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平成３１年第３回大玉村議会定例会会議録 

 

第４日  平成３１年３月７日（木曜日） 

 

 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 ９号 職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に 

            ついて 

     議案第１０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１１号 大玉村特別会計条例の一部を改正する条例について 

     議案第１２号 大玉村税条例の一部を改正する条例について 

     議案第１３号 大玉村帰還環境整備交付金基金条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

     議案第１４号 災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例につい 

            て 

     議案第１５号 大玉村ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例の一部を改正 
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            する条例について 

     議案第１６号 大玉村道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について 

 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。 

   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、傍聴に橋本文幸さんほか６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、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、一般質問を行います。 

   １番佐原佐百合君より通告ありました「子どもたちの安全と保護者の安心が保てる

学童保育」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

通告しました２件について一般質問を行います。 

   まず初めに、子どもたちの安全と保護者の安心が保てる学童保育について質問いた

します。 

   共働きの家庭などの小学生を、下校の後の昼間や土曜日、または学校の長期休業に

保護者の皆さんにかわって生活指導を行い、さまざま楽しい活動を通して、児童の健

全育成を図ることを目的としている学童保育。大玉村では放課後児童クラブと呼ばれ

ています。 

   本村では１４歳以下の年少人口の増加が県内一となり、放課後児童クラブを利用す

る子どもたちもふえているのではないでしょうか。子どもたちにとって安心して過ご

せる生活の場所でもあり、放課後児童クラブに預けていることで、保護者の皆さんは

安心して仕事ができているのではないかと思います。私の子どもも何年も前ですが、

まださくらになる前、幼稚園で実施しているころお世話になりました。先生や子ども

たち、保護者の皆さんたちと親子ともどもとてもアットホームな感じでお世話になり

ました。 

   その放課後児童クラブですが、政府は昨年１２月、全国の市町村会からの要望に応

じて、職員の人員配置や資格要件を緩和すると報道されました。今後、関連法案を通

常国会に提出する予定だそうです。もしかしたら今会期のような気もするんですが、

現行の基準は全国一律で１クラスの定員をおおむね４０人以下、職員２人以上の配置

を義務づけています。そのうち１人は保育士や教員免許などを持つ人でかつ専門研修

を受けた放課後児童支援員と定めています。 
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   全国一律の基準がなくなれば、自治体の裁量により人材不足でも１人で多くの子ど

もを預かることも可能になるそうです。そうなった場合、保護者の皆さんや保育関係

者は子どもの安全が守られるのか、不安に感じるのではないかと思います。子どもさ

んや保護者の皆さんへの直接的な支援ではありませんが、放課後児童クラブで働く職

員の皆さんの働く環境を考えることも子育て支援の一つではないかと考え、次の質問

をいたします。 

   現在の放課後児童クラブの児童数、職員数を教えてください。 

○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。 

   放課後児童クラブの２月１日現在になりますけれども、登録の児童数、大山小学校

の児童が８１名、玉井小学校児童が１１５名、合計で１９６名となっております。 

   また、職員数につきましては９名。内訳でいうと、保育士と幼稚園の教諭の資格を

持つ方が３名、保育士の資格を持つ方が１名、教員の資格を持つ方が２名、そして認

定研修を受けた方が３名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） 登録者数が１９６名、２月１日現在とお伺いしましたが、そのう

ち通常利用は何名ほど、あとは夏休みとか長期休業の場合はどうなるんでしょうか。 

○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。 

   通常の利用につきましては１５４名、短期で利用される方が４０名、長期休暇中、

夏休み等に利用される方が２名となっております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） すみません、短期利用が夏休みとか長期休暇だと思っていたんで

すが、短期利用とはどんな利用なんでしょうか。 

○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。 

   短期利用につきましては、１日単位ということで１日５００円で預かれるというよ

うな利用になります。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   そうしますと通常利用が１５４名、それを４０人で割ると大体４名、それに先ほど

の現行の基準でいくと２人以上配置できるということで約８名なので、現在９人先生

方がいらっしゃるということで、基準は満たしているのだろうなと感じました。 

   ただ、月曜から土曜まで実施しているということで、職員の皆さん週休２日であっ

た場合、先生が交代で休まれると思います。もしくは風邪を引いたりとか、本人の体

調だったり家族のとかあると思うんですが、そのときに人数が減った場合はどのよう

に対応しているのでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 
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○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。 

   現在職員９名ということでございますけれども、１名については補助員というよう

な形でつくことができるようになっております。できるだけ職員については同時に休

まないような、ただ緊急を要するような場合を除けば同時に休まないようなそういっ

た休暇の取得の方法によって、規定の人数預かれるような職員体制を確保していると

いうような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 交代しながら安全に運営されているということですね。 

   来月から新年度になるわけですが、新年度になったらどのぐらいの子どもたちがふ

えるのでしょうか、もし人数わかれば教えてください。 

○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。 

   ３１年度現在申し込みがございました人数ですが、合計で２１９名となっておりま

す。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 今よりもまたふえるので、さくらのあの場所がまたたくさんの人

になるのだなと思いました。 

   で、現在のところ、現行の基準４０名に対して２名以上という基準は満たしている

ようですが、先ほど前段でもお話ししましたが、全国一律の基準が緩和されることに

ついて、その報道についてどのように考えているかお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   現在、児童クラブにつきましては、村の社会福祉協議会に委託して行っているとこ

ろでございますけれども、支援員の配置基準につきましては児童の安全確保のため、

現行の基準を維持したいというふうに考えておるところでございます。 

   また、今後につきましては、実態に応じて放課後児童クラブを運営している基準の

変更等がありましたらば、近隣市町村の状況も見ながら検討をしていきたいというふ

うに思っております。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 現行を維持していただけるということで、職員数を減らすことは

ない、もし法案が通っても大玉村としてはそんなことがないというふうに理解いたし

ました。 

   それを聞いて私はとても安心しました。先生方は、子どもたちが安全にそして安心

して過ごせるよう、子どもたち一人一人の特徴などを理解し、見守ったり、サポート

したり、宿題をやったり、おやつを食べたり、一緒に話をしたり、遊んでいる中で子

どもの健全育成を支援していると思います。 

   その中で、ちょっとしたけがとか、飲み物がこぼれたりとか、イレギュラーなこと

もあると思います。そんなときもあるので、さくらの場合は４０人１クラスではなく
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て多分大きなくくりで見ていると思うんですが、４０人を２人で見ることができない

場合もあると思います。例えば保護者の対応をしていたりとか。そのほかに小学生の

人間関係はすごい複雑になっていると思います。仕事をしながら子育てをする保護者

にとって、子どもの普通の生活や、日常での心身の変化について気づかない場合もあ

ったりまします、実は私もその一人でした。 

   学童に通わせていたとき、放課後児童クラブの先生から、何々君きょう学校で何か

あったみたいだよって作文書いているので見てくださいというふうに言われました。

それを読んだときに、以前からいじめに遭っていて、その内容が書かれていて、最後

に誰々君が楽になるなら自分がいなくなればいいという内容でした。担任の先生に確

認しました、事実でした。この話をすると長くなるので話はしませんが、最終的には

本人たちが時間をかけて解決していきました。その先生は今いませんが、とても感謝

しております。日ごろの様子を敏感に感じることができる先生方、いつも見てくれて

いる先生だからこそできる保護者さんとの連携、例えば子どもの状況を把握して報告

したり、きょうこんなことがあったよとか、そんなことが言えると思います。そして、

学校とも連携が大切な仕事だと思います。 

   このように、放課後児童クラブの先生方は大切な役割をしているのですから、職員

の人数がもう少しふえてもいいのかなと私は思っております。４０人に対して２名以

上という言葉が書かれていたので、そこで質問をさせていただきます。 

   現行の基準であれば、今より人数を減らすことはしないとおっしゃっていただいた

んですが、大玉の条例でも職員は２人以上となっているので、子どもたちの健全育成

を支援するために職員の人数をふやすという考えはあるのかお伺いします。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） １番議員さんにお答えをいたします。 

   放課後児童クラブの役割というのは、先ほど議員さんからお話ありましたように非

常に重要な部分がありまして、小学校との連携も必要ですし、また、村の保健師等も

かかわりながらそういう事例もございます。当然その職員の資質等もこれかなり大き

な部分を占めるということもありますので、研修等を行いながら、また、職員間の連

携を図りながらということで行っているところでございますけれども、職員の増員な

どについては、状況を見ながら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） １番。 

○１番（佐原佐百合） 状況を見ながら検討をしていただけるということで期待しており

ます。放課後児童クラブは、放課後の数時間を遊んで過ごすだけの場所ではありませ

ん。子どもたちはそこでともに生活をします。夏休みのような長期休みには、朝から

夕方まで１日勉強、食事、遊びなどをして過ごします。学年を超えたつながりの中で

多くのことを学ぶ大切な居場所だと思います。 

   その居場所なのですが、現在の場所では狭く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。 
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   児童クラブにつきましては登録者も年々ふえているということで、現在、場所的な

ものについても検討を行っているところでして、今の場所以外の部分も検討した経過

がございます。現在につきましては、さくらの屋内体育館の一部を改修して過ごせる

場所をふやしたいというようなことで、基本設計を委託しておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 現在、改修をして過ごせる場所を検討しているということで、私

もちょっと見に行きましたけれども、クラスごとにはなっていますが仕切りがないの

で、やはり交差するときとか何というんでしょう、どうしても一緒になるときとかが

あるので、そういうときにはやはり危険だなと感じますので、スペースをもう少し確

保していただければなと思います。 

   初めにも言いましたが、子どもさんや保護者の皆さんへの直接的な支援ではありま

せんが、放課後児童クラブで働く職員の皆さん、働く環境を考えることも子育て支援

の一つだと私は考えています。子どもたちの健全育成と、保護者の安全が保てるよう

な子育て支援の一つとして取り組んでほしいと思います。 

   次の質問に入ります。 

   ソーシャルネットワークなどで最新の情報発信をすることについてお伺いいたしま

す。 

   村民の皆さんが大玉村の最新情報を知る手段としては、広報おおたまや防災無線、

あと回覧、ホームページやＳＮＳだと思います。でも、ホームページの更新が遅くて

最新の情報が調べられないとか、個別に配布された文書をもう一度見たいんだけれど

も、急ぎの回覧文書は早く見ることができたらいいよねという声があります。 

   年々スマートフォンやタブレットの普及は高くなってきていると思います。大玉村

の情報が欲しいと思えば、ＳＮＳやホームページにアクセスする人も多いと思います。

私は最新の情報がＳＮＳなど、インターネットで調べられるととても便利で助かるな

と思います。各課でせっかく新しい情報がホームページの中にアップされていても、

ホームページの村からのお知らせ、─一番最初に出てくるところです─や、更新

情報に掲載されていないものもあったりして、もったいないと思います。 

   例えば、昨年の１２月に大玉村子育て応援の手引というすばらしいものがアップさ

れていて、２８ページにも上るカラーのすばらしい、見て本当に見たくなるな、調べ

たくなるなという思いのものがホームページ上にアップされていました。でも、子育

てのところから入っていかないと見ることができなくて、せっかくいい情報なのだか

ら一番前に挙げてあげたりとか、若いお母さんたちなんかはやはりＳＮＳとかを見る

機会が多いと思いますので、ホームページよりもツイッターとかフェイスブックなど

のＳＮＳのほうが早く情報を得る手段だと思います。 

   そこで、次の質問をさせていただきます。 

   大玉村の最新情報や更新情報が村の公式ホームページで、先ほども言いましたが発

信されていないことがたまにあるようです。そのほか公式のＳＮＳを含め、情報掲載

をする場合、どのように行われているのかお伺いいたします。 
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○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   村の公式ホームページの情報掲載、情報更新につきましては、各課に広報委員がお

りまして、その広報委員により情報をアップロードして、政策推進課において承認す

るというような流れで運営をしてございます。 

   また、フェイスブックなどのその他の公式ＳＮＳにつきましては特に規定はしてお

りませんが、村の公式ＳＮＳに掲載するに当たっては、今後はＳＮＳによる村の情報

発信を担当する地域おこし協力隊を募集しまして、より多くの掲載に努めてまいりた

いというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） いつも情報発信については強く要望している私ですが、すごく職

員の皆さんお忙しい中やってくださっているのは重々承知してはいるのですが、そう

いうこともあって地域おこし協力隊の方が入ってくださるということは、皆さんにと

っても心強いのではないでしょうか。そこで地域おこし協力隊の方について何点かお

伺いいたします。 

   募集とか採用の時期はいつごろになるのでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   募集については、現在、募集要項を作成してございます。予算につきましては、新

年度予算ということになりますので、新年度になりましたら早々に募集をかけまして、

できるだけ早い時期に協力隊の方を募集しまして、この情報の発信に早く着手したい

というふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 具体的にまだ決まっていないかもしれないのですが、もし今わか

る範囲で具体的にどのような仕事をしてもらうのかお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   今、募集要項を作成中でございますので、詳細につきましてはまだ決定していない

部分はございますが、まずは大玉村についてを知っていただいて、もともといた住民

では気づかない昔からの村の観光資源等を含めた村の魅力を発信してもらいたいとい

うふうに、今のところ雑駁になりますが、そういうものを望んでいるということでご

ざいます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 村の中を歩いていただいて、村の魅力を発信するような仕事にな

るのかと思いますが、私が気になるのが最新の情報を出していただきたいなという思



 

- 119 - 

 

いがありまして、その最新情報を例えば今度地域おこし協力隊の方に頼む場合、今と

変わらず結局は職員さんが資料をつくって、これを載っけてちょうだいと、アップし

てちょうだいとやるのであれば、何か逆に職員さんの負担になってしまわないのかな

なんという心配がありましたが、その辺どう思われますか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   職員が細かく指示するということになると、今議員さんがおっしゃったように職員

の負担もかなり多くなるということが予想されると思いますが、協力隊員みずからが

地域の魅力を発信すると、発掘するということで情報を発信していただければ、でき

るだけ正確で信頼性のあるものを発信してもらうということは当然ですが、それを基

本に協力隊員みずからが発信してもらうという方法をとりたいなというふうに考えて

おります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） ありがとうございます。 

   今の質問にもつながるんですが、職員さんの一時的な代替ではなく、きっと将来大

玉村に住んでもらえるようなことを考えていってあげなくてはいけないのかと思うん

ですが、この情報発信の部分で将来大玉村に住んでもらうようなということについて

はどう考えているのかお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   地域おこし協力隊は、議員さんもご存じのとおり他の市町村でも活躍しております。

実際、地域に根づいて生活をしている方もたくさんおります。それが成功事例が多い

ということで、国のほうもかなり新たに予算も投入して力を入れているということに

村としても非常に期待を持っておりまして、村の魅力をみずから知ってもらって、大

玉に魅力を感じてそのまま住みついていただきたいというような考えは当然持ってご

ざいます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） これから地域おこし協力隊の情報発信の部分に期待しまして、職

員さんも忙しくて大変だと思いますが、村民の皆さんのために頑張っていただきたい

と思います。 

   次の質問です。 

   村内へ配布されている回覧文書が掲載されていたホームページの中にある掲示板と

いうものが見ることができなくなり、少数の意見ですが残念に思っている人もいまし

た。以前、私が指摘したこともあって、掲載しなくなっちゃったのかななんて気には

なっていたのですが、今後掲載する予定はあるのかお伺いいたします。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 
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○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   ご質問のホームページの掲載につきましては、確認しましたところ、ご指摘のとお

り掲載されていない時期があったということでございます。その後、早々に掲示板を

復活させているところでございまして、今後は区長さんの配布文書がありますので、

発送に合わせて定期的に今までどおり掲載し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） １番。 

○１番（佐原佐百合） なぜこの質問をしたかといいますと、特に求人の回覧です。個別

配布ではなくて、回覧の場合、平等に見ることができないからです。私もちょっと知

らなかったんですが、回覧で回ってきたけれども時間が短過ぎるんじゃないのとか、

そんな情報あったと聞いたけれども、知らない間に回覧回されちゃったよとか、あと

は回覧は家族全員が目を通すわけではないから次に回してしまう、もしくはもしこの

回覧の応募に対して村外の人が応募していたらおかしいという声も上がりまして、そ

ういえばそういう最新のことは掲示板に上がっていたら平等なのかな、なんて思いま

して質問させていただきました。 

   そんな声に応じて、そのホームページの掲示板ってすごく見つけにくくて、あと名

称が掲示板となっているのですごくわかりにくいので名称の変更と、ホームページ上

にもっとわかりやすい場所にあったらいいんじゃないかなと思います。ただ、ほかの

自治体で回覧文書をそういうこところに載せているところがあるのかというのはちょ

っと調べていないのでわからないのですが、そういうお考えはどうでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） １番議員さんにお答えいたします。 

   ホームページについてはその都度いろいろ更新してございますが、今ほどご指摘あ

りましたとおり、見つけにくい場所であったり、名称がちょっとわかりづらいとか、

同じような名称があったりとかという場合もあろうかと思いますので、今後、広報委

員会の中でいろいろ検討していただいて、できるだけ利用しやすいホームページのほ

うの作成に努めてまいりたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １番。 

○１番（佐原佐百合） 私もなかなか回ってきた回覧を見るという機会がないので、すご

く掲示板のページが役に立っております。そういう村民の方もたくさんいらっしゃる

と思うのでぜひよろしくお願いいたします。 

   防災無線、暮らし・防災災害ページの中にも防災無線でお知らせしている内容は、

本当に私たち仕事をしていたり、家事をしていると防災無線が聞こえなかったりする

ので、そこを見るとこういう情報を流していたのねというのがわかるのですごく助か

ります。なので、ただその防災無線のせっかくのお知らせの内容も暮らし・防災のペ

ージに行かないと見られないので、なんか同じくそこの回覧のところにあったらいい

なと思いますので、誰でもがいつでも調べたり見ることができるようになってきてい
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るので、まだ使えない方もいますが、どちらでも対応できるようにすることが私とし

ては望みであります。作業的には大変かもしれませんが、村民の皆さんに平等に情報

発信ができるように努力をお願いし、私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、１番佐原佐百合君の一般質問を打ち切ります。 

   ８番佐々木市夫君より通告ありました「大玉村の農業の現状と将来の展望は」ほか

１件の質問を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） 議長の許可を得ましたので、さきに通告しておきました２件につ

いて順次質問してまいります。 

   最初に、大玉村の農業の現状、実態ということですけれども、将来の展望はという

ことについてであります。 

   まず、以前に私は何度かこれらの農業問題を取り上げて質問してきた経緯がありま

すが、今回特に思いを強くして取り上げていることを申し添えます。 

   さて、我が国の農業政策は以前より長い間くるくると変わる、いわゆる猫の目農政

などと皮肉を言われてきた政策でありますが、特に稲作では昭和４２年以来の減反政

策がいよいよ昨年から、つくる自由、売る自由と農家の自主性を促す方向へと大きく

かじが切られたところであります。 

   一方で農業従事者、経営者の高齢化や後継者問題などに伴う遊休地、耕作放棄地の

面積増加など、農業系を取り巻く環境は依然として厳しい環境にさらされていると言

わざるを得ません。２０年前のガット・ウルグアイ・ラウンド、さらに最近ではＥＰ

ＡやＦＴＡ、ＴＰＰ問題などに代表されます、この貿易自由化の波、グローバル化し

た国際情勢の中で例外なく市場原理、自由競争のもと、農産物価格の低迷で将来の農

業に不安を持つ昨今であります。 

   今の段階では、まだ静粛さを保っているという感がありますが、近い将来、日本の

農業はまさにこの荒れ狂う大海原を漂流する木の葉のような様相、ありさま、ちょっ

と大げさに表現していますけれども、となるのではないかという予感と恐怖さえ感じ

られるのは私だけではないでしょう。 

   日本の農業、大玉村の農業に未来はないのでしょうか、いやそんなことはないでし

ょう。アメリカに代表される大規模農業、企業的経営を目指す推進する我が国の政策

ですが、果たしてそれだけで日本や大玉村の農業の未来は開けるでしょうか。若い時

分に２年間アメリカで農業を学び、アメリカの農業を実際に体験した私は常にその疑

問を持ち続けております。 

   きのうの同僚議員の質問にもありました、家族農業、国連でも推奨しているこの農

業の形態が日本、特にこの中山間地農業経営には重要な要素であると考えております。

これらの農業を考える上で兼業農家の存在も否定できません。私はいろいろあってそ

れでいいと考えております。いわゆる日本型農業、それを再発見、そしてその型を構

築すること、そして実践することに大きなヒント、さらにはこの日本農業の未来に夢

を描ける鍵が隠されていると私は考えております。山林の多いこの日本地域や平たん

地の肥沃な農地、四季のはっきりとした地域が多いこの日本、しかも東西に長いこの
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地形の日本列島でありますから、俗に言うどこに行っても金太郎あめみたいな一つの

家の形態ではなくて、それぞれの地域の特性、いわゆる地域性を生かしたこの特徴あ

る地域の生産方式であるべきと私は考えております。 

   翻って考えてみますと、４号線に代表されるこの我が大玉村、平たん地。ちょっと

岳温泉方面に進みますと中山間地域、村の誇りでもあります安達太良山を有する我が

大玉村であります。大玉村には大玉村独自の農業経営形態があってもいい、いや、あ

るべきと私は考えております。ことわざでありますけれども、「故（ふる）きを温

（たず）ねて新しきを知る」、先人が営んできたこの戦前戦後の農法、結（ゆい）に

代表されるこの農業形態、今こそこのようなことを再認識と検討すべき時期に来てい

ると私は考えております。 

   物質の豊かさのみを追求するのではなくて、自然豊かなこの周囲の環境に感謝しつ

つ、心の豊かさを大切にしながら、隣人との助け合いを基本として暮らしの豊かさを

実感できる、生き生きとしたこの毎日の生活の営みこそが幸せと感ずるべきだと私は

思いますがいかがでしょうか。 

   さて、ちょっと前置きが長くなりました。そこで、以下通告しておきました部分に

ついて質問をしてまいります。 

   まず初めに、大玉村の農業経営の実態であります。 

   ①として、経営内容の実態と課題についてお伺いしたいと思います。 

   昨年の平成３０年度の水稲の作付状況と生産量など、あわせて今年度、３１年度の

見通しなどについてもお答えください。また、同様にこの畑作、果樹、畜産関係、畜

産はもちろん養豚、肥育牛、繁殖牛、酪農などについても把握していればお願いした

いと思います。 

   それと、本村の基幹産業である農業。農業が基幹産業であるという本村にとって改

めて農業の総生産額、そして本村の全体の商業、工業も含めてその総生産額に占める

この割合は、果たしてどのくらいになっておるのか、その辺もお尋ねしたいと思いま

す。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   まず、３０年度の水稲の作付状況でありますけれども、８５７ヘクタールという状

況でございます。３１年度につきましては、施政方針でも申し上げましたように、

３１年度生産目安面積、これが８４８ヘクタールという提示を受けまして、再生協議

会の臨時総会を経て、過日の農地組合長会議で各農家の皆さんに、その目安面積につ

いてお知らせをしたところでございます。 

   昨年度から生産調整というものから実質的な作付というふうなことに変わってござ

いますけれども、過剰作付による米価下落、こちらを防ぐという観点から農家の皆さ

んにはぜひ昨年並みの作付をお願いしますということでご提示を申し上げるところで

ありまして、現在、その面積につきましては取りまとめを行っているところでござい

ます。 
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   畑作、果樹につきましては、これは２０１５年の農業センサスの数値となりますが、

面積で畑作が２２５ヘクタール、果樹が７ヘクタールの作付面積という実情でござい

ます。畜産関係につきましては、これは経営体の戸数になりますけれども、養豚が

２戸、それから肥育が３戸、繁殖が３１戸、酪農が９戸という状況になってございま

す。 

   加工関係でございますけれども、個人で委託して加工しておられる場合もあります

が、詳しい数字については把握はしてございませんが、これも農業センサスによりま

すと、農産物の加工で５件というふうな状況でございます。 

   農業生産額につきましては、課長のほうから答弁をさせたいと思いますが、相対に

かかる割合については把握していない場合もありますので、その部分についてはご容

赦いただきたいと思います。 

○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。 

   商業のほうの生産額につきましては資料を持ち合わせてございません。ですので、

農業のほうの産出額のほうを述べさせていただきます。農業全体としましては１９億

３，０００万円ということになっております。うち、米の産出額のほうが９億

８，０００万円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） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございました。 

   なかなか書くのに大変な数字ですから、後で差し支えなければその資料をいただけ

ればありがたいと思います。 

   いずれにしましても、全体的に大玉村の総生産額、資料はほかにあるはずですので

私もちょっと見た経過がありますけれども、改めてその辺を、深い意味はありません

けれども、農業が基幹産業であるということであれば、やはり基本的にはその生産額

も含めて数字を上げる努力はやっぱり一方ではしなければならないなと、そんなつも

りでお尋ねいたしました。 

   次に、農業経営者の年齢構成と後継者の確保という観点からその実態について、後

継者の確保という課題とその対応策は。さて、現在までにこの新規就農者対策と、そ

の就農した実績、人数的にはどうなっているのか、その辺もお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   後継者対策といたしましては、政策的な部分では農業後継者の育成資金、利子補給

金という制度がございますが、これにつきましては昨年度につきまして利用の実績は

ございませんでした。新規就農者対策というふうな部分でございますけれども、過去

５年間におきましては震災等の影響もございまして、いらっしゃいませんでした。し

かし、今後の取り組みとして来年度より、昨日もお答えをさせていただきましたが、

地域おこし協力隊、こちらの青年によりまして空き家の調査でありますとか、農業法
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人における研修の受け入れ調査、Ｉターン・Ｊターンでの新規就農者の受け皿づくり

というところを含めまして、積極的な展開を考えてまいりたいというふうに考えてご

ざいます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   ちなみに、後継者不足ということは我が村だけではありませんけれども、本村の農

業経営の後継者の視点と、外部から新しく新規就農者という形で入ってくれる、その

ようなことの重要性というのは大事なことだと思うんですけれども、その対策はまだ

余りきちっとした形ではできていないのかもと。次にこの質問をしますけれども、そ

れと関連しますけれども、次に入りたいと思います。 

   人・農地プランについて、村内の策定状況でありますが、新規就農者の認定要件と

して、人・農地プランの計画策定が必須条件と、担当の課からお伺いしました。本村

ではそのことを踏まえて、全村を対象にした人・農地プランの策定をしておりますが、

改めてその内容をお伺いしたいと思います。 

   一方で、地域ごとの策定ももちろんなされており、前回の認定農業者と農業委員の

交流会の中で把握はしておりますが、改めてここでお伺いしたいと思いますけれども、

そのことで法人化組織設置まで発展した谷地集落などもありますが、改めてこの本村

の各地域での策定状況と課題などについても、この際お伺いしたいと思います。 

   と同時に、本村全体の計画が見直し時期になっており、新たなアンケート調査を実

施しております。その結果の取りまとめがなされたと伺っております。今月の３月

２０日、保健センターで会議があるような情報でありますけれども、そういうことに

すれば会議の目的や、この参集範囲などあわせてお聞きしたいと思います。また、こ

の人・農地プランを今後、本村農業の振興発展のためにどう啓蒙して、どう活用して

いくのかなどについてもあわせてお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   人・農地プランの策定状況でありますけれども、現在、村内で地域的な人・農地プ

ランとして策定されておりますのは谷地地区、それから大谷地地区の２地区でござい

ます。さらに、今ほど議員からもご指摘ありましたように、それ以外の地区、人・農

地プランを要件とする等々の事業もございますので、それ以外の地域、大玉村全域を

地域と計画区域として策定をしているところでございます。 

   こちら人・農地プランとして進めているわけでございますけれども、課題といたし

ましては、今申し上げた２地区のほか全村でということになるわけですが、それぞれ

やはり全村的にということになりますと課題も違いますし、状況も異なるというふう

なこともありますので、今後地域的に、あるいは地区的にどのような人・農地プラン

としていけるのかというのが、現在、担当として課題意識として持っておるところで

ございます。 
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   また、プランの改定でございますけれども、農家の方々に調査票による調査を行い

ました。先ほど議員からお話がありましたように、３月２０日に説明会を行いまして、

その際意見、要望などを集約いたしまして、その後検討委員会においてプランの改定

を作成いたしまして、改定に向けての作業を進めていくというふうな状況でございま

す。 

   その説明会の範囲でありますけれども、これは農家の皆さん全てに呼びかけており

まして、過日の農事組合長会議におきましても、農家の皆さんに周知をしたところ、

さらにまた農事組合に加入されていない方もいらっしゃいますので、区長さんの回覧

によっても説明会について周知をして参加いただきたいということで呼びかけをして

いるところでございます。 

   人・農地プランにつきましては、集約化、大規模化という観点もございますけれど

も、農家の現在の人と、それから農地をどういうふうに把握して進めていくか、そう

いった意味で農政のベースになるという部分の計画であるというふうに捉えておりま

すので、今後とも意向の反映に十分に努めてまいりたいというふうに考えてございま

す。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   残念ながら私自身が勉強不足で、その人・農地プランが全村的につくってあるんだ

ということはちょっと存じ上げておりませんでした。ただ、そのときわかった時点で

疑問に感じたのは、これは全村的にやったとしても、これは難しいことだよな、実際

この地域でいろいろ話し合ったりしてやっていかないと、この効果は上がらないよな

というような形は直感的にそう感じました。 

   で、もう一つのお願いは、そういうことであれば、今回そのアンケートとしてはか

なりいろいろこれから農業続けますかとどうですかとか、いろいろ書かれていました。

ここに資料あるんだけれども、今ちょっと出てこないんですけれども、いずれにしま

しても、そういう情報をもっと我々も含めて農業者の皆様方にお知らせをしてほしい。

そういうことをこの際要望しておきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

   さて、農業経営を継続していく上で、遊休地や耕作放棄地の解消は今後の大きな課

題と思います。以前、村では耕作放棄地などの農地を数年間かけて再生した実績があ

りますが、改めてその面積と、現在までのその後の利活用の状況についてお聞きした

いと思います。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   農地再生についてでございますけれども、平成２１年当時の調査の実績によります

と、１０５．２ヘクタールのその当時耕作放棄地が確認されてございます。その後、

農地再生の事業を進めまして、実績値として４８．６ヘクタールの再生を実施したと

ころでございます。再生後につきましては、この借りたいというふうな場合には、菜
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の花ですとか、それからエゴマの作付というふうなことで、エゴマの会というふうな

ところにもつながってきているような状況でございますけれども、一方、借り手が見

つからない、あるいはどうしても再生はしたけれども条件がよくない、もともと条件

がよくないというところが耕作放棄地につながるというふうな要素もございますので、

そういったところについては下草刈り等の管理を行っている場合、あるいはその前の

状態に戻りつつあるようなところも一部ではありますが、あるような現実でございま

す。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 実態として胸を張って、このようにして再生した農地をこのよう

にして立派に使っていますよとか、こういう形の例がありますよという答えが出てく

れば一番ありがたいことなんですけれども、現実的にはなかなかそれは難しい問題か

なと。今言ったように非常に不便な土地も含めて耕作放棄地とか再生しているわけで

すが、今後の大きな問題として、既に中山間地域、私もしょっちゅう歩いていますけ

れども、かなりもう農家は農業をやるのをあきらめて、立派な昔田んぼだった土地を

含めて荒れかかりそうになっている。そして農業者自身はもうやる気はありません。

非常に憂える状況ですので、いち早くもう少しこのエゴマもいろんなこと大事ですけ

れども、もっと別な意味で、私なんかは復興住宅、再生住宅の跡地利用に農業総合セ

ンターを誘致して、専門的にこの中山間地域の作物を検討してもらって、それを、大

玉村をモデルにしてほしいなんて勝手にお願いしておきますけれども、私の力ではど

うしようもないので、いずれにしましても、それらの検討も含めていろいろ検討お願

いできればなと思っております。 

   この項目の最後になります。持続可能な農業の維持発展のために地域の役割を担う

大きな期待と実績を示したこの営農の協働組織、何点かありますよね。それと、最近

強力にこの村でも推進を図っております法人化組織の実態、数など、その実態につい

てお伺いしたいと思います。また、それらの組織の育成策、今後の育成策も含めて、

きのうの質問者に答弁いろいろありましたけれども、重要なことでありますので、も

う一度お聞かせ願えればと思っております。 

○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。 

   村内におけるいわゆる協働組織でございますけれども、協働組織につきましては補

助を出している団体、あるいは任意で設置している場合もありますので、全て把握し

ているわけではございませんけれども、今ほどお話しになりました中山間地域の直接

支払、こちらの組織につきましては１５組織、さらには多面的機能支払交付金の事業

の組織につきましては８組織が事業への取り組みを協働組織として行っているところ

でございます。特に村といたしましては、この多面的機能支払交付金の事業につきま

しては、以前１２組織あったものが８組織というふうなことで減少傾向にあることか

ら、村全体をカバーするような広域的な組織というふうな形で、この組織の充実を図
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っていけないかというふうなことで、現在、特に水路等を管理いたしております土地

改良区と協議をいたしまして、これから先の広域化に向けて検討を進めてまいりたい

というふうに考えてございます。 

   法人組織でございますけれども、これは農業委員会に報告があります農地を所有す

るのに適格な法人というふうな定義がございまして、こちらの農地所有適格法人の報

告書によりますと、村内の農業法人は１１法人が登録されてございます。これら育成

対策といたしましては、法人として立ち上げる場合の営農法人組織の支援事業、ある

いは法人に対する村の農業機械等の協働利用の整備事業というふうな形での支援を行

っているところでございます。 

   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。 

   多面的機能とこの中山間地域のこの組織の数も出ましたけれども、私からすると何

人かで協働での組織、私たちのライスセンターもそうなんですけれども、そのことも

含めていたわけですけれども、深い意味はありませんので、ただ法人組織が１１法人

というのがちょっと私の数字からすると意外な数字で、それはそれとしてありがたい

ことかなと思っております。 

   さて、次の質問に入らせてもらいます。 

   大玉村の農業基本計画を策定すべきなんていう提案でございます。このことは、当

時私がこの議会から派遣されて活動しておりました、この農業委員のまとめとして、

さらにはこの議会の一般質問でも前に提案した経緯があります。当局の答えはそのと

きは国・県の農業政策の推進に沿った計画で実施しておるからそれでよい認識だった

ように思います。 

   さて、現状きちんとこの認識して整理整頓して把握をした、さらにこの５年後、

１０年後、将来の大玉農業のあるべき姿を構想図を描き出すことは重要な反面、口で

言うのは簡単ですけれども、いろんな要素が加味しておりますから国の政策も含めて、

そう簡単にはできないということは理解できます。しかしながら、そのことは主体性

を持って困難に立ち向かう、突き進むこの意欲と心のありようが問われるわけで、う

ちの県知事、内堀知事も言っておりますがチャレンジ精神、私の好きな言葉で、チャ

レンジ精神の発揮にもほかならないものがあると思います。国・県の政策に寄り添っ

て歩むのは当たり前のことです、しかし、その全てをうのみにするのではなくて、少

なくともそこに疑問を感じたり、皆さんのすばらしい感性と創造性を生かしてその計

画を実行する。このことだけは農政に言える問題ではありません。村行政全般に言え

る大きな課題でもあると私は考えております。変えてはならないこと、変えなければ

ならないこと、このことは村長さんが常に言っております、この座右の銘であります

「不易流行」ということであります。この実践にも結びつく大きな要素でありますか

ら、果敢にこの皆さん優秀な職員の方々ですから、村長を筆頭にチャレンジして、そ

の前提となるのは、やっぱり皆さん職員同士の考えだけでなくて、我々議員は住民の
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代表ですから、現場にやっぱり出向いて、実際に農業の方々と話し合う機会をもっと

持って、そんなことを改めてお願いと要望しておきたいと思っております。 

   さて、改めてこのことを踏まえまして、農政振興の課題についてお伺いしたいと思

います。経営規模や、農地の集約化問題などはきのう議論したので省略します。特に、

今年、これからの春の農作業で心配される水田の用水確保の問題、その観点から質問

いたしたいと思います。 

   ご存じのとおり、昨年の夏はこの何年ぶりかでの通し水を実施するなど、水不足に

悩んだものでありました。当時も恐らく行政の皆さん方で、土地改良区も含めて水不

足対策などの議論をした経緯があるようですが、現時点でこの考えられる対策などあ

りましたら、間もなくそういう時期にも入ってきておりますので、ぜひお示しいただ

きたいと思います。 

   と同時に、この農産物販売の課題としてＪＡとの関係、ブランド化などはきのう議

論しましたが、改めて米のブランド化についての方策や、工程などについてお伺いし

たいと思います。 

   米のブランド化は、長い間挑戦してきた私のステータス、テーマでもあります。昭

和５９年に設置して、私が組合長を務める南部のライスセンター、当時は名前は違か

ったですけれども、そしてこの翌年設立した、議長さんが組合長を務めている北部ラ

イスセンターとの仲間で、私は平成１５年に結成しましたこの大いなる田舎倶楽部。

この活動の目的はそれこそ米のブランド化そのものでありました。また、前村長時代

にこの田舎倶楽部活動の延長で当局に働きかけて、国の交付金事業の支援を受けて立

ち上げたこの大玉村安心・安全な農作物等推進協議会、これもいわばブランド化を追

求する目的でありました。残念ながら、私どもの力不足ということがありまして、さ

らにまた追い打ちをかけるようにこの平成２３年、ご存じのとおり３月１１日、突如

として発生しました東日本大震災・原発事故で、安心・安全の理念が土台から崩れ去

ったということが一つと、農産物の価格低迷と相まって、いまだに風評被害に悩まさ

れている現状であります。 

   きょう、私、朝ラジオを聞いておりましたけれども、ＮＨＫのラジオニュースで消

費者庁の消費動向アンケート調査の割合で、約半数の消費者が、何と４４．８％、福

島県産の全量検査を知らないという情報が流れました、後で民報を見てみましたら、

ここにもありますけれども新聞にもそのように出ていまして、ただ助かることは、あ

まり福島県に嫌悪感を感じない消費者もふえているようですから、そういう明るいニ

ュースもありますが、依然として風評被害の払拭にはなかなかほど遠いな、道半ばか

なという気がします。 

   先日の全体研修で、私どもは沖縄の沖縄食糧、福島県産米の販売状況を研修いたし

ました。県産米の消費拡大のために福島県と一緒に大手スーパーで、彼らはイベント

とかキャンペーンを繰り広げてくれておりますが、残念ながらいまだに感じることは

県外、国外も含めてまだまだ風評被害は払拭されていないという印象であります。 

   この現状を打破する、風評被害の払拭には村外から実際に大玉に来ていただいて、
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実際に大玉に来ていただく、実際自分たちのその来ていただいた方が目で確かめる、

大玉村の現状を認識して、そして理解してくれることが一番大事なことかなと思って

おります。それをできるのは、この観光交流事業であると私は思っております。それ

が最も有効な手段であると考えます。そのためには、単にこの米だけのブランド化と

いうような形でなくて、丸ごと大玉村全体がブランド化できるだけの、それだけの地

域の大きな財産を持つ村であるなと私は考えております。今年度、３１年度の福島県

の地域創生サポート事業、職員の皆さんにちょっとお手伝いいただきながら、現在、

応募申請中でございます。事業計画もそのことを認識した意識した内容になっていま

すが、実際は今月の中旬ごろには恐らくこの採択が残念ながら不採択という結果が、

通知が来ると思いますけれども、私はそれを心待ちにしておるところであります。こ

の際、改めてブランド化に対する村長の思い、見解をお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   水不足の件から、どういうふうに対処するんだというふうなお話もありましたが、

ブランド化についてのみ答弁をさせていただきますが、米のブランド化、これは前に

も一般質問で他の議員の質問にもお答えをしましたが、大玉村のおいしいと言われて

いる米、これをやはり内外により強く示すためには、やはり米のブランド化をやって

いかなければならないというふうに感じておりますので、これは強力に進めていきた

いと。ただ、大玉村のみでやるのではなくて、ＪＡも交えてブランド化をやると。そ

れによって全体的な村のおいしい米の底上げをやっていきたいなと。その結果として

先ほど言いました約１０億の米の単価が上がると、収入増に結びついていくだろうと

いうことと、村全体の農業の底上げに結びついていくのではないかと。やはり私は大

玉村は米だと、米だけやるということではなくて、主幹はやはり米だと。そしてその

ほか施設園芸とか、畜産とかも含めてブランド化をしていくというのが、これ当然目

標とするところですので、全体的な村のブランド化というのは当然国内外交流の関係

とか、直売所とか、ＳＮＳの発送とか、村内の産業とか教育、全てトータルでのブラ

ンド化というのは、ブランド化という言葉がふさわしいかどうかは別としても、外に

しっかりと誇れる村づくりというものは結果としてついてくるんだろうというふうに

感じておりますので、全方位で職員と一緒に頑張っていきたいなというふうに考えて

おります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 次の質問は、きのうかなり語り尽くされたので、主に農業問題で

私の生活ライフなものですから、ちょっといろいろ話をして、後ろから声が聞こえた

ようですけれども、改めてご理解とご容赦をお願いしたいと思います。 

   さて、持続可能な稲作農業の問題として、私はカントリーエレベーターの建設が大

きな役割を果たすものと考えております。秋の農産業の省略化に大きな力を発揮し、

兼業農家の秋作業の軽減化にも寄与し、兼業農家を続けられる要素としても重要な役
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割になると私は考えております。 

   その上、この作業の平準化や、もみ貯蔵の利点を生かして長い期間の保存が可能で

ありますから、おいしい米の販売戦略にもつながる大きな要素の施設でもあります。

３年前、私は今の副議長と安達町の施設、さらに昨年の１２月には役場・ＪＡの関係

者と一緒に松本議員も同席させていただきましたけれども、十数名で日和田の

４００町歩程度のカントリーエレベーターを見学しました。また、先日、私は１月に、

地元地区の農業委員２名に働きかけて、将来のこの全体でなくて、私のほうの１２区

のほうの農業を考える懇談会を開催しました。国の交付金事業である１２区地域資源

保全会の関係者とか、若手農業者ら１８名が参加して、いろいろお話し合いをさせて

いただきました。そのとき私も、このカントリーエレベーターの必要性を彼らに訴え

ましたけれども、その当時ここに資料全部ありますけれども、村当局の皆さんからは

中間管理機構のパンフレットも含めて、たくさんの関係資料を準備していただきまし

た。この場をおかりしまして、改めて御礼申し上げたいと思います。 

   最後にですけれども、この行政当局の皆さんはこの件につきまして、カントリーエ

レベーター建設につきまして、どう考えておるのか、その辺についてご意見を伺いた

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。 

   カントリーエレベーターの設置についての考え方というものでございますけれども、

まず、現在、試算をいたしているところでございますと、他のカントリーエレベータ

ー建設の例ですと、乾燥もみ１，５００トン収容のカントリーエレベーター、こちら

の建設に要する経費が約７億円というふうな状況でございます。議員言われておりま

すような５００ヘクタール規模というふうなことになりますと、基準単収で割り返し

て換算しますと、２，７３０トン収容のカントリーエレベーターが必要になるという

ふうなことでございまして、これを単純計算いたしますと１２億円程度の事業費が必

要になるというふうに試算をしているところでございます。 

   ある程度、この事業費というもの、かなり多額となりますので村が設置する、それ

からどこかの事業体が単体で設置する、なかなかこれは難しいのではないのかなとい

うふうに考えておりまして、農協を含めまして関係機関等とも連携が当然必要になっ

てまいります。また、国・県の補助事業とどういうふうに投入するのかというふうな

こともございますので、これら課題としてこれらの数字を見ながら検討を進めさせて

いただき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） 日和田の４００町歩も２０年前、１０億という事業費がかかって

いる。だから今だったら大変だなと。近いうちにもし許せば浜通りに新しいのできて

いますから、２０年前の施設でなくて新しい施設も１回拝見したいななんて考えてお

ります。 
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○議長（遠藤義夫） 議長より申し上げます。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時２５分といたします。 

（午前１１時１０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時２５分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 引き続き、質問を許します。８番。 

○８番（佐々木市夫） それでは、２番目の質問に入りたいと思います。 

   大玉村を健康長寿の村にとの考えでありますが、これらについては昨日、多くの同

僚議員から、いろんな角度からの質問がありましたのではしょって、基本的にダブら

ない程度に質問していきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

   現在、村には１００歳以上の長寿高齢者が１１人おります。人口に比しては、全国

的に比較してもかなり上位に位置するのかなと推測しております。実際のこの数値が

あればお示しください。また一方できのうの議論の中で、健康寿命は残念ながら全国

で４７位とか云々と聞き逃しましたけれども聞きました。もしその根拠を示す資料が

あれば教えていただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   先ほどお話ありましたように、本村の１００歳以上の高齢者につきましては、３月

１日現在で１１名です。男女内訳としては男性１名、女性１０名ということになって

おります。それから高齢者の状況、全国と比較してということで、厚生労働省の調査

によりますと、全国の１００歳以上の高齢者につきましては３０年９月現在で６万

９，７８５人。女性がそのうちの８８．１％占めているというような状況になってお

ります。これを１万人当たりにしますと、全国ですと５．５人ということになります

ので、本村は約八千七百数十人というようなところからすれば、１１人というような

人数につきましては２倍以上ぐらいになっているのではないかというふうに考えてお

ります。 

   それから、健康長寿の健康度の根拠ということですけれども、規模の小さい自治体

というのは、なかなか人数が若干の人数でも変動が大きいというようなことで、県の

元気度のようなそういう調査もございますけれども、今のところ平均値というような、

はい。多少その人数が少なくとも大玉村のような小規模な団体では、この変動が大き

いということですので、あくまでも参考値というような形になります。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   健康寿命が低いというのはあまり気にしないで進めたいと思います。 

   福島県は既にこのいろんな計画を立てて実践中ですが、県との連携についての考え
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方、きのうもちょっと聞きましたけれどもよろしくお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   県の健康長寿計画につきましては、３０年度までの健康長寿の取り組みというよう

なことでは多くなってきているところですけれども、新たな事業というのはまだ示さ

れていないところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 新たな計画は、今進行中で示していないということであれば、今

後ともその検討、いい意味での連絡を密にして連携して、逆に大玉村から県が学ぶよ

うなこともあるかもしれませんけれども、それも含めてよろしくお願いしたいと思い

ます。 

   ３番目として、健康長寿を推進する施策としてきのういろいろポイントや介護保険

云々聞きました。ここでは、私が常日ごろ考えていることなどをあわせて質問したい

と思います。 

   まず１つ、村内でのサロン実施の地域と、その組織と数。そのふやす手だてなどが

あれば。まずお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   現在、村内には１９のサロンがございます。各行政区に１カ所ということではなく

て、区によっては２カ所なり３カ所なりあるところがありますが、ない行政区もある

というような状況でございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 健康長寿を推進するのに大きなこの役割を担う、老人クラブもそ

うだと思いますけれども、このサロン、どんどん啓蒙して、いい意味でふやしていっ

てほしいなと考えております。 

   次に、私、最近村民プールに基本的には健康管理で行っておりますけれども、その

村民プールの利活用策についてお伺いしたいと思います。利用者の状況と問題点など、

その辺まずお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 教育部長。 

○教育部長（菊地 健） ８番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   村民プールの利用状況でございますけれども、平成３０年度の利用者の状況でござ

います。３１年２月末現在で２万２，１６１名となっております。問題点につきまし

ては、施設ができて３０年が過ぎております。老朽化が問題となっておりますけれど

も、何か不具合が発生したような場合は早急に対応させていただきまして、利用者に

不便をかけないように努めているところでございます。３１年度につきましては、高

齢者から要望がありました、洗体槽の手すり、これらを設置して施設の整備を行って

まいりたいというふうに考えてございます。 

   以上でございます。 
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○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 今、要望とかは、この施設の面に出てきましたけれども、私から

すると、いろいろとこのソフト面でやることはいっぱいあるなと思っていますので、

時間的には無理なので、それは後に回したいと思います。 

   さて、そのほかの問題として、このウォーキングトレイル、いわゆる散歩道のこと

についての整備を前もって通告しておきました。結構村内では散歩している方々が多

いように見受けられます。そのような人たちの把握はしているのかということと、道

路のこの危険防止を含めて簡易な整備をしてほしい。願わくば、この村全体、ここが

散歩の道路だよという形のことの示しができないかどうか、その辺についてお伺いし

たいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   散歩につきましては、それぞれ個人で各地区において行っている姿は見るわけです

けれども、その実数については把握はしておりません。 

   ウォーキング関係、健康管理についてはそのウォーキングというのは非常に有効な

手段の一つだというふうに考えておるわけですけれども、散歩道につきましては、現

在のところ、村全体的な散歩道というのは考えてはいないところですけれども、それ

ぞれ自宅周辺で行っていただいたほうが、自宅から出て自宅に帰ってくる、それぞれ

の散歩道があっていいのかなというふうに考えておるところでございます。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 村民の中には車でフォレストパークまで行って、そしてそこから

ぐるっと散歩するとかいろいろあるようです。ですから、最終的には健康長寿の意識

づけの問題で、大玉村はそういうことまでしてやっているんだと、それは対外的にも、

村民に向けても大きなＰＲ効果になりますので、ぜひ検討してください。 

   次に、食事の大切さや健康体操などの普及促進策というようなことですけれども、

保健師やトレーナー及びアドバイザー、先ほど申した沖縄県の北中城村でこの理学療

法士を２名ほど抱えていろいろ健康体操をやって、我々も一緒にやってきました。問

題は、その体操はもちろん喜んでやっていますけれども、その後の会費を出し合って、

ジュースを飲みながら語らい、これが一番いいんだよという形の話を聞いてきました。

やはり家に閉じこもっているのではなくて、そういうところに出てみんなと一緒に語

らう、これが非常に健康の増進には効果があるということを聞いて、まさにそういう

ことかなと思ってきましたので、その理学療法士、ちょっと間違ったらごめんなさい。

そういう方々を雇用してまで今回の長寿を目指す、村にとってはそんなことの考えが

あるかどうか、まずお伺いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えをいたします。 

   各サロンとか老人クラブの集まりとかで、村職員あるいは保健師も含めてですけれ

どもそういう方と、あとはスポーツのインストラクター的な人、理学療法士等に頼ん
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で講習を受けていただくというような、そういう機会を設けているところですけれど

も、村独自でお願いするというのはなかなか難しいのかなというふうに考えています

ので、今後も専門職に来ていただいて、そういったサロン等で講習いただくというよ

うな、そういった方式で考えていきたいなというふうに思っております。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   既にそういう方々を招聘して、そういうこともやっているというようなことで、あ

らがたく拝聴しましたので、いろんな角度からそれを突き詰めていってほしいなと考

えております。 

   まだちょっと時間がありますので、きのうの質問者もちょっと話しましたけれども、

女性平均寿命日本一、北中城村、平均寿命８９歳、そのことでいろいろ勉強させても

らってきました。きのうちょっと同僚議員が話しましたけれども、長寿をめぐる５つ

のキーワード、皆さんこれ何だと思いますか。一つに運動、一つに地域コミュニティ

ー、一つに畑仕事、仕事をやるのはいいことなんでしょうね。そして食事、そして村

も長寿を応援している、ここがキーワード。そこでさっき理学療法士が出てくるんだ

なんて考えておりますので、参考にしていただければと思います。 

   あと、ここの質問書にありますスーパープラント５で大玉サロンを開催しておりま

す。いろいろ状況調査してきますと、いろんな方々が行っておりますので、そのこと

の把握と、今後、向こうと連携して何か策があればお知らせください。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（菊地平一郎） ８番議員さんにお答えいたします。 

   プラント５内に大玉サロンということで、サロンあるいはですけれどもいろんな方

が利用されています、村内の方だけでなくて村外の方がかなり多い利用なのかなとい

うようなことでございますので、プラント５のサロンそのもので大玉で何かというの

もちょっとその辺はどうかなというような疑問もございますので、その辺について、

今後の活用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） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   せっかく企業が村に配慮してくれた施設ですから、有効に使っていただきながら、

それぞれの村外の方ともコミュニティーをとるのは非常にいいことだと私は思ってお

りますので、積極的な何か検討いただければと思います。 

   きょうの最後の質問になります。きのう、健康長寿を考える村民会議云々というの

が出たので、まずそのことの村長さんの考え方、どういう手法でやっていくか、最後

に私の議会と一緒にとか、そのことをお話ししたいと思うの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。 

   再三、健康長寿についての考え方は述べさせていただきましたが、１００歳が
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１１名、全国、それから県の平均からすれば倍以上だということで、長寿の村宣言を

してもいいぐらいの数の方がたくさんおられるわけですが、それはそれとしてやはり

健康で長生きしていただくということも非常に大切なことなので、健康長寿を健康福

祉課、それからスポーツ関係に教育委員会とか、食関係では産業課とか、健康に関す

るものというのは行政の中でもそれぞれに分かれていますので、これをやはり横断的

に体制をとっていきたいということで、４月から新たな健康長寿推進係と、仮の名前

ですが、そういう係を設置できればしたいなというふうに考えておりまして、これを

１歳でも長寿で元気で過ごしていただけると、延ばしていくということを目指して村

の皆さんの考え方もお聞きしながら、一緒に専門家も入っていただいて、村民会議と

いう形で意見を聞きながらどういう施策が大玉に合っているのか、必要なのかという

ことについて検討して実施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） ８番。 

○８番（佐々木市夫） ありがとうございます。 

   きのうの答弁でもそうですけれども、庁内で横断的にそのような推進会議を開く、

次には識者も交えた村民会議も創設したいという、力強いそのお言葉をいただけてあ

りがとうございます。 

   最後に私からの提案というかお願いというか、さっきは長寿の村宣言をしてもいい

と言いましたけれども、「健康長寿の村」を目指した宣言をすることが村民の意識も

高まるし、いろんな意味で大事なことの一つかなと。何も大々的にやればいいという

ものではないですけれども、そのことも含めて村長さんの大玉村健康長寿の村宣言を

実施すべきと考えますが、いかがでしょうか。 

○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。 

   村民会議の中で検討しながら、そういうことも含めて検討させていただきたいとい

うふうに考えております。宣言ならいつでもできるんですが、中身の伴わない宣言は

逆になりますので、その辺はしっかりと検討してまいりたいというふうに考えていま

す。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ８番。 

○８番（佐々木市夫） 堅実なすばらしい村長さんでありますから、そのような方向性で

やっていくということで、私も期待感を持って見守りたいと思います。ましてや協力

もしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

   以上で、私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（遠藤義夫） 以上で、８番佐々木市夫君の一般質問を終わります。 

   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４２分） 

◇          ◇          ◇ 
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○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午後１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第２、議案第９号「職員の勤務時間、休暇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。５番。 

○５番（押山義則） 最初に再任用短時間勤務職員と、それからこの任期付短時間勤務職

員、この大玉村でどういった場合にこの違いをやっているのか、どういう形で今、こ

ういう形があるのかどうか伺います。 

   それからもう一点、障がい者の雇用の関係でありますが、これの今の大玉村の現在

の状況をどのように、これ国なんかでも大変問題になったことでありますが、これが

今どういった状況にあるのか、お答え願います。 

○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、任期付き再任用職員関係でございますけれども、一般職の任期付き採用職員

に関しましては、１２月の議会で条例のほう制定をさせていただきました。今現在運

用はございません。育児休業関連の任期付き採用職員に関しましても、今現在のとこ

ろは任用はございませんけれども、これにつきまして職員がみずから育児、短時間勤

務そういった申し出がありまして、その申し出を認めた場合に休暇する短時間です、

例えば朝から２時間短時間勤務を適用させてくださいという申請があった場合に、保

育所、幼稚園等そういったお子さんもお預かりするような部署、または一般の職でも

そうではございますけれども、特にそういった場所で休まれる２時間について、短時

間ではありますけれども任用をさせていただくというふうな制度でございます。 

   さらに、障がい者雇用関係でございますけれども、ご質問の点は国のほうで大分問

題になっている点かと思います。大玉村におきましては１名障がい者の方の雇用をさ

せていただいておりまして、法律上、村長部局におきます一般行政職が対象になりま

す、したがいまして、教育委員会部局、水道事業関係、そういったものを除いた職員

７８名に対する雇用率ということになってまいります。２．５％掛けますと１．９に

なるわけでございますけれども、法定雇用の場合、少数点以下切り捨てになりまして

１人の採用ということで、今現在は充足しているということになってございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） 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。 



 

- 137 - 

 

   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９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１０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。７番。 

○７番（鈴木宇一） １３条関係でございますけれども、この中に特地公署というあまり

聞きなれない言葉がございますが、今回それらが存在しないために、いわゆる勤務手

当を廃止するということだそうでございますけれども、この特地公署はどういうもの

なのかお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 総務課長。 

○総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えを申し上げます。 

   ご質問の特地公署関係でございます。この用語でございますけれども、これにつき

ましては国のほうで定めた行政用語でございますけれども、説明によりますと、離島

その他生活の著しく不便な地に所在する公署ということで、国関係の機関ですとこの

公署という言葉を使います。ただ、これは行政用語として各自治体もこの用語をそれ

ぞれ条例のほうで取り込んでおります。例として申し上げますと、福島県条例におき

ましてはこの特地公署を主に南会津地方の観光所を指定しております。例で申し上げ

ますと南会津警察署の朝日駐在所でありましたり、舘岩駐在所、そのほか山口土木事

務所、これも南会津でございます。あと南会津高等学校、只見高等学校といった

１７施設を福島県のほうでは指定をしております。さらには本宮、二本松ではこの特

地公署はございません。郡山市におきましては中野保育所と、湖南行政センター、湖

南小学校、湖南中学校というふうにほぼ寒冷地にある公署を指定しているような状況

でございます。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 私の勘違いだったんですけれども、この公署というのは営林署なの

かなと勘違いしたのですか、そうではないということですね。これは会津のほうの建

物いろんなところの出張所とかを指すんだということらしいんですが、行政用語とい

うことでこういう言葉を使っているということですね。そういうことで了解したいと

思います。ありがとうございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 
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（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」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１０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１１号「大玉村特別会計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１１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１２号「大玉村税条例の一部を改正する条例につ

いて」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。５番。 

○５番（押山義則） 今回のこの改正する条例は原動機付自転車、それから小型特殊自動

車の標識がありますが、伺いたいのは今回３００円となるわけでありますが、これの

原価を伺いたい。それから、あちこちの自治体でそれぞれの特性を生かした標示板と

いうか、大玉村らしい標識板の考えなど検討されたことはあるのか、その辺あわせて

伺います。 
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○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えをいたします。 

   原価につきましては二百五、六十円程度で作成できるということでございます。 

   それから、ご質問のご当地ナンバーの関係かと思いますが、過去には原付関係の大

玉らしいナンバーということで、いろいろ調査・検討はしましたが、なかなか費用の

面等考慮しますと、まだ検討をもう少し続けていってもいいのかなということで、現

在検討中ということでご理解いただければと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第１２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１３号「大玉村帰還環境整備交付金基金条例の一

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。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１３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７、議案第１４号「災害弔慰金の支給等に関する条例の一部

を改正する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。７番。 

○７番（鈴木宇一） 災害弔慰金についてお尋ねいたしますが、今回３％から１．５％に

保証人がない場合は下げますということらしいですが、これはこれで結構だなという

ふうに思っております。それから、年賦、半年年賦、それから月賦も新たに加えまし

たということらしいですね。村内には、この弔慰金の利用者は何名ぐらいおられるの

か、そしてまた、限度額はお幾らなのか、最大限度額というのはどのぐらいなのかお

尋ねしておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ７番議員さんにお答えいたします。 

   まず、現在の災害貸付金の利用になりますが１名で、貸付額が２５０万となってお

ります。また、限度額等になりますが、事例によって異なりまして、前提としまして

災害が発生したということになりまして、その後に要件があります。まず、（１）と

して療養に要する期間がおおむね１カ月以上である世帯主が負傷していて、かつ次の

事例に該当する方ということで、家財に被害がある価格がおおむね３分の１の損害で

ある場合ということで、住居に損害がない場合は１５０万円、同様に家財に損害があ

り、かつ住居の損害がない場合は２５０万円、また、住居が半壊した場合については

２７０万円、さらに住居が全壊した場合には３５０万円が限度額となっております。 

   また、その次に要件がありまして、世帯主の負傷がなく、次のいずれかに該当する

場合ということで、家財に被害があり損害があり、かつ住居の損害がない場合は

１５０万円、住居が半壊した場合１７０万円、住居が全壊した場合２５０万円、住居

全体が消失もしくは流失した場合３５０万円。 

   最後の事例なんですが、それぞれ１番目と２番目に、もしくは条件がありまして、

被災した住居を建て直すに際し、その住居の存在部分を取り残さざるを得ない場合、

特例の事情がある場合ということなんですが、こちらについてはさらに１番目と２番

目の条件で高いほうになりますが２７０万円、または３５０万円、さらに３５０万円

ということで読みかえることになっておりまして、金額的に最大の貸付額は３５０万

円となってございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ありがとうございました。 

   要するに、全壊で最大３５０万円だということですね。いろんなケース・バイ・ケ

ースでありますよということらしいんですが、これらの償還年数、これは同じでよろ

しいんでしょうか。これ、１０年とあるのは１３年に延びたと、これは従来どおりで

よろしいんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 
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○健康福祉課長（後藤 隆） 年数につきましては最大１３年まで延びたということで、

おっしゃるとおりでございます。 

○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１４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１５号「大玉村ひとり親家庭等医療費の助成に関

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１５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１６号「大玉村道路占用料徴収条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） 道路占用料徴収の改正ということでございますが、裏の表を見ます

と微々たる料金が減額になるんですけれども、１０円とか１円とか２０円とか、全く
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本当の料金が安くなるということだろうとは思ったんですけれども、そうではないみ

たいですね。結局その１平方メートルから０．０１平方メートルに変えたことによっ

て、精査するとこういう下がったような実態になるというふうに解釈してよろしいん

でしょうか。その辺について説明をお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   今般の条例改正につきましては、道路法の施行令の改定に伴うものでありまして、

２つの要件から今回の条例改正になっております。 

   １点目につきましては、道路占用料の考え方でありますけれども、これにつきまし

ては平成２７年に行われました固定資産税の評価外、これに関して地価に対する賃料

の水準の変動等を反映するために改定が行われたものということでございます。占用

料の単価につきましては、いわゆる都心等も含めた第１級地から第５級地までの５つ

の区分になっているわけですが、第１級地等の都心部においては上昇傾向、本村等が

位置します第５級地等の地方部においては下落傾向というふうな評価がなされたとい

うことで、今般占用料の改定が行われたということが１点目でございます。 

   もう１点目につきましては、この現行の占用料の額の計算方法の部分でございます

けれども、これにつきましては現行、占用物件の占用面積、あるいは長さについては

１平方メートル、または１メートルを単位としてその端数を切り上げるというふうな

こととしておったわけですが、都心等においては１メートルの差がかなりの高額にな

る場合もありますので、より細かい単位で占用料を算出するということから、今般

１平方メートルまたは１メートルという単位を、０．０１平方メートルまたは

０．０１メートルを単位として、これを未満の端数を切り捨てて計算するというふう

なことで、より細かく占用面積を算出するようにしたというふうな考え方、２つの考

え方をあわせた今般の占用料条例の改定でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 固定資産の改定にもよると、いわゆる値上がりしたところも、また

逆に下がったところもあるというようなご説明でございますが、そういう中で実質改

定はこのような価格になったと。そしてもう一つはこの平方メートル、１００分の

１ずつ単価が下がっていったような感じがするんですが、この表示の仕方で精査した

らばこういうことになると。実質変わりはないんでしょうか。やっぱり下がったとい

うふうに認識をしてよろしいんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

○産業建設部長兼農業委員会事務局長（菅野昭裕） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   占用料そのものについては下がるというふうな形で、今般下落ということでお考え

いただいてよろしいかと思います。 

   占用料の面積については、切り上げ切り捨てのその精緻化、細かくしたというとこ

ろでありますので、これに伴って増減するということではございませんので、あくま
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で固定資産税の評価額の評価替え。これによって今回引き下げというふうな措置を行

うというふうな内容でございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 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１６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） 以上で、日程による議事が終了しましたので、本日の会議を閉じ、

散会いたします。 

   ご苦労さまでした。 

（午後１時５３分） 


