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平成３０年第５回大玉村議会定例会会議録 

 

第６日  平成３０年９月１１日（火曜日） 

 

 １．応招（出席）議員は次のとおりである。 

    １番 佐 原 佐百合   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 代表監査委員 甲野藤 健 一 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    総括質疑（平成２９年度歳入歳出決算認定議案に対する質疑） 

     議案第４７号 平成２９年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について 

     議案第４８号 平成２９年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に 

            ついて 

     議案第４９号 平成２９年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決算認定につ 

            いて 

     議案第５０号 平成２９年度アットホームおおたま特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

     議案第５１号 平成２９年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認 

            定について 

     議案第５２号 平成２９年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算認定につい 

            て 

     議案第５３号 平成２９年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい 
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            て 

     議案第５４号 平成２９年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定 

            について 

     議案第５５号 平成２９年度大玉村水道事業会計決算認定について 

    平成２９年度歳入歳出決算認定議案（議案第４７号から議案第５５号まで）の委 

    員会付託 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 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９月１１日は、総括質疑のため代表監査委員、甲野藤健一君に

出席を求めております。なお、生涯学習課長、溝井久美子君から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のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、総括質疑を行います。 

   議案第４７号から議案第５５号までを一括議題といたします。 

   なお、この総括質疑は議事整理の都合上、議案ごとに行います。 

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

うに、質問者は原則として、みずから所属する常任委員会の所管する決算項目以外の

質疑内容とし、歳入歳出決算書及び成果報告書のページを明らかにし、議題に供され

た内容とするようとの申し合わせにより、ご協力をお願いいたします。 

   初めに、議案第４７号「平成２９年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について」

に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） 今定例議会、決算議会ということで、いろいろとこれ、数字が出て

おるわけでございますが、財政関係においてはおおむね良好だと、健全経営だという

ような審査の意見もございました。しかしながら、そういう中で経常収支については

若干悪化しているというようなご指摘でございます。 

   そして、最も大事なことは、やはりこの収入未済額、村税、固定資産税もろもろご

ざいますが、これが膨大なんだというようなご指摘でございます。国保関係において

もしかりでございまして、そういうような未済額について、また、不納欠損額につい

て何点かお尋ねしたいというように思います。 

   実は、私毎年やっておるんですけれども、本当はもう聞きたくはないんですが、聞

かざるを得ない状況なんです。と申しますのは、これほど膨大な数字が、やっぱり村

民側から見れば非常にこれは問題だろうと思うんです。真面目に納税している方に対

しても、きちっとこれは収入未済額を早目に回収するのが当然だろうと、このように

思う観点から質問したいと思います。 

   まず初めに、歳入の事項別明細書、款１の２、３ですね。ここ、１３ページになり

ます。決算書でございます。収入未済額が８，１６５万２，６０３円、これが計上さ
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れております。そしてその主たるものは何だと申しますと、個人村民税、法人村民税、

そして、固定資産税あるいは軽自動車税、このようになっております。 

   それで、まず初めに、個人村民税。この滞納繰越分３，１４２万５，４０６円ござ

いますね。これらは何名が該当されて何件滞納件数があるのか、それらの数字につい

てお尋ねしたいと思います。 

   それから、その下の法人村民税についても４９万１，９００円ございます。これら

についての数字もお答え願いたいと思います。 

   それから、固定資産税。滞納繰越分３，２８４万１，５３９円ございますね。これ

らについてもお答え願いたいと思います。 

   その下の、軽自動車税２７万３，６４１円、これらについてもお答え願いたいと思

います。 

   ついでに１９ページになりますが、款１３の１の４ですね。ここに公営住宅使用料

６万５，２００円、これが未納でございますね。それから幼稚園使用料、その下、

３万３，５００円、これらについてもお尋ねいたします。 

   次のページ、スクールバス使用料５，４００円、これは少額ではございますが、こ

れらについてもお答え願いたいと思います。 

   款１６の１の１建物貸付、２７ページでございますが、これらの１万８，０００円、

これ前にも聞いたことあるんですが、教員住宅というふうなことでございましたが、

これはどんなものなのかお尋ねいたします。 

   それから、款２０の５の３の雑入がございますね。３３ページの雑入１２万

１，７５０円、これらの雑入とは何ぞや、何でしょうか。これらについてまずお尋ね

しておきたいと思います。 

○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。 

   決算書１３ページ、滞納繰越分の収入未済件数と人数ということでございますが、

まず個人村民税３，１４２万５，４０６円でございますが、特別徴収３名、４件、そ

れから普通徴収が１１２名、６８５件の滞納繰越でございます。 

   続きまして法人村民税、滞納繰越分２５９万３，５８６円でございますが、こちら

５社ございまして６件の滞納繰越でございます。 

   続きまして固定資産税、３，２８４万１，５３９円でございますが、こちらは

１３２名、２，０５４件の内訳でございます。 

   軽自動車税２７万３，６４１円でございますが、こちらにつきましては、１６名、

４９件となってございます。 

   税務課に関しては以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） ７番議員さんにお答えいたします。 

   １９ページ、公営住宅使用料の滞納の件でございますが、１万８，０００円の収入

未済でございますが……（不規則発言あり）大変失礼しました。失礼いたしました。
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ページ１９の公営住宅使用料、６万５，２００円の収入未済でございますが、特公賃

住宅１人１カ月分５万７，０００円、復興住宅１人１カ月分８，２００円、計６万

５，２００円の収入未済でございます。 

   続きまして、２７ページ、建物貸付収入の収入未済１万８，０００円でございます

が、こちらにつきましては大江田中の住宅１名３カ月分の未済となってございます。

1 万８，０００円の未済となってございます。 

   続きまして、３３ページ雑入、１２万１，７５０円の収入未済のうち、建設課関係

を申し上げます。このうち１０万８，０００円、こちらは大江田中住宅の過年度分の

収入未済となってございます。 

   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） ７番議員さんにお答えいたします。 

   １９ページになりますが、幼稚園使用料につきましては、幼稚園の保育料それから

預かり保育料になりますが、４件の未納でございます。 

   続きまして、２１ページになります。スクールバス使用料でございますが、こちら

は未納１件となってございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   ３３ページ、ごらんをいただきたいと思います。残り１件のご質問でございます。

雑入関係でございまして、こちらにつきましては複数課にまたがる関係から、私のほ

うから答弁をさせていただきます。 

   先ほど、教員住宅使用料過年度分１０万８，０００円につきましては、建設課長の

ほうから答弁いただいたとおりでございます。そのほか、堆肥売捌代金、これが１件

３，７５０円ございます。もう１件が、幼稚園預かり保育料の過年度分１万円、あわ

せまして、先ほどの１０万８，０００円を合わせまして１２万１，７５０円の未納の

内訳となっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ありがとうございました。 

   この長期滞納、非常にこれは税務の方も、村当局も苦慮していると思うんでござい

ますけれども、やはり金額が金額でございますから、やはりこれはきちっと処理して、

財政が滞りないような形にもっていくのが大切なんでないかなというように思ってお

ります。１１２名、６５３件、大変な数字ですね。 

   それから、固定資産税においては１３２名の２，３５４件だというご報告がありま

した。本当に徴収業務というのは大変だろうとは思いますけれども、やはりこれが未

収ということは、一応財産に上がっているわけですね。商売でいえば商品、商品も金

額に例えて財政の指標にするわけですから。ただそれは、商品は売ってみないとわか
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らない、非常に危険なんですね。それからこの未収というのも、もらって初めてなん

ですね。ただ帳簿上、上がっているから、それは金額で数字だとはおっしゃいますが、

もらってみないとわからない。非常にこの危険度が高まっているんですね。ですから、

こういう未済額をいかに回収するか。 

   そしてこの不納欠損額１４７万ほど上がっていますが、毎年この不納欠損額が発生

してくる、これは時効というか、５年経過したらば時効にするんだと、欠損にするん

だということらしいですけれども、非常に貴重な税収をみすみす不納欠損で落とすと

いうことは、非常にいかがなものかという観点でございます。 

   したがいまして、毎年同じ質問でございますが、これらの徴収事務、どのように現

在なされているか、ひとつまずお答え願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ７番議員さんに、未納関係の収入未済額についてお答え申し上げま

すが、まずこの８，１００万は、ここ一、二年でできたものではなくて、古いものは

もう２０年も３０年も前からの積み上げで来ております。５年時効になったからすぐ

消えていくんじゃなくて、時効中断ということで、１００円でも２００円でもいただ

くと時効を中断できますので、その時効を中断しながらずっと来ているということな

んですね。 

   ですから、８，１００万というのは、まあ、例えば３年とか４年とか５年とかとい

う、累計で８，０００万となると非常に財政的に負担になるということですが、一番

古いやつ、私の記憶にあるものでも２０年前の、これも数千万です。１人で数千万の

未納があります。それもずっと時効中断をして１年間に１万、２万ずついただいてい

るというような中での累積額になりますので、かなりそのときそのときの努力をしな

がら徴収したものですので、劇的にこれが減るということはなかなか現実的には厳し

いのかなというふうに感じています。 

   当然、徴収の努力は一生懸命しておるわけですが、私のところに決裁が上がってま

いりますが、未納者の貯金利息３００円、４００円を銀行のほうに問い合わせをして、

あと、生命保険が解除されればそれをいただくとか、児童手当が入ればそれを税金の

ほうに振り向けさせてもらう了解をとるとか、非常に職員、涙ぐましいぐらいの、そ

の本当に小さいお金まで徴収をしていると。 

   それからもう一つは、徴収を劇的にふやす方法というのは差し押さえ、競売に付し

てしまうということですが、長年村に住んでいる方で生活があって、できるだけ競売、

悪質なものについては今すぐに競売をかけたり、それから、銀行借り入れしたときに

競売かかったものについては、村もそれに乗って競売をかけますが、村が率先して競

売をどんどん進めると、これが一番の徴収率を上げる方法ですが、やはりこういう小

さな村、そして生活の実態が見えていますので、一家離散になるというようなことも

ございますので、なかなか競売に付すことは難しいという事情もあります。ただ、そ

の場合でも、先ほど言ったように時効中断で計画納付ということで、例えば１００万

あっても、毎月１万でも５，０００円でもいいからというような形で徴収をさせてい
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ただいて、時効を中断していくというような方法をとっておりますので、これは言い

わけで徴収努力をしないなんていう話ではなくて、現実のお話を今させていただいて

いるわけですが。 

   それから、あと不納欠損、これは時効が来たから不納欠損ということではありませ

ん。先ほど言ったように５年の時効の場合には、１００円でも２００円でも

１，０００円でもいいので、その時効になる１年前なり半年前なりに１，０００円い

ただければ、それで時効はまた中断します。ですから、またそこから５年時効が、余

裕が出ますので、その間徴収努力をしているということで、不納欠損については、生

活保護になって支払い能力がないとか、それから行方不明の方が結構いるんですね、

住所を移してしまって徴収ができないと、徴収不能というものがあります。それから、

徴収努力を何年も続けてやっているんですが、とてもやはり生活の実態として徴収す

ることがまず不可能だというものについては、しっかりと調書をつくって、こういう

理由でこれについては不納欠損にしますというようなことで、事務処理をしてやった

結果がこの数字になるということですので、不納欠損をもって未納額を少しでも減ら

そうということではありませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 今、村長のほうから長年の累積なんだということでございますが、

やはりこの長年、２０年という年月の中で、やはり不納欠損、１，０００円でも入れ

ば時効は成立しないんだということらしいんですが、結果的に見れば、２０年という

ことになれば、実質これはもう不納という形にならざるを得ないですね。５年やそこ

らなら、１０年ならわかりますが、２０年の前のやつを時効にしないんだと、実質も

うこれは不納じゃないのかなとこんな感じしますね。でも、それは財産だから残して

おくんだということのお答えかと思うんです。 

   それから、先ほど競売の話が出ましたが、なかなか競売と申しますのは、銀行がど

うしてもやっぱり優先的に１番とか２番とりますよね。で、村はやっぱりちょっとお

くれちゃって３番、４番になると。そういう中で４番手が競売かけたところで、もら

う分がないんですよね。競売かけた当事者が費用は払うわけですから、裁判所とかい

ろんな。費用ばかり払って、取り手が、もらい手がないと、実質難しいんですよ。で

すから、いかに早く差し押さえるかと、ここも重要な要点だと思うんですよね。 

   それらについて、今後、大変な業務だとは思いますが、もう一度万全を期してやっ

ているんだと、本当に貴重な財源なんだからやっていますよというようなお答えをぜ

ひ伺いたいんですが。それから、先ほどの学校関係、幼稚園、スクールバス、これは

いろいろ事情があると思うんで、これらについては私も了解しているところなんで、

まあひとつもう一度お答え願います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   この徴収については、内部でも徴収の一元化という形で、村税を滞納している方は
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それ以外の水道とか下水、農集排とか、やはりほかのほうも滞納なんですね。ですか

ら、これだけ滞納じゃなくて、固定資産も国保税もほとんど同じ方がずっと滞納して

いるという例が多いんですが、ですから、国保の関係なんかもやっぱり滞納している

ので国保を使わせないというようなこともできませんので、その辺大変苦しいところ

ではあるんですが。 

   徴収の一本化で徴収吏員をふやして徴収に努力しようということで検討したことも

あるんですが。一部合わせました。ただ、それが徴収のほうに、どこから優先的にも

らうんだということですね。例えば、５つの未納があったときに村民税からいくのか

国保からいくのか、どこからいくのかということについて、実態に合わせて苦慮しな

がら充当しているというのが、まあ実態になります。 

   それから、２０年前のものについて、２０年前、詳しくはわかりません、私のはっ

きりわかっているのが、２０年も前からのものがあるということは、はっきりわかっ

ていますが、これについてはケース・バイ・ケースで、そこに実態があります。です

から徴収ができる可能性があるのであれば不納欠損にはしないということで、中断を

しながら粘り強く、だから少しずつは入っているんですが、結局は滞納が出ますので、

滞納をいただいている、もしくは滞納にも及ばないというのが実態なんですね。です

から元金が減らないということで、ただし納付はしていただいているということです

が、そういうものもあるので、不納欠損は本当に真にやむを得ないもの以外について

は、徴収の可能性あるものについては不納欠損にしないというふうに考えていますし、

これは内部的にも徴収をどうするかということについては、常に考えていますし、徴

収体制を強化しようかというようなことも、今、検討をしているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

   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。５番。 

○５番（押山義則） すみません。何点かお伺いします。 

   まず、決算審査のことでちょっとお伺いしたいんでありますが、決算の概要で将来

負担比率１７．７％となりまして、この数字が大分前年度から上がったんであります

が、この将来のことでありますが、これからの事業展開にどのような影響が考えられ

るのかということなんです。主財源３４．５％というような中で、あともう１点は、

ここで聞いておきたいのは、目標とする比率はどれぐらいが、大玉村としてはこの自

主財源３４．５％の中で、どの辺を目標としなきゃならないのか、その点、１点確認

しておきたいんであります。 

   それから、成果報告書の中で何点かお伺い申し上げます。 

   ９８ページの風しん予防についてでありますが、最近話題になっているんですが、

６名の方の実施数、予防のようでありますが、これはどのような形式で今、村が行っ

ているのか、それだけ確認しておきます。 

   それから、１０７ページの、これ結婚、未婚者の実態について伺いたいんでありま

すが、やはり後継者対策推進事務事業の中でどのようなことをなされたのか確認して
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おきます。 

   それから、１０９ページにいってください。野ネズミ対策、これ私確認したいんで

すが、前回も質問した覚えがあるんですが、薬剤の支給方法について、どういう手続

で薬剤の支給をしているのか。村民の中には、農家の方はもらえるけれども農家以外

の方はどうやってもらったらいいのかというような相談も受けますので、この辺は本

当は改善されているはずなんですが、まだ前年度あたりも同様のやり方で、農協を通

してとか農事組合関連だけで済ませているような形なんですが、野ネズミはやっぱり

一斉にやらないと効果ありませんので、その辺をもう少し考えていただきたい。 

   それから、１１０ページ、カメムシ、これ私いつも言っていることなんですが、昨

年とかおととしあたりの答弁で、これは検討しなきゃならない検討課題ということの

答弁を受けておるんですが、どのような検討をなされて今どのような状況にあるのか、

伺っておきます。 

   それから、同じく１１０ページの中で、農業機械共同利用、前も申し上げました、

共同利用の実態、追跡調査どのようになされているか確認しておきます。ある村民か

ら、これ共同利用で買って未使用で何年も使わないのに放した人いるんでないのかな

んて、そういううわさは私は実態ないと思っているんですが、ただ、こういう声が聞

かれるだけこの事業の性格が、慎重にやらなきゃならないと、そう思っておりますの

で、その辺も含めました追跡調査について、伺っておきます。 

   それから、１２３ページ、堆肥センター。堆肥、それぞれいろいろ、いろんな形あ

るんだと思いますが、大玉の堆肥、東和の堆肥に比べると売れ行き悪い。東和はどう

いう形でやっているのか、私もそれ、いろんな形で伺ったことはあるんですが、堆肥

の成分改良の研究などは課題にないのか、その辺も検討したことあるのかどうかだけ、

伺っておきます。 

   それから、最後にもう１点、１３１ページ、商業振興協同組合関係の補助事業であ

ります。これ運営補助、それから発行補助、これそれぞれかなりの金額が補助されて

おりますが、この補助効果について、これ検証の必要性がそろそろあるんではないか

ということなんです。これの利活用と何店舗がこれによって結局どのように助けられ

ているか、どのように利活用されているかというのが一番の伺いたい目的であります。 

   まず、そこまでお願いします。 

○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。 

   将来負担比率関係でございます。この数値につきましては、各年度の財政状況、支

出予定の額等によりましてかなり変わってまいります。 

   過年度分関係で参考までにちょっと数値を申し上げます。２９年度については載っ

てございますので、平成２５年度につきましては２９．７でございます。さらに

２６年度につきましては２２．７、平成２７年度につきましては１４．５、平成

２８年度につきましては１１．８と。２９年度数値については記載のとおり

１７．７というふうな数値になってございます。 
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   これ、公債費とかそういったいろんな係数がございますけれども、一つ参考に申し

上げますと、職員の退職手当、これの将来の負担額についても、この数値の中には反

映してまいります。したがって、将来的に職員が増になって、退職手当の負担金の額

もふえてくるといった数値までもこの中には反映してまいりますので、これにつきま

しては、財政健全化法に基づく数値でございますけれども、例の夕張問題の関係が出

てまいりましてから３５０がマックスというふうな数値になってきているところでご

ざいます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ９８ページの風しん抗体検査並びに風しん予防ワクチンのことについてですが、こ

ちらにつきましては、まず対象者なんですけれども、妊娠を予定または希望している

５０歳未満の女性、また、妊娠を予定または希望している女性の夫、それから、妊娠

をしている女性の夫で、こちら婚姻関係を問わない方ということで、予防接種費用を

助成することにより接種率を高め感染症予防に努めております。 

   また、先天性風しん症候群予防のため、風しん抗体検査及び成人風しん予防接種費

用の助成を全額助成として実施しております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   １０７ページ、後継者対策推進事務事業の件でございますけれども、こちら国際結

婚相談員ということで設けまして、相談を受け付けているというふうなことでござい

ますが、２９年度については相談がなかったというふうな実態でございます。 

   それから、野ネズミの共同一斉駆除事業の薬剤の配布方法ということでございます

が、２９年度におきましても農協と協力しながら農事組合単位ということでの配布で

ございます。これは、考え方として農作物を野ネズミの被害から守るというふうな観

点から、このような配布をしているところでございますけれども、このような要望が

あるとすればそれ以外の配布方法、こちらについても検討してまいりたいというふう

に考えてございます。 

   それから、１１０ページ、水稲カメムシ防除対策事業でございますけれども、こち

らにつきましてはそれにかわるもの、あるいはそれにかわる薬剤というふうな方法、

それから草刈りの時期というふうな、さまざまな方法を検討してございます。ただ、

事業実施主体においては散布による効果というものも担保しなければならないという

ふうなこともございますので、一概にすぐに薬剤を変えて、あるいはそれ以外の方法

でということもなかなかいかないような状況でございます。 

   今後につきましては、例えば薬剤散布にかえて、例えば検査時点の色彩選別機によ

る等級の確保、そういったものも視野に入れながら、このカメムシ対策の事業を進め

てまいりたいというふうに考えてございます。 



 

- 97 - 

 

   それから、農業機械等の共同利用整備事業に係る事業でございますけれども、こち

らにつきましては、機械の利用状況等について追跡調査実施をしていく計画をしてご

ざいます。 

   それから、１２３ページでありますが、堆肥センターの成分分析、こちらにつきま

しては現在行っておりませんので、今後、実施を検討してまいりたいというふうに考

えてございます。 

   それから、１３１ページ、商業振興協同組合に対する補助でございますけれども、

申しわけございません、こちら運営事業につきましては、組合の加盟件数等、現在手

元にございませんので、後ほどお知らせをしたいというふうに考えてございますが、

これらの運営費補助金、それから共通商品券の割り増し券の補助ということで、村内

商工業加盟店の方々の振興発展というものに寄与している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） ５番。 

○５番（押山義則） １点だけ確認しておきたいんですが、例えば、９８ページの風しん

予防について、これ大玉村の中で実質、この実害というか、こういうもののことが、

患者さんとか、そういうものが、影響があったのか、その辺だけ確認しておきます。 

   それから、１０９ページの野ネズミであります。これは検討されると。 

   直売所あたりの農業やっている方からも聞かれるんです。農協として農事組合に入

っている人は薬剤もらえるんだけれども、農事組合に入っていないと畑一所懸命やっ

ていても届かない、どうやってもらったらいいんだと、去年もそういう話ありました。

これも私質問しております。それで、改善を検討されるという話でありました。まだ

それがされていない。 

   だから、これは一般の直売所の農家で畑だけやっている方、実質農事組合に入って

いない方、大分いらっしゃいます。だから農事組合も、米をやっていても抜けている

方も大分いますので、その辺も含めて農事組合通してだけだと、実際の農業やってい

る方に行き届かない。 

   それで、やっぱり野ネズミは、退治するのには全面的に退治しないとほんの意味が

ないわけですから、この辺はもともと私の意見も入れまして改善するというようなこ

とであったので、これはまた改めてではありますが、これはしっかり取り組んでいた

だきたいと思っております。よろしくお願いします。 

   それから、カメムシ問題でありますが、これは、結局私が言いたいことは環境対策

なんです。今年はトンボが異常に、ちょっと変わったトンボが飛びましたが、ミツバ

チは完全にゼロでした。やっぱりゼロですと、今までは自然にカボチャとか何か交配

されたんですが、私、今年カボチャやってみて気がついたんでありますが、もう自然

では全然結実しないと、全部手入れして受粉してあげないと、もうカボチャがならな

いような状況になっております。だから、カボチャとか何か、その時期でタイミング

であるんですが、やっぱり一番このカメムシの今の薬剤散布で影響を受けているのは



 

- 98 - 

 

ミツバチです。ミツバチは完全にゼロです。うちの近所でもミツバチ大分いろんな準

備でやっている方がいますけれども、もう一つもふえないし蜜も全然集まらない。や

っぱりこれは環境対策でありますので、実質、今の薬を使わないでちゃんと対応して

いる農家の方いらっしゃいます。やっぱりその辺もしっかり研究していただいて、環

境対策にもしっかり取り組んだカメムシ対策にしていただきたいと思います。 

   それから、もう１点、商業振興協同組合の補助、答弁いただきました。確かに何軒

かの商業者を守らなきゃならない、ただ、今の方法でいいのかということはそろそろ

検討しなきゃならないんじゃないかと思います。 

   この運営補助も１２６万２，０００円、それから発行運営も２００万、されていま

すよね。こういうものも、商業は守らなきゃいけない、確かにそれは事実だと思いま

すが、どこかで線を引かないと、村民の理解というものは、もうちょっと別なところ

にあるんじゃないかと私考えております。 

   その辺含めまして、もう一度お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えを申し上げます。 

   商業振興協同組合、商品券を出すことによって、その商店も維持しますし、その組

合に加盟している方たちも、それを一つの事業として維持される一つの可能性がある

と。これから超高齢化社会を迎えるに当たって、大きな商店、郊外にあるＰＬＡＮＴ

－５とか、そういうものは、当然これは地域の経済には必要ですが、できればその地

域地域にそういう商店があるのがこれからこそ必要だと。 

   ですから、これからその村の対策としては、商店を復活させていただく、近くにね。

それも採算性の問題があるので自主運営みたいな形でできないかと。集まったときに

その中で何らかの方法、そういうことをやっているところもあります。地域の中で、

サロンよりはもう少し大きな組織になりますが、その中で商店みたいなものを自主運

営で仕入れて復活しているところもありますし、注文を聞いてやるというようなこと

もありますので、地域の中に身近にそういう買い物できるところが、これからこそ必

要なんじゃないかというふうに考えているところもありますので、今ある商店を、逆

に私はこれにもう少し補助をふやして、少なくてもこの組織はできる限り維持をして

いっていただきたいと、やめないでいってほしいなというふうに考えているところで

す。後継者の問題もあります、実際問題は。ですから、その後継者がいないところで

地域が自主的にやっているなんて事例も全国には見受けられますので、そういうこと

も含めて育成をしていきたいなというふうに考えているところでございます。 

   それから、カメムシの件、１１０ページ。カメムシの影響については、県知事との

懇談の中で、これは村、一自治体の話ではなくて、県全体の中で県としても取り組ん

でほしいということをお願いをした結果、県北農林事務所の所長が最初来られて、な

かなか、その話になりまして、その後、県の農村環境課長と県北農林事務所の所長た

ちも来られて、カメムシの実態についての、薬剤の実態についてお話をいただきまし

た。その中で、現時点ではっきりしているのは、ミツバチは影響があります。はっき
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り結果が出ていますと。ですから養蜂家の方にはビニールをかけて、そして蜂蜜が出

ないようにお願いをするんだというようなことを言っていますね。大玉には大規模養

蜂家がおりませんので、普通自然の中を飛んでいるミツバチは多分影響を受けている

のは間違いないと思います。それ以外に、トンボがいないとか、イナゴがいなくなっ

たとか、そういうことについての影響はないのかと言ったら、現時点ではそれは影響

があるということは言えないということです。 

   それから、あと福島県内で生態系がそのカメムシ防除によって問題だというような

指摘が出ている箇所は、市町村はないんですかということをお聞きして、結果、県の

ほうで全県下調べてくれました。大玉からしか出ていないということです。驚きまし

た、これは。私も見ていて影響があるんじゃないかというふうに思っている一人なも

のですから。 

   ですから先ほど部長が言ったように、この防除にかわるものとして春の野焼きを一

斉にやるとか、どういう方法でやるかは、消防団の待機とかも出てきますが、そうい

うことも一つの方法だし、それから一番は防除をやめることですが、やめた場合には

どうするんだとなると、色彩選別機に対する助成をして、できるだけ色彩選別機の導

入をして選別していただくという方法もあると思いますが、一軒で維持するのはこれ

はとても無理なことですので、それこそライスセンター等を持っているようなところ

でじゃないとなかなか機能しないということで、非常に選択肢が小さい、少ない対策

になってしまうなと考えていますので、来年からすぐというのも、中止というような

ことも現実的にはこれは無理ですので、農業者のほうとしっかりと協議をしていきた

いなというふうに感じております。農協とも当然話をしていかなければならない。 

   薬剤については、今の薬剤がやはり、５つぐらい薬剤がありますけれども、影響の

少ない部類の薬剤だということは、いただいております、結果については。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ５番議員さんに再度お答えいたします。 

   ９８ページの風しん関係でありますが、まず、風しん感染による高熱等により妊娠

に何らかの影響があると言われております。接種件数につきましては少ないわけであ

りますが、村内で妊娠出産を希望する方に対して少しでも不妊等のリスクを下げるた

めに実施していると考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 再度質問申し上げます。 

   今、１３１ページの商業振興協同組合のほうでして、村長から答弁ございました。

確かに、老人とかそういうものの関係で必要なのは十分理解しております。ただ、そ

ういう観点から私、村長と対立したこともございますが、あの玉井地域などにコンビ

ニとか何かの設置が必要じゃないかということを申し上げたことございます。そうい

う観点から申し上げれば、検討していただきたいんでありますが、やっぱりそれはそ
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れで、今はコンビニは銀行がわりでもありますし、さまざまな活用をされます。そう

いう意味で必要だと思っておりますので、そういうものにこの地元の商業者が参加で

きるようなシステムとか、そういう形で出店できるような、そういう橋渡しを考える

とか、やっぱりそういう補助のほうが、私は、効果が大玉村にとって、住民にとって

は大きなメリットだと考えるんであります。 

   玉井地区には残念ながらコンビニございません。そして、大山地区には何店かあり

まして、なぜ玉井にはできないんだと、私はいろんなところで疑問視されます。やっ

ぱりそれは起業家がいないということがまず実態でありますが、そういうものも含め

ましてそういう形で、私はバランスという言葉をよく使いましたが、そういう意味の

村民に、住民サービスの意味で、そういうバランスも考えた商業施設の発展、これを

村が取り組んでいただきたいと改めてお願いしておきます。 

   それから、先ほどちょっと質問漏れました。１１０ページの農業機械共同利用のこ

の計画されるということでございますが、このことについては前回も質問申し上げて、

追跡調査はしているというような答弁いただいた覚えがあるんです。今回はちょっと、

未使用で売買なんていうのはあってはならないというようなこと、ちょっと乱暴なこ

とも申し上げましたが、ただ、こういうことは私はないと思っております。ただ、そ

ういう村民から、あそこ使ってなくて、どこかさ譲っちゃったんでないかとかなんか、

そういう話。共同利用ということが一番難しいネックなんです。実態は私も何軒かは

調べましたが、共同利用ではありません。共同利用の名目で買っていますが共同利用

されていない実態が何軒かほどございました。ただ、それは当事者をいじめることに

なるんでそれ以上は追及しなかったんでありますが、やっぱりそういう実態があると

いうことは、やっぱりこの追跡調査、計画されるでなくて、やっぱりちゃんと、かな

りの金額を支給しているんですから、そこはしっかり取り組んでいただきたい、改め

てその１点。 

   コンビニは要望です。 

○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。 

   １１０ページ、農業機械の共同利用でございますけれども、今のところ実績報告を

あげていただいております。今後は、現地に自分たちも赴いて、実際に機械があるか

どうかという目視の確認も、これからしていきたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。１番。 

○１番（佐原佐百合） すみません、ちょっと勉強不足かもしれないのですが、ちょっと

疑問に思った点がありますので、１点お伺いいたします。 

   ５３ページ、届け出の件数の件で婚姻届の部分なんですが、５３ページです。総数

９７件に対して、他市町村からの送付が７１件。何となくこう、村内にいる方が婚姻

をするので村内で届け出を出すのかななんて思っていたのですが、総数、直接この

２６件というのは、ここの役場に届け出にいらっしゃる方で、他市町村からというの
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はほかの行政のところに届け出をする方と私は見たのですが、これはもしかすると、

昼間仕事をしていて届け出ができないから他町村から、というのは遅くまで営業して

いるところとか、一度受理してくれるという、そういうところからの送付なのか、ち

ょっと疑問に思ったので質問してみました。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） １番議員さんにお答えいたします。 

   ５３ページ、婚姻届の件でございますが、１番議員さんおっしゃるとおり、７１件

は大玉村以外からの提出、２６件につきましては大玉村へ直接の提出ということで、

昼間村外にということで提出、ほかの町村から提出された、そういったことについて

は、実態につきましては把握しておりません。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんのただいまの質問に補足をいたしますけれ

ども、婚姻届、男女いらっしゃるわけですので、どちらかの市町村で届け出を出すと

いうのもありますし、また別の市町村で届け出をすることも可能ということですので、

この届け出の内容のとおり、たまたまほかの市町村で届けを出す人が多かったという

ようなことにはなると思います。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 他市町村では、今もちょっと皆さんから何かご意見も出ていまし

たが、婚姻届を出すと市独自の何かこう、何ていうの、証明みたいなのがそこの土地

のキャラクターの入った証明とかいただけるという、法というか策もあったと思うの

で、ぜひできれば地元の役場で婚姻届を出してみたくなるような、何かその策があれ

ばなと思います。ごめんなさい。本当に質問の仕方が申しわけないんですが、そうい

う対策も取っていただきたいなと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 要望だけでいいのかな。 

○１番（佐原佐百合） 要望だけです。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 昨年も質問といいますか、意見をいただきましたけれども、代表

監査委員がいらっしゃっていますので、事前に審査意見の概要を発表していただきま

したけれども、改めて内容的にちょっと詳しくというような観点からお願いできれば

と思っております。 

   いずれにしましても、村の財政健全化比率動向ですけれども、心配される面がその

経常収支比率の高い傾向にあるということでありますけれども、その中で特に私が関

心を持ったのは、先ほどの同僚議員も質問ありましたけれども、村税の確保などもち

ろんのことですけれども、物件費の縮減によりという項目がありまして、この辺を具

体的にコメントできることがあればありがたいなと思っております。まずそれが１点

です。 
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   あと、成果報告書のほうから先ほども質問いろいろありましたけれども、私のほう

から何点かお願いしたいと思います。 

   まず、最初は款５の労働費の関係ですね。これ簡単なことなんですけれども、雇用

対策事務事業費、何年かずっとこの１５万円ほど大玉村勤労者互助会の補助金という

形で、対象者１３２名いるようですけれども、村で補助金というような形で、運営は

商工会のほうで頼むぞという形とかでやっているようです。 

   いずれにしましても、以前は村でやったような記憶がありますし、近隣の市町村、

いろいろ動向を聞いてみますと、直接自治体でこういう問題はやっていると。お金が

１５万が高い安い云々ではないですけれども、その辺の、実質的にはちょっと１５万

では大変だというような、そういうような声も私のところには届いていますので、そ

の辺の関係を少し、改善の余地があればということが、そういう声がないのかどうか、

その辺についてお伺いできればと思います。 

   次に、１０７ページの款６の農林水産業費の中での、農業委員会の運営事務事業の

中です。特に最近この大玉村の開発が進んでおりまして、いろんな角度から農地が転

用される場面で、農業委員会、あるいはそういう方々の件数も増加傾向にあるのかな

と。確認はしていません。あるのかなと思っております。 

   ただ、懸念されることは、例えば農業委員会ではだめだよという形が、業者のほう

がいろいろ手をこまねいて、県のほうとのあれで、最終的には許可になっちゃうとか、

そういうことも実際耳にしていることもありますし、以前村では、この村全体の振興

計画の中で、均衡ある発展の中で住宅とか何かの、そういうふうな図面があったよう

に記憶しております。今でもそれが生きているのかどうか。特に直売所の周辺も、例

えばアパートが建ったらどうのこうのと私のところに直接、どうなって建てるのなん

て形、聞くこともありますから、そういうことを、法的にこうクリアできても、村の

姿勢としてだめな、防止するようなこと、それはやっぱり村の全体的な計画がなくち

ゃならないのかな、４号線沿線もまさにそうですけれども、それらのことについての

考え方があるかどうか、お伺いできればと思います。 

   あと、先ほど来質問ありましたけれども、後継者対策。 

○議長（遠藤義夫） ８番さん、ここで暫時休議したいと思います。 

○８番（佐々木市夫） そうですか、じゃ、よろしいです。 

○議長（遠藤義夫） 再開は午前１１時１５分といたします。 

（午前１０時５８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時１５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 引き続き、８番議員さんの質問を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） まだ終わってないんで、すみません。 

   中断しましたので、何を話したのかなと思いましたけれども、いずれにしましても、
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１０７ページの後継者対策だったね。これで終わりましょう。 

   いずれにしましても、毎年このような状況でほとんどゼロが続いて、何年か。私も

以前農業委員やったときも、いろいろハワイアンセンターでどうのこうのなんて企画

したけれども、なかなか笛吹けども踊らずとか、大変なことだなと思っております。 

   でも、いずれにしましても、農業後継者のみならず、村の若い人たちの後継者の対

策という意味でも、この辺は村としても最重要ではないですけれども、考えなきゃな

らない大きな要点の一つかなと思っていますので、この辺のことを見直して、そして、

予算的にも相談員も含めて、いろんな考え方を考えるべきかなという視点で。以前、

社会福祉協議会では県の補助でそのようなことを何年かちょっと事業をしたんですが、

今は県の補助業も打ち切りで、村ではそのような事業はないというような形で考えて

おります。 

   隣の本宮ではかなりの予算をかけてそのような事例もあるし、二本松市も同じ、民

間委託だと思うんですけれどもありますけれども、その辺の考え方についてお伺いし

たいと思いますので、よろしくお願いします。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 代表監査委員。 

○代表監査委員（甲野藤健一） ８番さんに、決算審査の意見の中の経常収支比率ですか、

これについてお答えします。 

   これ毎回申し上げているんですが、結局村の一般財源というのは、約２９億ですか、

決算カードを開いていただければわかるんですけれども、決算カードの左中段ですか、

一般財源２８億８，０００万という数字です。それに伴いまして、これが基礎になる

わけですけれども、今現在、村では人件費が約９億円、決算カード見ていただきたい

んですが、扶助費が４億、そして借金、公債費、これが約４億円、返さなくてはなら

ない。それにあわせて特別会計への操出金、これが約４億円になるかと。 

   ですからこれを下げるということはなかなか厳しいんです。というのは、これから

扶助費もどんどんふえますし、人件費もふえる。それから、私個人的には、やっぱり

村税の確保、村税を１億、２億上げるような工夫、これがやっぱり将来的に必要かな

と私は思っています。あわせて物件費の削減ということであれば、ある程度指数は下

がってくるというふうに思っています。 

   よろしいですか。 

○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（菅野昭裕） ８番議員さんの質問にお答えいたし

ます。 

   １０５ページ、雇用対策事務事業の中の勤労者互助会、こちらの補助金でございま

すけれども、こちら１５万円、これに対して会員数が１３２人ということで、１人当

たりに換算しますと約１，１００円ちょっとというふうなところでございます。こう

いった観点から、来年度に向けまして、増額に向けてぜひ検討してまいりたいという

ふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 
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   続きまして、１０７ページですが、農業委員会の農地転用関係と村の土地利用関係

でございますけれども、農地転用関係につきましては、協議があってまいりました際

に、町内の関係部課に全て協議、照会という形で回覧をいたします。その際にそれぞ

れに意見あるいは課題、そういった点を出していただいて、それを返してクリアにな

った段階でという通しでございます。こういった点で、村の利用計画についても、都

市利用計画についても、反映されているというふうに認識をしてございます。 

   それから、後継者対策でございますけれども、農業委員会として、現在は国際結婚

者の相談員というふうなことで配置をしてございますけれども、議員ご指摘のように、

例えば農業後継者全般というふうなところを考えますと、これら関係部課あるいは団

体と、今後これらのあり方についても協議、検討して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） 先ほど、５番さんに答弁漏れがございましたので、産業課長のほう

から答弁をさせます。 

○産業課長（渡辺雅彦） ５番議員さんにお答えいたします。 

   先ほど、大玉村商業振興協同組合の組合員数ということでご質問あった件でござい

ますけれども、現在２２店舗が加盟しております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「議長、まだもう一つだけある」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） いずれにしましても、答弁ありがとうございました。 

   特に農地転用の、村の開発の部分ですけれども、なかなか頭の痛いところで、業者

のほうが先回りして許可のほうをとったりとかという状況も聞こえてきますけれども、

そうでなく、村としての総合的な均衡ある地域の発展をどのように描くか。例えば特

に４号線沿線の直売所の周辺なんかは、あれ、何であそこにアパート建ったのなんて

形で行政書士から直接私のほうに聞かれましたけれども、直接農業委員会に照会すれ

ば、当然それは法的には間違いないということでございます。ですから、何回も申し

ますけれども、法的にクリアな部分と村としての総合的な開発、均衡ある発展の願い

を、どのように整合性保たれればいいのかなと悩んでいる一人ですけれども、その辺

のことも含めて、村長さんにもし考えがあればお伺いしたいと思います。 

   以上。 

○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。 

   大玉村は、日本で最も美しい村連合に加盟をし、景観を守るという部分、あと前に

も申し上げましたが、安達太良からの景観が非常にきれいだという、住んだ方の満足

度もこれによってかなり高まっているという中での、一番目立つところに、その件だ

とアパートの件だと思いますが、これについては農業経営者が集合住宅をつくって、
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農業経営を安定させるために集合住宅を農振地域にも建てることができるという特例

がございます。当然倉庫等についてはこれは特例で前からありましたが、そういうも

のができましたので。ただし、これは集合住宅ということはアパートですね、個別の

住宅はだめだというようなことですので、あそこに集合住宅が建ちましたが、これは

村の方針の上に、法的なものというのは当然上位法で認められているものでございま

すので、幹事会の中、それから協議会の中でも、かなり景観等に支障が出るぞという

ようなことは、何かとめる方法はないかというようなことは協議にはなりましたが、

やはり上位法で認められているものについては認めざるを得ないというような結論で、

協議会を通って、結果的に県が最終的には認めるという結果になったところでござい

ますので。 

   住宅地ゾーンというのをつくってありまして、これについては、役場から神原田ま

でのこのエリアについては住宅地ゾーンという位置づけにはしてあります。ですが、

道路の脇にこう皮のように薄く開発してしまうと、今度奥の方の開発にもちょっと支

障が出るという心配も若干はあるんですが、役場周辺の２種、３種のうちの３００メ

ーター、５００メーターのそういうものとかですね、できるだけ住宅連担して住宅開

発をしてもらえばというふうに感じているところです。 

   村の土地利用計画上は、国道４号線については、村の発展のために開発すべき地域、

エリアというふうに位置づけをされております。それからあと、一団の農地について

は守るべき一団の農地と、それからあと、住宅連担地については住宅誘導すると、そ

れから山間部については、きのうも申し上げましたように守るべき自然ということで

ありますので、その辺はもうしっかりと村の方針として進めてまいりたいというよう

に考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。３番。 

○３番（本多保夫） ページ５５から５６にかけてなんですが、村長選挙と議員の補欠選

挙、当日の有権者は同じなんですが、投票者が違うと、議員選挙のほうが少ないわけ

なんですが、その中身、また衆議院議員の選挙においても、当日の有権者、小選挙区

と比例代表は同じなんですが、国民審査の当日の有権者が違うというのはどういった

中なのかお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ３番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、村長選挙と議員補欠選挙の投票率関係で申し上げます。有権者数は当然、同

じ日にちでの投票となりますので同一でございますけれども、結果としまして、補欠

選挙について投票を辞退されたというような結果によりまして、投票率が補欠選挙の

ほうは下がってございます。 

   同じように、衆議院議員選挙におきましても、小選挙区、比例代表、これにつきま

しては同一の投票率となっております。これも先ほどと同じように、国民審査につい

て投票を辞退されたというふうな内容によりまして、投票率が下がっているというふ
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うな結果でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。６番。 

○６番（武田悦子） 成果報告書の３０ページの中ほどにあります、コミュニティ施設整

備事業の集会所等維持補修等の補助金ですね。これ３件というふうになっていますが、

この中身、どの部分の補助金、補助率で、詳しい補助をそれぞれの中身によって補助

率が変わると思うんですけれども、そこもお答えをいただきたいと思います。 

   １５０ページの④外国語教育推進事業ということで、大玉村はＡＬＴの導入で長年

やってきたわけですが、これの具体的な授業の時間数、また、今度英語教育というの

が必須になったときにどのように進めていくのか、このＡＬＴで賄っていくのか、ま

た新たな形を導入する考えなのか、伺います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（作田純一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   ３０ページ、コミュニティ施設整備事業、集会所等維持補修等、延べ３件というこ

との内容でございます。これにつきましては、まず１件目、２番組、備品の購入とい

うことでございます。それから、７番組で集会所の外壁塗装工事、それから、同じく

２番組で床張りかえ工事ということでございます。補助率につきましては２分の１と

いうことでございます。 

   以上でございます。 

（「議長、すみません、答弁修正させて」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） 大変失礼いたしました。３番議員さんのご質問、ちょっと答弁、

私のほうで間違っておりましたので訂正をさせていただきます。 

   ５６ページをごらんをいただきたいと思います。 

   衆議院議員総選挙、私、上の２つの選挙と勘違いしまして、大変申しわけございま

せんでした。衆議院議員総選挙につきましては、小選挙区、比例代表、それぞれ有権

者数が同一でございますが、国民審査につきましては１５名減の７，１１１名となっ

ております。このまず違いにつきましては、国政選挙の中で小選挙区、比例代表、こ

のほか参議院議員選挙もございますけれども、国政選挙に関しましては在外投票が可

能となっております。これにつきましては、日本国籍を有しながら外国でお仕事をさ

れている方、村の選挙人名簿からは削除、抹消はされておりますけれども、その後に

在外選挙人名簿に登録になります。この方々が１５名ほどいらっしゃいます。この方

については２つ、小選挙区、比例については投票できますけれども、国民審査、これ

は選挙ではございませんので投票はできないということになりまして、そもそも有権

者数の違いが出ております。これによりまして投票率が変わるということになってご

ざいます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 
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○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。 

   外国語教育推進事業につきまして、まず、ＡＬＴの授業時間というお話でございま

すが、中学校には常勤のＡＬＴが配属されております。よって、中学校につきまして

は、中学校の英語の時数に応じて常勤の講師が当たっていると。また、小学校それか

ら幼稚園に対しましては、二本松イングリッシュスクールのほうに委託をしておりま

して、そちらからＡＬＴを派遣いただいております。こちらにつきましては、昨年度

の実績で申しますと、合計で７１９時間ほど授業に当たっていただきました。 

   新教育指導要領に伴いまして、小学校の外国語時数がふえたということで、これに

つきましては、本年度から英語専科という形で職員１名加配をいただきまして、小学

校の英語の学習に当たっていただいているということでございます。今後も継続して

そのような形で、外国語教育を推進していきたいというように考えております。 

○議長（遠藤義夫） 教育長。 

○教育長（佐藤吉郎） ６番議員さんに追加して説明させていただきたいと思います。 

   英語の時数増というようなことで、今年度、小学校３時間ふえて、あと２年後さら

にふえます。その場合のＡＬＴの扱いなんですけれども、アシスタントというような

ことで全ての授業につくというようなことがいいのか、そうでない方がいいのかとい

うようなことについては、今、いろんな面で研究、検討しておりますけれども、２年

後に向けて、小学校のＡＬＴの授業時数をどうするか。このことについては、今後い

ろんな今までの実績、他の自治体の実態とか、そんなことを見きわめながら検討して

いって、英語教育の充実を図ってまいりたいと、そんなふうに考えております。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 集会所の件について再度伺います。集会所のこの維持補修の補助金

というのは、どこまで対象になるのか、対象にならない部分はどこなのか伺います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（作田純一） 補助事業の補助の上限ということで、補助金額５００万が

上限ということでございます。（不規則発言あり）対象につきましては、集会所の中

で使う備品、それから補修関係というようなことでございます。よろしいでしょうか。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） 備品、補修関係ということですが、水道を引くということは対象に

はならないですか、なるんでしょうか。ならなかったというお話を聞いたことがある

ので、水道を引くに当たっては対象に。集会所ですので、地域の皆さん集まるコミュ

ニティ、重要なコミュニティ施設なので、水道についても、対象になっていないとす

れば対象にしていただきたいんですが。伺います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 

   新築にも当然補助が出ますので、新築の時に水道だけ外して補助をするということ

はありませんので、新築したものをまた水道補修するとか、新たにやるとかという場
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合には補助になりますが、加入金とかそういうものについては、当然水道事業の中の

ことですのでこれは対象にならないが、水道工事については対象になりますので、も

しその対象になるようなもので対象にならなかったものがあれば、あとでお教えいた

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。 

   よって、議案第４７号「平成２９年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定について」

に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第４８号「平成２９年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出

決算認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第４８号「平成２９年度大玉村国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第４９号「平成２９年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決

算認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第４９号「平成２９年度大玉村玉井財産区特別会計歳入歳出決算認定

について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第５０号「平成２９年度アットホームおおたま特別会計歳入歳

出決算認定について」に対する質疑を行います。 
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   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５０号「平成２９年度アットホームおおたま特別会計歳入歳出決算

認定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第５１号「平成２９年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。５番。 

○５番（押山義則） この農業集落排水処理施設のそれぞれの管理状況なんでございます

が、これはもう少し形を変えた加入を考えていただきたいという観点からお話しする

んでありますが、片や浄化槽で整備されております。ただ、今、浄化槽の適切な管理

が完全に行われているかということの、それこそ追跡調査されておりません。きちん

と浄化槽管理業者になされている方が、加入されている方はよろしいんですが、世代

がかわって息子の代になったらほっておくとか、あと、ここは業者が来て管理してい

ないとか、そういう話が耳に入ります。結局、浄化槽を入れていながら浄化槽の役割

を果たしていないところがあるというように、そういうことも漏れ聞くんであります。 

   そういった意味で、この６１０戸に対して４１３の加入しか、加入率が６７．７％

なんですが、その辺の地域の衛生安全を確立するためにも、その辺の追跡調査もされ

ていただいて、適切な浄化槽管理がなされていれば、これ加入しなくてもいいわけだ

けれども、でなかったら適切な浄化槽の管理をしてもらうとか、その辺の調査という

か何かは考えたことはないんでしょうか。その１点を伺っておきたいんですが。 

○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。 

   玉井第二地区の加入に関しまして、浄化槽の管理というふうな部分でございますけ

れども、縦割りのようなことを申し上げて大変申しわけないんですが、浄化槽の管理

につきましては、私ども管理というふうな、追跡という分野ではございませんので、

ただしどういった状況か、状況把握等に努めながら加入の推進に努めてまいりたいと

いう考えは持ってございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） ５番議員さんにお答えいたします。 

   浄化槽関係、執行成果、１００ページのほうになります。 

   平成２９年度合併処理浄化槽設置整備事業という内容といたしまして、定額補助を

行っております。くみ取り槽の切りかえについても１件ほど実績が上がっております。
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３万円ほど実績が上がっております。単独処理浄化槽の切りかえ等も１件９万円上が

っております。 

   浄化槽設置が条件で、くみ取り槽の切りかえ等も条件と上げておりますので、こち

らのほうで浄化槽整備のほうを進めているわけですが、設置するときには現場まで行

って写真を撮って設置を確認しておりますが、撤去のほうはちょっと確認しておりま

せんので……（不規則発言あり）はい。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 今、一番心配しているのはその縦割りということなんです。片や浄

化槽がきちんと対応されていれば何の問題も、その地域としては問題ないわけですが、

集落排水とかその目的あたりは、やっぱりきれいな、汚れた水流さないとか、そうい

うものに集落排水の目的はあるんだと思います。ただ、浄化槽が適切な管理されてい

ないところが、今おっしゃったように縦割りだと、衛生業者との連絡も多分取れてな

いんだと思います。こことここは管理していますよというような、そういう縦割りの

ことを少しつないでいただいて、それで、例えば浄化槽が適切な管理されていなかっ

たら集落排水に参加していただくとか、そういう努力をしていただきたいというのが、

私のこの質問の趣旨なんであります。 

   ですから、浄化槽は片方適切な管理して適切な補助をしていることは十分承知して

おります。ただ、こうやって補助していますが、最後まで管理が、それこそ追跡調査

がされていない。衛生組合に何人参加しているかも多分知らないでしょう。でも本当

は今くみ取りの家なんてはほとんどありません。ただ、浄化槽はやっています。家つ

くったときはやります。ただ、浄化槽の管理料もかなりの額でございますので、それ

が支払いが滞っているところは、浄化槽の管理はもう来ないんです。すると、そのま

ま流しっぱなしになっている。何度かそういうのを目にしております。だからその辺

もあわせてこの集落排水、当初の目的の集落排水事業であってほしいということから

の質問でございますので、よろしくお願いします。これは答弁難しいと思いますので

結構です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５１号「平成２９年度大玉村農業集落排水事業特別会計歳入歳出決

算認定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第５２号「平成２９年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算

認定について」に対する質疑を行います。 
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   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５２号「平成２９年度大玉村土地取得特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第５３号「平成２９年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算

認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５３号「平成２９年度大玉村介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第５４号「平成２９年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５４号「平成２９年度大玉村後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について」に対する質疑を終了します。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 議案第５５号「平成２９年度大玉村水道事業会計歳入歳出決算認定

について」に対する質疑を行います。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議案第５５号「平成２９年度大玉村水道事業会計歳入歳出決算認定につい

て」に対する質疑を終了します。 

   以上で総括質疑は終了いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、平成２９年度歳入歳出決算認定議案の委員会付託を行い

ます。 

   お諮りいたします。 

   平成２９年度歳入歳出決算認定議案である議案第４７号から議案第５５号までにつ

いては、議長を含む１２人の委員で構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付

託して審査することにしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   したがって、議案第４７号から議案第５５号までの平成２９年度歳入歳出決算認定

議案については、決算審査特別委員会に付託することに決定しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ここで、委員会条例第８条第１項の規定に基づき決算審査特別委員

会を招集いたしますから、直ちに委員会条例第７条第２項の規定により、委員長及び

副委員長の互選をお願いいたします。 

   なお、人選の結果については議長に報告を願います。 

   委員会の会場については、さきの全員協議会で申し合わせのとおり議場といたしま

す。 

   ここで、議事運営の都合により暫時休議いたします。再開は１２時といたします。 

（午前１１時４９分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後０時０１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 決算審査特別委員会委員長、副委員長の互選の結果について、事務

局長より報告させます。事務局長。 

○議会事務局長（矢崎由美） 報告いたします。 

   決算審査特別委員会委員長、押山義則議員、副委員長、本多保夫議員。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 決算審査特別委員会の委員長、副委員長については、事務局長が報

告したとおり決定いたしました。 

   お諮りいたします。 

   先ほど決算審査特別委員会に付託いたしました議案第４７号から議案第５５号まで

の平成２９年度歳入歳出決算認定議案については、会議規則第４６条第１項の規定に
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より、９月１３日までに審査を終了するように期限をつけることにしたいと思います。

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   したがいまして、決算審査特別委員会審査結果の報告につきましては、９月１４日

の本会議前までに議長に報告願います。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 以上で日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、散

会いたします。ご苦労さまでした。 

（午後０時０３分） 


