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平成３０年第６回大玉村議会定例会会議録 

 

第４日  平成３０年１２月７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６７号 大玉村一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定につい 

            て 

     議案第６８号 大玉村人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改 

            正する条例について 

     議案第６９号 大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条 

            例の一部を改正する条例について 

     議案第７０号 村長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

     議案第７１号 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 

     議案第７２号 大玉村消防団設置等に関する条例の一部を改正する条例につい 
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            て 

     議案第７３号 福島県市町村総合事務組合規約の変更について 

     議案第７４号 平成３０年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第７５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７６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７７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 

     議案第７８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７９号 郡山市と大玉村との連携中枢都市圏形成に係る連携協約の締結 

            に関する協議について 

     議案第８０号 平成３０年度スクールバス購入事業売買契約について 

     議案第８１号 大玉村教育委員会委員の任命について 

    所管事務調査報告 

     (１)総務文教常任委員会委員長報告 

     (２)産業厚生常任委員会委員長報告 

    委員会研修報告 

     (１)総務文教常任委員会委員長報告 

     (２)産業厚生常任委員会委員長報告 

     (３)議会運営委員会委員長報告 

     (４)議会広報編集特別委員会委員長報告 

    委員長審査報告並びに審査報告に対する質疑・討論・採決 

     陳情第７号 荒池堤防改修に関する陳情書 

     陳情第８号 荒池堤防改修に関する陳情書 

     陳情第９号 国庫負担の増額で高すぎる国民健康保険税の引き下げを求める陳 

           情 

    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、傍聴に渡辺啓子さんほか４名の方々がお見えになっておりま

すので、ご報告申し上げます。 

   なお、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、お手元に配付したとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、一般質問を行います。 

   １番佐原佐百合君より通告がありました「行政サービスのデジタル化に必要な氏名

の振り仮名について」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。議長の許可をいただきましたので、さきに

通告いたしました２件について質問を行います。 

   まず初めに、行政サービスのデジタル化に必要な氏名の振り仮名について質問いた

します。 

   国は、世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画でさまざま

な施策を考えています。行政サービスの１００％デジタル化、デジタル改革の基盤整

備など、世界最先端デジタル国家の創造に向け、紙中心のこれまでの行政のあり方な

どを含めた大改革を断行することで、国民が安全で安心して暮らせる豊かさを実現で

きる社会を目指すこととしています。 

   また、今年の８月３０日の日本経済新聞には、政府・与党は住民の氏名の読み仮名

をデジタルデータで登録する方針を固めたという記事が掲載されていました。

２０２１年には、国でもデータベースを持ち、行政機関に登録を義務づけることで税

や社会保障など幅広い分野で本人情報の照合が早くなる見通しだと考えているようで

す。これが本当なら、個人を間違いなく特定するため正しい振り仮名の登録が必要だ

と考えます。 

   では、本当に個人が持っている振り仮名と、住基台帳システムなどに登録している

振り仮名が一致しているのでしょうかという疑問がありました。私たちは、生活の中

で自分の名前を述べたり呼ばれたりしています。ただ、我が国の漢字は複雑で、読み

仮名もさまざまです。特に最近の子どもたちは振り仮名をつけないと読めないような

場合もあります。私の場合、正しい振り仮名は、読みは「さわら」です。でも、「さ

はら」さんと呼ばれるときがあります。じゃ、村長さんは「おしやま・としかづ」さ
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んです。でも、「としかず」さんと呼ばれる場合もあるかもしれません。でも、有名

なのでそれはないかもしれません。教育長さんの場合は、「さとう・きちろう」さん

ですけれども、「よしろう」さんと言われている場合もあるかもしれません。 

   ということで、私の例を挙げると、結構病院などで「さとう・さゆり」さんとか

「さはら・ゆりこ」さんとか、正しく呼ばれたときが余りなくて、あれ、と思うと順

番が変わっていたりというときがありました。あともう一つ、銀行でお金をおろせな

いときがありました。本人ですよと言っても何か通じなくて、もしかして振り仮名か

なと思って、「さはら」になっていませんかと言ったら、「さわら」ではなくて「さ

はら」になっていておろせないということがありました。 

   そこで、質問です。 

   今のは民間の話なんですが、本村の行政サービスにおいて振り仮名で困ったことが

ある、もしくはあった、もしくは相談を受けたようなことはあったんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   行政サービス上においてのそういう不都合というのはないわけなんですけれども、

先ほど議員さんからお話しありましたように、通帳関係ですね、補助金とか各種助成

金の振り込みの際に、やはり振り仮名が間違っていると振り込みができないというよ

うなことはございますので、それらについては通帳を確認すると、細心の注意を払う

ような形にはなります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） やはり金融関係のほうで不都合があるというところなんでしょう

か。 

   私は何を申請するのにも、名前には振り仮名を振るということが多かったので、漢

字も振り仮名も大切なものだと思っていました。そうしたら、各届出書に書いた振り

仮名というのはあくまでも便宜上であって、大切なものではないと言ったら失礼なん

ですが、調べたら、そこは余り重要ではない、検索をしたりとかそういうときに使う

んだよというのが最近、恥ずかしながらこの年になって知りました。でも、いつか時

がたって自分が年老いたときに、自分の名前が「さはら」なのか「さわら」なのかわ

からなくなったときに、何か証明できるものがあったらいいなというふうに思いまし

た。 

   そこで、ああ、じゃマイナンバーかと思ったんですが、私はちょっとマイナンバー

はカードにしてしまったので、振り仮名は振っていないんですね。マイナンバーは

２０１５年に配付されていたと思うんですが、情報によると氏名の振り仮名と違うと

いう苦情が相次いで各町村に、特に大都市部だと思うんですけれども、間違いがあり

ますという問い合わせが相次いだそうなんですが、本村においてはマイナンバーの通

知カードの交付申請書を出したときに、違いますよみたいな問い合わせとかはあった

んでしょうか。 
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○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   マイナンバーカードにつきましては、今年の１０月末現在で７４６件の申請があり

ました。５６２件の交付を行っておりますけれども、現在まで振り仮名の間違いにつ

いての申し出はございません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ということは、多分職員さんがきちんと正しい内容で登録をして

くださっていたんだと思います。すばらしいことだと思います。 

   私もちょっと気がつかなかったんですが、本当は持ってきちゃいけないんですけれ

ども、私はマイナンバーカードにしているんですが、うちの主人はまだしていないの

で、原本があるんですが、ここの下に平仮名で、これは多分読み仮名だと思っていた

んですが、読み仮名ではなくて点字を打つときのための読み仮名らしいものがここに

書いてあるんですね。今、部長さんのほうから登録件数というか申請の件数ですよね、

カードを、今の数字はカードにしますという数字ですよね。 

   今回の定例会で、実は行政報告の中に数字が書いてあったのでちょっと計算させて

いただきました。１０月末現在で通知の総数が６６７件、総交付件数が５６２件、通

知済みで未受領の件数が１０５件。これは多分パーセンテージに直すと７．６％ぐら

いで、計算間違っていなかったらなんですが。ということは、村民の方がまだこの状

態でいると思います。結構私いろんな方に話を聞いたときに、ここに名前が載ってい

るというのを知らないという方がほとんどでした。私もこれは振り仮名のための確認

かなと思ったら、そうではなくて点字を打つときのための確認の名前だと。なので、

マイナンバーカードにしてしまうと、これはＩＣチップの中には残っていないと聞き

ました。なので、申請をしていないことがいいのかどうかはまた別として、せっかく

手元にあるんだったら、皆さんここ１回確認してはどうですかみたいなのが、私の中

でちょっとそんな思いがありました。 

   なぜかというと、実は私の実家の父は村長さんと同じで「一」という字がつきまし

て、「かずひこ」か「かつひこ」か今わからない状態でいます。昔、若いころは「か

つひこ」だと言っていて、「かつ」って読むんだこれ、と。そうしたら最近、もう

８６なんですが、「かずひこ」だと言うんですね。あれ、どっちと言ったら、いや、

わからないと。そうしたら書類も二種類出てきたので、そういうことがもしかしたら

村内の方も、今ここに、これが多分正しいのかどうかちょっとわからないんですが、

多分、基本正しいと思うんですけれども、そういう方がいらっしゃると思うので、せ

っかくなので確認したらどうかなというふうに思いました。先月３０日、内閣府はマ

イナンバーカード制度をめぐる調査結果を報告して、やっぱり持っている人は

１２．２％という報告があったようなので、ちょっと振り仮名とは別になってしまう

んですが、そういうことでマイナンバーカードの、ちょっと私もこれ振り仮名だと思

っていたんですが、振り仮名ではないので、ちょっとこの（３）番のマイナンバーカ
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ード交付申請書以外に振り仮名をって、これは振り仮名ではないのでちょっとどうい

う表現していいかわからないんですけれども、このまま続けさせていただきたいんで

すが、マイナンバーカード交付申請書以外に住民の方が振り仮名を確認する方法とい

うのはあるんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   振り仮名の確認ということですが、基本的には住民生活課の窓口で本人が確認され

れば、どういう振り仮名が振ってあるかというのは確認できますし、あとは通常出し

ているものでは税務課の土地家屋の償却資産課税台帳、名寄せ帳ですか、それにも振

り仮名があります。また、健康福祉課関係で集団検診とか施設検診の受診録には振り

仮名が振ってあるということなんですけれども。 

   それから、振り仮名の関係ですけれども、正しい読みとか何かというのは、届け出

したときには振り仮名を振ってもらうんですよね。基本的にはそれが登録されている

ということなんですけれども、便宜上の読みですのでどの読みが正しいというわけで

はなくて、その読みがもし違っているとすれば、この住民異動届によりましてそれも

修正は可能だということですので、その辺はご理解いただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 振り仮名は便宜上のものであるというお話で、もし本当に知りた

ければ各住民生活課であったり税務課であったりという方法があるということですね。 

   この話を友人にしたら、本宮市の住民票には振り仮名を振ってあるという話を聞き

ました。住民票の提出を求める仕事をしている方なのですが、全世帯分の住民票が必

要になる場合があるそうです、仕事上。提出する本人がほかの家族の正確な読みを理

解していないときがあったりするので、その本宮市の住民票には皆さんの分も書いて

あるので、すごく助かるというお話がありました。 

   今、便宜上の振り仮名は多分、市町村の判断に任せられているんだと思いますが、

再度お伺いしたいんですが、住民票に本村としては振り仮名を記載する考えとかはな

いんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   住民票への振り仮名の記載ということで、住基のシステム上には振り仮名は振られ

ているわけなんですけれども、ただ、その住民基本台帳法からいうと住民票の写し等

に振り仮名を振るというような、そういう法的なものはありませんので、ただ、昨今

の状況等を勘案しながら振り仮名表記については検討させていただきたいなというふ

うに思います。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 多分そのような返答になるのではないかと思っておりました。住

民票と振り仮名の関係について、やはりすごく疑問に思ってしまうと、私とことん調

べてしまうので調べていたら、今年２月２８日の読売新聞の記事を見つけました。記
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事の表現を引用すると、市区町村が交付する住民票に振り仮名を記載するなど固有す

る振り仮名が正しいかどうかの確認を求め、振り仮名の併記の徹底を求める考え、と

いう記事がありました。記事を確認するために総務省のほうに電話をして確認をして

みました。そうしたら、担当者のほうから、総務省ではなく内閣官房で検討している

という回答でした。さすがにそこにはちょっと電話ができなかったので資料を調べて

みたら、２０１８年３月にデータ連携基盤の取り組みというものが出ておりまして、

その中に、振り仮名、ローマ字についてはということで細説、多くの国民が漢字とと

もに振り仮名は公証されていると考えているが、氏名の振り仮名は公証されていない。 

   結局、私と同じような振り仮名って大事だなと思っていた人がいたけれども、そう

じゃないですよと。でも、今後、行政サービスでデジタル化に向けてはいろんな課題

がありますということでここに書かれていたので、ああ、やっぱり今後は振り仮名が

大切になっていくんだなというのを思いました。 

   とにかく、今回の質問もすごく難しくて、調べれば調べるほど現在進行形でもある

し、奥が深過ぎてすごく悩んだところはあったんですが、でも、デジタル化になって

いくことは間違いはないので、そのためには少しでも早い時期から何とか策があった

らいいのかななんて思って質問させていただきました。 

   行政サービスの１００％デジタル化に向け、今から村民の皆さんのためにできるこ

とを考えるべきだと感じました。デジタル化が進めば国民にとってさまざまな行政手

続の負担が軽減されると言われております。ただ効率性を追い求めるばかりに安全性

や国民感情がないがしろにされては本末転倒になってしまいます。また、誤った振り

仮名で登録されてしまうと、これから受ける行政サービスに影響が出てしまう場合が

あるのではないでしょうか。 

   でも、大玉村の場合は今のところそういうお話が上がっていないということなので、

安心はしましたが、それが本当に本人が思っている振り仮名と行政のほうで保管して、

基本台帳に載っているものが一緒だということは、ちょっとそこはどうなのかなとい

うところは個人的には思います。 

   名前は個人を識別するというほかに、アイデンティティー、自分は自分です、私は

私ですというものにつながるということもあると思います。同じ名前の人がいてもや

っぱり自分は自分なので、そのために氏名の漢字に思い入れや誇りを持つ人も大勢い

らっしゃると思います。それよりも、やはり自分の意思はもちろん、命名者、多分ご

両親になると思いますけれども、その意思と違うように読まれるようになるのは一番

不本意なのではないかなと思います。普通には読めない名前がふえているこのご時世、

住民票の振り仮名欄は必要だと思います。行政側も正確な振り仮名を把握するために

も、正しい振り仮名の確認と住民票の振り仮名記載を要望し、次の質問に入ります。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） １番議員さんに、基本的なところで認識の違いがあるのでお話をし

ますが、振り仮名については、子どもが生まれたときに漢字を登録するわけですけれ

ども、そのときに親御さんが、この子どもはこういうふうに読みますということで、
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親御さんが振り仮名をつけるんですよ。ですから、実際はその振り仮名の認識の違い

というのはあり得ないんですね。私の場合は、「一」というのは正式には「かず」で、

「す」にちょんちょんなんです、パソコンでやると。ところがうちのおやじは、うち

の父親は、議会でおやじというのはあれなんで、うちの父親は「つ」にちょんちょん

で登録をしたんです。だから私の正式な登録は、「としかづ」の「つ」にちょんちょ

んなんですね。ところが、世間一般では「一」の場合には「す」にちょんちょんです。

だから、ワープロ、ワープロはおそいな、ＰＣで入れると波線がつくんですよ。間違

っていますよと。ですが、正しい読み方は、私の読み方は「つ」にちょんちょんなん

です。 

   ということは、親が届け出した振り仮名を役場はそのまま受け入れるんです。だか

ら、「じろう」という名前を漢字に書いたやつを「はじめ」と例えば名前をつけても、

それはそのまま登録になるんです。だから、「さゆり」さんと書いたやつを例えば

「はなこ」と読ませても、それはそのまま受理されるということなので、振り仮名に

ついては親の意思がそのまま振り仮名についているので、ここに不一致というのはあ

り得ないということです。 

   ですから、役場で便宜上振り仮名をこう読むというようなことは一切ないというこ

となんで、そこだけはちょっと認識の違いがありますので訂正をさせてもらいます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 一度質問を切ったんですが、きっと私の表現がすごく申しわけな

かったんだと思います。 

   先ほども両親の意図とは違うように読まれるようになったのが一番不本意と言わせ

ていただいたんですが、自分が年をとったときに本当に親がつけてくれた名前が、例

えばうちの父のように、本当は「つ」だったのに、多分デジタル化になるときに多分

入力か何かで「す」に点々に変わって、きっとその、これは臆測ですよ、まだ確認し

ていないので、それがそのまま時代とともに自分は「す」というふうになってしまっ

たのかなと。なので、これから行政の方が仕事をしていく上できちっと親御さんがつ

けた名前をずっと引き継いでいけるような入力というか、そういうのをしていただけ

ればいいなという。もしくは、住民票にそれが残っていれば確認もできるし、ずっと

引き継いでいけるんじゃないかというような意図でした。話し方がすごく下手なので、

申しわけありません。認識の違いではなくて、私も親がつけたものはそのまま残して

あげたいという気持ちは一緒です。 

   その例を踏まえて次の質問につながるのですが、次に入らせていただきます。一回

終わったほうがいいのかな。この質問は終わります。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほどの振り仮名の関係ですが、例えばそういう本来こういう読みだということで

登録したということを確認した場合に、それが違っていたということであれば、先ほ

どお話し申し上げましたように住民本人の異動届で訂正できますので、その辺は、も
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しそういうことがあれば変更も可能だということですので、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） 補足ありがとうございました。ぜひ村内にはそういう方がいない

ことを願っております。 

   では、次の質問に入らせていただきます。 

   大玉らしい婚姻届と出生届の作成をということで、本村では子育て支援の充実や総

合的な要因で若い人たちの定住がふえており、村外の人たちからも大玉村はすごいよ

ねと言われていて、誇らしく思っております。婚姻届や出生という人生の門出を迎え

る皆さんへ、記念に残るような複写式の大玉村らしい婚姻届と出生届を作成し、祝福

の気持ちを伝えることで、村に親しみや愛着を改めて感じていただけるのではないか

と思って、次の３点を質問いたします。 

   なぜ複写式と言ったかというと、先ほどの質問にもつながって、今まだ全部ではな

いですが、市町村によっては複写式の、親御さんもしくは届け出した方が書いた筆跡

で複写になって、それを手元にお返しするという出生届とかがあったので、それがあ

れば、先ほどの自分が幾つになってもこれを見ればというのがあるななんて思いまし

て、ちょっと関連としてこのような質問をさせていただきました。 

   昨年の各届出書の提出件数、提出の場所、村内外に住まわれている方の内訳を教え

てください。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   ２９年度中に届け出のあった婚姻届につきましては９７件、そのうち村外の自治体

に提出された届け出は７１件になります。また、出生届につきましては９８件の届け

出がありまして、そのうち２１件が村外の市町村に提出されております。そのほとん

どはお住まいの市町村へ提出しておるわけですけれども、本籍のある大玉村に送付さ

れたものというふうに考えられます。 

   届出書につきましては、翌月まとめて法務局に提出してしまうということで、村に

は控えがありません。法務局においても提出元の集計というのは行っておりませんの

で、提出場所あるいは居住状況についての内訳については、ちょっと把握できない状

況でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 村外からの送付が、届け出が例えば婚姻届の場合は村外からが

７１件、その方々は全部大玉村に本籍があるんですよね。それで、じゃその７１人の

方が大玉村のこの役場で届け出をしたというわけではないんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   村外からの届け出が７１件ということですので、今婚姻届も出生届もどこでも出せ

るような状況ですので、ただ、本籍があるとか住所があるところには通知が来るとい

うことですので、大玉村以外で提出されても、住所または本籍がある市町村に連絡が
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来たものが７１件ということになります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ちょっと出生届ではなくて婚姻届のことについて再度質問なんで

すが、そのうち大玉村の窓口で受けに来た人の人数はわかりますか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） 大玉村で届け出をされた方は２６件です。差し引きにな

ります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） よく本籍がこちらにない方も届けられると思うんですけれども、

そういう方はいらっしゃらなかったんでしょうか、２６件の内訳の中に。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   婚姻届で本籍がなくて、非本籍人の届け出が４件ございます。本籍人の届け出が

２２件ということでございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ４人の方が大玉村に本籍はないけれどもここの窓口に手続に来て

くださった方がいたということと受けとめました。なぜこのことを聞いたかというと、

交流人口、何か大玉に、きっとこの方って何らかの理由、大玉が大好きでここに来た

のか、遊びに来てついでに来たのか、それはちょっと把握できないんですけれども、

もしかして大玉村が大好きでここに届けに来たという人がふえたらいいななんて思っ

てちょっと確認してみました。 

   なぜかといったら、何か今、実はこの疑問がすごく私の中であって、何人かに聞い

てみたんですけれども、大玉村に本籍はあるんだけれども大玉村には出さなくて遠く

に、自分の友達がいるところ、そっちが記念だからそっちに届け出しましたという子

がいましたというと、そういうこともありなのかって思ったので、何か今後、交流人

口というか、何か大玉村がいいから来てくれるというそんな案はないかななんて思っ

たので、ちょっとこの内訳を確認してみました。 

   あと、もう一つ、昔は広報に、今個人情報だから載せられないんだと思いますけれ

ども、この人たち生まれました、この人たち結婚しましたということで、村内で何と

なくお祝いムードがあって、村内で何件ぐらい結婚した人たちがいるよというのがわ

かっていたと思うんですが、今聞くと、そこは全く今は把握ができない。であれば、

何か別な形で皆さんの仕事を煩わせるというのはあれなので、別な形で何かできない

かなと思いましていろいろ調べたら、今オリジナルの届出書というのがダウンロード

もできるし購入もできるので、そんなこともどうなのかなと思いました。それで、大

玉村ではそういう婚姻届を受理されたことはあるんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   オリジナルの届出書の詳細な受理件数というのはちょっと把握はしておりませんが、
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年々増加傾向にはあるのかなというふうに感じております。 

   ちなみに、オリジナルの様式関係で、県北地方では福島市においては出生届、婚姻

届がオリジナル、あと伊達市については婚姻届がオリジナルの届け出になっていると

いうところでございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 本村でもオリジナルの届け出があるということで、関心のある方

はいらっしゃるんだなというがわかりました。 

   では、大玉村らしい婚姻届と出生届などの作成は当局のほうではどう考えているん

でしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   オリジナルの届出書作成ということで、親しみやすい、また大玉村らしい、そうい

う届出書というようなことも十分検討をさせていただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 検討していただければいいと思うんですが、一番窓口にいる方が

届け出に来た方と直接接しているので、そういう方々の声とか意見とかは拾いやすい

とは思うんですが、部長さんはそこにはいないので、何とも答弁ができるのかどうか

わからないのですが、当局としては、受け付けをしてそういう方々を見ていて、どの

ように感じていらっしゃるかなという質問はしてもいいでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   確かに私、窓口にはおりません。ですが、届出書自体は出生する病院とかなんかに、

福島市なんかについては病院に届出用紙を既に前もって配ってあったり、そういうこ

とで福島市の届出書が大玉に提出されるなんていうことはあります。届出書自体がど

ういうものがいいのかとかというのは、窓口で応対している中で、もしそういう話が

あれば、そういうものも参考にさせていただきながら、ちょっと検討させていただき

たいなというふうに思います。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） すごい何か意地悪な質問で申しわけございませんでした。 

   実は、私のほうでも少し調べておりまして、できたら私としては、職員の方々が自

主的に、ああ、こういうことをしてあげたいな、こういうことしてあげたいなという

声が上がってきてつくり上がるものがいいなと思っているので、余りこうしてほしい

とか、こういうことでしたなんて言うと、何か議員に言われたからというふうになっ

てしまうのが嫌だったので、今ちょっと言わなかったのですが、時間が許す限り、ち

ょっとだけお話しさせていただきたいんですが、何人かにオリジナルの婚姻届と出生

届どうですかと聞きました。そうしたら、皆さんすごく大喜びされていて、そんなの

あったら絶対行くよとか、婚姻届については、実は、大玉に出しに行きますよという

人もいれば、恥ずかしいから大玉には行きません、ほかに出してきます、あとは仕事
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が大玉ではないので、仕事場のある別な市町村で出してきます、あと出生届なんかも、

時間外に提出をしたんですが、不備があってまた再度行くことになってしまいました

という声もありました。 

   あとは、もしここに住んでいながら福島市、隣に行って婚姻届を出したら、すごく

記念に残るものプラス写真を撮って応接室に通されて、何かお祝いというか、おめで

とうとやってもらえて、すごくうれしかったという声などもあったので。 

   あとは、母子手帳にずっと挟んでおいて、大きくなってから振り返ったら何かいい

なとか、そういうのがオリジナルの出生届が１人目のときから知っていたら、絶対手

続したというすごく前向きな意見がありましたので、ぜひ職員の皆様、一番窓口にい

らっしゃる方が何か住民に近いというか、部分もありますので、ぜひ相談していただ

いて、そういうものができたらいいなと思っております。 

   では、職員の皆さんからの提案を期待し、届け出ができるよう願いまして、あと、

先ほども言いました、それプラス交流人口も増え続け、元気で明るい村になることを

願って、私の一般質問を終わります。 

   以上です。 

○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。 

◇          ◇          ◇ 

○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１０時５５分

といたします。 

（午前１０時３６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６７号「大玉村一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の制定について」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。５番。 

○５番（押山義則） この一般職の任期付職員の採用等に関する条例の制定でありますが、

この条例、国は平成１４年、隣の本宮などは平成２７年に制定されているんでありま

すが、大玉村においてこの条例制定するに当たりまして、過去にこういったことが必

要となった状況はあったのか。それから、重ねて、今後想定される必要性、どういっ

た内容でこの条例の制定が必要なのか伺います。 

○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。 

   今お話しのとおり、国、周辺市町村については、既に制定済みということはご承知

かと思います。大玉村におきましては、過去におきましては、こういった事例につき

まして高度な知識を持った職員の方々を採用するというふうな経過はございませんで

した。 
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   ただし、一般事務におきます事務量の増加等に対応しましては、今現在も臨時職員

の方々または委託職員の方々にお世話になりながら業務を遂行しているところでござ

います。 

   今後におきましては、今現在でも地方分権絡みで業務が国並びに県のほうから市町

村にそれぞれおりてきております。それで、こういった行政需要に即座に対応しまし

て、今現在の職員に対する負荷をなくすというふうな観点からも、こういった、ここ

で言いますと４条、５条にそういった部分がございます。これらの部分を活用しなが

ら任期付職員の採用についても随時検討をしていきたいという趣旨でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） はい、ありがとうございました。 

   私が伺いたいのは、結局、今言われたことは理解するんでありますが、どういう業

務というか、これ特定任期付職員、号給、この給料表から見てもかなりの額だから、

本当に専門性が求められると思うんでありますが、その専門的な例、例えばどういう

ものなのかということを伺っておきたいんであります。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ５番議員さんに再度お答えをいたします。 

   今お話しの高額なという部分は、３条に定めております高度の専門的な知識経験、

これについて、第８条におきましては特定任期付職員の給与に関する特例というのが

ございます。おっしゃるとおりかなり高額になっております。特にこの部分につきま

しては、今までこういった制度を導入しております市町村の例を調べてみました。そ

の内容から申し上げますと、まずは弁護士、さらに医師、そのほか公認会計士であり

ましたり１級建築士ということで、年間の所得関係が１，０００万を超えるような

方々がこの部分に該当しているようでございます。 

   また、その他４条、５条におきましては、これは完全に高度なという部分ではなく

て、専門的な職員ということで、例で申し上げますと保育士の方々、あと幼稚園の教

諭、それと学校関係で申し上げますと、例えば少人数教室、学級ですか、こういった

ものに対応するための、今ですと非常勤講師ではありますが、それを完全に公務員と

いう形で一般職に任用しましての採用ということの例で、現在の市町村ではやってい

るところでございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 今の質問者に関連するんですけれども、内容的には議運でも聞い

たんでそういうことかなと思っております。ただ、きょう、今現在聞いたことで、ほ

かの市町村でやっていらっしゃる例として、保育士とか何かという問題が出てきたと

思います。そうなってきますと、この後の給与表との関係がちょっとアンバランスで

はないのかな、そんなことをちょっと感じたものですから、その辺の実態、もし調べ

てあるとすればお聞かせいただきたいと思います。 
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○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   今ほどのご質問につきましては、先ほど３条に係る高度な専門というのは、弁護士

とかということになります。この条例の４条、５条、これは一般職で高度なというこ

との部分が入っておりません。これにつきます先ほどの保育士、幼稚園教諭、あとは

学校の教諭、こういった採用に関しましては、私たち一般行政職の職員に係る給与等

の条例の適用ということになりますので、私たち一般職と同じ待遇ということになり

ます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

   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６７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６８号「大玉村人事行政の運営等の状況の公表に

関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。５番。 

○５番（押山義則） これは改正する条例でございますが、改正する条例の中で５番と

８番、職員の休業に関する状況、それから職員の退職管理の状況、これが項目が新し

く追加されたんでありますが、これはどういった理由でこれが載せられるのか、それ

から職員の退職管理の状況というのはどこまで続くのか、ちょっと不明なものですか

ら説明願います。 

○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。 

   まず、（５）というふうにあります職員の休業に関する状況、これにつきましては、

育児休業の取得の状況について新たに公表義務となったことからの追加でございます。 

   今まで、逆にこれの公表義務がなかったんですが、これを公表しなさいということ

で改正になっております。ここで言います（８）番の職員の退職管理の状況、これに

つきましては、公表自体は２行になるわけでございますけれども、その背景としまし

ては、これは地方公務員法の一部改正に伴う改正でございますけれども、元職員によ
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る働きかけの規制が追加されたということが背景にあります。 

   例で申し上げますと、例えば本村を退職しまして営利企業等に再就職をされたとい

う場合、本村を退職し営利企業に再就職した元職員につきましは、退職前５年間在職

していた本村の部署の職員に対して、みずから在籍する営利企業等と本村との契約な

どの事務に関しまして、退職してから２年間は要求または依頼するなどの働きかけが

禁止されるということになります。 

   ですから、例えば私が総務課に今在籍しております。５年間といいますと、企画財

政課を含めてもその年数になります。そういった中で、役場をやめましてから総務課

の職員に対しまして、うちの会社はこういうことを今やっているんだけれども契約し

てくれないかとか、そういうふうな要求は禁止ですよというふうなことになります。

２年間は全くの禁止と。 

   これに関しましては、罰則規定も当然ございます。要求に対しまして１年以下の懲

役または５０万円の罰金というふうな罰則規定も設けられております。ここで、それ

は背景でございますので、退職の管理の状況の欄にはこういった働きかけの要求があ

った件数、なければなしということでの表記がなされるということになります。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 詳しい説明をありがとうございました。 

   そうすると、今までこういったものに対する条例はなかったということで理解して

よろしいんでしょうか。これにかわるようなものは今までもあったのか、倫理規定と

かそういうもので判断されるかと思いますが、その辺確かめておきたいんですが。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ５番議員さんに再度お答えをいたします。 

   私の知る限りでは、こういった罰則規定は今までなかったかと思います。ここ数年

の自治体に対するこういった要求行為がある、国でも多分あったかと思います。そう

いった関係から、地方公務員法の中にそういった規定が新たに設けられたということ

と、そういうふうに理解をしております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございせんか。 

（「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６８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６９号「大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及

び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。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。 

   これより議案第６９号「大玉村議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例について」を採決いたします。 

   この採決は、起立によって行います。 

   議案第６９号を原案のとおり決定することに賛成の方は、起立を願います。 

（起立多数） 

○議長（遠藤義夫） 起立多数ということで、したがって、議案第６９号「大玉村議会議

員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について」

は、原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第５、議案第７０号「村長等の給与及び旅費に関する条例の一

部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７０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６、議案第７１号「職員の給与に関する条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７１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７２号「大玉村消防団設置等に関する条例の

一部を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） 今回このような形で、村外でも団員の資格があるという形のそん

な形の内容かと思っています。今までも現実的にはやっぱりそういう方がいて、実際

そういうことだったんだなということを理解しております。 

   ただ、消防団員の団員数がどんどん減っていく中で、これは当然のことかなと思う

反面、現実的に差し支えなければ、もし捉えていれば、こういう問題がきちっとなれ

ば何人くらいがそこに該当して、きちっとした形で団員として認知されるのかなと。

それがもし事務局のほうで確認できていればお知らせいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ８番議員さんにお答えいたします。 

   現在の消防団員の居住していないという状況の内訳につきましては、現在１件の方

が県内でございますが、そちらに単身赴任で勤めておりまして、週末こちらに戻って

こられて消防団活動をされているという１件を承知してございます。 

   また、以前にやはりこちら県外でございますけれども、そちらに赴任されたという

ことで退職を余儀なくされたケースを承知してございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） １点だけ確認しておきたいんですが、この条例は当然必要なことだ

と思っております。 

   ただ、こういう条例の定めでありますが、広域的に例えば本宮とか二本松とか郡山
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あたりとか、その辺の連携というものはどのように捉えておられるのか、その辺だけ

確認しておきたいんでありますが。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 

○住民生活課長（安田春好） ５番議員さんにお答えいたします。 

   今回の居住の要件を撤廃したという中身につきまして、近隣の本宮市、二本松市に

おきましても、居住の要件につきましては条例の中で設定しておりません。そういっ

た中で大玉村のほうでも同様に、今回撤廃させていただい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。 

   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７２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７３号「福島県市町村総合事務組合規約の変更に

ついて」を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７３号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

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

○議長（遠藤義夫） 日程第９、議案第７４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、総務費なんですが、復興の集いに要する報償費関係で

８０万とありますが、講師謝礼で８０万、その後ろに「等」とついていますが、その

講師は何名なのか、その等とは何を意味しているのか伺いたいと思います。 

   次に、３１ページ、アットホームの改修工事ですが、４，９００万についての内訳、

どういった内容なのか伺います。その下の備品については、多分冷蔵庫等かなとは思

いますが、一応伺っておきたいと思います。 

   次、３５ページ、工事請負費でコンクリート柱の撤去工事費１０万８，０００円、

このコンクリート柱、場所はどこなのか、どういったもののコンクリート柱なのかお

伺いしたいと思います。 

   同じく３５ページの教育費関係なんですが、時間外勤務手当３２万５，０００円で

ありますが、これからいろんな老人会関係とかそういったもろもろのことで総会資料

等つくるようになってくるのかなとは思いますが、３２万５，０００円で逆に足りる

のかなという内容を伺っていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（作田純一） ３番議員さんにお答えいたします。 

   １７ページ、復興の集いの関係でございます。 

   復興の集いにつきましては、今予定していますのは３月９日の土曜日ということで

計画してございます。講師につきましては、今のところ１人ということでございます。

それと、「等」ということで、講師謝礼、それから司会者に係る方の謝礼ということ

で講師謝礼等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） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ３番議員さんにお答えいたします。 

   ３１ページになります。アットホームの改修工事になりますけれども、こちらの内

訳ということで、今現在もちょっと内部内で検討している状況ではございますけれど

も、主に空調設備、あとは厨房のところの配膳室を設けるかということで、今協議し

ておりました。 

   あとはＬＥＤ化、あとはホール等の壁紙ですか、そちらの張りかえ等を予定してお

ります。 

   あと備品につきましては、こちらにつきましては、宴会場の机や椅子、あとはそれ

以外ではコインロッカーですね、お風呂場のコインロッカー等を予定しております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 住民生活課長。 
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○住民生活課長（安田春好） ３番議員さんにお答えいたします。 

   ３５ページ、消防費の工事費、工事請負費、コンクリート柱撤去工事費１０万

８，０００円の内容でございますけれども、場所につきましては、大玉１区地内にご

ざいます、以前半鐘が設置されていたコンクリートの柱、こちらは現在柱だけ残って

いるという状況でございます。これが民地に残っているということで、こちらを撤去

する工事費の計上でございます。 

   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） ３番議員さんにお答えいたします。 

   ３５ページの時間外勤務手当についての答弁でございます。こちらにつきましては

教育総務課関係の時間外手当でございまして、今後の事業等勘案しまして試算してお

りますので、この金額で間に合うというように解釈しております。 

   また、あわせまして時間外、多くならないように計画的な事務の執行に努めてまい

りたいと考えております。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございせんか。２番。 

○２番（松本 昇） ２９ページの農業振興費の１９負担金、補助及び交付金ということ

で、ビニールハウス設置事業補助金に３２万９，０００円とあるんですが、これはハ

ウスの資材というか骨組みから全部なのか、そこを、大きさですか、もし本体がある

とすれば大きさ、ハウスの間口から長さというか、大きさをお知らせ願いたいと思い

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。 

   ２９ページ、ビニールハウス設置事業でございますけれども、こちらにつきまして

は、資材費と設置費用の合計の補助になります。大きさなんですけれども、４間掛け

る１５間の１棟になっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございせんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 何点か質問させていただきます。 

   まず、１７ページの復興の集い、前にも私行ったことあるんですけれども、内容的

にはほぼずっと、今回７回目か８回目ですよね、内容的にはほぼ同じような形できて

います。隣の本宮を例に挙げるわけじゃないですけれども、そろそろそういうふうな、

何というかな、頭の感覚で復興だということの意識でなくて、もう実動的に復興だよ

という形の意思を示していただきたい。そんな形の事業計画がもし設定されればあり

がたいというようなことで、改めてこれ、要望しておきます。 

   ３１ページ、１３委託料、今回１６９万６，０００円かな、ＰＲ映像編集業務委託

料ですね。今まで５００万でしたか、年間かけていろいろなＰＲ映像を撮って、これ

をいよいよ、今度は村内も村外にも向けてＰＲするための委託料かなと思っておりま

す。間違いなければそのように理解しております。 
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   ただ、問題は以前もいろいろな形で立派なものをつくっておりますけれども、なか

なかそれを活用はなされていない。村民も周知している人が少ない。ホームページの

中見ればわかるんですけれども、ホームページを見る人も少ない現状かなと思ってい

ましたので、それを有効に使ってほしい。せっかくこれだけのことで使うわけですか

ら。ただ、どの程度のものをつくるかだけは改めて何個くらいつくるのかとかは確認

させていただきたいと思います。 

   あと、工事請負費、これアットホームおおたま改修工事です。今回、国の交付金で

賄う部分、せっかく改修するんだからという形でこのような予算で、より利便性のよ

い、使いやすいように、アットホームらしい施設にやるんだという内容でございます。 

   現実的には４月までずれ込むようなことも踏まえて、非常にこの老人クラブも含め

て、村民は非常にいろんな迷惑と言っていいのか、苦労しています。ですので、いろ

んな形で関心が深まっています。ということであれば、これは予算の審議ですから、

我々にもやっぱりこの内容を示していただかないと、ここで聞いて、聞かれた場合に、

うん、うん、んだな、あそこんとこの広間はこうするんだぞ、そういう問題でなくて、

我々議員を信用していただいて、やっぱりそのような資料まで含めて審議できるよう

な形でお願いできれば、なおありがたいなと。 

   内容的に、やることに対しては異議ありません。手法として、議運で言おうかと思

ったんですけれども、ちょっと議運でそこまで述べなかったんで、それがもし検討し

ていただければ、ありがたいなと。なるべくやっぱり我々議員も、いい意味での広報

係ですから、そういう意味での信頼性でやっぱり公表できるものは極力して、お互い

にやっぱり理解し合う努力は必要なのかなと、そういう観点から申し上げましたので、

よろしくお願いしたいと思います。 

   とりあえず以上です。 

○議長（遠藤義夫） 副村長。 

○副村長（武田正男） ８番議員さんにお答えいたします。 

   アットホームの改修工事、現在単独改修という形で設計を進めております。先ほど

担当課長のほうから話がありましたように、現在最終的な設計を今、詰めの段階に入

っております。これがわかりましたらば、直近の全員協議会等でお知らせしたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○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、ＰＲ映像編集業務委託料ということで、こちらにつきましては、撮影

のほうは前回と同じ、前回撮っていただいた素材も生かしながらということで同じ業

者さんに発注をかけております。編集のほうなんですけれども、前回とはまた別の角

度から見たような編集もというような考えもございまして、今回、別に予算計上させ

ていただいておりますけれども、実際撮った方が一番、どういった素材かというのが

把握できておるものですから、その発注方法に関しましても、今後検討しながら進め

ていきたいと思っております。本村につきましても、そういった感じで予算の中でど
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ういうものができるかということを今後検討してまいりたいと思っております。 

   あと、有効活用につきましては、議員さんおっしゃるとおり、今後も広くＰＲでき

るように有効活用のほうをさせていただければと思っておりますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） すみません。歳入のほうの中で、１３ページの東京電力損害賠償金、

これはどのような形でこの額が来ているのか、どういった内容のものに対しての賠償

金なのか、それから、今、大玉村としてどのような形で要求が進んでいるのか、請求

というか要求。それで今後の見通しとか、そういうものもあわせてこの賠償金につい

ての取り組みをお伺い申し上げます。 

○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。 

   まず、今回の歳入計上させていただきました賠償金２，０８５万７，０００円、こ

れについての内訳のほうから申し上げたいと思います。 

   ２４年度から２８年度にかけましての米全袋検査、職員時間外手当でございます。

２４年度につきましては９９万７，６３１円、２５年度分につきましては８７万

２，６２６円、２６年度につきましては１１２万４，５２２円、２７年度分につきま

しては４３万６，２５９円、２８年度につきましては１０３万３，５６６円という形

で、手当を支出した額につきまして、全て両者合意ということで歳入で受けておりま

す。 

   そのほか、２６年度の塩化カリの散布料、これにつきましては９９８万

１，５２０円、さらに２７年度の塩化カリ散布料が３９０万１，４４０円、次が

２９年度分の全袋検査職員時間外手当４７万５，７５１円、次が２９年度の堆肥放射

能検査料とイノシシ捕獲料合わせまして４０万４，８４８円、最後、２９年度の除染

担当職員時間外手当で１６２万９，５８７円でございます。これを合計しまして

２，０８５万７，７５０円になります。 

   これら賠償金につきましては、２５年度からそれぞれ東京電力との協議を進めてま

いりました。本村におきましては一括請求方式はとっておりません。この一括請求方

式をとった市町村におかれましては、そのほとんどがまだ未払い金という結果になっ

ております。これは、賠償指針に基づかないものまで全て一括請求に含めている自治

体がほとんどでございます。これはもう億単位、１０億、２０億という市町村もござ

います。これをやることによって、本来合意できる部分につきましても未払いという

ことになっている結果がございますので、大玉村におきましては、まずは合意できる

賠償指針の中で請求をしていくと。いただけるものをまず支払いを受けましょうとい

うことで進んできております。 

   今後につきましては、今現在、再生復興課のほうで除染業務を担っております職員、

退職１名ございますが、３名分ございます。これにつきましては、除染が始まりまし
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た当初から、賠償指針では支払い義務がない部分でございます。職員の時間外手当を

除く人件費。こういったものにつきましては、全て合意を得られるものの請求を行っ

た後に一括請求をかけるという形で進んでいきたいというふうに思っておるところで

ございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） ご丁寧な説明、答弁ありがとうございました。 

   今の大玉村としての取り組み状況、正直言いまして、私、初めて伺いました。こう

いう形で請求されているんだなということを、結局、一括請求というのはそれぞれの

自治体でやっていることはわかっていましたが、なかなかとんでもない額で。ただ、

この辺はもうちょっとやっぱり議会のほうにも、正直言うと相談願いたかったなとい

うような思いもあります。 

   ただ、実をとる形で実施されているというように、取り組まれているように理解し

ますが、やっぱりその辺はちょっと議会人としては少し抵抗を感じます。 

   村長、その辺はどのような考えでこういう取り組みをされてこられたのかだけ、改

めて伺っておきたいんですが。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ５番議員さんに再度お答えを申し上げます。 

   先ほど私のほうからお話をさせていただいた経過は経過でございます。それで、従

来の各議会のほうで何回かご質問を賜りました際には、概要についてはご報告申し上

げておりました。 

   ただ、このように全ての項目についてご説明を申し上げるのは、正直、私も初めて

でございますので、今までそういった報告をさせていただかなかったことにつきまし

ては、おわびを申し上げたいと思います。 

   先ほど申し上げましたとおり、あくまでも賠償指針に盛り込まれている内容をまず

は請求をさせていただきましょうという形で、今現在、先ほど本年度の分につきまし

て、これは９月までの歳入分でございます。今後も粛々と進めていく考えではござい

ますけれども、平成２５年度から本年の９月までに入りました合計から申し上げます

と、８，１８５万５，０００円ほど賠償金としていただいております。ほとんどが、

今までのものは大方処理がなされてきたということで、事務的なことを申し上げます

と、これは１件１件ごとに証拠書類の添付が必要になっております。前にも１０番議

員さんが大分苦労されて、証拠書類を集めるのが大変だというお話は私のほうも何度

か賜っておりますけれども、行政におきましても全く同じでございます。その根拠が

ないと、東京電力のほうでもやはり大勢の弁護士の先生方がいらっしゃいますので、

これは支払いの対象にならないという判断に至ってしまいます。そのために、１件ご

とにかなり膨大な資料を添付しながら請求をし、合意を見て賠償金をいただくという

事務になってまいります。 

   職員に対しましても、事務量がかなりふえてはおりますが、今後も粛々とそういっ
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た請求事務は進めさせていただきたいと思っております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございせんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） ２３ページをお願いいたします。 

   ここで委託料、子育て支援センター建設構想図作成業務委託料とございますね、

４８万円。これは既にさくらの後ろの用地は確保してあると思うんですけれども、今

回は構想図ということらしいんですが、これらはイラスト的なものになるんだろうと

いうように思っておりますけれども、その後、基本設計または実施設計、事業工事と

いうふうに移っていくんだろうというふうには考えておりますけれども、今後何年間

でこのような完成方式を当局は考えておられるのか、ひとつご説明をお願いしいたと

思います。 

   それから、同じく２５ページでございますけれども、こちらも保育所増築工事基本

設計業務委託料５０万が上がっております。保育所については、もうほぼ待機児童も

なく、今回増築というのはどういうことなのかなと思っておりますが、今回待機者

３名というふうには載っておりますけれども、相当今後のことを見据えてこのような

増築工事に入られるのかどうか、その辺についても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番議員さんにお答えをいたします。 

   ２３ページの子育て支援センターの基本構想でございますが、前にも議会でご説明

を申し上げたんですが、まず平成２９年度の補正のときに、子育て支援センターの関

係で、地方創生の関係で、ちょっと軽く手を挙げたら該当するかもしれないよと。こ

れは大体９割、アットホームがあって理論的には１０割、国の金でできるということ

ですが、この子育て支援センターについては９割、４５％すぐ補助が来て、その残り

４５％については国は月賦で、年割で補助をよこすと。返還金の分ですね、起債の分

はよこすということで、理論的には９割ということで、そのまま進めば該当になった

んですが、施設をつくるのにどういう施設をつくるかということを住民の要望とか子

育て世代の要望を聞いて、内容を固めてから建設をしましょうということで、それに

ついてはとりあえず保留していただいて、なしになりました。 

   そして、今回基本設計を１２月で補正をいただいて、住民の方の意見とかそういう

ものの意見を聞きながら、どういう子育て支援センターをつくるかという内容を全て、

そして基本的な設計をつくっておけば、国のほうでまた補正で多分出るでしょうから、

そのときに手を挙げるという手はずでおります。その補正が出るかどうかは、これは

国の考えることですから、確約はされておりませんが、期待をしているところでござ

います。 

   ですから、しっかりと計画をしてから、基本設計をやって、その後、今度実施設計

になりますので、手順を踏んで意見を聞きながらつくっていきたいというふうに考え

ています。 

   それから、もう一つ、きのうの民友新聞ですかね、大玉村は子育て支援センターを
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３１年度につくって年度末までにはオープンを目指すんだという、どこから出たもの

なのか、我々はそんなことは取材に一切応じておりませんし、今言ったのが、もし補

正ができて手を挙げて該当すれば実施設計をして、早ければ３０年度の補正であれば

手を挙げたいと思っていますが、それもタイミングがあります。基本設計ができてか

らの手挙げなんで。 

   ですから、本当に極端に早ければ３１年度に可能性がゼロではありませんが、

３２年度にずれ込むか３３年度にずれ込むかについては、現時点ではわからないとい

うことですので、もし民友新聞の記事で、来年子育てセンターができるんだってとい

うやつについては、誤報だということをぜひ言っていただきたいというふうに感じて

おります。よろしくお願いをしたいと思います。目指すところはありますけれども、

そういうことで進んでいるわけではないということです。 

   それから、保育所の基本設計についても同様でございまして、３歳児が幼稚園に入

りましたが、やはり大玉の子ども、今年の４月に年少人口が３５人ふえております。

これは福島県で一番ふえているわけですか、それと同時に、やっぱりお母さんたちが

主に勤めに出られる方がふえているということですので、当然預けるという子どもが

これからもどんどんふえていくだろうというふうに考えております。 

   ですから、スペースとして今増築、増築できましたので、今の考え方と整理として

は、ゼロ歳児の部分、ゼロ歳児等、それから１歳児等、それから２歳児等というふう

にきちっと分けて預かりたいと。そして、ゼロ歳児のほうにははいはいをしたりなん

かする運動できるような遊戯室が１つと、それからあと部屋が２つになるのか、そう

ですね、大部屋じゃなくて２つに分けてやるということですが、それもスペースの問

題があるので、今すぐ設計に入るんじゃなくて、基本設計で一応きちっとこういうこ

とでどうだとやって、あといろいろ意見をお伺いしながら、当然議会の皆さんにも基

本設計ができた時点でそれを見ていただいて、いろいろとご意見を伺いますが、そう

いうことで、３１年度中に増築をしたいということで、まず基本設計をやりましょう

ということで考えているところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） もう一回で終わるからね。 

   子育て支援センターのお話、今伺いました。全くマスコミのほうが先行しちゃって

いたものですから、だからそういうことで、とりあえずその構想図をつくって今後粘

り強く交渉に入っていくということですよね。そして率のいい補助事業をいただいて、

本格的に進んでいくということで理解してよろしいですね。わかりました。 

   保育所についても、全くそのようなことかなと思うんですけれども、今後園児の入

所がふえるだろうということであろうかと思いますが、それらに伴って、保育士の確

保というものも大変難しい問題があるんですが、それらも踏まえて当然考えていかな

くちゃならんと思いますが、それらについてもどうお考えかお尋ねしておきたいと思

います。 
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○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答え申し上げます。 

   我々心配しているのは、今度保育所の場合には低所得者に対する無料化という形に

なりますので、本来は全部無料にしてほしいわけですが、国が考えているのはそうい

う限定的な無料化ということですので、そう恐れるほどふえないだろうというふうに

考えていますが、これは無料化になった場合には、多分預ける方は飛躍的にふえるだ

ろうというふうに考えていますので、このあと低所得者の無料化が１年、２年後に保

育料も無料化になる可能性はないわけではありませんので、その辺も見越しながらス

ペースを確保していくということも考えているところでございますが、そのためには

保育士を確保しなきゃならないと、保育士を確保するためにはやはり待遇を改善して

いかないと難しいとなりますので、その辺については待遇改善を含めながら、あと運

営の方法を、どういう運営の方法がいいのかという、そのことももう少し踏み込んで

保育所運営については検討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。２番。 

○２番（松本 昇） 先ほど来、村長さんのほうから新聞の誤報だというようなね、先走

って出されたということですが、それに対して新聞社のほうには何か手続というか、

これはちょっと違うぞとか、誤報だったとか、そういうあれはやったんでしょうか。 

   あとそれと、じゃ、それは後で答弁してもらって。 

   農林水産業費の、２９ページですか、林業の振興に要する経費ということで松くい

虫防除事業委託料１０２万３，０００円、あと有害鳥獣防止対策に要する経費２万円

ということで、９月の一般質問でも松くい虫について質問したんですが、この

１０２万３，０００円で十分に、十分とはいかないにしても今年のあれでやるようで

すが、これで間に合うのか。 

   あと、この委託料ですね、報酬ですか、１万というのはどういうあれ、人件費です

か、こういう１万くらいの経費で間に合うのか、そこをお知らせ願いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ２番議員さんにお答えいたします。 

   誤報という言葉が適当かどうかはちょっと言い過ぎかもしれませんが、ゼロの事実

ではなくて、そういう方向づけで村は進んでいるというのが、一歩踏み込んで来年に

もうつくるんだというような話になってしまったということですので、その辺の経過

については担当の支局長等については聞いてみたいというふうに考えています。議会

中ですので、余りそういう時間もございませんので、これからちょっと聞いてみたい

なというふうには感じております。 

   以上です。 

○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。 

   ２９ページの松くい虫防除でございますけれども、こちら今年度につきましても実



 

- 111 - 

 

際、もう既に実施はしております。緊急性の高いもの、またございましたので、そち

らのほうの補正を今回計上させていただきます。場所につきましては、後谷地本揃、

長井坂ということになってございます。 

   あと、有害鳥獣の委託料と自治体の報酬なんですけれども、こちら１０月１日付で

新しい隊員の方が入隊されました。年間２万円というところで、それの半年分という

ことで１万円ずつの計上となっております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございせんか。８番。 

○８番（佐々木市夫） 先ほど、１つちょっと尋ねるのを漏れたものですから、改めてお

伺いしたいと思います。 

   ３１ページのアットホームの件でございます。いろんな形で工事も含めてずれ込ん

でいくなと。先ほど迷惑という言葉を使って、大変申しわけなかったですけれども、

非常に村民が不自由を感じているというのが現実かと思っておりますので、いち早く

工事着工して、いやよかったなと、オープンしてほしいなと願っております。 

   その中で、やはり今回臨時職員の方々が退職なされたり、いろいろ２番議員も質問

して、決して満足した形ではなかったのかなと思っておりますし、問題は、それはそ

れとして、今後、じゃいつ採用して、どのような教育をして、料理、メニューはどの

ようなことにするのか、いつそういう審議をしていくのかと、誰がするのかと。そう

いう形で、もうとっくに遅いくらいの状況だと私は思っていますよ。 

   ですから、工程表、これをしっかりとつくっていただきたい。あるなら今ちょっと

示していただきたいと思いますけれども、間際になって、残念ながら直売所のたまち

ゃん食堂でなくとも、募集からいろんなメニューから、ごたごたという形での感は私

からすると否めませんでしたので、いち早くやっぱり今から、もう既に遅いと思いま

すよ。もう、そういう形の、いつ採用して、そして教育して、メニューをきちっと検

討して、オープンにはこういうふうにしていくんだと。その間際になってまだ株式会

社云々なんていう話も既に村長の声からも出ていますけれども、そういう言葉が出な

いように、きちっとやっぱり渡す側としての行政としての責任を果たしてほしい。そ

ういう形で今申しておりますので、今、現時点でわかる範囲で、もし今のに対する答

えがあればお知らせいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   アットホーム再オープンに向けての工程というふうな部分でございますけれども、

まだ確定した部分ではございませんが、現在の検討の状況について若干ご報告を申し

上げたいと思います。 

   現時点におきましては、管理の方法というものについて、基本、指定管理の方法と

いうことで現在検討を進めているところでございまして、基本協定の原案について現

在検討を進めているところでございます。こちらにつきましては、基本協定の原案を

取りまとめましたらば、速やかに議会のほうに全員協議会等でお示しをしたいという
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ふうに考えてございます。その上で指定管理の相手方を、これを確定し、その上で職

員の採用、特に重要になってくると思われますのは調理師、調理人ですね、こちらの

確保、さらには運営のかなめとなるフロントの人材、そういったものを順次、核とな

るものから雇用をしていくというふうな手順で進めていきたいと。その上で教育の準

備を進め、スタッフの確保をその後に行いまして、オープンに向けて十分な検討ある

いは教育体制を整えた上で進めていきたいということで考えてございます。工程表等

お示しできるものができますれば、先ほどと同じように議会のほうにお示しをしたい

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） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   全く現実的には、順序からすればそのようなことかなと。でも、同時並行というこ

とはないんですけれども、例えばですよ、今の株式会社の７人だかのメンバー、役員

にお願いするとしても、ある程度ここの、固まってからでないとそれを頼みますよと

言ってもこれは無理です、申しわけないんですけれども。非常勤役員の方々に一から

十までのと、これはとんでもない話です。 

   ですから、今の時点でやっぱり行政ができることを、しっかりとそういう関係者と

連絡をとって素案らしきものをつくっていくと。これが一番大事なことの一つかなと。

それは全くアットホームも直売所も同じようにやっぱり成功してほしい、そしてその

辺がやっぱりよかったなと。これだけ待っていたけれども、やっぱりよかったなと。

そのようにするためには、あえてこのような苦言を申しているわけでございますので、

ひとつ参考にしながら進めていってほしいと。これは要望にしておきますので、よろ

しくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「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７４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１０、議案第７５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７５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７６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７６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１２、議案第７７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。 
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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７７号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１３、議案第７８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。５番。 

○５番（押山義則） 水道事業に関しては、今国会などで水道が民営化というようなこと

を決定されたようでありますが、大玉村の水道事業、将来的な民営化などあり得るの

かどうか、それだけ確認しておきたいんですが。村長の考え方で結構です。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   私の中には民営化という考えはございません。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７８号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 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５８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１４、議案第７９号「郡山市と大玉村との連携中枢都市圏形

成に係る連携協約の締結に関する協議について」を議題といたします。 

   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 本案について、幾つかお尋ねをしていきたいと思います。 

   これは、２０１４年に地方自治法の一部改正によって、それぞれの地方の自治体が

柔軟な発想のもとに連携をしてというふうな云々ときて、いわゆる中核都市というよ

うなことで、例えば福島県で言えば３つ、４つあればいいと。あとの周りはそこさぶ

ら下がって暮らせということ。端的に言えばね。私らで考えれば将来に向けての道州

制だというのを先取りなんでないかということであって、今までの合併の経緯を見て

もその周辺部が衰退しているというような実情からすれば、この地域というものは戦

国時代後半のあっちにつかったりこっちについたりして何とか生き延びるというよう

な戦国時代のそういう小さな藩のような気がしてならんのですが、我々にそういう点

での衰退の心配はないかということが１点。 

   それからもう一つは、郡山市さんでつくった概要、ビジョンというんですか、これ

を見せてもらうと、当然というか客観的に見ても当たり前なんですけれども、郡山市

が何といっても中心なんですね。東北で３番目の人口だし、それからさまざまな文化、

経済、病院、その他さまざまな面から見ても、これは圧倒的に郡山市にいろんなもの

が集中して、それはそれで当然な状況ですけれども、なお一層そういうところに集中

していくのではないかというようなふうな心配は私するんですね。そういうふうにす

るんだということなんだから、だとするなら、大玉村って一体どういう状況にあるの

かなと。果たしてこの連携によって、どういう入れ物がお互いの中に生じるのかな、

こういう懸念がするわけでありますが、村長ともいろいろ雑談の中でしゃべりました

が、大いに質問を受けたわけでありますから、村長の側のよい意見も大いに言っても

らって、より論議を深める必要があるんだなというふうに思いますので、まず話して

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。 

   これは平成の大合併が一段落して、国としてはこれ以上の合併を強要という形にな

ろうと思います、これから。それを進めるのは難しいということで、次の手段として、

地方制度調査会のほうで、こういう中枢都市圏のものが出てきたというふうには認識

をしております。 

   この先にあるものというのは、いろんな施設を共同で使いましょうとか、観光関係

を一緒にやりましょうとか、いろいろかなりの項目があるわけですが、最終的にはや

っぱり中枢都市に集中させると。東京一極、大阪一極集中を国としては地方の中核都

市に一極集中すると。その東京一極集中を是正する一つの方法として、地方の活性化

もこれをもって充てるんだというふうな考え方で２０万という都市を、最低でも
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２０万の都市を中心としてということでやっているようでございますが、これは今年

中に、きょう新聞にも出ましたが、８０の中核都市について認定をしたいと。この中

には郡山も入っております、国から認定される予定の中には。 

   大玉村、本宮については、経済圏は郡山、それから警察も郡山、裁判所も郡山とい

うふうに、郡山とのつながりは非常に深いということもありますが、行政は県北とい

うような大変ねじれた場所にあります。 

   郡山は先行して進んでまいりましたので、郡山のほうについては、大玉村は最後ま

で入るか入らないかは保留をして状況を見てまいりました。流れの中としては、やは

り郡山、中枢圏の中に入って、その中でしっかりと選別をして村にとって不利になら

ないようなものについて連携をしていくということでやっていくべきだろうというこ

とで、大玉が安達管内というようになりますが、大玉村としては郡山も中枢都市に入

って一緒にやっていくということですが、これは先が道州制にいくかどうかというの

はこれは状況、国全体の状況、町村会も市長会も反対をしておりますので、それは貫

いていかなきゃいけないというふうに考えておりますが、当面、地域の中では入らざ

るを得ないというか、入る選択肢が賢明だなということで前に進んだという経過でご

ざいます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） はい、それぞれあれはわかったんですけれども、やはり、つまり

郡山を除く１４というものの特色などとずっと一覧表になって、何がどこにあって人

口が何ぼでなんてずっとあるんですけれども、大体主に郡山と須賀川がほとんどで、

あと猪苗代若干、本宮若干なんていうことで、大玉は農林省の営林署の何とかがあり

ますなんてここに書かれてありますけれども、そういう程度で、果たしてそういうも

のにいろんな大玉村としての活路があるのかどうか。 

   それから、安達地方との関係、全体の関係と郡山を結ぶ結節という点での大玉の役

割というものがあるであろうと。人口のお話も以前聞いたことがあるんで、そこら辺

も含めた展望ですか、そういうもの、余りはっきり言って大玉村があるわけはないん

ですね、人口から見ても。なんかむやみと減るような推移になっているんですね、こ

のあれでは。うんと増えるとも思っていないけれどもこれほど減ると計算はしていな

かったんですけれども、そこら辺の関係も含めてお尋ねしておきます。 

○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。 

   まず最初、人口推移につきましては、示された数字に対して、私も会議のときに、

これは何だと、どうしたんだと、こんなに大玉は今人口ふえているのに２０２５年に

こんな７，０００人台になるなんていうことは考えられないと、あり得ないと。修正

してくれという話をしたんですが、これは国のほうからの指針で人口推計の数値、国

の人口推計の数値を使いなさいということなので、直すことができないんだというよ

うな理由がありまして、ただ、大玉の中で計画を進める、もしくは広域圏、中枢都市
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の圏の中でこれから計画を進めるときには大玉の人口、現実的なそれを各町村の人口

ビジョンを使いながらやっていきたいというような話を受けましたので、やむを得な

いかということでいたわけですが。 

   それから安達管内の関係ですが、先ほど言ったように県北と郡山と福島のはざまに

ありますので、本宮と大玉はどっちかというと郡山に近いということでいるわけです

が、このままいくと、今福島市については１週おくれでこれから具体的に話し合いに

入ると。この前、形としては総会ですが、あれは入り口に入ったという議論の入り口

の話なので、１年以上おくれている、福島のほうはおくれているんですが、目指すと

ころは同じということで。二本松は完全に県北地区ですから、県北のほうに二本松が

行く、本宮、大玉が郡山に行く、そうなると安達管内がばらばらになってしまいます。 

   そして、福島と郡山という大きな市の間に入って我々の発言力もなくなってしまい

ますし、さっき言ったみたいに合併の周辺市町村になってしまうので、安達管内で話

し合いをして、二本松も郡山のほうに入ってくれないかという話をして、今回は本宮

と大玉がこの議会にかかっていますが、二本松については予定としては３月議会に郡

山のほうに入るということで出る予定だと。これ市長には確認しております。 

   ということは、郡山のほうにも安達管内として一括入りましょうと。それから福島

のほうができ上がった段階では、やはり安達管内として福島のほうに入ると。二股に

なるわけですが、こういうのは全国的にも例があります。それは、やはりどちらもや

ると、今言ったみたいに広域圏が分かれてしまうとか、生活圏が２つに分かれてしま

うということと、片方だけだとどうしても発言力が弱くなってしまうということにな

りますので、安達管内は１０万都市になりますので、１０万の人口があるので、

１０万として郡山と福島に相対していきたいというふうに考えて、今進んでいるとこ

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。６番。 

○６番（武田悦子） この連携協約締結をされて、それぞれに別表で掲げられている取り

組み、これを進めていくという段階になった場合に、どこの、どのような皆さんがこ

の取り組みについて協議をするのか。行政の職員だけでやるのか、議会、住民という

部分はここに参画できるのかどうかというのがまず一つ疑問です。 

   あと、例えば先ほど安達地方は一つというお話がございました。安達地方としてこ

こに参画をして進めていく。そういった場合に、このやつを見ると郡山市と大玉村の

取り組みという関係だけにしかこの別表にはございませんが、ここの１つの項目の中

でそれぞれに関係する市町村があれば、全ての市町村がそこに同じ取り組みに、何て

いうんですか、そこに全部の市町村、うちらのほうでもここにかかわりたいというの

があれば、幾つの市町村もそこに取り組みとして入っていくという形になるのかどう

かという部分。 

   あとは、明らかにもうこれはだめだよ、できないよとなった場合、そこから手を引

くことができるのかという部分の確認をいたします。 
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○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   まずは、どういう組織で議論していくのかということです。今現在はビジョン策定

は中核都市が担っていますので、それは今案として提示されているわけですが、具体

的な細かいところ、実際の予算のこととかというのはこれからですね、協定後になり

ます。 

   形としては１対１の協定になりますが、全体としては中枢都市圏として連携をして

いくということなので、ただ、このあり方というのは大玉と郡山と、例えば本宮と郡

山の協定というふうに、それぞれの議会のまだ中枢都市圏ができていないので、その

中心になる郡山市とそれぞれの町村をやらざるを得ないというのが実態なので、それ

ぞればらばらにやっていきます。 

   どこで協議をするのかというのは、分野によって変わってくると。その分野という

のは、大玉はこの観光分野については一緒にやりますよと。ところが本宮は、じゃ、

うちのほうは観光は関係ないからやらないよと。それはもう自由なんですね。その場

合には例えば１５のうちの１０の町村はその分野に取り組むとすれば、それはその中

で全て協議をしながら進めていくと。ですから、全ての分野に入る必要はないと。で

すから、逆に言うと福島ができ上がった段階では大玉、安達管内についてはいいとこ

ろをいただいて、コンベンション機能なんて言ったって、大玉でコンベンション、ど

うやって国際コンベンションとかやるんだなんていうことについては、これは手出し

をしないし、その話にはまざらないと。当然負担金も出さないということになるわけ

ですので、そういう形で選別してやっていきたいと。 

   それからあと、分野によっては住民の意見を聞いたり議会の意見を聞いたりしなき

ゃならない分野が出てきます。それについては、例えば公共施設、お互いに同じ広域

圏の中で同じ料金でやりましょうとかという場合には、当然議会の議決とか条例改正

とかが出てきますので、そういう事前の話もありますし、あと住民に影響のあるよう

なものについては、当然住民の代表とか協議会をつくって検討をするということにな

ります。 

   それからあと、究極的に言っているのは、まだ先の話ですが、行政事務を中核都市

に担ってもらうというのも一つの案ですね。これがさっき言ったみたいに合併にかわ

る手法だと言っているのはそうなんですが。ただ、大玉村で何かの事務をやろうとし

たときに、その事務が大玉は小っちゃくて金もなくて人もいないと、これはじゃ郡山

にお願いしようということも将来的には選択肢としてはあるわけです。今それは想定

できません。今の段階では大玉村はしっかりと行政は担っていくことはできますから。 

   ただし、この中枢都市圏に入らなかった小さな自治体もしくは入れてもらえなった

自治体、もしくはそのエリアとしてそういう中枢都市圏が形成できなかった自治体に

ついては、県のほうにそういう行政事務はお願いするというような考え方も国のほう

にあります。ということは、あとはこういうのは共同の行政事務は連携して一緒にや

りましょうとかいろんな手法があるんですが、そういう場合には、当然その事務を委
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託する場合には議会の議決が必要になってきます、お願いする場合は。ですから、必

ずそこでチェックが入るということですので、行政がこの事務は郡山に頼むかという

ようなことを一方的にはならないということで、一応は歯どめがかかっておりますが、

これは大玉村にとって何がいいかということを十分に審議して、その上で何がいいか

ということをやって、連携をしていくというふうに強く感じておりますので。 

   それから、途中で、入りますと言って脱退するのはかなり手続的に難しいのは難し

いです、一旦入ってからは。議会のいろんな手続が、国の広域圏としての認定を受け

ますから。郡山のほうにも金が入ります。それから、各自治体が何か事業をやるとす

れば１，５００万上限の補助金が、特別交付税が入ってきます。ですから、そういう

優遇措置があるので、それにかわって縛りもあるということでございます。 

   いずれにしても、村にとっていい、住民にとっていいという方法はしっかりと踏ま

えてやっていきたいというふうに考えています。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。６番。 

○６番（武田悦子） はい、ありがとうございます。 

   わかったようなわからないような話なんですが、いろいろな分野によっては住民の

皆さんに参加していただくというお話でございました。やはり連携協約を結んだとい

うことは、住民の皆さんにはお知らせする必要があるのかなというふうにも思います

ので、ここの部分をどのように、かなり難しい、理解するのにはちょっとなかなか一

遍には理解できないのかなとも思いますが、どういうふうな形ででも必ずお知らせは

必要なのかな。 

   具体的な分野がまだ全然見えてこないという段階なので余計あれですけれども、住

民の皆さんからこういう分野で皆さんの意見はぜひお聞きしてここに生かしたいとい

うような、住民の皆さんの意見を吸い上げる機会というのもぜひつくっていただきた

いと思いますが、その辺について伺います。 

○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。 

   前に、安達広域圏をつくるときには住民の皆さんに説明をしたり、広報等に詳しく

今度こういうことで広域行政で安達管内が１つになっていろんな分野やっていきます

よというようなことは、広報にしっかりと載せていただいた経過もありますので、こ

れが実際、今度動き出してビジョンができて、こういうことに取り組むんだというこ

とがある程度見えた段階でしっかりと村民の皆さんに伝えていきたいと。 

   言うなれば、これはやることは村民の皆さんの利害に直接かかわることですので、

それはしっかりとやっていきたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかに。７番。 

○７番（鈴木宇一） このたびの広域連携協約ということでございますけれども、いろい

ろお話を承っていますと、まだ中身については全く何も決まっていないということら
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しいんですが、国の総務省の方針によってこういうことになっていると思うんですが、

実は地方創生ということで自治体独自の企画を練ってやりなさいというのが今までの

地方創生の根幹だったわけでございますけれども、今回はそれを全く変わったような、

都市を中心とした圏域で協定を結んで仲よく協力し合ってくださいということらしい

んですね。これ、郡山圏は大体１７市町村、これ参画しているんでしょうけれども、

そういう中で今回は郡山市と大玉村、郡山を核として大玉村。また、郡山市と本宮、

郡山と三春と、こういう単独単独でやられるんですね。この広域連携ということ、私

思っていたんですが、そうじゃないんだと。郡山はあくまでも郡山を中心に地方の自

治体は協定を結んでくださいということらしいんですね。 

   そういうことになると、今までお話のあった医療の分野、または行政事務の簡素化

ということで郡山市にお願いする、また公共交通も。あらゆるものが郡山を中心とし

たものになっていくということだと思うんです。そうすると、先ほど言った地方創生

の根幹ということになればどうなのかと。地方の予算も、うがった考えですがだんだ

ん絞ってくるのかなと、こんな感じもしないわけではないですね。 

   これは、郡山中心じゃなくて福島圏もやる、または盛岡圏、そして東北の弘前とい

うところで、東北でも４カ所ほどこれやっているわけなんですが、いろいろとわから

ないこといっぱいある中で、先ほど村長が言われた一旦入ると取りやめは難しいとい

うことになればですよ、これはまた慎重にならざるを得ないと思うんです。ここでい

う第６条では廃止という文言が入っております。これは議会の議決ということで明確

にうたっておるので、入るのにも議会の議決、廃止も議会の議決ということをうたっ

ているんですから、これは廃止も自由であるというふうに認識、捉えていいと思うん

ですね。そうしないと、入ったら終わりだというようなことになれば慎重にならざる

を得ないと私は考えるんですよ。 

   郡山市の役割、大玉村の役割、相互にこれやっているわけなんですけれども、第

３条では大きく３つ、圏域全体の経済成長、そして高次の都市機能集積、圏域全体の

生活関連機能サービス、こういう中で郡山市と大玉村は相互にこれをやっているわけ

ですね。中身については全くこれわからないんですが、今後煮詰めながらお互い話し

合いながらやっていこうということなんですが、ただ、１７市町村で大玉だけやりま

せんよというわけにもいかない気はするんですが、それらの方向性、今言った廃止の

問題、また今後の地方創生から予算の関係、もろもろございますが、どのようにお考

えなのかお尋ね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） ７番議員さんにお答えいたします。 

   行政事務を委託することが、将来的にはそういうことも国のほうでは想定をしてい

るということであって、大玉村が委託をするというふうに考えているわけではありま

せん。ですから、先ほどお話ししたとおり、現時点で大玉村が郡山に行政事務を委託

しなきゃいけないようなもの、状態でもないし、これについては制度としてそういう

ものが出てくるだろうということですので、決して委託するという前提でこれ、入る
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わけではありません。 

   それから、脱退はできますが、できないというのは、しっかりと練り上げて１５市

町村が全部話し合いをして進んでいったときに、途中で大玉だけ抜けますと、それは

今回の制度的なものからすると、完全にどうですかね、エリアとしての孤立を選ぶと

いうことになりますので、やはり流れとしてしっかりと乗って、意見をしっかりその

場で述べると。ただ一大玉村だけでは大きな都市に対抗できないので、安達管内、二

本松にもお願いして郡山に一緒に入っていただいて、安達管内１０万都市として福島

と郡山に相対していきましょうということですから、そういう中で、じゃ、やめたや

めたと。ただ議会の議決が必要だというそういう高いハードルもそこにはあると。だ

から、抜けられないということではありません。 

   そういうことで、これは細部については、これからビジョンは郡山市中核が担って

いくわけですよ。先ほど言ったように、大玉と郡山が結ぶというのは中枢、先ほど、

既に答弁済みですが、中枢都市圏ができていないので、できていればその都市圏と今

度新しく入る人が結べばいいかもしれませんが、今はできていないので、郡山市が中

心としての国が認定する中枢都市ですので、その中枢都市と個別に協定を結ばざるを

得ないということですね、結ぶ相手としては。ないわけですから、そういう場が。広

域圏はできていないので。一つの手続として国が示した方法はそういう手続なのだと。

だから、これは変えることはできないので、特別支障はないだろうというふうには感

じております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかには。５番。 

○５番（押山義則） この連携協約の締結に関する協議、村長の認識は今までの話の中で

十分理解いたしました。ただ、国の方針の経済戦略なんだと思いますが、今の状況で

はまだまだ方向性は見えないと私は感じております。 

   先ほど伺いました郡山市からの大玉村の評価もご存じのとおりです。ただ、単純に

大玉村から見た郡山市の利活用になりますか、そのためにはやっぱり大玉村の位置づ

けはしっかりしておかなきゃならないのかなと感じております。 

   今回のこの条例、それぞれ見て気になったのは、先ほど同僚議員も言われましたが

第６条、これは大変大事な文言だと思っています。事業によって全てが賛成できるも

のでない部分も一方的に押しつけられる可能性も結局あるわけですから、この辺の捉

え方というのはすごく判断するのは難しいかなと思っております。現実に大玉村、本

宮石筵線とかなんかは郡山市との協力なしには実現できないわけであります。 

   ただ、教育委員会なんかでも検討している母成街道の整備なんてなりますと、猪苗

代との直接ということになりますが、そういうものの連携については協約の中ではう

たっていない。その辺が少し不備でありで不満な部分なんでありますが、その辺の村

長の捉え方だと思いますが、その辺に対してのやっぱり慎重な進め方をしていただき

たいと考えています。改めてその辺の考え方。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 
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○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   大玉村の位置づけについては、先ほど言ったように、しっかりと意見を述べると。

あと先ほど言いましたように、福島圏がこの後出てまいりますので、逆に言うと、そ

れが発言力を高めることになるだろうというふうにも感じております。最終的にはど

ちらかに選ばざるを得ないと、遠い将来かも近い将来かわかりませんが、どっちかを

抜けてどっちかに入るというようなことも、事の流れの中ではゼロではないというふ

うに考えていますので、大玉、安達管内の意見というのは、そういう意味でも福島、

郡山は無視できないというものがあろうというふうに考えております。 

   それから、郡山と結ぶことによって、郡山市が石筵線なんかについては当事者とし

て当然今まで以上に強く推進に動くはずです。これは動かなければ結んだ意味があり

ませんから。ですから、広域道路の整備というのがしっかりと入っていますので、そ

の中で大玉村は、石筵線について郡山はしっかり取り組んでくださいということはさ

らにお願いできるだろうというふうに感じています。 

   それから、猪苗代は会津圏なんですね。でも今回入っています、郡山のほうに。大

玉と本宮と同じように、猪苗代は会津圏ができた時点で会津圏のほうにも入るという

ふうに言っておりますので、大玉と同じようなところもあると。そして、猪苗代と大

玉、その広域圏の中で郡山と全てやるんじゃなくて、その中の横のつながりというの

も認められていますので、これは猪苗代と大玉がこのことについて話し合いをして、

広域圏中枢都市事業として取り組むことは可能です。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかに。５番。 

○５番（押山義則） 丁寧な答弁ありがとうございました。 

   私がやっぱり心配していたのは、そういう、今村長がおっしゃられたようなことな

んでございます。やっぱりその辺の、大玉と郡山だけ一方通行になってしまうのはや

っぱりちょっと不安でありますんで、その辺しっかり研究されて取り組まれることを

願います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかに。８番。 

○８番（佐々木市夫） それぞれの同僚議員から意見が出ましたので、ほとんど意見は出

尽くしたのかなと思っています。 

   でも、もう一回確認しておきたいんですけれども、現時点ではこの郡山市との広域

連携中枢都市圏、最終的には全体の連携中枢都市圏になって、そのときにもう一回こ

ういうふうなことの議決権のあれを我々議会にかかわってくるのか、それがまず一つ

です。 

   ほかの市町村も足並みそろえて、今回、今議会で、この１２月議会でこのようなこ

とを提案しながらそのような方向に向かっているのかどうか。要するにタイムリミッ

トのことを言いたいわけですよね。これは将来的には、行政の方々はいろんな形でや

ってきたんでしょうが、議会とすれば何回かの説明だけです。ですから、本当は主体
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的には議会が、例えば特別委員会なんかつくって勉強して、そして議決に入っていく

のが新しいやり方であり、そのほうがより慎重で将来に禍根を残さないようなやり方

かなと私自身は考えています。 

   そういうことであれば、時間がもしあるのであれば何も１２月議会で議決でなくて、

もう少し我々が勉強時間も必要だなと、これ私自身は強く感じています。ですので、

その辺のことも改めてお聞きして判断したいと思いますんで、よろしくお願いしたい

と思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えいたします。 

   これは、議会の議決で協議を進めることを了解いただいて、そして協定を進めると

いうことですので、これをもって郡山とは協定を結んでいくということになるわけで

すが、他町村のことを言っている必要はないんですが、３月、６月、９月とそれぞれ、

そのときそのとき資料をお渡しして説明をして、それで説明をしているという形で、

一応、不十分かもしれませんがお知らせをしながら進んできたということです。 

   それからあと、これについては今走り出す入り口なんですね、これは。まだビジョ

ンはこれからつくるということですから、協定を結んでそして細部について検討を進

めていきましょうという段階ですので、今まで職員が行って話し合いをしたのは、ど

ういうことをできる可能性があるかという話し合いを進めてきました。先ほど言った

ように公共施設の問題とか、あと道路網の整備とか病院とかそういう健診関係のもの

とか、そういうもので連携できる可能性のものがこれだけあるんじゃないかというこ

とを積み上げてきた段階ですので、これからそれに具体的に今度どうしていくかと。

その段階でまた必要な分野については住民の意見を聞いたり、議会のほうの意見を聞

いたり、そういうことをやっていきたいということですので、不十分かもしれません

が、今まで資料を渡したりご説明をした中で、これについては判断をしていていただ

きたいということでございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するに異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第７９号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり同意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。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１５、議案第８０号「平成３０年度スクールバス購入事業売

買契約について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８０号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり可決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１６、議案第８１号「大玉村教育委員会委員の任命について」

を議題といたします。 

   質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第８１号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり可決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

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

○議長（遠藤義夫） 日程第１７、所管事務調査報告を行います。 

   総務文教常任委員会及び産業厚生常任委員会の各委員長より順に報告を求めます。 

   まず、総務文教常任委員会の報告を求めます。（不規則発言あり）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。 

   平成３０年９月の定例会におきまして、当総務常任委員会が閉会中の継続調査の申

し出をいたしました総務部、教育部及び出納室における平成３０年度当初予算の３月

定例会の際に、予算審査特別委員会委員長報告において、特に留意すべきものとした

項目の予算の執行状況について調査を行いました。１０月１９日に全委員出席のもと、

平成３０年度予算の執行状況等の説明を受けるため、総務部長、総務課長、政策推進

課長、さらに１２月４日に教育部長の出席を求め、委員会を開催し調査いたしました

ので、その経過と結果についてご報告いたします。 

   初めに、総務部所管のうち、①「ふれあいセンターについて、地域住民のよりどこ

ろとなっていることから、コミュニティの拠点や地域づくりの場となる施設として活

用される環境づくりを願う」について、現在３つのふれあいセンターとも既に趣味や

生涯学習活動、高齢者の生きがい活動及び行政区や組などの会議・交流会などで利用

いただいており、今後もそういった場所として提供していきたいとの説明がありまし

た。 

   委員からは、管理体制と鍵の貸し出し方法や使いやすさ、さらに利用率の向上に工

夫されたいとの要望がありました。 

   ②「台湾友好都市交流事業について、ホームステイ等の受け入れ体制の整備にしっ

かりと取り組んでいただきたい。また、マチュピチュ村との友好都市協定に基づく交

流事業については、事業の目的に沿った交流となるよう人選は慎重に行い、安全に渡

航できるような計画とすること」については、まず、台湾交流事業については、初め

ての事業であり困難な面は多々あるが、受け入れ体制の整備に努力していく旨の説明

がありました。 

   一方、マチュピチュ交流事業の人選及び安全な渡航計画については、要綱を設置し、

副村長を選考委員長に据え慎重に人選したこと、また、中学生もいることから、時間

的余裕やアメリカでの飛行機の乗り継ぎの余裕、添乗員及び日本語ガイドのスタッフ

体制の充実、リスク発生時のサポート体制を観点に、安全な渡航が可能な業者選定を

したとの説明がありました。 

   委員からは、結果はすぐには出ないが、困難を乗り越え締結した友好都市なので、

事業を継続し、経験して学びながら、未来へつながる大きな財産となるような努力を

していってほしいとの意見がありました。 

   ③「日本で最も美しい村東北ブロック大会の開催主催地として、大玉村の情報発信

がしっかりできるような運営となるようお願いしたい」については、１１月７日の開

催に向けて準備を進めているところであり、紹介についても方法や機会を捉え実施し

ていくとの説明がありました。 
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   委員からは、情報発信の工夫や参加市町村の紹介ブースの設置提案などがありまし

た。 

   ④「大玉村玉井財産区特別会計において、財産委託林等の管理については、林業へ

の関心が薄れており、間伐時期を逃すと林産材の資産価値が下がることもあるので、

調査研究を続け適切な管理ができるように努めていただきたい」については、山に関

する関心度は世代がかわった時点でかなり薄れてきているとの認識をしており、機会

を捉え事務局と組織の協議の場を設け、話し合いを実施している旨の説明がありまし

た。委員からは、事務局が主導して方向性を示すことや、山の状況調査による実態把

握や理解、積極的な監視や指導の必要性の指摘がなされたところです。 

   教育部所管のうち、①「地域学校協働活動事業への取り組みに当たり、地域づくり

の観点から社会教育活動と社会福祉活動の連携を密にした体制づくりを要望する」に

ついては、地域学校協働活動事業の目的、組織、年間計画、今年度の取り組み状況や

具体的な活動内容などについて説明がありました。 

   委員からは、家庭・学校・地域及び教育委員会の取り組みは総体的には評価すると

ころであるが、実際に活動されている方の意見やそれぞれの負担も勘案し、適切な形

で今後の事業継続について検討されるよう要望が出されたところであります。 

   平成３０年度当初予算の３月定例会において、条件として付した項目の予算執行状

況は、おおむね順調に執行されていることを確認いたしました。 

   なお、村執行部に対し、今後とも事務・事業の趣旨に沿った適正な予算執行に万全

を期すよう願うものであります。 

   以上のとおり、当委員会において継続調査をした案件についての調査結果を報告い

たします。 

    平成３０年１２月７日 

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

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 総務文教常任委員会委員長の報告が終わりました。 

   次に、産業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。６番。 

○産業厚生常任委員会委員長（武田悦子） 産業厚生常任委員会報告書。 

   去る９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調査の

申し出をしました住民福祉部及び産業建設部における平成３０年度当初予算のうち、

３月定例会の際に委員長報告において留意することとして付した項目の予算の執行状

況調査について、１０月１９日に全委員出席のもと、平成３０年度予算の執行状況等

の説明を受けるため、住民福祉部長、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及び産業課長の出席を求め、委員会を開催し調査いたしましたの

で、その経過と結果についてご報告いたします。 

   初めに、住民福祉部所管のうち、①「村民が生き生きと暮らすための健康づくり事

業をより一層進めること」に関して、執行部から次のとおり説明がありました。 
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   特定健診については、集団検診が終了したため、未受診者に対し施設検診を受診す

るよう勧奨を行う。介護予防事業については、健康講演会及びサポーター養成講座な

どを開催し、生きがいづくりや健康増進を支援しているとの説明がありました。 

   委員が、特定健診の受診率を上げるための対策についてただしたのに対し、執行部

からは、特定健診の未受診者に対し、受診券、施設検診用受診録等を送付し受診勧奨

を実施していくと答弁がありました。 

   また、予防接種の未受診者に対する対策について質したのに対し、執行部からは、

予防接種を受けていない人には、再度通知書を発送しているが、家庭の事情などによ

り受けない人もいるとの答弁がありました。 

   次に、②「除染事業においては、緊張感を持って、さらに住民に寄り添う安全・安

心に立った対応に努めること」に関して、執行部から次のとおり説明がありました。 

  除染土壌搬出業務委託については、大玉８区、１１区、１２区については既に発注し

ており、大玉１３区についても１１月に発注予定している。大玉１４区、１５区、

１６区については、今年度発注分の進捗状況や県からの指導等により、次年度に早期

発注したいとの説明がありました。 

   委員が、受託業者による除染土壌搬出前でも土地利用に支障があれば搬出できるの

かについて質したのに対し、執行部からは、最初に除染作業を行ってから長期間経過

していることから、相談があれば、平面図等の利用計画がわかる書類を提出してもら

い搬出しているとの答弁がありました。 

   次に、産業建設部所管のうち、①「原発事故の風評被害の払拭とともに、さまざま

な形態での農業支援へ万全を期すこと」に関して、執行部から次のとおり説明があり

ました。 

   農業機械等共同利用等整備事業について、これまで補助を行ってきた団体等に対し、

申請内容と相違がないかの確認を冬期間に行えるよう準備している。６次化商品開発

についてコンサルティング業務を発注しており、これまで検討委員会を５回開催して

いる。耕作放棄地対策については、現地確認を全て行い、耕作放棄地が３７９筆、そ

のうち再生不能が１６７筆あり、再生可能地について、現況に適した作物の栽培につ

いて検討を行っている。ふるさと納税について、返礼品等の再検討が必要となったた

め、プロジェクトチームを立ち上げ検討していく、農産物等のＰＲ事業については、

８月に大宮駅、９月に東京駅で行い、１１月には美浦村、茨城町、浅草寺で行う予定

との説明あがりました。 

   委員が、耕作放棄地の現時点での考え方について質したのに対し、執行部からは、

現時点では、個別ごとに考えるより耕作放棄地全体をどのようにするか、方向性を検

討しているとの答弁がありました。 

   当委員会といたしましては、健康づくり事業については、健康についての重要性、

大切さを広く周知することに努めること。除染事業については、今後とも安全に事業

を進めていただきたい。さまざまな形態での農業支援については、大玉村の特性に合

った農業支援を継続して行うこととの意見が出されました。 
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   以上のとおり、当委員会において継続調査とした案件についての調査結果を報告い

たします。 

    平成３０年１２月７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） 産業厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 

   以上で、所管事務調査報告を終わります。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１８、委員会研修報告を行います。 

   総務文教常任委員会、産業厚生常任委員会、議会運営委員会及び議会広報編集特別

委員会の各委員長より順に報告を求めます。 

   まず、総務文教常任委員会委員長の報告を求めます。８番。 

○総務文教常任委員会委員長（佐々木市夫） 大玉村議会総務文教常任委員会視察研修後

の報告を行います。 

   総務文教常任委員会の決定に基づき、平成３０年１１月１４日、１５日の両日、岩

手県住田町において全委員参加のもと、「地域資源及び地域おこし協力隊員及び集落

支援員を生かしたまちづくりの先進事例」について調査研修をしてまいりました。 

   住田町は、岩手県の南東部に位置する人口約５，５００人、総面積３３４．８４平

方キロメートルの町で、隣接する大船渡市や陸前高田市とともに「気仙地方」と呼ば

れています。基幹産業は農林業であり、特に林業は町の総面積の９０％が森林である

ことから、平成１６年に「森林・林業日本一のまちづくり」の政策を打ち出し、苗木

生産から家の建設までの流れが全て町内で行われる「住田型森林業システム」と呼ば

れるサイクルを構築しました。 

   また、平成２５年度からは地域おこし協力隊や集落支援員制度を活用し、地区公民

館と連携しながら地域課題解決のための活動を実施しております。今年度より、本村

でも地域おこし協力隊制度を活用し活動していることから、それらの取り組みについ

て視察研修いたしました。 

   まず、地域資源を生かしたまちづくりについて、昭和５３年より町独自の林業振興

計画を策定し、平成１６年には「森林・林業日本一のまちづくり」という名称の計画

を策定しました。主な取り組みとして４つの柱があります。 

   １つ目は、川上から川下までの木材流通ということで、川上では森林を育て、下流

に行くに従い木材工場を設置したり、川下では第三セクターによる工務店や木造住宅

などを建築するというような一連の流れができております。このそれぞれの工場で雇

用創出や売り上げ向上につながっているとのことでありました。東日本大震災では、

この苗木生産から住宅建築までの一貫した木材流通体制のおかげで、いち早く応急仮

設住宅建築が実施されるなど、当時話題となったとのことです。 

   ２つ目は、「木質バイオマス利用」であります。林地残材や工場廃材を利用し、保
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育園の床暖房や役場庁舎での冷暖房に活用しております。平成２８年度には、住田町

再生可能エネルギー活用推進計画を策定し、向こう１０年間のエネルギー自給率向上

や農林業を初めとした地域資源を活用した地域産業振興による所得向上で地域経済の

活性化を図るなど、再生可能エネルギーの導入拡大の方向性や取り組みが計画されて

おります。 

   ３つ目として、「森林環境教育」であります。幼少期は「森で遊ぼう」をテーマに、

四季ごとに自然観察や散策、ネイチャーゲーム、雪遊びなど森の保育園と称して活動

しております。少年期では「森から学ぼう」や「森について考えよう」をテーマに、

森林での体験学習、木工団地の見学や素材生産現場の見学を行うなど、町の豊かな森

林資源を次世代につなぐための活動を展開しております。 

   ４つ目として、「ＦＳＣ森林認証」の取り組みについてであります。適切な森林管

理が行われているか、そういった森林からの資源で製品がつくられているかに着目し

たＦＳＣ森林認証の取得のため、町有林はもちろん、私有林での加入及び製材業者の

認証取得を促進するため、町の補助制度を構築しています。 

   次に、地域おこし協力隊・集落支援員の件について、町では人口減少や高齢化によ

る後継者不足で地域のコミュニティーが失われるのではということや、日常生活に必

要なサービスが身近な地域から失われていく不安などから、「食育、木育」をテーマ

とした「小さな拠点づくり」の仕組みと地域おこし協力隊・集落支援員を融合させ、

活動を展開しております。集落支援員については平成２５年１１月から始まり、平成

２８年４月より平成２９年度からの「小さな拠点」事業開始を見据え、地区公民館主

事を集落支援員兼務として事業を実施しました。 

   一方、地域おこし協力隊については、町の施策「プロジェクト」に専門的に従事し、

主に町職員と連携して製品の開発、コーディネーターとの調整などを行うプロジェク

ト型と、「小さな拠点」事業のため地区公民館単位にそれぞれ配属し、地域の課題解

決をミッションとして活動する地区配属型があります。 

   また、地域での活動を促進するため、「地域交付金」と呼ばれる住民で決めたもの

であれば自由に使い道を決められる１地区年間８０万円の交付金制度を構築しており

ます。 

   このように、集落支援員を中心とした地域づくり、交通弱者への社会福祉協議会と

連携した取り組みなどは特筆すべき例であります。また、地域おこし協力隊において

も、古民家を活用したレストラン運営が盛況で、地域のよりどころとなっているとの

ことです。 

   このたびの住田町での調査研修は、「気仙地方」といった独特の風土の中で自立を

選択した自治体として、大玉村との共通点を感じました。本村における地域資源を生

かした村づくり、外部人材である地域おこし協力隊や集落支援員を活用した地域課題

解決への応用など、今後の村づくりに大いに参考になったことを申し添え、総務文教

常任委員会の調査報告といたします。 

    平成３０年１２月７日 
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                   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） 総務文教常任委員会委員長の報告が終わりました。 

   次に、産業厚生常任委員会委員長の報告を求めます。６番。 

○産業厚生常任委員会委員長（武田悦子） 大玉村議会産業厚生常任委員会視察研修報告

書を朗読いたします。 

   産業厚生常任委員会の決定に基づき、閉会中に実施いたしました産業厚生常任委員

会の調査結果についてご報告いたします。 

   今回は、「高齢者福祉事業の取り組みについて」をテーマに、平成３０年１０月

２日から３日の日程で、全委員出席により、岩手県大船渡市を訪ね研修を実施いたし

ました。 

   大船渡市は岩手県の沿岸南部に位置し、総面積は３２２.５０平方キロメートルで、

気候は海洋性気候の特徴を持ち、年間の平均気温は１１度前後で、夏期は涼しく冬期

は比較的温暖で、積雪はほとんど見られません。また、豊富な魚介類の資源を有する

三陸沖漁場や、景観にすぐれたリアス式海岸など自然豊かな港湾都市です。 

   平成３０年３月３１日現在の総人口は３万６，９３３人で、老齢人口（６５歳以上）

の占める割合は約３６．２％（１万３，３７２人）となっており、高齢化が進行して

います。 

   東日本大震災により沿岸部に壊滅的な被害を受けたことから、災害に強いまちづく

りを目指すとともに、産業の振興と安全・安心な住宅街を整備することを復興計画に

位置づけ、市民や企業、行政の協働でつくる新たなまちづくりに取り組んでいます。 

   研修には、大船渡市より議会議長、地域包括ケア推進室長、地域包括ケア次長及び

担当職員が出席し、「高齢者福祉事業について」と題し、地域包括ケアシステムの取

り組みについて説明を受けました。 

   大船渡市では、平成２７年４月に大船渡市地域包括ケア推進本部及び地域助け合い

協議会が設立されました。地域助け合い協議会は、地域包括ケアに関するメンバーが

集まり、地域における支え合い活動の創出に向けた取り組みと、市全体で取り組むべ

き課題を話し合う協議体としてつくられました。その後、市内の各地区を単位とし、

地域における課題について話し合い、具体的な解決方法を検討し、支え合い活動の創

出を目指す協議体がつくられました。 

   各地区の協議体設置については、立ち上げを強制することなく、無理のない形での

立ち上げを説明してきたとのことですが、平成２７年１２月に１つ目の助け合い協議

会が設立され、これまで市内１１地区のうち９地区に協議会が設立されています。各

地区の助け合い協議会では、地区住民へのアンケートの実施や、お茶っこ会、早朝ラ

ジオ体操、スポーツサロンなど、それぞれの地区でできることから行われています。 

   また、定期的に全国の先進地から講師を招き、介護保険等各種制度や各地の助け合

い協議会の活動を学ぶ場として、地域助け合い創出研修会を開催し、情報を共有し、
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地域での顔の見える関係づくりを図っています。 

   今後は、地域の課題を見つけるためのアンケートを実施したものの、それをどう生

かしていくか方向性が見えない協議体に対し、それぞれの地域の実情に合わせた計画

と実践を行っていきたいとのことでした。 

   行政が住民への説明会や研究会を重ねることによって、当初は、「行政の地域住民

への丸投げであり、行政がやるべきもの」との声が多数占めていたものが、「この取

り組みは自分たちのためにやること。自分たちが年を重ね、地域のサポートが必要に

なった場合の仕組みづくりである」という考えに変わっていき、活動の意味を理解し、

必要性を感じ取り組んでいます。 

   大船渡市では、住民が主体となって協議体を展開しており、見習うべき自治体であ

りました。今後大いに参考となる研修であったことをつけ加え、産業厚生常任委員会

の調査報告といたします。 

    平成３０年１２月７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） 産業厚生常任委員会委員長の報告が終わりました。 

   次に、議会運営委員会委員長の報告を求めます。９番。 

○議会運営委員会委員長（佐原吉太郎） 本題に入る前に、皆さんご存じのように声がち

ょっと乱れるんで聞きにくい点がございましたらお許し願いたいと思います。 

   議会運営委員会の決定に基づき、平成３０年１１月２日、３日に全委員、議長出席

のもと、茨城県美浦村において、「議会の運営について」をテーマに実施した議会運

営委員会視察研修について報告いたします。 

   美浦村は、霞ヶ浦の南に位置し、総面積６６.６１平方キロメートルで、霞ヶ浦湖

が面積の約半分を占めています。また、東京ドーム約４８個分の敷地を有する日本中

央競馬会のトレーニングセンターがあり、「トレセンのまち」として知られる人口約

１万５，０００人の村であります。 

   美浦村とは、平成２４年の災害時相互応援協定締結、平成２９年の友好交流都市協

定締結を機に、「人、もの、情報」の交流が積極的に進められています。 

   研修では、美浦村議会から議長、副議長、議会運営委員会委員長を初め全委員、議

会事務局職員が出席し、①美浦村議会地方自治研究会、②美浦村議会報告会について

説明をいただきました。 

   まず、議員全員で構成する美浦村議会地方自治研究会は、月１回開催し、議会改革

と議会活性化に取り組んでおります。毎月テーマを設け、村内企業の見学、認知症サ

ポーターの養成講座やＡＥＤ講習会などの研修も実施しています。議会改革として特

筆すべき点は、美浦村議会議員の任期は来年８月までですが、来年４月に村長選挙が

行われることから、村長選挙と議会議員選挙を同日に行う議論を重ねてきたところで

す。同日の選挙により、選挙執行経費の節減、有権者の利便性や投票率の向上が図ら
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れることを、議会報告会や議会だよりなどで住民に周知しています。来年８月末日の

任期満了を待たず議会を自主的に解散するために、解散に関する決議案を定例会に提

出する準備を進めているとの説明でした。 

   次に、美浦村議会報告会は、毎年１回、２月に開催し、議員みずからが病院やコン

ビニなどに赴き、議会報告会のチラシを置いてもらうお願いをしております。議会報

告会では、３つの常任委員会からの報告、議会改革に関する報告、議会に関する意見

交換を行っています。 

   さらに議会報告会の内容やアンケート集計結果は、議会への意見も含めホームペー

ジに公開し、村民に信頼される議会、より身近な議会、より開かれた議会の実現を目

指し、実践しています。 

   また、美浦村ではタブレット端末を導入し、議員、村当局がそれぞれ携帯し活用し

ています。今回の研修でも、美浦村の各議員がタブレットを携行し、会議に臨んでい

ました。タブレットの導入により、紙の削減だけでなくスケジュールの共有など議員

活動の効率化が図られているとのことでした。 

   ３日に行われた第４１回“みほ”産業文化・スポーツフェスティバルは、村民が一

丸となったイベントヘの取り組みを実感することができました。大玉村の物販会場で

は、既に顔なじみの直売所店長や職員と挨拶を交わし、購入してくださる美浦村の

方々、スポーツ交流で大玉村を訪れた小学生が声をかけてくれる姿など、両村の交流

が着実に根づいていることも実感しました。 

   今回の研修において、議論していく段階では喧々諤々議論を交わすが、議員全員で

決定したことは同じ方向を向いて進めていく美浦村議会の姿勢を学ぶことができまし

た。さらには両議会の懇談の場を通して今後の交流の布石を敷くことができ、有意義

な研修であったことを申し上げ、報告といたします。 

    平成３０年１２月７日 

                  大玉村議会運営委員会委員長 佐 原 吉太郎 

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

○議長（遠藤義夫） 議会運営委員会委員長の報告が終わりました。 

   次に、議会広報編集特別委員会委員長の報告を求めます。４番。 

○議会広報編集特別委員会委員長（鈴木康広） 大玉村議会広報編集特別委員会研修報告

書を朗読いたします。 

   議会広報編集特別委員会の決定に基づき、１０月１０日、１１日に実施した議会広

報編集特別委員会研修についての報告をいたします。 

   議会広報編集全般についてを研修テーマに、全委員出席のもと、昨年に引き続き、

平成３０年度全国町村議会広報研修会に参加しました。毎年東京で開催される研修会

には、全国各地からの町村議会広報編集委員会の参加がありました。 

   研修は、３人の講師による講義が行われました。まず、「読み手に伝わる文章の書

き方」と題し、講師の前田安正氏（朝日新聞メディアプロダクション校閲事業部長）

から、「理解しやすい文章、伝わる文章の書き方」のポイントを学びました。①主語
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と述語を対応させる、②伝えたいことを前に出す、③助詞、句読点などの打ち方で文

章の意味が変わるなど、今後の広報紙編集に生かすべく、日本語の基礎を見直す必要

があると感じました。 

   次に、講師の筒井美希氏（アートディレクター）から議会広報におけるデザイン力

を学びました。議会広報の紙面は読み手目線で考える必要があり、①自分たちの言葉

ではなく読み手の言葉を意識する、②文字の大きさやメリハリを意識する、③見出し

の位置やホワイトスペースの重要性、④写真などの非言語を有効活用するなど、一目

で内容のポイントがわかるようにすることが大切と学びました。 

   最後に「第３２回議会広報コンクール トップ２ クリニック」では、講師の長岡

光弘氏（グラフィックデザイナー）が昨年度のコンクール全国１位の埼玉県寄居町議

会、２位の山形県川西町議会の議会だよりを解説しました。両町とも議会の意欲的な

活動を訴求した企画編集となっていました。また、住民を巻き込んだ企画も盛り込ま

れ、より多くの住民に読まれる広報編集がなされていると感じました。 

   今回の研修では、広報編集に重要な文章作成の基礎や読みやすいレイアウトなどの

デザインを学び、また先進的な議会広報紙を実践的に学ぶことができました。今後も

全国町村議会広報研修会や町村議会広報全国コンクールに継続して参加し研さんし、

わかりやすい広報紙づくりに努めていきます。 

   以上、議会広報編集特別委員会の研修報告といたします。 

    平成３０年１２月７日 

                 議会広報編集特別委員会委員長 鈴 木 康 広 

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

○議長（遠藤義夫） 議会広報編集特別委員会委員長の報告が終わりました。 

   以上で委員会研修報告を終わります。 

   ここで、休憩のため暫時休議いたします。再開は午後３時といたします。 

（午後２時４６分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後３時００分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１９、陳情第７号「荒池堤防改修に関する陳情書」及び日程

第２０、陳情第８号「荒池堤防改修に関する陳情書」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疑の回数は、大玉村会議規則第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。 

   採決は、陳情ごとに個別に行います。 

   一括議題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、日程第１９、陳情第７号及び日程第２０、陳情第８号を一括議題といたし

ます。 

   日程第１９、陳情第７号及び日程第２０、陳情第８号について、地方自治法第

１１７条の除斥により、菊地利勝君の退場を求めます。 

（菊地利勝君 退場） 

○議長（遠藤義夫） 陳情第７号及び陳情第８号について、付託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。 

○産業厚生常任委員会委員長（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１２月４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

７号及び第８号「荒池堤防改修に関する陳情書」について審査するため、１２月４日

午前１０時５０分から第１委員会室において、菊地利勝委員を除斥の上、委員５名が

出席し、さらに付託事件に対する参考意見聴取のため、産業建設部長兼農業委員会事

務局長の出席を求め、委員会の開催及び現地確認を行いました。 

   本陳情について、堤防からの漏水を防ぐために貯水量を制限しながらの利用が続い

ており、安全を確保するためにも早急に対応が必要。受益者負担については、十分な

協議を行うこと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、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１２月７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。よろしくお願いいたします。 

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

   産業厚生常任委員会委員長報告に対する質疑を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） 大切な農業をする上での水を確保という観点から、本陳情は大変

な陳情かなと思っておりまして、審議の経過とそういう意見が出たかどうかについて、

委員長にお伺いしたいと思います。 

   本年度は特に皆さんご存じのとおり、あの暑さで非常に水不足で通し水などもやっ

たりということの中で、やはり荒池に限らず全体的に前村長も言っていましたため池

もつくらなきゃならないとか、そんなことも既に頭の中にはあるんですけれども、委

員の審議の中で、この荒池のみならず全村的な水の確保のためのそんな意見が出たか

どうか、まず確認しておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○産業厚生常任委員会委員長（武田悦子） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   今回の荒池改修についての段階では、村内全域のため池についての整備についての

お話は出ませんでした。 
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   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。５番。 

○５番（押山義則） この陳情、大切なことだと思います。地域の活性化のためにも必要

だと思いますが、この事業に対して今回、委員会の中で災害復旧というような関係の

そういう関連のそういう会議は、会議の中で出たかどうか伺っておきます。 

○議長（遠藤義夫） ６番。 

○産業厚生常任委員会委員長（武田悦子） 現地確認をした段階で、産業建設部長並びに

土地改良区のほうからもいろいろ説明をいただきました。その段階では、災害復旧の

要件には該当しないというお話がございました。 

   以上です。 

（「はい、わかりました」という声あり） 

○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） 質疑がないようでございますので、質疑を打ち切ります。 

   陳情第７号「荒池堤防改修に関する陳情書」について採決いたします。 

   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しました。 

   陳情第８号「荒池堤防改修に関する陳情書」について採決いたします。 

   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しました。 

   菊地利勝君の入場を求めます。 

（菊地利勝君 入場） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２１、陳情第９号「国庫負担の増額で高すぎる国民健康保険

税の引き下げを求める陳情」を議題といたします。 

   本陳情について、付託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。 

○産業厚生常任委員会委員長（武田悦子） 産業厚生常任委員会報告書。 
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   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１２月４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

９号「国庫負担の増額で高すぎる国民健康保険税の引き下げを求める陳情」について

審査するため、１２月４日午後１時５０分から第１委員会室において、菊地利勝委員

が欠席のほか、委員５名全員が出席し、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、国民健康保険は医療保険制度の最後のとりでであり、今後ますま

す医療が高度化し、医療費がふえていくことが予想される。国民健康保険税を抑制す

るために、村も努力しなければならないが国からの支援も必要との意見が出されまし

た。 

   当委員会では、これらを踏まえ慎重審議の結果、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１２月７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。よろしくお願いいたします。 

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

   産業厚生常任委員会委員長報告に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   陳情第９号「国庫負担の増額で高すぎる国民健康保険税の引き下げを求める陳情」

について採決いたします。 

   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しました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２２、閉会中の継続調査申出についてを議題といたします。 

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

した申出書のとおり、閉会中の継続調査の申し出があります。 

   お諮りいたします。 

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

ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○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） 

   配付漏れはございませんか。（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５号「国庫

負担の増額で高すぎる国民健康保険税の引き下げ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から閉会中の継続調査申し出が提出されました。 

   お諮りいたします。 

   議員発議第５号並びに議員派遣の件並びに各常任委員会委員長からの閉会中の継続

調査申し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５号並びに議員派遣の件並びに各常任委員会委員長からの閉会

中の継続調査申し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５号「国庫負担の増額で高すぎる国民健

康保険税の引き下げを求める意見書」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。４番。 

○４番（鈴木康弘） 議員発議第５号「国庫負担の増額で高すぎる国民健康保険税の引き

下げを求める意見書」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１２月７日 

    大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

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

                    賛成者 大玉村議会議員 須 藤 軍 蔵 

   提出先 内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 

   国庫負担の増額で高すぎる国民健康保険税の引き下げを求める意見書（案） 

   国保制度は、国民の４人に１人が加入し、国民皆保険の医療制度の重要な柱になっ

ています。ところが滞納世帯が全加入者の１５％を超えるなど、高すぎる国民健康保

険税に住民が悲鳴をあげています。 

   国保の加入者構成（市町村国保に全国で約３５００万人）は、かつては７割が「農

林水産業」と「自営業」でしたが、今では４３％が年金生活者などの「無職」、

３４％が非正規雇用など、あわせて８割近くになっています。 
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   協会けんぽや組合健保に比し、国保は加入者の「所得が低いのに保険料がいちばん

高い」になっており、庶民に大変重い負担を強いる制度になっています。 

   私たちは高すぎる国保税を引き下げ、国保の構造的な問題を解決するには、公費の

投入しかないと考えています。全国知事会・同市長会・同町村会が国保の定率国庫負

担の増額を政府に要望し続けており、２０１４年には、公費を１兆円投入し「協会け

んぽ」並みの負担率にすることを政府・与党に求めています。 

   １９８４年以降、国庫負担の削減・抑制で国保に対する国の責任が後退する中で、

今年、約３４００億円の財政支援が行われましたが不十分です。国保加入者の貧困

化・高齢化・重症化が進む中で国保税の高騰が止まりません。 

   高い国保税になる要因に、世帯の人数が多いほど（例えば子供の数が多いなど）国

保税が引きあがる「均等割」があります。これは「子育て支援・少子化対策」に逆行

するものです。家族の人数が保険税に影響するのは国保だけで、「平等割」同様、他

の保険にはありません。 

   「均等割」と各世帯に定額でかかる「平等割」をあわせると、全国で徴収されてい

る保険税額は、およそ１兆円とされています。１兆円の公費投入で「協会けんぽ」並

みの保険税になります。 

   以上の趣旨から以下の項目の実現を強く求めるものです。 

記 

   １．国庫負担の増額で高すぎる国民健康保険税を引き下げること。 

   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１２月７日 

    内閣総理大臣 安倍晋三殿 

    財務大臣 麻生太郎殿 

    厚生労働大臣 根本匠殿 

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

   よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第５号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   これより採決いたします。 

   議員発議第５号について採決をいたします。 

   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。 
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   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、異議なしですけれども、ちょっとコメント上げてよろし

いでしょうか、派遣の件。３つの件についてだべ」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 議員派遣だよ。 

（「３つあった、大きいのは。全体と総務と」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） ちょっと待って。内容は。 

（「内容はね。じゃ、コメントでいいですか。要望も兼ねて」とい

う声あり） 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

（「許してもらえれば、発言。よろしいですか」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 発言は許しますが、これは皆で決めた部分なんで。 

○８番（佐々木市夫） わかりました。 

   全体研修、沖縄、これかねてよりの実施でございます。総務文教常任委員会の皆さ

ん、ちょっと眺めていただきたいと思います。今回、総務常任委員会とすれば、全体

研修の中で地域コミュニティサークル活動及び健康長寿を育む多機能型生涯学習施設

に関する調査をあわせて行います。全体研修ですから、これでいいんですけれども、

私からのお願いは、この健康長寿、きょうの朝の新聞、私は中身は具体的にまだ見て

いませんけれども、県では健康長寿の県づくりという形で、そんな形の、してもおり

ます。ですから、この研修を通じて、これ私は基本的には産業厚生のほうにお願いし

たいんですけれども、その辺も踏まえて、最終的には３月定例議会あたりに大玉村で

健康長寿の村宣言、そういうことを我々議会から行政に訴えかけて、実現できるよう

なそんな意識を持ってこの研修に臨んでいただきたいというようなことをコメントさ

せていただきますので、よろしくお願いします。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ただいまの８番さんの意見はもっともですが、そういうことは皆さ

んが重々周知していると思いますんで、はい。 

   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し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の事務のうち、おのおの記載の事件の調査について、

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。 
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   お諮りいたします。 

   各常任委員会委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議

ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   したがって、各常任委員会委員長からの申し出のとおり、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６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３時２５分） 


