳についてわか

りましたら説明お願いいたします。 

   それから、１５ページ、ビニールハウスの設置補助金、これ１８９万５，０００円

計上されております。これ、目的は理解しているんでございますが、これにあわせて

効果の検証といいますか、活用されている追跡調査。例えばこの前の村政懇談会なん

かでもうちの地域から話が出ていたんですが、結局、ハウスをつくるのはいいけれど

も、つくるものとか何かについてある程度農業の専門的な知識が欲しい、ハウス農業

の場合は。そういうことが質問ございました。指導者の育成とか、それからハウス、

同じ人が一緒に同じものをつくったんでは、結局またもとのもくあみになってしまい

ますので、グループ化とかその辺の指導をあわせた効果の検証とか追跡調査までお願

いしたいということを伺っておきます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（作田純一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   １３ページ、まず、コミュニティ事業助成事業交付金、宮ノ下集会所の件でござい

ます。これにつきましては、事業費総額としてまして１，３７７万６，０００円とい

う申請時の事業費でございます。これに対しまして、今回の予算に上がっています助

成金が７３０万ということでございます。その他、地元の積立金、それから民間から

の借り上げということでございます。 

   続きまして、太鼓台の助成につきましては１０分の１０でございまして、合同引き

回しの実行委員会、こちら音響設備等１３７万２，９６０円でございます。あと、玉

井２区の町若連につきましては、ぶらり提灯、あと、高張提灯というんですか、それ

の関係で４０万６，０００円。あと、３区の若桜会ということで、こちらは、ばちや

ら雨用のシートやら拍子木やら、車軸化粧の銅板等々ということで７２万

１，０４０円ということで、２５０万円の１０分の１０ということでございます。 

   続きまして、同じく１３ページ、マチュピチュ交流事業に要する経費、職員の時間

外ということでございます。これにつきましては、当初でもいただいてはございまし

たが、事務事業の量により、今回補正させていただくというものでございます。 

   それから、マチュピチュの訪問団、公式訪問団ということでよろしかったでしょう
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か。公式訪問団につきましては、副村長を団長としまして、あと職員１名、それから

中学生４人、あと、青年、青い青年というんですか、若い方が１人。いや、失礼しま

した。成年と青年という意味での青でございます。あと中学校の校長先生１名という

ことと、あと村消防団、それから広域消防の職員、各１名、それと通訳の方２名とい

うことでの１２名ということでございます。 

   以上でございます。 

   失礼しました。先ほど玉井の太鼓台の今後につきましては、村の村づくりの助成金

もございます。必要あればそちらのほうと検討いただきながら、また、こちらも検討

しながら応援できるものはしていければなというようなことでございます。 

   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（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   １５ページ、ビニールハウス設置事業補助金についてのお尋ねでございますが、一

般質問でも答弁申し上げましたが、この成果の検証につきましては、出荷証明書です

とか、現地の確認をさせていただいているところでございます。 

   村政懇談会でもお話がございましたけれども、今後の進め方というふうな考え方で

ございますけれども、ハウス助成を受けた方々、こういった方々を組織化といいます

か、協議会的なものの中で直売所の売り上げをもとにした出荷物、作付けの調整です

とか、それから改良普及所、農業普及所の職員によります指導、そういったものにも

取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 

   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） すみません、１点だけ質問漏れいたしました。 

   １５ページの観光の振興に要する経費の中で、それぞれ項目がございますが、これ

の内容について確認しておきたいんです。 

○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。 

   １５ページ、観光の振興に要する経費ということで、こちら、スポーツを介しまし

て、他市町村との交流を図るためのモニターツアーということで計画しております。 

   報償費につきましては、農家、果樹園等にお伺いしまして、実際、果樹の摘み取り

等を体験していただくための謝礼金となってございます。 

   需用費に関しましては、ツアーに参加していただいた方々への試供品の消耗品とい

うことで計上しておりまして、あとはバーベキューで村の子どもたちとの交流を深め

ていただきたいということで、そちらの経費も含まれてございます。 

   委託費につきましては、バーベキューを行う会場につきまして、実際どこでやるか

というのがまだ決まっていない段階ではございますけれども、もし広場等を使用する

際であれば、テントの設営等が必要になってございますので、そちらの会場設営業務

委託料ということで委託料を計上させていただいております。 
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   使用料のほうの自動車借り上げ、宿泊施設につきましては、バス借り上げ料とこち

らに１泊していただくような計画でございますので、そちらの宿泊料ということで計

上させていただいております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。２番。 

○２番（松本 昇） ページ数が１５ページなんですが、ビニールのことを聞こうかと思

ったんですが、さっき聞きましたので、その下の産業振興センターの放射能測定器移

設、これ１７万６，０００円計上されているんですが、これはどこからどこに移すの

だか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） ２番議員さんにお答えいたします。 

   今回計上しております簡易測定器なんですけれども、こちら、今現在あります再生

復興課にございます測定器のほうが、当初予算で今度、産業振興センターの直売所の

ほうに移動させていただきます。そうしますと、再生復興課のほうの機械がなくなっ

てしまいまして、実際、自家消費野菜の測定ができないということになりますので、

今現在、保育所のほうにも１台、自家消費野菜等をはかるための検査機がございます。

そちらのほうの検査機を今度、再生復興課のほうへ移動させていただいて、そちらで

自家消費野菜を主とした検査を行うということになっております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   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４０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。 

   ここで昼食のため暫時休議いたします。再開は午後１時３０分といたします。 

（午前１１時５０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 
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（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第９、議案第４１号「平成３０年度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。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４１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４２号「平成３０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。２番。 

○２番（松本 昇） これ、ポンプの交換ということで５３０万の補正計上されているん

ですが、何年くらいのこれ、耐用年数というか、あれで壊れたというか、交換になる

んでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ２番議員さんにお答えいたします。 

   今回、第３水源地の２基のポンプを交換するという内容でございますが、１基につ

きましては丸々稼働していないと。もう１基については基準値が、給水、排水の力に

関係します絶縁抵抗値が基準値以下ということで劣化しているということで、２基

丸々交換するといった内容でございます。 

   １つの稼働していないポンプにつきましては、平成２６年度に交換してございます。

それが何の原因だか、ちょっと私どもも原因を探求しているところでございますが、

それが稼働しないといったところでございます。もう１基のポンプにつきましては、

平成１５年に交換してございます。劣化しているものにつきましては１５年に交換し

ていると。この２基を丸々交換したいといったものでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   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４２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４３号「平成３０年度大橋平線道路改良舗装工

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。 

（「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４３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４４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４４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） 日程第１３、陳情第４号「「働き方改革推進一括法案」の廃案を求

める意見書の提出について」を議題といたします。 

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

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閉会中継続審査報告書。 

   去る３月開催の定例会におきまして、当産業厚生常任委員会が閉会中の継続審査の

申し出をしました陳情第４号「「働き方改革推進一括法案」の廃案を求める意見書の

提出について」を審査するため、６月１１日に全委員が出席し、さらに参考意見の聞

き取りのため、産業建設部長兼農業委員会事務局長に出席を求め、委員会を開催いた

しました。 

   本案件については、国会に提出された法案の中に審議が不十分な法案があるため趣

旨に賛成する意見と、審議が不十分な法案もあるが、労働者を守る法案が多く提出さ

れていることから反対する意見があり、採決を行った結果、賛成少数により不採択と

決定いたしました。 

   以上のとおり、当委員会において継続審査とした案件についての審査結果を報告い

たします。 

    平成３０年６月２２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の報告に対する質疑を許します。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。 

   陳情第４号「「働き方改革推進一括法案」の廃案を求める意見書の提出について」

を採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は不採択です。 

   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、本陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。 
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◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１４、陳情第５号「臓器移植の環境整備を求める意見書の採

択を求める陳情書」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についてご報告いたします。 

   去る６月１９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

「臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書」について審査するため、

６月１９日午前１０時５０分から、第１委員室において、全委員出席、さらに付託事

件に対する参考意見聴取のため、住民福祉部長の出席を求め、委員会を開催いたしま

した。 

   本陳情について、内容については理解できるが、裏づけとなる根拠が乏しい。また、

医療機関の整備なのか法の整備なのか、具体的に何を求めているのかが不明との意見

が出されました。 

   当委員会では、これらを踏まえ、慎重審議の結果、趣旨採択することと決定いたし

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３０年６月２２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 

○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の報告に対する質疑を許します。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。 

   陳情第５号「臓器移植の環境整備を求める意見書の採択を求める陳情書」を採決い

たします。 

   本陳情に対する委員長の報告は趣旨採択です。 

   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１５、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
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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案件の審議は全部終了いたし

ました。 

   これをもって本日の議会を閉じ、平成３０年第４回大玉村議会定例会を閉会いたし

ます。ご苦労さまでした。 

（午後１時４３分） 


