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平成３０年第５回大玉村議会定例会会議録 

 

第９日  平成３０年９月１４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 代表監査委員 甲野藤 健 一 

 ４．本会議案件は次のとおりである。 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第４５号 平成３０年度大玉村一般会計補正予算の専決処分の承認を求め

            ることについて 

     議案第４６号 大玉村地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関

            する条例の一部を改正する条例について 

     議案第５６号 平成３０年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第５７号 平成３０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５８号 平成３０年度大玉村玉井財産区特別会計補正予算について 

     議案第５９号 平成３０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６０号 平成３０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６１号 平成３０年度大玉村介護保険特別会計補正予算について 
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     議案第６２号 平成３０年度大玉村後期高齢者医療特別会計補正予算について 

     議案第６３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６６号 村道路線の認定について 

    委員会付託事件（平成２９年度歳入歳出決算認定議案）の委員長審査報告 

     委員会委員長審査報告に対する質疑 

    議案の討論・採決 

     議案第４７号から議案第５５号まで 

     ①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 

     ②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 

     ③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 

     ④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 

     ⑤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 

     ⑥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 

     ⑦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 

     ⑧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 

     ⑨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 

    委員会付託事件（請願・陳情）の委員長審査報告 

     審査報告に対する質疑・討論・採決 

     請願第１号 学校給食費の無料化を求める請願 

     請願第２号 県に対し「学校給食費の無料化を求める意見書」提出についての 

           請願 

     請願第３号 国に対し「学校給食費の無料化を求める意見書」提出についての 

           請願 

     陳情第６号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について 

    閉会中の継続調査申出について 

     （１）議会運営委員会 

    追加議案審議 

     議員発議第４号 地方財政の充実・強化を求める意見書について 

     議員派遣の件について 

     閉会中の継続調査申出について 

      （１）総務文教常任委員会 
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      （２）産業厚生常任委員会 

      （３）議会運営委員会 

 ５．本会の書記は次のとおりである。 

    議会事務局長 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。 

   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。 

（午前１０時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、議案第４５号「平成３０年度大玉村一般会計補正予算の

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。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４５号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、議案第４６号「大玉村地方活力向上地域における固定資

産税の不均一課税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。 

（「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４６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） 
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○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５６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。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 補正予算の３０ページの款７の商工関係での観光費でありますが、

ふれあい広場にぎわい創出事業について、特に村長にお伺いいたしますが、長い間温

めていた構想なのか、あるいは、それとも単なる思いつきなのか、はたまたぴかぴか

電気を照らせばいいという話なのか、そこら辺まず最初伺ってから次にまた伺いたい

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申し上げます。 

   にぎわい創出事業につきましては、商工会の青年部が中心として、フェンスのとこ

ろにイルミネーションをつけて、たまちゃんの姿もイルミネーションでやっていると、

それを拡大をしたいというような意向も数年前からございまして、具体的にどういう

ふうにするかということも含めて検討してきた中で、今回予算を計上して、あのエリ

アにつきましては、プラント５、それから向山、直売所、それからたまちゃんという

ふうに、大玉のにぎわいの中心のエリアですので、イルミネーションを、入り口の注

目を向けてもらうという形でのにぎわい創出の予算化でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 今、それぞれお話あったとおりでありまして、にぎわい創出その

ものについて否定的な考えを持っているわけではありませんけれども、今年は特にあ

の周辺のにぎわいについては、村も村民もみな努力してきたのかなと、直売所からた

まちゃんから、上の向山製作所などでの、きのうも我々もちょっと行かせてもらいま

したが、非常ににぎわいが創出されています。 

   非常に、ずっと走りっ放しで来たのではないかと私は思っています。これから秋に

かけての「うまいものまつり」とかさまざまあるわけでありますので、少し今年の冬

ぐらいは休んで、じっくり休んで、この１０分の１ぐらいのお金でちょっと工夫をし

て、新年度から何か取り組みをするというようなことのほうが、むしろ冬は冬で休ん

でというのが私としては思うのですけれども。そういう何かそういうものの、いろん

なほかのところの、鶴ヶ城なんかああいう形にやるとかありますけれども、じゃそれ

と同じようなことを大玉でできるかというとそうでもないので、そういうもののとこ

ろをいろいろ見てくるとか、ということでやるべきだと。何か急に突然出てきたよう

に、私は思っているのですけれども。 

   そういうことで、ただ単なる、あそこを夜にぎやかにして何だという、夜は暗くて

も私はいいと思って、日中はいろんな努力をして鯉のぼりなんかもやって非常に話題
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になったりしているわけですので、そういうことについてのどのような取り組みを考

えていられるかについて再度お尋ねをいたします。 

○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が、これはイルミネーションだけの

２００万円だけではなくて、青年部としては冬に雪まつりをやりたいと、それも結構

しっかりとした雪を運んできて、雪まつりをしたいと。昨年滑り台をつくったりなん

かして大変好評だったので、冬にしかできないイベントを実施をしたいというような

ことで、かなり大きな巨大滑り台をつくりたいんだというようなことですとか、今言

った鶴ヶ城でやっているようなプロジェクションマッピング、それを例えば直売所と

かたまちゃんの壁に投影をして、そして人を呼び込みたいと、にぎわいを創出したい

というような、総合的に取り組みたいんだということは昨年から言っていたんですね。

でもなかなか具体的にどういうふうにするかということは出なかったし、たまちゃん

とか何かのオープンもまだ工事中の中で、それは無理だろうということでおりました。 

   当初で予算をとるのには、ちょっとまだ熟度が低かったので、９月でとれば１２月

には間に合うだろうということですので、イルミネーションについては購入するのか

リースにするのかということも含めてこれから検討をしますので、イルミネーション

に２００万円全部を使うわけではなくて、総合的な冬季期間のイベントとして青年部

が主体的に取り組みたいということですので、村としてはそれをバックアップをした

いということで予算を計上しましたので、１０番議員さんのその意向もしっかりと踏

まえながら、青年部とそれから株式会社と村と話をしながら、有効に事業展開をして

まいり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） ほかにございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） ２９ページでございますけれども、上段のほうに工事請負費、施設

省エネルギー導入と書かっております。減額２，８１７万６，０００円となっており

ます。これらは不採択要件でこのようになったということでございますが、その不採

択になった要因、どんなことが原因だったのかお尋ねします。 

   なお、歳入においても２，０２４万４，０００円、それから村債のほうも９１０万

円の減額ということになっておりますけれども、この事業、内容、そしてまたその要

因、書類の不備だったのか、またはヒアリング関係でちょっとまずかったのか、また

は総量規制という、そういう大枠の中で減額になったのか、いろいろと要因があると

思いますが、その点についてお尋ねしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 再生復興課長。 

○再生復興課長（伊藤寿夫） ７番議員さんにお答えいたします。 

   まず、事業内容でありますが、こちらのほうは、環境省地方公共団体カーボン・マ

ネジメント強化事業となっております。平成３０年、３１年、３２年の３カ年計画を

立てております。 

   まず、３０年には省エネということで、本庁舎、空調等の省エネ化を考えておりま
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した。３１年度については、さくらのホール等、こちらのほうも照明と空調の改修を

計画しておりました。３２年度については、照明、空調、ボイラー、こちらのほうは

アットホームのほうの主な計画を策定しておりました。 

   総事業費といたしましては１億３，７５２万６，０００円を３カ年で一応予定して

おりました。こちらのほうの当該補助の事業期間は先ほど申し上げましたとおり平成

３２年度まで、補助率のほうは３分の２となっております。 

   地域活性化事業債の対象でありますので、充当率のほうは、平成２９年度で９０％

ということで、歳入のほうも計画しております。 

   こちらのほうの採択要件、不採択の要因等でありますが、こちらのほうの事業は、

まず前年度から要望してヒアリングを受けるような事業とは異なっております。国が

一般財団法人環境イノベーション情報機構に、外部に委託して実施しております事業

になります。 

   募集期間が平成３０年４月１３日から５月１１日となっております。公募型の事業

になります。平成３０年７月４日に不採択の通知が来ております。今年度の再募集は

ないと聞いております。不採択理由等については今のところ示されておりません。競

争率のほうも示されておりません。ただ、今年度は募集件数が非常に多かったと聞い

ております。 

   こういう丸々全額減になりますので、今後は、非常に人気があると聞いております

ので、予算化のほうも、７月になってからの不採択通知なので、確定してからの予算

化ということで、９月補正等も考えておりますが、諦めたわけではありません。来年

度も担当と一緒に省エネ施設の整備等を計画して、３年分を２年分、ただ、アットホ

ームのほうは改修、その分は減額になりますので全部見直しをして、事業計画を再度

立て直して、国の方に手を挙げたいと考えております。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一）  大分詳しく中身までお答え願いましたけれども、要するに

２，８１７万６，０００円の大きな金額ちょっともったいないなと思ったもんですか

ら、それらについての要因をお尋ねしたところでございます。 

   要するに、今回は公募型で、それぞれ全国規模で殺到したということでしょう。そ

の中で今回漏れたと、採用ならなかったということですね。次年度も諦めずに申請し

ていくということで理解してよろしいですか。じゃそういうことで、ひとつ頑張って

やってください。お願いします。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 何点かお伺い申し上げます。 

   １７ページの委託料、アットホームおおたま改修工事設計監理委託料、これ

４００万円計上されておられるわけですが、この村単部分の事業費の大枠というか事

業費の概要を説明願います。それで、なぜ４００万円の監理料となるのか、その根拠

でございます。 
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   それから、１９ページ、国内外交流事業に要する経費でございますが、この報償費

と直接関係ないのでありますが、台湾との交流について、ホストファミリーを募集中

ということで、なかなか確保が難しいと伺っています。今のところ、何戸確保出来て

いるのか、また、今後の確保に向け、どのような工夫を考えておられているのか、伺

っておきます。 

   それから、３１ページの先ほど同僚議員が質問いたしましたふれあい広場にぎわい

創出事業費なんですが、これはざっくばらんに聞けば、単年度なのか継続なのか。今

年これだけで買いそろえれば来年から安くなるような気もするんですが、来年度から

の事業費の程度はどのぐらい考えてこの事業を継続していかれるのか、それだけ確認

しておきます。 

   それから、３９ページ、文化財保護に要する経費の中で、南町遺跡のことを、これ

は議案調査の中でも伺ったのですが、ちょっと質問漏れしましたので。これは私も地

元でありますので、説明の必要がありますので、範囲と、箇所数は３０カ所と伺った

んですが、いつごろそれを実施するのか確認しておきます。 

   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。 

   まず１７ページ、アットホームおおたまの設計監理委託料でございます。この設計

監理につきましては、先日議決いただきました交付金事業、それ以外の部分での工事

ということで、１階の大広間の改修や床や壁、そして２階の交付金事業以外の部屋の

リフォーム、その他考えてございます。詳細についてはこれからでございますので、

全体事業費につきましては、まだ未定ということでございます。 

   １９ページ、国内外交流でございます。ホストファミリーにつきましては、現在

９軒の方々にご登録をいただいているところでございます。向こうから来られるのが、

今のところ来年２月ころということで予定してございますが、それまでの間に多くの

方々に個別に声をかけて、そして登録していただけますよう村として努力していきた

いということでございます。 

   以上です。 

○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。 

   ３１ページ、にぎわい創出事業補助金ということで、こちらのほう内容のほうは今

後、これから商工会青年部のほうと話を詰めていくわけなんですけれども、イルミネ

ーション等々の備品等であれば、購入で１回で済むのかなと思いますけれども、イベ

ントの開催となりますと毎年ということになりますので、その継続性についても今後、

青年部とよく協議しながら検討してまいりたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 今の件について、再度お答えをいたします。 
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   採択になるかどうかちょっとわかりませんが、県のサポート事業に申請をする予定

でおります。４分の３補助になりますので、今年についても追加の申請、随時じゃな

くて予算の関係で３回ぐらいの申請が年間ありますので、今回事業を固めて、そして、

サポート事業に間に合えば県のサポート事業に申し込むと。来年度以降についてもサ

ポート事業に申し込んで、少なくとも３年間は、その事業に該当すると。いつも申し

上げていますように、財源を探して、できるだけ探して事業を推進すると、サポート

が終わればまた別な、宝くじとかいろんなそういう補助事業がありますので、そうい

う事業を活用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） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ５番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   ３９ページの文化財関係で、南町遺跡関係の発掘関係でございますけれども、今回、

確認調査ということで３０カ所、６００平米ほどを調査をいたします。 

   なお、範囲につきましては、詳しい数字は今手元にないんですが、約１町歩、

１．３から１．５ヘクタール程度のエリアでございます。いつごろ実施予定かという

ことでございますが、当然地権者の同意も得なくてはなりませんので、それらの手続

を踏みまして、１２月から２月、ちょうど冬場になりますけれども、そのごろに実施

するということで計画をしているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ありがとうございました。 

   再度、質問申し上げます。 

   先ほどのアットホームの設計監理、これは委託料は４００万円と枠を決めてやって

いらっしゃるんですよね。事業費ははっきりしてないと言うけれども、４００万円と

計上するからには、それなりの根拠があるはずですよね。幾らでなければこの

４００万円という数字は出てきません。私はその村単部分のおおよその金額を、細か

いことまでは申し上げませんが、４００万円の根拠となった数字だけはとにかく示し

ていただきたい、なぜ４００万円なのかということです。それだけを確認しておきま

す。 

   それから、１９ページのホストファミリー９戸確保ということでありますが、全体

的に何戸必要なのか、今後その確保に、今までかなりの期間をもって募集しているわ

けです。今後、何か方法を変えないと、この募集に応じてくださる方も少ないと思い

ますので、委員会の中でも協議したことでありますが、どういう形でその穴を埋める

のか、その最終的な手段まで示していただきたいと思います。 

   とりあえず、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申し上げます。 

   まず、当初予算でというか、平成２９年度の繰り越しで２，０００万円工事費は確
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保してあります。今回は、これは繰り越しなので予算書には上がってきませんが、

２，０００万円で済むかどうか今精査をしています。あと１，０００万円追加になる

可能性があります。ということは、せっかく半年やるわけですから、２５年経ってい

るリフォームとして、村としても村単で該当しないところ、例えばガラスが今シング

ルガラスですから、ああいう寒いところにありますから、ペアガラスに交換するとか、

そういうことも少し検討したらどうだと、２，０００万円にはそういうものは入って

おりませんので、そういうことも含めて、とりあえず概算で４００万円をとらせてい

ただいたということでございます。 

   それからあと、ホームステイは、まず、一緒にお答えします。ホームステイについ

ては、あちらの要望は中学生のいる世帯に泊まりたいということでいるわけですが、

それはあくまでもあちらの要望ですので、中学生のいる世帯が確保できない場合には、

民宿受け入れるよと世帯はたくさんありますので、最終的に受け入れる世帯がないと

いうことは心配ありません。 

   ただ、あちらの要望で言っている中学生のいる世帯というのに、今ちょっとなかな

か、ですから３０人来れば１５世帯、大体２人ずつ受け入れをしますので、４０人来

れば２０世帯、ですから一応要望としては２０世帯程度については確保しておきたい

ということでございます。いざとなれば議員の皆様にもご協力をお願いして、受け入

れをぜひお願いをしたいと。私も当然受け入れをしたいなというふうに考えておりま

すので、受け入れ先がないということは最終的には、心配はしておりません。 

   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） ３３ページ、土木費の中のほうで工事請負費、これはインフラ整備

で１００万円は反対するものではございませんが、北ノ内５号線ということで、議案

の６６号ですか、には載っておりますが、議案調査のための現場に出向きましたとこ

ろ、全く位置がわからない。ゼンリンの地図だけではわからないので、もう少し詳細

な区画図とか、道路はこういうふうに入りますよとか、そういった図面も添付できな

いかどうか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。 

   村道認定路線の図示の件でございますが、従来ゼンリンの地図が１番わかりやすい

ということで、このような形態で議員の皆様にお示ししてまいりました。 

   ただ、今回道路の新設工事ということで、若干わかりにくさ等々あったのかと思い

ます。それにつきましては、具体的な詳細計画をあわせて図示したものを以降、提案

させていただければと思います。 

   ご理解願います。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。６番。 

○６番（武田悦子） ２５ページの少子化対策に要する経費の中の子育て応援手引き、こ

れが次のページの２７ページの子育て世代包括支援センターの中の子育てパンフレッ
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トというものに事業として変わった。これ、金額がまるっきり違うんですけれども、

これの理由、そして、このパンフレット自体にはどこまで掲載されるのか、お伺いい

たします。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ６番議員さんにお答えいたします。 

   今、議員さんご指摘のように、子育て応援の手引き等委託料で２５０万円を減額し

ております。こちらに対する予算を別に、パンフレットということで１０３万

２，０００円計上しているわけなんですが、こちらの理由につきましては、現在ある

子育て支援のパンフレット、ページ数２８ページあるような冊子であります。その冊

子と同じような形でつくるんですが、中身的には印刷というような形で、コンサル料

みたいなのを含まないでできるということで、障害者授産施設等に見積もりを出した

ところ、安価で印刷、製本できるということでしたので、そちらを目的として減額を

しております。 

   以上です。 

   追加でご説明します。それでは、追加で申しわけないんですが、印刷の冊数ですね、

こちらによって金額が変わるわけなんですが、最低限、全戸に配布するものではなく

て、新しく転入された方と出産された方等に配るという形で使うのに最低限の部数を

作成する予定でございます。 

   内容につきましては、現在あるものに制度の変更になった金額等を訂正して、改定

するものでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○６番（武田悦子） そうすると、転入者、新しく子どもをもうけられた方にお配りする

と。これ希望があれば、今子どもさんがいらっしゃる方でもいただけるという認識で

よろしいんでしょうか。 

   さらに、これ、子育て世代の部分ですが、高齢者向けのこういうパンフレットとい

うものの作成予定はないのか。高齢者施策は結構大玉村は充実してやっているので、

一目でこういうのがあるよというのがわかれば、該当する方は便利なのかなというふ

うにも思うので、その辺もあわせて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ６番議員さんにお答えいたします。 

   １つ目の質問でありますが、配布枚数の関係と希望者にということでありますが、

こちらについては、ある程度余裕を持って作成したいと思っていますので、希望者に

はお配りしたいと思っております。ただ、少なくなれば増刷等も今後検討したいと思

っております。 

   また、２つ目の質問ですが、高齢者向けのパンフレットということでございますが、

現在、実は介護保険のほうのパンフレットがございまして、こういった形で冊子のほ

うがございまして、これでご説明をしておりますので、ご理解ください。 
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   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） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   ただいまのお話、課長から答弁ありましたが、その冊子等もございますけれども、

村の高齢者のサービス関係、これらについてもわかりやすいものを検討させていただ

きたいというふうに思います。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） まず１７ページの今の件で、先ほど来、質問にありますけれども、

設計料４００万円、これは基本的には工事のほうの経費の設計と思いますけれども、

具体的にこの施設の活用からすれば、国の交付金も含めて、６次化事業のような形の

大命題がありますので、その辺についても既に動きがあるのかなと。今回、えごまの

生産組合に対しての補助金もありますけれども、それらも含めて、実際、今、一方で

は施設、一方では既にソフト関係でそのような事業も進めておられると思いますけれ

ども、改めてその辺があれば、お知らせ願いたいと思います。 

   まず、１点だけ、それだけお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ８番議員さんにお答えいたします。 

   アットホーム改修に伴うソフト事業の面なんですけれども、６次産業化商品開発検

討委員会というものを立ち上げまして、何度か既に検討委員会を開いております。 

   また、６次化の業務委託ということで、先日プロポーザルを実施いたしまして、業

者が確定しております。そちらの業者さんとは既に契約しておりまして、今後、

１０月２日に予定しておりますけれども、その検討委員会と請け負った業務委託業者

さんとの打ち合わせ等を行って、今後の商品化に向けた取り組みについて検討してま

いりたいと考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   両面作戦で、施設の完成とともに、そのような動きも活発にできるようなお願いを

したいというつもりで質問させていただきました。 

   ３１ページで、１つほど、農地費の関係でお尋ねしたいと思います。 

   今回、予算的には少ないですけども、多面的機能支払交付金の推進交付金という形

で上がっております。この金額の内容はほぼ存じ上げておりますけれども、現実的に

は今、村で取り組む団体が減少傾向にあります。 

   そういう点も踏まえて、我々の研修の中で村のほうとも話し合ったり、啓蒙活動と

いう形でお願いしておりまして、県のほうからもそのような説明会も過去にありまし

たけれども、現時点でこれらの活用を踏まえて多面的機能の支払交付金の村内での取

り組み、それに対する啓蒙、その点でもし新しい動きがあればお知らせ願いたいと思

います。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ８番議員さんにお答えいたします。 

   ３１ページの多面的機能関係ですけれども、啓蒙活動ということになりますけれど

も、昨年度末から広域化に向けた取り組みということで、視察研修等、あと各組織さ

んの代表等にお集まりいただいて、お話し合いを進めているところでございます。 

   ただ、１団体のほうからちょっと難しいご質問等受けまして、今のところちょっと

中断しているようなことでございますけれども、そちらの広域化も含めて今後もまた

取り組みをしてまいりたい、また、啓蒙活動を行って皆様にご協力をいただきながら

広域化のほうを進めてまいり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。７番。 

○７番（鈴木宇一） ちょっと３５ページをお願いしたいと思います。 

   ここに消防団員の自動車運転免許証の取得費補助金３６万円、金額にしてはそんな

大したことではないんでありますけれども、この運転免許証取得費、運転免許証は私

は個人的な財産かなと思っているんですけれども、緊急消防団員ということでこうい

うことかなと思うんですけれども、これらの関係で、今回何人ぐらいで、この３６万

円取得費が計上されておるのか。そしてまた、この中型免許というのは何トンクラス

まで可能なのか、その辺についてお尋ねします。それが、１点。 

   あと、その下のスクールバス２台新たに新調するということで、１５年経過したと

いうことでございますから、相当数の距離数は乗っておるでしょうというふうには思

っております。それらの距離、キロ数、そしてまた、今現在４台あると思うんですけ

れども、それらの２台については、どのぐらい乗って、何年後ぐらいにはまた新たな

更新の計画に入ることがあるのかどうか、それらについてお尋ねしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ７番議員さんにお答えいたします。 

   今回、消防団員の自動車免許取得に関する補助の内容でございますけれども、こち

ら道路交通法の改正に伴いまして、平成２９年３月１２日から車両総重量３．５トン

以上７．５トン未満の自動車が新たに準中型自動車ということで新設されました。こ

れに伴いまして、改正以降に取得した普通運転免許証で運転できるのは、車両総重量

３，５トン未満ということになってございます。 

   現在、村内に９個分団に配備されている消防自動車１７台のうち、総重量３．５ト

ンを超えるのは、ポンプ車が２台、積載車が５台、合わせて７台が改正後の普通免許

を取得した団員については運転することができない、そういった状況でございます。 

   こういったことから、準中型免許取得に対する費用を今回全額補助、助成するもの、

またあわせまして、今回の要綱策定に伴いまして、マニュアルの消防自動車、これは

村内に１０台ございます、こちらにつきましてもオートマ限定取得者の団員に対して

オートマ限定の解除に要する費用を全額支援いたしまして、団員の確保、それから火
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災時の円滑な活動に寄与したいと考えてございます。 

   なお、今回の準中型免許取得に関する費用、この助成に関しましては、特別交付税

の財政措置が講じられているところでございます。 

   また、対象者につきましては、現在把握している段階では、改正後の普通免許取得

団員につきましては３名、オートマ限定免許保有者につきましては２名と把握してご

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。 

   まずは、今回更新しますスクールバス２台につきまして、距離数についてお答えし

たいと思います。１台につきましては、年数１７年経過しておりまして、３１万

９，８００キロとなっております。こちらの数字につきましては、毎年車検を受けて

おりまして、７月２４日に車検を受けました。その時点での距離数でございます。も

う１台でございますが、１５年経過しておりまして、２８万３，１００キロとなって

おります。 

   ほかの２台でございますが、まず１台目は現在１２年経過しております。こちらが

２２万１，７００キロ。更新の予定でございますが、当初３４年と計画しておりまし

た。ただ、今年２台更新いうこともありましたので、３３年ないしは３４年の更新と

いう形で、距離数等を勘案して計画していきたいと思っております。もう１台でござ

いますが、９年経過しておりまして、１６万５，６００キロの距離でございます。こ

ちらにつきましては、平成３７年度ごろをめどに更新を図っていきたいと計画してお

ります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第５６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４、議案第５７号「平成３０年度大玉村国民健康保険特別会

計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「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５７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５８号「平成３０年度大玉村玉井財産区特別会計

補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。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５８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５９号「平成３０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。５番。 

○５番（押山義則） １点だけお伺い申し上げます。 

   ８５ページの工事請負費でございますが、屋外物置等改修工事費とございますが、

これは指導に基づく改善と伺っておりますが、どこからの指導で、どのような改修が

行われるのかだけ確認しておきます。 
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○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。 

   アットホームの屋外物置等改修工事費なんですけれども、こちら消防のほうの立ち

入り検査で指示等を受けております。プレハブ小屋の関係なんですけれども、今アス

ファルトの面にそのまま直置きしているような状況でございます。そちらに関しまし

ては基礎をつくるようにというような指導でございましたので、そちらのほうの基礎

づくりの工事、あとは屋外に冷蔵庫がございまして、そちらのほうに雨水を除ける屋

根をかけているんですけれども、そちらの屋根が建物に触れているということで、そ

ちらのほうも離すようにということで指導を受けました。そちらのほうの改修費用に

なってございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑はないようですので、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５９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６０号「平成３０年度大玉村農業集落排水事業特

別会計補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第６０号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

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

○議長（遠藤義夫） 日程第８、議案第６１号「平成３０年度大玉村介護保険特別会計補

正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   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６１号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第９、議案第６２号「平成３０年度大玉村後期高齢者医療特別

会計補正予算について」を議題といたします。 

   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６２号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１０、議案第６３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。 

（「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６３号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１１、議案第６６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６６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１２、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」から議案第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」までを一括議題といたします。 

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

   それでは資料を配付しますので、若干お待ちください。 

（資料配付） 

○議長（遠藤義夫） これより付託した決算審査特別委員会委員長から審査結果の報告を

求めます。決算審査特別委員長。 

○決算審査特別委員会委員長（押山義則） 朗読をもって報告にかえさせていただきます。 

   決算審査特別委員会報告書。 

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

告いたします。 

   決算審査特別委員会に付託されました平成２９年度歳入歳出決算認定議案を審査す

るため、９月１１日に議場において決算審査特別委員会を開催し、全委員出席のもと、

総務文教分科会、産業厚生分科会の２分科会を設置して審査することといたしました。 
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   分科会では、所管する決算項目、特別会計について、９月１２日、１３日の２日間

にわたり慎重審議がなされました。 

   また、９月１３日午後１時３０分からの決算審査特別委員会においては、全委員出

席のもと、分科会座長からの報告を受け、報告に対する質疑応答を行いました。 

   以下、分科会ごとの審査結果を報告します。 

   まず、総務文教分科会について報告します。 

   総務文教分科会に付託されました平成２９年度歳入歳出決算認定議案を審査するた

め、９月１２日、１３日に第２委員会室において、全委員６名が出席し、さらに付託

事件について説明を受けるため、総務部長、総務課長、政策推進課長、税務課長、教

育部長、教育総務課長、会計管理者兼出納室長に出席を求め、分科会を開催いたしま

した。 

   総務文教分科会に付託されました平成２９年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定に

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

決算並びに他の分科会の所管に属さない事項の決算について、平成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、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、慎重なる審査を行いました。 

   その結果、総務部については、①村税等の確保と税負担の公平性に努め、不納欠損

額、滞納額解消に努めるとともに、自主財源確保につながる物件費の削減に努められ

たい。②デマンドタクシーと広域生活バスの一本化など、効率的運行について検討願

いたい。③マチュピチュ村との交流事業について、支援内容を検討し、村民の理解を

得られるよう努められたい。④玉井財産区特別会計については、小高倉地区の生態系

及び環境保護に努めるとともに、観光資源としての活用研究に引き続き努められたい。 

   教育部については、①平和教育推進事務事業について、来年度は１０回目を迎える

ことから、より効果的な事業実施を検討されたい。②幼稚園３年保育事務事業に関連

し、次年度より幼保無償化が予想されることから、早目に情報を収集し、適切な対応

を願う。③村民プールについて、住民の健康管理の観点から、今後の方向性など検討

願いたい。 

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

たしましたとの報告がなされました。 

   次に、産業厚生分科会について報告します。 

   産業厚生分科会に付託されました平成２９年度歳入歳出決算認定議案を審査するた

め、９月１２日、１３日に第１委員会室において、全委員出席し、さらに付託事件に

ついて説明を受けるため、住民福祉部長、住民生活課長、健康福祉課長、再生復興課

長、産業建設部長兼農業委員会事務局長、産業課長、建設課長に出席を求め、分科会

を開催いたしました。 

   産業厚生分科会に付託されました平成２９年度大玉村一般会計歳入歳出決算認定に

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

成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、平成２９年度ア
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ットホームおおたま特別会計歳入歳出決算認定について、平成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、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、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、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、慎

重なる審査を行いました。 

   その結果、住民福祉部については、①国民健康保険税を初め各保険料の収入未済額

を減らすべく、税務課と協力の上、徴収率の向上を図ること。②特定健康診査及び各

種検診事業について、受診率の向上に努めること。 

   産業建設部については、①国道沿線の利用計画について、農地利用形態の変更を可

能とする施策をスピード感を持って強力に進めること。②アットホームおおたまにつ

いて、地産地消に努め計画的な施設運営を図ることとし、付託された全ての案件につ

いて、全委員一致をもって原案のとおり認定すべきものと決定いたしましたとの報告

がなされました。 

   これらの報告を受け、各分科会座長に対し質疑応答を行いましたが、質疑はありま

せんでした。 

   以上、決算審査特別委員会において、慎重審議の結果、付託された議案第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、全委員一致をも

って全議案とも原案のとおり認定すべきものと決定いたしました。 

   以上のとおり、決算審査特別委員会に付託されました平成２９年度歳入歳出決算認

定議案について審査結果を報告いたします。 

    平成３０年９月１４日 

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

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上でございます。よろしくお願いします。 

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

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

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

す。 

   質疑を省略するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１３、議案第４７号から議案第５５号までの各議案について

順次討論並びに採決を行います。 

   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」をお諮り

いたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   これより議案第４７号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定するものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

   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」をお諮りいたします。 

   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４８号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定するものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認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認定されました。 

   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」

をお諮りいたします。 

   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４９号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認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認定されました。 

   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」をお諮りいたします。 

   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５０号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり認定されました。 

   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」をお諮りいたします。 

   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５１号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認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認定されました。 

   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」

をお諮りいたします。 

   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５２号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認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認定されました。 

   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」

をお諮りいたします。 

   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５３号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認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認定されました。 

   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」をお諮りいたします。 

   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。 

   これより議案第５４号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定とするものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認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認定されました。 

   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」をお諮りいた

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５５号を採決いたします。 

   本案に対する特別委員会委員長の報告は認定するものです。 

   本案について特別委員会委員長報告のとおり認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認定されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） ここで、休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時２０分

といたします。 

（午前１１時０８分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１４、請願第１号「学校給食費の無料化を求める請願」、日

程第１５、請願第２号「県に対し「学校教育費の無料化を求める意見書」提出につい

ての請願」及び日程第１６、請願第３号「国に対し「学校給食費の無料化を求める意

見書」提出についての請願」について、関連がありますので、大玉村議会会議規則第

３７条の規定により一括議題としたいと思います。 

   なお、一括議題と決した場合の質問回数は、大玉村議会会議規則第５５条の規定に

より同一の議題として３回までとなります。 

   また、採決は、請願ごとに個別に行います。 

   一括議題とすることにについて、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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（「議長、日程第１５の文字修正についてお願いします」という声

あり） 

○議長（遠藤義夫） どこ。 

（「学校給食費が教育費に変わっています」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 了解しました。 

   ただいま指摘ありましたので、日程第１５、請願第２号「県に対し「学校給食費の

無料化を求める意見書」提出についての請願」ということに直してもらいたいと思い

ます。 

   請願第１号、請願第２号及び請願第３号について付託しました総務文教常任委員会

委員長から審査結果の報告を求めます。８番。 

○総務文教常任委員会委員長（佐々木市夫） 総務文教常任委員会から報告を申し上げま

す。 

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

   去る９月６日の本会議において総務文教常任委員会に付託されました請願第１号

「学校給食費の無料化を求める請願」、請願第２号「県に対し「学校給食費の無料化

を求める意見書」提出についての請願」及び請願第３号「国に対し「学校給食費の無

料化を求める意見書」提出についての請願」を審査するため、９月６日午後２時８分

より大玉村役場第２委員会室において全委員が出席し、さらに参考意見の聴取のため

教育部長に出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   初めに、請願第１号「学校給食費の無料化を求める請願」を慎重審議の上、採決を

行った結果、「趣旨は理解できるが、現在の村の財政状況及び既に実施している手厚

い子育て支援施策に鑑み、また、本宮方部学校給食センターの本宮市との共同運営の

状況から、この請願を不採択すべきもの」と全委員一致をもって決定いたしました。 

   続いて、請願第２号「県に対し「学校給食費の無料化を求める意見書」提出につい

ての請願」及び請願第３号「国に対し「学校給食費の無料化を求める意見書」提出に

ついての請願」を慎重審議の上、採決を行った結果、前述と同様の理由、さらには他

市町村の実施状況を踏まえ、時期尚早と判断し全委員一致をもってこの請願を不採択

すべきものと決定いたしました。 

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

告いたします。 

    平成３０年９月１４日 

                   総務文教常任委員会委員長 佐々木 市 夫 

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上であります。 

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

   総務文教常任委員会委員長報告に対する質疑を許します。６番。 

○６番（武田悦子） 質問をいたします。 

   審査の中での理由について、財政状況というお話がメインに出ておるようでござい
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ますが、村の財政状況ではなく、保護者の経済的理由、子どもたちの貧困の問題等々

も大きな社会問題になっているわけですが、これらの部分については審議の中でお話

し合いがなされたのか。 

   また、本宮方部ということで、本宮市との共同設置、本宮市と協議をしてはどうか

などというお話が出たのかどうか伺います。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○総務文教常任委員会委員長（佐々木市夫） ６番議員さんにお答えします。 

   １つは、その村の財政状況を鑑みてとの点が出ました。これは財政状況のもちろん

話も出ましたけれども、それ以上に村で今実施しているいろんな手当、その辺の状況

も確認させていただきました。運営負担費とか食事負担費とか、その辺を鑑みまして、

そういうふうな結論に至りました。 

   保護者の負担も、未納の実態も確認したところ、そこらも踏まえて、不採択と決定

したところであります。 

   あと、本宮市との共同運営ということで、既に当局もいろんな形で折衝交渉してい

るはずですけれども、それらの推移を踏まえて、今後の状況を見守る意味でも、現時

点では不採択という形での採決に至った内容です。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という者あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   これより請願第１号「学校給食費の無料化を求める請願」についての討論を行いま

す。 

   委員長報告は、不採択です。 

   委員長報告の不採択に反対であり、請願第１号を採択することに賛成者の討論を許

します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 請願第１号「学校給食費の無料化を求める請願」について、原案

賛成の討論を行います。 

   本案は、請願趣旨でも述べられているように、貧困対策なり子育て支援、あるいは

少子化対策等々の一連の一貫した対策、さらにはまた、今ほどお話ありましたような

父母負担の軽減、こういうものに向けての学校給食費の全額または一部助成、こうい

うものが福島県内でも平成３０年から始ったところが合わせて２９市町村になりまし

た。いずれ、これは早い遅いはともかく、全部そんなに遅くならない時期になるなと

いうふうに私は見ていますけれども、より早くなるべきだというふうに思っておりま

す。 

   学校給食法によるところの給食に係る経費、これは原則、父母負担ということを明

確にうたわれております。それは当然であります。つまりそれは負担割合を明確にし

ており、したがって、設置者がそれの負担を一部なりあるいは全額負担することを妨

げているものではありません。それは設置者の範疇にあるわけでありまして、そのこ



 

- 140 - 

 

とがやはり明確に、１つはすべきだろうと思います。 

   したがって、本請願は、設置者に対して、保護者の父母負担を、そしてまた無償化

などをお願いする、文字どおり願いを求めています。請願というのは請い願うことな

んです。どうかそのようにお願いしますということの請願でありまして、議会として

法に触れるような問題とか、あるいはまた公序良俗と、つまり公の秩序を乱すような

風俗を乱すようなそういうおそれあるものに対して、さらにはまた、科学的な医学的

な見地がさらに必要だと、もっとこれは検討するべきだというものがある場合以外は、

やはり私は、住民の願いを設置者に一緒になってお願いをするということは、議会と

しては当然ではないのかなというふうに思っております。 

   当局でないわけでありますから、市町村などがどのような対応をなされるかは、そ

の後の問題でありまして、議会に当局とは全く違うわけであります。議会は住民の請

い願いを、願いそのものに待ったをかけること、それはだめだ、その請願はだめだと、

こういう議会ではないはずでありまして、住民の願い、できればそうしてあげたいな

ということについて、やっぱり請願を、これを応援していくと。先ほど言いましたよ

うに、その後の結果については、設置者つまりそれぞれの設置している市町村が決め

ることでありますから、そういう意味からすれば、住民の声を反映させるということ

に、やはり力を尽くしていくべきだと。それでお一人お一人の議員の皆さんが、そう

いう住民の皆さんの声を届けるために、ひとつご賛同を賜りますようにお願い申し上

げまして、原案賛成の討論といたします。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 次に、委員長報告の不採択に賛成であり、請願第１号を採択するこ

とに反対者の討論を許します。 

   討論ございませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

   ほかに討論がないようですので、これで討論を打ち切ります。 

   これより請願第 1 号を採決いたします。 

   この採決は、起立によって行います。 

   本請願に対する委員長の報告は、不採択です。したがって、本請願について採決し

ます。 

   請願第１号を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立少数） 

○議長（遠藤義夫） 起立少数ですので、したがって、請願第１号「学校給食費の無料化

を求める請願」は、不採択とすることに決定しました。 

◇          ◇          ◇ 

○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１時３０分と

いたします。 

（午前１１時３３分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 
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   なお、午後より教育長、佐藤吉郎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。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 請願第２号「県に対し「学校給食費の無料化を求める意見書」提出

についての請願」について討論を行います。 

   委員長報告は、不採択です。 

   委員長報告の不採択に反対であり、請願第２号を採択することに賛成者の討論を許

します。討論ございませんか。 

（「討論なし」という声あり） 

   討論がないようですので、討論を打ち切ります。 

   これより請願第２号を採決いたします。 

   この採決は、起立によって行います。 

   本請願に対する委員長の報告は、不採択です。したがって、本請願について採択し

ます。 

   請願第２号、原案のとおり決定することに賛成の方は、起立願います。 

（起立少数） 

○議長（遠藤義夫） 起立少数です。したがって、請願第２号「県に対し「学校給食費の

無料化を求める意見書」提出についての請願」は、不採択とすることに決定しました。 

   請願第３号「国に対し「学校給食費の無料化を求める意見書」提出についての請願」

について討論を行います。 

   委員長報告は、不採択です。 

   委員長報告の不採択に反対であり、請願第３号を採択することに賛成者の討論を許

します。討論ないですか。 

（「討論なし」という者あり） 

   討論がないようですので、これで討論を打ち切ります。 

   これより請願第３号を採決いたします。 

   この採決は、起立によって行います。 

   本請願に対する委員長の報告は、不採択です。したがって、本請願について採決し

ます。 

   請願第３号を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立お願いします。 

（起立少数） 

○議長（遠藤義夫） 起立少数です。したがって、請願第３号「国に対し「学校給食費の

無料化を求める意見書」提出についての請願」は、不採択とすることに決定しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１７、陳情第６号「地方財政の充実・強化を求める意見書提

出の陳情について」を議題といたします。 

   本件について、付託いたしました総務文教常任委員会委員長から審査結果の報告を
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求めます。８番。 

○総務文教常任委員会委員長（佐々木市夫） 総務文教常任委員会報告書。 

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

   去る９月６日の本会議において総務文教常任委員会に付託されました陳情第６号

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

６日午後３時２５分より大玉村役場第２委員会室において全委員が出席し、さらに参

考意見の聴取のため総務部長に出席を求め、委員会を開催いたしました。 

   陳情第６号「地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について」、慎重審

議した結果、全委員一致をもって採択とし、関係機関に対し意見書を提出することと

決定いたしました。 

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

告いたします。 

    平成３０年９月１４日 

                   総務文教常任委員会委員長 佐々木 市 夫 

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ただいま総務文教常任委員会からの報告が終わりました。 

   総務文教常任委員会委員長報告に対する質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「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６号「地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について」を採決い

たします。 

   本陳情に対する委員長の報告は、採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決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１８、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

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

ました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

   お諮りいたします。 

   議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異

議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 
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   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） 次に、追加議事日程を配付いたします。（追加議事日程 配付） 

○議長（遠藤義夫） 配付漏れございませんか。（なし） 

○議長（遠藤義夫） ただいまお手元に配付いたしましたとおり、議員発議第４号「地方

財政の充実・強化を求める意見書について」並びに議員派遣の件並びに各常任委員会

委員長及び議会運営委員会委員長から閉会中の継続調査申出書が提出されました。 

   お諮りいたします。 

   議員発議第４号並びに議員派遣の件並びに各常任委員会委員長及び議会運営委員会

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

第１から追加日程第３として議題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。 

   よって、議員発議第４号並びに議員派遣の件並びに各常任委員会委員長及び議会運

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

し、追加日程第１から追加日程第３として議題とすることに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 追加日程第１、議員発議第４号「地方財政の充実・強化を求める意

見書について」を上程いたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。８番。 

○８番（佐々木市夫） 議員発議第４号「地方財政の充実・強化を求める意見書について」 

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

第１４条第１項の規定により提出します。 

   平成３０年９月１４日 

    大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

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

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

   提出先 内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、 

       経済産業大臣、内閣府特命担当大臣（地方創生、規制改革）、 

       内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

   地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 

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

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

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

を想定した防災・減災事業の実施など、新たな政策課題に直面しています。 

   一方、地方公務員をはじめとした公的サービスを担う人材が限られる中で、新たな
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ニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており、人材確保を進め

るとともに、これに見合う地方財政の確立をめざす必要があります。 

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

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

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

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

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

客観・中立であるべき地方交付税制度の根幹を揺るがしかねないものです。 

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

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

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

もたらすことは明らかです。 

   このため、２０１９年度（平成３１年度）の政府予算と地方財政の検討にあたって

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

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

   以上のことから、政府に以下の事項の実現を求めます。 

                   記 

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

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

ること。 

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

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

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

を的確に行うこと。 

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

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

視して経費を算定するものであり、廃止・縮小を含めた検討を行うこと。 

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

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

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

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

定のあり方を引き続き検討すること。 

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

税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。 

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

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

応をはかること。 

   ６、地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定
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特例の終了を踏まえた財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強化など

の対策を講じること。 

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

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

を行うこと。 

   ７、自治体の基金残高を、地方財政計画や地方交付税に反映させないこと。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

    平成３０年９月１４日 

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

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第４号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「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。 

   これより採決いたします。 

   議員発議第４号について採決いたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇    

○議長（遠藤義夫） 追加日程第２、議員派遣の件についてを議題といたします。 

   お諮りいたします。 

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

   これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

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

定しました。 

◇          ◇          ◇    

○議長（遠藤義夫） 追加日程第３、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

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

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

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

   お諮りいたします。 

   各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継

続調査とすることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   したがって、各常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉

会中の継続調査とすることに決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

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

ました。 

   これをもって本日の会議を閉じ、平成３０年第５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４８分） 


