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令和元年第４回大玉村議会定例会会議録 

 

第４日  令和元年６月２１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 
兼 総 務 課 長 押 山 正 弘 

住民福祉部長 中 沢 武 志 
産業建設部長 
兼農業委員会 
事 務 局 長 

菅 野 昭 裕 

教 育 部 長 作 田 純 一 政策推進課長 舘 下 憲 一 

税 務 課 長 菊 地   健 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。 

    議案審議 

     質疑・討論・採決 

     議案第３４号 大玉村税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求める 

            ことについて 

     議案第３５号 大玉村公共施設整備基金条例の制定について 

     議案第３６号 特別職の職員で非常勤のものの報酬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３７号 大玉村税特別措置条例の一部を改正する条例について 

     議案第３８号 大玉村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

     議案第３９号 平成２３年東日本大震災による被災者に対する村民税、固定資 

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

            条例について 
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     議案第４０号 大玉村介護保険条例の一部を改正する条例について 

     議案第４２号 令和元年度大玉村一般会計補正予算について 

     議案第４３号 令和元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４４号 令和元年度大玉村介護保険特別会計補正予算について 

     議案第４５号 令和元年度応急仮設住宅撤去工事（安達太良Ⅱ期）請負契約に 

            ついて 

     議案第４６号 令和元年度消防小型動力ポンプ付積載車購入に係る物品売買契 

            約について 

    委員長審査報告並びに審査報告に対する質疑・討論・表決 

     陳情第２号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳情 

           について 

     陳情第３号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について 

     陳情第４号 中小企業・小規模事業者を支援し、最低賃金の大幅な引き上げを 

           求める意見書の提出について 

    閉会中の継続調査申出について 

     （１）議会運営委員会 

    追加議案審議 

     議員発議第２号 福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書につい 

             て 

     議員発議第３号 地方財政の充実・強化を求める意見書について 

     議員発議第４号 中小企業・小規模事業者を支援し、最低賃金の大幅な引き上 

             げを求める意見書について 

    議員派遣の件について 

 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、藤田良男 
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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） 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１、議案第３４号「大玉村税条例等の一部を改正する条例の

専決処分の承認を求めることについて」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） 税条例の改正ということでございますが、２ページの第７条の４関

係でございます。 

   ここで言っているのは、総所得からの、いわゆるふるさと納税等の認めるというこ

となんですが、提出の簡素化ということで、分離課税においてもこれを認めますとい

うことらしいんですが、いわゆる分離課税というと、例えば配当金とか、それから家

屋譲渡、土地譲渡、それらについてもみんな分離課税ですよね。それらの中から、い

わゆるふるさと納税に給与控除した場合は、それらについても認めるという趣旨なん

でしょうか。その辺ちょっとお尋ねしておきます。 

   それから、第３６条の２関係でございます。 

   ここでは、年末調整、これらについて、申告する記載事項の簡素化ということがう

たっておりますが、どのようなことが簡素化なのか。書類を提出しなくても簡素化し

ますよということなんですが、どういう事例で簡素化を認めるのかどうか。この辺に

ついてお尋ねしておきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） ７番議員さんにお答えをさせていただきます。 

   まず、２ページの寄附金税額控除における特例控除額の特例でございますが、いわ

ゆるこの件に関しましては、寄附金税額控除の適用がある場合で、課税総所得金額を

有しない方、この方について、分離課税される所得のみを有する方についての寄附金

の税額控除の取り扱いについて、規定されるものでございます。一般的には課税総所

得金額、いわゆる給与所得金額とか農業所得、営業所得、そういった部分が課税総所

得でございますけれども、それがなくて、いわゆる分離課税、譲渡所得であったり、

あとは利子、配当所得だったり、そういった部分に関する所得のみの方の寄附金税額

控除の取り扱いについて規定されている部分でございます。 

   あとは、１２ページの３６条の２関係でございますが、これに関しましては、村民

税の申告をする方で年末調整を行った方、この方が申告書を提出する場合、いわゆる

法第３１７条の２第１項各号という部分に関しましては、前年の総所得金額だったり、

純損失だったり、医療費控除だったり、そういった後で給与支払報告書がある中で各
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種控除等を受けるような場合、こういった場合の申告を行う場合につきましては、地

方税法施行規則で定める記載によることができるという規定になってございます。地

方税法施行規則についてまだ見られる状態にないものですから、具体的にどういうふ

うに簡素化をされるかというのは今のところ若干不明ですので、その辺はご了承いた

だきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 要するに、７条の４関係は、そうすると、いわゆる総所得、一般的

な総所得以外の分離課税についても認めるということは、寄附控除枠を広げますよと

いうことかなと思うんですが、どんどん寄附してくださいということらしいんですけ

れども、そういうことでよろしいでしょうか。 

   それから、いわゆる年末調整の簡素化については、ちょっと私もわからないもので

すから、この簡素というのは、どういうことで簡素化なのかということなんですが、

今言ったように、まだよくわからないということでございますが、多分前年度の、い

わゆる年末調整したやつを参考に持っていけば、改めて申請する必要はないのかなと

いうようにも考えられるんですが、その辺については後ほどまたよく調べていただい

て、お知らせいただければありがたいなというふうに思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 税務課長。 

○税務課長（菊地 健） 再度７番議員さんのほうにお答えさせていただきます。 

   ふるさと納税の関係でございますけれども、いわゆるふるさと納税に関しましては

税額控除の特例が受けられるということで、所得割額の２割を目安という部分に関し

ては変わってございませんので、どんどん寄附をしていただければ税額控除が受けら

れるという解釈ではございませんので、その辺はお間違えのないようにいただきたい

と思います。 

   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３４号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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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２、議案第３５号「大玉村公共施設整備基金条例の制定につ

いて」を議題といたします。 

   質疑を許します。７番。 

○７番（鈴木宇一） このたびのこの公共施設整備基金条例、新たに設けたわけでござい

ますが、いわゆる今までの庁舎建設基金約５億６，０００万をこのように繰りかえて、

条例を設けて一般的に運用しようという試みだと思っております。 

   そこで、繰替運用第４条関係でございますが、ここで言っているのは、確実な繰り

戻しの方法、期間及び利率を定めて、いわゆる歳計現金に繰りかえて運用することが

できると、こういうふうに書かれております。 

   一方、この第７条では、基金は、第１条の規定に基づく事業に要する費用に充てる

場合に限り、その全部又は一部を処分することができると書かれているんです。 

   この４条の中では、確実な繰り戻しということを言っているんです。そして、期間

も設け、利率も決めて運用しなさいということなんですが、７条では、処分をすると、

全部または一部を処分することができると書かれているんですが、この辺は何かちょ

っと整合性が違うんじゃないかなというふうに感じたわけでございます。その辺のお

答え。 

   それから、第５条と第６条の関係でございます。 

   収益の額が超過した場合は、いわゆる一般管理というか、費用を差し引いて、いわ

ゆる収益が出たと。そこから管理費を引いて、なおかつ利益が出たものは基金に編入

すると。これはいいです。そのとおりです。 

   ところが、第６条では、この運用から生ずる利益の中で、管理及び運用に要する経

費を計上すべき予算は、一般会計の歳出予算とすると。 

   だから、一般で経費を賄うというのと、５条では、基金の中から繰り入れをしてた

めていくというのだから、私は、その基金の中から経費はかかったものを引くべきか

なという感じなんです。ここもちょっとニュアンスが違うんじゃないかなという観点

からご質問をしているわけでございます。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） ７番議員さんにお答えをいたします。 

   まず、第４条と第７条の関係でございます。 

   第４条の繰替運用につきましては、今現在ほとんどの基金にこういった文言を規定

させていただいておりますけれども、例えば、今現在の庁舎建設基金条例におきまし

ては、庁舎の建設のために積み立てをするという規定がございます。これについては、

他の公共施設の整備関係に一時的に充てる場合については繰替運用というのはご存じ

かと思います。これについては、ある程度、毎年毎年、元金と、あと市場金利を見定

めて利息をつけて、基金のほうにお返しするというやり方でやっております。これが
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第４条の規定でございます。 

   さらに、第７条の処分につきましては、これは繰替運用は一時的なものでございま

すけれども、例えば、役場庁舎を建てるのに３億、４億というふうな建設費に充てる

という場合については、もう処分ということになります。基金を取り崩しをして、戻

すことのなく処分を行うということでの規定でございます。 

   今回の公共施設整備基金におきましては、庁舎に限らず一般の公共施設、例えば村

民体育館でありましたり、分庁舎でありましたりと、そういった本来の目的であった

基金、庁舎建設を、広く公共施設のほうに充当をさせていただきたいという趣旨がご

ざいますので、そういった整備にかかる費用に関しましても、繰替運用ではなく処分

という形で、基金を取り崩した上で、後から戻すことはしないというふうな内容にな

ります。 

   あと、さらに第５条、第６条関係でございますけれども、通常であれば、これは預

金利子の取り扱いになります。それ以外の経費というのは通常は発生しませんけれど

も、第５条におきましては運用益の処理ということで、利子が発生したような場合に

ついては、当然基金のほうに編入をすると。そのやり方につきまして、６条のほうで

は一般会計を全て通すと。基金で発生した、例えば５００円利子がつきました、これ

を一旦取り崩しをして一般会計のほうに入れまして、もう一度積立金という形で基金

のほうに戻していくというふうな内容が、この５条、６条の処理関係になってくるか

と思います。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） ありがとうございました。大体わかりました。 

   もう一つ、この附則の中の第２の中で、大玉村役場庁舎建設基金条例は廃止すると

いうことです。当然前から聞いておりますから、これは廃止すると思いますが、そこ

で、将来にわたって役場庁舎はできないのかどうか。これは、５億６，０００万とい

うのは、今までこつこつとためてきた将来に向かっての基金なんです。それを全額繰

りかえしてしまうということなんですが、いわゆる耐用年数を見ますと、木造は

２０年でございますけれども、金属づくり、いわゆるこれは鉄骨づくりだと思います

が、何ミリの鉄骨かによっても違うんです。２ミリ、３ミリだと約３０年になる、

４ミリを最大超えても３８年なんです、法定耐用年数というのは。それから、鉄筋コ

ンクリート、学校みたいな頑丈なやつでも５０年なんです、法定の耐用年数というの

は。それからすれば、もうとうに、これは五十数年たっていると思うので、もう耐用

年数は過ぎているということです。 

   今回は、庁舎には２０億かかるということで、大変だということで、そういう全く

余裕はないということで、先送りせざるを得ないということだと思うんですが、ただ、

いずれはつくらなくちゃいかんと、こういうふうに考えています。私から言わせれば、

やっぱり耐用年数来たものは逐次建てかえて、起債でも何でも起こして、そして返済

していって、やっぱり後の世代には余り負担をかけないというのが通常だと思うんで
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すが、こういう形をずっととると、どんどん先延ばして、将来は２０億でできるもの

が４０億かかるかもしれない。または、いろんな施設においても、後々になると大変

なことになるなと。取り越し苦労でございますが、そういう観点から、村長の考えを

お尋ねしたいと思います。 

○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。 

   庁舎建設を断念したわけではなくて、今の庁舎建設資金はいろいろと振りかえ運用

をさせていただいていることですので、今現時点で庁舎建設ということもさることな

がら、今もう大分老朽化している公共施設の修繕のほうを優先すべきかということが

今回のものですので、この５億幾らについては、大分前に到達した、その後ずっとほ

とんど積み立てができないような状況できておりますので、これを２０億、１０億、

１５億というふうに持っていくのは、なかなか現実的には難しいなというふうに考え

ていますが、ただ、これが耐用年数がもう既に終わっていることは、もう既にわかっ

ていますが、１億５，０００万かけてリフォームをして、しばらくは使えるだろうし、

この前の原発の状況の中での被害等を全部むきましたので、リフォームのときに、中

身を確認して、当面の安全性ということ、法的な安全性は確保できなくても、リフォ

ーム等の中で安全性の確保ということは大丈夫だろうということでありますので、こ

れからも補修等をしながら大切に公共施設として使っていきたいなというふうに感じ

ております。 

   ただ、今度、災害公営住宅の売却が、分譲が来年の暮れから始めることができます。

いつからやるかは、これから県のほうとか国と協議をしながら進めてまいりますが、

そういうものの受け皿としても、やはり基金が必要だろうと。これは、売却の場合に

は使途が限られております。ですから、一旦そこにストックするというようなことで、

余り基金をいっぱいつくっていくのも何ですので、とりあえずこの基金一本にまとめ

られればまとめていきたいなということですので、余剰資金があれば、当然、積み増

しをしていくということも考えながらやってまいりたいというように考えています。

決して諦めているわけではありませんが、その時点で、ただ、技術的にもいろんな時

間がたてば、今、新しい工法等ができておりますので、華美なものでなければ十分に

庁舎はできるだろうというふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ７番。 

○７番（鈴木宇一） 庁舎については長年懸案事項でございました。５億、６億、一時

７億までいったと思うんですが、その後は積み立てしていないということなんですが、

やはり大事な虎の子と私は考えておったんですけれども、これらを運用するというこ

とですから、それはそれはいろんな方面で、それは大切なことかもしれません。ただ、

やっぱり将来にツケを残すようなことは、やっぱり避けてほしいなということが私の

考えです。要するに、計画的なこの建物の運用、いわゆるスクラップ・アンド・ビル

ドと、こういうことで、また新しいものに変えていくというのが本来のありようじゃ
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ないかなというふうに思っています。 

   庁舎ばかりじゃありませんが、大山公民館も大分老朽化しています。これらについ

てはどうなのか。計画では二、三年ということでございますが、これらも大変だろう

とは思っていますが、よければそれらについてもお答え願えればというふうに思って

います。 

   そしてまた、村長には長らく村長をやってもらわなくちゃいかんなと、こういう感

じもしていますので、ひとつしっかりと取り組んでほしいなと。１０年、２０年とや

ってもらいたいと思います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） 再度お答えを申し上げます。 

   これを整備のこういう基金にあわせたということで、そういうふうにこれをどんど

ん使って、財源としてやってしまおうというつもりは一切ありませんので、村には公

共施設整備計画ということで修繕等の計画はつくってございますので、財政規律はき

ちっと守りながらやってまいりたいと。そして、この基金を一般の行政のほうに使い

切ってしまうということはありませんので、ここに条例にあるように、一般のほうの

行政で使った場合には必ず戻すということですので、これは理論的には１銭も、この

基金を使って行政のほうには持っていかないと。あくまでも公共施設の緊急性があり

ます、地震だ何だかんだということで、そういうときに公共施設をすぐ直さなきゃな

とか、やっぱり老朽化して危険だとか、ただ、あの大山公民館は二、三年でできるか

どうかはわかりませんけれども。つくる場合に、これをすぐ崩して充てるというよう

なふうに、全て建物建てるときにはこれを崩して建てるんだと、使うんだというふう

には考えておりません。使わないというふうには、当然これ目的がそういうことです

から言いませんが、できるだけ起債を少なくして、補助金等を多くもらうような方法

を探して、その段階で借り入れをして、そして返していくということになりますので、

借り入れをしないで、これを充当して、一般財源のように充当するということは、こ

れはすぐなくなってしまいますので、ないと。財政規律はしっかりと守って、基本的

にはなるべく減額させないように運用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） ほかに。６番。 

○６番（武田悦子） 庁舎建設基金から公共施設整備基金ということで、これまで以上に

使い勝手がよくなるのかなというふうに感じたところですが、それに伴いまして、や

はり優先順位、どこから手をつけていくのかという優先順位をつくっていく。先ほど

村長から計画があるというお話でしたが、今、最優先となっているところございまし

たら、どのぐらいまでの順番というのができているのかというのもあわせて、わかる

範囲でお答えいただきたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えいたします。 
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   公共施設の整備というのは新築ではなくて、改修関係について、必要なものについ

てピックアップをしたということですので、まだ順番づけまでは行っていないと。例

えば、村民体育館の場合には屋根の補修とか、プールの場合には機械がもうほとんど

だめになってきているとかというようなことで、修繕を要する、改修を要するものと

いうものについてはピックアップをしていますが、順位づけはまだしておりません。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかに。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） ２条関係の基金でありますが、毎年度の一般会計の歳出の予算の

定めによるということですけれども、定めというのは固定的なものなのか、あるいは

毎年毎年その状況に予算の状況が変わるわけだから、そのとき決めれば、それが定め

だぞということになれば、ないときもあるしということになるのか。この定めという

のは大変に立派な字だけれども、これ動く可能性があるんだかどうか。そこら辺の定

めの関係はどうなっているのか。 

○議長（遠藤義夫） 総務部長。 

○総務部長兼総務課長（押山正弘） １０番議員さんにお答えします。 

   議員さん、後段でおっしゃった内容になりますが、あくまでも予算編成上、例えば

当初予算で幾ら幾ら積み立てをしたいというふうな計上をさせていただく場合もござ

いますし、通常であれば、９月の決算の際に前年度剰余金等の発生具合、そういった

状況を見定めながら、その年度、その年度に応じた予算の編成をさせていただくとい

うふうな趣旨でございます。 

   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） 庁舎の建設基金から、今回公共整備、公共施設整備基金というよ

うな形の運用に繰りかえるという形でございます。考え方とすれば、非常に多面的に、

今後この基金をさらに有効に使えるという点では評価しますけれども、先ほど来疑問

あります、庁舎建設という目的のための基金だったというようなことが一つ原点とし

て考えれば、それはそれとして諦めてほしくはないなという形でのひとつお願いをし

ておきます。 

   あと、これ提案になると思いますけれども、今、基金の使い道という形で、いろい

ろこの計画はあるけれども、特別限定はしていないということはありました。当然の

ことだと思います。災害があって急に必要な金も生ずる場合もありますし、いろんな

形の、それは運用があっていいと思っています。 

   ただ、ここで一つだけ、もし差し支えなければ提案させていただきます。 

   今、私は、プールのほう最近活用させていただきまして、もう築３０年、非常に老

朽化していまして、いろいろ利用者はいろんな心配をしております。例えば、ボイラ

ーをかなり老朽化して、もしそれが買いかえ、更新するとなれば、あのボイラーは大

きくて、今のままではとても運び出せないので、屋根をぶっ壊しながらやるとか、い

ろんな形で当局にちらっとそういう打診しますと、なかなか今後の運用に悩んでいる



 

- 98 - 

 

ようではございます。いずれにしましても、今、いろいろと私、特に何カ月間真面目

に行く努力していますと、いろんな形での提案もプールの利用者からもございます。

特に私から言わせてもらえば、健康長寿の村づくりのプール活用というのは非常に大

きな意義があるのかなと。プールばかりではなくて、あの周りにはちょっと土地もご

ざいますし、いろんな意味で、大きく言えば健康づくり交流センターらしきもの、例

えばこのトレーニングジムとか何かも含めて総合的な、プールも交えた活用をすれば、

健康長寿の村づくりの大きな一つの拠点としての活用が図られるかもしれない。そん

なことを今考えておりますので、駄弁でございますけれども、せっかくこのような基

金の活用の条例が出てきましたので、ひとつ参考にしていただければありがたいとい

うようなことで、もし村長、それに対する感想があればお願いしたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 答弁はいいんですか。 

   ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   質疑を打ち切るにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第３５号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第３、議案第３６号「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

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。５番。 

○５番（押山義則） 今回の条例改正の中で、改正後で、大玉村水道事業嘱託員、これが

廃止という形になるのかと思いますが、水道事業運営の方向性の中から伺っていきた

いんですが、これ将来とももう必要ないのか。これに対応する、既に対応がしっかり

できているのか。１点確認しておきます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   水道事業嘱託員につきましては、水道事業の管理に必要な職員の確保ということで

定めておったわけですが、現在のところ、この技術職員の確保もできていることから、
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今回廃止をしたところでございます。引き続き、今後必要があれば、また設けるとい

うこともございますが、現在のところ技術職員については確保されているという観点

から、このような措置をとったところでございます。 

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。２番。 

○２番（松本 昇） 参考的にお聞きしたいんですが、この水道事業の嘱託員というのは、

今まで何人くらいいたんでしょうか。各行政区とか、村に何人とかと。 

○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） ２番議員さんにお答えをいたします。 

   水道事業嘱託員ですが、これは水道事業に、現在まで、廃止するまで１名というこ

とで配置をしてございました。 

   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３６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第４、議案第３７号「大玉村税特別措置条例の一部を改正する

条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第３７号を採決いたします。 
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   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第５、議案第３８号「大玉村国民健康保険税条例の一部を改正

する条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。６番。 

○６番（武田悦子） きのうの一般質問でもいろいろ質問をさせていただきましたが、国

民健康保険税、３１年度、元年度の、今回の医療費の見込みというのは１人当たり幾

らという数字になっているんでしょうか。まず、そこお聞きします。 

○議長（遠藤義夫） どうですか。答えられなければ後で。 

   住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんにお答えいたします。 

   予算ベースの数字になりますが、被保険者１人当たり、一般医療の部分でございま

すが、１人当たり８万９，５０１円で試算してございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかに。６番。 

○６番（武田悦子） １人当たり８万９，５０１円、これに単純にこの人数を掛けたのが

今年の見込みの医療分のということでよろしいんでしょうか。 

   きのうお聞きした１人当たり４０万という数字あったと思うんですが、それとの関

係性でいくと、どういうふうに考えればいいんでしょうか。 

○議長（遠藤義夫） 住民福祉部長。 

○住民福祉部長（中沢武志） ６番議員さんに再度お答えいたします。 

   大変失礼いたしました。先ほどの金額は、税を割り返したものでございまして、今、

先ほど計算しましたところ、一般医療療養給付費分での割り返しになりますが、

１０万２，１５６円で試算してございます。 

   失礼しました。今現在数字が把握し切れてございませんので、後ほど数字をお示し

たいと思います。 

○議長（遠藤義夫） それでは、後ほど数字的には示したいと。６番。 

○６番（武田悦子） そうすると、よくわからないということでございますが、この表、

分表を見ますと、課税標準額は去年より下がっているということは、１人当たりの

収入が減っているという計算ですよね。税は伸びている。国保の性格上、それはいた

し方ない部分があるのかなというふうには思うんですが、収入が減って、払うものが

ふえると、そうするとますます大変な状況になってくるというこの現実があるのかな

というふうに思うところです。 

   それで、きのうも一般会計からの繰り入れ等々のお話もさせていただきました。現

実的にはできないというお話ありましたが、この基金、二、三年でもうなくなる等々

のことを考えれば、将来的には、やはりこの皆さんの国保料どんどん上がるだけ上が
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っていって、もうますます滞納がふえていく、それは目に見えていることですので、

やはり一般会計からの繰り入れなり、もちろん抜本的な、構造的な問題いろいろあり

まして、国からのお金が少なくなっているというのが最大の問題だとは思いますが、

そこら辺の要望はもちろんしていくと同時に、村としてしっかりとした国保利用者の

加入者の負担を軽減していく、その考えについて伺いたいと思います。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ６番議員さんにお答えをいたします。 

   現時点での税額と、きのうお話ししましたように、実際は５％以上上げないと賄え

ないということで、今回入れた五千数百万も当然一般財源の積み重ねの投入というこ

とになりますので、一般会計をこれから入れることはできないんではなくて、国のほ

うの方針としては入れるなと、全部税に転嫁しなさいということですが、きっちりと

財政計画というのは、今後の計画を何年にもわたって、これは非常に審査とかでは大

丈夫かと言われるので、ほとんどの町村がこれには取り組まないというような状況で

すが、それをしっかりとつくっていけば、一般会計を投入することは不可能ではあり

ませんので、ですから、あと１年、２年は、今の基金等で何とか賄うと。その間に一

般会計財源の繰り入れについての可能性は探っていくことでは、内部的には協議をし

ております。やはり一遍に１０％も上げるなんていうことは、もうこれは現実的にで

きないことですので、そのうちに県の税額一本化に何とかたどり着きたいというのが

本音ということでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） いいのかな、これで説明。 

   ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

   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３８号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   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３９号「平成２３年東日本大震災による被災者に
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対する村民税、固定資産税及び国民健康保険税の減免に関する条例の一部を改正する

条例について」を議題といたします。 

   質疑を許します。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。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第３９号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第７、議案第４０号「大玉村介護保険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、質疑を打ち切りたいと思います。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第４０号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第８、議案第４２号「令和元年度大玉村一般会計補正予算につ

いて」を議題といたします。 

   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 幾つかお尋ねをしたいと思いますが、まず最初に、歳入関係で、

８ページの国庫支出金の土木関係について、それぞれ決定によって減額になったとい

うことでありますが、これらをもとにやろうとしている事業について、それも減額に

なったから減少するのかどうかというのが一点。 

   それから、あと歳出関係で、１２ページの企画費で、オリンピックのホストタウン、
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これ千葉県佐倉市も同じところでというような話ありましたが、ＰＲ事業、あるいは

選手の派遣交流事業等々の２つの事業についての、いわゆるこの業務委託、両方とも

委託料なんです。委託は、これ同じところに委託するのか。そこに委託して、イベン

ト会社がどうか知らないけれども、そこでしっかり段取ってきたやつにただ乗って、

あとは村はやると、そのお金だということなのかどうか。あるいは、村でも一定の何

かそれなりの村としての企画もその中には当然入るのかどうかというようなことにつ

いて、例えばこういうことだというようなことについて、あればお尋ねをしたいと思

います。 

   それから、１６ページの民生費の社会福祉総務費です。いわゆるさくらの屋内運動

場に関係しての設計業務委託料、管理委託料ということで、５００万ということです

けれども、あれだけのあれで５００万の設計ということになれば、これからずっとや

っていくとなると、まだまだかかるというような考えになっちゃうんですけれども、

できるだけかけないでやるためにあそこはいいんではないかということだから、村に

も１級建築士だのもいると思うんですけれども、そういうことではできないのかどう

か。もっと圧縮した予算にならないのかどうか。 

   先ほど村長、別な役場の関係で言うと、法的にはクリアしていていないけれども、

バンバンだぞ、ここは。であれば、あと、あそこだって下、子どもらの衛生面でもち

ゃんとすれば、まして仕切ったり何だりしないほうが効率よくできて安く上がるのか

なという期待はしているんですけれども、このままいったら相当な金もかかるという

ことなんですけれども、ここら辺の考え方についてお尋ねをしておきたいと思います。 

   とりあえずその点で。 

○議長（遠藤義夫） 建設課長。 

○建設課長（杉原 仁） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ８ページ、土木費国庫補助金の減でございますが、これは過日、国から今年度の交

付金の内定通知があり、配分された額が決定されたことによる減でございます。 

   この交付金事業の減額が今年度の工事内容にどう影響するかというご質問でありま

すが、主立ったものを申し上げれば、宮下・高久線、交付金事業で要望しております

が、当初直売所側から象目田側までの全線にわたって道路詳細設計を行う予定であり

ましたが、その詳細設計を拡幅が急がれる区間、直売所側から県道側まで、残りの象

目田側区間につきましては、詳細設計の前段の調査測量に切りかえるといった対応を

してございます。 

   このように国の交付金事業の配分は例年厳しい状況にありますので、優先路線、優

先区間を見きわめながら、道路事業を着実に進めてい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） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   １２ページ、⑥の東京オリンピックホストタウンに要する経費の１３委託料でござ

います。 
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   まず、上段のホストタウンＰＲ業務委託１５万につきましては、国内外交流協会へ

委託を考えてございます。今後、夏祭り等のイベント等がございますので、そちらの

ほうでの活用をお願いするところでございます。 

   下段のペルー共和国の選手派遣交流委託につきましては、この５０万円につきまし

ては、専門の旅行業者のほうに委託をいたしまして、今後ペルー共和国とのオリンピ

アンや、それらの関係の監督等の招致の調整関係にお願いするところでございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） １０番議員さんにお答えいたします。 

   １６ページ、③社会福祉協議会に要する経費のところで、１３の委託料、総合福祉

センターさくら屋内運動場改修工事設計監理業務委託料についてでございますが、こ

ちらにつきましては、現段階での計画では、さくらの屋内運動場、以前はゲートボー

ルで使っていた場所なんですが、そちら使ってはいないという、利用が少なくなって

きたので、そちらに教室のほうを増設したいということの計画でございます。仕切り

と衛生面ということでございますが、体育館の中に箱型の教室をつくるという計画で

ありますので、衛生面については問題ないと考えてございます。 

   以上です。 

○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。 

   今課長の言ったような状態で、屋内運動場、屋内ゲートボール場の中に教室をつく

りましょうということですが、今のところは社会体育施設という、ゲートボール場と

いう用途で使っていますので、これを子どもたちの使う社会教育、福祉施設というふ

うに用途がえをする場合にはかえなきゃいけないと、用途をです。そこに、その用途

がえするために建物を中に入れる場合には、正式な建築確認が必要だということです

ので、屋根もあるし、壁もあって、雪降っても屋根にかからない、風も吹かないとい

うことなんですが、外部にある建物と同じように全て建築設計をきちっとやって、そ

して中に建てなさいということですので、屋外に建てると同じ建築確認が必要になっ

てくると。再度確認、おかしいんじゃないかと何度も確認しましたが、これが建築法

だということですので、屋内につくろうが屋外につくろうが同じだということでござ

います。 

   設計のほうに、業者にお聞きしても、やっぱり同じ返事が返ってきます。県のほう

の担当部署に確認して、２度ほど確認しましたが、やはりそのとおりしてもらわなけ

れば許可はおりないということですので、実際はまともにつくると１億近くかかると。

ですから、設計料も１，０００万かかります。それを今回５００万に、半分にしたの

は、何とかこの辺でできないかということでかなり無理をして金額を下げているとい

うことですので、割り返せば約五、六千万、幾ら安くても五、六千万はかかるだろう

と。それも必要な規模を縮小して、今１９０人ほど、常時１３０、１４０いますが、

とりあえず縮小して、当面は１００人規模のものにしようと。ですから、全員入れな
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いんです。建築費が高過ぎると。第２次用途変更すれば、次、増築できるということ

なので、建築確認を得ないで、そういう状況ですので、これは半分しか計上していな

いという状況でございます。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） １０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 納得いかないよね。今の囲ってあって、今、村長言われたとおり

なんだけれども、それでできないというのはちょっと、後からはそうではなかったな

んていうのか。これは金、かからないためには、もう１回確認してしなければならな

いやつ、そういうふうにかけないで下だけちゃんとしていれば、子どもらがごみなど

舞い上がらないで暮らせれば、それで十分だと思うんだ。 

   それからもう一つ。先ほどのホストタウン関係で、あれほどテレビとか新聞にもち

ょっと出て大々的にアピールした割には、何か大玉村としてこれだけはやるぞという

何かちょっとあってもいいんではないのかな。ひとつその点を、その２つ。 

○議長（遠藤義夫） 村長。 

○村長（押山利一） ホストタウン関係については担当のほうで答弁をさせます。 

   私も同じ考えで、県のほうに行って、許可部署に行ったらそう言われてきたと。う

ちのほうでも出入りの設計業者に聞いたら、やはり建築確認が必要だと。理由は何だ

といったら、地震等が起きた場合でも何でも、やっぱり屋内にあろうが屋外にあろう

が構造計算はきちっとしてやらなきゃいけないと、そう言われればそうかなと、当然

だなと。地震がきて、中でベシャッとなるような建物では、当然子どもを預かること

はできませんので、理屈としては理解はしたんですが、本当に何でだというのは、同

じようにちょっと納得できないということもあるので、何か違う方法ないのかと。最

初はパーティションで仕切ればいいだろうと、床張って、パーティションで仕切って、

１，０００万もあればできるだろうというふうに考えましたが、だめだということで

すので。 

   なお、再々度、何とかならないかということで確認はしたいと思いますが、変わり

はないと思いますが。県のほうでも責任を持って回答している話ですので、文書をも

って回答いただくとか、そういうことも少しやってもいいかなと考えていますので。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） １０番議員さんにお答えいたします。 

   ホストタウンの関係でございますが、ようやく正式に登録していただいたというこ

とで、村長もこの間のホストタウンの首長会議、内閣府のほうに行っていただきまし

て、これからさまざま予算を活用いたしまして、懸垂幕等を役場、それから改善セン

ター等に設置しまして、今後、できればペルーの選手を招致できればと思っておりま

すが、日程が厳しい場合は日本のオリンピアンなり、パラリンピアンの方を招致し、

いろんな交流をしていきたいというふうに考えておりますので、その際はご協力よろ

しくお願いします。 
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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） まず最初に、１３ページのほうの企画費の中での移住支援金給付事

業補助金の詳しい内容と、この事業、単年度なのか、これから複数年度にわたってい

くのか、確認しておきます。 

   それから、次の１５ページに入りまして、国内外交流事業に要する経費の中でござ

いますが、今回委託料で、また改めてＰＲ映像ＤＶＤ制作業務委託料２１万

６，０００円とっていただいておりますが、これの目的と内容について、改めて伺い

ます。 

   それから、その下段の台湾交流事業に要する経費ですが、これ日程とか何かが決ま

りまして、募集要項について伺いたいんでありますが、村民と限るのか、例えば、村

民の家族とか子どもと一緒にその人が行くとか何か、結局、大玉村外にいてもそうい

う方が、そういう相談が聞いておりますので、その辺の要項を説明していただきたい

と思います。 

   それから、２５ページにいきまして、今回、小中学校非常勤講師配置に要する経費

にて、これ減額になってございますが、臨時雇いの雇用のシステム、それを改めてど

ういうことになっていて、雇用がかなわなくて、今回こうして減額することになった

のか。その辺も伺っておきます。そして、今後の見通しとか何かも、この事業に対し

てどういうふうな形でつながっていくのか。あと、この減額することで、どのような

影響が教育関係に生じるのか。その点、改めて伺います。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   １２ページでございます。 

   ①の企画費の移住支援金給付事業でございます。これにつきましては、世帯でこち

らのほうに移住された場合は、１世帯当たり１００万円、予算としましては、２世帯

分を計上してございます。それと、単身で移住された方は６０万円、これは３名ほど

今回は計上してございます。国からの２分の１、それから県から４分の１の交付金の

立案になってございます。 

   これにつきましては、継続かどうかということですが、現在のところはまだ今年度

のみで、また来年度の話はまだ正確には出てございません。 

   続きまして、１５ページの中ほどの国内外交流関係ＰＲ映像のＤＶＤでございます。 

   これにつきましては、１０分程度の村の紹介のＰＲＤＶＤが今ございますので、そ

れらの焼き増しとしまして５００枚ほど作成する予定でございます。これは、今後さ

まざまな場所に出向いたりした場合に、それらをＰＲの一環として使用したいという

ふうに考えてございます。 

   それから、台湾の募集要項の関係でございますが、今現在、チラシ、間もなく全部

完成してでき上がってくるところでございます。手元にチラシがないので、ちょっと

詳しくはあれなんですが、村としましては当然村民の方が優先というふうに考えてご
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ざいます。ですから、その募集の人数によっては、当然ある程度席は埋めなくちゃな

らないというふうに考えておりますので、そうなれば、村民の方が全部そろえば一番

結構でございますが、そうならない場合、第２、第３というような形になろうかと思

います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） 教育総務課長。 

○教育総務課長（橋本哲夫） ５番議員さんにお答えいたします。 

   ２５ページ、小中学校非常勤講師配置に要する経費のご質問でございます。 

   今回、減額ということで、まずは雇用形態どのようになっているのかというお話で

ございますが、こちらにつきましては、主に大学等に紹介をいただきまして、将来正

規採用を目指す、教員を目指す方を紹介いただいて、従来までは採用を図ってきまし

た。もちろんですが、教員としての情熱とか使命感とか、そういった意識の高い、資

質、能力の高い人材ということで採用を図ってきたところです。 

   今回、全国的に教員不足が進んでいるということで、県内も同様のような状態であ

りました。今回、確保が非常に困難な状況であったために、小学校２校の講師につい

て配置ができなかった状態でございます。 

   見通しということでございますが、文科省の公表されている資料によりますと、職

員の大量退職が今問題になっておりまして、３０年度がピークのような状態になって

おりますが、今後もしばらくその状態が続くのかなというような懸念はございますが、

これについては次年度の様子を見ていきたいというふうに考えております。 

   それから、影響ということでございますが、子どもたちの指導の充実を図るという

ことで採用を図ってきたところでございます。大きく影響を及ぼすということではご

ざいませんが、ただ、こういった配置を図ってきたということで、それにかわるとい

う形ではございませんが、今回、予算のほうにも臨時職の賃金、こちらにつきまして

は指導主事の賃金でございます。今年度当初から非常勤という形で採用のほうさせて

いただきましたが、常勤という形で採用を見直しさせていただきまして、指導の充実

を図っていきたいというように考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） 改めて、今質問した項目の中で何点か伺います。 

   移住支援給付事業の補助金、これさまざまな条件があるのかなと思っていますが、

これは結局、都会から大玉に来る方の、そのような事業補助金と聞いていたんですが、

その辺の単なる移住でも可能なのか。事業所を通してその事業所に勤めるとか、そう

いうことも条件に付されているのか。その辺の説明がなかったんでありますが、その

辺の条件です。その中身についても伺っていきたいし、どういう企業が、例えば大玉

村でそれに合致している企業なのか。これ単なる移住と来ても、仕事も何もかなわな

いとそれができないわけだから、その辺の確認だけしておきます。 

   それから、もう一点。先ほども申し上げた募集要項、私ども直売会や何かで皆さん
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が行きたがっているんですが、行きたいのは娘、自分がある程度年齢がいっているか

ら娘と一緒に行きたいとか、そういう方はどうなるんだろうなんていう相談を受けて

いるんですが、まだ要綱がないもので、もうちょっと待ってくださいというような形

を皆さんには言っていたんだけれども、その辺の条件が村民と限りますと、そういう

娘さんが行けなくなったり何かなってしまうんで、本当に行きたい方もいけなくなっ

ちゃう。その辺の事も少し、もっと煮詰めた考えで要項の募集というのは出してほし

いなと考えているところなんですが、今回、要項、既にできてしまっているとなると

問題なんですが、これからまだ可能なら、そういうことも含めた要項を作成していた

だきたいと思う。これ要望でもありますが、お願いします。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） ５番議員さんにお答えいたします。 

   移住関係でございますが、ご質問のとおり、東京圏からの移住ということで、これ

に関しましては、住民票を移す前に連続して５年以上、東京２３区に在住する方、同

じく、住民票を移す前に連続して５年以上、東京圏のうちの条件のフリーな地域でお

住まいになっていて、住民票を移す３カ月前の時点で連続して５年以上、東京２３区

へ通勤されている方という方が対象の要件という方になります。 

   県が移住支援事業希望者に対し公表した後に転入するということで、移住の申請関

係には３カ月以上１年以内という形になるかと思います。転入先の市町村につきまし

ては、５年以上継続して住んでもらう。 

   これらの目的にもございますが、地域の中小企業等に就職してもらうというような

形で、県のほうに登録している企業がありまして、そこに就職を希望した場合は、こ

の事業の該当になるというような形でございますので、ご理解いただきたいと思いま

す。（不規則発言あり）失礼しました。村内にもございますので、村内に、その企業

に就職していただければ、この事業の該当になるということでございます。 

   それから、台湾交流の募集の関係でございますが、今回、第１回目ということで、

大分事前の希望の方の問い合わせ、いつから申し込み始まるのかといろいろございま

して、今ほどおっしゃる中身は十分理解しているわけでございますが、それ以外にお

申し込みが非常に多かった場合、やはり村民を中心という形で考えていかないと、よ

その、今回３村合同の翼でございます。それぞれの町村で満杯、もし仮に集まらない

というような状況になれば、大玉村でその分をまた追加で募集ということも考えられ

ますので、そういった段階でその要項のほうを見直しするなりして進めていきたいと

いうふうに考えております。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ５番。 

○５番（押山義則） わかりました。説明いただきました。 

   まず最初の移住支援給付事業補助金。これ事業所、受け入れる事業所なんですが、

例えば、アットホームとか直売所は、それに該当するのかとかそういうことまでちょ

っと聞きたかったんであります。結局、村の企業としてそういう方を受け入れるとか
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何かが可能なのか。せっかくの制度ですから、それなりの補助出るわけですから、村

民株式会社なり、そういうところが事業所登録がこれから可能なのか。もう既に登録

していないと、これは受け入れ対象にならないのか。その辺のこともどういう事情に

なっているのか伺っておきたいんですが。 

○議長（遠藤義夫） 政策推進課長。 

○政策推進課長（舘下憲一） ５番議員さんに再度お答えいたします。 

   これからも県のほうに登録していただければ、今言ったようなことも可能というこ

とでございます。 

   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） １６ページ、民生費の中の⑧プレミアム付商品券に要する経費とい

うことで、消費税増税に対応するということでいろいろ騒がれておりますが、この対

象人数並びにどのような形でこの商品券を発行していくのか伺います。 

   次、１８ページ、老人福祉費の中の⑦地域包括ケアシステム深化・推進事業に要す

る経費ということで、この中身、具体的にもう少し教えていただきたいなというふう

に思います。 

   次、２０ページ、衛生費の中の２の予防費、緊急風しん抗体検査業務委託料という

ことで、３９歳から４６歳までの男性を対象とするということでございましたが、こ

れ対象者にはどのような形でお知らせが行くのかということ、あとは、どこででも受

けられるのかどうかということもあわせてお聞きします。 

○議長（遠藤義夫） 健康福祉課長。 

○健康福祉課長（後藤 隆） ６番議員さんにお答えいたします。 

   まず初めに、ページ、１６ページ、プレミアム付商品券に関する経費についてでご

ざいます。 

   こちらにつきまして、対象の人数でありますが、少々お待ちください。大変失礼し

ました。まず、対象の１つ目としまして、住民税非課税世帯者ということで、こちら

については平成３１年１月１日現在の方が対象となりまして、７８０名となってござ

います。続いて、２つ目として、３歳未満のいる世帯主ということで、こちらは令和

元年６月１日現在の世帯ということで、３００人。さらに、令和元年７月３１日現在

の時点で、８月１日から９月３０日までに生まれたお子さんがいる世帯主ということ

で、こちらは大体１０人ぐらいと予定しまして、合計で１,０９０名の方を予定して

おります。 

   さらに、発行についてでございますが、こちらについては各市町村によって決める

ことができるということになっておりまして、本村につきましては、現在村の商業振

興協同組合さんのほうに委託をして、お願いできればと思っています。イメージとし

ましては、村商工会さんが発行している商品券に類似するような形で、村民が使いや

すいものであればと考えてございます。 

   こちらについては１０月１日からの運用となりますので、その前に手続のほう準備
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を進めてまいりたいと考えてございます。 

   続きまして、１８ページ、地域包括ケアに要する経費の関係でございますが、こち

らにつきましては、実は、介護保険特別会計のほうで現在計画していたものを補助事

業に該当するということで組みかえているものでございます。 

   具体的な内容としましては、高齢者の方を対象にということで、脳の健康教室とい

うことで、子どもたちによく教えている企業というか、公文というのがあるんですが、

そちらのほうに委託契約をして、脳トレと言われるものを実施したいなと考えてござ

います。さらに、健康づくり応援者養成講座という形で、こちらは既に周知のほうを

村内に出しているところなんですが、７月５日、７月３０日、８月６日ということで

３回開催する予定で、こちらのほう、こういった脳トレの教室などに協力していただ

ける応援者のほう、村内ボランティアという形にはなろうかと思うんですが、参加し

ていただく皆さんを募集していますので、そちらの皆さんの養成をする講座を開催し

たいと思ってございます。 

   最後に、２０ページになりますが、風しん追加対策システム改修業務に要する委託

料ということでありまして、また、次に続いて、予防接種に関係して、緊急風しん抗

体検査の事業委託料、こちら両方関連しているものでございますが、こちらにつきま

しては、昨年度来風疹のほうが爆発的にちょっと流行したということがありまして、

国のほうで緊急的に補助事業として実施するというふうな形で進めています。 

   この事業につきましては、先ほど議員さんおっしゃるように、対象者が３９歳から

４６歳ということになっていますが、実は３９歳から５６歳までの方が対象となって

ございます。今回、国のほうでは緊急的に勧奨するということで、４６歳までの方に

ついて早目にやっていただきたいということでありまして、対象としては３９歳から

５６歳までの方が該当します。 

   運用の仕方になりますが、現在ちょっと先行しまして、５月から受けられるような

形で、対象者の方にはクーポン券ということで郵便で配っております。実際にもう受

けられた方もいらっしゃるというふうに聞いてございます。こちらについてのお知ら

せの後の、どこで受けたらばということなんですが、こちら安達管内、予防接種の関

係で提携しているところに、対象医療機関で受けていただいて、まずは抗体検査のほ

うを実施していただいて、抗体がないと確認された方について接種してもらうという

形で、まずは抗体検査をやるような手続の順番になってございます。今後、周知につ

いては、なるべく流行しないようにぜひ受けてもらいたいということで行っていきた

いと思います。 

   また、村独自の補助制度がございますので、この３９歳から４６歳までについては

国のほうの補助制度を優先させていただいて、こちらに該当しない方については、村

の風疹の要綱に該当する方については、そちらで接種していただきたいと考えてござ

います。 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。７番。 
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○７番（鈴木宇一） １点だけお願いいたします。 

   ２１ページでございますけれども、１３の委託料あります。米の食味分析委託料、

３０万計上されております。今年から大玉米ブランド化ということで、農業関係最重

要政策として取り組んでおるというように思っておりますが、そういう中で、この食

味分析を全部委託するんだということでございますが、３０万上がっていますが、こ

れなんかはやっぱり思い切って食味計を買ったらどうなのかなというふうに思うんで

す。それで、村民誰もが、いつでも、どこでも、自分の米を食味値をはかって、うち

のは何ぼあるのかなと、こういうことがやっぱりブランド化の前提として関心が高ま

るんじゃないかなというふうに思うんです。これ、一々頼んでいればどうなのかなと

いう観点なんです。今、放射能測定なんかも誰でも持っていって、うちの野菜だ何だ

かんだ全部やっておりますけれども、そういう形をとってこれをやれば、このブラン

ド化が関心が高まるんじゃないかなと、こういう観点からの質問でございます。 

   それから、下の土地利用型農業活性化推進特別対策事業補助金が４万なんです、こ

れ。土地利用型というのは、いわゆる面潰し、いわゆる遊休農地とか、いわゆるそう

いうところに大豆、麦、ソバ、大面積をこなしていくということで、この耕作放棄地

を守ろうということだと思うんですが、それにしてもこの４万というのはどういう数

字なのかなと。もっとこういうところには手厚くやってもいいんじゃないかなという

観点からの質問でございます。 

○議長（遠藤義夫） 産業建設部長。 

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

   米の食味分析の委託料についてのお尋ねでございますけれども、これは、あくまで

これから進めます準備委員会、これのために必要なものということで今回予算の計上

をさせていただきました。議員ご指摘のように、これからブランド化等々を進めてい

く場合に、食味計の導入、これは必須であると考えておりますので、今後早ければ、

９月の補正予算に計上させていただきたいということで準備を進めてまいりたいとい

うふうに考えてございます。 

   後段の土地利用型農業活性化推進特別対策事業補助金につきましては、課長のほう

から答弁をいたします。 

○議長（遠藤義夫） 産業課長。 

○産業課長（渡辺雅彦） ７番議員さんにお答えいたします。 

   土地利用型農業活性化推進特別対策事業ですけれども、こちらに関しましては、ソ

バの種子購入にかかる金額でございます。当初、存目で３万円ということで計上して

おりましたけれども、今回、購入の申し込み希望をとりましたところ、３万円でちょ

っと足りなくなりまして、申し込みが２８５キログラムほどございました。その分の

不足分ということで、今回計上させていただいております。 

   以上でございます。 

○議長（遠藤義夫） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 
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○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４２号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

   ここで休憩のため暫時休議いたします。再開は午前１１時３０分といたします。 

（午前１１時２１分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 再開いたします。 

（午前１１時３０分） 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第９、議案第４３号「令和元年度大玉村国民健康保険特別会計

補正予算について」を議題といたします。 

   質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第４３号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１０、議案第４４号「令和元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。ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 
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○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第４４号を採決いたします。 

   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４５号「令和元年度応急仮設住宅撤去工事（安

達太良Ⅱ期）請負契約について」を議題といたします。 

   質疑を許します。１０番。 

○１０番（須藤軍蔵） 本来ならば、これ議題に供されたものに対しての質問ということ

が原則でありますが、関連ということでお許しいただきたいんですけれども、応急仮

設の撤去工事というのは第Ⅰ期、もう既に終わっているわけですが、本来は原形に復

すということが基本だと思って、白沢のあたり見てみますと、もうきれいになってい

るところも見てきましたが、大玉村は大玉村で考え方のもとにそのままあるわけであ

りますが、その周りのコンクリートでない部分、土の部分、相当カヤとかヨモギが生

い茂っていて、既存の住宅の方の近くについてはあれなのでということで、自分で刈

ったんだということでありますが、やっぱり最小限その辺を見回って、全部やるとい

うのは大変でありますから、部分だけでもやっぱりきちっと今後管理をしていくとい

うことが大事だと思うんですが、その辺の考え方について、今後もそれ今言ったここ

の場所、相当な面積もあるし、今後の環境的な問題もあるので、伺っておきたいと思

いますし、実施、対応して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） １０番議員さんにお答えをいたしま

す。 

   仮設住宅撤去後についてでございますけれども、今回の工事につきましても、仮設

住宅等につきましては、ほこり等の飛散防止のために砕石敷きということで計画をい

たしているところでございますが、今ほどありましたように、その後の雑草、カヤ等

につきましては、この撤去後の敷地の管理担当部局とも連携しながら適切な管理に努

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） ほかにございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   お諮りいたします。 

   本案について討論を省略し、採決するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、これより議案第４５号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１２、議案第４６号「令和元年度消防小型動力ポンプ付積載

車購入に係る物品売買契約について」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４６号を採決いたします。 

   本案を原案のとおり決定するにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１３、陳情第２号「福島県最低賃金の引き上げと早期発効を

求める意見書提出の陳情について」を議題といたします。 

   本件について、付託いたしました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を報告いたします。 

   去る６月１８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２号

「福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳情」について審査す

るため、６月１８日午前１１時３５分から、第１委員会室において、全委員出席、さ

らに付託事件に対する参考意見聴取のため、産業建設部長の出席を求め、委員会を開
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催いたしました。 

   本陳情については、政府が「毎年３％程度を目途として引き上げ全国加重平均

１，０００円を目指す」と閣議決定していること、最低賃金の全国水準との乖離是正

のためにも、賃金の引き上げは必要であるとの意見が出され、慎重に審査した結果、

全委員一致をもって採択すべきもの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。 

    令和元年６月２１日 

                   産業厚生常任委員会委員長 武 田 悦 子 

   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ただいま産業厚生常任委員長からの報告が終わりました。 

   産業厚生常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。質疑ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   陳情第２号「福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書提出の陳情につ

いて」を採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決定するにご異議ございません

か。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１４、陳情第３号「地方財政の充実・強化を求める意見書提

出の陳情について」を議題といたします。 

   本件ついて、付託いたしました総務文教常任委員会委員長からの審査結果の報告を

求めます。８番。 

○総務文教常任委員会委員長（佐々木市夫） 総務文教常任委員会報告書。 

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

   去る６月１８日の本会議において総務文教常任委員会に付託されました陳情第３号

「地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について」を審議するため、６月

１８日午前１１時４０分より、大玉村役場第２委員会室において、全委員が出席し、

さらに参考意見の聴取のため、政策推進課長に出席を求め、委員会を開催いたしまし

た。 

   陳情第３号「地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について」、慎重審

議の上、採決を行った結果、全委員一致をもって採択とし、関係機関に対し、意見書
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を提出することと決定いたしました。 

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

告いたします。 

    令和元年６月２１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 

   よろしくお願いします。 

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

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

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   陳情第３号「地方財政の充実・強化を求める意見書提出の陳情について」を採決い

たします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決定するにご異議ございません

か。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１５、陳情第４号「中小企業・小規模事業者を支援し、最低

賃金の大幅な引き上げを求める意見書の提出について」を議題といたします。 

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

求めます。６番。 

○産業厚生常任委員会委員長（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を報告いたします。 

   去る６月１８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４号

「中小企業・小規模事業者を支援し、最低賃金の大幅な引き上げを求める意見書の提

出について」審査するため、６月１８日午前１１時３５分から、第１委員会室におい

て、全委員出席、さらに付託事件に対する参考意見聴取のため、産業建設部長の出席

を求め、委員会を開催いたしました。 

   本陳情について、慎重に審査した結果、全委員一致をもって採択すべきものと決定

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。 

    令和元年６月２１日 

                   産業厚生常任委員会委員長 武 田 悦 子 
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   大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

   以上です。 

○議長（遠藤義夫） ただいま産業厚生常任委員会委員長からの報告が終わりました。 

   産業厚生常任委員会委員長の報告に対する質疑を許します。ございませんか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   陳情第４号「中小企業・小規模事業者を支援し、最低賃金の大幅な引き上げを求め

る意見書の提出について」を採決いたします。 

   本陳情に対する委員長の報告は採択です。 

   お諮りいたします。 

   本陳情について討論を省略し、委員長報告のとおり決定するにご異議ございません

か。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本陳情は委員長報告のとおり決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 日程第１６、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） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議会運営委員会委員長の申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに

決定いたしました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 次に、追加議事日程を配付いたします。（追加議事日程 配付） 

   ただいまお手元に配付いたしましたとおり、議員発議第２号「福島県最低賃金の引

き上げと早期発効を求める意見書について」、議員発議第３号「地方財政の充実・強

化を求める意見書について」、議員発議第４号「中小企業・小規模事業者を支援し、

最低賃金の大幅な引き上げを求める意見書について」並びに「議員派遣の件」が提出

されました。 

   お諮りいたします。 

   議員発議第２号から議員発議第４号まで並びに議員派遣の件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４として議題にしたいと思いますが、これ

にご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 
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○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、議員発議第２号から議員発議第４号まで並びに議員派遣の件をそれぞれの

順番に日程に追加し、追加日程第１から追加日程第４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２号「福島県最低賃金の引き上げと早期

発効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（鈴木康広） 朗読いたします。 

   議員発議第２号「福島県最低賃金の引き上げと早期発効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。 

    令和元年６月２１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 広 

                    賛成者 大玉村議会議員 菊 地 利 勝 

   提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣、福島労働局長 

   福島県最低賃金の引き上げと早期発効を求める意見書（案） 

   最低賃金制度により、非正規労働者を含むすべての労働者の賃金の最低額が法律に

より保障されています。そして、毎年、中央最低賃金審議会が作成する「目安額」を

参考に各都道府県最低賃金審議会の審議を経て、地域別最低賃金が決定されています。 

   政府は、２０１３年の「経済財政運営と改革の基本方針」ならびに「日本再興戦略」

で引き上げの意向を示し、２０１６年６月には「毎年年率３％程度を目途として引き

上げ全国加重平均１０００円を目指す」具体的額を閣議決定しました。 

   現在の福島県最低賃金は「時間額７７２円」ですが、政府の目標金額とは程遠く、

また、全国でも３１位の低位にあります。このような全国水準との乖離是正は、県内

の労働者・生活者のセーフティーネット強化や内需拡大はもとより、県内の人手不足

解消、生産年齢人口流出の抑制に効果があることは明らかです。 

   よって、本村議会は福島県の一層の発展をはかるため、最低賃金法の趣旨を踏まえ、

福島県最低賃金に関する、次の事項について強く要望します。 

   １．福島県最低賃金については、政府が掲げる「毎年年率３％程度を目途に引き上

げ、全国平均で１０００円を目指す」との方針に沿って、相応の引き上げを行うこと。 

   ２．福島県内の労働力確保、人口流出抑制・防止を見据えた金額とすること。 

   ３．中小・地場企業に対する支援策等を強化し、最低賃金の引き上げを行う環境を

整備すること。 

   ４．一般労働者の賃金引き上げ時期を踏まえ、福島県最低賃金の改定諮問時期を可

能な限り早め早期発効に努めること。 

   以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出する。 
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    令和元年６月２１日 

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

   以上、よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第２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。質疑ないですか。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   これより採決いたします。 

   議員発議第２号について採決いたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 追加日程第２、議員発議第３号「地方財政の充実・強化を求める意

見書について」を上程いたします。 

   提出者の趣旨説明を求めます。８番。 

○８番（佐々木市夫） 議員発議第３号「地方財政の充実・強化を求める意見書について」 

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

第１４条第１項の規定により提出します。 

    令和元年６月２１日 

     大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

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

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

   提出先 内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、 

       経済産業大臣、内閣府特命担当大臣（地方創生、規制改革）、 

       内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

   地方財政の充実・強化を求める意見書（案） 

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

療・介護などの社会保障への対応など、果たす役割が拡大する中で、人口減少対策を

含む地方版総合戦略の実行やマイナンバー制度への対応、大規模災害を想定した防

災・減災事業の実施など、新たな政策課題に直面しています。 

   一方、地方公務員をはじめとした公的サービスを担う人材が限られる中で、新たな

ニーズへの対応と細やかな公的サービスの提供が困難となっており、人材確保を進め

るとともに、これに見合う地方財政の確立をめざす必要があります。 

   政府の「骨太２０１８」では「地方の一般財源総額について２０１８年度地方財政

計画の水準を下回らないよう実質的に同水準を確保する」とされ、２０１９年度の地

方財政計画でも、一般財源総額は６２兆７０７２億円（前年度比＋１．０％）となり
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過去最高水準となりました。 

   しかし、一般財源総額の増額分も、保育の無償化などの国の政策に対応する財源を

確保した結果であり、社会保障関連をはじめとする地方の財政需要に対応するために

は、さらなる地方財政の充実・強化が求められています。 

   このため、２０２０年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、歳入・歳出を

的確に見積もり、人的サービスとしての社会保障予算の充実と地方財政の確立をめざ

すことが必要です。このため、政府に次の事項の実現を求めます。 

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

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

ること。 

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

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

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

を的確に行うこと。とりわけ、保育の無償化に伴う地方負担分の財源確保を確実には

かること。 

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

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

視して経費を算定するものであり、廃止・縮小を含めた検討を行うこと。 

   ４．「まち・ひと・しごと創生事業」として確保されている１兆円について、引き

続き同規模の財源確保をはかること。 

   ５．２０２０年度から始まる会計年度任用職員の処遇改善のための財源確保をはか

ること。 

   ６．森林環境譲与税の譲与基準については、地方団体と協議を進め、林業需要の高

い自治体への譲与額を増大させるよう見直しを進めること。 

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

税から地方税への税源移譲を行うなど、抜本的な解決策の協議を進めること。 

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

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

応をはかること。 

   ８．地方交付税の財源保障機能・財政調整機能の強化をはかり、市町村合併の算定

特例の終了を踏まえた新たな財政需要の把握、小規模自治体に配慮した段階補正の強

化などの対策を講じること。 

   ９．依然として４兆円規模の財源不足があることから、地方交付税の法定率を引き

上げ、臨時財政対策債に頼らない地方財政を確立すること。 

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

   以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。 

    令和元年６月２１日 

                  福島県安達郡大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 
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   以上であります。よろしくお願いします。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第３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３号について採決いたします。 

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

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

   よって、本案は原案のとおり可決されました。 

◇          ◇          ◇ 

○議長（遠藤義夫） 追加日程第３、議員発議第４号「中小企業・小規模事業者を支援し、

最低賃金の大幅な引き上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。１１番。 

○１１番（菊地利勝） 議員発議第４号「中小企業・小規模事業者を支援し、最低賃金の

大幅な引き上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。 

    令和元年６月２１日 

     大玉村議会議長 遠 藤 義 夫 殿 

                    提出者 大玉村議会議員 菊 地 利 勝 

                    賛成者 大玉村議会議員 鈴 木 康 広 

   提出先 内閣総理大臣、厚生労働大臣 

   中小企業・小規模事業者を支援し、最低賃金の大幅な引き上げを求める意見書（案） 

   政府の統計では、雇用労働者の４割が非正規雇用になり、４人に１人が懸命に働い

ても年収２００万円に届かないワーキング・プアという状況におかれている。こうし

た不安定雇用と低賃金は、とりわけ若者の自立や結婚、出産・育児等にも影響を与え

ており、大きな社会問題となっている。 

   その点で、地域別最低賃金がきわめて低い水準にあることは問題である。

２０１８年の地域別最低賃金は、最高の東京都で時給９８５円、福島県では７７２円、

最も低い県では７６１円である。福島県においては、フルタイムで働いても月収約

１３万円にすぎず、自立した生活を送ることはできない。 

   また、福島県と東京都では、同じ仕事をしても時給で２１３円、月額換算で約３万

３千円余、年額換算では約３９万円もの格差があるため、若い労働者の県外流出の要

因ともなっている。原発事故からの復興をめざす福島県にとって、こうした地域間格

差を是正し、最低賃金を大幅に引き上げることが必要である。 

   ２０１０年６月の「雇用戦略対話」では、「できる限り早期に全国最低８００円を
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確保し、景気状況に配慮しつつ、２０２０年までに全国平均１０００円を目指す」と

した「政労使合意」も確認されている。最低賃金の引き上げのためには、欧米諸国の

ように政府が率先して大規模な中小企業支援策を講じる必要がある。福島地方最低賃

金審議会は、２０１６年以降の「答申」において、福島県における中小企業・小規模

事業者の経営が依然として、厳しい実態にあることを踏まえ、「政府におかれては、

社会保険料の減免等即応性・実効性の高い施策の実施に積極的に取り組むこと」を求

めている。 

   よって、国においては、下記の施策を講じるよう強く要望する。 

記 

   １．２０１０年６月の雇用戦略対話にもとづく政労使合意を２０２０年までに確実

に実行し、最低賃金の大幅引き上げを行うこと。 

   ２．全国一律最低賃金制度の確立等、地域間格差を縮小させるための施策をすすめ

ること。 

   ３．中小企業・小規模事業者の負担を軽減するための直接支援として、社会保険料

の減免等即応性・実効性の高い施策の実施に積極的に取り組むこと。 

   以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

    令和元年６月２１日 

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

   以上であります。 

○議長（遠藤義夫） 議員発議第４号の趣旨説明が終わりました。 

   提出者に対する質疑を許します。 

（「質疑なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 質疑がないようですので、質疑を打ち切ります。 

   これより採決いたします。 

   議員発議第４号について採決いたします。 

   本案について討論を省略し、原案のとおり決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４、議員派遣の件についてを議題といたします。 

   お諮りいたします。 

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

これにご異議ございませんか。 

（「異議なし」という声あり） 

○議長（遠藤義夫） 異議なしと認めます。 

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

定いたしました。 
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◇          ◇          ◇ 

○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、令和元年第４回大玉村議会定例会を閉会いたしま

す。ご苦労さまでした。 

（午後０時０７分） 

 

 


